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1. Interpretation and scope 

この試合規則（『規則』）は国際モルック委員会（IMO）に認可されたものであり、委員会によ

り修正・訂正されるものである。規則は IMO により認められている及び支援されているすべて

の試合に適用されるものである。特にすべての国際大会・大陸大会（例：アジア大会・ヨーロ

ッパ大会）では適用される。IMOは国の大会にも規則の適用を推奨する。当然、国内の試合にお

いても利用可能である。 

翻訳内容に関しては、それぞれの国の委員会が責任をもつ。言葉の意味合いに違いがある際

は、英語の文面が優先される。 

規則は、全てのモルック愛好者の楽しみの為に一般的に認められた元本の集大である。試合で

起こりうる全ての状況に対応するものではなく、特異な状況においては主審の決断が優先され

る。 

規則において男性の人称で言及している場合でも性別を問わない。競技者・対抗者と言及して

いる場合はチームの場合も含む。 

国際大会の公用語は英語であり、その大会が行われている国で一番使用されている言語とな

る。国の大会（例：フィンランドモルックチャンピオンシップ）は、この言語規制に影響され

ない。 
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3.5 m (± 0.1 m) 

2. Basic rules 

大会では TACTIC GAMES OY が製作したオフィシャルのモルックセットを使用しなければなら

ない。 

大会において、チーム間で意見の不一致が起こった際は 7 章：審判を参照。 

2.1. Assembly 

General 
大会で使用するモルックセットを大会責任者が提供するか持ち寄りで行うかは、大会責任者が

決める。 

ゲームは以下の構成でなされる 

• スキットル: 
1-12 まで数字が記載されている 12 本のスキットル。おおよそ高さ 15cm、径 5.9cm であ

り、45°に面取りされている。 

• 投げるスキットル: 
投げるスキットル 1 本。モルックと呼び、おおよそ長さ 22.5cm、径 5.9cm。大会で使用

するモルックは開催試合コートの数に応じて準備することを IMO は推奨する。このことに

より、試合の間、常にコートにモルックがあることが保証される。 

• モルックフレーム(図     を参照): 
モルッカーリと呼ばれるモルックフレーム１つ。おおよそ長さ 96cm。両脚は投擲線から

45°の角度で配置される。競技者が車いす（もしくは類似した装具）の場合、モルッカー

リは直線に配置されて良い。その際、投擲範囲に入る／出る時に支援者がいて良い。 

• 配置 (図      を参照): 
スキットルはモルッカーリから 3.5m (± 0.1 m) に配置される。冒頭のスキットルの配置は

以下の図の通りである。 

• 投擲範囲 (図      を参照): 
投擲は投擲範囲内においてのみ認められる。モルッカーリの後方、そして、左右に側線が

引かれる場合もある（3.6 章『投擲範囲』を参照）。 
モルックを投擲した後は後方から投擲範囲を去らねばならない。詳細は 5.8 章『踏み越え

（モルッカーリ越え）』を参照。 
 

配置: 
 

1 

3 

1 

2 

3 

2 
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2.2. Definition of the term “throw” 

投擲とは、投擲者が投擲位置に立った後、モルックが手を離れ地面に着地し止まったことを指

す。どの位置に着地しても投擲とみなす。 
一般的にはどのような投擲も認められる。しかし、例えば危険を避けるために、大会主催者が

投擲方法を制限することは可能である。 
 

2.3. Course of the game 

各チームはラウンド毎に 1 回の投擲チャンスがある。 

この規則では、モルック（投擲スキットル）がスキットルに直接当たろうが間接的に当たろう

が（例：壁にぶつかってからスキットルに当たる）は問わない。 

スキットルが完全に床についてなければ、倒れたとみなされない。 

• スキットルが１本倒れたら、スキットルに記載してある数字が点数である。 
• 複数本のスキットルが倒れたら、倒れた本数が点数となる。 

投擲された後、倒れたスキットルは倒れた所に立たせる。底部を床に着け、数字の面が投擲者

に向けられる。 

室内大会においては、主催者は規則の変更をしてもよい（3.4 章『室内コート』を参照） 

スキットルが固定された物体（例：壁など）に倒れかかっている場合、物体とスキットルの間

にモルック１本分の距離をおいてスキットルを立てる。この際、スキットルは倒れていないと

みなされる。 

スキットルが、競技者が投擲したモルック以外の理由で間接／直接的に動いた際、元の位置に

戻され、倒れていない、と見なされる。 

チームが 3 回連続で 0 点になった場合、その試合ではチームは 0 点として直ちに失格となる。 

2.4. End of a set 

最初のチームが 50 点ちょうどに至った場合に試合終了となる。他のチームがすべて 0 点となっ

た場合（例：3 回連続で 0 点、ファウルなど）も、残されたチームは 50 点をもらい、試合終了

となる。 

2.5. Definition of the terms “game” and “set” 

試合は複数のセットが含まれることもある。例えば、「5 チームの 1 番」を決める際、最低 3
セット、最高５セットの試合が行われる。 
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2.6. Playing schedule, qualifications and first throw 

