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一日一創プログラマー



毎日何か創って発信 
一日一創プログラマー 
丸10年、4000記事



はじまりはゲーム

任天堂 スーパーマリオブラザーズ 
1985年 6才 テレビゲームに大いにはまる！



ゲームも作れる！？



買ってもらったパソコン MSX で 
プログラミング(BASIC)をはじめる 

1987年 8才



福井市明道中→福井高専 電子情報工学科→鯖江在住

石川生まれ、愛知、三重、福井育ち（2019年～ 福井高専 未来戦略アドバイザー）

福井
石川

愛知

三重



1997年 高専在学中に開発
地理情報システム

Java言語 + ブラウザ



ツール＝時間を創り出すモノ



読み：ジグジェイピー

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

鯖江本店、東京本社



2022年7月 jig.jp 新社屋完成！ 
めがね会館から東へ150mの場所

鯖江に本店、東京に本社 
ソフトウェアの 

企画・開発・提供会社



2004.10.1 
世界初！ 

ブラウザアプリ 
開発・販売開始



2001年 
世界初！ 

アプリ対応携帯 
F503i / P503i 

販売開始

https://pr.fujitsu.com/jp/news/2001/01/18-3.html

アプリ文化は日本から始まった



ガラケーからスマホへ



だれでもテレビ局！？  
動画配信プラットフォーム「ふわっち」

jig.jp 子会社 A Inc. 事業



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
2012-01-30 
日本初の 

オープンデータ 
活用アプリ

2010年 オープンデータとの出会い
鯖江市長への提案

オープンデータプラットフォーム 
jig.jp 小会社 B Inc. 事業



いちご($15)で買える 
こどもパソコン 
IchigoJam 開発！ 

2014年 

jig.jp 小会社 B Inc. 事業

プログラミングする楽しさを 
伝えたい！



オープンデータを活用した
オープンソースで作るアプリ
シビックテックが熱い！



オープンソースを使おう



ともに考え、ともにつくる社会
https://www.code4japan.org/



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



307人による共同開発！

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
自由に使えるデータ

（許諾・購入不要、改変もOK！）

オープンソース
自由に使えるプログラム

（許諾・購入不要、改変もOK！）



https://www.stopcovid19.jp/

厚労省＆都道府県オープンデータ活用、累計1200万PV



情報通信白書 
令和２年度 

シビックテック事例

掲載！



経済産業大臣賞 

情報化促進貢献 
個人等表彰



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



Webアプリをつくろう

※Webアプリ = ブラウザで動くアプリケーションソフトウェアのこと



ES-Jam で検索



大吉と書く



表示させてみる
「見てみる」を押すと表示！



<タグ>を使ってタイトルをつける



HyperText Markup Language
スゴいテキスト装飾言語

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）

HTMLを 
創った人

HTMLを 
ケータイで見る 
ブラウザを 
作った人



HTMLはタグでできている

1. < ではじまり > で囲むタグ
2. <?>ではじまり< / ?>で終わる
3. </ ? >はないこともある

タグやタグの中身は基本半角！
英語モード



プログラムを入れるタグ script



動かないときは右クリック「検証」
alertをalartにしてみよう



2割の確率で大吉とする



ハードウェア

OS
ソフトウェア

コンピューター



ハードウェア

OS

アプリ LED1:LED0

コンピューター



ハードウェア

OS

アプリ

iOS / Android

コンピューター



iOS / Android / PC / VR

コンピューター

今日作るもの

ハードウェア

ブラウザ

ウェブアプリ

OS
Chrome / Edge / Safari



地図アプリをつくっちゃおう



「SAVEする」でダウンロードして動かす



<script type="module" src=“https://js.sabae.cc/map.js"> 
</script> 
で、ライブラリを読み込んで来て・・・ 

<map-view latlng=“34.573,135.483"> 
</map-view> 
使う！

ネット全体がプログラムのライブラリ

* JavaScriptは直接書けて、便利！ 
* Pythonとかはインストールがちょっと面倒



Code for FUKUI 
331リポジトリ 

いろいろ持ってます！



ゲームで学ぶ
アルゴリズム



IchigoJam風ライブラリ ij.js



変数



くりかえし（フォー）



タブキーでインデントして読みやすく
（字下げ）



ウェイト付き無限ループでゲーム風に！



マウス位置に合わせて動かす



くりかえしを 
抜ける

当たり判定を付けてゲーム完成！



←セットアップ（最初だけの準備）

←ループ



セットアップ

ループ

セットアップ

ループ

ゲームメイン

セットアップ

ループ

エンディング

セットアップ

ループ

ゲームオーバー

タイトル

今回作ったのはこの部分



プログラミングもサッカーと一緒！
練習するほどうまくなる

↓
シビックテックで

楽しく、社会貢献、更にスキルアップ！



オープンデータを使おう



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2012-01-30 
トイレアプリ 
with 

オープンデータ

オープンデータとの出会い

鯖江市アプリ 
オープンデータアプリ多数 
→ オープンデータ伝道師に

鯖江市長への提案



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!?



そもそも、データとは何か？



3979



私が2012年から作ったアプリの数

3979



データ＝数＋意味



データ＝デジタル＋意味



プログラミングでグラフを描こう





ChartPie → ChartLine  (2箇所変更)

ChartLine → ChartBar  (2箇所変更)



IchigoJam から送って作ったオープンデータをグラフにしてみましょう！

ChartBarライブラリでグラフ化





データが足りない？
→ IoT



バス x IchigoJam  で IoT 
位置オープンデータ→Googleマップ連携等



アプリをつくる
アイデアはどうつくる？



課題

アイデア

データ

アプリ

イノベー
ション

1. 課題をあげよう 
2. アイデアを出そう 
3. データを揃えよう 
4. アプリにしよう



課題（背景）
ターゲット（どんな人に？）

ビジョン（その人に提供する価値）
アプリ名（伝わる名前をつけよう）



ノベルライブラリ「egadv.js」



日本の風景、オープンデータガチャ！

この番号を使って再利用OK
await bg(2836);



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



越前市役所（国高地区こども会） 
x 

Code for FUKUI （シビックテック）

地域安全マップアプリ 
by



プログラミングもサッカーと一緒！
練習するほどうまくなる

↓
シビックテックで

楽しく、社会貢献、更にスキルアップ！





←東尋坊

←フクイ 
ラプトル

Fukui Blue 
→



2022.12.17-18 越前がにロボコン＆環境問題解決ハッカソン in 鯖江 
https://fukuno.jig.jp/3765



地域貢献Let’s

Twitter: @taisukef 
https://fukuno.jig.jp/


