和歌山県北部の公開天文台「みさと天文台」
は、町立の施設でありながら、国内 8 位の大
型望遠鏡を持つ、和歌山最大・近畿でも指折り
の天文台です。近年、来館者数が増加を続け、

寄稿 ２

星空ツアー参加者が 2018 年度には 1995 年の
オープン以来 3 位を記録、室内外のキャパや
天候への対応が課題となっていました。そこで、

みさと天文台の
“令和の大改修”
に至るまで

2020 年度に事業費約 5 億 3 千万円をかけて、
プラネタリウム専用棟の新築、大型望遠鏡のあ
る「星の塔」の天体観測ドームおよび最上階ベ
ランダの取り換え（図 1）、全長 45m の大型星
空展望デッキ新設を実施しました。
図１

紀美野町立 みさと天文台 台長

山内

千里

同時に新たな映像投影設備も導入し、天体観
測ドーム内での全天周投影設備、プロジェク
ションマッピング技術を用いて「星の塔」ベラ
ンダから地上へ南天の星空を投影する「リアル
星空との競演プラネタリウム」を設置しました。
これらの大規模改修によって、実際の星空の
視界が広がると同時に、それらとデジタル映像
技術との融合により新たな「星の魅せ方」を可
能にした次世代の星空観光スポットが誕生しま
した。2021 年 7 月 7 日の営業再開以降、土曜・
日曜の星空ツアー（夜の観望会）は参加費アッ
プにもかかわらず、チケットの入手が難しい状
況が続いています。
建築物や設備に大きな事業費をかけたわけで
すから、みさと天文台はずっと成功してきたの
だと思われるかもしれません。しかし実際には、
1995 年のオープン当初から来館者数はほぼ単
調に減少を続け、町内では「お荷物」と言われ
21 世紀 WAKAYAMA
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る時期もありました。それでどうやって大規模

天候への強化と同時に、デジタル映像技術も活

改修につなげていったのでしょうか。

用した「みさと天文台 Version 2.0」が 2021

本稿は、その部分にフォーカスし、大規模改
修に至るまでの運営の工夫についてまとめてみ

年 7 月 7 日にオープンし、現在に至ります（図
2）。

ました。大きなお金を投入せずに施設運営に関

定期の催しとしては、オープン当初から続く

する問題を解決したい、そのようなテーマで取

星空ツアー（夜の観望会）、2010 年よりデジ

り組まれている読者の方々には、もしかしたら

タルプラネタリウム、2012 年より 3D シアター

有用な資料かもしれません。

（Mitaka 使用）、2021 年より全天周映画があり
ます。全天周映画以外はすべてライブ解説で実

■「みさと天文台」の概要
和歌山県の北東部に位置していた美里町が、

施しています。
運営形態は、オープン当初より町による「直

標高約 400m の山頂にあったキャンプ場跡に

営」で、教育委員会（教育課）によって運営さ

建設し、平成 7 年 7 月 7 日にオープンした公

れています。

開天文台です。大阪から２時間圏内ではこれ以
上を望むのは難しいくらいの立地条件に恵まれ
た場所にあり、それは天文台が無かったとして

■観光事業という観点からの、天文台建設の妥
当性についての考察

も公共の広場として手入れすれば近畿有数の星

みさと天文台ができた時代においても様々な

空スポットとして認知されうるほどの夜空の暗

ハコモノが地方に数多く建設されましたが、建

さと視界の広さを誇ります。

設後にどのように運用していくかが課題になる

直 径 9m の 天 体 観 測 ド ー ム 内 に は、 口 径

事は良く知られています。みさと天文台の場合

105cm の超高精度鏡（苗村鏡）を搭載した純

は、観光という観点でみると次の３つの点で妥

カセグレン式の大型望遠鏡を備え、それはオー

当性が見出され、運用の基本方針が容易に決ま

プン当初は公開天文台としては最大でした。建

るものになっています。：

築物は著名な建築家（上田篤）による凝った設

・町づくりの基本に忠実だった

計の建物で、贅沢に木材を使う事で自然環境に

都会では決してできない体験を可能にする、

調和し、時代を先取りしたような「ホッとする

町の資源「自然」を活かすための施設。

空間」に仕上がっています。
1998 年には、口径 8m 電波望遠鏡が野辺山
から移設され、新たなシンボルになっていま
す。2020 年度には、既存の施設・設備を活か
す形での大改修が行われ、大人数での利用や

