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ロボットゲーム
指針
GP01 - GRACIOUS PROFESSIONALISM®(グレイシャス・プロフェッショナリズム)
様々な問題に懸命に取り組む一方で，関わる人々には尊敬心と親切心を持って接することを心がけること。
FIRST LEGO League は「ロボット試合で勝つこと」のみを目的とはしていない。
GP02 - 解釈
・文書に詳細について言及されていない場合，細かいことについては気にする必要はない。
・ロボットゲームの文書に記述されていることが全てある。
・ロボットゲームの文書で定義されていない単語については，常識的/辞書的な意味を持って解釈される。
GP03 - 善意の解釈
審判が裁定するのが難しいと感じ，誰も公式の文書中に根拠を見いだせない場合，善意の解釈が行われる。
これは善意による特別な扱いであり，善意の解釈を受けることを前提とした戦略を用いてはならない。
GP04 - 変動性
製造業者やボランティアは全てのフィールドが正常で同一なものになるように最善を尽くしているが，ある程度
の不備や変動性は予期しておく必要がある。上位に入るようなチームはこのことをよく念頭に置いて設計をして
いる。変動性の例としては，壁の高さやささくれ，照明状況，フィールドマットのしわなどが上げられる。
GP05 - 情報の優先度
公式の文書間に矛盾が生じている場合，以下の順に優先して解釈される。
#1 = 最新のロボットゲームアップデートの文書
#2 =ミッションとフィールドセットアップの文書
#3 =ルールの文書
#4 =各地域の審判長
不明瞭な状況に関しては，各地域の審判長を筆頭に GP3 を念頭に置いた議論を行ったうえで判断される。
・写真やビデオは効力を持たない。ただし，上記 1～3 の文書で言及されている場合は除く。
・Email やフォーラムのコメントは効力を持たない。
定義
D01 – 試合
「試合」とは向い合せに設置されたフィールド上で 2 つのチームがロボットゲームを行う時間のことを指す。
・試合中にロボットはベースから何度か発進し，可能な限り多くのミッションに取り組む。
・試合時間は 2 分 30 秒で，時計は試合中に止まることはない。
D02 - ミッション
「ミッション」とはロボットにより得点可能な目的のことを指す。ミッション達成の条件は 2 つに分類される。
・結果：試合終了時に審判が視認できること。
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・制約：試合中に条件が満たされことを審判が確認すること。
D03 - 装備
「装備」とはミッションに関係する行為のために試合に持ち込まれた全てのもののことを指す。
D04 - ロボット
「ロボット」とは LEGO® MINDSTORMS®のコントローラと，人の手によって以外分離することを意図してい
ないコントローラに接続された装備全体のことを指す。
D05 - ミッションモデル
「ミッションモデル」とはフィールドに着いた際に既に配置してある全ての LEGO®構造物のことを指す。
D06 - フィールド
「フィールド」とはロボットゲームの行われる環境のことを指し，テーブルの上に置かれた境界壁に囲まれたマ
ット上のミッションモデルによって構成される。
「ベース」もフィールドの一部である。詳細についてはフィール
ドセットアップを参照すること。
D07 - ベース
「ベース」とは南西の壁と外側の四分円の内側で囲まれた領域上の空間のことを指す。領域の黒線の外縁までが
ベース領域となる。これは各得点領域についても同様である。境界線付近における判断については善意の解釈が
適用される。

