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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア内での人物の移動状況を分析す
る人物移動分析装置であって、
　前記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定する
とともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監
視エリア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザ
に行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および
移動先の少なくとも一方を計測条件として設定する計測条件設定部と、
　前記映像から検出された人物ごとの動線情報を取得する動線取得部と、
　この動線取得部により取得した前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前記移
動元および移動先の少なくとも一方により規定される移動パターンに該当する人物を検知
する移動人物検知部と、
　この移動人物検知部での検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン
別の人物の移動状況を表す出力情報を生成する出力情報生成部と、を備え、
　前記計測条件設定部にて指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそ
れぞれ直交する関係にあることを特徴とする人物移動分析装置。
【請求項２】
　前記移動人物検知部による検知結果を所定の集計期間単位で集計して、前記移動パター
ン別の人数を前記集計期間ごとに取得する集計処理部をさらに備え、
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　前記出力情報生成部は、前記集計処理部により取得した前記集計期間ごとの移動パター
ン別の人数に関する前記出力情報を生成することを特徴とする請求項１に記載の人物移動
分析装置。
【請求項３】
　前記計測条件設定部は、ユーザの入力操作に応じて、前記監視エリア内に複数の前記計
測エリアを設定し、
　前記移動人物検知部は、前記計測エリアの各々において前記移動パターンに該当する人
物を検知し、
　前記出力情報生成部は、前記計測エリアの各々における前記移動パターン別の人物の移
動状況を表す出力情報を生成することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の人物
移動分析装置。
【請求項４】
　前記計測条件設定部は、ユーザの入力操作に応じて、前記移動元および移動先の双方を
設定し、
　前記移動人物検知部は、前記移動元および移動先の双方の組み合わせにより規定される
移動パターン別に人物を検知することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記
載の人物移動分析装置。
【請求項５】
　前記出力情報生成部は、前記出力情報として、前記移動パターン別の人物の移動状況を
並べて表示する表示情報を生成することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに
記載の人物移動分析装置。
【請求項６】
　前記移動人物検知部は、前記移動元および移動先のいずれか一方により規定される移動
パターン別に人物を検知し、
　前記出力情報生成部は、前記出力情報として、前記移動パターン別の人数をレーダーチ
ャートで表示する表示情報を生成することを特徴とする請求項２に記載の人物移動分析装
置。
【請求項７】
　前記映像が、全方位カメラにより撮影されたものであることを特徴とする請求項１から
請求項６のいずれかに記載の人物移動分析装置。
【請求項８】
　前記計測エリアは、全ての頂点が前記歩行不能領域に接するとともに、少なくとも２つ
の辺が前記歩行可能領域を横切るように設定されることを特徴とする請求項１から請求項
７のいずれかに記載の人物移動分析装置。
【請求項９】
　前記計測エリアは、前記歩行可能領域が十字路となる場合に、４つの頂点が前記歩行不
能領域の角点上に位置するように設定されることを特徴とする請求項８に記載の人物移動
分析装置。
【請求項１０】
　前記計測エリアは、前記歩行可能領域がＴ字路となる場合に、１つの辺が前記歩行不能
領域に接するとともに、２つの頂点が前記歩行不能領域の角点上に位置するように設定さ
れることを特徴とする請求項８に記載の人物移動分析装置。
【請求項１１】
　監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア内での人物の移動状況を分析す
る人物移動分析システムであって、
　前記監視エリアを撮影するカメラと、
　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、
　前記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定する
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とともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監
視エリア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザ
に行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および
移動先の少なくとも一方を計測条件として設定する計測条件設定部と、
　前記映像から検出された人物ごとの動線情報を取得する動線取得部と、
　この動線取得部により取得した前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前記移
動元および移動先の少なくとも一方により規定される移動パターンに該当する人物を検知
する移動人物検知部と、
　この移動人物検知部での検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン
別の人物の移動状況を表す出力情報を生成する出力情報生成部と、を備え、
　前記計測条件設定部にて指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそ
れぞれ直交する関係にあることを特徴とする人物移動分析システム。
【請求項１２】
　監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア内での人物の移動状況を分析す
る処理を情報処理装置に行わせる人物移動分析方法であって、
　前記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定する
とともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監
視エリア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザ
に行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および
移動先の少なくとも一方を計測条件として設定する第１のステップと、
　前記映像から検出された人物ごとの動線情報を取得する第２のステップと、
　この第２のステップにより取得した前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前
記移動元および移動先の少なくとも一方により規定される移動パターンに該当する人物を
検知する第３のステップと、
　この第３のステップでの検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン
別の人物の移動状況を表す出力情報を生成する第４のステップと、を有し、
　前記第１のステップにて指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそ
れぞれ直交する関係にあることを特徴とする人物移動分析方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、監視エリア内での人物の移動状況を
