
 
チームファイトタクティクス（TFT） 
グローバル・プレイヤー・ポリシー 

 
1. はじめに 

a. 本グローバル・プレイヤー・ポリシー（以下「本ポリシー」といいます）は、
チームファイトタクティクス（TFT）の公認競技（ライアットゲームズが主催す
る競技、中規模以上のコミュニティ競技会等）の基本的な運営について定めるも
のであり、かかる競技に参加するプレイヤーや主催者・事務局に適用されます。
本ポリシーは、主に、プレイヤーの参加資格、言動、及びスポーツマンシップに
したがった行動のお願いについて定めています。競技の主催者・事務局は、大会
ごとに本ポリシーを補完するルール（競技のフォーマット、賞金・賞品等）を定
めることができるものとします。 

2. 適用範囲 
a. 本ポリシーの定めは、すべての国や地域におけるTFT競技に適用されます。 
b. TFT競技へ参加するにあたっては、本ポリシーのほか、Legal Jibber Jabberポリ  
シー、TFT Community Guidelines、及びライアットゲームズのサービス規約にし  
たがって頂きます。 

c. 本ポリシーに違反した場合には、試合没収、競技失格、賞金・賞品の没収その他
のペナルティを受けることがあります。 

d. 本ポリシーの解釈にあたっては、日本語版は翻訳であり、英語版が優先するもの
とします。 

e. ライアットゲームズは、いつでもその裁量により本ポリシーを改定することがで
きるものとします。 

3. プレイヤーの参加資格 
a. プレイヤーは、競技へ参加することにより現地の法令に違反する結果となる場合
には、競技へ参加することができません。 

b. 居住条件 
i. 競技によっては、特定の地域・国に居住していることが参加条件とされる場

合があります。その場合、プレイヤーは、該当地域・国での競技に参加する
ためには、競技参加日の直近１年間以上は、当該地域・国に適法に居住して
いることが必要となります。 

ii. プレイヤーは、同時に２つ以上の地域や国の居住者として認められることは
ありません。プレイヤーが新たな地域に引っ越した場合、その後１年経過す
るまでは、以前の居住地の居住者とみなされます。 

iii. ライアットゲームズは、競技についての地域を地理的に以下の１２の地区に
分けており、各地区の居住条件は、以下の通りです： 
1 北米 

北米（NA）地区は、以下の国から構成されます： 
アメリカ合衆国、カナダ 

2 ラテンアメリカ 
ラテンアメリカ（LATAM）地区は、以下の国と地域から構成されます： 
すべてのカリブ海諸島、アルゼンチン、ベリーズ、ボリビア、コロンビア、コス

タリカ、エクアドル、エルサルバドル、仏領ギアナ、グアテマラ、ガイ
アナ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペ
ルー、スリナム、ウルグアイ、ベネズエラ 

3 ブラジル 
ブラジル地区は、以下の国から構成されます： 
ブラジル 

4 欧州 
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欧州（EU）地区は、以下の国と地域から構成されます： 
アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィ

ナ、ブルガリア、クロアチア、サイプラス（キプロス）、チェコ共和
国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリ
シャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、コソボ、
ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マケド
ニア、マルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェイ、ポーラ
ンド、ポルトガル、ルーマニア、サン・マリノ、セルビア、スロバキ
ア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、ヴァチカン
（教皇庁） 

5 ロシア 
ロシア（CIS）地区は、以下の国と地域から構成されます： 
アゼルバイジャン、アルメニア、ベラルーシ、ジョージア（グルジア）、カザフ

スタン、キルギス、モルドバ、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタ
ン、ウズベキスタン、ウクライナ 

6 中東・北アフリカ・インド 
中東、北アフリカ、インド（MENA&I）地区は、以下の国と地域から構成されま

す： 
アフガニスタン、アルジェリア、バーレーン、ジブチ、エジプト、イラク、イス

ラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、モ
ロッコ、オマーン、パキスタン、パレスチナ（国連オブザーバー国）、
カタール、サウジアラビア、ソマリア、スーダン、シリア、チュニジ
ア、アラブ首長国連邦（UAE）、西サハラ、イエメン 

