
2015
公認

野  球 員IJ

編 幕

日本プロフェッショナル野球組織

全 日 本 野 球 協 会

協 賛

社

社

聞

聞

新

新

日

日

朝

毎





はしがき

2014年 12月 8日、嬉しいニュースが飛び込んできた。モナコで開催された国際オ

リンピック委員会 (IOC)臨 時総会で、五輪の中長期改革「アジェンダ2020」 に盛

り込まれた提言40項 目がすべて承認された。これにより、開催都市は約310種目ま

での範囲で複数の種目を追加提案できることになり、2008年の北京五輪を最後に実

施競技からはずれた野球・ソフトボールに復帰の道が開けたのである。まだ本決まり

ではないものの、「野球 。ソフトボール 2020年復帰を !」 をスローガンに粘り強く

運動を続けてきた多くの関係者の努力が今まさに結実しようとしている。最終的には

来年の8月 開催されるIOC総会で決定する。何としてでも夢を叶えてほしいと願つて

いる。復帰の暁には、我が国野球界がこぞつて世界中の国々から野球 。ソフトボール

が復活して良かったと思つてもらえるような大会にしなければならない。

また、安倍総理は、2013年 9月 、IOC総会でのプレゼンテーションにおいて、ス

ポーツ分野における我が国政府の国際貢献策として、Sport for Tomorrowプログ

ラムを発表した。これは、世界のあらゆる世代の人々にスポーツの価値とオリンピッ

ク・ムーブメントを広げていく取り組みで、2020年東京大会に向けた我が国の国際

公約の一つである。

野球が復活できるかどうかの今こそ、我が国の野球界が一つになって、このプログ

ラムを積極的に活用し、野球後進国に対する普及活動 。技術指導・用具の提供支援な

ど具体的に進め、国内外に野球をアピールすべきと考える。「いつやるんですか?」

「いまでしょう !」 時宜を逸してはいけない。

さて、昨年のスポーツ界を眺めてみると、改めて「審判員の権威とは何か」が問わ

れた年ではなかっただろうか。メジャーリーグではこれまで本塁打の判定に限定され

ていたビデオ判定が、昨シーズンからストライク、ボールの判定以外ほぼすべてのプ

レイに適用されることになった。昨シーズンは1,275回 のチャレンジがあり、そのう

ち604回、約半分の判定が覆ったという。監督が審判員にビデオ判定を求める、この



「チャレンジ制度」には、賛否両論がもちろんある。賛成派は「誤審が減る」からと

言い、一方慎重派は「際どいプレイを人間の日で判断することも含めて野球だ」と言

う。正しい判定を増やすために最新テクノロジーの手を借りる、この傾向はスポーツ

全体に及び、サッカーのワールドカップでは、2014年 に初めてゴールの判定にゴー

ルライン・テクノロジー (GLT)と いう技術が導入された。ボールがゴールライン

を通過すると、1秒以内に主審の腕時計型受信機に「GOAL」 が表示される。その他

テニス、柔道、レスリングなどでも映像による判定が行われている。公正な判定を目

指して科学の目を導入する、そのこと自体を否定するつもりはないが、ただリプレイ

が求められるたびに試合の流れが止まり、実際メジャーでもチャレンジの都度、確認

に平均2分かかつていることに違和感を感じざるを得ない。中には4分を超えたケー

スもある。こうした審判補助システムは、野球で言えば本塁打とかかなり限定的に導

入されるべきではなかろうか。人間的要素を排除していくことはひいては審判員の権

威の低下につながる懸念があり、導入拡大には慎重であるべきと考える。あくまでテ

クノロジーは審判員の補助であり、審判員がテクノロジーの補助になってはいけない。

審判員は競技場内において試合を主宰する権限を与えられており、行き過ぎた機械依

存からは決してリスペクトの気持ちは生まれないのではなかろうか。

いずれにしても、いまやあらゆるスポーツが変革を迫られていると言つてよい。た

とえば、昨秋メジャーは試合時間をさらに短縮すべくスピードアツプの試みに取り組

んでいる。試合時間が長いと、ファンやメディアの野球離れによる五輪への影響が危

惧される。北京五輪にタイブレークルールが初めて導入されたのも試合時間が長すぎ

ることが一因であつた。オリンピックヘの復帰反対論者に格好の材料を与えないよう

に努力しなければならない。

また、MLBと USA BASEBALLは共同で、投げすぎによる肩 。肘のけがから子供

たちを守るために年齢別の投球制限ガイドライン (Pitch Smart Guidelines)を 発

表した。将来を見据えたすばらしい取り組みではなかろうか。「子供たちの将来の芽

をつみ取らない」「子供たちの身体を守る」ことは大人たちあるいは指導者の最優先

課題であり、我が国においても「勝利至上主義」の見直しが以前にも増して指導者に



求められているといえる。

アマチュア野球では、アマチュア野球公認審判員の育成システムの一環として、今

年の4月 1日 から長年の懸案であつたライセンス制度がようやくスター トすることと

なった。我が国140年の野球の長い歴史の中で初めて審判制度の改革が実現した。新

しく衣替えをして未来に向かつて大きな一歩を踏み出したことは大変意義深い。これ

で他のスポーツ同様野球も審判員が資格 (ラ イセンス)を持つことになり、審判員に

とって「がんばればどうなる」という目標が明確になつて、励みになると同時に、そ

れぞれの大会にふさわしい審判員が選ばれることで審判技術の向上に大いに刺激にな

ることが期待されている。まだ当初は全県、全団体が足並み揃つてとは行かなかった

が、できるだけ早い時期にアマチュア野球全体が統一され、夢と誇りを持てる審判制

度に発展していくことを強く望みたい。

本年度、野球規則の改正については、特に大きな改正はない。

試合時間を左右する投手については今年度も新たな制約が加わつた。イニングが代

わつたり、投手交代になったとき、監督またはコーチがマウンド上で投手に指示を与

えたりして、なかなか投手がウオームアップを始めなかつたり、あるいは投球動作に

入れなかったりしてこれまで試合進行の妨げになっていた。それを防止するため、今

年度から監督またはコーチはイニングのはじめにマウンドに行けば1回 と数え、また

投手交代のとき監督またはコーチは投手のウオームアップが始まったらただちにダッ

グアウトに戻ることとし、そのまま残れば1回 と数えることとした。これはMLBおよ

び国際大会の基準に合わせた措置でもある。

野球規則およびその解釈は、実際に起きたプレイを判例としながら毎年再確認、あ

るいは見直しが検討されている。規則委員会は、引き続き原文に即して、かつ分かり

易い規則書の作成に向けて取り組んでいく所存である。

この規則は2015年 2月 15日 から発効する。

2015年 2月 日本野球規則委員会



2015年度 野球規則改正

(1)1.17【 注3】 を次のように改める。

《1》 ①の3段日として次を追加する。

なお、これらの表示については、レーザー照射による文字入れを認める。

《2》 ③の1・ 2段目を次のように改める。(下線部を改正)

ミットまたはグラブに表示する商標は、布片、刺繍または野球規則委員会の

承認を受けた樹脂製の成型物によるものとし、これを表示する個所は背帯ある

いは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちのいずれか1カ 所に限

定し、その大きさは縦4タ
ン以下、横7タ

ン以下でなければならない。

マーク類を布片、刺繍または樹脂製の成型物によつて表示する場合 (エナメ

ル素材のように光る素材での表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個

所に限定し、その大きさは、縦3.5タ
ン、横3.5事

ン以下でなければならない。

(2)3.06【 原注】の冒頭に次を加え、同 【注】を追加する。

ダブルスイッチ (投手交代と同時に野手も交代させて、打撃順を入れ替え

る)の場合、監督はファウルラインを越える前に、まず球審に複数の交代と入

れ替わる打撃順を通告しなければならない。監督またはコーチがファウルライ

ンを越えたら、それ以後ダブルスイッチはできない。

【注】我が国では、本項 〔原注〕前段については、所属する団体の規定に従う。



(3)4.05【原注】の末尾に次を追加する。

ベースコーチは、用具の交換を除き、走者の身体に触れてはならない。

(4)6.10(b)(10)を次のように改める。(下線部を改正)

投手が指名打者に代わつて打撃するかまたは走者になった場合、それ以後指

名打者の役割は消滅する。試合に出場している投手は、指名打者に代わつてだ

け打撃または走者になることができる。

(5)8.02(b)【原注】および同 【注】を追加する。

【原注】投手は、いずれの手、指または手首に何もつけてはならない (た とえば

救急ばんそうこう、テープ、瞬間接着剤、ブレスレットなど)。 審判員が異物

と判断するかしないか、いずれの場合も、手、指または手首に何かをつけて投

球することを許してはならない。

【注】我が国では、本項 〔原注〕については、所属する団体の規定に従う。

(6)8.05(d)【原注】を追加する。

【原注】投手が走者のいない塁へ送球したり、送球するまねをした場合、審判員

は、それが必要なプレイかどうかを、走者がその塁に進もうとしたか、あるい

はその意図が見られたかで判断する。



(7)9.02(c)【原注2】 の3段目として、次を追加する。

監督または捕手からの要請は、投手が打者へ次の 1球を投じるまで、または、

たとえ投球しなくてもその前にプレイをしたリプレイを企てるまでに行なわな

ければならない。イニングの表または裏が終わったときの要請は、守備側チー

ムのすべての内野手がフェア地域を去るまでに行なわなければならない。
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野球競技場区画線 (2)
(本文1.05,1.06,1.07参 照 )
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野球競技場区画線 (3)
(本文1.04参 照)

投手のマウン ドの区画線

投手板の前方 6チ
ン

(15.2タ
ン)の個所から本塁に向かって6 Zl(1.829傷 )の個所ま

での勾配は、 l Zlにつき 1チ
ンでなければならない。この勾配は各球場同一でなけれ

ばならない。

投手のマウンドすなわち直径18Zl(5.486傷)の 円は、本塁から59Zl(17.983傷 )

の地点を中心とする。

マウンドの中心から18準
ン

(45。 7与
ン)後方に投手板の前縁を置 く。

投手板の前縁は、本塁から60Z164ン (18.44傷 )の個所に置 く。

傾斜は、投手板の前縁の 6チ
ン
前方から始まる。

投手板の前方 6チ
ンの傾斜開始個所から6 Zlの個所までの勾配は 6チ

ンでぁり、これ

は各球場 とも同一でなければならない。

投手板の周囲の平 らな場所は、投手板の前面 6チ
ン、側面が各18準

ン、後方が224ン

(55.9事
ン)でぁる。

平らな場所は横 5 Zl(1.524傷 )、 縦34チ
ン

(86.4事
ン)でぁる。

ゆるやかな傾斜

(サ ークルェッジまで)
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(本文2.25参 照)
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左の諸図のうち、黒点はボールが地上に触れた地点、二重丸はボールが静止した地

点、点線は空間を通過した経路、Pはプレーヤー、Uは審判員を示す。

第 1図 一度ファウル地域に出ても、再び内野に止まつたときは、フエアボールであ

る。

第 2図 バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基

準として判断すべきであつて、一塁または三塁を過ぎるときに、フエア地域内かま

たはその上方空間にあつた場合は、その後ファウル地域に出てもフェアボールであ

る。

第 3図 一度塁に触れれば、その後どの方向に転じても、すべてフエアボールである。

第 4図 最初落ちた地点が、内野と外野との境にあたる一塁二塁間、二塁二塁間の線

上、または外野のフエア地域であれば、その後内外野を問わずフアウル地域に出て

も、フェアボールである。

第 5図 フエア地域内またはその上方空間で、審判員またはプレーヤーに触れたとき

は、すべてフエアボールである。 (× 印は地上で触れた点を示す)

第 6図 ボールが最初野手に触れた位置が、フエア地域内の上方空間であれば、フエ

アボールである。たとえその野手の身体の大部分、すなわち足、胴体などがフアウ

ル地域内にあつても、それには関係 しない。(Pは野手の身体の大部分、×印はボ

ールが最初野手に触れた位置を示す。審判員に触れた場合もこの例と同じである)



フ ァ ウ ル ボ ー ル

(本文2.32参照)

(第 7図 ) (第 8図 )
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左の諸図のうち、黒点はボールが地上に触れた地点、二重丸はボールが静止した地

点、点線は空間を通過した経路、 Pは プレーヤー、Uは審判員を示す。

第 7図 打球が最初内野のフエア地域に触れることがあつても、結局本塁一塁間、本

塁二塁間のフアウル地域で止まつたものはフアウルボールである。

第 8図 バウンドしながら内野から外野に越えていく場合には、一塁または三塁を基

準として判断すべきであつて、一塁または二塁を過ぎるときに、フアウル地域内ま

たはその上方空間にあつた場合は、フアウルボールである。

第 9図 最初落ちた地点が外野のフアウル地域内であれば、その後フエア地域に転じ

ても、ファウルボールである。

第10図 ボールが野手に触れることなく投手板に当たり、リバウンドして一塁本塁間

または二塁本塁間のフアウル地域に出て止まつた場合は、フアウルボールである。

第11図 ボールが最初野手に触れた位置がフアウル地域内の上方空間であれば、フア

ウルボールである。たとえその野手の身体の大部分、すなわち足、胴体などがフェ

ア地域内にあつても、それには関係 しない。(Pは野手の身体の大部分、×印はボ

ールが最初野手に触れた位置を示す。審判員に触れた場合も同じである)

第12図 フアウル地域内またはその上方空間で、プレーヤーまたは審判員の身体に触

れたときは、フアウルボールである。



ストライクゾ…ン

(本文2.74参照)



正 式 試 合
(本文4.10,4.11参照)

1.5回の表裏の攻撃が終わらないうちに、球審が打ち切りを命じたときは、原則

として、ノーゲームとなる。 (例 1、 例 2参照)

2。 (1)ホ ームチームの得点が、ビジティングチームの得点より多い場合は、 5

回の裏を行なわなかったとき (例 3)、 または 5回の裏の途中で試合終了が命じ

られたとき (例 4)に は、正式試合となる。

(2)ホ ームチームが 5回の裏に得点して、ビジティングチームの得点と等しく

なり、しかもその回が終わる前に打ち切りが命じられたとき (例 5)に は、正式

試合となる。

3.コール ドゲームは、球審が打ち切りを命じたときの両チームの総得点でその試

合の勝敗を決するのが原則である。 (例 6～ 12参照 )

4.4.11(d)〔 注〕の(1)(2)の 場合、すなわちビジティングチームがホームチーム

と等しくなる得点、またはリードを奪う得点を表の攻撃で記録したのに対して、

ホームチームがその裏に得点しないうちにコール ドゲームとなるか、またはホー

ムチームが得点しても同点とならないうちか、リードを奪い返さないうちにコー

ルドゲームになつた場合には、ともに完了した均等回の総得点でその試合の勝敗

を決する。(例 13、 例14参照 )



ノーゲーム

ノーダーム

A
ロ

δ 7∂ θ

δ 7∂ θ

δ 7θ θ

δ 7∂ θ

δ 7∂ θ

7∂ θ

試

　

５
２
０＋ｘ

式

　

ν
ｌ。
２０

正

　

″
００
１。

甲

乙

【例 1】

【例2】

【σ13】

【傾J4】

【夕15】

【傾16】

＋

５

０

０

イ

ー

０

θ

０

０

２

０

２

１

２

０

甲

乙

５

（Ｚ

イ

０

３

θ

０

０

２

１

０

１

０

１

甲

乙

枢

５

２

０

イ

０

３

θ

０

０

２

１

０

１

０

１

甲

乙

＋

５

０

１

イ

０

０

θ

３

２

２

０

０

１

０

０

甲

乙

Ｘ＋

枢

　

　

７

１

０

δ

５

　

　

　

　

σ^

０

０

５

０

０

　

５

０

０

イ

ー

０

　

イ

ー

０

θ

０

０

　

θ

０

１

２

２

１

　

２

０

０

１

０

０

　

１

１

０

甲

乙
　
　

　

甲

乙

∂ 9【例7】



7∂ θ

7θ θ

7∂ θ

7∂ θ

δ 78θ

δ   7∂ θ

3
l+x

δ   7∂ θ

1

O+x

Ｘ＋

δ

３

３

５

１

０

４

０

０

３

０

１

２

０

１

甲

乙

〈
口
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ＋

試
　
％
２‐
０６

式
　
ν
Ｏ．
０。

２

０

０

正

　

１
１
０

甲
乙

＋

δ

ｌ

２

５

１

０

４

０

０

３

０

２

２

０

０

甲

乙

＋

δ

ｌ

５

２

１

４

０

３

θ

０

０

２

１

０

１

０

１

甲

乙

＋

５

３

２

イ

ー

０

３

０

１

２

０

１

甲

乙

【傾18】

【例9】

【伊110】

【例11】

【夕112】

【伊113】
２

３

９
“

Ｒ

）

５

１

０

　

　

５

１

０

４

０

０

　

４

０

３

３

０

ｌ

　

θ

０

０

２

０

１

　

　

２

０

０

１

１

１

　

　

１

１

０

甲

乙
　

　

　

甲

乙

【伊114】



(A)

(B)

(C)

投手,内 外野手の グラブ

(本文1.14参 照)

手のひら

手のひら

73/4チ
ン

(19。 7タ
ン
)

8チ
ン

(20.3タ
ン
)

ウェプの先端の幅――――-4/タ (11.4タ
ン)(ゥ ェプの幅はどの部分でも4%チン以下)

ウェプの先端から下端 5%チン
(14.6事

ン
)

5%チン
(14.0事

ン
)

5%準ン
(14.0‡

ン
)

13%チ ン
(34.9享

ン
)

人さし指のクロッチ部分の縫い日

親指のクロッチ部分の縫い目

クロッチの縫い目

(I)親指の先端から下端――――――――――――――――――――一―-73/4チン
(19.7事

ン
)

(」 )人 さし指の先端から下端 12チ
ン

(30.5芋
ン
)

(K)中指の先端から下端                       113/4チ ン
(29.8与

ン
)

(L)薬指の先端から下端                       10%チ ン
(27.3事

ン
)

(M)小指の先端から下端 9チ
ン

(22.9事
ン

)

ヽ

ｌ

(D)ウ ェプの下端の幅                        3%チ ン
(8.9タ

ン
)

(E)

(F)

(G)

(H)
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投 球 姿 勢

(本文8.01a注 1,b参照)
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℃ ℃
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凡   例

。2015年度セントラル・パシフィック両リーグの選手権試合、アマチュア野球 5団

体の公式大会は、本規則書の適用のもとに行なわれる。

・文中 【付記】【原注】【例外】とあるのは、米国オフィシャル・ベースボール・ルー

ルズに付された説明または適用上の解釈をいう。

・文中 【注】とあるのは、編者が必要と認めた説明または適用上の解釈をいう。

。「飛球が野手に触れた瞬間に塁を離れた」とか「飛球が野手に触れるより前に塁を

離れた」と書くべきところを、本規則書では「飛球の捕球前、または飛球が捕られ

た後、塁を離れた」あるいは「離塁が捕球より早かつた」などの言葉を用いてこれ

に充てている。

・本来「打者走者」と書くべきところを、本規則書では、しばしば「打者」とか「走

者」と記載している。

。「走者が、一、二、三、本塁の順序またはこれと逆の順序で走塁する」と書くべき

ところを、本規則書では、「走者が進塁または逆走する」としている。

・文中「ビジティングチーム」とあるのは先攻チーム、「ホームチーム」とあるのは

後攻チームのことを指す。

・文中「ボール」とあるのは「使用球」または「球」のことを指す。

・文中「ボール」とあるのは、ストライクゾーンを通過しなかった投球、すなわち、

いわゆる ボ`ール゛のことを指す。

・記録に関する規則の中、たとえば「勝ちチーム」「勝ち投手」「敗け投手」と書くべ

きところを、本規則書では「勝チーム」「勝投手」「敗投手」と記載している。

・規則本文および 【原注】【注】の中、《新》が付されている全文および 《 》で囲ん

である部分は、いずれも2015年度において改正された個所を示す。
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野 球 規 則





試 合 の 目 的

1.00 試合の目的、競技場、用具

1.01～ 1.04

1.01野球は、囲いのある競技場で、監督が指揮する9人のプレーヤーから成る二つ

のチームの間で、 1人ないし数人の審判員の権限のもとに、本規則に従つて行なわ

れる競技である。

1.02各チームは、相手チームより多くの得点を記録して、勝つことを目的とする。

1.03正式試合が終わったとき、本規則によって記録した得点の多い方が、その試合

の勝者となる。

1.04競技場は、次にしるす要領により、巻頭 1、 2、 3図のように設定する。

まず、本塁の位置を決め、その地点から二塁を設けたい方向に、鋼鉄製巻尺で、

127Z千 3%チン
(38。795傷)の距離を測つて二塁の位置を定める。次に本塁と二塁を

基点にしてそれぞれ90Zl(27.431イ 元)を測り、本塁から向かつて右側の交点を一

塁とし、本塁から向かつて左側の交点を二塁とする。したがつて、一塁から二塁ま

での距離は127Z133/8≠ンとなる。

本塁からの距離は、すべて一塁線と二塁線との交点を基点として測る。

本塁から投手板を経て二塁に向かう線は、東北東に向かつていることを理想とす

る。

90Zl平方の内野を作るには、まず各ベースライン (塁線)およびホームプレー

ト (本塁)を 同一水平面上に設け、続いて内野の中央付近に投手板をホームプレー

トより10チ
ン

(25。4事
ン)高い場所に設け、投手板の前方 6チ

ン
(15。第ン)の地点から、

本塁に向かつて6 Zl(182。 9享
ン)の地点まで、 l Zl(30。 5タ

ン)につき 1チ
ン

(2.5事
ン

)

の傾斜をつけ、その傾斜は各競技場とも同一でなければならない。

本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェン

ス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、60Z千 (18.288イ元)以

-1-



場技1.04

上を必要とする。(1図参照 )

外野は、 1図 に示すように、一塁線および三塁線を延長したファウルラインの間

の地域である。本塁よリフェアグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイ

の妨げになる施設までの距離は250Zl(76.1991元 )以上を必要とするが、両翼は

320Z千 (97.534イ元)以上、中堅は400Zl(121.918イ元)以上あることが優先して望

まれる。

境界線 (フ ァウルラインおよびその延長として設けられたファウルポール)を含

む内野および外野は、フェアグラウンドであり、その他の地域はファウルグラウン

ドである。

キャッチャースボックス、バッタースボックス、コーチスボックス、スリーフッ

ト・ファーストベースラインおよびネクス ト・バッタースボックスは巻頭 1、 2図

のように描く。

図表中のファウルラインおよび太線で示されている諸線は、塗料、または無害か

つ不燃性のチョーク、その他の白い材料で描く。

巻頭 1図のグラスライン (芝生の線)および芝生の広さは、多くの競技場が用い

ている規格を示したものであるが、その規格は必ずしも強制されるものではなく、

各クラブは任意に芝生および芝生のない地面の広さや形を定めることができる。

【付記】 (a)1958年 6月 1日以降プロフェッショナル野球のクラブが建造す

る競技場は、本塁より左右両翼のフェンス、スタンドまたは左右両翼のフェア

グラウン ド上 にあるプ レイの妨 げになる施設 までの最短距離 は325Z千

(99。058も )、 中堅のフェンスまでの最短距離は400Zl(121.918イラ)を必要

とする。

(b)1958年 6月 1日以降現在の競技場を改造するにあたっては、本塁より左

右両翼および中堅のフェンスまでの距離を、前記の最短距離以下に短縮するこ

とはできない。
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競  技  場              1.05～ 1.08

【注】 ファウルポールも白く塗らなければならないが、判別の便宜上、他の色のもの

を用いてもよい。ファウルラインを表示するのに、本材その他の堅い材料を用いて

はならない。

【軟式注】学童部では、投手板と本塁間および各塁間の距離を次のとおりとする。
塁間の距離は23イ元。投手板と本塁との距離は16{「。

1.05本塁は五角形の自色のゴム板で表示する。この五角形を作るには、まず 1辺が

17≠
ン

(43。 2事
ン)の正方形を描き、17チ

ンの 1辺を決めてこれに隣り合った両側の辺

を8%チン
(21.6事

ン)と する。それぞれの点から各 12`ン (30.5タ
ン)の 2辺を作る。

12≠
ンの 2辺が交わつた個所を本塁一塁線、本塁二塁線の交点に置き、17≠

ンの辺が

投手板に面 し、二つの12チ
ンの辺が一塁線および三塁線に一致し、その表面が地面

と水平になるように固定する。(巻頭 2図参照 )

1.06-塁、二塁、三塁は、自色のキャンバスまたはゴムで被覆されたバッグで表示

し、巻頭 2図 に示すように地面に正しく固定する。

一塁と二塁のバッグは、完全に内野の内に入るように設置し、二塁のバッグは、

図表の二塁の地点にその中心がくるように設置する。

キャンバスバ ッグはその中に柔 らかい材料を詰めて作 り、その大きさは15チ
ン

(38。 1孝
ン)平方、厚さは 3チ

ン
(7.6事

ン)な いし5≠
ン

(12.7タ
ン)でぁる。

1.07投手板は横24チ
ン

(61.0タ
ン)縦 6チ

ン
(15。 2タ

ン)の長方形の自色ゴムの平板で作

る。投手板は巻頭 1、 2、 3図 に示す個所の地面に固定し、その前縁の中央から本

塁 (五角形の先端)までの距離は60Z16チン
(18.44イ π)とする。

1.08ホ ームクラブは、各ベースラインから最短25Z千 (7.62撃 π)離れた場所に、ホ

ームチーム用およびビジティングチーム用として、各 1個のプレーヤースベンチを

設け、これには左右後方の三方に囲いをめぐらし、屋根を設けることが必要である。
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1.09～1.10

1.09ボールはコルク、ゴムまたはこれに類する材料の小さい芯に糸を巻きつけ、自

色の馬皮または牛皮 2片でこれを包み、頑丈に縫い合わせて作る。重量は 5賓
ンない

し51/4賓
ン

(141.7グ
ラ～148.8【ラ

)、 周囲は 9チ
ンないし91/4チ

ン
(22.9タ

ン～23.5タ
ン)とす

る。

【注】我が国では牛皮のものを用いる。

【軟式注】軟式野球ボールは、外周はゴム製で、A号、B号、C号、D号、H号の5

種類がある。A号は一般用、 B、 C、 D号は少年用のいずれも中空ボールで、H号

は一般用の充填物の入つたボールである。

ボールの標準は次のとおりである。(反発は150タ
ンの高さから大理石板に落として

測る)

具用

直 径

A号  71。 5ミ リ～72.5ミ リ

BI詳  69.5ミ リ～70.5ミ リ

C号  67.5ミ リ～68.5ミ リ

D号  64.0ミ リ～65.0ミ リ

H号  71.5ミリ～72.5ミ リ

重 量

134.2グラ～137.8グラ

133.2グラ～136.8ズラ

126.2グラ～129.8ク

105.0ク ～HO.0ク

141.2グラ～144.8A/7

反 発

85。 0タ
ン～105.0タ

ン

80.0タ
ン～100.0事

ン

65.0享
ン～ 85,0タ

ン

65.0享
ン～ 85。 0タ

ン

50.0事
ン～ 70.0事ン

1.10バ  ッ ト

(a)バットはなめらかな円い棒であり、太さはその最も太い部分の直径が2.61

チン(6.6タ
ン)以下、長さは42≠ン

(106。 7享
ン)以下であることが必要である。バッ

トは 1本の木材で作られるべきである。

【付記】 接合バットまたは試作中のバットは、製造業者がその製造の意図と方法

とについて、規則委員会の承認を得るまで、プロフェッショナル野球 (公式試

一-4-―



用    具

合および非公式試合)では使用できない。

【注1】 我が国のプロ野球では、金属製バット、木片の接合バットおよび竹の接合バ
ットは、コミッショナーの許可があるまで使用できない。

【注2】 アマチュア野球では、各連盟が公認すれば、金属製バット、本片の接合バッ
トおよび竹の接合バットの使用を認める。ただし、接合バットについては、バット

内部を加工したものは認めない。(6.06d参照)

【注 3】 アマチュア野球では、金属製バットを次のとおり規定する。

① 最大径の制限――バットの最大直径は、67ミ リ未満とする。

② 質量の制限――バットの質量は、900ク以上とする。なお、金属製バットの質量

とは完成品であり、ヘッドキャップ (一体成形等により、ヘッドキャップを用いて

いないものにあっては、それと同等の部位)、 グリップエンドノブ、グリップテープ

を除いた本体の質量は、810ク±10ク以上とする。

③ 形状の制限一―金属製バットの形状は、先端からグリップ部までは、なだらかな

傾斜でなければならない。

なお、なだらかな傾斜とは、打球部からグリップ部までの外径の収縮率 (全体傾斜

率)が、10%を超えないことをいう。

また、テーパ部の任意の個所においても、50ミリの間での外径収縮率 (最大傾斜率)

は、20%を超えないことをいう。

【軟式注】 軟式野球では、この規定を適用しない。

(b)カ ップバット (先端をえぐったバット)

バットの先端をえぐるときには、深さ 1%チン
(3。 2事

ン
)以内、直径 1≠

ン
以上 2チ

ン

(5。 1享
ン)以内で、しかもそのくばみの断面は、椀状にカーブしていなければな

らない。なお、この際、直角にえぐったり、異物を付着させてはならない。

(c)バ ットの握りの部分 (端から18チ
ン

(45。 7掌
ン))には、何らかの物質を付着し

たり、ザラザラにして握 りやすくすることは許されるが、18チ
ンの制限を超えて

まで細工したバットを試合に使用することは禁じられる。
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1.11              用    具

【付記】 審判員は、打者の使用したバットが、打者の打撃中または打撃終了後に、

本項に適合していないことを発見しても、打者にアウトを宣告したり、打者を

試合から除いたりする理由としてはならない。

【原注】 パインタールが18チ
ンの制限を超えて付着していた場合には、審判員は、自ら

の判断や相手チームからの異議があれば、バットの交換を命じる。制限を超えた部

分のパインタールが取り除かれた場合だけ、打者は以後その試合でそのバットを使

用することができる。

バットの使用以前に指摘がなければ、本項に適合していないバットによるプレイは

すべて有効であり、また、そのプレイについて提訴は認められない。

(d)プ ロフェッショナル野球では、規則委員会の認可がなければ、着色バットは

使用できない。

【注 1】 我が国のプロ野球では、着色バットの色については別に定める規定に従う。

【注2】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。

1.11 ユニフォーム

(a)(1)同 一チームの各プレーヤーは、同色、同形、同意匠のユニフォームを

着用 し、そのユニフォームには 6≠
ン

(15。 2タ
ン)以上の大きさの背番号をつけ

なければならない。

(2)ア ンダーシャツの外から見える部分は、同一チームの各プレーヤー全員が

同じ色でなければならない。

投手以外の各プレーヤーは、アンダーシャツの袖に番号、文字、記章などを

つけることができる。

(3)自 チームの他のプレーヤーと異なるユニフォームを着たプレーヤーは試合

には参加できない。

(b)リ ーグは次のことを規定する。
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用     具

(1)各 チームは、常に独自のユニフォームを着なければならない。

(2)各 チームは、ホームゲーム用として白色、ロー ドゲーム用として色物の生

地を用いて作つた2組のユニフォームを用意しなければならない。

【注】 アマチュア野球では、必ずしもホームチームのときは自色、ビジティングチー

ムのときは色物のユニフォームを着なくてもよい。

(c)(1)各 プレーヤーのユニフォームの袖の長さは、各人によって異なってい

てもよいが、各自の両袖の長さは、ほぼ同一にしなければならない。

(2)各 プレーヤーは、その袖がボロボロになつたり、切れたり、裂けたりした

ユニフォームおよびアンダーシャツを着てはならない。

(d)各 プレーヤーは、そのユニフォームの色と異なつた色のテープまたはその他

のものを、ユニフォームにつけることはできない。

(e)ユ ニフォームには、野球用ボールをかたどつたり、連想させるような模様を

つけてはならない。

(f)ガ ラスのボタンやピカピカした金属を、ユニフォームにつけることはできな

い 。

(g)靴 のかかとやつま先には、普通使われている部品以外のものをつけてはなら

ない。ゴルフシューズ、または陸上競技用シューズに使われているスパイクに類

似 した、先のとがったスパイクをつけたシューズは使用できない。

【注】 各プレーヤーはコートを着て競技にたずさわることはできない。ただし、ベー

スコーチと走者となつた投手を除く。

(h)ユ ニフォームのいかなる部分にも、宣伝、広告に類する布切れまたは図案を

つけてはならない。
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1.12～ 1.13

【注 1】 我が国のプロ野球では、本項を適用しない。

【注2】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。

(i)リ ーグは、所属するチームのユニフォームの背中にプレーヤーの名前をつけ

るように規定することができる。プレーヤーの姓以外の他の名前をつける場合は、

リーグ会長の承認を必要とする。名前をつけることが決定した場合は、チーム全

員のユニフォームにつけなければならない。

【注】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。

1.12捕手の皮製ミットの重量には制限がない。その大きさは、しめひも、皮のバン

ドまたはミットの外縁につけられているふちどりも含めて外周で38チ
ン

(96.5事
ン

)

以下、ミットの先端から下端までは15%チ ン
(39.4タ

ン)以下でなければならない。ミ

ットの親指の部分と人さし指の部分との間隔は、その先端で 6チ
ン

(15.2事
ン)以下、

親指の叉状の部分で4チ
ン

(10。 2タ
ン)以下でなければならない。

親指 と人さし指 との間にある網は、両指の先端をつなぐ部分の長さは 7チ
ン

(17.8事
ン)以下、先端から親指の叉状の部分までの長さは 6チ

ン
以下に作る。網はひ

もで編んだものでも、皮革で被覆したひもで編んだものでも、または、手のひらの

部分の延長となるように皮革をひもでミットに結びつけたものでもよいが、前記の

寸法を超えてはならない。

1.13-塁手の皮製グラブまたはミットの重量には制限がない。その大きさは、縦が

先端から下端まで12チ
ン

(30.5タ
ン)以下、親指の叉状の部分からミットの外縁まで

測つた手のひらの幅が 8′ン
(20.3タ

ン)以下、ミットの親指の部分と人さし指の部

分との間隔は、 ミットの先端で 4チン
(10。 2与

ン)以下、親指の叉状の部分で 3%チン

(8.9享
ン)以下でなければならない。この間隔は一定に保ち、皮以外のものを用い

たり、特殊な方法で間隔を大きくしたり、伸ばしたり広げたり、深くすることは許
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されない。

親指と人さし指との間にある網は、その先端から親指の叉状の部分まで長さが5

`ン

(12.7事
ン)以下になるように作る。網はひもで編んだものでも、皮革で被覆 し

たひもで編んだものでも、または、手のひらの部分の延長となるような皮革をひも

でミットに結びつけたものでもよいが、前記の寸法を超えてはならない。しかし、

網のひもに皮以外のものを巻きつけたり、ひもを皮以外のもので包んだり、または

網を深くしてわな (ト ラップ)の ようなあみ形にすることは許されない。

1.14-塁手、捕手以外の野手の皮製グラブの重量には制限がない。グラブの寸法を

測るには、計測具または巻尺をグラブの前面またはボールをつかむ側に接触させ、

外形をたどるようにする。その大きさは、縦が4本の指の各先端から、ボールが入

る個所を通つてグラブの下端まで12≠
ン

(30.5事
ン)以下、手のひらの幅は、人さし

指の下端の内側の縫い目から、各指の下端を通つて小指外側の縁まで 73/4チ
ン

(19.7

与ン)以下である。

親指と人さし指との間、いわゆる叉状の部分 (ク ロッチ)に皮の網または壁形の

皮製品を取りつけてもよい。網はクロッチをぴつたりふさぐように2枚の普通の皮

を重ね合わせて作っても、 トンネル型の皮や長方形の皮をつなぎ合わせて作つても、

または皮ひもを編んだもので作ってもよいが、わな (ト ラップ)の ようなあみ形に

するために皮以外のものを巻きつけたり、皮以外のもので包むことは許されない。

網がクロッチをきつちりふさいだとき、網は柔軟性があつてもさしつかえない。数

個の部品をつなぎ合わせて網を作るにあたつて、それぞれをぴつたりとくつつけな

ければならない。しかし、部品をわん曲させてくばみを大きくさせてはならない。

網はクロッチの大きさを常に制御できるように作らなければならない。

クロッチの大 きさは、その先端の幅が4%≠ン
(H.4事

ン)以下、深さが 53/4チ
ン

(14.6事
ン)以下、下端の幅が 3%チン

(8.9タ
ン)以下である。網はクロッチの上下左右

どの部分にでも、きっちりと取りつけられていなければならない。皮のしめひもで

結びつけられたものは、しつかりとつなぎ合わされ、伸びたりゆるんだりしたとき
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1.15～1.16             用    具

には、正常の状態に戻さなければならない。

1.15投手を含む野手のグラブの規格および構造は、 1。 14規定のとおりであるが、

別に次の制限がある。

(a)投 手用のグラブは縫い日、しめひも、網を含む全体が 1色であることが必要

で、しかもその色は、自色、灰色以外のものでなければならない。守備位置に関

係なく、野手はPANTONE° の色基準14番よりうすい色のグラブを使用するこ

とはできない。

【注】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。

(b)投 手は、そのグラブの色と異なった色のものを、グラブにつけることはでき

ない。

(c)球 審は、自らの判断または他の審判員の助言があれば、あるいは相手チーム

の監督からの異議に球審が同意すれば、本条 (a)ま たは(b)項に違反しているグ

ラブを取り替えさせる。

1.16プロフェッショナルリーグでは、ヘルメットの使用について、次のような規貝J

を採用 しなければならない。

(a)プ レーヤーは、打撃時間中および走者として塁に出ているときは、必ず野球

用ヘルメットをかぶらなければならない。

(b)マ イナーリーグのプレーヤーは、打撃に際して両耳フラップヘルメットを着

用しなければならない。

(c)メ ジャーリーグのプレーヤーは、片耳フラップヘルメット (プレーヤーが両

耳フラップヘルメットを選んでもよい)を着用しなければならない。

【注】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。
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用     具

(d)捕 手が守備についているときは、捕手の防護用のヘルメットを着用 しなけれ

ばならない。

(e)ベ ースコーチは、コーチスボックスにいるときには、防護用のヘルメットを

着用しなければならない。

(f)バ ットボーイ、ボールボーイまたはバットガール、ボールガールは、その仕

事にたずさわつているときは、防護用の両耳フラップヘルメットを着用しなけれ

ばならない。

1.17ベ ース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメッ

トその他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適当

かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない。

製造業者によつて、これらの用具にしるされる意匠、図案、商標、記号活字およ

び用具の商品名などは、その大きさおよび内容において妥当とされる範囲のもので

なければならない。

本条は、プロフェッショナルリーグだけに適用される。

【付記】製造業者が、プロフェッショナルリーグ用の競技用具に、きわだつた新

しい変更を企図するときには、その製造に先立ちプロ野球規則委員会にその変

更を提示して同意を求めなければならない。

【注 1】 製造業者には、販売業者を含む。

【注 2】 製造業者 (販売業者を含む)以外のものの宣伝は、いずれの競技用具にも一

切つけてはならない。

【注 3】 ① バットの表面の焼印などの内容およびサイズなどは後記の範囲内にとど

めなければならない。

バットの先端部分には、バットモデルと、バットの品名、品番、材種のみを表示す

るものとし、マーク類は表示できない。
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《なお、これらの表示については、レーザー照射による文字入れを認める。》

これらの表示は、バットの長さに沿って、縦 5事
ン
以下、横9。鮮ン以下の範囲内にお

さめ、文字の大きさは、それぞれ縦 2タ
ン
以下、横 2タ

ン
以下でなければならない。

握りに近い部分には、製造業者または製造委託者の名称を含む商標を表示するもの

とし、これらの表示は、バットの長さに沿つて、縦6.5タ
ン
以下、横12.5タ

ン
以下の範囲

内におさめなければならない。

前記商標などは、すべてバットの同一面に表示しなければならない。

② ユニフォーム (帽子、ストッキングを含む)、 ベル ト、ソックス、アンダーシャ

ツ、ウィンドブレイカー、ジャンパー、ヘルメットの表面のいかなる部分にも商標

などの表示をすることはできない。

③ ミットまたはグラブに表示する商標は、《布片、刺繍または野球規則委員会の承

認を受けた樹脂製の成型物》によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは

背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちのいずれか 1カ所に限定し、そ

の大きさは縦 4タ
ン
以下、横 7挙

ン
以下でなければならない。

マーク類を 《布片、刺繍または樹脂製の成型物》によつて表示する場合 (《エナメ

ル素材のように光る素材での》表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所

に限定し、その大きさは、縦3.5享
ン、横3.5;ン以下でなければならない。

投手用グラブに商標およびマーク類を布片または刺繍によって表示する場合、その

色は、文字の部分を含み、すべて白色または灰色以外の色でなければならない。た

だし、日本野球規則委員会が特に認めた場合は、この限りではない。

品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼

印の自然色でなければならない。

④ 手袋およびリストバンドに商標などを表示する場合は、 1カ所に限定し、その大

きさは、14平方事
ン
以下でなければならない。

⑤ 以上の用具以外の用具のコマーシャリゼーションについては、規則1.17の趣旨

に従い、野球規則委員会がその都度、その適否を判断する。

【注4】 本条は、アマチュア野球でも適用することとし、所属する連盟、協会の規定
に従う。

【1.1lγ l.17原注】 審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正す

るように命じる。審判員の判断で、適宜な時間がたつても是正されない場合には、

違反者を試合から除くことができる。
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2.01-2.06

2.00 本規則における用語の定義
(各文末尾の数字は関係条文を示す)

2.01 ADJUDGED「 アジャッジド」一―審判員が、その判断に基づいて下す裁定

である。

2.02 APPEAL「 アピール」―一守備側チームが、攻撃側チームの規則に反した行

為を指摘して、審判員に対してアウトを主張し、その承認を求める行為である。

2.03 BALK「ボーク」――塁上に走者がいるときの、投手の反則行為である。その

場合には、全走者に各 1個の進塁を許す。(8.05)

2.04 BALL「 ポール」――ス トライクゾーンを通過しなかった投球、または地面に

触れた投球で、いずれも打者が打たなかつたものである。

【原注】 投球が地面に触れた後、ストライクゾーンを通過しても、ポールであり、こ

のバウンドした投球が打者に触れた場合は、球審の裁定で打者に一塁を与える。ま

た、打者がこれを打ってバットに当たつた場合には、インフライトの投球を打つた

ときと同様に扱う。ただし、2ス トライク後打者が打ったがバットに当たらなかっ

たときは、捕手がそのままつかんでも
゛
捕球゛したものとはみなされない。(6.05c、

6.09b)

2.05 BASE「 ベース」 (塁 )――走者が得点するために、触れなければならない四

つの地点の一つである。通常その地点を表示するために、キャンバスバッグとゴム

の平板が用いられる。

2.06 BASE COACH「 ベースコーチ」――一塁、または二塁のコーチスボックス

内に位置して、打者または走者を指図する、ユニフォームを着用したチームの一員
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2.07～2.14             定     義

をいう。(4.05)

2.07 BASE ON BALLS「 ベースオンボールス」(四球)一一打者が打撃中にボ

ール4個を得て、一塁へ進むことが許される裁定である。(6.08a)

2.08 BATTER「 バッター」(打者)一―バッタースボックスに入つて攻撃するプレ

ーヤーである。

2.09 BATTER― RUNNER「 バッターランナー」(打者走者)一一打撃を終わつた

打者がアウトになるまでか、または走者となったことに対するプレイが終了するま

での間を指す術語である。

2.10 BATTER'S BOX「 バッタースボックス」―一打者が打撃に際して立つべき

場所である。

2.1l BATTERY「バッテリー」―一投手と捕手とをあわせて呼ぶときに用いる。

2.12 BENCH or DUGOUT「 ベンチ」または「ダッグアウト」―
ユニフォー

ムを着たプレーヤー、控えのプレーヤー、その他チームのメンバーが実際に競技に

たずさわっていないときに、入っていなければならない施設である。(1.08、 3.17、

4.08)

2.13 BUNT「バント」――バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるよう

に意識的にミートした打球である。

2.14 CALLED GAME「 コールドゲーム」――どのような理由にせよ、球審が打

ち切りを命じた試合である。(4。 10)
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義定

2.15 CATCH「 キャッチ」 (捕球)一―野手が、インフライ トの打球、投球または

送球を、手またはグラブでしつかりと受け止め、かつそれを確実につかむ行為であ

つて、帽子、プロテクター、あるいはユニフォームのポケットまたは他の部分で受

け止めた場合は、捕球とはならない。

また、ボールに触れると同時、あるいはその直後に、他のプレーヤーや壁と衝突

したり、倒れた結果、落球した場合は
｀
捕球、ではない。

野手が飛球に触れ、そのボールが攻撃側チームのメンバーまたは審判員に当たつ

た後に、いずれの野手がこれを捕らえても
｀
捕球゛とはならない。

野手がボールを受け止めた後、これに続く送球動作に移つてからボールを落とし

た場合は、
゛
捕球、と判定される。

要するに、野手がボールを手にした後、ボールを確実につかみ、かつ意識してボ

ールを手放したことが明らかであれば、これを落とした場合でも
｀
捕球、と判定さ

れる。

【原注】野手がボールを地面に触れる前に捕らえれば、正規の捕球となる。その間、
ジャッグルしたり、あるいは他の野手に触れることがあつてもさしつかえない。

走者は、最初の野手が飛球に触れた瞬間から、塁を離れてさしつかえない。

野手はフエンス、手すり、ロープなど、グラウンドと観覧席との境界線を越えた上

空へ、身体を伸ばして飛球を捕らえることは許される。また野手は、手すりの頂上

やファウルグラウンドに置いてあるキャンバスの上に飛び乗つて飛球を捕らえるこ

とも許される。しかし野手が、フェンス、手すり、ロープなどを越えた上空やスタ

ンドヘ、身体を伸ばして飛球を捕らえようとすることは、危険を承知で行なうプレ

イだから、たとえ観客にその捕球を妨げられても、観客の妨害行為に対してはなん

ら規則上の効力は発生しない。

ダッグアウトの縁で飛球を捕らえようとする野手が、中へ落ち込まないように、中

にいるプレーヤー (い ずれのチームかを問わない)に よって身体を支えられながら

捕球した場合、正規の捕球となる。
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2.16～2.22              定     義

【注】 捕手が、身につけているマスク、プロテクターなどに触れてからはね返つたフ

ライボールを地面に取り落とさずに捕らえれば、正規の ゛
捕球゛となる (フ ァウル

チップについては2.34参照)。 ただし、手またはミット以外のもの、たとえばプロテ

クターあるいはマスクを用いて捕らえたものは、正規の捕球とはならない。

2.16 CATCHER「 キャッチャー」(捕手)一一本塁の後方に位置する野手である。

2.17 CATCHER'S BOX「キャッチャースボックス」一―投手が投球するまで、

捕手が位置すべき場所である。

2.18 CLUB「 クラブ」――プレイングフィールドとこれに付属する施設を用意して

チームを形成し、かつリーグに所属するチームであると表明することに責任が持て

る人、または人々の団体である。

2.19 COACH「 コーチ」――コーチはチームのユニフォームを着用した一員であ

つてベースコーチを務めるだけでなく、監督の指示する任務を果たすために、監督

によって選ばれた人である。

2.20 DEAD BALL「デッドボール」一―規則によつて、プレイが一時停止された

ために、プレイからはずされたボールをいう。(5.09)

2.21 DEFENSE or DEFENSIVE「 ディフェンスまたはディフェンシィブ」(守

備側)一―競技場内における守備側チームまたはそのプレーヤーをいう。

2.22 DOUBLE― HEADER「ダブルヘッダー」――相次いで行なう2試合をいい、

この2試合はあらかじめ日程に組まれた場合もあり、日程を修正して組み入れられ

る場合もある。(4.13)
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定     義 2.23-2.25

2.23 DOUBLE PLAY「 ダブルプレイ」(併殺)一―守備側プレーヤーが連続した

動作で、2人の攻撃側プレーヤーをプットアウトにするプレイであるが、この二つ

のプットアウトの間に失策が介在 したものはダブルプレイとみなされない。

(10。 11)

(a)フ ォースダブルプレイは、フォースアウトの連続によるダブルプレイである。

(b)リ バースフォースダブルプレイは、その第 1ア ウトがフォースプレイで行な

われ、第 2アウトがフォースアウトされるはずの走者に対して行なわれたダブル

プレイである。

例-1ア ウト走者一塁、打者が一塁手にゴロを打ち、打球をつかんだ一塁手が一

塁に触れ (2ア ウト)、 続いて二塁手または遊撃手に送球して走者をアウト (タ

ッグプレイ)に した場合。

例-0ア ウト満塁、打者が三塁手にゴロを打ち、打球をつかんだ二塁手が三塁に

触れ (1ア ウト)、 続いて捕手に送球して三塁走者をアウト (タ ッグプレイ)に

した場合。

2.24 DUGOUT「 ダッグアウト」一―「ベンチ」の定義参照。

2.25 FAIR BALL「 フェアボール」一一打者が正規に打つたボールで、次に該当

するものをいう。(巻頭図参照)

(a)本塁一塁間、または本塁三塁間のフエア地域内に止まつたもの。

(b)一塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ越えて行く場合に、フェア

地域に触れながら通過するか、またはその上方空間を通過したもの。

(c)一塁、二塁または三塁に触れたもの。

(d)最初に落ちた地点が一塁二塁および二塁二塁を結ぶ線上であったか、あるい

はその線を越えた外野の方のフェア地域内であつたもの。

(e)フ ェア地域内またはその上方空間で、審判員またはプレーヤーの身体に触れ
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義

