
               

 

 

PRESS  RELEASE             
2020年９月２日 078KOBE実行委員会 

 

音楽・映画・IT等がオンライン・オフラインで交差する都市型イベント 

078KOBE 実施について 

 

新型コロナウイルスに罹患された皆さまと、感染拡大により生活に影響を受けられている皆さ

まに、心よりお見舞いを申し上げます。 

 本年で４回目を迎える078KOBEは、９月５日（土曜）・６日（日曜）の２日間、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止の観点から、インタラクティブはカンファレンス等を中心に各地を繋ぐオン

ラインで開催し、リアルイベントとして実施するドライブインシアターは事前申し込みで当選さ

れた方のみの入場となります。 

 

１． タイトル：078KOBE 

２． 開催日：2020年９月５日（土曜）・６日（日曜） 

    一部ｵﾝﾗｲﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽは９月４日（金曜）にも実施。 

 ３．実施場所： 

   インタラクティブ：オンラインにて配信 

   キッズ：オンラインにて配信 ※９月６日（日曜）のみ 

ファッション：オンラインにて配信 ※キッズ「オンラインワークショップ」内 

フィルム＆ミュージック：神戸メリケンパーク内 南東部分特設会場 

   フード：神戸メリケンパークにてメールオーダー方式で実施 

 ４．実施内容： 

①９月４日（金曜）  

[カンファレンス] 

19:30〜20:30 

 

市民主導のスマートシティ－デジタル経済と所有権－」 

〜 あらゆる市民が参画できる21世紀型経済の処方とは 〜 

 

②９月５日（土曜）  

[カンファレンス]  

10:30〜10:50 
 

078KOBE 2020 オープニングトーク 

ゲスト  

・久元 喜造（神戸市長） 

・藤井 信忠（078KOBE共同実行委員長） 

・福岡 壯治（078KOBE共同実行委員長） 

・脇浜 紀子（078KOBE実行委員会  

コミュニケーションデザインチーム） 

11:10〜12:20 
徹底検証！オンライン×オフラインの可能性  

   〜2020年度上半期を振り返って 

12:40〜13:40 

 

動画の世紀 〜共感を集めるストーリーテリング ・ 

明石ガクト氏を迎えて 
 
 



14:00〜15:00 

 

eスポーツがまちづくりを変える⁉ 

15:20〜16:20 

 

日本下戸サミット ―極― 

16:40〜17:40 ブロックチェーンを活用して育てるファンコミュニティ 

18:00〜19:00 
コロナ後の神戸の教育が変わる  

   〜こどもの創造性〜 

21:00〜22:00 

 

視聴者参加型企画 沖縄・泡盛×神戸・日本酒 夜更けの 

粋飲み対決  〜距離を超えて、さぁ乾杯！〜 

22:00〜23:00 日本下戸サミット ―裏― 

 

[おでかけオンラインイベント] 

開催時間 16：20～18：20 (9/6も実施) 

内容 神戸の魅力をオンラインで最大限伝えるための 

「オンライン×オフライン」の実験として実施 

します。 

神戸市内の観光スポットやグルメスポット等を 

リポーターやスタッフが実際に歩いてまわり、 

その様子をオンライン配信し、スマホで 

音声だけの配信が手軽にできる”Dabel”と 

写真や動画を手軽に共有できる”Instagram” 

を活用し、その様子を”YouTube”にまとめて配信します。 

  

[eスポーツオンライン中継「レインボーシックスシージー大学対抗戦 準決勝戦・決勝戦」] 

開催時間 11:40～準決勝第1試合、12:50～準決勝第2試合、15:20～決勝戦 

内容 日本の新世代のｅスポーツの活性化と定着、 

eスポーツの更なる認知・理解の促進を図る 

ため、大学生世代を対象に、全世界で5,000万 

⼈以上、⽇本で150万⼈以上のプレイヤー数を 

誇る⼈気ゲーム「Rainbow Six Siege」を 

競技タイトルに冠した「レインボーシックスシージ⼤学対抗戦 powered by AOR

US」の準決勝、決勝戦を神戸市で行い、その様子を生配信します。 

 

