
「現在、市の管理者は過去に例のない課題に直面
しています。近代都市が直面する多くの問題につ
いて、市民はより迅速な対応を求めています。政
府への積極的な働きかけや、他機関と一体となっ
た協働などは、インテリジェント・マネジメント・
プラットフォームによるデータ統合があればこそ
可能になるものです。」とリスボン市のチーフデー
タオフィサーであるジョアン・トレモセイロ氏は
語ります。
「リスボン・インテリジェント・マネジメント・プ
ラットフォームによって、さまざまな情報を集め
ることが可能になり、過去から学ぶとともに未来
を見通すことができるようにもなりました。」と
ジョアン・トレモセイロ氏は言います。また、この
プラットフォームによって同市は、交通量や交通
システム、廃棄物管理システム、および警察、消
防隊、市民保護といった公共安全サービスの提供
者の監視・管理もできるようになりました。
リスボン・インテリジェント・マネジメント・プラッ
トフォームは、オープンソースミドルウェアFiware
に実装されたIoT技術とAPIを利用し、データを
収集、保存、分析しています。
オープンで、ベンダーにとらわれないというのが
Fiwareの重要な利点であり、今後リスボン市は、
特定のサプライヤーの技術などに制約される心
配はありません。
「リスボン・インテリジェント・マネジメント・プラッ
トフォームがオープンなアーキテクチャのプラット
フォームであることは、とても重要です。オープン
であることによって我々は、他の組織、大学、パー
トナーと簡単にデータを共有できるだけでなく、
ベンダーの固定化を避け、異なるサプライヤーか
ら調達した新たな部品をつなぎ合わせることがで
きます。」とジョアン・トレモセイロ氏は言います。
導入以来、リスボン市の管理業務は明らかな改
善を見せています。「IoTセンサーを通して収集

されたデータが分析
され、サービスマネー
ジャーや利用者にとっ
て役立つ知見となる
ことで、多くのサービ
スの効率が向上して
います。」とNECポル
トガルのジェネラル
マネージャーである
ジョアン・フェルナンデス氏は説明します。
各所に設置されているセンサーや監視カメラで
捉えられたデータが、今やリスボン市の安全や
業務効率を効果的に向上させています。例えば、
警察車両に取り付けられたセンサーはその正確
な位置がリアルタイムに追跡できるので、事件発
生時に最適な車両を迅速に派遣するために使わ
れています。
廃棄物管理の分野では、市内にあるおよそ2000
個のスマートごみ箱に搭載されたセンサーが、
ごみ箱が一杯になると通知します。ごみ箱が
いっぱいになった時のみ収集を行えばよいので、
収集作業やリソース管理の効率が向上しました。
リスボン・インテリジェント・マネジメント・プ
ラットフォームにより、リスボン市はまた、交通
渋滞の問題を軽減し、きれいな空気、健康、福祉
といった面でも恩恵を受けています。リスボン
のeモビリティの取り組みとして、公共の電動自
転車のシェアリングスキームを利用して、車や他

の移動手段から、自転車や電動アシスト自転車
への転換を促進しています。
「利用者に貸し出される際には、すべての自転車
がモバイルアプリと連動するようになっていま
す。モビリティ管理者にて、各パーキングステー
ションに何台の自転車があるか、何台の自転車が
使われているかをリアルタイムに把握すること
で、モビリティについて洞察し、適正に対処する
ことができます。」とジョアン・フェルナンデス氏
は説明します。
改善のもう一つの分野は、リスボン市の公共の
安全です。映像分析によって異常行動を素早く
察知することができ、救急サービスの提供者に
リアルタイムでのサービス提供を可能にします。
これにより、さまざまな政府機関が事件に対応
できるようになり、公共安全に携わるさまざま
な機関の連携と協力が可能になっています。
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伝統的な遺産を持つポルトガルの美しい首都
リスボン市。国際的な観光都市として有名な同
市は、ヨーロッパを代表するスマートシティとして
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を目指し、ロンドンやミラノとともに、ヨーロッ
パ・シェアリングシティ・プロジェクトに加わり
ました。いま、リスボン市の中心部では先進的な