たもの。

(f)イ ンフライ トの状態でプレイングフィールドを越えて行く場合に、フェア地

域の上方空間を通過したもの。

【付記】 フェア飛球は、ボールとファウルライン (フ ァウルポールを含む)との、

相互の位置によって判定 しなければならない。野手がボールに触れたときに、

フェア地域にいたか、ファウル地域にいたかによって判定 してはならない。

【原注】 飛球が、最初一塁本塁間または三塁本塁間の内野に落ちても、一塁または三

塁を通過する前に、プレーヤーまたは審判員に触れないで、ファウル地域へ転じ去

つた場合は、ファウルボールである。飛球がファウル地域で止まるか、ファウル地

域でプレーヤーに触れた場合も、ファウルボールである。

飛球が一塁または三塁ベースに当たるか、あるいは、一塁または三塁を越えた外野

のフェア地域に落ちれば、その後ファウル地域にバウンドして出た場合でも、フェ

アボールである。

審判員が、フェア、ファウルを正確に判定できるように、ファウルポールのフェン

スより上に出ている部分に、フェア地域に向かつて金網を張り出して取りつけるこ

とが望ましい。

【注】 打球が地面以外のもの、たとえば打者が捨てたバット、捕手がはずしたマスク

などに、フェア地域で触れたときは、ボールインプレイである。

【間】打球が三塁についている走者に触れてから、フェア地域に反転した場合は、い
かに判定すべきか。また、これがファウル地域に反転した場合はどうか。

【答】 ボールが走者と接触した位置によって、フェアかファウルかを判定すべきもの

であり、フェア地域で触れたときは、フェアボールとなる。したがつて、走者はフ

ェアの打球に触れたという理由でアウトになる。(7.08f参照)

2.26 FAIR TERRITORY「 フェアテリトリ」 (フ ェア地域)一一本塁から一塁、

本塁から二塁を通つて、それぞれ競技場のフェンスの下端まで引いた直線と、その
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各線に垂直な上方空間との内側の部分を指す。

含まれる。

2.27～ 2.30

各ファウルラインは、フエア地域に

2.27 FIELDER「 フィールダー」 (野手)一―守備側のプレーヤーをいう。

2.28 FIELDER'S CHOICE「 フィールダースチヨイス」 (野手選択)一―フエア

ゴロを扱つた野手が一塁で打者走者をアウトにする代わりに、先行走者をアウトに

しようと他の塁へ送球する行為をいう。また、(a)安打 した打者が、先行走者を

アウトにしようとする野手の他の塁への送球を利して、 1個 またはそれ以上の塁を

余分に奪つた場合や、(b)あ る走者が、盗塁や失策によらないで、他の走者をア

ウトにしようとする野手の他の塁への送球を利して進塁した場合や、(c)盗塁を

企てた走者が守備側チームが無関心のためになんら守備行為を示さない間に進塁し

た場合などにも (10.07g)、 これらの打者走者または走者の進塁を記録上の用語

として野手選択による進塁という。

2.29 FLY BALL「フライボール」 (飛球)一―空中高く飛ぶ打球をいう。

2.30 FORCE PLAY「フォースプレイ」―一打者が走者となつたために、塁上の

走者が、規則によつて、その塁の占有権を失つたことが原因となつて生じるプレイ

である。(7.08e)

【注】 次の原注に述べられているフォースプレイによるアウト、すなわちフォースア

ウト (封殺)と得点との関係は、4.09に 明示されている。

【原注】 フォースプレイを理解するために最も注意を要する点は、最初はフォースの

状態であつても、その後のプレイによつては、フォースの状態でなくなるというこ

とである。

例一-1アウト満塁、打者一塁に強いゴロを放つたが、一塁手がこれを止めてただ

義定
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2.31-2.32

ちに塁に触れ、打者をアウトにすれば、フォースの状態でなくなるから、二塁に向

かって走つている走者は触球されなければアウトにはならない。したがって、一塁

走者が二塁で触球アウトになる前に、二塁、三塁にいた走者が本塁を踏んだ場合に

は、この得点は認められる。しかし、これに反して、ゴロを止めた一塁手がただち

に二塁に送球して一塁走者をフォースアウトにした後、さらに一塁への返球で打者

もアウトにして 3ア ウトとなった場合には、二塁、三塁の走者が本塁を踏んでいて

も得点とは認められない。

例――封殺でない場合。 1ア ウト走者一 。三塁のとき、打者は外野に飛球を打つて

アウトになり、 2ア ウトとなった。三塁に触れていた走者は、捕球を見て本塁を踏

んだ。しかし、一塁の走者は、捕球当時離塁していたので帰塁しようとしたが、外

野手からの返球で一塁でアウトになり、 3ア ウトとなった。この場合は、フォース

アウトではないから、一塁走者のアウトより前に、三塁走者が本塁に触れたと審判

員が認めれば、その得点は記録される。

2.31 FORFEITED GAME「 フォーフィッテ ッ ドゲーム」 (没収試合 )――規則

違反のために、球審が試合終了を宣告 して、 9対 0で過失のないチームに勝ちを与

える試合である。(4.15)

2.32 FOUL BALL「 ファウルボール」一一打者が正規に打ったボールで、次に該

当するものをいう。(巻頭図参照 )

(a)本 塁一塁間または本塁三塁間のフアウル地域内に止まつたもの。

(b)一 塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ越えて行く場合に、ファウ

ル地域に触れながら通過するか、あるいはファウル地域上の空間を通過 したもの。

(c)一 塁または二塁を越えたファウル地域内に、最初に落下したもの。

(d)フ ァウル地域内またはその上方空間で、審判員またはプレーヤーの身体、あ

るいは、地面以外のものに触れたもの。
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2.33～ 2.34

【付記】 フアウル飛球は、ボールとフアウルライン (フ アウルポールを含む)と

の、相互の位置によつて判定しなければならない。野手がボールに触れたとき

に、フェア地域にいたか、ファウル地域にいたかによつて判定してはならない。

【原注】 野手に触れない打球が、投手板に当たり、リバウンドして本塁一塁間または

本塁二塁間のフアウル地域に出て止まった場合には、フアウルボールである。

【注 1】 打者の所持するバットに、打球 (バ ントを含む)がファウル地域で触れたと

きは (も ちろん故意でなく)、 ファウルボールである。

また、打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッタースボックス内

にいる打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは

身体と接触した位置に関係なく、フアウルボールである。

【注 2】 打球が地面以外のもの、すなわちバックネットやフェンスはもちろん、打者

が捨てたバット、捕手がはずしたマスク、地上に置いてある審判員のほうきなどに、

ファウル地域でいつたん触れれば、その後転じてフエア地域内に止まつてもファウ

ルボールである。

2.33 FOUL TERRITORY「 フアウフレテリトリ」 (フ アウル地域)一 本塁から一

塁、本塁から二塁を通つて、競技場のフエンスの下端まで引いた直線と、その線に

垂直な上方空間との外側の部分を指す。 (各 ファウルラインはフアウル地域に含ま

れない)

2.34 FOUL TIP「 ファウルチップ」一一打者の打つたボールが、鋭くバットから

直接捕手の手に飛んで、正規に捕球されたもので、捕球されなかつたものはフアウ

ルチップとならない。ファウルチップはス トライクであり、ボールインプレイであ

る。前記の打球が、最初に捕手の手またはミットに触れておれば、はね返つたもの

でも、捕手が地面に触れる前に捕らえれば、フアウルチップとなる。(6.05b)
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2.35～2.40               定     義

【注】チップしたボールが、捕手の手またはミット以外の用具や身体に最初に触れて
からはね返つたものは、たとえ捕手が地面に触れる前に捕らえても、正規の捕球で

はないから、ファウルボールとなる。

2.35 GROUND BALL「グラウンドボール」――地面を転がるか、または地面に

低くバウンドしていく打球をいう。

2.36 HOME TEAM「 ホームチーム」――あるチームが自分の球場で試合を行な

う場合、相手チームに対して、そのチームを指して呼ぶ術語である。試合が中立の

球場で行なわれる場合には、ホームチームは相互の協定によって指定される。

【注】 ホームチームの相手チームをビジティングチームまたはビジターと呼ぶ。

2.37 1LLEGAL or ILLEGALLY「 イリーガルまたはイリガリー」一 本規則に

反することをいう。

2.38 1LLEGAL PITCH「イリーガルピッチ」(反則投球)一― (1)投手が、投

手板に触れないで投げた打者への投球、(2)ク ィックリターンピッチ、をいう。

一―走者が塁にいるときに反則投球をすれば、ボークとなる。

【注】 投手が8.01(a)お よび(b)に規定された投球動作に違反して投球した場合も、

反則投球となる。

2.39 1NFIELDER「 インフィールダー」(内野手)一―内野に守備位置をとる野手

をいう。

2.40 1NFIELD FLY「 インフィールドフライ」―-0アウトまたは 1ア ウトで、
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走者が一 。二塁、一 。二・三塁にあるとき、打者が打つた飛球 (ラ イナーおよびバ

ントを企てて飛球となったものを除く)で、内野手が普通の守備行為をすれば、捕

球できるものをいう。この場合、投手、捕手および外野手が、内野で前記の飛球に

対して守備したときは、内野手と同様に扱う。

審判員は、打球が明らかにインフィール ドフライになると判断した場合には、走

者が次の行動を容易にとれるように、ただちに
｀
インフイールドフライ゛を宣告し

なければならない。また、打球がベースラインの近くに上がった場合には
｀
インフ

ィールドフライ・イフ・フエア゛を宣告する。

インフィールドフライが宣告されてもボールインプレイであるから、走者は離塁

しても進塁してもよいが、その飛球が捕らえられれば、リタッチの義務が生じ、こ

れを果たさなかつた場合には、普通のフライの場合と同様、アウトにされるおそれ

がある。

たとえ、審判員の宣告があつても、打球がフアウルボールとなれば、インフイー

ルドフライとはならない。

【付記】 インフイール ドフライと宣告された打球が、最初に (何物にも触れない

で)内野に落ちても、ファウルボールとなれば、インフイール ドフライとはな

らない。また、この打球が、最初に (何物にも触れないで)ベースラインの外

へ落ちても、結局フェアボールとなれば、インフィールドフライとなる。

【原注】 審判員はインフィールドフライの規則を適用するにあたつて、内野手が普通

の守備行為をすれば捕球できるかどうかを基準とすべきであつて、たとえば、芝生

やベースラインなどを勝手に境界線として設定すべきではない。たとえ、飛球が外

野手によつて処理されても、それは内野手によつて容易に捕球されるはずだつたと

審判員が判断すれば、インフィールドフライとすべきである。インフイールドフラ

イはアピールプレイであると考えられるような要素はどこにもない。審判員の判断

がすべて優先し、その決定はただちに下されなければならない。

インフイールドフライが宣告されたとき、走者は危険を承知で進塁してもよい。イ
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241～ 2.44             定    義

ンフィール ドフライと宣告された飛球を内野手が故意落球したときは、6.05(1)の

規定にもかかわらずボールインプレイである。インフィール ドフライの規則が優先

する。

インフィールドフライが宣告されたときに妨害が発生した場合、打球がフェアかフ

アウルかが確定するまでボールインプレイの状態は続く。打球がフェアになれば、

野手の守備を妨害した走者と、打者がアウトになる。打球がファウルになれば、野

手の守備を妨害した走者だけがアウトとなり、その打球が捕球されたとしても、打

者は打ち直しとなる。

【注】 インフィールドフライは、審判員が宣告して、初めて効力を発する。

2.41 1N FLIGHT「 インフライト」―一打球、送球、投球が、地面かあるいは野

手以外のものにまだ触れていない状態を指す。

2.42 1N JEOPARDY「 インジェパーディ」――ボールインプレイのとき、攻撃側

プレーヤーがアウトにされるおそれのある状態を示す術語である。

2.43 1NNING「 イニング」(回)一―各チームが攻撃と守備とを交互に行なう、試

合の一区分である。この間、各チームは守備の際、それぞれ3個のプットアウトを

果たす。各チームは 1ィ ニングの半分ずつをその攻撃にあてる。

【注】 本規則では、ビジティングチーム (先攻チーム)の攻撃する間を表といい、ホ
ームチーム (後攻チーム)の攻撃する間を裏という。

2.44 1NTERFERENCE「インターフェアランス」(妨害)

(a)攻撃側の妨害――攻撃側プレーヤーがプレイしようとしている野手を妨げた

り、さえぎったり、はばんだり、混乱させる行為である。

審判員が打者、打者走者または走者に妨害によるアウトを宣告した場合には、
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他のすべての走者は、妨害発生の瞬間にすでに占有していたと審判員が判断する

塁まで戻らなければならない。ただし、本規則で別に規定した場合を除く。

【原注】打者走者が一塁に到達しないうちに妨書が発生したときは、すべての走者は

投手の投球当時占有していた塁に戻らなければならない。

ただし、0ア ウトまたは 1ア ウトのとき、本塁でのプレイで走者が得点した後、打

者走者がスリーフットレーンの外を走つて守備妨害でアウトが宣告されても、その

走者はそのままセーフが認められて、得点は記録される。

【注】 本項 〔原注〕前段は、プレイが介在した後に妨書が発生した場合には適用しな

い 。

(b)守 備側の妨害―一投球を打とうとする打者を妨げたり、じやまをする野手の

行為をいう。

(c)審 判員の妨害―― (1)盗塁を阻止しようとしたり、塁上の走者をアウトに

しようとする捕手の送球動作を、球審がじやましたり、はばんだり、妨げた場合、

(2)打球が、野手 (投手を除く)を通過する前に、フエア地域で審判員に触れ

た場合に起こる。

【原注】 捕手の送球動作には、投手への返球も含む。

(d)観 衆の妨害一一観衆がスタンドから乗り出したり、または競技場内に入つて、

(1)イ ンプレイのボールに触れた場合、(2)イ ンプレイのボールを守備しよう

としている野手に触れたり、じゃまをした場合に起こる。

2.45 LEAGUE「 リーグ」一―あらかじめ組まれたスケジユールによつて、所属リ

ーグの選手権試合を本規則に従つて行なうチームを保有するクラブの集まりである。
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2.46～2.50              定     義

2.46 LEAGUE PRESIDENT「 リーグプレジデント」 (リ ーグ会長)一― リーグ

会長は本規則の施行の責任者であり、本規則に違反したプレーヤー、コーチ、監督

または審判員に制裁金または出場停止を科したり、規則に関連する論争を解決し、

または提訴試合の裁定を行なうものとする。

【原注】 メジャーリーグでは、本規則のリーグ会長の職務はコミッショナーの指名し
た者によって遂行される。

【注】 我が国のプロ野球では、本規則のリーグ会長の職務はコミッショナーの指名し
た者によって遂行される。

2.47 LEGAL or LEGALLY「 リーガルまたはリーガリー」―一本規則に準拠 し

たことをいう。

2.48 LIVE BALL「 ライブボール」――インプレイのボールをいう。

2.49 LINE DRIVE「ラインドライブ」 (ラ イナー)一一打者のバットから鋭く、

直線的に、地面に触れないで飛んだ打球である。

2.50 MANAGER「 マネージャー」 (監督)一―プレイングフィール ドにおける自

己のチームの行動に責任を持ち、チームを代表して審判員ならびに相手チームと協

議するように、クラブから指定された人である。プレーヤーが監督に指定されるこ

とも許される。

(a)ク ラブは試合開始予定時刻30分前までに、リーグ会長、または当該試合の

球審に対して監督を指定しなければならない。

(b)監 督は、プレーヤーまたはコーチにリーグの規約に基づく特別な任務を任せ

たことを、球審に通告することができる。
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2.51-2.53

この通告があれば本野球規則は、この指名された代理者を公式のものとして認

める。

監督は自チームの行動、野球規則の遵守、審判員への服従に関しては、全責任

を持つ。

(c)監 督が競技場を離れるときは、プレーヤー、またはコーチを自己の代理者と

して指定しなければならない。このような監督の代理者は監督としての義務、権

利、責任を持つ。もし監督が競技場を離れるまでに、自己の代理者を指定しなか

つたり、これを拒否した場合には、球審がチームの一員を監督の代理者として指

定する。

2.51 0BSTRUCTION「オブス トラクシヨン」 (走塁妨害)一―野手がボールを持

たないときか、あるいはボールを処理する行為をしていないときに、走者の走塁を

妨げる行為である。 (7。06a,b)

【原注】 本項でいう
｀
野手がボールを処理する行為をしている、とは、野手がまさに

送球を捕ろうとしているか、送球が直接野手に向かつてきており、しかも十分近く

にきていて、野手がこれを受け止めるにふさわしい位置を占めなければならなくな

つた状態をいう。これは一に審判員の判断に基づくものである。野手がボールを処

理しようとして失敗した後は、もはやボールを処理している野手とはみなされない。

たとえば、野手がゴロを捕ろうとしてとびついたが捕球できなかった。ボールは通

り過ぎていつたのにもかかわらずグラウンドに横たわつたままでいたので、走者の

走塁を遅らせたような場合、その野手は走塁妨害をしたことになる。

2.52 0FFENSE「 オフェンス」 (攻撃側)一―攻撃中のチーム、またはそのプレー

ヤーをいう。

2.53 0FFICIAL SCORER「 オフィシャルスコアラー」 (公式記録員)一-10.00

参照。

義定
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2.54～ 2.59

2.54 0RDINARY EFFORT「 オーディナリーエフォート」(普通の守備行為)

一一天候やグラウンドの状態を考慮に入れ、あるプレイに対して、各リーグの各守

備位置で平均的技量を持つ野手の行なう守備行為をいう。

【原注】 この用語は、規則2.40の ほか記録に関する規則でたびたび用いられる、個々
の野手に対する客観的基準である。言い換えれば、ある野手が、その野手自身の最

善のプレイを行なったとしても、そのリーグの同一守備位置の野手の平均的技量に

照らして劣ったものであれば、記録員はその野手に失策を記録する。

2.55 0UT「アウト」――守備側チームが攻撃側となるために、相手チームを退け

るのに必要な二つのプットアウトのうちの一つである。

2.56 0UTFIELDER「アウトフィールダー」 (外野手)一―競技場の内で、本塁か

ら最も遠い、いわゆる外野に守備位置をとる野手である。

2.57 0VERSLIDE or OVERSLIDING「オーバースライドまたはオーバースラ

イディング」――攻撃側プレーヤーが、滑り込みの余勢のために塁から離れて、ア

ウトにされるおそれのある状態におかれる行為をいう。本塁から一塁に進む場合に

は、ただちに帰ることを条件として、滑り込みの余勢のために塁を離れることは許

されている。

2.58 PENALTY「ペナルティ」――反則行為に対して適用される規則をいう。

2.59 PERSON of player or umpire「 パースン・ オブ・ プレーヤー・ オ

ア・アンパイヤー」(プ レーヤーまたは審判員の身体)一―その身体、着衣および

身につけているものをいう。
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定     義              2.60～ 2.66

2.60 PITCH「 ピッチ」(投球)一一投手が打者に対して投げたボールをいう。

(8.01)

【原注】 あるプレーヤーから他のプレーヤーに送られるボールは、すべて送球である。

2.61 PITCHER「 ピッチャー」(投手)一一打者に投球するように指定された野手

をいう。(8.01)

2.62 Pitcher's PIVOT FOOT「 ピッチヤース・ピボットフット」(投手の軸

足)一―投手が投球の際、投手板に触れている足をいう。(8.01)

2.63゛ PLAY゛ 「プレイ」――球審が試合を開始するとき、およびボールデッドの状

態から競技を再開するときに用いる命令をいう。

2.64 QUICK RETURN Pitch「 クィックリターンピッチ」―一打者の虚をつく

ことを意図した投球をいう。これは反則投球である。

2.65 REGULATION GAME「 レギュレーションゲーム」(正式試合)一-4.10

および4.H参照。

2.66 RETOUCH「 リタッチ」――走者が、規則によつて、帰塁しなければならな

い塁へ帰る行為をいう。

【注】 リ`タッヂ には、飛球が捕らえられたときに離塁していた走者が、進塁の起点

となった塁に帰塁する行為と、飛球が打たれたとき塁にタッチしていて、野手が捕

球したのを見て次塁ヘスタートする行為の二つがある。(7.08d、 7.10a参照)
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2.67～2.73              定     義

2.67 RUN or SCORE「 ランまたはスコア」(得点)――攻撃側のプレーヤーが

打者から走者となって、一塁、二塁、二塁、本塁の順序で各塁に触れた場合に、与

えられる得点をいう。(4.09)

2.68 RUN― DOWN「 ランダウン」(挟撃)一―塁間で走者をアウトにしようとす

る守備側の行為をいう。

2.69 RUNNER「 ランナー」(走者)一―塁に向かって進んだり、触れたり、戻つ

たりする攻撃側プレーヤーをいう。

2.70゛ SAFE、 「セーフ」――走者にその得ようとしていた塁を占有する権利を与え

る、審判員の宣告をいう。

2.71 SET POSITION「 セットポジション」一一二つの正規な投球姿勢のうちの

一つである。

2.72 SQUEEZE PLAY「スクイズプレイ」―一三塁に走者がいる場合、バントに

よつて走者を得点させようとするチームプレイを指す術語である。

2.73 STRIKE「 ストライク」―一次のような、投手の正規な投球で、審判員によっ

て ス`トライク゛と宣告されたものをいう。

(a)打者が打つた (バ ントの場合も含む)が、投球がバットに当たらなかったも

θ)。

(b)打 者が打たなかった投球のうち、ボールの一部分がス トライクゾーンのどの

部分でもインフライ トの状態で通過 したもの。

(c)0ス トライクまたは 1ス トライクのとき、打者がファウルしたもの。

(d)バ ントして、ファウルボールとなったもの。
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2,74-2.76

【注】普通のフアウルは、2ス トライクの後はストライクとして数えられないが、バ

ントのフアウルに限つて、ボールカウントには関係なく常にストライクとして数え

られるから、2ス トライク後にバントしたものがフアウルボールとなれば、打者は

三振となる。ただし、バントがフライとして捕らえられた場合は、フライアウトと

なる。

(e)打 者が打つた (バ ントした場合も含む)が、投球がバットには触れないで打

者の身体または着衣に触れたもの。

(f)バ ウンドしない投球がス トライクゾーンで打者に触れたもの。

(g)フ ァウルチップになったもの。

2.74 STRIKE ZONE「 ス トライクゾーン」―一打者の肩の上部とユニフォーム

のズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のライ

ンを下限とする本塁上の空間をいう。

このス トライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。

【注】 投球を待つ打者が、いつもと異なつた打撃姿勢をとつてストライクゾーンを小

さく見せるためにかがんだりしても、球審は、これを無視してその打者が投球を打

つための姿勢に従つて、ストライクゾーンを決定する。

2.75 SUSPENDED GAME「 サスペンデッドゲーム」(一時停止試合)一一後日、

その続きを行なうことにして、一時停止された試合をいう。(4.12)

2.76 TAG「 タッグ」 (触球)一―野手が、手またはグラブに確実にボールを保持 し

て、その身体を塁に触れる行為、あるいは確実に保持したボールを走者に触れるか、

手またはグラブに確実にボールを保持して、その手またはグラブを走者に触れる行

為をいう。

しかし、塁または走者に触れると同時、あるいはその直後に、ボールを落とした

義
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2,77～ 2.82                          定         義

場合は
｀
触球゛ではない。

野手が塁または走者に触れた後、これに続く送球動作に移つてからボールを落と

した場合は、
｀
触球、と判定される。

要するに、野手が塁または走者に触れた後、ボールを確実につかんでいたことが

明らかであれば、これを落とした場合でも
｀
触球゛と判定される。

2.77 THROW「 スロー」 (送球)一一ある目標に向かつて、手および腕でボールを

送る行為をいい、常に投手の打者への投球 (ピ ッチ)と 区別される。

2.78 TIE GAME「 タイゲーム」――球審によって終了を命 じられた正式試合で、

両チームの得点が等しかったものをいう。

2.79｀ TIME゛ 「タイム」――正規にプレイを停止させるための審判員の宣告であり、

その宣告によってボールデッドとなる。

2.80 TOUCH「 タッチ」――プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、その着

衣あるいは用具のどの部分に触れても
｀
プレーヤーまたは審判員に触れた、ことに

なる。

2.81 TRIPLE PLAY「 トリプルプレイ」 (二重殺)――守備側プレーヤーが連続

した動作で、 3人の攻撃側プレーヤーをプットアウトにするプレイであるが、この

三つのプットアウトの間に失策が介在したものは、 トリプルプレイとはみなされな

い 。

2.82 WILD PITCH「ヮイル ドピッチ」 (暴投)一―捕手が普通の守備行為で処

理することができないほど高すぎるか、低すぎるか、横にそれるかした、投手の正

規な投球をいう。
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定     義                2.83

2.83 WIND― UP POSITION「 ワインドアップポジション」一一二つの正規な

投球姿勢のうちの一つである。
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試 合 の 準 備

3.00 試合の準備

3.01審判員は、試合開始前に、次のことをしなければならない。

(a)競 技に使用される用具、およびプレーヤーの装具が、すべて規則にかなって

いるかどうかを厳重に監視する。

(b)塗 料、チョーク、その他の自色材料で引かれた競技場の諸線 (図表 1、 2の

太線)が、地面または芝生からはっきりと見分けがつくようにできあがっている

かどうかを確かめる。

(c)正 規のボール (リ ーグ会長がホームクラブに対して、その個数および製品に

ついて証明済みのもの)を、ホームクラブから受け取る。審判員はボールを検査

し、ボールの光沢を消すため特殊な砂を用いて適度にこねられていることを確認

する。審判員は、その単独判断でボールの適否を決定する。

【注】 アマチュア野球では、ボールはホームチームまたは主催者が供給する。

(d)正 規のボールを少なくとも 1ダース、必要に応じてただちに使用できるよう

に、ホームクラブが準備しているかどうかを確かめる。

(e)少 なくとも2個のボールを予備に持ち、試合中、必要に応じてその都度、予

備のボールの補充を要求する。これらのボールを、次の場合に使用する。

(1)ボ ールがプレイングフィール ドの外へ出た場合。

(2)ボ ールが汚れた場合、あるいはボールがなんらかの理由で使えなくなった

場合。

(3)投 手がボールの交換を求めた場合。

【原注】 球審は、ボールデッドとなりすべてのプレイが終わるまで投手にボールを手

渡してはならない。フェアの打球または野手の送球がプレイングフィールドの外へ

出た場合は、走者および打者が与えられた塁に達するまで、予備のボールを渡して
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試 合 の 準 備 3.02～ 3.03

プレイを再開してはならない。また、打者がプレイングフィールドの外へ本塁打を

打ったときは、その打者が本塁を踏み終わるまで球審は、新しいボールを投手また

は、捕手に手渡してはならない。

(f)試 合開始前に公認ロジンバッグが投手板の後方に置かれていることを確認す

る。

3.02プ レーヤーが、土、ロジン、パラフイン、甘草、サンドペーパー、エメリーペ

ーパー、その他のもので、ボールを故意に汚すことは禁じられる。

ペナルテイ 審判員は、そのボールの返還を求め、反則した者を試合から除く。

さらに、反則者は自動的に以後10試合の出場停止となる。ボールを傷つけた

投手に関しては8.02(a)(2)～ (6)参照。

【注】アマチュア野球では、このペナルティを適用せず、審判員が、その反則者に注
意して、そのボールの返還を求めるにとどめるが、その後も、故意に同様の行為を

くり返した場合には、試合から除く。

3.03プ レーヤーの交代は、試合中ボールデッドのときなら、いつでも許される。代

わつて出場したプレーヤーは、そのチームの打撃順に従つて、退いたプレーヤーの

順番を受け継いで打つ。いつたん試合から退いたプレーヤーは、その試合には再び

出場することはできないが、プレーヤー兼監督に限つて、控えのプレーヤーと代わ

つてラインアップから退いても、それ以後コーチスボックスに出て指揮することは

許される。

守備側チームのプレーヤーが 2人以上同時に代わって出場したときは、その代わ

つて出場したプレーヤーが守備位置につく前に、監督はただちにそのプレーヤーの

打撃順を球審に示し、球審はこれを公式記録員に通告する。

この通告がなかつたときは、球審は、代わつて出場したプレーヤーの打撃順を指
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3.04-3.05

定する権限を持つ。

試 合 の 準 備

【原注】 同一イニングでは、投手が一度ある守備位置についたら、再び投手となる以

外他の守備位置に移ることはできないし、投手に戻つてから投手以外の守備位置に

移ることもできない。

投手以外の負傷退場した野手に代わつて出場したプレーヤーには、5球を限度とし

てウォームアップが許される。(投手については、8.03に 規定がある)

【注】 アマチュア野球では、試合から退いたプレーヤーが、ベースコーチとなること

を認めることもある。

3.04打順表に記載されているプレーヤーは、他のプレーヤーの代走をすることは許

されない。

【原注】この規則は コ`ーティシーランナー゙ (相手の好意で適宜に許される代走者)

の禁止を意味している。試合に出場しているプレーヤーは、他のプレーヤーのため

に、コーティシーランナーになることを許されず、いったん試合から退いたプレー

ヤーも同様である。打順表に記載されていないプレーヤーでも、一度走者として出

たならば、代わつて出場したプレーヤーと同様にみなす。

3.05先発投手および救援投手の義務

(a)4.01(a)、 同(b)の手続きによつて球審に手渡された打順表に記載されて

いる投手は、第 1打者またはその代打者がアウトになるかあるいは一塁に達する

まで、投球する義務がある。ただし、その投手が負傷または病気のために、投球

が不可能になったと球審が認めた場合を除く。

(b)あ る投手に代わつて救援に出た投手は、そのときの打者または代打者がアウ

トになるか一塁に達するか、あるいは攻守交代になるまで、投球する義務がある。

ただし、その投手が負傷または病気のために、それ以後投手としての競技続行が

不可能になったと球審が認めた場合を除く。
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試 合 の 準 備

(c)規 則で代わることが許されていない投手に代わつて他のプレーヤーが出場し

た場合には、審判員は、本条を正しく適用するために、正規の投手に試合に戻る

ことを命じなければならない。

万一、誤つて出場した投手が、指摘されないまま打者へ 1球を投げるか、また

は塁上の走者がアウトになつた場合には、その投手は正当化されて、以後のプレ

イはすべて有効となる。

【原注】 監督が本項に違反して投手を退かせようとしたときには、審判員はその監督

に不可能である旨を通告しなければならない。たまたま、球審が看過して規則で許

されていない投手の出場を発表してしまった場合でも、その投手が投球する前なら

正しい状態に戻すことができる。万一、誤つて出場した投手が1球を投じてしまえ

ば、その投手は正規の投手となる。

(d)す でに試合に出場している投手がイニングの初めにファウルラインを越えて

しまえば、その投手は、第 1打者がアウトになるかあるいは一塁に達するまで、

投球する義務がある。ただし、その打者に代打者が出た場合、またはその投手が

負傷または病気のために、投球が不可能になったと球審が認めた場合を除く。

また、投手が塁上にいるとき、または投手の打席で前のイニングが終了して、投

手がダッグアウトに戻らずにマウンドに向かつた場合は、その投手は、準備投球

のために投手板を踏まない限り、そのイニングの第 1打者に投球する義務はない。

3.06監督は、プレーヤーの交代があった場合には、ただちにその旨を球審に通告し、

あわせて打撃順のどこに入るかを明示しなければならない。

【原注】 《ダブルスイッチ (投手交代と同時に野手も交代させて、打撃順を入れ替え

る)の場合、監督はファウルラインを越える前に、まず球審に複数の交代と入れ替

わる打撃順を通告しなければならない。監督またはコーチがファウルラインを越え

たら、それ以後ダブルスイッチはできない。》
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3.07～3.09              試 合 の 準 備

試合から退いたプレーヤーは、ベンチに入つて、そのチームとともに残ることはで

きる。また、投手のウォームアップの相手をすることもできる。プレーヤー兼監督

が控えのプレーヤーと代わつて退いた場合、ベンチまたはコーチスボックスから指

揮を続けることはできる。

審判員は、試合から退いてベンチに残ることを許されたプレーヤーが相手チームの

プレーヤー、監督または審判員に対して、やじをとばすことは許さない。

【注】《新》我が国では、本項 〔原注〕前段については、所属する団体の規定に従う。

3.07交代通告を受けた球審は、ただちにその旨を自ら発表するか、または発表させ

る義務がある。

3.08交代発表のなかったプレーヤーの取り扱い

(a)代 わって出場したプレーヤーは、たとえその発表がなくても、次のときから、

試合に出場 したものとみなされる。

(1)投 手ならば、投手板上に位置したとき。

(2)打 者ならば、バッタースボックスに位置したとき。

(3)野 手ならば、退いた野手の普通の守備位置についてプレイが始まったとき。

(4)走 者ならば、退いた走者が占有していた塁に立ったとき。

(b)前 項で出場 したものと認められたプレーヤーが行なったプレイ、およびその

プレーヤーに対して行なわれたプレイは、すべて正規のものとなる。

3.09ユニフォーム着用者は、次のことが禁じられる。

(1)プ レーヤーが、試合前、試合中、または試合終了後を問わず、観衆に話し

かけたり、席を同じくしたり、スタンドに座ること。

(2)監 督、コーチまたはプレーヤーが、試合前、試合中を問わず、いかなると

きでも観衆に話しかけたり、または相手チームのプレーヤーと親睦的態度をと

ること。
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試 合 の 準 備 3.10～ 3.11

【注】 アマチュア野球では、次の試合に出場するプレーヤーがスタンドで観戦するこ

とを特に許す場合もある。

3.10競技場使用の適否の決定権

(a)ホームチームだけが、天候、競技場の状態が試合を開始するのに適している

かどうかを決定する権限を持っている。ただし、ダブルヘッダーの第 2試合の場

合を除く。

【例外】 全日程が消化できず、そのリーグの最終順位が、実際の勝敗の結果によ

らずに決まることがないようにするために、最終の数週間、そのリーグに限つ

て、本条の適用を中止する権限を、そのリーグの会長に全面的に付与すること

ができる。たとえば、選手権試合の終期の節において、いずれか2チーム間の

試合を延期したり、または挙行しなかつたことが、リーグの最終順位に影響を

及ぼすおそれのある場合には、そのリーグ所属チームの要請によって、本条に

よるホームチームに付与されている権限を、リーグ会長が持つことができる。

【注】 アマチュア野球では、本項を適用しない。

(b)ダブルヘッダーの第 1試合の球審だけが、天候、競技場の状態がダブルヘッ

ダーの第 2試合を開始するのに適しているかどうかを決定する権限を持つている。

3.11 ダブルヘッダーの第 1試合と第 2試合の間、または試合が競技場使用不適のた

めに停止されている場合、競技場をプレイに適するようにするために、球審は球場

管理人およびその助手を指図することができる。

ペナルテイ 球場管理人およびその助手が球審の指図に従わなかった場合には、

球審は、フォーフィッテッドゲームを宣告して、ビジティングチームに勝ちを

-39-―



3.12～3.15         試 合 の 準 備

与えることが許される。 (4.16)

3.12審判員が試合を停止するときは
｀
タイム゛を宣告する。球審が

｀
プレイ゛を宣

告したときに停止状態は終わり、競技は再開される。タイムの宣告からプレイの宣

告までの間、試合は停止される。

3.13観衆が競技場内にあふれ出ている場合、ホームチームの監督は、打球、送球が

観衆内に入つたときはもちろん、不測の事態が生じた場合など、あらゆる点を考慮

して、広範囲に及ぶグラウンドルールを作つて、球審ならびに相手チームの監督に

指示して承諾を求める。相手チームの監督がこれを承諾すれば、そのグラウンドル

ールは正規のものとなるが、万一承諾しないときは、球審は、プレイに関する規則

に抵触しない範囲内で、競技場の状態から推測して必要と思われる特別グラウンド

ルールを作成 して、これを実行させる。

3.14攻撃側プレーヤーは、自チームの攻撃中には、グラブ、その他の用具を競技場

内からダッグアウトに持ち帰らなければならない。フェア地域とファウル地域とを

問わず、競技場内には何物も残しておいてはならない。

3.15試合中は、ユニフォームを着たプレーヤーおよびコーチ、監督、ホームチーム

によって公認されている報道写真班、審判員、制服を着た警官、ならびにホームチ

ームの警備員、その他の従業員のほかは、競技場内に入つてはならない。

競技場内に入ることを公認された人 (試合に参加している攻撃側メンバーまたは

ベースコーチ、そのいずれかが打球または送球を守備しようとしている野手を妨害

した場合、あるいは審判員を除く)が競技を妨害したとき、その妨害が故意でない

ときは、ボールインプレイである。しかし故意の妨害のときには、妨害と同時にボ

ールデッドとなり、審判員は、もし妨害がなかったら競技はどのような状態になっ

たかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。
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試 合 の 準 備

【原注】本条で除かれている攻撃側メンバーまたはベースコーチが、打球または送球を
守備しようとしている野手を妨害した場合については、7.H参照。審判員による妨

害については5.09(b)、 同(f)お よび6.08(d)、 走者による妨害については7.08(b)参

照。

妨書が故意であったか否かは、その行為に基づいて決定しなければならない。

たとえば、バットボーイ、ポールボーイ、警察官などが、打球または送球に触れな

いように避けようとしたが避けきれずに触れた場合は、故意の妨害とはみなされな

い。しかしボールをけったり、拾い上げたり、押し戻した場合には、本人の意思と

は関係なく故意の妨害とみなされる。

3.16打球または送球に対して観衆の妨害があつたときは、妨害と同時にボールデッ

ドとなり、審判員は、もし妨害がなかつたら競技はどのような状態になったかを判

断して、ボールデッド後の処置をとる。

【付記】観衆が飛球を捕らえようとする野手を明らかに妨害した場合には、審判

員は打者に対 してアウ トを宣告する。

【原注】 打球または送球がスタンドに入つて観衆に触れたら、たとえ競技場内にはね

返つてきてもボールデッドとなる場合と、観衆が競技場内に入つたり、境界線から

乗り出すか、その下またはあいだをくぐり抜けてインプレイのボールに触れるか、

あるいはプレーヤーに触れたり、その他の方法で妨げた場合とは事情が異なる。後

者の場合は故意の妨害として取り扱われる。打者と走者は、その妨害がなかったら

競技はどのような状態になったかと審判員が判断した場所におかれる。

野手がフェンス、手すり、ロープから乗り出したり、スタンドの中へ手を差し伸べ

て捕球するのを妨げられても妨害とは認められない。野手は危険を承知でプレイし

ている。しかし、観衆が競技場に入つたり、身体を競技場の方へ乗り出して野手の

捕球を明らかに妨害した場合は、打者は観衆の妨害によってアウトが宣告される。

例―-1ア ウト走者三塁、打者が外野深く飛球 (フ ェアかファウルかを問わない)を
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3.17～ 3.18 試 合 の 準 備

打つた。観衆がそれを捕球しようとする外野手を明らかに妨害した。審判員は観衆

の妨害によるアウトを宣告した。その宣告と同時にボールデッドとなり、審判員は、

打球が深かつたので、妨害されずに野手が捕球しても捕球後三塁走者は得点できた

と判断して、三塁走者の得点を認める。本塁からの距離が近いほんの浅いフライに

対しては、妨害があっても、このような処置をとるべきではない。

3.17両チームのプレーヤーおよび控えのプレーヤーは、実際に競技にたずさわつて

いるか、競技に出る準備をしているか、あるいは一塁または三塁のベースコーチに

出ている場合を除いて、そのチームのベンチに入つていなければならない。

試合中は、プレーヤー、控えのプレーヤー、監督、コーチ、 トレーナー、バット

ボーイのほかは、いかなる人もベンチに入ることは許されない。

ペナルテイ 本条項に違反したときは、審判員は、警告を発した後、その反則者

を競技場から除くことができる。

【注1】 次打者席には、次打者またはその代打者以外入つてはならない。

【注2】 ベンチあるいはダッグアウトに入ることのできる者に関しては、プロ野球で
は各リーグの規約によって定め、アマチュア野球では協会、連盟ならびに大会など

の規約に基づいて定めている。

3.18ホームチームは、秩序を維持するのに十分な警察の保護を要請する備えをして

おく義務がある。 1人もしくは2人以上の人が試合中に競技場内に入り、どんな方

法ででもプレイを妨害した場合には、ビジティングチームは、競技場からそれらの

人々が退去させられるまで、プレイを行なうことを拒否することができる。

ペナルテイ ビジティングチームがプレイを行なうことを拒否 してから、15分

を経過した後、なお適宜な時間をかけても競技場からそれらの人々が退去させ

られなかった場合には、球審はフォーフィッテッドゲームを宣告してビジティ

ングチームの勝ちとすることができる。
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試 合 の 準 備

【注1】 ここにいう 適`宜な時間゙ とは、球審の判断に基づく適宜な時間を意味する。

フォーフィッテッドゲームは、同僚との協議の末、球審がとる最後の手段であつ

て、すべての手段が尽き果てた後に、初めてこれを宣告するもので、料金を払つて

試合を見にきているフアンを失望させることは極力避けなければならない。

【注2】 アマチュア野球では、ホームチームに代わつて大会主催者、連盟などがその

責にあたる。
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試 合 の 開 始

4.00 試合の開始と終了

4.01 ホームクラブが試合の延期または試合開始の遅延をあらかじめ申し出た場合を

除いて、 1人ないし数人の審判員は、試合開始予定時刻の 5分前に競技場内に入り、

ただちに本塁に進み、両チームの監督に迎えられる。

(a)ま ず、ホームチームの監督、または監督が指名した者が、球審に2通の打順

表を手渡す。

(b)次 に、ビジティングチームの監督、または監督が指名した者が、球審に2通

の打順表を手渡す。

(c)球 審に手渡される打順表には、各プレーヤーの守備位置も記載されなければ

ならない。指名打者を使用する場合は、どの打者が指名打者であるのかを打順表

に明記しなければならない。

(d)球 審は、受領した打順表の正本が副本と同一であるかどうかを照合した後、

相手チームの監督にそれぞれ打順表の副本を手交する。球審の手元にあるものが

正式の打順表となる。球審による打順表の手交は、それぞれの打順表の確定を意

味する。したがって、それ以後、監督がプレーヤーを交代させるには規則に基づ

いて行なわなければならない。

【原注】球審は、試合開始の プ゙レイ゙ を宣告する前に、打順表における明らかな誤
記を見つけた場合、まず誤記をしたチームの監督またはキャプテンに注意し、それ
を訂正させることができる。たとえば、監督が不注意にも打順表に8人 しか記載し
なかったり、同姓の 2人を区別する頭文字をつけないで記載した場合、球審がこれ
らの誤記を試合開始前に見つけたら、訂正させなければならない。明らかな不注意
や試合開始前に訂正できる誤りのために、試合が始まってからチームが東縛される
べきではない。

(e)ホ ームチームの打順表が球審に手渡されると同時に、競技場の全責任は、各

審判員に託される。そ して、その時を期 して、球審は天候、競技場の状態などに
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試 合 の 開 始              4.02～ 4.03

応じて、試合打ち切りの宣告、試合の一時停止あるいは試合再開などに関する唯

一の決定者となる。

球審はプレイを中断した後、少なくとも30分 を経過するまでは、打ち切 りを

命じてはならない。また球審はプレイ再開の可能性があると確信すれば、一時停

止の状態を延長してもさしつかえない。

【原注】 球審は、いかなる場合でも、試合を完了するように努力しなければならない。

試合完了の確信があれば、球審は、その権限において、30分 にわたる 一`時停止゛

を何度くり返しても、あくまで試合を続行するように努め、試合の打ち切りを命じ

るのは、その試合を完了させる可能性がないと思われる場合だけである。

4.02ホームチームの各プレーヤーが、それぞれの守備位置につき、ビジテイングチ

ームの第 1打者が、バッタースボックス内に位置したとき、球審はプレイを宣告し、

試合が開始される。

4.03試合開始のとき、または試合中ボールインプレイとなるときは、捕手を除くす

べての野手はフェア地域にいなければならない。

(a)捕 手は、ホームプレートの直後に位置しなければならない。

故意の四球が企図された場合は、ボールが投手の手を離れるまで、捕手はその

両足をキャッチャースボツクス内に置いていなければならないが、その他の場合

は、捕球またはプレイのためならいつでもその位置を離れてもよい。

ペナルテイ ボークとなる。 (8。051参照)

(b)投 手は、打者に投球するにあたつて、正規の投球姿勢をとらなければならな

い 。

(c)投 手と捕手を除く各野手は、フエア地域ならば、どこに位置してもさしつか

えない。
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4.04-4.05 ベ ー ス コ ーチ

【注】投手が打者に投球する前に、捕手以外の野手がファウル地域に位置を占めるこ
とは、本条で禁止されているが、これに違反した場合のペナルティはない。

審判員がこのような事態を発見した場合には、速やかに警告してフェア地域に戻ら
せた上、競技を続行しなければならないが、もし警告の余裕がなく、そのままプレ
イが行なわれた場合でも、この反則行為があったからといってすべての行為を無効
としないで、その反則行為によって守備側が利益を得たと認められたときだけ、そ
のプレイは無効とする。

4.04試合中、打撃順の変更は認められない。しかし、打順表に記載されているプレ
ーヤーが控えのプレーヤーと代わることは許される。ただし、その控えのプレーヤ
ーは退いたプレーヤーの打撃順を受け継がなければならない。

4.05ベースコーチ

(a)攻 撃側チームは、攻撃期間中、 2人のベースコーチーー 1人は一塁近く、他
は三塁近く――を所定の位置につかせなければならない。

(b)ベ ースコーチは、各チーム特に指定された2人に限られ、次のことを守らな

ければならない。

(1)そ のチームのユニフォームを着ること。

(2)常 にコーチスボックス内にとどまること。

ペナルティ 審判員は本項に違反したものを試合から除き、競技場から退かせる。

【原注】 ここ数年、ほとんどのコーチが片足をコーチスボックスの外に出したり、ラ
インをまたいで立ったり、コーチスボックスのラインの外債1に僅かに出ていること
は、ありふれたことになっているが、コーチは、打球が自分を通過するまで、コー
チスボツクスを出て本塁寄りおよびフェア地域寄りに立っていてはならない。ただ
し、相手チームの監督が異議を申し出ない限り、コーチスボックスの外に出ている
ものとはみなされない。しかし、相手チーム監督の異議申し出があったら、審判員
は、規則を厳しく適用し、両チームのコーチがすべて常にコーチスボックス内にと
どまることを要求しなければならない。
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プレーヤーの禁止事項

コーチが、プレーヤーに「滑れ」「進め」「戻れ」とシグナルを送るために、コーチ

スボックスを離れて、自分の受け持ちのベースで指図することもありふれたことに

なつている。このような行為はプレイを妨げない限り許される。

《ベースコーチは、用具の交換を除き、走者の身体に触れてはならない。》

【注1】 監督が指定されたコーチに代わつて、ベースコーチとなることはさしつかえ

ない。

【注2】 アマチユア野球では、ベースコーチを必ずしも特定の2人に限る必要はない。

【注3】 コーチがプレイの妨げにならない範囲で、コーチスボツクスを離れて指図す

ることは許されるが、たとえば、三塁コーチが本塁付近にまできて、得点しようと

する走者に対して、「滑れ」とシグナルを送るようなことは許されない。

4.06競技中のプレーヤーの禁止事項

(a)監 督、プレーヤー、控えのプレーヤー、コーチ、 トレーナーおよびバットボ

ーイは、どんなときでも、ベンチ、コーチスボツクス、その他競技場のどの場所

からも、次のことをしてはならない。

(1)言 葉、サインを用いて、観衆を騒ぎたたせるようにあおつたり、あおろう

とすること。

(2)ど んな方法であろうとも、相手チームのプレーヤー、審判員または観衆に

対して、悪口をいつたりまたは暴言を吐くこと。

(3)ボ ールインプレイのときに
｀
タイム、と叫ぶか、他の言葉または動作で明

らかに投手にボークを行なわせようと企てること。

(4)ど んな形であろうとも、審判員に故意に接触すること。(審判員の身体に

触れることはもちろん、審判員に話 しかけたり、なれなれしい態度をとるこ

と)

(b)野 手は、打者の目のつくところに位置して、スポーツ精神に反する意図で故

意に打者を惑わしてはならない。

ペナルテイ 審判員は反則者を試合から除き、競技場から退かせる。なお投手が

4.06
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4.07～4.09            プレーヤーの禁止事項

ボークをしても無効とする。

4.07監督、プレーヤー、コーチまたはトレーナーは、試合から除かれた場合、ただ

ちに競技場を去り、以後その試合にたずさわってはならない。

試合から除かれた者はクラブハウス内にとどまっているか、ユニフォームを脱い

で野球場構内から去るか、あるいはスタンドに座る場合には、自チームのベンチま
たはブルペンから離れたところに席をとらなければならない。

【原注】出場停止処分中の監督、コーチ、プレーヤーは、試合中ダッグアウト、クラ
ブハウス、新間記者席に入ることはできない。

4.08ベ ンチにいる者が、審判員の判定に対 して激しい不満の態度を示 した場合は、

審判員は、まず警告を発 し、この警告にもかかわらず、このような行為が継続され
た場合には、次のペナルティを適用する。

ペナルティ 審判員は、反則者にベンチを退いてクラブハウスに行くことを命じ

る。もし、審判員が反則者を指摘することができなければ、控えのプレーヤー

を全部ベンチから去らせる。しかし、この場合そのチームの監督には、試合に

出場しているプレーヤーと代えるために必要な者だけを競技場に呼び戻す特典
が与えられる。

4.09得点の記録

(a)3人 アウトになってそのイニングが終了する前に、走者が正規に一塁、二塁、
三塁、本塁に進み、かつこれに触れた場合には、その都度、 1点が記録される。

【付記】 第 3アウトが次のような場合には、そのアウトにいたるプレイ中に、走
者 (1、 2にあたる場合は全走者、3にあたる場合は後位の走者)が本塁に進
んでも、得点は記録されない。
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4.09点得