7 トルコ 
トルコ地区は、以下の国から構成されます： 
トルコ 

8 オセアニア 
オセアニア（OCE）地区は、以下の国と地域から構成されます： 
オーストラリア、ニュージーランド、グアム、ニューカレドニア、仏領ポリネシ

ア、フィジー、北マリアナ諸島連邦 
9 韓国 

韓国地区は、以下の国から構成されます： 
大韓民国 

10 東南アジア 
東南アジア地区は、以下の国や地域から構成されます： 
チャイニーズタイペイ、香港、インドネシア、マカオ、マレーシア、フィリピ

ン、シンガポール、タイ、ベトナム 
11 中国 

中国地区は、以下の国や地域から構成されます： 
中華人民共和国 

12 日本 
日本地区は、以下の国から構成されます： 
日本国 

13 その他の国・地域 
上記に含まれない国や地域に居住するプレイヤーは、最寄りのライアットゲーム

ズ支部へご連絡のうえ、競技への参加登録について指示を仰いで下さ
い。 

iv. 併合地区 
競技によっては、複数の地区を併せて一つの地区として行われることがあります。そ

の場合、プレイヤーは、併合された地区を構成するいずれかの地区における
参加資格を満たしている必要があります。 
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v. ライアットゲームズは、いつでもその裁量により競技を行う地区を追加、変
更、削除し、各プレイヤーが参加することのできる地区を変更することがで
きるものとします。 

vi. 居住証明 
1 ライアットゲームズは、競技大会の開始前、開催中、又は終了後に、プレ
イヤーに居住証明を求めることがあります。プレイヤーは、自らの居住資
格を証明する政府が発行した書面（例：運転免許証）を最寄りのライアッ
トゲームズ支部へ提出するものとします。 

- なお、未成年者は、(i)出生証明等、自らと親権者等の法定代理人との関係を証明 
する書面を提出した上で、(ii)親権者等の法定代理人についての居住証明
書類を提出することで、居住要件を証明することができます。 

2 ライアットゲームズは、その裁量により、地区ごとに居住証明のための追
加又は別の要件を定めることができます。 

c. 最低年齢 
i. TFT競技に参加することができる最低年齢は、以下の２つの要件をともに満

たすことを条件として、各地区において決定されるものとします。 
- 最低年齢は13歳未満であってはならない 
- 最低年齢は当該地区におけるTFTのゲームレーティング年齢を下回ってはならない 

ii. それぞれの国や地域の法令において成年に達していないプレイヤーがTFT競
技に参加するには、親権者等の承諾を得る必要があります。 

d. 参加資格のないプレイヤー 
i. TFT競技の開始時点もしくは競技期間中にRiot Games, Inc.（RGI）又はその  

関係会社の従業員である者は、参加することができません。 
ii. さらに、第三者により運営される競技については、競技を運営する法人及び

その親会社、ならびにそれらの関係会社、代理人、職業アドバイザー、広告
代理店の役員・従業員やそれぞれの家族も競技に参加したり、賞金・賞品を
獲得したり、その配分を受けたりすることはできません。 

iii. ライアットゲームズのeスポーツにおいて競技参加を禁止されているプレイ
ヤーも、公認TFT競技に参加することができません。 

e. 追加ルール 
競技によっては、追加の参加資格要件を定めることがあります。その場合、当該競技に特

有の参加資格要件が定められます。本ポリシーとかかる追加ルールとの間に齟齬
がある場合には、本ポリシーの定めが優先します。 

4. プレイヤーアカウント 
a. プレイヤーは、競技参加中は、複数のアカウントを使用してはならないものとし
ます。 

b. 他人を侮辱したり、名誉を棄損したり、その他不適切な単語や文章が含まれたア
カウント名を使用してはならないものとします。 

c. 同じアカウント名を使用する複数のプレイヤーが同一の競技に同時期にエント
リーした場合、当該プレイヤーらは競技の運営者と協力して、協議により解決す
るものとします。協議により解決できない場合は、当該アカウント名は使用禁止
とし、双方のプレイヤーがアカウント名を変更するものとします。 

d. ライアットゲームズは、理由を問わず、特定のアカウント名の使用を禁止し、無
効とすることができるものとします。 

5. スポンサー 
a. 競技参加者は、ブランドや企業とスポンサー契約を締結することができ、本第5
条の定めを遵守する限り、TFT競技参加中、スポンサー名を表示することができ
ます。 

b. 禁止事項 
競技参加者は、「禁止スポンサーカテゴリー」に該当する事業のブランドをスポンサーと

することは禁止されます。 
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禁止スポンサーカテゴリー 
- 他社のビデオゲーム、他のビデオゲーム開発・提供会社 
- コンソールゲーム機 
- eスポーツその他のビデオゲーム競技、リーグ、イベント 
- eスポーツチーム、チームオーナーその関係会社 
- 処方箋薬（非市販薬） 
- 火器類、弾薬、武器付属品 
- ポルノ及びポルノ関連製品 
- たばこ製品及び関連する道具 
- 賭博・ギャンブル関連サービス及び関連会社（ブックメーカー及び賭博サイ
ト） 

