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キャンプゲームマニュアル
講習会

マニュアル

指導員

マニュアル

1
5.07

（a）（1）①

（a）（2）②

2018

2020規則変更

6.02(a)(1)

全野協320-41

二段モーション定義38【注】

投手板に触れている投手が、投球に関連

する動作を起こしながら、投球を中断し

た場合。

　　　　　　↓

打者への投球動作を起こしたならば、中

断したり、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。

　　　　定義38【注】削除

5.07(a)【注2】(1)(2)項でいう

“中断”とは、投手が投球動作を起こし

てから途中でやめてしまったり、投球

動作中に一時停止したりすることであ

り、

“変更”とは、ワインドアップポジショ

ンからセットポジション（または、そ

の逆）に移行したり、投球動作から塁

への送球（けん制）動作に変更するこ

とである。

6.02(a)(1)ボーク

投手板に触れている投手が5.07(a)(1)お

よび(2)項に定める投球動作に違反した

場合。

※OBRは“The pitcher, while

touching his plate, makes any

motion naturally associated with

his pitch and fails to make such

delivery.”となっている。このうち

の、“such delivery”は

「5.07(a)(1)および(2)項に定める

投球動作」を示しているものであ

り、これを“fail”「しそこなう」と

いう考えから、左記の訳とした。

　　走者無：ペナルティ無

　　走者有：ボーク

　　6.02(a)(1)

走者が塁にいるときに、投手が投球するときに自由な足を上げてから

一時的に止めたり、自由な足を上げるとき意図的に段階をつけたりし

た場合（いわゆる「２段モーション」）、次のような取り扱いとなり

ました。

・自由な足を上げてから一時的に止めた：ボーク

・自由な足を上下させてから投球した：ペナルティなし

・自由な足を上下させてからけん制動作に移行した：ボーク

◎よくあるボークの例

①投球動作を起こしながら、投球を中断または変更する。

⚫捕手のサインを見ながらストレッチを開始したが、途中でやめる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（準備動作の中断）

　　　　　　　　　　　　　　以下　略

20　投球動作の関連事項

に規則内容を反映

内容は同左

１９ 投手の投球動作の

確認

（１）ワインドアップ

ポジション（規則

5.07(a)(1)）

（３）ワインドアップ

ポジションからの投球

（４）ワインドアップ

ポジションからの塁へ

の送球（けん制球）

 

