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TFの目的

JAXA国際宇宙探査専門委員会に昨年12月
に設置された。以下の事項に関して検討
するよう指示があった

1. ヘラクレス計画で行うサイエンス，
観測機器，サンプリング地点などに
関する科学的助言

2. ヘラクレス計画に関わる先導する工
学・確立すべき技術の提言

3. 将来の月惑星探査につながる科学探
査の提言

そこで関連分野の有識者の意見を中心に
客観的に答えることをＴＦの目的とした

TF長 宮本英昭（東京大学）
TF副長 春山純一（JAXA）
理学委員

荒川政彦（神戸大学）・惑星探査
小河正基（東京大学）・月進化
栗谷豪（北海道大学）・岩石学
玄田英典（東京工業大学）・月起源
小林桂（岡山大学）・分析科学
小松吾郎（IRSPS）・惑星地質学
佐伯和人（大阪大学）・鉱物学
寺田直樹（東北大学）・惑星空間物理
三河内岳（東京大学）・隕石学
早川基（ISAS）・大気科学

工学委員（とりまとめ・川勝康弘（JAXA））
津田雄一(JAXA)・大型探査機システム
福田盛介(TBD)・着陸航法・誘導
大槻真嗣(TBD)・月表面活動
佐藤泰貴(TBD)・サンプラ・カプセル

事務局 新原隆史（東京大学）・隕石学

オブザーバ 唐牛譲（JAXA）
ヘラクレス取りまとめ

委員構成



検討方法

• 委員以外の意見の反映を狙い、ヘラクレスSWGが理工学委員会等で既
に行ったRFI(Request For Information)の結果を参考にしつつ、これがカ
バーしきれなかった地球科学・工学諸分野(1)にRFIを行った(2)

• ここで集まった意見を参考にしながら、一部提案者に直接ヒアリング
を行いつつ、タスクフォース委員で提言をまとめている

(1)日本地球惑星科学連合の全セクション（宇宙惑星科学、大気水圏科学、
地球人間圏科学、固体地球科学、地球生命科学）、惑星科学会、地球電磁
気・地球惑星圏学会、火山学会、地質学会、地球化学会、鉱物科学会、土
木学会、日本応用地質学会、地盤工学会、資源地質学会、岩の力学連合会

(2)最初のRFIと今回のRFIで合計100件近いご意見をいただいたが、
特に後者は年末の短い期間（おおよそ2週間程度）の意見募集で、
コミュニティの重要な全ての意見が集まったとは考えていない

US (US+world)  JP 
地球惑星科学: AGU     60,000  JPGU 9,000
地球工学: ASCE 150,000 JSCE 40,000

日本惑星科学会~500



検討の前提条件

• 本TFが活動を開始した段階で、既に
科学テーマ5つに絞られ、着地点候補
の詳細解析が行われる段階であった

• SWGは科学テーマの優先順位と、科
学観測機器案の提案をステアリング
チームから要請されていた

• iSDTは今後、優先順位の高いテーマに
対しての着陸地点の絞り込み・およ
び走行経路検討等を行い、2020年中
期までに着陸地点を決定する予定

• 優先すべき科学テーマを新たに議論
することは、ヘラクレス計画の上位
組織（iSDT）として既に困難な状況
と判断

• SWGが与えられた時間的制約はかな
り厳しく、その中で適切な検討が行
われている

• スケジュールに配慮しつつ、有用な
要素と国内における対応について重
点的に議論を行い提言することと
なった

• ①国際ミッションとして必要になる
点と、②我が国として将来的に重要
であると考える点について、提言す
ることとした

• 新たな項目として、月利用に資する
新しい科学／工学の検討を推奨する

TFの意見



日本惑星科学／太陽系科学研究領域の目標・戦略・
工程表（2017年版）との関連

月探査は、初期太陽系における惑星移動や物質輸送、スノーライ
ン以遠から内側太陽系への揮発性成分の持ち込み、ジャイアント
インパクトを伴う地球型惑星形成の理解という意味で重要と位置
付けた。