- 販売や使用が法令の規制対象となっているアルコール製品（アルコール製造
会社の製造するノンアルコール製品を含みます）その他の酩酊性製品 

- 偽造又は違法と分かっているヴァーチャル商品の販売ないしマーケットプ
レース（市場） 

- ライアットゲームズのサービス規約に違反する商品やサービスの販売ないし
マーケットプレース（市場） 

- ファンタジーeスポーツ運営会社（daily fantasyを含みます） 
- 政治的キャンペーン又は政治活動 
- 特定の宗教・政治的信条を支持し、又は定評があるとは言えない慈善事業
（定評ある慈善事業の例としては、赤十字、Stand-Up to Cancerその他の主  
流の慈善事業を挙げられます） 

- 暗号通貨その他の規制外で発行・取引される金融商品又はその市場 
c. 服装 

プレイヤーは、ロゴ、記章又は宣伝文字を複数付けた服の着用が認められます。ライアッ
トゲームズは、以下のような好ましくない、又は不快な服装をいつでも禁止する
ことができるものとします。ライアットゲームズは、上記の服装ルールを遵守し
ないプレイヤーの試合への参加を拒絶し、又は試合からの退場を求めることがで
きるものとします。 
1 ライアットの裁量により不適切とみなされた、商品やサービスについての

虚偽や根拠を欠いた宣伝やクチコミ広告を表示するもの 
2 禁止スポンサーカテゴリーに該当する事業のブランドを宣伝するもの 
3 富くじ、ギャンブルを幇助・宣伝する会社、サービスもしくは商品等、競

技地区のいずれかにおいて違法とされている行為を構成し、又はこれに関
連する表現を含むもの 

4 中傷的、猥褻、冒涜的、俗悪、不快もしくは攻撃的な内容を含むもの、体
内の機能や体内の状態に起因する症状を表すもしくは描写する表現、又は
社会的に不適切な話題とみなされている事柄に言及する表現を含むもの 

5 権利者の同意なく使用され、又は権利侵害や不正使用、不正競争といった
主張や請求に発展する可能性のあるかたちで、商標、著作権で保護される
創作物その他の知的財産の構成要素を使用したもの 

6 対戦相手その他の人、法人もしくは商品を誹謗中傷し、又は名誉を棄損す
るもの 

d. プロチーム 
プレイヤーは、「プロeスポーツチーム」その他のeスポーツ関連団体と所属契約を締結す

ることができるものとします。かかる契約も、プレイヤーのスポンサー契約とし
て扱われるものであり、本条の定めを遵守する必要があります。 

6. プレイヤーの行動規則 
a. TFT競技に参加する者は、以下のルールを遵守することが求められます。参加者
は以下のルールを読み、理解して下さい。 

b. 無気力競技の禁止 
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プレイヤーは、ライアットゲームズのゲームにおいては常に全力を尽くすことが
求められ、スポーツマンシップ、誠実、フェアプレイといった理念に反する行為
は禁止されます。 

c. アンフェアなプレイ 
i. プレイヤーは、以下に定めるアンフェアなプレイをすることを禁止されま
す。 

ii. 共謀 
他のプレイヤーを不利な状況にするために、２人以上のプレイヤーが示し合わせるこ

とをいいます。ここには、競技外で同じeスポーツ団体やその関連団体に所
属するプレイヤー間で行われるものが含まれます。例えば、以下のような行
為です。 
1 手抜きプレイ：試合で攻撃しない、遅らせるといった競技の原則に反す
る合意を２人以上のプレイヤーがすること 

2 事前合意：賞金や賞品を分け合うことを事前に合意しておくこと（競技
ルールで別途認められている場合を除きます） 

3 隠しサイン：プレイヤーと共犯者との間で電子的その他のシグナルでや
りとりすること 

iii. ハッキング 
プレイヤーやその関係者が、ライアットゲームズのゲームクライアントのシステムに

無断で変更を加えることをいいます。 
iv. 脆弱性の利用 

ゲーム内のバグを意図的に有利に利用することをいいます。そこには購入アイテムの
不具合、チャンピオンのパフォーマンス能力の異常等、ライアットがその裁
量により想定通りに機能していないと判断した不具合を利用する行為が含ま
れます。 

