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Rigid 変形を用いた 2.5D アニメーション生成手法
森本 有紀1,a)

牧田 敦子1

高橋 時市郎1,†1,b)

概要：本論文では，ラスタ画像の入力から，幅広いデザインのキャラクターアニメーションを作成する方
法を提案する．本手法はモーションデータに適用し，実時間でアニメーションを作ることを目的とする．
Rivers らの 2.5D cartoon model では複数の視点でベクター画像を指定し，他の視点からの見え方を補間
によって作成した．これによって 2 次元の非写実的な形状と，3D アニメーションのような時間方向の滑
らかさを持つアニメーション生成を実現した．しかしながら，ラスタ画像の適用について考慮されておら
ず，テクスチャマッピングを適用した場合，陰影の変化やアクセサリの出現などを扱うことができない．
また，補間の際に意図しない不自然な形状になる可能性がある．そこで我々は，セルアニメーションの画
像の切り替えと Rigid 変形に基づき，ベクター情報を使わずに，ラスタ画像から 2.5D アニメーションを生
成する方法を提案する．本手法はラスタ画像をベースとしているためイラストだけでなく写真などの幅広
い画像を使うことができ，また，意図していない形状になりにくく，簡単に手描き風のキャラクターアニ
メーションを作成することが可能である．
キーワード：2.5D cartoon model，Rigid 変形, Stylized rendering

Motion-based 2.5D Animation with Rigid Deformation
Yuki Morimoto1,a)

Atsuko Makita1

Tokiichiro Takahashi1,†1,b)

Abstract: In this study, we describe two-dimensional (2D) animation generation by raster images. 2.5D
cartoon model of Rivers et al. allowed to generate in-between frames from other key frames by interpolation.
This enables to archive 2D animation with non-photorealistic geometry and smoothness such as 3D animation. Their vector image-based approach, however, is not considered to apply raster images, which hinders
its use for the appearance of new accessory with texture mapping. It also could yield unintended geometry.
Our contribution is to generate 2.5D animation without unintended geometry and allow to apply versatile
raster images by combining traditional hand-drawn animation and image deformation. We demonstrate the
eﬀectiveness of our system using 3D motion capture.
Keywords: 2.5D animation, rigid deformation

1. はじめに

減らすリミテッドアニメーション，セル画を使いまわすバ
ンクシステム，口や目などの一部だけを動かす方法など，

従来のセルアニメーションの製作では，時系列に沿って

様々な工夫がされてきた．近年，デジタルアニメーション

キャラクターを少しずつ動かすように一枚一枚手描きす

による製作に移行が進んでいるが，パーツ毎に複数枚のイ

る．しかしながら 1 秒あたり 8 枚以上のセル画が必要とさ

ラストを作成し，タイミングよく入れ替えることで，動画

れ，非常に手間がかかるため，動きを抽象化してセル数を

を作成している部分は以前の方法と同様である [1]．

CG 研究の NPR(Non-Photorealistic Rendering) 分野で
1
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は 3D モデルを 2D の漫画やアニメ風に表現するトゥーン
レンダリングに関する研究が数多く行われており，近年ア
ニメやゲーム制作に用いられ，大きくアニメーションの品
質を向上させている．しかし画像処理によって 3D モデル
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を 2D 風表現に変換するこの手法では，元の 3D モデルに
おいて矛盾が起こるような 2D 的表現は課題とされている．
形状に関しては，3D モデルの特定の視点での形状を指定
することで，見え方をユーザがデザインし，設定した始点
間の見え方を補間する方法が研究されている．しかし，こ
のような方法では補間の際に不自然な見え方になることが

図 1 Rivers らの 2.5D cartoon model の入力画像と結果のイメージ．

Fig. 1 Examples of inputs and a result of 2.5D cartoon model
by Rivers et al.

