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みなさんのように、大きなチームの一員として

活動します。構造、土木、環境のエンジニアが

プロジェクトが現地に適合するか確認します。

電気工、配管工、大工などの建設工とプロジェ

クトマネージャーは、業務が予算内でスケジュ

ール通りに進行しているか確認します。各自が

その業務を終了させることが重要です。

私達の都市や街は交通手段、アクセシビリティ

、更には自然災害などの大きな問題に直面しま

す。どのように人々により良い未来を形成する

ことができるでしょうか？それには、チームワ

ークと想像力が必要です。共により良い明日を

築く準備はできましたか？

シーズンを通し、あなたは

FIRST®のコアバリューに導かれます。

私達は、コアバリューでFIRST®の哲学であるグレイシ

ャスプロフェッショナリズムと協力を表現します

発見:

私達は、新しい

スキルとアイデア

を見つけます。

包含:

私達は、お互いに

尊敬し、違いを認

め合います。
チームワーク:  

私達は、一緒に

活動することで

強くなれます。

楽しむ:

私達は、楽し

みます。

イノベーション:

私達は、想像力

と

努力で問題を解

決

します。

影響:

私達は、世界を改
善するため、学ん
だことを適用しま

す。

ロボットゲームでチームは:

● 解決するミッションを見つける。

● ミッションを遂行するLEGO

[MINDSTORMS] のロボットをデザイン、

組み立て、プログラムする。

● テストし、プログラムとデザインを磨

き上げる。

ロボットは、誘導、捕獲、運搬、起動や移動を

しなければなりません。２分３０秒で、できる

だけ多くのミッションを完了しなければならな

いため、クリエイティブに！

イノベーションプロジェクトでチームは:

● あなたの街の建物や公共の場にある問題

を見つける

● 解決策を設計する。

● 他の人と解決策を共有し、磨く。

オフィシャルイベントでは、５分間のプレゼン

テーションの中で、問題、解決策、共有方法を

含むチームプロジェクトを発表します。

ロボットゲーム プロジェクト

コアバリュー

建築家は、建物のデザイ

ンと建築を行います。科

学とアートを融合させ、

建物と構造を顧客に提供

します。時には新しい建

物を作り、時には古いも

のをリデザインします。

CHALLENGE
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覚書：公式競技の時間が2分30秒です。全てのミッションを達成する時間はないかもしれ
ません。そのためどのミッションに取り組むのか戦略的に選択しましょう。

注意：ロボットを含む全ての装備が小さい点検エリアに収まった場合，各ミッションの
得点に5点加算されるアドバンテージを得ます。
例外：ミッション14には適用されません。

またミッション2については5点ではなく10点加算されます。

ミッション １ 高所

➔ ロボットが橋により支持状態にある: 20点
➔ ロボットのみの影響で明らかに旗が

揚がっている: 各15点

※橋の得点状況が満たされている場合のみ旗の得点を得ることができます。
※ルール30の適用外：旗の得点に挑戦している間にロボット同士が
衝突することが予期されます。
※1台のロボットのみによって旗が揚げられている場合，そのロボットの
チームのみが旗の得点を得ます

ミッション ３ 検査ドローン
➔検査ドローンが橋の軸Aによる支持状

態にある：10点

ミッション ２ クレーン
かぎのついた青色の建築ユニットが
➔明らかにガイドホールから降ろされている：20点
➔独立状態かつ他の青色の建築ユニットによる
支持状態にある：15点

かつ1階層目が完全に青色の縁に収まっている：15点

A
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ミッション ４ 野生生物のための設計
➔コウモリが木の軸Bによる支持状態にあ

る：10点

ミッション ５ ツリーハウス

建築ユニットが
➔木の大きな枝による支持状態にある：各10
点
➔木の小さな枝による支持状態にある：各15
点

ミッション ６ 交通渋滞
➔交通渋滞のモデルが持ち上げられており，

その可動部分が独立状態かつ

図に示されたようにヒンジのみによる

支持状態にある：10点

ミッション ７ ブランコ

➔ ブランコが解放されてい
る：20点

B
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ミッション １１ 革新的な建物
チームが設計した白いLEGOブロックのみで作られた建造物が

明らかに青色の建築ユニットよりも大きく,

いずれかの円に

➔完全に収まっている ：15点
または
➔部分的に収まっている：10点

※図の建造物は一例です。大会前に組み立てておいたものを各競技に持ってきます。
競技中に組み立ててはいけません。
※Mission11の建造物は大会キットの10番の袋に入っている部品のみで作成する必要があります。
赤色や灰色の部品も使用可能です。袋に入っている部品をすべて使う必要はありません。

