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● 米国におけるメタバースの産業活用の動向および政府の振興・規制政策の動きについ

て（プライバシー保護、データ安全性、NFT などを巡る規制など注目すべき動向） 
 
はじめに 
 米国の政治、経済、社会面或いは安全保障面に関する報道においてメタバースは必ずし

もまだホットな話題になってはいないかもしれないが、ブロックチェーン技術と相まって

新たなビジネスフロンティアを形成する勢いであることに間違いない。 
 本稿ではメディアやシンクタンク、オンラインのメディアなどの情報を中心に米国にお

けるメタバースの産業活用の動向と連邦政府の振興・規制政策について取りまとめる。 
 
 
１．メタバースの産業活用の動向  ソース： TechTarget.com 
 
市場調査会社の Gartner によればおよそ 4 分の 1 の人が 2026 年までにメタバースで一

日当り 1 時間過ごすと予想され、2021 年 12 月の時点でブルンバーグは市場規模が 2024
年までに 8 千億ドルに達すると予想。但し、ユーザーが自分のアバターを生活させ、働か

せ、ショッピングさせるメタバースプラットフォームはまだ存在しておらず、また現時点

で競合しているいくつかの拡張現実体験サービスが１つのメタバースを形成するという 
状況にもない。ただメタバースの構成要素となる拡張現実用ヘッドセットやブロックチェ

ーン、NFT、IoT 及びクラウド技術といったものはメタバースの方向に向かって用途を広

げている。 現段階で想定されるメタバースの産業活用分野トップ 10 は下記の通り。 
 
① 没入型エンタメ 
ポップスーパースターのアリアナ・グランデが昨年 Fortnite のゲーム空間内で開催した

コンサートは将来のメタバースのエンタメ産業の一例となる。ジャスティン・ビーバーや

マーシュメロ及びトラビス・スコットといった著名スターも同様にメタバースのエンタメ

を追及している。 
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② ビジネスオペレーション 
既に様々な産業で AR を用いて日常業務の改善を進めている。 
完全に実現化されたメタバースにおいては、社内データはどこでも手に入り、より協働的

な職場環境がつくられる。もっとも複雑な作業やサービス業務を習得したり他者と完全に

協働したりするための没入型の体験技術が得られる。 
 
③ 教育訓練の改善 
コロナ禍で加速されたオンライン教育や e ラーニングの延長線上にインタラクティブな

没入型の教育訓練の可能性が模索されている。社内の教育訓練をメタバースで行う可能性

もある。 
 
④ 顧客体験の向上 
滑ってみたいスキーリゾートでのスキー体験や新車の乗車体験、行ってみたい観光地の

体験などを潜在顧客に体験させ購買意欲を高める。 
 
⑤ ミーティング 
コロナ禍で盛んになった zoom 会議の延長線上に仮想会議室が想定されメタやマイクロ

ソフトが空間を準備している。 VRゴーグルやモーションキャプチャー用グラブなどが

必要になるが、それらを揃えることで会議だけでなく、如何なる仕事場でも距離を気にせ

ず対応が可能となる。 
 
⑥ 広告、ブランディング、マーケティング 
韓国自動車メーカーの現代はゲームプラットフォームの Roblox上に Hyundai Mobility 

Adventure をデビューさせた。ゲーマーのアバターは現代の将来のモビリティをゲーム内

で体験できる。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズは昨年 Roblox上で仮想パーティを

開催し、同社の映画 In the Heights の宣伝を行った。 
ウォルトディズニー社は独自のメタバースのブランディングを行っている。実際のテーマ

パークとメタバースをウェアラブルデバイスやスマホ等の機器を通じて合体し、メタバー

スでの没入体験を提供するという。 
 
⑦ デジタル不動産 
投資家はメタバース上でのコンサート会場やショッピングモールといった不動産に飛び

ついている。仮想不動産はまだ投機的な状況だが興味を持つ集団はいる。 
実在するレストランやショップがメタバースにも店を持ち、そこで注文を受けて現実の 

世界で納品することもある。 
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⑧ 新たな事業機会創出の場 
グッチはエンタメ会社の Superplastic 社と組んで限定版の収集可能な NFT をつくっ

