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自己紹介

突然、こんなアバターで登場して、申し訳ありません。

これがメタバースでの、私です。

毎日、毎晩、このアバターで多くの人と関わりを持って過ごしています。

そんな日々を過ごしている、メタバースの実態について、お話しをさせて

いただこうと思います。

こちらは、リアルな私の写真を
最近はやりのAIが加工したものです

世の中は、追いかけるのが難しいほどの
スピードで日々進化・変化しています



メタバースとは



メタバースとは 1/2

• メタバースという言葉の定義は、明確には存在しません

• メタバース (英: metaverse) は、コンピュータの中に構築された、3次元

の仮想空間やそのサービスを指す。日本にあっては主にバーチャル空

間の一種で、企業および2021年以降に参入した商業空間をそう呼んで

いる。将来インターネット環境が到達するであろう概念で、利用者はオン

ライン上に構築された3次元コンピュータグラフィックスの仮想空間に世

界中から思い思いのアバターと呼ばれる自分の分身で参加し、相互に

意思疎通しながら買い物や商品の制作・販売といった経済活動を行なっ

たり、そこをもう1つの「現実」として新たな生活を送ったりすることが想定

されている。（Wikipedia）



メタバースとは 2/2

• Facebook社（現Meta Platforms）は昨年から「メタバース」という言葉

を盛んに宣伝し始め、社名まで変更した。全社を挙げてオープンなメ

タバース環境を提供するとしている。

• アップルのCEOティム・クックは「普通の人がメタバースがなんなのか

を理解できるとはとても思えない」と発言しており、社内ではメタバー

スという言葉の使用を禁止しているとも聞く。その反面、当社でもメタ

バースといわれる領域への投資は大きい。

• 結局は、どちらも違うアプローチからメタバースを具現化しようとして

いるように見える。



メタバース関連（言葉の定義）

• VR（Virtual Reality/仮想現実）

• AR（Augumented Reality/拡張現実）

• MR（Mixed Reality/複合現実）

• XR：VR,AR,MR,SR,・・・総称

• SNS（ソーシャルネットワーク）：Facebook,Twitter,LINE,Instagram・・・

• VRSNS：VRでアクセスするSNS（リアルタイム）、

VRChat,Cluster,NeosVR,・・・

※現在の狭義のメタバース・プラットフォームはVRSNSが主流



VR機材

• メタバースの体験にVR環境は必須ではなく、スマホでも可能であるが、

その神髄（没入感）は、やはりVRでなければ体感できない

• VRに必要な環境

スタンドアロンなVR機器（HMD）

MetaQuest2,MetaQuestPro,HTC VIVE FLOW,PICO4,・・・

ゲーミングPC(*1)と接続して使用するVR機器

HTC VIVE Cosmos Elite, VALVE INDEX,・・・

フルトラ(*2)

