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リモート
センシング

着陸実証
(局所探査)

移動探査
広域回収探査

(ｻﾝﾌﾟﾙﾘﾀｰﾝ)
本格全球探査

(広域/繰返)

周回軌道上からの月全球
の網羅的観測

複数の観測量に関しての、全球
マップの作成
ある科学テーマに対して、特に
優位な情報を与える探査対象地
域を特定が可能。

具体的な探査対象の近傍
に着陸しての撮像観測

科学テーマに即して優位と判断
される探査対象地域近傍に着陸、
解像度の高い「その場」観測
データを取得し、全球マップの
校正が可能となる

優位な対象領域へ移動して
の「その場」観測・分析

10kmの距離を踏破し、その範囲
内にある優位な探査対象への移動
と「その場」分析が可能となる

複数の対象領域へ移動，そ
の場分析とサンプルを採取

数10kmスケールの広範囲からの
10㎏スケールの大量サンプルリ
ターンによる知見の取得が可能と
なる

月全域に対して，興味のあ
る領域を複数探査

小型機による探査ネットワーク構
築と大型サンプルリターン計画と
が協働して月全域の探査が可能と
なる

人類の活動領域の拡大に向け、月面におけるインフラの構築や効率的な探査に向けた活動を行う国際宇宙探
査の機会を活用して、「太陽系生命環境の誕生と持続に至る条件としての前生命環境の進化の理解」という日
本惑星科学会の大目標の解明等に貢献する。
特に、中目標とされている、１）生命前駆物質の分布・移動，天体への供給（水輸送）、２）惑星・衛星の

形成・初期分化の解明に寄与する。また、「あらせ」等で実績のある宇宙環境変動把握も可能である。

Gatewayを介した通信・回収､HTV-X改による小型探査機の活用･･･

データ中継・ｻﾝﾌﾟﾙ回収 小型探査機放出・観測

月探査プログラム化（JAXA検討案）
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かぐや(SELENE)
2007年

SLIM
2021年度

月極域探査
2023年度目標

HERACLES
2026年度目標

大規模月探査
2029年以降

高精度着陸技術
画像航法、光学カメラ、着陸
レーダ、推力可変技術等N/A

N/A

重力天体表面探査技術

重力天体離着陸技術

超小型ローバ（探査ハブ研究成
果）の実証

極域の日照条件に対応した画像
航法（陰影画像航法）

中型ローバとその展開機構、
走行技術、越夜技術、掘削技術、
質量分析技術、エネルギー技術

エンジン大型化・クラスター化
ﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾛｯﾄﾘﾝｸﾞ、低ﾎﾞｲﾙｵﾌﾀﾝｸ、
推進薬管理、Flash LIDAR

高信頼性化
小型機展開スキーム

有人与圧ローバとその展開機構
（高信頼性化・長距離化）
複数探査（自立化、ﾈｯﾄﾜｰｸ化）
水(推薬)利用技術（生成、貯蔵）

大型ローバとその展開機構、
大型サンプル回収技術

宇宙科学研究所主体で実施
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国際動向：GER第三版のミッションシナリオでの位置付
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ミッション概要
◼ HERACLESは，有人月探査ミッションのプリカーサミッションとしてESAリード

の元，CSA，JAXAの3機関共同で検討が進められている，月近傍ステーショ
ン（Lunar Orbital Platform-Gateway; LOP-G)の有人支援を前提とした月面
無人ミッション．

◼ HERACLESの基本的なミッション目的は，有人月面探査ミッションに向けての
スケールモデルによる技術実証ミッション．

◼ 月面からサンプルを持ち帰るサンプルリターンミッションで，着陸地域は現在
議論中であり、持ち帰るサンプルは最大で15㎏を予定．

◼ HERACLESの打ち上げは2026年頃を目標としている．

◼ 打ち上げはアリアン6を想定．打ち上げ時質量は8.5ton．

◼ 着陸機，離陸機，探査ローバで構成された着陸船で，打ち上げ，月面にダイ
レクトに着陸し探査ローバを展開．探査ローバにて探査およびサンプル採取
を実施．サンプルを収めたサンプルコンテナを離陸機に搭載してLOP-Gにサ
ンプルを運んだ後に，有人帰還機によって地球にサンプルを持ち帰る．
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ミッションの概要（ミッションシナリオ例）
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LTO

20days (max) 14days~72days(TBD)

アリアン6

SLS

有人宇宙船
Orion

HERACLES

深宇宙ゲートウェイ LOP-G

⑧有人宇宙船でサンプル回収

①ロケット打上
(※2026年打上目標)

