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ＪＦＡ審判ナショナルトレーニングセンターの構想
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・若手２級審判員対象
・２年間のプログラム
・定員４名程度

地域審判トレーニングセンター再構築の三本柱



更新講習の目的・・・改正を含め、確認
●主な改正のポイント（2015/2016をベースに考える）

・Ｐ１７１ はじめに
これらのガイドラインは、審判員に対する競技規則の補足情報となる実践的ア
ドバイスを含む。第5条では、競技規則の枠組みの中で職務にあたる主審と、
“競技の精神”に言及している。主審は競技規則を適用する際、特に試合を実
施または続行するか否かの決定を下す際は、常識を持って、“競技の精神”を
適用することが期待される。

・競技規則改正の背景（ｐ１２）
“改正の目的は、競技規則をサッカーに関わるすべての人にとってより利用しや

すく、理解しやすいものにし、その理解、解釈および適用の一貫性を向上させ
ることにある。”

・主に変更（改定）された部分

●第12条 ハンドリングについて

●第11条 オフサイドについて



| |

5

第１条 競技場

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ23 ８．フラッグポスト
競技規則を必ずしも厳密に適用できるとは限らない、比較的低いレベルのサッ
カーにおいて特に重要である。たとえば次の場合、安全の問題がなければ、主
審は試合を開始／続行する。
• コーナーフラッグがひとつ、または、複数設置されていない。
• コーナーエリアやセンターサークルなど、競技のフィールドのマーキングに若干
不正確な部分がある。
• ゴールポスト／クロスバーの色が白ではない。

このような場合、両チームの合意を得たうえで主審は試合を実施／続行し、関係
機関に
報告書を提出しなければならない。

Ｐ24 10．ゴール
安全
ゴール（移動式ゴールを含む）はグラウンドに確実に固定しなければならない。
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第２条 ボール

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ30 ２．欠陥が生じたボールの交換
ペナルティーキックまたはペナルティーマークからのキックの途中で、ボールが
前方に動き、競技者またはクロスバーまたはゴールポストに触れる前に欠陥が
生じた場合、ペナルティーキックは、再び行われる。

ペナルティーキックまたはペナルティーマークからのキックの途中
で、ボールが前方に動き、競技者またはクロスバーまたはゴールポ
ストに触れる後、ボールに欠陥が生じた

⇒ インプレー ＝＝＝＝＝＝ ドロップボール
⇒ アウトオブプレー ＝＝＝＝ ゴールキック（、あるいはスローイン）
⇒ ゴールイン ＝＝＝＝＝＝ 得点
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第３条 競技者

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ35 4．ゴールキーパーの入れ替え

ゴールキーパー以外の競技者は、次の条件でゴールキーパーと入
れ替わることができ：
• 入れ替わる前に主審に通知する。
• プレーの停止中に入れ替わる。

交代とは違うので、交代数に
数えない



| |

8

第３条 競技者

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ36 7．フィールド上の部外者
もしチーム役員、交代要員、交代して退いた競技者、退場を命じられた競技者ま
たは外的要因がフィールドに入った場合、主審は次の行動を取らなければならな
い：
• それらがプレーを妨害しているなら、プレーを停止する。
• プレーが停止した際に、その者をフィールドから退出させる。
• 適切な懲戒処置をとる。

再開方法 ⇒直接フリーキックまたはペナルティーキック
明らかな“不正”のため厳しく対応

・プレーを妨害していないならば、

プレーを優先して、そのままプレーを続け、その後プレーが停止された後に、該
当者に必要な処置、例えば交代要員に警告する。またチーム役員に「警告相当
の行為である」ことを伝える。主審の判断でプレーを停止したのであれば、同様に
必要な処置をした後に、間接ＦＫで再開する。
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第３条 競技者

