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Summary 改定要約
Definitions have been moved to the front of the 定義が本書の先頭に移された

Finish
“from course side” v. “from direction of the last

mark”.
フィニッシュ

“最終マークの方向から”を“コース・サイドから”に変
更。

Keep Clear
“making contact” (not necessarily with the other

boat in the rule).
避けている “接触する”（当規則では“他の艇との”は不要とした）

Mark
object must be “accidentally” attached in order to

not be part of the mark.
マーク

マークの一部とならないのは、"偶然に"付着した物体
でなければならない。

Removes “to” vs. “at” distinction of 2009-2012 RRS.
2009-2012 RRSで区別していた“to（マークへ）”対 “at

（マーク回航中に）” を消去。

Only gives room to sail to the mark if the boat’s

proper course is to sail close to it; grants “room to

round the mark as necessary to sail the course”,

which can be much less than proper course.

艇のプロパー・コースがマークに向かって近ずくことで
ある場合のみ、マークに帆走するためのルームを与え
る；
"コースの帆走に必要なだけマークを回航するための
ルーム”が許され、これらはプロパー・コースより小さい
（狭い）。

But see also new rule 18.3(c)(2). 新規則 18.3(c)(2)も参照。.

Party

for redress, adds the person or organization alleged

to have made an improper act or omission.

See change to rule 62.1.

当事者
救済に関し、不適切な処置または不手際に関わったも
のまたは組織を追加した。
規則 62.1(a)の変更も参照。.

Room
“including space to comply with her obligations

under the rules of Part 2 and rule 31”.
ルーム

"2章の規則と規則31に基づくその艇の義務に従うため
の余地を含める"

Preamble

to Section

A of Part 2

“right of way” slight wording change. 第2章A節前文 "航路権"　少し表現を整理。

14(b) “exonerated” instead of “shall not be penalized”. 14(b) "ペナルティーを課さない"を"免罪する"に変更

セーリング競技規則2013-2016が発行された。2013年1月1日から発効される。
従前通り、何らかの変更がされた規則には、本書の右端に“変更バー”として垂
直線が引かれている。個別の変更の根拠となったISAF Submission（提案）を知
るためには "Study Version of the Racing Rules for 2013-2016（RRS2013-

2016学習ヴァージョン）"を参考のこと。
http://www.sailing.org/documents/racingrules/rrs2013-2016-study-

version.php

下記は改定の要約と簡単な解説である。

第2章

Definition
Rule 規則

Mark-

Room
マークルーム

定義

Summary of Changes to RRS2013-2016 （セーリング競技規則2013-2016改定の要約）

The Racing Rules of Sailing 2013-2016 have been published. They go into

effect on the first of January 2013. As usual, the rulebook has "change

bar" marginal lines opposite any rules that have been changed in any way.

To find the ISAF Submission that led to any particular change, consult the

"Study Version of the Racing Rules for 2013-2016" posted by ISAF site.

http://www.sailing.org/documents/racingrules/rrs2013-2016-study-

version.php

The below is an overviw of what's changed and a short explanation.

Part 2
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Preamble

to Section

C of Part 2

“When rule 20 applies, rules 18 and 19 do not”

deleted.
第2章C節前文

"規則20を適用する場合、規則18および19は適用しな
い"を削除

18.2(c)(2) Tied into new mark-room definition. 18.2(c)(2) 新マークルームの定義に関連付けた

18.2(e)  “or by tacking to windward of the other boat” 18.2(e) "または他艇の風上でタックすることによって"

18.3 passes head to wind and is then on same tack … 18.3 風位を超えて、その後同じタックになる…

20
Order of rule: Hailing, Responding, Passing On a

Hail to an Additional Boat
20

規則の整理：　声をかけること、応じること、声かけを別
の艇にする場合

20.2(b)

20.3

Makes it clear that a boat must respond to an

improper hail; allows passing the hail on to another

boat even if the initial conditions for hailing do not

apply to the middle boat.

