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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客の頭部に装着され、当該顧客の眼前に対応する位置に光透過性の表示部が設けられ
たヘッドマウントディスプレイと、
　前記ヘッドマウントディスプレイに設けられ、当該ヘッドマウントディスプレイを装着
する前記顧客の視線方向に撮像範囲が設定された撮像部と、
　前記撮像部により撮像された画像データの中から、商品に付されたデータコードを識別
し、当該データコードに含まれる商品コードを解読する解読手段と、
　各商品の商品コードと、前記各商品を模した商品画像とを対応付けて記憶した商品画像
記憶手段から、前記解読手段で解読された商品コードに対応する商品画像を読み出す読出
手段と、
　前記読出手段により読み出された商品画像を、前記顧客の姿を模したキャラクタ画像の
所定の部位に重畳する画像処理手段と、
　前記解読手段が識別した前記画像データ中の前記データコードを強調する強調画像と、
前記商品画像が重畳された前記キャラクタ画像とを前記表示部にそれぞれ表示させる表示
制御手段と、
　を備えることを特徴とする仮想試着装置。
【請求項２】
　前記顧客の体型を特徴付ける体型データに基づいて、前記キャラクタ画像を生成する画
像生成手段を更に備え、
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　前記画像処理手段は、前記画像生成手段が生成したキャラクタ画像に、前記商品画像を
重畳することを特徴とする請求項１に記載の仮想試着装置。
【請求項３】
　前記解読手段は、前記顧客の会員カードに付されたデータコードを解読して当該顧客に
固有の会員識別子を取得し、
　前記読出手段は、会員登録を行った各顧客の会員識別子と、当該各顧客の体型データと
を関連付けて記憶した会員情報記憶手段から、前記解読手段で取得された会員識別子に対
応する体型データを読み出し、
　前記画像生成手段は、前記読出手段により読み出された体型データに基づいて、前記キ
ャラクタ画像を生成することを特徴とする請求項２に記載の仮想試着装置。
【請求項４】
　前記商品画像記憶手段は、前記各商品の商品画像を、当該商品画像の重畳位置と対応付
けて記憶し、
　前記読出手段は、前記商品コードに対応する商品画像の重畳位置を前記商品画像記憶手
段から読み出し、
　前記画像処理手段は、前記読出手段により読み出された重畳位置に従って、前記商品画
像を前記キャラクタ画像に重畳することを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の
仮想試着装置。
【請求項５】
　顧客の頭部に装着され、当該顧客の眼前に対応する位置に光透過性の表示部が設けられ
たヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイに設けられ、当該ヘ
ッドマウントディスプレイを装着した顧客の視線方向に撮像範囲が設定された撮像部と、
を備える仮想試着装置のコンピュータを、
　前記撮像部により撮像された画像データの中から、商品に付されたデータコードを識別
し、当該データコードに含まれる商品コードを解読する解読手段と、
　各商品の商品コードと、前記各商品を模した商品画像とを対応付けて記憶した商品画像
記憶手段から、前記解読手段で解読された商品コードに対応する商品画像を読み出す読出
手段と、
　前記読出手段により読み出された商品画像を、前記顧客の姿を模したキャラクタ画像の
所定の部位に重畳する画像処理手段と、
　前記解読手段が識別した前記画像データ中の前記データコードを強調する強調画像と、
前記商品画像が重畳された前記キャラクタ画像とを前記表示部にそれぞれ表示させる表示
制御手段と、
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想試着装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、服飾品の販売を行う小売店では、顧客が所望する服飾品を試着できるよう試着室
が設けられており、この試着によって購入する商品を選択する方式が取られている。しか
しながら、この方式では試着に手間がかかるため顧客にとって煩わしいものとなる可能性
がある。また、店舗側においても、試着室を設けるだけのスペースが必要となり、試着が
行われた服飾品を所定位置に片付ける必要もあるため、より効率的な方式が望まれている
。
【０００３】
　一方、従来、実視界中の対象物にＣＧ画像等を重畳させる画像合成技術が実用化されて
いる。例えば、特許文献１には、実視界中の対象物に着ぐるみ画像を重畳的に表示して観
察する技術が開示されている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、着ぐるみ画像を重畳する対象物が観察者自身の
実視界中に存在するため、観察者自身又は観察者自身に係る画像を重畳対象とすることは
