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特徴量抽出 
p  利用するHASCXBDファイル 

p  [HASCXBD]＞[feature]＞[getFeature]＞ 
[xbdExe_CSVFileSelect.hascxbd] 
p  特徴量を抽出するファイルの入力・出力の設定 

p  [HASCXBD]＞[feature]＞[getFeature]＞ 
[get6Feature.hascxbd] 
p  各種特徴量を計算 



特徴量抽出 [xbdExe_CSVFileSelect.hascxbd]  

p  HASCXBDファイルは階層化が可能 
p  jp.hasc.hasctool.core.runtime.hierarchize 
XbdExecutor 
p  指定したhascxbdファイルを実行するブロック 

出力先を設定	 

階層化ブロックの	  
実行設定	 

get6Feature.hascxbdを実行	 

対象ファイルのパスを設定	 



特徴量抽出 [get6Feature.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[feature]＞[getFeature]＞ 
[get6Feature.hascxbd] 
p  6種の特徴量を計算し出力 

p  平均・分散・エネルギー（周波数ごとに4種） 

get4Energy.hascxbdを実
行	 

平均を計算	 

分散を計算	 
出力	 

ノルムを計算	 

結合	 



特徴量抽出 
p  [xbdExe_CSVFileSelect.hascxbd]を実行 

p  5～10分程度かかります 
p  [Feature]フォルダが作成されます 
p  各ファイルごとに結果を出力 
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機械学習 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed] 

p  ユーザ依存学習 

p  [HASCXBD]＞[experiment_open] 
p  ユーザ独立学習 



機械学習 
p  今回はユーザ依存学習を利用 

p  利用するHASCXBDファイル 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
[ex_learning.hascxbd] 
p  ファイルの入力・出力先の設定 

p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
[weka_6F.hascxbd] 
p  wekaを利用し，機械学習を行なう 

p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
[createEvalFile.hascxbd] 
p  認識結果を出力 



機械学習 [ex_learning.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
[ex_learning.hascxbd] 

wake_6F.hascxbdを実行	 

[subject]フォルダ内の	  
ファイルのパスを出力	 

階層化ブロックの	  
実行設定	 



機械学習  [weke_6F.hascxbd] 

学習フェーズ	 

識別フェーズ	 

J48決定木	 createEvaFile.hascxbd	  
を実行	 

出力先を設定	 

識別機	 

階層化ブロックの	  
実行設定	 



機械学習 [createEvaFile.hascxbd] 

ファイル作成	 書き出し	 



機械学習の結果 
p  [ex_learning.hascxbd]を実行 

p  [Experiment]フォルダを作成 
p  各シーケンスファイルごとに認識結果を出力 



精度評価 
p  認識精度の評価 

p  正解情報と認識結果を比較し，精度を算出 

p  利用するHASCXBDファイル 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evaluation]＞
[ex_eval.hascxbd] 
p  ファイルの入力・出力先の設定 

p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evaluation]＞
[xbdExe_evaluation.hascxbd] 
p  ラベルファイルパスの設定 

p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evaluation]＞
[evaluation.hascxbd] 
p  評価を行い，結果を出力 



精度評価 [ex_eval.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evaluation]＞
[ex_eval.hascxbd] 

階層化ブロックの	  
実行設定	 

xbdExe_evaluaDon.hascxbd	  
を実行	 



精度評価 [xbdExe_evaluation.hascxbd] 

階層化ブロックの	  
実行設定	 

出力先を設定	 

evaluaDon.hascxbd	  
を実行	 

ラベルファイルの
パスを設定	 



精度評価 [evaluation.hascxbd] 

評価	 出力	 



精度評価 
p  [ex_eval.hascxbd]を実行 

p  [Experiment]＞[eval]フォルダを作成 
p  各シーケンスファイルごとに精度を出力 
p  Confusion Matrix形式 



Confusion Matrix 
p  表中の各々の数字は識別率 

p  単位：％ 
p  総合的な識別率はOverall 
p  エクセルで開くと↓のよう見やすくなります 

推定結果	 
正解情報	 



精度評価の統合 
p  各ファイルごとの認識結果を統合 

p  利用するHASCXBDファイル 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evalMerge]＞
[ex_merge.hascxbd] 
p  ファイルの入力・出力先の設定 

p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evalMerge]＞
[MergeEvaluationTable.hascxbd] 
p  精度評価ファイルを統合，出力 



精度評価の統合 [ex_merge.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evalMerge]＞
[ex_merge.hascxbd] 

入力パス	 MargeEvaluaDonTable.hascxbd	  
を実行	 

階層化ブロックの	  
実行設定	 

出力パス	 



精度評価の統合 [MergeEvaluationTable.hascxbd] 

結果を結合	 出力	 



行動認識　まとめ 

[HASCXBD]＞[feature]＞[getFeature]＞	  
[xbdExe_CSVFileSelect.hascxbd]	  

[HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evaluaDon]＞
[ex_eval.hascxbd]	  

[HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[evalMerge]＞
[ex_merge.hascxbd]	  

特徴量抽出	 

認識精度の評価	 

機械学習・認識	 

評価結果の統合	 

ユーザ依存	 

[HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
[ex_learning.hascxbd]	  

