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▍プロジェクト計画立案

1985年6月29日 小惑星サンプルリターン研究会が発足

1995年 MUSES-C（はやぶさ）計画の概算要求
►予算127億円

 
科学技術庁→宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）

はやぶさの目指す５つの重要技術の実証
►イオンエンジンを主推進機関に用いた、惑星間航行

►光学情報を用いた自律的な航法と誘導

►微小重力下の天体表面の標本採取

►惑星間飛行軌道からの直接大気圏突入とサンプル回収

►イオンエンジンと地球スイングバイの併用による加速操作
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▍はやぶさプロジェクトスケジュール概要
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▍ターゲット＝小惑星「イトカワ」

小惑星 1998SF36
►1998年9月26日、マサチューセッツ工

 科大学・リンカーン研究所の地球接近

 小惑星研究プロジェクト

 
(LINEAR) に

 より発見された。

►JAXAからの依頼で、2003年8月6日

 に日本のロケット開発の父・糸川英夫

 にちなんで「ITOKAWA」と改名された。

►軌道長半径 1.324 AU、近日点距離

 0.953 AU 、遠日点距離 1.695 AU 、
 離心率 0.280 、公転周期 1.52 年

 (AU:天文単位、約1.5億km）

►三軸径 535 ×
 

294×
 

209 m、表面積

 0.393 km2
、体積

 
0.018378 km3

、

 質量 (3.510 ±
 

0.105)×1010 kg
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▍2003年5月9日
 

打ち上げ・惑星間軌道投入
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▍M-Vロケット

三段式ロケット

全段固体燃料使用

主要諸元

►

 

全長

 

30.8m
►

 

直径

 

2.5m
►

 

重量

 

140.4t
►

 

打ち上げ能力

 

1,850Kg
使用実績

►

 

1997年2月

 

電波望遠鏡衛星｢はるか」

►

 

1998年7月

 

火星探査機「のぞみ」

►

 

2003年5月

 

小惑星探査機「はやぶさ」

今後使用予定
►

 

ASTRO-F（赤外線天文衛星）

►

 

LUNAR-A（月探査機）

►

 

ASTRO-EⅡ（X線天文衛星）

►

 

SOLAR-B（太陽観測衛星）
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▍固体燃料と液体燃料

固体燃料 液体燃料

酸化剤 過塩素酸アンモニウム 68% 酸化剤　液体酸素

燃料剤 末端水酸基ポリブタジエン 14%燃焼剤　液体水素

助燃材 アルミニウム粉末 18% 

推力 ○ △

比推力 △ ○

信頼性 ○ △

長期保存 ○ △

構造効率 ○ △

燃焼制御性 △ ○

多段ロケットの一段目 多段ロケットの二段目、三段目

液体一段目の補助ブースター 再利用用途（スペースシャトル本体）

軌道投入用キックモーター（ 終段）

成分

用途
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▍小惑星探査機（MUSES-C）はやぶさ

大きさ：1.0mｘ1.6mｘ1.1m 重さ：380Kg（燃料なし）

化学燃料：70Kg イオンエンジン駆動ガスXe：60Kg
全質量：510Kg
発生電力：2.6KW（at 1AU）、1.0KW(at 1.7AU)
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▍μ10 イオンエンジン

4台のイオンエンジン
►同時 大3台運転

►バックアップ1台

イトカワ到着までに
26,000時間/台の運転

高到達速度：
３５Km/sec
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▍μ10 イオンエンジン：高比推力・低推力

比推力：単位重量の推進剤で単
位推力を出し続けられる時間

長時間をかけて35Km/secまで

加速

60Kgの燃料で60億キロを航行

1. Arcjet:直流電源によりアーク放電柱を

 
生成し、推進剤を加熱電離。電界加速に

 
より推力発生

2. Hall:ホール効果推進器

 
/荷電粒子を筒状の陽極とマイナスに帯

 
電したプラズマとの間で加速

3. MPD：磁場プラズマ力学推進器

 
/プラズマ化したリチウムイオンをローレン

 
ツ力で加速

4. FEEP：電界放射式電気推進 (Field 
Emission Electric Propulsion) 
/金属イオンを電界で加速
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▍μ10：マイクロ波放電型イオンエンジン
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▍惑星間飛行で初めての3軸姿勢制御

ゼロモーメンタム制御
XYZ3軸にリアクションホイール

姿勢制御用スラスタエンジン
12個のRCS
（Reacting Control System)
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▍はやぶさ航行計画

計画修正

 

2010.6 計画修正

 

2007.4
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▍地球スウィングバイ

世界で初めての低推力推進機関
とスウィングバイの併用による加
速操作。

地球の引力場を利用した、軌道方
向の90°変更

地球の公転運動とのエネルギー
交換による加速。
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▍複合光学航法によるイトカワとのランデブー

電波による距離と方向の測定
►距離：基準パルスの到達時間により高精度に測定可能

►方向：地球の自転を利用したドプラー計測値の変化から推定するが、

 精度が不足。

はやぶさから星を背景としてイトカワを撮影することにより
探査機からイトカワへの単位方向ベクトルを高精度に測定
できる。

両者を組み合わせて、はやぶさの位置の高精度測定、計
画軌道からのズレをイオンエンジン噴射により補正する作
業を繰り返す。

2005年8月29日にイトカワから４,600Km地点で、化学エ
ンジンを用いて速度約9m/secで接近する飛行フェーズに
移行。



17

▍イトカワの観測画像とイトカワ表面上のはやぶさの影
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▍2005年11月20日第１回目タッチダウン・失敗/転倒
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▍ターゲットマーカーを用いた水平相対速度の制御