内容は同左

2 5.09

(b)（7）

(b)（7）

【注2】

2020規則変更

（走者アウト）

今までの日本の解

釈を変更するもの

5.09(b)(7)前段を次のように改める。

（赤字を削除、カッコ部分を中段から移

動）

走者が、内野手（投手を含む）に触れて

いないか、または内野手（投手を除く）

を通過していないフェアボールに、フェ

ア地域で触れた場合。

（5.06c6ボールデッド、

6.01a11走者の妨害　参照）

5.09(b)(7)【注2】

（赤字を削除）

①　内野手を通過する前に、塁に触れて

反転したフェアボールに、走者がフェア

地域で触れた場合、その走者はアウトに

なり、ボールデッドとなる。

②　内野手を通過した直後に、塁に触れ

て反転したフェアボールに、走者がその

内野手の直後のフェア地域で触れた場

合、この打球に対して他のいずれの内野

手も守備する機会がなかった場合に限

り、打球に触れたという理由でアウトに

はならない。

走者がフェアの打球に、フェア地域で触れる。【5.09(ｂ)(７)】

2020年度の規則改正により、走者がフェアの打球に、フェア地域で

触れた場合は、原則アウトになるとされました。

例外（走者がアウトにならない）は、次の２つのケースです。

①いったん内野手（投手を含む）に触れたフェアボールに触れた場合

②１人の内野手（投手を除く）に触れないでその股間または側方を通

過したフェアボールに、すぐその後方で触れても、この打球に対し

て、他のいずれの内野手も守備する機会がない場合

いったん投手や内野手に触れた打球に、走者が故意ではなく接触し

た場合は、ボールインプレイです。このときはセーフのジェスチャー

で『ナッシング』“That’s nothing！”と発声し、ボールインプレイであ

ることを知らせます。

アマ特別規則等

（各連盟）

例外の解釈

①いったん内野手（投手を含む）に触れたフェアボールに触れた場合

②１人の内野手（投手を除く）に触れないでその股間または側方（前進守

備の内野手の頭を超える高いゴロ（チョッパー）含む）を通過したフェア

ボールに、すぐその後方で触れても、この打球に対して、他のいずれの内

野手も守備する機会がないと審判員が判断した場合、走者はアウトになら

ない。また、走者は、たとえボールが野手に触れて進路が変わったとして

も、打球に対して守備しようとしている野手を避けねばならない。

なお、打球が野手を通過していたかどうかは、走者が打球に触れた地点

が、野手とファウルラインを垂直に結ぶ線よりも前か後かで判断する。

守備側のミスしたボール（ボールに触れる、トンネルなど）まで避けるこ

とを走者に課さない。

側方の解釈は、野手がもともといた位置のすぐ側方だけというのが一般的

です。野手が打球を捕ろうとして数歩でも動いたのならば、側方を通過し

た打球という判断にはなりません。

各種マニュアル
規則内容（解釈）

【マニュアル内容】
ID 規則番号 規則枝番号 変更年

規則概要

【マニュアル概要】
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規則概要

【マニュアル概要】

3 ー ー 2020年

講習会マニュアル

９　１塁のフォースプレイ

　　（走者なし）

　（１）１塁塁審

　　　①送球に対して９０度

　　　②１塁からの距離

　　　③スタート（Ｇｏ）

　　　④ストップ

　　　⑤コール

　　　⑥悪送球への対処

4 ー ー 2020年

講習会マニュアル

１０　３塁のフォースプレイ（送

りバント）：（１）３塁塁審に３

塁コーチャースボックスの本塁側

の角のあたりに移動してジャッジ

する方法を追加した。

【第4版（旧）】

“リード・ステ ップ”をして２塁手の動きを見てから、フェア地域にとどまるべきか、またはファウル地域に出るべきかを判断した後に、ス

タートします。なお、ファウル地域に出るときは、右足からスタートします。

⚫ “リード・ステップ”とは、両足がファウルラインと平行になるように左足を一歩踏みだし、打球を処理する野手に正対する ステップで

す。外野への打球判定のときにも、このステップを 用います。

【第5版（新）】

⚫リード・ステップ”とは、両足がファウルラインと平行になるように右足を一歩引き、打球を処理する野手に正対するステップです。外

野への打球判定のときにも、このステップを用います。

【第5版（新）追加内容】

【検討】

　WBSCの国際大会では、３塁のフォースプレイの際に、３塁塁審が３塁コーチャースボックスの本塁側の角のあたりに移動して、ジャッ

ジしています。この場合のメリットは下記に示しましたが、バントした打球（３塁ベースより前）の判定に関しては、３塁塁審は球審の判

定のフォロー（例えばゴロを捕ろうとした捕手の身体に球審の視界が遮られた場合など）をしないことになります。

◼	打者がバントしたら、３塁コーチャースボックスの本塁側の角のあたりに移動する。

◼	その後は、１塁塁審のフォースプレイと同じメカ二クスになる。

◼	考え方（メリット）

　⚫	『通常の１塁のフォースプレイの絵』と同じにする。

　⚫	アンパイアと３塁手との間に走者が入らないようにする。

　⚫	３塁手の足が離れたかどうかを確認できる。（通常は１塁手、投手、捕手からの送球であり、３塁手はその方向に伸びて捕球する。）
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5 ー ー 2020年

