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競技場

【グラウンド】
国際的な試合になるとおおよそ160m×140m程度の楕円形に近い芝生のグラウンドで行なわ
れます。ただし、レベルや状況によって大きさは変わっても構いません。

【ウィケット】
3本のスタンプと2本のベイルから構成されており、必ず1対
をピッチの両側に向かい合わせにセットして使用します。
真中のスタンプをミドルスタンプ、バッツマンに近い側をレ
ッグスタンプ、遠い側をオフスタンプと呼びます。

【ピッチ】
グラウンドの中央に位置し、打撃や投球の行なわれる最も重要な場所のことです。
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10,8cm以下

96,5cm
以
下

【バット】
伝統的に柳の一種を原材としており、
形は船のオールに似ています。

【ボール】
コルクを芯とし、ウール糸を巻きつけ、皮革で
包んでいます。縫い目に特徴があり、赤い色が
原則です。

男性用
寸法：22.4～22.9cm
重さ：155.9～163g

女性用
寸法：20.5～22.0cm
重さ：133～150g

用具

【レガース】
打者が足を守るプロテクターのことで、パッツ（PADS）
とも言います。2種類あり、それぞれバッツマン用とウィ
ケットキーパー用になります。また、バッツマン用は右
打ち打者用と左打ち打者用で異なります。

【グラブ】
手を守るプロテクターのことで、バッツ
マン用とウィケットキーパー用がありま
す。バッツマン用はレガース同様に右
打ち用と左打ち用があります。
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服装

白のポロシャツと長ズボンが伝統的なスタイルです。寒いときはセーター
やベストをその上に着ます。ポロシャツは袖付きに限ります。ズボンの種
類は問いませんがベルトをしてはいけません。帽子を被ることは自由で
す。帽子もキャップとハットとの2種類があり、どちらを被っても構いませ
ん。ユニフォームの色は原則的には白色で、チームはセーターのラインや
胸章で表します。最近のワンディゲームでは各チームがカラフルなユニ
フォームを身にまとい、背中には選手の名前や背番号が入るなど、そのス
タイルは急激に変化を遂げていきます。
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試合はどうやって始めるんですか？

まずコイントスでフィールディングとバッティングの先攻、後攻を決
めて、フィールディング側が守備位置についた後に、バッツマンの
最初の２人、つまり打順の1番と2番がピッチ上に立つんだ。そし
てアンパイアのコールによって試合は始まるんだよ。

最初に2人も打者が出るんですか！？

このスポーツは2人のペアで得点を重ねていくんでね。“バッツマ
ン”って英語でBATSMANって書くんだけど、それはバット（BAT）
に複数形のSがついたバッツ（BATS）からきているんだ。
つまり必ず2人のバットを持った選手がピッチの上にいるんで、合
計で2本のバットがあるってことなんだ。

そうそう、このスポーツってどんなところでやるんですか？

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：
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本来は大きな芝の生えた楕円形のグラウンドで行なわれるんだけ
ど、みんながやるときには人数やレベルにあわせて大きさは変更し
て構わないから。芝が生えているところも少ないしね。

本当は何人でするのが正式なんですか？

11人だよ。だからサッカーと同じように選手のことを「イレブン」っ
て呼んだりするんだ。

クリケットのボウラーは野球のピッチャーと同じなんですか？

いや、全然違うよ。野球では一人のピッチャーが最初から最後まで
ずっと投げることができるよね。しかしクリケットではそれができない
んだ。なぜかというとクリケットには「オーバー」という投球単位があ
るんだ。

えっ？「オーバー」ですか？

まあそんな焦らないで。クリケットでは6球を1オーバーって呼ぶん
だけど、ボウラーはこの1オーバーしか一度には投げられないんだ。
1オーバー投げると次のボウラーと交代する。ここが野球とは全然
違う点の1つだね。でもその次にまた投げることはできるけどね。つ
まり最低2人のボウラーがいればその2人が交互に投げるってわ
けだね。ここは図を使ってわかりやすく説明してみよう。

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

　 Cricket Rule Book 1-5



それと大きく違う点は、ボウラーは肘を曲げて投げてはダメっていう
ルールがあることかな。曲げて投げると対戦相手に1球につき1点
あげてしまうんだ。ちなみに曲げて投げないことを「ボウリング」って
言うんだよ。肘を曲げて投げるとそれは「スロウイング」って呼ばれ
ているんだ。野球の守備なんかがそうだよね。

