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 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の探査機「はやぶさ２」が 2020 年 12月 6日、小惑

星「リュウグウ」から採取したサンプルを地球に持ち帰った。2014 年 12 月 3 日の打

ち上げから約 6年。この間の総飛行距離は 52億 4000万 kmに及んだ。 
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今後の展望などについて話した。 

津田氏は打ち上げから 4カ月後の 2015年 4月に 39歳でプロジェクトマネージャに
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司会=元村有希子 日本記者クラブ企画委員

(毎日新聞論説委員)  2020 年 12 月に宇宙航

空研究開発機構（JAXA）の小惑星探査機「はや

ぶさ 2」が地球へ帰還し、小惑星「リュウグウ」

からサンプルを回収することに成功しました。

本日は、「はやぶさ 2」プロジェクトのプロジェ

クトマネージャである津田雄一さんに、プロジ

ェクト成功までの道のりや背景、今後の課題な

どについて、リモートでお話を伺います。 

帰還直後の記者会見以来、津田さんが記者の

質問に直接答えるのは今回が最初の機会だと

伺っています。まず津田さんから 30 分ほどお

話を伺います。 

津田さん、よろしくお願いします。 

津田雄一 JAXA「はやぶさ 2」プロジェクトプ

ロジェクトマネージャ どうぞよろしくお願

いします。 

皆さん、こんにちは。私は JAXA「はやぶさ 2」

プロジェクトのプロジェクトマネージャをや

っています津田と申します。きょうはこのよう

な機会をいただき、どうもありがとうございま

す。 

（スライド 1） 

それでは、最初 30分ほど、「はやぶさ 2」計

画の全体像と成果について、ご紹介させていた

だきます。 

（スライド 2） 

まず、この動画から入りたいと思います。こ

れは「はやぶさ 2」が 2 回目のタッチダウン、

リュウグウに着陸したときの映像です。探査機

自身が撮影した映像で、こういう状態をつくる

のに、われわれは非常に心血を注いで、10年以

上計画を練っていったわけです。なので、この

画像が地球に届いてきたときは、われわれ探査

計画をやってきた者も非常にうれしかったで

す。画像はわれわれが想像していたものとかな

り違う、驚きに満ちたものでした。その辺りも

この後ご紹介しようと思います。 

いずれにしろ 2 回目の着陸というのも大き

なポイントでした。一つの天体の 2地点に着陸

したのは、月より遠い天体、小惑星では世界初

でした。しかも、2回目の着陸地点は地下物質

が豊富にあるところで、地下の物質をさらけ出

して、それを採取したということになります。 

リュウグウは地球から 3 億 km 彼方の天体で

したが、着陸精度、狙ったところから 60 ㎝し

かずれていませんでした。こういうところが技

術的に非常に大きな成果となっています。 

（スライド 3） 

この採取したサンプルを、去年の12月6日、

いまから 1カ月ちょっと前ですが、地球に無事

持ち帰ることができました。持ち帰った後、総

量を計測したところ、5.4ｇでした。われわれ

は、0.1ｇを目標にずっとやってきましたので、

それに比べると非常に大量のサンプルが採れ

たということで、これも非常に大きな成果とし

て、われわれ自身も大変うれしかったです。 

サンプルは黒い砂というか礫（れき）という

か、砂利のようにみえます。これがリュウグウ

のサンプルなわけですが、真っ黒です。黒とい

うことにも意味があります。 

岩だらけの地表、着陸地点に苦労 

（スライド 4） 

さて、われわれが訪れたリュウグウという天

体ですけれども、これはよく「3億 km彼方の」

というふうに説明しますが、それはこういうこ

とです。 

太陽があり、太陽の周りを地球が 1年 365日

で 1回公転しています。リュウグウはそれより

少し大きな軌道、大体 1.4年ぐらいで 1公転し

ます。 

小惑星に滞在中、探査機がリュウグウの近く

にいたわけですけれども、そのときの地球との

位置関係はおおよそこのような形になってい

ます。その直線距離が 3 億㎞だということで、

実際には、探査機はこの直線距離でリュウグウ

に行ったわけではなく、この軌道に沿って進み

ます。その往復の飛行距離が 52.4 億㎞になる

という非常に長い旅でした。 

そのようにして到着したリュウグウという

のは、その形もわれわれにとっては非常に意外
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で、そろばんの玉のような、科学界では「コマ

型」というふうに言うことが多いのですが、英

語では“top shape”と言います。 

大きさは直径 1㎞で、自転速度は地球のおよ

そ 3 倍の 7.6時間で 1 自転というものでした。 

非常に困ったのは地表の状態で、辺り一面岩

だらけで、平坦な場所が一つもないというとこ

ろでした。われわれは、「はやぶさ 2」がどこに

着陸できるかということで、苦労させられまし

た。 

「はやぶさ２」が持つ 3 つの意義 

（スライド 5） 

さて、「はやぶさ 2」ミッションの意義ですけ

れども、これは、「はやぶさ」（1号機）を踏ま

えて計画されたものでした。世界で初めて小惑

星に行って帰ってくる、サンプルリターン技術

を実証するというのが「はやぶさ」のミッショ

ンでした。「はやぶさ 2」は、その結果を踏まえ

て、技術に加えて科学、それから探査としての

意義、これらを目指したミッションとして計画

されました。 

まず科学です。これは本格的な科学をやると

いうことで、「はやぶさ」とは違って、狙った

天体に行くということです。それがリュウグウ

だったわけです。そもそも小惑星は、地球など

の大きい惑星に比べて重力が小さい、火山活動

みたいなものがない、大気もないということで、

風化がないのです。だから、何億年も昔の状況

をそのままとどめているということで、太陽系

の歴史を知ろうと思うと、こういう小惑星に行

くというのが非常に重要な科学的な情報集め

の場になります。 

そういう意味で小惑星が重要なのですが、そ

れに加えて、リュウグウという天体は「C型小

惑星」と呼ばれています。C は炭素（Carbon）

の Cです。炭素がどうやら多い。炭素というの

は、地球においては生命の起源につながるわけ

です。それから、付随して水の成分も多いであ

ろうというふうに、望遠鏡からの観測で言われ

ていました。まさに炭素と水という生命の原材

料を宇宙に求めるということで重要な意味を

持っていて、この両方を目指すのが、「はやぶ

さ 2」がリュウグウを目指す意味だと思います。 

技術的には、「はやぶさ」が世界で初めて小

惑星サンプルリターンを、いろんなトラブルが

ありながら実証してみせた、それを継承して発

展させていく、世界の科学をこの分野でリード

していくんだという意義があります。 

それから、探査というのは少し特別な意味で

使っていますが、「はやぶさ」が帰ってきたと

きに非常に多くの社会的な反響がありました。

それ自身、われわれも非常に学ばされたところ

が多くて、単に技術立証ではない、科学ではな

い、大きな社会的なインパクトがある。だとす

れば、「はやぶさ 2」もそこは伸ばしていきたい

なということで、探査としての意義というもの

を掲げておりました。 

（スライド 6） 

絵でまとめますとこんな形になります。科学

技術の面ですが、小惑星リュウグウという特別

な天体を通して太陽系をみることで、太陽系の

歴史を調べることにもつながりますし、あるい

は C型という炭素がある、水がある天体という

ことで、水・生命の起源を調べることにつなが

る、こういうわけです。 

（スライド 7） 

これは世界の主要なこれまでの太陽系探査、

月より遠い天体に行った探査機をまとめたも

のです。技術的な難易度ごとに色分けしてござ

います。白がフライバイ、通り過ぎ探査です。

黄色が軌道周回させる探査。オレンジが着陸自

体の探査。赤が行って帰ってくる探査です。 

こうしてみると、いわゆる大きい惑星、水金

地火木土天海、こういうものには、せいぜいで

きて着陸までです。火星あるいは金星にたくさ

ん着陸したのは、特に NASA（アメリカ航空宇宙

局）が多く、旧ソ連も送っています。ですが、

行って帰ってくるというのはとても難しい技

術で、これはまだ世界でも実現されていません。 

これに対して、日本が目をつけたのが小天体

探査です。小天体というのは小惑星と彗星（箒

星）の探査で、こういう小さい天体であれば、

惑星間往復航行技術がいち早く実証できるで
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あろうということで「はやぶさ」を飛ばしたわ

