
CCCC 艇からの抗議艇からの抗議艇からの抗議艇からの抗議                                                                                                                        2009/02/092009/02/092009/02/092009/02/09    

QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION;;;;    

「三艇「三艇「三艇「三艇 AAAA、、、、BBBB、、、、CCCC とします。三艇とも同じタックです。とします。三艇とも同じタックです。とします。三艇とも同じタックです。とします。三艇とも同じタックです。AAAA とととと BBBB とはオーバーラップしています。そしてとはオーバーラップしています。そしてとはオーバーラップしています。そしてとはオーバーラップしています。そして AAAA は内側で先行しています。上マークにアは内側で先行しています。上マークにアは内側で先行しています。上マークにアは内側で先行しています。上マークにア

プローチしています。プローチしています。プローチしています。プローチしています。CCCC とととと BBBB はオーバーラップしておらず、はオーバーラップしておらず、はオーバーラップしておらず、はオーバーラップしておらず、CCCC はははは BBBB の内側で、の内側で、の内側で、の内側で、BBBB ののののクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンです。です。です。です。AAAA がマークを廻ろうとしています。がマークを廻ろうとしています。がマークを廻ろうとしています。がマークを廻ろうとしています。

このときこのときこのときこのとき AAAA とととと BBBB の間にの間にの間にの間に CCCC が突っ込んでいき、が突っ込んでいき、が突っ込んでいき、が突っ込んでいき、CCCC は、は、は、は、AAAA は自分にとって障害物だから、規則は自分にとって障害物だから、規則は自分にとって障害物だから、規則は自分にとって障害物だから、規則 19191919 により、により、により、により、BBBB に自分がに自分がに自分がに自分が AAAA（障害物）を避けるた（障害物）を避けるた（障害物）を避けるた（障害物）を避けるた

めめめめルームルームルームルームのののの要要要要求ができる」と求ができる」と求ができる」と求ができる」といいますが・・・・・。いいますが・・・・・。いいますが・・・・・。いいますが・・・・・。    

それはできないのと違う？・・・・と答えたのですが・・・・理由は、障害物というのは一艇身の距離になった時、コースの大幅な変更をせずそれはできないのと違う？・・・・と答えたのですが・・・・理由は、障害物というのは一艇身の距離になった時、コースの大幅な変更をせずそれはできないのと違う？・・・・と答えたのですが・・・・理由は、障害物というのは一艇身の距離になった時、コースの大幅な変更をせずそれはできないのと違う？・・・・と答えたのですが・・・・理由は、障害物というのは一艇身の距離になった時、コースの大幅な変更をせず

に通過できないものであるから、に通過できないものであるから、に通過できないものであるから、に通過できないものであるから、CCCC がががが AAAA を障害物と主張するならを障害物と主張するならを障害物と主張するならを障害物と主張するなら AAAA とととと CCCC が一艇身になったとき、が一艇身になったとき、が一艇身になったとき、が一艇身になったとき、CCCC はははは BBBB とオーバーラップをしており、そのとオーバーラップをしており、そのとオーバーラップをしており、そのとオーバーラップをしており、その

オーバーラップが始まる時に、オーバーラップが始まる時に、オーバーラップが始まる時に、オーバーラップが始まる時に、BBBB にルームにルームにルームにルームを与えることができなければを与えることができなければを与えることができなければを与えることができなければ、、、、19.219.219.219.2（（（（bbbb）によりルームは要求できないであろうし、もともと）によりルームは要求できないであろうし、もともと）によりルームは要求できないであろうし、もともと）によりルームは要求できないであろうし、もともと CCCC はははは AAAA、、、、

BBBB のクリア・アスターンで避けていていなければならない艇だから、障害物のクリア・アスターンで避けていていなければならない艇だから、障害物のクリア・アスターンで避けていていなければならない艇だから、障害物のクリア・アスターンで避けていていなければならない艇だから、障害物 AAAA と相手艇と相手艇と相手艇と相手艇 BBBB の間にオの間にオの間にオの間にオーバーラップした場合、オーバーラップーバーラップした場合、オーバーラップーバーラップした場合、オーバーラップーバーラップした場合、オーバーラップ

