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はじめに

§1．レフェリーズ･マニュアル（ツー･パーソン･システム）

〈審判の約束と習慣〉

1．はじめに

バスケットボールの審判は，主審（レフェリー）と副審（アンパイ

ア）が，プレイに応じて移動しながら規則で定められていることを的

確に適用して，スピーディーなプレイの一つひとつに正確な判定をく

だし，適切な処置をしてゲームをスムーズに運営していかなければな
らない

ゲームを管理し，プレイヤーからもコーチからも観客からも信頼さ

れる審判になるためには,基本的な審判法である「審判の約束と習’慣」

をよく理解し，これを活用して訓練と実践を積み重ねることが必要で

ある．

このマニュアルは，最新のメカニクスと審判技術を会得する知識を

提供するために国際バスケットボール連盟（FIBA）から送付された
レフェリーズ・マニュアルに基づき，よりよい審判となることを志す

人たちが「審判の約束と習‘慣」について共通の理解をもつことを目的

として,財日本バスケットボール協会（JBA）が作成したものである．
「審判の約束と習慣」に示されているメカニクスや審判法は，審判

がコート上でその任務を遂行しやすくなるように実用的な方法として

考え出されたシステムであり，審判ができるかぎりよい位置取りをす
ることによって正確な判定ができるように，さらにそれによってゲー

ムを適切にコントロールできるように意図されて組み立てられた実際

的な審判法である．また，それぞれの審判がだれとパートナーになっ

ても，とまどうことなく協力し合ってよりよいバスケットボールの

ゲームの審判ができるように配慮してある．したがって，すべての審

判は，このマニュアルに示されている基本的な原則をよく理解し，各
自の審判技術を向上させるとともに，相手審判との共通認識をもって
ゲームに臨めるように努力しなければならない．

現在では,プレイヤーが高い運動能力と技術を身に付けるに従って，
バスケットボールのゲームはよりダイナミックなものになりつつあ

る．スポーツがかぎりない進歩をつづけるためには，プレイの発展と

ともに,質の高い審判技術の存在が必要であることは言うまでもない．
よい審判となるためにきわめて重要かつ不可欠なものは，バスケッ
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レフェリーズ･マニュアル（ツー・パーソン・システム）

トボールに対する共通理解である．すなわち，「審判の約束と習慣」

の活用および競技規則の完全な理解は当然のこととして，それに加え

てバスケットボールというゲームの精神の理解が絶対的に必要とされ

るのである．審判が違反を機械的に取り上げて罰則を適用していくだ

けでは，観客やプレイヤー，コーチに不満をもたせるだけである．し

たがって，審判は，バスケットボールのゲームの精神を明確にかつ十

分に理解して，ゲーム中のプレイを判定しなければならない．

このマニュアルに示してある審判の位置取りの図は，あくまでも基

本の型を示したものであり，図のとおりの位置に立っていればよいと

いうことではない．実際のゲームでは，コート上のプレイに対応して

位置を変えていかなければ，正確な判定をすることはできない．便宜

上，図の縮尺も正確ではないので,個々の場面については，実際にコー

トに立って位置取りを確認し理解してほしい．

審判の主要な任務は，一つひとつのプレイを自分の目で確かめ，規

則に照らして判定していくことである．そのためには，絶えずコート

上でプレイをしっかりと見るための努力をしつづけなければならな

いし，場面によっての対応や工夫も必要である．「審判の約束と習‘慣」

を理解したうえでの思いきった動きが必要になることもある．必要な

ときにはためらわずにいろいろな角度からプレイを見に行く積極性

も，よい審判になるためには欠かせない要素である．

ゲームをスムーズに運営していくためには,審判とテーブル･オフイ
シャルズとの協力も不可欠である．両者の密接な協力関係を築き上げ
るには，たがいの任務をよく理解し合う必要がある．このマニュアル

の後半にはテーブル・オフイシャルズの任務について詳しい説明を示

しておくので，合わせて理解を深めていただきたい．

バスケットボールのゲームに携わる愛好者として，各審判が，それ

ぞれの審判経験や審判としてのさまざまな個性を生かし，さらに高い
レヴェルでの均質性･統一性と一貫性を身に付けることを期待したい．

すべての審判員は，以下に示された基本原則を理解していなければ
ならない．

その成果は,審判1人ひとりの自覚と努力にかかっているのである．
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はじめに

重要な用語

オフィシャルズ（Qがicjajs）：
2人審判制の場合，エンド･ラインに位置する審判を“リード・

オフイシャル（LeadQﾉfcjα/)”という．リード・オフィシャルは，
攻守の切り換え（トランジイッシヨン）があったときには，ポー

ルの動きやプレイに先行してエンド・ラインに移動しなければな

らない

2人審判制の場合，フロント・コートで，バスケットに向かっ

て左側のサイド・ラインの近くに位置する審判を“トレイル・オ

フイシャル（伽〃〃cjaﾉ)”という．トレイル・オフイシャルは，
攻守の切り換え（トランジイッション）があったときには，ボー

ルの動きやプレイに追従してサイド・ライン近くの定位置に移動

しなければならない．

アクティヴ・オフィシャル（AC伽Qがicjα/）：
スロー・インやフリースローのときにポールをプレイヤーに与

える審判，ジャンプ・ボールのときにポールをトス・アップする

審判を“アクティヴ・オフィシャル”という．

スロー・インのボールを与える前に，またジャンプ・ボールの

ボールをトス・アップする前に，プレイの準備がととのっている

か，交代やタイム・アウトの請求がなされていないかを確認する

のはアクティヴ・オフイシャルの任務である．

また，スロー・インのボールをプレイヤーに与えたときにゲー
ム・クロックを動かさないで止めておく合図（審判の合図6.）

およびゲーム・クロックを動かし始める際のタイム・インの合図

（審判の合図8.）を示すのも，アクテイヴ・オフィシャルの重要

な任務である．ただし，ジャンプ・ボールの場合と最後のフリー

スローが不成功で引きつづきプレイがつづけられる場合にケー

ム・クロックを動かさないで止めておく合図およびゲーム・クロッ

クを動かし始める際のタイム・インの合図を示すのは，フリー・

オフィシャルの任務である．

フリー・オフィシャル（ルeeQ'7cjaI）：
アクテイヴ・オフイシャルに対して，スロー・インやフリース

ロー，ジャンプ･ボールのときにボール扱わない審判を“フリー・

オフィシャル”という．

ジャンプ・ポールの場合と最後のフリースローが不成功で引き

7
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つづきプレイがつづけられる場合にゲーム・クロックを動かさな

いで止めておく合図およびゲーム・クロックを動かし始める際の

タイム・インの合図を示すのは，フリー・オフイシャルの重要な

任務である．

オポジィット・サイド(Qppos舵s雄)／テーブル・サイド(肋/e-s雄）：
コートのオフィシャルズ・テーブルから遠いほうのサイド（オ

フイシャルズ・テーブルの反対側のサイド）を“オポジィット・

サイド”という．

これに対し，コートのオフイシヤルズ・テーブルに近いほうの

サイドを“テーブル・サイド”という．

レポーティング・オフィシャル／コーリング・オフィシャル

(R印or""gQがicjα/／CMj昭Q＃7cjα/）：
ファウルやヴァイオレイションを宣した審判を“コーリング・

オフィシャル”という．

ファウルを宣した場合は，スコアラーにファウルの種類やプレ

イヤーの番号を伝達するので,特に“レポーテイング･オフィシャ

ル'，ということもある．

ファウルが宣せられた場合は，どちらも同じ意味で用いてよい．

ローテーション（Ro伽jo"）：

2人審判制の場合，ポールがライブのとき，ボールの移動に応

じて，リード･オフイシャルが反対側のコートでトレイル･オフィ

シャルに，トレイル・オフイシャルが反対側のコートでリード・

オフイシャルになってその位置関係を交換することを“ローテー

ション”という．

2人審判制の場合,通常は,攻守の切り換え（トランジイッショ

ン）があった場合に行われる．

スウィッチ（sw"cﾙ）：

審判がファウルを宣してボールがデッドになったとき，審判が

それぞれのポジションを交換することをいう．

2人審判制の場合，リード・オフィシャルとトレイル・オフイ

シャルがそれぞれの位置を交換する．

ただし，2人審判制の場合で，その場面によりスウィッチを行

わない場合があるので，注意しなければならない．

8
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審判の動きの四原則

ボクシング・イン（Boxj"g-j"）：
2人審判制の場合，10人のプレイヤーをつねに自分と相手審

判の2人の審判の視野の中に入れておくことを“ボクシング・イ

ン”という．

第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限を含む）を開始す

るスロー・インのときは，かならず両審判が対角線に位置を占め

ることになるが，“ボクシング・イン”とは，本来両審判が対角

線上に位置を占めることを意味する用語ではない．

したがって，両審判は，かならずしも対角線上に位置を占める

必要はない．

オールウェイズ・ムーヴィング（4/w叩Mbvj"g）：
“スペース・ウオッチング”や“ペネトレイト”をするために，

またはそれ以外の目的でもよい角度や視野を得てプレイを判定す

るためには，各審判は，プレイやボールの動きに対応して絶えず

よい角度や視野を求めて動きつづけて位置を変えていかなければ

ならない．

このように絶えずよい位置を探し求めて動きつづけることを

“オールウェイズ・ムーヴィング”という．

スペース・ウォッチング（Space-恥/cﾙj"g）：
攻撃側プレイヤーとその相手の防御側プレイヤーとの間のス

ペースを見きわめることを“スペース・ウォッチング'，という．

からだの触れ合いが起こっているかいないかを判断するために

は，“スペース・ウォッチング”は非常に重要である．

ペネトレイト／ペネトレイション（jDe"e伽e／Pe"e伽"O"）：

ショット，ドリブル，パスによってポールがフリースロー・ラ

インの延長上よりもバスケットの近くに向かったとき，サイド・

ラインに位置する審判（2人審判制の場合はトレイル･オフイシャ

ル）もプレイに応じてエンド・ラインやバスケットに向かって踏
み込んでそのプレイを見るようにすることを“ペネトレイト'，あ

るいは“ペネトレイション”という．

同時に，リード・オフイシャルもプレイに応じてドライヴして

くるプレイヤーと防御側プレイヤーとのからだの触れ合いやヴァ

イオレイションを判定するためにはエンド・ラインに沿った動き

（"ペネトレイト"）をしてプレイを見きわめなければならない．

9
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2,会場への到着(図L2図舗-ﾑ前の準備
ケーム開始予定時刻の1時間以上前

】】

図'1

図2

1．審判は，ケームが行われる会場には，時間的な余裕をもって到着
しなければならない．

悪天候の場合や交通事情なども考慮して，ゲームに遅れないよう
に，早めに会場に到着できるようにする
遅くともゲーム開始予定時刻の1時間前には会場に到着できるよ

うにし，到着したのちすみやかに大会主催者あるいは審判の責任者
（割り当て責任者，コミッショナーなど）に到着の報告をする．

2審判は，身体的にも精神的にも適切な状態でゲームに臨まなけれ
ばならない．

3審判は,会場到着時の身だしなみにも気を使わなければならない
社会の一般常識に基づいた適切な服装を考えるべきである．ドレ

ス・コードがある場合には，それを尊重しなければならない．
審判のユニフォームは規則に定められたもので清潔なものを用意

し，公認審判員はワッペンを着用する
審判をするときには，腕時計，リスト・バンドやそのほかのアク

セサリーを身に付けていてはならない．
審判は，コートにいるときでもそうでないときでも，周囲に好印

象を与えるよう努力しなければならない．

－10－



ケーム前の準備

2.2ゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム．カンファレンス

Pre-GameConference）（図3，図4）

図3 図'4

1．会場に到着したのち,審判はパートナーとたがいに挨拶を交わし,ゲー

ム中に行うべき任務などの打ち合わせをする．

審判は，個人ではなくオフイシャル・チームとしてゲームに臨むので

あるから，緊密な協力ができるようにあらゆる準備をしておく必要があ
る．

2．ゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム．カンファレンス）はもっと
も重要である．

打ち合わせる内容としては，次のようなことが考えられる．

（1）特殊な場面について：

a・ジャンプ・ポール．シチュエイションになったとき，およびオル

タネイテイング・ポゼション・ルールの適用

b，テクニカル・ファウル

c・フリースローおよびフリースローの「セット」がつづくときのメ

カニクスなど

－11－
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(2)チーム・ワークと協力：

審判どうしのコミュニケーションの取り方やたがいに目を見合わせ

るアイ・コンタクトの取り方について

とりわけ2人が同時に笛を鳴らしたとき（ダブル・ホイッスル）の

コミュニケーションについて綿密に打ち合わせをしておく．

(3)アドヴァンテージ/デイスアドヴァンテージの考え方についての確

認

(4)ゲームの雰囲気の感じ取り方（/M/fw〃e印加e）について
(5)基本的な位置取りと責任範囲，約束と習’慣，およびたがいの協力に

ついて：

a・ジャンプ・ボールのあとのコート・カヴァーリング

b・アウト・オブ・バウンズの判定とスロー・イン

c・ボールのないところのプレイの見方とイリーガル・スクリーン

d、スリー・ポイント・ショットの確認と協力

e・トラップ・デイフェンス，ダブル・チームやプレス・ディフェン

スへの対応

f，ゴール・テンディングとインタフェアの判定

g・そのほか特に注意すべきプレイが行われるときの位置取りと責任

範囲

(6)各ピリオド，各延長時限の競技時間の終了の確認とそのまぎわのプ
レイについて

(7)ゲーム参加者，チーム関係者や観客が問題を起こした場合の対処

(8)そのほか次のような点についても打ち合わせをしておくとよい．

a・正確なゲーム開始時刻の確認：

ゲーム前にチームや審判の紹介がある場合は，その方法も確認し

ておく．

b・最新の規則の変更点と解釈および最新のメカニクスについて

c・ファウルを取り上げたとき，ショットされたボールがバスケット

に入ったか入らなかつたかの確認およびフリースロー・シューター

の確認

d、テーブル・オフイシャルズやコミッショナーとのコミュニケー

ションの取り方

※このマニュアルの最後の部分（§4．付録：ゲーム前の話し合

い）にゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス：〃e‐

Gα脚eCb砿だ"Ce）についての詳細を掲載してあるので，参照する
こと．
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ゲーム前の準備

2.3準備運動（図5）

図5

1．バスケットボールのケームでは，プレイヤーだけでなく，審判に

もすぐれた運動能力が必要である．

したがって，審判は，ユニフォーム（審判ウェア）に着替えてか

らそれぞれに準備運動を行い，身体的にも精神的にもゲームに臨む

準備をしなければならない．

2．審判にとって，その年齢や経験に関係なく，ゲーム前の準備運動

は必要である．

ゲーム中の負傷を予防するためにも，準備運動の中にストレッチ

ングを取り入れるとよい．ストレッチングには心理的な効果も認め

られており，審判が心身ともによい状態でゲームに臨むことができ

る．

3審判をするうえで，意欲と情熱は欠かすことができない．

これは，それぞれの審判が自分自身でつくり出さなければならな

いものである

－13－
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鰯
識
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図 8図9

2．4ケーム前の任務
2.4.1用具。器具の点検（図6～図9）
1．審判は，ゲーム開始時刻の10分前（国際ゲームでは20分前）に
は連れ立ってコートに出る（図6)．
ハーフ・タイムは，後半開始の5分前までにはコートにもどらな

ければならない．

これは，施設やゲーム用具・オフイシャル器具を点検し，両チー
ムのウオーム・アップを見守るのに最低限必要な時間である．

2主審には，コートなどの施設，ゲーム・クロック，スコアシート
やそのほかのゲーム用具・オフイシャル器具を点検し，承認する任
務がある（図7，図8)．

3．主審は，用意されたボールの中からゲーム用のボール（新品では
なくすでに使用されているもの）を1個選び，はっきりと示す（図
9)．
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，主審は，どちらかのチームがゲーム前に使用したボールを選
んでもよい．

主審が選んだあとは，どちらのチームもそのボールをゲーム前の
ウォーム・アップに使うことはできない．

4ゲームで使うボールは，よい状態のもので，規則のとおりにボー
ルの最低点が180mの高さからコートの床に落としたとき，はず
んだボールの最高点が120mから140mの間になるようなもので
なければならない．

図6
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ケーム前の準備

図11

242ウォーム。アップとスコアシートヘのサイン（図10，図11）
l審判は，オフイシャルズ。テーブルの反対側（オポジイット･サ
イド)に位置し,両チームのウォーム･アップを見守る（図10)．ハー
フ・タイムも同様とする．
プレイヤー，コーチ，そのほかのチーム関係者によるゲーム器具

を破損するおそれのある行為に注意深く目を配る.特に,プレイヤー
がリングをつかんで体重をかける行為は，バスケットやバックボー
ドを破損させることになりかねないので，見過ごしてはならない。
これらのような行為あるいはそのほかスポーツマンらしくない行

為があったときには，審判は，ただちにそのチームのコーチに対し
て警告しなければならない．くり返しこのような行為があったとき
には，違反した者にテクニカル・ファウルが宣せられる．

2主審には，ゲーム前のウォーム・アップ中に，次のことを確認す
る任務がある（図11）
（1）スコアラーが公式のスコアシートを用意し，ゲーム前の必要事

項の記入をすませていること
（2）ゲーム開始5分前(国際ゲームでは10分前）までに,コーチが，

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（アシスタント・コーチ）の氏名を確認し，キャプテンとゲー
ムの最初に出場する5人のプレイヤーをスコアラーに知らせ，サ
インをすませていること
これらのことを確認したのち，主審は，両チームのウォーム･アッ

プを見守るためにオポジイット・サイドのもとの位置にもどる

－15－
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細分niI 1分30秒Wl

／

図 1 3図14

2.4.3ケーム開始前の合図（図12～図14）
1．ゲーム前に，プレイヤーやコーチおよび審判が観客に紹介される
ことがある（図12)．
特に国際ゲームでこのようなゲーム前の紹介を行うときには，

ゲーム開始6分前に紹介を始めるようにする．
ゲーム開始6分前になったとき，主審は，笛を鳴らして両チーム

のプレイヤーにウオーム・アップをやめてすみやかにそれぞれの
チーム・ベンチにもどるように指示する．

このとき，審判の紹介も合わせて行われる場合は，主審および副
審も，紹介にそなえてオフイシャルズ･テーブルの近くに移動する．
審判の紹介が行われない場合は，主審および副審は，ゲーム開始

2分前になるまではオポジイット・サイドにいなければならない．
2．紹介が終わったのち，主審は，笛を鳴らしてケーム開始3分前の
合図をする（図13)．

この合図のあと，プレイヤーは，ゲーム開始前のウォーム・アッ
プを再開してよい．

3．ゲーム開始2分前になったら，両審判は，オフイシヤルズ・テー
ブルの近くに移動して，ケーム開始の準備をする．

4．ゲーム開始1分30秒前に，主審は笛を鳴らして，両チームのプ
レイヤーにウォーム・アップをやめてすみやかにチーム・ベンチに
もどるように指示する（図14)．

5主審は，ハーフ・タイムにも，後半開始3分前および1分30秒
前に笛を鳴らして合図をする

同様に，第2ピリオド，第4ピリオド，各延長時限の前のインタ
ヴァルにも，ピリオド開始30秒前に笛を鳴らして合図をする

－16－



ケーム前の準備

図16図17

24.4一般的事項（図15～図17）

1．審判は，ゲーム中，腕時計，リスト・バンド，ブレスレット，飾

りのついた指輪やそのほかのアクセサリーなどを身に付けていては

ならない（図15)．

また，主審は，プレイヤーがほかのプレイヤーに危険をもたらす

ものや規則で認められていないもの，不当な利益をもたらすような

ものを身に付けていないことを確認する［競技規則第4条441

2主審は，副審とゲーム運営の協力を再確認し（図16)，両チーム，

テーブル・オフイシャルズがゲーム開始の準備ができていることを

確認する

3．主審は,両チームのコート上のキャプテンを確認する(通常はキャ

プテンと握手をして確認する)．

これによって，副審にも両チームのコート上のキャプテン（ゲー

ム・キャプテン）を明確に知らせることになる（図17)．
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3．ゲームの開始

図20図21

3．1ジャンプ・ボールの前に（図18～図21）

1．主審は，センター・サークルのオフイシャルズ・テーブルから遠

いほう（オポジイット・サイド）の外側にオフイシャルズ・テーブ

ルに向かい合うように立ち,ゲーム開始の準備ができるのを待つ(図

19)．

2ゲームを始めるジャンプ・ポールをさせる前に，主審は，副審を

通じて，テーブル・オフイシャルズの準備ができていることを確認

しなければならない．

このときは，「確認の合図」（審判の合図13.）を示し合って確認

する（図18)．

3主審は，すべての準備ができたことが確認できるまでは，ジャン

プ・ポールをさせてゲームを開始してはならない．

4．副審は，オフィシャルズ・テーブル側（テーブル・サイド）のサ

図19
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ケームの開始

イド・ラインぎわで，センター・ライン付近に位置する（図19)．

副審はフリー･オフィシャル(ボールを扱わない審判)として,ボー

ルがタップされたあとプレイに先行して動くことができるように用

意しておく．

5．すべての用意がととのっていることが確認できたのち，主審は，

オポジィット・サイド側からセンター・サークルに踏み込み，ゲー

ムを始めるためにポールをトス・アップしてジャンプ・ボールをさ

せる（図20,図21)．

6．主審は，ジャンプ・ボールをさせるためにボールをトス・アップ

するときにも，ファウルヴァイオレイションが起こったときにただ
ちに笛を鳴らせるように，笛をくわえておくようにしなければなら
ない．

－19－



レフェリーズ･マニュアル（ツー・パーソン・システム）

図24図25

3.2ゲーム開始のトス．アップ（図22～図25）

1．主審は，ボールをトス・アップする前に，両ジャンパーの用意が

ととのっていることを確認する

（1）両ジャンパーの両足が自チームのバスケットのある側のセン

ター・サークル内にあること

（2）両ジャンパーの片足がセンター・ラインの近くにあること

2主審は，両ジャンパーの間で両ジャンパーがジャンプしても届か

ない高さに，まっすぐ上にポールをトス・アップする（図22)．

3ボールをトス・アップしたあと，主審は，少しの間その位置にと

どまってプレイの進む方向を見きわめ，ポールとプレイヤーがサー

クルから離れるのを待つ．

4．後退しながらポールをトス・アップすると正確さを欠くことが多

いので，急いで動こうとしてはならない．

、
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ケームの開始

5．トス・アップされたボールが曲がったり低すぎたりした場合は，

副審はただちに笛を鳴らしてプレイを止め，ジャンプ・ポールのや

りなおしを宣する（図22,図23)．

6．副審は，次のことを確認する（図23)．

（1）ボールが最高点に達したあとジャンパーにタップされたこと

（2）ジャンパー以外の8人のプレイヤーがフアウルやヴアイオレイ

ションをしなかったこと

7．ボールが最初にタップされたとき，副審はただちにタイム・イン

の合図（審判の合図8.）をする（図24)．

そののち，プレイの進む方向に動き，プレイに先行してリード・

オフイシャルになる（図25)．
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3.3ジャンプ．ボールのあとの審判の動き

3.3.1ボールがフリー．オフイシヤルの右側へ進められたとき

（図26）

1．タップされたボールがフリー・オフイシヤルである副審の右側へ

進められたときは，副審は，ボールと同じ方向に動き，ポールに先

行してエンド･ラインまで移動し，リード．オフイシヤルのポジショ

ンを占める．

2．ボールをトス・アップした主審は，少しの間サークルの中にとど

まってプレイを見守る．

3ポールのコントロールが変わったり，プレイの進む方向が変わっ

たりしたときでも，両審判はいつでも方向を変えて対応し，トレイ

ル．オフイシャルはリード・オフイシャルに，リード・オフイシヤ

ルはトレイル．オフイシャルになってそれぞれの責任を果たさなけ

ればならない．

このときも，それぞれの審判が責任をもつラインは，プレイの進
む方向が変わる前と同じである．

図26
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3.3.2ボールがフリー。オフイシヤルの左側へ進められたとき

（図27）
Lタップされたポールがフリー・オフイシャルである副審の左側へ

進められたときは，副審は，ボールと同じ方向に動きボールに先

行してエンド.ラインまで移動し，リード･オフイシヤルのポジショ

ンを占める

2ボールをトス．アップした主審は，少しの間サークルの中にとど

まってプレイを見守る．

プレイがサークルから離れてからプレイヤーの妨げにならないよ

うにコートを横切ってオフイシヤルズ・テーブル側（テーブル．サ

イド）に移動して，トレイル･オフイシヤルのポジションを占める・
3．ボールのコントロールが変わったり，プレイの進む方向が変わっ

たりしたときでも，両審判はいつでも方向を変えて対応し，トレイ
ル．オフイシャルはリード・オフイシャルに，リード・オフイシヤ

ルはトレイル．オフイシャルになってそれぞれの責任を果たさなけ

ればならない．

このときも，それぞれの審判が責任をもつラインは，プレイの進
む方向が変わる前と同じである．

図'27

I
一言

癖
凶

、

蕊
h一～

L動
b－＝

綴

－23－



レフェリーズ･マニュアル（ツー・パーソン・システム）

3.4第1ピリオド以外のピリオドの開始

1．第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限も含む）は，オフイ

シャルズ．テーブルから遠いほう（オポジィット・サイド）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．

2．主審は，オポジィット・サイドのセンター・ラインのアウト・オ

ブ・バウンズに立ち，ピリオド開始の準備ができるのを待つ．

3．ピリオドを始めるスロー･インをさせる前に，アクティヴ･オフイ

シャルである主審は，副審を通じて，テーブル・オフイシャルズの

準備ができていることを確認しなければならない．

このとき,｢確認の合図」(審判の合図13.）を示し合って確認する．

4．主審は，すべての準備ができたことが確認できるまでは，スロー・

インをするプレイヤーにボールを与えてはならない．

5．すべての用意がととのっていることが確認できたのち，主審は，

センター．ラインのアウト．オブ・バウンズからスロー・インをす

るチームのバック・コート側に立ち，ピリオドを始めるスロー・イ

ンのボールをプレイヤーに与える．

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．

6．ピリオドの開始のスロー・インのときは，フリー・オフイシャル

である副審は，スロー・インをするチームのフロント・コートのオ

フイシャルズ・テーブル側（テーブル・サイド）のサイド・ライ

ンぎわで，すべてのプレイヤーを“ボクシング・イン（B”"g加)”

できるような位置取りをする．
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審判の位置取りと責任範囲

4．審判の位置取りと責任範囲
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4.1両審判の責任と協力（図28）

1．両審判は，コート上の10人のプレイヤーがどこにいるかをつね

に把握するために，コート上の広い範囲に絶えず目を配る努力をし

ていなければならない．

2ポールのある位置によっては，一方の審判は，ポールのないとこ

ろのプレイを見ていなければならない．

3ボールがどこにあるかを把握していることと，ボールを見ている

ことは，同じことではない．

4両審判がほとんど同時に笛を鳴らしたときは（ダブル・ホイッス

ル)，すぐに次の動作に移るのではなく，相手審判を注意深く見て

アイ・コンタクトを取り合う．

両審判がほとんど同時に笛を鳴らしたときは，原則としてそのプ

レイの近くにいたほうの審判が判定を示す。
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5．審判がファウルやヴァイオレイションを判定するときには，主審

と副審の問には区別がなく，主審の判定が副審の判定よりも優先す

るということはまったくない．

また，判定をくだすことについては，経験の少ない審判も，経験

の豊富な審判とまったく同じ権限をもつ．

したがって，各自の判定基準は，それぞれの確認に基づいて各自

の責任において決めなければならないが，どのような場合でも，相

手審判との協力とチーム・ワークを欠かすことはできない．
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4.2コート上の責任範囲区分（図29）

L通常行われているバスケットボールの審判法（2人審判制）と

しては，一方の審判がボールとその周辺の“オン・ザ・ボール（o"‐

油e-bα")”のプレイを,相手審判はポールのないところの“オフ･ザ・

ボール（qﾉｳQ油e-6α")”のプレイを責任をもって見るという方法が近

代的であり，この場合，両審判の緊密な協力が必要とされている．

2．両審判は，それぞれの責任範囲で正確な判定を適切にくだすこと

ができるように，このマニュアルにガイド・ラインとして述べられ

ている審判のメカニクスを用いて，プレイを判定するのにもっとも

よい位置を探しつづけていかなければならない．

3その際の審判の責任範囲をわかりやすく考えるために，ハーフ・

コートを図29に示すように6つに区分し，それぞれ“エリア1”～

“エリア6，’とよぶことにする
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4．

5．

このマニュアルではまず最初に，トレイル・オフイシャルがこ

の6つのエリアの区分とボールの位置に基づいて，ボールの周辺を

責任をもって見るときとボールのないところを責任をもって見ると

きを区別できるように示している．

このことを理解すれば，リード・オフィシャルがそのポジション

を占めるときの責任範囲と任務も同じように理解できる．

両審判は，それぞれの責任範囲区分をよく理解しておかなければ

ならないが，だれが見ても明らかなファウルやヴァイオレイション

に対しては,責任範囲区分にとらわれずに判定しなければならない．
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4.3トレイル・オフイシヤルの位置取りと責任範囲
4.3.1プレイがバック.コートからフロント.コートに進められるとき
'・プレイがコート上を進行していくときは，トレイル．オフイシャ
ルは，通常はボールの左側の少しうしろで，ボールからおよそ3～
5mほど離れて追従していく．

2・突発的なインターセプションに備えて，いつでも逆の方向へ動く
ことができるように用意をしておく．

このようなインターセプションがあったときでも，プレイヤーを
妨げないように，またプレイに遅れることのないように，最善の努
力をする．

4.3.2ボールがエリア1～エリア3にあるとき（図30～図35）
1．ボールがエリアlにあるときは，トレイル･オフイシャルは，ボー
ルとその周辺のプレイを責任をもって見る（図30,図31)．

特に，エリアlで攻撃側プレイヤーがドリブルをしていたり
ショットやパスをしようとしていて，防御側プレイヤーがそのプレ
イを防御しようとしているときは，そのプレイを責任をもって見て
いなければならない．

2．ボールがエリア2にあるときにも，ポールとその周辺のプレイを
責任をもって見る（図32,図33)．

3．ポールがトレイル・オフイシャルの通常の位置から離れたエリア
3にあるときにも，ボールとその周辺のプレイを責任をもって見る．
このような場合はポールから離れたところにいても，できるか