けです。それを継承したのが「はやぶさ 2」。だ

から、惑星間往復航行ということで申しますと、

世界でも実施例は「はやぶさ」と「はやぶさ 2」

の二つだけです。 

いま「OSIRIS-REx」というアメリカのミッシ

ョンが、別の小惑星に行って着陸まで成功させ

ていますので、この後、2023 年に地球に帰って

くれば、3例目ということになります。 

こういう誰もやっていなかった分野に、いち

早くサンプルリターンという形で乗り出した

というところが、いま宇宙探査、いろんな競争

で発展を遂げていますが、その中で日本が優位

に立てている分野になります。 

ちなみに、日本の探査ミッションを記したの

は緑の楕円をつけたものになります。 

（スライド 8） 

「はやぶさ 2」は、日本のミッションではあ

りますが、海外といろいろ協力しています。

NASAであったり、それからドイツ、フランスと

も協力しています。搭載機器、MASCOTというロ

ボット、これはドイツ、フランスで開発したも

のを搭載しています。それから、着陸場所では、

オーストラリアとも非常に緊密な協力のもと

に、このプロジェクトを実行しました。 

（スライド 9） 

ミッションの流れですけれども、2014 年 12

月 3日に打ち上がってから、およそ 3年半往路

にかけまして、2018 年 6 月にリュウグウに到

着しています。その後 1 年半リュウグウに滞在

して、その間にいろんなチャレンジをやったわ

けです。で、2019年 11月 13日、1年ちょっと

前ですけれども、リュウグウを出発して、帰り

は 1年かけて、つい 1カ月前に地球帰還を果た

したということになります。こういう 6年間の

ミッションでした。 

（スライド 10） 

探査機の形状はこんな形で、重さは 600 ㎏、

世界のこの手の深宇宙探査機の中では比較的

小柄な探査機ですが、大きな太陽電池パドルを

備えていて、差し渡し 6ｍあります。イオンエ

ンジンは別名電気推進と呼ばれているように、

電気を使って推進するという装置で、イオンエ

ンジンのうちマイクロ波放電式イオンエンジ

ンという形式のものを飛ばしています。これが

「はやぶさ」で開発した技術で、「はやぶさ 2」

ではそれをパワーアップしたものを継承して

います。 

大きく進化した惑星間航行技術 

（スライド 11） 

「はやぶさ 2」はリュウグウでたくさん成果

を上げましたので、それが目立ってしまうんで

すけれども、実際それをやるための基礎技術と

して、この惑星間航行技術というのが重要でし

て、これがないと目的の天体へ行けないわけで

す。われわれの場合は、イオンエンジンを使う

ということで、非常に軽量な小さな探査機でも

往復飛行ができた。 

それから、小惑星は、大きい惑星とは違って

難しい側面があります。というのは、位置がよ

く分からないのです。望遠鏡で地球から観測し

ただけだと、500㎞ぐらい誤差があります。曖

昧さがあります。だけど、小惑星に到着させた

り、着陸するというのに、500㎞の誤差があっ

たらできません。ですので、探査機自身が小惑

星に接近しながら小惑星の軌道も決めていく、

正確にしていくというようなことをやってい

く必要があります。こういう惑星間航行技術を

ものにしているという意味で、「はやぶさ 2」は

大きな進化を遂げたところです。 

（スライド 12） 

リュウグウに 1年半滞在しました。その 1年

半の間は、比較的たくさん記者会見をさせてい

ただきましたので、いろんなことが報道されて

おります。ふだんは定常運用ということで、高

度 20 ㎞に滞在しながらリュウグウをいろいろ

観測しており、結構いろんなことをやっている

のです。 

クリティカル運用という特殊な運用のとき

には、降下したり着陸したり、あるいはロボッ

トを小惑星表面で展開したり、短いところでは

2週間に１回ずつやり続けていました。これは

ロケットの打ち上げを 2週間に１回、ひたすら
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1年半やり続けるような運用の忙しさで、われ

われはこれをやるために非常に周到な準備を

しました。というか、せざるを得なかったとい

うところです。 

一番主要なところは、赤いロボットの分離、

それから第 1回タッチダウン、クレーターをつ

くる、それから第 2回タッチダウンです。こう

いうものが書き込まれております。 

作戦変更 着陸精度 17 倍に高める  

（スライド 13） 

リュウグウは大変険しい地形で、本当に着陸

できるんだろうかと悩まされたのが一番大き

な困難だったのです。何はともあれ、まず探査

を 1 年半の中でやり切らなければいけないと

いうことで、最初に始めたのがロボットを地表

に着陸させるということでした。こういう小惑

星とか小天体にロボットを着陸させて、自律的

に移動探査をすることができます。ピョンピョ

ン跳ねるのです。こういうものを複数、小惑星

表面に展開した。こういうことは世界で初めて

の成功例になります。 

3 つの探査機、ミネルバⅡ-1A/B と MASCOT、

これを立て続けに 2018 年 9 月と 10 月に分離

しまして、その 1年後、小惑星を離れる間際に

4 つ目のミネルバⅡ-2 というロボットを小惑

星に着陸させました。 

（スライド 14） 

こういうロボットたちが、臨場感のある小惑

星の地表の写真を送ってくれるのです。これは

カラー写真で、ロボットの目の前の写真ですの

で、解像度が 1㎜以下という、地球とか月では

ない、もっと遠くの天体でこれだけの解像度で

みられるというのは非常に貴重なことです。 

ここから、この天体は非常にごつごつしてい

る、救いようがないぐらいごつごつしていると

いうこともあわせて分かったという形になっ

たということです。 

（スライド 15） 

それで、「はやぶさ 2」は着陸をしてサンプル

を採取して帰ってこなければいけません。手ぶ

らで帰るわけにはいきません。「はやぶさ 2」の

元々の性能ではとても着陸できないぐらい厳

しかったのですが、それでも何とか方法を見出

して着陸しなければいけないということで、い

ろいろ苦労したわけです。 

苦労のもとは、「はやぶさ 2」の元々の設計仕

様では、着陸精度は 50ｍだったことです。つま

り 100ｍ四方の平坦な地形が必要だったので

すが、これは 100ｍ四方の四角をこういうふう

に描いて、小惑星の表面をくまなく調べていっ

ても、100ｍ四方にわたってのっぺりした地形

というのは一つもないのです。 

最終的にいろいろ探した結果、みつかったの

は、直径たった 6ｍの安全地帯。ということは、

着陸精度はもともとの 50ｍではなくて、3ｍに

する必要があるということです。 

（スライド 16） 

そのために、われわれは作戦を変えました。

カギは、ターゲットマーカーです。ターゲット

マーカーというのは、10㎝ぐらいのお手玉で、

ピカピカ反射して光ります。もともとの計画で

は、このターゲットマーカーを落としながら、

落ちゆくターゲットマーカーを追いかけて、そ

のままタッチダウンするというのが「はやぶさ」

から継承してきた技術です。これは“けつまづ

き”を防止するためにこういうことをやるので

す。 

ですが、われわれは作戦を変えまして、まず、

ただ落としてみる。ターゲットマーカーを落と

して、そのまま着陸するのではなくて、落ちた

位置をよく調べてから、後日タッチダウンする

という慎重な方法に変えました。 

（スライド 17） 

これが直径 6ｍの、やっとみつけた着陸可能

なエリアなんですが、このすぐ近くにターゲッ

トマーカーを落とせたのです。このターゲット

マーカーを落として、それを探査機が自動的に

みつけて、そのすぐ近くの 4ｍぐらい北東にあ

る着陸地点に着陸させる。 

これは 3億㎞彼方なので、電波の速さは往復

40分かかります。なので、地球からはコントロ

ールできないのです。探査機自身がこのターゲ
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ットマーカーをみつけて、そのすぐ近くの決め

られた場所に着陸する必要があります。 

それで、まず探査機が高度 45ｍまで降りた

ときに、このターゲットマーカーをみつけて、

それを自動認識しながら高度を下げていって、

最後は高度 8.5ｍのところで体勢を整えて、最

後は自由落下で狙った位置に着陸する、こうい

う作戦をとりました。 

（スライド 18） 

結果として、2019年 2 月 22日に第 1回目の

タッチダウンを決行しまして、このようにすば

らしい着陸のときの映像を撮れました。これは

高度 8.5ｍから最終降下のところを撮影した

ものです。 

着陸自体は一瞬で、このサンプラホーンの根

元から弾丸を発射して、それで跳ね返ってきた、

粉砕された破片をサンプラホーンの根元のカ

ップに収納する。着陸、接地しているのは 3秒

程度、タッチ・アンド・ゴー形式です。 

団結力を育んだ“失敗のシカケ” 

（スライド 19） 

これは第 1 回タッチダウンが成功した後の

管制室の記念写真です。 

われわれプロジェクトメンバーは、いろんな

数え方があるんですけれども、600人ぐらいと、

いつも申しあげています。これは私から直接連

絡が取れるメンバーという意味で、こういう人

数ですが、たくさんのプロファイルの方がいら

っしゃるんです。いわゆる「はやぶさ 2」プロ

ジェクト、プロジェクトマネージャの配下のメ

ンバーというのは 10 人ぐらいしかいなくて、

残りはパートナーであったり、同士であったり、

国内外の研究者であったり、あるいは企業のメ

ンバーであったりということで、非常にフラッ

トで、だけど大規模なチームというのが特徴的

です。 

こういうところで、到着して初めて分かるよ

うな厳しい環境で物事を成功させていくため

にはチームワークというのがとても大切で、私

自身もプロジェクトマネージャになったのは

打ち上げてからですけれども、そこから先、こ

の 3年後のリュウグウ到着を目指して、こうい

うチームをつくってきました。 

600 人で一つの目標を達成させるにはどう

すればいいか。そのためには徹底的な訓練をし

て、みんな同じように動けるようにする。それ

から、ポジティブな心というのも非常に重要で、

挑戦心、諦めない心ということをメンバーみん

なが持って、というふうにチームをつくってき

ました。 

（スライド 20） 

いくつかそのための「シカケ」みたいなもの

があったのですが、ここでは一つだけ、実例を

挙げます。それは、強いチームをつくるために

は、とにかく失敗させることです。チームが失

敗することが重要で、本番のタッチダウンその

ものは失敗することはできませんが、本番さな

がらの臨場感あるシミュレータ訓練を事前に

やり、そこで非常に厳しい条件でリュウグウに

着陸させる。そこでわざとトラブルを起こしま

す。トラブルに管制室の管制メンバーがどう対

処するか。時には厳しい決断をして、着陸中止

という決断ができるかどうか、そういう訓練を

繰り返しました。 

（スライド 21） 

毎回成績表をつけているんですけれども、わ

れわれ、48回訓練をやっていまして、大成功が

11 回あったんですが、撃墜、大失敗したのが

22 回もありました。およそ半分は訓練で失敗

しています。こういうふうに事前に失敗してお

いて、そうすると、チームメンバー同士がいろ

いろ学びますし、本当に笑いながらいい経験を

しながらチームが育っていく。それで、本番で

は非常によいチームワークができているとい

う状態をつくることができました。 

（スライド 22） 

第 1回の着陸の 1カ月半後には、また新しい

タイプの、これも世界で初めての試みである人

工クレーターをつくるという運用を行いまし

た。これは探査機が高度 500ｍでインパクター

と呼ばれるものを準備して、爆発させます。爆

発する前に、探査機自身は安全な場所に逃げま

す。安全な場所というのは、小惑星の裏しかな
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いです。なので、探査機が小惑星の陰に隠れた

