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要旨 

 

2021 年以降、メタバースの活用が、日米欧中で急速に進展しています。2000

年代にも日米でメタバースがブームとなった時期がありましたが、衰退した経緯に

あります。今回は、コロナウイルス感染拡大に伴う非接触サービス提供の普及、ス

マホの普及、アバターのレベルアップ、代金・料金決済の簡便性・信頼度向上などに

より、アメリカを中心として日欧中で、主として民間企業ベースでメタバースの活

用が急速に進んでいます。 

メタバースの活用は、今後、地方自治体・民間による地域振興にも生かされ、地

域経済社会の課題解決に役立つ可能性があります。それは、自治体にとって、メタ

バースは優れたコミュニケーション手段であり、リアルと並ぶ仮想空間（バーチャル）

によって、様々な行政サービスの提供や、住民自治への活用だけでなく、観光・物

産振興を始めとする地域振興ツールとしても活用できるからです。観光について

も、仮想空間上で旅行の疑似体験をすることにより、新たな旅行需要を掘り起こす

ことができる側面があります。 

自治体によるメタバースの活用は、兵庫県養父市・福井県越前市・バーチャル沖

縄などで試行されており、当面は、既に民間企業が活用している観光・物産振興の

分野で活用されると思われます。今後は、メタバース住民（仮想空間上の住民）な

ど関係人口の獲得につなげていくことが可能になると考えられます。 

この点で、メタバースは、メタバース単体というよりも、街づくり全体に関わり、

スマートシテイ・スーパーシテイ（大阪・関西万博におけるメタバース活用事例など）

のパーツとして活用されることになる可能性が高いと思われます。 

そして、メタバースを活用したスマートシテイの実現により、財・サービスのリア

ルとバーチャルの配分などを通じて、エネルギー・食糧など資源の効率的配分、高

齢者・障碍者の社会参画の実現など、SDGs の達成にも資する可能性があると考

えられます。 

このように、メタバースという仮想空間ツールが、スマートシテイに組み込まれ、

社会課題の解決に活用されながら、効率的な資源配分、公平・公正な社会形成とい

う、SDGsの目標達成に資する可能性があると考えられます。 

将来像を描くには時期尚早ですが、少なくとも部分的に、観光・物産振興等の分

野から始めて、自治体行政運営に活かしていくことが可能と考えます。 
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はじめに 

「メタバース」は2021年初に、facebookの創業者兼CEOである、マーク・ザ

ッカーバーグ氏が facebookを「メタ」に社名変更し、social media platform

から「メタバース企業」へ変革させると語ったことで、近年では注目されるようにな

りました。本稿では、メタバースの特徴と、地域の課題解決と地域振興にどう使う

べきかを整理し、導入のための課題を考えたいと思います。今回はまず、観光・物

産分野におけるメタバース活用について取り上げたいと思います。 

1. メタバースとは何か 

メタバースとは、「ユーザーが個別独立した空間で仮想現実の技術を使って様々

な体験を得ること」です。すなわち、「多数のユーザーが仮想空間で同じ事象を体

験できるもの」と言うことが出来ます。ここで、「仮想現実（AR）」とは、「ユーザーが

個別独立した空間で様々な体験を得ること」です。 

また、「アバターを用いてコミュニケーションすることが可能なネットワーク空間

を示す用語」と定義されることもあります(1)。 

メタバースは、1992 年、SF 作家の Neal Stephenson が小説「Snow 

Crash」の中で初めて使った言葉です。身体性や空間性を兼ね備えたアバターを

利用することで、疑似的な感覚を体感することができ、コミュニケーションにおい

ても現実に近い状況を再現できます(2)。 

 

2. メタバースが最近注目される理由 

(1)2000年代に注目された時期 

①メタバースの機能 

 2000 年代にメタバースの米国で最も成功したサービスとして、リンデンラボ社
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の Second Life（以下、SL）があげられます。SL内での代表的なビジネスモデル