競技スケジュールは大会 1 週間前には発表されねばならない。 

発表の際、競技で勝ち抜く評価方法も発表されねばならない。例えば（以下が推奨順）： 

1. 勝った試合数 
2. ポイントの数 
3. 引き分けの場合は勝った試合数を比較 
4. 引き分けの場合はポイントの数を比較 
別の例を挙げるなら 
1. 投擲で得られた点数 
2. 同点の場合はモルックアウト 

初投の順番も大会主催者が決定する。 
例として； 

• スケジュール表に沿って、その後は順に初投の番がずれていく 
• コインを投げて、その後逆の順、5 セット目はモルックアウト 
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3. Playing fields 

3.1. Arrangement of the playing fields 

試合コートに数字を配置し記さなければならない。室外コートは最小幅 4m 長さ 10m（投擲位

置から）である。コートの地面はフットボール場のような砂・砂利もしくはクレイコート

(crushed shale, stone, brick, or other unbound mineral aggregates)とするべきである。室内コー

トはそれよりも小さく、地面も異なってよい。 

3.2. Playing fields for training 

大会主催者は、選手の練習場所を作っても良い。練習をしたい競技者は、大会運営を妨げない

よう注意が必要である。 

3.3. Playing fields without fixed boundary 境界がないフィールドの場合 

競技のフィールドは線の枠内に限定されるものではない。線はあくまで位置を知らせるもので

しかない。倒れたスキットルは、異なる競技フィールドにあったとしても通常通り立たせる。 

3.4. Playing fields with a fixed boundary (e.g. curbs on boule fields) 

競技フィールドは線の枠内に限定される。倒れたスキットルは、境界線からモルック一つ分の

位置に立たせる（現存している位置と並行で）。 

3.5. Indoor playing fields 

大会主催者は、以下に関してルールを制限して良い 

• スキットルは最初の位置に置かれる（投擲位置から 3.5m 前後）。スキットルが最初の位

置の手前に転がった場合、現在の位置と垂直に、最初の位置上に置かれる。 
 

• 競技フィールドが線の枠内に限定されている場合； 競技フィールドは線の枠内に限定さ

れている。この場合、倒れたスキットルは、境界線からモルック一本分の位置に立たせる

（現存している位置と並行で）。 

3.6. Entering the playing field 

競技フィールド内に入るには、審判の許可が必要である。 

審判がいない場合、事前に対戦相手の許可が必要である。投擲の後のスキットルを立てる場合

も許可が必要である。 

3.7. Throwing area 

『踏み越え』の正確な判断をするために、審判もしくは競技者の協議の上、投擲域に横の補助

線を書いても良い。 
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4. Number of players 

4.1. General 

競技開始前に、その試合における競技者と投擲順をチームキャプテンが報告する。次のセット

では、競技者や投擲順を変更して良い。 

セットの途中では変更は認められない（特例として、競技者の負傷の場合、主審判に判断はゆ

だねられる）。競技者が病気で倒れた場合は主審判が判断して良い。 

4.2. For tournaments with 4 players per team 

4 人チームの試合では 2 人の補欠がいて良い。 

4.3. For tournaments with 3 players per team 

3 人チームの試合では 1 人の補欠がいて良い。 

4.4. For tournaments with 2 players per team 

2 人チームの試合では 1 人の補欠がいて良い。 

4.5. Player and team 

競技者は、大会において複数チームに所属してはならない。 
 



 I.M.O. Tournament Rules  無断改変禁止

March 30th, 2019 日本訳 2019.11.2 ver2.0 page 9 of 16 

5. Faults 違反 

5.1. General 

ルール違反はすぐさま審判に対して指摘されなければならない（次の投擲の前に）。審判がい

ない場合は、他のチームに対して指摘されなければならない。故に、次の投擲の後に指摘され

ても無効である。審判がいない試合の場合において合意が得られなければ、主審判が呼ばれ

る。 

以下においては、倒れたスキットルは、倒れた位置に立たせる。（3.5 章『屋内フィールド』は

例外であるため参照） 

5.2. Over-scoring 

チームが 50 点を超えた際、25 点に戻り競技は継続される。 

5.3. Misthrows 

誤投擲は以下に詳述される。 

• 投擲ミスはスキットルを倒さない投擲を差す。 
• 投擲ミスにより、チームは 0 点得られる。 
• 連続して 3 回の投擲ミスをした場合、チームはそのセットで 0 点を得てセット失格とな

