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間瀬康文（1962年生まれ） 
愛知県知多郡武豊町在住 
普通のサラリーマン 
「星」「モノ創り」「ねこ」が好き 
 

GIGASTAR® で週末起業に挑戦中！ 



1969年(小1) アポロ11号の月面着陸で天文に目覚める 
1974年(小6） 図書館で「反射望遠鏡の作り方」の本に出会う 
1978年(高1) 半田高校地学部。反射望遠鏡を始めて手作り 
1979年(高2) 柊祭で「LED式プラネタリウム」を製作 
1980年(高3） 光学レンズの研磨に挑戦後、受験生になる 
1981年(大学） 名古屋大学工学部機械学科でエンジニアリング 
～84年 を学ぶ 
1985年 ブラザー工業株式会社入社。FDDの開発に従事 
～  その後、編機、ミシン、刺繍装置、特許管理など 
1993年(31)  を経て、TCP/IP・インターネットの世界に触れる 
1999年(37) 特定非営利活動法人ＮＰＯ知多ネット設立 
 インターネットプロバイダ事業実施 
1999年(37) 渡邊久憲氏と出会い、ITビジネスに参画 
1999年 ウエブクルー保険見積「bang!」立ち上げ参加 
2003年(41) ＮＰＯ法人武豊文化創造協会に参画 
2004年(42) ウエブクルー株式公開。老後資金の足しとなる 



2005年(43) 社内異動を申し出、環境推進部へ異動 
2006年(44) ＣＳＲ推進部立上。社会貢献担当マネジャー 
2008年(46） ブラザー100周年記念事業として、起業家支援 
～2013年 社会貢献「東海若手起業塾」に参画。 
2012年(50) ギガスター実行委員会設立。GIGASTARの基 
 礎研究のスタート 
2014年(52) 創業補助金を受給し、創業活動スタート 
2015年(53) 特定非営利活動法人ギガスター設立。  



全国のプラネタリウム ３００以上 
プラネタリウム観覧者 ７００万人 以上 子どもの理科離れが 

問題となっています。 

しかし、そうしたなかでも 

天文や宇宙は 

興味が高い分野です。 

1.問題意識 



全国のプラネタリウム ３００以上 
プラネタリウム観覧者 ７００万人 以上 自然の星空の 

圧倒的な美しさに出会うと 

一生の思い出となり 

自然に対する世界観をかたち作る 

貴重な体験となります。 

1.問題意識 



全国のプラネタリウム ３００以上 
プラネタリウム観覧者 ７００万人 以上 宇宙を学ぶことは 

地球の大切さを知り 

地球環境を守る心を育てます。 

天文学は、現代社会において 

大切な教育分野のひとつなのです。 

1.問題意識 



全国のプラネタリウム ３００以上 
プラネタリウム観覧者 ７００万人 以上 星空への興味を育む取り組みが、 

さまざまなタッチポイントで行われています。 

1.問題意識 

・プラネタリウムで 気軽に星に触れる。 
・星を見る会で、望遠鏡で星に触れる。 
・都会を離れ、美しい満天の星空に出会う。 



●プラネタリウム観覧者 800万人以上 
 

                              *平成２8年日本プラネタリウム協議会調べ 
 

●うち星を見る会の定員 100分の1以下 
                              *名古屋市科学館の事例 
 

●晴天の開催確率  2分の1以下 
 

●都会で見える星の数 100分の1以下 
                              *限界等級 2等星 
 

1.問題意識 

圧倒的に少ない、星空観察会の機会 
圧倒的に少ない、都会の夜空の星 
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●美しい星空を活用したエコツーリズム 
 

天候リスクや提供ノウハウの壁があり、 
宿泊を伴う観光商品として商品力に劣る。 
 

阿智村などの成功事例はあるものの、 
全国に波及可能なモデルとなっていない。 

1.問題意識 

星空は、観光資源として活かしにくい 
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ミッション 
 天文教育を中心とした社会教育の推進と、中山間地域を中心とした 
 地域における星空を活かしたまちづくりや観光の振興 
 

ミッションの達成方法 
 人々が星空に触れる様々なタッチポイントで、 
 GIGASTAR® による天体観察支援を提供する。 
 そして、人々の、美しい星空に触れる機会を拡大する。 
 結果、本物の星空に出会うための新たな行動に移す人々を創出し、 
 天文教育の推進と地域振興を図る。 

