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The Royal Yachting Association provides guidance from 
rules guru Chris Simon on the topic of gaining right-of-
way.. 
 

One of the things that makes sailboat racing so interesting/tactical/complicated/aggravating 
(depending on your point of view) is that the right-of-way between boats changes instantly 
when the relative positions of the boats hardly changes at all. 
 
For instance: (i) a boat that is clear astern of another has to keep clear, but then moves 
forward a few inches and becomes overlapped to leeward and is immediately the right-of-
way boat; or (ii) a port tack boat that tacks to leeward, or directly in front of a starboard tack 
boat immediately becomes the right-of-way boat when her tack is complete. 
 
It is an important principle under the rules that a boat does not have to anticipate the 
action(s) of another boat; she only has to start to keep clear when the other boat becomes 
right-of-way. That means that when a boat gains right-of-way through her own action she 
must give the other boat enough room that the now give-way boat can take avoiding action. 
 
In the two scenarios cited above: 
 
• A boat that establishes and overlap from astern to leeward of another boat must do so far 
enough away that the other boat can luff to avoid her. If the bow of the boat that was astern 
is so close to the leeward quarter of the other boat that if it luffed there would be immediate 
contact, she has not given the other boat the room that rule 15 says she must. If the other 
boat luffs and the leeward boat has to bear away to avoid contact she may be judged to be 
giving the required room rather than taking avoiding action – and this would decide which 
boat was disqualified in a protest hearing. 
 
 
• On a beat, a port-tack boat that decides to tack to avoid a starboard-tack boat must make 
sure that if she completes her tack, which happens when she reaches a close-hauled 
course, to leeward of the other boat there is enough room for the other boat to luff (as in (i) 
above). If she completes her tack immediately in front of the other boat – and, having 
tacked, she will be moving more slowly – she must be far enough away that the other boat 
can avoid running into her transom.  
 
If you gain right-of-way because of the other boat’s maneuver then there is no requirement 
for you to give that other boat room. That is why overtaking close to windward of another 
boat is a risky thing to do, as is tacking close to windward of another boat.  
 
There are a number of World Sailing and RYA cases that consider gaining right-of-way 
situations which you can read.  
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ロイヤルヨット協会は、ルールの第一人者であるクリス・サイモ

ン氏からの航路権の取得のテーマについてのガイダンスを提

供している。 

 

セール・ボートレースを非常に興味深く/戦術的に/ややこしく/いらいらさせているもの（あなたの視

点しだいである）の一つに、ボート間の相対的な位置がほとんど変化しない場合でも、ボート間の

航路権が即座に変化すること、がある。 

 

例： (i)他艇のクリア・スターンである艇は、避けていなければならないが、その後数インチ前進し、

風下にオーバーラップすると、その艇は直ちに航路権艇となる； または （ii）風下にタックする、ま

たはスターボード・タック艇のすぐ前方でタックするポート・タック艇は、タックが完了すると直ちに航

路権艇となる。 

 

艇は他艇の行動を予測する必要がないということは、規則に則った重要な原則である； 艇は、相

手艇が航路権を取得したときのみ、避けていなければならない。つまり、艇が自分自身の行動を通

じて航路権を得る場合、避けている艇が回避行動をとることができる十分なルームを、相手艇に与

えなければならない。 

 

上記で引用した2つのシナリオでは： 

 

・ 他艇の後方から風下にオーバーラップをした艇は、相手艇がその艇を回避するためラフできる

ように、十分に離れていなければならない。後方にいた艇の船首が、相手艇の風下側に非常に近

く、相手艇がラフした場合直ちに接触するような場合、その艇は相手艇に規則15が必要と述べて

いるルームを与えていない。相手艇がラフし、風下艇が接触を避けるためにベア・ウエイしなけれ

ばならない場合、その艇は回避行動をとっているのではなく、必要とするルームを与えていると判

断される可能性があり－その艇は抗議審問において失格と判決されたであろう。 

 

・ ビートの状態で、スターボード・タック艇を回避するためにタックすることを決めたポート・タック艇

は、タックを完了した場合、すなわちクロースホールドのコースに到達したとき、相手艇の風下に相

手艇がラフするために十分なスペースがあることを確かめなければならない。（上記（i）のように）。

その艇が、相手艇の前方で直ちにタックを完了した場合－タックしているときは、よりゆっくりと動く

ので－その艇は、相手艇が船尾に向かって走ってくるのを回避できるように十分に離れていなけ

ればならない。 

 

相手艇の操船が原因で航路権を取得する場合、相手艇にルームを与える必要はない。そのため、

他艇の風上の近くを追い越すことは、他艇の風上近くでタッキングすることと同様に、リスキーなこと

である。 

 

ワールド・セーリングとRYAのケースには、航路権の取得の局面の考察がいくつかある。 


