１月２４日に日本野球規則委員会より、２０１７年度の野球規則改正が発表されました。
今回の規則改正では、
「野手が捕球後、ボールデッドの箇所に踏み込んだ場合にも、ボールデッドにな
り、塁上の走者には１個の安全進塁権が与えられる」と変更されます。また、プレーヤーの安全を守り
怪我を未然に防ぐためのルールとして、
「併殺を試みる塁へのスライディング」に関する項が新たに追加
されるなどの改正が行われています。
新設される項目では、正しいスライディングを「滑り込んだ後もベース上に残ろうとする」
「野手との
接触を目的に経路を変更しない」などと定め、これに反して、併殺阻止のために手を上げたり意図的に
野手に接触したりするなどした場合は、走者だけでなく打者走者もアウトが宣告されることになります。
悪質なプレイは警告の対象となりますが、アマチュアでは２０１３年から内規で同様の規則を実施して
います。
発表された内容は以下のとおりで、赤く表示した部分が改正された内容です。
現

行

改

3.05 『一塁手のグラブ』
一塁手の皮製グラブまたはミットの重量には制
限がない。その大きさは、縦が先端から下端まで 12
インチ(30.5 センチ)以下、親指の叉状の部分からミ
ットの外縁まで測った手のひらの幅が 8 インチ
(20.35 センチ)以下、ミットの親指の部分と人差し
指の部分との間隔は、ミットの先端まで 4 インチ
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3.05 『一塁手のグラブ』
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限がない。その大きさは、縦が先端から下端まで 13
インチ(33.0 センチ)以下、親指の叉状の部分からミ
ットの外縁まで測った手のひらの幅が 8 インチ
(20.35 センチ)以下、ミットの親指の部分と人差し
指の部分との間隔は、ミットの先端まで 4 インチ
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(10.2 センチ)以下、親指の叉状の部分で 3 インチ

(10.2 センチ)以下、親指の叉状の部分で 3 インチ

(8.9 センチ)以下でなければならない。この感覚は
一定に保ち、皮以外のものを用いたり、特殊な方法
で間隔を大きくしたり、伸ばしたり広げたり、深く
することは許されない。
親指と人差し指との間にあるウェブは、その先
端から親指の叉状の部分まで長さが 5 インチ(12.7
センチ)以下になるように作る。ウェブはひもで編
んだものでも、皮革で被覆したひもで編んだもので
も、または手のひらの部分の延長となるような皮革
をひもでミットに結び付けたものでもよいが、前記
の寸法を超えてはならない。しかし、ウェブのひも
に皮以外のものを巻き付けたり、ひもを皮以外のも
ので包んだり、又はウェブを深くしてわな(トラッ
プ)のようなあみ形にすることは許されない。
「注」我が国では、縦の大きさを先端から下端まで
13 インチ(33.0 センチ)以下とする。
3.06 『野手のグラブ』
捕手以外の野手の皮製グラブの重量には制限が
ない。グラブの寸法を測るには、計量具または巻尺
をグラブの前面またはボールをつかむ側に接触さ
せ、外形をたどるようにする。その大きさは、縦が
4 本の指の各先端から、ボールが入る個所を通って
グラブの下端まで 12 インチ(30.5 センチ)以下、手
のひらの幅は、人差し指の下端の内側の縫い目か

(8.9 センチ)以下でなければならない。この感覚は
一定に保ち、皮以外のものを用いたり、特殊な方法
で間隔を大きくしたり、伸ばしたり広げたり、深く
することは許されない。
親指と人差し指との間にあるウェブは、その先
端から親指の叉状の部分まで長さが 5 インチ(12.7
センチ)以下になるように作る。ウェブはひもで編
んだものでも、皮革で被覆したひもで編んだもので
も、または手のひらの部分の延長となるような皮革
をひもでミットに結び付けたものでもよいが、前記
の寸法を超えてはならない。しかし、ウェブのひも
に皮以外のものを巻き付けたり、ひもを皮以外のも
ので包んだり、又はウェブを深くしてわな(トラッ
プ)のようなあみ形にすることは許されない。
【注】を削除する。
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3.06 『野手のグラブ』
捕手以外の野手の皮製グラブの重量には制限が
ない。グラブの寸法を測るには、計量具または巻尺
をグラブの前面またはボールをつかむ側に接触さ
せ、外形をたどるようにする。その大きさは、縦が
4 本の指の各先端から、ボールが入る個所を通って
グラブの下端まで 13 インチ(33.0 センチ)以下、手
のひらの幅は、人差し指の下端の内側の縫い目か
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ら、各指の下端を通って小指外側の縁まで 7 イン

