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２００７年ルール改正の要点 

２００７．４．１ 

笠野 順一 

 

本資料は３月１０日の関東テニス協会ルール講習会、４月１日神奈川県テニス協会ルール講習会の解

説を纏めたものです。  理解不足も多々あると思いますので、ご指摘いただければ幸いです。  

また、要点のみを解説していますので、詳細は「JTA テニスルールブック 2007」をお読み下さい。 

 

１． ルール オブ テニス（P8～P37） 

（１） 規則１０ エンドの交代（P14） 

タイブレークに新たなエンドの交代方法が認められた。（Ｐ２９参照） 大会によって従来どおりの方法か新

たなエンドの交代方法かを選択できる。 

新交代方法「第 1 ポイントの後、およびその後４ポイントごとに選手はエンドの交代をする。」 

⇒従来の6ポイント毎のエンド交代では、風の強いときや太陽の位置によっては一方に不利な条件が続く

ため、平等となるように交代間隔を短くした。 ダブルスの場合は４人ともスタンダードゲームと同じエンド

でサーブできるメリットもある。・・・実験してみたが忙しい！ 

 

（２）規則１６ サービス（P15） 

昨年までの「サービスを開始する」「サービスの動作は」など訳の不統一を修正し、サービスの開始から終

了までを「サービスのモーション」として定義した。 

開始：ネットに向かってベースラインの後方で、センターマークとサイドラインの仮想延長線内に両足とも

入っているように静止して立った後にモーションを始めた時が開始 

（以前は静止したときがサービスの開始との解釈があったが、静止の後モーションを開始した時と明示） 

終了：ラケットがボールに触れたときか、空振りしたときに終わる 

 

（３）規則１８ フットフォールト（P16） 

規則１６のサービスのモーションの定義に従い、「サービスのモーション（開始から終了まで）の間」 と表現

を変更した。 

 

（４）規則２２ サービスのレット（P17） 

新たなサービスレットのやり方が認められた。（Ｐ３０参照） 大会によって従来どおりの方法か新たなサー

ビスレットのやり方を選択できる。 

⇒「ノーレット･ルール」と呼び、サービスがネット・ストラップ・またはバンドに触れたとしてもインプレーとす

る。 （数年前に ITF ジュニア大会で試行されたルールを採用してもよいことになった。） 

 

（５）規則２４ プレーヤーの失点 ｃ） (P18) 

返球が、入れるべきコートの外の地面に着地または着地の前に何かの物体に当たったとき。 

⇒ＩＴＦの表現の変更に伴う訳文の変更 

「着地の前に（コート外の）何かの物体に・・・」と読むとわかりやすい。  ラケットケースなど 
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（６）規則２４ プレーヤーの失点 ｅ） (P18) 

失点するケースの追加：「レシーバがサービスをバウンドする前に返球したとき。」 

⇒当たり前のことが明文化されていなかったため。 

 

（７）規則２７ 誤りの訂正 ｈ） （P23） 

最終セットの第５ゲームの第２ポイントが始まった後で気づいた場合は、  

⇒第５ゲームの第１ポイントの時点で気づいたらマッチタイブレーク方式に切り替えられるから 

マッチタイブレーク方式で行うことになっていた最終セットを間違えて、タイブレーク・セットとしてプレーを

開始してしまったときの訂正方法を変更。 

1. 最初の 1 ポイントだけをプレーして気づいたとき。 

⇒ 即座にマッチタイブレーク方式に戻す。 

2. 第２ポイントがインプレーになった以降で気づいたとき。 

⇒そのままタイブレーク・セットを続け、3 ゲームを先取した方が最終セットの勝者 

 ２ゲームオールになったときはそこでマッチタイブレーク方式に切り替える。 

3. 第５ゲーム第１ポイントの時点で気づいたら 

⇒そこでマッチタイブレーク方式に切り替える。 

4. 第５ゲームの第２ポイントが始まった後で気づいたとき 

⇒そのままタイブレーク・セットとしてセットの終了まで続ける。 

 

（８）ルール オブ テニス 付則ＩＶ 

Ｐ２９ 規則１０ エンドの交代  １－（１）参照 

Ｐ３０ 規則２２ サービスのレット １－（４）参照 

 