として、A.参入支援ビジネス、B.広告ビジネス、c.不動産、D.教育ビジネスがあり

ました(1)。SL の使い方は基本的にユーザーに任され、自由に建物や店を作るこ

とができ、ビジネスとしても活用できました。SL 内の通貨であるリンデンドルは、

現実世界の貨幣にも換金できました。 

②メタバースの衰退と原因 

 2007 年には、日本でも SL が各種メデイアでも取り上げられブームとなりまし

たが、同年後半にはそれも落ち着き、同社によると、その半年間で日本のアクテイ

ブユーザー数は約 36%減少しました。衰退の原因は、次の A,B に分けられます

(2)。 

A. メタバース自体の問題点 

・一般の認知度が低い。 

・パソコンに要求されるスペックが高い。 

・操作が極めて難解である。 

・目的を見つけられない。 

B. SLの問題点 

・登録・スタートが難しいため、新規参加者が増えない。 

・コンテンツの大半が広告である。 

(2)最近再度注目されるようになった理由 

①アメリカでのメタバース化の動向 

 メタバースが最近、再度注目されるようになったきっかけは、2021 年の

Facebook社の「メタ」への社名変更と、メタバースのプラットフォーマーになると

の宣言でした。その後、2021年 11月に Nvidiaが AI と組み合わせてビデオゲ

ームや映画などの分野で利用することを公表しました。また、スポーツ用品の

NIKE は、メタバース店舗でのシューズ販売など、物販に利用することを公表しま

した。このように、メタバースはまだ一部の企業が利用を公表している段階ですが、

今後、利用企業が拡大する可能性もあります。 

②日本でのメタバース化の萌芽 

 日本では、グリーが、今後 2～3年かけて 100億円規模の投資を行い、メタバー

スへ参入することを発表したり、幾つかの新興上場企業が、リアルで提供している

サービスを VR を使ってメタバース上で展開を始めたりしています（表 1）。業種も

多様で、オンラインゲーム、ファンサイトやオンラインサロン、宿泊施設、旅行、アパ

レル、都市計画のシミュレーションなど、多岐にわたっています。今後は、大手企業

がこれらの動向を見極めて参入してくる可能性があります。 

③メタバースが注目されるようになった理由 

 最近、メタバースが再度注目されるようになった理由として、次の点があげられ
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ます。 

A. コロナウイルス感染拡大に伴う非接触サービス提供の普及 

2019 年秋以降の世界的な新型コロナウイルス感染拡大に伴い、人々の行動

制約から、オンライン会議、テレワーク、テークアウトや配送、オンラインショッピ

ング、バーチャル旅行、オンライン診療など、非接触型のサービスが様々な分野

で提供されるようになりました。 

B. パソコンの性能向上とスマホの普及 

2000 年代と異なり、パソコンの 3D 画像技術や操作性などの性能が格段に

向上したため、リアルな世界とバーチャルな世界との区別がつきにくくなって

きたことが、メタバースの普及を促進していると考えられます。これは、オンラ

インゲームの分野で特に顕著です。また、スマートフォンの普及も大きな要因で、

Z 世代（1990 年代から 2010 年代初頭に生まれた年代層）を中心に、パソコ

ンよりもスマートフォンをベースに通信・ゲーム・買い物などを楽しむ層が拡大

しています。 

C. アバターのレベルアップ 

2000 年代と異なり、アバターの選択の幅が広がり、服装なども選べるように

なっています。また、ゲームに見られるように、動きが瞬間移動ではなくて、実

際の人の動きと同様で、仮想空間内の建物や店舗をゆっくり見ることもできる

ようになっています。 

D. 代金・料金決済の簡便性・信頼度向上 

メタバース上で取引されたり、サービスを受けた際の料金支払いなどの決済が、

2000 年代と大きく異なり、仮想通貨が普及してきたり、ブロックチェーン技

術を使った NFT（Non Fungible Token＝非代替性トークン）の信頼性が

高まり、アートの分野などで実用化されてきています。 

このように、リアルだけでなくバーチャルなサービスがコロナウイルス感染を機

に需要が拡大し、メタバースを支える技術的発展が支えてきているということ

が言えます。 

3. 日本におけるメタバース活用の現状 

日本におけるメタバースは、2020 年から成長企業中心に活用され始め、その

後、大企業がメタバース活用を情報開示しました。成長企業にとって、メタバー

ス活用は自社商品の販売や、顧客に対する新しい場の提供など、自社の成長に

向けた将来投資という観点から導入された例が多いと思われます。その後、大

企業が開発したメタバース空間やプラットフォームを情報開示しました。 

地方自治体のメタバース活用は、現在試行段階の自治体がありますが、今後、

デジタル田園都市国家構想など、スマートシテイが普及するにつれ、盛り込まれ

ていく可能性が大きいと考えられます（表 1）。 
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表1.メタバース関連企業の例（日本）

