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セーリング競技規則を適用するためには、まず初めに定義を理解しなければならない。RRSの定義セクション
には24の定義が含まれている。これら定義に加え、定義に優先するものとして、下表のなかで与えられた意味
で用いられる用語がある。用語の一覧は下記：

Boat 艇 セールボートおよび乗艇している乗員

Competitor 競技者
大会においてレースしているか、また
はレースしようとしている者

National authority 各国連盟 World Sailing 加盟の各国連盟

Race committee レース委員会

規則89.2(c) に基づき任命されたレー
ス委員会と、レース委員会の機能を果
たすその他のすべての人物または委員
会

Racing rule 競技規則
『セーリング競技規則』の個々の
規則

Technical committee テクニカル委
員会

規則89.2(c) に基づき任命されたテク
ニカル委員会と、テクニカル委員会の
機能を果たすその他のすべての人物ま
たは委員会

Vessel 船舶 あらゆる艇または船

RRSにおいて用いられる用語のサンプルが規則31にある:

31 マークとの接触

レース中、艇は、次のいずれかのマークと接触してはならない。・スタート前のスタート・マーク・帆走中のコース
のレグの起点、境界または終点となるマーク・フィニッシュした後のフィニッシュ・マーク

乗員がマークに接触した場合、規則31に違反するか? Yes, なぜなら艇という用語は帆走する艇および乗艇し
ている乗員を意味するからである。そしてまた規則のなかにいくつかの用語がイタリックで書かれていることに
注意のこと。これはRRSの定義であることを示している。
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Abandon 中止 レース委員会またはプロテスト委員会が中止したレースとは、無効となるが、再レースを行うこと
ができるものをいう。

Clear Astern and Clear Ahead; Overlap クリア・アスターンとクリア・アヘッド； オーバーラップ 艇体およ
び正常な位置にある装備が、相手艇の艇体および正常な位置にある装備の最後部から真横に引いた線より後ろにある
場合、その艇は相手艇のクリア・アスターンにあるといい、相手艇はクリア・アヘッドにあるという。いずれの艇もクリア・ア
スターンでない場合、両艇はオーバーラップしているという。ただし、両艇の間にいる艇が両艇とオーバーラップしている
場合もまた、両艇はオーバーラップしているという。これらの用語は、同一タックの艇には常に適用される。反対タックの
艇間には、次のいずれかの場合にのみ適用される。
・艇と艇の間に規則18が適用される場合
・両艇が真の風向に対し90度を超えた方向に帆走している場合

ここから以降は黒字の文はセーリング競技規則からそのままの引用を示す。紫字の文はコメントである。加えて、
赤字の文は2017-2020 RRSからの変更を示す。

下記に示して用いられる用語は、イタリック文字か、前文においては、太字のイタリック文字で表示される。

Definitions 定義
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Yellow クリア・アヘッド – Blue クリア・アスターン



オーバーラップ –いずれの艇もクリア・アスターンでない 同一タック –オーバーラップ
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同一タック –オーバーラップ.

いずれの艇もクリア・アスターンでない
反対タック,両艇が風向に対し90度を超えた方向

–オーバーラップ
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同一タック, 3艇が風向に対し90度を超えた方向 –
Blueは Yellow と Greenにオーバーラップ

同一タック, 3艇が風向に対し90度を超えた方向 –
Blueは Yellowにオーバーラップ,

しかし Greenにはオーバーラップしていない、
Yellowは Blue と Greenにオーバーラップ
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反対タック,両艇が風向に対し90度を超えた方向 – オーバーラップ
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どの Yellowが Blueにオーバーラップしているか?

Answer – B, D, E

どの Yellowが Blueにオーバーラップしているか?

Answer - B および C
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Conflict of Interest 利害関係 ある人物は次の場合、利害関係があるという。

(a) その人物が関与する決定の結果、自身に損得が生じる場合。

(b) 公平である能力に影響を与えうる、個人的または経済的利害関係があると、常識的に見ることができる場
合。

(c) ある決定に関し、密接な個人的利害がある場合。

Fetching フェッチング 艇がタックを変更することなく、マークの風上をその定められた側で通過できる位
置にいる場合、艇はマークをフェッチングしているという。

Blueはフェッチングしているか? yellowはフェッチングしてい
るか?

Answer – YellowとBlueの両艇はフェッチングしている。
Blueはpinch up 詰め開きして、マークをshoot 通過できる。
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Finish フィニッシュ スタート後、艇体の一部がコース・サイドからフィニッシュ・ラインを横切るとき、艇はフィニッシュす
るという。ただし、フィニッシュ・ラインを横切った後に、次のいずれかを行う場合には、艇はフィニッシュしていない。
(a) 規則44.2に基づきペナルティーを履行する場合。

(b) フィニッシュ・ラインで行った、コースの帆走に関する誤りを正す場合。

(c) コースの帆走を続ける場合。

注 – 正常な位置にある乗員もしくは装備は、フィニッシュの定義から除外された。
次の3つの見取図が (a), (b), (c)のサンプルである: 10

ポート回航、Greenはフェティングしているか? Redはフェティングしているか?
Answer – Greenはフェティングしている、Redはしていない、タックを変更しなければならないから。



