
第1回　E/SASV Games

寄付および参加依頼書

びわ湖トラスト　E/SASV Games　実行委員会
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E/SASV Games 実空間：琵琶湖
仮想空間で優秀な成績をおさめたチームは、実際に
ボートを作成し8月１９日～20日に琵琶湖の実空間で
競技を行います。

合宿 琵琶湖

8月１８～19日に、ジュニアドクター育成塾の小中学
生対象の合宿を行います。琵琶湖での自然学習を通し
て、現代社会における水質悪化と生態系の影響につい
て体験しながら学びます。
※対象：びわ湖トラストジュニアドクター育成塾受講生

大会へご寄付・ご参加いただける企業様を募集しております。
ぜひご検討ください。

第1回　E/SASV Games

（通称『クルーレスソーラーボート大会』）

実施イベント概要

特別出張授業 各地小中学校
小中高生を対象にエネルギー問題や地球環境に関する
講義を行い、興味を持ってもらいます。

大会を通して目指すもの

　1997年に始まった「琵琶湖クルーレスソーラーボート大会」は、主催者の高齢化・競技スタイルのマンネ
リ化・技術レベルの停滞などを理由に、2022年を以って２６年の歴史に幕を閉じました。一方、この大会に
は小中学生も数多く参加するようになり、近年失われつつある自然体験の貴重な場となっていました。これま
で参加していた子供たちの中には、ビワオオウズムシ生態大調査で「日本水大賞未来開拓賞」を受賞した子も
います。このような子どもたちとの関わりを通して、私たちの活動で得られた経験や夢を次の世代に伝えてい
くことが何よりも大切だと感じています。世代間のバトンタッチを行い、夢を夢で終わらせるのではなく夢を
実現し未来につなげることが、今を生きる私たちの最大の使命だと考えています。
　急激に悪化している琵琶湖や地球の環境を守るために、そして何よりも豊かな自然を次世代に伝えるため
に、今、できることをしたいと考えています。そこで、次世代の新しい取り組みとして、仮想空間における競
技と実空間における競技を組み合わせた「新しいゲーム方式の競技会」を開催することにしました。これを
E/SASV Gamesと呼びます。このE/SASV Gamesを一時的なものではなく持続的なものとするために、より多く
の人々の協力を得てこの事業を推進し、世界中の人々に地球環境問題やエネルギー問題に興味を持ってもらう
ことを目指しています。

E/SASV Games 仮想空間
7月１日～２日に仮想空間でソーラーボートレースを
行い、琵琶湖から広く地球環境へ興味を持ってもらう
きっかけを作ります。
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協賛内容
当該大会について、企業・団体の電子媒体を活用した不特定多数の方へのＰＲ、関係企
業・団体への周知、パンフレットの配布、その他独自のＰＲなど
※PR協賛期間：～5月31日まで

2. ボランティア協賛

協賛内容

企業・団体としてのボランティア協賛
（例：パンフレットのデザイン作業や印刷作業の協力，物品等の無償提供（協賛品等），
参加者への施設利用料割引など）
※協賛品には，物品提供した企業等の名称等を表示することができます。

3. PR協賛

協賛・寄付の目的

　私たちは、E/SASV Gamesの実施を通して、国内外の人々に琵琶湖の魅力を知っていただくとともに、地
球環境問題やエネルギー問題に対する関心を一層高めていきたいと考えています。特に、多くの子供たちがこ
の大会に参加することにより、琵琶湖の環境問題を通して未来社会の在り方を学習してくれることを願ってい
ます。ぜひE/SASV Gamesの主旨に御賛同いただき、皆さまから暖かい応援をいただきたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。

協賛・寄付の枠組み

1. 運営資金協賛（協賛金・寄付金）

区分

金額
（口数に制限はありません）

サポーター
（個人からの寄付）

任意

スポンサー
（企業・団体からの協賛）

1口　50,000円
（大会参加権利の付与）

コントリビューター
(個人・法人を問いません)

