
地域ICTクラブxオープンデータで創る地方の未来 
～地域活性化の鯖江モデルと横展開～

株式会社jig.jp 会長 / PCN鯖江（Hana道場） / IchigoJam開発者 福野泰介



福井高専 電子情報工学科
がんきょう

鯖江から来ました！



みんなネコミミになるメガネ

Swift プログラミング  - src on GitHub@taisukef
http://fukuno.jig.jp/2182



2次元の世界へ行けるメガネ

Swift プログラミング  - src on GitHub@taisukef
http://fukuno.jig.jp/2144



800円のゴーグル＋スマホで 
メガネ（AR/MR）やVRができる！



ホンヤクメガネ 
by スマホVR

Tsutsuji Bus Stop 
Nishiyama Park

Road St.



福野 泰介（ふくのたいすけ） 
福井高専 電子情報工学科卒 

IchigoJam 開発者 
 株式会社 jig.jp 創業者＆会長



オタクが創るC2C「オタマート」



今世代メディア「ふわっち」



世界一身近な共同創造「うたオン」
NEW



日本に8人 
オープンデータ伝道師 

＆ 
地域活性化アドバイザー



地域の推し食「越前がに」GI登録記念アプリ 
地理的表示保護制度とは？ 
http://fukuno.jig.jp/2305
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鯖江市議 
福野葵ブログより



地方公共団体の不動産

約420兆円 

公共施設やインフラ資
産（道路、橋梁、上水
道等）の現況をきちん
と把握し始めたのは 
ここ数年のこと！？

公共建築の約半数が越
築30年

施設の維持・管理、更新費用が膨大になる



http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat3.html

東京以外全部沈没「県別 子供減少率」



http://fukuno.jig.jp/1247



http://fukuno.jig.jp/1247



http://fukuno.jig.jp/1247



若者の流出（東京一極集中）



地方の子供：減少、東京の子供：増加



http://fukuno.jig.jp/1875

鯖江市 
30年以上の橋梁 

85%



橋梁マップ (国土地理院地図利用）
http://fukuno.jig.jp/app/printmap/bridgemap.html

IPC x 鯖江市役所 
鯖江市管理の橋梁、約400を 
5つ星オープンデータ化



鯖江、最高齢の橋！

劢勻ך傈劤זֲו



橋梁マップ、明らかなデータ欠損 
（県管理＆国管理の橋梁オープンデータは未整備！）
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こどもパソコン IchigoJam 

1,500円～



Apple I (1976) 
（アップル ワン）

iPhoneの会社
Apple社がつくった
世界初のパソコン

IchigoJam は 
Apple I とだいたい同じ

Apple I 開発者 - スティーブ・ウォズニアック氏



ごぞんじですか？ 

コンピューターの速さ



100円のコンピューター 
1秒間に何回計算できる？

画像、LPC1114 秋月電子

CPU



１秒に5000万回！
画像、LPC1114 秋月電子

CPU



(C)TSUKUMO

IchigoJam iPhone パソコン スパコン京

5000万回 400億回 10兆回 1京回

IchigoJam 
何台分？→ 800台分 20万台分 2億台分

1500円 7万円 10万円 1120億円

(C)Apple
from Wikipedia



ネットのちから



インターネットとは 

コンピュータが 

たくさんつながったもの

100おく台くらい



インターネットのひろがり 

IoT 

（アイオーティー） 

Internet of Things 

100おく台-> 1ちょう台へ！
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歴史 保存 即時 拡散 無料

言葉 100,000
年 ☓ ◯ ☓ ◯

文字 5,000年 ◯ ☓ ☓ ◯
活字 1,000年 ◯ ☓ ◯ ☓

放送 100年 ☓ ◯ ◯ ☓

web 25年 ◯ ◯ ◯ ◯
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2004.10.1 
世界初ダウンロード型 
フルブラウザ販売！



web発明者＆W3C創始者 
ティム・バーナーズ＝リー氏

jig.jp （W3Cメンバー） 
福野泰介 （2010年）



オープンデータ＝自由に使えるデータ

All rights reserved クリエイティブ・コモンズ・表示 
CC BY 

（活用歓迎！出展だけ表示してね）（すべての著作権を主張）

（営利目的利用、転載、販売、改変など活用自由！）



画像、いらすとや





オープンデータ 
＝21世紀を代表するインフラ

Photo credit: kevin dooley / Foter / CC BY



2010年 鯖江市にオープンデータ提案→2012年実現



鯖江アプリ開発開始 → 現在200以上



世界最先端 IT 国家創造宣言 
2013.6.14 閣議決定 

Ⅰ．基本理念 
Ⅱ. 目指すべき社会・姿 
Ⅲ.目指すべき社会・姿を実現するための取組 
１．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現 
（１）オープンデータ・ビッグデータの活用の推進 
 1.公共データの民間開放（オープンデータ）の推進  
  2013 年度中に試行版を立ち上げ、広く国民の意見募集を行うとともに、 
  2014 年度から本格運用を実施する 
  2014 年度及び 2015 年度の２年間を集中取組期間と位置づけ、 
  2015 年度末には、他の先進国と同水準の公開内容を実現する 
２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会  
３．公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現 