ぎりプレイを見きわめられる位置取りをする（図34)．
必要があれば，自分の右側のサイド・ラインでのアウト・オブ・

バウンズの判定をくだす．
4．ボールがエリア3のスリー・ポイント・ラインに近いところにあ
るときは，そのボールがパスやドリブルによってエリア4やエリア
5に進められてからショットされることが多い．
このようなプレイが起こりつつある場合は，トレイル・オフィ

シャルはいつでもこのプレイに対応して左側に移動できるように準
備し，ボールから離れたところのプレイを見ることができるように
備えておく（図35)．

5．エリア3のフリースロー・ラインの延長上付近（エリア3とエリ
ア4の境界付近）からスリー・ポイント・ショットがなされるとき
はトレイル・オフイシャルが責任をもってそのショットを確認しな
ければならないが，プレイヤーにさえぎられて見えにくい場合は，
リード・オフィシャルの協力が必要となる．

6．エンド・ラインと自分の右側のサイド・ラインについては原則と
して責任をもたないが，ボールがアウト・オブ・バウンズになった
ときに相手審判から協力を求められた場合は，その判定に協力でき
るように気を配っておかなければならない．
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審判の位置取りと責任範囲

4.3.3ボールがエリア4～エリア6にあるとき（図36～図41）
1．ボールがトレイル・オフイシヤルからもっとも離れたエリア4に
あるときは，トレイル・オフィシャルは，ボールとその周辺のプレ
イを見るのではなく，ボールのないところのプレイを責任をもって
見る（図36,図37)．
特に，オフ・ザ・ボールのロー・ポストで起こるスクリーン・プ

レイに注意をはらう．
2．パス，ドリブル，ショットによってボールがバスケットやエンド・
ラインのほうへ向かったときは，プレイヤーと相手プレイヤーの間
のスペースをより見きわめられるように，トレイル・オフィシャル
もプレイに合わせてフリースロー・ラインの延長上付近の適切な位
置まで踏み込むこと（ペネトレイト）がもっとも重要である．

3．ボールがエリア5（制限区域）にあるときは，両審判がボールと
その周辺のプレイ，特にショットについて見ておかなければならな
い特別な場面である（図38,図39)．

4．ボールがエリア6のスリー・ポイント・ラインの内側（ツー・ポ
イント・エリア）にあるときは，トレイル・オフイシャルはボール
とその周辺のプレイを責任をもって見る（図40)．

しかし，ボールをコントロールしているプレイヤーがエンド・ラ
インに沿ってドライヴしたときには，リード・オフイシャルがその
プレイを責任をもって見るようにする．

このような場合は，トレイル・オフィシャルは，ハイ・ポストや
ロー・ポストのプレイに特に注意をはらう．

5．ボールがエリア6のスリー･ポイント・ラインよりも外側(スリー・
ポイント・エリア）にあるときは，ボールとその周辺のプレイ，特
にシヨットについてを責任をもって見る（図41)．

6．どのような場合でも，両審判の緊密な協力が必要とされる．
特にボールがエリア6にあり，そのボールがパスでほかのエリア

に移動したときには，ボールとその周辺のプレイを見る責任を引き
継がなければならないので，相手審判との緊密な協力がもっとも必
要とされる．

7．ショットがなされたときには，トレイル・オフイシャルは，ボー
ルがバスケットに入ったか入らなかったかを確認し，両チームのプ
レイヤーによるゴール・テンデイングとインタフェアを責任をもっ
て見る．

さらに，リバウンド・プレイを注意深く見守り，特にボールに対
して不利な位置からボールを取ろうとするフリースロー・ラインの
近くにいるプレイヤーに注意をはらう．

8．自分の左側のサイド・ラインに責任をもち，ボールがアウト・オ
ブ・バウンズになったときにはどちらのチームのスロー・インにな
るのかをはっきりと示す．
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4.4トレイル・オフイシヤルの基本的な任務

L図42に示されているうすい網かけの部分（エリア1～エリア3，
エリア6のスリー・ポイント・ラインの外側）が，トレイル・オ
フイシャルがポールとその周辺のプレイを責任をもって見る範囲で
ある．

濃い網かけで示されている部分（エリア5，エリア6のスリー・
ポイント・ラインの内側）は，両審判がボールとその周辺のプレイ
を責任をもって見る範囲である．

2トレイル・オフイシャルの基本的な任務には，次のことがあげら
れる．

（1）ショットがなされたとき，そのショットがツー・ポイント・

ショットであるかスリー・ポイント・ショットであるかを判定す
る．

（2）各ピリオド，各延長時限の競技時間の終わりや24秒の終わり
近くにショットがなされたとき，それらの合図が鳴ったときボー
ルがシューターの手から離れていたかどうかを判定する
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このような場合に得点を認めるか認めないかを判定すること
は，トレイル・オフィシャルの重要な任務である．

（3）ゴール・テンディングやインタフェアを判定する．
（4）リバウンドで起こる触れ合いを判定する．

特に，リバウンドのボールを取ろうとしている相手のうしろか
ら触れ合いを起こすプレイヤーに注意をはらう．

（5）自分の責任範囲内でなされる，ボールがあるところのスクリー
ン・プレイおよびボールがないところのスクリーン・プレイを判

定する．

（6）ロー・ポスト付近の触れ合いを判定する．
特に，ボールがないときにオフ・ザ・ボールで起こるロー・ポ

スト付近の触れ合いに注意をはらう．
（7）リード・オフィシャルから離れたところで起こるファウルを判

定する．

（8）バスケットにドライヴを始めるときのトラヴェリングのヴァイ
オレイシヨンに気をつける．

また，バスケットに背を向けてボールを持っているプレイヤー
のトラヴェリングのヴァイオレイションにも気をつける．

トレイル・オフィシャルは，プレイヤーのピヴォット・プット
とボールを両方見ることができるよい視野を得ているはずである．

（9）ゲーム・クロックや24秒計の表示に注意をはらう．
⑩ボールが図42に示されている網かけのない範囲（エリア4）

にあるとき，ボールのないところのプレイを責任をもって見る．

3．トレイル・オフィシャルの基本的な位置取りの原則は，次のとお
りである．

（1）トレイル・オフイシャルは，プレイに対応して絶えず位置を変
えていかなければならない（オールウェイズ・ムーヴィング)．
特にボールの移動に対しては必ず対応して動く．

（2）10人のプレイヤーをつねに自分と相手審判の2人の審判の視
野の中に入れておく“ボクシング・イン”を心がけておく．

（3）ショット，ドリブル，パスによってボールがフリースロー・ラ
インの延長上よりもバスケットの近くに向かったときは，トレイ
ル・オフイシャルも，プレイに応じて踏み込んでそのプレイを見
る（ペネトレイション)．

（4）攻撃側プレイヤーとその相手の防御側プレイヤーとの間のス

ペースを見きわめる（スペース・ウォッチング)．
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4.5トレイル・オフイシヤルヘの注意事項（まとめ）

1．プレイがコート上を進行していくときは，トレイル・オフィシャ

ルは，原則としてポールの左側の少しうしろで，ボールからおよ

そ3～5mほど離れたところをプレイヤーと相手プレイヤーの間

のスペースを見ながら追従して行く．そうすることによって視野

が広くなり，プレイによりよく対応することができる．

状況によっては，ボールの右側からプレイを追ってもさしつかえ

ない．

2．自分の左側のサイド・ラインとセンター・ラインについての責

任をもち，左側のサイド・ラインでのアウト・オブ･バウンズとボー

ルをバック・コートに返すヴァイオレイションを判定する．

3．8秒ルールの8秒が継続されるときには，バック・コートのア

ウト・オブ・バウンズから行われるスロー・インの際に，残りの

秒数を両チームのプレイヤーに知らせる．

4．24秒計に注意をはらい，シヨットのあとやボールがアウト・オブ・

バウンズになったときはつねに24秒計の表示を確認しておく．

5．ボールがトレイル・オフイシヤルから離れたコートの右側に進

められ，その位置でドリブラーが近接して防御されているときに

は，そのプレイを的確にとらえることができるように，必要なか

ぎり近づいて見なければならない．

このような状況でなくなったときには，すみやかに通常のトレイ

ル・オフイシヤルのポジシヨンにもどる．

6．ショットがなされたときに起こるゴール・テンデイングとイン

タフェアの判定について責任をもつ．

スリー・ポイント・ショットがなされるときにはシューターの足

元を確認し，特にスリー・ポイント・ラインの近くからなされる

ショットについては，そのシヨットがスリー・ポイント・エリアか

らなされたものかどうかを見きわめる．同時に，シューターとその

防御側プレイヤーとの間のスペースをしっかりと見きわめ，ショッ

トのときやそのあとに起こる触れ合いを判定しなければならない．

7．パス，ドリブル，ショットによってボールがバスケットやエンド。
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ラインのほうへ向かったときは，トレイル・オフイシャルもかな

らずプレイに対応して踏み込まなければならない．このことによっ

て，相手審判から見えにくいところをカヴァーすることができる

ようになる．特に，リバウンドのボールを取ろうとしている相手

のうしろから不当に触れ合いを起こすプレイヤーについて見きわ

めることができる可能性が大きくなる．

しかし，このような場合でも，通常はフリースロー・ラインの延

長上よりもエンド・ライン側に近づく必要はない．

8．ボールがパスされたりショットされたときは，そのボールを目

で追う前に，まず防御側プレイヤーの動作を見守っておかなけれ

ばならない．

9．ボールがアウト・オブ・バウンズになったときに相手審判が協

力を求めてきた場合には，ただちに応えられるように準備してお

く．

このような場合のコミュニケーションの取り方については，ゲー

ム前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス）で取り決めをし

ておく必要がある．

10．トレイル・オフイシャルからリード・オフイシャルに切り換わ

るときでも，進行方向や床を見てはならない．

走りながらでもボールやプレイヤーから目を離さずに，肩ごしに

ボールやプレイヤーを見つづけていなければならない．

11．ボールとその周辺のプレイを責任をもって見ていなければなら

ないとき，特に1対1のプレイが行われるときには，プレイヤー

と相手プレイヤーとの間のスペースを慎重に見きわめなければな

らない．

12．各ピリオド，各延長時限の終わりまぎわにショットがなされた

とき，フィールド・ゴールを得点とするかしないかの判定をくだ

すのは，トレイル・オフィシャルの重要な任務である．

目に入れておきたいプレイをしっかりと見るために，つねに必要

と思われる位置に動かなければならない．
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4.6リード・オフィシャルの位置取りと責任範囲

4.6.1リード・オフィシャルの基本的な位置取りの考え方

1．リード・オフイシヤルは，いつでもコート上を進行するプレイよ

りも先行していなければならない．

したがって，必然的に，全力でエンド・ラインまで動き，プレイ

が自分のほうに向かってくるような位置で待ち受けるようにしなけ

ればならない．

リード・オフィシャルは，プレイに対応して絶えず動き，位置を

変えていかなければならない．

2．エンド･ラインにいるときには，原則として自分の左側のスリー・

ポイント・ラインと制限区域の右端（遠いほうの端）の問を動く．

通常は，この範囲をこえて動く必要はない．

ただし，リード・オフィシャルは，この位置からいつもボールや

その周辺のプレイだけを見ていればよいというわけではない．

3．ゲーム中のさまざまな状況において，両審判は“ボクシング・イ

ン”の原則に従って位置を占めなければならない．

しかし，“ボクシング・イン”をするときは，両審判は，かなら

ずしも対角線上に位置を取らなくてもよい．
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4.6.2ボールがエリア1～エリア3にあるとき（図43～図48）

1．ボールがエリア1にあるときは，リード・オフイシャルは10人

のプレイヤーが自分と相手審判の間にいるように位置を占め，ポー

ルのないところのプレイを責任をもって見る．

特に，スクリーン・プレイに注意をはらわなければならない（図

43，図44)．

2．ボールがエリア2にあるときにも，ボールのないところのプレイ

を責任をもって見る．

このとき，ボールがバスケットに向かってくるプレイを予測して，

それに備えることができるようにからだをポールのほうに向けてお

く（図45,図46)．

3．ボールがエリア3にあるときにも，ボールのないところのプレイ

を責任をもって見るが，エリア3からスリー・ポイント・ショット

がなされたときトレイル・オフイシャルにその合図をして協力でき

るようにつねにボールの位置を把握しておかなければならない．

しかし，通常は自分の左側のスリー・ポイント・ラインよりも外

側へ動く必要はない．

エリア3にボールがあるときは，リード・オフィシャルは，ボー

ルの位置に注意しながら，ロー・ポスト付近にいるプレイヤーを見

守る（図47,図48)．

4．ゲーム中，ロー・ポスト付近にいるプレイヤーどうしの触れ合い

が多く見受けられる．

これらの触れ合いが過度に粗暴なものにならないように，また

審判がゲームをコントロールできなくならないようにすることは，

リード・オフイシャルの重要な任務である．

プレイヤーがコート上であらたな位置を占めようとしたとき，そ

の動きを不当に妨げることはファウルである．

5．フリースロー・ラインの延長上とセンター・ラインの問にポール

があるとき（ボールがエリアl～エリア3にあるとき）は，リード・

オフイシャルはプレイヤーをボクシング・インするような位置を占

め，ポールのないところのプレイを責任をもって見る．
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4.6.3ボールがエリア4～エリア6にあるとき（図49～図54）

1．ボールがエリア4にあるときは，リード・オフイシヤルは，から

だをボールのほうに向け，ボールとその周辺のプレイを責任をもっ

て見る（図49)．

通常は自分の左側のスリー・ポイント・ラインよりも外側へ動く

必要はない．ボールが自分の左側のサイド・ラインでアウト・オブ・

バウンズになったとしても，その位置から十分に判定できるはずで

ある．

また，エリア4からスリー・ポイント・ショットがなされたとき

にも，この位置からでもトレイル・オフイシャルにその合図を示し

て協力することができる（図50)．

ボールがエリア4にあるときには，ボールとその周辺のプレイだ

けでなく，ボール・サイドのロー・ポスト付近のプレイヤーにも注

意をはらっておかなければならない．

2ボールが制限区域内（エリア5）に入ってきたときには,リード・

オフイシヤルは,ボールとその周辺のプレイを見ることに集中する．

シヨットや1対1のプレイが行われるときには，防御側プレイヤー

の動作を見ておくとよい（図51，図52)．

ボールが制限区域内にあるときは，リード・オフイシャルは非常

にプレイに近い位置にいるので，シューターとそのシューターを防

御しようとするプレイヤーとの触れ合いを含めてあらゆる触れ合い

を判定するのにもっとも適した位置にいることになる．

このとき，プレイを妨げないような偶然の触れ合い，特に攻撃側

プレイヤーがバスケットにドライヴして得点するときに起こる影響

のない触れ合いはファウルとして取り上げるべきではない．

3．リード・オフイシャルは，ショットきれたボールを目で追っては

ならない．

特に，エリア4からスリー・ポイント・ショットがなされたとき

には，かならずシューターとそのシューターを防御しようとするプ

レイヤーとの間に起こる触れ合いを判定できるように視野を残して
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おかなければならない．

4．ボールがエリア6のスリー・ポイント．ラインの内側（ツー．ポ

イント・エリア）にあるときは，リード・オフイシャルは，ボール

とその周辺のプレイを見るためにバスケットをこえて右側まで動く

が，制限区域の右端より外側に動く必要はない（図53)．また，そ

のときはからだを制限区域のほうに向けておく．

5．ボールがエリア6のスリー・ポイント・ラインの外側（スリー．

ポイント･エリア）にあるときには，リード･オフイシャルは，ボー

ルのないところのプレイを責任をもって見る（図54)．

ボールのないところにいるすべてのプレイヤー，特にロー・ポス

ト付近のプレイヤーを目に入れておき，スクリーン・プレイに注意

をはらわなければならない．

6．リード・オフイシャルは，ボールがエリア4とエリア5にあると

きには，ポールとその周辺のプレイを責任をもって見る．

ポールがエリア6のロー・ポスト付近にあるとき，あるいはエリ

ア6からプレイヤーがバスケットに向かってドライヴしてくるとき

も，リード･オフィシャルがボールとその周辺のプレイを責任をもっ

て見る．

ボールがエリア4，エリア5，エリア6のロー・ポスト付近にあ

るときには，ボールを持ってシヨットやドリブルをしようとしてい

る攻撃側プレイヤーとそれを防御しようとするプレイヤーとの間で

行われるプレイを判定する．
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4．7リード・オフイシヤルの基本的な任務

l図55に示されているうすい網かけの部分(エリア4）が,リード・

オフイシャルがポールとその周辺のプレイを責任をもって見る範囲

である．

濃い網かけで示されている部分（エリア5，エリア6のスリー・

ポイント・ラインの内側）は，両審判がポールとその周辺のプレイ

を責任をもって見る範囲である

2リード・オフイシヤルの基本的な任務には，次のことがあげられ

る．

（1）ボールがトレイル･オフイシヤルの責任範囲にあるときに,ボー

ルのないところのプレイを判定する．

（2）スクリーン・プレイを判定する

（3）ポスト・プレイ，ピヴォット・プレイを判定する．

凹壊雲：

１
１8

,/了~、II
図55
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（4）ゴール下のプレイを判定する．

（5）制限区域内のプレイを判定する．

（6）トレイル・オフイシャルから遠いところで起きるファウルを判

定する．

（7）バスケットに向かってくるドライヴについて判定する．

特に，自分に近いほうのサイドからのドライヴからは目を離し

てはならない．

3．リード・オフイシャルの基本的な位置取りの原則は，次のとおり

である．

（1）リード．・オフイシャルは，ボールの移動やプレイに対応して絶

えず位置を変えていかなければならない（オールウェイズ・ムー

ヴイング)．

（2）10人のプレイヤーをつねに自分と相手審判の2人の審判の視

野の中に入れておく“ボクシング・イン”を心がけておく．

（3）攻撃側プレイヤーとその相手プレイヤーとの間のスペースを見

きわめる（スペース・ウォッチング)．

（4）より広い視野を得るために，エンド・ラインから離れるように

ステップ・バックすることも必要である．
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4.8リード・オフイシヤルヘの注意事項（まとめ）

1．リード・オフイシヤルは，エンド・ラインに向かってできるかぎ

り速く動き，プレイが自分のほうに向かってくるような位置で待ち

受けるようにしなければならない．

リード・オフイシャルは，プレイに対応して絶えず動き，位置を

変えていかなければならない．

ボールのないところを見ているときでも，つねにボールの位置を

把握していなければならない．

2．エンド・ラインと自分の左側のサイド・ラインについて責任をも

．つ．

ボールがアウト・オブ・バウンズになったときは，トレイル・オ

フイシヤルに協力できるように24秒計の表示を確認しておく．

3．エリア4付近からスリー・ポイント・シヨットがなされたときは，

トレイル・オフイシャルに協力してスリー・ポイント・ショットの

合図（審判の合図3.）を示す．

このようなときには，トレイル・オフイシャルとアイ・コンタク

トを取り，たがいに確認できるようにしなければならない．

このときは，かならずシューターとそのシューターを防御しよう

とするプレイヤーとの間に起こる触れ合いを判定できるように視野

を残しておかなければならない．

4．ポスト・プレイに特に注意をはらい，正当なからだの触れ合いは

ファウルとして取り上げない．

プレイヤーがあらたな位置に動こうとしているのかそうではない

のか，あるいはその動きを相手プレイヤーに不当に妨げられていな

いかどうかを確認しなければならない．

リード･オフイシャルは粗暴な触れ合いを見きわめる責任をもち，

そのような触れ合いには罰を科さなければならない．

5．できるかぎりよい角度で視野を得るために，エンド・ラインから

離れて位置を占めることも必要である．可能ならばエンド・ライン

から2mほど離れるのがよいが，それ以上離れる必要はない．広い

角度を取ることでよい視野を得ることができ，そのことがよりよい

判定につながる．そのためには，リード・オフイシャルは，つねに

動きつづけなければならない．
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ボールがドリブルされてエリア4からエリア5やエリア6へ抜け

て行くときには,バスケットのほうへ踏み込んでそのドライヴの｢始

まり」と「終わり」を確認しなければならない．

6．リード・オフィシャルは，各ピリオド，各延長時限の終わりまぎ

わにショットがなされたとき，そのフィールド・ゴールを得点とす

るかしないかの合図は示さない．これはトレイル・オフイシャルの

任務である．

7．プレイを妨げないような偶然の触れ合い，特にプレイヤーがバス

ケットに向かってドライヴして得点するときの影響のない触れ合い

は，ファウルとして取り上げない．

同様に，防御側プレイヤーが相手に突き当たられたふりをしてわ

ざとらしくたおれたからといって，オフェンシヴ・ファウルを宣し
てはならない．

審判は，規則で制限されている，プレイを妨げる触れ合いだけに

ファウルを宣するようにしなければならない．ただし，その触れ合

いがスポーツマンらしくないものであるときは，ただちに罰を科ざ

なければならない．

8．ポールがアウト・オブ・バウンズになったときに相手審判が協力

を求めてきた場合には，ただちに応じられるように準備しておく．

このような場合のコミュニケーションの取り方については，ゲー

ム前の話し合い（プレ・ケーム・カンファレンス）で取り決めをし
ておかなければならない．

9．プレス・ディフェンスの場合は，防御側プレイヤーが3人以上相

手チームのバック・コートにいるときは，トレイル・オフイシャル

の責任範囲であっても協力してカヴァーできるようにする．

このようなときは，すぐにエンド・ラインに入るのではなく，協
力してプレイを見るようにする．

目に入れておきたいプレイをしっかりと見るために，つねに必要
と思われる位置に動かなければならない．
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4.9両審判の位置取りと責任範囲，視野の取り方（図56～図67）
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4.10そのほかの注意事項（図68,図69）

1．ショットがなされるときには，シューターとそれを防御しようと

するプレイヤーの手や腕を注意して見ていなければならない．その

際，両プレイヤーに関する“シリンダーの原則”と“真上の空間の

権利”を確認しておかなければならない．

プレイを妨げないような偶然の触れ合いは，ファウルとして取り

上げるべきではない．そのためには，一連の動作の始まりから終わ

りまでを全体として確実に見きわめておかなければならない．

2ポスト・プレイやピヴオット・プレイが行われるときには，攻撃

側プレイヤーと同様に，防御側プレイヤーにもコート上で正当に位

置（シリンダー）を占める権利があることを確認しておかなければ

ならない．

不当なからだの触れ合いが直接プレイを妨げた場合には，ファウ
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ルとして取り上げなければならない．

ひじをぶつけたり，背中で押し込んだり，相手を押したり，手や

ひじを使って相手を寄せつけない触れ合いはファウルである．

粗暴なあるいは過度に激しいポスト・プレイやピヴオット・プレ

イを見過ごしておくと，ケームをコントロールできなくなるので，

審判は，そのような触れ合いはただちにファウルとして取り上げな

ければならない．

3．スクリーン・プレイが行われる場合には，触れ合いが起こったと

きに，スクリーンをしようとしたプレイヤーが止まって位置を占め

ていたかどうかを確認しなければならない．

特に，スクリーンをしようとするプレイヤーが，脚，ひざなどを

広げたり，ひじを張ったりして相手が通るのを妨げることに注意を

はらわなければならない．

4．プレイヤーが偶然の触れ合いをおおげさに見せたり，相手に突き

当たられたふりをしてわざとらしくたおれたりして，相手のファウ

ルに見せようとすることがある（"フロッピング：F/仰蝿”ある

いは“アクテイング：細蝿”という)．

審判はこのような動作にだまされずに，自分の目ではっきりと確

かめて，ファウルとなる触れ合いだけを取り上げなければならない．

このような演技的な行為（特に床にたおれる行為：“フロッピン

グ"）はテクニカル・ファウルの対象となる．

5．両審判は特に次のようなプレイに注意をはらっておかなければな

らない．

（1）ボールのないところで行われるプレイ（Qが伽-Ba"）

（2）スクリーン・プレイ：

ボールをコントロールしているプレイヤーに関するスクリーン

およびボールをコントロールしていないプレイヤーに関するスク

リーン

（3）イリーガル・ユース・オブ・ハンズ

（4）制限区域内で行われるプレイ
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4．11プレス°デイフェンスヘの対応（図70,図71）

1．プレス・ディフェンスが行われるときは，審判にとって難しい場

面が多くなる．

このようなときは通常の責任範囲区分と位置取りでは対処できな

くなるので，両審判の高い集中力と緊密な協力とが必要とされる

2プレス・ディフェンスで3人以上の防御側プレイヤーが相手チー

ムのバック・コートにいるときには，リード・オフイシヤルはすぐ

にエンド・ラインに入るのではなく，トレイル・オフイシヤルに協

力してカヴアーできるような位置取りをする（図71）
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ポールがフロント・コートに進められたら，リード・オフイシヤ

ルは，エンド・ラインまで動いて通常のリード．・オフイシャルのポ

ジションを占める．

3．図70は，マン・ツー・マンのプレス・デイフェンスの場合を示

している．

図では，相手チームのバック・コートに防御側プレイヤーが1人

しかいないので，リード・オフイシャルは，すばやくエンド・ライ

ンまで動いてフロント・コートにいるすべてのプレイヤーに注意を

はらう．

トレイル・オフイシャルは，必要に応じてプレイにできるかぎり

近づき，ファウルやヴァイオレイションを注意深く見る．

4．図71では3人の防御側プレイヤーがバック・コートにいるので，

リード・オフイシャルは，トレイル・オフイシャルをカヴァーして

適切に協力することができるように，すぐにエンド・ラインに入る

のではなく，防御側プレイヤーがフロント・コートに移動するかボー

ルがセンター・ラインをこえてフロント・コートに進められること

が明らかになるまでサイド・ライン近くにとどまる．

5．両審判は，防御側プレイヤーの不当なからだの触れ合いによって

ターン・オーヴァ－が起こることがないように，最大限の努力と責

任をもってプレイを見きわめなければならない．

不当なからだの触れ合いは，ファウルとして取り上げなければな

らない．
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4.12プレス・デイフェンスのときのスロー。イン（図72,図73）

1．図72は，エンド・ラインに近いサイド・ラインのアウト・オブ・

バウンズからスロー・インをするチームが，プレス・ディフェンス

をされている場合を示している．

リード・オフィシャルは，スロー・インをするプレイヤーにボー

ルを与えたあとすぐにエンド・ラインに入り，スロー・インをする

プレイヤーを含むスロー・インの位置の近くにいるすべてのプレイ

ヤーを注意深く見る．
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2．リード・オフイシャルは，ポストにいるプレイヤー，パスを受け

るプレイヤーの周辺のタイトなディフェンスのプレッシャーやその

ほかのプレイに気をつける．

また，スロー・インの規定が守られているかどうかにも気をつけ

る．

3．トレイル・オフイシャルは，プレイヤーの状況に応じてプレイを

見きわめられる位置まで踏み込み，スロー・インの位置から離れた

ところにいるプレイヤーを見守る．

4．図73は，センター・ラインに近いサイド・ラインのアウト・オブ・

バウンズからスロー・インをするチームが，プレス・デイフェンス

をされている場合を示している．

リード･オフイシャルは，ポストにいるプレイヤーやスクリーン・

プレイなど,ボールから離れたところのプレイを責任をもって見る．

5．トレイル･オフイシャルは，スロー･インをするプレイヤーにボー

ルを与えたあと,パスを受けるプレイヤーの周辺のプレイを見守る．

6．どのような場合でも，“ボクシング・イン”の原則に従うことが

必要である．
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4.13トラップ・デイフエンス（図74～図77）

1．ボールを持っているプレイヤーが相手に近接して防御されたとき

の5秒の制限［競技規則第27条］とは，防御側チームが，ポール

を持っている相手のプレイを規則違反をせずに正当に封じたことを

認め，防御側チームに攻撃の権利を与える規則である．

ボールを持っているプレイヤーが，相手チームのプレイヤーに1

mよりも近い位置で積極的に防御され，パス，ショット，ドリブル

をすることができずに5秒をこえたときはヴァイオレイションとな

り，防御側チームにスロー・インのボールが与えられる．

2．審判は，複数の防御側プレイヤーがボールを持っているプレイ

ヤーを積極的に防御する“ダブル･チーム”や“トラップ･ディフェ

ンス”などのいろいろなプレイのタイプやそのようなプレイがコー

ト上のどの位置で起こり得るかを熟知していなければならない．

3．図74,図75で示されているような場合には，リード･オフイシャ

ルが，ポールを持っているプレイヤーとその防御側プレイヤーを責

任をもって見る．

トレイル・オフイシャルは，ボールのないところのプレイを見守

るが，どのような場合でも，つねにダブル･チームやトラップ･デイ

フェンスでプレイヤーにさえぎられてリード・オフイシャルから見

えにくいところを協力して見ることができるようにしておく．

4．図76，図77で示されているような場合には，トレイル・オフイ

シャルは，必要に応じてプレイにできるかぎり近づき，ファウルや

ヴァイオレイションを注意深く見る．

リード・オフイシャルは，“ボクシング・イン”の原則に従って

位置取りをし，ボールのないところのプレイを見守る．
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5．アウト。オブ。バウンズとスロー。イン

図80

5jラインについての責任（図78～図80）
1両審判には，それぞれ責任をもって見るラインが次のように決め
られている（図78,図79)．
°リード・オフィシャルは，エンド・ラインと自分の左側のライン
に責任をもつ．

。トレイル・オフイシャルは，センター・ラインと自分の左側のラ
インに責任をもつ
したがって，ボールをバック・コートに返すヴァイオレイシヨン
は，原則としてトレイル・オフィシャルが判定する．

2．トランジイツシヨンによってボールがバック・コートからフロン
ト・コートに移動したときは，それに応じて両審判が責任をもつラ
インも図80に示すように変わる．

3ラインに責任をもっている審判がどちらのチームにボールを与え
てよいかわからずに協力を求めた場合を除き，相手審判は，原則と
して自分に責任のないラインでのアウト・オブ・バウンズには判定
を示さない．

これは，たがいに異なる判定を示すことおよびそれによってジャ
ンプ・ポール．シチュエイションになることをできるかぎり避ける
ためである．
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図'81 図'82