分析する人物移動分析装置、人物移動分析システムおよび人物移動分析方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　コンビニエンスストアなどの店舗においては、店舗内を撮影するカメラを設置して、そ
のカメラの映像で店舗内の人物を監視する監視システムが広く普及しているが、このカメ
ラの映像を利用して、店舗内での人物の移動状況を把握することができるようにすると、
この人物の移動状況に基づいて、店舗内での商品の陳列方法の改善策などを考えることで
、店舗の売上や利益の向上を図ることができる。
【０００３】
　このような店舗内での顧客の移動状況の分析に関連するものとして、従来、監視エリア
を撮影するカメラの映像上に検出ラインを設定して、その検出ラインを横切る人物をカウ
ントする技術が知られている（特許文献１参照）。この技術では、所定の画角を有するカ
メラ、いわゆるボックスカメラで監視エリアを斜めから撮像した映像の場合に、誤カウン
トが発生する問題に対して、人物の移動方向を考慮してカウントを行うことで、計測精度
を高めるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４８８６３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、前記従来の技術では、検出ラインを通過する人物の人数を精度よく計測
することができるが、検出ラインを横切る人物の人数だけでは、店舗内での顧客の移動状
況、特に通路が交差する交差点などの要所での顧客の移動状況を店舗管理者などのユーザ
が容易に把握することができないという問題があった。
【０００６】
　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、監視エリア内の要所での人物の移動状況を店舗管理者などのユーザが容易に把
握することができるように構成された人物移動分析装置、人物移動分析システムおよび人
物移動分析方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の人物移動分析装置は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア
内での人物の移動状況を分析する人物移動分析装置であって、前記監視エリアから歩行不
能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定するとともに、その計測エリアに
対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監視エリア全体を対象にして予
め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザに行わせて、そのユーザの入
力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および移動先の少なくとも一方を計
測条件として設定する計測条件設定部と、前記映像から検出された人物ごとの動線情報を
取得する動線取得部と、この動線取得部により取得した前記動線情報に基づき、前記計測
エリアにおいて前記移動元および移動先の少なくとも一方により規定される移動パターン
に該当する人物を検知する移動人物検知部と、この移動人物検知部での検知結果に基づき
、前記計測エリアにおける前記移動パターン別の人物の移動状況を表す出力情報を生成す
る出力情報生成部と、を備え、前記計測条件設定部にて指定される前記計測エリアの各辺
は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交する関係にあることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の人物移動分析システムは、監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記
監視エリア内での人物の移動状況を分析する人物移動分析システムであって、前記監視エ
リアを撮影するカメラと、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、前記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを
指定するとともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方
を前記監視エリア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作
をユーザに行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動
元および移動先の少なくとも一方を計測条件として設定する計測条件設定部と、前記映像
から検出された人物ごとの動線情報を取得する動線取得部と、この動線取得部により取得
した前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前記移動元および移動先の少なくと
も一方により規定される移動パターンに該当する人物を検知する移動人物検知部と、この
移動人物検知部での検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン別の人
物の移動状況を表す出力情報を生成する出力情報生成部と、を備え、前記計測条件設定部
にて指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交する関係に
あることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の人物移動分析方法は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視
エリア内での人物の移動状況を分析する処理を情報処理装置に行わせる人物移動分析方法
であって、前記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを
指定するとともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方
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を前記監視エリア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作
をユーザに行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動
元および移動先の少なくとも一方を計測条件として設定する第１のステップと、前記映像
から検出された人物ごとの動線情報を取得する第２のステップと、この第２のステップに
より取得した前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前記移動元および移動先の
少なくとも一方により規定される移動パターンに該当する人物を検知する第３のステップ
と、この第３のステップでの検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パター
ン別の人物の移動状況を表す出力情報を生成する第４のステップと、を有し、前記第１の
ステップにて指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交す
る関係にあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、計測エリアに対する移動元および移動先の少なくとも一方により規定
される移動パターン別に人物の移動状況を表す出力情報が出力されるため、店舗などの監
視エリア内の要所、例えば通路の交差点などに計測エリアを設定することで、監視エリア
内の要所での人物の移動状況を店舗管理者などのユーザが容易に把握することができる。
とりわけ、ユーザは計測エリアでの移動元や移動先を指定する際に、監視エリア全体を対
象にして予め設定された基準となる複数の方向の中から選択するだけで済むため、移動元
および移動先を指定する操作を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る人物移動分析システムの全体構成図
