
F3RC2010「エコリズム」公式ルール

Ｆ 3RC2010ルール担当大学：東京工業大学

平成 22 年 4 月 26 日

1 概要

ロボットによるごみ拾い、そして分別をテーマとした新入生のロボット大会である。各チームは捨てられてい

る (設置されている)ペットボトル、スチール缶、「空き箱」を分別しごみ箱へ捨てる (得点する)。競技時間は 3
分間。赤チームと青チームの対戦形式である。

2 ルール

2.1 フィールド

1. 競技フィールドは 3630mm × 4830mmで自動共通ゾーン赤共通ゾーン青共通ゾーンに区分けされる。

2. 競技フィールドは 30mm幅の白色ラインテープがその中心 300mm間隔で格子状にひかれている。

3. 競技フィールドの外枠は 14mm×14mm木製の角材で囲まれている

4. フィールドの中央には高さ 30mm、厚さ 30mmの壁が存在する。(3図 1赤色の線)

5. 自動ゾーン

(a) 自動ゾーンは 3図 1の緑色の部分であり、全部で 3か所あり、ペットボトル得点エリアを 2か所、「空
き箱」得点エリア４か所を持つ。

(b) 3図 2のように自動ゾーンの内側には幅 19mmの黒いビニールテープが張られている。

(c) 境目の白のラインテープも自動ゾーンに含まれる。

(d) 自動ゾーンには両チームの自動マシンのみが、進入できる。

(e) 手動マシンは、上空にのみ進入ができる。手動マシンは自動ゾーンに接地してはいけない。

6. 青チーム共通ゾーン・赤チーム共通ゾーン 　

(a) 青チーム共通ゾーン,赤チーム共通ゾーンはフィールドの両端にあり、3図 1の青・赤色のように示さ
れる。

(b) 青チーム共通ゾーンには、上空含めて、青チームの手動マシンまたは青チームの自動マシンのみが進
入できる。

(c) 赤チーム共通ゾーンには、上空含めて、赤チームの手動マシンまたは赤チームの自動マシンのみが進
入できる。

(d) 自動ゾーンとの境目の白のラインテープまで青チーム共通ゾーン・赤チーム共通ゾーンとする。

7. スタートゾーン 　　

(a) スタートゾーンは、フィールドの隅、630×630mmの大きさで各チーム用に手動マシン兼自動マシン
用のスタートゾーン (3図 1黒の部分）と自動マシン専用のスタートゾーン (3図 1グレーの部分）が存
在する。
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(b) 手動マシン兼自動マシン用のスタートゾーンから手動マシンはスタートする。

(c) 自動マシンは手動マシン兼自動マシン用のスタートゾーンだけでなく自動マシン専用のスタートゾー
ンからもスタートできる。

(d) 自動マシン専用のスタートゾーンは使用しなくともかまわない。

(e) 手動マシンを使用しない場合、手動マシン兼自動マシン用スタートゾーンは使用しなくともよい。

(f) 各チームの手動マシン兼自動マシン用スタートゾーンは各チームの色のビニールテープ (19mm幅 )で
囲まれている。(3図 2参照)

(g) 各チームの自動マシン用スタートゾーンの隅は各チームの色のビニールテープ (19mm幅 )で囲まれて
いる。(3図 2参照)

8. 補給ゾーン 　

(a) 補給ゾーンは、スタートゾーンとは別に 570×570mmの大きさで、各チーム２か所ずつ、計 4か所存
在する。(3図 1赤色マス部分)

(b) 補給ゾーン内には試合開始時にペットボトル、缶、2個重なった空き箱が 3図 3のように置かれてい
る。この図では、Pはペットボトルを Cは缶を、Bは「空き箱」を表している。また 3図 2を参照の
こと