http://fukuno.jig.jp/app/opendatacity/citiesratio.html



鯖江市消火栓 
8000箇所



高校生 x 消火栓



NHKより引用

金属探知機で消火栓探し除雪（金沢市消防局）



鯖江のレポーティングアプリ 

「さばれぽ」



←除雪支援依頼

除雪による破損報告→





http://5stardata.info/ja/



サービスサービスサービス

オープンデータ オープンデータ オープンデータ

オープンデータ＋民間パワー＝HAPPY

行政

市民

民間



サービス

オープンデータ

オープンデータの標準化がビジネスを生む

行政

市民

民間

オープンデータ オープンデータ

鯖江市 7万 横浜市 340万 千葉市 100万

5つ星オープンデータ



サービス

オープンデータ

世界に広めてスケールメリットを出す

行政

市民

民間

オープンデータ オープンデータ

日本 1億 ルワンダ 1.1億 台湾 0.2億

5つ星オープンデータ
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/jititai_swg_dai4/siryou4-3.pdf



5つ星オープンデータ化の鍵＝共通語彙基盤



データとアプリでつながる台湾と日本 
Asia Open Data Hackathon 2017 に向けて連携！ 

2017.5.11@VLED
http://fukuno.jig.jp/1753



関係深まる 
W3C / web と日本

鯖江市 
世界唯一の地方自治体 

W3Cメンバー



広まる5つ星オープンデータ 

福井、東京、大阪、京都、神戸、
埼玉、青森、総務省統計局



ヒナンパス 
避難所 5つ星オープンデータ利用アプリ



Excelを使って簡単編集 
無料ではじめる 自治体5つ星オープンデータ 

http://odp.jig.jp/



https://www.tellusxdp.com/

衛星オープンデータとの連携 
xData Alliance に参画、オープンデータプラットフォーム
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日本

韓国

アメリカ

スイス

フランス

ドイツ

イギリス

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13～15歳、自分のパソコン保有率 
内閣府「わが国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2013年)より
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Nintendo スーパーマリオブラザーズ 1985.9.13



8才の時、パソコンを 

ゲームがつくれるときいて買ってもらう



1997年11月 ブラウザで動く地図アプリ「Atlantis」開発



パソコンは 

じぶんでつくれる



じぶんでくみたてるパソコン 

IchigoJam





品川オープンデータイベント2018



こどもパソコン IchigoJam 

できあがり



品川オープンデータイベント2018



コンピューターと 

なかよくなろう



1.テレビ
3.キーボード

4.ACアダプター

5.microUSB 

ケーブル

2.ビデオ 

ケーブル

IchigoJamをつないで、スイッチオン

ON

家庭のテレビか
4.3インチオンダッシュモニターなど

サンワサプライ SKB-L1UBK (PS/2対応USBキーボード)

100均 100均

100均(200円)



IchigoJam BASIC 
OK 

てんめつしているのは、カーソル



IchigoJam BASIC 
OK 
A 

キーボードで「A」と、うってみよう



IchigoJam BASIC 
OK 
A 

エンターキー

A



IchigoJam BASIC 
OK 
A 
Syntax error 

エンターキー

A



?

A Syntax error
（シンタックス エラー）

シラナイ 

コトバダナー

（エー、エンター）



IchigoJam BASIC 
OK 
LED1 

L E D 1 エンター

D
E

L

1



!

LED1

*

OK

シッテル！

（オーケー）
（エルイーディー、ワン、エンター）



1 LED1:WAIT10 

2 LED0:WAIT30 

3 GOTO1 

OK

むずかしい？

カーソルキー、エンターでかいぞう

F5 カーソルキー



ボタンをおしながら、スイッチON

スイッチON

ボタンを 

おしながら



エルチカロボット 

できあがり！

*



パナソニック洗濯機

みのまわりのロボット



ぜんぶ、だれかが 

プログラミングしたもの

画像、LPC1114 秋月電子



お家にコンピューター 

いったい何台ある？



プログラミング教室 for ルワンダキッズ 

KidsVenture & PCN



ルワンダ紙幣にこどもプログラミング！
紙文化をスキップ、 

会社の机の上はノートPCのみ

تٕׅٝٙ⚥꧊ח5*

こどもパソコンIchigoJam講座 
プログラミングへの関心の高さは 

全世界共通



Mission 100% Fun 

おちこぼれ 0



ぜんぶでたったの
100コマンド

http://ichigojam.net/IchigoJam.html



OK 1 LED WAIT LIST 

RUN GOTO SAVE CLS = 

LC ? RND BTN + - IF 

SCR & CLT TICK BEEP 

PLAY

きょうつかった、23コマンド！







基本＋チャレンジ

http://ichigojam.net/print/

IchigoJamプリント
シンプルなA5印刷用ネット教材
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本屋さんにも！



http://pcn.club/
ロボットも学べる拡張キット



IchigoJam BASIC Python3

?”Hello!” print(“Hello!”)

