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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する施設において来場した利
用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの状態を閲覧可能にする利用者
管理装置であって、
　来場した利用者に受付番号札を発行する番号札発行部と、
　前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で
利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得する第１の画像取得部と、
　前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供が終了するまでの
少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像を取得する第２の画
像取得部と、
　少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人物画像を取得
する第３の画像取得部と、
　利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成して管理する利用者情報管理部と、
　この利用者情報管理部で生成した前記状態表示情報をユーザに提示する利用者情報提示
部と、
を備え、
　前記利用者情報管理部は、
　前記第１、第２および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と、利
用者の種類を判定する利用者種類判定部と、を有し、
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　前記人物照合部による照合結果に応じて、前記役務または物品の提供に係る利用者の状
態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類に
よってグループ分けして表示される前記状態表示情報を生成することを特徴とする利用者
管理装置。
【請求項２】
　前記利用者情報管理部は、
　前記人物照合部により検知された利用者の状態、および前記人物画像の撮影時刻に基づ
き、利用者の状態に関する経過時間を利用者ごとに計測する時間計測部をさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載の利用者管理装置。
【請求項３】
　前記時間計測部は、前記経過時間として、利用者が入場してから退場するまでに要した
場内滞在時間を利用者ごとに計測することを特徴とする請求項２に記載の利用者管理装置
。
【請求項４】
　前記時間計測部は、前記経過時間として、前記役務または物品の提供に関する業務を開
始してから終了するまでに要した業務所要時間を利用者ごとに計測することを特徴とする
請求項２に記載の利用者管理装置。
【請求項５】
　前記利用者情報管理部は、
　前記時間計測部により取得した前記利用者ごとの経過時間を集計して、所定期間ごとの
経過時間を取得する集計処理部をさらに備えたことを特徴とする請求項２から請求項４の
いずれかに記載の利用者管理装置。
【請求項６】
　前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務または物品の提供が不明な
利用者が退場したことが検知されるとともに、その利用者が再度入場したことが検知され
ると、その利用者を、施設から一時的に外出した一時外出者と判定することを特徴とする
請求項１に記載の利用者管理装置。
【請求項７】
　前記利用者情報管理部は、
　前記人物画像の撮影時刻に基づき、利用者が入場してから退場するまでに要した場内滞
在時間を利用者ごとに計測する時間計測部を備え、
　前記利用者種類判定部は、前記時間計測部による計測結果に基づき、前記利用者の種類
を判定することを特徴とする請求項１に記載の利用者管理装置。
【請求項８】
　前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務または物品の提供が不明な
利用者が退場したことが検知されるとともに、前記時間計測部による前記場内滞在時間が
所定時間以内である場合に、その利用者を、入場した後に前記役務または物品の提供を受
けないまま直ちに退場した即時退場者と判定することを特徴とする請求項７に記載の利用
者管理装置。
【請求項９】
　前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務または物品の提供が不明な
利用者が退場したことが検知されるとともに、前記時間計測部による前記場内滞在時間が
所定時間を超える場合に、その利用者を、利用者の操作に応じて前記役務または物品の提
供を行うセルフ機を利用したセルフ機利用者と判定することを特徴とする請求項７に記載
の利用者管理装置。
【請求項１０】
　前記利用者情報管理部は、
　前記利用者種類判定部により取得した利用者ごとの種類を集計して、所定期間ごとの種
類別の利用者の人数を取得する集計処理部をさらに備えたことを特徴とする請求項６から
請求項９のいずれかに記載の利用者管理装置。
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【請求項１１】
　受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する施設において来場した利
用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの状態を閲覧可能にする利用者
管理システムであって、
　前記施設に設置されたカメラと、
　来場した利用者に受付番号札を発行する番号札発行装置と、
　複数の情報処理装置と、
を有し、
　前記複数の情報処理装置のいずれかが、
　前記カメラにより前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取るまでの少なくとも
いずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得する第１の画像取得部と
、
　前記カメラにより前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供
が終了するまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像を
取得する第２の画像取得部と、
　前記カメラにより少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３
の人物画像を取得する第３の画像取得部と、
　利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成して管理する利用者情報管理部と、
　この利用者情報管理部で生成した前記状態表示情報をユーザに提示する利用者情報提示
部と、
を備え、
　前記利用者情報管理部は、
　前記第１、第２および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と、利
用者の種類を判定する利用者種類判定部と、を有し、
　前記人物照合部による照合結果に応じて、前記役務または物品の提供に係る利用者の状
態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類に
よってグループ分けして表示される前記状態表示情報を生成することを特徴とする利用者
管理システム。
【請求項１２】
　受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する施設において来場した利
用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの状態を閲覧可能にする処理を
情報処理装置により行う利用者管理方法であって、
　来場した利用者に受付番号札を発行するステップと、
　前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で
利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得するステップと、
　前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供が終了するまでの
少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像を取得するステップ
と、
　少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人物画像を取得
するステップと、
　利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成して管理するステップと、
　このステップで生成した前記状態表示情報をユーザに提示するステップと、
を備え、
　前記状態表示情報を生成して管理するステップでは、
　前記第１、第２および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行うステップと、利用
者の種類を判定するステップと、を有し、
　前記人物照合の結果に応じて、前記役務または物品の提供に係る利用者の状態を検知し
、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類によってグル
ープ分けして表示される前記状態表示情報を生成することを特徴とする利用者管理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する施設において
来場した利用者の状態を管理する利用者管理装置、利用者管理システムおよび利用者管理
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　銀行の窓口では、来店した順番に顧客からの依頼を受け付けて必要な業務を行うため、
発券機で受付番号札を発行して、受付番号で顧客を呼び出すようにしており、顧客は呼び
出しを受けるまで待合エリアで待つことになる。このとき、順番待ちの顧客が多く、顧客
を長時間待たせることになると、顧客満足度を低下させることになる。このため、来店し
た顧客の状態を把握して、待ち時間などの問題点を解消する改善策を検討することが、顧
客満足度の向上を図り、さらに店舗の効率的な運営を図る上で有益である。
【０００３】
　このような店舗に入店した顧客の状態を管理することに関連するものとして、従来、入
室する人物および退室する人物をそれぞれカメラで撮影した画像の間で人物照合を行い、
同一人物と判定された入室時の画像および退室時の画像の各撮影時刻から、入室から退室
までの経過時間を滞留時間として算出する技術が知られている（特許文献１参照）。また
、店舗に入店する顧客、精算を行う顧客、および店舗から退店する顧客をカメラでそれぞ
れ撮影して、その撮影画像から抽出された顔画像を収集し、この顔画像に基づく人物照合
により人物の対応付けを行って、顧客の行動に関する情報を収集する技術が知られている
（特許文献２参照）。また、受付札発行装置で受付札を受け取る顧客を撮影した画像、受
付札発行装置で顧客が入力操作を行うことで取得した来店目的、受付札の発行時刻から算
出された顧客の待ち時間、および接客を行う店員が所持する携帯端末装置で店員が入力操
作を行うことで取得した接客行為（声掛け）の実施状況などの情報を携帯端末装置に表示
する技術が知られている（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０７－２４９１３８号公報
【特許文献２】特開２００２－０４１７７０号公報
