
第 13 回 海洋空間のシステムデザインカップ 

ひれ推進コンテストレギュレーション(2019.7.15) 

 

１．はじめに 

参加チームは、ひれ等の「水棲生物を模擬した推進装置」を持つ模型船を製作し、コンテスト当日に

「大型実験水槽に設置されたコース」を走らせてポイントを競う。 

 

２．レギュレーション 

 水棲生物を模擬した推進装置を持つ模型船の製作のために、あらかじめ TAMIYA 社製の模型セッ

ト「MECHANICAL BLOWFISH（以下：メカふぐ）」を各高校に配布する（図１）。参加者は、こ

れを参考にする等して、ひれ等で推進する模型船、または水棲生物を模擬した推進装置を持つ模型

船を作成する。配布する模型セット内のギアボックスとひれ運動のためのクランク（図２）を推進

装置としてそのまま用いても良い。 

 

  

図１ TAMIYA 社製ロボットクラフトシリーズ No.14 MECHANICAL BLOWFISH(メカふぐ) 

 

 

図２ 模型の推進装置部分（ギアボックス・クランク）の写真 



レギュレーションは以下のとおりとする。 

 

(i)船体の大きさは次の条件を満たすこと。 

   長さ（ひれ等の推進装置を含めた長さ）：50cm 以下 

   幅：30cm 以下（航走時に付加物を含めた最大幅が規定を満たすこと） 

   高さ：水面上の高さを 30cm 以内(アンテナを含む)とする。また、水槽の最浅部は 25cm である 

ので注意すること。 

重量：特に規定なし。 

 (ii) 推進装置 

・推進装置は、ひれ等の水棲生物を模擬した推進装置とすること。また、ひれ等の推進装置は複数

取り付けても良い。   

・推進装置の動力源としては、電動モーターと電池を使用すること。モーターは複数個使用しても

良い。動力源として使用する電圧は、最大公称 5V 以内とする。またモーターの種類は何を使用

しても良い（ただし使用するモーターに適合した適切な使用電圧にするように留意すること）。

電池は、レース毎（ラウンド毎）に交換しても良い。なお、使用する部品・動力源等に関して安

全性には十分注意すること。 

・スクリュー等のように、モーターからの回転運動を直接推進に使用することは禁止する。 

・配布する模型セット内のギアボックスとクランクによるひれ推進（及び船体）（図１右参照）を

そのまま用いても良い。 

(iii)模型の制御 

・模型の進行方向を制御するために、市販のラジコン送受信機を使用しても良い。ただし、送受信

部の改造は禁ずる。なお、参加チーム間の混信を防ぐため、2.4GHz 帯周波数を使用した送受信

機を原則とする。その他周波数帯機器を利用の場合は、事前に主催者側に問い合わせ許可を得る

事。 

・サイドスラスター等のように、モーターからの回転運動を直接制御に使用することは禁止する。 

・受信機用に使用するバッテリは、推進装置に使用するものとは異なってもよい。 

（注）なお、別紙に、市販のラジコン送受信機の使用方法の例を示します。(7/15 の公開講座で

配布します) 

 (iv)各チームの模型等に関する規定 

・１チームで一艇または二艇の模型を所持してレースで使用することができる。 

・レースで使用する模型は、予選第一ラウンド前のレギュレーションチェック時に、すべて申請す

る必要がある。各レースでは、レギュレーションを通過した模型のうち一艇のみを用いることが

できる。 

・複数のチームで同じ模型を共有することは禁止する。また、異なるチームの所持する模型の間で、

ひれ・送受信機等を含むすべての部品について共有することを禁止する。 

・レースには、あらかじめ登録されたチームのメンバのみが参加することができる。（レースに参

加する時は、チーム名と氏名を記載した名札を装着すること） 



 