講習会マニュアル

１３　２塁盗塁（ツー・ステッ

プ）に、２塁塁審が塁を結ぶ直線

と平行にスタンスをとるポジショ

ニングを追加した。

6 ー ー 2020年

講習会マニュアル

１４　３塁盗塁に、３塁塁審が

ファウルテリトリでジャッジする

ポジショニングを追加した。

【第5版（新）赤字追加、取消線部分削除】

② 左足を左斜め前に踏み出し（ワン・ステップ）、続いて斜め前に右足 （ツー・ステップ）、左足の順に踏み出しながら（スリー・ステッ

プ） 身体の全部をベースに正対させ、セットポジションをとります。

⚫ これらのステップは、ベースに近づくことよりも、タッグのポイ ント（３塁ベースの２塁側の一辺）を見るために、角度をとるこ とを目

的としています。

⚫ステップを踏みながら、右足がファウルラインのすぐ内側に位置するようにします。

⚫ 最初の立ち位置からまっすぐ３塁に向かうと、野手の身体に視界 をさえぎられ、タッグの瞬間が見えなくなる場合があります。こ のた

め、ステップを踏みながらファウルラインより１メートル程 度内側に位置するようにします。

⚫ ３塁盗塁は、捕手が投げてからプレイが起こるまでの時間が短い ので、最初のステップを踏み出すタイミングが重要です。タイミ ングが

遅いと、セットポジションをとった直後にプレイが起こる ことになり、焦点がぶれてしまう恐れがあります。

⚫ スリー・ステップの方がベースに近づくことができますが、素早いステップが必要となります。

⚫３塁盗塁の際に、内野内に入らず、ファウルテリトリで判定しても構いません。この場合、スターティングポジションからファウルライ

ンに平行に３～４歩前進して、最後に右足を右斜め前方に踏み出し（３塁ベースに正対）、セットポジションをとります。

【第4版（旧）】

◼ 投手が投球動作を始めたら、セットポジションから上体をやや起こし、 前後左右のどちらにでも機敏に動ける体勢をとります。

◼ 捕手が投球を捕ったら、２塁手側に位置したときは右足（遊撃手側に 位置したときは左足）を横（または斜め後ろ）に一歩踏み出します

（ワ ン・ステップ）。

⚫ 最初からタッグプレイのときの適切な距離に位置しているので、角 度をとるためのステップです。

【第5版（新）】

◼打者に正対してセットポジションをとります。

◼このとき、２塁手側に立った場合は１塁と２塁を結ぶ直線と、遊撃手側に立った場合は２塁と３塁を結ぶ直線と、それぞれ平行にスタン

スをとっても構いません。

◼投手が投球動作を始めたら、セットポジションから上体をやや起こし、前後左右のどちらにでも機敏に動ける体勢をとります。

◼捕手が投球を捕ったら、２塁手側に位置したときは右足（遊撃手側に位置したときは左足）を横（または斜め後ろ）に一歩踏み出します

（ワン・ステップ）。

⚫最初からタッグプレイのときの適切な距離に位置しているので、角度をとるためのステップです。

⚫塁を結ぶ直線と平行にスタンスをとった場合、捕手が投球を捕ったときに、右足を（遊撃手側の場合は左足を）ベース向けて踏みかえま

す。
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7 ー ー 2020年

講習会マニュアル

１７　外野への打球の判定：

（２）ポーズ（Pause）・リード

（Read）・リアクト（React）の

２塁塁審の動きを変更した（ス

テップアップ→ターン→フェイ

ス・ザ・ボール）。

　

　写真①（肘が高い）　　写真①（肘が高い）　写真②（良い例）

8

指導者マニュアル

２ ジェスチャー (アウト/セーフ)

の反復練習

(5) アウトのコール

①　まずセットポジションの姿勢をとり(写真②)、一連の動

作で立ち上がりながら、右手を自然に開いた状態で握手をす

るように腕を上げていきます。(写真③)

②　そして、右ヒジを肩の高さまで上げます。このとき腕の

力を抜いて(ヒジは自然と45度程度に曲がります)、手は顔の

前にある状態となります（手のひらは自然に開いたままで

す）。(右下　写真②)