20.2(b)

20.3

艇は不適切な声かけにも応じなければならないと明確
にした；　たとえ最初の声かけの条件が中間の艇には
適用されないときでさえ、他艇に声をかけることが許さ
れる。

21
Moves exoneration from rule 18 to cover all of

Section C -- big deal for rule 19.
21

免罪を、規則18からC節全部をカバーするように移動

－規則19にとっては大きな措置
（Note:規則19の免罪は、旧規則では規則64.1(c)のみ
適用できた）

22,23 Old rules 21, 22 renumbered as 22, 23. 22,23 旧規則21, 22を、新規則22, 23に付番替え

22.3 (previously 21.3) “moving astern through the water”. 22.3 （旧規則21.3）"水面に対し後進している".

25.3
RC may use shapes for flags, as long as they look

right.
25.3

RCは、同様に見えると云うことであれば、旗の代わり
に同型のものが使用できる。

28
Made two separate rules – sailing the course and

string rule. No real change.
28

2つの別ルールとした－コースの帆走および糸の規
則。実質の変更はない。

29.1

“until all such boats have sailed completely on the

pre-start side of ...” v. “until all such boats are

completely on the pre-start side of ...”

29.1
“プレ･スタート･サイドに完全に入るまで”を、“プレ･ス
タート･サイドに完全に帆走するまで”に変更。

41(a) adds “help for a crew member … in danger”. 41(a) “危険な状態にある…乗員に対する援助”を追加

41

“However, a boat that gains a significant advantage

in the race from help received under rule 41(a) may

be protested and penalized; any penalty may be

less than disqualification.”

41

“しかしながら、規則41(a)に基づいて受けた援助によ
り、そのレースにおいて明らかに有利を得た艇は、抗
議され、ペナルティーを課せられることがある；この規
則のよるペナルティーは、失格より軽減されることがで
きる。"

42.3(e)

(new rule) “If a batten is inverted, the boat’s crew

may pump the sail until the batten is no longer

inverted. This action is not permitted if it clearly

propels the boat.”

42.3(e)

(新規則) “バテンが裏返っている場合には、艇の乗員
はバテンが正しく返るまでセールをパンプすることがで
きる。この行動は、艇を明らかに推進する場合は許さ
れない。”

42.3(h) “after colliding with a vessel …” (used to be “boat”). 42.3(h) “船舶と衝突後 …” （“艇”となっていた).

第4章

第2章Part 2

Part 3 第3章

Part 4
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44.1
makes the scoring penalty an “alternative” (so by

default either one or the other applies, not both).
44.1

得点ペナルティーを"二者択一"とした（よって、2回転ペ
ナルティーか得点ペナルティーのいずれかにより、両
者はない）

44.1(b)
makes clear that the penalty is included in deciding

whether she gains an advantage.
44.1(b)

ペナルティーにその艇が有利を得たかどうかの判定を
含めると明確にした

48.2 (new) Trafic Separation Schemes 48.2 （新）分離通航方式
49.2 Lifelines must comply with the ISAF OSR. 49.2 ライフラインはISAF OSRに適合しなければならない

50.4
Headsails can have big roaches – 75% midgirth –

and still not be spinnakers.
50.4

ヘッドセールが大きいロ－チを持てる－75% 中点幅
－ 依然スピネーカーではない

52
"by the power provided by the crew" v. "by manual

power".– cleans up wording.
52 "人力”を“乗員の力”に変更－表現の整理。

55

“A competitor shall not intentionally put trash in the

water.” (Applies at all times on the water.) Moves a

common SI into the RRS.

55

“競技者は故意にごみを水中に投棄してはならない”。
（水上では常時適用）一般的な帆走指示書をRRSに移
設。

60.1
changes  "an alleged breach of a rule of Part 2" to

"a rule of Part 2 or rule 31".
60.1

 "第2章の規則 "を "第2章の規則または規則31"に変
更した。

61.1(a)(3)
Clarifies that a boat may protest under rule 28 any

time until just after the other boat finishes.
61.1(a)(3)

艇が規則28に基づいて抗議できるのは、相手艇がフィ
ニッシュした直後の時間までであると明確にした

62.1(a)
extends redress for improper actions or omissions

by OA, measurer, etc.
62.1(a)

不適切な処置または不手際に対する救済を、主催団
体、計測委員会等によるものまでに拡げた

62.2 A request … – simply cleans up wording. 62.2 救済... – 表現を平易に整理。

“testimony of parties present …” “出席した当事者の証言…”

“A member of the protest committee who saw the

incident shall, while the parties are present, state

that fact and may give evidence.”

