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お品書き

1. RGBDの歴史
– 3D特徴量の紹介

– RGBD研究の分類と研究例

2. チュートリアル
– 3Dデータの読み込みと表示

– Point Cloud Library (PCL)の使い方

– その他のオープンソースライブラリの紹介

3. 3D物体認識の最新動向
– ディープラーニングと大規模データセット

4. まとめ

紙の資料にはなかった

真のチュートリアル



Ubuntu PCをお持ちの方は

本チュートリアルをより楽しむために…

1. ROSをインストール
http://wiki.ros.org/jade/Installation/Ubuntu ※Desktop-Full推奨

2. 必要なファイルをダウンロード
mydesk.bag（453MB）
https://www.dropbox.com/s/sn0w59sg81bhzm9/mydesk.bag?dl=0

save_pcd.cpp

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/save_pcd.cpp

convertpcd2ply.cpp

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/convertpcd2ply.cpp

milk.pcd

https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk.pcd?raw=true

milk_cartoon_all_small_clorox.pcd

https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk_cartoon_all_small_clorox.pcd?raw=true

correspondence_grouping.cpp

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/correspondence_grouping.cpp

http://wiki.ros.org/jade/Installation/Ubuntu
https://www.dropbox.com/s/sn0w59sg81bhzm9/mydesk.bag?dl=0
https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/save_pcd.cpp
https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/convertpcd2ply.cpp
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk.pcd?raw=true
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk_cartoon_all_small_clorox.pcd?raw=true
https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/correspondence_grouping.cpp