Turquoise は位置6においてコース・サイドからフィニッシュ・ラインを横切った、
しかしながらコースの帆走に関する誤りを正し、位置9においてフィニッシュする。

Turquoise は位置2でピンに接触する直前に（レース中）、フィニッシュ・ラインを橫切った。
艇は規則44.2に基づきペナルティーを履行するためジャイブとタックをし、

バウが位置6においてラインを横切る時、フィニッシュする。
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艇は上記5レグのコースをスタートした: S-1-2-1-2-F。 その艇は、レグ3(2-1)においてフィニッシュ・ラインを通過
した、しかしコースの帆走を続けたのでフィニッシュしていない。帆走指示書がスタート－フィニッシュ・ラインを横切るこ
とを禁止していない限り、許可される。

Keep Clear 避けている 次の場合、艇は航路権艇を避けているという。

(a) 航路権艇が、回避行動をとる必要なく自らのコースを帆走できる場合

(b) 艇がオーバーラップしているときに、航路権艇が直ちに接触することなく、いずれの方向にもコースを変更でき
る場合。 12



Red, ポート,避けている艇、は、Green, スターボード, 航路権艇を避けている.

Yellow, 風上, 避けている艇、は
Blue, 風下, 航路権艇、を避けている。
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Leeward and Windward 風下と風上 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。

Blue, Yellow, Red にとって風上側はポートであり、風下側はスターボードである。Green にとって風上側はス
ターボードであり、風下側はポートである。

艇には常に風上側と風下側とがある、たとえ風位に立っている場合でさえも。風下側または風上側は、バウが風位
を越えた時に切り替わる。RedおよびGreenにとって各位置で、どちら側が風上で、どちら側が風下なのか?
Answerは次ページの先頭にある。 14



Red – 位置 1, 2, 3, 4において 風上はポート.
Green – 位置 1, 2, 3において 風上はスターボード. 位置4において 風上はポート.

Mark マーク 帆走指示書において、艇の定められた側で通過するように求められている物体、スタート・ラインまたは
フィニッシュ・ラインがそこから伸びている航行可能な水面に囲まれたレース委員会船、およびそれらの物体または船舶
に意図的に取り付けられた物体をマークという。ただし、アンカー・ラインは、マークの一部ではない。

一例として、信号船のスターンに結びつけられたスキフ（小舟）とかブイはマークの一部である。アンカー・ラインには接
触してもよく、規則31マークとの接触に違反していない。しかし、アンカー・ラインに接触することによって、マークを艇の
側に引っ張る場合は、規則31に違反している。

Mark-Room マークルーム 艇が、求められた側でマークを通過するためのルーム。また、
(a)艇のプロパー・コースがマークに向かって近づくことである場合、マークへ帆走するためのルーム。および
(b) マークと接触せずにコースの帆走を行うのに必要なだけの、マークを回航または通過するためのルーム。

ただし、艇のマークルームには、その艇にマークルームを与える必要がある他艇の内側かつ風上でその艇がオーバーラップし
ており、かつタックした後にマークをフェッチングすることになる場合を除き、タックするためのルームは含まれない

BlueはYellowの風上で内側にオーバーラップしている。Blue はマークルームとタックするためのルームを得た。
注: 風上マークのスターボード回航。
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Obstruction 障害物 艇がそれに向かって真っすぐに帆走していて、それから1艇身となったときに、コースの大幅な
変更をせずに通過することができないものを障害物という。また一方の側しか安全に通過することのできないもの、およ
び帆走指示書によりそのように指定された物体、区域または境界線も障害物という。ただし、他艇が避けている必要があ
る艇、または規則22が適用され他艇が回避する必要がある艇を除き、レース中の艇は他艇にとって障害物ではない。
レース中の艇を含む航行中の船舶は、連続した障害物とされることはない。

Overlap オーバーラップ クリア・アスターンとクリア・アヘッド；オーバーラップの項を参照。

Party 当事者 審問の当事者とは以下の者である。
(a) 抗議の審問では、抗議者、被抗議者。

(b) 救済の審問では、救済を求めている艇またはその艇のために救済が求められている艇、その艇のために規則
60.3(b)に基づき救済を考慮するための審問が招集されている艇、規則60.2(b)に基づく行動をしているレース委員会、
規則60.4(b)に基づく行動をしているテクニカル委員会。

(c) 規則62.1(a)に基づく救済の審問では、不適切な処置または不手際を起こしたと申し立てられた組織。
(d) 規則69.1(a)違反を申し立てられている人物、規則69.2(e)(1)に基づく申し立てを提起している人物。
(e) 規則60.3（d）または規則69に基づく審問の対象となる支援者、その人物が支援する艇、規則60.3（d）に基づく申
立てを提起するために指名された人物。