ある．質感に関しても多くの変換手法があるが，通常のイ
ラスト作成程の柔軟性・多様性・簡便性はない．

方法に基づく歪みの少ない形状変形の方法である．単純に

そのような中，Rivers らは 2.5D アニメーションという

キーフレームの物体の頂点位置を線形補間する方法とは異

概念を提案した．これは 2D でデザインされたイラストか

なり，アフィン変換から回転成分とシアー成分を取り出し

ら滑らかなアニメーションを生成するシステムで，例えば

た上で補間を行うことで，極端な変形を抑えた滑らかな変

キャラクターを目や口，顔などのパーツに分け，複数の視

形が可能である．この手法は Alexa らによってはじめて提

点からの見え方（形状・奥行き順）を設定し，間を補間す

案されて以来，様々な発展形が提案されてきた．Igarashi

ることで，より簡単に 2D 風の見かけと 3D のような滑ら

ら [5] による手法は，変形する対象を三角形分割し，複数

かな動きを備えたアニメーションを作成することができ

の点に対し変形後の位置を制御点として指定することで，

る [2]．Rivers らの手法では顔のイラストの前，横，上から

それを満たし，各三角形の歪みが少ない，滑らかで高速な

の見え方を指定すると，それ以外の視点からの見え方を補

変形を行った．また，同様の制御点の入力から，変形の影

間によって作成することができる（図 1）．他に 2.5D モデ

響を制御点からの各頂点までの距離によって重み付けして

ルの商用アニメーション制作ツールとして Live2D[3] があ

変形を行う方法が Schaefer ら [6] によって提案された．更

る．この手法では，River らの手法をベースにテクスチャ

に，制御点の位置および回転・制御線・制御ケージによる

マッピングと 360 度の視点位置の変化に対応し，より幅

変形を同一のフレームワークで扱うことのできる柔軟な手

広い表現を可能としている．また、ポリゴンの頂点単位の

法が Jacobson ら [7] によって提案された．Rigid 変形を用

編集以外に，デフォーマを設定することで、パーツ毎のア

いた応用としても，手描きアニメのための位置合わせ [8]

ニメーションをより簡単に設定することができる。しかし

や画像内容を考慮したサイズ変更 [9] のような画像処理な

ながら，これらの手法は形状によってはたくさんのキーフ

どがある．このように，Rigid 変形は様々な拡張が提案さ

レームの指定をしなければ不自然な補間になるという問題

れているが，我々の知る限り，2.5D アニメーションの補間

点がある．

を実現するものは本手法が最初である．

このような補間による不自然さを克服すると同時に，ラ
スタ画像によるキーフレーム入力をベースとした汎用的な

2.2 2.5D cartoon model

方法を実現するため，本手法では画像の入れ替えと Rigid

2 次元の表現と 3D の滑らかなアニメーションを同時

変形による補間を取り入れた 2.5D アニメーション生成手

に表現するコンセプトの論文は近年いくつか発表されて

法を提案する．この手法によって，既存の 2.5D モデルに

いる [10], [11], [12]。これらは 3D モデルに対して、2D の

おけるエラーの起きやすい線形補間の部分を置き換え，不

表現を紐づけるものである。逆に、2D のレイヤーを複数

自然な変形を抑える．また，詳細なパーツ分けやその輪郭

使って、3D の空間や動き、質感を表現する研究などもあ

情報などの入力の代わりに，関節の位置情報を各画像に入

る [13], [14]。

力することで，入力コストを削減する．

2.5D cartoon model とは，Rivers らが 2010 年に発表し

画像の切り替えの部分は，Rivers らのモデルと比べると

た，2D のイラストに奥行きの前後関係と視点位置を考慮

本手法は滑らかさの点で劣るが，従来のアニメーションと

したアニメーションの生成手法である．これによって，3D

同程度の滑らかさで，不自然な変形が起こらない．このた

のような動きと 2D の表現を実現した．しかし，補間にお

め，新たな 2.5D モデルとして十分な実用性があると考え

いて不具合が起こる可能性や入力の手間が大きいという問

られる．また入力のしやすさから，プロ使用だけでなく素

題点がある．我々の手法は，Rivers らの手法と同様の効果

人によるアニメーション作成や，キャラクターデザインの

をより汎用的入力で，補間の不具合を回避しながら，実現

段階でのアニメーションの確認，リアルタイムなゲームに

するものである．Rivers らの手法と我々の手法の共通点や

おけるアバターシステムなどに向いている．

相違点については，6.1 節で説明する．

2. 関連研究

3. 提案手法概要

2.1 Rigid 変形

3.1 手法概要

Rigid 変形は Alexa ら [4] によって提案された幾何学的
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提案手法の概要を示す (2)．まず，入力データとして，
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キャラクターの画像を各パーツにつき 1 枚以上用意する
（4.5.1 節）
．このときオプションとして，パーツ間で連結し
たい部分がある場合には，制御点を追加する（4.2 節）
．次
に，時系列に沿った関節位置（モーションデータ）を入力
し，モーションデータの関節間の角度は保ち，長さをキャ
ラクター画像のものに変換する（4.4 節）．次に，各関節
の向きに応じて適用する切り替え画像を決定し（4.6 節），
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f (v) =