(1)打者走者が一塁に触れる前にアウトにされたとき。(6.05、 6.06参 照)

(2)走者がフォースアウトされたとき。(7.08e参照)

(3)前位の走者が塁に触れ損ねてアウトにされたとき。(7.10a,b、 7.12

参照)

【原注】規則説明 打者走者のアウトが一塁に触れる前のアウトの形をとり、それが

第 3ア ウトにあたつたときは、たとえ他の走者がそのアウトの成立前か、あるいは

そのアウトが成立するまでのプレイ中に本塁に触れていても得点は記録されない。

〔例 11 1アウト走者二・三塁のとき打者が安打したので、三塁走者は容易に本塁

に達したが、二塁走者は本塁への送球でアウトにされて 2ア ウトとなつた。この

間、打者走者は二進していたが、途中一塁を踏んでいなかつたので一塁でアピー

ルされて打者はアウトになり、 3ア ウトとなつた。一一三塁走者は
｀
打者走者が

一塁に触れる前のアウトで、しかも第 3ア ウトにあたる場合、のプレイ中に本塁

に触れたのであるから、その得点は記録されない。

〔例 2〕 2ア ウト満塁のとき、打者はフエンス越えの本塁打を打つて4人 とも本塁

を踏んだが、打者は一塁を踏まなかつたのでアピールされてアウトになつた。

一―この場合、打者のアウトは一塁に触れる前の第 3ア ウトの形をとるから、無

得点である。

規則説明 前位の走者が塁を触れ損ねたためにアウトにされた場合、正しい走塁を

行なつた後位の走者に関しては、そのアウトが2ア ウトまたは 1ア ウトにあたると

きと、 3アウトにあたるときとでは事情が違う。

〔例 1〕 1ア ウト走者―・二塁のとき、打者は場内本塁打を打つた。二塁走者は本

塁へ達する間に二塁を空過した。一塁走者と打者は正しく塁を踏んで本塁に達し

た。守備側は三塁に送球してアピールしたので、審判員は二塁走者に対してアウ

トを宣告して、2ア ウトとなつた。一―一塁走者と打者の得点は認められる。

〔例 2〕 2ア ウト走者二塁のとき、打者が場内本塁打を打ち、 2人とも本塁を踏ん

だが、二塁走者は三塁を空過したので、アピールによつてアウトにされ、 3ア ウ

トとなつた。一一打者は正しく本塁を踏んではいるが、得点には数えられない。

規則説明 前位の走者が塁に触れ損ねるか、飛球が捕らえられたときにリタッチを

果たさなかつたために、第 3ア ウトとなつた場合、後位の走者は正しい走塁を行な

っていても得点とはならない。
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〔例〕 1ア ウト走者二 。三塁のとき、打者が中堅飛球を打つてアウトになり、2ア

ウトとなった。三塁走者はそのフライアウトを利して本塁に触れ、二塁走者も本
塁への悪送球によって得点した。このとき三塁走者に対してアピールがあり、捕
球前に二塁を離れたものと判定されて、3ア ウトとなった。一―無得点である。

規則説明 塁を踏み損ねた走者または飛球が捕らえられたときにリタッチを果たさ
なかった走者に対して、守備側がアピールした場合、審判員がそれを認めたときに
その走者はアウトになる。

〔例〕 1ア ゥト走者一 。三塁のとき、打者の右翼飛球で2ア ウトとなった。三塁走
者は捕球後三塁にリタッチして本塁を踏んだが、一塁走者は二塁へ向かっていた
ので一塁に帰塁しようと試みたが、右翼手の送球でアウトになった。三塁走者は
そのアウトより早く本塁を踏んでいた。一―一塁走者のアウトはフォースアゥト
でないから、その第3ア ウトより早く本塁を踏んだ三塁走者の得点は記録される。

【注 1】 第3ア ウトがフォースァゥト以外のアウトで、そのプレイ中に他の走者が本
塁に達した場合、審判員は、その走者にアピールプレイが残つているか否かに関係
なく、本塁到達の方が第3ア ウトより早かったか否かを明示しなければならない。

【注 2】 本項は打者および塁上の走者に安全進塁権が与えられたときも適用される。
たとえば、2ア ウト後ある走者が他の走者に先んじたためにアウトになったときは、
そのアウトになった走者よりも後位の打者または走者の得点が認められないことは
もちろんであるが、たとえアゥトになった走者より前位の走者でも第3ア ウトが成
立するまでに本塁を踏まなければ得点は認められない。
ただし、2ア ウト満塁で、打者が四球を得たとき、他のいずれかの走者がいったん

次塁を踏んだ後にアウトになったときだけ、その第3ア ウトが成立した後に三塁走
者が本塁を踏んでも、得点と認められる。(7.04b〔原注〕参照)

(b)正 式試合の最終回の裏、または延長回の裏、満塁で、打者が四球、死球、そ

の他のプレイで一塁を与えられたために走者となったので、二塁走者が本塁に進
まねばならなくなり、得点すれば勝利を決する 1点 となる場合には、球審はその

走者が本塁に触れるとともに、打者が一塁に触れるまで、試合の終了を宣告して

はならない。

ペナルティ 前記の場合、三塁走者が、適宜な時間がたつても、あえて本塁に進
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正 式 試 合

もうとせず、かつこれに触れようとしなかつた場合には、球審は、その得点を

認めず、規則に違反したプレーヤーにアウトを宣告して、試合の続行を命じな

ければならない。

また、2ア ウト後、打者走者があえて一塁に進もうとせず、かつこれに触れ

ようとしなかつた場合には、その得点は認めず、規則に違反したプレーヤーに

アウトを宣告して、試合続行を命じなければならない。

oアウトまたは1ア ウトのとき、打者走者があえて一塁に進もうとせず、か

つこれに触れようとしなかつた場合には、その得点は記録されるが、打者走者

はアウトを宣告される。

【原注】本項は、記述されているとおりに取り扱われるべきである。例外として観衆

が競技場になだれこんで、走者が本塁に触れようとするのを、または打者が一塁に

触れようとするのを肉体的に妨げた場合には、審判員は観衆のオブストラクシヨン

として走者の得点または進塁を認める。

【注】 たとえば、最終回の裏、満塁で、打者が四球を得たので決勝点が記録されるよ

うな場合、次塁に進んで触れる義務を負うのは、三塁走者と打者走者だけである。

三塁走者または打者走者が適宣な時間がたつても、その義務を果たそうとしなかつ

た場合に限つて、審判員は、守備側のアピールを待つことなくアウトの宣告を下す。

打者走者または三塁走者が進塁に際して塁に触れ損ねた場合も、適宜な時間がたつ

ても触れようとしなかつたときに限つて、審判員は、守備側のアピールを待つこと

なく、アウトの宣告を下す。

4.10正 式 試 合

(a)正 式試合は、通常 9イ ニングから成るが、次の例外がある。

すなわち同点のために試合が延長された場合、あるいは試合が次の理由によつ

て短縮された場合一一

(1)ホ ームチームが 9回裏の攻撃の全部、または一部を必要としない場合。

(2)球 審がコール ドゲームを宣告した場合。
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4.10        正 式 試 合

【例外】 マイナーリーグは、ダブルヘッダーのうちの1試合またはその2試合を
7回に短縮する規定を採用することが許される。
この際、本規則で9回とあるのを7回 と置きかえるほかは、すべて本規則に

従うべきである。

(b)両 チームが 9回の攻撃を完了してなお得点が等しいときは、さらに回数を重
ねていき、

(1)延 長回の表裏を終わって、ビジティングチームの得点がホームチームの得
点より多い場合、

(2)ホ ームチームが延長回の裏の攻撃中に決勝点を記録した場合、
に試合は終了する。

(C)球 審によって打ち切りを命じられた試合 (コ ール ドゲーム)が次に該当する
場合、正式試合となる。

(1)5回 の表裏を完了した後に、打ち切 りを命 じられた試合。(両チームの得
点の数には関係がない)

(2)5回 表を終わった際、または5回裏の途中で打ち切りを命じられた試合で、
ホームチームの得点がビジティングチームの得点より多いとき。

(3)5回 裏の攻撃中にホームチームが得点して、ビジティングチームの得点と
等 しくなってぃるときに打ち切りを命 じられた試合。

(d)正 式試合が両チームの得点が等しいまま終了した場合、その試合はサスペン
デツドゲームとなる。4。 12参照。

【注】 我が国では、所属する団体の規定に従う。

(e)正 式試合となる前に、球審が試合の打ち切りを命 じた場合には、
゛
ノーゲー

ム、を宣告 しなければならない。
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正 式 試 合

(f)正式試合または本条(c)項に規定された時点まで進行したサスペンデツドゲ

ームには、雨天引換券を発行しない。

4.11正式試合においては、試合終了時の両チームの総得点をもつて、その試合の勝

敗を決する。

(a)ビジテイングチームが9回表の攻撃を終わつたとき、ホームチームの得点が

相手より多いときには、ホームチームの勝ちとなる。

(b)両チームが9回の攻守を終わつたとき、ビジテイングチームの得点が相手よ

り多いときにはビジテイングチームの勝ちとなる。

(c)ホームチームの9回裏または延長回の裏の攻撃中に、勝ち越し点にあたる走

者が得点すれば、そのときに試合は終了して、ホームチームの勝ちとなる。

【付記1】 試合の最終回の裏、打者がプレイングフイールドの外へ本塁打を打つ

た場合、打者および塁上の各走者は、正規に各塁に触れれば得点として認めら

れ、打者が本塁に触れたときに試合は終了し、打者および走者のあげた得点を

加えて、ホームチームの勝ちとなる。

【付記 2】 9回の裏または延長回の裏に、プレイングフイールドの外へ本塁打を

打つた打者が、前位の走者に先んじたためにアウトになつた場合は、塁上の全

走者が得点するまで待たないで、勝ち越し点にあたる走者が得点したときに試

合は終了する。ただし、2ア ウトの場合で、走者が前位の走者に先んじたとき

に勝ち越し点にあたる走者が本塁に達していなければ、試合は終了せず、追い

越すまでの得点だけが認められる。

【注】 9回の裏または延長回の裏、0ア ウトまたは1ア ウトで、打者がプレイングフ

ィールドの外へ本塁打を打つたときに、ある走者が前位の走者に先んじたためにア

ウトになつた場合は、打者に本塁打が認められ、試合は打者が本塁に触れたときに

終了する。
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サスペンデッドゲーム

(d)4。 12(a)に よリサスペンデッドゲームにならない限り、コール ドゲームは、

球審が打ち切りを命じたときに終了し、その勝敗はその際の両チームの総得点に

より決する。

【注】我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審がコールドゲームを宣
したとき、次に該当する場合は、サスペンデッドゲームとしないで、両チームが完
了した最終均等回の総得点でその試合の勝敗を決することとする。
(1)ビジティングチームがその回の表で得点してホームチームの得点と等しくなっ

たが、表の攻撃が終わらないうち、または裏の攻撃が始まらないうち、あるいは
裏の攻撃が始まってもホームチームが得点しないうちにコールドゲームが宣せら
れた場合。

(2)ビジティングチームがその回の表でリードを奪う得点を記録したが、表の攻撃
が終わらないうち、または裏の攻撃が始まらないうち、あるいは裏の攻撃が始ま
つてもホームチームが同点またはリードを奪い返す得点を記録しないうちにコー
ルドゲームが宣せられた場合。

4.12サスペンデッドゲーム (一時停止試合 )

(a)試 合が、次の理由のどれかによって打ち切られた場合、後日これを完了する
ことを条件としたサスペンデッドゲームとなる。

(1)法 律による娯楽制限。

(2)リ ーグ規約による時間制限。

(3)照 明の故障、またはホームクラブが管理している競技場の機械的な装置の

故障。 (競技場の機械的な装置には、自動キャンバス被覆装置とか排水設備を
含んでいる)

(4)暗 くなったのに、法律によって照明の使用が許されていないため、試合続
行が不可能となった場合。

(5)天 候状態のために、正式試合のある回の途中でコール ドゲームが宣せられ
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た試合で、打ち切られた回の表にビジテイングチームがリードを奪う得点を記

録したが、ホームチームがリードを奪い返すことができなかつた場合。

(6)正 式試合として成立した後に、同点で打ち切られた場合。

本項の(1)(2)(5)(6)に よつて終了となつた試合については、4.10の 規

定による正式試合となりうる回数が行なわれていない限り、これをサスペンデ

ッドゲームとすることはできない。

本項の(3)ま たは(4)の理由で打ち切りが命 じられたときは、行なわれた回

数には関係なく、これをサスペンデツドゲームとすることができる。

【付記】 コールドゲームをサスペンデツドゲームとするかどうかを決定するにあ

たっては、天候状態およびこれに類する理由一本項(1)～ (5)一が優先される。

試合が、天候状態で停止した後に、照明の故障、娯楽制限、時間制限により

続行ができなくなつた場合は、サスペンデッドゲームとすることはできない。

試合が、照明の故障で停止した後に、天候状態や競技場の状態で再開できなく

なつた場合も、サスペンデッドゲームとすることはできない。本項に規定され

ている理由だけで打ち切られた試合がサスペンデッドゲームとなる。

(b)一時停止試合を再開して、これを完了するには、次の要項に従う。

(1)その球場での両クラブ間の日程の、次のシングルゲームに先立って行なう。

(2)その球場での両クラブ間の日程に、ダブルヘッダーしか残つていない場合

には、その最初のダブルヘッダーに先立って行なう。

(3)その都市での両クラブ間の日程の最終日に停止された場合には、都市を移

して、相手クラブの球場で、なるべく、

(i)両クラブ間の日程の、次のシングルゲームに先立って行なう。

(ii)両 クラブ間の日程にダブルヘッダーしか残っていない場合には、その最

初のダブルヘッダーに先立って行なう。

(4)両クラブ間の最終試合までに一時停止試合が完了していなかつた場合は、
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次のとおリコールドゲームとなる。その試合が、

(i)正式試合となる回数が行なわれており、かついずれかのチームがリード

している場合は、リードしてぃるチームの勝ちが宣告される。(ビ ジティン

グチームがある回の表にリードを奪う得点を記録したが、その回の裏にホー

ムチームがリードを奪い返す得点を記録しないうちにコールドゲームが宣せ
られた場合は除く。この場合は、両チームが完了した最終均等回の総得点で
勝敗を決する。)

(ii)正 式試合となる回数が行なわれており、かつ同点の場合は、｀
タィゲー

ム、が宣告される。(ビ ジティングチームがある回の表に得点を記録してホ
ームチームの得点と等しくなったが、その回の裏にホームチームが得点を記
録しないうちにコールドゲームが宣せられた場合は除く。この場合は、両チ
ームが完了した最終均等回の総得点で勝敗を決する。)こ の場合は、リーグ
優勝に影響しないという理由で再試合の必要がないとリーグ会長が判断しな
い限り、開始からやり直さなければならない。

(iii)正式試合となる回数が行なわれていなかった場合は、 ノ`ーゲーム゛が
宣告される。この場合は、リーグ優勝に影響しないという理由で再試合の必
要がないとリーグ会長が判断しない限り、開始からやり直さなければならな
い 。

(c)続 行試合は、元の試合の停止された個所から再開しなければならない。すな
わち、停止試合を完了させるということは、一時停止された試合を継続 して行な
うことを意味するものであるから、両チームの出場者と打撃順は、停止されたと
きと全く同一にしなければならないが、規則によって認められる交代は、もちろ
ん可能である。したがって、停止試合に出場 しなかったプレーヤーならば、続行
試合に代わって出場することができるが、停止試合にいったん出場して他のプレ
ーヤーと代わって退いたプレーヤーは、続行試合には出場することはできない。
停止された試合のメンバーとして登録されていなかったプレーヤーでも、続行試
合のメンバーとして登録されれば、その試合には出場できる。さらに、続行試合
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の出場資格を失つたプレーヤー (停止試合に出場し、他のプレーヤーと代わって

退いたため)の登録が抹消されて、その代わりとして登録された者でも、続行試

合には出場できる。

【原注】 交代して出場すると発表された投手が、そのときの打者 (代打者を含む)が

アウトになるか一塁に達するか、あるいは攻守交代となるまで投球しないうちに、

サスペンデッドゲームとなつた場合、その投手は続行試合の先発投手として出場し

てもよいし、出場しなくてもよい。しかし、続行試合に出場しなかつた場合には、

他のプレーヤーと交代したものとみなされて、以後その試合に出場することはでき

ない。

【注】 我が国では、サスペンデッドゲームについては、所属する団体の規定に従う。

4.13ダブルヘッダーに関する規則

(a)(1)選 手権試合は、 1日 2試合まで行なうことができる。サスペンデツド

ゲームを完了させるために、ダブルヘッダーとともに行なつても、本条項に抵

触することにはならない。

(2)も し、同じ日に、一つの入場料で 2試合が組まれている場合には、第 1試

合をその当日における正規の試合としなければならない。

(b)ダ ブルヘッダーの第 2試合は、第 1試合の完了後でなければ開始してはなら

ない。

(c)ダ ブルヘッダーの第 2試合は、第 1試合の終了20分後に開始する。ただし、

この 2試合の間にこれ以上の時間 (30分 を超えないこと)を必要とするときは、

第 1試合終了時に、球審はその旨を宣告して相手チームの監督に通告しなければ

ならない。

【例外】 ホームクラブが特別の行事のために、 2試合の間を規定以上に延長した

いと申し出て、リーグ会長がこれを承認した場合には、球審はこの旨を宣告し

―-57-一
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て、相手チームの監督に通告しなければならない。どの場合でも、第 1試合の

球審は、第 2試合が開始されるまでの時間を監視する任にあたる。

【注】 両チーム監督の同意を得れば、ダブルヘッダーの第2試合を、第 1試合の終了
後20分以内に開始してもさしつかえない。

(d)審 判員は、ダブルヘッダーの第 2試合をできる限り開始 し、そして競技は、
グラウンドコンディション、地方時間制限、天候状態などの許す限り、続行 しな

ければならない。

(e)正 式に日程に組まれたダブルヘッダーが、降雨その他の理由で、開始が遅延
した場合には、開始時間には関係なく開始されたその試合がダブルヘッダーの第
1試合となる。

(f)日 程の変更により、ある試合をダブルヘッダーの一つに組み入れた場合は、

その試合は第 2試合となり、正式にその日の日程に組まれている試合が、第 1試
合となる。

4.14球審は、暗くなったので、それ以後のプレイに支障をきたすと認めたときは、
いつでも競技場のライ トを点灯するように命じることができる。

4.15-方のチームが次のことを行なった場合には、フォーフィッテッドゲームとし
て相手チームに勝ちが与えられる。

(a)球 審が試合開始時刻にプレイを宣告してから、5分を経過してもなお競技場
に出ないか、あるいは競技場に出ても試合を行なうことを拒否した場合。

ただし、遅延が不可避であると球審が認めた場合は、この限りではない。

(b)試 合を長引かせ、または短くするために、明らかに策を用いた場合。

(c)球 審が一時停止または試合の打ち切 りを宣告しないにもかかわらず、試合の

続行を拒否 した場合。
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(d)一時停止された試合を再開するために、球審がプレイを宣告してから、 1分

以内に競技を再開しなかった場合。

(e)審判員が警告を発したにもかかわらず、故意に、また執拗に反則行為をくり

返した場合。

(f)審判員の命令で試合から除かれたプレーヤーを、通宜な時間内に、退場させ

なかつた場合。

(g)ダブルヘッダーの第 2試合の際、第 1試合終了後20分以内に、競技場に現

われなかつた場合。

ただし、第 1試合の球審が第 2試合開始までの時間を延長した場合は、この限

りではない。

4.16球審が、試合を一時停止した後、その再開に必要な準備を球場管理人に命じた

にもかかわらず、その命令が履行されなかつたために、試合再開に支障をきたした

場合は、その試合はフォーフイッテツドゲームとなり、ビジテイングチームの勝ち

となる。

【注】 アマチュア野球では、本条を適用しない。

4.17-方 のチームが競技場に9人のプレーヤーを位置させることができなくなるか、

またはこれを拒否した場合、その試合はフォーフイツテツドゲームとなつて相手チ

ームの勝ちとなる。

4.18球審がフォーフィッテツドゲームを宣告したときは、宣告後24時間以内に、

その旨を書面でリーグ会長に報告しなければならない。

ただし、球審がこの報告をしなかったからといつて、フォーフイツテツドゲーム

であることに変わりはない。
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4.19提訴試合

審判員の裁定が本規則に違反するものとして、監督が審議を請求するときは、各

リーグは試合提訴の手続きに関する規則を適用しなければならない。審判員の判断

に基づく裁定については、どのような提訴も許されない。提訴試合では、リーダ会

長の裁定が最終のものとなる。

審判員の裁定が本規則に違反するとの結論が出た場合であっても、リーグ会長に

おいて、その違反のために提訴チームが勝つ機会を失つたものと判断しない限り、

試合のやり直しが命ぜられることはない。

【原注】 監督が試合を提訴するには、提訴の対象となったプレイが生じたときから、
投手が次の1球を投じるか、または、たとえ投球しなくてもその前にプレイをした
リプレイを企てるまでに、その旨を審判員に通告していない限り、提訴は認められ
ない。

試合終了のときに生じたプレイについて提訴するときは、翌日の正午までにリーグ
事務局に申し出ればよい。

【注】 アマチュア野球では提訴試合を認めない。
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ボールインプレイ               5,01～ 5.06

5.00 ボールインプレイとボールデッド

5.01 試合を開始するときには、球審は ｀
プレイ゛を宣告する。

5.02球審が プ`レイ゛を宣告すればボールインプレイとなり、規定によつてボール

デッドとなるか、または審判員が
｀
タイム、を宣告して試合を停止しない限り、ボ

ールインプレイの状態は続く。

ボールデッドとなった際は、各プレーヤーはアウトになつたり、進塁したり、帰

塁したり、得点することはできない。

ただし、ボールインプレイ中に起きた行為 (た とえば、ボーク、悪送球、インタ

ーフェア、ホームランまたはプレイングフイールドの外に出たフェアヒット)な ど

の結果、 1個 またはそれ以上の進塁が認められた場合を除く。

【原注】ボールが試合中、部分的にはがれた場合は、そのプレイが完了するまで、ボ

ールインプレイの状態は続く。

5.03ま ず、投手は打者に投球する。その投球を打つか打たないかは打者が選択する。

5.04攻撃側は、まず打者が走者となり、走者となれば進塁して得点することに努め

る。

5.05守備側は、相手の打者が走者となることを防ぎ、走者となった場合は、その進

塁を最小限にとどめるように努める。

5.06打者が走者となり、正規にすべての塁に触れたときは、そのチームに 1点が記

録される。
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【原注】たとえば、三塁走者が、飛球が捕らえられてから、離塁して本塁を踏んだ後、
離塁が早かつたと誤信して、三塁に帰ろうとした場合のように、走者が正規の走塁

を行なって本塁に触れたならば、その走者のそれ以後の行為によって、その得点は

無効とはならない。

5.07攻撃側チームは、 3人のプレーヤーが正規にアウトにされると守備につき、そ

の相手チームが攻撃に移る。

5.08送球が偶然ベースコーチに触れたり、投球または送球が審判員に触れたときも、

ボールインプレイである。しかし、ベースコーチが故意に送球を妨害した場合には、

走者はアウトとなる。

5.09次の場合にはボールデッドとなり、走者は 1個の進塁が許されるか、または帰

塁する。その間に走者はアウトにされることはない。

(a)投 球が、正規に位置している打者の身体、または着衣に触れた場合一一次塁

に進むことが許された走者は進む。

(b)球 審が、盗塁を阻止 しようとしたり、塁上の走者をアウトにしようとする捕

手の送球動作を妨害 (イ ンターフェア)し た場合――各走者は戻る。

【付記】 捕手の送球が走者をアウトにした場合には、妨害がなかったものとする。

【原注】捕手の送球動作には、投手への返球も含む。

【注】捕手の送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちに
タ`イム゛を宣告して、走者を元の塁に戻す。

(C)ボ ークの場合――各走者は進む。(8.05ペナルティ参照)
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(d)反則打球の場合――各走者は戻る。

(e)フ ァウルボールが捕球されなかつた場合一―各走者は戻る。

球審は塁上の走者が、元の塁にリタッチするまで、ボールインプレイの状態に

してはならない。

(f)内野手 (投手を含む)に触れていないフェアボールが、フエア地域で走者ま

たは審判員に触れた場合、あるいは内野手 (投手を除く)を通過していないフェ

アボールが、審判員に触れた場合一一打者が走者となつたために、塁を明け渡す

義務が生じた各走者は進む。

走者がフェアボールに触れても、次の場合には、審判員はアウトを宣告しては

ならない。なお、この際は、ボールインプレイである。

(1)いったん内野手に触れたフェアボールに触れた場合。

(2)1人の内野手に触れないでその股間または側方を通過した打球にすぐその

後方で触れても、このボールに対して他のいずれの内野手も守備する機会がな

かったと審判員が判断した場合。

【原注】打球が投手を通過してから、内野内に位置していた審判員に触れた場合は、

ポールデッドとなる。フェア地域で野手によつてそらされた打球が、まだインフラ

イ トの状態のまま、走者または審判員に触れ地上に落ちるまでに、内野手によつて

捕球されても、捕球とはならず、ボールインプレイの状態は続く。

【注】フェアボールがファウル地域で審判員に触れた場合、ボールインプレイである。

(g)投 球が、球審か捕手のマスク、または用具に挟まって止まつた場合一―各走

者は進む。

【原注】 チップした打球が、球審に当たつてはね返つたのを、野手が捕らえても、ボ

ールデッドとなって、打者はアウトにはならない。チップした打球が、球審のマス
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クや用具に挟まって止まっても、同様である。

第3ス トライクと宣告された投球が、捕手を通過して球審に当たつたときは、ボー

ルインプレイである。球審に当たってはね返つたボールが、地上に落ちる前に捕球
されても、打者はただちにアウトにはならない。ボールインプレイであり、打者は
一塁に触れる前に、その身体または一塁に触球されて、初めてアウトになる。

第3ス トライクと宣告された投球または四球目の投球が、球審か捕手のマスクまた
は用具に挟まって止まった場合、打者には一塁が与えられ、塁上の走者には1個の
進塁が許される。

(h)正 規の投球が、得点しようとしている走者に触れた場合――各走者は進む。

5。 10審判員が
｀
タイム、を宣告すれば、ボールデッドとなる。

次の場合、球審は
｀
タイム゛を宣告しなければならない。

(a)天 候、暗さのためなどで、これ以上試合を続行するのは不可能であると球審

が認めた場合。

(b)ラ イ トの故障のために、審判員がプレイを見るのに困難となるか不可能とな

つた場合。

【付記】 各リーグは、ライ トの故障により試合が中断された場合の特別規則を、

独自に設けてもよい。

【注 1】 プレイの進行中にライトの故障が生じたとき、その瞬間完了されていないプ
レイは無効とする。ダブルプレイおよびトリプルプレイが行なわれている間に、ラ
イトの故障が生じた場合には、たとえ最初のアウトが成立した後であっても、その

プレイは完成されたものとはみなされない。

ライトが復旧したときには、ライトの故障のために無効とされたプレイが始まる前
の状態から再開しなければならない。

【注 2】 打球、投手の投送球または野手の送球が7.05に 規定される状態となったとき、
および四球、死球、ボーク、捕手またはその他の野手の妨害、走塁妨害などで、走
者が安全に進塁できる状態となったときにライトが消えた場合に限つて、たとえ各
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ボール デ ッ ド

走者の走塁が完了していなくても、そのプレイは有効とする。

【注3】 プレイが行なわれているとき、一部のライトが消えた場合 (た とえば電圧が

急に低下した場合とか、 1、 2基が故障を起こした場合)な どには、ただちにタイ

ムとするか、またはプレイが終了するまでボールインプレイの状態におくかは、審

判員の判断で決定する。

(c)突 発事故により、プレーヤーがプレイできなくなるか、あるいは審判員がそ

の職務を果たせなくなった場合。

【付記】 プレイングフィールドの外への本塁打、または死球の場合のように、1

個またはそれ以上の安全進塁権が認められた場合、走者が不慮の事故のために、

その安全進塁権を行使することができなくなつたときは、その場から控えのプ

レーヤーに代走させることができる。

(d)監 督がプレーヤーを交代させるため、またはプレーヤーと協議するために

｀
タイム゛を要求した場合。

【注】 監督は、プレイが行なわれていないときに、 タ`イム゛を要求しなければならな

い。投手が投球動作に入つたときとか、走者が走つている場合などのように、プレ

イが始まろうとしているとき、またはプレイが行なわれているときには、
｀
タイム゛

を要求してはならない。

もし、このような要求があつても、審判員は タ`イム゛を宣告してはならない。な

お ダイム゛が発効するのは、 ダイム゛が要求されたときではなく、審判員が タ`

イム゛を宣告した瞬間からである。

(e)審 判員がボールを検査する必要を認めるか、監督と打ち合わせをするためか、

またはこれに準ずる理由のある場合。

(f)野 手が飛球を捕らえた後、ベンチ、またはスタンド内に倒れ込んだり、ロー

一-65-―



5.11           競 技 の 再 開

プを越えて観衆内 (観衆が競技場内まで入つているとき)に倒れ込んだ場合。走

者に関しては7.04(c)の規定が適用される。

野手が捕球後ベンチに踏み込んでも、倒れ込まなかったときは、ボールインプ

レイであるから、各走者はアウトを賭して進塁することができる。

(g)審判員がプレーヤーまたはその他の人に、競技場から去ることを命じた場合。

(h)審判員はプレィの進行中に、゛
タイム゛を宣告してはならない。ただし、本

条(b)項、または(c)項の 〔付記〕に該当するときは、この限りではない。

5.11 ボールデッドになった後、投手が新しいボールか、元のボールを持って正規に

投手板に位置して、球審がプレイを宣告したときに、競技は再開される。

投手がボールを手にして投手板に位置したら、球審はただちにプレイを宣告しな

ければならない。
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打

6.00  打

6.01-6.02

6.01打撃の順序

(a)攻 撃側の各プレーヤーはそのチームの打順表に記載されている順序に従つて

打たなければならない。

(b)第 2回以後の各回の第 1打者は、前回正規に打撃 (タ イムアットバット)を

完了した打者の次の打順のものである。

6.02打者の義務

(a)打 者は自分の打順がきたら、速やかにバッタースボックスに入つて、打撃姿

勢をとらなければならない。

(b)打 者は、投手がセットポジションをとるか、またはワインドアップを始めた

場合には、バッタースボックスの外に出たり、打撃姿勢をやめることは許されな

い 。

ペナルテイ 打者が本項に違反 した際、投手が投球すれば、球審はその投球によ

つてボールまたはス トライクを宣告する。

【原注】 打者は、思うままにバッタースボックスを出入りする自由は与えられていな

いから、打者が
｀
タイム、を要求しないで、バッタースボックスをはずしたときに、

ストライクゾーンに投球されれば、ストライクを宣告されてもやむを得ない。

打者が打撃姿勢をとった後、ロジンバッグやパインタールバッグを使用するため

に、打者席から外に出ることは許されない。ただし、試合の進行が遅滞していると

か、天候上やむを得ないと球審が認めたときは除く。

審判員は、投手がワインドアップを始めるか、セットポジションをとつたならば、

打者または攻撃側チームのメンバーのいかなる要求があつても
｀
タイム゛を宣告し

てはならない。たとえ、打者が
｀
日にごみが入つた、

｀
眼鏡がくもった゛

｀
サインが

見えなかった、など、その他どんな理由があつても、同様である。球審は、打者が

打者席に入つてからでも
｀
タイム゛を要求することを許してもよいが、理由なくし

者
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て打者席から離れることを許してはならない。球審が寛大にしなければしないほど、

打者は打者席の中にいるのであり、投球されるまでそこにとどまっていなければな

らないということがわかるだろう。打者が打者席に入つたのに、投手が正当な理由

もなくぐずぐずしていると球審が判断したときには、打者がほんの僅かの間、打者

席を離れることを許してもよい。

走者が塁にいるとき、投手がワインドアップを始めたり、セットポジションをとっ

た後、打者が打者席から出たり、打撃姿勢をやめたのにつられて投球を果たさなか
つた場合、審判員はボークを宣告してはならない。投手と打者との両者が規則違反
をしているので、審判員はタイムを宣告して、投手も打者もあらためて ｀

出発点゛
からやり直させる。

(c)打 者が、バッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審

はス トライクを宣告する。この場合はボールデッドとなり、いずれの走者も進塁

できない。

このペナルティの後、打者が正しい打撃姿勢をとれば、その後の投球は、その

投球によってボールまたはス トライクがカウントされる。打者が、このようなス

トライクを3回宣告されるまでに、打撃姿勢をとらなかったときは、アウトが宣

告される。

【原注】 球審は、本項により打者にストライクを宣告した後、再びストライクを宣告
するまでに、打者が正しい打撃姿勢をとるための適宜な時間を認める。

(d)マ イナーリーグでは、以下の規則を実施する。

(1)打 者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を除き、少なくとも一方の足をバ

ッタースボックス内に置いていなければならない。この場合は、打者はバッタ

ースボックスを離れてもよいが、
｀
ホームプレー トを囲む土の部分゛を出ては

ならない。

(i)打 者が投球に対してバットを振つた場合。
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(ii)打者が投球を避けてバッタースボックスの外に出ざるを得なかつた場合。

(lii)い ずれかのチームのメンバーが ｀
タイム゛を要求し認められた場合。

(市 )守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者に対するプレイを企てた場合。

(v)打者がバントをするふりをした場合。

(宙 )暴投または捕逸が発生した場合。

(前)投手がボールを受け取つた後マウンドの土の部分を離れた場合。

(価)捕手が守備のためのシグナルを送るためキャッチャースボックスを離れ

た場合。

本条(c)に もかかわらず、打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレ

イを遅らせ、かつ前記(i)～ (宙五)の例外規定に該当しない場合、球審は、投手

の投球を待たずにストライクを宣告する。この場合はボールデッドである。も

し打者がバッタースボックスの外にとどまり、さらにプレイを遅延させた場合、

球審は投手の投球を待たず、再びストライクを宣告する。

【原注】球審は、打者の違反がちょつとした不注意であると判断すれば、その打者の
その試合での最初の違反に対しては、自動的にストライクを宣告せずに、警告を与

えることもできる。

球審は、本項により打者にストライクを宣告した後、再びストライクを宣告するま

でに、打者が正しい打撃姿勢をとるための適宜な時間を認める。

(2)打 者は、次の目的で
｀
タイム、が宣告されたときは、バッタースボックス

および
｀
ホームプレー トを囲む土の部分゛を離れることができる。

(i)プ レーヤーの交代

(ii)いずれかのチームの協議

【原注】 審判員は、前の打者が塁に出るかまたはアウトになれば、速やかにバッター

スボックスに入るよう次打者に促さねばならない。
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6.03-6.05 打 者 ア ウ ト

6.03打者は、正規の打撃姿勢をとるためには、バッタースボックスの内にその両足

を置くことが必要である。

【付記】 バッタースボックスのラインは、バッタースボックスの一部である。

6.04打者は、アウトになるか、走者となったときに、打撃を完了したことになる。

6.05打者は、次の場合、アウトとなる。

(a)フ ェア飛球またはファウル飛球 (フ ァウルチップを除く)が、野手に正規に

捕らえられた場合。

【原注】 野手は捕球するためにダッグアウトの中に手を差し伸べることはできるが、

足を踏み込むことはできない。野手がボールを確捕すれば、それは正規の捕球とな

る。ダッグアウトまたはボールデッドの個所 (た とえばスタンド)に近づいてファ

ウル飛球を捕らえるためには、野手はグラウンド (ダ ッグアウトの縁を含む)上ま

たは上方に片足または両足を置いておかなければならず、またいずれの足もダッグ

アウトの中またはボールデッドの個所の中に置いてはならない。正規の捕球の後、

野手がダッグアウトまたはボールデッドの個所に倒れ込まない限り、ボールインプ

レイである。走者については7.04(c)〔 原注〕参照。

(b)第 3ス トライクと宣告された投球を、捕手が正規に捕球した場合。

【原注】
｀
正規の捕球、ということは、まだ地面に触れていないボールが、捕手のミッ

トの中に入つているという意味である。ボールが、捕手の着衣または用具に止まつ

た場合は、正規の捕球ではない。また、球審に触れてはね返つたボールを捕らえた

場合も同様である。

チップしたボールが、最初に捕手の手またはミットに触れてから、身体または用具
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打 者 ア ウ ト

に当たつてはね返ったのを、捕手が地上に落ちる前に捕球した場合、ストライクで

あり、第 3ス トライクにあたるときには、打者はアウトである。また、チップした

ボールが、最初に捕手の手またはミットに当たつておれば、捕手が身体または用具

に手またはミットをかぶせるように捕球することも許される。

(c)0ア ウ トまたは 1ア ウ トで一塁に走者がいるとき、第 3ス トライクが宣告さ

れた場合。

【注 】 0ア ウ ト ま た は 1ア ウ ト で 一 塁 (一
。 二 塁 、 一

。
三 塁 、 一

。
二 ・ 三 塁 の と き も

同様)に走者がいた場合には、第3ス トライクと宣告された投球を捕手が後逸した

り、またはその投球が球審か捕手のマスクなどに入り込んだ場合でも、本項が適用

されて打者はアウトになる。

(d)2ス トライク後の投球をバントしてフアウルボールになった場合。

(e)イ ンフィールドフライが宣告された場合。(2.40参照 )

(f)2ス トライク後、打者が打つた (バ ントの場合も含む)が、投球がバットに

触れないで、打者の身体に触れた場合。

(g)野 手 (投手を含む)に触れていないフェアボールが、打者走者に触れた場合。

ただし、打者がバッタースボックス内にいて、打球の進路を妨害しようとする

意図がなかったと審判員が判断すれば、打者に当たつた打球はファウルボールと

なる。

(h)打 者が打つか、バントしたフェアの打球に、フェア地域内でバットが再び当

たつた場合。

ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。

これに反して、フェアの打球が転がつてきて、打者が落としたバットにフェア

地域内で触れた場合は、ボールインプレイである。ただし、打者が打球の進路を

妨害するためにバットを置いたのではないと審判員が判断したときに限られる。
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打 者 ア ウ ト

打者がバ ッタースボックス内にいて、打球の進路を妨害 しようとする意図がな

かつたと審判員が判断すれば、打者の所持するバ ッ トに再び当たつた打球はファ

ウルボールとなる。

【原注】 バットの折れた部分がフェア地域に飛び、これに打球が当たったとき、また

はバットの折れた部分が走者または野手に当たつたときは、プレイはそのまま続け

られ、妨害は宣告されない。打球がバットの折れた部分にファウル地域で当たつた

ときは、ファウルボールである。

バット全体がフェア地域またはファウル地域に飛んで、プレイを企てている野手

(打球を処理しようとしている野手だけでなく、送球を受けようとしている野手も含

む)を妨害したときには、故意であつたか否かの区別なく、妨害が宣告される。

打撃用ヘルメットに、偶然、打球がフェア地域で当たるか、または送球が当たった

ときは、ボールインプレイの状態が続く。

打球が、ファウル地域で打撃用ヘルメット、地面以外の異物に触れたときは、ファ

ウルボールとなり、ボールデッドとなる。

走者がヘルメットを落としたり、ボールに投げつけて打球または送球を妨害しよう

とする意図があったと審判員が判断したときには、その走者はアウトとなり、ボー

ルデッドとなって、他の走者は、打球に対してのときは投手の投球当時占有してい

た塁、送球に対してのときは妨害発生の瞬間に占有していた塁に帰らなければなら

ない。

【注】本項前段を適用するにあたっては、打者がバットを所持していたかどうかを問
わない。

(i)打 者が、打つか、バントした後、一塁に走るにあたって、まだファウルと決

まらないままファウル地域を動いている打球の進路を、どんな方法であろうとも

故意に狂わせた場合。

ボールデッドとなつて、走者の進塁は認められない。

(j)打 者が第 3ス トライクの宣告を受けた後、またはフェアボールを打つた後、

一塁に触れる前に、その身体または一塁に触球された場合。
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打 者 ア ウ ト 6.05

【注】触球するに際しては、まずボールを保持して触れることが必要なことはもちろ
ん、触球後においても確実にボールを保持していなければならない。

また、野手がボールを手にしていても、そのポールをグラブの中でジャッグルした

り、両腕と胸とでボールを抱き止めたりしている間は、確実に捕らえたとはいえな

いから、たとえ打者が一塁に触れる前に野手が塁に触れながらボールを手にしてい

ても、確捕したのが打者が一塁に触れた後であればその打者はアウトにならない。

(k)一 塁に対する守備が行なわれているとき、本塁一塁間の後半を走るに際して、

打者がスリーフットラインの外側 (向 かつて右側)ま たはファウルラインの内側

(向かつて左側)を走つて、一塁への送球を捕らえようとする野手の動作を妨げ

たと審判員が認めた場合。この際は、ボールデッドとなる。

ただし、打球を処理する野手を避けるために、スリーフットラインの外側 (向

かつて右側)ま たはファウルラインの内側 (向 かって左側)を走ることはさしつ

かえない。

【原注】 スリーフットレーンを示すラインはそのレーンの一部であり、打者走者は両

足をスリーフットレーンの中もしくはスリーフットレーンのライン上に置かなけれ

ばならない。

(1)0ア ウトまたは 1ア ウトで、走者一塁、一 。二塁、一・三塁または一 。二・

三塁のとき、内野手がフェアの飛球またはライナーを故意に落とした場合。

ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。

【付記】 内野手が打球に触れないでこれを地上に落としたときには、打者はアウ

トにならない。ただし、インフィール ドフライの規則が適用された場合は、こ

の限りではない。
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【注 1】 本項は、容易に捕球できるはずの飛球またはライナーを、内野手が地面に触
れる前に片手または両手で現実にボールに触れて、故意に落とした場合に適用され

る。

【注2】 投手、捕手および外野手が、内野で守備した場合は、本項の内野手と同様に
扱う。また、あらかじめ外野に位置していた内野手は除く。

(m)野 手が、あるプレイをなし遂げるために、送球を捕らえようとしているか、

または送球しようとしているのを前位の走者が故意に妨害したと審判員が認めた

場合。

【原注】この規則は攻撃側プレーヤーによる許しがたい非スポーツマン的な行為に対
するペナルティとして定められたものであつて、走者が塁を得ようとしないで、併

殺プレイのピボットマン (併殺の際、ボールを継送するプレーヤー。すなわち遊撃

手一二塁手―一塁手とわたる併殺ならば二塁手、二塁手―遊撃手―一塁手の併殺な

らば遊撃手がピボットマンである)を妨害する目的で、明らかにベースラインから

はずれて走るような場合に適用されるものである。

【注】 まだアウトにならない前位の走者の妨害行為に対する処置は、本項では定めて
いないように見えるが、7.08(b)に 規定してあるとおり、このような妨害行為に対

しては、その走者はもちろん打者もともにアウトにする規則であつて、このような

粗暴な行為を禁止するために規定された条項である。すでにアウトになった走者ま

たは得点したばかりの走者の妨害行為に対しては、7.09(e)に規定されている。

(n)2ア ウト、 2ス トライク後本盗を企てた二塁走者が、打者への正規の投球に

ストライクゾーンで触れた場合。

この際、打者は ｀
第 3ス トライク゛の宣告を受けてアウトとなり、その走者の

得点は認められない。しかし0ア ウトまたは 1ア ウトであれば、打者は
｀
第 3ス

トライク゛の宣告を受けてアウトとなり、ボールデッドになるが、その得点は認

められる。
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【注】 0ア ウトまたは1ア ウトの場合には、他の塁の走者にも、次塁への走塁行為が

あったかどうかに関係なく、1個の進塁が許される。(5。09h参照)

(o)走 者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理しようとしている野手の

守備を妨害した場合。(7.11参照。走者による妨害については7.08b参照 )

6.06次の場合、打者は反則行為でアウトになる。

(a)打 者が片足または両足を完全にバッタースボックスの外に置いて打つた場合。

【原注】本項は、打者が打者席の外に出てバットにボールを当てた (フ ェアかフアウ

ルかを問わない)と き、アウトを宣告されることを述べている。球審は、故意四球

が企てられているとき、投球を打とうとする打者の足の位置に特に注意を払わなけ

ればならない。打者は打者席から跳び出したり、踏み出して投球を打つことは許さ

れない。

(b)投 手が投球姿勢にはいったとき、打者が一方のバ ッタースボックスから他方

のバ ッタースボックスに移 った場合。

【注】 投手が投手板に触れて捕手からのサインを見ているとき、打者が一方から他方

のバッタースボックスに移つた場合、本項を適用して打者をアウトとする。

(c)打者がバッタースボックスの外に出るか、あるいはなんらかの動作によって、

本塁での捕手のプレイおよび捕手の守備または送球を妨害した場合。

しかし例外として、進塁しようとしていた走者がアウトになつた場合、および

得点しようとした走者が打者の妨害によつてアウトの宣告を受けた場合は、打者

はアウトにはならない。

【原注】 打者が捕手を妨害したとき、球審は妨害を宣告しなければならない。打者は
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アウトになり、ボールデッドとなる。妨害があつたとき、走者は進塁できず、妨害

発生の瞬間に占有していたと審判員が判断した塁に帰らなければならない。しかし、

妨害されながらも捕手がプレイをして、アウトにしようとした走者がアウトになっ

た場合には、現実には妨害がなかったものと考えられるべきで、その走者がアウト

となり、打者はアウトにはならない。その際、他の走者は、走者がアウトにされた

ら妨害はなかったものとするという規則によって、進塁も可能である。このような

場合、規則違反が宣告されなかったようにプレイは続けられる。

打者が空振りし、スイングの余勢で、その所持するバットが、捕手または投球に当
たり、審判員が故意ではないと判断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボール

デツドとして走者の進塁を許さない。打者については、第 1ス トライク、第 2ス ト

ライクにあたるときは、ただス トライクを宣告し、第 3ス トライクにあたるときに

打者をアウトにする。(2ス トライク後の ｀
ファウルチップ゛も含む)

【注1】 打者が空振りしなかったとき、投手の投球を捕手がそらし、そのボールがバ
ッタースボックス内にいる打者の所持するバットに触れた際はボールインプレイで

ある。

【注2】 本項は、捕手以外の野手の本塁でのプレイを打者が妨害した場合も含む。
打者に妨害行為があっても、走者を現実にアウトにすることができたときには、打

者をそのままとして、その走者のアウトを認め、妨害と関係なくプレイは続けられ

る。しかしアウトの機会はあっても、野手の失策で走者を生かした場合には、現実
にアウトが成立していないから、本項の前段を適用して打者をアウトにする。

なお、捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はた

だちに ｀
タイム、を宣告して打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻す。

(d)打 者が、いかなる方法であろうとも、ボールの飛距離を伸ばしたり、異常な

反発力を生じさせるように改造、加工したと審判員が判断するバットを使用した

り、使用しようとした場合。

このようなバットには、詰めものをしたり、表面を平らにしたり、釘を打ちつ

けたり、中をうつろにしたり、溝をつけたり、パラフィン、ワックスなどでおお

つて、ボールの飛距離を伸ばしたり、異常な反発力を生じさせるようにしたもの
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が含まれる。

打者がこのようなバットを使用したために起きた進塁は認められないが、アウ

トは認められる。

打者はアウトを宣告され、試合から除かれ、後日リーグ会長によつてペナルテ

ィが科せられる。

【原注】 打者がこのようなバットを持つてバッタースボックスに入れば、打者は規則

違反のバットを使用した、あるいは使用しようとしたとみなされる。

【注】 アマチュア野球では、このようなバットを使用した場合、打者にはアウトを宣

告するにとどめる。

6.07打撃順に誤りがあつた場合。

(a)打 順表に記載されている打者が、その番のときに打たないで、番でない打者

(不正位打者)が打撃を完了した (走者となるか、アウトとなった)後、相手方

がこの誤りを発見してアピールすれば、正位打者はアウトを宣告される。

ただし、不正位打者の打撃完了前ならば、正位打者は、不正位打者の得たス ト

ライクおよびボールのカウントを受け継いで、これに代わって打撃につくことは

さしつかえない。

(b)不 正位打者が打撃を完了したときに、守備側チームが
｀
投手の投球゛前に球

審にアピールすれば、球審は、

(1)正 位打者にアウトを宣告する。

(2)不 正位打者の打球によるものか、または不正位打者が安打、失策、四球、

死球、その他で一塁に進んだことに起因した、すべての進塁および得点を無効

とする。

【付記】 走者が、不正位打者の打撃中に盗塁、ボーク、暴投、捕逸などで進塁す

ることは、正規の進塁とみなされる。
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【注 1】 本条(b)(c)(d)項 でいう 投゙手の投球゙ とは、投手が次に面した打者 (い

