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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像に含まれる待ち行列のオブジェクトの数を取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された前記オブジェクトの数と、前記待ち行列から前記オブ
ジェクトが出ていく頻度と、に基づいて、前記待ち行列の待ち時間を予測する予測手段と
、
　前記取得手段により取得された前記オブジェクトの数が閾値以下であるかを判断する判
断手段と、
　前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値より大きいと判断された場合、前
記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に基づいて前記予測手段により予測された待
ち時間を出力し、
　前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判断された場合、前
記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に関わらず、前記待ち行列の待ち時間がゼロ
であることを示す情報を出力する出力手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記予測手段は、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判
断された場合、前記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に関わらず、前記オブジェ
クトの数をゼロとすることで、前記待ち行列の待ち時間をゼロと予測し、
　前記出力手段は、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判
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断された場合、前記予測手段により予測された待ち時間の結果に基づき、前記待ち時間が
ゼロであることを示す情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、画像に含まれる所定範囲における待ち行列のオブジェクトの数を取得
することを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記待ち行列から出ていく前記オブジェクトを検知する検知手段を更に有し、
　前記出力手段は、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判
断された場合において、前記検知手段により前記待ち行列から出ていく前記オブジェクト
が所定時間検知されなかった場合に、前記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に関
わらず、前記待ち行列の待ち時間がゼロであることを示す情報を出力することを特徴とす
る請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判
断された場合において、前記所定範囲の一部の領域である部分領域において前記オブジェ
クトが所定時間検知されなかった場合に、前記取得手段が取得した前記オブジェクトの数
に関わらず、前記待ち行列の待ち時間がゼロであることを示す情報を出力することを特徴
とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、現在の時間情報を取得し、前記オブジェクトの数を取得する対象とな
る所定範囲と時間帯とを関連付けた設定情報に基づき、取得した時間情報に対応する時間
帯と関連付けられた所定範囲を特定し、特定した所定範囲における待ち行列のオブジェク
トの数を取得することを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置
。
【請求項７】
　前記取得手段は、前記特定した所定範囲に基づいて、前記閾値を変更することを特徴と
する請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記出力手段は、前記情報をディスプレイに出力することを特徴とする請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　画像に含まれる待ち行列のオブジェクトの数を取得する取得工程と、
　前記取得工程によって取得された前記オブジェクトの数と、前記待ち行列から前記オブ
ジェクトが出ていく頻度と、に基づいて、前記待ち行列の待ち時間を予測する予測工程と
、
　前記取得工程により取得された前記オブジェクトの数が閾値以下であるかを判断する判
断工程と、
　前記判断工程により前記オブジェクトの数が前記閾値より大きいと判断された場合、前
記取得工程により取得された前記オブジェクトの数に基づいて前記予測工程により予測さ
れた待ち時間を出力し、
　前記判断工程により前記オブジェクトの数が前記閾値以下であると判断された場合、前
記取得工程により取得された前記オブジェクトの数に関わらず、前記待ち行列の待ち時間
がゼロであることを示す情報を出力する出力工程と、
を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１０】