ところをみはからって、インパクターが爆発し

て小惑星に穴をうがつ。秒速 2㎞で、2㎏の銅

の弾丸を小惑星に撃ち込んでクレーターをつ

くりました。 

（スライド 23） 

これだと、探査機自身はクレーターがつくら

れている瞬間をみることができません。それで

はもったいないということで、逃げ切る寸前に、

DCAM3と呼ばれる分離カメラ、これを切り離し

ます。こいつが無線カメラになっていまして、

危険な場所に居残って、クレーターがつくられ

る瞬間を観察して、自分がやられる前に探査機

に対して映像信号を送る、という中継衛星のよ

うな役割を果たします。 

（スライド 24） 

その DCAM3が撮ったのがこの映像で、これも

非常に科学的で、大きな成果です。非常に鮮明

に、クレーターができる一部始終を撮影するこ

とができました。 

非常に大きな反応があったので、クレーター

の科学をずっとやってきた研究者の人たちも

驚いていました。40ｍぐらいの高さまで、イジ

ェクターと呼ばれる噴出物が飛んでいるので

す。 

できたクレーターの大きさは、直径 14.5ｍ。

予想以上に、とても大きいクレーターができま

した。 

（スライド 25） 

こうなると、地下物質を採取するということ

をやりたくなるわけです。 

第 2回タッチダウン。人工クレーターができ

たところ、これが直径 14.5ｍのクレーターで

すが、そのすぐ近くに、着陸に適した、平坦だ

けれども、地下物質がたくさん降り積もった場

所をみつけることができました。そこに対して

着陸を実施したのが 2019年 7月 11日です。第

1 回で幸い着陸精度 1ｍという精度で着陸を成

功させていたので、着陸地点は、こういう狭い

ところでもできるということで、いろいろ議論

はあったのですが、最終的には決行するという

決断ができ、2019年 7月 11日に実行しました。 

結果として、着陸精度 60 ㎝という、1 回目

よりもさらにいい精度で着陸できました。 

（スライド 26） 

科学的成果ですが、これはいまどんどん進展

中です。有力科学雑誌に多数の研究成果が生ま

れつつあって、リュウグウでの観測結果だけか

ら、ここにリストアップしました。いちいちは

ご説明しませんが、いろんな発見がリュウグウ

についてありました。 

今後は、最初に少しご説明したように、リュ

ウグウだけの科学をやるわけではなくて、リュ

ウグウから太陽系の科学をやるのだというこ

とを標榜していますので、太陽系の形成史だっ

たり、あるいは生命史への展開、それから、リ

ュウグウのサンプルを手に入れましたので、サ

ンプルとの比較分析に発展することが期待さ

れます。 

（スライド 27） 

それから、一番乗りの醍醐味ということで、

「リュウグウ」という名前自身が「浦島太郎」

からつけていますので、いろんな童話から地名

をつけて、「モモタロウクレーター」「キビダン

ゴクレーター」、これは国際天文学連合でほと

んどのものが認められていますので、人類公式

の地名ということになっています。 

「はやぶさ」の宿題 すべて制覇 

（スライド 28） 

さて、帰りは 1年かけて、またイオンエンジ

ンを使って地球に向かい、去年の 12 月 6 日に

「はやぶさ 2」が地球に帰還しました。 

「はやぶさ」と違って、探査機丸ごと大気圏

突入しているわけではなかったので、比較的整

然とした大気圏突入でした。実際、これが「は

やぶさ」でもやりたかった部分で、それがつい

にできたということで、本当にわれわれ自身も

非常によかった、「はやぶさ」の宿題も全て克

服できたと考えております。 

（スライド 29） 

これはリエントリー、大気圏突入のための最

終誘導です。非常に精密にやらなければいけな
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いところを記したポンチ絵になっていまして、

最後、オーストラリアのウーメラ砂漠の 1点を

めがけて探査機を飛ばさなければいけないと

いうことで、2カ月前から精密な軌道整備をや

りました。 

カプセルを分離したのは大気圏突入の 12 時

間前で、分離した後、探査機自身は大気圏突入

軌道から逃げるということをやっています。こ

の後、探査機は拡張ミッションへと移行してい

ます。 

（スライド 30） 

これはカプセル側の最後の大気圏突入後の

シーケンスですけれども、高度 120㎞ぐらいを

通過した後、火球、これがオーストラリアのク

ーバーペディというところで美しくみえたと

いうものですが、この後、高度 10 ㎞でパラシ

ュートを開いて、最後は 20 分ほどかけて無事

地表に着陸しています。 

（スライド 31） 

地表では、日本から 73 名の要員がオースト

ラリアに渡りました。新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止対策のために非常に大変な

ところがあったのですが、オーストラリア政府

の協力、それから日本政府と相模原市、たくさ

んの JAXA 以外の方々に協力いただいて、コロ

ナの中でも実現するということができました。 

要員自身は合計 5週間の隔離をしながら、現

地で作業をしております。 

結果として、着陸目標点の、楕円の狙った位

置でカプセルを回収することができました。 

（スライド 32） 

この辺りは最近報道されているので、写真を

ご覧になった方も多いかと思います。カプセル

はこのような状態で着陸していまして、それを

即座に回収して、リュウグウで採取したガスの

採取だけは現地で行って、その後、日本の相模

原に持ち帰っています。 

この一連の大気圏突入から相模原のキュレ

ーション施設という特別な設備に搬入するま

で 100 時間以内にやるというのをわれわれ目

標にしていましたが、結果として 57 時間でで

きました。この意味でも、サンプルを汚染せず

に必要なサンプルを持って帰ることができて

います。 

大量のサンプル 解析結果に期待 

（スライド 33） 

33 ページは、このときの記録写真です。い

ま、サンプルは相模原にあるこのキュレーショ

ン設備に入っておりまして、ここでいろんな分

析が始まっております。 

（スライド 34） 

先ごろ、12 月 5 日、カプセル内に大量のサ

ンプルがありましたという発表をさせていた

だいています。カプセルの中は部屋が 3つに仕

切られていて、第 1回の着陸によって得られた

サンプルが A室、第 2回の着陸によって得られ

たものが C室に、それぞれ、これは同じスケー

ルで描かれていますが、ちょっと見栄えの違う

サンプルが入っていて、これも非常におもしろ

いことで、これからの分析が待たれます。 

（スライド 35） 

「はやぶさ 2」では、数々の世界初を実現す

ることができました。いままで、7つの世界初

をリュウグウで実現しましたということを申

しあげています。それに加えて「はやぶさ 2」

は地球に帰ってくることができましたので、サ

ンプルリターンを実現したり、あと 2つの世界

初が追加されました。それは、気体状態の物質

を持ち帰れたということ、それから C型小惑星

の固体物質を持ち帰れた、こういうことが言え

るかと思います。 

さらに、現時点では、「惑星間往復航行」を

実現したのは、初号機の「はやぶさ」に続いて

人類史上 2番目ということになります。 

（スライド 36） 

「はやぶさ 2」自身は飛行を続けています。

この後、まだ長旅ですけれども、11年かけて宇

宙航行技術をさらに磨くということをやろう

としています。 

6 年後には“2001 CC21”という小惑星をフ

ライバイする、11年後には“1998 KY26”とい

う小惑星にランデブー、到着するということを
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計画していまして、どちらもまだ人類が訪れた

ことのない新たな天体ですので、リュウグウを

訪れたときと同じような驚きとか魅力を発見

することができればと思っています。 

 20 年超の積み重ねが「大成功」導く 

（スライド 37） 

最後のページです。「はやぶさ 2」は、おかげ

さまで大成功を収めることができて、いろんな

成果をみせることができたと思っています。 

これは一朝一夕でできるものではもちろん

ありません。「はやぶさ 2」というのは、「はや

ぶさ」をベースにしたということで、「はやぶ

さ」も含めて、20年以上、遠大な手順を踏んで、

やっとこの成果にたどり着けたわけです。こう

いうプロセスを大事にしていきたいなと、宇宙

探査をやっている立場からは思います。 

挑戦を許容し、長い目で評価いただくような

こと、そういうようなことをお伝えできればい

いと思いますし、特に子どもたちが、この「は

やぶさ 2」をみていろいろ学んでいただいた、

あるいは興味を持っていただいたというのは、

われわれにとっても大変うれしいことです。宇

宙探査をやっている、宇宙ミッションをやって

いる人しか知らないような言葉を、日本では小

学生が知っているんですね。 

これは海外の宇宙ミッションをやっている

人たちと話しても、日本の記者会見をみて驚か

れます。あるいは、日本の講演をみて驚かれて

います。そういう意味で、「はやぶさ 2」が伝え

たものというのは大きかったのかなと思って

います。 

そのほか、大きいプロジェクトのマネジメン

ト技法とか、科学だけではない社会的意義でも、

いろんな魅力をおみせできたのではと思って

いるところです。 

私からの話はこれで終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。 

◆ 質 疑 応 答 ◆ 

司会 ありがとうございました。 

ミッション・インポッシブルを地で行くよう

な 6年間、ほぼ成功の知らせしかなくて、安心

してみていられたということでもあります。 

まず、私から質問をさせてください。 

12 月帰還という大団円を終わらせて、今年

のお正月はどのように過ごされましたか。 

津田 正月ですか、本当に久しぶりにリラッ

クスした正月を迎えることができました。 

この 6年間、探査機は正月もなしにずうっと

飛行していましたので、もちろん休みはありま

したが、いつも頭の片隅では「はやぶさ 2」の

ことが心配という状態が続いていました。打ち

上げる前、開発のときは、これはこれで非常に

苦しかったので、本当に 10 年ぶりぐらいにリ

ラックスした正月を迎えられました。 

司会 それから、周到な計画の準備の積み重

ねでこの成功があるということをおっしゃっ

ていました。逆に、いわゆるセレンディピティ

（serendipity）というんでしょうか、ちょっ

とした失敗から何か事態が展開して成功に結

びついたとか、あるいは小さな失敗から発見が

あって、「ひょうたんから駒」みたいな経験が

あったとか、そういうセレンディピティ体験が

もしあれば教えてください。 

津田 ありがとうございます。 

まず、リュウグウに到着して、リュウグウが

とんでもなく険しい地形だったということ自

体が、われわれにとっては、セレンディピティ

と後から言えば言えます。本当にショッキング

で、これから先われわれはこのミッションを継

続できるんだろうか、やり切れるんだろうかと

切羽詰まった状態でした。 

ただ、このリュウグウというのは誰も訪れた

ことがない天体でしたので、想定内のことしか

起きないとは思っていませんでした。絶対に想

定外が起きるから、想定外になったときにみん

なが力を出せるように事前に準備をしておき

ましょう、というタイプのチームづくりをして

いました。 

結果として、それが功を奏して、もともと「は

やぶさ 2」がやろうとしていたのとは違う方式

のピンポイントタッチダウンと呼ばれる着陸

方式を、約 4カ月の間で編み出して実現しまし
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た。これは後から考えると、リュウグウにわれ

