
以下は http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-

Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf 

を訳したものである。 

翻訳は BHPFC 非公式の翻訳であり、イカロスカップがどのようなものであるかの知見を

得るための参考資料として作成した。翻訳にてなんらかの不利益を被った場合、作成者およ

び公開団体は一切その責を負わない。 

 

 

Rules for BHPFC competitions  2018 edition 

 

１．初めに 

BHPFC（British Human Powered Flying Club）の目標は、技術及びスポーツの面から人力

飛行機の認識を広めることである。（将来的にはオリンピック競技など）下記の規則及び規

制は 2012、2013 年の Royal Aeronautical Society Icarus Cup 大会及び、2014 年のイベント

の結果にて決まったものである。 

BHPFC は BHPA（British Hang gliding and Paragliding Association www.bhpa.co.uk）と

関連している。本大会に出場するパイロットは BHPA のメンバーである必要がある。この

ことより BHPA への加入の際義務付けられている保険に加入しなければいけない（注意事

項 1 参照）。パイロット以外のチームメンバーは該当の保険に加入しなくてもよい。過去の

大半の小怪我は、地上で作業をする者や指揮者が自転車からの転倒や機体につまずくこと

や倒れることで起こっている。このことにより各チーム最低一人は応急処置に対応できる

人が引率し、加えてチームメンバーも応急キットを常に持参し携帯することを勧める。 

大会出場料は１チームにつき£200 であり、機体入場料は 1 機体当たり£150 である。入場チ

ームメンバー数は 8 人までで、引率者の入場料は£10 である。また登録費用は別に£50 がか

せられる。 

大会規則を含む今後の情報などの詳細は BHPFC のウェブサイトを参照すること。

（http://www.bhpfc.org.uk） 

本大会の賞は以下の２つのカテゴリーに分けられる。 

1. Royal Aeronautical Society Icarus Cup Flight Group (HPFG) よりイカロスカップ（ト

ロフィー）をパイロットに、チームには£1000 の賞金を授与する。 

2. Jacobson Figure Eight Prize に成功および得点が 3 位以内に入ったチームはそれぞれに

該当した賞金が授与される。もし同得点のチームが存在した場合は飛行距離で順位を

確定する。

また優勝者以外も参加賞が全チームに授与される。 

 

http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf
http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf
http://www.bhpfc.org.uk/


 

２．競技種目 

1. Duration 

2. 200m time trial 

3. 1km time trial 

4. 500m slalom course 

5. Distance around a triangular course 

6. Unassisted takeoff performance 

7. Landing accuracy 

8. Takeoff from grass 

9. 200m time trial with takeoff from grass 

10. Jacobson Figure of Eight 

 

 

３．機体の運用 

当大会では人力のみで飛行する飛行機のみが許可されている。ゆえに、下記は許可されてい

ない： 

①計器、操縦機器用以外のエネルギーの蓄積 

②空気よりも軽い物質の積載 

③トーイング、ウィンチング、カイティングといったような補助操作 

④パイロット以外の人の機体の操縦 

 

また下記事項は許可されている： 

1. 自動安定装置 

2. 入力及び、電源入/切がパイロットにのみ可能な自動操縦機能 

3. チームメンバー3 人までの離陸補助が認められる。ただし、自立滑走の時は、機体の自

立補助用に 1 人までとし、機体の加速を補助してはならない。 

 

４．競技得点 

  パイロットへの得点制度を競技ごとに設けている。 

種目全体を通して優勝チームとパイロットの個人優勝を決定する。 

得点制度の詳細は第 5.6 項目に明記してある。 

1 優勝者は競技で最も多くの得点を得たパイロットとする。 

2 各チーム 8 人までの参加が認められる。各チームで任意の人数がパイロットとして参

加してよい。 

3 優勝チームは合計得点が最も高いチームとする。合計得点は、各競技における最高得点



の総和によって計算される。 

4 チームの代表者は競技中に機体に何らかの重要な変更点があれば、事前に大会委員に

知らせる必要があり、また大会委員はそのような事態が起こった場合、他チームの機体

を選出しなおす権利を有している。 

5 また機体デザインや設計がポイントに大きく関わる場合があり、大会委員の裁量によ

り、総合的に優れているかどうかを審査する。 

 