た。ラルフローレンはアバター用の衣類を販売し、ナイキは現実世界の対象物にリンクす

る NFT をつくっている。有名ファッションブランドはデジタル世界でのみ有効な衣類や

アクセサリーを販売している。デジタル資産の販売は多くの企業の 1 つの大きな事業機会

となる。 
 
⑨ つながる仕事現場 
修理、維持、整備といった従来通り仕事の現場に行く必要のある仕事に、仮想現場を持

ち込むことでその業務を従来よりも効率的に行え、また本社や関連部署はもとより顧客に

も仮想現場をと実際の現場の情報を共有し、業務報告などがリアルタイムで行える。 
 
⑩ 全く新たな可能性 
上記の９つの内容は現状意識されているものでメタバースの潜在性の一端でしかない。 

人と人との交流の仕方、人とデジタル世界の交流、デジタル世界が別のデジタル世界と交

流するなど、その広がりとリスクやセキュリティ対策のニーズなどが見えるのはこれから

と見られる。 
 
尚、現段階でのメタバース関連ビジネスでのトッププレーヤーと思しき企業は別紙１の

通り。 
 
 
２．メタバースの現状と課題 ソース： ブルッキングス研究所 
 
メタバースは科学小説作家のニール・ステファンソンが 1992 年に造語したもの。 

コンピュータサイエンスの研究者の定義としては、「相互連接したバーチャルな世界のネ

ットワークで、人間がデジタルコンテンツや他の人間とやり取りができる 3次元のプラッ

トフォームを用い、デジタル空間と物理的な世界が交錯するエコシステムを形成するも

の」となる。 
AR、MR 及び VR に依存し、2次元のインターネットから 3次元空間に移行し、相互運

用と同期性を実現するものといえる。 
メタバースは経済や社会関係を変革する恐れもあることから制作関係者と企業が共同で

進展のルール作りに協力する必要がある。 
この技術が社会にもたらす破壊規模は大きいため、その社会変化の度合いを想像しなが

ら積極的に政策を検討する必要がある。 



4 
 

産業面では当面エンタメアプリ（Fortnite や Roblox の例）、メディカルスキルトレーニ

ングなどスキル上達、自治体の住民向けサービス、デジタルツインを用いた都市開発 

（ボストン都市設計開発局の例）、住宅設計から仮想大使館など外交利用（バルバドスの

例）、気候変動や生物多様性のシミュレーション教育などの活動が見られる。 
パンデミックで常態化しつつあるテレワークの欠点を補う“繋がり”の提供もある。 
テックジャイアントではメタと MS がインタラクティブな空間づくりを進めている。 

メタバース関連技術市場規模はメタバースの定義を広くとれば 2030 年までに 8兆ドルか

ら 13兆ドルともいわれる。 
一方、下記のような安全性、プライバシー、職場、電力及び不平等へのリスクあり。 

 
安全性・身体への影響 
VR や AR の乱用は脳にトラウマ的悪影響を与える。 
女性やマイノリティへの差別やハラスメントが現在のサイバー空間のフォーラムよりもき

つくなる。 
 
プライバシーの問題 
メタバースは 3次元なのでより多くの個人情報を詳細かつ侵入的に集めてしまう。 
ハーバード大学の研究者の造語で生体識別精神図法（biometric psychography）と呼ぶユ

ーザーの感情やその原因を洞察するデータをも集められる。具体的には視点追尾、顔面ス

キャンその他の身体の反応が個体識別データとして収集され得る。これらのデータが正し

く用いられれば革新的で属人化された体験をつくりだしてくれるが、悪用されればプライ

バシーと人権問題につながりかねない。 
 
仕事と経済に対する問題 
メタバース化に伴う既存業務の自働化やそのための新たなスキルの必要性は労働市場にイ

ンパクトをもたらす。  
メタバースでも用いられる暗号通貨の価値は安定しておらず、しっかりした規制がない 

状況ではメタバース経済への信頼は得られない。また暗号通貨は盗難などの犯罪に脆弱で

ある。 
 
電力問題 
インテル社の幹部はメタバースが普及するには現在の 1 千倍の計算力が求められると予想

する。それに要する追加電力を再生可能エネルギーのようなグリーンソースで賄えないと

気候変動問題を悪化させかねない。 
 
不平等問題 
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実社会とメタバースが混在し始める中で、新たな「持つ者と持たざる者」の不平等が国家

と企業そして個人の間で資産、技術、インフラ、スキルなどの不平等の形で表面化する。 
先行者利得は大きくなると予想される。特にコアとなる技術やインフラを押さえる国は 