v. 観客用モニター 
競技中に観客用モニターを見たり、見ようとしたりする行為をいいます。 

vi. なりすまし行為 
別のプレイヤーのアカウントを使用してのプレイ、誰かを他のプレイヤーのアカウン

トを使用してプレイするよう勧誘、誘導、奨励、又は指示する行為をいいま
す。さらに、プレイヤーは、競技中、他者からアドバイスをもらうことはで
きません。 

vii. ギャンブルとの連携 
プレイヤーも、ライアットゲームズの担当者も、直接又は間接に、TFTのゲーム、試

合、競技の結果について賭けごとやギャンブルをする行為に関与してはなら
ないものとします。 

viii. 試合への関与 
プレイヤーは、法令や本ポリシーで禁止される方法で、ゲームや試合の結果に影響を

与えるような申し出、合意、共謀又は試みを行ってはならないものとしま
す。 

ix. 賄賂 
プレイヤーは、対戦相手を倒す（倒そうとする）ことや、試合やゲームに負けたり結

果を仕組むこと等について、競技に関して約束され、又は提供される贈答品
や報酬、対価を受領してはならないものとします。このルールの唯一の例外
は、チームの公式スポンサーやオーナーから支払われる成果ベースの報酬だ
けです。 

x. 認可されていない機器 
1 不正な機器やプログラムを使用することは禁止されています。 
2 アドオン（拡張機能） 

アドオンは、別途個別トーナメントのルールで禁止されている場合を除き、不正
な機器とはみなされず、オンラインでのトーナメントで使用することが
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できます。 
xi. 意図的な切断 

適正かつ明確な理由なく、意図的にオンライン接続を切断することをいいます。 
xii. スポーツマンシップに反する行為 

その他、競技の競争性を損なったり、本ポリシー等ライアットゲームズが設けた競技
基準に違反したりするあらゆる行為（作為・不作為）や振る舞いをいいま
す。 

d. 倫理に反する振る舞い 
i. 敵意のある行為 

1 罵倒・ヘイトスピーチ 
プレイヤーは、試合会場やその付近では、いかなる時も、猥褻、下品、乱暴、侮辱

的、脅迫的、口汚い、誹謗中傷、名誉棄損その他攻撃的又は好ましくない
言葉を使ってはならないものとし、また憎悪や差別を助長する行為を行っ
てはならないものとします。プレイヤーは、ライアットゲームズやその業
務委託先から提供され、又は利用を許可された機器、備品、サービスを、
かかる禁止された言葉を書き込んだり、送ったり、広めたり、公開したり
するために使用してはならないものとします。 

2 粗野な振る舞い・侮辱的言動 
プレイヤーは、対戦相手のプレイヤー、ファン又は運営関係者に対して、侮辱的

だったり、馬鹿にしたり、攻撃的だったり、敵対的だったりする行為を
行ったり、しぐさを向けたりしてはならず、また他者をしてこれをさせる
ように仕向けてはならないものとします。 

3 攻撃的・侮辱的な振る舞い 
ライアットゲームズの担当者、対戦相手のプレイヤー又は観客への攻撃的・侮辱的

な振る舞いは許されません。他のプレイヤーの身体やコンピューター、持
ち物に触れる、といったエチケット違反の行為を繰り返した場合には、ペ
ナルティが科されます。プレイヤー及びその同伴者は、試合に参加してい
る人々に対し敬意をもって接しなければなりません。 

4 ハラスメント（嫌がらせ） 
ハラスメントは禁じられています。ハラスメントとは、個人を孤立もしくは排斥す

る又は個人の尊厳に影響を与える意図で、相当な期間に渡り、体系的、敵
対的かつ反復して行われる行為をいいます（一度きりの行為であっても度
を超えていれば当てはまります）。 

5 セクシャル・ハラスメント（性的嫌がらせ） 
セクシャル・ハラスメントも禁じられています。セクシャル・ハラスメントとは、

不快な性的誘いかけを指します。通常の人であればかかる行為を望ましく
ないあるいは不快であるとみなすか否か、によって判断されます。性的な
脅迫、強制又は性的な行為と引き換えに利益を約束することは一切容認さ
れません。 

6 差別・中傷　 
プレイヤーは、人種、肌の色、民族、国・社会的出自、性別、言語、宗教、政治的

信条その他の信条、財政状態、出生その他の立場、性的指向、その他の理
由により、軽蔑、差別又は中傷するような言動を行い、国、個人又は団体
の尊厳や品位を失わせてはならないものとします。 

7 名誉を棄損する発言 
プレイヤーは、競技もしくは競技関係者の評判を傷つけ、又はライアットゲームズ

やその関係会社、もしくはTFTの利益を害し又は悪影響を与えるとライ
アットゲームズがその裁量により判断する発言をしたり、推奨・支持した
りしてはならないものとします。 

8 犯罪行為 
プレイヤーは、判例法、制定法、又は条約によって禁止され、裁判所において有罪
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となる恐れがあると合理的にみなされる行為を、一切行ってはならないも
のとします。 

