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(57)【要約】
　本発明は、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成す
るための衣類マッチングシステム及び方法を提供する。
本システム及び方法は、ユーザの色の分類を決定するこ
とと、複数の衣料品を提供することと、ユーザの選好情
報に基づいてドレスコードを選択することと、ユーザの
色の分類、複数の衣料品、及び選択されたドレスコード
に基づいて、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成す
ることとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衣服一式の提案を生成するためのコンピュータで実行される方法であって、上記方法は
、
　複数の衣料品を表すワードローブデータを提供することと、
　確率モデルを表す確率モデルデータを提供することとを含み、上記確率モデルは、１つ
以上のパラメータの条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を含み、
　上記１つ以上のパラメータのうちの少なくとも１つに関するユーザ入力を受信すること
と、
　上記確率モデルデータ及び上記ユーザ入力に基づいて上記ワードローブデータから最適
又は準最適な衣服一式の１つ以上の提案を生成する最適化を実行することと
を含む方法。
【請求項２】
　上記確率モデルはグラフィカルモデルである請求項１記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項３】
　上記グラフィカルモデルはベイジアンネットワークである請求項２記載のコンピュータ
で実行される方法。
【請求項４】
　最適化は、
（ｉ）現在の衣服一式に基づいて、提案された衣服一式をランダムに生成することと、
（ｉｉ）上記確率モデルデータに基づいて、上記提案された衣服一式を受理又は拒絶する
ことと、
（ｉｉｉ）上記提案された衣服一式が受理された場合、上記現在の衣服一式を上記提案さ
れた衣服一式に更新することと
を反復的に行うことを含む請求項１～３のうちの１つに記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項５】
　上記最適化はマルコフ連鎖モンテカルロ（ＭＣＭＣ）法を含む請求項４記載のコンピュ
ータで実行される方法。
【請求項６】
　上記最適化は可逆ジャンプＭＣＭＣ法を含む請求項５記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項７】
　上記最適化はシミュレーションされたアニーリングを含む請求項４～６のうちの１つに
記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項８】
　提案された衣服一式をランダムに生成することは、
　上記複数の衣料品からランダムに選ばれた衣料品を追加することと、
　上記現在の衣服一式から衣料品をランダムに除去することと、
　上記現在の衣服一式における衣料品を上記複数の衣料品のうちの１つと交換することと
、
　上記現在の衣服一式における衣料品の色を修正することと
のうちの１つによって、現在の衣服一式を修正することを含む請求項４～７のうちの１つ
に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項９】
　上記１つ以上のパラメータは、ドレスコード、色パレット、身体の色調の分類、季節、
テクスチャパターン、衣類の形状、年齢、身体のプロポーション、及び体形から選択され
る請求項１～８のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１０】
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　上記身体の色調の分類は、
　トレーニングされた身体色調分類器を提供することと、
　１つ以上の身体色属性に関する入力データをユーザから受信することと、
　上記身体色調分類器によって上記入力データから身体の色調の分類を生成することと
によって生成される請求項９記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１１】
　上記入力データは、
　上記ユーザの画像における１つ以上の場所を示すユーザ入力を取得することと、
　上記１つ以上の場所において上記画像の色属性を生成することと
によって受信される請求項１０記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１２】
　上記最適又は準最適な衣服一式の提案は、上記各パラメータのコスト項の重みづけられ
た総和である目的関数に基づいて決定される請求項９～１１のうちの１つに記載のコンピ
ュータで実行される方法。
【請求項１３】
　上記ドレスコードは、スポーツウェア、カジュアル、ビジネス・カジュアル、及びビジ
ネスからなるグループから選択される請求項９～１２のうちの１つに記載のコンピュータ
で実行される方法。
【請求項１４】
　上記ユーザ入力は、上記複数の衣料品のうちの少なくとも１つに対する拘束条件を含む
請求項１～１３のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１５】
　上記グラフィカルモデルの複数のノードは、衣料品を着用することができる異なる身体
領域に対応し、各ノード状態は、着用されている衣料品のタイプを表す請求項２～１４の
うちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１６】
　上記提案された衣服一式の受理確率を計算することを含む請求項４～１５のうちの１つ
に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１７】
　［０，１］上の一様分布から数ａをランダムにサンプリングすることと、
　ａが上記受理確率以下であるとき、上記提案された衣服一式を受理することと
を含む請求項１６記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１８】
　上記ワードローブデータは複数のアクセサリーをさらに表し、
　上記確率モデルは、上記アクセサリーが、上記１つ以上のパラメータの条件下で、衣料
品とマッチする及び／又は互いにマッチする確率をさらに含む
請求項１～１７のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１９】
　上記確率モデルをトレーニングすることをさらに含む請求項１～１８のうちの１つに記
載のコンピュータで実行される方法。
【請求項２０】
　衣服一式の提案を生成するためのシステムであって、上記システムは、
　複数の衣料品を表すワードローブデータと、確率モデルを表す確率モデルデータとを、
その上に格納した不揮発性記憶媒体を備え、上記確率モデルは、１つ以上のパラメータの
条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を含み、
　上記システムは、
　上記１つ以上のパラメータのうちの少なくとも１つに関するユーザ入力を受信し、
　上記確率モデルデータ及び上記ユーザ入力に基づいて上記ワードローブデータから最適
又は準最適な衣服一式の１つ以上の提案を生成する最適化を実行する
ように構成された衣服一式提案モジュールを備えるシステム。
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【請求項２１】
　衣服一式の提案を生成するための方法であって、上記方法は、
　ユーザの色の分類を決定することと、
　複数の衣料品を提供することと、
　ユーザの選好情報に基づいてドレスコードを選択することと、
　上記ユーザの色の分類、上記複数の衣料品、及び上記選択されたドレスコードに基づい
て、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成することと
を含む方法。
【請求項２２】
　ユーザの色の分類を決定することは、
　少なくとも１つの身体色属性を提供するステップと、
　上記身体色属性を色パレットとマッチングして、上記ユーザの色の分類が暖色であるか
、それとも寒色であるかを決定することと
を含む請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　衣服一式の提案を生成するためのシステムであって、上記システムは、
　ユーザの色の分類を決定するための視覚的プロファイリング手段と、
　複数の衣料品のデータベースを保持して更新するための記憶手段と、
　特定のドレスコードを選択するための機能的プロファイリング手段と、
　上記機能的プロファイリング手段及び視覚的プロファイリング手段から得られた結果に
基づいて、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成するための推薦手段と
を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は衣類マッチングシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願
　本願は、２０１２年１１月１２日に出願された米国仮出願６１／７２５，０７３号の利
益を主張し、その内容は参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　毎日、人はしばしば簡単な質問をするだろう。私は今日どのような服を着るべきであろ
うか。彼又は彼女のワードローブは、正装用シャツ、正装用ズボン、ジーンズ、セーター
、スーツ、及び異なるタイプの靴などのような、さまざまな種類の衣服を含んでいる。そ
の日の活動のために衣類のどのような組み合わせが最も適切であり、彼又は彼女を視覚的
に最もアピールさせるだろうか。ことによると、誰かから誕生日の贈り物としてのもらっ
た新しいネクタイと最も調和する複数の提案がある。衣服一式の選択に係る問題は、コン
ピュータグラフィックスモデリングにおいても発生し、特に、映画及びゲームの制作にお
いて発生する。視覚的な不格好さ及び繰り返しを回避しながら、機能を目的として、多数
の人間のキャラクターに適切な服をどのように着せるべきか。衣類を手動で特定すること
は明らかに退屈であり、それは大規模の場合には禁じられているかもしれない。
【０００４】
　ワードローブから衣料品（clothing items）の適切な部分集合を選ぶという問題は、形
式的には、組み合わせ最適化問題として取り扱うことができる。適切な衣服一式は、機能
的基準及び所定の視覚的基準を満たすように、さまざまな衣料品を組み合わせて合わせる
ことを必要とする。例えば、一般的には、サンダルと正装用ズボンとの組み合わせを着用
してオフィスに出勤することはなく、また、商談のために赤い正装用シャツと緑のスーツ
とを組み合わせて着用することもない。さらに、ワードローブを完全に利用するために、
人は、衣服の多様性を示すことができるように、できるだけ多くの良好な解を有すること
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を希望するであろう。類似の、ただしずっと大規模な問題は、買物客が多数の衣料品から
選択できる場所である、オンラインブティックウェブサイトに関して生じる。通常、買物
客にとって所望の衣料品を見つけることは難しくない。非自明な質問は、この衣料品を、
同じ又は異なる店からの他の衣料品、又は自宅のワードローブからの他の衣料品と、スタ
イル及び色に関してどのように合わせるべきか、ということである。
【０００５】
　関連する機能的基準及び視覚的基準の両方を満たす単一の一般的なルールは存在しない
。一般に、人々は、衣服一式を、異なる機能を表す複数のドレスコード（dress codes）
へ分類する。これらは、フォーマルのイベントに適した、白い蝶ネクタイのような厳密に
規定されたものから、多くの日常の活動に適した、カジュアルのような比較的に制限のな
いものにわたる範囲を有する可能性がある。制限なしに、人は、あるイベントのための特
定の衣類要件を定義し、それをドレスコードとみなすことができる。異なる宗教、社会、
及び文化的慣習が異なるドレスコードに結びついている。例えば、あるフォーマルの場合
において、スコットランドの男性は、他の場所では一般的には男性によって着用されるこ
とがないある種の正装である、キルトを着用する。視覚的基準は、モデル特有である皮膚
の色、目の色、髪の色、及び体形のような人体の属性から、衣類の色、裁断、スタイル、
及び織物のテクスチャのような衣料品の態様までに至る、多数のファクタを含んでいる。
ルールは、国家的及び文化的な境界及び歴史的なタイムラインにわたって変動する。ある
人物が適用可能なすべてのルールを満たした場合であってもなお、当該人物が視覚的に満
足な方法で服を着ているかどうか、というむしろ主観的な質問が存在する。
【０００６】
　衣服マッチング問題に取り組む際に、機能的基準及び視覚的基準は２つの最も重要なフ
ァクタ、すなわちドレスコード及び色を介して適用される。色が自明な視覚的ファクタで
あるとき、ある程度まで、それは機能にも関連し、それは次いで文化に依存する。例えば
、中国の人々は通常、祝祭では赤い服を着て、葬式では白い服を着る。一方、ドレスコー
ドは、衣料品の組み合わせにより関連する、もっと広いガイドラインである。一部のドレ
スコードは、さらに特定の品目の色について厳密な要件を有するが、異なる色をどのよう
に調和させるかは、それらの主な関心事ではない。
【０００７】