メタバースの将来をコントロールしやすくなる。 
逆にそうした技術やスキルを取り込めない国や地域社会はメタバース化の中で取り残され

孤立するリスクもある。 実社会を忠実に再現しようとするほど不平等状態もそのまま 

再現されてしまう恐れがある。 
 
望まれるガバナンス 
現状、世界共通のプラットフォームというものはなく、各プレーヤーが夫々の動機や規制

の中で市場支配をねらっているが上述の問題に対しての懸念が残る。 
巨大テックカンパニーを含め主なプレーヤーが政府等と協働しルールを整え、ガバナンス

の枠組みをつくるべきである。そして安全性やプライバシーなどの懸念を抑える戦略と新

たなイノベーションへの道筋を設けるべき。 
安全性についてはコンテンツのみならず行動もモニターされ規制されるべき。 
現状のサイバー空間では事後罰する態勢にあるが、メタバースでは正しい行動への動機づ

けと誤った行動を予防する効果的なメカニズムが求められる。 
メタバースとしての規範がつくられ、ユーザーが同意し、モデレーターにより執行される

必要がある。モデレーションのメカニズムはプラットフォーム開発者と法律専門家及び 

人権専門家の間で議論されるべき。 
プライバシーデータの取り扱いについては、企業と政府はメタバースのインフラとアプリ

の潜在的脆弱性を検証し、違反通報と即応、マルウェアからの保護及び複数要因の認証と

いったセキュリティ手順を採用すべきである。 
メタバース空間が国境を超えるにつれ生体認証データの取り扱いの問題が出てくることか

ら既存のインターネット関連の法制に依存せずメタバース技術固有の法制が用意され国際

的に合意されるべきである。法制やガバナンスの枠組みを築くと共に、企業の行動規範や

自主規制といったものが必要となる。 
現状メタバースのルールは数少ない先駆者によってつくられつつあるが、政府はもとより

金融機関、精神健康関連専門家、持続可能性専門家及び人権活動家を含めた広義の利害関

係者も関わるべきである。また、科学界は規制のメカニズムやガバナンス構造の検討はも

とより没入感を創る技術が脳に与える影響と持続可能性についての研究に重要な役割を果

たす。  
メタバースが現存社会の不正義や不平等までも再現してしまわないために、現段階から多

様性を維持していくことが重要である。そのためにもメタバースが特定のテックカンパニ

ーに支配されないよう企業と政府等はオープンソースの基準や相互運用性について注力す

べきである。 
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３．政府の振興、規制政策の動き 
 
① 暗号資産に関する大統領令  ソース：Proskauer and the Law LLP他 
 
今年 3 月 9 日にバイデン大統領はデジタル資産における規制とイノベーションの涵養の

ためのハイレベルで広範な国家戦略を記した大統領令を発出した。 
特にデジタル資産の定義において、「使用される技術に拠らず、すべての中央銀行のデ

ジタル通貨、価値や金融資産および証券或いは支払いや投資を行うために用いられる要求

或いは資金や同等物の移転や交換といったもので、分散元帳技術を用いてデジタルにより

行われるもの全て」を含むとしている。重要な点として大統領令はデジタル資産の規制当

局を定めようとはせず、単に「デジタル資産が証券や商品、デリバティブ或いはその他の

金融商品に含まれるかもしれない」としていること。 
一方 SEC や議会も独自にデジタル資産にアプローチしている。今年 1 月に財務証券や

その他政府証券を取引するトレーディングシステムに関する保護とサイバーセキュリティ

を高める提案をリリースしている。 
議会では暗号通貨と関連技術（stablecoin 分野等）を規制する独自の法案に関する超党

派の関心が高まっている。 
 大統領令の主なポイントは下記の通り。 
 
a. 中央銀行デジタル通貨（CBDC） 

CBDC において海外パートナー国と連携しつつ世界のリーダーシップを取ること。 
CBDC は金融取引の効率化と低コスト化に寄与し、ドルの世界金融市場におけるユニーク

な役割を支援できるとの想定の下、財務長官に対し米国の CBDC が金融システム及び国家

安全保障にもたらす影響と反マネーロンダリングのリスクについて報告することを求め

る。連銀に対しては CBDC のデザインオプションの検討を継続することを指示。 
司法長官に対しては CBDC発効前に法制の変更が必要か検討し、必要ならば法案を 210
日以内に提示することを命じた。その他、CBDC の導入に関係する省庁に対しインフラ、