惑星への着陸でもっとも困難なの
は、水平方向の速度キャンセル

事前にターゲットマーカーを投下、
それに向けてランデブーをすること
で、水平方向の相対速度を計測･
制御

探査機は2秒ごとにフラッシュ照射

するマーカーを撮影、照射しない
撮影との差画像よりターゲットマー
カーを抽出

その検出位置に基づき、水平方向
の軌道修正を自律的に行うように
設計されている

着地時のバウンドを防止する為、
お手玉状の柔構造を採用
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▍2005年11月26日2回目タッチダウン・サンプル採取
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▍サンプル採取方式の検討

表面から深さ方向に
連続的なサンプルが
採取可能。

本体の固定方法に難

地表接近運動エネ
ルギーを利用して
破砕・貫通が容易

モリの制御精度に難

近傍フライバイでも
サンプル採取可能

サンプル収量に不安
浮遊不純物の混入

短時間にタッチアン

 
ドゴーの採取が可能
表面が硬くてもサン

 
プル収集が可能
→採用
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▍2005年12月8日行方不明

X軸、Y軸周りのリアクションホイールの故障停止

タッチダウン失敗の衝撃による燃料パイプ破損・燃料喪失
によるRCS動作不能

姿勢制御不能→太陽電池パネルの太陽追尾不能→発電
能力喪失

バッテリー放電→テレメトリ喪失→地上からの追尾不能

スピン状態のはやぶさの太陽電池パネルがいずれ太陽
方向に向き発電力を回復しテレメタリが復帰する可能性

野辺山電波天文台での24時間探索継続
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▍2006年1月23日発見・レスキュー開始

テレメタリー回復による故障状態の把握

中和器からのXeガスジェットのトルクによるスピン緩和

太陽輻射によるソーラーセイル技術による3軸姿勢制御の確立→
イオンエンジンによる航行可能に

帰還スケジュールの見直し
►イトカワ周回軌道離脱

 
2005年12月→2007年4月

►地球帰還・カプセル回収

 
2007年6月→2010年6月
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▍中和器のXeガスジェットのトルクによるスピン緩和

イオンエンジン燃料のXeを生ガスとして中和器から噴射

大きなトルクアーム→微小のガス噴射で大きなトルク発生

アンテナ軸（Z軸）まわりのスピンを止め、地球帰還航路での姿勢制御用ト
ルク源として重要な役割を担い続けた。
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▍ソーラーセイル技術とXeガスジェットによる3軸姿勢制御
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▍帰還航路でのイオンエンジン故障→クロス運転

2007年４月 イオンエンジンD点火、イトカワ周回軌道を脱

出、地球帰還軌道に

2009年4月 イオンエンジンDの14000時間連続運転に起
因した中和器劣化→イオンエンジンCに切り替え

2009年11月軌道修正のため推力増強必要→イオンエン
ジンDの再点火失敗→イオンエンジンA及びBの単独点火

も失敗。

イオンエンジンBのイオン源とイオンエンジンAの中和器が

バイパスダイオードで結合されていることを利用して、クロ
ス運転に成功
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▍クロス運転時のバイパスダイオードの効果

この運転モードは打ち上げ前の確認試験項目に無く、宇宙開発で
は非常識のぶっつけ本番
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▍2010年6月13日地球帰還・サンプルカプセル放出
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▍はやぶさ 後のミッション
 

地球撮影



30

▍2010年6月13日23時23分大気圏突入
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▍カプセル回収
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▍回収後のサンプルカプセル
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▍カプセル内の微粒子調査報告（第一報）

サンプル収納容器から採取された微粒子は、現時点で約
1500個

鉱物種：かんらん石、輝石、斜長石、硫化鉄など

鉱物種の存在割合、成分比率は隕石の特徴と一致、地球
上の岩石とは異なる。

始原天体である小惑星からの微粒子が極めてクリーンな
状態で地球に持ち帰られたことは、人類にとって価値ある
共通の財産を獲得した大変画期的なこと（JAXA)
今後、JAXAでは、サンプル収納容器からの微粒子採集

を引き続き行うと同時に、イトカワ由来の微粒子の詳細な
分析を進めていく
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▍微粒子の電子顕微鏡写真
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▍今後に向けて（はやぶさ２計画）

プロジェクト実施時期
►2014/7（打上）、2015/12（地球スイングバイ）、2018/6（小惑星到

 着）、2019/12（小惑星出発）、2020/12（カプセル帰還）

目標小惑星：1999JU3（C型小惑星）
►C型小惑星：炭素系の物質を主成分とする小惑星。イトカワ（S型小

 惑星：鉄やマグネシウムが主成分）より始原的小惑星

ミッション目的
►C型小惑星の探査により、小天体にある鉱物･水･有機物の相互作

 用を調べる

►小惑星の再集積過程･内部構造・地下物質の直接調査により、小

 惑星の形成過程を調べる

►「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

►衝突体を天体に衝突させる実証を行う
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ご清聴ありがとうございました。
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