
得点ペナルティー：SCP　続編

2009.04.22付 「読者からの質問と回答 得点ペナルティー：SCP」で
得点ペナルティーの根拠（私見）として、
1. 大型艇のレースに適用されることから、ペナルティー回転中の艇と帆走中の艇とのトラブル、
接触等を防止するための「安全策」として。
2. ２回転ペナルティーによる「大幅な順位ダウンの縮小策」として。
と説明しましたが、
外洋（オフショア）レースにおいては、一概にそうとは限りません。
根拠の一つである「安全策」の面は変わりませんが、「大幅な順位ダウンの縮小策」について
はむしろ“逆”の考え方があります。

インシデント（ケース）が起き難い、言い換えれば回避しようと思えばできるような場面（まさに
オーシャンの真っ只中とか）で起こした違反に対して、「大幅なペナルティー」を課す目的で『得
点ペナルティー』を適用する場合があります。この場合は、２回転ペナルティーより遥かに厳し
いものとなります。

例として、500nm（海里）を超すオフショア・レースとインショアのハンディキャップ・レースの帆走
指示書を紹介しておきます。

ともかく外洋レースは、小型艇とかインショアのレースに比べて様々なオプションがあり、主催
団体・レース・オフィサーは腕の見せ所といったところでしょう。

                    ROYAL HONGKONG YACHT CLUB

                        SAN FERNANDO RACE 2009

                           SAILING INSTRUCTIONS

13. PENALTY SYSTEM

13.2 Except as noted in SI 13.3, the Scoring Penalty under Rule 44.3 shall apply for

penalties for breaking rules of RRS Part 2. The penalty shall be the number of places equal

to 20% of the number of boats entered in the relevant division, per infringement.

13.3 For penalties for breaking rules of RRS Part 2, Rule 44.1 (Two Turns Penalty) shall

apply for incidents occurring within twenty minutes (20 mins) of the preparatory signal for

the relevant division’s/class start.

                    ROLEX SYDNEY HOBART YACHT RACE 2008

                                    Sailing Instructions

29. ALTERNATIVES PENALTIES

(Amends RRS 44, 63.1 and 64)

29.1 BEFORE CLEARING SYDNEY HEADS TURNING MARK Z.

(a) For an infringement of RRS Part 2 that occurs after the Preparatory Signal and prior to

the boat clearing Mark Z, the Two Turns Penalty under RRS 44.2 shall apply.

(b) A boat which is found after a protest hearing to have infringed RRS Part 2 after the

Preparatory Signal and prior to the boat clearing Mark Z, shall receive a time penalty of not

less than 5 minutes added to the boat’s elapsed time.

29.2 AFTER CLEARING SYDNEY HEADS TURNING MARK Z.

(a) After a boat has cleared Mark Z, the Scoring Penalties of RRS 44.3 shall apply for an

infringement of RRS Part 2 or these SIs.

(b) A boat which is found after a protest hearing to have infringed RRS Part 2 after clearing

Mark Z shall receive a scoring penalty of 30%.



（まとめ）
        レガッタ名            注

SAN FERNANDO RACE

2009

準備信号後20分以内 準備信号後20分以降 得点ペナルティーの
方が厳しい

香港－サンフェルナンド（フィ
リピン）
約500nm

　２回転ペナルティー 　得点ペナルティー 20% 理由：インシデントが
起き難い位置での違
反のため

SYDNEY HOBART

YACHT RACE 2008

スタートからMARK Z

 （3nm弱の位置）まで

MARK Z　以降 得点ペナルティーの
方が厳しい

シドニー－ホバート

約500nm

　２回転ペナルティー 　得点ペナルティー 20%

ただし、プロテスト審問で
違反となった場合

ただし、プロテスト審問で
違反となった場合

　タイムペナルティー
　（経過時間＋5分以上）

　得点ペナルティー　30%

Acura KEY WEST 2009

キイウエスト
インショア・レース

右記以外のClass (J/80,

PHRF 1, PHRF 2,

PHRF 3, PHRF 4 等)

Far 40, Melges 32,

Melges 24, M 30, Swan

42 Class

ゾーン内の違反はリ
スキーなため、厳し
い

<３艇身ゾーン外> <３艇身ゾーン外>
　２回転ペナルティー
　または
　得点ペナルティー 20%

　１回転ペナルティー 得点ペナルティーと
２回転ペナルティー
の選択可

<３艇身ゾーン内>

　２回転ペナルティー
<３艇身ゾーン内>

　２回転ペナルティー

                         ペナルティー

理由：インシデントが
起き難い位置での違
反のため

                    Acura Key West 2009, presented by Nautica

                                   January 19 - 23, 2009

                                   Key West, Florida USA

                                Sailing Instructions - Part 2

14 PENALTY SYSTEMS

14.1.1  For all classes except the Farr 40, Melges 32, Melges 24, M 30, and Swan 42 Classes,

a boat that may have broken a rule of Part 2 while racing may take a penalty by making Two

Turns in compliance with rule 44.2 or by taking a 20% Scoring Penalty in compliance with

rule 44.3 as changed by sailing instruction 14.1.3  However, if a boat breaks a rule of Part 2

within the three hull length zone of any rounding or passing marks, rule 44.3, Scoring

Penalty, shall not apply.

14.1.2  For the Farr 40, Melges 32, Melges 24, M 30, and Swan 42 Classes only, a boat that

may have broken a rule of Part 2 while racing may take a penalty by making One Turn

including one tack and one gybe that, in all ot her respects, complies with rule 44.2.

However, if a boat breaks a rule of Part 2 within the three hull length zone of any rounding

or finishing marks, her penalty shall be a Two-Turns Penalty in compliance with rule 44.2.

Rule 44.3, Scoring Penalty, shall not apply.