∑

Aj qj + q∗ ,

j

∑
Aj =(v − pˆ∗ )(
p̂Ti wi p̂i )wj p̂Tj ,

wi =

i

1
,
|pi − v|2α
(1)

p̂i =pi − p̂∗ , q̂i = qi − q̂∗ ,
∑
∑
w i pi
wi qi
p∗ = ∑i
, q∗ = ∑i
w
i
i
i wi

モーションデータに合わせて変形を行う（4.1 節）． 最後
に，画像の奥行き情報を頂点毎に求め前後関係を決定し，
テクスチャをマッピングする（4.7 節）
．

Rivers らの手法との最も大きな違いは，Rivers らの手法

このとき，v は画像を格子状に分割した頂点，p, q は変
形の前と後の制御点，f (v) は v を変形後の頂点に変換する
関数である．

では全てのパーツを線形補間で求めていたのに対し，我々
の手法では，選択的に補間の有無や分割領域を決める点で
ある．これによって，我々の手法では不自然な結果を抑え，
入力コストを減らすことができる．

4.2 2 種類の制御点（関節と連結指定）
本手法では，変形前の制御点をキャラクターの各パーツ
画像に対してあらかじめ指定する．変形後の制御点の位置
は，モーションデータをキャラクターのサイズに変換する
ことで得られる．変形前の制御点をのような細長いパーツ
を関節部分の制御点だけで変形をすると，丸みのある変形
になり，関節の折り曲げとしては不自然になってしまう．
そこで本手法では，連結する関節間に等間隔に一定の間隔
で線形に制御点を配置する．関節とこれらの制御点を含む
joint
制御点は Pi,j,k
とし，このとき j は i 番目の関節と連結す

る関節，k = 1, 2, ...n, n は関節 i,j 間の制御点の数を示す．
関節の親子構造は図 2 の左図内に矢印の先が子として示さ
joint
れている．P(i,j,1)
は関節 i の位置 Pijoint となる．本稿で示

す結果では，連結する関節間に約４ピクセル毎に等間隔に
関節間制御点を配置する．変形後の制御点も同様に Qjoint
i,j,k

|/n の間隔で線形の関節 i,j 間の制御
− Qjoint
とし，|Qjoint
j
i
図 2

本手法の概要．キーフレームとなる複数のイラストをパーツ

点の位置を計算する（図 2 右の図の小黒三角）．

に分割しシステムへ入力する．パーツ画像は角度に対応付けし

Rigid 変形の際，関節の制御点だけではパーツ間の隙間が

てあり、毎ステップ，モーションデータの対応する箇所の角度

できてしまう場合がある．そこで，関節位置以外に，パー

に最も近い画像を選択する．選択した画像を関節位置などの制

ツ間での連結を行うために各パーツに制御点を追加するこ

御点に合うように Rigid 変形を行う．

Fig. 2 System overview. We segment character images into
parts and input them. The input part images are cor-

とができる．図 2 中央下段の例では，緑点が関節，赤と青
の点が追加の制御点である．まず，位置を受け渡す点 Qadd
a

responded to their orientation so that our system selects

(赤点) のあるパーツを Rigid 変形する．次に，位置を受け

the nearest image by the direction for each part. The

取る点 Paadd（青点）の属するパーツの変形を行う．このと

rigid deformation is performed for the selected images

き，a は対応する Paadd と Qadd
を示す．また，ここで同一
a

by control points such as joint positions.