完全にイン

善意の解釈

部分的にイン 部分的にイン

部分的にイン

善意の解釈

アウト

D08 - 発進
「発進」とは，ロボットのハンドリング終了後，ロボットが動き出した瞬間のことを指す。
D09 - 中断
「中断」とはロボットが発進した以降に，人の手がロボットに干渉する瞬間のことを指す。
D10 - 輸送状態
ある物体に対し，以下のいずれかの状況が意図的/戦略的に行われている場合，「輸送状態」となる。
・ある場所から取ろうしている最中である
・新しい場所に移動させている最中である
・新しい場所に放そうとしている最中である
輸送状態にある物体と，それを輸送している物体との接触がなくなった瞬間，「輸送状態」は終了する。
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装備・ソフトウェア・人員
R01 - 装備全体
全ての装備は工場出荷時状態の LEGO 製のパーツで構成されている必要がある。
例外 1：LEGO 製の糸とチューブは適当な長さに切って使用可能である。
例外 2：フィールド外であれば紙に書いたプログラム実行順の備忘録等は参照しても良い。
例外 3：持ち主識別のための記名/マーカーは見えない部分にのみ可能である。
R02 - コントローラ
ある 1 試合において，1 台のコントローラのみ使用可能である。
・以下に示されるものと同一のコントローラのみ使用可能である。ただし色は異なっていても良い。
・試合で使用しないコントローラは，試合中はピットエリアに置いておかなければならない。
・競技エリアにおいては Bluetooth 通信を含むロボットの遠隔操作，データ/情報のやり取りは禁止とする。
・このルールはある特定の 1 試合において，1 台のロボットのみ使用可能であると制限している。

R03 - モータ
ある 1 試合において，合計 4 つまでモータを使用可能である。
・以下に示されるものと同一のモータのみ使用可能である。
・複数の種類のモータを組み合わせて使用することが可能である。ただし，競技会場には合計 4 つまでしかモー
タを持ち込むことはできない。
・試合で使用しないモータは，試合中はピットエリアに置いておかなければならない。例外は認めない。

EV3 L モータ

EV3 M モータ

NXT モータ

RCX モータ
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R04 - 外界センサ
外界センサは好きな数だけ使用することが可能である。
・以下に示されるものと同一のセンサのみ使用可能である。
・複数の種類のセンサを組み合わせて使用することが可能である。