処理能力、専門性等について技術評価結果を 180 日以内に提出することを求めた。 
 
b. 消費者、企業及び投資家保護 
財務省、FTC、SEC、CFTC を含む関係省庁は、デジタル資産の開発や採用とそれに伴

う金融市場や支払いシステムのインフラにおける変化が米国の消費者や投資家及び企業に

もたらす影響や平等な経済成長に与える影響について報告書を 180 日以内に提出すること

を求めた。 



7 
 

報告には異なる種類のデジタル資産を大量に採用するための条件やその場合のリスクと

チャンスについても触れることを求めた。 
 
c. 金融の安定性 
財務長官は 210 日以内に金融安定監視評議会（FSOC）を開催し、様々なデジタル資産

がもたらす金融安定上のリスクと規制の抜けについて報告をし、かかるリスクに対する対

策を提唱するよう求める。 
 
d. 悪意の行為 
司法長官は 180 日以内にデジタル資産に関する不法な金融活動を探知し、検挙するため

の法執行機関の役割と必要な規制や法令の提案を提出すること。また暗号通貨やステーブ

ルコイン、CBDC を含めたデジタル資産によりもたらされる悪意の金融リスクと戦うため

の追加戦略や犯罪者によるデジタル資産利用の傾向についても報告書を提出すること。 
別途、デジタル資産活動に関する金融サービス機関の AML と CFT のコンプライアンス

強化のためのアクションプラン策定を関係省庁に求める（AML監視が不適切な国への 

支援を含め）。 
 
e. 消費者保護 

FTC の委員長と CFPB の局長は 180 日以内にデジタル資産の利用者を保護するために

どのプライバシーと消費者保護権限を用いるべきかについて検討すること。同様に SEC
の委員長とその他金融規制当局はどういった投資家及び市場保護権限を用いてデジタル 

資産を統制していくか（或いは追加の方法が必要かどうか）検討すること。 
 
もともと通貨監督庁、証券取引委員会及び商品先物取引委員会は暗号通貨に関する方針

書や非公式な発表及び公開ルール策定努力を通じ暗号通貨業界が従うべき連邦法が従来の

通貨とは異なるものとなることへのシグナルを出してきていた。 
ただその発信は一つの文書や組織で 1 つのメッセージとしてはまとめられてこなかっ

た。そうした背景の下で今般ホワイトハウスから大統領令が出されたわけである。 
財務省ではまず 8 月 8 日までに書状で民間からのアイデアを募り、それを基に財務省と

しての報告を 9 月中に出す予定とのこと。 
 
② メタバースを規制する法制 ソース：DLA PIPER 
 
a. IP 関連 
2021 年 6 月、Roc-A-Fella 社は同社共同創業者の一人のデイモン・ダッシュを訴え、Jay-
Z のアルバム『Reasonable Doubt』のカバーの NFT のオークションができないよう裁判
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所に求めた。アルバムのカバーの著作権は会社にあり、それを NFT として販売する権利

はデイモンには無いと主張。こうした NFT がらみの新たな IP の許認可の問題がある。 
既に許可を得ている著作物をメタバースで使用する場合の権利の定義、範囲の問題もあ

