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1

はじめに

プローチは幅広く用いられているが，これらの手法は関節
の周りでつぶれてしまう問題や，骨の回転時にキャンディ

表現豊かなキャラクターアニメーションは，映画やゲー

ラッパーといったねじれ現象を引き起こしてしまう．近年，

ムにおいてキャラクターの個性を表現する上で非常に重要

この問題を解決する例示ベースの手法や姿勢空間を用いた

な要素となる．キャラクターの動きを制御する手段として，

変形などが提案されているが，これらの手法では二次的変

アーティストがキーとなる姿勢を設定するキーフレームア

形や体積保存，自己衝突等を考慮することが困難となる．

ニメーションやモーションキャプチャによって取得したモー

そういった背景から物理シミュレーションによって身体

ションデータを用いる方法がある．しかし，いずれもキャ

の動きや変形を表現する物理ベーススキニングの研究が行

ラクターの動きに応じた筋肉の膨張・収縮といった身体構

われている．Capell ら [3] は，線形有限要素法を用いて，リ

造上の内部変形や脂肪の揺れといった物理的な二次変形を

アルタイムでの弾性体キャラクターアニメーションを実現

作成するには煩雑な作業が必要となる．そのため，キャラ

した．しかしながら，キャラクターの形状に合った四面体

クターアニメーションのリアリティを効率よく向上するに

構造を手作業で作成する必要があると同時に，体積保存や

は，従来のキャラクターの変形プロセスに加え，身体構造

自己衝突も考慮されていない．Kim ら [8] は，線形有限要

を考慮した変形手法や物理シミュレーションによる二次動

素法を用いてスケルトン構造を持つ弾性体キャラクターア

作の付与を行う必要がある．McAdams ら [9] は，有限要

ニメーションを高速に再現する手法を提案した．しかし，

素法に基づき，大きなタイムステップでも弾性体計算を安

大きなタイムステップでは安定した数値を算出することが

定して解くことのできる手法を提案し，高精度なキャラク

できない．その改善として，McAdams らは，均等な格子

ターの肉揺れ表現を可能にした．しかしながら，ゲームな

構造を持ったモデルに対し，大きなタイムステップでも安

どの実時間アプリケーションでの使用に適した処理速度に

定して弾性体シミュレーションを解く手法を提案した．こ

は至っていない．Chen ら [4] は，高速かつ頑健な弾性体

の手法では，自己衝突や並列計算が可能だが，実時間での

シミュレーション手法である Lattice Shape Matching 法

計算には未だ至っていない．

[13](LSM 法) を用いて，骨の動きに応じた肉揺れを実時間
で再現する手法を提案した．しかし，大きな揺れを再現す

実時間で弾性体キャラクターアニメーションを再現する
手法として，Angelidis ら [1] は，スキニングによる姿勢空

る際には挙動が不安定である上に，キャラクターの身体構

間と速度場を用いて，体積保存も可能な二次動作生成手法

造を考慮していないため，筋肉や脂肪といった材質の違い

を提案した. しかしながら速度場を用いて形状を更新してい

を再現できていない．そこで本研究では，キャラクターの

く Force-based のシミュレーション手法は，数値が発散しや

身体構造を考慮することで細かな微調整が可能になると同

すいといった問題点が挙げられる [2]．安定した数値計算と

時に，よりダイナミックな肉揺れ表現を安定かつ高速に再

実時間でのアニメーションを実現する手法として，Muller

現する手法を提案する．

ら [12] が提案した Shape matching 法 (SM 法) をベースと
した研究が挙げられる．Chen らは，SM 法の応用である

2

関連研究

LSM 法と LBS を組み合わせることで，キャラクターの二
次動作生成を実時間で再現した．しかし彼らの手法では筋

スケルトンの動きに基づく変形手法は，キャラクターア

肉や脂肪といったモデル構造ではないため，身体的構造に

ニメーションを作成する上で頻繁に用いられる技術である．

よる揺れの調整を行うことができない．また，急激なモー

中でも，線形ブレンドスキニング (LBS) などの幾何学的ア

ションを適用した際に肉が置き去りになってしまう問題，

初期動作生成
骨レイヤー

Lattice-based Skinning

筋肉レイヤー

二次動作生成

脂肪レイヤー

Lattice Shape Matching

スケルトンモーション

キャラクターメッシュ

多重レイヤー
ボリュームモデル

Position-based Constrains

皮膚レイヤー

肉揺れアニメーション

図 1: 本手法適用によるキャラクターの肉揺れ再現結果

挙動が不安定になる問題が挙げられる．同時に彼らの採用

る．なお，スキニングウェイトは Dionne らの手法と同様

している LSM を用いた体積保存手法である Takamatsu ら

にスケルトン情報とスケルトンレイヤーの各頂点のマン

の手法 [15] では一部数値が不安定になる問題がある．Chen

ハッタン距離に基づいた計算を行う．本予稿では，初期動

らが体積を持ったモデルを用いていたのに対し，Duel ら [5]

