
オープンデータで創る、世界最先端IT国家
～日本国への３つの提言～

株式会社jig.jp 代表取締役 社長 福野泰介 
http://fukuno.jig.jp/ 福野！

富山の平野 Code for Nanto & Code for Sabae 交流



福井県鯖江市

http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/photo/1/120095.html

https://forbesjapan.com/articles/detail/16006

Forbes Japan 
イノベーティブシティ

4位 

福井県で唯一 
人口が増え続ける 
国政調査2期連続

原発と鯖江市広域避難オープンデータの見える化



ヒナンパス 
避難所 5つ星オープンデータ利用アプリ

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

福野泰介 
株式会社jig.jp代表取締役社長 
オープンデータ伝道師 
Code for Sabae 代表 

NPO法人エル・コミュニティ理事 
NPO法人たんなん夢レディオ理事 

鯖江商工会議所 常議員 
福井県システム工業会 オープンデータ委員会 副委員長 

福井高専 電子情報工学科 1999年 卒業

http://fukuno.jig.jp/

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



鯖江オープンデータを使ったアプリ200以上

任天堂、スーパーマリオブラザーズ

1997年11月 ブラウザで動く地図アプリ「Atlantis」開発



世界中の人に使われる 
ツールを創りたい 

2004.10.1 
世界初ダウンロード型 
フルブラウザ発売開始

オタクによるオタクのための 
フリマアプリ「オタマート」 動画配信サービス「ふわっち＆FAN LIVE」



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 ◯ ◯ ◯ ◯

webの未来を創りたい 
↓ 

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）



ウェブの地殻変動 

HTML → オープンデータ

イギリス、アメリカに 
遅れをとってはまずい 

↓ 
鯖江市長に提案

2010年 鯖江市にオープンデータ提案→2012年実現



Webアプリ「投票所を探せ」

Webアプリ「選挙カー連呼スポット探し」

簡単5つ星オープンデータ http://odp.jig.jp/



オープンデータとは？ 

（自由に使っていい）オープンな
（Webに公開された）データ

1秒でできるオープンデータ

データがオープンであることを示す

All rights reserved

クリエイティブ・コモンズ・表示 
（著作者の表示だけしてね）

「おどし」から「おねがい」へ



世界最先端IT国家と 

オープンデータ

世界最先端 IT 国家創造宣言、閣議決定 
2013.6.14 

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 

G8オープンデータ憲章、合意 
2013.6.18 



動きが加速する世界、データや情報は経済成長を促す大きな可能性を持つ（要約） 
１．オープンデータは、この世界的な動きの中心に位置する 


オープンデータによって 
- 公金の使途の開示により，更なる効率的な使用を動機付ける 
- 人々がサービスやその水準についての詳細な情報の入手を可能にする 


そのため、我々は、以下の原則に合意する。 
原則1：原則としてのオープンデータ  
原則2：質と量  
原則3：すべての者が利用できる  
原則4：ガバナンス改善のためのデータの公表  
原則5：イノベーションのためのデータの公表

議長国イギリス！

オープンデータ法 

2016.12.14  
（官民データ活用推進基本法）

↓ 
政府、都道府県、（市町村） 

官民データ活用推進計画の策定へ



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

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

国機関＆多数の自治体会員＆民間 

【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



オープンデータが熱い 
３つの理由 1. 数値化なくして改善なし

http://fukuno.jig.jp/1181

札幌オープンデータハッカソンにて
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保育園落ちた日本死ね？