・時代の変化を読んでいた
「光害が広がった事」「田舎の子どもの多くが
都会へ出てしまう」この２つの原因により、
「星空観光」の需要は伸び続けてきた事に対
して、天文に特化した施設で対応。
・客層を読めていた

図２

「星空観光」の需要は女性の役割が大きい事
に対して、建築物のデザインで対応。
これらの全てを計画時点で考えていたかどう
かはわかりませんが、結果としては地域活性化
のためのお手本のような建築物になっていま
す。
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図３

図４

わけです。しかし、2013 年頃のみさと天文台
は、そこを押さえて運営していなかったのです。
専門職員が男性ばかりだから仕方ないかもしれ
■星空ツアーの参加者数推移

ませんが…。

図 3 に、星空ツアーの参加者数の推移を示

そこで、2014 年からは望遠鏡や天体ではな

します。これには天文台外で実施した流星群観

く「天の川」で天文台をアピールする方針に変

望会（数千人規模）などのイベントは含まれま

えたのです。望遠鏡では天の川は観察できない

せん。

のにもかかわらずです。その理由は次のとおり

オープン当初に 10000 人 / 年以上あった夜
の来台者数は、2008 年度には 2599 人 / 年ま
で落ち込み、その後も低迷が続き、2014 年度
には史上最低の 2377 人 / 年を記録しています。

です。：
･「望遠鏡」「天体」はどちらかというと男性
目線のキーワードと考えた。
・天の川は、織姫彦星伝説に登場するから誰で

観光需要にあわせて運営方針を変更したのがこ

も知っていて神秘的な存在である。

の年で、翌年には 4060 人 / 年、2018 年度に

特に、女性はストーリーがからむものが好き

は歴代 3 位の 7509 人 / 年まで回復しました。

である。

2019 年度はやや減っていますが、「ドームの
故障で大型望遠鏡が使えない」「悪天候続き」

・七夕は１年に一度は必ず行事として注目さ
れ、定期的な宣伝効果が期待できる。

の悪条件でも歴代 7 位の 5259 名を記録して

・夜空に条件が揃わないと見られないが、4 ～

います。爆発的ではない増え方は理想的で、地

6 月を除いて夜空の観察ターゲットとして利

道な努力による成果と考えています。

用できる。
・肉眼で見える天の川の存在は、美しい星空が

■「史上最低の 2014 年」以降の地道な努力

観える証である。

●男性目線から女性目線へ：
「大望遠鏡」「天体」

図 5 の上下は、みさと天文台 Web サイトの

から「星空」「天の川」へ

before&after です（2014 年末頃に切り替え）。

旅行会社の調査（図 4：出典は JTB 公式サイ

現在も使っているキャッチコピー「肉眼で天の

ト）で、旅行は女性の意見が優先されるという

川が見える奇跡の星空スポット」は、運営方針

結果があります。また、AllAbout20th の調査

を変えた後に星空観光需要の高まりをうけて考

では、家庭で旅行の情報収集をするのは妻が中

えたものです。天文台のパンフレットも刷新し、

心である事も示されています。商品も観光も、

Web サイトと同様に大型望遠鏡や土星などの

女性のお客が主導権を握っていると考えられる

天体は脇役に変更しました。
21 世紀 WAKAYAMA
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図５