(c) 隣り合うオブジェクトはその底面の中心の間隔が 200mmになるように置かれるものとする。

(d) 補給ゾーンはそれぞれ赤共通ゾーン・青共通ゾーンに含まれる。

2.2 マシンについて

1. 各チームは、大会を通して手動マシン１台以下、自動マシン２台以下の、計３台以下まで使用できるが、各
試合で計１台以上は必ず使用すること。

2. 競技開始時にそれぞれのスタートゾーンに収まっていなければならない。境目の白のラインテープからはみ
出なければよい。

3. 手動マシン

(a) 競技開始時に１辺 300mmの立方体に収まる状態でなければならない。

(b) 手動マシンは試合開始後変形してサイズを変えることができるが、それでも、変形できる部分をすべ
て同時に変形しその最大となるときに 1辺 500mmの立方体に収まる状態でなければならない。

(c) 自チームのマシン同士であれば、接触させるのは自由であるが、それを利用して手動マシンで自動マ
シンをコントロールしてはいけない。

(d) 手動マシンの重量はコントローラと電源を含めて 5kg以内とする。

(e) 手動マシンとコントローラをつなぐケーブルは 1m以上 3.5m以上とする。

(f) 各試合ごとにチーム内操縦者を変えることは自由とする。試合中にもチーム内変えることは認めるが
審判の許可を得ること。

(g) 操縦者は、コントローラを持ったまま自チームのマシン共通ゾーンに入ることができる。しかし、自
チームのマシンに操縦者が接触した場合は強制リトライの対象とする。

(h) 操縦者は試合中に手動マシンに乗ってはいけない。

4. 自動マシン　

(a) 競技開始時に１辺 300mmの立方体に収まる状態でなければならない。

(b) 自動マシンは試合開始後変形してサイズを変えることができるが、それでも、1辺 500mmの立方体に
収まる状態でなければならない。
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(c) 自動マシンの重量は電源を含めて 1台 5kg以内とする。

(d) 試合開始後 15秒以内にスタート動作を終えなければならない。それ以降マシンに触れた場合はリトラ
イとみなす。

(e) 自動マシンに限りオブジェクトの初期搭載を認める。

i. 初期搭載できるオブジェクトは自チームに得点した時の点数（2.5.6(b)i参照）が合計で８点以下に
なるように任意で選択できる。(例：ペットボトル 1本と缶１本と「空き箱」2個など)

ii. 自動マシンが複数台ある場合にはそれぞれに初期搭載しているオブジェクトの合計点が８点以下
であれば 2台に分けて積んでもよい。(例：1台目「空き箱」6個、2台目缶 1本など)

