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UCI Testing & Investigations Regulations
UCI検査およびドーピング捜査に関する規則
The UCI Testing & Investigations Regulations (“UCI TIR”) are
mandatory regulations supplementing the UCI Anti-Doping
Regulations (“UCI ADR”), in particular articles 5 and 6 of the
UCI ADR.
UCI検査およびドーピング捜査に関する規則 （ “UCI TIR” ）」は，
UCIアンチ・ドーピング規則 (“UCI ADR”)の特に第5章および第6
章を補完する義務的な規則である．
The UCI TIR comes into effect on 1 January 2015.
UCI TIRは2015年1月1日に発効する．
The official text of the UCI TIR shall be maintained by UCI and
shall be published in English and French. In the Event of any
conflict between the English and French versions, the English
version shall prevail.
UCI TIRの正文は，UCIが維持するものとし，英語版およびフラ
ンス語版にて公表されるものとする．英語版およびフランス語
版との間に矛盾が生じた場合には，英語版が優先するものとす
る．
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PART ONE: INTRODUCTION, UCI ANTI-DOPING REGULATIONS
PROVISIONS AND DEFINITIONS
第1部： 序論，UCIアンチ･ドーピング規則条項および定義
1.0 Introduction and scope
序論および適用範囲
The UCI Testing & Investigations Regulations (UCI TIR) are mandatory regulations supplementing
the UCI Anti-Doping Regulations (UCI ADR), in particular UCI ADR Articles 5 and 6.
UCI検査およびドーピング捜査に関する規則（“UCI TIR”）」は，UCIアンチ・ドーピング規則(“UCI ADR”)の特
に第5章および第6章を補完する義務的な規則である．
The first purpose of the UCI TIR is to plan for intelligent and effective Testing, both In-Competition
and Out-of-Competition, and to maintain the integrity and identity of the Samples collected from the
point the Rider is notified of the test to the point the Samples are delivered to the laboratory for
analysis. To that end, the UCI TIR (including its Annexes) establishes mandatory standards for
whereabouts information, notification of Riders, preparing for and conducting Sample collection,
security/post-test administration of Samples and documentation, and transport of Samples to
laboratories for analysis.
UCI TIRの第１の目的は，競技会（時）および競技会外両方における知的で，効果的な検査の計画を立て
ることであり，競技者が検査を通知された時点から検体が分析のために研究所に配達される時点までの
採取された検体の完全性と同一性を維持するためである．その目的のために，（その付属書を含む）UCI
TIRは，居所情報，競技者への通知，検体採取の実施およびその準備，検体と書類のセキュリティ/検査
後の管理，および検査のための検体の研究所への輸送のために，義務的な標準を設定する．
The second purpose of the UCI TIR is to establish standards for the efficient and effective gathering,
assessment and use of anti-doping intelligence and for the efficient and effective conduct of
investigations into possible anti-doping rule violations.
UCI TIRの2番目の目的は，アンチ・ドーピング情報の効率的で効果的な収集，評価および利用のために，
そして潜在的アンチ・ドーピング規則違反捜査の効率的で効果的な指導のための標準を設定することで
ある．
Like the UCI ADR, the UCI TIR has been drafted giving due consideration to the principles of respect
for human rights, proportionality, and other applicable legal principles. It shall be interpreted and
applied in that light.
UCI ADRのように，UCI TIRは，人権，均衡の原則および他の適用可能な法律原則の尊重に適当な考慮
を払って立案されている．それはその観点により解釈され，適用される．
Terms used in this UCI TIR that are defined terms from the UCI ADR are written in italics. Terms
that are defined in this UCI TIR are underlined.
UCI ADRにおいて定義された用語であるこのUCI TIRにおいて使用される用語は，イタリック体で表され
る．このUCI TIRにおいて定義される用語は下線を引かれる．

2.0 UCI ADR provisions
UCI ADR条項
The following articles in the 2015 UCI ADR are directly relevant to the UCI TIR.
2015年版UCI ADRにおける以下の条項はUCI TIRに直接関連している．
UCI ADR Article 2 Anti-Doping Rule Violations
UCI ADR 第2条 アンチ･ドーピング規則違反
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The purpose of Article 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute anti-doping
rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one or more of
these specific rules have been violated.
第2条は，アンチ・ドーピング規則違反が成立する状況および行為を明記することを目的とする．ドーピン
グ事案の聴聞会は，一または二以上のこれらの個別の規則に対する違反の主張に基づき開始されること
になる．
Riders or other Persons shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping rule
violation and the substances and methods which have been included on the Prohibited List.
競技者またはその他の人は，アンチ・ドーピング規則違反の構成要件，禁止表に掲げられた物質および
方法を知る責任を負わなければならない．
The following constitute anti-doping rule violations:
次に掲げる事項が，アンチ・ドーピング規則違反を構成する．
2.1

Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Rider’s Sample
競技者の検体に，禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーが存在すること

[…]
2.2

Use or Attempted Use by a Rider of a Prohibited Substance or a Prohibited Method
競技者が禁止物質もしくは禁止方法を使用することまたはその使用を企てること

[…]
2.3

Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection
検体の採取の回避，拒否または不履行

Evading Sample collection, or without compelling justification refusing or failing to submit to Sample
collection after notification as authorized in these Anti-Doping Rules or other applicable anti-doping
rules.
当アンチ･ドーピング規則あるいは適用されるアンチ・ドーピング規則において定められた通告を受けた後
に，検体の採取を回避し，または，やむを得ない理由によることなく検体の採取を拒否しもしくはこれを履
行しないこと．
[Comment to Article 2.3: For example, it would be an anti-doping rule violation of “evading Sample
collection” if it were established that a Rider was deliberately avoiding a Doping Control official to
evade notification or Testing. A violation of “failing to submit to Sample collection” may be based on
either intentional or negligent conduct of the Rider, while "evading" or “refusing” Sample collection
contemplates intentional conduct by the Rider.]
［第2.3項の解説：例えば，競技者が，通告または検査を回避するために，ドーピング・コントロール役職員
を意図的に避けていたことが証明された場合には，当該行為はアンチ・ドーピング規則における「検体の
採取の回避」の違反となる．「検体採取の不履行」という違反は競技者の意図的なまたは過誤による行為
に基づくが，検体採取の「回避」または「拒否」の場合には競技者の意図的な行為に基づく．］

2.4

Whereabouts Failures
居場所情報関連義務違反

Any combination of three Missed Tests and/or Filing Failures, as defined in the International
Standard for Testing and Investigations and the UCI Testing & Investigations Regulations, within a
twelve-month period by a Rider in a Registered Testing Pool.
検査対象者登録リストに含まれる競技者による12ヶ月間の期間内における，「検査およびドーピング捜査
に関する国際基準」およびUCI検査およびドーピング捜査に関する規則に定義されたとおりの3回の検査
未了および／または提出義務違反の組み合わせ．
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2.5

Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping Control
ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し，または不当な改変を企てること

Conduct which subverts the Doping Control process but which would not otherwise be included in
the definition of Prohibited Methods. Tampering shall include, without limitation, intentionally
interfering or attempting to interfere with a Doping Control official, providing fraudulent information
to an Anti-Doping Organization, or intimidating or attempting to intimidate a potential Witness.
ドーピング・コントロールの過程を妨害するものの，別途禁止方法の定義には含まれない行為．不当な改
変とは，ドーピング・コントロール役職員を意図的に妨害しもしくはこれを妨害しようと企てること，アンチ・ド
ーピング機関に虚偽の情報を提供すること，または，潜在的な証人を脅かしもしくは脅かすことを企てるこ
とを含むが，これに限らない．
[Comment to Article 2.5: For example, this Article would prohibit altering identification numbers on a
Doping Control form during Testing, breaking the B bottle at the time of B Sample analysis, or altering
a Sample by the addition of a foreign substance. Offensive conduct towards a Doping Control official
or other Person involved in Doping Control which does not otherwise constitute Tampering shall be
addressed in the disciplinary rules of sport organizations.]
［第2.5項の解説：本項は，例えば，検査対応中に，ドーピング・コントロール関連文書の識別番号を改変
することや，B検体の分析時にBボトルを破損させること，または，異物を追加することにより検体を改変す

ること等が挙げられる．ドーピング・コントロール役職員その他ドーピング・コントロールに携わる人に対す
る攻撃的な行為のうち，別途不当な改変を構成しない行為についても，各スポーツ団体の懲戒規則にお
いてこれを取り扱わなければならない．］

2.6

Possession of a Prohibited Substance or a Prohibited Method
禁止物質または禁止方法を保有すること

[…]
2.7

Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance or Prohibited Method
禁止物質もしくは禁止方法の不正取引を実行し，または，不正取引を企てること

[…]
2.8

Administration or Attempted Administration to any Rider In-Competition of any
Prohibited Substance or Prohibited Method, or Administration or Attempted
Administration to any Rider Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any
Prohibited Method that is prohibited Out-of-Competition
競技会（時）において，競技者に対して禁止物質もしくは禁止方法を投与すること，もしくは投与を
企てること，または，競技会外において，競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質もしく
は禁止方法を投与すること，もしくは投与を企てること．

2.9

Complicity
違反関与

Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of intentional
complicity involving an anti-doping rule violation, Attempted anti-doping rule violation or violation of
Article 10.12.1 by another Person.
他の人によるアンチ・ドーピング規則違反，アンチ･ドーピング規則違反の企て，または第10.12.1項の違
反に関する，支援，助長，援助，教唆，共謀，隠蔽，またはその他のあらゆる違反への意図的な関与．
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2.10 Prohibited Association
特定の対象者との関わりの禁止
Association by a Rider or other Person subject to the authority of an Anti-Doping Organization in a
professional or sport-related capacity with any Rider Support Person who:
アンチ・ドーピング機関の管轄に服する競技者またはその他の人による，職務上またはスポーツと関連す
る立場での以下の事項に該当するサポートスタッフとの関わり．
2.10.1 If subject to the authority of an Anti-Doping Organization, is serving a period of Ineligibility; or
アンチ・ドーピング機関の管轄に服するサポートスタッフであって，資格停止期間中であるもの．
2.10.2 If not subject to the authority of an Anti-Doping Organization and where Ineligibility has not
been addressed in a results management process pursuant to the Code, has been convicted or
found in a criminal, disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct which would
have constituted a violation of anti-doping rules if Code-compliant rules had been applicable to such
Person. The disqualifying status of such Person shall be in force for the longer of six years from the
criminal, professional or disciplinary decision or the duration of the criminal, disciplinary or
professional sanction imposed; or
アンチ・ドーピング機関の管轄に服しておらず，本規程に基づく結果の管理過程において資格停止の問題
が取り扱われていないサポートスタッフであって，仮にかかる人に本規程に準拠した規則が適用されたな
らばアンチ・ドーピング規則違反を構成したであろう行為について，刑事手続，懲戒手続もしくは職務上の
手続において有罪判決を受け，または，かかる事実が認定されたもの．かかる人の関わりが禁止される
状態は，刑事，職務上もしくは懲戒の決定から6年間または課された刑事，懲戒もしくは職務上の制裁措
置の存続期間のいずれか長い方の期間，有効とする．または，
2.10.3 Is serving as a front or intermediary for an individual described in Article 2.10.1 or 2.10.2.
第2.10.1項または第2.10.2項に記載される個人のための窓口または仲介者として行動しているサポート
スタッフ．
[…]

UCI ADR Article 5 Testing and Investigations
UCI ADR 第5条 検査およびドーピング捜査
5.1

Purpose of Testing and Investigations
検査およびドーピング捜査の目的

Testing and investigations shall only be undertaken for anti-doping purposes.
検査およびドーピング捜査は，専らアンチ・ドーピングの目的でのみ行われるものとする．
5.1.1 Testing shall be undertaken to obtain analytical evidence as to the Rider’s compliance (or noncompliance) with the strict prohibition on the presence/Use of a Prohibited Substance or Prohibited
Method.
検査は，禁止物質または禁止方法の存在／使用の厳格な禁止に対する，競技者の遵守（または非遵守）
に関する分析証拠を得るために行われるものとする．
5.1.2 Investigations shall be undertaken:
ドーピング捜査は以下のとおり行われる．
(a) in relation to Atypical Findings and Adverse Passport Findings, in accordance with Articles 7.4
and 7.5 respectively, gathering intelligence or evidence (including, in particular, analytical evidence)
in order to determine whether an anti-doping rule violation has occurred under Article 2.1 and/or
Article 2.2; and
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非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告に関連して，第7.4
項および第7.5項にそれぞれ従い，第2.1項および／または第2.2項に基づきアンチ・ドーピング規則違反
が発生したかを判定するためにインテリジェンスまたは証拠（特に分析的証拠を含む）を収集する目的で
行われる．
(b) in relation to other indications of potential anti-doping rule violations, in accordance with Articles
7.6 and 7.7, gathering intelligence or evidence (including, in particular, non-analytical evidence) in
order to determine whether an anti-doping rule violation has occurred under any of Articles 2.2 to
2.10.
その他のアンチ・ドーピング規則違反となりうる事項に関連して，第7.6項および第7.7項にそれぞれに従
い，第2.2項乃至第2.10項のいずれかの条項に基づきアンチ・ドーピング規則違反が発生したか判定する
ためにインテリジェンスまたは証拠（特に非分析的証拠を含む）を収集する目的で行われる．

5.2

Scope of Testing
検査の範囲

Any Rider may be required to provide a Sample at any time and at any place by the UCI or any other
Anti-Doping Organization with Testing authority over him or her.
いかなる競技者も，当該競技者に対し検査権限を有するUCIあるいは他のアンチ・ドーピング機関により，
時期と場所を問わず，検体の提出を義務づけられることがある．
Subject to the jurisdictional limitations for Event Testing set out in Article 5.3:
第5.3項に定める競技大会時の検査の管轄制限を条件として，以下のとおりとする．
5.2.1 The UCI shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing authority over all Riders
who are subject to its rules as defined in the Introduction of these Anti-Doping Rules.
UCIは，このアンチ･ドーピング規則の序論に明示される規則を条件として，すべての競技者に対し，競技
会（時）検査権限および競技会外の検査権限を有するものとする．
5.2.2 WADA shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing authority to conduct Testing,
in exceptional circumstances, on its own initiative or as requested by the UCI.
WADAは，例外的な状況において，それ自身が主導するまたはUCIの要求により，競技会（時）検査権限
および競技会外の検査権限を有する．
[Comment to Article 5.2.2: WADA is not a Testing agency, but it reserves in Article 20.7.8 of the
Code the right, in exceptional circumstances, to conduct its own tests where requested by AntiDoping Organizations. Pursuant to the Comment to Article 20.7.8 of the Code, WADA is not a Testing
agency, but it reserves the right, in exceptional circumstances, to conduct its own tests where
problems have been brought to the attention of the relevant Anti-Doping Organization and have not
been satisfactorily addressed.].
［第5.2.2項の解説：WADAは検査機関ではないが，アンチ･ドーピング機関によって要求される例外的な
状況においてWADAによる検査を実施する権利を世界アンチ･ドーピング規程の第 20.7.8条の中に留保
する．規程第20.7.8条の解説に従い，WADAは検査機関ではないが，案件が関連したアンチ･ドーピング
機関の注意を引き，満足ゆくように対処されなかった場合に，WADAによる検査を実施するために，例外
的な状況における権利を留保する．］
5.2.3 The UCI may test any Rider over whom it has Testing authority who has not retired, including
Riders serving a period of Ineligibility.
UCIは，資格停止の期間に服する競技者を含む隠退をしていない者で，検査権限を有するいかなる競技
者に対しても検査をすることができる．
5.2.4 If the UCI delegates or contracts any part of Testing to a National Anti-Doping Organization
(directly or through a National Federation), that National Anti-Doping Organization may collect
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additional Samples or direct the laboratory to perform additional types of analysis at the National
Anti-Doping Organization’s expense. If additional Samples are collected or additional types of
analysis are performed, the UCI shall be notified. The responsibility for results management in either
case shall be as set forth in Article 7.1.
UCIが検査の一部を（直接または国内競技連盟を経由して）国内アンチ・ドーピング機関に委託，または，
請け負わせる場合には，当該国内アンチ・ドーピング機関は，追加の検体を採取し，もしくは国内アンチ・
ドーピング機関の費用負担において追加の種類の分析を行うよう分析機関に指示を与えることができる．
追加の検体が採取され，または，追加の種類の分析が行われた場合には，UCIはその旨の通知を受ける
ものとする．どちらの場合においても結果管理の責任は，第7.1条に記述されるとおりである．
[Comment to Article 5.2: Additional authority to conduct Testing may be conferred by means of
bilateral or multilateral agreements among Signatories. Unless the Rider has identified a 60-minute
Testing window during the following-described time period, or otherwise consented to Testing during
that period, before Testing a Rider between the hours of 11:00 p.m. and 6:00 a.m., an Anti-Doping
Organization should have serious and specific suspicion that the Rider may be engaged in doping.
A challenge to whether an Anti-Doping Organization had sufficient suspicion for Testing during this
time period shall not be a defense to an anti-doping rule violation based on such test or attempted
test.]
［第5.2項の解説：署名当事者の間の二者間または多数当事者間合意の方法により，検査を実施する追
加権限が付与されることがある．競技者が，以下に規定する時間内に60分間の検査時間枠を特定しない
限り，または，別途当該時間内に検査を受けることに同意しない限り，アンチ・ドーピング機関は，午後 11
時から午前6時までの間に競技者に検査を実施するのに先立ち，当該競技者がドーピングを行った旨の

重大かつ具体的な疑義を有するべきである．アンチ･ドーピング機関が当該時間内に検査を実施するにあ
たり十分な疑義を有していなかったのではないかという反論は，当該検査または検査の企てに基づくアン
チ・ドーピング規則違反に対する抗弁とはならないものとする．］

5.3

Event Testing

競技大会時の検査
5.3.1 Except as otherwise provided below, only a single organization should be responsible for
initiating and directing Testing at Event Venues during an Event Period.
別途下記に定める場合を除き，単一の機関のみが，競技大会の期間の間に競技大会会場において検査
を主導し，指示することにつき責任を負うべきである．
At UCI International Events, the collection of Samples shall be initiated and directed by the UCI.
UCI国際競技大会では，検体の採取は，UCIにより主導され，指示されるべきである．
At UCI International Events, any Testing during the Event Period outside of the Event Venues shall
be coordinated with the UCI.
UCIの要請に基づき，競技大会の期間中における競技大会会場の外での検査の実施は，UCIと連携して
行われるものとする．
5.3.2 If an Anti-Doping Organization which would otherwise have Testing authority desires to conduct
Testing of Riders at the Event Venues during the Event Period, the Anti-Doping Organization shall
first confer with the UCI to obtain permission to conduct and coordinate such Testing.
検査権限を有するアンチ・ドーピング機関が，競技大会の期間中に競技大会会場にて競技者の検査の実
施を希望する場合には，当該アンチ・ドーピング機関は当該検査を実施し，調整するための許可を取得す
るため，まずUCIと協議するものとする．
If the Anti-Doping Organization is not satisfied with the response from the UCI, the Anti-Doping
Organization may, in accordance with procedures published by WADA, ask WADA for permission to
conduct Testing and to determine how to coordinate such Testing. WADA shall not grant approval
for such Testing before consulting with and informing the UCI. WADA’s decision shall be final and
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not subject to appeal.
もしアンチ・ドーピング機関が，UCIからの回答に満足しない場合には，当該アンチ・ドーピング機関は
WADAが公表する手続に従い，検査を実施し，調整するための方法を決定することを許可するよう
WADAに要請することができる．WADAは，当該検査の承認をするに先立ち，事前にUCIと協議し，連絡
を行わなければならない．WADAによる決定は終局的なものとし，これに対し不服を申し立てることはでき
ないものとする．
Unless otherwise provided in the authorization to conduct Testing, such tests shall be considered
Out-of-Competition tests. Results management for any such test shall be the responsibility of the
Anti-Doping Organization initiating the test unless provided otherwise in the authorization to conduct
Testing.
別途検査権限が付与された場合を除き，当該検査は競技会外の検査とみなされるものとする．当該検査
の結果の管理は，別途当該競技大会の所轄組織の規則に定める場合を除き，当該検査の権限者が，こ
れにつき責任を負うものとする．
[Comment to Article 5.3.2: The UCI may, if it chooses, enter into agreements with other organizations
to which it delegates responsibility for Sample collection or other aspects of the Doping Control
process, including National Anti-Doping Organizations, in which case results management authority
shall be as set forth in Article 7.1, unless otherwise determined in the delegation or contract].
［第5.3.2項の解説：UCIはその選択により，検体採取またはドーピング管理プロセスの他の面についての

その責任を，国内アンチ･ドーピング機関を含めて他の機関に付与する契約することができる．その場合，
結果管理権限については，付与契約において他に決定がない限り，第7.1条に記述されるようにすること
とする．］
5.3.3 Notwithstanding Article 5.3, the UCI may elect to conduct Testing during a National Event
Period on Riders under its Testing authority participating in such Event, including, with the
authorization of the Anti-Doping Organisation having Testing responsibility for the Event, at the Event
Venues.
第5.3項にもかかわらず，UCIはその検査権限の下に，競技大会の所管組織の認可も含めて，そのような
競技大会に参加している競技者への国内競技大会期間中の検査を，競技大会会場地において実施する
ことを決定できる．

5.4

Test Distribution Planning
検査配分計画

5.4.1 The UCI shall develop and implement an effective, intelligent and proportionate Test
Distribution Plan that prioritizes appropriately between disciplines, categories of Riders, types of
Testing, types of Samples collected, and types of Sample analysis. The UCI shall provide WADA
upon request with a copy of its current Test Distribution Plan.
UCIは，種目，競技者の分類，検査の種類，採取される検体の種類，および検体分析の種類の間で適切
に優先順位を付けた，効果的で，インテリジェンスを活用し，かつ相応の検査配分計画を策定し，実施す
るものとする．UCIは，WADAの要請に従い，現行の当該検査配分計画の写しをWADAに提供するもの
とする．
5.4.2 Where reasonably feasible, Testing shall be coordinated through ADAMS or another system
approved by WADA, in order to maximize the effectiveness of the combined Testing effort and to
avoid unnecessary repetitive Testing.
実行可能な場合には，検査は，検査に関する様々な取り組みを最大限に活用し，かつ，無駄な検査の重
複が無いように，ADAMSその他WADAの承認するシステムを通して調整されるものとする．

5.5
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All Testing under these Anti-Doping Rules shall be conducted in conformity with the UCI Testing &
Investigations Regulations.
このアンチ･ドーピング規則の下に行われるすべての検査は，UCI検査およびドーピング捜査に関する規
則に適合して行われるものとする．
The UCI Testing & Investigations Regulations, and related Technical Documents, are integral part
of these Anti-Doping Rules.
UCI検査およびドーピング捜査に関する規則および関連した技術文書はこれらアンチ・ドーピング規則の
不可欠な部分である．
They may be amended by the UCI from time to time (including upon amendment of the
corresponding International Standard or Technical Document by WADA) and are available in their
current version on the UCI Website.
それらは時々UCIによって改訂され，(WADAによる対応する国際基準または技術文書の改定を含み) そ
してUCIウェブサイトにおいて現行のバージョンが入手可能である．