②月遷移軌道、月周回軌道へ
軌道変換

⑤ローバを
遠隔操作

⑦深宇宙ゲートウェイへランデブー

③月面着陸、ローバ展開

⑥サンプルを搭載、離陸

④月面探査

※ LTO (Lunar Transfer Orbit),  LLO (Low Lunar Orbit), NRHO (Non-Rectilinear Halo Orbit), LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway)



HERACLESシステム構成

Title: PGHS CDD – Robotic Lander ESA-HSO-K-TN-0007 
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Future Capabilities Pre-decisional.  ISS Exploration Capability Study Internal Use Only. 
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pability towards the Deep Space Gateway, that allows achieving human rating for the relevant 

subsystems and at the same time returning a small sample container. The lander is designed-to-

mass, with a constraint on the launch mass of 10,500 kg assumed to be provided by the Ariane 6-

4 to Geostationary Transfer Orbit (GTO). The vehicle itself will provide the propulsive capabili-

ties to go from GTO to the lunar surface. 
In order to enable the human rating of the propulsion system, the ascent stage is equipped with 

an engine with a thrust in the range of 5 to 10kN, also foreseen to be utilized (clustered) the hu-
man Ascender. A similar clustering approach is foreseen for the LDE: A LO2/LCH4 propulsion 

system (propellant choice driven by human lander that, in turn, prepares for Mars capabilities) is 
used with a single, throttle-able engine. Several of these engines are foreseen to be clustered for 

enabling the human Descender. 
The rover is implemented as a tele-operated rover with sampling functionality. It plays a key role 

in preparing the mobility-based human lunar scenario by building confidence in operating with a 

high-speed (~1m/s) vehicle at lunar landing sites similar (or identical) to the sites foreseen for 

human missions, implementing tele-operations, enabling crew control and thus crew certification 

for lunar surface operations. At the same time the rover fulfills science objectives to collect sam-

ples and deliver them to the LAE. A further key demonstration achieved by the rover will be the 

survival of many lunar day-night cycles (ESA-HSO-K-TN-0004). At least two lunar nights are 

foreseen during the first landing mission. In addition, the SME / Rover is to support a ground-
controlled traverse of the lunar surface in the order of 100 km during the lifetime requirement of 

the rover of 1 year. This traverse has the objective to demonstrate long-duration operations of 
surface vehicles. 

 

 

Figure 2.1 Conceptual Design of the Robotic Lander (Rover concept shown on deployed 

ramp) 

 

離陸機 (LAE)
・全備質量 1200 kg (目標)

・主エンジン推力 6 kN (ストアラブル)

・離陸、月周回拠点へバーシング

ローバ
・全備質量 500 kg (目標)

・探査ペイロード 120 kg (目標)

・走行速度 5 km/h (目標)

・自律運用 / 遠隔操作

着陸機 (LDE)
・全備質量 6800 kg (目標)

・月面着陸ペイロード質量 1700 kg (目標、全備質量に含まず)

・主エンジン推力 30 kN (LOX/LNG)

・月面着陸、ローバ展開

全備質量合計 8500kg (目標)
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SWGおよびiSDT検討状況



HERACLES 科学検討チーム
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HERACLES mission team
3WGs

Science Working Group (SWG): Science Management Planを議論

議長：唐牛譲（JAXA）、Hiesinger（ミュンスター大学）
JAXA（POC：唐牛，安部，春山）、ESA（POC：Hiesinger）、
CSA（POC：Haltigin、Picard）、（NASA（米国）にも参加要請）

International Science Definition Team (iSDT)

Architecture integration and technology maturation Working Group

Benefit management Working Group

Japan Int. Science Definition Team (J-iSDT)

科学的見地から着陸候補地点、探査方法、分析手法等を検討しSWGへ提案

長岡央（ISAS/JAXA），橋爪光（茨城大），小川佳子（会津大），長谷部信行（早稲
田大），矢田達（ISAS/JAXA），春山純一（ISAS/JAXA），大竹真紀子（ISAS/JAXA）

科学検討コアメンバ
長岡央（ISAS/JAXA：座長），石原吉明（ISAS/JAXA, CGER/NIES），
鹿山雅裕（東北大），山本聡（JSS）2019/1/28

将来月探査WS・Gateway/HERACLESの活
用



有人月面探査ミッションにかかる検討状況

• ISECGで検討中の有人月面探査の候補地（NASA/ESA提
案）を示す．これは米国National Research Council (NRC) 
が2007年にまとめた報告書をベースに選定されている．

• 月科学コミュニティの意見を盛り込むようSWGが提案
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科学検討の背景

• HERACLESミッションのサイエンスワーキンググループ
（SWG）において，月着陸地点や採取するサンプルの
種類および採取方法，ローバに搭載する科学観測機
器などの「科学」に関する議論を行っている．

