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Tacking in the Zone 

Rule 18.3 

ゾーン内でのタッキングゾーン内でのタッキングゾーン内でのタッキングゾーン内でのタッキング
規則規則規則規則18.3

Racing Rules of Sailing 2013-2016
1

Good Approach

好ましい接近方法

2

Orangeはポートタック、はポートタック、はポートタック、はポートタック、Grey, Yellow, Pinkはスターボードタッはスターボードタッはスターボードタッはスターボードタッ
クの反対タックでマークに近づいている。クの反対タックでマークに近づいている。クの反対タックでマークに近づいている。クの反対タックでマークに近づいている。 3

Orangeはゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。

4

Orangeはゾーンの外側でタッキング中である。はゾーンの外側でタッキング中である。はゾーンの外側でタッキング中である。はゾーンの外側でタッキング中である。

5

Orangeはははは”ゾーンの外側“”ゾーンの外側“”ゾーンの外側“”ゾーンの外側“でタッキングを完了し、でタッキングを完了し、でタッキングを完了し、でタッキングを完了し、Grey, Yellow

の風下にオーバーラップした。の風下にオーバーラップした。の風下にオーバーラップした。の風下にオーバーラップした。
6
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2

Orange, Grey, Yellowはオーバーラップした状態で、ゾーンにはオーバーラップした状態で、ゾーンにはオーバーラップした状態で、ゾーンにはオーバーラップした状態で、ゾーンに
到達した。到達した。到達した。到達した。
（新しく（新しく（新しく（新しくPinkがクリア・アスターンからがクリア・アスターンからがクリア・アスターンからがクリア・アスターンからOrangeの外側にオーバーの外側にオーバーの外側にオーバーの外側にオーバー
ラップした）ラップした）ラップした）ラップした）

7

OrangeははははGrey, Yellow , Pinkとオーバーラップした状態で、とオーバーラップした状態で、とオーバーラップした状態で、とオーバーラップした状態で、
マークに近づいている。マークに近づいている。マークに近づいている。マークに近づいている。

8

Protest !

Protest !

内側艇である内側艇である内側艇である内側艇であるOrangeは、外側艇であるは、外側艇であるは、外側艇であるは、外側艇であるGreyにマークルームをにマークルームをにマークルームをにマークルームを
要求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。要求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。要求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。要求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。

規則規則規則規則18.2(b)およびおよびおよびおよび 11

Greyは、さらに外側艇であるは、さらに外側艇であるは、さらに外側艇であるは、さらに外側艇であるGreenにマークルームを要求したにマークルームを要求したにマークルームを要求したにマークルームを要求した
が、応じないためが、応じないためが、応じないためが、応じないため、プロテスト（抗議）した。、プロテスト（抗議）した。、プロテスト（抗議）した。、プロテスト（抗議）した。

規則規則規則規則18.2(b) およびおよびおよびおよび11 9

定義定義定義定義 マークルームマークルームマークルームマークルーム
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、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、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、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
ーーーークへ帆走するためのルーム。クへ帆走するためのルーム。クへ帆走するためのルーム。クへ帆走するためのルーム。

(b) 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。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。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。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。
ただし、マークルームを与える必要がある艇の内側かつ風上でオーバーただし、マークルームを与える必要がある艇の内側かつ風上でオーバーただし、マークルームを与える必要がある艇の内側かつ風上でオーバーただし、マークルームを与える必要がある艇の内側かつ風上でオーバー
ラップしており、かつタックの後にマークをフェッティングする場合を除き、ラップしており、かつタックの後にマークをフェッティングする場合を除き、ラップしており、かつタックの後にマークをフェッティングする場合を除き、ラップしており、かつタックの後にマークをフェッティングする場合を除き、
マークルームには、タックするためのルームは含まない。マークルームには、タックするためのルームは含まない。マークルームには、タックするためのルームは含まない。マークルームには、タックするためのルームは含まない。