図83 図84

5.2スロー・イン

5．21ボールがアウト・オブ・バウンズになったとき（図81～図84）

1．ボールがアウト・オブ・バウンズになったときは，そのラインに

責任をもっている審判は笛を鳴らし，同時にゲーム・クロックを止

める合図（審判の合図6）をする（図81）

2．つづいて，ゲーム・クロックを止める合図をした手で，スロー・

インをするチームが攻撃する方向をはっきりとさし示す（図82）

3必要な場合には，スロー・インが行われる位置を示す．

4．審判（アクティヴ・オフィシャル）は，スロー．インをするプレ

イヤーにボールを与えてスロー・インをさせる（図83)．

ボールは原則として手渡して与えるが，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．
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（1）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．

（2）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

ンの位置にいる．

審判が指示をしても，プレイヤーがスロー･インの位置にこなかっ

たり，ボールを受け取ろうとしないときは，審判はスロー・インの

位置にポールを置き，スロー・インをするプレイヤーにポールを与

えたものとする．

スロー・インをするプレイヤーにボールを与えたあとは，スロー・

インの規定が守られているかどうかを確認する．

特に，スロー・インをするプレイヤーが，ボールを手ぱなす前に

スロー・インの位置からライン沿いに1mの幅をこえて移動してい

ないことを確認する．

5．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は，通

常，審判はボールを扱わないが，次の場合は，審判は，スロー・イ

ンをするプレイヤーにボールを手渡すか，トスあるいはバウンス・

パスで与えるか，スロー・インの位置にポールを置いて，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．

（1）審判が扱ったほうがより早くゲームを再開することができる場

合

（2）タイム・アウトや交代があった場合

（3）何らかの理由で審判がゲームを止めた場合

6．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瞬間

に，審判（アクティヴ・オフイシャル）は，上げていた手を軽く振

り下ろしてタイム・インの合図（審判の合図8.）をする（図84)．
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図87図88

5.2.2ボールに最後に触れたプレイヤーがわからなかったとき

（図85～図88）

1．ボールがアウト・オブ･バウンズになり，そのラインに責任をもっ

ている審判がどちらのチームのプレイヤーがポールに最後に触れて

アウト・オブ・バウンズになったかがわからなかったときは，その

審判は，笛を鳴らしてゲーム・クロックを止める合図をしたのち，

相手審判を見て協力を求める［アイ・コンタクト］（図85,図86）

このような場面での審判どうしの意思の疎通のはかり方について

は，ゲーム前の話し合いであらかじめ取り決めをしておく．

2協力を求められた相手審判は，どちらのチームのプレイヤーが

ボールに最後に触れてアウト・オブ・バウンズになったかが確認で

きていた場合は，笛を鳴らさずにゲーム前の話し合いであらかじめ

取り決めておいた方法でラインに責任をもっている審判に伝える．
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3．

ラインに責任をもっている審判は,相手審判からの合図を受けて，

スロー．インをするチームが攻撃する方向をさし示す（図87)．

協力を求められた相手審判もどちらのチームのプレイヤーがボー

ルに最後に触れてアウト・オブ・バウンズになったかが確認できて

いない場合は，相手審判は，ジャンプ・ボール．シチュエイション

の合図（審判の合図24.）を示す．ラインに責任をもっている審判

もその合図を受けてジャンプ・ポール．シチュエイションの合図を

する（図88)．

ゲームは，ボールがアウト・オブ･バウンズ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・インで再開される．
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5．3スロー・インの位置
1．ファウルやヴァイオレイションのあと，あるいは何らかの理由で
ケームが中断したあとスロー･インでゲームを再開する場合は,フア
ウルやヴァイオレイシヨンがあったところあるいはゲームが止めら
れ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
ウンズからのスロー・インでゲームを再開する．

2エリア4，エリア5，エリア6での「もっとも近いアウト．オブ．
バウンズ」は，図89に示されているように，フリースロー．ライ
ンの両端からコーナーを結んだ仮想的な台形の内側か外側かによっ
て決める

32の台形の内側でファウルやヴァイオレイシヨンが起こってス
ロー・インでゲームを再開する場合，あるいはゲームが中断された
ときにポールがこの台形の内側にあった場合は，エンド．ラインの
もっとも近いアウト・オブ・バウンズからのスロー．インでケーム
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。インを

しない．
注意事項：

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は，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．
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図90

5．4エンド・ラインからのスロー。イン

5.4.1バックボードの左側からのスロー・イン（図90）

エンド・ラインのアウト・オブ・バウンズで，リード・オフイシヤ

ルの左側のコーナーとバックポードの端との間の図の網かけの位置か

らスロー・インをさせる場合は，リード・オフィシャルは，スロー・

インをするプレイヤーの右側に立ち，左手でポールを手渡してから制

限区域やバスケットのほうへ1～2歩移動する．

矛
Ｉ
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図91

5.4.2バックボードの右側からのスロー。イン（図91）

エンド・ラインのアウト・オブ・バウンズで，リード・オフイシャ

ルの右側のコーナーとバックポードの端との間の図の網かけの位置か

らスロー・インをさせる場合は，リード・オフイシャルは，トスある

いはバウンス．パスでスロー・インをするプレイヤーにボールを与え

てから，プレイヤーをボクシング。インできるポジションにもどる

注意事項：

エンド・ラインのアウト・オブ・バウンズからスロー・インが行

われる場合は，トレイル・オフィシャルは，ボールから離れたとこ

ろのプレイをすべて見ることができるような位置まで踏み込む（ぺ

ネトレイション)．

録
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図92

図93

5.5サイド･ラインからのスロー。イン

5.5.1審判の左側のサイド°ラインからのスロー・イン

（図92,図93）

1．1チームのフロント・コートのサイド・ラインのアウト・オブ・

バウンズでスロー・インのボールが与えられるときは，そのライン

に責任をもつ審判が，スロー・インをするプレイヤーにボールを与

え る

2ボールを与える審判（アクティヴ・オフイシャル）は，スロー・

インをするプレイヤーにボールを与える前に，相手審判とアイ・コ

ンタクトを取って，相手審判の準備がととのっているかどうかを確

認しなければならない．

3．スロー・インをするプレイヤーにボールを与えたアクティヴ・オ

フィシャルは，スロー・インの規定が守られているかどうかを責任
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をもって確かめ,スロー･インされたボールがコート内のプレイヤー

に最初に触れたときにタイム･インの合図（審判の合図8.）をする．

4．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

の場合，リード・オフイシャルの左側のサイド．ラインでエンド．

ラインとフリースロー・ラインの延長上の間からスロー・インが行

われるときは，リード・オフィシャルがアクティヴ．オフィシャル

となり，スロー・インをするプレイヤーにポールを与える．

このとき，リード・オフィシャルは，エンド・ライン側からプレ

イヤーにボールを与え，スロー・インのあとも引きつづきリード．

オフイシャルの位置取りをする（図92)．

5．トレイル．オフィシャルがフロント・コートのサイド．ラインの

アウト・オブ・バウンズでスロー・インのボールを与えるときは，

トレイル・オフイシヤルは，センター・ライン側からプレイヤーに

ボールを与え，スロー・インのあとも引きつづきトレイル．オフィ

シャルの位置取りをする．

このとき，フリー・オフイシャルであるリード．オフイシャルは，

トレイル・オフィシャルと協力してすべてのプレイヤーを“ボクシ

ング・イン”することができるような位置に移動する（図93)．
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図94

図95

5.5.2トレイル．オフイシヤルの右側のサイド･ラインからのスロー・

イン（図94,図95）

lセンター・ラインとフリースロー・ラインの延長上の間のサイド・

ラインのアウト．オブ・バウンズでスロー・インのボールが与えら

れる場合は，トレイル・オフイシャルがアクティヴ・オフイシャル

としてスロー・インをするプレイヤーにポールを与える（バック・

コートの場合も同様とする)．

このとき，トレイル･オフィシャルは,コート内のプレイヤーを“ボ

クシング・イン”する位置に移動したフリー・オフイシャルである

相手審判（リード・オフイシャル）とアイ・コンタクトを取る（図

94)．

2トレイル・オフイシャルの位置から遠いほうのサイド・ラインの

アウト．オブ・バウンズでスロー・インのボールが与えられる場合

は，トレイル・オフィシャルは，コートを横切って遠いほうのサイ

－68－



アウト・オブ･バウンズとスロー･イン

ド・ラインのスロー・インの位置に移動する．

このとき，フリー・オフイシャルであるリード・オフィシャルは，

コート内のすべてのプレイヤーを“ボクシング・イン”することが

できるような位置取りをする（図95)．

3．スロー．インのボールを与えたあと，トレイル・オフイシャルは，

プレイを追いながら，できるだけ早い機会にコートを横切って，通

常のトレイル・オフイシャルの位置に移動する．

トレイル．オフィシャルが通常のトレイル・オフイシャルの位置

に移動したときは，リード・オフイシャルも通常のリード・オフイ

シャルの位置に移動する．

注意事項：

“ボクシング．イン”をするとき，両審判は，かならずしも対角

線上に位置を取らなくてもよい．

－69－



レフェリーズ･マニュアル（ツー・パーソン・システム）
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図 96図97

5.6スロー。インのときの制限（図96,図97）

1．スロー．インのボールを与える審判（アクティヴ・オフイシヤル）

は，スロー・インをするプレイヤーがファウルやヴァイオレイシヨ

ンが起こったところにもっとも近いアウト・オブ・バウンズにいる

ことを確認する．

2障害物から境界線までの距離が2m以上あるときは，コート内の

プレイヤーは，許されるかぎり境界線に近づいてよい．

ただし，スロー・インされたボールが境界線をこえるまで，からだ

の一部でも境界線をこえてコートの外に出してはならない（図96)．

3．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未満のときは，コート内のプレイヤーは（攻撃側プレイヤー

も防御側プレイヤーも)，スロー。インをするプレイヤーから1m

以上離れていなければならない（図97)．

4．スロー．インをさせるアクティヴ・オフイシヤルには，コート内

のプレイヤーの上記の制限について徹底させる責任がある
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5.724秒計の表示（図98～図101）

1．ボールがアウト・オブ・バウンズになったときは，24秒計は止

められる．

2防御側プレイヤーが最後に触れてボールがアウト・オブ・バウン

ズになったときは，24秒計は止められるがリセットされない．

スロー・インされたボールがコート内のプレイヤー（攻撃側プレ

イヤーでも防御側プレイヤーでも）に触れたときから，24秒計は

継続してはかり始められる．

3．防御側プレイヤーが故意にポールをけったりポールをこぶしでた

たいたりしてヴァイオレイションが宣せられたときは,原則として，

24秒計はリセットされる（図98：図は，バック・コートで防御側

プレイヤーが故意にボールをけった場合を示している)．

24秒計がリセットされる場合，審判は，24秒オペレイターに24
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秒計をリセットする合図（審判の合図9.）を示す（図99)．

アクティヴ・オフイシヤルは，スロー・インをするプレイヤーに

ボールを与える前に，24秒計がリセットされたことを確認しなけ

ればならない（図100,図101)．

ただし，フロント・コートでそれまでボールをコントロールして

いたチームによるスロー・インが行われるときは，24秒計がリセッ

トされずに継続される場合（表示が14秒以上の場合）と24秒計が

14秒にリセットきれる場合（表示が13秒以下の場合）の2つの場

合があるので，審判は，24秒計の表示に気をつけておかなければ

ならない（競技規則第29条29.2)．

24秒であれ，14秒であれ，24秒計をリセットさせる場合は，審

判は，24秒計をリセットする合図（審判の合図9.）を示ざなけれ

ばならない（図99)．また，24秒が継続される場合は，審判は，24

秒計をリセットする合図（審判の合図9.）を示さない．
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図102 図'103

図1 04図105

5.8ボールをバック．コートに返すヴァイオレイシヨン

（図102～図105）

1．フロント・コートにボールを進めたチームがそのボールをバッ

ク・コートに返すことは，ヴァイオレイションである（図102,図

103）

2通常の場合は，トレイル・オフィシャルが，センター・ライン付

近でのプレイを責任をもって見る

ボールをバック・コートに返すヴァイオレイシヨンが起こったと

きは，トレイル・オフイシヤルは，笛を鳴らしてゲーム・クロック

を止める合図（審判の合図6）をし,つづいてボールをバック・コー

トに返すヴァイオレイシヨンの合図（審判の合図22）をしてから，

スロー・インをするチームが攻撃する方向をさし示す（図104)．

3スロー・インは，ヴァイオレイシヨンが成立したところにもっと

も近いアウト・オブ・バウンズから行う．

ただし，ポールがフロント・コートにあるときやプレイヤーがセ
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ンター・ラインに触れてボールをバック・コートに返すヴァイオレ

イションが成立したときは，ボールを与えられるチームのフロン

ト・コートのアウト・オブ･バウンズからスロー・インをさせる（図

105)．

4．ボールをバック・コートに返すヴァイオレイションは，次の3つ

のことを確認して判定しなければならない．

（1）チームがボールをコントロールしていること

（2）そのチームのプレイヤーが，そのボールにフロント・コートで

最後に触れたこと

（3）そのチームのプレイヤーが，そのポールにバック・コートで最

初に触れるか，バック・コートに触れたポールに最初に触れるこ

と

注意事項：

規則の変更や例外規定があるので，その内容およびどのようなと

きにその規定が適用されるかを競技規則書で確認しておく（競技規

則第28条28.1.2，第30条30.1.2およびそれぞれの解説)．
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6．ショットが行われるとき

図107

6.1ショットされたボールが空中にあるとき（図106,図107）

1．ショットされたボールが空中にあるとき，トレイル・オフィシャ

ルは，そのポールとプレイヤーの腰から上の部分を責任をもって見

る（図106)．

そのポールがバスケットに入ったか入らなかったかは，トレイル・

オフィシャルが確認する

ボールがバスケットに入って得点を認めるときは，スコアラーに

得点を認める合図（審判の合図1.,2,4）を示す．

2リード・オフイシヤルは，ポールを目で追わずに，ポールのない

ところのリバウンド・プレイを責任をもって見る（図107）

3．ショットされたボールがバスケットに入ったか入らなかったかを

確認するのはトレイル・オフィシャルの責任であるが，ファウルが

起こったときは，そのファウルを宣した審判（コーリング・オフィ

＝凸一一一一一＝ーP＝ーー‐‐■ー一画一一
凸P

ク

図106
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シャル）が得点を認めるか認めないかを決定する．

4．どちらの審判がファウルを宣したとしても，トレイル･オフイシヤ

ルは，ファウルにかかわったプレイヤーを見きわめると同時に，空

中にあるボールの行方を見届け，ポールがバスケットに入ったか入

らなかったかを確認しておかなければならない．

どのような場合でも，ゴールの成否を確認することは，トレイル・

オフィシャルの重要な任務である．

5．得点したチームのプレイヤーが相手チームのスロー・インを意図

的に遅らせることは許されない．得点したチームのプレイヤーは，

スロー・インされるまでそのボールに触れてはならない．

審判から一度警告されたにもかかわらずくり返し得点が認められ

たあとポールに触れた場合は，そのプレイヤーにテクニカル・ファ

ウルが宣せられる．場合によっては，警告することなしにテクニカ

ル・ファウルを宣してもよい．

6．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ときは，リード・

オフイシャルは,笛を鳴らさずにゲーム･クロックを止める合図（審

判の合図6.）をする．

そののち，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，タイム・インの合図（審判の合図8.）をする．
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6．2ゴール・テンデイングとインタフェア（図108,図109）

Lトレイル・オフイシヤルにはショットされたポールの行方を見届

ける責任があるので，ゴール・テンデイングやインタフェアについ

ても責任をもって判定しなければならない．

2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ヴァ

イオレイションをしたときは（図108)，トレイル･オフイシャルは，

笛を鳴らしてゲーム・クロックを止める合図（審判の合図6）を

してからフィールド・ゴールによる得点を認める合図（審判の合図

1.,2,4.）をする

3攻撃側プレイヤーがゴール・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（図109)，トレイル･オフイシャルは，

笛を鳴らしてゲーム・クロックを止める合図（審判の合図6.）を

してから得点を認めない合図（審判の合図5.）をし，つづいて次

に攻撃が行われる方向をさし示す．
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図110

図111

6．3スリー。ポイント･ショット

6.3.1トレイル・オフイシヤルの任務（図110，図111）

1．スリー・ポイント・エリアからショットがなされたときには，ト

レイル・オフィシャルは，スリー・ポイント・ショットがなされた

合図（審判の合図3）を示さなければならない．

2トレイル・オフイシャルは，スリー・ポイント・ショットである

かどうかを確認するために，特にシューターの足元とスリー・ポイ

ント・ラインを注意して見る

3．スリー・ポイント・エリアからのショットであることを確認した

ときは，トレイル・オフイシャルは，片手の親指，人さし指，中指

の3本の指を出して高く上げ，スリー・ポイント・ショットがなさ

れた合図（審判の合図3.）を示す（図110)．
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4．そのショットが成功したときは，トレイル・オフィシャルは，も

う一方の手も同じように3本の指を出して高く上げ，3点を認める

合図（審判の合図4.）をはっきりと示す（図111)．

5．スコアラーが合図を確認できるように，トレイル・オフィシャル

は，適当な時間その3点を認める合図を示しつづける．

ゴールのあとプレイがすばやく展開されることがあるので，トレ

イル・オフィシャルは，合図を示しているときにスコアラーのほう

を振り返って見たり，ゴールののちリード・オフィシャルになると

きにコートから目を離したりしてはならない．
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6.3.2リード°オフイシヤルの協力（図112，図113）

lスリー・ポイント・ショットがなされたとき，その位置によって

は，すべてのショットについてトレイル・オフイシャルが確認でき

るとはかぎらない．特に，エリア4のトレイル・オフイシヤルから

遠いコーナーでショットがなされるときには，トレイル･オフイシャ

ルが確認することが難しい場合もある．

そのような場合には，プレイの近くにいるリード・オフイシャル

が，スリー・ポイント・ショットであることを確認して，トレイル・

オフイシヤルに協力する（図112)．

2．リード・オフイシヤルは，エリア4からスリー・ポイント・ショッ

トがなされたときは片手の3本の指を出して高く上げ，スリー・ポ

イント・ショットがなされた合図（審判の合図3.）を示す．

この合図を見て，トレイル・オフイシャルもスリー・ポイント・

ショットがなされた合図を示す（図112)．
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ショットが行われるとき

3．そのシヨットが成功したときは，トレイル・オフィシャルだけが

もう一方の手も3本の指を出して高く上げ，3点を認める合図（審

判の合図4.）を示す（図113)．

4．このような場面では，両審判の緊密な協力が重要である．

5．エリア3とエリア4の境界付近からシヨットがなされたときに

は，トレイル・オフィシャルは，自分が責任をもってそのショット

がスリー・ポイント・ショットであるかそうでないかを確認できる

ように位置取りをしなければならない．

このような場合は，コートの中央付近まで踏み込んでプレイを見

ることも必要である（図115)．
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6.3.3基本的な責任範囲

L図114で示されている網かけの部分からショットがなされたとき

にはトレイル・オフイシヤルが，斜線の部分からショットがなされ

たときにはリード・オフイシャルが，そのショットがスリー・ポイ

ント・ショットかそうでないかを確認する

2図の網かけの部分からのスリー・ポイント・ショットであっても，

シューターと防御側プレイヤーの位置および両審判がプレイを見る

角度や視野によっては，2人の審判が協力し合って確認しなければ

ならない場合もある（図115，図116)．

3．スリー・ポイント・ショットがなされた場合あるいはスリー・ポ

イント・ラインの近くからショットがなされた場合には，アイ・コ

ンタクトなどの両審判の緊密な協力が重要である．

4．スリー・ポイント・ラインの近くからショットがなされたとき，

図'117

園

塵'116

塩も

声

図'114 図'115
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ショットが行われるとき

そのショットがツー・ポイント・ショットであった場合は，トレイ

ル･オフイシヤルは，ただちに2本の指をスコアラーのほうに示し，

そのショットが成功すれば2点が認められることを示しておく（図

117)．

あらかじめこの合図を示しておくことによって，3点が認められ

るのか2点が認められるのかを，スコアラーだけにではなく，観客，

コーチ，プレイヤーにも知らせておくことができ，得点を加算する

ときの混乱を防ぐこともできる．

5．スリー・ポイント・ラインはスリー・ポイント・エリアに含まれ

ないので，シューターがスリー・ポイント・ラインに触れてなされ

たショットはスリー・ポイント・ショットではない．
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鰯

図118図119

6.4各ピリオドと各延長時限の終わり（図118，図119）

1．各ピリオドや各延長時限の競技時間の終わりまぎわにショットが

なされたとき，そのショットがバスケットに入った場合に得点を認

めるか認めないかを決定することは，審判にとって難しい任務の一

つである

特に，多数の観客がいて騒音のために時限の終わりの合図がよく

聞こえなかったときはなおさら難しい状況となる．

得点を認めるか認めないかの決定は，できるかぎりすみやかに行

わなければならない．

2得点を認めるか認めないかの決定は，トレイル・オフイシャルが

責任をもって行う．

通常の場合は，リード･オフイシャルは，たとえ主審であっても，

トレイル・オフイシャルの判断に従って処置する．

3．トレイル・オフイシャルが得点を認めるか認めないかを確証を

もって決定できないときは，両審判はただちに話し合い，主審が決

定をくだす．

4．必要があると思われる場合は,主審は,決定をくだす前に，コミッ

ショナーに意見を求める

さらに必要があるときは，タイマーやスコアラーに確かめる．

また，主審は，時限の終了と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
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ショットが行われるとき

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［そのほかの国

際競技規則A2．71

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．

いずれの場合でも，最終的な決定は主審が

くだす．

5各ピリオドや各延長時限の競技時間が残り

24秒以下になったときには，トレイル．オ

フィシャルは,片手を頭上に上げて1本指（人

さし指）を示す合図をして，このプレイがお

そら<そのピリオドの最後のプレイ（Laslfseco”〆の）になるであ

ろうことを相手審判に示す．

相手審判であるリード・オフイシャルは，このトレイル・オフイ

シャルの合図を確認したときは,同じ合図を示さなければならない

トレイル・オフイシャルは，リード・オフイシャルが合図に気が

ついて同じ合図を示すまで，この合図を出しつづけておく“

たがいに合図が確認できたあとは，両審判は，合図をやめて最後

のプレイに集中する
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7．合図と手続き

7．1審判の合図

バスケットボールの人気は増大しつつあり，観客の数も多くなり，

さまざまなメデイアにも取り上げられるようになってきている．

それにつれて，審判の判定およびそれを示す合図（シグナル，ジェ

スチャー）は，明瞭にわかりやすくなおかつ正確であることが必要と

なってきている．

審判は，取り上げた事柄についての判定とその合図を，ゲームにか

かわるすべての人たちにはっきりと示さなければならない．

1．審判は,規則で定められている合図だけを用いなければならない．

2．笛を鳴らすときは，いつでも1回だけ，大きく鋭く歯切れよく鳴

らす．

3．審判の動作や合図は言葉よりもはっきりと必要なことを伝えるこ

とができるので，まず正確な合図を示すことを心がけ，必要な場合

にだけ声を用いる．

4．合図を示すときは，はっきりと簡潔にする．

合図によって判定を納得させることができるときもあるが，わざ

とらしいおおげさな動作をする必要はない．

5．審判が笛を鳴らすと同時に手を頭上に高く上げることは,ゲーム・

クロックを止める合図である．

ゲーム･クロックを止める合図はもっとも重要な合図であり，はっ

きりと明確に示さなければならない．

ファウルのときは片手を握って頭上に上げ，ヴァイオレイション

のときは片手を開いて頭上に上げるが，そのほかテクニカル・ファ

ウル，アンスポーツマンライク・ファウル，デイスクオリファイン

グ・ファウル，ジャンプ・ボール．シチュエイションのときも，そ

れぞれ規則に定められた合図を示す．

いずれの合図の場合でも，審判は，手を頭上に高く上げてゲーム・

クロックを止めなければならない．
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6．スコアラーに伝達をするときは，次のようにする．

（1）オフイシャルズ・テーブルから6～8mのところまで走って移

動し，スコアラーからよく見通せる位置にしっかりと立ち止まっ

て合図をする．

ゲーム・クロックは止められているので，合図を示すのに急ぎ

すぎる必要はない．

（2）合図は，顔の高さで示す．

特に，プレイヤーの番号は，スコアラーから見やすいようにか

らだから離して示す．

（3）取り上げたファウルをスコアラーに伝達するときは，次の順序

で合図を示す．

①ファウルをしたプレイヤーの番号を示す．

②ファウルの種類を示す．

③フリースローの数または次に攻撃が行われる方向を示す．

注意事項：

得点を認めるか認めないかの決定を伝える合図は，ファウルをし

たプレイヤーの番号を伝える前に示さなければならない．

7．スロー・インの5秒，フリースローの5秒，近接して防御されて

いるプレイヤーに対する5秒および8秒ルールの8秒をかぞえると

きには，周囲にわかるように腕を振りながら秒数をカウントしなけ

ればならない（審判の合図14.)．

3秒ルールの秒数をかぞえるときは，腕を振ってカウントしない．

8．合図を簡潔に正確に示すことは，周囲によい印象を与え，その審

判が与えられた任務をよく理解しその任務をしっかりと果たしてい

ることを示し，観客，コーチ，プレイヤーの信頼を得ることにつな

がる．

このことは，審判に自信を与えることにもなる．
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審判の合図
I・得点の合図

Ⅲ交代とタイム・アウト，コミュニケーション

11．計時の合図

－ 88－
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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

鳩鍵I

■■■■■■■■■ ロ

30

8番

34.

12番

－ 90－

I

27．

5番

櫓■■■ ■

31.

9番

35.

13番

28．

6番

32.

10番

36.

14番

29．

7番

33.

11番

37.

15番



(2)ファウルの種類

38.イリーガル･ユース
・オブ･ハンズ

魁＝_＝わ~

■緯
42.

ザ

手首をたたく

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

鴇
両手で押すまねをする

豆~ヲ百ﾗ寿ｱｱｰ一

I

両手を腰にあてる

3.ボールをコントロー
ルしているときの
チャージング

断
お噂

屋りこぶしで手のひらを
とたく

40.ひじを
ファウ

ぶつける
ﾉレ

諭霊i
ひじを横に出してうしろ
へ振る

44.ボールをコントロー
るしているチームの

誉
アウル

影兎一

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

合図と手続き

1.ホールディング

畠一
むめ

手首を握る

45.ダブル･ファウル

P三＄

瀞：
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 47.アンスポーツマンライ 48.ディスクオリフアイング
ク･ファウル ･ファウル

手のひらを示し，
両手でT型をつくる

手首を握って頭上に
上げる

両手のこぶしを握っ
て頭上に上げる
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(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

鞠
顔の高さで指を1本示す

I

顔の高さで指を2本示す

次に攻撃が行われる方向

52.ファウルのあと次に
攻撃が行われる方向

iiiにニニア
■
■

サイド･ラインに平行に
指でさし示す
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5allうそ総ヨヒ野魂’
ファウルのあと次に
攻撃が行われる方向

#iiL
§；
■

サイド･ラインと平行に
握りこぶしでさし示す

51.3個のフリースロー

顔の高さで指を3本示す



合図と手続き

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・オフイシャル）

54.1個のフリースロー

腕を前に伸ばし指を1本
示す

55.2個のフリースロー

腕を前に伸ばし指を2本
示す

56.3個のフリースロー

｛IiiL－

雲li1ii…
3！

蕊

(2)制限区域の外で（トレイル・オフイシャル）

'57.1個のフリースロー 58.2個のフリースロー 59.3個のフリースロー

L曜畢11にi
蕊

ー

指を1本上げて示す
指をそろえ，
げて示す
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図120

図'122

守今凸＝⑭C
Rg●

”ー

図121

図'123

7.2ヴァイオレイションが起こったとき（図120～図123）

ヴァイオレイシヨンが起こったときは，審判は，次のようにする．

1．笛を鳴らすと同時に，ゲーム・クロックを止める合図（審判の合

図6.）を示す（図120)．

手を頭上に上げたときの腕は，ひじが曲がらないように気をつけ

る．

2ヴァイオレイションの種類を規則に定められた合図ではっきりと

示す．

図121は例としてトラヴェリングの場合を示している

アウト・オブ・バウンズの場合は合図は定められていない

3つづいて，ゲーム・クロックを止める合図をした手で，次に攻撃

が行われる方向をはっきりとさし示す（図122)．

4．ゲームを再開するときは，審判は，スローインをするプレイヤー

にポールを手渡すかバウンス・パスでボールを与える（図123)．
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5．ヴァイオレイションが起こったときの合図は，次の順序で示す．

（1）ゲーム・クロックを止める合図をする．

（2）ヴァイオレイションの種類を示す（アウト・オブ・バウンズを

除く）．

（3）次に攻撃が行われる方向をさし示す．必要な場合は，スロー．

インの行われる位置を示す．
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図'124

図125

7.3ファウルが起こったとき（図124,図125）
ファウルが起こったときは，審判は，次のようにする．

L笛を鳴らすと同時に，片手を握ってゲーム・クロックを止める合
図（審判の合図7）を示す．
手を頭上に上げたときの腕は，ひじが曲がらないように気をつけ

る．

2もう一方の手は，ファウルが宣せられたことをそのプレイヤーに
知らせるために，手のひらを下に向けてファウルをしたプレイヤー
の腰のあたりをさす（図124)．

フリースローが与えられる場合で，必要と思われるときは，つづ
いてその場でフリースローの数を示す．

3オフイシヤルズ。テーブルから6～8mのところまで走って移動

し，スコアラーからよく見通せる位置にしっかりと立ち止まって合
図をする

4ファウルをしたプレイヤーの番号を，はっきりそしてゆっくりと
スコアラーに示す（図125-①）

このとき，スコアラーが正確にプレイヤーの番号を確認して記録
できるように，数秒間合図を示しつづける．

5つづいて，ファウルの種類を示す（図125-②)．
6最後に，フリースローの数または次に攻撃が行われる方向を示す
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（図125-③)．
7．スコアラーへの伝達が終わったあと，両審判は，原則としてコー

ト上の位置を交換する．

ファウルを伝達した審判（レポーティング・オフィシャル）は，
次に占めるべき位置まで走って移動する．

7．4ファウルのあとのスウイッチ

ファウルの判定のあとは，両審判は，原則としてコート上の位置を
交換する．

ただし，次の場合は，コート上の位置を交換しない．
1．リード・オフィシャルがオフェンシヴ・ファウルを宣したとき

ファウルを宣したリード・オフイシャルは，スコアラーにファウ

ルの伝達を終えたあとあらたにトレイル・オフイシヤルになる．

相手審判は，反対側のコートのエンド・ラインに入り，あらたに
リード・オフイシャルになる．

2．トレイル・オフィシャルがディフェンシヴ・ファウルを宣したと

き（7.8.1,7.9.2参照）
ファウルを宣したトレイル・オフイシヤルは，スコアラーにファ

ウルの伝達を終えたあと，引きつづきそのコートでトレイル･オフィ
シャルになる．

相手審判は，引きつづきエンド・ラインでリード・オフイシャル
になる．

すなわち，ファウルを宣しスコアラーに伝達をした審判（コー
リング・オフイシャル：レポーティング・オフイシャル）は，伝
達を終えたあとは,次に攻撃が行われるコートでのリード･オフイ
シャルにならないようにする．