作生成に関するスキニング手法やスキニングウェイトの計

は，Diziol ら [7] のメッシュベースの SM 法を用いて筋肉

算手法については割愛する．二次動作生成には，複数の制

や脂肪，肌といった多重構造をモデリングし，二次動作の

約の組合せによって物体の動きを再現する Position based

再現を行う手法を提案した．しかしながら，メッシュベー
スのアプローチでは，Dionne ら [6] が問題として挙げてい

Dynamics(PBD)[11] をベースとする．本研究では，弾性
体の制約として LSM 法を用いる．またその他の制約とし

るように，メッシュ構造の破綻したモデルへの適用は困難

て距離制約，体積保存制約を適用することで安定した二次

である．

動作生成を実現する．以降，本研究で主となる，多重レイ
ヤーボリュームモデルの構築手法，二次動作生成手法の二

3

提案手法とシステムのワークフロー
本研究では，まずシミュレーションモデルとして，キャ

ラクターの身体的構造 (骨や筋肉，脂肪，皮膚など) に基づ

つを順に説明する．

3.1

多重レイヤーボリュームモデルの構築

いた多重レイヤーボリュームモデルを構築する．筋肉レイ

本研究では，キャラクターのサーフェスメッシュとスケル

ヤー，脂肪レイヤーといった多重レイヤー構造にすること

トン階層構造を入力とし，人体構造をなす骨や筋肉，脂肪，

で，レイヤーごとに異なる材質パラメータを設定できる．

皮膚といった構造を自動でモデル化する手法を提案する．

またスキニングによって生成される初期動作，シミュレー

まず入力となるサーフェスメッシュをボリュームのあるメッ

ションによって生成される二次動作といった二つの異なる

シュに変換するためにボクセル化を行う．ここでサーフェ

役割を切り分けて考えることができる．続いて，Chen ら

スメッシュを包括する密なボクセル群を生成するために，

の手法では再現できなかった大変形を含むキャラクターの

Schwarz ら [14] の Conservative なボクセル化と Solid なボ

二次動作を生成するために，位置制約に基づく弾性体モデ

クセル化を組み合わせる．なお重複するボクセルに対して

ルを提案する．この制約を用いることで，急なモーション

は一つのボクセルとして取り扱う．生成されたボクセルの

が生じた際に脂肪が引っ張られ，脂肪が置き去りになって

中心となる各頂点を格子状に並んだ頂点群と見なし，後述

しまうような問題や，数値が不安定になる問題を解決する

する弾性体モデルとして取り扱う．ボクセル化を各キャラ

ことができる．

クターモデルに適用した結果を図 2 に示す．また，モデル

本研究のワークフローの図 1 を以下に示す．本システ

の頂点数及び生成されたボクセル数は表 1 に示す．なお、

ムでは入力として，キャラクターのサーフェスメッシュ，

本研究ではキャラクターモデルとして，Big Buck Bunny1 ，

スケルトン階層情報，モーションデータを用意する．まず

Bloat2 ，Smurf3 を用いた．

サーフェスメッシュとスケルトン情報から多重レイヤーボ

続いて，格子状に並んだ頂点群から骨や筋肉といった各

リュームモデルを構築する．続いてキャラクターの初期動

レイヤー構造に分けるために，まず各頂点の隣接関係を求

作を生成するために，多重レイヤーモデルの一つである
c
Buck Bunny ⃝Blender
Foundation

ボーンレイヤーとモーション情報を用いてスキニングを行

1 Big

う．スキニング手法は広く用いられている LBS を適用す

3 http://tf3dm.com/3d-model/smurf-17577.html

2 http://tf3dm.com/3d-model/killing-floor-bloat-93906.html

図 2: 各キャラクターのボクセル化結果 (左から，Big Buck

図 3: ボクセルの隣接関係，およびユーザーの与えたボー

Bunny, Bloat, Smurf)