★天文台 20 周年 結婚式
2015 年 7 月 7 日、天文台の 20 周年を記念
して、一般公募による２組の結婚式を挙行しま
した。普通の発想であれば、20 周年記念に著
名人を呼んで来て講演等を実施するものです
が、それでは一般には注目してもらえず、
「価値」
の回復にはつながりにくいと考えました。何を
しようかと考えていた 2014 年のある日、天文
台の非常勤職員からこんな話を聞いたのです。
「女子高生のお客さんが『ここで結婚式が挙げ
られたら』っていうてたわ」。
結婚式は、女性が人生で最も輝く瞬間だから、
これしかないと考えたのです。早速、台内で相
談し、結婚式の実施に向けて町内外の協力者を
集め、カップルを公募し、挙式予定日までのタ
イトなスケジュールをこなしていきました。
この結婚式には２組の応募があり、２組の式
を挙げる事になりました（図 6）。挙式当日と
その前も含めて、狙いどおり大手マスコミに取
り上げられ、町内・町外への大きな印象アップ
図６

検索サイトでのランキングは徐々に上昇

につながり、町内における天文台への逆風も弱

し、いつの頃からかは定かではありませんが、

まっていきました。さらに、町内の事業者と天

Google や DuckDuckGo で「関西 天の川」ある

文台との協力関係の基礎がためになりました。

いは「近畿 天の川」で検索すると、1 から 3 ペー
ジ目に表示されるのは、いわゆる「まとめサイ
ト」とみさと天文台の公式サイト、という状態
が続いています。

★町内の有志と、ゴルフ場という別世界で流星
群イベントを実施

紀美野町には、ゴルフ場「サンリゾートカン
トリークラブ」があります。広大な芝生の敷地

●天文台の「価値」の回復を狙った企画
12
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が手入れされ、まさにリゾートと呼んで良い別

