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2009/02/132009/02/14(一部一部一部一部追記追記追記追記) 

規則規則規則規則 18.2(e)についてのについてのについてのについての質問質問質問質問とととと回答回答回答回答 

QUESTION2: 

「18.2(e) 艇がクリア・アスターンから内側にオーバーラップし、そのオーバーラップが始まった時から、外側艇がマーク

ルームを与えることができない場合には、マークルームを与える必要はない」で、質問があります。 

先日の A 級ジャッジ講習会では『『『『外側艇外側艇外側艇外側艇はははは内側艇内側艇内側艇内側艇にににに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与与与えることをえることをえることをえることを予測予測予測予測することすることすることすること』』』』との解説でしたが、良く

理解できません。 

ルールを読むと、「外側艇にマークルームを与える余裕とかハンドリング技量等で、内側艇にマークルームを与えること

ができない場合は、マークルームを与える必要はない。」ということで、18.2(a)(b)(c)を無視するような内容に読めます。 

18.2(e)について解説したものがあれば教えて下さい。 

 

ANSWER2:    

①①①① 当規則 18.2(e)は今回のルールではなんら改訂されていませんので、従来通従来通従来通従来通りのりのりのりの解釈解釈解釈解釈でででで変変変変わってはいわってはいわってはいわってはいませんませんませんません。。。。    

②②②② 「外側艇は内側艇にマークルームを与えることを予測すること」についても、従来通従来通従来通従来通りでりでりでりで、、、、YESYESYESYES ですですですです。。。。    

なぜなら規則 18.2 の最初の条項である規則 18.2(a）〝複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇に

マークルームを与えなければならない〝は、当規則の基本となるものであって、規則 18 を適用するあらゆるシチュエ

ーションでこの基本を意識していなければならない、からです。 

   予測するといった努力をすることなしに、、、、18.2(e)18.2(e)18.2(e)18.2(e)のみをのみをのみをのみを主張主張主張主張するのはするのはするのはするのは、、、、いかがなものかいかがなものかいかがなものかいかがなものかということでしょう。 

規則規則規則規則 18.218.218.218.2(a)(a)(a)(a)のみをのみをのみをのみを適用適用適用適用するするするする（（（（(b)(b)(b)(b)にもにもにもにも(c)(c)(c)(c)にもにもにもにも該当該当該当該当しないしないしないしない））））シチュエーションシチュエーションシチュエーションシチュエーションがあるがあるがあるがある、、、、ことをことをことをことを忘忘忘忘れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください。。。。            

③  尚、「外側艇にマークルームを与える余裕とかハンドリング技量等････」とありますが、時間的に余裕がなかったのは

理由になりますが、ハンドリング技量が未熟だったからは理由にはならない、と考えておいてください。ルールにはそ

のような記述はありませんが、ルール全般において〝〝〝〝標準的標準的標準的標準的なななな技量技量技量技量のもとでののもとでののもとでののもとでのセーリングセーリングセーリングセーリングをををを前提前提前提前提にしているにしているにしているにしている〝〝〝〝という

のが、大方のコンセンサスです。 

③ それでは、規則 18.2(e)を適用する場合について、『『『『デーブデーブデーブデーブ・・・・ペリーペリーペリーペリーのののの解説解説解説解説』』』』を紹介します。 

ご承知の通り、US SailingUS SailingUS SailingUS Sailing のののの公式解説書公式解説書公式解説書公式解説書であり、世界的にも権威あるものです。（日本語訳は近日中？） 

ここで適用する場合が詳細に述べられていますが、2001 版、2005 版を含め従前通りの解釈で変わってはいません。 

 

<引用引用引用引用> Dave Perry, Understanding the Racing of Sailing through 2012, 

規則規則規則規則 18.2(e) 

『『『『自艇自艇自艇自艇のののの内側内側内側内側ににににオーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップしてきたしてきたしてきたしてきた艇艇艇艇ににににルームルームルームルームをををを与与与与えることがえることがえることがえることが、、、、物理的物理的物理的物理的ににににできないできないできないできない場合場合場合場合はははは、、、、どうしたらよいのどうしたらよいのどうしたらよいのどうしたらよいのかかかか？？？？』』』』    

規則規則規則規則 18.2(a)18.2(a)18.2(a)18.2(a)およびおよびおよびおよび(b)(b)(b)(b)にはにはにはには 2222 番目番目番目番目のののの適用除外適用除外適用除外適用除外****＊＊＊＊ががががああああるるるる。。。。あるあるあるある艇艇艇艇ががががクリアクリアクリアクリア・・・・アスターンアスターンアスターンアスターンからからからから内側内側内側内側ににににオーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップしてしてしてして

きたきたきたきた場合場合場合場合、、、、アヘッドアヘッドアヘッドアヘッド艇艇艇艇はははは〝〝〝〝防御防御防御防御のののの盾盾盾盾〝〝〝〝をををを持持持持ってってってっていいいいるるるる、、、、ももももしししし必要必要必要必要ならばならばならばならば。。。。自艇自艇自艇自艇ががががゾーンゾーンゾーンゾーンにににに到達到達到達到達するまさにするまさにするまさにするまさに直前直前直前直前にににに、、、、他艇他艇他艇他艇

ががががオーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップしたしたしたした場合場合場合場合、、、、他艇他艇他艇他艇はははは内側艇内側艇内側艇内側艇としてとしてとしてとして、、、、規則規則規則規則 18.2(a)18.2(a)18.2(a)18.2(a)にににに基基基基づきづきづき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のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得するするするする。。。。しかしながしかしながしかしながしかしなが

らららら、、、、アヘッドアヘッドアヘッドアヘッド艇艇艇艇はははは他艇他艇他艇他艇のののの到達到達到達到達をををを予測予測予測予測するするするするここここととととをををを要求要求要求要求されてされてされてされてははははいないいないいないいない。。。。オーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップがががが始始始始まったまったまったまった時時時時からからからから、、、、そのそのそのその瞬間瞬間瞬間瞬間のののの

位置位置位置位置によってによってによってによって、、、、他艇他艇他艇他艇ににににマークマークマークマークをををを回航回航回航回航またはまたはまたはまたは通過通過通過通過すすすするためにるためにるためにるために必要必要必要必要ななななルームルームルームルームをををを与与与与ええええることがることがることがることが物理的物理的物理的物理的にできないにできないにできないにできない場合場合場合場合がががが、、、、

レースレースレースレース中中中中にはにはにはには、、、、何度何度何度何度かかかかああああるるるる。。。。        <<<<********    1111 番目番目番目番目のののの適用適用適用適用除外除外除外除外はははは 18.2(b)18.2(b)18.2(b)18.2(b)のののの後段後段後段後段>>>>    

規則規則規則規則 18.218.218.218.2(e)(e)(e)(e)はははは「「「「艇艇艇艇ががががクリアクリアクリアクリア・・・・アスターンアスターンアスターンアスターンからからからから内側内側内側内側ににににオーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップしししし、、、、そのそのそのそのオーバーラップオーバーラップオーバーラップオーバーラップがががが始始始始まったまったまったまった時時時時からからからから、、、、外側外側外側外側

艇艇艇艇がががが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与与与えることができないえることができないえることができないえることができない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、マーマーマーマークルームクルームクルームクルームをををを与与与与えるえるえるえる必要必要必要必要はないはないはないはない。」。」。」。」とととと規定規定規定規定ししししているているているている。。。。このこのこのこの場面場面場面場面

ではではではでは、、、、他艇他艇他艇他艇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得得得得るるるる資格資格資格資格はなくはなくはなくはなく、、、、AAAA 節節節節およびおよびおよびおよび BBBB 節節節節のののの規則規則規則規則をををを適用適用適用適用するするするする。。。。もしもしもしもし他他他他艇艇艇艇がががが航路権航路権航路権航路権艇艇艇艇ならばならばならばならば、、、、そのそのそのその

艇艇艇艇はははは規則規則規則規則 15151515    ((((航路権航路権航路権航路権のののの取得取得取得取得))))にににに従従従従わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、マークマークマークマークにおいてにおいてにおいてにおいて内側内側内側内側にはにはにはには入入入入れないであろうれないであろうれないであろうれないであろう、、、、なななな

ぜならぜならぜならぜなら、、、、もしもしもしもし外側艇外側艇外側艇外側艇がそうするためのがそうするためのがそうするためのがそうするための十分十分十分十分ななななルームルームルームルームをををを作作作作ることができていたならばることができていたならばることができていたならばることができていたならば、、、、最初最初最初最初のののの位置位置位置位置でそでそでそでそううううしたしたしたしたであろうであろうであろうであろう、、、、

からからからからであるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、もしもしもしもし他他他他艇艇艇艇がががが避避避避けているけているけているけている艇艇艇艇ななななららららばばばば、、、、避避避避けていなければならないけていなければならないけていなければならないけていなければならない。。。。    