【図２】店舗のレイアウト、カメラ１の設置状況、および人物（顧客）の移動状況を説明
する店舗の平面図
【図３】ＰＣ３で行われる人物移動分析処理の概要を説明する説明図
【図４】人物移動分析処理で行われる移動人物検知処理の概要を説明する説明図
【図５】ＰＣ３の概略構成を示す機能ブロック図
【図６】図５に示したモニタ４に表示される計測条件入力画面を示す説明図
【図７】図５に示したモニタ４に表示される分析結果出力画面を示す説明図
【図８】移動元および移動先の双方の組み合わせにより規定される移動パターンの一例を
示す説明図
【図９】図５に示したモニタ４に表示される分析結果出力画面の要部を示す説明図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　前記課題を解決するためになされた第１の発明は、監視エリアを撮影した映像に基づい
て、前記監視エリア内での人物の移動状況を分析する人物移動分析装置であって、前記監
視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定するとともに
、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監視エリア
全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザに行わせ
て、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および移動先の
少なくとも一方を計測条件として設定する計測条件設定部と、前記映像から検出された人
物ごとの動線情報を取得する動線取得部と、この動線取得部により取得した前記動線情報
に基づき、前記計測エリアにおいて前記移動元および移動先の少なくとも一方により規定
される移動パターンに該当する人物を検知する移動人物検知部と、この移動人物検知部で
の検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン別の人物の移動状況を表
す出力情報を生成する出力情報生成部と、を備え、前記計測条件設定部にて指定される前
記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交する関係にあることを特徴と
する。
【００１３】
　これによると、計測エリアに対する移動元および移動先の少なくとも一方により規定さ
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れる移動パターン別に人物の移動状況を表す出力情報が出力されるため、店舗などの監視
エリア内の要所、例えば通路の交差点などに計測エリアを設定することで、監視エリア内
の要所での人物の移動状況を店舗管理者などのユーザが容易に把握することができる。と
りわけ、ユーザは計測エリアでの移動元や移動先を指定する際に、監視エリア全体を対象
にして予め設定された基準となる複数の方向の中から選択するだけで済むため、移動元お
よび移動先を指定する操作を容易にすることができる。
【００１４】
　また、第２の発明は、前記移動人物検知部による検知結果を所定の集計期間単位で集計
して、前記移動パターン別の人数を前記集計期間ごとに取得する集計処理部をさらに備え
、前記出力情報生成部は、前記集計処理部により取得した前記集計期間ごとの移動パター
ン別の人数に関する前記出力情報を生成する構成とする。
【００１５】
　これによると、集計期間ごとの移動パターン別の人数をユーザが把握することができる
。そして、この集計期間ごとの移動パターン別の人数を時系列で並べて表示するようにす
ることで、移動パターン別の人数の時間的な変動状況をユーザが把握することができる。
【００１６】
　また、第３の発明は、前記計測条件設定部は、ユーザの入力操作に応じて、前記監視エ
リア内に複数の前記計測エリアを設定し、前記移動人物検知部は、前記計測エリアの各々
において前記移動パターンに該当する人物を検知し、前記出力情報生成部は、前記計測エ
リアの各々における前記移動パターン別の人物の移動状況を表す出力情報を生成する構成
とする。
【００１７】
　これによると、監視エリア内に複数存在する要所ごとに計測エリアを設定することがで
きたるめ、監視エリア内の要所ごとに人物の移動状況をユーザが把握することができる。
【００２０】
　また、第４の発明は、前記計測条件設定部は、ユーザの入力操作に応じて、前記移動元
および移動先の双方を設定し、前記移動人物検知部は、前記移動元および移動先の双方の
組み合わせにより規定される移動パターン別に人物を検知する構成とする。
【００２１】
　これによると、計測エリアの前後を含めてどのようなルートで人物が計測エリアを通過
したかをユーザが把握することができることから、計測エリアを通過する際の人物の移動
状況を詳細にユーザが把握することができる。
【００２２】
　また、第５の発明は、前記出力情報生成部は、前記出力情報として、前記移動パターン
別の人物の移動状況を並べて表示する表示情報を生成する構成とする。
【００２３】
　これによると、人物の移動状況の移動パターンによる違いをユーザが一目で把握するこ
とができる。
【００２４】
　また、第６の発明は、前記移動人物検知部は、前記移動元および移動先のいずれか一方
により規定される移動パターン別に人物を検知し、前記出力情報生成部は、前記出力情報
として、前記移動パターン別の人数をレーダーチャートで表示する表示情報を生成する構
成とする。
【００２５】
　これによると、移動元または移動先により規定される移動パターンごとの人数をユーザ
が一目で把握することができる。すなわち、計測エリアからどの方向にどれだけの人数の
人物が移動したか、あるいはどの方向からどれだけの人数の人物が計測エリアに入ったか
をユーザが一目で把握することができる。
【００２６】
　また、第７の発明は、前記映像が、全方位カメラにより撮影されたものである構成とす
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る。
【００２７】
　これによると、全方位カメラでは広範囲の撮影が可能になるため、カメラの設置台数が
少なくて済む。また、全方位カメラを天井に設置することで、映像上で計測エリアの位置
を明確に設定することができ、また、計測エリアに対する人物の動線の通過状況が明確に
なるため、分析精度を高めることができる。
【００２８】
　また、第８の発明は、前記計測エリアは、全ての頂点が前記歩行不能領域に接するとと
もに、少なくとも２つの辺が前記歩行可能領域を横切るように設定される構成とする。
【００２９】
　これによると、歩行可能領域を通る人物を漏れなく検知することができるため、人物の
移動状況をユーザが的確に把握することができる。また、ユーザは計測エリアを指定する
際に頂点の位置を入力するだけで済むため、計測エリアを指定する操作が容易になる。
【００３０】
　また、第９の発明は、前記計測エリアは、前記歩行可能領域が十字路となる場合に、４
つの頂点が前記歩行不能領域の角点上に位置するように設定される構成とする。
【００３１】
　これによると、十字路を通る人物を漏れなく検知して、十字路における人物の移動状況
を的確にユーザが把握することができる。
【００３２】
　また、第１０の発明は、前記計測エリアは、前記歩行可能領域がＴ字路となる場合に、
１つの辺が前記歩行不能領域に接するとともに、２つの頂点が前記歩行不能領域の角点上
に位置するように設定される構成とする。
【００３３】
　これによると、Ｔ字路を通る人物を漏れなく検知して、Ｔ字路における人物の移動状況
を的確にユーザが把握することができる。
【００３４】
　また、第１１の発明は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア内での
人物の移動状況を分析する人物移動分析システムであって、前記監視エリアを撮影するカ
メラと、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、前記監
視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定するとともに
、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監視エリア
全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザに行わせ