18.2 マークルームを与えることマークルームを与えることマークルームを与えることマークルームを与えること
(a)複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマーク複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマーク複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマーク複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマーク
ルームを与えなければならない。ただし、規則ルームを与えなければならない。ただし、規則ルームを与えなければならない。ただし、規則ルームを与えなければならない。ただし、規則18.2(b)を適用する場合を適用する場合を適用する場合を適用する場合
を除く。を除く。を除く。を除く。

(b)複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合

には、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与えには、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与えには、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与えには、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与え

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。
艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッドであった艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッドであった艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッドであった艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッドであった

場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘ場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘ場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘ場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘ

ッドであった艇にマークルームを与えなければならない。ッドであった艇にマークルームを与えなければならない。ッドであった艇にマークルームを与えなければならない。ッドであった艇にマークルームを与えなければならない。 10

抗議抗議抗議抗議 #1: OrangeからからからからGreyへ、へ、へ、へ、 #2: GreyからからからからGreenへへへへ
審問審問審問審問 抗議抗議抗議抗議#1とととと#2を併合（同時）審問を併合（同時）審問を併合（同時）審問を併合（同時）審問

結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則

1. 風上かつ外側にオーバーラップしていた風上かつ外側にオーバーラップしていた風上かつ外側にオーバーラップしていた風上かつ外側にオーバーラップしていたGreenは、は、は、は、Greyを避を避を避を避
けていた、またけていた、またけていた、またけていた、またGreyに対しに対しに対しに対しGreyががががOrangeに規則に規則に規則に規則11, 18.2(b)

およびおよびおよびおよびCase114で要求されるマークルームを与えるよう十分で要求されるマークルームを与えるよう十分で要求されるマークルームを与えるよう十分で要求されるマークルームを与えるよう十分
なルームを与えていた。なルームを与えていた。なルームを与えていた。なルームを与えていた。

2. 外側にオーバーラップしていた外側にオーバーラップしていた外側にオーバーラップしていた外側にオーバーラップしていたGreyは、は、は、は、Orangeがマークへ帆がマークへ帆がマークへ帆がマークへ帆
走するためのマークルームを与えなかった。走するためのマークルームを与えなかった。走するためのマークルームを与えなかった。走するためのマークルームを与えなかった。
Greyは規則は規則は規則は規則18.2(b) （マークルームを与えること）に違反した。（マークルームを与えること）に違反した。（マークルームを与えること）に違反した。（マークルームを与えること）に違反した。

判決判決判決判決
1.  Greyを失格とする。を失格とする。を失格とする。を失格とする。

2.  Greenに対するに対するに対するに対するGreyの抗議を却下する。の抗議を却下する。の抗議を却下する。の抗議を却下する。
（判決全文は次ページ）

11

Protests : #1 Orange against Grey, #2 Grey against Green.

Protest #1 heard together with Protest #2.

Facts Found

1. Orange tacks from port onto starboard, reaching her close-hauled course just before 

reaching the zone around the windward mark.

2. Green and Grey are also approaching the mark on starboard. Green reaches the 

zone overlapped, and advanced  by 1 metre and 1.5 metres outside Grey, which is 

overlapped, outside and even with Orange.

3. Grey holds a steady course to pass 0.5m or more to windward of the mark.

4. Green holds a steady course at least 1 metre to windward of Grey.

5. When Green comes abeam of the mark, she is more than 1.5 hull lengths from the 

mark.

Conclusions

1. Green, overlapped to windward and outside, keeps clear of Grey and gives Grey 

sufficient room for Grey to give Orange mark-room as required by rules 11, 18.2(b) and 

Case 114.

2. Grey, overlapped outside, does not give Orange mark-room to sail to the mark. Grey 

breaks rule 18.2(b).

