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GLOBAL X ETFリサーチ 
 

メタバースが拓くデジタルワールドの未来 
 
 

Meta Platformの2021年第4四半期決算説明会では、CEOのマーク・ザッカーバーグ氏らが11回もメタバースに言及しました。
1 マイクロソフトは決算説明会で7回、Nvidiaは5回メタバースに言及しています。2 しかし、彼らだけではありません。この半年間

で、世界中の企業が決算発表の場で「メタバース」という言葉を発した回数は、合計で240回以上に上っています。3 なぜ、多

くの企業がこの言葉に夢中になっているのでしょうか？ それは、インターネットに新たな変革を起こすものとしてメタバースが登場

し、現在の主要プラットフォームや大手テク企業に数兆ドル規模の収益機会をもたらすと多くの人が予想しているからです。4 

 
ところで、メタバースとはいったい何なのでしょうか？ なぜ次世代インターネットとして有望であると考えられているのでしょう

か？ このような進化から利益を得るには、どのセグメントが最も有利なのでしょうか？ 本稿では、メタバースがデジタルワール

ドの未来と私たちの使用感をどのように作り替えていくのかについて考察し、さらに深堀りしていきたいと思います。 
 

重要なポイント 
 

 メタバースとは、ユーザーがインターネットに入り込み、仮想的に存在する状況を意味します。メタバースは、リ

アルタイムの持続性、経済システム、コミュニティ、デジタルアバター、複数デバイス間のアクセシビリティといっ

た特徴を備えています。 
 

 投資家は、既に世に出ており短いながら成功の実績がある初期バージョンのメタバースに、大きな可能性を見いだ

しています。今後、ブロックチェーン技術を活用した分散型オープンアーキテクチャのプラットフォームに基づくメタバー

スが、最も成功すると予想されます。 
 

 メタバースは、今後も発展し続けることで、様々な業種の企業、特にVR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR

（複合現実）のハードウェアやソフトウェアの構築に携わる企業に収益機会をもたらすと思われます。 
 

メタバースの定義 
 

今日のインターネットでは、一般的には、デジタルプラットフォームが実際の生活の行動のサポートをしています。例えば、

Amazonで商品を購入して自宅に配送してもらったり、最近外食したときの写真をInstagramで共有したり、マジソン・スクエア・

ガーデンで行われるコンサートのチケットをオンラインで購入し、友人と一緒に出掛けたりするわけです。 
 

一方、メタバースでは、デジタルプラットフォームがサポートするのは主にデジタル世界での体験です。仮想現実用ヘッドセットを

使って没入感の高い空間に飛び込めば、仕事をしたり、ビデオゲームで遊んだり、デジタルアイテムを購入したり、友人と交流

したり、メディアを消費したりすることができます。メタバースは技術そのものではなく、私たちの世界との新しい関わり方を示すビ

ジョンなのです。Meta Platformのザッカーバーグ氏は、メタバースを「デジタル空間で他人と一緒に過ごせる仮想環境」と簡潔

に表現しています。5 
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大まかに定義すると、メタバースには以下のような6つの特徴があります。 
 

 アイデンティティ：ユーザーは、メタバースのデジタル空間に存在している間、自分のアバターを使って、なりたい自分

を、それがどのようなものであっても、表現することができます。「オアシス」と呼ばれる無限のメタバースを描いたSF映

画「レディ・プレイヤー1」の台詞を引用すると、「みんな何でもできるからオアシスにやって来る。そして、何にでもなれ

るからオアシスに居続ける。背の高い人、綺麗な人、怖い人、別の性別、別の生き物、実写、アニメ、すべて君次

第だ」6 
 

 マルチデバイス：重要な特徴として、スマートフォン、PC、タブレットなど、どこからでもメタバースにアクセスできることが

挙げられます。大きな進展が見込まれる分野のひとつに、頭部装着型のディスプレイを使って、ユーザーがコンピュー

ターで生成された環境に入り込み、仮想の物体を操作することができる没入型VR体験があります。一方で、従来

の画面やデバイスを使用した簡易版メタバースも存続すると考えられます。 
 

 没入感：真の没入型体験は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚など、人間のあらゆる感覚を刺激します。現在

