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安全・安心な暮らし

アルゼンチン ティグレ市の
未来を守るビデオ解析ソリューション
Jorge Vargas

Daniel Bergonzelli

要 旨
アルゼンチンの首都・ブエノスアイレス市から約 32kmに位置するティグレ市は、1990 年代から今日に至るまで目覚ましい発展を
とげています。そしてこの発展に伴い、住民や観光客の安全・安心をより向上するため、同市の都市計画立案者により最先端の
監視プラットフォームの導入が検討されました。CCTVカメラやインテリジェントビデオ解析機能を搭載した高度なビデオ監視シ
ステムの配備が進められ、2013 年には同システムのオペレーションセンターが設置されました。NEC が提供するさまざまなビデ
オ解析ソリューションは、起こりうる脅威を特定し、素早く警察に警報を送るなど、同市の安全と安心の向上に貢献しています。

Keyｗords

街中監視／シティオペレーションセンター／ビデオ監視／行動解析／顔認証

1. はじめに
アルゼンチンのティグレ市の人口は、毎週末には平日の3
倍に膨れ上がります。ミュージアム、テーマパーク、カジノ、

ティグレ市（図1）は、アルゼンチンの首都ブエノスアイレ
スから約 32kmに位置し、同市ならではの問題に直面してい
ました。その1つは、本土 148㎢と近隣諸島 220㎢を占める
同市の全体に及ぶ交通量の多さです。

美しく広大な緑地、そして地元のおいしい料理など、ティグ

過去 20 年間の大規模な不動産ブームにより近隣の開発

レ市は週末のひと時を過ごす場所として人気を博している

が進み、2010 年には居住人口が約 38 万人に達しました。

のと同時に、1990 年代の不動産ブーム以降、国内外からの

来たる2015 年の大統領選への出馬に意欲を示す現国会議

観光客の注目を着実に集めています。
このような状況を踏まえ、近年ティグレ市では住民と観光
客の両者の安全と安心を向上する戦略を立て、長期計画に
盛り込みました。住民とのつながりを強化する一方で、治安
に関わる各省庁に最新の機能を提供するためには、高度で
効果的な街中監視システムが不可欠でした。
2013 年、NECアルゼンチンとティグレ市は、NEC のセー

Tigre

フティ事業体系「Safer Cities（セーファー・シティーズ）」が
提供するさまざまな製品の評価と実証を行うための覚書を

Buenos
Aires

締結し、以降、NEC はパブリックセーフティに貢献する数多
くの技術を開発・導入してきました。公共の安全を守る各
省庁が、効率的に同市の重要エリアを監視し、住民のパブ
リックセーフティの向上を実現できるよう、弊社は、カメラや
インテリジェントビデオ解析ツールなどを採用したシステム
を提供しました。
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図1

ティグレ市の位置
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員であり前ティグレ市長の Sergio Massa（セルジオ・マッサ）
氏にとって、住民に十分な安全と安心を提供することが最重
要課題となりました。

3.1

ナンバープレート認証

ティグレ市では、市内の 6カ所に12 台のカメラを設置し、
市に出入りする全ての自動車を録画し、リアルタイムで捜索
対象車両のリストと照合することを可能としました。