る。 

5.4. Dropping the Mölkky 

投擲予定の選手が投擲域内で立っている際にモルックを落とした場合、どのような場合におい

ても「投擲ミス」と判断される。 

例外: 

• 地面からモルックを拾い上げた際に落としてしまった場合。 
• 選手同士もしくは審判から選手にモルックを手渡ししようとして落としてしまった場合。 
• モルックが一時的に地面に置かれた場合（選手同士もしくは審判から選手に渡すために置

かれる）。 

5.5. Exceeding time frame 

大会主催者から特定されない限り、以下のルールが適用される。 

同試合内で投擲時間が 2 回も延長になった場合、投擲は失行となる可能性がある（投擲ミス＝0
点）。 

（9.2 章「投擲の時間」を参照） 

5.6. Absence of a player 

試合の選手が何らかの理由で欠席もしくは投擲できない場合、その選手のその投擲は投擲ミス

と見なされる（0 点）。 
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5.7. 37-points rule  

チームが 37 点以上あって以下の違反を起こした場合（5.8~5.10）、点数は 25 点に戻される。

このとき、投擲ミスなおかつ 50 点オーバーと見なされて 25 点に戻る。 

5.8. Trespassing (walking over) 

投擲選手が投擲域を入場してから退場するまでの以下の事例は「踏み越え」と判断される。 

• モルッカーリを触るもしくは動かす（例外として角度の修正）。審判がいない場合、角度

の修正は事前に告知しなければならない。審判がいる場合、モルッカーリの角度修正は審

判のみが可能である。 
• モルッカーリの先の地面もしくは補助線を、体のいずれかの部分もしくは靴で触る。 

このルール違反を免れるには、投擲選手は投擲後にそのまま一歩後ろに下がることが勧められ

る。選手は後を向いて投擲域を退場しても良い。 

踏み越えは投擲ミスと判断される（0 点）。 

5.9. Wrong player sequence 

選手が順番外で投げてしまった際、投擲ミス（0 点）とみなされる。その後の投擲順は、正しい

選手が投擲したかのように継続される。（故に選手が 2 回続けて投げることもある）。 

5.10. Wrong team sequence 

チームが順番外で投げてしまった場合、得られた点数は無効とされ、ペナルティとして、その

チームの次の投擲は見送られ「投擲ミス、0 点」とされる。投擲順は、あたかも誰も投げていな

かったかのように再開される（本来投げるべきだったチームから再開）。 
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6. Fouls ファウル 

6.1. General 

ファウルは以下のように定義される: 
 
• フェアプレー精神に反する。 
• 審判の指示を無視。 
• 審判もしくは選手への攻撃。 

ファウルが行われた場合、審判がファウルを呼びかけ、理由を述べる。その後、警告もしくは

ペナルティを決定する。 

ファウルの重度によりペナルティが与えられる。特定の行動もしくは事前の警告やファウルに

重ねての行動においてもあり得る。 

激しい侮辱・試合操作・激しい攻撃のようなひどい不品行は、事前の予告なくその試合の負け

につながることもある。さらなる確認及び大会除名のようなペナルティの可能性もあるため、

大会主催者に報告される。 

6.2. Warning 警告 

次のファウルはペナルティになる、という予告である。チームそれぞれ、１ゲームにおいて 1
回のみである（試合外でもあり得る）。 

6.3. Penalties 

ファウルにより起こりうるペナルティは以下のようなものである； 

loss of throw: 投擲資格の喪失 

• 投擲選手が投擲中もしくはモルッカーリ内にいる時にファウルがあった場合、そのチーム

はそのとき得た投擲点数を失う。 
• それ以外の場合、チームは次の投擲資格を失う。 
• 両者とも投擲ミスと判断され、投擲ミスのルールに則る（5.3 章を参照）。 

loss of set:セット資格喪失 

• チームはそのセットを失う。（0 点：50 点になる） 

loss of game: ゲーム資格の喪失 

• そのチームはゲームを失う（0 点。どのセットも 0:50 点とされる。） 

disqualification:出場資格喪失 

• そのチームは大会から完全に退場となる。 
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7. Referees 

7.1. General 

大会においては、最低一人の主審判が必要であり、彼の決定は確定事項である。必要であれ

ば、複数の審判がいても良い。 

大会の開始前に、主審判（達）は選手に知らされなければならない。 

「審判が必ず正しい」という精神で競技が行われる。 

7.2. Games without referees 

競技は審判なしでも行われることもある。それぞれのチームは、ルール遵守の責任を負わなけ

ればならない。それぞれのチームは、ゲームがどのように審判されるかをゲーム開始前に協議

しなければならない。 

納得が得られない場合、主審判が呼ばれる。 
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8. Indoor  tournaments 