• HERACLES SWGでは科学の議論を行うにあたり，最新
の月科学コミュニティの意見を吸い上げえることを目
的として，国際科学定義チーム（International Science 
Definition Team; iSDT）を組織した．
– iSDTは，それぞれ個人の研究者の意見を戦わせる場では
なく，ESA・JAXA・CSAそれぞれの国のコミュニティの意見を
まとめて，意見を集約する場であることとした．

• iSDTの議論の場に，日本の科学コミュニティからの提
案をインプットするため，日本の科学コミュニティにお
ける多くの研究者の皆様からの「提案」を募集した．
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スケジュール

• SWG JAXA POC 3名指名(2017年12月）
• SWGによるScience Management Plan作成開始（2018年2月～）
• 月サンプルリターンミッションWS （5/8）
• 科学提案の募集・提出（～8/3）
• 着陸地点検討コアメンバの選出

– 自薦・他薦により4名のコアメンバ決定（5/25）

• iSDTの日本人メンバ（J-iSDT）の選出
– 自薦・他薦により7名のJ-iSDTメンバ決定（6/20）

• コアメンバによる議論開始（7/2～）
– 第1回F2F会議（7/2～7/3）
– 第2回F2F会議（8/8～8/9）
– 第3回TV会議（9/7）

• J-iSDT & Dr. Hiesinger F2F pre-kickoff会議（7/31~8/1）
• 着陸地点検討中間報告会（8/21）：日本の科学コミュニティからのコメント・要望を受けてのフィードバック
• iSDT kick-off会議（9/12～9/14 @ ESTEC）
• 着陸地点検討報告会その２（9/26）：日本の科学コミュニティからのコメント・要望を受けてのフィードバック

• 日本から推薦する着陸地点最終案報告：日本の科学コミュニティからのコメント・要望を受けてのフィードバック
– （10/17～10/19@日本惑星科学会秋季講演会）

• iSDT telecon (12/12)
• J-iSDT・コアメンバ telecon (12/28)(2019/1/11)
• iSDT telecon （1/23）←キャンセル
• 将来月探査ワークショップ(1/28)
• iSDT telecon (1/30 予定）
• iSDT F2F meeting （3/M on LPSC）

※赤字はSWG・iSDTの活動・黒字は日本国内の活動
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提案書の応募数
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• 31通の提案書、42の科学提案

1. 斜長岩地殻の最初期形成年代と同位体初生値
の決定

2. マントル由来カンラン石岩体の化学組成と起源
解明

3. Thホットスポットの岩相同定と月バルクTh量の推
定

4. 月火山性地形（シリカリッチ火山）の成因理解
5. 月コペルニクスクレータからのSRによる（1）PKT地

域の地殻形成史解明，（2）太陽系相対年代学
（クレータ年代学）の検証

6. 月のマントル物質及び深成岩のSRと揮発性成分
分析による月内部の変遷史の解明

7. 放射性物質濃集機構の解明

8. 月の火山活動を駆動した揮発成分の種類や量
の解明

9. 珪長質火山の起源の解明
10. 月からの地球天気をリアルタイムに日本へ配信
11. 最古の月地殻岩石の探索
12. 月地殻形成最初期の元素分別過程
13. 初期の衝突過程の解明

14. サンプリング採取地点周辺の地殻・上部マントル
構造

15. 月地殻形成初期の物理的化学的情報の取得
16. 海の火成活動の終焉時期の決定
17. 10~30億年の期間におけるクレータ年代学関数

の構築
18. 後期重爆撃期仮説の検証
19. 最初期の火成活動におけるマグマ組成の把握
20. 39億年以前におけるクレータ年代関数の構築
21. 月面衝突史

22. 火山活動史
23. Mare volcanism

24. 構造地形とその地下反射断面の観察とレムナント
の観察

25. 磁気異常での宇宙風化とスワール（白色の模様）
の関係の解明

26. 月面における太陽風起源の水素原子の挙動解明
27. サンプリング地点の浅部構造および月大規模構造

28. 太陽風と微小隕石・彗星による月への水の供給機
構の解明

29. 縦穴や地下空洞が見つかっているマリウス丘将来
的に有人宇宙基地建設が見込める

30. 地球の電波の影響を受けない電波望遠鏡の建設
および、表側と裏側で地球の潮汐力がどのように
影響があったのかの地質学的調査

31. 月の北極と南極（太陽のあたらない部分の低温地
域）高解像度のレーダーと場合によってはロー
バーが必要

32. 月裏側高地に落下した隕石の同定
33. 核・マントルの分離・形成過程の解明

34. 月面露頭試料の宇宙線生成核種定量に基づく，月
面侵食率の推定

35. 月の古い時代に捕獲された揮発性物質の組成決
定

36. SPA盆地における月マントル組成の推定
37. カンラン岩探査による月マントル組成の推定
38. 月裏側原始地殻の形成年代＆化学組成の決定
39. 月・地球系の科学における月探査の意義
40. 天体のダイナモ磁場の発生、進化と消滅
41. 搭載機器提案 LIBS
42. 搭載機器提案 年代計測



