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一般社団法人ナレッジキャピタル

２０２５年大阪・関西万博へ向けて「バーチャルアイデアを考えよう」
「バーチャル大阪館（仮称）」のアイデアとバーチャルタレントの募集開始
大阪府・大阪市とナレッジキャピタルの３者で協力協定を締結
一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）は、2025 年大阪・関西万博（以下、
「万博」
）
に関して、大阪府、大阪市と協力協定を締結し、本日より 3 者の共催でアイデア発掘・共創プロジェクト
「バーチャルアイデアを考えよう」
（以下、本プロジェクト）を開始しますのでお知らせします。

大阪府・大阪市・ナレッジキャピタルで協力協定を締結

「バーチャルアイデアを考えよう」
メインビジュアル

本協定は、2025 年の万博開催に向けた大阪府および大阪市のバーチャル展開について、大阪府・大阪
市とナレッジキャピタルが相互に連携・協力すること、また、本プロジェクトを通じて、大阪府民、大
阪市民の万博への理解促進および機運の醸成を図ることを目的としています。
本プロジェクトでは、バーチャルに関する二つのコンテストを実施します。一つ目は、万博の開催前
から、バーチャル空間を活用した展示やイベントを展開し、いち早く万博を体験できる場として大阪
府・大阪市が開設を目指す「バーチャル大阪館（仮称）
」に活かせるアイデアの募集です。
もう一つは、ナレッジキャピタルの新しい試みとして、ナレッジキャピタルを舞台に活躍するバーチ
ャルタレントのキャラクターおよびキャスト（中の人）を募集します。バーチャルタレントとは、3D
や 2D のキャラクターをアバターとして利用し、YouTube などの動画で活動を行うタレントのことで、
2018 年以降、急激にその人数、活躍の場、市場規模が拡大し、若年層を中心に注目を浴びています。こ
のコンテストで選ばれたキャラクターはそのデザインをもとに、大阪電気通信大学とのコラボレーショ
ンにより 3D アバター化され、同コンテストにて選出されたキャストがその声優を務めます。大阪生ま
れのオリジナルバーチャルタレントとしてナレッジキャピタルのイベントや配信プログラムを中心に活
躍の場が用意されています。
また、公式ウェブサイトでは、アイデア考案に役立つ 3 本の動画を配信しています。吉村 洋文大阪府
知事と松井 一郎大阪市長、バーチャルクリエイターのもちひよこ氏などが登場し、「バーチャル大阪館
（仮称）」の展開や、バーチャルワールドの最先端や大阪的なアイデア発想法について語ります。
ナレッジキャピタルは、大阪府・大阪市と連携して万博の成功ならびに関西・大阪の未来に向けた活
動を行ってまいります。
以 上
「バーチャルアイデアを考えよう」URL：

https://kc-i.jp/activity/virtualideas/

＜本件に関するお問い合わせ先＞
一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：稗方・財満
電話：06-6372-6427 ／ E-mail：press@kc-i.jp
※ナレッジキャピタルは、2013 年 4 月に民間企業主体により開業した「グランフロント大阪」の中核施設です。
「感性」と「技
術」を融合し、「新たな価値」を創出する世界初の「知的創造・交流の場」として、開発事業者の出資により一般社団法人ナレッジ
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キャピタルと株式会社 KMO が共同運営しています。

＜アイデア発掘・共創プロジェクト「バーチャルアイデアを考えよう」とは＞
2025 年大阪・関西万博の開催を控えるなか、新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、VR（バーチャルリアリティ）や AR（オーグメンテッドリアリ
ティ）をはじめとした仮想空間技術や 3D など先端技術の需要が加速度的に
高まっています。リアルとバーチャルの融合を見据え、ナレッジキャピタル
と大阪府・大阪市が協力して推進する本プロジェクトでは、万博開催へ向け
た機運醸成を図るとともに、新しいアイデアの発掘・創出を目指し、アイデ
アコンテストおよび、バーチャルタレントの募集を行います。
●

バーチャル大阪館に活かせるアイデアを募集！「わくわくアイデアコンテスト」
誰もがわくわくする VR 技術を活用した仮想現実のパビリオン「バーチャ

ル大阪館」のアイデアを募集します。
・応募方法：「わたしが考えるバーチャル大阪館は…」に続く 200 文字以内
のアイデアを記入し提出
・募集期間：2020 年 12 月 23 日（水）～2021 年 2 月 26 日（金）
・審 査 員：佐久間 洋司 大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長
廣瀬 通孝

東京大学名誉教授、東京大学先端研 サービス VR プロジェクト・プロジェ
クトリーダー

ナガタタケシ 映像作家／大阪電気通信大学 総合情報学部 ゲーム＆メディア学科 准教授
・賞 [副賞]：大阪府賞［賞状＆もずやんぬいぐるみ］
大阪市賞［賞状＆オリジナルグッズ詰め合わせ］
ナレッジキャピタル賞［オリジナルグッズ詰め合わせ］
SpringX 賞［SpringX お食事券（1 万円分）］
企業賞［未定（決まり次第追加）］
※各賞は 2021 年 3 月に予定している発表会にて授与します。

