
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 42 PROTEST LOG BOOK 

 

Based on ISAF Interpretations, 

January 2005 

Amended January 2009 

 

 

 

 －許される  －イエロー・ライト    －禁止される 

用いられる用語の解釈 

下記に用いられる用語は、イタリック太字で示してある。規則 42 に特有なその他の用語は、規則中に

定義されている。 

バックグラウンド・ローリングとは、波によって引き起こされる最小限のローリングをいう。 

ボディー・パンピングとは、身体を上下や艇の左右方向に動かすことによって引き起こされるセールの

動きをいう。 

フリックとは、身体の動きや、急にセールを引き込んだり緩めたりすることによって引き起こされる、セ

ールの通常の形状が、変化してほぼ直ちに元に戻ることをいう。 

パンプとは、風または波と無関係に、セールを 1回引き込むことをいう。 

繰り返しとは、あるレグ/場所の同じエリアで 2回以上行うことをいう。 

ロールとは、マストが風下へ行き風上へ戻る、またはその逆の、艇の左右方向の一往復の動きをい

う。 

トルキングとは、繰り返して行われる前後またはねじるような身体の動きをいう。 

イエロー・ライト・エリアは、その身体の動きが禁止されているかどうかが明確でないとき、この言葉が

用いられる。イエロー・ライト・エリアにある艇が抗議されることはほとんどないが、可能性はある。その

動きが繰り返されると、抗議される可能性は急速に増す。 

42.1 - 原則 

42.1 原則 

規則 42.3または規則 45により認められている場合を除き、艇はそのスピードを増速し、持

続しまたは減速するために、風と水のみを用いて競技しなければならない。乗員は、セール

や艇体のトリムを調整し、シーマンシップにのっとったその他の行動を取ることはできるが、

これ以外には艇を推進するために身体を動かしてはならない。 

基本１ 規則 42.2に示されていない動作でも、規則 42.1により禁止されることがある。 

 

基本 2 艇を推進させるような身体を動かすテクニックで、規則 42.2 に示されておらず、

かつ規則 42.1の中で許されている行動にあてはまらないものは、禁止される。  

基本 3 規則 42.2で禁止されている動作が、規則 42.1に基づいて許されることはない。 

 

基本 4 規則 42.3 に基づき許されている場合を除き、パドルでひとかきするような艇を

（どの方向に対しても）推進させる効果のある身体の動きは 1 回でも禁止され

る。 



 

42.2 禁止される行動 

規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する。 

 基本 5 規則 42.2に記載した動作は、それが艇を推進しなくても、常に禁止される。 

 

42.2(a) - パンピング 

42.2  禁止される行動－規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する。 

(a) パンピング：セールを引き込んだり緩めたりすることにより、または身体を上下や艇の

左右方向に動かすことにより、セールを繰り返しファンニングすること。 

パンプ 1 ファンニングとは、風の振れ、ガスト（風の一吹き）、または波、に合わせるのと

は関係ない、セールの引き込みと緩め方向の動きのことをいう。 

パンプ 2 風の振れ、ガスト（風の一吹き）または波に応じてセールを引き込むことと緩める

ことは、繰り返しても、許される。（規則 42.1参照）  

パンプ 3 規則42.3(c)に基づき許されている場合を除き、1回のパンプでも規則42.1に基

づき禁止されることがある。 

パンプ 4 緩めているシートを突然止めることによるセールのフリックは許される。  

 

パンプ 5 規則 42.3（c）で許されていないパンプ、またはボディー・パンピングによる 1 回

のセールのフリックはイエロー･ライト･エリアにある 。セールのフリックを起こさ

ない身体の動きは規則 42.2(a)には違反していないが、規則 42 の他の条項に

違反しているかもしれない。  

 パンプ 6 ボディー・パンピングによるセールの繰り返しのフリックは、禁止される。 

 

42.3 例外 (c) 風上に向かうビートの場合を除き、サーフィング（急速に加速しながら波の風下

側を下ること）、またはプレーニングが可能な場合には、乗員はサーフィングまたはプレー

ニングを開始する目的で、シートやガイを引いてどのセールでもコントロールすることができ

る。ただし、一波または風の一吹きにつき一度限りとする。 

パンプ７ サーフィングまたはプレーニングができるかどうか微妙な時に、サーフィングまた

はプレーニングをしようとして行う 1 回のシートとガイの引き込みは、たとえ失敗

したとしても許される。  

 