ただし、プロテスト委員会は当事者とはなりえない。
16

よくある障害物である航路権艇。Purple および Red はGreenを避けていることを要求される、
Green が障害物だからである。



Postpone 延期 延期されたレースとは、予定されたスタートの前に延期されたものをいう。ただし、その後にスタートさせる、または
中止することができる。

Proper Course プロパー・コース この用語を用いている規則に関わる他艇がいない場合、コースの帆走のため、およびできるだけ
早くフィニッシュするために選択するであろうコースをプロパー・コースという。スタート信号前、艇にはプロパー・コースはない。

艇にそのプロパー・コースを帆走することを要求する規則はない。

Protest 抗議 艇が規則に違反したことに対する、艇、レース委員会、テクニカル委員会またはプロテスト委員会による規則61.2

に基づく申し立てを抗議という。

Racing レース中 艇がその準備信号から、フィニッシュしてフィニッシュ・ラインとフィニッシュ・マークを離れるまで、もしくはリタイア
するまで、またはレース委員会がゼネラル・リコール、延期、もしくは中止の信号を発するまで、その艇はレース中であるという。

Room ルーム 艇がシーマンらしいやり方で速やかに操船している間に、その場の状況で必要としている余地をルー
ムという。これには第2章の規則と規則31に基づくその艇の義務に従うための余地を含む;。

Rule 規則 次のものを規則という。
(a) 本書の規則。これには、定義、レース信号、序文、前文および関連する付則の規則を含む。ただし、表題は含
まない;

(b) World Sailing 規定集のうち、World Sailingにより規則であると地位付けられ、かつ、World Sailingのウェブ
サイトで公開されている規定;
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3艇はフィニッシュ・ラインを横切った:
艇1－フィニッシュしたか? YES レース中か? YES
艇2－フィニッシュしたか? YES レース中か? NO
艇3－フィニッシュしたか? YES レース中か? YES



(c) 各国連盟規程。ただし、規則88.2に関する規程がある場合にはその各国連盟規程に従って、レース公示また
は帆走指示書で変更された場合を除く;

(d) クラス規則（ハンディキャップ・システムまたはレーティング・システムでレースを行う艇にとっては、そのシステ
ムの規則が「クラス規則」である。）;
(e) レース公示。;

(f) 帆走指示書。；
(g) 大会を管理するその他の文書。

Sail the Course コースの帆走 艇がコースの帆走を行うとは、プレスタート・サイドからスタートするために
スタート・ラインに近づき始めた時から、フィニッシュするまでの艇の航跡を示す糸をぴんと張った場合に、次の
ようになっていることをいう。

(a)そのレースのコースにある各マークを定められた側および正しい順序で通過。

(b)帆走指示書で回航マークと定められた各マークに触れること。

これは2021の変更である, しかし実際にはそうでない。規則28にあって用いられた用語“string 
rule（糸の規則）”であり、定義に移動されたものである。実際の考え方の変更ではない。

Start スタート スタート信号時またはスタート信号後、艇体がスタート・ラインのプレスタート・サイドに完全
に入っていて、規則30.1が適用される場合には、その規則に従い、艇体の一部がスタート・ラインをプレスター
ト・サイドからコース・サイドに向かって横切るとき、艇はスタートするという。

Support Person 支援者 以下に該当する人物を支援者という。

(a) 競技者に物理的または助言的サポートを提供する、または提供することができる人物。コーチ、トレーナー、マ
ネージャー、チーム・スタッフ、医師、医療補助員、または競技中もしくはその準備のために競技者とともに働いたり、
治療したり、援助したりするその他の人物、すべてを含む。

(b)競技者の親または保護者。

Tack, Starboard or Port タック、スターボードまたはポート 艇は、その風上側に応じて、スターボード・
タックまたはポート・タックにあるという。 18



Red は位置1, 2 , 3においてポート・タックである。
Green は位置1, 2, 3においてスターボード・タックである。

位置3においては、どれが航路権艇か?

Green に航路権があり、Red は避けていなければならない。
位置1と2 において、Redはポート・タックである。
位置3と4 において、Redはスターボード・タックで

ある。

位置2と3 の間で何をしているのか?
タッキングである。
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Tacking タッキング – 定義ではないが、規則13に述べられている － 艇が風位を越えてクロースホールドの
コースになるまで、位置3と4の間の赤色のエリアによって示す。タッキングは、艇がクロースホールドのコースに到
達した時に成立する、たとえその艇のセールがはらんでいなかったとしてもである。セールが位置4でバタバタとは
ためいていてさえも、タッキングは完了している。
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Windward 風上 風下および風上の項参照。

Zone ゾーン マークに近い方の艇の3艇身の距離で囲まれた、マーク周囲の区域を、ゾーンという。艇体の
一部がゾーンに入っている場合、その艇は、ゾーンの中にいるという。

Laser＜黄色＞はFlying Scot＜青色＞がオーバーラップを成立する前にゾーン（Laserの3艇身）に到着
した、もしFlying ScotがLaserよりマークに近い場合は破線のゾーン。
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Laser

Flying Scot



Our fellow  
sailors: 

"ask not what 
your JSAF can do 

for you -- ask 
what you can do 

for your JSAF"

Translated on Mar 12, 2021
SenYamaoka (NJ, NRO, Senior Coach)

email: senyamaoka@nifty.com
http://ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/
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Thank you for your kind attention.
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