2016/2017 競技規則の改正

ボールがインプレー中、自陣ゴール近くでアップしていた交
代要員が、相手競技者がループシュートし、ゴールに入りそ
うなボールを、フィールドに入り頭でクリアし得点を防いだ。

⇒主審の承認なくフィールドに入る

妨害なしでも、間接ＦＫ。妨害があれば直接ＦＫ。

⇒Ｐ８７ 退場となる反則 2つ目
・フリーキックで罰せられる反則で、ゴールに向かっている相手

競技者の決定的な得点の機会を阻止する

妨害なしでも、間接ＦＫ。妨害があれば直接ＦＫ。

決定的な得点の機会を阻止するために使われた部位が問題ではな
く、主審の承認なくフィールドに入ることでのフリーキックが罰せられ、
この場面では、ＰＡ内であることからＰＫが相手競技者に与えられる

第３条.mp4
第３条.mp4


| | 102016/2017 競技規則の改正

第3条 競技者

チーム役員、
交代要員、

交代して退いた競技者、
退場を命じられた競技者

によるプレーの妨害

味方競技者、交代要員、
交代して退いた競技者、

チーム役員、審判、
に対しての反則

直接フリーキックまたはペナルティーキック

(但し、ボールがゴールに入りそうで、守備側競技者の

プレーが妨げられることなく、ボールがゴールに入れ
ば得点を認める）

直接フリーキックまたはペナルティーキック

審判員への異議、暴言は、間接フリーキック
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第４条 競技者の用具

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ42 3．色
アンダーシャツは、シャツの袖の主たる色と同じ色でなければならない。アンダー
ショーツおよびタイツは、ショーツの主たる色、または、ショーツの裾の部分と同じ
色でなければならない。同一チームの競技者が着用する場合、同色のものとす
る。

アンダーショーツおよびタイツに限り

ショーツの主たる色か、
ショーツの裾の部分と同じ色
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第４条 競技者の用具

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ43 5．違反と罰則
用具を正す、または、取り替えるためにフィールドを離れた競技者は：
• 審判員に用具を点検されてから、復帰を認められる。
• 主審の承認を受けて初めてフィールドに復帰できる（承認はプレーが進行中で
も行うことができる）。

靴、ショーツ、シャツなどを交換するためフィールドから出た競技者が、審判員の一
人から点検を受け、プレーが停止されるまでフィールドへの復帰を許可されないのは
フェアではないと広く考えられていた。負傷した後に復帰する競技者の場合は、（ボー
ルインプレー中でも復帰できるという）異なった対応となっている。

（点検を受けた）競技者がプレー中に復帰できるようにすることで、競技者と審判員
との間でよく起きるいざこざの原因となるフェアではない状況を解消できる。
なお、競技者は主審から復帰を承認する合図を待たなければならない。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ45 1．主審の権限
各試合は、その試合に関して競技規則を施行する一切の権限を持つ主審によっ
てコントロールされる。

Ｐ45 ２．主審の決定
決定は、主審が競技規則および“サッカー競技の精神”に従ってその能力の最大
を尽くして下し、適切な措置をとるために競技規則の枠組の範囲で与えられた裁
量権を有する主審の見解に基づくものである。

主審は競技規則を正しく適用すべきであるが、気配りやコモンセンスを用いてフィー
ルド上にポジティブな雰囲気を作り出すことも必要である。
どのようなレベルであっても、主審は、試合にとって有益になるような方法でレフェリ
ングを行い、各試合の感情面や必要性を考慮することが非常に重要である。
グラスルーツレベルのサッカーにおいてフィールドや用具に小さな問題があった場合、
主審はコモンセンスを用いて試合が続行できるかどうか判断しなければならない。
IFABは、参加者にリスクや危険が及ばない限り、主審は試合を続ける努力をすべき
だと考える。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ46 懲戒処置
• 同時に2 つ以上の反則が起きたときは、罰則、負傷のひどさ、戦術的影響の面
から、より重いものを罰する。