　コンピュータを請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段として機
能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　行列の待ち時間を予測するための技術として、速度場ラべルと背景差分ラべルとの合成
データを利用して行列を判別し、待ち時間を算出する方法がある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１７０５２号公報
【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に開示された技術では、監視範囲内の全ての人体の追尾を行
わなければならず、多大な計算コストが発生する。また、行列に並んでいない人を行列に
並んでいると判定してしまうことがあり、待ち時間の予測精度が低下することがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の情報処理装置は、画像に含まれる待ち行列のオブジェクトの数を取得する取得
手段と、前記取得手段によって取得された前記オブジェクトの数と、前記待ち行列から前
記オブジェクトが出ていく頻度と、に基づいて、前記待ち行列の待ち時間を予測する予測
手段と、前記取得手段により取得された前記オブジェクトの数が閾値以下であるかを判断
する判断手段と、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値より大きいと判断
された場合、前記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に基づいて前記予測手段によ
り予測された待ち時間を出力し、前記判断手段により前記オブジェクトの数が前記閾値以
下であると判断された場合、前記取得手段が取得した前記オブジェクトの数に関わらず、
前記待ち行列の待ち時間がゼロであることを示す情報を出力する出力手段と、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、より精度よく待ち時間を予測することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】行列待ち時間予測システムのシステム構成等の一例を示す図である。
【図２】行列待ち時間予測システムを実環境に適用した一例を示す図である。
【図３】情報処理装置の機能構成の一例を示す図である。
【図４】情報処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】実施形態３の処理を説明するための図である。
【図６】実施形態４の処理を説明するための図（その１）である。
【図７】実施形態４の処理を説明するための図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【０００９】
＜実施形態１＞
　図１は、行列待ち時間予測システムのシステム構成及びシステムを構成する各装置のハ
ードウェア構成の一例を示す図である。図１に示すように、行列待ち時間予測システムで
は、撮像装置１００と情報処理装置１０６とが、ネットワーク１０５を介して相互に情報
の授受ができるように接続されている。撮像装置１００は１台に限定されるものではなく
、行列待ち時間予測システムに２台以上含まれていてもよい。
　撮像装置１００は、ネットワーク１０５を介して撮像画像を情報処理装置１０６へ送信
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する。撮像装置１００は、画像を撮像するカメラである。例えば、監視に用いられる撮像
装置である。また、撮像装置１００は、壁面や天井に設置することができ、１枚以上の画
像を含む動画像を撮像するカメラであってもよい。また、撮像装置１００は、例えば、Ｐ
ｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）（登録商標）に対応していてもよく、
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ケーブルを介して電力を供給されても
よい。次に撮像装置１００の構成について説明する。
【００１０】
　撮像部１０１は、撮像光学系におけるレンズ群及び撮像素子を有している。撮像素子は
、例えば、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等である。撮像部１０１は、撮像素子から得られる画像に画像処理
を施し、信号を符号化し出力する。
　通信部１０２は、ネットワーク１０５を介して情報処理装置１０６と通信を行う。通信
は、無線通信を介して行ってもよいし、有線ＬＡＮを介して行ってもよい。無線通信とし
て、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ
　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）等の無線ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）が挙げられる。また、無線通信として、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉ
ｔｙ）（登録商標）等の無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が挙げら