パンプ 8 プレーニングまたはサーフィングしようとして失敗を繰り返す場合、その艇はイエ

ロー-･ライト･エリアにある。 

パンプ 9 規則 42.3(c)で許される場合に限り、それぞれのセールを（多少）ズレたタイミン

グで、引き込んでもよい。  

パンプ 10 艇がシートまたはガイの 1 回の引き込みを許されるのは、その位置でその艇が

サーフィングまたはプレーニングが可能な状況であることが必要条件である。 

パンプ 11 サーフィングまたはプレーニングは、ある艇には可能でも他の艇には可能では

ない場合もある。これは、例えば局部的なガスト（風の一吹き）またはモーター・

ボートの引き波などが原因となる事もある。さらに、重めの乗員ができなくても、

軽めの乗員にはサーフィングまたはプレーニングが可能かもしれない。 

 

42.2(b) - ロッキング 

42.2 禁止される行動 - 規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する。 

(b) ロッキング：以下のいずれかにより、艇を繰り返しローリングさせること。 

(1)身体の動き、(2)セールまたはセンターボードを繰り返し調整すること、(3)操舵 

ロック 1 風の強弱に対応して、適正なトリムに戻すために身体の動きによって起こる、艇

の１回のロールは、規則 42.1により許される。 

ロック 2 パドルでひとかきするような効力を持たない 1回のロールは、許される。 

ロック 3 バックグラウンド・ローリングは、許される。艇は、このようなローリングを止めな

くてよい。 

ロック 4 固定された乗員の位置、またはセールあるいはセンターボードのセッティングは、

復元性が減少しても、規則 42.1によって許され、また規則 42.2(b)によって禁止

もされない。 

ロック 5 直後に艇が繰り返しローリングするような 1回の身体の動きは、禁止される。 

 

42.3  例外 (a) 艇は、操舵を容易にするためにロールさせてもよい。 

ロック 6 ベアリング・アウェイを促進するために風上側にヒールさせることと、風上に向け

ることを促進するために風下側にヒールさせることは、許される。 



 

ロック 7 波のパターンに連動しない繰り返しのローリングは、各ロールでコースを変更した

としても、規則 42.2(b)によって禁止されたロッキングである。 

42.3 例外 (b) 艇の乗員は、タックまたはジャイブ中に、艇の操舵を容易にするローリングを大

きくするために身体を動かしてもよい。ただし、そのタックまたはジャイブを完了した直後に、

艇のスピードがタックまたはジャイブをしなかったときに較べて速くならないような身体の動

かし方に限る。 

ロック 8 ローリングを大きくして、タックまたはジャイブを完了した時にそのタックまたはジ

ャイブ直前と同じスピードになるような身体の動きは許される。  

ロック 9 タックまたはジャイブを完了した時に、マストが垂直な位置を越えて風上に動くこ

とは許される。 

基本 6 タックして艇が新しいクロースホールド・コースになった後、パドルでひとかきす

るような艇を推進させる動きは、規則 42.1に基づき禁止される。  

基本 7 艇がタックまたはジャイブで加速した後に艇速が明らかに落ちた場合、風速また

は風向の明白な変更がなければ、規則 42.3(b)の例外は当てはまらず、また、

その艇は規則 42.1に違反している。 

 

42.2(c) - ウーチング 

42.2  禁止される行動 - 規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する。  

(c) ウーチング：身体を急速に前方へ動かして、急に止まること。 

 

ウーチ 1 波にあわせての艇の前後トリムを変えるためのトルキングは、許される。ただし、

その動きによってセールのパンピングを起こさない場合に限る。 

ウーチ 2 平水面でのトルキングは、禁止される。 

42.2(d) - スカリング 

42.2 禁止される行動 - 規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する。 

(d) スカリング：激しく、または艇を前進させるもしくは後進させないように、舵を繰り返し動か

すこと。 

42.3 例外 (d) 艇がクロースホールドのコースよりも風上に向かって、静止しているか、またはゆ

っくり動いている場合、艇はクロースホールドのコースへの方向転換のために舵を動かしても

よい。 

スカル 1 艇のコースがクロースホールドより風上であり、明らかにクロースホールドのコ

ースへの方向転換をしている場合ならば、艇が速度を増したとしても、繰り返さ

れる力強い舵の動きは許される。艇は、どちらのタックのクロースホールド・コー

スまで方向転換しても良い。 

スカル 2 艇がある方向にスカリングした後、最初のスカリングを打ち消すように継続する

スカリング動作は、禁止される。 

スカル 3 セールを逆に張ることによる艇の操舵を、打ち消すようなスカリングは、禁止さ

れる。 

 