HaritoraX, VIVEトラッカー,Uni-motion,・・・

(*1)ゲーミングPC：一般の事務用PCより、高性能なCPU、専用のグラフィックボード
（GPU）を搭載したPC

(*2)フルトラ：フルトラッキングの略、肘、腹、背、膝、足先などにセンサーを装着するな
どして全身の細かな動きをアバターで再現する



～代表的なメタバースとしての～

VRSNS



VRSNSとは

• バーチャル空間の中でユーザー同士が交流できる場

日本で挙げるVRSNS３つ

1. VRChat：VRChat社（米国）

2. Cluster：クラスター社（日本）

3. NeosVR：Solirax社（チェコ）



VRSNS（ の場合）

• それではVRChatを例に、VRSNSをご紹介します

• 先ずは、VRSNSの重要なキーワードのご紹介から、

アバター：VRSNSの中で活動するときの人の姿（人とは限らず、獣やもので

あったりもする）

✓ それぞれ創意工夫をして自作したり、購入アバターを改変したりして独自性（VR

内におけるアイデンティティ）を出している

ワールド：VRSNSの中の世界、家、部屋、自然、宇宙・・・なんでもあり

✓ 世界中のVRChatterが時間をかけて作り上げたワールドがたくさんあり、総数は

不明

イベント：企画者がイベントを告知して開催する

✓ 誰でもイベントを企画開催でき、毎日数多くの

イベントが開催されている

Quest名湯巡り



アバター

• Masa（まさ）の場合・・・

ポイント：
• 基本は購入アバター（New NecoMaid）
• ゴスロリ風ファッションに色変
• 胸の大型クロスは、韓国デザイナーへの

特注品
• 髪の色は、一目で個体を識別できるよう

に変更
• 缶バッチは、四角は自作、所属団体など

を示している

バ美肉：バーチャル美少女受肉の略であり、VR空間では男性が美少女のアバ
ターを纏い活動することが多い。日本独自の文化と思われる。
逆に女性がイケメンアバターを纏っていることも多い。



ワールド

• 世界中の多くのVRChatterが思い思いに作品（ワールド）を構築して

いる、Masa（まさ）の場合・・・

ポイント：
• 購入品をベースにすることが多い
• 気ままに自分が居たい空間をつくる
• みんなで楽しめる空間をつくる
• 各種イベントの開催場所をつくる



この年末年始を過ごす場
076MTR7 -雪舞う月夜に君何想う



イベント

• いろんなタイプのイベントが存在する

✓初心者向け、趣味、飲み会、ダンス、花見など季節もの、などなど・・・

✓ 12/10（土）には、91件の日本人向けイベントが登録されている

• Masa（まさ）の場合

✓初心者向けイベントを主催

✓毎週土曜日20:00～開催

https://youtu.be/OSqrQXuIqKw


グループ

• 最近VRChatにできた機能にグループというのがある

• VRChat内には、以前より何らかの集まり・集団・グループ・サークルが存在

• この集団は、前述のイベントと密に関係しているものが多い

• またVRの世界だけでなく、リアルとVRをまたいだ活動をしていたりする

• Masa（まさ）の場合、

• NPOバーチャルクロスリンク

（総会をVRChatで開催）

• あのまつ（あの場所で待ってる）

• HIT Metaverse

• KUMER

簡単に紹介すると・・・



あのまつ
（あの場所で待ってる）

• PCVR勢のみならずVR弱者でもあるVR単機勢にも常に配慮

• VRChatを訪れた初心者が、挫折せず十分楽しめるよう配慮

• 年3回の大型イベントを開催（入学式、サマーフェス、カウントダウン）

リーダー：DEBUGA、matsusita

※現在、カウントダウンイベントに

向けて仕込み中

あのまつSummerFes2022



HIT Metaverse

• 広島工業大学メタバースサークル

• 活動理念：Innovation with Metaverse Connection

私たちは、つながりの中で生きている。
一人では出来ないことも、みんなでやれば成し遂げられる。
リアルとは違う、顔も名前も知らずにできるメタバースでの関係は、一体どんな
ものを生み出すだろう。
私たちは、リアルでない居場所だからこそできることを模索し、
日々創造と挑戦をし続けます。

• 活動：オープンキャンパス（VR会場設営・運営）、企業とのコラボ商品開発、
各種イベント登壇、他多々

リーダー：らむね＠lamne



KUMER

• 近畿大学メタバース研究会

• KUMERは「メタバースを楽しみながら、その楽しさを多くの人に知って
もらう」を信念に設立された研究会です

• 活動：主にフォトグラメトリーなどを用いて、リアルのものをVRに持ち

込む

リーダー：ZEE（ゼ）1231



VR睡眠

• 毎日何時間もVR生活をしている人たちの中には、就寝もVRで過ごす

人が存在する →VR睡眠（毎日が修学旅行）

• VR睡眠をするとHPは回復しないがMPが回復するという発言も



オフ会

• SNSの定番、オフ会。VRChatでもしきりに行われている

• 東京の場合、秋HUBがVRChatterの聖地のようになっている

• そして必ずアバターの写真がtwitterにアップされる・・・



VRChatにおける企業活動



VRChatでの企業の活動

• 様々な企業が、様々な関係性をトライしている

• 販売系：Virtual Market 2022 Winter （VR法人HIKKY）

メタバース上にある会場で、アバターなどの3Dデータ商品やリアル商品（洋

服、PC、飲食物など）を売り買いできる世界最大のVRイベントです。世界

中から100万人以上が来場し、ギネス世界記録™も取得しています。

セブンイレブン、BEAMS、
WEGO、JR東日本、ソフト
バンク、リコー、アウディ、
TOHOシネマズ、SMBC日
興証券、大丸松坂屋百貨
店、阪神百貨店伊勢丹、、
ロート製薬、みずほ銀行、
JETRO、静岡県焼津市、
泉佐野市、・・・・