２. ミッションの設定と達成方法 

・学校の授業   ・星空が美しい山間地域 
・自宅の寝室の窓  ・星を見る会 
・プラネタリウム    ・林間学校 
・各種イベント、講演会  ・病室     などなど・・・ 

星空に触れる様々なタッチポイント 



エンジニアリングを通じた社会課題の解決 
 
・望遠鏡を向けると美しい深遠な宇宙の姿がどんどん見えてくる
「GIGASTAR®」や、全自動天体望遠鏡システムの開発など、 

エンジニアリングを中心とした活動を推進し、新しい価値を創出。 
 

・行政や中小事業者との協働を通じて、全国の学習現場での導
入と有効活用や地域振興につなげる。 

 

 
 
・空が明るくて、星が良く見えない都会でも、お昼の時間でも、曇りでも、雨でも 
・世界で最高レベルの星空の下で、 
・望遠鏡やデジカメで詳細な観測疑似体験ができる。 
 

・専門家でなくても、限りなく低い設備投資で導入できる設備によって、 
 山間地域の美しい星空を、宿泊観光の魅力の柱に据えることができる。 

３. 事業戦略 

エンジニアリング活動で創出する新しい価値 



１）2020年3月末に以下の成果が得られている。 
 

 ① GIGASTAR®の体験者数        100 万人／年 
 

 ② その結果、行動変化を起こした人       10 万人／年 
 

   ★新たな行動変化の事例 
    ・今まで参加しようと思わなかった、地域の星を見る会に積極的に参加 
    ・新たに天体望遠鏡等を購入して週末に星の綺麗な地域までドライブ 
    ・夏休みに山村部の宿泊施設を利用した家族旅行を計画 
    ・教員が、新たに天体観察の機会を生徒・児童に提供 etc 
 

 ③ GIGASTAR®を導入・活用する、地域振興モデル数／地域数 
        3モデル／10地域  
 

２）関係する社会的組織が、それぞれのキャッシュポイントを持ち、 
   協働ビジネスモデルとして確立し、全体として持続的に貢献し 
   続けられる社会的事業体が成立している。 

4. 中期計画（2020年ビジョン） 



ⅱ）都会での「美しい星空体験」の
機会の拡大 

ⅲ）山村地域の「美しい星空体験」
を都会の需要者へ提供する
サービスと運用体制の構築 

ⅳ）山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と山村への訪問の機会の提供 

「美しい星空を活かした、社会教育の推進、ならびに、山村地域の地域振興 ⅰ）星空の魅力を伝えるために有効な新しい星空観察支援ツールの開発と製作 
ア）専門知識が無い利用者でも簡単に使える全自動天体望遠鏡の開発 

イ）天体望遠鏡で観察可能な、圧倒的に高精細な星空を再現する高精細星空再現装置「GIGASTAR®」の開発 

①小中学校 

② 科学館などの社会教育施設 

③大規模商業施設 

④ショールームを持つ民間企業 

⑤大規模マンションの管理組合 

ウ）身近な場所
での星空観察
を促す活動 

エ）山村地域の
美しい星空を
疑似体験でき
る機会の提供 

⑥観光旅館 

⑦温泉施設 

⑧民泊農家 

⑨自然体験教育施設 

⑩廃校活用まちづくり組織 

オ）ツールの提供
や活用方法・
星空解説方法
の習得の機会
の提供 

⑪道の駅 

⑦温泉施設 カ）夏休みを中心に
新たに山村地域へ
訪れる星空体験研
修の実施 

①～⑤ のタッチポイント 

キ）「高精細星空再現
装置」を用いて山
村地域の美しい星
空を訴求する活動 

⑩廃校活用まちづくり組織 

５. アクションマップ 

（長期入院の子どもの病院） 



ⅱ）都会での「美しい星空体験」の
機会の拡大 

ⅲ）山村地域の「美しい星空体験」
を都会の需要者へ提供する
サービスと運用体制の構築 

ⅳ）山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と山村への訪問の機会の提供 

「美しい星空を活かした、社会教育の推進、ならびに、山村地域の地域振興 ⅰ）星空の魅力を伝えるために有効な新しい星空観察支援ツールの開発と製作 
ア）専門知識が無い利用者でも簡単に使える全自動天体望遠鏡の開発 

