「コネクテッド シティ」による生活の質
（Quality of Life: QOL）の向上と経済活性化

ユーザ事例

概要
お客様名：バルセロナ市
業種：公共部門
場所：スペイン
潜在的なユーザ数：市民 160 万人、職員
8,000 人
課題
• 地域経済の活性化と QOL の向上
• 市行政おける部門間コミュニケーションの
緊密化
• 管理コストの最小化とサービス品質の改善
ソリューション
• シスコ ワイヤレス ネットワークによりモバイル
の基盤を構築
• よりよい都市計画と新しい市民サービスのた
めに、人やモノの位置を把握
• 駐車場や周囲の状況、
ゴミ容器の中身の量な
どをモニタリングするセンサーを設置
結果
• 企業やイベント誘致により市が活性化
• 市民および市職員に関する情報アクセスの
改善
• 駐車場、
ゴミ収集、街路灯などのプロセス効率
化により、
コストを削減
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バルセロナ市 Wi-Fi ネットワークと位置情報を活用し、サービス
レベルの向上と優れたエクスペリエンス創出を実現
課題
バルセロナ市は、3 世紀からスペイン カタルーニャ地方の中心都市として繁栄してきました
が、現在、市の首脳陣は 21 世紀ならではの課題に直面しています。市が望んでいることは、
都市を活性化し、経済を振興させることです。
また、優れた QOL を実現し、企業や住民、旅行
者を呼び寄せ、世界で最も住みやすい街として、高い評価を得ることを目標としています。
ま
た、CO2 排出量の削減を実現し、低コストで公共サービスを提供したいとも考えています。
バルセロナ市議会は、テクノロジーによってこれらの目標を達成できると認識していました。バ
ルセロナ市議会の最高情報責任者、Manuel Sanroma 氏は、
「私たちは、インターネットを利用
して市民の生活の質を向上したいと考えています」
と述べています。
市議会を動かしたのは「Internet of Everything」
でした。あらゆる人、
プロセス、データ、モノを
つなげるというビジョンに感銘を受けたのです。
考えてみてください。仕事で使用するネットワークに公園から接続でき、その後に友達とコー
ヒーを飲んだりショッピングに行けるとしたらどうでしょうか。旅行者の立場から、バスの時刻表
や近くにあるレストラン、エンターテインメントといった必要な情報すべてを、市内各所に設け
られたタッチスクリーン式キオスクで得られると想像してみてください。
スマートフォンで駐車
場の検索や予約が可能だとしたら? 市の職員が車を走らせる代わりに、パーキング メーターや
街路灯、
さらにはゴミ箱まで、ネットワークで監視できたらどうでしょう。
このビジョンを実現するため、市では 3 種類のテクノロジーを導入しました。管理性と安定性
に優れた Wi-Fi ネットワーク、ネットワークに接続されている人やモノの位置を知る手段、
そし
てさまざまな種類のセンサーです。
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「スマート バス ストップなら、
バスを待つ時間を無駄にする
いつもの状況が一変します」
Manuel Sanroma
最高情報責任者
バルセロナ市議会

ソリューション
現在、バルセロナ市のスマート シティ プロジェクトで、
これらのすべてが実現されています。バ
ルセロナ市議会の Urban Habitat（都市住環境）担当副市長、Tony Vives 氏は次のように述べ
ています。
「私たちはテクノロジーを利用して社会的な夢を実現しています。私たちの目標は、
経済的持続性、社会的持続性、そして環境的持続性を維持することです」。
先見の明をもつバルセロナ市長 Xavier Trias 氏は、Urban Habitat（都市住環境）
と呼ばれる新
しい部署を創設してプロジェクトを開始しました。都市計画、環境、IT、輸送、インフラストラクチ
ャを統合したプロジェクトです。最初の課題は、屋外 Wi-Fi サービス エリアを市全域に拡張す
ることでした。
Barcelona Free Wi-Fi ネットワークは、優れたユーザ エクスペリエンスを提供しなければなり
ません。
そこで市は、
シスコ製品の導入を決定しました。ネットワークは、段階的に構築されて
います。第一段階としては、歴史的な地区であるゴシック地区の Passeig de Born において、約
800 のワイヤレス アクセス ポイントを街路灯に設置しました。
すでに 4 つの面で QOL が向上しています。
まず、住民も旅行者も、モバイル デバイスを使用
して Web を閲覧したり、電子メールをチェックすることができます。バスの中でも接続は維持
されます。
2 番目に、公共サービスが合理化されています。職員は、ネットワーク上のワイヤレス センサー
から情報を収集して、的確な意思決定を行うことができます。気温、大気の状態、歩行者の通行
量、駐車場の空き情報などを確認できるのです。
これらの情報の一部は、市民もスマートフォン
で見ることができます。
3 番目に、都市計画担当者が、誰がどこに移動して、
どれくらいの時間を費やすかを把握できま
す。Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）
ソリューションにより、エリアごとに存在する
スマートフォンやタブレットの数が分かる地図を作成することができます。都市計画の担当者
は、
この位置情報を活用し、都市および交通計画を策定することができます。
最後に、新たなエクスペリエンスを満喫した訪問者が再び市を訪れるようになっています。訪
問者は、バス停にあるタッチスクリーン式キオスクで今日のイベントを見たり、
スマートフォン
を使って駐車場の空き情報を検索して予約したりできます。ピクニックを計画する場合は、市内
各エリアの大気の状態を確認できます。
まもなく、店の横を通るだけで自分用にパーソナライ
ズされたおすすめ商品情報がスマートフォンに届くようになるでしょう。
Barcelona Free Wi-Fi の評判が高まり、市議会は拡張を続けています。
タッチスクリーン式キ
オスクを備えたスマート バス ストップに変わるバス停も増えてきています。