VRChatでの企業の活動

• 京セラ

東京ビッグサイトのJIMTOF2022における切削加工バーチャル展示ブー

スをVRChatで再現し、同時開催した

工作機械の切削を機械の中から間近に見ることができる



VRChatでの企業の活動

• モスバーガー

特定商品（月見フォカッチャ）のプロモーションで月面に出店

「モスバーガー ON THE MOON」



VRChatでの企業の活動

• 日産自動車

バーチャルギャラリー「NISSAN CROSSING」、「NISSAN SAKURA 

Driving Island」、「NISSAN ARIYA “Global Warming ＆ Our 

Future” Tour」

私のフレンドが、このSAKURAをVRChatで試乗して購入した

VRChatのワールドでドライブできる



VRChatでの企業の活動

• サンリオ：Sanrio Vfes Entrance

株式会社Gugenkaが、VRChatを企業がビジネス利用する際の契約、

企画、制作をサービスとして開始



VRChatでの企業の活動

• かえでラボ

VRChatで撮影した写真をリアルのフォトパネルにして楽しむ

前述のHIT Metaverseと共同商品開発中



VRChatにおける地域活動



VRChatでの地域の活動

• 兵庫県養父市

吉本興業とメタバース事業で連携

『バーチャルやぶ』

かつて日本一のスズ鉱山として

栄えた明延鉱山（あけのべこうざ

ん）の坑道跡を見学したり、吉本

興業所属のタレントとコラボした

採掘ゲームを楽しんだりすること

ができるほか、この鉱山で運行さ

れていた「一円電車」に乗り、観

光名所を巡ることができる

バーチャル市役所で発行



VRChatでの地域の活動

• 株式会社あしびかんぱにー

『バーチャル沖縄』

国際通り商店街の雰囲気や様々なイベント（沖縄の伝統文化や伝統芸

能）が楽しめる。また、公式オンラインショップでは商品の購入も可能

首里城



VRChatでの地域の活動

• 公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会

佐世保の三ヶ町、四ヶ町アーケードが再現され、兄弟商店街である渋谷

スクランブル交差点も再現。会場では『渋谷TANPEN映画祭』が開催さ

れた。（2020）



VRChatでの地域の活動

• 公益財団法人大阪観光局

『道頓堀 XR パーク』

2025年大阪・関西万博に向け、今年3月～4月に大阪・

道頓堀で観光DXの実証実験『道頓堀 XRパーク』を開催



VRChatでの地域の活動

• 個人の活動も多い

Nippara Limestone Cave：東京にある日原鍾乳洞のフォトグラメトリ

CAVE OKINAWA：沖縄県うるま市の観光名所

Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-：横須賀美術館、山本理顕

設計工場、廣村デザイン事務所の許可・協力の下制作

GunkanjimaVerse：オープロジェクト⁄大西さんからのフォトグラメトリー
データ提供の下制作



NPOバーチャルクロスリンク



NPOバーチャルクロスリンク

• 設立趣旨

現在のメタバースは、GAFAのような巨大企業や都市部中心の活動が

中心であり、地域での取り組みは遅れています。NPOバーチャルクロス

リンクは、このような状況の地域自治体・企業のリアルとバーチャルの

架け橋となることを目的としています。この活動を確立することで、将来

的にメタバース・バーチャル文化（新たな文化）の擁護と発展、人々の活

躍の場の更なる創出、地方創生にも貢献できると考えています。



おわりに

メタバースは、
広大な深淵・・・
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