　コンピュータグラフィックスの分野において、視覚的に現実的な衣類をモデリングし、
アニメーションにし、レンダリングすることは、数十年間にわたって関心分野であった。
これは、近年になって、映画及びゲームで、特に多数の人間のキャラクターに服を着せる
ために、大きな注目を受けるようになった。研究者らは、衣類の現実的なモデリング及び
／又はアニメーションに大きな労力を注いでいる。彼らの労力の結果、コンピュータでア
ニメーション化された衣類を、現実の俳優によって着用された衣類とシームレスに混ぜ合
わせることができるようになった。現在、デザイナーが仮想的な衣服を対話式にデザイン
することを支援するためのツールが利用可能であり、これは、例えば映画のための、非常
に詳細事項の多い小規模製造に適している。しかしながら、仮想的な都市において多数の
仮想的な人間に服を着せる必要がある場合のような、大規模の場合には、手動のアプロー
チはあまりにも退屈になる。コンピュータグラフィックスにおいて自動的に衣服一式を合
成すること、すなわち、１組の衣料品及び人体モデルが与えられたとき、一般的なシナリ
オ又は特定のシナリオのための衣類の組み合わせを自動的に提案することについての研究
は利用可能ではない。
【０００８】
　人間のモデリングの分野において、人間のキャラクターは、仮想世界の作成に係る重要
な態様である。現実的な人間のアニメーション及びレンダリングが関連する可能性がある
一方で、大きなグループの人々を考慮するときに、人間の外観の多様性も関連する可能性
がある。大部分について、既存の人間モデリングソフトウェアは実質的に手動の介入を必
要とする。しかしながら、従来技術の研究は、何らかの自然な変動を示す群衆を作成する
ために、異なる身体部分のテクスチャ、色、及び幾何学的形状を自動的に修正することで
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、様々なキャラクターを大量に生成するアプローチを提案した。しかしながら、従来のア
プローチの目的は、群衆の中の個人が適切に又は視覚的に満足な方法で服を着せられてい
るかどうかに関する特定の関心事にはなく、群衆のリアリズムを全体として向上させるこ
とにある。この課題への高速で、高度に自動化されたアプローチが欠けていることは、人
間のキャラクターのスタイルにおける変動を制限し、このことは特に、反復的な衣服パタ
ーンをもたらし、リアリズムを大幅に低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は衣類マッチングシステム及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の特定の態様によれば、衣服一式の提案を生成するためのコンピュータで
実行される方法が提供され、上記方法は、
　複数の衣料品を表すワードローブデータを提供することと、
　確率モデルを表す確率モデルデータを提供することとを含み、上記確率モデルは、１つ
以上のパラメータの条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を含み、
　上記１つ以上のパラメータのうちの少なくとも１つに関するユーザ入力を受信すること
と、
　上記確率モデルデータ及び上記ユーザ入力に基づいて上記ワードローブデータから最適
又は準最適な衣服一式の１つ以上の提案を生成する最適化を実行することと
を含む。
【００１１】
　実施形態は請求項２～２３のうちの任意のものに従って実装されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】衣服一式の提案を生成するための方法の概要である。
【図２】典型的なドレスコードの例示画像を示す。
【図３】衣服一式の提案を生成するための代替方法の概要である。
【図４（ａ）】ベイジアンネットワークと組み合わせた衣料品の分配を表すテーブルを示
す。
【図４（ｂ）】ラベル付けられたファッション画像を用いてトレーニングされた、男性の
例示的なベイジアンネットワークの一部を示す。
【図５】男性の完全なベイジアンネットワークを示す。
【図６】女性の完全なベイジアンネットワークを示す。
【図７】ベイジアンネットワークのトレーニングに使用される、対応するラベル付けられ
たデータの例示画像を示す。
【図８】女性のベイジアンネットワークによってサポートされた例示的な確率的クエリー
を示すテーブルである。
【図９（ａ）】四季の身体の色調に係る例示的な分類ガイドラインを示すテーブルである
。
【図９（ｂ）】例示的なファッション画像及びその対応する５色パレットを示す。
【図１０】特定の衣料品が固定されている場合に生成された結果を示す。
【図１１】個々のコスト項を省略する影響から生成された結果を示す。
【図１２】２つの異なる色パレットで生成された結果を示す。
【図１３】衣服一式の複数のお勧めにより生成された結果を示す。
【図１４】ビジネスのドレスコードのための、左側のランダムな初期構成から生成される
衣服一式の提案を示し、調和した色を有する所望の衣料品の組み合わせに衣服一式が収束
するまで反復的に更新される様子を示す。
【図１５】複数のモデル、関連付けられた品目、及び５色パレットに係る衣服一式の合成
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結果を示す。
【図１６】（ａ）～（ｄ）は衣服一式の考慮の有無に応じた、人物を含む仮想的シーンの
拡大図を示す。
【図１７】多数の人物を含み、「スポーツウェア」及び「カジュアル」のドレスコードで
服を着せられた仮想的な海岸シーンを示す。
【図１８】知覚研究の実験２の例示画像を示す。
【図１９（ａ）】実験１の認識率の結果を示す。
【図１９（ｂ）】実験２のユーザの選好の結果を示す。
【図２０（ａ）】実験１の場合の偶然に対するｔ検定の結果を示す。
【図２０（ｂ）】実験２を示す。
【図２１】衣服一式の提案を生成するためのシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　ここで、本願の例示的で非限定的な実施形態が、添付の図面を参照して説明される。
【００１４】
　図１は、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成するための入力として、機能的基準（
例えば特定の髪の色、目の色、及び皮膚の色を有する身体）と、視覚的基準（例えば指定
された色を有する衣料品）とを用いて、衣服一式の提案を生成するためのシステム及び方
法を示す実施形態を示す。ユーザは機能的基準、視覚的基準を入力し、また、提供された
複数の衣料品の集合に基づいて、システムはユーザへの衣服一式の提案を生成する。実施
形態は、オンラインショッピングもしくはブティックのウェブサイトにおいて、又は、個
人使用のためのスタイリングガイドとしてのスマートフォンのモバイルのアプリケーショ
ンもしくはデスクトップアプリケーションにおいて、又は、ゲーム／仮想世界のアプリケ
ーションのためのキャラクターをモデリングエンジンの一部として、利用されてもよい。
【００１５】
衣類における色
【００１６】
　最近、あるシーンにおいて複数の色を組み合わせて、それを例えば「調和的」又は「穏
やか」に見せるための技術が、興味を集めるいようになっている。色のコーディネーショ
ンは、衣服マッチングにおける中核的な考慮事項である。ファッション及びメークアップ
の専門家は通常、色コーディネーションを人物特有のもの、すなわち、人物固有の色調、
特に、皮膚、目、及び髪の色に多くの場合に依存するものとみなす。基礎的なアプローチ
は、まず、「暖色」又は「寒色」の色パレットに適したものとして個人を分類することで
あり、彼らはそこから彼らの衣服の色を選択するべきである。決定的な分類ルールは存在
しないので、通常は主観的な評価が行われ、また、一般的なテストは、個人が最も良く見
えるのは金のアクセサリーを着用したときか、それとも銀のアクセサリーを着用したとき
かを、観察者に評価させることである。例えば、季節による、又は、「明るい／深い／ク
リアな／柔らかい」による、より微妙かつ抽象的な分類の他の変形が存在する。しかしな
がら、基本原理はなお同じであり、分類結果に基づいて衣料品の色パレットを提案する。
【００１７】
　衣料品及び人体の様々な組み合わせを選好する特定のドレスコードが与えられたとき、
実施形態は、機能的基準及び視覚的基準の両方を実現するために、人体及び提案された品
目の間の色適合性を最適化してもよい。世界の大部分において日常生活の主な機能をカバ
ーする最も一般的なドレスコードのうちの４つ、「スポーツウェア」、「カジュアル」、
「ビジネス・カジュアル」、及び「ビジネス」がカバーされる。好ましい実施形態におい
て、これらのドレスコードは、ベイジアンネットワークを介して確率的フレームワーク内
に符号化される。ベイジアンネットワークは現実の画像データでトレーニングされ、それ
は、任意の特定の衣料品の組み合わせを、任意の特定のドレスコード下の観察された確率
分布と関連付ける。同様の方法で、追加のドレスコード及び他のマッチング基準がトレー
ニングされて包含されることが可能である。ファッション産業での一般的慣例であるよう
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に、人間である対象者の色タイプは、彼又は彼女の皮膚、髪、及び目の色に基づいて、「
暖色」又は「寒色」に分類可能である。これは、人々の画像のデータベースで予めトレー
ニングされた分類器によって自動的に達成される。ユーザの色タイプを割り当てた後に、
本システム及び方法は、対象者のための好ましい色パレットを提案し、この色パレットは
、提案された色パレットに従う色適合性基準を満たしながらドレスコードによってガイド
された衣料品を自動的に探索する最適化の実行中に、柔らかい拘束条件として作用するで
あろう。
【００１８】
ドレスコード
【００１９】
　ドレスコードは、何の設定内容において何の衣服が同時に着用されてもよいかを管理す
る１組のルールである。一般的には、そのようなルールは、通常は時と場合に依存して人
々の同意を受ける。最近の一般的なドレスコードは、「スポーツウェア」、「カジュアル
」、「ビジネス・カジュアル」、「ビジネス」、及び「フォーマル」を含む。図３は、こ
れらのドレスコードの典型的な例示画像を示す。前述のドレスコードのうちの一部は、品
目の色に対する制約も有する。例えば、カジュアル又はスポーツウェアにはあまり制約が
ない一方で、ビジネスの衣類はより暗くなる傾向がある。パターン、織物の重量、及びテ
クスチャもまたドレスコードに関連する。ドレスコードは、衣類の機能を管理する上で重
要である。しかしながら、ドレスコードの主な目的は、様々な衣料品の組み合わせを介し
てメッセージを伝えることである。例えば、仕事上の面談のためのネクタイなしで服を着
ることは、フォーマルさに欠け、よりリラックスした印象を伝え、その一方、スーツ、正
装用シャツ、及びネクタイを身につけて海岸へ行くことは、異常なシーンを作るであろう
。厳密な定義なしで、一部のドレスコードの知覚は、曖昧かつ個人的なものになる可能性
がある。例えば、一部のビジネス・カジュアルの衣服一式は、ビジネスとみなされること
も、又はカジュアルとみなされることもある。
【００２０】
データ駆動式のアプローチ
【００２１】
　図２は、衣服一式の提案を生成する方法に係る実施形態の概要を示す。その入力は、人
体モデル、身体の色属性、入力されたドレスコード、及び予め定義されたワードローブを
含む。人体モデルは、ＯＢＪのような標準的な３Ｄファイル形式で入力されてもよい。ま
た、入力データは、Ｓｍｉｔｈ　Ｍｉｃｒｏ　ＳｏｆｔｗａｒｅのＰｏｓｅｒ（ｐｏｓｅ
ｒ．ｓｍｉｔｈｍｉｃｒｏ．ｃｏｍ）、又はＢｌｅｎｄｅｒ（ｗｗｗ．ｂｌｅｎｄｅｒ．
ｏｒｇ）のような３Ｄレンダリングソフトウェアによって生成された、予め生成されたモ
デルを含んでもよい。代替として、人体モデルは、例えば、ＭａｎＣＴＬ（ｓｋａｎｅｃ
ｔ．ｍａｎｃｔｌ．ｃｏｍ）のＳｋａｎｅｃｔのような適切な再構成ソフトウェアととも
に、特定目的のカラー３Ｄスキャン装置を用いて、又は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎのＫｉｎｅｃｔもしくはＡＳＵＳＴｅＫ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｉｎｃ．の
Ｘｔｉｏｎのようなモーション検出装置を用いて、ユーザのカラー３Ｄスキャンによって
生成されてもよい。
【００２２】
　本方法は、ドレスコード、提案された色パレット、及び色適合性によって定義されたコ
スト項に従って、最適化された衣服一式の１つ以上の提案を生成する。本方法は、色の好
みのようなユーザのスタイルの変化、又は特定の衣料品の仕様にも応答することができる
。
【００２３】
　最適化処理の前に、２つの前処理ステップ、すなわち、衣類関係を符号化するステップ
、及び対象者の身体の色調を分類するステップが存在する。異なる衣料品の間で適合性コ
ストを定義できるように、それら異なる衣料品の間の関係が定量化されなければならない
。例えば、選択されたドレスコード及び既に選択されたいくつかの衣料品に基づいて、何
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が着用されるべきであり、何が着用されるべきでないのかについての関係が定量化されな
ければならない。議論するように、ドレスコードは様々なファクタを含み、経時的に変化
する可能性がある。例えば、正装用ズボンが着用されている場合、正装用シャツは通常は
正装用靴とともに着用されるが、ジーンズが着用されている場合、より大きな柔軟性が存
在する可能性がある。
【００２４】
　多様な衣服一式を生成する便宜的な方法は、衣料品を組み合わせる予め定義された複数