ずれのチームの打者かを問わない)へ 1球を投じた場合はもちろん、たとえ投球し
なくてもその前にプレイをしたリプレイを企てた場合も含まれる。

ただし、アピールのための送球などは、ここでいう
｀
プレイ゛に含まれない。

【注2】 不正位打者の打球によるものか、不正位打者が一塁に進んだことに起因した、
すべての進塁および得点を無効とするとあるが、進塁だけに限らず、不正位打者の

打撃行為によるすべてのプレイを無効とする。すなわち、不正位打者のニゴロで一

塁走者が二塁でフォースアウトにされた後、アピールによって正位打者がアウトの

宣告を受ければ、一塁走者のフォースアウトは取り消される。

(c)不 正位打者が打撃を完了した後、
゛
投手の投球、前にアピールがなかった場

合には、不正位打者は正位打者として認められ、試合はそのまま続けられる。

(d)(1)正 位打者が、打撃順の誤りを発見されてアウトの宣告を受けた場合に

は、その正位打者の次の打順の打者が正規の次打者となる。

(2)不 正位打者が
｀
投手の投球゛前にアピールがなかったために、正位打者と

認められた場合には、この正位化された不正位打者の次に位する打者が正規の

次打者となる。不正位打者の打撃行為が正当化されれば、ただちに、打順はそ

の正位化された不正位打者の次の打者に回つてくる。

【原注】 審判員は、不正位打者がバッタースボックスに立っても、何人にも注意を喚
起してはならない。各チームの監督、プレーヤーの不断の注意があって、初めて本
条の適用が可能となる。

規則説明 打順を次のように仮定して、打順の誤りによって生じる種々の状態を

例証する。

打順・・・・・・ 123456789

打者…… A B C D E F G H I

【例題 1】 Aの打順にBがバッタースボックスに入つて、投球カウントが2-1
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となつたとき、

(a)攻撃側が打順の誤りに気づいた。

(b)守備側はアピールした。

【解答】 どちらの場合も、Aはカウント2-1を受け継いでBと代わる。この際

アウトはない。

【例題 2】 Aの打順にBが打ち、二塁打を放った。この場合、

(a)守備側はただちにアピールした。

(b)守備側はCに 1球が投じられた後、アピールした。

【解答】 (a)正位打者Aはアウトの宣告を受け、Bが正規の次打者となる。

(b)Bは そのまま二塁にとどまり、Cが正規の次打者となる。

【例題 3】 A、 Bと もに四球、Cは ゴロを打つてBを フォースアウトとして、A

を三塁へ進めた後、Dの打順にEがバッタースボツクスに入つた。その打撃中

に暴投があつて、Aは得点し、Cは二塁へ進んだ。Eがゴロを打つてアウトと

なり、Cを三塁に進めた。この場合、

(a)守備側はただちにアピールした。

(b)守備側は、次にバッタースボックスに入つたDへの 1球が投じられた後、

アピールした。

【解答】 (a)正位打者Dがアウトの宣告を受け、Eの打撃行為のために二塁に

進んだCは二塁へ戻されるが、暴投によるAの得点およびCの二塁への進塁

は、Eの打撃行為とは関係なく行なわれた進塁だから有効となる。Eは次打

者となつて再び打たなければならない。

(b)Aの得点は認められ、Cは二塁にとどまる。正位化したEの次のFが正

規の次打者となる。

【例題 4】 2アウト満塁で、Fの打順にHが出て三塁打し、全走者を得点させた。

この場合、

(a)守備側はただちにアピールした。

(b)守備側はGに 1球が投じられた後、アピールした。
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【解答】 (a)正位のFはアウトの宣告を受け、得点は全部認められない。Gが

次回の第1打者となる。

(b)Hは 三塁にとどまり、 3点が記録される。 Iが正規の次打者となる。

【例題 5】 2ア ウト満塁で、 Fの打順にHが出て二塁打し、全走者を得点させ 3

点を記録し、続いてバッタースボックスに入つたGへの 1球が投 じられた後、

(a)Hは 二塁で投手の送球によリアウトになり、攻守交代となった。

(b)Gが 飛球を打つてアウトとなり攻守交代したが、アピールがなく、相手

チームが攻撃に移つた。

この二つの場合では誰が次回の第 1打者となるか。

【解答】 (a)Iで ある。Gへの 1球が投じられたのでHの三塁打は正当化され、

Iが正規の次打者となる。

(b)Hで ある。相手チームの第 1打者への 1球が投じられるまでにアピール

がなかったので、Gの打撃行為は正当化されるから、Hが正規の次打者とな

る。

【例題 6】 Aの打順にDが出て四球を得た後、Aがバッタースボックスについて、

1球が投じられた。その際、Aへの投球前にアピールがあれば、正位打者のA
がアウトの宣告を受けて、Dの四球は取り消され、Bが正規の次打者となるが、

すでにAに 1球が投じられたために、Dの四球は正当化され、Eが正規の次打

者となる。ところが、不正位のAはそのまま打撃を続けてフライアウトとなり、

Bがバッタースボックスについてしまった。この際も、Bに 1球が投じられる

までにアピールがあれば、正位打者のEがアウトの宣告を受けて、Fが正規の

次打者となるはずだが、またしてもアピールがなく、Bに 1球が投じられたの

で、こんどはAの打撃行為が正当化されて、Bが正規の次打者となった。その

Bが四球を得てDを二塁へ進め、次打者のCは飛球を打ってアウトとなった。

Dが正規の次打者であるはずだが、二塁走者となっている。この際、だれが正

規の次打者となるか。

【解答】 Dは打順を誤っているが、すでに正当化され、しかも塁上にいるから、
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Dを抜かして、Eを正規の次打者とする。

6.08

6.08打者は、次の場合走者となり、アウトにされるおそれなく、安全に一塁が与え

られる。 (た だし、打者が一塁に進んで、これに触れることを条件とする)

(a)審 判員が
｀
四球゛を宣告した場合。

【原注】 ポール4個を得て一塁への安全進塁権を得た打者は、一塁へ進んでかつこれ

に触れなければならない義務を負う。これによつて、塁上の走者は次塁への進塁を

余儀なくされる。この考え方は、満塁のときおよび代走者を出場させるときにも適

用される。

打者への ｀
四球、の宣告により、進塁を余儀なくされた走者が何らかのプレイがあ

ると思い込んで塁に触れずにまたは触れてからでも、その塁を滑り越してしまえば、

野手に触球されるとアウトになる。また、与えられた塁に触れそこなつてその塁よ

りも余分に進もうとした場合には、身体またはその星に触球されればアウトになる。

(b)打 者が打とうとしなかつた投球に触れた場合。

ただし、(1)バウンドしない投球が、ストライクゾーンで打者に触れたとき、

(2)打者が投球を避けないでこれに触れたときは除かれる。

バウンドしない投球がス トライクゾーンで打者に触れた場合には、打者がこれ

を避けようとしたかどうかを問わず、すべてストライクが宣告される。

しかし、投球がス トライクゾーンの外で打者に触れ、しかも、打者がこれを避

けようとしなかつた場合には、ポールが宣告される。

【付記】 打者が投球に触れたが一塁を許されなかつた場合も、ボールデッドとな

り、各走者は進塁できない。

【注 1】
｀
投球がストライクゾーンで打者に触れた゛ということは、ホームプレートの

上方空間に限らず、これを前後に延長した空間で打者に触れた場合も含む。
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【注2】 投球が、ストライクゾーンの外で打者に触れた場合でも、その投球が、スト
ライクゾーンを通つていたときには、打者がこれを避けたかどうかを問わず、スト
ライクが宣告される。

【注 3】 打者が投球を避けようとしたかどうかは、一に球審の判断によって決定され
るものであって、投球の性質上避けることができなかったと球審が判断した場合に
は、避けようとした場合と同様に扱われる。

【注 4】 投球がいったん地面に触れた後、これを避けようと試みた打者に触れた場合
も、打者には一塁が許される。ただし、ストライクゾーンを通ってからバウンドし
た投球に触れた場合を除く。

(c)捕 手またはその他の野手が、打者を妨害 (イ ンターフェア)し た場合。

しかし、妨害にもかかわらずプレイが続けられたときには、攻撃側チームの監

督は、そのプレイが終わってからただちに、妨害行為に対するペナルティの代わ

りに、そのプレイを生かす旨を球審に通告することができる。

ただし、妨害にもかかわらず、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁

に達 し、しかも他の全走者が少なくとも 1個の塁を進んだときは、妨害とは関係

なく、プレイは続けられる。

【原注】 捕手の妨害が宣告されてもプレイが続けられたときは、そのプレイが終わつ
てからこれを生かしたいと監督が申し出るかもしれないから、球審はそのプレイを
継続させる。

打者走者が一塁を空過したり、走者が次塁を空過しても、〔7.04付記〕に規定され
ているように、塁に到達したものとみなされる。

監督がプレイを選ぶ場合の例。

① lアウト走者三塁、打者が捕手に妨げられながらも外野に飛球を打ち、捕球後
三塁走者が得点した。監督は、打者アウトで得点を記録するのと、走者二塁、一
塁 (打者が打撃妨害により出塁)とのいずれを選んでもよい。

② Oア ウト走者二塁、打者は捕手に妨げられながらもバントして走者を三塁に進
め、自らは一塁でアウトになった。監督は、0ア ウト走者二塁、一塁とするより
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も、走者三塁で 1ア ウトとなる方を選んでもよい。

三塁走者が盗塁またはスクイズプレイにより得点しようとした場合のペナルティ

は、7.07に 規定されている。

投手が投球する前に、捕手が打者を妨害した場合、打者に対する妨害とは考えられ

るべきではない。このような場合には、審判員は
｀
タイム゛を宣告して

｀
出発点゛

からやり直させる。

【注 1】 監督がプレイを生かす旨を球審に通告するにあたつては、プレイが終わつた

ら、ただちに行なわなければならない。なお、いつたん通告したら、これを取り消

すことはできない。

【注2】 監督がペナルティの適用を望んだ場合、次のとおり解釈できる。

捕手 (ま たは他の野手)が打者を妨害した場合、打者には一塁が与えられる。二塁

走者が盗塁またはスクイズプレイによつて得点しようとしたときに、この妨害があ

つた場合にはボールデッドとし、三塁走者の得点を認め、打者には一塁が与えられ

る。

三塁走者が盗塁またはスクイズプレイで得点しようとしていなかつたときに、捕手

が打者を妨害した場合にはボールデッドとし、打者に一塁が与えられ、そのために

塁を明け渡すことになつた走者は進塁する。盗塁を企てていなかつた走者と塁を明

け渡さなくてもよい走者とは、妨害発生の瞬間に占有していた塁にとめおかれる。

(d)野 手 (投手を含む)に触れていないフェアボールが、フエア地域で審判員ま

たは走者に触れた場合。

ただし、内野手 (投手を除く)を いつたん通過するか、または野手 (投手を含

む)に触れたフェアボールが審判員に触れた場合にはボールインプレイである。

6.09次の場合、打者は走者となる。

(a)フ エアボールを打つた場合。

(b)(1)走 者が一塁にいないとき、(2)走者が一塁にいても2ア ウトのとき、

捕手が第 3ス トライクと宣告された投球を捕らえなかつた場合。
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【原注】 第3ス トライクと宣告されただけで、まだアウトになっていない打者が、気
がつかずに、一塁に向かおうとしなかった場合、その打者は ホ`ームプレートを囲
む土の部分゛を出たらただちにアウトが宣告される。

(c)野 手 (投手を除く)を通過したか、または野手 (投手を含む)に触れたフェ

アボールが、フェァ地域で審判員または走者に触れた場合。

(d)フ エア飛球が、本塁からの距離が250Z千 (76。 199イ元)以上あるフェンスを

越えるか、スタンドに入った場合、打者がすべての塁を正規に触れれば、本塁打

が与えられる。

フエア飛球が、本塁からの距離が250Zl(76.199イ ラ)未満のフェンスを越え

るか、スタンドに入った場合は、二塁打が与えられる。

(e)フ ェアボールが、地面に触れた後、バウンドしてスタンドに入つた場合、ま

たはフェンス、スコアボー ド、灌木およびフェンス上のつる草を抜けるか、その

下をくぐるか、挟まって止まった場合には、打者、走者ともに2個の進塁権が与

えられる。

【注】
゛
地面に触れた、とあるのは、インフライトでない状態を指す。

(f)フ ェアボール (地面に触れたものでも、地面に触れないものでも)が、フェ

ンス、スコアボー ド、灌木およびフェンス上のつる草を抜けるか、その下をくぐ

つた場合、フェンスまたはスコァボー ドの隙間を抜けた場合、あるいはフェンス、

スコアボー ド、灌木およびフェンスのつる草に挟まって止まった場合には、打者、

走者ともに2個の進塁権が与えられる。

(g)バ ウンドしたフェアボールが、野手に触れて進路が変わり、フェア地域また

はフアウル地域のスタンドに入った場合か、フェンスを越えるか、くぐるかした

場合、打者、走者ともに 2個の進塁権が与えられる。

(h)フ エア飛球が野手に触れて進路が変わり、
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(1)フ ァウル地域のスタンドに入るか、またはフアウル地域のフエンスを越え

た場合一一打者に二塁が与えられる。

(2)フ ェア地域のスタンドに入るか、またはフエア地域のフエンスを越えた場

合一一打者に本塁が与えられる。

ただ し(2)の 場合、そのスタン ドまたはフエンスが、本塁か ら250Z千

(76.199イπ)未満の距離にあるときは、打者に二塁が与えられるだけである。

【注】 本条各項で、打者、走者ともに2個の進塁権が与えられる場合は、投手の投球

当時に占有していた塁を基準とする。

6.10リ ーグは、指名打者ルールを使用することができる。

(a)指 名打者ルールを使用しているリーグに所属するチームと、これを使用して

いないリーグに所属するチームとが試合を行なうときには、これを使用するかど

うかは次の定めによる。

(1)ワ ールドシリーズまたは非公式試合では、ホームチームがこれを使用して

いるときには、使用する。ホームチームが使用していないときには、使用しな

い 。

(2)オ ールスターゲームでは、両チームと両リーグが同意したときだけ、使用

する。

【注1】 我が国のプロ野球では、本項(1)におけるワールドシリーズを日本シリーズ

と置きかえて適用する。なお、非公式試合において、本項(1)に より指名打者ルー

ルを使用しない試合でも、両チーム監督の合意があれば、指名打者ルールを使用す

ることができる。

【注 2】 アマチユア野球では、指名打者ルールについては、各連盟の規定を適用する。

(b)指名打者ルールは次のとおりである。

(1)先発投手または救援投手が打つ番のときに他の人が代わつて打つても、そ

―-85-一



6.10        指 名 打 者

の投球を継続できることを条件に、これらの投手に代わって打つ打者を指名す

ることが許される。

投手に代わって打つ指名打者は、試合開始前に選ばれ、球審に手渡す打順表
に記載されなければならない。監督が打順表に10人のプレーヤーを記載した

が、指名打者の特定がされておらず、球審がプレイを宣告する前に、審判員ま
たはいずれかの監督 (ま たはその指名する者)がその誤りに気づいたときは、

球審は、監督に投手以外の9人のプレーヤーのうち誰が指名打者になるのかを

特定するように命じる。

【原注】 指名打者特定の明らかな誤りは、試合開始前であれば訂正することができる。
(4.01d〔原注〕参照)

(2)試 合開始前に交換された打順表に記載された指名打者は、相手チームの先

発投手に対して、少なくとも 1度は、打撃を完了しなければ交代できない。た

だし、その先発投手が交代したときは、その必要はない。

(3)チ ームは必ずしも投手に代わる指名打者を指名しなくてもよいが、試合前
に指名しなかったときは、その試合で指名打者を使うことはできない。

(4)指 名打者に代えて代打者を使ってもよい。指名打者に代わつた打者は、以

後指名打者となる。退いた指名打者は、再び試合に出場できない。

(5)指 名打者が守備についてもよいが、自分の番のところで打撃を続けなけれ

ばならない。したがって、投手は退いた守備者の打撃順を受け継ぐことになる。

ただし、 2人以上の交代が行なわれたときは、監督が、打撃順を指名しなけれ

ばならない。

(6)指 名打者に代わって代走者が出場することができるが、その走者が以後指

名打者の役割を受け継ぐ。指名打者が代走者になることはできない。

(7)指 名打者は、打順表の中でその番が固定されており、多様な交代によって

指名打者の打撃の順番を変えることは許されない。
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(8)投手が一度他の守備位置についた場合、それ以後指名打者の役割は消滅す

る。

(9)代打者が試合に出場してそのまま投手となつた場合、それ以後指名打者の

役割は消滅する。

(10)投手が指名打者に代わつて 《打撃するかまたは走者になつた場合》、それ

以後指名打者の役割は消滅する。試合に出場している投手は、指名打者に代わ

ってだけ 《打撃または走者になること》ができる。

(11)監督が打順表に10人のプレーヤーを記載したが、指名打者が特定されて

おらず、試合開始後に、相手チームの監督がその誤りを球審に指摘した場合は、

(i)チームが守備についた後では、投手は、守備につかなかつたプレーヤー

の打撃順に入る。

(五 )チ ームがまだ守備についていないときには、投手は、そのチームの監督

が指定した打撃順に入る。

いずれの場合も、投手が置きかわつたプレーヤーは交代したとみなされ、試

合から退き、それ以後指名打者の役割は消滅する。誤りが球審に指摘される前

に起きたプレイは、規則6.07に より、有効となる。

(12)指名打者が守備位置についた場合、それ以後指名打者の役割は消滅する。

(13)指名打者に代わつて出場させようとするプレーヤーは、指名打者の番がく

るまで届け出る必要はない。

(14)他の守備位置についていたプレーヤーが投手になれば、それ以後指名打者

の役割は消滅する。

(15)指名打者は、ブルペンで捕手を務める以外は、ブルペンに座ることはでき

ない。
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7.01～7.02         塁 の 占 有 権

7.00 走       者

7.01 走者がアウトになる前に他の走者の触れていない塁に触れれば、その塁を占有

する権利を獲得する。

その走者は、

(1)ア ウトになるか、

(2)そ の塁に対する正規の占有権を持っている他の走者のためにその塁を明け

渡す義務が生じるまで、

その権利が与えられる。

【原注】 走者が塁を正規に占有する権利を得て、しかも投手が投球姿勢に入った場合
は、元の占有塁に戻ることは許されない。

7.02走者は進塁するにあたり、一塁、二塁、三塁、本塁の順序に従って、各塁に触
れなければならない。逆走 しなければならないときも、5。09の各項規定のボール

デッドとなっていない限り、すべての塁を逆の順序で、再度触れて行かなければな

らない。前記のボールデッドの際は、途中の塁を踏まないで、直接元の塁へ帰るこ

とはさしつかえない。

【注 1】 ボールインプレイ中に起きた行為 (た とえば悪送球、ホームランまたは柵外
に出たフェアヒットなど)の結果、安全進塁権が認められたときでも、走者が、進
塁または逆走するにあたっては、各塁を正規に触れなければならない。

【注 2】
゛
逆走しなければならないとき、というのは、

① フライが飛んでいるうちに次塁へ進んだ走者が、捕球されたのを見て帰塁しよう
とする場合 (7.08d参照)

② 塁を空過した走者が、その塁を踏み直す場合 (7.10b参照)

③ 自分よりも前位の走者に先んじるおそれがある場合 (7.08h参照)

を指すものであって、このようなときでも、逆の順序で各塁に触れなければならな
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い 。

7.03同一塁上に2人の走者

(a)2人 の走者が同時に一つの塁を占有することは許されない。ボールインプレ

イの際、 2人の走者が同一の塁に触れているときは、その塁を占有する権利は前

位の走者に与えられているから、後位の走者はその塁に触れていても触球されれ

ばアウトとなる。ただし(b)項適用の場合を除く。

(b)打 者が走者となったために進塁の義務が生じ、 2人の走者が後位の走者が進

むべき塁に触れている場合には、その塁を占有する権利は後位の走者に与えられ

ているので、前位の走者は触球されるか、野手がボールを保持してその走者が進

むべき塁に触れればアウトになる。 (7。08e参照)

7.04次の場合、打者を除く各走者は、アウトにされるおそれなく 1個の塁が与えら

れる。

(a)ボ ークが宣告された場合。

(b)打 者が次の理由で走者となつて一塁に進むために、その走者が塁を明け渡さ

なければならなくなつた場合。

(1)打 者がアウトにされるおそれなく、一塁に進むことが許された場合。

(2)打 者の打つたフエアボールが、野手 (投手を含む)に触れる前か、または

野手 (投手を除く)を通過する前に、フエア地域で審判員もしくは他の走者に

触れた場合。

【原注】 安全進塁権を得た走者が、与えられた塁に触れた後さらに進塁することはさ

しつかえないが、その行為の責任はその走者自身が負うだけで、たとえ与えられた

塁に触れた後にアウトになつた場合でも、他の走者の安全進塁権に影響を及ぼすこ

とはない。

したがって、2ア ウト後その走者が与えられた塁に触れた後にアウトになり、第 3
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アウトが成立しても安全進塁権がある前位の走者は、そのアウトの後で本塁を踏ん

でも得点として認められる。

例―-2アウト満塁、打者四球、二塁走者が勢いこんで、三塁を回つて本塁の方へ向
かつてきたが、捕手からの送球で触球アウトとなった。たとえ2ア ウト後であって

も、四球と同時に三塁走者が本塁に押し出されたので、すべての走者に次塁へ進ん
で触れる必要が生まれたという理論に基づいて得点が記録される。

【注】 本項 〔原注〕は、打者が四球を得たために、塁上の各走者に次塁への安全進塁
権が与えられた場合だけに適用される。

(c)野 手が飛球を捕らえた後、ベンチまたはスタンド内に倒れ込んだり、ロープ

を越えて観衆内 (観衆が競技場内まで入っているとき)に倒れ込んだ場合。

【原注】 野手が正規の捕球をした後、スタンド、観衆、ダッグアウト、またはその他
ボールデッドの個所に倒れ込んだり、あるいは捕球した後ダッグアウトの中で倒れ
た場合、ボールデッドとなり、各走者は野手が倒れ込んだときの占有塁から1個の
進塁が許される。

(d)走 者が盗塁を企てたとき、打者が捕手またはその他の野手に妨害 (イ ンター

フエア)された場合。

【注】 本項は、盗塁を企てた塁に走者がいない場合とか、進もうとした塁に走者がい
ても、その走者もともに盗塁を企てていたために次塁への進塁が許される場合だけ
に適用される。しかし、進もうとした塁に走者があり、しかもその走者が盗塁を企
てていない場合には、たとえ盗塁行為があってもその走者の進塁は許されない。ま
た単に塁を離れていた程度では本項は適用されない。

(e)野 手が帽子、マスク、その他着衣の一部を本来つけている個所から離して、
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投球に故意に触れさせた場合。

この際はボールインプレイで、ボールに触れたときの走者の位置を基準に塁が

与えられる。

【7.04付記】 ボールインプレイのもとで 1個の塁に対する安全進塁権を得た走者

が、その塁を踏まないで次塁へ進もうとした場合、および2個以上の塁に対す

る安全進塁権を得た走者が、与えられた最終塁に達した後はボールインプレイ

になる規則のもとで、その塁を踏まないで次塁へ進もうとした場合は、いずれ

もその走者は安全進塁権を失つてアウトにされるおそれがある状態におかれる。

したがつて、その進むことが許された塁を踏み損ねた走者は、その空過した塁

に帰る前に、野手によってその身体またはその塁に触球されれば、アウトとな

る。

【注】たとえば、打者が右中間を抜こうとするような安打を打つたとき、右翼手が止

めようとしてこれにグラブを投げつけて当てたが、ボールは外野のフェンスまで転

じ去つた。打者は三塁を空過して本塁へ進もうとしたが、途中で気がついて三塁ヘ

踏み直しに帰ろうとした。この際、打者はもはや三塁へ安全に帰ることは許されな

いから、その打者が三塁に帰る前に、野手が打者または三塁に触球してアピールす

れば、打者はアウトになる。(7.05c参照)

7.05次の場合、各走者 (打者走者を含む)は、アウトにされるおそれなく進塁する

ことができる。

(a)本塁が与えられ得点が記録される場合―一フエアボールがインフライトの状

態でプレイングフイール ドの外へ出て、しかも、各走者が正規に各塁に触れた場

合。また、フェアボールがインフライ トの状態で、明らかにプレイングフイール

ドの外へ出ただろうと審判員が判断したとき、野手がグラブ、帽子、その他着衣

の一部を投げつけて、その進路を変えた場合。
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【注 1】 フェアの打球がインフライトの状態で、明らかにプレイングフィールドの外
へ出ただろうと審判員が判断したとき、観衆や鳥などに触れた場合には、本塁が与
えられる。

送球またはインフライトの打球が、鳥に触れた場合は、ボールインプレイであリイ
ンフライトの状態は続く。しかし、プレイングフィールド上 (地上)の鳥または動
物に触れた場合は、ボールインプレイであるが、インフライトの状態でなくなる。
また、投球が鳥に触れた場合は、ボールデッドとしてカウントしない。犬などがフ
エアの打球、送球または投球をくわえたりした場合には、ボールデッドとして審判
員の判断によって処置する。

【注 2】
｀
その進路を変えた場合、とあるが、インフライトの状態で、明らかにプレイ

ングフィールドの外へ出ただろうと審判員が判断したフェアの打球が、野手の投げ
つけたグラブなどに触れて、グラウンド内に落ちたときでも、本項が適用される。

(b)3個 の塁が与えられる場合一―野手が、帽子、マスクその他着衣の一部を、

本来つけている個所から離して、フェアボールに故意に触れさせた場合。

この際はボールインプレイであるから、打者はアウトを賭して本塁に進んでも

よい。

(c)3個 の塁が与えられる場合――野手が、グラブを故意に投げて、フェアボー

ルに触れさせた場合。

この際はボールインプレイであるから、打者はアウトを賭して本塁に進んでも

よい。

【注】 ここにいうフェアボールとは、野手がすでに触れていたかどうかを問わない。

(d)2個 の塁が与えられる場合――野手が、帽子、マスクその他着衣の一部を、

本来つけている個所から離して、送球に故意に触れさせた場合。

この際はボールインプレイである。

(e)2個 の塁が与えられる場合一―野手が、グラブを故意に投げて、送球に触れ

させた場合。
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この際はボールインプレイである。

7.05

【bcde原注】投げたグラブ、本来の位置から離した帽子、マスクその他がボール

に触れなければ、このペナルティは適用されない。

【ce原注】 このペナルティは、打球または送球の勢いにおされて、野手の手からグ

ラブが脱げたとき、あるいは正しく捕らえようと明らかに努力したにもかかわらず、

野手の手からグラブが脱げた場合などには、適用されない。

【bcde注 】 野手により、本項の行為がなされた場合の走者の進塁の起点は、野手

が投げたグラブ、本来の位置から離した帽子、マスクその他が打球または送球に触

れた瞬間とする。

(f)2個 の塁が与えられる場合――フェアの打球が、

(1)バ ウンドしてスタンドに入るか、または野手に触れて進路が変わつて、一

塁または二塁のフアウル線外にあるスタンドに入つた場合。

(2)競 技場のフェンス、スコアボード、灌木、またはフェンスのつる草を抜け

るか、その下をくぐるか、挟まって止まつた場合。

(g)2個 の塁が与えられる場合――送球が、

(1)競 技場内に観衆があふれ出ていないときに、スタンドまたはベンチに入つ

た場合。(ベ ンチの場合は、リバウンドして競技場に戻つたかどうかを問わな

い)

(2)競 技場のフエンスを越えるか、くぐるか、抜けた場合。

(3)バ ックス トップの上部のつぎ目から、上方に斜めに張つてある金網に上が

つた場合。

(4)観 衆を保護している金網の日に挟まって止まつた場合。

この際は、ボールデッドとなる。

審判員は 2個の進塁を許すにあたつて、次の定めに従う。すなわち、打球処理

直後の内野手の最初のプレイに基づく悪送球であつた場合は、投手の投球当時の

各走者の位置、その他の場合は、悪送球が野手の手を離れたときの各走者の位置
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を基準として定める。

【付記】 悪送球が打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づくものであっても、

打者を含む各走者が少なくとも 1個の塁を進んでいた場合には、その悪送球が

内野手の手を離れたときの各走者の位置を基準として定める。

【原注 1】 ときによっては、走者に2個の塁が与えられないこともある。
たとえば、走者一塁のとき、打者が浅い右翼飛球を打つた。走者は一塁二塁間で立

ち止まっており、打者は一塁を過ぎて走者の後ろまできた。打球は捕らえられず、
外野手は一塁に送球したが、送球はスタンドに入った。すべてボールデッドとなっ
たときは、走者は進む権利を与えられた塁以上には進塁できないから、一塁走者は
三塁へ、打者は二塁まで進む。

【原注 2】
゛
悪送球がなされたとき、という術語は、その送球が実際に野手の手を離れ

たときのことであって、地面にバウンドした送球がこれを捕ろうとした野手を通過
したときとか、スタンドの中へ飛び込んでプレイからはずれたときのことではない。
内野手による最初の送球がスタンドまたはダッグアウトに入ったが、打者が走者と

なっていない (三塁走者が捕逸または暴投を利して得点しようとしたときに、アウ
トにしようとした捕手の送球がスタンドに入つた場合など)よ うな場合は、その悪
送球がなされたときの走者の位置を基準として2個の進塁が許される。(7.05gの適
用に際しては、捕手は内野手とみなされる)

例――走者一塁、打者が遊ゴロを打つた。遊撃手は、二塁でフォースアウトしようと
して送球したが間に合わなかった。二塁手は打者が一塁を通り過ぎてから一塁手に
悪送球した。一一二塁に達していた走者は得点となる。(こ のようなプレイで、送球
がなされたとき、打者走者が一塁に達していなかったときは、打者走者は二塁が許
される)

(h)1個 の塁が与えられる場合―一打者に対する投手の投球、または投手板上か

ら走者をアウトにしようと試みた送球が、スタンドまたはベンチに入つた場合、

競技場のフェンスまたはバックス トップを越えるか、抜けた場合。

この際はボールデッドとなる。
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【付記】 投手の投球が捕手を通過した後 (捕手が触れたかどうかを問わない)さ

らに捕手またはその他の野手に触れて、ベンチまたはスタンドなど、ボールデ

ッドになると規定された個所に入つた場合、および投手が投手板上から走者を

アウトにしようと試みた送球が、その塁を守る野手を通過した後 (そ の野手が

触れたかどうかを問わない)さ らに野手に触れて、前記の個所に入つてボール

デッドになった場合、いずれも、投手の投球当時の各走者の位置を基準として、

各走者に2個の塁を与える。

(i)四 球日、生濃百ら投球が、球審か捕手のマスクまたは用具に挟まつて止まつ

た場合、 1個の星が与えられる。

ただし、打者の四球日、三絵百ら投球が(h)お よび(i)項規定の状態になつて

も、打者には一塁が与えられるにすぎない。

【原注 11 走者がアウトにされることなく1個またはそれ以上の塁が与えられたとき

でも、与えられた塁またはその塁に至るまでの途中の塁に触れる義務を負うもので

ある。

例一一打者が内野にゴロを打ち、内野手の悪送球がスタンドに飛び込んだ。打者走者

は一塁を踏まないで二塁に進んだ。打者走者は二塁を許されたわけだが、ボールイ

ンプレイになつた後、一塁でアピールされればアウトになる。

【原注 2】 飛球が捕らえられたので元の塁に帰らなければならない走者は、グラウン

ドルールやその他の規則によって、余分の塁が与えられたときでも投手の投球当時

の占有塁のリタッチを果たさなければならない。この際、ボールデッド中にリタッ

チを果たしてもよい。また、与えられる塁はリタッチを果たさなければならない塁

が基準となる。

【注】 打者の西藻首または三振目の投手の投球が、(h)項 〔付記〕の状態になったと

きは、打者にも二塁が与えられる。
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7.06オブス トラクションが生じたときには、審判員は
｀
オブス トラクション゛を宣

告するか、またはそのシグナルをしなければならない。

(a)走 塁を妨げられた走者に対してプレイが行なわれている場合、または打者走

者が一塁に触れる前にその走塁を妨げられた場合には、ボールデッドとし、塁上

の各走者はオブス トラクションがなければ達しただろうと審判員が推定する塁ま

で、アウトのおそれなく進塁することが許される。

走塁を妨げられた走者は、オブス トラクション発生当時すでに占有していた塁

よりも少なくとも 1個先の進塁が許される。

走塁を妨げられた走者が進塁を許されたために、塁を明け渡さなければならな

くなった前位の走者 (走塁を妨げられた走者より)は、アウトにされるおそれな

く次塁へ進むことが許される。

【付記】捕手はボールを持たないで、得点しようとしている走者の進路をふさぐ

権利はない。塁線 (ベースライン)は走者の走路であるから、捕手は、まさに

送球を捕ろうとしているか、送球が直接捕手に向かってきており、しかも十分

近くにきていて、捕手がこれを受け止めるにふさわしい位置を占めなければな

らなくなったときか、すでにボールを持つているときだけしか、塁線上に位置

することができない。この規定に違反したとみなされる捕手に対しては、審判

員は必ずオブス トラクションを宣告しなければならない。

【原注】 走塁を妨げられた走者に対してプレイが行なわれている場合には、審判員は
タ`イム゛を宣告するときと同じ方法で、両手を頭上にあげてオブストラクションの
シグナルをしなければならない。オブストラクションのシグナルが行なわれたとき
は、ただちにボールデッドとなる。しかし、審判員のオブストラクションの宣告が
なされる前に、野手の手を離れていたボールが悪送球となったときには、オブスト
ラクションが発生しなければ、その悪送球によって当然許されるはずの塁がその走
者に与えられるべきである。走者が二塁三塁間で挟撃され、すでに遊撃手からの送

球がインフライトの状態のときに、三塁へ進もうとした走者が三塁手に走塁を妨げ
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られたとき、その送球がダッグアウトに入つた場合、その走者には本塁が与えられ

る。この際、他の走者に関しては、オブストラクションが宣告される以前に占有し

ていた塁を基準として2個の塁が与えられる。

【注 1】 内野におけるランダウンプレイ中に走者が走塁を妨げられたと審判員が判断

した場合はもちろん、野手が、走者 (一塁に触れた後の打者走者を含む)をアウト

にしようとして、その走者が進塁を企てている塁へ直接送球していたときに、その

走者が走塁を妨げられたと審判員が判断した場合も同様、本項が適用される。

【注 2】 たとえば、走者二・三塁のとき、三塁走者が投手に追い出されて三塁本塁間

で挟撃され、この間を利して二塁走者は二塁に達していたところ、挟撃されていた

走者が三塁へ帰ってきたので二塁走者は元の塁へ戻ろうとし、二塁三塁間で挟撃さ

れた。しかし、このランダウンプレイ中に二塁走者はボールを持たない二塁手と衝

突したような場合、審判員が二塁手の走塁妨害を認めれば オ`ブストラクション゙

を宣告し、ボールデッドとして、二塁走者を三塁へ、三塁走者を本塁へ進める処置

をとる。

【注 3】 たとえば、走者一塁、打者が左翼線に安打したとき、左翼手は一塁走者の三

塁への進塁をはばもうとして二塁へ送球したが、一塁走者は二塁を越えたところで

ボールを持たない遊撃手と衝突したような場合、審判員が遊撃手の走塁妨害を認め

れば、オブストラクションを宣告して、ボールデッドにし、一塁走者に二塁の占有

を許す。打者については、審判員がオブストラクシヨン発生時の状況を判断して、

二塁へ達したであろうとみれば二塁の占有を許すが、二塁へ進めなかつたとみれば

一塁にとどめる。

【注 4】 たとえば、走者一塁、打者が一ゴロしたとき、ゴロをとつた一塁手は一塁走

者をフォースアウトにしようと二塁へ送球したが、一塁へ向かつている打者と一塁

へ入ろうとした投手とが一塁の手前で衝突したような場合、審判員が投手の走塁妨

害を認めれば、オブストラクションを宣告して、ボールデッドにする。この際、審

判員がオブストラクションよりも二塁でのフォースアウトが後に成立したと判断し

たときには、打者走者を一塁に、一塁走者を二塁に進める。これに反して、オブス

トラクションより二塁でのフォースアウトが先に成立していたと判断したときには、

打者走者の一塁占有を認めるだけで、一塁走者の二塁でのフォースアウトは取り消

さない。
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(b)走 塁を妨げられた走者に対してプレイが行なわれていなかった場合には、す

べてのプレイが終了するまで試合は続けられる。審判員はプレイが終了したのを

見届けた後に、初めて
｀
タイム、を宣告し、必要とあれば、その判断で走塁妨害

によってうけた走者の不利益を取り除くように適宣な処置をとる。

【原注】 本項規定のようにオブストラクションによってボールデッドとならない場合、

走塁を妨げられた走者が、オブストラクションによって与えようと審判員が判断し

た塁よりも余分に進んだ場合は、オブストラクションによる安全進塁権はなくなり、

アウトを賭して進塁したこととなり、触球されればアウトになる。このアウトは、

審判員の判断に基づく裁定である。

【注 1】 たとえば、走者二塁のとき打者が左前安打した。左翼手は本塁をうかがった
二塁走者をアウトにしようと本塁へ送球した。打者走者は一塁を越えたところで一

塁手にぶつかったので、審判員は ｀
オブストラクション゙ のシグナルをした。左翼

手の本塁への送球は捕手の頭上を越す悪送球となったので、二塁走者はやすやすと

得点することができた。オブストラクションを受けた打者走者は、ボールが転じて
いるのを見て二塁を越え、三塁をうかがったところ、ボールを拾つた投手からの送

球を受けた三塁手に三塁到達前に触球されたような場合、審判員が、打者走者には

オブストラクションによって二塁しか与えることができないと判断したときには、
三塁でのアウトは認められる。

これに反して、打者走者が三塁手の触球をかいくぐって三塁に生きたような場合、

その三塁の占有は認められる。いずれの場合も、二塁走者の得点は認められる。

【注 2】 たとえば、打者が三塁打と思われるような長打を放ち、一塁を空過した後、
二塁を経て三塁に進もうとしたとき、遊撃手に妨げられて、三塁へ進むことができ

なかったような場合、審判員は、この反則の走塁を考慮することなく、妨害がなけ
れば達したと思われる三塁へ進めるべきである。もし野手が打者の一塁空過を知つ

てアピールすれば、その打者はアウトになる。走塁の失敗はオブストラクションと
はなんら関係がないからである。

7.07二塁走者が、スクイズプレイまたは盗塁によって得点しようと試みた場合、捕

手またはその他の野手がボールを持たないで、本塁の上またはその前方に出るか、
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あるいは打者または打者のバットに触れたときには、投手にボークを課して、打者

はインターフェアによって一塁が与えられる。この際はボールデッドとなる。

【注 1】 捕手がボールを持たないで本塁の上またはその前方に出るか、あるいは打者

または打者のバットに触れた場合は、すべて捕手のインターフェアとなる。

特に、捕手がボールを持たないで本塁の上またはその前方に出た場合には、打者が

バッタースボックス内にいたかどうか、あるいは打とうとしたかどうかには関係な

く、捕手のインターフェアとなる。また、その他の野手の妨害というのは、たとえ

ば、一塁手などが著しく前進して、投手の投球を本塁通過前にカットしてスクイズ

プレイを妨げる行為などを指す。

【注 2】 すべての走者は、盗塁行為の有無に関係なく、ボークによって1個の塁が与

えられる。

【注 3】 本条は、投手の投球が正規、不正規にかかわらず適用される。

【注4】 投手が投手板を正規にはずして走者を刺そうと送球したときには、捕手が本
塁上またはその前方に出ることは、正規なプレイであつて、打者がこの送球を打て

ば、かえつて打者は守備妨害として処置される。

7.08次の場合、走者はアウトとなる。

(a)(1)走 者が、野手の触球を避けて、走者のベースパス (走路)か ら3Z千 以

上離れて走つた場合。

ただし、走者が打球を処理している野手を妨げないための行為であれば、こ

の限りではない。

この場合の走者のベースパス (走路)と は、タッグプレイが生じたときの、

走者と塁を結ぶ直線をいう。

(2)一 塁に触れてすでに走者となつたプレーヤーが、ベースパスから離れ、次

の塁に進もうとする意思を明らかに放棄した場合。

【原注】 一塁に触れてすでに走者となつたプレーヤーが、もはやプレイは続けられて

いないと思い込んで、ベースパスを離れてダッグアウトか守備位置の方へ向かつた
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とき、審判員がその行為を走塁する意思を放棄したとみなすことができると判断し

た場合、その走者はアウトを宣告される。この際、たとえアウトが宣告されても、

他の走者に関しては、ボールインプレイの状態が続けられる。この規則は、次のプ

レイなどに適用される。

例―-0アウトまたは 1ア ウトで、同点の最終回、走者一塁のとき、打者が競技場の

外ヘサヨナラ本塁打を打つた。一塁走者は、二塁を過ぎてから、本塁打で自動的に

勝利が決まったと思い込み、ダイヤモンドを横切つて自分のベンチに向かつた。こ

の間、打者は、本塁に向かって進んでいたような場合、走者は、
｀
次塁に進もうとす

る意思を放棄した、という理由で、アウトを宣告され、打者走者は各塁を踏んで行

って本塁打を生かすことが許される。もし、 2ア ウト後ならば、本塁打は認められ

ない (7.12参照)。 これはアピールプレイではない。

例――走者が一塁または三塁で触球されてアウトを宣告されたと思い込んでダッグア

ウトに向かいだし、依然としてアウトだと思い込んでいる様子が明らかだと審判員

が認めるのに適当な距離まで進んでいるときには、走者は進塁を放棄したという理

由でアウトを宣告される。

【注1】 通常走者の走路とみなされる場所は、塁間を結ぶ直線を中心として左右へ各
3 Zf、 すなわち 6 Zlの 幅の地帯を指すが、走者が大きく膨らんで走つているときな

ど最初からこの走路外にいたときに触球プレイが生じた場合は、本項(1)の とおり、

その走者と塁を結ぶ直線を中心として左右へ各 3 Zlが 、その走者の走路となる。

【注 2】 本項(1)の
｀
ただし、以下は、野手が走者の走路内で打球を処理していると

き、これを妨げないために走者が走路外を走つても、アウトにならないことを規定

しているものであって、打球処理後に触球プレイが生じたときには、本項(1)の前

段の適用を受けることはもちろんである。

【注 3】 フォースの状態におかれている走者に対しては、本項(2)を適用しない。

(b)走者が、送球を故意に妨げた場合、または打球を処理しようとしている野手

の妨げになった場合。

【原注 1】 打球 (フ ェアボールとファウルボールとの区別なく)を処理しようとして
いる野手の妨げになったと審判員によって認められた走者は、それ力=故意であった
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か故意でなかったかの区別なく、アウトになる。

しかし、正規に占有を許された塁についていた走者が、フェア地域とファウル地域

との区別なく守備の妨げになった場合、審判員がその妨害を故意と判断したときを

除いて、その走者はアウトにはならない。審判員が、その妨害を故意と宣告した場

合には次のペナルティを科す。

0ア ウトまたは1ア ウトのときは、その走者と打者とにアウトを、2ア ウト後のと

きは、打者にアウトを宣告する。

【注 1】
｀
野手が打球を処理する、とは、野手が打球に対して守備しはじめてから打球

をつかんで送球し終わるまでの行為をいう。したがつて、走者が、前記のどの守備

行為でも妨害すれば、打球を処理しようとしている野手を妨げたことになる。

【注2】 走者が6.05(k)、 7.08(a)項規定の走路を走つていた場合でも、打球を処理

しようとしている野手の妨げになったと審判員が判断したときには、本項の適用を

受けて、走者はアウトになる。

【間】 1ア ウト走者二塁のとき、三塁に触れている走者が、三塁横に上がったファウ

ルフライを捕らえようとする三塁手の守備の妨げになったので、三塁手は捕球でき

なかった。いかに処置すべきか。

【答】 その走者が故意に守備を妨げたと審判員が認めればその走者と打者にアウトを

宣告する。

【原注 2】 三塁本塁間で挟撃された走者が妨害によつてアウトを宣告された場合には、

後位の走者はその妨害行為発生以前に、たとえ三塁を占めることがあつても、その

占有は許されず二塁に帰らなければならない。また、二塁三塁間で挟撃された走者

が妨害によってアウトになった場合も同様、後位の走者は一塁に帰らなければなら

ない。妨害が発生した場合にはいずれの走者も進塁できないこと、および走者は正

規に次塁に進塁するまでは元の塁を占有しているものとみなされることがその理由

である。

【注】走者一。三塁のとき三塁走者が三塁本塁間で挟撃され、妨書によつてアウトを

宣告された場合、一塁走者がその妨害行為発生以前に二塁を占めておれば、一塁走

者には二塁の占有が許される。
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(c)ボールインプレイで走者が塁を離れているときに触球された場合。

【付記 1】 打者走者が一塁に走るときは、ただちに帰ることを条件としてならば、

オーバーランまたはオーバースライ ドして一塁を離れているとき触球されても、

アウトにはならない。

【付記2】 走者がいったん安全に塁に達した後、走者の衝撃で塁のバッグが定位

置から離れたときは、その走者に対していかなるプレイもできない。

【付記 3】 あるプレイ中に塁のバッグまたはホームプレー トが定位置から離れた

とき、引き続いて、次の走者が進塁してきて、元の塁が置かれていた地点に触

れるか、またはその地点にとどまれば、その走者は正規に塁に触れたもの、ま

たは正規に塁を占有したものとみなされる。

【注 1】 四球を得た打者が一塁に進むに際しては、ただちに帰ることを条件としてな

ら、一塁に触れた後、走り越すことは許される。

【注 2】 野手が走者に触球しようとするときには、走者もアウトを免れようと、激し

く触塁する場合が多く、野手と走者とが衝突した結果、野手がボールを落としたと

きは、触球後にボールを確実に保持していないことになるから、走者はアウトには

ならない。また、野手が走者に触球した後も、これを確実に握つていなければなら

ず、たとえボールを地上に落とさなくても、手の上でジャッグルなどした場合には、

走者はアウトにはならない。野手が触球した後、どのくらい確保すればよいかは、

一に審判員の判定に待つべきである。(2。 15参照)

(d)フ ェア飛球、ファウル飛球が正規に捕らえられた後、走者が帰塁するまでに、

野手に身体またはその塁に触球された場合。

ただし、投手が打者へ次の 1球を投じてしまうか、または、たとえ投球しなく

てもその前にプレイをしたリプレイを企ててしまえば、帰塁をしていないという

理由によって走者がアウトにされることはない。この場合は、アピールプレイで
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ある。

7.08

【原注】走者は、ファウルチップの際はタッグアップする必要はないから、盗塁する
こともできる。しかし、チップしたボールを捕手が捕らえなかつた場合は、ファウ

ルボールとなるから、走者は元の塁へ戻らなければならない。

【注】 飛球が捕らえられたとき、走者が帰塁しなければならない塁とは、進塁の起点

となる塁、すなわち、投手の投球当時走者が占有していた塁を指す。

(e)打 者が走者となつたために、進塁の義務が生じた走者が次の塁に触れる前に、

野手がその走者またはその塁に触球した場合。(こ のアウトはフォースアウトで

ある)

ただし、後位の走者がフォースプレイで先にアウトになれば、フォースの状態

でなくなり、前位の走者には進塁の義務がなくなるから、身体に触球されなけれ

ばアウトにはならない。

また、走者が塁に触れた後、余勢でオーバースライ ドまたはオーバーランした

場合には、塁に触れた瞬間に進塁の義務を果たしたことになるから、その走者は

身体に触球されなければアウトにはならない。 (こ のアウトはフォースアウトで

はなく、タッグアウトである)

しかし、進塁の義務の生じた走者が次塁に触れた後、どのような理由にせよ、

その塁を捨てて元の塁の方へ離れた場合は、再びフォースの状態におかれるから、

野手にその身体または進塁すべき塁に触球されれば、その走者はアウトとなる。

(こ のアウトはフォースアウトである)

【原注】 オーバースライド、またはオーバーランは二塁および二塁で起こり、一塁で

はこの状態は起こらない。

たとえば、0ア ウトまたは 1ア ウトで走者一 。二塁、もしくは一・二・三塁とす

る。打球は内野手に飛び、その内野手はダブルプレイを試みた。一塁走者は二塁へ
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の送球より早く二塁に触れたが、オーバースライドした。ボールは一塁にリレーさ

れ、打者はアウトになった。一塁手は、二塁走者が離塁しているのを見て二塁に送

球して、その走者をアウトにしたが、その間に、他の走者は本塁に入つた。〔問〕こ

れはフォースプレイか。打者が一塁でアウトになったとき、フォースプレイでなく

なったのか。このプレイ中に、二塁で走者がアウトにされて第 3ア ウトになる前に、

本塁に入つていた走者の得点は認められるか。〔答〕フォースプレイではなく、タッ

グプレイであるから、得点は記録される。

【注 1】 この項は、フォースアウトの規定であり、打者が走者となったために、塁に
いた走者に進塁の義務が生じたときに、野手が、

① その走者が次の塁に触れる前に、その塁に触球した場合

② その走者が次の塁に触れる前に、その走者に触球した場合

③ その走者が次の塁へ進もうとしないで、元の塁にとどまっているとき、その走者

に触球した場合

を指し、特に③の場合は、自己より後位の走者がアウトにならない限り、その塁の占

有権はすでに失われているから、たとえその走者が塁に触れていても、野手がその

走者に触球すればアウトになる。(7.03b参照)

【注 2】 たとえば、一塁走者が打球とともに走り出して、いったん二塁に触れた後、

その打球が飛球として捕らえられようとするのを見て、一塁へ戻ろうとしたとき、

フライを落とした野手からの送球を受けた二塁手は、走者が再び二塁に達するまで

に二塁に触球した。この場合、はじめに二塁を踏んだことは取り消され、フォース

アウトと認められる。

(f)走 者が、内野手 (投手を含む)に触れていないか、または内野手 (投手を除

く)を通過していないフェアボールに、フェア地域で触れた場合。

この際はボールデッドとなり、打者が走者となったために次塁への進塁が許さ

れた走者のほかは、得点することも、進塁することも認められない。(5.09f、

7.09k参照)

インフィール ドフライと宣告された打球が、塁を離れている走者に触れたとき

は、打者、走者ともにアウトになる。
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【例外】 インフィールドフライと宣告された打球が、塁についている走者に触れ