1. 3Dデータの読み込みと表示

真のチュートリアル



3Dモデルをダウンロードしてみる

http://shapenet.cs.stanford.edu/

たとえばこれとか



3Dモデルをダウンロードしてみる

http://shapenet.cs.stanford.edu/



3Dモデルをダウンロードしてみる



3Dモデルをダウンロードして見る

• SketchUpをダウンロードして https://www.sketchup.com/ja/download

• 先ほどダウンロードした3Dモデル（x-wing.skp）を開く

https://www.sketchup.com/ja/download


3Dモデルをダウンロードして見る

• ファイル＞エクスポート＞3Dモデル を選択し
• ファイルの種類は「OBJファイル(*.obj)」を選んでエクスポートする（x-wing.obj）



3Dモデルをダウンロードして見る

• MeshLabをダウンロードして http://meshlab.sourceforge.net/

• 先ほどエクスポートしたモデル（x-wing.obj）をドラッグ&ドロップする

http://meshlab.sourceforge.net/


3Dモデルをダウンロードして見る

• OBJファイル（x-wing.obj）をワードパッド等で開いて見る

マテリアルファイル名
x-wing.mtl

頂点座標
テクスチャ座標
法線ベクトル

頂点（vertex）

頂点情報

面（face）

頂点座標値番号/テクスチャ座標値番号/頂点法線ベクトル番号



3Dモデルをダウンロードして見る

• OBJファイル（x-wing.obj）をワードパッド等で開いて見る

マテリアルファイル名
x-wing.mtl

頂点座標
テクスチャ座標
法線ベクトル

頂点（vertex）

頂点情報

面（face）

頂点座標値番号/テクスチャ座標値番号/頂点法線ベクトル番号

メッシュ（ポリゴン）：
面にテクスチャが貼られる

点群（Point Cloud）：
点に色情報がついている



3Dモデルをダウンロードして見る

• 点群（Point Cloud）フォーマットはPCLで用いられる.pcdファイル等がメジャー

# .PCD v0.7 - Point Cloud Data file format

VERSION 0.7

FIELDS x y z rgb

SIZE 4 4 4 4

TYPE F F F F

COUNT 1 1 1 1

WIDTH 640

HEIGHT 480

VIEWPOINT 0 0 0 1 0 0 0

POINTS 307200

DATA ascii

0.93773 0.33763 0 4.2108e+06

0.90805 0.35641 0 4.2108e+06

0.81915 0.32 0 4.2108e+06

0.97192 0.278 0 4.2108e+06

0.944 0.29474 0 4.2108e+06

0.98111 0.24247 0 4.2108e+06

0.93655 0.26143 0 4.2108e+06

0.91631 0.27442 0 4.2108e+06

0.81921 0.29315 0 4.2108e+06

0.90701 0.24109 0 4.2108e+06

0.83239 0.23398 0 4.2108e+06

0.99185 0.2116 0 4.2108e+06

0.89264 0.21174 0 4.2108e+06

0.85082 0.21212 0 4.2108e+06

0.81044 0.32222 0 4.2108e+06

0.74459 0.32192 0 4.2108e+06

注：ASCII版はバグがある
ので、BINARY版を使って
ください



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

ここからはROSを使います！

環境
• OS： Ubuntu 14.04

• センサ： Kinect v1

• 言語： C++

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

ROSは基本的にUbuntuしか
サポートしてないから

リアルタイム処理に便利だから

キャリブレーションなくてもそこ
そこ綺麗だから
Kinect v2は境界がボソボソに
なるから
（v2も使えるけどちょっと面倒です）

ASUS XtionでもOKです

Pythonも使えるので興味のある
人はどうぞ。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

http://wiki.ros.org/jade/Installation/Ubuntu に書いてあるとおりにやればよい。

$ sudo sh –c ‘echo “deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main” > 

/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list‘

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 0xB01FA116

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ros-jade-desktop-full

$ sudo rosdep init

$ rosdep update

$ echo "source /opt/ros/jade/setup.bash" >> ~/.bashrc

$ source ~/.bashrc

# jadeはROSのバージョンの名前。
# 自分の知る限りcturtle, diamondback, electric, fuerte, groovy, hydro, indigo, jadeが存在する

.bashrcに妙なものを書きたくない人は、ターミナル起動するたびに
$ source /opt/ros/jade/setup.bash を実行すればよい。

http://wiki.ros.org/jade/Installation/Ubuntu
http://packages.ros.org/ros/ubuntu


KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

KinectドライバをラップしたROSパッケージをインストールする。

$ sudo apt-get install ros-jade-openni-launch

※最近はOpenNIが提供終了したせい？か、普通には動かない模様。

$ sudo apt-get install ros-indigo-freenect-launch

# 残念ながらjadeでfreenect_launchパッケージがなかったのでindigoを使う
# ROSのバージョンが違うパッケージも共存して使えるので無問題

# 豆知識
Ubuntuパッケージ名は-（ハイフン）、ROSパッケージ名は_（アンダーバー）

$ sudo apt-get install ros-jade-openni2-launch

Xtionをお使いの方はこちら



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

Kinectを挿して、データの取り込みを開始する。

$ roslaunch openni2_launch openni2.launch

$ source /opt/ros/indigo/setup.sh

$ roslaunch freenect_launch freenect.launch

これはこのまま放置して、別のターミナル（ウィンドウ or タブ）を開く。

Xtionをお使いの方はこちら



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

Kinectを挿して、データの取り込みを開始する。

$ roslaunch openni2_launch openni2.launch

$ source /opt/ros/indigo/setup.sh

$ roslaunch freenect_launch freenect.launch

これはこのまま放置して、別のターミナル（ウィンドウ or タブ）を開く。

Xtionをお使いの方はこちら

$ roscore

このチュートリアルでは既に録ってあるデータを再生します。

$ rosbag play mydesk.bag -l

放置して、別のターミナル（ウィンドウ or タブ）を開いて、

詳しくは$ rosbag -h

mydesk.bag（453MB）→ https://www.dropbox.com/s/sn0w59sg81bhzm9/mydesk.bag?dl=0

https://www.dropbox.com/s/sn0w59sg81bhzm9/mydesk.bag?dl=0


KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

新しいターミナルで、ROSトピックを確認する。

$ rostopic list

たとえばカラー画像のROSトピックがpublishされていることを確認する。

$ rostopic hz /camera/rgb/image_color



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

新しいターミナルで、ROSトピックを確認する。

$ rostopic list

たとえばカラー画像のROSトピックがpublishされていることを確認する。

$ rostopic hz /camera/rgb/image_color

注：Xtion＋openni2.launchを
お使いの方は、カラー画像のROS

トピックが
/camera/rgb/image_raw

なので、以下、image_colorを
すべてimage_rawに読み替えて
ください。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