り。 
 
b. 仮想資産の規制 

NFT のようなメタバースにおける仮想資産は証券やバンキング、送金、商品取引といっ

た伝統的な金融規制体制にて管理されるかもしれない。ブロックチェーンに基づく資産が

つくられ販売される方法からして投資契約とみなされ、証券法の適用を受けるかもしれな

い。その結果、販売、交換その他の取引で同法は複雑な規制を生むかもしれない。 
メタバースは疑いなく暗号通貨やトークンを用いるため、上述の規制体制の下に管理さ

れるかもしれない。SEC はすでに暗号通貨やトークンに証券法を適用することを進めてお

り、細分化や収益権を与える特定の NFT プロジェクトに証券法を適用する可能性が言及

されている。 
 
c. 税制 
仮想資産の購入や販売に伴い、所得税や売上税といった課税がなされる可能性がある。 

IRS はガイダンスを発表し、仮想通貨が資産を構成し、そこから得られる利益は課税対象

となると明示している。 NFT も同様の扱いを受けると理解されている。取引の場所とし

てメタバースも課税の標的としている。NFT やその他のメタバース資産が州税の適用をう

けるかどうかははっきりしない。多くの州でデジタル資産に売上税が適用されるとのガイ

ダンスが出されているが、NFT についてはまだ何も出されていない。 
 
d. メタバースでの行為の規制 
メタバースにおける行為の法的制限と誰が取り締まるかの問題がある。Roblox 社は最近

コンテンツクリエータのベンジャミン・ロバート・シモンを裁判所に訴えた。理由はシモ

ンが他のユーザーに様々なハラスメントをしたためで、それが Roblox 社のサービス条件

に違反すると共に、連邦政府と州政府のコンピュータ不正並びに悪用を取り締まる法律に

も違反するとした。またフェイスブックの VR プラットフォームの Horizon World のベー

タテスターの女性がプラザというメタバース内で他者に触られたと主張。フェイスブック

は、他者からの接触はブロックできると説明したが、実世界での法律をメタバース用にど

う適用するか課題を残した。 
Fortnite や Roblox のようにメタバースでのゲームサービスを提供する企業ではユーザ

ーが行ってはならない行為を明示し、違反に対しては退場及び預けられた仮想通貨の没収

といった罰則条件への合意を参加条件としている。ただその執行力には疑問が残り、また

仮想資産をメタバースの外で購入した人に対する執行力についても疑問が残る。 
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e. ギャンブルと宝くじ法 
メタバースでのゲームで様々な仮想資産を得るためにルートボックスのようなものを 

購入することはギャンブルや宝くじの規制に関わる可能性がある。 
 
f. プライバシーとサイバーセキュリティ 
メタバースでは取得可能な個人情報の範囲が動的なものにまで広がるのでそのプライバ

シーを保護する規制が必要となる。連邦法だけでなく、カリフォルニア州、バージニア

州、コロラド州は新たに包括的なプライバシー法を設けていることからメタバースへのそ

の適用が課題となる。 
メタバース空間内での企業のプレゼンスに対し第三者からサイバーアタックがあった場合

に、企業が保持する個人情報を含めたデータや情報システムを如何に守りつつ、オペレー

ションを継続するかが問われる。法律上の問題と共にガバナンスも問われる。 
 
③ メタバースの巨大テックカンパニーと戦うバイデン政権 ソース：NFYニュース 
 
メタ社が健康用 VR ソフトの Supernatural の買収意向を表明したのに対し、公正取引

委員会が 7 月に難色を示し、メタはそのソフト会社 Within Unlimited からのソフト買収

の期限を 12 月 31 日か FTC が独禁法違反の訴えを起こす場合にはその判決後の初日まで

買収を繰り延べとすべきとの FTC の指導に同意した。 
昨年社名をフェイスブックからメタに変更した同社社長のマーク・ザッカバーグは 5 年

から 10 年以内にメタバース製品を広く普及させると宣言している。 
2014 年の時点でフェイスブックは Oculus という VR 用ヘッドセットの会社を買収、現在

Meta Quest 2 という品名で 1 セット$399 から$499 の価格で販売している。 
このヘッドセットに上述の健康用 VR ソフトを組み合わせると 500以上もの運動メニュー

が選択できるようになる。 
 
④ 欧米と中露の分裂とサイバー空間の規律 ソース：大成 DENTONS 
 
インターネット上の問題へのコンセンサスを築き、サイバー空間での規律をつくる国連

の動きは遅々として進んでいない。 
国連の情報通信技術の安全に関する部会（Open Ended Working Group: OEWG）の 

第 3回会合は何ら成果を出せず。米国を中心とした西側グループと中露を中心としたグル

ープで議論が分かれた。 
元々は ICT 分野で有力な 25カ国による専門家会議（Group of Government Experts in 

the Field of Information and Telecommunications in the Context of International 
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Security: GSE）で議論されていた内容をロシアの提案で国連加盟全 193カ国が参加する

OEWG が 2018 年に設けられたもの。 
 
 
４．メタバースのリスクと対応 
 
① メタバース固有のユーザーのリスク ソース：Entrepreneur 
 
メタバース空間で自分のアバターが他のアバターにより不適切に触られたり、いじめら

れたり付きまとわれたり暴力を振るわれかねない。特に子供の安全確保が重要。 
ディープフェイク（人工知能にもとづく人物画像合成の技術）のリスクに対しては生体

認証やブロックチェーン技術などで対応できるが無防備な子供の参加を認めるのか、認め

る場合の認証や悪意の登場者のアプローチを避ける方法など関係者全体で講じる必要があ

る。 
 
② メタバースの安全性確保とリスク対応 ソース：ダボス会議 
 
デジタル上で行われる外科手術の技術を外科医に成りすまして不正入手する事例があっ

た。また、ゲームと称して 2019 年のニュージーランドクリストチャーチのモスクでの 

集団殺害を Roblox のプラットフォーム上で何度も再現する事例もあった。 
フェイスブックの Oculus Quest VR ヘッドセットを装着していて突然数分にも及ぶ人種差