 

５．規則と規制 

各チームに必ず一人代表者を決めなければならず、代表者はチームが第 5.1 項目と第 5.2 項

目に示された安全規制を守ることを保証する義務がある。 

 

5.1 機体 

1. 大会前までにテストフライトを行わなければいけない。 

2. コックピット（フェアリング）内の角張った部位を保護する必要がある。 

 

5.2 パイロット 

1. パイロットはヘルメットを着用しなければならない。認められた自転車用ヘルメット

がよい。 

２．パイロットは第三者賠償責任保険に加入する必要がある。※１ 

３．パイロットは機体の損傷及び動作システムが正常に動いているかチェックし、本人がフ

ライトを行うのに十分なコンディションであるかをあるか判断する必要がある。 

４．パイロットは意図的に 7.5ｍ以上の高度で飛行してはいけない。 

５．パイロットは競技前までに十分なフライト経験をしている要がある。 

６．パイロットは必ず規則及び規制に関する説明をよく読み、また説明に同意しなければな

らない。 

 

5.3 チーム 

１．１チームは最高 8 人までとし、パイロットはチーム内であれば何人いてもよい。ただ

し、パイロットになる際は該当する保険に加入する必要がある（注意事項 1 参照）。 

２．代表者は、チームメンバー全員が規則と規制を守ることに責任を持ち、また離陸時に問

題が発生した場合は、速やかにフライトを中止し、問題が解決するまでフライトを再開

しないことを保障しなければならない。 

３．チームメンバーの少なくとも一人に応急キットを持たせた方がよい。 

４．代表者は、チームメンバー全員が大会ルールに従うことを保証する責任がある。 

５．チームは必ず大会委員の指示に従い、安全を確認し実行しなければならない。 



６．代表者はリスクアセスメントを実施する必要がある（注意事項 2 参照）。 

 

5.4 管理人 

１．フライトは大会監督者の指示により、天候、浮上物、交通状況に伴い中断を指示するこ

とがある。 

２．審判の最終判断で決めた結果、得点は変更することはできない。また、異議を申し立て

ることも出来ない。 

３．バイアスが無いよう、独立審査員が審判に同伴し援助する。 

 

 5.5 競技（task) 

１．もし競技終了後、機体が修復不可能の状態に至った場合、そのタスクで得た点数は無効

となる。ただし離陸の確認テストが必要かの判断は監視官が行う。（何らかの疑いがあ

る場合は 1 時間以内に離陸を行う）。 

２. 競技の順番になった時、10 分以内に開始できなければ順番の最後尾に送られる。 

３．スターターは三人までとする。ただし“アシストなし離陸パフォーマンス”の競技におい

ては機体の保持のみを行うスターターが一人までが許可されている。 

４．監督者の判断により一つのフライトで複数のタスクをこなすことになりうる(例：滞空

時間＋Slalom＋速度) 

５．イカロスカップ実施期間において各競技で得られた最高得点の合計がチームの総合得

点となる。 

６．好条件で競技を達成する能力のある機体が 2 機以上あると会監督者により判断された

場合、競技は認められる。 

 

 5.6 配点とスコアについて 

１．Duration 

Duriation では機体の滞空時間を測定する。1 秒 5 点とし最高得点を 5 分間滞空に成功

した場合の 1500 点とする。 

２．200m Time Trial 

ここでは高さ 0.75ｍのマーカーが設置された 200ｍ間隔のスタートとゴールを通るの

にかかった時間を計り機体の速度を競う競技である。スタート位置はパイロットの裁

量で決められる。また得点はスタートからゴールを通るまでにかかった時間から平均

速度を求めその速度を 3 乗したものとする。 

３．１Km Time Trial 

１ｋｍを飛行するのにかかった時間から平均速度を求めそれを 3.25 乗したものとする。 

４．Slalmon 

高さ 0.75ｍ、間隔が 500ｍのコースにおいて、機体の胴体が何回滑走路の中心点を超え



ることができたかで競われる。1 回越えるごとに 200 点とし、500ｍ地点よりも手前で

着陸した場合はそれまでに中心を超えられた回数で配点される。 

５．Distance Around a Triangular Course 

この競技においては 1 辺が 1.5km の正三角形のコースにおいてそれぞれの角に設置さ

れたパイロンを超えた回数で配点される。パイロンを一つ越えるごとに 500 点が与え

られる。ただし機体の胴体の中心は必ずパイロンの外側を通る必要がある。競技はスタ

ート地点を 0.75ｍ以上の高度を超えられた場合のみスタートし、機体が地面に接した

場合終了とする。また、行える三角コースのラップ数に限度はない。 

http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell-

--Rules---Regulations--with-amendments-.pdf の 5 ページ目 Diagram 1 – Triangular course 