（９）ルール オブ テニス 付則 V 

「レフェリーが試合コート内にあるレフェリーチェアに座って、試合を見ているチーム対抗戦では、レフェリ

ーは事実問題に関しても最終決定者となる。」 

⇒デ杯やフェドカップのような１面を使った国別対抗戦のためのルール。 

ＣＵが対戦国のどちらかの国に属する場合は、レフェリーはレフェリーチェアに座って、オーバールール

することができる。 

 

２．試合で起こる Ｑ＆Ａ 

（１）Ｑ１０）第２サーブで、レシーバがノットレディで手を上げていた場合 (P40) 

追加：「ただし、サービスが打たれた後、ノットレディを知らせても、認められない。」  

サーバーはレシーバがレディポジションについていることを確認してサーブのモーションを開始しなけれ

ばならないが、モーションに入り打つ寸前に、「ノットレディ」を知らせても止められなかったり、気づかなか

ったりしてボールを打ってしまった場合には、１ｓｔサーブが与えられる。 ただし、ボールが打たれた後に

「ノットレディ」を知らせても認められず、プレーを止めてしまうと失点となる。 

⇒よく起こるトラブルのため、判断基準を明確に記述した。 
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（２）Ｑ２３）スコアの書き方(P44) 

最終セットがマッチタイブレーク方式（７または１０ポイントのタイブレークで最終セットを戦う）のスコアの書

き方が変更された。 

旧： ７６（５） ４６ １０（５） 

新： ７６（５） ４６ ７－５ 

 

（３）Ｑ２４）スコアの誤り (P44) 

スコアの誤りが試合終了後にわかった場合は訂正できないが、アンパイアのいない国内トーナメントでの

従来の試合終了定義に現実的でない点があったため変更した。 

アンパイアのいない国内トーナメントでの試合終了の定義 

旧：スコアがトーナメント本部ドローに記載された時点 

新：両プレーヤーが勝敗を認めて握手した時点 

⇒旧定義では本部に提出された時点で誤りが発見されると、選手を呼び戻し試合を再開させなければな

らない。 既にシャワーを浴びてしまった選手を再び呼び戻すのは現実的で無いための変更。 

（関連表記は P66 参照） 

 

３．チェアアンパイアのつかない試合方法 

（１）セルフジャッジの方法（P46～48） 

４）ＲＵによってオーバールールされた時の処理を明確化した （P46） 

• 「アウト」「フォールト」のオーバールール ⇒ プレーヤーの失点 

• サーブのネットにふれたあとの「フォールト」のオーバールールや自分自身の訂正 

 ⇒ そのサービスをやり直す。（サービスのレットとする）" 

• 「グッド」のオーバールール ⇒ 「アウト」「フォールト」の成立 

 

１０）スコアがわからなくなったときの対応 

再開時のエンドとサーバーの順序を明確化した （P47） 

• エンド：合意されたスコアに準ずる 

• サーバー：ゲームスコアの訂正の場合の再開は同じプレーヤーが２ゲーム連続サーバーにはなら

ない（一昨年の復活） 

 

１１）レフェリーやロービングアンパイアを呼ぶケース （P47） 

昨年１１）～１３）に分かれていたＲやＲＵを呼ぶケースを纏めた。 

① 試合中、トイレ、着替え、ヒートルールなどでコートを離れるとき 

② 相手選手の言動やコール、フットフォールトなどに疑問、不服があるとき 

③ プレーヤー同士で解決できないようなトラブルが起こったとき 

 

１２）メディカルタイムアウト（ＭＴＯ）をとりたい時の方法 （P48） 

メディカルタイムアウトをとりたいときは、レフェリーまたはＲＵに申し出る。 トレーナーのいない大会で

はプレーヤー自身が手当てすることができるが、レフェリーまたはＲＵによって、手当てを必要とする状

態かどうか確認後、その許可を得て 3分以内に処置を行う。（内容の変更無し） 
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（２） レフェリー・アシスタントレフェリーの仕事 

⑥ヒートルールを採用した大会の対応方法 （P48） 
ヒートルールの対応方法が追加された。 

トレーナーと連携、トレーナーのいない大会はレフェリー自身で対応する。（P６７参照） 

⑨オーバールールを選手からのアピールの後にしてはいけないことを明記 （P48）  

 

 

４．チェアアンパイアがつく試合方式(P50) 

ソロチェアアンパイア方式(P50) 

２）オーバールールを選手からのアピールの後にしてはいけないことを明記 

２）③プレーヤーの「グッド」の判定を SCU がオーバールールした場合には「アウト」「フォールト」が成

立することを明文化  

 