のルールのうちからランダムに選択することである。しかしながら、合成品質にとって重
要である、ルールを定義する方法についての質問は、主観的なバイアスの影響を受けやす
い。可能なすべての組み合わせを考慮することは困難であり、また、衣料品のタイプが増
えるとき、ルールを保持することはすぐに手に負えなくなる。可能な衣服一式の小さな部
分集合に制限することは、不格好な合成物を回避する可能性があるが、それは、限られた
多様性及びありふれた人工物をもたらし、例えば、仮想的シーンにおいて顕著な「繰り返
された」キャラクターをもたらすであろう。条件付きクエリーのサポートが欠けているこ
とで、実際的なシナリオ（例えばショッピングウェブサイト）においてそのようなアプロ
ーチを使用することも禁止された。
【００２５】
　様々な関係を符号化して衣料品間の適合性コストを定義する１つの可能性は、観測デー
タに基づいた、データ駆動式のアプローチを採用することである。最近になって、データ
駆動式のアプローチは、抽象的な意味論的関係をともなう問題において、例えば、建築設
計、家具レイアウト、アセンブリに基づいく３Ｄモデリング、及び色適合性アプリケーシ
ョンにおいて成功をおさめることが立証された。分別のある方法で、かつ現実世界の観察
結果に適合する自然な多様性で、複数の異なる衣料品を合わせることが目的であるので、
現実世界のデータによってトレーニングされた確率的機械学習フレームワークは、特定の
衣服の組み合わせの確率が高くなるほど、そのマッチングコストがより低くなるように、
マッチングコストを符号化するのに適している。
【００２６】
　複数の異なる衣料品の間の確率的関係を確立するときに重要な問題は、それらの条件付
きの依存関係に関する。例えば、ジーンズ・サンダルの組み合わせと正装用シャツ・ジー
ンズの組み合わせとがデータ中で頻繁に発生することは、非常に低い確率を有するべきで
ある、正装用シャツ・ジーンズ・サンダルの組み合わせスタイルが生成されている状態を
もたらす可能性がある。従って、衣料品と、他の品目との間の任意の組み合わせとの観察
された確率を単に符号化することは、誤りをもたらす傾向がある。
【００２７】
　確率的グラフィカルモデル、特にベイジアンネットワークは、衣料品の条件付きの依存
関係と矛盾しない複数の異なる衣料品の間の暗黙の関係を学習するためのエレガントかつ
効率的な選択肢である。トレーニングしたベイジアンネットワークは、衣類の組み合わせ
の空間において確率分布を有効に符号化する。ベイジアンネットワークの重要な特徴は、
衣服マッチングに頻繁に必要とされる条件付きのクエリーをサポートするその能力にある
。衣類の組み合わせの任意の部分集合の値は固定されてもよく、残りの衣服の確率を計算
することができる。例えば、「ビジネス・カジュアル」のドレスコードが与えられたとき
、上半身にＴシャツ及びブレザーを着るという拘束条件を与え、トレーニングした分布に
従って、下半身にジーンズを着る確率を尋ねてもよい。これは、異なるユーザに特有の条
件又はシナリオの下で衣料品を勧めるための、より良好な柔軟性を可能にする。
【００２８】
衣類関係のためのベイジアンネットワーク
【００２９】
　実施形態において、男性及び女性の服の別個のベイジアンネットワークはトレーニング
され、色は処理から除外された。現行システムにおいて、４つのドレスコード、すなわち
、「スポーツウェア」、「カジュアル」、「ビジネス・カジュアル」、及び「ビジネス」
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が含まれていた。図４（ａ）及び図４（ｂ）は、男性のベイジアンネットワークの一部を
示す。女性のネットワークは類似しているが、ノード状態のうちの一部において異なり、
例えば、ノード「胸部１」において状態「ドレス」を有する。
【００３０】
　図５は、男性の完全なベイジアンネットワークを示す。図６は、女性の完全なベイジア
ンネットワークを示す。ベイジアンネットワークの複数のノードは、衣料品を着用するこ
とができる異なる身体領域に対応し、各ノード状態は、着用されている衣料品のタイプを
表す。例えば、「ノード」足は、状態「正装用靴」、「スリッパ」、「ブーツ」などを有
する。ドレスコードのノードを除いて、各ノードは状態「なし」をさらに有し、これは、
ノードに衣料品を着用しないときに使用され、例えば、靴が着用されないときには「足＝
なし」になる。状態の選択肢を特定の領域のニーズに適合させるように容易に修正するこ
とができるが、一般的な場合としては、「Ｈ＆Ｍ」及び「ｅＢａｙ」のようなブティック
ウェブサイトにおける一般的な分類が続く。
【００３１】
　重ね着を行うより複雑な状況を扱うために、身体の領域を、複数の衣類層に対応する複
数のノードによって表すことができる。例えば、「胸部」はノード「胸部１」、「胸部２
」、及び「胸部３」を有し、「胸部１」は最も内側の層（例えばＴシャツ）に対応し、「
胸部２」は中間層（例えばベスト）に対応し、「胸部３」は外側層（例えばジャケット）
に対応する。
【００３２】
　記憶手段は、男性及び女性のための４つのドレスコードについて、グーグル画像検索か
らダウンロードされた複数の画像のデータベースを備える。そのようなグーグルの画像を
得るために使用されたキーワードのうちの一部は、「男性用カジュアルウェア」、「男性
用ビジネス・カジュアルウェア」、「男性用ビジネスウェア」、及び女性に係る同様のキ
ーワードである。通常、妥当な量の入力トレーニングデータが必要である。ダウンロード
された画像のうちの一部が有用ではなく、画像がドレスコードに属するか否かを決定する
ことが主観的な処理であるので、われわれは、ネットワークにおける各インスタンスの属
性を手動でラベル付けるために、３人の服飾学校学生を雇った。彼らは、不適切な画像を
無視するために彼らの判断を用いた。ベイジアンネットワークをトレーニングするために
、男性及び女性のための合計約２０００個のラベル付けられたデータセットが使用された
。各画像にラベル付けするために約１５～２０秒かかり、ラベル付け処理全体には４時間
かかった。図６は、「ビジネス」及び「スポーツウェア」のトレーニング画像のいくつか
の例を示す。同じドレスコードの下で品目の複数の組み合わせが生じる場合に多様性が生
じる。
【００３３】
　２つの衣類属性は、対応する２つの衣料品、例えばシャツ及びスーツジャケットが共存
できる場合、２つの異なるノードに割り当てられるべきである。そうでなければ、例えば
サンダル及び編上げ靴の場合、両方を同時に着用することができないので、それらは同じ
ノードの下に置かれるべきである。複数の衣料品とそれらの条件付きの依存関係との関係
が捕捉されるべきである。ラベル付けられたデータを用いて、男性及び女性に係るベイジ
アンネットワーク構造はそれぞれ、属性間の条件付きの相互情報量を最大化する木構造拡
張ナイーブベイズ法（Tree Augmented Naive Bayes method）によって学習された。条件
つき確率テーブルは、一部のトレーニングデータが部分的にのみラベル付けられている場
合であっても確率を学習可能である期待値最大化アルゴリズムによってトレーニングされ
る。最尤推定のような他の方法が採用されてもよい。学習されたネットワークを用いて生
成された結果は、考慮している４つのドレスコードに係るわれわれ人間の知覚要件を忠実
に再現する。図８は、捕捉された確率に基づくいくつかの例示のクエリーを含むテーブル
を示す。テーブルにおいて条件つき確率と呼んでいるものは、条件つき確率による簡単な
クエリーを示す。同時条件付き確率（joint conditional probabilities）は、トレーニ
ングデータから「ゲートル、ドレス」、「正装用シャツ、セーター」のような一般的なマ
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ッチングスタイルを有効に反映する、増大した同時条件付き確率を表す。条件付き同時確
率（conditional joint probabilities）は、より複雑な組み合わせに係る条件付き同時
確率を表す。ベイジアンネットワークの利点は、それらが即席の任意のクエリーをサポー
トするということにある。
【００３４】
身体色調分類器
【００３５】
　衣料品の間の確率的関係を符号化した後に、次のステップでは、最適化処理に色ガイド
を通知する。ファッション上の習慣によれば、まず、ある人物の身体の色調を分類し、次
に、彼らの衣服に合わせるための適当な色パレットを提案する。色調分類のための多数の
方法があり、例えば、主観的な評価テストのような方法、又は「ガイドライン」もしくは
「ルール」による方法がある。しかしながら、図９（ｂ）に示すように、分類「ガイドラ
イン」は、非常に不明瞭で扱いにくく、恐らくは一般的なユーザによって解釈できない可
能性がある。図９（ｂ）のテーブルに、四季の身体の色調に係る例示的な分類ガイドライ
ンを示す。分類結果を得るために、ユーザはまず、説明に従って彼又は彼女の身体属性を
決定しなければならない。説明及び分類は、解釈するのに不明瞭になりえる。例えば、テ
ーブル中の（ａ）及び（ｂ）は異なる説明を有するが、同じものとして分類される。一方
、（ｂ）及び（ｃ）は同様の説明を有するが、異なるものとして分類される。明らかに、
身体の色属性及び色調の分類の間にユーザが従う一意的な一対一対応は存在しない。
【００３６】
　この目的のために、人間の選好情報と矛盾しない目標人物の身体の色調を予測する、身
体色調予測器手段又は分類器が使用される。これは２つの主な利点を持つ。第１に、ファ
ッションで一般的に採用される主観的評価テストは、多数の人々から主観的評価を捕捉す
ることにより、機械学習フレームワークへ統合される。第２に、分類器がトレーニングさ
れた後、それはユーザエンドにおいて直観的になる。ユーザは、不明瞭な説明を解釈する
代わりに、単に彼または彼女の身体の色を（例えば、彼または彼女の顔写真を何回かクリ
ックすることによって）入力し、身体の色調の分類結果を自動的に得る。
【００３７】
　トレーニングデータセットを得るために、男性及び女性の両方を含む１０００個の顔画
像を含むグーグル画像が、強い照明の影響を受けた画像を廃棄した後に取得された。各画
像について、目、皮膚、及び髪の２つの場所（髪の色の変動を符号化するため）のＲＧＢ
値が手動で抽出された。ファッション産業での習慣に従って、各画像は、１組の銀のアク
セサリーと合わせられ、次に１組の金のアクセサリーと合わせられ、被験者は、「寒色」
及び「暖色」の色調をそれぞれ示すそれらのうちのどちらを好むのかを選択するように頼
まれる。１０００個の顔映像を評価するために、２０歳から６０歳までの範囲の年齢を有
する、２０人の男性及び２０人の女性を含む４０人のボランティアの参加者が募集された
。評価は、１つの画像当たり約５～１０秒かかった。トレーニングのために９００のデー
タをランダムに選択し、テストのために１００のデータをランダムに選択することによっ
て、サポートベクトルマシン（ＳＶＭ）分類器はトレーニングされ、クロス確認を行い、
約７７％の予測レートを達成した。特定の皮膚、髪、及び目の色を有する以前に見たこと
がない人体モデルが与えられたとき、トレーニングされた分類器は身体の色調を予測し、
これにより、最適化において「寒色」及び「暖色」のいずれかの色パレットの使用を勧め
る。例えば、提案された各色パレットは、４０個の色から構成されてもよい。皮膚、髪、
及び目の色は、人体モデルの目視検査に基づいて手動で抽出されてもよいし、又は、当業
者に既知の画像特徴抽出方法を用いて１つ以上の画像又は多角形メッシュから自動的に抽
出されてもよい。
【００３８】
　評価はその特性によって主観的かつ曖昧であるが、概して、褐色／赤みがかった髪及び
褐色／緑がかった目を有する人々は通常は「暖色」に分類され、一方、明るい色の髪及び
暗い／青みがかった目を有する人々は「寒色」に分類されることがわかった。
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【００３９】
色適合性予測器
【００４０】
　図９（ａ）は、「Ｗｅａｒ　Ｐａｌｅｔｔｅｓ」及び「ＣＯＬＯＵＲＬｏｖｅｒｓ」の
ようなファッションウェブサイトから抽出された例示画像を示す。これらは、通常、色マ
ッチングのアイデアをサポートする代表的な５色パレットが伴っている。この実施と同様
に、最適化の各反復において、最適化器は、衣服一式から代表的な５色パレットを抽出し
、ユーザによって評価された多数の色パレットによってトレーニングされた回帰モデルに
基づいて、パレットの色適合性を評価する。トレーニングされた回帰モデルは、入力とし
て５色パレットを取得し、ユーザの好みによる評価値を予測することができる。５色より
少数又は多数がパレットにおいて使用されてもよいが、５色パレットは、それがファッシ
ョン産業で使用されるパレット定義の慣行を模倣したものであり、それによって、トレー
ニングデータをより容易に生成することを可能にするので、非常に有利である。
【００４１】
衣服一式の最適化
【００４２】
　衣服一式の生成フェーズの最適化又は生成を行う際に、実施形態は、上述のセクション
で述べた、トレーニングされたベイジアンネットワーク、身体色調分類器、及び色適合性
予測器を使用する。人間のモデル、衣料品のワードローブ、及びドレスコードが入力とし
て与えられたとき、実施形態は、色パレットによってガイドされて互いに適合するように
好ましく調節された色をそれぞれ有する、複数の衣服一式を提案する。
【００４３】
　目的を達成するために、組み合わせ最適化問題が解かれる。すべての衣料品を含む集合
であるワードローブをＷで示すとき、システムの状態はＷの部分集合になり、これは、衣
服一式φ＝｛θｉ｜ｉ＝１，…，Ｔ｝と呼ばれる。ここで、各θｉ＝（ｃｉ，ｎｉ，ｓｉ