ら、各指の下端を通って小指外側の縁まで 7 イン

チ(19.7 センチ)以下である。
親指と人差し指との間、いわゆる叉状の部分(ク

チ(19.7 センチ)以下である。
親指と人差し指との間、いわゆる叉状の部分(ク
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ロッチ)に皮のウェブまたは壁形の皮製品を取り付
けてもよい。ウェブはクロッチをぴったりふさぐよ
うに 2 枚の普通の皮を重ね合わせて作っても、トン
ネル形の皮や長方形の皮をつなぎ合わせて作って
も、または皮ひもを編んだもので作ってもよいが、
わな(トラップ)のようなあみ形にするために皮以
外のものを巻き付けたり皮以外のもので包むこと
は許されない。ウェブがクロッチをきっちりふさい
だとき、ウェブは柔軟性があっても差し支えない。
数個の部品をつなぎ合わせてウェブを作るにあた
って、それぞれをぴったりとくっつけなければなら
ない。しかし、部品を湾曲させてくぼみを大きくさ
せてはならない。ウェブはクロッチの大きさを常に
制御できるように作らなければならない。
１

ロッチ)に皮のウェブまたは壁形の皮製品を取り付
けてもよい。ウェブはクロッチをぴったりふさぐよ
うに 2 枚の普通の皮を重ね合わせて作っても、トン
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って、それぞれをぴったりとくっつけなければなら
ない。しかし、部品を湾曲させてくぼみを大きくさ
せてはならない。ウェブはクロッチの大きさを常に
制御できるように作らなければならない。
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クロッチの大きさは、その先端の幅が 4 インチ

クロッチの大きさは、その先端の幅が 4 インチ
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(11.4 センチ)以下、深さが 5 インチ(14.6 センチ)

(11.4 センチ)以下、深さが 5 インチ(14.6 センチ)
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以下、下端の幅が 3 インチ(8.9 センチ)以下であ

以下、下端の幅が 3 インチ(8.9 センチ)以下であ

る。ウェブはクロッチの上下左右度の部分にでも、
きっちりと取り付けられていなければならない。皮
のしめひもで結び付けられたものは、しっかりとつ
なぎ合わされ、伸びたりゆるんだりしたときには、
正常の状態に戻さなければならない。
「注」我が国では、縦の大きさを先端から下端まで
13 インチ(33.0 センチ)以下とする。
3.07 『投手のグラブ』
（ａ）投手用のグラブは縫い目、しめひも、網を
含む全体が 1 色であることが必要で、しかもその色
は、白色、灰色以外のものでなければならない。

る。ウェブはクロッチの上下左右度の部分にでも、
きっちりと取り付けられていなければならない。皮
のしめひもで結び付けられたものは、しっかりとつ
なぎ合わされ、伸びたりゆるんだりしたときには、
正常の状態に戻さなければならない。
【注】を削除する。
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3.07 『投手のグラブ』
（ａ）投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色
以外のものでなければならない。審判員の判断によ
るが、どんな方法であっても幻惑させるものであっ
てはならない。
守備位置に関係なく、野手はＰＡＮＴＯＮＥの
守備位置に関係なく、野手はＰＡＮＴＯＮＥの
色基準 14 番よりうすい色のグラブを使用すること 色基準 14 番より薄い色のグラブを使用することは
はできない。
できない。
「注」アマチュア野球では、所属する連盟、協会
「注」アマチュア野球では、投手のグラブについ
の規定に従う。
ては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体
（捕球面、背面、網）は１色でなければならない。
【3.03～3.09 原注】
【3.08 原注】
審判員は各項に対する規則違反を認めた場合に
審判員は各項に対する規則違反を認めた場合に
は、これを是正するように命ずる。審判員の判断で、 は、これを是正するように命ずる。審判員の判断で、
適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反 適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反
者を試合から除くことができる。
者を試合から除くことができる。
5.04 『打者』
5.04 『打者』
（ｂ）打者の義務
（ｂ）打者の義務
（４）バッタースボックスルール
（４）バッタースボックスルール
（Ａ）打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を
（Ａ）打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を
除き、少なくも一方の足をバッタースボックス
除き、少なくも一方の足をバッタースボックス
内に置いていなければならない。この場合は、
内に置いていなければならない。この場合は、
打者はバッタースボックスを離れてもよいが、
打者はバッタースボックスを離れてもよいが、
〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出ては
〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出ては
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ならない。
（ⅰ）打者が投球に対してバットを振った場合。