て、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および移動先の
少なくとも一方を計測条件として設定する計測条件設定部と、前記映像から検出された人
物ごとの動線情報を取得する動線取得部と、この動線取得部により取得した前記動線情報
に基づき、前記計測エリアにおいて前記移動元および移動先の少なくとも一方により規定
される移動パターンに該当する人物を検知する移動人物検知部と、この移動人物検知部で
の検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン別の人物の移動状況を表
す出力情報を生成する出力情報生成部と、を備え、前記計測条件設定部にて指定される前
記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交する関係にあることを特徴と
する。
【００３５】
　これによると、第１の発明と同様に、監視エリア内の要所での人物の移動状況を店舗管
理者などのユーザが容易に把握することができる。
【００３６】
　また、第１２の発明は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、前記監視エリア内での
人物の移動状況を分析する処理を情報処理装置に行わせる人物移動分析方法であって、前
記監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に矩形の計測エリアを指定するとと
もに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先の少なくとも一方を前記監視エ



(8) JP 5834249 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

リア全体を対象にして予め設定された複数の基準方向から指定する入力操作をユーザに行
わせて、そのユーザの入力操作に応じて、前記計測エリアならびに前記移動元および移動
先の少なくとも一方を計測条件として設定する第１のステップと、前記映像から検出され
た人物ごとの動線情報を取得する第２のステップと、この第２のステップにより取得した
前記動線情報に基づき、前記計測エリアにおいて前記移動元および移動先の少なくとも一
方により規定される移動パターンに該当する人物を検知する第３のステップと、この第３
のステップでの検知結果に基づき、前記計測エリアにおける前記移動パターン別の人物の
移動状況を表す出力情報を生成する第４のステップと、を有し、前記第１のステップにて
指定される前記計測エリアの各辺は、複数の前記基準方向とそれぞれ直交する関係にある
ことを特徴とする。
【００３７】
　これによると、第１の発明と同様に、監視エリア内の要所での人物の移動状況を店舗管
理者などのユーザが容易に把握することができる。
【００３８】
　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。
【００３９】
　図１は、本実施形態に係る人物移動分析システムの全体構成図である。この人物行動分
析システムは、コンビニエンスストアなどの小売チェーン店などを対象にして構築される
ものであり、複数の店舗ごとに設けられたカメラ（撮像装置）１、レコーダ（画像記録装
置）２、ＰＣ（人物移動分析装置）３、およびモニタ（表示装置）４と、複数の店舗を総
括する本部に設けられたＰＣ１１、およびモニタ１２と、を備えている。
【００４０】
　カメラ１は店舗内の適所に設置され、カメラ１により店舗内が撮像され、これにより得
られた画像情報がレコーダ２に録画される。店舗に設けられたＰＣ３や本部に設けられた
ＰＣ１１では、カメラ１で撮像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
店舗や本部で店舗内の状況を確認することができる。
【００４１】
　店舗に設置されたＰＣ３は、店舗内での人物の移動状況に関する分析を行う人物移動分
析装置として構成される。また、この店舗に設置されたＰＣ３で生成した分析結果情報は
、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ＰＣ７でも閲覧することができ、ＰＣ３，１１が分析結果情報を閲覧する閲覧装置と
して構成される。
【００４２】
　次に、コンビニエンスストアを例にして店舗のレイアウト、カメラ１の設置状況、およ
び顧客の移動状況について説明する。図２は、店舗のレイアウト、カメラ１の設置状況、
および人物（顧客）の移動状況を説明する店舗の平面図である。
【００４３】
　店舗には、出入口と、陳列棚と、レジカウンタと、が設けられている。顧客は、出入口
から入店し、陳列棚の間の通路を通って店舗内を移動し、所望の商品が見つかると、その
商品を持ってレジカウンタに向かい、レジカウンタで代金の支払いを済ませた後に退店す
る。
【００４４】
　また、店舗には、監視エリア（店舗内）を撮像する複数のカメラ１が設置されている。
特に、図２に示す例では、カメラ１に、魚眼レンズを用いて３６０度の撮影範囲を有する
全方位カメラが採用され、このカメラ１が、陳列棚の中心の真上の天井に設置されており
、これにより、通路を通って店舗内を移動する人物を撮像することができる。
【００４５】
　次に、図１に示したＰＣ３で行われる人物移動分析処理の概要について説明する。図３
は、ＰＣ３で行われる人物移動分析処理の概要を説明する説明図である。図４は、人物移
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動分析処理で行われる移動人物検知処理の概要を説明する説明図である。
【００４６】
　ＰＣ３では、監視エリアを撮影するカメラ１の映像に基づいて、監視エリア内での人物
の移動状況を分析する人物移動分析処理が行われる。特に本実施形態では、図２に示した
ように、陳列棚やレジカウンタが設置された領域を歩行不能領域として、監視エリアから
歩行不能領域を除いた歩行可能領域に計測エリアが設定され、この計測エリアを通過する
際の移動パターンごとに人物を検知して、その移動パターンごとの人数を計測する。
【００４７】
　ここで、本実施形態では、計測エリアに進入する直前に人物が存在する通路を移動元と
し、計測エリアから退出した直後に人物が存在する通路を移動先として、計測エリアに対
する移動元および移動先により移動パターンを規定し、その移動パターンに該当する人物
を検知して、移動パターンごとの人数を計測する。
【００４８】
　特に本実施形態では、監視エリア全体を対象にして基準となる４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄが予め設定されており、この基準となる方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに基づいて、複数の計測エ
リアの各々における移動元および移動先が設定される。すなわち、計測エリアに対する移
動元および移動先の相対的な位置関係が、基準となる方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで規定される。
例えば、図４に示すように、計測エリアを人物が移動する場合、計測エリアに対する移動
元が方向Ａとなり、移動先が方向Ｂとなる。
【００４９】
　なお、基準となる４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、監視エリアとなる店舗内に設けられた
通路の方向と略平行となるように設定するとよく、店舗内では通常、通路が直交するよう
に設けられるため、基準となる４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、隣り合うもの同士のなす角
度が略９０度となるように設定される。
【００５０】
　また、移動パターンに該当する人物を検知する際には、計測エリアに対する人物の移動
元および移動先に面した計測エリアの各辺Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４と、人物が移動する経
路を表す動線との交差状況に基づいて判定を行う。例えば、計測エリアに対する移動元を
方向Ａとし、移動先を方向Ｂとした移動パターンでは、辺Ｓ１，Ｓ２と動線との交差状況
