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渋谷義一の写真技術講座

EXIF情報を書き加える方法
「EXIF情報」、これは「エグジフ」または「イグジフ」と呼ばれ、カ

メラの機種や撮影時の条件情報を画像に埋め込んだ画像ファイルフォ

ーマットです。

Copyright © 2019 yoshikazu shibuya All Rights Reserved.

<はじめに>

最新のデジカメで撮影した画像は、画像ソフトから右クリックなどで「画像のプロパティ」を開

くことができ、その中には数々の情報があります。「IPTC」をはじめ「EXIF」、「各メカデータ」、

「メーカーノート」なども出てきます。

その中で「EXIF」の情報には、主なものだけでも

1) モデル名 NIKON D750

2) シャッタースピード 1/250 s

3) ISO 200

4) 露出補正値 0.33 eV

5) 測光方式 中央部重点測光

6) フラッシュ オフ、フラッシュ未発光

7) レンズ焦点距離 300mm

8) レンズモデル Nikon ED AF NIKKOR 70-300mm f/4-5.6 D

9) ホワイトバランス詳細 Auto 1

10) オリジナルの日時 2019/05/20 10:59:53

「EXIF」情報の概要だけでもこんなにリストアップができます。しかし、これらの情報を伝え

るレンズの接点がない古いものは、「EXIF」情報が記録されません。まるで、かつてのフィルム

と同じです。

やむなく撮影状況を野帳に記録していましたが、その項目をここで「EXIF」情報を書き加え

ることにしましたので、その手法をご紹介します。

<画像ソフトでもできますが>

「EXIF」情報の編集は、画像ソフトでもできます。ADOBE LightRoom や SILKYPIX Developer

Studio Pro など、枚挙に暇がないほど多数あるようです。SILKYPIX で確認をしたところ、前述の

「EXIF」情報の概要に掲げた項目は編集ができます。

今回は、これらの画像ソフトを使わずに「exiftool.exe」というフリーソフトと、全ての PC に機

能がある「コマンドプロンプト」で、必要な項目だけ、しかも一括して処理ができる方法をご説

明します。専用ソフトを使わないことから安価に利用ができるものです。
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<まずはフリーソフト「exiftool.exe」を入手>

「exiftool.exe」の Zip 書庫は、https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/というサイトから入手しま

す。

ここでの説明

で「exiftool.exe」

は、プラッ トフ

ォー ム に 依 存

せず、様々な

ファイル情報の

読み取り、書き

込み、編集 を

行うためのコマ

ンドラインアプ

リケーシ ョンで

あるとされてい

ま す 。 ま た 、

「exiftool.exe」は、EXIF、GPS、 IPTC、XMP･･･(中略)･･･さらに Canon、Casio、････富士フ

イルム、GE、GoPro、HP、JVC /ビクター、コダック、リーフ、ミノルタ /コニカミノルタ、モトロー

ラ、ニコン、ニンテンドー、オリンパス /エプソン、パナソニック /ライカ、ペンタックス /アサヒ･･･

などのデジカメをカバーしているそうです。

「 exiftool」

の Zip 書庫を入

手できたら、ど

こか適当なとこ

ろへ copy しましよう。インストー

ルする訳ではなく、できたら画像

ファイルと同梱したいので、SD カ

ードなどにでも入れておきましょ

う。そしてダウンロードした RAR

書庫「 exiftool-11.44.zip」を右クリ

ックし、「ここに解凍」を選択しま

す。

解凍作業状況が表終了すると「exiftool(-k)」というアプリケーションファイルがありますので、

右クリックして→「名前の変更」→「exiftool」にします。つまり「(-k)」を取った状態で使用し

ます。

この「exiftool」はどこに置いても構いませんが、いちいちパスを指定するのが面倒ですので、

処理する画像のホルダーに copy して使うと便利です。
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<EXIF情報を確認してみましょう>

