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まえがき

本規則の願いは，この競技が，人間の体力や気力および人間らし

い心を最高度に発揮して行われることである．そのために，日本バ

スケットボール協会は，有用な字句・条項の修正にはつねに心をく

だいている．しかし，この規則の精神を実際のゲームに発揮する段

になると，それは我々の力のおよぶところではない．この精神をあ

ますことなく発揮するには，プレイヤーと審判と観衆と指導者との

四方向からの努力がぜひとも必要である．

プレイヤーは，規則の精神の実行者である．審判は，規則を堅持

してプレイヤーの足りないところを補いつつ，これに健全な方向を

与えるとともに，そのゲームを公正にかつ円滑に運営することに

よって，すべての人に信頼されなければならない．そのためには，

規則を文字どおりに読みとり，その規則に照らしながらそれぞれの

判断をくだすことをくり返しくり返しつづけることによって，つい

にはそれを感覚的にも誤りなく瞬時に判断できるようになることが

必要である．観衆は，規則のよき理解者としてよいプレイに賞賛を

贈り，よいプレイヤーを勇気づけるのが役目である．そしてチーム

の指導者は，ゲームの際の審判の役目を日常の練習の間に行ってプ

レイヤーを導くのであるから，誠心誠意の努力をして規則の精神を

自分のものとして身につけていなければならない．

プレイヤーは，規則の精神の実行者としての深い自覚をもって，

これらの周囲の援助と期待にそむかぬプレイを体得するための精進

をつづけることが大切である．それがまたこの競技をもっともよく

楽しむこととなるはずである．

しかしながら，実際のゲームの現場で，何が規則の精神と合致す

るのか何が公正であるのかなど，あらゆる具体的な問題に直面した



とき何によって公正と不公正とを区別すべきかということになる

と，いかに我々が円満な常識と強い意思をもちつづけていたとして

も，ただちに明らかになるとはいえない．ここにこそこの規則の存

在意義がある．

それは一言一句も軽視することのない，文字どおり規則の章条に

忠実であろうと努めることによってのみ理解される．審判は，瞬間

的なプレイに対して正しい規則の適用を要求されている．また，近

年，バスケットボールの競技規則が改正されるごとに，ますます審

判の判断に基づいて判定することが競技規則により明確に要求され

るようになってきている．したがって,審判が規則を把握するには，

単に規則をよく読み規則を覚えるということだけではなく，体験的

に理解を深める必要がある．もちろん規則は文字を借りて表された

意思であるから，行間にその意思をくみ取らなくてはならない．そ

のうえで自分流の解釈を施すことなく，白紙の心境で字句そのまま

の意義を受け入れる態度をもちつづけることによって，はじめて行

間の規則の精神を誤りなく身につけることができるのである．

日本バスケットボール協会は，プレイヤー，審判および指導者が

規則の章条を文字どおりに受け取ってさしつかえないように，細心

の注意をはらって工夫を重ねつつある．しかし，なお疑義の生ずる

ところもあるであろう．その際にはただちに問い合わせていただき

たい．規則をより完全なものにするためにも，また勝手な解釈を施

していたずらに混乱を招くことを避けるためにもさらにバスケット

ボール界の正しい発展のためにも，プレイヤー，審判および指導者

の皆さんの積極的な協力を期待するものである．
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第Ⅱ章 ゲーム (THEGAME）

第1条ケームの定義 (Definitions）

1．1 バスケットボールのゲーム

バスケットボールは，それぞれ5人ずつのプレイヤーからなる2チームに
よってプレイされる．

それぞれのチームの目的は，相手チームのバスケットに得点すること，お
よび相手チームがボールをコントロールすることや得点することを妨げる
ことである．

ケームは，審判，テーブル・オフィシャルズおよびコミッショナーによっ
て進行される．

1．2相手チームのバスケット／自チームのバスケット

1チームが攻撃するバスケットを「相手チームのバスケット」といい，防
御するバスケットを「自チームのバスケット」という．

1.3ゲームの勝敗

ゲームの勝敗は，競技時間が終了した時点で得点の多いチームを勝ちとす
る．

④

1－1
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第2章 コート，用具･器具（COURTANDEQUIPMENT）

第 2 条コート (Court）

2．1

2．2

2.3

コート

コートは，障害物のない長方形の平面とする（図l）．
コートの大きさは，境界線の内側ではかって縦28m，横15mとする．

バック・コート

1チームのバック・コートとは，自チームのバスケットのうしろのエンド・

ラインからセンター・ラインの遠いほうの縁までのコートの部分をいい，
自チームのバスケットと，バックポードの裏以外の部分を含む．

フロント・コート

lチームのフロント・コートとは，相手チームのバスケットのうしろのエ
ンド・ラインからセンター・ラインの近いほうの縁までのコートの部分を

いい，相手チームのバスケットと，バックボードの裏以外の部分を含む．

2.4ライン

すべてのラインは幅5cmとし，白色ではっきりと見えるように描かれてい
なければならない．

2.4.1境界線

コートは，2本のエンド・ライン(コートの短い側のライン)および2本

のサイド・ライン（コートの長い側のライン）で囲まれている（図l）．
これらのラインはコートには含まれない．

チーム・ベンチにすわっている人を含むすべての障害物は，コートから
2m以上離れていなければならない．

2.4.2センター・ライン，センター・サークル

センター・ラインは，両エンド・ラインと平行に両サイド・ラインの中

央を結ぶ．センター・ラインの両端はサイド・ラインより外側に0.15m
延長する（図1）．センター・ラインはそれぞれのチームのバック・コー

トの一部である．

センター・サークルは，円周の外側までが半径1.80mである円をコート

の中央に描く（図l）．

センター・サークルの内側に色を塗るときは制限区域と同じ色とする．

2.4.3フリースロー・ライン，制限区域，フリースローを行う半円(図2）
フリースロー・ラインは，エンド・ラインと平行で，エンド・ラインの

内側からフリースロー・ラインの遠いほうの縁までの距離は5.80mとし，
ラインの長さは3.60mとする．フリースロー・ラインの中央は両エンド・
ラインの中央を結ぶ線上にあるものとする．

制限区域は，次のラインで区画されたコートの長方形の部分をいう［(2)，
(3)はうインを含む]．

④
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（1）エンド・ライン

(2)フリースロー・ラインおよびフリースロー・ラインを両側に0.65mず

つ延長したライン（ライン全体の長さは4.90mとなる）
(3)エンド・ラインの中央から左右2.45mの点からフリースロー・ライン

を延長したラインとの交点まで，エンド・ラインと直角に描かれた2
本の直線（寸法はラインの外側までとする）

エンド・ラインを除いて，制限区域を区画するラインは制限区域の一部
である．

制限区域のラインの内側に色を塗るときはセンター・サークルと同じ色

とする．

フリースロー・シューターがフリースローを行う半円は，フリースロー・

ラインの中央を中心として円周の外側までが半径1.80mになるように，
制限区域の外側に描く．

フリースローのときにリバウンドに参加するプレイヤーが制限区域に

沿って占めるリバウンドの位置を定めるラインは，図2に示すとおりと
する．

2.4.4ツー・ポイント／スリー・ポイント・フィールド・ゴール・エリア(図1，
図3）

チームのツー・ポイント・フィールド・ゴール・エリア（以下，ツー・
ポイント・エリアという）とは，相手チームのバスケットに近い，次に
示すラインで区画された（ラインを含む）コートの部分をいう．
（1）外側の縁までの距離がサイド・ラインの内側の縁から0.90mとなるよ

うにエンド・ラインと直角に描かれた2本の平行な直線

(2)(1)のライン(直線)との交点まで描いた相手チームのバスケットの真下
を中心とする円周の外側までが半径6.75mの半円の一部

(3)エンド･ラインの内側の縁から半円の中心までの距離は1.575mとする．

（1），(2)で表されるラインをスリー・ポイント・ラインという．

lチームのスリー･ポイント・フィールド･ゴール･エリア(以下，スリー・

ポイント・エリアという）とは，コートのツー・ポイント・エリアを除い
た部分をいう．

スリー・ポイント・ラインはスリー・ポイント・エリアには含まれない．

2.4.5チーム・ベンチ・エリア(図1）

チーム・ベンチ・エリアとは，次のラインで区画されたコート外の部分
をいう．

（1）オフイシヤルズ・テーブルに近いほうのサイド・ライン

(2)センター・ラインから5mのところにサイド・ラインと直角に描かれ

た長さ2m以上のライン

(3)エンド・ラインを2m以上延長したライン

それぞれのチーム・ベンチ・エリアには，コーチ，アシスタント・コーチ，

交代要員，5回のファウルを宣せられたチーム・メンバー，チーム関係

⑬



図2フリースロー・ライン，制限区域，フリースローを行う半円，
ノー・チャージ。セミサークル

スリー・ポイント・ラインはスリー・ポイント・エリアには含まれない
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者のために適当な数の席(椅子)が用意されていなければならない．

上記以外の人は，競技時間中チーム･ベンチ･エリアにいることはできず，
チーム・ベンチから2m以上離れていなければならない．

2.4.6スロー・イン・ライン(図1）

スロー・イン・ラインは，それぞれのハーフ・コートに，オフイシヤルズ・
テーブルから遠いほうのサイド・ラインにコートの外側に向かってサイ

ド・ラインと直角に短いラインを描く．

（1）ラインを描く位置は，当該コートのエンド・ラインから遠いほうの縁
がエンド・ラインの内側の縁から8.325mの距離になるようにする（こ

れは，スリー・ポイント・ラインの頂点の位置と一致するところであ

る)．

(2)ラインの長さは，サイド・ラインの外側の縁から0.15mとする．

2.4.7ノー・チャージ・セミサークル(図2）

ノー・チャージ・セミサークルとは，制限区域内に描かれた，次に示す
ラインをいう．

（1）バスケットの真下を中心とする円周の内側までが半径1.25mの半円

と，その端をサイド･ラインと平行にエンド･ラインの内側の縁から1.2
mの位置まで延長したライン（ラインの端はバックポードの表面の位

置と一致する）

(2)エンド・ラインの内側の縁から半円の中心までの距離は1.575mとす
る．

ノー・チャージ・セミサークルのラインとバックボードの表面を床に投

影した仮想的なラインの内側のエリアをノー・チャージ・セミサークル・
エリアという

ノー・チャージ・セミサークルのラインとバックボードの表面を床に投

影した仮想的なラインは，ノー・チャージ・セミサークル・エリアには
含まれない．

2.5 オフィシャルズ・テーブルおよび交代席の配置(図4）

公式大会においては，チーム・ベンチおよび交代席の配置は次のようにす
る．

オフィシャルズ・テーブル

図4オフィシャルズ・テーブルと交代席の配置
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オフイシヤルズ・テーブルからはコートがよく見渡せなければならない．

オフイシヤルズ・テーブルおよびテーブル・オフイシヤルズの席は，一段
高く配置することが望ましい．

アナウンサーや統計係(ボックス・スコア係)がいる場合は，オフイシャル
ズ・テーブルのとなりあるいはオフイシヤルズ・テーブルのうしろに席を

設ける．

第3条用具・器具 (Equipment）

バスケットボールのゲームを行うときには，次の施設，用具・器具が用意されて

いなければならない．

(競技規則書付録“｢第3条用具・器具」の詳細"を参照のこと）

・バックストップ・ユニット

ーバックボード（覆いを含む）
ーバスケット：バスケットはリングとネットで構成される．

（原則としてプレッシャー・リリース・リングを使用する）
－バックボード．サポート（覆いを含む）

・ボール

・ゲーム・クロック

・スコアボード

・24秒計（操作盤，表示装置）
・タイム．アウトの時間をはかるためのストップ・ウォッチあるいはゲーム・

クロックとは別のよく見える適切な表示装置

・2種類以上の明瞭に異なる音色の，大きな音の出る合図器具

･スコアシート：（財)日本バスケットボール協会が承認したもの
･プレイヤー・ファウル数の標識

･チーム．ファウル．ペナルティーの表示器具（チーム・ファウル数の標識）

、ポゼションの表示器具（オルタネイティング・ポゼション・アロー）

・適切な材質の床

・競技規則のとおり描かれたコート

・十分な光量の照明

バスケットボールの施設，用具・器具のさらに詳細な規格については，日本バス

ケットボール協会版「バスケットボール用具・設備規格及びメンテナンス基準」

を参考にすること．
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第3章 チ ーム (TEAMS）

第4条チーム (Teams）

4.1チーム・メンバー

4.1.1チーム・メンバーとして認められるためには，大会規定に明記されてい
る条件（年齢制限を含む）をみたしていなければならない．

4.1.2チーム・メンバーは，ゲーム前にその氏名がスコアシートに記入されて

いれば，そのゲームに出場することができる．

ただし，失格・退場を宣告されるか5回のファウルを宣せられた場合は，
それ以後そのゲームに出場することはできない．

4.1.3競技時間中，チーム・メンバーの一員は，コート上でプレイをすること

を認められているときはプレイヤーとよばれ，そうでないときは交代要
員とよばれる．

5回のファウルを宣せられたチーム・メンバーは，チーム・ベンチにす

わることは許されるが，プレイヤーでも交代要員でもなくなり，以後そ
のゲームに出場することはできない．

4.1.4プレイのインタヴァル中は，ゲームに出場することができるチーム・メ
ンバーは，すべてプレイヤーであるとみなされる．

4.2チームの構成

4.2.1各チームの構成は，次のとおりとする．
（1）ゲームに出場できるチーム・メンバーは12人以内とする．

国内のゲームのチーム・メンバーの人数は，大会主催者の考えにより
12人をこえてもよい．

(2)チーム・メンバーのうち1人をキャプテンとする．

(3)コーチを1人おく．

必要であれば，アシスタント・コーチを1人おくことができる．
(4)上記のほか，大会規定で認められているチーム関係者がチーム・ベン

チに入ることができる．

4.2.2競技時間中は，両チーム5人ずつのプレイヤーがコート上でプレイをし
ていなければならない．

プレイヤーは，規則に従って交代することができる．

4.2.3交代要員は審判がコートに招き入れたときにプレイヤーとなり，プレイ
ヤーは審判がその交代要員をコートに招き入れたときに交代要員となる

（審判の合図11.)．

ただし，タイム・アウトあるいはプレイのインタヴァルの間に交代する
ときは，交代要員はスコアラーに対して交代の申し出をしたときにプレ
イヤーとなる．
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4．3ユニフオーム

4.3.1チーム・メンバーのユニフオームの規定は，次のとおりとする．

(1)シャツは，チーム・メンバー全員が同じデザインの色や形のものとし，

前から見てもうしろから見ても，同じ色であることがはっきりとわか
るものでなければならない．

ゲーム中，プレイヤーは，シャツの裾をパンツの中に入れておかなけ
ればならない．

ただし，女子の場合は，シャツをパンツの外に出すようにデザインさ
れたものを使用してもよい．

また，「オール・イン・ワン」のユニフォームを使用してもよい．

(2)パンツは，チーム・メンバー全員が同じデザインの色や形のものとし，

前から見てもうしろから見ても，同じ色であることがはっきりとわか

るものでなければならない．

パンツの色は，かならずしもシャツと同じ色でなくてもよい．
(3)シャツからはみ出してしまう上半身用および腕用のサポーター様のも

の(パワー・サポーター，パワー・スリーヴなど，通常のサポーター
も含む）を着用してもよいが，その場合はシャツと同様の色のもので
なければならない．

(4)パンツの下にパンツより長いパンツ様のもの(アンダー・ガーメント，

パワー・タイツなど）をはいてもよいが，その場合はパンツと同様の
色のものでなければならない．

43．2チーム・メンバーは，ユニフオームの前と背中の見えやすい位置に，ユ
ニフォームの色とはっきりと区別できる単色の番号をつける．

番号は審判とスコアラーにはっきりとわからなければならない．

(1)背中の番号の高さは20cm以上とする．

(2)前の番号の高さは10cm以上とする．

(3)番号の幅（数字の太さ）は2cm以上とする．

(4)各チームは,原則として4から15までの番号を用いなければならない．
国内の大会においては，大会主催者は，2桁までの番号の使用を認め

ることができる．

(5)異なるプレイヤーに同じ番号を用いてはならない．

(6)ユニフオームに番号以外の表示（ロゴ・マークなど）をつける場合で

も，前と背中の番号が見えにくくならないように注意する．どのよう

な場合でも，番号の大きさを規定より小さくしてはならない．

ユニフオームに広告や商標（大会主催者が認めたものでなければなら
ない）をつける場合も，同様の規定を守らなければならない．

ユニフオームに広告や商標，ロゴ・マークなどをつける場合は，番号
から5cm以上離れていなければならない．

4.3.3各チームは，淡色と濃色の2種類以上のシャツを用意しておかなければ
ならない．

⑭
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4－4
－

(1)プログラムで先に記載されているチーム（またはホーム・チーム）が

淡色のシャツを着用する．

淡色のシャツの色は，白色が望ましい．

(2)プログラムであとに記載されているチーム（またはヴィジィテイング・

チーム）が濃色のシャツを着用する．

濃色のシャツは，白色以外の濃い色とする．

(3)ただし，両チームの話し合いで双方が了解した場合は，シャツの色の
濃淡を交換することができる．

4.4そのほかの身につけるもの

44．1プレイヤーは，バスケットボールのプレイをするのにふさわしくないも

の，ケームに支障をもたらすものを身につけてはならない．

身長や腕の長さを補ったり，そのほかどのような方法であれ，不当な利
益をもたらすような用具・器具を使用したり着用したりしてはならない．

4.4.2プレイヤーは，ほかのプレイヤーに危険をもたらすものを着用してはな
らない．

（1）次のものは身につけてはならない．

・指，手，手首，前腕，ひじの防具で，皮革，プラスティック，ソフ
ト・プラステイック,金属,そのほか硬い素材でつくられているもの

これらの防具は，表面をやわらかい素材で覆ってあっても身につけ
てはならない．

。ほかのプレイヤーに切り傷やすり傷を与えるようなもの（指の爪は

短く切っておくこと）

・髪飾り,頭にかぶるもの,貴石･宝石類(指輪,チェーン，ピアスなど）
(2)次のものは身につけてもさしつかえない．

・上腕，肩，大腿部や下肢の防具で，十分に表面を覆ってあるもの
・十分な覆いをしてあるニー・ブレイス(膝の防具）

・負傷した鼻のプロテクター

これは硬い素材でつくられたものでもよい．

・無色透明なマウス・ガード（マウス・ピース）

。ほかのプレイヤーが負傷しないように，破損の防止に配慮してある
眼鏡

・布やソフト・プラステイックあるいはゴムでつくられた，幅5cm以
下の単色のヘッド・バンド

4.4.3規則に示されていない用具・器具の使用や着用については，あらかじめ

大会主催者の承認を得ておかなければならない．
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第5条プレイヤーが負傷した場合 (PIayers：Injury）

5.1プレイヤーが負傷した場合は，審判はゲームを止めてよい．

5.2ボールがライブのときに負傷者が出た場合は，通常は，審判はプレイがひ
と区切りつくまで笛を鳴らさないでおく．

プレイがひと区切りつくのは，次のときである．

（1）ボールをコントロールしているチームのプレイヤーがショットをする．

(2)ボールをコントロールしているチームがボールのチーム・コントロール

を失う（相手チームがボールをコントロールする)．
(3)ボールをコントロールしているチームがボールをプレイすることを控え

る．

(4)ボールがデッドになる．

ただし，負傷者を保護する必要があると認めたときには，審判は，ただち
にケームを止めてもよい．

5.3負傷したプレイヤーがすぐにはプレイをつづけることができない場合（お

よそ15秒程度)，あるいは手当てを受ける場合（手当てを受けた場合）は，
そのプレイヤーはすみやかに交代しなければならない．

ただし，負傷したプレイヤーを除くとそのチームが5人のプレイヤーを出
場させることができない場合は，審判は，15秒に限定せずにしばらくの間

ようすを観察し，できるかぎり5人のプレイヤーにプレイをさせる努力を

しなければならない．

5.4

5.5

コーチ，アシスタント・コーチ,交代要員，5回のファウルを宣せられたチー

ム･メンバー，チーム関係者は，審判の許可があれば，負傷したプレイヤー
を介抱するためにコートに入ることができる．

プレイヤーがひどい負傷でただちに手当てを必要とすると思われるときに

は,医師は,審判の許可を待たずに独自の判断でコートに入ることができる．

プレイヤーが負傷したとき，審判の許可があってもなくてもそのチームの

だれかがチーム・ベンチ・エリアから出てコートに入ったときは，そのプ
レイヤーは「手当てを受けた」ことになる．

5.6ゲーム中，プレイヤーが出血したり外傷を負ったりしたときは，審判は，
そのプレイヤーを交代させる．

そのプレイヤーは，出血が止まるか傷口を完全に覆う手当てをしてからで

なければ，ふたたびゲームに出場することはできない．

負傷したプレイヤー，出血したり外傷を負ったりしたプレイヤーあるいは

手当てを受けたプレイヤーはすみやかに交代しなければならないが，その

⑬
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5－7
－

5，7

プレイヤーの交代を知らせるためにスコアラーが合図器具を鳴らすよりも

前にどちらかのチームがタイム・アウトを請求しそのタイム・アウトの間
に手当てが終わったときは，引きつづきプレイをすることができる．

コーチがゲームの最初に出場するプレイヤーを確認してサインをしたのち
にそれらのプレイヤーが負傷した場合は，最初に出場するプレイヤーを変
更することができる．

この場合は，相手チームも同じ人数だけプレイヤーを変更することができ
る．

第6条キャプテン：任務と権限 (Captain：Dutiesandpowers）

6.1 キャプテンは，コーチによって指名されたそのチームのコート上での代表
者である．

ケーム中，キャプテンは審判に説明を求めることができる．ただし，それ
はボールがデッドでゲーム・クロックが止められている間でなければなら

ず，どのようなときでも礼儀正しく，また，ていねいでなければならない．
スコアシートに示されたキャプテンがコート上にいないとき（プレイヤー

でないとき）は，コーチが指名したコート上のプレイヤーがキャプテンの
役目をする．

第7条コーチ：任務と権限 (Coaches：Dutiesandpowers）

本競技規則で定める「コーチ｣とは,ゲーム中,実際にゲームを指揮する者をいう．

7.1コーチまたはその代理者は，ゲーム開始予定時刻の10分以上前までに，ゲー
ムに出場することのできるチーム・メンバーの氏名・番号，キャプテンの
氏名・番号，コーチの氏名，アシスタント・コーチをおくときはその氏名
のリストを，スコアラーに提出する．
その氏名・番号がスコアシートに記入されているチーム・メンバーは，ゲー

ム開始に遅れてきたとしても，ゲームに出場することができる．

7.2 コーチは，ゲーム開始予定時刻の5分以上前までに，スコアシートに記入
されたチーム・メンバーの氏名・番号とコーチの氏名（アシスタント・コー

チをおくときはその氏名）を確認し，最初に出場する5人のプレイヤーを
スコアラーに知らせ，スコアシートにサインをする．
チームAのコーチが先にこの確認をする．
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7．3

7．4

7.5

7.6

7．7

7.8

コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，5回のファウルを宣せられたチー

ム・メンバー，チーム関係者以外は，競技時間中，チーム・ベンチ・エリ
アにいることはできない．

コーチおよびアシスタント・コーチは，ボールがデッドでゲーム・クロッ

クが止められている間であれば,得点,競技時間スコアボードの表示,残っ
ているタイム・アウトの数,ファウルの数などについてテーブル･オフイシャ

ルズに尋ねることができる．

コーチだけは，ゲーム中に立ちつづけていることが認められている．
コーチは，チーム・ベンチ・エリア内からであれば，ゲーム中，自チーム
のプレイヤーに話しかけたり指示を与えたりしてよい．

アシスタント・コーチをおくときは，ゲーム開始前にその氏名がスコアシー

トに記入されていなければならないが，アシスタント・コーチがスコアシー

トにサインをする必要はない．

コーチが何らかの理由で役目をつづけられない場合は，アシスタント・コー
チがコーチの役目を引き継ぐ．

スコアシートに示されたキャプテンがコートから退くときは，コーチは，

コート上でキャプテンの役目をするプレイヤーの番号を審判に伝えなけれ

ばならない．

コーチがいない場合やコーチがその役目をつづけられなくてアシスタント・

コーチがスコアシートに記入されていない場合，あるいはアシスタント・

コーチも役目をつづけられない場合は，スコアシートに示されたキャプテ
ンがコーチの役目をする．

そのキャプテンが何らかの理由でコートから退いている場合でも，コーチ

としての役目をしてよい．しかし，そのキャプテンが失格・退場させられ
たり，ひどい負傷のためコーチの役目をつづけられなくなったりしたとき

は，そのキャプテンの代理者がコーチの役目を引き継ぐ．

7.9フリースロー・シューターが規則で定められていない場合は，コーチがフ
リースロー・シューターを指定する．

④
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8－8

第4章ブﾚｲの規定 (PLAYINGREGULATIONS）

第8条競技時間，同点と延長時限
（PIayingtime,tiedscoreandextraperiods）

8.1 ゲームは，10分のピリオドを4回行う．
第1ピリオドと第2ピリオドを前半，第3ピリオドと第4ピリオドを後半
という．

※<中学校のゲームでは，8分のピリオドを4回行う.〉

8.2ゲームの開始前に10分のインタヴァルをおく．

8.3第1ピリオドと第2ピリオドの間，第3ピリオドと第4ピリオドの間，お
よび各延長時限の前に，それぞれ2分のインタヴァルをおく．

8.4ハーフ・タイムのインタヴァルは10分とする．

大会主催者の考えにより，ハーフ・タイムのインタヴァルを15分としても
よい．

8.5プレイのインタヴァルは，次のときに始まる．

（1）ケーム開始の10分前

(2)各ピリオドの競技時間の終了を知らせる合図が鳴ったとき

8.6プレイのインタヴァルは，次のときに終わる．

(1)第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールで，トス・アップのポールが主
審の手から離れたとき

(2)第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限も含む）を始めるスロー・

インで，スロー・インをするプレイヤーにボールが与えられたとき

8．7

8.8

8.9

第4ピリオドが終わったとき両チームの得点が同じだった場合は，
分の延長時限を必要な回数だけ行う．

※<中学校のゲームでは，延長時限は1回3分とする.〉

1回5

ファウルが各ピリオド，各延長時限の終了とほとんど同時に起こったとき，

その罰則としてフリースローが含まれている場合は，そのフリースローは
そのピリオド終了後ただちに行う．

第4ピリオドや各延長時限の終了の合図とほとんど同時にファウルが起こ
り，その罰則によるフリースローの結果延長時限を行う場合は，競技時間
の終了の合図が鳴ったあとで起こったファウルはプレイのインタヴァル中

に起こったものとし，その罰則によるフリースローは次の延長時限を始め
る前に行う．
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第9条ゲーム，ピリオドの開始と終了
（Beginningandendofaperiodorthegame）

9.1第1ピリオドは，ジャンプ・ボールでトス・アップのボールが主審の手か
ら離れたときに始まる．

9.2 第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限も含む）は，ピリオドを始め
るためのスロー・インで，スロー・インをするプレイヤーにポールが与え
られたときに始まる．

9.3両チームとも5人ずつのプレイヤーをそろえていなければ，ゲームを始め
ることはできない．

9．4 すべてのゲームにおいて，プログラムで先に記載されているチームまたは

ホーム･チームのチーム･ベンチおよびそのチームの（自チームの）バスケッ

トは，センター・サークルからオフイシヤルズ・テーブルに向かって右側
とする．

9.5各チームは，第1ピリオドおよび第3ピリオドの前にかぎり，次に攻撃す
るバスケットのあるハーフ・コートでウォーム･アップをすることができる．

9.6両チームは，後半からは攻撃するバスケットを交換する．

9.7各チームは，各延長時限には後半と同じバスケットを攻撃する．

9.8各ピリオド，各延長時限およびゲームは，競技時間の終了を知らせる合図
が鳴った瞬間に終わる．

第10条ボールの状態 (StatusofthebaII）

10．1ボールの状態は，ライブかあるいはデッドかのどちらかである．

10．2ボールは次の瞬間にライブになる．

(1)ジャンプ・ボールの場合，トス・アップのボールが主審の手から離れ
たとき

(2)フリースローの場合，フリースロー・シューターにボールが与えられ
たとき

(3)スロー・インの場合，スロー・インをするプレイヤーにボールが与え
られたとき

⑥
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10．3 ボールは次の瞬間にデッドになる．

（1）フィールド・ゴールあるいはフリースローが成功したとき

(2)ボールがライブで審判が笛を鳴らしたとき

(3)次の場合のフリースローが入らないことが明らかになったとき

①あとにフリースローがつづく場合
②あとにスロー・インあるいは別の罰則によるフリースローが与えら

れる場合

(4)各ピリオドの競技時間の終了の合図が鳴ったとき
(5)どちらかのチームがボールをコントロールしている間に24秒の合図が

鳴ったとき

ただし，24秒の合図が誤って鳴ったときは除く．
(6)ショットされたボールが空中にある間に次のことがあったとき

①審判が笛を鳴らし，そののちそのボールにどちらかのチームのプレ
イヤーが触れたとき

②各ピリオドの競技時間の終了の合図が鳴り，そののちそのボールに
どちらかのチームのプレイヤーが触れたとき

③24秒の合図が鳴り，そのボールがリングに触れるか触れないことが
明らかになる前にそのボールにどちらかのチームのプレイヤーが触

れたとき

l里910．4次の場合には，審判の笛や競技時間の終了の合図が鳴った瞬間にボールは
デッドにはならない．

（1）シヨットされたポールが空中にある間に，審判が笛を鳴らしたり各ピ
リオドの競技時間の終了の合図が鳴ったとき

(2)フリースローのボールが空中にある間に，審判がフリースロー・シュー
ター以外のプレイヤーのヴァイオレイションやファウルに対して笛を

鳴らしたとき

(3)ボールをコントロールしているチームのプレイヤーがすでにショット

の動作を起こしたあとに相手チームのプレイヤーにファウルが宣せら

れた場合，そののちシューターがそのひとつづきの動作でショットを
完了したとき

これらの場合は，ショットされたボールがバスケットに入るか入らないか

が明らかになったときにボールはデッドになり，ボールがバスケットに
入った場合は得点が認められる．

ただし，ボールがバスケットに入るか入らないかが明らかになる前でも，
ショットされたボールにどちらかのチームのプレイヤーが触れたとき，あ
るいはショットのボールが床に触れたときには，その瞬間にボールはデッ
ドになる．

また,(3)の場合で,審判が笛を鳴らすのとほとんど同時に次のことがあり，
そのあとでボールがシューターの手から離れたときはこの規定は適用され
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ず，ボールがバスケットに入っても得点は認められない．
・各ピリオドの競技時間の終了の合図が鳴る．

・24秒の合図が鳴る．

・あらたにショットの動作を起こす．

第11条プレイヤーと審判の位置 (LocationofapIayerandano桁ciaI）

11．1

11．2

プレイヤーの位置は，その触れている床によって決められる．
プレイヤーがジャンプして空中にいるときは，最後に触れていた床にいる

ものとみなされる．

この規定は，境界線，センター・ライン，スリー･ポイント・ライン，フリー
スロー・ラインおよび制限区域を区画するラインやノー・チャージ・セミ

サークル・エリアを区画するライン（仮想的なラインも含む）についても
適用される．

審判の位置も，プレイヤーと同じ方法で決められる．
ボールが審判に触れたときは，その審判のいる位置の床に触れたものとす
る．

第12条ジャンプ・ボール，オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルール
（JumpbalIandaIternatingpossession）

121ジャンプ・ボールとヘルド・ボール

12.1.1ジャンプ･ボールは，第1ピリオドを始めるとき，センター･サークルで，
審判が両チームの任意の2人のプレイヤーの間にボールをトス・アップ
して行われる．

12.1.2ヘルド･ボールは,両チームの2人あるいはそれ以上のプレイヤーがボー
ルに片手または両手をしっかりとかけて，どちらのプレイヤーも乱暴に
しなければそのボールを独占することができないときに宣せられる．

12．2ジャンプ・ボールの規定

12．2．1両ジャンパーは，センター・サークルの自チームのバスケットに近いほ
うの半円の中に両足が入るように立ち，片足はセンター・ラインの近く
におく．

12.2.21チームの2人のプレイヤーがサークルのまわりにとなり合わせて位置

したときは，相手チームから要望があれば，一方の位置は譲らなければ

③
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ならない．

12．2．3審判は，両ジャンパーの問で，ジャンパーがジャンプしても届かない高
さまでまっすぐ上にボールをトス・アップする．

12．2．4ジャンパーは,ボールが最高点に達してからタップしなければならない．

12．2．5ジャンパーは，ポールがタップされる前にジャンプ・ボールの定位置を
離れてはならない．

12．2.6どちらのジャンパーも，トス・アップされたボールをつかんではならな

いし，それぞれ2回までしかボールをタップすることはできない．

ジャンパーは，許されたタップをするほかは，ボールがジャンパー以外

のプレイヤーあるいは床に触れるまでは，ボールに触れてはならない．

12．2.7どちらのジャンパーもボールをタップすることができなかったり，トス

が曲がったり低すぎたりしたときは，審判は，ジャンプ・ボールのやり
なおしをする．

122．8ジャンパー以外のプレイヤーは,ボールがタップされるまでサークル(円
筒）の外にいなければならないし,からだのどの部分もサークル（円筒）
のラインをこえて内側に入れてはならない．

12．2．1，12．2．4，12．2．5，12．2．6，12.2．8に違反することはヴアイオレ
イションである．

12.3ジャンプ・ボール。シチュエイション

次のとき，ジャンプ・ボール．シチュエイションになる．

(1)第1ピリオド以外のピリオド（各延長時限を含む）を始めるとき
(2)ヘルド・ボールが宣せられたとき

(3)両チームのプレイヤーが同時に触れてボールがアウト・オブ・バウン

ズになったとき

(4)だれが最後に触れてポールがアウト・オブ・バウンズになったか審判
がわからなかったとき

あるいは審判の意見が一致しなかったとき

(5)最後のフリースローが成功しなかったときに，両チームのプレイヤー
がフリースローのヴァイオレイションをしたとき

(6)両チームのプレイヤーが同時にヴァイオレイシヨンをしたとき

(7)ライブのボールがバスケットにはさまったりのったりしてしまったとき

ただし，あとにフリースローやスロー・インがつづくときは除く
（8）どちらのチームもボールをコントロールしていないかスロー・インの

ボールが与えられることになっていなかったときにボールがデッドに

なったとき

(9)両チームのベンチにいる人たちが第39条｢フアイテイング｣の規定に
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よって失格・退場になったり，第42条「特別な処置をする場合」が適
用される場合で,両チームに科される重さの等しい罰則を相殺していっ

たあとにファウルによる罰則が残らず，なおかつどちらのチームもボー

ルをコントロールしていなかったかスロー・インが与えられることに
なっていなかったとき

12．4オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルール

12.4.1オルタネイテイング･ポゼション･ルールとは，ゲーム中，ジャンプ・ボー
ル．シチュエイションになったとき，両チームが交互にスロー・インを

してボールをライブにするゲーム再開の方法である．

12．4．2オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インは，審判
がスロー・インをするプレイヤーにボールを与えたときに始まる．

また，オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インは，
次のときに終わる．

(1)スロー・インされたボールがコート内のプレイヤーに触れたとき

(2)スロー・インをするチームにヴァイオレイションが宣せられたとき

(3)スロー．インされたボールがコート内のプレイヤーに触れずにバス

ケットにはさまったりのったりしてしまったとき

12.5オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・イン

12.5.1オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー．インは，ジャ
ンプ.ボール．シチュエイションになったところにもっとも近いアウト・

オブ・バウンズから行う．

12．5．2オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー．インのボール

は，第1ピリオドを始めるときのジャンプ・ボールのあと最初にコート
内でボールをコントロールしたチームの相手チームに先に与えられる．

12．5．3第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限を含む）は，オフイシヤル
ズ・テーブルから遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウン
ズからのスロー・インで始められる．

そのスロー・インをするチームは，前のピリオドが終了したときにオ
ルタネイテイング・ポゼシヨン・ルールによるスロー・インが与えら

れることになっているチームである［例外：第36条36.2.2-(1)，第37条

37.2.3-(1)，第38条38.4.2-(1)]・

'2.5.4オルタネイテイング・ポゼション・ルールによって次にスロー．インが

与えられるチームは，ポゼションの表示器具［ポゼション・アロー(赤
色の矢印)］によって示される．

ポゼシヨン・アローの向きは，次にスロー・インが与えられるチームの
攻撃する方向を示す．

④
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ポゼション・アローの向きは，オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルー

ルによるスロー・インが終わったときに，すみやかに変えられる．

12．5．5オルタネイテイング・ポゼション・ルールによってスロー．インのボー

ルを与えられたチームがそのスロー・インが終わる前にヴァイオレイ

ションを宣せられたときは，オルタネイテイング・ポゼション・ルール

によるスロー・インの権利は取り消され，ゲームは，相手チームの同じ
位置のアウト・オブ・バウンズからのスロー・インで再開される（この

スロー・インはヴァイオレイションの罰則によるものであり，オルタネ
イティング．ポゼション・ルールによるものではない)．

次にジャンプ・ボール．シチュエイションになったときオルタネイテイ

ング・ポゼション・ルールによってスロー・インのボールが与えられる

チームも相手チームからとなる．

12.5.6第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中（ハーフ・タイ
ムも含む)，あるいは競技時間中オルタネイティング･ポゼション・ルー

ルによるスロー･インが始まってから終わるまでの間に,どちらかのチー
ムにファウルが宣せられたときは，ゲームは，ファウルの罰則で再開さ
れる．

どちらのチームにファウルが宣せられたとしても，オルタネイテイング・
ポゼション・ルールによるスロー・インの権利は取り消されないので，
次にジャンプ・ボール．シチュエイションになったときにスロー・イン

のポールが与えられるチームは，このときスロー・インのボールが与え
られることになっていたチームからとなる．

第13条ボールの扱い方 (Howtheballisplayed）

13．1

13．2

プレイヤーとボール

ゲーム中，ボールは手で扱わなければならない．

プレイヤーは,規則の定める範囲内であれば，どのような方向へでも，ボー
ルをパスしたり，スローしたり，タップしたり，ころがしたり，あるいは
ドリブルしたりすることができる．

ボールを扱うときの制限

ボールを持って走ること，故意に足または脚(大腿部も含む)でボールを

けったり止めたりすること，ボールをこぶしでたたくことはヴァイオレイ
ションである．

ボールが偶然に足または脚にあたったり触れたりしてもヴァイオレイショ

ンではない．
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第14条ボールのコントロール (ControIofthebaIl）

14．1

14．2

14．3

チーム・コントロール(チームがボールをコントロールしていること）は，
そのチームのプレイヤーが次のようにライブのボールをコントロールした

ときに始まる．

（1）ライブのボールを持つかドリブルをする．
(2)スロー・インあるいはフリースローでライブのボールを与えられる．

次のときは，チーム・コントロールがつづいていることになる．
(1)そのチームのプレイヤーがライブのボールをコントロールしているとき
(2)そのチームのプレイヤーの問でパスを行っているとき

チーム・コントロールは，次のときに終わる．

(1)相手チームのプレイヤーがボールをコントロールしたとき
(2)ボールがデッドになったとき
(3)プレイヤーが相手チームのバスケットにショットまたはフリースロー

をして，ボールがシューターの手から離れたとき

第15条シヨットの動作中のプレイヤー（PIayerintheactofshooting）1415－

15．1

15．2

ショットの動作には，スロー，ダンク，タップがある．

・スローとは，フィールド・ゴールおよびフリースローのとき，片手また
は両手でポールを持ち，相手チームのバスケットに向けて投げることを
いう．

・ダンクとは，片手または両手で，ボールを相手チームのバスケットの中
へ強く投げ落とすことをいう．

・タップとは，片手または両手で，ボールを相手チームのバスケットに向
けてたたくことをいう．

ショットの動作

(1)ショットの動作は，プレイヤーが相手チームのバスケットをねらって，
ボールをスローやダンクしようとしているかポールをタップしたと，

審判が判断したときに始まる．

(2)ショットの動作は，ショットをしようとしたプレイヤーの手からボー
ルが離れたときに終わる．

空中にいるシューターのショットの動作は，ボールが手から離れたあ
と，そのプレイヤーの両足が床に触れるまでつづいているものとする．

プレイヤーがショットをしようとしたときに腕をつかまれたり押さえられ
たりしたためにシヨットすることができなくてボールが手から離れなくて

も，ショットの動作であることに変わりはない．
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15．3

ボールを持ったプレイヤーが規則でその進行が許される範囲の1歩目か2
歩目かということだけでは，そのプレイヤーがショットの動作中であるか
そうでないかを判断する基準にはならない．

ひとつづきのショットの動作

(1)通常は，ショットをしようとして腕を上に上げる動作をするためにプ
レイヤーがボールを片手または両手で持ったときから始まる．

(2)ショットをしようとしているプレイヤーの腕，からだ，またはその両

方の動作が含まれることもある．

(3)ひとつづきのショットの動作は，ボールがプレイヤーの手から離れる

か，プレイヤーがあらたにショットの動作を起こしたときに終わる．
審判の笛が鳴らされたあとであらたにショットの動作を起こしたとき
は，ボールがバスケットに入っても得点は認められない．

第16条ゴールと点数 (Goal：WhenmadeanditsvaIue）

16．1 ゴール

ゴールとは，ライブのボールが上からバスケットに入り，バスケットの中
にとどまるか通過することをいう［例外：第17条17．3．1－(5)]．

16．2ゴールと得点

16.2.1ゴールによる得点は，そのバスケットを攻撃しているチームに，次のよ
うに記録される．

（1）フリースローによるゴールは1点

(2)ツー・ポイント・エリアからのフイールド・ゴールは2点

(3)スリー・ポイント・エリアからのフィールド・ゴールは3点
(4)最後のフリースローの場合,ポールがリングに触れたあとでバスケッ

トに入る前にどちらかのプレイヤーがヴァイオレイションをせずに
そのポールに触れたときは，そののちそのボールがバスケットに入っ

たときは2点のフィールド・ゴールが認められる．

16.2.2誤ってでも偶然にでも自チームのバスケットにポールを入れてしまった
フイールド・ゴールは，相手チームに2点が与えられ，相手チームのそ
のときコート上にいるキャプテンの得点として記録される．

16．2．3故意に自チームのバスケットにボールを入れることはヴァイオレイシヨ

ンであり，得点は認められない．

16.2.4ボールが下からバスケットに入り完全に通過したときはヴァイオレイ
ションとなる．
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16.2.5プレイヤーがボールを一度つかんでからショットをするためには，ゲー
ム・クロックの残りの競技時間が最低でも0.3秒以上を表示していなけ
ればならない．

したがって，審判は，各ピリオド，各延長時限の終了まぎわでケーム・
クロックの残り時間がわずかになったときにスロー・インやフリース

ローでゲームが再開されるときは，次のように判定や処置がくだせるよ
うに備えておかなければならない

（1）ゲーム・クロックの残り時間の表示が0.2秒あるいは0.1秒のときにス

ロー･インあるいはフリースローでゲームを再開するときは，スロー・
インされたポールあるいはフリースローが不成功でリバウンドされ

たボールに対しては，コート内の攻撃側プレイヤーが直接タップあ
るいは直接ダンクをしなければ，そのショットによる得点は認めて
はならない．

(2)ゲーム・クロックの残り時間の表示が0.3秒以上のときにスロー・イ

ンあるいはフリースローでゲームを再開するときは，スロー・イン
されたボールあるいはフリースローが不成功でリバウンドされた

ボールを攻撃側プレイヤーが一度つかんでも，すばやくショットを
すればピリオドの終了の合図が鳴る前にそのボールが手から離れる
可能性もあるので，審判は，そのショットのポールがピリオドの終
了の合図が鳴る前にプレイヤーの手から離れていたかどうかをしっ
かりと確認して，得点を認めるかどうかの判定をくださなければな
らない．

第1フ条スロー・イン (Throw-in）

17．1 スロー・イン

スロー・インとは，規則に従って，アウト・オブ・バウンズにいるプレイ

ヤーがコート内に向かってボールをパスすることをいう．

17．2スロー・インの位置と方法

17．2．1審判は，スロー．インをするプレイヤーにボールを直接手渡すか，状況
によってはポールをスロー・インを行うアウト・オブ・バウンズの位置
に置いて，スロー・インをするプレイヤーにボールを与える．

ただし，次の条件がみたされている場合には，スロー．インをするプレ
イヤーにボールをトスあるいはバウンス・パスで投げ渡してもよい．
・審判がスロー・インをするプレイヤーから4m以内のところにいる．

、スロー・インをするプレイヤーが審判に指示されたスロー．インを行
うアウト・オブ・バウンズの位置にいる．
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17．2．2プレイヤーは，規則に定められたところ（ヴァイオレイシヨンかファウ
ルが起こったところや審判がゲームを止めたときにボールがあったとこ

ろにもっとも近いアウト・オブ・バウンズ）からボールをスロー・イン
しなければならない．

ただし，バックボードの真うしろのところからはスロー・インしない．

17.2.3次のような場合は，スロー・インは，オフイシヤルズ・テーブルから遠
いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズから行う．
（1）第1ピリオド以外のピリオドを始めるオルタネイテイング・ポゼ

ション・ルールによるスロー・インを行う場合

(2)テクニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，ディ

スクオリファイング・ファウルに対するフリースローにつづくス

ロー・インを行う場合

このとき，スロー・インをするプレイヤーはセンター・ラインの延長部

分をまたいで立ち,コート内のどこにいるプレイヤーにパスしてもよい．

17．2．4第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にタイム・アウトが認められ，
タイム・アウトを認められたチームのバック・コートのアウト・オブ・

バウンズから，そのチーム（タイム・アウトが認められたチーム）にス

ロー・インが与えられてゲームが再開される場合は，スロー・インは，
そのチームのフロント・コートのスロー・イン・ラインのアウト・オブ・

バウンズから行う．

17．2．5ライブのボールをコントロールしているチームのプレイヤーまたはス

ロー・インが与えられることになっていたチームのプレイヤーがパーソ

ナル・ファウルを宣せられたときのスロー・インは，ファウルが起こっ
たところにもっとも近いアウト・オブ･バウンズから,相手チームが行う．

17.2.6ボールがバスケットに入っても得点が認められない場合，そのあとのス

ロー・インは，フリースロー・ラインの延長上のアウト・オブ・バウン

ズから行う．

17.2.7フィールド・ゴール，最後のフリースローが成功したあとのスロー・イ
ン

（1）得‘点されたチームのプレイヤーが，そのバスケットの後方のエンド・
ラインの任意の位置のアウト・オブ･バウンズからスロー･インをする．

ゴールあるいは最後のフリースローが成功したあとであれば,タイム・

アウトやそのほかのプレイの中断のあと審判がスロー・インをするプ

レイヤーにボールを与えた場合でも，エンド・ラインの任意の位置の
アウト・オブ・バウンズからスロー・インをしてよい．

(2)スロー・インをするプレイヤーは，動いて位置を変えてもよいしエン

ド・ラインのアウト・オブ・バウンズにいる味方のプレイヤーにポー

ルをパスしてもよいが，スロー・インのボールがコート内に向けて投
げられるまでに5秒をこえてはならない．
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このときの5秒は，そのチームのプレイヤーが最初にエンド・ライン

のアウト・オブ・バウンズでボールを持つかポールを与えられたとき
からかぞえる．

17.3スロー・インの規定

17.3.1スロー・インをするプレイヤーは，次のことをしてはならない．
（1）スロー・インのボールを手ばなすのに5秒をこえること

(2)コートを踏んだままボールをスロー･インすること，あるいはスロー．
インをしようとしたときにボールを手ぱなす前にコートに足を踏み

入れること（コートに足を踏み入れてしまってからスロー．インをす

るのをやめること）

(3)スロー・インでパスしたボールが，コート内のプレイヤーに触れる

前にアウト・オブ・バウンズになること(アウト・オブ・バウンズの

床に触れること）

(4)ボールをスロー・インしたのち，ほかのプレイヤーが触れる前にコー
ト内でそのボールに触れること

(5)スロー・インしたボールがコート内のプレイヤーに触れないでバス

ケットに入ること

(6)スロー・インのボールを手ぱなす前に，審判に指示されたところか
らライン沿いに1mをこえて移動すること

－度移動してから逆の方向に移動しなおしてもさしつかえない．た

だし，ライン沿いに移動する幅が1mをこえた場合は，ヴァイオレ
イションとなる．

また，コートのまわりにゆとりがあれば，ラインから直角に1mの
幅をこえてくり返し遠ざかったり近づいたりしてスロー．インをし

てもよい．

17．3．2コート内のプレイヤーは，次のことをしてはならない．

(1)スロー・インされたボールが境界線をこえるまで，からだの一部を

少しでも境界線をこえてコートの外に出すこと
(2)コートのまわりにゆとりがなくて障害物から境界線までの距離が2m

以下のとき，スロー・インをするプレイヤーから1m以内に近づく
こと

17.3に違反することはヴァイオレイションである．

17．4罰則

もとのスロー・インを行う位置のアウト・オブ・バウンズで相手チーム
にボールが与えられ’スロー・インでゲームを再開する（競技規則第22条

22.2参照)．
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第18条タイム ･アウト (Time-out）

18．1タイム・アウト

タイム・アウトとは，コーチまたはアシスタント・コーチの請求によって
認められるゲームの休止時間のことをいう．

タイム・アウトは，以下の規定に従って認められる．

18．2タイム・アウトの規定

182．1それぞれのタイム・アウトは1分間とする．

18．2．2タイム・アウトは,「タイム・アウトが認められる時機｣の間に認められる．

18．2．3「タイム・アウトが認められる時機」は，次のときに始まる．
（1）ボールがデッドでゲーム・クロックが止められたとき

ただし，ファウルまたはヴァイオレイションのあとは，審判がテー
ブル・オフイシャルズに伝達を終えたとき

(2)最後のフリースローが成功してボールがデッドになったとき

(3)相手チームがフィールド・ゴールで得点したとき

18.2.4「タイム・アウトが認められる時機」は，次のときに終わる．

（1）フリースローの場合，1投目のフリースローのボールがフリース

ロー・シューターに与えられたとき

(2)スロー・インの場合，スロー・インをするプレイヤーにボールが与
えられたとき

相手チームがフイールド・ゴールあるいは最後のフリースローを成

功させたあとに認められるタイム・アウトの場合は，スロー・イン

をするプレイヤーがボールを持ったとき

18．2．51チームは，前半（第1ピリオドと第2ピリオドを通じて）に2回，後
半（第3ピリオドと第4ピリオドを通じて）に3回のタイム・アウトを
とることができる．

各延長時限には，1回ずつのタイム・アウトをとることができる．

18.2.6使わなかったタイム・アウトを次のハーフまたは延長時限にもちこすこ

とはできない．

18．2．7両チームのコーチがタイム・アウトを請求したときは,先に請求したチー
ムのタイム・アウトとする．

ただし，ファウルやヴァイオレイションが宣せられない状況で相手チー
ムがフィールド・ゴールで得点したときに認められるタイム・アウトは，

請求の後先に関係なく，得点されたチームのタイム・アウトとする．

18.2.8第4ピリオドまたは各延長時限の最後の2分間にフィールド・ゴールが

成功してゲーム・クロックが止められた場合には，得点したチームには
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タイム・アウトは認められない．

ただし，次の場合は，得点したチームにもタイム・アウトが認められる．
(1)審判が笛を鳴らしてケームを止めたとき

(2)得点されたチームにタイム・アウトや交代が認められたとき

18.3請求と手続き

18.3.1タイム・アウトを請求できるのはコーチまたはアシスタント・コーチだ

けである．

コーチまたはアシスタント・コーチは，チーム・ベンチ・エリアから出

てオフィシャルズ・テーブルのところへ行き，直接スコアラーに対して
タイム・アウトの請求を伝える．

チーム・ベンチ・エリアからタイム・アウトを請求するときには，コー

チやアシスタント・コーチが最大限の努力をはらい，スコアラーがタイ
ム・アウトの請求を目で見てはっきりと確認できるようにスコアラーに

対してタイム・アウトの請求を伝える．

ただし，いずれの場合も，コーチまたはアシスタント・コーチは，スコ
アラーがタイム・アウトの請求を目で見てはっきりと確認できるように

スコアラーに対して定められた合図(審判の合図12.)を手ではっきりと

示し，タイム・アウトの請求を伝えなければならない．
特に，チーム・ベンチ・エリアからタイム・アウトを請求する場合，ス
コアラーが気がつかずにタイム・アウトが認められなくても，それはス

コアラーの責任ではなく，コーチやアシスタント･コーチの責任である．

18．3．2タイム・アウトの請求は，スコアラーが審判に知らせるために合図器具

を鳴らす前であれば取り消すことができる．

18.3.3タイム・アウトの始まりと終わり

（1）タイム・アウトは，審判が笛を鳴らしてタイム・アウトの合図(審判
の合図12.)を示したときに始まる．

(2)タイム・アウトは，審判が笛を鳴らして両チームにコートにもどる
ようにうながしたときに終わる．

18.3.4タイム・アウトの請求があったときは，スコアラーは，「タイム・アウ
トが認められる時機」の問にできるだけ早く合図器具を鳴らして審判に

知らせる．

18.3.5タイム・アウトの間，プレイヤーはコートから離れてチーム・ベンチに

すわってもよいし，チーム・ベンチ・エリアにいることが認められてい

る人たちはチーム・ベンチ・エリアの近くであればコートに入ってもよ

い．

第2ピリオド，第4ピリオド，各延長時限の前のインタヴァルの間も同
様とする．
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18．3．61投目のフリースローのボールがフリースロー・シューターに与えられ

たあとにタイム・アウトの請求があったとき，次の場合，どちらのチー

ムにもタイム・アウトが認められる．

（1）最後のフリースローが成功したとき

(2)フリースローのあとにセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズ

からのスロー・インが行われる場合，最後のフリースローが終わっ
たとき

(3)フリースローの間にファウルが起こった場合，フリースローのあと，
このファウルの罰則が適用される前

(4)最後のフリースローのあとファウルが起こった場合，このファウル
の罰則が適用される前

(5)最後のフリースローでボールがフリースロー・シューターに与えら

れてから次にボールがライブになるまでの問にヴァイオレイシヨン

が起こった場合，このヴァイオレイションの罰則の適用でスロー・
インをする前

2個以上のファウルに対してそれぞれの罰則に定められているフリース

ローの「セット」やスロー・インがつづけて適用される場合は，それぞ
れの「セット」やスロー・インの前にタイム・アウトが認められる（第

43条43.1.2参照)．

第19条交代 (Substitutions）

19．1 交代

交代要員が交代の申し出をしたときは，以下の規定に従ってゲームは一時
止められ，その間に交代が行われる．

19．2交代の規定

19.2.1プレイヤーは，以下の規定に従って，「交代が認められる時機｣の問に交
代することができる．

19.2.2「交代が認められる時機」は，次のときに始まる．
（1）ボールがデッドでゲーム・クロックが止められたとき

ただし，ファウルまたはヴァイオレイションのあとは，審判がテー
ブル・オフイシャルズに伝達を終えたとき

(2)最後のフリースローが成功してボールがデッドになったとき

(3)第4ピリオドまたは各延長時限の最後の2分間に，相手チームが
フィールド・ゴールで得点したとき

19.2.3「交代が認められる時機｣は，次のときに終わる．

（1）フリースローの場合，1投目のフリースローのボールがフリース
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ロー・シューターに与えられたとき