想定されていない。また、着ぐるみ画像データベースの中から、着ぐるみさせたい画像を
選択する必要があるため、服飾品等の仮想試着に応用した場合、多くの商品画像の中から
目的とする商品画像を選択することとなり、利便性に欠けるという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、店舗内で販売される服飾品の仮想試着
に係る利便性を向上させることが可能な仮想試着装置及びプログラムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、顧客の頭部に装着され、当
該顧客の眼前に対応する位置に光透過性の表示部が設けられたヘッドマウントディスプレ
イと、前記ヘッドマウントディスプレイに設けられ、当該ヘッドマウントディスプレイを
装着する前記顧客の視線方向に撮像範囲が設定された撮像部と、前記撮像部により撮像さ
れた画像データの中から、商品に付されたデータコードを識別し、当該データコードに含
まれる商品コードを解読する解読手段と、各商品の商品コードと、前記各商品を模した商
品画像とを対応付けて記憶した商品画像記憶手段から、前記解読手段で解読された商品コ
ードに対応する商品画像を読み出す読出手段と、前記読出手段により読み出された商品画
像を、前記顧客の姿を模したキャラクタ画像の所定の部位に重畳する画像処理手段と、前
記解読手段が識別した前記画像データ中の前記データコードを強調する強調画像と、前記
商品画像が重畳された前記キャラクタ画像とを前記表示部にそれぞれ表示させる表示制御
手段と、を備える。
【０００７】
　また、本発明は、顧客の頭部に装着され、当該顧客の眼前に対応する位置に光透過性の
表示部が設けられたヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイに
設けられ、当該ヘッドマウントディスプレイを装着した顧客の視線方向に撮像範囲が設定
された撮像部と、を備える仮想試着装置のコンピュータを、前記撮像部により撮像された
画像データの中から、商品に付されたデータコードを識別し、当該データコードに含まれ
る商品コードを解読する解読手段と、各商品の商品コードと、前記各商品を模した商品画
像とを対応付けて記憶した商品画像記憶手段から、前記解読手段で解読された商品コード
に対応する商品画像を読み出す読出手段と、前記読出手段により読み出された商品画像を
、前記顧客の姿を模したキャラクタ画像の所定の部位に重畳する画像処理手段と、前記解
読手段が識別した前記画像データ中の前記データコードを強調する強調画像と、前記商品
画像が重畳された前記キャラクタ画像とを前記表示部にそれぞれ表示させる表示制御手段
と、して機能させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、店舗内で販売される服飾品の仮想試着に係る利便性を向上させること
が可能な仮想試着装置及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態にかかるＰＯＳシステムの一例を示す図である。
【図２】図２は、図１に示したストアサーバの電装系の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、図２に示した商品マスタテーブルを構成するデータ項目の一例を示す図
である。
【図４】図４は、図２に示した商品画像管理テーブルを構成するデータ項目の一例を示す
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図である。
【図５】図５は、図２に示した会員管理テーブルを構成するデータ項目の一例を示す図で
ある。
【図６】図６は、図２に示した売上管理テーブルを構成するデータ項目の一例を示す図で
ある。
【図７】図７は、図１に示したヘッドマウントディスプレイの一例を示す図である。
【図８】図８は、図１に示したインタフェースボックスの構成例を示すブロック図である
。
【図９】図９は、仮想試着処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、図７に示したモニタ表示部の表示例を示す図である。
【図１１】図１１は、図７に示したモニタ表示部の表示例を示す図である。
【図１２】図１２は、図７に示したモニタ表示部の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる仮想試着装置及びプログラムの実施の形態
を詳細に説明する。なお、以下では本発明にかかる仮想試着装置及びプログラムを服飾品
の販売を行う店舗でのＰＯＳシステムに適用した例について説明するが、この実施形態に
より本発明が限定されるものではない。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係るＰＯＳシステムの一例を概略的に示すブロック図である。同
図に示すようにＰＯＳシステム１は、１又は複数台のＰＯＳ端末２、その上位機として機
