
堀川エコロボットコンテスト２０１８
参加者説明会

平成３０年（２０１８年）

７月２１日（土）

１４：００～１６：００

名古屋工業大学

内容

(1) 開会の言葉
(2) 堀川ライオンズ会長挨拶
(3) 名工大先生紹介
(4) コンテスト説明
(5) 技術賞の説明
(6) 質疑
(7) 閉会の言葉

主催：名古屋工業大学 名古屋堀川ライオンズクラブ

名古屋の母なる川「堀川」の浄化・美化に

「ものづくり」の心で挑戦するエコロボットコンテスト



堀川エコロボットコンテスト２０１８

趣旨：

名古屋の母なる川「堀川」の浄化・美化に、「ものづくり」の心
で挑戦するエコロボットのコンテストです。

さらに、２年前からエコロボットの技術向上のため新しい賞を設けました。

また、小学生の皆さんに、堀川とエコロボットの事をもっと知って頂くために、
小学生ロボット教室と小学生ポスターコンクールも同時開催致します。

コンテスト日程：
平成３０年８月２６日（日）当日のみ

コンテスト会場：
名古屋・堀川（納屋橋から天王崎橋の間）
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観客の見学場所

納屋橋～天王崎橋
本部設営場所



コンテスト会場 浮き桟橋へ



浮き桟橋

浮き桟橋入口 幅1.3m程度

1.3m



コンテスト当日のスケジュール
８月２６日（日） ７：３０～ ８：３０ 受付

８：４５ 開会の辞

９：００～１２：２０ 発表・審査

９：００～ ９：３０ グループ① 発表・審査

９：４０～１０：１０ グループ② 発表・審査

１０：２０～１０：５０ グループ③ 発表・審査

１１：００～１１：３０ グループ④ 発表・審査

１１：４０～１２：１０ グループ⑤ 発表・審査

（1グループ5台、各チーム５分以内の発表です。）
１２：２０～１３：３０ 昼休み（音楽・パフォーマンス）

１３：３０～１４：００ 表彰式・閉会の辞



会場について
・ メイン会場は納屋橋～天王崎橋の浮桟橋周辺です．浮桟橋と
その西側川岸が多くの観衆をはじめ審査員たちがロボットを
見る舞台となります．ロボットは周囲から見ることができます．

・ 参加者は以下の手順で発表を準備してください．
【搬入】

発表時間帯が早いロボットもしくは大型ロボットは東側浮桟橋
付近で直接積み下ろししてください．発表時間帯が早くないロ
ボットもしくは中・小型ロボットは東側浮桟橋の南側広場の受
付付近で積み下ろししてください．近くの誘導員の指示に従っ
てください．
【受付】

すべてのチームとも，受付時間内（７：３０～８：３０）に受付（東
側広場にて）を済ませてください．ここでは，賞状の郵送先の
記入，保険金（１チーム100円）の集金，配布物の受け渡しな
どを行います．



【待機】

受付を済ませた後，発表時間帯ごとにロボット待機場
所で準備しつつお待ち下さい。なお、発表に不要な
荷物などは受付場所の付近に置いて下さい．

【発表】

１つの発表時間帯が終わりましたら，順次待機場所
を移動していただきます。

自分の発表時間帯になりましたら，浮桟橋や船，陸
上等でロボットのパフォーマンスを開始していきます．
浮桟橋から堀川に浮かべて自走するか牽引するか，
船に乗り移ってから堀川に浮かべるか，陸上に設置
するかなど，ロボットの種類によっては個別対応しま
す．各チーム順番に，司会者よりアピール文を読ま
せていただきます．その説明に合わせて観客・審査
員にアピールして下さい．司会からは質問などがあ
るかと思いますので，回答もお願いします．



【撤収】

発表時間帯が終わりましたら，次のグループの発表に変わりま
す．スペースや電源などに余裕がありそうでしたら，発表グル
ープを優先にしつつ，そのまま展示しても構いません．

【昼食】

すべての発表が終了したら，お昼休みになります．各自片付け
や昼食をとりながら，イベントをお楽しみ下さい．この間に審査
の集計，賞状の準備を行います．

【表彰】

審査の集計終了後，表彰式を行います．すべてのチームに一
般賞があり，後援団体からの特別賞をその後に表彰しますの
で，最後まで残っていてください．

【搬出】

各チームが持ってきたものはすべて残さずお持ち帰り下さい．堀
川から回収したゴミはこちらで処分しますので，お申し出くださ
い．ロボットの搬出は発表終了後より随時可能です．



安全のことなど
・ 安全を最優先させて行動してください．
・ ロボットの堀川への揚げ降ろしの際は，スタッフの
指示に従ってください．
・ 参加者全員（エントリーシートのメンバー欄に記載
の方）に集団傷害保険に加入させていただきます
（各チーム１００円）．
・ 救助用のボートも用意しています．
・ 必要に応じて救命ジャケットを着用して下さい．

