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プログラマー



任天堂 スーパーマリオブラザーズ 
1985年 6才

買ってもらったパソコン MSX 
1987年 8才

つくりたい！



小学生の頃から、オープンソースで学んできました

徳間書店 MSX-FAN



1997年 

福井高専在学中に開発
地理情報システム
(Java + ブラウザ)

各地の自治体などへ
販売



2004.10.1 
世界初モバイルアプリ版 
ブラウザ開発＆リリース

スマホ時代の 
ブラウザを求めて 

W3Cへ加盟 
オープンデータに 

出会う



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 （2010-10） 2010-12 鯖江市長にオープンデータ提案

オープンデータとの出会い 鯖江市長への提案（当時）

福井県鯖江市、日本初のオープンデータ都市に！



オープンデータ＝自由に使えるデータ

データの遊具

Creative Commons (CC BY) 
国際デファクト標準



オープンデータ 
＝売ってもOK

CC BY ULTRA ART（九谷焼） 
色絵花鳥図大平鉢 by 九谷 庄三

隠岐国産物絵図注書 
（江戸時代） 

CC0 (PUBLIC DOMAIN)

https://suzuri.jp/taisukef/



アプリ化で化けるオープンデータ

鯖江市消火栓オープンデータ

消火栓マップアプリ 消火栓GO!?



https://fukuno.jig.jp/2012/#sabae

2012年 
鯖江のアプリ 
100公開



オープンデータ伝道師
政府CIO任命（2016～）



オープンデータを使って
アプリを作る人がいない！？



おねだんイチゴー（1,500円～） 

プログラミングでジャムセッション！

こどもパソコン IchigoJam
イチゴジャム



ライブコーディング！



鯖江市全12小学校、小4総合2コマでプログラミング体験→プログラミング クラブ活動 
教えるのは、NPOで経営する地域のIT学びの場「Hana道場」で学んだ大人たち

https://fukuno.jig.jp/2428

むき出しのコンピューター 
IchigoJamを使った 

本質に触れる体験型授業

https://youtu.be/kqXaLuM1J_o
100円のCPU 
秒間5000万回 
計算するよ

うわー、ヤバ！



これがコンピューター！ 

おねだん、100円！



100円のコンピューター 
1秒間に何回計算できるでしょう？

画像、LPC1114 秋月電子

CPU



1秒に5000万回
画像、LPC1114 秋月電子

CPU



IchigoJam iPhone 13 Pro 京 富岳

5000万回 15兆回 1京回 100京回

IchigoJam 
何台分？→ 30万台分 2億台分 200億台分

1500円 13万円 1100億円 1100億円

(C)RIKENCC BY IchigoJam (C)Apple (C)RIKEN



クラウド（レンタルコンピューター） 
1時間いくらから借りられるでしょう？



1時間 0.5円
1GHz RAM512MB クラスの場合（富岳レンタルはもっと高いよ）



IoT x 火災報知器 by 創電
火災報知器屋さん社長 
自分でプログラミング！

IchigoJam + sakura.io 
BASICでかんたん 

IoTプログラミング！

→ 全国のGTFS Realtime リアルタイムバスロケシステムでも活躍！

IchigoJam BASIC + 月額66円ではじめるIoT



オープンソース x オープンデータ
x こどもシビックテック

に光明あり！



福野泰介 / ふくのたいすけ
株式会社 jig.jp 創業者＆取締役会長

Code for Sabae 代表 / Code for FUKUI 代表/ Code for Japan フェロー
オープンデータ伝道師（総務省 地域情報化アドバイザー）

IchigoJam開発者
鯖江商工会議所 常議員 DX委員長 

神山まるごと高専設立準備委員会 技術教育統括ディレクター
@taisukef
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めがね会館 → すぐそばに新社屋建築中 
広いイベントスペースができます！