まずは「コマンドプロンプト」なるものをご存じですか。コマンドと呼ばれる命令文を用いて

Windows の操作や設定をおこなうためのツールです。この「コマンドプロンプト」によって

「exiftool.exe」を起動させます。

横道にそれますが、余計なコマンドを覚える必要はありませんが、参考までに主なものを

列記してみました。

cd 現在表示されているディレクトリ（カレントディレクトリ）を表示することができます。コマ

ンドを打ち実行するだけで確認できます。また、「cd パス」を入力するとカレントディレ

クトリを変更することができます。この際、指定するパスは、現在のカレントディレクトリを

基準として指定する必要があります。

cls 画面を消去するのに使用します。cls と入力することで、コマンドプロンプトの画面に表

示されていた内容が消えます。

copy ファイルをコピーする時に利用します。「copy コピー元 コピー先」とすることでコピー

可能です。

del ファイルやフォルダを削除する時に利用します。「del ファイル名」とするとファイルが削

除されます。

dir dir と入力するだけで、カレントディレクトリにあるファイルやフォルダーの一覧が表示さ

れます。また、「dir パス」とすることで、指定したパスに含まれるファイルなどを表示す

ることも可能です。

ren ファイル名を変更する際に利用します。「ren 対象のファイル名 新しいファイル名」と

することで変更可能です。

tree dir と似ていますが、ディレクトリ構造をグラフィカルなツリーで表示することができます。

type テキストファイルの内容を確認するコマンドです。「 type ファイル名」とすると、ファイル

の内容が出力されます。

では始めましょう。最初に「コマンドプロンプト」を立ち上げます。ここでの解説は Windows

版に限定させていただきます。

= Windows 10 =

Windows 10(以下「Win10」)の場合は、

画面左下、窓の形をしたスタートマ

ーク右の「ここに入力して検索」に

「 cmd」と入力すると、左の画面と

なりますので「開く」を選択します。

= Windows 8 =

Windows 8(以下「Win8」)の場

合は、画面左下、窓の形をしたス

タートマークを左クリック→スタート
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画面の右上にある 検索マークを左クリック→空欄に「cmd」を入力します。すると「コマン

ドプロンプト」のアイコンが表示されますので左クリックして「コマンドプロンプト」立ち上げます。

「コマンドプロンプト」が黒い画面で立ち上がると、バージョン情報が表示されています。

筆者の場合、Win10 の「コマンドプロンプト」のバージョンは 2018年で「Version 10.0.17763.503」

で、Win8.1 は 2013年「Ver 6.3.9600」でした。富士通に問合せをしたところ、Win8 の「コマン

ドプロンプト」を Win10 のよう

にバージョンアップをすること

はできないが、機能上は問

題がないとのことでした。

立ち上がり初期は左のよう

にお使いの方特有の設定が

表示されています。

<どの EXIF情報を書き加えるか>

レンズからは様々な情報がカメラ側に伝えられ、記録されています。古いレンズでこのような

情報伝達接点がないものを使って撮影して困るのは次の項目でしょうか。なお、レンズではなく

ボディ側で供給できる情報は省きました。

記録がないため作成したいのは

⑴ レンズ絞り値 <例> f/11 ･･･････ これはレンズの f値を予め記録しておきます

⑵ レンズ焦点距離 <例> 420mm ･･･････ これはズーム距離を予め記録しておきます

⑶ レンズ モデル <例> TAMRON 200-500 mm f/5.6 & Nikon TC-201 ･･･ テレコン付き

⑷ レンズ最小 F値 <例> f5.6 ･･･････ そのレンズの最も明るい f値を記録できます

⑸ 撮影者 <例> yoshikazu shibuya ･････ 漢字も入力ができます

これらは最低限、記録したいものです。

<コマンドを覚えましょう>

書き加えたい情報には、それぞれコマンドがあります。書き込む画像データを「1002.nef」と

いう RAW とすると

⑴ レンズ絞り値 <例> f/11 ････････････････････ exiftool -FNumber="11" 1002.nef

⑵ レンズ焦点距離 <例> 420mm ･･･････････････ exiftool -FocalLength="420" 1002.nef

⑶ レンズ モデル <例> TAMRON 200-500 mm f/5.6 & Nikon TC-201

･････････････ exiftool -Lens="TAMRON 200-500 mm f/5.6 & Nikon TC-201" 1002.nef

⑷ レンズ最小 f値 <例> f5.6 ･････････････ exiftool -MaxApertureValue="5.6" 1002.nef

⑸ レンズ焦点距離 35mm フィルム ･･･ exiftool -FocalLengthIn35mmFormat="1260" 1002.nef

⑹ 撮影者 <例> yoshikazu shibuya ･････････ exiftool -Artist="yoshikazu shibuya" 1002.nef

<1 つだけを試しに記録してみましょう>

EXIF 情報を書き加える画像を例えば「1002.nef」として SD カードなどに copy しておきます。
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ここで「nef」は Nikon の RAW 画像ですが、 jpg ても TIFF でも構いません。コマンドプロンプト

