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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 -プロパティ- 
p  ブロックのプロパティ 

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 -コネクタ- 
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 -コネクタ- 
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 -コメント- 
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 



階層化処理の実行 
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 

階層化ブロックの	  
実行設定	 

get6Feature.hascxbdを実行	 

対象のHASCXBDを実行 
出力パスを設定 

入力パスを設定 

階層化ブロックの 
実行設定 

実行設定をもとに 
処理を実行 

設定した出力パス 設定した入力パス 



データ処理 
p  様々な処理が可能 

p  ブロックの組合せによって実現 

p  いくつかの実行例を紹介 
p  パワースペクトル 
p  ローパスフィルター 
p  右左折認識 
p  認識精度評価 



パワースペクトル 
p  パワースペクトルとは 

p  信号が周波数ごとに含んでるエネルギーをグラフにしたもの 

p  今回は，加速度信号を利用 
p  UDPでリアルタイムに信号を受信 
p  加速度信号を周波数変換し，パワースペクトルを表示 
p  端末を振ったりすることで，変化を観測 



パワースペクトルの表示 
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 

UDPで信号を受信 

3軸のノルムを計算 波形を表示 

高速フーリエ変換 パワースペクトル 
を表示 

UDPtoSpectrogram.hascxbd 



パワースペクトルの表示 
p  例．歩行データ(加速度)のパワースペクトル 

p  周波数ごとのエネルギーを表示 
p  歩行は約1Hzなので，低い部分で強いエネルギーを観測 

周
波
数
[H
z]
	 

100	 

0	 
時間(s)	 



ローパスフィルタ 
p  ローパスフィルタとは 

p  低域周波数のみを透過させるフィルタ 

p  今回は，角速度信号を利用 
p  ローパスフィルタブロックの内容 

p  ハニング窓を利用し，高速フーリエ変換 
p  指定したカットオフ周波数でローパスを実行 

p  ローパスフィルタによる遅延・振幅減衰の影響 
p  ブロックを利用して補正 

p  TimeShiftFilte    ：時間を指定分ずらす 
p  ScalarMultiplier  ：ベクトル信号を定数倍する    



ローパスフィルタ 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[xbdExe_gyro_lp.hascxbd] 

p  センサデータにローパスフィルタを適用 
p  今回は角速度センサを利用 

gyro_lp.hascxbdを実行 
出力パスを設定 

入力パスを設定 

xbdExe_gyro_lp.hascxbd 



p  [HASCXBD]＞[turn]＞[gyro_lp.hascxbd] 
p  ローパスフィルタを適用 

xbdExe_gyro_lp.hascxbd 

gyro_lp.hascxbd 

ローパスフィルタ 設定した入力パス 

y軸のデータのみ抽出 

ローパスフィルタ 

設定した出力パス 



ローパスフィルタ 
p  ローパスフィルタの結果 

p  ノイズが軽減されて，滑らかに 

適用前	 適用後	 



右左折認識 
p  角速度センサを利用した曲がり角認識 

p  センサデータを積分し，角度を算出 
p  算出結果から，右左折を推定 

p  今回利用するデータ 
p  ある経路の歩行データ 
p  腰後方にまっすぐ固定したセンサのデータを利用 

p  y軸の角速度データから右左折を推定 



右左折認識 
p  角速度センサを利用し，右左折を認識 

p  [HASCXBD]＞[turn]＞[xbdExe_turn_labeling.hascxbd] 
p  利用するファイルと入力・出力先を設定 

入力パスを設定 

出力パスを設定 

Nexus4のみ利用 turn_labeling.hascxbd
を実行 

xbdExe_turn_labeling.hascxbd 



右左折認識 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[turn_labeling.hascxbd] 

p  右左折の判定 

右左折を認識 

xbdExe_turn_labeling.hascxbd 

turn_labeling.hascxbd 



右左折認識 
p  出力結果 

p  右左折の判定結果と時間を出力 
p  センサデータと重ねて見ることが可能 

ラベルファイル	 ラベル＋センサデータ	 



精度評価 
p  認識結果の精度評価 

p  正解データと比較し，精度を比較 

p  今回の評価方法 
p  推定された時間と方向によって評価 
p  推定右左折時間が，正解時間と比較し 
 1秒以内だった場合に正解とみなす 



精度評価 
p  まずは下準備 

p  ラベルファイルを右左折のみに修正 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[xbdExe_label_simplify.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[label_simplify.hascxbd] 
p  ラベルファイルを修正 

right,leftのみ出力 

label_simplify.hascxbdを実行 
xbdExe_label_simplify.hascxbd 

label_simplify.hascxbd 



精度評価 
p  実行結果 

p  右左折のみを含むラベルファイルに修正 
修正前	 修正後	 



p  推定結果の精度を評価 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[xbdExe_evaluation.hascxbd] 
p  [HASCXBD]＞[turn]＞[evaluation.hascxbd] 

xbdExe_evaluation.hascxbd 

評価	 出力	 

evaluation.hascxbd 

精度評価 

ラベルパスを設定 



精度評価 
p  実行結果 

p  推定結果と正解情報，認識精度を出力 

：正解右左折回数 

：推定右左折回数 

：右左折認識精度 



精度評価の統合 
p  各ファイルごとの認識結果を統合 

p  [HASCXBD]＞[turn]＞[merge_evaluation.hascxbd] 
p  全体の認識結果を出力 

xbdExe_evaluation.hascxbd 

統合結果	 

結果を統合	 



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	 

2015年も開催予定！	 



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  ブロック・コネクタの設定 
p  データ処理の実行例 

p  HASC Challengeの紹介 


