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2021年 1月 28日 

各 位 

 一般社団法人ナレッジキャピタル 

 株式会社 KMO 

利便性、性の多様性、社会のあり方など、これまでのルールを問う 
台湾ＩＴ大臣オードリー・タン氏ら受賞者５組が登場！ 

「Ｗｏｒｌｄ ＯＭＯＳＩＲＯＩ Ａｗａｒｄ ７ｔｈ.」２月２３日（祝・火）ライブ配信＆ラジオ放送 

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）、ならびに株式会社 KMO（代表取締役：小

田島 秀俊）は、「World OMOSIROI Award 7th.」の受賞者を決定し、本日発表しましたのでお知らせし

ます。2021 年 2 月 23 日（祝・火）には受賞決定を記念して、YouTube での特別映像やスペシャルパフ

ォーマンスの配信と FM COCOLOのラジオ放送を組み合わせて「OMOSIROI」を発信します。 

「World OMOSIROI Award」は、ナレッジキャピタルのコアバリューである「OMOSIROI」の価値を

世界に発信することを目的として、ナレッジキャピタルと関わりのある有識者に推薦された人の中から、

未来を面白くする「OMOSIROI」を体現する「人」を選出するアワードです。 

コロナ禍において世界が一変し、さまざまな価値観が見直される中、今回はこれまで常識とされてきた

ルールを問い直し、新たな視点で世界をパッと明るくする活動を行う 5組の受賞を決定しました。 

受賞者は、台湾における新型コロナウイルス感染症対策に IT技術を活用することで貢献したオードリ

ー・タン氏をはじめとして、脳と AI をつなげて近未来を実現させる金井 良太氏、不便さがもたらす益

“不便益”を研究する川上 浩司氏、性別や人種差別のない平等な世界を求める僧侶でありメイクアップ

アーティストでもある西村 宏堂氏、新しい舞台の在り方を世界に提案するデジタルメディアアーティス

トのユニット、エルヴィラ・ヴォイトゥニク氏とポぺス・チャバ・ラング氏です。 

2 月 23 日（祝・火）は、各受賞者の人物像や活動、信念に迫るオリジナルドキュメンタリー映像や、

選考委員と受賞者とのトークセッションをライブ配信します。また、スペシャルプログラムとして、スタ

ジオジブリ映画『かぐや姫の物語』の主題歌を手がけた二階堂 和美さんと総勢 21 名のビッグバンド

Gentle Forest Jazz Bandがリモートで音を重ね合わせるオリジナルパフォーマンスを披露します。 

また、YouTube 配信直前には、FM COCOLO で「OMOSIROI」を伝える 3 時間の特別番組を放送し

ます。本アワードの選考委員らと DJ 野村 雅夫氏が、映像を使った配信とは異なる切り口で今回のアワ

ードのポイントやリスナーから募集した「あなたが思う OMOSIROI」メッセージを語ります。 

以 上 

  
＜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

キャピタルと株式会社 KMOが共同運営しています。 

 

＜World OMOSIROI Award 7th.概要＞ 

・日  時：2021年 2月 23日（祝・火）午後 7時～ 

・U R L：https://kc-i.jp/activity/award/omosiroi/ 

・料  金：無 料 

メインビジュアル 受賞者 

https://kc-i.jp/activity/award/omosiroi/
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＜World OMOSIROI Award とは＞ 

 ナレッジキャピタルと関わりの深い国内外の有識者がノミネーターとなり「OMOSIROI」を体現する

「人」を選出するアワードです。選考基準は、「みんなの未来を面白くする人であること」や「悦びや好

奇心を加速させる創造の原動力であること」などで、面白い活動やアイデアを持っている人に焦点を当て

ます。 

 

● World OMOSIROI Award 7th.トロフィー「前掛け」 

毎年トロフィーは、オリジナルのデザインで制作しています。7 回目となる今回

は、明るい“未来を招く“という思いを込め、招き猫をデザインした特製「前掛け」

をトロフィーとしました。前掛けは、時代が移り変わる中でも、伝統工芸品として

今なお職人によって手作りされ、使い続けられています。 

今回は、この前掛けトロフィーのレプリカをラジオならびにライブ配信視聴者へプ

レゼントします。 

 

● World OMOSIROI Award 7th.受賞者（順不同） 

 

■真のソーシャル・イノベーションをけん引する台湾を変えた IT大臣  

オードリー・タン 台湾ソーシャル・イノベーション デジタル大臣 

IQ180 を持つ天才。15歳で起業し、アップルの顧問も務めた。その後“fork the 

government.”（政府の再構築）を合言葉に政界に転身。ITを担当する大臣として、

コロナ禍において早期にマスク在庫管理システムを構築し、台湾での感染拡大防止

に大きな貢献を果たしたことで世界に知られる。 

 

■脳と AIをつなげて近未来を実現させる CEO 

金井 良太 株式会社アラヤ 代表取締役 

神経科学と情報理論を融合させ、脳に意識が生まれる原理や AI に意識を実装す

る研究、産業界における AIと脳科学の実用化に取り組む。脳と AIや機械を直結さ

せることで、アニメ「攻殻機動隊」のような身体、空間、時間の制約から解放され

た社会を実現するための内閣府ムーンショット事業でプロジェクトマネージャー

に就任。 

 