ミッション ８エレベーター
エレベーターの可動部分が独立状態かつ図に示

されたようにヒンジのみの支持状態にあり

➔ 青色のかごが下がっている: 15点

➔ バランス状態にある: 20点

ミッション ９ 安全率
➔ 試験家屋が独立状態かつ青いビームのみに

よる指示状態にあり、ビームのいくつかが

半分以上倒されている

：倒されているビーム１つにつき10点

ミッション １０ 鉄骨構造
➔鉄骨構造が直立状態かつ独立状態かつ図に示

されたようにヒンジのみの支持状態にある: 20点
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ミッション １２ デザインビルド
➔位置：円の枠線と同じ色である建築ユニットが少なくとも1つ円に完全に収まっており，
マットに平置きされている：1つの円につき10点
※注意：青色の円はMission12の対象外です。

➔高さ：円に部分的に含まれている独立状態のスタック建築物の高さの合計：1階層につき5点
※注意：スタック建築物は1つ以上の建築ユニットから構成されます。ある建築ユニットに別の
建築
ユニットが積み重なっている場合，これらは1つの建築ユニットとなります。)

色 = 異なる

黄褐色のスタック= ２階層

白色のスタック = １階層

⇒１５点

＊黄褐色と白色の建築ユニットはそ

れぞれ独立している

色 = 異なる

スタック = ４階層

⇒２０点

＊各ユニット

は重なる状態で１つのスタックとな

る

色 = 赤色が同じ

赤色のスタック = ２階層

その他のスタック：４階層

⇒４０点

＊赤色は独立状態、その他は

１つのスタック

ミッション １３ 持続可能なアップグレード
➔アップグレード（ソーラーパネル，屋上庭園，断熱材）が独立状態か

つ ，

スタック建築物のみによる支持状態にあり，そのスタックがいずれか

の

円に部分的に含まれている：アップグレード1つにつき10点

ミッション １４ 正確性
➔フィールドに残されている正確性トークンの数

6：60点，5：45点，4：30点，3：20点，2：10点，1：5点
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競技で使用する装備は工場出荷時のLEGO製品で組み立てるようにして下さい。

使用可能 使用不可

カットされたLEGO製の糸とチューブ LEGO製のワインドアップ/プルバック式モータ

見えない部分への持ち主に識別用の目印となる部品 ミッションモデルの複製物

＊大会時における照明状況うやマットの下の突起なとの変動制を考慮して設計を行うようにしましょう。

ハードウェア

必須 部品 許容数 EV3 (NXTおよびRCXのおける等価な部品も使用可能）

〇 コントロー
ラ

各競技１台

〇 モータ 任意の組み合わ

せで合計４つ

Mモータ

Lモータ

センサ 無制限

ソフトウェア

ロボットが自律的に動くようにできるソフトウェアを使用することができます。

ロボットの遠隔操作は禁止です。
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用語の定義

1. ロボット– 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「ロボット」と呼びます。

2. 装備 –ミッションに関係する行為のために競技に持ち込む全てのものを「装備」と呼び
ます。これにはロボットも含まれます。

3. 競技–ホーム，フィールドマット，ミッションモデル，そして境界の壁の内側に展開され
ている全てのもののことを「フィールド」と呼びます。

4. フィールド –ホーム，フィールドマット，ミッションモデル，そして境界の壁の内側に展
開されている全てのもののことを「フィールド」と呼びます。

5. ミッションモデル –フィールド到着時にそこに存在する全てのLEGO構造物のことを「ミッ
ションモデル」と呼びます。

6. 発進エリア -マットの黒線を含む四分円の内側の領域を「発進エリア」と呼びます。南側
の境界壁の表面まで含まれます。スポンサーロゴが掲載されている部分は発進エリアに含ま
れません。

7. ホーム -フィールドマット西側のテーブルの表面のことを「ホーム」と呼びます。西側の
境界壁の表面も含まれます

8. 発進 -ロボットのハンドリング終了後，ロボットを動かし始めた瞬間のことを「発進」と
呼びます。

9. 中断 -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「中断」と
呼びます。

10. 精密トークン -フィールド上の6つの赤いディスクのことを「精密トークン」と呼びます。
これらは競技開始時点で得点の価値があるものです。ホームに完全に戻ってくる前にロボッ
トを中断した場合，審判に取り上げられます。