1口　10,000円
（大会参加権利の付与）

4.その他協賛

協賛内容 1～3以外の方法による協賛
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サポーター
(個人からの寄付)

任意

コントリビューター
(個人・法人を問いません)

1口　10,000円
（大会参加）

特典
（予定）

以下の特典をご用意しています。
■実行委員会が作成する広報ツール※への企業・団体名やロゴマークの掲載
◇企業・団体名やロゴマークの掲載について
・掲載サイズ：小

口数に関係なく、以下の特
典をご用意しています。
■予選大会への出場権利
■HPへの掲載
・（辞退可）

以下の特典をご用意してい
ます。
■HPへの掲載
・（辞退可）

特典
（予定）

協賛口数に応じて、以下の特典を用意しております。
■ジュニアドクター育成塾の生徒が作成する船側面部
へロゴ（社名）の掲載
・2口につき1隻
■予選・本戦のスタッフ（10名以上）が着用するT
シャツへロゴ（社名）のプリント
・5口以上：特大， ３～４口：大， １～２口：中
■仮想空間での大会当日に使用するソフトウエアの
LOADING画面にロゴを掲載
・10口以上：特大， 6～8口：大， 4～5口：中
■Youtube（仮）を使用したライブ配信中にCM
（15秒程度）の放映
・15口につき1回
■HPとパンフレットにロゴとリンクを表記
・5口以上：特大， ３～４口：大， １～２口：中
■大会参加者へ企業案内パンフなどの配布
・2口につき1種類
◇配布物はご準備ください。
※配布物の内容については，実行委員会で事前に確認
させていただきます。
※また，勧誘等の営業活動はご遠慮をお願いします。
■予選大会への出場権利
■HPへの掲載
・（辞退可）

2. ボランティア協賛

特典
（予定）

以下の特典をご用意しています。
■実行委員会が作成する広報ツール※への企業・団体名やロゴマークの掲載
◇企業・団体名やロゴマークの掲載について
・掲載サイズ：協賛内容に応じ決定

3. PR協賛

協賛・寄付の特典

1. 運営資金協賛（協賛金・寄付金）

金額
1口　50,000円

（口数に制限はありません）

区分 スポンサー（企業・団体等からの協賛） 
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団体名 びわ湖トラストE/SASV Games実行委員会

公式HP https://e-sasv-games.official.jp

実行委員長 尾上　大地（立命館大学理工学部）

構成組織
認定NPO法人びわ湖トラスト
学生団体 E/SASV Games
クルーレスソーラーボート協会

振込先

銀  行  名：ゆうちょ銀行
口座名称：ＮＰＯ法人びわ湖トラスト
　　　　　トクヒ）ビワコトラスト
店　　名：四六八（読み　ヨンロクハチ）
店　　番：４６８

預金種目：普通預金
口座番号：０６６８６６３
記　　号：１４６８０
番　　号：０６６８６６３１

参考
https://www.biwako-trust.com/?page_id=2

事務局

メール：info@e-sasv-games.official.jp（尾上）
TEL　０７７－５２２－７２５５
FAX　０７７－５７２－７２６５

〒５２０－００４７
滋賀県大津市浜大津５－１－１
認定NPO法人　びわ湖トラスト（熊谷・多和田・丹羽）

運営団体について

※実行委員会が作成する広報ツールについては，次のとおりです。（予定）
・E/SASV Game公式HP
・E/SASV Game公式Twitter
・E/SASV Game公式Youtube
・E/SASV Game公式募集チラシ
　など
※募集チラシについては制作の都合上令和5年2月上旬までにお申込み頂いた方に限ります。

4.その他協賛

特典
（予定）

以下の特典をご用意しています。
■実行委員会が作成する広報ツール※への企業・団体名やロゴマークの掲載
◇企業・団体名やロゴマークの掲載について
・掲載サイズ：協賛内容に応じ決定
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3月1日

