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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 ☓ ◯ ◯ ☓

ネット 30年 ◯ ◯ ◯ ◯
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新山口-鯖江：新幹線＋特急 4時間

福井県鯖江市から来ました

open street mapopen street map



福野 泰介（ふくのたいすけ） 
株式会社 jig.jp 創業者＆会長 
オープンデータ伝道師



福井高専 
電子情報工学科



1997年11月 ブラウザで動く地図アプリ「Atlantis」開発



高専国内全63キャンパス中 

34高専訪問 
（昨日+2）



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 
福野泰介 （2010年）



21世紀を代表するインフラ 
「オープンデータ」

Photo credit: kevin dooley / Foter / CC BY



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



2010年 鯖江市にオープンデータ提案→2012年実現



https://sabae-plancontest.jp/



データ x アプリ





災害別、避難所さがし

https://odp.jig.jp/hinanpass/
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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→



日本に23人 
内閣官房 IT総合戦略室 
オープンデータ伝道師



メガネのまち 
と 

オープンデータ



時間

距離 利用者にどんどん近く 
コンピューター





2012年 電脳メガネサミット
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山口県　福井県 
北海道　茨城県

？？？？？？？？推進自治体



宇宙ビジネス創出推進自治体

山口県　福井県 
北海道　茨城県

内閣府＆経済産業省



宇宙データ 
x 

オープンデータ





https://fukuno.jig.jp/2537



https://fukuno.jig.jp/2536



世界や異分野との 
データ連携 

5つ星オープンデータ



雷リアルタイムデータ 
by EARTHDATA / NASA
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http://5stardata.info/ja/



https://fukuno.jig.jp/2536SPARQL API



簡単、無料、標準化！ つながるデータ「ODP」 
http://odp.jig.jp/  （避難所データは無料）



人の目とコンピューターの目

データ例 更新頻度 コスト構造

人の目 統計 ☓ 人件費

コンピュータの目 リアルタイム
IoT

◎
デバイス代
通信費
電気代



こどもパソコン IchigoJam 

1,500円～



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



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



(C)TSUKUMO

IchigoJam iPhone パソコン スパコン京

5000万回 500億回 10兆回 1京回

IchigoJam 
何台分？→ 1000台分 20万台分 2億台分

1500円 10万円 10万円 1120億円

(C)Apple
from Wikipedia



(C)TSUKUMO

IchigoJam iPhone パソコン 富嶽

5000万回 500億回 10兆回 100京回

IchigoJam 
何台分？→ 1000台分 20万台分 200億台分

1500円 10万円 10万円 1100億円

(C)Apple (C)RIKEN
CC BY IchigoJam



京→富嶽 
処理速度100倍 
コスト変わらず



補完し合うコンピュータの目

デバイス 範囲 コスト
更新頻度

宇宙からの目 人工衛星 ◎ ☓

低空域からの目 ドローン・気球 ◯ ◯

地上の目 IoT ☓ ◎



IoT人流センサー



作動をメールで通知！ 
見回りいらず 
イノシシIoT 
by IchigoJam

NHK 
おはよう日本 
（東海北陸地区） 
2015.12.7



IoTの通信費 
月いくら？
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多量のデータの分析 
AI(ML)の出番！



最新AIライブラリ 
使用料金は？



0円
TensorFlow by Google 無料ダウンロード可能、利用用途無制限



非IT企業こそ 
チャンス



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



プログラミングできれば 
IoT/AI/宇宙データ 
オープンデータ 
活用し放題！



でも、難しそう



インパクト 
× 

自分でもできそう感



Nintendo スーパーマリオブラザーズ 1985.9.13



小3でパソコンを買ってもらった！ 
プログラミングのきっかけMSX



https://www.youtube.com/watch?v=V5PRT0uKhgU



イチオシ！ 
¥49,800 

 
モバイルVR 

（VR界のノートPC）



Oculus Questで遊べる！ 
VRマイクラ風が 

HTML+JavaScript 
たった50行！





バスIoT リアルタイムオープンデータ 
VRビジュアライゼーション



IchigoJam IoTで実現
格安バスロケーションシステム

by その筋屋



すべての地域の宝



こども



すべてのこどもたちに 
プログラミングを

http://pcn.club/



自分でくみたてるパソコン 
IchigoJam 1,500円（税抜）











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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小学校プログラミング 
逆転のチャンス
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テーマは宇宙＆カニ、小学生向け越前がにロボコン 

福井県情報システム工業会主催





地方大会 → PCNこどもプロコン 
小中学生対象のプログラミングコンテスト（過去９回開催）

http://pcn.club/contest/
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http://pcn.club/contest/
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メカ担当：MASAHARU（中2） 
基板担当：MISAKI（高２）
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PCN プログラミング クラブ ネットワーク 
70拠点（国内外）



プログラミング教室 at ルワンダ (KidsVenture) 
世界中のこどもを結ぶネットワークづくり！



PCN山口 http://axion.co.jp/pcn/



宇部高専生も参加！



オープンデータも 
宇宙データも 
遊具！



NHKより引用

金属探知機で消火栓探し除雪（金沢市消防局）



雪リスクある 
鯖江市消火栓 
3,894箇所！



G空間情報 
消火栓データ 

x 
スマホアプリ

楽しい！ 
＋宇宙データで？？



データを創ろう 
創る人を創ろう


