
  
 

 
 

Rule 14, Avoiding Contact 

Rule 16.1, Changing Course  

CASE 26  

Rule 18.1, Mark-Room: When Rule 18 Applies  
  

A right-of-way boat need not act to avoid a collision until it is 

clear that the other boat is not keeping clear. However, if the 

right-of-way boat could then have avoided the collision and the 

collision  resulted  in damage, she  must be  penalized under rule 

14.  
 

 

Summary of the Facts  
 

A Soling, S, and a 505, P, in separate races, approached the same mark on 

opposite  tacks.  Unknown  to P, which was lowering  her spinnaker  and 

hardening  up to leave the  mark to port, S was required  to leave it to 

starboard and was preparing to do so.  
 

 



P heard no hail and was unaware of S’s presence until the boats were in 

the positions shown in the diagram, at which time P’s crew saw S. He 

shouted a warning and leaped out of the way just as S’s bow struck P’s 

hull behind the mast, causing damage. 

P protested S under rule 14 on the grounds that S could have avoided 

the collision.  S and two witnesses  testified  that S did not at any time 

change her course before the collision. S, protesting under rule 10, claimed 

that if she had changed course she would have broken rule 16.1. 

The protest committee disqualified P under rules 10 and 14. P appealed. 
 

 

Decision 
 

P, as the keep-clear  boat,  failed  to keep a lookout and to observe her 

primary duties to keep clear and avoid contact. She broke both rule 10 and 

rule 14. An important purpose of the rules of Part 2 is to avoid contact 

between boats. All boats, whether or not holding right of way, should keep 

a lookout at all times. 
 

 

Rule 18 did not apply because S and P were not required to leave the 

mark on the same side (see rule 18.1). 

When it became clear that P was not keeping clear, S was required by 

rule 14 to act to avoid contact with P (see rule 14(a)). Before the positions 

shown in the diagram it became clear that the boats were on converging 

courses and that P was not keeping clear. At that time S could have luffed 

and avoided contact with P. Such a change of course by S would have 

given P more room to keep clear and would not have broken rule 16.1. The 

contact caused damage. Therefore, S broke rule 14 and must be penalized 

for having done so (see rule 14(b)). 

P  was   correctly   disqualified   under   rules   10  and  14.   S  is  also 

disqualified, for breaking rule 14. 
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Case26  ケース 26 

規則 14 接触の回避 

規則 16.1 コースの変更 

規則 18.1 マークルーム：規則 18を適用する場合 

航路権艇は、相手艇が避けていないことが明らかになるまで、衝突を回

避する行動をとる必要はない。ただし、航路権艇が衝突を回避することが

できたのに衝突し、損傷を伴った場合には、規則 14 に基づくペナルティ

ーが課されなければならない。 

 

【事実の要約】 

別のレースをしている、ソリングの S と 505の Pが、反対のタックで同じマーク

に近づいていた。スピネーカーを下ろし、マークをポート側で通過することにして

いた Pは、Sがそのマークをスターボード側で通過しなければならず、その準備

をしていることを知らなかった。 

 

 

潮流 

潮流 

潮流 

ブランクレット・マー

ク 

クラウチ川 

ローチ川 

風力 4 



Pは声を掛けられたのを聞かず、Sの存在に気づかなかった。そして、2艇が

見取図に示す位置になったときに、Pの乗員が Sを視認した。Pの乗員が警告

を発し、飛びのいたとき、Sのバウが Pのマスト後部の艇体に衝突し、損傷が起

こった。 

Pは、Sが衝突を回避できたことを根拠に、規則 14に基づき、Sを抗議した。S

と 2人の証人は、Sが衝突の前にコースを変えたことはなかったと証言した。S

は規則 10に基づき抗議し、自艇がコースを変更した場合には、規則 16.1に違

反したであろうと主張した。 

プロテスト委員会は、規則 10 と 14に基づき Pを失格とした。Pは上告した。 

 

【採決】 

非航路権艇である Pは常に見張りを行うということも、避けていて、接触を回避

するという基本的な義務を守ることもしなかった。Pは、規則 10 と 14の両方に

違反した。第 2章の規則の重要な目的は、艇間の接触を回避することにある。

航路権を持っていてもいなくても、すべての艇は、常に見張りを行っているべき

である。 

S と Pは同一の側でマークを回航することを求められていなかったので、規則

18は適用されない（規則 18.1参照）。 

Pが避けていないことが明らかとなったとき、Sは、規則 14により接触を回避す

るための行動を取らなければならなかった（規則 14(a)参照）。見取図に示された

位置より以前に、両艇は衝突するコースをとり、Pが避けていないことが明らかに

なった。その時点で Sはラフし、P との接触を回避することができた。そのような S

のコース変更は、Pに対し避けているためのルームをより多く与えることになり、

規則 16.1にも違反しなかったであろう。接触によって損傷があった。したがって

Sは規則 14に違反し、ペナルティーを課されなければならない（規則 14(b)参

照）。 

Pは規則 10 と規則 14に基づき正しく失格とされた。S も規則 14により失格と

する。 
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