カラー画像を表示する。

$ rosrun image_view image_view image:=/camera/rgb/image_color

デプス画像を表示する。

$ rosrun image_view image_view image:=/camera/depth/image_raw

# rosrun構文
rosrun ＜パッケージ名＞ ＜実行ファイル名＞ ＜コマンドライン引数＞

（指定したパッケージの中の実行ファイルを実行しているだけ。）



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

ビジュアライゼーションツールのrvizを起動する。

$ rosrun rviz rviz



2. Addをクリックする。
PointCloud2を選択する。

3. Topicを選ぶ。
/camera/depth_registered/pointsかな。

4. Styleを選ぶ。Pointsだと軽い。

$ rosrun rviz rviz

1. Fixed Frameを選ぶ。
camera_depth_frameなど。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

自分でROSパッケージを作る。

$ mkdir ~/ros

$ export ROS_PACKAGE_PATH=~/ros:$ROS_PACKAGE_PATH

# roscreate-pkg構文
roscreate-pkg ＜今作るパッケージ名＞ ＜依存するパッケージ名＞

こうすることで~/rosディレクトリ以下のディレクトリがROSのパスに加わる。

$ cd ~/ros

$ roscreate-pkg save_pcd pcl_ros cv_bridge

$ cd save_pcd

~/ros/save_pcdというディレクトリができる。これがsave_pcdパッケージの雛形。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

CMakeLists.txtに下記の一文を加える。

rosbuild_add_executable(save_pcd save_pcd.cpp)

こんなかんじで。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

save_pcd.cppを置く。
下記からダウンロードしてください。
↓
https://github.com/kanezaki/ssii2016_tu

torial/blob/master/save_pcd.cpp

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/save_pcd.cpp


KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

$ make

./binフォルダ以下にsave_pcdという実行ファイルができる。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

$ rosrun save_pcd save_pcd

あるいは

$ ./bin/save_pcd

画像（.png）と点群（.pcd）がカレントディレクトリに保存され続けるので、
はやめに Ctrl+C して止めてください。



KinectからのRGBD画像・点群を扱う

手順
1. ROSをインストールする
2. Kinect画像を表示する
3. Kinect点群を描画する
4. Kinect点群を保存する
5. 保存したKinect点群を描画する

$ pcl_viewer 0.pcd

“r”キーを押して
“5”キーを押すと
色付き点群が現れる。

詳しい使い方（ヘルプ）は
“h”キーを押す。



PCDファイルを（無理やり）PLYファイルにする

MeshLabでインポート→点群表示→光源OFF

convertpcd2ply.cppを置く。

下記からダウンロードしてく
ださい。

↓

CMakeLists.txtに下記の一文を加える。

rosbuild_add_executable(convertpcd2ply convertpcd2ply.cpp)

クリック クリック

https://github.com/kaneza

ki/ssii2016_tutorial/blob/m

aster/convertpcd2ply.cpp

$ make

$ rosrun save_pcd convertpcd2ply 0.pcd 0.ply実行→

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/convertpcd2ply.cpp


2. Point Cloud Library (PCL)の使い方

真のチュートリアル



UbuntuでPCLのインストール

• 既に先のチュートリアル内容でROSのDesktop-Fullをインストールした
人はもう入っています。

（/usr/bin/以下にpcl_viewer等の実行ファイルが既にあるはず。）

• ROSを使わず、PCLだけインストールして使いたい人はこちら。

• PCLをソースからコンパイルして使いたい人はこちら。

参考

http://pointclouds.org/downloads/linux.html

$ sudo add-apt-repository ppa:v-launchpad-jochen-sprickerhof-de/pcl

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install libpcl-all

$ git clone https://github.com/PointCloudLibrary/pcl

$ cd pcl; mkdir build; cd build

$ cmake ..

$ make

http://pointclouds.org/downloads/linux.html
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl


PCLの公式サイトのチュートリアル

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/

• Basic Usage

• Advanced Usage

• Applications

• Features

• Filtering

• I/O

• Keypoints

• KdTree

• Octree

• Range Images

• Recognition

• Registration

• Sample Consensus

• Segmentation

• Surface

• Visualization

• GPU

今回はこれをやってみます。

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/


PCLの公式サイトのチュートリアル

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/correspondence_grouping.php#c

orrespondence-grouping

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

シーンから所望の物体を、対応点探索により発見する。

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/correspondence_grouping.php#correspondence-grouping


3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

手順
1. 自分のROSパッケージを作る
2. 必要なファイルをダウンロードする
3. ちょっとコードを修正してコンパイル
4. 実行

$ cd ~/ros

$ roscreate-pkg correspondence_grouping pcl_ros

$ cd correspondence_grouping

correspondence_groupingという名のパッケージを作る。

CMakeLists.txtに下記の文を加える。

find_package(PCL 1.7 REQUIRED)

rosbuild_add_executable(correspondence_grouping correspondence_grouping.cpp)

target_link_libraries(correspondence_grouping ${PCL_LIBRARIES})

