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HASCXBDファイル 
p  HASCXBDファイルとは？ 

p  データ処理の流れを記述するファイル 
p  ブロック図 

p  データ処理の機能をブロックに分割 
p  複数のブロックを連結させ目的の処理を実現 
p  開発の負担を軽減 
p  ファイルなのでアルゴリズムの共有が容易 

p  [HASCXBD]フォルダ 
p  HASCXDBファイルが含まれます 
p  ダブルクリックで開く 



HASCXBDファイル 
p  実行 
1.  　ボタン 

2.  入力ファイルを聞かれるので，.csvファイルを一つ 
選択して[OK] 

3.  csvファイルの波形が表示される 

ファイルを読み出し，波形として出力	 

[HASCXDB]＞[view]＞[waveView]＞
[CSVToWaveView.hascxbd]	 を実行	  

例	 



HASCXBDファイルの編集 
p  ブロック 

p  処理のまとまり 

p  ブロックの追加 
p  [Block Class List]タブを選択 
p  ファイルをダブルクリックするとブロックを追加 

mean(平均)を求めるフィルタ	 

jp.hasc.hasctool.core.runHme.filter	  >	  MeanFilter	 を追加	  
例	 



HASCXBDファイルの編集 
p  ブロックのプロパティー 

p  ブロックのパラメータを設定 

p  編集方法 
1.  ブロック図の左側で 
[選択]を選択 

2.  対象ブロックをクリック 
3.  プロパティーが 
表示されます 

sampleNum：平均を求める際のデータのサンプル数	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  今回は20回分のセンサ値の平均を算出	 

sampleNum	 ＞	 20	  
例	 



HASCXBDファイルの編集 
p  コネクタ 

p  データの流れ 

p  コネクタの追加 
1.  [接続]を選択 
2.  接続元をクリック 
3.  接続先をクリック 



HASCXBDファイルの編集 
p  コネクタの削除 
1.  ブロック図の右側で[選択]を選択 
2.  削除したいコネクタを右クリック 
3.  [削除] 
 クリックで選択してDeleteキーでもOK 

p  [ファイル]＞[保管]で保存 
p  Ctrl + S でもOK 
p  保存しないと変更前のブロックが実行されます 



HASCXBDファイルの編集 
p  編集後の[CSVToWaveView.hascxbd] を実行 

p  平均化され，滑らかに 

変更前	 変更後	 



HASCXBDファイルの編集 
p  コメント 
1.  補足説明等の自由なテキストを記述 
2.  メニューから｢コメント｣を選択 
3.  エディタ上をドラッグで 
コメントボックス作成 

4.  コメントボックスをダブルクリックで編集モード 
5.  テキストを編集し，OK 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter 

p  AbsoluteFilter [1入力1出力] 
p  入力値の各軸の値を絶対値に変換 

p  AngleVariationFilter [1入力1出力] 
p  センサの重力方向に対する傾きを出力 
p  加速度信号を入力とする 

p  MaxFilter [1入力1出力] 
p  過去何回かの入力値の最大を出力 

p  MeanFilter [1入力1出力] 
p  過去何回かの入力値の平均を出力 

p  MinimumFilter [1入力1出力] 
p  過去何回かの入力値の最小を出力 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter 

p  ScalarAdder [1入力1出力] 
p  入力値の各軸要素に，定数を加算して出力 

p  ScalarMultiplier [1入力1出力] 
p  入力値の各軸要素に，定数を乗算して出力 

p  SleepFilter [1入力1出力] 
p  入力値の時刻情報に合わせて， 
処理を一時停止してから出力 

p  ファイルを読み込み，実時間で出力したい場合に使用 
p  VarianceFilter [1入力1出力] 

p  過去何回かの入力値の分散を出力 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter 

p  VectorAdder [多入力1出力] 
p  複数の入力値を各軸ごとに加算して出力 

p  VectorAngleFilter [多入力1出力] 
p  入力値をベクトルとみなし，ベクトルの成す角度を出力 

p  VectorChecker [1入力1出力] 
p  入力値が指定した軸数の場合のみ出力 

p  VectorElementFilter  [1入力1出力] 
p  入力値の指定した軸の値のみを出力 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter 

p  VectorElementsFilter [1入力1出力] 
p  入力値の指定した軸の値のみを出力 (複数選択可能) 

p  VectorIntegrator [1入力1出力] 
p  入力値を各軸ごとに積分し，結果を出力 

p  VectorMultiplier [多入力1出力] 
p  入力値の内積を出力 

p  VectorNormFilter  [1入力1出力] 
p  入力値をベクトルとみなし，その大きさを出力 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter.frequency 

