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バーチャル空間における大阪の魅力発信・創造等に関する業務 仕様書 

 

１．業務名称 

 バーチャル空間における大阪の魅力発信・創造等に関する業務 

 

２．業務目的 

本業務は、2025年大阪・関西万博（以下、「万博」という。）の開催都市として、３Ｄモデリングされた大阪

の観光地・都市空間などのバーチャル空間等を制作・提供して、大阪の都市魅力を国内外に発信するとともに、

大阪府・大阪市が出展検討をしている地元パビリオンである「大阪館（仮称）」のＰＲ等を行うことにより、

万博への期待感を高め、大阪館（仮称）への誘客促進を図ることを目的とする。 

また、本業務で制作するコンテンツへのユーザー参加・交流を通じて、大阪の新たな文化の創出、コミュニ

ティの形成にも寄与するものとする。 

併せて、本業務で構築するバーチャルプラットフォームについては、万博終了後も引き続き、大阪の魅力発

信のツールとして活用するため、効果的・効率的な運営手法や資金確保策等により、長期的・継続的な自走型

運営を可能とするビジネスモデル・体制を構築するものとする。 

 

３．契約期間 

契約締結日 から 令和４年３月 31日（木） まで 

 

４．委託上限額 

100,000,000円（税込） 

 ※本事業を実施する全ての経費を含む。 

 

５．業務内容 

 本委託で実施する業務は、次の（１）～（３）とする。 

 なお、業務の実施にあたっては、発注者と十分に協議・調整すること。 

 

（１） バーチャルプラットフォームの構築 

スマートフォン、パーソナルコンピュータ（PC）からアクセスでき、可能であればヘッドマウントディ

スプレイなどのバーチャルリアリティ（VR）機材やゲームハードなどのデバイスからもアクセスできる、

後述の項目を含むバーチャルプラットフォームを構築すること。 

なお、以下の全ての項目について、特別に標記のない限り、 

・インターネットを介して世界中からアクセスできるものとすること。 

（一部機能等について、アプリケーションにより対応する場合は、世界中からダウンロードできるもの   

とすること。） 

・少なくともスマートフォンとパーソナルコンピュータ（PC）を含むマルチデバイスに対応すること。 

・使用する全てのソフトウェア・技術については、システムの拡張性や信頼性、他のシステムとの親和

性を考慮し、可能な限り標準的な技術を用いること。 

・各項目内容の整理にあたっては、発注者や 2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会ワーキ

ングディレクター（以下、「ディレクター」という。）等との議論・検討を重ねること。 
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項 目 業務内容等 

①バーチャル空

間・アバター体験

の提供システム 

 