能するストアサーバ３、装着者Ｃが装着して使用するユーザインタフェースであるウエア
ラブル端末装置４とデータの送受信を行うための送受信装置５がネットワークＮを介して
接続されている。ここで、ネットワークＮは、ＬＡＮ（Local　Area　Network）、イント
ラネット等である。
【００１２】
　送受信装置５とウエアラブル端末装置４との間のデータの送受信は、電波、光、赤外線
、超音波等であってよく、本実施形態では通信範囲が数ｍ程度である近接無線通信（例え
ばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等）を用いて行うものとする。なお、送受信装置５は
、精算カウンター近傍の領域、陳列棚が設けられた領域、バックヤード等の店舗内の各領
域に設置されているものとする。
【００１３】
　ＰＯＳ端末２は、ドロア、カードリーダ、コードスキャナ、ディスプレイ、レシート／
ジャーナル用プリンタ等を備え（いずれも図示せず）、現金やクレジットカードを用いて
商取引を行うもので、例えば精算カウンター等に設けられる。
【００１４】
　このようなＰＯＳシステムが構築される店舗では、販売対象の各種商品に対して、その
商品に関する各種情報がコード化されて示されるバーコードが各々の商品に付与されてい
る。各種商品の商品コードに対応して価格等がプリセットされた後述する商品マスタテー
ブル３７１がストアサーバ３に記憶されている。ＰＯＳ端末２は、図示しないコードスキ
ャナを介して読み取ったバーコードのデータから商品コードを抽出し、この商品コードに
対応して設定された価格をストアサーバ３に問い合わせ、取得した価格に基づいて買上商
品の精算を行うとともに、買上商品の販売記録を示す売上データを生成してこれをストア
サーバ３に通知することで、売上データを後述する売上登録テーブル３７４に登録する。
【００１５】
　ストアサーバ３は、店舗内で販売される商品や店舗内で販売された商品の売上、顧客に
関する情報を管理し、ＰＯＳ端末２及びウエアラブル端末装置４に各種の情報を提供する
サーバ装置である。
【００１６】
　図２は、ストアサーバ３の電装系の構成例を示すブロック図である。同図に示すように
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、ストアサーバ３は、図示しないＣＰＵ（Central　Processing　Unit）,ＲＯＭ（Read　
Only　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等で構成される制御部３１を有し、
バス３２に接続された通信インタフェース３３を介してＰＯＳ端末２やウエアラブル端末
装置４（送受信装置５）との間で通信可能に構成されている。
【００１７】
　また、制御部３１にはバス３２及びＩ／Ｏ機器制御部３４を介して、キーボードやマウ
ス等の入力デバイスにより構成される入力部３５、液晶ディスプレイ等の表示デバイスか
ら構成される表示部３６及びＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）やＳＤＤ（Solid　State　Dri
ve）等の記憶装置から構成される記憶部３７が夫々接続されている。
【００１８】
　記憶部３７は、制御部３１のＣＰＵにより実行される各種の制御プログラムの他、商品
マスタテーブル３７１、商品画像管理テーブル３７２、会員管理テーブル３７３及び売上
登録テーブル３７４等を記憶している。
【００１９】
　商品マスタテーブル３７１は、店舗内で販売される商品に関する情報を管理するテーブ
ルである。図３は、商品マスタテーブル３７１を構成するデータ項目の一例を示す図であ
る。同図に示すように、商品マスタテーブル３７１は、「商品コード」、「製造メーカ」
、ジャケットやスーツ等の商品の種別を示す「商品種別」、「価格」等のデータ項目から
なるレコードによって構成されている。ここで、「商品コード」には、店舗で販売される
各種商品品目を識別するために商品毎に予め設定された固有のコードが格納される。また
、「製造メーカ」、「商品種別」、「価格」には、同一の商品コードによって特定される
商品についての情報が格納される。
【００２０】
　商品画像管理テーブル３７２は、店舗内で販売される各商品を模した２次元又は３次元
の画像データ（以下、商品画像という）を管理するためのテーブルである。図４は、商品
画像管理テーブル３７２を構成するデータ項目の一例を示す図である。同図に示すように
、商品画像管理テーブル３７２は、「商品コード」、「商品画像」、「重畳位置」等のデ
ータ項目からなるレコードによって構成されている。ここで、「商品コード」は、商品マ
スタテーブル３７１の「商品コード」と対応する。「商品画像」には、商品コードに対応
する商品を模した商品画像が格納されている。また、「重畳位置」には、商品画像を後述
するキャラクタ画像に重畳する部位が格納されている。例えば、商品コードで特定される