【特許文献３】特開２００９－１２２８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記の特許文献１に記載された技術は、単に店舗内で商品の受け渡し等
を待つ顧客の待ち時間を把握することができるに留まるものであり、また、特許文献２に
記載された技術では、来店した顧客の顔画像を収集して、以前に来店した顧客が再度来店
したことなど、顧客の行動を大まかに把握することができるにすぎず、来店した顧客の状
態を十分に詳しく把握することができないという問題があった。
【０００６】
　一方、特許文献３に記載された技術では、人物画像、来店目的、待ち時間、および接客
行為（声掛け）の実施状況などの情報を取得することができるが、受付番号札にＩＣタグ
を埋め込んで、ＩＣタグにより取得した情報に基づいて顧客を管理するため、窓口利用客
の通常の行動、すなわち発券機で受付番号札を受け取って待合エリアで待った後に呼び出
しを受けて窓口で手続きを行うという通常の行動とは異なる変則的な行動を顧客がとると
、そのような顧客の状態を適切に把握することができないという問題があった。
【０００７】
　すなわち、来店した顧客の行動は、店舗内の混雑状況や顧客自身の都合などに応じて異
なり、店舗に一度は入店したものの、店内が混雑しているために直ちに退店する顧客や、



(5) JP 6241666 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

待ち時間潰しをするために店舗から一時外出する顧客が存在する。また、銀行の店舗内に
は両替機が設置されており、この両替機を利用する顧客は、発券機で受付番号札を受け取
らずに両替機で両替を済ませると退店する。そこで、このような変則的な行動をとる顧客
の状態も漏れなく把握することができる技術が望まれる。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の問題点を解消するべく案出されたものであり、その主
な目的は、施設に来場した利用者の状態を漏れなくユーザが把握することができる利用者
管理装置、利用者管理システムおよび利用者管理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の利用者管理装置は、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供
する施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの
状態を閲覧可能にする利用者管理装置であって、来場した利用者に受付番号札を発行する
番号札発行部と、前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取るまでの少なくともい
ずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得する第１の画像取得部と、
前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供が終了するまでの少
なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像を取得する第２の画像
取得部と、少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人物画
像を取得する第３の画像取得部と、利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成し
て管理する利用者情報管理部と、この利用者情報管理部で生成した前記状態表示情報をユ
ーザに提示する利用者情報提示部と、を備え、前記利用者情報管理部は、前記第１、第２
および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と、利用者の種類を判定
する利用者種類判定部と、を有し、前記人物照合部による照合結果に応じて、前記役務ま
たは物品の提供に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利
用者の種類を判定し、その種類によってグループ分けして表示される前記状態表示情報を
生成する構成とする。
【００１０】
　また、本発明の利用者管理システムは、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利
用者に提供する施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利
用者ごとの状態を閲覧可能にする利用者管理システムであって、前記施設に設置されたカ
メラと、来場した利用者に受付番号札を発行する番号札発行装置と、複数の情報処理装置
と、を有し、前記複数の情報処理装置のいずれかが、前記カメラにより前記施設に入場し
てから前記受付番号札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複
数の第１の人物画像を取得する第１の画像取得部と、前記カメラにより前記受付番号によ
る呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供が終了するまでの少なくともいずれか
の時点で利用者を撮影した第２の人物画像を取得する複数の第２の画像取得部と、前記カ
メラにより少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人物画
像を取得する第３の画像取得部と、利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成し
て管理する利用者情報管理部と、この利用者情報管理部で生成した前記状態表示情報をユ
ーザに提示する利用者情報提示部と、を備え、前記利用者情報管理部は、前記第１、第２
および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と、利用者の種類を判定
する利用者種類判定部と、を有し、前記人物照合部による照合結果に応じて、前記役務ま
たは物品の提供に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利
用者の種類を判定し、その種類によってグループ分けして表示される前記状態表示情報を
生成する構成とする。
【００１１】
　また、本発明の利用者管理方法は、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者
に提供する施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者
ごとの状態を閲覧可能にする処理を情報処理装置により行う利用者管理方法であって、来
場した利用者に受付番号札を発行するステップと、前記施設に入場してから前記受付番号
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札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物画像
を取得するステップと、前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の
提供が終了するまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画
像を取得するステップと、少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数
の第３の人物画像を取得するステップと、利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を
生成して管理するステップと、このステップで生成した前記状態表示情報をユーザに提示
するステップと、を備え、前記状態表示情報を生成して管理するステップでは、前記第１
、第２および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行うステップと、利用者の種類を
判定するステップと、を有し、前記人物照合の結果に応じて、前記役務または物品の提供
に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判
定し、その種類によってグループ分けして表示される前記状態表示情報を生成する構成と
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、施設において来場した利用者を撮影した人物画像から人物照合の結果
に応じて、役務または物品の提供に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の
状態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類によってグループ分けして表示される状
態表示情報を生成するようにしたので、受付番号札を受け取らない利用者など、通常の行
動とは異なる変則的な行動をとる利用者も含めて、施設に来場した利用者の状態を漏れな
くユーザが把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る利用者管理システムの全体構成図
【図２】店舗のレイアウト、カメラ１ａ～１ｃの設置状況、および顧客の状態を説明する
店舗の平面図
【図３】ＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図
【図４】ＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図
【図５】ＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図
【図６】ＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図
【図７】ＰＣ３で行われる待ち時間計測処理の概要を説明する説明図
【図８】ＰＣ３の概略構成を示す機能ブロック図
【図９】モニタ７に表示される映像表示画面および除外人物登録画面を示す説明図
【図１０】人物照合部４２で行われる人物照合処理の概要を説明する説明図
【図１１】プリンタ８で出力される集計結果を表す帳票を示す説明図
【図１２】プリンタ８で出力される集計結果を表す帳票を示す説明図
【図１３】モニタ７に表示される顧客状態表示画面を示す説明図
【図１４】図１３に示した顧客状態表示画面の要部を示す説明図
【図１５】第２実施形態における店舗のレイアウト、カメラ１ａ～１ｃの設置状況、およ
び顧客の状態を説明する店舗の平面図
【図１６】第２実施形態においてＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　前記課題を解決するためになされた第１の発明は、受付番号に基づいて順番に役務また
は物品を利用者に提供する施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させる
と共に、利用者ごとの状態を閲覧可能にする利用者管理装置であって、来場した利用者に
受付番号札を発行する番号札発行部と、前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取
るまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得する
第１の画像取得部と、前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提
供が終了するまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像
を取得する第２の画像取得部と、少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影し
