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株式会社シイエム・シイ 
https://www.cmc.co.jp/ 
TEL：(052)322-3351 

 
4/2（⽇）世界⾃閉症啓発デーに、産官学連携によるメタバースイベントを開催  
・中京⼤学、⾃治体（愛知県・岡崎市・⼤府市）、⽊村情報技術との産官学連携による疾患啓発イベント 
・メタバース空間「KIMULAND」を利⽤した新たな⼿法で、社会への認知・理解促進へ貢献 

 

2023 年 3 ⽉ 15 ⽇ 

    
 
 毎年４⽉２⽇は、2007 年に国連が制定した「世界⾃閉症啓発デー」です。⽇本ではこの⽇から 8 ⽇までを「発
達障がい啓発週間」と位置付け、⾃治体など各種団体が⾃閉症をはじめとする発達障がいへの理解促進のために
集中啓発を⾏っています。このイベントでは、⽊村情報技術オリジナルのメタバース空間「KIMULAND（キムラ
ンド）」を活⽤します。 
 
 CMC GROUP では、社会貢献の⼀環として、中京⼤学、愛知県、岡崎市、⼤府市、⽊村情報技術との産官学の
連携によって、⾃閉症啓発を⽬的としたメタバースを活⽤したイベントを⾏います。 
 
今後も社会に求められる企業としての新たな価値を探求するとともに、地域社会への貢献に努めてまいります。 
 
■メタバースイベント開催概要 
タイトル：LIUB2023「Light It Up Blue in メタバース(KIMULAND)」 
⽇ 時：2023 年 4 ⽉ 2 ⽇（⽇）9：00 〜 19：30 
対 象 者：どなたでもご参加可能です。居住地域や年齢などは問いません。（⼊退室⾃由、匿名参加 OK） 
     ただし、メタバースイベント参加のためには、PC・通信環境をご準備いただく必要がございます。 
開催形式：オンライン（メタバース空間「KIMULAND」） 
定 員：200 名 ※同時アクセス上限 200 名まで⼊室できます。同時アクセス上限に達しましたら⼊室いただけませんので、予めご了承ください。 
参 加 費：無料 
主 催：学校法⼈梅村学園 中京⼤学 現代社会学部 辻井正次研究室（愛知県豊⽥市⾙津町床⽴ 101） 
共 催：CMC GROUP（株式会社シイエム・シイ 本社：愛知県名古屋市中区平和⼀丁⽬ 1 番 19 号、代表取締役：佐々幸恭） 
後 援：愛知県・岡崎市・⼤府市 
協 ⼒：⽊村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市卸本町 6-1、代表取締役：⽊村隆夫） 

参加⽅法：お⼿持ちの PC より KIMULAND へログインして参加 ※詳細は次項参照 
 

【イベント当⽇のお問い合わせ先】  
メタバース空間「KIMULAND」サポート窓⼝：0952-97-6340 （9:00~19:30） 
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■メタバース空間「KIMULAND」とは <https://www.k-idea.jp/kimuland/> 
「KIMULAND」とは、アメリカで開発されたメタバースプラットフォーム

「Virbela」のシステムをベースに開発した、⽊村情報技術オリジナルのメタバース
空間です。⼈間の⾏動⼼理学に基づいて構築されており、PC から簡単にご利⽤いた
だけます。空間内には会議室や講演などに活⽤できるホールやアクティビティが備
わっており、200 名まで同時利⽤が可能です。  

■イベントの内容 
メタバース空間（KIMULAND）内での開催イベント 

 
 
 
 
 
 
 
 ※メタバース空間でのイベントの他に、「リブラ岡崎（岡崎市）」、「⼤府市歴史⺠俗資料館（⼤府市）」でも 
  ギャラリー展⽰を実施予定。  
■イベントの申込⽅法・参加⽅法 
 本イベントでは「KIMULAND」を利⽤いたします。「KIMULAND」へログインの上、ご参加ください。 
「KIMULAND」への参加上限⼈数は、同時アクセス上限 200 名まで⼊室できます。同時アクセス上限に達しま
したら⼊室いただけませんので、予めご了承ください。 
 
［メタバースプラットフォーム「KIMULAND」へのログイン⽅法］ 
※PC からご参加ください。スマートフォンやタブレット端末には対応しておりません。 
※VR ヘッドセットは不要です。 
※イヤホンマイクのご準備を推奨します。 
 
