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Speed

Speed

Objective 目的

Fair contest and quick ball

フェアコンテストとクイックボール
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TACKLER タックラー

Release and Roll – East/West - Cannot prevent good clean out

リリースとロールアウェイ - 東/西 – 良いクリーンアウトを妨害できない

BALL CARRIER ボールキャリアー

Ball carrier is allowed one dynamic movement - No more

ボールキャリアーは1回のダイナミックな動きは容認される – 1回のみ

JACKLER/ASSIST TACKLER ジャッカラー/アシストタックラー

Must show clear release/clear separation

明らかなリリース/明らかなセパレーション

Speed

JACKLER/ASSIST TACKLER ジャッカラー/アシストタックラー

Strong on his feet must lift the ball – no hands on the ground 

しっかりと自立してボールをリフトしなければならない

– 地面に手をついてはならない

Speed
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Speed

SIDE ENTRY サイドエントリー

Clear & obvious must be penalized

クリアーで明確なものをペナライズする必要がある

OFF FEET オフフィート

Drive not dive and move a body

ダイブではなく、ドライブして相手を排除する

Speed
USE IT CALL ユーズイットコール

We cannot stop caterpillars and box kicks

キャタピラーラックやボックスキックを止めることはできない

but:しかし

Stationary Ruck – 5 sec call max. when ball is available

ラックが安定して –ボールが使える状態になったら、5秒が最大

The timing of your communication must be well timed and consistent

コミュニケーションはタイミング良く一貫性が必要である
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LATCHING/FLYING WEDGE ラッチ/フライングウェッジ

To recognise the potential for 1-player pre-latching prior to contact, but this 
player must observe all the requirements for a first arriving player, 

particularly the need to stay on their feet.
コンタクト前に1名がプレラッチする可能性はある。

但し、このプレーヤーは最初のアライビングに必要とされる
要件を遵守しなければならない。特に自立する必要がある。

ARRIVING PLAYER アライビングプレーヤー

If DF steps away to leave from contest - play on 

もし、ディフェンスがステップバックしてコンテストを捨てたら – プレーオン

Player may get off feet after moving a body for legal clean out  – Play on

正当なコンテストの結果、倒れることはありうる – プレーオン

Speed
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Space

Space

OBJECTIVE 目的

Team of 3 must create space for teams in all areas

マッチオフィシャル３人で全てのエリアにおいてスペースを創る
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Space
IFOK(In front of kicker) キック前方でのオフサイド

Offside player who is in front of kicker  cannot move forward 

until being onside

キッカーの前方にいるオフサイドプレーヤーは、

オンサイドになるまで前方へ動いてはならない。

Within 10m 10mエリアのオフサイド

Offside player who is within 10m zone from 

where the ball lands must retire

キックされたボールの落下地点１０m内に位置する

オフサイドプレーヤーは、撤退しなければならない

Space
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Space
Line offside ラインオフサイド

Player must play from clearly onside

明確にオンサイドの位置からディフェンスしなければならない。

No hands in front of offside line especially next to breakdown
Even the player’s feet is onside if hands in front will be offside

特にブレイクダウンの横にいるプレーヤーは両足ともオンサイドの

位置にあったとしても、オフサイドラインの前方に手を付いている

場合はオフサイドである。

Space
Lineout Maul ラインアウトモール

Players not participating in the lineout must remain onside                 

(at least 10 meters or behind the goal line if this is nearer)

ラインアウトに参加していない両チームのプレーヤーはラインアウトが

終了するまで、オンサイドの位置(10mまたはゴールライン後方の方が

近ければそちら)にとどまらなければならない。
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Space
Obstruction オブストラクション

Opponent player(s) who kicked the ball can move towards the ball      

but cannot change the lane deliberately to prevent contest

キックをした相手側のプレーヤーはボールに向かって動くことはできるが、

故意にレーンを変えてコンテストを妨害してはならない。

Safety
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Safety

OBJECTIVE 目的

Protect player welfare with consistency

プレイヤーの安全を一貫して守る

ANY MITIGATION FACTORS

FOUL PLAY？

HOW MUCH IS DANGER？

SANCTION

DECISION PROCESS
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FOUL PLAY？

DECISION PROCESS

□ INTENTIONAL故意である

□ RECKLESS 無謀である

□ AVOIDABLE 避けられる

1つでも当てはまれば、「ファールプレー」

当てはまらないのであれば、「プレーオン」 ・ボールキャリアーの急または大幅な高さの変化
・適応する時間が全く無い
・受け身な動き
・自発的でない衝突
・衝突時に腕をリードしていない
・ボールをキャッチしようとする行為がある