for distance task を参照 

６．Unassisted Take-off Performance 

機体が停止した状態からパイロットによる出力のみで離陸に必要な距離を測定する。

点数は以下のように配点される。 

(150 − 離陸距離(m)) × 10 

７．Landing Accuracy 

この競技では着陸ラインにどれだけ近くで着陸することができたかで配点が決まる。

また着陸ラインの 50ｍ前の地点で高度が 0.75ｍ以上である必要がある。点数は以下の

ように配点される。 

(33.3 − 着陸ラインからの距離(m)) × 6 

８．Take-off from Grass 

草地から機体を離陸させるために必要な離陸距離を測定する。またスターターは 3 人

までとする。点数は以下のように配点される。 

(150 − 離陸距離(m)) × 10 

９．200m Time Trial with Takeoff from Grass 

機体を草地から離陸させ、0.75ｍ以上の高さのスタート地点から 200ｍ先の 0.75ｍの高

さのゴール地点までの時間から平均速度を求める。スタート地点はパイロットが選択

できるが、草地でなければならない。配点は平均速度の３乗となる。 

１０．The Jacobson Figure Eight Prize 

350m 離れた 2 点を 8 の字で飛行し、ラップ数を最も稼げたチームが優勝する。本大会

は毎年 BHPFC Icarus Cup 大会で行われ、賞金は下記のように授与される。 

賞金が、1 位：£1000、2 位：£700、3 位：£300、授与される。 

コース及び賞金に関する詳細は付録 3 を参照。 

http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf
http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf


１１．Restrictions and conditions on airside and at Sywell aerodrome 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 1 保険 

パイロットは第三者の最低 200 万ポンドの保険に加入していなくてはならない。 

保険の証明は組織者の副長に提供する必要がある。 

人 力 飛 行 機 の 第 三 者 に よ る 保 険 は BHPA(British Hang gliding and Paragliding 

Association,8Merus Court,Meridian Business Park,Leicester LEJ 1RJ,UK)の飛行メンバーシ

ップを得ることにより利用可能。  

参照 http://www.bhpa.co.uk/sport/bhpa/join.php 

機体は BHPA に登録する必要がある。 

パイロットは個人のリスクに同意するものとし、その生命保険は各人の裁量による。 

http://www.bhpa.co.uk/sport/bhpa/join.php


 

 

付録２ 危険度査定 

 問題 対処方法 

１ 突 風 の 頻 発

及 び 強 風

（10kt 以上） 

フライトを中断 

２ 構造不良 荷重試験と飛行前点検を

行う 

３ 機 体 の 飛 行

中 の コ ン ト

ロール不良 

テストフライトと操作シ

ステムの点検により対策

する。バッテリー充電の確

認を含む機体装備全ての

正常確認。重心位置測定、

高度制限 7.5ｍ、速度計及

び失速警報の装備を確認・

実施する。 

４ 離 陸 中 の コ

ン ト ロ ー ル

不良 

ペダルを漕ぐのをやめ、風

向きにより機体旋回方向

を判断 

５ パ イ ロ ッ ト

の経験 

全てのパイロットに十分

なフライト経験、もしくは

シュミレーションによる

経験を持たせる。 

６ 地 表 で の 操

作問題 

地上作業員に機体の支え

方や、持つところを教える

など機体の扱い方をあら

かじめ伝える。また、プロ

ペラやケーブルによる危

険性なども十分に伝えて

おく 

７ 落 下 に よ る

怪我 

高度制限 7.5ｍ 

 

 



 

 

 

付録３  2018 Rules for the Jacobson Figure of Eight Prize 

互いに 350m 離れた 2 点を 8 の字でラップ数を最も稼げたチームが優勝する。本大会は毎

年 BHPFC Icarus Cup 大会で行われ、賞金は下記のように授与される。 

賞金は、1 位：£1000、2 位：£700、3 位：£300、と授与される。 

 