iii. 初期搭載するオブジェクトはセッティングの時間に補給ゾーンから取ってくること

iv. 初期搭載する場合マシンに積み込むのは試合開始前のセッティングの時間のみである

v. 試合開始時スタートゾーンからマシンがはみ出ていなければ、オブジェクトははみ出していても
よい

(f) 競技開始後規定台数を超えて、マシンの分離は認めない。

5. エネルギー源　　

(a) 使用可能な電源は公称で DC24V 以下までとする。AC電源は認めない。

(b) 安全性に配慮されていれば、昇圧回路を使用し、DC 24Ｖ以下の電源を 24V以上にしてもかまわない。

(c) 安全性に配慮されていれば、試合前に圧縮空気や、弾性力などのエネルギーを充填していてもよいも
のとする。

2.3 得点エリアについて

1. 得点エリアは自動ゾーン内に試合開始時には全部で 10か所ある。(3図 1黄色、燈色の部分）

2. 各オブジェクトごとにそれぞれ得点するエリアが決められている。

3. ペットボトル得点エリアについて　

(a) ペットボトル得点エリアは 3図 1の中央の得点エリア（Pの文字がある部分）である。

(b) この得点エリアは各チーム共通であり全部で 2か所ある。

(c) この得点エリアの一つ大きさは 570mm× 270mmで長方形の形をしている。

(d) この得点エリアは、厚さ 12mmの木板上にある。

(e) この得点エリアは自動エリアに含まれるため、手動マシンが接地してはいけない

4. 缶得点エリアについて　

(a) 缶得点エリアは 3図 1の得点エリア（Cの文字がある部分）であり、それぞれ各チーム 2個ずつ全部
で 4か所である。

(b) 各チームの得点エリアは約 150mm× 150mm×150mmのほぼ立方体をしており、下にはキャスターが
付いている。

i. 缶の得点エリアはザ・ダイソー「ビボバスケット　No.02」である

ii. キャスターは株式会社八幡ねじ製「どこでもキャスターS　ブルー」である。

iii. キャスターは得点エリアの底面に４個つけられている。

(c) 試合開始時に青チーム共通ゾーン側にあるのが青チーム用得点エリアとし、赤チーム共通ゾーン側に
あるのが赤チーム用得点エリアである。なお、各チームの色で区別されている。

(d) この得点エリアは自由自在に動かすことを認める。相手のチームの得点エリアを自チーム側に移動さ
せることやひっくり返すことも認める。
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(e) この得点エリア試合開始時は自動ゾーンの中にあるが、自動ゾーンに接地しなければこの得点エリア
と手動マシンとの接触を認める。

5. 「空き箱」の得点エリアについて

(a) 「空き箱」の得点エリアは 3図 1の得点エリア（Bの文字がある部分）であり全部で 4か所である。

(b) 各チームの得点エリアは 270mm× 270mmの正方形をしている。

(c) 青チーム共通ゾーンに接しているのが青チーム用得点エリアとし、赤チーム共通ゾーンに接している
のが赤チーム用得点エリアある。

(d) この得点エリアは自動ゾーンに含まれるため、手動マシンが接地してはいけない。

(e) この得点エリアは厚さ 12mmの木板の上にある。

2.4 オブジェクトについて

1. オブジェクトは、オブジェクトはペットボトル、缶、「空き箱」全部で 3種類ある。

2. オブジェクトの個数は、各チーム得点用のペットボトルが 4本、缶 8個、「空き箱」12個であり、合計でペッ
トボトル 8本、缶 16個、「空き箱」24個である。

3. 補給ゾーンには、3図 3のように置かれている。なお、Pはペットボトルを、Cは缶を、Bは「空き箱」を
表している。

4. オブジェクトはチームごとに得点するべきものが異なっており、青チーム得点用のオブジェクトを置くと青
チームに、赤チーム得点用のオブジェクトを置くと赤チームに点数が入る。