具体的には

HOW MUCH IS DANGER？

DECISION PROCESS

□ DIRECT v INDIRECT CONTACT
コンタクトが 直接的 v 間接的

□ HIGH FORCE v LOW FORCE
力の加わりが 強い v 弱い

□ HIGH SPEED v LOW SPEED
スピードが ある v ない

3つの要素を総合的に考慮し、判定を導く

PK YC RC
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ANY MITIGATION FACTORS

DECISION PROCESS

□ LINE OF SIGHT
視界（を遮るものがあった）

□ SUDDEN AND SIGNIFICANT DROP OR MOVEMENT
（ボールキャリアが）急激で大きな動きで落ちる、もしくは動く

□ CLEAR ATTEMPT TO CHANGE HEIGHT
（タックラーが）明らかに高さを変えようとしている

□ LEVEL OF CONTROL コントロールをしようとしている

□ UPRIGHT – PASSIVE v DYNAMIC
直立している – 受動的（受身） v 能動的（意思がある）

明らかな軽減要因があれば「危険度」から1つ下げる

PK YC RC

PK YC

故意または非常に無謀なプレーには軽減要因は適用されない

HEAD 
CONTACT？

ANY MITIGATION FACTORS？

頭頸部にコンタクトしている No
Play on

Yes

PK YC RC

ボールキャリアーによる方向の変化
ボールキャリアーによる高さの変化

PK YC

Yes Yes

1

FOUL PLAY？

2

ファウルプレーである Play on
No

HIGH 高いLOW 低い

4
故意または無謀すぎる
プレーには軽減要因は
適用されない

・ボールキャリアーの急または大幅な高さの変化
・適応する時間が全く無い
・受け身な動き
・自発的でない衝突
・衝突時に腕をリードしていない
・ボールをキャッチしようとする行為がある

Yes

危険度は？DEGREE OF DANGER？

3

HIGH TACKLE PROCESS



2022/7/4

HEAD CONTACT 頭頸部にコンタクトしている No
Play on

Yes

PK YC RC

バインドする努力が見える
他のプレイヤーによるコンタクトが一因となっている

PK YC

Yes Yes

1

FOUL PLAY

2

ファウルプレーである Play on
No

HIGH 高いLOW 低い

・相手プレイヤーの急または大幅な高さの変化
・適応する時間が全く無い
・受け身な動き
・自発的でない衝突
・衝突時に腕をリードしていない

Yes

危険度は？DEGREE OF DANGER？

3

ANY MITIGATION FACTORS？
4

HEAD CONTACT PROCESS

故意または無謀すぎる
プレーには軽減要因は
適用されない

Scrum
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Scrum

REALITY in JAPAN RUGBY 日本ラグビーの現状

Too many resets compare to international side
世界に比べ、リセット数が多い

Scrum
OBJECTIVE 目的

Good platform and stability from both sides            

両チームによる良いプラットホームと安定

Reduce the number of scrum resets & create a good platform 
良いプラットホームを創り、スクラムリセットを減らす

Being more demanding with front row players (Legal technique)
フロントローへは正当なテクニックの行使をより厳しく要求する

More accuracy from the match officials
マッチオフィシャルはより正確に判定する
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Scrum
Effort point by referee レフリーの目標

Referee takes responsibility to make right call
レフリーは正しい判定をする責任がある

Make sure one call one action for accuracy 

decision making based on slow cadence

正しい判定をするために、コールをゆっくりと一つ一つの動作を確認する

ScrumEffort point by team チームの目標

The Front-rows must face their shoulders parallel to goal line
肩をゴールラインに対し平行にする

The front-rows crouch within their heads to the left 

of their immediate opponents(No head on head)
互いにスロットへ頭を入れる(頭同士が当たらないようにする)

The front-rows take responsibility to create 

a good platform & stability after the set 

良いプラットフォームとセット後の安定を作る責任がある
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競技規則改正の確認
参照リンク https://www.world.rugby/the-game/laws/home

