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FIRST®LEGO®LeagueChallenge
の概要

イノベーションプロジェクト

ロボットゲーム

コアバリュー

ロボットデザイン

FIRST ® のコアバリューは、
ロボットゲームの試合、イノベー
ション・プロジェクトやロボット
デザインのプレゼンテーション
で評価されます。

チームは、ロボットの設計、プログ
ラム、戦略について短いプレゼン
テーションを準備します。

チームは、2分半の試合を3回行い、
できるだけ多くのミッションをクリ
アします。

チームは、

• チームワークとディスカバリーを適用して、課題を調査する。

• 新しいアイデアで一杯なロボットとプロジェクトでイノベーション
を起こそう。

• 自分のチームと解決策にはどんなインパクトがあるか示そう、
包括的に！

• 全ての活動を楽しみ、たたえ合いましょう！

チームは、

• ミッションの戦略を明確にする。

• 作業計画を用いてロボットやプログラムを設計する。

• ミッションの戦略に合った、ロボットとコーディングミッションを
作成する。

• ロボットやプログラムを繰り返しテストする。

• ロボットデザインのプロセス、プログラム、ロボットでの解決策を
説明する。

チームは、

• ミッションモデルを作り、フィールドセットアップに従ってモデル
をマットに置く。

• ミッションやルールを確認する。

• ロボットを設計して組み立てる。

• マットの上でロボットを使って練習しながら、組立てとコーディ
ングのスキルを探求する。

• 競技会で競い合う！

チームは、

• 解決するための問題を特定し、調査する。

• 他者やコミュ二ティーの助けになる問題の解決策を考案する。

• 解決策を示すモデルやプロトタイプを作成する。

• アイデアを共有し、フィードバックを集め、解決策を反復する。

• 競技会で解決策を提案する。

チームは、イノベーションプロジェクト
を説明するための5分間のプレゼン
テーションを準備します
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ロボットデザインとロボットゲーム

スタート

今年のCARGO CONNECTの課題
は、あなたのロボットがフィールド上に
ある様々な輸送手段や目的地に自分
の貨物配送させることです。

ロボットは、輸送の安全性、効率、
接続、アクセスを意味するミッショ
ンモデルをアクティブにさせる必
要があります。

ロボットゲームでミッションを達成できるロボットを
設計して製作します。革新的なロボット設計、分かり
やすいミッション戦略、そして機能的なプログラムが
CARGO CONNECT チャレンジでの鍵 となります。

ミッションモデルを組立て、
ミッションの戦略を特定します。

各ミッションとモデルはまた、イノベー
ション・プロジェクトにふさわしい解決
策になるためのヒントを与えてくれま
す。ミッションは、安全性、効率性、アク
セス、接続の4つのカテゴリーに分類
されます。

自律型ロボットとプログラムを
設計して製作します。

ロボット設計に向けて作業計画を作成
しましょう。LEGO® Education 
SPIKETM Primeまたは、LEGO® 

MINDSTORMS® セットを使って、
ロボットとそのアタッチメントを組み
立てます。ロボットにプログラムをして
、2.5分間のロボットゲームで一連の
ミッションを自律的に完了させ、ポイン
トを獲得します。

ロボットの解決策をテストして
繰り返し、ミッションをクリアさ
せます。

ロボット設計とプログラムに連続した
テストと改良を繰り返し行います。

ロボットゲームの試合で競争
しましょう。

ロボットは、発進エリアから発進させ
チームで選んだ順序でミッションに
挑戦し、ホームの任意の位置に帰還
させます。チームはロボットを再び発
進させる前に、ロボットがホームにあ
るときにロボットを直すことができ
ます。 チームは複数の試合を行いま
すが、最高点がチームのスコアとなり
ます。

ジャッジングで、自分たちのロボ
ットデザインと解決策を伝えます。

ロボットやプログラムの作成でチーム
が使用したプロセスと、それらがどの
ように機能するかを明確に説明した
短い説明を用意してください。チー
ム全体で取り組むようにしてくださ
い。
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イノベーション・プロジェクト

スタート

だれもが日用品の輸送に頼っていま
す。輸送システムに対する需要が高ま
るにつれ、ある場所からある場所まで
製品を運ぶ新しい方法を見つけるか、
今ある方法をよくするかしない限り難
題に直面し続けることになります。

製品の輸送はどうしたらよりよくな
るでしょうか？このテーマの中で解
決したいと思う具体的な問題を特
定します。次に、自分が特定した問
題を解決するための道具やテクノロ
ジーや輸送手段を作るか改良する
かします。

製品輸送をよりよい行程にするための方法は、みなさ
んの批判的思考や想像力により、ここから始まります。
みなさんのアイデアは、このCARGO CONNECTSM

チャレンジをつなぐコミュニティ*どころか、世界まで
をも変えることになり得るのです。

製品の輸送行程をよりよく
することと関係する、特定
の問題を特定します。

プロジェクトスパーク（セッション
1～4で説明）では、課題と関係す
る問題をいくつか探ります。あな
たのイノベーション・プロジェクト
は、プロジェクトスパークから生ま
れたものかもしれませんが、必ず
そうする必要はありません。特定
の製品とその輸送方法に焦点を
当てるとよいでしょう。
アクセス、安全性、効率性、または
接続がどのように製品の旅と関係
するかを考え、自分が調べている
特定の製品について改善できるか
どうかを確認します。

問題と解決策のアイデアを調
べます。

どのような解決策がすでにあります
か？みなさんを助けることができる
専門家はいますか。自分のコミュニ
ティの中と外に輸送される製品につ
いて考えてみてください。製品が最
終目的地に着くまでの行程をいくつ
か調べます。

製品の行程をよりよくでき
る新しいテクノロジー、道具、
または輸送方法を設計し、
作ってみます。

これがイノベーション・プロジェクト
の解決策となります。その解決策
で製品の輸送方法がどのように良
くなるかが分かるモデルや試作品
を作りましょう。

アイデアを共有し、意見を
集め、自分の解決策につい
て何度も考えます。

みなさんが自分のアイデアを繰り
返し考え、それを進化すればする
ほど、多くを学ぶことになります。
解決策がコミュニティに与える影
響ってなんでしょうか？

大会で解決策を伝える、ク
リエイティブで効果的なプ
レゼンテーションを作成し
ます。

5分間のプレゼンテーションを準
備して、イノベーション・プロジェ
クトの解決策とそれがほかの人に
与える影響を分かりやすく説明し
ます。 チーム全体で取り組むよう
にしてください。

*コミュニティとは、町や都市だけでなく、州や国のような広い地域を指すことがあります。
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輸送システムへの需要が高まるにつれ、私たちは、

製品をある場所からある場所まで運ぶ方法を見直す必要があります。

みなさんの課題は、製品の輸送方法を
もっとよくすることです。

この問題を解決する
にはどうしたらいい
かな？

製品の旅をもっと安全で効率
的にしよう！ 難しい目的地

にもっと簡単
にアクセスしよう。

製品の旅の間の
部分部分をよりよく
接続させましょう。

素晴らしいアイデアね！
解決策の計画を立てましょう。

手伝って
くれる？


