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福野泰介 / ふくのたいすけ
福井高専 電子情報工学科 1999卒
株式会社 jig.jp 創業者＆会長

jigブラウザ / jigtwi / IchigoJam 開発者



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
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CC BY 1997-1998 Taisuke Fukuno



1997年11月 ブラウザで動く地図アプリ「Atlantis」開発



利用者に最も近い
ソフトウェアを提供し
より豊かな社会を実現する



2004.10.1 
世界初モバイルアプリ 
ブラウザ販売開始



だれでも放送事業者!? 配信エコシステム「ふわっち」



こどもパソコン IchigoJam 

1,500円～



PCN プログラミング クラブ ネットワーク 
70拠点（国内外）
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歴史 即時 保存 拡散 無料

言葉 100,000年 ◯ ☓ ☓ ◯
文字 5,000年 ☓ ◯ ☓ ◯
活字 1,000年 ☓ ◯ ◯ ☓
放送 100年 ◯ ☓ ◯ ☓
ICT 30年 ◯ ◯ ◯ ◯
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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
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Photo credit: kevin dooley / Foter / CC BY



技術革新 イノベーション

技術 ◎ ◯
値段 ☓ ◯
普及 ☓ ◯

技術＋安い＋普及→イノベーション
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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）



2010年 鯖江市長にオープンデータ提案



2012年 一日一創スタート



内閣官房 IT総合戦略室 
オープンデータ伝道師 
日本に8人の初期メンバー



大人 学生

時間 ☓ ◯

金 ◯ ☓

人脈 ◯ ☓

チャンス △ ◯

やる気 ？ ？
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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 親

こどもは自己実現欲求まで、障害なし！
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http://kosen-iot-contest.jp/contest.html



判定 得られるもの 参加難易度

企業・起業 社会 売上・利益 低

全国コンテスト 審査員 副賞 中

高専プロコン 校内予選・書類審査 
審査員 副賞 高

北陸コンテスト 
HIT2019 審査員 賞金 中

5G/IoTアイデア 
コンテスト 審査員 300万円！ 低
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4G 5G

速度 1Gbps 10Gbps x 10

遅延 10msec 1msec 1/ 10

接続数／セル 1,000 100,000 x 100

G単価 1,000円 100円? 1 /10 ?
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鯖江市役所JK課考案、図書館空席センサー「sabota」 
http://fukuno.jig.jp/1268



鯖江市
sakura.io (LoRa) 
水位センサー稼働

県発注2000万円 vs てづくり3万円

月額60円でIoT 
IchigoSoda



IoT x 火災報知器 by 創電

鯖江Hana道場 x 地方企業 
オープンイノベーション



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



5G部門 2018 
沖縄：高速低遅延回線が生み出す沖縄マリンレジャーパトロール 
豊田：どこでも3次元軌道システム（スポーツの3Dデータ表現） 
沖縄：高高度・高速移動体における高速・大容量通信の検証実験（飛行機内） 

IoT部門 2018 
沖縄：働きがい促進のための農福連携水耕栽培システム 
木更津：カラス被害抑制のためのロボットIoT 
北九州：国や文化の壁を越えたグローバルなスポーツ「COROMO」の提案 
群馬：ピッツァ窯 ＩｏＴ 
舞鶴：スマホでつながる駅前イルミネーションの実証実験
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fukuno@jig.jp 
@taisukef 

福野泰介 / Facebook