１）アプリがインストールされていない場合 
  下記の URL からご登録とインストールをお願いします。 
  https://live3.3esys.jp/apis/k/metaverse_entry 
  ※ご登録後にアプリがダウンロードできます  
２）PC から「KIMULAND」アプリを起動してご参加ください。 
  ※「KIMULAND」ダウンロードマニュアルはこちらからご覧ください。<https://gjm.pw/f6jcl> 
  ※「KIMULAND」操作マニュアルはこちらからご覧ください。<https://gjm.pw/yk4ni> 

（アカウント登録、アバターの動かし⽅など）  
 

■イベント主催者からのコメント 
辻井ゼミでは、毎年 4 ⽉に⾏われる⾃閉症啓発イベントに参加しています。 

4 ⽉ 2 ⽇は、国連が定めた⾃閉症啓発デーです。啓発デーに伴い、⽇本各地で啓発イベントが 
⾏われています。今年は、ゼミ⽣が⾃分達で考え・運営するメタバースイベントを⾏います。 
⾃閉症の⽅が描いた絵の展⽰や、ゼミ⽣による催し、有識者による市⺠公開講座など盛りだく
さんの内容です。皆さん、ぜひご参加ください。 
 
◎専⾨分野 
発達障がい児者の発達⽀援システムの開発、発達⽀援技法の開発・専⾨家養成などであり、 
なかでも⾃閉症スペクトラムの発現メカニズムに関する⽣物学的精神医学研究を 
浜松医科⼤学において取り組んでいます。 

主催者代表 
中京⼤学 現代社会学部 
教授 辻井 正次 

理解する 
 
・⾃閉症クイズ 
・モニター神経衰弱 
・市⺠公開講座 

遊ぶ 
 
・バリアバリューゲーム 
・島内かくれんぼ 
・キーワードラリー 

鑑賞する 
 
・展⽰ツアー 
・⾃閉症活躍者コーナー 
・学⽣制作ドラマ 
・全国同時中継 
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■世界⾃閉症啓発デーとは？ 
⾃閉症のことを知るための⽇をつくろうと、世界の国の代表が国連の会議で毎年 4 ⽉ 2 ⽇を

「世界⾃閉症啓発デー」に決めました。それから、いやし・希望・平穏を表す「⻘」をシンボル
カラーにして、世界各地でイベントやライトアップが⾏われるようになりました。 

4 ⽉ 2 ⽇は、⻘⾊のものを⾝に付けて、⾃閉症をはじめとする発達障がいの⼈たちを応援して
いる世界中の⼈たちとつながりましょう。  
■発達障がい啓発週間とは？ 
 ⽇本では、毎年、世界⾃閉症啓発デーの４⽉２⽇から８⽇を発達障がい啓発週間として、シンポジウムの開催
やランドマークのブルーライトアップ等の活動を⾏っています。 
 ⾃閉症をはじめとする発達障がいについて知っていただくこと、理解をしていただくことは、発達障がいのあ
る⼈だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながります。  
■イベント開催の社会的意義 
 2022 年 12 ⽉に、⽂科省は発達障がいの可能性があり特別な⽀援が必要な⼩中学⽣は、「通常の学級に“11 ⼈
に 1 ⼈程度”在籍していると推計される」との調査結果を発表し、社会的な注⽬を集めています。 
 ⼀⽅で、「発達障がい」は、⾝近にあるけれども、社会の中で⼗分に知られていない障害でした。また、「発達
障がい」のある⼈は、特性に応じた⽀援を受けることができれば⼗分に⼒を発揮できる可能性がありますが、従
来はその⽀援体制が⼗分ではありませんでした。 
 このような背景を踏まえ、発達障がいについて社会全体で理解して⽀援を⾏っていくために、平成１７年４⽉
から「発達障がい者⽀援法」が施⾏されています。  
■イベント共催のきっかけ 
 今回のイベント共催者である CMC GROUP の担当者は、学⽣時代に中京⼤学に在籍し、在学中に取り組んで
いた発達障がいに関する啓発について、当時新聞社から取材を受け、記事になった経験があります。その後、CMC 
GROUP に⼊社し、業務提携関係にある⽊村情報技術のメタバース空間「KIMULAND」の活⽤企画を担当するこ
とになりました。メタバース空間であれば、発達障がいの⽅にとってもコミュニケーションのハードルが低く、
親和性が⾼いと考え、今回のイベントの企画に⾄りました。  