（ⅲ）いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟
を要求し認められた場合。
（ⅳ）守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者
に対するプレイを企てた場合。
（ⅴ）打者がバントをするふりをした場合。
（ⅵ）暴投または捕逸が発生した場合。
（ⅶ）投手がボールを受け取った後マウンドの土
の部分を離れた場合。
（ⅷ）捕手が守備のためのシグナルを送るためキ
ャッチャースボックスを離れた場合。

ならない。
（ⅰ）打者が投球に対してバットを振った場合。
（ⅱ）チェックスイングが塁審にリクエストされ
た場合。
（ⅲ）打者が投球を避けてバランスを崩すか、バ
ッタースボックスの外に出ざるを得なかった
場合。
（ⅳ）いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟
を要求し認められた場合。
（ⅴ）守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者
に対するプレイを企てた場合。
（ⅵ）打者がバントをするふりをした場合。
（ⅶ）暴投または捕逸が発生した場合。
（ⅷ）投手がボールを受け取った後マウンドの土
の部分を離れた場合。
（ⅸ）捕手が守備のためのシグナルを送るためキ
ャッチャースボックスを離れた場合。

打者が意図的にバッタースボックスを離れてプ
レイを遅らせ、かつ前記(ⅰ)～(ⅷ)の例外規定に該
当しない場合、《当該試合におけるその打者の最初
の違反に対しては球審が警告を与え、その後違反が
繰り返されたときにはリーグ会長が然るべき制裁
を科す。
》
「注」我が国では、所属する団体の規定に従う。

打者が意図的にバッタースボックスを離れてプ
レイを遅らせ、かつ前記(ⅰ)～(ⅷ)の例外規定に該
当しない場合、《当該試合におけるその打者の最初
の違反に対しては球審が警告を与え、その後違反が
繰り返されたときにはリーグ会長が然るべき制裁
を科す。》
「注」我が国では、所属する団体の規定に従う。

（ｂ）打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告され
たときは、バッタースボックスおよび〝ホーム
プレートを囲む土の部分〟を離れることがで
きる。

（ｂ）打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告され
たときは、バッタースボックスおよび〝ホーム
プレートを囲む土の部分〟を離れることがで
きる。
（ⅰ）負傷または負傷の可能性がある場合。
（ⅱ）プレーヤーの交代
（ⅲ）いずれかのチームの協議
【原注】審判員は、前の打者が塁に出るかまたはア
ウトになれば、速やかにバッタースボックスに入る
よう次打者に促さなければならない。

（ⅱ）打者が投球を避けてバッタースボックスの
外に出ざるを得なかった場合。

（ⅰ）プレーヤーの交代
（ⅱ）いずれかのチームの協議
【原注】審判員は、前の打者が塁に出るかまたはア
ウトになれば、速やかにバッタースボックスに入る
よう次打者に促さなければならない。
5.06 『走者』
（ｂ）進塁
（３）次の場合、打者を除く各走者は、アウトにさ
れるおそれなく 1 個の塁が与えられる。
（Ｃ）野手が飛球を捕らえた後、ベンチまたはス
タンド内に倒れ込んだり、ロープを越えて観衆
内(観衆が競技場内まで入っているとき)に倒れ
込んだ場合。
「原注」野手が正規の捕球をした後、スタンド、
観衆、ダッグアウト、またはその他ボールデッ
ドの個所に倒れ込んだり、あるいは捕球した後
ダッグアウトの中で倒れた場合、ボールデッド
となり、各走者は野手が倒れ込んだときの占有

5.06 『走者』
（ｂ）進塁
（３）次の場合、打者を除く各走者は、アウトにさ
れるおそれなく 1 個の塁が与えられる。
（Ｃ）野手が飛球を捕らえた後、ボールデッドの
個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合。