のVRは、サラウンド音響・画像が中心となっています。次世代のVRデバイスには、触覚ボディスーツや全方位トレ

ッドミルなどがあり、ユーザーがデジタル環境を自由に移動する際、電気刺激によって身体的感覚を得ることがで

きます。 
 

 経済システム：十分に発展したメタバースでは、ユーザーがデジタル通貨や法定通貨を用いて利益を得たり、消

費したりすることができる経済システムが機能しています。オンライン経済システムを備えた初期のメタバースとして

は、ゲームプラットフォーム「Roblox」とその通貨である「Robux」が挙げられます。Robuxを購入したユーザーは、そ

れを使って、アバターのために体験やアイテムを購入することができます。開発者やクリエイターは、ユーザーが購

入したくなるような魅力的な体験やアイテムを作り、Robuxを獲得して、米ドルなどの法定通貨に交換することが

できます。 
 

 コミュニティ：メタバースでは、ユーザーは一人ぼっちではありません。ユーザーは、他人と交流し、経験を共有しま

す。メタバースの初期形態であるビデオゲームを見ると、ソーシャルな体験を可能にすることが、人気を呼んだタイ

トルの中核的な特徴であるように見えます。Activision BlizzardのCEOであるロブ・コティック氏によると、友人と

一緒にグループで参加するプレイヤーは、他のプレイヤーに比べて、3倍以上の時間をゲームに費やし、およそ3倍

の金額をゲーム内のコンテンツに注ぎ込んでいます。7 

 
 リアルタイムの持続性：メタバースはリアルタイムで持続し、体験を一時停止することはできません。つまり、ユーザー

が離れた後も存在し、機能し続けます。他のデジタル体験とは異なり、ユーザーよりも仮想世界そのものを継続的

に発展させることに重点を置いているのが特徴です。 
 

初期のメタバースによって明らかになった将来性 
 

メタバースは、未来世界についての概念ではありません。初期バージョンは既に存在しています。Epic Gamesのフォートナイ

トでは、アリアナ・グランデやトラヴィス・スコットのバーチャルコンサートが開催され、ユーザーはデジタルアバターとして参加しま

した。このようなイベントの成功には目を見張るものがあり、ライブショーをはるかに超える数百万人ものファンを集客していま

す。 
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2021年8月、Meta Platformsは、同僚がデジタルアバターの姿で交流できる仮想会議スペース「Horizon Workrooms」を

発表し、メタバースに向けた大きな一歩を踏み出しました。8 ワークルームに入るには、Oculus VRヘッドセットと無料アプリ

のダウンロードが必要です。これらの例から、最終的に完全なメタバースがどのようなものになるのか、ほんの少し垣間見る

ことができます。 
 

企業がメタバース関連の取り組み構築にさらなる投資を行う際、「メタバース」と呼ばれるものは必ずしも中央集権的に独

占されているものではないことを忘れてはならないでしょう。メタバースの開発に伴い、現在の体験はより一元的で特殊なも

のとなっていますが、最終的には完全に分散化された状態を目指しています。「レディ・プレイヤー1」が描くメタバースでは、

ひとつの無限の仮想世界を求めて現実世界を見捨てていますが、これとは異なり、私たちが暮らす世界では、複数のメタ

バースが台頭すると見られています。 
 

クローズ型からオープン型アーキテクチャへの移行が予想されるメタバース 

現在、企業が提供するメタバース体験は、主にクローズドアーキテクチャ型のシステムを利用しており、それぞれのソフトウェア

やハードウェアは、他社のプラットフォームと互換性がありません。プラットフォームは多くの場合、ゲーム、仕事、ショッピング、

ソーシャルなど、さまざまな主要ユースケースを想定して設計されます。 
最終的に、すべてではないにしても、多くのユーザー、開発者、企業が対等な条件で参加できる、よりオープンなアーキテク