[ワークショップ] 

名刺交換禁止のメイシ交換

会ONLINE 
13:00-15:00 

「名刺交換2.0」とも言うべき次世代ビジネス交流

会をオンラインで実施。 

えんがわプレゼン×SUIKU 

コラボプレゼン企画 
14:00-15:30 

沖縄の学生主催の「えんがわプレゼン」と関西の学

生主催の「SUIKU」が共同で開催する学生によるプ

レゼンテーション企画。 

 

[学生募集企画] 

関西学院大学 国際学部 18:00-19:00 
日本酒の魅力発信。日本酒の紹介ビデオをCMで配

信、オンライン日本酒交流会を実施。 

神戸大学付属中等教育学校  

演劇部 

9/5（土曜）(9/6も

実施)随時配信 

中高生による演劇・パフォーマンス  

動画素材を配信。 



[実験企画・オンライン交流会] 

トークンを買って078KOBE

を応援しつつ「オデカケ」

限定動画をGETしよう 

終日（9/6も実施） 

ブロックチェーンを活用してコミュニティ支援を行

う「FiNANCiE」の仕組みを取り入れ、「078KOBE」

を応援しつつ「オデカケ」特典動画を入手できる実

証実験を実施。 

078KOBE 2020 Meetup!!! 

～Airmeetでオンライン 

懇親会 

19:00-21:00 

オンライン上の社交場“Airmeet”を活用し、登壇

者・参加者・スタッフが一堂に会して交流できる懇

親会を実施。 

日中はカンファレンスのアフタートークの場として

も活用。 

 

[フィルム＆ミュージック] 

[Stay and Be Safe  078KOBE FILM×MUSIC×Online] 

※事前申込の方のみの入場となります。(申込終了済) 

※ジャッジメントKOBE YouTubeチャンネルでも無料配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③９月６日（日曜） 

[カンファレンス]  

10:00〜11:00 
神戸市のイノベーターが仕掛ける「仮想空間ビジネス」 

   ～新たな仮想空間での商取引は何をもたらすのか～ 

11:20〜12:30 
「Withコロナ」時代の産官学連携によるDX戦略と大学の意義  

   〜神戸大学のチャレンジ〜 

12:40〜13:40 

 

「ビッグデータ」と「革の匠"Kiichi"」で作るフラグメントケース 

14:00〜15:00 

 

AR/VR技術が創造する”場”の可能性 

〜 分断の時代に考える新たな繋がり〜 

15:20〜16:20 
“Fuagaku” begins！  

   ～「富岳」から始まる未来世界 ～  

16:40〜17:40 
テクノロジー × ライブパフォーマンスの新たな挑戦 

   〜 5G/xR/クラウドはエンターテイメントの未来を創れるか？〜  

18:00〜19:00 

 

コミュニケーションの未来   

   オンラインのつながりから見えてきた「思覚」とは？ 

19:10〜19:30 078KOBE 2020 クロージングトーク 

the cibo THE TOMBOYS 

ﾍﾞﾙﾏｲﾝﾂ Slimcat 



 

[おでかけオンラインイベント] 

開催時間 11：00～19：00 

内容  

9月5日に続き、神戸学院大学学生募集企画と 

連携し、神戸市内の観光スポットやグルメ 

スポット等を実際に歩いてまわり、 

その様子をオンライン配信します。 

 

[実験企画：世界初！３Ｄホログラムリアルタイム配信実験] 

開催時間 11：00～12：00/17:30〜18:30 

内容 神戸の２組のアーティストのご協力の元、 

作品撮影の様子を3D立体映像として撮影し、 

スマホアプリとパソコンで生配信します。 

本イベントは実験枠として、世界で初めての 

３Ｄホログラムのリアルタイム配信となります。 

 