商品が帽子である場合には、帽子を着衣する部位である頭部又は頭部を指示する座標等が
「重畳位置」に格納される。このように、商品画像とその商品画像の重畳位置は、商品コ
ードに対応付けられて格納される。
【００２１】
　会員管理テーブル３７３は、会員登録された顧客に関する情報を管理するテーブルであ
る。図５は、会員管理テーブル３７３を構成するデータ項目の一例を示す図である。同図
に示すように、会員管理テーブル３７３は、「会員管理番号」、「会員情報」、「体型」
、「顔画像」等のデータ項目からなるレコードによって構成されている。ここで、「会員
管理番号」には、各会員を識別するためにユニークに割り振られた会員番号等の識別子が
格納される。「会員情報」には、会員登録された顧客の氏名や性別、住所等の個人情報が
格納される。「体型」には、会員登録された顧客の体型を特徴付ける体型データが格納さ
れる。この体型データとしては、例えば、身長、胸囲、腹囲、腰囲等の所定の部位の測定
値が挙げられる。また、「顔画像」には、会員登録された顧客の顔画像データが格納され
る。
【００２２】
　売上登録テーブル３７４は、店舗内のＰＯＳ端末２から送信された売上データを管理す
るテーブルである。図６は、売上登録テーブル３７４を構成するデータ項目の一例を示す
図である。制御部３１は、ＰＯＳ端末２から売上データが通知される毎に、この売上デー
タと本日の日付とを対応付け、一のレコードとして売上登録テーブル３７４に登録する。
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【００２３】
　制御部３１は、記憶部３７に記憶されたプログラムと協働して販売支援に係る各種の情
報をＰＯＳ端末２及びウエアラブル端末装置４に提供する。
【００２４】
　具体的に、制御部３１は、ＰＯＳ端末２から商品コードの問い合わせを受け付けると、
この商品コードに対応するレコードを商品マスタテーブル３７１から読み出し、ＰＯＳ端
末２へ送信する。
【００２５】
　また、制御部３１は、ウエアラブル端末装置４から会員管理番号が通知されると、この
会員管理番号に対応するレコードを会員管理テーブル３７３から読み出し、会員情報とし
てＰＯＳ端末２へ送信する。さらに、制御部３１は、ウエアラブル端末装置４から商品コ
ードが通知されると、この商品コードに対応するレコードを商品画像管理テーブル３７２
から読み出し、ＰＯＳ端末２へ送信する。
【００２６】
　ウエアラブル端末装置４は、図１及び図７に示したように、ヘッドマウントディスプレ
イ４１と、撮像装置としてのデジタルカメラ４２と、インタフェースボックス４３とを備
え、装着者Ｃにより装着される端末装置である。ヘッドマウントディスプレイ４１は、眼
鏡のフレーム状に形成された保持部材としてフレーム本体４４と、このフレーム本体４４
の左右両側にそれぞれ設けられた装着用アーム４５とを備える。このヘッドマウントディ
スプレイ４１は、左右両側にそれぞれ設けられた装着用アーム４５によって装着者Ｃの頭
部Ｈに装着可能である。
【００２７】
　フレーム本体４４は、装着者Ｃの両眼に合わせた大きさの枠状に形成されている。フレ
ーム本体４４の枠外の上部中央には、撮像方向可変機構４６を介してデジタルカメラ４２
が設けられている。また、フレーム本体４４の上部左側には、装着者Ｃの瞳を撮像して視
線Ｅの検出を行うための視線認識用カメラ４７が設けられている。また、フレーム本体４
４の枠内には、例えばフレーム枠の形状に合わせて形成された板状の光透過性部材４８が
保持されている。この光透過性部材４８は、ヘッドマウントディスプレイ４１を装着者Ｃ
の頭部Ｈに装着した場合、装着者Ｃの眼によって周辺環境を観察可能である。この光透過
性部材４８は、例えば無色透明又は予め決められた色を有していてもよい。
【００２８】
　光透過性部材４８内の一部分には、モニタ表示部４８１が形成されている。このモニタ
表示部４８１は、デジタルカメラ４２の撮像により取得される動画の画像データ等をリア
ルタイムにモニタ表示する。このモニタ表示部４８１は、例えばヘッドマウントディスプ
レイ４１における左側に形成されている。すなわち、モニタ表示部４８１は、ヘッドマウ
ントディスプレイ４１を装着者Ｃの頭部Ｈに装着したときの装着者Ｃの例えば左眼に対応
する部分に形成されている。なお、モニタ表示部４８１は、装着者Ｃの右眼に対応する部
分に形成してもよいし、装着者Ｃの両目に対応する各部分に形成してもよい。このモニタ
表示部４８１は、光透過性の状態でモニタ表示する。しかるに、モニタ表示部４８１は、
例えばデジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データや各種情報等をリアルタイ
ムにモニタ表示している状態でも周辺環境を観察可能である。
【００２９】
　デジタルカメラ４２は、撮像動作を行って動画の画像データを出力する。このデジタル
カメラ４２は、光透過性部材４８を通した装着者Ｃの視線Ｅ方向に焦点が合うように撮像
範囲を設定した状態でヘッドマウントディスプレイ４１のフレーム本体４４上に取り付け