関連の深い学会における工程表との関連
地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）の太陽地球
惑星系科学分野(STP分野）の目標との関連

STP分野の目標：
太陽の影響を受ける多様性に満ちた地球・惑星系の大気圏・電磁気
圏を理解し、また太陽がどのように太陽圏の環境を作り出している
かを解明すること。
太陽圏を宇宙ガスの実験室ととらえ、粒子加速や磁気再結合、無衝
突衝撃波などのプラズマ・大気物理現象の素過程を明らかにするこ
と。
波及効果には、生命圏環境や系外惑星系の理解に貢献すること、
「宇宙天気」などの人類の宇宙進出を支える知識基盤を構築するこ
と、が含まれる。

月探査については、有人月面活動に向けた重要課題の一つとして、
月極域の水の量と質の調査を挙げている。月の水の分布を理解する
為には、太陽風プロトン起源の水酸基・水分子生成を含む「水の生
成・濃集原理」の理解が重要と提唱しており、月探査などを通して
(i) の生命圏環境の理解に資する方向性を提示している。

日本惑星科学会が提案する惑星探査の科学目標
A.「生命生存可能環境の普遍性」

A1. 惑星材料物質・生命前駆物質の分布・移動、天体への供給：月、小惑星、
彗星
A2. 惑星・衛星の形成・初期分化：月、水星、火星、分化小惑星（ベスタ、
E型小惑星など）

B.「生命生存可能環境の多様性」
B1.生命前駆物質の形成・進化：彗星、始原的小惑星、惑星間塵
B2.地下熱水環境：鉱物―水―有機物反応系：火星、氷衛星、始原的小惑星
B3. 大気（海洋）散逸・光化学反応：火星、金星、タイタン、系外惑星（大
気）
B4.生命およびその痕跡：火星、氷衛星、タイタン

ヘラクレス計画も含め、JAXAの国際宇宙探査計画と関連学会
のロードマップが調和的に位置づけられるよう、引き続き関連
学会とJAXAが協力して検討することが望ましい



地球惑星科学の目指している方向

惑星がどのように作られ太陽系がいかに形成され

mage credit: NASA

どのような進化過程の違い
があったからこそ

http://comprendelanaturaleza.blogspot.com/2014/03/geosfera-dinamica.html

地球は生命を育む星と
なったか、を知る

https://www.constantinealexander.net/climate-change/page/8/

その中で、月はどのような科学的位置づけにあるか
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太陽系形成の謎
太陽系形成の標準モデルの問題点（巨
大ガス惑星の成長時間）が、ぺブル集
積モデルで説明されつつある。これは
必然的に巨大衝突が生じる寡占成長モ
デルと必ずしも一致しない。火星は地
質学的には高温起源であるが、微惑星
集積時の重力エネルギー解放と成長速
度との関係は、低温起源を示唆し、月
はこれと逆の矛盾がある。月と火星を
同時に調べることが鍵。

月の起源の謎
最新の太陽系形成論の枠組みの中で、
巨大衝突による月の誕生という説を採
鉱する必要がある。特に高地地殻の示
唆するマグマオーシャンの存在が支持
する月の高温起源説と、重力探査や火
山活動の示す低い熱収縮度の示す低温
起源説の存在。後者は、太陽系形成論
の寡占成長モデルと複数回の巨大衝突
による地球形成、その破片の集積によ
る月形成で説明可。表と裏の二分性と
膠着物質の関係

内部進化メカニズムの謎
地球は大きなサイズのため素過程が絡み合
い全容解明が困難で、金星も同様。月と火
星はこの点で有利、特にホットスポット型
火山の有無、火成活動とマントル湧昇流の
相互フィードバックの有無という意味で、
月と火星は大きく異なる。これを理解する
には、マントル対流の強さや温度（深部起
源水の含有量）、火成活動の規模・組成の
時間変動の系統的理解が本質的。