ここここのののの場面場面場面場面がががが起起起起きるきるきるきる例例例例のののの一一一一つはつはつはつは、、、、軽軽軽軽風風風風ののののレースレースレースレースでででで、、、、マークマークマークマーク回航回航回航回航にににに多数多数多数多数のののの艇艇艇艇がががが集中集中集中集中ししししているているているている場合場合場合場合にににに、、、、クリアクリアクリアクリア・・・・アスターアスターアスターアスター

ンンンンのののの艇艇艇艇がががが追追追追いつくいつくいつくいつく場合場合場合場合。。。。他他他他のののの例例例例はははは、、、、2222 艇艇艇艇がががが高速高速高速高速でででで帆走帆走帆走帆走しているしているしているしている場合場合場合場合にににに、、、、外側艇外側艇外側艇外側艇がががが新新新新たなたなたなたな義務義務義務義務にににに反応反応反応反応ししししルームルームルームルームをををを作作作作っっっっ

ているているているている時時時時にににに、、、、内側艇内側艇内側艇内側艇ははははすすすすででででににににマークマークマークマークのののの反対側反対側反対側反対側をををを通過通過通過通過してしてしてしているいるいるいる場面場面場面場面であるであるであるである。。。。12121212 ノットノットノットノットのののの艇速艇速艇速艇速はははは、、、、秒速秒速秒速秒速約約約約 20202020 フィートフィートフィートフィートにににに該該該該

当当当当すすすするるるる、、、、そこでそこでそこでそこでリーチリーチリーチリーチではではではでは HobbyHobbyHobbyHobby    18181818 はははは 3333 秒以下秒以下秒以下秒以下でででで 3333 艇身艇身艇身艇身をこなすであろうをこなすであろうをこなすであろうをこなすであろう。。。。    
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（（（（原文原文原文原文））））    

“What if I physically can't give room to the boat that just obtained the inside overlap on me?"  

That's the second exception to rule 18.2(a) and 18.2(b). When a boat obtains an inside overlap from clear 

astern, the boat ahead has a "protective shield” if she needs it. When a boat gets an overlap at the 

zero-moment before you enter the zone, she becomes entitled to mark-room under rule 18.2(b) as an inside 

boat. However, you are not required to anticipate her arrival. There are times though rare, when you may be 

physically unable to give her the room she needs to round or pass the mark from the time the overlap began, 

based on your situation at that moment.  

Rule 18.2(e) says, "If boat obtained an inside overlap from clear astern and, from the time the overlap began, 

the outside boat has been unable to give mark-room, she is not required to give it. "In this situation, she is not 

entitled to mark-room and the applicable rules of Section A and B apply. If she is a right-of-way boat, she must 

comply with rule 15 (Acquiring Right of Way) which means she won't get inside at the mark because if the 

outside boat could have created enough room to do so, she would have done so in the first place. And if she is 

a keep-clear boat, she must keep clear.  （全訳） 

 

One example of where this situation might occur is a tightly packed mark rounding in light air where a boat 

astern gets an inside overlap on a boat that is three-and-a-half boat-lengths from the mark, but there's just no 

way the outside boat can get everyone else outside of her to move away from the mark in time to create room 

for the new inside boat. Another example is when two boats are going so fast that by the time the outside boat 

can react to her new obligation and make the room, the inside boat is already past the mark on the wrong side. 

Twelve knots of boat-speed equals about 20 feet per second, so on a windy reach a Hobie 18 will chew up 

three boat-lengths in less than three seconds! （部分訳） 

 

((((図示図示図示図示））））    

① 内側にオーバーラップする艇が航路権艇であれば、規則規則規則規則 15151515（（（（航路権航路権航路権航路権のののの取得取得取得取得））））にににに従従従従わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。    

② 内側にオーバーラップする艇が非権利艇であれば、避避避避けていなければならないけていなければならないけていなければならないけていなければならない。（。（。（。（規則規則規則規則 10101010 またはまたはまたはまたは 11111111 をををを適用適用適用適用））））    

 

  

 

        

 

                    

    

風下艇風下艇風下艇風下艇（（（（航路権艇航路権艇航路権艇航路権艇））））  

PORTPORTPORTPORT（（（（非非非非権利権利権利権利艇艇艇艇）））） 

 

STBD(STBD(STBD(STBD(航路権艇航路権艇航路権艇航路権艇））））  

風上艇風上艇風上艇風上艇    

（（（（非権利非権利非権利非権利

風上艇風上艇風上艇風上艇（（（（非非非非権利権利権利権利艇艇艇艇））））    

Hi（hi 

①①①①    ②②②②    


