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HASC Tool 
p  何ができるの？ 

p  行動データ処理 
p  閲覧 
p  編集 

p  HASC Loggerとの連携 
p  リアルタイムデータ送信 
p  サーバーへデータをアップロード 

 



HASC Tool (ダウンロード版)のセットアップ 

p  ダウンロード 
p  Javaが入っていない場合は入れて下さい 

p  http://java.com/jp/ 
p  HASC Tool 

p  http://hasc.jp/tools/download.html 
p  適切なものをダウンロードして下さい 

p  SampleProject 
p  http://hasc.jp/hc2013/ref/Sample_20130509.zip 
p  チュートリアル用に最小構成となっています 

p  それぞれのファイルを解凍 

p  HASC Toolのフォルダを開く 
p  HASC Toolを起動 



HASC Toolのセットアップ 
p  ワークスペースの選択 

p  ここにファイル等が作成されます 
p  任意に設定可能（もちろんデフォルトでもOK） 



HASC Toolのセットアップ 
p  “ようこそ”が表示されるのが，×で閉じる 

 

p  この画面で様々な作業を行います 



HASC Toolのセットアップ 
p  プロジェクト(データのまとまり)の作成 
1.  プロジェクト・エクスプローラー内で右クリック 
2.  [新規]＞[プロジェクト] 
3.  [一般]＞[プロジェクト]を選択 
4.   [次へ] 
5.  プロジェクト名を入力 
   例：HASCtestPrj 

6.  [終了] 



サンプルデータのインポート 
p  先ほどダウンロードしたSampleProjectをインポート 
1.  作成したプロジェクトを右クリック＞[インポート] 
2.  [一般]＞[ファイル・システム] を選択 
3.  [次へ] 
4.  ディレクトリを聞かれるので，[参照]から 
解凍してできたフォルダを選択 

5.  出てきた項目を全てチェック 
6.  [終了] 



行動データセット 
p  SampleDataフォルダ 

p  各種行動(歩行，階段昇降等)のデータが含まれます 

p  データセット 
p  行動データ (.csv) 

p  加速度情報・角速度情報・地磁気情報など 
p  メタデータ(.meta) 

p  計測環境の情報 
p  ラベルデータ(.label) 

p  動作の情報 
p  音声データ(.wav) 

p  計測時の音声情報 



行動データ(.csv) 
p  センサデータを記述 

p  サンプルには各種行動の加速度データが含まれます 
p  csvファイルをダブルクリックで開く 
p  データ形式 

p  [時間(sec)],[X軸],[Y軸],[Z軸] 
p  詳しくは http://hasc.jp/hc2014/dataFormat.html 



行動データのViewer 
p  波形の表示 

p  Waveタブを選択 
p  縦軸：センサ値 (加速度) [G] 
p  横軸：時間 [sec] 

p  操作 
p  ｢+t｣･｢-t｣： 横軸(Time)の縮尺変更 
p  ｢[t]｣： 波形が全て収まるように横軸の縮尺変更 
p  ｢+v｣･｢-v｣： 縦軸(Value)の縮尺変更 
p  ｢rt｣： データの開始時刻を0とする 
p  ｢?t｣： 波形をドラッグで範囲選択した後に押すと 
　　　Textタブで該当範囲を表示 



メタデータ(.meta) 
p  データの要素 

p  TerminalType ：端末名 
p  Frequency(Hz)：周波数 
p  Activity：行動 
p  Gender：性別 
・・・などの情報を記述 

p  文法 
p  key:value 

詳細は	 h"p://hasc.jp/hc2014/dataFormat.html#DF2	 



ラベルデータ(.label) 

p  行動データに対して，その時々の行動内容(例：静止, 歩
く)をラベル(例：stay, walk)として記述するファイル 

p  データ構成 
p  1行目： 対象とする行動データ(.csv)ファイルのパス 

p  #targetfile:[ファイルパス] 
p  2行目以降： 行動ラベル情報 

p  [開始時刻],[終了時刻],[行動ラベル] 
p  [開始時刻]から[終了時刻]まで，その行動をしていた事を意味 



ラベルデータ(.label) 
p  ラベル付き波形データ 

p  Wave&Lables タブを選択 
p  対象csvデータの上にラベルが付与 



ラベルデータ(.label) 
p  音声ファイルがある場合 

p  例：SampleData\misc\audio_sample 
p  2行目に対象音声ファイルのパスを記述 

p  #audiofile:[ファイルパス];offsettime:[遅延時間(s)] 
p  [Wave&Labels]タブの｢Au｣ボタンで再生 

p  wavファイルのみ 



ラベルデータ(.label) 
p  ラベルの付与方法 
1.  波形ビュー上でドラッグして範囲選択 
2.  ｢+L｣ボタンをクリック 
3.  時刻が自動入力される 
4.  行動ラベルを追記 
5.  [Wave&Labels]タブに戻ると 
ラベルが可視化されています 

test	 

ここに追記	 



実際にデータを取ってみよう！ 
p  HASC Logger 

p  行動データを収集するツール 

p  まずは入手 
p  iPhone / iPod touch 

p  App Storeで「HASC Logger」を検索 
p  Android 端末 

p  Playストアで「HASC Logger」を検索 
p  Nobuo Kawaguchi版をインストール 

iPhone	 

Android	 



HASC Loogerの使い方 
p  とりあえず計測してみましょう 

p  [New Log]  
p  新しいデータファイルを作成 
p  このファイルはまだ空 

p  [Start Sensing After Delay] 
p  ボタンを押して5秒後に計測開始 

p  [Start Sensing Immediately] 
p  ボタンを押してすぐに計測開始 

p  データ収集中は現在のセンサ値を表示 



HASC Loggerの使い方 
p  初期画面に戻り[Log List] 