EV3 タッチセンサ

EV3 カラーセンサ

EV3 超音波センサ

EV3 ジャイロセンサ

NXT タッチセンサ

NXT 光センサ

NXT カラーセンサ

NXT 超音波センサ

RCX タッチセンサ

RXC 光センサ

RCX 回転センサ

R05 - その他電気/電子部品
R02～R04 で記述されている以外の電気/電子部品は，ミッションに関係する行為のために競技エリアで使用す
ることは許可しない。
例外 1：LEGO の接続ケーブルと変換ケーブルについては必要に応じで使用可能である。
例外 2：電源としてコントローラの電源パック 1 つ又は単三電池 6 本が使用可能である。
R06 - 非電子部品
LEGO 製の非電子部品は好きな数だけ使用することが可能である。
例外 1：LEGO 製のワインドアップ/プルバック式「モータ」は使用できない。
例外 2：ミッションモデルの追加/複製物は許可されない。
R07 - ソフトウェア
ロボットはリリース済みの LEGO MINDSTORMS RCX，NXT，EV3 または RoboLab を使用してプログラミン
グされていなければならない。その他ソフトウェアを使用してはならない。製作元(LEGO や NI：ナショナルイ
ンスツルメンツ)から出されている利用可能なパッチ・アドオン・ソフトウェアの最新バージョンは使用しても
良い。ただし，LabVIEW を含むツールキットは使用することはできない。
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R08 - 技術者
・
「技術者」と呼ばれるチームメンバー2 名のみが，競技フィールドに同時に臨むことができる。
例外：その他メンバーは，試合中のロボットの応急修理の間は介入することができる。ただし修理が終わったら，
すぐにその場を離れること。
・残りのチームメンバーは大会運営委員からの指示に従いテーブルから離れていなければならない。ただし，任
意のタイミングで現在の技術者と交代することが可能である。
競技
R09 - 試合開始前
フィールドに着くと、最低 1 分間の準備時間が与えられる。その時間にのみ以下の行動が可能である。
・モデルやセットアップが正確かどうかを審判に確認すること
・光/カラーセンサの調整
R10 - 試合中のハンドリング
・ベースに完全にインしていない限り、フィールドのものに干渉してはならない。
例外 1：ロボットは任意のタイミングで中断させることができる。
例外 2：意図せずロボットから壊れて分離してしまった装備については、いつどこであっても回収することがで
きる。
・部分的であっても、ベース境界を越えて何かを伸ばしたり移動させたりすることは許されない。
例外 1：もちろんロボットを発進させることについては可能である。
例外 2：フィールド外での移動/操作/保管はいつでも許容される。
例外 3：偶発的にベース境界を越えてしまった場合は、速やかに回収すること。
・良かれ悪かれロボットがフィールドに与えた影響や、ベースの完全に外側にロボットが置いてきたものは、ロ
ボットが干渉しない限りそのままの位置に留まる。もう一度ミッションに再挑戦できるよう、フィールドの状態
が戻されることはない。
R11 - ミッションモデルのハンドリング
・一時的であれ，ミッションモデルを分解してはならない。
・ミッションモデルと何かを結合する場合、その結合は十分に緩いものでなければならない。審判からの要求が
あった場合には、ミッションモデルを持ち上げた際にそのモデルのみ持ち上がる必要がある。
R12 - 保管
・ベースに完全にインしているものはフィールド外へ移動/保管することが可能である。ただし、立っている審
判の視界に入るような位置であること。
・フィールド外に保管されている物は、完全にベースにインしているものとして扱われる。
保管場所は各地域の大会運営委員によって公的に決められる。
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R13 - 発進
適切な発進及び再発進は次のように行われる。
・準備完了状態
－ロボット及びベース内にあるロボットが移動/使用しようとするもの全てを、ベースに完全にインするように
配置する。この際，高さ 30.5cm 以内に収まるようにすること。
－フィールド上のものは全て静止しており、何にも手が触れていないことを審判が確認する。
・起動
－ボタン押下もしくはセンサに信号を送ることでプログラムを起動する。
・技開始時
－競技開始時の発進のタイミングは、カウントダウンの最後の単語/音が始まった瞬間である。
例：
「３、２、１、レゴ！」
R14 - 中断
ロボットを中断する場合、すぐにロボットを停止させること。その後再発進を行う場合はロボットを優しく持ち
上げる。以下に中断時のロボットと輸送状態にあった物体の位置によって何が起こるのかを示す。
・ロボット
－ベースに完全にイン：再発進
－ベースに完全にインしていない：再発進＋ペナルティ
・輸送状態の物体（最近の発進でベースから運び出したもの）
－ロボットと共にチームが回収
・輸送状態の物体（最近の発進でベース以外から運び出したもの）
－ベースに完全にイン：そのまま保持
－ベースに完全にインしていない：審判が取り上げゲームから除外する。
「ペナルティ」はミッション文書に記述されている通りである。
再発進をそれ以上行わない場合，その場でロボットの電源を切ることが可能である。
R15 - 放棄
中断されていないロボットが輸送していた物を離してしまっている場合、それはその場所に留まり続ける。その
ような場合、その場所によって次のように処理される。
・輸送状態にあった物体
－完全にベースにイン：そのまま保持
－部分的にベースにイン：審判が取り上げゲームから除外する。
－完全にベースの外側：その場に留まる
R16 - 干渉
・ミッションに記述されている場合を除き、相手チームに悪影響を与えてはならない。
・あなたやロボットによる不正な行為が原因で、相手チームが挑戦しているミッションに失敗した場合、当該ミ
ッションの得点は相手チームに与えられる。
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R17 - フィールドダメージ
・ロボットがデュアルロックを分離させたりミッションモデルを壊したりしてしまった場合、このダメージや行
為によって得点となった、あるいは得点するのが容易になったミッションは無得点となる。
R18 – 試合終了時
試合終了後、許可があるまでフィールド上のものには触れないこと。
・ロボットが動いている場合は可及的速やかに停止させその場に残す。試合終了後のフィールドの変化は無効で
ある。
・その後、審判がテーブルの状態を元に戻す許可を出すまで、フィールド上のものに手を触れてはならない。
R19 - 採点
・スコアシート：審判は試合を振り返り、フィールドの状態をミッション毎にチームと確認していく。
－全ての項目に同意できる場合、スコアシートに
サインをすることで得点が決定される。
－同意できない項目がある場合、審判長が最終判断を行う。
・有効得点：正規試合の最も良い得点のみがアワードの対象として考慮される。プレイオフが行われる
場合は、それは単なる余興である。
・タイブレイク：有効得点が同じ場合、次点の得点が考慮される。3 試合すべての得点が同じになる
場合、大会運営委員にその決定が委ねられる。
2018 年度の変更点
大きな変更点
・ロボットを中断した際ロボットが何かを輸送していた場合，それが最近の発進でベースから運び出したもので
あればロボットと一緒に回収することができる。
小さな変更点
・領域の境界線は常にそれらの領域に含まれる。
・ベースの境界線付近では善意の解釈により判定が行われる。
・フィールド外の保管場所について，その様式やサイズなどは各地域の大会運営委員によって決められる。
・予定していたミッションを終えた場合など，ペナルティなしでロボットの電源を切ることが可能となった。
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ミッション
得点条件の凡例
緑色