「原注」野手が正規の捕球をした後、ボールデッ
ドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合、ボ
ールデッドとなり、各走者は野手がボールデッ
ドの箇所に入ったときの占有塁から 1 個の進塁
が許される。
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塁から 1 個の進塁が許される。
5.07 『投手』
（ａ）正規の投球姿勢
（２）セットアップポジション
投手は、打者に面して立ち、軸足を投手板に触
れ、他の足を投手板の前方に置き、ボールを両
手で身体の前方に保持して、完全に動作を静止
したとき、セットポジションをとったとみなさ
れる。
この姿勢から、投手は、
①打者に投球しても、塁に送球しても、軸足を
投手板の後方(後方に限る)に外してもよい。
②打者への投球に関連する動作を起こしたな
らば、中途で止めたり、変更したりしないで、
その投球を完了しなければならない。
セットポジションをとるに際して〝ストレッ
チ〟として知られている準備動作(ストレッチ
とは、腕を頭上または身体の前方に伸ばす行為
をいう)を行うことができる。しかし、ひとたび
ストレッチを行なったならば、打者に投球する
前に、必ずセットポジションをとらなければな
らない。
投手は、セットポジションをとるに先立って、
片方の手を下に下ろして身体の横につけていな
ければならない。この姿勢から、中断すること
なく、一連の動作でセットポジションをとらな
ければならない。
投手は、ストレッチに続いて投球する前には
(ａ)ボールを両手で身体の前方に保持し、(ｂ)
完全に静止しなければならない。審判員は、こ
れを厳重に監視しなければならない。投手は、
しばしば走者を塁に釘づけにしようと規則破り
を企てる。投手が〝完全な静止〟を怠った場合
には、審判員は、ただちにボークを宣告しなけ
ればならない。
【原注】走者が塁にいない場合、セットポジショ
ンをとった投手は、必ずしも完全静止をする必
要はない。
しかしながら、投手が打者のすきをついて意
図的に投球したと審判員が判断すれば、クイッ
クピッチとみなされ、ボールが宣告される。
6.02(ａ)(５)「原注」参照。
【注 1】我が国では、本項「原注」の前段は適用
しない。
5.08 『得点の記録』
（ｂ）正式試合の最終回裏、または延長回の裏、満
塁で打者が四球、死球、その他のプレイで一塁
を与えられたために走者となったので、三塁走
者が本塁に進まねばならなくなり、得点すれば
勝利を決する 1 点となる場合には、球審はその
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5.07 『投手』
（ａ）正規の投球姿勢
（２）セットアップポジション
投手は、打者に面して立ち、軸足を投手板に触
れ、他の足を投手板の前方に置き、ボールを両
手で身体の前方に保持して、完全に動作を静止
したとき、セットポジションをとったとみなさ
れる。
この姿勢から、投手は、
①打者に投球しても、塁に送球しても、軸足を
投手板の後方(後方に限る)に外してもよい。
②打者への投球に関連する動作を起こしたな
らば、中途で止めたり、変更したりしないで、
その投球を完了しなければならない。
セットポジションをとるに際して〝ストレッ
チ〟として知られている準備動作(ストレッチ
とは、腕を頭上または身体の前方に伸ばす行為
をいう)を行うことができる。しかし、ひとたび
ストレッチを行なったならば、打者に投球する
前に、必ずセットポジションをとらなければな
らない。
投手は、セットポジションをとるに先立って、
片方の手を下に下ろして身体の横につけていな
ければならない。この姿勢から、中断すること
なく、一連の動作でセットポジションをとらな
ければならない。
投手は、ストレッチに続いて投球する前には
(ａ)ボールを両手で身体の前方に保持し、(ｂ)
完全に静止しなければならない。審判員は、こ
れを厳重に監視しなければならない。投手は、
しばしば走者を塁に釘づけにしようと規則破り
を企てる。投手が〝完全な静止〟を怠った場合
には、審判員は、ただちにボークを宣告しなけ
ればならない。
【原注】走者が塁にいない場合、セットポジショ
ンをとった投手は、必ずしも完全静止をする必
要はない。
しかしながら、投手が打者のすきをついて意
図的に投球したと審判員が判断すれば、クイッ
クピッチとみなされ、ボールが宣告される。
6.02(ａ)(５)「原注」参照。
【注 1】アマチュア野球では、本項「原注」の前
段は適用しない。
5.08 『得点の記録』
（ｂ）正式試合の最終回裏、または延長回の裏、満
塁で打者が四球、死球、その他のプレイで一塁
を与えられたために走者となったので、打者と
すべての走者が次の塁に進まねばならなくな
り、三塁走者が得点すれば勝利を決する 1 点と

