
読者からの質問： 

ご無沙汰しております。個人的なことで恐縮ですが、ルールのことで教えていただきたいのですが。お時間ある

ときでいつでも結構ですので回答いただければ助かります。 

 

編集者による回答：＜赤字で表記＞ 

 

Sub:ラウドジエンド（ラウンドアンエンド）スタートのペナルティー解消について 

 

前提（レース帆走指示書で規定）：本部船とリミットマークを結んだラインでリミットマーク、本部船の延長線。 

 

① リコールのケース 1： 本部船とリミットマークのスタート・ラインをスタート予告信号後スタート信号前の 1分

間に、コースサイドに出てしまった。 

 

（解説） 

規則 30.1 I旗規則： 

「I 旗が掲揚され、スタート信号前の 1 分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはそ

のどちらかの延長線のコース･サイドにある場合には、その艇はその後スタートする前にコースサイドから

スタート・ラインの延長線を横切り、プレ･スタート･サイドまで帆走しなければならない。」 
 

① 規則 26：レースのスタートで、スタート準備信号として I旗が掲揚された場合、I旗規則が適用されるこ

とになる。 

適用される時間は、スタート信号前の 1 分間からスタート信号までの 1 分間（云いかえれば準備信号

である I旗が降下されてからクラス旗が降下されるまでの１分間、すなわちスタート1分前からスタート

信号まで）に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはそのどちらかの延長線のコー

ス･サイドにある場合、I旗ペナルティーが課せられることになる。 

② その場合、当該の艇はスタートする前にコースサイドからスタート・ラインの延長線を横切り、プレ･スタ

ート･サイドまで帆走することにより、ペナルティーを履行（解消）したことになる。 

③ ペナルティーを履行せず、正しくスタートした場合は、規則 29.1 に基づく規則 26.1 個別リコール

（OCS）となってしまう。もちろん正しくスタートしなかった場合も OCSである。 

 

解消方法： スタート信号前であっても  

(b) リミットマーク、または本部船を回ってスタート・ラインの中に戻ればスタート信号前でも解消される。

------YES 解消される   

(a) コースサイドから回った場合はまたスタート・ラインを超えるので解消されない。 

------YES 解消されない（ただし、スタート・ラインを超える云々は関係なく、コースサイドからスタート・ラインの
延長線を横切っていないためである）  

マークを回ってスタート信号後にラインを横切れば、コースサイド側からマークを回っても解消される。

------YES 解消される（ただし、マークを回ることは要求されていない、ただコースサイドからスタート・ラインの
延長線を横切ればよい） 

 

② リコールのケース 2： スタート・ラインの延長線でコースサイドに入っている場合。 

解消方法 A： スタート・ラインの延長線を横切ればスタート信号前でも解消する。------YES （ラウンドアンエ

ンド、ラウンド？！になら無い。------結果的にラウンド・アン・エンドになる ただラインの内側に戻れば良い

のか） ------YES、現行規則 30.1のどこにもエンドを回れとの表現はない 

 

解消方法 B： プレレースサイドからスタート・ラインを横切りリミットか本部船の延長線を横切れば解消する。

------YES 解消される（ただし、スタート・ラインを横切る必要はない（戻る行動は不要）） 
 

解消方法 C： プレレースサイドからスタート・ラインを横切り------これでペナルティーは履行したことになる 

リミットか本部船を回ってスタート・ラインを横切った時点で解消する。------“再び” スタート・ラインの延長線を

横切る必要はない（戻る行動は不要） 

 

よろしくお願いします。暑い日が続いています。ご自愛ください。 



 

 

RC 艇側の艇も、ピンエンド側の

艇も、コースサイドからスタート・ラ

インの延長線を横切り、プレ･スタ

ート･サイドまで帆走しているの

で、規則 31に従っている。 

両艇とも、スタートする前に、コー

スサイドからスタート・ラインの延

長線を“横切らず”、プレ・スター

ト・サイドまで帆走（逆行）したの

で、ペナルティーを履行して“いな

い。” 

RC 艇側の艇も、ピンエンド側の

艇も、規則 31に従ってペナルティ

ーを履行している。 

両艇とも、スタートする前に、“最

初に”コースサイドからスタート・ラ

インの延長線を横切り、プレ・スタ

ート・サイドまで帆走しているの

で、“再び” スタート・ラインの延

長線を横切る必要はない（戻る行

動は不要）。 

両艇とも、スタートする前に、“最

初に”コースサイドからスタート・ラ

インの延長線を横切り、プレ・スタ

ート・サイドまで帆走したので、 

“改めて” スタート・マークを回る

必要はない（回っても構わないが

無駄）。 

規則 30.1： I旗規則 

I旗が掲揚され、スタート信号前の1分間

に、艇体、乗員または装備の一部でもス

タート・ラインまたはそのどちらかの延長

線のコース･サイドにある場合には、その

艇はその後スタートする前にコースサイ

ドからスタート・ラインの延長線を横切

り、プレ･スタート･サイドまで帆走しなけ

ればならない。 

（プレ・スタート・サイド） 



まとめ： 

1. 規則 30.1の変遷 

① RRS1997-2000および 2001-2004規則 

RRS1997-2000規則名： I旗規則（I Flag Rule） 

RRS2001-2004規則名： ラウンド・アン・エンド規則（Round-an-End Rule） 
 

 「I旗が準備信号の前、それと同時に、または準備信号として掲揚された場合、スタート信号前の1分間に、艇

体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはそのどちらかの延長線のコース･サイドにある場合には、