・バーチャル空間についての基本方針、コンセプト、事業推進の考え方を整理する 

・アクセス数や同時接続数などの来訪者数（目標）及び経済効果の検討を行う 

・一般的なゲームエンジンなどの仕様でも動作すること等を想定し、既存のバー 

チャルプラットフォームにも展開可能なものとする（既存のプラットフォーム上

に新規のプラットフォームを構築するプラットフォーム・オン・プラットフォー

ムの形式でバーチャル空間を提供することも妨げない） 

・ユニバーサルデザインに配慮し、また、順次、信頼性と利便性を踏まえた決済等

の機能やコンテンツの追加等を行える自由度・柔軟性・拡張性の高いものとする 

・（公財）２０２５年日本国際博覧会協会が計画するバーチャル万博と可能な限り

連動・相互連携ができるものとする 

・企業や団体がバーチャル空間に出展、あるいはバーチャル空間を提供することが

できるシステムを構築する 

・ユーザー自らがバーチャル空間のデザインや投稿、あるいはそれに準ずる参加が

行えるシステムを構築する 

・ユーザーは上記のシステムによって提供されるバーチャル空間に、アバターを 

通じてアクセスすることができるようにする 

②コンテンツ（バ

ーチャル空間） 

・3Dモデリングされたメイン会場やイベント会場、大阪の観光地・都市空間など、  

複数のバーチャル空間（コンテンツ）を制作、提供する 

・一般的なオンラインゲームやバーチャルプラットフォームにも劣らない、魅力的

でユーザーのニーズに合ったクオリティの 3Dモデリングを実現する 

・万博の機運醸成や大阪の都市魅力の発信、大阪の産業活性化などにつながる行政

コンテンツを提供する（例:大阪府・大阪市主催イベントのＰＲ） 

・将来的に大阪館（仮称）におけるコンテンツ等を展開できるよう設計されたバー

チャルパビリオン（3Dモデリングされた外観イメージパース）を制作し、出展参

加基本構想を踏まえた大阪館（仮称）のＰＲ等を行う 

・これらコンテンツの提供にあたっては、インタラクティブ機能やゲーム性を有す

るなど、常態的にユーザーを呼び込めるような仕掛け・工夫を施す 

③アバター体験 ・アバターについての基本方針、コンセプト、事業推進の考え方を整理する 

・ユーザーは上記のバーチャル空間で 3Dのアバターの操作が行えるようにする 

・他のユーザーとのアバター同士での音声やテキストのコミュニケーションなどが

行えるようにする 

・バーチャル空間上でのイベントの開催等を通じ、アバター同士の新たな出会いや

交流が促進されるようにする 

・誰もが、自ら多様なアバターのデザインが行えるようにする 

・誰もが、発話音声を様々な音声に変換できるようにする 

・国籍や言語を問わず、ユーザーのテキストや発話を翻訳できるような機能の実現

をめざす（対応言語数については、対応を想定するユーザー数と合わせて提案す

ること） 

④ウェブサイト、

ソーシャルネット

・ウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサービスについての基本方針、コン

セプト、事業推進の考え方を整理する 
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ワーキングサービ

ス 

・ウェブサイトを制作し、バーチャルプラットフォームの最新情報やバーチャル 

空間の展開状況などの紹介を行うとともに、必要に応じてバーチャルプラット 

フォームのインストールを誘導する 

・必要に応じて、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）で使用できる拡散性

（バーチャルプラットフォームでの体験の共有しやすさ）を高める機能を提供す

る 

・SNSでの広報、体験の共有を推進する施策を実施する 

・動画投稿サイト等で体験を共有する際のガイドラインを策定する 

 

（２）バーチャルプラットフォームの運営 

バーチャルプラットフォームの運営にあたっては、長期的・継続的な自走型運営（※）を可能とするビジネ

スモデルを検討・導入すること。 

そのうえで、下記を取りまとめるコンソーシアムや事務局組織等の組織体の設置を提案し、発注者やディ

レクター等と協議のうえ、令和 4 年度以降の自走型運営の実施体制を構築すること。（自走型運営は、万博

終了後も継続して実施可能なものであること。） 

なお、各項目内容の整理にあたっては、発注者やディレクター等との議論・検討を重ねること。 

項 目 業務内容等 

①プラットフォー

ムの運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

・悪質なユーザーや不適切な行為などを規制する、バーチャルプラットフォームの

利用規約を整備し、遂行・遵守する 

・個人情報管理についてのポリシーを整備し、遵守する 

・プラットフォームの運営にあたっては、経済産業省「SaaS 向け SLA ガイドライ

ン」や総務省「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」に準拠

する 

・サーバーへの不正アクセスの防止やアプリケーション・通信などの脆弱性対策や

適切なセキュリティ対策を講じる 

・常時障害対応が可能な体制を整え、適切・迅速に対応するとともに、障害状況と

対応等、障害に関する履歴の管理を行う 

②出展管理 

 

・企業や団体のバーチャル空間への出展、バーチャル空間の提供を管理する 

・企業や団体が出展を行うに際し必要となる基準やルールを整理したガイドライン

を策定し、遂行・遵守する 

・バーチャル空間への出展料等の設定にあたっては、長期的・継続的な自走型運営

を行うことを前提に検討し、徴収を行う 

③イベントの運営 ・バーチャル空間における大阪の魅力の発信につながるイベントや日本のアニメー

ション等のサブカルチャーと連携したイベントなど、多くのユーザーを呼び込む

魅力的なイベントを企画・展開する 

・イベントの運営に携わるスタッフについては国内外の一般のユーザーからの募集

も行う 

・特に、身体的障害を持つユーザーの参加、海外のユーザーの参加を実現する 

・イベントに参加する際のチケットの販売や管理を行う 

④商業活動 ・バーチャル空間での使用を想定したアバターやデジタルグッズの販売 

※ 自走型運営…税財源を投入せずとも、出展料等の収入確保策により、バーチャルプラットフォームを運営すること 
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（３）本業務にかかる報告 

なお、発注者は必要に応じて、本事業の実施状況について、随時報告を求めることがあるため、協力   

すること。 

 

