
副審判長 koito

平成29年9月18日 
上尾市スポ少審判部

ボークの適用（野球規則と低学年の事例比較） 

（１）ボークのけん制球を野手がキャッチ 

【事例１】 1 死走者１塁、投手にボークを宣告したが、投手はかまわず１塁に送球

し、１塁手がこれをキャッチした。 

野球規則の適用  上尾市低学年の取扱い  

①１塁手がキャッチ → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③次に、１塁走者を指さして『１塁走者、２
塁へ』と指示 
※ ランダウンプレイが始まろうとしたら、
ただちに『タイム』を宣告してプレイを止
め、ボークのペナルティを適用する。 
※ １塁走者が２塁に向かい、１塁手が悪送
球をしても、１塁手が送球を捕ったときに
ボールデッドとなるので、走者の進塁は１
個とする。 

①１塁手がキャッチ → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③投手に何がいけないかを注意し、１塁走者
は１塁に留める 
※ ランダウンプレイが始まろうとしたら、
ただちに『タイム』を宣告してプレイを止
め、ボークのペナルティは適用しない。 
※ １塁走者が２塁に向かい、１塁手が悪送
球をしても、１塁手が送球を捕ったときに
ボールデッドとなるので、走者を1塁に戻
す。 

（２）ボークのけん制球が悪送球 

【事例２】 １死走者１塁、投手にボークを宣告したが、投手はかまわず１塁に送球

し、これが悪送球となってファウルグラウンドを転々とした。 

野球規則の適用  上尾市低学年の取扱い  

①プレイが「一段落する」のを待つ 
②プレイが「一段落する」とは、ボールが内
野手に戻り、走者が進塁を止めたときの状
態をいう。 
③１塁走者が２塁に進めば、プレイをボーク
と関係なく進める。 
④１塁走者が２塁に進まなければ（１塁にと
どまっていたとき、または２塁でアウトに
なったとき）、ボークのペナルティを適用
し、１塁走者を２塁に進める。このときの
手順は、前(1)の③と同じ。 
⑤悪送球がファウルグラウンドを転々とし、
１塁走者が２塁を回って３塁（または本塁）
に向かい、３塁（または本塁）でセーフ（ま
たはアウト）になった場合、そのプレイは
そのまま認められる。 

①プレイが「一段落する」のを待つ 
②プレイが「一段落する」とは、ボールが内
野手に戻り、走者が進塁を止めたときの状
態をいう。 
③１塁走者が２塁に進めば、プレイをボーク
と関係なく進める。 
④１塁走者が２塁に進まなければ（１塁にと
どまっていたとき、または２塁でアウトに
なったとき）、ボークのペナルティを適用せ
ず、１塁走者は塁に留める。このときの手
順は、前(1)の③と同じ。 
⑤悪送球がファウルグラウンドを転々とし、
１塁走者が２塁を回って３塁（または本塁）
に向かい、３塁（または本塁）でセーフ（ま
たはアウト）になった場合、そのプレイは
そのまま認められる。 
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副審判長 koito

（３）ボークの投球を捕手がキャッチ

【事例３】 １死走者１塁。ボールカウント１Ｂ－１Ｓ。投手にボークを宣告したが、

投手はかまわず投球し、捕手がこれをキャッチした。 

野球規則の適用  上尾市低学年の取扱い  

①捕手がキャッチ → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③次に、１塁走者を指さして『１塁走者、２
塁へ』と指示 
※ ランダウンプレイが始まろうとしたら、
ただちに『タイム』を宣告してプレイを止
め、ボークのペナルティを適用する。 
④球審は、『ボールカウント１Ｂ－１Ｓ』（今
の投球はボークのためカウントしないこと
を伝える） 

①捕手がキャッチ → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③投手に何がいけないかを注意し、１塁走者
は１塁に留める。 
※ ランダウンプレイが始まろうとしたら、
ただちに『タイム』を宣告してプレイを止
め、ボークのペナルティは適用しない。 
④球審は、『ボールカウント１Ｂ－１Ｓ』（今
の投球はボークのためカウントしないこと
を伝える） 

（４）ボークの投球を捕手が確保できなかったとき

【事例４】 １死走者１塁。ボールカウント１Ｂ－１Ｓ。投手にボークを宣告したが、

投手はかまわず投球し、捕手がこれをキャッチできなかった。 

野球規則の適用  上尾市低学年の取扱い  

①プレイが「一段落する」のを待つ 
②プレイが「一段落する」とは、ボールが内
野手に戻り、走者が進塁を止めたときの状
態をいう。 
③１塁走者が２塁に進めば、『ボールカウント
１Ｂ－１Ｓ』（今の投球はボークのためカウ
ントしないことを伝える）としプレイをボ
ークと関係なく進める 
④１塁走者が２塁に進まなければ（１塁にと
どまっていたとき、または２塁でアウトに
なったとき）、ボークのペナルティを適用
し、１塁走者を２塁に進める。このときの
手順は、前(3)の③と同じ。 
⑤投球がファウルグラウンドを転々とし、１
塁走者が２塁を回って３塁（または本塁）
に向かい、３塁（または本塁）でセーフ（ま
たはアウト）になった場合、そのプレイは
そのまま認められる。 