られている。撮像方向可変機構４６は、例えばデジタルカメラ４２を首振り可能に支持し
、デジタルカメラ４２の撮像方向を任意の方向、ここでは上記の如くデジタルカメラ４２
の撮像範囲を装着者Ｃの視線Ｅ方向に焦点が合うように設定する。
【００３０】
　インタフェースボックス４３は、送受信装置５との間のデータの送受信を行うとともに
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、ヘッドマウントディスプレイ４１にかかる各種処理を行う。具体的には、インタフェー
スボックス４３は、図８に示すように、制御部４３１、送受信部４３２、情報表示部４３
３、画像処理部４３４を備え、ヘッドマウントディスプレイ４１の装着者Ｃが携帯可能な
ボックスである。ここで、図８は、インタフェースボックス４３の構成例を示すブロック
図である。
【００３１】
　制御部４３１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有するコンピュータであり、ウエアラブ
ル端末装置４の動作を制御する。ＲＯＭには、プログラムやそのプログラムを実行する際
に参照される各種設定情報等が予め格納されている。
【００３２】
　ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭのワークエリアに展開して順次実行
することで、ウエアラブル端末装置４の動作を中央制御する。
【００３３】
　具体的に、制御部４３１は、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データを
情報表示部４３３へ出力してヘッドマウントディスプレイ４１のモニタ表示部４８１にリ
アルタイムに表示させる。さらに、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像デー
タを画像処理部４３４へ出力することで、画像データの中からバーコードを識別させた後
、このバーコードを解読させることでバーコードに保持された情報を取得する。
【００３４】
　ここで、画像処理部４３４が解読を行うバーコードとしては、会員カードに付されたバ
ーコード、店舗内で販売される商品に付されたバーコードが挙げられる。なお、会員カー
ドは会員登録を行った顧客に予め配布されているものとし、この会員カードに付されたバ
ーコードには、各会員を識別するための会員管理番号がコード化された状態で保持されて
いるものとする。また、商品に付されたバーコードには、該商品に対応する商品コードが
コード化された状態で保持されているものとする。
【００３５】
　制御部４３１は、画像処理部４３４で取得された会員管理番号を送受信部４３２及び送
受信装置５を介してストアサーバ３へ通知することで、この会員管理番号に対応するレコ
ードをストアサーバ３の会員管理テーブル３７３から読み出す。そして、制御部４３１は
、会員管理テーブル３７３から読み出したレコードに含まれる体型データ及び顔画像デー
タを画像処理部４３４へ出力することで後述するキャラクタ画像を生成させる。
【００３６】
　また、制御部４３１は、画像処理部４３４で取得された商品コードを送受信部４３２及
び送受信装置５を介してストアサーバ３へ通知することで、この商品コードに対応するレ
コードをストアサーバ３の商品画像管理テーブル３７２から読み出す。そして、制御部４
３１は、商品画像管理テーブル３７２から読み出したレコードに含まれる商品画像及び重
畳位置を画像処理部４３４へ出力する。すなわち、制御部４３１は、商品コードによって
商品画像と重畳位置を特定する。
【００３７】
　画像処理部４３４は、キャラクタ画像に対して制御部４３１が出力した重畳位置で商品
画像を重畳させる。さらに、制御部４３１は、商品画像が重畳されたキャラクタ画像を情
報表示部４３３へ出力することで、モニタ表示部４８１に表示させる。
【００３８】
　情報表示部４３３は、制御部４３１等から入力された画像データをヘッドマウントディ
スプレイ４１のモニタ表示部４８１へ表示する。具体的には、情報表示部４３３は、デジ
タルカメラ４２の撮像により取得された画像データをモニタ表示部４８１に表示する。ま
た、情報表示部４３３は、画像処理部４３４で生成されたキャラクタ画像等をモニタ表示
部４８１に表示する。また、情報表示部４３３は、制御部４３１等から各種アイコン画像
等の情報を受け取ると、受け取った情報を入力された画像データに合成してヘッドマウン
トディスプレイ４１のモニタ表示部４８１に表示する。なお、受け取った情報の表示位置
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が座標等で指定されている場合は、その指定された表示位置に情報が表示されるように、
入力された画像データへの合成を行う。
【００３９】
　画像処理部４３４は、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データの画像処
