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～メタバースの動向～
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本レポートについて
本レポートは、ストックマークが提供するクラウドサービス「Astrategy」で
特定領域についての解析結果をまとめたレポートとなっております。

今回は「メタバース」のテーマで、2022年6月までのデータを活用し
Astrategyから得られるインサイトを纏めています。

メタバースの直近の動向をご確認いただければと存じます。
またレポート内の各箇所はハイパーリンクが付与されております。
リンクから実際のニュースをご確認いただくことも可能でございますので、ご活用ください。

■変化を捉え、先手を打つ。『Astrategy』サービス紹介
https://stockmark.co.jp/product/astrategy

※本資料は、情報提供を目的に作成されたものです。本資料は、国内外約3万メディアのオープンデータを元に解析しておりますが、情報の正確性・完全性を弊社で保証するものではありません。
ご利用に際しては、お客さまご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願い致します。本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じております。
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Astrategyを活用した
レポート（本編）
【テーマ：メタバース】
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本レポートの範囲

レポートの全体像

【Summary】

外観を記載
市場状況とトレンドを把握

【企業トレンド】

変化している
企業はどこか？

【注目企業動向】

注目した企業は
他に何をやっているのか？

【テーマトレンド】

変化している
テーマは何か？

【活動事例】

注目した企業とテーマで
何が起こっているか？

【詳細テーマ動向】

更に細分化して
知るべき領域はどこか？

※深掘テーマがある場合

※深掘企業がある場合

| レポート：全体像
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Summary：メタバース業界の外観（6月分）

【外観】

【注目企業】

【注目テーマ】

【注目事例】

• 2020年の夏頃から急速に注目を集め始め、現在も右肩上がりで盛り上がっている業界
• Meta、ソフトバンクなどの企業が業界を牽引し続ける一方で、スタートアップ企業や他業界からの新規参入の事例も
多々見られる

• 2030年には５兆ドル規模の市場に成長する可能性も指摘されている

• Meta
• ソフトバンク

• 仮想空間授業
• デジタルアート

| レポート

• バーチャルライブ
• メタシティ構想

• 凸版印刷
• Gaudiy 他

• スキル出品 他

日付 業種 企業 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/06/22 その他 REALITY, 日本テレビ放送網, 

ClaN Entertainment
大規模メタバース, メタバース
空間, スマートフォン向けメタ
バース

REALITYは、スマートフォン向けメタバース「REALITY」を通してグローバルな大規模メタバー
スの実現を目指しており、法人向けにメタバース空間を構築する「REALITY XR cloud」のサー
…

REALITYが提供する
「REALITY World」が
「VTuber Fes. BPM」とコラボ

PR TIMES

2022/06/18 金融 リップル, FLUFWorld メタバース, 鋳造・売買 リップル社は17日、メタバース関連プロジェクト「FLUFWorld」と提携して、NFTを鋳造・売買で
きるオープンなメタバース「Futureverse」を構築することを発表した。

リップル社がFLUFWorldと提
携、XRPL基盤のメタバースを
構築へ

CoinPost｜仮想通貨ビットコ
インニュース・投資情報

2022/06/17 法人サービス 凸版印刷 凸版印刷はメタバース上に美術館を作るサービスを開発した凸版印刷は仮想空間「メタバース」
に美術館を作るサービスを開発したと発表した。

凸版、メタバースに美術館
「東海道五十三次」など公開

日本経済新聞

2022/06/15 情報通信・IT NTTドコモ NTTドコモが仮想空間「メタバース」事業にかじを切る。 ドコモ、スマホの次はメタバー
ス 眼鏡型VR端末も開発

日本経済新聞

2022/06/15 食料・生活用品 カンディハウス 提案営業 カンディハウスはメタバース上に家具を置き、提案営業する家具メーカーのカンディハウスは仮
想空間「メタバース」を活用した提案営業を始める。

旭川家具のカンディハウス、メ
タバースで提案営業

日本経済新聞

2022/06/09 その他 tenshabi メタバース建築事業 メタバース就職フェス「METANAVI」を運営する株式会社tenshabi、が、メタバース建築事業
「METANAVI建築」のサービスを正式リリース。

企業のメタバース進出を一気
通貫で支援。メタバース建築
事業を手掛ける株式会社

tenshabiが『METANAVI建
築』を正式リリース

PR TIMES

2022/06/06 情報通信・IT YE DIGITAL メタバース, メタバース化 株式会社YE DIGITALは、メタバースを活用したお客様の価値創出の取り組みを行っており、そ
の一環としてテレビ収録スタジオをメタバース化した「テレビ局特化型メタバース」をこの度、
2022年6月15…

テレビ局特化型メタバース、
「Interop Tokyo2022」に出
展

PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000021973.html
https://coinpost.jp/?p=360344
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB168150W2A610C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC12EPI0S2A510C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC131ID0T10C22A6000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000099750.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000065567.html
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Summary：市場分類構造
| レポート

業界別では、
情報通信・IT、
スタートアップ
が中心

企業別では
Meta、ソフトバンクなどの
大手に加えGaudiyなどのスタート
アップも参入してきている
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Gaudiyの直近30日の事例ソフトバンクの直近30日の事例Metaの直近30日の事例