われは鍛えていただいた、というか、育てられ

たような面がありました。リュウグウで科学的

な発見はもちろん期待していたんですが、それ

だけではなくて、リュウグウという険しい地形

のために、工学的な、技術的な進化もわれわれ

は遂げることができました。こういうやり方を

すれば 1ｍ以内という精度で着陸できるんだ、

という技術的な進化が、やっている当時は本当

に苦しかったんですけれども、後から考えると、

本当によかったと思います。 

童心忘れず 仲間を信じ 科学に徹す 

司会 質問が来ていますので、読み上げます。

「いつもミッションの内容を聞くのに精いっ

ぱいなので、今回は津田さんご自身のことを二

つ伺いたいです。座右の銘は何でしょうか。こ

れが一つ目。もう一つ、今回大きな達成となり

ましたが、これからさらに成し遂げたい夢はあ

りますか」。よろしくお願いします。 

津田 座右の銘というほどのものではない

んですけれども、まず一つは「童心で物事に当

たる」です。童心というのは、子どもの心とい

う意味です。今われわれは「はやぶさ 2」ミッ

ションをやっているんですが、与えられた任務

だから任務に追われるのではなくて、遊び心を

常に持つということ、童心を大切にするという

ことです。それから「仲間を信じるということ」。 

最後に「科学に徹するということ」。その 3 つ

かなと思います。 

夢ですが、いま「はやぶさ 2」は地球と火星

の間の小惑星に行って帰ってくるという技術

を確立しました。これと同じようなことをたく

さんやることはできるんですけれども、私自身

は、さらにその先の技術を、宇宙探査、日本し

かできない技術、われわれだからこそできるも

のを発展させていければと思います。 

それは、火星より遠くの天体へ行って帰って

くるとか、あるいは小惑星といっても、遠くに

行くと、リュウグウみたいな 1 ㎞じゃなくて、

10㎞、100㎞、あるいはものによっては 1,000

㎞に近いような、月ぐらいの大きさがある天体

というのがたくさんあるんですね。そういうと

ころは、まだ宇宙探査のフロンティアです。そ

ういうところを目指せればいいなと思います。 

司会 関連して伺いますが、拡張ミッション

の経由地に、“2001 CC21”というのが書いてあ

りますが、これは探査の対象ですか。 

津田 はい、探査の対象です。「フライバイ」

と書いてあるのは、通り過ぎ探査です。「はや

ぶさ 2」はリュウグウに到着しています。それ

と同じタイプの探査というのは、最後の“1998 

KY26”ですが、“2001 CC21”については、速い

速度で通り過ぎざまに撮影するということを

考えています。 

司会 分かりました。次の質問です。 

「冒頭でも、やや久しぶりの記者会見の場と

いう紹介がありました。年明け以降、最新のカ

プセル内の分析状況についてお伺いできれば

幸いです」 

別の方からも、「土の分析結果はいつごろ分

かりますか」という質問が来ています。 

津田 これはいま、サンプルキャッチャーA、

B、Cというのがあって、それぞれの中を、容器

を開けて、別の特別な容器に移し替えて、「初

期記載」と言うんですけれども、タグをつけて

いく。石とか砂一個一個にタグをつけて、後か

ら管理しやすいようにするということをやっ

ています。分類のような作業なんですが、これ

は結構たくさん採れてしまったこともあって、

時間がかかります。 

そういうことをやりながら、特徴的な石だっ

たり砂が、どういう成分でできているかという

分析をやろうとしているところです。 

すみません、きょう、残念ながら、それにつ

いての進展は何もお話しできそうなことはな

いのです。移し替えて、description、記載作

業をやっているところです。 

6 カ月後からは初期分析というのを始めて、

そこでいろんな成果、リュウグウがどんな成分

かということも含めてお話しできるかと思い

ます。これも、もう少し早くできないかとか、

いろいろ考えてはいるのですが、少なくとも今

年 6月までには、いろんなことがお話しできる
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ようになるのではと思います。 

司会 続いての質問です。 

「太陽系にとどまらず、探査機を使って調べ

ることができる科学としては、この先、具体的

に何か優先順位の高いものがありますか。検出

機の熟度があり、実証しようとする仮説が正し

そうで、しかも、確かめられることで科学への

進歩の貢献度が高いというものは何か」。これ

に関心があるそうです。「具体的に、

LiteBIRD(ライトバード）か DECIGO(ディサイ

ゴ＝DECi-hertz Interferometer Gravitational 

wave  Observatory)」、私は知らないですが、そ

ういうものが載っています。 

津田 宇宙科学という仕切りで言いますと、

「はやぶさ 2」も宇宙科学のミッションの一つ

ですけれども、惑星探査をするものと、それか

ら地球周回軌道、あるいは地球の近くの宇宙に

飛ばす際、宇宙望遠鏡というタイプがあります。

ここでご質問をいただいている LiteBIRD とか

DECIGOは、地球の近傍を飛ばして、宇宙の大気

の揺らぎとかノイズとかがないところから宇

宙空間をみるという望遠鏡です。 

「はやぶさ 2」のようなものは、現地に実際

出かけていって、そこで探査をする、いわゆる

探査機になります。 

これは両方重要でして、宇宙科学研究所でや

っている宇宙科学ミッションというのも、両方

同時にというか、どちらも常に網羅するように

ミッションが進んでいます。 

なので、どちらの優先順位が高いかというの

は、それはその時その時の予算との関係とかで

あるのですけれども、宇宙科学としては、両方

一緒に進むように心がけられているというと

ころです。 

一方で、宇宙探査の中でどこを向きますか、

それは火星ですか、小惑星ですか、月ですかと

いう話と、望遠鏡の中でも、それは X線でみる

んですか、それとも赤外線ですか、重力波です

か、こういう分類があります。その中でも、最

先端の科学ができるように順番が組まれてい

るということです。 

司会 津田さんは、月の資源探査には関心が

ありますか。 

津田 私自身は、関心があるかというと、あ

りますね。だけど、それは何のためにかという

と、そういう技術を、もっと月より遠くの探査

に振り向けることができればという意味です。 

司会 「はやぶさ 2」の技術を月の資源探査

に応用するということは、選択肢にあるのでし

ょうか。 

津田 ものによると思います。いわゆる着陸

技術という意味では、小惑星と月では重力が大

きく違いますので、「はやぶさ 2」ができるの

は、非常に小さい天体へ高精度で着陸できると

いう技術です。 

月へ着陸するという意味では、それこそ昔、

アメリカのアポロがやったような、大きなエン

ジンを使ってというタイプになりますので、そ

こに生かすわけではないですが、探査機に使わ

れているいろんなナビゲーションの技術だっ

たり、探査機のコントロールの技術、あとはサ

ンプルを扱う技術、こういうところは十分使え

ると思います。 

愛読書は歴史小説、マネジメント本 

司会 続いての質問です。「好きな本や、お

薦めの宇宙の本、また啓発、触発された人物が

いれば、教えてください」 

津田 好きな本ですか。 

司会 ふだんどんな本を読んでいらっしゃ

るんですか。 

津田 結構歴史小説は好きです。 

司会 作家名で言うと。 

津田 作家名で言うと、司馬遼太郎さんとか、

あと塩野七生さんとかの本は結構読みます。あ

れはマネジメントの本として読んでも結構お

もしろいんですね。そういう辺りは好きです。 

あと、題名がすぐ出てこないんですけれども、

「はやぶさ 2」をやり始めてから、いろんな大

規模なプロジェクトの失敗例を集めたような

非常におもしろい本があったんです。題名が出

てこないんですが、それが個人的にはすごくお

もしろかったです。小惑星に到着する前に読ん
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で、勇気が出て……（『最悪の事故が起こるま

で人は何をしていたか』ジェームズ・R・チャ

イルズ著、高橋健次訳、草思社、2017年）。 

司会 それから、宇宙の本でお薦めの本があ

れば。 

津田 宇宙の本だと、まず、最近「はやぶさ

2」の本もたくさん出ていますので、読んでい

ただければと思います。 

司会 例えば宇宙の道を専攻するきっかけ

になった本はあるんですか。 

津田 大昔の本ですけれども、立花隆の……。 

司会 『宇宙からの帰還』ではなくて？ 

津田 アポロ 13 号を描いた本がありますね。

大昔ですけれども、そこから入って、アポロ計

画の本だったり、映画だと「アポロ 13 号」は

有名ですよね。最近だと、「アポロ 11号」とか

の映画がありましたが、ほかはアメリカのアポ

ロ計画のドラマとかを結構みました。 

司会 どちらかというと、有人宇宙がお好き

なんですか。 

津田 そういうところから興味を持って入

ったんです。私自身はそういうものに触発され

て、誰も人類がやったことのない新しい技術を

やることのおもしろさとか、すばらしさとか、

新しい科学をやることのすばらしさ、そういう

ところが魅力だと思いますので、それをいまの

時代に当てはめると、私の場合は惑星、太陽系

探査かなと思います。 

司会 触発された人物、刺激をもらった人物、

歴史上の人物で影響を受けた人などいらっし

ゃれば教えてください。 

津田 触発された人物ですか。えーと、パッ

とはすぐは出てこないですね。 

司会 言いよどむ津田さんをみることがで

きたというのもちょっと収穫かもしれません。

ありがとうございます。 

私から一つ、またお願いします。いままでい

ろんな会見を拝見してきましたけれども、大体

笑顔というか、淡々と答えておられる津田さん

が印象に残っています。 

この 6年間の中で、泣いたという経験があり

ますか。イエスであれば、どういうシチュエー

ションで、ノーであれば、なぜ泣かなかったの

かというのを教えてください。 

津田 涙を流してポロポロ泣いたという感

じではないんですけれども、目頭が熱くなった

瞬間はいくつかありました。第 1回タッチダウ

ンのとき、それから人工クレーターをつくった

ときです。それから、最後は地球帰還で、大気

圏へ突入して火球がみえたときです。この時は

号泣はしていませんけれども、泣きそうで……。 

司会 どちらかというと感激して、うれしく

て涙ぐんだということですね。 

津田 そうですね。それまでのいろんな苦労

したことがそこで思い出されて、感慨深かった

ということですかね。 

「好きを突き詰める」が夢への第一歩 

司会 子どもたちに何かメッセージがあれ

ば、おっしゃってください。 

津田 私自身、子どもの頃、地球探査という

か、宇宙そのものというより、人間の手でつく

る複雑で高度な乗り物、こういうものに興味を

持ったんです。それは、当時だとスペースシャ

トルだったり、あるいは日本で言うと、私の小

学生のときに「さきがけ」とか「すいせい」と

いうようなハレー彗星探査機を日本がつくっ

て打ち上げました。これらがすごく印象的で、

当時テレビにかじりついてその様子をみたり

とか、本を読んだりということをしました。こ

ういう経験が、私が大人になる過程だったんで

すね。 

子どもの皆さんがどういうことに興味を持

つかというのは人それぞれだと思うんですけ

れども、まず自分が、これはおもしろい、好き

だと思ったことはとことん突き詰めて、興味の

赴くままに調べたり、人に聞いたり、実際にそ

こに見に行ったりとか、手を動かしたりという

ことで突き詰めてもらうのがいいかなと思い

ます。 

そうやっている中から自分の夢がみつかっ

たり、あるいは夢までいかなくても、興味の種

がどんどん広がっていったりということが、後
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から考えると、大人になってからすごく大切な