た場合、その走者はアウトにならず、打者だけがアウトとなる。

【原注】 2人の走者が同一のフェアボールに触れたときは、最初に触れた1人だけが

アウトになる。これは打球が走者に触れたとき、ただちにボールデッドとなるから

である。

【注 1】 打者の打つたフェアボールが、野手に触れる前に走者に触れたときは、走者

が守備を妨害しようとして故意に打球に触れた場合 (併殺を行なわせまいとして故

意に打球を妨害した場合を除く)と 、走塁中やむなく触れた場合との区別なく、走

者はアウトとなる。

また、いったん内野手に触れた打球に対して守備しようとする野手を走者が妨げた

ときには、7.08(b)に よつてアウトにされる場合もある。

【注 2】 ① 内野手を通過する前に、塁に触れて反転したフェアボールに、走者がフ

ェア地域で触れた場合、その走者はアウトになり、ボールデッドとなる。

② 内野手を通過した直後に、塁に触れて反転したフエアボールに、走者がその内野

手の直後のフェア地域で触れた場合、この打球に対して他のいずれの内野手も守備

する機会がなかつた場合に限り、打球に触れたという理由でアウトにはならない。

【注3】 一度塁に触れて反転したフェアボールが、フアウル地域で走者に触れた場合

は、その走者はアウトにはならず、ボールインプレイである。

【注 4】 本項でいう 塁`゛とは、飛球が打たれたときの投手の投球当時に走者が占有

していた塁をいう。

【注5】 インフィールドフライと宣告された打球が走者に触れた場合は、その走者が

塁についていてもいなくても、ボールデッドとなる。

(g)τ ァゥトまたは 1ア ウトで、走者が得点しようとしたとき、打者が本塁にお

ける守備側のプレイを妨げた場合。 2アウトであればインターフェアで打者がア

ウトとなり、得点は記録されない。 (6.06c、 7.09a,c参照 )

【注 1】 ここにいう
゛
本塁における守備側のプレイ゛とは、野手 (捕手も含む)が、
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得点しようとした走者に触球しようとするプレイ、その走者を追いかけて触球しよ

うとするプレイ、および他の野手に送球してその走者をアウトにしようとするプレ

イを指す。

【注2】 この規定は、0ア ウトまたは1ア ウトで、走者が得点しようとした際、本塁
における野手のプレイを妨げたときの規定であつて、走者が本塁に向かつてスター

トを切つただけの場合とか、一度本塁へは向かつたが途中から引き返そうとしてい

る場合には、打者が捕手を妨げることがあっても、本項は適用されない。

たとえば、捕手がボールを捕らえて走者に触球しようとするプレイを妨げたり、投

手が投手板を正規にはずして、走者をアウトにしようとして送ったボール (投球で

ないボール)を打者が打つたりして、本塁の守備を妨げた場合には、妨害行為を行

なった打者をアウトにしないで、守備の対象である走者をアウトにする規定である。

【注 3】 本項は、本塁の守備を妨げたのが打者であつた場合に限つて適用されるので

あつて、打撃を完了して打者から走者になったばかりで、まだアウトにならない打

者が妨害を行なったときには適用されない。たとえば、スクイズバントをした打者

が、バントした打球に触れるか、または打球を処理しようとする野手の守備を妨げ

たために、三塁走者が本塁でのアウトを免れることになつたような場合には、打者

はすでに走者となっているから、6.05(g)、 7.08(b)に よって、その打者走者がア

ウトとなり、ボールデッドとなって、二塁走者を投手の投球当時すでに占有してい

た塁、すなわち三塁へ帰らせる。

打者が第 3ス トライクの宣告を受けただけで、まだアウトにならないとき、および

四球の宣告を受けたときの妨書に関しては、7.09(a)〔 注〕に示されている。

(h)後 位の走者がアウ トとなっていない前位の走者に先んじた場合。 (後位の走

者がアウトとなる)

【注 1】 ボールインプレイ中に起きた行為 (た とえば、悪送球、ホームランまたは柵
外に出たフェアヒットなど)の結果、走者に安全進塁権が認められた場合にも、本

項は適用される。

【注 2】 この項は、走者の位置が入れ代わつたときに、後位の走者をアウトにするこ

とを意味し、たとえば、二塁の走者を甲、一塁の走者を乙とすれば、一塁走者乙が
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二塁走者甲を追い越したときはもちろん、逆走の際など、二塁走者甲が一塁走者乙

を追い越す形をとって、本来本塁から遠くにあるべき乙と、近くにあるべき甲との

位置が入れ代わつた場合でも、常に後位の乙がアウトになることを規定している。

1)走 者が正規に塁を占有 した後に塁を逆走したときに、守備を混乱させる意図、

あるいは試合を愚弄する意図が明らかであつた場合。

この際、審判員はただちにタイムを宣告して、その走者にアウトを宣告する。

【原注】走者がまだ占有していない塁に到達した後、飛球が捕らえられたと思つたり、

元の占有塁に帰るようにおびき出されて元の塁に帰ろうとした場合、途中で触球さ

れればアウトになる。しかし、元の占有塁に帰りついたら、その塁についている限

り、触球されてもアウトにはならない。

【注】 たとえば、一ゴロを打つた打者が一塁手の触球を避けようとして、側方に離れ

て走らない限り、逆走するようなことはさしつかえないが、本塁に達するとアウト

になる。

(j)走 者が一塁をオーバーランまたはオーバースライ ドした後、ただちに一塁に

帰塁しなかつた場合。

一塁をオーバーランまたはオーバースライ ドした走者が二塁へ進もうとする行

為を示せば、触球されればアウトとなる。

また、一塁をオーバーランまたはオーバースライ ドした走者が、ただちに帰塁

しないでダッグアウトまたは自己の守備位置に行こうとした場合も、野手が走者

または塁に触球して、アピールすればアウトとなる。

【原注】 2ア ウト後、一塁に触れてオーバーランしたが、審判員によって セ`ーフ゛

の宣告を受けた打者走者は、4.09(a)を 適用する上では 一`塁に達した、ことにな

り、 た`だちに、一塁に帰塁しなかったために第3ア ウトになっても、このプレイ中
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にアウトよりも先に本塁に達していた走者は、得点として認められる。

(k)走 者が本塁に走り込むか、または滑り込んだ際に、本塁に触れないで、しか

も本塁に触れ直そうとしないときに、野手がボールを持つて本塁に触れて、審判

員にアピールした場合。(7.10d参照 )

【原注】 本項は、本塁に触れなかった走者がベンチに向かっており、アウトにするた
めには捕手がその走者を追いかけなければならないような場合に適用される。本塁

を踏み損ねた走者が、触球される前に踏み直そうと努力しているような普通のプレ

イが行なわれているときには適用されない。この場合には、走者は触球されなけれ

ばアウトにはならない。

(1)走 者を除く攻撃側チームのメンバーが、ある走者に対して行なわれた送球を

処理しようとしている野手の守備を妨害した場合。(7.H参照。走者による妨害

については7.08b参照 )

7.09次の場合は、打者または走者によるインターフェアとなる。

(a)第 3ス トライクの後、打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らか

に妨げた場合。

打者走者はアウトになり、ボールデッドとなって、他の走者は投手の投球当時

占有していた塁に戻る。

【原注】 投球が、捕手または審判員に触れて進路が変わり、その後に打者走者に触れ
た場合は、打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らかに妨げたと審判員
が判断しない限り、妨害とはみなされない。

【注】 ① 第3ス トライクの宣告を受けただけでまだアウトになっていないか、また
は四球の宣告を受けて一塁へ進むべき打者走者が、三塁からの走者に対する捕手の

守備動作を明らかに妨害した場合は、その打者走者をアウトとし、三塁からの走者
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は、投手の投球当時占有していた三塁へ帰らせる。その他の各走者も、同様に帰塁

させる。

② 第3ス トライクの宣告を受けて6.05(b)ま たは同(c)で アウトになつた打者が、

三塁走者に対する捕手の守備動作を明らかに妨害したときは、7.09(e)に よつて三

塁から走つてきた走者もアウトにする。

③ ②の場合で、重盗を防ごうとする捕手の守備動作を明らかに妨害したときは、そ

の対象となった走者をアウトとして、他の走者は妨害発生の瞬間にすでに占有して

いた塁へ帰らせる。もしも、捕手の守備動作がどの走者に対してなされたかが明ら

かでない場合には、本塁に近い走者をアウトにする。(7.09e〔注〕参照)

(b)打 者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いてい

る打球の進路を、どんな方法であろうとも、故意に狂わせた場合。(6.05i参

照 )

(c)0ア ウトまたは 1アウトで、走者三塁のとき、打者が本塁における野手のプ

レイを妨げた場合。

この場合、走者がアウトになるが、 2アウト後の場合は打者がアウトになる。

(6.06c、  7。 08g2参照1)

【注】 本項は、7.08(g)と 異なる文字を用いているにすぎないから、ただ離塁してい

るにすぎない三塁走者をアウトにしようとする捕手のプレイを打者が妨げた場合な

どには、適用されない。

(d)1人 または2人以上の攻撃側メンバーが、走者が達しようとする塁に接近し

て立つか、あるいは、その塁の付近に集合して守備側を妨げるか、惑乱させるか、

ことさらに守備を困難にした場合、その走者は、味方のメンバーが相手の守備を

妨害 (イ ンターフェア)し たものとしてアウトを宣告される。

(e)ア ウトになったばかりの打者または走者、あるいは得点したばかりの走者が、

味方の走者に対する野手の次の行動を阻止するか、あるいは妨げた場合は、その
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走者は、味方のプレーヤーが相手の守備を妨害 (イ ンターフェア)し たものとし

て、アウトを宣告される。(6.05m参照 )

【原注】 打者または走者が、アウトになった後走り続けてもその行為だけでは、野手
を惑乱したり、じゃましたり、またはさえぎったものとはみなされない。

【注】 本項を適用するにあたって、2人または3人の走者がいる場合、妨げられた守
備動作が直接 1人の走者に対して行なわれようとしていたことが判明しているとき
は、その走者をアウトにし、どの走者に対して守備が行なわれようとしていたか判
定しにくいときは、本塁に最も近い走者をアウトにする。

前掲によって1人の走者に対してアウトを宣告したときは、ボールデッドとなり、

他の走者は守備妨害の行なわれた瞬間すでに占有していた塁に帰らせる。

ただし、打球を直接処理した野手が打者走者に対して守備を行なわず、他の走者に

対して行なおうとした守備が妨害された場合には、その走者をアウトにし、その他
の走者は、投手の投球当時占有していた塁へ戻らせる。しかし打者走者だけは、再
びバッタースボックスに帰せないから、一塁の占有を許す。

なお、打者が走者となって一塁へ進んだために、走者に一塁を明け渡す義務が生じ

たときは、その走者を二塁へ進ませる。たとえば、0ア ウト満塁のとき、打者が遊
ゴロして、三塁からの走者がフォースアウトされ、その際、その走者が、捕手がさ
らに三塁にボールを送ってダブルプレイを企てようとするのを、突きとばして妨害
したような場合、その走者と二塁に向かった走者とはアウトになるが、打者に一塁
が与えられるので、一塁の走者は二塁に進むことが許されるような場合がそれであ
る。

(f)走 者が、明らかに併殺を行なわせまいとして故意に打球を妨げるか、または

打球を処理 している野手を妨害したと審判員が判断したとき、審判員は、その妨

害をした走者にアウトを宣告するとともに、味方のプレーヤーが相手の守備を妨

害したものとして打者走者に対してもアウトを宣告する。この場合、ボールデッ

ドとなって他の走者は進塁することも得点することもできない。

(g)打 者走者が、明らかに併殺を行なわせまいとして故意に打球を妨げるか、ま
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たは打球を処理している野手を妨害したと審判員が判断したとき、審判員は打者

走者に妨害によるアウトを宣告するとともに、どこで併殺が行なわれようとして

いたかには関係なく、本塁に最も近い走者に対してもアウトを宣告する。この場

合、ボールデッドとなつて他の走者は進塁することはできない。

(h)二 塁または一塁のベースコーチが、走者に触れるか、または支えるかして、

走者の三塁または一塁への帰塁、あるいはそれらの離塁を、肉体的に援助したと

審判員が認めた場合。

(1)走 者三塁のとき、ベースコーチが自己のボックスを離れて、なんらかの動作

で野手の送球を誘致した場合。

(j)走 者が打球を処理しようとしている野手を避けなかつたか、あるいは送球を

故意に妨げた場合。

ただし、 2人以上の野手が接近して、打球を処理しようとしており、走者がそ

のうち 1人か 2人以上の野手に接触したときには、審判員は、それらの野手のう

ちから、本規則の適用を受けるのに最もふさわしい位置にあつた野手を 1人決定

して、その野手に触れた場合に限ってアウトを宣告する。(7.08b参照 )

【原注】 捕手が打球を処理しようとしているときに、捕手と一塁へ向かう打者走者と

が接触した場合は、守備妨害も走塁妨害もなかつたものとみなされて、何も宣告さ

れない。打球を処理しようとしている野手による走塁妨害は、非常に悪質で乱暴な

場合にだけ宣告されるべきである。たとえば、打球を処理しようとしているからと

いって、走者を故意につまずかせるようなことをすれば、オブストラクシヨンが宣

告される。

捕手が打球を処理しようとしているのに、一塁手、投手が、一塁へ向かう打者走者

を妨害したらオブストラクションが宣告されるべきで、打者走者には一塁が与えら

れる。

(k)野 手 (投手を含む)に触れていないフエアボールが、フエア地域で走者に触

れた場合。
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ただし、走者がフェアボールに触れても、

(1)い つたん内野手 (投手を含む)に触れたフェアボールに触れた場合

(2)1人 の内野手 (投手を除く)に触れないでその股間または側方を通過 した

フエアボールに、すぐその後方で触れても、この打球に対して、他のいずれの

内野手も守備する機会がない場合

には、審判員は走者が打球に触れたという理由でアウトを宣告してはならない。

しかし、内野手が守備する機会を失つた打球 (内野手に触れたかどうかを問わ
ない)でも、走者が故意にその打球をけったと審判員が認めれば、その走者は、

妨害 (イ ンターフェァ)を したという理由でアウトの宣告を受けなければならな

い。(5,09f、 7.08f参照 )

インターフェァに対するペナルティ 走者はアウトとなり、ボールデッドとなる。

7.10次の場合、アピールがあれば、走者はアウトとなる。

(a)飛 球が捕らえられた後、走者が再度の触塁 (リ タッチ)を果たす前に、身体

あるいはその塁に触球された場合。

【原注】 ここでいう
゛
リタッチ゛とは、捕球後、塁に触れた状態から次塁ヘスタート

することをいう。

したがつて、塁の後方からスタートして、走りながら塁に触れて次塁へ進もうとす
るいわゆるフライングスタートは、正規なリタッチの方法ではない。

(b)ボ ールインプレイのとき、走者が進塁または逆走に際して各塁に触れ損ねた

とき、その塁を踏み直す前に、身体あるいは触れ損ねた塁に触球された場合。

(7.02参照 )

【付記】 塁を空過した走者は、
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(1)後 位の走者が得点してしまえば、その空過した塁を踏み直すことは許さ

れない。

(2)ボ ールデッドのもとでは、空過した塁の次の塁に達すれば、その空過し

た塁を踏み直すことは許されない。

【原注】 例―一打者が競技場の外へ本塁打を打つか、スタンドに入る二塁打を打つて、

一塁を空過した (ボールデッド)。 一一打者は二塁に触れる前ならば、誤りを正すた

めに一塁に帰ることはできる。しかし、二塁に触れてしまうと、一塁に戻ることは

できない。守備側がアピールすれば、一塁でアウトが宣告される。

例一一打者が遊撃手にゴロを打ち、遊撃手はスタンドに飛び込む悪送球をした (ボー

ルデッド)。 一一打者は一塁を空過したが、悪送球によつて二塁が与えられた。打者

走者は、審判員によつて二塁が与えられても、二塁に進む前に一塁に触れなければ

ならない。

いずれもアピールプレイである。

【注 1】 本項 〔付記〕(1)は、ボールインプレイとボールデッドとを問わず適用される。

【注 2】 本項 〔付記〕の場合、塁を空過した走者は、アピールがなければアウトには

ならない。

【注 3】 本塁を空過した走者は、ボールデッドのもとでは、投手が新しいボールか、

元のボールを持つて正規に投手板に位置すれば、本塁を踏み直すことは許されない。

【注 4】 本項 〔付記〕は、飛球が捕らえられたときのリタッチが早かつた走者にも適

用される。

(c)走 者が一塁をオーバーランまたはオーバースライドした後、ただちに帰塁し

ないとき、身体または塁に触球された場合。(7.08j参照 )

(d)走 者が本塁に触れず、しかも本塁に触れ直そうとしないとき、本塁に触球さ

れた場合。(7.08k参照)

本条規定のアピールは、投手が打者へ次の 1球を投じるまで、または、たとえ投
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球しなくてもその前にプレイをしたリプレイを企てるまでに行なわなければならな

い 。

イニングの表または裏が終わったときのアピールは、守備狽1チ ームのプレーヤー

が競技場を去るまでに行なわなければならない。

アピールは、その消滅の基準となるプレイまたはプレイの企てとはみなさない。

投手がアピールのために塁に送球し、スタンドの中などボールデッドの個所にボ

ールを投げ込んだ場合には、同一走者に対して、同一塁についてのアピールを再び

することは許されない。

第 3ア ウトが成立 した後、ほかにアピールがあり、審判員が、そのアピールを支

持した場合には、そのアピールアウトが、そのイニングにおける第 3ア ウトとなる。

また、第 3アウトがァピールによって成立した後でも、守備側チームは、このア

ウトよりもほかに有利なアピールプレイがあれば、その有利となるアピールアウト

を選んで、先の第 3ア ウトと置きかえることができる。
｀
守備側チームのプレーヤーが競技場を去る、とあるのは、投手および内野手が、

ベンチまたはクラブハウスに向かうために、フェア地域を離れたことを意味する。

【7.10原注】 アピールするときに、投手がボークをした場合には、その消滅の基準と
なるプレイとみなされる。

アピールは言葉で表現されるか、審判員にアピールとわかる動作によって、その意
図が明らかにされなければならない。プレーヤーがボールを手にして塁に何げなく
立っても、アピールをしたことにはならない。アピールが行なわれているときは、
ボールデッドではない。

【注 1】 アピール権消滅の基準となるプレイには、投手のプレイはもちろん、野手の
プレイも含まれる。たとえば打者がワンバウンドで外野席に入る安打を放って二塁
に達したが、途中一塁を空過していた。プレイ再開後、投手が一塁ヘアピールのた
めに送球したところ、悪送球となって、プレイングフィールド内を転々とした。こ
れを拾った一塁手が一塁でアピールをすることはできるが、二塁走者がその悪送球
を利して三塁へ走つたのを見て三塁へ送球してしまえば、一塁でのアピール権は消
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滅する。

【注2】 攻守交代の場合と試合終了の場合との区別なく、いずれの場合でも投手およ

び内野手が、フエア地域を離れたときに、アピール権が消滅することとする。

アマチュア野球では、試合終了の場合に限つて、両チームが本塁に整列したとき、

アピール権は消滅することとする。

【注 3】 アピールするには、言葉と動作とで、はつきりとその旨を表示しなければな

らない。

なお、ある一つの塁を2人以上の走者が通過した際、その塁の空過を発見してアピ

ールするには、どの走者に対するアピールであるかを明示しなければならない。た

とえば、甲、乙、丙の3人の走者が、三塁を通過し、乙が三塁を踏まなかつたとき

は、乙に対するアピールである旨を明示しなければならないが、もしこのとき甲が

空過したと誤つて申し出て、審判員に認められなかつた場合でも、その塁を通過し

た走者の数までは、アピールをくり返して行なうことができる。

【間】 1ア ウト走者一 。三塁のとき、打者は外野に大飛球を打つたので、2人の走者

はともに進塁しはじめたが、外野手はこの飛球を好捕した。離塁の少なかつた二塁

走者は三塁へ帰つて捕球後あらためて本塁へ入つた。一塁走者は二塁に触れた後に

三塁近くまで行つたが、一塁に帰ろうと逆走しはじめたので、外野手は二塁に送球、

二塁手は一塁走者が二塁に触れる前に、塁上でボールを持つてアピールした。ダブ

ルプレイか。

【答】ダブルプレイではない。その走者が一塁に帰るためには二塁を通る必要がある

からといつて、二塁に触球してもアウトにはできない。その走者に触球するか、ま

たは進塁の起点となる塁、すなわち一塁に触球しなければ、アウトにはできない。

【間】 1ア ウト走者一塁のとき、打者が外野へ大飛球を打ち、走者が二塁を回つて三

塁近くまで行ったとき、飛球が捕らえられたので、二塁に触れないで一塁へ帰ろう

とした。どんな方法でアピールすれば走者をアウトにできるか。

【答】 走者に触球するか、二塁または一塁に触球してアピールすればよい。

【間】 2ア ウト走者二塁のとき、打者が二塁打を打ち、走者を得点させたが、打者は

一塁も二塁も踏まなかつた。守備側は二塁に触球してアピールし、アウトが宣告さ

れた。得点となるか。

【答】得点は認められる。しかし守備側が最初から一塁でアピールしておれば、得点

は認められない。また二塁から一塁に転送球して再びアピールすれば、一塁でのア
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ピールアウトを、先の第 3ア ウトと置きかえることができるから、得点とはならな
い 。

【間】 1アウト走者一 。二塁、打者が右翼へ大飛球を打ったとき、安打になると思っ
た2人の走者は、フライが飛んでいる間進塁し続け、右翼手がこれを捕らえたにも
かかわらず、二塁走者はそのまま本塁を踏んだ。しかし一塁走者は捕球されたのを
見て一塁に引き返そうとした。右翼手は一塁へ送球、一塁手は一塁走者が帰塁する
より先に、塁に触球して、アゥトにした。二塁走者は、一塁走者が一塁でアウトに
なるより先に、本塁を踏んでいるが、その得点は認められるか。

【答】 守備側が二塁でアピールしない限り、二塁走者の得点は認められる。しかし、
守備側は、アピールによる第3ア ウトの成立後であっても、このアウトよりも有利
となるアピールアウトを先の第3ア ウトと置きかえることができるから、二塁でア
ピールすれば、リタッチを果たしていない二塁走者はアウトになり、得点とはなら
ない。

7.11 攻撃側チームのプレーヤー、ベースコーチまたはその他のメンバーは、打球あ

るいは送球を処理しようとしてぃる野手の守備を妨げないように、必要に応 じて自

己の占めている場所 (ダ ッグァゥト内またはブルペンを含む)を譲らなければなら

ない。

走者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理 しようとしている野手の守備

を妨害した場合は、ボールデッドとなって、打者はアウトとなり、すべての走者は

投球当時に占有していた塁に戻る。

走者を除く攻撃側チームのメンバーが、送球を処理しようとしている野手の守備

を妨害した場合は、ボールデッドとなって、そのプレイの対象であった走者はアウ

トとなり、他のすべての走者は妨害発生の瞬間に占有していた塁に戻る。

【注 1】 たとえば、プレーヤーが2本のバットを持って次打者席に入っていたとき、
打者がファウル飛球を打ち、これを捕手が追ってきたので、そのプレーヤーは1本
のバットを持つて場所を譲つたが、捕手は取り残されたバットにつまずいたために、
容易に捕らえることができたはずのファウル飛球を捕らえることができなかったよ
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うな場合、プレーヤーの取り残したバツトが、明らかに捕手の捕球を妨げたと審判

員が判断すれば、打者はアウトになる。

【注2】 例―一打者が遊撃手にゴロを打ち、それを捕つた遊撃手が一塁に悪送球した。

一塁ベースコーチは送球に当たるのを避けようとしてグラウンドに倒れ、悪送球を

捕りに行こうとした一塁手と衝突した。打者走者は三塁にまで到達した。妨害を宣

告するかどうかは審判員の判断による。コーチが妨害を避けようとしたが避けきれ

なかつたと判断すれば、妨害を宣告してはならない。

7.120ア ウトまたは 1ア ウトのとき、前位の走者が、ある塁に触れ損ねるか、リタ

ッチを果たさなかつたとしても、正しく各塁に触れて進んだ後位の走者は、前位の

走者の責を負つてその正しい走塁を取り消されることはない。

ただし、 2ア ウト後、前位の走者がアピールによつて3人目のアウトとなつたと

きには、後位の走者が正規に本塁に触れていても、その走者の得点は認められない。

また、その第 3アウトがフォースアウトの形をとつたときには、他のすべての走者

が正規に本塁に触れていても、その得点は認められない。
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補 則 ボールデッドの際の走者の帰塁に関する処置 (再録 )

ボールデッドとなって各走者が帰塁する場合、ボールデッドとなった原因によ

って、帰るべき塁の基準がおのおの異なるので、その基準をここに一括する。

(A)投 手の投球当時に占有 していた塁に帰らせる場合。

(a)フ ァウルボールが捕球されなかった場合。 (5。09e)

(b)打 者が反則打球した場合。 (5。09d、 6.06a)

(c)投 球が正規に位置 している打者の身体または着衣に触れた場合。(5.09a、

6.05f)

(d)0ア ウトまたは 1ア ゥトで、走者一塁、一 。二塁、一 。二塁または一 。

二・三塁のとき、内野手がフェアの飛球またはライナーを故意に落とした場合。

(6。051)

(e)打 球を守備 しようとする野手を妨げた場合。

(1)フ ェアボールが、内野手 (投手を含む)に触れる前に打者走者に触れた

場合。(6.05g)

(2)フ ェアボールが、内野手 (投手を含む)に触れる前、または内野手 (投

手を除く)を通過する前に、フェア地域で走者または審判員に触れた場合。

(5.09f、  6.08d、  7.08f、  7。 09k)

(3)打 者が打つかバントしたフェアの打球に、フェア地域内でバットが再び

当たった場合。(6.05h)

(4)打 者または走者が打球を処理しようとしている野手の守備を妨げた場合。

(7.08b、  7.09f,g,j)

(5)打 者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動い

ている打球の進路を、どんな方法であろうとも、故意に狂わせた場合。

(6.05i、  7.09b)

(6)攻 撃側プレーヤーまたはベースコーチが、必要に応じて自己の占めてい

る場所を譲らないで、打球を処理 しようとしている野手を妨げて、守備妨害
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を宣告された場合。(6.05o、 7.H)

(f)打 者走者が、本塁から一塁へ走る際に、一塁への送球を受けようとしてい

る野手の動作を妨げた場合。(2.44、 6.05k)一―特に規定した場合を除く。

(g)第 3ス トライクの宣告を受けただけでまだアウトになつていない打者走者、

または四球の宣告を受けた打者走者が、捕手の守備を明らかに妨げた場合。

(7.09a)

(B)妨 害発生の瞬間すでに占有していた塁に帰らせる場合。

(a)投 手の打者への投球に始まつた守備を妨げた場合。

(1)球 審が捕手の送球動作を妨げた場合。 (5。09b)

(2)打 者が捕手の送球動作を妨げた場合。(6.06c)

(3)0ア ウトまたは 1ア ウトで、走者が得点しようとしたとき、打者が本塁

における守備側のプレイを妨げた場合。(7.08g、 7.09c)

(4)打 者が空振りした後、スイングの余勢で、その所持するバットが、捕手

または投球に当たり、審判員が故意ではないと判断した場合。(6.06c)

(b)捕 手またはその他の野手が、打者の打撃を妨害した場合。(6.08c)

(c)走 者が故意に送球を妨げた場合。 (7。08b)

(d)攻 撃側チームのプレーヤーまたはベースコーチが、必要に応じて自己の占

めている場所を譲らないで、送球を処理しようとしている野手を妨げたために、

守備妨害でアウトを宣告された場合。(7.081、 7.H)

(e)内 野手が守備する機会を失つた打球 (内野手に触れたかどうかを問わな

い)を走者が故意にけつたと審判員が認めた場合。(7.09k)一一ボールをけ

ったときを基準とする。

(f)ア ウトを宣告されたばかりの打者または走者、あるいは得点したばかりの

走者が、野手の次の行為を妨げた場合。(7.09e)一一次の行為に移ろうとし

たときを基準とする。

(g)1人 または 2人以上の攻撃側メンバーが、走者が達しようとする塁に接近
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して立つか、あるいはその塁の付近に集合して守備を妨害するか、惑乱させる

か、ことさらに守備を困難にした場合。(7.09d)一―その守備が起ころうと

したときを基準とする。

(C)走 者三塁のとき、ベースコーチが自己のボックスを離れてなんらかの動作で

野手の送球を誘致した場合、またはベースコーチが意識的に送球を妨げた場合

(5.08、 7.09i)に は、その送球がなされたときにすでに占有していた塁に帰ら

せる。
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8.00 投       手

8.01正規の投球――投球姿勢にはワインドアップポジションと、セットポジシヨン

との二つの正規のものがあり、どちらでも随時用いることができる。

投手は、投手板に触れて捕手からのサインを受けなければならない。

【原注】 投手がサインを見終わってから、投手板をはずすことはさしつかえないが、

はずした後にすばやく投手板に踏み出して投球することは許されない。このような

投球は、審判員によつてクィックピッチと判断される。投手は、投手板をはずした

ら、必ず両手を身体の両側に下ろさなければならない。

投手が、サインを見終わるたびに投手板をはずすことは許されない。

(a)ワ インドアップポジション

投手は、打者に面して立ち、その軸足は投手板に触れて置き、他の足の置き場

所には制限がない。

この姿勢から、投手は、

① 打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更し

たりしないで、その投球を完了しなければならない。

② 実際に投球するときを除いて、どちらの足も地面から上げてはならない。

ただし、実際に投球するときは、自由な足 (軸足でない足)を 1歩後方に引

き、さらに1歩前方に踏み出すこともできる。

投手が軸足を投手板に触れて置き (他の足はフリー)、 ボールを両手で身体の

前方に保持すれば、ワインドアップポジションをとつたものとみなされる。

【原注 1】 ワインドアップポジションにおいては、投手は軸足でない足 (自 由な足)

を投手板の上か、前方か、後方かまたは側方に置くことが許される。

【原注 2】 本条(a)項の姿勢から、投手は、

① 打者に投球してもよい。

② 走者をアウトにしようとして塁に踏み出して送球してもよい。
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③ 投手板をはずしてもよい (ボールを両手で保持した投手は、投手板をはずした
ら必ず両手を身体の両側に下ろさなければならない)。 投手板をはずすときには、

最初に軸足からはずさなければならない。

また前記の姿勢から、セットポジションに移つたり、ストレッチをすることは許さ

れない。一―違反すればボークとなる。

【注 1】 アマチュア野球では、投手の軸足および自由な足に関し、次のとおりとする。

(1)投手は、打者に面して立ち、その軸足は投手板に触れて置き、他の足の置き場

所には制限がない。ただし、他の足を投手板から離して置くときは、足全体を投

手板の前縁の延長線より前に置くことはできない。

(2)投手が(1)の ように足を置いてボールを両手で身体の前方に保持すれば、ヮイ
ンドアップポジションをとったものとみなされる。

【注 2】 投手が投球に関連する動作をして、身体の前方で両手を合わせたら、打者に

投球すること以外は許されない。したがって、走者をアウトにしようとして塁に踏
み出して送球することも、投手板をはずすこともできない。違反すればボークとな
る。

(b)セ ットポジション

投手は、打者に面して立ち、軸足を投手板に触れ、他の足を投手板の前方に置

き、ボールを両手で身体の前方に保持して、完全に動作を静止したとき、セット

ポジションをとったとみなされる。

この姿勢から、投手は、

① 打者に投球しても、塁に送球しても、軸足を投手板の後方 (後方に限る)

にはずしてもよい。

② 打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更し

たりしないで、その投球を完了しなければならない。

セットポジションをとるに際して ス` トレッチ、として知られている準備動作

(ス トレッチとは、腕を頭上または身体の前方に伸ばす行為をいう)を行なうこ

とができる。しかし、ひとたびス トレッチを行なったならば、打者に投球する前
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に、必ずセットポジションをとらなければならない。

投手は、セットポジションをとるに先立って、片方の手を下に下ろして身体の

横につけていなければならない。この姿勢から、中断することなく、一連の動作

でセットポジションをとらなければならない。

投手は、ストレッチに続いて投球する前には (a)ボールを両手で身体の前方

に保持し、(b)完全に静止しなければならない。審判員は、これを厳重に監視

しなければならない。投手は、しばしば走者を塁に釘づけにしようと規則破りを

企てる。投手が
｀
完全な静止゛を怠つた場合には、審判員は、ただちにボークを

宣告しなければならない。

【原注】 走者が塁にいない場合、セットポジションをとつた投手は、必ずしも完全静

止をする必要はない。

しかしながら、投手が打者のすきをついて意図的に投球したと審判員が判断すれ

ば、クィックピッチとみなされ、ポールが宣告される。8.05(e)〔 原注〕参照。

【注 1】 我が国では、本項 〔原注〕の前段は適用しない。

【注 2】 本条(a)(b)項でいう
｀
中途で止めたり、変更したり、とはワインドアップ

ポジションおよびセットポジションにおいて、投手が投球動作中に、故意に一時停

止したり、投球動作をスムーズに行なわずに、ことさらに段階をつけるモーション

をしたり、手足をぶらぶらさせて投球することである。

【注 3】 投手がセットポジションをとるにあたつては、投手板を踏んだ後投球するま

でに、必ずポールを両手で保持したことを明らかにしなければならない。その保持

に際しては、身体の前面ならどこで保持してもよいが、いつたん両手でボールを保

持して止めたならば、その保持した個所を移動させてはならず、完全に身体の動作

を停止して、首以外はどこも動かしてはならない。

【注 4】 セットポジシヨンからの投球に際して、自由な足は、

① 投手板の真横に踏み出さない限り、前方ならどの方向に踏み出しても自由であ

る。

② ワインドアップポジションの場合のように、 1歩後方に引き、そして更に 1歩

踏み出すことは許されない。
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【注5】 投手は走者が塁にいるとき、セットポジションをとってからでも、プレイの
目的のためなら、自由に投手板をはずすことができる。この場合、軸足は必ず投手

板の後方にはずさなければならず、側方または前方にはずすことは許されない。投

手が投手板をはずせば、打者への投球はできないが、走者のいる塁には、ステップ

をせずにスナップだけで送球することも、また送球のまねをすることも許される。

【注 6】 ワインドアップポジションとセットポジションとの区別なく、軸足を投手板
に触れてボールを両手で保持した投手が、投手板から軸足をはずすにあたっては、

必ずボールを両手で保持したままはずさねばならない。また、軸足を投手板からは

ずした後には、必ず両手を離して身体の両側に下ろし、あらためて軸足を投手板に

触れなければならない。

【問】 投手がストレッチを行なってから、セットポジションをとるまでに、両手を顔
の前で接触させ、そのまま下ろし、胸の前でボールを保持した。ボークになるか。

【答】 たとえ顔の前で両手を接触させても、そのままの連続したモーションで、胸の

前に下ろして静止すれば、ボークにはならない。しかし、いったん顔の前で停止す
れば、そこでボールを保持したことになるから、その姿勢から両手を下に下ろせば

ボークとなる。

(c)投 手が、準備動作を起こしてからでも、打者への投球に関連する動作を起こ

すまでなら、いつでも塁に送球することができるが、それに先立って、送球しよ

うとする塁の方向へ、直接踏み出すことが必要である。

【原注】 投手は送球の前には、必ず足を踏み出さなければならない。スナップスロー

(手首だけで送球すること)の後で、塁に向かって踏み出すようなことをすればボー

クとなる。

【注】 投手が投手板をはずさずに一塁へ送球する場合、投手板上で軸足が踏みかわっ
ても、その動作が一挙動であればさしつかえない。しかし、送球前に軸足を投手板
の上でいったん踏みかえた後に送球すれば、軸足の投手板上の移行としてボークと

なる。
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(d)塁に走者がいないときに、投手が反則投球をした場合には、その投球には、

ポールが宣告される。ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に

達した場合は除く。

【原注】 投球動作中に、投手の手からとび出したボールがファウルラインを越えたと

きだけボールと宣告されるが、その他の場合は、投球とみなされない。塁に走者が

いれば、ボールが投手の手から落ちたときただちにボークとなる。

【注】 球審は、反則投球に対してボールを宣告したならば、それが反則投球によるも

のであることを投手に指摘する。

なお、8.02(a)(6)に違反した場合には、そのペナルティを適用する。

(e)投 手がその軸足を投手板の後方にはずしたときは、内野手とみなされる。し

たがつて、その後、塁に送球したボールが悪送球となつた場合には、他の内野手

による悪送球と同様に取り扱われる。

【原注】投手は、投手板を離れているときならば、意のままに走者のいる塁ならどの

塁に送球してもよいが、もしその送球が悪送球となれば、その送球は内野手の送球

とみなされ、その後の処置は、野手の送球に関する規則が適用される。(7.05g)

(f)投 手は、球審、打者および走者に、投手板に触れる際、どちらかの手にグラ

ブをはめることで、投球する手を明らかにしなければならない。

投手は、打者がアウトになるか走者になるか、攻守交代になるか、打者に代打

者が出るか、あるいは投手が負傷するまでは、投球する手を変えることはできな

い。投手が負傷したために、同一打者の打撃中に投球する手を変えれば、その投

手は以降再び投球する手を変えることはできない。投手が投球する手を変えたと

きには、準備投球は認められない。

投球する手の変更は、球審にはっきりと示さなければならない。
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8.02 投手の禁止事項

8.02投手は次のことを禁じられる。

(a)(1)投 手が投手板を囲む18Z千 の円い場所の中で、投球する手を口または

唇につけた後にボールに触れるか、投手板に触れているときに投球する手を回

または唇につけること。

投手は、ボールまたは投手板に触れる前に、投球する手の指をきれいに拭か

なければならない。

【例外】 天候が寒い日の試合開始前に、両チーム監督の同意があれば、審判員は、

投手が手に息を吹きかけることを認めることができる。

ペナルティ 投手が本項に違反した場合には、球審はただちにボールを交換させ、

投手に警告を発する。投手がさらに違反した場合には、ボールを宣告する。そ

の宣告にもかかわらず、投手が投球して、打者が安打、失策、死球、その他で

一塁に達 し、かつ走者が次塁に達するか、または元の塁にとどまっていた (次

塁に達するまでにアウトにならなかった)と きには、本項の違反とは関係なく

プレイは続けられる。なお、違反をくり返した投手は、リーグ会長から罰金が

科せられる。

(2)ボ ール、投球する手またはグラブに唾液をつけること。

(3)ボ ールをグラブ、身体、着衣で摩擦すること。

(4)ボ ールに異物をつけること。

(5)ど んな方法であっても、ボールに傷をつけること。

(6)本 項の(2)～ (5)で規定されている方法で傷つけたボール、いわゆるシャ

インボール、スピットボール、マッドボール、あるいはエメリーボールを投球

すること。

ただし、投手は素手でボールを摩擦することは許される。

ペナルテイ 投手が本項 (2)～ (6)の各項に違反した場合、球審は次のような処
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投手の禁止事項                 8.02

置をしなければならない。

(a)投 手はただちに試合から除かれ、自動的に出場停止となる。マイナーリ

ーグでは、自動的に10試合の出場停止となる。

(b)球 審が違反を宣告したにもかかわらずプレイが続けられたときには、攻

撃側の監督は、そのプレイが終わつてからただちにそのプレイを生かす旨、

球審に通告することができる。ただし、打者が安打、失策、四球、死球、そ

の他で一塁に達し、しかも他の全走者が次塁に達するか、元の塁にとどまっ

ていた (次塁に達するまでにアウトにならなかった)と きには、反則とは関

係なくプレイは続けられる。

(c)(b)項の場合でも、投手の反則行為は消滅せず、(a)項の罰則は適用さ

れる。

(d)攻 撃側の監督がそのプレイを生かすことを選択しなかった場合は、球審

は走者がいなければボールを宣告し、走者がいればボークとなる。

(e)投 手が各項に違反したかどうかについては、審判員が唯一の決定者であ

る。

【原注 1】 投手が本項(2)ま たは(3)に違反しても、その投球を変化させる意図はな

かつたと球審が判断した場合は、本項(2)～ (6)のペナルティを適用せずに警告を

発することができる。しかし、投手が違反をくり返せば、球審はその投手にペナル

ティを科さなければならない。

【原注2】 ロジンバッグにボールが触れたときは、どんなときでも、ボールインプレ
イである。

雨天の場合または競技場が湿つている場合には、審判員は投手にロジンバッグを腰

のポケットに入れるよう指示する。(1個 のロジンバッグを交互に使用させる)

投手はこのロジンバッグを用いて、素手にロジンをつけることを許されるが、投

手、野手を問わず、プレーヤーは、ロジンバッグで、ボールまたはグラブにロジン

をふりかけたり、またはユニフォームのどの部分にも、これをふりかけることは許

されない。
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8.02                 投手の禁止事項

【注1】 シャインボールーーボールを摩擦してすべすべにしたもの。
スピットボークレーーボールに唾液を塗ったもの。

マッドボールーーボールに泥をなすりつけたもの。

エメリーボールーーボールをサンドペーパーでザラザラにしたもの。

なお、ボールに息を吹きかけることも禁じられている。

【注2】 アマチュア野球では、本項ペナルティを適用せず、 1度警告を発した後、な
おこのような行為が継続されたときには、その投手を試合から除く。

(b)投 手がいかなる異物でも、身体につけたり、所持すること。

本項に違反した投手はただちに試合から除かれる。さらに、その投手は自動的

に出場停止となる。マイナーリーグでは、自動的に10試合の出場停止となる。

【注】 アマチュア野球では、1度警告を発した後、なおこのような行為が継続された

ときには、その投手を試合から除く。

【原注】《新》投手は、いずれの手、指または手首に何もつけてはならない (た とえば

救急ばんそうこう、テープ、瞬間接着剤、ブレスレットなど)。 審判員が異物と判断

するかしないか、いずれの場合も、手、指または手首に何かをつけて投球すること

を許してはならない。

【注】《新》我が国では、本項〔原注〕については、所属する団体の規定に従う。

(c)打 者がバッタースボックスにいるときに、捕手以外の野手に送球して、故意

に試合を遅延させること。ただし、走者をアウトにしようと企てる場合は除く。

ペナルテイ 審判員は 1度警告を発し、しかもなお、このような遅延行為がくり

返されたときには、その投手を試合から除く。

【注 1】 投手が捕手のサインを投手板から離れて受けるので、しばしば試合を遅延さ

せている。これは悪い習慣であるから、監督およびコーチはこれを是正するように

努めなければならない。
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【注2】 アマチュア野球では、本項ペナルティの後段を適用せず、このような遅延行
為がくり返されたときは、ポールを宣告する。

(d)打 者を狙つて投球すること。このような反則行為が起きたと審判員が判

断したときには、審判員は次のうちのいずれかを選ぶことができる。

(1)そ の投手またはその投手とそのチームの監督とを試合から除く。

(2)そ の投手と両チームの監督に、再びこのような投球が行なわれたら、

その投手 (ま たはその投手の後に出場した投手)と監督を退場させる旨の

警告を発する。

審判員は、反則行為が起きそうな状況であると判断したときには、試合開

始前、あるいは試合中を問わず、いつでも両チームに警告を発することがで

きる。

リーグ会長は、9.05に 規定された権限によつて、制裁を加えることがで

きる。

【原注】 打者を狙って投球することは、非スポーツマン的である。特に頭を狙っ

て投球することは、非常に危険であり、この行為は許されるべきではない。審

判員はちゅうちよなく、本規則を厳格に適用しなければならない。

8.03投手は各回のはじめに登板する際、あるいは他の投手を救援する際には、捕手

を相手に8球を超えない準備投球をすることは許される。この間プレイは停止され

る。

各リーグは、その独自の判断で、準備投球の数を8球以下に制限してもさしつか

えない。このような準備投球は、いずれの場合も 1分間を超えてはならない。

突然の事故のために、ウォームアップをする機会を得ないで登板した投手には、

球審は必要と思われる数の投球を許してもよい。
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8.04～8.05             投球の遅延 。ボーク

8.04塁に走者がいないとき、投手はボールを受けた後12秒以内に打者に投球 しな

ければならない。投手がこの規則に違反して試合を長引かせた場合には、球審はボ

ールを宣告する。

12秒の計測は、投手がボールを所持 し、打者がバッタースボックスに入り、投

手に面したときから始まり、ボールが投手の手から離れたときに終わる。

この規則は、無用な試合引き延ばし行為をやめさせ、試合をスピー ドアップする

ために定められたものである。したがって、審判員は次のことを強調し、それにも

かかわらず、投手の明らかな引き延ばし行為があつたときには、遅滞なく球審はボ

ールを宣告する。

(1)投 球を受けた捕手は、速やかに投手に返球すること。

(2)ま た、これを受けた投手は、ただちに投手板を踏んで、投球位置につくこ

と。

8.05塁に走者がいるときは、次の場合ボークとなる。

(a)投 手板に触れている投手が、投球に関連する動作を起こしながら、投球を中

止 した場合。

【原注】 左投げ、右投げ、いずれの投手でも、自由な足を振つて投手板の後縁を越え

たら、打者へ投球しなければならない。ただし、二塁走者のピックオフプレイのた

めに二塁へ送球することは許される。

(b)投 手板に触れている投手が、一塁または三塁に送球するまねだけして、実際

に送球しなかった場合。

【注】 投手が投手板に触れているとき、走者のいる二塁へは、その塁の方向に直接ス

テップすれば偽投してもよいが、一塁または三塁と打者への偽投は許されない。投

手が軸足を投手板の後方へはずせば、走者のいるどの塁へもステップしないで偽投
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してもよいが、打者にだけは許されない。

(c)投 手板に触れている投手が、塁に送球する前に、足を直接その塁の方向に踏

み出さなかった場合。

【原注】 投手板に触れている投手は、塁に送球する前には直接その塁の方向に自由な

足を踏み出すことが要求されている。投手が実際に踏み出さないで、自由な足の向

きを変えたり、ちょっと上にあげて回したり、または踏み出す前に身体の向きを変

えて送球した場合、ボークである。投手は、塁に送球する前に塁の方向へ直接踏み

出さなければならず、踏み出したら送球しなければならない。(二塁については例

外)

走者一 。三塁のとき、投手が走者を三塁に戻すために二塁へ踏み出したが実際に送

球しなかったら (軸足は投手板に触れたまま)、 ボークとなる。

(d)投 手板に触れている投手が、走者のいない塁へ送球したり、送球するまねを

した場合。

ただし、プレイの必要があればさしつかえない。

【原注】《新》投手が走者のいない塁へ送球したり、送球するまねをした場合、審判員

は、それが必要なプレイかどうかを、走者がその塁に進もうとしたか、あるいはそ

の意図が見られたかで判断する。

【間】 走者一塁のとき、走者のいない二塁に送球したり、または送球するまねをした

らボークか。

【答】 ボークである。しかし一塁走者が二塁に盗塁しようとしたのを防ぐ目的で、第

1動作で二塁の方向に正しく自由な足を踏み出せば、ボークにならない。なお投手

が投手板を正規にはずせば、ステップをしないで送球してもかまわない。

(e)投 手が反則投球をした場合。
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【原注】 クィックピッチは反則投球である。打者が打者席内でまだ十分な構えをして

いないときに投球された場合には、審判員は、その投球をクィックピッチと判定す

る。塁に走者がいればボークとなり、いなければボールである。クィックピッチは

危険なので許してはならない。

(f)投 手が打者に正対しないうちに投球した場合。

(g)投 手が投手板に触れないで、投球に関連する動作をした場合。

【問】走者一塁のとき、投手が投手板をまたいだままストレッチを始めたがボールを
落とした。ボークとなるか。

【答】 投手が投手板に触れないで、投球に関連する動作を起こしているからボークと

なる。

(h)投 手が不必要に試合を遅延させた場合。

【原注】 本項は、8.02(c)に より警告が発せられたときは、適用されない。投手が遅

延行為をくり返して8.02(c)に より試合から除かれた場合には、あわせて本項のボ

ークも課せられる。8.04は 、塁に走者がいないときだけ適用される。

(1)投 手がボールを持たないで、投手板に立つか、これをまたいで立つか、ある

いは投手板を離れていて投球するまねをした場合。

(j)投 手が正規の投球姿勢をとった後、実際に投球するか、塁に送球する場合を

除いて、ボールから一方の手を離した場合。

(k)投 手板に触れている投手が、故意であろうと偶然であろうと、ボールを落と

した場合。

(1)故 意四球が企図されたときに、投手がキャッチャースボックスの外にいる捕

―-132-―



ボ  ー  ク

手に投球した場合。

【注】 ギャッチャースボックスめ外にいる捕手、とは、捕手がキャッチャースボック
ス内に両足を入れていないことをいう。したがつて、故意四球が企図されたときに

限つて、ボールが投手の手を離れないうちに捕手が片足でもボックスの外に出して

おれば、本項が適用される。

(m)投 手がセットポジションから投球するに際して、完全に静止しないで投球し

た場合。

ペナルティ 本条各項によってボークが宣告されたときは、ボールデッドとなり、

各走者は、アウトにされるおそれなく、 1個の塁が与えられる。

ただし、ボークにもかかわらず、打者が安打、失策、四球、死球、その他で

一塁に達し、かつ、他のすべての走者が少なくとも1個の塁を進んだときには、

本項前段を適用しないで、プレイはボークと関係なく続けられる。

【付記 1】 投手がボークをして、しかも塁または本塁に悪送球 (投球を含む)し

た場合、塁上の走者はボークによって与えられる塁よりもさらに余分の塁ヘア

ウトを賭して進塁してもよい。

【付記 2】 本条ペナルティを適用するに際して、走者が進塁しようとする最初の

塁を空過し、アピールによってアウトを宣告されても、 1個の塁を進んだもの

と解する。

【8.05原注】 ボークルールの目的は、投手が走者を意図的に蝙そうとするのを防ぐた

めであることを、審判員は心に銘記しなくてはならない。もし、審判員の判断で投

手の 意`図゙ に疑いを抱いたら、審判員は厳重に規則を適用すべきである。
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【注】本項〔付記1〕 の 悪`送球゙ には、投手の悪送球だけではなく、投手からの送
球を止め損じた野手のミスプレイも含まれる。走者が、投手の悪送球または野手の