これまでの競技規則では、複数の競技者が同時に反則を犯した場合、ドロップボールで再開
するとしていた。しかし、競技者がボールを扱った際に相手競技者が著しく不正なファウルをし
た場合、反則を犯した競技者に主審が退場を命じた後にドロップボールでプレーを再開するの
は、非常に奇妙なことであろう。

複数の反則が同時に起こった場合、より重大な反則を罰することが望ましく、またコモンセン
スでもある。例えば、どちらの反則が最も重いかは、次の項目により判断する。

・懲戒の罰則 退場に値する反則は、警告に値する反則よりも重い。
・プレーの再開 直接フリーキックとなる反則は、間接フリーキックになる反則よりも重い。
・ファウルの質 ファウルタックルは、ボールを手または腕で扱う反則やシャツを引っぱる反

則よりも重い。
・戦術的な影響 攻撃側競技者の攻撃を守備側競技者が止める反則は、守備側チームの

攻撃につながることになる攻撃側競技者による守備側競技者に対する反則
より重たい。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ46 懲戒処置
• 主審は、試合前のフィールド点検のためにフィールドに入ったときから試合（ペ
ナルティーマークからのキックを含む）終了後にフィールドを離れるまで、懲戒処
置を行使する権限をもつ。試合開始時にフィールドに入る前に競技者が退場とな
る反則を犯した場合、主審はその競技者を試合に参加させないようにする権限
を持つ( 第3 条6項参照)。主審はその他の不正行為を報告する。

レッドカードとなる反則は著しく不正なものであり、そうした反則を犯した競技者は試
合でプレーすべきではない。しかし、試合前に警告をすることができるようになると、
試合開始時に、競技者が既に警告を示されていることを周囲の人々はわからず、混
乱を招くおそれがあることから、これらの不正行為については報告にとどめる。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ46 懲戒処置

主審がキックオフ前に「プレーできないことを命じられた」競
技者の代わりに交代要員のリストから補充することはできる
か？ 補充できるならば、その交代要員のリストに新たに交
代要員を補充することはできるか？

⇒補充できる。しかし、（ゴールキーパー、フィールドプレーヤーを問
わず）交代要員リストに新たに交代要員を補充することはできない。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ46 懲戒処置
•主審が見ていなかった出来事に対しては、他の審判員の助言によって行動する。

⇒ 試合の終了、終結の仕方
⇒ 副審や第４の審判員

主審が試合の終了の笛を吹いた後、主審は副審がフラッグ
を振って合図をしていることに気がついた。副審は、試合終
了の笛が吹かれる直前に、プレーが行われているところか
ら遠いサイドにいるゴールキーパーが自分のペナルティーエ
リア内で相手競技者に対して乱暴な行為を犯していたことを
確認していた。主審としてどのように対処するのか。

⇒主審は試合の終了を取り消し、そのGKに乱暴な行為により退場を
命じてPKを相手チームに与える。PKが完了したところで再度、試合を
終了するために笛を吹く。
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第５条 主審

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ47 負傷者

フィールドから退出する要件につき、次の場合のみ例外と
する:
• 相手競技者が警告される、または、退場を命じられるような身体的反則（例えば、
無謀な、または、著しく不正なファウルとなるチャレンジ）の結果として競技者が
負傷したが、負傷の程度の判断と治療がすばやく完了できるとき

この条項は、相手競技者が警告または退場となる反則を犯した場合にのみ適用さ
れる。したがって、相手競技者が警告または退場とならない場合、負傷した競技者は
そのままプレーを続けることはできず、フィールド外に出なければならない。

あくまでも主審の判断だが、主審の許可があった後、ドクターがフィールド内に入り、
負傷の状況を確認した後、その競技者がフィールド外に出るためにストレッチャーが
必要かどうかを判断している程度の時間であると考える。