注） 別にROSを使わなくてもOKです。
その場合はPCL公式チュートリアルページを参考にしてください。



手順
1. 自分のROSパッケージを作る
2. 必要なファイルをダウンロードする
3. ちょっとコードを修正してコンパイル
4. 実行

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

点群ファイル

• milk.pcd
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk.pcd?raw=true

• milk_cartoon_all_small_clorox.pcd
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk_cartoon_all_small_clorox.pcd?raw=true

ソースコード

• correspondence_grouping.cpp
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/_downloads/correspondence_grouping.cpp

https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk.pcd?raw=true
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/test/milk_cartoon_all_small_clorox.pcd?raw=true
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/_downloads/correspondence_grouping.cpp


手順
1. 自分のROSパッケージを作る
2. 必要なファイルをダウンロードする
3. ちょっとコードを修正してコンパイル
4. 実行

#include <pcl/features/board.h>

-#include <pcl/filters/uniform_sampling.h>

+#include <pcl/filters/voxel_grid.h>

#include <pcl/recognition/cg/hough_3d.h>

#include <pcl/recognition/cg/geometric_consistency.h>

- pcl::UniformSampling<PointType> uniform_sampling;

+ pcl::VoxelGrid<PointType> uniform_sampling;

uniform_sampling.setInputCloud (model);

- uniform_sampling.setRadiusSearch (model_ss_);

+ uniform_sampling.setLeafSize (model_ss_,model_ss_,model_ss_);

uniform_sampling.filter (*model_keypoints);

std::cout << "Model total points: " << model->size () << "; Selected Keypoints: " << model_keypoints->size () << std::endl;

uniform_sampling.setInputCloud (scene);

- uniform_sampling.setRadiusSearch (scene_ss_);

+ uniform_sampling.setLeafSize (scene_ss_,scene_ss_,scene_ss_);

uniform_sampling.filter (*scene_keypoints);

std::cout << "Scene total points: " << scene->size () << "; Selected Keypoints: " << scene_keypoints->size () << std::endl;

修正済みのcorrespondence_grouping.cppはこちら→ 
https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/correspondence_grouping.cpp

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

https://github.com/kanezaki/ssii2016_tutorial/blob/master/correspondence_grouping.cpp


$ rosrun correspondence_grouping correspondence_grouping milk.pcd ¥

milk_cartoon_all_small_clorox.pcd -k -c

あるいは

$ ./bin/correspondence_grouping milk.pcd milk_cartoon_all_small_clorox.pcd -k -c 

手順
1. 自分のROSパッケージを作る
2. 必要なファイルをダウンロードする
3. ちょっとコードを修正してコンパイル
4. 実行

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping



処理内容の概要

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

点群 法線ベクトル計算 キーポイント抽出 デスクリプタ抽出 最近傍探索 クラスタリング

モデル

シーン

Uniform Sampling SHOT                   FLANN               Hough 3D

or

Geometric Consistency (GC)

サンプルプログラムの実装



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

pcl::PointCloud<PointType>::Ptr model (new pcl::PointCloud<PointType> ());

pcl::PointCloud<PointType>::Ptr model_keypoints (new pcl::PointCloud<PointType> ());

pcl::PointCloud<PointType>::Ptr scene (new pcl::PointCloud<PointType> ());

pcl::PointCloud<PointType>::Ptr scene_keypoints (new pcl::PointCloud<PointType> ());

pcl::PointCloud<NormalType>::Ptr model_normals (new pcl::PointCloud<NormalType> ());

pcl::PointCloud<NormalType>::Ptr scene_normals (new pcl::PointCloud<NormalType> ());

pcl::PointCloud<DescriptorType>::Ptr model_descriptors (new pcl::PointCloud<DescriptorType> ());

pcl::PointCloud<DescriptorType>::Ptr scene_descriptors (new pcl::PointCloud<DescriptorType> ());

typedef pcl::PointXYZRGBA PointType;

typedef pcl::Normal NormalType;

typedef pcl::ReferenceFrame RFType;

typedef pcl::SHOT352 DescriptorType;