企業名 事業内容 メタバースとの関連

大日本印刷 印刷業界大手。印刷技術を応用したエレクトロ二クス 同社はバーチャル空間を活用して地域創生

関連分野にも積極進出。液晶・有機ELなどのデイス につなげる「パラレルシテイ構想」を展開。

プレー部材・半導体用フォトマスクともに世界水準。 XR（Cross Reality）を実現するために

Gaudy社（blockchainをを核とした

virtual技術）と提携。

凸版印刷 印刷業界大手。印刷技術を応用した多角化事業は、 ビジネス向けメタバース基盤「Mira Verse」

飲食・食品、医薬品包装する高機能フィルム分野に を開発。高精細な画像データ処理・3D計測

強み。エレクトロニクス関連として、半導体フォト をはじめ、先端表現技術による空間再生（

マスク・液晶デイスプレー製造に注力。 アート・住宅展示・アバター等）

ソフトバンク ソフトバンクグループの中核会社で携帯通信シェア 2022.5月、ソフトバンクとソフトバンク

国内3位。傘下にZホールデイングを抱える。 ホークスが協業してPayPayドームを

キャッシュレス「ペイペイ」に注力。 メタバース化。「5GLAB」の新サービス。

三越伊勢丹HD 国内最大の百貨店グループ。ECなどオンライン 2020年4月共同出店方式で「VIRTUAL

売上は、25年3月期600億円目標（2021年3月期315 MARKET4」に出店。2021年3月自社で

億円）。 想都市「REV WORLDS」をリリースし、

仮想新宿に仮想伊勢丹新宿店を構える。

グリー ネット交流サイト（SNS）「GREE」を運営。スマホ メタバースへの参入を発表。2-3年かけて

への対応に出遅れ、スマホゲームの開発力強化に注力。 100億円規模の投資予定。メタバースの

ネットmedia事業、VR（仮想現実）、バーチャルユー 先行費用大きく営業益は反落。

チューバ―事業を育成中。

エムアップHD 2004年携帯電話向けコンテンツ配信ベンチャー企業 ファンサイトはオンラインサロンなど

として創業。人気アイドルグループや有名 新サービスで囲い込み。Web運営、ECも

アーテイスト等のファンサイト運営。 併営し、音楽業界向けに強い。

シャノン マーケットプラットフォーム事業を、マーケテイング MAはサブスクリプション、EMは人手が

オートメーションMA、イベントマーケテイングEM かからないビジネスモデルへの転換を図る。

の二つのサービスで展開。顧客は金融業・保険業に

強み。

ガーラ 1993年設立のネットベンチャー。インターネット 宿泊施設対象のVR事業は現在、費用先行。

情報収集・コミュニテイ運営・HP作成から、PC

オンラインゲームポータル事業へ軸足を移す。米国・

南米・韓国・中国・ロシア・アラビア語圏へ展開。

民泊向けVR機器販売など新事業に意欲。

アライドアーキテクツ インターネットを使ったマーケテイング支援会社。 マーケテイング支援ツール、SNSマーケテイング

ファンサイトモール「モニプラファンブログ」を 支援がDX需要拡大が追い風に乗り、順調。

運営し、企業のマーケテイングや販促活動を支援。

メタリアル AIとインターネットを使った高精度翻訳エンジンを 新規事業の多言語自動翻訳サービスは、

核に、専門用語に特化した翻訳サービス展開。2004 2021年9月からVR世界旅行有料サービス、

年創業、2017年自動翻訳の品質が大幅に向上。 VRカラオケ開始。2023年2月期以降収益化。

CRI・ミドルウエア ハードウエアやOS、アプリケーションソフトエア ゲーム開発用ミドルウエアが好調。音響

の中間に位置するミドルウエアの研究開発、許諾 最適化技術のスウエーデン社と国内代理店

販売が主要業務。音声・映像に専門特化した製品 契約。都内のテック企業と動画投稿分野で

ブランド「CRIWARE」を展開。 2021年4月提携。

シーズメン カジュア衣料小売専門。1989年設立。全国の 2021年12月、外神田商事㈱との業務提携により、

ショッピングセンター中心に展開。和柄・和風を メタバースファッション専門アパレルブランド、

テーマにした「流儀圧搾」も展開。 Polygon Taylor Fabricと対をなすPolygon Tailor

Importを開始。現実の衣料品をアバター用に変換。

スペースデータ 宇宙開発にかかわる投資と研究。2017年1月設立。 人工衛星データを使った平面データ・標高データ

ビッグデータ解析・オンライン決済事業を立ち上げて から、都市空間を仮想空間上で再現。都市計画の

世界8か国に展開。2015年マザーズ上場。年商200億円 シミュレーションをメタバース上で展開できる。

企業に。2017年宇宙開発を目的とした㈱スペース AIがデータを解析し、リアルタイムで変化させる

データを創業。 ことが可能。インフラの国際標準を目指す。

（出所）筆者が経済誌・新聞などから作成。
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4.地域社会・自治体の課題と解決策 

