
イオンエンジンによる
飛行・軌道マヌーバ

サンプル初期記載・
分析

カプセル探索・回収

2014年12月3日 打上げ

2015年12月3日
地球スイングバイ

2018年6月27日
リュウグウ到着

2019年11月13日
リュウグウ出発

2020年12月6日 地球帰還

2021年 初期分析
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2018年9月21日
MINERVA-II1分離

2018年10月3日
MASCOT分離

2019年2月22日
1回目のタッチダウン

2019年4月5日 衝突装置

2019年7月11日
2回目のタッチダウン

2019年10月3日
MINERVA-II2分離

2022年 国際公募開始予定

C01-Cb：第2回タッチダウン地点

はやぶさ２ミッション概要

スケールバー：25 m
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イオンエンジンによる軌道修正
（9/15-21 頃，地球距離約3600万km）

軌道微調整（化学推進系使用，以降同様）
（10/20-26 頃，地球距離約1700万km）

軌道微調整
（11/2-19 頃，地球距離約1200万km）

ウーメラに向けた軌道変更
（11/25-29 頃，地球距離約350万km）

軌道微調整
（12/1 頃，地球距離約180万km）

地球圏離脱軌道変更
（12/5 15:00-17:00JST頃，
地球距離約20万km）
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※TCM: Trajectory Correction Maneuver（軌道修正）

カプセル分離
（12/5 14:00-15:00JST頃，
地球距離約22万km）

地球リエントリー
(2020年12月6日)

「はやぶさ２」の軌道

Ryuguの軌道

太陽

地球の軌道

Ryugu出発
（2019年11月13日） 第1期ｲｵﾝｴﾝｼﾞﾝ運転

（2019年12月3日〜2020年2月20日）

第2期ｲｵﾝｴﾝｼﾞﾝ運転
(2020年5月12日〜9月）

リエントリー最終誘導
(2020年10月〜）

① 帰還フェーズ：イオンエンジンによる軌道制御

② 最終誘導フェーズ：軌道微調整によるカプセル再突入

②最終誘導フェーズ

③ カプセル再突入：パラシュート開傘とカプセル着地

地球を含む平面を「的（まと）」に
見立てた時

・第1期後：半径140万km

・第2期後：半径1万km

の円内を通過できる軌道に乗るよう
にイオンエンジンを噴射します。

③カプセル

10月以降の最終誘導フェーズでは、カプセル再突入
のための精密誘導（TCM-1, 2, 3, 4）と、カプセル分
離後のはやぶさ2本体の地球圏離脱軌道変更（TCM-
5）が、化学推進系を用いて行われます。

・TCM-1, 2：地球近傍（高度200 km以上）を通過
する軌道に変更

・TCM-3：オーストラリアのウーメラに向かう大気
圏突入軌道に軌道変更

・TCM-4：軌道微調整、この後にカプセル分離

・カプセル分離、カプセル大気圏再突入

・TCM-5：はやぶさ2本体の大気圏突入を避けるため
に、地球圏離脱軌道へと軌道変更

カプセル再突入の際、カプセルはある領域に着地するよう
に軌道が決定され、開傘点分散（図中赤線の領域）内でパ
ラシュートが開傘します。

パラシュートが開傘し、速度を落とした上でカプセルを地
表に着地させますが、パラシュート開傘後のカプセルは風
の影響を受けるため、更に広い領域となる長径約100 km以
上の楕円領域（黒線の領域：着地点分散）内にカプセルは
着地する事になります。