モデル（検出対象物体）とシーン（環境）の点群いろいろ。
色付き点群全体、キーポイント点群、法線ベクトル、デスクリプタの
すべてのデータを点群形式で持っている。

点群タイプはpcl::PointXYZRGBA等、さまざまある。
このソースコード内での定義は16行目～（下記）

162行目～



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

//

//  Compute Normals

//

pcl::NormalEstimationOMP<PointType, NormalType> norm_est;

norm_est.setKSearch (10);

norm_est.setInputCloud (model);

norm_est.compute (*model_normals);

norm_est.setInputCloud (scene);

norm_est.compute (*scene_normals);

法線ベクトルの計算。
なにか三次元点群処理しようと思ったら大抵はこれが必要。
今回はデスクリプタの計算のために必要。

213行目～



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

//

//  Downsample Clouds to Extract keypoints

//

pcl::VoxelGrid<PointType> uniform_sampling;

uniform_sampling.setInputCloud (model);

uniform_sampling.setLeafSize (model_ss_,model_ss_,model_ss_);

uniform_sampling.filter (*model_keypoints);

std::cout << "Model total points: " << model->size () << "; Selected Keypoints: " << model_keypoints-

>size () << std::endl;

uniform_sampling.setInputCloud (scene);

uniform_sampling.setLeafSize (scene_ss_,scene_ss_,scene_ss_);

uniform_sampling.filter (*scene_keypoints);

std::cout << "Scene total points: " << scene->size () << "; Selected Keypoints: " << scene_keypoints-

>size () << std::endl;

キーポイントの抽出だが、
今回は単純に等間隔にダウンサンプリングした点群をキーポイント点群とする。
（もっとちゃんとキーポイント抽出するなら、たとえばISS等がPCLに実装されている。）

225行目～



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

//

//  Compute Descriptor for keypoints

//

pcl::SHOTEstimationOMP<PointType, NormalType, DescriptorType> descr_est;

descr_est.setRadiusSearch (descr_rad_);

descr_est.setInputCloud (model_keypoints);

descr_est.setInputNormals (model_normals);

descr_est.setSearchSurface (model);

descr_est.compute (*model_descriptors);

descr_est.setInputCloud (scene_keypoints);

descr_est.setInputNormals (scene_normals);

descr_est.setSearchSurface (scene);

descr_est.compute (*scene_descriptors);

各キーポイントまわりのデスクリプタの抽出。
今回はSHOT記述子を抽出する。

240行目～



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

//

//  Find Model-Scene Correspondences with KdTree

//

pcl::CorrespondencesPtr model_scene_corrs (new pcl::Correspondences ());

pcl::KdTreeFLANN<DescriptorType> match_search;

match_search.setInputCloud (model_descriptors);

//  For each scene keypoint descriptor, find nearest neighbor into the model keypoints descriptor cloud 

and add it to the correspondences vector.

for (size_t i = 0; i < scene_descriptors->size (); ++i)

{

std::vector<int> neigh_indices (1);

std::vector<float> neigh_sqr_dists (1);

….

(省略)

FLANNによる最近傍探索により、対応点集合を得る。

256行目～



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

//

//  Actual Clustering

//

std::vector<Eigen::Matrix4f, Eigen::aligned_allocator<Eigen::Matrix4f> > rototranslations;

std::vector<pcl::Correspondences> clustered_corrs;

//  Using Hough3D

if (use_hough_)

{

//

//  Compute (Keypoints) Reference Frames only for Hough

//

…

(省略)

クラスタリングにより正解の物体の点集合を得る。（２種類の手法が選べる。）

282行目～

F. Tombari and L. Di Stefano: “Object recognition in 3D scenes with occlusions and clutter 

by Hough voting”, 4th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology, 2010.

H. Chen and B. Bhanu: “3D free-form object recognition in range images using local 

surface patches”, Pattern Recognition Letters, vol. 28, no. 10, pp. 1252-1262, 2007.