5.6

Rider Whereabouts Information
競技者の居場所情報

The UCI shall establish a Registered Testing Pool of Riders subject to the whereabouts requirements
as set forth in the UCI Testing & Investigations Regulations. The UCI shall make available, through
the UCI Website, a list which identifies those Riders included in its Registered Testing Pool either by
name or by clearly defined, specific criteria.
UCIは，UCI検査およびドーピング捜査に関する規則に関する規則に記述されるように，居場所情報が必
要な競技者の検査対象者登録リストを作成するものとする．UCIは，UCIウェブサイトを通して，氏名また
は明確に定義された具体的な基準のいずれかに基づき検査対象者登録リストに含まれる競技者を特定
するリストを利用可能なものとしなければならない．
Riders included in the UCI Registered Testing Pool shall provide whereabouts information in the
manner specified in the UCI Testing & Investigations Regulations.
UCI検査対象者登録リストに含まれる競技者は，UCI検査およびドーピング捜査に関する規則において指
定された方法で居場所情報を提出するものとする．
Riders shall be notified (a.) when they are included in the UCI Registered Testing Pool, and (b.)
when they are removed from the UCI Registered Testing Pool.
競技者は，(a.)UCI検査対象者登録リストに含まれる時，そして(b.) UCI検査対象者登録リストから除外さ
れる際にも，通知を受けるものとする．
For purposes of Article 2.4, failure by a Rider included in the UCI Registered Testing Pool to comply
with the requirements set forth in the UCI Testing & Investigations Regulations shall be deemed a
Filing Failure or a Missed Test (as defined in the UCI Testing & Investigations Regulations) where
the conditions set forth in the UCI Testing & Investigations Regulations are met.
第2.4項の目的のため，UCI検査およびドーピング捜査に関する規則に記述された条件が満たされている
場合，UCI検査およびドーピング捜査に関する規則に記述された要件に従うためにUCI検査対象者登録
リストに含められている競技者による不履行は，提出義務違反または(UCI検査およびドーピング捜査に
関する規則の中で定義されるような)検査未了とみなされる．
A Rider in the UCI Registered Testing Pool shall continue to be subject to the obligation to comply
with the whereabouts requirements unless and until (a) the Rider gives written notice to the UCI of
his/her retirement as set forth in the UCI Testing & Investigations Regulations or (b) the UCI notifies
the Rider that he/she is removed from the UCI Registered Testing Pool.
UCI検査対象者登録リスト中の競技者は，(a) UCI検査およびドーピング捜査に関する規則に記述される
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ように，競技者が書面による引退の通知を彼/彼女のUCIに提出するか，(b)UCIが，彼/彼女がUCI検査対
象者登録リストから除外されることを競技者に通知する場合を除いて，居場所情報の義務に従い続けな
ければならない．
The whereabouts information provided while in the Registered Testing Pool may be made accessible,
through ADAMS, to WADA and to other Anti-Doping Organizations having authority to test the Rider.
競技者が検査対象者登録リストに含まれている間に提出する居場所情報は，ADAMSを通して，競技者
に対する検査権限を有するWADAそしてその他アンチ・ドーピング機関によりアクセス可能であるものとす
る．
This information shall be maintained in strict confidence at all times; shall be used exclusively for
purposes of planning, coordinating or conducting Doping Control, providing information relevant to
the Athlete Biological Passport or other analytical results, to support an investigation into a potential
anti-doping rule violation, or to support proceedings alleging an anti-doping rule violation; and shall
be destroyed after it is no longer relevant for these purposes, in accordance with the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information.
当該情報は常に厳に機密に保持されるものとし，専らドーピング・コントロールを計画，調整，実行，そして
アスリート・バイオロジカル・パスポートに関連する情報，その他分析結果を提供し，潜在的なアンチ・ドー
ピング規則違反に対するドーピング捜査を支援し，または，アンチ・ドーピング規則違反が行われたと主張
する手続を支持する目的のためのみに使用されるものとし，これらの目的のためにもはや不要となった場
合には，「プライバシーおよび個人情報の保護に関する国際基準」に従い，破棄されるものとする．

5.7

Retired Riders Returning to Competition
引退した競技者の競技会への復帰

5.7.1 If a Rider in the UCI Registered Testing Pool retires in accordance with the UCI Testing &
Investigations Regulations and then wishes to return to active participation in sport, the Rider shall
not compete in International Events until the Rider has made himself or herself available for Testing,
by giving six months prior written notice to the UCI.
UCI検査対象者登録リストに含まれる競技者がUCI検査および操作規則に従って引退し，その後競技に
現役となり復帰しようとする場合には，当該競技者は，UCIに対し，6ヶ月前に事前の書面による通知をし，
検査を受けられるようにするまで，国際競技大会において競技してはならないものとする．
WADA, in consultation with the UCI, may grant an exemption to the six-month written notice rule
where the strict application of that rule would be manifestly unfair to a Rider. This decision may be
appealed under Article13.
WADAは，UCIと協議の上，6ヶ月前の事前の書面による通知の要件の厳格な適用が競技者にとって明
白に不公平である場合には，その通知要件を適用しないことができる．当該決定に対しては，第13条に基
づき不服申立てを提起することができる．
5.7.1.1 Any competitive results obtained in violation of Article 5.7.1 shall be Disqualified.
第5.7.1項に違反して得られた競技結果は失効するものとする
5.7.2 If a Rider retires from sport while subject to a period of Ineligibility and then wishes to return to
active Competition in sport, the Rider shall not compete in International Events until the Rider has
made himself or herself available for Testing by giving six months prior written notice (or notice
equivalent to the period of Ineligibility remaining as of the date the Rider retired, if that period was
longer than six months) to the UCI.
競技者が資格停止期間中に競技から引退し，その後競技へ現役復帰しようとする場合には，当該競技者
は，UCIに対し，6ヶ月前に事前の書面による通知（または当該競技者の引退した日において残存する資
格停止期間が6ヶ月を超える場合，当該残存期間に相当する期間前の通知）をし，検査を受けられるよう
にするまで，国際競技大会において競技してはならないものとする．
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Moreover, the Rider shall comply with the requirements set out under article 10.12.5, if applicable.
さらに適用可能ならば，競技者は第10.12.5項の下に規定された要件に従うものとする．

5.8

Investigations and Intelligence Gathering
ドーピング捜査およびインテリジェンス収集

The UCI will ensure that they are able to do each of the following, as applicable and in accordance
with the International Standard for Testing and Investigations:
UCIは，「検査およびドーピング捜査に関する国際基準」に従い，必要に応じ下記の各々の事項を行うこと
ができる．
5.8.1 Obtain, assess and process anti-doping intelligence from all available sources to inform the
development of an effective, intelligent and proportionate Test Distribution Plan, to plan Target
Testing, and/or to form the basis of an investigation into a possible anti-doping rule violation(s);
効果的，インテリジェンスを活用しかつ相応の検査配分計画の策定に活かし，特定対象検査を計画し，お
よび／または潜在的アンチ・ドーピング規則違反に対するドーピング捜査の基礎を形成するために，あら
ゆる利用可能な情報源からアンチ・ドーピング・インテリジェンスを取得し，評価し，処理すること．および，
and
および：
5.8.2 Investigate Atypical Findings and Adverse Passport Findings, in accordance with Articles 7.4
and 7.5 respectively; and
それぞれ第7.4項および第7.5項に従い，非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パスポートに基づ
く違反が疑われる報告についてドーピング捜査を実施すること．および，
5.8.3 Investigate any other analytical or non-analytical information or intelligence that indicates a
possible anti-doping rule violation(s), in accordance with Articles 7.6 and 7.7, in order either to rule
out the possible violation or to develop evidence that would support the initiation of proceedings for
an anti-doping rule violation.
アンチ・ドーピング規則違反の可能性を否定し，または，アンチ・ドーピング規則違反の手続の開始を支持
する証拠を積み上げるために，第7.6項および第7.7項に従い，アンチ・ドーピング規則違反の可能性を示
唆するその他の分析的，非分析的な情報またはインテリジェンスについて，ドーピング捜査を実施するこ
と．

UCI ADR Article 6 Sample Analysis
UCI ADR 第6条 検体の分析
6.2

Purpose of Analysis of Samples.
検体の分析の目的

Samples shall be analyzed to detect Prohibited Substances and Prohibited Methods identified on
the Prohibited List and other substances as may be directed by WADA under the Monitoring Program
pursuant to Article 4.5, or to assist an Anti-Doping Organization in profiling relevant parameters in a
Rider’s urine, blood or other matrix, including DNA or genomic profiling, or for any other legitimate
anti-doping purpose. Samples may be collected and stored for future analysis.
検体の分析は，禁止表において特定されている禁止物質および禁止方法の検出ならびに監視プログラム
下に第4.5項に従ってWADAが定めるその他の物質の検出，アンチ・ドーピング機関が，競技者の尿，血
液もしくはその他の基質に含まれる関係するパラメータについて，DNA検査およびゲノム解析を含む検査
実施の支援またはその他正当なアンチ・ドーピング上の目的のために行われるものとする．検体は，将来
分析を行うために採取し，保管することができる．
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[Comment to Article 6.2: For example, relevant profile information could be used to direct Target
Testing or to support an anti-doping rule violation proceeding under Article 2.2, or both.]
［第6.2項の解説：例えば，関係する分析プロファイル情報は，特定対象検査を実施するため，もしくは，第
2.2項に基づくアンチ・ドーピング規則違反を裏づけるため，または，その双方のために使用されうる．］

6.4

Standards for Sample Analysis and Reporting
検体分析および報告の基準

Laboratories shall analyze Samples and report results in conformity with the International Standard
for Laboratories.
分析機関は，「分析機関に関する国際基準」に基づいて検体を分析し，その結果を報告するものとする．
The International Standard for Laboratories, and related Technical Documents, are integral part of
these Anti-Doping Rules.
研究所のための国際基準および関連した技術文書はこれらのアンチ・ドーピング規則の不可欠な部分で
ある．
A WADA Technical Document will establish risk assessment-based Sample analysis menus
appropriate for particular sports and sport disciplines, and laboratories shall analyze Samples in
conformity with those menus and as set forth in this Technical Document, except as follows:
WADAテクニカルドキュメントは特定のスポーツおよび競技種目に適合するリスク評価に基づく検体分析
項目を確立するものとし，分析機関は，以下の各項に定める場合を除き，これらの項目および技術文書
の規定に適合する形で検体を分析するものとする．
6.4.1 The UCI may request that laboratories analyze Samples using more extensive menus than
those described in the Technical Document.
UCIは，テクニカルドキュメントに記載された分析の項目よりも広範な分析項目を使用してその検体を分析
するよう，分析機関に要請することができる．
6.4.2 The UCI may request that laboratories analyze Samples using less extensive menus than
those described in the Technical Document only if it has satisfied WADA that, because of the
particular circumstances of its sport, as set out in its Test Distribution Plan, less extensive analysis
would be appropriate.
UCIは，その検査配分計画に定めるとおり，そのスポーツにおける個別の事情を理由として，より簡易な
分析が適切であるとWADAにより認められた場合に限り，テクニカルドキュメントに記載された項目よりも
簡易な項目を使用してその検体を分析するよう，分析機関に要請することができる．
6.4.3 As provided in the International Standard for Laboratories, laboratories at their own initiative
and expense may analyze Samples for Prohibited Substances or Prohibited Methods not included
on the Sample analysis menu described in the Technical Document or specified by the UCI. Results
from any such analysis shall be reported and have the same validity and Consequence as any other
analytical result.
「分析機関に関する国際基準」に定められているとおり，UCIは，独自の判断および費用負担において，テ
クニカルドキュメントに記載された，または，検査管轄機関により特定された検体分析項目には含まれて
いない禁止物質または禁止方法を検出する目的で，検体を分析することができる．このような分析の結果
は報告されるものとし，その他のすべての分析結果と同様の有効性および結果を有するものとする．

6.5

Further Analysis of Samples
検体のさらなる分析

6.5.1 Any Sample may be subject to further analysis by the UCI at any time before both the A and B
Sample analytical results (or A Sample result where B Sample analysis has been waived or will not
be performed) have been communicated by the UCI to the Rider as the asserted basis for an Article
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2.1 anti-doping rule violation.
いかなる検体についても，UCIが，第2.1項のアンチ・ドーピング規則違反の主張の根拠として，競技者に
そのA検体およびB検体の双方の分析結果（または，B検体の分析をする権利が放棄されもしくは分析が
行われない場合には，A検体の結果）を連絡する前であれば，UCIによりさらなる分析の対象とされること
ができる．
6.5.2 Samples may be stored and subjected to further analyses for the purpose of Article 6.2 at any
time exclusively at the direction of the UCI or WADA. Any Sample storage or further analysis initiated
by WADA shall be at WADA’s expense. Further analysis of Samples shall conform with the
requirements of the International Standard for Laboratories and the UCI Testing & Investigations
Regulations.
検体は，第6.2項の目的のため，UCIまたはWADAの指示があった場合に限り，いつでも保管され，さらな
る分析の対象とされる場合がある（WADAの主導による検体の保管またはさらなる分析は，WADAの費
用負担によるものとする．）．検体のさらなる分析は，UCI検査および操作規則の各要件に適合するものと
する．

6.6

Ownership of Samples
検体の所有権

6.6.1 Samples collected from a Rider under these Anti-Doping Rules are owned by the UCI.
このアンチ・ドーピング規則の下に競技者から収集された検体はUCIの所有とする．
6.6.2 The UCI may transfer ownership of the Samples to another Anti-Doping Organization, or
receive ownership of Samples from other Anti-Doping Organizations.
UCIは，検体の所有権を別のアンチ・ドーピング機関に譲渡し，あるいは他のアンチ・ドーピング機関から
検体の所有権を譲渡されることができる．

UCI ADR Article 7 Results Management and Investigation Procedures
UCI ADR 第7条 結果の管理とドーピング捜査手続き
7.1

Responsibility for Results Management and Investigations
結果の管理とドーピング捜査の責任

Except as provided for in Articles 7.1.1 and 7.1.2 below, for violation of these rules, results
management and hearing shall be the responsibility of, and shall be governed by, the procedural
rules of the Anti-Doping Organization that initiated and directed Sample collection (and if no Sample
collection is involved, the Anti-Doping Organization which first provides notice to the Rider or other
Person of an asserted anti-doping rule violation and then diligently pursues that anti-doing rule
violation).
この規則の違反のために第7.1.1項と第7.1.2項以下に規定している場合を除いて，結果管理と聴聞は，
検体採取を主導し指示する（および，検体採取が関係していないならば，主張されたアンチ・ドーピング規
則違反の通告を最初に競技者または他の人に与え，そして，そのアンチ・ドーピング規則違反を精励に追
跡した）アンチ・ドーピング機関の手続規則の責任により，その規則によって管理される．
7.1.1 General Responsibilities of the UCI
UCIの普遍責任
The UCI shall have responsibility for results management and investigations conducted under these
Anti-Doping Rules as follows, subject to Articles 7.1.2 and 7.1.4. below:
UCIは，下記第7.1.1項，第7.1.2項，第7.1.4項を前提条件として，このアンチ・ドーピング規則の下で実施
された結果管理とドーピング捜査についての責任を持つものとする：
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7.1.1.1 For potential violations arising in connection with Testing conducted by the UCI under these
Anti-Doping Rules, including investigations against Rider Support Personnel or other Persons
potentially involved in such violations;
違反に関係しているサポートスタッフまたは他の人に対するドーピング捜査を含めて，このアンチ・ドーピ
ング規則の下でUCIによって実施された検査に関連して生じた潜在的な違反について；
[Comment: violations arising in connection with Testing shall include, without limitation, Article 2.1,
2.2 (where the violation is based on Test results), 2.3 or 2.5]
[解説：検査に関連して生じた違反は無制限に第2.1項，第2.2項，第2.3項，または第2.5項を含むものとす
る．]
7.1.1.2 For potential violation of these Anti-Doping Rules where no Testing is involved and where
the following apply:
検査が関係せず，以下が適用される，このアンチ・ドーピング規則の潜在的な違反について：
either:
いずれか：
a) for all violations involving International-Level Riders, Rider Support Personnel or other Persons
who have an involvement in any capacity in International Events or with International-Level Riders;
国際レベル競技者，いかなる立場でも国際競技大会または国際レベル競技者に関与するサポートスタッ
フまたは他の人に関係するすべての違反について
or:
あるいは：
b) for all violations occurring in connection with - or discovered on the occasion of - an International
Event;
国際競技大会に関連して起きた - または その機会において発見される -すべての違反について
and:
および：
c) where the UCI is the Anti-Doping Organization which first provides notice to a Rider or other
Person of an asserted anti-doping rule violation and then diligently pursues that anti-doping rule
violation.
UCIが最初に主張されたアンチ・ドーピング規則違反の通告を競技者または他の人に与え，精励にそのア
ンチ・ドーピング規則違反を追跡した場合
[…]
7.4

Review of Atypical Findings
非定型報告の審査

As provided in the International Standard for Laboratories, in some circumstances laboratories are
directed to report the presence of Prohibited Substances, which may also be produced
endogenously, as Atypical Findings subject to further investigation.
「分析機関に関する国際基準」に規定されているように，ある状況下においては，分析機関は，内生的に
も生成されうる禁止物質の存在を，非定型報告，すなわち，さらなるドーピング捜査の対象となる報告とし
て，報告するように指示されることがある．
Upon receipt of an Atypical Finding, the UCI shall conduct a review to determine whether: (a) an
applicable TUE has been granted or will be granted in accordance with Article 4.4 and the UCI TUE
Regulations, or (b) there is any apparent departure from the UCI Testing & Investigations
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Regulations or International Standard for Laboratories that caused the Atypical Finding.
非定型報告を受け取った場合には，UCIは，（a）適用のあるTUEが付与されているか否か，もしくは第4.4
条およびUCI TUE規則に従って付与されるのか否か，または，（b）非定型報告の原因となるUCI検査およ
びドーピング捜査に関する規則もしくは「分析機関に関する国際基準」からの明らかな乖離が存在するか
否かを確認するために，審査を実施するものとする．
If that review does not reveal an applicable TUE or departure that caused the Atypical Finding, the
UCI shall conduct the required investigation.
仮に，審査を行った結果，適用のあるTUEの存在または非定型報告の原因となる乖離も確認されない場
合，UCIは，所要のドーピング捜査を実施しなければならない．
After the investigation is completed, the Rider and other Anti-Doping Organizations identified in
Article 14.2 shall be notified whether or not the Atypical Finding will be brought forward as an Adverse
Analytical Finding. The Rider shall be notified as provided in Article 7.3.
当該ドーピング捜査が完了した後，競技者および第14.2項において特定された他のアンチ・ドーピング機
関は，非定型報告が，違反が疑われる分析報告として提出されるか否かについて通知を受ける．競技者
は第7.3項に定められている方法により通知を受ける．
7.4.1 The UCI will not provide notice of an Atypical Finding until it has completed its investigation
and decided whether it will bring the Atypical Finding forward as an Adverse Analytical Finding unless
one of the following circumstances exists:
UCIは，ドーピング捜査を完了し，かつ，非定型報告を，違反が疑われる分析報告として提出するかを決
定するまでは，次に掲げるいずれかの事情が存在する場合を除き，非定型報告に関する通知を行わない．
(a) If the UCI determines the B Sample should be analyzed prior to the conclusion of its investigation
under Article 7.4, the UCI may conduct the B Sample analysis after notifying the Rider, with such
notice to include a description of the Atypical Finding and the information described in Article 7.3(d)(f).
UCIが第7.4項に基づくドーピング捜査の結果を出す前にB検体の分析を実施すべきであると決定した場
合には，UCIは，非定型報告や第7.3項(d)-(f)に記載された情報に関する記述を含む通知を競技者に行っ
た後でB検体の分析を実施することができる．
(b) If the UCI receives a request, either from a Major Event Organization shortly before one of its
International Events or a request from a sport organization responsible for meeting an imminent
deadline for selecting team members for an International Event, to disclose whether any Rider
identified on a list provided by the Major Event Organization or sport organization has a pending
Atypical Finding, the UCI shall so identify any such Rider after first providing notice of the Atypical
Finding to the Rider.
UCIが国際競技大会の直前に主要競技大会機関または国際競技大会のチームメンバーの選定の期限
の間際にあるスポーツ団体から，主要競技大会機関またはスポーツ団体により提出されたリストに掲載さ
れた競技者に未解決の非定型報告があるか否かの開示を求められた場合には，UCIは当該競技者に対
して非定型報告に関する通知を行った後に，当該主要競技大会機関またはスポーツ団体に対して当該競
技者を特定するものとする．
[Comment to Article 7.4.1(b): Under the circumstance described in Article 7.4.1(b), the option to take
action would be left to the Major Event Organization or sport organization consistent with its rules.]
［第7.4.1項(b)の解説：第7.4.1項（b）に記載された状況の下では，主要競技大会機関またはスポーツ団

体には自己の規則に従い措置を講じるか否かの選択権が残されている．］
[Comment to Article 7.4: The “required investigation” described in this Article will depend on the
situation. For example, if it has previously been determined that a Rider has a naturally elevated
testosterone/ epitestosterone ratio, confirmation that an Atypical Finding is consistent with that prior
ratio is a sufficient investigation.]
[第7.4項の解説：本項に記載される「所要のドーピング捜査」の内容は，状況によって異なる．例えば，競
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技者が生来高いテストステロン／エピテストステロン比率を有する旨，あらかじめ判断された場合，非定型
報告が当該従前の比率に適合する旨の確認については，十分なドーピング捜査である．]
7.5

Review of Atypical Passport Findings and Adverse Passport Findings
アスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パス
ポートに基づく違反が疑われる報告の審査

Review of Atypical Passport Findings and Adverse Passport Findings shall take place as provided
in the UCI Testing & Investigations Regulations, International Standard for Laboratories, WADA’s
Athlete Biological Passport Operating Guidelines and respectively related Technical Documents.
アスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パスポート
に基づく違反が疑われる報告の審査は，「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」および「分析機
関に関する国際基準」およびそれぞれに関連した技術文書の定めに従い行われる．
At such time as the UCI is sufficiently satisfied that an anti-doping rule violation has occurred, it shall
promptly give the Rider notice of the anti-doping rule violation asserted, and the basis of that
assertion. Other Anti-Doping Organizations shall be notified as provided in Article 14.2.
UCIが，アンチ・ドーピング規則違反が発生したと十分に認めた場合には，UCIは，違反されたアンチ・ドー
ピング規則および違反とされる根拠について，競技者に速やかに通知するものとする．他のアンチ・ドーピ
ング機関は，第14.2項に定めるとおり通知を受けるものとする．

7.6

Review of Whereabouts Failures
居場所情報関連義務違反の審査

Review of potential Filing Failures and Missed Tests shall take place as provided in the UCI Testing
& Investigations Regulations. At such time as the UCI is sufficiently satisfied that an Article 2.4 antidoping rule violation has occurred, it shall promptly give the Rider notice that it is asserting a violation
of Article 2.4 and the basis of that assertion. Other Anti-Doping Organizations shall be notified as
provided in Article 14.2.
潜在的な提出義務違反および検査未了の審査は，「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」の定
めに従い行われるものとする．UCIが，第2.4項のアンチ・ドーピング規則違反が発生したと十分に認めた
場合には，当該国際競技連盟または国内アンチ・ドーピング機関（該当する方）は，第2.4項の違反を主張
する旨および当該主張の根拠について，競技者に速やかに通知するものとする．他のアンチ・ドーピング
機関は，第14.2項に定めるとおり通知を受けるものとする．

7.7

Review of Other Anti-Doping Rule Violations Not Covered by Articles 7.1–7.6
第7.1項から第7.6項の規定の適用が及ばないその他のアンチ・ドーピング規則違反の審査