42.2(e) - タッキング/ジャイビング 

42.2 禁止される行動 - 規則 42.1の適用を制限することなしに、次の行動を禁止する: 

(e) 風の振れまたは戦術上の駆け引きと無関係に、繰り返しタックまたはジャイブすること。 

タック１ 安定した風の中で戦術上の必要は無いのに、3 回以上矢継ぎ早にタックまたは

ジャイブした艇は、規則 42.2(e)に違反している。軽風では、艇が近くの複数の

艇より目だって頻繁にタックするかジャイブするならば、艇はイエロー･ライト･エ

リアにある。 

その他 

42.3 例外 

(e) 艇は、減速のために繰り返し舵を動かしてもよい。  

(f) 危険な状態にある人員または他の船舶を救助するためには、どのような推進方法を用い

てもよい。  

(g) 座礁後または他の艇や物体と衝突した後、それから離れるために、艇は両艇の乗員の

力および推進機関以外の装備を用いてもよい。 

(h)  帆走指示書にて規定された状況において、艇がそのレースで著しく有利にならない場

合には、エンジンまたは他の方法で推進することを許可することができる。 



早見表 

 許される 

 
ウーチ 1 波にあわせてのトルキング、ただしセールのパンプを起こさない Ok 

 
パンプ 2 風の振れ、ガストまたは波に応じて繰り返すトリム Ok 

 
パンプ 4 緩めているシートを突然止めることによるセールのフリックは Ok 

 
パンプ 7 サーフィング/プレーニングができるか微妙な時の 1回のパンプは Ok 

 
パンプ 9 それぞれのセールをズレたタイミングで、引き込んでもよい 

 
ロック 1 

風の強弱に対応して、適正なトリムに戻すために身体の動きによって

起こる、1回のロールは Ok 

 
ロック 2 パドルでひとかきするようでない 1回のロールは Ok 

 
ロック 3 バックグラウンド・ローリングは、許される。 

 
ロック 4 繰り返しでなく、固定されない乗員の位置・セッティングでなければ Ok 

 
ロック 6 ヒールをさせるためのステアリングは Ok 

 
ロック 8 タック/ジャイブの時直前と同じスピードになる身体の動きは Ok 

 
ロック 9 タック/ジャイブを完了した時、マストが垂直な位置を越えるのは OK 

 
パンプ 10 その艇が可能な状況であることが必要条件で、１回の引き込みは Ok 

 
スカル 1 クロースホールドより風上であり、コースの方向転換ならば Ok 

 

 

イエロー・ライト 

 
パンプ 3 1回のパンプでも禁止されることがある 

 
パンプ 5 

あやふやなボディー・パンピングによる 1回のセールのフリック。 

フリックを起こさない身体の動きは OK 

 パンプ 8 プレーニングまたはサーフィングしようとして失敗を繰り返す場合 

 タック 1 軽風で、近くの複数の艇より頻繁にタック/ジャイブする 

 禁止される 

 基本 4 パドルでひとかきするような、身体の動きは 1回でも禁止 

 基本 6 タックして、パドルでひとかきするような艇を推進させる動きは禁止 

 基本 7 タック/ジャイブで加速した後に、艇速が明らかに落ちた場合は禁止 

 ウーチ 2 平水面でのトルキングは禁止 

 パンプ 6 ボディー・パンピングによるセールの繰り返しのフリックは禁止 

 ロック 5 直後に繰り返しローリングするような 1回の身体の動きは禁止 

 ロック 7 波のパターンに連動しない繰り返しのローリングは禁止 

 スカル 2 スカリングを打ち消すようなスカリング動作は禁止 

 スカル 3 セールを逆に張り、操舵を打ち消すようなスカリングは禁止 

 タック 1 安定した風の中で、3回以上矢継ぎ早のタック/ジャイブは禁止 

 

Jan 01, 2009 edited and translated by Sen Yamaoka  