世界がそこには広がっています。敷地が広いと

特別協定について打診。2017 年 4 月 28 日、

いう事は、空の視界も広いという事でもありま

近畿大学附属和歌山高等学校・中学校と、みさ

す。

と天文台との間に、特別提携が結ばれました。

結婚式では数々の業者との協力関係ができま

この協定により、みさと天文台という施設は、

したが、特に強い関係になっていたいくつかの

町民の多くが目指す中学・高校から、価値の認

業者と共同で、その「別世界」でペルセウス座

定をうけている事が明らかになりました。町内

流星群の観望会実施を決めました。案がでてき

の天文台批判は、ますます弱まっていきました。

たのは実施日（8 月 12 日）のおよそ 2 ヶ月前。
それでも出店業者は数店舗確保でき、株式会社

●ニーズと機材とのミスマッチを解消

ビクセン、テレスコープセンターアイベル等の
協賛も得て、なんとか実施にこぎ着けたのでし

★観光・一般公開目的独特の大望遠鏡の難しさ

た。このイベントがそれまでと異なるのは、有

天文ファンと一般のお客様とのニーズは明ら

料化（入場料＠ 500 円）でした。このイベン

かに異なります。したがって、天文ファンの目

トは、星空ビジネスの可能性についての実験で

線で星空観光・一般公開をやったら間違いなく

もあったのです。

失敗します。天文ファンは、眼視でも撮影でも

イベント当日、とんでもない事が起こりまし

限界に挑戦し、暗く、淡い天体が楽しみの中心

た。開場前から最寄の国道 370 号線は大渋滞。

です。それらは、大望遠鏡の本来のターゲット

国道 370 号線を数時間にわたり最長 3km ほど

でもあります。

の渋滞を作り警察が出動、フードコートの飲食

ところが、一般のお客様が見たいのは、土星・

は瞬間的に完売、天文台には電話が殺到、混乱

上弦の月のように “ 明るく ”“ 明瞭な ” 天体なの

のため入場料は途中から徴収できなくなるほど

です。しかし、土星や月は、口径 1m 級の大望

の集客でした。カウントできただけで入場者数

遠鏡にとっては難しいターゲットです。月の全

約 3000、渋滞の長さからの推定で、トータル

景を見せるには有効最低倍率を大きく下回る倍

約 5000 名を動員する、大事件になりました。

率が必要で、土星の場合には、小口径・中口径

入場料をとっても星でこんなに集客できる、

の場合よりも大気のゆらぎを拾いすぎて、よほ

という事を観光事業者だけでなく、様々な方面

どの無風状態にでも恵まれないと像がぼやけて

へ知らしめました。

しまいます。
日本においては、惑星の観察には口径 30cm

★町民との心理的な距離をさらに近く

程度が適している事が知られています。しか

大渋滞を起こしても、天文台への逆風はまだ

し、口径 1m の望遠鏡があるのに「惑星は口径

まだ残っていました。今度は、町外から直接的

30cm の小さな望遠鏡で観ましょう」というの

に「認定」をもらえないかと考えました。この

も、お客様の期待に応えられないものになって

ような場合の一般的な手法としては、大学との

しまいます。

特別協定があります。しかし、大学との特別協
定はどこでもやっているから面白みがなく、町
民からも心理的な距離が遠いものです。ところ

★口径 105cm 望遠鏡の弱点：惑星がボヤける
問題は絞りで解決

が、中学・高校、しかも町民の多くが目指す有

口径の大きな望遠鏡は、絞りをつけると小さ

名校となると、町民との心理的な距離も近くな

な望遠鏡に化けます。理屈上は、土星や月がぼ

る効果も期待できます。

やけて見える問題はそれで解決します。しかし、

早速、県内で比較的近い距離にある有名校に

大口径ではその大きさに起因する問題がありま
21 世紀 WAKAYAMA

13

す。

群で、夏季には高い確率で 600 倍くらいでの

口径 1m（= 主鏡の大きさ）ともなると、当

土星や木星の観察が可能になりました。絞り

然反射望遠鏡です。反射望遠鏡は一般的には筒

なしの全開（105cm）ではどんなに良くても

の中心に２枚目の鏡「副鏡」
（主鏡より小さい鏡）

300 倍くらいが限界だったので、その後の星

があります。という事は、絞り穴は中心ではな

空ツアーでは必須アイテムになりました。こう

く、オフセットした位置に作る必要があり、主

して、お客様のニーズ「大望遠鏡を覗いたら大

鏡の口径のわりに大きい絞りは設置できないの

きな土星が見える」が満たされるようになった

です。

のです。

特に大型のカセグレン式の場合、絞り穴は

彼らの卒業式の前日、「紀美野町教育委員会

口 径 の 30% 未 満 に な っ て し ま い ま す。 例 え

からの感謝状」の表彰伝達式がありました。翌

ば、口径 50cm の場合、絞り穴は 17cm 程度

日は、最高の卒業式だったはずです。

で 400 倍（お客様に土星が「小さい」と言わ
れない倍率）には厳しい大きさです。ところが、

★望遠鏡だけではニーズに答えられない

口径 1m なら、30cm 程度の絞り穴がとれるた

お客様に土星や月を望遠鏡で観ていただいた

めに、惑星観察にはぴったりの望遠鏡に変身で

後、ターゲットは恒星や重星に移るのが一般的
図８

きます。
口径 105cm 望遠鏡用の口径絞り装置を作り
たいと思っていたところ、2015 年 6 月頃、和
歌山県立粉河高等学校 3 年生地学班の生徒さ
ん 6 名が、みさと天文台に課題研究の相談に
来てくれました。「土星の撮影がしてみたい」
と希望されたので大型望遠鏡を使って実施する
方法を伝えたところ、やってみようという事に
なりました。すばらしく真面目な生徒達で採寸
も間違わず、一発で鏡筒の先にはまるものをプ
図７