ミスプレイによって余塁が奪えそうな状態となり、ボークによって与えられる塁を

越えて余分に進もうとしたときには、ボークと関係なくプレイは続けられる。

8.06プロフエッショナルリーグは、監督またはコーチが投手のもとへ行くことに関

して、次の規則を適用 しなければならない。

(a)本 条は、監督またはコーチが、 1イ ニングに同一投手のもとへ行ける回数を

制限する規則である。

(b)監 督またはコーチが、 1イ ニングに同一投手のもとへ 2度 目に行けば、その

投手は自動的に試合から退かなければならない。

(c)監 督またはコーチは、そのときの打者が打撃を続けている限り、再びその投

手のもとへ行くことはできない。

(d)攻 撃側がその打者に代打者を出した場合には、監督またはコーチは再びその

投手のもとへ行ってもよいが、その投手は試合から退かなければならない。

監督またはコーチが投手のもとへ行つた後、投手板を囲んでいる18Zlの 円い

場所を離れたら、 1度行つたことになる。

【8.06原 注】 監督 (ま たはコーチ)が、捕手または内野手のところへ行き、その野手

がそのままマウンドに行ったり、投手が、守備位置にいるその野手のところへ行つ

たときは、監督 (ま たはコーチ)がマウンドに行つたものと同様に扱われる。ただ

し、 1球が投じられた後、またはプレイが行なわれた後は、この限りではない。

監督 (ま たはコーチ)が、捕手または内野手のところへ行き、その野手が投手と相

談するためにマウンドに行って、本規則の適用をのがれようとしたり、本規則を出

し抜こうとするいかなる企ても、すべてマウンドヘ行つた回数に数えられる。

コーチがマウンドに行つて投手を退け、新しく出てきた投手に指示を与えるために

監督がマウンドに行つたときは、そのイニングで新しい投手のもとへ1度行つたこ

とになる。

監督がすでに1度投手のもとへ行つているので、同一イニングで同一投手へ、同一

―-134-



監督が投手のもとへ行く制限 8,06

打者のときには、もう 1度行くことはできないと審判員が警告したにもかかわらず、

監督が行つた場合、その監督は試合から除かれ、投手はただちに退かないでその打

者がアウトになるか、走者になるまで投球し、その義務を果たした後に試合から退

かなければならない。この場合、監督は、その投手は 1人の打者に投球したら交代

しなければならないのだから、リリーフ投手にウォームアップさせておかねばなら

ない。リリーフ投手は、審判員の適宜な判断において、 8球またはそれ以上の準備

投球が許される。

投手が負傷を受けたとき、監督がその投手のもとへ行きたいときには、審判員にそ

の許可を要請することができる。許可があれば、マウンドに行く回数には数えられ

ない。

【注 1】 我が国では本条にある
｀
投手板を囲んでいる18Zlの円い場所゛を

｀
フアウル

ライン、と置きかえて適用する。

【注2】 監督 (ま たはコーチ)が投手のもとへ行つた後、ファウルラインを越えて引
き上げたら、その投手は、そのときの打者がアウトになるか、走者になるか、また

は攻守交代になるまで投球した後でなければ退くことはできない。ただし、その打

者に代打者が出た場合は、この限りではない。

【注 3】 監督 (ま たはコーチ)が投手のもとへ行つた回数を数えるにあたって、イニ

ングの途中で投手交代の通告が行なわれた後、プレイが再開されるまでに新しく出

てきた投手のもとへ監督 (ま たはコーチ)が行つた場合、監督 (ま たはコーチ)が
マウンドに行つて投手を退け、そのままとどまつて新しく出てきた投手に指示を与

えて引き上げた場合、いずれも 1度 とは数えないが、次の場合は、いずれも監督

(ま たはコーチ)が投手のもとへ行つた回数として数える。

(1)監督 (ま たはコーチ)がファウルライン近くまできて投手に指示を与えた場

合。ただし、ファウルライン近くまできたが、投手に指示を与えることもなくそ

のまま思い直して引き返した場合を除く。

(2)投手の方からファウルラインを越えて、監督 (ま たはコーチ)の指示を受けた

場合。

(3)コ ーチがマウンドに行つて投手を退け、ファウル地域まで戻つてきて監督と打

ち合わせてから、新しく出てきた投手のもとへ行つた場合。

【注 4】 コーチ (ま たは監督)が、マウンドに行つて投手を退け、新しく出てきた救

援投手に指示を与えるために監督 (ま たはコーチ)がマウンドに行つた後、そのと
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きの打者に代打者が出されたとき、監督 (ま たはコーチ)が再びその投手のもとヘ

行くことは許されるが、その投手はただちに試合から退くことはできず、その代打

者がアウトになるか、走者になるか、攻守交代になるまで投球した後に、退かなけ

ればならない。

【注5】 アマチュア野球では、本条については、各連盟の規定を適用する。
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9.00 審  判  員

9.01審判員の資格と権限

(a)リ ーグ会長は、 1名以上の審判員を指名して、各リーグの選手権試合を主宰

させる。

審判員は、本公認規則に基づいて、試合を主宰するとともに、試合中、競技場

における規律と秩序とを維持する責にも任ずる。

(b)各 審判員は、リーグおよびプロフェッショナルベースボールの代表者であり、

本規則を厳格に適用する権限を持つとともに、その責にも任ずる。審判員は、プ

レーヤー、コーチ、監督のみならず、クラブ役職員、従業員でも、本規則の施行

上、必要があるときには、その所定の任務を行なわせ、支障のあるときには、そ

の行動を差し控えさせることを命じる権限と、規則違反があれば、規定のペナル

ティを科す権限とを持つ。

(c)審 判員は、本規則に明確に規定されていない事項に関しては、自己の裁量に

基づいて、裁定を下す権能が与えられている。

(d)審 判員は、プレーヤー、コーチ、監督または控えのプレーヤーが裁定に異議

を唱えたり、スポーツマンらしくない言動をとった場合には、その出場資格を奪

つて、試合から除く権限を持つ。審判員がボールインプレイのときプレーヤーの

出場資格を奪つた場合には、そのプレイが終了して、初めてその効力が発生する。

(e)審 判員は、その判断において、必要とあれば、次の人々を競技場から退場さ

せる権限を持つ。すなわち、

(1)グ ラウンド整備員、案内人、写真班、新聞記者、放送局員などのように、

仕事の性質上、競技場に入ることを許されている人々。

(2)競 技場に入ることを許されていない観衆またはその他の人々。

9.02審判員の裁定

(a)打 球がフェアかファウルか、投球がストライクかポールか、あるいは走者が
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9.02

アウトかセーフかという裁定に限らず、審判員の判断に基づく裁定は最終のもの

であるから、プレーヤー、監督、コーチ、または控えのプレーヤーが、その裁定

に対して、異議を唱えることは許されない。

【原注】 ポール、ストライクの判定について異議を唱えるためにプレーヤーが守備位

置または塁を離れたり、監督またはコーチがベンチまたはコーチスボックスを離れ

ることは許されない。もし、宣告に異議を唱えるために本塁に向かつてスタートす

れば、警告が発せられる。警告にもかかわらず本塁に近づけば、試合から除かれる。

(b)審 判員の裁定が規則の適用を誤つて下された疑いがあるときには、監督だけ

がその裁定を規則に基づく正しい裁定に訂正するように要請することができる。

しかし、監督はこのような裁定を下した審判員に対してだけアピールする (規則

適用の訂正を申し出る)こ とが許される。

【注 1】 イニングの表または裏が終わつたときは、投手および内野手がフェア地域を

去るまでにアピールしなければならない。

【注2】 審判員が、規則に反した裁定を下したにもかかわらず、アピールもなく、定
められた期間が過ぎてしまったあとでは、たとえ審判員が、その誤りに気づいても、

その裁定を訂正することはできない。

(c)審 判員が、その裁定に対してアピールを受けた場合は、最終の裁定を下すに

あたつて、他の審判員の意見を求めることはできる。裁定を下した審判員から相

談を受けた場合を除いて、審判員は、他の審判員の裁定に対して、批評を加えた

り、変更を求めたり、異議を唱えたりすることは許されない。

審判員が協議して先に下した裁定を変更する場合、審判員は、走者をどこまで

進めるかを含め、すべての処置をする権限を有する。この審判員の裁定に、プレ

ーヤー、監督またはコーチは異議を唱えることはできない。異議を唱えれば、試

合から除かれる。

―-138-一



9.03

【原注1】 監督は、審判員にプレイおよび裁定を変更した理由について説明を求める
ことはできる。しかし、いったん審判員の説明を受ければ、審判員に異議を唱える

ことは許されない。

【原注2】 ハーフスイングの際、球審がストライクと宣告しなかつたときだけ、監督
または捕手は、振つたか否かについて、塁審のアドバイスを受けるよう球審に要請

することができる。球審は、このような要請があれば、塁審にその裁定を一任しな

ければならない。

塁審は、球審からのリクエストがあれば、ただちに裁定を下す。このようにして下

された塁審の裁定は最終のものである。

《監督または捕手からの要請は、投手が打者へ次の 1球を投じるまで、または、た

とえ投球しなくてもその前にプレイをしたリプレイを企てるまでに行なわなければ

ならない。イニングの表または裏が終わったときの要請は、守備側チームのすべて

の内野手がフェア地域を去るまでに行なわなければならない。》

ハーフスイングについて、監督または捕手が前記の要請を行なってもボールインプ

レイであり、塁審がス トライクの裁定に変更する場合があるから、打者、走者、野

手を問わず、状況の変化に対応できるよう常に注意していなければならない。

監督が、ハーフスイングに異議を唱えるためにダッグアウトから出て一塁または三

塁に向かつてスター トすれば警告が発せられる。警告にもかかわらず一塁または三

塁に近づけば試合から除かれる。監督はハーフスイングに関して異議を唱えるため

にダッグアウトを離れたつもりでも、ポール、ストライクの宣告について異議を唱

えるためにダッグアウトを離れたことになるからである。

(d)試 合中、審判員の変更は認められない。ただ し、病気または負傷のため、変

更の必要が生 じた場合はこの限 りではない。

9.03単独審判制、複数審判制

(a)1人 の審判員だけで試合を担当する場合には、その義務 と権限は、競技場の

あらゆる点、本規則のあらゆる条項に及び、その任務の遂行上、競技場内の最適

と思われる場所 に位置 をとらなければならない。 (通常は捕手の後方に、走者が

審
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いる場合は、ときとして投手の後方に位置をとる)

(b)2人 以上の審判員が試合を担当する場合は、 1人はアンパイヤーインチーフ

(球審)に、他はフィール ドアンパイヤー (塁審)に指定されなければならない。

9.04球審および塁審の任務

(a)ア ンパイヤーインチーフ (通常球審と呼ばれている)は、捕手の後方に位置

し、その任務は次のとおりである。

(1)試 合の適正な運行に関するすべての権限と義務とを持つ。

(2)捕 手の後方に位置し、ポールとス トライクを宣告し、かつそれをカウント

する。

(3)通 常塁審によって宣告される場合を除いて、フェアボールとファウルボー

ルを宣告する。

(4)打 者に関するすべての裁定を下す。

(5)通 常塁審が行なうものとされているものを除いたすべての裁定を下す。

(6)フ ォーフィッテッドゲームの裁定を下す。

(7)特 定の時刻に競技を打ち切ることが決められている場合には、試合開始前

にその事実と終了時刻を公表する。

(8)公 式記録員に打撃順を知らせる。また出場プレーヤーに変更があれば、そ

の変更を知らせる。

(9)球 審の判断で特別グラウンドルールを発表する。

(b)フ ィールドアンパイヤーは、塁におけるとつさの裁定を下すのに最適と思わ

れる位置を占め、その任務は次のとおりである。

(1)特 に球審が行なう場合を除く塁におけるすべての裁定を下す。

(2)タ イム、ボーク、反則投球またはプレーヤーによるボールの損傷、汚色の

宣告について、球審と同等の権限を持つ。

(3)こ の規則を施行するにあたって、あらゆる方法で球審を援助し、規則の施

行と規律の維持については、球審と同等の権限を持つ。ただし、フォーフィッ
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テッドゲームの宣告はできない。

(c)一 つのプレイに対して、 2人以上の審判員が裁定を下し、しかもその裁定が

食い違つていた場合には、球審は審判員を集めて協議し (監督、プレーヤーをま

じえず、審判員だけで)、 その結果、通常球審 (ま たは、このような場合には球

審に代わつて解決にあたるようにリーグ会長から選任された審判員)が、最適の

位置から見たのはどの審判員であったか、またどの審判員の裁定が正しかったか

などを参酌して、どの裁定をとるかを決定する。

このようにして、決定された裁定は最終のものであり、初めから一つの裁定が

下された場合と同様に、試合は続行されなければならない。

9.05審判員の報告の義務

(a)審 判員は、すべての規則違反またはその他の報告しなければならない出来事

を、試合終了後12時間以内にリーグ会長まで報告する義務がある。ただし、監

督またはプレーヤーを退場させた試合には、その理由を付記することを必要とす

る。

(b)審 判員が トレーナー、監督、コーチまたはプレーヤーを次の理由で退場させ

た場合には、審判員はその詳細を4時間以内にリーグ会長に報告する義務がある。

すなわち、これらの人々が、審判員、 トレーナー、監督、コーチまたはプレー

ヤーに、野卑不作法な言を用いて黙過できない侮辱を加えたためか、暴力を働い

たことが退場理由となった場合がそれである。

(c)リ ーグ会長は、審判員から、監督、コーチ、 トレーナー、プレーヤーを退場

させた旨の報告を受けたならば、ただちに自己の判断で適当と思われる制裁を科

し、その旨を当事者ならびにその所属クラブの代表者に通告しなければならない。

制裁金を科せられた当事者が、通告後 5日 以内に、リーグ事務局長にその総額

を支払わなかった場合には、支払いが完了するまで、試合に出場することもベン

チに座ることも禁止される。
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審判員に対する一般指示

審判員に対する一般指示 源注】

審判員は、競技場においては、プレーヤーと私語を交わすことなく、またコーチス

ボックスの中に入つたり、任務中のコーチに話しかけるようなことをしてはならない。

制服は常に清潔を保ち、しかも正 しく着用し、競技場においては、積極的に機敏な

動作をとらなければならない。

クラブ役職員に対しては常に礼儀を重んずる必要はあるが、クラブ事務所を訪ねた

り、特にあるクラブの役職員と親しくするようなことは避けなければならない。

審判員が競技場に入れば、ただその試合の代表者として試合を審判することだけに

専念しなければならない。

提訴試合にもなりかねないほどの悪い事態が起こった場合、その事態の解決を回避

したという非難を受けるようなことがあってはならない。常に規則書を携行し、紛糾

した問題を解決するにあたっては、たとえ10分間試合を停止することがあつても、

よく規則書を調べ、その解決に万全を期して、その試合を提訴試合あるいは再試合に

しないように努めなければならない。

試合を停滞させてはならない。試合は、しばしば審判員の活気ある真剣な運びによ

つて、より以上の効果をもたらすものである。

審判員は、競技場における唯一の代表者であって、強い忍耐と、よりよい判断とを

必要とするようなつらい立場におかれることがしばしば起こるが、悪い事態に対処す

るにあたっては、感情を棄てて自制することが、いちばん大切なことである。

審判員は自己の決定について、誤りを犯しているのではないかと疑うようなことが

あつてはならないし、また、たとえ誤りを犯したとしても、埋め合わせをしようとし

てはならない。すべて見たままに基づいて判定を下し、ホームチームとビジティング

チームとに差別をつけるようなことがあってはならない。

試合進行中はボールから目を離してはならない。走者が塁を踏んだかどうかを知る

ことも大切ではあるが、飛球の落ちた地点を見定めたり、送球の行方を最後まで見き

わめることがより重要なことである。プレイの判定を下すにあたっては、早まること
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なく、正確を期さなければならず、野手がダブルプレイをなしとげるために送球する

場合にも、あまり早く向きを変えてはいけない。アウトを宣告した後、一応落球の有

無を確かめる必要がある。

走りながら セ`ーフ゛ ア`ウド の宣告の動作をすることなく、そのプレイが終わ

るのを待つて、宣告を下さなければならない。

各審判員は簡単な 1組のサインを用意しておく必要がある。これによつて、自己の

エラーを悟れば、その明らかに間違つた決定を正すことができる。 プ゙レイを正しく

見た、という確信があれば、
｀
他の審判員に聞け゛というプレーヤーの要求に従う必

要はない。確信がなければ、同僚の 1人に聞くこともよいが、これもあまり度を越す

ようなことなく、機敏にプレイを十分に把握して審判しなければならない。しかしな

がら、正しい判定を下すことが第 1の要諦であることを忘れてはならない。疑念のあ

るときは、ちゅうちょせず同僚と協議しなければならない。審判員が威厳を保つこと

はもちろん大切であるが、 正゙確である、ということがより重要なことである。

審判員にとつて最も大切な掟は、
｀
あらゆるプレイについて最もよい位置をとれ、

ということである。

たとえ判定が完璧であつても、審判員の位置が、そのプレイをはつきりと明確に見

ることができる地点でなかつたとプレーヤーが感じたときは、しばしば、その判定に

異議を唱えるものである。

最後に、審判員は礼儀を重んじ、しかも公平にして厳格でなければならない。そう

すれば、すべての人々から尊敬される。
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10.01 公 式 記 録 員

10。00 記録に関する規則

10.01公式記録員

(a)メ ジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ会

長が、各リーグの選手権試合、ポス トシーズンゲームあるいはオールスターゲー

ムのために公式記録員 (以下「記録員」)を任命する。

記録員は、新聞記者席内の所定の位置で試合の記録をとり、記録に関する規則

の適用に関して、たとえば打者が一塁に生きた場合、それが安打によるものか、

失策によるものかなどを、独自の判断で決定する権限を持つ。

記録員は、その決定を手で合図するか、記者席用拡声器によって記者席および

放送室に伝達し、また要求があれば、そのような決定事項について場内放送員に

助言を与える。

クラブ職員およびプレーヤーは、その決定について記録員と意見を交換するこ

とはできない。

記録員は、試合終了後あるいはサスペンデッドゲーム宣告後24時間以内に、

あらゆる記録を決定しなければならない。

メジャーリーグのプレーヤーまたはクラブは、試合終了後 (ま たはサスペンデ

ッドゲーム宣告後)72時間以内、あるいは記録員が本項の規定により試合終了

後 (ま たはサスペンデッドゲーム宣告後)24時間以内に試合中に下した決定を

変更 した場合はその変更から72時間以内に、書面または認められた電子的手段

によってコミッショナー事務局へ通知して、運営部門責任者に記録員の決定を見

直すように要求することができる。運営部門責任者は、すべての関連する利用可

能な映像を入手しなければならず、検討が必要と認めたあらゆる証拠をよく考慮

して、記録員の決定が明らかに誤つていると判断した場合には、記録員にその決

定を変更するように命じることができる。以後、この決定を変更することはでき

ない。運営部門責任者は、プレーヤーまたはクラブがくり返し見直しに値 しない

申し立てをしたり、不誠実な行為をして、申し立て手続きを悪用したとみなした
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公 式 記 録 員 10.01

場合には、警告の後にプレーヤーまたはクラブに適宜な制裁を科すことができる。

マイナーリーグのプレーヤーまたはクラブは、リーグの規貝1に基づいて、リー

グ会長に記録員の決定を見直すように要求することができる。

記録員は、試合終了後 (フ ォーフイツテツドゲームおよびコール ドゲームを含

む)、 メジャーリーグではコミッシヨナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ

会長が規定した様式に従つて、次の各項を記載した報告書を作成する。すなわち、

試合の日時、球場名、試合したチーム名および審判員名、試合のフルスコア、記

録に関する規則に特に規定した方式に従って作成した各プレーヤーの個人記録で

ある。記録員は、この報告書を試合終了後できる限り速やかにメジャーリーグで

はコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ事務局に提出する。

記録員は、一時停止試合が完了するか、または4.12(b)(4)に よつてコール

ドゲームとなつた試合は、いずれもできる限り速やかにその報告書を提出する。

(10.03参 照 )

【原注】 記録員は、リーグから指示された場合には、公式記録の報告書を、リーグ事

務局でなくリーグの統計員に提出しなければならない。統計員と記録員の間で食い

違いがある場合は、その報告書を照合して確認しなければならない。統計員と記録

員は食い違いを解決するため協力すべきである。

(b)(1)記 録員は、いかなる場合でも、記録に関する規則を含む本規則の条項

に反するような記録についての決定を下してはならないし、記録に関する規則

を厳重に守らなければならない。

記録員は、審判員の裁定に反するような決定を下してはならない。

記録員は、本規則に明確に規定されていない事項に関しては、自己の裁量で

その決定を下す権能が与えられている。

メジャーリーグではコミッシヨナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ会

長は、記録に関する規則に反するような記録員の決定については、変更するよ
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10.01 公 式 記 録 員

うに命 じなければならない。また、誤つた決定を訂正するために必要な修正措

置をとらなければならない。

(2)3人 アウトになっていないのに攻守交代が行なわれた場合には、記録員は

ただちにその誤りを球審に知らせなければならない。

【注】 本項(4)に規定されるように、助言をしてはならないときを除いて、ボールカ
ウントが3-2のときに球審が四球と思って打者に一塁を許した場合とか、代わる
ことが許されていない投手に代わって他のプレーヤーが出場しようとした場合など
には、記録員は審判員に助言を与える。

(3)提 訴試合または一時停止試合となった場合には、記録員は、提訴または一

時停止になったときの状態を、得点、アウトの数、各走者の位置、打者のボー

ルカウント、両チームの打順表、交代して退いた選手にいたるまで、詳細かつ

正確に報告しなければならない。

【原注】一時停止試合で重要なことは、停止されたときと全く同じ状態から再開され
なければならないことである。提訴試合において、提訴されたプレイ以後は無効と
して、やり直しが命じられた場合は、そのプレイの直前と全く同一の状態から再開
されなければならない。

(4)記 録員は、たとえプレーヤーが打順を誤つていても、審判員または両チー

ムのいかなる人にも、その事実について告げたり、注意を促したりしてはなら

ない。

(c)記 録員は、公式代表者であって、その職務に関する限り、尊敬を受け、しか

も威厳が保てるようにメジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリー

グでは各リーグ会長が十分な保護を加えなければならない。

記録員は、その任務の遂行にあたり、監督、プレーヤー、クラブ役職員から侮

辱的言動を受けた場合には、いかなるものでも然るべきリーグ役職員まで報告し
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なければならない。

10.02リ ーグが公式記録の報告書を指定する場合、次に列記する各項目の数字が記入

できるものでなければならない。

(a)打 者または走者の記録の項目は次のとおりである。

(1)打 撃を完了した回数、すなわち打数 (ア ツトバツト……AB)

ただし、次の場合は打数には算入しない。

(i)犠牲バントおよび犠牲フライ (il)四球 (iii)死 球 (市)妨害 (イ

ンターフエア)ま たは走塁妨害 (オ ブストラクシヨン)に よつて一塁を得た場

合。

【注】 打者の打球に対して野手が選択守備を終わつた後、その打者がオブストラクシ

ョンによつて一塁を許された場合には、打者に打数を記録する。また打者がオブス

トラクシヨンによつて一塁を得た場合でも、記録員がその打球を安打と判断したと

きには、打数を取り消さないで、打者に安打を記録する。

(2)得  点 (ラ ン……R)の数

(3)安  打 (ヒ ット・……H)の数

(4)打  点 (ラ ンスバッテッドイン………RBI)の数

(5)二 塁打 (ツ ーベースヒツト……2B)

(6)三 塁打 (ス リーベースヒット……3B)

(7)本 塁打 (ホ ームラン……HR)

(8)塁  打 (ト ータルベース……TB)

(9)盗  塁 (ス トールンベース……SB)

(10)犠牲バント (サ クリフアイスバント……SH)

(11)犠牲フライ (サ クリファイスフライ……SF)

(12)四 球 (ベ ースオンボールス……BB)の総数
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10.02                公式記録の報告書

(13)故意の四球を区別して記載する。 (イ ンテンショナルベースオンボールス

・…・・IB)

(14)死  球 (ヒ ットバイピッチ……HP)の数

(15)妨  害 (イ ンターフェア……Int)ま たは走塁妨害 (オ ブス トラクション

……Ob)で一塁を与えられた数

(16)三 振 (ス トライクアウト・・・・・・SO)

(17)フ ェアゴロによる併殺打 (GIDP)、 すなわち、フォースダブルプレイま

たはリバースフォースダブルプレイとなるゴロの数 (2.23a,b参照 )

【原注】 打者走者が前位の走者の妨書行為によってアウトの宣告を受けた場合には、
その打者に併殺打を記録しない。

【注 1】 たとえば、走者一塁のとき、一塁手が打者のゴロを捕つて3-6-3の ダブ
ルプレイを行なえば、フォースダブルプレイとなり、アウトをとる順序を変えて3
-3-6の ダブルプレイを行なえば、リバースフォースダブルプレイとなる。
また、走者満塁のとき、三塁手が打者のゴロを捕つて三塁に触れた後、5-2で三

塁走者をタッグアゥトにしたときのように、第 1ア ウトが一塁以外の塁でのフォ‐
スアウト、第2ア ウトがフォースァゥトにされるはずであった走者が、塁に達する
前にタッグアウトになったときも同様、リバースフォースダブルプレイである。
なお、打者の打つた飛球、ライナーを野手が落として (故意落球ではなく)前述の

ような併殺を行なつても、併殺打とはみなさない。

【注 2】 打者が併殺打となるようなゴロを打つたとき、第 1ア ウトが成立した後、第
2ア ウトに対する送球を野手が捕らえ損じたためにその野手に失策が記録されたと
きのように、併殺が完成されなかった場合でも、その打者には併殺打を記録する。

(18)盗塁刺 (コ ー トスティーリング……CS)の数

(b)各 野手の記録の項目は、次のとおりである。

(1)刺  殺 (プットアウト……PO)の数

(2)補  殺 (ア シス ト……A)の数

(3)失  策 (エ ラー……E)の数
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(4)併 殺 (ダブルプレイ……DP)に関与した数

(5)二重殺 (ト リプルプレイ……TP)に関与した数

(c)各投手の記録の項目は次のとおりである。

(1)投球した回数 (イ ニングピッチド・……IP)

10,02

【原注】 投手の投球回を決めるにあたつては、アウトーつを3分の1回 とする。先発

投手が6回 1ア ウトのとき退けば、その投手には5回 3分の 1の投球回を記録する。

先発投手が6回 0アウトのとき退けば、その投手には5回の投球回と6回に面した

打者の数の説明をつける。救援投手が打者 2人をアウトにしただけで退けば、その

投手には3分の2の投球回を記録する。

救援投手が出場し、アピールプレイが成立して 1ア ウトを得た場合は、その救援投

手に3分の 1の投球回を記録する。

【注】 投手の連続イニング無失点を決定するにあたつて、たとえば、5回まで無失点、

6回 1ア ウトをとった後に走者を残して退き、この走者が得点 (自 己の責任)した

場合は、この3分の1回を加算せず、無失点イニングは5回とする。これに反して、

6回 1ア ウト走者二塁で救援に出て、次打者に安打されて二塁走者に得点 (前任投

手の責任)を許しても、それ以後この回に自己の責任となる得点を与えず、アウト

ニつをとつた場合は、この3分の2回 は加算する。

(2)各 投手のもとにおける打者数

(3)各 投手のもとにおける打数 (10.02aの 1参照 )

(4)各 投手が与えた安打の数

(5)各 投手が与えた得点 (失点)の数

(6)各 投手が与えた自責点 (ア ーンドラン……ER)の数

(7)各 投手が与えた本塁打の数

(8)各 投手のもとにおける犠牲バントの数

(9)各 投手のもとにおける犠牲フライの数

(10)各投手が与えた四球の総数

-151-



10.02                公式記録の報告書

(11)各投手が与えた故意四球の数

(12)各投手が与えた死球の数

(13)各投手が奪った三振の数

(14)各投手の暴投 (ワ イルドピッチ……wP)の 数

(15)各投手のボークの数・…・・Bk

(d)次 の細目を付加する。

(1)勝 投手名 (ウ ィニングピッチャー……w)
(2)敗 投手名 (ルージングピッチャー……L)

(3)各 チームの先発および交代完了の投手名 (ゲームスター ト、ゲームフィニ

ツシユ……GS・ GF)

(4)セ ーブを与えられた投手名 (セ ーブ…… S)

(e)各 捕手の逸球 (パス トボール……PB)の数

(f)併 殺および二重殺に関与したプレーヤーの氏名

【原注】 たとえば次のように記入する。

併殺=ジ ョーンズーーロバーッ__ス ミス (2)。 二重殺=ジ ョーンズーースミス。

(g)各 チームの残塁 (レ フトォンベース……LOB)の数

残塁数とは、走者となって、得点もせず、アウトにもならず、塁に残つた全走

者の数をいい、たとえば、内野ゴロを打つて他の走者をアウトにしたために第 3

アウトが成立し、一塁に達するまでにその回が終わったときの打者走者を含む。

(h)満 塁本塁打を打つた打者の氏名

(1)最 終回の裏 3ア ウトになる前に勝敗が決まった場合には、決勝の得点が記録
されたときのアウトの数

(j)各 チームの各イニングにおける得点

(k)次 の順で審判員名――球審、一塁塁審、二塁塁審、三塁塁審、必要とあれば、

左翼審判、右翼審判
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(1)天 候状態、停電あるいは試合に関係ない技術的障害による遅延を差し引いた

正味の試合時間

【原注】 プレーヤー、監督、コーチ、審判員の負傷手当のための遅延は試合時間に算

入する。

(m)ホ ームチームにより提供される公式入場者数

10.03公式記録の報告書の作成

(a)公 式記録の報告書の作成にあたつて、記録員は、まず各プレーヤーの氏名を

その守備位置とともに、打撃順に従つて記載する。また途中で代わつて出場して、

試合が終わるまでに 1度 も打撃につく機会がなかつたプレーヤーの氏名は、予定

の打撃順によつて記載する。

【原注】 プレーヤーが、他の野手と守備位置をかえたのではなく、ただ特別の打者の

ために自分の守備位置と違つた場所に移動した場合 (た とえば、二塁手が外野に行

つて外野手が4人 となつた場合、三塁手が遊撃手と二塁手との間に移動した場合)

には、これを新しい守備位置として報告書に記載しない。

(b)そ れぞれのチームの打順表に代打者または代走者として各プレーヤーを記入

した場合には (そ のまま守備についた場合にも)、 特殊の符号であらわし、交代

事情の説明を加える。

一度代打者または代走者として発表されただけで実際には試合に出場せず、さ

らに他の代打者または代走者と代わつた場合には、その旨を記入する。このよう

な 2番 目の代打者または代走者の行為についてもその旨を記入する。

【原注】 交代して出場したプレーヤーの表記にはa、 b、 c、 d・ ……の符号を用いて、
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たとえば、 aは 3回Aに代わって安打した、bは 6回 Bに代わってフライアウトと

なった、 cは 7回 Cに代わって走者がフォースアウトになるゴロを打つた、 dは 9

回Dに代わつてゴロを打つてアウトとなった……のような説明を加える。

一度代打者または代走者として発表されただけで実際には試合に出場せず、さらに

他の代打者または代走者と代わった場合には、「eは 7回 Eの代打 (代走)と して発

表された」のように記入する。

(c)ボ ックススコアの検算

各チームの打数、四球、死球、犠牲バントおよび犠牲フライ、妨害 (イ ンター

フェア)お よび走塁妨害 (オ ブス トラクション)に よる出塁数の合計と、そのチ

ームの得点、残塁および相手チームの刺殺 (プ ットアウト)の合計とが、ともに、

そのチームの打者数と等しいかどうかを確かめ、その結果、それが一致しておれ

ば各数字が正しいという証明になる。

(d)打 撃順に誤りがあったときの記録法

打順を誤った打者が、その誤りを指摘されないまま打撃を完了してアウトにな

つた後に、アピールが成立して正位打者がアウトの宣告を受けたときには、不正

位打者のアウトの状態をそのまま正位打者に記録する。たとえば、不正位打者A
が遊ゴロで一塁でアウトになった後、アピールによって正位打者 Bがアウトにな

れば、Bは遊ゴロして一塁でアウトになったものと記録する。

【注 1】 前記は、不正位打者が、単独で一塁に触れるまでにアウトにされた場合の記
録法と解し、たとえば、不正位打者が他の走者とともに併殺された場合などに、ア
ピールがあれば、正位打者がアウトを宣告されて、不正位打者の行為は取り消され
るから、その打者のアウトの状況をそのまま正位打者に記録するわけにはいかない。
したがつてこのような場合には、次によって捕手に刺殺を与える。

不正位打者が走者となって出塁した後アピールがあって、正位打者がアウトの

宣告を受けたときは、捕手に刺殺を与え、正位打者には打数 1を記録する。した
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コールドゲーム

がって、不正位打者がセーフとなつた記録は抹消する。

数人の打者が、続けざまに打順を誤つたために打順が乱れた場合は、各プレイ

が行なわれたままを記録する。

【注 2】 たとえば、 1番の打順に2番が打つて三振、次に1番が中飛で2ア ウト、3

番を抜かして4番、5番と続いて安打を放つたときの記録法は、1番の2ア ウトと

2番の 1ア ウトとアウトの順は前後するが、そのままその打者のところへ記録し、

抜かされた3番をとばしたまま4番、5番 と記録する。したがつて、3番の打数は

一つ少なくなるのは当然である。

(e)コ ール ドゲームおよびフォーフイッテッドゲーム

(1)コ ール ドゲームが正式試合となった場合、4.10お よび4.Hの 規定に従つ

て、試合終了となるまでに記録された個人とチームとの記録を、すべて公式記

録に算入する。ただし、コールドゲームがタイゲームであった場合は、投手に

対する勝投手、敗投手の記録だけは除く。

(2)試 合が正式試合となった後に、フォーフイツテツドゲームになつた場合は、

試合終了となるまでに記録された個人およびチームの記録を、すべて公式記録

に算入する。

フォーフィッテツドゲームによつて勝ちを得たチームが、相手チームよりも

多くの得点を記録 していたときには、10.17の 規定に従つて投手に対する勝投

手、敗投手を決定して、公式記録に算入する。

フォーフイツテツドゲームによつて勝ちを得たチームの得点が、相手チーム

の得点よりも少ないか、等しかつた場合には、投手に対する勝投手、敗投手を

言己録しない。

試合が正式試合となる前にフォーフイツテツドゲームになつた場合、すべて

の記録は公式記録に算入しない。この際は、フオーフイッテツドゲームとなつ

た事情を報告する。
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10.04               打    点

【原注】 記録員は、フォーフィッテッドゲームが宣告された時点における試合の結果
にもかかわらず、フォーフィッテッドゲームのスコアを9対 0と みなしてはならな
い。 (2.31)

打    点

10.04打点の記録は、本条規定により、打者の打撃が得点の原因となった場合に、そ

の打者に与えられる。

(a)次 の場合には打点を記録する。

(1)打 者が、失策によらず、安打、犠牲バント、犠牲フライ、または内野のア

ウトおよび野手選択によって走者を得点させた場合。ただし、本条 (b)が適用

された場合は除く。

(2)満 塁で、四球、死球、妨害 (イ ンターフェア)お よび走塁妨害 (オ ブス ト

ラクション)に よって打者が走者となったために、走者に本塁が与えられて得

点が記録された場合。

(3)0ア ウトまたは 1ア ゥトで、打者の打球に対して失策があつたとき三塁走

者が得点した場合は、その失策がなくても、走者は得点できたかどうかを確か

め、失策がなくても得点できたと認めれば、打者には打点を与える。

(b)次 の場合には打点を記録しない。

(1)打 者がフォースダブルプレイまたはリバースフォースダブルプレイとなっ

たゴロを打って走者を本塁に迎え入れた場合。

(2)打 者がフォースダブルプレイとなるようなゴロを打ち、第 1ア ウトが成立

した後、一塁 (ま たは一塁以外の塁)での第 2ア ウトに対する送球を野手が捕

らえ損じたために、その野手に失策が記録されたときに走者が得点した場合。

(c)野 手がボールを持ちすぎたり、あるいは塁へ無用な送球をするようなミスプ

レイの間に走者が得点した場合に、記録員が打者に打点を与えるかどうかは、次

の基準を参酌して決する。

すなわち、このようなミスプレイにもかかわらず、この間走者が走り続けて得
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点した場合には、打者には打点を記録するが、いつたん止まつた走者が、このミ

スプレイを見た上で、走り直して得点した場合には、野手選択による得点と記録

して、打者には打点は与えられない。

10.05安打の記録は、本条規定により、打者が安全に塁に達した場合に、その打者に

与えられる。

(a)次 の場合には安打を記録する。

(1)フ ェアボールが、野手に触れる前に、フェア地域に落下するか、フェア地

域の後方のフェンスに当たるか、あるいはフェア地域のフェンスを越えたため

に、打者が安全に一塁 (ま たはそれより先の塁)に生きた場合。

(2)フ ェアボールが強すぎるか、または弱すぎたために、野手がその打球を処

理しようとしたがその機会がなくて、打者が安全に一塁に生きた場合。

【原注】 たとえば、遊撃手が処理すればアウトにできたかもしれないと思われる打球

に対して、三塁手が飛び出してデフレクトしたり、あるいは途中でカットして処理

しようとしたが、結局プレイができずに終わつたような場合などには、安打と記録

する。

【注】 デ゙フレクト、とは、野手が打球に触れて球速を弱めるか、あるいは打球の方向

を変えたことを意味する。

(3)フ ェアボールが不自然にバウンドしたために、野手の普通の守備では処理

することができないか、または野手に触れる前に、投手板あるいは各塁 (本塁

を含む)に触れたために、野手の普通の守備では処理できなくなつて、打者が

安全に一塁に生きた場合。

(4)野 手に触れないで外野のフェア地域に達したフェアボールによつて、打者

が安全に一塁に生きることができ、しかもその打球は、野手の普通の守備では

打安
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10.05               安打を記録しない場合

とうてい処理できなかったと記録員が判断した場合。

(5)野手に触れていないフェアボールが、走者、審判員の身体または着衣にフ

ェア地域で触れた場合。ただし、走者がインフィールドフライに触れてアウト

を宣告されたときには、安打は与えられない。

(6)打球を扱った野手が、先行走者をアウトにしようと試みたが成功せず、し

かもその打球に対して普通に守備をしても、一塁で打者走者をアウトにできな

かったと記録員が判断した場合。

【原注】 本条各項の適用にあたって疑義のあるときは、常に打者に有利な判定を与え
る。

打球に対して非常な好守備を行なったが、続くプレイが十分でなくアウトをとるこ

とができなかった場合などには、安打を記録するのが安全な方法である。

(b)次 の場合には安打を記録しない。

(1)打 者の打球で、走者が封殺 (フ ォースアウト)さ れるか、または野手の失

策によって封殺を免れたような場合。

(2)打 者が明らかに安打と思われるボールを打ったにもかかわらず、進塁を義

務づけられた走者 (打者が走者となったため)が、次塁の触塁を誤つて、アピ

ールによってアウト (封殺)に なったときは、その打者には安打を与えず、打

数を記録する。

(3)打球を扱った投手、捕手または内野手が、次塁を奪おうとするか、元の塁

へ帰ろうとする先行走者をアウトにした場合、あるいは普通の守備でならアウ

トにできたにもかかわらず、失策のためにアウトにできなかつた場合には、打

者に安打を与えず、打数 1を記録する。

【注 1】 走者がオーバースライドなどのために、いったん触れた塁を離れてアウトに

なったときには、打者は走者を進めることができたものとみなして、打者に安打を
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単打 。長打の決定                10.06

記録する。

【注2】 本項でいう内野手とは、内野手が普通の守備範囲内で守備した場合だけを指

し、内野手がその守備範囲を越えて外野で守備した場合には、内野手とはみなさな

い。たとえば走者二塁のとき、打者が遊撃手と左翼手との中間に小飛球を打ち上げ

た。二塁走者は、捕球されるのを懸念して離塁が少なかつた。落球を見て三塁へ走

ったが、遊撃手からの送球で三塁でアウトになったような場合には、本項を適用し

ないで打者に安打を記録する。

また外野手が打球を扱つた場合には、走者がフォースアウトにされない限り、打者

に安打を記録する。

(4)打 者が一塁でアウ トになるだろうと記録員が判断 したとき、打球を扱 つた

野手が先行走者をアウ トにしようとして行なった送球または触球行為などが不

成功に終わつた場合。

【原注】打球を扱つた野手が、ただちに打者走者に向かわないで、わずかに他の走者
をうかがったり、または他の塁へ送球するふりをした (実際には送球せず)ために

送球が遅れて、打者を一塁に生かした場合などには、本項を適用しないで、打者に

安打を記録する。

(5)打 球を処理しようとする野手を妨害したために、走者がアウトを宣告され

た場合。

ただし、走者が守備妨害によつてアウトになつた場合でも、記録員がその打

球を安打と判断した場合には、打者には安打の記録を与える。

単打、長打の決定

10.06安打を単打と記録するか、二塁打、三塁打または本塁打と記録するかは、次に

よつて決定する。(失策またはアウトをともなつた場合を除く)

(a)次 の(b)(c)の場合を除いて、打者が一塁で止まれば単打、二塁で止まれば
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10.06 単打 。長打の決定

二塁打、三塁で止まれば二塁打、本塁に触れて得点すれば本塁打と記録する。

(b)塁 に走者を置いて、打者の打つた安打を扱った野手が、先行走者をアウトに

しようと企てている間に、打者走者が数個の塁を奪った場合には、記録員は、打

者が自らの打撃だけで得ることができた塁数ならびに野手選択によって進塁した

塁数を参酌して、単打、二塁打、三塁打または本塁打を決定する。

【原注】 先行走者が本塁でアウトになるか、失策のためにそのアウトを免れた場合は、
打者が三塁を得ていても二塁打とは記録しない。一塁走者が三塁へ進もうとしてそ
の塁でアウトになるか、または失策のためにそのアウトを免れた場合には、打者が
二塁を得ていても二塁打とは記録しない。

しかし、先行走者がアウトにされる機会がなかったときは、先行走者が進んだ塁数
に関係なく、その打者の塁打数を決定する。すなわち先行走者が1個の塁しか進め

なかったり、あるいは1個 も進めなかったときでも、打者には二塁打と記録される

場合もあり、また先行走者が2個の塁を得ても、打者には単打しか記録されない場
合もある。たとえば次の場合である。

① 走者一塁のとき、打者が右前に安打、右翼手は三塁に送球したが、走者は三塁
に生き、打者は二塁を得た。一―記録は単打。

② 走者二塁、打者がフェア飛球の安打を放つた。走者は捕球を懸念してリードが

少なく、三塁を得たにすぎなかった。この間打者二進――記録は二塁打。

③ 走者二塁、打者の打球は高いフェア飛球となる。一度リードをとった走者は、

球が捕らえられるとみて帰塁した。ところが球は捕らえられず安打となったが、

走者は得点できず、打者はこの間に二塁を得た。一―記録は二塁打。

(c)長 打を放った打者が、二塁または三塁を得ようとしてスライディングを試み

たときには、進んだ最後の塁を確保して、初めて二塁打または二塁打と記録する。

打者走者がオーバースライ ドして塁に戻る前に触球アウトになった場合には、打

者走者が安全に確保した塁と同数の塁打を与える。すなわち、打者走者が二塁を

オーバースライ ドして触球アウトになれば単打を与え、二塁をオーバースライ ド

して触球アウトになれば二塁打と記録する。
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サヨナラ安打の塁打決定              10.06

【原注】 打者走者が二塁あるいは三塁をオーバーランして、その塁に戻ろうとして触

球アウトになった場合には、打者走者が最後に触れた塁によつて、その塁打を決定

する。

打者走者が二塁を踏んで通過し、引き返そうとして触球アウトになつたときには、

二塁打が与えられ、打者走者が三塁を踏んで通過し、引き返そうとして触球アウト

になったときには、三塁打が与えられる。

(d)打 者が安打を放つたが、触塁に失敗してアウトになつた場合は、安全に得た

最後の塁によって、単打、二塁打、三塁打を決定する。すなわち、打者走者が二

塁を踏まないでアウトになったときには単打、三塁を踏まないでアウトになつた

ときには二塁打、本塁を踏まないでアウトになつたときには三塁打を、それぞれ

記録する。一塁を踏まないでアウトになったときには、打数 1を 記録するだけで、

安打を記録しない。

【注】 本項は、安打を放つた打者が触塁に失敗してアウトになった場合だけでなく、

前位の走者に先んじてアウトになった場合にも適用される。

(e)打 者走者が7.05ま たは7.06(a)の 規定に基づいて、 2個 または3個の塁、

あるいは本塁が与えられた場合には、打者走者が進んだ塁によつて、それぞれ二

塁打、二塁打、本塁打と記録する。

サヨナラ安打の塁打決定

(f)10.06(g)の 場合を除いて、最終回に安打を放つて勝ち越し点をあげた場合、

打者には勝ち越し点をあげた走者がその安打で進んだ塁と同じ数だけの塁打しか

記録されない。しかもその数だけの塁を触れることが必要である。

【原注】 6.09お よび7.05中の諸規定によつて、打者に数個の安全進塁権が認められて、

長打が与えられたときにも、本項は適用される。
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10.07                盗     塁

記録員は、勝ち越し点が、打者走者が塁に触れるわずか前に記録されたとしても、

プレイの自然な流れの中で打者が触れる塁数を与える:た とえば、9回裏同点で走

者二塁のとき、打者が外野へ安打を放ち、一塁を経て二塁へ向かつたが、二塁に達

するわずか前に二塁走者が本塁に達した場合でも、打者走者が二塁に達すれば、打

者に二塁打を与える。

【注】 打者は正規に前記と同数の塁に触れることが必要である。また、たとえば、最

終回で走者二塁のとき、打者がバウンドでスタンドヘ入るサヨナラ安打を放つた場

合、打者が二塁打を得るためには、二塁まで正規に進むことを必要とする。

しかし、走者三塁のとき、打者が前記の安打を放って二塁に進んでも、単打の記録

しか与えられない。

(g)最 終回、打者がフェンス越えの本塁打を放つて試合を決した場合は、打者お

よび走者があげた得点の全部を記録する。

盗    塁

10.07走者が、安打、刺殺、失策、封殺、野手選択、捕逸、暴投、ボークによらない

で、 1個の塁を進んだときには、その走者に盗塁を記録する。この細則は次のとお

りである。

(a)走 者が投手の投球に先立って、次塁に向かつてスター トを起こしていたとき

は、たとえその投球が暴投または捕逸となっても、暴投または捕逸と記録しない

で、その走者には盗塁を記録する。

盗塁を企てた走者が暴投、捕逸のために余分の塁を進むか、他の走者が盗塁行

為によらないで進塁した場合には、盗塁を企てた走者に盗塁を記録するとともに、

暴投または捕逸もあわせて記録する。

【注 1】 次の場合、暴投または捕逸があつても、走者が投球に先立って盗塁を企てて

いれば、その走者には盗塁が記録される。

① 打者への四球目のとき、打者の四球によって次塁が与えられなかつた走者が、次
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10.07

塁に進むかあるいはそれ以上に進塁した場合。

② 打者の三振目のとき、打者または走者の進塁に対して、暴投または捕逸が記録さ

れた場合。ただし、 2ア ウト後、走者一塁、一 。二塁、一 。二・三塁のときの各走

者の進塁、および走者一 。三塁のときの一塁走者の進塁に対しては、盗塁は記録さ

れない。

【注2】 打者が捕手またはその他の野手に妨害されたときに、走者が盗塁を企ててい
たので、7.04(d)が 適用されて次塁への進塁を許された場合、その走者には盗塁を

記録する。

(b)走 者が盗塁を企てたとき、投手の投球を受けた捕手が盗塁を防ごうとして悪

送球しても、盗塁だけを記録して捕手には失策を記録しない。ただし、盗塁を企

てた走者が、その悪送球を利してさらに目的の星以上に進むか、あるいは、その

悪送球に乗じて他の走者が 1個以上の塁を得た場合には、盗塁を企てた走者に盗

塁を記録するとともに、その捕手にも失策を記録する。

(c)盗 塁を企てるか塁を追い出された走者が挟撃されて、失策を記録されない守

備側の不手際からアウトを免れて、次塁に進んだ場合には、その走者に盗塁が記

録される。そのプレイ中、他の走者も進塁した場合には、その走者にも盗塁を記

録する。

また、盗塁を企てた走者が挟撃され、失策を記録されない守備側の不手際から

アウトを免れて、元の塁に帰つたプレイの間に、他の走者が進塁した場合、進塁

したその走者には盗塁を記録する。

(d)重 盗、二重盗に際して、ある走者が奪おうとした塁に達する前か、あるいは、

塁に触れた後オーバースライ ドして、野手の送球によってアウトにされたときは、

どの走者にも盗塁は記録されない。

【注】 現実にアウトになつた場合だけでなく、当然アウトになるはずの走者が失策に

よってアウトを免れたと記録員が判断した場合も同様、どの走者にも盗塁は記録さ

れない。
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(e)盗 塁を企てた走者が、奪おうとした塁をオーバースライドした後、触球アウ

