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世界に8つ 
オープンデータ伝道師バッジ 

日本政府CIO発行

http://jig.jp


コメント.net 
ルーム#  hiroshima 
スマホなどで自由に意見、感想、質問、どうぞ！



活性化の主役は人 
オープンデータは手段 

21世紀のインフラ整備と 
オープンイノベーション



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 ◯ ◯ ◯ ◯



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

2003年スタート
現在約60名

鯖江＆東京代々木



オープンデータ 
＝自由に使えるWeb上のデータ 

クリエイティブ・コモンズ・表示 
（著作者の表示のみで自由に使える）

All rights reserved

「おどし」から「おねがい」へ





2010年 鯖江市にオープンデータ提案→2012年実現



国機関＆多数の自治体会員＆民間（2013年～） 
利活用・普及、2020オープンデータシティ、テストベッドの委員  

【出資者】 
KDDI、電通、日本IBM、NEC、NTT、 

日本マイクロソフト、日立製作所、富士通、三菱総研



先週施行された『官民データ活用推進基本法』の下、安全・安心に、個人
情報に配慮しつつ、オープンデータを強力に推進してまいります。

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201612/19mirai_toshi.html

→ 政府CIO任命 8人のオープンデータ伝道師

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201612/19mirai_toshi.html


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





Webアプリ「選挙カー連呼スポット探し」



オープンデータが仕掛ける 
真のウェブへの移行

1つ星 オープンなライセンス jpg / pdf

2つ星 専用ソフトで編集可能 xlsx / docx

3つ星 機械可読（アプリで使用可能） XML / CSV

4つ星 Web標準のRDF RDF

5つ星 標準語彙を使ったRDF Linked RDF



橋梁データ取得SPARQLクエリー

select ?uri ?name ?year ?lat ?lng { 
 ?uri <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://
www.ipc-pacific.com/ipc/BridgeData>. 
 ?uri <http://www.ipc-pacific.com/ipc/bridgeName> ?name. 
 ?uri <http://www.ipc-pacific.com/ipc/buildYear> ?year. 
 ?uri <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat> ?lat. 
 ?uri <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long> ?lng. 
} 

?name

?year

<http://www.ipc-pacific.com/ipc/bridgeName>

<http://www.ipc-pacific.com/ipc/buildYear>

ipc: 
BridgeData<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>?uri



SPARQL 
(スパークル) 

5つ星オープンデータなど 
RDFを扱うWeb標準の 

データ取得言語 
（クエリー言語）



http://opendata.cc/



https://www.slideshare.net/takasu/20170704-seg
20170704 深圳 賽格広場SEG+にて「深圳のハードウェアスタートアップとエコシステム」より



オープンデータ化は 
見える化を加速 

↓ 
現状を正しく把握、課題解決へ





平均4.5分に1回通信＝月額61円！

さくらインターネットの「sakura.io」で 
かんたん＆低価格なIoTの実現！



sakura.io データ送信 
in IchigoJam BASIC

10 POKE#800,33,10,1,76,N,N>>8,0,0 
,0,0,0,0,N>>8^N^102 
20 R=I2CR(79,#800,13,#820,3) 

N=15 
RUN 
OK



鯖江市役所JK課考案、図書館空席センサー「sabota」 
http://fukuno.jig.jp/1268

http://fukuno.jig.jp/1268




2016.11.1 
Code for Japan コーポレートフェローシップ事業 
第三期 Yahoo! Japan から２名が臨時職員に！



Yahoo!Japan 
x 

鯖江市役所 
x 

Code for Sabae

バスの乗客を 
リアルタイム 

オープンデータに



バス乗降数リアルタイムオープンデータ利用アプリ 
http://fukuno.jig.jp/app/bus/



http://github.com/codeforfukui/busmonitor/



ダイナミックマップ 
自動運転のための道路オープンデータ

https://response.jp/article/2017/06/14/296079.html

ダイナミックマップ基盤株式会社 
筆頭株主：産業革新機構 

三菱電機、ゼンリン、パスコ、 
アイサンテクノロジー、 
インクリメント・ピー、 
トヨタマップマスター 

＋日本の自動車メーカー全社

https://response.jp/article/2017/06/14/296079.html


バーチャル 
シンガポール 
2018年予定





中小企業・個人 大企業

クローズドな独自技術 ○→☓ ◎→？

オープンな新技術
IoT・AI・OpenData ☓→◎ ☓→○

Smart Grid 
RAMI

オープンでグローバルでチープな技術による 
社会変革は待ったなし（乗るか死ぬか）





すべてのこどもたちに 
プログラミングを

http://pcn.club/

http://pcn.club/


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



自分でくみたてるパソコン 
IchigoJam 1,500円（税抜）



2020年必修化を前に 
鯖江市立 
鯖江東小学校 
小5小６全員体験



「かわくだりゲーム」



10 CLS:X=16 
20 LC X,5:?”c” 
30 LC RND(32),23:?”*” 
35 WAIT 3 
36 X=X-BTN(28)+BTN(29) 
37 IF SCR(X,5) END  
40 GOTO 20 

 

できあがり！

くりかえし
次のページへ

このページの準備



IchigoJamプリント 
教科に合わせた 
プリントづくり



IchigoJam プログラミングに慣れる 
→Apple Mac オープンデータ活用アプリ開発へ



全米が泣いた！ Maker Faire Bay Area 2017 
BEST IN CLASS 受賞



こどもIoTハッカソン



活況！ 
シニア プログラミング講師育成講座





Facebook グループ 

IchigoJam-FAN
1500人突破！



イノベーションを 
オペレーションに

福野泰介 <fukuno@jig.jp> 
http://fukuno.jig.jp/ 
@taisukef / Facebook

おもてなしの 
如く