[ワークショップ] 

【オンライン料理教室】 

自宅で《世界のごちそう》

を作ろう 

10:00-13:00 

神戸在住の「世界のごちそう」を作るシェフ・本山

尚義さんのオンライン料理教室を“zoom”上で実

施。 

えんがわプレゼン×SUIKU 

コラボプレゼン企画 
14:00-15:30 

沖縄の学生主催の「えんがわプレゼン」と関西の学

生主催の「SUIKU」が共同で開催する学生による 

プレゼンテーション企画。 

 

[オンライン交流会] 

078KOBE横丁 終日 

「何かFOOD体験をオンライン上でも発信することが

できないか」との思いから、神戸ではおなじみの

様々なお店が普段から配送販売している商品を、 

スタッフの独自の目利きでセレクトして掲載。 

 

[学生募集企画] 

神戸大学付属中等教育学校  

演劇部 
随時配信 

中高生による演劇・パフォーマンス  

動画素材を配信。 

神戸学院大学 放送局 10:30-17:00 
078KOBEの当日様子等をインターネット配信、オデカ

ケオンラインイベントと連携します。 

 

  



[フィルム＆ミュージック] 

「Stay and Be Safe  078KOBE FILM×MUSIC×Online」 

※事前申込の方のみの入場となります。(申込終了済) 

※ジャッジメントKOBE YouTubeチャンネルでも無料配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[キッズ＆ファッション] 

「オンラインワークショップ おうちであそぼっ！」 

開催時間 10：30～16：00 

内容 遊びうたライブ、スイミープロジェクト、みんなでつくる 

音楽会、おうちでビンゴ、いっしょにお絵かきなど、 

お家でも楽しめるコンテンツをオンラインで配信します。 

また、アフリカンダンス＆リトミックでは、身体の名称を覚えたり、動物になって

みたり、子供から大人までみんなでアフリカンダンスを踊りましょう！動きやすい

服装で参加してね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．オンライン配信のイベントやその他イベントの詳細は、078KOBEイベントサイトより 

ご覧いただけます。 

078KOBEイベントサイト  https://2020.078kobe.jp/ 

 

６．配信環境はソーシャルディスタンスを確保するため、登壇者は基本的にはリモートで登壇いた

だく構成です。一方で、今回は、カンファレンス、ファミリー、ライブなど複数のライブ配信

が同時に配信されます。そのため来場者（オンライン視聴者）が効率よく目的地に到達できる

よう統合チャンネルを用意しました。 

この統合チャンネルは、基本構成は特別な機材や環境を必要としないSaaS（※）を利用して構

築していますが、SaaSだけでは解決できない仕様・機能はクラウド上に構築し、それぞれのラ

イブ配信を集約しスイッチングを行える環境を構築し配信を実施予定です。 

    

 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾌﾗﾜｰ 

Ba-chili 

かば☆うま 

ｵﾝﾗｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ｱﾌﾘｶﾝﾀﾞﾝｽ＆ﾘﾄﾐｯｸ 



（※）SaaS 【 Software as a Service 】サービスとしてのソフトウェア。 

ソフトウェアをインターネットを通じて遠隔から利用者に提供する方式を指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他 

※雨天決行(荒天中止) 

※雨天の場合、プログラムが変更になる可能性があります。 

※イベントの内容や出演者は諸事情により、急遽変更・中止する場合があります。 

詳しくは随時、公式ウェブサイトに更新情報を掲載いたします。 

078KOBE公式ウェブサイト  https://078kobe.jp/ 

 

 

 

 

【本件に関する報道関係のお問合せ先】 

神戸市 PR 事務局(サニーサイドアップ.内) 

担当:荒川(080-7045-8071)、石原、児玉 

Mail: kobe-city-pr@ssu.co.jp 

※事務局宛てのお問い合わせは、メールもしくは担当の携帯までお願いいたします。 

https://078kobe.jp/