チャへと進化したメタバース・プラットフォームが最も成功すると予想されます。 
 

真にオープンなメタバースの例としては、ブロックチェーン技術を活用した分散型仮想現実プラットフォームが挙げられます。こ

のようなコンセプトは、イーサリアムのブロックチェーン上に構築されたDecentraland、Somnium Space、Sandboxなどにすでに

存在しています。他の仮想世界やソーシャルネットワークとは異なり、これらの仮想世界のソフトウェアや土地、通貨経済のル

ールを変更する力を持つエージェントは一人もいません。コミュニティメンバーは、コンテンツやアプリケーションを作成し、体験

し、収益化することができます。また、コミュニティのメンバーが土地を購入・開発・売却できる場合もありますが、現実世界と

同じように土地には限りがあるため、その価値は上昇します。 
 

フォートナイト主催のバーチャルコンサートの動員数がライブショーイベントを圧倒 
出所：下記から得たデータを Global X が分析：Belous, D.（2021 年 8 月 12 日）。フォートナイト×アリアナ・グランデ・リフト・ツアー視聴者数
統計。Stream Charts.; Bostock, B.（2019 年 7 月 8 日）。世界で最も有名な 2 つの音楽フェスティバル、グラストンベリーとコーチェラの比
較。Insider.; Williams, R.（2020 年 4 月 27 日）。フォートナイトのバーチャルラップコンサート、過去最高の 1,230 万人を動員。Marketing 
Dive。 

最大観客数を記録したフォートナイトのショ

ー 
最大観客数を記録したライブショー 
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ユーザーが通貨を使ったり稼いだりする経済が機能しているメタバース・プラットフォームが、これから最も人気を集めると当社は

予想しています。多くの人々がメタバースを娯楽やレジャーのための空間と捉え、デジタル空間を利用して友人と会ったり、メデ

ィアを消費したりするようになるでしょう。この種のプラットフォームは、メタバースに参加するユーザーが増えれば増えるほどデジタ

ル体験が豊かになり、そのユーザーが家族や友人、知人をプラットフォームに引き寄せるという、所謂ネットワーク効果の恩恵を

受けることが予想されます。しかし、メタバースは遊びばかりではありません。当初は開発者やクリエイター、その後いずれはその

他の人々にとっても、メタバースは仮想空間で繰り広げられるビジネスの場となっていくことでしょう。 
 

ユーザーは、VRセット、スマートフォン或いはPC、そしてインターネット接続さえあれば参加できます。しかし、次世代のハード

ウェアには、触覚ボディスーツ、全方位型トレッドミル、脳を感知するウェアラブルなどが含まれており、仮想世界がよりリアルな

ものになってくでしょう。 
 

 触覚ボディースーツ：全身装備、ベストのみ、或いは手袋など、電気刺激や振動モーターによって、VRやAR環

境下でユーザーに触感を提供するウェアラブルです。これらのスーツは、たとえばハグや雨粒などの感覚を模倣し

てユーザーに伝えますので、ユーザーはより深い体験をすることができます。 
 

 全方位型トレッドミル：歩く、走る、好きな方向へジャンプすることを可能にするもので、これによりユーザーはVR

体験に身体性を持ち込むことができるようになります。現在、クラス最高の全方位型トレッドミルであっても、歩く

機能しか備えていません。しかし、技術の進歩によって、より没入感のある体験ができるようになると考えていま

す。 
 

 脳を感知するデバイス：自身の神経信号を分析し、解釈し、デジタルコマンドに変換する装置によって、ユーザー

が最終的に仮想環境をリアルタイムでコントロールできるようになる可能性があります。一部の先進的なデバイス

では、機械学習アルゴリズムが脳の活動を解読し、アクティブな視覚焦点を認識することにより、焦点が合ったオ

ブジェクトを仮想世界内で動かすことができるまでになっています。 

メタバースプラットフォームの分類 
出所：Global X および下記から得た情報：Burke, J.（2021 年 11 月）。 
オープンメタバース OS の論文を再掲載。Outlier Ventures 
参照目的のみ。 

フォートナイト 

ハイテク 

クローズ型 オープン

型 

ローテク 

Roblox 
Decentraland 
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メタバースは1兆ドル規模のビジネスチャンスになる可能性あり 