Decisions

1. Grey is disqualified.

2. Grey’s protest against Green is dismissed.
12

判決全文
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Bad Approach

好ましくない接近方法

旧RRS2009-2012

13

Orangeはポートタック、はポートタック、はポートタック、はポートタック、Grey, Yellow, Pinkはスターボードはスターボードはスターボードはスターボード
タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。 14

RRS2009-2012

Orangeはゾーンの外側でタッキングを開始し、はゾーンの外側でタッキングを開始し、はゾーンの外側でタッキングを開始し、はゾーンの外側でタッキングを開始し、
ゾーンの外側で風位は超えた。ゾーンの外側で風位は超えた。ゾーンの外側で風位は超えた。ゾーンの外側で風位は超えた。

15

RRS2009-2012

Orangeはゾーン内に入ったが、はゾーン内に入ったが、はゾーン内に入ったが、はゾーン内に入ったが、
まだタッキング中まだタッキング中まだタッキング中まだタッキング中である。である。である。である。

16

RRS2009-2012

規則規則規則規則18.3の改定の改定の改定の改定

（旧）（旧）（旧）（旧）RRS2009-2012

18.3 マークに近づく場合のタッキングマークに近づく場合のタッキングマークに近づく場合のタッキングマークに近づく場合のタッキング

反対タックの反対タックの反対タックの反対タックの2艇がマークに近づいており、そのうちの艇がマークに近づいており、そのうちの艇がマークに近づいており、そのうちの艇がマークに近づいており、そのうちの1艇はマークをフェッチングして艇はマークをフェッチングして艇はマークをフェッチングして艇はマークをフェッチングして
おり、もう一方の艇はタックを変更し、おり、もう一方の艇はタックを変更し、おり、もう一方の艇はタックを変更し、おり、もう一方の艇はタックを変更し、結果的にゾーン内で規則結果的にゾーン内で規則結果的にゾーン内で規則結果的にゾーン内で規則13に従わなければなに従わなければなに従わなければなに従わなければな
らない場合らない場合らない場合らない場合には、それ以降規則には、それ以降規則には、それ以降規則には、それ以降規則18.2は適用しない。タックを変更した艇は、は適用しない。タックを変更した艇は、は適用しない。タックを変更した艇は、は適用しない。タックを変更した艇は、

（（（（a）相手艇に自艇を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ）相手艇に自艇を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ）相手艇に自艇を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ）相手艇に自艇を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ たり、またはたり、またはたり、またはたり、または
相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。

（（（（b）相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ）相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ）相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ）相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ
ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。

（新）（新）（新）（新）RRS2013-2016 〈〈〈〈黄色部が改定箇所黄色部が改定箇所黄色部が改定箇所黄色部が改定箇所〉〉〉〉
18.3 ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合
ゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と同じタックにゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と同じタックにゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と同じタックにゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と同じタックに
なる場合には、なる場合には、なる場合には、なる場合には、それ以降規則それ以降規則それ以降規則それ以降規則18.2はそれらの艇の間では適用されない。タックを変更はそれらの艇の間では適用されない。タックを変更はそれらの艇の間では適用されない。タックを変更はそれらの艇の間では適用されない。タックを変更
した艇は、した艇は、した艇は、した艇は、

(a) 相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させたり、または相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させたり、または相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させたり、または相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させたり、または
相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしてはならない。
(b) 相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなけれ
ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。

17 18

規則規則規則規則18.3改定のポイント改定のポイント改定のポイント改定のポイント

1.規則名の変更規則名の変更規則名の変更規則名の変更

・（旧）規則・（旧）規則・（旧）規則・（旧）規則18.3「マークに近づく場合のタッキング「マークに近づく場合のタッキング「マークに近づく場合のタッキング「マークに近づく場合のタッキング(Tacking When Approaching a 

Mark )」は、（新）規則」は、（新）規則」は、（新）規則」は、（新）規則18.3では「では「では「では「ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合(Tacking in the Zone)」」」」
となった。となった。となった。となった。