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た複数の第３の人物画像を取得する第３の画像取得部と、利用者ごとの利用者画像を含む
状態表示情報を生成して管理する利用者情報管理部と、この利用者情報管理部で生成した
前記状態表示情報をユーザに提示する利用者情報提示部と、を備え、前記利用者情報管理
部は、前記第１、第２および第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と
、利用者の種類を判定する利用者種類判定部と、を有し、前記人物照合部による照合結果
に応じて、前記役務または物品の提供に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用
者の状態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類によってグループ分けして表示され
る前記状態表示情報を生成する構成とする。
【００１５】
　これによると、施設において来場した利用者を撮影した人物画像から人物照合の結果に
応じて、役務または物品の提供に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の状
態に基づき、利用者の種類を判定し、その種類によってグループ分けして表示される状態
表示情報を生成するようにしたので、受付番号札を受け取らない利用者など、通常の行動
とは異なる変則的な行動をとる利用者も含めて、施設に来場した利用者の状態を漏れなく
ユーザが把握することができる。
【００１６】
　また、第２の発明は、前記利用者情報管理部は、前記人物照合部により検知された利用
者の状態、および前記人物画像の撮影時刻に基づき、利用者の状態に関する経過時間を利
用者ごとに計測する時間計測部をさらに備えた構成とする。
【００１７】
　これによると、利用者の状態に関する経過時間をユーザが把握することができる。これ
により、施設内の混雑状態や、役務または物品の提供に係る業務の効率などを評価するこ
とができる。
【００１８】
　また、第３の発明は、前記時間計測部は、前記経過時間として、利用者が入場してから
退場するまでに要した場内滞在時間を利用者ごとに計測する構成とする。
【００１９】
　これによると、利用者ごとの場内滞在時間をユーザが把握することができる。
【００２０】
　また、第４の発明は、前記時間計測部は、前記経過時間として、前記役務または物品の
提供に関する業務を開始してから終了するまでに要した業務所要時間を利用者ごとに計測
する構成とする。
【００２１】
　これによると、利用者ごとの業務所要時間をユーザが把握することができる。そして、
利用者ごとの業務所要時間を、業務を行う窓口ごとに集計して、窓口ごとの業務所要時間
を取得すると、窓口ごとの業務効率などを評価することができる。
【００２２】
　また、第５の発明は、前記利用者情報管理部は、前記時間計測部により取得した前記利
用者ごとの経過時間を集計して、所定期間ごとの経過時間を取得する集計処理部をさらに
備えた構成とする。
【００２３】
　これによると、所定期間ごとの経過時間をユーザが把握することができる。そして、所
定期間ごとの経過時間を時系列で並べて表示するようにすれば、経過時間の時間的な推移
状況をユーザが簡単に把握することができ、また、異なる日時の経過時間を対比可能に並
べて表示するようにすれば、経過時間の日時による違いをユーザが簡単に把握することが
できる。
【００２６】
　また、第６の発明は、前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務また
は物品の提供が不明な利用者が退場したことが検知されるとともに、その利用者が再度入
場したことが検知されると、その利用者を、施設から一時的に外出した一時外出者と判定
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する構成とする。
【００２７】
　これによると、一時外出者をユーザが把握することができる。
【００２８】
　また、第７の発明は、前記利用者情報管理部は、前記人物画像の撮影時刻に基づき、利
用者が入場してから退場するまでに要した場内滞在時間を利用者ごとに計測する時間計測
部を備え、前記利用者種類判定部は、前記時間計測部による計測結果に基づき、前記利用
者の種類を判定する構成とする。
【００２９】
　これによると、人物画像間の人物照合のみで判定することができない利用者の種類を判
別することができる。
【００３０】
　また、第８の発明は、前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務また
は物品の提供が不明な利用者が退場したことが検知されるとともに、前記時間計測部によ
る前記場内滞在時間が所定時間以内である場合に、その利用者を、入場した後に前記役務
または物品の提供を受けないまま直ちに退場した即時退場者と判定する構成とする。
【００３１】
　これによると、即時退場者をユーザが把握することができる。
【００３２】
　また、第９の発明は、前記利用者種類判定部は、前記人物照合部により、前記役務また
は物品の提供が不明な利用者が退場したことが検知されるとともに、前記時間計測部によ
る前記場内滞在時間が所定時間を超える場合に、その利用者を、利用者の操作に応じて前
記役務または物品の提供を行うセルフ機を利用したセルフ機利用者と判定する構成とする
。
【００３３】
　これによると、セルフ機利用者をユーザが把握することができる。
【００３４】
　また、第１０の発明は、前記利用者情報管理部は、前記利用者種類判定部により取得し
た利用者ごとの種類を集計して、所定期間ごとの種類別の利用者の人数を取得する集計処
理部をさらに備えた構成とする。
【００３５】
　これによると、所定期間ごとの種類別の利用者の人数をユーザが把握することができる
。そして、所定期間ごとの種類別の利用者の人数を時系列で並べて表示するようにすれば
、種類別の利用者の人数の時間的な推移状況をユーザが簡単に把握することができ、また
、異なる日時の種類別の利用者の人数を対比可能に並べて表示するようにすれば、種類別
の利用者の人数の日時による違いをユーザが簡単に把握することができる。
【００３６】
　また、第１１の発明は、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する
施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの状態
を閲覧可能にする利用者管理システムであって、前記施設に設置されたカメラと、来場し
た利用者に受付番号札を発行する番号札発行装置と、複数の情報処理装置と、を有し、前
記複数の情報処理装置のいずれかが、前記カメラにより前記施設に入場してから前記受付
番号札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物
画像を取得する第１の画像取得部と、前記カメラにより前記受付番号による呼び出しを受
けてから前記役務または物品の提供が終了するまでの少なくともいずれかの時点で利用者
を撮影した第２の人物画像を取得する複数の第２の画像取得部と、前記カメラにより少な
くとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人物画像を取得する第
３の画像取得部と、利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成して管理する利用
者情報管理部と、この利用者情報管理部で生成した前記状態表示情報をユーザに提示する
利用者情報提示部と、を備え、前記利用者情報管理部は、前記第１、第２および第３の人
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物画像の間で複数回の人物照合を行う人物照合部と、利用者の種類を判定する利用者種類
判定部と、を有し、前記人物照合部による照合結果に応じて、前記役務または物品の提供
に係る利用者の状態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判
定し、その種類によってグループ分けして表示される前記状態表示情報を生成する構成と
する。
【００３７】
　これによると、前記第１の発明と同様に、施設に来場した利用者の状態を漏れなくユー
ザが把握することができる。
【００３８】
　また、第１２の発明は、受付番号に基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する
施設において来場した利用者を撮影した人物画像を表示させると共に、利用者ごとの状態
を閲覧可能にする処理を情報処理装置により行う利用者管理方法であって、来場した利用
者に受付番号札を発行するステップと、前記施設に入場してから前記受付番号札を受け取
るまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第１の人物画像を取得する
ステップと、前記受付番号による呼び出しを受けてから前記役務または物品の提供が終了
するまでの少なくともいずれかの時点で利用者を撮影した複数の第２の人物画像を取得す
るステップと、少なくとも前記施設から退場する時点で利用者を撮影した複数の第３の人
物画像を取得するステップと、利用者ごとの利用者画像を含む状態表示情報を生成して管
理するステップと、このステップで生成した前記状態表示情報をユーザに提示するステッ
プと、を備え、前記状態表示情報を生成して管理するステップでは、前記第１、第２およ
び第３の人物画像の間で複数回の人物照合を行うステップと、利用者の種類を判定するス
テップと、を有し、前記人物照合の結果に応じて、前記役務または物品の提供に係る利用
者の状態を検知し、その検知された利用者の状態に基づき、利用者の種類を判定し、その
種類によってグループ分けして表示される前記状態表示情報を生成する構成とする。
【００３９】
　これによると、前記第１の発明と同様に、施設に来場した利用者の状態を漏れなくユー
ザが把握することができる。
【００４０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００４１】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る顧客管理システムの全体構成図である。この顧客管理シス
テム（利用者管理システム）は、銀行を対象にして構築されるものであり、カメラ１ａ～
１ｃと、レコーダ（映像蓄積装置）２と、ＰＣ（利用者管理装置）３と、を備えている。
【００４２】
　カメラ１ａ～１ｃは店舗内の適所に設置され、カメラ１ａ～１ｃにより店舗内が撮影さ
れ、これにより得られた映像がレコーダ２に蓄積される。
【００４３】
　ＰＣ３には、管理者などのユーザが種々の入力操作を行うマウスなどの入力デバイス６
と、監視画面を表示するモニタ（表示装置）７と、プリンタ８とが接続されている。この
ＰＣ３は、店舗内の適所に設置され、ユーザが、モニタ７に表示される監視画面により、
カメラ１ａ～１ｃで撮影された店舗内の映像をリアルタイムで閲覧することができ、また
、レコーダ２に録画された過去の店舗内の映像を閲覧することができる。
【００４４】
　また、カメラ１ａ～１ｃ、レコーダ２およびＰＣ３は、複数の店舗（施設）の各々に設
置されており、複数の店舗を総括する本部にはＰＣ１１が設置されており、このＰＣ１１
では、カメラ１ａ～１ｃで撮影された店舗内の画像をリアルタイムで閲覧することができ
、また、レコーダ２に録画された過去の店舗内の画像を閲覧することができ、これにより
本部で店舗内の状況を確認することができる。
【００４５】
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　店舗に設置されたＰＣ３は、店舗に来店した顧客（利用者）の状態を管理する利用者管
理装置として構成され、このＰＣ３で生成した顧客情報（利用者情報）は、ＰＣ３自身で