では、現状の地域社会・自治体が抱える課題とその解決策を整理してみたいと

思います。 

(1) 地域社会の課題 

① 人口減少・高齢化への対応 

日本社会全体が人口減少・高齢化に直面しており、大都市（首都圏・関西

圏・中京圏）と地方とを比較した場合、地方の人口減少・高齢化が先行して

進行しています。 

② 産業基盤の強化・雇用の確保強化 

人口減少・高齢化が地方において特に進行する中、既存の産業が弱体化す

る例もみられ、新しい産業を生み出し、産業構造の転換が必要になってき

ています。これは、地場産業の革新・企業誘致・起業の推進などによって達

成することが必要になってきています。一方、これらの産業構造の転換を

支える地域人材確保・人材育成が不可欠となります。 

③ 若年層の地域外流出 

人口減少・高齢化と並んで、地域社会では、社会的流出である、若年層の地

域以外流出が多くの地方都市で起こっており、これを緩和・解決するため

には、良質で魅力的な就労の場・生活の場の提供が必要となります。このた

めにも、②産業基盤の強化が不可欠です。 

④ 交流人口の拡大（観光・コンベンション） 

地域社会が人口減少に直面する中で、地域経済を活性化するためには、交

流人口の拡大が必要で、現在はコロナウイルス感染によって観光客の移動

が制約を受けていますが、ポストコロナを展望して、今から、観光の高付加

価値化、観光目的と観光客の多様化に取り組んでいくことが必要です。 

⑤ 公共交通の維持困難化 

地域社会が人口減少・高齢化に直面する中で利用者の減少により、地域の

移動を支える公共交通の維持が困難になっています。バス・鉄道・船などの

運行頻度の減少・効率化が求められる一方、地域の住民の移動手段の確保

のための新しいモードの採用など、交通の革新が必要になります。 

(2) 自治体独自の課題 

① デジタル化・DX化 

地方自治体にとって、上記の地域社会の課題を緩和・解決する一つの方法

として、交通・医療・福祉・観光・物産など様々な政策分野で、デジタル化・

DX（デジタル・トランスフォーメーション）化を図ることが進められていま

す。 

② 住民参画 
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地域経営を担う自治体にとって、住民参画や市民（町民）協働は重要な課

題です。地理的なハンディや、パンデミック・災害などの場合には、行政と

のリアルな会合や相談がしにくい環境にありますが、スマートフォンやパソ

コンなど、オンライン・ツールを使うことにより、住民参画を維持することが

できます。 

③ コミュニテイの崩壊懸念 

住民参画と並んで、自治体にとって重要な課題は、コミュニテイの崩壊の防

止です。自治体から見た場合、住民の防災面・福祉面で、自助・共助・公助を

どう使い分けるかが重要で、特に自助・共助については、コミュニテイの役

割が大きくなっています。したがって、コミュニテイの維持に必要なリアル

な触れ合いの確保と、それが確保できない場合のオンライン・ツールの確保、

行政によるコミュニテイ実態の把握などが、これまで以上に重要になって

います。 

 

5.メタバースの特徴 

これらの地域社会や自治体の課題を緩和・解決するために、リアルな世界とは

異なり、特にメタバースが役立つ点として、次の(1)～(3)があげられます。 

(1) 実際に行かなくても体験できること 

① 行く・体験する側の人間に制約がある場合： 

（ア） 高齢者・幼少者・病人など。 

（イ） 行けない理由がある場合（コロナウイルス感染拡大などパンデミッ

ク時）。 

② 行先・体験できることに制約がある場合： 

（ア） 通常では行けない場所である場合：南極・宇宙・海底・火山・廃墟・洞

窟など 

（イ） 一定の期間は行くこと・体験することに制約を受ける場合：地震・津

波・パンデミックなど災害発生時など。 

(2) 同一の体験ができる人の数に制約がないこと 

① 聴衆：コンサート・スポーツイベント・講演など 

② プレイヤー：ゲーム、スポーツ、世界旅行など。 

(3) 体験するためのコストが格段に安くなること 

① 実際に行かなくてもある程度の目的を達することができることに起因する

もの：旅行・会議・出張など。 

② お金に関するコストの低下：代金・料金の決済、交換（販売時の商品と通貨

の交換など）・通貨の保管など。 
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6.メタバースで緩和・解決できる社会課題 