■参考画像 
〔世界⾃閉症啓発デー ポスター〕 〔中京⼤学による過去の⾃閉症啓発イベントの様⼦〕      〔主催・共催他企業ロゴ〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔KIMULAND〕 
 
 
 
 
 

 
【本件のお問い合わせ先】 
■本リリースに関するお問い合わせ先     ■メタバース空間「KIMULAND」に関するサポート窓⼝ 
 株式会社シイエム・シイ           ⽊村情報技術株式会社 
 Web：https://www.cmc.co.jp/contact/         TEL：（0952）97-6340  
                                              メールフォーム：https://3elive-inquiry.3esys.jp/kimuland 

LIUB2022 (2022 年 4 ⽉ 2 ⽇) LIUB2021 (2021 年 4 ⽉ 2 ⽇) LIUB2019 (2019 年 4 ⽉ 2 ⽇) 



●主催：学校法人梅村学園 中京大学現代社会学部

辻井正次研究室

参加方法

当日プログラム

2023年４月２日 9：00~19：30
※2023年3月18日(土)~4月9日(日)の期間中も一部エリアでイベントをお愉しみいただけます。

辻井ゼミでは、毎年4月に行われる自閉症啓発イベントに参加しています。4月

2日は、国連が定めた自閉症啓発デーです。啓発デーに伴い、日本各地で啓発

イベントが行われています。

今年は、ゼミ生が自分達で考え・運営するメタバースイベントを行います。自閉

症の方が描いた絵の展示や、ゼミ生による催し、有識者による市民公開講座

など盛りだくさんの内容です。

皆さん、ぜひご参加ください。 主催者代表

中京大学 現代社会学部

教授

辻井正次

■専門分野

発達障がい児者の発達支援システムの開発、発達支援技法の開発・専門家養成など

であり、なかでも自閉症スペクトラムの発現メカニズムに関する生物学的精神医学研究

を浜松医科大学において取り組んでいます。

開催日時

主催者コメント

日

インストールはこちら

参加無料！ 入退室自由！ 匿名参加OK！

❸操作マニュアルは

こちら

❶ PCにKIMULANDを

インストールしてください

❷ セットアップアニュアルは

こちら

お問い合わせ先 イベント関係者

●本イベントについて

株式会社シイエム・シイ

https://www.cmc.co.jp/contact/
●共催：

●後援：愛知県・岡崎市・大府市

●協力：木村情報技術株式会社

時間 催し 場所

9：00~9：30 操作説明会 Welcome Area

10：00~10：30 自閉症クイズ① 交流会場

11：00~11：30 バリア・バリューゲーム① 中央ステージ

11：30~12：00
愛知学院大学

書道パフォーマンス動画
KIMURA HALL

12：00~12：30 市民公開講座① KIMURA HALL

13：00~14：00 学生制作ドラマ 映画館

14：00~14：30 モニター神経衰弱 KIMURA TOWER 屋上

15：00~15：30 展示ツアー KIMURA GALLERY

15：30~16：00 自閉症クイズ② 交流会場

16：00~16：30 島内かくれんぼ Welcome Area

16：30~17：00 バリア・バリューゲーム② 中央ステージ

17：00~17：30 自閉症活躍者紹介 小さい展示部屋

17：30~18：00 市民公開講座② KIMURA HALL

18：00~19：30

★18：30

ライトアップ予定

Light It Up Blue

岡崎城ライトアップ
Night Club

ダンスパーティー

ゲスト
参加

中京大学 現代社会学部の学生が企画・運営を行う自閉症啓発イベント

み ん な た い せ つ LIUB 2023

●メタバース空間「KIMULAND」サポート窓口

木村情報技術株式会社

https://3elive-inquiry.3esys.jp/kimuland

* イベント参加に事前登録は不要です。

当日は同時アクセス上限200名まで入室できます。

同時アクセス上限に達しましたら入室いただけませんので、予めご了承ください。

* スマートフォン・タブレット端末には

対応しておりません。

【当日のお問い合わせ先】

メタバース空間「KIMULAND」サポート窓口：0952-97-6340（9:00～19:30）

イベントは都合により、予告なく変更・中止・終了する場合がございます。予めご了承ください。

https://live3.3esys.jp/apis/k/metaverse_entry
https://www.cmc.co.jp/contact/
https://3elive-inquiry.3esys.jp/kimuland
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