れる。また、無線通信として、ＷｉＭＡＸ（登録商標）等の無線ＭＡＮ（Ｍｅｔｒｏｐｏ
ｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）や、ＬＴＥ／３Ｇ等の無線ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が挙げられる。有線ＬＡＮとしては、例えば、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）等の通信規格を満足する複数のルータ、スイッチ、ケーブル等の構成が
挙げられる。通信部１０２は、外部機器と通信を行うことができればよく、通信の規格、
規模、構成は限定されない。
　ＣＰＵ１０３は、撮像装置１００の各部における演算や論理判断等の処理を行う演算処
理部である。撮像装置１００の機能や処理は、ＣＰＵ１０３が記憶部１０４に格納されて
いるプログラムを読み出し、このプログラムを実行することにより実現される。
　記憶部１０４は、ＥＥＰＲＯＭ等の電気的に消去可能な不揮発性メモリ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）である。記憶部１０４には各種情報が記録される。例えば、記憶部１０４に
は、撮像装置１００により得られた撮像画像を記憶してもよい。
【００１１】
　次に、情報処理装置１０６について説明する。情報処理装置１０６は、例えば、ＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）であってもよいし、タブレット端末、スマートフ
ォン等の携帯用端末であってもよい。次に、情報処理装置１０６の構成について説明する
。情報処理装置１０６は、通信部１０７、ＣＰＵ１０８、記憶部１０９、表示部１１０、
入力部１１１を有する。
　通信部１０７は、ネットワーク１０５を介して撮像装置１００から画像や各種情報の通
信を行う。
　ＣＰＵ１０８は、情報処理装置１０６の各部における演算や論理判断等の処理を行う演
算処理部である。
　記憶部１０９は、電気的に消去可能な不揮発性メモリＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）である。
　表示部１１０は、撮像装置１００から取得した画像の表示や撮像装置１００の設定情報
等を表示する。なお、情報処理装置１０６内に表示部１１０を有する構成としたが、これ
に限定されるものではない。他の例としては、表示部１１０を情報処理装置１０６に有さ
ず、情報処理装置１０６は、インタフェースを介して外部装置としての表示装置を制御す
るものとしてもよい。
　入力部１１１は、マウス入力、キーボード入力、タッチ入力等のユーザー指示の入力を
受け付ける。例えば、入力部１１１が撮像装置１００の設定を変更する指示を入力した場
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合に、ＣＰＵ１０８は、指示に基づいて、撮像装置１００の設定を変更するための制御命
令を生成し、通信部１０７を介して撮像装置１００へ制御命令を出力する。このように、
撮像装置１００は、情報処理装置１０６より取得した制御命令に基づいて撮像装置１００
の設定を変更することができる。
　ＣＰＵ１０８が記憶部１０９に記憶されているプログラムに基づき処理を実行すること
によって、後述する図３に示す情報処理装置１０６の機能構成及び後述する図４のフロー
チャートの処理が実現される。
【００１２】
　図２は、行列待ち時間予測システムを実環境に適用した一例を示す図である。図２に示
す行列は、タクシーの待ち行列であり、範囲２０２は監視カメラ２０１で待ち人数のカウ
ントを行う範囲を表している。範囲２０２は、設定範囲の一例である。通過検知線２０３
は通過検知の判断を行うための線である。方向２０４は行列の進行方法（通過検知を行う
方向）を表している。通過検知線２０３は、通常、待ち行列を構成する人体に対してサー
ビスが提供される待ち行列の先頭部に設けられる。監視カメラ２０１は、図１の撮像装置
１００と同様の装置である。
【００１３】
　図３は、情報処理装置１０６の機能構成の一例を示す図である。
　通過検知部１１２は、監視カメラで撮像された映像を解析し、人体の通過検知線２０３
の通過を検知する。又は、通過検知部１１２は、監視カメラに設けられた、又は通過検知
線２０３に近傍に設置された通過センサからの信号に基づき、人体の通過検知線２０３の
通過を検知するようにしてもよい。ここで、図３では、情報処理装置１０６に通過検知部
１１２を実装する例を示しているが、通過検知部１１２を監視カメラに実装してもよい。
通過検知部１１２を監視カメラに実装した場合、監視カメラは、通過検知部１１２で検知
された情報を、情報処理装置１０６に送信する。また、通過検知部１１２は、監視カメラ
で撮像された映像の解決結果、及び通過センサからの信号に基づき、人体の通過検知線２
０３の通過を検知するようにしてもよい。人体の通過検知線２０３の通過の検知は、待ち
行列から出ていくオブジェクトの検知の一例である。
　カウント部１１３は、画像処理及び画像処理の結果の解析により、監視カメラの映像か
ら人体を検出し、人数をカウントする。制御部１１６は、入力部１１１を介したユーザー
指示に基づき、予め行列が写る範囲を範囲２０２として設定していてもよい。カウント部
１１３は、待ち行列のエリアの状況によって、一つ又は複数の監視カメラからの映像を使
用してもよい。