パーツ内においてある a に対し，複数の Qadd
を指定する
a
ことができる．

4. 提案手法詳細
4.1 Schaefer らの Rigid 変形

4.3 Rigid 変形の計算点
計算点となる頂点の作成において，Schaefer らの手法

Rigid 変形は，変形前後の対応する制御点の位置を指定

では，頂点は一定間隔の格子状に配置する．本手法では，

し，その指定を満たす歪みの少ない変形を行う．よって，

Schaefer らの方法と同様に一定間隔の格子を作った上で，

１枚の入力画像で広い形状変化をカバーすることができ

Pijoint と Paadd の位置が頂点となるように縦横の格子線を

る．本手法では，Schaefer らの移動最小二乗法を用いた以

加え，格子点を頂点とする（図 2 右図）．やや計算コスト

下の Rigid 変形を使用する [6]．

が増えるが，テクスチャマッピングの際の頂点間の接続性
の設定が容易である利点があり，実験ではリアルタイムな
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実行速度であった．
以 上 の 設 定 を 用 い ，本 手 法 で は 式 1 に お い て ，p =
joint
Pi,j,k

add
∪ Paadd , q = Qjoint
として変形を行う．この
i,j,k ∪ Qa

とき本研究では， Rigid 変形の前に拡大縮小率 sc を用い
て入力画像を出力するサイズに拡大縮小する（4.4 節）
．こ
れは，スケールの違いに対しても変形が Rigid であるため
に起こる歪みを抑えるためである．

4.4 関節位置の変換
モーションデータの関節位置は人によって様々であり，

図 3

胴体のパーツが分けられていないパーツの例．

Fig. 3 An example of a set of parts whose trunk part is not

入力したキャラクター画像のパーツのサイズの比率とは異

segmented.

なる．本手法では，入力した 2D 画像の大きな歪みを抑え
るため，入力した 2D 画像の関節間の距離の比率に一致す

種類は図 2 に示すような，頭，首，肩中央，腰，左右肩，

る様，関節の位置を計算しなおす．まず，入力画像をキャ

左右肘，左右手首，左右手，左右尻，左右膝，左右足首，

プチャした 3D 空間での縮尺にする拡大率 sc を以下の式で

左右爪先，の 20 か所である．各パーツ画像に対し，関節

計算する．

位置情報を画像で追加入力する．

sc =

|KHipCenter − KShoulderCenter |
joint
joint
|PHipCenter
− PShoulderCenter
|

(2)

このとき Ki は Kinect で取得した関節の 3D 座標，i には
腰と肩中央の関節が示されている．次に，取得した関節の
に以下のように変換する．
3D 座標を 2D 画像の位置 Qjoint
i

+
= Qjoint
Qjoint
j
i

Ki − Kj
sc|Pijoint − Pjjoint |
|Ki − Kj |

(3)

このとき j は i の親関節を示す．腰関節を親子関係の root
を求
とし，親から子の順に変換後の全ての関節位置 Qjoint
i
める．

図4

パーツ画像と関節の対応付けの例．線で囲んだ，または線で結
ばれた部分で，緑-緑，赤-青が対応する点を示す．

4.5 入力データの設定
4.5.1 パーツ画像
本システムでは，パーツ単位のキャラクター画像を使用

Fig. 4 Examples of correspondence between joints and images.
In the encircled area, or among the connected points,
green and green, or red and blue are corresponded.