・ 当日気分が悪くなったり，何か問合せなどがある
場合は，本部テントまでお越し下さい．
・ 貴重品は各自で管理願います．



・ 夏の暑い時期なので，帽子や水分補給などで，日射病や熱中
症には気をつけましょう．協賛団体からドリンクを提供いただい
ています（１人２本ほど）．

・ 会場にはテントを数棟用意します．また，イスもなるべく多く用意
しますが，十分な数が揃えられないかもしれませんので，各自
レジャー用の折りたたみイスなどあると良いかもしれません．

・ 台風などの天候悪化により安全な運営が確保できない状況で
は中止もありうることを予めご了承ください．

中止の場合には緊急連絡先にご連絡させていただきます．また，
ホームページにも掲載しますので，そちらもご覧下さい．

ホームページ http://www.horikawa-lions.com/eco-robocon/

・ 近隣の迷惑になるため，路上駐車はご遠慮ください．公共交通
機関をご利用下さい．地下鉄伏見駅より徒歩５分ほどです．



当日までにご用意いただくもの

● ロボットのアピールポイントを４００字程度で書いて，

８月１５日（水）までに

メール（n-horikawa.lc@luck.ocn.ne.jp）か
ＦＡＸ（052-2１2-８９８０）でお送り下さい．当日司会者よりご紹介
させていただきます．事前にいただけない場合は紹介できないか
もしれませんので，ご注意ください．

● 後日お配りするエントリー番号をロボットの見やすい位置に掲
示してください（審査員から見えるように）．

● 傷害保険加入金（１チーム100円）．受付時お渡し下さい．

● エントリーシート・ロボット概要シートに未定や修正があった場
合には，更新後のシートを提出してください．特にロボット名など
賞状への記載事項は事前に印刷に出す部分もあるため，早急
にお願いいたします．



アピールポイントなど書き方の例

チーム名 ：わっしょいどっこい（愛知県立○○工業高等学校）

ロボット名 ： カッパ号となまずロボのコラボ

大きさ ： 縦 １．０ 横 １．８ 高 １．２ 重量 ６０

アピール部門 ： 技術

苦労した所 ： なまずロボの動きが目、首、胸びれ、尾びれと同時に動かす

ので苦労した。またそのなまずロボを乗せるボートが大きいのでそれを動か
すスクリューの駆動部分の製作が難しかった。

特徴コメント ： 前回、参加した堀川カッパロボ１号が進化し、ボート型のカッ

パ号となって、なまずロボを乗せ、直径８ｍの円を自走します。カッパ号の動
力はソーラーパネルによって充電されます。そして、なまずロボはプログラ
ムによって目、胸びれ、尾びれをユーモラスに動かしながら、首を左右に回
すことにより口から浄化剤を蒔き散らすロボットです。使用した浄化剤は川
の浄化に海外でも使用されている天然鉱物から作られた環境にやさしい
ANRといわれる浄化剤で１分間に２リットルを放水します。

発表様式 ： 水上(自走する)と水上(係留して下さい)
代表者氏名 ： 名古屋 堀川 なごや ほりかわ 他7名



参加申込

ホームページhttp://www.horikawa-lions.com/eco-
robocon/entry.htmから申込み
（とりあえず、決まっていることを。後から修正可能です。）



記入例
愛知県立愛知工業高等学校（昨年の名古屋市長受賞）

チーム名 ： Love Chemical  愛工 The  Final
ロボット名 ： グラン丸７号

大きさ ： 縦 1.3  横 1.2  高 1.3  重量 ７０
アピール部門 ： 技術

アピール部門 ： ユーモア

苦労した所 ： EM団子を飛ばす機械を一から作るのに苦労しました。材料は
身近にあるものを使用し、バッテリーや基板は機械科から借りて使用しまし
た。団子を飛ばすにはどのくらいの大きさの機械が適当か、何度も試行し、
機械科の先生にも助言を頂きながら作ったので一番時間がかかりました。

特徴コメント ： 微生物が大量に含まれているEM団子を機械で飛ばして川に
投げ入れることによって川をきれいにします。堀川の水にEM団子を入れて2
週間経過した後のTOCを測定したところ、約30％減らすことができました。
EM団子には好気性だけでなく、嫌気性の微生物も含まれているので、川底
の水質改善にも期待できます。その他にも水車で水面を撹拌して酸素を供
給したり、手作りの活性炭を前方に設置するなど、様々な工夫をしました。