5. ペットボトルについて　

(a) 青チーム得点用のペットボトルはキリンビバレッジ社製「午後の紅茶　レモンティー」の 500mlペット
ボトルの空き容器である。

(b) 赤チーム得点用のペットボトルはキリンビバレッジ社製「午後の紅茶　ストレートティー」の 500ml
ペットボトルの空き容器である。

(c) 大きさは約 60mm×60mm × 210mm である。なお、キャップはつけたままでありラベルも剥がされて
いないままである。

(d) ペットボトルのラベルをはがしてはいけない

(e) 試合開始時は補給ゾーンには飲み口を上にして立てられた状態で置かれている

6. 缶について

(a) 青チーム得点用の缶は日本コカコーラボトリング社製「ジョージア　エメラルドマウンテンブレンド」
の空き缶とする。　

(b) 赤チーム得点用の缶は日本コカコーラボトリング社製「ジョージア　ヴィンテージ バリスタチャンピ
オンブレンド」の空き缶とする。

(c) このオブジェクトの大きさは、外径約 53 ｍｍ、高さ約 104.5 ｍｍであり、材質はスチールである。

(d) 試合開始時は補給ゾーンには飲み口を上にして立てられた状態で置かれている

7. 「空き箱」について

(a) 大きさは、100mm ×50mm ×30mm 　とし、スタイロフォームで作られる。

(b) 各チームの色で色分けされ、青で塗られたものは青チームの、赤で塗られたものは赤チームの得点用
「空き箱」である。　

(c) 試合開始時には 100mm×50mmの面が下になるように 2個重ねられた状態で置かれている　
4



2.5 競技について

1. 試合時間は３分とする。但し、「Ｖゴール」を達成したチームが出た場合はその時点で試合終了となる。

2. マシンのセッティングは審判がセッティング開始の合図をしてから１分以内に終えなければならない。もし
終えられなかった場合は試合開始後セッティングをおこなうこと。ただし、試合開始 15秒以内に終わらな
い場合はリトライとみなす。

3. セッティングの時間にはアクチュエータが動かなければ回路の電源を入れてもよい。

4. 審判が試合開始の合図をしてから各マシンをスタートさせること。それ以前はスタートさせてはいけない。

5. 試合開始時にオブジェクトをマシンに搭載しておくことは認めない。

6. 得点の条件

(a) 得点は以下の条件をすべて満たしたと審判が認めた場合得点とする。

i. オブジェクトを指定されたゾーンに置いている

ii. オブジェクトがマシンに接触していない

iii. 以下のうちのどれか一つの条件を満たしている。

A. 得点エリアのみに接地している

B. 得点されたオブジェクトのみに接地している。

C. 得点されたオブジェクトと得点エリア両方のみに接地している。

(b) 得点の条件を満たした場合以下のような点数をそのチームに与える。

i. 自チームの得点ゾーンに得点した場合

A. 空き箱 · · · １点
B. 缶 · · · ２点
C. ペットボトル · · · ４点

ii. 相手チームの得点ゾーンに得点した場合。　

A. 空き箱 · · · ２点
B. 缶 · · · ４点

(c) 一つの得点エリアに対して各チーム何個得点してもかまわない。　

(d) オブジェクトを間違えた場所に得点してしまった場合 (缶をペットボトルの得点エリアに置いてしまう
など)は、間違えたオブジェクトのチームの得点からのその数一つにつき 2点減点とする。　

(e) 違反行為をした場合 1回につき 2点減点する。

7. 勝敗の決定方法　

(a) 「Ｖゴール」について

i. Ｖゴールは以下の条件をすべて満たし、その旨をチームのメンバーが主審に伝え、主審がそれを
認めたときに達成とする。

A. ４か所ある缶得点エリアのうち 2か所以上に自チームの缶オブジェクトを得点しており、そ
の得点している缶の個数の合計が 4本以上である。

B. ４か所ある空き箱得点エリアのうち 2か所以上に自チームの「空き箱」オブジェクトを得点
しており、その得点している「空き箱」の個数の合計が 6個以上であること。

C. ペットボトル得点エリアに合計１本以上自チームのペットボトルオブジェクトを得点している。

D. どの得点エリアにも自チームのオブジェクトを間違えて得点していない。

ii. Ｖゴールを達成した瞬間に達成したチームの勝利とする。
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iii. 両チーム同時に達成したと認められる場合には、両チームともに Vゴールを認めず試合続行と
する。

(b) 両チームともＶゴールを認められなかった場合　

i. Ｖゴールを達成できなかった場合、試合終了時に各チームが獲得している総得点で多いほうが勝
利とする。

ii. 両チームの得点が同じ場合、加点しているオブジェクトの種類の数が多いほうが勝利とする。

iii. 加点しているオブジェクトの種類の数が同じ場合は、加点しているペットボトルの数が多いほう
の勝利とする。

iv. 加点しているペットボトルの数までも同じ場合は、加点している缶の数が多いほうの勝利とする。

v. 加点している缶も同じ個数な場合、加点している「空き箱」の数が多いほうの勝利とする。

vi. それでも決着がつかない場合、リトライ回数と違反の数の合計数が少ないチームの勝利とする。

vii. それでも決着がつかなかった場合、両チームの代表者１名がじゃんけんを決着がつくまで行いそ
の勝者をその試合の勝者とする。

　