閲覧することができ、さらに、本部に設置されたＰＣ１１に送信されて、このＰＣ１１で
も閲覧することができ、ＰＣ３，１１が顧客情報を閲覧する閲覧装置として構成される。
【００４６】
　次に、図１に示した店舗のレイアウト、カメラ１ａ～１ｃの設置状況、および顧客の状
態について説明する。図２は、店舗のレイアウト、カメラ１ａ～１ｃの設置状況、および
顧客の状態を説明する店舗の平面図である。
【００４７】
　店舗には、出入口と、ロビーと、窓口と、バックヤードと、が設けられている。顧客は
出入口から出入りし、入店した顧客はロビーに滞在する。ロビーには、待合エリアが設け
られており、窓口を利用する顧客は、呼び出しを受けるまで待合エリアで待機する。窓口
は複数設けられており、各窓口では、店員（テラー）が顧客からの依頼を受け付けて所要
の窓口業務を行う。バックヤードでは、窓口業務を支援する後方支援業務を店員（オペレ
ータ）が行う。
【００４８】
　ロビーには、発券機２１と、両替機２２と、が設置されている。発券機２１は、窓口を
利用する顧客を来店した順番に呼び出すための受付番号札を発行するものである。両替機
２２は、顧客自らが操作して両替を行うものである。
【００４９】
　窓口には、呼出表示パネル２３と、操作端末２４と、が設置されている。呼出表示パネ
ル２３は、受付番号を表示して顧客の呼び出しを行うものである。操作端末２４は、店員
（テラー）が操作するものであり、図示しない操作ボタンを備えている。先客の業務が終
了して呼び出しボタンを操作すると、呼出表示パネル２３に受付番号が表示される。呼び
出した顧客が窓口に現れると、受付ボタンを操作する。呼び出した顧客が窓口に現れない
と、不在ボタンを操作し、これに応じて次の受付番号による顧客の呼び出しが行われる。
【００５０】
　また、店舗には、来店した顧客を撮影する複数のカメラ１ａ～１ｃが設置されている。
本実施形態では、出入口から入店する顧客を撮影する入店カメラ１ａと、窓口で手続きを
行う顧客を撮影する窓口カメラ１ｂと、出入口から退店する顧客を撮影する退店カメラ１
ｃと、が設置されている。これらのカメラ１ａ～１ｃは、顧客の顔を概ね正面から撮影す
るように設置されている。
【００５１】
　なお、本実施形態では、１つの出入口で顧客が店舗に出入りするようにしたが、入口お
よび出口を別々に設けるようにしてもよい。この場合、入店カメラ１ａおよび退店カメラ
１ｃは入口および出口にそれぞれ設置される。
【００５２】
　店舗に来店した顧客は、来店した目的や店舗の混雑状況や顧客自身の都合などに応じて
種々の行動をとる（図２の点線で示す顧客Ｃの経路参照）。すなわち、窓口を利用する顧
客（窓口利用客）の場合には、出入口から入店すると、まず、発券機で受付番号札を受け
取り、呼び出しを受けるまで待合エリアで待機する。そして、呼び出しを受けると、窓口
で各種の手続きに関する業務の依頼を行い、窓口業務が終了すると、出入口から退店する
。また、バックヤードでの後方支援業務に時間を要する場合には、窓口で依頼を行った後
に、窓口から一時的に退席して待合エリアで再度の呼び出しを待ち、呼び出しを受けて窓
口業務が終了すると、出入口から退店する。
【００５３】
　また、両替機２２を利用する顧客（両替機利用客）の場合には、出入口から入店すると
、発券機２１で受付番号札を受け取ることなく両替機２２に向かい、両替機２２で両替を
済ませると、出入口から退店する。
【００５４】
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　また、店舗内が混雑している、特に窓口での順番待ちの顧客が多いと、窓口を利用する
目的で来店した顧客の中から、入店して直ちに帰る顧客（即時退店客）や、店舗外で待ち
時間潰しをするために店舗から一時外出する顧客（一時外出客）が現れる。
【００５５】
　次に、図１に示したＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要について説明する。図３、図
４、図５および図６は、ＰＣ３で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図である。
図３は、窓口利用客の場合を示し、図４は、両替機利用客の場合を示し、図５は、即時退
店客の場合を示し、図６は、一時外出客の場合を示す。
【００５６】
　図３（Ａ）に示すように、窓口利用客の場合には、まず、顧客が出入口から入店すると
、その顧客が入店カメラ１ａで撮影される。このとき、撮影画像から抽出された人物画像
と登録された人物画像との間で人物照合が行われ、人物照合が失敗する、すなわち入店し
た人物が登録された顧客および店員の中に存在しない場合には、新規の顧客が入店したこ
とが検知され、その人物が新規に顧客として登録される。
【００５７】
　次に、入店した顧客は発券機２１で受付番号札を受け取った後、待合エリアで呼び出し
を待つ。そして、顧客が呼び出しを受けると、顧客は窓口で店員に業務の依頼を行い、そ
の顧客が窓口カメラ１ｂで撮影される。このとき、撮影画像から抽出された人物画像と登
録された人物画像との間で人物照合が行われ、人物照合が成功すると、顧客に役務を提供
する業務が実施されたことが検知され、該当する顧客の顧客情報が更新される。窓口での
業務が終了すると、顧客は出入口から退店し、その顧客が退店カメラ１ｃで撮影される。
このとき、撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合が行
われ、人物照合が成功すると、役務の提供が完了した顧客が退店したことが検知されて、
顧客の登録が抹消される。
【００５８】
　また、入店時の人物画像および退店時の人物画像の各撮影時刻から入店時刻および退店
時刻を取得して、入店してから退店するまでの時間、すなわち店内滞在時間が計測される
。また、窓口カメラ１ｂにより顧客が窓口に滞在する間継続して顧客が撮影され、この間
に取得した窓口利用時の人物画像の各撮影時刻から窓口業務の開始時刻および終了時刻を
取得して、顧客が窓口で業務を依頼してからその業務が終了するまでに要した時間、すな
わち業務所要時間を算出する。
【００５９】
　また、窓口業務に関連してバックヤードで行われる後方支援業務が時間を要するもので
ある場合には、図３（Ｂ）に示すように、窓口業務が複数回（ここでは２回）に分けて実
施される場合がある。この場合、業務所要時間の計測にあたっては、バックヤードでの後
方支援業務に要する時間を含めるようにするとよく、最初の窓口業務の開始時刻から最後
（ここでは２回目）の窓口業務の終了時刻までの時間が業務所要時間となる。
【００６０】
　図４に示すように、両替機利用客の場合には、まず、顧客が出入口から入店すると、そ
の顧客が入店カメラ１ａで撮影され、その撮影画像から検出された人物が顧客として登録
される。そして、入店した顧客は両替機２２に向かい、両替機２２で両替を済ませると、
出入口から退店し、そのときの顧客が退店カメラ１ｃで撮影される。このとき、顧客が窓
口カメラ１ｂで撮影されないため、役務の提供が完了したことの検知はなく、退店カメラ
１ｃによる撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合が行
われて人物照合が成功すると、役務の提供が不明な顧客が退店したことが検知されて、顧
客情報が更新される。
【００６１】
　また、入店時の人物画像および退店時の人物画像の各撮影時刻から入店時刻および退店
時刻を取得して、店内滞在時間が計測される。
【００６２】
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　図５（Ａ）に示すように、即時退店客の場合には、まず、顧客が出入口から入店すると
、その顧客が入店カメラ１ａで撮影され、その撮影画像から検出された人物が顧客として
登録される。そして、入店した顧客は店内の様子を見て、窓口で手続きを行うことを断念
すると、出入口から退店し、そのときの顧客が退店カメラ１ｃで撮影される。このとき、
顧客は窓口カメラ１ｂで撮影されないため、役務の提供が完了したことの検知はなく、退
店カメラ１ｃによる撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物
照合が行われて人物照合が成功すると、役務の提供が不明な顧客が退店したことが検知さ
れて、顧客情報が更新される。また、図５（Ｂ）に示すように、顧客が発券機２１で受付
番号札を受け取った後に、店内の様子を見て直ちに帰る場合もあり、この場合も図５（Ａ
）に示した場合と同様である。
【００６３】
　また、入店時の人物画像および退店時の人物画像の各撮影時刻から入店時刻および退店
時刻を取得して、店内滞在時間が計測される。
【００６４】
　図６に示すように、一時外出客の場合には、まず、顧客が出入口から入店すると、その
顧客が入店カメラ１ａで撮影され、その撮影画像から検出された人物が顧客として登録さ
れる。次に、入店した顧客は発券機２１で受付番号札を受け取った後、店内の様子を見て
、すぐに呼び出しがないものと考えて、店外で待ち時間潰しをするため、出入口から退店
し、そのときの顧客が退店カメラ１ｃで撮影される。このとき、顧客は窓口カメラ１ｂで
撮影されないため、役務の提供が完了したことの検知はなく、退店カメラ１ｃによる撮影
画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合が行われて人物照合
が成功すると、役務の提供が不明な顧客が退店したことが検知されて、顧客情報が更新さ
れる。
【００６５】
　そして、顧客が店舗に戻って出入口から入店すると、顧客が入店カメラ１ａで撮影され
る。このとき、撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合
が行われ、人物照合が成功する、すなわち入店した人物が登録された顧客の中に存在する
ことで、外出した顧客が店舗に戻ったことが検知される。これ以降は、図３に示した窓口
利用客と同様である。
【００６６】
　ここで、一時外出客の場合には、顧客が店舗に戻るため、役務の提供が不明な状態で退
店した顧客が入店したことが検知された時点で一時外出客を判別することができる。また
、両替機利用客および即時退店客の場合には、一時外出客とは異なり、店舗に戻ることは
ないため、閉店時刻までに戻らない、あるいは所定時間が経過しても戻らないことで、一
時外出客と区別することができる。
【００６７】
　一方、両替機利用客および即時退店客はともに、退店した時点では役務の提供が不明な
状態であるため、人物画像による人物照合のみでは、両替機利用客と即時退店客とを判別
することができない。そこで、本実施形態では、店内滞在時間に基づいて両替機利用客と
即時退店客とを判別する。すなわち、両替機利用客は両替機を利用するが、即時退店客は
なにもしないため、両替機利用客の方が即時退店客より店内滞在時間が長くなる場合が多
い。したがって、店内滞在時間を基準時間（しきい値）と比較して、両替機利用客および
即時退店客のいずれであるかの判定を行い、店内滞在時間が基準時間より長い場合には両
替機利用客と判定し、店内滞在時間が基準時間より短い場合には即時退店客と判定する。
【００６８】
　なお、両替機利用客は受付番号札を受け取らないため、図５（Ｂ）に示すように、即時
退店客が受付番号札を受け取っていた場合には、受付番号による呼び出しを行った時点で
不在と判断することができるため、この時点で即時退店客と判定するようにしてもよい。
【００６９】
　次に、図１に示したＰＣ３で行われる待ち時間計測処理の概要について説明する。図７
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は、ＰＣ３で行われる待ち時間計測処理の概要を説明する説明図である。
【００７０】
　窓口利用客は、先客の業務が終了して呼び出しを受けるまで待合エリアで待つことにな