上記 3 で述べた地域社会・自治体の課題の緩和・解決を、メタバースを使って

実現できる可能性があると考えられます。 

(1) 地域課題 

① 人口動態：どの地域に住んでいても、疑似体験ができて、企業によっては

遠隔で働くこともできる可能性があり、人口流出の減少・人口移動の最小

化を図れる可能性があります。 

② 産業立地の柔軟性向上：これまで土地・水などの条件が整わなければ企業

立地が難しかったが、工場・オフィスをメタバース内に設けることもできる

ようになる可能性があります。特に、研究開発・地域集約型産業は、立地を

問わなくなる可能性もあります。 

③ 雇用の確保強化：どの地域に住んでいても、働く場所はメタバース内とす

ることができる可能性があります。 

④ 公共交通の削減：地域社会において、リアルな移動が減少することによる

従来型の公共交通の確保の必要性が低下する一方、新しい公共交通手段

が ICTを使って生まれる可能性があります。 

(2) 自治体独自の課題 

① 行政のデジタル化・効率化の急速な進展：人口減少により、公務員定数を増

加させることが困難になる中で、行政のデジタル化により、単純業務の

RPA・AI 導入で効率化できます。その分の公務員数を、住民にリアルに接

する必要のある業務に振り向けられます。一方、住民の行政へのアクセス

が向上し、単純事務については、利便性の向上につながります。 

② 住民参画の活発化：オンライン・ツールにより、行政と住民のコミュニケーシ

ョンの円滑化が図れます。 

③ コミュニテイの崩壊の回避：オンライン・ツールにより、住民同士の意思疎通

の円滑化が図りやすくなります。また、特に遠隔者との意思疎通が簡便に

なり、コミュニテイの一体感を確保できる可能性もあります。 

 

7.メタバースを活用しやすい地域政策分野 

メタバースには、現時点の技術では、普及に一定の制約がある場合が存在しま

すが、地域政策の中で、比較的活用しやすいのは、次の分野だと思われます。 

(1) 観光：これまでは、観光客がコロナウイルス感染の状況下、リアルな旅の代

わりに疑似体験としてオンライン旅行が行われてきましたが、ウイズ＆アフター

コロナの環境下では、旅前の疑似体験・事前学習などにオンライン・ツールを使

うことができます。また、物見遊山的な観光に飽き足りない観光客のニーズに

対応するために、一般の観光客に公開されていない観光施設の内部やスポット
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を紹介することにより、リアルな観光につなげることができます。さらに、これ

らのメタバース技術を使って、インバウンド再開に向けた準備をすることもで

きます（事前マーケテイング）。 

(2) 物産：コロナウイルス感染拡大時に地域産品のオンライン販売が行われて

きましたが、ウイズ＆アフターコロナの環境下でも、その利便性を生かして、物

産情報提供・販売を推進することが可能です。従来のオンライン販売は、ホーム

ページなどから平面画像で見ることができましたが、メタバース上では 3D 映

像による立体化した画像で商品を見ることができるようになっています。 

また、購買対象となる商品が、「リアル資産」だけでなく、ブロックチェーン技術

に裏付けられた「デジタル資産」に拡大されてきています。有形資産（例えば、

人間国宝の作品）については、同時に数量限定のデジタル資産を作ることによ

り、鑑賞ができる同様の有形資産を取引して廉価に保有することができます。

また、無形資産についても動画等の形でデジタル資産にすることにより、取引

ができるようになります。 

(3) 教育：現時点では公教育をメタバース上で実施することはできませんが、

課外授業や社会教育の実施などが考えられます。また、地理的な制約を超えて、

世界中の学生との交流を実現することも可能となります。また、クリエイターを

指向する学生による VR/AR コンテストの実施を行うことも可能となります。

すでに、ハーバード大学やスタンフォード大学では遠隔講義プログラムとして利

用されています。メタバースを用いたセミナー等も行われています。 

(4) 都市設計：地域の再開発など、リアルな模型を作らなくても、仮想空間内

での都市づくりのシミュレーションを簡便に行うことができるようになります。

空間画像に、日光の投影などもでき、ビルやマンションの日照なども表現でき

るようになります。 

(5) 医療分野：患者間のコミュニケーション・ツール（ファシリテータが介在する

場合もありうる）、妊婦のメンタル・サポート、癌患者の自助的コミュニテイ形成、

アスペルガー症候群患者の支援などにメタバースが活用された例があります

(1)。また、2022 年 4 月、メタバースを用いた医療サービスの構築に向けた

産学連携の共同研究を順天堂大学と日本 IBM で「順天堂バーチャルホスピタ

ル」を設立し、患者体験の向上と、疾病の改善などを学術的に検証しています。

具体的には、例えば、インフォームドコンセントにおいて、患者や家族が入院・治

療の内容をメタバース上で体験し、知識と理解を深めることができるようにし

て、患者満足度の向上を目指しています。 

(6) 福祉分野：脳波を用いてメタバースのアバターをコントロールする基礎技

術が開発されたり、障碍者にとってリハビリの場や新たな活動の場の提供が行

われた例があります（1）。 
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8.観光振興・物産振興におけるメタバースの活用 

