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1. 緒言 

 今日、ラグビーは世界の多くの国々でプレーさ

れ、我が国の学校教育でもタグラグビーが導入さ

れるなど、球技のゴール型ボールゲームの種目の

一つとして扱われている。2015 年に行われたラグ

ビーワールドカップにおいて、世界ランキング 5

位の南アフリカ共和国に勝利したことにより、日

本国内のラグビーに対する注目度が高まった。ま

た2019年にはラグビーワールドカップが開催され

るため、注目度が最も高いスポーツのうちの一つ

である。しかしルールが複雑かつ条項が多岐にわ

たるため、観客が理解しづらく新たなファン層を

開拓することが難しいという課題がある。加えて

ルールの改正が毎年行われるため、観客側だけで

なくプレイヤー側、レフリー側も困惑することが

多い。 

 ルール改正に関して、先行研究では IRB と日本

ラグビーフットボール協会のホームページから、

競技規則の年度ごとのルールの改正点を調査して、

ルール改正の目的をパターン分けしている。その

結果、先行研究ではラグビーの人気向上のために

競技規則の改正が行われていると主張されてい

た 。また『日本ラグビー協会 80 年史』の第 8 編

「ルール改正の変遷」でも同じような調査方法で、

ルールの改正点をまとめている。『協会 80 年史』

では改正点を 10 年ごとにまとめ、その時代の時代

背景とともに、その時代のラグビーがどのような

ものであったのかが検討されてきた。 

しかし、競技規則の条項数は年々増加し、複雑さ

はます一方である。実際、テレビ中継される際に

は、毎回実況でルール解説が行われる。そうしな

ければ理解してもらえないほど、ラグビーのルー

ルは日本国民に定着していない。また競技人口も

2010 年 3 月に約 11 万 4 千人、2015 年 3 月に約 10

万 6 千人、2016 年 3 月に約 10 万 5 千人と増加する

どころか年々低下している。このように明らかに

課題の多いラグビーの競技規則であるが、なぜこ

のような競技規則の複雑さは解消されないのだろ

うか。そこで本研究では、ラグビーの競技規則が

いつから複雑になったのか等を探り、毎年規則が

改正される内実について考察することを目的とし

ている。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査方法 

現在日本ラグビーフットボール協会に保管され

ている昭和 7年度から平成 30年度までの各年度の

「競技規則 Laws of the Game」を参照し、年度ご

との条項数をもとに時代区分をした。これらに加

えて、本研究では茨城大学に所蔵されていた朝日

新聞社の新聞記事を用いて時代区分をした時期に

起きたルール変化の経緯を当該時代の人々の視点

から検討する。 

2-2 時代区分の概要 

本研究では、条項数の大幅な変化が起きた年を

基準に 3 つの時代に区分した。それらを、「定義づ

け」期（1932 年～68 年）、「不規律の廃止」期（1969

年～94 年）、「オープン化」期（1995 年～2018 年）

とした。このように区分した理由については、次

の表に拠りながら説明したい。 

 
まず、定義づけ期は 1932 年から 1968 年である。

なぜこのような区分をしたのかというと、1969 年

の競技規則の大幅整理が理由に挙げられる。1968

年までは競技規則第 36 条に「規定なき不規律」と

いう条項があった。条文を読む限り競技規則に載

っていない反則、いわゆるグレーゾーンなプレー

についての規定であると思われる。しかし競技規

則の大幅整理が行われた際に、競技規則第 36 条は

撤廃され、条項数も 40 ほど増加している。 

次に不規律の廃止期は 1969 年から 1994 年であ

る。理由として1995年のオープン化が挙げられる。

それまで IRB は、アマチュア主義を一貫して貫い

てきた。しかし 1995 年の第 3 回ラグビーワールド

カップにおいて、ラグビーの世界標準化への方向

性が明確に示され、1995 年に IRB はオープン化へ

と踏み切った。オープン化とは、アマチュア規定

を撤廃し、選手らが物質的な利益を得ることを認

める動きのことである。 

最後にオープン化期は 1995 年から 2018 年であ

る。前述したように IRB がオープン化に踏み切っ

てから、ルール改正の項目はプレーの変遷に併せ

て、非常に多くなっていった。1997 年からの競技

規則の条項数が大幅に増加していることからも、

このことが分かる。競技規則が増加した要因の一

つとして、1996 年に IRB が全世界の加盟国に対し

て、今後のラグビーのあるべき姿や具体的なルー

ルの制定方法、ルールの内容についての質問書を

作成した。その後、加盟国各国が議論を行って一

同に会した際に、新しいラグビーについて検討し

たことが挙げられる。これにより毎年さまざまな

議論が行われ、年々競技規則の条項が増加した。 
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3. 調査結果 