Hough:

GC:



ソースコードの説明（コアなところだけ。）

3D Object Recognition based on Correspondence Grouping

(省略)

最後にPCLVisualizerを使って結果を描画する。

余談：点群を表示させたいだけならCloudViewerクラスで数行で書ける。

The CloudViewer

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/cloud_viewer.php

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/cloud_viewer.php


3.その他のオープンソースライブラリの紹介

真のチュートリアル



1. LSD-SLAM
http://vision.in.tum.de/research/vslam/lsdslam

https://github.com/tum-vision/lsd_slam

J. Engel, T. Schöps, D. Cremers

LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014

RGB-Dではないが、単眼カメラでvisual SLAMをするコード
ROSで動く。

2. ProjectInSeg
http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg

K. Tateno , F. Tombari, N. Navab

When 2.5D is not enough: Simultaneous Reconstruction, Segmentation and 

Recognition on dense SLAM 

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016

RGB-D画像を入力とし、dense SLAMをしながらセグメンテーションと認識を行う。
※公開されてるコードではセグメンテーションまで

本日紹介するオープンソース

http://vision.in.tum.de/research/vslam/lsdslam
https://github.com/tum-vision/lsd_slam
http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg


J. Engel, T. Schöps, D. Cremers

LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014

https://github.com/tum-vision/lsd_slam

(1) LSD-SLAM

$ cd ~/ros

$ git clone https://github.com/tum-vision/lsd_slam.git lsd_slam

1. ソースのダウンロード（クローン）

$ rosmake lsd_slam

2. コンパイル

※rosmakeは複数のパッケージをまとめたスタックを、パッケージ依存関係を見ながらmakeします

$ roscore

3. 以下、４つのターミナルウィンドウ（タブ）を立ち上げて各々実行。

$ rosrun lsd_slam_viewer viewer

$ rosrun lsd_slam_core live_slam image:=/image_raw camera_info:=/camera_info

$ rosbag play ~/LSD_room.bag

データセット。ダウンロードはこちら http://vmcremers8.informatik.tu-muenchen.de/lsd/LSD_room.bag.zip

https://github.com/tum-vision/lsd_slam
http://vmcremers8.informatik.tu-muenchen.de/lsd/LSD_room.bag.zip


J. Engel, T. Schöps, D. Cremers

LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014

https://github.com/tum-vision/lsd_slam

(1) LSD-SLAM

こんな感じになります

https://github.com/tum-vision/lsd_slam


J. Engel, T. Schöps, D. Cremers

LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014

https://github.com/tum-vision/lsd_slam

(1) LSD-SLAM

Kinectからも可能（もちろん普通のウェブカメラからも）。

以下、３つのターミナルウィンドウ（タブ）を立ち上げて各々実行。

$ rosrun lsd_slam_viewer viewer

$ rosrun lsd_slam_core live_slam image:=/camera/rgb/image_color camera_info:=/camera/rgb/camera_info

$ source /opt/ros/indigo/setup.sh; roslaunch freenect_launch freenect.launch

https://github.com/tum-vision/lsd_slam


K. Tateno , F. Tombari, N. Navab

When 2.5D is not enough: Simultaneous Reconstruction, Segmentation and 

Recognition on dense SLAM 

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016

http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg

(2) ProjectInSeg

$ wget http://campar.in.tum.de/personal/tateno/IROS2015/InSeg.zip

$ unzip InSeg.zip

1. ソースのダウンロード

$ mkdir InSeg/buildLinux/

$ cd InSeg/buildLinux/

$ cmake ..

$ make

2. コンパイル

$ cd InSegTest

$ ../../bin/InSegTest

3. 実行

http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg


K. Tateno , F. Tombari, N. Navab

When 2.5D is not enough: Simultaneous Reconstruction, Segmentation and 

Recognition on dense SLAM 

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016

http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg

(2) ProjectInSeg

こんな感じになります

http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectInSeg


Kinect Fusion
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn188670.aspx

3Dスキャン（三次元再構成）するKinect for Windowsの公式アプリ。

Ubuntu+PCLでの動作状況（2016年5月金崎調べ）
OpenNIサポート終了の影響か、Kinect v1では動かなかったが、
Xtionでは動いた。

CUDAをインストール後、下記のとおりPCLをソースからコンパイルして使用。

その他のオープンソース情報

$ git clone https://github.com/PointCloudLibrary/pcl

$ cd pcl; mkdir build; cd build

$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .. -DWITH_CUDA=ON -DBUILD_GPU=ON

$ make

コンパイル

$ ./bin/pcl_kinfu_app

実行

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn188670.aspx
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl


トラッキングコンペティション2016

• SLAMの精度をオンサイトで競う大会

– 9月14-16日のVR学会年次大会＠筑波で開催

– ８月３１日登録締切（アルゴリズム公開不要）

3. 与えられた座標に
マーキング

1. 開始地点で
競技用座標系を獲得

2. SLAMを用いて自己
位置推定しながら移動

http://sigmr.vrsj.org/tc2016/



おしまい

真のチュートリアル