③『ヒー・イズ・アウト』“He is out!”のコールとともに、

ヒジを基点にして手を握りながらドアをノックするようにコ

ブシを前に突き出します。

■この「コブシを前に突き出す」ときのスピードが、キレの

あるジェスチャーにつながります。

【第4版（旧）】

⚫ 外野への飛球・ライナーが打たれたら、 “リードステップ”をして、 打球を追う野手に正対します。

  １塁塁審は左足を、３塁塁審は右足をファウルラインと平行に なるように踏み出します。２塁塁審は、打球方向と反対側の足 をステッ

プします。

【第5版（新）】

⚫外野への飛球・ライナーが打たれたら、“リードステップ”をして、打球を追う野手に正対します。

１塁塁審は左足を、３塁塁審は右足をファウルラインと平行になるように１歩引きます。

２塁塁審は、打球側の足を１歩前に踏み出し（１塁と２塁または２塁と３塁を結ぶラインと並行にスタンスをとった場合は、マウンド方

向に1歩前に出し）（ステップアップ）、その足を起点に野手に向ってターンし（ターン）、打球を追う野手に正対します（フェイス・ザ・

ボール：ポーズ）。
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9

指導者マニュアル

７　ストライク/ボールのコール

（３）ストライクのコール

①　ゲット・セットの姿勢でトラッキングを終えたら(写真

①)、一連の動作で立ち上がりながら、右手を自然に開いた

状態で握手をするように腕を上げていぎます。(写真②)