）は、好ましくは、選択された衣料品を表す５値の組である。項ｃｉ＝（ｒｉ，ｇｉ，ｂ

ｉ）は衣料品のＲＧＢ値を含み、それらは０から２５５に量子化される。ｎｉはこの衣料
品が属するベイジアンネットワークのノードである。ｓｉは対応するノード状態である。
例えば、ｎｉ＝「足」及びｓｉ＝「正装用靴」は、衣料品θｉを選択することが、ベイジ
アンネットワークのノード「足」を状態「正装用靴」に設定することに対応することを意
味する。
【００４４】
　実施形態において、選択された衣料品の合計個数Ｔは可変な変数である。したがって、
入力空間の次元は変数である。目的は、次のセクションに述べる目的関数を最小化する衣
服一式を得ることにある。
【００４５】
目的関数
【００４６】
　ここで、全体的な目的関数を構成するコスト項について説明する。
【００４７】
スタイルコスト：
　異なる衣料品間のマッチングコストを取得するために、各反復において、ベイジアンネ
ットワークのすべてのノード状態を決定しなければならない。ネットワークが、ｘ１，…
，ｘＮによって示されたＮ個のノード（ルートノード「ドレスコード」を除く）を有する
と仮定する。衣服一式φが与えられたとき、すべてのノードｘｋは、次式によって状態Ｓ
（ｘｋ）にインスタンス化される。
【００４８】
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【数１】

【００４９】
　スタイルコスト項は２つの要素
【数２】

及び
【数３】

を有する。「ドレスコード」＝ｄ∈｛カジュアル；スポーツウェア；ビジネス・カジュア
ル；ビジネス｝が与えられたとき、

【数４】

は、各衣料品の条件付き確率を符号化する。それは、ドレスコードｄに適合しない衣料品
の選択にペナルティを与えることで、最適化器をガイドする。一方、
【数５】

は、衣料品の組み合わせの条件付き同時確率を定義する。
【００５０】
【数６】

【数７】

【００５１】
　これらのコストを評価するために、実施形態は、（２）及び（３）の条件付き確率及び
条件付き同時確率を提供するために、ベイジアンネットワーク上でクエリーを発行する。
【数８】

の有効性を示すために、ドレスコードが「ビジネス」であり、初期化された衣服一式が「
シャツ、ジーンズ、スリッパ」であり、別の衣服一式「シャツ、正装用ズボン、スリッパ
」がサンプリングされる、ということを仮定する。
【数９】

は両方の衣服一式をありそうもないと評価するが、
【数１０】

は後者に有利になり、従って、合成物を「ビジネス」の衣服一式に向かって効果的にガイ
ドする。ユーザが１つ又は複数のノード状態を固定した場合、固定されたノード状態は、



(14) JP 2016-502713 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

与えられた状態になる。図１０は、特定の品目が固定されている場合の結果を示す。図に
おいて、固定の黒色セーターが（ａ）から（ｃ）において固定され、固定のオレンジの靴
が（ｄ）から（ｆ）において固定され、色評価値を下部に示す。
【００５２】
色評価コスト
【００５３】
　ファッション画像の慣行と同様に、以下の発見的方法に基づいて、Ｔ個の選択された衣
料品を含む衣類の組み合わせを表すために、５色パレットが使用されてもよい。
【００５４】
１．　各衣料品は、その最大の表面積の色によって表される。
２．　５色を選択する。
Ｔ＝５である場合、すべての衣料品から色を選択する。
Ｔ＞５である場合、それらの表面積によって衣料品をソートする。最大の表面積を有する
５つの衣料品から色を選択する。
Ｔ＜５である場合、それらの表面積によって衣料品をソートする。最大の表面積を有する
（５－Ｔ）個の衣料品の色を複製する。（５－Ｔ）個の複製された色及びＴ個の衣料品の
色を選択する。
３．　選択された５色を、身体におけるそれらの物理位置により上から下までソートする
。
【００５５】
　実際には、衣服一式は少なくとも２つの衣料品を含み、すなわちＴ＞＝２になる。これ
らの順序付けられた５つの色をλ１，…，λ５として表すことで、これは衣服一式φを表
す５色パレットになる。色適合性コストは次式になる。
【００５６】
【数１１】

【００５７】
　（４）において、Ｒ∈［１，５］は回帰モデルであり、これは、より高い評価値がより
高いユーザ選好を意味する、５色パレットのユーザ評価を予測する。（４）のコストは適
宜に正規化される。
【００５８】
色パレットコスト
【００５９】
　衣料品の色が提案された色パレットに近い状態を維持するために、システムは、各衣料
品の色ｃｉから提案された色パレットにおける各色ｃｊまでの距離を計算し、最短の距離
がしきい値ｈより大きい場合、それにペナルティを与える。色パレットコスト項は次式に
よって定義される。
【００６０】
【数１２】

【００６１】
　ここで、Ｚ＝２５５は最大の量子化されたＲＧＢ値である。
【００６２】
　合計のコスト関数は、上述のコスト項の重みづけられた総和である。
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【００６３】
【数１３】