①プレイが「一段落する」のを待つ 
②プレイが「一段落する」とは、ボールが内
野手に戻り、走者が進塁を止めたときの状
態をいう。 
③１塁走者が２塁に進めば、『ボールカウント
１Ｂ－１Ｓ』（今の投球はボークのためカウ
ントしないことを伝える）としプレイをボ
ークと関係なく進める 
④１塁走者が２塁に進まなければ（１塁にと
どまっていたとき、または２塁でアウトに
なったとき）、ボークのペナルティを適用せ
ず、１塁走者は塁に留める。このときの手
順は、前(3)の③と同じ。 
⑤投球がファウルグラウンドを転々とし、１
塁走者が２塁を回って３塁（または本塁）
に向かい、３塁（または本塁）でセーフ（ま
たはアウト）になった場合、そのプレイは
そのまま認められる。 
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（５）ボークの投球を打者が打つ

【事例５】 １死走者１塁、ボールカウント１Ｂ－１Ｓ。投手にボークを宣告したが、

投手はかまわず投球し、これを打者が打ったが３塁ゴロとなり、１塁走者

は２塁でアウトとなった。 

野球規則の適用  上尾市低学年の取扱い  

①２塁でアウト → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③次に、１塁走者を指さして『１塁走者、２
塁へ』と指示 
④次に、打者走者を指さして『バッター、打
ち直し』と指示 
⑤球審は『ボールカウント１Ｂ－１Ｓ』（今の
投球はボークのためカウントしないことを
伝える） 
※ ランダウンプレイが始まったら、そのプ
レイを継続させ、打者走者を含む走者がア
ウトになるか元の塁に戻れば、（打者走者を
含む全ての走者が１個進塁できなかったの
で）ボークを適用し、走者は１個進塁、打
者は打ち直しとする。 
※ 打者が安打、失策、四死球、その他で１
塁に達し、かつ、他のすべての走者が少な
くとも１個の塁を進んだときは、プレイを
ボークと関係なく進める。 
  このため、球審は、たとえボークを宣告
しても、フォアボール目のボールの投球（走
者が１塁、１塁・２塁、満塁または暴投の
とき）には『ボール』をコールし、また、
スリーストライク目の暴投など（振り逃げ
のケース）には『ストライク』をコールす
る。 

①２塁でアウト → 審判員は『タイム』 
②審判員は、投手を指さして『ザッツ・ボー
ク』 
③次に、投手に何がいけないかを注意し、１
塁走者は１塁に留める。 
④次に、打者走者を指さして『バッター、打
ち直し』と指示 
⑤球審は『ボールカウント１Ｂ－１Ｓ』（今の
投球はボークのためカウントしないことを
伝える） 
※ ランダウンプレイが始まったら、そのプ
レイを継続させ、打者走者を含む走者がア
ウトになるか元の塁に戻れば、（打者走者を
含む全ての走者が１個進塁できなかったの
で）ボークを適用せず、走者を１塁に戻し、
打者は打ち直しとする。 
※ 打者が安打、失策、四死球、その他で１
塁に達し、かつ、他のすべての走者が少な
くとも１個の塁を進んだときは、プレイを
ボークと関係なく進める。 
  このため、球審は、たとえボークを宣告
しても、フォアボール目のボールの投球（走
者が１塁、１塁・２塁、満塁または暴投の
とき）には『ボール』をコールし、また、
スリーストライク目の暴投など（振り逃げ
のケース）には『ストライク』をコールす
る。 

【注】 
１ 「野球規則の適用」欄は、日本アマチュア野球規則委員会が作成した規則違反の
プレイに対する処置方法をまとめた「キャンプゲームマニュアル（第 2 版）」を引
用抜粋して記載しました。 

２ 「上尾市低学年の取扱い」欄は、ボークは注意のみとし、ボークのペナルティを
適用しない低学年の約束事に基づき、取扱いを具体的に記載したものです。 
  アンダーラインの部分が低学年独自の取扱いです。