する．そのため，必ずしも全身画像は必要ない．入力画像
はパーツごとに 1 枚以上必要である．ここで各パーツのス
ケールは統一されていなければならない．

4.6 2 種類の画像の切り替え

本手法で設定するパーツ数とその領域は任意である．各

キャラクターを構成する各パーツの画像を，パーツの視

パーツには 1 つ以上の関節が含まれている必要がある．本

点に対する角度やパーツに属する関節間の角度に応じて切

研究の実験ではパーツを区切る基準として，画像のコンテ

り替える．各パーツの向きはモーションデータに含まれる

ンツの領域によって分けるという方針をとった．これは

ものとする．

Rivers らの手法と大まかに同じである．このとき，パーツ

パーツの向きによる切り替えは，視点に対するパーツの

の境界部分では，どちらかの領域を類似色で膨張し，重な

向きに応じて行う．図 2 の例では，赤枠で囲まれたパーツ

るようにすることで，変形による歪みによるズレをカバー

が該当する．関節同士の角度による画像の切り替えは，３

する (図 4 の左腹部等)．ちなみに，関節のある紙人形やそ

つの関節を含む Arm などの場合に，３つの関節の角度に

れに類するデジタルアニメーションの作成機構では，関節

よって切り替える．図 2 の例では，青枠で囲まれたパーツ

部分でパーツを区切るのが一般的である．図 2 の左の青枠

が該当する．

は各パーツを示す．図 3 には別のパーツ分けの例を示す．

4.5.2 関節位置
本手法では，各パーツ画像に関節を対応付ける．関節の

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

なお，上記の切り替えを違う要素に割り当てることで，

2 要素以上の切り替えを指定することもできる．図 5 のス
カートの部分は y 軸回りのパーツの向き，および，右膝-
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腰-左膝の関節の角度の両方によって画像を切り替える．こ
こではパーツの向きが視点に対して-90 度または 90 度，か
つ，右膝-腰-左膝の角度差が-15 度以下，-15〜15 度，15 度
以上の場合で 3 つの画像を切り替える．

図 5

パーツの向きで変える場合（上段横方向）と関節角度で切り替
える場合（青枠内，右列縦方向）を組み合わせた場合のパーツ
画像例．

Fig. 5 Examples of switching images by an orientation of a part
(top row) or an angle between joints (bottom row).

図 6 結果例との比較．一番左は，3D モデルをイラスト風に画像処
理したもの，残りは本手法による結果で，同モデルを同画像処
理したものをテクスチャとして入力したもの，手描きテクス
チャを用いたもの二種類である．

Fig. 6 A comparison between an anime-styled rendered 3D

4.7 奥行きの計算と設定
奥行きは結果の表示に関して重要な要素である．2.5D

model (the left) and our 2.5D animation results (the
right three).

モデルではパーツ同士の奥行きの相対的な位置関係を考
える．本手法では，関節位置の奥行きの値を用い，テクス
チャマッピングするメッシュごとに最近傍の関節の奥行
き値を適用し，手前のテクスチャを描画する．これによっ
て，図 7 上段のように，Arm パーツ内で肩の近くは Body
に隠れるが肘は Body より前に表示することなどが可能で
ある．さらに，Rivers らの手法と同様に，パーツの向きに
よって前後関係を指定するなど，任意に指定を行う．

5. 実験結果

同じ腕のパーツでも，肩の部分は上半身の
奥，肘の部分は手前（左）
．同じ足のパーツでも一部スカートの手前（右）
．

図 6，7 に本手法を使った例を示す．また動画による結果
と手法説明を以下の URL に示す (http://goo.gl/2dFiUO)．
これらはいずれも実時間で計算している．表 1 はそれぞれ
の計算時間を表しており，十分な計算速度であることがわ
複数の連結制御点を用いた場合の結果．

かる．頂点数は基本の格子間隔を 15pixel，全パーツが正面
方向を見ている場合であり，画像の切り替えによって多少は

図 7 本手法の効果．

変化するものの，処理時間には大きな影響は与えない範囲で

Fig. 7 The eﬀects of our method.

ある．なお，ここではモーションキャプチャの時間は除き，
レンダリングの時間は含んでいる．本システムの開発・実
験に用いた PC は Intel(R) Core(TM) i7-4500U@1.80GHz

表 1

1 タイムステップ当たりの計算時間（単位は ms）

Table 1 Timings per time step in milliseconds.
モデル

頂点数

計算時間

Stylized MEIKO

1846

3.5

モーションキャプチャには Microsoft Kinect v1 を用いた．

手描き MEIKO

1467

5.0

Kinect で取得した関節位置と異なり，本手法では，肩中央

くま

4081

33.5

2.39GHz，メモリ 8GB，Windows 8.1 Professional 64bit，

を右肩と左肩の中間として計算し，また，該当箇所のない
関節は未使用である．実験に用いた入力画像を図 8 に示す．

6. 考察
6.1 既存手法との比較
図 6 の本手法の結果と 3DCG アニメの比較に示すよう

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

に，静止画の状態では我々の手法では違和感なく 3D アニ
メ同様のポーズが作成できていると我々は考えている．ア
ニメーションで見た場合，本手法は切り替えを行うため，
滑らかさは入力する切り替え画像の枚数に依存する．入力
のコストをかければ滑らかな表現も不可能ではなく，従来
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6.2 将来課題
現在の実装では，制御点を設定する際，水平方向と垂直
方向に頂点を追加している．これは頂点同士の接続関係を
三角形分割で計算すれば，特に行わなくて済む問題である．
3D キャプチャモデル（手とスカートはそれぞれ図 2，5 を参照）