日本側コミュニティからの科学提案

• 提案書内容について科学検討コアメンバにより
議論を行い、以下のテーマを月惑星科学の優先
すべき科学テーマとしてiSDTに提案

– 初期斜長岩地殻（PAN）の組成および形成年代

– マントル起源カンラン石探査によるマントル組成理解

– 若い玄武岩ユニット探査によるクレータ年代学の高
精度化

赤：着陸地点に対する制約あり

– 内部構造探査

– 太陽風や微小隕石による月への水供給機構解明

青：着陸地点に対する制約なし
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iSDTキックオフ会議（1/2）

• 9/12-14にESTECにてiSDTキックオフ会議を開
催．

• 日本側から提案した5つの科学テーマを
HERACLESのスコープとすることとして同意．

• 今後は同意された5つの科学テーマについて，
着陸候補地点を検討する．

• 搭載機器候補案を作成し，今後議論予定．

• サンプリングツールとして，スコップ・鍬・グ
リッパーの3種類を提案することとした．（コア
ラーやハンマーは工学的課題から排除）

2019/1/28将来月探査WS・Gateway/HERACLESの活用 14



iSDTキックオフ会議（2/2）
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• iSDTでの議論により，以下5地域の詳細検討を行うこととした．

⚫ ジャクソンクレータ

– (22N, 163W)（PANサイト）

⚫ シュレディンガー盆地

– (75S, 126E)（PAN・オリビン共存サイト）

⚫ PKT領域の若い玄武岩（フラムスチード）

– (4S, 43W)）（若い玄武岩ユニット）

⚫ モスクワの海

– (27N, 147E)（裏側の若い玄武岩ユニット）

⚫ コペルニクスクレータ

– (10N, 20W)（複雑地形，PAN・オリビンサイト）

• 赤は日本側検討，青は欧州検討



ジャクソンクレータ

• Jackson crater (Ohtake et al. 2009; Yamamoto et al. 2012)
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SP data (Yamamoto et al. 2012)
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A

B

C

Jackson Landing Site Analyses: landing site candidates

TC ortho image TC elevation TC slope

*Pink color is a non-data region



PAN・オリビン共存サイト
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• In several sites, we can collect both of olivine and PAN (Yamamoto 
et al. 2012)
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シュレディンガー盆地



E1

20

Olivine PAN Soil

⚫ PAN (G,H) and Olivine (A,B,C,D) 
on inside wall of crater

⚫ Distance between A and G, a 
few hundred meters

E1 site
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⬅By 
Yamamoto et al. (2012)

Light blue: PAN
Green: Olivine

Geological Map



シュレディンガー盆地

• PANとオリビンの露頭に同時にアクセスできそ
うなサイトがいくつか存在する

• その中から地形的な要因を考慮してE4, E6,
N3サイトを選択した．

• さらに，上記３サイトの詳細解析を行っている．
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PKT領域の玄武岩ユニットとTiマップ
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MIのTiO2マップ 玄武岩ユニットの年代マップ
(Morota et al., 2011)



Young basalts (< 2.5 Ga) in PKT

⚫ In PKT (S4, W43) : 1.5Ga (P35) ：
Morota et al. 2011

⚫ Around P35: 1.73 Ga (P57), 2.19 Ga
(P47)

⚫ P35 is the youngest basalt unit 
enriched in TiO2
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Yellow square represent the region to count 
number density of crater by Morota et 
al.2011



Input to the Joint Programmatic Review

• SWG

• Final terms of reference of the iSDT

• Draft science management plan

• Top-level results from RFIs (CSA, ESA, JAXA)

• iSDT

• Prioritised list of science objectives

• Full (unprioritised) list of landing sites and analyses

• Consolidated drafts needed end-January 2019

• Final-final-final agreed and approved at the time 
of LPSC 



まとめ

• HERACLES SWGは，ミッションのサイエンスについての議論
を行っている．

• SWGは国際的な科学コミュニティの意見を取り込むことを
目的に，iSDTを組織した．

• iSDTの議論において，月科学における優先度の高い科学
テーマについて議論し，5つのテーマについて議論すること
した．また，選択された5つのテーマに関連する5つの着陸
候補地点を選定した．

• 現在，目的とする科学テーマに基づき，かつ着陸可能性を
考慮した探査領域の検討を行っている．

• 科学テーマの順位付け，着陸探査推薦地域のリストを3月
のLPSCまでにまとめる．

• 2月末にはヘラクレスTFチームからの報告書が提出される．
この報告書内容と現在検討中の議論とのすり合わせを行
う必要がある．
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