
世界初の宇宙帆船「イカロス」が
切り拓く太陽系大航海時代

12017年12月2日（土） 森 治

ソーラーセイル（宇宙ヨット）
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帆（セイル）で風を受けて海を進むヨットのように，
帆で太陽からの光を反射して宇宙空間を推進する．
→燃料を使わない「夢の宇宙船」

ユニークな形状！

※アイデア自体は100年前からあり，SFにもよく登場する．
世界中で研究開発が行われているが，実現されていなかった・・

太陽光から受ける力はどのくらい？

→約0.1g（1円玉0.1個分の重さ）

一辺14m
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・太陽の光の常時受け続けることができる．
・宇宙空間には空気抵抗がないため，加速分が蓄積される．
・究極的には光速に達する．
※宇宙で最も速い乗り物になる！

200m2（14m×14m）の帆が太陽光から受ける力

電力の確保

きょっこう だいち 国際宇宙ステーション

多くの宇宙機は太陽電池で発電する．

太陽から離れると太陽光が弱くなり，発電量が減る．
（木星では地球の1/25）

1AU
5AU
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ソーラー電力セイル

ソーラーセイル

薄膜太陽電池

ソーラー電力セイル
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ソーラーセイルの帆に薄膜太陽電池を貼り付けることで
太陽光による加速と発電を同時に実現する日本オリジナルのアイデア．
（燃料と電力の課題を同時に解決できる）

「ソーラー電力セイルの実験機」として「イカロス計画」がスタート

帆本体

一辺14m

高さ
0.8m

直径1.6m

全体重量：310kg
（帆：15kg）

イカロスの諸元

2010年5月に金星探査機「あかつき」と
相乗りで打ち上げられた．.
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イカロスの帆
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液晶デバイス

薄膜太陽電池

テザー（ひも）

先端マス（おもり）

一辺14m

・一辺14mの正方形で，厚さ7.5μm（髪の毛の1/10以下の薄さ）．
・膜材として厳しい宇宙環境にも耐えられるポリイミド樹脂を採用．
・光を反射するよう片面にアルミニウムを蒸着．
・膜の一部に薄膜太陽電池や液晶デバイス，ダストカウンターを貼り付けてある．
・テザーでセイルと本体を接続し，全体がスピンして遠心力でセイルを張る．
・先端マス（おもり）を膜の各頂点に取り付けセイルを張りやすくする．

イカロスの帆の写真

表面（太陽面） 裏面（反太陽面）

1/4の帆

薄膜太陽電池（25μm） ポリイミド膜（7.5μm）
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アルミ蒸着

膜面展開手順

先端マス解放

一次展開

二次展開

先端マス
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イカロスのカメラ

モニタカメラ（4台）

分離カメラ（2台）
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ソーラーセイル

太陽光

元の軌道
ソーラーセイルが
太陽光により受ける力

太陽から遠ざかる場合 太陽に近づく場合

軌道制御の原理

変化した軌道

ソーラーセイルによる軌道制御

帆の向きを調整すれば軌道制御が可能となる．
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帆の向きの調整 → 液晶デバイス

液晶デバイスによる姿勢制御

電源ON 電源OFF

光圧 F1 光圧 F2 （< F1 ）

光圧のアンバランス作り出す
⇒ 帆の向きを調整

鏡面反射

（太陽光）
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ON

OFF

鏡面反射 鏡面反射 拡散反射

本体

膜面

液晶デバイス



イカロスのミッション

打ち上げ
（2010年5月下旬）

② 薄膜太陽電池による発電

③ ソーラーセイルによる加速

④ ソーラーセイルによる
航行技術の獲得
（軌道制御等）

① 大型膜面の展開

イカロスのミッションは4つ
いずれも成功すれば，世界初の快挙となる．

地球

金星

太陽

金星通過
（2010年12月上旬）
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H2Aロケット17号機イカロス搭載