るが、順番待ちの顧客が多いと、顧客が長時間待たされることがあり、これは顧客にとっ
て大きな不満に感じる。そこで、本実施形態では、ＰＣ３で入店した顧客の状態を管理し
、特に顧客ごとの待ち時間を計測して、店員に必要な接客行為、すなわち長時間待たせて
いることを詫びる旨の声掛けを行わせるようにして、顧客満足度の向上を図るようにして
いる。
【００７１】
　具体的には、顧客が店舗の出入口から入店すると、その顧客が入店カメラ１ａで撮影さ
れ、このとき、撮影画像から検出された人物が顧客として登録されるとともに、待ち時間
の計測が開始される。そして、先客の業務が終了して呼び出しを受けて顧客が窓口に現れ
ると、その顧客が窓口カメラ１ｂで撮影され、このとき、撮影画像から抽出された人物画
像と登録された人物画像との間での人物照合が成功して、顧客に役務を提供する業務が実
施されたことが検知されると、待ち時間の計測が終了する。
【００７２】
　ここで、顧客が入店したところで計測が開始された待ち時間が長くなり、この待ち時間
が所定の基準時間を超えると、店員に接客行為を促す通知が行われ、これに応じて、店員
は、待合エリアに滞在する顧客の中から該当する顧客を見つけ出して、その顧客に必要な
接客行為、すなわち長時間待たせていることを詫びる旨の声掛けを行う。
【００７３】
　次に、図１に示したＰＣ３で行われる顧客管理処理について詳しく説明する。図８は、
ＰＣ３の概略構成を示す機能ブロック図である。
【００７４】
　ＰＣ３は、第１の画像取得部３１と、第２の画像取得部３２と、第３の画像取得部３３
と、顧客情報管理部（利用者情報管理部）３４と、入出力制御部３５と、を備えている。
【００７５】
　第１の画像取得部３１では、出入口から入店してから受付番号札を受け取るまでの少な
くともいずれかの時点で顧客を撮影した人物画像を取得する。本実施形態では、入店カメ
ラ１ａにより出入口から入店する顧客を撮影した入店時の人物画像（第１の人物画像）を
取得する。
【００７６】
　第２の画像取得部３２では、受付番号による呼び出しを受けてから役務の提供が終了す
るまでの少なくともいずれかの時点で顧客を撮影した人物画像を取得する。本実施形態で
は、窓口カメラ１ｂにより窓口で手続きを行う顧客を撮影した窓口利用時の人物画像、す
なわち、役務の提供を受ける最中の顧客を撮影した役務提供時の人物画像（第２の人物画
像）を取得する。
【００７７】
　第３の画像取得部３３では、退店カメラ１ｃにより出入口から退店する顧客を撮影した
退店時の人物画像（第３の人物画像）を取得する。
【００７８】
　第１～第３の画像取得部３１～３３では、カメラ１ａ～１ｃから入力された撮影画像か
ら人物を検出する人物検出処理と、この人物検出処理で検出された人物の顔領域の画像（
顔画像）を撮影画像から切り出す画像処理と、が行われ、顔画像が人物画像として出力さ
れる。
【００７９】
　顧客情報管理部３４は、第１～第３の画像取得部３１～３３によりそれぞれ取得した人
物画像に基づいて、顧客の状態に関する顧客情報を生成して管理するものであり、除外人
物登録部４１と、人物照合部４２と、顧客登録部４３と、顧客情報蓄積部４４と、時間計
測部４５と、顧客種類判定部４６と、接客要否判定部４７と、接客情報取得部４８と、集
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計処理部４９と、を備えている。
【００８０】
　除外人物登録部４１では、顧客管理の対象から除外する人物を登録する処理が行われる
。顧客が滞在するロビーには、顧客を案内する業務を専門に行う店員（ロビーアテンダン
ト）が配置され、このような店員がカメラ１ａ～１ｃで撮影されて顧客管理の対象に含ま
れると、顧客管理の精度が低下する。このため、本実施形態では、除外人物登録部４１に
おいて、店員などの対象外とする人物を撮影した人物画像を用いて、対象外の人物を予め
登録する処理が行われる。これにより、店員などの対象外の人物が顧客として登録される
ことを避けることができる。
【００８１】
　人物照合部４２では、第１～第３の画像取得部３１～３３によりそれぞれ入店カメラ１
ａ、窓口カメラ１ｂおよび退店カメラ１ｃによる撮影画像を取得すると、その撮影画像か
ら抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合が行われ、この人物照合の
結果に応じて、顧客の状態を検知する。本実施形態では、顧客の状態として、新規の顧客
が入店したこと、顧客に役務を提供する業務が実施されたこと、役務の提供が完了した顧
客が退店したこと、役務の提供が不明な顧客が退店したこと、および役務の提供が不明な
状態で退店した顧客が再度入場したことを検知する。
【００８２】
　すなわち、人物照合部４２では、第１の画像取得部３１により入店カメラ１ａによる撮
影画像を取得すると、その撮影画像から抽出された人物画像と登録された顧客の人物画像
との間で人物照合が行われる。さらに、除外人物登録部４１により対象外として登録され
た人物の人物画像との間で人物照合が行われる。そして、両方の人物照合が失敗する、す
なわち入店した人物が、登録された顧客および対象外として登録された人物の中に存在し
ない場合には、新規の顧客が入店したことを検知する（新規顧客入店検知）。また、この
ときの人物画像の撮影時刻から入店時刻を取得する。
【００８３】
　また、人物照合部４２では、第２の画像取得部３２により窓口カメラ１ｂによる撮影画
像を取得すると、その撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人
物照合が行われ、人物照合が成功する、すなわち同一の人物と判定されると、顧客に役務
を提供する業務が実施されたことを検知する（提供顧客検知）。また、このときの人物画
像の撮影時刻から窓口業務の開始時刻および終了時刻を取得する。
【００８４】
　また、人物照合部４２では、第３の画像取得部３３により退店カメラ１ｃによる撮影画
像を取得すると、その撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人
物照合が行われ、人物照合が成功する、すなわち同一の人物と判定されると、顧客が退店
したことを検知する。そして、顧客が、役務の提供が完了した状態であれば、役務の提供
が完了した顧客が退店したことを検知する（提供完了顧客退店検知）。一方、顧客が、役
務の提供が完了していない状態であれば、役務の提供が不明な顧客が退店したことを検知
する（提供不明顧客退店検知）。また、このときの人物画像の撮影時刻から退店時刻を取
得する。
【００８５】
　また、人物照合部４２では、第１の画像取得部３１により入店カメラ１ａによる撮影画
像を取得すると、その撮影画像から抽出された人物画像と、役務の提供が不明な状態で退
店した顧客の人物画像との間で人物照合が行われ、人物照合が成功する、すなわち同一の
人物と判定されると、外出した顧客が店舗に戻ったことを検知する（外出顧客戻り検知）
。また、このときの人物画像の撮影時刻から外出戻り時刻を取得する。
【００８６】
　この人物照合には、公知の人物認識技術を用いればよく、例えば、２つの画像から抽出
された特徴量データを比較して同一の人物か否かの判定を行えばよい。また、人物照合の
たびに画像から特徴量データを取得する必要はなく、既に特徴量データを取得していれば
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、その特徴量データを用いて人物照合を行えばよい。
【００８７】
　顧客登録部４３では、人物照合部４２により新規の顧客が入店したことが検知されると
、人物画像に映った人物を新規の顧客として登録する処理が行われる。この顧客登録処理
では、入店の順番にしたがって通し番号が顧客に付与され、人物画像および通し番号を含
む顧客情報が生成される。この顧客登録処理で生成した顧客情報は顧客情報蓄積部４４に
蓄積される。なお、顧客情報には、人物画像および通し番号の他に、入店時の人物画像の
撮影時刻、すなわち入店時刻などの情報も含まれる。
【００８８】
　また、顧客登録部４３では、人物照合部４２により役務の提供が完了した顧客が退店し
たことが検知されると、その顧客の登録を抹消する処理が行われる。なお、登録が抹消さ
れた顧客の顧客情報を顧客情報蓄積部４４から消去するようにしてもよいが、履歴として
残すようにしてもよい。ただし、履歴として活用する場合には、プライバシーを保護する
形で顧客情報を残すことが望ましい。例えば人物画像は消去し、集計処理部４９での処理
に必要となる顧客の状態に関する情報は保持するようにするとよい。
【００８９】
　また、顧客登録部４３では、人物照合部４２により、顧客に役務を提供する業務が実施
されたこと、役務の提供が不明な顧客が退店したこと、および外出した顧客が店舗に戻っ
たことがそれぞれ検知されると、これらの顧客の状態を表す状態情報をその顧客に関する
顧客情報に付加する更新処理が行われる。
【００９０】
　時間計測部４５では、人物照合部４２による検知結果に基づき、顧客の状態に関する経
過時間を顧客ごとに計測する処理が行われる。本実施形態では、経過時間として、顧客の
待ち時間をリアルタイムで計測する処理が行われる。この待ち時間計測処理では、待ち時
間として、人物照合部４２における新規顧客入店検知処理により取得した入店時刻から現
在までの経過時間を計測する。この待ち時間計測処理は、人物照合部４２により、顧客に
役務を提供する業務が開始されたことが検知されるまで継続される。
【００９１】
　また、本実施形態では、経過時間として、顧客が入店してから退店するまでに要した店
内滞在時間を計測する。また、本実施形態では、経過時間として、役務の提供に関する業
務、すなわち窓口利用客に対する窓口業務を開始してから終了するまでに要した業務所要
時間を計測する（図３参照）。
【００９２】
　店内滞在時間は、人物照合部４２における新規顧客入店検知処理により取得した入店時
刻と、退店検知処理により取得した退店時刻とから算出する。また、業務所要時間は、人
物照合部４２における提供顧客検知処理により取得した窓口業務の開始時刻および終了時
刻から算出する。なお、窓口業務が１回で済む場合（図３（Ａ）参照）には、その窓口業
務の開始時刻から終了時刻までの時間が業務所要時間となるが、窓口業務が複数回に分け
て実施される場合（図３（Ｂ）参照）には、最初の窓口業務の開始時刻から最後の窓口業
務の終了時刻までの時間が業務所要時間となる。
【００９３】
　顧客種類判定部４６では、人物照合部４２により検知された顧客の状態に基づき、顧客
の種類を判定する処理が行われる。本実施形態では、顧客の種類として、窓口利用客、両
替機利用客、即時退店客および一時外出客のいずれであるかを判定する。
【００９４】
　すなわち、窓口利用客の場合には、人物照合部４２により、窓口で顧客に役務を提供す
る業務が実施されたことが検知されることから、この検知結果に基づいて窓口利用客と判
定する。また、一時外出客の場合には、人物照合部４２により、外出した顧客が店舗に戻
ったことを検知されることから、この検知結果に基づいて一時外出客と判定する。
【００９５】
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　一方、両替機利用客および即時退店客の場合には、人物照合部４２により、役務の提供
が不明な顧客が退店したことが検知されるが、この検知結果は両替機利用客と即時退店客
とで同一であるため、人物照合部４２における検知結果のみでは両替機利用客と即時退店
客とを判別することができない。そこで、本実施形態では、店内滞在時間を基準時間（し
きい値）と比較して両替機利用客と即時退店客とを判別する。すなわち、店内滞在時間が
基準時間より長い場合には両替機利用客と判定し、店内滞在時間が基準時間より短い場合
には即時退店客と判定する。
【００９６】
　接客要否判定部４７では、時間計測部４５により取得した待ち時間に基づいて、待ち時
間が長くなる際に必要となる接客行為、すなわち長時間待たせていることを詫びる旨の声