ユーザ依存	 

ユーザ依存	 



例題 

p  手順 
p  特徴量抽出部分の設定 
 [HASCXBD]＞[feature]＞[getFeature]＞
 [xbdExe_CSVFileSelect.hascxbd] 

p  機械学習・認識部分を設定 
 [HASCXBD]＞[experiment_closed]＞[learn]＞
 [ex_learning.hascxbd] 

p  多入力ブロックのプロパティを適切に設定 
p  機械学習の入力特徴量の設定 

使用する特徴量に最大値と最小値を追加し，	  
認識精度の変化を確認します	 



特徴量の追加 

get6Feature.hascxbd	 

特徴量を計算する	  
ブロックを追加	 

[get6Feature.hascxbd]に利用したい特徴量を追加 
今回は最大値，最小値ブロックを追加し，プロパティを設定 

複数入力ブロック	  
の設定	 

複数入力	  
コネクタの設定	 



weka_6F.hascxbdの設定 

weka_6F.hascxbd	 

機械学習する際の	  
特徴量を追加	 

[weka_6F.hascxbd]に追加した特徴量を追加 
[Eval]．[j48]ブロックに最大値，最小値を追加 



特徴量追加後の識別結果 
再度特徴量抽出から実行 
認識率が68%から72%に向上！！ 



HASC Tool(SourceForge版)の紹介 
p  開発者の方にはHASC Tool(SourceForge版) 
をお勧めします 
p  Javaのソースをeclipse上で起動 

p  何ができるの？ 
p  ソースを読む 

p  ブロックの機能を知る 
p  詳しい処理内容を知る 

p  ブロックの自作 
p  Javaのプログラムなので自作すればなんでもできます！ 
p  既存のブロックと組み合わせて，開発の手間を軽減 



HASC Challengeについて 
HASC Challengeの一環として参加チームから 
データを収集して大規模データ(コーパス)を 
作成しています 

HASC  corpus



HASC Challengeについて 
p  HASC Challenge 2011 

p  7060ファイルを収集 

p  HASC Challenge 2012 
p  9721ファイルを収集 

p  HASC Challenge 2013 
p  10450ファイルを収集 

HASC	  Challengeに参加すると，	  
最新のCorpusが使えます！	 

HASC	  Corpus	  2014	 

HASC	  Corpus	  2012	 

HASC	  Corpus	  2013	 



HASC Challenge 参加登録 
p  Hub.hasc.jpにアクセス 

p  http://hub.hasc.jp/ 

p  HASC hubのユーザ登録 



HASC Challenge 参加登録 
p  登録したユーザでログイン > 
HASC Challenge 2014にチーム登録 



p  必須条件	  
p  行動データの提供 (Challenge	  0)	  

p  提出する行動データ	  
p  6種類の行動データ	  

p  静止，歩行，ジョギング，スキップ，階段上る，階段下る	  

p  実環境データ	  
p  ランドマーク間の移動	  

p  センサデータ：加速度データ＋α 
p  α：ジャイロ，GPS，地磁気など	  

HASC Challenge 2014の参加条件 



提出データフォーマット 
p  学習用データ 

p  対象とする行動：stay, walk, jog, skip, stUp, stDown 
p  一回の計測時間：20秒 
p  一人あたりの計測回数：5セット 
p  必要データ：5人分 
p  行動データ(.csv)+メタデータ(.meta) 

p  シーケンスデータ 
p  全行動が含まれたデータ（各々の行動は10秒以上続ける） 
p  一回の計測時間：5分 
p  一人あたりの計測回数：1セット 
p  必要データ：5人分 
p  行動データ(.csv)+メタデータ(.meta)+ラベルデータ(.label) 

p  可能ならシーケンスの様子のビデオをつけてください 



行動データ(.csv) 
p  データの種類 

p  加速度，角速度，地磁気など 

p  データフォーマット 
p  [時間(sec)],[x軸],[y軸],[z軸] 
p  http://hasc.jp/hc2014/dataFormat.html#DF1 
に記載されてます。 



メタデータ  
p  データの要素を変更 

p  必須要素 
p  TerminalType, Frequency(Hz), Gender, Generation, 
Height(cm), Weight(kg), Shoes,TerminalMount, 
TerminalPosition, AttachmentDirection 

p  6種類の行動データで必要 
p  Activity, Floor, Place 

p  実環境データで必要 
p  Weather, Start, Goal 

p  参考URL 
p  HASC Challenge 2014 

p  http://hasc.jp/hc2014/dataFormat.html#DF2 



ラベルファイル(.label)のデータ構成 
p  データの要素 

p  必須 
p  対象としている行動データの絶対パス 
p  行動ラベル情報 

p  任意 
p  音声データの絶対パス 
 

p  参考URL 
p  http://hasc.jp/hc2014/dataFormat.html#DF3 



p  学習データセット	 
p  行動データ(.csv) 
p  メタデータ(.meta) 
 

p  シーケンスデータセット	 
p  行動データ(.csv) 
p  メタデータ(.meta) 
p  ラベルデータ(.label) 

提出データセット 
学習データ 

シーケンスデータ 



p  提出フォルダ名：entry+エントリー番号 
p  参加登録受付後にこちらからメールで通知 

p  行動ごとの指定フォルダ名リスト 
p  0_sequence  ：シーケンス 
p  1_stay    ：静止 
p  2_walk    ：歩行 
p  3_jog    ：ジョギング 
p  4_skip    ：スキップ 
p  5_stUp    ：階段上る 
p  6_stDown   ：階段下る 

p  行動者フォルダ名リスト 
p  1人目：person_1 
p  2人目：person_2 

提出フォルダの構成 

…



p  シーケンスデータ 
p  行動者フォルダの中に作成 
p  行動データ，メタデータ， 
ラベルデータで1セット 

p  収集データ量：一人1セット 

ファイル名:すべて半角英数字	 

提出ファイル 
p  学習データ 

p  行動者フォルダの中に作成 
p  行動データ，メタデータで１セット 
p  収集データ量：一人5セット 
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