【００６４】
　ｗ係数は、コスト項の間の相対的な重み付けを決定し、ある実施形態では、
【数１４】

【数１５】

【数１６】

【数１７】

が設定される。本発明者らは、この重み付け方式が、各ドレスコードの下で視覚的に妥当
な衣服一式の合成結果を生成することを発見した。ある要件のより厳密に遵守させること
が望まれる場合、代替の重み付け方式が使用されてもよく、例えば、厳密に色パレットに
従ったことを確認しようとした場合、色パレットにより大きな重み付けを行ってもよい。
図１１は、スタイル及び色のコスト項を省略する影響を示す。左上画像は、ドレスコード
なし、かつ色最適化なしの場合の影響を示す。右上画像は、固定のドレスコードを用い、
色最適化なしの場合の影響を示す。左下画像は、ドレスコードなし、ただし色最適化あり
の場合の影響を示す。右下画像は、色最適化を行う固定のドレスコードの影響を示す。図
１２は、異なる色パレットを使用することの効果を示す。
【００６５】
可逆ジャンプマルコフ連鎖モンテカルロ（Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo）
【００６６】
　最適化問題が組み合わせを含み、組み合わせ品目の個数は可変である（例えば、ジャケ
ットが追加されても除去されてもよい）ので、閉じた形式の解を定義することは困難であ
る。実際、現実世界におけるように、同じワードローブから、単一の大域的な最適解では
なく、複数の最適解（衣服一式）を得ることが望ましい。これは、可能な衣服一式の空間
上に定義された密度関数をサンプリングすることにより候補解を生成することを動機づけ
る。密度関数は、理想化された解析的な定式化を用いて定義される。サンプリングは、好
ましくは、マルコフ連鎖モンテカルロサンプラを用いて行われる。図１３は、服を着せら
れたモデル及び対応する衣料品とともに生成された、最適な衣服一式の複数の提案を示す
。上の画像はドレスコード「スポーツウェア」のためのものであり、下の画像はドレスコ
ード「ビジネス・カジュアル」のためのものである。勧められた画像は、左から右へ降順
のマッチングコスト値で配置されている。
【００６７】
最適化問題に係る困難のうちの１つは、その次元が変化する可能性があるということであ
り、すなわち、衣料品の個数は、最適化処理の実行中に変更されてもよい。この複雑化に
対処するために、可逆ジャンプＭＣＭＣ（Reversible Jump MCMC：ＲＪＭＣＭＣ）フレー
ムワークが採用され、これは、オリジナルのメトロポリス－ヘースティングズ（Metropol
is-Hastings：ＭＨ）アルゴリズムの一般化とみなすことができる。ＲＪＭＣＭＣは、Ｍ
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Ｈのパラメータを変化させる拡散移動に、次元を変更するジャンプ移動の追加の集合を補
うことで機能し、これにより、異なる次元の部分空間の間で連鎖が移動することを可能に
する。ＲＪＭＣＭＣは、手続き型モデリング及び画像セグメント化のような、他のグラフ
ィックス及びビジョンの問題にうまく適用された。
【００６８】
アニーリング
【００６９】
　解空間を効率的に探索するために、最適化処理においてシミュレーションされたアニー
リング技術が適用される。ボルツマン的な目的関数が次式のように定義される。
【００７０】
【数１８】

【００７１】
　ここで、βは、アニーリング処理の温度に反比例する定数である。最適化の最初におい
て、βは低い値に設定される。これは高温を設定することに等価であり、これにより、サ
ンプラがより積極的に解空間を探索することが可能になる。その後、βは、最適化の過程
にわたって次第に増大される。終了の近くになって、βは大きな値に到達する。これは０
の近くの温度を設定することに等価であり、これにより、サンプラが解を改善することが
可能になる。図１４は反復的な最適化処理を示す。
【００７２】
提案された移動
【００７３】
　異なる次元の部分空間にわたって、又は同じ部分空間内で可逆なジャンプを可能にする
ために、次元マッチング法が採用される。最適化の各反復において、移動ｍ’∈｛ｍａ，
ｍｒ，ｍｓ，ｍｍ｝が確率ｐｍ’で選択される。移動と関連付けられるものは、移動特有
の提案分布ｑｍ’（　）であり、これは補助変数Ｕ’の関数である。移動ｍ’が選択され
たとき、補助変数Ｕ’のサンプルがｑｍ’（Ｕ’）から取り出され、それは、決定論的関
数ｐｈｉ’＝ｈ（ｐｈｉ，Ｕ’）によって、現在の衣服一式φを提案された新規な衣服一
式φ’に修正する。φ＝ｈ＊（φ’，Ｕ）になるようにｑｍ（Ｕ）からＵをサンプリング
することによって、φ’をφに戻す逆の移動ｍが計算される。その後、提案された衣服一
式φ’は、次式の確率で受理される。
【００７４】

【数１９】

【００７５】
　ここで、｜∂（φ’，Ｕ）／∂（φ，Ｕ’）｜は、（φ，Ｕ’）から（φ’，Ｕ）への
微分同相写像のヤコビ行列式である。φ’＝ｈ（φ，Ｕ’）＝Ｕ’及びφ＝ｈ＊（φ’，
Ｕ）＝Ｕを定義すると、ヤコビ行列式は１になる。
【００７６】
　ＲＪＭＣＭＣ定式化に基づいて、自然な方法に従って、以下のように、次元の変化を引
き起こす、衣服一式に／から衣料品を追加／除去するジャンプ移動を定義し、また、次元
の変化を伴わない、品目を交換するか又は品目の色を修正する拡散移動を定義する。
【００７７】
品目の追加（ｍａ）：ワードローブＷから利用可能な衣料品θｉをランダムに取り、それ
を衣服一式φに追加し、その結果、φ’＝φ∪｛θｊ｝になる。
品目の除去（ｍｒ）：衣服一式φから選択された衣料品θｉをランダムに除去し、その結
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品目の交換（ｍｓ）：衣服一式φから選択された衣料品θｉをランダムに取り、それを、
ワードローブＷからの利用可能な衣料品θｊと交換し、その結果、φ’＝φ＼｛θｉ｝∪
｛θｊ｝になる。
品目の色の修正（ｍｍ）：衣服一式φから選択された衣料品θｉをランダムに取り、その
色ｃｉを変化させる。従って、θｉは、θｉ’＝（ｃｉ＋δｃｉ，ｎｉ，ｓｉ）により更
新される。ここで、次式を用いる。
【００７８】
【数２０】