フリースローを行う場合も同様とする．

注意事項：

2人審判制システムでは，審判がファウルを宣する可能性は，
「リード・オフイシャルがデイフェンシヴ・ファウルを宣する場合」
が多い．

したがって，ファウルを宣した審判が次に攻撃が行われるコート
でリード・オフイシャルになると，その審判が同じチームのファウ
ルをつづけて宣する可能性が高くなってしまう．

このような状況をなるべくつくらないようにするために，このメ
カニクスが考えられた．
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図'126 図127

図128

7.5ボールをコントロールしているチームのプレイヤー。ファウル

（チーム。コントロール。ファウル）

7.5.1ファウルを取り上げたとき（図126～図128）

Lすでに正当な防御の位置（リーガル・ガーデイング・ポジション）
を占めている防御側プレイヤーにドリブルをしているプレイヤーが

突き当たることは，そのドリブラーのチャージングであり，ボール
をコントロールしているチームのプレイヤー・ファウルである（図

126，図127）

2ファウルを取り上げるとき，ボールの周辺のプレイを見る責任の

ある審判は，笛を鳴らすと同時に，片手を握ってゲーム・クロック

を止める合図（審判の合図7）をする（図127)．

3．パーソナル・ファウルの合図につづいて，ファウルをしたチーム

のバスケットのほうにこぶしを突き出して，ボールをコントロー

ルしているチームのファウルの合図（審判の合図“.）をする（図

128)．
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7.5.2スコアラーへの伝達（図129～図131）

1．ファウルを宣した審判（レポーテイング・オフイシヤル）は，オ

フイシヤルズ・テーブルから6～8mのスコアラーからよく見通

せる位置まで走って移動し，しっかりと立ち止まってスコアラーに

ファウルを伝達する．

2まずファウルをしたプレイヤーの番号を示し（図129)，つづい

てボールをコントロールしているプレイヤーのチャージングの合図

（審判の合図43）を示す（図130）

3最後に，ポールをコントロールしているチームのファウルの合図

（審判の合図53）で次に攻撃が行われる方向を示す（図131）

図131

へ

､瀞

皇ﾉ,#）
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7．6ファウルを宣したときに得点を認める場合

7.6.1ファウルを取り上げたとき（図132～図134）

図132～図134では，ショットの動作中のプレイヤーがファウルを

され，リード・オフイシャルがこのファウルを取り上げた場合を示し

ている．

1．リード・オフイシヤルは，笛を鳴らすと同時にパーソナル・ファ

ウルの合図（審判の合図7.）をしてゲーム・クロックを止める（図

132)．

2リード･オフイシャルは,ファウルの合図をしつづけながらショッ

トされたボールがバスケットに入ったか入らなかったかを確認し

（図133)，ボールがバスケットに入った場合は，その得点を認める

か認めないかの合図をただちに示さなければならない（図134)．

得点が認められるか認められないかは,観客，コーチ，プレイヤー

が最初に知りたいことであるから，得点を認める合図あるいは得点
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を認めない合図は，ボールがバスケットに入ったときにただちに示

さなければならない．

3．ファウルを宣した審判がボールがバスケットに入ったか入らな

かったかを確認できなかったときは，ゲーム前の話し合いであらか

じめ取り決めておいた方法で，相手審判にその事実を確かめなけれ

ばならない．このとき，合図（シグナル，ジェスチャー）ではなく，

できるかぎり言葉で確認することが望ましい．

4．このような場合でも，ボールがバスケットに入ったときに得点を

認めるか認めないかは，ファウルを宣した審判が決定する．
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7.6.2スコアラーへの伝達（図135～図138）

lファウルを宣した審判は，オフイシヤルズ・テーブルから6～8

mのスコアラーからよく見通せる位置まで走って移動し，しっかり

と立ち止まってスコアラーにファウルを伝達する

2得点を認める場合は，ファウルをスコアラーに伝達する前に，ま

ず得点を認める合図（審判の合図2，4）を示す．図135では,フア

ウルをされたチームに2点を認める場合を示している

得点を認めない場合も，ファウルをスコアラーに伝達する前に，

まず得点を認めない合図（審判の合図5.）を示す

3．つづいて，フアウルをしたプレイヤーの番号を示す（図136）

4次に，フアウルの種類を示す（図137)．

5最後に，1個のフリースローが与えられることを示す（図138)．

2個以上のフリースローが与えられる場合やスロー．インでゲー

ムが再開される場合も，それぞれ定められた合図で示す．
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図'139

7.7ダブル．ファウル

7.7.1ダブル・ファウルを取り上げたとき（図139）

1．両チームのプレイヤーがほとんど同時にたがいにパーソナル・

ファウルをしたときは，ダブル・ファウルが宣せられる．

ダブル・ファウルはそう頻繁に起こるものではないが，それでも

ゲーム中にときには起こることがある．

2ダブル・ファウルを宣するときは，審判は，笛を鳴らすと同時に

ダブル・フアウルの合図（審判の合図45）を示す（図139）
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1m

チームB

③,

図'140

7.7.2スコアラーへの伝達（図140）

1．ファウルを宣した審判（レポーテイング・オフィシャル）は，オ

フイシヤルズ・テーブルから6～8mのスコアラーからよく見通

せる位置まで走って移動し，しっかりと立ち止まってスコアラーに

ファウルを伝達する．

2．まず一方のチーム・ベンチを指さしてから，そのチームのファウ

ルをしたプレイヤーの番号を示す（①)．

3．つづいて，もう一方のチームのチーム・ベンチを指さしてから，

そのチームのファウルをしたプレイヤーの番号を示す（②)．

注意事項：

どちらのチームのファウルを先に伝達するかは特に定められてい

ないが，いかなる場合でも，スコアラーがファウルをした両チーム

のプレイヤーの番号をまちがえないで正確に記録できるように伝達

することが重要である．
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最後に，次のことを示す．

スロー・インでゲームを再開する場合は，次に攻撃が行われる

方向を示す（③)．

ジャンプ・ボール．シチュエイションになる場合は，ジャンプ・

ボール．シチュエイションの合図（審判の合図25.）を示してから，

次に攻華が行われる方向を示す（③，）．
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図141 図'142

i職

図143

7.8ファウルを宣したあとの審判の位置取り

7.8.1トレイル。オフィシャルがディフェンシヴ。ファウルを取り

上げたとき（図141～図143）

図141では，パスをしようとしたプレイヤーが防御側プレイヤーに

ファウルをされ，トレイル・オフイシャルがファウルを宣したところ

を示している．

1．トレイル･オフィシャルは，笛を鳴らすと同時にパーソナル･ファ

ウルの合図（審判の合図7.）をしてゲーム・クロックを止める（図

141)．

2トレイル・オフィシャルがファウルを宣したときはリード・オ

フイシャルはその場にとどまり，コート上のすべてのプレイヤーを

見守り，注意をはらう．

ファウルを宣したトレイル・オフィシャルはスコアラーにファウ

ルを伝えるときにコートから目を離すので，この間は，リード・オ

－106－



合図と手続き

フィシャルが1人ですべてのプレイヤーを見守り，注意をはらって

いなければならない（図142)．

3．図141に示されている例では，トレイル.オフイシャルがデイフェ

ンシヴ・ファウルを宣したので，審判は位置の交換を行わない．

トレイル・オフイシャルは引きつづきトレイル・オフイシャルに

なり，リード．・オフイシャルは引きつづきエンド・ラインでリード．

オフイシャルになる（図143)．
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園 9恥

け

図144 図'145

図'146 図'147

7.8.2リード・オフイシヤルがファウルを取り上げたとき

（図144～図147）
図144では，ショットの動作中のプレイヤーが防御側プレイヤーに

ファウルをされ，リード・オフイシャルがファウルを宣したところを
示している．このショットは成功しなかった．

1．リード・オフイシャルは，笛を鳴らすと同時にパーソナル・ファ
ウルの合図（審判の合図7）をしてゲーム・クロックを止める（図
144図145)．

2リード・オフイシャルがファウルを宣したときは，トレイル・オ
フイシャルはしばらくの間その場にとどまり，コート上のすべての
プレイヤーを見守り，注意をはらう（図145,図146)．

3ファウルを宣した相手審判（リード･オフィシャル）がスコアラー
に伝達をしている間に，トレイル・オフイシヤルは，プレイヤーを
見守り，注意をはらいながら，ポールを持ってゲームを再開する位
置（この例の場合はフリースローをさせるためにエンド・ラインの
リード．オフイシヤルの位置）に移動する（図147）

4．スコアラーへの伝達を終わらせたリード・オフイシヤルは，あら
たにトレイル・オフイシャルになる．

5．あらたにリード・オフイシヤルになった審判がフリースローをさ
せる．

－108－



合図と手続き

図'148

7.8.3トレイル・オフイシヤルがオフェンシヴ。ファウルを取り上
げたとき

図148では，ボールのないところでオフェンシヴ．ファウルがあり，
トレイル・オフイシャルがそのファウルを宣したところを示している．

lトレイル･オフイシャルは，笛を鳴らすと同時にパーソナル.ファ
ウルの合図（審判の合図7.）をしてゲーム・クロックを止める．

2トレイル・オフイシャルがファウルを宣したときは，リード．オ
フィシャルはその場にとどまり，コート上のすべてのプレイヤーを
見守り，注意をはらう．

ファウルを宣したトレイル・オフイシヤルはスコアラーにファウ

ルを伝えるときにコートから目を離すので，この間は，リード．オ
フイシャルが1人ですべてのプレイヤーを見守り，注意をはらって
いかなければならない。

3ファウルのあと，審判はコート上の位置を交換する．
図148に示されている例では，リード．オフイシヤルは反対側の

コートのエンド・ラインに入り，あらたにリード・オフイシヤルに
なる．

スコアラーへの伝達を終わらせたトレイル・オフィシヤルは，ス
ロー･インのポールを与え,あらたにトレイル･オフイシャルになる
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図149

7.9両審判がファウルを宣したとき
7.9.1両審判がファウルを宣したとき

ゲーム中,両審判がほとんど同時に笛を鳴らすことがある（ダブル・
ホイッスル)．
1．ゲーム中，両審判がほとんど同時に笛を鳴らしたときは，それぞ
れの審判がすぐに判定を示すのではなく，両審判はただちにアイ・
コンタクトを取り，相手審判の判定を確かめる．

このときは，両審判の緊密な協力が絶対的に必要とされる．
2図149では，1つのプレイに対して両審判がファウルを宣してい

る．

このような場合には，プレイに近いほうの審判あるいはプレイが
近づいてくるほうの審判が，そのファウルについての判定を示す。

これは，両審判の判定が異なることのないようにするために必要
なことである．

3図149の場合は，トレイル・オフイシャルのほうがプレイに近い
ので，トレイル･オフイシャルがスコアラーにファウルを伝達する．

4．相手審判であるリード・オフイシャルは，トレイル・オフイシヤ
ルがスコアラーにファウルを伝達している間その場にとどまり，
コート上のすべてのプレイヤーを見守り，注意をはらう．
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149に示されている例では，トレイル･オフイシャルがデイフェ
ヴ・ファウルを宣したので，審判は位置の交換を行わない．
レイル・オフィシャルは引きつづきトレイル・オフィシャルに

リード・オフィシャルは引きつづきエンド・ラインでリード､．

5．図149に示されて’

ンシヴ・ファウルを：
トレイル・オフィ

なり，リード・オフ／
オフイシャルになる．
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図150

7．92どちらの審判がプレイに近いかはっきりしないとき

Lゲーム中，両審判がほとんど同時にファウルの笛を鳴らしたとき

に，どちらの審判のほうがプレイに近いかはっきりしない場合があ

る（図150)．

このような場合には，相手審判が先に別のファウルやヴァイオレ

イションを取り上げたときを除いて，プレイが近づいてくるほうの

審判が，そのファウルについての判定を示す。

この場合も，両審判がアイ・コンタクトを取ることが､必要である．

特に，1つのプレイに対して両審判が笛を鳴らした場合には（ダ

ブル・ホイッスル)，両審判の緊密な協力が必要である．

2図150の場合は，プレイがトレイル・オフイシャルのほうに近づ

いてきていたので，トレイル・オフイシャルがスコアラーにファウ

ルを伝達する
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3．相手審判であるリード・オフイシャルは，トレイル・オフイシャ

ルがスコアラーにファウルを伝達している間その場にとどまり，

コート上のすべてのプレイヤーを見守り，注意をはらう．

4．図150に示されている例では，トレイル･オフイシャルがデイフェ

ンシヴ・ファウルを宣したので，審判は位置の交換を行わない．

トレイル・オフイシャルは引きつづきトレイル・オフイシヤルに

なり．リード・オフイシャルは引きつづきエンド・ラインでリード．なり，リード・オフ／

オフィシャルになる．
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図'151

図152

8．フリースロー

当1W凸

騒由,町凸ｳ△も

8.1トレイル・オフイシヤルの任務（図151，図152）

1．スコアラーへのファウルの伝達を終えたのち,あらたにトレイル・

オフィシャルになった審判は，フリースロー・シューターの左側で

フリースロー・ラインの延長線とスリー・ポイント・ラインが交わ

るところに立つ．

2リード・オフイシャルがプレイヤーにフリースローの数を示すと

き，トレイル・オフイシャルは，腕を上げてフリースローの数を示

す合図（審判の合図57.,5859.）をフリースロー･シューターがボー

ルを持つまで示しつづける（図151，図152)．

フリースロー・シューターがポールを受け取ったのち，5秒をか

ぞえ始める（審判の合図14.)．

3フリースローの間トレイル･オフイシヤルには次の任務がある．
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（1）フリースロー・シューターのヴァイオレイションに気をつける．

(2)制限区域の遠いほうのリバウンドの位置を占めているプレイ

ヤーのファウルやヴァイオレイションに気をつける．

(3)ゴール・テンディングやインタフェアに気をつけてフリース

ローのポールの行方を見きわめ，リングの上にのっているポール

に気を配る．

(4)フリースローが成功したかしなかったかを確認する．

(5)フリースローが成功したとき，1点を認める合図（審判の合図

1.）を示す．

(6)最後のフリースローが不成功で引きつづきボールがライブであ

る場合は，ボールがコート内のプレイヤーに触れたときに，ゲー

ム・クロックを動かし始める合図（審判の合図8.）をする．

－115－



レフェリーズ･マニュアル（ツー・パーソン・システム）
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8.2リード°オフイシヤルの任務（図153,図154）

Lリード・オフイシャルは，トレイル・オフィシャルと対角線上の

制限区域の外に立ち，すべてのフリースローのボールをフリース

ロー・シューターに与え，フリースローをさせる

2制限区域に沿ってリバウンドの位置を占めているプレイヤーの人

数と位置を確認したのち，制限区域に踏み込む前に，オフイシャル

ズ・テーブルを見てタイム・アウトや交代がないことを確認する．

3．そののち，制限区域に踏み込み，フリースローの数を示してから

（図153，審判の合図54,55,56)，1投目のフリースローのポール

をフリースロー・シューターにバウンス°パスで与える（図154)．

4．フリースロー・シューターにフリースローのボールを与えたあと

は，リード・オフイシャルは，腕を下ろしたまま，エンド・ライン

の外で，制限区域を区画するラインの延長線をまたいで立つ．

5．あとにフリースローがつづく場合は，リード・オフイシャルは，
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ショットされたボールを拾い，制限区域内で残りのフリースローの

数（1個,2個）を示し（審判の合図55.,56.)，フリースロー･シユー

ターにバウンス・パスでフリースローのボールを与える．

6．最後のフリースローのときは,ボールがフリースロー･シューター

の手から離れたのち，リバウンド・プレイに対してよい角度と視野

が取れるように動く．

このとき，リード・オフイシャルは，右側に動くほうがよい視野

や角度が取れる可能性が高い．

7．最後のフリースローが成功した場合は，エンド・ラインからボー

ルがスロー・インされるときに，ゲーム・クロックを動かし始める

ときのタイム・インの合図（審判の合図8.）をする．

8．フリースローの間，リード・オフイシャルには次の任務がある．

・制限区域の遠いほうのリバウンドの位置を占めているプレイ

ヤーのファウルやヴァイオレイションに気をつける．

。特に，リバウンドの位置を占めているプレイヤーどうしのから

だの触れ合い，ボールがフリースロー・シューターの手から離れ

る前にプレイヤーが制限区域に踏み込むヴァイオレイシヨンに気

をつける．

注意事項：

1投目のボールがフリースロー・シューターに与えられたあとは，

タイム・アウトや交代は認められない．

ただし,最後のフリースローが成功したとき,最後のフリースロー

のあとセンター・ラインやフリースロー・ラインの延長上のアウト・

オブ･バウンズからスロー･インでケームを再開するときは,スロー・

インの前にタイム・アウトや交代が認められる．
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8.3制限区域に沿ったリバウンドの位置にプレイヤーが並ばないフ

リースロー（図155～図157）

1．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

スクォリファイング・ファウルが宣せられた場合は（図155：コー

チのテクニカル・ファウルの例)，その罰則により，相手チームに

フリースローが与えられ，さらにオフイシャルズ・テーブルから遠

いほうのセンター・ラインのアウト・オブ・バウンズでスロー・イ

ンのボールが与えられる．

2．このときのフリースローは,最後のフリースローでもリバウンド・

プレイがないので，フリースロー･シューター以外のプレイヤーは，

制限区域に沿ったリバウンドの位置に並ばない（図156）

3．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・ファウルの罰則によるフリースローは，すべ
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てファウルを宣した審判の相手審判がアクティヴ・オフイシャルと

してフリースロー・シューターにボールを与えてフリースローをさ

せる．

4．ファウルを宣した審判（コーリング・オフィシャル）は，フリー

スローが終わったのちすみやかにスロー･インをさせられるように，

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・バウンズに立つ．

センター・ラインのアウト・オブ・バウンズでスロー・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ボールをパスしてもよい（図157)．
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9．タイム・アウトと交代

9.1タイム・アウト

1．どちらかのチームからタイム・アウトの請求があったときは，ス

コアラーは，ボールがデッドでゲーム・クロックが止められている

間にできるだけ早く，合図器具を鳴らして審判に知らせる．ファウ

ルのあとは，審判のファウルの伝達が終わってから合図をする．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

わってから合図をする．

ただし，タイム・アウトが認められる時機が終わる前に合図をし

なければならない［競技規則第18条18．2．4]、

2．スコアラーからタイム・アウトの合図があったときは,オフィシャ

ルズ・テーブルに近いほうの審判は，笛を鳴らして定められた合図

（審判の合図12.）を示し，タイム・アウトを宣する．

3．タイム・アウトの間，両審判は，ゲーム開始前のウォーム・アッ

プを見守るときと同じように，オフイシャルズ・テーブルの反対側

（オポジイット･サイド）で図159に示されているように位置し，そ

れぞれ両チーム･ベンチのプレイヤー，交代要員，コーチを見守り，

なおかつテーブル・オフイシャルズ（特にスコアラー，コミッショ

ナー）とアイ・コンタクトを取る．

4．タイム・アウトが宣せられてから50秒が経過したとき，タイマー

は，合図器具を鳴らして審判に知らせる．

タイマーの合図があったとき，審判は笛を鳴らし，両チームのプ

レイヤーにコートにもどるようにうながす．

両チームのプレイヤーは，この合図があるまではチーム・ベンチ

付近にいなければならない．

タイム・アウトが宣せられてから60秒が経過したとき，タイマー

はふたたび合図器具を鳴らして審判に知らせる．

審判は，タイマーの2回目の合図があるまでは，ゲームを再開さ

せてはならない．
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5．そのタイム・アウトがそのチームのそのハーフあるいは各延長時

限に規則で認められている回数の最後のタイム・アウトであったと

きは，主審は，タイム・アウトが終わってから，そのチームのコー

チにこれ以上タイム・アウトは認められないことを知らせる．
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9.2タイム．アウトを認めたとき（図158～図160）

1．図158は，トレイル・オフイシヤルがアウト・オブ・バウンズを

宣したときにタイム・アウトの合図があり，タイム・アウトが認め

られた場合を示している．

2．両審判は，ゲーム開始前のウォーム・アップを見守るときと同じ

ように,オフイシャルズ｡テーブルの反対側（オポジイット･サイド）

に位置し，それぞれ両チーム･ベンチのプレイヤー，交代要員，コー

チを見守り，なおかつテーブル･オフィシャルズ（特にスコアラー，

コミッショナー）とアイ・コンタクトを取る（図159)．

3．タイム・アウトが終わったときは，両審判は，それぞれ定められ

た位置にもどり，ゲーム再開に備える．

4両審判が協力して，役割を分担することが必要である．

5．スロー・インのポールを与えるアクティヴ・オフイシヤルとなる

審判は，タイム・アウトが終わり，タイマーの2回目の合図があっ

たのち，両チームのプレイヤー，テーブル・オフィシヤルズ，相手

審判のゲーム再開の用意がととのったことを確認してから,スロー
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インをするプレイヤーにボールを与える．

このとき，スロー・インをするプレイヤーにボールを与える審判

は，両チームのプレイヤーがコートにもどるまでは，ポールをプレ

イヤーに与えてはならない

両チームのプレイヤーがコートにもどっているにもかかわらず，

スロー・インをするプレイヤーがスロー・インの位置になかなかこ

なかったりボ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・インの位置にボールを置いてゲームを再開さ

せてよい．

スロー・インのボールを与えた審判（アクティヴ・オフイシャル）

は，ポールがコート内のプレイヤーに触れた瞬間にタイム・インの

合図（審判の合図8.）をする（図160)．
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9.3フィールド・ゴールのあとのタイム°アウト（図161,図162）

Lあらかじめタイム・アウトを請求していたチームには，相手チー

ムがフィールド・ゴールで得点したときにタイム・アウトが認めら

れる．

相手チームがフィールド･ゴールで得点したあと,得点されたチー

ムのプレイヤーがスロー・インのポールを持つまでの間にそのチー

ムのコーチ（アシスタント・コーチ）がタイム・アウトを請求した

ときも，そのチームにタイム・アウトが認められる．

2．この請求があった場合は，タイマーはショットが成功した瞬間に

ゲーム・クロックを止め，スコアラーは合図器具を鳴らして審判に

知らせる（図161)．

フィールド・ゴールで得点されたあとにタイム・アウトの請求が

あったときも，得点されたチームのプレイヤーがスロー･インのポー

ルを持つ前であれば，タイマーはゲーム・クロックを止め，スコア
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ラーは合図器具を鳴らして知らせる．

3．スコアラーからタイム・アウトの請求の合図があったときは，オ

フィシャルズ・テーブルに近いトレイル・オフイシャルは，笛を鳴

らして定められた合図（審判の合図'2）を示し，タイム．アウト

を宣する．

4．両審判は，ゲーム開始前のウォーム．アップを見守るときと同じ

ように,オフイシヤルズ･テーブルの反対側（オポジイット.サイド）

に位置し，それぞれ両チーム･ベンチのプレイヤー，交代要員，コー

チを見守り，なおかつテーブル･オフイシャルズ（特にスコアラー，

コミッショナー）とアイ．コンタクトを取る（図159)．

5．あらたにトレイル・オフイシャルになる審判は，タイム．アウト

が終わり，タイマーの2回目の合図があったのち，両チームのプレ

イヤー，テーブル・オフイシャルズ，相手審判のケーム再開の用意

がととのったことを確認してから，エンド．ラインでスロー．イン

をするプレイヤーにボールを与える（図162)．

このとき，トレイル．オフィシャルは，両チームのプレイヤーが

コートにもどるまでは，ボールをプレイヤーに与えてはならない．

両チームのプレイヤーがコートにもどっているにもかかわらず，

スロー．インをするプレイヤーがスロー・インの位置になかなかこ

なかったりボールを受け取るのをこばんだりしたと判断したとき

は，トレイル・オフィシャルは，スロー．インの位置にボールを置

いてケームを再開させてよい．
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9.4交代を認めたとき（図163～図166）

1．交代の申し出のあったときは，スコアラーは，そのチームに交代

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（図163)．

ファウルのあとは，審判のファウルの伝達が終わってから合図を

する

2スコアラーの交代の合図があったとき，オフイシャルズ・テーブ

ルに近いほうの審判は，オフイシャルズ・テーブルのほうを向いて

交代を確認する（図163）

交代をさせるときは，笛を鳴らして交代の合図（審判の合図10.）

をしたのち（図164)，あらたにプレイヤーとなる交代要員をコー

トに招き入れる合図（審判の合図11.）をする（図165)．

このときは，簡単にコートに招き入れる合図をすれば十分である

が，交代をすみやかに行わせ，時間がかかりすぎないようにしなけ

ればならない．
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3．交代要員となってコートから退くプレイヤーは，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（図166)．

4．コート上に5人のプレイヤーを出場させることはコーチの責任で

あり審判の責任ではないが,交代のあとゲームを再開するときには，

審判は，プレイヤーの数を確認し，無用のトラブルが起こらないよ

うに気をつけなければならない．

5．審判は，プレイヤーが交代したあとは，ゲームがすみやかに再開

できるようにつねに心がけておかなければならない．

6．ゲーム・クロックが止められ，ボールがデッドになったあとは，

審判はすべての移動を走って敏速に行わなければならない．

（1）ゲーム・クロックが止められ，ボールがデッドになっている間

には，審判は敏速に行動し，審判の緩'慢な動作によってゲームの

再開が遅れないように注意しなければならない．

（2）プレイヤーがゲーム再開（スロー・インやフリースロー）の準

備ができているのに，審判の対応の遅れによってゲームの再開が

遅れないように注意しなければならない．
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10．ゲームの終わり
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10．1スコアシートの点検

10.1.1オフィシャルズ。テーブルで点検するとき10.1.1オフイシヤルズ°テーブルで点検するとき（図167～図171）

1．ゲームの終わりを知らせる合図が鳴り競技時間が終了したときは

（図167)，特別な事情がないかぎり，両審判はオフイシヤルズ･テー

ブルへ行く．

2スコアシートの記入が完了したのち，スコアラーは，アシスタン

ト・スコアラー，タイマー，24秒オペレイターにサインをしても
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らう．

最後にスコアラーがサインをしたのち，主審がスコアシートを点

検し，確認する（図168)．

3．主審がスコアシートを点検・確認し了承してから，副審，主審の

順にスコアシートにサインをする（図169)．

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．

このとき，主審の任務や決定をくだす権限も終わる．

4．テーブル･オフィシャルズ，コミッショナーは，審判とともにゲー

ムを運営するオフイシャルズ・チームの一員である．

ゲームが無事終了したのち，両審判は，テーブル・オフイシャル

ズやコミッショナーの協力に感謝して，たがいに握手を交わす（図

170)．

5．ケーム終了後の手続きが終わったのち,両審判は,連れ立ってコー

トをあとにする（図171)．
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10.1.2控え室。更衣室（ロッカー。ルーム）で点検するとき

たがいに最善をつくして困難ともいえる任務を果たし終わった

ゲームには，主審も副審も区別はない．

それは，2人の審判がひとつのチームとしてなし得た成果である．

HDMEVlSITDRS

lg4：95／

’ゲームが終わったときに得点が接近していた場合は，審判の控え

室や更衣室（ロッカー。ルーム）で，より,慎重に，だれからも干渉

されずにスコアシートを点検してからサインをしたほうがよい場合

もある（図173)．

2このようなときには，両審判は，ゲームが終わりしだいたがいに

相手審判を探して，できるだけ2人そろってコートをあとにして審

判の控え室や更衣室（ロッカー．ルーム）に直行しなければならな

い（図172)．

その際，審判は，コーチ，プレイヤー，観客と言葉を交わすこと

は避けなければならない．

また，どのような場合でも，審判は，つねに冷静で礼儀正しくて

いねいな言動をとらなければならない
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図172 図'173
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11．ポイントの再確認

ゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス）は，かなら

ず行わなければならない．

1．コート上でそれぞれが見なければならない責任範囲を確認してお

き，両審判がともにボールとその周辺のプレイヤーだけを見ている

ことがないようにする．

2．ボールのないところが責任範囲のときは，そこで起こるプレイを

判定する．

3．相手審判と同時に笛を鳴らしたときは（ダブル・ホイッスル)，

判定を示す合図をする前に相手審判とアイ・コンタクトを取り合う．

この場合は，プレイに近いほうの審判あるいはプレイが近づいて

くるほうにいる審判が判定を示す合図をする．

4．相手審判がその責任範囲のアウト・オブ・バウンズで，どちらの

チームにボールを与えてよいかわからなかったときは，相手審判か

ら求められた場合にだけ協力をする．

このときは，あらかじめ取り決めておいた方法で，次にスロー・

インをするチームを教える．

どのような場合でも，相手審判とアイ・コンタクトを取る習‘慣を

身につけておく．

5．ボールやプレイヤーの位置だけではなく，つねに相手審判の位置

も把握しておく．

ボールがどこにあるかを把握していることと，ボールを見ている

ことは，同じことではない．

6．速攻のとき，特に攻撃側プレイヤーの人数が防御側プレイヤーよ

りも多い場合には，ファウルを宣するか宣さないかの判断は，プレ

イに近いほうの審判がくだすようにしなければならない．

このとき，プレイから10m以上離れたところからファウルを取

り上げることがないように気をつけなければならない．

7．触れ合いが相手のプレイを妨げた場合にだけファウルを宣さなけ

ればならない．

相手を妨げない偶然の触れ合いは，ファウルとして取り上げない．

そのプレイをファウルとして取り上げるべきか取り上げる必要が
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ないかを見きわめなければならない．