ことに思えてきます。 

私自身もそういうことの一つを大切にした

結果が、いまたくさんの人と同じ目標を持って

実現できるという非常に幸せな経験をするこ

とができました。 

ぜひ、こういう、一つのことを突き詰める、

興味を持ってどんどんやるということをやっ

ていただくといいなと思います。 

培った技術で新ミッション模索 

司会 次の質問です。「はやぶさ 2 の後継機

となるような探査機はどんなものになります

か。そのミッションは何で、いつごろになりそ

うですか」 

津田 いわゆる後継機、「はやぶさ 3」みたい

な名前のものがいま計画されているわけでは

ありません。直近の宇宙科学のミッションで言

いますと、もう 2020 年代に入っていますけれ

ども、「MMX」と呼ばれる火星の衛星のサンプル

リターンミッションというのがあります。火星

には、地球と違って二つの月があるんですけれ

ども、このミッションは、そのうちの一つの月

に行って、そこの星のかけらを持って帰ってく

るというタイプ。これはサンプルリターンとい

う意味では、「はやぶさ 2」を受け継いで発展し

たミッションになります。これは 2020 年代中

盤に実行される予定です。いま開発が進んでい

ます。 

それから、「SLIM」と呼ばれる月着陸です。

これは「はやぶさ 2」とは違って、大きな天体、

月に着陸するというミッションです。これも

2020年代前半、ちょっと年号を忘れましたが、

実行されます。 

あと、「DESTINY+」というイオンエンジンで

動く宇宙探査機もつくられていたりとか、いく

つか「はやぶさ 2」の技術が継承されているも

のはあります。 

私からもう一つ申しあげられるとすると、こ

ういう計画、宇宙ミッションは大体時間がかか

るので、計画するのは大分前です。いま計画に

乗っているものは、2018 年よりも前に計画さ

れたものなのです。 

「はやぶさ 2」がリュウグウで着陸精度 1ｍ

以下で着陸させたりという技術を磨いたのは

2018年から 2019年です。ここでたくさん技術

的な進化があったとわれわれは思うんですが、

これを使ったミッションというのは、まだあり

ません。これを今後考えていくということが必

要なんじゃないかなと思います。 

司会 では、具体的に、はやぶさミッション

というのは一旦これで終わって、いろんな進ん

でいるミッションに分かれていくような感じ

になるんですか。 

津田 直近で言うと、そうですね。ただ、私

自身としては、終わってというのはちょっと寂

しいので、この「はやぶさ 2」ですごく技術的

にいろんな得るものがあったので、これを使い

切るように将来像を描いていければなと思っ

ています。 

司会 確認ですけれども、「はやぶさ 2」の拡

張ミッションが終わるまでは、一応「はやぶさ

2」のミッションは続いているという理解でい

いですか。 

津田 そうです、「はやぶさ 2」自身は続いて

います。「はやぶさ 2」の拡張ミッションは 2032

年まで続きます。 

司会 さらに質問が来ています。「600 人も

の人たちのチームワークを何年間も持続する

ために心がけた要諦、秘訣などがあったとすれ

ば、どんなことだったでしょうか」 

津田 まず、一つの目標を 600人で共有する

というのが大切です。600人といっても、その

600人一人一人が Full Piecesで「はやぶさ 2」

に関わっているわけではなくて、それぞれ科学

者であったり、別のこともやっている技術者だ

ったりするわけです。そういう人たちの大切な

時間を一部共有してもらいながらやっている

わけです。 

だから、一つの目標をきちんと共有するため

に、共通体験する場をつくるということを心が

けました。それが、先ほど私の話の中でも申し

あげた訓練をするとか、訓練という意味でいく

つかあったんですけれども、失敗の共通体験を
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するということです。こういうことをやると、

チームワークが醸成されます。事前にそういう

徹底的な共通体験をしたうえでワンチームを

つくっていくということです。 

その後、小惑星に到着してからは、リュウグ

ウというのはどんな天体か分からないので、訓

練したとおりにいくとは全く思っていません

でした。ですので、訓練したことをベースに、

それぞれの 600 人のメンバーがクリエイティ

ブに問題解決をできるように、それは訓練のと

おりに手足となって動くのではなくて、600人

いれば 600人の頭があるわけですから、600人

それぞれの頭脳が考えて、600人の中で一番い

いアイデア、みんながいいアイデアだと思うこ

との方向に進んでいく、これがたくさんのチー

ムメンバーで有機的にできるようなチームづ

くりをした現状です。 

訓練 48回「毎回難易度を上げた」 

司会 訓練を 48 回行って、撃墜、大失敗が

22回、つまり半数近くが失敗だったと。成功は

11回という、だから失敗の半分ですよね。その

数だけみたら、リーダーとして、「よし、行こ

う」と言うのはなかなか勇気が要ると思うんで

すけれども、背中を押したのは何だったんでし

ょうか。 

津田 これは、われわれも、いまだからこう

やってできたよという言い方をしていますけ

れども、やっているときは非常に恐る恐るとい

うか、こんなんで大丈夫なんだろうかと思いな

がらやっていました。だから、必ずしも自信が

あったわけではないんですね。でも、これしか

方法はないよなと思いながらやっていったと

いうことです。 

なので、難易度も、48回やっていく中で、上

げるべきか、下げて、最後は有終の美で成功で

終わらせるべきかというのもいろいろチーム

で議論しながらやっていました。結局われわれ

が取った方法は難易度をどんどん上げていく

ことでした。チームメンバーができるようにな

ったら、それを上回るように難しさを増やして

いって、どんどん窮地に追い込んでいくという

ことをやったうえでリュウグウ到着を迎えま

した。 

結果として、リュウグウに到着した後、18回

ぐらい、いわゆる小惑星の近くに降りていくと

いうのをやっていますが、そこでは課題が毎回

出てくるのですが、どんどん課題の数が減って

いくんですね。それは、だからメンバーの感じ

方としては、「何だ、本番の方が思ったより簡

単じゃないか」と思いながらやっていたのだと

思います。 

司会 理想的な訓練だったというわけです

ね。 

津田 そうですね、はい。 

司会 質問が届いています。「細かい質問で

恐縮です」ということですが、「リュウグウの

重力 G と、脱出速度はどれぐらいでしょうか。

着陸ローバーが宇宙に飛び出さないで活動を

続ける、どれぐらいの車輪の動かし方なのか、

興味があります」ということです。 

津田 リュウグウの地表面の重力というの

は、地球の 8万分の 1です。だから、地球は 1G

ですから、それの 8万分の 1というと、ほとん

ど無重力ですね。無重力に近いとはいえ、重力

はあります。 

脱出速度は、秒速 30㎝です。秒速 30㎝とい

うと、普通の子どもでもジャンプしたらあっと

いう間に出せる速度です。だから、小惑星の表

面でピョンとジャンプしてみようものなら、あ

っという間に戻れなくなってしまいます。 

着陸ローバーは 4機ありましたけれども、こ

れらの移動手段は、ピョンピョン跳ねることな

んですが、秒速 30 ㎝は絶対超えないように調

節されていました。だから、ピョンと跳ねて、

また重力に引っ張られて小惑星表面に落ちる

というのを繰り返すということになります。 

司会 それは到着する前から分かっていた

わけですね。 

津田 重力もよく分かっていなくて。重力と

いうのは一番難しいんです。ただ、小惑星の大

きさが大体 1 ㎞くらいではと予想していたの

で、1㎞の石でできた天体であれば、重さはど

のくらいだよね、重力はどのくらいだよね、と

いう推定はできるので、かなり幅を持って、8
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万分の 1 ドンピシャで言い当てていたわけで

はなくて、事前にはすごく弱い重力から、少し

重めの重力まで、この範囲でちゃんと成り立つ

ように設計しようねと決めていました。 

高度かつ精巧 国内企業の技術随所に 

司会 別の方からの質問です。「プロジェク

トには数多くの企業の協力が結集されたと思

いますが、中でも日本の技術が力を発揮したも

のを 1～2挙げてください」 

津田 まず一つは、具体的に名前を出してい

いのかな、「はやぶさ 2」のシステムメーカーは

日本電気さん、NECです。日本電気さん、NECさ

んは、「はやぶさ」（1 号機）もつくりました。

「はやぶさ 2」もつくって、そのほかの宇宙科

学ミッションの探査機もつくってきたメーカ

ーなわけですけれども、ここのいわゆるシステ

ム技術、総合的な探査機をつくり上げる技術と

いうのはすばらしいものがあって、われわれも

「はやぶさ」で学んだこと、いろんな失敗とか

も含めて、フィードバックして設計に反映させ

たのですが、それを適切に取り込んで、一つの

有機的に動く探査機としてまとめ上げる、これ

は非常に高度な技術の結集だと思っています。

それが一つです。 

もう二つ申しあげますが、二つ目はイオンエ

ンジンの技術かなと思います。イオンエンジン

そのものは、ほかの国でも、海外でもつくられ

ていますが、われわれがやっているマイクロ波

放電式というのは、この宇宙科学研究所で開発

されたものですが、実際にはたくさんのメーカ

ーが関わって、工夫を出し合ってつくっていた

ようです。たくさんのメーカーが関わって、こ

ういう一つの非常に複雑な精巧なものをイン

テグレートしていく、積み上げていくというも

のの代表選手は、このイオンエンジンかなと思

います。これがあったおかげで、600㎏の探査

機が、たった 30 ㎏の燃料で行って帰ってくる

ということが実現できた。 

最後の一つは、人工クレーターをつくる装置

ですかね。インパクターと呼ばれるもので、こ

れはふだん宇宙とは関わりのない技術分野だ

ったのですけれども、これに目をつけたのは

JAXAです。宇宙というのはこういうところで、

こういう条件じゃないと動かないんだよとい

うことをすごく急速に吸収していただいて、宇

宙で実際に動く小惑星の中へ人工クレーター

をつくる装置をつくり上げてくれまし。その意

味では、複数のメーカーがあるんですけれども、

工夫をして、精巧なものをつくり上げていく、

新しい分野で、メーカーにとって新しい場所で、

宇宙の分野でつくり上げていくという意味で

は、非常にうまくいったし、われわれとしては

感謝しているところです。 

司会 あと 2 問、質問が寄せられています。 

一つ目は、「津田さんはこれまでの記者会見

で、人工クレーターをつくる際の“目隠しでヤ

ブサメ”とか、サンプル採取の際の“太陽系の

歴史のかけらを手に入れた”など数々の名言を

残しています。私は、“牙をむいた”という名

言が好きでしたけれども、事前にコメントを推

考しているのか。記者会見の場で思いつくのか、

一人で考えているのか、他のメンバーとアイデ

アを出し合っているのか、種明かしをお願いし

ます」ということです。 

津田 ものによります。「牙をむいた」は、

急に聞かれたので、その場の思いつきでお答え

したので、まさかその言葉自身に注目されると

はあまり思わずにしゃべったことです。 

あと、第 1 回の着陸のときに、「小さな星に

手が届いた」というお話をしたとは思いますが、

あれも私は無防備だったのですけれども、「30

分後に記者会見やるから何か最初にしゃべれ」

と言われて、その場で考えざるを得なくて考え

たものです。そういうタイプのものもあります。 

ただ、それまで 10 年近くというか、タッチ

ダウン 1回目から 8年目ぐらいかな、やってい

ると、いろんなイメージを持っていましたので、

こういうときにこういうことを言えるといい

なというイメージがあったのは確かです。 

だんだん後半になると、2回目のタッチダウ

ンとか、それからクレーターができたときとか

は、第一声を求められていましたので、そこは

チームワークということで、「はやぶさ 2」のチ

ームの中で、成功した後に小さな会議を開いて、
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会議といっても雑談半分の会議なんですけれ