走者が本塁に触れるとともに、打者が一塁に触
れるまで、試合の終了を宣告してはならない。

なる場合には、球審は三塁走者が本塁に触れる
とともに、打者が一塁に触れるまで、試合の終
了を宣告してはならない。
5.09 『アウト』
5.09 『アウト』
（ａ）打者アウト
（ａ）打者アウト
打者は、次の場合、アウトとなる。
打者は、次の場合、アウトとなる。
（１）フェア飛球またはファウル飛球(ファウルチ
（１）フェア飛球またはファウル飛球(ファウルチ
ップを除く)が、野手に正規に捕らえられた場
ップを除く)が、野手に正規に捕らえられた場
合。
合。
【原注 1】野手は捕球するためにダッグアウトの中
【原注 1】野手は捕球するためにダッグアウトの中
に手を差し伸べることはできるが、足を踏み込
に手を差し伸べることはできるが、足を踏み込
むことはできない。野手がボールを確捕すれば、
むことはできない。野手がボールを確捕すれば、
それは正規の捕球となる。ダッグアウトまたは
それは正規の捕球となる。ダッグアウトまたは
ボールデッドの個所(たとえばスタンド)に近づ
ボールデッドの個所(たとえばスタンド)に近づ
いてファウル飛球を捕らえるためには、野手は
いてファウル飛球を捕らえるためには、野手は
グラウンド(ダッグアウトの縁を含む)上または
グラウンド(ダッグアウトの縁を含む)上または
上方に片足または両足を置いておかなければな
上方に片足または両足を置いておかなければな
らず、またいずれの足もダッグアウトの中また
らず、またいずれの足もダッグアウトの中また
はボールデッドの個所の中に置いてはならな
はボールデッドの個所の中に置いてはならな
い。正規の捕球の後、野手がダッグアウトまた
い。正規の捕球の後、野手がダッグアウトまた
はボールデッドの個所に倒れ込まない限り、ボ
はボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れこ
ールインプレイである。走者については
んだ場合、ボールデッドとなる。走者について
5.06(b)(３)(Ｃ)[原注]参照。
は 5.06(b)(３)(Ｃ)[原注]参照。
5.09 『アウト』
5.09 『アウト』
（ｂ）走者アウト
（ｂ）走者アウト
（９）後位の走者がアウトとなっていない前位の
（９）後位の走者がアウトとなっていない前位の
走者に先んじた場合。(後位の走者がアウトとな
走者に先んじた場合。(後位の走者がアウトとな
る。)
る。)
「原注」後位の走者の行動または前位の走者の行
動によって、後位の走者は前位の走者に先んじ
たとみなされる場合がある。
例－１アウト走者二・三塁のとき、三塁走者（前
位の走者）が本塁へ進塁しようとして三塁本塁
間のランダウンプレイとなった。二塁走者（後
位の走者）は前位の走者がタッグアウトになる
と思い、三塁に進んだ。三塁走者は触球されず
に、三塁に戻り、左翼方向に塁を踏み越えてし
まった。このとき、後位の走者は、前位の走者
の行動によって前位の走者に先んじたことにな
る。結果として、後位の走者はアウトとなり、
三塁は占有されていないことになる。前位の走
者が三塁を放棄してアウトと宣告されていない
限り、前位の走者はアウトになる前に三塁に戻
れば三塁を占有する権利がある。5.06(ａ)(１)
参照。
【注 1】ボールインプレイ中に起きた行為(たと
【注 1】ボールインプレイ中に起きた行為(たと
えば、悪送球、ホームランまたは柵外に出たフ
えば、悪送球、ホームランまたは柵外に出たフ
ェアヒットなど)の結果、走者に安全進塁権が認
ェアヒットなど)の結果、走者に安全進塁権が認
められた場合にも、本項は適用される。
められた場合にも、本項は適用される。
【注 2】本項は、走者の位置が入れ代わったとき
【注 2】本項は、走者の位置が入れ代わったとき
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に、後位の走者をアウトにすることを意味し、
たとえば、二塁の走者を甲、一塁の走者を乙と
すれば、一塁走者乙が二塁走者甲を追い越した
ときはもちろん、逆走の際など、二塁走者甲が
一塁走者乙を追い越す形をとって、本来本塁か
ら遠くにあるべき乙と、近くにあるべき甲との
位置が入れ代わった場合でも、常に後位の乙が
アウトになることを規定している。
5.09 『アウト』
（ｃ）アピールプレイ
（３）走者が一塁をオーバーランまたはオーバー
スライドした後、直ちに帰塁しないとき、身体
または塁に触球された場合。(5.09b11 参照)