ンからの距離と [0,1] の値によってモデリングされた各レ
イヤーの可視化結果 (左から骨，筋肉，脂肪，皮膚の順)

める．本研究では，隣接する頂点が上下左右前後に一つで
もない頂点をスキンレイヤーとして登録される．続いて，
スケルトンから各頂点群へのユークリッド距離とユーザー
が入力するスケルトンレイヤーとして取る範囲の距離の値
によってスケルトンレイヤーを定義する．最後に，スケルト
ンレイヤーの頂点からスキンレイヤーの頂点へのマンハッ
タン距離の最短経路をダイクストラ法によって求め，ユー
ザーが指定する 0.0 から 1.0 の値で線形的に筋肉レイヤー，
脂肪レイヤーを定義する．なお，ユーザーは各ボーンに対
して，[0,1] の値を入力できるため，脂肪の厚み等を部位
ごとにしているすることも可能となる．本研究では，筋肉
レイヤーと弾性体レイヤー，皮膚レイヤーの違いは弾性体
のパラメータに依存するため，すべて同一のパラメータを
用いることで，一つのレイヤーとしても仮定することがで
きる．ここで．本手法によって構築した多重レイヤーモデ
ルの例として，Big Buck Bunny に適用した結果を図 3 に
示す．

3.2

れらの制約モデルを LSM 法に適用するために，様々な制
約によって異なる物体を再現することができる PBD の手
続きに従って提案を行う．
アルゴリズム 1 にその手続きを示す．まず外力として初
期動作のスキニングによる変形結果をスケルトンレイヤー
に与える．続いてその外力によって推測される位置に一時
的に更新する．その位置に対し，距離の制約，弾性体の動
き制約，体積保存の制約を用いて位置の修正を行う．続い
て，修正された位置に移動する際の速度を計算し，位置を
更新する．最後に，減衰係数を与えることで安定した数値
計算が可能となる．なお，9 行目の di はそれぞれ頂点に与
えられた damping の値を示す．制約に基づいた最終的な位
置は，タイムステップを考慮した速度によって更新されて
おり，時間が過ぎるごとに元の形状に戻っていくが，毎フ
レームごとにスキニングによる変形が更新されていくため，
必ずしも毎フレームで元の形状に戻るわけではなく，戻ろ
うとする力が加わることで弾性体表現がなされている．

位置制約に基づく二次動作生成手法

本節では，キャラクターの動きに応じて生じる肉の揺れ
といった二次動作を実時間かつ安定的に再現するための手
法について説明する．

Algorithm 1 Position-updating procedure
1: for each voxel i in fat and skin layers do
2:
pi ← xi + ∆tvi //predict the next position
3: end for
4:

本研究では，弾性体モデルとして，幾何学的制約に基

5:

づき，高速かつ頑健な弾性体シミュレーションを実現する

6:

LSM 法を用いる． LSM 法は，元論文となる SM 法に比
べ，格子構造を用いることでより滑らかな変形が可能にな

7:

ると同時に，前述したようなボリュームを持ったモデルに

9:

対し，直接適用することができる．ただし，同じく LSM

10:

を適用した手法を提案していた Chen らの場合，モーショ

11:

8:

applyStretchConstraints(p)
applyLSMConstraints(p)
applyVolumeConstraints(p)
for each vertex i do
vi ← (pi − xi )/∆t //update velocity
vi ← vi ∗ di //damping
xi ← pi //update position
end for

ンが激しくなった際に，肉が置いて行かれてしまう問題と，
肉が急激に引っ張られることで数値が不安定になる問題が
ある．
そこで我々は，LSM 法に対し，数値を安定して解きな
がら大変形を可能にする制約モデルを二つ提案する．一つ
は隣接する頂点の距離を保つことで上記の問題を解決する
距離制約．もう一つは，キャラクターの持つ体積を一定に
保ち，自然な変形を可能にする体積保存の制約である．そ

3.2.1

距離制約

上述した二つの問題を解決するために，隣接した頂点同
士の距離を保つ制約を考慮する．レイヤー内に格子状に並
んだ頂点同士の構造上の頂点に対し，隣接する頂点同士の
距離を保つような距離制約を定義する．なお，その隣接関

係は前後左右上下だけでなく，せん断方向も考慮すること
でより安定した結果が得られる．本研究では距離制約とし
て，Muller ら [11] の提案しているストレッチ制約を用いた．

wi
pi − pj
(|pi − pj | − d)
wi + wj
|pi − pj |
wj
pi − pj
∆pj = +
(|pi − pj | − d)
wi + wj
|pi − pj |
∆pi = −