１．適格性 

当競技は世界大会であり各国で団体もしくは個人的大会企画において行われる。また下記

の条件及び規制、記録の審査は FAI のスポーティング・コードで行われる。 

 

 

２．エントリー条件 

(a)飛行機は空気より重く、空気より軽いガスの使用は禁じられる。 

(b)飛行機は全体を通して人力によって推進される。エネルギーの蓄積や供給のための機器

の使用は禁止される。 

(c)薬物や酸素を含む興奮剤の使用は認められない。この観点から、飛行に関するクルーは

飛行の実行後には WADA に承認されたドーピング検査を受ける必要がある。 

(d)着陸と離陸を含む飛行中、機体のいかなる部品も捨ててはならない。 

(e)飛行機は、飛行機の乗組員のみが制御するものとする。 

 

 

３．コース概要 

(a) コースには（下図参照）互いに 350ｍ離れた 2 点のあらかじめ明確に定められた旋回ポ

イントが設けられる。コースは離陸と着陸両方を含み“Complete Run”は離陸と着陸も審

査対象に含まれる。 

(b) スタートライン A-B は、ある旋回点を通り、「もう片方の旋回点」と「二つの旋回点を

結ぶ線分の中心点」を結ぶ直線に対して垂直な直線とし、適切にマーキングされる。（飛

行機の旋回半径は約 100m と予想され、これを考慮してコースは設計されているが、飛

行機の旋回半径に制限は設けられていない。） 

(c) 飛行機の胴体は飛行中に各旋回点の外側を通過しなければならない。 

(d) コースはいずれの方向にも飛行することが出来る。 

(e) 飛行機は、水平飛行中に飛行機で測定された飛行機の最下点が地上 7.5m 以下の高度で

飛行しなければならない。 



(f) 離陸前、飛行機の先端がスタートラインの後ろに来るよう、飛行機を停止して配置する。

飛行は静止状態から出発し飛行機の先端がスタートライン A-B を超え飛行機の離陸と

共に開始される。それからおおまかに C-D のポイントライン中央をクロスするターニ

ングポイント（旋回点）のまわりで八の字を描く。飛行は着陸によって終了する。飛行

はパイロットが機体を着陸、静止させたことを公式立会人に証明し完遂される。 

機体は飛行後、修復可能でなくてはならない。もし疑いがある場合、一時間以内に離陸を  

行う必要がある。 

(g) 機体はコース上では必ず飛行しなくてはならない。離陸、一回のコース周回、さらなる

コース周回の達成もしくは部分的なコース周回で完結される。 

(h) 得点は機体が A-B,C-D,E-F を超えるときの時間で与えられる。それから最初の八の字

周回で 7 ポイントが与えられ、各ラインを超えるときに追加得点がある。 

(i) 優勝はコースを完遂し BHPFC のイカロスカップで最も高得点を得た機体に与えられ

る。 

(j) 準優勝は BHPFC のイカロスカップで 2 番目に高得点な機体に与えられる。 

(k) 3 位は BHPFC のイカロスカップで 3 番目に高得点な機体に与えられる。 

(l) もしイカロスカップ終了時点で同点だった場合にはより遠く飛行した機体が一位とな

る 

(m)部分的周回は機体が着陸した点ともっとも近いターニングポイントとの距離を計測す

る。 

http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---

Rules---Regulations--with-amendments-.pdf の 13 ページ目を参照 

 

 

４．審査 

(a) 全ての公式な飛行は BHPFC が指定した公式立会人により監視される。 

(b) コースの証人と飛行の監視は FAI のスポーツ・コード及び、そのレギュレーションと

その条件の規定にのっとらなければならない 

(c) 飛行は全体を通して BHPFC のオフィシャルにより監視される。 

 

 

５．一般的な出場条件 

保険：2018 年 BHPFC イカロスカップの出場条件参照（付録１を参照）。 

 

 

http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf
http://www.bhpfc.org.uk/bhpfccompetitions/sywell2018/2018-BHPFC-Icarus-Cup-Sywell---Rules---Regulations--with-amendments-.pdf