8．過度に手を使うことは絶対に許してはならない．

単に手を触れることがあったとしてもそのこと自体はファウル

ではないが，あらたな位置を占めようとする相手の動きを妨げる

ことはファウルである．

9．ゲームの早い段階で，自分の判定基準を示すように努めなければ

ならない．そうすることによって，ゲームをコントロールしやすく

なる．

粗暴なプレイや過度に乱暴なプレイは，かならずファウルとし

て取り上げなければならない．

よいプレイヤーは，一貫した判定基準に対しては，それに合わ

せてプレイをするようになるはずである．

10．リバウンド・プレイを注意深く見る．

リバウンドのボールに対して不利な位置にいるプレイヤーが自

分が有利になるような触れ合いを起こせば，その触れ合いはファ

ウルである．

触れ合いが意図的ではなく相手のプレイを妨げてもいないとき

は，その触れ合いはファウルとして取り上げない．

11．プレイが自分のほうに向かってくるときは，防御側プレイヤー

と攻撃側プレイヤーの間のスペースをできるかぎり広い視野とよ

い角度で見ることができる位置に動きつづけなければならない．

ファウルを取り上げるときは，プレイを見きわめるのに視野や

角度がもっとも適した位置にいなければならない．

12．3秒ルールのヴァイオレイションを宣するときは，ボールがど

こにあってどのような状況になっているかを確認しておかなけれ

ばならない．

プレイヤーが制限区域内にいることを確認してから秒数をかぞ

え始め，そののち3秒が確実に経過した場合にだけ，3秒ルールの

ヴァイオレイションを宣する．

13．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
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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．

14．コーチが審判の判定に対しておおげさな身振りをしたり，絶え

ず不満や不服をあらわにしたりするふるまいを許してはならない．

このような行為を大目に見る必要はない．審判は，このような行

為を，ケームの早い段階でやめさせなければならない．

コーチが審判を威圧したり脅したり困らせたりしようとしたと

きは，審判は，ためらうことなくテクニカル・ファウルを宣さな

くてはならない．

15．スコアラーにファウルを伝達するとき，チーム・ファウルの表

示器具がオフイシャルズ・テーブルに表示されている場合は，審

判にそのファウルがそのピリオドで5回目以降のチーム・ファウ

ルであるという確証がなければ，ファウルの罰則を示す前に，ス

コアラーにそのファウルが4回目のチーム・ファウルか5回目以

降のチーム・ファウルかを確認する．

16．スコアラーにファウルを伝達するときは,合図（シグナル）はゆっ

くりと示す．

特に，ファウルをしたプレイヤーの番号を示すときには，時間

をかけてはっきりと伝えなければならない．

17．相手審判とはオフイシャル・チームとして任務を遂行する意識

をもたなければならない．すなわち，たがいに最善をつくして協

力し合わなければならない．
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18．

19．

特に，スロー・インのボールをプレイヤーに与える前には，か

ならずアイ・コンタクトを取り合わなければならない．

ゲーム中，ボールが移動した場合，プレイを見きわめるために

絶えずよい位置へ動きつづけなければならない。

両審判は，ゲーム前あるいは後半の開始前には連れ立ってコー

トに出る．

また，ハーフ・タイムやゲーム終了後にコートをあとにすると

きでも，できるかぎり連れ立って控え室や更衣室（ロッカー・ルー

ム）に向かうようにしなければならない．
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12．終わりに

審判は，バスケットボールのゲームを，規則やそのガイド・ライン

に示された枠組みの中でプレイさせるという役割を担っており，さま

ざまなプレイを瞬間的に判定しなければならない．すべての判定を瞬

時にくださなければならないということは，必然的に，ときには規則

に従っていない判定や誤った判定をくだす可能性もあるということで

ある．

審判も人間であるから，ミスをしないということや完壁なことなど

あり得ない．どのようなゲームであろうとも,審判がケームを振り返っ

たとき，「今日のゲームではミスをしなかった」と言えることはない

であろう．

審判は人間が行うものだということは，必然的にその審判の人間性

や個性を伴った判定が要求される．すなわち，優秀な審判とは，優れ

た身体的能力を備えた理知的・理'性的な人間であるといえる．

バスケットボールは,勝利を得るための競技である.バスケットボー

ルは情熱的なゲームであり，特に得点差の少ない接戦の場合は，プレ

イヤーは精神的により興奮し不満をあらわにすることが多くなる．審

判は，どのようなゲームであろうとも，つねにゲームを掌握しコント

ロールしていなければならない．そのためには，審判は，確固とした

決断力をもち，不測の事態にも動じることがないようでなければなら

ない．

ゲーム中に起こり得ることを予測するためには，審判は，プレイ

ヤーやコーチの心理や行動についての深い理解をもっていなければな

らない．プレイヤーがどのように行動するのかおよび何がプレイヤー

やコーチにそのような行動をさせるのかを知っておくことが，審判を

するために必要ときれる．

審判が的確にゲーム進行を成し遂げるためには，プレイヤーやコー

チの協力が必要不可欠である．プレイヤーやコーチの戦術的な狙い，

作戦，目的を見抜き，同時にケーム中，緊張感やプレッシャーがプレ

イヤーやコーチに与える影響などを理解しておくことも必要である．
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プレイヤーも審判もコーチも，決して敵対する関係ではなく，それ

ぞれがともにバスケットボールのゲームにかかわる仲間なのであるか

ら，審判は，ゲーム中のプレイやコーチングに伴うフラストレーショ

ンについて理解していなければならない．

そのうえで審判に欠かすことのできないものは，集中力である．し

かし,集中力を身に付けそれを持続させることは簡単なことではない．

プレイヤーにはボールに直接かかわっていないときに集中を解く機会

もあるが，審判には，タイム・アウトや交代のときのほんの少しの時

間にリラックスすることが許されているだけである．また，ゲームの

終わりに近づくにしたがって，疲労の蓄積とともに集中力は減退して

いくものである．それゆえ，そのようなことに陥らないように，身体

的および精神的な準備がもっとも重要になる．

審判法の基本は，よいタイミングでよい位置を占めることであり，

よい位置取りは，審判法のもっとも重要な要素である．審判の位置取

りと判定の正確さとの間には，密接な関係がある．よい位置取りをし

て正しい判定をくだすためには,ゲーム中に起こり得ることに対して，

それが実際に起こっても適切に対応することができるように準備をし

ておくことが望ましい．そのためには，プレイを見るためにもっとも

よい位置を知ることが必要であり，その位置を占めるために努力を惜

しまないことが必要である．

審判の任務は，容易に果たせるものではない．プレイヤーのからだ

は大きく，しかも速く動き，ゲームは非常に激しくなっている．起こ

ることのすべてをコントロールすることは非常に難しく，それらをす

べて目に入れておくことですら困難となりつつある．

また，審判をしているときは観客の目でゲームを見てはならないの

であるが，それにもかかわらず，よい審判とは，自分の責任範囲内の

ボールのないところのプレイを目に入れておくだけでなく，プレイ

ヤー，コーチ，観客のだれもが注目しているショットなどの直接得点

につながるプレイからもつねに目を離さない努力をしているものであ

る．
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審判にとってもっとも大切にすべきことは，判定の一貫‘性である．

すなわち，ゲームの展開や残り時間，周囲からのプレッシャーに関係

なく，同様のプレイにはつねに同様の判定をくだす努力をすることが

重要である．

よい審判とは，ゲームを深く理解し，正確な観察力を身に付けてい

る．そして厳しい状況になっても冷静で落ち着いた態度を保つ能力を

もち，プレイヤーやコーチからも信頼されている．そうなれば，審判

は自ずと権威を保つことができるようになるであろう．

バスケットボールのゲームは激しいものである．ゲーム中判定の難

しい現象が起こることもあり，約束事も多い．そのために，審判には

ゲームの雰囲気を感じ取ること（FeeMw〃eGa碗e）が要求されてい

るのである．

しかし，バスケットボールはすべての人々に楽しまれる“ゲーム”

であり，審判もその“ゲーム”の参加者の一員である．要求される任

務は厳しいが，コート上で全力をつくし，ゲームを無事に終了したと

きに「よいゲームであった．（GOodgα"'e/,GOOのo6/)」と言って胸を

張れる誇りと喜びが審判にもあるはずである．

公平かつ公正にゲームを運営し，ひとつの任務を成し遂げたという

誇りと喜びを大切にしていただきたい．
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§2．レフェリーズ･マニュアル（スリー･パーソン･システム）

1°はじめに

1．13人審判制（スリー・パーソン・レフェリーズ・システム）に

ついて

国際バスケットボール連盟（FIBA）は，競技規則上，従来の2人

審判制システムのほかにも3人審判制システム（主審1人,副審2人）

の採用を認めている．

現在，FIBAは，この3人審判制システムをオリンピック大会およ

び世界選手権大会などの主要なFIBAの公式大会で採用している．

また，現行の競技規則では，FIBAの公式大会以外でも，各国協会

の承認により，各国内における大会においても，それぞれの大会の主

催者は3人審判制を採用してもよいことになっている．

側日本バスケットボール協会（JBA）は，これを受けて，現在国内

で実施している現行の競技規則において，大会主催者の決定により，

3人審判制の採用を認めている．

日本バスケットボール協会では，3人審判制システムを国内のどの

大会で採用するかについては逐次検討しているが，審判･規則部では，

FIBAが発行したスリー・パーソン・マニュアルを翻訳したものをも

とにしつつ国内で適用しやすいように3人審判制システムにおける約

束と習‘慣としてまとめ，そのガイド･ラインとしてこのマニュアルを

作成した．

1．23人審判制を採用するにあたって

3人審判制システムは，かならずしも最良の方法というわけではな

い．

2人審判制システムにも，3人審判制システムにも，それぞれの長

所と短所がある．

それにもかかわらず，3人審判制システムが世界中で広く採用され

るようになってきている理由は，短所を補って余りある長所が存在す

るからである．
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3人審判制システムを採用する際の長所と短所としては，それぞれ

次のような点が考えられる．

1．長所：

（1）審判が3人いることにより，コートのすべてのエリアをカ

ヴァーすることができるので,審判から見えない範囲が減少する．

（2）1人の審判が判定しなければならない責任範囲が狭くなるの

で，それぞれの審判の負担が減少する．

（3）3人の審判のうち少なくとも1人はよい位置からプレイを判定

することができるので，悪い位置からの判定が減少する．

（4）1つのプレイを2人の審判が見ることが多くなるので，よりよ

い判定が期待できる．

（5）プレイヤーに多くの審判から見られているという意識が生じ，

ファウルやラフ･プレイが減少する．

（6）2人審判制システムに慣れている審判が，3人審判制システム

に移行・順応することは容易である．

（7）ヴェテランの審判と経験の浅い審判を組み合わせることによ

り，審判の育成をはかることができ，ヴェテランの審判もより長

い間審判活動をつづけることができる．

2．短所：

（1）1人の審判の負担が減少する反面，ゲームに対する精神的準備

が不足したままゲームに臨みがちになる．

（2）それぞれの審判が自分が笛を鳴らす回数が減少するので，精神

的準備が不足していると，笛を鳴らしていないという不安感やス

トレスが増大し，取り上げる必要のないファウルやヴァイオレイ

ションを取り上げてしまうことがある．

（3）自分以外の2人の審判に依存してしまい，審判の集中力･注意

力が持続しにくくなる．

3．そのほかの注意点：

（1）3人審判制の採用には，ゲームのタイプとレヴェルを考慮しな

ければならない．

同様に，審判のレヴェルも考慮しなければならない．
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(2)審判には，ゲームに対する深い理解と精神的な準備がより必要

とされる．

(3)1人の審判が判定しなければならない責任範囲は狭くなるが，

それだけプレイの判定に対しては大きい責任が要求される．

(4)パートナーが2人になるので，たがいの信頼とチーム・ワーク

がより必要とされる．

①ボールの位置を把握しておく．

②それぞれのプレイヤーの位置を把握しておく．

③自分以外の2人の審判の位置を確認しておく．

1．32人審判制レフェリーズ・マニュアルとの関連

3人審判制においても，主審と副審の任務と権限は，2人審判制と

変わらない．

この3人審判制マニュアルに述べられていない審判の任務，約束と

習'慣，合図（シグナル）などについては，それぞれ2人審判制レフェ

リーズ・マニュアルの関連事項に準ずるものとする．

重要な用語（3人審判制）

オフィシャルズ（Qがic加）：

エンド･ラインに位置する審判を“リード･オフイシャル（Lead

轍cjaﾉ)'，という．

リード･オフィシャルと同じサイド（通常はボール･サイド）で，

センター・ラインに近いほうのチーム・ベンチ・エリアの端付近

に位置する審判を“トレイル･オフイシャル("α"聯cjaﾉ)”という．

フロント・コートのリード・オフィシャル（通常はボール・サ

イドにいる）とは反対側のサイドでフリースロー・ラインの延長

上からおよそ2歩（2m）程度バスケットに近づいたところに位

置する審判を“センター･オフィシャル（α"舵〃cjaﾉ)”という．

どちらのサイド・ライン側であっても，リード･オフイシャルの

反対側にいる審判がセンター・オフイシャルとなる．

すなわち，どのような場合でも，リード・オフイシャルと同じ
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サイド．に位置する審判がトレイル･オフイシャルであり，リード・

オフィシャルと反対側のサイドに位置する審判がセンター・オ

フイシャルである．

3人審判制（"スリー・パーソン・システム"）は，2人審判制

の弱点である「審判のいないサイド」をなくすために，3人目の

審判（"センター・オフィシャル"）を導入したものである．

したがって，3人目の審判であるセンター・オフイシャルがそ

の時々での自分の与えられている役割をしっかりと認識し，その

任務を的確に果たすことが，3人審判システムがうまく機能し，

このシステムを成功に導くかどうかのキー・ポイントとなると

いっても過言ではない．

アクティヴ・オフィシャル（4c"veQがicjaﾉ）：

スロー・インやフリースローのときにボールをプレイヤーに与

えたり，ジャンプ･ボールのときにボールをトス・アップするボー

ルを扱う審判を“アクティヴ・オフィシャル”という．

ボールを与える前にプレイの準備がととのっているか，交代や

タイム・アウトの請求がなされていないかを確認するのはアク

ティヴ・オフイシャルの任務である．

また，ボールをプレイヤーに与えたときにゲーム・クロック

を動かさないで止めておく合図（審判の合図6.）およびケーム・

クロックを動かし始める際のタイム･インの合図（審判の合図8.）

を示すのも，アクティヴ・オフィシャルの重要な任務である．た

だし，ジャンプ・ボールの場合と最後のフリースローが不成功で

引きつづきプレイがつづけられる場合にゲーム・クロックを動か

さないで止めておく合図およびゲーム・クロックを動かし始める

際のタイム・インの合図を示すのは，フリー・オフイシャルの任

務である．

フリー・オフィシャル（〃eeQがicjaﾉ）：

アクテイヴ・オフイシャルに対して，スロー・インやフリース

ロー,ジャンプ･ボールのときにボールを扱わない審判を“フリー・

オフィシャル”という．
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はじめに

ジャンプ・ポールの場合と最後のフリースローが不成功で引き

つづきプレイがつづけられる場合にゲーム・クロックを動かさな

いで止めておく合図およびゲーム・クロックを動かし始める際の

タイム・インの合図を示すのは，フリー・オフイシャルの重要な

任務である．

3人審判制の場合，この合図を示すのは2人のフリー・オフイ

シャルのうちの1人だけなので，どちらのフリー・オフイシャル

がその役目になるかは，つねに注意しておかなければならない．

レボーティング・オフィシャル／コーリング・オフィシャル

(R印o"j"gQ#7cjaﾉ／Q，"j"gQｯcjα/）：

ファウルやヴァイオレイションを宣した審判を“コーリング・

オフィシャル”という．

ファウルを宣した場合は，スコアラーにファウルの種類やプレ

イヤーの番号を伝達するので,特に“レポーテイング･オフイシャ

ル”ということもある．どちらも同じ意味で用いてよい．

3人審判制の場合，ファウルをスコアラーに伝達したレポー

ティング・オフィシャルは，タイム・アウトや交代の合図はせず

に，すみやかにオポジイット・サイドに移動しなければならない．

オポジィット・サイド（Qppos"es雄)／テーブル･サイド（肋/e-s枕)：

コートのオフィシャルズ・テーブルから遠いほうのサイド（オ

フィシャルズ・テーブルの反対側のサイド）を“オポジィット・

サイド”という．

これに対し，コートのオフイシャルズ・テーブルに近いほうの

サイドを“テーブル・サイド，，という．

ボール・サイド（Ba"-s枕）：

コートを両チームのバスケットを結んだ仮想的な線で2つに分

割して考えたとき，ボールがあるほうのサイドを“ボール・サイ

ド”という．

ストロング・サイド（駒､"gsi伽）：

コートを両チームのバスケットを結んだ仮想的な線で2つに分

割して考えたとき，リード・オフイシャルが位置するほうのサイ
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ドを“ストロング・サイド”という．

ウィーク・サイド（晩α鮒娩）：

コートを両チームのバスケットを結んだ仮想的な線で2つに分

割して考えたとき，リード・オフィシャルのいる位置と反対側の

サイドを“ウィーク・サイド，，という．

ローテーション（Rorα"o"）：

3人審判制の場合，ボールがライブのとき，コート内でのボー

ルの位置やボールの移動に応じて，リード．･オフィシャルが，コー

トのどちらのサイド・ライン側でも，その位置をボール・サイド

側に変えることを“ローテーション”という．

リード・オフイシャルが位置を変えることにより，センター・

オフィシャルとトレイル・オフィシャルもそれぞれのポジション

を変え，センター･オフイシャルはあらたにトレイル･オフイシャ

ルになり，トレイル･オフイシヤルはあらたにセンター・オフイ

シャルになる．

ローテーションは，通常の場合，ボールがフリースロー・ライ

ンをこえてバスケットの近くに進められたときにリード・オフイ

シャルがサイドを変えることによって行われる．

しかしながら，フリースロー・ラインよりも高い位置でボール

をコントロールしているプレイヤーがプレスされている場合やプ

レイの展開の状況に応じてセンター・オフイシャルがトレイル・

オフイシャルの位置に移動し，それに応じてリード．・オフイシャ

ルおよびトレイル・オフィシャルがローテーションを行ってもよ

い．

スウィッチ（swjrch）：

審判がファウルを宣してボールがデッドになったとき，審判が

それぞれのポジションを交換することをいう．

3人審判制では，ファウルを宣した審判は，ファウルをスコア

ラーに伝達したのち，つねにオポジイット・サイドに移動する．

ファウルを宣した審判の位置によっては，審判どうしの位置の

交換が行われない場合もあるので注意する．
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はじめに

スロー･インが行われるときは，かならず2人の審判（リード・

オフィシャルとトレイル・オフイシャル）がスロー・インの行わ

れるサイドにいなければならない．

審判の動きの四原則

ボクシング・イン（B”"g-j"）：

3人審判制の場合，10人のプレイヤーをつねに3人の審判の

つくる大きな3角形の中に入れ，いずれかの審判の視野の中に入

れておくことを“ボクシング・イン”という（図187参照)．

オールウェイズ・ムーヴィング（〃w小MM"g）：

“スペース・ウオッチング，，や“ペネトレイト'，をするために，

またはそれ以外の目的でもよい角度や視野を得てプレイを判定す

るためには，各審判は，プレイやボールの動きに対応して絶えず

よい角度や視野を求めて動きつづけて位置を変えていかなければ

ならない．

このように絶えずよい位置を探し求めて動きつづけることを

“オールウェイズ・ムーヴィング”という．

スペース・ウォッチング（助ace-伽c〃j"g）：

攻撃側プレイヤーとその相手の防御側プレイヤーとの間のス

ペースを見きわめることを“スペース・ウォッチング”という．

からだの触れ合いが起こっているかいないかを判断するために

は，“スペース・ウォッチング”は非常に重要である．

ペネトレイト／ペネトレイション（〃"e州e/Joe"e"α"o"）：

ショット，ドリブル，パスによってボールがフリースロー・ラ

インの延長上よりもバスケットの近くに向かったとき，サイド・

ラインに位置する審判もプレイに応じてエンド・ラインやバス

ケットに向かって踏み込んでそのプレイを見るようにすることを

“ペネトレイト'，あるいは“ペネトレイション”という．

3人審判制の場合，3人のつくる3角形をより小さいものにし

て，バスケットの近くで行われるプレイをよりよく判定できるよ
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うにしなければならない．

同時に，リード・オフイシャルもプレイに応じてドライヴして

くるプレイヤーと防御側プレイヤーとのからだの触れ合いやヴァ

イオレイシヨンを判定するためにはエンド・ラインに沿った動き

("ペネトレイト"）をしてプレイを見きわめなければならない
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ケームの開始

2．ケームの開始

各審判およびスコアラーは,第1ピリオドを始めるためにトス･アッ

プをするときやそのほかのピリオドや各延長時限を始めるためにス

ロー・インのポールを与えるときは，ボールをライブにする前にすべ

ての準備がととのっていることを確認して，たがいにアイ・コンタク

トを取り,確認の合図（審判の合図13）を示し合わなければならない．

ケーム中，スロー・インやフリースローでゲームを再開するとき

も，プレイヤーにボールを与えてライブにする前にすべての準備がと

とのっていることを確認して，たがいにアイ・コンタクトを取り，確

認の合図を示し合わなければならない．

21ゲーム前およびハーフ．タイムのウォーム．アップ

I

認 畷

､鯵』 轄鎖 0忽グ

IU 1 4 叩 震 ． U 量

図174ゲーム前および八一フ・タイムのウォーム・アップのときの位置

L主審と両副審は,オフイシヤルズ･テーブルの反対側（オポジイッ

ト･サイド）のサイド・ライン沿いに位置する．

2主審（R：R誰花e）は，センター・ラインとサイド・ラインが交

わる位置の近くに立つ．

－147－



レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

3．副審のうち1人（Ul：U>"P舵1，畑U”舵）は，主審から3m

ほど左側に位置し，そちら側のコートでのチームのウオーム・アッ

プを見守る．

4．もう1人の副審（U2：U>"P舵2,2"d[ﾉ”舵）は，主審から3m

ほど右側に位置し，そちら側のコートでのチームのウオーム・アッ

プを見守る．

5．ゲーム開始5分前（国際ゲームではゲーム開始10分前）になっ

たとき，主審はオフィシャルズ・テーブルへ行き，最初に出場する

プレイヤー（スターティング・ライン・アップ）やチーム・メンバー

の氏名と番号，コーチやアシスタント・コーチの氏名が正しくスコ

アシートに記入され，コーチが確認のサインを終えていることを確

かめる．

この確認が終わったのち，主審は，ふたたびオポジイット・サイ

ドの位置にもどる．

6．ゲーム前にチームや審判の紹介がある場合は，ゲーム開始6分前

になったとき，主審は笛を鳴らして紹介にそなえるためにすべての

プレイヤーにチーム・ベンチにもどるようにうながす．

このとき，審判の紹介も合わせて行われる場合は，主審および両

副審も，紹介にそなえてオフィシャルズ・テーブルの近くに移動す

る．

審判の紹介が行われない場合は，主審および両副審は，ゲーム開

始2分前になるまではオポジイット･サイドにいなければならない．

7．チームや審判の紹介がある場合は,チームの紹介が終わったのち，

主審は笛を鳴らしてケーム開始3分前の合図をする．

8．ゲーム開始2分前になったら，すべての審判は，オフイシヤルズ・

テーブルの近くに移動して，ケーム開始の準備をする．

9．ゲーム開始1分30秒前に，主審は笛を鳴らして，両チームのプ

レイヤーにウォーム・アップをやめてすみやかにチーム・ベンチに

もどるように指示する．

10．ハーフ・タイムのウォーム・アップの間は，主審および両副審
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Iまオポジィット・サイドでゲーム前のウォーム・アップのときと同じ

ような位置取りをし，それぞれの任務を行う．

2．2一般的な位置取り

3人制審判システムにおいては，審判はいつでもたがいが相対的に

大きな3角形にたとえられる位置関係を持続するようにしなければな

らない（図187参照)．

ボールがコート上のさまざまな位置に動いたり，ボールのコント

ロールが変わったり（トランジイッション）して，コート上のあらた

な位置に動くときであっても，審判はこの3角形を維持するように努

力しなければならない．
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23第1ピリオドを始めるためのジャンプ°ボール

= 毎 画 罰 圭

儲

函 園

図175ジャンプ．ボール

1．主審（R）は,オフイシャルズ･テーブルの反対側（オポジイット・

サイド）から，センター・ジャンプのボールをトス・アップする

2両副審は，それぞれ向かい合ったサイド・ラインに位置する．

副審のうち1人(U1)は,オフイシャルズ･テーブル側(テーブル・

サイド）の一方のチームのチーム・ベンチ・エリアとセンター・ラ

インの間に位置する

もう1人の副審（U2）は，もう一方のチーム・ベンチ・エリア

の端のちょうど真向かい（オポジイット・サイド）に位置する．

3．オフイシャルズ・テーブル側にいる副審U1には，次のような任

務がある．

（1）テーブル・オフィシャルズを含めてジャンプ･ポールの準備が

ととのったことを確認する．

すべての準備がととのったのち，確認の合図（審判の合図13）

を主審に示す．

（2）トス・アップのボールが曲がったり低すぎたりした場合に笛を

鳴らして，ジャンプ・ボールのやりなおしをさせる
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（3）ジャンパーのヴァイオレイションやファウルを責任をもって見

る．

（4）ボールがタップされたときに，ゲーム・クロックを動かし始め

る合図をする（タイム・イン：審判の合図8.)．

4．オフイシャルズ･テーブルの反対側にいる副審U2の任務は,ジャ

ンパー以外の8人のプレイヤーのヴァイオレイシヨンやファウルを

責任をもって見ることである．

－151－



レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

2.4ボールが主審の右側へ進められたとき

－152－
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図176ジャンプ・ボールーボールが主審の右側へ進められたとき

1．U2はリード・オフイシャルになる．

2．Ulはセンター・オフイシャルになる．

3．主審はU2がいたサイド･ライン側に動き，

ルになる．

トレイル･オフイシヤ
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ケームの開始

2.5ボールが主審の左側へ進められたとき

トレイル･オフイシヤ

I

グー～I－

1．U1はリード・オフイシャルになる．

2．U2はセンター・オフイシヤルになる．

3主審はU1がいたサイド･ライン側に動き，

ルになる．
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図177ジャンプ・ボールーボールが主審の左側へ進められたとき
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2.6第1ピリオド以外のピリオドを始めるためのスロー・イン

1．第1ピリオド以外の各ピリオド（各延長時限も含む）は，オフイ

シャルズ・テーブルから遠いほう（オポジイット・サイド）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．

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．

2．各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・インは，主審がプレイヤーにボールを与えて

スロー・インをさせる．

3．どちらのチームのスロー･インでピリオド．が開始されるときでも，

副審U1は，オフイシャルズ・テーブル側（テーブル・サイド）に

いて，センター・オフィシャルの位置取りをする．

副審U2は，オポジイット・サイドのエンド・ラインでリード・

オフィシャルの位置取りをする．

4．U1は，テーブル・オフィシャルズを含めてピリオドを始める準

備がととのったことを確認し，主審に確認の合図（審判の合図13.）

を示す．

5．主審は，U1の合図を受けてからU2の準備がととのっているこ

とを確認したのち，スロー・インをするチームのバック・コート側

に立ち，アクティヴ・オフイシャルとしてスロー・インをするプレ

イヤーにボールを与え，ピリオドを始めるスロー･インを行わせる．

6．スロー・インののち，主審はトレイル・オフィシャルになる．
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図178主審の右側に向かって攻撃するチームのスロー・インで始められるとき
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図179主審の左側に向かって攻撃するチームのスロー・インで始められるとき
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3．審判の位置取りと責任範囲

3.1コート上の基本的な責任範囲

A

鳶{f3
皇由一

#蕊
；{藷'；

い｝＃
軍

讃

諺

"驚恥§封窪尋 □
図180基本的な責任範囲

3.2責任範囲の原則

1．ポールが自分の責任範囲のエリアにあるときは，ポールとその周
辺の“オン･ザ･ボール（o"-ｵﾙe-6α")”のプレイを責任をもって見る

2ポールがほかの審判の責任範囲のエリアにあるときは，自分のエ
リア内のボールの周辺以外のプレイを責任をもって見る．
特にボールと関係のないところでなされる，“オフ．ザ・ポール

（Qﾉｳ区/〃e-bα")”のプレイに注意をはら乱
3．センター、オフイシヤルは，フリースロー・ラインの延長上から

およそ2m程度バスケットに近づいたところに位置し’必要があれ
ばコート内に踏み込んでプレイを見たりバスケットに向かってペネ
トレイトしたりしなければならない．

4トレイル．オフイシヤルは，チーム・ベンチ・エリアの端付近に
位置し，必要があれば，コート内に踏み込んでプレイを見たりバス
ケットに向かってペネトレイトしたりしなければならない．

5．スロー．インをさせる場合は，スロー・インをするプレイヤーに
ポールを与える審判（アクテイヴ・オフイシャル）は，ボールを与
える前に，自分を含めて2人の審判がポール．サイドにいることを
確認しなければならない．
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3.3審判の動く範囲

『′量,jL

糸

r、 □
図181ボールがテーブル・サイドにある場合

戸 、 ’。

米米

/~、
図182ボールがオポジィット・サイドにある場合
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1．図181は，ボールがテーブル・サイドにある場合のそれぞれの審

判の動く範囲を示している．

2．図182は，ボールがオポジイット・サイドにある場合のそれぞれ

の審判の動く範囲を示している．

原則として，それぞれの審判は，それぞれ指示された範囲内を動く．

ただし，プレイの状況により，必要に応じて範囲をこえてよりよい角

度や視野をとるように動くことはさしつかえない．
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審判の位置取りと責任範囲

3.4ボールがフロント。コートにあるときの基本的な責任範囲

図184ポールがオポジィット・サイドにある場合の例

i_一J

I

ノハ､iI

i/､1
図183ボールがテーブル・サイドにある場合の例

§霧

１
１

－159－



レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

1．それぞれの審判は，各自の責任範囲のエリア内でのプレイを責任

をもって見る．

2．ボールが自分の責任範囲のエリアにあるとき，その審判はボール

とその周辺のファウルやヴァイオレイションを責任をもって見る

（o"-伽-6α")．

3．ポールが自分の責任範囲のエリアにないとき，その審判は自分の

エリアにいるすべてのプレイヤーを責任をもって見る(Q＃w'e-6α")．

4リード・オフィシャルとトレイル・オフィシャルの間にのみ，2

人の審判がともに責任をもってプレイを見なければならないエリア

がある（例：図183,図184の“DUAL（デュアル)'，のエリア)．
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審判の位置取りと責任範囲