明確な得点条件であることを示す。

*1

制約であることを示し，審判により試合中に確認される必要があることを示す。

下線

試合終了時に視認できる必要があることを示す。

詳細

以降に記述された内容により採点が行われることを示す。

M01 - 宇宙旅行
宇宙旅行を実現するために必要な驚くべき技術は 1 歩ずつ実現される。
私たちが地球を永遠に去り生きていくためには，とてつもなく多くの段階的な中間目標が必要である。
概要
ロケットのペイロードを宇宙旅行モデルの傾斜上を転がすことで運ぶ。
1 つ目のペイロードは予め準備されているが，残り 2 つのペイロードはベースから運び載せる必要がある。
詳細
・*1 各ペイロードが宇宙旅行モデルの傾斜を明確に回転し始め，
最初の接続通路に到達するまで独立状態であったこと。
・乗り物：22 点
・食糧 ：14 点
最初の接続通路

・乗組員：10 点

各ミッションの得点条件において「独立」という言葉は「D03 で定義された装備と接触しない状態」を意味する。
ペイロードが最初の接続通路まで独立した状態で到達したのであれば，東端まで到達しなくとも得点となる。
可能な得点：0 点，10 点，14 点，22 点，24 点，32 点，36 点，46 点
M02 - ソーラーパネル
ソーラーパネルは太陽系内の宇宙ステーションにとって重要なエネルギー源となる。
しかしながら宇宙区間の物体は常に移動しているため，ソーラーパネルの照準をつけるためには
考慮すべきことがいくつかある。
概要
戦略および条件により，ソーラーパネルの角度を南向きまたは北向きに傾ける。
詳細
・2 つのソーラーパネルが同じフィールドの方向を向いている：両チームに 22 点
・自チームのソーラーパネルが相手フィールドの方向を向いている：18 点

傾いた状態

可能な得点：0 点，18 点，22 点，40 点
以下の図に得点例を示す。テーブルの西端にあるソーラーパネルが自チームのソーラーパネルである。
相手チーム 22 点

相手チーム 18 点

相手チーム 0 点

相手チーム 22+18 点

自チーム

自チーム

自チーム

自チーム

22+18 点

18 点

0点

22 点

相手チーム 0 点

相手チーム 18 点

相手チーム 0 点

相手チーム 0 点

自チーム

自チーム

自チーム

自チーム

18 点

0点

0点
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0点

M03 - 3D プリンタ
建築材のような重たい物を宇宙に運ぶには莫大な費用がかかる。そのため科学者とエンジニアは宇宙
で必要となるものを地球圏外の要素を利用して印刷する方法を研究している。
概要
レゴリスコアサンプルを回収し 3D プリンタに投入することで 2x4 ブロックを排出する。
その後排出された 2x4 ブロックを別の場所に運ぶことで追加得点となる。
詳細
・*1 レゴリスコアサンプルを 3D プリンタに投入することで 2x4 ブロックが排出されたこと
・2x4 ブロックが排出されており北東の惑星エリアに完全にインしている：22 点
・または 2x4 ブロックが排出されており北東の惑星エリアに完全にインしていない：18 点
可能な得点：0 点，18 点，22 点