【００７９】
　ここで、Ｎ（μ，σ２）は、平均μ及び分散σ２を有する、次式を満たすガウス分布で
ある。
【００８０】

【数２１】

【００８１】
　変化の平均の大きさを決定する分散σｃ

２は、温度に比例する。
【００８２】
　提案されたＲＪＭＣＭＣ移動の受理確率は以下の通りである。
【００８３】
品目の追加（ｍａ）：

【数２２】

【００８４】
品目の除去（ｍｒ）：

【数２３】

【００８５】
品目の交換（ｍｓ）：
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【数２４】

【００８６】
品目の色の修正（ｍｍ）：
【数２５】

【００８７】
　１つの実装において、事前分布は、ｐａ＝ｐｒ＝ｐｓ＝ｐｍ＝０．２５として、各移動
に関して一様に設定される。他の実施形態では、例えば、最適化の速さを改善するために
、あるいは最適値のまわりでより大きく変動させるために、例えば、色を変化させる移動
により高い確率を割り当てるように、不均等な確率を有することが望ましい可能性がある
。
【００８８】
アプリケーションの結果及び議論
【００８９】
　最適化アプローチの有効性は、６つの異なる仮想的な人間モデル、３人の男性及び３人
の女性に対してテストされた。図１５は２人の男性及び２人の女性を示す。男性の場合、
「Ｔｈｏｒ」は白い皮膚及び暗褐色の髪を有し、「Ｅｄｄｉｅ」は黄色の皮膚及び黒色の
髪を有し、「Ｊａｃｅｎ」は黒い皮膚及び黒い髪を有する。女性の場合、「Ｆｉｏｎａ」
は白い皮膚及びブロンドの髪を有し、「Ｍａｇ」は黄色の皮膚及び黒色の髪を有し、「Ｃ
ｅ」は暗褐色の皮膚及び黒色の髪を有する。
【００９０】
　すべてのモデルのための４つすべてのドレスコード「スポーツウェア」、「カジュアル
」、「ビジネス・カジュアル」、及び「ビジネス」が合成された。男性モデル及び女性モ
デルの衣服一式は、男性及び女性について学習されたベイジアンネットワークを用いてそ
れぞれ最適化された。また、衣料品は、男性のワードローブ及び女性のワードローブへ分
離される。各ワードローブは、ベイジアンネットワークにおける４０個の状態のそれぞれ
について約１０個の衣料品を含み、したがって、合計で約４００個の衣料品が存在する。
各衣服一式の合成の最適化のために２５０回の反復が使用された。これは３．３３ＧＨｚ
のＩｎｔｅｌ　Ｘｅｏｎ　ＰＣ上で１つの合成当たり約１～２秒かかる。
【００９１】
　図１５に、対応する選択された品目を有する最終的な最適化された衣服一式を示す。品
目の横に、対応する５色のパレットも示す。Ｍａｇ及びＥｄｄｉｅは「寒色」に分類され
、最適化の前に「寒色」の色パレットが彼らに割り当てられた。一方、Ｃｅ及びＪａｃｅ
ｎは「暖色」に分類される。図３に、「寒色」及び「暖色」の色パレットを示す。すべて
の生成された結果で、色評価値は３．３を超える。ルートノードとしてのドレスコードは
、合成物のスタイル、すなわち、どの衣料品を選択すべきであり、また、それらをどのよ
うに組み合わせるべきであるのかを決定する。例えば、Ｃｅのための合成物を示す３行目
において、「カジュアル」及び「ビジネス」のために同じセーターが選ばれている。しか
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しながら、セーターは、「カジュアル」では単独で着用される一方、「ビジネス」ではス
ーツジャケットともに着用される。ベイジアンネットワークが設計されたとき、胸部にお
いて複数の異なる品目の共存を可能にするために１つより多くのノードが定義された。複
数の生成された結果はこの特性を反映し、これは変化物の作成にとって重要である。それ
は、ドレスコード「ビジネス」ではよりしばしば発生する。例えば、２行目のエディは、
彼の上半身の衣服一式として、「ビジネス」のトレーニングデータ中で時々観察される組
み合わせである、正装用シャツ、ベスト、及びスーツジャケットを着用している。
【００９２】
　衣服一式の提案の最適化は、例えば以下のように、多数の潜在的なアプリケーションを
有する。
【００９３】
衣服一式提案エンジン：
　衣服一式の提案は、ブティックウェブサイト又は試着室においてで買物客を容易に支援
することができ、この場合、衣料品は店において利用可能なものである。あるいは、それ
は、個人の衣服一式アドバイザとして使用可能であり、この場は、衣料品はユーザのワー
ドローブにおいて利用可能なものである。効率的で任意の確率的クエリーをサポートした
ことにより、衣服マッチング処理中で一般的に遭遇するシナリオを扱うことができる。例
えば、条件付きクエリーは、１つ又は複数の衣料品を固定し、複数のマッチング提案を求
めることを可能にする。図１０は、固定されている特有の衣料品を有する結果の２つの例
を示す。好ましい色パレットを変更することもでき、その後、最適化器は、図１２に示す
ように、適宜に提案を更新する。個人の衣服一式アドバイザとして、ドレスコードが与え
られたとき、それは、ユーザのワードローブから多数の適正な衣服一式を自動的に提案し
、それを完全に利用することができる。図１３を参照すると、２つの例がある。
【００９４】
　１つの実装において、ｅＢａｙのようなオンラインショッピングシステムのサーバ構成
要素は、オンラインショッピングシステム内の１つ以上の仮想的な店において利用可能な
すべての衣料品及びアクセサリーに関連したワードローブデータを格納しているデータベ
ースと通信する。データベースはさらにユーザーアカウント情報を格納する。上述した方
法を行うように構成された衣服一式提案構成要素は、サーバ構成要素及びデータベースと
通信している。サーバ構成要素は、ユーザの身体の色、ドレスコード、又はユーザによっ
て所有されている特定の衣料品（これらはワードローブデータに既に含まれていても、含
まれていなくてもよい）など、１つ以上の入力パラメータに関するユーザ入力データを、
クライアント構成要素から受信する。
【００９５】
　サーバ構成要素は、ユーザ入力データを衣服一式提案構成要素に送信し、それは、上述
した最適化方法に基づいて衣服一式の１つ以上の提案を生成する。その後、サーバ構成要
素は、１つ又は複数の衣服一式提案を受信し、それらをクライアント構成要素に伝達する
。
【００９６】
　クライアント構成要素は、例えば、入力パラメータに関するテキスト入力によって、又
はユーザの画像のアップロードによって、ユーザ入力データを受理するためのユーザイン
ターフェース構成要素を含んでもよい。画像は、身体の様々な部分をクリックすることで
ユーザがパラメータを定義できるようにするクリックインターフェースの一部として表示
されてもよく、又は、自動的に画像をセグメント化して当該技術で既知の方法により関連
する身体部分情報を抽出するための画像解析構成要素に送られてもよい。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、アカウント情報の一部として保持されたユーザの購入履
歴は、衣服一式提案構成要素に関連付けたベイジアンネットワーク構成要素のためのトレ
ーニングデータとして使用されてもよい。例えば、ユーザが以前に同じ購入でスポーツシ
ューズ及びベストを購入していれば、ベイジアンネットワーク構成要素は、スポーツ靴及
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びベストが両方ともスポーツウェアの衣服一式に属するべきであることを認識してもよい
。
【００９８】
仮想的キャラクターモデリング：
　われわれのアプローチは、大規模な仮想世界において人間に類似したキャラクターに服
を着せる場合にも有用である。この場合には、デザイナーは、ドレスコードを特定し、完
全に自動化された方法で、各キャラクターのための調和した衣類の組み合わせをコンピュ
ータに合成させることができる。従って、別の実では、衣服一式提案構成要素は、ゲーミ
ングアプリケーションにおけるキャラクターモデリングエンジンの一部を形成してもよく
、あるいはそれに関連付けられてもよい。ゲーミングアプリケーションは、一般に、仮想
的キャラクターに対する自動的な衣服メッシング（clothes meshing）をサポートするが
（例示は、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ　ｈｏｍｅ、ＸＢＯＸ　３６０アバター、ｔｈｅ　Ｓ
ｉｍｓ、Ｓｅｃｏｎｄ　Ｌｉｆｅなどを含む）、利用可能な大量の衣料品から多数の可能
な衣服一式について推論することのサポートを欠く。プレイヤー体験は、実施形態に係る
衣服一式提案構成要素と対話的に動作するキャラクターモデリングエンジンを有すること
で、著しく向上させることができる。キャラクターモデリングエンジンは、仮想的キャラ
クターのドレスコード及び身体の着色のような入力データを生成してもよい。入力データ
は、プレイヤーへの提示のため、上述した内容に従って衣服一式の少なくとも１つ、好ま
しくは複数の最適又は準最適な提案を生成するために衣服一式提案構成要素にわたされて
もよい。
【００９９】
　図１６は、衣服一式を考慮した場合及び考慮しなかった場合の仮想的シーンを示す。図
１６の（ａ）は、ランダムに生成されている衣服一式の図である。図１６の（ｂ）及び（
ｃ）は、ドレスコード「ビジネス」の下で実施形態に従って生成された衣服一式の図であ
る。図１６（ｄ）は、ドレスコードを「スポーツウェア」に変化させた後に再生成された
衣服一式の図を示す。不自然な外観は、明らかに、適切なドレスコードの欠如をもたらす
。従って、キャラクターが適切に服を着ていない場合、例えば、ジムにおいてスーツジャ
ケットを着ていたり、もしくはドレスを着ていたりする場合、あるいはオフィスにおいて
スポーツウェアを着ている場合、シーンが不自然な外観を有することを容易に見てとれる
。図１７は、「スポーツウェア」及び「カジュアル」のドレスコードで実施形態に従って
自動的に服を着せた約１００人の仮想的キャラクターを含む海岸シーンを示す。最適化を
行うと、シーンに適した多様性をもたらすように複数の方法で適切に複数のキャラクター
に服を着せることができる。
【０１００】
　別のアプリケーションでは、実施形態に係る衣服一式提案方法は、Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ
　Ｄｅｓｉｇｎｅｒのようなファッションデザインソフトウェアの一部として、又はそれ
と関連して使用されてもよい。特定の衣料品のデザイン処理中に、ファッションデザイン
ソフトウェアは、現在のデザインを、本方法を実現する衣服一式提案構成要素にわたして
もよい。次いで、衣服一式提案構成要素は、すべての衣料品の色がよい色マッチを与える
ように衣服一式提案構成要素によって自動的に最適化された状態で、よい衣服一式を作る
ための提案された関連する衣料品を（ファッションデザインソフトウェアのユーザインタ
ーフェースに表示するために）生成する。
【０１０１】
　現在一般的な４つのドレスコードに基づいて本アプローチが実証されたが、テーマに合
う特定の衣類スタイルに対処する柔軟性がある。興味深い例示は、中世のファンタジーを
特色とする大規模多人数参加型オンラインゲームに関するものであり、この場合には、ノ
ード状態は中世の衣服と置き換えることができ、「武器」のような特有のノードが追加さ
れてもよい。この場合、トレーニング例は、プレイヤーが作成したゲームキャラクターか
ら直接的に集められてもよい。また、キャラクターモデリングエンジンにおける衣服一式
の提案は、新規のプレイヤーによって使用可能であり、又は非プレイヤーキャラクターの
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自動的かつ現実的な合成及び服の着用のために使用可能である。
【０１０２】
知覚研究
【０１０３】
　機能的及び視覚的な外観を評価するために知覚研究が行われた。衣服一式の比較は本質
的に主観的であるので、１つの可能な方法は、人間のファッションデザイナーによって生
成された比較可能な結果に対して合成結果を評価することである。しかしながら、大きな
差がある場合にメトリックを評価してペア毎の比較を行うことは非常に困難であり、それ
らは意味のある結論をもたらさない可能性がある。例えば、特定の対象者は、何らかの程
度の特定のスカートが好きであり、このスカートを着ている女性に対して好意のバイアス
を抱いている可能性がある。したがって、視覚的に妥当又は満足な衣服一式が、所定のド
レスコードの下で合成されてもよい。衣料品は選択されたドレスコードを実施するもので
あってもよく、それらの色はうまく調和されていてもよい。次の２つの条件が２つの実験
によって検証された。第１の条件は、うまく生成された衣服一式の推薦がドレスコードを
反映していることを証明し、従って、ベイジアンネットワークトレーニングを検証する分
類実験である。第２の条件は、ドレスコードを組み込んだことが、それなしの場合に得ら
れた衣服一式の合成結果に対して利益をもたらすことを検証する区別実験である。
【０１０４】
　実験は、主観的な、５つの選択肢／２つの選択肢を含む、強制的な選択選好アプローチ
を用いて行なわれた。実験１において、帰無仮説Ｈ０は、ユーザが各カテゴリに係る合成
物のドレスコードを認識できない、すなわち、認識率が偶然のレベルにあるということで
あった。実験２において、帰無仮説Ｈ０は、ドレスコードを考慮した場合及び考慮しなか
った場合にユーザが複数の合成物間での選好を示さない、ということであった。
【０１０５】
参加者：
　知覚研究の目的に気づいていない３２人のボランティアの参加者が募集された。参加者
は１６人の男性及び１６人の女性を含み、彼らの年齢は２０歳から６０歳までの範囲を有
していた。すべての対象者は、色盲なしの正常な視力あるいは正常に矯正した視力を　報
告し、彼らが研究でテストされるドレスコードに精通していると報告した。２９人の対象
者が、彼らがファッションデザインの専門知識を持っていないと報告した。
【０１０６】
データ：
　両方のジェンダーをカバーするために、４つの仮想的モデルが取りあげられた。Ｔｈｏ
ｒ及びＪａｃｅｎは男性であり、Ｆｉｏｎａ及びＭａｇは女性である。各仮想的モデルに
ついて、２０個の衣服一式（１つのドレスコード当たり５個）が完全な目的関数を用いて
合成され、スタイルコスト項を欠く目的関数を用いて２０個の衣服一式が合成された。図
１５は、例示のマッチング結果を、ユーザ研究で使用されるそれらの関連付けられた品目
とともに示す。ペア毎の比較のために、図１８に、実験２の例示画像である例示を示す。
左側では、衣服一式は対応するドレスコードを用いて合成された。右側では、衣服一式は
ドレスコードを考慮することなく合成された。１つのドレスコード当たりの複数の衣服一
式を含むように、比較における多様性を作成することができる。
【０１０７】
手順：
　本研究は２つの実験で行なわれた。参加者は、研究前に任意の質問もするように奨励さ
れた。同意書及び質問書を書き終えた後に、彼らには、タスク記述を詳述するシートが与
えられた。
【０１０８】
実験１（分類）：
　主な目的は、生成された結果が、対応するドレスコードを忠実に反映しているか否かを
テストし、従って、ベイジアンネットワークの符号化を検証することであった。これを達
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成するために、対象者は、合成された衣類組み合わせが、符号化されたドレスコードのう
ちのいずれかに該当するか否かについて尋ねられた。
【０１０９】
「この実験は、服を着せられたモデルの画像からドレスコードを選択することを含む。８
０個の画像がある。各評価でのあなたのタスクは、画像中に示される衣服一式を最もよく
説明しているとあなたが感じる、次のドレスコードのうちの１つを選択することである：
スポーツウェア、カジュアル、ビジネス・カジュアル、ビジネス、画像が前の４つのうち
のどれもも合わない場合には、その他。あなたは、テスト画像を無制限の時間長にわたっ