3．5ボールが一方のサイドから反対側のサイドに移動したときの基

本的な動き（ローテーション）

掃く---鰯

〆~、
図185ボールがテーブル・サイドからオポジィット・サイドに移動した場合
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図186ボールがオポジィット・サイドからテーブル・サイドに移動した場合
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レフェリーズ･マニユアル（スリー・パーソン・システム）

1．ボールがセンター・オフィシャルのいるサイドでフリースロー・

ラインの延長上よりもバスケットに近いエリアに入ってきてそのエ

リアにいるセンター・オフイシャルに近いところにとどまっている

ときには，リード・オフイシャルはボール・サイドに移動する．あ

るいは，ボールが自分のいるサイドとは反対側のサイドにいるプレ

イヤーにパスされた場合，状況を感じ取って必要と思われたときに

ボール・サイドに移動することもさしつかえない．

ただし,すばやいショットがなされたり，あるいはすぐにバスケッ

トへのドライヴがなされたりすると予測できるときには，その必要

はない．

また，ポールがそのエリアにとどまらずくり返しパスでサイドを

変えるようなときも，リード･オフィシャルは移動する必要はない．

リード．・オフイシャルは，ボールのある位置やその次にポールが

コートのどこに展開されるか，あるいはボールを持ったプレイヤー

がいつどのようにバスケットに向かってドライヴを始めるかなど，

プレイを分析，予測し，プレイヤーの行動を感じ取ってサイドを変

えるか変えないかを判断しなければならない．

2．リード・オフイシヤルがバスケットをこえて（バックボードをこ

えて）サイドを変えて移動することによって，ローテーションが開

始される．

このときリード･オフイシャルは，エンド･ライン沿いにバスケッ

トをこえて移動する間でも，ポスト付近にいるプレイヤーを責任を

もって見つづけていなければならない．

3．リード・オフイシャルがバスケットをこえてあらたな位置取りを

したことを確認するまでは，センター・オフイシャルは，そのまま

の位置を占めつづけなければならない．

4．トレイル・オフイシャルはセンター・オフイシャルの位置に移動

する．

5．センター・オフイシヤルは，ほかの2人の審判がローテーシヨン

をしたことを確認し，トレイル・オフィシャルの移動を見きわめた

のち，あらたにトレイル・オフイシャルの位置に移動する．
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審判の位置取りと責任範囲

すなわち，センター・オフイシャルがあらたなトレイル・オフィ

シャルの位置に移動することによって，ローテーションが完了した

ことになる．

6．センター・オフイシャルのサイドのフリースロー・ラインよりも

高い位置でボールをコントロールしているプレイヤーがプレスされ

ている場合やプレイの展開の状況に応じてセンター・オフイシヤル

がトレイル・オフイシャルの位置に移動し，それに応じてリード・

オフィシャルおよびトレイル・オフイシャルがローテーションを

行ってもよい（注：ただし，現在のFIBAのマニュアルでは，ボー

ルにプレッシャーをかけている防御側プレイヤーが1人の場合に

は，センター・オフィシャルは「プレッシャーが解消されたあとは

もとの位置にもどる」ことになっている.）

このような場合のローテーシヨンの方法(どんな場合にセンター・

オフィシャルがローテーションを始めてよいかなど）は，あらかじ

めゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス）で確認し

ておかなければならない．

7．フロント・コートでローテーションを行うときには，審判のつく

る3角形が広がってしまうことのないように注意しなければならな

い．

8．ローテーションを行うときには，それぞれの審判のアイ・コンタ

クトが重要である．

センター・オフイシャルおよびトレイル・オフイシャルは，つね

にリード･オフイシャルの動きに注意をはらい，リード･オフイシャ

ルがローテーシヨンをしたときには，スムーズにポジションを変え

なければならない．
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レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

3.6ボールがバスケットに向かって進められるときの基本的な動き

図188バスケットに向かってドライヴがなされた場合の3角形
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図'187通常の場合の3角形
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審判の位置取りと責任範囲

バスケットに向かってドライヴがなされた場合は,次のようにする．

1．リード・オフイシャルはボールの動きに応じてスペースを捉えて

動く（ペネトレイション)．

2．フリースロー・ラインの延長上からおよそ2m程度バスケット寄

りに位置していたセンター・オフイシャルは，バスケットに向かっ

てコート内に踏み込む（ペネトレイション)．

3．トレイル・オフイシャルもバスケットに向かってコート内に踏み

込む（ペネトレイション)．

4センター・オフィシャルとトレイル・オフィシャルがバスケット

に向かってコート内に踏み込むことによって，すなわち，3人の審

判がすべてドライヴに対してペネトレイトすることによって，より

小さい3角形を形づくってプレイを見ることになる．
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レフエリーズ･マニユアル（スリー・パーソン・システム）

ボールがバック・コートからフロント。コートに進められると

きの基本的な動き（攻守の切り換わり：トランジィッション）

3.7

－166－
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図189通常のトランジィッションの場合

1．トレイル・オフィシャルは，いちばん前を走るプレイヤーに先行

して，フロント・コートのリード・オフイシヤルのポジションに移

動する．
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図190ローテーション後のトランジィッションの場合
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審判の位置取りと責任範囲

また，ボールの進み方に注意し,ローテーションをするかしな

いかを判断する．

このとき，機械的にコートをショート・カットして逆サイドに

ローテーションしてしまうことのないように気をつける．

（1）エンド・ラインの近くのプレイ，エンド・ラインに向かってく

るプレイを責任をもって見る．

（2）ポスト・プレイを責任をもって見る．

ポスト・プレイヤーが制限区域を横切って動くときにも，それ

らに伴う触れ合いに注意をはらう．

2．センター・オフイシャルは，フロント・コートのセンター・オフィ

シャルのポジションに移動する．

このとき，うしろにいるトレイル・オフイシャルの7～10m前

方を走ることが望ましい．

（1）自分に近いほうのサイドの2つのフリースローの半円の間で起

こるヴァイオレイションとファウルを責任をもって見る．

（2）速攻が出された場合には，リード・オフイシャルに協力できる

ように，すばやくポールを追う．

（3）自分に近いほうのサイドからポールがバスケットに向かうとき

には，ボールとその周辺のプレイを責任をもって見る．

3．リード・オフイシャルはプレイヤーのうしろからプレイを追い，

すべてのプレイヤーがフロント・コートに入ったのちフロント．コー

トに入り，トレイル・オフイシヤルになる．

（1）リード・オフイシャルとセンター・オフイシャルの位置取りを

判断し，自分に責任のあるサイド・ラインに注意をはらう．

（2）速攻が出される場合には，ボールをうしろから追いかけるプレ

イを責任をもって見る．

（3）バック・コートにいるすべてのプレイヤーを責任をもって見る．

－167－



レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

3.8プレス・デイフェンスヘの対応

審判は，大きな3角形をつくりながらそれぞれの責任範囲のエリア

を維持していなければならない．

トレイル･オフイシャルはバック・コートでの8秒をかぞえたり，

ボールをバック・コートに返すヴァイオレイションを確認したりしな

がら，突然のターン･オーヴァ－にもつねに注意をはらってプレイを

見る．

センター・オフィシャルとトレイル･オフィシャルは，ボールの進

められる速さに応じて動く．

センター・オフイシャルは，特にボールをバック・コートに返すヴァ

イオレイションについて確認できる位置取りをし，トレイル･オフイ

シャルに協力できるようにしておく．

リード･オフイシャルがプレス･デイフェンスに対応してセンター．

ラインの近くにとどまるときは，つねに速攻や長いパスが出されたと

きのための準備をしておかなければならない．

すべての審判は，絶えず動きながらプレイからさえぎられることの

ないように注意していなければならない．
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審判の位置取りと責任範囲

3.8.1すべてのプレイヤーがバック･コートにいる場合

1．センター・オフイシャルとトレイル･オフイシャルは，バッ

コートでのプレイを責任をもって見る．

2リード･オフイシャルは，センター・ラインの近くに位置し，

べてのプレイヤーを視野に入れておく（ボクシング・イン)．

ク．

す

図191すべてのプレイヤーがバック・コートにいる場合
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レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

3.8.2プレイヤーがフロント・コートとバック･コートの両方にいる

場合

1．センター・オフイシャルとトレイル･オフイシャルは，バック・

コートでのプレイを責任をもって見る．

2リード･オフイシャルは，フロント・コートにいるすべてのプレイ

ヤーを見守ることができるような位置取りをする．

3．ウイーク・サイド（リード・オフイシヤルと反対側のサイド）で

ポールがプレスされている場合は，センター・オフイシャルはその

プレイを判定するためにセンター・ラインに近づくようにローテー

ションしてもよい．

図192プレイヤーがフロント・コートとバック・コートの両方にいる場合
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スロー･イン

4．スロー・イン

4.1ラインの責任分担

1．リード・オフイシャルは，フロント・コートのエンド・ラインで

のアウト・オブ・バウンズを責任をもって判定する．

2．センター・オフイシャルは，自分に近いほうのサイドのサイド・

ラインでのアウト・オブ・バウンズを責任をもって判定する．

3トレイル・オフィシャルは，自分に近いほうのサイド・ラインお

よびバック・コートのエンド・ラインでのアウト・オブ・バウンズ

を責任をもって判定する．また，センター・ラインにも責任をもち，

ボールをバック・コートに返すヴァイオレイシヨンを責任をもって

判定する．

隠議蕊I

廷 華

席電死1

〆~、

図193ラインの責任分担（フロント・コート）
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レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

それぞれの審判は，コート上で自分に責任のあるサイド・ラインや

エンド・ラインでのアウト・オブ・バウンズおよびセンター・ライン

でのヴァイオレイションについて判定する責任がある．

ラインに責任のある審判が，どちらのチームのプレイヤーがボールを

アウト･オブ･バウンズにしたのかがわからなかったときは，ほかの審

判とアイ・コンタクトを取り合い,その協力を得る（§1．レフェリー

ズ･マニユアル（ツー･パーソン・システム）5．2．2，図85～88参照)．

センター・ラインについても同様とする．
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スロー･イン

4.2バック。コートのエンド・ラインからのスロー・イン

｢－可 1

一＞

図194テーブル・サイドからのスロー・イン
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図195オポジイツト・サイドからのスロー・イン

1．バック・コートからのスロー・インでは，スロー・インをさせる

審判がつねにトレイル･オフイシャルになる．

バック・コートのエンド・ラインからスロー・インが行われると

きは，トレイル・オフイシャルは，いつでも自分とバスケットの間
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レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

にスロー・インをするプレイヤーがいるように位置し，スロー・イ

ンのボールを与える［ボールを外側から与える］（図194,195参照)．

いずれの場合でも，リード・オフイシャルは，スロー・インをさ

せるトレイル・オフイシャルと同じサイドにいなければならない．

2センター・オフイシャルは，つねにトレイル･オフイシャルとリー

ド・オフィシャルの反対側のサイドに位置する．

センター・オフィシャルはトレイル・オフィシャルから7～10

mの距離のところに位置し，ボールがイン・バウンズ･パスされる

ときのプレイヤーの動きに対応できるようにそなえておく．

3．リード・オフイシャルはフロント・コートのフリースロー・ライ

ンの延長上に位置し，コート上のプレイヤーの動きに対応できるよ

うにそなえておく．

4．リード・オフイシャルは，ポールが自分のいる位置と反対サイド

に進められたとしても，ボールやすべてのプレイヤーがフロント・

コートに入るまではボール・サイドへ移動する（ローテーションす

る）必要はない．
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スロー･イン

バック・コートおよびフロント

のスロー・イン

｡コートのサイド・ラインから4.3
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1．バック・コートからのスロー・インでは，スロー・インをさせる

審判がつねにトレイル･オフイシヤルになる．

バック．コートのサイド・ラインからスロー・インが行われると
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図197オポジイツト・サイドからのスロー・イン
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レフェリーズ･マニユアル（スリー・パーソン・システム）

きは，トレイル・オフィシャルはスロー・インをするプレイヤーと

バック・コートのエンド･ラインの間に位置し，スロー・インのボー

ルを与える（ボールを外側から与える)．

2．センター・オフイシャルは，トレイル・オフイシャルから7～10

mの距離のところに位置し，ボールがイン・バウンズ・パスきれる

ときのプレイヤーの動きに対応できるようにそなえておく．

3．リード・オフイシャルは，フロント・コートのフリースロー・ラ

インの延長上に位置し，コート上のプレイヤーの動きに対応できる

ようにそなえておく．

4．（バック・コートでもフロント・コートでも）トレイル･オフィシャ

ルのサイドでポールがアウト・オブ・バウンズになった場合は，ト

レイル・オフイシャルは引きつづきトレイル・オフイシャルになり，

スロー・インをさせる．

5．リード・オフイシャルは，ボールが自分のいる位置と反対サイド

に進められたとしても，ボールやすべてのプレイヤーがフロント・

コートに入るまではボール・サイドへ移動する（ローテーションす

る）必要はない．
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スロー･イン

》

L（バック・コートでもフロント・コートでも）センター･オフイシヤ
ルのサイドでボールがアウト・オブ・バウンズになった場合は，セ
ンター・オフイシヤルはスロー・インの位置まで移動し，あらたに

トレイル・オフィシャルになり，スロー・インをさせる．

2．トレイル・オフイシャルは，あらたにセンター・オフイシヤルに

なる．

3リード・オフイシヤルは，ボール・サイドに移動する．
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図199オポジィット・サイドからのスロー・イン（フロント・コート）
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レフェリーズ･マニュアル（スリー・パーソン・システム）

4.4フロント・コートのエンド・ラインからのスロー。イン

1．リード.オフイシャルはスロー.インをするプレイヤーとバスケッ

トの間に位置し，スロー・インのボールを与える（ボールを内側か

ら与える)．

2．センター・オフイシヤルは，ウイーク・サイドのフリースロー．

ラインの延長上からおよそ2m程度バスケット寄りに位置する・

3．トレイル．オフイシヤルは，ストロング．サイド（ポール．サイ

ド）のチーム・ベンチ・エリアの端付近に位置する．

図201オポジィット・サイドからのスロー・イン
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ショットが行われるとき

5．ショットが行われるとき

5.1ショットとリバウンドの責任範囲

妻一三星W＝－、

//~、

＃

図202フリースローの半円付近（ペリメーター）からのショット

Lフリースローの半円付近（ペリメーター）からなされるすべての

ショットは，センター。オフィシャルが責任をもって見る

2フリースローの半円付近(ペリメーター）のトレイルオフイシャ

ル側からのショットについては，トレイル・オフイシャルも協力し

て見る
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図204オポジィット・サイドからのショット
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ショットが行われるとき

ストロング・サイドからのショットについては，それぞれ次のプレ

イを責任をもって見る．

1．リード・オフイシャルは，シューターに対するファウルとストロ

ング・サイド（ボール・サイド）のリバウンドを責任をもって見る．

2．センター・オフィシャルは，まずゴール･テンデイングとインタ

フェアのヴァイオレイションを，次にウイーク・サイドのリバウン

ドを責任をもって見る．

センター・オフイシャルは，24秒計の表示にも注意をはらう．

3．トレイル・オフィシャルは，ゴール･テンディングとインタフェ

アのヴァイオレイションおよびフリースローの半円付近（ペリメー

ター）からのリバウンド（飛び込んでのリバウンド．など）を責任を

もって見る．

トレイル・オフイシャルも，24秒計の表示に注意をはらってい

なければならない．

ショットされたボールの行方を見きわめることおよびゴール・テン

デイングやインタフェアの判定は，センター・オフイシャルあるいは

トレイル・オフィシャルがともに責任をもって行う．

ショットが成功したときの得点を認める合図（審判の合図2．，4.）

は，トレイル・オフィシャルあるいはセンター・オフィシャルが示す．

通常は,両方の審判が得点を認める合図を示してもさしつかえない．

ただし，ピリオドの終了とほとんど同時にショットがあったとき

は，そのショットによる得点を認めるか認めないかの判定は，トレイ

ル・オフイシャルかセンター・オフィシャルのうちの1人だけが責任

をもって行わなければならない．このときどちらの審判が判定すべき

かは，ゲーム前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス）で確認

しておくべきである．
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6．合図と手続き

6.1ファウルが宣せられたときの手続き

1．ファウルを宣し,スコアラーに伝達する審判（コーリング･オフイ

シャル／レポーテイング・オフイシャル）：

（1）ファウルをしたプレイヤーを確認し，スコアラーにファウルを

伝達する．

このとき，まず走ってレポーティング・スポット（プレイヤー

にじゃまされずにスコアラーから見通せる位置で，オフイシヤル

ズ・テーブルから6～8mの距離のところ）まで移動し，しっか

りと立ち止まってスコアラーに確実に伝達する．

（2）ファウルを伝達したのち，オフィシャルズ・テーブルと反対側

のサイド（オポジイット・サイド）に移動する．

このときも，走って移動しなければならない．

2．ファウルを伝達しない2人の審判：

（1）ファウルを宣した審判（レポーティング・オフィシャル）がス

コアラーに伝達を始めるまでその位置にとどまり，すべてのプレ

イヤーを見守り，注意をはらう．

ファウルを宣した審判がスコアラーに伝達を始めたのち，プレ

イヤーを見守り，注意をはらいながら，それぞれが次に占めるべ

きあらたなポジションに移動する．

（2）原則として，ファウルが宣せられたときにオポジイット・サイ

ド．にいた審判が，ファウルを宣した審判が位置していたポジショ

ンに移動する．

（3）ファウルを宣した審判が位置していたポジションによっては，

審判のポジションが変わらない（スウィッチしない）場合もある．

（4）テーブル・サイドにいた審判は，引きつづきテーブル・サイド

にとどまる．

（5）オフイシャルズ・テーブルに近いほうの審判は，タイム・アウ

トや交代を確認する．
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3．オフェンシヴ・ファウルを宣したとき：

（1）テーブル．サイドにいた審判がオフェンシヴ・ファウルを宣し

たときは，ファウルを伝達したのち，オポジイット・サイドに移

動し，あらたにセンター．オフイシヤルになる（図208,209)．

（2）オポジイツト・サイドにいた審判がオフェンシヴ・ファウルを

宣したときは，ファウルを伝達したのち，引きつづきオポジィッ

ト．サイドにもどる（図207)．

4．フリースローを行うとき：

※ファウル(パーソナル･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，ディスクォリファイング・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，そのファウ

ルを宣した審判（コーリング･オフイシャル）が，オポジイット・

サイドに移動してトレイル・オフイシャルになる．

（1）すべてのフリースローのボールは，あらたにリード・オフイ

シャルになった審判が，アクティヴ・オフイシャルとしてフリー

スロー．シューターにボールを与える．

リード．オフイシャルは，エンド・ラインのオポジイット・サ

イドに位置し，フリースローのボールをバウンス・パスでフリー

スロー・シューターに与える．

（2）リード．オフイシヤルは，フリースロー・シユーターにポール

を与えるために制限区域に踏み込む前に，オフイシヤルズ・テー

ブルを見て，タイム・アウトや交代の請求がなされていないこと

を確かめなければならない．

（3）センター・オフイシヤルは，テーブル・サイドでフリースロー・

ラインの延長線とスリー・ポイント・ラインが交わるところに位

置する．

（4）トレイル・オフイシヤルは，オポジイツト．サイドでチーム．

ベンチ・エリアの端付近に位置する．フリースローののちセン

ター．ラインからのスロー・インが行われる場合は，センター・

ラインの位置に移動する．
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ファウルが宣せられたとフロント。コートでデイフェンシヴ・

きのスウィッチ

6.2

職

図206リード・オフィシャルがファウルを宣したとき
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合図と手続き

lファウルを宣した審判（レポーテイング・オフイシャル）は，ス

コアラーにファウルを伝達したのち，オフィシャルズ・テーブルと

反対側のサイド（オポジイット・サイド）に移動する．

2ファウルを伝達しない2人の審判は，ファウルを宣した審判がス

コアラーに伝達を始めるまでその位置にとどまり，すべてのプレイ

ヤーに注意をはらう．

ファウルを宣した審判がスコアラーに伝達を始めたのち，プレイ

ヤーを見守り，注意をはらいながら，それぞれが次に占めるべきあ

らたなポジションに移動する

随

図207トレイル・オフィシャルがファウルを宣したとき
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フロント。コートでファウル（オフェンシヴ・ファウルやリバ

ウンド。ファウル）が宣せられ，スロー・インをするチームが

6.3

反対側のバスケットに向かって攻撃するときのスウィッチ

図209リード・オフィシャルがファウルを宣したとき
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図210トレイル・オフィシャルがファウルを宣したとき

ファウルを宣した審判（レポーティング・オフイシャル）は，ス

コアラーにファウルを伝達したのち，オフイシャルズ・テーブル

と反対側のサイド（オポジイット・サイド）に移動する

ファウルを伝達しない2人の審判は，ファウルを宣した審判がス

コアラーに伝達を始めるまでその位置にとどまり，すべてのプレ

イヤーに注意をはらう．

ファウルを宣した審判がスコアラーに伝達を始めたのち，プレ

イヤーを見守り，注意をはらいながら，それぞれが次に占めるべ

きあらたなポジションに移動する．
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7．フリースロー

7.1フリースローのときの審判の任務

1．リード・オフイシャルの任務（オポジイット・サイド）：

（1）すべてのフリースローにおいて，制限区域内でフリースローの

数を示してから（審判の合図54.,55.,56.),アクテイヴ･オフイシヤ

ルとして，バウンス・パスでフリースロー・シューターにボール

を与える．

制限区域に沿ってリバウンドの位置を占めているプレイヤーの

人数と位置を確認したのち，フリースロー・シューターにボール

を与えるために制限区域に踏み込む前に，オフイシャルズ・テー

ブルを見て，タイム・アウトや交代の請求がなされていないこと

を確かめなければならない．

（2）フリースロー・シューターにフリースローのボールを与えたあ

とは，リード・オフイシャルは，腕を下ろしたまま，エンド・ラ

インの外で，制限区域を区画するラインの延長線をまたいで立つ．

（3）制限区域の遠いほうのリバウンドの位置を占めているプレイ

ヤーのファウルやヴァイオレイションに気をつける．

（4）最後のフリースローのときは，ボールがフリースロー・シュー

ターの手から離れたのち，リバウンド・プレイに対してよい角度

と視野が取れるように動く．

（5）最後のフリースローが成功した場合は,エンド･ラインからボー

ルがスロー・インされるときに，ゲーム・クロックを動かし始め

るときのタイム・インの合図（審判の合図8.）をする．

2．センター・オフイシャルの任務（テーブル・サイド）：

（1）テーブル・サイドのフリースロー・ラインの延長線とスリー・

ポイント・ラインが交わるところに立つ．

（2）フリースロー・シューターがリード・オフイシャルからボール

を与えられるまでの間，腕を上げてフリースローの数を示す合図

（審判の合図57.,58.,59.）を示しつづける．
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フリースロー

(3)フリースロー・シユーターがボールを受け取ったのち，5秒を

かぞえ始める（審判の合図14)．

(4)フリースロー・シューターのヴァイオレイションを判定する．

(5)制限区域の遠いほうのリバウンドの位置を占めているプレイ

ヤーのファウルやヴァイオレイションに気をつける．

(6)ゴール・テンデイングやインタフェアに気をつけてフリース

ローのボールの行方を見きわめ，リングの上にのっているボール

に気を配る．

(7)フリースローが成功したかしなかったかを確認する．

(8)フリースローが成功したとき，1点を認める合図（審判の合図

1.）を示す．

(9)最後のフリースローが不成功で引きつづきボールがライブにな

るときは，ゲーム・クロックを動かし始めるタイム・インの合図

（審判の合図8.）をする．

3．トレイル・オフィシャルの任務（オポジィット・サイド）：

（1）必要に応じてフリースローのヴァイオレイションやゴール・テ

ンデイング，インタフェアのヴァイオレイションを協力して見る．

（2）フリースローののちセンター・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は，センター・ラインの位

置でスロー・インをするプレイヤーにボールを与える．
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鰯

※すべての審判は，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わないように，協力して確

認しておかなければならない．

※フリースローのときの上記以外の任務については，センター・

オフイシヤルは2人審判制のトレイル･オフイシャルの任務に，

リード･オフィシャルは2人審判制のリード･オフイシャルの任務

に，それぞれ準ずるものとする．

図211フリースローのときのポジション
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フリースロー

7.2テクニカル･ファウル，アンスポーツマンライク．ファウル,デイ

スクォリファイング・ファウルの罰則によるフリースロー（制

限区域にリバウンドのプレイヤーが並ばないフリースロー）

1．テクニカル・ファウルや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・ファウルが宣せられたときは，そのファウル

を宣した審判（コーリング・オフィシャル）は，ファウルをスコア

ラーに伝達したのち，あらたにトレイル．オフイシヤルになる．

トレイル・オフイシャルは，フリースローが行われている問，オ

フイシャルズ・テーブルから遠いほう（オポジィット．サイド）の

センター・ラインに位置している．

2．リード・オフィシャル（オポジイット・サイドに位置する）が，

すべてのフリースローにおいて，アクティヴ・オフイシャルとし

て，制限区域内でフリースローの数を示してからバウンス．パスで

フリースロー・シューターにボールを与える．

3．センター・オフィシャルは，フリースローが行われている間，フ

リースロー・ラインの延長上に位置している（オポジイット．サイ

ド)．

4．最後のフリースローのあと，リード・オフィシャルは，スロー．

インをさせるために，パスをするかころがすかして，ボールをトレ

イル・オフィシャルに渡す．

5．フリースローののち，センター・オフィシャルは，引きつづきセ

ンター・オフイシャルのポジションにとどまる．
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タイム・アウトと交代

8．タイム・アウトと交代

8.1タイム・アウト／交代

1．ダイム.アウトの請求や交代の申し出があったときは,スコアラー

はそれら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．

スコアラーの合図があったときには，オフイシャルズ・テーブルに

もっとも近いところにいる審判が笛を鳴らしてタイム・アウトある

いは交代を認め，合図（シグナル）をする．

審判がファウルを宣したときは，ファウルを宣した審判以外の審

判がタイム・アウトや交代の合図をする．

このとき，ファウルを宣した審判（コーリング・オフイシャル：

レポーテイング．オフイシャル）は，スコアラーにファウルを伝達

したのち，タイム・アウトや交代の合図をせずにすみやかにオポ

ジィット．サイドに移動しなければならない．

2．ダイム.アウトの間は,すべての審判は,ゲーム開始前のウォーム・

アップを見守るときと同じように，オフイシヤルズ・テーブルの反

対側(オポジイット･サイド)で図213に示されているように位置し，

それぞれ両チーム・ベンチのプレイヤー，交代要員，コーチを見守

り，なおかつテーブル・オフイシャルズ（特にスコアラー，コミッ

ショナー）とアイ・コンタクトを取る．

このとき，タイム・アウトを宣した審判がセンター・オフィシャ

ルになり，オフイシャルズ・テーブルに向かってセンター・ライン

をまたいで立つ．

リード．オフィシャルあるいはトレイル・オフィシャルがタイム・

アウトを認めた場合は，そのときセンター・オフィシャルであった

審判がタイム・アウトを認めた審判と位置を交換してあらたにリー

ド.オフイシャルあるいはトレイル･オフイシャルになる．

あらたにリード・オフィシャルとトレイル・オフィシャルになっ

た審判は，それぞれセンター・オフイシャルの左右の位置に立つ．

（'）フリースローでゲームが再開される場合は，リード･オフィシャ

ルがポールを持っている．
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（2）スロー・インでゲームが再開される場合は，スロー・インが行

われるサイド・ラインまたはエンド・ラインに責任がある審判

（ボールを与えるアクティヴ・オフイシャルになる審判）がボー

ルを持っている．

3．タイム・アウトが宣せられてから50秒が経過したとき，タイマー

は，合図器具を鳴らして審判に知らせる．タイマーの合図があった

とき，審判は笛を鳴らし，両チームのプレイヤーにコートにもどる

ようにうながす．

両チームのプレイヤーは，この合図があるまではチーム・ベンチ

付近にいなければならない．

タイム・アウトが宣せられてから60秒が経過したとき，タイマー

はふたたび合図器具を鳴らして審判に知らせる．

審判は，タイマーの2回目の合図があるまでは，ゲームを再開さ

せてはならない．

審判は，プレイヤーがコートにもどってきていることを確かめ，

そののちフリースローやスロー・インが行われるときの適切な位置

に移動する．

4．そのタイム・アウトがそのチームのそのハーフあるいは各延長時

限に規則で認められている回数の最後のタイム・アウトであったと

きは，主審は，タイム・アウトが終わってから，そのチームのコー

チにこれ以上タイム・アウトは認められないことを知らせる．

5．スロー・インのボールを与えるアクティヴ・オフィシャルとなる

審判は，タイム・アウトが終わり，タイマーの2回目の合図があっ

たのち，両チームのプレイヤー，テーブル・オフィシャルズ，相手

審判のゲーム再開の用意がととのったことを確認してから,スロー・

インをするプレイヤーにボールを与える．

このとき，スロー・インをするプレイヤーにボールを与える審判

は，両チームのプレイヤーがコートにもどるまでは，ボールをプレ

イヤーに与えてはならない．

両チームのプレイヤーがコートにもどっているにもかかわらず，

－194－



タイム・アウトと交代

スロー・インをするプレイヤーがスロー・イン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・インの位置にポールを置いてゲームを再開さ

せてよい．

スロー・インのボールを与えた審判（アクティヴ・オフイシャル）

は，ポールがコート内のプレイヤーに触れた瞬間にタイム・インの

合図（審判の合図8.）をする（図160）

霞 零 畷

睡蝋､農，』

図213タイム・アウトの間の審判の位置
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9．スリー・ポイント・ショットについての責任範囲
1．スリー・ポイント・ショットがなされることが予測されるときは，
審判はすばやく対応して，そのショットをはっきりと見通せる位置
に動く．

2．スリー・ポイント・ショットがなされたときは，トレイル･オフィ
シャルまたはセンター・オフィシャルのうちショットがなされたエ

リアの審判（図213,214参照）が片手の3本の指を出して頭上高
く上げ，スリー・ポイント･ショットであることを示す（審判の合
図3.)．

トレイル･オフィシャルとセンター・オフイシャルの2人の審判
がともにスリー･ポイント・ショットがなきれたことを示す合図（審
判の合図3.）をしてもざしつかえない．