(2)スロー・インの場合，スロー・インをするプレイヤーにボールが与
えられたとき

相手チームがフィールド・ゴールあるいは最後のフリースローを成
功させたあとに認められる交代の場合は，スロー・インをするプレ

イヤーがボールを持ったとき

19.2.4交代が認められたときは，ゲーム・クロックがいったん動いたあと，次
にボールがデッドでゲーム・クロックが止められたときでなければ,チー

ム・ベンチにもどった交代要員はふたたびゲームに出場することはでき

ないし，交代して出場したプレイヤーもふたたび交代してチーム・ベン
チにもどることはできない．

ただし，次の場合は，ゲーム・クロックが動かなくても交代が認められ
る．

(1)そのプレイヤーを除くとそのチームが5人のプレイヤーを出場させ

ることができない場合

(2)処置の訂正の際，フリースローを与えられるはずだったプレイヤー
が通常の交代をしてチーム・ベンチにもどっていた場合

19．2．5第4ピリオドまたは各延長時限の最後の2分間にフイールド・ゴールが
成功してゲーム・クロックが止められた場合には，得点したチームには

交代は認められない．

ただし，次の場合は，得点したチームにも交代が認められる．
(1)審判が笛を鳴らしてゲームを止めたとき
(2)得点されたチームにタイム・アウトや交代が認められたとき

19．3交代の手続き

19.3.1交代は，交代要員自身がスコアラーにその申し出を伝えなければならな
い．

交代要員はすぐにプレイできる用意をして，チーム・ベンチ・エリアか
ら出てオフィシャルズ・テーブルのところへ行き，直接スコアラーに対
して手で定められた交代の合図(審判の合図10.)をしてはっきりと交代
を申し出るか，スコアラーに交代の申し出がはっきりと伝わるように交
代席にすわる．

交代要員は，交代の申し出をしたのち，「交代が認められる時機｣になる
まで交代席にすわって待つ．

19．3．2交代の申し出は，スコアラーが審判に知らせるために合図器具を鳴らす
前であれば取り消すことができる．

19.3.3スコアラーは，「交代が認められる時機」の間にできるだけ早く合図器
具を鳴らして審判に交代があることを知らせる．
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19．3．4交代要員は，審判が笛を鳴らし，交代の合図(審判の合図10.)およびコー
トに招き入れる合図(審判の合図11.)をするまでは境界線の外にいなけ
ればならない．

19.3.5コートから退くプレイヤーは，審判やスコアラーに報告しないで，コー

トのどこからでも直接チーム・ベンチにもどってよい．

19．3．6交代は，できるかぎりすみやかに行わなければならない．

5回のファウルを宣せられたプレイヤーの交代は30秒以内に，失格・退
場させられたプレイヤーの交代はできるかぎりすみやかに（およそ30秒

程度）行わなければならない．

不必要に交代に時間がかかりすぎると審判が判断したときは，そのチー

ムのタイム・アウトとなり記録される．この場合，そのチームにタイム・

アウトが残っていないときは，そのチームのコーチにテクニカル・ファ
ウルが記録される．

19．3．7タイム・アウトの間あるいはプレイのインタヴァル中(ゲーム開始前の

インタヴァルを除く）に交代するときでも，交代要員は，ゲームに加わ
る前にスコアラーに対して交代の申し出をしなければならない．

19.3.8次の場合は，フリースロー・シューターであっても交代しなければなら
ない．

（1）負傷したり出血した場合

（2）5回のファウルを宣せられた場合

(3)失格・退場になった場合

これらの場合，そのフリースローは，交代したプレイヤーが行わなけれ
ばならない．

フリースロー・シューターと交代して代わりにフリースローを行ったプ

レイヤーは，フリースローのあとゲーム・クロックがいったん動いたあ

とでなければ交代してチーム・ベンチにもどることはできない．

19．3．91投目のフリースローのポールがフリースロー・シューターに与えられ

たあとに交代の申し出があったとき，次の場合，どちらのチームにも交
代が認められる．

(1)最後のフリースローが成功したとき

(2)フリースローのあとにセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズ

からのスロー・インが行われる場合，最後のフリースローが終わっ
たとき

(3)フリースローの間にファウルが起こった場合，フリースローのあと，
このファウルの罰則が適用される前

(4)最後のフリースローのあとファウルが起こった場合，このファウル
の罰則が適用される前

(5)最後のフリースローでボールがフリースロー・シューターに与えら

れてから次にボールがライブになるまでの間にヴァイオレイション
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が起こった場合，このヴァイオレイションの罰則の適用でスロー・

インをする前

2個以上のファウルに対してそれぞれの罰則に定められているフリース

ローの「セット」やスロー・インがつづけて適用される場合は，それぞ
れの「セット」やスロー・インの前に交代が認められる（第43条43.1.2

参照)．

第20条ケームの没収 (Gamelostbyforfeit）

20．1 没収になる場合

次の場合，チームはゲームを没収される．
(1)ケーム開始予定時刻から15分が過ぎてもプレイをする用意のととのっ

たプレイヤーが5人そろわなかった場合

(2)ケームの進行を妨げる行為をした場合
(3)主審がすすめたにもかかわらず，なおプレイをすることをこばんだ場

合

20.2罰則

20.2.1ゲームは，20対0で相手チームの勝ちとする．

20.2.2勝ち点制を採用する場合，ケームを没収されたチームの勝ち点は0とす
る．

第21条ケームの途中終了 (GameIostbydefauIt）

21．1 途中終了になる場合

ゲーム中，1チームのプレイをすることができるプレイヤーの数が1人に
なったときは，ゲームは終了し，相手チームの勝ちとなる．

21.2罰則

21.2.1それまでの得点が勝ちになったチームのほうが多かった場合は，終了時
の得点がそのゲームの得点となる．そうでない場合は2対0とする．

212.2勝ち点制を採用する場合，負けになったチームの勝ち点はlとする．

③

19－21



22-22

第5章 ヴ ァイオレイション (VIOLATIONS）

第22条ヴアイオレイシヨン (Violations）

22．1

22．2

ヴァイオレイション

ヴァイオレイションとは，規則に対する違反のうち，からだの触れ合いお
よびスポーツマンらしくない行為を含まないものをいう．

罰則

ヴァイオレイションが起こったところにもっとも近いアウト・オブ・バウ

ンズで相手チームにボールが与えられ，スロー･インでゲームを再開する．

ただし，バックボードの真うしろのところからはスロー・インしない．
また，そのほか規則でスロー・インの位置やその罰則が特に定められてい
る場合は例外とする．
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第23条アウト・オブ・バウンズ
（Playerout-of-boundsandballout-of-bounds）

23.1アウト・オブ・バウンズ

23.1.1プレイヤーがアウト・オブ・バウンズになるのは，そのプレイヤーが境

界線または境界線の外の床に触れたときおよび境界線の外のプレイヤー
以外の人やものに触れたときである．

23.1.2ボールがアウト・オブ・バウンズになるのは，次のときである．

（1）アウト・オブ・バウンズのプレイヤーやプレイヤー以外の人に触れ
たとき

(2)境界線，境界線の外の床や境界線の外にあるものに触れたとき
(3)バックボードのサポート部分，バックポードの裏またはコートの上

方に設置されたものに触れたとき

23.2ボールをアウト・オブ・バウンズにすること

23.2.1ポールがプレイヤー以外の人やものに触れてアウト．オブ．バウンズに
なったときは，アウト・オブ・バウンズになる前に最後に触れたプレイ
ヤーがボールをアウト・オブ・バウンズにしたことになる．

23.2.2ボールが境界線に触れているプレイヤーまたは境界線の外にいるプレイ
ヤーに触れてアウト・オブ・バウンズになったときは，そのプレイヤー
がボールをアウト・オブ・バウンズにしたことになる．

23.2.3両チームのプレイヤーがボールをしっかりとつかんだまま，どちらか一
方あるいは両方のプレイヤーがアウト・オブ・バウンズになってしまつ
たりバック・コートに触れてしまったりした場合には,ヴァイオレイショ
ンにはならず，ジャンプ・ボール．シチュエイションとなる．

ボールをアウト・オブ・バウンズにすることはヴァイオレイションであ

る．

④
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第24条ドリブル (Dribbling）

24.1ドリブル

24.1.1ドリブルとは,ライブのボールをコントロールした1プレイヤーが,ボー
ルを投げたりたたいたりころがしたりして床に触れさせたり，バック

ボードをねらってボールを投げて，ボールを移動させることをいう．

24.1.2ドリブルが始まるのは，コート内でライブのボールをコントロールした
プレイヤーが，ボールを投げたりたたいたりころがしたりして床に触れ
させたり，バックボードをねらってボールを投げてバックボードにボー
ルを触れさせ，そののちほかのプレイヤーが触れないうちにふたたびそ
のボールに触れたときである．

ドリブルが終わるのは，ドリブラーの両手が同時にボールに触れるか，
片手または両手でボールを支え持ったときである．

ひとつづきのドリブル中は，ドリブラーが一度ボールに触れるごとに
ボールが床か自分以外のプレイヤーに触れなければならない．

この規定および第25条「トラヴェリング」の規定に従っているかぎりは，
プレイヤーがボールを床に向けてではなく空中（上方）に向けて投げた

りたたいたりしてドリブルを始めたりドリブルをしつづけることはさし
つかえない．

ドリブルをしている間は，ボールが手に触れていないときにはドリブ
ラーには足の動かし方や歩数についての制限はない．

24.1.3コート内でライブのボールをコントロールしているプレイヤーが誤って

ボールのコントロールを失い，ふたたびそのボールをコントロールした

ときは，ボールをファンブルしたことになる
ファンブルはドリブルではない．

24.1.4次のことをしてもドリブルをしたことにはならない．

（1）ショットをしてそのリバウンド・ボールを取る．

（2）ドリブルを始めるときあるいはドリブルを終わるときにボールを

ファンブルし，そのボールをリカヴァーする．

(3)まわりのプレイヤーとボールの取り合いをしているときに，そのボー

ルを得ようとしてたたき出し，そのボールをリカヴァーする．
(4)ほかのプレイヤーのコントロールしているボールをたたき出し，そ

のポールをリカヴァーする．

(5)相手チームのパスのボールをたたき落とし，そのボールをリカヴァー
する．

（6）トラヴェリングにならない範囲で手から手にボールをトスして移す．

24.2ドリブルを終えたあと

プレイヤーは，ひとつづきのドリブルが終わったあとにあらたなドリブル
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をすることはできない．

ただし，次のことでボールのプレイヤー・コントロールをいったん失った

あとふたたびボールをコントロールしたときは，あらたなドリブルをする
ことができる．

(1)ショットをする．

(2)相手チームのプレイヤーにボールをたたき出される．

(3)パスまたはファンブルしたボールが，ほかのプレイヤーに触れる．

24.1.2,24.2に違反することはヴァイオレイションである．

第25条トラヴエリング (Travelling）

25.1トラヴェリング

25.1.1トラヴェリング(プログレッシング．ウイズ．ザ・ボールについての違

反)とは，コート内でライブのボールを持っているプレイヤーが，片足
または両足を方向に関係なく，次の規定の範囲をこえて移動させること
をいう．

25.1.2ピヴオットとは，コート内でライブのボールを持ったプレイヤーが，片
方の足（これをピヴオット．プットという）は床との接点を変えずに，
他方の足だけを何度でも任意の方向に踏み出すことをいう．

25.2ボールを持っているときの足の動き(巻末の表を参照）

25.2.1コート内でボールを受け取ったプレイヤーのピヴオット・プットの決め方

（1）両足を床につけたままボールを受け取ったプレイヤーは，どちらの
足をピヴオット・プットにしてピヴオットしてもよい．

ボールを受け取ってからどちらかの足を床から離した瞬間に，他方
の足がピヴオット・プットになる．

(2)動きながらボールを受け取ったプレイヤーあるいはドリブルをして

いたプレイヤーが片手または両手でボールをつかんで止まった場合
のピヴォット・プットは，次のように決まる．

①ボールをつかんだときに，どちらかの足が床についていた場合
a）その足を床につけたまま他方の足を床につけたときは，先に

床についていた足がピヴォット・プットになる．

b）先に床についていた足でジャンプして次に両足を同時に床に

つけたときは，ピヴォットをすることはできない（この場合，
どちらの足もピヴォット・プットとすることはできない)．

②ボールをつかんだときに，両足が床から離れていた場合
a）どちらかの足を先に床につけてその足を床につけたまま他方

③
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25-25

の足を床につけたときは，先に床についた足がピヴオット・
プットになる．

b）両足を同時に床につければ，どちらの足をピヴオット・プッ
トとしてもよい．

どちらかの足を床から離した瞬間に，他方の足がピヴオッ
ト・プットになる．

c）どちらかの足を床につけてその足でジャンプして次に両足を

同時に床につけた場合は，ピヴォットをすることはできない
（この場合，どちらの足もピヴォット・プットとすることはで
きない)．

プログレッシング・ウィズ・ザ・ボール

コート内でライブのボールを持って足を床につけているプレイヤーは，
次の規定を守らなければならない．

（1）ピヴォット・プットが決まったあと

①パスかショットをするときにはピヴオット．プットを床から離し

てもよいが，次にその足(ピヴオット・プット)が床につく前にボー
ルを手から離さなければならない．

ジャンプした場合は，次にどちらかの足が床につく前にボールを
手から離さなければならない．

②ドリブルを始めるためには，ピヴオット・プットが床についてい
る間にボールを手から離さなければならない．

(2)ピヴォットをすることができない止まり方をした場合

①パスかショットをするときには,片足を床から離してもよいしジャ
ンプしてもよいが，次にどちらかの足が床につく前にポールを手
から離さなければならない．

②ドリブルを始めるためには，両足が床についている間にボールを
手から離さなければならない．

(3)動きながら片足が床についているときにボールを受け取ったあと，
あるいは空中でボールを受け取って片足を床につけたあと

①ドリブルを始めるためには，その足が床から離れる前(ジャンプす
る前)にボールを手から離さなければならない．

その足(片足)でジャンプして両足を同時につけた場合は，ピヴォッ
トをすることができない止まり方をしたことになる(25.2.2-(2)参
照)．

②その足(片足)でジャンプしてふたたび片足(どちらの足でもよい）

を床につけた場合は，ポールを持ったまま残りの足を床につける

ことはできないし，ドリブルを始めることもできない．
さらにもう一度その片足でジャンプした場合は，次にどちらかの
足が床につく前にポールを手から離さなければならない．
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25．2．3 ボールを持ったプレイヤーが床にたおれたとき

(1)プレイヤーがボールを持ったまま床にたおれたりすること，床にた
おれた勢いでボールを持ったまま床をすべること，あるいは横たわっ
たりすわりこんだりしているときにボールをつかむことは，ヴァイ
オレイションではない．

(2)ボールを持ったまま床にたおれていたり横たわっていたりすわりこ
んだりしているプレイヤーが，ボールを持ったままころがったり，
立ち上がることはトラヴェリングのヴァイオレイションである．

25.2に違反することはヴァイオレイションである．

第26条3秒ルール (Threeseconds）

26.13秒の制限

26.1.1フロント・コート内でライブのボールをコントロールしているチームの

プレイヤーは，ゲーム・クロックが動いている間は，相手チームのバス
ケットに近い制限区域内に引きつづき3秒をこえてとどまっていてはな
らない．

26.1.2次のときは，プレイヤーが制限区域内にいる間に3秒をこえても，3秒
ルールは適用しない．

（1）制限区域から出ようとしているとき

(2)そのプレイヤーあるいは味方のプレイヤーがショットの動作中で，
ボールが手から離れたか離れようとしているとき

（3）3秒にみたない間制限区域内にいたプレイヤーが，ショットをする
ためにドリブルをしているとき

26.1.3制限区域内にいるプレイヤーは，制限区域の外の床に両足をつけなけれ
ば，制限区域から出たことにはならない．

26.1に違反することはヴァイオレイションである．

第27条近接して防御されたプレイヤー (CIoselyguardedplayer）

27．1 近接して防御されたプレイヤー

コート内でライブのボールを持っているプレイヤーは，相手チームのプレ
イヤーが1mより近い位置で積極的に防御をしているとき，近接して防御
されていることになる．

③
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27．2 5秒の制限

近接して防御されているプレイヤーは，
いはドリブルをしなければならない．

5秒以内に，パス，ショットある

27.2に違反することはヴァイオレイションである．

第28条8秒ルール (Eightseconds）

28．18秒の制限

28．1．1自チームのプレイヤーがバック．コート内でライブのボールをコント

ロールしたチームは，8秒以内に，ボールをフロント．コートに進めな
ければならない．

このときの8秒は，次のときからかぞえ始められる．

（1）チームがボールをあらたにコントロールしたときは，自チームのプ
レイヤーがバック・コート内でボールをコントロールしたとき

(2)スロー・インのときは，スロー．インされたボールがバック．コー
ト内のプレイヤーに触れたとき

27-2828.1.2ボールがフロント・コートに進められたとは，次のときをいう．
（1）どのプレイヤーにもコントロールされていないボール（パスやファ

ンブルされたポールなど）がフロント・コートに触れたとき
(2)ボールがフロント・コートに両足を触れているそのチームのプレイ

ヤー(攻撃側プレイヤー）に触れたとき

(3)ボールがフロント・コートに触れている相手チームのプレイヤー(防
御側プレイヤー）に触れたとき

(4)ボールがフロント・コートに触れている審判に触れたとき
（5）ドリブルでボールをバック・コートからフロント．コートへ進めよ

うとしているときは，ドリブラーの両足とボールがフロント．コー
トに触れたとき

28．1．3次のことが起こった結果それまでボールをコントロールしていたチーム

と同じチームに引きつづきスロー・インがバック・コートのアウト．オ

ブ・バウンズで与えられるときは，8秒は継続してかぞえられる．
（1）ボールがアウト・オブ・バウンズになったとき

(2)ボールをコントロールしているチームのプレイヤーの負傷などで審
判がゲームを止めたとき

(3)ジャンプ・ボール．シチュエイションになったとき

（4）ダブル・ファウルが宣せられたとき

(5)特別な処置をする場合の規定やファイテイングの規定を適用し，罰
則を相殺したり取り消したとき
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8秒が継続してかぞえられるときも，28.1.1-(2)と同様に，スロー・イン
されたボールがバック・コート内のプレイヤーに触れたときから残りの
秒数をかぞえ始める．

28.1に違反することはヴァイオレイションである．

第29条24秒ルール (TwentWourseconds）

29.124秒の制限

29.1.1自チームのプレイヤーがコート内でライブのボールをコントロールした
チームは，24秒以内にショットをしなければならない．

このときの24秒は，次のときからはかり始められる．

（1）チームがボールをあらたにコントロールしたときは，自チームのプ
レイヤーがコート内でボールをコントロールしたとき

(2)スロー・インのときは，スロー・インされたボールがコート内のプ
レイヤーに触れたとき

24秒以内にショットをするということは，24秒の合図が鳴る前にシュー
ターの手からボールが離れていること，およびそのボールがバスケット
に入るかリングに触れることをいう．

29.1.224秒の終わり近くにショットがなされ，そのボールが空中にある間に
24秒の合図が鳴った場合は，次のように処置する．

(1)ボールがバスケットに入ったときは，ヴァイオレイションにはなら
ず，得点が認められる．

ゲームは，通常のフィールド･ゴールのあとと同じ方法で再開される．
(2)ボールがリングに触れたときは，ボールがバスケットに入らなくて

もヴァイオレイションにはならず，ゲームはそのままつづけられる．
(3)ボールがリングに触れなかったときは，24秒ルールのヴァイオレイ

ションとなる．

ただし，ボールがリングに触れなくても，リングに触れなかったそ

のボールを相手チームのプレイヤーが明らかに直接コントロールす
ることができると審判が判断した場合は，ヴァイオレイションを宣
さずにケームをそのままつづけてもよい．

ゴール・テンデイングおよびインタフェアの規定は，24秒の合図が鳴っ
たあとでもすべて適用される．

29.224秒計の操作について

29.2.1審判が次の理由でケームを止めたとき

（1）ボールをコントロールしているチームの相手チームのファウルや

ヴァイオレイション（アウト・オブ・バウンズを除く）を宣する．

③
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(2)ボールをコントロールしているチームの相手チームに原因がある理

由でゲームを止める．

(3)審判がどちらのチームにも関係のない理由（プレイ中,ゲーム･クロッ

クが動いているときに24秒計が誤ってリセットされてしまった場合

も含む）でゲームを止める．

ゲームは，ボールをコントロールしていたチームによるそれぞれの規則
に定められた位置のアウト・オブ・バウンズからのスロー・インで再開
される．

29.2.1.lそのチームのバック・コートのアウト・オブ・バウンズからスロー・

インが行われる場合，あるいはフリースローが与えられる場合は，
24秒計は24秒にリセットする．

ただし，第50条50.3が適用される場合は，24秒計をリセットせず24秒
は継続してはかる．

29.2.12そのチームのフロント・コートのアウト・オブ・バウンズからスロー・

インが行われる場合は，24秒計は次のように操作する．
(1)24秒計が表示している残りの秒数が14秒以上であるときには，24

秒計をリセットせず24秒は継続してはかる．

(2)24秒計が表示している残りの秒数が13秒以下であるときには，24

秒計は14秒にリセットする．ただし，第50条50.3が適用される場

合は，24秒計をリセットせず24秒は継続してはかる．

また,29.2.1-(2),(3)の場合で,24秒計をリセットすると相手チーム（防

御側チーム）が著しく不利になると審判が判断した場合は，24秒計を
リセットせず24秒は継続してはかる．

29.2.2ボールがライブでゲーム・クロックが動いているときに24秒の合図が

誤って鳴ってしまったときは，チーム・コントロールがあるかどうかに
かかわらずその合図は無視され，プレイはそのままつづけられる．
この場合24秒計はリセットされ，その時点からあらたに24秒が認めら
れる．

ただし，24秒の合図が鳴ったためにボールをコントロールしているチー

ム（攻撃側チーム）が著しく不利になると判断した場合は,審判は,ゲー
ムを止めてよい．このときは，24秒計の表示は審判がもっとも適正と思

う残り時間に訂正し（原則として29.2.1を適用する)，ゲームは，審判
がゲームを止めたときにボールがあったところにもっとも近いアウト・

オブ・バウンズから，ボールをコントロールしていたチームのスロー・
インで再開される．

29.3罰則

29.3.129.1に違反することはヴァイオレイションである．
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29．3．2 審判がゲームを止めたときにボールがあったところにもっとも近いアウ
ト・オブ・バウンズで相手チームにボールが与えられ，スロー・インで

ゲームを再開する（競技規則第22条222参照)．

ただし，バックボードの真うしろのところからはスロー・インしない．

第30条ボールをパック・コートに返すこと
(BaIlreturnedtothebackcourt）

30.1ボールをバック・コートに返すことの制限

30.1.1ポールがバック・コートに返るとは，次のときをいう．
（1）フロント・コートに進められたボールがバック・コートに触れたと

き

(2)フロント・コートに進められたボールがバック・コートに触れてい
る攻撃側プレイヤーに触れたとき

(3)フロント・コートに進められたボールがバック・コートに触れてい
る審判に触れたとき

30.1.2ボールをコントロールしているチームは，「フロント・コートでそのチー
ムのプレイヤーがボールに最後に触れてそのボールがバック・コートに

返り，そのチームのプレイヤーがそのボールに最初に触れたとき」に，
ボールをバック・コートに返したことになる．

ボールをバック・コートに返すことの制限は，フロント・コートのアウ

ト・オブ・バウンズからのスロー・インにも適用される．

ただし，自チームのフロント・コート（相手チームのバック・コート）
からジャンプして空中にいる間にボールをあらたにチーム・コントロー

ルしたプレイヤーがそのボールを持ったまま自チームのバック・コート

に着地した場合は，ボールをバック・コートに返すことの制限は適用さ
れない．

30.2 ボールをバック・コートに返すヴァイオレイション
フロント・コートでボールをチーム・コントロールしているチームのプレ

イヤーは，そのボールをバック・コートに返してはならない．

30.2に違反することはヴァイオレイションである．

③
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第31条ゴール・テンディングとインタフェア
（GoaltendingandInterference）

31.1ショットされたボール

31.1.1フイールド・ゴールやフリースローで，ボールがショットの動作中のプ

レイヤーの手から離れたときに，そのボールはショットされたボールに
なる．

31.1.2シューターあるいはフリースロー･シューターの手から離れたボールは，

次のときにショットされたボールではなくなる．

フリースローの場合は,次のときにフリースローが終わったことになる．

（1）上からバスケットに入り，バスケットの中にとどまるか通過したと
き

(2)バスケットに入らないことが明らかになったとき

(3)リングに触れたとき

(4)床に触れたとき

(5)デッドになったとき

31.1.3ボールの一部が少しでもリングの内側の上面より下にかかっている場合

は，そのボールはバスケットの中にあるものとみなされる．

31.2ゴール・テンデイングとインタフェア

31.2.1フィールド・ゴールに対するゴール・テンデイングとは，次のことをい
う．

（1）ショットされたボールが落ち始めてからボール全体がリングより高

いところにある間に，どちらかのチームのプレイヤーがそのボール
に触れる．

(2)シヨットされたボールがバックポードの表面に触れたあと，ボール

全体がリングより高いところにある間に，どちらかのチームのプレ
イヤーがそのボールに触れる．

31.2.2フリースローに対するゴール・テンデイングとは，フリースローのため
にショットされてバスケットに向かっているボールがリングに触れる前

に，どちらかのチームのプレイヤーがそのボールに触れることをいう．

31.2.3ゴール・テンデイングの制限は，次のいずれかのときまで適用される．
（1）ボールがバスケットに入らないことが明らかになる．

(2)ボールがリングに触れる．

31.2.4インタフェアとは，次のことをいう．

（1）フィールド・ゴールやフリースローでショットされたボールがリン

グの上にのっているときに，どちらかのチームのプレイヤーがその
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バスケットやバックボードに触れる．

この制限は，シヨットされていったんリングにはずんだボールにつ
いても，バスケットに入る可能性があるショットされたボールがリ

ングの上にのっているときにはいつでも適用される．

(2)あとにフリースローがつづく場合，フリースローでショットされた

ボールがまだバスケットに入る可能性がある間に，どちらかのチー
ムのプレイヤーがそのボール，バスケットあるいはバックボードに
触れる．

（3）どちらかのチームのプレイヤーが，ボール全体がリングよりも高い
ところにあるときあるいはボールがリングの上にのっているときに

バスケットの下から手を入れてそのボールに触れる．

この制限は，パスのボールやフィールド・ゴールやフリースローで
ショットされてリングに触れたあとあるいはリングにはずんだあと

のボールにも適用される．

(4)ボールが自チームのバスケットの中にある間に，防御側プレイヤー
がそのボールやバスケットに触れ，そのボールがバスケットを通過

することを妨げる．

(5)防御側プレイヤーがバックボードやリングをたたいたり振動させた

り，リングやネットをつかんだりして，フイールド・ゴールやフリー
スローでショットされたボールがバスケットに入るのを妨げる．

そのことによってボールがバスケットに入るのが妨げられたかどう

かは，審判が判断する．

(6)攻撃側プレイヤーがバックボードやリングをたたいたり振動させた

り，リングやネットをつかんだりしたために，フィールド・ゴール
やフリースローでショットされたボールがバスケットに入る．

そのことによってポールがバスケットに入ったかどうかは，審判が

判断する．

（6）どちらかのチームのプレイヤーが，リングやネットをつかんでボー
ルにプレイする．

この制限は，ボールがバスケットに入らないことが明らかになるま
で適用される．

31.2.5次のことがあったとき，そののちリングに触れたショットされたボール

がまだバスケットに入る可能性がある問は，どちらのプレイヤーもその

ボールに触れてはならない．

(1)ショットされたボールが空中にある間に，審判が笛を鳴らす．

(2)ショットされたボールが空中にある間に，各ピリオド，各延長時限
の競技時間の終了を知らせる合図が鳴る．

(3)ボールをコントロールしているチームのプレイヤーがすでにシヨッ

トの動作を起こしたあとに審判が笛を鳴らし，そののちシューター
がそのひとつづきの動作でショットを完了する．

この場合，ショットされたボールがまだバスケットに入る可能性がある
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間は，そのほかのゴール・テンデイングやインタフェアの規定もすべて
適用される．

31.2に違反することはヴァイオレイションである．

31.3罰則

31.3.1攻撃側プレイヤーがヴァイオレイションをしたときは，ボールがバス
ケットに入っても得点は認められない．

ボールがバスケットに入っても入らなくても，規則でそのほかの罰則や

スロー・インの位置が特に定められている場合を除き，フリースロー・
ラインの延長上のアウト・オブ・バウンズで相手チームにボールが与え

られ，スロー・インでゲームを再開する（競技規則第22条22.2参照)．

31.3.2防御側プレイヤーがヴァイオレイションをしたときは，ボールがバス

ケットに入っても入らなくても,攻撃側チームに次の得点が与えられる．
（1）フリースローのときは1点

(2)ツー・ポイント・エリアからのショットのときは2点

(3)スリー・ポイント・エリアからのシヨットのときは3点

そのあとは，通常のフリースローやフィールド・ゴールが成功したあと
と同じ方法で，得点を与えられたチームの相手チームがエンド・ライン
のアウト・オブ・バウンズからボールをスロー・インしてゲームを再開

する．

31.3.3最後のフリースローで防御側プレイヤーがボールがリングに触れる前に
ゴール・テンデイングやインタフェアのヴァイオレイションをしたとき

は，攻撃側チームに1点が与えられ，さらにその防御側プレイヤーにテ
クニカル・ファウルが宣せられる．

②



第6章 ファウル (FOULS）

第32条ファウル (Fouls）

32.1ファウル

32.1.1ファウルとは，規則に対する違反のうち，相手チームのプレイヤーとの
間の不当なからだの触れ合いおよびスポーツマンらしくない行為をい
う．

32.1.21チームに宣せられるファウルの数に制限はない．

その罰則にかかわらず，それぞれのファウルは違反ごとにすべてスコア
シートに記録される．

第33条からだの触れ合い (Contact：GeneralprincipIe）

33.1プレイヤーの位置とシリンダーの考え方

プレイヤーがコート上で普通に両足を開いて位置(ノーマル・バスケット

ボール・ポジション)を占めたとき，そのプレイヤーが占めている位置と
その真上の空間をシリンダーという．

シリンダーの範囲は，次のように決められる(図5)．

(1)前は，手を普通に上げたときの手のひらの垂直面

（2）うしろは，尻の垂直面

(3)両脇は，腕と脚(足)の外側の垂直面

ひじを曲げてもよいが，手や腕を前に突き出したり横に極端に広げたりし
てもシリンダーが広がったことにはならない．

両足の間隔はプレイヤーの身長によるが，極端な広げかたをしてもシリン
ダーが広がったことにはならない．

②
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図5シリンダーの概念
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33.2真上の空間の権利

(1)ゲーム中，すべてのプレイヤーは，相手チームのプレイヤーが占めて

いない位置であれば，コート上のどのような位置でも占めることがで
きる．

この原則には，コート上にプレイヤーが占めた位置およびそのプレイ

ヤーが真上にジャンプした空間も含まれる．

(2)自分のシリンダーからはずれた空間で，すでに独自のシリンダーを占
めている相手チームのプレイヤーと触れ合いを起こしたときは，自分

のシリンダーからはずれているプレイヤーにその触れ合いの責任があ
る．

(3)防御側プレイヤーが自分のシリンダー内でジャンプしたり手や腕を上

に上げていて触れ合いが起こっても，そのプレイヤーに触れ合いの責
任はなく，罰が科されることはない．
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(4)攻撃側プレイヤーは，コート上にいるときでもジャンプして空中にい

るときでも，正当な防御の位置(リーガル・ガーディング・ポジション）
を占めている防御側プレイヤーと次のような触れ合いを起こしてはな

らない．

①腕で相手チームのプレイヤーを払いのけたりして，自分に有利な空
間をつくること

②ショットの動作中やショットをしたあとに，脚や腕を広げて触れ合
いを起こすこと

33.3正当な防御の位置(リーガル・ガーディング・ポジション）

（1）防御側プレイヤーが相手チームのプレイヤーに向かい合い，両足を普

通に広げて床につけたとき，その防御側プレイヤーは最初の正当な防
御の位置を占めたことになる．

(2)正当な防御の位置には真上の空間も含まれるので，真上の空間の内側

であれば，まっすぐ上に手や腕を上げたり真上にジャンプしてもよい．

33.4ボールをコントロールしているプレイヤーとその防御

(1)ポールをコントロールしているプレイヤー(ボールを持っているかドリ

ブルをしているプレイヤー)を防御するときは，防御側プレイヤーは相
手の速さと距離にとらわれずに防御の位置を占めることができる．

(2)ボールをコントロールしているプレイヤーは，いつでも当然防御され

ることを予測していなければならないので，自分の進む方向に相手チー

ムのプレイヤーがどれだけすばやく防御の位置を占めたとしても，止

まったり方向を変えたりしてからだの触れ合いを避ける用意をしてい

なければならない．

(3)防御側プレイヤーも，その位置を占める前にからだの触れ合いを起こ
さないように，相手チームのプレイヤーの進路上に相手より先に防御
の位置を占めなければならない．

(4)いったん正当な防御の位置を占めたプレイヤーは，相手チームのプレ
イヤーを防御するために位置を変えてもよいが,腕を広げたり，肩，腰，

脚などを使ったりして，脇を通るドリブラーを妨げてはならない．

(5)審判は，ポールをコントロールしているプレイヤーとその防御側プレ
イヤーとの間に触れ合いが起こったとき，次の原則に従ってチャージ
ングかブロッキングかを判定する．

次の状態で触れ合いが起こった場合は，ボールをコントロールしてい
るプレイヤーに触れ合いの責任がある．

①防御側プレイヤーが，ポールをコントロールしている相手チームの
プレイヤーに向かって両足を床につけて最初の正当な防御の位置

（リーガル・ガーデイング・ポジション)を占めている．
②防御側プレイヤーが先に位置を占めていて，そのトルソー(胴体)に

触れ合いが起こる．

③
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33．5

正当な防御の位置を占めたプレイヤーは，負傷を避けるためや衝撃を
やわらげるために，その場(シリンダーの内側)で向きを変えて相手に
背を向けてもさしつかえない．

・防御側プレイヤーは，防御の位置を維持するためにその場で止まっ
ていてもよいし，真上にジャンプしても相手の動きと平行に(横に）
あるいは後方に動いてもよい．

・防御側プレイヤーが相手と平行に(横に)あるいは後方に動くときに，
片足または両足が瞬間的に床から離れることは通常の動きであり，
引きつづき防御の位置を占めていることになる．

ボールをコントロールしていないプレイヤーとその防御

(1)ボールをコントロールしていないプレイヤーは，だれでもコート上を

自由に動いて，ほかのプレイヤーが占めていないコート上のどのよう
な位置でも占めることができる．

(2)ボールをコントロールしていないプレイヤーを防御するときは，防御

側プレイヤーは，相手の速さと距離を十分に考慮して位置を占めなけ
ればならない．

防御するプレイヤーは，動いている相手チームのプレイヤーが止まっ
たり方向を変えたりして触れ合いを避けることができないほど，急に

また近くに位置を占めてはならない．

(3)ボールをコントロールしていないで動いている相手に対して位置を占

めるときに許される距離としては，相手の速さによるが，通常の1歩
から2歩の間が必要である．

防御するプレイヤーが相手の速さと距離の関係を考慮しないで位置を

占めて触れ合いが起こったときは，その防御側プレイヤーに触れ合い
の責任がある．

(4)正当な防御の位置を占めたプレイヤーであっても，腕を広げたり，肩，

腰，脚などを相手チームのプレイヤーの進路上に出したりして，脇を
通る相手を妨げてはならない．

(5)防御の位置を占めたプレイヤーは，負傷を避けるためや衝撃をやわら
げるために，その場(シリンダーの内側)で向きを変えて相手に背を向
けたりからだのすぐ前に腕をおいたりしてもさしつかえない．

(6)正当な防御の位置を占めたプレイヤーは，次のことを考慮しなければ
ならない．

①相手チームのプレイヤーの進路上で防御をつづけるために，相手と
平行に(横に)あるいは後方に位置を変えたり動いたりしてよい．

②防御をつづけるために相手チームのプレイヤーに近づいてよいが，
近づいてからだの触れ合いが起こったときは，その触れ合いの責任
は防御側プレイヤーにある．

③防御側プレイヤーは相手チームのプレイヤーの速さと距離を十分に
考慮し,位置を変えるときには相手のからだとの間に間隔（スペース）
を保つようにしなければならない．
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33.6ジャンプしたプレイヤーが下りるとき

（1）コート内でジャンプしたプレイヤーには，もとの位置に下りる権利が
ある．

(2)コート内でジャンプしたプレイヤーには，もとの位置とちがうところ

でも，コート内の次の場所に下りる権利がある．

①ジャンプしたときに相手チームのプレイヤーが位置を占めていな
かった場所

②ジャンプしたときにジャンプしたところと下りる場所の間に相手
チームのプレイヤーが位置を占めていなかった場所

ジャンプしたプレイヤーがもとの位置とちがうところに下りた勢いで，

すでに近くに正当に位置を占めていた相手チームのプレイヤーと触れ

合いを起こしたときは，ジャンプしたプレイヤーに触れ合いの責任が
ある．

(3)プレイヤーは，空中にいる相手チームのプレイヤーの下りるコースに
入って触れ合いを起こしてはならない．

空中にいるプレイヤーの足元に入って触れ合いを起こすことは，通常

はアンスポーツマンライク・ファウルであり，場合によってはデイス
クォリファイング・ファウルになる．

33.7スクリーン

スクリーンとは，プレイヤーがあらかじめ任意の位置を占めることによっ

て，ボールをコントロールしていない相手チームのプレイヤーがコート上
の望む位置に行くことを遅れさせたり妨げたりしようとするプレイのこと

をいう．

（1）次の2つの条件を同時にみたしているときに起こるからだの触れ合い

は，規則で許されるスクリーン(リーガル・スクリーン)である．
①止まっていてシリンダー内でからだの触れ合いが起こる．
②両足が床についていてからだの触れ合いが起こる．

(2)次のいずれかの場合に起こるからだの触れ合いは，規則で許されない

スクリーン(イリーガル・スクリーン)である．

①相手チームのプレイヤーの動きにつれて，動いてスクリーンして触
れ合いが起こる．

②止まっている相手チームのプレイヤーのうしろ(視野の外)で，相手
のすぐそばでスクリーンの位置を占めて触れ合いが起こる．

③動いている相手チームのプレイヤーの進路上に，相手が止まったり
方向を変えたりして触れ合いを避けられるだけの距離をおかずにス

クリーンの位置を占めて触れ合いが起こる．

(3)スクリーンの位置の占め方

①止まっている相手チームのプレイヤーの前か横(視野の中)でスク
リーンしようとするプレイヤーは，触れ合いを起こさないかぎり相

手の近くに位置を占めてよい．

③
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33．9

33-33

33．10

②止まっている相手チームのプレイヤーのうしろ(視野の外)でスク

リーンしようとするプレイヤーは，相手が普通に動いても触れ合い
が起こらない1歩の距離をおいて位置を占めなければならない．

③動いている相手チームのプレイヤーをスクリーンしようとするとき
は，相手の速さとスクリーンの位置までの距離を考慮しなければな
らない．

動いている相手をスクリーンしようとするプレイヤーは，相手が止
まったり方向を変えたりして触れ合いを避けられるだけの距離(通常
の1歩から2歩の間)をおいて位置を占めなければならない．

スクリーンしようとするプレイヤーが規則で許されているスクリーンの位

置を占めているのに触れ合いが起こったときは，スクリーンされるプレイ
ヤーに責任がある．

チャージング

チヤージングとは，ボールを持っていてもいなくても，無理に進行して相
手チームのプレイヤーのトルソー(胴体)に突き当たったり押しのけたりす
る不当なからだの触れ合いのことをいう．

ブロッキング

ブロッキングとは，自分や相手がボールを持っているかいないかにかかわ
らず，相手チームのプレイヤーの進行を妨げる不当なからだの触れ合いの
ことをいう．

(1)相手が止まっているのに，あるいはスクリーンを避けようとしている
のに，スクリーンしようと動いているプレイヤーが触れ合いを起こし

たときは，ブロッキングのファウルになる．
(2)スクリーンしようとしているプレイヤーがボールを無視して相手チー

ムのプレイヤーに面し，相手の動きにつれて動くときは，別の事情が
ないかぎり，そのために生じたすべての触れ合いの責任はスクリーン
しようとしたプレイヤーにある．

ここでいう「別の事情｣とは，スクリーンされているプレイヤーに責任
があるブッシング，チャージング，ホールディングなどをいう．

(3)コート上で位置を占めているとき，腕を広げたりひじを張ることはさ
しつかえないが，相手チームのプレイヤーが脇を通りぬけようとする
ときには，腕もひじもよけなければならない．

腕やひじをよけないで触れ合いが起こったときは，ブロッキングかホー
ルディングになる．

ノー・チャージ・セミサークル・エリア

ノー・チャージ・セミサークル・エリアとは，積極的に攻撃して得点す
ることを意図した攻撃側プレイヤーに対して特別な規則を適用するため

に，制限区域内に描かれたノー・チャージ・セミサークルおよびそれに
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付随する仮想的なラインによって区画された特別なエリアのことをいう

(第2条2.4.7,図2参照)．

ボールをコントロールしてバスケットに向かってドライヴした攻撃側プ

レイヤーが正当な防御の位置を占めた防御側プレイヤーのトルソー(胴
体）に突き当たったとしても，その触れ合いが起こったときにその防御

側プレイヤーがノー・チャージ・セミサークル・エリア内にいたときは，
その攻撃側プレイヤーに対してチャージングが宣せられることはない．
この規則が適用される要件は以下のとおりである．

(1)ボールをコントロールしてバスケットに向かってドライヴした攻撃側

プレイヤーが，ボールを持ってジャンプして，ノー・チャージ・セミ

サークルを横切ること

(2)その攻撃側プレイヤーがショットあるいはパスをしようとすること

(3)ショットあるいはパスのボールがその攻撃側プレイヤーの手から離れ

る前にあるいは離れたあとに，床に下りる前または床に下りた勢いで
防御側プレイヤーに突き当たって触れ合いを起こしてしまうこと

(4)その触れ合いが起こったときに，その攻撃側プレイヤーに突き当たら
れた防御側プレイヤーの両足がノー・チャージ・セミサークル・エリ
ア内にあったこと

ただし，攻撃側プレイヤーが，手，腕，足，脚，そのほかのからだの一
部を不当に使って触れ合いを起こした場合には，この規則は適用されず，
通常の規則にしたがって判定がくだされる．

33.11手や腕で相手チームのプレイヤーに触れること

(1)プレイヤーが相手チームのプレイヤーに手や腕で触れることがあって

も，かならずしもファウルではない．

審判は，プレイヤーが相手チームのプレイヤーに手や腕で触れたり触
れつづけていることがそのプレイヤーに有利になっているかどうかを

よく見きわめなければならない

(2)手や腕で相手に触れること(相手をたたくことも含む)や触れているこ

とが相手の自由な動きを妨げるときは，イリーガル・ユース・オブ・
ハンズのファウル(手を不当に使った触れ合い)である．

(3)相手チームのプレイヤーがボールを持っていてもいなくても，防御側
プレイヤーが手や伸ばした腕で相手に触れつづけて相手の動きを妨げ

ることは，イリーガル・ユース・オブ・ハンズのファウルである．
(4)相手チームのプレイヤーがポールを持っていてもいなくても，防御側

プレイヤーがくり返し相手に触れることは，ファウルである．
このような触れ合いをそのままにしておくと乱暴な触れ合いを引き起

こすおそれがある．

(5)ボールをコントロールしている攻撃側プレイヤーが起こす次の触れ合

いは，ファウルである．

①自分が有利になろうとして，腕を防御側プレイヤーのからだに巻き

②
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つけるようにまわしたり，ひじで押さえたりすること

②防御側プレイヤーがボールにプレイすることを妨げようとして，あ
るいは防御側プレイヤーとの間の間隔(スペース）を広げようとし

て，相手を押しのけること
③ドリブルをしているときに，ボールを取ろうとする防御側プレイ

ヤーの動きを手や腕を使って妨げること

(6)ボールを持っていない攻撃側プレイヤーが起こす次の触れ合いは，
ファウルである．

①ボールを受け取りやすくしようとして，防御側プレイヤーを押しの
けること

②ボールにプレイしようとする防御側プレイヤーを妨げようとして，
相手を押しのけること

③自分に有利になるように相手との間隔（スペース）を広げようとし

て，相手を押しのけること

33.12ポスト・プレイ

(1)真上の空間の権利は，ポスト・プレイにも適用される．

ポストにいる攻撃側プレイヤーもその防御側プレイヤーも，たがいに
相手の真上の空間(シリンダー)の権利を重んじなければならない．

(2)ポストの位置を占めている攻撃側プレイヤーもその防御側プレイヤー

も，肩，腰，尻，膝，広げたひじや腕，またはからだのほかの部分な
どを使って，相手を押しのけたり，相手の自由な行動を妨げてはなら
ない．

33.13後方からの不当なガード

後方からの不当なガードとは，防御側プレイヤーが，相手チームのプレ
イヤーのうしろから起こす不当なからだの触れ合いのことをいう．

ポールにプレイしようとしているからといって，うしろから相手と触れ
合いを起こしてよいことにはならない．

33.14ホールディング

ホールディングとは，相手チームのプレイヤーを押さえて行動の自由を
妨げる不当なからだの触れ合いのことをいう．

相手を押さえることは，からだのどの部分を使ってもホールディングと
なる．

33.15ブッシング

ブッシングとは，相手チームのプレイヤーがボールを持っていてもいな
くても，手やからだで相手を無理に押しのけたり押して動かそうとする
不当なからだの触れ合いのことをいう．
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第34条パーソナル・ファウル (PersonaIfoul）

34.1パーソナル・ファウル

34.1.1パーソナル・ファウルとは，ボールのライブ，デッドに関係なく，相手
チームのプレイヤーとのからだの触れ合いによるプレイヤー・ファウル

のことをいう．

プレイヤーは，相手を押さえて動きの自由を妨げること，相手を押すこ
と，相手をたたくこと，相手に突き当たること，相手をつまずかせるこ
とをしてはならないし,手や足（脚),ひざなどを広げたり突き出したり，
からだを不自然に曲げたりして相手の進行や相手の動きを妨げる触れ合
いを，自分のシリンダーの外で起こしてはならない

また，そのほか乱暴な触れ合いを起こすこともしてはならない．

34.2罰則

ファウルをしたプレイヤーに1個のパーソナル・ファウルが記録され，次
の処置をする．

34.2.1ショットの動作中でないプレイヤーがファウルをされたとき

（1）ファウルが起こったところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズ

からの，ファウルをされたチームのスロー・インによってゲームを

再開する．

(2)ファウルをしたチームのプレイヤー・ファウルがそのピリオドで4

回をこえている場合は，第41条「チーム・ファウルの罰則」が適用
される．

342．2ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされたとき

ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされたときは，ファウルを
されたプレイヤーに次のフリースローが与えられる．

（1）そのショットが成功したときは得点が認められ，さらに1個のフリー
スローが与えられる．

(2)そのショットがツー・ポイント・エリアからのショットで不成功だっ
たときは，2個のフリースローが与えられる．

(3)そのショットがスリー・ポイント・エリアからのショットで不成功
だったときは，3個のフリースローが与えられる．

(4)ファウルをされたとき，その直後あるいはほとんど同時に各ピリオ
ドや各延長時限の競技時間の終了の合図または24秒の合図が鳴り，
そのあとでボールがシューターの手から離れた場合は，そのボール
がバスケットに入っても得点は認められない．

2個または3個のフリースローが与えられる．

⑨
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第35条ダブル・ファウル (DoublefouI）

35．1 ダブル・ファウル

ダブル・ファウルとは，両チームの2人のプレイヤーがほとんど同時に，
たがいにパーソナル・ファウルをした場合をいう．

35.2罰則

両プレイヤーにそれぞれ1個ずつのパーソナル・ファウルが記録される．

どちらのチームにも，フリースローは与えられず，ゲームは，次の方法で
再開する．

（1）ダブル・ファウルが宣せられたときにフイールド・ゴールや最後のフ

リースローが成功してどちらかのチームに得点が認められた場合は，

得点されたチームが，エンド・ラインの任意の位置のアウト・オブ．
バウンズからスロー・インをしてゲームを再開する．

(2)ダブル・ファウルが宣せられたときに一方のチームがポールをコント

ロールしていたかスロー・インが与えられることになっていた場合は，

そのチームが，ダブル・ファウルが起こったところにもっとも近いア
ウト・オブ・バウンズからスロー・インをしてゲームを再開する．

(3)ダブル・ファウルが宣せられたときにどちらのチームもボールをコン

トロールしていなかったかスロー・インが与えられることになってい

なかった場合は，ジャンプ・ボール．シチュエイシヨンになる．

第36条アンスポーツマンライク・ファウル (UnsportsmanlikefouI）

36.lアンスポーツマンライク・ファウル

36.1.1アンスポーツマンライク・ファウルとは，規則の精神と目的を逸脱し，
ボールに正当にプレイしていないと審判が判断したパーソナル・ファウ

ルのことをいう．

36.1.2審判は,プレイヤーの起こした触れ合いの動作やその状況だけによって，
1ゲームを通してアンスポーツマンライク・ファウルであるかそうでな

いかを判断しなければならない．

※下記36.1.3および解説31.「第36条アンスポーツマンライク・ファ

ウル」を参照すること

36.1.3審判は，次の原則に照らしてアンスポーツマンライク・ファウルである
かどうかを判断する

（1）ボールにプレイする正当な努力をしないで起こしたファウルは，ア

ンスポーツマンライク・ファウルである．

(2)ボールにプレイしようとして正当な努力(ノーマル・プレイ）をして
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いて起こったファウルは，アンスポーツマンライク・ファウルでは
ない．

(3)相手チームが速攻を出そうとしているとき，あるいは速攻がなされ

ているとき，その速攻を止めようとして，その攻撃側チームのプレ
イヤーとバスケットとの間に防御側プレイヤーが1人もいない状況

で，防御側プレイヤーがその攻撃側プレイヤーに対してうしろから

あるいは横から触れ合いを起こしたときは，その触れ合いはアンス
ポーツマンライク・ファウルである．

(4)起こしたファウルが異常に激しいものだったときには(ハード・ファ

ウル)，ポールにプレイしようと正当な努力をしていてもアンスポー
ツマンライク・ファウルである．

36.2罰則

36.2.1ファウルをしたプレイヤーに1個のアンスポーツマンライク．ファウル

が記録される．

362.2ファウルをされたプレイヤーにフリースローが与えられる．

そののち，

（1）フリースローが成功してもしなくても，オフイシヤルズ・テーブル
から遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからの，
フリースロー・シューター側のチームのスロー・インでゲームを再

開する．

(2)第1ピリオドが始まる前にアンスポーツマンライク．ファウルが宣

せられた場合には，フリースローが成功してもしなくても，センター．
サークルでのジャンプ・ボールで第1ピリオドを開始する．

36.2.3ファウルをされたプレイヤーに与えられるフリースローの数は，次のと
おりである．

（1）ショットの動作中でないプレイヤーがファウルをされたときは，2
個のフリースロー

(2)ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされそのショットが成

功したときは，得点が認められ，さらに1個のフリースロー

(3)ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされそのショットが不

成功だったときは，ツー・ポイント・エリアからのショットであれ

ば2個のフリースロー，スリー・ポイント・エリアからのショット

であれば3個のフリースロー

36.2.41プレイヤーにアンスポーツマンライク．ファウルが2回記録されたと

きは，そのプレイヤーは失格・退場になる．

ただし，この規定によってプレイヤーが失格・退場となった場合は，罰
則はアンスポーツマンライク・ファウルの罰則だけを適用する．したがっ

て，そのうえさらにデイスクオリファイング・ファウルの罰則が適用さ
れることはない．

②
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第37条ディスクオリフアイング・ファウル (Disqualifyingfoul）

37.1デイスクオリファイング・ファウル(失格・退場）

37.1.1ディスクオリファイング・ファウルとは，プレイヤー，交代要員，5回
のファウルを宣せられたチーム･メンバー，コーチ，アシスタント・コー

チ，チーム関係者のファウルで，特に悪質なファウル，はなはだしくス
ポーツマンらしくない行為に対して宣せられるファウルをいう．

37.1.2コーチが失格・退場となった場合は，スコアシートに記入されているア
シスタント・コーチがコーチの役目を引き継ぐ．

アシスタント・コーチがスコアシートに記入されていない場合は，スコ

アシートに示されたキャプテンがコーチの役目を引き継ぐ．

37.2罰則

37.2.lこのファウルを宣せられたチーム・メンバー（5回のファウルを宣せら

れたチーム･メンバーも含む)，コーチ，アシスタント・コーチには，デイ
スクォリファイング・ファウルが記録される．

チーム関係者のデイスクォリファイング・ファウルは，コーチのテクニ

カル・ファウルとして記録される．

37.22デイスクォリファイング･ファウルを宣せられた者,あるいはデイスクオ

リファイング・ファウル以外でも規則に定められた規定により失格・退

場させられた者は，ゲームが終わるまで自チームの更衣室(ロッカー・
ルーム)にいるかコートのある建物から立ち去るかしなければならない．

37.2.3相手チームにフリースローが与えられる（37.2.4参照)．
・からだの触れ合いを伴わないディスクォリファイング・ファウルが宣
せられた場合のフリースロー・シューターは，チーム・メンバーの中

からコーチが指定する．

・からだの触れ合いを伴うディスクオリファイング・ファウルが宣せら
れた場合は,ファウルをされたプレイヤーがフリースロー･シューター
となる．

フリースローののち，

（1）フリースローが成功してもしなくても，オフイシヤルズ・テーブル
から遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからの，
フリースロー・シューター側のチームのスロー・インでゲームを再

開する．

(2)第1ピリオドが始まる前にディスクオリファイング・フアウルが宣
せられた場合には，フリースローが成功してもしなくても，センター・
サークルでのジャンプ・ボールで第1ピリオドを開始する．
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37.2.4相手チームに与えられるフリースローの数は，次のとおりである．