②　そして、右ヒジを肩の高さまで上げます。このとき腕の

力を抜いて（ヒジは自然と45度程度に曲がります)、手は顔

の前にある状態となります(手のひらは自然に開いたままで

す)。（写真③）

③　『ストライク』のコールとともに、ヒジを基点にして手

を握りながらドアをノックするようにコブシを前に突き出し

ます。(写真④)。このとき手(軽く握りながら)は頭の上から

弧を描くように通ってきます。

A)　この「コブシを前に突き出す」ときのスピードが、キレ

のあるジェスチャーにつながります。
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指導者マニュアル

１２新規追加　三塁でのフォース

プレイ（送りバント）

（１）　三塁塁審

（２）　球審

10

(1)　３塁塁審

①　打者がバントしたら、ベースから４～６メートルの距離で、送球に対してフェア地域内の９０度の角度の位置を目指して、右足からスタートします。

　■本塁周辺、またはマウンドよりも３塁側で野手がボールを処理した場合、送球に対して９０度の位置は、２塁走者の走塁の妨げになる恐れがありま

　　す。このときは、走者の妨げにならない場所に位置するようにします。

　■打球が３塁線付近を転がったときは、球審の打球判定を補助するため、フェア／ファウルが決まるまで、“ファウルラインを確保”します。このためス

　　タートが遅れるので、９０度の位置取りができなくてもやむを得ません。

②　ベースに正対するように、右足を基点としてゆっくり止まります。このときはスタンディングで、顔は打球（打球を処理した野手）に向けています。

　■３塁でのフォースプレイは、野手が投げてからプレイが起こるまでの時間が短いので、少なくとも野手がボールを捕ったときには、止まっているよう

　　にします。

③野手が送球したら、顔もベースに向けて（身体の全部をベースに正対させて）セットポジションをとります。

　■野手がボールをリリースしたら、すぐにセットポジションをとるようにします。タイミングが遅れると、セットポジションをとった直後にプレイが起

　　こることになり、焦点が定まらなくなる恐れがあります。

　■野手がマウンドの近くで打球を処理したときは、スタンディングのまま判定します。セットポジションをとると、逆に焦点がぶれてしまう恐れがあり

　　ます。

④視点を３塁ベースに合わせ、“走者の触塁”、“野手の捕球”、そして“野手の触塁”に集中します。

　■カメラの三脚を立てて（セットポジション）、走者が触塁したときにベースを中心にすえた１枚の写真を撮り、そしてその写真を確認してから判定す

　　る、というイメージです。

　■目で“走者が触塁したとき”を見て、耳で“野手がキャッチした音”を聞き取り、その両者を比べて判定する方法もあります。

⑤アウトのときは、セットポジション（またはスタンディング）のまま、野手のボール確捕を確認してから、コールします。

⑥セーフのときは、ただちに（セーフの写真を確認してから）コールします。

　■アウト／セーフにかかわらず、他の塁へ転送しようとする３塁手への走者の守備妨害に注意します。

【検討】

　WBSCなどの国際大会では、３塁のフォースプレイの際に、３塁塁審が３塁コーチャースボックスの本塁側の角のあたりに移動して、ジャッジしています。

この場合のメリットは下記に示しましたが、バントした打球（３塁ベースより前）の判定に関しては、３塁塁審は球審の判定のフォロー（例えばゴロを捕ろう

とした捕手の身体に球審の視界が遮られた場合など）をしないことになります。

　①　打者がバントしたら、三塁コーチャースボックスの本塁側の角の　あたりに移動する。

　②　その後は、一塁塁審のフォースプレイと同じメカ二クスになる。

　■考え方（メリット）

　　・『通常の１一塁のフォースプレイの絵』と同じにする。

　　・アンパイアと３塁手との間に走者が入らないようにする。

　　・３塁手の足が離れたかどうかを確認できる。（通常は１塁手、投手、捕手からの送球であり、３塁手はその方向に伸びて捕球する。）

(2)　球　審

　①　送りバントを捕手が処理するときは、守備妨害、走塁妨害、そして　　“出会い頭の接触”などに注意します。

　②　ボールが１塁に転送されたときは、打者走者がスリーフットレーン内を走っているかを確認するため、“ファウルラインを確保”します。
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11 2020

指導者マニュアル

１３　二塁を起点としたダブルプ

レイ

（３）　二塁塁審が反対側へ移動

するケースの確認

（ē）2塁から1塁への転送のとき

の注意点(2塁手側に位置した場

合)

12 2020

指導者マニュアル

１６　二塁盗塁

（２）二塁塁審の姿勢

（３）ツー・ステップ

13 2020

指導者マニュアル

１７　三塁盗塁

（３）ツー・ステップ

（４）スリー・ステップ

③　そこで、まず打球が投手より一塁側に打たれたら、

A）	まっすぐ前に右足を踏み出し、

B）	次に、身体が投手板と2塁を結ぶ直線と平行になるよう左足を踏み出します。このとき顔は野手に向けたままで、ボールから目を離さないようにします。

C）	投手、捕手、または1塁手が2塁へ投げると同時に、右足を一歩引いて（ドロップ・ステップ）、身体の全体をベースに正対させて、スタンディングでプレ

イを待ち受けます。

④　この（次頁の写真②)位置であれば、ピボットマンがダイアモンドの内側に移動しながら送球しても、送球の妨げになることはありません。

（２）①　スタンディングの姿勢で、打者に正対します。

　　このとき、2塁手側に立った場合は1塁と2塁を結ぶ直線と、遊撃手側に立った場合は2塁と3塁を結ぶ直線と、それぞれ平行にスタンスをとっても構い

　ません。

（３）①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　塁を結ぶ直線と平行にスタンスをとった場合、捕手が投球を捕ったときに、右足を（遊撃手側の場合は左足を）ベースに向けて踏みかえ、送球の軌道

　が判断できたらターンしてセットポジションをとることになります。

（３）③　3塁盗塁の際に、内野内に入らず、ファウルテリトリで判定しても構いません。この場合、スターティングポジションからファウルラインに平

　　　　行に3～4歩前進して、最後に右足を右斜め前方に踏み出し（三塁ベースに正対）、セットポジションをとります。

（４）③　3塁盗塁の際に、内野内に入らず、ファウルテリトリで判定しても構いません。この場合、スターティングポジションからファウルラインに平

　　　　行に3～4歩前進して、最後に右足を右斜め前方に踏み出し（三塁ベースに正対）、セットポジションをとります。
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キャンプゲームマニュアル
講習会