からの処理は画像の形式を問いません。また、画像と同じところに 2 ページで説明したとおり、

ダウンロードから解凍し「exiftool(-k)」というアプリケーションファイルを右クリックして→「名前

の変更」→「 exiftool」にしました

が、この「exiftool」を copy しまし

ょう。

では、Win10 では画面左下の

「ここに入力して検索」に「cmd」

とし「開く」をクリックしましょう。Win8

の方は本書 3 ページ下段の説明

を参照して、同様に「コマンドプ

ロンプト」を開いてください。

初めは、それぞれお使いの PC によって異なりますが、通常は「C:Users¥名前>」という表示

がなされます。これを、例えば挿入

した SD カードが「M ドライブ」に

あるとすると。つぎのようなコマンド

を入力して位置を変更します。

cd /d m:¥

右の画面で「cd /d m:¥」と入力する(右の画面参照)し

て「 Enter」とします。する

と右の画像のように「m:¥>」

と表示され、SD カードの M

ドライブで作業ができるように変更されました。なお、PC に詳しい

方は画像と「exiftool」を同一ホルダーに置かなくても作業ができ

るかと思いますが、ここでは一般向けに、情報を書き加える画像と「exiftool」を同一のところに

置いて作業することとしています。

= 1002.nef に入っている情報を見てみましょう =

NikonD7000(APS-C)に TAMRON 200-500 mm f/5.6 を装着して撮影した「1002.nef」にはどん

な情報が含まれているのかを見てみましょう。コマンドプロンプトに

exiftool 1002.nef

と入力 し「 Enter」 と

します。すごい情報

量が出てきませんた

で し た か 。 こ れ が

EXIF情報です。

これは EXIF 情報

の 初 め の 部 分 で す

が、「 1002.nef」 と い
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う画像フ ァ イル名。

「 2019:05:25」 は 撮

影した日時、「+09:00」

は JST(日本標準時)

を 示 し 、 カ メ ラ は

NikonD7000 です。

最後の方までスク

ロールすると右の画面のように「m:¥>」となっていて、

次のコマンドの待機状態です。

ここでは f 値が記録されていません。左の画像のよう

に、シャッター速度はカメラ本体、D7000 が決めることか

ら「1/4000」となっていますが、ここでは絞り値(f 値)は

レンズ側に委ねてあり、EXIF 情報が伝わっていません

ので「0」になっています。これを手元に控えておいた

▲ 1002.nef 「f11」置き換えてみましょう。コマンドプロンプトから

exiftool -FNumber="11" 1002.nef

と入力します。このコマンド処理だけでも 10 秒近くかかりました。EXIF 情報のうち絞り値(f 値)

が f11 と記録されました。

= ここで注意 =

ここでの試しは、画像をあえて別の SD カードに copy して行いましたので、もしもこの作業で

画像を損傷しても、元画像が別にあるのでトラブルにはならないかと思います。この「exiftool」

を使う作業は「画像を常に別のところへ copy して作業」するようにしてください。なお、「exiftool」

は作業を完了すると、自動的に「1002.nef_original」というオリジナルファイルを自動発生してく

れますので、これからもトラブル

があった場合は修復が可能で

す。

逆に、元々の画像は保全して

あるのでオリジナルファイルが不

要な方はコマンドを

exiftool -FNumber="11" 1002.nef & DEL *original*

としておけば「 -FNumber」というコマンド実行

と併せて、「 original」という文字が含まれたフ

ァイルを削除する、そういうコマンドにします。

= 撮影したレンズが全て同じだったら =

画像全てが同じレンズを使った、または f 値が同じなどと共通するものであれば一括して処理

ができます。該当する画像を全て copy しましょう。copy しなくても前述のオリジナルファイルがあ

ればトラブルを回避できますが、私は安全のために copy をしてから作業をしています。

ここでは
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⑴ レンズ絞り値 <例> f/11

⑵ レンズ焦点距離 <例> 420mm

⑶ レンズ モデル <例> TAMRON 200-500 mm f/5.6 & Nikon TC-201

⑷ レンズ最小 f値 <例> f5.6

⑸ レンズ焦点距離 35mm フィルム <例> 1260mm

⑹ 撮影者 <例> yoshikazu shibuya

これらを一括して変更します。コマンドは

exiftool -FNumber="11" * & exiftool -FocalLength="420" * & exiftool -Lens="TAMRON 200-500mm

f/5.6 & Nikon TC-201" * & exif tool -MaxApertureValue="5.6" * & exif tool

-FocalLengthIn35mmFormat="1260" * & exiftool -Artist="yoshikazu shibuya" & DEL *original*