（1）ショットの動作中でないプレイヤーがファウルをされたときおよび

からだの触れ合いを伴わないファウルが宣せられたときは，2個の
フリースロー

(2)ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされそのショットが成

功したときは，得点が認められ，さらに1個のフリースロー
(3)ショットの動作中のプレイヤーがファウルをされそのショットが不

成功だったときは，ツー・ポイント・エリアからのショットであれ

ば2個のフリースロー，スリー・ポイント・エリアからのショット

であれば3個のフリースロー

第38条テクニカル・ファウル (TechnicalfouI）

381ゲームの運営・管理に関する規則

38.1.1ゲームは，審判，テーブル・オフイシャルズ，コミッショナー，両チー
ムのプレイヤー，コーチ，アシスタント･コーチ，交代要員，5回のファ
ウルを宣せられたチーム・メンバー，チーム関係者を含む，これらすべ
ての人たちの完全な協力によって成立するものである．

38.1.2両チームは勝利を得るために全力をつくさなければならないが,これは，
スポーツマンシップとフェア・プレイの精神に基づいたものでなければ

ならない．

38.1.3この規律，協力とフェア・プレイの精神を，著しく，あるいは故意に，
またはくり返して逸脱するふるまいは，テクニカル・ファウルとなる．

38.1.4違反が明らかにうっかりしたものでゲームに支障がないか，単にゲーム
運営の手続き上のものである場合には，審判は警告したあとで同様の違
反がくり返されないかぎりテクニカル・ファウルとはみなさない．

38.1.5ボールがいったんライブになってから前に起こったこの規則に該当する
違反が見つかった場合は,見つかったときにテクニカル･ファウルがあっ
たものとして処置する．

この規則に該当する違反があってからそれが見つけられるまでに起こっ
たことは，すべて有効とする．

38.2暴力行為について

38.2.1ゲーム中にスポーツマンシップとフェア.プレイの精神に反する暴力行

為が起きたときは，審判はただちにケームを止め，暴力行為をやめさせ
るように努力しなければならない．

②
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38．2．2

38．2．3

38．2．4

相手チームや審判に暴行を加えたチーム・メンバー，コーチ，アシスタ

ント・コーチ，チーム関係者は，ただちに失格・退場させられる．

主審は，そのできごとを大会主催者に報告しなければならない．

コート上やオフイシャルズ・テーブル，チーム・ベンチ・エリアとコー

トの周囲は，審判およびコミッショナーの管理下にある．

コートの周囲以外の会場内，出入口，通路，更衣室（ロッカー･ルーム）
などのすべてのエリアは，大会主催者の管理下にある．

チーム・メンバー（5回のファウルを宣せられたチーム・メンバーも含

む)，コーチ，アシスタント・コーチ，チーム関係者などによる用具・
器具を破損するおそれのある行為は，絶対に許してはならない．

このような行為があったときには，審判は，そのチームのコーチにその

ような行為をやめさせるように警告し，それがくり返された場合には，
ただちにテクニカル・ファウルを宣さなければならない．

状況によっては，審判は，注意・警告を与えることなしにただちにテク
ニカル・ファウルを宣してもよい．

38.2.4に規定されたテクニカル・ファウルは，その行為をした者に記録
される．

チーム関係者の場合は，コーチのテクニカル・ファウルとして記録され
る．

38.3テクニカル・ファウル

38.3.1プレイヤーのテクニカル・ファウルとは，相手チームのプレイヤーとの
からだの触れ合いのないプレイヤー・ファウルのことをいい，次のよう
なスポーツマンらしくない行為がこれに該当するが，これらの行為だけ
に限定されるわけではない．

（1）審判の注意や警告を無視する．

ゲーム中，審判の判定や決定，注意や警告に対して抗議したり無視

したりすることは，テクニカル・ファウルの対象となる．

(2)正当な理由がないのに，審判，コミッショナー，テーブル･オフイシャ
ルズ，チーム・ベンチにすわっている人たちに触れる．

(3)審判，コミッショナー，テーブル・オフイシャルズ，相手チームに

対して失礼な態度で接したり，あるいは失礼な態度で話しかけたり
する．

(4)観客に対して無作法にふるまったり，観客を挑発するような言動を
とる．あるいは観客を煽動するような言動をとる．

(5)相手チームのプレイヤーに嫌がらせをしたり，相手の目の前で手を
振って視界を妨げたりする．

(6)ひじを激しく振りまわす．

(7)得点したチームのプレイヤーが，バスケットを通過したボールに故

意に触れて，ゲームの進行を遅らせる(デイレイング・ザ・ゲーム)．
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(8)ボールがすばやくスロー・インされるのを妨げて，ケームの進行を
遅らせる(ディレイング・ザ・ゲーム)．

(9)ファウルをされたように見せかけるために床にたおれる．

（10リリングをつかんで体重をかける．

ただし，ダンク・シヨットの際にやむを得ず瞬間的にリングをつか

むことはさしつかえない．

また，自分やほかのプレイヤーが負傷するのを避けようとしたと審

判が判断したときは，リングをつかんでもテクニカル・ファウルと

はしない．

（11)最後のフリースローで防御側プレイヤーがボールがリングに触れる

前にゴール・テンディングやインタフェアのヴァイオレイションを

したときは，攻撃側チームに1点が与えられ，さらにその防御側プ
レイヤーにテクニカル・ファウルが宣せられる．

38.3.2コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，5回のファウルを宣せられ
たチーム・メンバー，チーム関係者のテクニカル・ファウルとは，それ
らの人たちが，審判，コミッシヨナー，テーブル・オフイシヤルズ，相
手チームに対して失礼な態度で接したり，失礼な態度で話しかけたり触

れたりすること，およびケームの手続き上の規則，運営・管理に関する

規則に違反すること，ゲームの進行や運営に支障をもたらしたりするこ

とをいう．

38.3.3コーチは，次の場合，失格・退場になる．
（1）コーチ自身のスポーツマンらしくないふるまいによるテクニカル・

ファウルが2回記録された場合

(2)アシスタント・コーチ，交代要員，5回のファウルを宣せられたチー

ム・メンバー，チーム関係者のスポーツマンらしくないふるまいに

よってコーチにテクニカル・ファウルが3回記録された場合，ある

いはそれらのテクニカル・ファウルとコーチ自身のテクニカル・ファ

ウルとを合わせて3回のファウルが記録された場合

38.3.4ただし，383．3の規定によってコーチが失格・退場となった場合は，罰

則はテクニカル・ファウルの罰則だけを適用する．したがって，そのう
えさらにデイスクォリファイング・ファウルの罰則が適用されることは

な い

38.4罰則

38.4.1テクニカル・ファウルが宣せられたときは，次のように記録する．

（1）プレイヤーのテクニカル・ファウルが宣せられた場合は，そのプレ

イヤーに1個のテクニカル・ファウルが記録される．

このファウルは，チーム・ファウルにかぞえる．

③
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(2)コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，5回のファウルを宣せ
られたチーム・メンバー，チーム関係者にテクニカル・ファウルが
宣せられた場合は，コーチに1個のテクニカル・ファウルが記録さ
れる．

このファウルは，チーム・ファウルにかぞえない．

38.4.2相手チームに2個のフリースローが与えられる．
このときのフリースロー･シューターは，チーム･メンバーの中からコー

チが指定する．

そののち，

（1）フリースローが成功してもしなくても，オフイシャルズ・テーブル
から遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからの，
フリースロー・シューター側のチームのスロー・インでゲームを再

開する．

(2)第1ピリオドが始まる前にテクニカル・ファウルが宣せられた場合
には，フリースローが成功してもしなくても，センター・サークル
でのジャンプ・ポールで第1ピリオドを開始する．

第39条ファイティング (Fighting）

39．1 ファイティングの規定

ゲーム中，両チームのプレイヤー，交代要員，

たチーム・メンバー，コーチ，アシスタント

で暴力行為が起こることがある．

5回のファウルを宣せられ

コーチ，チーム関係者の間

この規定は，コート上やコートの周囲で暴力行為が起こったときや起こり
そうなときに，チーム・ベンチ・エリアから出た交代要員，5回のファウ
ルを宣せられたチーム・メンバー，コーチ，アシスタント・コーチ，チー
ム関係者に適用される．

39.2失格・退場

39.2.1コート上やコートの周囲で暴力行為が起こったときや起こりそうなとき

に，チーム・ベンチ・エリアから出た交代要員，5回のファウルを宣せ
られたチーム・メンバーまたはチーム関係者は失格・退場になる．

39.2.2コーチとアシスタント・コーチだけは，審判に協力して争いを止めるた

めであれば，暴力行為が起こったときや起こりそうなときでもチーム・
ベンチ･エリアから出てもよい．この場合は,コーチ,アシスタント・コー

チは失格・退場にはならない．
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39.2.3コーチやアシスタント・コーチがチーム・ベンチ・エリアから出てコー

トに入ったのに争いを止めようとしなかったときは，失格･退場になる．

39.3罰則

39.3.1コーチ，アシスタント・コーチや交代要員，5回のファウルを宣せられ

たチーム・メンバー，チーム関係者が39.2の規定によって失格・退場と

なったときは，失格・退場させられた人数に関係なく，コーチに1個の

テクニカル・ファウルが記録される．

39.3.2両チームのベンチにいる人たちが39.2の規定によって失格･退場となり，

ほかに適用されるファウルの罰則がない場合は，ゲームは，次の方法で

再開する．

（1）フィールド・ゴールや最後のフリースローが成功して得点が認めら

れた場合は，得点されたチームが，エンド・ラインの任意の位置の

アウト・オブ・バウンズからスロー・インをしてゲームを再開する．

(2)ファイテイングの規定が適用されてゲームが中断されたときに一方

のチームがボールをコントロールしていたかスロー・インが与えら

れることになっていた場合は，そのチームが，テーブル・オフイシャ
ルズから遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズか

らスロー・インをしてゲームを再開する．

(3)ファイテイングの規定が適用されてゲームが中断されたときにどち

らのチームもボールをコントロールしていなかったかスロー・イン

が与えられることになっていなかった場合は，ジャンプ・ボール．
シチュエイションになる．

39.3.3ファイテイングの規定によるディスクオリファイング･ファウルは,チー

ム・ファウルにかぞえない．

39.3.4本条の規定(ファイテイングの規定)が適用される状況で起こったあるい

はその直前に起こっていたプレイヤーのファウルに対する罰則はすべて

有効とし，第42条｢特別な処置をする場合｣に準じた方法で処置する．

②
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第7章ﾌｱｳﾙの処置(いろいろな場合）（GENERALPROⅥSIONS）

第40条プレイヤーの5回のファウル (FivefouIsbyapIayer）

40．1

40．2

プレイヤーにパーソナル・ファウルとテクニカル・ファウルを合わせて5

回のプレイヤー・ファウルが宣せられた場合は，審判によりその事実を宣
せられる．

このとき,そのプレイヤーはただちに交代しなければならず,以後そのケー
ムに出場することはできない．

代わって出場するプレイヤーは，30秒以内にコートに入らなければならな
し3

5回のファウルを宣せられたプレイヤーがさらにファウルを宣せられたと

きは，コーチにテクニカル・ファウルが記録される(例外：スコアシート
記入法6.3.14)．

第41条チーム・ファウルの罰則 (Teamfouls：Penalty）

41．1チーム・ファウル

40-4141.1.11チームに各ピリオド4回のチーム･フアウルが記録されたあとは,チー
ム・ファウルの罰則が適用される．

41．1．2プレイのインタヴァル中に起こったチーム．メンバーのファウルはチー
ム･ファウルにかぞえ，次のピリオドに起こったものとして記録される．

41．1．3延長時限に起こったチーム・ファウルは，第4ピリオドに起こったもの
とみなす．

41.2チーム・ファウルの罰則の適用

41.2.1チーム・ファウルの罰則が適用されるチームのプレイヤーが，シヨット
の動作中でない相手チームのプレイヤーにパーソナル・ファウルをした

ときは，ファウルをされたプレイヤーに2個のフリースローが与えられ
る．

41.2.2ボールをチーム・コントロールしているかまたはスロー・インが与えら
れることになっていたチームのプレイヤーがパーソナル・ファウルをし

たときは，チーム・ファウルの罰則は適用されない．

ファウルをされたプレイヤーにフリースローは与えられず，ファウルが
起こったところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズで，ファウルを
されたチームのスロー・インによってゲームを再開する（第34条34.2.1

-(1)参照)．
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第42条特別な処置をする場合 (SpeciaIsituations）

42．1 特別な処置をする場合

規則違反（ファウルやヴァイオレイション）が宣せられてゲーム・クロッ

クが止められている間にあらたに別のファウルが宣せられた場合は，特別
な処置をする．

42.2処置の手順

42.2.1ファウルはすべて記録する．

ヴァイオレイションを含むそれぞれの罰則を確認する．

42.2.2ファウルが起こった順序を確認する．

42.2.3ヴァイオレイション，ファウルが起こった順序に従って，等しい重さの
罰則を相殺する．

ダブル・ファウルの場合はそれぞれのファウルは記録するが，ダブル・
ファウルの処置は適用しない．

一度相殺したり取り消した罰則は適用されない．

42.2.4それぞれの罰則に含まれているスロー・インは，最後の処置に含まれる

場合だけ適用する．それ以外のスロー・インは取り消す．

42.2.5残った罰則をファウルの起こった順序に従って適用する．

42.2.6相殺した結果残ったフリースローのl投目またはスロー・インのボール

がライブになったあとで別のファウルがあったときは，一度ライブに

なったフリースローやスロー・インは相殺の対象とならず，スロー・イ

ンは取り消される．

フリースローの場合は残りのフリースローを終わらせてから，別のファ
ウルの処置をする．

42.2.7両チームに科される重さの等しい罰則を相殺していったあとに適用する

罰則が残らない場合には，ゲームは，次の方法で再開する．
(1)最初の規則違反が宣せられたのとほとんど同時にフィールド・ゴー

ルのショットが成功して得点が認められた場合は，得点されたチー
ムが，エンド・ラインの任意の位置のアウト・オブ・バウンズから

スロー・インをしてケームを再開する．

(2)最初の規則違反が宣せられたときに一方のチームがポールをコント

ロールしていたかスロー・インが与えられることになっていた場合

は，そのチームが，最初のヴァイオレイションかファウルが起こっ

たところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズからスロー・イン

をしてゲームを再開する．

(3)最初の規則違反が宣せられたときにどちらのチームもボールをコン

トロールしていなかったかスロー・インが与えられることになって
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いなかった場合は，ジャンプ・ボール．シチュエイシヨンになる．

第43条フリースロー (Freethrows）

43.1フリースロー

43.1.1フリースローとは，フリースロー・ラインのすぐうしろの半円内から妨
げられることなしに1点を得ることができるように，1プレイヤーに与
えられる特典のことをいう．

43.1.2それぞれ1個のファウルに対する罰則として与えられるフリースロー，
あるいはフリースローとそれにつづくスロー・インを，フリースローの

「セット」という．

43.2フリースローが与えられるとき

43.2.1パーソナル・ファウルが宣せられてフリースローが与えられる場合は，

次のように処置する．

（1）ファウルをされたプレイヤーがフリースロー・シューターとして指
定される．

(2)ファウルをされたプレイヤーが交代するときは,交代する前にフリー
スローをしなければならない．

(3)指定されたフリースロー・シューターが，負傷して交代するとき，
5回のファウルを宣せられたとき，失格・退場させられたときは，
このために出場したプレイヤーがフリースロー・シューターになる．

代わって出場できる交代要員がいない場合は，どのプレイヤーがフ
リースロー・シューターとなってもよい．

この場合は，コーチがフリースロー・シューターを指定する．

43.2.2相手チームにテクニカル・ファウルが宣せられてフリースローが与えら
れる場合は，どのチーム・メンバーがフリースロー・シューターとなっ
てもよい．

この場合は，コーチがフリースロー・シューターを指定する．

43.2.3フリースロー・シューターは，次の規定に従ってフリースローをする．
（1）フリースロー・ラインのすぐうしろの半円内に立つ．
(2)ボールが床に触れずに上からバスケットに入るようにまたはリング

に触れるように，どのような方法でスローをしてもよい．
(3)審判にボールを与えられてから5秒以内に，バスケットに向けてス

ローをしなければならない．

(4)ボールがバスケットに入るかリングに触れるまでは，フリースロー・
ラインまたは制限区域内の床に触れてはならない．
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図6フリースローが行われるときのプレイヤーの位置
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(5)フリースローをするふりをして途中でわざとやめること（フェイク）
をしてはならない．

432.4フリースローのときリバウンドの位置を占めるプレイヤーは，図6に示

されるように交互に位置を占める

プレイヤーが占めることができる位置の範囲は，制限区域のラインから

1mとする．

リバウンドの位置を占めた両チームのプレイヤーは，フリースローが行
われている間，次のことをしてはならない．

(1)相手チームのプレイヤーに認められているリバウンドの位置を占め
る．

(2)ボールがフリースロー・シューターの手から離れる前に，制限区域

やニュートラル・ゾーンに入ったり，リバウンドの位置を離れる．
(3)フリースロー･シューターの気持ちを乱したり，じゃまをしたりする，

43.25リバウンドの位置を占めないプレイヤーは，ポールがリングに触れるか

フリースローが終わるまでは，フリースロー・ラインの延長上より後方
でスリー．ポイント・ラインの外側にいなければならない(図6)．

43.2.6あとにフリースローの｢セット」がつづく場合，フリースローのあとス

ロー・インで再開することが決められている場合は，フリースロー・

シューター以外のプレイヤーは，フリースロー・ラインの延長上より後
方でスリー・ポイント・ラインの外側にいなければならない．

悪
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43．2．3，43．2．4，43．2．5，43．2．6に違反することはヴアイオレイシヨン
である．

43.3罰則

43.3.1フリースロー・シューターのヴァイオレイションがあったときは，次の
ように処置する．

(1)ボールがバスケットに入った場合は，その得点は認められず，フリー
スロー・ラインの延長上のアウト・オブ･バウンズで相手チームにボー

ルが与えられ，スロー・インでゲームを再開する（競技規則第22条
22.2参照)．

ただし，あとにフリースローがつづく場合，あるいはファウルの罰

則によりスロー・インが与えられることになっていた場合は，それ
らが優先する．

(2)ポールがバスケットに入らなかった場合は，43．3．3を適用する．

43.3.2フリースロー・シユーター以外のプレイヤーのヴァイオレイシヨンが起

こっても，フリースローが成功したときは，次のように処置する．
（1）フリースローによる得点が認められる．

(2)ヴァイオレイションはなかったものとする．

最後のフリースローの場合は，フリースロー・シューターの相手チーム
がエンド・ラインの任意の位置のアウト・オブ・バウンズからボールを

スロー・インしてゲームを再開する．

43.3.3フリースローが不成功でヴァイオレイションが起こったときは，次のよ
うに処置する．

(1)最後のフリースローのときフリースロー・シューターの味方のプレ
イヤー(フリースロー・シューターも含む）だけがヴァイオレイショ
ンをした場合は，フリースロー・ラインの延長上のアウト・オブ・

バウンズで相手チームにボールが与えられ，スロー・インでゲーム
を再開する（競技規則第22条22.2参照)．
ただし，ゲームの再開方法が別に定められている場合は除く．

(2)フリースロー・シューターの相手チームのプレイヤーだけがヴァイ

オレイションをした場合は，同じフリースロー・シューターがフリー

スローのやりなおしをする．

(3)両チームのプレイヤー(フリースロー・シューターも含む)がヴァイ

オレイションをした場合は，ジャンプ・ボール．シチュエイション
になる．

、



第44条処置の訂正 (CorrectabIeerrors）

44.1処置の訂正ができる場合

規則の適用を誤っていた場合，審判は，次の場合にかぎり処置を訂正する
ことができる．

（1）与えるべきフリースローを与えないでゲームを再開してしまった場合
(2)与えてはいけないフリースローを与えていた場合

(3)審判がまちがえて得点を認めたり取り消したりしていた場合

(4)規則で定められたフリースロー・シューター以外のプレイヤーがフリー

スローを行っていた場合

44.2訂正の手続き

44.2.1誤った処置がなされたあと，ゲーム・クロックが動き始めてから最初に

デッドになったボールが次にライブになる前に，審判，コミッショナー，

テーブル・オフイシャルズのいずれかが誤りに気がついたときは，処置
を訂正することができる．

誤った処置がなされる－ボールがデッドのときに誤りが起こる

ボールがライブになる－処置の訂正がで きる

ゲーム・クロックが動き始める一処置の訂正ができる

ボールがデッドになる－処置の訂正ができる

ボ ー ル が ライブになる一処置の訂正はできない

44.2.2審判が処置の誤りに気がついたときは，どちらのチームにも不利になら

ないかぎりただちにゲームを止める．

コミッショナーやテーブル･オフイシヤルズが処置の誤りに気がついた

ときは，何らかの方法ですみやかに審判に知らせなければならない．た

だし,スコアラーが合図器具を鳴らしてよいのは,ポールがデッドになっ

てから次にライブになるまでの問だけである．ボールがライブの問は，

それ以外の方法を用いなければならない．

44.2.3誤りに気がつき，審判がゲームを止めるまでの間に認められた得点，経
過した競技時間，宣せられたファウルやそのほか起こったすべてのこと

は有効であり，取り消されない．

ただし，当該の誤ったフリースローの得点は取り消される．

44.2.4誤りを訂正したあとは，規則に特にゲームの再開の方法が述べられてい

ないかぎり，誤りを訂正するために審判が止めた時点からゲームを再開
する．

訂正のためにゲームを止めたときどちらかのチームがボールをコント

ロールしていたかスロー・インを与えられることになっていた場合

は，あらためてそのチームのスロー・インでゲームを再開する（例外：
44.3)．

、
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44.2.5誤った処置が確認されて処置の訂正ができる場合は，次のように処置す
る．

（1）フリースローを与えられるべきプレイヤーが交代して交代要員に

なっていたときは，その交代要員がコートに入り，その時点でプレ
イヤーとなって訂正のフリースローをする．ただし，フリースロー

を与えられるべきプレイヤーが5回のファウルを宣せられるか失格・

退場させられていたときは，そのプレイヤーは訂正のフリースロー
をすることはできない．

訂正のフリースローをしたあと，そのフリースロー・シューターは

（ゲーム・クロックがいったん動いてからでなくても）交代してふた

たび交代要員となってもよいし，交代の手続きをしなければ引きつ
づきプレイヤーとしてゲームに出場してもよい．

(2)フリースローを与えられるべきプレイヤーが負傷のために交代して

いたとき，5回のファウルを宣せられていたとき，あるいは失格・

退場させられていたときは，そのプレイヤーと交代して出場してい
たプレイヤーが代わりに訂正のフリースローをする．

44.2.6主審がゲームの終了を認めてスコアシートにサインをしたあとは，処置
の訂正はできない．

44.2.7得点，ファウルの数，タイム・アウトの数などについてのスコアラーに
よる記録のまちがいおよびタイマーによるゲーム・クロックの操作の誤

りによる競技時間の計測のまちがいは，審判の承認によっていつでも訂
正することができる．

ただし，主審がスコアシートにサインをしたあとは，訂正することはで
きない．

44.3特殊な場合の処置の訂正

44.3.1与えてはいけないフリースローを与えていた場合は，そのフリースロー

は取り消される．

ゲームは，次のように再開される．
（1）誤って与えられたフリースローが行われている間に誤りに気がつく

かそのフリースローのあとでもゲーム・クロックが動き始める前に

誤りに気がついた場合は，誤ったフリースローをしたチームにボー

ルが与えられ，フリースロー・ラインの延長上のアウト・オブ・バ
ウンズからのスロー・インでゲームを再開する．

(2)誤って与えられたフリースローが行われたのちゲーム・クロックが

動き始めてから誤りに気がついた場合は，次のように処置する．

①誤りに気がついてゲームが止められたときに,誤ってフリースロー
が与えられたチームがボールをコントロールしていたかスロー・

インのボールが与えられることになっていた場合，あるいはどち

らのチームもボールをコントロールしていなかった場合は，誤っ

、



たフリースローをしたチームにボールが与えられ，スロー・イン

でゲームを再開する．

②誤りに気がついてゲームが止められたときに,誤ってフリースロー
が与えられたチームの相手チームがボールをコントロールしてい

たかスロー・インのボールが与えられることになっていた場合は，
ジャンプ・ボール．シチュエイションになる．

③誤りに気がついてゲームが止められたときに，どちらかのチーム
にあらたに別のファウルの罰則によるフリースローが与えられる

ことになっていた場合は，そのフリースローを行ったのち，誤っ

たフリースローをしたチームにボールが与えられ，スロー・イン

でゲームを再開する．

いずれの場合も，審判がゲームを止めたときにボールがあったと
ころにもっとも近いアウト・オブ・バウンズからスロー・インを

行う．

44.3.2与えるべきフリースローを与えないでゲームを再開してしまった場合

は，次のように処置する．
（1）誤りに気がついてケームが止められるまでの問にボールのチーム・

コントロールが一度も変わっていない場合は，訂正のフリースロー

を行い，ゲームは通常のフリースローのあとと同じように再開され
る．

(2)スロー・インのボールを誤って与えられたチームがボールのチーム・

コントロールが一度も変わらないうちに得点した場合は，処置の誤

りはなかったものとして訂正はしない．

44.3.3規則で定められたフリースロー・シューター以外のプレイヤーがフリー

スローを行っていた場合は，そのフリースローは取り消される．

ゲームは，そのフリースローのl投目のボールがそのフリースロー・
シューターの手から離れたのちフリースローが終わるまでの問に誤りに

気がついた場合はフリースロー・ラインの延長上のアウト・オブ・バウ

ンズから，フリースローが終わってゲームが再開されてしまったあとに
誤りに気がついた場合は審判がゲームを止めたときにボールがあったと

ころにもっとも近いアウト・オブ･バウンズからの,相手チームのスロー・
インによって再開される．

ただし,そのフリースローの1投目のボールがそのフリースロー･シュー
ターの手から離れる前に誤りに気がついた場合は,正しいフリースロー・

シューターにフリースローをさせてゲームを再開する．

また，当該のフリースローのほかにフリースローやスロー・インなどの

罰則がある場合には，その罰則を適用してケームを再開する．

、
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第8章雪為諦購濡急蕪荒急Ⅷ
第45条審判，テーブル・オフイシヤルズ，コミッショナー

（Officials,tabIeo行iciaIsandcommissioner）

45．1 審判(オフィシャルズ)は，主審(レフェリー）1人および副審(アンパイア）
1人または2人とする．

審判は，テーブル・オフィシャルズおよびコミッショナーの補佐を受けな
がら，ゲームを管理し，ゲームを進行させる．

45.2テーブル・オフイシヤルズは，スコアラー，アシスタント．スコアラー，

タイマーおよび24秒オペレイター各1人とする．

45．3 コミッショナーを1人おくことができる．コミッショナーをおく場合はス

コアラーとタイマーの間にすわる．

コミッショナーのゲーム中の主な任務は，テーブル・オフイシャルズの仕
事を監督し主審と副審がゲームを円滑に進行できるように補佐することで

ある．

45.4審判は，どちらのチームとも関係のない，中立な立場にある者でなければ
ならない．

45．5 審判，テーブル・オフィシャルズ，コミッショナーは，競技規則に従って
ゲームを管理し，ゲームを進行させなければならない．
審判，テーブル・オフィシャルズ，コミッショナーには，規則の変更を承
認する権限はない．

45.6審判のユニフォームは，審判用のシャツ，黒色の長ズボン，黒色のソック
スおよび黒色のシューズとする．

第46条主審の任務と権限 (Referee：Dutiesandpowers）

主審には，次の任務と権限がある．

46.1ゲーム中に使用されるすべての用具・器具を点検し，承認する．

46.2公式のゲーム・クロック(メイン・ゲーム・クロック)，24秒計，ストップ・

ウォッチを指定し，テーブル・オフイシャルズを確認する．

46.3大会主催者(またはホーム・チーム)が用意した規格に合った2個以上の使
用されたボールの中から，ゲームで使うボールを選ぶ．

⑥



主審は，用意されたボールがゲームで使うのに適当ではないと判断したと

きは，その場で使うことのできるボール(ヴイジイティング・チームが用
意したボール，どちらかのチームがゲーム前のウォーム・アップで使用
しているポールなど)の中からもっともよい状態のものを選んでゲームに

使ってもよい．

46.4プレイヤーに危険と思われるものの着用を禁ずる．

46.5第1ピリオドを始めるためにセンター．サークルでジャンプ・ボールをさ
せる．

また，そのほかのピリオドを始めるために，スロー・インのボールをプレ
イヤーに与える．

46.6事‘情によりゲームを中断する権限がある．

46.7ケームを没収する権限をもつ．

468競技時間が終了したとき，あるいは必要と思われるときにはいつでも，ス

コアシートを綿密に点検し，承認する．

46．9

46．10

46．11

ゲーム終了後，主審がスコアシートを承認しサインをしたときに，審判と
ゲームの関係が終了する．

審判が判定をくだす権限は，ゲーム開始予定時刻の10分前にコートに出た

ときから始まり，審判がゲーム終了の合図を確認したときに終わる．

次のことが起こったときには，主審は，サインをする前に，そのできご
とをスコアシートの裏面に記録しなければならない．

(1)ゲームが没収された場合

(2)失格・退場が宣せられた場合

(3)ゲーム開始予定時刻の10分以上前，あるいはゲーム終了から主審がス

コアシートを承認しサインをするまでの間にプレイヤー(チーム・メ
ンバー)，コーチ，アシスタント・コーチまたはチーム関係者による
スポーツマンらしくない行為があった場合

これらのことが起こった場合は，主審またはコミッショナーは，そので

きごとの詳細な報告書を大会主催者に提出しなければならない．

審判の意見が一致しないときなど必要なときは，最終的な決定をくだす．

そのために，副審，コミッショナーあるいはテーブル・オフイシャルズ

に意見を求めてもよい．

46.12競技規則に示されていないあらゆる事項に決定をくだす権限をもつ．

⑥
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第47条審判の任務と権限 (OfficiaIs：Dutiesandpowers）

47．1

47．2

47．3

47．4

審判は，オフイシャルズ・テーブル，チーム・ベンチ，およびそのライン
のすぐうしろのエリアを含む境界線の内外を問わず，コートの周囲のすべ
ての場所において，規則に従って判定や決定をくだす権限をもつ．

規則に対する違反（ヴァイオレイシヨンやファウル）が起こったとき，各
ピリオドが終了したとき，あるいはそのほか必要と思われるときにゲーム
を止めるときは，審判は笛を鳴らす．
フィールド・ゴールやフリースローが成功したあと，あるいはボールがラ

イブになったときには，審判は笛を鳴らさない．

からだの触れ合いやヴァイオレイシヨンについて判定するとき，審判は，

一つひとつのプレイを規則に照らしてよく見きわめ，次の基本的な原則を

考慮してファウルやヴァイオレイションを宣するか宣さないかを判断しな

ければならない．

・規則の精神と目的を理解し，公平にゲームを進行させる．
・ゲームに参加しているプレイヤーの能力やゲーム中の行動に気を配り，

lゲームを通してそのゲームにふさわしい判定を示す．

。プレイヤーがどのようなプレイをしようとしているのかを感じ取り，判

定とゲームの流れが不釣り合いにならないように気をつけ，lゲームを

通して適切な判定を示す．

。触れ合いを起こしたプレイヤーが有利にもならず相手チームのプレイ

ヤーも不利になっていないような偶然のからだの触れ合いにファウルを

宣して，不必要にケームを止めることは避けなければならない．
アドヴァンテージ（相手に責任のあるからだの触れ合いが起こっても，
プレイヤーが意図したプレイをつづけられる状態）とディスアドヴァン

テージ（相手に責任のある触れ合いによって，プレイヤーが意図したプ

レイを妨げられた状態）を見きわめ，1ゲームを通して，相手のプレイ
を妨げたからだの触れ合いだけにファウルを宣する．

審判の1人が負傷またはそのほかの理由で審判をつづけられなくなり，そ

ののち5分を経過してもその審判が任務を遂行できない場合は，ケームを

再開する．

負傷した審判の代わりとなれる審判がいない場合は，相手の審判だけで
ケーム終了まで任務を遂行する．

代わりの審判の起用については，コミッショナーがいる場合はコミッショ
ナーと協議したのち，相手の審判が決定する．

47.5審判はそれぞれ独自に判定をくだす権限をもち，たがいに定められた任務
の範囲内で他の審判がくだした判定に対しては，取り消したり異議を唱え

②



たりする権限はもたない．

47.6審判の判定や決定は最終的なものであり，抗議したり無視したりすること
はできない．

ゲーム中，審判の判定や決定に対して抗議したり無視したりすることは，
テクニカル・ファウルの対象となる．

第48条スコアラー，アシスタント・スコアラーの任務
（Scorerandassistantscorer：Duties）

48．1 スコアラーは，公式スコアシートを使用して次のことを記録し，必要なと
きに合図をする．

(1)ゲーム開始のときに出場する両チームのプレイヤーの氏名・番号，お
よび交代要員全員の氏名・番号をあらかじめスコアシートに記入して
おく．

プレイヤー，交代要員の氏名・番号やケーム開始のときに出場する5
人のプレイヤーがちがっているとき，交代の申し出についての違反に

気がついたときは，できるだけ早く近いほうの審判に知らせる．
(2)成功したフィールド・ゴールとフリースローを記録し，それまでの得

点の合計(ランニング・スコア)を明らかにしておく．
(3)各プレイヤーに宣せられたファウルを記録し，プレイヤーに5回のファ

ウルが宣せられたときには，ただちに合図器具を鳴らして審判に知ら
せる．

また，コーチのファウルを記録し，コーチが失格・退場となる場合は，
ただちに合図器具を鳴らして審判に知らせる．

同様に，1プレイヤーに2回のアンスポーツマンライク・ファウルが
宣せられて失格・退場となる場合も，ただちに合図器具を鳴らして審
判に知らせる．

(4)チームからタイム・アウトの請求があったときには，「タイム・アウト

が認められる時機」に合図器具を鳴らして審判に知らせる．
タイム・アウトが認められたときはスコアシートに記録する．

また，そのハーフや各延長時限でそのチームにタイム・アウトが残っ
ていない場合には，審判を通じてそのチームのコーチに知らせる．

(5)ポゼションの表示器具(ポゼション・アロー)の操作を行う．
後半からはチームの攻撃するバスケットが変わるので，スコアラーは，
前半が終了したときにすみやかにポゼシヨンの表示器具(ポゼション・

アロー)の向きを変え，第3ピリオドを始めるときにオルタネイテイン
グ・ポゼシヨン・ルールによるスロー・インが与えられるチームが攻

撃する方向を正しく示すようにしておかなければならない．

④
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48．2

48.3

スコアラーには，次の任務もある．

（1）1チームに各ピリオド4回目のプレイヤー・ファウルが宣せられたと

きは，そのあとボールがライブになってから，チーム・ファウル・ペ
ナルティーの表示器具をオフイシャルズ・テーブルのそのチームに近
いほうの端に立てて示す．

(2)交代の合図をする．

(3)スコアラーが合図器具を鳴らすのは，ボールがデッドになりふたたび
ボールがライブになる前まででなければならない．

スコアラーの合図はゲーム・クロックやゲームを止めるものではない

し，ボールをデッドにするものでもない．

アシスタント・スコアラーは，スコアボードを操作し，スコアラーを補佐
する．

各プレイヤーにファウルが宣せられるたびに，スコアラーからの連絡を受
け，プレイヤー・ファウル数の標識を使って，両チームのコーチ，プレイ

ヤー，観客によくわかるように，そのプレイヤーのファウル数とそのチー
ムのファウル数を示す．

スコアボードの表示とスコアシートの記録に相違がある場合は，確証がな

いときはスコアシートを優先させ,それに従ってスコアボードを訂正する．

一望型48．4スコアシートの記録に誤りが見つかった場合は，次のように処置する．
（1）記録の誤りがゲーム中に見つかった場合は，スコアラーは，次にボー

ルがデッドになったときに，合図器具を鳴らして審判に知らせる．
審判と協議したのち，すみやかに誤りを訂正する．

(2)記録の誤りがゲーム終了の合図が鳴ったあと主審がスコアシートにサ

インをする前に見つかった場合は，その誤りを訂正することがケーム

の結果に影響するとしても，その誤りを訂正しなければならない．
(3)記録の誤りが主審がスコアシートにサインをしたあとに見つかった場

合は，その誤りを訂正することはできない．

この場合は，主審またはコミッショナーは，その事実の詳細な報告書
を大会主催者に提出しなければならない．

第49条タイマーの任務 (Timer：Duties）

49．1 タイマーは，ゲーム・クロックとストップ・ウォッチを操作し，次の任務
を行う．

(1)競技時間およびタイム・アウト，プレイのインタヴァルの時間をはかる．

(2)各ピリオド，各延長時限の終了を大きな音の合図器具で知らせる．
(3)合図が鳴らなかったり聞こえなかったりした場合は，何らかの方法で

ただちに審判に知らせる．
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(4)第3ピリオドが始まる3分前をチームと審判に知らせる．

49.2タイマーは，ゲーム・クロックを次のように操作し，競技時間をはかる．

（1）次の瞬間にゲーム・クロックを動かし始める．

①ジャンプ・ボールの場合，トス・アップされたボールが最高点に達
してからはじめてジャンパーがボールをタップしたとき

②最後のフリースローが不成功で引きつづきポールがライブの場合，
ボールがコート内のプレイヤーに触れたとき

③スロー・インの場合，ボールがコート内のプレイヤーに触れたとき
(2)次の瞬間にゲーム・クロックを止める．

①各ピリオド，各延長時限の競技時間が終了したとき

②ボールがライブで審判が笛を鳴らしたとき
③タイム・アウトを請求していたチームの相手チームがフィールド・

ゴールで得点したとき

④フィールド・ゴールが成功したあと，得点されたチームが，ボール
がライブになる前にタイム・アウトを請求したとき

⑤第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間に，フィールド・ゴール
が成功したとき

49.3タイマーは，次のようにタイム．アウトの時間をはかる．
（1）審判が笛を鳴らしてタイム・アウトの合図を示したときにストップ・

ウォッチを動かし始める．

(2)50秒が経過したときに，合図器具を鳴らして審判に知らせる．

(3)60秒が経過したときに，もう一度合図器具を鳴らす．

49.4タイマーは，次のようにプレイのインタヴァルの時間をはかる．
(1)ケーム開始の10分前になったとき，あるいは各ピリオド，各延長時限

の前のピリオドの競技時間が終了したのち，すみやかにプレイのイン

タヴァルの時間をはかり始める．

ピリオド終了後ただちにフリースローを行う場合は，プレイのインタ

ヴァルの時間は，そのフリースローが終わってからはかり始める．

(2)第1ピリオドおよび第3ピリオドが始まる3分前と1分30秒前に，合
図器具を鳴らす．

(3)第2ピリオド，第4ピリオド，各延長時限が始まる30秒前に，合図器
具を鳴らす．

(4)各ピリオド，各延長時限の前のインタヴァルの計測が終わって各ピリ
オドが始まるときに，合図器具を鳴らす．

このとき，ゲーム・クロックをすみやかに各ピリオドの競技時間にセッ
トする．

③
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50－50
－

第50条24秒オペレイターの任務 (24secondoperator：Duties）

24秒オペレイターは，次のように24秒計を操作する．

50.1次のとき，24秒計を動かし始める．
(1)チームがボールをあらたにコントロールしたときは，そのチームのプ

レイヤーがコート内でボールをコントロールしたとき

(2)スロー・インのときは，スロー・インされたボールがコート内のプレ
イヤーに触れたとき

コート内で相手チームがライブのボールをあらたにコントロールしたとき
は，すみやかに24秒計をリセットし，あらためて24秒をはかり始める．
相手チームのプレイヤーがボールに触れても，ボールをコントロールして
いるチームのチーム・コントロールが終わらないかぎり，24秒計は止めな
いしリセットもしない．

シヨットによってボールのコントロールが終わっても，24秒の制限が終わ

らないうちにふたたび同じチームがそのボールをコントロールした場合

は，24秒計は止めないしリセットもしない．

50.2次のときには24秒計を止めてリセットし，何も表示しない．
（1）ボールをコントロールしているチームのファウルやヴァイオレイショ

ンを宣するために審判が笛を鳴らしたとき

ただし，50.3の場合は，24秒計を止めるがリセットはしない．
(2)ボールがバスケットに入ったとき

(3)ボールが相手チームのバスケットのリングに触れたとき

ただし，ボールが直接バスケットにはさまったりのったりしてしまっ
たときは除く(50.3-(3)参照)．

50.3 次のことが起こった結果それまでボールをコントロールしていたチームに

引きつづきスロー・インが与えられるときは，24秒計は止めるがリセット
はしない．

(1)ボールがアウト・オブ・バウンズになったとき
(2)ボールをコントロールしているチームのプレイヤーの負傷などで審判

がゲームを止めたとき

(3)ジャンプ・ボール．シチュエイションになったとき

(4)ダブル・ファウルが宣せられたとき

(5)特別な処置をする場合の規定やファイテイングの規定を適用し，罰則
を相殺したり取り消したとき
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50.4次のことが起こった結果それまでボールをコントロールしていたチームに

引きつづきスロー・インが与えられるときは，以下のように24秒計を操作
する．

(1)ボールをコントロールしているチームの相手チームのファウルやヴァ

イオレイションを宣する．

ただし，50.3の場合は，24秒計を止めるがリセットはしない
(2)ボールをコントロールしているチームの相手チームに原因がある理由

でゲームを止める．

(3)審判がどちらのチームにも関係のない理由(プレイ中，ゲーム・クロッ
クが動いているときに24秒計が誤ってリセットされてしまった場合も

含む)でゲームを止める．

50.4.lそのチームのバック・コートのアウト・オブ・バウンズからのスロー・

インでゲームが再開されるとき，あるいはフリースローが与えられると

きは，24秒計を止めてリセットし，何も表示しない．
ただし，50.3の場合は，24秒計を止めるがリセットはしない．

50.4.2そのチームのフロント・コートのアウト・オブ・バウンズからのスロー・

インでゲームが再開きれるときは

(1)24秒計が表示している残りの秒数が14秒以上であるときには，24秒

計は止めるがリセットはしない．

(2)24秒計が表示している残りの秒数が13秒以下であるときには，24秒聖昌聖
計は14秒にリセットする．

ただし，50.3の場合は，24秒計を止めるがリセットはしない．

また,50．4－(2),(3)の場合で,24秒計をリセットすると相手チーム（防

御側チーム）が著しく不利になると審判が判断した場合は，24秒計
をリセットせず24秒は継続してはかる．

50．5 ボールがデッドでゲーム・クロックが止められたとき，各ピリオド，各延
長時限の残りが24秒あるいは'4秒未満であらたに24秒のヴァイオレイショ

ンが成立する可能性が残っていない場合は，24秒表示装置の電源を切る．

24秒の合図は，ボールをコントロールしているチームが24秒以内にショッ

トをすることができずに鳴った場合を除いて，ゲーム・クロックやゲーム

を止めるものではないし，ボールをデッドにするものでもない．
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審判の合図（シグナル）

1．図に示してある合図(シグナル)だけが公式の合図である．

審判は，いつでもどのゲームでも，これらの公式の合図を用いなければなら
ない．

2．図に示してある合図(シグナル)は，すべての審判が熟知し，どのゲームにも
用いなければならない．

3．テーブル・オフイシヤルズも，これらの合図によく‘慣れていることが大切で
ある．

②



審判の合図
1．得点の合図

③

Ⅱ計時の合図

Ⅲ、交代とタイム・アウト,コミュニケーション

1．1点を認める
とき

1本指を上げて
手先を振り動かす

2． 2点
とき

を認める

filiル
かす

畷3唾ヨ ■

慰蕊I
ト

’

4． 鋪
き

を認めると

両手のひじを伸ば
し,3本指を上に
上げる

7.ファウルがあって
クロックを止める

笛を鳴らすと同時に片手
を握って上げ,もう一方の
手は手のひらを下に向け
てファウルをしたプレイヤ
－の腰のあたりをさす

８
０

タイム･イン

漫

鴎
上げていた
振り下ろす

手を軽く

鰯I

11.交代要員を
招き入れる

手を開き自分のほ
うに向けて招く

12.タイム・アウト

(笛を鳴らしながら）

両手で(片手は人
さし指で)T型をつ
くって示す

13.確認の合図
(相手審判および
テーブル･オフィ

ヤ
ニ

シ
ユ

ルズとのコミ

ケーション）

齢
片手の親指を
立てて示す

；■ ■



Ⅳ．ヴァイオレイション

15.トラヴェリング 16 イリーガル･ドリブル

(ダブル･ドリブル）
17.イリーガル･ドリブル

（ドリブル中にボールを支え

鶏
18.3秒ルールの違反

＃

溌購
＃

篭溌認I織餅
腕を前に伸ばして
3本指を示す両こぶしを回転させる

両手で
をする

ドリブルのまね

19.5秒ルールの違反 20.8秒ルールの違反 21.24秒ルールの違反 22.ボールをバック･コ
ートに返す違反

§

片手を開いて示す

23.ボールを故意に足
（脚)で扱ったとき

鴬

：§＝
つま先を指でさし示す

麓

霞鯉
人さし指でフロント･コ
ートとバック･コートを
交互に指さす指で肩に触れる

24.ヴァイ
と次に

シヨンのあ

行われ

＃る

'i1ii
方向

(またはボールがア
ウト･オブ･バウンズ
になったとき）

鰯＝
サイド･ラインと平行に
指でさし示す

雷

25 シャンプ･ホーノレ｡

シチュニニイション

斑
両手の親指を立てて頭上
に上げる
(そののち,ポゼション･アローの
示す向きをさし示す〉



V，スコアラーにファウルを伝えるとき

(1)プレイヤーの番号

26．

4番

鴇
30

8番

欝
34．

12番

欝

27．

5番

輪
31．

9番

瀞
35.

13稲：

瀞

28．

6番

聯
32

10番

職
36．

ユ4番：

瀞
智

29

7番

瀞
33.

11番

瀞
37．

15番

欝



｢－

④

(2)ファウルの種類

38.イリーガル･ユース

唇

･オブ･ハンズ

一
一
一

手首をたたく

39.ブロッキング

両手を腰にあてる

40.ひじをぶつける
ファウル

ひじを横に出してうしろ
へ振る

1.ホールディング

§戸
手首を握る

42.ブッシングまたは
ボールをコントロー
ルしていないときの
チャージング

両手で押すまねをする

43.ボールをコントロー
ルしているときの
チャージング

骨訪口

握りこぶしで手のひらを
たたく

44.ボールをコントロー
ルしているチームの

蜂
アウル

完、‐

鑑＝
ファウルをしたチームの

バスケットに向かって
こぶしを突き出す

■

：
…
ｉI

45.ダブル･ファウル

P>く

両手のこぶしを握って
上げ,左右に振る

46.テクニカル･ファウル

手のひらを示し，
両手でT型をつくる

47.アンスポーツマンライ
ク･ファウル

手首を握って頭上に
上げる

48.ディスクォリ
･ファウル

ファイング

’



(3)フリースローの数あるいは次に攻撃が行われる方向

フリースローの数

49.1個のフリースロー 50.2個のフリースロー

蝋
|顔の

－

高さで指を1本示す

ロ

I蝋■■■
顔の高さで指を2本示す

一

次に攻撃が行われる方向
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Ⅵ、フリースローをさせるとき

(1)制限区域に踏み込んで(リード･オフィシャル）

54.1個のフリースロー 55.2個のフリースロー

鐘
■

陸ゥゲ
認自画

詞
ロ

I
腕を前に伸ばし指を1本
示す

腕を前に伸ばし指を2本
示す

(2)制限区域の外で(トレイル･オフィシャル）

57.1個のフリースロー 58.2個のフリースロー

鵠
■

指を1本上げて示す

蕊
I

■■■■■

弁

静
指をそろえ，
げて示す

■ 自認g醗圃

②

■

■ ■
■

厩＝ー

■型T畦一群ざー

両手の指を3本上げて
示す



スコアシート記入法

1．公式スコアシートとは，側日本バスケットボール協会が承認した4枚綴りの

スコアシートをいう．

2．スコアシートは，1枚のオリジナルと3枚のコピーとからなり，①のオリジ
ナル（白色）は日本バスケットボール協会用，②のコピー(青色）は大会主催
者用，③のコピー(ピンク色）は勝ちチーム用，④のコピー(黄色）負けチー
ム用である．

（旧スタイルのスコアシートを用いる場合は，①のオリジナル（白色）は日本
バスケットボール協会用，②，③のコピー(青色）はそれぞれ両チーム用，④
のコピー(黄色）は大会主催者用とする.）

注：スコアラーは，異なる2色(黒色と赤色が望ましい)のペンを使用し，1

色(赤色)は第1ピリオドおよび第3ピリオド用に，もう1色(黒色)は第
2ピリオドおよび第4ピリオド用にする．延長時限は，第4ピリオドと
同じ色(黒色)のペンを使用する．
ゲーム開始前およびゲーム終了後に記入する各項目およびスコアシート

の最上段の各項目は，すべて黒色で記入する．

3．スコアラーは，ケーム開始予定時刻の遅くとも10分前までに，次の項目を記
入したスコアシートを用意する．

3.1両チームのチーム名をA・B欄に記入する．

チームAはホーム・チームとするが，大会などでホーム・チームのないと

きは，プログラムの番号が小さいチームまたはプログラムで先に記載され

ているチームをチームA，相手チームをチームBとする．

3.2大会のゲームでは，スコアシートの上部に次の事項も記入する．

・大会名

・ゲーム・ナンバー

・年月日，場所，開始時刻(24時間制）

大会名
Competition

GameNo．

スコアシートの上部(大会名，年月日，場所，開始時刻等）

第87回全日本総合バスケットボール選手権大会
場所
Place

国立代々木第二体育館

101 日付
Date

2 010年1月8日
Y E a r MonlhDay

③

時間
Time

14：15



3.3両チームから提出されたリストに従い,両チームのチーム.メンバーの氏名．
番号を記入する．

チームAは上の枠を，チームBは下の枠を使用する．
このとき，キャプテンの氏名のうしろに(CAP)と記入する．
リストにキャプテンが記入されていない場合は，キャプテンの確認は，コー
チが確認のサインをするときでさしつかえない．

3.4各チームの下段のコーチの欄とアシスタント．コーチの欄に，それぞれの

氏名を記入する．

4．ゲーム開始予定時刻の遅くとも5分前までに，次の事柄についてのコーチの

確認を受け，サインをしてもらう．

4.1記入されたチーム・メンバーの氏名・番号を確認する．

4.2コーチ，アシスタント・コーチの氏名を確認する．

4.3ゲームの最初に出場する5人のプレイヤーの確認をコーチから受け，スコ
アラーがPl-in欄に小さな×印を記入する．この×印は黒色で記入する．

キャプテンがゲームの最初に出場しない場合は，コート上でキャプテンの
役目をするプレイヤーの番号を確認する．

4.4スコアシートの記載事項の確認とサインは，チームAのコーチが先に行う．
スコアラーは，ゲーム開始時に，ゲームに最初に出場する両チームの5人
のプレイヤーを確認したのち×印を○で囲む．この○は赤色で記入する．

交代要員がゲームに出場したときは，Pl-in欄に×印をそれぞれのピリオド
で使用している色で記入するが○では囲まない．

5．タイム・アウト

タイム・アウトは，次のように記録する．

5.1タイム・アウトの記録は，そのチームのタイム・アウトの枠に，タイム・
アウトが認められたときの各ピリオドの経過時間(分)を数字で記入する．

例えば，「残り3分12秒｣のときには「7」，「残り0分45秒｣のときには｢10」
と記入する．

それぞれの数字は，各ピリオドで使用している色で記入する．すなわち，
第1ピリオドと第3ピリオドは赤色，第2ピリオドと第4ピリオドおよび
各延長時限は黒色で記入する．

5.2前半(第1ピリオドと第2ピリオド)にタイム・アウトが認められたときは，
はじめの2個の枠に左から順に経過時間の数字を記入していく．

5.3後半(第3ピリオドと第4ピリオド)にタイム・アウトが認められたときは，
次の3個の枠に左から順に経過時間の数字を記入していく．

②
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5.4各延長時限にタイム・アウトが認められたときは，残りの枠に左から順に
各延長時限の経過時間(分)の数字(l～5）を記入していく．

5.5各ハーフ，各延長時限に使用しなかった枠には2本の横線をひく．

これらの2本の横線は，すべて黒色で記入する．

6．ファウル

6.1プレイヤーのファウルには，パーソナル・ファウル，デイスクォリファイ

ング・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，テクニカル・ファ

ウルがあり，それぞれのファウルの枠に左から順に記録する．

6.2コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，チーム関係者のファウルには，
テクニカル・ファウルとデイスクオリファイング・ファウルがあり，それ
ぞれコーチの枠に左から順に記録する．

ただし，プレイのインタヴァル中のチーム・メンバーのファウルについては，
それぞれのチーム・メンバー(プレイヤー，交代要員）のファウルの枠に記
入する(第4条4.1.4，第38条38.4.1-(2)，第40条40.2，第41条41.1.2参照)．

6.3ファウルは，次のように記録する．

6.3.1パーソナル・ファウルは"P”と記入する．

6.3.2デイスクォリファイング・ファウルは"D”と記入する．

6.3.3アンスポーツマンライク・ファウルは"U”と記入する．

2回目のアンスポーツマンライク・ファウルが記録された場合はそのプ

レイヤーは失格・退場となるので，残りのすべての枠に"D”を記入する．

U2 P U2 ， ，

6.3.4プレイヤーのテクニカル・ファウル，それぞれの交代要員に記録される

テクニカル・ファウルは"T”と記入する．

6.3.5コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，チーム関係者の，コーチに
記録されるテクニカル・ファウルは，次のように記録する．

6．35．1コーチ自身のスポーツマンらしくないふるまいに対して宣せられるテ

クニカル・ファウルは"C”と記入する（解説33.｢第38条テクニカル・

ファウル｣(4)参照)．

第38条38.3.3-(1)の規定でコーチが失格・退場となった場合は，残り
の枠に"D”を記入する．

コーチ

A・コ ー チ

C2 C2 ，

③



6．3．5．26．3．5．1以外の理由でコーチに記録されるテクニカル・ファウルは"B”