その艇はその後スタートする前にスタート・ラインのいずれかの端を回って（she shall sail to the pre-start side 

of the starting line around either end）、スタート・ラインのプレ･スタート･サイドまで帆走しなければならない。」 

（注）I旗を準備信号とは“別個に”掲揚できた。 

 

② RRS2005-2008以降から現行 2013-2016規則まで 

RRS2005-2008規則名： ラウンド・アン・エンド規則（Round-an-End Rule） 

RRS2009-2012,2013-2016規則名： I旗規則（I Flag Rule） 
 

「I 旗が掲揚され、スタート信号前の 1 分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはその

どちらかの延長線のコース･サイドにある場合には、その艇はその後スタートする前にコースサイドからスター

ト・ラインの延長線を横切り、プレ･スタート･サイドまで帆走しなければならない。」 
 

③  なお、1996 年までの IYRU 時代の旧規則では（少なくとも編集者が保有している RRS1981-84, 

1985-88,1989-92, 1993-96年の 4冊を参照する限り）、規則番号は変わってはいるが、内容的には現行と同

じ表現である。すなわち現行規則は元の表現に戻ったことになる。 

 

2. 規則 30.1の理解がややこしくなった原因 

上記にあるように、そもそも規則 30.1 の理解がややこしくなった原因は、RRS2001-2004 および

RRS2005-2008 で用いられたラウンド・アン・エンドという用語を“誤解して解釈している”ところにあるように想

像する。 

 

レース会場でよく耳にするのは、「I 旗が掲揚され、スタート信号の 1 分前以降にコースサイドにいた場合、スタ

ート・ラインの端にあるスタート・マーク（信号艇もしくはブイ）を、コースサイドから、回らなければならない。」と

いう言葉である。 

これは間違いである。 

1項①規則であれ1項②規則であれ、コースサイドからスタート・ラインの延長線を横切り、プレ･スタート･サイド

まで帆走するために、スタート・ラインの端にあるスタート・マークを、どの方向から（反時計、時計回り）でも、

“結果的に回ることになる”だけである。 

 

3. RRS2005-2008以降は、「スタート・ラインのいずれかの端を回って」という“あいまい、紛らわしい”表現は削

除され、「コースサイドからスタート・ラインの延長線を横切り」というシンプルな表現に改定された。また

RRS2009-2012以降は,「ラウンド・アン・エンド」という表現も削除され、誤解を生む解釈はなくなったと云える。 

 

内容的には、規則30.1は旧 IYRU（International Yachting Racing Union）時代から“変化していない”ことにな

る。 

 

4． 次ページに「I 旗規則ペナルティーを履行し正しくスタートした例」、「I 旗規則ペナルティーを履行していない

例」と「I旗規則のペナルティーを履行したが正しいスタートをしていない例」を記しているので参考にされたい。 

 

5. くれぐれも今後は“紛らわしい”ラウンド・アン・エンドという用語を“使わない”ことをお薦めする。 

 

6. 蛇足であるが、I 旗規則に違反して、ペナルティーを履行し、再び I 旗規則に違反した場合（すなわち、一度

ペナルティーを履行したが、再びスタート信号前の 1分間に、スタート・ラインまたはそのどちらかの延長線のコ

ース･サイドに出た場合）には、再度ペナルティーを履行すればよい。＜ほとんど起きないだろうが＞ 

 



I旗規則のペナルティーを履行し正しくスタートした例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

I旗規則のペナルティーを履行していない例 

 

(1) 通常の履行例 1 

スタート信号 1 分前にスタ

ート・ラインのコースサイド

にいた場合 

 

コースサイドからスタート・

マークを回り、 

コースサイドからスタート・

ラインの延長線を横切って

いる。 

(2) 通常の履行例 2 

スタート信号 1 分前にスタ

ート・ラインの延長線のコー

スサイドにいた場合 

 

コースサイドからスタート・

ラインの延長線を横切って

いる。 

(3) スタート・マークを逆に回る

履行例 

スタート信号 1 分前にスタ

ート・ラインのコースサイド

にいた場合 

 

プレ・スタート・サイドからス

タート・マークを回り、 

コースサイドからスタート・

ラインの延長線を横切って

いる。 

（注）上記(1)のコースをとり

たいが、正常にスタートし

ている他艇を避けるためそ

れができない場合、極めて

有効な方法である。 

 

(4) スタート信号 1 分前にスタ

ート・ラインのコースサイド

にいた場合 

 

スタート・ラインの延長線を

横切っていない。 

 

(5) スタート信号 1 分前にスタ

ート・ラインの延長線のコー

スサイドにいた場合 

 

スタート・ラインの延長線を

横切っていない。 

 
 

(6)  スタート信号 1分前にスタ 

    ート・ラインのコースサイド   

にいた場合 

 

    コースサイドからスタート・   

ラインの延長線を横切って 

いるが、その後正しいスタ 

ートをしていない。 

I旗規則のペナルティーは履行したが正しいスタートをしていない例 

 