理や、視線認識用カメラ４７で撮像された画像データを解析して装着者Ｃの視線Ｅの検出
を行う。具体的に、画像処理部４３４は、視線認識用カメラ４７で撮像された画像データ
から装着者Ｃの瞳を検出し、その検出された瞳の位置に応じて視線Ｅの検出を行う。また
、画像処理部４３４は、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データの中から
１枚のフレームをキャプチャーし、このキャプチャー画像の中のバーコードを識別し、識
別したバーコードを解読して会員管理番号や商品コードを取得する等の画像処理を行う。
【００４０】
　また、画像処理部４３４は、制御部４３１から体型データ及び顔画像データを受け付け
ると、この体型データが表す各部位の測定値を、体型を特徴付けるためのパラメータとし
て用い、該測定値に応じた体型の人体モデルを生成する。そして、画像処理部４３４は、
生成した人体モデルの顔部に顔画像データを重畳することで、この顔画像の持ち主となる
顧客を模したキャラクタ画像を生成する。生成される人体モデルは２次元又は３次元の何
れであってもよく、デフォルメ等を施す形態としてもよい。なお、人体モデルの生成方法
や顔画像データの重畳方法は、ＣＧ（コンピュータグラフィック）に係る公知の技術を用
いるものとする。
【００４１】
　また、画像処理部４３４は、制御部４３１から商品画像及び重畳位置を受け付けると、
重畳位置に対応するキャラクタ画像の部位に商品画像を重畳することで、この商品画像に
対応する商品をキャラクタ画像が着衣したような効果を施す。なお、キャラクタ画像に対
する商品画像の重畳方法は、ＣＧに係る公知の技術を用いるものとする。
【００４２】
　なお、インタフェースボックス４３における送受信部４３２、情報表示部４３３及び画
像処理部４３４は等の各部は、制御部４３１がＲＯＭに予め格納されたプログラムを実行
することで実現してもよい。
【００４３】
　以下、図９～図１１を参照して、ウエアラブル端末装置４で行われる処理について説明
する。ここで、図９は仮想試着処理の手順を示すフローチャートである。なお、本処理の
前提として、会員管理テーブル３７３に登録された会員（顧客）が店舗に来店し、この顧
客にウエアラブル端末装置４が貸し出されるものとする。
【００４４】
　まず、制御部４３１は、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データを画像
処理部４３４に出力することで、バーコードの識別処理を行わせる（ステップＳ１１）。
画像処理部４３４は、画像データの中にバーコードが存在するか否かを判定し、存在しな
いと判定した場合（ステップＳ１２；Ｎｏ）、ステップＳ１１に再び戻る。また、画像処
理部４３４は、画像データの中にバーコードが存在すると判定した場合（ステップＳ１２
；Ｙｅｓ）、このバーコードを解読することで当該バーコードに保持された情報を取得す
る（ステップＳ１３）。
【００４５】
　次いで、制御部４３１は、ステップＳ１３で取得された情報が商品コードか否かを判定
する（ステップＳ１４）。ここで、取得された情報が会員管理番号と判定した場合（ステ
ップＳ１４；Ｎｏ）、この会員管理番号をストアサーバ３へ通知することで、当該会員管
理番号に対応するレコードをストアサーバ３の会員管理テーブル３７３から読み出す（ス
テップＳ１５）。続いて、制御部４３１は、ステップＳ１５で読み出したレコードに含ま
れる体型データ及び顔画像データを画像処理部４３４へ出力することで。画像処理部４３
４にキャラクタ画像を生成させ（ステップＳ１６）、ステップＳ１１に再び戻る。
【００４６】
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　一方、ステップＳ１４において、取得された情報が商品コードと判定した場合（ステッ
プＳ１４；Ｙｅｓ）、制御部４３１は、キャラクタ画像が生成済みか否かを判定する（ス
テップＳ１７）。ここで、キャラクタ画像が生成されていないと判定した場合には（ステ
ップＳ１７；Ｎｏ）、ステップＳ１１に再び戻る。また、キャラクタ画像が生成済みと判
定した場合（ステップＳ１７；Ｙｅｓ）、制御部４３１は試着を行うか否かを確認する画
面を、情報表示部４３３を介してモニタ表示部４８１に表示させる（ステップＳ１８）。
【００４７】
　ここで、図１０は、モニタ表示部４８１に表示された確認画像の一例を示す図である。
同図において、視線マーカーＭは、視線認識用カメラ４７の画像を元に画像処理部４３４
で検出された視線Ｅを示すマーカーである。また、画像処理部４３４により識別されたバ
ーコードＢを明示するため、このバーコードＢの周囲に画像認識枠Ｇ１１を表示している
。
【００４８】
　アイコン画像Ｇ１２、Ｇ１３は、ウエアラブル端末装置４に対する操作指示を視線マー
カーＭにより受け付けるためのアイコンである。なお、各アイコン画像の入力指示がなさ
れた場合の処理については後述する。
【００４９】