北東の惑星エリア

22 点

18 点

M04 - クレーター横断
地球とは別世界で探査機が動けなくなってしまうことは確実に良くないことだ。探査機がチームであれば
互いに協力し合うことができるが，単独の場合は非常に注意が必要である。
概要
ロボットあるいはロボットが送り出す代理となる装備がクレーターモデル上を完璧に横切ること。
詳細
・*1 クレーター横断断用装備全体が塔の間を完全に横切ったこと
・*1 横断が東から西へ行われ，平らにされたゲートを完全に通過したこと：20 点
可能な得点：0 点，20 点

塔の間

ゲートの通過
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M05 – エクストラクション
地球から離れて生活するためには，地球外の惑星/月/小惑星/彗星などの地表下にある資源の
検出/採鉱ができると役に立つだろう。
概要
全てのコアサンプルをコアサイトモデルから収集する。
その後追加でこのミッションや M03 を行うことが可能となる。
詳細
・4 つ全てのコアサンプルがコアサイトモデルの軸と接触していないこと：16 点
・ガスのコアサンプルがマットと接触しており，探査機のターゲット領域に完全にインしている：12 点
・または ガスのコアサンプルが完全にベースにインしている：10 点
・水のコアサンプルが生育箱モデルによってのみ支持されている：8 点
可能な得点：0 点，16 点，24 点，26 点，28 点，34 点，36 点

16 点

探査機のターゲット領域

12 点

10 点

8点

M06 - 宇宙ステーションモジュール
宇宙ステーションのおかげで宇宙での生活方法を学んだり生活練習を行ったりすることが可能となった。
しかしながら，より進化した技術や新しい国際パートナーを受け入れるためには，
モジュールを容易に交換できる必要がある。
概要
居住区中枢ポートの丸窓の間にあるモジュールを取り除きその後挿入する。
詳細
・挿入されたモジュールが居住区中枢以外と何も接触していないこと
・コーンモジュールが完全にベースにインしている：16 点
・チューブモジュールが居住区中枢ポートの西側に挿入されている：16 点
・ドックモジュールが居住区中枢ポートの東側に挿入されている：14 点
可能な得点：0 点，14 点，16 点，30 点，32 点，46 点

16 点

16 点

14 点
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M07 - 宇宙遊泳
宇宙は静かで綺麗だが，熱/空気/気圧がほとんどないため一瞬で凍結/窒息/沸騰してしまう。
宇宙遊泳をしている私たちの宇宙飛行士”ゲルハルト”が助けを必要としている。
概要
ゲルハルトの体を試料交換室の中に入れる。
詳細
・ゲルハルトの体の少なくとも一部分が居住区中枢の試料交換室に入れられていること
・完全にインしている：22 点
・または 部分的にインしている：18 点
このミッションにおいて「体」とはループを除くすべてのパーツのことを指す。
可能な得点：0 点，18 点，22 点

試料交換室

22 点

18 点

M08 - 有酸素運動
宇宙船はとてつもない速度で進むのだが，ほんの短い旅であっても旅行者の体を労働と休養から
遠ざけてしまう。これは心臓と肺にとっては悪影響となる。
概要
トレーニングマシンのハンドル部品を繰り返し動かすことで針を進ませる。
詳細
・*11 つあるいは双方のハンドル部品を動かすことでトレーニングマシンの針を進ませたこと
・針がオレンジ色の領域（境界線上含む）に完全にインしている：22 点
・または 白色の領域に完全にインしている：20 点
・または 灰色の領域（境界線上含む）に完全にインしている：18 点
可能な得点：0 点，18 点，20 点，22 点