以上 
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平成 29年 4 月 11 日 

副審判長小井戸メモ 

先週のできごと  

 こんなことがありました（その2） 

ストライクの投球が打者の頭部に当たった

【プレイの状況】

 ○ 一死で、ワンストライク後の第2球目の投球を避けようとして、打者が身をかがめた

ところ、投球が打者の頭部に当たった。 

 ○ しかし、ストライクゾーンで当たったので、球審の判定は「ストライク」で「ボール

デッド」。 

【課題】

 ○ 球審の判定に問題はない。 

 ○ しかし昨今、埼玉県スポーツ少年団技術向上委員会の統一事項では「頭部への死球は

すべて臨時代走にて対応（一塁まで行かずその場でかわる）」としている。 

 ○ 今回のケースは「ストライク」なので、打者の打席は継続される。 

   死球であれば、「競技者必携」の競技に関する連盟特別規則にある臨時代走者を適用で

きるが、「臨時代打者」という決まりはない。 

 ○ 技術向上委員会の統一事項の趣旨を踏まえれば、頭部に投球が当たっているのである

から、死球であれ「ストライク」であれ、当たった選手はまずは交代しベンチで様子を

見るべきである。 

 ○ その場合、その選手の打席の継続をどのように扱うべきか。 

【対応案】（上尾市スポ少審判部取決事項）

 ○ 野球規則や競技者必携には「臨時代打者」という決め事はないことから、打席を継続

させたいのなら、正規の代打を送ることにより選手交代とさせる。 

 ○ あるいは、選手交代としたくない場合は、ツーストライクではあるが、打者アウトを

選択させる。 

   野球規則に、打席放棄による打者アウトという規定はないが、打席で打撃姿勢を取る

ことができないのであるから、止むを得ず、野球規則 5.04(ｂ)(３)によりストライクを

3回宣告されてアウトになったとして取り扱う。 

 ○ 「選手交代」か「打者アウト」かの選択は、当該監督の判断によるものとする。 

 ○ また、打者アウトを選択し、選手交代をしない場合、その回の攻撃が終了したあとに

その選手に守備をさせるかどうかの判断も、当該監督の判断に委ねるものとする。 
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【その他のケースの想定】（上尾市スポ少審判部取決事項）

 ○ 二死後に同様のケースが起こり、監督が打者アウトを選択し、攻守交代となった場合

に、その選手に守備をさせるかどうかの判断も、当該監督の判断に委ねるものとする。 

 ○ この場合、守備をさせられるかどうかを判断するための適宜な時間を与えるものとす

るが、あまりに長引くようであれば、大会本部は選手交代をさせるよう要請する。 

【「臨時代打者」を認めない理由】（上尾市スポ少審判部見解）

 ○ 頭部の死球は危険な投球をしてしまったことから、臨時代走という特別な措置を行う

ものであるが、ストライクゾーンで投球が頭に当たることは通常あり得ないことであり、

仮に「臨時代打者」という行為を認めてしまえば、打撃力が弱い選手、自信がない選手

はわざと頭に投球を受け、臨時代打者に代わることを狙うなどの危険な行為を意図的に

「作戦」として行うかもしれない。 

 ○ 「臨時代打者」という行為を認めないことにする理由は、そうした危険でアンフェア

な行為を防止するためである。 

 ○ また、ストライクが頭部に当たった衝撃の強弱にかかわらず、打撃を継続させないと

することは、「頭部への死球はすべて臨時代走にて対応（一塁まで行かずその場でかわ

る）」という処置と同等の処置を行うことにより選手の安全に配慮するためである。 

［参考１］「競技者必携2017」抜粋 

競技運営に関する注意事項（各大会共通） P15
13 打者が頭部にヒット・バイ・ピッチを受けた時には、球審は攻撃側監督と協議し臨時代走の

処置を行うことができる。 

競技に関する連盟特別規則 P27
（各大会共通） 
４ 試合に出ているプレーヤーの代走が認められる場合（臨時代走者） 
  審判員はスピード化を図るため、プレーヤーが負傷などで治療が長引く場合は、相手チーム
に伝え、試合に出ている 9人の中から代走（打順の前位の者、ただし投手および捕手を除く）
を認めて試合を進行させる。（規則 5.10ｅ【原注】関連）

質疑応答 ５.００ 試合の進行 P105
179【問】 打者が死球で倒れ一塁に走れなかった。打順表に記載されている選手の中から代

走を出せないか。 
179【答】 原則としては、試合に出場している選手の代走は許されない。しかし、連盟では

臨時代走を認めている。なお、代走者は当該走者の前の打順（投手および捕手を除
く）の者とする。（5.10e【原注】、競技に関する連盟特別規則（大会共通）４）

［参考２］「2017公認野球規則」抜粋 

５.０４ 打 者
(ｂ) 打者の義務 

  (３) 打者が、バッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審はストラ
イクを宣告する。（中略）打者が、このようなストライクを 3 回宣告されるまでに、打撃
姿勢をとらなかったときは、アウトが宣告される。

以 上 
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