Within the scope of its responsibilities under Article 7.1, the UCI shall conduct any investigation into
a possible anti-doping rule violation as may be required under applicable anti-doping policies and
rules adopted pursuant to the Code or the UCI otherwise considers appropriate.
第7.1条の下にその責任範囲内においてUCIは，アンチ・ドーピング規則違反の可能性に関して，世界ア
ンチ・ドーピング規程に基づいて採択されたアンチ・ドーピング規範および規則により要請される追加のド
ーピング捜査またはUCIが適切と判断する追加のドーピング捜査を実施するものとする．
The UCI may, prior to the completion of the investigation, inform the Rider or other Person of the
possible anti-doping rule violation, to request further information the Rider or other Person or give
the Rider or other Person an opportunity to provide explanations.
UCIはドーピング捜査の完了に先がけて，競技者，または他の人に潜在的アンチ・ドーピング規則違反を
通知し，競技者または他の人にさらなる情報を要求し，あるいは，競技者または他の人に説明を提供する
機会を与えることができる．
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At such time as the UCI is sufficiently satisfied that an anti-doping rule violation has occurred, it shall
promptly give the Rider or other Person notice of the anti-doping rule violation asserted, and the
basis of that assertion. Other Anti-Doping Organizations shall be notified as provided in Article 14.2.
UCIは，アンチ・ドーピング規則違反が発生したと十分に認めた場合には，競技者またはその他の人に対
して，違反されたアンチ・ドーピング規則および違反とされる根拠についての通知を速やかに発しなけれ
ばならない．他のアンチ・ドーピング機関は，第14.2項に規定されたとおりの通知を受ける．

UCI ADR Article 10 Sanctions on Individuals
UCI ADR 第10条 個人に対する制裁措置
10.3.2 For violations of Article 2.4, the period of Ineligibility shall be two years, subject to reduction
down to a minimum of one year, depending on the Rider’s degree of Fault. The flexibility between
two years and one year of Ineligibility in this Article is not available to Riders where a pattern of lastminute whereabouts changes or other conduct raises a serious suspicion that the Rider was trying
to avoid being available for Testing.
第2.4項の違反の場合には，資格停止期間は2年間とするものとする．ただし，競技者の過誤の程度によ
り最短1年間となるまで短縮することができる．本項における2年間から1年間までの間での資格停止期間
の柔軟性は，直前の居場所情報変更パターンまたはその他の行為により，競技者が検査の対象となるこ
とを避けようとしていた旨の重大な疑義が生じる場合には当該競技者にはこれを適用しない．
[…]
10.6.1 Substantial Assistance in Discovering or Establishing Anti-Doping Rule Violations
アンチ・ドーピング規則違反を発見または証明する際の実質的な支援
10.6.1.1 The UCI may, prior to a final appellate decision under Article13 or the expiration of the time
to appeal, suspend a part of the period of Ineligibility imposed in an individual case in which it has
Results Management Authority where the Rider or other Person has provided Substantial Assistance
to an Anti-Doping Organization, criminal authority or professional disciplinary body which results in:
UCIは結果の管理に責任を有する場合に，第13条に基づく不服申立てに対する終局的な決定または不
服申立期間の満了に先立ち，競技者またはその他の人がアンチ・ドーピング機関，刑事司法機関または
懲戒機関に対して，実質的な支援を提供し，その結果以下の場合にその事案において課される資格停止
期間の一部を猶予することができる．:
(i) the Anti-Doping Organization discovering or bringing forward an anti-doping rule violation by
another Person, or
アンチ・ドーピング機関が他の人によるアンチ・ドーピング規則違反を発見しもしくは該当手続を提起し，ま
たは，
(ii) which results in a criminal or disciplinary body discovering or bringing forward a criminal offense
or the breach of professional rules committed by another Person and the information provided by
the Person providing Substantial Assistance is made available to the UCI.
刑事司法機関もしくは懲戒機関が他の人により犯された刑事犯罪もしくは職務規程に対する違反を発見
しもしくは該当手続を提起するに至り，実質的な支援を提供した人により提供された情報が，UCIにより利
用可能となった場合には，その事案において課される資格停止期間の一部を猶予することができる．
After a final appellate decision under Article 13 or the expiration of time to appeal, the UCI may only
suspend a part of the otherwise applicable period of Ineligibility with the approval of WADA. The
extent to which the otherwise applicable period of Ineligibility may be suspended shall be based on
the seriousness of the anti-doping rule violation committed by the Rider or other Person and the
significance of the Substantial Assistance provided by the Rider or other Person to the effort to
eliminate doping in sport. No more than three-quarters of the otherwise applicable period of
Ineligibility may be suspended. If the otherwise applicable period of Ineligibility is a lifetime, the nonE0115
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suspended period under this Article must be no less than eight years. If the Rider or other Person
fails to continue to cooperate and to provide the complete and credible Substantial Assistance upon
which a suspension of the period of Ineligibility was based, the UCI shall reinstate the original period
of Ineligibility. If the UCI decides to reinstate a suspended period of Ineligibility or decides not to
reinstate a suspended period of Ineligibility, that decision may be appealed by any Person entitled
to appeal under Article 13.
第13条による不服申立てに対する終局的な決定または不服申立ての期間満了の後においては，UCIは，
WADAの承認を得た場合にのみ，実質的な支援およびそれに伴う結果がなければ適用されたであろう資
格停止期間の一部を猶予することができる．実質的な支援およびそれに伴う結果がなければ適用された
資格停止期間が猶予される程度は，競技者またはその他の人により行われたアンチ・ドーピング規則違
反の重大性および競技者またはその他の人により提供されたスポーツにおけるドーピングの根絶のため
の実質的な支援の重要性により定まるものとする．資格停止期間は，実質的な支援およびそれに伴う結
果がなければ適用された資格停止期間の4分の3を超えては猶予されない．実質的な支援およびそれに
伴う結果がなければ適用されたであろう資格停止期間が永久である場合には，本項に基づき猶予されな
い期間は8年間を下回らないものとする．競技者またはその他の人が，継続的に，協力せず，資格停止期
間の猶予の根拠となった完全かつ信頼性を有する実質的な支援を行わない場合には，UCIは，元の資格
停止期間を復活させるものとする．UCIが，猶予された資格停止期間を復活させ，または，猶予された資
格停止期間を復活させない旨決定した場合には，第13条に基づき不服申立てを行う権利を有するいかな
る人も，当該決定に対して不服申立てを提起することができる．
[…]
UCI ADR Article 13 Appeals
UCI ADR 第13条 不服申立て
13.3 Failure to Render a Timely Decision by an Anti-Doping Organization
アンチ・ドーピング機関による時機に後れた決定
Where, in a particular case, the UCI fails to render a decision with respect to whether an anti-doping
rule violation was committed within a reasonable deadline set by WADA, WADA may elect to appeal
directly to CAS as if the UCI had rendered a decision finding no anti-doping rule violation. If the CAS
hearing panel determines that an anti-doping rule violation was committed and that WADA acted
reasonably in electing to appeal directly to CAS, then WADA’s costs and attorney fees in prosecuting
the appeal shall be reimbursed to WADA by the Anti-Doping Organization.
WADAが定めた合理的な期間内に，UCIが個々の事案におけるアンチ・ドーピング規則違反の有無に関
し，決定を下さなかった場合には，WADAは，UCIがアンチ・ドーピング規則違反がないと判断する決定を
下したものとして，CASに対して直接に不服申立てを行うことを選択できる．CASの聴聞パネルが，アン
チ・ドーピング規則違反があり，かつ，WADAのCASに対する直接の不服申立ての選択が合理的なもの
であると判断した場合には，不服申立ての手続遂行に関するWADAの費用および弁護士報酬は，アン
チ・ドーピング機関からWADAに対して償還されるものとする．
[Comment to Article 13.3: Given the different circumstances of each anti-doping rule violation
investigation and results management process, it is not feasible to establish a fixed time period for
an Anti-Doping Organization to render a decision before WADA may intervene by appealing directly
to CAS. Before taking such action, however, WADA will consult with the Anti-Doping Organization
and give the Anti-Doping Organization an opportunity to explain why it has not yet rendered a
decision. Nothing in this Article prohibits an International Federation from also having rules which
authorize it to assume jurisdiction for matters in which the results management performed by one of
its National Federations has been inappropriately delayed.]
［第13.3項の解説：個々のアンチ・ドーピング規則違反のドーピング捜査および結果の管理の過程におけ
る様々な事情に鑑みると，WADAがCASに対して直接に不服申立てを行うに先立ちアンチ・ドーピング機

関が決定を下すための期限を，確定的に定めることは現実的ではない．ただし，当該行動が取られる前
に，WADAはアンチ・ドーピング機関と協議し，かつ，アンチ・ドーピング機関に対し決定が未だ下されてい
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ない理由について説明する機会を与えるものとする．本項は，国際競技連盟が，その傘下にある国内競
技連盟により実施された結果の管理が不適切に遅延したことについて管轄権を有する旨を定める規則を
持つことを禁じるものではない．］

UCI ADR Article 14 Confidentiality and Reporting
UCI ADR 第14条 守秘義務および報告
14.1 Notices and Time Limits under these Anti-Doping Rules
このアンチ･ドーピング規則における通知と期限
14.1.1 In General
総則
Unless otherwise specified, notice by and to the UCI under these Anti-Doping Rules, UCI
Regulations, procedures or other document adopted in connection therewith, may be given by any
means permitting proof of receipt, including registered or ordinary mail by post or private courier
services, electronic mail or facsimile.
異なる規定がない限り，このアンチ・ドーピング規則，UCI規則，手続，またはそれとともに関連して採用さ
れた他の文書の下に，UCIによる/UCIにあてた通知は，書留あるいは通常の郵便または私的な配送サー
ビス，電子メール，またはファクシミリを含めて，受領の証拠のある方法にて与えられるものとする．
If a notice triggers the start of a time limit under the Anti-Doping Rules (including the time limit to
appeal to CAS under Article 13), the time limit shall start running on the day following notice. Official
holidays and nonworking days are included in the calculation of time limits. The time limits fixed
under these Rules are respected if the communications by the parties are sent before midnight, time
of the location where the notification has to be made, on the last day on which such time limits expire.
If the last day of the time limit is an official holiday or a non-business day in the country where the
notification is to be made, the time limit shall expire at the end of the first subsequent business day.
アンチ・ドーピング規則(第13条の下でCASに不服申立てをする期限を含む)下において，通知により期限
が開始する場合，期限は通知の翌日に開始するものとする．法定休日と非就業日は期限の計算に含めら
る．当事者による通信が，その期限が終了する日の(通知される必要がある場所の時間帯における)真夜
中以前に送られるならば，この規則の下に規定された期限は尊重されるものとする．通知されることにな
っている国において，期限の最終日が法定休日または非就業日である場合，期限後の最初の就業日の
終わりに期限切れになるものとする．
Notice shall be deemed to have occurred when delivered within the addressee’s sphere of control.
Proof that the addressee was, without his or her fault, not in a position to have knowledge of a notice
so delivered shall be on the addressee.
通知は受信者の管理領域の中で配達された時に，通知されたとみなされるものとする．受信者が，各自
の過失なく，通知が配達されたことを知る立場になかったという挙証責任は受信者にあるものとする．
14.1.2 Notice to Riders and other Persons under these Anti-Doping Rules
このアンチ･ドーピング規則下における競技者または他の人への通知
Notice to a Rider or other Person may be accomplished by delivery of the notice to his or her National
Federation or Team.
競技者または他の人への通知は，被通知人の国内連盟またはチームへの通知の配達によって遂行され
てよい．
The National Federation or Team shall be responsible for making immediate contact with the Rider
or other Person.
その国内連盟またはチームは，競技者または他の人へ即座に連絡をすることについて責任があるものと
する．
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14.2.3 Status Reports
状況の報告
Except with respect to investigations which have not resulted in notice of an anti-doping rule violation
pursuant to Article 14.2.1, the Anti-Doping Organizations referenced in Article 14.2.1 shall be
regularly updated on the status and findings of any review or proceedings conducted pursuant to
Article 7, 8 or 13 and shall be provided with a prompt written reasoned explanation or decision
explaining the resolution of the matter.
第14.2.1項に従いアンチ・ドーピング規則違反の通知に至らなかったドーピング捜査に関わる場合を除き，
第14.2.1項において言及されているアンチ・ドーピング機関には，第7条，第8条または第13条に基づき審
査または手続が実施される場合，その状況と結果に関する最新情報が定期的に提供され，また，書面に
よる理由を付した説明文書または事案の解決につき説明する決定が速やかに提供されるものとする．

UCI ADR Article 21 Additional Roles and Responsibilities of Riders and other Persons
UCI ADR 第21条 競技者またはその他の人の追加的な役割および責務
21.1 Roles and Responsibilities of Riders
競技者の役割および責務
[…]
21.1.2 To be available for Testing at all times.
いつでも検体採取に応じること．
[…]
21.1.6 To cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping rule violations.
アンチ・ドーピング規則違反についてドーピング捜査を実施するアンチ・ドーピング機関に協力すること．

21.2 Roles and Responsibilities of Rider Support Personnel
サポートスタッフの役割および責務
[…]
21.2.2 To cooperate with the Rider Testing program.
競技者の検査プログラムに協力すること．
[…]
21.2.5 To cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping rule violations.
アンチ・ドーピング規則違反についてドーピング捜査を実施するアンチ・ドーピング機関に協力すること．
[…]

3.0

3.1

Definitions and interpretation
定義と解釈
Defined terms from the UCI ADR that are used in the UCI TIR.
UCI TIRで使用されるUCI ADRに定義された用語

ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database
management tool for data entry, storage, sharing, and reporting designed to assist stakeholders and
WADA in their anti-doping operations in conjunction with data protection legislation.
「ADAMS」とはアンチ・ドーピング管理運営システムであり，データ保護に関する法とあいまって，関係者
およびWADAのアンチ・ドーピング活動を支援するように設計された，データの入力，保存，共有，報告を
するためのウェブ上のデータベースによる運営手段をいう．
Adverse Analytical Finding: A report from a WADA –accredited laboratory or other WADA -approved
laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories and related Technical
Documents, identifies in a Sample the presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or
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Markers (including elevated quantities of endogenous substances) or evidence of the Use of a
Prohibited Method.
「違反が疑われる分析報告」とは，WADA認定分析機関または「分析機関に関する国際基準」およびこれ
に関連するテクニカルドキュメントに適合するWADA承認分析機関からの報告のうち，禁止物質またはそ
の代謝物もしくはマーカーの存在（内因性物質の量的増大を含む．）が検体において確認されたもの，ま
たは禁止方法の使用の証拠が検体において確認されたものをいう．
Adverse Passport Finding: A report identified as an Adverse Passport Finding as described in the
applicable International Standards, WADA’s Athlete Biological Passport Operating Guidelines or
applicable UCI Regulations.
「アスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告」とは，適用のある国際基準におい
て記載されているアスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告として特定された
報告をいう．
Anti-Doping Organization: A Signatory that is responsible for adopting rules for initiating,
implementing or enforcing any part of the Doping Control process. This includes, for example, the
International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, other Major Event
Organizations that conduct Testing at their Events, WADA, International Federations, and National
Anti-Doping Organizations.
「アンチ・ドーピング機関」とは，ドーピング・コントロールの過程の開始，実施または執行に関する規則を
採択する責任を負う署名当事者をいう．具体例としては，国際オリンピック委員会，国際パラリンピック委
員会，その他の自己の競技大会において検査を実施する主要競技大会機関，WADA，国際競技連盟，
国内アンチ・ドーピング機関が挙げられる．
Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as described
in the applicable WADA Guidelines and Technical Documents and UCI Testing and Investigation
Regulations.
「アスリート・バイオロジカル・パスポート」とは，適用されうるWADA文書および適用されうるUCI規則にお
いて記載される，データを収集および照合するプログラムおよび方法をいう．
Atypical Finding: A report from a WADA -accredited laboratory or other WADA - approved laboratory
which requires further investigation as provided by the International Standard for Laboratories or
related Technical Documents prior to the determination of an Adverse Analytical Finding.
「非定型報告」とは，違反が疑われる分析報告の決定に先立ってなされる，「分析機関に関する国際基準」
またはこれに関連するテクニカルドキュメントに規定された更なるドーピング捜査を要求する旨の，WADA
認定分析機関またはその他のWADA承認分析機関からの報告をいう．
Code: The World Anti-Doping Code.
「本規程」とは，世界アンチ・ドーピング規程をいう．
Consequences of Anti-Doping Rule Violations (“Consequences ”): A Rider’s or other Person’s
violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following: (a) Disqualification means
the Rider’s results in a particular Competition or Event are invalidated, with all resulting
Consequences including forfeiture of any medals, points and prizes; (b) Ineligibility means the Rider
or other Person is barred on account of an anti-doping rule violation for a specified period of time
from participating in any Competition or other activity or funding as provided in Article 10.12.1; (c)
Provisional Suspension means the Rider or other Person is barred temporarily from participating in
any Competition or activity prior to the final decision at a hearing conducted under Article 8; (d)
Financial Consequences means a financial sanction imposed for an anti-doping rule violation or to
recover costs associated with an anti-doping rule violation; and (e) Public Disclosure or Public
Reporting means the dissemination or distribution of information to the general public or Persons
beyond those Persons entitled to earlier notification in accordance with Article 13. Teams may also
be subject to Consequences as provided in Article 11.
「アンチ・ドーピング規則違反の措置」（「措置」）とは，競技者またはその他の人がアンチ・ドーピング規則
違反を行った場合に，次に掲げるもののうちの一または二以上の措置が講じられることをいう．
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(a)「失効」とは，特定の競技会または競技大会における競技者の成績が取り消されることをいい，その結
果として，獲得されたメダル，得点，および褒賞の剥奪を含む措置が課される．
(b)「資格停止」とは，一定期間にわたって，競技者またはその他の人に対して，アンチ・ドーピング規則違
反を理由として，第10.12.1項の規定のとおり，競技会もしくはその他の活動への参加が禁止され，または
資金拠出が停止されることをいう．
(c)「暫定的資格停止」とは，第8条の規定に従って開催される聴聞会において終局的な判断が下されるま
で，競技者またはその他の人による競技会への参加または活動が暫定的に禁止されることをいう．
(d)「金銭的措置」とは，アンチ・ドーピング規則違反を理由として賦課される金銭的制裁措置またはアン
チ・ドーピング規則違反に関連する費用回収をいう．
(e)「一般開示」または「一般報告」とは，一般公衆または第13条に基づき早期通知の権利を有する人以
外の人に対する情報の拡散または伝達をいう．チームもまた，第11条に定めるとおり措置に服する場合
がある．
Competition: A single race organized separately (for example: each of the time trial and road race at
the road World Championships; a stage in a stage race; a Cross-country Eliminator heat) or a series
of races forming an organizational unit and producing a final winner and/or general classification (for
example: a track sprint race tournament, a cyclo-ball tournament).
「競技会」とは，個々に運営される一つのレース（例：ロード世界選手権大会における各タイムトライアルお
よび各ロードレース；ステージ･レースにおける各ステージ；クロスカントリ･エリミネータの予選）あるいは単
一主催者に構成され，最終勝者および/または総合順位を競うレースのシリーズ（例：トラックのスプリント
のトーナメント，サイクルサッカーの試合）をいう．
Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate disposition
of any appeal including all steps and processes in between such as provision of whereabouts
information, Sample collection and handling, laboratory analysis, TUEs, results management and
hearings.
「ドーピング・コントロール」とは，居場所情報の提出，検体の採取および取扱い，分析機関における分析，
TUE，結果の管理ならびに聴聞会を含む，検査配分計画の立案から，不服申立ての最終的な解決まで
のすべての段階および過程をいう．
Event: A single Competition organized separately (for example: a one day road race) or a series of
Competitions conducted together as a single organization (for example: road World Championships;
a road stage race, a track World Cup Event); a reference to Event includes reference to Competition,
unless the context indicates otherwise.
「競技大会」とは，個々に運営される一つの競技（例：ワンデイ･ロードレース）あるいは単一の所轄組織の
下で実施される一連の個別競技のことをいう（例，ロード世界選手権大会，ロード･ステージ･レース，トラッ
ク･ワールドカップ）；文脈が違った形で示さない限り，Eventの参照はCompetitionへの参照を含む．
Event Venues: At UCI International Events, the area where the Event is taking place as well as the
accommodations where the Riders participating in such Event are staying.
「競技大会会場」とは，競技大会の所轄組織により指定された会場をいう．
Event Period: Period which starts at midnight the day before the Event is set to take place and
finishes at midnight the day on which the Event ends. However for Grand Tours the period
commences at midnight three days before the Event is set to begin and finishes at midnight the day
on which the Event ends (for example: the Event Period for a one-day road race scheduled to start
on 19 December at 10:00 starts on 18 December at 00:01 and finishes on 19 December at 23:59).
「競技大会の期間」とは，競技大会が開催される前日の真夜中に始まり，競技大会終了日の真夜中に終
わる期間をいう．しかしながら，主要ステージレースでは期間は競技大会が開催される3日前の真夜中に
始まり，競技大会終了日の真夜中に終わる期間をいう．（例：12月19日の10時にスタートを予定するワン
デイ･ロードレースの競技大会の期間は，12月18日の00:01に開始し，12月19日の23:59に終了する）．
In-Competition: The Event Period. However, for the purpose of the Prohibited List, In-Competition is
the period commencing twelve hours before a Competition in which the Rider is scheduled to
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participate through the end of such Competition and the Sample collection process related to such
Competition.
「競技会（時）」とは，競技者が参加する予定の競技会の12時間前に開始され，当該競技会および競技会
に関係する検体採取過程の終了までの期間をいう．
Independent Observer Program: A team of observers, under the supervision of WADA, who observe
and provide guidance on the Doping Control process at certain Events and report on their
observations.
「インディペンデント・オブザーバー・プログラム」とは，オブザーバー・チームが，WADAの監督下で，特定
の競技大会におけるドーピング・コントロールの過程を監視し，ドーピング・コントロールの過程について助
言を提供し，監視事項に関して報告を行うことをいう．
International Event: An Event or Competition where the International Olympic Committee, the
International Paralympic Committee, the UCI, a Major Event Organization, or another international
sport organization is the ruling body for the Event or appoints the technical officials for the Event.
「国際競技大会」とは，国際オリンピック委員会，国際パラリンピック委員会，UCI，主要競技大会機関ある
いはその他の国際スポーツ機関がその競技大会の所轄組織である競技大会または競技，あるいはそれ
らの機関が競技大会の競技役員を指名する競技大会または競技．
For the purpose of Article 5.3 exclusively, International Events are Events for which the UCI has
Testing responsibility and are referred to as “UCI International Events”. UCI International Events are
defined annually by the UCI. The list of such UCI International Events is communicated to the
relevant Anti-Doping Organizations.
第5.3項のためにおいては，国際競技大会とはUCIが検査責任を持っている競技大会であり，「UCI国際
競技大会」と称される．UCI国際競技大会は毎年UCIによって定義される．そのようなUCI国際競技大会
のリストは関連するアンチ・ドーピング機関に伝達される．
International-Level Rider: Riders who compete in sport at the international level, as defined in the
Introduction of these Anti-Doping Rules.
「国際レベルの競技者」とは，このアンチ・ドーピング規則の序論において定義される，国際レベルにおい
て競技する競技者をいう．
Minor: A natural Person who has not reached the age of eighteen years.
「18歳未満の者」とは，18歳に達していない自然人をいう．
National Anti-Doping Organization: The entity(ies) designated by each country as possessing the
primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of
Samples, the management of test results, and the conduct of hearings at the national level. If this
designation has not been made by the competent public authority(ies), the entity shall be the
country’s National Olympic Committee or its designee.
「国内アンチ・ドーピング機関」とは，国内において，アンチ・ドーピング規則の採択および実施，検体採取
の指示，検査結果の管理ならびに聴聞会の実施に関して第一位の権限を有し，責任を負うものとして国
の指定を受けた団体をいう．関連当局によって当該指定が行われなかった場合には，当該国の国内オリ
ンピック委員会またはその指定を受けた者が国内アンチ・ドーピング機関となる．
National Event: A sport Event or Competition involving International- or National-Level Riders that is
not an International Event or an UCI International Event within the meaning of the second paragraph
of the definition of International Event.
「国内競技大会」とは，国際レベルの競技者または国内レベルの競技者が参加する競技大会または競技
会のうち国際競技大会に該当しないもの，あるいは国際競技大会の説明の第2節における意味でのUCI
国際競技大会をいう．
National-Level Rider: Riders who compete in sport at the national level, as defined by each National
Anti-Doping Organization, consistent with the International Standard for Testing and Investigations.
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「国内レベルの競技者」とは，「検査およびドーピング捜査に関する国際基準」に適合する，各国内アンチ・
ドーピング機関が定義する，国内レベルで競技する競技者をいう．
National Olympic Committee: The organization recognized by the International Olympic Committee.
The term National Olympic Committee shall also include the National Sport Confederation in those
countries where the National Sport Confederation assumes typical National Olympic Committee
responsibilities in the anti-doping area.
「国内オリンピック委員会」とは，国際オリンピック委員会公認の組織をいう．国内競技連合が国内オリン
ピック委員会のアンチ・ドーピングの分野における典型的な責任を負う国においては，国内オリンピック委
員会は，当該国内競技連合を含むものとする．
Out-of-Competition: Any period which is not In-Competition.
「競技会外」とは，競技会（時）以外の期間をいう．
Registered Testing Pool (or RTP): The pool of highest-priority Riders established separately at the
international level by International Federations and at the national level by National Anti-Doping
Organizations, who are subject to focused In-Competition and Out-of-Competition Testing as part of
that International Federation’s or National Anti-Doping Organization’s Test Distribution Plan and
therefore are required to provide whereabouts information as provided in Article 5.6.
「検査対象者登録リスト」とは，国際競技連盟または国内アンチ・ドーピング機関の検査配分計画の一環
として，重点的な競技会（時）検査および競技会外の検査の対象となり，またそのため第5.6項に従い居場
所情報を提出することを義務づけられる，国際競技連盟が国際レベルの競技者として，また国内アンチ・
ドーピング機関が国内レベルの競技者として各々定めた，最優先の競技者群のリストをいう．
Rider: Any Person subject to these Anti-Doping Rules who competes in the sport of cycling, whether
at the international level as defined by the UCI in the Introduction to these Anti-Doping Rules
(International-Level Rider), at the national level (National-Level Rider) as defined by each National
Anti-Doping Organization), or otherwise.
「競技者」とは，このアンチ・ドーピング規則を前提条件として，UCIがこのアンチ・ドーピング規則の序論に
おいて定義する国際レベル（国際レベル競技者）または各国内アンチ･ドーピング機関が定義する国内レ
ベル（国内レベル競技者）およびその他の，自転車競技スポーツにおいて競技するすべての人をいう．
An Anti-Doping Organization has discretion to apply anti-doping rules to a Rider who is neither an
International-Level Rider nor a National-Level Rider, and thus to bring them within the definition of
“Rider.” In relation to Riders who are neither International-Level nor National-Level Riders, an AntiDoping Organization may elect to: conduct limited Testing or no Testing at all; analyze Samples for
less than the full menu of Prohibited Substances; require limited or no whereabouts information; or
not require advance TUEs. However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is
committed by any Rider over whom an Anti-Doping Organization has authority who competes below
the international or national level, then the Consequences set forth in the Code (except Article 14.3.2)
must be applied. For purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of anti-doping
information and education, any Person who participates in sport under the authority of any Signatory,
government, or other sports organization accepting the Code is a Rider.
アンチ・ドーピング機関は，国際レベルの競技者または国内レベルの競技者のいずれでもない競技者に
つき，アンチ・ドーピング規則を適用することによりこれらの者を「競技者」の定義に含める裁量を有する．
国際レベルの競技者または国内レベルの競技者のいずれでもない競技者につき，アンチ・ドーピング機関
は以下の事項を行う選択権を有する．限定した検査を行いもしくは検査を行わないこと，すべての禁止物
質を対象として網羅的に分析するのではなく，その一部について検体分析を行うこと，限定的な居場所情
報を要請しもしくは居場所情報を要請しないこと，または，事前のTUEを要請しないこと．ただし，アンチ・ド
ーピング機関が，国際レベルまたは国内レベルに至らずに競技する競技者につき権限を有し，当該競技
者が第2.1項，第2.3項または第2.5項のアンチ・ドーピング規則違反を行った場合には，本規程に定める
措置（ただし，第14.3.2項を除く）が適用されなければならない．第2.8項および第2.9項ならびにアンチ・ド
ーピング情報および教育との関係では，本規程を受諾している署名当事者，政府その他のスポーツ団体
の傘下において競技に参加する人は，競技者に該当する．
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[Comment to Rider: This definition makes it clear that all International and National-Level Riders are
subject to the anti-doping rules of the Code, with the precise definitions of international- and nationallevel sport to be set forth in the anti-doping rules of the International Federations and National AntiDoping Organizations, respectively. The definition also allows each National Anti-Doping
Organization, if it chooses to do so, to expand its anti-doping program beyond International- or
National- Level Riders to competitors at lower levels of Competition or to individuals who engage in
fitness activities but do not compete at all. Thus, a National Anti-Doping Organization could, for
example, elect to test recreational-level competitors but not require advance TUEs. But an antidoping rule violation involving an Adverse Analytical Finding or Tampering results in all of the
Consequences provided for in the Code (with the exception of Article 13.4.2). The decision on
whether Consequences apply to recreational-level Riders who engage in fitness activities but never
compete is left to the National Anti-Doping Organization. In the same manner, a Major Event
Organization holding an Event only for masters-level competitors could elect to test the competitors
but not analyze Samples for the full menu of Prohibited Substances. Competitors at all levels of
Competition should receive the benefit of anti-doping information and education.]