ども、第一声は何を言うべきかということをチ

ームで相談して決めることもありました。第 2

回の着陸成功のときは、NASAの方も含めて、あ

とアメリカの日本人のいろんな科学者のメン

バーも含めて相談した結果でお話ししました。 

司会 あらかじめ決めると、かんだりしませ

んか。 

津田 はい。なので、あまりやり過ぎないよ

うにしています。 

より大きく より遠くの天体目指す 

司会 首相官邸も見習ってほしいなという

ところですが。 

最後の質問です。「日本の宇宙ミッションの

最終的な目標とは、どのようなものになるでし

ょうか。われわれは長期的に何を目指していく

のでしょうか」という、ちょっと広めの質問で

す。 

津田 最終目標というと、なかなか言いづら

いというか、最終ってないよなと思ってしまう

のですが、まず一つ大きな区切りだったのは、

まさに「はやぶさ」、「はやぶさ 2」がやった惑

星間往復航行です。これが一つの区切りになっ

たのは確かだと思います。 

ただ、いま行けている相手の天体というのは、

小さな天体までです、往復ということにこだわ

ると。これをいかに今後、大きな天体へ伸ばし

ていけるか。あるいは遠くの天体に伸ばしてい

けるかというのが重要だと思います。ただ行っ

て帰ってくるだけだと、何の科学もできません。

行って、その場でどれだけいろんなことをやれ

るかです。「はやぶさ 2」だって、着陸したり、

クレーターをつくったりしていろんなことを

やりましたけれども、現地で活動して、さらに

帰ってくるということをやるには、いまわれわ

れが持っているリソースだけですと、あるいは

技術だけですと、小惑星が精いっぱいです。 

だけど、「はやぶさ 2」が獲得した技術を使え

ば、あるいはこれからやっていく火星衛星着陸

だったり、月着陸だったり、こういう技術を組

み合わせれば、より大きな天体へ、あるいはよ

り遠くの天体へ行くことができるんだと思い

ます。 

ここは本当にフロンティアというか、火星あ

るいは火星より遠くの天体へ行って帰ってく

るということができていないわけですから、新

しい科学的な知見が必ず期待されます。そうい

うところを目指すというのが次にやるべきこ

とかなと思います。 

司会 津田さん、きょうは時間をオーバーし

ましたが、丁寧で誠実に記者会見に応じてくだ

さって、本当に感謝しています。 

これからも応援しています。どうぞ頑張って

ください。 

きょうはどうもありがとうございました。 

津田 どうもありがとうございました。 

文責=日本記者クラブ 



地球帰還を成功させた
小惑星探査機「はやぶさ２」について

2021年1月18日

はやぶさ２プロジェクト

プロジェクトマネージャ 津田雄一

12021年1月18日日本記者クラブ



2

世界初の
•1天体2地点着陸
•地下物質の採取
•着陸精度60cm
を達成

2019年7月11日10:06（日本時間） リュウグウへの第2回タッチダウン成功



リュウグウのサンプル採取を確認
総採取量は5.4g （目標の54倍，はやぶさ（初号機）の5400倍）

3(C) JAXA



小惑星「リュウグウ」

4

地球

太陽

ﾘｭｳｸﾞｳ

約
3
億

k
m

リュウグウ到着時の位置関係
（2018年6月）

小惑星「リュウグウ」
形状 ： コマ型，直径1km
地表重力 ： 地球の8万分の１
自転周期 ： 7.6時間 （地球の3倍）
反射率 ： 2% （とても黒い）
地表の状態：クレーターと岩だらけ

はやぶさ２は，3億km彼方の小惑星
リュウグウを1年半探査した．

Credit： JAXA/U Tokyo/Kochi U/Rikkyo U/Nagoya U/Chiba Inst of Tech/Meiji U/U Aizu/AIST 

(C)JAXA



はやぶさ２ミッションの意義

３．探査としての意義

「フロンティアへの挑戦」ー科学技術イノベーション、産業・社会への波及、
国際プレゼンス発揮、青少年育成等の効果

１．科学的意義
「我々はどこから来たか」ー太陽系の起源と進化、生命の原材料の探求

地球、海、生命の原材料物質は、惑星が生まれる前の原始太陽系星雲の中に存在して
いたが、太陽系初期には同じ母天体の中で、互いに密接な関係を持っていた。この相
互作用を現在でも保っている始原天体（C型小惑星）からのサンプルを分析すること
で、太陽系の起源・進化の解明や生命の原材料物質を調べる。

２．技術的意義
「技術で世界をリードする」ー日本独自の深宇宙探査技術の継承と発展

「はやぶさ」は世界初の小惑星サンプルリターンとして、数々の新しい技術に挑戦し
たミッションであった。その経験を継承し、より確実に深宇宙探査を行える技術を確
立する。さらに、新たな技術にも挑戦し、今後の新たな可能性を開く。

未踏の地に踏み込むことで、新しい科学技術を創造し、産業に貢献するとともに、ス
ペースガード、資源利用、有人探査のターゲット等の科学以外の観点から小天体に対
応することで社会に貢献する。

5



6

はやぶさ２のめざす科学

小惑星
リュウグウの歴史

水・生命の起源
をしらべる

太陽系の歴史を
しらべる

(c) ESO/S. Brunier (c) NASA (c) NASA (c) JAXA, 東大など (c) JAXA/NHK



マリナー4
マリナー6
マリナー7
マース2
マース3
マリナー9
マース5
バイキング1
バイキング2
フォボス2
マーズグローバルサベイヤー
マーズパスファインダー
[のぞみ](不到達)
2001マーズオデッセー
マーズエクスプレス
スピリット
オポチュニティー
ロゼッタ
マーズリコネッセンスオービター
フェニックス
ドーン
マーズサイエンスラボラトリ
マンガルヤーン

マリナー10
メッセンジャー
＜ベピコロンボ・みお＞

マリナー2
ヴェネラ4
マリナー5
ヴェネラ5
ヴェネラ6
ヴェネラ7
ヴェネラ8
マリナー10
ヴェネラ9
ヴェネラ10
パイオニアビーナス1
パイオニアビーナス2
ヴェネラ11
ヴェネラ12
ヴェネラ13
ヴェネラ14
ヴェネラ15
ヴェネラ16
ベガ1
ベガ2
ガリレオ
マジェラン
カッシーニ
ビーナスエクスプレス
メッセンジャー
イカロス
あかつき
＜ベピコロンボ・みお＞

パイオニア10
パイオニア11
ボイジャー1
ボイジャー2
ユリシーズ
カッシーニ
ニューホライズン
ガリレオ・ガリレオカプセル
ジュノー

パイオニア11
ボイジャー1
ボイジャー2
カッシーニ・ホイヘンス

ボイジャー2

ニューホライズンズ

【金星】

【冥王星】

【太陽】

【海王星】

【土星】

【木星】
【火星】

【地球】

ベガ1
ベガ2
さきがけ
すいせい
ジオット
ICE
ガリレオ
ニアシューメイカー

ディープスペース1
スターダスト
ロゼッタ
ディープインパクト
ドーン
はやぶさ
はやぶさ２
＜オシリスレックス＞

小惑星・彗星探査

世界の主要な太陽系探査（月以遠）

ﾌﾗｲﾊﾞｲ（通り過ぎ探査）

周回探査
大気突入・着陸・衝突探査

ｻﾝﾌﾟﾙﾘﾀｰﾝ（着陸往復探査）

「惑星間往復航行」を実現できたのは現状
はやぶさシリーズのみ

易

ボイジャー2

【天王星】

難(C)JAXA, 画像源泉:NASA

【水星】

パイオニア5,6,7,8,9
ヘリオスA/B
ユリシーズ
ISEE-3
STEREO-A/B
ジェネシス
パーカーソーラープローブ



はやぶさ２国際協力全体像

1. 豪州宇宙庁（ASA）
• 豪州への着陸許可の発行

2. 豪州国防省（DOD）
• 着陸場所の有償利用

1.  米国航空宇宙局（NASA）
• JPLによる追跡・管制支援
• 小惑星地上観測支援
• OSIRIS-RExのサンプル提供 等

欧州

1. ドイツ航空宇宙センター(DLR)
• 追跡支援
• 微小重力実験支援

米国

豪州

2．フランス宇宙研究センター
(CNES)

• MASCOT搭載科学機器の開発

JAXAは小型着陸機（MASCOT）を
搭載し、小惑星表面に着陸させる。

JAXAはミッション運用への参加機会とサンプルを提供。

JAXAは利用代金を支弁。
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http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://tak0719.hp.infoseek.co.jp/qanda3/satanamerica.files/image008.gif&imgrefurl=http://tak0719.hp.infoseek.co.jp/qanda3/satanamerica.htm&h=320&w=608&sz=34&tbnid=8dqt6IaaMXPq2M:&tbnh=72&tbnw=136&prev=/images?q=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%80%80%E6%97%97&zoom=1&q=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%80%80%E6%97%97&hl=ja&usg=__9Nq3QeqDU-w34SZzkKLS2-Oadi8=&sa=X&ei=KkfTTKaIJ47SuwPxwtDzDg&ved=0CA4Q9QEwAA
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ミッションの流れ （ 5 2 . 4億 k mのたび）