※ハンドル部品

22 点（善意の解釈）

18 点

18 点

※ハンドル部品はトレーニングマシンの一部だが，明確にするためハンドル部品のみ示している。
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M09 - 筋力トレーニング
無重力空間ではあらゆる物体を動かすことは容易である。やろうとしても転ぶことさえできない。
そのため宇宙飛行士は運動抵抗が必要となってくる。
実際に筋力と骨密度を維持するために 1 日 2 時間の筋力トレーニングを行っている。
概要
筋力トレーニングの棒を得点位置まで持ち上げる。
詳細
・ラックギアの端の 4 番目(1 番下)の穴が以下に示されたように部分的に確認できること：16 点
可能な得点：0 点，16 点

筋力トレーニングの棒

16 点

0点

M10 - 食料生産
園芸は簡単で，トラック一台分の肥土，雨，太陽。肥料，助けになる昆虫，二酸化炭素，レーキがあれば良い。
しかしながら，もし海王星軌道上のミニバンサイズの部屋の中であったらどうだろうか。
概要
プッシュバーを適切な速度で適切な距離だけ移動し，緑色部分を得点状態とする。
詳細
・*1 プッシュバーを動かすことで生育箱の色を回転させ，
緑色の後(黄褐色の前)に灰色の重りが一番下まで降りた状態であること：16 点
可能な得点：0 点，16 点

プッシュバー

16 点

16 点
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0点

M11 - 宇宙速度 16
ロケットは発射後間もなく宇宙船からロケットエンジンが切り離されるように設計されている。
宇宙船が重力圏を脱するかなり前にエンジンは切り離されてしまうが，
どうして宇宙船は地球に引き戻されないのだろうか。
概要
宇宙船が落下せず保持されるのに十分な衝撃を打撃パッドに与える。
詳細
・*1 打撃パッドを押すことにより，宇宙船が頂上位置まで上がっていること：24 点
可能な得点：0 点，24 点

打撃パッド

24 点

M12 - 衛星軌道
もし衛星が地球に対して適切な速度・距離を保っていなければ，地球に落下したり，地球から離れて行ったり，
衛星として機能しなかったり，宇宙ゴミによって破壊されたりしてしまう。
衛星推進装置は正確に動作する必要がある。
概要
1 つあるいは複数の衛星を外側の軌道に移動させる。
詳細
・衛星の一部が外側の起動の 2 つの線の間の領域上に存在すること：各 8 点
可能な得点：0 点，8 点，16 点，24 点

外側の軌道

8点

0点
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M13 - 天文台
宇宙望遠鏡は驚くべき物だが，大学や科学博物館の天文台のアクセス性や単純さには敵わない。
方向の変え方とどの方向に向ければよいかさえ知っていれば良いのだ。
概要
天文台を正確な方向に回転させる。
詳細
・針がオレンジ色の領域（境界線上含む）に完全にインしている：20 点
・または 白色の領域に完全にインしている：18 点
・または 灰色の領域（境界線上含む）に完全にインしている：16 点
可能な得点：0 点，16 点，18 点，20 点

16 点

16 点

0点

M14 – 隕石軌道変更
我々が生きている間に深刻な隕石が地球に衝突する確率はかなり低いが，ゼロではない。そして惨状は正に
人間を絶滅させるものになるだろう。科学者とエンジニアはどのように私たちを守ってくれるのだろうか。
概要
フリーラインの西側から 1 つまたは 2 つの隕石を隕石捕獲機に独立状態で送る。
詳細
・*1 フリーライン手前から隕石を送り，隕石捕獲機内のマットに接触している。
・*1 フリーラインの明確かつ完全に西側にいる間に隕石が放たれたこと
・*1 隕石が放たれてから得点位置に到達するまで，隕石が独立状態であったこと
・隕石がセンターセクションにインしている：各 12 点
・隕石がサイドセクションにインしている：各 8 点
隕石がリングから離れた場合，フィールドから手で取り除くことができる。
これはルールに対する特別な例外である。
可能な得点：0 点，8 点，12 点，16 点，20 点，24 点