3.2.2

(1)
(2)
図 4: 体積計算のための頂点 pi の隣接関係の模式図

LSM 制約

本研究では，弾性体としての動きを実現するために LSM
法を制約として用いる．なおユーザーがセットする隣接す
るボクセルの影響範囲 w，硬さを示す α の値によって弾性
体の挙動が大きく変わる．本研究ではおもに w の値を 3 に
し，キャラクターによって α の値を変えて実験を行う．弾
性体制約として，LSM によって求めた頂点の目標位置 gi
に対し，現在位置 xi が移動する差分に硬さをかけた値が，
制約の修正ベクトルとなる．

築する．その模式図を図 4 に示す．なお，頂点 pi の隣接
頂点は以下のように定義される．
)
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上記に示した隣接関係を用いて体積を求める．なお体積

で必要な体積保存を実現するための制約について説明する．

計算は Takamatsu らの手法と同様の計算を行う．
(
)
(
)
z+
z−
vol(pi ) = px+
· py+
+ px+
· py−
i
i × pi
i
i × pi
(
)
(
)
z−
z+
+px+
· py+
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i
i × pi
i
i × pi
( y+
)
( y−
)
x−
x+
+pz+
+ pz+
i · pi × pi
i · pi × pi
( y+
)
( y−
)
x+
x−
+pz−
+ pz−
i · pi × pi
i · pi × pi

Chen らは，体積保存手法として，Takamatsu らが提案し

式 4，5 に示した各頂点とその隣接頂点での体積保存制約

ている手法を用いているが，計算の際に解く三次方程式の

の勾配 ∇ の計算式を以下に示す．

∆xi = α(gi (t) − xi (t))

3.2.3

(3)

体積保存制約

本項では，キャラクターが物理的に正しい変形をする上

解が不安定になるといった問題点がある．PBD を用いた
体積計算手法は Muller ら [10] をはじめ様々なアプローチ

[7] が提案されているが，その多くは四面体メッシュやサー
フェスメッシュを対象としており，格子構造を用いた体積
保存制約式は未だ提案されていない．そこで我々は PBD
の制約に従い，ある頂点 pi に対する新たな体積保存制約
式を定義する．本手法は，Muller ら [11] の提案している

x−
∇pz− Cvol (pi ) = −(px+
× py−
× py+
i
i ) − (pi
i )
i

y−
x+
x−
+ (py+
i × pi ) + (pi × pi )
x−
∇pz+ Cvol (pi ) = −(px+
× py+
× py−
i
i ) − (pi
i )
i

y−
x−
x+
+ (py+
i × pi ) + (pi × pi )
x−
∇py− Cvol (pi ) = +(px+
× pz−
× pz+
i
i ) + (pi
i )
i

x+
z−
x−
+ (pz+
i × pi ) + (pi × pi )

PBD の修正ベクトルを求める式に従い，計算を行う．
∆pi = −wi s∇pi Cvol (p1 , ..., pN )

(4)

ここで，wi は各頂点へのウェイト，Cvol は，体積の変化を
表す．s の求め方は以下に従う．

Cvol (p1 , ..., pN )
s= ∑
2
j wj |∇pj Cvol (p1 , ..., pN )|

x−
∇py+ Cvol (pi ) = +(px+
× pz+
× pz−
i
i ) + (pi
i )
i

x−
z−
x+
+ (pz+
i × pi ) + (pi × pi )
y−
z−
z+
∇px− Cvol (pi ) = +(py+
i × pi ) + (pi × pi )
i

y+
y−
z−
− (pz+
i × pi ) − (pi × pi )

(5)

∇px+ Cvol (pi ) = −∇pz− Cvol (pi ) − ∇pz+ Cvol (pi )
i

ある頂点 pi の体積 vol(pi ) を用いた体積制約式を下に示す．

Cvol (p1 , ..., pN ) = vol(pi ) − Vi

(7)

(6)

ここで，格子状に配置した座標群に対し，それぞれ中間の
位置を取り，それらを一つの頂点を囲む隣接頂点として構

i

i

− ∇py− Cvol (pi ) − ∇py+ Cvol (pi )
i

i

− ∇px− Cvol (pi )
i

最後に各頂点に与えるウェイト wi の式を以下に示す．

wi = 1 −

di
dmax

(8)