結果
バルセロナ市のスマート シティ プロジェクトは、世界中の注目を集めました。市は、
「新しいテ
クノロジーを導入して市と市民を近づけた1」
ことにより European Capital of Innovation
（iCapital）
賞を受賞し、Xavier Trias 市長は CNNMoney により世界の偉大なリーダー 50 人の 1 人に選
ばれました2。
QOL の向上
今では市内の移動がもっと簡単で、
もっと楽しくなりました。
• コネクテッド バス：住民も訪問者も、バスに乗っている間もネットワークに接続でき、仕事や
エンターテインメントに利用できます。

1
2

2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm [英語]
http://money.cnn.com/gallery/leadership/2014/03/20/worlds-best-leaders.fortune/46.html [英語]
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「駐車場にセンサーを取り付
けることで、交通渋滞が緩和
されます。それにより暮らしや
すさが向上し、市民の満足度
が増します」
Tony Vives
Urban Habitat（都市住環境）担当副市長
バルセロナ市議会

• コネクテッド バス ストップ：いくつかのバス停にあるタッチスクリーン式モニタでは、最新の
時刻表、地図、市が所有するレンタサイクルの貸し出し場所、および地元の企業やエンターテ
インメントに関する位置情報が提供されます。
「スマート バス ストップなら、バスを待つ時間
を無駄にするいつもの状況が一変します」
と、Sanroma 氏は述べています。
• コネクテッド パーキング：市中心部の交通渋滞の 40 % は駐車スペースを探す車が原因で
あることが調査で判明しましたが、現在では駐車場探しの問題は解決しています。今では、
10 の区域のうちの最初の区域で、駐車場にセンサーが取り付けられています。住民は、無
料の地図アプリケーションをスマートフォンまたはタブレットにインストールして、空いてい
る駐車スペースを探すことができます。そのスペースをタップするだけで到着する前に予約
し、同じアプリケーションで駐車料金を支払います。食事が長引いても、車に戻ることなく駐
車時間を更新できます。
「駐車場にセンサーを取り付けることで、交通渋滞が緩和されます」
と、Vives 氏は述べ、次のように続けます。
「これにより住みやすい市となり、住民の満足度が
高まっています」。
行政サービスの効率性向上
市議会は、効率性アップのために Wi-Fi ネットワークを活用しています。
• スマート パーキング：駐車場でメーターが超過すると、取り付けられたセンサーから市の職
員へ警告が送信されます。駐車場による収入の増加や、今後需要に応じて変動する料金制度
の導入などの可能性があります。
• スマート廃棄物管理：ゴミ容器がいっぱいになる前にゴミ回収車を走らせると、
コストも、
CO2 排出量も増加してしまいます。
とはいえ、回収があまりに遅ければ、近隣の美観を損ね、
公衆衛生に悪影響を及ぼしかねません。現在、市では、
より効率的な回収ルートを作成する
ためにパイロット運用を実施しています。
ゴミ容器に取り付けられたワイヤレス センサーに
より、中身の量がわかります。回収業者は、いっぱいになったゴミ箱から先にドライバーを向
かわせます。
このアプリケーションには、市内各エリアの温度も表示されます。
これは暑い日
にルートを決める上で重要な情報です。市内全域でこのプログラムを使用すると、
ゴミの回収
コストを 10 % 削減できると市議会では見積もっています。
これにより年間数万ドル節約で
き、他の公共サービスに利用できるようになります。
• スマート街路灯：日中消灯し、暗くなった時に点灯することで、光熱費削減と安全維持を実現
しています。
また、LED 街路灯を導入し、Barcelona Free Wi-Fi ネットワークを通じて職員が
制御することによって光熱費を削減しました。
スマート街路灯により、10 年間で 4,700 万ド
ルが節約できると見込まれています。
これには、光熱費の削減、LED 照明によるコスト削減、
交換作業にかかる人件費の削減（電球の寿命が長いため）が含まれます。
• スマート都市計画：都市計画の担当者は、人々がどこへ、
どの手段で移動するかを把握できる
ようになりました。
このような情報は、
スマートなバスの時刻表の作成に役立ち、住民の満足
度の維持につながります。
また、巡回警備員をどこに配置したら訪問者がより安全に感じられ
るかもわかります。
小売業界の新しいエクスペリエンスが地元商店を後押し
2013 年 10 月にバルセロナで開催された Internet of Things（IoT）World Forum の間、
シスコ
のパートナーが、小売業界に新しいエクスペリエンスを創出するスマートフォン アプリケーショ
ンのデモを行いました。
レストランやお店の横を通ると、
自分のデバイスに、
クーポンやサービ
ス品などの「デジタル グラフィティ」が表示されるというものです。小売店や広告主の参加を促
すため、市では収入の分配を計画しています。
経済開発
市議会では、
スマート バスにより 10 年間で 2,800 万ドルの経済効果を見込んでいます。
この
金額には、広告収入、乗降客の増加、および行先での乗客の消費額の増加が含まれます。同様
に、
スマート パーキングの経済効果は 5,300 万ドルと予測されていますが、
これは駐車時間
の厳密な管理と、変動料金制度の実施を想定しています。
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経済の活性化により、市は新しいビジネスにとっての魅力を増しています。市は、バルセロナの
住みやすさランキングの上昇により、1500 の新興企業を誘致し、約 44,000 人分の雇用が生
まれると期待しています。