IF A=3:?”YAH!” if a == 3: 
print(“YAH!”)

�ד㷕㛇燉ד$*4"#
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Eben Upton started programming 
with BASIC also! 



https://www.raspberrypi.org/downloads/
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クリエイティブ・コモンズ・表示 
CC BY 

（活用歓迎！出展だけ表示してね）





�ؚٝىؚٓٗفוֿ

NFFUT�

*P5�

��*OUFSOFU�PG�5IJOHT



1 IOT.OUT1:WAIT60 
2 IOT.OUT0:WAIT60 
3 GOTO1

ビルチカ 
めがね会館のメガネ 
プログラムで操る！



天ぷら 電車 武将

VR VR天ぷら VR電車 VR武将

天気 天気天ぷら 天気電車 天気武将

こども こども天ぷら こども電車 こども武将

アイデアは組み合わせ！

天気天ぷらIoT 
天気・環境に合わせた最高の温度時間で仕上げる天ぷら製造機



→ ねこがトイレにいくと通知、統計とれば病気予測も！ 
http://fukuno.jig.jp/1518

ねこ健康、ネコトイレIoT



見回りいらず 
イノシシIoT

NHK 
おはよう日本 
（東海北陸地区） 
2015.12.7
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+
IchigoJam つうしんモジュール

ネットにつながる IchigoJam 

IchigoSoda

by さくらインターネット
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水害対策 
水位センサーIoT 

石狩市、鯖江市 
原価3万円

2000万円 vs 3万円



http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol083/

22年前から出ている、産業界から教育の要望



日本のプログラミング教育 
２つの動き 

義務教育（文科省）きっかけ 
↓ 

課外活動（総務省）伸ばす



2020年の小学校 
プログラミング必修化 

決定



✕ プログラミングという科目 
◯プログラミングを既存科目に取り入れる

調理実習のようなもの
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PCNで受託、小学校の課外授業でプログラミング 
小学校の先生を講師育成、福井高専の学生がサポート 

2017年
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https://miraino-manabi.jp/content/159



㖑㚖ך㣐➂ָהֹֿד



地域ICTクラブ by 総務省 
プログラミング版スポ少

https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu/sports/oshirase/supotsushonendan.html

http://fukuno.jig.jp/2167



ITに強い、企業OB/OG（JAXA退職者も） 
福井新聞 （福井県内に根付かせる） 
PCN （教育コンテンツ提供） 
福井県 産業労働部新産業創出課（学校に呼びかける） 

企業が支える 
福井県情報システム工業会（57企業、代表団体） 
福井県機械工業組合 
→ 11の地域ICTクラブ始動！

福井県こどもプログラミング協議会（地域ICTクラブ）

人

メディ
ア企業

地域ICTクラブ



https://www.youtube.com/watch?v=ZapuZvRatKw



鯖江 Hana道場
http://hanadojo.com/



佐世保高専で学生講師育成講座   http://fukuno.jig.jp/2268



乗れるロボットを自分でプログラミング！ 
福井新聞/PCN主催、福井コンピュータ提供

http://fukuno.jig.jp/2206



剑䓼铡וֿ

生存 安全 必要 尊敬 自己実現

大人 金 
信用

政治 
力

仕事 
家族

仕事 
家族

こども
学生

親

こども・学生は自己実現欲求まで一直線！

٦妜実媮ꥡ铡ٗؤو



すべてのこどもたちに 

プログラミングを

http://pcn.club/

Programming for All Kids

Programming Club Network



プログラミング 
基本はとっても簡単です



小学校の先生向けプログラミング研修 
IchigoJamで伝えるコンピューターのかわいさ



IoT研修＠大鵬薬品＆大塚グループ 
Salesforce.com、福井県庁、石狩市役所など



病院内のこどもたちにプログラミングを！ 
KidsVenture in 沖縄 琉球大学 院内訪問学級 

http://fukuno.jig.jp/2302



https://pcn.club/about/



中学2年生(13)が代表、PCN福大附属！
http://fukuno.jig.jp/2094



第9回 小中学生 
PCNこどもプロコン2018 

応募締切 2018.12.31

最優秀賞でノートPC、GET!

http://pcn.club/contest/



The Machine to stop using Smartphone too much!



IchigoJamで 

ノートPCをGET！ 

次のレベルへ
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メカ担当：MASAHARU（中2） 
基板担当：MISAKI（高２）

https://hanadojo.official.ec/items/8611440
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官民みんなでオープンデータを整備しよう 
オープンデータは遊具！



地域フィールドラボ 
発祥の地 

2014年から5期実施

http://sabae.club/
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課題

アイ
デア

データ

アプリ

イノベー
ション

課題からスタート 
アイデア＋データ→アプリ 
横展開してイノベーション！



http://pcn.club/shop/akiba/



毎日創って更新するブログ（2012.1.1～） 
http://fukuno.jig.jp/