と記入する．

6.3.6コーチに記録されるテクニカル･ファウル,デイスクオリファイング･フア

ウルは，チーム・ファウルにかぞえない．

6.3.7フリースローが与えられるファウルは，P，D，U，T，C，Bのうし

ろにそれぞれのフリースローの数（1，2，3）を小さくつける．

6.3.8両チームに科される罰則の重さが等しくて第42条｢特別な処置をする場

合｣に従って罰則の適用が相殺され，それぞれのフリースローが与えられ
なくなったファウルは，P，D，U，T，C，Bのうしろに小さいcを
つける．

6.3.9コーチ，アシスタント･コーチ，およびチーム関係者が第39条｢ファイテイ
ング｣に従って失格・退場となったときは，次のように記録する．

6.3.9.1コーチだけが失格・退場を宣せられた場合は，コーチのファウルの枠

に"D，，を，残りのすべての枠に"F"を記入する．

6．3．9．2

6．3．9．3

6．3．10

コーチ

A・コーチ

，2 F F

アシスタント・コーチだけが失格・退場を宣せられた場合は，アシス

タント・コーチのファウルのすべての枠に"F”を，コーチのファウル
の枠に"B”を記入する．

コーチ

A・コーチ

B2

F F F

コーチとアシスタント・コーチの両者が失格・退場を宣せられた場合

は,コーチのファウルの枠に"D''を,残りのすべての枠とアシスタント・

コーチのすべてのファウルの枠に"F"を記入する．

コーチ

A・コーチ

，2

F

F F

F F

交代要員やすでに5回のファウルを宣せられていたチーム・メンバーが

第39条「ファイテイング」に従って失格・退場となったときのファウル
は，次のように記録する．

②



6.3.10.lその交代要員のファウルの枠に使用していない枠がある場合は，残り
のすべての枠に"F”を記入する．

P2 P2 F F F

6.3.102そのファウルがその交代要員の5回目のファウルだった場合は，最後

の枠に"F''を記入する．

T2 P3 P1 P2 F

6．3．10.3すでに5回のファウルを宣せられていたチーム･メンバーの場合には，

最後の枠のとなり（欄外）に"F"を記入する．

T2 P3 P2 P1 P2 F

注：これらの場合,あるいはチーム関係者が失格･退場を宣せられた場合

には,さらにコーチにもテクニカル・ファウルが記録される("B")．

コ ー チ

A・コーチ

B2

注：第39条｢ファイテイング｣によるデイスクオリフアイング・ファウ

ルは，チーム・ファウルにかぞえない．

6．3．11交代要員に宣せられたディスクオリファイング・ファウル(第39条以外）

は，次のように記録する．

交代要員

そして

コーチ

，

B2

6.3.12アシスタント・コーチに宣せられたディスクオリファイング．ファウル

（第39条以外)は，次のように記録する．

6．3．13

コーチ

A・コー チ

B2

，

すでに5回のファウルを宣せられていたチーム・メンバーに宣せられた

デイスクオリファイング・ファウル(第39条以外)は，次のように記録す
る．

5回のフアウルを宣されたプレイヤー

そして

コーチ

②

T2 P3 P2

厄~「、

P1 P2 ，



6．3．14

6．3．15

すでに5回のファウルを宣せられていたプレイヤー(チーム・メンバー）

が何らかの理由でゲームに出場してさらにファウルを宣せられ，その結

果1プレイヤーに5回より多いファウルを記録する場合は，最後の枠の
となり(欄外)に記入する．

P2 P2 P U2 P1

第1，第2，第3ピリオドが終わったとき，ファウルの欄でそのピリオ
ドに記入したファウルの記号だけを太い線で囲む．このとき，あらかじ
めスコアシートに印刷されている太い線の部分や前のピリオドまでにす

でになぞられている部分をさらに上からなぞる必要はない．まだなぞら

れていない細い線の部分だけをなぞるようにする（コーチ，アシスタン
ト・コーチの欄も同様にする)．この線はそれぞれのピリオドで使用し
た色で記入する．

ゲームの終わりに，コーチ，アシスタント・コーチ（氏名が記入されて

いる場合)，チーム・メンバーのファウルの欄で，使用しなかった枠に
横線をひく．この横線は黒色で記入する．

7．チーム・ファウル

7.1プレイヤーがファウルを宣せられたときは，第39条｢ファイテイング｣の場

合を除いて，そのチームのチーム・ファウルを記録する．

チーム・ファウルは，そのチームのチーム・ファウルの枠に記録する．

各ピリオドにlから4までの数字が書かれた4個の枠があり，第4ピリオ
ドの枠は第4ピリオドと延長時限に使用する．
プレイのインタヴァル中に宣せられたチーム・メンバーのファウルはチー

ム・ファウルにかぞえ，次のピリオドに起こったものとして記録される．

7．21から4までの枠に順に大きな×印を記入する．

4個の枠が埋められたあとは，第41条｢チーム・ファウルの罰則｣に従って
罰則が適用される．

8 ． ランニング・スコア

8.1スコアラーは，両チームのその時どきの合計得点(ランニング・スコア)を
記録する．

8.2スコアシートには，ランニング・スコア用に大きな4列の欄がある．

8.3各欄はさらに4列からできている．

8.3.1左側の2列はチームAに，右側の2列はチームBに使用する．

⑨
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8.3.2中央の2列は得点合計の数字が印刷されていて，各チーム160点まで記録
できる．

フィールド･ゴールが成功したときは斜線(／)を，フリースローが成功し

たときは塗りつぶした丸印(●)をその時どきのそのチームの該当する得
点合計の欄に記入していく．

8.3.3次に，得点合計のとなりの欄に得点したプレイヤーの番号を記入する．

9．そのほかの記入事項と注意点

9.1フィールド・ゴールで3点が認められたときは，得点したプレイヤーの番
号を○で囲む．

9.2自チームのバスケットへのフィールド・ゴールは，相手チームのそのとき
コート上にいるキャプテンが得点したものとして記録する．

9.3防御側チームのゴール・テンデイングやインタフェアがあり，ボールがバ

スケットに入らなくても得点が認められたときは，そのショットをしたプ
レイヤーの得点として記録する．

9.4各ピリオド，各延長時限の終わりにそれぞれのチームの最後の得点をはっ

きりと○で囲み，最後の得点と得点したプレイヤーの番号のすぐ下に1本
の太い横線をひく．

9.5第2，第3，第4ピリオド，および各延長時限が始まってからは，前のピ
リオドにつづいて記録を継続する．

9.6ゲーム中，スコアボードの得点とスコアシートのランニング・スコアは，
つねに照合しなければならない．

もしも相違がありスコアシートのほうが正しいときは，すみやかにスコア
ボードを訂正させる．

スコアシートに不審な箇所があったり，一方のチームから得点，ファウル

やタイム・アウトの数などについての疑義の申し出があったりしたときは，
ボールがデッドでゲーム・クロックが止められしだい，ただちに主審に知
らせなければならない．

10．最終手続き

10．1ゲームが終わったときは，それぞれのチームの最終合計得点をはっきりと
○で囲み，最後の得点と得点したプレイヤーの番号のすぐ下に黒色の2本
の太い横線をひく．

10．2最後に，各チームで使用しなかったその列のランニング・スコアの欄に，
左上から右下に向かって黒色の斜線をひく．
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得点合計言 例

スコアScores 第1ピリオド Periodl A 7 11 B

第2ピリオド Period2 A 14 18 B

第3ピリオド Period3 A 13 19 B

第4ピリオド Period4 A 20 6 B

延長ExtraPeriod A 8 12 B

最終スコア FinalScore A 62 66 B

勝者チーム NameofwinningTeam 南北産業

10.3各ピリオド，延長時限が終わったとき，両チームのそのピリオドの得点を
スコアシートの下段の「スコア」の欄に記入する．（※延長時限が何回行

われても，延長時限の得点は1行に合計して記入する.）

スコアシートの下段の各項目は，すべて黒色で記入する．

10.4ゲームが終わったときは，両チームの最終得点合計を｢最終スコア｣の欄に
記入する．

10．5勝利したチームのチーム名を｢勝利チーム｣の欄に記入する．

10．6スコアシートの記録・記入がすべて終わったときは，アシスタント・スコ

アラー，タイマー，24秒オペレイターがサインをしたのち，スコアラーが
スコアシートにサインをする．

最後に，副審，主審の順にスコアシートにサインをする．

10.7主審が最後にスコアシートを点検・承認したのちサインをしたとき，審判

（テーブル・オフイシャルズ，コミッショナーを含む）とゲームの関係が
終わる（第46条46.9参照)．

テーブル・オフィシャルズと審判のサイン

スコアラー：Scorer 平野彰夫

A､スコアラー：AScorer 野村 孝

タイマー：Timer 佐々木潤

24秒オペレイター：24℃perator 岩田千奈美’
主 審 ：Referee 橋本 信 雄

第1副審：Umpirel 吉田利治

第2副審：Umpire2 湯浅暢宏
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｢第3条用具・器具」の詳細

競技規則第3条｢用具・器具｣の本文が簡略化され，用具・器具に関するほとんど

の部分はF肥Aから発行されている別冊｢OfficialBasketballRules2010,Basketball

Equipment｣に述べられているが，国内のゲームにおける施設や用具・器具の詳細
を別途ここに記述する．

1．バックストップ・ユニット

1.1コートの両端には，それぞれバックストップ・ユニットが1組ずつ設置さ

れなければならない．

バックストップ・ユニットは，バックボード，リングおよびその取り付け
部分，ネット，バックポード・サポート(バスケット・サポート)で構成さ
れる．

バックポード・サポートには，移動式のもの，固定式のもの，天井からつ

り下げられた方式のもの，壁に取り付けられた方式のものがある．
図7は固定式のものの例である．

1.2バックボードのサポート部分にはプレイヤーの負傷を防ぐために次のよう

な覆いをする(図7)．

（1）サポート部分の前面は，エンド・ラインの内側の縁から2.0m以上離れ

ているものとし，プレイヤーにはっきりと見えるように，背景と対照的
で鮮明な色とする．どちらのバックボードの覆いも同じ色でなければな

らない．

(2)サポート部分は，ずれないようにしっかりと固定する．

(3)バックボードのうしろのサポート部分には，バックボードの表面から
1．20mまでの下縁に覆いをする．

覆いの厚みは2.5cm以上とし，バックボードの覆いと同じ効果があるも
のとする．

(4)サポート部分の床からの高さ2.15mまでの基底部は，完全に覆われてい
なければならない．

その部分の覆いの厚みは10cm以上とする．

1．3覆いは，腕や脚が引っかからないようにする．
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図7バックストップ・ユニット（固定式の例）
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2．バックボード

2.1バックボードは，適切な強度をもつ透明な材質の単一体とする．
透明ではない材質のものを用いてもよいが，その場合は表面を白く塗る．

どのような場合でも，照明が反射してまぶしくならないようにしておかな
ければならない．

2.2バックボードの大きさは水平方向1.80m，垂直方向1.05mとし，下縁の高
さは床から2.90mとする．

2.3バックボードのすべてのラインは幅5cmとし，バックボードが透明な場合

は白色，そのほかの場合は黒色とする．

2.4バックボードの表面は平らでなければならない．

バックボードの表面には次の図のようにラインを描く（図8)．

図8バックボード(寸法とライン）

すべての線は同じ色で幅は5cm

2.5バックボードは，次のようにしっかりと設置する．
（1）コートの両端に設置し，表面は床に垂直，かつエンド・ラインに平行に

なるようにする．

(2)位置は両サイド・ラインのちょうど中央で，表面はエンド・ラインの内
側の縁から1.20mのコート内にあるものとする．

2.6バックボードの覆いは，次のようにする(図9)．
どちらのバックボードの覆いも同じ色でなければならない．

上縁はリング
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図9バックポードの震い
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3・バスケット

バスケットは，リングとネットで構成される．

3.1リングの仕様は，次のとおりとする(図10)．
（1）オレンジ色に塗られた内径45.0cm以上，45．9cm以下の鋼鉄製とする
(2)リングの太さは直径L6cm以上，20cm以下とし，指が引っかからないよ

うなネットの取り付け金具をつける

(3)ネットは，リングの周囲に等間隔に12箇所で取り付ける．ネットの取り
付け金具には指が入るような隙間があってはならない．また，ネットの
取り付け金具には鋭利な部分があってはならない．

(4)リングは，バックボードの中央に，上端が床から3.05mの高さになるよ
うに水平に取り付ける．

（5）リングの内側からバックボードの表面までの距離は，もっとも近いとこ
ろで14.9cm以上，15．3cm以下とする．

図10リング
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1.6cm～2.0cm
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3.2原則としてプレッシャー・リリース・リングを使用する．

プレッシャー・リリース・リングの詳細な仕様については，「Official

BasketballRules2010,BasketballEquipment｣および(財)日本バスケットボー
ル協会版｢バスケットボール用具・設備規格及びメンテナンス基準｣を参照
すること．

3.3ネットの仕様は，次のとおりとする．

（1）リングに取り付けるネットは，ボールがバスケットを通過するときに一
瞬止まるようなつくりで，白いひも製のものとする．

(2)ネットの長さは，リングに取り付けた状態で40cm以上，45cm以下とする．
(3)ネットには，リングに取り付けるための12個のループ(環)をつける．
(4)ネットの上部は，ネットがはね上がったときにリングにもつれたり，ボー

ルがネットに引っかかったり，反動でボールがネットからとび出したり

してしまうことがないように，やや固めにしておく．

4．バックボード・サポート

バックボード・サポート(覆いを含む)についての詳細は，「バスケットボー
ル用具・設備規格及びメンテナンス基準｣を参照すること．

5．ボール

5.1ボールの表面は，皮革，合成皮革，またはゴムとする．

また，ボールの表面の素材には，皮膚に障害を与えるものやアレルギー反
応を起こすものを用いてはならない．

5.2ボールは球形で，その表面をオレンジ色のパネルを黒いシーム(つなぎ目）

で覆ったもの，あるいはオレンジ色と薄茶色(ライト・ブラウン）のパネル
を黒いシームで覆ったものとする．

公式大会では，各ゲームには側日本バスケットボール協会が承認したボー
ルを使用しなければならない．

5.3シーム(つなぎ目)の幅は0.635cm以下とする．

5.4ボールには，それぞれのサイズ(号数)が印されていなければならない．

5.5ボールには，床からボールの最下点までがおよそ1.80mの高さからコート

に落下させたとき，ボールの最高点が1.20mから1.40mの間の高さまでは
ずむように空気を入れる．

5.6男子のケームで使用するボールの大きさは周囲74.9cm以上，78．0cm以下と

し（7号サイズ)，重さは5679以上，6509以下とする．
女子のケームで使用するボールの大きさは周囲72.4cm以上，73．7cm以下と

し（6号サイズ)，重さは5109以上，5679以下とする．
※<中学校のケームで使用するボールは，男子・女子を問わず6号サイズと

する.〉
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6．ゲーム・クロック

6.1ゲーム・クロックは，デジタル表示で残りの競技時間を示し，各ピリオド，
各延長時限の競技時間の終わりに自動的に大きな音で鳴る合図器具が組み
込まれている仕様のものが望ましい．

6.2ゲーム・クロックは，各ピリオド，各延長時限の最後の60秒間は，残り時
間は10分の1秒単位まで表示できるものが望ましい．

6.3ゲーム・クロックは，各ピリオドや各延長時限およびプレイのインタヴァ

ルをはかるのに用い，観客を含むゲームにかかわるすべての人にはっきり
と見えるように設置する．

7．スコアボード

スコアボードは，観客を含むゲームにかかわるすべての人にはっきりと見え
るように設置する．

スコアボードには，次の内容が表示されることが望ましい．

(1)チーム名

(2)残りの競技時間

(3)得点

(4)そのときのピリオド

（5）タイム・アウトの数

8．24秒計

8.124秒計は，次のような仕様をみたす操作盤および表示装置で構成される．

（1）残りの秒数を1秒ごとに数字で表示することができる．

(2)24秒計の表示が｢0」になったときに，自動的に大きな音で鳴る合図器具
が組み込まれている仕様のものが望ましい．

（3）リセットしてあらたに24秒からはかり始めることができる．

(4)必要なときに14秒にリセットあるいはセットして，14秒からはかり始め
ることができる．

(5)一時的に止めること，および引きつづきはかることができる．
(6)秒数を表示しないことができる．

8.2表示装置は，次のように設置する．

（1）2台の表示装置を，それぞれのバックボードより30cmから50cm高い位置
で，バックボードの表面から30cmから50cm後方の位置に設置することが
望ましい(図7，図11－A)．

(2)床置き式表示装置を4台使用する場合には，各コーナーに設置する(図
ll－B)．

(3)床置き式表示装置を2台使用する場合には，1台はオフイシヤルズ･テー
ブルの左側に近いほうのコーナーに，もう1台はその対角線上のコー
ナーに設置する（図ll－C)．
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(2)，(3)のどちらの場合でも，表示装置は，エンド・ラインから2m後方
およびサイド･ラインの延長から2m内側に設置する（図ll－B，B／C)．

このような規格で設置することができない場合には，国内の大会において

は，バックポードの下縁の高さで，バックポードより後方に設置してある
表示装置を使用してもさしつかえない．

8.3どのような場合でも，表示装置は，観客を含むゲームにかかわるすべての
人にはっきりと見えるように設置する．

図1124秒表示装置の配置
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9．合図器具

2種類以上の明瞭に異なる音色の，大きな音の出る合図器具を用意する．
（1）1種類はタイマーおよびスコアラー用とする．

タイマーが使うものは，各ピリオド，各延長時限の競技時間の終了を自動
的に大きな音で知らせるものとする．

さらに，それぞれ規則で定められた時機(タイム・アウトや交代，プレイ
のインタヴァル中に定められた時間が経過したときなど)に，スコアラー

やタイマーが手動で大きな音で知らせることのできるものを用意しておか

なければならない．

（2）もう1種類は24秒オペレイター用とし，24秒の終わりを自動的に大きな音
で知らせるものとする．

どちらの合図器具も，騒がしい状況の中でも聞こえるように十分に大きな音
が出るものとする．

合図器具は,会場内のマイクと接続させて，フロア内に設置されたスピーカー
から音が出るように設定しておくことが望ましい．

▽ ■■
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10．プレイヤー・ファウルの標識

プレイヤー・ファウル数の標識は，白地に縦20cm以上，横10cm以上で，「l」
から「5」までの数字が書かれたものとする．

数字の色は，「l」から「4」までは黒色，「5」は赤色とする．

11．チーム・ファウル・ペナルティーの表示器具

チーム・ファウル・ペナルティーの表示器具を2つ用意する．

それらの表示器具は赤色で，十分な大きさがあり，観客を含むケームにか

かわるすべての人にはっきりと見えるようにオフイシャルズ・テーブル上

の両端に設置できるものとする．

電光式の表示装置を用いてもよいが，はっきりと見えるように色と大きさ

に配慮しなければならない．

各チームがチーム・ファウルの規定の回数に到達するまでの，「1」から「4」
までの数字を表示し，さらにそのチームが規定の回数をこえるチーム・ファ

ウルを宣せられたことを示す「5」の数字を表示する機能を合わせもつもの

が望ましい．

12．チーム・ファウル数の標識

上記11.のチーム・ファウル･ペナルテイーの表示器具やスコアボードに「l」

から「4」までの数字を表示することができない場合には，各チームがチー

ム・ファウルの規定の回数に到達するまでの，「l」から「4」までの数を表
示する標識を用意する．

13．ポゼションの表示器具（オルタネイティング・ポゼション・アロー）

オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルール(第12条12．4，12．5)によって次
にスロー・インが与えられるチームが攻撃する方向を示しておく赤色のポ

ゼション・アロー(矢印)を表示する表示器具を用意する．

この表示器具は，オフイシヤルズ・テーブルの中央に置くことができるも

ので，はっきりと見えるものでなければならない．

14．コート（フロア)／照明

14.1天井の高さまたは天井についている障害物までの高さは，床から7m以上

なければならない．

14.2照明はコートの表面を十分にむらなく照らすものとし,プレイヤーや審判，

テーブル･オフイシヤルズがまぶしくないように配置しなければならない．

143フロアの表面は，照明が反射してまぶしくならないようにしなければなら
ない．
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そのほかの国際競技規則

国際競技規則には，そのほかに以下の事項が定められている．

A：競技規則

A､lコート

A､1．1制限区域のラインの内側は，色を塗っておかなければならない．
センター・サークルは色を塗らなくてもよいが，センター・サークルの
内側に色を塗るときは制限区域と同じ色とする．

A､1．2それぞれのチーム・ベンチ・エリアには，コーチ，アシスタント・コー

チ，交代要員，チーム関係者のために14人分の席（椅子）が用意されて
いなければならない（第2条2.4.5参照)．

A2スコアシート，審判，テーブル・オフィシャルズ，コミッショナー

A21FIBAの主な公式大会においては，FIBAテクニカル・コミッションが

承認した公式スコアシートを使用する(｢第3条用具・器具｣の詳細，

スコアシート記入法1.参照)．

公式のスコアシートは，それぞれ色の異なる4枚の用紙(1枚のオリジ
ナルと3枚のコピー)からなっている．オリジナルは白色でFIBA用で

ある．第1のコピーは青色で大会主催者用，第2のコピーはピンク色で
勝ちチーム用，最後の(第3の)コピーは黄色で負けチーム用である(ス
コアシート記入法2.参照)．

スコアラーは異なる2色のペンを使い，l色は第1ピリオドと第3ピリ
オド用に，もうl色は第2ピリオドと第4ピリオド用に使用することが
望ましい．

スコアシートにプレイヤーズ･ライセンスの番号(ライセンス･ナンバー）

を記入するときは，番号の終わりの3桁を記入する．大会の場合には，
ライセンス・ナンバーは，そのチームの最初のゲームだけに記入すれば
よい．

チーム・メンバーが12人より少ないときは，該当するプレイヤーのライ

センス・ナンバー，名前・番号，プレイヤー・ファウルの欄を，線をひ
いて消しておく．

スコアラーは，ゲーム開始予定時刻の少なくとも20分前までに，次の項
目を記入したスコアシートを用意する．

・大会名

・ゲーム・ナンバー

・年月日，場所，開始時刻

・主審と副審の氏名
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A2．2スコアラーが記入するチーム・メンバー，コーチ，アシスタント・コー

チの氏名，主審と副審の氏名は，それぞれ｢姓(ファミリー・ネーム)，
名(ファースト・ネーム)の頭文字｣を活字体(ブロック体)の大文字で記
入する．

ゲーム終了後のテーブル・オフイシヤルズのサインも同様にする．

例(ErickSmithの場合）：SM7HE

A､2．3FIBAの主な公式大会においては，審判は，その大会で定められた審判
用のシャツを着用しなければならない．

また，テーブル･オフイシャルズは，全員が同じ服装であるものとする．

A､2．4各ゲームに，コミッショナーを1人おく．

A､25審判が判定や決定をくだす権限は，ケーム開始予定時刻の20分前にコー
トに出たときから始まる(第46条46.9参照)．

A､2．6ゲーム開始予定時刻の20分以上前，あるいはゲーム終了から主審がスコ

アシートを承認しサインをするまでの間にケームが没収されたり，プレ

イヤー(チーム・メンバー)，コーチ，アシスタント・コーチまたはチー

ム関係者によるスポーツマンらしくない行為があったときには，主審は
サインをする前にそのできごとをスコアシートの裏面に記録しなければ
ならない．

そのようなことが起こった場合は，主審またはコミッショナーは，その
できごとの詳細な報告書を大会主催者に提出しなければならない(第46

条46.10参照)．

A,2．7主審は,各ピリオド,各延長時限の終了とほとんど同時になされたショッ
トが成功したとき，時限の終了が先かそのショットのボールが手から離

れるのが先かを確認するために，あるいはそのショット(時限の終了と
ほとんど同時になされて成功したシヨット）がツー・ポイント・エリア

からなされたものかスリー・ポイント・エリアからなされたものかを確

認するために，あらかじめ用意されていた専用の機器の映像を用いて，
それらを決定する権限をもつ．

ただし，次のピリオドが始まったあとや主審がスコアシートにサインを

したあとは，これらの機器の映像を用いて確認することはできない．

A､2．8一方のチームから抗議の申し出があった場合は，主審は，ゲーム終了後

1時間以内にそのできごとを大会主催者に報告する（C､2参照)．

このとき，テーブル・オフイシャルズと副審は，主審の許可があるまで
はオフイシャルズ・テーブルにとどまっていなければならない．

A､2．9すべての国際ゲームで判定や決定をはっきりとさせるために会話が必要
な場合は，英語で行う．
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A､3チーム

A,3．1ゲームに出場できるチーム･メンバーの数は12人以内とする(第4条4．2．
1－(1)参照)．

A3．2チーム・メンバー，コーチ，アシスタント・コーチのほかには，特別な

任務を持つ5人以内のチーム関係者(マネージャー，医師，理学療法士，
トレーナー,記録員,通訳など)がチーム･ベンチに入ることができる（第
4条4．2．1－(4)参照)．

A3．3コーチまたはその代理者は，ゲーム開始予定時刻の20分前までに，チー
ム・メンバーの氏名・番号，コーチの氏名，アシスタント・コーチをお

くときはその氏名のリストをスコアラーに提出する(第7条7.1参照)．

A,3．4コーチは，ゲーム開始予定時刻の10分以上前までに，スコアシートに記

入されたチーム・メンバーおよびキャプテンの氏名・番号と，コーチの
氏名，アシスタント・コーチの氏名を確認し，チームのキャプテンおよ
び最初に出場する5人のプレイヤーをスコアラーに知らせ，スコアシー
トにサインをする(第7条7.2参照)．

A3．5ゲーム終了後にチームがゲームの結果に対して抗議を行う場合は，その
チームのキャプテンは，ゲーム終了後すみやかにチームが抗議すること

を主審に通知し，スコアシートの所定の欄(キャプテンが抗議のサイン
をする欄)にサインをする(C､1参照)．

A､4ユニフォーム

A､4．1プレイヤーは(男子も女子も)，ゲーム中はシャツの裾をパンツの中に入
れておかなければならない(第4条4．3．1－(1)参照)．

A,4．2FIBAの大会においては，ユニフオームにつける番号は，4から15まで
の番号を用いなければならない(第4条43．2－(4)参照)．

A4．3パンツ様ではなくソックス様の下肢部のサポーター(パワー･サポーター
など，通常のサポーターも含む)を着用してもよいが，その場合はパン
ツと同様の色のものでなければならない．同様に，ソックス様ではない
大腿部のサポーター(パワー･サポーターなど,通常のサポーターも含む）
を着用してもよいが，その場合もパンツと同様の色のものでなければな
らない．

また，これらを着用する場合は，下肢部のものは膝下までのもの，大腿
部のものは膝上までのものでなければ認められない．

A,4．4テーピングを施した部位がシャツやパンツからはみ出してしまっている
場合は，シャツやパンツと同様の色のサポーターを用いて覆っておかな

ければならない．

これは，審判やスコアラーがユニフォームの色をはっきりと識別できる
ようにするためである．
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したがって，無色透明のテーピング・テープを用いた場合は，この限り
ではない．

A､4．5チーム・メンバーは，チーム全員が同じ色のソックスを着用しなければ
ならない．

A4．6規則に示されていないすべての用具・器具，保護具・防具などの使用に

ついては，あらかじめFIBAテクニカル・コミッションの許可を得てお

かなければならない(第4条4.4参照)．

A,5ハーフ・タイム，プレイのインタヴァル

A､5.1ハーフ・タイムのインタヴァルは15分とする(第8条8.4参照)．

A5．2プレイのインタヴァルはゲーム開始の20分前から始まる(第8条8.5-（1）

参照)．

タイマーは，ゲーム開始の20分前になったとき，プレイのインタヴァル
をはかり始める(第49条49.4-(1)参照)．

A､6シリーズの勝敗

A､6．1ホーム．アンド･アウェイの2ゲームでの合計得点で勝敗を決めるシリー

ズまたは2戦先勝制(ベスト・オブ・スリー)のプレイ・オフの場合，い

ずれかのゲームを没収されたチームは，そのシリーズやプレイ・オフを

「没収｣により失う．

この規則は3戦先勝制(ベスト・オブ・ファイヴ)のプレイ・オフには適
用されない(第20条20.2.2参照)．

A,6．2ホーム．アンド･アウェイの2ゲームでの合計得点で勝敗を決めるシリー

ズの場合，いずれか一方のゲームを途中終了で負けたチームは，そのシ
リーズを｢途中終了｣で失う(第21条21.2.2参照)．

A,7会場の警備

A7．1スポーツマンシップとフェア・プレイの精神に反して，ゲーム中に暴力
行為が起こることがある．

これらの行為は，審判によってあるいは必要がある場合には警備員(警
備隊)によって,ただちに止められなければならない（第38条38.2参照)．

A､7．2警備員(警備隊)は，審判の要請があった場合にだけコートに立ち入るこ
とができる．

しかし，観客が明らかに暴力を振るおうとしてコートに入ってきた場合

には，警備員(警備隊)は審判の許可がなくてもただちにコートに入り，

チームや審判を保護しなければならない．

A7．3警備員(警備隊)は，大会主催者と協力して，コートの周囲以外の会場内，

出入口，通路，更衣室(ロッカー・ルーム)などのすべてのエリアを管理
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する(第38条38.2.3参照)．

B：公式大会における施設および用具・器具

B1FlBAの主な公式大会

以下に述べるFIBAの主な公式大会(以下,「Levell」という）においては，
付録“｢第3条用具・器具」の詳細”に述べられたものに加えて，FIBA
の承認した次のような施設および用具・器具を使用しなければならない．

また，これらのFIBAの主な公式大会以外のFIBAの公式大会や各国内に

おけるハイ・レヴェルの大会（以下，「Level2」という）においても，で
きるかぎり同様の施設および用具・器具を使用することが望ましい．
・オリンピック大会

・オリンピック予選大会(男・女）
・FIBA男子世界選手権大会

・FIBA女子世界選手権大会

・FIBA男子U－19世界選手権大会

・FIBA女子U－19世界選手権大会

・FIBA男子U－17世界選手権大会

・FIBA女子U－17世界選手権大会

・上記の選手権大会の予選大会

・FIBAゾーン選手権大会

そのほかのすべての国際大会・国際ゲーム(以下，「Level3」という）にお
いても，これらの施設および用具・器具を使用することが望ましい．

B 2 バ ックボード

B,2．1「Levell」および｢Level2」の大会においては,バックボードの材質は，
透明な強化安全ガラスでなければならない．

B､22バックボードは，その枠組みごとバックボード・サポートに取り付けら
れていなければならない．

B,2．3もしバックポートが割れてしまっても，そのガラス片が飛び散らないよ
うにしておかなければならない．

B2．4「Levell」の大会においては，それぞれのバックボードは，その外側の
縁に，ゲーム・クロックと連動し，各ピリオド，各延長時限の終了の合
図が鳴ると同時にバックボードの外枠全体が赤く発光するような装置が
備え付けられていなければならない．

「Level2」の大会においても，同様の装置が備え付けられていることが
望ましい．
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B､4バックボード・サポート(バスケット・サポート)／バックストップ・ユニット

B､4.1「Levell」の大会においては，バックボード・サポート（バスケット．
サポート，バックストップ・ユニット）は，移動式のものあるいは固
定式のものを使用しなければならない．「Level2」の大会においても，
同様のものが望ましい．

「Level2」および「Level3」の大会においては，天井からつり下げ
られた方式のものや壁に取り付けられた方式のものを使用してもよい．

ただし，天井の高さが10m以上あるコートでは，天井からつり下げられ
た方式のものを使用してはならない．

B､4．2バックボード・サポート（バスケット・サポート）は，プレイヤーがダ

ンク・ショットをしても，4秒後にはゆれがおさまって見えるような仕
様のものでなければならない．

B､5ボール

B,5．1「Levell」および「Level2」の大会においては，表面が皮革あるい
は合成皮革のボールを使用しなければならない．

「Level3」の大会においては，表面がゴムのボールを使用してもよい

B､5．2「Levell」および「Level2」の大会においては，大会主催者は，練

習およびウオーム・アップ用に，同一規格の使用してあるボールを12個
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以上用意しなければならない．

B6ゲーム・クロック

B､6．1「Levell」および「Level2」の大会においては，ゲーム・クロックは，
次のとおりとする．

・デジタル表示で残りの競技時間を示し，各ピリオド，各延長時限の競
技時間の終わりに残り時間「00：00｣が表示された瞬間に自動的に大
きな音で鳴る合図器具が組み込まれていなければならない．

・各ピリオド，各延長時限の最後の60秒間は，残り時間は10分の1秒単
位まで表示できるものでなければならない．

B､6．2メイン・ゲーム・クロックがコートの中央の頭上に設置されている場合

には，それと連動しているゲーム・クロックを，コートの両端に観客を
含むゲームにかかわるすべての人にはっきりと見えるような高さで設置
する．

連動されたそれぞれのゲーム・クロックには，各チームの得点と残りの
競技時間を表示する．

B6．3「Levell」および「Level2」の大会においては，「ホイッスル・コント
ロール・タイム・システム(ホイッスル・コントロール・システム)｣を
使用しなければならない．

「ホイッスル・コントロール・システム」とは，特殊なコネクターを用い
て審判の笛とケーム・クロックを連動させ，審判が笛を鳴らしたときに
自動的にゲーム・クロックが止まるようなシステムである．ゲーム・ク

ロックを動かし始めることは，審判が持っているスイッチを用いても，
従来のとおりにタイマーのスイッチを用いても同様に操作することがで
きる．

FIBAの公式大会におけるスコアボードには，このホイッスル・コント
ロール・システムを使用することができるインターフェイスが備え付け

られていなければならない．

B7スコアボード

B,7．1「Levell」および「Level2」の大会においては，オフイシヤルズ・テー
ブル，コート上，チーム・ベンチ，観客を含むゲームにかかわるすべて
の人からはっきりと見える次のような電光表示装置が設置されていなけ
ればならない．

この条件をみたす電光表示装置として，2台の大きなスコアボードを，
コートの両エンド・ラインの外に設置する．

コート中央の天井からスコアボード(立方体型)をつり下げてもよい．た

だし,そのようなスコアボードが天井からつり下げられていたとしても，
2台のスコアボードをコートの両エンド・ラインの外に設置しなければ
ならない．
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B、7．2

B，7．3

スコアボードの操作盤は，タイマーとアシスタント・スコアラーが別々

に操作できるものとする．

操作盤は，コンピューターのキー・ボード・タイプのものであってはな

らないが，スコアボードにデータを入力するための操作にかぎっては，
キー・ボード・タイプのものであってもさしつかえない．

また，表示のまちがいなどをすみやかに訂正することができなければな
らない．

さらに，これらの操作盤(スコアボード)は，すべてのゲームの最終的な

データを，最低限30分以上は保存できるように設定されていなければな
らない．

スコアボードには,次のような装置が組み込まれていなければならない．
また，次の内容が表示されていなければならない(図13)．
・デジタル表示で残りの競技時間を示すゲーム・クロック

・それぞれのチームの得点

「Levell」の大会においては，各プレイヤーの個人得点も表示しなけ
ればならない．

・各プレイヤーの番号

「Levell」の大会においては，各プレイヤーの名前(姓）
・チーム名

・各プレイヤーの個人ファウルの数(5個のランプあるいは「l」から
「5」の数字で表示できるもの：数字の高さは13.5cm以上でなければな

らない）

5回目のファウルは赤色かオレンジ色で表示しなければならない．

また，5回目のファウルの表示は，1秒間に1回ずつ，5秒間（5回）
点滅するものでなければならない．

これらの表示があっても，スコアラー(アシスタント・スコアラー）
の個人ファウル数を示す標識は必要である

。「l」から「5」までのチーム・ファウルの数（表示が最大数｢5」で止

められるもの）

。「1」から「4」までのピリオド数および延長時限の｢E」

。「0」から「3」までのハーフごとのタイム・アウトの数

・タイム・アウトをはかるための，ゲーム・クロックとは別のクロック

および表示装置

この表示装置は備え付けられていなくてもよい．
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図13FIBAの主な公式大会におけるスコアボードの例

チーム・メンバーの

B､7．4「Levell」および｢Level2」の大会においては，スコアボードは，次の
仕様をみたしていなければならない．

・スコアボードのそれぞれの表示は，はっきりと確認できるように明る
さや色に配慮されていなければならない．

・表示の背景はまぶしくならないように配慮されていなければならな
い．

・ゲーム・クロックの残り時間および得‘点を示す数字は，「Levell」

の大会においてはそれぞれ高さ30cm以上，幅15cm以上，「Level2」
の大会においてはそれぞれ高さ25cm以上，幅12.5cm以上でなければな
らない．

・チーム・ファウル数およびピリオド数を示す表示は，それぞれ高さ25

cm以上，幅12.5cm以上でなければならない．
・スコアボードに組み込まれたゲーム・クロックとチームの得点表示お

よび24秒表示装置は，そのすべてが視野130｡以内におさまるように配
慮されていなければならない．

B,7．5スコアボードのつくりは，次の点に注意しなければならない．
・鋭利な部分がないようにする．

・転倒したり，落下したりしないように，安全にしっかりと設置する．
・ボールが強く当たっても，その衝撃に耐えられるようにする．
・スコアボードの表示が読み取りにくくならないようにしてある．
・それぞれの地域の電力関係の安全基準をみたしている．

得点ﾁｰﾑ名チーム･メンバーの番号
ビﾘｵド，／／

前(姓,名）名 タイム・アウト

(数字でもよい）

蕊
蕊
蕊

4胆HER,J、

5JONEa鰍
68雛nW,僧．
ア額ANX,Y、
8純ANC島L、
9MM脚aIf
l0

11RuS919S、
12

13JI剛NEZ閏．
14SAliCH鴎脇
憾観ANOS,札

》
《
》
州
蝋
卿
岬
脇

棚
５
６
７
８
９
細
制
惚
縛
縫
鵠

８
８
３
溺
愉
０
０
帖
０
剛
４
８

１ ６
０
３
１
６
４
０
４
０
３
９
０

１

１
２
１
１
１

講園壁
⑪⑪：

国
チーム・ファウル 個人別ファウル

個人別得点

(チームの得点と同じ色）
ゲーム・クロック（5回目は赤色かオレンジ色）

(最後の1分間は,10分の1秒まで表示）

④



B､824秒表示装置

B8．124秒計の表示が｢0」になったときに，自動的に大きな音で鳴る合図器具
が組み込まれていなければならない．

B､8．224秒計は，次のようにゲーム・クロックと連動されているものとする．

・ゲーム・クロックが止まったとき，24秒計も連動して止まる．

・ゲーム・クロックが動き始めても，24秒計は独自に手動で動かし始め
ることができなければならない．

・24秒の合図が鳴っても，ゲーム・クロックが連動して止まらないよう
にしてあるものでなければならない．

B､8.324秒表示装置(図14)は，追加のゲーム・クロックと鮮明な赤色灯を組み
合わせて一体となったものを，バックポード・サポートのそれぞれバッ
クボードより30cm高い位置で表面から30cm後方の位置に設置するか，天

井からつり下げるかする(図7，図11参照)．
・24秒計および24秒計と一体になっている追加のゲーム・クロックの数

字の色は,それぞれ異なるものでなければならない．
・24秒の残り時間を表示する数字は,高さ23cm以上でなければならず,そ

れは追加のゲーム・クロックの数字よりも大きくなければならない．

。「Levell」の大会においては,この24秒表示装置は,観客を含むゲーム
にかかわるすべての人からはっきりと見えるように，3方向あるいは4
方向の表示面をもつものでなければならない．

「Level2｣および「Level3｣の大会においても,同様のものを設置する
ことが望ましい．

これらの表示装置は,その取り付け部分も含めて,重さ80kg以下でなけ
ればならない．

・ボールが強く当たっても,その衝撃に耐えられなければならない．
・それぞれの地域の電力関係の安全基準をみたしていなければならない．

B8．4それぞれのバックボードの上方に設置する赤色灯は,次のとおりとする．
・各ピリオド，各延長時限の競技時間の終わりの合図が鳴ったときに明
るく発光するように，ゲーム・クロックと連動させておく．

・24秒の合図が鳴ったときに明るく発光するように，24秒計と連動させ
ておく．

巴



図14FIBAの主な公式大会における24秒計および追加のゲーム・クロックの例

バックボードの上方に設置

B､11アリーナ／フロア(床）

B11.1「Levell」の大会においては，フロア(床)の表面は木(木材)でなけれ
ばならない．

「Level2｣および｢Level3」の大会においては，フロア(床)の表面が
合成素材であってもよい．

圏:ﾖ圏 ←ゲーム・クロック

点灯時（赤色）

赤色灯一犀

-24秒計

チーム・ファウル・ペナルテイーの表示器具

チーム．ファウル．ペナルティーの表示器具は，赤色で，高さ35cm以上，
幅20cm以上の大きさで，観客を含むゲームにかかわるすべての人にはっき
りと見えるようにオフイシャルズ・テーブル上の両端に設置できるものと
する．

B，9

ポゼションの表示器具

ポゼション・アローの大きさは，矢印の部分が高さ10c,n以上，長さ10cm
以上とする（図15)．

｢Levell」の大会においては，スコアボードにもポゼション・アローが
表示されなければならない．

B，10

図15FIBAの主な公式大会におけるポゼションの表示器具の例

1

／

＆

10cm

11畷欝霧 〆．L E 漆
寓宇

X

錨斗蝿2薯令:.

繍鰯；
三
＠
つ

識
職
唾

｡①｡①

蕊

漣

畷



また，フロアは固定式・可動式(移動式)のどちらの方式のものでもよ
い．

B11．2アリーナのフロア(床の表面)は，縦32m以上，横19m以上の広さがな
ければならない．

BlL3フロアの強度その他についての詳細は，「OfficialBasketballRules2010，

BasketballEquipment｣を参照すること．

B、12コート

Bl21コートを描くときは，次のようにしなければならない．
。競技規則どおりに，幅5cmの境界線が描かれていること
・コートの周囲幅2m以上の部分を，コートと対照的な色で塗ること

（図16）

その色は，センター・サークルおよび制限区域と同じ色でなければ
ならない．

B､12．2オフイシヤルズ・テーブルは，長さ6m以上，高さ80cm以上でなけれ
ばならない．

また,オフイシャルズ.テーブルは,床よりも一段高い台(高さ20cm以上）
の上に設置しなければならない．

Bl23観客席は，コートの境界線の外側の縁から5m以上離れたところに設
置しなければならない．

図16FIBAの主な公式大会におけるコート

織鳶i

園
鍵
蝋
Ｉ

悪



B1 3照明
ルクス

B,13.1コート上を照らす照明は，床から1.5mの高さのところで1,5001x以上と
する．

この明るさは，テレヴイジョン放送に必要なものである．

それぞれのレヴェルの大会における明るさに関する詳細な数値は，

「OfficialBasketballRules2010,BasketballEquipment」を参照するこ
と．

また，照明器具は，それぞれの地域の電力関係の安全基準をみたして
いなければならない

B､13．2すべての照明は，できるだけまぶしくないように，また影などがむら
にできないように，正しい位置に取り付けなければならない．

B13.3「Levell」の大会においては，フロア内に，写真撮影用のストロボ照
明システムを設置しなければならない．

ストロボ照明システムについての詳細は，「OfficialBasketballRules

2010,BasketballEquipment」を参照すること．

B13．4個人用のストロボ照明やフラッシュの使用は禁止する．

⑥



C：抗議の手続き(PROTESTPROCEDURE）

C、1

C、2

FIBAの主な大会において，ゲーム中の審判（主審や副審）の決定やできご

との処置が不当であったと考えたチームは，次のような方法で抗議の手続き
をとることができる．

抗議をするチームのキャプテン（スコアシートに示されたキャプテン）は，
ゲーム終了後すみやかにゲームの結果についてチームが抗議することを主

審に通知し，所定の欄（Captain'ssignatureincaseofprotest：キャプテ
ンが抗議のサインをする欄）にサインをする．

この抗議を有効なものとするためには，チームの所属国協会（連盟）や

クラブの正式な代表者が，ゲーム終了後20分以内に抗議の確認を文書で

提出しなければならない．このときの書面には詳細な表現の内容は必要

ではない．例えば次のように書けば十分である．

「X国協会（連盟）あるいはXクラブは，Xチーム対Yチームのゲーム

の結果について抗議する（ThenationalfederationorclubXprotests
againsttheresultofthegamebetweenXandY.).」

そのとき，チームの代表者は，保証金として250USドﾙ相当の金額をFIBA
の代表またはテクニカル・コミッテイー(TechnicalCommittee）の委員
長に供託しなければならない．

抗議を提出したチームの所属国協会（連盟）あるいはクラブの代表者は，
ゲーム終了後1時間以内に，抗議の詳細な内容の文書をFIBAの代表者ま

たはテクニカル・コミッテイーの委員長に提出しなければならない．

抗議が受理された場合には，保証金は返還される．

一方のチームから抗議がなされた場合は，主審は，ゲーム終了後1時間以

内に，FIBAの代表者またはテクニカル・コミッテイーの委員長にそので
きごとの報告書を提出しなければならない．

C,3抗議を提出したチームの所属国協会（連盟）やクラブの代表者あるいは相

手チームの所属国協会（連盟）やクラブの代表者がテクニカル・コミツ

テイーの決定に同意できない場合には，ジユリー・オブ・アピール（Jury
ofAppeal：上訴審議委員会）に上訴することができる．
このときの上訴は，テクニカル･コミッテイーの決定の発表後20分以内に，

保証金として500USドﾙ相当の金額を添えてなされなければ，有効とは認め
られない．

ジュリー・オブ・アピールは上訴された内容を審議・裁定し，それが最終
決定となる．

C，4 電気式・電子式，デジタル方式などにかかわらず，ヴィデオ，フイルム，
写真やそのほかの機器による映像は，ゲームの結果を決定したりまたは変
更したりするために用いてはならない．

②



ただし，次の場合にかぎり，機器の映像を用いることができる．

・各ピリオド，各延長時限の終了とほとんど同時になされたショットが成
功したとき，時限の終了とそのショットのボールが手から離れるのとが

どちらが先かを確認するために，あるいはそのショット（時限の終了と
ほとんど同時になされて成功したショット）がツー・ポイント・エリア

からなされたものかスリー・ポイント・エリアからなされたものかを確

認するために，あらかじめ主審の承認を得て用意されていた専用の機器
を用いて，審判があらためて決定をくだすとき

・ゲームが終わったあとで，それぞれのケースの判定や決定をする審判の
訓練あるいは事柄の責任を決定するテーブル・オフイシャルズやコミッ

ショナーの確認などの教育的な目的に用いるとき

・ゲーム中，ゲーム関係者（チーム･メンバー，コーチ，アシスタント・コー
チ，チーム関係者，審判，コミッショナー，テーブル・オフイシャルズ
など）に，フェア・プレイやスポーツマンシップに反する不適切，不穏

当な言動があった場合，またはゲームの円滑な進行や運営に重大な支障

をきたすような行為や明らかな暴力的な行為があった場合に，ゲーム終

了後，大会の運営をつかさどる権限をもつ機関（大会主催者や委員会，

テクニカル・コミッテイーなど）が，そのような言動を取った人物を特

定したり，そのような言動や行為を引き起こす原因となったプレイやそ
のプレイにかかわった人物を究明したりするとき

D：チームの順位決定方法

、l順位決定の方法

チームの順位は，勝ち点（ポイント）によって決定する．

ゲームに勝ったチームは勝ち点2，負けたチーム（｢ゲームの途中終了」

も含む）は勝ち点1，ゲームを没収されたチームは勝ち点0とする．

場合によっては，ゴール・アヴェレージを用いて順位を決定することも
ある．

※ゴール・アヴェレージは，得点を失点で割って算出する．

D,1．12チームが同じ勝ち点になった場合には，当該の両チームの対戦で勝ち

数の多いチームを上位とする．

2チームの勝ち点が同じで，両チームが2回以上対戦しその対戦成績が
同じだったときは，両チームの対戦のゴール・アヴェレージによって決
定する．

D､1．22チームの勝ち点が同じで，両チームが2回以上対戦しその対戦成績や
ゴール・アヴェレージも同じ場合には，そのグループ内での両チームの
全ゲームでのゴール・アヴェレージによって決定する．

D､1．33チーム以上が同じ勝ち点になった場合には，あらためて同じ勝ち点の
チーム間のみの勝ち点によってそれらのチーム間の順位を決定する．

国



D､1．4それでも同じ勝ち点になるチームがある場合には，当該のチーム間の対

戦のゴール・アヴェレージによって順位を決定する．

D､1．5それでもなお同率の場合には，そのグループ内での当該のチームの全
ゲームのゴール・アヴェレージによって順位を決定する．

D､1．6，．1．3，，1．4，，.1．5の方法を適用したいずれかの段階で同じ順位で
ある複数のチームが2チームに減った場合はあらためて当該の2チー

ムにD､1．1，，．1．2の方法を適用して決定する．

D､1．7それでも3チーム以上の同率のチームが残った場合には,あらためてD、

1．3以降の方法をくり返して順位を決定する．

例外

参加チームが3チームのみで，上記のような方法を適用しても順位が決定

できない場合は，総得点の多いチームを上位とする．

D､2

〔例〕A，B，Cチーム間の対戦結果A対B82－75
A対C64－71

B対C91－84

最終順位決定方法
ゴール・

チーム試合数勝ち数負け数勝ち点総得点総失点アヴェレージ

上記のような方法でも同じ順位になるチームがある場合には，抽選で最終
順位を決定する．

その抽選の方法は，コミッショナーあるいは相応な権限をもつ大会主催者
が決める．

位
位
位

１
２
３

A

B

C

最終順位

１
１
１

１
１
１

２
２
２

146

166

155

②

1.000

1.000

1.000

３
３
３
６
５
６

６
５
４

１
１
１

一
一
一

Ｂ
Ｃ
Ａ

146

166

155

(総得点）

(総得点）

(総得点）



D､3順位決定のそのほかの例

D､3．11回総当り戦制で，2チームが同じ勝ち点になった場合

チーム試合数勝ち数負け数勝ち点

可能性のある結果として，次のようなことが考えられる．

D､3．2．1AがBに2回とも勝った場合

1位A

2位B

D､3．2．2AとBが1勝1敗だった場合(そのl）
A対B90－82

B対A69－62

得点・失点

A152－l51

B151－l52

ゴール・アヴェレージ

A1.0066

B0.9934

1位A

2位B

７
７
６
５
３
２

１
１
１
１
１
１

３
３
４
５
７
８

７
７
６
５
３
２

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

A5419

B54l 9

C532 8

，5237

E5237

F5055

A対Bのゲームの勝者を第1位,D対Eのゲームの勝者を第4位とする．

2回総当り戦制で，2チームが同じ勝ち点になった場合

チーム試合数勝ち数負け数 勝ち点

D､3．2

０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１

③



AとBがl勝1敗だった場合(その2）
A対B90－82

B対A70－62

2チームがともに同じ得点・失点(152-152)で，同じゴール・アヴェ

レージ(1.000)である．

順位は，そのグループ内での当該の両チームの全ゲームのゴール・ア
ヴェレージによって決定する．

3チームが同じ勝ち点になった場合

チーム試合数勝ち数負け数勝ち点

D､3．2．3

D､3．3

1位A

2位B

3位C

3チームともにゴール・アヴェレージも同じであった場合には，そのグ

ループ内での当該の3チームの全ゲームのゴール・アヴェレージによっ

て順位を決定する．

Ａ
Ｂ
Ｃ

２
２
２

１
１
１

１
１
１

９
９
９
７
６
５

４
４
４
２
１
０

１
１
１
３
４
５

５
５
５
５
５
５

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

A，B，Cのチーム間の対戦結果 Ｂ
Ｃ
Ｃ

対
対
対

Ａ
Ａ
Ｂ

82－75

77－80

88－77

最終順位決定方法
ゴール・

チー ム 試 合 数 勝ち数負け数勝ち点総得点総 失 点 ア ヴ ェ レ ー ジ

②

３
３
３

155

159

165

159

163

157

1.0258

1.0251

0.9515



4チーム以上のチームが同じ勝ち点になった場合

チーム試合数勝ち数負け数勝ち点

D,3．4

正当な理由がないのにゲームに出場しなかったりゲーム終了の前にコー

トから引き上げたりしたチームは，ゲームを没収され，勝ち点は0とす

る．再度ゲームを没収されたチームがあった場合は，そのチームのゲー
ムの結果は，順位を決定する上ではすべて無効とする．

ケースⅡ

ケースI 1位A

BC，Dの3チームについては，D,3．3の方法で順位を決
定する．

A，Bの2チームの順位およびC，Dの2チームの順位は，

それぞれD､3．2の例に従って決定される．

１
１
２
２

８
８
８
８
７
６

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

５
５
５
５
５
５

３
３
３
３
２
１

２
２
２
２
３
４

当該チーム間の結果だけでは複数のチームが同じ順位になってしまう場

合には，次のように決定する．

この場合には2つの可能性が考えられる．

I

勝ち数

Ⅱ

勝ち数負け数負け数チーム

２
２
１
１

０
２
２
２

3

1

1

1

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

②



E：テレヴィジョン(TV）・タイム・アウト

E､lタイム・アウトとテレヴィジョン（TV）・タイム・アウト

大会主催者は，通常のタイム・アウト（レギュラー・タイム・アウト）の
ほかにテレヴイジヨン（TV）・タイム・アウトを採用することができる．

TV・タイム・アウトは，60秒，75秒，90秒，100秒のいずれかとし，大会
主催者が決定する．

E2タイム・アウトの規定（TV・タイム・アウトを実施する場合）

E,21通常のタイム・アウト（レギュラー・タイム・アウト）に加えて，各ピ
リオドに1回ずつのTV・タイム・アウトが認められる．

延長時限にはTV・タイム・アウトは実施しない．

E､2．2各ピリオドにおける最初のタイム・アウトは,TV･タイム・アウトとされ，
60秒，75秒，90秒，100秒のいずれかとする．

E､23各ピリオドにおけるそのほかのタイム・アウト（レギュラー・タイム・
アウト）の時間は，60秒とする．

E,2．41チームは，前半（第1ピリオドと第2ピリオド）に2回，後半（第3
ピリオドと第4ピリオド）に3回のタイム・アウト（レギュラー・タイ
ム・アウト）をとることができる．

これらのタイム・アウトは，ゲーム中いつでも規則に従って請求するこ

とができる．

その時間は，次のようにする．

・チームが請求したタイム・アウトが各ピリオドにおける最初のタイム・

アウトであった場合は，そのタイム・アウトはTV・タイム・アウト

とみなされ，60秒，75秒，90秒，100秒のいずれかとする（E,2．2)．

・各ピリオドのTV・タイム・アウトが使われたあとにどちらかのチー

ムが請求したタイム・アウトは，通常のタイム・アウト（レギユラー・

タイム・アウト）として60秒とする（E2．3)．

・タイム・アウト（レギュラー・タイム・アウト)，TV・タイム・アウ

トのいずれであっても，タイマーは，それぞれのタイム・アウトに規
定された時間が残り10秒になったときに合図器具を鳴らして審判に知
らせる．

さらに，タイム・アウトに規定された時間が経過したときにふたたび

合図器具を鳴らして審判にゲームの再開を知らせる．

ただし，テレヴイジョン放送のフロア・ディレクターがいる場合は，
その指示に従うこと．
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E3タイム・アウトの手続き

E､3．1TV・タイム・アウトは，各ピリオドの残り5分で実施されることが望
ましい．

ただし，タイム・アウト（レギュラー・タイム・アウト）が請求される

時間によっては，かならずしもこのとおりでなくてもよい．

E､3．2各ピリオドの残り5分までにどちらのチームもタイム・アウトを請求し

なかった場合は，次にボールがデッドになってゲーム・クロックが止め
られたときにTV・タイム・アウトを実施する．

これらのタイム・アウトは，どちらのチームにも記録されない．

E3．3各ピリオドの残り5分までにどちらかのチームがタイム・アウトを請求
した場合は，そのタイム・アウトをTV・タイム・アウトとして使うも
のとする．

このタイム・アウトはTV・タイム・アウトと請求したチームのレギュ

ラー・タイム・アウトの両方にかぞえるものとし，請求したチームに1
回のタイム・アウトが記録される．

E,3．4これらの規定により，各ピリオドに最少で1回前半に最多で6回，後
半に最多で8回のタイム・アウトが認められることになる．
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スリー・ ス リ ー