(1) 観光振興 

① メタバース上の観光の意味 

観光の分野では、コロナウイルス感染拡大の時期に、リアルな旅行が出来な

いときに、これに代わる旅行として、「オンラインツアー」が行われました。オン

ラインツアーは、越境移動制限（観光客の入国拒否）や国際線の運休により海外

旅行が出来なくなった際に、インターネットを利用して海外の観光地の映像を

有料（課金）配信することで、旅行の疑似体験をすることで、売上を上げる旅行

商品でした。これはあくまでもインターネット活用でしたが、メタバース上で観

光・旅行を楽しむこともでき、また、修学旅行などリアルな旅行の実施前（旅前）

に、事前にメタバース上で旅行を疑似体験し、旅行先の選択や、旅先での計画

を作成することにも活用できます。 

② リアル観光・メタバース観光の特徴 

リアル観光・メタバース観光の主な特徴は、次の通りです。メタバース観光は、

現実の観光ではないので、リアルな魅力（触る・空気を吸う・温度を感じる・食

べる等）は得られませんが、様々な多くの疑似体験ができるメリットがあります。

画像技術は、SONY・Play Station「Ghost of Tsushima」を始めとする

ゲーム画像に見られるように、リアルに迫ってきています。 

表 2. 

 

③ リアル観光・メタバース観光の併存 

リアル観光・メタバース観光の特徴 

 

（出所）筆者が作成。 

 リアル観光 メタバース観光 

観光の対象 現実世界（国内・海外） 現実世界（制約なし） 

現実に存在する未知の世界 

架空世界（アニメ・映画の世界）  

観光地の選択 旅行会社カタログ・HP 

旅行専門誌 

各種ネット・SNS等情報  

各種ネット・SNS等情報 

観光 MaaS,アプリ情報 

（AIによるお勧め提案） 

旅行者の制約 あり（身体を動かせる普通人） 殆どなし（高齢者・病人含む） 

旅行代金決済 現金・クレジットカード・ 

プリペイドカード・ネット。 

左記に加え、仮想通貨・NFTなども 

可能になる。 

物産振興との融合 旅中（店舗）・旅後（ECサイト 

など）で可能。 

観光時・観光場所でメタバース上 

可能になる。 
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観光はリアルが基本ですが、様々な事情でリアル観光ができない場合を

始め、コロナ後の経済社会でリアル観光が戻ってきた場合でも、メタバース

観光が別途発展する可能性があります。その際に、リアルとバーチャル、コ

スト・時間の大小で、各種ツアーを分類すると、次の図のようになると考え

られます （仮説 ） 。バーチャル観光は、web1.0(web ページ ) 、

wen2.0(SNS),web3.0(ブロックチェーン)それぞれのレベルで展開し

てきていますが、web ページから動画（youtube など）、動画からメタバ

ース空間へと多様化し、バーチャル観光客が、自分の意思で観光地・観光資

源を選択する自由度が高まってきています。一方、バーチャル観光で観光

資源の存在を知った観光客が、リアルな観光体験を求めて、目的地に行く

ことも行われています（観光需要の喚起・掘り起こし）。 

観光客にとって、自分の事情・ニーズと、それぞれの観光の特徴を生かし

た観光形態を選択することができるようになっていくと考えられます。 

（図 1） 

 

④ 自治体が関わるメタバース観光振興 

自治体が関わるメタバースを活用した観光振興の例として、(ア)バーチャル

OKINAWA、（ィ）兵庫県養父市による観光名所の再現（吉本興業）、（ウ）淡路

島の地域情報発信（国内外向け）とメタバース上の職場、（エ）鳥取県のNFTゲ

ームカード・「シリーズ鳥取県編」（ノーボーダーズ）などがあげられます。観光

資源を訪問する疑似体験、観光地で働く・活動する疑似体験、多くの観光資源

をカードゲームで楽しむもの、など多様化していくと想定されます。 
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（図 2）バーチャル沖縄のサイト 

 

（出所）沖縄発のメタバース バーチャル沖縄 (virtualokinawa.jp) 

（図 3）バーチャルやぶのサイト 

 
（出所）https://www.city.yabu.hyogo.jp/.../metaverse/index.html 

 

⑤ IR、MICEでの観光スマートシテイやスーパーシテイでのメタバース観光振

興の可能性 

現状、実現しているわけではありませんが、自治体が関わる、IR,MICEにお

ける観光スマートシテイ・スーパーシテイにおいて、メタバースを活用した観光・

商業施設運営の展開の可能性が考えられます。現在、IR,MICE では、MaaS

https://virtualokinawa.jp/
https://www.city.yabu.hyogo.jp/.../metaverse/index.html
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（Mobility as a Service）、AIによるビッグデータ解析、AIを活用した区域

内安全・監視体制などが想定されています。2025 年の大阪・関西万博では、

メタバースの活用が想定されていますが(4)、スーパーシテイや、その後に設

置・開業が想定される大阪府・大阪市 IRでも（国の認定後）、メタバースが活用

される可能性があると考えられます。 

(2) 物産振興 

物産振興の分野では、民間企業のメタバース上の店舗展開・販売・代金決済

が先行しています。例えば、三越伊勢丹では、リアル店舗とは別に、メタバース

店舗が営業を行っています。自治体が関わるメタバース店舗も、兵庫県養父市、

新潟県越前市で事例がみられるようになりました（後述）。 

（図 4）三越伊勢丹のメタバース店舗 

 