 
これまでの経緯から、メタバースは複数の業種にまたがる幅広い収益機会を創出する可能性があります。この傾向は、特

に、VR、AR、MRに関連するハードウェアやソフトウェア、半導体、クリエイター向けプラットフォームや経済システムの構築に携

わる企業に顕著となるでしょう。広告、ソーシャルコマース、デジタルイベント、ハードウェア、コンテンツの制作・開発などを含め

ると、その機会は1兆ドルを超える可能性があります。9 以下では、メタバースの最も成長著しい分野と、その分野をリードする

企業のいくつかを列挙します。 
 

 AR、VR、MR、および空間コンピューティング： 拡張デジタルリアリティを体験したり、相互作用したりするためのハー

ドウェアおよび／またはソフトウェアの開発に携わっている企業。VR（没入型シミュレーション）、AR（現実世界をコン

ピューター創出情報で拡張）、MR（現実世界と仮想世界を同時に体験・操作できるハイブリッド型ディスプレイ）な

どを手掛ける企業が含まれます。これらの技術は、視覚、聴覚、触覚、動作などの情報をシミュレートしたり、中継

したりすることができます。 
 

VRセットの一例として、Meta Platforms社の「Oculus Quest」があります。2019年および2020年に発売された

Oculus Quest 1と2のデバイスを合わせた販売台数は、合わせて1,000万台以上に達すると推測されます。10 Meta 

Platformsは、開発者にとって持続可能で収益性の高いエコシステムを実現するには、正確には1,000万台のデバイ

スが必要だと考えているため、この販売台数は注目に値します。11 VRエコシステムのアプリ開発は、スマートフォンなど

他のタイプのデバイスに比べ、かなり遅れており、現状では質の高いコンテンツが不足しています。VRの利用者が増え

れば増えるほど、開発者のインセンティブも高まっていくと思われます。  
 
 

 

Oculus販売累計 
出所：下記から得たデータを Global X が分析：Meta Platforms, Inc.（2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12

月 31 日）。Form 10-K。米国証券取引委員会 EDGAR Company Filings データベースより取得。 

Oculus販売累計 

注：前世代の推定値は含まれていません。 

持続可能で収益性の高いエコシステムのための閾値* 

百
万
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 クリエイター向けプラットフォーム:ユーザーがコンテンツやデジタルグッズを作成、共有、消費できる没入型デジタルプ

ラットフォームの開発に携わる企業。コンテンツには、ソーシャルネットワーキング、オンラインビデオゲーム、ビデオゲー

ムエンジン、eスポーツ、ライブストリーミング、デジタルライブイベント、その他3次元のシミュレーション、環境、世界で

配信されるメディアなどが含まれます。 
 

Unity TechnologiesとEpic Unreal Engine（Tencentが40％所有）は、クリエイター・プラットフォームがコンテンツを

市場に投入する際のケーススタディを提供しています。両社は、モバイル機器向けゲームおよびバーチャルワールド

エンジン市場の約3分の2を占めています。12 彼らが提供する既成概念にとらわれないソリューションは、仮想世界

の発展のための構成要素として機能しています。その主な特長として、ゲームソフトの発売までのトータルコストと

時間の短縮に貢献することが挙げられます。 
 

例えば、2021年にUnity Technologiesは696百万ドルを研究開発（R&D）に費やしましたが、そのコストは、その年

に10万ドル以上の売上をあげた1052人の開発者に分散したものです。13 これらの開発者は、時間のかかるエンジ

ンの構築やメンテナンスではなく、ゲームの創造的な側面にだけ焦点を当てればよいのです。この分野のビジネスモ

デルはさまざまです。Unityは月額定額料金、Epicは売上に対して5%の手数料を徴収しています。14 

 
 

 
 

 クリエーター側の事業展開：暗号通貨決済、ブロックチェーン技術、分散型金融ソリューション、非代替性トーク

ン（NFT）の作成・配布、デジタルアセット決済ゲートウェイなど、メタバースのデジタル決済サービスのインフラやア

プリケーションの開発に携わる会社。 
 

このセグメントで事業を行う企業の一例は、Coinbaseです。Coinbaseは、何千もの暗号通貨へのアクセスを備え

ているだけでなく、NFTのエコシステムにも進出しています。2021年10月にNFT市場を発表して以来、250万人

以上のユーザーが同社のプラットフォームへの参加待ちリストに登録されています。15 同社は、歴史的に500億ド

ル以上の取引高を集めている市場に進出したいと考えています。16 NFTは、仮想の土地や空間、アバターなどの

モバイルデベロッパーが使用しているゲームおよびバーチャルワールドエンジン 
出所：Unity（2021 年）。2021 年ゲーミング・レポート：2020 年の Unity インサイトと 2021 年のトレンド予測。Unity Technologies 

質問：開発に当たってどのゲームエンジンを使用したか 
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購入に利用できるため、メタバースの発展にとって重要です。 
 