(a)競技規則18.8 (a)
世界的試験実施ルールの「50:22」を正式に競技規則化する

(b)競技規則第12条、および、21.3
ゴールラインドロップアウトの世界的試験実施ルールを正式に競技規則化する

(c)競技規則9.22
フライングウェッジに対する制裁を正式に競技規則化する

(d)競技規則9.20
ジャッカラーの安全に関する世界的試験実施ルールを正式に競技規則化する

(e)単独のプレーヤーによるラッチングに関する競技規則をファーストアライビングプレーヤーのものに
従って適用する

(f)競技規則の明確化および軽微な変更を正式に競技規則化する

(g)競技規則の適用ガイドラインによって、サイドエントリーの違反により徹底的な焦点をあてるものとする

(f)競技規則の明確化および軽微な
変更を正式に競技規則化する(抜粋)

第9条「不正なプレー」(ルーリング2022-3を条文に反映)
9.11 プレーヤーは、無謀な、または、他者に対して危険な行為は
いかなるものもしてはならず、これには肘や前腕を出す行為、
あるいは、タックラーに向かって飛びかかる行為、または、
タックラーを飛び越える行為を含む。

トライをする為にダイブする事は容認されるが、ジャンプして
タックルを飛び越える、ラックを飛び越える行為は危険なプレー
である。
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(f)競技規則の明確化および軽微な
変更を正式に競技規則化する(抜粋)

第12 条「キックオフと試合再開のキック」
(矛盾したインゴール関連における判定の明確化) 世界的試験実施ルール 12.12 
以下の場合、ゴールライン地点でのドロップアウトによってプレーが再開される:
a. 攻撃側のプレーヤーによってボールがプレーされた、または、インゴールに持ち込まれ、
その後、相手側のプレーヤーによってヘルドアップとなり、グラウンディングされた、あるいは、
競技規則に反することなくデッドにされた。
注記) 現行では、攻撃側のプレーヤーによってインゴールの中にボールが蹴り込まれ、防御側がグ
ラウンディングした場合はゴールラインドロップアウトである。ボールが攻撃側によってインゴー
ルに持ち込まれ、防御側がリップしてグラウンディングした場合は22メートルドロップアウトのシ
ナリオとして、現行のゴールラインドロップアウトとなる理由の対象外である。これはチャージダ
ウンによってフィールドオブプレーからインゴールに入り、デッドになった場合も含む。

昨年までは攻撃側のキックによってインゴールに持ち込まれてデッドになった場合にのみ、ゴール
ラインドロップアウトが適用されていたが、攻撃側によるチャージダウンでのインゴールへの持ち
込みや、攻撃側によるボールキャリーでインゴールに持ち込まれた後にリップ等で奪われ、デッド
になった場合もゴールラインドロップアウトで再開される。

(f)競技規則の明確化および軽微な
変更を正式に競技規則化する(抜粋)

第15 条「ラック」(ルーリング2022-2を条文に反映)
15.16 プレーヤーは以下のことをしてはならない:
d. ボールが地面の上にあり、ラックに近い時に、出てきた
ボールの上に倒れ込む、または、被さる。

ラックからボールアウトしていたとしても、ラックに近接
(1m以内)しているのであれば、ボールに対して飛び込む事は
出来ない。立ってプレーする事が求められる。
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世界的試験実施ルールの確認
参照リンク https://www.world.rugby/the-game/laws/home

(a)ブレーキフットの世界的試験実施ルールを採用する

(b)メディカル、テクニカルゾーン、および、ウォーターキャリアーのプロトコルを
改正し、世界的試験実施ルールとする

(c)TMOプロトコルを改正し、世界的試験実施ルールとして採用する

(a)ブレーキフットの世界的試験実施
ルールを採用する(抜粋)

・定義への追加:
ブレーキフット(Brake foot):フッカーが、安定性を高めるため、また、軸方向への負荷を 避
けるため、トンネルの中央で片足を 前方に置くこと。エンゲージメントシークエンスの「ク
ラウチ」および「バインド」の間を通してずっとこの位置に置く。その足を引くのは、「セッ
ト」の後、そして、ボールに当てる前でなければならない。

・第19条 スクラムエンゲージメント
19.10.c. フッカーは、安定性を高め、軸方向への負荷を避けるため、足は「ブレーキ」 フッ
トの位置に置かなければならない。

19.12 両チームとも、まっすぐ、安定して、動かなくなったら、フッカーの足はブレーキ フッ
トの位置のまま、レフリーが「セット」とコールする。
a. フッカーがブレーキフットの位置の足を外し、そのうえで初めて両チームが組み、スクラム
の形成が完了し、ボールが投入されるトンネルができる。
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