2010年5月21日（金）6時58分22秒（日本標準時），
H2Aロケット17号機により金星探査機「あかつき」と相乗りで
種子島宇宙センターから打上げられた．

打ち上げ

イカロスの搭載・打ち上げ
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イカロスの運用実績

2010年 5月21日 打ち上げ

5月26日 先端マス解放
6月2日～8日 一次展開
6月9日 二次展開
6月10日 薄膜太陽電池による発電の確認

6月14日 分離カメラによる撮像実験（1回目）
6月19日 分離カメラによる撮像実験（2回目）

7月9日 ソーラーセイルによる加速の確認
7月13日 液晶デバイスによる軌道制御の確認

12月8日 金星通過
12月31日 運用終了→運用延長

6月13日 「はやぶさ」帰還
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先端マス解放後のモニタカメラ画像

モニタカメラ1 モニタカメラ2

モニタカメラ3 モニタカメラ4

先端マス

2010年5月26日に先端マス解放を実施
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一次展開中のモニタカメラ画像（初期）

17（3 秒毎）

2010年6月2日に一次展開を開始

一次展開中のモニタカメラ画像

モニタカメラ3 モニタカメラ4

モニタカメラ1 モニタカメラ2

18



一次展開後のモニタカメラ画像

2010年6月8日に一次展開を終了

モニタカメラ1 モニタカメラ2

モニタカメラ3 モニタカメラ4
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二次展開後のモニタカメラ画像

モニタカメラ1 モニタカメラ2

モニタカメラ3 モニタカメラ4

2010年6月9日に二次展開を実施
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ソーラーセイルよる加速

速
度

[m
m

/s
]

2010年6月9日に速度変化からソーラーセイルによる加速を確認

速度変化から算出される太陽光圧による推力＝0.1g

21世界初のソーラーセイルの誕生！

膜面展開

分離カメラ実験（1回目）の画像
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液晶デバイスの動作確認
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ON

OFF
ON

OFF

OFF

ON

(拡散反射)(鏡面反射)

液晶デバイスによる姿勢制御

24

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00

時刻（世界標準時）

太
陽

角
[d

e
g]

制御開始前 制御中 制御なし状態（外挿）

制御開始

液晶デバイスによる
姿勢制御角



金星通過

金星

2010年12月8日に金星から約8万kmの距離を接近通過（フライバイ）
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イカロスの次のソーラー電力セイル計画
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・イカロスの約10倍の面積（2000m2）の帆のソーラーセイルに加え，
はやぶさの約2倍の性能のイオンエンジンを駆動し，ハイブリッド推進を行う．

・帆全体に薄膜太陽電池を貼り付け，大電力を確保する．

燃料：大型のソーラーセイル（燃料なし）＋高性能なイオンエンジン（燃料節約）
電力：大面積の薄膜太陽電池

イオンエンジン薄膜太陽電池

ソーラーセイル

トロヤ群小惑星探査計画
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太陽

地球
(1AU)

トロヤ群
小惑星（5.2 AU）小惑星帯 (3AU)

木星 (5.2AU)

・宇宙赤外線背景放射の掃天観測
・太陽系ダスト分布のその場計測
・ガンマ線バーストの偏光観測
・磁場観測
・トロヤ群小惑星の観測
・トロヤ群小惑星の試料分析

・2022年：打ち上げ
・2024年：地球スイングバイ
・2026年：木星通過
・2036年：トロヤ群小惑星到着

（子機による着陸・試料分析）
・2037年：トロヤ群小惑星出発
・2050年：木星通過
・2053年：地球帰還

ミッションの主な特徴
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・世界初のソーラーセイルとイオンエンジンのハイブリッド推進

・世界最高性能のイオンエンジン

・世界初の小惑星帯以遠での宇宙赤外背景放射観測

・世界初のトロヤ群小惑星ランデブー

・世界初のトロヤ群小惑星サンプル分析

・世界初の外惑星領域往復

・世界最高速度の地球帰還カプセル

ミッション比較
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はやぶさ・イカロスによって太陽系大航海時代がはじまった！
これらを組み合わせた外惑星領域往復探査によって，
将来の太陽系探査を日本が先導する！！