 
 
 

 デジタルインフラ／ハードウェア：半導体、エッジコンピューティングやクラウドコンピューティング・セキュリティなどのク

ラウドコンピューティング技術、デジタルメディア消費用および／または開発向けの5Gインフラ、メタバースおよび関

連機器の開発・保守を行う企業。 
 

このセグメントの中では、半導体分野ではスマートフォンの先の世界に向けた準備が進んでいます。半導体は、

VR、AR、MRの実現に必要な膨大なコンピューティングパワーの基礎となる要素です。Nvidia、Samsung 

Electronics、TSMCといった企業がこの分野では欠かせない存在となっています。例えば、TSMCはAppleのVRと

ARに対する計画のために、4nmと5nmのカスタムチップを製造する予定です。17 

 
結論 

 
かつてのインターネットがそうであったように、メタバースはいまだ黎明期にあります。しかし、メタバースの基礎的なインフラは整っ

ており、多くの企業が言葉の上でも資本投下という形でも、その推進に参加する意思をますます鮮明にしています。一つひと

つが完成し、アクセスしやすくなるにつれて、この次世代インターネットに対する消費者の欲求が高まることが予想されます。メタ

バースを発展させるために重要なことは、メタバースが没入型のリアルタイム持続的経済であるという認識を広めることだと思わ

れます。メタバースは、レジャーやエンターテインメントの場であると同時に、経済発展の場にもなり得ます。完全な没入型メタ

バース体験が普遍的なものとなるには数年かかると思われますが、初期段階の投資機会はすでに生まれつつあると当社は確

信しています。 
  

NFT市場における取引高推移（単位：10億ドル） 
出所：★NFTGo の情報を基に Global X ★作成 (2022 年)。各市場。2022 年 4 月 14 日に閲覧。 
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1. FactSet Research Systems（日付不明）。トランスクリプトを検索。2022年4月14日取得。 

2. 同上。 

3. 同上。 

4. 下記から得たデータをGlobal Xが分析： 

Apple （2021年1月6日） 「Appleのサービスは、かつてないほどに世界を楽しませ、情報を与え、そしてつないでいる。」Apple Newsroom。 

Barnard, J.（2021年12月）。「広告支出見通し：2021年12月」Zenith。 

Bergen, M.およびShaw, L.（2021年8月23日）。「YouTube、クリエイター争奪戦過熱で支払い額は300億ドルに」 

Bloomberg。 

Boston Consulting Group （2022年）。拡張・仮想現実:  

Coulson, J.（2021年8月3日）。アリアナ・グランデが次回のFortniteコンサートで稼ぎ出す金額は2,000万ドル以上の見込み」 The Gamer。 

Grand View Research （2021年8月）。ソーシャルコマースの市場規模、シェア＆動向分析レポート：ビジネスモデル別（B2C、B2B、C2C）、製

品タイプ別（アパレル、パーソナル＆ビューティーケア、アクセサリー、ホーム用品）、地域別、セグメント別予測、2021年〜2028年。レポートID：

GVR-4-68039-318-0。Market Research。 

Grand View Research （2022年4月）。バーチャルイベントの市場規模、シェア＆動向分析レポート：イベントタイプ別、サービス別、事業所

規模別、エンドユーザー別、アプリケーション別、産業別、ユースケース別、地域別、セグメント別予測、2022年～2030年。レポートID：

GVR-4-68038-795-7。 

International Data Corporation （2020年11月17日）。「最新のIDC支出ガイドによると、2024年まで拡張現実およびバーチャルリアリティに対

する全世界の支出は力強い成長を遂げると予想される」［プレスリリース］ 

Roblox （2022年3月2日）。規則424(b)(4)に従って提出されたRobloxの目論見書。米国証券取引委員会 EDGAR Company Filings データベー

スより取得。 

Roblox （2021年8月16日）。「Roblox、2021年第2四半期決算を発表」［プレスリリース］. 