が始まった時点でそれらの間を通過するルームが無いなら規則が始まった時点でそれらの間を通過するルームが無いなら規則が始まった時点でそれらの間を通過するルームが無いなら規則が始まった時点でそれらの間を通過するルームが無いなら規則 19.219.219.219.2（（（（bbbb）に基づくルームは得られず、ずっと）に基づくルームは得られず、ずっと）に基づくルームは得られず、ずっと）に基づくルームは得られず、ずっと CCCC はははは AAAA、、、、BBBB を避けていなけれを避けていなけれを避けていなけれを避けていなけれ

ばならないのでは、そしてばならないのでは、そしてばならないのでは、そしてばならないのでは、そして 19.219.219.219.2（（（（cccc）によりルームは要求できないのでは・・・・と答えましたが。間違っていますか。）によりルームは要求できないのでは・・・・と答えましたが。間違っていますか。）によりルームは要求できないのでは・・・・と答えましたが。間違っていますか。）によりルームは要求できないのでは・・・・と答えましたが。間違っていますか。    

規則規則規則規則 18181818 からでは、明らかにからでは、明らかにからでは、明らかにからでは、明らかに CCCC はははは AAAA、、、、BBBB を避けていなければなりませんが、を避けていなければなりませんが、を避けていなければなりませんが、を避けていなければなりませんが、AAAA を障害物と見たら考えが違うと質問者は言うのですが・・・・・を障害物と見たら考えが違うと質問者は言うのですが・・・・・を障害物と見たら考えが違うと質問者は言うのですが・・・・・を障害物と見たら考えが違うと質問者は言うのですが・・・・・

位置関係が微妙で・・・・位置関係が微妙で・・・・位置関係が微妙で・・・・位置関係が微妙で・・・・」」」」    

    

AAAANSWERNSWERNSWERNSWER;;;;    

1.1.1.1.        質問を質問を質問を質問を元に元に元に元に下記の下記の下記の下記の DiagramDiagramDiagramDiagram を作成し、これを前提を作成し、これを前提を作成し、これを前提を作成し、これを前提にににに事実認定を事実認定を事実認定を事実認定をします。します。します。します。（尚、ゾーンは３艇身とみなす）（尚、ゾーンは３艇身とみなす）（尚、ゾーンは３艇身とみなす）（尚、ゾーンは３艇身とみなす）    

 

2.2.2.2. 認定した事実認定した事実認定した事実認定した事実    

①①①① AAAA がゾーンに到達したがゾーンに到達したがゾーンに到達したがゾーンに到達した時時時時、、、、AAAA とととと BBBB はオーバーラップ、はオーバーラップ、はオーバーラップ、はオーバーラップ、BBBB とととと CCCC はクリア・アスターン、クリア・アヘッドの関係にあった。はクリア・アスターン、クリア・アヘッドの関係にあった。はクリア・アスターン、クリア・アヘッドの関係にあった。はクリア・アスターン、クリア・アヘッドの関係にあった。    

②②②② BBBB がゾーンに到達したがゾーンに到達したがゾーンに到達したがゾーンに到達した後後後後に、に、に、に、CCCC はははは BBBB ののののクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンから、から、から、から、BBBB の内側にオーバーラップした。の内側にオーバーラップした。の内側にオーバーラップした。の内側にオーバーラップした。    

③③③③ CCCC はははは BBBB に対しに対しに対しに対し『『『『航路権を主張し航路権を主張し航路権を主張し航路権を主張し、かつ、かつ、かつ、かつ AAAA が障害物なので避けるためのルームの要求をしたが障害物なので避けるためのルームの要求をしたが障害物なので避けるためのルームの要求をしたが障害物なので避けるためのルームの要求をした』』』』、、、、それに対しそれに対しそれに対しそれに対しＢＢＢＢはははは『『『『マークルームマークルームマークルームマークルームをををを

与える必要与える必要与える必要与える必要ははははないないないない』』』』と答え、コースを維持した。と答え、コースを維持した。と答え、コースを維持した。と答え、コースを維持した。    