■不便ゆえに喜びがある不便益学の第一人者 

川上 浩司 京都大学 特定教授／京都先端科学大学 教授 

道具や装置のデザインが専門。不便で良かったこと不便さがもたらす益“不便益”

について研究し、ウェブ上で不便益システム研究所を立ち上げ。自動化や効率化を

追求するあまり見逃してきた、実は大切なものごとの意味を見つめ直し新たなデザ

インを模索している。 

 

■美しく平等な世界を拓くメイクアップアーティスト／僧侶 

西村 宏堂 メイクアップアーティスト、僧侶 

浄土宗の僧籍を持つ僧侶であり、ミス・ユニバース世界大会や著名雑誌でグロー

バルに活躍するメイクアップアーティスト。LGBTQの当事者として、「性別も人

種も関係なく皆平等」というメッセージを伝えるため国連本部などで講演活動を行

う。 

 

 



3 
 

■究極のデジタルアートを繰り広げる舞台の魔術師 

エルヴィラ・ヴォイトゥニク、ポぺス・チャバ・ラング 

Elektro Moon Vision、デジタルメディアアーティスト 

ポーランドとハンガリー出身のユニット。マルチメディアインスタレーション、

AR（拡張現実）アートプロジェクト、劇場の舞台美術投影デザインなどを制作。

N.Y.の“PdCon”、ウィーンのミュージアムクォーター、横浜赤レンガ倉庫など世

界中の主要な国際デジタルメディアアート展で作品を発表している。 

 

 

●World OMOSIROI Award 7th.  オンラインプログラム内容 

・日 時：2021年 2月 23日（祝・火）午後 7時～午後 9時 30分 

・司 会：大抜 卓人 FM802 DJ 

・出演者：World OMOSIROI Award 7th.受賞者 

World OMOSIROI Award 7th.選考委員 

- 宇川 直宏  現“在”美術家／DOMMUNE代表 

- 菊地 あかね アートディレクター／アーティスト 

 

(1)受賞者 5組の「OMOSIROI」ムービー 

受賞者の「OMOSIROI」活動内容や思い、未来の展望について独自取材を行い映像化したオリジナル

ドキュメンタリーを配信します。選考委員が受賞者の活動について深く切り込み、「OMOSIROI」を掘り

下げるトークセッションも行います。5組の人物を知ることで見えてくる、未来を変える力をご覧くださ

い。 

 

(2)World OMOSIROI Award 7th.スペシャルパフォーマンス 

二階堂 和美 with Gentle Forest Jazz Band リモートパフォーマンス 

聴くだけで、気持ちが明るくなる二階堂 和美さんの代表曲『あなたと歩くの』を初めてリモートで披

露します。今の状況だからこそ生まれた「OMOSIROI」がテーマのオリジナルパフォーマンスです。総

勢 21名のビッグバンドがそれぞれの場所から奏でるジャズと、変幻自在な歌声が織りなすエンターテイ

ンメントをお楽しみください。リモート演奏だからこそできる、パフォーマーたちの演出にもご注目くだ

さい。 

 

・二階堂 和美 

ジャンルにとらわれない音楽性と、類いまれな歌唱・表現力で国内外から幅広く

支持されるシンガーソングライター。スタジオジブリ映画『かぐや姫の物語』（2013

年）の主題歌「いのちの記憶」の作詞・作曲・歌唱を手掛けた。広島県在住。浄土

真宗本願寺派僧侶でもある。 

 

・Gentle Forest Jazz Band 

現代のヴォードヴィリアン・ジェントル 久保田が率いる、21名のバンド。2005

年の結成以来、踊れるスウィングジャズに現代的視点を盛り込み、新たなエンター

テインメントを展開している。エキサイティングかつ笑いに溢れるライブパフォー

マンスは圧巻。 
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●FM COCOLO HOLIDAY SPECIALナレッジキャピタル presents OMOSIROI RADIO 

YouTube配信当日に、大阪のラジオ局「FM COCOLO」にて 3時間の特別番組を

放送します。審査員と受賞者が、今年のアワードのポイントや、リスナーから募集し

た「あなたが思うOMOSIROI」をテーマに語り尽くします。言葉だけで「OMOSIROI」

をどのように表現するのかにも注目してお楽しみください。 

・日 時：2021年 2月 23日（祝・火）午後 2時～午後 5時 

・D J：野村 雅夫 

・出演者：宇川 直宏 現“在”美術家／DOMMUNE代表 

     菊地 あかね アートディレクター／アーティスト 

     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 

 

● World OMOSIROI Award 7th. 選考委員 

・宮原 秀夫 一般社団法人ナレッジキャピタル代表理事／元大阪大学 総長（選考委員長） 

・ゲルフリート・ストッカー アルスエレクトロニカ アーティスティックディレクター 

・宇川 直宏 現“在”美術家／DOMMUNE代表 

・アンディ・チャン スマートシティ・コンソーシアム 共同創設者／TAKABAMA Limited 会長 

・飛鷹 全法 高野山別格本山 三宝院副住職／高野山 高祖院住職 

・菊地 あかね アートディレクター／アーティスト 

 

【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  代表理事   宮原 秀夫 

株式会社 KMO 代表取締役 小田島 秀俊 

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 