に、後位の走者をアウトにすることを意味し、
たとえば、二塁の走者を甲、一塁の走者を乙と
すれば、一塁走者乙が二塁走者甲を追い越した
ときはもちろん、逆走の際など、二塁走者甲が
一塁走者乙を追い越す形をとって、本来本塁か
ら遠くにあるべき乙と、近くにあるべき甲との
位置が入れ代わった場合でも、常に後位の乙が
アウトになることを規定している。
5.09 『アウト』
（ｃ）アピールプレイ
（３）走者が一塁をオーバーランまたはオーバー
スライドした後、直ちに帰塁しないとき、一塁
に帰塁する前に身体または塁にタッグされた場
合。(5.09b11 参照)
5.12 『〝タイム〟の宣告』
（ｂ）審判員が〝タイム〟を宣告すれば、ボールデ
ッドとなる。
次の場合、球審は〝タイム〟を宣告しなければ
ならない。
（６）野手が飛球を捕らえた後、ボールデッドの
個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合。各走者
は、アウトにされるおそれなく、野手がボール
デッドの個所に入ったときの占有塁から 1 個の
進塁が許される。

5.12 『〝タイム〟の宣告』
（ｂ）審判員が〝タイム〟を宣告すれば、ボールデ
ッドとなる。
次の場合、球審は〝タイム〟を宣告しなければ
ならない。
（６）野手が飛球を捕らえた後、ベンチ、または
スタンド内に倒れ込んだり、ロープを越えて観
衆内(観衆が競技場内まで入っているとき)に倒
れ 込 ん だ 場 合 。 走 者 に 関 し て は
5.06(ｂ)(３)(ｃ)の規定が適用される。
野手が捕球後ベンチに踏み込んでも、倒れ込ま
なかったときは、ボールインプレイであるから、
各走者はアウトを賭して進塁することができ
る。
6.01 『妨害・オブストラクション・本塁での衝突 6.01 『妨害・オブストラクション・本塁での衝突
プレイ』
プレイ』
（ａ）打者または走者の妨害
（ａ）打者または走者の妨害
次の場合は、打者または走者によるインターフ
次の場合は、打者または走者によるインターフ
ェアとする。
ェアとする。
（１）第３ストライクの後、打者走者が投球を処
（１）捕手に捕球されていない第３ストライクの
理しようとしている捕手を明らかに妨げた場
後、打者走者が投球を処理しようとしている捕
合。
手を明らかに妨げた場合。
打者走者はアウトになり、ボールデッドとなっ
打者走者はアウトになり、ボールデッドとなっ
て、他の走者は投手の投球当時占有していた塁
て、他の走者は投手の投球当時占有していた塁
に戻る。
に戻る。
6.01 『妨害・オブストラクション・本塁での衝突 6.01 『妨害・オブストラクション・本塁での衝突
プレイ』
プレイ』
（ｊ）併殺を試みる塁へのスライディング
走者が併殺を成立させないために、〝正しいスラ
イディング〟をせずに、野手に接触したり、接
触しようとすれば、本条によりインターフェア
となる。
（１）ベースに到達する前からスライディングを
始め(先に地面に触れる)、
（２）手や足でベースに到達しようとし、
（３）スライディング終了後は(本塁を除き)ベー
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ス上にとどまろうとし、
（４）野手に接触しようとして走路を変更するこ
となく、ベースに達するように滑り込む。
〝正しいスライディング〟をした走者は、そのス
ライディングで野手に接触したとしても、本条
によりインターフェアとはならない。また、走
者の正規の走路に野手が入ってきたために、走
者が野手に接触したとしてもインターフェアと
はならない。
前記にかかわらず、走者がロールブロックをし
たり、意図的に野手の膝や送球する腕、上半身
より高く足を上げて野手に接触したり、接触し
ようとすれば、〝正しいスライディング〟とは
ならない。
走者が本項に違反したと審判員が判断した場
合、走者と打者走者にアウトを宣告する。その
走者がすでにアウトになっている場合について
は、守備側がプレイを試みようとしている走者
にアウトが宣告される。
【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。
6.03 『打者の反則行為』
（ａ）打者の反則行為によるアウト
次の場合、打者は反則行為でアウトになる。
（４）走者がいるとき、または投球が第３ストライ
クのとき、打者がフェア地域またはファウル地
域にバットを投げて、投球を受けようとしてい
た捕手(またはミット)に当たった場合。
（５）打者が、いかなる方法であろうともボールの
飛距離を伸ばしたり、異常な反発力を生じさせ
るように改造、加工したと審判員が判断するバ
ットを使用したり、使用しようとした場合。
このようなバットには、詰め物をしたり、表面
を平らにしたり、釘を打ち付けたり、中をうつ
ろにしたり、溝を付けたり、パラフィン、ワッ
クスなどでおおって、ボールの飛距離を伸ばし
たり、異常な反発力を生じさせるようにしたも
のが含まれる。
打者がこのようなバットを使用したために起き
た進塁は認められない《(バットの使用に起因し
ない進塁、たとえば盗塁、ボーク、暴投、捕逸
を除く)》が、アウトは認められる。
打者はアウトを宣告され、試合から除かれ、後
日リーグ会長によってペナルティが科される。
定義 76『ＴＡＧ「タッグ」（触球）
』
野手が、手またはグラブに確実にボールを保持
して、その身体を塁に触れる行為、あるいは確
実に保持したボールを走者に触れるか、手また
はグラブに確実にボールを保持して、その手ま
たはグラブ（ひもだけの場合は含まない）を走
者に触れる行為をいう。