④④④④ CCCC ははははＢＢＢＢに対し『に対し『に対し『に対し『規則規則規則規則 19191919 に基づきに基づきに基づきに基づき抗議抗議抗議抗議するするするする』』』』と声をかけ、と声をかけ、と声をかけ、と声をかけ、接触を回避するため、接触を回避するため、接触を回避するため、接触を回避するため、ラフし（速度を落とし）、ラフし（速度を落とし）、ラフし（速度を落とし）、ラフし（速度を落とし）、コース変更をし、コース変更をし、コース変更をし、コース変更をし、BBBB の後方の後方の後方の後方

へへへへ帆走し帆走し帆走し帆走した。た。た。た。    

⑤⑤⑤⑤ 両艇に接触はなかった。両艇に接触はなかった。両艇に接触はなかった。両艇に接触はなかった。    CCCC からからからから BBBB への抗議書が提出された。への抗議書が提出された。への抗議書が提出された。への抗議書が提出された。    

3333．．．． 結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則    

①①①① CCCC は規則は規則は規則は規則 18.2(b)18.2(b)18.2(b)18.2(b)のののの 2222 番目の文章に違反していない。番目の文章に違反していない。番目の文章に違反していない。番目の文章に違反していない。なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、BBBB にマークルームを与えたからである。にマークルームを与えたからである。にマークルームを与えたからである。にマークルームを与えたからである。    

②②②② BBBB はははは規則規則規則規則 19.219.219.219.2（ｂ）に違反していない。なぜなら（ｂ）に違反していない。なぜなら（ｂ）に違反していない。なぜなら（ｂ）に違反していない。なぜなら「「「「（（（（BBBB とととと CCCC にとってにとってにとってにとって））））障害物である障害物である障害物である障害物である AAAA」」」」とととと BBBB との間にルームとの間にルームとの間にルームとの間にルームががががなかったなかったなかったなかったからであるからであるからであるからである。。。。    

③③③③ もし、もし、もし、もし、AAAA とととと BBBB ととととのののの間に間に間に間に「「「「ルームルームルームルーム」」」」があったとしても、があったとしても、があったとしても、があったとしても、BBBB はははは、、、、CCCC に対しに対しに対しに対し規則規則規則規則 18.218.218.218.2（ｂ）に基づき（ｂ）に基づき（ｂ）に基づき（ｂ）に基づき「「「「マークルームマークルームマークルームマークルーム」」」」をををを得る得る得る得る資格がある資格がある資格がある資格があるので、ので、ので、ので、

コースを維持したのがプロパー・コースであればコースを維持したのがプロパー・コースであればコースを維持したのがプロパー・コースであればコースを維持したのがプロパー・コースであればなんら規則に違反していないなんら規則に違反していないなんら規則に違反していないなんら規則に違反していない。。。。また、回航するためまた、回航するためまた、回航するためまた、回航するためコースの変更コースの変更コースの変更コースの変更をしをしをしをしてててて規則規則規則規則

16161616 に違反したとしても、規則に違反したとしても、規則に違反したとしても、規則に違反したとしても、規則 18.5(b)18.5(b)18.5(b)18.5(b)に基づき免罪されるに基づき免罪されるに基づき免罪されるに基づき免罪されるだろうだろうだろうだろう。。。。    

④④④④ もし、もし、もし、もし、CCCC ががががラフをラフをラフをラフをせずコースを維持しせずコースを維持しせずコースを維持しせずコースを維持し（またはベアウエイし）、（またはベアウエイし）、（またはベアウエイし）、（またはベアウエイし）、BBBB と接触せず、と接触せず、と接触せず、と接触せず、BBBB の内側の内側の内側の内側ででででマーク回航マーク回航マーク回航マーク回航がががができたならば、両艇ともできたならば、両艇ともできたならば、両艇ともできたならば、両艇とも何何何何