“インシデントを目撃したプロテスト委員会のメンバー
は、当事者が出席している間に、その事実を述べなけ
ればならず、証言することもできる”

64.1

“When the protest committee decides that a boat …

has broken a rule and is not exonerated, it shall

disqualify her …

64.1

“プロテスト委員会は艇が….規則に違反し、免罪されな
いと判定した場合、その艇を失格としなければならない
…

64.1(a)

” Also, some reorganization – in particular,

exoneration for being compelled to break a rule is

now rule 64.1(a), not 64.1(c).

64.1(a)

” 同時に、この規則を再編集－特に規則に違反せざる
を得なかった免罪は旧は規則64.1(c)、新は規則
64.1(a)に。

64.3
(new) Protests Concerning Class Rules v. (Old)

Measurement Protest
64.3 (旧)計測抗議を(新)クラス規則に関する抗議に変更

67

Deletes the rule – deals with rule 42 enforcement

when App P is in effect. Duplicates provisions in

App P.

67
旧規則67を削除 – 付則Pを適用する場合の規則42の
適用の処置。付則Pの規定と重複のため。

63.6

第5章

第4章

63.6

Part 4

Part 5
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Broken into 4 rules: 1. prohibiting misconduct; 2.

laying out the procedure; 3. MNA actions; 4. ISAF

actions.

Only substantive changes: 69.1(c) specifies a

standard of proof as “comfortable satisfaction” of

the protest committee.

4つの規則に分割：1. 不正行為の禁止； 2. 申し立て手
続; 3. 各国協会の処置; 4. ISAFの処置。
実質上の変更は1箇所だけ: 規則69.1(c) はプロテスト
委員会の “comfortable satisfaction（十分な納得）”と
いう立証の基準を明記した。

This is stronger than “preponderance of the

evidence” but weaker than “beyond a reasonable

doubt”. It would seem to require unanimity, or at

least no minority position after deliberation.

このことは“preponderance of the evidence（証拠の優
越）”より強く、“beyond a reasonable doubt（妥当な疑
いを超える）”より弱い。
それには全員の合意か、それとも審議の後で少数意見
の見解がないのが必要と考えられる。

Note that while rule 69.1 applies only to

“competitors”, rule 69.3 allows MNAs to take action

“against the competitor or boat, or other person

involved, …”

規則69.1は“競技者”のみに適用する一方で、規則69.3

は“競技者もしくは艇、または関与したその他の者...に
対して”各国連盟が処置することを許可している、ことに
注意。

70.1(b) New part (b) allowing appeals base on no hearing. 70.1(b) 新規則(b) 審問がないことに対しては上告ができる。

71.2
Allows MNAs to appoint new protest committees

when upholding appeals.
71.2

上告が支持された場合、各国協会は新しいプロテスト
委員会を任命できる。

76.1

(new) One request the boat shall not promptly be

given the reson in writing.

The boat may request redless if she considers that

the rejection or excursion is improper.

76.1

（新）艇からの要求があれば、速やかに書面で理由を
示さなければならない。
艇は、拒否または排除が不適切であると考えた場合に
は救済要求をすることができる。

78.2
No valid measurement certificate – simply cleans

up wording.
78.2 計測証明書が不備の場合 – 表現を平易に整理。

81 Change in event dates – cleans up wording. 81 大会日程の変更 – 表現の整理。

86.1(b) Can no longer change the zone size in SIs. 86.1(b)
ゾーンの大きさは、これからは帆走指示書では変更で
きない。

89.1
Obscure changes about who can serve as OAs.

Defines “affiliated”.
89.1

主催団体を務めることができる組織に関し、曖昧な表
現を変更した。
“加盟”を定義。

90.3(c) New part (c) - incorrect scoring 90.3(c) 新規則 (c) - 間違った得点の訂正

Part 6

第5章

Appendix

A
付則A

Part 7 第7章

第6章

A4: “Low Point System” v. “Low Point And Bonus Point

Systems”. Deletes "Bonus Point System".