2. 街中を見つめる眼

3.2

顔認証

最初に設置したのは、高度な解析に必要な編集前のビデ

ティグレ市が導入した「NeoFace Watch」は、標準の監視

オデータを提供するカメラネットワークです。このネットワー

カメラを使用した高性能のリアルタイム自動顔認証システム

クの設置は同時に、緊急事態への効果的な対応手段を模索

であり、最も難易度が高いとされる人混みでの監視の要件

していた治安当局に「実践的知性（practical intelligence）
」

を満たしています。監視カメラとの連携に加え、ハンディカ

を提供することにもなりました。

メラやスマートデバイスで撮影した映像や画像、保存済みの

本システムは、640 台のパン・チルト・ズームドーム型カメ

録画映像や画像の一括取り込みも可能です。このシステム

ラで構成され、かつ、近隣地域に既に設置されている200

は、あらかじめ登録されている監視リスト（ウォッチリスト）

台のカメラとの統合を可能にしました。

内の登録画像とビデオ映像に映っている人物をチェックし、

これらの他に、ティグレ市の境界を往来する自動車のナン

該当人物を見つけた場合に警告を発するなど、安全に対す

バープレートを特定する12 台の固定カメラが設置され、更

る脅威へのリスクを軽減します（図 2）。警告は、シティオペ

には顔認証及び特定の行動を検出するカメラも複数台設置

レーションセンターの壁に設置されたディスプレイ及び各警

されました。全てのビデオ情報は、ハイブリッド光ファイバ

備員のモニターに表示されると同時に、対処に最適な場所

とワイヤレスネットワーク上でやりとりされています。

にいる関係者に電子メールで送られるので、脅威に対して素
早く対応することができます。
NeoFace Watchは、短・中・長距離鉄道や水上交通など

3. インテリジェントビデオ解析

の都市のターミナル駅で、監視カメラとともに利用されてい

膨大なビデオデータを収集して次に求められるのは、そ

ます。市の職員が、個別の監視リストに特定人物を追加する

れらのデータを、リアルタイム解析と犯罪解析の両方にとっ

ことも可能なので、例えば、検察やその他の法的機関、また

て意味のあるものにすることです。弊社では、権威ある賞

は公共福祉団体などの行方不明者の捜索などにも、このシ

を受賞しているNeoFace の顔認証技術など、高機能で使い

ステムの利用が期待されます。

やすいビデオ解析ソリューションを提供していますが、これ
らのビデオ解析技術によりティグレ市は、公共の安全・安心
に関わる各省庁が必要とする重要な情報の収集が可能にな
りました。一例としては、現在の技術を「Missing Children
Argentina」
（アルゼンチンで行方不明の児童）データベー
スと統合して、対象地域の行方不明児童の捜索を24 時間体
制でサポートしています。
また、
「ナンバープレート認証」、
「顔認証」そして「行動
検知」などの技術を核とする解析ソリューションや特定シー
ン分析ソリューションが導入されました。特定シーン分析ソ

ALERT

リューションはリアルタイムではなく、より詳細な情報収集を

Michael Smith

目的としており、動いている対象を検出して追跡したり、画

Criminal

像をより鮮明化するための機能を提供します。これらの製
品によって、関係省庁は捜索などで重要となる情報をより的
確に追跡できるようになりました。

図2

NeoFace Watch 警告画面イメージ
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3.3

行動検知

弊社の「行動検知」技術は映像から行動を監視し、侵入
や徘徊、またはユーザーが設定した時間や場所に放置され

写真

ている物体など、通常とは異なり不審であると判断した行動

アルゼンチン ティグレ市の街中監視システム
オペレーションセンター

に対して警告を発します。このシステムは、影や動く対象物
などと人物を区別できるので、単純な行動と複雑な行動の
両方の検知に役立ちます（表）。
鉄道駅や公園、街頭及び銀行に設置された監視カメラの
映像をリアルタイムで解析し、不審な行動がないか監視し
ています。例えば、銀行の付近を徘徊する人物がいないか、
駐車禁止ゾーンに駐車している車はないかなどの監視が可
能です。街頭では、自動車の制限速度超過、オートバイの
二人乗り、ヘルメットなしでのオートバイの運転など、犯罪や
事故につながり得る運転を行っている自動車などを、システ
ムが検知します。

4. 情報を1カ所に集める

図3

システム概略

能になりました。

全ての情報は、ティグレ市に建設された専用のオペレー

「将来にわたってティグレ市が目覚ましい発展を続けるう

ションセンターと危機管理室に集められます（写真）。オペ

えで、住民や観光客が期待する安全や安心の提供は重要な

レーションルームには 22 席が用意され、警察官は送られてく

ことです」と、セルジオ・マッサ氏は語ります。また、同氏は

る情報を専用の大型スクリーンで見ることができ、関連する

「技術はもはや贅沢品ではありません。それらは安全や安

省庁とも容易に情報を共有できます。

心を提供するうえでの必需品です。ティグレ市では、数々の

当プロジェクトに必要な基幹システムはデータセンターに

技術を統合した行動検知など、都市を監視するための最先

設置され、CCTV（Closed-Circuit Television）のビデオ映

端の技術を活用してきました。これにより、同市の安全や

像は 30日分保存されています（図 3）。ビデオ管理システム、

非常事態に関わる各省庁の能力も向上し、住民との連携も

弊社のコア解析エンジンと安全管理プログラムはここで操

強化されました」とも述べています。

作されています。
更に、ティグレ市が推進するプロジェクトの興味深い点は
その展開方法です。1つの技術に多額に投資するのではな

5. むすび

く、監視技術を最長 36カ月の契約で、サービスの一環とし

ティグレ市のいたる所に配備された監視カメラからは、編

て配備します。この方法によって、時間を掛けて機能を増や

集前の膨大な映像が送られてきます。弊社のビデオ解析ソ

し、新たな技術が登場したらそれらを追加していくことが可

リューションは、それらの膨大なデータを理解する作業をサ
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ポートします。弊社はこれからもティグレ市とともに、同市の
政策決定に更に役立つ情報提供を目指し開発を進めてまい
ります。住民や観光客の生活水準向上のため、それを達成
する技術を求めるティグレ市のたゆまぬ意志と将来への展
望に応えるべく、我々も、より安全な都市「セーファー・シ
ティ」の建設へと前進していきます。革新的な技術と世界の
コミュニティとの連携を通して、今後もパブリックセーフティ
の向上に貢献してまいります。
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