て見ることができるが、われわれは、あなたが選択する前に、あなたが各画像に対して約
１５秒の時間をかけることを提案する。」
【０１１０】
実験２（区別）：
　主な目的は、スタイルコスト項を組み込むことが、ドレスコードを考慮することなく合
成された衣服一式に比較して、衣服一式の機能における有意な選好を実際に示すかについ
て、評価することであった。
【０１１１】
「この実験は、１ペアの画像から服を着せられたモデルを選択することを含み、合計で１
６０ペアが存在する。あなたには、画像が並べて示され、各評価間でグレー画像が表示さ
れるであろう。各評価でのあなたのタスクは、モデルをそれらの衣服一式に基づいて選択
することであり、ここで、衣服一式は、画像ペアの上部に示す特定の場合、すなわち、カ
ジュアル、スポーツウェア、ビジネス・カジュアル、又はビジネスにおいて、あなたが着
用することを好むであろうものである。あなたは、テストペアを無制限の時間長にわたっ
て見ることができるが、われわれは、あなたが選択する前に、あなたが各ペアに対して約
１５秒の時間をかけることを提案する。」
【０１１２】
　各参加者は、合計で１６０回の試行（４つのモデル×４つのドレスコード×５つのペア
×２つの試行）を見た。各ペアは、完全な目的の結果と、スタイルコスト項を考慮せずに
合成されたものからランダムに選択された結果とを含む。複数のペアは、異なるランダム
な順で各参加者に提示された。いかなる順序のバイアスも回避するためにつり合わせが使
用され、各ペアの比較は、各参加者によって２度ずつ評価された。完全な目的の結果は、
試行の半分で左側に表示され、残り半分で右側に表示された。
【０１１３】
結果及び分析：
　図１９（ａ）は、実験１の正しい認識率を示し、テストされたドレスコードに対する知
覚されたドレスコードを示す。「Ａ／Ａ」は、すべての合成物を知覚するすべての参加者
を表す。「Ｍ／Ｆ」は、女性の合成物を知覚する男性の参加者を表す。「Ｍ／Ｆ」、「Ｆ
／Ｍ」、及び「Ｆ／Ｆ」も同様である。すべての認識率は、偶然のレベルを有意に越えて
いる。合成物のジェンダーに対する参加者のジェンダーの結果が示されている。全体とし
て、正しい認識率は次のとおりである：カジュアル（８３．１２５％）、スポーツウェア
（６６．８７５％）、ビジネス・カジュアル（６７．９６９％）、ビジネス（７６．２５
％）。
【０１１４】
　図１９（ａ）はさらに、いくつかの興味深い観察結果を示す。すべての正しい認識率が
偶然を有意に越えていたが、「スポーツウェア」及び「ビジネス・カジュアル「はより低
い認識率を有している。「スポーツウェア」の所定部分は「カジュアル」として知覚され
、一方、「ビジネス・カジュアル」の所定部分が「ビジネス」及び「カジュアル」とそれ
ぞれ知覚された。これは恐らくは、実際には、異なるドレスコードの知覚が曖昧である可
能性があり、重複してもよいからである。例えば、一部の人々は、「スポーツウェア」の
部分集合及び「ビジネス・カジュアル」の部分集合をさらに「カジュアル」に属するとみ
なしてもよく、これは、結果としてより頻繁に選択され、より高い認識率を受ける傾向が
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ある。これは、また、「ビジネス・カジュアル」として知覚された小部分を有する「ビジ
ネス」の認識率を説明し、これは、ともに合計されれば、両方のジェンダーでに９０％を
越えるレートをもたらすはずである。
【０１１５】
　ジェンダーによる相違に関して、男性の「ビジネス」は女性の「ビジネス」よりも明確
である傾向があり、男性の「ビジネス」の合成物ではわずかに高い正しい認識率を有し、
「ビジネス」と知覚されている男性の「ビジネス・カジュアル」の合成物は少ない、とい
うことを注意する。これに反して、男性の「カジュアル」は、「スポーツウェア」とより
大きく知覚的に重複する傾向がある。「カジュアル」のプロットは、男性の「カジュアル
」の所定部分が「スポーツウェア」と知覚されているが、これは女性の「カジュアル」の
場合にはまれである、ということを示す。最後に、男性及び女性の参加者が分類で同様の
応答の傾向を与える傾向があるということに注意する。
【０１１６】
　図１９（ｂ）は、合成された衣服一式及びランダムな合成物を選択するレートを比較す
ることで、実験２の結果を示す。すべての場合に、合成物はランダムな合成物よりずっと
好ましい。ドレスコード「カジュアル」における認識率が比較的より低いことは、そのあ
まり限定的でない特性に起因して驚くべきことではでない、ということに注意する。結果
が有意であると確認するために、両方の実験でｔ検定が偶然の場合に対して行われた。図
１９は、実験１（左側）及び実験２（右側にｌｏｇ（ｐ値）として示す）についての、偶
然の場合に対するｔ検定の結果を示す。使用される表記法は図１９（ａ）のものと同じで
ある。Ａ／Ａのテストはｄ．ｆ．＝３１を有する。他のテストはｄ．ｆ．＝１５を有する
。すべてのテストはｌｏｇ（ｐ値）＜－５を有し、これはｐ値＜０．００００１に等価で
ある。すべての場合に、われわれは、非常に小さい０．００００１未満のｐ値を有する。
従って、我々は、両方の実験で帰無仮説Ｈ０を棄却する。実験１については、これは、対
象者が合成物のドレスコードを、４つの符号化されたドレスコードのうちの１つとして正
しく認識することができる、と結論する。実験２については、これは、ドレスコードの考
慮事項を含む合成物を対象者が好む、と結論する。
【０１１７】
　衣服一式の合成のための方法及びシステムがもたらされ、これは、毎日の生活及びコン
ピュータグラフィックスの両方において非常に実際的なトピックである。本アプローチは
、現実世界の状況に類似した方法で衣服一式を最適化する。身体色調分類器は、扱いにく
く不明瞭な手動の分類を回避して、ファッションの慣習で分類の前段処理を自動化する。
ユーザの観点からは、本方法は、実際の使用において高度に直観的である。一方では、品
目色が固定され、最適化中に追加、除去、又は交換の移動のみが許可される場合、固定の
ワードローブのシナリオが模倣され、最適化器は、利用可能な衣料品から衣服一式を合成
するときにスタイル及び色を同時に考慮する。一方でが、所定の衣料品色の取り換えが許
可される場合、これは新規な衣服を買うことに類似し、これは、現実的な衣服の多様性を
示すキャラクターを仮想世界に配置するために特に有用である。
【０１１８】
　現在、４つの異なるドレスコードが組み込まれているが、その十分な柔軟性によれば、
季節、テクスチャパターン、衣類形状、年齢、身体のプロポーションのような追加の基準
に適合することが可能であり、又は、トレーニング中に衣服一式を複数のドレスコードと
関連付けることさえ可能である。例えば、衣服一式が複数のドレスコードに属する一連の
トレーニング例が、各ドレスコードについて別個のベイジアンネットワークをトレーニン
グするために使用されてもよい。追加の基準を組み込むために、各衣料品のための追加の
記述子が使用されてもよい。例えば、Ｔシャツは、「ヒップホップＴシャツ」、「ロック
Ｔシャツ」、又は「パンクＴシャツ」としてより具体的に定義されてもよく、トレーニン
グデータに注釈するとき、Ｔシャツの「ヒップホップ性」、「ロック性」、又は「パンク
性」は指定されてもよい。簡単化のため、各衣料品は、その支配的な色によって表される
と仮定される。例えば、無地のシャツの場合に１色及び格子縞模様のシャツの場合に２色
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など、任意個数の色各衣料品を表す場合のように、より複雑な表現は、次元の個数を柔軟
に変えることを可能にするわれわれのＲＪＭＣＭＣ定式化によって容易に扱うことができ
る。一方、色パレットの提案はファッションの文献から動機づけられ、例えば、祭りの場
合によりカラフルなパレットを用いたり、色パレットを、ファッション専門家によって特
定クライアントのために注文で作られたものと交換したり、大規模な商業的データセット
によってトレーニングしたりすることで、ユーザ自身の選みにより変化させることはユー
ザにとって簡単である。見かけ上では抽象的なファッションマッチング問題は、スタイル
及び色が同時に考慮される組み合わせ最適化課題として定式化されてもよい。
【０１１９】
　概して、本明細書で説明した方法はデータ処理システムで具体化されてもよく、これは
、例えばユーザのワードローブから、複数の衣料品の画像自動的に捕捉して処理するため
に、及び／又は、ユーザの画像を捕捉して処理するための構成要素を含んでもよく、又は
含まなくてもよい。例示として、１つの実施形態において、データ処理システムは、図２
１に示すように、３２ビット又は６４ビットのインテルアーキテクチャのコンピュータシ
ステム２１００のような標準的なコンピュータシステムであり、システム２１００によっ
て実行される方法は、図２１に示すように、システム２１００に関連付けられた不揮発性
（例えばソリッドステート又はハードディスク）の記憶媒体２１０４上に格納された、１
つ以上のソフトウェアモジュール又は構成要素２１０２のプログラミング命令の形式で実
現される。しかしながら、本方法は、代替として、例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）のような１つ以上の専用ハードウェア構成要素の形式で、及び／又は、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）のような構成可能なハードウェア構成要素のた
めの構成データの形式で、部分的あるいは全体的に実現可能である、ということは当業者
に明らかであろう。
【０１２０】
　図２１に示すシステム２１００は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、少なくとも１
つのプロセッサ、及び外部インターフェースを含み、すべてバスで相互接続された、標準
的なコンピュータ構成要素を含む。外部インターフェースはユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ）インターフェースを含み、その少なくとも１つはなキーボード及びマウスのよう
ポインティングデバイスに接続される。外部インターフェースはネットワークインターフ
ェースコネクタ（ＮＩＣ）を含み、それは、インターネットのような通信ネットワーク２
１２０にシステム２１００を接続し、それを介して、システム２１００はユーザ入力及び
他のデータにアクセスすることができる。システム２１００は、ＬＣＤパネルディスプレ
イのような表示装置に接続されたディスプレイアダプタと、多数の標準的なソフトウェア
モジュールとを含む。ソフトウェアモジュールは、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）又はＭｉｃｒ
ｏＳｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のようなオペレーティングシステム２１２４と
、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐａｃｈｅ．ｏｒｇにおいて利用可能なＡｐａｃｈｅのよう
なウェブサーバソフトウェア２１２６と、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｐ．ｎｅｔにおい
て利用可能なＰＨＰ又はＭｉｃｒｏＳｏｆｔ　ＡＳＰのようなスクリプト言語サポート２
１２８と、ＳＱＬデータベース２１３２にデータを格納し、データを検索できるようにす
る、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｙｓｑｌ．ｃｏｍから利用可能なＭｙＳＱＬのような構造
化照会言語（ＳＱＬ）サポート２１３０とを含む。
【０１２１】
　ウェブサーバ２１２６、スクリプト言語２１２８、及びＳＱＬモジュール２１３０はと
もに、標準的なウェブブラウザソフトウェアを備えたクライアント計算装置２１４０がシ
ステム２１００にアクセスできるようにし、特に、データベース２１３２にデータを提供
してデータベース２１３２からデータを受信できるようにする一般的な能力を、システム
２１００に提供する。
【０１２２】
　したがって、いくつかの実施形態において、構成要素２１０２は、
　複数の衣料品を表す格納されたワードローブデータを検索するか、そうでなければアク
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　確率モデルを表す確率モデルデータを検索するか、そうでなければアクセスし、確率モ
デルは、１つ以上のパラメータの条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を
含み、
　例えばＷＡＮ２１２０を介してシステム２１００と通信するユーザーシステム２１４０
を介して、１つ以上のパラメータの少なくとも１つに関するユーザ入力を受信し、
　ユーザ入力、確率モデルデータ、及びワードローブデータを処理して、確率モデルデー
タ及記ユーザ入力に基づいてワードローブデータから最適又は準最適な衣服一式の１つ以
上の提案を生成する
ように構成される。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、画像取り込みモジュール２１５０は、ユーザの１つ以上
の画像を取り込み、当該ユーザに係る身体色調分類の生成で使用するために画像データを
システム２１００に（ユーザーシステム２１４０を介して、又は直接的に）送信してもよ
い。画像取り込みモジュール２１５０は、ディジタルカメラ、３Ｄスキャン装置、又は、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＫｉｎｅｃｔもしくはＡＳＵＳＴｅＫ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｉｎｃ．のＸｔｉｏｎのようなモーション検出装置を、例えば、Ｍａ
ｎＣＴＬ（ｓｋａｎｅｃｔ．ｍａｎｃｔｌ．ｃｏｍ）のＳｋａｎｅｃｔのような適切な再
構成ソフトウェアとともに備えてもよい。
【０１２４】
　構成要素２１０２は、
　データベース２１３２に格納されたワードローブデータにおける複数の衣料品間の関係
を学習するための、ベイジアンネットワーク構成要素のようなグラフィカルモデル構成要
素と、
　ユーザ入力データ、ワードローブデータ、及びグラフィカルモデル構成要素によって出
力された学習された関係に基づいて衣服一式の提案を生成するための、グラフィカルモデ
ル構成要素と通信する最適化構成要素と
を備えてもよい。
【０１２５】
　最適化構成要素は、例えばシミュレーションされたアニーリングとともに、上述したＲ
ＪＭＣＭＣ法を実現してもよい。
【０１２６】
　もし、別途ことわりのないかぎり、用語「備える」、「含む」、及びそれらの文法的な
変形は、それらは言及された構成要素を含むだけでなく、明示的には述べられていない追
加の構成要素を含むことを許容するように、「開かれた」又は「包括的な」言葉を表すよ
うに意図されている。
【０１２７】
　本発明の精神及び範囲から外れることなしに上述したことの様々な他の修正及び適合が
当業者に明らかになり、すべてのそのような修正及び適合が添付の特許請求のの範囲内に
あることが意図される、ということは明らかであろう。例えば、説明した実施形態におい
て、ベイジアンネットワークは異なるタイプの衣服間の関係を学習して記述するために使
用される確率モデルとして使用されたが、他のグラフィカルモデル（例えば、それらは学
習のためのグラフカーネルに基づく方法を使用してもよい）が使用されてもよい。さらに
、各拘束条件がコスト項として数学的に表現可能であれば、任意個数の拘束条件が最適化
処理に追加されてもよい。
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【図２１】