2011～“F旧ASS，，公式競技規則

スリー・スリー

下記の“FIBA33''公式競技規則に述べられていない事柄については,すべて“バ
スケットボール競技規則”に準ずるものとする．

また“F田A33”においては,特に“フェア･プレイの精神”と“スポーツマンシッ

プ'，を尊重しなければならない．

第1条コート (Court）

1．1コート

1.1.1“FIBA33”のゲームは，バスケットボール競技規則で定められた正規
のバスケットボールのコートのハーフ・コートを使用して行われる．

同じ大きさのハーフ・コートだけが描かれたコートを使用してもさしつ
かえない．

1.1.2両側のサイド・ラインのスリー・ポイント・ラインの頂点の延長上の位
置に，サイド・ラインと直角に，コートの外に向かって5cmのラインを
描く．

（このラインを便宜上“スロー・イン・ライン”とよぶこととする.）

第2条チーム (Teams）

2.1 チームの構成

各チームの構成は，次のとおりとする．
(1)ゲームに出場できるチーム・メンバーは4人以内とする（コート上のプ

レイヤーが3人，交代要員が1人)．
国内のゲームのチーム・メンバーの人数は，大会主催者の考えにより4
人をこえてもよい．

(2)コーチを1人おく．
アシスタント・コーチをおくことは認められない．

第3条審判，テーブル・オフイシヤルズ (GameOfficiaIs）

3.1審判（オフイシヤルズ）は，主審（レフェリー）1人および副審（アンパ
イヤー）1人とする．

3.2テーブル・オフイシャルズは，スコアラー，タイマーおよび10秒オペレイ

ター各1人とする．

国



第4条ゲームの開始 (BeginningoftheGame）

4.1 ウォーム・アップ

それぞれのチームは，両チーム同時に，同じハーフ・コートを使用してゲー
ム開始前にウォーム・アップをすることができる．

ウォーム・アップの時間は3分とする．

4.2ゲームの開始

4.2.1ケームの開始前に，チームAの1人のプレイヤーがスリー・ポイント・
ショットをする．

このショットは，スリー・ポイント・エリアのどこから行ってもよい．

4.2.2このショットが成功したときは，ゲームは，チームAのスロー・インで

開始され，このショットが成功しなかったときは，ゲームは，チームB
のスロー・インで開始される．

4.2.3ゲームを開始するスロー・インは，オフイシヤルズ・テーブルの反対側
のサイド・ラインのスリー・ポイント・ラインの頂点の延長上のアウト・

オブ・バウンズ("スロー・イン・ライン”のアウト・オブ・バウンズ）
から行われる．

第1ピリオド以外のピリオド（延長時限も含む）を始めるオルタネイテイ

ング・ポゼション・ルールによるスロー・インも，同様に行われるもの
とする．

4.3オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルール

4.3.1ゲームを開始するスロー・インのボールが与えられたチームの相手チー

ムが，次にジャンプ・ボール．シチュエイションになったときにオルタ
ネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インが与えられるチー

ムとなる．

4.3.2ポゼション・アローの向きは，次にジャンプ・ボール．シチユエイシヨ

ンになったときにオルタネイテイング・ポゼシヨン・ルールによるス

ロー・インが与えられるチームのチーム・ベンチを示しておくものとす

る．

ポゼション・アローの向きは，オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルー
ルによるスロー・インが終わったときに，すみやかに変えられる．

図



第5条競技時間，ケームの勝敗 (PIayingtime/WinnerofaGame）

5.1競技時間は，5分のピリオドを2回行うものとする．
競技時間が終了した時点で得点の多いチームを勝ちとする．

5.2ただし，どちらかのチームが33点以上得点した場合は，その時点でゲーム

は終了し，そのチームを勝ちとする．

5.3正規の競技時間が終わったとき両チームの得点が同じだった場合は，1回
2分の延長時限を必要な回数だけ行う．

延長時限を行う場合でも，どちらかのチームが33点以上得点した場合は，

その時点でゲームは終了し，そのチームを勝ちとする．

5.4各ピリオド，各延長時限の前に，それぞれ1分のインタヴァルをおく．

5.5ゲーム開始予定時刻から3分が過ぎてもプレイをする用意のととのったプ

レイヤーが3人そろわなかったチームは，ゲームを没収される．

この場合，得点は33対0とする．

第6条プレイヤー・ファウル，チーム・ファウル
（FouIsbyPlayer/FoulsbyTeam）

6.1 1プレイヤーに5回のプレイヤー

レイヤーは交代しなければならず，
ない．

ファウルが宣せられた場合は，そのプ

以後そのゲームに出場することはでき

6．21チームに各ピリオド4回のチーム・ファウルが記録されたあとは，チー
ム・ファウルの罰則が適用される．

第7条10秒ルール (Tenseconddevice）

※この条文に述べられていない詳細な部分は，「バスケットボール競技規則

第29条（24秒ルール)｣に準ずるものとする．

7.1自チームのプレイヤーがコート内でライブのボールをコントロールした

チームは，10秒以内にショットをしなければならない．

10秒以内にシヨットをするということは,10秒の合図が鳴る前にシューター

の手からボールが離れていること，およびそのボールがバスケットに入る
かリングに触れることをいう．
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7.2次の場合は，原則として，10秒はリセットされる．
（1）ファウル，ヴァイオレイションで審判が笛を鳴らしたとき

ただし，7．3の場合は，10秒はリセットせず，継続してはかる．
(2)ボールがバスケットに入ったとき

(3)ボールがリングに触れたとき

ただし，ボールが直接バスケットにはさまったりのったりしてしまった

ときは除く(50.4-(3)参照)．

(4)ボールをコントロールしているチームの相手チームに原因があって，審
判がゲームを止めたとき

（5）どちらのチームにも関係のない理由で審判がケームを止めたとき

ただし，10秒をリセットすることによって相手チーム(防御側チーム）
が著しく不利になると審判が判断した場合はこのかぎりではない．

7.3次のことが起こった結果それまでボールをコントロールしていたチームに

引きつづきスロー・インが与えられるときは，10秒はリセットせず，継続
してはかる．

（1）ボールがアウト・オブ・バウンズになったとき

(2)ボールをコントロールしているチームのプレイヤーの負傷などで審判が
ゲームを止めたとき

(3)ジャンプ・ボール．シチュエイションになったとき

(4)ダブル・ファウルが宣せられたとき

(5)特別な処置をする場合の規定やファイテイングの規定を適用し，罰則を
相殺したり取り消したとき

第8条プレイに関する規則 (HowtheBalIisPlayed）

8.1フィールド・ゴールあるいは最後のフリースローが成功したとき

8.1.1得点されたチームのプレイヤーが，バスケットを通過したボールを最初
に持ったコート内の地点（ゴール下）から直接ゲームを再開する．
（バスケットの後方のエンド・ラインのアウト・オブ・バウンズからのス

ロー・インは行わない.）

8.1.2バスケットを通過したボールを最初に持ったプレイヤーは，次のように
してゲームを再開する．

（1）ドリブルをしてそのボールをいったんスリー・ポイント・ラインの外
側まで運ぶ．

(2)そのボールを味方プレイヤーにパスする．

このとき，コート内のどこにいる味方プレイヤーにパスしてもよい．

また，いったんドリブルを始めたあと，ボールをパスしてもさしつか
えない（以下同様とする)．
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パスされたボールを味方プレイヤーがスリー・ポイント・ラインの内

側でコントロールした場合は，そのパスを受け取ったプレイヤーは，
ショットをしてはならない．

そのプレイヤーは，ドリブルかパスをしてそのボールをいったんス

リー・ポイント・ラインの外側まで運ばなければならない．

8.1.3ポールがいったんスリー・ポイント・ラインの外側に運ばれたあとは，
スリー・ポイント・ラインの外側で最初にそのボールをコントロールし

たプレイヤー（ドリブルでスリー・ポイント・ラインの外側までボールを

運んだプレイヤーも含む）は，最低限もう1回味方プレイヤー(スリー・

ポイント・ラインの内側にいるか外側にいるかは問わない）にボールを
パスしなければならない．

チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．

8.2フィールド・ゴールあるいは最後のフリースローが成功しなかったとき

8.2.1シューター側チームのプレイヤーがリバウンドのボールをコントロール

した場合は，ボールをいったんスリー・ポイント．ラインの外側まで運

ばずに，そのままショットをすることができる．

8.2.2シューター側チームの相手チームのプレイヤーがリバウンドのポール

をコントロールした場合は，ボールをコントロールしたプレイヤーは，

ショットをしてはならない．そのプレイヤーは，ドリブルやパスをして
そのポールをいったんスリー・ポイント・ラインの外側まで運ばなけれ

ばならない．

ボールがいったんスリー・ポイント・ラインの外側に運ばれたあとは，

スリー・ポイント・ラインの外側で最初にそのボールをコントロールし

たプレイヤー（ドリブルでスリー・ポイント．ラインの外側までポールを

運んだプレイヤーも含む）は，最低限もう1回味方プレイヤー(スリー．

ポイント・ラインの内側にいるか外側にいるかは問わない）にボールを

パスしなければならない．

チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．

8.3ステイール(インターセプト)やターン・オーヴァ－が起こってボールのコ
ントロールが変わったとき

8.3.1スティール(インターセプト)やターン・オーヴァ－が起こってスリー・

ポイント・ラインの内側で防御側プレイヤーがボールをあらたにコント

ロールした場合は，ボールをあらたにコントロールしたプレイヤーは，
ショットをしてはならない．

そのプレイヤーは，ドリブルやパスをしてそのボールをいったんスリー・

ポイント・ラインの外側まで運ばなければならない．

ポールがいったんスリー・ポイント・ラインの外側に運ばれたあとは，
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スリー・ポイント・ラインの外側で最初にそのボールをコントロールし

たプレイヤー（ドリブルでスリー・ポイント・ラインの外側までボールを
運んだプレイヤーも含む）は，最低限もう1回味方プレイヤー(スリー・
ポイント・ラインの内側にいるか外側にいるかは問わない）にボールを

パスしなければならない．

チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．

8.3.2ステイール(インターセプト)やターン．オーヴァ－が起こってスリー．
ポイント・ラインの外側で防御側プレイヤーがボールをあらたにコント

ロールした場合は，ボールをあらたにコントロールしたプレイヤーは，
ショットをしてはならない．

この場合は,すでにボールがスリー･ポイント・ラインの外側でコントロー

ルされているので，ボールをコントロールしたプレイヤーは，最低限も
う1回味方プレイヤー(スリー・ポイント・ラインの内側にいるか外側に
いるかは問わない)にボールをパスすればよい．

チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．

84そのほかのスロー・イン

8.4.1フアウルやヴァイオレイシヨン(アウト．オブ．バウンズも含む)の罰則

によるスロー・インは，規則違反のあったところに近いほうのサイド・
ラインのスリー・ポイント・ラインの頂点の延長上のアウト・オブ・バ

ウンズ("スロー・イン・ライン”のアウト・オブ･バウンズ)から行われる．

84．2主審は，スロー・インをするプレイヤーにボールを与えなければならな
い．

8.4.3スロー・インをするプレイヤーは，ボールをコート内のどこにいるプレ
イヤーにパスしてもよい．

（1）スロー・インされたボールをコート内のプレイヤーがスリー・ポイン

ト・ラインの内側でコントロールした場合は，ボールをコントロール

したプレイヤーは，ショットをしてはならない．
そのプレイヤーは，ドリブルやパスをしてそのボールをいったんス

リー・ポイント・ラインの外側まで運ばなければならない．

ボールがいったんスリー・ポイント・ラインの外側に運ばれたあとは，

スリー・ポイント・ラインの外側で最初にそのポールをコントロール

したプレイヤー（ドリブルでスリー・ポイント・ラインの外側までボー
ルを運んだプレイヤーも含む）は,最低限もう1回味方プレイヤー(ス
リー・ポイント・ラインの内側にいるか外側にいるかは問わない）に

ボールをパスしなければならない．

チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．
(2)スロー・インされたボールをコート内のプレイヤーがスリー・ポイン

ト・ラインの外側でコントロールした場合は，ボールをコントロール
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したプレイヤーは，ショットをしてはならない．

この場合は，すでにボールがスリー・ポイント・ラインの外側でコン

トロールされているので，ボールをコントロールしたプレイヤーは，
最低限もう1回味方プレイヤー(スリー・ポイント・ラインの内側に
いるか外側にいるかは問わない）にボールをパスすればよい．
チームは，このパスがなされる前にショットをしてはならない．

8.5ダンク

プレッシャー・リリース・リングが使用されていない場合は，ダンクをし
てはならない．

この規定に違反する行為は，注意・警告あるいはテクニカル・フアウルの
対象となる．

8.6 8.1.2-(2)，8.1.3,8.2.2,8.3.1,8.3.2,8.4.3に違反することはヴァイ
オレイションである．

ポールがバスケットに入っても得点は認められず，ゲームは，相手チーム
のスロー・インで再開される．

第9条交代 (Substitution）

9.1交代は，ポールがデッドでゲーム・クロックが止められたときはいつでも
認められる．

第10条タイム・アウト (Time-outs）

10．1タイム・アウトは，どちらのチームにも認められない．
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解説

国際バスケットボール連盟(FIBA：FederationlnternationaledeBasketball）
のテクニカル・コミッションは，2008年4月25日，26日の2日間にわたり北京で
開催されたFIBAセントラル･ボード(FIBA中央委員会)に，2010年10月1日(2010
年男女世界選手権以降)より施行する規則の原案を提出した．
FIBAセントラル・ボードは，その原案を採択・承認し，さらに検討を重ね，

2010年4月17日にプエルトリコのサンファンで開催された会議において新しい競
技規則｢OfficialBasketballRules2010｣の条文を決定したのち，FIBAのホーム・

ページを通じて公表し，同時にFIBAの5つのゾーン，各国および各地域のバス
ケットボール協会(連盟)に通達した．この新しい競技規則は，2010年10月1日よ
り施行される．

財日本バスケットボール協会(JBA:JapanBasketballAssociation)は,バスケッ
トボール競技の発展を考慮しながら‘慎重に検討した結果，これらの変更点につい

てほぼそのまま採用することとした．

側日本バスケットボール協会は，今回の変更点を含む国際競技規則の条文や同
時にFIBAより発表された解説文書の内容を検討し，字句・表現をさらにととの

えたうえで，「2011～バスケットボール競技規則｣としてこの規則書を発行する．

1．第2条コート

(1)㈱日本バスケットボール協会主催の主要な公式大会ではかならず縦

28m，横15mのコートを使用しなければならない(第2条2.1)．ただ

し，国内のそのほかの大会においては，大会主催者は，縦26m以上，
横14m以上の現存するコートを使用することができる．

今後あらたに公式大会に使用するコートを描くときには，縦28m，
横15mのコートを描くこととする．

(2)コートのラインはすべて白色とすることが明記されているが(第2条

2．4)，国内においても，公式大会では白色のラインのコートを使用
することが望ましい．

(3)制限区域の寸法が変更され,形も台形から長方形に変更された(図1，

図2，第2条2.4.3)．ただし，バスケットからフリースロー・ライ
ンまでの距離，フリースロー･ライン自体の長さは従来のままである．

さらに，国際ゲームでは，制限区域の内側は色を塗ってコートと区
別しておかなければならないことになった(そのほかの国際競技規則

A､1.1参照)．センター・サークルの内側はかならずしも色を塗って

おく必要はないが，色を塗る場合には，制限区域と同じ色でなけれ
ばならない(第2条2．42)．

(4)スリー・ポイント・ラインの寸法が変更され，スリー・ポイント・

エリアがそれぞれのバスケットから遠くなることになった(図1，図

3，第2条2.4.4)．
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(5)オフイシヤルズ・テーブルの反対側のサイド・ラインに，コートの
外側に向かって直角に，あらたに短いライン("スロー･イン・ライン”

という）を描くことになった(図1，第2条2.4.6,第17条17．2．4参照)．
(6)制限区域内に，あらたにバスケットの真下を中心とする半円とその

両端を少し延長したライン("ノー・チャージ・セミサークル，'という）

を描くことになった(図1，図2，第2条2.4.7，第33条33.10参照)．

(7)［旧競技規則第28条28.1.1および28.1.2]が第2条に移動されたが，
内容に変更はない(第2条22，2．3)．

(8)制限区域内にいまだに破線(半円)が描かれているコートを使用する

場合は，破線の部分を消して使用してもよいし，現存するコートを

そのまま使用してもさしつかえない(図1，図2)．

2．第3条用具・器具

(1)用具・器具に関する記述の詳細な部分は，FIBAから発行されている

別冊｢OfficialBasketballRules2010,BasketballEquipment｣に述べら
れている．

国内のゲームにおける施設や用具・器具については，付録"｢第3条

用具・器具｣の詳細'を参照すること．

また，国内のゲームにおける施設や用具・器具のさらなる詳細につ

いては，㈱日本バスケットボール協会版｢バスケットボール用具・設
備規格及びメンテナンス基準｣を参照すること．

3．第4条チーム

（1）シャツやパンツからはみ出してしまうサポーター様のものやパンツ

様のものの着用について規定されたが，いずれもシャツやパンツと

同様の色のものでなければならない(第4条4．3．1－(3)，(4))．
ソックス様の下肢部のサポーターやソックス様ではなくても大腿部

のサポーターの着用についても，パンツと同様の色のものでなけれ
ばならないことが規定された．

また，これらを着用する場合は，下肢部のものは膝下までのもの，

大腿部のものは膝上までのものでなければならない．

いずれの場合でも，チーム内に着用する者と着用しない者がいても
さしつかえない．

(2)上記(1)の規定にかかわらず，ユニフオームのシャツの下にTシャツ

を着用することは認められない．

ユニフオームのシャツやパンツからはみ出さないTシャツ以外のア

ンダー・ウェアについては特に禁止されず，はみ出さない部分に関

しては色も規定されていない．

(3)審判やスコアラーがユニフオームの色をはっきりと識別できるよう

にするため，テーピングを施した部位がシャツやパンツからはみ出

してしまっている場合は，それぞれシャツやパンツと同様の色のサ
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ポーターを用いて覆っておくことが望ましい．

(4)第4条4．4．2－(2)で，「十分に表面を覆ってある大腿部の防具｣および
「無色透明なマウス・ガード(マウス・ピース)」を身につけてもさし
つかえないことが明記された．

(5)スコアシートに示されるキャプテン(CAP)は，かならずしもスター
ティング・プレイヤーでなくてもよい(第4条4．2．1－(2)，第6条61，

第7条7．7，スコアシート記入法3．3，解説5．「第6条キャプテン｣，
解説6.「第7条コーチ｣(1)参照)．

(6)5回のファウルを宣せられたチーム・メンバーは，プレイヤーでも

交代要員でもチーム関係者でもないことになり，チーム・メンバー

としてチーム・ベンチにすわっていることは許されるが，それ以後

ゲームに出場することはできない(第4条4.1.3，第40条40.1参照)．

原文では｢excludedplayer｣と表記されているが，国内競技規則では
あえて訳出していない．

すなわち，チーム・メンバーには｢プレイヤー｣，「交代要員｣，「5回

のファウルを宣せられた者(excludedplayer)｣の3種類の立場がある
ことになる．

(7)プレイのインタヴァル中にゲームに出場することのできるチーム・

メンバーにテクニカル・ファウルが宣せられた場合は，すべてプレ

イヤーのテクニカル・ファウルとして記録される(第4条4.1.4，第

41条41.1.2参照)．プレイのインタヴァル中にプレイヤー・コーチに

テクニカル・ファウルが宣せられた場合も同様とする．すなわち，

それらのテクニカル・ファウルはすべてチーム・ファウルにかぞえる．

すでに5回のファウルを宣せられたチーム・メンバーにさらに宣せ

られたテクニカル・ファウルはコーチに記録され，チーム・ファウ

ルにかぞえない(第38条38.4.1-(2)，第40条40.2,解説35.「第40条

プレイヤーの5回のフアウル｣(2)参照，例外：スコアシート記入法6.

3.14)．

(8)国内の大会においては，大会主催者は，2桁以内の番号の使用を認
めてもよい(第4条4.3.2-(4))．大会主催者は，2桁の範囲内であれ
ば，それぞれの大会規定により，「0」，「00｣という番号の使用を認

めることもできるし，2桁の範囲内であっても使用する番号を制限
することもできる．ただし，同一チーム内で｢0」，「00｣を同時に使
用することは認められず，また，「07｣のような番号は認められない．

ただし，FIBAの大会においては，4から15までの番号を使用しなけ
ればならない(そのほかの国際競技規則A､4．2参照)．

(9)ユニフォームに広告・商標をつける場合には，大会主催者の許可を

必要とする．その場合も，ロゴ・マークや広告・商標と番号の間の
距離は厳格に守られていなければならない(第4条43．2－(6))．

(10｝競技時間中は両チーム5人ずつのプレイヤーがコート上でプレイを

していなければならないが(第4条4.2.2)，ファウルや負傷が重なっ
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4．

てそのチームが5人のプレイヤーを出場させることができない場合

は，5人より少ないプレイヤーでゲームをつづけることができる(第

5条5.3，第21条21.1,解説4「第5条プレイヤーが負傷した場合」

(2)参照)．

(11)国際ゲームでは，チーム・メンバーは，チーム全員が同じ色のソッ

クスを着用しなければならないことになった(そのほかの国際競技規

則A､4．3参照)．

第5条プレイヤーが負傷した場合

(1)負傷したプレイヤーが15秒程度ようすを見てもプレイがつづけられ

ない場合，負傷したプレイヤーが手当てを受けた場合(第5条5.3)，
実際に負傷していてもいなくてもチームのだれ力､がようすを見に

コートに入った場合(第5条5．4，5．5)，プレイヤーが出血したり外

傷を負ったりした場合(第5条5.6)は，そのプレイヤーはすみやかに
交代しなければならない．

例外として，このときタイム・アウトが認められ，そのタイム・ア

ウトの間に手当てが終わった場合は，そのプレイヤーは交代をせず

に引きつづきプレイをすることができる．このタイム・アウトはど

ちらのチームが請求したものであってもよい(第5条5.6)．タイム・

アウトが残っている場合は，さらにタイム・アウトを請求して手当

てをつづけることができる．ただし，これらのタイム・アウトが認

められる前に負傷したプレイヤーが交代してしまった場合，あるい

はタイム・アウトを請求する前にスコアラーがこの交代を知らせる

ために合図器具を鳴らしていた場合は，たとえそのタイム・アウト

の間に手当てが終わっても引きつづきプレイをつづけることはでき

ない(第5条5.6)．

これらのタイム・アウトは，それぞれについて審判が通常のタイム・

アウトを認める合図(審判の合図12.)をしたときから1分をはかる．

(2)上記(1)で，負傷したプレイヤーを除くとそのチームが5人のプレイ

ヤーを出場させることができない場合は，審判は，15秒に限定せず

にしばらくの間ようすを見て，できるかぎり5人のプレイヤーにプ

レイをさせる努力をしなければならない(第5条5.3)．

それでもなお時間がかかると判断したときは，審判はそのプレイヤー

をコートからいったん退かせ，そのチームは5人より少ないプレイ

ヤーのままゲームを再開させる．

5人より少ないプレイヤーのままゲームを再開させた場合は，その
のち負傷したプレイヤーの手当てが終わるか，遅れて到着した交代

要員の用意がととのえば，あらためて5人のプレイヤーを出場させ
てゲームをつづけることができる．

5人目のプレイヤーが加わる時機は通常の交代が認められる時機が

望ましいが，それ以外でも適当な時機に主審が認めてよい．

⑬



(3)第5条5.5の｢医師｣とは，チーム関係者として認められてチーム・ベ

ンチにいる当該チームの医師(チーム・ドクター)あるいは大会主催
者が依頼した救護担当の医師のことをいう．

医師が審判の許可なくコートに入ってプレイヤーのようすを見た場

合は，そのプレイヤーの手当てがタイム・アウトの問に終わったと
しても，そのプレイヤーはいったん交代しなければならない．

(4)プレイヤーの負傷が重大でただちに医療行為を施す必要がある場合

には，医師の指示に従い，できるだけ早く医療行為を受けさせなけ
ればならない．このようなときは，負傷したプレイヤーをむやみに

動かすことが危険な場合もあるので，医師の指示などによって状況

を判断しなければならない．負傷したプレイヤーをコートから運び

出したり救護者を待ったりすることには時間的な制限は設けない．

5．第6条キャプテン

(1)スコアシートに示されたキャプテンであっても，プレイヤーとして

コート上にいないときは，競技時間中に審判に説明を求めることは

できない(第6条6.1)．

競技時間中，スコアシートに示されたキャプテンがコート上にいな

いときは，コーチから指名されたコート上でキャプテンの役目をす
るプレイヤーだけが審判に説明を求めることができる．

ただし，プレイのインタヴァル中は，スコアシートに示されたキャ

プテンだけが審判に説明を求めることができるものとする．

6．第7条コーチ

(1)「スコアシートに示されたキャプテンがコートから退くときは，コー

チは，コート上でキャプテンの役目をするプレイヤーの番号を審判
に伝えなければならない」（第7条7.7)が，スコアシートに示された
キャプテンがゲームの最初に出場しない場合も同様とする．したがっ

て，この場合，コーチは，ゲームが開始される前(スコアシートにサ
インをするときが望ましい)にコート上でキャプテンの代理となるプ
レイヤーの番号を審判に伝えなければならない．

また，スコアシートに示されたキャプテンがプレイヤーとしてコー

ト上にいるときは，そのプレイヤーが自動的にキャプテンとなる．
(2)ゲーム中，チーム・ベンチ・エリアで立ちつづけていることができ

るのは，コーチだけである(第7条7.5)．
アシスタント・コーチやそれ以外の人は，チーム・ベンチ・エリア

内で立ちつづけていてはならない．審判から注意を受けたのちもア
シスタント・コーチやそれ以外の人が立ちつづけていた場合は，テ

クニカル・ファウルの対象となる(解説33.「第38条テクニカル・ファ

ウル｣(9)，⑫参照)．
コーチが失格・退場となったときはアシスタント・コーチがコーチ
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の役目を引き継ぐので，そののちアシスタント・コーチだけが立ち

つづけることはさしつかえない(第7条7.8)．また,キャプテンやキャ

プテンの代理のプレイヤーがコーチの役目を引き継ぐときも同様と

する(第7条7.8)．
(3)コーチまたはアシスタント・コーチだけはテーブル・オフィシャル

ズに説明を求めることができるが，これはマネージャーを含むチー

ム関係者(たとえそのクラブの部長，団長や監督であったとしても）
はテーブル・オフイシャルズに説明を求めることはできないという

ことを意味する(第7条7.4)．

(4)コーチがゲームの最初に出場する5人のプレイヤーをスコアシート

で確認したあと，ゲームの開始前または開始後にコーチが確認した
プレイヤーとちがうプレイヤーが出場していることが見つかった場

合は，次のように処置する．

①ゲームの開始前に見つかった場合は，コーチが確認したプレイヤー
と交代しなければならない．

②ゲームの開始後に見つかった場合は，ゲームはそのままつづけら
れる．

③どちらの場合も，そのチームのコーチやそのプレイヤーには罰則
は科されない．

(5)コーチがチーム・メンバーをスコアシートで確認したあと，チーム・

メンバーの氏名と番号が合致していないことが見つかった場合は，

ゲームの開始前，開始後にかかわらず，そのチーム・メンバーの誤っ
た番号を実際に着用しているユニフオームの番号に訂正し，ゲーム
をつづけることができる．

このとき，そのチームのコーチやそのチーム・メンバーには罰則は
科されない．

(6)コーチがチーム・メンバーをスコアシートで確認したあと，チーム

から提出されたチーム・メンバーのリストに氏名が記入されていな

い(スコアシートに氏名が記入されていない)チーム・メンバーがい
ることが見つかった場合は，次のように処置する．

①ゲームの開始前に見つかった場合は，あらためてそのチーム・メ
ンバーの氏名と番号をスコアシートに記入し，そのチーム・メン

バーはそのゲームに出場することができる．

このとき，そのチームのコーチには罰則は科されない．

②ゲームの開始後に見つかった場合は，そのチーム・メンバーの氏
名と番号をスコアシートに書き加えることはできない．したがっ

て，そのチーム・メンバーはそのゲームに出場することはできな
いし，チーム・ベンチにすわっていることもできない．
そのことが見つかる前にそのチーム・メンバーがゲームに出場し

ていた場合は，そのチームのコーチにテクニカル・ファウルが宣

せられる．ただし，そのチーム・メンバーが出場していた間のす
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べての得点やファ

プレイヤー・ファ

ウルは有効と

ウルはチーム

する．ファウルはすべて記録され，

・ファウルにかぞえる．

第8条競技時間，同点と延長時限

(1)第1ピリオドが始まる前のインタヴァルは｢ジャンプ・ボールで，ト
ス・アップのボールが主審の手から離れたとき｣，第1ピリオド以外
の各ピリオド(各延長時限も含む)が始まる前のインタヴァルは｢ピリ
オドを始めるスロー・インでスロー・インをするプレイヤーにボー

ルが与えられたとき｣に終わることになった(第8条8.6)．

(2)ハーフ・タイムのインタヴァルは10分とし，大会主催者の考えによ

り15分にしてもよい(第8条8.3)．

国際ゲームでのハーフ・タイムのインタヴァルは15分とする(そのほ

かの国際競技規則A5.1参照)．

(3)ファウルが各ピリオド，各延長時限の終了とほとんど同時に起こっ

てその罰則のフリースローをピリオド終了後ただちに行う場合は，
そのピリオドはすでに終わっているので，フリースロー・シューター
以外のプレイヤーがコート内にとどまっている必要はない．このファ

ウルがアンスポーツマンライク・ファウル，ディスクオリファイン

グ・ファウルだった場合は，フリースローをただちに行ったのち，
次のピリオドはこのファウルの罰則によるスロー・インで始められ

る．このフリースローの問にファウルが起こった場合は，プレイの

インタヴァル中のファウルとして処置する(第8条8.8，第9条9.8参
照)．ただし，第4ピリオドあるいは延長時限の終了まぎわの場合に

ついては，第8条8.9を参照すること．

インタヴァルの時間は，フリースローが終わってからはかり始める
（第49条49.4-(1)参照)．

(4)第8条8.9で｢第4ピリオドや各延長時限の終了の合図とほとんど同

時にファウルが起こり，その罰則によるフリースローの結果延長時

限を行う場合｣の競技時間終了後に起こったファウルの処置について

の規定は，次の延長時限が行われることになった場合にのみ適用さ

れるものであり，延長時限を行わない場合はそのファウルはなかっ

たものとする(第9条9.8参照)．

ただし，それがスポーツマンらしくない行為であったときは，主
審はそのできごとをスコアシートの裏面に記録する(第46条46.10参
照)．

8．第9条ゲーム，ピリオドの開始と終了

(1)第1ピリオドが始まるのは｢ジャンプ･ボールで，トス・アップのボー

ルが主審の手から離れたとき｣，第1ピリオド以外の各ピリオド(各
延長時限も含む)が始まるのは｢ピリオドを始めるスロー・インでス
ロー・インをするプレイヤーにボールが与えられたとき｣になった(第
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9条9．1，9．2)．

これにより，各ピリオドが始まる前に宣せられたファウルやヴァイ
オレイシヨンの処置にかかわる矛盾が解消できたことになる(下記

(3)，(4)参照)．

(2)ジャンプ・ボールは第1ピリオドを始めるときにだけ行われ，第1

ピリオド以外の各ピリオド(各延長時限も含む)は，すべてオルタネ
イテイング・ポゼシヨン・ルールによるスロー・インで始められる(第

9条9．1，9．2)．
プレイのインタヴァル中にアンスポーツマンライク・ファウル，テ

クニカル・ファウル，ディスクォリファイング・ファウルが宣せら
れた場合は，オルタネイテイング･ポゼション･ルールによるスロー・

インではなく，ファウルの罰則によるスロー・インで始められる(第
36条36.2.2-(1)，第37条37.2.3-(1)，第38条38.4.2-(1)参照)．

(3)第1ピリオドを始めるジャンプ・ポールでトス・アップのポールが

主審の手から離れる前に宣せられたアンスポーツマンライク・ファ

ウル，テクニカル・ファウル，ディスクォリファイング・ファウル
はプレイのインタヴァル中に起こったものである(上記(1)，第9条9．

1，第8条8．6－(1)参照)．そのファウルがアンスポーツマンライク・
ファウルの場合は，ファウルをされたプレイヤーに2個のフリース

ローが与えられる．テクニカル・ファウルの場合は，相手チームに
2個のフリースローが与えられる．デイスクオリファイング・ファ

ウルの場合もそれぞれ同様である．スコアシートヘの記録はそれぞ

れのファウルに決められたとおりとし，ディスクオリファイング・

ファウルを宣せられた者は失格・退場となる．

第1ピリオドは，フリースローのあとセンター・サークルでのジャ
ンプ・ボールで始められる(第36条36．22－(2)，第37条37.2.3-(2)，

第38条38.4.2-(2)参照)．

また，第1ピリオドを始めるジャンプ･ポールのとき，ボールがジャ
ンパーにタップされる前にヴァイオレイションが起こった場合は，

そのヴァイオレイションは競技時間中に起こったものであることが

明確になった(上記(1))．

(4)第1ピリオド以外の各ピリオド､(各延長時限も含む）を始めるス

ロー・インのとき，ボールがスロー・インをするプレイヤーに与え

られる前に宣せられたアンスポーツマンライク・ファウル，テクニ

カル・ファウル，ディスクォリファイング・ファウルはプレイのイ
ンタヴァル中に起こったものである(上記(1)，第9条9.2，第8条8．6

－(2)参照)．

そのピリオドは，それぞれのファウルに定められた罰則，すなわち，
2個のフリースローおよびそれにつづくオフイシャルズ・テーブル

から遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからの

スロー・インで開始される(第36条36.2.2-(1)，第37条37.2.3-(1)，
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第38条3842－(1)参照)．ただし,このスロー･インは,オルタネイテイ

ング・ポゼション・ルールによるスロー・インではなく，ファウル

の罰則によるスロー・インであるので，スロー・インが終わっても，

ポゼション・アローの向きは変えない(上記(1)，解説11.「第12条ジャ

ンプ・ボール，オルタネイティング・ポゼション・ルール｣⑩参照)．

また，第1ピリオド以外の各ピリオド(各延長時限も含む)を始める

スロー・インのとき，ボールがスロー・インをするプレイヤーに与

えられてからスロー・インされたボールがコート内のプレイヤーに

触れるまでの間にファウルやヴァイオレイションが起こった場合は，
そのファウルやヴァイオレイションはプレイのインタヴァル中では

なく競技時間中に起こったものであることが明確になった(上記(1))．

(5)各チームが前半に攻撃するバスケットは，相手チームのチーム・ベ

ンチのあるほうのバスケットであるが(第9条9.4)，ゲーム前に両

チームの話し合いで双方が了解した場合は,チーム･ベンチ,バスケッ
ト，あるいはその両方を交換することができる．ただし，どのよう
な場合でも，両チームは後半からは攻撃するバスケットを交換しな

ければならない(第9条9.6)．また，各延長時限に攻撃するバスケッ

トは，後半と同じバスケットでなければならない(第9条9.7)．
(6)次に攻撃するバスケットのあるハーフ・コートでウォーム・アップ

をしてよいのは第1ピリオドの前およびハーフ・タイム(第3ピリオ

ドの前)のインタヴァル中にかぎられ，第2ピリオドの前，第4ピリ
オドの前および各延長時限の前にはウォーム・アップをすることは

できない(第9条9.5)．

(7)バスケットをまちがえてピリオドや延長時限を開始してしまった場

合は，次のように処置する．

①審判も両チームも，ほとんどの人がバスケットをまちがえてピリ

オドや延長時限が開始された場合，審判はその誤りに気がついた
ときはどちらのチームも不利にならないかぎりできるだけ早く

ゲームを止める．テーブル・オフイシャルズがこの誤りに気がつ

いたときは，スコアラーは次にボールがデッドになるまで合図器

具は鳴らさず，その間に何らかの方法で審判にゲームを止めるよ

うに知らせる．

ゲームが止められるまでの間に認められた得点，経過した競技時

間，そのほか起こったすべてのことは有効とする．

②ゲームは，両チームが攻撃するバスケットを正しくしたうえで，
ゲームが止められた位置と対称点となる位置にもっとも近いアウ

ト・オブ・バウンズからのスロー・インで再開される．

(8)ゲーム開始予定時刻になっても5人のプレイヤーがそろわなかった

場合は，審判は，最大限15分待たなければならない(第9条9.3，第
20条20.1-(1)参照)．この15分間に5人のプレイヤーがプレイできる

ように用意ができたときは，審判は，すみやかにゲームを始めなけ
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ればならない．

この場合，当該チームには，プレイヤーの用意が遅れている事情や
理由を審判に説明する義務がある．その事情や理由が審判が十分に

納得できるような不可抗力的なものであったときは，ゲーム開始を

遅らせたとしてもそのチームには罰則は科されない．また，当該チー

ムが十分に事情や理由を説明することができなかったり，説明した

事情や理由が審判が十分に納得できるようなものではなかったとき

は，“デイレイング・ザ・ゲーム”として当該チームのコーチにテク
ニカル･ファウルが宣せられ(このテクニカル･ファウルはスコアシー

トに"B”と記入する)，その罰則を適用したのち，ゲームを開始する．

ただし，どのような場合でも，15分待っても5人のプレイヤーの用
意がととのわなかったとき（ジャンプ・ボールを行える状態ではな

かったとき）は，ただちにゲームは没収され，相手チームの勝ちとな

る(第20条20.1-(1)，20.2参照)．

9．第10条ボールの状態

（1）第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールのときボールがライブにな

るのが｢ボールがジャンパーによってタップされたとき｣から「トス・

アップのボールが主審の手から離れたとき｣に変更された(第10条10．

2－(1))．

(2)第10条10．4で，「ショットされたボールが床に触れたとき」は，その
ボールがバスケットに入るか入らないかが明らかになる前でもボー

ルはデッドになることを明記した．

(3)第10条10.3-(6)一③で｢ショットされたボールが空中にある間｣に24

秒の合図が鳴り，そののちそのボールが最高点に達する前に｢どちら
かのチームのプレイヤーが触れたとき」は，その瞬間に24秒ルールの

ヴァイオレイションが成立したことになる．

また，「シヨットされたポールが空中にある間｣に24秒の合図が鳴り，
そのボールにどちらのチームのプレイヤーも触れずにそのボールが

リングに触れた場合には，ボールがリングに触れた瞬間に24秒の制

限は終わるので，そののちどちらかのチームのプレイヤーがボール
に触れてもボールはデッドにはならない．

(4)第10条10．3－(6)，10．4の場合でも，「ゴール・テンデイングおよびイ

ンタフェアの規定｣はすべて適用される．

10．第11条プレイヤーと審判の位置

(1)［旧競技規則第11条11．2]が条文から削除されたが，これは第28条で
ボールをフロント・コートに進めることの定義が変更されたこと(第

28条28.1.2参照)および旧条文に該当するプレイヤーにはボールを
バック・コートに返すヴァイオレイションは宣せられないことが第

30条30.1.2に明記されていることによる．

④



第12条ジャンプ・ボール，オルタネイテイング・ポゼション・ルール

(1)［旧競技規則第12条12．4]が第12条12.4および12.5に分離されて整理

されたが，内容に大きな変更はない．
(2)第1ピリオドを始めるときのセンター・サークルでのジャンプ・ボー

ル以外は，原則としてジャンプ・ボールは行わない．

第1ピリオド以外の各ピリオド(各延長時限も含む)は，通常の場合
（ファウルのない場合)は，オフイシャルズ・テーブルから遠いほう
のセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからのオルタネイティ

ング・ポゼション・ルールによるスロー・インで始める(第9条9.2，
第12条12．5．3，解説8．「第9条ゲーム，ピリオドの開始と終了｣(1)，
(4)参照)．

(3)第12条12.2.6で，ジャンパー以外のプレイヤーあるいは床に触れた
ポールをジャンパーがつかむことはヴァイオレイションにはならな

い．

(4)最初にオルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・イ

ンが与えられるチームは｢ジャンプ・ボールのあと最初にコート内で

ボールをコントロールしたチームの相手チーム｣である(第12条12．5．
2)．

したがって，第1ピリオドを始めるジャンプ･ボールで，ジャンパー
にタップされたボールを一方のチームのプレイヤーがコート内でコ

ントロールしたときは，すみやかにポゼシヨンの表示器具を用いて，
ボールを最初にコントロールしたチームの相手チームが攻撃する方

向をポゼション・アローで示す．

第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールのとき，主審の手から離れ
たあとジャンパーにタップされたボールをどちらかのチームのプレ

イヤーがコントロールする前に一方のチームのプレイヤーにヴァイ

オレイションあるいはパーソナル・ファウルが宣せられた場合は，

最初にコート内でボールをコントロールするのは，そのヴァイオレ

イションやパーソナル・ファウルの罰則による"スロー・インのボー

ルをコート内で先にコントロールしたチーム，，ということになる．

第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールのとき，主審の手から離れ
たあとジャンパーにタップされたボールをどちらかのチームのプレ

イヤーがコントロールする前に一方のチームにアンスポーツマンラ

イク・ファウル，テクニカル・ファウル，ディスクォリファイング・
ファウルが宣せられた場合は,最初にコート内でボールをコントロー

ルするのは，そのファウルの罰則による"フリースローのボールを与

えられたチーム，，ということになる．

どちらのチームが次にオルタネイテイング・ポゼシヨン・ルールに

●

『
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０
，
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『
■
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条ボールをバック・コートに返すこと｣(4)参照)．



よってスロー･インが与えられるかは，つねにこのポゼション･アロー

によってそのチームの攻撃する方向を示しておく（第12条12．5．4)．

(5)第1ピリオドを始めるジャンプ・ポールのとき，主審の手から離れ
たあとジャンパーにタップされたボールをどちらかのチームのプレ

イヤーがコントロールする前にへルド・ボールかダブル・ファウル

が宣せられた場合は，例外として，ゲームはセンター・サークルで

のジャンプ・ボールで再開される．

ジャンパーは，このヘルド・ボールやダブル・ファウルにかかわっ

た2人のプレイヤーである．3人以上のプレイヤーがへルド・ボー

ルにかかわっているときは，審判は，そのうちで身長のほぼ等しい

両チームのプレイヤーをジャンパーとして指定する．このとき指定

されたジャンパーが負傷した場合は，そのプレイヤーと交代したプ

レイヤーがジャンパーとなる．このジャンパーは，ゲーム・クロッ

クがいったん動いたあとでなければ交代は認められない．

(6)第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールのとき，主審の手から離れ
たあとジャンパーにタップされたボールをどちらかのチームのプレ

イヤーがコントロールする前に次のことが起こってジャンプ・ボー

ル。シチュエイションになった場合も，例外として，ゲームはセン

ター．サークルでのジャンプ・ボールで再開される．この場合は，

両チームの任意のプレイヤーがジャンパーになる．

①両チームのプレイヤーが同時に触れてボールがアウト・オブ・バ
ウンズになったとき

②だれが最後に触れてボールがアウト・オブ・バウンズになったか
審判がわからなかったとき

あるいは審判の意見が一致しなかったとき

③両チームのプレイヤーが同時にジャンプ・ボールのヴァイオレイ
ションをしたとき

④両チームのベンチにいる人たちが第39条｢ファイテイングの規定」
によって失格・退場となり，ほかに適用されるファウルの罰則が

なかったとき

この規定でいう｢任意のプレイヤー｣は，ジャンプ・ボール．シチュ
エイションになったときにコート上にいたプレイヤーでなければな

らない．

(7)ジャンプ・ボール．シチユエイシヨンになったとき，ポゼシヨン・

アローの向きがちがっていたり，そのほか何らかの誤りによって，

審判がちがうチームにオルタネイティング・ポゼション・ルールに

よるスロー・インを与えてしまった場合は，次のように処置する．

①誤って審判から与えられたボールがスロー・インされる前，ある
いはスロー・インされたボールがコート内のプレイヤーに触れる

前に審判が誤りに気がついてゲームを止めたときは，その誤りを

訂正し，正しいチームのスロー・インでゲームを再開する．
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②スロー・インされたボールがコート内のプレイヤーに触れたあと
は，その誤ったスロー・インは訂正することはできない．審判は，
そのままケームをつづけさせなければならない．

この場合は，次のオルタネイテイング・ポゼシヨン・ルールによ

るスロー・インは，誤ったスロー・インをしたチームの相手チー
ムに与えられる．

(8)「スロー・インされたポールがコート内のプレイヤーに触れずにバス

ケットにはさまったりのったりしてしまったとき」は，オルタネイ

テイング･ポゼション・ルールによるスロー・インは終わったので(第

12条12.4.2-(3))，ポゼシヨン・アローの向きは変えられ，あらため

てジャンプ・ボール．シチュエイションとなり，ゲームは，相手チー

ムのオルタネイティング・ポゼション・ルールによるスロー・イン

で再開される．

(9)オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インが終

わるまでの間にスロー・インをするチームがヴァイオレイションを

宣せられたときは，このスロー・インは終わったので，ポゼション・

アローの向きを変える(第12条12.4.2-(3))．

オルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インが終

わるまでの間にスロー・インをするチームの相手チームがヴァイオ

レイションを宣せられたときは，あらためてそのヴァイオレイショ

ンの罰則によるスロー・インでゲームを再開する．このときは，オ
ルタネイテイング・ポゼション・ルールによるスロー・インはまだ

終わっていないので，ポゼション・アローの向きは変えない．
⑩第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中(ハーフ・タ

イムも含む)，あるいは競技時間中オルタネイティング･ポゼション・
ルールによるスロー・インが始まってから終わるまでの間に，どち

らかのチームにファウルが宣せられたときは，オルタネイテイング・

ポゼション・ルールによるスロー・インはまだ終わっていないので，

ポゼシヨン・アローの向きは変えない(第12条12.5.6)．
(11)ジャンプ・ボール．シチュエイションになってからオルタネイテイ

ング･ポゼシヨン･ルールによるスロー･インが終わるまでの間にファ
ウルが宣せられたとしても，そのファウルだけでは第42条｢特別な処

置をする場合｣にはならない(第42条42.1参照)．

また，オルタネイティング・ポゼション・ルールによるスロー・イ

ンは罰則によるものではないので，相殺の対象にはならない

⑫ジャンプ・ボールのとき，ジャンパーはボールを両手でタップして
もよい

12第15条ショットの動作中のプレイヤー

(1)審判は，プレイヤーがボールを持つときの動作が，ショットをしよ
うとしてボールを持つ動作かどうかを正しく見きわめなければなら
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ない(第15条15．3－(1))．

(2)プレイヤーがショットの動作を始めてからファウルをされても，そ
のプレイヤーがファウルをされたあとに自らの意思でショットをす

ることをやめてパスをした場合は，そのファウルはショットの動作

中のファウルとはみなされない．したがって，そのプレイヤーには

フリースローは与えられず，ゲームは，スロー・インで再開される．

(3)プレイヤーがショットをしようとしていても，ボールを持つ前にファ

ウルをされた場合は，ショットの動作中のファウルではない(第15条

15．3－(1))．また，ポールを持ってからファウルをされても，ファウ
ルをされてからショットをするまでの間にドリブルをしようとして

いったんボールが手から離れた場合は，ショットの動作中のファウ
ルではない(第15条15．3－(3))．

同様に，プレイヤーがボールをタップする場合は，相手チームのバ

スケットをねらっていなければショットの動作ではないし，相手チー

ムのバスケットをねらっていてもボールに触れるまではシヨットの

動作中のプレイヤーとはならない(第15条15.2-(1))．

(4)第15条15．2と同様に，プレイヤーがショットをしようとしたときに

腕をつかまれたり押さえられたりしたためにボールがバスケットと

はまったくちがう方向に向かってしまっても，ショットの動作であ
ることに変わりはない．

(5)「ショットの動作｣とは，「相手チームのバスケットをねらって｣いる

場合だけをいうので，プレイヤーがまちがえて自チームのバスケッ

トにショットしようとしても，シヨットの動作中のプレイヤーとは

みなされない(第15条15.2-(1))．

(6)ショットの動作中にファウルをされたプレイヤーが，ボールを持っ

て規則で許された範囲をこえたステップをしてからショットをした

場合は，ショットされたボールがバスケットに入っても得点は認め

られない(第25条参照)．

ただし，ショットの動作中にファウルをされたのであるから，ファ
ウルをされたプレイヤーに2個または3個のフリースローが与えら
れる．

(7)ショットの動作中のプレイヤーに対する防御側プレイヤーのファウ

ルを宣する審判の笛が鳴らされたのち，ファウルをされたプレイヤー

がひとつづきの動作でリングに向けてショットをしようとしている

ときに別の防御側プレイヤーがさらに触れ合いを起こした場合は，
ショットをブロックしようとする行為自体は防御側プレイヤーに認

められた権利であり，その動きの勢いによってはプレイを急に止め

ることは当然ながら不可能であると考えられる．あとから触れ合い
を起こした防御側プレイヤーの動きが最初のファウルが宣せられる

前から始まっているか，そうでなくても触れ合いを避ける努力をし

てショットをブロックしようとしたにもかかわらず不可抗力的に触

国



13.

れ合いが起こってしまったものであれば，ファウルの笛が鳴ったあ

とに起こった触れ合いであるので無視することが適当である(解説

42.「第47条審判の任務と権限｣(5)参照)．

第16条ゴールと点数

(1)「プレイヤーがボールを一度つかんでからショットをするためには，

ゲーム・クロックの残りの競技時間が最低でも0.3秒以上を表示して

いなければならない｣ことがあらたに規定された(第16条16.2.5)．

したがって,審判は,各ピリオド,各延長時限の終了まぎわでゲーム・
クロックの残り時間がわずかになったときにスロー・インやフリー

スローでゲームが再開されるときは，ゲーム・クロックの残り時間

の表示が0.3秒以上であるかそうでないかを確認し，判定がくだせる

ように備えておかなければならない(第10条10．3－(4),(6)，10．4－(1)，
(3)，第34条34.2.2-(4)参照)．

(2)第16条16.2.5で，「ゲーム・クロックの残り時間の表示が0.2秒ある

いは0.1秒のときにスロー・インあるいはフリースローでゲームを再

開するとき」は，「コート内の攻撃側プレイヤーが直接タップあるい

は直接ダンクをしなければ，そのショットによる得点は認めてはな

らない｣ことになったが，ダンクのボールがプレイヤーの手から離れ

る前に時限が終了した場合は，当然のこととして，ボールがバスケッ
トに入っても得点は認められない(第10条10.3-(4)，(6)，10．4－(1)，

第34条34.2.2-(4)参照)．

(3)ポールの一部が少しでもリングの内側の上面より下にかかっている

場合は，そのボールはバスケットの中にあるものとみなされる(第31

条31.1.3参照)．

(4)両チームのプレイヤーが同時に規則に違反をしたとき，あるいは2

人の審判が1つのプレイに対して相異なるプレイヤー・ファウルを

同時に判定し両方のファウルを取り上げることになったときは，そ

れらの罰則に得点を取り消すことが含まれている場合には，得点は
認められない．

(5)ボールがバスケットに下から入った場合は，バスケットを通過しボー

ル全体がリングより上に出たときは故意でも偶然でもヴァイオレイ

ションとなる(第16条16.2.4)．このときは，ボールに最後に触れた
プレイヤーがヴァイオレイションをしたことになる．

ボール全体がリングより上に出なかったときはヴァイオレイシヨン

ではなく，プレイはそのままつづけられる(図参照)．
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(6)フィールド･ゴールによる得点は，ショットをしたプレイヤーの位置，
ボールに最後に触れたプレイヤーの位置によって決められる

ボールが床に触れてバスケットに入った場合は，その床の位置によっ
て決められる．

この規定は，パスやタップのポールがバスケットに入った場合にも
適用される．

①スリー・ポイント・エリアからショットされたボールは次の瞬間

にスリー・ポイント・ショットではなくなり，成功したときは2
点のフィールド・ゴールが認められる．

°スリー・ポイント・ラインまたはその内側の床に触れる．

。スリー・ポイント・ラインまたはその内側にいるプレイヤーに

触れる．

．どちらかのチームのプレイヤーが，リングに触れたボールにヴァ

イオレイションをしないで触れる．

②ツー・ポイント・エリアからショットされたボールが最高点に達

する前にスリー・ポイント・エリアにいたプレイヤーに触れたあ

とバスケットに入ったときは，3点のフイールド・ゴールが認め
られる．

14．第17条スロー・イン

(1)「第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にバック・コートのアウ
ト・オブ･バウンズからのスロー・インが与えられるチームにタイム・

アウトが認められた｣あとのスロー･インは，そのチームのフロント・

コートのスロー。イン。ラインのアウト。オブ。バウンズから行う
ことになった(第17条17．24)．

この場合は，一度当該チーム(バック・コートのアウト・オブ・バウ

ンズからスロー・インを行うチーム)にタイム。アウトが認められた

智



ときは，たとえ直前や直後に相手チームにタイム・アウトが認めら

れたとしても，当該チームがスロー・インを行う位置は，「そのチー
ムのフロント・コートのスロー・イン・ラインのアウト・オブ・バ

ウンズ｣からとなる．このスロー・イン・ラインからのスロー・イン

に対しても，「ボールをバック・コートに返すことの制限｣が適用さ
れる(第30条30.1.2)．
スロー・イン・ラインのアウト・オブ・バウンズからのスロー・イ

ンでは，スロー・インをするプレイヤーは，スロー・イン・ライン
をまたぐ必要はない．

(2)スロー・インのとき，スロー・インされたボールがコート内のプレ
イヤーに触れる前にリングに触れた場合は，ゲーム・クロックが動

いていないので，24秒オペレイターは24秒計をリセットしてはなら
ない．

ゲームは，そのままつづけられ，24秒計は，コート内のプレイヤー
がボールに触れたときに動かし始められる．

(3)スロー・インのとき，バスケットの上方に向けて投げられたスロー・

インのボールがコート内のプレイヤーに触れる前に，どちらかのチー
ムのプレイヤーがボール全体がリングよりも高いところにあるとき

あるいはボールがリングの上にのっているときにバスケットの下か

ら手を入れてそのボールに触れることはインタフェアである．

しかし，防御側プレイヤーがこのインタフェアを起こした場合でも，
特別な規定として，攻撃側チームには得点は与えられず，ゲームは，
フリースロー・ラインの延長上のアウト・オブ・バウンズからのス

ロー・インで再開される．

(4)スロー・インされたボールがコート内のプレイヤーに触れないでバ

スケットの支えにはさまったりのったりした場合はヴァイオレイ

ションではなくジャンプ・ボール．シチュエイションになるが(上記

(2)参照)，ボールがコート内のプレイヤーに触れないでバスケットに
入った場合はヴァイオレイションである(第17条17.3.1-(5))．

(5)スロー・インをするプレイヤーは，スロー・インをするときは，か
ならずボールを投げて手ばなさなければならない．スロー・インを

するプレイヤーがポールを投げずにコート内のプレイヤーに手渡し

た場合は，スロー・インをするプレイヤーのヴァイオレイションで
ある．

(6)フィールド・ゴールや最後のフリースローが成功したあとのスロー・

インでは，スロー･インをするプレイヤーはエンド･ラインのアウト・
オブ・バウンズにいる味方のプレイヤーにポールをパスしてもよい．

この場合はポールが最初に与えられてからコート内のプレイヤーに

向けてスローされるまでに5秒をこえなければ，パスの回数やプレ
イヤーの人数に制限はない(第17条17.2.7-(2))．

国



ただし，フィールド・ゴールや最後のフリースローが成功したあと

のスロー・イン以外のスロー・インでは，スロー・インをするプレ

イヤーにボールが与えられたあとにアウト・オブ・バウンズに出て

きた味方のプレイヤーにスロー・インのボールを渡すことは第17条

17．3．2－(1)の規定に違反することになり，その味方のプレイヤーの
ヴァイオレイションとなる．

(7)ライン沿いに1mの幅をこえない範囲内であれば，スロー・インを
するプレイヤーが一度動いてから逆の方向に移動しなおしてもよい．

ただし，ライン沿いに移動する幅が1mをこえた場合はヴァイオレ

イシヨンとなる(第17条17．3．1－(6))．1mの幅をこえなければ，く

り返し逆方向に動いてもよいし,許された範囲内でのステップ(歩数）
についての制限はない．

(8)審判がスロー・インをするプレイヤーにボールを与える場合，プレ
イヤーがスロー・インを行うアウト・オブ・バウンズの位置になか

なかこなかったりポールを受け取るのをこばんだりしたと判断した

ときは，審判は，スロー・インを行うアウト・オブ・バウンズの位
置にボールを置いてよい．

フィールド・ゴールや最後のフリースローが成功したあとのスロー・

インでは，プレイヤーがすばやくゲームを再開できる場合には審判

は原則としてボールを扱わないが，プレイヤーがスロー・インを遅

らせようとしてボールを持たないでいると判断したときは，同様に，
審判は，ボールを拾ってスロー・インを行うアウト・オブ・バウン

ズの位置にボールを置いてよい．

どちらの場合も，審判がスロー・インを行うアウト・オブ・バウン
ズの位置にボールを置いたときにプレイヤーにボールが与えられた

ものとみなされ，ボールはライブになる(第17条17.2.1)．

(9)スロー・インをするプレイヤーがボールをパスすることのできる味

方のプレイヤーの位置は，規則で認められているようにライン沿い

に1mの幅をこえない範囲で移動したときでも，はじめに審判に指
示されたスロー・インの位置によって制限される．

⑩スロー・インをするプレイヤーの持っているボールが境界線をこえ

て内側(コート側)にあるときでも，コート内にいる防御側プレイヤー
は，そのボールに触れてスロー・インを妨げてはならない．防御側

プレイヤーのこのような行為によってスロー・インが妨げられてい

ると判断したときは，審判は，その防御側プレイヤーとそのチーム
のコーチに警告を与えなければならない．

一度警告を受けたあとにふたたび同じことをした場合には，“デイレ
イング・ザ・ゲーム”としてテクニカル・ファウルが宣せられる．

警告や注意の与え方については，解説33.「第38条テクニカル・ファ
ウル｣(3)，(8)，（11)を参照すること

(11)スロー・インをするプレイヤーがボールを持っているとき，コート
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15.