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



広く情報発信できる人は 
極一部 誰でも世界中に発信可能

ネット前 ネット後



ツールの進化
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 ◯ ☓ ◯ ☓

ネット 30年 ◯ ◯ ◯ ◯

発
信
制
限
時
代



だれでもテレビ局！？  
動画配信プラットフォーム「ふわっち」 

by jig.jp



3.11 で感じた無力感



一日一創で慣れた
オープンデータ x OSS 活用実装



外務省「海外安全情報オープンデータ」 
検索アプリ globalsafe 

2020-03-03
https://fukuno.jig.jp/2739



Civic Tech x 政府オープンデータ「#民間支援情報ナビ」

民間企業による支援情報 
オープンデータ 

by 経産省
Code for Japan ハックデー（奉仕の日）開発 

デザイン by 北海道森町ハウモリ



https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/



307人による共同開発 
オープンソース！

東京都対コロナの特別広報チームを 
宮坂学副知事（元ヤフーCEO）が組織 

Code for Japan（代表、関治之さん）へ開発委託



オープンデータを使った 
新型コロナウイルス対策ダッシュボード

https://www.stopcovid19.jp/

累計1100万PV



救急搬送困難 
まだ多い



厚労省フォーマット 
患者数、病床数

東京都 
オープンデータ

福井県 
オープンデータ

〇〇県 
オープンデータ

理想のデータフロー

CSV

5つ星 
オープンデータ



厚労省PDF 
患者数、病床数

東京都 
オープンデータ

福井県 
オープンデータ

〇〇県 PDF / HTML 
一部公開なし

現実のデータフロー
厚労省PDF 

患者数、病床数

メールなどで 
報告

JSON

CSV

PDF HTML
変換用 
プログラム群

個別 
連絡



厚労省へCSVオープンデータ化の提案 2020-03-26

「オープンデータはCSVで」と厚労省に提案

CSVならExcelで開ける 
プログラムで処理できる

https://fukuno.jig.jp/2817



厚生労働省 CSVオープンデータ、はじめてくれた！

https://www.stopcovid19.jp/



情報通信白書 
令和２年度 

シビックテック事例

DXと 
民間連携が 

熱い



経済産業大臣賞 

情報化促進貢献 
個人等表彰



使ったのは、パソコンと
プログラミング力のみ→誰でも可能



シビックテックとは？

地域の課題を市民が
テクノロジーで解決すること



武器は、世界中から
無限に供給される

※武器：オープンデータ、OSS、すごい技術



福井でシビックテック
コードフォー福井！

発足記念にCode for Japan 関さんと



福井県内自治体との共同開発開始！



福井県庁とのコラボ「福井県施設ダッシュボード」



FUKUIワクチンダッシュボード



オープンデータ化



FUKUIワクチンダッシュボードの特徴、簡単！

市町を選ぶ 分かる！



地域の安全GitHub「越前市 国高地区 地域安全マップ」



鯖江地域通貨＆SDGsポイントのデジタル化！ 
鯖江市役所 x さばえNPOサポート x Code for FUKUI



東京でも！



東京都新宿区 

行政サービス 
オープンデータ 

＆ 
オープンソース 

公開



https://tokyo-oss-party.com/

年令問わず、誰でも参加できるオープンソースで 
こどもシビックテック！

東京都





プログラミング研修＠越前市



備蓄品オープンデータを使ったカード印刷アプリ



備蓄品ワークショップ＠福井高専



https://bichikunavi.code4fukui.org/
備蓄ナビえちぜん

雪国備蓄品追加 
学生アイデア備蓄品追加



地域で取り組む、デジタルツインづくり
オープンデータ x オープンソース x こどもシビックテック



デジタルツインえちぜん (OSS) 
Powered by 

オープンデータ 地理院地図 x オープンソースMapLibre GL
https://fukuno.jig.jp/3503



フォトグラメトリした 
福井伝統工芸アイドル 
「さくらいと」まいさん

フォトグラメソッド (OSS) 
powered by  

mac OS Monterey - Object Capture

https://fukuno.jig.jp/3494



MediaPipe (OSS) with TensorFlow.js

FaceMesh
顔形状認識

Hands
手形状認識

Selfie Segmentation
人物背景分離

ブラウザだけで動く便利AIライブラリ
https://fukuno.jig.jp/?q=MediaPipe



公開鍵暗号の応用、電子署名

データのハッシュをハコにいれる

ハッシュ

自分の 
秘密鍵で綴る

公開鍵で開く 取り出したハッシュが 
一致していたらOK！ 

その契約書は送信元の人が 
電子署名したものと確認できる

契約書

18a8a8 
e17bf3 
・・・

送る

ハッシュ

18a8a8 
e17bf3 
・・・

契約書

送る

送る



スマートシティ ＝ デジタル田園都市



広域高速大容量デジタルインフラ 
（5G / 光ファイバー / 電力）

安全で柔軟性が高いサービス群 
（オープンデータ / API）

あらゆるモノが 
コンピューターと 
ネットワークと 

アイデンティティをもつ 
（複製不可能な個体識別機能）

メッシュによるデジタル田園都市国家構想の実装イメージ

誕生

20歳
40歳

100歳

80歳
60歳

社会をやわらかく包む 
柔軟なメッシュ型 

相互認証ネットワーク



IPv4 IPv6 EVER/IP 特徴