これは単なるタイトル名の変更ではない。これは単なるタイトル名の変更ではない。これは単なるタイトル名の変更ではない。これは単なるタイトル名の変更ではない。

・旧規則では「・旧規則では「・旧規則では「・旧規則では「ゾーン内で規則ゾーン内で規則ゾーン内で規則ゾーン内で規則13に従わなければならない場合」、すなわち「に従わなければならない場合」、すなわち「に従わなければならない場合」、すなわち「に従わなければならない場合」、すなわち「タッキンタッキンタッキンタッキン
グの完了」がグの完了」がグの完了」がグの完了」がKey-Wordであったが、新規則ではであったが、新規則ではであったが、新規則ではであったが、新規則ではタッキングの規則は除外されタッキングの規則は除外されタッキングの規則は除外されタッキングの規則は除外され、「ゾー、「ゾー、「ゾー、「ゾー
ン内で風位を超えて」がン内で風位を超えて」がン内で風位を超えて」がン内で風位を超えて」がKey-Wordとなった。となった。となった。となった。

2.規則規則規則規則18.3が適用される場合が適用される場合が適用される場合が適用される場合

・（・（・（・（旧）規則旧）規則旧）規則旧）規則18.3 ゾーン内でタッキングがゾーン内でタッキングがゾーン内でタッキングがゾーン内でタッキングが完了した完了した完了した完了した場合場合場合場合
たとえゾーンの外で風位を超えていたとしても、タッキングたとえゾーンの外で風位を超えていたとしても、タッキングたとえゾーンの外で風位を超えていたとしても、タッキングたとえゾーンの外で風位を超えていたとしても、タッキング
の完了がゾーン内だった場合の完了がゾーン内だった場合の完了がゾーン内だった場合の完了がゾーン内だった場合

・（新）規則・（新）規則・（新）規則・（新）規則18.3 ゾーン内でゾーン内でゾーン内でゾーン内で風位を超えた風位を超えた風位を超えた風位を超えた場合場合場合場合

すなわちタッキングを開始し、風位を超えた位置がゾーン内すなわちタッキングを開始し、風位を超えた位置がゾーン内すなわちタッキングを開始し、風位を超えた位置がゾーン内すなわちタッキングを開始し、風位を超えた位置がゾーン内
たっだ場合たっだ場合たっだ場合たっだ場合

3.具体的には、新規則では旧規則と較べて、具体的には、新規則では旧規則と較べて、具体的には、新規則では旧規則と較べて、具体的には、新規則では旧規則と較べて、マークから“おおよそ”マークから“おおよそ”マークから“おおよそ”マークから“おおよそ”1艇身近づいてタッ艇身近づいてタッ艇身近づいてタッ艇身近づいてタッ
キングが開始できるキングが開始できるキングが開始できるキングが開始できるようになった。ようになった。ようになった。ようになった。
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Orangeはポートタック、はポートタック、はポートタック、はポートタック、Grey, Yellow, Pinkはスターボードはスターボードはスターボードはスターボード
タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。タックの反対タックでマークに近づいている。 20

Orangeはゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。はゾーンの外側でタッキングを開始した。

21

Orangeはゾーン内で風位を超えた、はゾーン内で風位を超えた、はゾーン内で風位を超えた、はゾーン内で風位を超えた、
そしてマークをフェッチングしている艇と同じタックになった。そしてマークをフェッチングしている艇と同じタックになった。そしてマークをフェッチングしている艇と同じタックになった。そしてマークをフェッチングしている艇と同じタックになった。

22

Protest !

Orangeは、は、は、は、Grey, Yellowにオーバーラップした。にオーバーラップした。にオーバーラップした。にオーバーラップした。

23

Greyは、は、は、は、Orangeを回避するためにクロースホールドより風上にを回避するためにクロースホールドより風上にを回避するためにクロースホールドより風上にを回避するためにクロースホールドより風上に
帆走しなければならないか帆走しなければならないか帆走しなければならないか帆走しなければならないか?

それともマークを通過するのを妨げられているかそれともマークを通過するのを妨げられているかそれともマークを通過するのを妨げられているかそれともマークを通過するのを妨げられているか?

24
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Protest !