イ）天体望遠鏡で観察可能な、圧倒的に高精細な星空を再現する高精細星空再現装置「GIGASTAR®」の開発 

ウ）身近な場所
での星空観察
を促す活動 

エ）山村地域の
美しい星空を
疑似体験でき
る機会の提供 

⑥観光旅館 

⑦温泉施設 

⑧民泊農家 

⑨自然体験教育施設 

⑩廃校活用まちづくり組織 

オ）ツールの提供
や活用方法・
星空解説方法
の習得の機会
の提供 

⑪道の駅 

⑦温泉施設 カ）夏休みを中心に
新たに山村地域へ
訪れる星空体験研
修の実施 

①～⑤ のタッチポイント 

キ）「高精細星空再現
装置」を用いて山
村地域の美しい星
空を訴求する活動 

⑩廃校活用まちづくり組織 

6. GIGASTAR® のご紹介 

①小中学校 

② 科学館などの社会教育施設 

③大規模商業施設 

④ショールームを持つ民間企業 

⑤大規模マンションの管理組合 

（長期入院の子どもの病院） 



                          は 
 

プラネタリウム内や展示室、夜間の星を見る会の曇天時に、
天体望遠鏡を用いた星空観察体験を提供するために、 
シート表面に自発光する高精細な星を形成した、 
「限りなく本物に近い星空」を再現可能な、 
超高精細星空再現装置 です。 

GIGASTAR® 

6. GIGASTAR® のご紹介 



③ スペクトル型に対応した、忠実な色再現 

-1.4等星 
（シリウス） 

② 最大22.5等級（10億（ギガ）倍) のダイナミックレンジ 
21.1等 

（最微光星） 

① 直径 0.3 mm以下の、高精細な星像 
→  ←   Max0.3mm 

天体望遠鏡による観察が可能な、高精細な星空を再現す
るために、以下の技術的目標を掲げて開発しています。 

6. GIGASTAR® のご紹介 



原版の小さな穴を通過したランプの光を、 
レンズでドーム表面に投影 

天体望遠鏡で拡大すると 
星が円盤状で、暗く、不鮮明になりがち 

星の像が円盤状で、暗く、不鮮明 

望遠鏡で観察した星のイメージ 

投影式 プラネタリウム 

(参考) 従来のプラネタリウムの原理 



ドーム表面に,直接ピンホール等で 
微小な星を、高密度で形成 

天体望遠鏡で拡大しても 
星がシャープに「点」で美しく、輝いて見える！ 

望遠鏡で観察した星のイメージ 

星の像が点に見えて、シャープ 

直接式 プラネタリウム 

6. GIGASTAR® のご紹介 



微細な穴を、 
正確・高速・安価に 
加工するレーザー式 
自動加工装置の開発 

2. レーザー加工による星空シート製造方法の改善 

無人運転が可能な専用生産設備により 
星空シートの生産コストを大きく削減 

レーザー加工装置による星空シートの生産体制を構築しています。 

6. GIGASTAR® のご紹介 
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分光器を用いた「星の色」の再現システムを構築しています。 

6. GIGASTAR® のご紹介 

分光データの分析により
星の色を再現する 

フィルタ印刷条件を決定 



ⅱ）都会での「美しい星空体験」の
機会の拡大 

ⅲ）山村地域の「美しい星空体験」
を都会の需要者へ提供する
サービスと運用体制の構築 

ⅳ）山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と山村への訪問の機会の提供 

「美しい星空を活かした、社会教育の推進、ならびに、山村地域の地域振興 ⅰ）星空の魅力を伝えるために有効な新しい星空観察支援ツールの開発と製作 
ア）専門知識が無い利用者でも簡単に使える全自動天体望遠鏡の開発 