企業トレンド：メタバースを牽引する企業とその事例
| レポート

【主要企業（記事数上位）】
Meta、ソフトバンク、マイクロソフトなどが業界を牽引している一方で、Gaudiyなどのスタートアップ企業も動きを見せている。

※上記は直近30日間で記事数がトップ10の企業

【記事数上位企業の事例】
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企業トレンド：メタバース業界への新規参入
| レポート

【急上昇企業】大和ハウス工業が直近90日間で24倍、凸版印刷が直近31日で31倍と記事数が上昇している。
【新たに登場した企業】共生バンクといった不動産開発の企業もメタバース業界に新たに参入した。

【急上昇企業】 【新たに登場した企業】

※上記は直近90日間で記事数がX倍になった企業 ※上記は直近30日以前はメタバース関連の記事を
出していない企業

※上記は直近30日間で記事数がX倍になった企業
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テーマトレンド：メタバースの直近1ヶ月のテーマ
| レポート

【主要テーマ（記事数上位）】NFTマーケットプレイス、バーチャルライブ、仮想空間授業などが注目を集めている
【急上昇テーマ】直近1ヶ月では、メタシティ構想といった新しい概念が登場している
【新たに登場したテーマ】NFT開発支援サービスという新サービスがリリースされている

【記事数上位】 【急上昇】 【新たに登場】

※上記は直近30日間で記事数がトップ10のテーマ ※上記は直近30日間で記事数がX倍になったテーマ

※上記は直近30日間以前に記事がない新テーマ
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テーマトレンド：メタバース
| レポート

マーク・ザッカーバーグ氏がメタバースを
インターネット社会の未来像として提示してから約1年で
メタバースは多くの企業・業界が参入する市場として
大きく成長を遂げた
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テーマトレンド：メタバース領域の注目テーマ
| レポート

2021年の夏頃からメタバースの市場が急成長するに伴い
各技術やサービスも右肩上がりで注目を集めている

メタシティ構想
スキル出品といった
新しいテーマも生まれつつある

NFTマーケットプレイスに関
する情報は他のテーマと比べて
も特に記事数の伸びが高く、注
目を集めていることがわかる
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事例：メタバース
| レポート

日付 業種 企業 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/06/22 その他 REALITY, 日本テレビ

放送網, ClaN
Entertainment

大規模メタバース, メタ
バース空間, スマート
フォン向けメタバース

REALITYは、スマートフォン向けメタバース「REALITY」を通してグロー
バルな大規模メタバースの実現を目指しており、法人向けにメタバース空
間を構築する「REALITY XR cloud」のサー…

REALITYが提供する
「REALITY World」が
「VTuber Fes. BPM」
とコラボ

PR TIMES

2022/06/18 金融 リップル, FLUFWorld メタバース, 鋳造・売買 リップル社は17日、メタバース関連プロジェクト「FLUFWorld」と提携して、
NFTを鋳造・売買できるオープンなメタバース「Futureverse」を構築する
ことを発表した。

リップル社が
FLUFWorldと提携、
XRPL基盤のメタバー
スを構築へ

CoinPost｜仮想通貨
ビットコインニュース・
投資情報

2022/06/17 法人サービス 凸版印刷 凸版印刷はメタバース上に美術館を作るサービスを開発した凸版印刷は
仮想空間「メタバース」に美術館を作るサービスを開発したと発表した。

凸版、メタバースに美
術館 「東海道五十三
次」など公開

日本経済新聞

2022/06/15 情報通信・IT NTTドコモ NTTドコモが仮想空間「メタバース」事業にかじを切る。 ドコモ、スマホの次はメ
タバース 眼鏡型VR端
末も開発

日本経済新聞

2022/06/15 食料・生活用品 カンディハウス 提案営業 カンディハウスはメタバース上に家具を置き、提案営業する家具メーカー
のカンディハウスは仮想空間「メタバース」を活用した提案営業を始める。

旭川家具のカンディハ
ウス、メタバースで提案
営業

日本経済新聞

2022/06/09 その他 tenshabi メタバース建築事業 メタバース就職フェス「METANAVI」を運営する株式会社tenshabi、が、
メタバース建築事業「METANAVI建築」のサービスを正式リリース。

企業のメタバース進出
を一気通貫で支援。メ
タバース建築事業を手
掛ける株式会社
tenshabiが
『METANAVI建築』を
正式リリース

PR TIMES

2022/06/06 情報通信・IT YE DIGITAL メタバース, メタバース
化

株式会社YE DIGITALは、メタバースを活用したお客様の価値創出の取
り組みを行っており、その一環としてテレビ収録スタジオをメタバース化し
た「テレビ局特化型メタバース」をこの度、2022年6月15…

テレビ局特化型メタ
バース、「Interop 
Tokyo2022」に出展

PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000021973.html
https://coinpost.jp/?p=360344
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB168150W2A610C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC12EPI0S2A510C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC131ID0T10C22A6000000/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000099750.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000065567.html
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将来年表：メタバースの今後
| レポート

メタバース市場はマッキンゼー・アンド・カンパニーのレポートによると2030年までに５兆ドルに成長する可能性のある
市場であり、今後もスタートアップの新規参入やAppleの周辺機器開発など活発な動きが見られる。
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https://stockmark.co.jp/product/astrategy/contact

お気軽にお問い合わせください。

https://stockmark.co.jp/product/astragety/contact