別の長広舌を聞かされたがそのユーザーを特定できなかった事例もある。 
触覚技術の発展とともに、見知らぬ人から触られることの恐怖がある。 

また悪意のコンテンツは視覚、聴覚を通じて広まりやすくなる。そして暗号通貨はその 

悪意のコンテンツの拡散を助長しかねない。 例えば、子供がお金欲しさにバーチャルな

ストリップ劇場で自分のアバターでラップダンスを踊ると Robux という暗号通貨で報酬を

得ることが出来る。この暗号通貨は分散制御型通貨で金融機関から独立し匿名性が高い。 
生体認証リスクとしてはユーザーのユニークな考え方、志向、願望といったものが悪用

されるリスクも高い。 
対策として企業や学会、市民活動専門家そして政府関係者が法制化を通じ、実社会で 

許されないことはメタバース空間でも犯罪となるように主張している。 
また関連するソフトとハードを開発する企業がその技術要素として悪用を防ぎ、コンテン

ツの完全性を守り、安全性を担保するための固有のセキュリティ要素を取り込むべき。 
秘匿性、完全性、正統性、アクセスの平等性、プライバシーそして安全性の全ての要素が

満たされなければならない。 
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固有のセキュリティ要素が必要な背景として、バーチャル機器に対する攻撃が Valve 社

の OpenVR といったオープンソースを用いて構築された経緯がある。  
SNS のコンテンツを取り締まるのと違い、メタバースでは悪意の行為を防ぐため、より

良き行動へのインセンティブや前向きな交流に報酬をもたらすといったことも安全性を 

担保する一つの大きな処方箋と言える。 
 
③メタバースのユーザーにとっての 10大リスク  ソース：Identity Management 
Institute 
 
1. いじめ、ハラスメント 
2. 精神衛生上の問題： 悪者がメタバース内の広告を別の画像に置き換え乗り物酔いや

てんかん症状を引き起こさせたりする。VR ヘッドセットに送り込まれることもある。 
3. ID盗難 
4. 声紋や生体認証情報、顔面情報などの不正な収集 
5. ランサムウェアによる攻撃（メタバース上のプロフィール等対象に） 
6. 実世界の知覚変化（AR や VR使用に伴う） 
7. ディープフェイク動画 
8. 社会工学攻撃（心理学を悪用してセンシティブな情報を暴露させる） 
9. 実社会と異なる態度・行動を受けるリスク 
10. 新たなアプリの内容の検証に時間がかかる 

 
④メタバースの企業にとっての 10大リスク  ソース： TechTarget 
 
1. 従業員や顧客、パートナー企業に関するより多くのデータがメタバースを通じ第三者

に集められ、利用される危険 
2. 自社がメタバースでデータを集め、保存する場合、何を集め、何を保存するか、個人

情報の定義と共に決めておかないとプライバシーの問題を生じる 
3. アクセスと認証管理が複雑になる危険。あまり厳しく制限すると顧客のユーザー体験

を悪化させてしまう。 
4. サイバーセキュリティリスク： 拡張現実のためのハードウェアは新たなサイバーア

タックの脆弱性を持ち込む。 
5. 事故対応：メタバース固有の事故がまだ不明な段階から準備しなければならない。 
6. 匿名者参加のリスク 
7. メタバース参加者同士の接触に伴うリスク 
8. 参加者の警戒心が実社会より下がりわきが甘くなる危険 
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9. 生産性が下がる危険： 本来メタバースを使って効率を高めることが利用企業の意図

にあるが、実際は実社会で物理的に協働するよりも効率が下がる可能性もある。 
10. デジタルデバイドの悪化：低所得者や障碍者などを顧客層から排除してしまう危険 
 
 
５．暗号通貨について ソース：Crypto.com、complyadvantageほか 
 
暗号通貨: 法定通貨とは見なされない 
暗号通貨取引所: 法律、規制は州によって異なる 
 
州レベルで一貫した法的アプローチを見つけることは困難ですが、米国は連邦暗号通貨法

の開発を進めている。 
 
① 金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)  
暗号通貨を法定通貨とは見なしていないが、暗号通貨トークンは「通貨に代わるその他の

価値」であるという根拠に基づいて、暗号通貨取引所を送金者と見なしている 
 
② 内国歳入庁 (IRS)  
暗号通貨を法定通貨とは見なしていないが、それを「交換の媒体、アカウントの単位、お

よび/または価値の保存として機能する価値のデジタル表現」と定義し、税金を発行する。 
 
③ 取引所 
暗号通貨交換は米国では合法であり、銀行秘密法 (BSA) の規制範囲に該当します。暗号

通貨交換サービス プロバイダーは、下記の手続きが必要： 
• FinCEN に登録 
• AML/CFT プログラムを実装 
• 適切な財務記録を維持 
• 当局に報告書を提出 
 