掛けの要否を判定する処理が行われる。この接客要否判定処理では、待ち時間を所定の基
準時間と比較して、待ち時間が基準時間を超えた場合に接客行為が必要と判断する。
【００９７】
　なお、人物照合部４２により、役務の提供が不明な顧客が退店したことが検知された場
合に、待ち時間の計測を終了するようにしてもよいが、待ち時間の計測を継続して、一時
外出客にも対応するようにしてもよい。この場合、時間計測部４５により取得した待ち時
間が基準時間を超過していても、店舗に滞在していなければ、接客行為を不要と判断して
、その顧客に関する接客要否判定を行わないようにすればよい。
【００９８】
　また、例えば店舗側の方針で顧客の外出を原則禁止するような場合には、顧客が外出す
ると時間計測部４５での待ち時間の計時を一時的に停止する、また、外出時間分だけ基準
時間を長く設定する、また、顧客が店舗に戻ってきてからの待ち時間で接客要否判定を行
う、また、外出から戻った顧客には接客行為（声掛け）を行わない、などの方法も可能で
あり、接客要否判定の条件を店舗側の必要に応じて種々に変更設定することができるよう
にしてもよい。
【００９９】
　接客情報取得部４８は、店員から接客情報を取得するものであり、この接客情報取得部
４８では、接客情報として、店員による接客行為の実施状況に関する情報や、接客行為の
必要のない顧客に関する情報を、入出力制御部３５を介して取得する処理が行われる。接
客情報取得部４８で取得した情報は、該当する顧客の顧客情報として顧客情報蓄積部４４
に蓄積される。
【０１００】
　集計処理部４９では、時間計測部４５により取得した顧客ごとの経過時間を集計して、
所定期間ごとの経過時間を取得する処理が行われる。本実施形態では、時間計測部４５に
より取得した顧客ごとの店内滞在時間を時間帯ごとに集計して、時間帯ごとの店内滞在時
間を取得する。また、時間計測部４５により取得した顧客ごとの窓口での業務所要時間を
時間帯ごとに集計して、窓口ごとの業務所要時間を取得する。
【０１０１】
　また、集計処理部４９では、顧客種類判定部４６により取得した顧客ごとの種類を集計
して、所定期間ごとの種類別の顧客の人数を取得する処理が行われる。本実施形態では、
顧客種類判定部４６により取得した両替機利用客および即時退店客を集計して、時間帯ご
との両替機利用客および即時退店客の人数を取得する。
【０１０２】
　入出力制御部３５は、モニタおよびマウスなどの入力デバイス６を用いたＧＵＩ（Grap
hical User Interface）により、顧客情報管理部３４で生成した顧客情報を出力して店員
に提示する処理、および店員の入力操作による入力情報を取得する処理を行うものであり
、表示情報生成部（利用者情報提示部）５１と、入力情報取得部５２と、を備えている。
【０１０３】
　表示情報生成部５１では、登録された顧客の顧客情報を一覧表示する顧客状態表示画面
（図１３参照）に関する表示情報を生成してモニタ７に出力する処理が行われ、顧客状態
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表示画面がモニタ７に表示される。また、表示情報生成部５１では、集計処理部４９で生
成した集計結果情報に関する表示情報（図１１，１２参照）を生成してモニタ７やプリン
タ８に出力する処理が行われる。入力情報取得部５２では、店員が入力デバイス６を用い
てモニタ７に表示された画面上で行った入力操作に応じて入力情報を取得する処理が行わ
れる。
【０１０４】
　また、本実施形態では、顧客情報管理部３４において、窓口受付システムと連携して顧
客情報を管理する処理が行われる。窓口受付システムは、発券機２１と呼出表示パネル２
３と操作端末２４とで構成される。発券機２１は、窓口受付システムの制御部も備えてい
る。
【０１０５】
　この窓口受付システムでは、先客に対する窓口業務が終了して、店員（テラー）が操作
端末２４の呼出ボタンを操作すると、呼出表示パネル２３に次の受付番号が表示されて顧
客を呼び出し、これに応じて顧客が窓口に来たところで、店員が操作端末２４の受付ボタ
ンを操作する。このとき、店員が操作端末２４の呼出ボタンを操作した時刻を呼出時刻と
し、店員が操作端末２４の受付ボタンを操作した時刻を窓口受付時刻として、この呼出時
刻および窓口受付時刻と受付番号とが発券機２１から顧客登録部４３に送られる。
【０１０６】
　顧客登録部４３では、顧客と受付番号とを対応付ける処理が行われ、該当する顧客の顧
客情報に受付番号が付加される。顧客と受付番号との対応付けは時刻に基づいて行われる
。すなわち、第２の画像取得部３２において、窓口カメラ１ｂにより撮影された窓口利用
時の人物画像が取得され、人物照合部４２により窓口業務が開始されたことが検知される
と、人物画像および撮影時刻が顧客登録部４３に送られ、顧客登録部４３では、発券機２
１から取得した窓口受付時刻と撮影時刻とが近接していることを条件に、顧客と受付番号
との対応付けを行う。
【０１０７】
　なお、このように窓口受付システムでは呼出時刻および窓口受付時刻を取得することが
でき、この呼出時刻および窓口受付時刻を顧客情報として顧客情報蓄積部４４に蓄積する
ようにすると、時間計測部４５において、入店時刻から呼出時刻または窓口受付時刻まで
の経過時間を待ち時間として計測することもできる。
【０１０８】
　なお、図８に示したＰＣ３の各部は、ＰＣ３のＣＰＵに顧客管理用のプログラムを実行
させることで実現される。このプログラムは、情報処理装置としてのＰＣ３に予め導入し
て専用の装置として構成する他、汎用ＯＳ上で動作するアプリケーションプログラムとし
て適宜なプログラム記録媒体に記録して、またネットワークを介して、ユーザに提供され
るようにしてもよい。
【０１０９】
　また、本実施形態では、接客のために顧客情報をリアルタイムでユーザに提示する都合
上、第１～第３の画像取得部３１～３３、人物照合部４２、顧客登録部４３、および時間
計測部４５の各部の処理をリアルタイムで行う必要があるが、接客のための処理が必要な
い場合には、前記の各部の処理はリアルタイムで実行する必要はない。この場合、第１～
第３の画像取得部３１～３３はレコーダ２から画像を取得すればよい。
【０１１０】
　次に、図８に示した除外人物登録部４１で行われる除外人物登録処理について説明する
。図９は、図１に示したモニタ７に表示される映像表示画面および除外人物登録画面を示
す説明図である。
【０１１１】
　本実施形態では、除外人物登録部４１において、店員などの顧客管理の対象から除外す
る人物を登録する処理が行われる。この除外人物登録処理では、図９に示す映像表示画面
６１および除外人物登録画面６２がモニタ７に表示され、この映像表示画面６１および除
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外人物登録画面６２上でユーザが所要の操作を行うことで、除外人物登録部４１で除外人
物登録処理が実行される。
【０１１２】
　具体的には、映像表示画面６１にカメラ１ａ～１ｃごとの映像が表示され、登録したい
人物をカメラ１ａ～１ｃで撮影して、映像表示画面６１に人物が写る映像が表示されると
、ＳＴＯＰボタン６３を操作して映像の再生を停止した上で登録ボタン６４を操作すると
、ホップアップで除外人物登録画面６２が表示され、このとき、映像から検出された人物
の顔画像が抽出されて除外人物登録画面６２に表示される。この除外人物登録画面により
、顧客管理の対象から除外する人物の顔画像と、その人物の属性などに関する情報を登録
することができる。
【０１１３】
　除外人物登録画面６２には、人物ごとに、顔画像表示部７１と、属性表示部７２と、コ
メント表示部７３と、が設けられている。顔画像表示部７１には、人物の顔画像が表示さ
れる。属性表示部７２には、顔画像および人物に関する属性（撮影日時、氏名、従業員な
ど）が表示される。コメント表示部７３には、職名などのコメントが表示される。
【０１１４】
　また、除外人物登録画面６２には、ファイル読込ボタン７４、従業員ボタン７５、登録
顔編集ボタン７６および削除ボタン７７が設けられている。ファイル読込ボタン７４は、
別に用意した画像ファイルを読み込むものであり、その画像ファイルに格納された顔画像
を用いて除外人物登録が行われる。従業員ボタン７５は、従業員を選択する画面を表示さ
せるものであり、従業員として予め登録された人物の中から該当する人物を選択すると、
その人物の属性（氏名および従業員）が設定される。登録顔編集ボタン７６は、顔画像に
対する画像編集を開始させるものである。削除ボタン７７は、除外人物登録画面６２から
不要な人物を削除するものである。なお、属性表示部７２およびコメント表示部７３では
、必要な情報を直接入力することができるようにしてもよい。
【０１１５】
　次に、図８に示した人物照合部４２で行われる人物照合処理について説明する。図１０
は、人物照合部４２で行われる人物照合処理の概要を説明する説明図である。
【０１１６】
　本実施形態では、出入口から入店する顧客が入店カメラ１ａで撮影され、第１の画像取
得部３１において、人物追跡により入店カメラ１ａで撮影された画像から人物が検出され
るたびにその人物の顔画像を取得し、この顔画像が顧客情報蓄積部４４に蓄積される。こ
れにより、顧客情報蓄積部４４には、複数の人物ごとの顔画像が蓄積され、さらに１人の
人物に関する複数の顔画像が蓄積される。
【０１１７】
　一方、出入口から退店する顧客が退店カメラ１ｃで撮影され、第３の画像取得部３３に
おいて、人物追跡により退店カメラ１ｃで撮影された画像から人物が検出されるたびにそ
の人物の顔画像を取得する。そして、人物照合部４２において、第３の画像取得部３３で
取得した顔画像と、顧客情報蓄積部４４に蓄積された全ての顔画像との間で人物照合が行
われ、この人物照合は、第３の画像取得部３３において顔画像を取得するたびに行われる
。
【０１１８】
　人物照合部４２では、入店時の複数の顔画像と退店時の複数の顔画像との間で類似度を
算出し、類似度が所定のしきい値以上となると、２つの顔画像を同一人物と判断する。
【０１１９】
　このように人物照合部４２では、複数の顔画像で人物照合を行うため、誤照合の発生を
抑えることができる。すなわち、第１，第３の画像取得部３１，３３では、必ずしも正面
を向いた適切な顔画像を取得することができるとは限らないため、１つの顔画像で人物照
合を行うと、誤照合が発生するおそれがあるが、本実施形態では、複数枚の顔画像で人物
照合を行うため、人物照合の精度を向上させて、誤照合の発生を抑えることができる。一
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方、複数枚の顔画像で人物照合を行うと、人物照合の回数が増加するが、人物照合の対象
となる顧客、すなわち店舗内に滞在する顧客は数十人程度であり、人物照合の処理負荷は
さほど大きくなく、リアルタイムな処理が可能である。
【０１２０】
　このようにして人物照合が成功すると、該当する人物の入店時の顔画像のうち、最初に
取得した顔画像の撮影時刻を入店時刻とし、該当する人物の退店時の顔画像のうち、最後
に取得した顔画像の撮影時刻を退店時刻とする。
【０１２１】
　なお、窓口カメラ１ｂで撮影されて第２の画像取得部３２で取得した窓口利用時の顔画
像についても同様の要領で、顧客情報蓄積部４４に蓄積された入店時の顔画像との間で人
物照合が行われる。
【０１２２】
　次に、図８に示した集計処理部４９での集計結果について説明する。図１１および図１
２は、図１に示したプリンタ８で出力される集計結果を表す帳票を示す説明図である。
【０１２３】
　本実施形態では、集計処理部４９において、時間計測部４５により取得した顧客ごとの
店内滞在時間を時間帯（１時間）ごとに集計して、時間帯ごとの店内滞在時間を取得する
処理が行われ、これにより図１１（Ａ）に示すグラフが表示情報生成部５１において生成
されてプリンタ８で出力される。この場合、集計処理部４９では、顧客ごとに店舗滞在時