６．業務スケジュールと成果物の納入 

（１）業務スケジュール 

 大阪の都市魅力の発信・創造等を行うバーチャル空間については、令和 3年 11月中に公開開始（プレオー

プン）し、詳細のスケジュールについては、発注者と協議・調整を行うこと。 

（その後、順次、搭載するコンテンツや機能等を拡充していく想定） 

 なお、プレオープン時には、少なくとも以下の項目を備えたバーチャルプラットフォームとし、バーチャル

プラットフォームの最新情報等の紹介を行うウェブサイトも公開すること。 

  ・3Dモデリングされた大阪の観光地・都市空間 

  ・将来的に大阪館（仮称）におけるコンテンツ等を展開できるよう設計されたバーチャルパビリオン 

（3Dモデリングされた外観イメージパース） 

・アバター体験 

  ・バーチャルプラットフォームの利用規約の整備、遂行・順守と適切なセキュリティ対策 

（２）成果物の納入とその時期 

 本業務の成果物及び納入時期は、以下のとおりとする。 

なお、②以外の成果物については、紙媒体 4部及び電子データを納入すること。 

成 果 物 内    容 納入時期 

①業務実施計画書 業務の実施体制・実施内容・スケジュール等を 

業務実施計画としてまとめたもの 

契約日以降、速やかに 

②広報活動用の動画 

（電子データ） 

広報活動で活用するためのバーチャル空間・コン

テンツの体験デモ動画及び大阪館（仮称）のティ

公開開始（プレオープン）

時までに 

・オンラインショップ等での物販の誘導を行う（仲介手数料等を検討・設定する） 

（物販を行ううえで想定する決済システムについても提案すること） 

・その他のサービス提供 

⑤広報活動 ・動画投稿サイト等でタレント等に体験を共有してもらうよう依頼、調整する 

・広報活動で活用するため、バーチャル空間・コンテンツの体験デモ動画及び大阪

館（仮称）のティザー動画を制作する（ウェブサイトやバーチャルパビリオンに

おける広報活動等での活用を想定） 

・その他、プレスリリースや広報展開を行う 

・広報活動の展開にあたっては、常態的にユーザーを呼び込めるような仕掛け・工

夫を施す 

⑥財務計画 ・バーチャルプラットフォームの構築から運営、出展管理に係る一連の事業に必要

な財務計画及び資金確保計画の検討・策定（少なくとも 2025 年度までの財務計

画及び資金確保計画を策定する） 

・ビジネスモデルの実現スキーム・展開スケジュールの検討・整理 

（税財源を投入せずとも、出展料等の収入確保策により、運営が継続的に可能とな

る仕組み・体制の検討・構築） 



 

5 

 

ザー動画 

③設計書 ディレクターの意見等を踏まえ、設計を行った 

設計書 

公開開始（プレオープン）

時及び契約満了日までに 

④操作マニュアル及び 

運用マニュアル 

システムの操作方法や運用方法をまとめたマニ

ュアル 

公開開始（プレオープン）

時及び契約満了日までに 

⑤自走型運営実施計画書 令和 4年度以降の自走型運営にあたり、設置する

組織体の体制や運営手法等を自走型運営実施計

画としてまとめたもの 

契約満了日までに 

⑥業務実施報告書 本業務の実施経過・実施結果やアクセス件数・ 

ユーザー数等の実績をまとめた報告書 

契約満了日までに 

 

７．提案を求める事項 

 バーチャルプラットフォームの構築及び運営かかる次の事項について提案すること。 

 提案に際しては、イメージパースを用いるなど、わかりやすく具体的にその内容を提案すること。 

 また、過去に同種又は類似する事業に取り組んだ実績等があれば提示すること。 

（実績がある場合は、当該事例におけるユーザー数や運営期間についても併せて提示すること。） 

 

Ⅰ．バーチャルプラットフォームの構築について 

①バーチャル空間にアクセス可能となるデバイスの種類 

②バーチャル空間上で展開可能となるコンテンツ等の内容（公開開始（プレオープン）時点でのコンテン

ツ等の内容と、以降順次拡充を想定するコンテンツ等の内容） 

③ユニバーサルデザインへの配慮に関する内容と制作または使用するプラットフォームの特徴・仕様・優

位性（順次、機能やコンテンツの追加等を行える自由度・柔軟性・拡張性に関する内容） 

④（公財）２０２５年日本国際博覧会協会が計画するバーチャル万博と可能な限り連動・相互連携を図る

ため想定する手法・考え方 

⑤3D モデリングされたメイン会場やイベント会場、観光地・都市空間など、提供する複数のバーチャル 

空間（コンテンツ）のコンセプトと内容 

⑥万博の機運醸成や大阪の都市魅力の発信、大阪の産業活性化などにつながる行政コンテンツの内容 

⑦これらコンテンツの提供に際し、常態的にユーザーを呼び込むために施す仕掛け・工夫の内容 

⑧アバター体験のコンセプトとユーザーが操作可能な内容 

⑨画面上でのアバターの最大表示数と対応を想定するユーザー数・対応言語数 

 

Ⅱ．バーチャルプラットフォームの運営について 

①個人情報の管理やサーバーへの不正アクセスの防止等のセキュリティ対策 

（使用する機材やソフトウエア、ネットワークの構築方法等、サーバー構築に関する具体的な内容を含む） 

②バーチャルプラットフォーム運用上のサービスレベル 

（稼働時間/計画停止の周知・報告/定期メンテナンスの頻度/同時接続可能数/セキュリティログやアクセス 

ログの取扱い/サービスデスク対応 等） 

  ③バーチャル空間への出展、バーチャル空間の提供にかかる管理・運営手法 

  ④バーチャル空間上で展開する大阪の魅力発信等のイベントの内容 

  ⑤バーチャル空間上で行う商業活動（物販等）の手法とその内容（想定する決済システムを含む） 
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⑥バーチャルプラットフォームの構築から運営、出展管理にかかる一連の業務に必要となる財務計画・ 