イ）天体望遠鏡で観察可能な、圧倒的に高精細な星空を再現する高精細星空再現装置「GIGASTAR®」の開発 

ウ）身近な場所
での星空観察
を促す活動 

エ）山村地域の
美しい星空を
疑似体験でき
る機会の提供 

⑥観光旅館 

⑦温泉施設 

⑧民泊農家 

⑨自然体験教育施設 

⑩廃校活用まちづくり組織 

オ）ツールの提供
や活用方法・
星空解説方法
の習得の機会
の提供 

⑪道の駅 

⑦温泉施設 カ）夏休みを中心に
新たに山村地域へ
訪れる星空体験研
修の実施 

①～⑤ のタッチポイント 

キ）「高精細星空再現
装置」を用いて山
村地域の美しい星
空を訴求する活動 

⑩廃校活用まちづくり組織 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 

①小中学校 

② 科学館などの社会教育施設 

③大規模商業施設 

④ショールームを持つ民間企業 

⑤大規模マンションの管理組合 

（長期入院の子どもの病院） 



科学館等の施設への展示教材の提供事業 ① 

プラネタリウムの観覧者に、天体望遠鏡による天体観察体験を提供 

傾斜型ドームでの設置例 １．既存施設に設置可能 

２．ドームの周辺スペースを活用 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 



１．観察者の視度に合わせて、自動でピントが合う 

２．視野内に、解説情報が表示される 

３．観察者の学齢や言語に合わせた解説が提供される 

プラネタリウム内で、効率的に天体観測体験を提供する専用望遠鏡 

現在 
試作中！ 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 

科学館等の施設への展示教材の提供事業 ② 



装置をかざすと美しい星空が見える、体験型施設として提供 

「わくわくスコープ」で、 
天体観察に、夢中！ 1. 施設に応じて様々なサイズ・形式で展開 

2. 真っ暗でなくても観察できるので安全 

テーブルタイプも好評！ 

科学館等の施設への展示教材の提供事業 ③ 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 



ワークショップの教材としても最適 

安価（約1600円）で商品化が可能 

淡く光る、天の川銀河を再現！ 

星がキラキラ光り、とっても綺麗！ 

6等星までの星を再現！ 

蛍光ペンで星座線を再現！ 

科学館や一般向け教材 「光る星座盤」 の提供事業 

光る星座盤 
GIGASTAR®SKY 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 





しかしながら、日中の講義で、天体
観察の演習を行うのは困難。 

将来の学校現場で天文教育に携わ
る教員の卵への啓発は極めて重要 

そこで、GIGASTAR®等を用いた、新し
い望遠鏡実習を提供。 

長期的視点での、理科教員を目指す学生を対象とした事業の実施 
 

教育学部 地学実験での望遠鏡実習でのGIGASTAR®の活用 

GIGASTAR® HOME 
iPhone 木星 

他大学への展開を目指して、複数の望
遠鏡とGIGASTAR®による支援セット
の貸出事業展開を検討。 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 



しかしながら、病室の中でそれを日常
的に実感することは困難 

地域の科学館と山間地域の星空サ
ポーターと連携してGIGASTAR®を病

室へ定期宅配 

都会の病院に入院するお子さんへの「季節の星空の産地直送」事業 

愛知県と岐阜県でモデル事業の実施
を検討中 

人間にとって、風景や星空を通じて
四季の移り変わりを感じることは、生
きる力を育むうえで重要 

GIGASTAR® HOME 
（自発光壁掛けパネル式） 

7. 都会での「美しい星空」体験機会の提供 



ⅱ）都会での「美しい星空体験」の
機会の拡大 

ⅲ）山村地域の「美しい星空体験」
を都会の需要者へ提供する
サービスと運用体制の構築 

ⅳ）山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と山村への訪問の機会の提供 

ⅰ）星空の魅力を伝えるために有効な新しい星空観察支援ツールの開発と製作 

ウ）身近な場所
での星空観察
を促す活動 

エ）山村地域の
美しい星空を
疑似体験でき
る機会の提供 

⑥観光旅館 

⑦温泉施設 

⑧民泊農家 

⑨自然体験教育施設 

⑩廃校活用まちづくり組織 

オ）ツールの提供
や活用方法・
星空解説方法
の習得の機会
の提供 

⑪道の駅 

⑦温泉施設 カ）夏休みを中心に
新たに山村地域へ
訪れる星空体験研
修の実施 

①～⑤ のタッチポイント 

キ）「高精細星空再現
装置」を用いて山
村地域の美しい星
空を訴求する活動 

⑩廃校活用まちづくり組織 

8.山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と 

  山村への訪問の機会の提供 

①小中学校 

② 科学館などの社会教育施設 

③大規模商業施設 

④ショールームを持つ民間企業 

⑤大規模マンションの管理組合 

（長期入院の子どもの病院） 



通過型の日帰り客から、宿泊を伴う
着地型観光へのシフトが課題 

道の駅や、温泉施設など、山村地
域には日帰り旅行を中心に、年間
数十万人規模の観光客が訪れる。 

GIGASTAR®を用いて、星空を活用し
て、宿泊観光の魅力を訴求し、着
地型観光へのシフトを図る 

都会から訪れる観光客への、宿泊観光の魅力を訴求する活動の実施 

8.山村地域の「美しい星空体験」の魅力訴求と 

  山村への訪問の機会の提供 

温泉施設 「湯星館」 

道の駅 「どんぐりの里」 



 
GIGASTAR® 

 
本物の星空との出会いをあなたへ 