リュウグウ到着
2018年6月27日

打ち上げ
2014年12月3日

地球スイングバイ
2015年12月3日

MINERVA-II-1分離
2018年9月21日

MASCOT分離
2018年10月3日

第1回タッチダウン

衝突装置第2回タッチ
ダウンMINERVA-II-2

地球帰還
2020年12月6日

リュウグウ出発
2019年11月13日

2019年2月22日

2019年4月5日

（画像クレジット：探査機を含むイラストは池下章裕氏、他はJAXA）

2019年7月11日2019年10月2日

■探査機の総飛行時間 ：2195日

• 打上げ ：2014年12月3日（水）13時22分04秒

• カプセル着地（＝消感） ：2020年12月6日2時54分

■総飛行距離 ：52億4千万km
• 往路 ：31億km
• 小惑星近傍 ：13.2億km
• 復路 ：8.2億km



X帯中利得ア
ンテナ

X帯高利得
アンテナ

Ka帯高利得ア
ンテナ

スタートラッカ

再突入カプセル

サンプラホーン

太陽電池パドル

近赤外分光計 (NIRS3)

レーザ高度計
(LIDAR)

X帯低利得アンテナ分離カメラ (DCAM3)

光学航法カメラ
ONC-W2

探査機「はやぶさ２」

イオンエンジン

衝突装置(SCI)

MASCOT 着陸機

ミネルバ２ローバ

化学推進系スラスタ

中間赤外カメラ
(TIR)

光学航法カメラ
ONC-T, ONC-W1

ターゲットマーカー×5

光学航法カメラ
ONC-T

レーザ高度計
LIDAR

近赤外分光計
NIRS3

中間赤外カメラ
TIR

科学観測機器

II-1A II-1B

DLRとCNES製作

MASCOT

II-2

II-2 : 東北大およびミネルバ２コンソー
シアムによる

II-1 : JAXA MINERVA-II チームによる

ミネルバ２

小型着陸機・ローバ
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大きさ： 1m×1.6m×1.25m (本体)
太陽電池パドル展開幅6m

重さ ： 609kg (燃料込み)

(C)JAXA



惑星間航行技術
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 イオンエンジンによる惑星間航行を完遂
(わが国独自の“マイクロ波放電式イオンエンジン”の技術を確立・進展させた)

 軌道不確定性の高い（誤差～500km!）の天体への到着
（難しい天体へ到着する技術を確立・進展させた）

 正確な地球帰還技術
（深宇宙からの高速・直接大気圏突入技術を進展させた）

リュウグウ最終接近フェーズの様子
（はやぶさ２搭載カメラの画像）

イオンエンジンのイメージ映像

(C)ライブ

(C)JAXA



小惑星近傍運用フェーズの実績
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2018 2019
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着陸点
選定作業 人工クレータ目標点選定

PPTD成立性検討

TM
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回
軌
道

投
入

TM/ﾐﾈﾙﾊﾞII-2
周回化検討

Box-B1
Box-C2Box-C1 Box-B3

Box-B4
Box-C3

Box-B5
Box-C6

Box-B7Box-C4
Box-C5

誘導試験
低空初観測

Box-B2

南極ｽｷｬﾝ

Duskｽｷｬﾝ

H~2.5km

TD点低空
ｽｷｬﾝ

北極ｽｷｬﾝ

衝観測 ｻﾌﾞｿｰﾗ
観測

TD点低空
ｽｷｬﾝ 側方観測

最終低空
観測

定
常

運
用

総降下回数 ：計画17，実績18
着陸回数 ：計画1-3, 実績2
ローバー着陸 ：計画4， 実績4
クレーター生成 ：計画1， 実績1
使用ﾀｰｹﾞｯﾄﾏｰｶｰ ：計画5， 実績4
周回物体 ：計画0,    実績3



４つのロボットで地表へ展開

（Image credit：JAXA） （Image credit：MASCOT/DLR/JAXA）

（Image credit：東北大，JAXA）

JAXA
「ミネルバII-1A/B」
（ﾆｯｸﾈｰﾑ：イブ―・オウル）

DLR/CNES 
「MASCOT」

東北大・大学コンソーシアム
「ミネルバII-2」
（ﾆｯｸﾈｰﾑ： ウルラ）

2019年10月2日 軌道周回・着陸成功

2018年10月5日 着陸・移動探査成功2018年9月21日 着陸・移動探査成功
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ミネルバII-1の撮影したリュウグウミネルバII-1は，小惑星の地表を動きまわって探査した，世界初
のロボットになりました．

2018/9/23 ローバー1B 地表にて撮影 （C)JAXA



着陸場所が見つからない

15

100m

はやぶさ２のもともとの仕様は
着陸精度50m
＝ 100m四方の平坦な地形が必要

見つかったのは直径6mの安全地帯
＝ 着陸精度を3mを目指すことに

(C)JAXA，東大など



“ターゲットマーカー”の使い方を変更

16

もともとの計画（はやぶさ初号機方式）
＝“けずまづき防止”に使用

新方式（ピンポイントタッチダウン）
＝“航法標識”（位置の目印）に使用

まずﾀｰｹﾞﾄﾏｰｶｰを地面に設置し，
落ちた位置をよく調べてから，
後日ﾀｯﾁﾀﾞｳﾝする

ﾀｰｹﾞﾄﾏｰｶｰを落とし，落ち行く
ﾀｰｹﾞﾄﾏｰｶｰを追いかけながら，
そのままﾀｯﾁﾀﾞｳﾝする



はやぶさ２が実現したピンポイントタッチダウン方式

17

ホームポジション
（高度20km）から降下

TMを見つける
TMを追いかける

高度センサー切り替え
（LIDAR→LRF）

TMを追いかけつつ
着陸姿勢へ

上昇・離脱

※TM:ターゲットマーカー

TMを落と
した地点

ﾀｯﾁﾀﾞｳﾝ
目標ｴﾘｱ

6m
6m

(C)JAXA

（C)JAXA, 東京大, 高知大, 
立教大, 名古屋大, 千葉工大, 
明治大, 会津大, 産総研

タッチダウン地点周辺の地形
紫楕円：危険な岩
黄楕円：注意すべき岩
青楕円：安全な岩
（数字は岩の高さ，安全な着陸のためにあh70cm以下が必要）



第1回タッチダウン（2019年2月22日）

18

（©JAXA）

サンプラーホーンモニターカメラ（CAM-H）の映像



チーム“はやぶさ２”

19

• プロジェクトメンバー： 約600人

– プロジェクトコアメンバー（PM配下）： 約10人

– 技術スタッフ（JAXA内）： 約100名

– 協力企業メンバー： 約300名

– 他研究機関メンバー（国内）： 約130名

– 他研究機関メンバー（海外）： 50+名

チームワークがとても大切！
600人で１つの目標
徹底的な訓練
挑戦心・あきらめない心 を奨励するチームビルディング

2019年2月22日 ﾀｯﾁﾀﾞｳﾝ1成功時 管制室にて(C)JAXA



強いチームを作るために：失敗させるシカケ
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Realtime Integrated Operation （実時間統合運用）訓練
探査機シミュレータを使った運用訓練．

 管制担当エンジニア＋科学者約50名が参加
 難しい運用を，正しく実施できるか？

はやぶさ２もどき（シミュレータ）

↑出題者の部屋（神の間）

管制室（人間界）→
(C)JAXA

(C)JAXA



「実時間統合運用訓練」(シミュレータによる
小惑星降下訓練）の成績表
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訓練回数 48回
うち
「大成功」 11回
「撃墜」 22回

(C)JAXA



4月24～25日 人工クレーター作成運用（SCI）
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クレーター作成の瞬間を記録する（DCAM3）

23



2019年4月5日人工クレータ生成に成功

24

(c)Arakawa et al.,2020

クレーター数値標高地図

クレーター生成前後の地形変化

DCAMにより撮影されたクレーター生成過程



第2回タッチダウン（2019年7月11日）

撮影時刻：2019年5月16日、11:36～11:39 （機上、日本時間，高度0.5～0.6km）

C01エリア

人工クレータ―

（画像のクレジット：JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉
工大、明治大、会津大、産総研）

C01-Cb

TM

（半径
3.5m）

着陸精度60cmでタッチダウン成功



はやぶさ２の科学成果（進展中！）

有力科学雑誌に多数の研究成果が生まれつつある
• リュウグウの形状とそこから示唆される歴史
• リュウグウ地表面に水を検出
• リュウグウ地形の分類と母天体（生まれ故郷）の
推定

• リュウグウ上の岩と地球上の隕石に類似性を発見
• クレーター生成のメカニズム
• リュウグウ地表面の年齢の同定
• リュウグウの地質はスカスカ
• リュウグウの軌道変遷・

・
・

今後は太陽系形成史・生命史への展開，手に入れたリュウグウ
サンプルとの比較分析に発展することが期待される



リュウグウの地名と着陸地点
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おむすびころりんクレーター

（画像クレジット：JAXA,DLR）



Coober Pedy, Australia, Dec.6, 2020, 2:28:48-2:29:11JST (Altitude 80～50km)
28

はやぶさ２帰還カプセルの「火球」

(C)JAXA



リエントリー最終誘導（2020年10～12月）
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TCM-0

TCM-1

TCM-4

TCM-2

TCM-3

ｶﾌﾟｾﾙ分離

TCM-5

イオンエンジンによる軌道修正
（9/17，地球距離約3600万km）

軌道微調整（化学推進系使用，以降同様）
（10/22，地球距離約1700万km）

軌道微調整
（11/12，地球距離約900万km）

ウーメラに向けた軌道変更
（11/26，地球距離約350万km）

軌道微調整
（12/1 16:00JST前後，
地球距離約174万km）

地球圏離脱軌道変更
（12/5 15:30-18:00JST，
地球距離20〜16万km）

•オーストラリア政府の許可をとりながら，豪州ウーメラ砂漠の一地点を目指して，はやぶさ２を精密に誘導．
•大気圏突入の12時間前に，再突入カプセルを分離．その後はやぶさ２本体は即座に再突入軌道から離脱した．

ｶﾌﾟｾﾙ着地
（12/6 2:47-2:57JST）

※TCM: Trajectory Correction Maneuver（軌道修正）

（画像クレジット：JAXA）

カプセル分離
（12/5 14:30JST，
地球距離約22万km）



大気圏突入シーケンス
（2020年12月6日の運用）
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＜大気圏突入＞
高度： 120km
飛行速度： 11.6km/s