刻に基づいて、各時間帯で店舗に滞在した顧客を抽出し、その顧客ごとの店内滞在時間を
平均することで、時間帯ごとの店内滞在時間を求めればよい。なお、店舗滞在時刻は、入
店時刻、退店時刻、およびその間の適宜な時刻とすればよい。
【０１２４】
　このグラフにより、店内滞在時間の時間的な推移状況を把握することができる。そして
、店内滞在時間は、店内の混雑の程度に応じて変化することから、このグラフにより、店
内の混雑状況を把握することができる。
【０１２５】
　また、本実施形態では、集計処理部４９において、時間計測部４５により取得した顧客
ごとの窓口での業務所要時間を時間帯ごとに集計して、時間帯ごとの窓口別の業務所要時
間を取得する処理が行われ、これにより図１１（Ｂ）に示すグラフが表示情報生成部５１
において生成されてプリンタ８で出力される。この場合、集計処理部４９では、顧客ごと
の窓口利用時刻に基づいて、各時間帯で各窓口を利用した顧客を抽出し、その顧客ごとの
業務所要時間を平均することで、時間帯ごとの窓口別の業務所要時間を求めればよい。な
お、窓口利用時刻は、窓口業務の開始時刻、終了時刻、およびその間の適宜な時刻とすれ
ばよい。
【０１２６】
　このグラフにより、窓口ごとの業務所要時間の時間的な推移状況を把握することができ
る。そして、窓口ごとの業務所要時間は、窓口ごとの業務効率に応じて変化することから
、このグラフにより、窓口ごとの業務効率を把握することができる。
【０１２７】
　また、本実施形態では、集計処理部４９において、顧客種類判定部４６により両替機利
用客および即時退店客と判定された顧客を時間帯ごとに集計して、時間帯ごとの両替機利
用客および即時退店客の人数を取得する処理が行われ、これにより図１２（Ａ），（Ｂ）
に示すグラフが表示情報生成部５１において生成されてプリンタ８で出力される。この場
合、集計処理部４９では、両替機利用客および即時退店客と判定された顧客のうち、顧客
ごとの店舗滞在時刻に基づいて、各時間帯で店舗に滞在した顧客を抽出し、その顧客の人
数を時間帯ごとに集計することで、時間帯ごとの両替機利用客および即時退店客の人数を
求めればよい。
【０１２８】
　これらのグラフにより、両替機利用客および即時退店客の人数の時間的な推移状況を把
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握することができる。
【０１２９】
　なお、図１１および図１２に示した例では、集計単位期間を時間帯としたが、集計単位
期間を１日、１週間、および１月などとしてもよい。また、本実施形態では、集計結果を
表す帳票をプリンタ８で出力するものとしたが、集計結果を表す画面をモニタ７に表示さ
せるようにしてもよい。
【０１３０】
　次に、顧客の状態を店員に提示する顧客状態表示画面について説明する。図１３は、図
１に示したモニタ７に表示される顧客状態表示画面を示す説明図である。図１４は、図１
３に示した顧客状態表示画面の要部を示す説明図である。
【０１３１】
　本実施形態では、表示情報生成部５１において、呼び出し待ちの状態にある顧客の顧客
情報を一覧表示する顧客状態表示画面に関する表示情報を生成する処理が行われ、図１３
に示す顧客状態表示画面がモニタ７に表示される。
【０１３２】
　この顧客状態表示画面には、顧客ごとの顧客情報を表示する顧客情報表示部８１が並べ
て設けられている。また、この顧客状態表示画面には、全ての顧客の待ち時間を平均した
平均待ち時間が表示される。
【０１３３】
　顧客情報表示部８１は、顧客が存在する場所（待合エリアおよび店舗外）でグループ分
けして表示されており、待合エリアの欄には、待合エリアにいると想定される顧客、すな
わち店舗に滞在する顧客のうち、呼び出しを受けていない顧客が表示され、店舗外の欄に
は、店舗外にいる顧客、すなわち役務の提供が不明なまま退店した顧客が表示される。顧
客が店舗に入店して登録されると、その顧客に関する顧客情報表示部８１が待合エリアの
欄に表示され、役務の提供が不明なまま顧客が退店すると、待合エリアの欄から店舗外の
欄に顧客情報表示部８１が移動し、顧客が店舗に戻ると、店舗外の欄から待合エリアの欄
に顧客情報表示部８１が移動する。
【０１３４】
　なお、一時外出客の他に、両替機利用客や即時退店客の場合も、役務の提供が不明なま
ま退店した顧客となることから、その顧客に関する顧客情報表示部８１は店舗外の欄に表
示される。
【０１３５】
　図１４（Ａ）に示すように、顧客情報表示部８１には、通し番号表示部８２と、人物画
像表示部８３と、待ち時間表示部８４と、外出状態表示部８５と、接客情報入力表示部８
６と、削除ボタン８７とが設けられている。通し番号表示部８２には、顧客登録部４３で
登録時に顧客に入店順に付与された通し番号が表示される。人物画像表示部８３には、顧
客登録部４３で登録された顧客の顔画像が表示される。待ち時間表示部８４には、時間計
測部４５で取得した待ち時間が表示される。
【０１３６】
　外出状態表示部８５には、外出に関する状態情報が表示され、具体的には、退店してい
ない場合には空欄となり、退店して店舗内にいない場合には「外出中」の文字が表示され
、外出から戻った場合には「外出戻り」の文字が表示される。
【０１３７】
　接客情報入力表示部８６では、店員による接客行為の実施状況、すなわち店員が実際に
行った接客行為が店員により入力され、入力内容に応じた接客行為の実施状況が表示され
る。
【０１３８】
　具体的には、図１４（Ｂ）に示すように、接客情報入力表示部８６を操作すると、プル
ダウンメニューとして、未対応、対応１回、対応２回、および対象外の各選択項目が表示
される。この接客情報入力表示部８６には、初期状態として「未対応」が表示され、最初
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に接客行為を行った場合に「対応１回」を選択し、２回目の接客行為を行った場合に「対
応２回」を選択する。また、店員が実際に行った接客行為などにより、同伴者であること
が判明した場合や、呼び出しを待つ以外の理由で待合エリアにいることが判明した場合に
は、接客行為の必要のない顧客と判断して「対象外」を選択する。この選択操作に応じて
接客情報入力表示部８６の表示文字が切り換えられる。
【０１３９】
　ここで、「対象外」が選択された顧客は、接客要否判定部４７で行われる接客要否判定
処理の対象外となり、その顧客については、待ち時間が超過したことに関する通知は行わ
れない。
【０１４０】
　また、窓口業務が複数回に分けて行われる場合（図３（Ｂ）参照）に、２回目以降の待
ち状態を表す選択項目を接客情報入力表示部８６に設けるようにしてもよい。このように
すると、呼び出しを２回以上待つ顧客を店員が把握することができる。
【０１４１】
　図１４（Ａ）に示したように、削除ボタン８７は、手動で顧客の登録を抹消するもので
あり、この削除ボタン８７を操作すると、顧客登録部４３で登録抹消処理が実行され、そ
の顧客の顧客情報表示部８１が顧客状態表示画面から削除される。この削除ボタン８７に
より手動で顧客の登録を抹消する場合としては、接客行為の対象外の人物、すなわち同伴
者などの接客行為の必要のない人物の場合、何等かの誤った処理で同一人物が重複して登
録された場合、ならびに未登録の店員が顧客として登録された場合などである。
【０１４２】
　また、誤操作により誤って顧客の登録が抹消されることを避けるため、削除ボタン８７
を操作すると、確認画面がポップアップで表示され、その確認画面でＯＫボタンを操作す
ると、削除が確定するようにするとよい。また、接客情報入力表示部８６で「対象外」を
選択した人物のみを削除することができるようにしてもよい。
【０１４３】
　なお、人物照合部４２により役務の提供が完了したことが検知された顧客については、
自動的に顧客登録部４３で登録抹消処理が実行され、その顧客の顧客情報表示部８１が顧
客状態表示画面から削除される。
【０１４４】
　また、図１３に示した顧客状態表示画面では、接客要否判定部４７において、待ち時間
が基準時間を超えて、接客行為、すなわち、長時間待たせていることを詫びる旨の声掛け
が必要と判断された顧客を店員に通知するため、該当する顧客の顧客情報表示部８１が強
調表示される。特にここでは、顧客情報表示部８１が反転表示される。なお、顧客情報表
示部８１を反転表示させる他に、顧客情報表示部８１の表示色を変更するようにしてもよ
い。また、接客行為を促すメッセージをポップアップで表示するようにしてもよい。
【０１４５】
　また、図１３に示した顧客状態表示画面では、接客情報入力表示部８６の入力内容（未
対応、対応１回、対応２回、および対象外）に応じて、接客情報入力表示部８６の表示文
字とともに顧客情報表示部８１の表示色が変更される。
【０１４６】
　以上のように、本実施形態では、顧客情報管理部３４により、役務の提供に係る顧客の
状態を取得することができ、さらに、カメラ１ａ～１ｃにより撮影された人物画像のみで
顧客の状態を取得することができ、受付番号札に依存しないことから、受付番号札を受け
取らない顧客など、通常の行動とは異なる変則的な行動をとる顧客の状態の情報をも取得
することができ、これにより、店舗に来店した顧客の状態を漏れなくユーザが把握するこ
とができる。
【０１４７】
　また、本実施形態では、時間計測部４５において、人物照合部４２により検知された顧
客の状態、および人物画像の撮影時刻に基づき、顧客の状態に関する経過時間を顧客ごと
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に計測するようにしたため、顧客の状態に関する経過時間をユーザが把握することができ
る。これにより、店舗内の混雑状態や、役務の提供に係る業務の効率などを評価すること
ができる。
【０１４８】
　また、本実施形態では、時間計測部４５において、経過時間として、顧客が入場してか
ら退場するまでに要した場内滞在時間を顧客ごとに計測するようにしたため、顧客ごとの
場内滞在時間をユーザが把握することができる。
【０１４９】
　また、本実施形態では、時間計測部４５において、経過時間として、役務の提供に関す
る業務を開始してから終了するまでに要した業務所要時間を顧客ごとに計測するようにし
たため、顧客ごとの業務所要時間をユーザが把握することができる。そして、顧客ごとの
業務所要時間を、業務を行う窓口ごとに集計して、窓口ごとの業務所要時間を取得すると
、窓口ごとの業務効率などを評価することができる。
【０１５０】
　また、本実施形態では、集計処理部１９において、時間計測部４５により取得した顧客
ごとの経過時間を集計して、所定期間ごとの経過時間に関する顧客情報を生成するように
したため、所定期間ごとの経過時間をユーザが把握することができる。そして、所定期間
ごとの経過時間を時系列で並べて表示するようにすれば、経過時間の時間的な推移状況を
ユーザが簡単に把握することができ、また、異なる日時の経過時間を対比可能に並べて表
示するようにすれば、経過時間の日時による違いをユーザが簡単に把握することができる
。
【０１５１】
　また、本実施形態では、顧客種類判定部４６において、人物照合部４２により検知され
た顧客の状態に基づき、顧客の種類（窓口利用客、両替機利用客、即時退店客および一時
外出客）を判定するようにしたため、顧客の種類をユーザが把握することができる。
【０１５２】
　また、本実施形態では、顧客種類判定部４６において、人物照合部４２により、役務の
提供が不明な顧客が退場したことが検知されるとともに、その顧客が再度入場したことが
検知されると、その顧客を、施設から一時的に外出した一時外出客と判定するようにした
ため、一時外出客をユーザが把握することができる。
【０１５３】
　また、本実施形態では、時間計測部４５において、人物画像の撮影時刻に基づき、顧客
が入場してから退場するまでに要した場内滞在時間を顧客ごとに計測し、顧客種類判定部
４６において、時間計測部による計測結果に基づき、顧客の種類を判定するようにしたた