（出所）三越伊勢丹 Rev World 

(3) 観光と物産を含む自治体の複合メタバース空間 

自治体にとって、メタバース活用によって、全国・世界から「関係人口」を増や

すことが可能となり、「メタバース観光・物産購入→リアル観光・物産購入→メタ

バース定住（市民）→リアル定住（市民）」へと自治体との関係性 のレベルアッ

プを図ることも可能となります。 

① 兵庫県養父市 

2022年 6月 27日、仮想空間上で「バーチャルやぶ」のオープニングセレ

モニーが開催され、吉本興業にタレント兼クリエイターのガリガリガリクソン

さんをはじめとする出席者が全員アバターでした。養父市のメタバースに

アバターが登場し、同市の自然や魅力を国内外に情報発信しています。メ

タバース上に構築された観光スポットは、「日本の滝100選」にも選定され
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た天滝やウインタースポーツが展開されているハチ高原などです。今後は、

明延鉱山の中に入れる仮想体験ツアーも計画されています(5)(6)。 

② 福井県越前市 

福井県越前市では、「デジタルツインえちぜん」が始まっています。活動概

要は、テクノロジーで地域の課題を解決する活動を行っているシビックテッ

ク団体「Code for FUKUI」を中心として、多様な団体が参加して、街並み

を撮影して、バーチャルなまち（デジタルツイン）を作り、オープンデータと

して公開するものです。成果としては、オープンデータを多くのメタバース

に利用して貰うことにより、越前市の露出度を上げ、市のブランド化に活か

すとともに、官民共創の具体的事例を作り、「共創社会」を実現することを

目指しています。 

具体的な活動としては、（ア）バーチャル今立現代美術和紙展（フィジカル

とバーチャル展示会を同時開催）、（ィ）市民向けメタバース体験、（ウ）仁愛

大学生によるメタバース in 菊人形、(エ)子供向け街づくりワークショップ

（観光名所の景観づくりなど）、（オ）地域安全マッププロジェクトへのデジタ

ルツイン利用、（カ）メタバースクリニック（ひきこもりのカウンセリング）が

あげられます(7)。 

 

9.メタバース導入の課題 

(1) プラットフォームの提供者が限定的（独占・寡占の可能性） 

現在、メタバースのプラットフォームは、アメリカの facebook のような、

SNSの利用者が使える、総合的な（様々な機能を有する）プラットフォームは限

定的で、アニメーションや映画、ゲーム、物品・アート・土地の売買など、目的別

のプラットフォームが複数出現しています。今後も目的別のメタバースが生ま

れ、競争から人気プラットフォームへの集約が進む可能性があると考えられま

す。 

(2) VR機器の開発・普及によるところが大きいこと 

メタバース内で活動を経験するためのVR機器がゴーグル型・ヘッドセット型

や、これらを一つにしたOculus型（メタ・クエストなど）・眼鏡型など、幅広く開

発されてきており、ゲームやスポーツ体験、旅行体験、防災訓練に活用されて

います。今後の普及は、価格と操作性によるところが大きいと考えられます。 

(3) 代金決済の実現性 

コロナウイルス感染を機に、現金以外に、様々なキャッシュレス決済手段が使

われるようになりました。大別すると、カード決済・電子マネー、コード決済など

が主流ですが、今後は、ブロックチェーン技術に裏付けられた、仮想通貨・NFT

なども活用されるようになると考えられます。課題は、決済の簡便性・確実性と、
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手数料などのコストとなると思われます。 

(4) アバターを介したコミュニケーションの必要性 

現在は、SNS が全盛で、facebook や Twitter など、ボタン一つでコミュ

ニケーションが取れるようになっています。その中で、アバターを用いたコミュ

ニケーションの必要性があるのかどうかが問われていますが、2000年代と異

なり、アバターの画像レベルが格段に高まっているので、リアル感が大幅にアッ

プしています。 

（５）セキュリテイの問題 

メタバースから得られる情報データは膨大でかつ個人情報を含んでいるので、

これらのセキュリテイの安全を確保することが不可欠となります。 

 