A11: Replaces "RAF" with “RET” ,which means whether before

or after finishing.

adds “DPI", which means Discretionaly penalty imposed.

A4: （旧）“低得点方式とボーナス得点方式”を（新）“低得点方式”に変
更。"ボーナス得点方式"は削除。

A11: "RAF"を“RET”に置き換え、フィニッシュ前または後のリタイアを
意味する。
“DPI"を追加、裁量ペナルティーが課せられたを意味する。

69 69

Part 5
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B B

C C

D D 

E E

F F

G G
H H

J J

K K

L L

M M

N N

P P

R R

P5(a):Flag O

Deletes the last sentence "The falg (flag O) shall be removed at

the starting signal".

Allows circumstantially appropriate removal.

Displaying flag O for a few minutes after the starting signal

makes the signal available for boats arriving late to the starting

line, enabling them to learn that pumping, rocking and ooching

are permitted. Continuing to display flag O after the starting

signal is also appropriate when there is a general recall or a

short postponement and the wind speed remains above the

specified limit.

However, when the warning signal for a succeeding class is

made with the starting signal of the previous class, it may be

necessary to remove flag O at the starting signal.

Total rewrite

Changes to reflect changes in RRS

   2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2(a), 6.5(a), 7.4(c), 8.6, 10.3,

11.1(d)

Major rewrite

(new) Radio Saling Racing Rules v. (old) Radio-Controlled Boat

Racing Rules renames

Major rewrite

New Appendix

Appeals now Appendix R

Administrative updates

P5(a): O旗
最後の文"O旗はスタート信号時に降下しなければならない"を削除。
状況に応じた降下ができる。

スタート信号後数分間O旗を掲げることによってスタート・ラインに遅れ
て到着した艇にパンプ、ロック、ウーチングが可能である信号となる。
またスタート信号後O旗を掲げ続けることによって、ジェネラル・リコール
とか短い延期があり、風速が規定の制限以上のままの場合も適切であ
る。
しかしながら、続くクラスの予告信号が前のクラスのスタート信号と同時
に発せられる場合は、スタート信号時にO旗を降下する必要があること
もある。

表現を平易に整理。

Changes to reflect changes in RRS

   1.2(1)(2)(5)(14), 2.1(5), 2.2(1)(3)(5)(9)(12)(29)(30)(32)(33)

Changes to reflect changes in RRS

   15, 21
Changes to reflect changes in RRS

   5.4, 9.1, 9.5, 11.2, 11.5, 12.2, 13, 16.2, 30, Addendum A

Changes to reflect changes in RRS

   M2.2 (rule 63.6), M3.2 (rule 63.6), (rule 63.3(a))

(new) M4.2 Evidence is ‘new’

RRS改定を反映した変更
   5.4, 9.1, 9.5, 11.2, 11.5, 12.2, 13, 16.2, 30, 付属文書A

RRS改定を反映した変更
   M2.2 (rule 63.6), M3.2 (rule 63.6), (rule 63.3(a))

（新）M4.2 「新しい証拠」

No change

No change

simply cleans up wording.

全面改定

大幅改定

（旧）ラジオコントロール艇競技規則を（新）ラジオ・セーリング競技規則
に変更。
大幅改定

新付則
旧上告は付則Rに。

行政上の更新

変更なし。

RRS改定を反映した変更
   2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2(a), 6.5(a), 7.4(c), 8.6, 10.3, 11.1(d)

変更なし。

RRS改定を反映した変更
   1.2(1)(2)(5)(14), 2.1(5), 2.2(1)(3)(5)(9)(12)(29)(30)(32)(33)

RRS改定を反映した変更
   15, 21
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