マニュアル

指導員

マニュアル

アマ特別規則等

（各連盟）

各種マニュアル
規則内容（解釈）

【マニュアル内容】
ID 規則番号 規則枝番号 変更年

規則概要

【マニュアル概要】

14 2020

指導者マニュアル

１８　本塁のタッグプレイ

（６）走者２塁、外野へのゴロ

　　のヒット

(c)　3塁線のゴロ(フェア)

　①②略

　③その後、スライディングする走者と接触しないため、すばやく左足を　３塁→本塁の延長線より１塁側に置き、スタンディング・シザースの構えでプ

　　レイを待ち受けます。

指導者マニュアル

１８　本塁のタッグプレイ

（７）走者３塁、内野ゴロ（ま

　　たはスクイズ）

202015

【検討】

　2016年のシーズンから、ほとんどの捕手は本塁の前に立ち、片手（右手を添えない）でタッグする（他の内野手と同じタッグの方法）ようになりました。他

方、走者は、以前から3塁側に回り込みながら左手で本塁に触れるスライディングが多く、ほとんどのケースで捕手がスワイプタッグをするようになりまし

た。（114頁　写真②を参照）

　この場合、タッグポイントは写真のコマ送りのように変わり、「グラブ・ランナー・アンパイヤ・コンセプト」（110頁を参照）により、球審もタッグポイ

ントを読みながら右側（内野内）に回り込む必要があり、ハンズ・オン・ニーズ・セットポジションをとる時間がありません。そこで、「左足を前・右足を

後」と足を前後に開いたやや中腰の姿勢（スタンディング・シザース）でジャッジしても構わないこととします。

　スターティングポジション（投球を判定する位置）からジャッジするまでの動き方は、次のようになります。

A）本塁への送球が近づいてきて、その軌道がほぼ捕手に向かっている（捕手が移動しなくてもボールを捕れる）と判断できたら、スターティングポジ

　ションから、三塁→本塁の延長線上で本塁から2～3mの位置に移動して（これ以上離れると、その後のタッグポイントの変化に対応できなくなりま

　す）、スタンディング・シザースの構えをとり、素早く動ける態勢でプレイを待ち受けます。

B）このとき、左足を三塁→本塁の延長線上より1塁側に置かないと、スライディングした走者と接触する危険があります。

C）また、送球が3塁側にそれた場合、走者が3塁ダッグアウト側に大きく回ろ込んだり、または内野内に切れ込んでくることがあり、タッグポイントが瞬

　時に変化するため、スターティングポジションからタッグポイントが確認できる位置に移動します。

(a)　打球判定の必要のない打球

　②フェア／ファウルの判定の必要のない内野ゴロの場合、

　　３塁→本塁の　延長線上で本塁から２～３ｍの位置に移動して（これ以上離れると、その後のタッグポイントの変化に対応できなくなります）、スタ

　ンディング・シザースの構えをとり、素早く動ける態勢でプレイを待ち受けます。このとき、スライディングする走者と接触しないため、左足を３塁→

　本塁の延長線より１塁側に置きます。

(b)　1塁線のゴロ（フェア）【検討】

　１塁線の打球の場合、上記①～③の行動（一塁と本塁のファールラインの延長線上）をとる時間が限られているため、タッグプレイのポジショニングを優先

する（スワイプタッグに対応する）考え方から、次のような動きでも構いません。

　①ゴロが打たれたら、ボールから目を離さない（下を向かない）ようにしてマスクを外し、捕手をかわしながら１、２歩前方に出ます。

　②捕手の背後から自身の上体（顔）を1塁線に向けることにより、ラインを確保します。

　③1塁手が打球に触れたら、その姿勢のままフェアのシグナルを出します。

　④その後、すばやく３塁→本塁の延長線上に移動し、スタンディング・シザースの構えでプレイを待ち受けます。このとき、スライディングする走者と

　　接触しないため、左足を３塁→本塁の延長線より１塁側に置きます。