　通過頻度算出部１１４は、予め定められた時間内に、通過検知部１１２が何人の人体を
検知したかを計算し、行列の進行方向の通過頻度を算出する。例えば、通過頻度算出部１
１４は、行列から出ていくオブジェクトの頻度（単位時間に行列から出ていくオブジェク
トの数）を通過頻度として算出すればよい。
　待ち時間算出部１１５は、入力部１１１を介したユーザー指示に基づき設定された間隔
に応じて、カウント部１１３で算出された人数と、通過頻度算出部１１４で算出された人
体の通過頻度とから、待ち時間を予測し、予測した待ち時間を記憶部１０９等に記録する
。
　制御部１１６は、図３に示す構成の各機能を制御する。
【００１４】
　図４は、情報処理の一例を示すフローチャートである。図４のフローチャートに係る処
理は、例えば、待ち時間予測システムが起動された時点から開始される。
　Ｓ３０１において、制御部１１６は、設定情報に基づきカウント範囲をカウント部１１
３へ設定する。より具体的に説明すると、制御部１１６は、入力部１１１を介したユーザ
ー指示に基づきカウント範囲を示す設定情報を記憶部１０９に記憶する。制御部１１６は
、記憶部１０９に記憶した設定情報に基づきカウント範囲をカウント部１１３へ設定する
。また、制御部１１６は、人体判別処理を行う待ち人数の閾値を待ち時間算出部１１５へ
設定する。また、制御部１１６は、待ち時間予測を行うタイミングを通過頻度算出部１１
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４、待ち時間算出部１１５に設定する。制御部１１６は、これらの設定を必ずしも毎回行
う必要はなく、予め記憶した値を読み込んで設定を行ってもよい。制御部１１６は、待ち
人数の閾値として、係員等の行列を構成しない人体の数が分かっている場合には予め設定
されている人体の数を用いてもよい。また、制御部１１６は、行列を構成しない人体の数
が未知の場合はカウントを行うカウント範囲の大きさに応じて自動で閾値を設定してもよ
い。
　Ｓ３０２において、通過検知部１１２は、通過センサからの信号や画像解析結果に基づ
き、人体の通過を検知する。
　Ｓ３０３において、カウント部１１３は、Ｓ３０１で設定されたカウント範囲内に存在
する人体のカウントを行う。カウント部１１３は、カウントした人数を待ち時間算出部１
１５に送る。
【００１５】
　Ｓ３０４において、待ち時間算出部１１５は、カウントされた人数がＳ３０１で設定し
た閾値を超えているかどうかの判断を行う。待ち時間算出部１１５は、カウントされた人
数が閾値以下であれば（Ｓ３０４においてＹｅｓ）、Ｓ３０５の人体判別処理を行い、閾
値より大きければ（Ｓ３０５においてＮｏ）、Ｓ３０５の処理をスキップし、Ｓ３０６の
通過頻度算出処理に移る。
　Ｓ３０５において、待ち時間算出部１１５は、Ｓ３０３でカウントされた人体が行列を
構成する人体かどうかの判別処理を行う。実施形態１においては、待ち時間算出部１１５
は、Ｓ３０１で設定された閾値以下であれば、カウントされた人体は行列を構成する人体
ではないと判別し、待ち人数の値を０（ゼロ）にする（待ち時間予測値を０にする）。Ｓ
３０５の処理により、係員等の行列を構成する人体以外の人数が予め分かっている場合、
予めその人数をＳ３０１の初期設定の処理で閾値として設定しておくことで、偽の行列を
検出してしまうことを防ぐことができる。
　Ｓ３０６において、通過頻度算出部１１４は、Ｓ３０１で設定された待ち時間予測タイ
ミングに応じて、通過検知部１１２の人体通過の検知結果から、行列の進行方向で予め定
めた時間内の人体の通過頻度を算出し記録する。
【００１６】
　Ｓ３０７において、待ち時間算出部１１５は、Ｓ３０１で設定された待ち時間予測タイ
ミングに応じて、カウント部１１３で算出された待ち人数と、通過頻度算出部１１４で算
出された物体の通過頻度とから、待ち時間を算出し、算出した待ち時間を記録する。この
とき、待ち時間の算出は、下記の式に基づいて行う。
　ＷＴｐ　＝　ＱＬ／ＴＨ
　ＷＴｐ：予測待ち時間
　ＱＬ　：待ち人数
　ＴＨ　：通過頻度
　システムの起動時等、通過頻度が０になってしまう場合を考慮して、通過頻度の初期値
を予め設定しておくのがよい。
　Ｓ３０８において、制御部１１６は、Ｓ３０７で求めた予測待ち時間を表示部１１０に
表示する。設定に応じて、制御部１１６は、過去の予測待ち時間や通過頻度等のデータを
表示部１１０に表示してもよい。また、通過頻度が０の場合には、制御部１１６は、予め
定めた表示を表示部１１０にするようにしておいてもよい。
　Ｓ３０９において、例えば、待ち時間算出部１１５は、待ち時間の予測の処理を終了す
るか否かを判断する。待ち時間算出部１１５は、待ち時間の予測の処理を続けて実行する
場合（Ｓ３０９においてＹｅｓ）は、Ｓ３０２へ戻り、終了する場合（Ｓ３０９において
Ｎｏ）は、図３に示すフローチャートの処理を終了する。
【００１７】
　本実施形態の処理によれば、行列を構成する人体とそれ以外の人体とが判別され、待ち
時間予測の精度低下を防ぐことができる。
【００１８】
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＜実施形態２＞
　実施形態２では、実施形態１と異なるＳ３０５の人体判別処理を行う。実施形態２では
、主に実施形態１と異なる点を説明する。
　待ち時間算出部１１５は、通過検知部１１２で指定時間通過が検知されない場合に、カ
ウントされた人体は行列を構成する人体ではないと判別し、待ち人数の値を０にする（待
