
海上衝突予防法 セーリング競技規則 比較

海上における衝突の予防のための国際規則
 (Convention on the International Regulations for

Preventing Collisions at Sea (IRPCAS))

Racing Rules of Sailing

○　同一
△　ほぼ同一
▲　一部相違
×　相違

第二節　互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法 第2章　艇が出会った場合

（適用船舶）
第十一条 　この節の規定は、互いに他の船舶の視野の内
にある船舶について適用する。

第2章の規則は、艇がレース・エリア内、またはその近くを帆
走していて、レースをしようとしているか、レース中か、また
はレースをしていた艇間に適用される。
第2章の規則に従って帆走中の艇とそれ以外の船舶とが出
会った場合、「海上における衝突の予防のための国際規則
（IRPCAS）」または航路権に関する国内法規を適用する。
帆走指示書に記載した場合には、第2章の規則は、
IRPCASの航路権規則または航路権に関する国内法規に
代わる。

（帆船） A節　航路権
第十二条 　二隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれが
ある場合における帆船の航法は、次の各号に定めるところ
による。ただし、第九条第三項、第十条第七項又は第十八
条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合は、この
限りでない。

ある艇を他艇が避けている必要がある場合、ある艇は他艇
に対して航路権を持つという。ただし、B節、C節およびD節
の規則の中には、航路権艇の行動を制限するものもある。

一 　二隻の帆船の風を受けるげんが異なる場合は、左げん
に風を受ける帆船は、右げんに風を受ける帆船の進路を避
けなければならない。

規則10　反対タックの場合
艇が反対タックの場合、ポートタック艇は、スターボードタッ
ク艇を避けていなければならない。

○　同一

二 　二隻の帆船の風を受けるげんが同じである場合は、風
上の帆船は、風下の帆船の進路を避けなければならない。

三 　左げんに風を受ける帆船は、風上に他の帆船を見る場
合において、当該他の帆船の風を受けるげんが左げんであ
るか右げんであるかを確かめることができないときは、当該
他の帆船の進路を避けなければならない。

海上衝突予防法とセーリング競技規則の比較　（航路権）

規則11　同一タックでオーバーラップしている場合
艇が同一タックでオーバーラップしている場合、風上艇は、
風下艇を避けていなければならない。

○　同一
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２ 　前項第二号及び第三号の規定の適用については、風
上は、メインスル（横帆船にあつては、最大の縦帆）の張つ
ている側の反対側とする。

定義　風上と風下
艇の風下側とは、風向から遠い側をいい、また風位に立っ
ている場合、それまで風向から遠かった側をいう。ただし、
バイザリーまたは真風下方向に帆走している場合、メイン
セールの出ている側を風下側という。他の側を風上側とい
う。同一タックの2艇がオーバーラップしている場合、相手艇
の風下側にいる艇を風下艇といい、相手艇を風上艇という。

△　ほぼ同一

（追越し船）
第十三条 　追越し船は、この法律の他の規定にかかわら
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶か
ら十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければなら
ない。

２ 　船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置（夜
間にあつては、その船舶の第二十一条第二項に規定する
げん灯のいずれをも見ることができない位置）からその船舶
を追い越す船舶は、追越し船とする。

３ 　船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめること
ができない場合は、追越し船であると判断しなければならな
い。
（行会い船）
第十四条 　二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各
動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することが
できるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。た
だし、第九条第三項、第十条第七項又は第十八条第一項
若しくは第三項の規定の適用がある場合は、この限りでな
い。

２ 　動力船は、他の動力船を船首方向又はほとんど船首方
向に見る場合において、夜間にあつては当該他の動力船の
第二十三条第一項第一号の規定によるマスト灯二個を垂
直線上若しくはほとんど垂直線上に見るとき、又は両側の
同項第二号の規定によるげん灯を見るとき、昼間にあつて
は当該他の動力船をこれに相当する状態に見るときは、自
船が前項に規定する状況にあると判断しなければならな
い。

▲　一部相違
「海上衝突予防法」はすべて
の追い越し船に制約を課して
いるが、「RRS」は同一タック
の追い越し艇のみを制約。
タックが違う場合は規則10が
優先する。

規則12　同一タックでオーバーラップしていない場合
艇が同一タックでオーバーラップしていない場合、クリア・ア
スターン艇は、クリア・アヘッド艇を避けていなければならな
い。

規則13　タッキング中
艇は、風位を越えた後クロースホールドのコースになるまで
は、他艇を避けていなければならない。この間、規則10、11

および規則12は適用されない。2艇が同時にこの制限に従
わなければならない場合には、ポート側にいる艇、または後
方にいる艇が、避けていなければならない。

規則15　航路権の取得
艇が航路権を取得する場合、相手艇に対し、初めに避けて
いるためのルームを与えなければならない。ただし、相手艇
の行動により航路権を取得する場合を除く。

規則16　コース変更

16.1　航路権艇がコースを変更する場合、相手艇に対して
避けているためのルームを与えなければならない。
16.2　更に、スタート信号後、ポートタック艇がスターボード
タック艇の後方を通過するように避けている場合、スター
ボードタック艇は、ポートタック艇が引き続き避けているため
に直ちにコース変更が必要となるようなコース変更をしては
ならない。