p  HighPassFilter [1入力1出力] 
p  ハイパスフィルタ 

p  LowPassFilter [1入力1出力] 
p  ローパスフィルタ 

p  FFTFilter [1入力1出力] 
p  高速フーリエ変換 
p  FFTFilterの前には窓関数のブロックを繋げる必要があります 

p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter.window.* 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.source 

p  LineReaderSource  [0入力1出力] 
p  ファイルを読み込み，1行ごとに文字列として出力 
p  プロパティ：filePath で入力ファイルを指定 

p  $(inputFile.path)とすると ファイル選択ダイアログが 
実行時に表示される 

p  文字列として出力するので，行動データを扱う場合は 
[jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter.file.CSVToVectorFilter] 
ブロックでHASC Toolで扱える形式に変換する必要があります 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.source 

p  SinWaveGenerator [0入力1出力] 
p  Sin波を出力 

p  UDPStringReceiver [0入力1出力] 
p  UDPで受信したパケットを文字列として出力 
p  HASC Loggerと連携してリアルタイム処理 
p  文字列として出力するので，行動データを扱う場合は 
[jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter.file.CSVToVectorFilter] 
ブロックでHASC Toolで扱える形式に変換する必要があります 



主要ブロックの解説 
p  jp.hasc.hasctool.ui.views 

p  RuntimeWaveView [1入力0出力] 
p  入力値を波形として表示 



新規HASCXBDファイルの作成 
p  既存のHASCXBDファイルのコピーが一番簡単 

p  右クリックから[コピー]と[貼り付け]で 
ファイルを複製 

p  余分なブロックを削除 
p  右クリック＞[削除] 
p  クリックで選択＞Deleteキー 



演習 

 
使用するブロックは前のスライドに全て含まれています 
ヒント 

p  データ読み込み ＞ HASC Toolの形式に変換 ＞ ノルム計算 
＞ 分散計算 ＞ 波形  の順番にブロックを結合 

p  適切にプロパティを設定しないと動かないブロックもあります 
p  プロパティの設定は既存のHASCXBDを参考にするといいかも 

行動ファイル(.csv)を読み込み，センサ値のノルム(大きさ)の分散を
波形として表示して下さい	  

問題1	 

同じことをHASC	  Loggerと連携しリアルタイムで行ってください	  

問題2	 

スライド：h"p://hasc.jp/hc2014/link.html	 



問題1  回答 

入力波形	 出力波形	 



問題1  回答 

入力波形	 出力波形	 

ファイルから　	  
センサ値を読み込み	  
文字列として出力	 文字列を	  

HASC	  Toolの形式に変換	  

ノルムを計算	 

分散を計算	 

波形を表示	 



問題2  回答 

LineReaderSourceをUDPStringReceiverに	  
変更するだけ	 



HASCXDBファイルの編集 
p  受信した波形と，処理後の波形を同時に表示したい！ 
p  多出力 

p  一つのブロックから複数のコネクタを伸ばす 
p  全てのコネクタに同一のデータが流れます 

名前が重複しないよう	 

タブをつまんで移動	 

波形Viewerが2つ表示される	 



HASCXDBファイルの編集 
p  一つの波形ビューに全ての波形を表示したい！ 

p  多入力 
p  一つのブロックに複数のコネクタを接続 
p  コネクタのプロパティを適切に設定する必要がある 
p  複数入力対応ブロックにコネクタを接続すると 
以下の画面が表示される 



HASCXDBファイルの編集 
p  多入力 
1.  [jp.hasc.hasctool.core.runtime.filter]＞ 
[VectorConcatenater]を追加 
p  入力値を結合するブロック 
p  例：3軸＋3軸＝6軸 

2.  コネクタを接続 
3.  コネクタをクリックで選択しプロパティを設定 
1.  [InputPort]をクリック 
2.  ▼ボタンより inputPort[] を選択 
3.  インデックス番号を設定 
4.  0から順番に重複無く数字を振る 



HASCXDBファイルの編集 
p  多入力ブロック共通のプロパティ 

p  inputPortCount 
p  接続されているコネクタの数を設定 

p  primaryInputPortIndex 
p  時刻の同期に使われるコネクタのインデックス番号を設定 



HASCXDBファイルの編集 

一つのビューに	  
全ての波形を表示！	 



Part3 まとめ 
p  データ処理の方法 

p  HASCXBDファイルの編集・実行方法 
p  ブロック・コネクタの利用方法 

p  ブロック図の使い方 
p  主要ブロックの説明 
p  ブロック・コネクタの設定 

p  プロパティ 
p  inputPort 