５．ＪＴＡ公式トーナメント競技規則（共通） 

（１）トーナメント方式 （P56） 

ドローの結果表記方法でのＲＥＴ、ＤＥＦ、ＷＯ等の書き方の復活した 

両プレーヤーが試合に現れなかった場合の表記方法が変更となった 

旧：Ｎ．Ｓ．（ノーショウ） 

新：勝ち上がり選手名を記さずにＷ．Ｏと表記 

    ５．松田 

 

    ６・植川 

 

（２）ラウンドロビン方式 （P57） 

順位決定時の取得セット率、取得ゲーム率の定義式が明文化された（一昨年の復活）  

 

（３）トーナメント方式とラウンドロビン方式の結合方式 （P57） 

ラウンドロビン方式を行った後にトーナメント方式に移行する試合、トーナメント方式を行った後にラウンド

ロビン方式に移行する試合のいずれかでも試合を構成してよいことを明記した。 

 

（４）ドローの構成 （P60） 

４）日本ベテランツアー：JVT(Japan Veteran Tour)（Ｐ７８）ではオンサイトオルタネイタ（予選サイン当日の

エントリー）のサインインは無いことを明記した 

同様表記が １０.シングルス 予選のサインインにもある （P62） 

 

（５）ラッキールーザー （P60） 

ラッキールーザーの優先順位の決め方が変更された。 

旧：予選最終ラウンドの敗者の予選ドローで使用したランキングによって順位がつけられる 

新：予選最終ラウンドの敗者のランキング保持者を優先して抽選で順位がつけられる 

   ランキング保持者より多くの欠場者が出た場合には、予選最終ラウンドの敗者の 

W.O 
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   ランキングを持っていない選手から抽選で順位がつけられる 

⇒予選ランキングトップの選手が、本戦に欠場者がいることを知り（ランキングトップの選手は負けても LL

として本戦に必ず入れる）、最終ラウンドの対戦相手に八百長を持ちかけた事件があったため。 

 

（６）ドロー作成後のシード選手の欠場 （P65） 

ＯＯＰが発表される前に２人以上のシード選手が欠場したときの繰り上がり対応方法を追加した。 

繰り上がる選手の入る位置は抽選で決める。 

 

（７）ヒートルール （P67） 

賞金付の JTA ランキング対象大会の女子シングルスに加え、ＪＶＴの３セットマッチのシングルスにも適用

される。 ジュニア大会でも採用してよい。 

 

（８）試合と試合の間の休憩 （P68） 

主審がいない試合ではプレーしたゲーム数によって休憩時間を与えてもよい。（一昨年の復活） 

この時間はプレーヤーの権利ではなく、大会進行状況によってレフェリーが決定する。 

• ～１７ゲーム   ３０分以内 

• １８ゲーム～２４ゲーム  ６０分以内 

• ２５ゲーム～   ９０分以内 

 

（９）メディカルルール （P68） 

メディカルルールとして一箇所に纏めた（以下が明文化）  

• 手当てが受けられる症状／受けられない症状 

• 糖尿病でインシュリン注射が必要な場合は、大会本部に予め届け出ておく 

• 診察（医学的評価） 

• メディカルトリートメント（医学的処置）：エンド交代時、セットブレーク時内での手当てができるが、２

回まで。 

• 出血時、嘔吐時、選手が自分で要請できないほど具合が悪いとき 

 

（１０）トイレットブレークと着替え （P71） 

Q＆Ａから移動（内容に変更無し） 

 

６．日本ベテランツアー（JVT Japan Veteran Tour) (P78) 

JVTでは「JTA公式トーナメント競技規則」を遵守するとともに「JVTの競技規則」を加えて採用し、「JVT管

理規定」（P139）に基づいて開催されるすべての大会に適用される。 

 

＜誤植の訂正＞ 

P79 ５．ヒートルール 

JVT の 3 セットマッチのシングルスに限り、会場での気温が摂氏 35度以上になった場合、最終セットの前

に、10 分間のコート内での休憩・・・ 

        ⇒コート外での休憩・・・  コート内でもコート外でも本人の涼しいところで休憩できる 
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７．ＪＴＡ公式トーナメント コード オブ コンダクト 

（１）時間厳守 （P83） 

遅刻によるノーショウ（サスペンションポイントとして 1点が罰せられる）の選手が会場に来たら、サスペンシ

ョンポイントは免除される 

 