内にいる防御側プレイヤーがコートの外にあるボールに境界線をこ

えて故意に触れてスロー・インを遅らせたと審判が判断したときは，

その防御側プレイヤーにはただちにテクニカル・ファウルが宣せら
れる．

第18条／第19条タイム・アウト／交代

(1)最後のフリースローでフリースロー・シューターの相手チームにヴァ

イオレイシヨンが宣せられてフリースローのやりなおしをする場合

（競技規則第43条43.3.3-(2))は，まだフリースローの｢セット｣が終

わっていないので，どちらのチームにもタイム・アウトや交代は認
められない．

(2)タイム・アウトはかならず｢1分間｣とする(第18条18.2.1)．
審判が笛を鳴らしてタイム・アウトの終わりを知らせるまでは，両

チームのプレイヤーはチーム・ベンチ付近にいなければならない(第

18条18.3.3-(2)，18．3．5)．

また，一方のチームあるいは両チームがゲームを再開する準備がで

きたとしても，1分(60秒)が経過したことを知らせるタイマーの2
回目の合図があるまでは，ゲームは再開しない(第49条49.3-(3)参

照)．

(3)タイム・アウトの終わりに審判がプレイヤーにコートにもどるよう

にうながしたとき，審判の指示に従わずプレイヤーがなかなかコー

トにもどらない状況が起こってしまった場合，それはチームのコー

チに責任があると考えられる．

不必要に時間がかかりすぎたと審判が判断したときは，そのチーム

のコーチにプレイヤーをコートにもどすようにうながす．

・プレイヤーをコートにもどすように審判からうながされたのに，

チームが何の反応も示さないかあるいはプレイヤーがチーム・ベ

ンチからなかなか出てこなかった場合は，審判は，そのチームに
あらたなタイム・アウトを宣する．

・プレイヤーをコートにもどすように審判からくり返しうながされ

た結果プレイヤーがコートにもどってきた場合は，審判は，その

チームのコーチに一度注意・警告を与える．

そののち，ふたたび同じような状況が起こった場合には，審判は，
そのチームにあらたなタイム・アウトを宣する．

このタイム・アウトが宣せられたときも，それぞれのタイム・アウ

トは「1分間｣をはかる(第18条18.2.1)．あらたにタイム・アウトが
宣せられたチームにタイム・アウトが残っていないときは，そのチー
ムのコーチにテクニカル・ファウルが記録される．このテクニカル・

ファウルはスコアシートに"C，'と記録される．この規定によるテク

ニカル･ファウルが宣せられたときは，審判は，相手チームがタイム・
アウトを請求しない場合にはすみやかにゲームを再開しなければな
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らない．

(4)フイールド・ゴールで得点されたあとのタイム・アウトが認められ

る時機は，スロー・インをするプレイヤーがボールを持ったときに

終わる(第18条18.2.4-(2))．

(5)どちらかのチームからタイム・アウトが請求されていたときにファ

ウルが宣せられた場合は，そのファウルの伝達が完全に終わってか

らでなければタイム・アウトは始まらない(第18条18．2．3－(1))．そ

のファウルがプレイヤーの5回目のファウルであったり，失格・退

場となるファウルであった場合は，それらのプレイヤーの交代が終

わってからでなければタイム・アウトは始まらない．どのような場

合でも，これらの手続きがすべて終わり，審判が笛を鳴らして定め

られたタイム・アウトの合図(審判の合図12)を示したときから1分

をはかり始めなければならない．

ただし，タイム・アウトの請求があるときにファウルが宣せられた

場合などに，審判がタイム・アウトの合図をする前にプレイヤーが
チーム・ベンチにもどることはさしつかえない．

(6)第1ピリオドを始めるジャンプ･ボールでポールがジャンパーにタッ

プされる前にファウルやヴァイオレイシヨンが宣せられ，どちらか

のチームにフリースローやスロー・インが与えられるかふたたびジャ

ンプ・ボールを行うことになったときは，ゲーム・クロックがまだ

動き始めていないので，どちらのチームにもタイム・アウトや交代
は認められない．

(7)第1ピリオド以外の各ピリオド(各延長時限も含む）を始めるス
ロー・インでボールがコート内のプレイヤーに触れる前にファウル

やヴァイオレイションが宣せられ，どちらかのチームにフリースロー

やスロー・インが与えられることになったときは，ゲーム・クロック

がまだ動き始めていないので，どちらのチームにもタイム・アウト

は認められない．

このとき，交代は認められるが，フリースローが与えられる場合は，
フリースローが終わったあとでなければ交代することはできない．

(8)各ピリオド，各延長時限の終了の合図とほとんど同時にファウルが

宣せられフリースローだけを行うときは，競技時間が終わっている

ので，どちらのチームにもタイム・アウトは認められない．

このとき交代は認められるが，フリースローが終わったあとでなけ

れば交代することはできない．

(9)タイム・アウトは，コーチまたはアシスタント・コーチがチーム・

ベンチ・エリアから出てオフィシャルズ・テーブルのところに行き，
直接スコアラーに対して請求しなければならない．しかし，スコア

ラーが目で見てはっきりと確認できる場合(ヴイジュアル・コンタク

トが取れる場合)は，チーム・ベンチ･エリアから合図をしてタイム・

アウトを請求してもよい(第18条18.3.1)．
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ただし，この場合は，スコアラーが気がつかずにタイム・アウトが
認められなくても，その責任はスコアラーやそのほかのテーブル・
オフイシャルズにはない．

どのような場合でも，コーチやアシスタント・コーチのタイム・ア

ウトの請求は，スコアラーに対して行わなければならない(アシスタ
ント・スコアラー，タイマー，24秒オペレイターではない)．

⑩タイム・アウトの請求を取り消すことができるのは，スコアラーが

合図器具を鳴らす前までである．

タイム・アウトの請求を取り消す場合も，コーチまたはアシスタン

ト・コーチがチーム・ベンチ・エリアから出てオフィシャルズ・テー

ブルのところへ行き，直接スコアラーに対してはっきりと取り消し
を伝えるか，スコアラーとヴイジュアル・コンタクトを取って取り
消しを伝えるかしなければならない(第18条18.3.2)．

どのような場合でも，スコアラーが合図器具を鳴らして審判に知ら

せたあとでは，そのタイム・アウトは取り消すことはできない．

(11)タイム・アウトの請求や交代の申し出については，できるかぎり寛

容にこれらの請求や申し出を認めるというのが規則の精神である．

しかしながら，タイム・アウトや交代が認められる時機が終わって

しまってからこれらの請求や申し出があり，スコアラーが思わず合

図器具を鳴らしてしまい，審判があらためてゲームを止めたときは，

これらはスコアラーの不手際ではなく請求や申し出に対するチーム

の不手際である．このような請求や申し出は，たとえボールがデッ
ドになりゲーム・クロックが止められたとしても認められない．審

判はすみやかにゲームを再開しなければならない．

このようなことが起こらないようにするためにも，各チームは余裕
のあるタイミングでタイム・アウトの請求や交代の申し出をするよ

うに気をつけなければならない．

⑫タイム・アウトを請求するときには，例えば｢相手のフィールド･ゴー
ルが成功したらタイム・アウト」とか｢最後のフリースローが成功し

たらタイム・アウト｣などというような条件をつけることはできない．
コーチあるいはアシスタント・コーチがタイム・アウトを請求する

ときの重要な任務は，その時点で(その時々で)タイム・アウトを請
求するのかまたは取り消すのかを明確にスコアラーに示すことであ
る．

したがって，請求があったのちに次にタイム・アウトが認められる

時機になったり，タイム・アウトが認められる時機に請求があった

ときには，スコアラーは，その請求が条件つきのものであるかどう
かにかかわらず，合図器具を鳴らし審判に知らせなければならない．

この場合，上記⑩に述べられたように，このタイム・アウトを取り
消すことはできない．

⑬各チームは規定よりも多い回数のタイム・アウトを請求することは
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できない(第18条18.2.5)．

どちらかのチームが誤って規定の回数をこえるタイム・アウトを請

求したときは，スコアラーはそのタイム・アウトを受け付けてはな
らない．

スコアラーも誤ってそのタイム・アウトの請求を認めて合図器具を

鳴らしてしまったときは，審判はタイム・アウトの回数を確認し，

すみやかにゲームを再開させなければならない．

この場合は，そのチームのコーチに注意を与えるだけで罰則を科す

必要はないが，その請求が意図的なものであったり，注意のあとも
くり返されたりした場合は，審判は，そのチームのコーチにテクニ

カル・ファウルを宣さなければならない(第38条38.1.4,解説33.「第

38条テクニカル・フアウル｣(9)，（11)，⑫参照)．

⑭ゴール・テンディングやインタフェアが宣せられたときは，ヴァイ

オレイションが宣せられてボールがデッドになりゲーム・クロック

が止められたのであるから，どちらのチームにもタイム・アウトや

交代が認められる．

16．第19条交代

（1）タイム・アウトの間は，どちらのチームにも交代が認められる．

(2)第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にフィールド・ゴールで
得点されたあとの交代が認められる時機は，スロー・インをするプ

レイヤーがボールを持ったときに終わる(第19条19．23－(2))．

(3)コーチやアシスタント・コーチが交代を申し出ても，スコアラーは，

その交代を受け付けてはならない(第19条19．3．1)．

交代の申し出は，交代要員自身がスコアラーに対して行わなければ

ならない(アシスタント・スコアラー，タイマー，24秒オペレイター

ではない)．

また，スコアラーがわかるように交代席にすわっても交代の申し出

が認められる．ただし，この場合は，スコアラーが気がつかずに交

代が認められなくても，その責任はスコアラーやそのほかのテーブ
ル・オフイシャルズにはない．

(4)タイム・アウトやプレイのインタヴァル(ハーフ・タイムも含む)の

問に交代するときも，交代要員はスコアラーに交代の申し出をしな

ければならない(第19条19.3.7)．

タイム・アウトやプレイのインタヴァルの間に交代の申し出があっ

た場合は，スコアラーは，交代を知らせる合図器具は鳴らさない(第

19条19.3.3,第48条48.2-(2)参照)．このとき，交代要員はスコアラー

に交代の申し出をしたときにプレイヤーとなり，プレイヤーは交代

要員となる(第4条4.2.3参照)．また，タイム・アウトの前に交代の
申し出があり，そののちタイム・アウトが認められた場合は，審判
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がタイム・アウトを認めたときに交代要員はプレイヤーとなり，プ

レイヤーは交代要員となる．これらの場合，審判は交代の合図(審判

の合図10.)や交代要員を招く合図(審判の合図11.)をする必要はない

し，交代要員がいったんコートに入る必要もない．

(5)交代の申し出を取り消すことができるのは，スコアラーが合図器具

を鳴らす前までである(第19条19.3.2)．

交代の申し出を取り消す場合は，その交代要員が直接スコアラーに
対してはっきりと交代の取り消しを申し出なければならない．

どのような場合でも，スコアラーが合図器具を鳴らして審判に知ら

せたあとでは，その交代は取り消すことはできない．

(6)第19条19.3.6で，コーチに記録されるテクニカル・ファウルはスコ

アシートに"B”と記録される．

(7)1チームが誤って6人以上のプレイヤーを同時にコートに出場させ

たときは，次のように処置する．

①審判は，5人でプレイをしているチームがボールをチーム・コン

トロールしているときにプレイを止めることがそのチームに不利

になると判断したときは，プレイがひと区切りつくかプレイを止

めてもそのチームが不利にならないと判断できるまでプレイを止

めないでおく．そうでない場合は，ただちにプレイを止める．

スコアラーがこの誤りに気がついたときは，次にボールがデッド

になるまで合図器具は鳴らさず，その間に何らかの方法で審判に
ゲームを止めるように知らせる．

②6人以上のプレイヤーを同時にコートに出場させたチームがボー

ルをチーム・コントロールしているときは，審判はただちにゲー
ムを止めなければならない．

③審判やテーブル・オフイシャルズがそれぞれの任務を規則のとお

りに遂行しているにもかかわらず，1チームが6人以上のプレイ

ヤーを同時にコートに出場させるということは，それは審判やテー

ブル・オフイシャルズの誤りではなく，プレイヤーが不当にコー
トに入ってしまったか，コートから出なかつたかのいずれかであ
る．

④コーチには，コートから退くプレイヤーがすみやかにコートから

離れるように，交代を確実に行わせる責任がある．

①，②のいずれの場合にも，審判は5人をこえたプレイヤーをす

みやかにチーム・ベンチにもどし，当該チームのコーチにテクニ

カル・ファウルを科さなければならない(このテクニカル・ファウ

ルはスコアシートに"B”と記入する)．

⑤6人以上のプレイヤーが同時に出場していた問のすべての得点や

ファウルは有効とする．

ファウルはすべて記録され，それぞれのファウルの罰則が適用さ
れる．プレイヤー・ファウルはチーム・ファウルにかぞえる．
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17．

ファウルがあったときは，そのファウルの罰則を適用したのち，

コーチのテクニカル・ファウルの罰則を適用してゲームを再開す

る(第42条｢特別な処置をする場合｣参照)．
チーム．ベンチにもどされるプレイヤーにフリースローが与えら

れる場合には，残りの5人のプレイヤーのうち1人が代わりにフ
リースロー・シューターとなる．このときのフリースロー．シュー

ターは，コーチが指定する．ただし，ファウルがあったときにコー
ト上にいたプレイヤーでなければならない．

第22条ヴアイオレイシヨン

(1)第22条22.2で｢相手チームにボールが与えられ｣という条文は，「ボー
ルをコントロールしているときにヴァイオレイションを宣せられた

チームは，ボールのコントロールの権利を失ったことになる」という
意味をもつ．

この解釈により，第42条｢特別な処置をする場合｣で，最初にヴァイ
オレイションが宣せられたときと最初にファウルが宣せられたとき

の処置のちがいが明確になった

すなわち，「最初にヴァイオレイションが宣せられた場合｣は，「ヴァ
イオレイションをしたチームのボールの権利はすでに失われている」

ので，スロー・インの罰則どうしを相殺したときに適用する罰則が
残らない場合でも競技規則第42条42．27－(2)でなく422．7－(3)が適
用され，最初にヴァイオレイシヨンが宣せられたときにボールをコ
ントロールしていたチームがさかのぼってスロー・インのボールを

与えられることはなく，ジャンプ･ボール．シチュエイションになる．

また，「最初にファウルが宣せられた場合｣は，スロー・インの罰
則どうしを相殺したときに適用する罰則が残らない場合でもさかの
ぼってスロー・インのボールが与えられ，異なる処置をすることに

なる(第34条34.2.1-(1)，解説29.「第34条パーソナル・ファウル｣(1)
参照)．

具体例：

A4にトラヴェリングが宣せられた．

チームBのスロー・インをするプレイヤーに審判がボールを与える

前に，B4にパーソナル・ファウルが宣せられた．
処置：

トラヴェリングの罰則はスロー・インである．

B4のフアウルの罰則もチーム・ファウルの数にかかわらずスロー．

インである(チームBがスロー・インのボールを与えられることに
なっているときのファウルであるから，チーム・コントロール・

ファウルである：チーム・コントロール・ファウルについては解説

36.「第41条チーム・フアウルの罰則｣(1)参照)．
どちらもスロー・インであるから罰則の重さは等しく，これらのス
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ロー・インは相殺される．

最初のトラヴェリングが宣せられたときにボールをコントロールし

ていたのはチームAであるが，「ヴァイオレイションを宣せられたと

きにボールの権利を失って｣いるので，競技規則第42条42.2.7-(3)が

適用され，ジャンプ・ボール．シチュエイションになり，ゲームは，
オルタネイティング・ポゼション・ルールによるスロー･インで再

開される．

18．第23条アウト・オブ・バウンズ

(1)アウト・オブ・バウンズのプレイヤーがコート内でボールを持ってい

るプレイヤーのからだに触れても，ボールはアウト・オブ・バウンズ
にはならない．

(2)アウト・オブ・バウンズのプレイヤーがコート内のプレイヤーが持っ

ているボールに触れたときは，アウト・オブ・バウンズのヴァイオレ
イションである．アウト・オブ・バウンズからボールに触れたプレイ
ヤーがボールをアウト・オブ・バウンズにしたことになる．

(3)コート内で両チームのプレイヤーがボールをしっかりとつかんだま

ま，どちらか一方あるいは両方のプレイヤーが境界線やアウト・オ

ブ・バウンズの床に触れたりしても，ヴァイオレイションとはせず
ジャンプ・ポール．シチュエイションとする(第23条23.2.3)．

19．第24条ドリブル

(1)第24条24.1の条文が整理されたが，内容についての変更はない
(2)バックボードにボールを投げつけてはね返ってきたボールにほかの

プレイヤーが触れないうちに触れることはドリブルとなることが明

確になったので，このプレイには第25条「トラヴェリング｣の規定が

適用されること，すなわち，ピヴォット・プットが床から離れる前
にボールを手から離さなければならないことが明確となった．ただ

し，審判がそのプレイをショットと判断したときはそのプレイはド
リブルとはみなされない．

パスのボールを受け取ったプレイヤーがボールをバックポードにあ

て，ほかのプレイヤーが触れる前にそのボールをキャッチした場合

は，そのプレイを審判がショットと判断したとき以外はそのプレイ

ヤーはひとつづきのドリブルを終えたことになり，あらたにドリブ

ルをすることはできない．

また，ひとつづきのドリブルを終えたプレイヤーがボールを空中に

投げ，ボールが空中にある間やバックボードに触れたあと，あるい
は床に触れたあとにほかのプレイヤーが触れないうちにそのボール

に触れることは，そのプレイを審判がショットと判断したときには

許されるが，そうでない場合にはヴァイオレイションである．

(3)「プレイヤーがボールを床に向けてではなく空中(上方)に向けて投げ
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たりたたいたりしてドリブルを始めたりドリブルをしつづけること」

は規則違反とはならない(第24条241．2)．

(4)「ドリブルが終わる｣のはボールを｢支え持ったとき」と表現されてい

るが，この｢支え持つ｣という表現には，ボールを｢片手でつかむ｣こと
も含まれている(第24条24.1.2)．

(5)プレイヤーがボールを誤ってつかみそこなったり，持っているボー

ルを誤って手ぱなしたりすることをファンブルという（第24条24．1．

3)．

ファンブルはドリブルではなく，ファンブルしたボールをリカヴァー
することはドリブルをしたことにはならないので，ボールを受け取っ
たプレイヤーがボールをファンブルしてそのボールを拾いなおして

からドリブルをすることはヴァイオレイションではないし，ドリブ

ルを終わるときにボールをファンブルしてそのボールを拾いなおす
こともヴァイオレイシヨンではない(第24条24.1.3)．

ただし，ドリブルを終わるときにファンブルしたボールをドリブル
して拾いなおしたり，ファンブルしたボールを拾いなおしたあとあ
らたなドリブルをすればヴァイオレイシヨンになる(第24条24.2)．

(6)プレイヤーがライブのボールをコート内でコントロールしていると

きでなければ，ドリブルのヴァイオレイションは起こらない．すな
わち，プレイヤーがボールに触れているとき(触れたとき)でなけれ
ば，ドリブルについてのヴァイオレイシヨンは成立しない．

20．第25条トラヴェリング

（1）ドリブルを始めるときのトラヴェリングの規則において基本となる

考え方は，「ボールを持ったプレイヤーがドリブルを始めるためには
ピヴオット・プットが床から離れる前にポールを手から離さなけれ

ばならないこと｣および｢ボールを受け取ってからジャンプして両足

が床から離れている間にドリブルを始めることはできないこと」で

ある．したがって，審判は，プレイヤーがボールを受け取ったとき，

どちらの足がピヴォット・プットであるかをはっきりと確認してお

かなければならない．

ただし，第25条25.2.2-(2)－②，25．2．2－(3)－①の場合は，例外と
して両足が床についている間であればドリブルを始めることができ

る．

(2)第25条25.2.1-(2)の｢動きながらボールを受け取ったプレイヤーある
いはドリブルをしていたプレイヤーが片手または両手でボールをつ

かんで止まった場合｣であっても，ボールをつかんだ瞬間に両足が

床についていたときは，第25条25.2.1-(1)の｢両足を床につけたまま

ボールを受け取った｣場合と同じ規定が適用されるものとする．

(3)第25条25.2.3の内容の詳細は以下のとおりである．

・プレイヤーがボールを得ようとしたりボールをつかもうとした勢
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いで，ポールをつかんだあとにボールを持ったまま床にたおれる
ことはトラヴェリングにはならない(故意に床にたおれた場合は除

く）．

ただし，プレイヤーが単にころんだりたおれたりした場合は，こ

の規定は適用されない．

・ボールを持ったプレイヤーが床にたおれてしまった場合(上記参

照)，たおれてしまったときの勢いで短い距離の間だけ床をすべる
ことはトラヴェリングにはならない．

・床に横たわったりすわりこんだりしているプレイヤーがボールを

つかむことはトラヴェリングにはならない．

このとき，ボールをつかんだプレイヤーがそのときの勢いで短い

距離の間だけ床をすべることはトラヴェリングにはならない．

・ボールを持ったまま床にたおれていたり横たわっていたりすわり

こんだりしているプレイヤーが，ボールを持ったまま床をころが
ることはトラヴェリングになる．

・ボールを持ったまま床にたおれていたり横たわっていたりすわり

こんだりしているプレイヤーが，ボールを持ったまま立ち上がる
ことはトラヴェリングになる．

・ボールを持ったまま床にたおれていたり横たわっていたりすわり

こんだりしているプレイヤーが立ち上がらずにボールをパスする

ことはトラヴェリングにはならない．

・ボールを持ったまま床にたおれていたり横たわっていたりすわり

こんだりしているプレイヤーが立ち上がらずにドリブルを始める

ことはトラヴェリングにはならない．

ドリブルを始めたあとは，そのプレイヤーはドリブルをしながら

立ち上がってもよい．

(4)プレイヤーがライブのボールをコート内で受け取ったあとでなけれ

ば，トラヴェリングのヴァイオレイションは起こらない．

また，プレイヤーがボールに触れているとき(触れたとき)でなけれ
ば，トラヴェリングのヴァイオレイションは成立しない．

21．第26条3秒ルール

（1）3秒ルールは，ボールがフロント・コート内でチーム・コントロー

ルされているときにだけ適用される(第26条26.1.1)．

(2)制限区域を区画している線の一部に触れているプレイヤーは，制限

区域内にいるものとみなされる(第26条26.1.3)．

22．第27条近接して防御されたプレイヤー

(1)近接して防御されたプレイヤーとは，コート内でライブのボールを
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持っていて，「1m」より近い位置にいる相手チームのプレイヤーに

よって｢積極的に｣防御されているプレイヤーのことをいう．

ここでいう｢積極的に防御している」とは，防御側プレイヤーがボー

ルを奪うように努力しているということであり，単に1mより近い

位置にいるということではない(第27条27.1)．

第28条8秒ルール

(1)［旧競技規則第28条28.1.1,28.1.2]がそれぞれ第2条2．2，2．3に移

動されたが，内容に変更はない．

(2)第28条28.1.1で，「8秒をかぞえ始める時機｣が2つの場合に分けら
れた．

特に，「バック・コート内のプレイヤーに触れたとき」は，攻撃側プ
レイヤーと防御側プレイヤーは区別されないので注意すること．

8秒が継続してかぞえられるときも，28．1．1－(2)と同様に，スロー・
インされたボールがバック・コート内のプレイヤーに触れたときか

ら残りの秒数をかぞえ始める(第28条28.1.3)．

(3)第28条28.1.2で，「ボールをフロント・コートに進めることの定義」

が5つの場合に分けられた．

「フロント・コートに触れている」とは，からだの一部分でもフロン

ト・コートに触れていることを意味する(第28条28.1.2-(3)，(4))．

「ドリブルでボールをバック・コートからフロント・コートへ進めよ

うとしているとき」は「ドリブラーの両足とボールがフロント・コー

トに触れる」まではボールをフロント・コートに進めたことにはなら

ない(第28条28.1.2-(5))．したがって，次のようなときは，いずれ

の場合もボールをフロント・コートに進めたことにはならない．

・プレイヤーが，センター・ラインをまたいだままドリブルをつづ

けている場合

・プレイヤーが,両足がバック・コートに触れた状態でフロント・コー

トの床にボールが触れるようにドリブルをつづけている場合

・プレイヤーが,両足がフロント・コートに触れた状態でバック・コー

トの床にボールが触れるようにドリブルをつづけている場合

。上の状態につづき，プレイヤーが，ドリブルをつづけながらバッ
ク・コートに両足を触れた場合

また，ドリブルを終えたとしても，「ボールがフロント・コートに両

足を触れているそのチームのプレイヤー(攻撃側プレイヤー)に触れ

る」まではボールをフロント・コートに進めたことにはならないこと

になったので，バック・コートからのパスのボールをセンター・ラ

インをまたいでいるプレイヤーがキャッチしたとき，あるいはドリ
ブルをしていたプレイヤーがセンター・ラインをまたいだままドリ

ブルを終えたときも，そのチームはボールをフロント・コートに進
めたことにはならない(第28条28.1.2-(2))．
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いずれの場合でも，ポールがフロント・コートに進められるまでは，

8秒の制限は引きつづき適用される．

(4)第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にバック・コートのアウ
ト・オブ・バウンズからスロー・インをするチームにタイム・アウ

トが認められたときのスロー・インは，そのチームのフロント・コー

トのスロー・イン・ラインのアウト・オブ・バウンズから行うが(第

17条17.2.4)，この場合は，スロー・インをするチームはフロント・

コートにボールを進めたとみなされ，8秒の制限は終わる．
(5)ボールをコントロールしたチームがフロント・コートにボールを進

めたあと，ボールがバック・コートにもどり，ふたたび同じチーム

がボールをバック・コートでコントロールしたときは，あらたに8

秒をかぞえ始める(第28条28.1.1)．

(6)8秒ルールの秒数は，審判が独自の責任でかぞえる．したがって，
24秒計の表示と審判のかぞえる秒数が一致しないこともある．この

ような場合は，審判の判定が優先される．

(7)空中にボールがあるときに8秒ルールのヴアイオレイシヨンが宣せ

られた場合のスロー・インは，審判の笛が鳴らされる直前にボール
に触れたプレイヤーのいたところにもっとも近いアウト”オブ・バ

ウンズからとする．

すなわち，8秒ルールのヴァイオレイションが宣せられたときのス

ロー・インは，かならず、スロー・インを与えられるチームのフロ

ント・コートのアウト・オブ・バウンズから行う．

24．第29条24秒ルール（※解説45.「第50条24秒オペレイターの任務｣も参

照すること）

(1)第29条29.1.1で，「24秒をはかり始める時機｣が2つの場合に分けら
れた．

特に，「コート内のプレイヤーに触れたとき」は，攻撃側プレイヤー

と防御側プレイヤーは区別されないので注意すること．

24秒を継続してはかるときも，29．1．1－(2)と同様に，スロー・イン
されたボールがコート内のプレイヤーに触れたときから残りの秒数

をかぞえ始める(第29条29.21.2-(1)，第50条50.3参照)．

(2)審判が｢ボールをコントロールしているチームの相手チームのファウ

ルやヴアイオレイシヨン(アウト・オブ・バウンズを除く）を宣する」

ために，あるいは｢ボールをコントロールしているチームの相手チー

ムに原因がある理由｣，「審判がどちらのチームにも関係のない理由

（プレイ中，ゲーム・クロックが動いているときに24秒計が誤ってリ
セットされてしまった場合も含む)｣でゲームを止めたとき，それま

でボールをコントロールしていたチームに引きつづきスロー・イン

が与えられ，なおかつそのスロー･インがそのチームのフロント・コー

トのアウト・オブ・バウンズから行われるときには，24秒計がリセッ
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トされる場合が，あらたに｢24秒計をリセットせずに継続してはかる

場合｣と｢24秒計を14秒にリセットする場合｣の2つに分けられること

になった(第29条29.2)．

第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にタイム・アウトが認め
られたときにそのチームのフロント・コートのスロー・イン・ライ

ンのアウト・オブ・バウンズからスロー・インを行う場合にも，こ
の規定が適用される．

ただし，次の場合には，スロー・インが与えられてあらたにボール

をチーム・コントロールするのであり，それまでボールをコントロー

ルしていたチームに引きつづきスロー・インが与えられるわけでは

ないので,スロー･インをするチームにはあらたに24秒が認められる．

・第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間に相手チームがフィー

ルド・ゴールやフリースローで得点したときにタイム・アウトが

認められたあとにそのチームのフロント・コートのスロー・イン・

ラインのアウト・オブ・バウンズからスロー・インを行う場合
・相手チームがボールをコントロールしているときに相手チームに

ファウルやヴァイオレイションが宣せられて防御側であったチー

ムのフロント・コートのアウト・オブ・バウンズからスロー・イ

ンを行う場合

また，第50条50.3で24秒を継続してはかることになっている場合，
あるいは攻撃側チームが自チームのバック・コートのアウト・オブ・

バウンズからスロー・インを行うときに24秒計がリセットされる場

合は，従来のとおりで変更はない．

(3)アンスポーツマンライク・ファウル，テクニカル・ファウル，デイ

スクォリファイング・ファウルが宣せられて，オフイシャルズ・テー
ブルから遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズで

フリースロー・シューター側のチームによるスロー・インでゲーム

を再開する場合は，センター・ラインのアウト・オブ・バウンズは

フロント・コートではないので，29．2．1は適用されず，スロー・イ

ンをするチームにはあらたな24秒が与えられる．

ただし，第39条｢ファイテイング｣や第42条｢特別な処置をする場合」

で第50条50.3が適用される場合は，この規定は適用されず，24秒を
継続してはかる．

(4)「審判がどちらのチームにも関係のない理由でゲームを止めたとき」

は，原則として24秒計は24秒あるいは14秒にリセットされる(第29条
29．2．1)．

「審判がどちらのチームにも関係のない理由でゲームを止めたとき」
の具体例としては，次のようなことが考えられる．

・プレイ中，ゲーム・クロックが動いているときに24秒計が誤って

リセットされてしまったことに気がついてゲームを止める．

・ボールがリングに触れたにもかかわらずそのことを24秒オペレイ
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ターが確認できずにリセットされるべきときに(誤って）24秒計が
リセットされなかったことに気がついてゲームを止める．

・ゲーム・クロックや24秒計が動いていないことに気がついてゲー
ムを止める．

・コートの床を拭くためにゲームを止める．

・観客がコートに入ってきたのでゲームを止める．

ただし，24秒計を24秒あるいは'4秒にリセットすると相手チーム(防
御側チーム)が著しく不利になると審判が判断した場合は，24秒は継
続してはかる．もしこの場合で24秒の残り時間がはっきりとわから
ないときは，主審は，24秒計をもっとも適正と思われる残り時間に
セットしなおしてからゲームを再開しなければならない．

いずれの場合でも，ゲームが止められるまでに経過した競技時間と
ゲームが止められるまでに起こったことはすべて有効とする．

24秒計の残り時間について，副審，コミッショナー，テーブル･オフイ

シヤルズに意見を求めても決定できないときは，主審が決定する(第

46条46.11参照)．

(5)ショットされたボールが空中にある間に24秒の合図が鳴ってもケー

ム・クロックは止められず，そののちボールがリングに触れたと
きはボールがバスケットに入らなくても24秒ルールのヴァイオレイ

シヨンではなく，プレイはそのままつづけられる(第29条29.1.2-
(2))．
24秒の合図が鳴ったときに空中にあったショットされたポールがバ

スケットに入らずリングにも触れなければ，24秒ルールのヴァイオ
レイションになる．このとき，審判がヴァイオレイションを宣する

ために笛を鳴らした瞬間にボールはデッドになり，ゲーム・クロッ

クも止められる．ただし，相手チームのプレイヤーがリングに触れ
なかったボールを明らかに直接コントロールすることができると判

断したときには，審判はヴァイオレイションを宣さないでそのまま
ケームをつづけさせてもよい(第29条29.1.2-(3))．ただし，ボール

が床に触れたり，ショットをしたチームのプレイヤーとボールをせ
り合ったりしたときは，審判は，ただちに笛を鳴らして24秒ルール
のヴァイオレイションを宣さなければならない．

ボールをコントロールしたチームが24秒以内にシヨットをすること

ができなかったときに24秒ルールのヴァイオレイションになること

に変わりはない．

また，パスのボールが空中にある間あるいは攻撃側チームのプレイ
ヤーがファンブルしたり防御側チームのプレイヤーにブロックされ

たりたたき出されたりしたボールがリカヴァーされる前に24秒の合

図が鳴った場合も，相手チームのプレイヤーが合図が鳴ったあとに
明らかにそのボールをコントロールすることができると判断したと
きには，審判は，ヴァイオレイションを宣さないでそのままゲーム
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をつづけさせてもよい．

(6)ボールをコントロールしているチームが24秒以内にショットをする
ことができなかったときは，24秒の合図が鳴らされる．

24秒以内にショットがなされたとしても，ショットされたボールが
バスケットに入るかリングに触れるかしなければ，24秒計はリセッ
トされない(第29条29.1.1)．

ボールがバスケットに入るかリングに触れる前に24秒が経過したと

きも24秒の合図が鳴らされる(第29条29.1.1)．

ただし，相手チームがボールをコントロールしたときは，24秒計は
すみやかにリセットされる(第50条50.1参照)．

(7)ボールをコントロールしているチームが24秒以内にシヨットをする

ことができずに24秒ルールのヴァイオレイシヨンが宣せられたとき

でも，ショットされたボールが空中にある間に24秒の合図が鳴りそ
ののちボールがリングに触れずに24秒ルールのヴァイオレイシヨン

が宣せられたときでも，相手チームのスロー・インは，すべて審判
がヴァイオレイションを宣してゲームを止めたときにボールがあっ

たところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズから行う（第29条

29．3．2)．ただし，バックボードの真うしろの位置は除く．
(8)ボールがバスケットにはさまったりのったりしてジャンプ・ボール．

シチュエイションになったとき，それまでボールをコントロールし

ていたチームに引きつづきオルタネイテイング・ポゼシヨン・ルー

ルによるスロー・インが与えられる場合は，ボールがリングに触れ

ても24秒計はリセットされず，24秒を継続してはかる(第50条50.2-

(3)，50．4－(3)参照)．

ただし，ショットされたボールがリングにはずんではね上がり，ふ

たたび落下してきてリングにはさまってしまった場合は，シヨット

されたボールがリングに触れてはね上がったときには，24秒計はす

でにリセットされているはずである．したがって,この規定は,シヨッ
トされたボールが直接リングにはさまったりのったりしてしまった

場合のことをいっていると解釈すべきである(バックボードに触れて

から直接リングにはさまってしまった場合も直接リングにはさまっ

たものとみなす)．

ショットされたボールが空中にある間に24秒の合図が鳴り，そのの

ちそのボールが直接リングにはさまったりのったりしてしまったと

きは，ポゼション・アローがどちらのチームを示していたとしても，
ジャンプ・ボール．シチュエイシヨンではなく，24秒ルールのヴァ
イオレイションとなる．

(9)ショットされたボールが空中にある問に24秒の合図が鳴り，そのの
ちファウルがあったときは，次のように処置する．

①ファウルののちボールがバスケットに入るかリングに触れた場合

は，24秒ルールのヴァイオレイシヨンは成立しないので，そのファ
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ウルの処置をしてゲームを再開する．

②そのファウルがパーソナル・ファウルであったとき，ファウルの
のちボールがバスケットに入らずリングにも触れなかった場合は，

24秒ルールのヴァイオレイションが成立したので，そのファウル
はなかったものとみなす．

③そのファウルがアンスポーツマンライク・ファウル，デイスクオ

リファイング・ファウル，テクニカル・ファウルであったときは，
どのような場合でもそのファウルはなかったものとはしない．
これらのファウルののちボールがバスケットに入らずリングにも

触れなかった場合は，24秒ルールのヴァイオレイションよりも先
にファウルが起こったことになり，24秒ルールのヴァイオレイショ
ンはなかったものとする．

この場合，当該のファウルの処置をしてゲームを再開すればよい．

25．第30条ボールをバック・コートに返すこと

(1)第30条30.1.1で｢ボールがバック・コートに返ることの定義｣の表現

が変更されているが，規則の適用に関する内容に変更はない．
(2)第30条30.1.2で文章表現が変更されているが，内容に大きな変更は

ない．

(3)スロー・イン・ラインからのスロー・インに対しても，「ボールをバッ

ク・コートに返すことの制限｣が適用される(第30条30.1.2)．

(4)「自チームのフロント・コートからジャンプして空中にいる間にポー

ルをあらたにチーム・コントロールしたプレイヤーについては，そ

のプレイヤーの両足がコートに触れるまでは，そのプレイヤーがフ
ロント・コートにいるかバック・コートにいるかは決まらないもの

とする｣ので(解説10.「第11条プレイヤーと審判の位置｣(1)参照)，「自

チームのフロント・コート(相手チームのバック・コート)からジャ

ンプして空中でボールをあらたにチーム・コントロールしたプレイ
ヤーがそのボールを持ったまま自チームのバック・コートに着地し

た場合｣は，そのプレイはボールをバック・コートに返すヴァイオレ
イションにはならない(第30条30.1.2)．そのプレイヤーがセンター・

ラインをまたいで着地したときもこのときはじめて両足が床に触れ

たのであるから，同様に，ボールをバック・コートに返すヴァイオ
レイションにはならない．

これらの場合は，ポールをいったんフロント・コートに進めたこと
にはならないとみなされるので，着地したそのプレイヤーがバック・

コートでドリブルを始めても，バック・コートにいる味方プレイヤー

にパスをしても，ボールをバック・コートに返すヴァイオレイショ
ンにはならない．

ただし，この規定は，フロント・コートからジャンプして空中でボー
ルをあらたにコントロールしたプレイヤー自身にしか適用されない．
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したがって，空中でボールをあらたにコントロールしたプレイヤー

が着地する前にそのボールをバック・コートにいる味方プレイヤー

にパスをしたときは，パスのボールがバック・コートにいる味方プ

レイヤーに触れた瞬間にボールをバック・コートに返すヴァイオレ
イションになる．

また，この規定は，ゲーム開始のジャンプ・ボールのときにも適用
される．

(5)ボールをバック・コートに返すヴァイオレイションが宣せられたと

きのスロー・インは，8秒ルールと同様に，かならず，スロー・イ
ンを与えられるチームのフロント・コートのアウト・オブ・バウン

ズから行う．

(6)防御側プレイヤーが最後に触れてバック・コートに返ったボール，
あるいはバック・コートに返ったのち防御側プレイヤーが最初に触

れたボールには，どちらのチームのプレイヤーが触れてもヴァイオ

レイションにはならない(第30条30.1.2)．

(7)センター・ラインの近くで両チームのプレイヤーがボールをしっか

りとつかんだまま，どちらか一方あるいは両方のプレイヤーがセン

ター・ラインやバック・コートの床に触れたりしても，ヴァイオレ

イションとはせずジャンプ・ボール・シチュエイションとする(第23

条23.2.3,解説18.「第23条アウト・オブ・バウンズ｣(3)参照)．

26．第31条ゴール・テンデイングとインタフェア

（1）［旧競技規則第31条31.2.4,31.2.5]が統合されたので，フィールド・
ゴールおよびフリースローに対するインタフェアには同じ規定が適

用されることになった(第31条31.2.4)．

(2)インタフェアの規定で，「ボールがリングよりも高いところにあると

きにバスケットの下から手を入れてボールに触れること」は，その
ボールがパスのボールであれ，ショットされてリングに触れたあと

あるいはリングにはずんだあとのボールであれ，すべての場合にお

いてインタフェアになる(第31条31.2.4-(3))．

ただし，スロー・インのとき，バスケットの上方に向けて投げられ

たスロー・インのボールがコート内のプレイヤーに触れる前にこの

インタフェアが起こったときは，防御側プレイヤーがこのインタフェ

アを起こした場合でも，特別な規定として，攻撃側チームには得点
は与えられず，ゲームは，フリースロー・ラインの延長上のアウト・

オブ・バウンズからのスロー・インで再開されることになった(解説
14.「第17条スロー・イン｣(3)参照)．

(3)第31条31.3.3で，「最後のフリースローで防御側プレイヤーがゴー

ル・テンディングやインタフェアのヴァイオレイションをしたとき」

の罰則の｢攻撃側チームに1点が与えられさらにその防御側プレイ

ヤーにテクニカル・ファウルが宣せられる」という規定が適用される
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のはフリースローの｢ボールがリングに触れる前｣だけであることに

変更された(第38条38.3.1-(11)，解説33.「第38条テクニカル・ファ
ウル｣(2)参照)．

したがって，最後のフリースローで，ボールがリングに触れたあと
に防御側プレイヤーがインタフェアのヴァイオレイシヨンをしたと

きは，攻撃側チームに1点が与えられるが，その防御側プレイヤー
にはテクニカル・ファウルは宣せられないことになった．

(4)シヨットの動作中のプレイヤーがファウルをされるか，プレイヤー

がすでにショットの動作を起こしたあとに相手チームのプレイヤー
にファウルが宣せられた場合にシューターがそのひとつづきの動作

でショットを完了したときも，そのボールがリングに触れたあとで
もまだバスケットに入る可能性がある間は，どちらのプレイヤーも

そのボールに触れてはならない(第31条31.2.5)．

同時に，そのほかのゴール・テンデイングやインタフェアの規定も
すべて競技時間中と同様に適用される(下記(6)，(7)，(8)，(9)参照)．

(5)第31条31.2.4-(4)で，「ボールが自チームのバスケットの中にある問
に，防御側プレイヤーがそのボールやバスケットに触れる」ことは，
防御側プレイヤーがポールやバスケットに触れることでボールがバ

スケットを通過することが妨げられた場合にだけインタフェアにな

る．

ボールがバスケットの中にあるかそうでないかは，第31条31.1.3を

参照すること

(6)攻撃側プレイヤーがバックボードやリングをたたいたり振動させた

り，リングやネットをつかんだりしたために，ショットされたボー
ルがバスケットに入ったときは，インタフェアになる(第31条31．24
－(5))．

ボールがショットをしようとしているプレイヤーの手から離れる前

でもシヨットされたボールが空中にある間でも，あるいは最後のフ

リースローのボールがリングに触れたあとに，攻撃側プレイヤーが

バックボードやリングをたたいたり振動させたり，リングやネット

をつかんだりしたためにボールがバスケットに入ったときも，イン

タフェアである．

また，攻撃側プレイヤーが，審判の笛が鳴ったあとや，各ピリオド，
各延長時限の終了の合図が鳴ったあとにバックボードやリングをた
たいたり振動させたり，リングやネットをつかんだりした場合も同
様である．

バックボードやリングをたたいたり振動させたり，リングやネット

をつかんだりしたためにボールがバスケットに入ったかどうかは，

いずれの場合も審判が判断する．

これらの制限は，いずれの場合もボールがバスケットに入るか入ら
ないことが明らかになるまで適用される．
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(7)ボールがショットをしようとしているプレイヤーの手から離れる前

でもショットされたボールが空中にある問でも，あるいは最後のフ

リースローのボールがリングに触れたあとに，防御側プレイヤーが

バックボードやリングをたたいたり振動させたり，リングやネット

をつかんだりしてボールがバスケットに入るのを妨げることは，イ

ンタフェアである(第31条31.2.4-(6))．

また，防御側プレイヤーが，審判の笛が鳴ったあとや，各ピリオド，
各延長時限の終了の合図が鳴ったあとにバックボードやリングをた

たいたり振動させたり，リングやネットをつかんだりした場合も同

様である．

ボールがバスケットに入るのが妨げられたかどうかは，いずれの場

合も審判が判断する．

これらの制限は，いずれの場合もボールがバスケットに入らないこ

とが明らかになるまで適用される．

(8)ショットされたボールについては，競技時間中，各ピリオド，各延

長時限の終了の合図が鳴ったあと，審判の笛が鳴ったあとも含めて

すべてゴール・テンデイングやインタフェアの規定が適用される．

(9)ショットされたボールが最高点に達する前にどちらかのプレイヤー

がそのボールに触れたあとでも，ゴール・テンデイングやインタフェ
アの規定はすべて適用される．

⑩防御側プレイヤーのゴール・テンディングまたはインタフェアの罰

則で得点が認められたあとのエンド・ラインのアウト・オブ・バウ

ンズからのスロー･インでは，原則として，審判はボールを扱わない．

ただし，タイム・アウトや交代があったときは除く．

27．第32条フアウル

(1)審判は，ボールのライブ，デッドに関係なく，それぞれ独自にファ

ウルを宣する権限をもつ(第47条47.1,47.5参照)．したがって，2
個以上のファウルがlチームあるいは両チームに宣せられることが

ある(第32条32.1.2)．

宣せられたファウルは，違反ごとに記録される．

28．第33条からだの触れ合い

（1）第33条33.10で，「ノー・チャージ・セミサークル・エリア｣の規定が

あらたに導入された．

ノー・チャージ・セミサークル・エリアとは，積極的に攻撃して得
点することを意図した攻撃側プレイヤーに対して｢チャージングの

ファウルを宣してもらおう」として防御側プレイヤーがバスケットの

近くで待ち伏せをするようなプレイを，チャージングかブロッキン
グかの判定について特別な規則を適用することによってゲームから

排除するために，制限区域内に描かれたノー・チャージ・セミサー
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クルおよびそれに付随する仮想的なラインによって区画された特別

なエリアのことをいう(第2条2.4.7,図2参照)．

この規定を適用するときに注意すべき点としては，次のことがあげ
られる．

・防御側プレイヤーに責任のある触れ合いについては，コートの位

置にかかわらず，規則に従って判定しなければならない．
・ノー・チャージ・セミサークルのラインはノー・チャージ・セミサー

クル・エリアには含まれない．

したがって，防御側プレイヤーの両足が完全にノー・チャージ・

セミサークルの中に入っていなければ，この規定は適用されない．

また，攻撃側プレイヤーのドライヴがノー・チャージ・セミサー

クルの外から始まっていれば，ノー・チャージ・セミサークルの

ラインを踏んで(踏み越すのではない)ジャンプしても，「ジャンプ

してノー・チャージ・セミサークルのラインを横切った」と解釈さ

れるべきである(第33条33.10-(1))．

・バックボードの裏側からノー・チャージ・セミサークル・エリア

に向かってドライヴしたプレイヤーには，ノー･チャージ･セミサー

クルのラインを横切っていないので，この規則は適用されない．

・防御側プレイヤーがジャンプして空中にいるときは，防御側プレ

イヤーの位置は，ジャンプする前に触れていた床の位置によって

決められる．

・ノー・チャージ・セミサークル付近でリバウンド・ボールを取っ

たプレイヤーが起こした触れ合いについては，この規則は適用さ
れない．

・ボールをコントロールしてバスケットに向かってドライヴした攻

撃側プレイヤーが，ボールを持ってジャンプし，ノー・チャージ・

セミサークルのラインを横切ってボールをパスしたとしても，自

分の真うしろを追従してきたあるいは真うしろに位置する味方プ

レイヤーにパスをしようとしてあるいはパスをしたのちに防御側

プレイヤーのトルソーに突き当たった場合は，この規則は適用さ
れない．

この場合の"真うしろ”とは，いずれの場合も進行方向に対してを

意味する．

(2)シリンダーの範囲を｢シリンダーの概念｣として図5で表しているが，

この図はあくまでも参考である．

また，手や腕を前に突き出したり横に極端に広げたりしてもシリン

ダーが広がったことにはならないし，さらに両足の間隔を極端に広
げたとしても正当な防御の位置が広がったことにはならない(第33条

33．1)．

(3)ポールを持っている相手プレイヤーの手首から先に触れることも

（ボールといっしょであってもなくても)，通常の触れ合いと同じ基
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準でファウルを宣するか宣さないかを判定しなければならない．

(4)ボールをコントロールしているプレイヤー(ボールを持っているかド

リブルをしているプレイヤー)が，触れ合いを避けられるだけのス

ペースがないのに，境界線と正当な防御の位置(リーガル・ガーデイ

ング・ポジション)を占めている相手チームのプレイヤーの間や，正
当な位置を占めている2人の相手チームのプレイヤーの問を通りぬ

けようとして触れ合いが起こったときは，たとえトルソー(胴体)以
外で触れ合いが起こったとしても，その触れ合いの責任はボールを

コントロールしているプレイヤーにある(第33条33.4)．

(5)防御側プレイヤーがくり返し相手に触れることは，たとえ1回の触
れ合いの時間が短かったとしても，イリーガル・ユース・オブ・ハ
ンズのファウルであるので，審判は，そのようなプレイをそのまま
にさせておいてはならない(第33条33．11－(4))．

29．第34条パーソナル・フアウル

(1)第34条34.2.1-(1)で｢シヨットの動作中でないプレイヤーがファウル

をされたとき」に｢ファウルをされたチームのスロー・インによって

ゲームを再開する」という条文は，「ファウルがあったときは，ファ
ウルが宣せられたときにボールをコントロールしているチームはま

だボールのコントロールの権利を失っていない｣という意味をもつ．

この解釈により，第42条｢特別な処置をする場合｣で，最初にヴァイ
オレイションが宣せられたときと最初にファウルが宣せられたとき

の処置のちがいが明確になった．

すなわち，「最初にファウルが宣せられた場合｣は，ファウルが宣せ
られたときにボールをコントロールしていたチームのボールの権利

はまだ失われていない｣ので，スロー・インの罰則どうしを相殺した

ときに適用する罰則が残らない場合は競技規則第42条42.2.7-(2)が
適用され，最初にファウルが宣せられたときにボールをコントロー

ルしていたチームがさかのぼってスロー・インのポールを与えられ
ることになる．

また，「最初にヴァイオレイションが宣せられた場合｣は，スロー・
インの罰則どうしを相殺したときに適用する罰則が残らない場合で
もさかのぼってスロー・インのボールが与えられることはなくジャ

ンプ・ボール．シチュエイションになり，異なる処置をすることに

なる(第22条22.2.2,解説17.「第22条ヴァイオレイション｣(1)参照)．

具体例：

ドリブル中のB4に対するA4のパーソナル・ファウルが宣せられ
た．

チームBのスロー・インをするプレイヤーに審判がボールを与える
前に，B4にパーソナル・ファウルが宣せられた．
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処置：

A4のファウルの罰則はスロー・インである．

B4のファウルの罰則もチーム・ファウルの数にかかわらずスロー・

インである(チームBがスロー・インのボールを与えられることに

なっているときのファウルであるから，チーム・コントロール・ファ

ウルである)．

どちらもスロー・インであるから罰則の重さは等しく，これらのス

ロー・インは相殺される．

最初のA4のファウルが宣せられたときにボールをコントロールし

ていたのはチームBであり，「B4のファウルが宣せられてもボール

の権利はまだ失われていない｣ので，競技規則第42条42.2.7-(2)が適

用され，ゲームは，チームBによるスロー・インで再開される．

具体例：

ボールをコントロールしているチームAのA4にオフェンシヴ・フア

ウルが宣せられた．

チームBのスロー・インをするプレイヤーに審判がボールを与える

前に，B4にパーソナル・ファウルが宣せられた．
処置：

A4のファウルの罰則はスロー・インである．

B4のファウルの罰則もチーム・ファウルの数にかかわらずスロー・

インである(チームBがスロー・インのボールを与えられることに

なっているときのファウルであるから，チーム・コントロール・ファ

ウルである)．

どちらもスロー・インであるから罰則の重さは等しく，これらのス

ロー・インは相殺される．

最初のA4のファウルが宣せられたときにボールをコントロールし

ていたのはチームAであり，「A4のファウルが宣せられてもボール
の権利はまだ失われていない｣ので，競技規則第42条42.2.7-(2)が適

用され，ゲームは，チームAによるスロー・インで再開される．

30．第35条ダブル・フアウル

（1）第42条｢特別な処置をする場合｣でダブル・ファウルがあるときは，

それぞれのプレイヤーにファウルは記録されるが，ダブル・ファウ

ルの処置は適用されない(第42条42.23参照)．

(2)ダブル・ファウルが宣せられたとき，一方のプレイヤーのパーソナ
ル・ファウルがたとえアンスポーツマンライク・ファウルやデイス

クォリファイング・ファウルとして記録されたとしても，そのファ

ウルの罰則としてはフリースローは与えられない(第35条35.2)．
(3)ダブル・ファウルの罰則の適用でジャンプ・ポール．シチュエイション

になったときのスロー・インの位置は，ダブル・ファウルが起こったと
ころにもっとも近いアウト・オブ・バウンズである(第35条35.2-(3))．
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31. 第36条アンスポーツマンライク・ファウル

(1)第36条36.1.3-(3)，(4)の文章表現を変えた．

(3)および(4)については，「アンスポーツマンライク・フアウルとする」

から｢アンスポーツマンライク・ファウルである」となったので，審

判は，より的確に規則を適用してアンスポーツマンライク・ファウ
ルであるかそうでないかを判定しなければならない．

また，(3)については，「相手チームが速攻を出そうとしているとき，
あるいは速攻がなされているとき，その速攻を止めようとして，そ

の攻撃側チームのプレイヤーとバスケットとの間に防御側プレイ

ヤーが1人もいない状況で，防御側プレイヤーがその攻撃側プレイ
ヤーに対してうしろからあるいは横から触れ合いを起こしたとき」と

表現を改めたので，注意すること．

速攻が出されたとき，ノー・マークの攻撃側プレイヤーのショット

をブロックしようと最大限の努力をした結果防御側プレイヤーが触

れ合いを起こしてしまった場合は，その触れ合いがうしろや横から

起こったものであっても，そのプレイはこの規定に該当しないもの

と解釈すべきである．したがって，そのような場合に起こった触れ

合いは，ほかの条項や規定に照らし合わせて判定しなければならな
い．

(2)第36条36.1.2の※の部分の解説は以下のとおりである(FIBAの解説

文書：FIBAOfficialBasketballRules2010-Officiallnterpretations
より)．

①得点が接近しているゲームの終わり近くに，一方のチームがファ
ウル・ゲームをしかけてきた場合は，審判は，その戦略の変化を

感じ取り，ファウルの判定をくださなければならない．

すなわち，ボールを持っているプレイヤーやまさにボールを受け
取ろうとしているプレイヤーに対する防御側プレイヤーの起こす

ゲーム・クロックを進めさせないようにするあるいはゲーム・ク

ロックを止めようとする触れ合いについては，審判は，“アドヴァ

ンテージ/ディスアドヴァンテージの考え方，，を適用せずに，すみ
やかにパーソナル・ファウルを宣さなければならない(第47条47.3

参照)．このような触れ合いは，アンスポーツマンライク・ファウ
ルではない．

たとえば，この状況でスロー・インが行われるとき，スロー・イ

ンをするプレイヤーの手からボールが離れたあと(下記③参照)，
コート内でそのボールを受け取ろうとする攻撃側プレイヤーに対

して防御側プレイヤーが起こした触れ合いについては，審判は，
まだそのボールがコート内のプレイヤーに触れる前であったとし

ても，すみやかにパーソナル・ファウルを宣さなければならない．

ただし，その触れ合いがハード・コンタクトであったりあからさ

まにボールを無視している場合は，審判は，その触れ合いに対し
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てアンスポーツマンライク・ファウルあるいは場合によってはデイ

スクォリファイング・ファウルを宣さなければならない．

②上記①の場合でも，防御側プレイヤーの起こすゲーム・クロック

を進めさせないようにするあるいはゲーム・クロックを止めよう
とする触れ合いが，スロー・インのボールとはまったく関係のな

い位置で起こった場合や通常考えられるバスケットボールのプレ

イとはまったく関係のない位置で起こった場合は，審判は，その
触れ合いに対してすみやかにアンスポーツマンライク・ファウル

を宣さなければならない．

③第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にスロー・インが行わ
れるとき，スロー･インをするプレイヤーにボールが与えられる前，
あるいはスロー・インをするプレイヤーの手からボールが離れる

前に防御側プレイヤーがパーソナル・ファウルを起こした場合は，
そのファウルはアンスポーツマンライク・ファウルである．

④攻撃側プレイヤーにファウルが宣せられる場合には，上記①～③
は適用されない．

(3)従来のアンスポーツマンライク・ファウルの規定(ボールに正当にプ

レイしていない，ハード・ファウルである，･･･，etc.)はすべて独立
して適用されるので，審判は，規則に忠実に従ってそれぞれのプレ

イヤーの起こした触れ合いを判定しなければならない(第36条36.1.