へぇ～、知らなかったなぁ～。

私も知らなかったです。勉強になりました。

松村教授 ：

たけし ：

あきこ ：
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右側から最初のボウ
ラーが1オーバー（6
球）投げます。このと
き、ワイドボールやノー
ボールは1球に数えま
せん。

1オーバーを投げ終
わったら、今まで投げて
たボウラーは守備につ
いて、次のボウラーが
新たに左側のウィケッ
トから投げます。

それにともないウィケッ
トキーパーも左側から
右側に移動します。
尚、バッツマンは移動し
ません。



それと速球派投手、ファストボウラーって言うんだけど、そのボウ
ラーは走り込んできて勢いをつけて投げ込むんだよ。これも野球
のピッチャーとは大きく異なる点だね。

ありがとうございました。では次はバッツマンについて教えてくださ
い。クリケットのバッツマンは野球のバッターと同じなんですか、な
んて聞くときっとまた何か言われそう。

そうだね、どうしても野球と比べがちだけど、打者と投手と野手がい
るっていう点はクリケットも野球も同じだけど、それ以外、つまり投
げ方や打ち方、点の取り方、その全てが全く違うからね。

そうなんですか～、つい身近な野球と比べてしまいますよね。

それは仕方が無いよ。クリケットは身近じゃないからね。それじゃ基
本的に攻守の概念が違うって話をしておこうか。野球と野球と比
べたほうが理解はしやすいようだから野球に例えて話していこう。
野球だと打者側は“攻めている”側で、投手含めて守備している側
が“守っている”側って言うよね。

はい、普通はそうだと思います。

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：
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普通は、じゃなくて野球ではそうなんだけど、クリケットではその攻
守が逆なんだよ。

え？どういうことですか？

このスポーツはウィケットの攻防にあるんだ。ピッチの両サイドに刺
してある3本の棒のことだけど、このウィケットについてはもう知っ
ているよね。

はい、知っています。

3本のスタンプに2つのベイルをのせたものですよね。

そうだね。で、簡単に言ってしまうと、このウィケットにボールがあた
るとアウトになるんだ。つまりボウラー含めたフィールダーの11人
は全員でこのウィケットを倒すために“攻めている”んだよね。そして
2人のバッツマンはこのウィケットにボールがあたらないようにバッ
トで“守っている”ってわけだ。ここが野球の攻守の概念とは全く
違って逆さまなんだよね。

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：

たけし ：

松村教授 ：
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へぇ～、驚いたなぁ～

じゃ、どうやって点を取るんですか？

だんだん興味が湧いて来たって感じかな。よろしい、じゃ引き続き
説明をしよう。バッツマンは説明したようにウィケットをボールから
守る事が第1目標だから、逆に言えばあたらなきゃ何回空振りして
もいいんだ。野球は3回の空振りでアウトになるけどね。

何回空振りしてもいいんですか？

そうだよ。でもその代わり空振りしてウィケットにあたってしまったら
アウトになってしまうわけだ。そしてその人の打撃はそれで終了。野
球のように1試合で何回も打線は回って来ないんだ。

次の打席で挽回だ！ってできないんですね。

そういうこと。次の打順は次の試合か翌日になるね。

それってどういうことですか？

たけし ：

あきこ ：

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

たけし ：
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話があっちこっちに飛んでしまうとややこしくなるので話を元に戻し
て順番にいくよ。とにかく何回空振りしてもOK、但し、1度でも空振
りしてウィケットにボールがあたったらアウト、ここまでは大丈夫だね。

はい。

大丈夫です。

次に、ボールを打った場合、あるいはバットにボールがかすった場
合はどうなるか、って話しにはいるね。野球で言うバントのように
バットにボールがあたって自分の前方にちょろちょろってボールが
転がった場合、野球ならファウルにならない限りは1塁に向かって
アウトになるであろう事を覚悟して走るよね。クリケットは何度も言
うようにウィケットを守ることが1番なんで、ボールを遠くに弾き飛ば
すことが1番じゃない。だから走ってもアウトになることがわかりきっ
ているような打球の場合は走らなくていいんだ。

走るってどこに向かって走るんですか？

松村教授 ：

あきこ ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：
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あっそうか、それを忘れてたね。2人のバッツマンは打った場合は双
方反対側のウィケットに向かって走るんだ。お互いが無事反対側の
ウィケットに行けてこれで1点になるんだ。往復して2点になるわけ。
そしてボールが返球されてくるまでの間に何往復しても構わないん
だよ。反対側に辿りつく前にウィケットに返球されたボールがあたっ
てしまったら、倒された側に向かって走っていた人がアウトになる。