(v)レースコース・ポイントの決め方  

水槽（100m 大型水槽）には２つのレースコース（長さ 10m）が設置され、各コースの途中には、

ポールが設置されている（図３）（注１）。模型を Start 地点で手で持って、合図とともに手を離し

（注２）、コースを航走させ、Goal を目指す。模型が、横にそれてコースロープに接触しても各コ

ースにおける Goal まで達すればゴールしたと見なす。Start から Goal までの制限時間を 100 秒と

し、100 秒でゴールできない場合には、100 秒間における最大到達距離(m)を計測する。最終的に、

(a)start から goal までのタイム(t [秒])、(b)途中のポールを一周したかどうか、(c)模型の最大到達距

離(s[m],ゴールした場合は s=10m となる）を計測・判定し、以下のようなポイントを与え、ポイン

トの高い方が良い記録（勝者）となる。 

(a)タイムポイント(Ptime)：Start から Goal までのタイムを計測し(t [秒])、それを次式でポイント換

算する。 

tPtime 100    

すなわち、制限時間 100 秒で、ゴールした時に残っていた時間[秒]をポイントとする。また模型

がゴールしなかった場合は、 0timeP ポイントとなる。 

(b)ポール一周ポイント(Ppole)：各コースの途中には、ポールが設置されていて、ポールの周りを一

周以上することにより 150poleP  ポイントが与えられる。（一周したかどうかの判定については、

注３参照。） 

(c)到達距離ポイント (Pdist)：制限時間内の最大到達距離を計測し (s[m])、到達距離ポイント

 10distP s  を与える。（ゴールした場合は 10m なので s=10(Pdist=100)となる） 

以上より、最終的なポイント(P)は次式のようになる。 

distpoletime PPPP   

(ポイントの例） 
・ポールを一周して 50 秒でゴールした場合 

 100 50 150 100 300time pole distP P P P        ポイント 

・ポールを一周したがゴールできずに、最大到達距離が 9m の場合 
0 150 90 240time pole distP P P P       ポイント 

・ポールを一周せずに 5 秒でゴールした場合 

 100 5 0 100 195time pole distP P P P        ポイント 

(vi)予選ラウンドと決勝ラウンド 

・予選ラウンドでは各チーム２回（予選第１ラウンドと第２ラウンド）レースを行い、ポイントを

評価する。２回のレースのうちポイントの高い方をそのチームの「持ちポイント」とする。予選

ラウンド終了時に、チームの持ちポイントが高い順に順位を決定する。決定した順位により、決

勝トーナメントの配置を決定する（３節のコンテストスケジュールで示す決勝トーナメントの例

（図）参照）。なお、同一高校から出場するチーム数が多い場合は、決勝トーナメントに進める

チーム数を制限することがある。 

・決勝ラウンド（決勝トーナメント）では、各レースにて対戦する２チームのポイントの高い方が

勝者となる。 



・なおレース中に船体または部品が水中に落下した場合は、回収しない場合があります。 
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図３ 水槽とコース配置（注：ポールの位置やコース幅等は、設置状況により若干ずれる可能性がある） 

（注１）ポールは、上から吊るされて設置されており、水面下約 15cm（予定）まで達している。 

（注２）スタートの際に、模型を手で押す等して発進させることは禁止とする。 

（注３）ポールを一周したかどうかは、以下の図 A, 図 B のように判定する。 

「ポール上を通るコースに垂直な線（⾚い点線）」を
通過して、ポールを⼀周して「⾚い点線」を２度⽬に通過
した時に⼀周したと⾒なす。（右回りでも左回りでも良い）
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図 A ポール一周の判定法 
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図 B 再スタートの場合のポール一周の判定法 



 

３．コンテストスケジュール（予定） 

(A)集合：８月２４日（土）９：３０：横浜国立大学船舶海洋工学棟３階講義室 

(B)レース開催場所：船舶海洋工学棟及び 100m 大型水槽周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)スケジュール   →別途配布します。 

(E)表彰式： 

すべてのレース終了後に、船舶海洋工学棟３階講義室にて、表彰式を行います。参加者は、必ず

集合してください。 

 

４．表彰等 

優勝、準優勝のチームにトロフィーと賞状を贈呈する予定です。３位のチームには賞状を贈呈す

る予定です。またすべてのチームに参加証（タイムの証明書）を贈ります。なお、入賞しなかっ

たチームの中から、特別賞が贈られる可能性があります。 

船舶海洋工学棟 

玄 

関 講義室(3F) 

構造実験室(1F) 

小プール（自由に使えます） 

レース会場 100m 水槽 

アナウンスボード 
実況中継 

階

段 

観戦スペース 
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