6月14日

6月15日

β版仮想空間リリース

①参加申し込み後、船試走シミュレータをダウンロー
ドし、インストールすることができます。

②船試走シミュレータで実際に船を走行させながら大
会で使用する船を３DCADなどで作成します。

④waypointの設定をします。
　※waypointとは、航路上の特定の位置を表しま
す。スタートとゴールだけでなく、中間ゴールを複数
設けることで、波や風の影響がある環境では有利にな
ります。

⑤本番ではYoutubeのライブ配信を見ながら、参加者
全員で一斉にスタートします。
　優勝を目指して頑張りましょう！！

③デフォルトの船を使用することもできます。

船データは随時受け付けています。

琵琶湖にて行います。

大会参加チーム募集開始

参加チーム募集〆切
船データ提出〆切

スケジュール

日時 内容 備考
2月中旬 β版はご自由にご使用いただけます。

E/SASV Games　参加チーム募集

予選大会
船製作開始
本選大会

7月1日・2日
7月3日

8月19日・20日

予選大会は7月１日と２日の２日間、仮想空間で行います。
各自でパソコン（スペックは後述）・インターネット環境を準備して下さい。

予選大会（7/1・2）
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本選大会は琵琶湖で行います。予選で使用した船を、3Dデータをもとに作成しましょう。
（予選を通過したチームのボート製作費・交通費については一部助成金を出します。）

本選大会（８/19・20）

①マキノサニービーチで開会式が行われます。 ②船長と審判の発表後、順番に出航します。

③伴走船に乗り、見守ります。 ④2日間の合計得点の発表と表彰式です。
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※上記のルールは基本的なものです。今後変更となる場合がありますので、HPで最新情報を確認して下さい。
※予選大会については、上記ルール以外に特殊イベントが発生します。
※特殊イベントについては、HPで公表予定ですので、ご確認ください。

ご注意

■予選大会について■
※予選大会ではパソコンとインターネット環境を使用して大会を行います。その際の環境準備は各自でお願い
致します。パケット通信料は自己負担となります。ご了承ください。
※パソコン及び通信の動作環境は下記の通りです。

　動作環境
Windows10以上、i5-12世代以上、メモリー16GB以上、GTX1650Ti以上、ストレージ空き10GB以上
通信速度500Mbps以上
　推奨環境
Windows10以上、i7-12世代以上、メモリー32GB以上、RTX3060以上、ストレージ空き10GB以上
通信速度1000Mbps以上

※パソコンの準備ができない場合、レンタルを行っていますのでご利用ください。詳しくはお問い合わせくだ
さい。（インターネット環境のレンタルは行っておりません。）
※船データをご自身で作成される場合、表面積や重量などをご自身で入力していただく必要がございます。
※船検を行いますので、実行委員会が不適切と判断した場合は船データを作り直していただくことがありま
す。予めご了承の上、日程には余裕をもってご提出ください。
※大会当日はZOOMを用いて運営本部より指示を行います。
※Youtube Live実況も同時に行いますが、ZOOMと異なりタイムラグが発生する可能性がありますのでご了
承ください。Youtube 配信はどなたでもご視聴いただけます。

■本選大会について■
※集合時間や集合場所などは該当チームのみに連絡します。
※２日間行いますので、宿泊施設の予約などはご自身でお願いいたします。
　実行委員会は、相談には応じますが用意はしません。
※船の製作はご自身で行っていただくことを基本としますが、難しい場合はご相談ください。
　実行委員会で製作補助いたします。

ゲームルールとご注意

ゲームルール

■予選（仮想空間）
仮想空間上に再現された琵琶湖で自分の船を走らせタイムを競います。琵琶湖には指定された地点が3つあ
り、その地点はすべて必ず通らなければなりません。船の原動力は太陽光のみとし、その他のエネルギーを使
用してはいけません。ただし、水中翼は使用可とします。ソーラーパネルやモーターは指定の物から選ぶこと
ができます。

■本選（琵琶湖）
主なルールは予選と同様です。大会は２日間行われ、２日間の合計で順位を決定します。指定地点をそれぞれ
通過するたびに得点を加算し、合計得点で順位を決定します。（同点であった場合はタイムが早いチームの勝
ちとします。）
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