Greyは、ゾーン内で風位を超えて、同じタックとなったは、ゾーン内で風位を超えて、同じタックとなったは、ゾーン内で風位を超えて、同じタックとなったは、ゾーン内で風位を超えて、同じタックとなったOrangeがががが
マークを通過するのを妨げたため、プロテスト（抗議）した。マークを通過するのを妨げたため、プロテスト（抗議）した。マークを通過するのを妨げたため、プロテスト（抗議）した。マークを通過するのを妨げたため、プロテスト（抗議）した。

規則規則規則規則18.3(a)

26

Protest !

Oh No !

Protest !

内側艇である内側艇である内側艇である内側艇であるOrangeは、外側艇であるは、外側艇であるは、外側艇であるは、外側艇であるGreyにマークルームを要にマークルームを要にマークルームを要にマークルームを要
求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。求したが、応じないため、プロテスト（抗議）した。

規則規則規則規則18.2(a)

27

18.3 ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合ゾーン内でタックする場合

ゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇とゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇とゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇とゾーン内で艇が風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と
同じタックになる場合には、それ以降規則同じタックになる場合には、それ以降規則同じタックになる場合には、それ以降規則同じタックになる場合には、それ以降規則18.2はそれらの艇の間では適はそれらの艇の間では適はそれらの艇の間では適はそれらの艇の間では適
用されない。タックを変更した艇は、用されない。タックを変更した艇は、用されない。タックを変更した艇は、用されない。タックを変更した艇は、

(a)相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ相手艇に、接触を回避するためクロースホールドより風上を帆走させ

たり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりしたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げたりし
てはならない。てはならない。てはならない。てはならない。
(b)相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルーム相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルーム相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルーム相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルーム
を与えなければならない。を与えなければならない。を与えなければならない。を与えなければならない。

28

21 免罪免罪免罪免罪
C節の規則に基づくルームまたはマークルームを得る資格のある艇が、その節の規則に基づくルームまたはマークルームを得る資格のある艇が、その節の規則に基づくルームまたはマークルームを得る資格のある艇が、その節の規則に基づくルームまたはマークルームを得る資格のある艇が、その

ルームまたはマークルームを帆走している場合、ルームまたはマークルームルームまたはマークルームを帆走している場合、ルームまたはマークルームルームまたはマークルームを帆走している場合、ルームまたはマークルームルームまたはマークルームを帆走している場合、ルームまたはマークルーム
を与える必要がある艇とのインシデントにおいて、次の場合、資格のある艇はを与える必要がある艇とのインシデントにおいて、次の場合、資格のある艇はを与える必要がある艇とのインシデントにおいて、次の場合、資格のある艇はを与える必要がある艇とのインシデントにおいて、次の場合、資格のある艇は
免罪されなければならない。免罪されなければならない。免罪されなければならない。免罪されなければならない。
(a) A節の規則または規則節の規則または規則節の規則または規則節の規則または規則15あるいはあるいはあるいはあるいは16に違に違に違に違反した場合、反した場合、反した場合、反した場合、
(b) 規則規則規則規則31に違に違に違に違反せざるを得なくなった場合反せざるを得なくなった場合反せざるを得なくなった場合反せざるを得なくなった場合

29

64 判決判決判決判決
64.1 ペナルティーと免罪ペナルティーと免罪ペナルティーと免罪ペナルティーと免罪
(a) プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判

定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなけ定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなけ定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなけ定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなけ
ればならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペればならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペればならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペればならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペ
ナルティーを課さなければならない。ナルティーを課さなければならない。ナルティーを課さなければならない。ナルティーを課さなければならない。
(b)艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則64.1(a)は適用しない。ただし、は適用しない。ただし、は適用しない。ただし、は適用しない。ただし、

その艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外できその艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外できその艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外できその艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外でき
ない失格である場合は除く。ない失格である場合は除く。ない失格である場合は除く。ない失格である場合は除く。
(c) ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、
他艇は規則他艇は規則他艇は規則他艇は規則64.1 (a) を適用されず、免罪されなければならない。を適用されず、免罪されなければならない。を適用されず、免罪されなければならない。を適用されず、免罪されなければならない。
(d)  ・・・割愛・・・・・・割愛・・・・・・割愛・・・・・・割愛・・・