に基づいて判定を行い、計測エリアに入る際に動線が辺Ｓ１と交差し、かつ計測エリアか
ら出る際に動線が辺Ｓ２と交差する場合に、移動パターンに該当するものと判定する。な
お、動線は人物の検出位置を時系列で連結することで生成される。
【００５１】
　また、図２に示した例では、１本の通路Ｐ１の途中に第１の計測エリアＭＡ１が設定さ
れ、４本の通路Ｐ３～Ｐ６が集まる十字路の交差点に第２の計測エリアＭＡ２が設定され
、３本の通路Ｐ６～Ｐ８が集まるＴ字路の交差点に第３の計測エリアＭＡ３が設定され、
２本の通路Ｐ８，Ｐ１０が直角に繋がるＬ字路に第４の計測エリアＭＡ４が設定されてい
る。
【００５２】
　第１の計測エリアＭＡ１や第４の計測エリアＭＡ４のように交差点でない位置に計測エ
リアを設定することで、特定の陳列棚の前を通った人物の人数を計測することができる。
また、第２の計測エリアＭＡ２や第３の計測エリアＭＡ３のように交差点に計測エリアを
設定することで、交差点を通過する際の移動パターン別の人数を計測することができる。
これにより、どのようなルートでどれだけの人数の人物が交差点を通過したかをユーザが
把握することができる。
【００５３】
　ここで、本実施形態では、計測エリアが、矩形をなし、全ての頂点が歩行不能領域に接
するとともに、少なくとも２つの辺が歩行可能領域を横切るように設定される。計測エリ
アの各辺は、基準となる方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対して直交する方向に配置される。
【００５４】
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　図２に示した第１の計測エリアＭＡ１は、図３（Ａ）に示すように、互いに対向する２
つの辺が歩行不能領域に接する、すなわち歩行不能領域の境界線上に位置するように設定
される。これにより、通路Ｐ１を通る人物を漏れなくカウントすることができる。この第
１の計測エリアＭＡ１では、移動元および移動先は方向Ｂ，Ｄのいずれかとなる。ここで
、例えば、移動元を方向Ｄとし、移動先を方向Ｂとすると、通路Ｐ１を右方向に進んだ人
物をカウントする。
【００５５】
　図２に示した第２の計測エリアＭＡ２は、図３（Ｂ）に示すように、４つの頂点が歩行
不能領域の角点上に位置するように設定される。これにより、十字路の交差点を通る人物
を漏れなくカウントすることができる。この第２の計測エリアＭＡ２では、移動元および
移動先は方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれも可能である。ここで、例えば、移動元を方向Ａと
し、移動先を方向Ｂとすると、通路Ｐ３から十字路の交差点を通って通路Ｐ５に進んだ人
物をカウントする。
【００５６】
　図２に示した第３の計測エリアＭＡ３では、図３（Ｃ）に示すように、１つの辺が歩行
不能領域に接する、すなわち歩行不能領域の境界線上に位置し、２つの頂点が歩行不能領
域の角点上に位置するように設定される。これにより、Ｔ字路の交差点を通る人物を漏れ
なくカウントすることができる。この第３の計測エリアＭＡ３では、移動元および移動先
は方向Ａ，Ｂ，Ｄのいずれかとなる。ここで、例えば、移動元を方向Ａとし、移動先を方
向Ｂとすると、通路Ｐ６から十字路の交差点を通って通路Ｐ８に進んだ人物をカウントす
る。
【００５７】
　図２に示した第４の計測エリアＭＡ４では、図３（Ｄ）に示すように、互いに隣り合う
２つの辺が歩行不能領域に接する、すなわち歩行不能領域の境界線上に位置し、１つの頂
点が歩行不能領域の角点上に位置するように設定される。これにより、Ｌ字路を通る人物
を漏れなくカウントすることができる。この第４の計測エリアＭＡ４では、移動元および
移動先は方向Ａ，Ｄのいずれかとなる。ここで、例えば、移動元を方向Ａとし、移動先を
方向Ｄとすると、通路Ｐ１０からＬ字路を通って通路Ｐ８に進んだ人物をカウントする。
【００５８】
　なお、Ｌ字路に限らないが、人物が一旦、計測エリアに入って引き返す場合には、移動
元と移動先を同じ方向に設定すればよい。このような移動元と移動先を同じ方向にあると
き、歩行する人物の興味ポイントが過去に存在していたことなどを把握することができる
。
【００５９】
　次に、図１に示したＰＣ３で行われる処理を機能ブロック図に基づいて説明する。図５
は、ＰＣ３の概略構成を示す機能ブロック図である。
【００６０】
　ＰＣ３は、監視部３１と、人物移動分析部３２と、を備えている。監視部３１は、ＰＣ
３を店舗内を監視する監視システムとして機能させるものであり、この監視部３１により
、カメラ１およびレコーダ２の動作が制御され、また、カメラ１で撮像された店舗内の画
像をリアルタイムで閲覧し、また、レコーダ２に録画された店舗内の画像を閲覧すること
ができる。
【００６１】
　人物移動分析部３２は、監視エリアを撮影した映像に基づいて、監視エリア内での人物
の移動状況を分析する人物移動分析処理を行うものであり、計測条件設定部３３と、動線
取得部３４と、移動人物検知部３５と、集計処理部３６と、ＧＵＩ制御部３７と、を備え
ている。
【００６２】
　計測条件設定部３３では、監視エリアから歩行不能領域を除いた歩行可能領域に計測エ
リアを指定するとともに、その計測エリアに対する人物の移動元および移動先を指定する
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入力操作をユーザに行わせて、そのユーザの入力操作に応じて、計測エリアならびに移動
元および移動先を計測条件として設定する処理が行われる。
【００６３】
　動線取得部３４では、カメラ１の映像から検出された人物ごとの動線情報を取得する処
理が行われる。この動線取得処理では、映像のフレームから人物の位置を検出する人物追
跡処理により得られた検出時刻（撮像時刻）ごとの人物の検出位置を時系列で連結するこ
とで動線を生成する。
【００６４】
　なお、本実施形態では、移動人物検知部３５において計測エリアの辺（境界線）と動線
との交差状況を判定するため、少なくとも計測エリアの内部および周辺部における動線情
報を取得する。また、計測エリアの辺と動線との交差状況の判定では、計測エリアの辺と
動線との交点を求める必要はなく、時系列で並んだ検出位置の情報のみで判定を行うこと
も可能である。このため、動線取得部３４で取得する動線情報には、検出位置を連結する
線分（ベクトル）情報は必ずしも必要ではない。
【００６５】
　また、人物追跡処理は、公知の画像認識技術（人物検出技術および人物追跡技術など）
を利用すればよい。また、人物追跡処理は、動線取得部３４で行うことも可能であるが、
ＰＣ３とは別に設けられた人物追跡装置で行うようにしたり、人物追跡機能をカメラ１に
一体化した追跡機能付き撮像装置で行うようにしたりしてもよい。また、人物の検出位置
を時系列で連結して動線を生成する動線生成処理をＰＣ３とは別の人物追跡装置などに行
わせて、ここで生成した動線に関する情報を動線取得部３４が取得するようにしてもよい
。
【００６６】
　移動人物検知部３５では、動線取得部３４により取得した動線情報に基づき、計測エリ
アの各々において移動元および移動先により規定される移動パターンに該当する人物を検
知する処理が行われる。この通過人物検知処理では、計測エリアの辺（境界線）と動線と
の交差状況、およびに動線が計測エリアの境界線と交差する際の進行方向に基づいて、移
動パターンの判定が行われる。
【００６７】
　特に本実施形態では、移動元および移動先の双方の組み合わせにより規定される移動パ
ターンにより移動人物検知が行われる。このとき、移動元の方向にある計測エリアの辺と
動線が交差するとともに、そのときの進行方向が計測エリアの外側から内側となり、かつ
移動先の方向にある計測エリアの辺と動線が交差するとともに、そのときの進行方向が計
測エリアの内側から外側となる場合に、移動パターンに該当するものと判定する。
【００６８】
　また、本実施形態では、移動元および移動先のいずれか一方により規定される移動パタ
ーンにより移動人物検知を行うこともできる。この場合、移動元により規定される移動パ
ターンでは、移動元の方向にある計測エリアの辺と動線が交差するとともに、そのときの
進行方向が計測エリアの外側から内側となる場合に、移動パターンに該当するものと判定
する。一方、移動先により規定される移動パターンでは、移動先の方向にある計測エリア