p  リストに先ほどのデータが追加されてるはず 

p  データ閲覧 
p  [Raw]ボタンで生データを表示 
p  [Acc][Gyro]･･･ボタンで対応するセンサの波形を表示 

p  初期設定では加速度しか取ってないので[Acc]のみ 



HASC Loggerの設定 
p  HASC Loggerでは様々な設定が可能 

p  計測の対象とするセンサ 
p  加速度・角速度・磁気・位置・・・など 

p  サンプリングレート 
p  計測時間 
p  SDカードの使用 

p  設定画面 
p  iOS 

p  設定＞HASC Logger 
p  Android 

p  setting 



HASC Loggerの設定（iOS版） 
p  センサの選択 

p  Location 
p  GPSの有効・無効 

p  Heading(Magnetic) 
p  磁気の有効・無効 

p  Acceleration 
p  加速度の有効・無効 

p  ＊＊ S.Rate(Hz) 
p  対応するセンサのサンプリングレート 

 加速度・角速度・磁気	 ＞	 有効	  
サンプリングレート	 ＞100Hz	  (10ms)	  

設定例	 



HASC Loggerの設定（Android版） 
p  センサの選択 

p  Enabled 
p  有効・無効 

p  Logging Interval (ms) 
p  センサのサンプリング周期 
p  0にすると最速 

p  Sensor Delay 
p  Fastest(デフォルト)でOK 

加速度・角速度・磁気	 ＞	 有効	  
サンプリング周期	 ＞10ms	  (100Hz)	  

設定例	 



HASC Loggerの設定 
p  計測時間 

p  Logging Duration(sec) 
p  自動で計測を停止するまでの時間を設定 

p  実際に測定して確認してみましょう！ 

20sec	  
設定例	 

iPhone	 

Android	 



データのアップロード 
p  計測したデータを手元のPCへアップロード 

p  HASC ToolとHASC Loggerを連携 

p  HASC Loggerの設定 
p  ServerURLに送信先のURLを入力 
p  手元のPCに転送する場合 

p  http://[PCのIPアドレス]:[ポート番号]/ 

h"p://192.168.0.2:22222/	  
設定例	 

PCのローカルIPアドレスが192.168.0.1	  
使用するポートが22222の場合	  

PCと端末を同じネットワークに接続！！	  
	 

iPhone	 

Android	 



データのアップロード 
p  ローカルIPアドレスの調べ方 

p  例：Windows 
p  [スタート]＞[アクセサリ]＞[コマンドプロンプト] 
p  “ipconfig” と入力 
p  IPv4アドレスの数字 

p  例：Mac 
p  ネットワークの環境設定 

p  使用するポートは任意 
p  他のソフトと被らないもの 



データのアップロード 
p  HASC Toolの設定 

p  サーバの起動 
1.  今回は｢test｣フォルダを作成し，そこにアップロード 
2.  右クリックから｢test｣フォルダを作成 
3.   ｢test｣ フォルダをクリックで選択 
4.  　ボタンをクリック 
5.  先ほど設定したポート番号を入力 
6.  [OK]でサーバが起動 
7.  ファイアウォールの警告が出たら，許可 

これで設定は完了です	 



データのアップロード 
p  HASC Logger側に戻ります 
1.  [Log List]からアップロードするファイルを選択 
2.  [Upload]ボタンでアップロード 
3.  成功すると[Success]と表示されます 
4.  HASC Tool側でデータを確認 

p  うまくいかない場合は 
p  PCとスマホが同じネットワークに 
接続されているか確認 

p  URLを確認 
p  ポート番号を変更 



リアルタイム送信 
p  計測中のデータをリアルタイムに送信 

p  HASC Loggerの設定 
p  [Send to Network]にチェック 
p  [Destination IP:Port] 

p  送信先のローカルIPを入力 
p  [PCのローカルIP]:[ポート番号] 

192.168.0.2:6666	  
設定例	 

PCのローカルIPアドレスが192.168.0.2の場合	  
使用するポートはHASC	  Toolデフォルトだと6666	  



リアルタイム送信 
p  HASC Tool側で 

p  [HASCXDB]＞[udp]＞[simpleUdp.hascxdb]を開く 
p  ブロック図が表示されます 

p  詳しくは後で説明 
p  ブロック図をクリックで選択 
p  　ボタンで選択中のブロック図を実行 
 



リアルタイム送信 
p  HASC Logger側で 

p  加速度のみを有効 / 計測時間を0に 
p  計測を行うとリアルタイムでHASC Toolに値が 
送信され，波形が表示されます 

p  　ボタンで停止 

p  動かない場合は 
p  PCとスマホが同じ 
ネットワークに 
接続されているか確認 

p  IPを確認 



リアルタイム送信 
p  [HASCXDB]＞[udp]＞[UDPtoSpectrogram.hascxbd] 

p  リアルタイムに受信したデータの 
パワースペクトルを表示 



Part2 まとめ 
p  HASC Toolの設定 

p  プロジェクトの作成方法 
p  データのインポートの仕方 

p  行動データセット 
p  種類 

p  行動データ(.csv)・メタデータ(.meta)・ラベルデータ(.label) 
p  データの形式・波形の表示 

p  HASC Loggerの設定 
p  利用するセンサ，計測時間の設定方法 
p  データのアップロード 
p  リアルタイム送信 


