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講演時間20分、質疑応答20分 計40分（目安）

講演のゴール→聴講者らに、普段何気なく遊んでいる VRの世界
での「遊び」という概念を講演を通して捉え直し、今後どのように
VRを応用した娯楽が発展していくかを考えていただく  

「メタバースと遊び研究の交差点」

1枚目：漫画形式の自己紹介

2枚目：「遊び」とは何かを概観した 1枚絵

3枚目：動的ペルソナと複合ペルソナの 1枚絵

4枚目：VR/AR等における「遊び」に係る技術・ PoCサービスの説
明（VibeShareやHapbeatなど）

5枚目：メタバースの ”サービス&UX開発志向”のエンタメ技術開発

REALITY株式会社 GREE VR Studio Laboratory



講演中に表示してほしいYouTubeたち
GREE VR Studio Laboratory 2022 - Metaverse Research and Development
[2:30] https://www.youtube.com/watch?v=7r6HZJMBecA

"Metaverse Christmas" @VRStudioLab
[2:00] https://www.youtube.com/watch?v=0eKx-mlRNd4

[Demo]声にならない声で自然にエモートを起動する
[1:38] https://www.youtube.com/watch?v=pSyb-JeqBR4

KIDS WORKSHOP 2021 "みんなで(バーチャル)世界旅行" Digest
[2:58] https://www.youtube.com/watch?v=UcuHIW3HGP4

[#CEDEC2021] VibeShare: コロナ禍の音楽ライブを「触覚」で双方向化する
[10:00] https://www.youtube.com/watch?v=PYjqzAwMlts

REALITY: We can be whoever we want - Avatar driven metaverse service and UX R&D #SIGGRAPHAsia2021
[18:40]https://www.youtube.com/watch?v=VpfjRFD4fhw

REALITY - Real Time Live! in SIGGRAPH Asia 2018 Tokyo - behind the scenes - 4K
[10:56] https://www.youtube.com/watch?v=LLzNDRx3iks

[#VTC21] VTech Challenge 2021 Video Report [#IVRC2021]
[13:38] https://www.youtube.com/watch?v=tz-o4miKWXo
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白井暁彦: VRエンタテインメントシステムの研究者

▲書籍「白井博士の未来のゲームデザイン～エンタテイメントシステムの科学～」(2013)より

GREE VR Studio Laboratory
Director(2018- current)

http://j.mp/GameNoMirai


動的ペルソナ と 複合ペルソナ
日本科学未来館で科学コミュニケーター＆展示物の
設計者として1日3000人の来館者を観測していた

◀学生をウォッチしながら、体験してきた
コンテンツによってそのペルソナの未来が
変わることに気づく。しかも、
その個々人の体験はコピーできない。
実際「Pokémon GO」(2016)でARの未来は変わった。
Covid-19でCostume Playも動的に変化した。



自己目的性の行為＝「遊ぶために遊ぶ」

「遊び」の成立条件：その古典と平成での現代語訳。
アゴン・アレア・ミミクリ・イリンクスが有名だが
そもそも「遊びとは」
自由（遊び/ゲームと呼ぶには義務がない必要があ
る）、分離（空間的・時間的限界は事前に正確に明
示されている）、不確実（過程と結果はあらかじめ
決まっていない）、非生産的（何も生み出さない）
かつ最終的に遊びは規制される（通常のルールが一
時的に異なるシステムを確立するために中断され
る）もしくは架空のものである(とわかる)。人形遊
びや「警泥」のように、既存の現実または潜在的な
現実を再現するもの。

“Les Jeux et les Hommes” Roger Caillois, 1958
Libre (le jeu ne mérite son nom que si on n’est pas 
obligés d’y jouer), séparé (les limites spatiales et 
temporelles du jeu sont précises et fixées à 
l’avance), incertain (le déroulement et l’issue du 
jeu ne sont pas déterminés à l’avance), 
improductif (le jeu ne crée rien, sinon des 
déplacements de biens à l’intérieur du cercle des 
joueurs), et enfin réglé (on suspend les règles 
ordinaires pour instaurer momentanément un 
système autre) ou fictif (on reproduit par jeu une 
réalité existante ou qui pourrait exister – c’est le 
cas par exemple quand on joue à la poupée ou aux 
gendarmes et aux voleurs).
https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/les-jeux-et-les-hommes/
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「白井博士の未来のゲームデザイン～エンタテイメントシステムの科学～」
p.48「遊びの成立条件」より