の辺と動線が交差するとともに、そのときの進行方向が計測エリアの内側から外側となる
場合に、移動パターンに該当するものと判定する。
【００６９】
　集計処理部３６では、移動人物検知部３５による検知結果を所定の集計期間（例えば１
時間や１日）単位で集計して、移動パターン別の人数を集計期間ごとに取得する処理が行
われる。特に本実施形態では、計測エリアが複数設定されるとともに、計測エリアごとに
移動パターンが複数設定されるようになっており、集計処理部３６では、各計測エリアに
おける移動パターンごとの人数を集計期間単位で集計する。
【００７０】
　なお、動線取得部３４により取得した動線情報には、人物追跡処理での検出時刻（撮像
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時刻）が含まれており、この検出時刻から注目する人物が計測エリアに進入した時刻およ
び退出した時刻を取得することができ、これらの時刻に基づいて集計期間単位の集計を行
うことができる。
【００７１】
　ＧＵＩ制御部３７は、モニタ４およびマウスなどの入力デバイス（入力部）６を用いた
ＧＵＩ（Graphical User Interface）により、ユーザの入力操作による入力情報を取得す
る処理、および人物の移動状況に関する分析結果を出力する処理を行うものであり、入力
情報取得部３８と、画面生成部（出力情報生成部）３９と、を備えている。
【００７２】
　画面生成部３９では、ユーザに計測条件を入力させる計測条件入力画面、および人物の
移動状況に関する分析結果を表示する分析結果出力画面に関する表示情報を生成する処理
が行われ、計測条件入力画面および分析結果出力画面がモニタ４に表示される。入力情報
取得部３８では、モニタ４に表示させた計測条件入力画面上で入力デバイス６を用いてユ
ーザが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。この入力情報取得部
３８で取得した入力情報に基づいて、計測条件設定部３３において計測条件を設定する処
理が行われる。
【００７３】
　なお、監視部３１および人物移動分析部３２は、ＰＣ３のＣＰＵで監視用および人物移
動分析用のプログラムを実行させることで実現される。これらのプログラムは、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。
【００７４】
　次に、計測エリアならびに移動元および移動先に関する計測条件の入力操作について説
明する。図６は、図５に示したモニタ４に表示される計測条件入力画面を示す説明図であ
る。
【００７５】
　この計測条件入力画面は、計測条件として計測エリアならびに移動元および移動先をユ
ーザが指定するものであり、この計測条件入力画面には、開始ボタン４１と、設定ボタン
４２と、カメラ選択ボタン４３と、計測エリア入力部４４と、移動元・移動先入力部４５
と、が設けられている。
【００７６】
　開始ボタン４１は、人物移動分析部３２での人物移動分析処理を開始させるものである
。設定ボタン４２は、計測エリア入力部４４および移動元・移動先入力部４５を表示させ
るものである。カメラ選択ボタン４３は、カメラ１を指定するものである。カメラ選択ボ
タン４３を操作すると、ホップアップでカメラ１を選択する画面が表示され、この画面で
カメラ１を選択した上で、設定ボタン４２を操作すると、選択されたカメラ１の映像が計
測エリア入力部４４に表示される。
【００７７】
　計測エリア入力部４４は、カメラ１の映像を表示させて、その映像上で計測エリアをユ
ーザに指定させるものである。計測エリアの指定は、マウスなどの入力デバイス６を用い
て計測エリアの頂点を入力すればよい。例えば、入力デバイス６を用いて画面上のポイン
タを所望の位置に移動させ、確定する操作（例えばマウスのダブルクリック）で頂点の位
置が入力される。このとき、ユーザは、目視により映像に映った陳列棚の像から歩行不能
領域を判別し、この歩行不能領域を除いた歩行可能領域に計測エリアを指定する。計測エ
リアの指定が終了する、すなわち全ての頂点の位置が入力されると、計測エリアを表す矩
形の画像が表示され、さらに計測エリア上に計測エリアの通し番号が表示される。
【００７８】
　移動元・移動先入力部４５には、計測エリアの通し番号（Ｎｏ．）、計測エリアの名称
、移動元および移動先の選択肢が表示されている。計測エリアの名称はキーボードなどの
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入力デバイス６を用いてユーザが入力する。
【００７９】
　移動元および移動先の欄には、選択肢として、監視エリア全体を対象にして予め設定さ
れた基準となる４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが表示されており、マウスなどの入力デバイス
６を用いて、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つの選択肢の中から移動元および移動先を選択する。こ
のとき、ユーザは、計測エリアの周囲の歩行不能領域に基づいて、移動元および移動先に
指定する方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを選択する。
【００８０】
　なお、図６に示した例では、図２に示した第１の計測エリアＭＡ１、第２の計測エリア
ＭＡ２、第３の計測エリアＭＡ３および第４の計測エリアＭＡ４について、移動元および
移動先とすることが可能な方向を全て選択するようにしたが、各計測エリアにおいて人数
を計測する必要があるもののみを選択するようにしてもよい。
【００８１】
　また、図６に示した例では、１台のカメラ１による映像上で２つの計測エリアを指定し
ているが、残りの計測エリアについては、カメラ選択ボタン４３を操作して、カメラ１を
切り替えることで、指定の操作を行うことができる。このとき、あるカメラ１で計測エリ
アが設定された後、他のカメラ１に指定済み計測エリアに相当する映像が現れる場合には
、その計測エリアの指定が引き継がれるようにすると良い。
【００８２】
　次に、図５に示した人物移動分析部３２での分析結果の出力について説明する。図７は
、図５に示したモニタ４に表示される分析結果出力画面を示す説明図である。図８は、移
動元および移動先の双方の組み合わせにより規定される移動パターンの一例を示す説明図
である。
【００８３】
　この分析結果出力画面は、人物移動分析部３２での分析結果、すなわち各計測エリアに
おける集計期間ごとの人数を移動パターン別に出力するものであり、この分析結果出力画
面には、表示ボタン５１と、ダウンロードボタン５２と、表示エリア選択部５３と、集計
期間選択部５４と、日付表示部５５と、分析結果出力部５６と、が設けられている。
【００８４】
　表示ボタン５１は、分析結果出力部５６に分析結果を表示させるものである。ダウンロ
ードボタン５２は、分析結果のメタファイル、例えばＣＳＶ（comma-separated values）
ファイルを入手するものである。これにより、人物移動分析処理を行うＰＣ３とは別の装
置、例えば本部に設けられたＰＣ１１で分析結果出力画面を表示させた際に、そのＰＣ１
１に分析結果を取り込んでユーザが分析結果を自由に編集することができる。
【００８５】
　表示エリア選択部５３は、分析結果出力部５６に分析結果を表示させる計測エリアを選
択するものである。この表示エリア選択部５３では、選択した計測エリアが反転表示され
る。図７に示した例では、第２の計測エリアＭＡ２、第３の計測エリアＭＡ３および第４
の計測エリアＭＡ４が選択されている。
【００８６】
　集計期間選択部５４は、集計期間を選択するものである。図７に示した例では、集計期
間として、日、週および月を選択することができる。日を選択すると、分析結果出力部５
６に表示されるグラフの横軸が時間帯となり、週を選択すると、グラフの横軸が曜日とな
り、月を選択すると、グラフの横軸が日付となる。この集計期間選択部５４で集計期間を
選択すると、カレンダー画面がポップアップで表示され、このカレンダー画面で表示させ
る日、週、月を選択する。
【００８７】
　日付表示部５５は、分析結果出力部５６に表示させた分析結果の日付を表示するもので
ある。なお、この日付表示部５５に日付を直接入力して、分析結果出力部５６に分析結果
を表示させる日付を指定することができるようにしてもよい。