通信の暗号化 ✕ △ ○
すべての通信を 

楕円曲線暗号(Ed25519)により 
暗号化（＆5年置きに最新化）

端末間の認証 
（ゼロトラスト） ✕ ✕ ○

IPアドレスが自動検証可能なため、 
ホワイトリストブラックリストのみで 

シンプルに管理可能

自動運用 
（IP発行、サイバー攻撃対策） ✕ ✕ ○

既存インターネットプロトコルを 
接続前に却下できるため 
サイバー攻撃と無縁

ゼロトラストによるメッシュ型ネットワークを実現する技術 
インターネットプロトコル「EVER/IP」

公開鍵暗号をベースとした新インターネットプロトコル、EVER/IP  
by connectFree社



Code for FUKUI の OSS on GitHub
デジタルツインえちぜん / 備蓄ナビえちぜん / サイガイクン / フォトグラメソッド / 越前超検
定 / Webプログラミング道場 / 毎月最終金曜夜の交流イベント サイバーフライデー / 福井県施
設ダッシュボード / 東京で感じる福井マップ / VRふくい / 自学をサポートするアプリ群 
JIGAKU / 時間割ガチャ / 福井県長期ビジョン オープンデータ / 政府CIOポータル 標準ガイドラ
イン群用語集 オープンデータ化 / 特許庁 モデル契約書 GitHub（ギットハブ）を用いた意見募
集 / 構造化テキストファイルMarkdown / ノベルふくい / 日本の風景オープンデータ featuring 
FIND/47 / localgovjp 日本の地方自治体一覧オープンデータ / 越前市国高地区シビックテック 
/ 梵オープンデータ / 福井市グルメコレクション / 福井県池田町のこども向けアクティビティー
検索 WithKids / 勝山市 恐竜写真オープンデータ / ゴミ燃やしゲーム（鯖江編） / カニロボコン
得点システム / TownID Japan (日本まちID) / 効率的で厳格なCSV、StrictCSV / 文字のベース
レジストリ、文字情報基盤のJavaScriptライブラリ / イベント福井

https://code4fukui.github.io/



シビックテック
ビジネスじゃないから思い切れる！
（最新技術、使い放題！スケール後回し）



地方でも創れる未来！



すべてのこどもたちにプログラミングを
PCN - プログラミング クラブ ネットワーク

ルワンダ



創造

発表学習
GitHubオープンソース
Twitter / YouTube

オープンソース 
公式サイト 
Qiita / 投稿

ハードもソフトも 
なんでも創ろう！どんな場所でも 

即グローバル！



https://pcn.club/

PCN x 福井新聞社

自分で 
プログラミングした車に 

乗ってみよう 
自動運転プログラミング！



総務省事業「地域ICTクラブ」

学校外でも子供たちが 
プログラミングに慣れ親しむことができるように、 
地域で児童生徒と地域住民が一体となって、 

地域課題解決等をテーマに 
プログラミング等のICT活用スキルを学び合う活動



総合的な学習の時間

クラブ活動、IT遊具

地域ICTクラブ

地域の 
高度デジタル人材

学校→地域→高度デジタル人材

地域全体で取り組もう

全員体験＠学校

プログラミングは友達

地域で支えるクラブチーム

自ら育つ高度デジタル人材



コンピューターすごい 
プログラミング楽しい

ロボコンやプロコンに 
挑戦しながら続ける

自分で学べるレベル 
プロと同環境

コンピューターヤバイ！から始める、高度デジタル人材育成

学校 地域ICTクラブ 自立



地域の大人・学生のサポートが必要

コンピューターすごい 
プログラミング楽しい

ロボコンやプロコンに 
挑戦しながら続ける

自分で学べるレベル 
プロと同環境

学校 地域ICTクラブ 自立



鯖江にIT学びの場「Hana道場」

福井県鯖江市「Hana道場」 Hana Open Innovation Dojo 
様々な企業からの支援を受け、地域活性化をモデル化して、他地域へノウハウ提供

地域のDX相談 
↓ 

 IoT火災報知器 
誕生

夕方は子供向け 
中学生の部活代わり 

地域のプロコンやロボコンなどコンテストを目指す 
（身近なライバルと会える地方大会） 

無料自習 or 有償教室

昼間は大人向け



総務省地域ICTクラブの企業版 
こどもプログラミング実業団 

（会社の遊休資産、土日の会議室を活用）

越前がにロボコン（今年6回目を予定） 
地域ICTクラブ事業(2018)後も地域に根ざして継続、カニ解禁に合わせて開催 

→ 石川県、富山県でもカニロボコン開催 （ルールはオープンデータ、システムはオープンソース）

2021-11-07(日) 開催 
https://kani-robocon.com/ 

地域企業が支えるこどもへの応援に熱が入る！



石川県 金沢市 
加能ガニロボットコンテスト



富山県 魚津市 
紅ズワイガニロボコン



福井県庁との共同事業 
高校プログラミング授業(情報I) 
基礎からシビックテックまで 

10時間講座



IchigoJam で基本を学んだこどもたちへの新企画！ 
中高校生のためのサイバーセキュリティ入門＆コンテスト（優勝者は世界大会へ）

全米6万人の高校生が参加する 
サイバーセキュリティコンテスト 

AFA主催CyberPatriotの日本版主催決定 
↓ 

全国の地域ICTクラブに参加呼びかけ

CyberSakura 
presented by NORTHROP GRUMMAN 

https://cybersakura.jp/



神山まるごと高専設立準備委員会 技術教育統括ディレクター

楽しく学ぶ、テクノロジー、来春開校予定 
「神山まるごと高専」



山口県 大島商船高専生チーム 
地元キクラゲ農業をロボット/AI/IoTで支援

高専 
Deep Learning 

Contest 
4/17本戦!



地方だからこそ創れる未来！



OSS x オープンデータ x すごい技術
これらを活かすのは仲間です！

シビック



https://fukuno.jig.jp/

感想質問、メール/DMでお気軽に！ 
fukuno@jig.jp


