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  公認 野球規則 ９・００ 審判員 
９・０１	 審判員の資格と権限 

(a) 	 リーグ会長は、一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、試合を主催する 
	 とともに、試合中、競技場における規律と秩序を維 
	 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わせ、支障のあると

きには、その行動を差し控え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

を奪って、試合からのぞく権限を持つ。審判員がボ
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ールインプレーのとき、プレーヤーの出場資格を奪

った場合には、そのプレイが終了してはじめてその

効力が発生する。 
(e) 	 審判員は、その判定において、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、 
	 ⑴グランド整備員、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。 
	 ⑵競技場に入ることを許されていない観衆または他

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
ボールか、あるいは走者が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】ボール、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ってスタートす

れば、警告が発せられる。警告にもかかわらず本塁
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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謝って下された疑
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。 
	 【注一】イニングの表または裏が終わったときは、

投手および内野手がフェア地域を去るまでにアピ

ールをしなければならない。 
	 【注二】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からでは、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って、他の審判員の

意見をもと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

審判員に対して、評価を加えたり、変更を求めたり、

異議を唱えたりすることはできない。 
	 【原注】ハーフスイングの際、球審がストライク

と宣告しなかったときだけ、監督または捕手は、振

ったか否かについて、塁審のアドバイスを受けるよ
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うに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、塁審に裁定を一任しなければな

らない。 
	 塁審は、球審からの要請があれば、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。 
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ってスタ

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、ボール、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	 単独審判員制、複数審判員制 

(a) 	 一人の審判員だけで試合を担当する場合には、そ
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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、走者がいる場合は、ときと

して投手の後方に位置をとる） 
(b) 	 二人以上の審判員が試合を担当する場合は、一人
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。 
	 ⑴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。 
	 ⑵捕手の後方に位置し、ボールとストライクを宣告

し、かつそれをカウントする。 
	 ⑶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。 
	 ⑷打者に関するすべての裁定を下す。 
	 ⑸通常塁審が行うものとされているものを除いたす

べての裁定を下す。 
	 ⑹フォーテッドゲームの裁定を下す。 
	 ⑺特定の時刻に競技を打ち切ることが決められてい
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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。 
	 ⑻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。 
	 ⑼球審の判断で特別グランドルールを発表する。 
(b) 	 フィールドアンパイヤーは、塁におけるとっさの
裁定を下すのに最適と思われる位置を占め、その任

務は次の通りである。 
	 ⑴特に球審が行う場合を除く塁に送るすべての裁定

を下す。 
	 ⑵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。 
	 ⑶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、二人以上の審判員が裁定
を下し、しかもその裁定が食い違った場合には、球

審は審判員を集めて協議し(監督、プレーヤーを交え
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かわって解決にあたるよ

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、どの審判
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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て場合には、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。 
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	 制裁金を科せられた当事者が、通告後五日以内に、

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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	 	 	 KJBL 審判員心得 
一	 般	 心	 得 
	 公認野球規則 9.00『審判員に対する一般指示〔原注〕』
は、審判員として心得ておかなければならないことを詳

しく述べている。これを熟読した上で、次のことがらも

参考にされたい。 
1	 規則書と競技者必携書に精通すること。 
	 よき審判員は規則書に明るい。規則に通じることは、

大きな自信にもつながり信頼もます。また規則書と競技

者必携は審判員の最大の見方でもある。いつでも規則書

と競技者必携を携行すること。 
２	 審判員の連帯責任 
一人の審判員の失敗は、当該審判員全員の共同責任であ

る。常に連係動作に習熟し、万一ほかの審判員が持ち場

にいなかったら、互いに助け合って必ずその穴を埋めな

ければならない。 
３	 ゲームのスピードアップに努めること 
	 判定に不信を抱かせたりトラブルが多いと、ゲームは

長引いて審判員の存在も目立ってくる。スムーズに試合

を運ぶ審判員は、上手な審判員だといえる。 
	 審判員は規則に忠実でなければならない。規則に忠実

なことは審判員として厳格であり、公平でもあるという

ことばかりでなく、ゲームに活気を与えることになる。
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活気のあふれたゲームこそ魅力があるのだ。無用な“タ

イム”も大きな障害である。攻守交代はかけ足を実行さ

せよ。ゲームの前半、特に３回頃までは遅れがちである

からスピーディに進める様に努めること。 
４	 勇敢でそして公平であること 
	 審判員は大勢の人の前で、瞬間的な出来事に対して、

即座に裁定を下さなければならない。常に見たままを的

確に裁定するだけでよい。審判員は邪念を持たず、常に

公平でなければならない。 
５	 立派な社会人でなければならない 
	 球場の内と外を問わず、マナーに注意し、かりそめに

も他から非難を受けるようなことがあってはならない。

あらゆる点でいつも模範となるよう心がけることが必要

である。 
６	 健康に留意すること 
	 審判員は精神的にも肉体的にも健康でなければならな

い。特に、審判員は長時間肉体と精神を酷使し続けなけ

ればならないからである。寝不足などは禁物である。ゲ

ーム前は余分な湯水を飲まないようにするとか、用便を

済ませておくなど、ちょっとした注意が大切である。 
７	 服装は端正に 
	 決して新しい物でなくとも、よく磨かれた靴、クリー

ニングされたシャツ、プレスされたズボンの着用を心が

けることが、おのずから信頼と尊敬につながるものであ
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る。 
８	 審判用具の点検 
	 常に点検を怠ってはならない。用具を軽快に使用出来