　図９に戻り、制御部４３１は、視線マーカーＭが図１０のアイコン画像Ｇ１２と重なっ
て「試着しない」の指示が入力されたと判定した場合には（ステップＳ１９；Ｎｏ）、ス
テップＳ１１に再び戻る。また、制御部４３１は、視線マーカーＭが図１０のアイコン画
像Ｇ１３と重なって「試着する」の指示が入力されたと判定した場合には（ステップＳ１
９；Ｙｅｓ）、ステップＳ１３で取得された商品コードをストアサーバ３へ通知すること
で、この商品コードに対応するレコードを、ストアサーバ３の商品画像管理テーブル３７
２から読み出す（ステップＳ２０）。
【００５０】
　続いて、制御部４３１は、ステップＳ２０で読み出したレコードに含まれる商品画像及
び重畳位置を画像処理部４３４へ出力することで。画像処理部４３４に商品画像をキャラ
クタ画像に重畳させる（ステップＳ２１）。そして、制御部４３１は、商品画像が重畳さ
れたキャラクタ画像を情報表示部４３３へ出力することで、モニタ表示部４８１に表示さ
せる（ステップＳ２２）。
【００５１】
　ここで、図１１は、モニタ表示部４８１に表示されたキャラクタ画像の一例を示す図で
ある。同図に示すように、表示領域Ｇ２１は、商品画像が重畳されたキャラクタ画像を表
示する領域である。ウエアラブル端末装置４を装着した顧客は、モニタ表示部４８１を確
認することで、キャラクタ画像を介して商品を試着した自らの姿を確認することが可能で
ある。また、商品に付されたバーコードを撮像した後は該商品の配置位置から離脱しても
、この商品を仮想的に試着したキャラクタ画像を顧客の眼前に提供することが可能である
。
【００５２】
　また、アイコン画像Ｇ２２、Ｇ２３は、ウエアラブル端末装置４に対する操作指示を視
線マーカーＭにより受け付けるためのアイコンである。なお、各アイコン画像の入力指示
がなされた場合の処理については後述する。
【００５３】
　図９に戻り、制御部４３１は、視線マーカーＭが図１１のアイコン画像Ｇ２２と重なっ
て「商品クリア」の指示が入力されたと判定した場合（ステップＳ２３；Ｙｅｓ）、画像
処理部４３４にキャラクタ画像に重畳された商品画像を除去させる（ステップＳ２４）。
【００５４】
　また、制御部４３１は、視線マーカーＭが図１１のアイコン画像Ｇ２３と重なって「試
着終了」の指示が入力されたと判定した場合（ステップＳ２３；Ｎｏ→ステップＳ２５；
Ｙｅｓ）、ＲＡＭのワークエリアに保持された各レコードを削除し、本処理を終了する。
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【００５５】
　また、顧客により新たな商品のバーコードに視線が向けられた場合（ステップＳ２５；
Ｎｏ）、ステップＳ１１に再び戻る。これにより、新たな商品コードが取得される毎に、
この商品を模した商品画像を重畳したキャラクタ画像が、モニタ表示部４８１に表示され
ることになる。特に、アイコン画像Ｇ２２の「商品クリア」が指示されない場合、複数の
商品画像をキャラクタ画像に重畳することができるため、複数の商品を組み合わせたコー
ディネートを仮想的に行うことができる。なお、先に重畳された商品画像の重畳位置が、
後に重畳する商品画像の重畳位置と重複する場合、後に重畳する商品画像が優先的に重畳
されるものとする。
【００５６】
　以上のように、本実施形態によれば、試着を所望する商品に付されたバーコードを注視
することで入力された商品コードを用いて当該商品を模した商品画像を取得し、顧客の姿
を模したキャラクタ画像の所定の部位に重畳した後、当該顧客の眼前に設けられたモニタ
表示部４８１に表示する。これにより、商品コードを取得した後は、仮想試着を行ったキ
ャラクタ画像を店舗内の任意の位置で観察することが可能となる。また、複数種類の商品
から商品コードを取得することで、これら商品の仮想試着の結果となるキャラクタ画像を
提供することができるため、顧客は複数の商品を組み合わせてコーディネートすることが
可能となる。また、デジタルカメラ４２の撮像により取得された画像データに含まれるバ
ーコードを解読して商品コードを取得し、当該バーコードに対応付けられた商品画像を特
定するので、試着したい商品のバーコードを視認するだけで、簡単に当該商品画像の試着
画像を得ることができる。さらに、商品画像の重畳位置は、商品コードに対応付けられて
いるので、試着したい商品のバーコードを視認するだけで、正確に当該商品画像を重畳さ
せた試着画像を得ることができる。そのため、店舗内で販売される服飾品の仮想試着に係
る利便性を向上させることができる。
【００５７】
　なお、本実施形態では、会員管理テーブル３７３に登録された体型データ及び顔画像デ
ータを用いてキャラクタ画像を生成する形態としたが、これに限らず、顧客へのウエアラ
ブル端末装置４の貸し出し時に、この顧客用に予め生成されたキャラクタ画像を制御部４
３１のＲＡＭ等に記憶させる形態としてもよい。また、ウエアラブル端末装置４の貸し出
し時に、視線マーカーＭにより顧客が体型データを直接入力する形態としてもよい。この
形態の場合、例えば、図１２に示すような体型データ入力画面をモニタ表示部４８１に表