［「競技者」の解説：本定義は，国際レベルの競技者および国内レベルのすべての競技者に対して本規程
のアンチ・ドーピング規則が適用される旨を明らかにするものである．なお，国際レベルおよび国内レベル
の競技の厳密な定義は，国際競技連盟および国内アンチ・ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則が
各々定める．また，上記の定義は，国内アンチ・ドーピング機関が，適切であると判断した場合に，国際レ
ベルの競技者または国内レベルの競技者のみならず，より低い水準の競技会における競技参加者およ
びフィットネス活動を行うが競技会には全く出場しない個人に対しても自己のアンチ・ドーピング・プログラ
ムの適用範囲を拡大することをも認めている．よって，例えば，国内アンチ・ドーピング機関は，レクリエー
ション・レベルの競技参加者を検査するが，事前のTUEを要請しないよう，選択することができる．ただし，
違反が疑われる分析報告または不当な改変に関するアンチ・ドーピング規則違反は，本規程に定めるす
べての措置（ただし，第 14.3.2項を除く）をもたらす．フィットネス活動に従事するものの，競技会に参加し
ないレクリエーション・レベルの競技参加者に，措置が適用されるか否かの決定は，国内アンチ・ドーピン
グ機関に委ねられる．同様に，マスター・レベルの競技参加者のためのみに競技大会を開催する主要競
技大会機関は，競技参加者を検査するが，すべての禁止物質を対象とする網羅的な検体分析を行わな
いことを選択することができる．競技水準の如何に拘らず，競技参加者がアンチ・ドーピング関連の情報
および教育を受けられるようにしなければならない．］
Sample or Specimen: Any biological material collected for the purposes of Doping Control.
「検体」または「標本」とは，ドーピング・コントロールにおいて採取された生体物質をいう．
[Comment to Sample or Specimen: It has sometimes been claimed that the collection of blood
Samples violates the tenets of certain religious or cultural groups. It has been determined that there
is no basis for any such claim.]

［解説：一定の宗教的または文化的集団においては，血液検体の採取は信条に反すると主張されること
があるが，当該主張には根拠がないものとされている．］
Signatories: Those entities signing the Code and agreeing to comply with the Code and the
International Standards.
「署名当事者」とは，国際アンチ･ドーピング規程および「国際基準」に署名し，国際アンチ･ドーピング規程
を遵守することに同意した団体をいう．
Substantial Assistance: For purposes of Article 10.6.1, a Person providing Substantial Assistance
must: (1) fully disclose in a signed written statement all information he or she possesses in relation
to anti-doping rule violations, and (2) fully cooperate with the investigation and adjudication of any
case related to that information, including, for example, presenting testimony at a hearing if
requested to do so by an Anti-Doping Organization or hearing panel. Further, the information
provided must be credible and must comprise an important part of any case which is initiated or, if
no case is initiated, must have provided a sufficient basis on which a case could have been brought.
「実質的な支援」；第10.6.1項との関係において，実質的な支援を提供する人は，(1)自己が保有するアン
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チ・ドーピング規則違反に関するすべての情報を署名入りの書面により完全に開示し，(2)アンチ・ドーピン
グ機関または聴聞パネルからの要求がある場合には，例えば，聴聞会において証言をするなど，当該情
報に関する事案のドーピング捜査および裁定に対し十分に協力しなければならない．さらに，提供された
情報は，信頼できるものであり，かつ，手続が開始された事案の重大な部分を構成するものでなければな
らず，仮に手続が開始されていない場合には，手続の開始に十分な根拠を与えるものでなければならな
い．
Target Testing: Selection of specific Riders for Testing based on criteria set forth in the UCI Testing
& Investigations Regulations.
「特定対象検査」とは，「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」に定める基準に基づき，検査のた
めに特定の競技者を抽出することをいう．
Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a Competition.
「チームスポーツ」とは，競技会中に，選手交代が認められるスポーツをいう．
Testing: The parts of the Doping Control process involving test distribution planning, Sample
collection, Sample handling, and Sample transport to the laboratory.
「検査」とは，ドーピング・コントロールの過程のうち，検査配分計画の立案，検体の採取，検体の取扱いな
らびに分析機関への検体の輸送を含む部分をいう．
WADA: The World Anti-Doping Agency.
「WADA」とは，世界アンチ・ドーピング機構をいう．

3.2 Defined terms specific to the UCI Testing and Investigations Regulations:
「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」に固有の定義
Blood Collection Officer (or BCO): An official who is qualified and has been authorized by the
Sample Collection Authority to collect a blood Sample from an Athlete.
ブラッド・コレクション・オフィサー: 競技者から血液検体の採取を行うことにつき，検体採取機関により資
格を与えられ，権限を与えられた役職員をいう．
Chain of Custody: The sequence of individuals or organizations who have responsibility for the
custody of a Sample from the provision of the Sample until the Sample has been delivered to the
laboratory for analysis.
検体管理の連鎖： 検体の提出から検体が分析のために分析機関に受理されるまでの，検体管理に責任
を有する個人または機関による一連の手順をいう．
Chaperone: An official who is trained and authorized by the Sample Collection Authority to carry out
specific duties including one or more of the following (at the election of the Sample Collection
Authority): notification of the Rider selected for Sample collection; accompanying and observing the
Rider until arrival at the Doping Control Station; and accompanying and/or observing Riders who are
present in the Doping Control Station.
シャペロン: 検体採取機関により養成され，権限を与えられた役職員であって，次の一つまたはそれ以
上の特定の職務（検体採取機関にて選択される）を遂行する役職員をいう．検体採取対象として抽出され
た競技者への通告，ドーピング・コントロール・ステーション到着までの競技者の付き添いおよび監視，ド
ーピング・コントロール・ステーションに所在する競技者の付き添いおよび／もしくは監視．
Doping Control Officer (or DCO): An official who has been trained and authorized by the Sample
Collection Authority to carry out the responsibilities given to DCOs in the UCI TIR.
ドーピング・コントロール・オフィサー: 検体採取機関により養成され，権限を与えられた役職員であって，
UCI TIRにてDCO に付与された責任を遂行するものをいう．
Doping Control Station: The location where the Sample Collection Session will be conducted.
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ドーピング・コントロール・ステーション: 検体採取セッションが実施される場所をいう．
Event Testing: Testing organised in the scope of an Event during the Event Period.
競技大会時検査： 競技大会期間中に競技大会の範囲において行われる検査．
Failure to Comply: A term used to describe anti-doping rule violations under UCI ADR Articles 2.3
and/or 2.5. .
不遵守: UCI ADR第2.3 項および／または第2.5 項に基づくアンチ・ドーピング規則違反を記述するた
めに使用される用語をいう．
Filing Failure: A failure by the Rider (or by a third party to whom the Rider has delegated the task)
to make an accurate and complete Whereabouts Filing that enables the Rider to be located for
Testing at the times and locations set out in the Whereabouts Filing or to update that Whereabouts
Filing where necessary to ensure that it remains accurate and complete, all in accordance with Article
5.3 of the UCI TIR.
提出義務違反 (Filing Failure) : 競技者（または競技者が提出義務の履行を委任した第三者）において，
UCI TIRの第5.3 項に従い，居場所情報提出にて示された時間および場所において検査するために競技
者の居場所を特定できるように正確かつ完全な居場所情報提出を行い，または，必要に応じてその居場
所情報提出が引き続き正確かつ完全であることを確保するために当該居場所情報を更新する義務を履
行しないことをいう．
List for notification purposes: List of Riders selected for Doping Controls in the scope of PostFinish Testing, published as per Article 7.2.4.
通知のためのリスト： フィニッシュ後検査の範囲でドーピング･コントロールのために選出された競技者の
リスト，第7.2.4項により発表される．
Missed Test: A failure by the Rider to be available for Testing at the location and time specified in
the 60-minute time slot identified in his/her Whereabouts Filing for the day in question, in accordance
with Article 5.3.2 of the UCI TIR.
検査未了: UCI TIRの第5.3.2項に従い，対象日に，居場所情報提出で指定された60 分の時間枠にて
特定された場所および時間において行われる検査に，競技者が応じないことをいう．
No Advance Notice Testing: Sample collection that takes place with no advance warning to the
Rider and where the Rider is continuously chaperoned from the moment of notification through
Sample provision.
事前通告無しの検査：競技者に対して事前の警告なく行われ，競技者が通告された時から検体提出まで
の間継続して付き添いをされる検体採取をいう．
Post-Finish Testing: Event Testing organized following a Competition or Event for the purpose of
Testing Riders that participated in the Competition or Event.
フィニッシュ後検査： 競技会または競技に参加している検査対象競技者を目的とした，競技会または競
技後に実施される競技会（時）検査．
Random Selection: Selection of Riders for Testing that is not Target Testing.
無作為抽出：特定対象検査以外の検査に関する競技者の抽出をいう．
Results Management Authority: The organization that is responsible, in accordance with UCI ADR
Article 7.1, for the management of the results of Testing (or other evidence of a potential anti-doping
rule violation) and hearings, whether (1) an Anti-Doping Organization (for example, the International
Olympic Committee or other Major Event Organization, WADA, an International Federation, or a
National Anti-Doping Organization); or (2) another organization acting pursuant to the authority of
and in accordance with the rules of the Anti-Doping Organization (for example, a National Federation
that is a member of the UCI).
結果管理機関 (Results Management Authority)：「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」の第
7.1 項に従い，検査の結果（または，アンチ・ドーピング規則違反の可能性があるその他の証拠），および，
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聴聞会の管理に責任のある機関をいう．（１）アンチ・ドーピング機関（例えば，国際オリンピック委員会もし
くはその他の主要競技大会機関，WADA，国際競技連盟，または，国内アンチ・ドーピング機関），または，
（２）アンチ・ドーピング機関の権限の下でまたはその規則に従い行動するその他の機関（例えば，UCIの
加盟団体である国内連盟）の別を問わない．
Results Management Authority for whereabouts purposes: The Anti-Doping Organization
responsible for the results management of Whereabouts Failures.
居場所情報のための結果管理機関： 居場所情報の結果管理に責任のあるアンチ・ドーピング機関をいう．
Retirement: For the sport of cycling, when a Rider no longer intends on and effectively no longer
competes in International Events.
引退： 自転車競技においては，もはや競技者が国際競技大会における競技を意図せず，事実上競技し
ない場合．
[Comment: Retirement is effective only when the UCI has received the Rider’s written notice or as
from the 1st January of the year for which the Rider has not requested a licence allowing participation
in International Events.]
Sample Collection Authority: The organisation that is responsible for the collection of Samples in
compliance with the requirements of the UCI TIR, whether (1) the Testing Authority itself; or (2)
another organization (for example, a third party contractor) to whom the Testing Authority has
delegated or sub-contracted such responsibility (provided that the Testing Authority always remains
ultimately responsible under the UCI ADR for compliance with the requirements of the UCI TIR
relating to collection of Samples).
検体採取機関 (Sample Collection Authority)：UCI TIRの要件に従い検体の採取を行う責任を有する機
関をいう．（１）検査管轄機関そのもの，または，（２）検査管轄機関が自己の責任権限を付与しまたは業
務を委託したその他の機関（例えば，第三者である受託者）（但し，検体採取に関し，UCI ADRの下，UCI
TIRの要件に従う究極的な責任は，検査管轄機関が常に負う．）の別を問わない．
Sample Collection Equipment: Containers or apparatus used to collect or hold the Sample at any
time during the Sample Collection Session. Sample Collection Equipment shall, as a minimum,
consist of:
検体採取器具: 検体採取セッションにおいて，いつでも検体を採取しまたは保存するために使用される容
器または器具をいう．検体採取器具には少なくとも以下のものを含むこととされる：
•

•

For urine Sample collection:
尿検体採取器具：
-

Collection vessels for collecting the Sample as it leaves the Athlete’s body;
競技者の体から尿検体が排出されると同時に採取するための採尿カップ；

-

Suitable kit for storing partial Samples securely until the Athlete is able to provide more
urine; and
競技者が更なる尿を提出するまで尿検体の一部を厳重に保存するための適切なキット

-

Sealable and tamper-evident bottles and lids for storing and transporting the complete
Sample securely.
完全な尿検体を厳重に保存および運搬するための，密封可能かつ開封履歴が残るボトルおよ
び蓋；

For blood Sample collection:
血液検体採取器具：

-
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-

Blood tubes with sealable and tamper-evident devices for storing and transporting the
Sample securely.
血液検体を厳重に保存および運搬するための密封可能かつ開封履歴が残る装置付き採血管

Sample Collection Personnel: A collective term for qualified officials authorized by the Sample
Collection Authority to carry out or assist with duties during the Sample Collection Session.
検体採取要員: 検体採取セッションにおいて職務を遂行または補助する権限を検体採取機関により与え
られた役職員の総称をいう．
Sample Collection Session: All of the sequential activities that directly involve the Rider from the
point that initial contact is made until the Rider leaves the Doping Control Station after having
provided his/her Sample(s).
検体採取セッション: 最初の接触があってから，競技者が検体を提出した後ドーピング・コントロール・ス
テーションを退出するまでの，競技者に直接関わる一連の行動すべてをいう．
Suitable Specific Gravity for Analysis: Specific gravity measured at 1.005 or higher with a
refractometer, or 1.010 or higher with lab sticks.
分析のための適切な比重: 屈折計を用いて計測した場合には1.005 もしくはそれ以上，または，尿試験
紙を用いて計測した場合には1.010 もしくはそれ以上の比重値をいう．
Suitable Volume of Urine for Analysis: A minimum of 90 mL, whether the laboratory will be
analysing the Sample for all or only some Prohibited Substances or Prohibited Methods.
分析のための適切な尿量: 最低90mL（分析機関が，禁止物質または禁止方法の全部または一部につ
いてのみ検体を分析する場合か否かを問わない．）．
Team Activity/Activities: Sporting activities carried out by Riders on a collective basis as part of a
team (e.g., training, travelling, tactical sessions) or under the supervision of the team (e.g., treatment
by a team doctor).
チーム活動: 競技者が，チームの一員として集団で（例えば，トレーニング，移動，戦術トレーニングセッ
ション），または，チームの指揮の下（例えば，チームドクターによる治療），行うスポーツ活動をいう．
Test Distribution Plan: A document written by the UCI that plans Testing on Riders over whom it
has Testing Authority, in accordance with the requirements of Article 4 of the UCI TIR.
検査配分計画: 検査管轄機関の検査権限のある競技者に対して検査を計画するUCIにより，UCI TIRの
第4章の要件に従い作成された文書をいう．
Testing Authority: The organization that has authorized a particular Sample collection, whether (1)
an Anti-Doping Organization (for example, the UCI, the International Olympic Committee or other
Major Event Organization, WADA, or a National Anti-Doping Organization); or (2) another
organization conducting Testing pursuant to the authority of and in accordance with the rules of the
Anti-Doping Organization (for example, a National Federation that is a member of the UCI).
検査管轄機関：特定の検体採取につき権限を有する機関をいう．（１） アンチ・ドーピング機関（例えば，
UCI，国際オリンピック委員会もしくはその他の主要競技大会機関，WADA，または，国内アンチ・ドーピン
グ機関），または，（２）アンチ・ドーピング機関の権限の下で，またはその規則に従い行動するその他の機
関（例えば，UCIの加盟団体である国内連盟），の別を問わない．
Unsuccessful Attempt Report: A detailed report of an unsuccessful attempt to collect a Sample
from an Rider in a Registered Testing Pool, setting out the date of the attempt, the location visited,
the exact arrival and departure times at the location, the steps taken at the location to try to find the
Rider (including details of any contact made with third parties), and any other relevant details about
the attempt.
試みの失敗に関する報告: 検査対象者登録リスト上の競技者から検体を採取する試みの失敗に関する
詳細な報告であって，試みの日付，訪問場所，当該場所への正確な到着時刻および当該場所での退出
時刻，当該場所にて競技者を探すためにとられた手段（第三者との接触に関する詳細も含む），および，
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試みに関するその他の詳細を示したものをいう．
Whereabouts Failure: A Filing Failure or a Missed Test.
居場所情報関連義務違反：提出義務違反 (Filing Failure) または検査未了 (Missed Test) をいう．
Whereabouts Filing: Information provided by or on behalf of a Rider in a Registered Testing Pool
that sets out the Rider’s whereabouts during the following quarter, in accordance with Article 5.3 of
the UCI TIR.
居場所情報提出: UCI TIRの第5.3 項に従い，次の四半期における競技者の居場所を示す情報であって，
検査対象者登録リストにおける当該競技者によりまたは当該競技者のために提出された情報をいう．
Witness: Sample Collection Personnel authorized to Witness the passing of a urine Sample.
立会人： 尿検体の排出に立会う権限を与えられた検体採取要員．
[Comment: For avoidance of doubt, a Chaperone is not allowed to be a Witness.]