抗議抗議抗議抗議 #1: OrangeからからからからGreyへ、へ、へ、へ、 #2: GreyからからからからOrangeへへへへ
審問審問審問審問 抗議抗議抗議抗議#1とととと#2を併合（同時）審問を併合（同時）審問を併合（同時）審問を併合（同時）審問

結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則結論と適用規則

1.  ゾーン内で風位を超え規則ゾーン内で風位を超え規則ゾーン内で風位を超え規則ゾーン内で風位を超え規則18.3に従わなければならないに従わなければならないに従わなければならないに従わなければならない
Orangeは、マークをフェティングしていたは、マークをフェティングしていたは、マークをフェティングしていたは、マークをフェティングしていたGreyが定められた側が定められた側が定められた側が定められた側
でマークを通過するのを妨げた。でマークを通過するのを妨げた。でマークを通過するのを妨げた。でマークを通過するのを妨げた。
Orangeは規則は規則は規則は規則18.3(a)の後段に違反した。の後段に違反した。の後段に違反した。の後段に違反した。

2. 風上艇である風上艇である風上艇である風上艇であるGreyは、風下艇のは、風下艇のは、風下艇のは、風下艇のOrangeを避けていなかった。を避けていなかった。を避けていなかった。を避けていなかった。
Greyは規則は規則は規則は規則11（同一のタックでオーバーラップしている場合（同一のタックでオーバーラップしている場合（同一のタックでオーバーラップしている場合（同一のタックでオーバーラップしている場合 ））））
に違に違に違に違反した。反した。反した。反した。
しかしながらその違反は、しかしながらその違反は、しかしながらその違反は、しかしながらその違反は、Orangeの規則の規則の規則の規則18.3(a)違反によるも違反によるも違反によるも違反によるも
ので（無実の犠牲者として）、規則ので（無実の犠牲者として）、規則ので（無実の犠牲者として）、規則ので（無実の犠牲者として）、規則64.1(c)に基づき免罪される。に基づき免罪される。に基づき免罪される。に基づき免罪される。

判決判決判決判決
Orangeを失格とする。を失格とする。を失格とする。を失格とする。

（判決全文は次ページ）（判決全文は次ページ）（判決全文は次ページ）（判決全文は次ページ） 30
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認定した事実

1. スターボード・タック艇のGreyとポート・タック艇のOrangeの2艇が風上マークに近づいており、両艇は
交差するコースにあった。（風速は6ノット前後）
2. Greyは、タックを変更することなく、マークの風上を通過できるコース上にあった（フェッチングしていた）。
3. Orangeはゾーンに入った直後に風位を超え、タッキングを開始し、完了した。完了時のマークとの間の
距離は2.5艇身であり、同時にOrangeはGrey とオーバーラップし、両艇間は半艇身以内であった。
4. その後両艇はオーバーラップしたまま1.5艇身帆走し、Orangeの右舷ミジップとGreyの左舷ミジップが
接触したが、軽微であった。 5. 両艇はそのまま帆走を続けた。
結論と適用規則
1. ゾーン内で風位を超え、規則18.3に従わなければならなかったOrangeは、マークをフェッチングしてい
たGreyが定められた側でマークを通過するのを妨げた。 Orangeは規則18.3(a)の後段に違反した。
2. また、OrangeはGreyと接触した。 接触の回避が可能であったにもかかわらず回避しなかった。
しかしながらOrangeは航路権艇であり、接触が損傷を伴わなかったので、規則14(b)に基づき免罪される。
3. 風上艇のGreyは、風下艇のOrangeを避けていなかった。 Greyは規則11に違反した。
しかしながら、 Orangeの規則18.3(a)の違反の結果として規則11の違反を強いられたためで、無実の犠
牲者として規則64.1(c)に基づいて違反を免罪される。
4. GreyはOrangeと接触したが、接触の回避が可能でなかったので、 規則14には違反していない。
判決
Orangeを失格とする。

判決全文