月は地球と太陽系の形成・初期進化を
読み解くロゼッタストーン

地球は内部進化、生命、テクトニック活
動で情報が消失。火星はその活動度が総
じて低い。月は早期に活動が沈静化。月
は地球の形成過程と密接に関連。形成過
程－マグマオーシャンによる内部進化ま
での記録を留める。



地球型惑星の系統的整理の端成分
月は最小の地球型惑星。「我々生命を育ん
だ地球とはどのようなものだったのか」と
いう問いに答える特別な位置にある。

小惑星から内・外惑星まで
プログラム化した探査が重要

環境

進化

形成・素材

生命



では具体的に月探査として何を調べることが重要か

地殻構成物の多様性の把握
地殻・マントルのバルク組成、マグ
マ・オーシャン期の分別過程の解明、
放射性年代測定に裏付けられた高地
地殻の地質調査

揮発性物質と月環境
極域および高地の揮発性成分調査（組成、
起源、年代的変化の把握）。太古の地球
起源大気の影響、磁場情報の獲得、高エ
ネルギー粒子・帯電・ダスト環境、電位
変動と浮遊ダスト、磁気異常と静電バリ
ア形成過程

火山活動の精査
高分解能で組成分布を理解・岩石学
的スケールで高度分析。重なり合う
火山噴出物、異なる年代の地域での
火山岩岩石学的理解、火山地域の地
下構造把握、詳細な火山地質学調査
と比較惑星火山学

衝突・レゴリスプロセス
太陽系に普遍的に存在する地殻構成物質の破
砕物（レゴリス）としての形態、挙動の把握。
隕石ガーデニングによる成熟、微小隕石のフ
ラックス、宇宙風化効果

太陽系内衝突史の把握
太陽系衝突史の痕跡、岩石形成年代とイン
パクトメルト・ベーズンの岩石学・地球化
学的分析、太陽系クレーター年代学の基礎、
隕石衝突史、若い溶岩流のクレーター年代
とサンプル年代による年代学高精度化、40-
38億年前の隕石衝突フラックスの連続性と
太陽系初期ダイナミクス

月の内部進化の理解
金属鉄コアの組成、サイズ（地震探査によ
る月深部構造探査）、熱流量、月、形成直
後の内部熱・化学状態の推定、月の膨張収
縮テクトニクスの解明、海の放射性年代測
定、異なる年代における典型的岩石の系統
的地球化学的情報



科学は重要な要素として残るはずだが、
今後の月での活動の主役は必ずしも惑星科学だけでは無い
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宇宙探査は予算と伝統的技術を持つ
国家のみが実施という時代は去った

NASA via Getty Images

民間の活動は既に不可欠となり、民間に
よる月探査計画への期待が極めて高い

NASAは相次いで月探査を含む民間支援
の方策を発表

Credit: Bill Wright

いかに経済的価値を生み出すかー機器持
ち込み、エネルギー資源確保を目的とし
た活動が活発化
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月開発に向けた新しい科学・工学も必要
（おそらく新しいコミュニティができる）

月資源の可能性の把握
極域および火砕物のH、他の揮
発性成分の存在度、存在形態、
水平・深度分布、濃集過程、金
属、地殻濃集元素の濃集度、形
態、鉱物組成、分布

月環境の把握
放射線環境、表面の帯電状態、プラズ
マとの関連、太陽風の影響、微小隕石
のフラックス、シールド、ダストの帯
電、移動・付着、コヒージョン

月活動への準備
レゴリスサイエンス（粒径、密度、鉱物
組成、機械特性、ダスト粒子挙動）、掘
削、採取、トレンチ、敷設、破砕、粉砕、
機械特性変化、重力利用プロセッシング、
人工物との相互作用、焼結、スラスタに
よる巻き上げ、越夜の電力維持