です。さらに、夜空が暗ければ星雲・星団がター
ゲットになってきます。ところが土星や月ほど
の感動を引き出すのは難しいのです。
みさと天文台で星空ツアーをしていてわかっ
たのは、「星いっぱい」「星座観察」が土星や月
ほどの感動を与える事でした。しかし、その用
途には、望遠鏡の実視界（1°前後）では狭す
ぎるのです。
★望遠鏡メーカーには不都合な真実も暴露
ラダンで作ってきたのです。絞りの口径は、副

みさと天文台には大量の小型望遠鏡が展示さ

鏡にかからないぎりぎりの大きさで 28cm に

れています。それはまるで望遠鏡ショップのよ

決まりました（図 7）。

うです。それらの小型望遠鏡には図 8 の札が

28cm の絞りは実際に使ってみると効果は抜
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かかっています。

狙いどおり、何人ものお客様がこの札に驚い

のも、重要なポイントです。

て、職員に話しかけてきます。「星空の観察な

2017 年 6 月から、6 × 30 の双眼鏡（9500

ら望遠鏡…」あるいは「家庭用の望遠鏡で星が

円）を受付で販売したところ、1 年間で約 100

いっぱい見える」──やはりほとんどのお客様

台を販売しました。この双眼鏡は、2800 円の

がそう思っているらしいのです。もちろん、お

組み立て望遠鏡（35 倍）を超える人気商品に

客様から聞かれたら正直に厳しい現実をお知ら

なっていきました。

せします。
その厳しい現実は、図 9 のとおりで、家庭

●イベントに依存しない集客方法の確立

用の望遠鏡では低倍率にしても星はいっぱい見

なかなか利用されない施設をなんとか利用す

えず、星座の形もわかりません。星空観察 ( 星

るために、よくイベントを打つものです。とい

座や天の川観察 ) に使うべきは、低倍率の双眼

うのも、イベントは、ほぼ確実に集客できるか

鏡なのです。このような機材の使い分けは天文

らです。ところが、イベントの実施のための労

ファンなら常識ですが、一般的に双眼鏡は観望

力は相当なもので、自治体においては完全な外

会ではほとんど使われる機会がなく、数年前の

注によるイベントの実施も珍しくありません。

図９

みさと天文台の場合は 2016 年頃まで、集客
のためにも「天文教室」と呼ばれる特別イベン
トを毎月実施していました。天文現象にあわせ
た体験型イベントか、職員が何かテーマを決め
て考え、１日だけの講演会や体験型イベントを
実施するのです。それらはもちろん教育活動と
して価値あるもので、天文台の資産にもなって
いきます。しかし、集客が低迷し「天文台はお

みさと天文台でもそうだったのです。機材に望

荷物」などど言われている状況下では、コスト

遠鏡だけを使うのは、業界での固定観念だった

のかかるイベントよりも定期催しによる安定し

のかもしれません。

た集客が優先されるべきでしょう。
そこで、2016 年の後半からは、天文台の定

★口径 30mm6 倍の双眼鏡を積極的に活用
夏の大三角の部分を、双眼鏡で暗順応させた
眼で覗くと、都会の人にとっても、田舎の人に
とっても、想像を超えるものが見えてしまいま

期催しの中心である「星空ツアー」の魅力アッ
プに着手しました。その１つが、星空ツアーの
時間限定で実施する「カフェ」です。
女性はカフェが大好きなのはいうまでもあり

す。それは、
「綺麗な星空」でも「綺麗な天の川」

ません。世の中、何にでもカフェをつけるのが

でもない、空が無くなるほどの星空です。天文

普通になってきている事は、結婚式の前から気

ファンにとってはいつもの光景でも、一般のお

づいていたのですが、当時は協力店舗がほとん

客様にとっては土星並みの衝撃なのです。

ど無かったのです。しかし、結婚式の翌年 (2016

みさと天文台の星空ツアーでは、お客様自身

年 ) のペルセウス座流星群観望会での大渋滞事

で双眼鏡を持ってもらい、覗いてもらう事を、

件の後になると、協力店舗の問題は無くなって

プログラムに必ず入れるようになりました。望

いましたし、「天の川」を売る戦略とイベント

遠鏡では、セッティングされたものを覗くだけ

による宣伝効果により、星空ツアーの参加者数

ですが、双眼鏡の場合は「自分で見つける」と

は明らかに増加していました。つまり、イベン

いう、１つレベルの高い「感動体験」ができる

トに依存しない集客の下地が、イベントの実施
21 世紀 WAKAYAMA
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で作られていったのです。