［解説： 疑問を避けるため，シャペロンは立会人になることは許可されない．］

3.3 Interpretation:
「UCI検査およびドーピング捜査に関する規則」の解釈
3.3.1
Unless otherwise specified, references below to Articles are references to Articles of the
UCI TIR.
特に明示されない限り，以下の各条項への言及は，いずれもこのUCI TIRの条項に対する言及である．
3.3.2
The comments annotating various provisions of the UCI TIR shall be used to interpret the
UCI TIR.
UCI TIRの各条項に注釈として付された解説は，本規則を解釈するために使われるものとする．
3.3.3
The Annexes to the UCI TIR have the same mandatory status as the rest of the UCI TIR.
UCI TIRの付属文書は，本規則のその他の部分と同様に義務事項である．
3.3.4 The official text of the UCI TIR shall be maintained by the UCI and shall be published in English
and French. In the Event of any conflict between the English and French versions, the English
version shall prevail.
UCI TIRの公式文書は，UCIによって維持され，英語およびフランス語にて公表されるものとする．英語版
とフランス語版との間に矛盾が生じた場合，英語版が優先するものとする．
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PART TWO: STANDARDS FOR TESTING
第2部：検査に関する基準
4.0

Planning effective Testing
効果的な検査のための計画

4.1 Objective
本章の目的
4.1.1
In furtherance of UCI ADR Article 5.4, the UCI shall plan and implement intelligent Testing
that is proportionate to the risk of doping among Riders under its jurisdiction, and that is effective to
detect and to deter such practices. The objective of this Section 4 of the UCI TIR is to set out the
steps that are necessary to produce a Test Distribution Plan that satisfies this requirement. This
includes establishing the overall pool of Riders within the UCI's anti-doping program, and
assessment of which Prohibited Substances and Prohibited Methods are most likely to be abused
in the cycling disciplines, followed by appropriate prioritization between the disciplines, between
categories of Riders, between types of Testing, between types of Samples collected, and between
types of Sample analysis.
UCI ADR第5.4項の推進において，UCIは，その管轄下において競技者がドーピングを行うリスクに対し
て均衡的であり，かつ，それを検出して抑止するために効果的である，インテリジェンスを活用した検査を
計画および実行することを義務づけている．UCI TIRの本第4章の目的は，かかる要件を満たす検査配分
計画を策定するために必要な手順を定めることである．この中には，UCIのアンチ・ドーピング・プログラム
において包括的な競技者群を画定すること，自転車競技においてどの禁止物質およびどの禁止方法が
最も乱用されやすいかに関する評価，さらに，競技部門種目ごと，競技者の分類ごと，検査の種類ごと，
採取された検体の種類ごと，ならびに，検体分析の種類ごとに適切な優先順位をつけることを含む．
4.1.2
The UCI shall ensure that Rider Support Personnel and any other Persons with a conflict of
interest are not involved in Test Distribution Planning for their Riders or in the process of selection
of Riders for Testing.
UCIは，サポートスタッフおよびその他の利害関係を有する人が，競技者の検査配分計画，または検査対
象となる競技者の抽出過程に関与しないようにするものとする．
4.1.3
The UCI shall document its Test Distribution Plan and shall file that Test Distribution Plan
with WADA (a) when seeking WADA’s approval pursuant to UCI ADR Article 6.4.2 to analyse
Samples using a less extensive menu than that set out in the Technical Document referenced at UCI
ADR Article 6.4. in accordance with Article 4.7.1 of this UCI TIR; and (b) where requested by WADA,
as part of the process of demonstrating the UCI’s satisfaction of the requirements of Code Article
5.4.
UCIは，(a) 本UCI TIR第4.7.1項に従い，UCI ADR第6.4項におけるテクニカルドキュメントに定められた
分析項目よりも簡易な項目で検体を分析するために，UCI ADR第6.4.2項に基づき，WADAからの承認を
得ることを求める場合，または，(b) 世界規程第5.4項の要件がUCIにおいて満たされていることを示す手
続のひとつとして，WADAから要請された場合には，検査配分計画を文書にしてWADAに提出するものと
する．
4.1.4
The main activities are therefore risk assessment and prioritization, including information
and intelligence gathering, monitoring and follow-up; developing a Test Distribution Plan based on
that risk assessment and prioritization; filing and discussing that Test Distribution Plan with WADA
(where applicable); monitoring, evaluating, reviewing, modifying and updating that Test Distribution
Plan as necessary in light of changing circumstances; and implementing the Test Distribution Plan.
したがって，主たる活動は，情報およびインテリジェンスの収集，監視およびフォローアップ等の，リスク評
価を行い，優先順位を付けること，かかるリスク評価および優先順位付けを踏まえて検査配分計画を策定
すること，（適用される場合）当該検査配分計画をWADAに提出して協議すること，状況の変化に照らして
必要に応じて当該検査配分計画を監視，評価，検証，修正，および，更新すること，ならびに，検査配分
計画を実施することである．
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4.2 Risk assessment
リスク評価
4.2.1
As set out in UCI ADR Article 5.4, the starting point of the Test Distribution Plan must be a
considered assessment, in good faith, of which Prohibited Substances and/or Prohibited Methods
are most likely to be abused in the sport of cycling and its disciplines in question. This assessment
should take into account (at a minimum) the following information:
UCI ADR第5.4項に定めるとおり，検査配分計画は，自転車競技およびその競技部門においてどの禁止
物質および／または禁止方法が最も乱用されやすいかを真摯に検討し評価することから始めなければな
らない．かかる評価では，（最低限）以下の情報を考慮に入れなければならない．
a)

The physical and other demands of the sport of cycling (and/or its disciplines), considering
in particular the physiological requirements of the sport of cycling/its disciplines;
自転車競技（および／またはその競技部門）における身体的な要求ならびにその他の要求（特
に，自転車競技／その競技部門）における生理的な要求）

b)

The possible performance-enhancing effects that doping may elicit in sport of cycling/its
disciplines;
自転車競技／その競技部門において，ドーピングがもたらしうる競技力向上効果；

c)

The rewards available at the different levels of sport of cycling/its disciplines and/or other
potential incentives for doping;
異なるレベルにおける自転車競技／その競技部門において享受されうる報酬，ならびに／また
は，その他のドーピングへと誘引する可能性のある動機；

d)

The history of doping in the sport of cycling/its disciplines;
自転車競技／その競技部門におけるドーピング違反歴；

e)

Available research on doping trends (e.g., peer-reviewed articles);
ドーピングの傾向に関する入手可能な研究（ピアレビューのある学術論文など）；

f)

Information received/intelligence developed on possible doping practices in the sport (e.g.,
Riders’ testimony; information from criminal investigations; and/or other intelligence
developed in accordance with WADA’s Guidelines for Coordinating Investigations and
Sharing Anti-Doping Information and Evidence)in accordance with Section 11 of the UCI
TIR; and
UCI TIR第11 章に従い，競技において生じうるドーピングの実態に関して受領された情報また
は構築されたインテリジェンス（例えば，競技者の証言，刑事捜査における情報，および／また
は，WADAの「捜査協力ならびにアンチ・ドーピングに関する情報および証拠の共有のガイドライ
ン (Guidelines for Coordinating Investigations and Sharing Anti-Doping Information and
Evidence)」に沿って構築されるその他のインテリジェンス）；ならびに

g)

The outcomes of previous test distribution planning cycles.
過去の検査配分計画サイクルによる結果．

4.2.2
In developing its Test Distribution Plan, the UCI shall be bound by the UCI ADR Article 5.4.1
and 6.4. Additionally, the UCI shall conduct its own risk assessment. It should take into account in
good faith any risk assessment for the sport or discipline in question carried out by another AntiDoping Organization with overlapping Testing Authority. However, the UCI is not bound by a National
Anti-Doping Organization’s assessment of the risks of doping in the sport of cycling or its disciplines,
and a National Anti-Doping Organization is not bound by the UCI’s assessment of the risks of doping
in the sport of cycling or its disciplines.
検査配分計画を策定するにあたり，UCIは，UCI ADR第5.4.1項および第6.4項に拘束されるものとする．
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さらに，UCIは，リスク評価を自身で実施するものとする．アンチ・ドーピング機関は，重複して検査権限を
有する他のアンチ・ドーピング機関が行う，対象の競技または種目のリスク評価を真摯に考慮に入れなけ
ればならない．しかし，UCIは，国内アンチ・ドーピング機関が自転車競技またはその競技部門に関して行
ったドーピングのリスク評価には拘束されない．また，国内アンチ・ドーピング機関は，UCIが自転車競技
またはその競技部門に関して行ったドーピングのリスク評価には拘束されない．
4.2.3
The UCI shall also consider the potential doping patterns in the sport of cycling, nation or
Event (as applicable). This shall include assessing matters such as:
UCIは，自転車競技，国，または，競技大会（適用がある場合）ごとの，潜在的なドーピング違反のパター
ンについても，検討するものとする．これには，以下の事項の分析が含まれるものとする．
a) which Prohibited Substances and/or Prohibited Methods the Rider would consider most
likely to enhance performance in the sport of cycling or its disciplines;
競技者が，自転車競技またはその競技部門において競技力を向上させると最も考えうる禁止物
質および／または禁止方法とは何か，
b) at what points in his/her career in the sport the Rider would be most likely to consider
obtaining such an illicit advantage; and
競技者が，自身の競技人生において，不当に競技力向上へのメリットを享受できると最も考えや
すいキャリアにおける重要事項は何か，ならびに，
c) given the structure of the season for the sport of cycling or its disciplines in question
(including standard Competition schedules and training patterns), at what time(s) during the
year the Rider would be most likely to undertake doping practices.
自転車競技またはその競技部門のシーズンの体系（標準的な競技会スケジュールおよびトレー
ニングパターン等）からすると，1 年を通して，競技者が最もドーピングをしやすい時期はいつか．
4.2.4
All of the remaining steps to be taken in developing a Test Distribution Plan (as set out in
the rest of this Section 4 below) are to be based on the risk assessment set out in this Article 4.2.
The UCI must be able to demonstrate to WADA’s satisfaction that it has made a proper assessment
of the relevant risks and has adopted an appropriate Test Distribution Plan based on the results of
that assessment.
検査配分計画を策定するための残りのステップについては（以下，本第4章における以下の部分に定める
とおり），本第4.2項に定めるリスク評価を踏まえるものとする．UCIは，関連するリスクについて適切な評
価を行い，かかる評価を踏まえて適切な検査配分計画を採択したことをWADAが納得できるよう提示しな
ければならない．
4.2.5
Test Distribution Planning is intended to be an ongoing process, not a static one. The UCI
shall review the Test Distribution Plan regularly and shall adapt it as necessary to reflect new
information gathered and intelligence developed by the UCI, and to take into account Testing
conducted by other Anti-Doping Organizations. However, any revision to the risk assessment set out
in the Technical Document referenced in UCI ADR Article 6.4 would have to be agreed by WADA.
検査配分計画は，常に発展的なものであり，固定的なものではない．UCIは，定期的に検査配分計画を
検証し，UCIにて新たに収集した情報および構築したインテリジェンスを必要に応じて反映し，他のアンチ・
ドーピング機関が行った検査を考慮に入れるものとする．但し，UCI ADR第6.4項に言及されたテクニカル
ドキュメントにおけるリスク評価を修正するにあたっては，WADAの承認を得なければならない．

4.3 Establishing the overall pool of Riders
包括的な競技者群の画定
4.3.1
In recognition of the finite resources of Anti-Doping Organizations, the UCI ADR definition
of "Rider" allows the UCI to focus its anti-doping program (including Testing) on those who compete
regularly at the international level (i.e., International-Level Riders, as defined in the UCI ADR).
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UCI ADRでは，アンチ・ドーピング機関の資源が限定されていることを踏まえ，「競技者」の定義として，
UCIがそのアンチ・ドーピング・プログラム（検査を含む）の対象者を，国際レベルで定期的に競技する人
（すなわち，UCI ADRが定義した国際レベルの競技者）に限定することも許されている．
[Comment: Nothing prevents the UCI from Testing a Rider under its jurisdiction who is not an
International-Level Rider, if it sees fit, e.g., where he/she is competing in an International Event.
Furthermore, as set out in the UCI ADR definition of “Rider", a National Anti-Doping Organization
may decide to extend its anti-doping program (including Testing) to sportsmen and women who
compete below national level. However, the main focus of the UCI’s Test Distribution Plan
should be International-Level Riders, and the main focus of a National Anti-Doping
Organization's Test Distribution Plan should be National-Level Riders and above.]
［解説：UCIは，自己の管轄下にある競技者については，国際レベルの競技者でなくても，もし，かか

る競技者が国際競技大会に出場する場合など，適切であると考える場合には，かかる競技者を検査
することができる．さらに，UCI ADRにて「競技者」として定義で定めるとおり，国内アンチ・ドーピング
機関は，アンチ・ドーピング・プログラム（検査を含む．）を国内レベル以下で競技するスポーツを行う
人々にも適用することを決めることができる．しかし，UCIの検査配分計画の主たる対象は，国際レベ
ルの競技者であるべきであり，また，国内アンチ・ドーピング機関の検査配分計画の主たる対象は，
国内レベルの競技者およびそれ以上の人であるべきである．］
4.3.2
Therefore, once the risk assessment described in Article 4.2 is completed, the next step is
to establish the overall pool of Riders who are in principle going to be subject to Testing by the UCI,
fixing an appropriate definition of International-Level Rider.
したがって，第4.2項におけるリスク評価が完了した時点で，次に行われるべきことは，UCIにより国際レベ
ルの競技者を適切に定義し，原則として該当のアンチ・ドーピング機関による検査対象者になる包括的な
競技者群を画定することである．

4.4 Prioritizing between disciplines
競技部門間における優先順位
4.4.1
Next, the UCI should consider whether there are any factors warranting allocating Testing
resources to the respective disciplines or nation (as applicable) under its jurisdiction in priority to
others. This means assessing the relative risks of doping as between the different disciplines and
nations within its sport.
次に，UCIは，検査に係る資源を，自己の管轄下における特定の競技部門または（適用される場合）国に
ついて特に優先順位を上げるべき事情があるかどうか検討すべきである．これは，異なる競技部門間お
よび国家間における相対的なドーピングに関するリスクを評価することを意味する．
4.4.2
Another factor relevant to the allocation of Testing resources within the Test Distribution
Plan will be the number of Riders involved at the relevant level in the sport of cycling, its disciplines
and/or nation(s) in question. Where the risk of doping is assessed to be equal as between the
different disciplines or nations, more resources should be devoted to the discipline or nation involving
the larger number of Riders.
検査配分計画における検査実施に関するその他の考慮事項として，対象となる自転車競技およびその競
技部門，および／または国において関連するレベルでの競技者の数がある．2つの違う競技部門または
国家間で同等にドーピングのリスクが評価される場合，競技者がより多い競技部門または国に対し，より
多くの資源が割り当てられるべきである．

4.5 Prioritizing between different Riders
異なる競技者間での優先順位
4.5.1
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disciplines/nations have been established (see Article 4.4), an intelligent Test Distribution Plan uses
Target Testing to focus Testing resources where they are most needed within the overall pool of
Riders. Target Testing shall therefore be made a priority, i.e., a significant amount of the Testing
undertaken as part of the UCI’s Test Distribution Plan shall be Target Testing of Athletes within its
overall pool.
ひとたび包括的な競技者群が画定され（第4.3 項参照），そして競技部門，国家の優先順位が確定（第
4.4項参照）された上で，インテリジェンスを活用した検査配分計画は，包括的な競技者群の中でも最も必
要とされる検査に対して検査の資源を割り当て，特定対象検査を活用する．したがって，特定対象検査が
優先されるものとする．すなわち，UCIの検査配分計画の一環として行われる検査の大多数は，その包括
的な競技者群の中でも，競技者への特定対象検査として行うものとする．
[Comment to 4.5.1: Target Testing is a priority because random Testing, or even weighted random
Testing, does not ensure that all of the appropriate Athletes will be tested enough. The UCI ADR
does not impose any reasonable suspicion or probable cause requirement for Target Testing.
However, Target Testing should not be used for any purpose other than legitimate Doping Control.]
［4.5.1の解説：無作為検査または加重無作為の検査をしても，適切な競技者全員が十分に検査されるこ
とが確保されるわけではないことから，特定対象検査が優先される．UCI ADRでは，特定対象検査につき，
合理的な疑いの基準も相当な理由の原則 (probable cause requirement) も適用しない．しかし，特定

対象検査は，正当なドーピング・コントロール以外の目的のために利用してはならない．］
4.5.2
The UCI shall consider conducting Target Testing on the following categories of Riders:
UCIは，以下のカテゴリーの競技者に対して特定対象検査を行うことを検討するものとする．
a)

Riders (especially from its priority disciplines or nations) who compete regularly at the
highest level of international Competition (e.g., candidates for Olympic, Paralympic or World
Championship medals), as determined by rankings or other suitable criteria;
ランキングまたはその他の適切な基準に基づき， 国際競技会の最高レベルにおいて定期的に
競技する（特に優先的な種目または国家からの）競技者（例えば，オリンピック，パラリンピックま
たは世界選手権大会におけるメダル候補者）．

b)

Riders serving a period of Ineligibility or a Provisional Suspension;
資格停止または暫定的資格停止中の競技者；

c)

Riders who were high priority for Testing before they retired from the sport and who now
wish to return from retirement to active participation in the sport.
その競技を引退するまでは優先順位の高い検査対象者であって，引退からその競技への現役
復帰を望んでいる競技者．

4.5.3
The relevant factors to determining who should be made the subject of Target Testing are
likely to include some or all of the following Rider’s behaviours/factors indicating possible
doping/increased risk of doping:
特定対象検査の対象者を決定するにあたり考慮すべき関連する要素は，ドーピングの可能性またはドー
ピング・リスクの増大を示唆する，以下に列挙する競技者の行動／要素のいくつかまたはすべてが含まれ
うる．
a)

prior anti-doping rule violations/test history, including any abnormal biological parameters
(blood parameters, steroid profiles, etc);
過去のアンチ・ドーピング規則違反または検査履歴（異常な生体パラメータ（血液パラメータ，ス
テロイド・プロファイル等）を含む）；

b)

sport performance history, including in particular sudden major improvements in
performance, and/or sustained high performance without a commensurate Testing record;
競技成績履歴（特に，著しい成績の飛躍，および／もしくは，相応の検査記録が無く優秀な競技
成績が維持されている場合を含む）；
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c)

repeated Failure to Comply with whereabouts requirements;
居場所情報関連義務に関する度重なる不遵守；

d)

suspicious Whereabouts Filing patterns (e.g., last-minute updates of Whereabouts Filings);
居場所情報提出に関する疑わしいパターン（例えば，居場所情報提出の更新を期限間際に行う
こと）；

e)

moving to or training in a remote location;
遠隔地への移動もしくは遠隔地でのトレーニング；

f)

withdrawal or absence from expected Competition;
予定された競技会への出場取りやめもしくは欠場；

g)

association with a third party (such as a team-mate, coach or doctor) with a history of
involvement in doping;
ドーピングに関与した履歴のある第三者（チームメイト，コーチもしくは医師としてなど）との関わ
り；

h)

injury;
怪我；

i)

age/stage of career (e.g., move from junior to senior level, nearing end of contract,
approaching retirement);
年齢またはキャリアステージ（例えば，ジュニアレベルからシニアレベルへの移行，契約期間が
終わる時期，もしくは引退間際）；

j)

financial incentives for improved performance, such as prize money or sponsorship
opportunities; and/or
パフォーマンスが向上することによる経済的なインセンティブ（賞金またはスポンサーシップ獲得
の機会を得られる等）；ならびに／または

k)

reliable information from a third party, or intelligence developed by or shared with the AntiDoping Organization in accordance with Section 11 of the UCI TIR.
UCI TIRの第11章に従い，第三者から提供される信頼できる情報またはアンチ・ドーピング機関
が構築したインテリジェンスもしくは共有されたインテリジェンス．

4.5.4
Testing which is not Target Testing shall be determined by Random Selection, which shall
be conducted using a documented system for such selection. Random Selection may be either
completely random (where no predetermined criteria are considered, and Riders are chosen
arbitrarily from a list or pool of Riders’ names), or weighted (where Riders are ranked using predetermined criteria in order to increase or decrease the chances of selection). Random Selection
that is weighted shall be conducted according to defined criteria, and may take into account the
factors listed in Article 4.5.3 (as applicable) in order to ensure that a greater percentage of ‘at risk’
Riders is selected.
特定対象検査ではない検査については，無作為抽出をするために文書化されたシステムを使って行われ
る無作為抽出にて決定されるものとする．無作為抽出については，（予め決められた基準を考慮すること
なく，競技者名が記載されたリストもしくは名簿から競技者が無作為に選ばれる場合）完全に無作為とす
ることができ，または，（抽出の機会を増加もしくは減少させる目的で，予め決められた基準によって競技
者が順位付けられている場合）加重無作為とすることもできる．加重された無作為抽出については，定め
られた基準に従い行われるものとし，また，「ドーピングのリスクに直面する可能性のある」競技者がより
高い確率で抽出されることを確保できるように，（適用される場合には）第4.5.3項に列挙された事項を考
慮に入れることができる．
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4.5.5
For the avoidance of doubt, notwithstanding the development of criteria for selection of
Riders for Testing, and in particular for Target Testing of Riders, as well as the fact that as a general
rule Testing should take place between 5 a.m. and 11 p.m. unless valid grounds exist for Testing
overnight, the fundamental principle remains (as set out in UCI ADR Article 5.2) that a Rider may be
required to provide a Sample at any time and at any place by any Anti-Doping Organization with
Testing Authority over him/her, whether or not the selection of the Rider for Testing is in accordance
with such criteria. Accordingly, a Rider may not refuse to submit to Sample collection on the basis
that such Testing is not provided for in the UCI’s Test Distribution Plan and/or is not being conducted
between 5 a.m. and 11 p.m., and/or that the Rider does not meet the relevant selection criteria for
Testing or otherwise should not have been selected for Testing.
なお，疑義を避けるために付言するに，検査対象の競技者，特に特定対象検査の検査対象競技者を抽
出するための基準如何に拘らず，または，夜間に検査を行う正当な根拠が無い限り，検査は原則として午
前5時から午後11時までの間に行われるべきという事実にも拘らず，原理原則としては（UCI ADR第5.2
項に定められるとおり），競技者は検査権限のあるアンチ・ドーピング機関からいつでもどこでも検体の提
出を要求されうるのであって，これは，検査のための競技者の抽出がかかる基準に沿って行われたか否
かに拘らない．したがって，競技者は，検査がUCIの検査配分計画に従っていないことおよび／もしくは午
前5時から午後11時までの間に行われなかったこと，および／または，関連する抽出基準を満たしていな
いこともしくは検査対象として抽出されるべきでなかったということを理由に，検体の提出を拒否することは
できない．

4.6 Prioritizing between different types of Testing
異なる種類の検査における優先順位
4.6.1
Based on the risk assessment and prioritization process described in Articles 4.2 to 4.5, the
UCI must determine to what extent each of the following types of Testing is required in order to
detect and deter doping practices within the relevant disciplines and/or nations intelligently and
effectively:
第4.2 項から第4.5 項までに定めたリスク評価および優先順位プロセスを踏まえ，UCIは，関係する競技
部門および／または国において，合理的におよび効果的にドーピング行為を検出し，抑止するために，以
下の種類の検査がどの程度必要になるかを決めなければならない．
a)

In-Competition Testing and Out-of-Competition Testing;
競技会（時）検査および競技会外の検査；

b)

Testing of urine;
尿検査；

c)

Testing of blood; and
血液検査；ならびに

d)

Testing involving longitudinal profiling, i.e., the Athlete Biological Passport program.
長期的なプロファイリング（すなわち，アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラム）に関す
る検査．

4.6.2 Save in exceptional and justifiable circumstances, all Testing shall be No Advance Notice
Testing:
例外的，かつ，正当と認められる状況を除いて，すべての検査は，事前通告無しの検査で行われるものと
する：
a)
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For In-Competition Testing, placeholder selection may be known in advance. However,
random Rider/placeholder selection shall not be revealed to the Rider until notification.
競技会（時）検査においては，順位に基づく抽出がされることは事前に明らかにすることもある．
しかし，通告が行われるまでは，無作為の抽出や順位に基づく無作為の抽出に関しては，競技
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者に明らかにしてはならない．
b)