らららら規則に違反していない。規則に違反していない。規則に違反していない。規則に違反していない。    

⑤⑤⑤⑤ もし、もし、もし、もし、CCCC ががががラフをせずコースを維持し（またはベアウエイし）ラフをせずコースを維持し（またはベアウエイし）ラフをせずコースを維持し（またはベアウエイし）ラフをせずコースを維持し（またはベアウエイし）、、、、BBBB とととと接触したならば、接触したならば、接触したならば、接触したならば、CCCC は規則は規則は規則は規則 18.218.218.218.2（ｂ）に違反しただろう。（ｂ）に違反しただろう。（ｂ）に違反しただろう。（ｂ）に違反しただろう。なぜならなぜならなぜならなぜなら

「マークルーム」を与えなかったことが証明されるから「マークルーム」を与えなかったことが証明されるから「マークルーム」を与えなかったことが証明されるから「マークルーム」を与えなかったことが証明されるからである。である。である。である。    

⑥⑥⑥⑥ もし、もし、もし、もし、CCCC がラフし、がラフし、がラフし、がラフし、BBBB 艇艇艇艇とととと接触したならば、接触したならば、接触したならば、接触したならば、CCCC は規則は規則は規則は規則 16161616 に違反しただろう。なぜなら、航路権に違反しただろう。なぜなら、航路権に違反しただろう。なぜなら、航路権に違反しただろう。なぜなら、航路権艇艇艇艇となったとなったとなったとなった CCCC はコース変更する場合、はコース変更する場合、はコース変更する場合、はコース変更する場合、

相手艇相手艇相手艇相手艇 BBBB に対し、はじめに避けているためのルームを与えることができなかったに対し、はじめに避けているためのルームを与えることができなかったに対し、はじめに避けているためのルームを与えることができなかったに対し、はじめに避けているためのルームを与えることができなかったことが証明されることが証明されることが証明されることが証明されるからである。からである。からである。からである。（ゾーンに入っ（ゾーンに入っ（ゾーンに入っ（ゾーンに入っ

てからマークまでの時間では不可能と考えてからマークまでの時間では不可能と考えてからマークまでの時間では不可能と考えてからマークまでの時間では不可能と考えるのがリーズナブルであるるのがリーズナブルであるるのがリーズナブルであるるのがリーズナブルである））））    

⑦⑦⑦⑦ 規則規則規則規則 14141414（接触の回避）について（接触の回避）について（接触の回避）について（接触の回避）についてはははは、、、、ここでは省略するここでは省略するここでは省略するここでは省略する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

    

③③③③    もし、もし、もし、もし、BBBB がががが外に外に外に外に出る出る出る出ることができて、ことができて、ことができて、ことができて、AAAA とととと BBBB の間にの間にの間にの間に CCCC が入れるルームがあるならば、が入れるルームがあるならば、が入れるルームがあるならば、が入れるルームがあるならば、BBBB はははは CCCC にルームにルームにルームにルームを与えなければならない。を与えなければならない。を与えなければならない。を与えなければならない。    
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BBBB    

CCCC    

AAAA    
BBBB    

CCCC    

AAAA

a 

BBBB    
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④④④④    もし、もし、もし、もし、CCCC がががが BBBB にオーバーラップをした時、にオーバーラップをした時、にオーバーラップをした時、にオーバーラップをした時、BBBB にはにはにはには外に外に外に外に出るためのルームがなく、出るためのルームがなく、出るためのルームがなく、出るためのルームがなく、CCCC にににに BBBB とととと AAAA の間の間の間の間ののののルームルームルームルームを与えを与えを与えを与えられられられられないならば、ないならば、ないならば、ないならば、    

****    CCCC はははは、、、、規則規則規則規則 19.219.219.219.2（（（（bbbb）に基づ）に基づ）に基づ）に基づくくくく AAAA とととと BBBB の間を通過するルームの間を通過するルームの間を通過するルームの間を通過するルームのののの権利はない権利はない権利はない権利はない。。。。    

****    もし、もっと外側にいる他艇がもし、もっと外側にいる他艇がもし、もっと外側にいる他艇がもし、もっと外側にいる他艇が BBBB が外にが外にが外にが外に出る出る出る出ることを妨げている間に、ことを妨げている間に、ことを妨げている間に、ことを妨げている間に、CCCC がががが BBBB に向かってコース変更をしたならば、に向かってコース変更をしたならば、に向かってコース変更をしたならば、に向かってコース変更をしたならば、CCCC は規則は規則は規則は規則