この章は、屋内大会に関する規定である。 

8.1. Style of throwing 

2.3 を参照。 

8.2. Size of the playing fields 

3.1 を参照。 

8.3. Additional possible rules for indoor playing fields 

3.5 を参照。 
 
 
9. Miscellaneous 

9.1. Mölkk-Out  

モルックアウトは、次のセットをどのチームから開始するかを決定する場合に、大会で使うこ

とができる競技の一種である。セットの一部ではないため、選手の投擲順は異なってもよい。 

スキットル 6, 4, 12, 10 と 8 が一列に、それぞれモルック一本ずつの距離を開けて置かれる。投

擲域からは通常の距離に置かれる（おおよそ 3.5m） 

• モルックアウト開始前に、審判から選手の投擲順が発表される 
• どのチームが最初に投げるかをコイントスで決めてもよい。 
• 3-4 人制の試合では、それぞれの選手が１回ずつ投げて良い。 
• 1-2 人制の試合では、それぞれの選手が 2 回ずつ投げて良い。 
• チームの投擲順は以下のようになる： 

最初の１投 A チーム、B チームが 2 投、A チーム 2 投、最後の投擲 A チーム。  
4 人制: A BB AA BB A 
3 人制: A BB AA B 
2 人制: A BB AA BB A 
1 人制: A BB A 

• 倒れたスキットルは元の位置に戻される。 
• 得られたポイントは通常通り合算される。 

より高い点数のチームが勝者となる。引き分けの場合、選手はそれぞれ再度投擲し、いずれか

のチームがより高い点数を得るまで決定される。 

Assembly for Mölkk-Out:  
 

3.5 m (± 0.1 m) 
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9.2. Time frame for throwing 

大会主催者から別個に定義されない場合、以下のルールが適用される。 

選手は投擲を 60 秒以内に済まさなければならない。 

選手らは自ら相手の投擲時間を測っても良いし、可能なら主審判や大会運営者の援助を借りて

も良い。 

選手が投擲時間を越えた場合、時間の警告が行われる。同じ試合内で再度投擲時間を越えた場

合、投擲失格（投擲ミス、0 点）の可能性が生じる。 
 

9.3. Time-out 

各セット 1 回ずつ、チームキャプテンは戦術などの為にタイムアウトを行って良い。タイムア

ウトの時間は、投擲時間に認められている時間の倍が最長の時間である。 
 

9.4. Change of equipment (e.g. Mölkky) 

主審判は、どのときにおいても、使用しているモルックを変更して良い。選手が試合中にモル

ックを変更して良いのは、モルックが壊れた場合のみであり、試合に参加しているチーム全て

が合意した場合のみである。違反はゲーム失格につながる（決断は主審判が担う）。 

9.5. Fair play 

フェアプレーの精神は競技に必須である。 

大会では良い雰囲気の下、フェアプレーが求められる。 

選手全員、お互いを尊重し、アルコール飲料は一般的な量にとどめるべきである。 

そうしていないと見なされた場合、主審判が警告し、結果として選手を退場させることもあ

る。 

投擲中はそれぞれのチームが集中できるよう、静かに観覧して下さい。 

9.6. Completeness of this Directive 

このルール集に未記載の内容は、大会主催者にゆだねられる。 
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10. Glossary  

 
Fault A playing fault like trespassing, misthrows, etc. 

In most cases, a fault leads to loss of points. 
(see chapter 5 “Faults”) 
 

Foul Misbehaviour, ignoring instructions of referees, etc. 
A foul may result in penalties, from warning to disqualification. 
(see chapter 6 “Fouls”) 
 

Game A game (can) consists of multiple sets. 
(see chapter 2.4 “Definition of the terms “game” and “set””) 
 

Misthrow Fault made during a throw 
(see chapter 5.3 “Misthrows”) 
 

Mölkkaari Frame, limiting the front boundary of throwing area  
(see chapter 2.1 “Assembly”) 
 

Mölkky In general: the game itself,  
  manufactured by “Tactic Games Oy”, Finland 
  registered trademark, owned by “Tactic Games Oy”, Finland 
In particular: the throwing skittle 
  (see chapter 2.1 “Assembly”) 
 

Set One set ends when one team reaches 50 points. 
(see chapter 2.4 “Definition of the terms “game” and “set””) 
 

Trespassing Walking over the Mölkkaari (also involves moving it with feet) 
(see chapter 5.8 “Trespassing (walking over)”) 
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11. List of revisions 

 
Date Subject 
2018-04-29 First issue 
2019-03-30 minor improvements (grammar & terms), 

new chapter “2.2 Definition of the term “Throw” 
extend chapter 2.6 with “the cases of a tie” and a 2nd example 
new chapter “3.2 Playing fields for training” 
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