フィールド

点検エリア（大）

マット

点検エリア（小）

ホーム

発射エリア
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11. 輸送状態および貨物 -ある物体が意図的/戦略的に以下の状況下にある場合，「輸送状
態」となり「貨物」と呼ばれます。
→ある場所から取り出されている最中
→新しい場所に移動させられている最中
→新しい場所に離されている最中
ある物体が，明らかにそれを輸送している物体との接触がなくなった瞬間に「輸送状態」
は終了し「貨物」ではなくなります。

大会ルール
正規ラウンドは最低3回あります。そのため何かうまくいかないことがあっても慌てないよ
うにしてください。最高得点のみが順位に影響します。

12. チーム，コーチ，審判およびその他全ての関係者は，常にFIRST®のコアバリューのモデ
ルとなることが求められます。

13. 競技エリアにおいてBluetooth通信を含むロボットの遠隔操作およびデータ通信は禁止と
します。

14. 発進のための準備をしている間またはホームに完全に収まっている時のみ，問題なくロ
ボットに触れることができます。

15. 得点エリア周りの枠線はその領域としてみなされます。

16. 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
釈が行われます。善意の解釈を受けることを前提とした戦略を用いてはいけません。

17. 公式のロボットゲームアップデートが何より優先されます。その次にミッションと
フィールドセットアップの記述が，次いでルールの記述が優先されます。必要な場合，競技
終了後に審判長の最終決定が行われます。

競技開始前
18. 最低1分間の準備時間が与えられます。この時間に審判にミッションモデルが正しくセッ
トアップされているか確認してもらうことができます。また，任意の場所で光/カラーセン
サの測定を行えます。

19. 点検エリアのいずれか一方に全ての装備を並べ，その高さが30.5cmに収まっていること
を審判に確認してもらいます。小さい方の点検エリアに収まった場合，各ミッションの得点
が5点加算されるアドバンテージを得ます。（例外：ミッション14にはアドバンテージは発
生しません。また，ミッション2については5点ではなく10点加算されます）
点検合格後，ホームの任意の場所で装備を広げ保管や調整を行ったり，発進エリアで発進の
準備を行ったりすることが可能となります。
競技開始前であれば任意の場所で光/カラーセンサの測定を行ったり，ミッションモデルや
セットアップが正確かどうか審判に確認したりすることができます。

Bring to the match Leave behind at the pits

Your full competitive team (up to 10), including  

two designated technicians.

All other electronic items

Your Robot (only one if you have more than one)  

and all its Equipment, including:

Spare Robots

ONE controller’s power pack or SIX AAbatteries Extra controllers

LEGO wires and converter cables, as needed
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20. 競技を開始する2人の技術者を決定します。フィールドに同時につける技術者は2名のみ
ですが，
任意のタイミングで交代することができます。技術者以外のチームメンバーは大会運営委員
に指定された
場所で待機します。ただし競技中に緊急な修理を必要とする事態が発生した場合はこの限り
ではありません。

競技中
21. 発進の手順
準備完了状態：ロボット及び移動または使用しようとするもの全てを、発進エリアに完全に
収まるように配置します。この際，高さ30.5cm以内に収まっている必要があります。
→審判が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確認しま
す。
初回の発進の場合，カウントダウンが始まります。
→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す。
例：「３、２、１、レゴ！」

22. 発進時を除き，ホームに完全に収まっていないフィールドの部分に干渉してはいけませ
ん。
例外：意図せずロボットから分離してしまった装備は、どこであっても即時に回収すること
ができます

23. 発進時を除き，ロボット以外のものを部分的であってもホームから移動させたり伸ばし
たりしてはいけません。
例外：偶発的にホーム境界を越えてしまったものは、速やかに回収してください。

24. 発進エリアの完全に外側でロボットが影響を与えたものや置いてきたものは、ロボット
が変化させない限りそのままの位置に留まります。

25. ミッションに記載のない限り，ミッションモデルを分解してはいけません。

26. 装備およびロボットがホームに持ってきたものはすべてホーム内で保管してください。

27. 中断時の手続き
ロボットを中断した場合、即座にロボットを停止させ再発進に備えて落ち着いてロボットを
回収してください。
ロボットの中断場所に応じて以下のような手続きとなります。

→完全にホームに収まっている ：問題なし
→上記以外 ：精密トークンを1つ失う

28. 貨物を伴う中断
中断時にロボットが貨物を所持していた場合，貨物となった場所に応じて以下のように処理
されます。

→発進エリア内で完全に収まっていた ：ロボットともに回収
→上記以外 ：中断時の貨物の位置によって判断
→ホームに完全に収まっている ：ロボットともに回収
→上記以外 ：審判が取り上げる