フリーライン

フリーラインの東側では

24 点

20 点

独立状態であること
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M15 - 探査機着陸＋
我々の探査機はパラシュート，小型ロケットエンジン，緩衝材を有していない。
そして何よりも重要な特徴はとても壊れやすいということだ。
概要
探査機を完全な状態でターゲットの円またはベースに到達させる。
詳細
・探査機が完全な状態でマットに接触しており，ターゲットの円に完全にインしている：22 点
・または 探査機が完全な状態でマットに接触しており，北東の惑星エリアに完全にインしている：20 点
・または 探査機の 2 つの部品が完全にベースにインしている：16 点
完全な状態：探査機の 2 つの部品が 4 つある黄褐色の軸のうち少なくとも 2 つで接続されている状態
可能な得点：0 点，16 点，20 点，22 点

完全な状態

20 点

探査機のターゲットの円

20 点

北東の惑星エリア

16 点

22 点

0点

0点

P01 - ペナルティ
ルールを注意深く何度も熟読すること。
概要
FIRST LEGO League におけるミッションの条件はロボットのプログラムおよび装備の使用によって
達成される必要がある。試合中ロボットを手で助けることが許されているが，その場合ペナルティが発生する。
ルールの R14 にはより一層注意を払うこと。
詳細
・*1 ロボットを中断：各-3 点
ペナルティが発生した場合，審判は南東の三角形領域にペナルティディスクを配置し，これらは触れることがで
きない永久的な中断ペナルティとして扱われる。最大で 6 回のペナルティが与えられる。
ペナルティディスクが三角形領域から出てしまった場合，審判によって三角形領域に戻される。
可能な得点：-18 点，15 点，-12 点，-9 点，-6 点，-3 点，0 点

ペナルティディスク
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ロボットデザインの実施要領
「実施要領」とは製品やプロジェクトの要点を簡潔に説明するためにエンジニアによってよく用いられる。この
ロボットデザインの実施要領（以下実施要領と記述）の目的は，ロボットデザインの審査員にチームのロボット
およびそのロボットで何ができるかについて，すぐに把握してもらうことである。
コアバリューのポスターとは異なり，この実施要領のためにポスターや文書などを作成する必要はない。しかし
ながら，設計過程の写真や戦略会議の記録，またサンプルプログラム（印刷したものもしくはノートパソコン上）
を共有しようとする場合は，この実施要領のプレゼンテーションは適切な時間となる。
ロボットデザインの発表には以下の要素を含み，4 分以内に収めること。
1. ロボットについて
使用したセンサの数と種類，駆動系の詳細，使用パーツ数，アタッチメントの数など，ロボットについて簡
単に共有すること。また，使用プログラミング言語や作成したプログラムの数，最も成功率の高いミッショ
ンについても説明すること。
2. 詳細設計
a.

楽しんだこと
ロボットデザインの中で最も楽しかった所や興味深かった所，挑戦したところ等を説明すること。
ロボットについて，何か面白いストーリー等があれば自由に共有してもよい。

b.

戦略
チームの戦略とその戦略を選んだ理由及び達成したミッションについて説明すること。
選択したミッションをどのように達成するのかを簡単に説明すること。

c.

設計過程
どのようにロボットを設計したのか，またシーズンを通してどのようにロボットの設計を改善してきた
のかを説明すること。チームメンバーの誰がどの設計に貢献したのかを簡単に共有すること

d.

機械設計
ロボットの基本的な構造を説明すること。またロボットの駆動系がどのように動作するのか，
ミッションを達成/操作するのにどのようなアタッチメントや機構を用いているのか，どうやって
アタッチメントの取付け/取外しを用意にしたのか等を説明すること。

e.

プログラミング
一貫した結果を保証するために，どのようにロボットをプログラミングしたのかを説明すること。
またどのようにプログラムを構成し文書化したのか説明すること。フィールド上のロボットの位置を
知るためにセンサを使用している場合は言及すること。

f.

革新
チームが特別もしくは巧妙だと思うロボット設計の特徴を説明すること。

3. 試走
チームが選択したミッションをどのように達成するのか実際にロボットで簡単な試走を行うこと。
1 ラウンド全ての実演は行わないこと。プレゼンテーション終了後に審査員の質問する時間が必要である。
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