発表様式 ： 水上(船で牽引下さい) 代表者氏名 ：



様々なエコロボット

堀川のゴミを取る

堀川のヘドロを調べる

膜で水の中の汚れを取る

植物の力で水の汚れを取る

微生物の力で汚れを分解する

水を攪拌して水中に酸素を送り込む

水面をアートにする 等々



ロボットの種類

自走・牽引（係留）・固定など何でも！



堀川浄化・美化に自由に貢献するエコロボット！



今年の表彰
一般賞ーユーモア賞、アイデア賞など
○全チームに製作ロボットに相応しい賞を贈ります。

特別賞ー県知事賞、市長賞など
○総合的に優れた作品を評価します。

技術賞ー「水質改善技術賞」、「ロボット技術賞」
からなります

○「水質改善技術賞」では、例えば、水面や水中のごみを減らす、川底のヘド
ロを減らす、化学反応や生物の力で汚れを減らすなど、水質の改善に直接
役立つことを評価します。

○「ロボット技術賞」では、例えば、流れのある川の中での動き、ごみの集め方、
動力の仕組みなど、実際に動く様子を評価します。



昨年の参加概要

参加ロボット数 １９ロボット

参加チームの内訳 発表様式の内訳

小学校 ０チーム 牽引式 １２
中学校 ２チーム 自走式 ５
高校 １６チーム その他 ２（陸上固定、その他）
大学 １チーム
一般 ０チーム



昨年の特別賞入賞作品（県知事賞）

412 Ｋａｔｓｕｍｉ丸
ろ過装置で綺麗に排水する
クジラ型ロボット

407 お掃除チャレンジャー
堀川の汚れをやっつける、お掃
除チャレンジャーと呼ばれる戦
車型ロボット

愛知県立半田工業高等学校



昨年の特別賞入賞作品（市長賞）

403 グラン丸７号

微生物が大量に含ま
れているＥＭ団子を機
械で飛ばして、川を綺
麗にするロボット

愛知県立愛知工業高等学校



昨年の特別賞入賞作品
（名古屋商工会議所会頭賞）

408 ほっしー
網で大きなゴミを取り、ろ過
器で川を浄化するお掃除型
ロボット

名古屋市立助光中学校

410ビーバーのだいこん
このロボットは酸素をおくる装
置とゴミを取る機能をそなえた
ロボット



昨年の特別賞入賞作品（名工大学長賞）

418 めかってぃ２

川の水へロボット
を潜らせ、搭載し
たカメラでごみを
探すロボット

帝京大学（栃木県宇都宮市）



昨年の名工大特別賞（水質浄化賞）

愛知県立起工業高等学校 愛知県立碧南工業高等学校

401 がんばるマンＦ－241

昨年度作った水を吸い上げ、
ろ過を行い溶存酸素量を増や
す陸上設置型ロボット

405 水を浄化しちゃうゾーゥ

活性炭ろ過だけでは不十分な
浄化作用を補う為、より効果の
高い装置を搭載したロボット



昨年の名工大特別賞（ロボット技術賞）

愛知産業大学工業高等学校 愛知工業大学名電高等学校

409 Ｒｉｖｅｒル〇バ

太陽電池の電力を利用して、
お風呂ポンプで堀川の水を汲
み取る浄化ロボット

415 清水くんＶ３
太陽パネルが自動で最も発電効
率の良い角度になるよう動く装
置を開発したロボット



会場についてのＱ＆Ａ
Ｑ．当日の潮の干満は？

Ａ．大潮です．干潮は１２：０１ ．満潮は０５：３３
コンテスト中は潮が引いていきます．



会場についてのＱ＆Ａ

Ｑ．駐車場はあるの？

Ａ．近隣にはコイン駐車場や立体駐車場が数
百台分ほどあります．だいたい１時間２００円
くらいです．



会場についてのＱ＆Ａ

Ｑ．電源は用意してあるの？

Ａ．昨年は１００Ｖを用意しましたが，容量に制限
もありますので，なるべく各自でもご用意してく
ださい．その他，ご相談ください．



ロボットについてのＱ＆Ａ

Ｑ．ロボットの大きさはどのくらいまでいいの？

Ａ．大きい方は，堀川に収まる大きさまでならＯＫ
です．でも搬送・回収は各自で責任を持って行
ってください．



ロボットについてのＱ＆Ａ

Ｑ．出場台数に制限あるの？

Ａ．ありません．何台出しても構いません．



コンテストについてのＱ＆Ａ

Ｑ．雨天決行？

Ａ．小雨決行ですが，時期的にはゲリラ豪雨が一
番の懸念事項です。ゲリラ豪雨など安全性が
確保できないと判断された場合には中止となり
ます。

日にちを延期することは関係所管の許可申請
の関係上困難です。



コンテストについてのＱ＆Ａ

Ｑ．審査はどなたがされますか？

Ａ．一般賞・特別賞は堀川ライオンズクラブが、名
工大特別賞は名工大の先生が審査します。



その他のＱ＆Ａ

Ｑ．コンテストで回収したゴミはどうしたらいい
の？

Ａ．こちらで処分させていただきます．ご心配なく，
ゴミをたくさん集めて，堀川をきれいにしてあげ
てください．