3-1 定義づけ期 

 定義づけ期の競技規則改正には、オープン･プレ

ーの推奨と罰則の強化という二つの大きな点があ

った。オープン･プレーとは、ボールを競技者の集

まっていない方に回して試合を展開することであ

る。観客がより試合を楽しめるようにオープン･プ

レーを推奨して、ボールを動かし、アグレッシブ

な試合展開を促す規則改正があった。また、蹴る・

殴るなどの行為には警告し、二回目には必ず退場

させるといった改正や、ペナルティ・トライの適

用範囲を大幅に広げる改正など、プレイヤーの乱

暴なプレーや不正をなくすような改正もあった。

オープン・プレーの奨励はスクラムばかりで動き

の無い試合をなくし、ボールが速やかに選手間を

行き来するダイナミックな試合を展開するためで

あった。その目的は試合観戦者にも分かり易く楽

しめる試合を構築するためであったが、オープ

ン・プレーの推奨を行うために日本ラグビー協会

は国内ローカルルールを適用した。その結果、ハ

ンドリングやスピードを重要視するチームと、タ

ッチに出ないようなキック戦法を重要視するチー

ムとでプレースタイルが二分化していった。 

3-2 不規律の廃止期 

 この時期には、競技規則の大幅な改正が行われ

た。その背景として、ルーリングが行われるよう

になったことがあげられる。ルーリングとは、競

技においてルール上は明確な基準がなく、各ユニ

オンで生じたプレー上の支障をきたすようなプレ

ーについて、IRFB が見解を示して、裁定・説明の

ような形式をとって、その後のゲームの進行に役

立てることである。ルーリングにより、試合展開

が速くなり、かつ以前よりも得点が多く入るよう

になったため、観客側としては試合展開が読めな

い面白い試合だと感じるようになった。またこの

時期から、アマチュア規定撤廃への動きが見られ

るようになった。 

3-3 オープン化期 

 IRFB による 1995 年のオープン化宣言により、ラ

グビー界はプロ化へと進んでいったが、日本はプ

ロ化に消極的であった。その結果、世界との実力

差は大きくなった。また IRB は全世界が共通のル

ールで、ラグビーを行えるように WEB 上でルーリ

ングを発表するようになった。それに加え、ELV と

言われる試験的ルールの導入も積極的に行ってい

った。 
  

4. 結論 

 条項数の増加には理由があって、オープン・プ

レーとオープン化（プロ化）の二つの課題に応え

るものであった。それらは基本的に観客側にとっ

て、わかりやすく試合を楽しめるように整えられ

たはずであった。しかしこれに加えて日本では、

国内ルールの適用、アマチュア規定の部分的撤廃

と、国際ルールやプロ化の波に完全に同調するこ

とはなかった。結果として国際ルールと国内ルー

ルが併存する形となった。本研究では本格的に取

り組めなかったが、実際にはこれに高校生以下の

ジュニアの競技規則が加わることで、3 つないし 4

つの競技規則が国内には併存することとなった。

本研究では、この競技規則の併存こそが日本ラグ

ビーが複雑に見える要因であると結論づけたい。 

 

6. まとめ 

 本研究では、競技規則の条項数の変動をもとに

時代区分を行い、当時の新聞や競技規則に関する

文献から、毎年競技規則が改正される内実につい

て考察することを目的とした。 

本研究で集めきれなかった競技規則の改正点を

まとめ、当時の時代背景を調査することで、より

具体的に規則が改正される内実を考察することが

今後の研究課題であると言える。 
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