3．そのショットが成功したときは，そのスリー・ポイント・ショッ

トに責任のある審判が両手の3本の指を出して頭上高く上げ，3点
を認める合図を示す（審判の合図4.)．

4．トレイル･オフィシャルが3点を認める合図を示したときは，セ
ンター・オフイシャルも同様に3点を認める合図を示さなければな
らない．

また，センター・オフィシャルが3点を認める合図を示したとき
は，トレイル･オフイシャルも同様に3点を認める合図を示さなけ
ればならない．

5．フリースロー・ラインの延長上からスリー・ポイント・ラインの

頂点までの間の両サイドでは，トレイル･オフイシャルとセンター
・オフイシャルは，スリー・ポイント･ショットがなされたときに協
力して確認する必要がある．

6．リード･オフィシャルは，通常はスリー・ポイント・ショットが
なされたことを示す合図をする必要はない．

ただし，トランジイッションからの速攻のときにセンター・オ
フイシャルとトレイル･オフィシャルがスリー・ポイント・ショット

を確認できる位置に移動するのが間に合わなかった場合には，ス
リー・ポイント・ショットがなされたときの確認に協力し，スリー・
ポイント・ショットがなきれたことを示す合図をする．

7．審判は，3点を認める合図を示すときにも，プレイヤーやコート
から目を離してはならないし，3点を認める合図をスコアラーに示
すためにコートに背を向けるようなことをしてはならない．

また，ショットが成功したあとのすばやい速攻やそのほかのプレ
イを判定できるように準備しておかなければならない．
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図215センター・オフイシヤルの側からスリー，ポイント・ショットがなされるとき
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図214トレイル・オフィシヤルの側からスリー・ポイント・ショットがなされるとき
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10．そのほかの注意事項

1．センター。オフィシャルの役割とその重要'性

3人審判制（"スリー・パーソン・システム"）は，2人審判制の弱

点である「審判のいないサイド」をなくすために，3人目の審判（鵬セ

ンター。オフィシャル，，）を導入したものである．

したがって，3人目の審判であるセンター･オフイシヤルがその時々

での自分の与えられている役割をしっかりと認識し，その任務を的確

に果たすことが，3人審判システムがうまく機能し，このシステムを

成功に導くかどうかのキーポイントとなるといっても過言ではない．

2ラスト。セカンド。プレイ（LastSecondPIay）

各ピリオドや各延長時限の競技時間が残り24

秒以下になったときには，トレイル・オフイシャ

ルは，片手を頭上に上げて1本指（人さし指）

を示す合図をして，このプレイがおそらくその

ピリオドの最後のプレイ（Las/seco”pIqy）に

なるであろうことをパートナーに示す

パートナーであるリード・オフイシャルとセ

ンター・オフィシャルは，このトレイル・オフィ

シャルの合図を確認したときは，同じ合図を示

さなければならない．

トレイル・オフイシャルは，リード・オフイシャルとセンター・オ

フイシヤルが合図に気がついて同じ合図を示すまで，この合図を出し

つづけておく．

たがいに合図が確認できたあとは，各審判は，合図をやめて最後の

プレイに集中する．

3ラスト．セカンド．ショット（LastSecondShot）

各ピリオドや各延長時限の競技時間の終わりまぎわにショットがな

されたとき（Lasrseco”sﾙor)，そのショットがバスケットに入った

場合の得点を認めるか認めないかの決定は，できるかぎりすみやかに

行わなければならない．
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このとき，得点を認めるか認めないかの決定を示す合図は，かなら

ず1人の審判が行わなければならない．

この責任を負う審判は，リード･オフイシャルであってはならない．

得点を認めるか認めないかの決定は，トレイル・オフィシャルであ

るかセンター．オフイシャルであるかに関係なく，オポジイット・サ

イドにいる審判が責任をもって行う．このことは，あらかじめケーム

前の話し合い（プレ・ゲーム・カンファレンス）で綿密に確認してお

かなければならない．

責任を負う審判が得点を認めるか認めないかを確証をもって決定で

きないときは，各審判がただちに話し合い，主審が決定をくだす．

必要があると思われるときは，主審は，決定をくだす前に，コミッ

ショナーに意見を求める．

さらに必要があるときは，タイマーやスコアラーに確かめる．

また，主審は，時限の終了と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［そのほかの国際

競技規則A2．7]．

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．

いずれの場合でも，最終的な決定は主審がくだす．

4．フリースロー

フリースローのとき，リード･オフィシャルは,フリースロー･シュー

ターにボールを与えたあとフリースローが終わるまでの間，“フリー

スローの数を示す合図"，“ケーム・クロックを止めておく合図，，，“フ

リースローの得点を認める合図”などのフリースローに関するシグナ

ルを示してはならない．

フリースローをさせるときは，センター・オフィシャルが2人審判

制の場合のトレイル･オフイシヤルの役目をする．したがって，フリー

スローのとき，トレイル・オフイシャルは，“フリースローの数を示
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す合図"，“ゲーム・クロックを止めておく合図"，“フリースローの得

点を認める合図"，“タイム・インの合図”などのフリースローに関す

るシグナルを示してはならない．

5．ローテーションに関する注意

ローテーシヨンが行われるとき，特にトランジイッシヨンからの速

攻が出されるときに，審判が混乱して，プレイの向かってくるエンド・

ラインに1人の審判もいないような状況（リード・オフイシャルがい

ない状況）やエンド･ラインに2人の審判がいるような状況（リード・

オフイシャルが2人いるような状況）に陥ってしまうことが，ごくた

まにではあるが見受けられる．

このような状況に陥らないようにするためにも，各審判は，自分の

現在の位置と状況およびパートナーである他の2人の審判の位置と状

況をつねに把握しながら，自分が次にどの位置を占めればよいのかを

確認して位置取りをしなければならない．
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g3．テーブル・オフィシャルズ・マニュアル

1．テーブル・オフィシャルズの心構え

1．テーブル･オフィシャルズは審判を補佐するものであるが，補佐

するということは単にゲーム･クロックや24秒計を操作したり，ス

コアシートの記録をしたりするだけでない．

テーブル・オフイシャルズには，審判とともに規則に従ってゲー

ムを公正かつ円滑に進行させるという重要な役割がある．

2．この役割は，テーブル･オフィシャルズどうしおよびテーブル･オ

フイシャルズと審判，コミッショナーとの間で，たがいに協力し合

う心がけがないと達成されない．

たとえば，テーブル･オフイシャルズどうしがたがいにゲームの

進行を声に出して連絡し合うようにして，心の触れ合いをもちなが

ら任務を果たしていくこと，ゲーム中は機会があるたびに審判と目

を見合わせ（アイ・コンタクト),審判からの伝達や合図（シグナル）

を受けるときは，審判に注目することを心がける．

特に，スコアラーを中心としたテーブル･オフイシャルズどうし

の声による連携は，テーブル･オフイシャルズの任務を成功させる

重要な鍵になるといえる．

3．テーブル･オフィシャルズがすべての具体的問題に当面したとき，

公正に対処することができるよりどころになるのは，規則の正しい

適用である．

したがって，規則の正しい理解をより深めるための努力や研究を

つねに心がける姿勢が大切である．

4．テーブル･オフイシャルズが任務として行う動作や合図には，か

ならず目的がある．型をまねるだけではなく，心をこめてなされる

動作や合図が大切である．

テーブル･オフイシャルズとしての役割は，1人ひとりが任務に

対する目的意識をしっかりと自覚することによって達成されるもの

である．
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5．テーブル･オフイシャルズと審判との間の連絡は，ほとんどの場

合は合図（シグナルや合図器具）によって行われるので，シグナル

の示し方や合図器具の鳴らし方，それらを行うタイミングをよく研

究し，表現の工夫を重ねることが必要である．シグナルを示したり

合図器具を鳴らしたりしただけで任務が果たされていると思うのは

まちがいである．それらを通して審判と心を通わせ，ゲームを円滑

に進行させるところに，テーブル･オフイシヤルズの任務の本当の

意義がある．

6．よりよく任務を果たすためには,プレイヤーや審判と同様に,テー

ブル･オフィシャルズにもゲームに臨む意欲と緊張感が要求される．

ゲームは，プレイヤーやチーム･ベンチ，審判そしてテーブル･オ

フィシャルズがたがいに協力して築き上げるものである．

テーブル･オフィシャルズは観客ではない．

プレイヤーやチーム･ベンチにいるコーチ，あるいは審判の気持

ちになって，すばらしいゲームにするために最大の努力をはらい，

ゲーム中は自分の任務に意識を集中させ，ゲームの始めから終わり

まで緊張感をもちつづけることができるように心がけなければなら

ない．
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2．テーブル・オフイシヤルズの一般的事項

審判（オフイシャルズ）は，主審（レフェリー）1人，副審（アン

パイア）1人とする．

大会主催者は，副審を2人とする3人審判制を採用することもでき

る．

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，24秒オペレイター各1人とし，審判を補佐する［競

技規則第45条]、

オフイシヤルズ･テーブルは,両チームのベンチなどのだれにもじゃ

まされないで，一目でコート全体を見渡せるコート外の中央の位置に

設置しなければならない．

オフイシヤルズ・テーブルおよびテーブル・オフイシャルズの席は，

一段高く配置することが望ましい．

オフイシヤルズ・テーブルには，コートに向かって右からアシスタ

ント・スコアラー，スコアラー，タイマー，24秒オペレイターの順

に位置する．

コミッショナーをおくときは，スコアラーとタイマーの間に席を設

ける．

24秒
オペレイター

タイマー コミッショナー スコアラー
アシスタント．

スコアラー

オフイシャルズ・テーブルを準備するときには，次の事項に注意す

る．

1．テーブル・オフイシャルズに補助者を必要とするときは，その任

務の内容によって適切な人数とその配置を考慮する．
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2．テーブル・オフイシャルズは，早めに集合し，ゲーム開始の30

分前にはスコアシートの準備やオフィシャル器具の点検を完了して

おく．

3．同じフロアで2面以上のコートを使用する場合のオフイシャル

ズ・テーブルは，コートが2面並んでいる場合には両側に離して向

かい合わせに，3面以上の場合には審判やプレイヤーが混乱しない

ように考慮して配置する．

4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ィシャルズ・テーブ

ルのうしろに席を設ける．

A・オフィシャル器具

テーブル・オフィシャルズは，次の器具を用意する［競技規則第

3条]、

1．ゲーム・クロックまたはストップ・ウオッチ1個

2．タイム・アウト用クロックまたはストップ・ウオッチ1個

3．24秒表示装置1組またはストップ・ウオッチ1個

4．スコアシート

側日本バスケットボール協会が承認した公式スコアシート

5．プレイヤー・ファウル数の標識

プレイヤーのファウルの数を示す5つの標識または電光表示装

置1組．

「1」から「5」までの数字が表示できるものとする．

数字の色は，「l」から「4」までは黒色，「5」は赤色とする．

6．チーム・ファウル数の標識

チーム・ファウルの数を示す「l」から「5」までの記号と数

字が書かれた5つの標識または電光表示装置1組

数字は，「l」から「4」までは黒字に白色，「5」は赤字に白

色とする．
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ただし，チーム・ファウル・ペナルティーの表示器具やスコア

ボードに「1」から「4」までの数字を表示することができる場

合には，チーム・ファウル数の標識は，使用しないでもよい．

7．合図器具

（1）スコアラー用の合図器具，ブザー（ホーン）

タイム・アウトや交代を手動で知らせるもの

（2）タイマー用の合図器具，ブザー（ホーン）

競技時間の終了を自動的に大きな音で知らせるものおよびタ

イム・アウトの終わりやそのほか規則で定められた時機に手動

で合図を鳴らして知らせられるもの

（3）24秒オペレイター用の合図器具，ブザー（ホーン）

24秒が経過したことを自動的に大きな音で知らせるものま

たは手動式のもの

スコアラーやタイマーの合図器具とは異なる音色のものを用

いる．

8．チーム・ファウル・ペナルティーの表示器具

各チームにそのピリオド4回のプレイヤー・ファウルが記録さ

れたことを示す赤色の標識あるいは電光表示装置1組（2個）

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

うなもの

電光表示装置は色にも気をつける．

9．ポゼションの表示器具

次の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，はっきりと見えるものでなければならない．

B，ゲーム用施設・器具

スコアボード，24秒表示装置は，観客を含むゲームにかかわる

すべての人にはっきりと見えるように配置し，電光表示装置の故障
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などが起こっても,すぐに代わりのものを使えるように準備しておく．

1．スコアボード

両チームの得点および残りの競技時間を掲示するスコアボード．

を，プレイヤーや両チーム・ベンチ，テーブル・オフイシャルズ，

観客から見やすいところに設置する．

電光表示設備がない場合には，それらを示す表示を掲示できる

もの．

電光表示でない場合，残りの競技時間は残り1分台までは1分

区切りで，それ以降は，残り59秒から30秒までを光，残り29

秒から15秒までを％，残り14秒以下を0で示す．

2．24秒表示装置

24秒の残り時間を表示する装置は，1秒区切りで表示できるも

のが望ましい．

また，24秒または14秒のいずれにでもリセットできる仕様の

ものが望ましい．

表示装置は，プレイヤーや両チーム･ベンチ，審判，テーブル・

オフイシャルズ,観客から見やすいものを,それぞれのバックボー

ドより30cmから50cm高い位置で，バックポードの表面から30cm

から50cm後方の位置に設置することが望ましい．

表示装置をバックボードに取り付けられない場合には，コート

の対角線上のコーナーに，4台あるいは2台の床置き式表示装置

を設置する［競技規則付録“｢第3条用具・器具」の詳細'’8．2

参照]．

このような規格で設置することができない場合には，バック

ボードの下縁の高さで，バックボードより後方に設置してある表

示装置を使用してもざしつかえない．

電光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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3．オフイシャルズ・テーブル

オフィシャルズ・テーブルは，各表示装置用の操作盤が所定の位

置に設置することができるように，長さや幅の適当なものを用意す

る．

C、ゲームの開始と終了

ゲーム開始時には提出されたスターティング･ライン･アップ（ス

ターティング･ファイヴ）とコート上のプレイヤーとを確認し，終

了時には両チームの得点を確認してすばやく審判に知らせる．
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A，

3．スコアラーの任務

ゲームの開始前

1．ゲーム開始予定時刻10分前までに（大会規定で定められてい

る場合にはそれに従って)，両チームのコーチまたはその代理者

からリストを受け取り，そのゲームに出場する予定のチーム・メ

ンバーの氏名・番号，コーチの氏名，アシスタント・コーチがい

る場合にはその氏名をスコアシートに記入しておく．そのチーム

のキャプテンがリストに記入されているときは，キャプテンの氏

名のうしろに（CAP）と記入する．

大会名，場所，年月日，開始時刻（24時間制)，チーム名を記

入しておく．

2．ゲーム開始予定時刻5分前までに，各チームのコーチにスター

ティング・ライン・アップ（スターティング・ファイヴ）とチー

ムのキャプテンを確認してもらい，サインを受ける．

リストにキャプテンが記入されていなかったときは，このとき

キャプテンの氏名のうしろに（CAP）と記入してもさしつかえ

な い

この確認とサインは，チームAのコーチが先に行う．

3．次の注意事項に気をつける．

（1）スコアシートの記入は，ゲームの勝敗を明らかにする重要な

仕事であるから，ケーム中のできごとを一つひとつ確認して正

確に記録していく．

どのような場合でも，確認を忘れないようにする．

（2）スコアラーの合図はゲームを止めるものではない．

スコアラーはポールがデッドでゲーム・クロックが止められ

ているときだけ合図をする[例外:競技規則第18条18.2.3-(3)，

第19条19.2.2-(3)]．

（3）スコアラーの合図器具は，審判の合図器具，24秒オペレイ

ターの合図器具とは音色の異なるものを使う．

（4）審判が次のプレイの用意をしてテーブル・オフイシャルズに
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「確認の合図」（審判の合図13.）をしたときは，スコアラーも

了解したら同じ合図を返す．

(5)スコアラーは，次のようなときには，タイム・アウトや交代

を知らせるために合図器具を鳴らしてはならない．

a，フリースローの場合，審判が1投目のフリースローのボー

ルをフリースロー・シューターに与えたとき

b・スロー･インの場合，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

c・相手チームがフィールド・ゴールやフリースローで得点

したときに認められるタイム・アウトや交代の場合は，ス

ロー・インをするプレイヤーがポールを持ったとき

B、ゲームが開始されてから

1．フィールド・ゴールやフリースローで得点が認められたときに

そのできごとを記録し，その時どきの合計得点（ランニング・ス

コア）を明らかにしておく．

特に，スリー・ポイント・シヨットにより3点が認められる場

合に注意する．

2．それぞれに宣せられたファウルを記録し，lプレイヤーに5回

目のプレイヤー・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，lプレイヤーにアンスポーツマンライク・ファウルが2

回記録されたりコーチのテクニカル・ファウルが規定の回数記録

され，規則に従ってプレイヤーやコーチが失格・退場となるとき

にも，ただちに合図器具を鳴らして審判に知らせる．

3．1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，そのあとポールがライブになってから，チーム・ファ

ウル・ペナルテイーの表示器具を，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．
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4．タイム・アウト

（1）タイム・アウトの請求があったときには，スコアラーは，タ

イム・アウトが認められる時機にできるだけ早く合図器具を鳴

らして審判に知らせる．

（2）相手チームがフイールド､･ゴールで得点したときには，得点

されたチームにタイム・アウトが認められる．この場合，スコ

アラーはすみやかに合図器具を鳴らして審判に知らせる．

この場合のタイム・アウトの請求は，スロー・インをするプ

レイヤーがスロー・インの位置でボールを持つまで認められる．

相手チームがフィールド･ゴールで得点したときは，プレイ

ヤーがスロー・インのボールを持つまではタイム・アウトが認

められるので,タイム・アウトの請求がシューターの手からボー

ルが離れたあとやフィールド･ゴールが成功したあとにあった

としてもタイム・アウトを認める．

（3）フリースローのとき，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あとは，タイム・アウト

は認められない．

この場合は，ゲーム・クロックがいったん動いたあと，次に

タイム・アウトが認められる時機まで，どちらのチームにもタ

イム・アウトは認められない．

例外：次のときは，ゲーム・クロックが動かなくても，どち

らのチームにもタイム・アウトが認められる．

a・最後のフリースローが成功したとき

b、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

c・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

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

e・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

f、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

(4)審判がタイム・アウトを認めたときは，1回のタイム・アウ

トをそのチームに記録する．

一方のチームに前半（第1ピリオドと第2ピリオド）に2回

目，後半（第3ピリオドと第4ピリオド）に3回目，あるいは

各延長時限に1回のタイム・アウトが認められたときは，審判

（主審）を通じてそのチームのコーチに知らせる．

(5)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・コーチがスコアラーのところへ

きてはっきりと定められた合図（審判の合図12.）を手で示し

タイム・アウトを請求したとき，あるいはチーム・ベンチ・エ

リアからでもスコアラーにはっきりとタイム・アウトを請求す

ることを伝えられたとき（ヴイジュアル・コンタクトが取れた

とき）は，その請求を認め，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．

(6)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
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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，上記の例のような条件にかかわらず，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，合図器

具を鳴らし審判に知らせなければならない．

（7）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

の合図器具を鳴らす前であれば取り消すことができる．

（8）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，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（ファウルやヴァイオレイションの

ない場合）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．

（9）次の場合はコーチが請求しなくてもタイム・アウトになるの

で，審判の決定を確かめて記録する．

a、正当な理由がないのに交代に時間がかかりすぎたと審判が

判断したとき

b、5回のファウルまたは失格･退場を宣せられたプレイヤー

の交代が30秒をこえたとき

⑩規定より多い回数のタイム・アウトの請求があっても，スコ

アラーは受け付けてはならない．

5．交代

（1）交代の申し出があったときは，スコアラーは，交代が認めら

れる時機にできるだけ早く合図器具を鳴らして審判に知らせ

る．

当方のチームで2人以上の交代が同時に行われるときは，1

回の合図でよい．

交代に時間差があるときはそのつど合図器具を鳴らして審判
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に知らせる．

ただし、審判がその交代に気がついている場合は，あらため

て合図器具を鳴らす必要はない．

(2)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［競技規則第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［競技規則

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

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．

(3)交代要員はすぐにプレイができる用意をしてからそれぞれが

スコアラーに申し出ることになっているので，コーチやアシス

タント・コーチからの交代の申し出を受け付けてはならない．

交代要員がチーム・ベンチ・エリアから交代の申し出を行っ

ても，その交代は認められない．

(4)交代要員がゲームに遅れてきた場合でも，その氏名・番号が

チーム・メンバーとしてゲーム前にスコアラーに提出されスコ

アシートに記入されていれば,ゲームに出場することができる．

(5)フリースローのとき，l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は，交代は認められ

ない．

この場合は，ゲーム・クロックがいったん動いたあと，次に

交代が認められる時機まで，どちらのチームにも交代は認めら

れない．

例外：次のときは，ケーム・クロックが動かなくても交代が

認められる．

a・最後のフリースローが成功したとき

b・フリースローのあとにセンター・ラインのアウト．
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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

c・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

d・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

e、最後のフリースローでボールがフリースロー・

シユ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

f、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

（6）交代の請求は，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．

6．ゲームが開始されてから，プレイヤー，交代要員の氏名･番号

の申し出等についての違反を見つけたときは，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，ただちに合図器具を鳴

らして審判に知らせる．

7．プレイのインタヴァル中にプレイヤーや交代要員にテクニカ

ル・ファウルが宣せられた場合は，それぞれに記録する．

インタヴァル中ではない競技時間中のプレイヤー以外（交代要

員も含む）のテクニカル・ファウルは，コーチに記録する．

（1）キャプテンがコーチを兼ねている場合，宣せられたファウル

を記録するときには,プレイヤーとしてのファウルであるのか，

コーチとしてのファウルであるのかをはっきりと確認して区別

して記録する．
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キャプテンの代理者がコーチの役目をする場合も同様であ

る．

（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）

がさらにテクニカル．ファウルを宣せられたときは，コーチの

欄に記録する．

8．ポゼションの表示器具を操作する．

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・ボールのとき，どちらかの

チームが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．

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

ション．アローで示しておかなければならない．

（2）ポゼシヨン･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・インが終わったのち，すみやかに逆

向きにする．

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．

（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
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やかにポゼシヨン・アローの示す向きを逆向きにする．

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，オルタネイティング･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・アローの示す向き

は変えない．

(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，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正しく示すようにしなければならな

い［競技規則第48条481－(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，オルタネイティング・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

ローの示す向きは変えない［競技規則第12条12．4．8]．

C・時限終了のとき

各ピリオド．，各延長時限の前後にシヨットかファウルがあり，主

審からその時機を尋ねられたときは，自分の確認している時機だけ

を答える．
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《スコアシート記入法》

公式スコアシートとは，（財)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．

スコアシートは，1枚のオリジナルと3枚のコピーからなり，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）は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．

※スコアシートの用意

スコアラーは，ゲーム開始予定時刻の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．

1．スコアシートの上段左側に，大会名，場所，ゲーム・ナンバー，

年月日，開始時刻（24時間制）を記入する．

スコアシートの上部（大会名，年月日，場所，開始時刻等）

大会名
C0mpetition

第87回全日本総合バスケットボール選手橘大会

GameNo． 101 日付
Dat吟

場所
PIa唾

国立代々木第二体育館

2010年1月8日
Y e a r M onthDay

時間
Time

14：15
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2．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，ホーム・チームのないとき

は，プログラムの番号が小言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．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．

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．

5．ゲーム開始の5分前までに，スコアシートに記入されたチーム・

メンバーの氏名・番号，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欄に小ざな×印を記

入する．

そののち,両チームのコーチに確認のためのサインをしてもらう．

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．

1．～5．の事項は，黒色で記入する．

6．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

のピリオドで使用する色で記入するが○では囲まない．
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スコアラーは，ゲーム中，以下の方法に従ってスコアシートを記

入する．

※ タイム・アウト

タイム・アウトは，次のように記録する．

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．

（1）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．

（2）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．

（3）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の数字（l～5）を記入してい

く．

（4）各ハーフ,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．

※ ファウル

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．

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
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ウルには，テクニカル・ファウルとデイスクォリファイング・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［競技規則第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]、

3．ファウルは，次のように記録する．

（1）パーソナル・ファウルは“P'，と記入する．

（2）デイスクオリフアイング・フアウルは“D”と記入する．

（3）アンスポーツマンライク・フアウルは“U，，と記入する．

2回目のアンスポーッマンライク・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
。 U2 〕 〕

(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．

(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．

a・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．

第37条37.1.3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 〕

b・上記a.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．

c、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・ファウルは，チーム・ファウルにかぞえない．
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(6)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．

(7)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．

(8)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･退場になったときのファウルは，

次のように記録する．

a、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．

ハニニ幸円平
b，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．

川:二季'三1二言1ニヨ
c、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．

ハニニ;F三:三F｜
(9)交代要員やすでに5回のファウルを宣せられたチーム・メン

バーが第39条「ファイテイング」に従って失格・退場になった

ときのファウルは，次のように記録する．
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a，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．

(11）アシスタント・コーチ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．

ル糞i号|干

b、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．

｢豆~「、

c、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．

交代要員

そして

コーチ

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")．

ﾙﾖﾆ;Fl干
注：第39条「ファイテイング」によるデイスクオリファイ

ング・ファウルは，チーム・ファウルにかぞえない．

(10リ交代要員に宣せられたデイスクォリファイング・ファウル（第

39条以外）は，次のように記録する．
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スコアラーの任務

⑫すでに5回のファウルを宣せられているプレイヤー（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回のファウルを宣せられた
プレイヤー

そして

コーチ

『 可

－2 P3
。

2

｢豆1－、

。
1

〕
2

⑬すでに5回のファウルを宣せられているプレイヤー（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．

。
2

。
2

。 U2
。

1

(14）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（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．
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※チーム・ファウ ル

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1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．

2．1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．

※ランニング・スコア

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．

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．

3．各欄はさらに4列からできている．

（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．

（2）中央の2列は得点合計の数字が印刷されていて，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．

（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．
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チーム・メンバーの氏名と番号，タイム．アウト，ファウル

当三日
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ランニング。スコア

11

閉

富
ｐ

函
88

〆
斑|斑

61国

国|函〆

61”|笈

－226－

ランニング・スニwアRUNNTNGSCORE

A B M A B 八 B A B

Z i4116
43 43 83 83 123123

⑫’

10

＃

函

漁

4
1 1 一

勤
｜（

－1F■字

14',：

'4M

45

47

i腿
49

45

釘‘

49

13

13

別

85

85

87

88

89

84

85

86

87

88

89

124

125

126

127

128

129

12

12

l2j

28

129

10 10

摺
一
咽

12

α〆

14

【4

14

10

11

10

14

14

15

16

回

20

22

課

26

28

30

海
一

33

認

鐸

菟

39

14

画

20

22

24

26

■

”

銅

32

34

37

39

一
Ｆ
。
‐
・
』

’

一
一
旧
一

里|L

繭I

傭
Ｉ

『
‐
割
４
…

4

別
辺［
唾｛
回I
l3il
-も41Ⅱ

4
＝ﾛ

一一一■Ⅱ両

6i

画’

411

弱

■
157

『ij量
159

61

雨

1'64

'65

'65
i67
m

i68

'69

70

171

172

|lW

』

'7（

'79
・
帥
一

55

野

59

閲

麓

63

甑

67

§9

72

73

74

75

76

77

79

80

13

15

15

13

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

406

107

108

109

110

111

112

113

115

116

117

119

120

94

95

96

97

98

99

100

101

102

03

104

105

106

07

108

109

112

113

114

115

11

117

18

11

20

134

135

136

137

138

139

MO

141

143

144

145

146

147

M8

149

150

151

152

圃腫
圃腫
'551155
'56鰯
…
'581158
'591159
'6011“

13

13

36

137

13

13

40

41

42

14

145

147

刑

149

150

51

152

12
ー一戸ﾛ■.ー

犀13 5353 9393 133133

韮
i6

斑

霊

15

15

90

91

92

90

91

92

130

131

132

130

13

41 41 81

蝿 15 82 82 122122



スコアラーの任務

※そのほかの記入事項と注意点

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．

2．自チームのバスケットへのフイールド・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．

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，

ポ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．

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．

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．

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．

※最終手続き

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．

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．

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
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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．

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．

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．

得点合計記入例

スコアScores 第1ピリオドPeriod1 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

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．

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．

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：A・Scorer 野村孝

タイマー：Timer 佐々木潤

24秒オペレイター ：24"Operator 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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8．完成したスコアシートは，大会主催者が次のように処理する．

（1）①のオリジナル（白色）は,大会ごとに綴じこんで日本バスケッ

トボール協会に送付する．

（2）②のコピー（青色）は，主催者用の記録として保存する．

（3）③のコピー（ピンク色）は，勝ちチームに配布する．

（4）④のコピー（黄色）は，負けチームに配布する．

(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.）
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スコアシート

