
AIアートを作り、メタバースでNFT販売！
先端技術をつかんで、地域ＤＸプロデューサーにな
る実践的ワークショップ。

デジ田ローカルハブと

地域ＤＸプロデューサー人材

九州DX推進シンポジウム ワークショップ①



講師
村井宗明

元 衆議院議員（３期）、元 文部科学大臣政務官。
引退後、ヤフー株式会社、LINE株式会社。
現在は、一般社団法人デジタル田園都市国家構
想応援団事務局 兼 東武トップツアーズCDO。

ITエンジニアとしては、文部科学省、経産省、
文化庁、富山県、岩手県などの役所のシステム、
「LINE study」シリーズなどを開発。

（資格）
情報処理技術者（FE） 、ＡＩ (DeepLearnig協会 G検定）、
ITパスポート 930点、ﾔﾌｰﾘｽﾃｨﾝｸﾞ広告ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ試験 912点、
LINE広告GreenBadge(Basic)、WEBアナリスト、
SNSエキスパート、マイナンバー1級、TOEIC  835点、



本日の内容

AIアートをメタバース空間においてNFTとして
販売するワークショップ

序章
はじめに
第1章
AIアート体験
第２章
メタバース体験
第3章
NFT販売体験



序章 はじめに



【目的】
４Gに対応する「旧デジタル人材」は
九州にも、たくさんいるが・・・・

５Gに対応する技術
AI（人工知能）、NFT、メタバース
などの「新デジタル人材」は都会に偏り、まだ九州では少ない。

先端技術で地域DXプロデューサーになろう！



常に、数年ごとに
勝ち組は入れ替わる！



平家物語「盛者必衰の理」



日本も凋落してきた

https://toyokeizai.net/articles/-/605668



【本日の内容３つ】

①AIを活用したデジタルアートの作成
②AIアートをメタバース空間に設置
➂ブロックチェーンを利用したNFT販売

この２つを同時に実践してもらう２時間セミ
ナーで、九州にも最先端技術を浸透させる！



第1章 AIアート体験



この盆栽は写真ではなく、AIが５分で創造



AIで５分
中国風絵画NFT 万里の長城



AIで５分
日本の浮世絵風NFTも創造



AIで５分 「赤い狐と緑の狸」



「東武」で試してみる



初級編
Mage

AIアートの実践

中級編
Midjourney



今日は初級編を体験

https://www.mage.space/



第２章 メタバース体験



通信高速化による「デジタル進化」

電報・FAX 文字と写真の
ホームページ

・２次元動画
・SNS

・３次元メタバース
・NFT

技術革新による通信高速化により、デジタル技術が進化していく。

通信回線が変わるごとにIT業界は「下剋上」を繰り返している。

５G４G３G２G



３Ｇ回線 文字と写真
データ JPG,PNG

↓

４Ｇ回線 二次元の動画

データ Mp4、Mov

↓

５Ｇ回線 三次元の体験
データ glb、fbx

IT業界は、常に
通信回線の高速化と同時に「下剋上」



５G時代のメタバース市場（国内）

２０２６年に

国内１兆円超え



デジタル下剋上

「４G幕府」 は確実に倒れて
「５G新政権」 ができる !

あなたは、どう生きますか？



12月3日～6日

大学生に
・メタバース開発
を指導する合宿

大学生
２００人以上が応募

優秀な若者を育成



大学生の東武観光地域メタバース開発

かなりクオリティが高い観光地域メタバースを
大学生たちが、合宿期間中に４人１チームで作成。
AIアートの技術とセットで身に着けた。

今後はインターン生として技術指導を続け、
１人１地域の地域メタバースを作成し、MAPにつなげる。



宮城県村田町

東武メタバース

和歌山県龍神村

佐賀県吉野ヶ里遺跡 福岡県北九州市

https://note.com/muramune/n/n444f4eeca7eb

https://note.com/muramune/n/n444f4eeca7eb


東武メタバースの操作方法

W 前移動
A 左移動
D 右移動
Q 左回転
E 右回転

https://note.com/muramune/n/n444f4eeca7eb

https://note.com/muramune/n/n444f4eeca7eb


今から体験！

九州DX推進シンポジウムメタバース

https://digital-supporter.net/230207-1/



第３章 NFT体験



NFTって何？？

29

コピーができなくて、所有権が証明されるデジタル資産

引用
https://opensea.io/ja



大きな経済圏を
作ることになる
先端技術

30



NFT決済の2種類
仮想通貨か円か
①仮想通貨決済

世界市場に販売可能 世界ユーザーが多い。
OpenSeaでイーサリアム活用が多い。

②円決済
日本人向けの決済方法。
世界には売りにくいが、固い団体にお勧め。

本来は①が主流。 しかし、伝統企業は仮想通貨の取引
ができないことが多い。

31



NFTの難しさ

32

NFTがもうかっているらしいけけど、
市民が仮想通貨を持っていない。
企業が会計上、仮想通貨を決済できない。



円決済のNFTプラットフォーム

①HEXA

②Adam byGMO

➂NFT Studio

④ユニマ

⑤Nanskusa

市場は大きくなるが、どこが拡大していくかは不明？

33



作った作品でNFT販売を実践



先週のNHKの全国放送

NFTプラットフォームのHEXAの椛島社長と
私、村井宗明が

ウクライナ避難民に

NFT販売の指導



今から、NFT販売体験！

https://nft.hexanft.com/



もっと高レベルを目指す方

https://muraimuneaki.net/wp-
content/uploads/2023/01/0127nft.pdf

・AIアートのMidjourney
・仮想通貨のNFT

これらのマニュアルは下記です。
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