手法や技術を活用したさまざまな試みが行われ
ています。
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リスボン市は、毎日100万人の旅行者を受け入
れながらも、50万人の市民の生活の質(Quality 
of Life、以下QOL)改善を目指すという、大きな
課題に直面していました。QOLに関わるデータ
を参照することがよい都市経営の鍵となること
は分かっていましたが、そのデータは、部局ごと
の異なるシステムと複雑で融通の利かないネット

ワーク上に散らばっていました。
リスボン市は、データを活用して市民に提供す
るサービスを改善することにより、未来を見据え
て同市を「スマートシティ」にするという革新的
なプロジェクトに着手しました。このプロジェク
トで重要なのは、散らばっているデータとそのシ
ステムを統合するスマートシティの基盤を構築す
るためのパートナーを探すということでした。検
討の結果、同市の要件を十分に満たしたNECと
協働することを決定しました。

「SDGs（持続可能な開発目標）の11では、安全
な交通、効率的なリソース管理、そして更なる持
続性や回復力について述べています。リスボン
はこれに積極的に取り組み、そしてそれを達成
するためのパートナーを必要としていました。」と
リスボン副市長のミゲル・ガスパー氏は言いま
す。「NECの提供するプラットフォームにより、
我々はプロセスを改善することができ、すべて
のコミュニティからアクセスできるようになり
ました。」

リスボン市と協力し、NECは、自治体の情報シス
テムや30以上の官民の機関から集められた関連
データを、統合、管理、表示するスマートプラット
フォームである「リスボン・インテリジェント・
マネジメント・プラットフォーム」を構築しました。
このプラットフォームは、複数の部局のシステム

にある情報を統合できる、新しい
概念のデータ構造やアーキテク
チャを持ちます。
つまり、複数のフォーマットのシス
テムにアクセスした上で一元的に管
理されるため、主要なデータ指標や
傾向を表示することができ、自治体
の活動を統合的に管理することが
可能になっています。

「インテリジェント・マネジメント・プラットフォー
ムをすべての救急サービス従事者と統合するこ
とで、警察、消防、市民保護といったさまざまな
機関の連携が実現し、事件の種類ごとにワーク
フローを自動化することも可能になりました。す
べての機関は、事件の発生時に自ら積極的にそ
れぞれの種類の事件に対処できるようになって
いますし、我々は、適切な対応がなされているか
状況を確認することもできます。」とジョアン・
フェルナンデス氏は言います。
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NECのプラットフォームにより、リスボン市は、
モビリティ向上や安全の確保、効率的な都市管
理、関連機関の連携を実現するとともに、市民の

QOLを大きく向上することができています。
ミゲル・ガスパー氏によれば、「このプロジェクト
の最大の成果は、リスボン市と市民の間により
よい関係を築いたことです。それにより、すべて
の情報が統合され、その情報にすべての人がア
クセスできるスマートシティを創造することがで

きました。リスボン市は、より持続可能でレジリ
エントな都市となったのです。」
すべての人にとって、より快適で心地よい都市に
なったリスボン市。NECのリスボン・インテリ
ジェント・マネジメント・プラットフォームは、そ
の改革に重要な役割を果たしています。

リスボン市と協力し、NECは、自治体の情報シス
テムや30以上の官民の機関から集められた関連
データを、統合、管理、表示するスマートプラット
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「インテリジェント・マネジメント・プラットフォー
ムをすべての救急サービス従事者と統合するこ
とで、警察、消防、市民保護といったさまざまな
機関の連携が実現し、事件の種類ごとにワーク
フローを自動化することも可能になりました。す
べての機関は、事件の発生時に自ら積極的にそ
れぞれの種類の事件に対処できるようになって
いますし、我々は、適切な対応がなされているか
状況を確認することもできます。」とジョアン・
フェルナンデス氏は言います。