⇒フィールド内で負傷のための治療が行われ、負傷を負った競技者がそのまま
プレーを続けることになっても、負傷を負わせた競技者はフィールドの外に一端
退いて、プレーの再開後主審の許可を受けフィールドに復帰する



| |

19

第６条 その他の審判員

2016/2017 競技規則の改正

「副審」から名称変更

副審、第４の審判員、追加副審、ビデオ副審
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第８条 プレーの開始および再開

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ65 キックオフ
進め方

ボールは、けられて明らかに動いたときインプレーとなる。

⇒ 今までは、「ボールに触れた」
⇒ 主審の判断となるが、周囲から見ても明白に動いていることが
確認できること。ボール周辺、を含め関わる競技者など誰もがわか
るように、明らかにボールが動いた状況

・キックオフはボールをどの方向にもけれるようになったが、競技者が相手競技
者のハーフ内に立っていた場合、主審はその競技者を自分のハーフに留まるよ
う指示する。
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第８条 プレーの開始および再開

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ66 ドロップボール
進め方

何人の競技者でもドロップボールに参加できる（ゴールキー
パーを含む）。主審は誰がドロップボールに参加してよいか、
また、ドロップボールの結果について指示できない。

・この改正は、主審には誰がドロップボールに参加するのか、どちらの方向に
ボールがけられるのか決定する権限がないことを明確にしたものである。
「公正・公平（フェア）」の観点からも、誰がボールをけるか、どこにけるかについ
ては競技者同士で合意するもので、だれがドロップボールに参加するかしないか
も含めて競技者側が決めたものに主審は従うものである。ドロップボールは、両
チームに対してフェアである「中立的な」再開方法であり、主審が指示して行うも
のではない。
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第10条 試合結果の決定

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ71 ペナルティーマークからのキック
ペナルティーマークからのキックの開始前

試合が終了したとき、ペナルティーマークからのキックを行
う前、または進行中に、一方のチームの競技者数が相手
チームより多い場合、競技者のより多いチームは相手競技
者数と等しくなるように競技者数を減らし、除外するそれぞ
れの競技者の氏名と番号を主審に通知しなければならな
い。除外された競技者は、キックに参加することができない。
一方のチームの競技者が10人で他方のチームの競技者が11人だった場合、ペナル

ティーマークからのキックが11本目まで進めば10人のチームに有利となる。なぜなら、10人
のチームは最もうまいキッカーに2本目のキックをけらせることができるのに対し、11人の
チームは（最も苦手な）11人目競技者がけることになる。

この原則は、これまでペナルティーマークからのキックの開始前にのみ適用されていたが、
ペナルティーマークからのキックが終わるまで引き続き適用する方が理にかなっている。
チームが負傷や病気により競技者を減らす場合や、競技者が退場になった場合も適用する。
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第10条 試合結果の決定

2016/2017 競技規則の改正

ペナルティーマークからのキックは、ボールの動きが止まった（ゴールキーパーが保持した
場合を含む）、ボールがアウトオブプレーになる、またはキッカーが反則を犯したときに終了
となる。

ゴールキーパーがボールをセーブしかけたが、依然としてボールがゴールに向かって動き
続けている場合は、ボールはまだ「インプレー」である

ペナルティーマークからのキックが完了し、得点が認められ
ない状況になるのはどのようなタイミング（状況）になった時
か？

ペナルティーマークからのキックが進行中の
交代および退場

• 一方のチームの競技者が7 人未満となった場合でも、主審は試合を中止してはなら
ない。
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第10条 試合結果の決定

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ71 3. ペナルティーマークからのキック

進め方
ペナルティーマークからのキックの開始前
• 主審は、その他に考慮すべきこと（例えば、グラウンド状

態、安全など）がない限り、コインをトスしてキックを行う
ゴールを決定する。ゴールは安全上の理由、あるいは、

ゴールまたはフィールドの表面が使用できなくなった場合に
限り変えることができる。

① 使用するゴールのためのコイントス
予め、左、右を決めておいてコイントス＝でた方で実施

② キックの先蹴り/後蹴りのコイントス
トスででたチームが選べる
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ77 １．オフサイドポジション
• 頭、胴体、または足の一部でも、相手競技者のハーフ内