9 不道徳行為 
プレイヤーは、不道徳、破廉恥、又は適切な倫理的言動の慣習的な基準に反すると

ライアットゲームズがみなす行為を行ってはならないものとします。 
ii. 運用上の非行 

1 スタジオ妨害 
ライブイベントにおいては、プレイヤーはライト、カメラその他のスタジオ設備に

触れてはならないものとします。プレイヤーは、椅子やテーブルその他の
スタジオ設備の上に立ってはならないもものとします。プレイヤーは、ラ
イアットゲームズの現場担当者の指示に従うものとします。 

2 禁止されたコミュニケーション 
ライブイベントにおいては、すべての携帯電話、タブレットあるいはその他の音声

認識及び、又は音の鳴る電子機器をゲームの開始前にプレイエリアから排
除しなくてはなりません。プレイヤーはプレイエリアではEメールやテキ
ストメッセージ、SNSを使用することができません。 

3 身分の秘匿 
プレイヤーは、ライアットゲームズの担当者に対し、自らの身分を秘匿することは

できません。ライアットゲームズの担当者は、プレイヤーの身分を隠した
り、他のプレイヤーやライアットゲームズの担当者の注意をそらしたりす
るものを排除するように指示することができます。 

4 守秘義務 
プレイヤーは、ライアットゲームズ又はその関係会社から、ソーシャルメディア等

手段を問わず開示を受けた非公開情報を、第三者へ開示してはならないも
のとします。 

5 指示 
プレイヤーは、ライアットゲームズの担当者の指示や決定に従うものとし、これを

拒絶することはできません。 
6 その他 

競技期間中を通じ、ライアットゲームズの担当者より書類その他必要なものの提出
や携行が求められる場合があります。ライアットゲームズが求める書類を
ライアットゲームズの定める基準を満たすかたちで完成させないプレイ
ヤーは、ペナルティを受ける場合があります。ペナルティは、求められた
書類等が期限までに記入・提出されない場合に課されます。 

7. ペナルティ・調査 
a. 違反 

ライアットゲームズにおいて、プレイヤーが本ポリシー、TFT Community Guidelines、  
サービス規約その他のTFTに関するルールに違反したと判断した場合、ライアット
ゲームズは、以下に定めるペナルティを科すことができるものとします。ライアッ
トゲームズ担当者が調査に関して協議するためにプレイヤーへ連絡した場合、当該
プレイヤーは、真実を告げる義務を負うものとします。プレイヤーが情報を秘匿
し、又はライアットゲームズ担当者を誤導し、調査を妨害した場合、プレイヤーは
罰せられるものとします。 

b. ペナルティ 
i. 上記のルールのいずれかにプレイヤーが違反したことが判明した場合、ライ

アットゲームズは以下のペナルティを科すことができます。 
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1 口頭での警告 
2 罰金もしくは賞金の没収、又はその両方 
3 ゲームの没収 
4 試合の没収 
5 出場一時停止 
6 出場資格はく奪 
7 上記のいずれかの組み合わせ 

ii. 基本的なペナルティの詳細については、Global Penalty Index（GPI）に定め  
があります。ライアットゲームズは、その裁量により、GPIに定めるペナル
ティを変更し、又はGPIの定めよりも重いペナルティを科すことができるも
のとします。GPIの英語版については、こちらをご覧下さい。 

c. 公表する権利 
ライアットゲームズは、プレイヤーがペナルティを受けたことを公表し、出場資格のないプ

レイヤーの公式記録を保持することができるものとします。 
8. ルールの意図 

a. 最終決定 
現地法で明示的に禁止されている場合を除き、本ポリシーの定めの解釈、プレイヤーの参加

資格、非行に対するペナルティに関する決定はライアットゲームズが行うものと
し、その決定は最終的なものとします。本ポリシーに関するライアットゲームズの
決定については、異議を申し立てることができず、損害賠償請求その他の請求を行
うこともできないものとします。 

b. ルール変更 
本ポリシーは、TFT競技におけるフェアプレイ及び競争性を確保するために、適宜、ライ

アットゲームズが変更・補足することができるものとします。 
c. ライアットゲームズの最善の利益 

ライアットゲームズの担当者は、常に、ライアットゲームズにとっての最善の利益を保つた
めの権限に基づき行為することができるものとします。この権限は、この書面に具
体的な文言がないことをもって制約されることはありません。ライアットゲームズ
の担当者は、ライアットゲームズの最善の利益にそぐわない行為を行うものに対し
て、その裁量によりあらゆる処罰を加えることもできるものとします。 

 
以上 
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