2.5.1 リトライについて

1. 各チーム１試合につき３回までリトライが可能である。４回目を行った場合その時点で失格となる。

2. リトライは手動マシンは手動マシン兼自動マシン用のスタートゾーン必ずスタートしなければならない。

3. リトライを宣言した場合、必ず審判がマシンをフィールドの外に出すこととする。

4. 自動マシンは手動マシン兼自動マシン用のスタートゾーンまたは自動マシン用のスタートゾーンのどちら
かからスタートできる。また試合開始のときと違うところからもリトライ可能である。

(a) 手動マシンもリトライができる。

(b) リトライ時に一度スタートさせたマシンをフィールド外に出し修理することができる。

(c) 一度スタートさせたマシンをその試合では不要と判断した場合、リトライを使いフィールド外へ取り
除くことができる。

5. 1回のリトライで複数台リトライすることが可能である。

6. 違反行為があったと審判が判断した場合、そのマシンは強制リトライとなる。

(a) 強制リトライも,リトライ回数に含まれる。

(b) 強制リトライ時に他のマシンを同時にリトライすることができる。

(c) 強制リトライ時でもフィールド外にマシンを取り除いたり、修理することは認める。

(d) マシンがオブジェクトを抱えた状態でリトライする時、オブジェクトはマシンが抱えたままリトライ
とする。

(e) 強制リトライ時も審判がマシンを外に出す。

2.5.2 違反行為について

　　

1. 違反行為は３回まで失格とはしないが、４回目の違反をした場合は即失格とする。

2. １回に違反行為につきそのたびに違反したマシンを強制リトライとする。
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3. 複数のマシンが同時に違反した場合は違反行為をしたマシンの数だけ違反したとみなす。

4. 違反回数 1回につき 2点減点とする。

5. 違反行為によって得点した場合は、そのオブジェクトをフィールドの外に取り除くものとする。

6. 以下の行為が違反行為である。

(a) 手動マシンが自動ゾーンにいる相手チームの自動マシンに触れる。

(b) 手動マシンが自動ゾーンに接地する。

(c) リトライの宣言なしに選手がマシンに触れる

(d) マシンが禁止されているゾーンに進入する。

(e) フィールドの外にマシンが接地したとき。但し、上空への進入は違反とはしない。

(f) 手動マシンにおいてコードを使ってマシンを引っ張る、あるいはオブジェクトを運ぶ行為をする。

7. 以下のような場合も、審判の判断で違反とする。

(a) フィールドを破壊または汚染した場合

(b) マシンで得点エリアや壁を動かした場合

(c) フェアプレー精神に反する場合。

(d) その他、大学生として不適切な行為を行った場合

　

2.5.3 失格について

1. 以下の場合、そのチームは失格とし、そのチームは負けとなる。

(a) 違反行為を４回したとき。

(b) 強制リトライなどで、リトライ回数が４回に達したとき。　

(c) １試合中に２回以上フライングした時。

2. 以下のような場合も、審判の判断で失格とする場合がある。

(a) プロペラなどを用いて意図的に風を発生させた場合

(b) 競技フィールドやオブジェクトを著しく破壊、汚染した時。

(c) 競技者や審判や観客を冒涜したり、危害を加えた場合。

(d) フェアプレー精神に反する場合。

(e) その他、大学生として不適切な行為を行った場合

2.5.4 その他

試合中に主審が必要と判断した場合は試合を一時中断、またはその試合を無効とし再試合とすることができる。

2.6 安全性について

1. 全てのマシンは、競技者、審判、観客に危害を加えないように最大限の注意を払って設計・製作されなけれ
ばならない。

2. レーザーを使用する場合はクラス 2以下とする。　
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3 フィールド図

図 1: フィールド
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図 2: 実際のフィールド図

図 3: オブジェクト初期配置
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