SCORESHEET
チームB： 南北産業
TmI11n

OFFlCIAL
チームA： 東西f11機
TEnmA

轡B農
且瞳尽、侭IQTEnD,

－ 230－

(財）11本バスケットボール協会一不許複製一

81－1l21B

621－l661B
南北販業

GameNo． 101

ランニング・スコアRUNNINGSCORE

B

AlBllAlB

811811’’’1211121

82182111111221122
ファウルFmk恥

×
×
｜
③
⑧
②
×
×
③
⑧
訳
ｘ

血
４
５
’
６
７
８
９
叩
皿
唱
Ｂ
Ｍ
賜
肥

831831’’’1231123
P，

84184111112411242

8518511111251125

86186111111261126

３
－
４

P血 仏
一
一
一
晩
一
Ｐ
ｌ
Ｐ
’
’
二
一
一
一
Ｐ
ｌ
Ｐ

Ｒ
’
’
一
Ｐ
二
Ｆ
一
Ｆ

8

126

871871111『127 127

881881111281128

10 891891’’’1291129

10 901901111130113C

91119111111311131

9292132132

9393133133

9494134134

9595135135

136961961’’’136

里
6

971971111137 137

9898138138

9999139139

100100140140

101101141141

102102142142

サイン:siEnatu雁

可もﾊ?,0

20

､望

1,1 813 10311031｜’’1431143

選手氏名Name〔>『''1鋤,砿

11宮氏lWf介（CAP）
州
⑧
⑧
③
×
×
×
⑧
⑧
ｘ
ｘ
ｘ

恥
４
５
６
７
８
９
叩
Ⅲ
勉
過
Ｍ
鴫
肥
Ⅳ
肥

町 凸

10411041’’1441144

10511051’’’1451145２
－
３ 106110611111461146

107107 1471147

５
’
６

108108 1481148

坂木出彦

中111泰夫
11 109110911111491149

'101．11011111501150

111111111’115111151

瞳
一
皿

Ⅲ
車
Ｐ
ｌ
Ｐ

112111211111521152’
二
一
Ｆ

11311131’’’1531153

野I~I浩正

刑他一

日

14

15 小林剛棚

胸
一
Ⅳ
｜
肥

8

8 78 118

79 119
コーチcmぐ1，：，↓rII1正治

A･コーチA,c〔､Cl,：

C望岸岸

『＄

Ａ
－
Ａ
ｌ
Ａ
ｌ
Ａ
－
Ａ
ｌ
ｌ
Ａ

スコアsに｡睡隅

181B14

13 B19

大会名
鋪87M全I;木総合バスケットボール遺耶猫大会

ii付 2010熊二J1sE

”
恥 lXLlZ代々木鋪二伸帝伽

時INI

デ．．‐ムA
］に酉近機T嘩掴へ

タイムアiンi、Tl剛…座（191．8－’’一ｻ

ﾁー ﾑーファウル11>1,11~2131』ll2Pi認眠頭顧司1
T…r･卿1，評|匿宮W函ﾛ園■Em‘IPI氷l琴1承！

‘「〒
11秘

Tr宮

'四画 ■掴

謡 窯
延子氏私祇,‘;t蝦,,『間:wr応

ILコーチAco1d1：馴9M作丁

ﾃ・・ムH，
南らiE産撰飛竜l咽B

タイムア'ン!、、富浩,,釧員13ｰ｛‘171【･I【一

チー』､ファゥルュPlllzl3412P厚函石頭震郡罰
恥‘,畑I:i)‘tIjh3iJI湖」塾i－訊1部･'41ｺI>KI夏至l>8<I>七

＊蕪一・膳 i軍TF
LLE

X1.肌蝕

彼鯉狸,＆

l砂オペレ'rﾀー :路1.0』b認酎

耐：測聯,面叩睡1

蛸2川群:M,,…Z

､FMf彰夫

佐均，1s刑

岩111．F奈焚

;'ず::,：f論 112縄スーEγF1$0』，

鵬涛fb‐ムlfJ0$$心､『w伽､卿量T唖

鋪3a，

師4ビリオ

憂冨x1，国

藤川血諦

サイン.駐…$I,'岬

吉野

画

2『

､4

〆5

6

,'7

9

猫

,18

認

餌

”

②

35

aH

571

581

扇

3

'11‘

73



アシスタント･スコアラーの任務

4．アシスタント・スコアラーの任務

A・ゲームの開始前

プレイヤー・ファウルの標識やチーム・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，

そのほか電光表示装置等の作動を確認する．

B・ゲームが開始されてから

1．プレイヤーにファウルが宣せられるたびに，プレイヤー・ファ

ウルとチーム・ファウルの標識を使ってそのプレイヤーの何回目

のファウルであるか，そのチームのそのピリオドでの何回目のプ

レイヤー・ファウルであるかを確認して，その回数を表示する．

2．ダブル･ファウルの場合は,審判のさし示した順序に従ってチー

ムのプレイヤーのファウルとそのチーム・ファウルの回数を表示

する．

電光表示装置を使用する場合も，同様に審判のさし示した順序

に従ってプレイヤー・ファウルとそのチーム・ファウルの回数を

表示する．

3．「特別な処置をする場合」で複数のファウルの表示をしなけれ

ばならないときも,審判の伝達する順序に従ってプレイヤー・ファ

ウルとそのチーム・ファウルの回数を表示する．

4．ファウルの回数は，プレイヤー，コーチ，審判，観客等にはっ

きりとわかるようにすみやかに表示し，一定の時間（5秒程度）

表示しつづける．

5．得点の表示で電光表示装置を使用するときは，すみやかに得点

表示の操作をする．

C，スコアラーへの協力

1．ファウルを宣せられたプレイヤーの番号や得点したプレイヤー

の番号，そのファウルが何回目のファウルであるかまたは得点が

何点目のものであるか，必要に応じてスリー・ポイント・ショッ
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トであるかツー・ポイント・ショットであるかなどを，スコアラー

とたがいに声に出して復唱するなどして確認しながらスコアシー

トヘの記入が円滑にできるように協力する．

フリースローが与えられる場合は，フリースロー・シューター

の番号もたがいに確認する．

2．オフィシャルズ･テーブルの右側のチームのタイム・アウトの

請求や交代の申し出に注意し，それらがありそうなときは，スコ請求や交代の申し出に注意し，

アラーに注意をうながす．
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5．タイマーの任務

A，ゲームの開始前

1．ゲーム･クロック用電光表示装置および操作盤の作動状況を確

認する．

電光表示装置がない場合や故障した場合に備えて，少なくとも

2個のストップ･ウォッチを用意し，そのうちの1個をゲーム･ク

ロックとして競技時間とインタヴァルを計測できるように準備す

る．もう1個のストップ・ウオッチは，タイム・アウト用とする．

ゲーム・クロックは，ゲーム開始10分前からゲーム開始前の

インタヴァルの計測を始める．

2．規則に従ってスコアラーが両チームのスターテイング･ライン・

アップ（スターティング・ファイヴ）を確認しコーチのサインを

もらえるように，ゲーム開始予定時刻5分前をスコアラーに知ら

せる．

3．各ピリオドの開始時刻に注意し，次の任務を確実に行う．

a・第1ピリオドと第3ピリオドの開始3分前を，合図器具を

鳴らして知らせる．

b、第1ピリオドと第3ピリオドが始まる1分30秒前を，合図

器具を鳴らして知らせる．

c・第2ピリオド,第4ピリオド,各延長時限が始まる30秒前を，

合図器具を鳴らして知らせる．

d・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，合図器具を鳴らして審判に知ら

せる．

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．

4．ゲーム開始予定時刻にプレイヤーが5人そろわないときは，15

分をはかる．

5．第1ピリオドと第2ピリオドの間，ハーフ・タイム，第3ピリ

オドと第4ピリオドの間第4ピリオドと延長時限および各延長
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B、

時限の間のインタヴァルを，それぞれ審判が前の時限の終了を宣

してからはかり始める．

ただし,時限の終了後ただちにフリースローが行われる場合は，

そのフリースローが終わってからインタヴァルをはかり始める．

ゲームが開始されてから

1．規則に従ってゲーム･クロックを操作し,競技時間とインタヴァ

ルをはかる．

バスケットボールは1秒で勝敗が逆転することもあるゲームで

あるから，瞬間をとらえて正確な操作をする．

2．タイマーは，ゲーム･クロックの操作と同時に次の動作を行う．

これらの動作は，タイム・イン，タイム・アウトの瞬間を周囲

にはっきりと示すための合図である．

（1）ゲーム・クロックを動かすときは，動かし始める瞬間に，上

げていた手のひらを握って下ろす．

（2）ゲーム・クロックを止めたときは，その瞬間に手を開いて頭

上に上げる．

3．ゲーム･クロックを動かし始める時機

（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ポールをタップしたとき

（2）フリースローが不成功で引きつづきボ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

4．ゲーム・クロックを止める時機

（1）ケーム中，ボールがライブで，審判が笛を鳴らしたとき

a・ヴァイオレイションが起こったとき

b，ファウルが起こったとき

c・ジャンプ・ボール．シチュエイションになるとき

d・デッドのボールをライブにするのに特別遅れたとき
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e、プレイヤーの負傷またはそのほかの理由でプレイを中断し

たとき

f、規則に示されていない何らかの理由でプレイを中断したと

き

（2）各ピリオド，各延長時限の競技時間が終了したとき

（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

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．

（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，

ポ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分間において，フィー

ルド･ゴールが成功したとき

5．タイム・アウト用のストップ･ウオッチを操作する時機

（1）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，タイム・アウトを宣したときから1分をはかり始める．

（2）審判がタイム・アウトを宣してから50秒が経過したとき，

合図器具を鳴らして審判に知らせる．

（3）審判がタイム・アウトを宣してから1分（60秒）が経過し

たとき，もう一度合図器具を鳴らして審判に知らせる．

6．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))．
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C、 時限終了のとき

1．各ピリオド，各延長時限の正味時間の終了を大きな音の出る合

図器具を鳴らして知らせる．

2．各時限の終了の合図器具の音が聞こえなかったり，音が鳴らな

かったり,ﾛ島らしそこなったりしたときは，何らかの方法でただ

ちに審判に知らせる．

もしこの前後にショットかファウルがあり，主審からその時機

を尋ねられたときは，自分の確認している時機だけを答える．
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6．24秒オペレイターの任務

A・ゲームの開始前

24秒オペレイターには，「ボールのコントロール」について正し

く理解してゲーム中のボールの状態を見て規則を適用する判断力が

必要である．

《ボールのコントロール》［競技規則第14条］

（1）プレイヤーがボールをコントロールしているとは，プレイ

ヤーがライブのボールを持っているかドリブルをしているか，

アウト・オブ･バウンズのスロー・インの位置でボールを持って

いるときをいう．

（2）チームがボールをコントロールしているとは，そのチームの

プレイヤーがポールをコントロールしているか，そのチームの

プレイヤーの間でパスが行われているときをいう．

（3）lチームのボールのコントロールは，そのチームのプレイ

ヤーが相手チームのバスケットにショットをするか，ボールが

デッドになるか，相手チームのプレイヤーがボールをコント

ロールしたときに終わる．

（4）相手チームのバスケットにショットをするときは，ボールが

シューターの手から離れた瞬間にボールのチーム・コントロー

ルは終わる．

（5）相手チームのプレイヤーがパスやドリブルのポールに触れた

だけではボールのチーム･コントロールは終わらない．ポール

をファンブルしたり相手がボールに触れたりしてルーズ･ボー

ルになったときも同様である．

いずれの場合も相手チームのプレイヤーがボールをコント

ロールするまでは，はじめにボールをコントロールしていた

チームのチーム・コントロールがつづいていることになる．

B・ゲームが開始されてから

1．24秒をはかり始めるとき

（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」
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に，「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秒計を動かし始める．

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．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

をはかり始める．

（2）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に

24秒の合図を誤って鳴らしてしまっても，プレイはそのまま

つづけられる．

この場合は，ただちに24秒計をリセットし，その時点から

すみやかに24秒をあらたにはかり始める．

2．24秒計の操作

24秒計の操作は，以下のようにする．

このとき，ゲーム中，ボールがデッドになったあと，あらたに

24秒をはからずに24秒の残り時間をはかる場合があるので，24

秒計のリセットを急ぎすぎないように気をつける．

①スロー・インの位置（バック・コート，フロント・コート）

や24秒計の残りの時間に関係なく，24秒を継続してはかりつ

づけるとき

（1）ボールがアウト・オブ･バウンズになり，引きつづきそれ

までボールをコントロールしていたチームにスロー・イン

のボールが与えられるときには，24秒計をリセットせずに，

24秒の残り時間を継続してはかる．

（2）ジャンプ・ボール．シチュエイションになり，引きつづき

それまでボールをコントロールしていたチームにオルタネイ

テイング・ポゼション・ルールによるスロー・インのポール

が与えられるときにも，24秒計をリセットせずに，24秒の

残り時間を継続してはかる．

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

りしてしまってジャンプ・ボール．シチュエイションになっ

たときも，引きつづきそれまでボールをコントロールしてい
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たチームにスロー・インのボールが与えられるときは24秒

計をリセットせずに，24秒の残り時間を継続してはかる．

（3）ダブル･フアウルの罰則あるいは特別な処置をする場合や

ファイティングの規定の罰則で，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・インのボールが

与えられるときも，24秒計をリセットせずに，24秒の残り

時間を継続してはかる．

（4）ボールをコントロールしているチームのプレイヤーが負傷

したために審判がゲームを中断し，スロー・インでゲームを

再開する場合，24秒計をリセットせずに，24秒の残り時間

を継続してはかる．

（5）ポールをコントロールしているチームに原因がある何らか

の理由で審判がゲームを中断し，引きつづきボールをコント

ロールしていたチームにスロー・インのボールが与えられて

ゲームを再開する場合，24秒計をリセットせずに，24秒の

残り時間を継続してはかる．

②スロー・インの位置（バック・コート，フロント・コート）

や24秒計の残りの時間によって，24秒の操作が異なる場合が

あるとき

（1）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

のファウルやヴァイオレイション（アウト・オブ・バウンズ

を除く）を宣したとき

（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

に原因がある理由でゲームを止めたとき．

（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）でケームを止めたとき．

a、そのチームのバック・コートからスロー・インが行われる

場合は，24秒計をリセットする．

ただし，上記①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．

b、そのチームのフロント・コートからスロー・インが行われ
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る場合は，24秒計は次のように操作する．

イ）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．

ロ）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，上記

①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，イ)，ロ）の場合で,24秒計をリセットすると相手チー

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

リセットしないこともある．

3．24秒の計測が終わるとき

（1）ボールがバスケットに入るかリングに触れるかしたとき

パスのボールであっても，ボールがリングに触れたときは

24秒計をリセットする．

（2）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

ただし，相手チームのプレイヤーがボールに触れても，完全

に相手チームのプレイヤーがコントロールするまでは（ルーズ

・ボールの状態でも）前のチームのコントロールがつづいてい

ることになるので，24秒の計測はそのままつづけなければな

らない．

4．24秒表示装置の電源を切るとき

各ピリオド，各延長時限の終わり近くにもう24秒のヴァイオ

レイシヨンが成立する可能性がなくなったあとで24秒表示装置

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ので注意する3

5．24秒の合図が聞こえなかったとき

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秒のヴァイオレイションが成立したり，シヨットされたボー

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なかったためにゲーム

がつづいてしまったときは，24秒オペレイターは，立ち上がっ
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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秒のヴァイオレイシヨ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．

C・スコアラーヘの協力

オフイシヤルズ･テーブルの左側のチームのタイム・アウトの請

求や交代の申し出に注意し,それらがありそうなときは,スコアラー

に注意をうながす．
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7．テーブル・オフィシヤルズの合図

スコアラーの合図

タイム・アウト 交代

両手で(片手は指で)T型を示す 胸の前で両腕を交差させる

タイマーの合図

ゲーム･クロックを止めるとき
あるいは

ゲーム･クロックを止めておくとき

手を開き頭上に上げる
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§4．付録：ゲーム前の話し合い（P｢e-GameConference）

1．ゲーム前に話し合うべきこと

1.1ゲームに臨むときの心構え

1．我々が審判をするバスケットボールとは，それ自体が非常にエキ

サイティングなものである．

プレイヤーがもつスピード，機敏さ，力強さ，積極さ，身体的バ

ランスなどに,審判の状況に応じた的確な判定が加わることにより，

さらにゲームをエキサイティングなものにしていくことになる．

2．審判は，ケームを盛り上げるこれらの要素を損なうようなプレイ

ヤーの不当な行為をそのままにしておいてはならない．

・プレイヤーが力強さを発揮することはゲームをよりエキサイティ

ングにする1つの要素ではあるが，審判は，ゲームが“粗暴な腕

力くらべ”のようになってしまうことを許してはならない．

3．審判は，ゲームの早い段階から，手や腕を不当に使うこと，相手

を押したり押しのけたりすること，ポスト・プレイやポジション

争いでの粗暴なプレイに対してゲームにふさわしい判定基準を示

すことによって，ゲームがクリーンに進むようにしなければなら

ない．

・ゲーム中は，それぞれのチームやプレイヤーの技術力やそのレ

ヴェルを早く感じ取ることを第一に考えなければならない．また，

ゲームにおける特別なプレイヤーや特別なマッチ・アップは誰な

のかを見きわめなければならない．

・これらをふまえて，“アドヴァンテージ/ディスアドヴァンテージ

の原則，を正しく適用することが求められる．

“アドヴァンテージ/デイスアドヴァンテージの原則，に従って

ゲームの流れに合った判定基準を示すことが，よりよいゲーム・

コントロールにつながる．

。一度判定基準を確立したあとは，lゲームを通して一貫した判定

をくだすように努力しなければならない．
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・ショットをしようとするプレイヤーに対する防御については，特

に注意して判定しなければならない．

・ポスト・プレイ，ブロック・ショット，リバウンドに対しては，

真上の空間（シリンダー）の権利を正しく見きわめなければなら

ない．

・アンスポーツマンライク・ファウルについては，競技規則第36

条（2011年版）を厳格に適用しなければならない．

・攻撃側プレイヤーがコート上を相手に不当に妨げられることなく

自由に移動できているかどうかということが，プレイを見きわめ

るときの原則的な判断基準となる．

4．審判は，コーチ，プレイヤー，交代要員などに不当な行動や言動

をさせないように注意しておかなければならない．

5．ファウルを取り上げたときは,スコアラーへの伝達のための移動，

そののちのプレイの再開のための移動は，かならず走って行う．

1.2プレイを判定するときの基本的事項

1．ボールやプレイヤーの位置を考慮しつつ，自分の責任範囲に注意

を集中する．

。そのうえで相手審判と積極的に協力し合わなければならない．

2．誰が見ても明らかなファウルやヴァイオレイシヨンを確実に取り

上げる．

3．広くよい視野（角度）からプレイを見る．

・ボールが自分の責任範囲に入ってくる前に,広くよい視野（角度）

を取っておくことが必要である．

・プレイを判定する前に，プレイを全体的にとらえておく（判定す

べきプレイが起こる前からそのプレイをとらえておく）ことが必

要である．

・プレイを判定する際には，そのプレイの始まりと展開，終わりを

よく見きわめることが重要である．
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4防御側プレイヤーの起こす動作を確実にとらえておく．

・1対1の状況になったとき，あるいは“チャージング/ブロッキ

ング”のプレイを判定するときには，特に防御側プレイヤーの位

置と動作（アクション）をとらえておく必要がある．

・ターン・オーヴァーなどの攻守の切り換え（トランジイッション）

が起こったときも，防御側プレイヤーの位置と動作（アクション）

を確実にとらえておかなければならない．

5．ファウルかどうかを見きわめるときには，最後はしっかりと立ち

止まった状態でプレイを見るように心がける．

。特にファウルを取り上げるときは，動きながら無理に笛を鳴らし

て誤った判定をくださないように注意する．

・動きながら判定をすることは，プレイをぶれてとらえてしまうこ

とになりかねない．そのためにチームの戦術やプレイを予測して

先によい位置を占めて,立ち止まって判定することが求められる．

6．ファウルを取り上げたときは，プレイヤーから目を離さないでお

く．

・ファウルを取り上げた審判（コーリング・オフィシャル）は，そ

のファウルに関わった当該プレイヤーのようすを見てからスコア

ラーにファウルを伝達に行く．

・ファウルを取り上げなかった審判は，そのファウルに関わった当

該プレイヤーを含むすべてのプレイヤーのようすを見ながら次に

再開する位置へ移動する．

・ファウルをされたことに対する報復や不当な行動・言動に対して

は，跨跨せずに決められた処置を行わなければならない．また，

誰がどちらに対して先に行ったのかをしっかり確認することが必

要である．

1.3相手審判と打ち合わせや確認をしておくべき事項

1．ゲームを管理・運営するときに習熟すべき対応（ケーム

ロール，ゲーム・マネージメント）：

コント
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･最新のルール，マニュアルやメカニクスの変更点とあらたなルー

ルの解釈やそれに関する通達などを確認しておく．

･特別な処置をする場合や特殊な状況（ダブル・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，デイスクォ

リファイング・ファウル，ファイテイングなど）についての対応

や規則に従った正しい処置などを確認しておく．

･ファウルやヴァイオレイションを宣せられたプレイヤーやファウ

ルをされたプレイヤーから審判全員が目を離すようなことがない

ように注意する．

･不当な行動や言動を取りそうな者がいるかどうかを早い段階で注

意をはらっておく．

特に，チーム・ベンチの管理の仕方を綿密に打ち合わせておく．

･ゲーム中にプレイヤーやコーチなどが話しかけてきた場合の対応

について確認しておく．

･チームの戦略（例：プレス・ディフェンスなど）や同じように頻

繁に起こるシチュエイシヨンのプレイに対する見方を確認してお

く．

･プレイヤーが負傷したり出血したりしたときの対処の方法を確認

しておく．

・テーブル・オフイシャルズやコミッショナーとのコミュニケー

ションの取り方を確認しておく．

･観客がトラブルを起こしたときの大会主催者や役員との協力の仕

方を確認しておく．

（注:競技規則では,観客の管理は大会主催者(役員）の任務となっ

ている.）

･正確なゲーム開始時刻を確認しておく．

ゲーム前にチームや審判の紹介がある場合は，その方法も確認し

ておく．

・3人審判制の場合，よい視野（角度）ではない位置にいる審判が

ファウルを取り上げたときには，「よりよい視野（角度）からプ
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レイを見ている審判｣,または「よりプレイに近い位置にいる審判」

も合わせて笛を鳴らし，ファウルを取り上げた審判を援助してあ

げるというチームとしての協力関係も重要となる．

よい視野（角度）からプレイを見ている審判，またはよりプレイ

に近い位置にいる審判が合わせて笛を鳴らしてあげれば，それだ

けファウルを宣せられたプレイヤーもその判定に納得する可能性

が大きくなる．

2．審判どうしの協力，コミュニケーション：

・相手審判とのチーム・ワーク，パートナー・シップを確認してお

く．（重要）

特殊な状況(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，ファイテイング，ファ

イテイングなど）があった場合の処置やメカニクス，得点に関す

るトラブルやゲーム・クロック，24秒計に関するトラブルがあっ

た場合の対処方法，各ピリオドの競技時間の終わるときについて

のトラブルがあった場合の対処方法などについて確認しておく．

これらの場合は，特に審判どうしのコミュニケーションが重要と

なる．

・ボールのないところのプレイについての責任分担やリバウンドに

対する協力について綿密に打ち合わせておく．

・プレス・ディフェンスやダブル・チームが行われるときの協力を

確認しておく．

・トレイル・オフイシャルから遠い位置でスリー・ポイント・ショッ

トがなされるときのリード・オフィシャルの協力方法を打ち合わ

せておく．

・アイ・コンタクトについて確認しておく．（重要）

特にダブル・ホイッスルの場合は，かならずたがいにアイ・コン

タクトを取らなければならない．

また，スロー・インのボールをプレイヤーに与える場合は，必要

に応じてアイ・コンタクトとともに確認の合図（サム・アップ：

－247－



付録：ケーム前の話し合い（Pre-GameConference）

審判の合図13.）を交わさなければならない．

・アウト・オブ・バウンズが確認できなかった場合，ショットの動

作中にファウルがあったときにボールがバスケットに入ったかど

うかを確認できなかった場合などのコミュニケーションの取り方

を綿密に打ち合わせておく．

・フリースロー･シューターの確認方法も打ち合わせておく．（重要）

・ゲーム中，審判どうしが話し合うときには，動作やジェスチャー

は交えない．

それぞれの審判が自分の見解を手短かに述べる．

・相手審判がファウルを取り上げたとき，相手審判がスコアラーに

ファウルを伝達している問のコート上のプレイヤーの把握につい

て確認しておく．

・ゲームが接戦で終わった場合や接戦で終わりそうな場合，オフィ

シャルズ・テーブルに行かずに直接ロッカー・ルームにもどるこ

とを決断するタイミングや，その場合の方法などを打ち合わせて

おく．

3．責任分担およびコート上の責任範囲：

・リード・オフィシャル，トレイル・オフイシャル（センター・オ

フィシャル）の定位置とそれぞれの視野の分担，コートの責任範

囲を確認しておく．

・アウト・オブ・バウンズおよびラインの責任について確認してお

く．

・ジャンプ・ボールのあとのコート・カヴァーリングを確認してお

く．

・ゴール・テンデイングとインタフェアに対する責任分担を打ち合

わせておく．

4．ローテーシヨン，スウィッチ：

・3人審判制の場合，リード･オフィシャルが積極的にローテーシヨ

ンを行い，それに伴ってトレイル・オフイシャルとセンター・オ

フイシャルがすみやかにあらたな定位置に移動しなければならな
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い、

また，センター・オフイシャル側のセンター・ライン付近でダブ

ル・チーム等があった場合，センター・オフイシャルが移動して

トレイル・オフィシャルになるよう積極的にローテーシヨンを行

うタイミングについても打ち合わせておく．

ローテーションを行うときにも，現在行われているマッチ・アッ

プから目を離してはならない．

・2人審判制の場合，ファウルのあとにスウィッチするときとしな

いときを確認しておく．

・2人審判制，3人審判制のいずれの場合も，相手審判がファウル

を取り上げたとき，次に行くべき位置にすみやかに移動する．

5．ゲーム・クロック，24秒計の確認：

・ボールがデッドになったときは，ゲーム・クロック，24秒計の

表示をかならず目に入れる．

・ゲームを再開させるときも，ゲーム・クロック，24秒計の表示

をかならず確認する．

・各ピリオドの競技時間が残り少なくなってきたとき，24秒が残

り少なくなってきたときの審判どうしの協力とその確認方法を綿

密に打ち合わせておく．

特にショットのボールがシューターの手から離れる瞬間の確認方

法を打ち合わせておくことが重要となる．

・ショットされたボールが空中にある問にピリオドの競技時間終了

の合図や24秒の合図が鳴ったときの対応を確認しておく．

・合図が誤って鳴ってしまったとき，24秒計が誤ってリセットさ

れてしまったときの対応を確認しておく．

6．タイム・アウト，交代：

・タイム・アウトの請求や交代の申し出の確認について打ち合わせ

ておく．

・タイム・アウト中の立ち位置について確認しておく．

・無用なトラブルを防ぐために，タイム・アウトや交代のあとのプ
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7．

レイヤーの人数をかならず確認することを打ち合わせておく．

･タイム・アウトが終わったときにすみやかにゲームを再開させる

方法を打ち合わせておく．

また，タイム・アウトのあとコートにもどるのが遅いチームに対

する注意の方法を打ち合わせておく．（重要）

オルタネイティング・ポゼション・ルール：

。ジャンプ・ボール．シチュエイションになった場合の対応につい

て確認しておく．

･ポゼション・アローの向きの確認を徹底する．

第1ピリオド以外のピリオドを始めるスロー・インのときの攻撃

する方向を間違えないように注意する．

特に，前半（第2ピリオド）が終わったときに後半（第3ピリオ

ド）を始めるときのポゼション・アローの向きに注意しておく．
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2．ゲーム中に考えるべきこと

2．11ゲームを通して審判が注意すべきこと

1．第1ピリオド：

。早い段階からゲームのテンポを掌握する．

。そのうえで，このゲームでの判定基準を早くプレイヤーやチーム

に知らせなければならない．

。まず正しい判定をくだすことが重要であり，次にこのケームでど

のようなプレイが許されてどのようなプレイが許されないのかと

いう判定基準を示すことが必要とされる．

2．第2ピリオド：

・交代してあらたにプレイに加わるプレイヤーに注意をはらい，そ

のプレイヤーにも正しい判定基準を示すことによって，それまで

につくり上げたゲームの基準やゲームのテンポを壊さないように

する．

3．第3ピリオド､：

。チームが戦術やゲームのスタイルを変えることが多く，ゲームも

より激しくなって，ゲームの様相が変わってしまうことが考えら

れるので，ゲームのテンポを掌握してケームをよくコントロール

しつづけるために，もう一度判定基準を明確に示していくことに

努力しなければならない．

4．第4ピリオド：

・交代も頻繁に行われることが多くなってくるので，第2ピリオド

での注意と同様に，交代してあらたにプレイに加わるプレイヤー

にも正しい判定基準を示すことによって，ゲームの基準を壊さな

いようにする.ふだんあまりゲームに出場していないプレイヤー

が出場してきたときは，審判は，そのようなプレイヤーのプレイ

には特に気を配っておくべきである。

・判定に一貫‘性をもたせることに注意を集中する．

そのためには，ゲームの早い段階で示した判定基準をゲームの終

わりまで同じように示しつづけていかなければならない．
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付録：ケーム前の話し合い（Pre-GameConference）

･最後の2分間にフィールド・ゴールが成功したあとのタイム・ア

ウトの請求や交代の申し出に注意する．

特に，最後の2分間のタイム・アウトが終わったあとのスロー・

インの位置に注意をはらう．

2.2ゲーム中に早めに予測して対応すべきこと

（1.～3．の項目については，ゲーム前にも話し合っておくべき

である.）

1．当該対戦チーム間に何かトラブルを抱えていないか？

（例：前回の対戦で遺恨を残しているなど）

2．このゲームのもつ重要‘性は何か？

（例：大会におけるゲームの位置づけなど）

3．それぞれのチームの攻撃と防御の基本となるスタイルは何か？

4．マッチ・アップしているのはどのプレイヤーとどのプレイヤーの

組合せか？

そのマッチ・アップはいつからどのように行われているか？

5．このゲームにおいて，もっとも注目すべきマッチ・アップの組合

せはどこか？

6．審判のレヴェルを確かめるために，戦略的にわざと反則すれすれ

のプレイをするようなプレイヤーはいないか？

そのようなプレイヤーがいた場合，プレイヤーやチームにはどの

ように対処すればよいか？

2.3ゲーム参加者との会話

,．ゲーム参加者との会話は，必要な場合にのみ，コーチあるいはプ

レイヤーに対してだけ行うべきである．

その場合も，質問などに対する答えはなるべく手短かにすませる．

2．プレイヤーに対しては，不当な行為を起こさせないような目的を

もって話しかけるべきである．

ただし，ボールを持っている攻撃側プレイヤーにマッチ・アップ
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している防御側プレイヤーへ話しかけてはならない．

なぜなら，話しかけているときは，審判は笛を鳴らすことはでき

ないし，プレイヤーもそのことをよく知っているからである．

3．審判がくだした判定について激昂している者に対しては，冷静に

なるための時間を与える必要がある．

。ある程度時間が経過してからも，あるいはその場で注意や警告を

受けたにもかかわらず引きつづき不適切な言動が収まらない者に

対しては，ためらうことなくテクニカル・ファウルを宣さなけれ

ばならない．

4．コーチとプレイヤー以外のケーム参加者,すなわちアシスタント・

コーチや交代要員，チーム関係者などとは，むやみに会話をしては

ならない．

・これらの人たちがむやみに審判に話しかけてくるときには，その

場で注意や警告を与えることが適当である．

・注意や警告を受けたにもかかわらず引きつづきむやみに審判に話

しかけてくる場合には，ためらうことなくテクニカル・ファウル

を宣さなければならない．
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