トにされた場合には、その塁に戻ろうとしたか、あるいはさらに次の塁を奪おう

としたかに関係なく、すべてその走者には盗塁を記録しない。

(f)野 手が好送球を明らかに落としたために、盗塁を企てた走者がアウトを免れ

たと記録員が判断した場合には、送球を落とした野手に失策を、送球した野手に

補殺を記録し、走者には盗塁を記録しないで盗塁刺を記録する。

(g)走 者が盗塁を企てた場合、これに対して守備側チームがなんらの守備行為を

示さず、無関心であるときは、その走者には盗塁を記録しないで、野手選択によ

る進塁と記録する。

【原注】守備側が無関心だったかどうかを判断するにあたって、次のような状況を全
体的に考慮しなければならない一―イニング、スコア、守備側チームが走者を塁に

留めようとしていたかどうか、投手が走者に対しピックオフプレイを試みたかどう

か、盗塁の企てに対して通常は塁に入るべき野手が塁に入る動きをしたかどうか、

守備側チームが走者の進塁にこだわらない正当な戦術的動機があつたかどうか、守

備側チームが走者に盗塁が記録されるのを強くはばもうとしたかどうか。

たとえば、走者一 。三塁で、一塁走者が二塁を奪おうとした場合、もし、守備側に

正当な戦術的動機があった一―すなわち、二塁への送球の間に三塁走者が本塁へ突

入するのを防ぐため、一塁走者の進塁にはこだわらなかつた一―と記録員が判断す

れば、通常は盗塁を与えるべきである。また、たとえば、盗塁を記録されることに

よって、守備側チームのプレーヤーのリーグ盗塁記録、通算盗塁記録、リーグ盗塁

王タイトルが危うくなる場合には、守備側チームは盗塁が記録されるのを強くはば

もうとしていると判断してよい。

盗  塁  刺

(h)次 に該当する走者が、アウ トになるか、失策によってアウ トを免れたと記録

員が判断 した場合にはその走者に盗塁刺を記録する。すなわち、

(1)盗塁を企てた走者 (2)塁 を追い出されたために次塁へ進 もうとした走者
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(元の塁に戻ろうとした後に次塁へ進もうとした走者も含む)(3)盗塁を企てて

オーバースライドした走者がそれである。

【原注】 捕手が投球をそらしたのを見て走り出した走者が、アウトになるか、失策に

よつてアウトを免れたときは、その走者に盗塁刺を記録しない。

走者がオブストラクションによって 1個の塁を与えられた場合、あるいは打者によ

るインターフェアによって走者がアウトを宣告された場合は、その走者に盗塁刺を

記録しない。

走者がたとえセーフになつていたとしても盗塁が記録されないような場合 (た とえ

ば、捕手が投球をそらしたのを見て走り出した走者がアウトになった場合)では、

その走者に盗塁刺を記録しない。

【注 1】 本項は、前記の走者が走塁をはじめたとき、次塁に走者がいなかった場合、

または走者がいてもその走者も盗塁を企てていた場合だけに適用される。

【注 2】 塁を追い出された走者が、元の塁に戻ろうとしてアウトになるか、失策によ

つてアウトを免れた場合には、その走者に盗塁刺を記録しない。

犠牲バントおよび犠牲フライ

10.08犠牲バントおよび犠牲フライの記録

(a)0ア ウトまたは 1ア ウトで、打者のバントで 1人または数人の走者が進塁し、

打者は一塁でアウトになるか、または失策がなければ一塁でアウトになつたと思

われる場合は、犠牲バントを記録する。

ただし、打者がバントをしたとき、 1人または数人の走者を進めるためでなく、

安打を得るためであったことが明らかであつたと記録員が判断したときには、打

者には犠牲バントを記録しないで、打数を記録する。

【原注】 打者が走者を進めるために打者自身が一塁に生きる機会を犠牲にしたかどう

かを決定するにあたって疑義のあるときには、常に打者に有利に扱う。記録員は、

その打席の状況全体――イニング、アウトカウント、スコアーーを考慮に入れなけ
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ればならない。

(b)0ア ウトまたは 1ア ウトで、バントを扱つた野手が、次塁で走者をアウトに

しようと試みて、無失策にもかかわらず、その走者を生かしたときは、犠牲バン

トを記録する。

ただし、普通の守備では、とうてい打者を一塁でアウトにすることは不可能で

あると記録員が判断したとき、バントの打球を扱つた野手が、先行走者をアウト

(タ ッグアウト、フォースアウトの区別なく)に しようとして不成功に終わつた

場合には、打者には単打を記録して、犠牲バントとは記録しない。

【注】 バントを扱つた野手が、ただちに打者走者に向かわないで、わずかに他の走者

をうかがったり、または他の塁へ送球するふりをした (実際には送球せず)ために

送球が遅れて、打者を一塁に生かした場合には、打者に単打を記録して、犠牲バン

トとは記録しない。

(c)打 者のバントの打球で次塁へ進もうとする走者のうち 1人でもアウト (フ ォ

ースアウト、タッグアウトの区別なく)に されたときには、打者に打数を記録す

るだけで、犠牲バントとは記録 しない。

【注 1】 たとえば、バントで二進した一塁走者が二塁をオーバーランまたはオーバー

スライドして野手に触球されてアウトになった場合には、打者が走者を安全に次塁

に送つているにもかかわらず、走者自身の失敗でアウトになったもので、打者はそ

の責任を果たしているから犠牲バントを記録する。

【注 2】 走者がアウトになった場合だけでなく、当然アウトになるはずのときに、野

手が悪送球、落球、ファンブルなどのミスプレイによって走者を生かした場合も同

様、犠牲バントとは記録しないで、その野手に失策を記録する。しかし、このよう

なミスプレイがあった場合には、そのミスプレイがなくても走者が進塁することが

できたかどうかを判断して、ミスプレイがなくても進塁することができたと判断し
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た場合には、犠牲バントを記録し、また、このミスプレイでその走者が余分の塁を

得た場合には、失策もあわせて記録しなければならない。

(d)0ア ウ トまたは 1ア ウ トで、打者がインフライ トの打球を打 つて、フェア地

域とファウル地域を問わず、外野手または外野の方まで廻り込んだ内野手が、

(1)捕 球 した後、走者が得点した場合

(2)捕 球し損じたときに走者が得点した場合で、仮にその打球が捕らえられて

いても、捕球後走者は得点できたと記録員が判断した場合

には、犠牲フライを記録する。

【原注】 捕球されなかったので打者が走者となったために、野手が他の走者をフォー

スアウトにした場合も、本項(2)に あたるときは、犠牲フライを記録する。

【注】 たとえば、1ア ウト走者―・三塁で、打者が右翼フライを打ち上げたので、2

人の走者がともに自己の塁にタッグアップしていたとき、右翼手はこのフライを捕

球し損じた。三塁走者はやすやすと得点したが、右翼手はただちに二塁へ送球して、

一塁走者をフォースアウトにした。この場合、三塁走者が、右翼手の落球または二

塁でのフォースアウトを利して (フ ライアウトを利したのではない)得点したと記

録員が判断した場合には、打者には犠牲フライを記録しない。これに反して、三塁

走者は、たとえこのフライが捕らえられても、捕球後得点できた (フ ォースアウト

または落球を利したのではない)と 記録員が判断した場合には、打者には犠牲フラ

イを記録する。

プットアウト

10.09刺殺 (プ ットアウト)の記録は、本条規定により、打者あるいは走者をアウト

にした野手に与えられる。

(a)次 の場合には、当該野手に刺殺を記録する。

(1)野 手が、フェアまたはファウルのインフライ トの打球を捕らえて打者をア
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ウトにした場合。

(2)野 手が、打球または送球を受けて塁に触球し、打者または走者をアウトに

した場合。

【原注】 野手がアピールプレイで送球を受けて塁に触球し走者をアウトにした場合、

その野手に刺殺を記録する。

(3)野 手が、正規に占有した塁を離れている走者に触球してアウトにした場合。

(b)次 の場合には、規則による刺殺 (現実に刺殺者がいない場合に、特に定めた

刺殺者をいう)を捕手に記録する。

(1)打 者が三振のアウトを宣告されたとき。

(2)打 者が反則打球によって、アウトの宣告を受けたとき。

(3)打 者が 2ス トライク後に試みたバントの打球を、野手がフライとして捕ら

えないでファウルボールとなったため、6.05(d)に よってアウ トの宣告を受

けたとき。

【原注】 ファウルバントが飛球として野手に捕らえられた場合については、10.15

(a)(4)後段参照。

(4)打 者が自らの打球に触れて、アウトを宣告されたとき。

【注】本塁付近で触れた場合に本項を適用し、一塁付近で触れた場合は一塁手に刺殺
を与える。

(5)打 者が捕手を妨害 (イ ンターフェア)し て、アウトを宣告されたとき。

(6)打 者が打撃順を誤つて、アウトを宣告されたとき。(10.03d参照 )

(7)4.09(b)ペ ナルティの適用を受けて、打者がアウトになった場合。
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(8)4.09(b)ペ ナルティの適用を受けて、三塁走者がアウトになった場合。

【注】前記のほかに、次の場合も捕手に刺殺を与える。

① フェアの打球にバットが再び当たつたために、打者が6.05(h)の 適用を受けて

アウトを宣告されたとき。

② フェア飛球またはファウル飛球に対する捕手のプレイを、打者または攻撃側プ

レーヤーが妨害してアウトを宣告されたとき。

③ 飛球を捕らえようとしている捕手が観衆の妨害行為のために捕球できなかつた

が、その理由で打者がアウトを宣告されたとき。

④ 打者が一方から他方のバッタースボックスに移つたために、アウトを宣告され

たとき。

⑤ Oア ウトまたは 1ア ウトで、二塁走者に対する本塁における捕手のプレイを打

者が妨害したために、走者に対してアウトが宣告されたとき。

(c)次 の場合には、それぞれ規則による刺殺を記録する。(通常補殺は記録 しな

いが、特殊の場合には、補殺も記録する)

(1)打 者がインフィールドフライの宣告でアウトになつたが、誰もこれを捕ら

えなかつた場合――記録員がその打球を捕らえたであろうと判断した野手に刺

殺を与える。

(2)走 者がフェアボール (イ ンフイールドフライを含む)に触れて、アウトを

宣告された場合一一その打球の最も近くにいた野手に刺殺を与える。

(3)走 者が野手の触球を避けて、線外を走つたのでアウトの宣告を受けた場合

――走者が避けたその野手に刺殺を与える。

(4)後 位の走者が、前位の走者に先んじて、アウトの宣告を受けた場合―一走

者が先んじた地点に最も近い野手に刺殺を与える。

【注】 後位の走者が前位の走者に先んじてアウトになったときに、現実にプレイが行

なわれていれば、これに関与した野手に刺殺と補殺とを与える。現実にプレイが行
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なわれなかったときでも、記録員が刺殺と補殺とを与えることができると推定すれ

ば、それらの野手に刺殺と補殺とを与える。補殺を与えることができないと記録員

が判断した場合には、刺殺だけを与える。

(5)走 者が逆走 してアウ トの宣告を受けた場合 (7.08i)一―逆走 しだした

塁をカバーした野手に刺殺を与える。

(6)走 者が野手を妨害してアウトを宣告された場合一―妨害された野手に刺殺

を与える。

ただし、野手が送球しようとしているときに妨害されれば、その送球を受け

ようとしていた野手に刺殺を与え、送球を妨げられた野手には補殺を与える。

(7)6.05(m)に より、前位の走者の妨害行為に基づいて、打者走者がアウト

の宣告を受けた場合――一塁手に刺殺を与える。

前項および本項によって、送球を妨げられた野手には補殺を記録するが、一

つのプレイ中に同一野手が数回送球を扱つた場合、すなわち挟撃に類するプレ

イ中に、送球を扱つた野手が次の送球行為を妨げられたようなときには、ただ

1個の補殺を記録するだけである。 (10。 10参照)

ア シ ス ト

10.10補殺 (ア シスト)の記録は、本条規定により、アウトに関与した野手に与えら

れる。

(a)次 の場合には、当該野手に補殺を記録する。

(1)あ るプレイでアウトが成立した場合、または失策がなければアウトにでき

たと思われる場合に、そのアウトが成立するまでに、またはその失策が生じる

までに、送球したり、打球あるいは送球をデフレクトした各野手に補殺を記録

する。

挟撃のときのように、 1プレイ中に同一プレーヤーが数回送球を扱つていて

も、与えられる補殺はただ 1個に限られる。
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【原注】 デ゙フレクト、とは、野手がボールに触れて球速を弱めるか、あるいはボール
の方向を変えたことを意味するものであるから、ただ単にボールに触れたというこ

とだけでは、そのプレイを援助したものとみなされない。したがって、補殺は与え

られない。

プレイの自然の流れでのアピールプレイによつてアウトが成立した場合は、刺殺を

記録した野手以外のアウトに関与した各野手に補殺を記録する。プレイ終了後に投

手からの送球で始まつたアピールプレイによつてアウトが成立した場合は、投手の

みに補殺を記録する。

(2)走 者がインターフェアまたはラインアウ トでアウ トになったプレイ中、送

球 したり、ボールをデフレク トした各野手には、補殺を記録する。

(b)次 の場合には補殺を記録 しない。

(1)三 振が記録された場合には、投手に補殺は与えられない。ただ し、捕手が

捕 らえなかった第 3ス トライクの投球を投手が守備 して塁に送球 し、打者また

は走者をアウ トにした場合には、投手に補殺が与えられる。

【注】 本項後段の場合で、投手の送球が悪送球となって打者または走者を生かしたと

き、送球がよければアウトにできたと記録員が判断すれば、その投手に失策を記録

する。

(2)次 のような正規の投球に基づくプレイの場合には、投手には補殺は与えら

れない。

すなわち、投球を受けた捕手が、野手に送球して、離塁しているかまたは盗

塁を企てた走者をアウトにしたり、あるいは本盗を試みた走者を触球アウトに

した場合がそれである。

【注】 投手が投手板をはずして送球したときは、それが本盗を試みた走者を捕手が触
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ダブルプレイ・ トリプルプレイ

球アウトにした場合でも投手には補殺が与えられる。

(3)野 手の悪送球を利して、走者が次塁を奪おうと試み、続くプレイでアウト

にされても、悪送球した野手には補殺は与えられない。

あるプレイ中に、失策と記録されるかどうかに関係なく、ミスプレイがあり、

それに続いてさらにプレイが行なわれても、そのミスプレイ後のプレイは新た

なプレイとみなすべきで、ミスプレイをした野手は、あらためて新たなプレイ

にたずさわらない限り、補殺の記録を得ることはできない。

ダブルプレイ ・ トリプルプレイ

10.11ボールが投手の手を離れてからボールデッドとなるまでか、あるいは、ボール

が投手の手に戻つて投手が次の投球姿勢に移るまでの間に、途中に失策またはミス

プレイ (失策と記録されない)がなく、 2人または3人のプレーヤーをアウトにし

た場合、このプレイ中に刺殺または補殺を記録した各野手には、ダブルプレイ、ま

たはトリプルプレイに関与した旨が記録される。

【原注】ボールが投手の手に戻つた後であつても、次の投球姿勢に移るまでに、アピ
ールプレイによって先のアウトに引き続いてアウトが成立した場合も同様、ダブル

プレイまたはトリプルプレイが成立したものとみなす。

【注 1】 定められた期間内に二つのアウトがあっても、双方のアウトに関連性がない

ときには、ダブルプレイとはしない。つまり、第 1プレイの刺殺者が第 2プ レイの

最初の補殺者とならない限り、ダブルプレイとはならない。トリプルプレイの場合

も同様である。

【注 2】 たとえば、走者一塁のとき、打者が一塁にゴロを打ち、打球を捕つた一塁手
は、遊撃手に送球した。これを受けた遊撃手は、二塁に触れて一塁走者をフォース

アウトにし、さらに一塁手に転送球して打者も一塁でアウトにした。このダブルプ
レイにおいて、一塁手と遊撃手とは、それぞれ補殺と刺殺とを1個ずつ記録してい

るが、ダブルプレイに関与した数に関しては、各1個を与えられるにすぎない。
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失    策

10.12失策の記録は、本条規定により、攻撃側チームを利する行為をした野手に与え

られる。

(a)次 の場合には、当該野手に失策を記録する。

(1)打 者の打撃の時間を延ばしたり、アウトになるはずの走者 (打者走者を含

む)を生かしたり、走者に 1個以上の進塁を許すようなミスプレイ (た とえば

ファンブル、落球、悪送球)を した野手に、失策を記録する。

ただし、 0ア ウトまたは 1アウトのとき、三塁走者がファウル飛球の捕球を

利して得点するのを防ごうとの意図で、野手がそのフアウル飛球を捕らえなか

つたと記録員が判断した場合には、その野手には失策を記録しない。

【原注 1】 はっきりとしたミスプレイをともなわない緩慢な守備動作は、失策とは記

録しない。たとえば、野手がゴロをきちんと処理したものの、一塁への送球でアウ

トにできなかつた場合、その野手に失策を記録しない。

【原注2】 次のような場合には、記録員が失策を記録するにあたつて、野手がボール

に触れたか否かを判断の基準とする必要はない。

平凡なゴロが野手に触れないでその股間を通り抜けたり、平凡なフライが野手に触

れないで地上に落ちたようなときには、野手が普通の守備行為をすれば捕ることが

できたと記録員が判断すれば、その野手に失策を記録する。

たとえば、内野手の横をゴロが通過したとき、その内野手がその守備位置で普通の

守備行為をすれば走者をアウトにできたと記録員が判断すれば、その内野手に失策

を記録する。また、外野手が飛球を落としたとき、その外野手がその守備位置で普

通の守備行為をすれば捕球できたと記録員が判断すれば、その外野手に失策を記録

する。

送球が、低すぎるか、横にそれるか、高すぎたり、地面に当たつたりして、アウト

になるはずの走者を生かしたとき、その野手に失策を記録する。

【原注 3】 頭脳的誤り、または判断の誤りは、失策と記録しない。ただし、特に規定

された場合を除く。

投手が一塁ベースカバーに入らないで打者走者を生かした場合、投手に失策を記録
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しない。野手が間に合わない塁へ不正確な送球をしても、失策を記録しない。

頭脳的誤りが実際のミスプレイにつながった場合は、その野手に失策を記録する。

たとえば、野手が第 3ア ウトと勘違いして、ボールをスタンドに投げ入れたリマウ

ンドに転がしたりして、走者の進塁を許したような場合である。

野手が、他の野手のミスプレイの原因となつたときは、失策を記録する。たとえ

ば、他の野手のグラブにぶつかってボールを飛び出させた場合である。このような

場合、捕球を妨げた野手に失策を記録したときには、妨げられた野手には失策を記

録しない。

(2)野 手がファウル飛球を落 として、打者の打撃の時間を延ばした場合は、そ

の野手に失策を記録する。一―その後打者が一塁を得たかどうかには関係 しな

い 。

【注】 野手が普通の守備行為でなら捕らえることができたと記録員が判断したときだ

け、失策を記録する。

(3)野 手がゴロを捕るか、送球を受けて、一塁または打者走者に触球すれば十

分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じたために打者走者を生かした場

合には、その野手に失策を記録する。

(4)フ ォースプレイにおいて、野手がゴロを捕るか、送球を受けて、塁または

走者に触球すれば十分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じたために走

者を生かした場合には、その野手に失策を記録する。

【注】 前記のフォースプレイによるアウトの場合だけに限らず、タッグアウトの場合
でも、野手が走者に触球すれば十分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じた

ために、走者を生かしたときには、その野手に失策を記録する。

(5)送 球がよければ走者をアウトにできたと記録員が判断したときに、野手が
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10.12

悪送球したために走者を生かした場合には、その野手に失策を記録する。ただ

し、走者が盗塁を企てたとき、盗塁を防ごうとした野手が悪送球をしても、本

項の失策は記録されない。

(6)野 手が、走者の進塁を防ごうとして悪送球をした場合に、その走者または

他の走者が、その送球とは関係なく進塁できたと思われる塁よりも余分に進塁

したときには、その野手に失策を記録する。

(7)野 手の送球が、不自然なバウンドをしたり、各塁、投手板、走者、野手あ

るいは審判員に触れて変転したために、走者に進塁を許した場合には、このよ

うな送球をした野手に失策を記録する。

【原注】 この規則は、正確に送球した野手にとつては酷にすぎるように見えるが、き

ちんと適用しなければならない。たとえば、外野手が正確な送球をしたにもかかわ

らず、二塁ベースに当たつてボールが外野に戻ったために走者の進塁を許した場合

は、その外野手に失策を記録する。走者の進んだ各塁については、その原因を明ら

かにしなければならない。

【注】 夜間照明のライトまたは太陽の光線が、プレーヤーの目を射て、捕球が妨げら

れた場合にも、前記と同様、送球した野手に失策を記録する。

(8)時 機を得たしかも正確な送球を野手が止め損なうか、または止めようとし

なかったために、走者の進塁を許した場合には、その野手に失策を記録 し、送

球した野手には失策を記録しない。もしそのボールが二塁に送られたときには、

記録員は、二塁手または遊撃手のうちのどちらがその送球を止めるはずであつ

たかを判断して、その野手に失策を記録する。

【原注】 野手が送球を止め損なうか、止めようとしなかつたために、走者の進塁を許

したが、その送球が時機を失したものと記録員が判断した場合には、このような送

球をした野手に失策を記録する。
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10.12 失策を記録しない場合

(b)悪 送球によって走者が進塁した場合は、走者の数および塁数には関係なく、

常にただ 1個の失策を記録する。

(c)審 判員が打者または走者に妨害もしくはオブス トラクションで進塁を許した

ときには、このような妨害行為を行なった野手に失策を記録する。この場合、進

塁を許された走者の数および塁数には関係なく、常にただ 1個の失策を記録する。

【原注】審判員がオブストラクションによって、打者または走者に与えた塁と、プレ
イによって打者または走者が進むことができたと思われる塁とが一致したと記録員

が判断したときには、オブストラクションをした野手には失策を記録しない。

【注】 たとえば、打者が三塁打と思われる安打を放つて一塁を経て二塁に進むとき、
一塁手に走塁を妨げられ、審判員が打者に三塁を与えた場合などには、打者に三塁

打を記録し、一塁手には失策を記録しない。

一塁走者が一塁二塁間でランダウンされたとき、二塁手がオブストラクションをし

たために、審判員がその走者に二塁を与えた場合などには、その二塁手に失策を記

録する。

(d)次 の場合には失策を記録しない。

(1)走 者が盗塁を企てたとき、投手の投球を受けた捕手が盗塁を防ごうとして

悪送球しても、その捕手には失策を記録しない。ただし、盗塁を企てた走者が

その悪送球を利して、さらに目的の星以上に進むか、あるいはその悪送球に乗

じて、他の走者が 1個以上進塁したと記録員が判断した場合には、その捕手に

失策を記録する。

(2)野 手が普通に守備 して、しかも好球を送つても、走者をアウトにすること

はできなかったと記録員が判断した場合には、野手が悪送球しても、その野手

には失策を記録しない。ただし、その悪送球によつて、その走者または他のい

ずれかの走者が、送球がよくても進塁できたと思われる塁以上に進塁したとき
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には、その野手には失策を記録する。

10.12

【注】 野手が難球に対して非常に好守備をしたが、体勢が崩れたために悪送球をした

場合には、送球がよければ、打者または走者をアウトにできたかもしれないと思わ

れるときでも、その野手には失策を記録しない。ただし、本項後段のような状態に

なったときには失策を記録する。

(3)野 手が、併殺または二重殺を企てた場合、その最後のアウトをとろうとし

た送球が悪球となったときは、このような悪送球をした野手には失策を記録し

ない。ただし、その悪送球のために、いずれかの走者が余分な塁に進んだとき

には、このような悪送球をした野手に失策を記録する。

【原注】 併殺または二重殺のとき、最後のアウトに対する好送球を野手が落としたと

きには、その野手には失策を記録し、好送球をした野手には補殺を与える。

(4)野 手が、ゴロをファンブルするか、インフライ トの打球、送球を落とした

後、ただちにボールを拾つて、どの塁ででも走者を封殺した場合には、その野

手には失策を記録しない。

1注 1】 本項は、アウトが成立した場合だけでなく、塁に入つた野手が送球を捕らえ

損じて封殺し損ねた場合にも適用する。この際は、送球を捕らえ損じた野手に失策

を記録する。

【注 2】 送球を受けた野手が、塁または走者に触球すれば十分アウトにできたにもか

かわらず、触球し損じたために走者を生かしたが、ただちに他の塁に送球して走者

(打者走者を含む)を封殺した場合にも本項を適用する。

(5)暴 投および捕逸は、失策と記録しない。

(e)打 者が四球または死球で一塁を許されるか、暴投または捕逸によつて一塁に
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10.12 失策を記録しない場合

生きた場合には、投手または捕手には失策を記録しない。

【注】第3ス トライクを捕らえ損じた捕手が、ただちに投球を拾い直して一塁に送つ
たが、悪送球となって打者走者を生かした場合、送球がよければアウトにできたと

記録員が判断すれば、暴投または捕逸を記録しないで、捕手に失策を記録する。

ただし、捕手の悪送球とは関係なく、打者走者が一塁に生きたと記録員が判断すれ

ば、捕手には失策を記録しないで、暴投または捕逸を記録する。もっとも、この悪

送球によって打者走者が二塁以上に進むか、他の走者が送球がよくても進塁できた

と思われる塁以上に進んだ場合には、暴投または捕逸を記録するとともに、悪送球

をした捕手に失策を記録する。

(f)走 者が、捕逸、暴投またはボークによって進塁 した場合には、投手または捕

手には失策を記録 しない。

(1)打 者に対する四球 目が暴投または捕逸となったために、打者または走者が

進塁 して、次のどれかに該当 した場合には、四球 とともに暴投または捕逸を記

録する。

① 打者が一挙に二塁に進んだ場合。

② 走者が打者の四球によって進塁を許された塁以上に進んだ場合。

③ 打者の四球によって進塁を許されなかった走者が、次塁に進むか、あるい

はそれ以上の塁に進んだ場合。

(2)第 3ス トライクの投球を捕らえ損じた捕手が、ただちにボールを拾い直し

て一塁に送るか、または触球して打者走者をアウトにする間に、他の走者が進

塁した場合には、その走者の進塁を暴投または捕逸による進塁とは記録しない

で、野手選択による進塁と記録する。したがって、打者には三振を、各野手に

はそのプレイに応じて刺殺、補殺を記録する。

【原注】暴投、捕逸については10。 13参照。
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【注】本項(2)の場合、捕手が打者走者をアウトにする代わりに、他のいずれかの走

者をアウトにしたときも同様に扱う。ただし、0ア ウトまたは 1ア ウトで、一塁に

走者がいたので、打者が規則によつてアウトになつたとき、走者が暴投または捕逸

で進塁した場合には、走者には暴投または捕逸による進塁と記録し、打者には三振

を記録する。

暴 投 ・ 捕 逸

10.13暴投の定義は2.82参 照。捕逸の記録は、本条規定により、捕手の行為が走者

の進塁の原因となつたときに捕手に与えられる。

(a)投 手の正規の投球が高すぎるか、横にそれるか、低すぎたために、捕手が普

通の守備行為では止めることも処理することもできず、そのために走者を進塁さ

せた場合には、暴投が記録される。

また、投手の正規の投球が、捕手に達するまでに地面やホームプレー トに当た

り、捕手が処理できず、そのために走者を進塁させた場合にも、暴投が記録され

る。

第 3ス トライクが暴投となり、打者が一塁に生きた場合は、三振と暴投を記録

する。

(b)普 通の守備でなら保持することができたと思われる投手の正規の投球を、捕

手が保持または処理しないで、走者を進塁させたときには、捕手に捕逸が記録さ

れる。

第 3ス トライクが捕逸となり、打者が一塁に生きた場合は、三振と捕逸を記録

する。

【原注】 守備側チームが走者の進塁を防いでアウトにしたときは、暴投および捕逸を

記録しない。たとえば、走者一塁で投球が地面に当たり捕手が捕れなかつたが、ボ

ールを拾い直して走者を二塁でアウトにした場合、暴投を記録しない。他の走者の

進塁は、野選による進塁と記録する。また、走者一塁で捕手が投球を捕らえ損じた

が、ボールを拾い直して走者を二塁でアウトにした場合も、捕逸を記録しない。他
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10.14～ 10.15           四球・故意四球 。三振

の走者の進塁は、野選による進塁と記録する。

四 球 ・ 故意四球

10,14四球の定義は2.07参照。

(a)ス トライクゾーンの外に4個の投球が投げられて、打者が球審から一塁を与

えられたときには、四球が記録される。しかし、四球目の投球が打者に触れたと

きは、死球が記録される。

【原注】 1個の四球に対して2人の投手が関与した場合については、10。 16(h)に規
定がある。10.15(b)に規定されているようた、一っの四球に2人以上の打者が関与
したときは、最後の打者に四球の記録が与えられる。

(b)故 意四球は、投球する前から立ち上がっている捕手に四球目にあたるボール

を、投手が意識して投げた場合に、記録される。

(c)四 球を与えられた打者が一塁に進まなかったためにアウトを宣告された場合

には、四球を取り消して、打数を記録する。

三    振

10.15三振の記録は、本条規定により、球審が打者にス トライクを3回宣告したとき

に、投手と打者に与えられる。

(a)次 の場合には三振を記録する。

(1)捕 手が第 3ス トライクを捕らえたので、打者がアウトになった場合。

(2)0ア ウトまたは 1ア ウトで走者が一塁にいるときに、第 3ス トライクが宣

告されて、打者がアウトになった場合。

(3)捕 手が第 3ス トライクを捕らえなかったので、打者が走者となった場合。

(4)2不 トライク後、打者がバントを企ててファウルボールとなつた場合。

ただし、そのバントがファウル飛球として野手に捕らえられた場合には、三
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振と記録せず、そのフアウル飛球を捕らえた野手に刺殺を記録する。

(b)打 者が 2ス トライク後退いて、代わつた打者が三振に終わつたときには、最

初の打者に三振と打数とを記録し、代わつて出場した打者が三振以外で打撃を完

了した (四球を含む)場合には、すべてその代わつて出場した打者の行為として

扱う。

【注】 1打席に3人の打者が代わつて出場し、3人目の打者が三振に終わつたときに

は、2ス トライクが宣告されたときに打撃についていた打者に、三振と打数とを記

録する。

自 責 点 ・ 失 点

10.16自 責点とは、投手が責任を持たなければならない得点である。

自責点を決定するにあたつては、次の 2点を考慮する。

まず、イニングについて、同一イニングに 2人以上の投手が出場したときの救援

投手は、出場するまでの失策 (捕手などの打者への妨害を除く)ま たは捕逸による

守備機会を考慮されることなく、それまでのアウトの数をもとにしてあらためてイ

ニングを終わらさなければならない。(i項参照)

ついで、走者が進塁するにあたつて失策があつたときは、その失策がなくても進

塁できたかどうかに疑間があれば、投手に有利になるように考慮する。

(a)自 責点は、安打、犠牲バント、犠牲フライ、盗塁、刺殺、野手選択、四球

(故意四球も含む)、 死球、ボーク、暴投 (第 3ス トライクのときに暴投して打者

を一塁に生かした場合も含む)に より、走者が得点するたびごとに記録される。

ただし、守備側が相手チームのプレーヤーを3人アウトにできる守備機会をつか

む前に、前記の条件をそなえた得点が記録された場合に限られる。

暴投は投手の投球上の過失であつて、四球またはボークと同様、自責点の決定

にあたつては、投手が責任を負う。
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10.16                自  責  点

【原注】以下は、投手の自責点についての例である。
① 投手甲は、その回の最初の2人、Aと Bを凡退させた。Cは野手の失策で一塁

に生き、D、 Eが連続本塁打を打った。投手甲はFを打ち取つてその回を終わら

せた。 3点が記録されたが、甲に自責点は記録されない。失策がなければ、この

回はCで終わっていたはずだからである。

② 投手甲は、先頭のAを打ち取つた。Bは三塁打。Cに対して甲が暴投、Bが生

還した。甲は続くDと Eを打ち取つた。この回の 1点は自責点となる。暴投は自

責点の要素となるからである。

打者走者が捕手の妨害で一塁に生きた場合、結果的にその打者走者が得点しても自

責点とはしない。しかし、捕手の妨害がなければその打者はアウトになっていたと

仮定してはならない (野手の失策によって一塁に生きた場合とは違う)。 なぜなら、

その打者は打撃を完了する機会がなかったのであり、捕手の妨害がなかったらどの

ような結果になっていたかはわからないからである。次の二つの例を比べよ。

③ 2ア ウトからAは遊ゴロ失で一塁に生きた。B本塁打、C三振。 2点が記録さ

れたが、自責点は記録されない。なぜなら、Aの打撃で失策がなければ第 3ア ウ

トになっていたはずだからである。

④ 2ア ウトからAは捕手の妨害で一塁に生きた。B本塁打、C三振。 2点が記録

されたが、このうちBの得点は自責点である。なぜなら、捕手の妨害がなければ

第 3ア ウトになっていたと仮定することはできないからである。

【注 1】 ここでいう
｀
攻撃側プレーヤーをアウトにできる守備機会゛とは、守備側が

打者または走者をアウトにした場合と、失策のためにアウトにできなかった場合と

を指し、以下これを ｀
アウトの機会、という。

本項の ｀
ただし、以下は、守備側に相手チームのプレーヤー2人に対するアウトの

機会があった後、前記の得点があっても、次に該当する場合は、投手の自責点とな

らないことを規定している。すなわち、

①その得点が3人目のアウトを利して記録された場合、あるいはそのアウトが成立し

たとき、またはそれ以後に記録された場合

②その得点が3人目のプレーヤーが失策のためにアウトにならなかったときに記録さ

れるか、またはそれ以後に記録された場合である。

たとえば、0ア ゥト、A中前安打、B投前バントを試みたとき、投手からの送球を
一塁手が落球して走者一 。二塁となり、Cの三前バントで走者を二 。三塁に進めた
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後、D中堅手にフライを打ち、Aはこのフライアウトを利して得点し、E三振に終

わった。このイニングには投手の自責点はない。

oア ウト、A三ゴロ失に生き、B三振、CのニゴロでAを フォースアウトにしよう

とした二塁手からの送球を遊撃手が落球して走者―・二塁、D本塁打、E投ゴロ、

F三振に終わつた。このイニングには投手の自責点はない。

攻撃側プレーヤーに対する
｀
アウトの機会゛を数えるにあたつては、種々の場合が

あるので、次に列記する。

① 打者が、フアウルフライ失によつて打撃時間を延ばされたとき、走塁妨害で一

塁を得たとき、捕手の第 3ス トライクの後逸によつて一塁を得た (第 3ス トライ

クのときの投手の暴投を除く)と き、野手の失策によつて一塁を得たとき、失策

のためにアウトを免れた走者に対して打者の行為に起因した野手の選択守備の結

果一塁を得たときは、いずれも打者に対するアウトの機会は 1度と数える。

② ファウルフライ失によつて打撃時間を延ばされた打者が、アウトになつたとき、

または野手の失策によつて一塁を得たとき、アウトの機会は2度あつたように見

えるが 1度と数える。

また、この打者の打撃行為に起因した野手の選択守備の結果打者が一塁を得た

ときは、守備の対象となつた走者がすでにアウトの機会があつたかどうかに関係

なく、このプレイにおけるアウトの機会は2度と数える。(打者についてはアウト

の機会が 1度あつたことになる)

③  l度アウトの機会のあつた打者または走者が、他の打者の行為とみなされない

原因、たとえば盗塁またはこれに類する行為あるいは余塁を奪おうとした行為で

アウトになったとき、または失策のためにそのアウトを免れたときは、ァウトの

機会は2度あつたように見えるが、1度と数える。

④ l度アウトの機会のあつた打者または走者が、他の打者の行為に起因した野手

の選択守備でアウトになつたとき、または失策のためにそのアウトを免れたとき

は、アウトの機会は2度と数える。

⑤ l度アウトの機会のあつた打者または走者が、他の打者とともに併殺となった

ときは、アウトの機会は3度あつたように見えるが、2度と数える。

【注 2】 ①自責点となるべき要素は、安打、犠牲バントおよび犠牲フライ、盗塁、刺

殺、野手選択、四球 (故意四球も含む)、 死球、ボーク、暴投であり、②自責点に含

んでならない要素は、守備失策、捕手または野手の妨害、走塁妨害、捕逸、フアウ

ルフライ失である。

点責
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②の要素で一塁に生きたり、または本塁を得た場合はもちろん、二塁、三塁を進む
にあたっても、②の要素に基づいた場合には、自責点とはならない。ただし、二塁、
三塁を②の要素で進んだ走者が得点した場合でも、これらのミスプレイの助けをか
りなくても得点できたと思われるときには、自責点とする。(10。 16d参照)

さらに、アウトになるはずの走者が、失策によってアウトを免れた後に得点した場
合には、自責点とはならない。

また、守備の失策があった場合でも、その走者は失策と無関係に進塁したと記録員
が判断したときは、②の要素で進んだものとはならないで自責点となる。この2点
に特に注意を要する。

(b)次 の理由で打者が一塁を得た後、得点することがあっても、自責点とはなら

ない。

(1)フ アウル飛球の落球によって打撃の時間を延ばされた打者が、安打その他

で一塁を得た場合。

(2)妨 害または走塁妨害で一塁を得た場合。

(3)野 手の失策で一塁を得た場合。

【注】失策によってアゥトを免れた走者に対して、打者の行為に起因した野手の選択
守備の結果、打者が一塁を得た場合も、本項同様に扱う。

(c)失 策がなければアウトになったはずの走者が、失策のためにアウトを免れた

後、得点した場合は、自責点とはならない。

【注】 本項は、原則として走者に対する守備が現実に行なわれ、失策によってァウト
を免れた場合に適用すべきであるが、フォースプレイで、野手が走者をアウトにし
ようとするプレイをしないで失策した場合 (た とえば、ファンブル、後逸など)、 そ
の失策によって走者が明らかに封殺を免れたと記録員が判断したときには、本項を
適用してもさしつかえない。

責
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(d)失 策、捕逸、あるいは守備側の妨害、または走塁妨書の助けをかりて進塁し

た走者が得点した場合、このようなミスプレイの助けをかりなければ得点できな

かったと記録員が判断したときだけ、その走者の得点は自責点とならない。

【注 1】 走者が得点した際、自責点とするか否かを決定するにあたつては、ミスプレ

イの助けがなかつたら進塁もまた得点もできなかつたと記録員が判断した場合だけ

に本項を適用し、その他の場合、すなわち、現実にミスプレイの助けをかりて進塁

していたが、もし、そのミスプレイの助けがなくても、その後の自責点となる要素

に基づいて当然進塁して得点できたと記録員が判断した場合には、自責点とする。

① 安打で出塁した一塁走者Aが、捕逸で二塁に進んだ後、Bの単打で得点したよ

うな場合には、自責点としない (単打でなく、三塁打以上の長打で得点した場合

には自責点となる)が、Bが四球で出塁し、Cの単打で得点したような場合には

自責点とする。

② A四球、B三ゴロ失で走者一 。二塁の後、C、 D四球を得て、Aが得点したよ

うな場合、失策のためアウトを免れたBがいなければ、AはDの四球によって得

点できなかつたから、Aの得点を自責点としない。しかし、Dが二塁打以上の長

打を打つて、A、 Bが得点した場合には、Aを 自責点とする。

③ A四球で出塁し、捕逸で二塁に進み、Bは三ゴロでアウトになり、Aは二塁に

とどまっていた後、Cの単打で得点したような場合、Aは、Bの内野ゴロのアウ

トを利して二塁に進むことができたとはみなさないで、Aの得点は自責点としな

い。もっとも、Cの三塁打以上の長打で得点したような場合には、自責点とする。

【注 2】 満塁のとき、打者が捕手または野手の妨害によつて一塁を得たために二塁走

者が得点した場合には、二塁走者の得点は自責点としない。

【注 3】 ファウルフライ失によつて打撃時間を延ばされた打者の打撃を完了したプレ

イに基づく走者の進塁は、ミスプレイの助けをかりた進塁とみなす。

(e)投 手の守備上の失策は、自責点を決定する場合、他の野手の失策と同様に扱

って、自責点の要素からは除かれる。

(f)走 者が進塁するにあたつて野手の失策があつたとき、その走者の進塁が失策

に基づくものかどうかを決める場合 (失策による進塁ならば自責点とならない)

点
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10.16 自責 点・失 点

には、もし無失策の守備だったら、はたしてその塁に進むことができたかどうか

を仮想して決めるのであるが、そこに疑間の余地があれば、投手に有利になるよ

うに判定すべきである。 (す なわち失策によって進塁したように決める)

(g)あ る投手が回の途中で走者を残して退いた後を救援投手が受け継ぎ、その任

務中に、前任投手が残した走者が得点した場合はもちろん、救援投手に対した打

者の打球により、野手の選択守備で前任投手が残した走者をアウトにしたために

塁に出た打者が得点した場合にも、その得点は (い ずれの場合も自責点、非自責

点を問わない)前任投手のものとして数える。

【原注】 ここでは、残された走者の数が問題であって、走者が誰であったかにこだわ
る必要はない。前任投手が走者を残して退き、救援投手が出場して、その回の任務
中に得点が記録されたときは、次の例外を除いて、たとえ残した走者がアウトにさ
れることがあっても、その残した走者の数までは、前任投手が責任を負わなければ
ならない。

すなわち、残された走者が盗塁に類する行為または妨害など、打者の行為によらな
いでアウトになったときは、残された走者の数は減ぜられる。
① 投手甲、四球のAを塁に残して退き、投手乙が救援、Bがゴロを打つてアウト

になり、Aを二塁に進める、Cは フライアウト、Dが単打して、Aが得点――投
手甲の失点。

② 投手甲、四球のAを残して退き、乙救援、Bは ゴロを打つてAを二塁で封殺、
Cゴロを打ってアウトになり、Bを二塁に進める。Dの単打でB得点――投手甲
の失点。

③ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B単打して、Aを三塁に送る、C遊ゴ
ロしてAを本塁でアウトにする。この間B二進、Dフ ライアウト、E単打してB
得点――投手甲の失点。

④ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球、Cフ ライアウト、Aは捕手か
らの送球で二塁を追い出されてアウト (こ れで甲の走者はいないことになる)、 D
二塁打して、B一塁から得点――投手乙の失点。

⑤ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球後さらに丙と代わる、Cの打球
でAを三塁に封殺、Dの打球もBを三塁に封殺、E3点本塁打する一―投手甲、
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乙、丙ともに失点各 1。

10.16

⑥ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球、C単打して満塁、Dは Aを本

塁に封殺、Eは単打してBと Cとを本塁に送る一―投手甲、乙ともに失点各 1。

⑦ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B単打したが、Aは三塁を奪おうとし

てアウト、その間にBは二進、C単打してB得点――投手乙の失点。

【注 1】 例① 投手甲、ニゴロ失に生きたAを残して乙と代わる。B四球後、Cの打

球でAを三塁に封殺、D3点本塁打する一―Cが投手甲の失点 (非自責点)と なり、

B、 Dが投手乙の失点 (自責点)と なる。

例② 投手甲、三ゴロ失に生きたAを残して乙と代わる。B四球後、Cの打球でAを

三塁に封殺、D単打してB得点、E、 F凡退一―Bが甲の失点 (非自責点)と なる。

【注 2】 本項 〔原注〕の後段に述べられている前任投手の残した走者の数が減ぜられ

る場合には、前任投手の残した走者が救援投手に対した打者と共に併殺されるか、

または救援投手に対した打者の行為で前任投手の残した2人の走者が併殺された

(こ の際は、 1が減ぜられるだけ)場合、および前任投手の残した走者が余塁を奪お

うとしてアウトになった場合も含む。

(h)前 任投手が打者の打撃を完了させないで退いたときには、次の要項によつて

各投手の責任が明らかにされる。

(1)投 手が代わつて出場した当時、ボールカウントが次のようなときであつて、

その打者が四球を得た場合には、その四球を得た打者を前任投手が責を負うべ

き打者として記録し、救援投手の責任とはならない。

ボ ー ル… … 。22333
|  |  |  |  |

ス トライク………… 0 1 0 1 2
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10.16             自責点・失点

(2)前 記の場合、打者が四球以外の理由、すなわち安打、失策、野選、封殺、

死球などで一塁に生きたときは救援投手の責任とする。(打者がアウトになっ

たときも救援投手の責任となる)

【原注】 このことは10。 16(g)に 抵触するものではない。

(3)投 手が代わって出場 した当時、打者のボールカウントが次のような場合に

は、その打者およびその打者の行為はすべて救援投手の責任とする。

ボ ー ル…………2 1 1 l o o
l l l l l l

ス トライク…………2 2 1 0 2 1
(i)同 一イニングに2人以上の投手が出場したときの救援投手は、そのイニング

での自責点の決定にあたっては、出場するまでの失策または捕逸によるアウトの

機会の恩恵を受けることはできない。

【原注】 本項の目的は、救援投手が自責点にならないことを利用して、無責任な投球
をするのを防ぐためのものである。

救援投手にとっては自責点となっても、チームにとっては自責点とならない場合が
ある。

① 2ア ウト、投手甲、四球のAと失策で出塁したBと を残して投手乙と代わる。
Cが 3点本塁打する。一一投手甲の自責点はなし。投手乙の自責点は 1。 チーム
の自責点はなし。

② 2ア ウト、投手甲、四球のAと Bと を残して投手乙と代わる。C失策で出塁。
D満塁本塁打する。一一投手甲、乙とも失点 2、 自責点はなし。

③ Oア ウト、投手甲、四球のAと失策で出塁したBと を残して投手乙と代わる。
C3点本塁打する。D、 Eと もに三振。F失策で出塁。G2点本塁打する。一―
投手甲失点 2、 自責点 1。 投手乙失点 3、 自責点 1。 チームの失点 5、 自責点 2。

【注】 イニングの途中から出場した救援投手の自責点の決定にあたって本項が適用さ
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勝投手 。敗投手の決定               10・ 17

れるために、チームの自責点より、投手個人の自責点の合計の方が多くなる場合が

ある。なお、救援投手が自責点となる走者を残して退いても、それ以後の失策また

は捕逸によるアウトの機会の恩恵を受けることはできる。

勝投手、敗投手の決定

10。17勝投手、敗投手の決定

(a)あ る投手の任務中、あるいは代打者または代走者と代わつて退いた回に、自

チームがリードを奪い、しかもそのリードが最後まで保たれた場合、その投手に

勝投手の記録が与えられる。

ただし、次の場合はこの限りではない。

(1)そ の投手が先発投手で、10.17(b)が適用された場合。

(2)10。 17(c)が適用された場合。

【原注】 試合の途中どこででも同点になれば、勝投手の決定に関しては、そのときか

ら新たに試合が始まったものとして扱う。

相手チームが一度リードしたならば、その間に投球した投手はすべて勝投手の決定

からは除外される。ただし、リードしている相手チームに対して投球している間に、

自チームが逆転して再びリードを取り戻し、それを最後まで維持したときは、その

投手に勝の記録が与えられる。

(b)先 発投手は、次の回数を完了しなければ勝投手の記録は与えられない。

(1)勝 チームの守備が 6回以上の試合では5回。

(2)勝 チームの守備が 5回 (6回未満)の試合では4回。

先発投手が本項を満たさないために救援投手に勝投手の記録が与えられる場合

は、救援投手が 1人だけであればその投手に、 2人以上の救援投手が出場したの

であれば、勝利をもたらすのに最も効果的な投球を行なつたと記録員が判断した

1人の救援投手に、勝投手の記録を与える。
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10.17               勝投手 。敗投手の決定

【原注】 救援投手が勝投手として記録されるには、その投手が最低 1イ ニングを投球
するか、試合の流れ (ス コアも含む)の中で試合を決定づけるアウトを奪うこと、
というのが本項の趣旨である。最初の救援投手が効果的な投球をしたからといって、
ただちにその投手に勝を与えるべきではない。なぜなら、勝投手は、最も効果的な

投球をした投手に与えられるものであり、続く救援投手が最も効果的な投球を行な
うかもしれないからである。どの救援投手に勝を与えるかを決定するには、失点、
自責点、得点させた走者数、試合の流れを考慮しなければならない。もし2人以上
の投手が同程度に効果的な投球を行なった場合は、先に登板した投手に勝を与える
べきである。

(c)救 援投手が少しの間投げただけで、しかもその投球が効果的でなかったとき

に、続いて登板 した救援投手の中にリードを保つのに十分に効果的な投球をした

投手がいた場合は、前者に勝の記録を与えないで、続いて登板した救援投手の中

で最も効果的な投球をしたと記録員が判断した投手に勝を与える。

【原注】 救援投手が 1イ ニングも投げずに2点以上の得点 (そ れが前任投手の失点で
あつても)を許した場合は、効果的な投球とはいえず、かつ少しの間しか投げなか
つたと一般的にはみなすべきであるが、必ずそうみなすというわけではない。複数
の救援投手から勝投手を選ぶ際には、本条(b)の 〔原注〕が参考となる。

(d)自 己の責任による失点が相手チームにリードを許し、相手チームが最後まで

そのリー ドを保つたとき、その投手に敗投手の記録を与える。

【原注】 試合の途中どこででも同点になれば、敗投手の決定に関しては、そのときか
ら新たに試合が始まったものとして扱う。

(e)選 手権試合でないオールスターゲームのような場合には、本条 (b)は 適用さ

れない。このような試合の勝投手の記録は、勝チームが試合の最後までリードを
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シャットアウト・セーブの決定 10.18～ 10.19