6.03 『打者の反則行為』
（ａ）打者の反則行為によるアウト
次の場合、打者は反則行為でアウトになる。

（４）打者が、いかなる方法であろうともボールの
飛距離を伸ばしたり、異常な反発力を生じさせ
るように改造、加工したと審判員が判断するバ
ットを使用したり、使用しようとした場合。
このようなバットには、詰め物をしたり、表面
を平らにしたり、釘を打ち付けたり、中をうつ
ろにしたり、溝を付けたり、パラフィン、ワッ
クスなどでおおって、ボールの飛距離を伸ばし
たり、異常な反発力を生じさせるようにしたも
のが含まれる。
打者がこのようなバットを使用したために起き
た進塁は認められない《(バットの使用に起因し
ない進塁、たとえば盗塁、ボーク、暴投、捕逸
を除く)》が、アウトは認められる。
打者はアウトを宣告され、試合から除かれ、後
日リーグ会長によってペナルティが科される。
定義 76『ＴＡＧ「タッグ」（触球）
』
野手が、手またはグラブに確実にボールを保持
して、その身体を塁に触れる行為、あるいは確
実に保持したボールを走者に触れるか、手また
はグラブに確実にボールを保持して、その手ま
たはグラブを走者に触れる行為をいう。
しかし、塁または走者に触れると同時、あるい
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はその直後に、ボールを落とした場合は、〝触
球〟ではない。

しかし、塁または走者に触れると同時、あるい
はその直後に、ボールを落とした場合は、〝触
球〟ではない。
野手が塁または走者に触れた後、これに続く送
球動作に移ってからボールを落とした場合は、
〝触球〟と判定される。
要するに、野手が塁または走者に触れた後、ボ
ールを確実につかんでいたことが明らかであれ
ば、これを落とした場合でも、〝触球〟と判定
される。
定義 80『ＴＯＵＣＨ「タッチ」』
プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、着
用しているユニフォームあるいは用具のどの部
分に触れても、〝プレーヤーまたは審判員に触
れた〟ことになる。

野手が塁または走者に触れた後、これに続く送
球動作に移ってからボールを落とした場合は、
〝触球〟と判定される。
要するに、野手が塁または走者に触れた後、ボ
ールを確実につかんでいたことが明らかであれ
ば、これを落とした場合でも、〝触球〟と判定
される。
定義 80『ＴＯＵＣＨ「タッチ」』
プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、そ
の着衣あるいは用具のどの部分に触れても、〝
プレーヤーまたは審判員に触れた〟ことにな
る。
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