④ 米国証券取引委員会（SEC） 
仮想通貨を証券とみなし、証券法をデジタルウォレットと取引所に包括的に適用すること

を表明する。 
 
⑤ 商品先物取引委員会 (CFTC)  
仮想通貨デリバティブの公開取引を許可する。 
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⑥ 将来の規制 
米国財務省は、世界および国内の犯罪活動に対抗するための暗号規制の緊急の必要性を強

調している。 
 
2020 年 12 月に FINCEN は、仮想通貨取引所とウォレットにデータ収集要件を課す新

しい仮想通貨規制を提案した。この規制は 2022 年秋までに実装される予定で、取引所は 
10,000 ドルを超える取引に対して疑わしいアクティビティ レポート (SAR) を提出する

必要があり、1 回の取引で 3,000 ドルを超える送金を行う場合はウォレットの所有者が

身元を確認する必要があることだ。 
 
司法省は、効果的な消費者保護とより合理化された規制監視を確保するために、将来の暗

号通貨規制について引き続き SEC および CFTC と調整する。 
 
2021 年、大統領ワーキング グループと金融市場会議は、新しい法律の必要性を含む一連

の勧告を発表し、バイデン政権のインフラ法案に新しい規則が盛り込まれた。新しい規則

の下では、仮想通貨取引所はブローカーと見なされ、関連する AML/CFT 報告および記

録保持義務を遵守する必要があることだ。 
 
６．NFT 
 
米国によるメタバース NFT の規制 
ソース：National Law Review, Volume XII, Number 181（2022 年） 
 
現在、NFT は米国では特に規制されていない。規制が適用されるかどうか、およびどの

ように適用されるかは、特定の NFT がどのように分類されるかによって決まる。そのよ

うな分類は通常、NFT に関連付けられた特定の権利と属性に依存する。特定の NFT が、

たとえば投資契約のように、証券と見なされるよりも証券の特性を持っている場合、1933 
年証券法および 1934 年証券取引法に基づいて証券として分類される場合がある。 
NFT になんらかの金銭的価値が付随している場合、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) 
からの規制義務 (包括的な反マネー規則を遵守するための要件など) が関係している可能

性がある。この NFT は、州の通貨送信者法に基づく州ごとのライセンス要件を引き起こ

す可能性もある。IRS は、NFT にも焦点を当てており、NFT を含む暗号資産から税金を

徴収するために 10,000 通の手紙を送信する。 
NFT クリエイターの場合、マーケットプレイスで NFT を販売すると、所得税として利益

に対して税金が支払われる。NFT を購入する投資家は NFT から利益を得る為売却する場

合、キャピタルゲイン税が発生する可能性がある。 
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【所感】 
 メタバースを新たな産業とみなす場合に、インターネットや GPS、SNS にいたるまで

Web1.0、2.0 を主導してきたアメリカのリーダーシップやイノベーションパワーは健在で

あろう。そもそもシミュレーターやシミュレーションといった現実を再現する技術力はア

メリカの国防省や NASA においてコンピュータの発達とともに Computer Generated 
Image という形で発達し、そこにフライトシミュレーターのような 6軸制御のモーション

までも模擬する技術がアメリカを中心に発達した。 
今や任天堂やソニーがテレビゲームの画質向上でリアリティを異常に高めてはいるが、い

ざとなれば現実を再現するために必要な陸海空のデータを押さえているのは米国であろう

と推察する。さらには人間心理や集団心理、群集心理といった知識やデータを蓄え、軍事

面の指揮統制のための予行演習はもとより、民生統治（例えば PKO など）のための指揮

官の訓練なども軍用のメタバースで訓練が行われている。 
どこまで軍事技術の民生転換がメタバースにも及ぶのかは不明だが、アメリカのポテンシ

ャルの高さはゆるぎないと考える。 
 民生面で心配されるのはやはり悪用や犯罪行為であろう。その点では本論で記載の通り

政府や企業も意識している。ただ、人体への悪影響は計り知れないかもしれない。 
1999 年上映のキアヌ・リーヴス主演の映画『マトリックス』（監督：ラナ・ウォシャウス