保ったときには、そのリー ドを奪つた当時投球していた投手 (先発あるいは救

援)に与える。ただし、勝チームが決定的リードを奪つた後でも、その投手がノ

ックアウトされ、むしろ救援投手が勝投手としての資格があると考えられるとき

は、この限りではない。

シャットアウト                t

10,18シ ャットアウト (無得点勝利)の記録は、得点を許さなかつた投手に与えられ

る。

完投投手でなければ、シャットアウトの記録は与えられない。ただし、 1回 0ア

ウト無失点のときに代わって出場した投手が、無失点のまま試合を終わつた場合に

限つて、完投投手ではないが、シャットアウトの記録が与えられる。投手が 2人以

上リレーしてシャットアウトしたときは、リーグの公式投手成績にその旨の説明を

つける。

救援投手のセープの決定

10.19セ ーブは、本条規定により、救援投手に与えられる記録である。

次の4項目のすべてを満たした投手には、セーブの記録を与える。

(a)自 チームが勝を得た試合の最後を投げ切つた投手。

(b)勝 投手の記録を得なかった投手。

(c)最 低 3分の 1の投球回が記録された投手。

(d)次 の各項目のいずれかに該当する投手。

(1)自 チームが 3点のリードのときに出場して、しかも最低 1イ ニングを投げ

た場合。

(2)塁 上に走者が残されているとき、その走者か、走者および相対する打者、

または、走者と相対する打者およびその次打者が得点すれば、タイとなる状況

のもとで出場してリー ドを守り切つた場合。

塁上に走者が残されていないとき、相対する打者か、または、相対する打者
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10.20-10.21 統計・率の決定

およびその次打者が得点すれば、タイとなる状況のもとで出場してリードを守

り切った場合。

(3)最低3イ ニング投球した場合。

10.20リ ーグ会長は、公式統計員を任命し、リーグ選手権試合あるいはポス トシーズ

ンゲームに出場した全プレーヤーの打撃、守備、投手成績 (10.02に規定された)

の記録の集計にあたらせる。公式統計員は、シーズン末には選手権試合の個人、チ

ームの記録が記載されている記録表を作成し、リーグ会長に提出する。この記録表

には、各プレーヤーの姓名を明示し、打者には、右打、左打、左右打の区別、野手、

投手には、右投、左投の区別を記録する。

打順表に記載されたプレーヤーが、 1回の守備につかないで交代した場合、守備

に関しては、試合に出場したとの記録が与えられない。

打順表に記載されるか、交代して出場すると発表されたプレーヤーは、すべて、

打撃に関しては、試合に出場したとの記録が与えられる。

【原注】 あるプレーヤーが、少なくとも1球あるいは1プ レイの間、守備についた場

合は、守備に関しての試合出場を記録する。

代わつて出場したプレーヤーが守備についたものの、 1球が投じられるか、プレイ

が始まる前にコールドゲームが宣せられた場合 (た とえば雨)は、打撃に関しては

試合出場を記録するが、守備に関しては試合出場を記録しない。救援投手が登板し

たものの、 1球を投じるか、プレイが始まる前にコールドゲームが宣せられた場合

(た とえば雨)は、打撃に関しては試合出場を記録するが、守備および投手成績に関

しては、試合出場を記録しない。

率 の 決 定

10,21各率は次の計算による。

(a)勝 率を出すには、勝、敗の合計数で勝試合数を割る。

計統
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各最優秀プレーヤー決定の基準             10.2

(b)打 率を出すには、打数で安打数を割る。

(c)長 打率を出すには、打数で塁打数を割る。

(d)守 備率を出すには、刺殺、補殺、失策の合計数 (守備機会)で刺殺、補殺の

合計数を割る。

(e)投 手の防御率を出すには、その投手の自責点の合計に9を掛け、それを投球

回数 (端数を含む)で割る。

【原注】 例――投球回9%回、自責点3の場合、防御率は、3X9÷ 9%=2.89

【注】 率の算出にあたって割り切れない場合は、小数点以下4位まで求めて四捨五入

する。防御率は小数点以下3位まで求めて四捨五入する。

(f)出 塁率を出すには、打数、四球、死球、犠飛の合計数で、安打、四球、死球

の合計数を割る。

【原注】出塁率の算定にあたって、妨害 (イ ンターフエア)、 走塁妨害 (オブストラク
ション)に よる出塁は除く。

各最優秀プレーヤー決定の基準

10.22プロフェッショナルリーグの打撃、投手、守備における各最優秀プレーヤーの

決定は、次の基準による。

(a)リ ーグの首位打者、最高長打率打者、最高出塁率打者は、最高の打率、長打

率、出塁率をあげたプレーヤーに与えられる。ただし、メジャーリーグではその

シーズン中の 1ク ラブあたりに組まれている試合総数の3.1倍以上、マイナーリ

ーグでは2.7倍以上の打席数を必要とする。

打席数とは、打数、四球、死球、犠牲バント、犠牲フライおよび妨害または走

塁妨害による出塁数の各々の合計をいう。

―-193-―



10.22             各最優秀プレーヤー決定の基準

ただし、必要な打席数に満たない打者でも、その不足数を打数として加算し、

なお最高の打率、長打率、出塁率になった場合には、この打者がリーグの首位打

者、最高長打率打者、最高出塁率打者となる。

【原注】 1ク ラブあたり162試合が組まれているメジャーリーグでは、その3.1倍の
502、  1ク ラブあたり140試 合が組まれているマイナーリーグでは、その2.7倍の

378が規定打席数である。端数は四捨五入する。たとえば、162の 3.1倍 は502.2だ が、

端数を切り捨てて502が規定打席数となる。

Aが、500打数181安打、打率 3割 6分 2厘で、502打席以上の打者中最高打率を

記録したとしても、490打席のBが440打数165安打、打率 3割 7分 5厘を記録した

場合、首位打者はBである。なぜなら、Bの打数に12を 加えて打率を算出すると3

割 6分 5厘となり、Aを上回るからである。

(b)メ ジャーリーグの最優秀防御率投手は、少なくともそのリーグで 1ク ラブあ

た りに組まれている試合総数 と同数以上のイニングを投球 していなければならな

い 。

マイナーリーグでは、少なくともそのリーグで 1ク ラブあたりに組まれている

試合総数の80%の数と同数以上のイニングを投球していなければならない。

【原注】 1ク ラブあたり162試合が組まれているメジャーリーグでは、162イ ニングが

規定投球回数である。1612/3イ ニングの投手は資格がない。 1ク ラブあたり140試

合が組まれているマイナーリーグでは、■2イ ニングが規定投球回数である。端数は、

最も近い3分の 1の値に切り捨てまたは切り上げる。たとえば、 1ク ラブあたり144

試合が組まれているマイナーリーグでは、144の 80%は 115。 2で、H5%イ ニング

が規定投球回数となる。 1ク ラブあたり76試合が組まれているマイナーリーグでは、

76の 80%は 60.8で、602/3イ ニングが規定投球回数となる。

(c)守 備の最優秀プレーヤーは、各ポジションにおける最高の守備率を得た野手
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連続記録の規定                10.23

に与える。

(1)捕 手は、少なくともそのリーグで 1ク ラブあたりに組まれている試合総数

の半数以上の試合に、捕手として出場 しなければならない。

(2)内 野手および外野手は、少なくともそのリーグで 1ク ラブあたりに組まれ

ている試合総数の 3分の 2以上の試合に、そのポジションの守備につかなけれ

ばならない。

(3)投 手は、少なくともそのリーグで 1ク ラブあたりに組まれている試合総数

と同数以上のイニングを、投球していなければならない。

ただし、規定投球回数に満たない投手が、規定に達した投手よりも守備機会

数 (刺殺、補殺、失策の合計)を より多く記録し、なお守備率が最高の場合に

は、その投手が最高守備率投手となる。

【10.22注 】 我が国のプロ野球では、｀
組まれている試合総数゛を

｀
行なった試合数゛

に置きかえて適用する。数の算出にあたり、端数は本条(a)(b)各 〔原注〕に準ずる。

連続記録の規定

10.23連続記録の規定

(a)連 続安打の記録は、四球、死球、打撃または走塁妨害、および犠牲バントに

よって中断されない。しかし、犠牲フライはその記録を中断する要素となる。

(b)連 続試合安打の記録は、すべての打席が四球、死球、打撃または走塁妨害お

よび犠牲バントのいずれかであつたとき、中断されたことにはならない。しかし、

犠牲フライはその記録を中断する要素となる。

プレーヤー個人の連続試合安打の記録は、そのプレーヤーが連続出場した試合

の結果によって決定される。

【注】 プレーヤーが試合に出場していたが、打席がこないうちに試合が終わつた場合

および塁上の走者がアウトになつて攻守交代となつたためなど打席に入つたが打撃

一-195-―



連続記録の規定

を完了できなかった場合は、連続安打および連続試合安打の記録が中断されたもの

とはみなさない。

(c)プ レーヤーが連続試合出場を記録するためには、少なくとも自チームのある

イニングの守備 (回の初めから終わりまで)に出場するか、あるいは塁に出るか

アウトになって打撃を完了しなければならない。代走として試合に出ただけでは、

連続試合出場を記録したことにはならない。

プレーヤーが本項の要件を満たさないうちに、審判員によって試合から除かれ

た場合は、この連続試合出場の記録が中断されたことにはならない。

(d)サ スペンデッドゲームで、本条各項を適用するにあたっては、その続行試合

でのすべてのプレイは、一時停止された元の試合日に記録されたものとみなす。
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付    言己    (野 球規則適用の沿革)

アマチュア野球の沿革

〉1950年 3月、社会人野球協会、日本学生野球協会および全日本軟式野球連盟が共

同して「日本アマチュア野球規則」を統一制定した。

〉1951年新たに全国高等学校野球連盟を加えて、1952年に、1950年度制定の「日

本アマチュア野球規則」を改め「公認野球規則」を編纂し、1953年には全日本大

学野球連盟も加わった。

〉爾後毎年米国のルール改正に伴い改訂をなし、これを採用した。

プロ野球の沿革

>1936年 2月 、「最新野球規則 (山 内以九士編)」 に改正を加え施行した。

>1941年 2月 、1940年度米国改正ルールを基として「日本野球規則 (広瀬謙三、山

内以九士共編)」 を編纂した。

〉1951年 1月 、セ・パ両リーグ合同野球規則協議会を開催し、従来の「日本野球規

則」に代えて、「1950年改訂最新野球規則 (神田順治編)」 に訂正補足を加え、こ

れを適用することとした。

>1953年 1月 、1951年度制定の規則書および米国改正ルールに基づいて「最新野球

規則」を制定しこれを適用した。

〉爾後両リーグ野球規則協議会は米国のルール改正に伴い適宜改正補足してこれを適

用した。

1955年 日本におけるプロ野球とアマチュア野球の規則書の合同化を図り、これが

実現を見た。

>1955年 12月 26日 、プロ野球とアマチュア野球の各代表が会合して規則書の合同化

を決定した。この時の編纂委員として、相田暢一、小川正太郎、神田順治、久保田

高行、島 秀之助、鈴木美嶺、坪井忠郎、二出川延明、萩原兼顕、柳原 基、山内

以九士、横沢二郎 (以上五十音順)の各氏を選出し、規則書執筆担当者は、山内、
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柳原、坪井、鈴木各委員、「審判員の手引」執筆者は島、二出川、相田の各委員お

よび山本英一郎氏、索引執筆者は坪井委員に決定した。

1956年 1月 6日 、第 1回編纂委員会を開催 して、具体的方法について検討し、爾

後審議を重ねて同年 3月新しく「1956年 度公認野球規則」の発刊を見るに至った。

〉1957年 1月 、日本野球規則委員会 (仮称)は、米国の大幅なルール改正に伴い、

前年度規則に検討を加えて、1957年度野球規則の決定をなし、これを適用した。

>1958年以後、毎年米国のルール改正に我が国独自の改訂が加えられ、現在に至っ

ている。

〉2015年度日本野球規則委員会は、 1月 8日 に開催し、麻生紘二、中本 尚、後

勝、木嶋一黄、赤井淳二、吉川芳登、林 清一、内藤雅之、小山克仁、桑原和彦、

横溝直樹、杉山幸雄、池原正治、新 純生、関 洋二、井野 修、友寄正人、山川

誠二、橘高 淳、東 利夫、中村 稔、森 健次郎、笠原昌春、山田 繁、山本

勉、西原稔泰の各氏が編纂にあたった。
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索 ヲ|

プレイングルールズ

(ア イウエオ順 )
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本塁に触れない 7.08(k), 7.10(d)

打順を誤る …………………・…………………………………………………・・6.07

アピール可能な時期 ………………………………………………………。7.10(d)

(野手のプレイが介在した場合)… ……………………………………・7.10(d注 1)

同一走者に同一塁で再びアピール ・…………………・
:・

………………… 7.10(d)

アピールアウトを第 3ア ウトと置き換える 。……………………………・7.10(d)

アピールの意図を明らかに示す …………………………………………7.10(原 注)

塁の踏み直しに戻れない場合 …………………………………………7.10(b付記)

アピールアウトと得
`点

4.09, 7.12

審判員へ裁定訂正の要請、合議 ………………………………………9.02(b, c)

安全進塁権 ……………………………………………………………………・・7.04,7.05

最終回押し出し勝利の得点の場合

第 3ア ウト後も前位の走者は得点

与えられた塁を踏まずに進塁する

アウトになった打者または走者の妨害

……………………………………………………………4.09(b)

………………………………………・7.04(b原 注 )

………………………………………………………・7.04(付 記)

…………・………………・……・………・……………・・7.09(e)

(イ )

イリーガルビッチ ・………………………………………2.38,8.01(a～ d),8.05(e)

イリガリーバッテッド(ア クション)・ …………………………………………………・5.09(d), 6.06

インフィールドフライ・…………………………………………‥……………・2.40,6.05(e),7.08(f)

インプレイ・…………………………………………………………2.48,5.02,5.08,6.05(h),6.08(d)

移動したプレー トまたはベース ……………………………………… 7.08(c付 記2,3)

インターフェアランス ……………………………………………(ホ )の 妨害等の項参照
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(工 )

延長試合 ・……………………………………………………………………… 4.10(b)

エメリーボール ………………………………………………………・8.02(a6, a注 1)

(オ )

オブス トラクション(走塁妨害)・ ……………………………………………・2.51,7.06

直接プレイが行なわれている走者 ・……………………………………… 7.06(a)

直接プレイが行なわれていない走者 ……………………………………… 7.06(b)

オーバーラン,オ ーバースライド…………………………………・2.57,7.08(e, j)

追い越し(前位の走者を)… ……………………………………………………・7.08(h)

(力 )

観衆がプレイを妨げる ‥……………………………………2.15(原 注),2.44(d),3.16

観衆に対するプレーヤーの行為 …………………………………………・3.09,4.06(a)

観衆と特別グラウンドルール ・……………………………………………………・・3.13

観衆内 (ス タンド)に 野手が捕球後倒れる…………・5.10(f), 6.05(a原 注),7.04(c)

監督と裁定訂正の要請 ……………………………………………… 2.50,9.02(b,c)

監督がプレイの成り行きを選択 ………………………………・6.08(c),8.02(a罰則 )

監督, コーチが投手のもとに行 く制限 ・……………………………………………8.06

空振 りしたバットが捕手の逸球に触れる………………………………… 6.06(c原 注)

カップバット…………………………………………………………………… ■10(b)

(キ )

競技場の設定 ………………………………………………………………………… 1.04

競技場使用の適否の判断,整備指図 ………………………………………… 3.10,3.11

競技進行中に競技場内に入れる者 …………………………………………………・・3.15

競技場外に打ち出された球 ………………………………………… 6.09(d～ h),7.05

競技場外に投げ出された球 …・……………………………………………………………7.05

金属製バット…………………………………………………………1.10(a注 1,2,3)

競技用具と商業的宣伝 ………………………………………………………………・1.17
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挟 撃 …………………………………2.68,5.09(b注 ),6.06(c注2),7.08(b原注2)

逆走 (愚弄,混乱)……………………………………………………………… 7.08(1)

帰塁に関する処置 (試合停止球)再録 ………………………………………118頁 ～120頁

(ク )

グラブ, ミット・…………………………………………………………・1.12, 1.13,1.14, 1.15

グラブを打球に投げつける一一本塁打 ・……………………………………… 7.05(a)

グラブを打球に投げつける一-3個の塁 ……………………………………… 7.05(c)

グラブを送球に投げつける一-2個の塁 ……………………………………… 7.05(e)

グラウンドルール(観衆が場内にあふれる)… ……………………………………… 3.13

クィックビッチ ………………………………………2.38,2.64,8.01(原 注),8.05(e)

(ケ )

“ゲーム"宣告に対する注意 ………………………………………………………4.09(b)

(コ )

コー トの着用 ………………………………………………………………… 1.11(g注 )

コールドゲーム・……………………………………………………………………・2.14

交代 (プ レーヤー)… …………………………………………3.03～ 3.08,4.04,5.10(d)

コーチ ・………………………………………………………2.19,(ベ ースコーチ参照)

攻撃側が守備者に場所を譲らない …………………………………………………・・7.11

故意の落球 ……………………………………………………………………… 6.05(1)

故意四球の時の捕手の位置 ・………………………………………・4.03(a),8.05(1)

(サ )

サスペンデッドゲーム ……………………………………………………2.75,4.10(d),4.12

最初のプレイ ………………………………………………………………・7.05(g付 記)

3 Zl線に関する規貝1(本 。一塁間)・ ………………………………………………6.05(k)

三塁走者がアウトになる(妨害)・ ……………………………………7.08(g),7.09(c)

(シ )

使用球 ……………………………………………1.09,3.01(c～ e),3.02,5.02(原 注 )
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試合の成立, 目的,勝者 ………………………………………………・1.01,1.02,1.03

試合停止球となる場合 …………………………………………………・2.20,5.09,5.10

試合進行中 (ラ イブボール)… …………………………………………………2.48,5.02

試合 (没収試合になる場合)… …………………………………………・4.15～ 4.18,9.04

試合を遅延させる行為 8.02(c),8.04

試合中の交代と打順,再出場不可のプレーヤー・…………………………………・3.03

試合に対する提訴 (提訴試合)… ……………………………………………………・4.19

照明,機械的装置の故障 ………………………………………………………・4.12(a)

写真班などの妨害 ・…………………………………………………………………・3.15

場外に身体を伸ばして捕球する ………………………………2.15(原 注),6.05(a原注)

触塁を怠る …………………………………………………7.02,7.04(付記),7.10,7.12

進塁の意思なくベースパスを離れる ……………………………………………7.08(a)

四球 (ベ ースオンボールス)… ……………………………………6.08(a),7.08(c注 1)

四球押 し出し最終回決勝点の走者 ………………………………………………4.09(b)

夕E  ttR ………・……………・……………・・………………………………………・……・………5.09(a), 6.08(b)

シャインボール・……………………………………………………………・8.02(a6, a注 1)

審判員 (球審)がグラウンドの適否を決定 ……………………………………… 4.01(e)

審判員 (球審)が特別グラウンドルールを決定 ………………………………………3.13

審判員の通告 …………………………………………………………………・3.03～ 3.08

審判員が試合前に行なうべきこと …………………………………………… 3.01,4.01

審判員が“プレイ"を宣告する 4.02, 5.11

審判員が“タイム"を宣告する場合 ……………………………………………・3.12,5.10

審判員の“ゲーム"宣告の時の注意 ……………………………………………… 4.09(b)

審半J員 が得点の有無を明示する時 …………………………………………・4.09(a注 1)

審判員が捕手の送球を妨げる ・……………………………………・2.44(c),5.09(b)

審判員はプレイ進行中タイム宣告は不可 ……………………………………… 5.10(h)

審判員にタイムの要請なしに打席を出る …………………………………・6.02(b原注)
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審判員に投球や送球が触れる ・……………………………………………………・・5.08

審判員に打球が触れる ……………………………………………… 5.09(f),6.08(d)

審判員のマスクに球が上まる ・……………………………………・5.09(g),7.05(i)

審判員の資格,権限,責任 …………………………………………………………・9.01

審判員の裁量に基づく裁定 ……………………………………………………・9.01(c)

審判員の裁定は最終のもの・……………………………………………………9.02(a)

審判員へ裁定訂正の要請,合議 ……………………………………………9.02(b, c)

審判員のハーフスイングの裁定 …………………………………………・9.02(c原 注2)

審判員は試合中変更できない 。…………………………………………………9.02(d)

審判員単独,複数の場合 ……………………………………………………………・9.03

審判員 (球審,塁審)の位置,任務 …………………………………………………・・9.04

審判員(2人以上)の 裁定が食い違う ……………………………………………9.04(c)

審判員の報告義務 ・…………………………………………………………………・9.05

審判員に対する一般指示 (原注)… …………………………………………………142頁

次打者 7.11(注 1)

指名打者 ・……………………………………………………………………………6.10

(ス )

スパイク ・……………………………………………………………………… 1.11(g)

ス トライク,ス トライクゾーン……………………………………………… 2.73,2.74

ス トライクゾーンで打者が投球に触れる……………………………………… 6.08(b)

スペシャル・グラウンドルール ………………………………………… 3.13,9.04(a9)

スイングの余勢でバットが捕手に触れる…………………………………・6.06(c原 注)

スピットボール・……………………………………………………………… 8.02(a6, a注 1)

(セ )

接合バット 注1,2)

背番号 …………………………………………………………………………・1.11(al)

宣伝用のマーク(競技用具)の 制限 ……………………………………………………1.17
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正式試合 (レ ギュレーションゲーム)

セットポジション

2.65, 4.10

8.01(b)

(ソ )

走者 (塁上)に 打球が当たる・……………………………… 2.25(f間 答),7.08(f例 外)

走者が最終回に押し出しで得点する場合 ……………………………………… 4.09(b)

走者が試合停止球となり進塁,帰塁する…………………………………………… 5.09

走者はファウルの時必ず帰塁する ………………………………………………5,09(e)

走者がホームステールして投球に当たる ……………………………………… 6.05(n)

走者が不正位打者の打撃中に進塁 …………………………………………6.07(b付記)

走者の塁の占有権,走塁の順序 ……………………………………7.01,7.02,7.08(i)

走者 2人が同一塁を占有できない ‥…………………………………………………7.03

走者 (打者を除く)が安全に 1個進塁する…………………………………………… 7.04

走者 (打者走者を含む)が安全に進塁する ……………………………………………7.05

走者が塁を空過 7.04(付 記),7.10,7.12

走者が安全進塁権を得たが塁を空過 …………………………………………7.04(付 記)

走者の塁の踏み直しができない場合 ………………………………………7.10(b付記)

走者が盗塁の時打者が捕手の守備を妨げる …………………………………… 6.06(c)

走塁妨害 (オ ブス トラクション) 2.51, 7.06

走者がスクイズの時捕手が本塁上に出る ……………………………………………7.07

走者が進塁を放棄する …………………………………………………………7.08(a2)

走者がアウトになる場合

走路から3 Zl以 上離れて走る ……………………………………………・7.08(al)

進塁の意思なしと判断されたとき・…………………………………・7.08(a原 注)

送球または打球処理を妨げる…………………………………・6.05(m),7.08(b)

塁上の走者の妨害 ‥…………………………………………・7.08(b原 注1,間答)

挟撃された走者の妨害 7.08(b原 注2)

離塁して触球される
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リタッチを怠る 7.08(d)

7.08(e)封殺される

フェアボールに当たる … … … … … …… … … … …… … 5.09(f),7.08(f)

フェアボールが 2人の走者に当たる…………………………………。7.08(f原注)

打者が本塁の守備妨害 ……………………………………・7.08(g),7.09(a, c)

追い越し(前位の走者を)
7.08(h)

7.08(i)逆走 (愚 弄,混乱)

オーバーラン後すぐ戻らない …………………………………・7.08(j),7.10(c)

本塁の触塁を怠る ……………………………………………… 7.08(k),7.10(d)

走者を除く攻撃側の妨害 ・…………………………………………………7.08(1)

走者または打者が妨害でアウトになる場合

第 3ス トライク後捕手の守備を妨げる …………………………………… 7.09(a)

ファウルボールの進路を故意にそらす …………………………………… 7.09(b)

打者が本塁の守備を妨げる(走者三塁)… ………………………………… 7.09(c)

攻撃側が塁の付近に立ち守備を乱す ……………………………………… 7.09(d)

アウトになってからの妨害 7.09(e)

7.09(f)故意に併殺を妨げる

打者走者が故意に併殺を妨げる ……………………………………………7.09(g)

ベースコーチの肉体的援助 …………………………………………………7.09(h)

ベースコーチの送球誘発 7.09(i)

7.09(j)

7.09(1 )

7.09(k)

打球処理または故意の送球妨害 ……………………………………………

2人以上の守備する野手に接触 ……………………………………………

フェアボールに当たる 。………………………………………。7.08(f),

本。一塁間の妨害 (3 ZI線 )… ……………………………………………… 6.05(k)

送球がベースコーチ,審判員に触れる 。……………………………………………5.08

送球 (悪 送球)がベンチに入る ・…………………………………………………7.05(g)
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(夕 )

代 走 ………………………………………………………………………………・・3.04

タイゲーム ……………………………………………………………………………2.78

ダブルヘ ッダー
2.22, 4.13

タイムと叫んでボークを誘発 ・………………………………………………・4.06(a3)

タイムを宣告する場合 ………………………………………………………………・2.79

天候 ・……………………………………………………………………… 5.10(a)

ライ トの故障

プレーヤー,審判員の事故

プレーヤーの交代 ………………………………………3.03～ 3.08,4.04,

5.10(b)

5.10(c)

5.10(d)

6.02(b)

6.05(a)

審判員の球の検査または監督と打ち合わせ……………………………… 5.10(e)

ダツグアウトに捕球後倒れ込む ……………………………………………5.10(f)

プレーヤーゃその他の人を退場させる …………………………………… 5.10(g)

プレイの進行中タイムの宣告は不可 ……………………………………… 5.10(h)

打撃の順序,義務,姿勢,完了 ……………………………………・6.01,6.02,6.03,6.04

打順を審判員に通告する ………………………………………………・3.03,3.06,4.01

打順を誤る ……………………………………………………………………………6.07

打者席に入らず打撃姿勢をとらない ………………………………………6.02(a, c)

打者席を打者が勝手に出る

打者がアウトになる場合

飛球が捕らえられる

第 3ス トライクが捕球される ………………………………………………6.05(b)

第 3ス トライクが宣告 (走者一塁の時)… ………………………………… 6.05(c)

2ス トライク後バントをしてファゥル ………………………………………・6.05(d)

インフィールドフライ……………………………………………………・2.40,6.05(e),7.08(f)

2ス トライク後空振 りした球が体に当たる………………………………・6.05(f)

フェアボールが打者走者に当たる 。……………………………………… 6.05(g)
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バットに打球が当たる ……………………………………………………・6.05(h)

打球の進路を故意にそらす …………………………………………………6.05(i)

一塁に達する前に触球される ………………………………………………6.05(j)

本。一塁間の守備妨害 (3こ 1線 )… ………………………………………… 6.05(k)

故意の落球 ………………………………………………………………… 6.05(1)

前位の走者の故意の送球妨害 ………………………………………………6.05(m)

2ア ウト後,本盗で第 3ス トライクに当たる ・…………………………・6.05(n)

走者を除く攻撃側の妨害 ・…………………………………………………6.05(o)

打者が反則行為でアウトになる場合

打者席の外に足を置いて打つ ………………………………………………6.06(a)

打者席を移動する(投球の準備動作中)… ………………………………… 6.06(b)

本塁の守備妨害 ………………………………………6.06(c),7.08(g),7.09(a)

違法のバットを使用 ・………………………………………………………6.06(d)

打者に安全に一塁が与えられる場合

四 球 …………………………………………………………………………………………………6.08(a)

四球で一塁を走り越す……………………………………6.08(a原 注),7.08(c注 1)

死 球 …………‥…………………………………………………………………・5.09(a),6.08(b)

打撃妨害と監督のプレイの選択 ……………………………………………6.08(c)

フェアボールが走者や審判員に触れる …………………………………… 6.08(d)

打者が走者となる場合 ………………………………………………………………・6.09

打撃妨害の時走者が盗塁 ………………………………………………………・・7.04(d)

打者 (ま だアウトでない)がベンチに向かう ………………………………・7.08(a原注)

打者 (三振してまだアウトでない)が一塁に向かわない …………………・・6.09(b原 注)

打者のバットが飛んで守備を妨げる ………………………………………6.05(h原注)

打者のバットが捕手の逸球に触れる ………………………………………6.06(c原注)

打者走者が前走者の妨害でアウト…………………………………・6.05(m),7.09(f)

打者走者の故意の妨害で前走者がアウト……………………………………… 7.09(g)
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打者が捕手の守備または送球を妨げる 。……………………………………… 6.06(c)

打者と捕手が接触 (出合いがしら)… ………………………………………7.09(j原 注)

打者の本塁の守備妨害における処置 ………………………………………・7.08(g注2)

打者が妨害にかかわらず打つ ・…………………………………………………6.08(c)

打者が反則投球を打つ (走者のない時)… ………………………………………8.01(d)

打者がボークの球を打つ ……………………………………………………・・8.05(罰 則)

打者をねらって投手が投球 ……………………………………………………・8.02(d)

打者の守備妨害 ……………………………………………(ホ )の 妨害等の項 (打者)参照

打球,送球が鳥や大に触れる ・……………………………………………・7.05(a注 1)

(チ )

遅延行為 (試合を遅延させる行為)

チーム ……………………………………………………………………………4.15

打 者 ……・……・………………………・…………・…………・……・…………6.02

投  手 8.02(c), 8.04, 8.05(h)

(卜 )

投手板の位置,高 さ,材質 …………………………………………………………・1.07

投手のグラブ …………………………………………………………………・・1.14,1.15

投手の交代 ………………………………………………………………3.03(原 注),3.05

投球や送球がコーチ,審判員に当たる・……………………………………………5.08

投球が打者の体に当たる …………………………………5.09(a),6.05(f),6.08(b)

投球が得点しようとする走者に当たる 。……………………………5.09(h),6.05(n)

投手の投球または送球がベンチに入る 。……………………………………… 7.05(h)

投球が捕手を通過しさらに野手に触れる…………………………………・7.05(h付 記)

投球が球審や捕手のマスクに止まる………………… 5.09(g),6.05(c注),7.05(i)
投手にボークが課せられる(ス クィズの時)… ………………………………………7.07

投手の投球姿勢

軸足の投手板へのつき方と自由な足 ………………………………………図解参照
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投手板に触れてサインを見る …………………………………………………・・8.01

投手板をはずした後両手を下ろす ……………………………8.01(a原注2,b注 6)

ヮインドアップポジシヨン…………………………………………………8.01(a)

ヮインドアップと見なされる姿勢 ・………………………………… 8.01(a後段 )

(塁への送球は不可)… ………………………………………………… 8.01(a注2)

セットポジシヨン…………………………………………………………・8.01(b)

投球動作の一時停止,変更 ……………………………………………8.01(a, b)

セットに先立ち片手を体の横に下ろす …………………………………… 8.01(b)

球を両手で保持し静止する …………………………………………………8.01(b)

送球する塁の方向へ直接踏み出す 。……………………………………… 8.01(c)

反則投球 (走者なし)が打たれる ……………………………………………8.01(d)

投手の手からとび出した球 ……………………………………………8.01(d原注)

投手板の後方にはずす (内 野手)… …………………………………………8.01(e)

両手投げ投手
8.01(f)

投手に禁じられていること(お よびその処理)

クィックリターンピッチ ・……………………………………2.38,2.64,8.05(e)

投球する手を回や唇につける …………………………………………………・8.02(al)

寒い日に手に息を吹きかける ………………………………………・

球を汚損,異物をつける等 ……………………………………・3.02,

投手の準備投球数

投手は12秒以内に投球 (走者なし)

投手にボークが課せられる

投球を中止する

一塁または三塁送球のまねだけで投げない

8.02(al例 タト)

8.02(a2-6)

異物を体につけたり所持する 8.02(b)

故意に野手に送球し試合を遅延 ……………………………………………8.02(c)

打者をねらって投げる ・………………………………………………………… 8.02(d)

8.03

8.04

8.05(a)

8.05(b)
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送球する塁の方向に踏み出さない 。……………………………8.01(c),8.05(c)
一 。三塁のけん制,偽投 ・……………………………………………8.05(c原 注)

走者のいない塁に送球 ……………………………………………………・8.05(d)

反則投球 …・…・……………・………………………・2.38,8.01(a～ d),8.05(e)
打者に正対 しないうちに投球・・………………………・…………・……… 8.05(f)

投手板に触れず投球関連動作を行なう …………………………………… 8.05(g)

遅延行為 ………………………………………………………………………………………8.05(h)

球を持たずに投手板に立つかまたぐ……………………………………… 8.05(i)

投球しないで球から一方の手を離す ……………………………………… 8.05(j)

投手板に触れていて落球 ・…………………………………………………8.05(k)

捕手席外の捕手に投球 (故意の四球)・ ……………………………………・8.05(1)
セットポジションで静止しない ……………………………………………8.05(m)
ボークに対する罰則 8.05(詈 1貝 1)

ボークの球を打つ ………………………………………………………・8.05(罰 則)

ボークの球が悪送球になる ……………………………………………・8.05(付 記1)

投手のもとへ監督が行 く回数の制限 ………………………………………………・・8.06
投球を打者が急に打席を出たので中止 ・…………………………………・6.02(b原 注)

特別グラウンドルール 3.13,9.04(a9)

得点が記録される場合 …………………………………………………………4.09,5.06

(ナ )

軟式規則

競技場 ………………………………………………………………………………1.o4

使用球 …………………………………………………………………………… 1.09

内野手を通過した打球に当たる ……………………………………・5.09(f),7.09(k)

内野手の最初のプレイ ……………………………………………………・・7.05(g付記)

(ハ )

バツト(木材,着色,接合, カップ,金属)… ……………………………………… 1.lo
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バットを改造加工する …………………………………………………………・6.06(d)

バットが余勢で捕手や球に当たる …………………………………………6.06(c原注)

バットに打球が触れる 。……………………………………………………………………………………・6.05(h)

バットが飛んで守備を妨げる 6.05(h原注)

バッティングオーダー …………………………………………………・4.01,4.04,6.01

バント・………………………………………………………………………………………………………………………2.13

バックス トップ ……………………………………………………………………… 1.04

バックス トップの網の上に球が上がる ・………………………………………7.05(g3)

反則投球 8.01(a～ d),8.05(e)

反則投球を打つ (走者のいない時)… ……………………………………………8.01(d)

反則打球 …………………………………………………………………・5.09(d),6.06

ハーフスイング ……………………………………………………………9.02(c原 注2)

罰 則 (ペ ナルテイ)・ …………………………………………………………………2.58

野手が故意に球を汚損する ………………………………………………………3.02

競技場整備の指図に従わない ……………………………………………………… 3.11

ベンチに入れる者 ………………………………………………………………・3.17

競技場の秩序の維持 ………………………………………………………………・3.18

故意四球の時捕手が捕手席を出る 。……………………………………… 4.03(a)

ベースコーチの位置,着衣の違反 ・……………………………………………4.05

監督, コーチのしてはならないこと……………………………………………4.06

ベンチから審判員の判定に不服を唱える ………………………………………4.08

最終回押し出しの走者と決勝点 ……………………………………………4.09(b)

打者が勝手に打者席を出る …………………………………………………6.02(b)

塁上の走者が故意に守備を妨げる ・…………………………………7.08(b原注1)

打者,走者の妨害 ………………………………………………………………・7.09

投球する手を口または唇につける 。……………………………………・8.02(al)

投手が球を汚損または傷つける ………………………………………8.02(a2～ 6)
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投手が故意に試合を遅延させる ……………………………………………8.02(c)

投手にボークが課せられる ……………………………………………………・・8.05

(ヒ )

ビジテイングチームの監督がルールを承認 ………………………………………… 3.13

ビジテイングチームが試合を拒む(秩序維持)… ……………………………………3.18

控えのプレーヤー(交代)に 関する規則 ・………………………………3.03～ 3.08,4.04

(フ )

プレー ト(本塁と投手板)… ……………………………………………………1.o5,1.07

プレーヤーの交代 ・…………………………………………3.03～ 3.08,4.04,5.10(d)
プレーヤーの試合における交歓は不可 ・……………………………………………3.09

プレーヤーが競技場内に正規に占める位置 …………………………………・4.03,6.03

プレーヤーが故意に審判員に触れる …………………………………………・4.06(a4)
プレイの宣告 ………………………………………………2.63,4.02,5.01,5.02,5.11

プレイの宣告の時期 ………………………………………………………5.09(e),5.11
フェアボールが走者に触れる ・………・2.25(f問答),5.09(f),6.05(g),6.08(d),

7.08(f), 7.09(k)
フェアボールが審判員に触れる …………………………………….5.09(f),6.08(d)

フエアボールが 2人の走者に触れる ………………………………………7.08(f原 注)

フアウルチップ ………………………………………………………2.34,7.08(d原注)

フアウルの時走者は必ず帰塁する ………………………………………………5.09(e)
ファウルの打球の進路をそらす ……………………………………・6.05(i),7.09(b)
フオースプレイ(封殺)… ……………………………………・・2.30,4.09(a),7.08(e)
フライングスター ト…………………………………………………………7.10(a原 注)

フェンスを打球が越える ……………………………………………………6.09(d～ h)
フォーフィッテッドゲーム ………………………………………………(ホ )の没収試合参照
プロテステイングゲーム(提訴試合)… ……………■・……………………………・4.19
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(へ )

ヘルメット 1.17,6.05(h原注)

ベース(各塁)… …………………………………………………………1.05,1.06,2.05

ベースオンボールス (四球)… ……………………………………………2.07,6.08(a)

ベースコーチの位置,任務,罰則 ………………………………………2.06,2.19,4.05

送球に偶然または故意に触れる ………………………………………………・・5.08

肉体的援助,送球誘発 i)

守備者に自分のいる場所を譲らない …………………………………………… 7.11

ベンチに入れる者 …………………………………………………………………… 3.17

ベンチ内に野手が捕球後倒れ込む …………………・5.10(f),6.05(a原注),7.04(c)

ベースパスを進塁の意思なく離れる ……………………………………………7.08(a)

ベースが走者の衝撃で移動する ……………………………………… 7.08(c付記2,3)

(ホ )

ボールの宣告 ………………………………………………………………………… 2.04

捕球 (キ ャッチ)… ………・………………・……………・……・………2.15,6.05(a～ c)

捕手の位置 ………………………………………………2.16,2.17,4.03(a),8.05(1)

捕手のマスク,用具に投球が止まる …………………・5.09(g),6.05(c注),7.05(i)

捕手の守備または送球を妨げる …………………………………………………6.06(c)

捕手または他の野手が打者を妨げる ……………………………………………6.08(c)

捕手と打者が接触 (出合いがしら)… ………………………………………7.09(j原注)

捕手席外の捕手に投球 (故意四球)・
………………………………… 4.03(a),8.05(1)

本 塁 ・………………………………………………………・・………………………………・1.05

本塁打 ・………………………………………………………………6.09(d),7.05(a)

本塁の触塁を怠る 。………………………………………………… 7.08(k),7.10(d)

ボーク……………………………………………・2.03,2.38,4.03(a),5.09(c),7.07,8.05

ボークの球を打つ ・…………………………………………………………・8.05(罰 則)

ボークの球が悪送球になる ………………………………………8.05(罰 則,付記1,2)
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ボール(使用球 )・ …………………………………1.09,3.01(c～ e),3.02,5.02(原 注)

ボールの予備が使用される場合 …………………………………………………3.01(e)

ボールを故意に汚損する場合 8.02(a)

帽子その他を投球に投げつける ………………………………………………… 7.04(e)

帽子その他を打球や送球に投げつける・…………………………………・・7.05(a～ e)
没収試合 (フ ォーフィッテッドゲーム)…………… 2.31,3.11,3.18,4.15～ 4.18,9.04

妨 害 等

インターフェァランス (妨害)… ………………………………………………・・2.44

写真班,警備員の妨害 ・………………………………………………………・・3.15

観衆の妨害 ……………………………………………・2.15(原 注),2.44(d),3.16
審判員が捕手の送球を妨げる …………………………………・2.44(c),5.09(b)

審判員が打球に触れる ・………………………………………・2.44(c),5.09(f)
ベースコーチの妨害 ………………………………………………………5.08,7.11
ベースコーチの肉体的援助,送球誘発 ………………………………・7.09(h,i)
ベースコーチが守備者に場所を譲らない ………………………………………7.11

走者を除く攻撃側の妨害 ・………………………………6.05(o),7.08(1),7.11

攻撃側妨害が打者一塁到達前に発生 …………………………………… 2.44(原 注)

攻撃側が塁の付近で守備を妨げる ・……………………………………… 7.09(d)

攻撃側が守備者に場所を譲らない ・…………………………………………… 7.11

(打  者)

第 3ス トライク後捕手を妨げる ……………………………………………7.09(a)

空振 りしたバットが捕手に触れる 。…………………………………・6.06(c原 注)

バットに打球が当たる 。……………………………………………………6.05(h)
バツトが飛んで守備を妨げる …………………………………………6.05(h原 注)

ファウルの進路をそらす 。……………………………………・6.05(i),7.09(b)

本塁の守備妨害 ………………………………………6.06(c),7.08(g),7.09(c)
ヘルメットを打球に投げつける ………………………………………6.05(h原注)
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アウトになった打者の妨害 ………………………………………………‥7.09(e)

打者走者が故意に併殺を妨げる ……………………………………………7.09(g)

捕手と接触 (出合いがしら)… ………………………………………・7.09(i原 注)

取 り残したバットが捕球を妨げる ………………………………………。7.11(注 1)

(走  者)

フェアボールに当たる ………………………………………… 5.09(f),7.08(f),7.09(k)

塁上で打球に当たる …………………………………・2.25(f問 答),7.08(f例外)

一塁線で守備を妨げる 。……………………………………………………6.05(k)

前位の走者の故意の送球妨害 ………………………………………………6.05(m)

打球処理や送球を故意に妨げる ……………………………………………… 7.08(b)

塁上の走者の妨害 ……………………………………………・7.08(b原 注1,問答)

挟 撃 …………………………………2.68,5.09(b注),6.06(c注 2),7.08(b原 注2)

インフィールドフライに当たる 。…………………………………………・7.08(f)

2人の走者が同一の打球に触れる 。…………………………………・7.08(f原 注)

打球が塁に触れてから走者に当たる……………………………………7.08(f注3)

アウトになった走者の妨害 …………………………………………………7.09(e)

得点したばかりの走者の妨害 ………………………………………………7.09(e)

併殺を故意に妨げる 7.09(f,  g)

2人以上の守備する野手に接触 ……………………………………………7.09(j)

(捕手,他の野手)

打者の視線を惑わす ………………………………………………………・4.06(b)

打撃妨害と監督のプレイの選択 ……………………………………………6.08(c)

打撃妨害の時走者が盗塁 ・…………………………………………………7.04(d)

オブス トラクシヨン(走塁妨害)… ……………………………………………・・7.06

捕手が走者の走路をふさぐ……………………………………………7.06(a付記)

捕手が本塁の前に出るかバットに触れる ……………………………………… 7.07

捕手と打者が接触 (出合いがしら)… …………………………………7.09(j原 注)
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捕手の逸球が打者のバットに触れる……………………………………6.06(c注 1)

(マ )

マッドボール …………………………………………………………・8.02(a6, a注 1)

(ヤ )

野手選択 (フ ィールダースチョィス)… ……………………………………………・・2.28

野手の守備位置 (投,捕手を除く)… ……………………………………………4.03(c)

野手が捕球後ベンチまたは場外に倒れ込む ………・・5.10(f),6.05(a原注),7.04(c)
野手の走塁妨害 (オ ブス トラクション)… …………………………………… 2.51,7.06

野手が走者に妨げられる ……………………………………・6.05(m),7.08(b),7.09

野手がグラブ等を投球に投げつける・………………………………………… 7.04(e)

野手がグラブ等を打球,送球に投げつける ………………………………・7.05(a～ e)

(ユ )

ユニ フォーム ・… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.11,3.09

宣伝,広告の図案をつけない ………………………………………………1.11(h)

背中にプレーヤーの名前を入れる 。……………………………………… 1.11(i)

一部を離し投球に触れる 。…………………………………………………7.04(e)

一部を離し打球,送球に触れる ………………………………… 7.05(a, b, d)

(ラ )

ラインドライブ ………………………………………………………………………2.49

ライトの点灯を球審が命 じる ・……………………………………………………・・4.14

ライ トの故障 …………………………………………………………………… 5.10(b)

ランダウン……………………………・2.68,5.09(b注 ),6.06(c注2),7.08(b原注2)

(り )

リタッチ ・………………………………………・2.66,7.05(i原注2),7.08(d),7.10

(回 )

ロジン・…………………………………………………3.01(f),3.02,8.02(a原注2)
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(ワ )

ワインドアップポジション・……………………………………………………8.01(a)
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野 球 規 則

メートル法換算表

本規則に規定されている距離、大きさ、重さなどをメー トル法によって換算すれ

ば、およそ次のとお りである。 (セ ンチメー トルおよびグラムの小数点以下 2位で

四捨五入 した)

l Zl…・0.304794イ τ

l賓
ン.… 28.3495グ

ラ
14ン .… 2.5399事

ン

○本塁よリフェンス、スタンドまたはフェアグラウンドにあるプレイに支障をきた

す施設までの距離………………… 250Zl… 76傷 19.9事
ン
,325Zl・・・99傷 05.8タ

ン
(1.04)

○本塁より左翼、右翼までの距離………………………… 320Zl… 97傷 53.4半
ン

(1.04)

○本塁より中堅までの距離…………………………………400Zl… 121イ万91.8タン
(1.04)

○本塁より二塁、一塁より三塁までの距離……

127乙 (3%チン…38傷 79.5タ
ン

(図表 1,1.04)

○各塁間………………………………………………9oZl・・・27傷 43.1タ
ン

(図表 1,1.04)

○本塁～バックネット間……………………………60Zl・・・18傷 28.8事
ン

(図表 1,1.04)

○本塁～投手板間……・………・………………・…… 60Z16チ ン…18傷 44.0事
ン

(図表 1)

○スリーフットライ 3 Zl… 91.4タ
ン

(図表 1)

○次打者席の直径………………………………………… 5 Zl… 1傷52.4タ
ン

(図表 1)

○両次打者席の中心間の半分…………………………… 37Zl・・・11傷 27.7タ
ン

(図表 1)

○塁線よリコーテスボックス…………………………… 15Zl… 4傷 57.2タ
ン

(図表 1)

○コーチスボックス………… l zl～ 10Zl× 20Zl・・・30.5事ン～ 3傷 04.8事
ン×6傷 09.6タ

ン

(図表 1)

○本塁を囲む土の部分の直径…………………………… 26Zl・・・7傷 92.5タ
ン

(図表 1)
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メートル法換算表

○バッタースボックス……………… 6Z千 ×4Z千… 1 lπ82.9事
ン×1傷21.9事

ン
(図表2)

○図表 2のキャッチャースボックスなど……

8 Zl…・21形 43.8タ
ン
, 43隼

ン.…
1 lπ09.2事

ン

29チ
ン.… 73.7事

ン
,  7チ

ン.… 17.8事
ン
,  6チ

ン.… 15.2与
ン

○ラインの幅……………………………………………………… 3チ
ン…7.6タ

ン
(図表2)

○本塁の各辺の長さ……………12チ
ン…30.5事

ン
,17チ

ン…43.2事
ン
, 8発チ

ン…21.6タ
ン

(1.05)

○ベースの辺の長さと厚さ……… 15準
ン…38.1タ

ン
, 3チ

ン～ 5チ
ン…7.6事

ン～12.7タ
ン

(1.06)

○投手板……・………・………・………… 24チ
ン×6チ

ン…61.0与
ン×15.2事

ン
(図表2,1.07)

○塁線とベンチ間の最短距離…………………………………25Zl… 7傷 62.0事
ン

(1.08)

○使用球の重さと周囲………………………… 5交
ン～ 5%支ン…141.7グ

ラ～148.8【
ラ

9チ
ン～ 9%チン‥。22.9事ン～23.5タ

ン
(1.09)

○バットの太さ……………………………………………2.61″以下…6.6李
ン以下 (1.10)

長さ……………………………………………… 42チ
ン以下… 1傷06.7事

ン以下

テープの巻付け………………………………………………… 18チ
ン…45.鮮

ン

○捕手のミット……………………………………………………………………… (1.12)

38チ
ン以下…96.5事

ン以下,15%夕以下…39.4与
ン以下

6チ
ン以下…15.2タ

ン以下, 44ン以下…10.2タ
ン以下

○一塁手のグラブまたはミット…………………………………………………… (1.13)

12チ
ン以下…30.5半

ン以下, 8チ
ン以下…20.3事

ン以下

4チ
ン以下…10.2タ

ン以下, 3%チン以下…8.9事
ン以下

5≠
ン以下…12.7事

ン以下

○投手、内外野手のグラブの大きさ……………………………………… 巻頭図参照
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野球規則に対する疑義あるいは試合中に生じた紛争、これについての規則適用に関

する質問事項などは、下記各連盟に封書などでお問い合わせ下さい。

〒108-0014 東京都港区芝5-367 三田ベルジュビル内

日本プロフェッショナル野球組織

野 球 規 則 委 員 会

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー内

全 日 本 野 球 協 会

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7‐ 12 サビアタワー内

日 本 野 球 連 盟

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-8 名取ビル内

日 本 学 生 野 球 協 会

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-8 名取ビル内

全 日 本 大 学 野 球 連 盟

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-22-25 中沢 。佐伯記念野球会館内

日 本 高 等 学 校 野 球 連 盟

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷 4-27-7

全 日 本 軟 式 野 球 連 盟