示させることで実現することができる。
【００５８】
　ここで、図１２は、モニタ表示部４８１に表示された体型データ入力画面の一例を示す
図である。同図に示すように、表示領域Ｇ３１は、身長を入力するための領域である。ま
た、表示領域Ｇ３２、Ｇ３３、Ｇ３４は、胸囲、腹囲、腰囲を夫々入力するための領域で
ある。なお、各表示領域における数値の入力は、各表示領域の右部に配された上下方向を
表すアイコン画像Ｇ３５、Ｇ３６により行われるものとする。例えば、視線マーカーＭが
アイコン画像Ｇ３５と重なった場合、制御部４３１は、数値を順次上昇させるものとする
。また、視線マーカーＭがアイコン画像Ｇ３６と重なった場合、制御部４３１は、数値を
順次下降させるものとする。
【００５９】
　また、制御部４３１は、視線マーカーＭがアイコン画像Ｇ３７と重なって「決定」の指
示が入力されたと判定した場合、表示領域Ｇ３１～Ｇ３４に入力された各数値を体型デー
タとして受け付け、ＲＡＭのワークエリアに記憶する。なお、顔画像データはデジタルカ
メラ４２により入力する形態としてもよいし、複数種類の顔のイラストから顧客が所望す
るイラストを選択させ顔画像データとする形態としてもよい。
【００６０】
　また、本実施形態では、バーコードの入力を、デジタルカメラ４２により撮像された画
像データを介して行う形態としたが、これに限らないものとする。例えば、バーコードを
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読み取り可能なコードリーダを別途備えることで、バーコードを入力する形態としてもよ
い。また、本実施形態では、データコードの一例としてバーコードを用いたが、これに限
らず、ＱＲコード等の２次元コードを用いてもよい。
【００６１】
　また、本実施形態では、ウエアラブル端末装置４を顧客が装着する形態について説明し
たが、これに限らず、店舗内の店員がウエアラブル端末装置４を装着してもよい。この場
合、顧客は会員カードに付されたバーコードを店員に見せることで、この顧客のキャラク
タ画像を店員にも確認させることができるため、店員からの提案を受けつつ商品の試着を
行うことが可能となる。
【００６２】
　また、本実施形態の制御部４３１が実行するプログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込んで
提供するように構成してもよい。また、上記プログラムは、インストール可能な形式又は
実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、
ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供されてもよい。
【００６３】
　また、上記プログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ
上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成して
もよい。また、上記プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布
するように構成してもよい。
【００６４】
　また、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施形
態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成するこ
とができる。例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除して
もよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１　ＰＯＳシステム
　２　ＰＯＳ端末
　３　ストアサーバ
　３１　制御部
　３２　バス
　３３　通信インタフェース
　３４　Ｉ／Ｏ機器制御部
　３５　入力部
　３６　表示部
　３７　記憶部
　３７１　商品マスタテーブル
　３７２　商品画像管理テーブル
　３７３　会員管理テーブル
　３７４　売上登録テーブル
　４　ウエアラブル端末装置
　４１　ヘッドマウントディスプレイ
　４２　デジタルカメラ
　４３　インタフェースボックス
  ４３１　制御部
　４３２　送受信部
　４３３　情報表示部
　４３４　画像処理部
　４４　フレーム本体
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　４５　装着用アーム
　４６　撮像方向可変機構
　４７　視線認識用カメラ
　４８　光透過性部材
　４８１　モニタ表示部
　５　送受信装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６６】
【特許文献１】特開２００６－１４８６１８公報

【図１】 【図２】
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