この領域内がカプセルが最終的に着地する可能性のある領
域であり、様々な方法を併用することでカプセルの探索を
行います。

2019年11月13日に小惑星リュウグウを出発したはやぶさ2は、
第1期および第2期イオンエンジン運転を経て、カプセルを投入
するための軌道に入ります。

第2期イオンエンジン後、さらに精密
な軌道制御を行うため、化学推進系
を主に用いる最終誘導フェーズへと
移行します。

再突入

軌道マヌーバ
小惑星リュウグウ出発 – 地球帰還 – カプセル再突入



はやぶさ2カプセルの帰還

「はやぶさ2」カプセルの探索＆回収のための体制とその手法

カプセル探索＆回収

＜はやぶさ２カプセルの探し方＞

探索＆回収ミッションの現場

2. 再突入カプセルは、猛烈な空力加熱に
耐えながら、大気圏内で減速していき
ます。その時激しい発光を伴うため、
火球として観測することができます。

1. 母船「はやぶさ2」から分離された再突
入カプセルは、秒速約12kmの猛烈な速
度で大気圏に突入します。

3. 高度約10kmで、カプセルは耐熱部
（ヒートシールド）を分離し、軟
着陸のためのパラシュートを展開
します。

カプセルの探索＆回収方法

カプセルの位置を特定する手段をいく
つも準備しておき、さまざまな状況に
備えています。基本的に下記の手順に
カプセルの位置を絞り込む計画です。

1. 航空機上から火球を観測

2. 地上にある複数のカメラで火球を
観測

3. レーダーでパラシュートを追尾

4. 複数の電波方向探査局でビーコン
を追尾

5. ヘリコプターからビーコンを捜索

6. ヘリコプターとドローンによって
上空から捜索

7. ヘリコプターでカプセル回収

1. 火球フェーズ

光学観測（航空機 and地上）

高度200~30km

高度10km
2. 落下傘フェーズ

マリンレーダ

ビーコン方向探査

高度0km

3. 地表探査フェーズ

ヘリコプター

ドローン

火球フェーズ

• 光学観測（航空機）

光跡を雲上から計測（天候の影響なし）

• 光学観測（地上）

光跡を数局で計測（三角測量の原理）

落下傘フェーズ

• マリンレーダ

レーダで方向と距離を計測

• ビーコン方向探索

ビーコンを計5局のアンテナで受信。

（三角測量の原理）

地表探査フェーズ

• ヘリコプター

着地後のビーコンをヘリコプターで探索

• ドローン

上空から空撮。画像解析で識別。

広大な砂漠の各所にチームを展開し、「はやぶさ２」カプセルの帰還に備えます

オーストラリア南部中央に広がるウーメラ砂漠の風景です。

「はやぶさ2」カプセルの帰還時期の12月は、オーストラリアで
は夏季にあたり、昼間は40℃以上にもなる過酷な土地ですが、広
大な平地がつづく、カプセルの帰還に適した土地です。

探索＆回収チームは、4WDで道なき道をかき分けて、砂漠の奥地
に入り、探索設備を各地に構築します。

4. カプセル本体は、ビーコン（電
波）を出しながら、パラシュート
で緩降下し、オーストラリアの
ウーメラ砂漠に軟着陸します。



光学観測（Optical observation）

「はやぶさ2」カプセルの探索＆回収方法の概要1

カプセル探索＆回収

マリンレーダシステム（Marine Radar System :MRS）

ビーコン方向探索（Direction finding system :DFS）

火球フェーズ

光学観測(地上)の様子

光学観測カメラシステム

大気圏突入時のカプセルの光跡を複数地点で観測し、観測された方
位、仰角から、再突入軌道及び着地点を推定します。 悪天候の場
合には、地上から光跡が観測できない可能性があるため、航空機に
よる観測も実施します。

パラシュートが開傘しなかったり、ビーコン信号が受信できなかっ
たりで、メインの探索手法であるビーコン方向探索(＊次項参照)が
機能しなかった場合のバックアップとしての役割を担います。

落下傘フェーズ

着地予想エリア

パラシュート開傘後、カプセルはビーコン信号を発信
しながら降下、着地します。

着地予想エリア周囲にビーコン信号を受信するアンテ
ナを5局構築し、ビーコンを発信するカプセルの方向
を探索します。 このDFSによるカプセル探索は今回のミッションにお

けるメインの探索手法の位置づけとなっています。

方向探索アンテナ

本部

各局からの方位角を
集約して交点を決定

カプセル位置を推定

マリンレーダ
システム

ファンビームアンテナを水平方向に回転動作させ、パラシュート
からの反射波の方位と距離を測定します。

4局のマリンレーダを使用しますが、着地予想エリア全域はカバー
できないため、エリア中央部を探索します。

ビーコンが発信されなかった場合のバックアップの位置づけです。

各アンテナ局で得た方位角を衛星電話によって、本部
に集約します。本部では三角測量の原理で、5局が示す
方位角の交点を決定します。この交点がカプセルの居
場所となります。

方向探査局の配置

各局でビーコン
の方位角を取得

本部に衛星電話
で方位角を伝達

各局からの
電話で方位
角を入手

方向探査本部
(初代はやぶさ)

1.

2.

3.