め、人物画像間の人物照合のみで判定することができない顧客の種類を判別することがで
きる。
【０１５４】
　また、本実施形態では、顧客種類判定部４６において、人物照合部４２により、役務の
提供が不明な顧客が退場したことが検知されるとともに、時間計測部４５による場内滞在
時間が所定時間以内である場合に、その顧客を、入場した後に役務の提供を受けないまま
直ちに退場した即時退場客と判定するようにしたため、即時退場客をユーザが把握するこ
とができる。
【０１５５】
　また、本実施形態では、顧客種類判定部４６において、人物照合部４２により、役務の
提供が不明な顧客が退場したことが検知されるとともに、時間計測部４５による場内滞在
時間が所定時間を超える場合に、その顧客を、顧客の操作に応じて役務の提供を行う両替
機などを利用したセルフ機利用客と判定するようにしたため、セルフ機利用客をユーザが
把握することができる。
【０１５６】
　また、本実施形態では、集計処理部４９において、顧客種類判定部４６により取得した
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顧客ごとの種類を集計して、所定期間ごとの種類別の顧客の人数を取得するようにしたた
め、所定期間ごとの種類別の顧客の人数をユーザが把握することができる。そして、所定
期間ごとの種類別の顧客の人数を時系列で並べて表示するようにすれば、種類別の顧客の
人数の時間的な推移状況をユーザが簡単に把握することができ、また、異なる日時の種類
別の顧客の人数を対比可能に並べて表示するようにすれば、種類別の顧客の人数の日時に
よる違いをユーザが簡単に把握することができる。
【０１５７】
　また、本実施形態では、人物照合部４２により検知された顧客の状態に関する顧客情報
をリアルタイムでユーザに提示するようにしたため、役務の提供待ちの状態にある顧客、
すなわち接客行為が必要とされる顧客の状態を店員が漏れなく把握することができる。こ
れにより、店員が必要な接客行為を行い、また、顧客が役務の提供を受けないまま放置さ
れることを避けることができるため、顧客の満足度を向上させることができる。
【０１５８】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る顧客管理システムについて説明する。なお、ここで特に言及
しない点は前記の第１実施形態と同様である。図１５は、店舗のレイアウト、カメラ１ａ
～１ｃの設置状況、および顧客の状態を説明する店舗の平面図である。図１６は、ＰＣ３
で行われる顧客管理処理の概要を説明する説明図である。
【０１５９】
　この第２実施形態では、図１５に示すように、両替機２２を利用する顧客を撮影する両
替機カメラ１ｄが設置されている。
【０１６０】
　この場合、図１６に示すように、顧客が出入口から入店すると、その顧客が入店カメラ
１ａで撮影され、その撮影画像から検出された人物が顧客として登録される。そして、顧
客が両替機２２で両替を行うと、その顧客が両替機カメラ１ｄで撮影される。このとき、
撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画像との間で人物照合が行われ、人物
照合が成功すると、顧客が両替機２２を利用したこと、すなわち役務の提供が完了したこ
とが検知されて、該当する顧客の顧客情報が更新される。
【０１６１】
　そして、顧客が両替機２２で両替を済ませて出入口から退店すると、その顧客が退店カ
メラ１ｃで撮影される。このとき、撮影画像から抽出された人物画像と登録された人物画
像との間で人物照合が行われ、人物照合が成功すると、役務の提供が完了した顧客が退店
したことが検知されて、顧客の登録が抹消される。
【０１６２】
　このように第２実施形態では、顧客が両替機２２を利用したことが両替機カメラ１ｄの
映像で検知されるため、より一層精度良く両替機利用客を判別することができる。また、
第１実施形態では、顧客が退店した時点では両替機利用客と一時外出客との判別ができな
いが、第２実施形態では、顧客が退店した時点で両替機利用客を判別することができる。
【０１６３】
　以上、本発明を特定の実施形態に基づいて説明したが、これらの実施形態はあくまでも
例示であって、本発明はこれらの実施形態によって限定されるものではない。また、上記
実施形態に示した本発明に係る利用者管理装置、利用者管理システムおよび利用者管理方
法の各構成要素は、必ずしも全てが必須ではなく、少なくとも本発明の範囲を逸脱しない
限りにおいて適宜取捨選択することが可能である。
【０１６４】
　例えば、本実施形態では、銀行などの金融機関の例について説明したが、発券機で利用
者に受付番号札を発行する施設、例えば携帯電話ショップ、旅行会社、調剤薬局、病院な
どの医療施設、百貨店、官公庁、およびイベント会場などに広く適用することができる。
また、本実施形態では、銀行などの金融機関の例で利用者に役務を提供するものとしたが
、商品などの物品を利用者に提供する店舗などに適用することも可能である。



(24) JP 6241666 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

【０１６５】
　また、本実施形態では、セルフ機（セルフサービス型の役務提供装置）として両替機を
設けたが、ＡＴＭ（automated teller machine）など、この他の装置であってもよい。Ａ
ＴＭは通常専用のエリアに設置されているが、窓口を利用する顧客が滞在するエリア（ロ
ビー）内に設置されることもある。
【０１６６】
　また、本実施形態では、発券機から受付番号札を受け取る顧客をカメラで撮影しないよ
うにしたが、このような顧客を撮影する発券機カメラを設置するようにしてもよい。また
、発券機は出入口の近傍に設置されるため、入店カメラ１ａにより、出入口から入店する
顧客とともに、発券機で受付番号札を受け取る顧客も撮影するようにしてもよい。
【０１６７】
　また、本実施形態では、第１の画像取得部３１において、入店カメラ１ａにより入店す
る顧客を撮影した人物画像を取得するようにしたが、この第１の画像取得部３１では、入
店してから受付番号札を受け取るまでの少なくともいずれかの時点で顧客を撮影した人物
画像を取得すればよい。なお、両替機利用客を対象とする場合には、発券機を利用しない
ため、少なくとも店舗に入店する時点で利用者を撮影した人物画像を取得する必要がある
。
【０１６８】
　また、本実施形態では、第２の画像取得部３２において、窓口カメラ１ｂにより窓口に
現れた顧客を撮影した人物画像を取得するようにしたが、この第２の画像取得部３２では
、受付番号による呼び出しを受けてから役務の提供が終了するまでの少なくともいずれか
の時点で顧客を撮影した人物画像を取得すればよい。これにより、顧客に役務を提供する
業務が実施されたことを検知することができる。
【０１６９】
　また、本実施形態では、第１～第３の画像取得部３１～３３をＰＣ３に設けたが、ＰＣ
３とは別に画像取得装置を設けることも可能である。また、この画像取得装置をカメラ１
ａ～１ｃに一体化して画像取得機能付きカメラとして構成することも可能である。
【０１７０】
　また、本実施形態では、ＰＣ３で人物追跡処理を行うものとしたが、この人物追跡処理
をＰＣ３とは別の装置で構成することも可能である。また、人物追跡の機能をカメラ１ａ
～１ｃに実装して人物追跡機能付きカメラとして構成することも可能である。
【０１７１】
　また、本実施形態では、顧客管理に必要な処理を、店舗に設けられたＰＣ３に行わせる
ようにしたが、この必要な処理を、図１に示したように、本部に設けられたＰＣ１１や、
クラウドコンピューティングシステムを構成するクラウドコンピュータ１２に行わせるよ
うにしてもよい。また、必要な処理を複数の情報処理装置で分担し、ＩＰネットワークや
ＬＡＮなどの通信媒体を介して、複数の情報処理装置の間で情報を受け渡すようにしても
よい。この場合、必要な処理を分担する複数の情報処理装置で顧客管理システムが構成さ
れる。
【０１７２】
　このような構成では、顧客管理に必要な処理のうち、少なくとも演算量が大きな処理、
例えば人物検出処理を、店舗に設けられたＰＣ３などに行わせるようにするとよい。この
ように構成すると、残りの処理で必要となる情報のデータ量が少なくて済むため、残りの
処理を店舗とは異なる場所に設置された情報処理装置、例えば本部に設置されたＰＣ１１
に行わせるようにしても、通信負荷を軽減することができるため、広域ネットワーク接続
形態によるシステムの運用が容易になる。
【０１７３】
　また、顧客管理に必要な処理のうち、少なくとも演算量が大きな処理、例えば人物検出
処理を、クラウドコンピュータ１２に行わせるようにしてもよい。このように構成すると
、残りの処理は演算量が小さくて済むため、店舗などのユーザ側の装置に高速な処理能力
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が不要となり、ユーザが負担するコストを軽減することができる。
【０１７４】
　また、クラウドコンピュータ１２に必要な処理の全部を行わせ、あるいは、必要な処理
のうちの少なくとも表示情報生成処理をクラウドコンピュータ１２に分担させるようにし
てもよく、このように構成すると、店舗や本部に設けられたＰＣ３，１１の他に、スマー
トフォン１３やタブレット端末１４などの携帯型端末でも顧客情報を表示させることがで
きるようになり、これにより店舗や本部の他に外出先などの任意の場所で顧客の状態を確
認することができる。
【０１７５】
　また、本実施形態では、店舗に設置されたＰＣ３に顧客管理に必要な処理を行わせると
ともに、ＰＣ３のモニタ７にＧＵＩの画面を表示させて、ＰＣ３で必要な入力および出力
を行うようにしたが、顧客管理に必要な処理を行う情報処理装置とは別の情報処理装置、
例えば本部に設置されたＰＣ１１やタブレット端末１４などの携帯型端末で必要な入力お
よび出力を行うようにしてもよい。特に、タブレット端末１４などの携帯型端末を、接客
を専門に担当する店員などが閲覧および入力操作を行うことができるように、店員に所持
させ、あるいは店舗の適宜な場所に設置するようにすると、利便性を高めることができる
。
【産業上の利用可能性】
【０１７６】
　本発明にかかる利用者管理装置、利用者管理システムおよび利用者管理方法は、施設に
来場した利用者の状態を漏れなくユーザが把握することができる効果を有し、受付番号に
基づいて順番に役務または物品を利用者に提供する施設において来場した利用者の状態を
管理する利用者管理装置、利用者管理システムおよび利用者管理方法などとして有用であ
る。
【符号の説明】
【０１７７】
１ａ　入店カメラ
１ｂ　窓口カメラ
１ｃ　退店カメラ
１ｄ　両替機カメラ
２　レコーダ
３　ＰＣ
６　入力デバイス
７　モニタ
８　プリンタ
１１　ＰＣ
１２　クラウドコンピュータ
１３　スマートフォン
１４　タブレット端末
２１　発券機（番号札発行部、番号札発行装置）
２２　両替機（セルフ機）
３１　第１の画像取得部
３２　第２の画像取得部
３３　第３の画像取得部
３４　顧客情報管理部（利用者情報管理部）
３５　入出力制御部
４１　除外人物登録部
４２　人物照合部
４３　顧客登録部
４４　顧客情報蓄積部
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４５　時間計測部
４６　顧客種類判定部（利用者種類判定部）
４９　集計処理部
５１　表示情報生成部（利用者情報提示部）

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】



(29) JP 6241666 B2 2017.12.6

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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