にある（ハーフウェーラインを除く）、そして、
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ77 ２．オフサイドの反則
ボールが味方競技者によってプレーされたか触られた瞬間にオフ

サイドポジションにいる競技者は、次のいずれかによってそのときの
プレーにかかわっている場合にのみ罰せられる：

• 味方競技者がパスした、または、触れたボールをプレーする、また
は、触れることによってプレーを妨害する。または、
• 次のいずれかによって相手競技者を妨害する。

・ 明らかに相手競技者の視線を遮ることによって、相手競技者が
ボールをプレーする、または、プレーする可能性を妨げる。
・ ボールへ向かう相手競技者に挑む。
・ 自分の近くにあるボールを明らかにプレーしようと試みており、こ
の行動が相手競技者に影響を与える。または、
・ 相手競技者がボールをプレーする可能性に影響を与えるような
明らかな行動をとる。
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ77 ２．オフサイドの反則
ボールが味方競技者によってプレーされたか触られた瞬間にオフ

サイドポジションにいる競技者は、次のいずれかによってそのときの
プレーにかかわっている場合にのみ罰せられる：

または、
• その位置によることによって、次の場合にボールをプレーして利益
を得る、または、相手競技者を妨害する：

・ ボールが、ゴールポスト、クロスバーまたは相手競技者からはね
返った、あるいは、それらに当たって方向が変わった。
・ ボールが相手競技者によって意図的にセーブされた。
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競技規則のより正しい解釈の重要性

オフサイド（第１１条） 2015/16

違反と罰則

オフサイドの反則があった場合、主審は違反の起きた場所
から行う間接フリーキックを相手チームに与える （p.36)

違反

オフサイドの反則が起きたとき、主審は、味方競技者の１人が、
オフサイドの反則を犯した競技者に対して最後にボールをプレー
したときに、オフサイドの反則を犯した競技者がいた場所から行
う間接フリーキックを相手チームに与える （p.111)
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ79 ４．違反と罰則

オフサイドの反則があった場合、主審は、その競技者の
ハーフであっても、反則が起きたところから行われる間接フ
リーキックを与える。

** オフサイドの反則があった
☑ オフサイドの反則があったときに旗をあげる
☑ 主審がプレーを停止したら、旗を用い、反則のあった地

域を示す。
☑ 主審が気づけば、そこで旗を降ろし、再開場所は主審が

リードする（反則があった場所から間接FK）

535.mp4
535.mp4
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• オフサイドの反則があった場合、主審は、その競技者の
ハーフであっても、反則が起きた ところから行われる間
接フリーキックを与える。 (競技規則 P.79) 

１

2

3 4

オフサイドの反則があった場所(1)



| |

オフサイドの反則があった場所(2)

１

2

3

• オフサイドの反則があった場合、主審は、その競技者の
ハーフであっても、反則が起きた ところから行われる間
接フリーキックを与える。 (競技規則 P.79) 
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オフサイドの反則があった場所(3)

１

2

3

• オフサイドの反則があった場合、主審は、その競技者の
ハーフであっても、反則が起きた ところから行われる間
接フリーキックを与える。 (競技規則 P.79) 
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ79 ４．違反と罰則

主審の承認なくフィールドを離れた守備側競技者は、オフ
サイドの判断のため、プレーが次に停止されるまで、また
は、守備側チームがボールをハーフウェーラインに向かっ

てプレーし、ボールが自分たちのペナルティーエリアから出
るまで、ゴールラインかタッチライン上にいるものとみなされ
る。その競技者が意図的にフィールドを離れた場合は、