るという方向がより鮮明なものでした。限定

2016 年 10 月 29 日（土）の「天の川が見

1500 枚のチケットはイープラス等で販売し、

えるカフェ」初回は、90 名と大盛況でした。

1 週間前に完売、
「星ビジネス」での町の実力

夏でもないのに天文台の定期催しで室内がいっ

者たちの結束により、天文台単独で実施した頃

ぱいになる事に、地元の人々が驚愕していまし

に比べると、ずっとスムーズにイベントが開催

図 10

できるようになっていきました。
町民の感覚では「高い」料金のチケットが 1
週間も前に売り切れた事は、多くの町民に驚き
与えました。この時の料金設定は、大規模改修
後のみさと天文台の星空ツアーの料金設定に影
響を与えました（現在の星空ツアー NeXT の参
加費は一般 1500 円・小中高校生 200 円）。
■まとめ──あらゆる仕事に共通する事と、町
の「質」

た。その後も、カフェのある星空ツアーは大盛

このような町全体の動きの延長線上にあるの

況で、みさと天文台の看板商品のようになって

が、2019 年夏にスタートしたみさと天文台の

いきました（図 10）。

大規模改修計画です。2022 年 3 月 11 日に内

・2017.4.29 ～ GW（後半は昼カフェ付）9 日

閣府の地方創生拠点整備交付金の交付が決定す

プラネ・3D・星空ツアー のべ 1187 名
・2017.8.12「天の川が見えるカフェ」売り上
げ 10 万円 / 日を突破
・2018.3.17「天の川がみえるカフェ☆ファイ
ナル」108 名
・2018.4.28 ～ GW（後半は昼カフェ付）7 日
プラネ・3D・星空ツアー のべ 1213 名

るわけですが、申請書類の作成には大変な時間
と労力を要しましたし、さらに建物の設計が始
まっても休まらない毎日でしたが、天文台運営
のための様々な経験・人脈が存分に活かされま
した。
これまでを振り返ってみると、あらゆる仕事
に共通するのは「相手の事をどこまで深く考え
られるかどうか」に尽きると考えています。み

● 2018 年、紀美野町観光協会が本格始動

さと天文台では、お客様、町民、職員、ボラン

2016 年にゴルフ場で開催したペルセウス座

ティアスタッフ、それぞれの満足度を引き上げ

流星群観望会で推定 5000 人を動員し、周辺が

ていくには、何をすれば良いかを日々考え、地

大渋滞した事をうけ、2017 年度より紀美野町

道な努力を積み重ねてきました。もちろん、こ

の観光協会が体制を変え、星空イベント開催の

のような努力が成果につながるためには、町

ために本格的に動き出しました。

の「質」が掛け算として効いてきます。紀美野

2017 年度の冬より、これまで天文台が主

町には、このような文化施設の存在・運営を容

催していた流星群イベントを観光協会が主催、

認する町民独特の優しさがあり、数多くの有能

2018 年には夏と冬との２回の流星群イベント

なキーパーソンの存在が、町づくりの基礎をな

を同様の体制で実施しました。8/12 のペルセ

しています。仮にこの町にそのような基礎が無

ウス座流星群観望会では 17 店舗ものフードエ

かったら、今のような天文台の発展は難しかっ

リアを設け、入場チケット（＠ 1500 円）が必

たと考えています。

須の事前予約制をとり、ビジネスとして実施す
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