All Out-of-Competition Testing shall be No Advance Notice Testing save in exceptional and
justifiable circumstances.
すべての競技会外の検査は，例外的，かつ，正当と認められる状況を除いて，事前通告無しの
検査とする．

4.6.3
In order to ensure that Testing is conducted on a No Advance Notice Testing basis, the UCI
(and the Sample Collection Authority, if different) shall ensure that Rider selection decisions are only
disclosed in advance of Testing to those who need to know in order for such Testing to be conducted.
検査が事前通告無しの検査として行われるようにするために，UCI（および，検査管轄機関と異なる場合
には，検体採取機関）は，競技者の抽出に関する決定について，検査前に，検査を行うために知る必要
のある者に対してのみ開示されることを，確実にするものとする．

4.7 Sample analysis
検体分析
4.7.1
The UCI shall ask laboratories to analyze the Samples they have collected in a manner that
is tailored to the particular circumstances of the discipline/country in question. In accordance with
UCI ADR Article 6.4, the starting-point is that the UCI shall have all Samples collected on its behalf
analyzed in accordance with the Sample analysis menus specified in the Technical Document
referenced at UCI ADR Article 6.4; but (a) the UCI may always ask laboratories to analyze its
Samples using more extensive menus than those described in the Technical Document; and (b) the
UCI may also ask laboratories to analyze some or all of its Samples using less extensive menus
than those described in the Technical Document where the UCI has satisfied WADA that, because
of the particular circumstances of its sport or discipline or nation (as applicable), as set out in the
Test Distribution Plan, less extensive analysis would be appropriate.
UCIは，対象の競技部門および国の特定の事情に合わせた方法で採取した検体を分析するように分析機
関に要請するものとする．UCI ADR第6.4項に従い，最初に行うべきことは，UCIがUCI ADR第6.4項に言
及されたテクニカルドキュメントにて特定された検体分析項目に従い，自ら採取したすべての検体を分析
することである．しかし，アンチ・ドーピング機関は，(a) UCIはいつでも，テクニカルドキュメントにて定めら
れたよりも，より厳格な分析項目を用いて検体を分析するよう分析機関に要請することができ，また，(b)
UCIは検査配分計画に定められた競技，種目または国（適用される場合には）の特別な事情により，テク
ニカルドキュメントに定められた項目より簡易な項目での分析を行うことをWADAにより認められた場合に
は，いくつかの，もしくはすべての検体についてより簡易な項目にて検体を分析するよう，分析機関に要請
することもできる．
4.7.2
WADA will approve the analysis of Samples for less than the Sample analysis menu
specified in the Technical Document where it is satisfied that such an approach will lead to the most
intelligent, effective and efficient use of available Testing resources.
WADAは，テクニカルドキュメントに定められるよりも，より簡易な項目にて検体を分析する方が，検査に
おける利用可能な資源を最も合理的，効果的かつ効率的に活用できると考えられる場合，このような分析
を承認するものとする．
4.7.3
The UCI shall incorporate into its Test Distribution Plan a strategy for retention of Samples
and the documentation relating to the collection of such Samples so as to enable the further analysis
of such Samples at a later date in accordance with UCI ADR Article 6.5. Such strategy shall comply
with the requirements of the International Standard for Laboratories and the International Standard
for the Protection of Privacy and Personal Information, and shall take into account the purposes of
analysis of Samples set out in UCI ADR Article 6.2, as well as (without limitation) the following
elements:
UCIは，UCI ADR第6.5項に従い，後日検体を再度分析できるように，検体の保持および，かかる検体採
取に関する文書化について，検査配分計画にその戦略を含めるものとする．かかる戦略は，「分析機関に
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関する国際基準」および「プライバシーおよび個人情報保護に関する国際基準」の要件に適合したもので
なければならず，また，かかる戦略では，UCI ADR第 6.2項に定めた検体分析の目的を考慮に入れるこ
とに加え，以下の要素（ これに限定されないが） も考慮に入れなければならない．
a)

Laboratory recommendations;
分析機関からの助言，

b)

The possible need for retroactive analysis in connection with the Athlete Biological Passport
program;
アスリート・バイオロジカル・パスポートに関連する遡及的な分析の必要性，

c)

New detection methods to be introduced in the near future relevant to the Rider, sport and/or
discipline; and/or
競技者，競技および／または種目に関して近い将来に導入される新しい検出方法，ならびに／
または，

d)

Samples collected from Riders meeting some or all of the ‘high risk’ criteria set out at Article
4.5.
競技者から採取した検体で，第4.5項に定めた「高いリスク」に関する基準の全部または一部に
適合するもの．

4.8 Collecting whereabouts information
居場所情報の収集
4.8.1
Whereabouts information is not an end in itself, but rather simply a means to an end, namely
the efficient and effective conduct of No Advance Notice Testing. Therefore, where the UCI has
determined that it needs to conduct Testing (including Out-of-Competition Testing) on particular
Riders, it must then consider how much information it needs about the whereabouts of those Riders
in order to conduct that Testing effectively and with no advance notice. The UCI must collect all of
the whereabouts information that it needs to conduct the Testing identified in its Test Distribution
Plan effectively and efficiently. It must not collect more whereabouts information than it needs for
that purpose.
居場所情報は，それ自体が目的ではなく，むしろ，事前通告無しの検査を効率的かつ効果的に行うという
目的のための単なる手段に過ぎない．したがって，UCIが特定の競技者に対して検査（競技会外の検査を
含む．）を行うべきと考えた場合，かかる検査を効果的にかつ事前通告無しに行うためには，かかる競技
者に関する居場所情報をどの程度必要とするかについて，検討しなければならない．UCIは，検査配分計
画に定めた検査が効果的かつ効率的に行われるために必要なすべての居場所情報を収集しなければな
らない．しかし，かかる目的のための必要な情報以上の情報を収集してはならない．
4.8.2 The UCI may determine that it needs more whereabouts information in respect of certain
categories of Rider than others. It should consider adopting a ‘pyramid approach’, based on the risk
assessment and prioritizing exercises set out at Articles 4.2-4.5. According to this approach, Riders
are put into different tiers, depending on the priority that is placed on Testing those Riders. The UCI
should determine, in the case of each tier of Riders, how much whereabouts information it needs in
order to conduct the amount of Testing allocated to those Riders in the Test Distribution Plan
effectively and efficiently.
UCIは，あるカテゴリーの競技者に対して，その他のカテゴリーの競技者に比べ，より多くの居場所情報を
必要とするかどうかにつき，決定できる．その場合，第4.2項から第4.5項までに定めたリスク評価および
優先順位付けを基盤にした，「ピラミッド・アプローチ」をとることを考えなくてはならない．このアプローチを
とることで，競技者は，かかる競技者に対する検査における優先順位によって，異なる階層に分類される．
UCIは，検査配分計画にてかかる競技者に適用される検査を効果的かつ効率的に行うために，競技者の
階層ごとに，どの程度の居場所情報を必要とするかについて，決めなければならない．
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4.8.3 Where ADAMS is used to collect whereabouts information from Riders in the RTP, then the
names of those Riders will automatically be available to WADA and other relevant Anti-Doping
Organizations, as required under UCI ADR Article5.6. Otherwise, however, to comply with UCI ADR
Article 5.6, the UCI shall make available, through the UCI Website, a list which identifies those Riders
included in its RTP either by name or by clearly defined, specific criteria.
検査対象者登録リスト上の競技者から居場所情報を収集するためにADAMSを使用している場合は，か
かる競技者の氏名は，UCI ADR第5.6項に要請されるとおり，自動的にWADAおよびその他の関連する
アンチ・ドーピング機関において利用できることになる．但し，UCIアンチ・ドーピング規則第5.6項を遵守す
るために，UCIは，UCIウェブサイトを通じて，検査対象者登録リストに含まれる競技者が，名前によりまた
は明確な定義，具体的な基準によって利用可能としなければならない．
4.8.4
The UCI shall regularly review and update as necessary its criteria for including Riders in
its RTP, to ensure that they remain fit for purpose, i.e., they are capturing all appropriate Riders. It
should take into account the Competition calendar for the relevant period. For example, it may be
appropriate to change or increase the number of Riders in the Registered Testing Pool in the leadup to an Olympic or Paralympic Games or a World Championship.
UCIは，検査対象者登録リストに競技者を含めるべきかの基準について，競技者がリストに含められ続け
ることが目的に照らし適切か否か（すなわち，各機関の基準が適切な競技者をすべてカバーしているか）
を確認するため，必要に応じて定期的な見直しを実施し，更新するものとする．各国際競技連盟および各
国内アンチ・ドーピング機関は，関係する期間について，競技会日程を考慮に入れるべきである．例えば，
オリンピック，パラリンピックまたは世界選手権大会に至るまでの間に，検査対象者登録リストに含める競
技者の数を変更または増大させることが適切となるかもしれない．
4.8.5
In addition, the UCI shall periodically review the list of Riders in its RTP to ensure that each
listed Rider continues to meet the relevant criteria. Riders who no longer meet the criteria should be
removed from the RTP and Riders who now meet the criteria should be added to the RTP. The UCI
must advise such Riders of the change in their status, and make a new list of Riders in the RTP
available in accordance with UCI ADR Article 5.6, without delay.
さらに，UCIは，検査対象者登録リストに含まれた競技者が関連する基準を満たし続けているか否かを確
認するため，かかる検査対象者登録リストを定期的に見直すものとする．基準を満たさなくなった競技者
については，検査対象者登録リストから除外すべきであり，基準をあらたに満たす競技者については，検
査対象者登録リストに追加すべきである．UCIは，かかる競技者に対して，その地位の変更を通知しなけ
ればならず，UCI ADR第5.6項に従い，遅滞なく，新しい検査対象者登録リストを利用可能な状態におか
なければならない．
4.8.6
For periods when Riders come under the Testing Authority of a Major Event Organization:
競技者が主要競技大会機関の検査管轄機関の管轄下に入る期間においては，
a)

if they are in a Registered Testing Pool then the Major Event Organization may access their
Whereabouts Filings for the relevant period in order to conduct Testing on them;
競技者が検査対象者登録リストに含まれる場合には，主要競技大会機関は，競技者を検査す
るため，関係する大会期間において，提出された居場所情報にアクセスすることができ，

b)

if they are not in a Registered Testing Pool then the Major Event Organization may adopt
Event-specific rules requiring them to provide such information about their whereabouts for
the relevant period as it deems necessary and proportionate in order to conduct Testing on
them.
競技者が検査対象者登録リストに含まれていない場合には，主要競技大会機関は，かかる競
技者への検査を行うために必要で均衡的とみなされる場合，関係する大会期間の居場所情報
について提出することを要求する，競技大会ごとの規則を策定することができる．

4.9 Co-ordinating with other Anti-Doping Organizations
他のアンチ・ドーピング機関との連携
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4.9.1
The UCI shall coordinate their Testing efforts with the efforts of other Anti-Doping
Organizations with overlapping Testing Authority, in order to maximise the effectiveness of those
combined efforts and to avoid unnecessarily repetitive Testing of particular Riders. In particular:
UCIは，連携した努力を最大限有効なものとし，また特定の競技者に対する不必要に重複した検査を避
けるため，重複している検査権限のある他のアンチ・ドーピング機関と連携して，検査に対処する努力を
するものとする．特に，
a)

Anti-Doping Organizations shall consult with other relevant Anti-Doping Organizations in
order to coordinate Testing activities and to avoid duplication. Clear agreement on roles
and responsibilities for Event Testing shall be agreed in advance in accordance with UCI
ADR Article 5.3. Where such agreement is not possible, WADA will resolve the matter in
accordance with the principles set out at Annex I – Event Testing.
アンチ・ドーピング機関は，検査活動を調整し，重複を避けるために，他の関連するアンチ・ドー
ピング機関と協議するものとする．競技大会での検査については，UCI ADR第5.3項に従い，そ
の役割と責任につき，事前に明確な合意をするものとする．かかる合意ができない場合には，付
属文書I －競技大会検査に定められた原則に従い，WADAが解決する．

b)

Anti-Doping Organizations shall, without any unnecessary delay, share information on their
completed Testing with other relevant Anti-Doping Organizations, via ADAMS or any other
system approved by WADA.
アンチ・ドーピング機関は，不必要に遅滞することなく，完了した検査に関する情報を，ADAMS
またはWADAが承認したその他のシステムを通じて，他の関連するアンチ・ドーピング機関と共
有するものとする．

4.9.2
The UCI may contract other Anti-Doping Organizations or third parties to act as Sample
Collection Authorities on its behalf. In the terms of the contract, the commissioning Anti-Doping
Organization (which, for these purposes, is the Testing Authority) may specify how any discretion
afforded to a Sample Collection Authority under the UCI TIR is to be exercised by the Sample
Collection Authority when collecting Samples on its behalf.
UCIは，他のアンチ・ドーピング機関または第三者に対し，自己を代理して検体採取機関として行動するこ
とを委託することができる．（かかる目的において，検査管轄機関である）委託するアンチ・ドーピング機関
は，検体採取機関が代理して検体を採取する際に，UCI TIRの下で，かかる検体採取機関に付与されて
いる裁量をいかに行使すべきかについて，委託の契約条件に定めることができる．
4.9.3
The UCI should consult and coordinate with other Anti-Doping Organizations, with WADA,
and with law enforcement and other relevant authorities, in obtaining, developing and sharing
information and intelligence that can be useful in informing Test Distribution Planning, in accordance
with Section11 of the UCI TIR.
UCI TIR第11章に従い，UCIは，他のアンチ・ドーピング機構，WADAおよび法令執行機関等他の関連機
関と協議し協力し合い，検査配分計画を策定する際に有益な情報およびインテリジェンスを取得し，展開
し，共有しなければならない．
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PART THREE: WHEREABOUTS REQUIREMENTS
第3部： 居場所情報関連義務
5.0 Whereabouts requirements
居場所情報関連義務
5.1 Introduction
序論
In furtherance of UCI ADR Article 5.6, the Rider who is in the UCI RTP shall provide Whereabouts
Filing in compliance with the requirements described in Article 5.3 and shall abide by the obligations
stemming from the inclusion in the UCI RTP.
UCI ADR第5.6項の推進において，UCI検査対象者登録リストに入っている競技者は第5.3項の中で説明
された要件に従い，居場所情報を提出するものとし，UCI検査対象者登録リスに含まれることから生じる
義務に従うものとする．

5.2 Entering and leaving a Registered Testing Pool
検査対象者登録リストへの登録および削除
5.2.1
The UCI shall notify each Rider designated for inclusion in its RTP of the following:
UCIは，検査対象者登録リストに含めるべく指定された各競技者に対し，以下の事項を通知しなければな
らない：
a)

the fact that he/she has been included in its RTP;
当該競技者が，検査対象者登録リストに登録されること；

b)

the whereabouts requirements with which he/she must therefore comply; and
当該競技者が遵守しなければならない居場所情報関連義務；および

c)

the Consequences if he/she fails to comply with those whereabouts requirements.
当該競技者が居場所情報関連義務を遵守しない場合に課される措置．

5.2.2. If the Rider is included in both the UCI RTP and in the National Anti-Doping Organization
RTP (or in the RTP of more than one National Anti-Doping Organization or more than one
International Federation), then each of them shall notify the Rider that he/she is in its pool. Prior to
doing so, however, they must agree between themselves which of them the Rider should provide
his/her Whereabouts Filing to, and each notice sent to the Rider should specify that he/she should
provide his/her Whereabouts Filings to that Anti-Doping Organization only. The Rider shall file his
Whereabouts Filing and abide by the obligations stemming for the RTP inclusion in accordance with
the rules and instructions of the Anti-Doping Organization with whom he files his information. In all
cases, the Rider must not be asked to provide Whereabouts Filing to more than one Anti-Doping
Organization.
競技者が，UCI検査対象者登録リストおよび国内アンチ・ドーピング機関の検査対象者登録リストの両方
に含まれている場合（または，複数の国内アンチ・ドーピング機関もしくは複数の国際競技連盟の検査対
象者登録リストに含まれている場合），それぞれの機関が競技者に対し，リストに含まれていることを通知
するものとする．しかし，その通知を行う前に，アンチ・ドーピング機関間において，競技者がどちらの機関
に対して居場所情報提出を行うべきかにつき合意しなければならず，競技者に対する各通知においては，
競技者が居場所情報提出をそのアンチ・ドーピング機関に対してのみ行うべきである．競技者は，彼の居
場所情報を提出し，彼が彼の情報を保存するアンチ・ドーピング機関の規則と手順に従ってRTPに含まれ
ることに由来する義務を遵守するものとする．すべての場合において，競技者に対しては，複数のアンチ・
ドーピング機関に居場所情報提出を行うことを要請してはならない．
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The Anti-Doping Organization responsible for receiving the Rider’s Whereabouts Filing will then
share the Rider’s information with the Anti-Doping Organization(s) who has included the Rider in its
RTP and for any other Anti-Doping Organizations having Testing jurisdiction over the Rider.
競技者の居場所情報の提出受領に責任を持つアンチ・ドーピング機関は，競技者の情報をその競技者を
検査対象者登録リストに含めている他の機関，および，当該競技者に対して検査管轄を有する他のアン
チ・ドーピング機関と共有する．
[Comment: If the respective Anti-Doping Organizations cannot agree between themselves which of
them will take responsibility for collecting the Rider’s whereabouts information, and for making it
available to the other Anti-Doping Organizations with authority to test the Rider, then they should
each explain in writing to WADA how they believe the matter should be resolved, and WADA will
decide based on the best interests of the Rider. WADA’s decision will be final and may not be
appealed.]

［解説：各アンチ・ドーピング機関の間で，どちらの機関が競技者の居場所情報を収集し，競技者を検査す
る権限を有する他のアンチ・ドーピング機関に対してそれを利用可能な状態にする責任があるかにつき合
意できなかった場合，各機関は，書面でWADAに対して，どのように事態を解決すべきと考えるかについ
て説明をするべきであり，WADAは，競技者の利益を最優先にして決定を行う．WADAの決定は終局的
なものであり，これに対し不服申立てはできない．］
5.2.3
A Rider who has been included in the UCI RTP shall continue to be subject to the UCI ADR
Article 5.6 Whereabouts Requirements, including the obligation to provide up-to-date Whereabouts
Filing, unless and until:
UCI検査対象者登録リストに含まれていた競技者は，以下がない限りまたは以下の時点まで，居場所情
報更新義務を含む，UCI ADR第5.6項の居場所情報関連義務に引き続き従うものとする．
a)

he/she has been given written notice by the UCI that he/she is no longer designated for
inclusion in the UCI’s RTP;
UCIから，もはやUCI検査対象者登録リストに含む指定がなされていないと，競技者が書面で通
知された場合，または

b)

he/she gives written notice of his/her retirement to the UCI.
彼／彼女がUCIに書面にてその引退を通知した場合．

[Comment: For avoidance of doubt, removal of a Rider from the UCI’s RTP in accordance with
Article 5.2.3 has no bearing on the Rider’s inclusion in any other National Anti-Doping
Organisation or other International Federation RTP. Same applies if Rider is excluded from
another Anti-Doping Organization’s RTP and not from the UCI’s. The Rider remains bound by
such inclusion(s) as per such Anti-Doping Organisation’s rules and instructions.]
｛解説：疑いを除くために，第5.2.3項に応じたUCI検査対象者登録リストからの競技者の解除は，他

の国内アンチ・ドーピング機関または他の国際連盟検査対象者登録リストに競技者が含まれることに
ついて何の関係も有しない．競技者がUCIではなく他のアンチ・ドーピング機関の検査対象者登録リ
ストから除外される場合も動揺に適用される．競技者はそのようなンチ・ドーピング機関の規則と手順
に従って，そのような含有に拘束され続ける．｝
5.3 Whereabouts Filing Requirements
居場所情報提出義務
5.3.1
The Rider in the UCI RTP shall file, within the deadline set by the UCI, quarterly
Whereabouts Filing that provide accurate and complete information about the Rider’s whereabouts
during the forthcoming quarter, which shall comply with the instructions provided by the UCI. A failure
to do so may be declared a Filing Failure. The Whereabouts Filing shall contain at least the following
information:
UCI検査対象者登録リストに含まれる競技者は，UCIが定める期限内に，UCIが規定する指示に従い，来
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る四半期における競技者居所情報に関する正確で完全な四半期の居所情報を提出しなければならない．
そうしない場合，提出義務違反と宣言される．居所情報提出には少なくとも次の情報を含まなければなら
ない．
a)

a complete mailing address where correspondence may be sent to the Rider for formal
notice purposes. Any notice or other item mailed to that address will be deemed to have
been received by the Rider five working days after it was deposited in the mail;
正式な通知のために当該競技者に対して通信文書が送付されうる郵送先住所に関する完全な
情報．上記の住所に宛てて郵送された通知その他の物については，当該郵便が発送された5営
業日後に，当該競技者によって受領されているものとみなされる；

b)

an email address where correspondence may be sent to the Rider;
通信が競技者に送られる電子メールアドレス；

c)

at least one designated daily phone number that the UCI may use, if necessary, to reach
the Rider at any time for Testing and notice purposes;
UCIが，必要時に，常時検査および通知の目的で競技者に連絡するために使用できる，少なくと
も1つの明示された日常の電話番号；

d)

details of any impairment of the Rider that may affect the procedure to be followed in
conducting a Sample Collection Session;
検体採取セッションを実施するに際して従うべき手続に影響を与える可能性がある，当該競技者
の障がいについての詳細；

e)

for each day during the following quarter, the full address of the place where the Rider will
be staying overnight (e.g., home, temporary lodgings, hotel, etc.);
次期四半期のそれぞれの日における，競技者の宿泊する場所（例えば，自宅，一時的な滞在場
所，ホテル等）についての住所に関する完全な情報；

f)

for each day during the following quarter, the name and address of each location where the
Rider will train, work or conduct any other regular activity (e.g. school), as well as the usual
time-frames for such regular activities;
次期四半期のそれぞれの日における，当該競技者がトレーニング，仕事，その他の日常生活
（例えば，学校）を行うそれぞれの場所の名称および住所，ならびにこうした日常生活の通常の
時間的区分；

g)

the Rider’s Competition schedule for the following quarter, including the name and address
of each location where the Rider is scheduled to compete during the quarter and the date(s)
on which he/she is scheduled to compete at such location(s);
当該競技者が四半期中競技を行うと予定するそれぞれの場所の名称および住所，ならびに競
技者が当該場所において競技を行うと予定する日時を含む，次期四半期における競技者の競
技会日程；

h)

the Rider’s travel schedule;
競技者の旅行予定；

i)

Any additional information deemed necessary to enable any Anti-Doping Organization
wishing to locate the Rider for Testing; and
アンチ・ドーピング機関が検査のために競技者場所を確認することを可能にすることに必要であ
るとみなされる追加情報；そして

j)