●

次世代のスター誕生！「バーチャルタレント養成所」
ナレッジキャピタルのイベントや配信プログラムで活躍するバーチャルタ

レントのキャラクターとキャスト（中の人）を募集します。キャラクター部
門のグランプリ作品はナレッジキャピタルの参画者である大阪電気通信大学
とのコラボレーションで 3D アバター化され、キャスト部門で選出された方
と共にデビューします。
（1）キャラクター部門
・応募方法：キャラクターイラストとそのキャラクターの名前、性格、特技の説明を提出
・募集期間：2020 年 12 月 23 日（水）～2021 年 1 月 18 日（月）
・審 査 員：佐久間 洋司

大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長

ナガタタケシ 映像作家／大阪電気通信大学 総合情報学部 ゲーム＆メディア学科 准教授
野村 卓也

一般社団法人ナレッジキャピタル 総合プロデューサー

・賞 [副賞]：グランプリ［賞金 10 万円］
グランプリ作品はイラストを元に大阪電気通信大学との共同で 3D アバター化されます。
（2）キャスト（中の人）部門
・応募方法：自己 PR 動画（30～60 秒程度）を提出
・募集期間：2020 年 12 月 23 日（水）～2021 年 1 月 31 日（日）
・審 査 員：佐久間 洋司

大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長

ナガタタケシ 映像作家／大阪電気通信大学 総合情報学部 ゲーム＆メディア学科 准教授
野村 卓也

一般社団法人ナレッジキャピタル 総合プロデューサー

・賞 [副賞]：グランプリ［賞金 10 万円］
※各賞は 2021 年 3 月に予定している発表会にて授与します。
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■「大阪×バーチャル」の未来会議！オリジナル動画を特別公開
「バーチャル大阪館（仮称）」をはじめ、最先端のバーチャルコンテンツや大阪的なアイデア発想法に
ついて理解を深められる三つの動画を配信します。すべての動画のファシリテーターは、大阪府市の
「大阪・関西万博におけるパビリオン等地元出展に関する有識者懇話会」バーチャル大阪館（仮称）等
部会長である佐久間 洋司氏が務めます。大阪府市の両首長が大阪の未来や万博への思いを語り、
Vtuber（バーチャルユーチューバー）や大阪で活躍するクリエイターが VR を始めとするバーチャル関
連業界の動向や先端技術、アイデア発想法について語り合います。それぞれの切り口でバーチャルと未
来の大阪について考えるきっかけとなる動画コンテンツです。
（1）オープニング宣言＆トークプログラム
オープニング宣言では、吉村大阪府知事、松井大阪市長が登場し、VR 技術
の今後の展開や、ウィズコロナ時代におけるバーチャル技術の重要性について
語ります。トークプログラムでは、
「バーチャル大阪館（仮称）
」への期待など
大阪・関西万博について対談します。
① オープニング宣言
・出演者：吉村 洋文 大阪府知事
松井 一郎 大阪市長
野村 卓也 一般社団法人ナレッジキャピタル総合プロデューサー
② トークプログラム
・出演者：吉村 洋文 大阪府知事
松井 一郎 大阪市長
・ファシリテーター：佐久間 洋司 大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長
（2）進化するバーチャルワールド
最先端技術を活用することで進化し続けているバーチャルワールドとは、ど
んな世界で、さらに今後どのように進化するのかについて現役 Vtuber と共に
語ります。
・出演者：もちひよこ
バーチャルクリエイター
動く城のフィオ バーチャルマーケット主催／
VR 法人 HIKKY 取締役 CVO
・ファシリテーター：佐久間 洋司 大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長
（3）大阪的アイデアの作り方
VR や AR 活用事例の紹介や、「わくわくアイデアコンテスト」のアイデアを
出演者が考え、発表するなど、大阪的なバーチャルアイデアの発想法をテーマ
に、大阪で活動する 3 者がトークを繰り広げます。
・出演者：保田 充彦
株式会社ズームス代表／
一般社団法人ナレッジキャピタル リサーチャー
花岡
株式会社人間 変なプロデューサー
山根 シボル 株式会社人間 アイデアマン
・ファシリテーター：佐久間 洋司 大阪大学学生・バーチャル大阪館（仮称）等部会長
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収録の様子

【ナレッジキャピタル施設概要】
施設名

ナレッジキャピタル

所在地

〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館

施設案内

The Lab．みんなで世界一研究所
（アクティブラボ・カフェラボ・イベントラボ）

地下 1 階～3 階

フューチャーライフショールーム

1 階～6 階

SpringX

2階

ナレッジシアター

4階

ナレッジサロン

7階

コラボオフィス・コラボオフィスネクス

7 階～8 階

カンファレンスルーム

8 階・10 階

ナレッジオフィス

9 階～13 階

コンベンションセンター

地下 1 階～地下 2 階

運営組織
代表者

一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社 KMO

事業者
（五十音順）

NTT 都市開発株式会社
株式会社大林組
オリックス不動産株式会社
関電不動産開発株式会社
ジャパンエクセレント投資法人
日鉄興和不動産株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社竹中工務店
東京建物株式会社
日本土地建物株式会社
阪急電鉄株式会社
阪急阪神リート投資法人
三菱地所株式会社
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代表理事
宮原 秀夫
代表取締役 小田島 秀俊