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【００８８】
　分析結果出力部５６には、人物移動分析部３２での分析結果、すなわち各計測エリアに
おける集計期間ごとの人数を時系列で繋いだグラフ（折れ線グラフ）が表示されている。
このグラフの縦軸は人数である。また、図７に示した例では、集計期間が日に選択されて
いるため、グラフの横軸が時間帯となっている。これにより、時間帯ごとの人数の変動状
況をユーザが把握することができる。
【００８９】
　また、分析結果出力部５６には、移動元および移動先の双方の組み合わせにより規定さ
れる移動パターンごとのグラフ表示欄５７ａ～５７ｄが表示されている。
【００９０】
　図７に示した例では、上から１番目のグラフ表示欄５７ａが、移動元をＡ方向とし、移
動先をＢ方向とした移動パターンの場合である（図８（Ａ）参照）。上から２番目のグラ
フ表示欄５７ｂは、移動元をＡ方向とし、移動先をＣ方向とした移動パターンの場合であ
る（図８（Ｂ）参照）。上から３番目のグラフ表示欄５７ｃは、移動元をＡ方向とし、移
動先をＤ方向とした移動パターンの場合である（図８（Ｃ）参照）。上から４番目のグラ
フ表示欄５７ｄは、移動元をＢ方向とし、移動先をＡ方向とした移動パターンの場合であ
る（図８（Ｄ）参照）。この他にも種々の移動パターンがあり、残りの移動パターンは、
スクロールにより表示させることができる。
【００９１】
　また、分析結果出力部５６の各グラフ表示欄５７ａ～５７ｄでは、計測エリアごとのグ
ラフが重ねて表示されている。図７に示した例では、選択された第２の計測エリアＭ２、
第３の計測エリアＭ３および第４の計測エリアＭ４のグラフが重ねて表示されているが、
移動パターンが成立しない計測エリアのグラフは表示されない。例えば、第３の計測エリ
アＭ３や第４の計測エリアＭ４では、移動元をＡ方向とし、移動先をＣ方向とした移動パ
ターン（図８（Ｂ）参照）が成立しないため、上から２番目のグラフ表示欄５７ｂには、
第２の計測エリアＭ２のグラフのみが表示され、第３の計測エリアＭ３や第４の計測エリ
アＭ４のグラフは表示されない。
【００９２】
　このように、集計期間ごとの人数を表すグラフが移動パターン別に表示されるため、人
数の時間的な変動状況の移動パターンによる違いを把握することができる。また、各移動
パターンにおいて計測エリアごとのグラフが重ねて表示されるため、人数の時間的な変動
状況の計測エリアによる違いを把握することができる。これにより、監視エリア内の計測
エリアが設定された要所での人物の移動状況を多様な視点から把握することができる。
【００９３】
　なお、図７に示した例では、計測エリアごとのグラフを識別しやすくするために、計測
エリアごとのグラフを色の濃さを変えて表示するようにしたが、グラフの色合いを変える
、例えば、赤、緑および青で表示するようにしてもよい。
【００９４】
　また、図６及び図７に示した例では、ＰＣ３にＷｅｂサーバの機能が設けられ、計測条
件入力画面および分析結果出力画面をＷｅｂブラウザで表示させるようにしている。この
ようにすると、人物移動分析処理を行うＰＣ３とは別の装置、例えば本部に設けられたＰ
Ｃ１１などの装置に導入された汎用的なＷｅｂブラウザで計測条件入力や分析結果出力の
機能を実現することができる。
【００９５】
　以上のように、本実施形態では、計測エリアに対する移動元および移動先の少なくとも
一方により規定される移動パターン別に人物の移動状況を表す出力情報が出力されるため
、店舗などの監視エリア内の要所、例えば通路の交差点などに計測エリアを設定すること
で、監視エリア内の要所での人物の移動状況を店舗管理者などのユーザが容易に把握する
ことができる。
【００９６】
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　また、本実施形態では、移動人物検知処理の検知結果を所定の集計期間単位で集計して
、移動パターン別の人数を集計期間ごとに取得して、その集計期間ごとの移動パターン別
の人数に関する出力情報を生成するようにしたため、集計期間ごとの移動パターン別の人
数をユーザが把握することができる。そして、この集計期間ごとの移動パターン別の人数
を時系列で並べて表示するようにすることで、移動パターン別の人数の時間的な変動状況
をユーザが把握することができる。
【００９７】
　また、本実施形態では、監視エリア内に複数の計測エリアを設定して、それらの計測エ
リアの各々において移動パターンに該当する人物を検知して、計測エリアの各々における
移動パターン別の人物の移動状況を表す出力情報を生成するようにしたため、監視エリア
内に複数存在する要所ごとに計測エリアを設定することができることから、監視エリア内
の要所ごとに人物の移動状況をユーザが把握することができる。
【００９８】
　また、本実施形態では、複数の計測エリアの各々において、監視エリア全体を対象にし
て予め設定された基準となる複数の方向に基づいて、移動元および移動先を設定するよう
にしたため、複数の計測エリアで共通した方向に基づいて移動元および移動先が設定され
ることから、各計測エリアにおける人物の移動状況を簡単に比較することができる。また
、ユーザは移動元および移動先を指定する際に、計測エリアの周辺の歩行不能領域に基づ
いて、基準となる複数の方向の中から選択するだけで済むため、移動元および移動先を指
定する操作が容易になる。
【００９９】
　また、本実施形態では、計測エリアに対する移動元および移動先の双方を設定して、そ
の移動元および移動先の双方の組み合わせにより規定される移動パターン別に人物を検知
するようにしたため、計測エリアの前後を含めてどのようなルートで人物が計測エリアを
通過したかをユーザが把握することができることから、計測エリアを通過する際の人物の
移動状況をユーザが詳細に把握することができる。
【０１００】
　また、本実施形態では、移動パターン別の人物の移動状況を並べて表示するようにした
ため、人物の移動状況の移動パターンによる違いをユーザが一目で把握することができる
。
【０１０１】
　また、本実施形態では、映像が、全方位カメラにより撮影されたものであり、この全方
位カメラでは広範囲の撮影が可能になるため、カメラの設置台数が少なくて済む。また、
全方位カメラを天井に設置することで、映像上で計測エリアの位置を明確に設定すること
ができ、また、計測エリアに対する人物の動線の通過状況が明確になるため、分析精度を
高めることができる。
【０１０２】
　また、本実施形態では、計測エリアが、多角形をなし、全ての頂点が歩行不能領域に接
するとともに、少なくとも２つの辺が歩行可能領域を横切るように設定されるようにした
ため、歩行可能領域を通る人物を漏れなく検知することができ、人物の移動状況をユーザ
が的確に把握することができる。また、ユーザは計測エリアを指定する際に多角形の頂点
の位置を入力するだけで済むため、計測エリアを指定する操作が容易になる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、計測エリアが、矩形をなし、歩行可能領域が十字路となる場合
に、４つの頂点が歩行不能領域の角点上に位置するように設定されるようにしたため、十
字路を通る人物を漏れなく検知して、十字路における人物の移動状況を的確にユーザが把
握することができる。また、本実施形態では、計測エリアが、矩形をなし、歩行可能領域
がＴ字路となる場合に、１つの辺が歩行不能領域に接するとともに、２つの頂点が歩行不
能領域の角点上に位置するように設定されるようにしたため、Ｔ字路を通る人物を漏れな
く検知して、Ｔ字路における人物の移動状況を的確にユーザが把握することができる。
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【０１０４】
　次に、図５に示した人物移動分析部３２での分析結果の出力の別の例を説明する。図９
は、図５に示したモニタ４に表示される分析結果出力画面の要部を示す説明図である。
【０１０５】
　本実施形態では、図５に示した移動人物検知部３５において、計測エリアに対する移動
元および移動先のいずれか一方により規定される移動パターン別に人物を検知し、集計処
理部３６において、移動パターン別の人数を取得し、画面生成部３９において、図９に示
すように、移動パターン別の人数をレーダーチャートで表示する表示情報を生成する。
【０１０６】