1,36.1.3)．

(4)第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中(ハーフ・タ
イムも含む)にアンスポーツマンライク・ファウルが宣せられた場合

は，次のピリオドは，そのアンスポーツマンライク・ファウルの罰
則による2個のフリースローとそれにつづくスロー・インで開始さ

れる(第36条36.2.2-(1))．このスロー・インは，オルタネイテイン

グ・ポゼション・ルールによるスロー・インではないので，スロー・

インが終わってピリオドが開始されても，ポゼション・アローの向

きは変えない(第12条12.5.3,解説8．「第9条ゲーム，ピリオドの
開始と終了｣(2)，解説11.「第12条ジャンプ･ポール，オルタネイテイ

ング・ポゼション・ルール｣⑩参照)．

第1ピリオドが始まる前にアンスポーツマンライク・ファウルが宣

せられた場合は，2個のフリースローを行ったのち，センター・サー

クルでのジャンプ・ボールで第1ピリオドを開始する(第36条36.2.2

-(2))．

32．第37条デイスクォリファイング・ファウル

（1）からだの触れ合いを伴わないディスクオリファイング・ファウルが

宣せられたときのフリースロー・シューターは，そのときコート上

にいたプレイヤーでなくてもよい．このフリースローのために交代

してフリースロー・シューターになったプレイヤーは，フリースロー
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が成功してもゲーム・クロックがいったん動いたあとでなければ交

代は認められない．

ただし，第1ピリオドが開始される前のインタヴァル中にこのよう
なデイスクォリファイング・ファウルが宣せられたときのフリース

ロー・シューターは，コーチが確認したゲームの最初に出場する5

人のプレイヤーのうちのだれかでなければならない．

いずれの場合でも，フリースロー・シューターはコーチが指定する

（第7条7.9参照)．

(2)第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中(ハーフ・タ

イムも含む)にデイスクォリファイング・ファウルが宣せられた場合

は，次のピリオドは，そのデイスクオリファイング・ファウルの罰
則による2個のフリースローとそれにつづくスロー・インで開始さ

れる(第37条37.2.3-(1))．このスロー・インは，オルタネイテイン
グ・ポゼション・ルールによるスロー・インではないので，スロー・

インが終わってピリオドが開始されても，ポゼション・アローの向

きは変えない(第12条12.5.3,解説8.「第9条ゲーム，ピリオドの
開始と終了」(2)，解説11.「第12条ジャンプ･ボール，オルタネイテイ
ング・ポゼション・ルール」(10ﾘ参照)．

第1ピリオドが始まる前にディスクオリファイング・ファウルが宣

せられた場合は，2個のフリースローを行ったのち，センター・サー

クルでのジャンプ・ボールで第1ピリオドを開始する(第37条37.2.3

-(2))．
(3)デイスクオリファイング・ファウル以外の理由で失格・退場を命ぜ

られた者も，デイスクォリファイング・ファウルを宣せられた者と
同様に，ゲームが終わるまで自チームの更衣室(ロッカー・ルーム）
にいるかコートのある建物から立ち去るかしなければならない(第37

条37.22)．

33．第38条テクニカル・フアウル

(1)第38条38.3.1-(6)で，プレイヤーが｢ひじを激しく振りまわす｣行為
は相手プレイヤーの重大な負傷につながりかねない非常に危険な行

為であり，バスケットボールというスポーツにはふさわしくない行
為なのでテクニカル・ファウルの対象になる．［旧競技規則：解説

32.「第38条テクニカル・ファウル｣(1)]では｢審判は，相手プレイ

ヤーを近寄らせないようにするためにあるいは近くにいる相手プレ

イヤーに危険をもたらすと思われるほどひじを激しく振りまわす行

為をしたプレイヤーには，ただちにテクニカル・ファウルを宣さな

ければならない｣とあるが，今回発表された｢FIBAの解説文書(FIBA

OfficialBasketballRules2010-Officiallnterpretations)」では，「テ
クニカル・ファウルを宣することができる」という表現に変更されて
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いる．したがって，審判は，適切に注意・警告を与えるか，ただち
にテクニカル・ファウルを宣するかをそのときどきの状況に応じて

判断しなければならなくなった．

激しく振りまわしたひじが相手チームのプレイヤーと触れ合いを起

こした場合は，テクニカル・ファウルにはならないので(第38条38．3．

1)，審判は，テクニカル･ファウルとは別の規則の条項に従って，パー
ソナル・ファウルあるいはアンスポーツマンライク・ファウルまた

はデイスクォリファイング・ファウルのいずれのファウルを宣する

かについて適切に判定をくださなければならない．

(2)第38条3．1－(11)で，「最後のフリースローのとき，防御側プレイヤー

がゴール・テンデイングやインタフェアの規定に違反した場合｣にそ

の防御側プレイヤーにテクニカル･ファウルが宣せられるのは,「ボー

ルがリングに触れる前｣に｢防御側プレイヤーがゴール・テンデイン

グやインタフェアの規定に違反した場合｣だけになったこの場合は，

その防御側プレイヤーにただちにテクニカル・ファウルが宣せられ

る．

したがって，最後のフリースローで，ボールがリングに触れたあと
に防御側プレイヤーがインタフェアのヴァイオレイションをしたと

きは，攻撃側チームに1点が与えられるが，その防御側プレイヤー

にはテクニカル・ファウルは宣せられないことになった(第31条31．3．

3，解説26.「第31条ゴール・テンデイングとインタフェア｣(3)参照)．

(3)プレイヤーが審判の注意や警告を無視することは，テクニカル・ファ

ウルの対象となる(第38条38.3.1-(1)，第47条47.6参照)．

テクニカル・ファウルの対象となる行為が起こったとしても，「ただ

ちに｣テクニカル・ファウルを宣するという規定がない場合は，通常

は，まず注意や警告を与え，それらの行為がくり返された場合にテ
クニカル・ファウルとして取り上げることが適当である(下記(11)参

照)．ただし，許容の程度をこえる行為に対しては，注意や警告なし
にテクニカル・ファウルを宣してもよい．

審判がプレイヤーに注意や警告を与える場合は，どのような事柄

に関することであっても，当該プレイヤーとそのチームのコーチ

の両者に与えられたときに，はじめて正式に注意・警告("Official

Warning")を与えたことになる．正式な注意や警告は，通常は，ゲー
ム・クロックが止まっているときに与えるようにする．しかし，そ

のときの状況によっては，審判がゲームを止めて正式に注意や警告
を与えることがあってもさしつかえない．ただし，その場合は，審

判は，ゲームを止めてもどちらのチームも不利にならないような状
況であることを確認してからゲームを止めなければならない．

このようにして与えられた正式な注意や警告は，当該チームのすべ

てのプレイヤーに適用されることになる．したがって，一度正式に

注意や警告を受けた当該チームのプレイヤーが同じような行為をく
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り返したときには，審判は，その行為をしたプレイヤーにただちに

テクニカル・ファウルを宣さなければならない．

(4)第38条38.3.3で，コーチの欄に"C"が2回記録された場合，“B"が

3回記録された場合，“C”と“B''とが合わせて3回記録された場合

は，そのコーチは失格・退場となる(スコアシート記入法6.3.5.1参

照)．ただし，この規定によってコーチが失格・退場となった場合で

も，罰則はテクニカル・ファウルの罰則だけを適用し，そのうえさ
らにデイスクォリファイング・ファウルの罰則が適用されるわけで

はない(第38条38.3.4)．

スコアシートのコーチの欄にテクニカル・ファウルが記録されると

き，“B”と記録されるのか"C”と記録されるのかは，次のように決
められている．

①コーチ自身のスポーツマンらしくない行為に対するテクニカル・
ファウルは"C”と記録される．

②タイム・アウトの終わりにプレイヤーがコートにもどるのが遅かっ

たとき，審判からあらたにタイム・アウトが宣せられた場合でそ
のチームにタイム・アウトが残っていなかったときに記録される

テクニカル・ファウルは"C”と記録される．

③上記①，②以外の場合にコーチの欄に記録されるテクニカル・ファ
ウルはすべて"B''と記録される．

(5)テクニカル・ファウルが宣せられたときのフリースロー・シューター

は，そのときコート上にいたプレイヤーでなくてもよい(第38条38．
4．2,第43条43.2.2参照)．このフリースローのために交代してフリー
スロー・シューターになったプレイヤーは，フリースローが成功し

てもゲーム・クロックがいったん動いたあとでなければ交代は認め

られない．

ただし，第1ピリオドが開始される前のインタヴァル中にテクニカ
ル・ファウルが宣せられたときのフリースロー・シューターは，コー

チが確認したゲームの最初に出場する5人のプレイヤーのうちのだ
れかでなければならない．

いずれの場合でも，フリースロー･シューターはコーチが指定する(第
7条7.9参照)．

(6)「得点したチームのプレイヤーが，バスケットを通過したボールに故

意に触れて，ゲームの進行を遅らせる｣ことはテクニカル・ファウル

の対象となるが(第38条38.3.1-(7))，やむを得ずまたは思わず触れ

てしまったような場合は，テクニカル･ファウルの対象とはならない

(7)プレイヤーが，「ファウルを宣せられたときに，審判に指示されても
正しく手を上げない｣こと，「スコアラーと審判に報告しないで，ユ

ニフォームの番号を変える」こと，「正当な理由がないのにコートか

ら離れる」ことは，それぞれテクニカル・ファウルの条項から削除さ
れている．
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ただし，プレイヤーが審判の判定に対して不満や不服をあらわに示

すことがテクニカル・ファウルの対象となるのは従来のとおりであ
る．

同様に，プレイヤーが勝手にコートから離れることがゲームの進行

を遅らせた場合は，テクニカル・ファウルの対象となる．

また，やむを得ない事情があってプレイヤーがユニフォームの番号

を変えるときは，相手チームやテーブル・オフイシヤルズ，審判が

混乱しないように，当該プレイヤーやコーチが審判の許可を得る必

要がある．「やむを得ない事情｣とは，ユニフォームが破損した場合，
チーム・メンバーのリストの氏名と番号が間違っていた場合(解説

6.「第7条コーチ｣(5)参照)などが考えられる．

(8)ショットの動作中のプレイヤーに対して，防御側プレイヤーがその

気持ちを乱そうとして次のような行為をした場合には，審判は，そ
の防御側プレイヤーとそのチームのコーチに警告を与える．

また，防御側プレイヤーのそれらの行為によってそのショットが成

功しなかったと判断したときは，審判は，ただちにその防御側プレ
イヤーにテクニカル・ファウルを宣さなければならない．

さらに，一度警告を受けた当該チームの防御側プレイヤーが同じよ

うな行為をくり返したときには，審判は，ショットの成否にかかわ
らず，その行為をした防御側プレイヤーにただちにテクニカル・ファ

ウルを宣さなければならない(上記(3)参照)．

・シューターの目の前で手を振って，シューターの視界を妨げる(第
38条38.3.1-(5))．

・シューターに向かって大きな声を出す．

・シューターに向かって床を大きく踏み鳴らす．

・シューターに向かって(自分の)手をたたいて音を出す．

(9)プレイヤー以外のテクニカル・ファウルの対象となる行為の記述は
簡略化されている(第38条38.3.2)．

ただし，コーチ，アシスタント・コーチ，交代要員，5回のファウ
ルを宣せられたチーム・メンバー，チーム関係者が正当な理由がな

くチーム・ベンチ・エリアから出てゲームの進行を遅らせた場合は，
テクニカル・ファウルの対象となることは従来のとおりである．

また，審判に対して不満や不服を表明するためにチーム・ベンチ・

エリアから出た場合は，ただちにテクニカル･ファウルが宣せられる．

そのほか審判の注意や警告を無視すること，観客に対して無作法に
ふるまったり，観客を挑発するような言動をとること，あるいは観
客を煽動するような言動をとることもテクニカル・ファウルの対象
となる．

⑩第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中(ハーフ・タ

イムも含む)にテクニカル・ファウルが宣せられた場合は，次のピリ
オドは，そのテクニカル・ファウルの罰則による2個のフリースロー
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とそれにつづくスロー・インで開始される(第38条38.4.2-(1))．こ
のスロー・インは，オルタネイテイング・ポゼション・ルールによ

るスロー・インではないので，スロー・インが終わってピリオドが

開始されても，ポゼション･アローの向きは変えない(第12条12．5．3，
解説8．「第9条ゲーム，ピリオドの開始と終了｣(2)，解説11．「第12
条ジャンプ・ボール，オルタネイテイング・ポゼション・ルール」
⑩参照)．

第1ピリオドが始まる前にテクニカル・ファウルが宣せられた場合

は，従来のとおりに，2個のフリースローを行ったのち，センター・
サークルでのジャンプ・ボールで第1ピリオドを開始する(第38条
38．4．2－(2))．

(11)コーチやプレイヤー，交代要員がうっかり違反をしてしまいそうな

ときやそのままにしておくとテクニカル・ファウルにつながるよう

な行為があったときに指摘することによってテクニカル・ファウル

を未然に防ぐことあるいはゲームの進行や運営にほとんど影響を与

えない手続き上の小さな違反などをテクニカル・ファウルとして取

り上げないことも，場合によっては適当な処置である(第38条38.1.4，
上記(3)参照)．

ただし，これらの違反が故意であったり，悪質であるときやゲーム

の進行や運営に支障をもたらしたりしたときは，ただちにテクニカ
ル・ファウルとして取り上げなければならない．

⑫チーム・メンバー，コーチ，アシスタント・コーチ，チーム関係者
などの用具･器具を破損するおそれのある行為に対してテクニカル・

ファウルが宣せられたときは，プレイのインタヴァル中でも競技時

間中でも，そのテクニカル・ファウルは行為をした者に記録される

（第38条38.2.4)．ただし，アシスタント・コーチおよびチーム関係者，
すでに5回のファウルを宣せられたプレイヤー(チーム・メンバー）

に対してテクニカル・ファウルが宣せられたときには，そのテクニ
カル・ファウルはコーチに記録される．

⑬キャプテンはコーチを兼ねることができるが，そのキャプテン(プレ

イヤー・コーチ)にテクニカル・ファウルが宣せられたときは，その
テクニカル・ファウルがコーチとして宣せられたものかあるいはプ

レイヤーとして宣せられたものかをはっきりと区別しなければなら

ない(第7条7.8，第38条38.3.1参照)．

コーチとして宣せられた場合はコーチの欄に記録し，このファウル

はチーム・ファウルにかぞえない(第38条38.4.1-(2))．

プレイヤーとして宣せられた場合はプレイヤー・ファウルの欄に記

録し，チーム・ファウルにかぞえる(第38条38.4.1-(1))．
プレイのインタヴァル中にプレイヤー・コーチにテクニカル・ファ

ウルが宣せられた場合は，すべてプレイヤーとして宣せられたもの

とみなす(第4条4．1．4，解説3．「第4条チーム｣(7)参照)．ただし，
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そのプレイヤー・コーチがすでに5回のファウルを宣せられていた

場合は，すべてコーチのテクニカル・ファウルとみなす．
⑭コート上，オフイシャルズ･テーブル，チーム.ベンチ.エリアとコー

トの周囲は審判およびコミッショナーが管理し，コートの周囲以外

の会場内，出入口，通路，更衣室(ロッカー・ルーム)などのすべて
のエリアは大会主催者が管理しなければならない(第38条38.2.3)．

ここでいうコートの周囲以外の会場内の管理には，観客席および観

客の管理も含む．

⑮ゲーム中あるいはゲームの終了後にかかわらず，いかなる場合にも，

「ヴィデオ，フィルム，写真など｣を用いて抗議したり異議を申し立
てたりすることは認められない(そのほかの国際競技規則C､4参照)．

34．第39条フアイテイング

(1)「ファイテイングの規定｣により失格・退場となるのは，交代要員，

5回のファウルを宣せられたチーム・メンバー，コーチ，アシスタ

ント・コーチ，チーム関係者である(第39条39.1)．コート上のプレ
イヤーに｢ファイティングの規定｣が適用されることはない．コート
上のプレイヤーが暴力行為に関することで失格・退場となるのは，

「デイスクオリファイング・ファウルの規定」（第37条参照)あるいは

「テクニカル・ファウルの規定」（第38条38.2.2参照)によるものであ
る．

(2)ファイテイングの罰則の適用でジャンプ・ボール．シチュエイショ

ンになったときのスロー・インも，第39条39.3.2-(2)と同様に，テー

ブル・オフイシャルズから遠いほうのセンター・ラインのアウト・

オブ・バウンズから行う(第39条39.3.2-(3))．

35．第40条プレイヤーの5回のフアウル

（1）第40条40.1で,プレイヤーに5回のファウルが宣せられたことは,「主

審｣ではなく「審判｣が宣することに変更された．

すなわち，そのファウルをスコアラーに伝達した審判が，スコアラー
からの知らせを受けて5回目のファウルであることを宣すればよい．

（2）5回のファウルをしたプレイヤーがそのままプレイをつづけてし

まったり，一度コートから退いたのちにふたたび交代してプレイヤー

として出場してしまった場合は，審判は，プレイを止めることが相

手チームに不利になると判断したときは，プレイがひと区切りつく

かプレイを止めても相手チームが不利にならないと判断できるまで

プレイを止めないでおく．そうでない場合は，ただちにプレイを止

める．スコアラーがこの誤りに気がついたときは，次にボールがデッ

ドになるまで合図器具は鳴らさず，その間に何らかの方法で審判に

ゲームを止めるように知らせる．

ゲームを止めたのち，審判は，そのプレイヤーをすみやかに交代さ
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せなければならない．

誤りに気がついてゲームが止められるまでの間に認められた得点，
ファウル，経過した競技時間など，そのほか起こったすべてのこと
は有効とし，次のように処置する．

①5回のファウルをしたプレイヤーが5回目のファウルであること

を宣せられずそのままプレイをつづけてしまったり通常の交代を

して一度コートから退いたのちにふたたび出場してしまったこと

は，審判とテーブル・オフイシャルズが規則の適用を誤ったため

である．したがって，プレイヤーやコーチには罰則は科されない．

そのプレイヤーがさらにファウルを宣せられた場合は6回目のプ

レイヤー･ファウルとして記録し，その罰則を適用する(スコアシー

ト記入法6.3.14参照)．このファウルはチーム・ファウルにかぞえ
る．

また，そのプレイヤーがファウルをされてフリースローが与えら

れていたときは，そのプレイヤーと交代するプレイヤーが，代わ

りにフリースローをする．

②一方，5回目のファウルをしたことを宣せられてコートから退い

たプレイヤーがふたたび交代してゲームに出場したときは，コー
チのテクニカル・ファウルとなる(このテクニカル・ファウルはス

コアシートに"B'，と記入する)．ゲームに出場しようとした場合は，

たとえゲームが再開される前にそのことに気がついたとしても，
この規定が適用される．

そのプレイヤーがファウルを宣せられた場合は6回目のプレイ

ヤー・ファウルとして記録する．このプレイヤー・ファウルはチー

ム・ファウルにかぞえる．

また，そのプレイヤーがファウルをされてフリースローが与えら

れていたときは，そのプレイヤーと交代するプレイヤーが，代わ
りにフリースローをする．

ファウルがあったときは，そのファウルの罰則を適用したのち，

コーチのテクニカル・ファウルの罰則を適用してゲームを再開す

る(第42条｢特別な処置をする場合｣参照)．

36．第41条チーム・フアウルの罰則

（1）ボールをチーム・コントロールしているかまたはスロー・インが与

えられることになっていたチームのプレイヤーに宣せられたパーソ

ナル・ファウルには，チーム・ファウルの罰則は適用されない(第41

条41.2.2)．このスロー・インには，アンスポーツマンライク・ファ
ウルやテクニカル・ファウル，デイスクオリファイング・ファウル

などの罰則で与えられるフリースローのあとのセンター・ラインか

らのスロー・インも含まれる．このようなファウルを"チーム・コン

トロール・ファウル，，という．
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(2)宣せられたファウルがチーム・コントロール・ファウルであった場

合には，ファウルをされたプレイヤーにフリースローは与えられず，
ファウルが起こったところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズ

からの，ファウルをされたチームによるスロー・インでゲームを再
開する(第41条41.2.2)．

(3)宣せられたファウルがシヨットの動作中のプレイヤーに対するファ

ウルであった場合は,そのファウルの罰則を適用する(第41条41.2.1)．
(4)宣せられたファウルが，アンスポーツマンライク・ファウル，テク

ニカル・ファウル，デイスクォリファイング・ファウルであった場

合は，それぞれの罰則を適用する(第36条36.2，第37条37.2，第38条
38.4参照)．

37．第42条特別な処置をする場合

11)特別な処置をする場合でもチーム・ファウルの罰則が適用される(第

42条42.2.1)．

したがって，審判は，そのファウルがチーム・コントロール・ファ

ウルであるかどうかを判断しなければならない(第41条41.2.2,解説

36.「第41条チーム・フアウルの罰則｣(1)，(2)，(3)，(4)参照)．

(2)「特別な処置をする場合｣には，審判は，ヴァイオレイションやファ

ウルの起こった順序について，特に注意をはらわなければならない
（第42条42.2.2)．

(3)フリースローのl投目のポールがライブになったあとで別のファウ

ルがあったときは，ライブになった"フリースローの｢セット｣"は相

殺の対象とはならない．また，スロー・インのボールがライブになっ

たあとで別のファウルがあったときは，ライブになったスロー・イ

ンは取り消され，相殺の対象にはならない．

これらの場合は，ライブになったフリースローはそのセットを終わ

らせ，次にほかの罰則を相殺した結果として残るフリースローを終

わらせてから，あらためて別にあったファウルの処置をする．もし
フリースローがない場合には，別にあったファウルの処置だけをす

ればよい(第42条42.2.6)．

(4)フリースローのl投目のポールがライブになってから次にゲーム・

クロックが動き始めるまでの間に，ダブル･ファウルが宣せられるか，

両チームにファウルが宣せられそれらのファウルの罰則が等しくて

相殺される場合には，それぞれのファウルはすべて記録されるがそ
れらの処置は適用しないものとする．

(5)特別な処置をする場合に，罰則を相殺したり取り消したりして適用

する罰則が残らない場合には，ゲームは，原則として最初のヴァイ
オレイションかファウルが宣せられたときにボールをコントロール

していたかスロー・インを与えられることになっていたチームの

スロー・インで再開される(第22条222，第34条342．1－(1)，解説

③



38.

17.「第22条ヴアイオレイシヨン｣(1)，解説29.「第34条パーソナル・

ファウル｣(1)参照)．

このときのスロー・インは，最初のヴァイオレイションかファウル

が起こったところにもっとも近いアウト・オブ･バウンズから行う(第
42条42.2.7-(2))．

ジャンプ・ボール．シチュエイシヨンになる場合も同様に，最初の
ヴァイオレイションかファウルが起こったところにもっとも近いア

ウト・オブ・バウンズからスロー・インを行う(第42条42.2.7-(3))．

第43条フリースロー

(1)［旧競技規則第43条43.3.1.2]が削除され，フリースロー・シューター

のヴァイオレイションがあったときにボールがバスケットに入らな

かったときは，第43条43.3.3を適用することになった(第43条43.3.1

-(2))．

したがって，フリースロー・シューターと相手チームのプレイヤー

がヴァイオレイションをしたときも｢両チームのプレイヤーがヴァイ

オレイションをした場合｣となり，ジャンプ･ボール･シチュエイショ
ンになることになった(第43条43.3.3-(3))．

ここでいう「両チームのプレイヤーがヴァイオレイションをした場

合｣とは，かならずしも同時にヴァイオレイションをした場合を意味

するものではない．たとえ時間的に前後があったとしても，フリー
スローのボールがリングに触れるまでの間に両チームのプレイヤー

がヴァイオレイションをした場合をいう．

(2)フリースローのとき，リバウンドに参加するプレイヤーの制限区域

に沿った位置の占め方は，次のとおりとする(図6参照)．

①リバウンドに参加するために制限区域に沿った位置を占めること

ができるのは，フリースロー・シユーター側2人まで，相手側3

人までの，両チーム合わせて5人までのプレイヤーである．

それぞれのプレイヤーが占めることのできる位置の広さは，制限
区域から1mの範囲とする．

②バスケットにもっとも近い両側の位置は，フリースロー・シュー
ターの相手チームのプレイヤーが占めることができる．

③2番目の両側の位置は，フリースロー・シューター側のプレイヤー

が占めることができる．

④3番目の両側の位置のうちどちらか一方は，フリースロー・シュー
ターの相手チームのプレイヤーが占めることができる．

⑤プレイヤーは，自チームに認められている位置だけを占めること
ができる．
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39. 第44条処置の訂正

(1)規則で定められたフリースロー・シューター以外のプレイヤーがフ

リースローを行っていた場合は，そのフリースローは取り消され，
正しいフリースロー・シューターに与えられるべきフリースローも

取り消されて相手チームにスロー・インが与えられるが，そのフリー

スローの1投目のボールがフリースロー・シューターの手から離れ

る前に誤りに気がついた場合は，正しいフリースロー・シューター
にフリースローをさせて通常のとおりにゲームを再開することに

なった(第44条44.3.3)．

フリースローを取り消したときのスロー・インの位置は，「l投目

のボールがフリースロー・シューターの手から離れてしまったのち

フリースローが終わるまでの問に誤りに気がついた場合はフリース

ロー・ラインの延長上のアウト・オブ・バウンズ｣から，および｢フ
リースローが終わってゲームが再開されてしまったあとに誤りに気

がついた場合は審判がゲームを止めたときにボールがあったところ

にもっとも近いアウト・オブ・バウンズ｣からである(第44条44.3.3)．

この規定はアンスポーツマンライク・ファウルの罰則によるフリー

スローの場合も同様に適用される．すなわち，この規定により相手

チームにスロー・インが与えられることになったときは，フリース

ロー・シューター側に与えられるはずであったセンター・ラインか

らのスロー・インも取り消される．この場合は，ゲームは，相手チー
ムのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズからのスロー・イ

ンで再開される．

また，当該のフリースローのほかにフリースローやスロー・インな

どの罰則がある場合には，その罰則を適用してゲームを再開する．
(2)与えてはいけないフリースローを与えていたときおよび規則で定め

られたフリースロー・シューター以外のプレイヤーがフリースロー

を行っていたときは，そのフリースローは取り消されるが，誤った
フリースローを行っている間に宣せられたファウルは取り消されな

い(第44条44.2.3)．

(3)第44条44.3.2-(1)，（2)は，処置の訂正が認められる間(44.2.1)であって

も，その間にファウルをされたチームのボールのチーム・コントロー

ルが変わり一度でも相手チームがボールをチーム･コントロールした場

合には適用されない．この場合は第44条44.2が適用される．

「チーム・コントロールが一度も変わっていない｣とは，ショットをして

ボールのコントロールが終わっても相手チームがそのボールをコント

ロールする前にふたたび同じチームがボールをコントロールした場合

も含む．したがって，ファウルをされたチームがショットをしてボー

ルのコントロールが終わってもふたたび同じチームがポールをコント

ロールした場合は,相手チームがボールをコントロールしていないので，

処置の訂正が認められる間(44.2.1)であれば第44条44.3.2-(1)，(2)がそ
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れぞれ適用される．

(4)タイマーのゲーム・クロックの操作の誤りで競技時間が正しく計測

されなかったときも，審判の指示で，ゲーム・クロックの表示を訂

正してもよい(第44条44.2.7)．

ただし，主審がスコアシートにサインをしたあとは，訂正すること
はできない．

この場合，正しいゲーム・クロックの表示について確証がないとき

には，主審は，副審，コミッショナー，テーブル・オフイシヤルズ

に意見を求めてもよいが，残りの競技時間は主審が最終的に決定す

る(第46条46.11,46.12参照)．

40．第45条審判，テーブル・オフイシヤルズ，コミッシヨナー
（1）大会主催者は，主審1人,副審1人の2人審判制，あるいは主審1人，

副審2人の3人審判制のどちらを採用してもよい(第45条45.1)．

(2)国際ゲームではコミッショナーをおくことが明記されているが，国

内のゲームでも，できるだけコミッショナーをおくことが望ましい
（そのほかの国際競技規則A､2.4参照)．

41．第46条主審の任務と権限

(1)主審がスコアシートにサインをする前に，できごとをスコアシート

の裏面に記録しなければならないケースが条文に明記された(第46条

46.10)．

ここで，「失格・退場が宣せられた場合｣とは，第36条36.2.4，第37

条37.2，第38条38.2.2,38.3.3，第39条39.2が適用された場合も含む，
ゲームにかかわるすべての人に対するあらゆる場合をさす．

スコアシートは複写式であるので，チーム用のコピーにその記録が

残っても残らなくても，主審がスコアシートの裏面に記録を残すと
きは主催者用のコピーの裏面に記録することができればよい．

42．第47条審判の任務と権限

（1）［旧競技規則第38条38.2.5]が第47条47.6に移動されたが，内容につ

いての変更はない．

(2)審判が‘‘アドヴァンテージ/ディスアドヴァンテージの考え方"を適用

せずにファウルを宣するべき場面が明記されたので，審判は，チー

ムの戦術の変化やケームの雰囲気を感じ取り，判定をくださなけれ

ばならない(解説31.「第36条アンスポーツマンライク・ファウル｣(2)
参照)．

（3）フィールド・ゴールが成功したあとにボールがコートから遠くへこ

ろがって行ってしまったときは，審判は，原則として，笛を鳴らし
てゲーム(ゲーム・クロック)を止めてはならないことがFIBAの解説

文書(FIBAOfficialBasketballRules2010-Officiallnterpretations）
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に明記された．

これは，審判が笛を鳴らしてゲーム(ゲーム・クロック）を止めてし
まえば，得点したチームにもタイム・アウトや交代が認められるこ
とになってしまうからである．

(4)2人の審判がヴァイオレイションとファウルをほとんど同時に宣し

たときは，両審判は，ヴァイオレイションとファウルのどちらが先
に起こったかを確認しなければならない．ヴァイオレイションが先

に起こったことがはっきりすれば，そのファウルはなかったものと

する．この場合は，あらたに別のファウルが起こったわけではない

ので，第42条｢特別な処置をする場合｣にはならない．ただし，テク

ニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，デイスクォ

リファイング・ファウルはなかったものとはせず記録され，それぞ

れの罰則が適用される．この場合は,第42条｢特別な処置をする場合」
に従って処置する．

ヴァイオレイシヨンとファウルのどちらが先に起こったかが確認で

きないときは，原則としてファウルを取り上げる(第47条47．1，47．2，
47．5)．

(5)相手チームのlプレイヤーに対してほとんど同時に2人のプレイ

ヤーがパーソナル・ファウルをしたときは，審判は，どちらのファ

ウルが先に起こったかを決めなければならない．審判は,先に起こっ
たファウルの罰則を適用する．もう1つのファウルはなかったもの

とする．この場合も，あらたに別のファウルが起こったわけではな
いので，第42条｢特別な処置をする場合｣にはならない．ただし，テ

クニカル･ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，デイスクォ

リファイング・ファウルはなかったものとはせず記録され，それぞ

れの罰則が適用される(この場合も，第42条｢特別な処置をする場合」
に従って処置する)．

(6)各ピリオドの終了の合図が鳴ったあとでパーソナル・ファウルが起

こったときは,そのピリオドはすでに終わっているので,原則として，
そのファウルはなかったものとする(第9条9.8参照)．ただし，テク

ニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，デイスクォ

リファイング・ファウルはなかったものとはせずそれぞれ記録され

る．これらのファウルはプレイのインタヴァル中に起こったものと

し，それぞれの罰則が適用される．
第4ピリオドあるいは延長時限の終了まぎわの場合については，第

8条8.9および解説7．「第8条競技時間同点と延長時限｣(3)を参照

すること．

(7)審判が負傷したり何らかの理由で審判の任務をつづけられなくなっ

たとき，その回復を待つ時間は5分である(第47条47.4)．
負傷した審判の代わりの審判を起用するかしないかについてと，代

わりの審判を起用する場合にはどの審判を起用するかについては，
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43.

いずれの場合でも相手審判が決定する．代わりの審判を起用しない

場合には，相手審判が最後まで1人で(3人審判制のときは2人で）
任務を遂行する．コミッショナーがいる場合にはコミッショナーと

協議してもよい．

負傷した審判が回復したときはいつでもゲームに復帰することがで

きるが，代わりとなる審判を起用した場合には，交代した審判が最
後まで任務を遂行する．

第48条スコアラー，アシスタント・スコアラーの任務
(1)ポゼションの表示器具の操作は，原則としてスコアラーが行うもの

とする(第48条48.1-(5))．

状況によってはほかのテーブル・オフイシャルズが協力して操作を

行ってもよい．

(2)ポゼションの表示器具の操作は，次のようにする．

①第1ピリオドを始めるジャンプ・ボールのあと，どちらかのチー
ムがコート内でボールをコントロールしたのち，すみやかに表示

を始める．

このときは，最初にコート内でボールをコントロールしたチーム
の相手チームが攻撃する方向をポゼション・アローで示す(第12条

12．5．2，解説11．「第12条ジャンプ・ボール．シチュエイション，
オルタネイテイング・ポゼシヨン・ルール｣(4)，(5)参照)．
どちらかのチームが最初にコート内でボールをコントロールした

あとは，つねに次にオルタネイテイング・ポゼション・ルールに
よるスロー・インが与えられるチームが攻撃する方向をポゼシヨ

ン・アローで示しておかなければならない

②ポゼション・アローの向きは，オルタネイティング・ポゼション・
ルールによるスロー・インが終わったのち，すみやかに変える．

オルタネイティング・ポゼション・ルールによるスロー・インが

終わるのは，スロー・インされたボールがコート内のプレイヤー
に触れるかスロー・インをするチームのプレイヤーがヴァイオレ

イションを宣せられるか，スロー・インされたボールがコート内
のプレイヤーに触れずにバスケットにはさまったりのったりして

しまったときである(第12条12．4．2参照)．

③第1ピリオド以外の各ピリオド(各延長時限も含む)を始めるとき
にもオルタネイテイング・ポゼション・ルールが適用されるので，

ピリオドを始めるためのセンター・ラインのアウト・オブ・バウ

ンズからのスロー・インが終わったときには，すみやかにポゼシヨ

ン・アローの向きを変える(解説11.「第12条ジャンプ・ボール，

オルタネイテイング・ポゼション・ルール｣(2)参照)．

ただし，第1ピリオドが始まる前を除くプレイのインタヴァル中
（ハーフ・タイムも含む)にどちらかのチームにファウルが宣せら
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れたときは，ピリオドを始めるスロー・インはファウルの罰則の

スロー・インであり，オルタネイテイング・ポゼション・ルール

によるスロー・インではないので，ピリオドを始めるスロー・イ

ンが終わっても，ポゼション・アローの向きは変えない(第12条

12.5.6参照)．

④後半からは各チームの攻撃するバスケットが変わるので，前半(第
2ピリオド)が終了したときにすみやかにポゼション・アローの向

きを変える(第48条48.1-(5))．

⑤競技時間中，オルタネイティング・ポゼション・ルールによるス
ロー・インが終わる前にどちらかのチームにファウルが宣せられ

たときは，オルタネイテイング･ポゼション･ルールによるスロー・

インはまだ行われていないので，ポゼション・アローの向きは変

えない(第12条12.5.6参照)．

(3)チーム・ファウルの数が表示できる器具が用意されている場合は，

チーム・ファウル数の標識を使用しなくてもよい(付録"｢第3条用

具・器具｣の詳細11.,12.参照'，)．

ただし，プレイヤー・ファウル数の標識は，かならず使用しなけれ

ばならない(第48条48.3)．

(4)スコアラーがタイム・アウトや交代を知らせるためにボールがデッ

ドでゲーム・クロックが止められているときに合図器具を鳴らした

のに審判がその合図に気がつかなかったり，合図器具が鳴らなかっ

たりしてゲームがつづけられてしまった場合は，スコアラーは，タ

イマーおよび24秒オペレイターにゲーム・クロックや24秒計を動か

さないで止めておくように指示し，その間に合図器具を鳴らしつづ
けたりそのほか何らかの方法でただちに審判に知らせなければなら

ない．

そのことを知らされた審判はただちにケームを止め，そのタイム・

アウトや交代を認めなければならない．

このとき，ゲームが止められるまでにショットされたボールは，バ

スケットに入っても得点は認められない．また，ゲームが止められ
るまでに起こったファウルはなかったものとする．

ゲームは，スコアラーが最初に合図をした時点から再開する．

ただし，テクニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，

ディスクオリファイング・ファウルはなかったものとはせず記録さ

れ，それぞれの罰則が適用される(第42条｢特別な処置をする場合｣を
参照すること)．

(5)上記(4)とは逆に，ボールがライブになっているのにスコアラーが誤っ
て合図器具を鳴らしてしまったときは，「スコアラーの合図はゲー

ム・クロックやゲームを止めるものではないし，ボールをデッドに

するものでもない」（第48条48.2-(3))ので，審判は，そのままゲー
ムをつづけさせる．
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もし一方のチームが著しく不利になると判断したときは，審判はゲー

ムを止めてもよい．ただし，この場合は，あらためてボールがデッ

ドになりゲーム・クロックは止められるが，タイム・アウトや交代

は認められない．また，審判がゲームを止めるまでの間に認められ

た得点，経過した競技時間宣せられたファウルやそのほか起こっ

たすべてのことは有効であり，取り消されない．

44．第49条タイマーの任務

（1）誤って鳴ってしまった場合も含め，24秒の合図が鳴っても，審判の
笛が鳴らなければゲーム・クロックを止めない(第29条29．1．2，29．2．

2参照)．24秒の合図が鳴った場合は，審判が24秒ルールのヴァイオ
レイションを宣するためにあるいはそのほかの理由でゲームを止め

るために笛を鳴らしたときにゲーム・クロックを止める．

24秒ルールのヴァイオレイシヨンが成立したにもかかわらず，騒音

のために24秒の合図が審判に聞こえずにゲームがつづいてしまった

ときは，タイマーは,24秒オペレイターと連携を取ってゲーム・クロッ

クを止めるか，ゲーム・クロックが止められない状況に置かれてい
たとしてもヴァイオレイシヨンが成立したときのゲーム・クロック

の表示時間をしっかりと確認しておかなければならない(解説45.「第

50条24秒オペレイターの任務｣(11)参照)．

(2)ハーフ・タイム中，チームや審判が第3ピリオドが始まる3分前が
近くなってもコートにもどってきていないときは，タイマーは，も

うすぐ3分前になることをそのチームや審判に知らせるための何ら

かの手段を講じなければならない(第49条49.1-(4))．ただし，この
ためにタイマーがオフイシャルズ・テーブルを離れたときには，3

分前を知らせる合図器具を鳴らすのに間に合うようにもどってこな

ければならない(第49条49.4-(2))．
(3)フィールド・ゴールが成功した瞬間にゲーム・クロックを止める場

合は，タイマーは，ボールがバスケットの中にとどまるか通過して，
ボールがデッドになった瞬間にゲーム･クロックを止める(第49条49．

2－(2)－③，⑤)．
(4)審判が各ピリオドの競技時間終了の合図に気がつかなかったり，審

判に合図が聞こえなかったり，競技時間終了の合図が鳴らなかった

りした場合は，タイマーは，何らかの方法でただちに審判に知らせ

なければならない．

45．第50条24秒オペレイターの任務（※解説24.「第29条24秒ルール｣も参
照すること）

（1）第29条29.1.1で，「24秒をはかり始める時機｣が2つの場合に分けら

れ，「チームがあらたにポールをコントロールしたとき」は従来のと

おりに｢そのチームのプレイヤーがコート内でボールをコントロール
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したとき｣，および｢スロー・インのとき｣は｢スロー・インされたボー

ルがコート内のプレイヤーに触れたとき」に24秒をはかり始めること

になった．特に，「コート内のプレイヤーに触れたとき」は，攻撃側
プレイヤーと防御側プレイヤーは区別されないので注意すること．

24秒を継続してはかるときも，同様に，スロー・インされたボール
がコート内のプレイヤーに触れたときから24秒の残りの秒数をはか

り始める(第50条50.3)．

(2)審判がゲームを止めたとき，それまでボールをコントロールしてい

たチームに引きつづきスロー・インが与えられ，なおかつそのス
ロー・インがそのチームのフロント・コートのアウト・オブ・バウ

ンズから行われるときには，24秒計がリセットされる場合が，「24
秒計がリセットされずに継続してはかる場合｣と｢24秒計が14秒にリ
セットされる場合｣の2つの場合にあらたに分けられることになった

（第50条50.4，第29条29.2参照)．

第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間にタイム・アウトが認め
られたときにそのチームのフロント・コートのスロー・イン・ライ

ンのアウト・オブ・バウンズからスロー・インを行う場合にも，こ
の規定が適用される．

ただし，次の場合には，スロー・インが与えられてあらたにボール

をチーム・コントロールするのであり，それまでボールをコントロー
ルしていたチームに引きつづきスロー・インが与えられるわけでは

ないので，スロー･インをするチームにはあらたに24秒が認められる．

・第4ピリオド，各延長時限の最後の2分間に相手チームがフィー
ルド・ゴールやフリースローで得点したときにタイム・アウトが

認められたあとにそのチームのフロント・コートのスロー・イン・

ラインのアウト・オブ・バウンズからスロー・インを行う場合
・相手チームがボールをコントロールしているときに相手チームに

ファウルやヴァイオレイションが宣せられて防御側であったチー

ムのフロント・コートのアウト・オブ・バウンズからスロー・イ

ンを行う場合

また，第50条50.3で24秒を継続してはかることになっている場合，
あるいは攻撃側チームが自チームのバック・コートのアウト・オブ・

バウンズからスロー・インを行うときに24秒計がリセットされる場

合は，従来のとおりで変更はない．

(3)アンスポーツマンライク・ファウル，テクニカル・ファウル，デイ

スクォリファイング・ファウルが宣せられて，オフイシャルズ・テー
ブルから遠いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズで

フリースロー・シューター側のチームによるスロー・インでゲーム

を再開する場合は，センター・ラインのアウト・オブ・バウンズは

フロント・コートではないので，あらたに導入された第29条29.2.1

は適用されず，スロー・インをするチームにはあらたな24秒が与え
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られる．

ただし，第39条｢ファイテイング｣や第42条｢特別な処置をする場合」

で第50条50.3が適用される場合は，この規定は適用されず，24秒を
継続してはかる．

(4)各ピリオド，各延長時限の終わり近くにもう24秒ルールのヴァイオ

レイシヨンが成立する可能性がなくなったあとで24秒計の電源を切

るのは，「ボールがデッドでゲーム・クロックが止められたとき」で

なければならないことになった(第50条50.5)．

(5)24秒オペレイターは，ショットかパスかにかかわらず，ボールがリ

ングに触れたときには，24秒計をリセットしなければならない(第50

条50.2-(3),解説14.「第17条スロー・イン｣(2)参照)．
(6)ボールがバスケットにはさまったりのったりしてジャンプ・ボール．

シチュエイションになったとき，それまでポールをコントロールし
ていたチームに引きつづきオルタネイテイング・ポゼション・ルー

ルによるスロー・インが与えられる場合は，ボールがリングに触れ

ても24秒計はリセットされず，24秒を継続してはかる(第50条50.2-

(3)，50．3－(3)参照)．

ただし，ショットされたボールがリングにはずんではね上がり，ふ
たたび落下してきてリングにはさまったりのったりしてしまった場

合は，ショットされたボールがリングに触れてはね上がったときに
は，24秒計はすでにリセットされているはずである．したがって，

この規定は，ショットされたボールが直接リングにはさまったりのっ

たりしてしまった場合のことをいっていると解釈すべきである(バッ

クボードに触れてから直接リングにはさまってしまった場合も直接

リングにはさまったものとみなす)．

(7)ショットされたボールが空中にある間に24秒の合図が鳴ってもボー

ルはデッドにならないし，ゲーム・クロックも止められない(第29条
29．1．2参照)．

(8)24秒以内にシヨットがなされたとしても，ポールがバスケットに入

るかリングに触れるかしなければ，24秒計はリセットされない(第50

条50．1，50．2－(2)，(3))．

(9)ダブル・ファウルの処置が適用された結果，あるいは｢特別な処置」

（第42条)や｢ファイテイング」（第39条)の規定が適用されたりした結

果，それまでボールをコントロールしていたチームに引きつづきス

ロー・インが与えられるときも，24秒の残りの時間を継続してはか

る(第50条50.3-(4)，(5))．

⑩24秒の合図が鳴っても審判がその合図を無視してそのままケームを

つづけさせたときは，24秒オペレイターは，すみやかに24秒計をリ

セットし，どちらかのチームがボールをコントロールしているとき

はその時点から，どちらのチームもボールをコントロールしていな

いときは次にどちらかのチームがボールをコントロールした時点か
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ら，すみやかにあらたな24秒をはかり始めなければならない(第29条
29．2．2参照)．

審判が24秒の合図に気がつかなかったり，審判に24秒の合図が聞こ

えなかったり，24秒が経過したのに24秒の合図が鳴らなかったりし

たときは，下記(11)を参照すること．
(11）lチームがボールをコントロールしているときに24秒が経過し24秒

ルールのヴァイオレイションが成立したり，ショットされたボール

が空中にある間に24秒の合図が鳴りそのボールがリングに触れずに

24秒ルールのヴァイオレイシヨンが成立したにもかかわらず，騒音

のために24秒の合図が審判に聞こえずにゲームがつづいてしまった

ときは，24秒オペレイターは次のように処置する．

①24秒オペレイターは，タイマーにゲーム・クロックを止めるよう

に指示し，その問に立ち上がって手を振るとか，サイド・ライン
まで行くとか，何らかの方法で24秒の合図が鳴り24秒ルールのヴァ
イオレイションが成立したことをできるだけ早く審判に知らせる．

24秒のヴァイオレイションが成立したあとにシヨットされたボー

ルはバスケットに入っても得点は認められない．また，24秒ルー

ルのヴァイオレイションが成立したあとで起こったファウルはな

かったものとする．ただし，テクニカル・ファウル，アンスポーツ

マンライク・ファウル，デイスクォリファイング･ファウルはなかっ

たものとはせずそれぞれ記録され，それぞれの罰則が適用される．

②24秒ルールのヴァイオレイシヨンが成立したあともゲームがつづ

いてしまった場合は，主審は，そのヴァイオレイションが成立し

てからゲームが止められるまでに経過した時間を確認し，残りの

競技時間を決定する．

必要なときは，副審，コミッショナー，テーブル・オフィシャル

ズに意見を求めてもよいが，どのような場合でも，残りの競技時
間は主審が最終的に決定する(第46条46.11,46.12参照)．

③24秒ルールのヴァイオレイシヨンでボールがデッドになったとこ

ろにもっとも近いアウト・オブ・バウンズからの相手チームによ

るスロー・インでゲームを再開する．

上記①でテクニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファ

ウル，デイスクォリファイング・ファウルがあった場合には，第
42条｢特別な処置をする場合｣に従って処置する．

24秒の合図が鳴らなかったり，鳴らしそこなったりしたために24秒
ルールのヴァイオレイションが成立したにもかかわらず審判にわか

らなかったときもこの処置に準ずる．

⑫24秒表示装置の故障などがあったときでもすぐに代わりのものを使

えるように，赤色のランプや赤色の旗などを用意しておく．

これらを用いるときには，24秒が残り10秒になったときから24秒の

制限が終わるまで表示しつづけるものとする．
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46. その他

(1)主審は，各ピリオド，各延長時限の終了とほとんど同時になされた
ショットが成功したとき，時限の終了が先かそのショットのボール

が手から離れるのが先かを確認するために，あるいはそのショット
（時限の終了とほとんど同時になされて成功したショット）がツー・
ポイント・エリアからなされたものかスリー・ポイント・エリアか

らなされたものかを確認するために，あらかじめ用意されていた専

用の機器の映像を用いて，それらを決定する権限をもつことが国際

競技規則に明記されている(そのほかの国際競技規則A2．7)．

これは，ゲーム中にFIBAが映像のリプレイを用いてプレイを確認す
ることを認めているただひとつのケースである．

ただし，上記以外のプレイ，すなわち，ファウルやヴァイオレイショ
ンの確認，前述のケース以外のツー・ポイント・ショットかスリー・

ポイント・ショットかの確認のために映像を用いてはならない．

また，あらかじめ主審が承認しておいた機器以外の映像を用いるこ
とはできない．

特に，どちらかのチームが撮影した映像はいかなる場合も用いては
ならない．

機器によるリプレイを採用する場合は，主審は，ゲーム前に次のこ
とを明確にしておかなければならない．

・大会主催者が用意した機器であること，あるいは大会主催者の承

認を受けたどちらのチームにも関係のない第3者が用意した機器
であることを確認し，承認する．

・リプレイ用の機器が用意されていることを，ゲームが始まる前に，
両チームのコーチに知らせる．

・次のピリオドが始まったあとや主審がスコアシートにサインをし

たあとは，これらの機器の映像を用いて確認することはできない．

①映像を用いて確認するときは，次のような手順で行う．
a）時限の終了まぎわにショットがなされそのショットがバス

ケットに入ったときは，そのショットによる得点を認めるか

認めないかを決定する責任は，トレイル・オフィシャルにあ

る(注：3人審判制の場合は，「プレーゲーム・カンファレンス」
で協議のうえ確認しておくこと)．

b）トレイル・オフイシャルが確信をもてないときは，審判どう
しが協議して，主審が最終決定をくだす．

このとき，コミッショナー，タイマー，スコアラーと協議し
てもよいが，いずれの場合も，主審が最終決定をくだす．

c）主審は，（時限の終了とほとんど同時になされて成功した

ショットがツー・ポイント・エリアからなされたものかス

リー・ポイント・エリアからなされたものかを確認すること

を含めて)映像のリプレイを用いて確認したほうがよいと判断
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したときは，映像をリプレイしてシヨットを確認することが
できる．

映像のリプレイを使用するかしないかを決定できるのは，主

審だけである．

映像をリブレイするときは，主審，副審，コミッショナー，
タイマーだけがこの映像を見ることができる．これら以外の

者(特にコーチ，プレイヤー等のチームに関係する者)にリプ
レイの映像を見せてはならない．

映像をもとに，主審，副審，コミッショナー，タイマーで協
議をしてもよいが，どのような場合も主審がすみやかに最終

決定をくだす．

②映像による確認は，どちらかのチームのコーチからの申し出によっ
て行う場合も認められている．

このときは，次のような手順で処置する．
a）時限の終了まぎわにシヨットがなされそのシヨットがバス

ケットに入ったとき，審判がそのショットによる得点を認め
るか認めないかおよびそのショット(時限の終了とほとんど同

時になされて成功したショット)がツー・ポイント・エリアか
らなされたものかスリー・ポイント・エリアからなされたも

のかを決定する．

b）どちらかのチームのコーチが審判の上記a）の決定について，
主審に対して映像による確認を申し出る．

c）審判どうしの意見が一致しているときは，審判の決定が優先
される．

主審は，映像による確認は行わないことを決定し，申し出が
受け入れられないことを当該コーチに伝える．

d）審判どうしの意見が一致していないか主審が疑義を感じたと

きは，主審は，コーチの申し出を受け入れ，映像のリプレイ
を用いてショットを確認することができる．

e）映像をリブレイするときは，主審，副審，コミッショナー，
タイマーだけがこの映像を見ることができる．これら以外の

者(特にコーチ，プレイヤー等のチームに関係する者)にリプ
レイの映像を見せてはならない．

映像をもとに，主審，副審，コミッシヨナー，タイマーで協
議をしてもよいが，どのような場合も主審がすみやかに最終
決定をくだす．
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第25条トラヴェリング