なお，di は頂点 pi と最短のスキンレイヤーの頂点とのマ
ンハッタン距離とし，すべての頂点の中で最も距離が長い

モデル

Bunny

頂点数

Voxel

幅

表 1: 各モデルにおける本手法の計算時間の比較
筋肉 筋肉 脂肪 脂肪 皮膚 皮膚
ts

td

te

tv

ttotal

硬さ

減衰

硬さ

減衰

硬さ

減衰

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

4,138

3,671

3

0.88

0.18

0.35

0.31

0.42

0.16

9.04

1.58

4.59

0.90

19.16

2,283

922

3

0.40

0.06

0.19

0.05

0.25

0.03

3.36

0.30

0.99

0.14

5.43

Bloat

2,283

4,798

3

0.90

0.23

0.83

0.23

0.73

0.26

17.04

2.04

6.33

1.07

30.38

Smurf

32,168

4,312

3

0.98

0.26

0.63

0.20

0.90

0.28

21.94

1.80

5.67

0.89

33.86

low

Bloat

ものを dmax とする．上式により，スキンレイヤーに近い
頂点ほど体積保存の影響力を受けやすくなる．

結果

4

我々は，本手法の優位性を検証するために，従来研究と
提案手法である多重レイヤーボリュームモデルと位置制約
に基づく二次動作生成結果の比較を行った．ここで入力と
して，3 体のキャラクターモデルとそれぞれに異なるモー
ションデータを適用して評価を行った．キャラクターモデ
ルは 3.1 節でボクセル化を行った 3 体のキャラクターを使
用し，モーションデータは CMU の motion database4 ，及
びモーキャプを用いてダンサーの動きをキャプチャしたダ
ンスモーションを使用した．なお，今回用いたマシンは，

CPU: 3.4 GHz Intel Core i7-3770, メモリ: 8GB，GPU:
GeForce GTX 560 Ti である．各キャラクターの生成結果
を図 5 に示す．
図から，キャラクターの動きや肉の重みに応じた変形が
効果的に表れていることがわかる．また，それぞれのモデ
ルに対する処理速度の比較を表 1 に示す．なお，ts は，ス
キニング，td は距離制約，te は弾性体制約．tv は体積保存
制約に要する時間を示し，ttotal はレンダリングを除いた全
体の処理に要する時間を表す．計算結果から，ボクセルの
個数とメッシュの頂点数に依存するが，BigBuckBunny や

Bloat の低解像度のボクセル化結果に対しては，非常に高
速に動いていることが示されている．また，Bloat や Smurf

図 5: 本手法適用によるキャラクターの肉揺れ再現結果

に対しても，リアルタイムに近い計算速度で生成できてい

ボーンに対する頂点のスキニングウェイトは，Dionne らの

ることがわかる．処理の中でもスキニングの割合が大きく，

Voxel Binding 法によって計算した．我々の手法は，キャラ

続いて LSM 制約と距離制約と続く．なお距離制約は，上下

クターの初期姿勢の際のボクセルとそのボクセルに埋まっ

左右前後の他に斜め同士の頂点との距離も制約対象となっ

ている表面メッシュの頂点の内分を記憶しておき，各ボク

ていることが，体積保存よりも処理に時間を要す原因とい

セルの変形に応じて内分を用いて線形的に次の位置を求め

える．スキニングに関しては今後 GPU 処理を適用するこ

る．なお，本手法のスキニング適用領域はボーンレイヤー

とで更なる高速化も期待できる．

のみであり，残りは LSM 法によって弾性体として計算さ
れていることから，図で示す通り．無理のない滑らかな形

4.1

スキニング結果との比較

一般的なスキニング手法である LBS と本手法の結果の
比較図を図 6 に示す．なお本研究で用いたキャラクターの
4 http://mocap.cs.cmu.edu/

状結果を得ることができている．

a) 初期ポーズ

b) [Dionne, 2013]

c) 提案手法

図 6: 既存のスキニング手法と提案手法との比較
筋肉

レイヤーの量

脂肪

図 8: 筋肉と脂肪の割合の違いによる結果の比較
左図が筋肉 0.7, 脂肪 0.3. 右図は筋肉 0.7，脂肪 0.3 と
した．

[Dionne, 2013]

[Chen, 2013]