キー、リリー・ウォシャウスキー、製作：ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ）は機械

が作り上げたマトリックスというメタバースに人間が囲い込まれ、機械の電源として用い

られる“奴隷状況”から“覚醒”し、ザイオンという実世界に脱出し、メタバースでも実

世界でも機械と戦うストーリーであった。 
今実現されているメタバースは現実とのギャップが大きいことから“覚醒”の必要はない

ものの、そうであっても専門家は使い方によっては脳を含めた知覚への悪影響があり得る

と指摘している。メタバースのリアリティが上がるほどに、そして利用目的が現実ではで

きないこと（迷惑行為など）をも可能とした場合、する方はもとよりされる方の PTSD を

含め大きな問題となろう。 
米国でパンデミックと共に生じた Great Resignation（大いなる転退職の流れ）という 

労働市場の変化は人手不足を生じ、賃上げ、インフレとマクロ経済にも大きな影響を与え

ている。 メタバースはアメリカ版働き方改革に関しては大いなる期待のツールであり特

に若年層での Great Resignation の悪影響を抑える役割を果たす可能性は高い。 
 

以上 
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別紙１ 2022 年時点でのメタバース推進企業トップ 10 ソース： Analytics Insights 
 
Meta（メタ） 
Meta is the main company developing Metaverse for users and players to be in the vast 
network of real-time 3D virtual worlds while maintaining identity and payment 
history. It has been announced that the Metaverse company is focused on developing a 
record-breaking supercomputer to power the Metaverse— reaching quintillions of 
operations per second. It has also selected the European Union to develop the 
Metaverse Technology for creating more employment in Europe.   
 
NVIDIA 
NVIDIA is one of the top companies for Meta to strike a deal with Metaverse market. It 
took an initiative to distribute free copies of a programme built for developing 
Metaverse-ready assets known as Omniverse.  NVIDIA is becoming a popular 
company developing Metaverse by supporting artists as well as content creators to 
build virtual worlds and products. The Metaverse company has a series of partnerships 
related to the sharing of Metaverse-related content. It will also help users to create 
personalized avatars to bring visions to life.  
 
Epic Games 
Epic Games is at the forefront of big companies developing Metaverse with a 
significant wave of development and innovation. This Metaverse company has 
announced a one million dollar investment for the Metaverse development in 2021 to 
pave the way for game developers to explore a plethora of opportunities in Web 3.0. It 
has also invested in Spire Animation Studios to port story assets such as worlds and 
characters into the Metaverse.  
 
Microsoft（マイクロソフト） 
Microsoft is a popular company for Meta focused on developing a series of Metaverse 
applications on the top of the Mesh platform. It is also building a new augmented 
reality chipset for Metaverse with Qualcomm for providing access to new features. 
Microsoft is one of the forefront companies developing Metaverse by updating 
AltspaceVR for making a Metaverse Technology much safer place for users and players.  
 
Apple（アップル） 
Apple is known as a well-known company for Meta for creating a Head-Mounted 
System (HMD) virtual meetings apps. It will incorporate physical hand and arm 
movements to be present and interact in virtual meetings.  
 
Decentraland 
Decentraland is one of the big companies developing Metaverse as a platform for 
content producers and enterprises looking for a new artistic medium or any commercial 
opportunity. It is helping users to create as well as monetize different apps and content 
while purchasing virtual pieces of land in the Metaverse Technology.  
 
Roblox Corporation 
Roblox Corporation is focused on building a creator economy Metaverse while offering 
an open gaming platform to let players create their own digital and interactive worlds. 
It is gaining popularity for building a business model of the Metaverse. It provides 
multiple games within its platform and some of them offer virtual worlds where 
players can efficiently and freely interact with each other. This popular Metaverse 
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company has hosted Metaverse events such as the Lil NasXConcert for the entire world 
to enjoy.  
 
Unity Software 
Unity Software is a well-known company for Meta to help develop the Metaverse. It 
offers a real-time 3D software development platform with access through augmented 
reality or extended reality. It is focused on empowering businesses with the supply of 
advanced tools and technologies such as 3D, 2D, virtual reality, and augmented reality 
to develop Metaverse technology. 
 
Snapchat 
Snapchat is one of the growing Metaverse companies that announced the launch of a 
new avatar lens showing how a user or player will look in the Metaverse. The avatar 
filter leverages augmented reality that allows avatars to change clothes and faces as 
per the mood. This company is developing Metaverse through the launch of 3D Bimojis. 
This update of virtual humans is promoting the speed of the Metaverse technology. 
 
Amazon（アマゾン） 
Amazon is a popular tech company developing Metaverse through the recruitment for 
the Metaverse technology— a senior product manager. It has shown the product 
manager needs to own the delivery of cloud-based Metaverse services in the gaming 
tech division.   
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別紙２ 時価総額で上位の暗号通貨  ソース：Crypto.com  
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別紙３ 世界各国の仮想通貨規制  ソース： complyadvantage 
 

 
 

 