※ロジェ・カイヨワの「遊ぶ人間」(1958)をベースに現代語訳した。テーマパークやテーブルトップ
ゲームには該当するが、当時のMMOや携帯ゲーム機、エデュテイメントで「遊びの破壊」が始まっていた。

play
遊び
le jeu

https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/les-jeux-et-les-hommes/


「遊び」の検証と思考実験
人は何故遊ぶのか？ 遊びたいときに遊ぶ。自己目的的。
疲れたら遊ばない。いつでもやめる自由があるから遊ぶ。
もしやめる自由がなかったらそれは遊びではなく義務。
公園を隔離する柵。現実との境、安全性の確保、入場ゲート。

自己目的性の行為＝「遊ぶために遊ぶ」
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安全ではないかもしれないが楽し
い（未確定）選択の自由がある。
筋トレや英語学習のために遊ぶの
と楽しい学習方法は何が違うのか
(目的)。教室が遊び空間になってし
まうと？毎日勤勉に開店前のパチ
ンコ屋に並ぶ人々は本当に遊んで
いるのか？ルールのない遊び、
ルールが後で変わる遊びは何が起
きるか？触覚/物理/非言語の共通
感覚。遊びを通した言語獲得…。

https://twitter.com/o_ob/status/462843895752056833「一人ではできない遊び」

https://twitter.com/o_ob/status/462843895752056833


「遊び」の成立条件：その古典と平成→令和での変革。
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※VRChat #理系集会 のみなさんへの問いかけ（2022/2/9書下ろし）

自己目的性の行為＝「遊ぶために遊ぶ」

令和のメタバース:「会いたい/集いたい」or
最初のモチベーションは明確でないことが多い。

平成のメタバース:モバイルで破壊された
令和のメタバース:HMDやアバターで隔離

平成のメタバース:RMTで破壊された
令和のメタバース:そこで働く人登場

平成＆令和:ソーシャルに
やめづらい不自由

平成のメタバース:写実的FPSと猟奇関係の混同
→社会が虚構と遊びを認知できていない
令和のメタバース:「現実にひきこもるな」
→現実が想像力を制約している現実の認識

平成:攻略Wikiで破壊
令和:ライブ→読めない 平成のメタバース:RMTで破壊された

令和のメタバース:そこで働く人登場

令和のメタバース：Game,VR,SNS,Cryptからの合流(VR4.0)
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[成立しそうなもの]
・仮装舞踏会・ごっこ遊び
・恋愛遊び(性別不問)

[遊びを破壊しそうなもの]
・投機 ・労働 ・殖産

[忘れられているが大事]
・物理法則　・利用規約
・その社会のルール



“VibeShare” 

VR Studio Lab研究成果 https://vr.gree.net/lab/ より



メタバースの”サービス&UX開発志向”のエンタメ技術開発

VR3.0→VR4.0→VR5.0 Era

[Research Topics]

[Voice] HQ, Expressive, Transform

[Avatar] Physical, Shader, Procedural 

[Cloud] DevOps) [Crowd] (Bunch of ppl)

[User assist function] Physics/AI driven

[User Interaction] P2P,1vN, nVn, async

[Motion interactions] non-verbal emote

(exclude contents and hardware)

VR5.0

VR4.0

VR3.0

VR2.0

VR1.0

[Elements]

エンゲージメント Engagement
Service, Asset,Commerce,Market 

コミュニケーション Communication
Network,LiveMotion(Avatar),Voice

インタラクション Interaction
Controller,Stimulus,Motion,Narrative

ソフトウェア Software, Infrastructure
Driver,Simulation,Render,Expression

ハードウェア Hardware
HMD, Display(olfactory, haptic, taste)

Vertical