提案手法

図 7: 既存手法との肉揺れアニメーション生成結果の比較

4.2

Chen らの手法との比較

Chen らの手法と我々の提案手法の違いとして，多重レ
イヤーボリュームモデルの構築と PBD に基づく位置制約
が挙げられる．まず，多重レイヤーボリュームモデルの比

図 9: 制約モデルによる結果の比較

較として，Chen らの手法である，スキニング領域と弾性体
領域の 2 つのレイヤーと，我々の多重レイヤーボリューム

柔らかいマテリアルを仮定した際に，Chen らの手法では

モデルを適用した結果を図 7 に示す．なお，Chen らの弾性

肉が置いて行かれてしまうが，我々の手法では，形状を保

体領域のパラメータは，我々の手法の脂肪レイヤーのパラ

ちつつ，変形が進んでいく結果が得られた．

メータのものを使用した．Chen らの手法では，脂肪の柔ら
かさを表現したい一方で，皮膚としての張りのようなもの
を表現することが難しく，うさぎの耳のような領域に対し
ても脂肪の柔らかさが同様に適用されてしまい，予期せぬ
動きをしてしまう等の問題があったが，皮膚レイヤーのパ
ラメータを使用することでさらに細かな動きの微調整が可
能となった． また筋肉と脂肪の厚みも我々の手法では [0,1]
の数値で変えられるよういなっており，それによって筋肉
と脂肪の割合を変化させた場合の結果の違いを図 4.2 に示
す．筋肉レイヤーが多くなることで全体的な硬さが増し，
脂肪レイヤーが多くなることでキャラクターの柔らかさが
増していることがわかる．そのため，弾性体のパラメータ
以外にも動きを制御するための自由度を増やすことが可能
となっている．
続いて，Chen らの手法と提案手法である位置制約に基
づく生成結果について図 9 に示す． Chen らの手法では，
手足の動きが不安定になってしまうのに対し，我々の制約
モデルを適用することで安定して解くことができるように
なった．また弾性体のパラメータの設定において，非常に

5

まとめと今後の課題
本研究では，多重レイヤーボリュームモデルと位置制約に

基づく二次動作生成手法について提案した．多重レイヤー
ボリュームモデルを仮定することで，まず筋肉や脂肪をモ
デリングする手間を大きく省くことができた．また筋肉や
脂肪といった各材質の違いを再現するためにレイヤーごと
に異なる弾性体パラメータを割り当てることができた．そ
して初期変形と二次変形を別々に取り扱うことで，Chen ら
のように初期の幾何学変形によって二次変形が小さくなっ
てしまう問題を解決することができた．続いて，位置制約
に基づく二次動作生成によって，急激な動きの変化に対し
て肉が置き去りになってしまう問題，肉が急激に引っ張ら
れることで数値が不安定になってしまう問題を解決した．
同時に体積保存により，より最もらしい二次動作を再現す
ることができた．
今後の課題として，キャラクターの自己衝突に応じた弾

driven dynamic deformations. ACM Trans. Graph.,
Vol. 21, No. 3, pp. 586–593, jul 2002.
[4] Cheng-Hao Chen, Ming-Han Tsai, I-Chen Lin, and
Pin-Hua Lu. Skeleton-driven surface deformation
through lattices for real-time character animation.
The Visual Computer, Vol. 29, No. 4, pp. 241–251,
2013.
[5] Crispin Deul and Jan Bender. Physically-based character skinning. In Virtual Reality Interactions and
Physical Simulations (VRIPhys), 2013.
図 10: 解像度の違いによる結果の比較

性体の応答を考慮する必要がある．またモーションの影響
が一方的に弾性体に適用されるだけでなく，弾性体の影響

[6] Olivier Dionne and Martin de Lasa. Geodesic voxel
binding for production character meshes. In Proceedings of the 2013 ACM SIGGRAPH/Eurographics
Symposium on Computer Animation, SCA ’13, pp.
173–180, New York, NY, USA, 2013. ACM.

がモーションに及ぼされるような相互関係も考える必要が
ある．精度に関しては，キャラクターの変形精度がボクセ
ルの解像度に依存する．その結果の違いを図 10 に示す．解
像度によって大きく計算速度が変わるが，変形における自
由度は大きく減ってしまうため，各モデルに対して適切な
解像度を設定する必要がある．

[7] R. Diziol, J. Bender, and D. Bayer.
Robust real-time deformation of incompressible surface meshes. In Proceedings of the 2011 ACM
SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer
Animation, SCA ’11, pp. 237–246, New York, NY,
USA, 2011. ACM.
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