（２）服装と用具のコード （P84） 

１）ＪＶＴの服装コード（Ｐ９５）  

⇒長ズボンの着用を認めるが、可能な限り正規のテニスウェア（短パン／スコート等）でのプレーを推奨 

 

２）ロゴサイズの変更 

両方の袖に許される製造業者ロゴのサイズが２６平方 cm から５２平方 cm に変更された。ただし、製造業

者の文字表示は２６平方 cm以下でなければならない。 ⇒アディダスのロゴの対策 

 

３）学校名称 

学校の名称もコマーシャルロゴとして１９．５平方 cm内で付けられる 

 

４）アディダスの３本線を模様ではなく製造業者ロゴと判断した。 

ITF では２００７年より適用。JTA では国内大会に限り今年度は３本線も認める。 国内開催であっても ITF

ルールに基づき開催される大会は認められない。 

 

     

 

以下のウェアは２００７年度の国際大会、国内大会とも可 

            

ロゴサイズの簡単な測り方 

13平方 cm 輪の内側

19.5平方 cm 輪の真中 

26平方 cm 輪の外側

52平方 cm 

JTA ホームページ資料より転載 

JTA ホームページ資料より転載 
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ただし、５２平方 cm のロゴは両方の袖にのみ認められるため、以下のようなデザインのウェアも来年以降

着用できない。（パンツは１３ｘ２もしくは２６） 

       

 

５）ロゴのサイズ早わかり表 

製造業者ロゴ  1 個 帽子、ヘッドバンド、リストバンド、スパッツ 

製造業者ロゴ 2 個 

シャツやセーターの前身ごろ、後見ごろ、えり 

ショーツ、スコート、パンツ 

（1 個の場合は２６平方ｃｍ可） 

１３平方ｃｍ 

製造業者ロゴ 制限なし ソックス 

１９．５平方ｃｍ コマーシャルロゴ 1 個 

両方の袖 

（女性の袖なしシャツには前身ごろに 2つ付け

ても良い、男性の袖なしシャツはダメ） 

２６平方ｃｍ 製造業者ロゴ 1 個 

シャツやセーターの前身ごろ、後見ごろ、えり 

ショーツ、スコート、パンツ 

（２個の場合は１３平方ｃｍ） 

５２平方ｃｍ 製造業者ロゴ 1 個 
両方の袖 ただし、製造業者の文字表示は２６

平方ｃｍ以下 

大きさ制限無し 製造業者ロゴ 制限無し バッグ、タオル、シューズ 

 

（３）ゲームの遅延 (P87) 

Code ViolationのＤｅｌａｙ of Gameの定義をまとめた。 Ｔｉｍｅ Violation と Code Violation を混同している

ケースが多いためまとめてわかりやすくした。（内容に変更無し） 

 

（４）スポーツマンシップに反する行為 (P89)  

スポーツマンシップを試合コート上だけでなく会場内でもわきまえること 

 

８．ＪＴＡランキン対象大会でのコード 

（１）サスペンションポイント制度 (P92) 

罰金を支払ったとしても、地域～都道府県協会主催大会では出場できないようにすることができる 
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９．日本ベテランツアー大会（ＪＶＴ）でのコード 

JVTでは「JTA公式トーナメント コード オブ コンダクト」を遵守するとともに、「JVT大会でのコード」を採

用する。 

（１）ダブルエントリー (P94) 

ダブルエントリーの特例を含め変更無し 

 

（２）服装 (P95)  

長ズボンの着用を認めるが、可能な限り正規のテニスウェア（短パン／スコート等）でのプレーを推奨 

 

（３）失格と出場停止 （P95）   

コードバイオレーションに抵触する行為で相手や役員を負傷させたり、会場内の施設または 

設備を損傷させた場合は即失格、即無期限の出場停止となる。 

 

（３） サスペンションポイント （P95） 

５ポイントに達すると罰金ではなく、６ヶ月の出場停止となる。 

 

（４） サスペンションポイントの基準（P96） 

JTAランキング対象大会のサスペンションポイント（P93）と一部が異なっている。 特にレフェリーや大会側

の指示に従わなかった場合には厳しいポイントとなる。 

 

１０．国民体育大会・都市対抗大会でのコード 

2 年前の虚偽の申告をおこない国体に選手を派遣した問題をきっかけに作成された。 

 

 

 

以上 