ボールが次にアウトオブプレーになったとき警告されなけ
ればならない。
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ79 ４．違反と罰則
主審の承認なくフィールドを離れた守備側競技者は、オフサイドの

判断のため、プレーが次に停止されるまで、または、守備側チームが
ボールをハーフウェーラインに向かってプレーし、ボールが自分たち
のペナルティーエリアから出るまで、ゴールラインかタッチライン上に
いるものとみなされる

P09第11条②.mp4
P09第11条②.mp4
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第11条 オフサイド

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ79 ４．違反と罰則
主審の承認なくフィールドを離れた守備側競技者は、オフサイドの判断のため、

プレーが次に停止されるまで、または、守備側チームがボールをハーフウェーライ
ンに向かってプレーし、ボールが自分たちのペナルティーエリアから出るまで、ゴー
ルラインかタッチライン上にいるものとみなされる
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ81 １．直接フリーキック ７＋４

** 現象や競技者のリアクションに惑わされず競技者の、
・プレーの意図 ・ボールへのチャレンジの可能性
・プレーの優先権 ・アプローチの方法
・接触の程度 ・接触部位 ・タイミング

競技者が次の反則のいずれかを不用意に、無謀に、
または、過剰な力で犯したと主審が判断した場合、
直接フリーキックが与えられる：
• チャージする。
• 飛びかかる。
• ける、またはけろうとする。
• 押す。
• 打つ、または、打とうとする（頭突きを含む）。
• タックルする、または、挑む。
• つまずかせる、または、つまずかせようとする。

胸で押す、身体
ごとぶつかる、

腰で押す
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ82 直接FK ４項目

競技者が次の反則のいずれかを犯した場合、直接
フリーキックが与えられる：

• ボールを意図的に手または腕で扱う（ゴールキーパーが自分のペナルティー
エリア内にあるボールを扱う場合を除く）。

• 相手競技者を押さえる。
• 身体的接触によって相手競技者を妨げる。
• 相手競技者につばを吐く。
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

• ボールを意図的に手または腕で扱う（ゴールキーパーが自分のペナルティー
エリア内にあるボールを扱う場合を除く）。

ＤＦ

ＦＷ

GK
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ82 ボールを手または腕で扱う

競技者が手または腕を用いて意図的にボールに触
れる行為はボールを手で扱う反則である。：

次のことを考慮しなければならない：
• ボールの方向への手や腕の動き（ボールが手や腕の方向に動いているのでは
なく）
• 相手競技者とボールの距離（予期していないボール）
• 手や腕の位置だけで、反則とはみなさない。
• 手に持ったもの（衣服、すね当てなど）でボールに触れることは、反則とみなさ
れる。
• もの（靴、すね当てなど）を投げてボールにぶつけることは、反則とみなされる。

** 相手競技者がプレーしたボールが来ることを予期して、腕を出してい
たところにボールが当たる。腕を出しておくことで､身体の幅を広げること

でボールが腕に当たるのもハンドリングである。

相手競技者に影響を与えた場合、他のファウルと同様に「大きなチャンスとなる攻撃
を阻止または妨害した」場合は警告
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ82

ゴールキーパーは、自分のペナルティーエリア外では、手または腕
でボールを扱うことについて他の競技者と同様に制限される。自分
のペナルティーエリア内において、ゴールキーパーが手または腕で
ボールを扱うことは反則とならず、直接フリーキックや他の懲戒処置
の対象にはならない。しかしながら、ボールを手または腕で扱う反則
に対しては、間接フリーキックになることがある。

どんな時？

・ボールを手から放した後、他の競技者がそのボールに触れる前。
・ ボールが味方競技者によって意図的にゴールキーパーにキックさ
れる。
・ 味方競技者によってスローインされたボールを直接受ける。
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ84 アドバンテージ
警告や退場処分となる反則に対して、主審がアドバンテージを適用したとき、こ