この作業を行う SD カードなどに十分な容量があれば、この記述で実行してもかまいませんが、

一つのコマンドごとに orignal というバックアップが作成され、次のコマンででもまた作成されるの

でファイルがコマンドの数だけ増えてしまいます。

幸いにもこの作業に行う画像は copy をしたものを利用しているはずです。そこで一つのコマ

ンドごとに origina と名が付くファイルを削除し、対象ファイルをどの画像にも適用される「*」で

はなく、「*.nef」として nef ファイルだけに絞ってみましょう。コマンドは、このようになります。

exiftool -FNumber="11" *.nef & DEL *original* & exiftool -FocalLength="420" *.nef & DEL *original*

& exiftool -Lens="TAMRON 200-500mm f/5.6 & Nikon TC-201" *.nef & DEL *original* & exiftool

-MaxApertureValue="5.6" *.nef & DEL *original* & exiftool -FocalLengthIn35mmFormat="840" *.nef &

exiftool -Artist="yoshikazu shibuya" *.nef & DEL *original*

試しに 275 の RAW 画像(nef)を処理したところ約 230 分の処理時間を要しました。しかし時間

がかかるにせよ、この連続したコマンドで、EXIF 情報を書き加えることができるのは、画像ファ

イルの管理上、大変に助かるものです。必ず画像を copy した上で処理をしましょう。

<exiftool を使いこなす>

撮影して帰ってきたら、デジカメの時計設定が違っていた場合、画像 1 枚 1 枚を訂正するこ

とは大変です。exiftool を使うと、撮影日付をシフトすることができます。

⑴ 1234.jpg という画像を 1 分 23 秒シフトさせる

exiftool "-DateTimeOriginal+=00:01:23" 1234.jpg

⑵ jpg全てを撮影日付だけ 1年間シフト

exiftool "-DateTimeOriginal-=0001:00:00 00:00:00" *.jpg

⑶ photo というホルダー内の画像を、撮影日付(Date/Time Original)のだけけでなく、作成日時

(Create Date)、更新日時(Modify Date)も更新する。

exiftool "-AllDates-=01:00:00" photo¥

⑷ 1234.jpg という画像の更新日付を撮影日付に変更

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" 1234.jpg

⑸ ワイルドカードを利用して photo のフォルダー内の画像の更新日付を撮影日付に変更

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" photo¥*.jpg



- 8 -

<GPS データを埋め込む>

筆者は撮影する際、Nikon のデジカメですと GP-1 という GPS 補足のアダプターを付けていま

す。GP-1 を使えばそのまま EXIF 情報に GPS データが取り込まれますし、Canon でも似たような

製品が販売されています。

また、GPS 機能がない SONY α 7RM2 などは秋月通商で求めた台湾製の GPORTER や

GT-740FL などの GPS ロガーを一緒に携行し、そのデータを CanWay(台湾製)で GPX に書き出

して、GeoSetter(ドイツ製)というフリーソフトで時間軸に併せて EXIF 情報にすることができます。

この方法は、筆者の別資料「2018-10-03 技術講座 GPS ロガーを使って画像ファイルに位置情

報を埋め込む方法」を参考にしてくださ

い。

さて、今回はこれにもよらず GoogleMap

からデータを取り込んで書き込んでみまし

ょう。GoogleMap を起動させ、地図や航

空写真で撮影した場所を正確に特定しま

す。

左の画像は神奈川県小田原駅 14 番線

ホーム(新幹線上り)の東京寄りのポイント

です。GoogleMap を航空写真に切り替え

て、撮影地点で右クリック→「この場所に

ついて」を選択すると、画面下に位置情

報が示されます。これを copy する形で取

得してください。ここでは

35° 15'28.0"N 139 ° 09'21.3"E

35.257765, 139.155912

という情報が取得できますが、下段の数値を使って作業をします。

exiftool の起動方法はこれまでと同様です。下記のコマンドスタイルに合わせてデータを入れ

替えて実行してみでください。ここでは書き込む画像ファイルを DSC_1234.nef としてみました。

exiftool -GPSLongitudeRef=E -GPSLongitude=139.155912 -GPSLatitudeRef=N -GPSLatitude=35.257765

DSC_1234.nef

なお、別の国土地理院の地図やカシミール 3D などで海抜がわかる場合、例えば 18.53m と

すると、次のような記述となります。

exiftool -GPSLongitudeRef=E -GPSLongitude=139.155912 -GPSLatitudeRef=N -GPSLatitude=35.257765

-GPSAltitude=18.53 DSC_1234.nef

また、全ての画像が同一場所での撮影なら「DSC_1234.nef」ではなくワイルドカードを使って

「*.nef」と、全ての RAW(nef)としてもいいでしょう。

他にもまだまだ利用方法がありますが、必ず画像を copy して作業し、自己責任でご利用くだ

さい。
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