ちょっと待ってください、じゃどういう場合に走るんですか？

クリケットには野球と違ってフェアやファウルがなく、360度どこに
打っても構わないんだ。だから野球で言うファウルチップのような
打球でもOKなんだよね。バンって打って、走ってもアウトにならな
い方向、フィールダーとフィールダーの間を抜けていったとかね、そ
ういう時に走り出すわけ。さっきのバントの話しのように打球の勢
いや方向を見て、「これは走ってもアウトになりそうだ」と判断した
ときは、あえて走らず、次のボールを待つことができるんだ。これが
クリケットの大きな特徴だね。

ではアウトにならなければ、ずっと打ってていいんですか？

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：
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いいんだよ。そして基本的にはバッツマンが全員アウトになるまで
続くんだ。このスポーツは2人1組のパートナーシップで点数を稼ぎ
出すんだよね。つまりそのコンビのコミュニケーションが悪かったら
全然ダメなわけ。片っ方だけ走り出して片っ方が動かないとかね。

なるほど。

そしてアウトになったバッツマンは次のバッツマンと交代する。つま
り新たなコンビでやるわけだ。最初は1番打者と2番打者で始まっ
て、もし1番がアウトになったら今度は2番と3番のコンビになるん
だね。順当に行けば最後は10番と11番のコンビになるよね。そこ
で10番がアウトになったら11番のパートナーがいないんで、そこで
初めて攻守が交代する。つまりここで1回の表が終わるわけだ。

それじゃ10アウト交代ってわけですね。野球は3アウト交代だけど。

そうだよ。

打っても走らなくていいわけだし、何回空振りしてもOKってことは
その10アウトになるのに物凄く時間がかかりますよね。

レベルにもよるけど、半日とか1日とかね。もっとかかるときもある。
だから試合中にティータイムやランチが入るんだよね。

それは驚きですね。それをいったい何回までやるんですか？野球の
ように9回までやったら大変な時間がかかりますよね。

伝統的なテストマッチだと2回の裏表、つまり2イニングマッチなん
だ。まぁこれでだいたい5日間かかるね。しかしそれでは試合が長
いってんで最近はゲーム方式もかわってきているんだよ。1イニン
グのゲーム、ワンディゲームって言うんだけど、試合のオーバー数
を制限するやりかたでワールドカップを始め現在はこの方式が多く
行なわれるようになったね。

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：
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そのオーバー数ってさっき教えてもらった6球1セットのことですか？

そうだね。このオーバーリミティッド形式って最初から投球数を決め
て行なうゲーム方式なんだけど、例えば50オーバーゲームって言う
と50×6球、つまり300球を投げ終わったらその時点で何人あうと
になっていようが、打順が何番まで周っていようが関係無く強制
的に1回の表が終了するってやりかたなんだ。でももちろん決めら
れたオーバー数の中で全員アウトになったらその時点で攻守交代
だけどね。

もう1度アウトに関して教えてください。えっと、空振りしたらアウト
と、走ってアウトになるのがありましたね。

空振りしてアウトは「ボウルド」って呼んで。走ってアウトは「ランナ
ウト」。それ以外に野球と同じくフライをノーバウンドで取られたらア
ウト。これは「コウト」って呼ばれるんだ。
この3つが代表的なアウトだね。

あきこ ：

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：
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点は地道にウィケットの間を2人のバッツマンが走って取る以外に
は無いんですか？

いやいや他にもあるよ。このスポーツはグラウンドの境界線をパウ
ンダリーって呼ぶんだけど、そのバウンダリーをノーバウンドで打球
が越えたら1度に6点入るんだよ。野球で言うところのホームラン
だね。打球がゴロ等でバウンダリーを越えたら1度に4点入るん
だ。ちなみにこのスポーツは点数のことを「ラン」（走るの意味）っ
て言うんだよ。1ラン、2ランってね。

なんだかいっぱい点数が入りそうですよね？

そうだね、アウトになるまでどれだけでも打っていられるから、1人で
100点以上の点数を取る人もいるんだよ。

どうやって勝敗は決まるんですか？

そりゃもちろん最終的にたくさんランを取った方が勝ちってわけ。

クッリケットっていうのは野球と比較されがちですけど、やっぱり違
うところはたくさんあるんですね。勉強になりました。

僕もです。教授の説明でクリケットがちょっとずつ分かってきまし
た。早く僕もグラウンドでクッリケットしてみたいなぁ。

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：

松村教授 ：

たけし ：

松村教授 ：

あきこ ：

たけし ：
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