探査機 打ち上げ メインエンジン 探査対象

はやぶさ 2003年 イオンエンジン イトカワ（S型）

イカロス 2010年 ソーラーセイル クルージング観測
（金星フライバイ）

はやぶさ２ 2014年 イオンエンジン リュウグウ（C型）

イカロス２
（仮）

2020年代
（未定）

大型ソーラーセイル
高性能イオンエンジン

トロヤ群小惑星（D/P型）
クルージング観測
（木星フライバイ）

イカロスの開発条件

＜背景＞

 木星トロヤ群探査計画の前に小型実験機にてソーラーセイルおよびソーラー
電力セイルを世界で初めて実証する．

 ソーラーセイルによる加速確認を行うには地球の重力・空気抵抗の影響を避
けるため惑星間軌道への投入が必要である．

＜方策＞
 金星探査機「あかつき」と相乗りにより実現．

＜制約＞
 計画開始から打ち上げまでわずか2年半（あかつきは7年程度）．
 コストも非常に小さく，従来の科学衛星の1/10規模．

30



イカロスの開発方針

＜対応策＞

 開発項目を極力ミッション系に集中し，リソース（人員，コスト，スケジュール）分
散リスクを回避した．

 開発リスク低減のため，ミッション系以外は他プロジェクトからの既存品・既開発
品を多く採用した．
既存品： MVロケット，LUNAR-A，はやぶさ，DRTS等
既開発品：あかつき等

 十分なマージンを確保した設計とし，試作モデルを作らなかった．
 数か月のスケジュールマージンを確保した．
 若手職員，学生が主体的に設計・製作・試験・運用に実施した．
 世界初のミッションであるためチームの士気を高めるのは比較的容易であった．

年度

月 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

イベント

2007 2008 2009 2010

開発
フェーズ

打上▲
▲バス系CDR

▲ミッション系CDR
▲ロケットI/F確定

▲コンフィギュレーション確定

詳細設計 フライトモデル製作・単体試験 総合試験 予備 あ
射場
作業
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膜面の形状・折り方をどうするか？
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・「折り紙」を折って，実際に回転させて広げてみる．
・うまく広がった膜面形状・折り方に対し，膜面のサイズを大型化して実験する．
・実験結果を踏まえ，膜の折り方を改良していく．

日本の伝統文化の「折り紙」が非常に役に立った！

複合らせん折り扇子型 らせん折り 回転二重折り

四角型

実際に検討した膜面形状・折り方（ほんの一部）

逆傘型 クローバ型

モノ作りについて

「モノ作りは面白い」
物理現象をよく理解し，予測をたててモノを作る．
実際に動かすことでその成果が確認できる！

「モノ作りはごまかしがきかない」
相手は自然の法則である．
交渉（賄賂・おどし・おまけ）で何とかなることではない．

「モノ作りはリカバリー＆ステップアップが可能」
不具合・誤差が発生しても原因を見極めて，モノを修正できる．
改良・進化させることができる．
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地道に頑張る日本人は「モノ作り」に向いている．
日本が世界の一流国でいられるのは「モノ作り大国」だから．

東工大と宇宙研で学生指導をして思うこと

他大学の学生と比較すると・・
・「モノ作り」の能力で圧倒している．

IKAROSの展開機構，カメラは東工大（OBを含む）で開発された．
アメリカ航空宇宙学会で最優秀論文賞を受賞したが，
メンバー9人の内，6人が東工大出身または東工大教員
他の分野でも同様．Meister，ロボコン，スパコン，・・・
「煙突のあるところに蔵前あり」

・トークが苦手．
成果を正確に伝えること（プレゼン能力）は重要．
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鍛えるべきは技術力（モノづくり）．
言語で不利であっても日本は世界に君臨できている．
「日本の中の東工大」は，「世界の中の日本」と同じ構図．
日本の要はやはり技術力であり，技術立国であり続けるべき．

技術立国であるために
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世界一（世界初，世界最高，世界唯一）の研究開発
・世界二位を目指すのはナンセンス（精神的，特許等の観点）
・はやぶさ帰還に対する世論が証明

世界一の研究開発を実現するために・・
・地道な努力（リカバリー＆ステップアップ）
・挑戦（失敗リスク）に対する許容→加点方式での評価
・チーム（よい仲間）
※コスト・スケジュールは工夫である程度カバーできる

これらを支えるのは，夢（目標，ビジョン）
・夢を持つことで地道な努力，挑戦が可能になる．
・夢が明確であれば，チームはまとまる．

君も太陽系をヨットに乗って旅しよう！
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「Bon Voyage ! （よい旅を）」

東工大OBの皆様がこれから一層ご活躍し，
日本が技術立国として，ますます発展しますように・・