月科学に近い部分で今行うべき重要な要素は、次の３点ではないか？



月資源の可能性の把握
金属、地殻濃集元素の濃集度、形態、鉱
物組成、分布

極域および火砕物のH、その他揮発性成
分の存在度、存在形態、詳細な分布、深
度方向の分布、濃集過程

月環境の把握
放射線環境、プラズマ相互作用、太陽風、
微小隕石のフラックス、レゴリスシール
ド、ダストの帯電、移動・付着

月活動への準備
レゴリスサイエンス（粒径、密度、鉱物
組成、機械特性、ダスト粒子挙動）、掘
削、採取、トレンチ、敷設、破砕、粉砕、
機械特性変化、重力利用プロセッシング、
人工物との相互作用、焼結、スラスタに
よる巻き上げ、越夜の電力維持

地殻構成物の多様性の把握
火山活動、熱組成進化の精査、地質
学的コンテクストの把握

太陽系内衝突史の把握
若い溶岩流のクレータ
ー年代とサンプル年代

揮発性物質と月環境
太陽風、地球起源イオンの表層への
インプランテーション

太古の地球起源大気や地場情報の獲
得、高エネルギー粒子・ダスト環境、
電位変動と浮遊ダスト、磁気異常と
静電バリア形成過程

月の内部進化の理解
地震探査による月深部構造探査、
熱流量、地殻内部構造、組成分
布

ヘラクレス計画は、有人月探査のプリカーサ、科学探査という位置づけがあ
る。優先順位や探査項目の差異はあるが、観測装置や探査法に重複する部分
は多い。

月開発に向けた月科学・工学惑星科学的な月科学

詳細地質調査（GRS, NS以上の解像度）、地質コン
テクスト＋複数地点での系統的なサンプリング

適切なサンプル取得保存技術、キュレーションが鍵

放射線、プラズマ、帯電環境、微小隕石のその場観測



We are here

日本が特に力を入れるべき／競争力を持つ分野は何か？

火山国→岩石学・化学分析→隕石学→サンプルリターン
地震国→地震学・土木工学/建築学→内部探査・インフラ



【提言A-1】試料採取の最適化とサンプル分析体制の充実を
月隕石と比した優位性の明確化が必要
サイエンスに応じた場所・試料選定の最適化が重要
サイエンス価値を最大にするサンプル量と試料採取法に
キュレーション施設を整備し将来の国際競争下での基盤作りを

【提言A-2】着地点選定／運用ＷＳの開催を
国際協調であるがゆえの、適切な情報提供が必要
サンプル採取まで、マルチスケールの検討が必要
国内開催のお祭りはコミュニティ拡大に資する

【提言A-3】着陸機も含めた測器の公募と検討が必要
ローバ、着陸機への機器提供は、国際協調とすべき
具体的なアイディアは広く公募すべき
国内版の機器RFIを至急実施すべき

A) サイエンス，観測機器，サンプリング地点などに関する科学的助言

提言の方向性

Image credit: NASA/JSC



B) ヘラクレス計画にかかわる先導する工学・確立すべき技術について

C) 将来の月惑星探査につながる科学探査の提言
【提言C-1】基盤測器と競争力のある測器の開発が必須

天体内部探査の標準化
地質探査技術の着実な獲得

【提言C-2】月利用／資源の基盤作りをこの機会に進めるべき
表面状態・環境の把握は古くて新しい科学工学
異分野異業種交流が鍵

【提言C-3】科学探査を支える幅広い体制作りが必要

【提言B-1】技術実証ミッションの目的の精査が必要
共同ミッションとしてのミッション目的
（HERACLES ORD）の精査
日本としてのミッション目的の精査・設定

【提言B-2】獲得を目指すべき技術を明瞭化
有人着陸機技術
越夜技術
離陸・帰還技術

提言の方向性

Image credit: NASA
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