の警告や退場の処置は、次にボールがアウトオブプレーになったときに実施され
なければならない。ただし、決定的な得点の機会の阻止と判断される反則があり
ながらも、主審の判断によりアドバンテージが適用され、その結果として得点と
なった場合、その反則を犯した競技者は反スポーツ的行為で警告される。

明らかな得点の機会を除き、著しく不正なプレー、乱暴な行為、または2 つ目の
警告となる反則を含む状況では、アドバンテージを適用すべきでない。主審は、次
にボールがアウトオブプレーになったとき競技者に退場を命じなければならないが、
その競技者がボールをプレーする、または、相手競技者に挑んだり妨害した場合、
主審はプレーを停止し、その競技者を退場させ、間接フリーキックでプレーを再開
する。

次にボールがアウトオブプレーになったとき競技者に退場を命じる。あるいは、その
競技者がボールをプレーする、または、相手競技者に挑んだり妨害した場合、主審
はプレーを停止し、その競技者を退場させ、その競技者がプレーした、または、相
手競技者に挑んだ、あるいは、妨害した場所から行われる間接フリーキックでプ
レーを再開する。
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ87 得点、または、決定的な得点の機会の阻止
競技者が、意図的にボールを手や腕で扱う反則により、相手チームの得点、または、決

定的な得点の機会を阻止した場合、反則が起きた場所に関わらず、その競技者は退場を
命じられる。

競技者が自分のペナルティーエリア内で相手競技者に対して反則を犯し、相手競技者の
決定的な得点の機会を阻止し、主審がペナルティーキックを与えた場合、反則を犯した
競技者は、次の場合を除き警告される：
• 相手競技者を押さえる、引っぱる、または押す反則の場合。あるいは、
• 反則を犯した競技者がボールをプレーしようとしていない、または、その競技者がボール
に挑む可能性がない。あるいは、
• 反則がフィールド上のどこであってもレッドカードで罰せられるものであるとき（例えば、
著しく不正なプレー、乱暴な行為など）。

次の状況を考慮に入れなければならない：
• 反則とゴールとの距離
• プレーの方向
• ボールをキープできる、または、コントロールできる可能性
• 守備側競技者の位置と数
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ87 得点、または、決定的な得点の機会の阻止

・手または腕でボールをプレーする。
・手または腕で、押さえる、押す、引っ張る。
・ボールをプレーしようと試みず、意図的につまずかせることなどを試みる。
・ボールをプレーするチャンスや可能性がない状況で、反則を犯す。
・反則がフィールド上のどこであってもレッドカードで罰せられるものであるとき。

「三重罰」の解消
PK･退場･出場停止

ボールにプレーしようと試みた
またはボールをプレーしようと
して相手競技者に挑んだが
ファウルになってしまったもの

P10第12条①.mp4
P10第12条①.mp4
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第12条 ファウルと不正行為

決定的

得点機会
の阻止

ペナル
ティー

エリア内

ペナル
ティー

エリア外

• ハンドリング、ホール
ディング、プッシング

• ボールをプレーしな
い、ボールに挑む
可能性がない反則

• どこで起きても退場
の反則

• 上記の何れにも該当
しない反則

• 直接フリーキック
• 退場（レッドカード）

• ペナルティーキック
• 退場（レッドカード）
• 出場停止

• ペナルティーキック
• 警告（イエローカード）

①決定的な得点の機会の阻止

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日
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第12条 ファウルと不正行為

2016/2017 競技規則の改正

フィールド外で反則があった場合

2人の選手が「通常の」プレーの一環としてフィールドから出て、１人
の競技者がもう１人を押さえて、フィールドに戻ってボールを取るのを
妨げたので、主審がプレーを停止し、その競技者を警告する。このこと
には誰もが納得するだろうが、試合をドロップボールで再開することに
納得する人はいないのではないかと思われる。