5. Malik, A.（2022年2月23日）。「マーク・ザッカーバーグが音声コマンドで仮想世界を構築するツールをデモ」 Tech Crunch。 

6. Spielberg, S.（ディレクター）。（2018年）。レディ・プレイヤー1［映画］ Warner Brothers、Amblin Entertainment､およびVillage Roadshow 

Productions。 

7. Motley Fool Transcribing （2021年2月5月）。Activision Blizzard（ATVI）2020年第4四半期の決算説明会資料。The Motley Fool。 

8. Meta Platforms, Inc.（2021年8月19日）。Horizon Workrooms。 

9. 下記から得たデータをGlobal Xが分析： 

Apple （2021年1月6日）。「Appleのサービスは、かつてないほどに世界を楽しませ、情報を与え、そしてつないでいる。」Apple Newsroom。 

Barnard, J.（2021年12月）。「広告支出見通し：2021年12月」Zenith。 

Bergen, M.およびShaw, L.（2021年8月23日）。「YouTube、クリエイター争奪戦過熱で支払い額は300億ドルに」 

Bloomberg。 

Boston Consulting Group. （2022年）。拡張・仮想現実:  

Coulson, J.（2021年8月3日）。アリアナ・グランデが次回のFortniteコンサートで稼ぎ出す金額は2,000万ドル以上の見込み」 The Gamer。 

Grand View Research （2021年8月）。ソーシャルコマースの市場規模、シェア＆動向分析レポート：ビジネスモデル別（B2C、B2B、C2C）、製

品タイプ別（アパレル、パーソナル＆ビューティーケア、アクセサリー、ホーム用品）、地域別、セグメント別予測、2021年〜2028年。レポートID：

GVR-4-68039-318-0。Market Research。 

Grand View Research. （2022年4月）。バーチャルイベントの市場規模、シェア＆動向分析レポート：イベントタイプ別、サービス別、事業

所規模別、エンドユーザー別、アプリケーション別、産業別、ユースケース別、地域別、セグメント別予測、2022年～2030年。レポートID：

GVR-4-68038-795-7。 

International Data Corporation （2020年11月17日）。「最新のIDC支出ガイドによると、2024年まで拡張現実およびバーチャルリアリティに対す

る全世界の支出は力強い成長を遂げると予想される」［プレスリリース］ 

Roblox （2021年3月2日）。規則424(b)(4)に従って提出されたRobloxの目論見書。米国証券取引委員会 EDGAR Company Filings データベー

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/


当社のETF 
リサーチ＆レポ

ート 

会社情報 
お問い合わ

せ 

お知らせ 
プライバシーポリシー 9 

 

 

スより取得。 

Roblox （2021年8月16日）。「Roblox、2021年第2四半期決算を発表」［プレスリリース］. 

10. Meta Platforms, Inc.（2021年12月31日）。Form 10-K。米国証券取引委員会 EDGAR Company Filings データベースより取得。 

11. 「Meta for Developers」 （2020年9月16日）。Facebook Connect 2020: 基調講演。 

12. Unity（2021年）。2021年ゲーミングレポート：「2020年のUnityインサイトと2021年のトレンド予測」Unity Technologies。 

13. Unity （2022年2月3月）。Unity 、2021年第4四半期および通期の決算を発表［プレスリリース］。Unity News Details。 

14. 「Unreal Engineのコードを組み込んだ市販の製品（ゲームなど）を配布し、その製品からの製品寿命総収入が100万ドルを超える場合に限り

5％のロイヤルティが発生。この場合、最初の100万ドルはロイヤルティ免除」 

Unreal Engine （2022年）。よくある質問。Epic Games。 

15. Mollen, F.（2022年3月15日）。「Coinbase NFT市場が『まもなく』発足」 Crypto Potato。 

16. NFTGo （2022年）。Marketplaces。2022年4月14日に閲覧。 

17. Garreffa, A.（2022年2月12日）。Apple AR ヘッドセット：1x4nm+1x5nmカスタムチップ、いずれもTSMC製。 

TweakTown。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

投資には元本が毀損する可能性などのリスクが伴います。絞り込んだ投資は、当該セクターに作用する要因の影響をより大きく受け、変動性が高まることになりま

す。国際投資には、通貨価値の不利な変動、一般に公正妥当と認められる会計原則の相違、または他国の社会的、経済的もしくは政治的不安定性を原因と

する元本毀損リスクが伴う場合があります。メタバースに関連する企業は、技術の急速な変化、激しい競争、製品やサービスの急速な陳腐化、知的財産権保護

の喪失、業界標準の進化や新製品の頻繁な生産、ビジネスサイクルや政府の規制の変化などの影響を受ける可能性があります。 
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