東京

福井

http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html



保育園落ちた日本死ね？
東京

2. IoT / クラウド

自分でくみたてるパソコン 
IchigoJam 1,500円（税抜）

100円のコンピューター 
1秒間の計算回数は？

画像、LPC1114 秋月電子



5000万回/秒
画像、LPC1114 秋月電子

(C)TSUKUMO

IchigoJam iPhone パソコン スパコン京

5000万回 300億回 10兆回 1京回

1台分 600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

コンピューターという労働力

契約金 100円

月額 0円

違約金 0円

エラー率 0%

24時間働けますか？ はい

NHK 
おはよう日本 

（東海北陸地区） 
2015.12.7



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！

3秒間隔更新のリアルタイムバス位置データ 
オープンデータ化！ （JSON Web API） 

http://fukuno.jig.jp/2014/busmonitor4



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

バスシステム基板発注量産へ

RAMI4.0 Smart Grid

インダストリー4.0 
全業界を巻き込んだ世界競争スタート

3. オープンイノベーション



サービスサービスサービス

データ データ データ

行政サービスの限界と無駄

行政

市民

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

画像、いらすとや



IoTによる 
データのタコツボ化リスク

活用事例 
オープンデータ100 
（現在36）

https://cio.go.jp/opendata100
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政府CIOポータル、オープンデータ100より
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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



日本はオープンデータで 
リーダーシップをとろう 

３つの提言

提言1. オープンデータ2.0宣言 
（全県公開完了と5つ星取組）

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

2017.5.11 
オープンデータによる台湾と日本（VLED） 

連携を約束するMOU締結 → 関心集めた共通語彙基盤



5つ星オープンデータ化の鍵＝共通語彙基盤

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

共通語彙基盤

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

共通語彙基盤



G空間社会を世界に拡げる 
2020年 インフラ輸出 30兆円 

（2010年 10兆円） 
↑ 

オープンデータ＆アプリも
> インフラ案件の川上から川下までの一貫した取組への支援 
* インフラシステム輸出戦略（平成29年度改訂版）より http://lod-cloud.net

Googleの使命 

世界中の情報を整理し、 
世界中の人々がアクセスできて 

使えるようにすること

HTML➔RDF
文書間の単なるリンク

iPad

Xperia

Androi
d

OS

typeof

typeof

typeof

typeoftypeof

author

typeof

Compan
y

意味付きリンク

HTML RDF

iOS

iPhone

Apple



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）

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

広まる5つ星オープンデータ 
SPARQLエンドポイント 

福井、東京、大阪、京都、神戸、埼玉 
＋総務省統計局

http://opendata.cc/



簡単5つ星オープンデータ http://odp.jig.jp/

提言2. 国営国道オープンデータ 
（地方に言うなら国自らも！）

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

バーチャル 
シンガポール 
2018年予定



鯖江市商店街 
3Dオープンデータ 
株式会社JM提供

+ +
バーチャル鯖江計画

鯖江のメガネ と ウェアラブルデバイスをつなぐ 
neoplug （ネオプラグ）

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

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

タップすると年齢がわかる 
黒いほどに古い



鯖江、最高齢の橋！

橋梁名タップで 
詳細データ表示

語彙タップで 
IPCによる橋梁語彙へ

共通語彙基盤

http://www.ipc-pacific.com/ipc/bridgedata

橋梁マップ、明らかなデータ欠損 
（県管理＆国管理の橋梁）



提言3. ITキッズをヒーローに 
（こどもIT教育の強化）

オープンイノベーション 
↑ 

オープンデータ 
（子供でも使える遊び場）

JK：アプリつくりたい 
 私：日常でイライラすることは？ 
JK：図書館の席がなく勉強できない



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

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 
日本、最低の3割

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）

こどもプロコン最優秀賞 
プログラミング歴３ヶ月 
MASAHARU（小5）



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

こどもIoTハッカソン

2020年プログラミング 

小学校で必修化が決定！ 

（世界最先端IT国家創造宣言通り）

鯖江市小学校 

プログラミング体験 

→ 総務省 教材実証事業



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 

 

くりかえし
次のページへ

このページの準備

次次

写経型学習

2017年 鯖江市 

全小中学校の全教員対象 約200名 

IchigoJam にてプログラミング研修を受講！

PCNシリコンバレー



IchigoJam at ルワンダ トゥンバ高専 プログラミング教室 for ルワンダキッズ 
KidsVenture & PCN

すべてのこどもたちに 
プログラミングを

http://pcn.club/

小中学生向け 
プログラミングコンテスト 
PCNこどもプロコン 

過去7回開催！

国をあげて子供を 
ヒーローにしよう！



スマホ使いすぎ防止マシーン for 母親向け

1. オープンデータ2.0宣言 
2. 国営国道オープンデータ 
3. 子供を戦力に

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