規則17　同一タックでのプロパー・コース
クリア・アスターン艇が、同一タックの相手艇の風下に自艇
の2艇身以内でオーバーラップした場合には、両艇が同一
タックで2艇身以内の間隔でオーバーラップが続いている
間、その風下艇はプロパー・コースより風上を帆走してはな
らない。ただし、その風下艇がプロパー・コースより風上を帆
走しても、直ちに相手艇の後方となる場合は除く。この規則
は、風上艇が規則13により避けている必要がある間にオー
バーラップした場合には、適用されない。

×　相違
「RRS」規則13から規則17に
規定された規則は「海上衝突
予防法」にはない。
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３ 　動力船は、自船が第一項に規定する状況にあるかどう
かを確かめることができない場合は、その状況にあると判断
しなければならない。
（横切り船）
第十五条 　二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側
に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければ
ならない。この場合において、他の動力船の進路を避けな
ければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該
他の動力船の船首方向を横切つてはならない。

２ 　前条第一項ただし書の規定は、前項に規定する二隻の
動力船が互いに進路を横切る場合について準用する。
（避航船）
第十六条 　この法律の規定により他の船舶の進路を避け
なければならない船舶（次条において「避航船」という。）は、
当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期
に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。
（保持船）
第十七条 　この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の
船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当
該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならな
い。
２ 　前項の規定により針路及び速力を保たなければならな
い船舶（以下この条において「保持船」という。）は、避航船
がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないこと
が明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ち
に避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。
この場合において、これらの船舶について第十五条第一項
の規定の適用があるときは、保持船は、やむを得ない場合
を除き、針路を左に転じてはならない。

３ 　保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船
の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと
認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避ける
ための最善の協力動作をとらなければならない。
（各種船舶間の航法）

14　接触の回避
艇は、常識的に可能な場合には、他艇との接触を回避しな
ければならない。ただし、航路権艇、またはルームあるいは
マークルームを得る資格がある艇は、
(a)　相手艇が避けていないか、またはルームあるいはマー
クルームを与えないことが明らかになるまで、接触を回避す
る行動をとる必要はない。
(b)　この規則に違反したとしても、接触によって損傷または
傷害が起きなかった場合には、免罪されなければならない。

△　ほぼ同一

規則13　タッキング中
艇は、風位を越えた後クロースホールドのコースになるまで
は、他艇を避けていなければならない。この間、規則10、11

および規則12は適用されない。2艇が同時にこの制限に従
わなければならない場合には、ポート側にいる艇、または後
方にいる艇が、避けていなければならない。

規則15　航路権の取得
艇が航路権を取得する場合、相手艇に対し、初めに避けて
いるためのルームを与えなければならない。ただし、相手艇
の行動により航路権を取得する場合を除く。

規則16　コース変更

16.1　航路権艇がコースを変更する場合、相手艇に対して
避けているためのルームを与えなければならない。
16.2　更に、スタート信号後、ポートタック艇がスターボード
タック艇の後方を通過するように避けている場合、スター
ボードタック艇は、ポートタック艇が引き続き避けているため
に直ちにコース変更が必要となるようなコース変更をしては
ならない。

規則17　同一タックでのプロパー・コース
クリア・アスターン艇が、同一タックの相手艇の風下に自艇
の2艇身以内でオーバーラップした場合には、両艇が同一
タックで2艇身以内の間隔でオーバーラップが続いている
間、その風下艇はプロパー・コースより風上を帆走してはな
らない。ただし、その風下艇がプロパー・コースより風上を帆
走しても、直ちに相手艇の後方となる場合は除く。この規則
は、風上艇が規則13により避けている必要がある間にオー
バーラップした場合には、適用されない。

×　相違
「RRS」規則13から規則17に
規定された規則は「海上衝突
予防法」にはない。

3 ページ



第十八条 　第九条第二項及び第三項並びに第十条第六項
及び第七項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に
掲げる船舶の進路を避けなければならない。
一 　運転不自由船
二 　操縦性能制限船
三 　漁ろうに従事している船舶
四 　帆船
２ 　第九条第三項及び第十条第七項に定めるもののほか、
航行中の帆船（漁ろうに従事している船舶を除く。）は、次に
掲げる船舶の進路を避けなければならない。

一 　運転不自由船
二 　操縦性能制限船
三 　漁ろうに従事している船舶
３ 　航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次
に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
一 　運転不自由船
二 　操縦性能制限船
４ 　船舶（運転不自由船及び操縦性能制限船を除く。）は、
やむを得ない場合を除き、第二十八条の規定による灯火又
は形象物を表示している喫水制限船の安全な通航を妨げて
５ 　喫水制限船は、十分にその特殊な状態を考慮し、かつ、
十分に注意して航行しなければならない。
６ 　水上航空機等は、できる限り、すべての船舶から十分に
遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしな
ければならない。

規則18　マークルーム
規則19　障害物を通過するためのルーム

規則20　障害物においてタックするためのルーム

規則23　転覆、投錨または座礁、救助
可能な場合には、艇は、転覆しているかまたは転覆した後コ
ントロールを回復していない艇、投錨または座礁している
艇、または危険な状態にある人員または船舶を救助しようと
している艇を回避しなければならない。艇のマストヘッドが
水中にある場合、その艇は転覆しているという。

○　同一

C節　マークおよび障害物において
C節の規則は、航行可能な水面に囲まれたスタート･マーク
またはそのアンカー･ラインにおいて、艇がスタートするため
にそれらに近づいている時点から通過し終わるまで、適用さ
れない。

×　相違
「RRS」にあるマークは、「海
上衝突予防法」にはない。
また、障害物は「海上衝突予
防法」にも記載があるが、航
海灯・汽笛信号に関する事項
のみである。
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