One daily specific 60-minute time slot between 5am and 11pm as detailed in Article 5.3.2.
第5.3.2項に詳述される，毎日ひとつの午前5時から午後11時までの間の60分の時間枠．
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5.3.2
In furtherance of Article 5.3.1.i), the Whereabouts Filing must also include, for each day
during the following quarter, one specific 60-minute time slot between 5 a.m. and 11 p.m. where the
Rider will be available and accessible for Testing at a specific location. This does not limit in any way
the Rider’s UCI ADR Article 5.2 obligation to submit to Testing at any time and place upon request
by an Anti-Doping Organization with Testing Authority over him/her. Nor does it limit his/her
obligation to provide the information specified in Articles 5.3.1, 5.3.1, 5.3.3 and 5.3.4 as to his/her
whereabouts outside that 60-minute time slot. However, if the Rider is not available for Testing at
such location during the 60-minute time slot specified for that day in his/her Whereabouts Filing, that
failure may be declared a Missed Test.
5.3.1.i)項の推進において，居場所情報提出は，次期四半期中のそれぞれの日における，当該競技者が
特定の場所において検査に対応可能でかつアクセス可能な，午前5時から午後11時までの間の60分の
時間枠を含んでいなければならない．これは，いついかなる場所においても，検査管轄機関としてのアン
チ・ドーピング機関による彼／彼女への要請により検査に服するという，UCI ADR第5.2項における競技
者の義務をいかなる点でも制限しない．また，それは，その60分の時間帯外での第5.3.1，5.3.1，5.3.3，
および5.3.4項中に明示された彼/彼女の居場所情報を提供する彼/彼女の義務を制限しない．しかしなが
ら，競技者が彼/彼女の居場所情報提出におけるその日内の指定された60分間の時間帯中にその場所
で検査を受けられないならば，その不履行は検査未了と宣言される．
5.3.3
It is the Rider’s responsibility to ensure that he/she provides all of the information required
in a Whereabouts Filing accurately and in sufficient detail to enable any Anti-Doping Organization
wishing to do so to locate the Rider for Testing on any given day in the quarter at the times and
locations specified by the Rider in his/her Whereabouts Filing for that day, including but not limited
to during the 60-minute time slot specified for that day in the Whereabouts Filing. More specifically,
the Rider must provide sufficient information to enable the DCO to find the location, to gain access
to the location, and to find the Rider at the location. Where the Rider does not know precisely what
his/her whereabouts will be at all times during the forthcoming quarter, he/she must provide his/her
best information, based on where he/she expects to be at the relevant times, and then update that
information as necessary in accordance with Article 5.3.4.
居場所情報提出を行うにあたり，四半期における所定の日に，居場所情報提出において競技者が特定し
た時間および場所にて（居場所情報提出において指定された，その日における60分の時間枠を含むがこ
れに限られない．），検査対象競技者の居場所をアンチ・ドーピング機関が特定することを可能にするため
に，居場所情報提出において義務づけられるすべての情報を競技者が正確かつ十分詳細に提出するこ
とは，競技者の責務である．さらに，より具体的には，当該競技者は，DCOが当該場所を探し出し，当該
場所にアクセスし，そして，当該場所おいて競技者を見つけることを可能にするだけの十分な情報を提出
しなければならない．競技者が，次期四半期中における自身の居場所を正確には把握できない場合，当
該競技者は，関連する時刻において想定される所在に基づき，最善の居場所情報を提出しなければなら
ず，5.3.4項に従い，必要とされる場合には，当該情報を更新しなければならない．
A failure to do so may be pursued as a Filing Failure or a Missed Test and/or (if the circumstances
so warrant) as evasion of Sample collection under UCI ADR Article 2.3, and/or Tampering or
Attempted Tampering with Doping Control under UCI ADR Article 2.5. It shall not be a defence to an
allegation of a Filing Failure or a Missed Test or an anti-doping rule violation under UCI ADR
Article2.3 and/or 2.5 that the UCI could have detected the inaccuracy or incompleteness of the
Whereabouts Filings before conducting the Test.
これに違反することは，提出義務違反あるいは検査未了，および／または（状況次第では）UCI ADR第
2.3項における検体採取の回避，および／または，UCI ADR第2.5項のドーピング・コントロールに不当な
改変を施し，または不当な改変を企てることとして，追及されうる．提出義務違反，検査未了あるいはUCI
ADR第2.3項および／または第2.5項下におけるアンチ･ドーピング規則違反については，検査実施前に
UCIが居所情報提出の不正確または不完全さを看破できたはずという主張は，抗弁にならない．
[Comment: For example, specifying a location that the DCO cannot access (e.g., a “restricted-access”
building or area) is likely to result in a Filing Failure. The UCI may be able to determine the
insufficiency of the information from the Whereabouts Filing itself, or alternatively it may only discover
the insufficiency of the information when it attempts to test the Rider and is unable to locate him/her.
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In either case, the matter should be pursued as an apparent Filing Failure or Missed Test, and/or
(where the circumstances warrant) as an evasion of Sample collection under UCI ADR Article 2.3,
and/or as Tampering or Attempting to Tamper with Doping Control under UCI ADR Article 2.5.]
［解説：例えば，DCOがアクセスすることのできない場所（例えば，「立入禁止」建物または地域）を指定す
ることも，提出義務違反の結果となるおそれがある．UCIは，居場所情報提出それ自体から情報が不十

分であったと認定することもできるし，または，競技者を検査することを試みたが居場所を特定できなかっ
た場合に初めてその居場所情報が不十分であったと認定することもできる．いずれにせよ，かかる事案は，
明らかな提出義務違反あるいは検査未了，（状況次第では）UCI ADR第2.3項における検体採取の回避，
および／または，UCI ADR第2.5項におけるドーピング・コントロールに不当な改変を施しまたは不当な改
変を企てることとして，追及すべきである．］
5.3.4
Where a change in circumstances means that the information in a Whereabouts Filing is no
longer accurate or complete, the Rider must file an update so that the information on file is again
accurate and complete. In particular, the Rider must always update his/her Whereabouts Filing to
reflect any change in any day in the quarter in question (a) in the time or location of the60-minute
time slot specified in Article 5.3.2; and/or (b) in the place where he/she is staying overnight. The
Rider must file the update as soon as possible after the circumstances change, and in any Event
prior to the 60-minute time slot specified in his/her filing for the day in question. A failure to do so
may be pursued as a Filing Failure or Missed Test and/or (if the circumstances so warrant) as
evasion of Sample collection under UCI ADR Article 2.3, and/or Tampering or Attempted Tampering
with Doping Control under UCI ADR Article 2.5.
状況が変化して，居場所情報提出における情報が，もはや正確性または完全性をなくした場合，競技者
は，提出情報が再び正確で完全なものとなるように更新情報を提出しなければならない．特に，競技者は，
対象の四半期におけるどの日についても，(a)5.3.2項で特定された60分の時間枠の時刻または場所につ
いて，および／または，(b)競技者が宿泊する場所について，その変更を反映させるべく居場所情報提出
を常に更新しなければならない．競技者は，状況が変化次第できる限り速やかに，又，いずれにせよ当該
日につき居場所情報提出で特定された60分の時間枠に先立ち，居場所情報を更新しなければならない．
これに違反することは，提出義務違反あるいは検査未了，（状況次第では）UCI ADR第2.3項における検
体採取の回避，および／または，UCI ADR第2.5項のドーピング・コントロールに不当な改変を施しまたは
不当な改変を企てることとして，追及されうる．
[Comment: For the avoidance of doubt, the Rider who updates his/her 60-minute time slot for a
particular day prior to the original 60-minute slot must still submit to Testing during the original 60minute time slot, if he/she is located for Testing during that time slot.]
［解説：疑義を避けるために付言するに，ある特定の日において元々の60 分の時間枠の直前に60 分時

間枠を更新した場合でも，その元々の時間枠で検査のために当該競技者の居場所を特定できるのであ
れば，元々の60 分時間枠で検査を受けなければならない．］
5.3.5
The Rider may choose to delegate the task of making his/her Whereabouts Filings (and/or
any updates thereto) to a third party. In all cases, however:
競技者は，自己の居場所情報提出（および／またはその更新）を，第三者に委任することができる．しか
しすべての場合に：
a)

each Rider remains ultimately responsible at all times for making accurate and complete
Whereabouts Filings, whether he/she makes each filing personally or delegates the task to
a third party. It shall not be a defence to an allegation of a Filing Failure that the Rider
delegated such responsibility to a third party and that third party failed to comply with the
applicable requirements; and
各競技者が，居場所情報提出を自ら行う場合であれ，第三者に対して委任する場合であれ，検
査対象者登録リスト上の競技者が，正確かつ完全な居場所情報提出を行うことにつき，常に究
極的に責任を負う．提出義務違反の主張に対しては，競技者が第三者にかかる責任を委任して，
かかる第三者が適用要件を遵守しなかったという主張は，抗弁にならない．

b)

such Rider remains personally responsible at all times for ensuring he/she is available for
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Testing at the whereabouts declared on his/her Whereabouts Filings. It shall not be a
defence to an allegation of a Missed Test that the Rider delegated responsibility for filing
his/her whereabouts information for the relevant period to a third party and that third party
failed to file the correct information or failed to update previously-filed information so as to
ensure that the whereabouts information in the Whereabouts Filing for the day in question
was current and accurate.
各競技者は，自己が居場所情報提出において申告した居場所情報において検査を受けられる
ことを確実にすることにつき，常に個人的に責任を負う．検査未了の主張に対しては，競技者が
関係する期間に関して居場所情報を提出する責任を第三者に委任して，かかる第三者が正しい
居場所情報を提出しなかったまたは過去に提出した情報を更新しなかったために，該当の日に
ついての居場所情報提出における居場所情報が最新で正確であることを確保できなかったとい
う主張は，抗弁にならない．
[Comment: For example, if an attempt to test a Rider during a 60-minute time slot designated within
a particular Team Activity period is unsuccessful due to a team official filing the wrong information in
relation to the Team Activity, or failing to update previously-filed information where the details of the
Team Activity have subsequently changed,
the Rider himself/herself will still be liable for a Whereabouts Failure. This must be the case because
if a Rider would be able to pass on the blame to his/her team if he/she is not available for Testing at
a location declared by his/her team, then he/she will be able to avoid accountability for his/her
whereabouts for Testing.]

［解説：例えば，チーム関係者がチーム活動に関して誤った情報を提出し，または，チーム活動の詳細に
その後変更があったにも拘わらず以前提出した情報を更新しなかったことを原因として，特定のチーム活
動の中で指定された60分の時間枠中における競技者に対する検査の試みが失敗した場合，競技者自身
については，居場所情報関連義務違反について責任を負うべきである．競技者が，自己が所属するチー
ムによって申告された場所で，検査に応じなかった場合において，競技者がその責任を当該チームに負
わせることができるならば，結局，競技者は検査のための居場所情報に関する責任から逃れることができ
てしまうため，上記の取扱いには理由がある．］

5.4

Conditions to Declare a Filing Failure
提出義務違反を宣言する条件

5.4.1
A Rider may only be declared to have committed a Filing Failure where the Results
Management Authority for whereabouts purposes establishes each of the following:
競技者は，居所情報のための結果管理機関が，以下に掲げるすべての事項を証明できる場合に限り，検
査未了を行ったと認定される．
a)

that the Rider was duly notified in accordance with Article 5.1.2;
競技者に対して，第5.1.2項に従い正式に通知されたこと；

b)

that the Rider failed to comply with the requirements as provided for in 5.3.;
競技者が第5.3項に規定される当該要件に従わなかったこと；

[Comment: The Rider fails to comply with the requirement to make Whereabouts Filings (i)
where he/she does not make any such filing, or where he/she fails to update the filing as required
by Article 5.3.4; or (ii) where he/she makes the filing or update but does not include all of the
required information in that filing or update (e.g. he/she does not include the place where he/she
will be staying overnight for each day in the following quarter, or for each day covered by the
update, or omits to declare a regular activity that he/she will be pursuing during the quarter, or
during the period covered by the update); or (iii) where he/she includes information in the original
filing or the update that is inaccurate (e.g., an address that does not exist) or insufficient to
enable the Anti-Doping Organization to locate him/her for Testing.]

［解説：競技者は，次のいずれかの状況においては，居場所情報提出を行う要件を遵守していないこ
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ととなる：
(i) 当該競技者がいかなる提出も行なわないか，もしくは，5.3.4 項の要件どおりに提出の更新を行
わないとき；
(ii) 当該競技者が提出もしくは更新を行ったが，必要な情報のすべてが提出もしくは更新に含まれて
いない場合（例えば，当該競技者が次期四半期のそれぞれの日もしくは更新の対象となったそれぞ
れの日における宿泊予定の場所を含めておらず，または，当該四半期において，もしくは更新の対象
となる期間における日常生活につき申告しないこと．）； または
(iii) 当該競技者が，アンチ・ドーピング機関が検査のために当該競技者の居場所を特定するために
は不正確な情報（例えば，実在しない住所））もしくは不十分な情報を含める場合．］
c)

(in the case of a subsequent (second or third) Filing Failure):
（2回目または3回目の提出義務違反の場合）
i. that the Rider was given notice, in accordance with Article 5.7.2.1 of the previous Filing
Failure (or Missed Test if the Whereabouts Filing deficiencies which caused the previous
Missed Test are related to this subsequent Filing Failure at hand); and/or
当該競技者が，5.7.2.1項に従い，前回の提出義務違反（あるいは前回の検査未了を起こし
た居場所情報提出不備がその後の提出義務違反と関連しているならば検査未了）について
通知を受けたこと．
ii. if the previous Filing Failure revealed deficiencies in the Whereabouts Filing that would
lead to further Filing Failures if not rectified, that the Rider was advised in the notice that
in order to avoid a further Filing Failure he/she must file the required Whereabouts Filing
(or update) by the deadline specified in the notice and yet failed to rectify that Filing
Failure by the deadline specified in the notice; and
前回の提出義務違反が居場所情報提出において不備であったことを明らかとなりながら，か
かる提出義務違反の通知の中で，更なる提出義務違反を回避するには，当該通知において
指定された期限までに義務づけられた居場所情報提出（またはその更新）をしなければなら
ないと助言されたが，当該通知にて特定された期限までに提出義務違反を是正しなかったこ
と； ならびに

[Comment: The requirement is to give the Rider notice of the first Filing Failure (or Missed Test
if the Whereabouts Filing deficiencies which caused the previous Missed Test are related to this
subsequent Filing Failure at hand) and an opportunity to avoid a subsequent one, before a
subsequent Filing Failure may be pursued against him/her. But that is all that is required. In
particular, it is not necessary to complete the results management process with respect to the
first Whereabouts Failure before pursuing a second Filing Failure against the Rider.]

［解説：この要件の目的は，当該競技者に，初回の提出義務違反（あるいは前回の検査未了を起こし
た居場所情報関連義務違反がこの近接したその後の提出義務違反と関連しているならば検査未了）
についての通知を与え，競技者が更なる提出義務違反を追及される前に，更なる提出義務違反を回
避する機会を与えることにある．但し，これは要請されることのすべてである．特に，競技者に対する
2回目の提出義務違反が追及される前に，初回の居場所情報関連義務違反について結果の管理の
手続が完了される必要はない．］
d)
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that the Rider’s Failure to Comply was at least negligent. For these purposes, the Rider will
be presumed to have committed the failure negligently upon proof that he/she was notified
of the requirements yet failed to comply with them. That presumption may only be rebutted
by the Rider establishing that no negligent behaviour on his/her part caused or contributed
to the failure.
競技者による不遵守が少なくとも過失に該当したこと．上記との関係において，競技者は，当該
競技者が要件につき通知を受けたにも拘らず，これを遵守しなかったという証拠に基づき，過失
により履行を怠ったことが推定される．この推定に対しては，当該競技者が，自らの側にはかか
る不履行を引き起こした，またはその要因となった過失行為が何ら存在しないことを立証するこ
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とによってのみ，反証が可能である．
5.4.2 For the purpose of determining whether a Filing Failure occurred within the12-month period
referred to in UCI ADR Article 2.4, a Filing Failure will be deemed to have occurred on the first day
of the quarter for which the Rider fails to make a (sufficient) filing in accordance with Article 5.3 or;
on the date he/she failed to comply with other requirements as provided for in Article 5.3 and
following.
UCI ADR第2.4項に言及される12ヶ月間に提出義務違反が生じたか否かの決定については，第5.3項に
従って競技者が（十分な）提出を懈怠した四半期の最初の日，あるいは，第5.3項以降に規定されるその
他の条件への不遵守があった日に，提出義務違反が生じたとみなす．

5.5 Availability for Testing
検査への対応
5.5.1
While UCI ADR Article 5.2 specifies that every Rider must submit to Testing at any time and
place upon request by an Anti-Doping Organization with Testing jurisdiction over him/her, in addition
a Rider in a RTP shall specifically be present and available for Testing on any given day during the
60-minute time slot specified for that day in his/her Whereabouts Filing, at the location that the Rider
has specified for that time slot in such filing. A Failure to Comply with this requirement shall be
pursued as an apparent Missed Test. If the Rider is tested during such a time slot, the Rider must
remain with the DCO until the Sample collection has been completed, even if this takes longer than
the 60-minute time slot. A failure to do so shall be pursued as an apparent violation of UCI ADR
Article 2.3 (refusal or failure to submit to Sample collection).
UCI ADR第5.2 項は，すべての競技者は，検査管轄を有するアンチ・ドーピング機関からの要請に従い，
いかなる時または場所においても検査に出頭しなければならないと定めるが，それに加えて，UCI検査対
象者登録リストに登録されている競技者は，当該競技者の居場所情報提出における当該日に指定した
60分の時間枠において，かつ，当該競技者が当該居場所情報提出において当該時間枠について指定し
た居場所において，確実に検査に出頭し，かつ応じなければならない．かかる要件の不遵守は，明らかな
検査未了として追及されるものとする．競技者がかかる時間枠に検査された場合，当該競技者は，検体
採取が60分より長くかかったとしても，検体採取が完了するまで，DCOのもとに残らなければならない．こ
の義務の不履行は，明らかなUCI ADR第2.3項違反（検体の採取の拒否または不履行）として追及される
ものとする．

5.6 Conditions to Declare a Missed Test
検査未了を宣言する条件
5.6.1
A Rider may only be declared to have committed a Missed Test where the Results
Management Authority for whereabouts purposes can establish each of the following:
競技者は，居所情報のための結果管理機関が以下の事項のすべてを立証できた場合に限り，検査未了
と認定される：
a)

that the Rider was duly notified in accordance with Article 5.1.2;
競技者に対して，第5.1.2項に従い正式に通知されたこと

b)

that a DCO attempted to test the Rider on a given day in the quarter, during the 60-minute
time slot specified in the Rider’s Whereabouts Filing for that day, by visiting the location
specified for that time slot;
DCOが，四半期におけるいずれかの日に，当該日に関する競技者の居場所情報提出において
指定された60分の時間枠の間に，当該時間枠について指定された場所を訪れたことによって，
競技者に対して検査を試みたこと．

[Comment: If the Rider is not available for Testing at the beginning of the60-minute time slot, but
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becomes available for Testing later on in the 60-minute time slot, the DCO should collect the Sample
and should not process the attempt as an unsuccessful attempt to test, but should include full details
of the delay in availability of the Rider in the mission report. Any pattern of behaviour of this type
should be investigated as a possible anti-doping rule violation under UCI ADR Article 2.3 or Article
2.5.
［I.4.3(b)の解説：競技者が60分の時間枠の開始時において検査に応じられなかったが，当該60分の時
間枠内においてその後検査に応じられるようになった場合，DCOは検体を採取すべきであり，当該試み
を検査の試みの失敗として処理すべきではないが，DCOのミッション・レポートに，当該競技者の60分枠
での対応における遅延の全詳細を含めなければならない．この種の行動類型のいずれも，UCI ADR第
2.3項に基づくアンチ・ドーピング規則違反またはUCIアンチ・ドーピング規則第2.5項に基づくアンチ・ドー

ピング規則違反の可能性があるとして，ドーピング捜査が行われるべきである．
If a Rider is not available for Testing during his/her specified 60-minute time slot at the location
specified for that time slot for that day, he/she will be liable for a Missed Test even if he/she is located
later that day and a Sample is successfully collected from him/her.]
競技者が，該当日の60分の時間枠において指定された場所に関して，指定された当該時間枠の間に検

査に応じられない場合，その後同じ日の内に当該競技者の居場所が特定され，検体が成功裏に採取され
たとしても，検査未了としての責任を負う．］
c)

that during that specified 60-minute time slot, the DCO did what was reasonable in the
circumstances (i.e. given the nature of the specified location) to try to locate the Rider, short
of giving the Rider any advance notice of the test;
指定された60分の時間枠の間，DCOが，競技者に対して検査の事前通告を行うこと以外に，競
技者の居場所を特定するために，当該状況の下で（すなわち，当該場所の性質に鑑みて）合理
的と思われる行動をとったこと．

d)

(in the case of a (subsequent) second or third Missed Test):
（その後2回目，あるいは3回目の検査未了の場合）：
i. that the Rider was given notice, in accordance with Article 5.7.2.1 of the previous Missed
Test (or Filing Failure if the Whereabouts Filing deficiencies which caused the previous
Filing Failure are related to this subsequent unsuccessful attempt at hand).
当該競技者が，5.7.2.1項に従い，前回の検査未了（あるいは前回の提出義務違反を起こし
た居場所情報提出不備がその後の試みの失敗と関連しているならば提出義務違反）につい
て通知を受けたこと．

[Comment: For avoidance of doubt, this requirement applies to any subsequent unsuccessful
attempt regardless which Anti-Doping Organization conducted the attempt.
[解説：疑いを除くため，この要件は，アンチ・ドーピング機関が試みを実施したかに関わらず，どのよ

うなその後の試みの失敗にもあてはまる．
Furthermore, this requirement is to give the Rider notice of the first Missed Test (or Filing Failure
if the Whereabouts Filing deficiencies which caused the previous Filing Failure are related to
this subsequent unsuccessful attempt at hand) and an opportunity to avoid a subsequent one,
before a subsequent Missed Test may be pursued against him/her. But that is all that is required.
In particular, it is not necessary to complete the results management process with respect to the
first Whereabouts Failure before pursuing a second Missed Test against the Rider.]
さらに，この要件は，競技者に最初の検査未了を通知し，その後の検査未了(または，その前の提出

義務違反を起こした居所情報提出不備が直近のその後の試みの失敗と関連しているならば提出義
務違反)が彼/彼女に対して追求されることを避ける機会を与えることである．それが，必要とされてい
るすべてである．特に，競技者に対して2回目の検査未了を追及する前に，最初の居所情報提出違
反について結果管理プロセスを完了する必要はない．]
e)
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specified 60-minute time slot was at least negligent. For these purposes, the Rider will be
presumed to have been negligent upon proof of the matters set out at sub-Articles 5.6.1(a)
to (d). That presumption may only be rebutted by the Rider establishing that no negligent
behaviour on his/her part caused or contributed to his/her failure (i) to be available for
Testing at such location during such time slot, and (ii) to update his/her most recent
Whereabouts Filing to give notice of a different location where he/she would instead be
available for Testing during a specified 60-minute time slot on the relevant day.
指定された60分の時間枠の間に，指定された場所において競技者が検査に応じなかったことに
つき，少なくとも過失があったこと．上記との関係において，競技者は，第I.4.3(a)項からI.4.3(d)
項に規定された事項が証明された場合には，当該過失があったものと推定される．この推定に
対しては，(i)当該時間枠の間，当該場所において検査に応じなかったこと，および，(ii)関連日に
おける，指定された60分の時間枠の間において，代わりに検査に応じることのできる別の場所を
通知するための直近の居場所情報提出の更新を怠ったことについて，自らの側にはかかる不履
行を引き起こしたまたはその一因となった過失行為が何ら存在しないことを当該競技者が立証
することによってのみ反証が可能である．
5.6.2
For the purpose of determining whether a Missed Test occurred within the12-month period
referred to in UCI ADR Article 2.4, the Missed Test will be deemed to have occurred on the date that
the Sample collection was unsuccessfully attempted.
UCI ADR第2.4項に言及される12ヶ月間に検査未了が生じたか否かの決定については，検体採取の試
みが失敗した日に検査未了が生じたとみなす．

5.7 Results Management of Whereabouts Failures
居場所情報関連義務違反の結果の管理
[Comment: As provided for in Article 5.10, the UCI or the Anti-Doping Organization(s) may delegate
to one another the results management of Whereabouts Failures. Therefore, the attribution of the
Results Management Authority for Whereabouts purposes can be different than what is provided for
in Article 5.7. The rules of the Results Management of all Anti-Doping Organizations are expected
to comply with the International Standard for Testing and Investigation and should not deviate
substantially from this section. However, differences both in rules may exist.]
[解説：第5.10項に規定するとおり，UCIあるいはアンチ・ドーピング機関は他の居所情報関連違反の結果
について，互いに委託することができる．したがって，居所情報のための結果管理機関の帰属は，第5.7

項での規定するものと異なることがある．すべてのアンチ・ドーピング機関の結果管理の規則は，検査とド
ーピング捜査のための国際基準に従うと期待されており，大幅にこのセクションを逸脱するべきでない．し
かし，両方の規則中の相違は存在しうる．]
5.7.1
Results Management Authority for Whereabouts Purposes
居所情報のための結果管理機関
5.7.1.1 In accordance with UCI ADR Articles 7.1.2 and 7.6, the UCI is the Results Management
Authority for Whereabouts purposes for Whereabouts Failures committed by the Rider who files his
Whereabouts Filing with the UCI. The management of these Whereabouts Failures shall be
governed by the UCI TIR and UCI ADR.
UCI ADR第7.1.2項および第7.6項に従い，UCIは，UCIに居所情報を提出する競技者が犯した居所情報
提出義務違反に関する居所情報のための結果管理機関である．これら居所情報提出義務違反について
の管理は，UCI TIRおよびUCI ADRにより統制される．
For the Rider who files his Whereabouts Filing with another Anti-Doping Organization in accordance
with Article 5.2.2, the Results Management Authority for whereabouts purposes is that other AntiDoping Organization. The management of those Whereabouts Failures shall be governed by the
rules of that Anti-Doping Organization.
第5.2.2項に従って他のアンチ・ドーピング機関に居所情報を提出する競技者について，居所情報のため
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の結果管理機関はそのアンチ・ドーピング機関である．それら居所情報提出義務違反は，そのアンチ・ド
ーピング機関の規則により統制される．
[Comment: To avoid delays in the results management, when the Anti-Doping Organization who
uncovers the Whereabouts Failures is different from the Results Management Authority for
whereabouts purposes, the former shall provide the Unsuccessful Attempt Report and/or other
relevant information to the Results Management Authority for whereabouts purposes without
delay, and thereafter it shall assist the Results Management Authority for whereabouts purposes
as necessary in obtaining information from the DCO or other Sample collection personnel in
relation to the apparent Whereabouts Failure.]