＜火球ﾌｪｰｽﾞ＞
高度： 80→40km
飛行速度： 11.6km/s→3km/s

＜ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ降下ﾌｪｰｽﾞ＞
高度： 10km→地表
飛行速度： 0.1m/s
※ﾋﾞｰｺﾝ発信

＜着陸＞
ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ切り離し

高度
120km

高度
10km

＜近地点通過＞
高度： 350km前後
飛行速度： 11.7km/s

火球撮影

＜ﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞ分離・ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ展開＞
高度： 10km前後
飛行速度： 100m/s→0.1m/s

2:28:48～2:29:22（日本時間）

2:54（日本時間）

2:28:27（日本時間）

2:32（日本時間）

＜弾道降下＞
飛行速度： 3km/s→100m/s

（画像クレジット：JAXA）

Aft-Heat Shield

Instrument Module

Fore-Heat Shield



ウーメラ砂漠でのカプセル回収活動
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 73名の要員が渡豪，現地展開．（コロナ対策のための合計5週間の隔離実施）

DODの安全
管理エリア

着陸目
標楕円

GOS(光学観測:地上) GOS (光学観測:航空) DFS(方向探索) MRS(ﾚｰﾀﾞｰ) DRONE(ﾄﾞﾛｰﾝ) SMP(ｻﾝﾌﾟﾙ回収) RCC(本部)

出典：

地図以外の画像クレジット：JAXA



カプセル回収の様子
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Dec.6 (JST)
02:28 リエントリ（高度120km通過）
02:32 ビーコン検知
02:54 カプセル着陸（ビーコン消失）
04:47 カプセル発見
08:03 カプセル現地分析施設（QLF）到着
11:13 前面ヒートシールド発見
12:31 背面ヒートシールド発見
Dec.7
22:30 カプセル豪州出発
Dec.8
11:27 相模原キュレーション設備搬入

57hr
(<100hr)
※サンプル
汚染管理の
ための条件

現地QLFにてガス採取に成功（リュウグウ由来であることの確認は帰国後）

ヘリにより目視発見．本体・ヒートシールド・パラシュート等全て回収． 安全化処置後，現地QLFへヘリにて搬送．

画像クレジット：JAXA



カプセル日本到着～開封
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12/7 ウーメラ空港 Falcon 7Xで空輸 12/8 カプセル相模原到着

12/8 相模原キュレーション設備へ搬入

12/15 サンプル確認

12/14 着地点視察

画像クレジット：JAXA



カプセル内に大量のサンプルを確認

A室（第1回タッチダウン），C室（第2回タッチダウン）のサンプルは想定以上．
B室（第1回と第2回TDの間のホバリング時）にも小粒子が多数．

34

画像クレジット：JAXA



はやぶさ２の工学上の「世界初」

1) 小型探査ロボットによる小天体表面の移動探査

2) 複数の探査ロボットの小天体上への投下・展開

3) 小惑星での人工クレーターの作成とその過程・前後の詳細観測

4) 天体着陸精度60cmの実現

5) 同一天体２地点への着陸

6) 地球圏外の天体の地下物質へのアクセス

7) 最小・複数の小天体周回人工衛星の実現

8) 地球圏外からの気体状態の物質のサンプルリターン

9) C型小惑星の物質のサンプルリターン

さらに，「惑星間往復航行」を実現したという点では，はやぶさ初号機
に続いて人類史上2番目．

35
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はやぶさ２「拡張ミッション」

JAXA Sy m posium  2019 

リュウグウ到着
2018年6月27日

打ち上げ
2014年12月3日

地球スイングバイ
2015年12月3日

MINERVA-II-1分離
2018年9月21日

MASCOT分離
2018年10月3日

第1回タッチダウン

衝突装置第2回タッチ
ダウンMINERVA-II-2

地球帰還
2020年12月6日

リュウグウ出発
2019年11月13日

2019年2月22日

2019年4月5日

（画像クレジット：探査機を含むイラストは池下章裕氏、他はJAXA）
2019年7月11日2019年10月2日

地球ｽｲﾝｸﾞﾊﾞｲ
(2027)

地球ｽｲﾝｸﾞﾊﾞｲ
(2028)

1998KY26到着
(2031)2001 CC21ﾌﾗｲﾊﾞｲ

(2026)

• 11年の飛行で宇宙航行技術をさらに磨く
• 新たな未踏の小惑星 “2001 CC21”と“１９９８ KY26”を目指す



はやぶさ２が見せたもの
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◆きちんと遠大な手順を踏めば，大成果が出る
 工学実証機「はやぶさ１」→本番機「はやぶさ２」
 挑戦を許容し，長い目で評価する

◆人類未踏の地こそ，知のフロンティア
 想定外の“発見”の場，科学史的な進化の種
 想像以上の工学イノベーション，技術蓄積が期待できる

◆大プロジェクトのマネジメント技法
 挑戦と信頼性の両立
 大規模チームマネジメント

◆青少年育成
 “リアクションホイール”を知る小学生
 “クレータ生成時のサンプル汚染”を

懸念する高校生

◆科学だけでなはい社会的意義
 宇宙資源探査
 宇宙防災（惑星防衛）
 超遠隔・極限環境ロボット技術
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ありがとうございました

(C)JAXA

http://www.hayabusa2.jaxa.jp/



（参考）はやぶさ２の主要なアウトリーチ活動
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No. 実施期間 名称 内容・結果

0 (開発中) (寄付金によるモニター
カメラの製作・搭載)

一般からいただいたはやぶさ２プロジェクトへの寄付金で、
CAM-H（サンプラーホーンモニターカメラ）を製作、搭載。

1 2013.
4.10〜8.8

星の王子さまミリオン
キャンペーン２

ターゲットマーカには183,174名の名前が、カプセルには
226,800名の名前・メッセージが搭載。（合計、409,974名。う
ち外国からは約190か国、116,034名）

2 2015.
7.22〜8.31

小惑星名称公募 探査対象小惑星1999 JU3の名称を募集し、約7,300名から
提案が寄せられた。2015年9月末に、「リュウグウ」という名
前が正式に命名された。

3 2015.12.3 スイングバイ観測キャン
ペーン

39カ所（一部国外を含む）から地球に接近した「はやぶさ２」
の観測に成功し、多くの人が見送った。

4 2016.
7.1〜8.15

リュウグウ観測キャン
ペーン

明るさは18.5等という暗いものであったにもかかわらず、約
14カ所で観測に成功。

5 2017.
2.12〜2.20

自転軸予想キャンペー
ン

「はやぶさ２」の運用訓練で用いる自転軸のパラメータをツ
イッターで募集し、約100名が数値を応募。

6 2017.12〜
2018.4

リュウグウ想像コンテス
ト

リュウグウを想像するコンテストを外部の機関に主体となっ
てもらって実施。（国内18機関、海外7カ国が参加）

7 2020

11.1 
〜 12.6

リュウグウ＆「はやぶさ
２」お帰り観測キャン
ペーン

地球に接近してきた小惑星リュウグウと地球帰還した「はや
ぶさ２」を観測。リュウグウはのべ38件、「はやぶさ２」は77
地点での観測に成功。

8 2016.2〜
2018.4

はやぶさ２トークライブ
（全14回）

「はやぶさ２」のミッションについて少し高度な内容まで含め
た講演会を2ヶ月に1回、相模原市立博物館で開催。毎回、
150名前後の参加者あり。

9 2020.1〜
2020.9

はやぶさ２トークライブ
シーズン２

全国でトークライブを行う。新型コロナウイルス感染症のた
め実施が困難な状況の中、23回のトークライブを実施。

小惑星名称公募

(© 日本スペースガード協会)

リュウグウ観測
キャンペーン

はやぶさ２ トークライブ

ツイッター

はやツー君

寄付金によるモニターカメラ搭載

主要なキャンペーン

画像クレジット：JAXA



（参考）サクセスクライテリア達成状況（地球帰還時点）
ミッション目標 ミニマムサクセス フルサクセス エクストラサクセス

【理学目標１】
Ｃ型小惑星の物質科学的特性を調
べる．特に鉱物・水・有機物の相
互作用を明らかにする。

小惑星近傍からの観測により、
Ｃ型小惑星の表面物質に関する、
新たな知見を得る。

【達成判断時期】
探査機の対象天体到達1年後

採取試料の初期分析において、鉱
物・水・有機物相互作用に関する
新たな知見を得る。

【達成判断時期】
試料回収カプセルの地球帰還1年後

天体スケールおよびミクロスケール
の情報を統合し、地球・海・生命の
材料物質に関する新たな科学的成果
を上げる。
【達成判断時期】
試料回収カプセルの地球帰還1年後

【理学目標２】
小惑星の再集積過程・内部構造・
地下物質の直接探査により、小惑
星の形成過程を調べる。

小惑星近傍からの観測により、
小惑星の内部構造に関する知見
を得る。

【達成判断時期】
探査機の対象天体到達1年後

衝突体の衝突により起こる現象の
観測から、小惑星の内部構造・地
下物質に関する新たな知見を得る。

【達成判断時期】
探査機の対象天体離脱まで

・衝突破壊・再集積過程に関する新
たな知見をもとに小惑星形成過程
について科学的成果を挙げる。

・探査ロボットにより、小惑星の表
層環境に関する新たな科学的成果
を挙げる。

【達成判断時期】
探査機の対象天体到達1年後

【工学目標１】
「はやぶさ」で試みた新しい技術
について、ロバスト性、確実性、
運用性を向上させ、技術として成
熟させる。

イオンエンジンを用いた深宇宙
推進にて、対象天体にランデ
ブーする。

【達成判断時期】
探査機の対象天体到達時

・探査ロボットを小惑星表面に降
ろす。※1

・小惑星表面サンプルを採取する。
・再突入カプセルを地球上で回収
する。

【達成判断時期】
試料回収カプセルの地球帰還時

N/A

【工学目標２】
衝突体を天体に衝突させる実証を
行う。

衝突体を対象天体に衝突させる
システムを構築し、小惑星に衝
突させる。
【達成判断時期】
生成クレータ確認時

特定した領域に衝突体を衝突させ
る。

【達成判断時期】
生成クレータ確認時

衝突により、表面に露出した小惑星
の地下物質のサンプルを採取する。
【達成判断時期】
試料回収カプセルの地球帰還時

つまり，
小惑星について初めて「ミニマムサクセス」
地球に帰ってきて初めて「フルサクセス」
というミッションであった．

達成済み
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Okada et al. (2020), “Highly porous nature 
of a primitive asteroid revealed by thermal 
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（参考）はやぶさ２の代表的な論文成果（リュウグウ近傍観測関係）

※上記以外の工学論文・理学論文多数あり
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