「はやぶさ2」カプセルの探索＆回収方法の概要2

カプセル探索＆回収

ヘリコプター（Helicopter）

ドローン（Drone）

地表探査フェーズ

ビーコン方向探査装置、サーチライトを搭載したヘリコプターを
準備しています。

DFSでのビーコン探査は電波の見通しの関係上、高度数百mまでしか
実施することができません。そのため、最終的な着地点はDFSが特
定したカプセル位置から数百mずれることが予想されます。このた
め、最終的なカプセルの捜索はヘリコプターで行います。

有翼無人機を用いて、カプセル着地点予想エリアの空中撮影を行います。
撮像した画像に対して、高速カプセル認識処理を行うことでカプセルを
特定します。

ヘリコプターが飛行困難になった場合や、DFSやMRSで発見できなかっ
た場合のバックアップです。

有翼無人機
(Unmanned Aerial Vehicles :UAV)

初代はやぶさの探索で使用したヘリコプター

画像認識処理でカプセルを探すためには、決まったエリアの撮影を行う
必要があるため、隙間なく連続撮影を行うことができるドローンによる
プログラム航法が適しています。

回収フェーズ

地表探査フェーズのヘリコプター、ドローンによる探索で、カプセルを発
見すると、カプセル回収チームが回収用ヘリコプターでカプセル位置に向
かいます。

回収作業

着陸したカプセルにはヒートシールド分離時の火薬等の危険があるため、
現場でカプセルの安全化処理作業を行ってから回収する必要があります。

回収チームにより回収された「はやぶさ2」カプセルは、オーストラリア
内での簡易分析を行うため、Quick Look Facility (QLF) へとヘリコプター
によって輸送されます。1. 回収チームがヘリコプターで

カプセルに移動

2. 回収チームがカプセルを
確認

3. カプセルの安全化処理
作業

4. 回収作業 5. ヘリ輸送

初代「はやぶさ」の回収作業の様子

カプセルを発見したら、GPSマーキングと証拠写真を撮影して、
回収チームに後を託します。



カプセル回収後〜キュレーション作業の概要

リターンサンプルの分析

オーストラリアでの試料分析〜日本への輸送 （※）初代「はやぶさ」の時の写真

１．カプセルの分解・清掃（※） ２．ガス採取装置による
揮発性物質採取・簡易分析

３．サンプルコンテナを
輸送ボックスに収納

４．日本へ輸送（※）

回収されたカプセルは、ヘリコプターでQuick Look Facility (QLF)に輸送し、分解してサンプルコンテナ
（外側容器）を取り出します。それらを清掃後、リュウグウ試料が入っているサンプルコンテナ内部のガス
採取および簡易分析を行います。初代「はやぶさ」では行わなかった作業）。

サンプルコンテナはメタルシールにより密封されており、サンプルから放出される揮発性成分（ガス）が保
持されていると考えられます。この揮発性成分をできる限り早く採取し分析することは、科学的に重要であ
り、また世界初の揮発性物質のサンプルリターンを実現することになります。

ガス採取後のサンプルコンテナは、サンプルが大気に触れることがないように二重に密閉され、清浄度を維
持したまま、日本へ輸送されます。

クリーンチャンバー導入〜初期分析

キュレーション施設へ輸送

アブレータ（耐熱材）除去（※） サンプルコンテナ開封作業

清掃作業

サンプルコンテナは、日本到着後すみやかにJAXA相模原
キャンパスのキュレーション施設へ輸送されます。清浄度を
管理したクリーンルームにて、サンプルコンテナの中から
キャッチャー（サンプルが収められている容器）を大気に触
れさせずに取り出すための開封準備作業を行います。

準備が整ったサンプルコンテナはクリーンチャンバーへ導入
され、真空環境下でキャッチャーが取り出されます。ここで
将来の分析のために、より宇宙空間の環境に近い真空中でサ
ンプルの一部を採取・保管します（初代「はやぶさ」では行
わなかった作業）。

その後窒素が充てんされたチャンバーへ移動し、サンプル
一粒一粒の観察と分析を開始します。

窒素置換チャンバー内では、キャッチャーから容器へサンプルを回収し、
初期記載作業を行います。秤量装置による質量測定や、顕微鏡観察による
試料の見た目の特徴の記載、分光測定による試料の「色」の分析を行い、
試料がどのような物質から構成されているかを調べます。

初期記載作業を終えた後、サンプルは日本各地の大学や研究機関へ配分さ
れ、より詳細な初期分析が行われます。その後は、世界中の研究者に対し
国際公募を行い、さらなる分析・研究が行われる予定です。

初期記載を行うクリーンチャンバー