10.スマートシテイ・スーパーシテイとメタバース 

今後、メタバースは、スマートシテイやスーパーシテイに組み込まれ、活用され

ることが多くなると予想されます。 

(1) スマートシテイ： 

スマートシテイとは、「都市の抱える諸課題に対して、ICT などの新技術を活

用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理、運営など）が行われ、全体最適化が

図られる持続可能な都市または地区」（国土交通省）で、この中に、メタバース

技術が活用されつつあり、この傾向は今後も進展するものと思われます。 

これを具体化するために、デジタル田園都市国家構想では、「地域メタバース」

の構築により、観光都市などで、地域住民参加型のスマートシテイを作ることが

試行されています(3)。 

(2) スーパーシテイ： 

スーパーシテイの基本的なコンセプトは、ICTなどを用いた、①幅広く生活全

般をカバーする取り組み、②2030 年ころに実現される「ありたき未来」の生

活実現に向けて、暮らしと社会に実装する取り組み、③住民の目線でより良い

暮らしの実現を図るもので、「まるごと未来都市」を実現するために、大胆な規

制緩和を行うものです（内閣府）。2022 年 3 月にスーパーシテイの第一次認

定を受けた大阪府・大阪市では、構想の中に、メタバースによる大阪・関西万博

の展示・観覧などが予定されています(4)。 

(3) メタバースの活用に適したスマートシテイ・スーパーシテイでの分野例： 

スマートシテイ、スーパーシテイの中で、メタバースの特性（遠隔コミュニケー

ション機能、対象人員無限定機能、集積データの活用など）を生かした活用が行

われやすい例として特に、次の分野があると考えられます。 

① 観光・物産分野：VR による観光・物産案内、MaaS（経路案内・観光情報提

供）、購入・代金決済など。 
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② 医療・福祉分野：オンライン診療・画像診断、患者同士のコミュニケーション

確保など。 

③ 教育分野：オンライン遠隔教育（国内・海外）など。 

(4) スマートシテイ化とメタバース化との違い 

① スマートシテイ化 

スマートシテイ化は、実在するリアルな都市を DX 化・ＩCT 導入により、

スマート化することです。スマートシテイ化のためには、AI・ビッグデータ活

用、共通のデータ連携基盤構築、各種サービスアプリによる暮らしの利便

性の向上等が必要です。 

② メタバース化 

メタバース化は、「メタバースによる仮想都市の形成」です。メタバースが

導入されることにより、人間は、リアルな都市とメタバース上の都市の両方

に居住することができるようになります。いずれ、一日 24 時間の配分を、

リアルとオンライン（リモートワークなど）とメタバース間で行うことになる

と考えられます。 

そして、このような時間配分選択を通じて、メタバース化は、経済的な効

率性を高める可能性があります。人間の活動が変わることにより、エネル

ギー・交通の有効活用、建設・不動産・設備等投資にも変化を及ぼす可能性

があると思われます。 

(5) メタバースを取り入れたスマートシテイの意味 

① SDGsの実現に資するスマートシテイへ 

メタバースを取り入れたスマートシテイを形成する場合、メタバースの特性

を活かした SDGs の実現に向けたスマートシテイが可能となります。具体

的には、（ア）観光（サービス）・物産（財）の効率的活用の実現、（ィ）エネルギ

ー・食糧等の効率的消費の実現、（ウ）高齢者・病気の方なども労働・観光な

どに参画できる公平性の実現、（エ）アバターを用いた匿名性を確保した社

会参画、などがあげられます。 

② 今後の課題 

(ア)幅広い世代への普及 

現状では、メタバースの活用や、メタバースを取り入れたスマートシテイは

現状では主として web.3 の進展により、当面はゲームに親しんでいる Z

世代から普及していく可能性が高いと思われます。今後幅広い世代の人々

に普及させるためには、活用のメリットを実感させること、AR 機器を含め、

操作性を高めていくことが必要です。 

（ィ）SDGsの実現への活用促進の仕組み作り 

上記の通り、メタバースの活用により、SDGs の達成目標に役立つものに
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ついて、実施することに意味があります。環境・エネルギーの効率的消費、

人間の公平性・医療福祉・教育の公平性などを促進する項目については、

進めていくべきと考えられます。 

 

注 

(1)浅田・細井(2009)「コミュニケーション支援環境としての仮想世界－メタバー

スを利用した居住者コミュニテイ形成の可能性と課題―」、「アートリサーチ」

volume.9,37-47,2009年 3月。 

(2)木下・森本（2011）「メタバースのビジネスモデルとその有効性に関する研究」、

日本経営情報学会（JASMIN）,2011s(o),740-740,2011。 

(3)デジタル田園都市国家構想（デジ田）応援団地域メタバース応援事業チーム

（2022）若宮大臣説明資料。 

(4)産業競争力懇談会 COCN(2020)「デジタルスマートシテイの構築」(2019

年度プロジェクト最終報告)。 

(5)小林靖司(2022)「メタバースによる地方創生とは？」。 

(6)苗村孝之（2022）「養父市メタバースを活用し、つながり人口 100 万人へ」

（「事業構想 2022年 11月号」）。 

(7)総務省（2022）「Web3 時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究
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