　特に、図９に示すレーダーチャートには、移動先により規定される移動パターン別の人
数が表示されており、監視エリア全体を対象にして予め設定された４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ
，Ｄが４つの軸に割り当てられ、各軸が各移動パターンの人数を表している。このレーダ
ーチャートにより、計測エリアから退出する際にどの方向にどれだけの人数の人物が移動
したかをユーザが把握することができる。
【０１０７】
　また、このレーダーチャートは計測エリア別に表示される。図９（Ａ）に示すレーダー
チャートは、図３（Ｂ）に示したように、十字路の交差点に設定された第２の計測エリア
ＭＡ２の場合であり、４つの方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに人物が移動することができるため、計
測エリアに対する移動先を方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの各方向とした移動パターンごとの人数が
表示されている。図９（Ｂ）に示すレーダーチャートは、図３（Ｃ）に示したように、Ｔ
字路の交差点に設定された第３の計測エリアＭＡ３の場合であり、３つの方向Ａ，Ｂ，Ｄ
に人物が移動することができるため、計測エリアに対する移動先を方向Ａ，Ｂ，Ｄの各方
向とした移動パターンごとの人数が表示されている。図９（Ｃ）に示すレーダーチャート
は、図３（Ｄ）に示したように、Ｌ字路に設定された第４の計測エリアＭＡ４の場合であ
り、２つの方向Ａ，Ｄに人物が移動することができるため、計測エリアに対する移動先を
方向Ａ，Ｄの各方向とした移動パターンごとの人数が表示されている。
【０１０８】
　また、このレーダーチャートは、１日の営業時間を朝、昼および夕の３つの時間帯に分
けて、この朝、昼および夕の時間帯別に移動パターンごとの人数が表示されている。これ
により、移動パターンごとの人数の時間帯による違いを把握することができる。
【０１０９】
　このように本実施形態では、計測エリアに対する移動先により規定される移動パターン
別に人物を検知し、その移動パターン別の人数をレーダーチャートで表示するようにした
ため、移動先により規定される移動パターンごとの人数、すなわち計測エリアからどの方
向にどれだけの人数の人物が移動したかをユーザが一目で把握することができる。
【０１１０】
　なお、図９に示した例では、移動先により規定される移動パターン別の人数を表示する
ようにしたが、移動元により規定される移動パターン別の人数を表示することも可能であ
る。このようにすると、移動元により規定される移動パターンごとの人数、すなわちどの
方向からどれだけの人数の人物が計測エリアに入ったかをユーザが一目で把握することが
できる。また、この移動パターン別の人数の表示は、レーダーチャートに限らず、棒グラ
フなど様々なチャートを用いることができる。
【０１１１】
　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人物移動分析装置、人物移動分析システムおよび人物移動
分析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。
【０１１２】
　例えば、本実施形態では、コンビニエンスストアなどの店舗の例について説明したが、
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このような店舗に限定されるものではなく、監視エリア内を移動する人物の移動状況を把
握することが有用である場所に広く適用することができる。
【０１１３】
　また、本実施形態では、図２に示したように、計測エリアを矩形としたが、計測エリア
は矩形に限定されるものではなく、三角形や、５つ以上の頂点を有する多角形とすること
も可能である。
【０１１４】
　また、本実施形態では、図２に示したように、監視エリア全体を対象にして４つの基準
となる方向Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを予め設定するようにしたが、この基準となる方向は４つに限
定されるものではなく、２つ、３つ、または５つ以上設定するようにしてもよい。
【０１１５】
　また、本実施形態では、図２に示したように、１本の通路、十字路、Ｔ字路およびＬ字
路に計測エリアを設定するようにしたが、この他に、３本の通路が集まる三叉路（Ｙ字路
）や、５本以上の道路が集まる交差点である多叉路に計測エリアを設定することも可能で
ある。
【０１１６】
　また、本実施形態では、カメラ１を、魚眼レンズを用いて３６０度の撮影範囲を有する
全方位カメラとしたが、所定の画角を有するカメラ、いわゆるボックスカメラでも可能で
ある。
【０１１７】
　また、本実施形態では、人物移動分析に必要な処理を、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２１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。
【０１１８】
　このような構成では、店舗に設けられた装置に、少なくとも人物検出処理および動線生
成処理を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。
【０１１９】
　また、クラウドコンピュータ２１に、人物移動分析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および動線生成処理を行わせるようにしてもよい
。このように構成すると、演算量が大きな処理をクラウドコンピュータ２１に行わせるこ
とで、店舗などのユーザ側に高速な情報処理装置が不要となり、また、残りの処理は演算
量が小さくて済むため、店舗に設置された販売情報管理装置を構成する情報処理装置に拡
張機能として兼用させることも可能になり、これによりユーザが負担するコストを軽減す
ることができる。
【０１２０】
　また、クラウドコンピュータ２１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出力情報生成処理をクラウドコンピュータ２１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２２などの携帯型端末でも分析結果を確認す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分析結果を確認することができる。
【０１２１】
　また、本実施形態では、店舗に設置されたＰＣ３のモニタ４に分析結果を出力するよう
にしたが、分析結果の出力装置をＰＣ３とは別に設けることも可能であり、例えば、前記
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に、店舗に設置された販売情報管理装置に分析結果の閲覧装置としての機能を付加するこ
とも可能である。また、分析結果をプリンタで出力することも可能である。
【０１２２】
　また、本実施形態では、店舗に設置されたＰＣ３のモニタ４に計測条件入力画面および
分析結果出力画面を表示させ、またＰＣ３に接続された入力デバイス６で入力操作を行う
ようにしたが、人物移動分析処理を行うＰＣ３とは別に、必要な入力および出力を行う情
報処理装置、特に携帯型情報処理装置、例えばタブレット端末を設けるようにしてもよい
。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明にかかる人物移動分析装置、人物移動分析システムおよび人物移動分析方法は、
監視エリア内の要所での人物の移動状況を店舗管理者などのユーザが容易に把握すること
ができる効果を有し、監視エリアを撮影した映像に基づいて、監視エリア内での人物の移
動状況を分析する人物移動分析装置、人物移動分析システムおよび人物移動分析方法など
として有用である。
【符号の説明】
【０１２４】
１　カメラ
２　レコーダ
３　ＰＣ
４　モニタ
６　入力デバイス
１１　ＰＣ
１２　モニタ
２１　クラウドコンピュータ
２２　スマートフォン
３１　監視部
３２　人物移動分析部
３３　計測条件設定部
３４　動線取得部
３５　移動人物検知部
３６　集計処理部
３７　ＧＵＩ制御部
３８　入力情報取得部
３９　画面生成部（出力情報生成部）
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