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月23日(2015.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衣服一式の提案を生成するためのコンピュータで実行される方法であって、上記方法は
、
　複数の衣料品を表すワードローブデータを提供することと、
　確率モデルを表す確率モデルデータを提供することとを含み、上記確率モデルは、１つ
以上のパラメータの条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を含み、
　上記１つ以上のパラメータのうちの少なくとも１つに関する入力を受信することと、
　上記確率モデルデータ及び上記入力に基づいて上記ワードローブデータから最適又は準
最適な衣服一式の１つ以上の提案を生成する最適化を実行することとを含み、
　上記最適又は準最適な衣服一式の１つ以上の提案は、上記入力に関連するコスト項の重
みづけられた総和である目的関数に基づいて決定される方法。
【請求項２】
　上記確率モデルはグラフィカルモデルである請求項１記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項３】
　上記グラフィカルモデルはベイジアンネットワークである請求項２記載のコンピュータ
で実行される方法。
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【請求項４】
　最適化は、
（ｉ）現在の衣服一式に基づいて、提案された衣服一式をランダムに生成することと、
（ｉｉ）上記確率モデルデータに基づいて、上記提案された衣服一式を受理又は拒絶する
ことと、
（ｉｉｉ）上記提案された衣服一式が受理された場合、上記現在の衣服一式を上記提案さ
れた衣服一式に更新することと
を反復的に行うことを含む請求項１～３のうちの１つに記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項５】
　上記最適化はマルコフ連鎖モンテカルロ（ＭＣＭＣ）法を含む請求項４記載のコンピュ
ータで実行される方法。
【請求項６】
　上記最適化は可逆ジャンプＭＣＭＣ法を含む請求項５記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項７】
　上記最適化はシミュレーションされたアニーリングを含む請求項４～６のうちの１つに
記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項８】
　提案された衣服一式をランダムに生成することは、
　上記複数の衣料品からランダムに選ばれた衣料品を追加することと、
　上記現在の衣服一式から衣料品をランダムに除去することと、
　上記現在の衣服一式における衣料品を上記複数の衣料品のうちの１つと交換することと
、
　上記現在の衣服一式における衣料品の色を修正することと
のうちの１つによって、現在の衣服一式を修正することを含む請求項４～７のうちの１つ
に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項９】
　上記入力は、ドレスコード、色パレット、身体の色調の分類、季節、テクスチャパター
ン、衣類の形状、年齢、身体のプロポーション、及び体形のうちの１つ以上を含む請求項
１～８のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１０】
　上記身体の色調の分類は、
　トレーニングされた身体色調分類器を提供することと、
　１つ以上の身体色属性に関する入力データをユーザから受信することと、
　上記身体色調分類器によって上記入力データから身体の色調の分類を生成することと
によって生成される請求項９記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１１】
　上記入力データは、
　上記ユーザの画像における１つ以上の場所を示すユーザ入力を取得することと、
　上記１つ以上の場所において上記画像の色属性を生成することと
によって受信される請求項１０記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１２】
　上記ドレスコードは、スポーツウェア、カジュアル、ビジネス・カジュアル、及びビジ
ネスからなるグループから選択される請求項９～１１のうちの１つに記載のコンピュータ
で実行される方法。
【請求項１３】
　上記入力は、上記複数の衣料品のうちの少なくとも１つに対する拘束条件を含む請求項
１～１２のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１４】
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　上記グラフィカルモデルの複数のノードは、衣料品を着用することができる異なる身体
領域に対応し、各ノード状態は、着用されている衣料品のタイプを表す請求項２～１３の
うちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１５】
　上記提案された衣服一式の受理確率を計算することを含む請求項４～１４のうちの１つ
に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１６】
　［０，１］上の一様分布から数ａをランダムにサンプリングすることと、
　ａが上記受理確率以下であるとき、上記提案された衣服一式を受理することと
を含む請求項１５記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１７】
　上記ワードローブデータは複数のアクセサリーをさらに表し、
　上記確率モデルは、上記アクセサリーが、上記１つ以上のパラメータの条件下で、衣料
品とマッチする及び／又は互いにマッチする確率をさらに含む
請求項１～１６のうちの１つに記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１８】
　上記確率モデルをトレーニングすることをさらに含む請求項１～１７のうちの１つに記
載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１９】
　衣服一式の提案を生成するためのシステムであって、上記システムは、
　複数の衣料品を表すワードローブデータと、確率モデルを表す確率モデルデータとを、
その上に格納した不揮発性記憶媒体を備え、上記確率モデルは、１つ以上のパラメータの
条件下で、上記複数の衣料品が互いにマッチする確率を含み、
　上記システムは、
　上記１つ以上のパラメータのうちの少なくとも１つに関する入力を受信し、
　上記確率モデルデータ及び上記入力に基づいて上記ワードローブデータから最適又は準
最適な衣服一式の１つ以上の提案を生成する最適化を実行する
ように構成された衣服一式提案モジュールを備え、
　上記最適又は準最適な衣服一式の１つ以上の提案は、上記入力に関連するコスト項の重
みづけられた総和である目的関数に基づいて決定されるシステム。
【請求項２０】
　衣服一式の提案を生成するためのコンピュータで実装された方法であって、上記方法は
、
　トレーニングされた分類器を用いてユーザの色の分類を決定することと、
　複数の衣料品を提供することと、
　ユーザの選好情報に基づいてドレスコードを選択することと、
　上記ユーザの色の分類、上記複数の衣料品、及び上記選択されたドレスコードに基づい
て、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成することとを含み、
　上記トレーニングされた分類器は、
　人物の画像をそれぞれ含む複数のトレーニング画像を取得することと、
　各トレーニング画像について、（ｉ）上記人物の髪における複数の場所に対応する、上
記トレーニング画像における複数の点の色値を抽出し、（ｉｉ）上記トレーニング画像に
おける人物が銀のアクセサリーによりマッチするか、それとも金のアクセサリーによりマ
ッチするかについて、複数のテスト対象者からユーザ入力を取得することと、
　上記抽出された色値及び上記取得されたユーザ入力を用いて上記分類器をトレーニング
することとを含む方法によってトレーニングされる、コンピュータで実装された方法。
【請求項２１】
　ユーザの色の分類を決定することは、
　少なくとも１つの身体色属性を提供するステップと、
　上記少なくとも１つの身体色属性とともに上記トレーニングされた分類器を用いて、上
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記ユーザの色の分類が暖色であるか、それとも寒色であるかを決定することと
を含む請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　衣服一式の提案を生成するためのシステムであって、上記システムは、
　ユーザの色の分類を決定するためのトレーニングされた分類器と、
　複数の衣料品のデータベースを保持して更新するための記憶手段と、
　特定のドレスコードを選択するための機能的プロファイリング手段と、
　上記機能的プロファイリング手段及びトレーニングされた分類器から得られた結果に基
づいて、衣服一式の少なくとも１つの提案を生成するための推薦手段とを備え、
　上記トレーニングされた分類器は、
　人物の画像をそれぞれ含む複数のトレーニング画像を取得することと、
　各トレーニング画像について、（ｉ）上記人物の髪における複数の場所に対応する、上
記トレーニング画像における複数の点の色値を抽出し、（ｉｉ）上記トレーニング画像に
おける人物が銀のアクセサリーによりマッチするか、それとも金のアクセサリーによりマ
ッチするかについて、複数のテスト対象者からユーザ入力を取得することと、
　上記抽出された色値及び上記取得されたユーザ入力を用いて上記分類器をトレーニング
することとを含む方法によってトレーニングされるシステム。
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