10 | GAMEGUIDE



29. 放棄された貨物
中断されていないロボットが貨物を離した場合，貨物はそのまま制止させます。制止位置に
応じて以下のように処理されます。

→完全にホームに収まっている ：回収可能
→完全にホームに収まっていない：その位置に留まる

30.干渉
ミッションに記述されている場合を除き、相手チームのテーブルに悪影響を与えてはいけま
せん。あなたや
チーム，ロボットによる行為が原因で相手チームのミッション達成が妨げられた場合，その
ミッションの得点は相手チームに与えられます。

31. 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、
明らかにその影響の恩恵を受けたミッションは無得点となります。

競技終了時
32. 競技が終了後，フィールド上の全てのものをそのままの状態で維持します。
→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してください。
試合終了後のフィールドの変化は無効となります。
→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
れてはいけません。

ミッションの得点の必要条件を読む際，以下の2つの特別な定義を念頭に置いてください。
33. 独立状態：装備に触れていないこと
34. 支持状態：対象の重量すべてが持ち上げられた状態かつ落下から妨げられている状態

採点
35. 競技終了時の最終的なフィールドの状態が採点として評価されます。

36. 審判はミッション毎にあなたたちと何が起こったのかを議論し，フィールドを確認して
いきます。
→チームと審判で合意できた場合，チームの代表がスコアシートにサインを行うことで得点
が決定されます。
→チームと審判で合意ができない場合，審判長が最終決定を行います。

37. 正規競技の最高得点のみがアワードの対象として考慮されます。
プレーオフが行われたとしてもそれは単なる余興です。

38. 最高得点が同じとなる場合、次点の得点が考慮されます。3試合全ての得点が同じとなる
場合、
大会運営委員にその決定が委ねられます。
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チャレンジセット:
フィールドマット，ミッションモデル，デュアルロックおよびミッション11で使用する白いブ
ロックが梱包されています。

1. ミッションモデルの組み立て
チャレンジセットのLEGOパーツと組立て説明書を使用して組み立てを行います。1人で作業を
行うと6時間程かかります。ミッションモデルは正確に組み立てる必要があります。全ての部
品が確実に接続されているかを特に念入りに，二重点検を行うようにしてください。

2.    デュアルロックとミッションモデルの固定
デュアルロック：チャレンジセットに含まれている3M社製の固定具を使用します。
ミッションモデルをマットに固定するのに用いますが，取り外しも可能です。

ミッションモデルの固定：マットの×印の四角部分がデュアルロックの貼り付け場所です。
以下の例を参考に，正確に貼り付け/設置を行うようにしてください。

青い建築ユニット１つ ホームに好きなように配置する：
コウモリ、アップグレード（ソーラーパネル、

屋上庭園、断熱材）、建築ユニット×１４、

ミッション１１で使用する建造物

白い建築ユニット

手順１：粘着面を下向きに 手順２：粘着面を上向きに 手順３：モデルの位置を
貼りつける もう1枚重ねて貼りつける 合わせ押し付ける

注意：モデルを押し付けるときはモデル全体ではなく，一番下のしっかりとした部分を押し
つけるようにしましょう。マットから取り外すときも同様です。

固定しないミッションモデル–以下の図示されるように配置してください。

検査ドローン 正確性トークン６
つ

12 | GAMEGUIDE



固定するミッションモデル（シンプル）
以下の図示されるように固定してください。

ブランコ

手順 1

手順 1

手順１：糸の終端付近

でこま結びします。

固定するミッションモデル（複雑）
以下に図示・説明されるように固定してください。

鉄骨構造:

試験建物：

クレーン:

木 交通渋滞

手順２：東方向に押す

手順 2

エレベー
ター

手順２：青色の建築ユニットを吊るし、

一番上まで巻き上げます。アームを時

計回りにできるだけ回転させます。
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固定するミッションモデル（複雑）

橋:

手順２：全てのデュア

ルロックの状態を確認

します。

手順６：橋の丈夫が北の２重の壁に対して中央に

揃うようにします。

手順３：入口を取

り付け直します。

手順４：赤い点の部分

に位置が合うように

デュアルロックを調節

します。

手順５：旗が自由に動

くことを確認し、旗を

下に向けます。

手順１:下から見た状態

手順１: 橋の入り口を注意して取り外します。

手順７：重たいロボットでも支えられるように橋の丈夫の下に軸を

取り付けます。橋が水平になるように軸の長さを調整してください。
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