るように習熟することが大切である。 
裁	 定	 に	 関	 す	 る	 心	 得 
１	 常にボールから眼を離してはならない。 
２	 選手の邪魔にならない良い位置を占め、プレイに対

して最も適切な角度と距離をとるようにする。 
３	 裁定を下す前はセットポジションをとりプレイを注

視せよ。走りながら裁定をしてはならない。 
４	 プレイの裁定を早まるな。最後のギリギリのところ

ですること。 
５	 裁定は、プレイが完了するまで待て。特に触球プレ

イガ完了するのを見極めること。 
６	 きわどいプレイの裁定は、ゼスチャア・コールとも

大きく強調すること。 
７	 常にどんなプレイにも対応できる心構えと態勢を維

持すること。 
８	 もし、裁定の一つに失敗しても、次の裁定は正確に

行え。埋め合わせは決してするな。埋め合わせは、失敗

をもう一度やるより悪い。 
９	 他の審判員が「タイム」を宣告すれば必ず同調する。

ただし、「ボーク」の場合は、プレイの成り行きを見極め

た後に同調することもある。 
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1０	 トラブルが起きた場合は、まず抗議者の資格を確認
せよ。そして「必要なことだけを聞き、必要なことだけ

を答える」、これがトラブル解決の秘策である。なお、抗

議に対して審判員が協議によって得た最終結論は、再抗

議があってもいたずらに変更すべきではない。 
任	 務 
	 試合は通常三人または四人の審判員によって行われる

が、ときには二人または六人の審判員によって行われる

場合もある。一人が球審でその他は塁審あるいは外審と

呼ばれ、異なった位置を占めそれぞれの任務をもってい

る。 
１	 球審 
	 投球の判定にあたっては、インサイドプロテクターを

使用する場合は、打者と保守の間から見極める。アウト

サイドプロテクターを使用する場合は、ホームプレート

の後方中央で捕手の真上から見極める。いずれの場合も、

判定が終わるまで身体を動かしてはならない。 
	 フォースプレイの場合は、捕手と走者の関係がよく見

える位置（角度）で裁定を行い、タッグプレイの場合は、

プレイの妨げにならない範囲で近づき、プレイが最も見

易い位置で裁定を行う。 
	 いずれの場合も、余裕を持って動き、停止をして裁定

を行う。 
	 一・三塁線近くの打球に対しては、すばやく前に出て
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見通しのよい位置をとり裁定する。この場合判定が早す

ぎないように注意しなければならない。 
	 また、プロテクターの操作やマスクの脱着に習熟する

ことが、素早い行動につながり任務を遂行するために必

要なことである。 
任務は次の通りである 
⑴	 試合を適正に運行するためにすべての権限と責任を

持つ。 
⑵	 「ボール」「ストライク」を宣告し、それをカウント

する。 
⑶	 塁審が宣告する以外のフェアボールとファウルボー

ルの宣告をする。 
⑷	 打者についてのすべての裁定をする。 
⑸	 通常塁審が行うことになっているもの以外のすべて

の裁定をする。 
⑹	 フォーフィッテッドゲーム（没収試合）の裁定をす

る。 
⑺	 試合前に本部で確認された打順表を受け取る。なお、

試合中、出場プレイヤーに変更があれば発表する。 
⑻	 特別グランドルールの必要なときはそれを発表する。 
⑼	 特別継続試合に入るときはそれを発表する。 
２	 塁審 
	 一・三塁の塁審は一・三塁ファウルラインの外側、二

塁塁審は一・二塁または二・三塁の延長戦に位置し、打
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球、送球に対して速やかに適切な位置をとる。塁審の位

置や動きは人数によって異なってくるので、審判メカニ

ックスを参照し、習熟することが大切である。 
	 フォースプレイ、タッグプレイの裁定は、球審と同じ

要領で行う。 
「タイム」「ボーク」を宣告するときは、特別な場合を除

き、全員が一致した宣告をしなければならない。 
任務は次の通りである。 
⑴	 それぞれの分担する塁におけるプレイを裁定する。 
⑵	 「タイム」「ボーク」の裁定については、球審と同じ

権限を持つ。 
⑶	 規則を適用して、規律を維持することについては球

審と同じであり、試合の運行についてはあらゆる方法で

球審を援助しなければならない。 
３	 外審 
	 フェンスと一・三塁塁審との中間で、ファウルライン

から一メートルないし二メートルフェア地域内に位置す

る。この際、塁審や野手と重なり視野の妨げとならない

ように注意すること。 
任務は次の通りである。 
	 通常一・三塁塁審を超えた打球を判定する。 
外審の任務は直接得点に影響するものが多いだけに十分

な注意が必要である。特にポール際の飛球は、あまり打

球を追わずに眼で迎えながら身体を回し、ラインをまた
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いで打球がポールのどちら側を通過したかを見極めて判

定する。 
	 また、フェア地域のフェンス付近や地上寸前で補給す

るようなプレイには、適切な角度をとり近づいて判定し

なければならない。 
（以上、「競技者必携」より抜粋） 
 