資金確保計画（少なくとも 2025年度まで） 

⑦出展料等の資金確保策により、税財源を投入せずとも長期的・継続的な自走型運営を可能とするビジ 

ネスモデル・体制の実現スキーム（裏付ける根拠・他の事例等を含む） 

 

 Ⅲ．事業推進の考え方について 

①各業務項目を遂行にあたっての考え方、体制 

②財務計画や資金確保計画を実現するための考え方や推進体制 

③万博終了後も見据えた全体スケジュール（公開開始（プレオープン）、コンテンツ等の順次拡大、万博

開催期間中、終了後とそれぞれのフェーズに応じた業務スケジュールのイメージ） 

 

Ⅳ．その他 

・予定アクセス数、経済効果の積算方法及び、経済効果として妥当な指標を提案すること。 

・バーチャルプラットフォームの構築・運営等にかかるトータルコストの積算方法を提案すること。 

 

８．提案に関する留意事項 

提案にあたっては、これまでの「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」で

の議論内容、「2025年大阪・関西万博 出展参加構想基本構想」を事前に必ず確認すること。 

なお、現在検討中の出展基本計画の検討の進捗等については、受注者決定後に別途提供する。 

 

◆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 

http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/banpakukettei/pavilion-meeting.html 

◆2025年大阪・関西万博 出展参加基本構想 

http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/banpakukettei/pavilion-keikaku.html 

 

９．著作権等に関する留意事項 

（１）受注者は、公開するバーチャル空間・コンテンツ等に使用するすべてのものについて、必ず著作権等の

了承を得て利用すること。 

（２）バーチャル空間・コンテンツ等の公開に際し、作成したすべてのもの（原稿及び写真、データ等）の   

著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める権利を含む）は、発注者に帰属し、本業務終了後に    

おいても発注者が自由に無償で使用できるものとする。 

   なお、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。 

 

１０．契約不適合等に関する責任の範囲 

（１）受注者は、本業務終了後においても、公開するバーチャル空間・コンテンツ等に契約不適合が発見され

た場合には、速やかに発注者の指示に基づき、これを訂正・改修しなければならない。なお、これらに

要する費用は受注者の負担とする。 

（２）公開するバーチャル空間・コンテンツ等が第三者の著作権等を侵害したことにより当該第三者から制作

物の使用の差し止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は発注者に生じた損害を賠償しなければな

らない。 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/banpakukettei/pavilion-meeting.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/banpakukettei/pavilion-keikaku.html
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１１．業務実施にあたっての留意事項 

（１）業務実施体制 

     受注者は、業務の運営体制を明確にし、業務を適切に実施するために必要な経験を有するスタッフを

配置すること。 

（２）業務計画 

受注者は、業務の開始にあたっては、本業務の実施における具体的な業務工程表を提出するとともに、

適宜、更新状況を提出すること。 

本業務における契約締結後、速やかに着手し、業務工程表に従い完了させること。 

（３）本業務に係る発注者との打合せ 

本業務の趣旨を熟知し、業務実施期間中においては、発注者と緊密に連絡をとりながら進め、その  

指示及び監督を受けなければならない。 

なお、受注者は、業務着手時、成果品の取りまとめ時及びその他必要に応じて、発注者との打合せ  

及び協議を行うものとする。 

（４）再委託について 

    業務の主要な部分や契約金額の相当部分を、他の法人等に再委託することは認められないが、専門性

等から一部を受注者において実施することが困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待されると

きは、発注者と協議し、承認を得ること。 

（５）秘密の保持 

①受注者は、業務遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

②本業務の遂行にあたり収集した情報については、機密保持に努めるとともに、施錠の徹底や電子  

データのパスワード設定など、万全なセキュリティ対策を講じなければならない。 

③本業務の遂行に伴い取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の  

適正な管理のため、大阪府個人情報保護条例(平成８年３月 29日条例第２号)の規定により、必要な

措置を講じなければならない。 

（６）本業務終了後の取扱い 

    本業務終了後の著作権等の権利の帰属やバーチャルプラットフォーム運営上の責任の範囲等につい 

   ては、発注者と令和 4年度以降の自走型運営実施主体との間で別途締結する契約書において定めるも 

のとする。 

（７）その他 

業務実施期間中において、受注者が新たに企画提案し、その内容が業務目的の達成に資すると判断 

された場合には、発注者と調整を経たうえで、追加することができる。 

 