技術の実装
コネクテッド バス：パイロット運用では、バスに車載されたシスコのワイヤレス アクセス ポ
イントが耐久性の高いシスコのスイッチに接続されています。
このスイッチには、Power over
Ethernet 機能があります。衝撃や振動への耐性を備えたシスコのルータがバスに搭載さ
れ、LTE セルラー ネットワークに接続されます。乗客は、バスが新しいワイヤレス サービス エ
リアに入っても接続を維持できます。
環境モニタリング：2013 年の IoT World Forum では、溜まったメールをチェックできるよう、
ブラウザ上に、一番明るくて静かな場所を示す地図を表示する機能を提供しました。Barcelona
FabLab による Smart Citizen Kit によって収集されたデータは、
「クラウド ソーシング」を利用
したものでした。会議室ではキットにより拍手を測定することで、出席者の評価が示されまし
た。
またスマート シティ ツアーでは、参加者に首かけ用のキットを提供しました。Cisco CMX
によりキットの位置が記録され、センサーが読み取った内容が会場の地図に重ね合わされる
のです。

詳細情報
• シスコのモビリティ ソリューションの詳細については、http://www.cisco.com/web/JP/
product/hs/wireless/index.html をご覧ください。
• Cisco Connected Mobile Experiences の詳細については、
http://www.cisco.com/web/JP/solution/borderless/mobile_ex/index.html をご覧ください。
• Internet of Everything の詳細については、http://internetofeverything.cisco.com/ja をご覧
ください。
• シスコのスマート+コネクテッド コミュニティの詳細については、
http://www.cisco.com/web/JP/solution/industries/scc/index.html をご覧ください。

製品リスト
ネットワーキング
• Cisco Industrial Ethernet 2000 スイッチ
ワイヤレス
• Cisco Aironet® 1552 高耐久性ワイヤレス アクセス ポイント
• シスコ サービス統合型ルータ
（ISR）819
• シスコ モビリティ サービス エンジン
• Cisco ワイヤレス LAN コントローラ
エコシステム パートナー製品
• 環境センサー：Zolertia および Smart Citizen
• パーキング センサー：Streetline
• バス停広告：JCDecaux
• 廃棄物管理：Urbiotica
• デジタル グラフィティ：GeekGaps
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お問い合わせ先

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間 : 平日10:00〜12:00、13:00〜17:00
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