また，現在の実装では，Rigid 変形において，関節と関節
の間に制御点を等間隔においた点制御の変形を採用してい
るが，これは線制御の Rigid 変形によって計算コストの削
減とモデルの計算の簡単化が期待できる．
パーツの分割位置は自動化の余地がある．実験では，変
形および入力画像の輝度の差が少ない部分で区切ると，自
然な結果が得られることが多かった．具体的に変形に関し

手描きの女の子モデル

ては，関節と関節の真ん中で画像を区切るのがよいと考え
られる．衣服など必ず手前に来る領域などがある場合など
には，やはりコンテンツを考慮しユーザ指定によって画像
を分割するのがよい．
本手法は UI の開発によって大きくユーザビリティが改
善されると考えられる．入力データを準備する段階におい
て、制御点の設定がずれる可能性があるが，専用の編集の

手描きのくまモデル
図 8

UI による改善は容易である．また，隣接パーツの隙間を

本論文でアニメーション作成のために用いた入力画像．線で

に関しても変形後のシ
なくすための制御点 Paadd と Qadd
a

囲まれたものは同じパーツの切り替え画像である．手と足は左

ミュレーションと制御点の設定が同時に行えるような UI

右で同じテクスチャを反転したものを使用．赤枠は向きによる
切り替え，青枠は関節角度による切り替えを採用している．

があるとよい．

Fig. 8 The sets of input images for our results. The enclosed

はパーツ画像に対して指定している
他に，Paadd と Qadd
a

area indicate the inputs for the same parts. We ap-

が，計算順やパーツ間で双方向の設定が難しいなどの制約

ply the inverted images of hand and leg parts for other

が生まれてしまう．関節情報に対して指定するなどの改良

side. Red and blue rectangles indicate an orientation

が考えられる．また，パーツ同士の干渉やあたり判定によ

and angle as a choice applied for switching images.

る変形ができるとさらに柔軟なモデルになると考えられ
る．レンダリングの際，最近傍関節の奥行を適用する方法
はエラーが起きる場合もあり，頂点単位でユーザが奥行き

のセルアニメーションと同等以上の表現は可能である．

Rivers らの 2.5D アニメーションと比較した場合，滑ら
かさの比較に関しては 3DCG アニメと同様のことが言え
る．また，彼らの手法では難しいとされる凹形状や髪の毛
のギザギザにも本手法は適用することができ，幅広い入力

を指定できるとよいだろう．関連して，頂点の位置が単純
な格子状ではなく，コンテンツや輝度の境界に配置できる
とよいと考えられる．

7. まとめ

に対して安定的といえる．また，Rigid 変形を用いている

本論文ではより柔軟な入力を可能とする 2.5D のキャラ

ことにより，補間を行わなくても関節の位置情報だけでか

クターアニメーション生成手法を提案した．既存手法が補

なり幅広いアニメーションを実現している．また，本手法

間に基づくものであったのに対し，Rigid 変形と画像の切り

では，角度ではなく，パーツに紐づけ制御点を紐づけして

替えを用いることで，幅広い形状とテクスチャの入力を実

いるところが Rivers らの手法と異なる新規性である．他

現した．本手法によって，入力の柔軟性の向上により，将

に，本手法の発展として，少ない切り替え画像を利用した

来的には既存のインターネットなどの画像のリソースなど

リミテッドアニメーションのような誇張表現に特化すると

からより少ない作業によって好みのキャラクターアニメー

いうことも考えられる．アニメーションとしての滑らかさ

ションの作成を行うことが将来研究として考えられる．

を表現していくためには，本手法と補間手法の組み合わせ
も検討したい．

謝辞 本研究では使わせていただいた 3D キャラクター
はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の咲音メ

本手法はイラストだけでなく，写真にも適用できること

イコのデザインを元にキオ氏がモデリングしたものである．

が実験によりわかった（図 9 右上）
．写真の利用によって，

また，本研究を行うにあたり，度々有益な意見を下さった

昔の記録からライブ用の 3D 動画を作り出すなど，より柔

深堀孔明氏（当時東京大学に在籍）に感謝する．

軟な目的に使用できると考えられる．
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図 9

本手法による結果のアニメーション例

Fig. 9 Our animation results.
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