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Abstract: Recently, Smart phone such as Android and iPhone have been widely used in our daily life. Especially, 
Android Smart phone and Tablet PC are equipped with high performance and with some sensors such as GPS, 
motion sensors, camera. We have developed the Android Smart phone interface for the interactive GHSOM which 
is employs the hierarchical clustering of Self Organizing Maps(SOMs). In the prior version of the interface, the 
classification task in GHSOM is implemented in cloud computing through internet. In this paper, a new developed 
interface was able to calculate all of tasks on Nexus7, one of Android Tablet. We report the performance of 
clustering a benchmark dataset and a MPPS dataset. 
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1. はじめに  

Android や iPhone などのスマートフォンは，携帯端末の市

場において，非常に大きなシェアを持ち始めている．スマート

フォンの特徴の一つとして，Gmail や Skype や Twitter など，

様々なアプリを利用でき，また，タッチパネルにより操作性にも

優れ，外出先でもパソコンで行うような作業ができるようになっ

てきている．さらに，多くの端末には GPS や加速度センサ，カ

メラなどの複数のセンサが搭載されているため，モバイルフォ

ンベース・ユーザ参加型センシングシステム(Mobile phone 

based Participatory Sensing (MPPS) systems)[1]の研究が始ま

り，データ収集，収集されたデータからの知識獲得が行われ

ている．知識獲得には，統計的な手法や，ソフトコンピューティ

ングのような手法が用いられ，このような手法として，文献[2]で

は，Android スマートフォン上で，ソフトコンピューティングなど

の反復計算を行う手法が述べられている．この手法では，

Android スマートフォンのスペックを考慮し，Android スマートフ

ォンをインターフェースとして，サーバ上で計算された結果を

表示したり，インタラクティブに再計算可能なフレームワークを

提供し，利用環境を制限しないソフトコンピューティングの活

用方法が提案されている[4]．ただし，この手法には，端末が

ネットワークに接続されていないと利用できず，自前のクラウド

サーバの設置が必要といった制限がある． 

ソフトコンピューティングの手法として，インタラクティブ

GHSOM[2,3]がある．これは，教師なし競合学習アルゴリズム

である階層成長型自己組織化マップ(Growing Hierarchical 

SOM: GHSOM)を拡張したアルゴリズムである．GHSOM は

SOM に木構造の概念を取り入れたアルゴリズムであり，階層

構造を持った複数の独立した SOM から構成される．GHSOM

では，パラメタの設定によっては深く階層化され過ぎ，かえっ

て入力データの特徴が捉えづらくなる場合がある．インタラク

ティブ GHSOM では，この問題に対して階層化を抑制する手

法が提案され，また，階層化し過ぎた場合でもマップを再構築

し，複雑になってしまった構造を修正し，計算結果から部分的

に階層構造を変更することができる．本研究では，Android ス

マートフォン上でインタラクティブ GHSOM が動作するインター

フェースを開発した． 

そこで，本研究では，最近登場してきたハイスペックなスマ

ートフォンやタブレット端末でソフトコンピューティングの反復

計算に対し有効性を検討する．ソフトコンピューティングの手

法の一例として，インタラクティブ GHSOM[4]を考え， UCI リポ

ジトリの Iris[5]や広島県観光マップ[6]のデータを分析した結

果を報告する． 

2. 開発したシステムによる数値実験 

従来のクラウドサーバを用いた手法[4]と，提案する端末で

反復計算を行う手法を，Iris[5]と広島県観光マップ[6]の分析

にそれぞれ適用し，実行時間を計測し，10 回の試行の平均を

求めた．Android スマートフォンは，スペックが高い Android 

Tablet である Nexus7 と，スペックが低い IS03 を用いた．  
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図１は，Android スマートフォンのインターフェースで，イン

タラクティブGMSOMの計算によって得られたマップ構造である．

任意のマップをタッチすると，タッチしたマップのみを再計算

することができる．再計算では部分的な構造しか計算しないの

で，全体を計算するよりも計算時間を短くすることができた． 

2.1 Iris 

Iris は，全 150 件のアヤメに関するデータセットであり，各

サンプルはガクの長さ(sepal length)，ガクの幅(sepal 

width)， 花 弁 の 長 さ (petal length)， 花 弁 の 幅 (petal 

width)の 4 つの属性を持ち，Iris-setosa，Iris-virginica，

Iris-versicolor の 3 つのクラスのいずれかに分類される． 

表 1 は実験結果である．提案手法では，Nexus7 の実行時

間は IS03 約半分であり，また，従来手法では，Nexus7 と IS03

の実行時間は，やや Nexus7 の方が短いものの，大きな違い

はみられなかった．Nexus7 では，提案手法も従来手法の実行

時間に大きな変化はなかった．なお，分類精度については，

従来手法も提案手法も同じ結果が得られ，二乗和誤差は

0.013，AIC は 126.16 となった． 

表１： 実行時間 

 IRIS 広島県観光マップ 

 従来手法 提案手法 従来手法 提案手法

IS03 6.19 秒 9.87 秒 7.23 秒 16.97 秒

Nexus7 5.18 秒 5.19 秒 6.40 秒 8.50 秒

 

図 1: 開発したインターフェース(広島県観光マップ) 

 

2.2 広島県観光マップ 

広島県観光マップでは，実際の旅行者の主観的情報として，

GPS による位置情報，5 段階評価値，140 文字以内のコメント

文，写真が収集されている．現在，約 500件のデータが収集さ

れており，写真を除く項目に対して，分析を行った．表 1 の実

行時間では，Iris と同じような傾向がみられたが，広島県観

光マップは Iris よりもデータ数が多いこともあり，全体的に実

行時間が長くなった．分類精度についても Iris と同様に，二

乗和誤差は 0.080，AIC は 165.03 となった． 

3. まとめ 

従来の手法では，ネットワークに接続された環境でないと利

用できなかったが，最新のタブレット端末を用いることで，計算

部分も端末で動作させることに成功した．スペックが低いスマ

ートフォンでは，従来手法と提案手法の実行時間に大きな差

がでたが，スペックが高いタブレット端末では，大きな差はでな

かった．特に，ネットワーク環境によりセッション確立までに時

間を要する場合を考慮すれば，計算時間の差はそれほどな

いと言える．これにより，より利用環境に制限されないソフトコ

ンピューティングの活用方法を提案することができた．たとえ

ば，複雑な計算が必要なデータ分析であったとしても，どこで

もデータの特徴を得られることができるようになったため，外出

先での高次元の情報利活用が可能となった．現在のシステム

では，データの前処理は PC で行わなくてはならないので，今

後はこれをアプリで行えるように改良する． 
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