ち時間予測値を０にする）。制御部１１６は、予めＳ３０１の初期設定時に指定時間を登
録しておく。例えば、制御部１１６は、入力部１１１を介したユーザー指示に基づき指定
時間を示す設定情報を記憶部１０９に記憶する。待ち時間算出部１１５は、記憶部１０９
に記憶された設定情報に基づき、通過検知部１１２で指定時間通過が検知されない場合に
、カウントされた人体は行列を構成する人体ではないと判別し、待ち人数の値を０にする
（待ち時間予測値を０にする）。この様な処理を行うことにより、カウント範囲内に存在
する人体で、その場に待機していて行列を退出することのない係員等を判別でき、偽の行
列を検出してしまうことを防ぐことができる。
【００１９】
　本実施形態の処理によれば、行列を構成する人体とそれ以外の人体とが判別され、待ち
時間予測の精度低下を防ぐことができる。
【００２０】
＜実施形態３＞
　実施形態３では、実施形態１、２と異なるＳ３０５の人体判別処理を行う。実施形態３
では、主に上述した実施形態と異なる点を説明する。
　より具体的には、図５に示したように、制御部１１６は、判別を行う指定領域４０１と
設定時間との指定を、予めＳ３０１の初期設定時に登録しておく。例えば、制御部１１６
は、入力部１１１を介したユーザー指示に基づき指定領域４０１と設定時間とを示す設定
情報を記憶部１０９に記憶する。待ち時間算出部１１５は、記憶部１０９に記憶された設
定情報に基づき、カウント部１１３において指定領域４０１での検出が設定時間で示され
る一定時間なかった場合に、カウントされた人体は行列を構成する人体ではないと判別す
る。そして、待ち時間算出部１１５は、待ち人数の値を０にする（待ち時間予測値を０に
する）。この様な処理を行うことにより、行列を構成する人体であれば必ず行列の先頭部
付近に存在することが予想されるため、行列を構成する人体とそれ以外の人体との判別が
でき、偽の行列を検出してしまうことを防ぐことができる。
【００２１】
　本実施形態の処理によれば、行列を構成する人体とそれ以外の人体とが判別され、待ち
時間予測の精度低下を防ぐことができる。
【００２２】
＜実施形態４＞
　実施形態１～３では、カウント部１１３で待ち人数カウントを行う範囲は、制御部１１
６が初期設定時に初期設定を行い、その後、固定範囲でのカウントを行っていた。しかし
、待ち人数カウントを行う範囲は可変であってもよい。
　制御部１１６は、Ｓ３０１の初期設定において、入力部１１１を介したユーザー指示に
基づき、時間帯ごとの混雑度によって、待ち人数カウントを行う範囲を変化させるように
予め設定しておいてもよい。例えば、制御部１１６は、入力部１１１を介したユーザー指
示に基づき、初期設定として、時間帯と、待ち人数カウント範囲と、を関連付けた設定情
報を記憶部１０９に記憶する。この様な処理を行うことで、無駄な範囲での検出を省くこ
とができる。例として、混雑度が小さいときの適用例を図６（ａ）に、大きいときの適用
例を図６（ｂ）に示す。
　カウント部１１３は、Ｓ３０３のカウントにおいて、現在の時間情報を取得し、取得し
た時間情報が含まれる時間帯と関連付けられた待ち人数カウント範囲を設定情報より取得
し、取得した待ち人数カウント範囲内に存在する人体のカウントを行う。
　また、例えば、制御部１１６等は、カウントした人体の増減に応じて、待ち人数カウン
ト範囲を広げたり、狭めたりしてもよい。
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　また、カウント部１１３は、取得した待ち人数カウント範囲の大きさに応じて、人体判
別処理を行う待ち人数閾値を変化させてもよい。図７の例では、待ち人数カウント範囲が
、所定の範囲より狭い場合は、待ち人数閾値を１（図７（ａ））とし、待ち人数カウント
範囲が、所定の範囲より広い場合は、待ち人数閾値を２（図７（ｂ））としている。
【００２３】
　本実施形態の処理によれば、待ち人数カウント範囲を可変とすることで、適切な待ち人
数カウントを行う範囲を設定でき、待ち時間予測の精度低下を防ぐことができる。
【００２４】
＜その他の実施形態＞
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給する。そして、そのシステム又は装置のコンピ
ュータにおける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可
能である。また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能
である。
【００２５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではない。
　上述した各実施形態では、人体が行列を構成している場合について説明したが、他のオ
ブジェクト、例えば、自動車、動物等であってもよい。
　また、上述した各実施形態を任意に組み合わせて実施してもよい。
【００２６】
　以上、上述した各実施形態の処理によれば、行列全体の待ち人数と行列を構成する人体
が予め定めた位置を通過する頻度とから待ち時間を予測する場合において、行列を構成す
る人体とそれ以外の人体との区別がつき、待ち時間予測の精度低下を防ぐことができる。
　また、より少ない処理でより精度よく待ち時間を予測することができる。
【符号の説明】
【００２７】
１００　撮像装置
１０６　情報処理装置
１０８　ＣＰＵ
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