ボールを受け取るとき
足の状態(床との関係）

のプレイヤーの状況

(1)

i，．…．．．．…．。…

:両足が床について：

iいるときにボール：

Iを受け取るか，；『･…………………
:空中でポールを受芦両足を床につけている！

;け取って両足同時；….．………………

:に床に下りる：

(2)

|片足が床について：

:いるときにボール：

:を受け取るか，：…...............…

i空中でボｰﾙを受宍片足を床につけている
◆0

1け取って片足で床：．……….…….…

:に下りる

:その足を床に

!つけたまま

：もう一方の足を床に：

:つける

ピヴォット・プットの決め方

：どちらの足をピヴォット：

：．プットにしてもよい：

：どちらかの足を床から：

:離せば床に残った足が：

;ピヴォット・プット：

:先に床につけた足
：

:がピヴォット・プット

両足同時に床に下りる嵩ピヴォットできない

(3)

;動きながら

:片足が床についた：

:ときにボールを受！

；け取るか，

:空中でポールを受：

:け取って片足で床：

;に下りる

:ひと続きの動作で床に

:つけた足で踏み切る

②

ジャンプしている間は

ドリブルを始めることはできない

片方の足で床に下り‘

その足を床につけた

：ままでいるか，

：その足でジャンプする：
:．．．．．．．．．．．、－．．．．．．．．．：



そのあとの行動（プレイ）そのときの制限（ボールを持っていられる限度）
：‐・・・・・・・・。．．．。．．．．．．．．．．．．．‐．‐‐．．。．．・・・．．．

＃ピヴォット・プットを床から離してもよいが：

….……………...........．：ピヴォット・プットが再び床につく前に
：：

パスかショットをするためには＝ポールを手から離さなければならない

………………………･…：iとびあがったら次にどちらかの足が床につく：
前にボールを手から離さなければならない！

……－…………………：ピヴォット・プットが床についている間に｜
：：

ドリブルを始めるためには＝ボールを手から離さなければならない

：ピヴォット・プットを床から離してもよいが：

….….………………….．；ピヴォット・プットが再び床につく前に
OB

パスかショットをするためには＝ボールを手から離さなければならない
：：

：とびあがったら次にどちらかの足が床につく：

＃前にボールを手から離さなければならない：

…....…............…...．：ピヴォット・プットが床についている間に
：：

ドリブルを始めるためにはニボールを手から離さなければならない

………....................．：片足または両足を床から離してもよいが：
：：

パスかショットをするためには＝次にどちらかの足が床につく前に

．…………..……………．；ボールを手から離さなければならない：

…..……....….…..……：両足が床についている間に
：：

ドリブルを始めるためには＝ボールを手から離さなければならない

Iパスかショットをするためには1
，

，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：

:次にどちらかの足が床につく前に

ボールを手から離さなければならない

ドリブルすることはできない
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規則の索引

あ

合図器具Signal(s)………･……･………･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細9．
相手チームのバスケットOpponents'basket･…･……………………･………第1条
相手チームのプレイヤーに触れるContactinganopponent…･…････第33条33.11
アウト・オブ・バウンズOut-ofbounds…･………．．…………･･･…・第17条,第23条

プレイヤーplayerout-ofbounds……･…･･……………………･………･…第23条
ボールballout-ofLbounds．．…･………･……･･･…･………………･…･…･…・・第23条

ボールがアウト・オブ・バウンズになる

ballgoesout-ofLbounds／ballisout-ofbounds…･…･････……………第23条
ボールをアウト・オブ・バウンズにする

causingtheballtogoout-ofbounds…･…．．……………･…………･…第23条
アシスタント・コーチAssistantcoach…・第4条4.2.1,第7条,第18条,第38条
アシスタント・スコアラーAssistantscorer…………．．………･…第45条,第48条
アドヴァンテージ／デイスアドヴァンテージ

Advantage／Disadvantage…･･…･…………………………･…第47条,解説31.(2)
誤りの訂正Correctionoftheerror……………･･………．．………･…第44条,第49条

あらたなショットの動作Entirelynewactofshooting…………・第10条,第15条
アンスポーツマンライク・ファウルUnsportsmanlikefOul

……．．…．．…･……．．…・第17条17.2.3,第33条33.6,第36条,第48条48.1,解説31．

アンダー･ガーメントUndergarment………．．………･…････…････………・第4条4.3
イリーガル・スクリーンIllegalscreening……．．…．．………………．．…第33条33.7
イリーガル・ユース・オブ・ハンズIllegaluseofhands……･…･…第33条33.11
インタヴアルInterval／Intervalofplay第8条,第12条12.4,国際競技規則A､5
インタフェアInterference………･……………･…………………………………第31条

ヴァイオレイションViolation･……･･･……………･………･…･･…………･……第22条

アウト・オブ・バウンズout-ofbounds…･……………･……･…･…･……第23条

イリーガル・ドリブルIllegaldribble………･……………………………第24条
ダブル・ドリブルdoubledribble…･…･………………………････････……第24条

トラヴェリングtravelling．．……………･………………．．…………………第25条
24秒ルールtwenty-fburseconds･･………………………･…･…第29条,解説24．
3秒ルールthreeseconds……………………………………･･……………第26条

8秒ルールeightseconds…･………………．．………．．…………第28条,解説23．
ボールをバック・コートに返す

ballreturnedtothebackcourt･…･…………………………第30条,解説25．

5秒の制限の違反fiveseconds…．．…・第17条17．3．1,第27条,第43条43.2.3

ゴール・テンデイングgoaltending･…･…．．…･……………………･……第31条
インタフェアinterference…．．……………･…………．．……･…･………･…第31条

ジャンプ・ボールのヴァイオレイション

violationduringthejumpball／jumpballviolation･･･………第12条12．2
スロー・インのヴァイオレイション

violationduringthethrow-in／throw-inviolation…･………・第17条17．3
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フリースローのヴァイオレイション

violationduringthefree-throw／free-throwviolation……・・第43条43.2

ボールをけるdeliberatefOotball／kickingtheball．．……．．……･･…・・第13条
ポールをこぶしでたたくstrikingtheballwiththefist．．…………･…第13条
ボールが下からバスケットに入る

ballentersthebasketfrombelow･…．．………･…………・・第16条,解説13．
故意に自チームのバスケットにボールを入れる

aplayerscoresafieldgoalinhisteam'sbaskt,deliberately……第16条
特別な処置をする場合specialsituations･…………･…………第42条,解説17．

ヴイジイテイング・チームVisitingteam………………第4条4.3.3,第46条46.3
ヴイデオの使用Videousage…･……国際競技規則A､2.7,C,4,解説33.⑮,46.（1）

リプレイreplayreview／videoreplay……国際競技規則A2.7,解説46.（1）
ウオーム・アップWarm-up………………第9条,第46条46.3,国際競技規則B5
延長時限Extraperiod…………･…………･…･…･…･…第8条,第18条18.2,第41条
エンド・ラインEndline…………｡．…．．…………･………第2条2.4,第17条17.2.7
オール・イン・ワンAll-in-ones･…………･……．．………･………………第4条4.3.1

オフイシヤル器具Equipment(s）
合図器具signal(s)…･……………･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細9．
プレイヤー・ファウル数の標識player-fbulmarker

……･…第3条,第48条48.3,「第3条用具・器具｣の詳細10.,解説43.(3)

ポゼシヨンの表示器具（alternating)possessionindicator
…････第3条,第12条12.5,第48条48.1,「第3条用具・器具｣の詳細13．，

国際競技規則B､10

ポゼション・アロー（alternating)possessionarrow
…･…第3条,第12条12.5,第48条48.1,「第3条用具・器具｣の詳細13.,

国際競技規則B,10

チーム・ファウル・ペナルティーの表示器具team-fOulsindicator

．．…第3条,第48条48.2,「第3条用具・器具｣の詳細11.,国際競技規則
B､9

チーム・ファウル数の標識team-fOulmarker

………・第3条,第48条48.3,「第3条用具・器具｣の詳細12,解説43.(3)
オフィシャルズ・テーブルScorer'stable

…･…………･………………･･･…･･･第2条2.5,第38条38.2,国際競技規則B,122
オルタネイテイング・ポゼション・ルール

Alternatingpossession（rule／process)･…第12条,第17条17.2,第48条48.2,
解説9.,11.,43.

力、

勝ち点Point(s)･……………………………･……．．……･･･…・・
からだの触れ合いContact／Personalcontact．．…………

不当なからだの触れ合い

密

………第20条,第21条

第32条,第33条,第34条



illegalcontact／illegalpersonalcontact………………･…・第32条,第33条
観客Spectator(s)．．………･…………………･………………．．…………第38条38.3.1

観客席（Spectators')seat………………………国際競技規則B,12,解説33.⑭
規則に対する違反Infractionoftherule

ヴァイオレイシヨンviolation…･…･…………･……．．…･…………………第22条
ファウルfoul……･……･…………･……………………･･……………………第32条

規則の精神と目的Spiritandintentoftherule
．…･……････…………………･…第36条36.1,第38条38.1,第47条47.3,解説15.(11）

キャプテンCaptain．．………第4条4.2,第6条,第7条,第16条16.2,第37条37.1,
スコアシート記入法3.3,4.3,9.2,国際競技規則A､3.5,C､l

コートから退くleavingtheplayingcourt･･･…･………………第7条7.7,7.8
キャプテンの代理のプレイヤーplayerwhoreplacesacaptain

………………………･…･…………･･第7条7.7,7.8,スコアシート記入法4.3

コーチを兼ねる／コーチの役目をするactingascoach
…･……………･……．．…･･･………………………………第7条7.8,第37条37.1

プレイヤー・コーチplayer-coach･･第7条7.8,第37条37.1,解説3.(7),22.⑬
休止時間Interruption（ofthegame)･…………．．………･…･…･…･……第18条18.1
境界線Boundaryline

．…第2条2.1,2.2,第11条,第17条17.3,第19条19.3,第23条23.1,第47条47.1

競技時間Playingtime
………･…………第1条,第8条,第10条10．3,第34条34.2,第46条46.8,第49条

競技時間の終わりendofplayingtime
……･･･…･……………第1条,第8条,第10条10.3,第34条34.2,第46条46.8

近接して防御されたプレイヤーCloselyguardedplayer……････………･…第27条
警備員(警備隊）Officer／PublicorderenfOrcementofficer・・国際競技規則A,7
ゲームGame

ケームの定義definitionsofthegame……………･…………．．…･………第1条
ゲームの勝敗(ゲームの勝者）winnerofthegame…第1条,第20条,第21条
ケームの開始beginningofthegame…．．…．．……･……………………･･･第9条
ケームの終わりendofthegame……………第46条46.9,46.10,第48条48.4
ケームの没収gamelostbyfOrfeit／fbrfeit

……･第20条,第46条46.7,46.10,国際競技規則A,2.6,A､6.1,,.1,,.3.4

ケームの途中終了gamelostbydefault第21条,国際競技規則A6.2,,.1
ゲーム・クロックGameclock

．…･……第3条,第16条16.2.5,第46条46.2,第49条,「第3条用具・器具｣の
詳細6.,国際競技規則B､6,B､8．3

ゲーム･クロックの操作operationsofthegameclock
．……･……･…………………………………．．…第44条44.2.7,第49条,解説44．

ゲームに出場することが認められているEntitledtoplay･……………第4条4.1
ゲームの運営・管理に関する規則Rulesofconduct

………………･……………………･……･…第38条38.1,38.3.2,国際競技規則C､4

ゲームの最初に出場する5人のプレイヤー
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Startingfive（players）／Startingline-ups
…･……･……第5条5.7,第7条7.2,第48条48.1,スコアシート記入法4.3,44

抗議Protest･･……………………･……第47条47.6,国際競技規則A､2.8,A3.5,C

手続きprocedure…………．．…･……･…………･……・・国際競技規則A､3.5,C・
キャプテンの抗議のサインcaptain，ssignatureincaseofprotest
…･……．．…………………………･…………………･………国際競技規則A,3.5,C・
キヤプテンが抗議のサインをする欄

spacemarked“Captain'ssignatureincaseofprotest”
………………．．………………･……･……………･……国際競技規則A,3.5,C・

テクニカル・コミッテイーTechnicalCommittee…………国際競技規則C・

上訴審議委員会JuryofAppeal…………･……･･･……………国際競技規則C，
保証金security……･…･……･……………………………………国際競技規則C，
報告書report………．．…･…………．．………･……．……国際競技規則A､2.8,C・
ヴイデオの使用videousage…………･…………･……………国際競技規則C,4

広告(商標）Advertising･……･………………………･………………･………第4条4.3
交代Substitution･……………･･…第4条4.2,第5条,第19条,第40条,第48条48.2

交代が認められる時機substitutionopportunity…．．…････．．…･…第19条19．2
交代の申し出requestingasubstitution／requestfOrasubstitution

…･…･…･……･………第4条4.2,第19条19.1,19.3,第48条48.1,解説16.(4)

交代席substitutionchair……………………．．…………第2条2.5,第19条19.3

負傷したプレイヤーの交代

substitutionofaninjuredplayer･…･……･………･…第5条,第19条19.3.8
フリースロー・シューターの交代substitutionofthefree-throwshooter

．……･……………･････……．．…･………………･…第19条19.3.8,第43条43.2.1

プレイヤーの5回のフアウルfivefOulsbyaplayer
……．．……第4条4.1,第19条19.3.6,第40条,第48条48.1,解説3.(6),35.(2)

スコアラーの任務

dutyofscorer．．……第19条19.3.3,第48条48.2,スコアシート記入法4.4
交代要員Substitute･…･………･……………第4条4.1,4.2,第7条7.1,第19条19.3

交代要員がプレイヤーになるsubstitutebecomesaplayer．．……第4条4.2
ゲームに遅れてくるarrivingafterthebeginningofthegame…第7条7.1
交代要員のテクニカル･ファウル

technicalfOulbyasubstitute………･……・第38条38.3.2,38.3.3,38.3.4
後半Secondhalf／2ndhalf………………第8条8.1,第9条9.6,9.7,第18条18.5

後方からの不当なガードIllegalguardingfromtherear……………第33条33.13
コーチCoach

…･……・第4条4.2,第7条,第18条18．1,第39条39.2,国際競技規則A､3.3,3.4

任務と権限dutiesandpowers………･……第7条,国際競技規則A､3.3,3.4
確認とサインconfirmingandsigning……………………国際競技規則A､3．4
コーチの代理者coach，srepresentative……第7条7.1,国際競技規則A､3．3
フリースロー・シューターを決めるdesignatingthefi･ee-throwshooter

．．…………………･…･……第7条7.9,第37条37.2,第38条38.4,第43条43.2
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コーチのテクニカル・ファウルtechnicalfOulbyacoach

．…………．．…第19条19.3.6,第37条37.2,第38条38.3,38.4,第39条39.3.1，
第40条40.2,解説15.(3),33.(4)

失格・退場disqualification
．…･…………・・第7条7.8,第37条37.1,第38条38.3.3,38.3.4,第39条39.2，

第48条48.1

プレイヤー・コーチplayer-coach･･第7条7.8,第37条37.1,解説3.(7),22.⑬
コートPlayingcourt……･……．．……………．．…・図1，第2条,国際競技規則B､12

寸法(大きさ）dimensions･…･･･…･………………･…………．．……･………第2条

ラインline………．．…………･……………………･…．．．……･…･……･…第2条2.8

フロント・コートfrontcourt……………………･････………･…･……第2条2.3

バック・コートbackcourt･…………･…･…．．……･･･………･…．．…･…第2条2.2

障害物obstruction………･………．．…．．…･…第2条2.1,2.4.1,第17条17.3.2,
「第3条用具・器具｣の詳細14．

ゴールGoal･･･……･…･…………･………．．……．．…･………･………･……･………第16条

点数value／point(s)………･…･………………･…･･･……･……………．．…第16条
ボールが下からバスケットに入るballentersthebasketfrombelow

…･…………………………･･…･…･……．．……………第16条16.2.4,解説13.(5)
偶然に(誤って)自チームのバスケットに得点する

playerscoresafieldgoalinhisownbasket，accidentally第16条16.2.2
故意に自チームのバスケットに得点する

playerscoresafieldgoalinhisownbasket，deliberately第16条16．2．3
ゴール・アヴェレージGoalaverage………･……･…･…･……･…国際競技規則，.l
ゴール・テンデイングGoaltending……･…･…･………････…･……………･…第31条
5回のファウルFivefbuls

。………･･…第4条4.1.3,第19条19.3.6,19.3.8,第40条,第48条48.1,解説3.(6)
5回のファウルを宣せられたプレイヤー(チーム・メンバー）

playerwhohascommittedfivefbuls／excludedplayer．．……第4条4.1
5秒の制限Fiveseconds

スロー・インthrow-in…．．……･……･…･……………･･……第17条17.2.7,17.3
フリースローfi･ee-throw･……………………･………･……………第43条43.2.3

近接して防御されたプレイヤーcloselyguardedplayer･…･…………第27条
コミッショナーCommissioner

……･･･……･･･…・第38条38.2.3,第45条45.3,第47条47.4,国際競技規則A､2．4，

コミッショナーの報告書Commissioner，sreport
．．…･……･……・第46条46.10,第48条48.4,国際競技規則A2.7,A､2.8,C、

さ

サイド・ラインSideline………………･…･…………………………………第2条2.4

3人審判制Three-person(officiating)system．．……．．…・第45条45.1,解説40.(1)
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主審referee………………………･………･…･……･……・第45条45.1,解説40.（1）

副審umpire：firstumpireandsecondumpire／lstumpireand2nd
umpire／umpirelandumpire2．．……･･…･……・・第45条45.1,解説40.(1)

3秒ルールThreeseconds･……………………………………………･…………第26条

施設Facilities･････…………………………･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細

バスケットbasket…．．……………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細3．，

国際競技規則B3

バックストップ・ユニットbackstopunit
………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1．，図7，国際競技規則B､4

バックボード・サポートbackboardsupport
……………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1.,4.,国際競技規則B4

バックボードbackboard

……第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1.,2.,図8，国際競技規則B,2
フロアfloor……………………･･･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．

照明lighting…･…･…………．．…･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．
天井Ceiling…．．………………･…･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．

自チームのバスケットTeam'sownbasket．．…第1条,第16条16.2,第31条31.2

失格・退場Disqualification
．…・第4条41,第7条7.8,第19条19.3.6,第36条36.2.4,第37条,第38条38.2,

38.3,第39条
シャツShirt……･…………･………･･……･……………第4条4.3,国際競技規則A,4

シャツの色colouroftheshirt･……………･………･…………………第4条43

淡色のシャツlight-colouredshirt………･･……………･…･……･…第4条4.3.3
濃色のシャツdark-colouredshirt………･……･……………………第4条4.3.3

ジャンプ・ボールJumpball
…･…．．……･････………第9条9.1,第10条10．2,第12条,第46条46.5,第49条49.2
トス・アップtoss……………………･…………・第12条12.1,12.2,第49条49.2

ジャンプ・ボール．シチュエイションJumpballsituation
．……･･･…第12条12.3,第23条23.2,第28条28.1.3,第35条35.2,第39条39.3.2，

第42条42.2.7,第43条43.3.3,第50条50.3,解説25.(7)

主審Referee……．．…．．…･…………………･…………．．…………・・第45条45.1,第46条
任務と権限dutiesandpowers

…･…･…第20条,第46条,第48条48.4,国際競技規則A､2.7,C､,解説41.(1)，

45.(11),46.（1）

主審の報告書referee，sreport
…･……第38条38.2,第46条,第48条48.4,国際競技規則A､2.6,A.2.8,C・

リプレイreplayreview／videoreplay……国際競技規則A､2.7,解説46.（1）
出血Bleeding………………･……･……………･……．．…………第5条,第19条19.3.8
障害物Obstruction．．…第2条2.1,2.4,第17条17.3.2,「第3条用具・器具｣の

詳細14．

照明Lighting･…･…………………………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．
処置の訂正Correctableerror…･…････………･………………第19条19.2.4,第44条
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シヨツトShot／ShotfOra(field）goal．．……･…･……･………第15条,第31条31.1
シヨツトの動作actofshooting…．．…･…･第10条10．4,第15条,第34条34.2.2
スローthrow．．…………………………………･………･･･…･………………・第15条

タップtap…･………．．………………････…････…．．………･･第15条,第16条16．2．5
ダンクdunk．．………………･………．．…・第15条,第16条16.2.5,第38条38.3.l

ひとつづきの動作continuosmovement……………第10条10.4,第15条15．3
ショットの動作：ボールを持つ

ballhascometorestintheplayer'shand(s)………･……･…第15条15.3
あらたなショットの動作

entirelynewactofshooting………．．…･…………第10条10.4,第15条15．3
シヨットの動作中のプレイヤーがファウルをされる

fouliscommittedonaplayerwhoisintheactofshooting……・第34条
ショットされたボール

BallonashotfOra(field)goal……………･…………第10条10.3,10.4,第31条
ツー・ポイント・ショットtwo-pointshot

………．．…･………．．……………第16条16．2．1,第31条31.3.2,第34条34.2.2

スリー・ポイント・ショットthree-pointshot
．．…･………･…………･･･………･第16条16.2.1,第31条31.3.2,第34条342．2

シリンダーCylinder･…………………………………･…………………．．…･……第33条

真上の空間の権利principalofverticality…･……･……･…･…･…………第33条
審判Official(s)…．．…………･………･…･……･……･……･………………･………第45条

主審referee……･････…･…………………･…………・・第45条,第46条,解説40.(1)
副審umpire……．．……．．…………･…･……………………．．…第45条,解説40.(1)
任務と権限dutiesandpowers…･･第47条,第48条48.4,国際競技規則A2．6
合図(シグナル）official'ssignal……第4条42．3,第18条183．3，審判の合図
規則に対する違反が起こったときの任務

dutywhenaninfi･actioniscommitted第47条47.2,国際競技規則A2．6
決定をくだすときと場所

timeandplacefbrdecisions…………第47条47.2,国際競技規則A2．6

ゲームとの関係connectionwiththegame……………･…………第46条46.9
2人審判制two-personofficiatingsystem･…･………第45条45.1,解説40.(1)
3人審判制three-personofficiatingsystem．．…･……第45条45.1,解説40.(1)
審判が負傷した場合officialisinjured……………･…・第47条47.4,解説42.(7)
審判の位置locationoftheofficial………･…･…………･…………………第11条

審判の判断judgementoftheofficial
・・第15条15.2,第19条19.3.6,第31条31.2.4,第36条36.1.1,第38条38.3.1

審判の報告書official，sreport
……･…第38条38.2,第46条,第48条48.4,国際競技規則A､2.6,A2.8,C，

意見が一致しないとき

officialsdisagree…………･…………第12条12.3,第46条46.11,解説46.(1)
審判のユニフオームofficial，sunifOrm…・・第45条45.6,国際競技規則A2．3
テーブル・オフイシヤルズtableofficials･………………･………………第45条
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スクリーンScreening……･………………………………………．．…第33条33.7,33.9
リーガル・スクリーンlegalscreening…………………･…………第33条33.7
イリーガル・スクリーンillegalscreening……………･……第33条33.7,33.9

スコアシートScoresheet・・第3条,第7条7.2,第48条48.1,国際競技規則A2．1

記入法procedure
……・スコアシート記入法,国際競技規則A､2.1,A､22，解説8.(8),15.(3)，

33.(4),⑬,35.(2)
スコアボードScoreboard

．……第3条,第48条48.3,「第3条用具・器具｣の詳細7.,国際競技規則B7

スコアラーScorer第18条18.3.4,第19条19.3.3,第45条45.2,第48条,解説43.(1)

ストップ・ウオッチStopwatch…．．………第3条,第46条46.2,第49条49.1,49.3
スポーツマンシップSportsmanship

……………･……･……………・・第38条38.1.2,382.1,国際競技規則A､7．1，C4

スポーツマンらしくない行為Unsportsmanlikebehaviour
…．．…･…･……第32条,第37条37.1,第38条,第46条4610,国際競技規則A､2．6，

解説7.(4),33.(4),41.（1）

主審の報告書referee，sreport
．．…･…・第38条38.2,第46条,第48条48.4,国際競技規則A2.6,A.2.8,C・

コミッショナーの報告書commissionersreport
……･…･…･…・・第46条46.10,第48条48.4,国際競技規則A､27,A､2.8,C・

スリー・ポイント・ショットThree-pointshot
…………･…･…･………･………･……第16条16．2．1,第31条31.3.2,第34条342．2

スリー・ポイント・フィールド・ゴール・エリア/スリー・ポイント・エリア

Three-pointfieldgoalarea／Three-pointarea……………第2条2.4.4,図3
スリー・ポイント・ライン

Three-pointline･…………･………･第2条2.4.4,第11条,第43条43.2.5,43.2.6
スローThrow……………．．……･…………………･………第15条15.1,第43条43.2.3
スロー・インThrow-in

………第10条10．2,第12条12.4.1,第14条14.1,第17条,第22条,第29条29.3.2，
第31条31.3.1,31.3.2,第34条34.2.1,第41条41.2.2,第46条46.5,第49
条49.2

スロー・インをするプレイヤーthrower-in

…………･……第8条8.6,第9条9.2,第10条10.2,第12条12.4.21,第17条
5秒の制限fiveseconds………･…………･………………第17条17.2.7,17.3.1

スロー・インのヴァイオレイションviolationduringthethrow-in／
throw-inviolation．．…･･･……………･…………・第17条17.2.7,17.3.1,17.4

ピリオドを始めるスロー・インthrow-intostartaperiod…第17条17．2．3
スロー・イン・ラインThrow-inline･…･……………第2条2.4.6,第17条17.2.4

制限区域Restrictedarea…･…第2条2.4.3,図2，第11条,第26条,第43条43.2.4

正当な防御の位置Legalguardingposition…………………･……･………･…第33条
真上の空間の権利principleofverticality…．．…………………･…………第33条

セット（フリースローの）Set（offree-throw）
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………………………･……・第18条18.3.6,第19条19.3.9,第43条43.1.2,43.2.6
センター・サークルCentrecircle

．………………･･･………図1，第2条2.4.2,第12条12.1.1,国際競技規則A,1．1
センター・ラインCentreline……第2条22,2.3,2.4.2,第11条,第12条12.2.1

センター・ラインの延長部分centrelineextended･…………・第17条17．2．3

前半Firsthalf／lsthalf･･･…．．………･……第8条8.1,第18条18.2.5,第48条48.1

た

大会主催者Organaisingbodyofthecompetition／
Organiser（Organisation)ofthecompetition
．……･…･…第38条38.2.2,第46条46.10,第48条48.4,スコアシート記入法2．，

国際競技規則A､2.1,A.2.6,A､2.8,A､7.3,C,,解説46.（1）

任務と権限dutiesandpowers
．…･…・第4条4.2.1,4.3.2,4.4.3,第8条8.4,第38条38.2.3,第46条46.3,

国際競技規則B5.2,,.2,E1，解説1．(1),40.（1）
タイマーTimer第44条44.2.7,第45条45.2,第49条,国際競技規則A,5.2,E､2．4
タイム・アウトTime-out．．…･…･…………．．…………………･………･…･……第18条

タイム・アウトの請求requestingatime-out／requestfOratime-out
．．…………････……．．…･…．．………………･……第5条5.6,第18条,第48条48.1

タイム・アウトが認められる時機time-outopportunity…．………･…第18条
レギュラー・タイム・アウトlegulartime-out･………・国際競技規則E,2．3
テレヴイジョン(TV）・タイム・アウト

television(TV)time-out……･……………………･…………・国際競技規則E・

スコアラーの任務dutyofthescorer……………第18条18.3.4,第48条48.1
タイマーの任務dutyofthetimer．．……．．………………･…･……・・第49条49.2

代理者Replasentative
コーチの代理者coach'sreplasentative．．…第7条7.1,国際競技規則A3．3
キャプテンの代理のプレイヤー

playerwhoreplacesacaptain．．…第7条7.7,7.8,スコアシート記入法4.3
タップTap………………第12条12.2,第13条,第15条,第16条16.2.5,第49条49.2
ダブル・フアウルDoublefOul…第28条28.1.3,第35条,第42条42.2,第50条50.3
ダンクDunk･………・・第15条,第16条16.2.5,第38条38.3.1,国際競技規則B,4．2
チームTeam

チーム・メンバーteammember……………………･…．．…･……･…第4条4.1

チーム・メンバーとして認められているeligibletoplay･…･…第4条4.1.1
ゲームに出場することが認められているentitledtoplay…･…第4条4.1.2
プレイヤーplayer……………………･…･…･……･･･第4条4.1.3,4.1.4,4.2.3
交代要員substitute…………………………･…………………・第4条4.1.3,4.2
5回のファウルを宣せられたプレイヤー(チーム・メンバー）

playerwhohascommittedfivefOuls／excludedplayer
……．．…第4条4.1.3,第7条7.3,第19条19.3.6,スコアシート記入法6.3,
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解説3．(6),(7),35.(2)

コーチcoach

…・第4条4.2,第7条,第18条18.1,第39条39.2,国際競技規則A,3．3，34
アシスタント・コーチassistantcoach第4条4.2.1,第7条,第18条,第38条

チーム関係者teamfbllower

…･･･…･第4条4.2.1，第7条7.3，第37条37.2.1，第38条38.2.4,38.2.8,
国際競技規則A､3．2

ホーム・チームhometeam

･･･……・・第4条4.3.3，第9条9.4，第46条46.3,スコアシート記入法3.1

ヴイジイテイング・チームvisitingteam…･……・第4条4.3.3，第46条46.3
チーム・コントロール・ファウルTeamcontrolfOul

………･……･……･……･…………･…・第17条17.2.5，第41条41.2,解説36.(1),(2)
チーム・ファウルTeamfOul

………第34条342.1，第38条38.4.1，第39条39.3.3，第41条，第48条48.2.2,

48.2.3,解説3．(7)

チーム・フアウルの罰則Teamfbulpenalty（situation）第34条34.2.1，第41条
チーム・ファウル・ペナルテイーの表示器具TeamfOulindicator

…第3条，第48条48.2,「第3条用具・器具｣の詳細11.,国際競技規則B9
チーム・ファウル数の標識TeamfOulmarker

．…･…･…第3条，第48条48.3,「第3条用具・器具｣の詳細12.,解説43.(3)
チーム・ベンチTeambench

。．………………･･……･…第4条4.2.1，第9条9.4，第18条18.3.5，第47条47.1
チーム・ベンチ・エリアteambencharea

…･…･…第2条2.4.5,2.5,図4，第7条7.3,第18条18.3.5,第38条38.2.3，
第39条39.1,国際競技規則A1，2

チーム・ベンチ・エリアから出るleavingtheteambencharea
…………･…･………．．……第5条5.5,第18条18.3.1,第19条19．3．1,第39条

チーム・メンバーteammember…･………………………･…………･……第4条4.1

チーム・メンバーとして認められているeligibletoplay．．……第4条4.1.1
チーム関係者Teamfbllower

．．…･……･････…第4条4.2.1,第7条7.3,第37条37.2.1,第38条38.2.4,38.2.8,
国際競技規則A3．2

チーム関係者のテクニカル・ファウルTechnicalfOulbyateamfOllower
……………･…………･………･…………………･……・第38条38.1,38.2,38.3,38.4

チームによる4回のファウル

Fourteamfbuls……･…･……････………･……第34条34.2.1,第41条,第48条48.2

チャージングCharging…････………………………………・第33条33.4,33.8,33.10
ツー・ポイント・ショットTwo-pointshot

．･･･第16条16.2.1,第31条31.3.2,第34条34.2.2,第36条36.2.3,第37条37.2.4,
国際競技規則A2．7

ツー・ポイント・フィールド・ゴール・エリア／ツー・ポイント・エリア

Two-pointfieldgoalarea／Two-pointarea………………・・第2条2.4.4,図3
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デイスクォリファイング・ファウルDisqualifyingfbul
………･･･…………第17条17.2.3,第33条33.6,第37条,スコアシート記入法6.3

デイレイング・ザ・ゲームDelayingthegame･…･･…………･････…第38条38.3.1
TシャツT-shirt………………･……………………………．．…･…………･……解説3.(2)

テーブル・オフィシャルズTableofficials･…………･…･…･…………………第45条

スコアラーscorer第18条18.3.4,第19条19.3.3,第45条45.2,第48条,解説
43.(1)

アシスタント・スコアラーassistantscorer･…………………第45条,第48条
タイマーtimer

………･……第44条44.2.7,第45条45.2,第49条,国際競技規則A5.2,E､2.4

24秒オペレイター24-secondoperator／twenty-secondoperator
………･………･…………･………･…．．…．．………・第45条45.2,第50条,解説45．

テクニカル・コミッテイーTechnicalCommittee･………･…･…国際競技規則C・

テクニカル・ファウルTechnicalfOul

……･……･…第17条17.2.3,第31条31.3.3,第37条37.2.1,第38条,第39条39.3，
第40条40.1,40.2,第41条41.2,第43条43.2.2

プレイヤーのテクニカル・ファウルtechnicalfOulbyaplayer
……･…･……………･･第31条31.3.3,第38条38.1,38.2,38.3.1,第41条41.2

交代要員のテクニカル・ファウルtechnicalfOulbyasubstitute
．．……･…………･……………．．…･…．．…･…．．…第38条3832,38.3.3,38.3.4

コーチのテクニカル・ファウルtechnicalfbulbyacoach
………………第19条19.3.6,第37条37.2,第38条38.3,38.4,第39条39.3.1，

第40条40.2,解説15.(3),33.(4)
チーム関係者のテクニカル・ファウル

technicalfOulbyateamfbllower……．．……第38条38.1,38.2,38.3,38.4
デッドDead．．……第5条5.3,第10条,第14条14.3,第18条18.2.3,第19条19.2.2，

第34条34.1.1,第44条44.2.1,第48条48.2,解説44.(3)
手で相手チームのプレイヤーに触れていること

Contactinganopponentwiththehand(s)／arm(s)･……………第33条33.11
テレヴイジョン(TV）・タイム・アウト

Televisiontime-out／TVtime-out………………………………国際競技規則E・

手を使うことUseofhand(s)……．．……･…･…･……･･･………．．第33条33.10,33.11

天井Ceiling……･……………･…･･･…･…・第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．
同点Tiedscore･………………………………．．………･………………･…………第8条

特別な処置をする場合Specialsituations
……･………．．…･…………．．……第12条123,第28条28.1.3,第42条,第50条50.3

トスTOSS…………．．…････…･･･……．．………………･…・第17条17.2.1,第24条24.1.4

トス・アップTOSS･……･……………･……･…………第12条12.1,12.2,第49条49.2

トラヴェリングTravelling………………･…………第24条24.1.2,24.1.4,第25条
ドリブルDribble／Dribbling………･…………第14条14．1,第24条,第25条25.2.2

ドリブラーdribbler…………………･………･…･･…第24条24.1.2,第33条33.4

ボールを支え持つ（permitting)theballtorestinoneorbothhands
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…･…………………………･……………………………第24条24.1.2,解説19.(4)

ドリブラーによるチヤージングchargingbyadribbler･…･･･…第33条33.4
トルソー(胴体）Torso…･………………………第33条33.4,33.8,33.10,解説28.(4)

な

ニー・ブレイス(膝の防具）Kneebrace………………･………･……･…第4条4.4.2

24秒ルール24-seconds／Twenty-fOurseconds……･…………．．……………第29条

24秒オペレイター24-secondoperator／twenty-secondoperator
･･･…･･…･……．．……………………………………第45条452,第50条,解説45.

24秒計24-seconddivice

．．…･…第3条,第29条29.2,第46条46.2,第50条,第3条,「第3条用具・

器具｣の詳細8.,図14

24秒表示装置displayunits（ofthe24-seconddevice）
……･…………第3条,第50条50.5,「第3条用具・器具｣の詳細8.,図11，

国際競技規則B､8

24秒の合図24-second（device）signal
………………第29条29.1,292.2,第34条34.2.2,解説24.(6),44.(1),45.(7)

誤って24秒の合図が鳴ってしまった場合

24-second（device）signalsoundsinerror･…第10条10.3,第29条29.2.2
誤って24秒計がリセットされてしまった場合

24-seconddeviceisresetinerror……・第29条29.2.1,第50条50.4,解説24.(2)

ニユートラル・ゾーンNeutralzone……………………………図2，第43条43.2.4

ノー・チャージ・セミサークルNo-chargesemicircle
。……………･…･………………．．…………･………図2，第2条2.4.7,第33条33.10

ノー・チャージ・セミサークル・エリアNo-chargesemicirclearea
…･……………･…･……．．……第2条2.4.7,第11条11.1,第33条33.10,解説28.（1）

ノーマル・バスケットボール・ポジション

Normalbasketballposition…………………･･……･･･………………･…第33条33.1

Iま

パーソナル・ファウルPersonalfbul

…･……･……･…第17条172.5,第34条,第40条40.1,第41条41.2,第43条43.2.1

ブッシングpushing…………………．．………･………………第33条33.9,33.15
イリーガル・ユース・オブ・ハンズillegaluseofhands

……･……･………･……………･…………･……………第33条33.11,解説28.(5)

ホールディングholding．．…………･……………．．…………・第33条33.9,33.14
後方からの不当なガードillegalguardingfromtherear･…．．…第33条33.13
チヤージングcharging･…………･…･……･……第33条33.4,33.8,33.9,33.10
ブロッキングblocking…･･……………………･…………･……第33条33.4,33.9
イリーガル・スクリーンillegalscreening･･･………………・第33条33.7,33.9
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ショットの動作中のプレイヤーに対するファウル

fOulcommittedonaplayerwhoisintheactofshooting第34条34.2.2
チーム・コントロール・ファウル

teamcontrolfOul･……･…･…･…第17条17.2.5,第41条41.2,解説36.(1),(2)
ハード・ファウルHardfOul･……･･…･………………・第36条36.1.3,解説31.(2),(3)

ハーフ・タイムHalftime／Halftimeinterval

．．……･……．．…･……………………・・第8条8.4,国際競技規則A,5．1，解説44.(2)

バスケットBasket･･第3条,「第3条用具・器具｣の詳細3.,国際競技規則B､3

相手チームのバスケットopponent'sbasket．．…･……第1条,第26条26.1.l
自チームのバスケットteam，sownbasket

…･……･………････………･も…・第1条,第16条16.2.2,16.2.3,第31条31.2.4

バスケットの交換exchangingbaskets／interchangingbaskets
．．…………………･……･………･…･……･………………･･第9条9.6,解説8．(5)

ポールがバスケットの中にあるballiswithinthebasket．．…第31条31.1.3

自チームのバスケットにポールが入る

ballenterstheteam'sownbasket…･･･…･･･………･第16条16.2.2,16.2.3
ボールが下からバスケットに入る

ballentersthebasketfrombelow･…･…………第16条16.2.4,解説13.(5)

8秒ルールEightseconds･･……･…･………………………………･………･……第28条
バック・コートBackcourt･…･…………･…………………第2条2.2,2.4.2,第30条

ボールがバック・コートに返るballreturnstobackcourt･………･…第30条

バックストップ・ユニットBackstopunit
…………･･･第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1．，図7，国際競技規則B､4

バックボードBackboard

………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1．，2．，図8，国際競技規則B,2

バックボード・サポートBackboardsupport
．．……･…･…・・第3条,「第3条用具・器具｣の詳細1.,4.,国際競技規則B,4

罰則Penalty
ヴァイオレイションviolation

…．．…･…･……･………･……・第17条17.4,第22条,第29条29.3.2,解説17.(1)
スロー・インのヴァイオレイション

violationduringthethrow-in／throw-inviolation････………・第17条17.4
フリースローのヴァイオレイション

violationduringthefree-throw／free-throwviolation…．．…第43条43.3
5秒の制限の違反fiveseconds………第17条17.4,第27条27.2,第43条43.3
ゴール・テンディング/インタフェア

goaltending／interference･…………………………………･･･…第31条313
パーソナル・フアウルpersonalfOul．．…第34条34.2,第41条41.2,解説29.（1）
チーム・フアウルの罰則teamfOulpenalty(situation)…．．……第41条41.2
ボールをコントロールしているチームのプレイヤーのファウル

fbulbyaplayeroftheteamincontroloftheball
．…･･･…･…………･…………………第41条41.2.2,解説36.(1),(2),解説37.(1）
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ダブル・フアウルdoublefOul･…．．………………………･…………・第35条35.2，

アンスポーツマンライク・ファウルunsportsmanlikefbul……第36条36.2
テクニカル・フアウルtechnicalfOul･･･………………･……………第38条38.4

ディスクオリファイング・フアウルdisqualifyingfbul･…･…･…第37条37.2
フアイテイングfighting……･……………･……･………．．……第39条39.2,39.3
ゲームを没収された場合gamelostbyfbrfeit／fbrfeit･………………第20条
ゲームが途中終了した場合gamelostbydefault………･………･…･…第21条

速さと距離の要素（Elementsof)Timeanddistance……･……第33条33.4,33.5

パンツShorts…･………．．…･……･………･……･･･…第4条43.1,国際競技規則A､4

ピヴオツトPivot……･………･……･……･…･･･…･･･…･…･…･……第25条25.1.2,25.2

ピヴオット・プットPivotfbot……………･………………．……第25条25.1.2,25.2
ひとつづきの動作

Continuousmovement……．．…………第10条10.4,第15条15.3,第31条31.2.5

ピリオドPeriod･……･………･･･…･……･…･…．．…………･……………第8条8.1,8.2

ピリオドの開始beginningoftheperiod
……・・第9条9.1,9.2,第12条12.1.1,第46条46.5,第49条49.4,解説43.(2)

ピリオドの終わりendoftheperiod
．………･………･…･……第8条8.5,第10条10.3,第34条34.2.2,第49条49.2

延長時限extraperiod……･……………………･…第8条,第18条18.2,第41条
ファイテイングFightmg

･･･…･第12条12.3,第28条28.1.3,第39条,第50条50.3,スコアシート記入法6.3
ファウルFoul……････…………･……･………………･……………………･………第32条

パーソナル・ファウルpersonalfbul
．．…………･第17条17.2.5,第34条,第40条40.1,第41条41.2,第43条43.2.1

パーソナル・フアウルの罰則penaltyfbrpersonalfOul
。………･…………………･………･…･･･…第34条34.2,第41条41.2,解説29.（1）

プレイヤーの5回のフアウルfivefbulsbyaplayer
……第4条4.1.3,第19条19.3.6,19.3.8,第40条,第48条48.1,解説3．(6)

ショットの動作中のプレイヤーに対するファウル

fbulcommittedonaplayerwhoisintheactofshooting･……･…第34条
チーム・フアウルの罰則teamfbulpenalty(situation)…･…･…第41条41.2
ボールをコントロールしているチームのプレイヤーのファウル

fbulbyaplayeroftheteamincontroloftheball
………………………………………第41条41.2.2,解説36.(1),(2),解説37.（1）

チーム・コントロール・ファウル

teamcontrolfbul．．…･……･……第17条17.2.5,第41条41.2,解説36.(1),(2)
ダブル・ファウルdoublefbul

………………･…･………･…第28条28.1.3,第35条,第42条42.2,第50条50.3

アンスポーツマンライク・ファウルunsportsmanlikefbul
……･･･…･………・第17条17.2.3,第33条33.6,第36条,第48条48.1,解説31．

プレイヤーのテクニカル・ファウルtechnicalfOulbyaplayer
…･……………………第31条31.3.3,第38条38.1,382,38.3.1,第41条41.2
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コーチのテクニカル・ファウルtechnicalfbulbyacoach

………………第19条19.3.6,第37条37.2,第38条38.3,38.4,第39条39.3.’

第40条40.2,解説15.(3),33.(4)

交代要員のテクニカル・ファウルtechnicalfOulbyasubstitute
……………･………………･…･…………………第38条38.3.2,38.3.3,38.3.4

チーム関係者のテクニカル・ファウル

technicalfOulbyateamfOllower．．……･…・・第38条38.1,382,38.3,38.4
デイスクォリファイング・ファウルdisqualifyingfbul

………………第17条17.2.3,第33条33.6,第37条,スコアシート記入法6.3

失格・退場disqualification
……･････……第4条4.1,第7条7.8,第19条19.3.6,第36条36.2.4,第37条，

第38条38.2,38.3,第39条

ファイテイングfighting
第12条12.3,第28条28.1.3,第39条,第50条50.3,スコアシート記入法6.3

特別な処置をする場合specialsituations
…．．……．．…………………・・第12条12.3,第28条28.1.3,第42条,第50条50.3

ファンブルFumble／Fumbling
…………･………第24条24.1.3,24.1.4,24.2,第28条28.1.2,解説19.(5),24.(5)

FIBAテクニカル・コミッションFIBATechnicalCommission

…．．……････…･･･……･……････…………･………･･…･…国際競技規則A､2.1,A.4．6

フィールド・ゴールFieldgoal
…．．………第10条10．3,第15条15．1,第16条162,第17条17.2.7,第31条31.1.1

ツー・ポイント・ショットtwo-pointshot
……･…………第16条16.2.1,第31条31.3.2,第34条34.2.2,第36条36.2.3，

第37条37.2.4,国際競技規則A,2．7

スリー・ポイント・シヨットthree-pointshot
…･･･…………．．………･…．．……第16条16.2.1,第31条31.3.2,第34条34.2.2

フェア・プレイFairplay……････第38条38.1,38.2.1,国際競技規則A､7．1，C4
副審Umpire……･……………………･…………･…･……･……第45条45.1,解説40.(1）

3人審判制Three-personofficiatingsystem…･……第45条45.1,解説40.(1)
負傷Injury

プレイヤーの負傷injurytoaplayer／injuredplayer
．…･………･………･…………･…･…･………･…第5条,第19条19.3.8,解説4．

審判の負傷injurytoanofficial／injuredofficial･…・第47条47.4,解説42.(7)
ブッシングPushing……･･･………･………………………………・・第33条33.9,33.15
フリースローFreethrow／Free-throw

…･……第8条8.8,第10条10.2,10.4,第14条14.1,第15条15．1,第16条16．2．1，
第31条31.3.2，第34条34.2.2，第36条36.2，第37条37.2，第38条38.4，
第41条41.2,第43条,第44条

フリースローのセットset(offreethrows）

・・………･…･…．．…･…・第18条18.3.6,第19条19.3.9,第43条43.1.2,43.2.6
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フリースロー・シューターfree-throwshooter

…･…第19条19.3.8,第34条34.2.2,第36条36.2,第37条37.2,第38条38.4，
第41条41.2,第43条,第44条

フリースロー・シューターの交代substitutionofafree-throwshooter

．……………･……･……………･…･･…･…………・第19条19.3.8,第43条432.1
コーチがフリースロー・シューターを決める

coachdesignatesthefree-throwshooter
…･………．．………･………第7条7.9,第37条37.2,第38条38.4,第43条43.2

フリースロー・ラインfree-throwline

…･…･…･･･……．．…･……第2条2.4.3,図2，第11条,第43条43.1.1,43.2.3
フリースロー・ラインの延長上free-throwlineextended

…第17条17.2.6,第31条31.3.1,第43条43.2.5,43.2.6,43.3,第44条44.3
フリースローを行う半円semicircle

………･……･………………………第2条2.4.3,図2，第43条43.1.1,43.2.3

やりなおしのフリースローsubstitutefreethrow･……………第43条43.3.3

フリースローが終わるときendoffreethrow…………………第31条31.1.2

フリースローのヴァイオレイション

violationduringthefree-throw／free-throwviolation･…･…第43条43.3
5秒の制限の違反fiveseconds…･…………………･･………………第43条43.3

リバウンドの位置の占め方occupationofthefree-throwreboundplaces
……･…･･･…･…………………………第2条243,第43条43.2.4,解説38.(2)

リバウンドの位置を占めるプレイヤー

playerinthefree-throwreboundplaces………………･……第43条43.2.4
リバウンドの位置を占めないプレイヤー

playernotinthefree-throwreboundplaces…．．……･…････第43条43.2.5
プレイ・オフPlay-Off(s）

2戦先勝制bestofthree･……･……．．…･･･……･…･……･･･…国際競技規則A,6

3戦先勝制bestoffive…･…･…………………………………国際競技規則A6

プレイがひと区切りつくPlayhasbeencompleted･……………………第5条5.2
プレイのインタヴアルIntervalofplay…第8条,第12条12.4,国際競技規則A､5

インタヴァル中のテクニカル・ファウル

technicalfOulduringaninterval(ofplay)…．．………･……・第41条41.1.2
プレイヤーPlayer･………………･……･…･………………第4条4.1.3,4.1.4,4.2.3

プレイヤーの人数numberofplayers
…・・第1条,第4条4.2.2,第5条5.3,第9条9.3,第20条20.1,第21条21.1

プレイヤーの番号number／playernumber
………第4条4.3.2,第7条7.1,第48条48.1,国際競技規則A､3.3,A､4．2，

解説3．(8),6．(5)

番号を変えるChanging(one's）playernumber………･…・解説6．(5),33.(7)
プレイヤーが身につけるものwearingobjectbyaplayer

……………………･……………………………第4条4.4,国際競技規則A､4．6
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ゲームの最初に出場する5人のプレイヤー

startingfiveplayers／startingline-ups
．…･…………第5条5.7,第7条7.2,第48条48.1,スコアシート記入法4.3,

4.4,国際競技規則A3.4,解説6．(4),32.(1),33.(5)
プレイヤーが交代要員になるplayerbecomesasubstitute．．…第4条4.2.3
ショットの動作中のプレイヤーplayer（whois）intheactofshooting

．…・第10条10.4,第15条15.2,第34条34.2.2,第36条36.2.3,第37条37.2.4

ジャンプしたプレイヤーplayer(whois)intheair／airboneplayer
…･…………第11条11.1,第15条15.2,第25条25.2,第33条33.2,33.3,33.6

近接して防御されたプレイヤーcloselyguardedplayer…･････………第27条
プレイヤーの5回のフアウルfivefOulsbyaplayer

……第4条4.1.3,第19条19.3.6,19.3､8,第40条,第48条48.1,解説3．(6)
5回のファウルを宣せられたプレイヤー(チーム・メンバー）

playerwhohascommittedfivefbuls／excludedplayer．．……第4条4.1
プレイヤーのテクニカル・ファウルtechnicalfbulbyaplayer

…･…･………………･･第31条31.3.3,第38条38.1,38.2,38.3.1,第41条41.2

手当てを受けるreceivingtreatment…･…･……･……･･第5条,解説4．(1),(2)
負傷injury／injurytoaplayer

･･･…･……･…･………･…・第5条,第19条19.3.8,第28条28.1.3,第50条50.3

出血bleeding．．……．．…………･……･…………………第5条5.6,第19条19．3．8
失格・退場disqualification

………………………･第36条36.2.4,第38条38.2.2,第48条48.1,解説34.（1）
プレイヤーの位置

locationofaplayer／cylinderprinciple･…………･…・第11条11.1,第33条
プレイヤー・コーチPlayer-coach････…．．…第7条7.8,第37条37.1.2,解説33.(13リ
プレイヤー・ファウル数の標識PlayerfOulmarker

……･･…．．…第3条,第48条48.3,「第3条用具・器具｣の詳細10.,解説43.(3)

プレッシャー・リリースリングPressurereleasering

…･…･…………･………･…･……………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細3.2

フロアFloor／Playingfloor……･…･…第3条,「第3条用具・器具｣の詳細14．
プログレッシング・ウィズ・ザ・ボール

Progressingwiththeball．．…･…．．…………･…．．…………第25条25.1.1,25.2.2
ブロッキングBlocking…･……………．．…………………･…………第33条33.4,33.9
フロント・コートFrontcourt．．…･……･…．．……･…………………．．……第2条2.3

ボールをフロント・コートに進めるballgoesintothefrontcourt
…．．…･……………第28条28.1.1,28.1､2,第30条30.1.1,解説23.(3),25.(4)

ヘルド・ポールHeldball…………．．………………･第12条12.1.2,12.3,解説11．(5)

防御Guarding
ボールをコントロールしているプレイヤーとその防御

guardingaplayerwhocontroltheba11……．．………･…･……・第33条33.4
ポールをコントロールしていないプレイヤーとその防御

guardingaplayerwhodoesnotcontroltheball……………・第33条33.5

③



防具・保護具Protector／Protectiveequipment
…………………･……･……･………………………・第4条4.4,国際競技規則A､4．6

報告書Report
主審の報告書referee'sreport

……･…第38条38.2,第46条,第48条48.4,国際競技規則A､2.6,A､2.8,C・
コミッショナーの報告書Commissioner'sreport

………･…．．……第46条46.10,第48条48.4,国際競技規則A､2.7,A､2.8,C・

暴力行為・暴行Actsofviolence／Flagrantactsofaggression／Fight
．……………………………………･…第38条38.2,第39条,国際競技規則A､7,C､4

ホーム．アンド・アウエイHomeandaway…･……･…………・国際競技規則A,6
ホーム・チームHometeam

．………･････……第4条4.3.3,第9条9.4,第46条46.3,スコアシート記入法3.1
ボールBall／Basketball

．．…･…･…………第3条,「第3条用具・器具｣の詳細5.,国際競技規則B､5

ボールの仕様specification(oftheball)．．「第3条用具・器具｣の詳細5．
シーム(つなぎ目）sea、．………･……・「第3条用具・器具｣の詳細5.2,5.3
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常に完壁な製品づくりを目指しています。

世界に類のない、ボールとスポーツエキップメント・メーカーとして

私たちモルテン・ブランドは、この信念をもとに
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自分に合ったシューズを選んで、

足の力を最大限に引き出そう！

前後左右に激しく動き回るプレーでモノをいうのが、､足とシューズとのフィット性。

そのフィット性のカギとなるのがラスト(靴型)。

アシックスは数多くのプレーヤーの足を計測｡研究したデータをもとに、

バスケットボールの競技特性に合わせた専用ラスト(靴型)を開発。

足の形状から性別､年代までとらえた6タイプが揃う。

だから､ベストな一足にきっと出会える。

⑬ 唖亀慰唖唾
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株式会社ｱｼｯｸｽ（asics雨而-）
ご藷ごｱｼｯｸｽｼｭー ズのｽﾄﾗｲブデザｲﾝはｱｼｯｸｽの商標であり､世界の多くの国で登録された商標で
商品についてのお問い合わせは「(株)アシツクスお客様相談室｣までどうぞ。0120-77-6338
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