反則があった場所から最も近い境界線上でフリーキックを与えること
方が好ましく、その位置が競技者自身のペナルティーエリア内になる
場合（ペナルティーエリア内のゴールライン上）になったらならば、ペナ
ルティーキックを与える。
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第14条 ペナルティキック

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ９５ １．進め方 キックの完了
ペナルティーキックは、ボールの動きが止まったとき、アウトオブプ

レーになったとき、または、競技規則の違反があって主審がプレー
を停止したときに完了する。

ボールは、ペナルティーマーク上で静止していなければならない。
ペナルティーキックを行う競技者は、特定されなければならない。
ゴールキーパーは、ボールがけられるまで、キッカーに面して、両ゴールポスト

の間のゴールライン上にいなければならない。
キッカーとゴールキーパー以外の競技者は、次のように位置しなければならな

い：• ペナルティーマークから少なくとも9.15m（10 ヤード）以上離れる。
• ペナルティーマークの後方
• フィールドの中
• ペナルティーエリアの外

競技者が競技規則どおりの位置についたことを確認したのち、主審は、ペナル
ティーキックを行うための合図をする。
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第14条 ペナルティキック

2016/2017 競技規則の改正

Ｐ９５ １．進め方 キックの完了
ペナルティーキックは、ボールの動きが止まったとき、アウトオブプレーになった

とき、または、競技規則の違反があって主審がプレーを停止したときに完了する。

番 違反 ゴールイン
再開場

所
ノーゴール 再開場所

① 攻撃側の侵入 やり直し Pマーク 間接FK 違反のあった場所

② 守備側の侵入 ゴール
センター
マーク

やり直し Pマーク

③ GKの違反 ゴール
センター
マーク

やり直し・GK警告 Pマーク

④ 両方の違反 やり直し Pマーク やり直し Pマーク

⑤ 両方の違反・GKの違反 やり直し Pマーク やり直し・GK警告 Pマーク

⑥ 後方に蹴られる 間接FK Pマーク 間接FK Pマーク

⑦ 不正なフェイント
間接FK・キッ

カー警告
Pマーク 間接FK・キッカー警告 Pマーク

⑧ 特定されないキッカー
間接FK・キッ

カー警告
Pマーク 間接FK・キッカー警告 Pマーク
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• 後方にキック
• 特定されたキッカー以外がける
• 一旦助走を完了した後にフェイント

上記３項目以外の違反

キックを行う
競技者もしく
はその味方
競技者が ゴールキーパーが

違反

ゴールキーパーが
違反していない

キックを再び行う
ゴールキーパーを警告

ボールがゴールに入らない

キッカーを警告
（後方にキックを除く）

間接フリーキック

得点ボールが
ゴールに入った

ボールが
ゴールに入らない

• 後方にキック
• 特定されたキッカー以外がける
• 一旦助走を完了した後にフェイント

上記３項目以外の違反

ボールが
ゴールに入った

キックを再び行う

ボールが
ゴールに入らない

間接フリーキック

ゴールキーパーが違反
（味方競技者が同時に違反した場合も）

キックを再び行う
ゴールキーパーを警告

ゴールキーパーの味方競技者の違反
（ゴールキーパーが違反していない場合）

キックを再び行う

キッカーを警告
（後方にキックを除く）

間接フリーキック

キックを再び行う

ボールがゴールに入った

キックを行う
競技者

もしくはその

味方競技者
の違反

ゴールキー
パー

もしくはその

味方競技者
の違反

両チームの

競技者の違
反

第14条 ペナルティキック
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第16条 ゴールキック

2016/2017 競技規則の改正
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●ゴールキックが行われる時にペナルティーエリア内にいた相手
競技者が、ボールが他の競技者に触れる前にボールに触れる、
または、挑んだ場合、ゴールキックは再び行われる。



全国審判委員長会議

他にも変更点が
多数あります。
競技規則を熟読
し、理解を深めて
大会の成功に努
めましょう。

ありがとうござい
ました。
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