16161616 に違反する。に違反する。に違反する。に違反する。    

    

                ⑤⑤⑤⑤    もし、もし、もし、もし、CCCC がががが真直ぐコースを維持し、真直ぐコースを維持し、真直ぐコースを維持し、真直ぐコースを維持し、その結果、その結果、その結果、その結果、もっと外側にいる他艇がもっと外側にいる他艇がもっと外側にいる他艇がもっと外側にいる他艇が BBBB が避ける（が避ける（が避ける（が避ける（keep clearkeep clearkeep clearkeep clear）ために外に出ることを）ために外に出ることを）ために外に出ることを）ために外に出ることを妨げて妨げて妨げて妨げていいいい

る間にる間にる間にる間に、、、、CCCC とととと BBBB との間に接触があったならば、との間に接触があったならば、との間に接触があったならば、との間に接触があったならば、CCCC によるによるによるによる風下の航路権艇風下の航路権艇風下の航路権艇風下の航路権艇 AAAA を避けるためを避けるためを避けるためを避けるためクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンクリア・アスターンからからからからのののの急な急な急な急な位置の位置の位置の位置の移移移移

動動動動によによによにより、り、り、り、BBBB は避けることが可能ではなかったは避けることが可能ではなかったは避けることが可能ではなかったは避けることが可能ではなかったので、ので、ので、ので、CCCC は最初には最初には最初には最初に BBBB に避けるためのルームを与えに避けるためのルームを与えに避けるためのルームを与えに避けるためのルームを与えていなかった、ていなかった、ていなかった、ていなかった、よって規則よって規則よって規則よって規則 15151515

に違反する。に違反する。に違反する。に違反する。    

    

この抗議書この抗議書この抗議書この抗議書についてまとめると、についてまとめると、についてまとめると、についてまとめると、    

CCCC はははは AAAA とととと BBBB の間の間の間の間を通過する資格はない、なぜなら規則を通過する資格はない、なぜなら規則を通過する資格はない、なぜなら規則を通過する資格はない、なぜなら規則 19.219.219.219.2（（（（bbbb）に基づき、）に基づき、）に基づき、）に基づき、BBBB はオーバーラップが始まった時から、そうすることがではオーバーラップが始まった時から、そうすることがではオーバーラップが始まった時から、そうすることがではオーバーラップが始まった時から、そうすることがで

きなかった場合は、きなかった場合は、きなかった場合は、きなかった場合は、CCCC にルームを与えることにルームを与えることにルームを与えることにルームを与えることはははは要求されない。要求されない。要求されない。要求されない。    

    

4444．．．．    判決判決判決判決    

CCCC の抗議を却下する。の抗議を却下する。の抗議を却下する。の抗議を却下する。（（（（両艇とも両艇とも両艇とも両艇とも何れの何れの何れの何れの規則に規則に規則に規則にもももも違反して違反して違反して違反していない。いない。いない。いない。））））    

    

((((注注注注))))        結論と適用規則に記載の結論と適用規則に記載の結論と適用規則に記載の結論と適用規則に記載の③③③③以降以降以降以降は、判決文に記述は、判決文に記述は、判決文に記述は、判決文に記述するするするするものではないものではないものではないものではない。。。。（ケース説明（ケース説明（ケース説明（ケース説明用のもの用のもの用のもの用のもの））））    

    

    



参考参考参考参考 

Sen's question came up at the RYA conference the other weekend. The consensus was that 

both rules a 18 and 19 apply. The boat in the middle is entitled to room under rule 19 to 

avoid the obstruction of the inside boat. 

 

The boat on the outside is entitled to Mark Room from the middle boat, which by its 

presence the middle boat fails to give.  

 

If the outside boat does not give room to middle, it breaks rule 19.  

 

Middle breaks rule 18. 

 

Team racing call H1 does not apply to this situation. It does, though, say that rule 19 

applies in the zone and a boat entitled to mark room counts as an obstruction. 

 

 

    