［解説： 居所情報提出義務違反を摘発したアンチ・ドーピング機関が居所情報のための結果管理機
関と異なる場合に結果管理の遅延を避けるために，前者は遅延なく居所情報のための結果管理機
関に失敗した試みの報告を提出し，および／または他の関連情報を提供することとし，その後，必要
に応じDCOまたは検体採取要員から明白な居所情報提出違反に関連した情報を得ることにおいて
居所情報のための結果管理機関を補助するものとする．］
5.7.1.2 When the UCI delegates to another Anti-Doping Organization the results management of
Whereabouts Failures, the management of the Whereabouts Failure at hand shall be governed by
the rules of the organisation who actually handles the results management.
UCIが他のアンチ・ドーピング機関に居所情報提出違反の結果標管理を委任する時，その後の居所情報
提出違反の管理は，実際に結果管理を処理する組織の規則によって統制されるものとする．
5.7.1.3 Pursuant to Article 5.7.1.2, the Whereabouts Failure declared by the other Anti-Doping
Organization shall be recognized by the UCI provided it has been declared in compliance with the
applicable requirements of the International Standard for Testing and Investigation.
第5.7.1.2項に従って，居所情報提出違反が他のアンチ・ドーピング機関によって宣言された場合，検査と
ドーピング捜査のための国際基準の適用可能な要件に従って宣言されたことを条件として，UCIによって
承認されるものとする．
[Comment: If an Anti-Doping Organization who is Results Management Authority for whereabouts
purposes removes the Rider from its RTP after recording one or two Whereabouts Failures against
him/her, then if the Rider remains in (or is put in) another Anti-Doping Organization RTP, and that
other Anti-Doping Organization starts receiving his/her Whereabouts Filings, then that other AntiDoping Organization becomes the Results Management Authority for whereabouts purposes in
respect of all Whereabouts Failures by that Rider, including those recorded by the first Anti-Doping
Organization. In that case, the first Anti-Doping Organization shall provide the second Anti-Doping
Organization with full information about the Whereabouts Failure(s) recorded by the first Anti-Doping
Organization in the relevant period, so that if the second Anti-Doping Organization records any
further Whereabouts Failure(s) against that Rider, it has all the information it needs to bring
proceedings against him/her for violation of UCI ADR Article 2.4.]

［解説：居場所情報のための結果管理機関であるアンチ・ドーピング機関が，一回目または二回目の居場
所情報関連義務違反を記録した後に，当該競技者を検査対象者登録リストから除外したが，他のアンチ・
ドーピング機関の検査対象者登録リストに残る場合（または登録される場合）において，他のアンチ・ドー
ピング機関が当該競技者から居場所情報提出の受領を開始したときには，そのアンチ・ドーピング機関が，
当該競技者によるすべての居場所情報関連義務違反（最初のアンチ・ドーピング機関に記録されたもの
を含む）に対して，結果管理機関となる．この場合，最初のアンチ・ドーピング機関は，第二のアンチ・ドー
ピング機関が更なる居場所情報関連義務違反を記録した場合に，第二のアンチ・ドーピング機関がUCI
ADR第2.4項違反として競技者に対する手続を行うにあたり必要なすべての情報を取得できるよう，最初
のアンチ・ドーピング機関が記録した関連期間における居場所情報関連義務違反に関するすべての情報
を，第二のアンチ・ドーピング機関に対して提供するものとする．］
5.7.2
Results Management
結果の管理
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5.7.2.1 When the UCI concludes that all of the relevant requirements have been met to declare a
Whereabouts Failure, it shall notify the Rider inviting a response within a reasonable deadline of
receipt of the notice.
UCIが，居所情報提出違反を宣言するために関連要件のすべてが満たされたと結論づけた場合，通知受
領の応答のための合理的な期限を含み競技者に通知するものとする．
5.7.2.2 If the Rider does not respond within the specified deadline, the UCI shall notify the Rider
that the alleged Whereabouts Failure is to be recorded against him/her.
競技者が特定された期限までに回答をしなかった場合，UCIは疑わしい居所情報提出違反は，彼/彼女に
対して記録されることを競技者に通知するものとする．
5.7.2.3 If the Rider responds within the deadline, the UCI shall consider whether his/her response
changes its original decision that all of the requirements for recording a Whereabouts Failure have
been met. If the UCI maintains, notwithstanding the Rider’s response, that there has been a
Whereabouts Failure, the UCI shall notify the Rider that the alleged Whereabouts Failure is to be
recorded against him/her.
競技者が期限内に応答したならば，UCIは，彼/彼女の応答が，居所情報提出違反を記録することのため
の要件のすべてが満たされたという当初の決定を変更するものかを考慮することとする．UCIが，居所情
報提出違反があったと，競技者の応答にもかかわらず主張する場合，UCIは，疑わしい居所情報提出違
反が，彼/彼女に対して記録されることを競技者に通知することとする．
5.7.2.4 If the UCI finds that not all the requirements for recording a Whereabouts Failure have been
met, the UCI shall notify the Rider that the UCI will not pursue the alleged Whereabouts Failure any
further.
UCIが，居所情報提出違反を記録するためのすべての要件が満たされているわけではないと認めたなら
ば，UCIは，UCIがこれ以上疑わしい居所情報提出違反を追及しないということを競技者に通知する．
5.7.2.5 In the notice about the UCI’s decision that the Whereabouts Failure is to be recorded, the
UCI shall advise the Rider that he/she has the right to request an administrative review of that
decision within a specified deadline.
居所情報提出違反を記録することとするUCIの決定についての通知において，UCIは，彼/彼女が，指定さ
れた期限内にその決定の不服審査を要求する権利を持っていることを競技者に通知するものとする．
5.7.2.6 If the Rider does not request an administrative review within the specified deadline, the
Whereabouts Failure shall be recorded against the Rider without further notice.
競技者が特定された期限までに審査手続を要請しない場合，居所情報提出違反はそれ以上の通告なし
に競技者に対して記録されるものとする．
5.7.2.7 If the Rider requests an administrative review within the specified deadline, it shall be carried
out, based on written submissions only, by one or more persons not previously involved in the
assessment of the apparent Whereabouts Failure. The purpose of the administrative review is to
determine anew whether or not all of the relevant requirements for recording a Whereabouts Failure
are met.
競技者が，特定された期限内に審査手続を要請した場合，書面による開陳のみを基にし，明白な居場所
情報関連義務違反の評価に関与したことのない者一名または二名により，審査を行うものとする．審査手
続の目的は，居場所情報関連義務違反を記録するための関連要件すべてが満たされたか否かを新たに
決定することにある．
5.7.2.8 If the conclusion following the administrative review is that all of the requirements for
recording a Whereabouts Failure are not met, the UCI shall notify the Rider that the Whereabouts
Failure will not be recorded against him/her by the UCI.
審査手続を経て，居場所情報関連義務違反を記録するための関連要件のすべてが満たされたものでは
ないという結論になった場合，UCIは，居場所情報関連義務違反はUCIにより彼/彼女に対して記録されな
いことを競技者に通知することとする．
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If the conclusion is that all of the requirements for recording a Whereabouts Failure are met, the UCI
shall record the Whereabouts Failure against the Rider and shall notify the Rider thereof.
他方，居場所情報関連義務違反を記録するための関連要件のすべてが満たされたという結論になった場
合，UCIは，当該競技者に対して居場所情報関連義務違反を記録し，競技者にその旨を通知するものと
する．
5.7.2.9 If a new fact is revealed of a nature which might alter the decisions issued by the UCI or the
Person(s) in charge of the administrative review in the scope of Article 5.7.2., such new fact may be
taken into consideration and the decision may be reviewed. In all cases, the Rider will be notified
thereof in due time.
新事実が，UCIまたは第5.7.2項の範囲の不服審査を担当している人によって出された決定を変更するか
もしれない性質について明らかにされるならば，そのような新事実は考慮されるかもしれず，決定は審査
されるうる．

5.8 Reporting
報告
5.8.1
The UCI shall advise WADA, the National Anti-Doping Organization(s) and the Anti-Doping
Organization that uncovered the alleged Whereabouts Failure (as applicable) of the decision
according to which:
UCIは，WADA，国内アンチ・ドーピング機関，および決定の居所情報提出義務違反（適用可能な場合）
の疑いを摘発したアンチ・ドーピング機関に，以下に従い決定を通知するものとする：
a)

not all the requirements to bring forward an alleged Whereabouts Failure have been met;
居所情報提出義務違反の疑いを提出するためのすべての要件が満たされていない．

b)

not to record the alleged Whereabouts Failure in accordance with Article 5.7.2.4.); and
第5.7.2.4項に従って居所情報提出義務違反の疑いを記録しない；そして

c)

the conclusion following the administrative review that not all of the requirements for
recording a Whereabouts Failure have been met.
居所情報提出義務違反を記録するための要件のすべてが満たされているわけではないという
不服審査による結論

The UCI will give reasons for the aforementioned decisions to WADA, the National Anti-Doping
Organization(s) and the Anti-Doping Organization that uncovered the alleged Whereabouts Failure
(as applicable). Each of them, exclusively, shall have a right of appeal against the aforementioned
decisions in accordance with UCI ADR Article 13.
UCIは，前記の決定の理由を，WADA，国内アンチ・ドーピング機関，および居所情報提出義務違反の疑
い（適用可能な場合）を摘発したアンチ・ドーピング機関に提供する．それぞれの団体は独占的にUCI
ADR第13項に従って前記の決定に対する上訴の権利を持つものとする．
5.8.2
The UCI shall report a decision to record a Whereabouts Failure against the Rider to WADA
and all other relevant Anti-Doping Organizations, on a confidential basis, via ADAMS or other system
approved by WADA.
UCIは，ADAMSまたはWADAによって承認された他のシステムを使用し，機密原則により，WADAと他
のすべての関連したアンチ・ドーピング機関に，競技者に対して居所情報提出義務違反を記録するという
決定を報告するものとする．
[Comment: For the avoidance of doubt, the Results Management Authority for whereabouts
purpose is entitled to notify other relevant Anti-Doping Organizations (on a strictly confidential
basis) of the apparent Whereabouts Failure at an earlier stage of the results management
process, where it considers it appropriate (for test planning purposes or otherwise).]
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[解説：疑いを避けるため，居所情報のための結果管理権限は，結果管理課程のより初期の段階で，
適切とみなされるなら(検査計画目的あるいは他の理由で)で明白な居所情報提出義務違反を他の
関連するアンチ・ドーピング機関（極秘原則により）に通知する権利を与えられる．]
5.9 Disciplinary Proceedings – UCI ADR Article 2.4
制裁手続き – UCI ADR 第2.4項
5.9.1
Three Whereabouts Failures by a Rider within any 12-month period amount to an antidoping rule violation under UCI ADR Article 2.4. The Whereabouts Failures may be any combination
of Filing Failures and/or Missed Tests declared in accordance with the UCI TIR requirements and
adding up to three in total.
競技者による12ヶ月間の期間内における3回の居所情報提出義務違反は，UCI ADR第2.4項におけるア
ンチ・ドーピング規則違反となる．UCI TIRの要件と合計3回のいかなる提出義務違反および／または検
査未了の組合せにより居所情報提出義務違反となる．
[Comment: While a single Whereabouts Failure will not amount to an anti-doping rule violation
under UCI ADR Article 2.4, depending on the facts it could amount to an anti-doping rule
violation under UCI ADR Article 2.3 (Evading Sample Collection) and/or UCI ADR Article 2.5
(Tampering or Attempted Tampering with Doping Control).]
［解説：1回の居所情報提出義務違反では，UCIアンチ・ドーピング規則第2.4項におけるアンチ・ドー
ピング規則違反にはならないが，事実関係によっては，UCIアンチ・ドーピング規則第 2.3項(検体採
取の回避，拒否または不履行)，および／またはUCIアンチ・ドーピング規則第2.5項(ドーピング・コン
トロールの一部に不当な改変を施し，または不当な改変を企てること)におけるアンチ・ドーピング規

則違反にになりうる．］
5.9.2
The 12-month period referred to in UCI ADR Article 2.4 starts to run on the date that a Rider
commits the first Whereabouts Failure being relied upon in support of the allegation of a violation of
UCI ADR Article 2.4. If two more Whereabouts Failures occur during the ensuing 12-month period,
then a UCI ADR Article 2.4 anti-doping rule violation is committed, irrespective of any Samples
successfully collected from the Rider during that 12-month period. However, if a Rider who has
committed one Whereabouts Failure does not go on to commit a further two Whereabouts Failures
within 12 months of the first, at the end of that12-month period the first Whereabouts Failure “expires”
for purposes of UCI ADR Article 2.4, and a new 12-month period begins to run from the date of
his/her next Whereabouts Failure.
UCI ADR第2.4項において言及される12ヶ月の期間は，UCI ADR第2.4項違反であるとの主張の立証に
おいて，競技者が最初の居場所情報関連義務違反を行ったとされる日から起算する．さらに2回の居場所
情報関連義務違反が12ヶ月の期間中に生じた場合，当該12ヶ月の期間において競技者が成功裏に検体
採取に応じていたかどうかに拘らず，UCI ADR第2.4項のアンチ・ドーピング規則違反があったことになる．
ただし，1回の居場所情報関連義務違反を行った競技者が，最初の違反から12ヶ月以内にさらなる2回の
居場所情報関連義務違反を行わなかった場合，当該12ヶ月の終了時に，最初の居場所情報関連義務違
反は，UCI ADR第2.4項との関係において「失効」し，新たな12ヶ月間が，当該競技者が次の居場所情報
関連義務違反を行った時から起算される．
[Comment: To give Riders the full benefit of the changes to the 2015 Code (reducing the relevant
period under UCI ADR Article 2.4 from 18 months to 12 months), any Whereabouts Failure that
occurred prior to 1 January2015 will “expire” (for purposes of UCI ADR Article 2.4) 12 months
after the date of its occurrence.
［解説：（UCI ADR第2.4項の関連期間を18ヶ月から12ヶ月に減少させた）2015年版世界規程への改
定からの利益を競技者に十分に享受させるため，2015年1月1日より前に生じた居場所情報関連義
務違反はすべて，（UCI ADR第2.4項の目的において）その発生の日から12ヶ月間経過時に「消滅」

するものとする．］
Where a Rider retires from but then returns to active participation in cycling (i.e. intends on
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partaking in International Events), his/her period of non-availability for Out-of-Competition
Testing shall be disregarded for purposes of calculating the 12-month period referred to in UCI
ADR Article 2.4. As a result, Whereabouts Failures committed by the Rider prior to retirement
may be combined, for purposes of UCI ADR Article 2.4, with Whereabouts Failures committed
by the Rider after he/she again becomes available for Out-of-Competition Testing. For example,
if a Rider committed two Whereabouts Failures in the six months prior to his/her retirement, then
if he/she commits another Whereabouts Failure in the first six months in which he/she is again
available for Out-of-Competition Testing, that amounts to a UCI ADR Article 2.4 anti-doping rule
violation.]

競技者が引退した後自転車競技への現役参加（すなわち，国際競技大会に参加する意図において）
に戻る場合には，競技会外の検査について対応不可能であった期間については，UCI ADR第2.4項
で言及される12ヶ月間の期間の算定の目的では，考慮されないものとする．その結果，引退前に競
技者によって行われた居場所情報関連義務違反は，UCI ADR第2.4項の目的のためには，その後
競技者が競技会外の検査について対応可能になった後に競技者が行った居場所情報関連義務違
反と，合算される．例えば，競技者が，引退前6ヶ月の間に2回の居場所情報関連義務違反を行って，
競技会外の検査について再び対応可能になってから最初の 6ヶ月間にもう1回居場所情報関連義務
違反を行った場合，それはUCI ADR第2.4項のアンチ・ドーピング規則違反となる．］
5.9.3
Where three Whereabouts Failures are recorded against the Rider within any 12-month
period, the Results Management Authority for whereabouts purposes shall bring proceedings
against the Rider alleging violation of UCI ADR Article 2.4. If the Results Management Authority fails
to bring such proceedings against the Rider within 30 days of WADA receiving notice of the recording
of that Rider’s third Whereabouts Failure in any 12-month period, then the Results Management
Authority for Whereabouts purposes shall be deemed to have decided that no anti-doping rule
violation was committed, for purposes of triggering the appeal rights set out at UCI ADR Article 13.2.
競技者がいずれかの12ヶ月の期間内に3回の居場所情報関連義務違反を行ったことが記録された場合，
居所情報の結果管理機関は，当該競技者に対して，UCI ADR第2.4項違反である旨主張して，競技者に
対する手続を開始するものとする．結果管理機関が，いずれかの12ヶ月の期間内における競技者の3回
目の居場所情報関連義務違反の通知をWADAが受領した日から30日以内に，競技者に対する手続を進
めなかった場合，UCI ADR第13.2項に定める不服申立ての権利との関係では，居所情報の結果管理機
関はアンチ・ドーピング規則違反が行われていない旨決定したものとみなされる．
5.9.4
A Rider alleged to have committed a UCI ADR Article 2.4 anti-doping rule violation shall
have the right to have such allegation determined in accordance with UCI ADR Article 8. The hearing
panel shall not be bound by any determination made during the results management process,
whether as to the adequacy of any explanation offered for a Whereabouts Failure or otherwise.
Instead, the burden shall be on the Anti-Doping Organization bringing the proceedings to establish
all of the requisite elements of each alleged Whereabouts Failure to the comfortable satisfaction of
the hearing panel. Both Anti-Doping Organization and the Rider may raise arguments before the
hearing panel that were not raised at the stage of the results management process. If the hearing
panel decides that one (or two) Whereabouts Failures(s) have been established to the required
standard, but that the other alleged Whereabouts Failure(s) has/have not, then no UCI ADR Article
2.4 anti-doping rule violation shall be found to have occurred. However, if the Rider then commits
one (or two, as applicable) further Whereabouts Failure(s) within the relevant 12-month period, new
proceedings may be brought based on a combination of the Whereabouts Failure(s) established to
the satisfaction of the hearing panel in the previous proceedings and the Whereabouts Failure(s)
subsequently committed by the Rider.
UCI ADR第2.4項のアンチ・ドーピング規則違反を行ったと主張された競技者は，当該主張がUCI ADR第
8条に従い，決定される権利を有するものとする．聴聞パネルは，結果の管理手続の過程において下され
た，居場所情報関連義務違反その他につきなされた釈明が十分なものか否かに関する決定には拘束さ
れないものとする．その代わり，結果管理過程段階で召集されなかった聴聞パネルが十分満足するよう，
疑惑がかかった各居場所情報関連義務違反についてすべての要件に該当する事実を立証する責任は，
手続を行うアンチ・ドーピング機関にあるものとする．聴聞パネルが，1回目（または2回目）の居場所情報
関連義務違反の疑いが要求される証明の程度に達したが，3回目の居場所情報関連義務違反の疑いに
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ついてはかかる証明の程度に達していなかったと判断する場合，UCI ADR第2.4項のアンチ・ドーピング
規則違反が生じたとは判断されないものとする．しかし，競技者がその後関連する12ヶ月の期間のうちに
一つ（または二つ）の更なる居場所情報関連義務違反を行った場合，前回の手続において聴聞パネルが
満足する程度に立証された居場所情報関連義務違反と，その後に競技者が行った居場所情報関連義務
違反とを合算して新たな手続を開始することができる．
[Comment: Nothing in Article 5.9.4. is intended to prevent the Anti-Doping Organization
challenging an argument raised on the Rider’s behalf at the hearing on the basis that it could
have been but was not raised at an earlier stage of the results management process.]
［解説：第5.9.4.項の規定は，結果の管理手続の初期の段階において提示することが可能であったに

もかかわらず提示されなかったことを理由として，聴聞会において，競技者のために提起される異議
に対するアンチ・ドーピング機関の反論を妨げることを意図するものではない．］
5.9.5
A finding that a Rider has committed a UCI ADR Article 2.4 anti-doping rule violation has
the following Consequences : (a) imposition of a period of Ineligibility in accordance with UCI ADR
Article 10.3.2 (first violation) or UCI ADR Article 10.7 (subsequent violation(s)); and (b) in accordance
with UCI ADR Article 10.8, Disqualification (unless fairness requires otherwise) of all individual
results obtained by the Rider from the date of the UCI ADR Article 2.4 anti-doping rule violation
through to the date of commencement of any Provisional Suspension or Ineligibility period, with all
of the resulting Consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes. For these
purposes, the anti-doping rule violation shall be deemed to have occurred on the date of the third
Whereabouts Failure found by the hearing panel to have occurred. The impact of any UCI ADR
Article 2.4 anti-doping rule violation by an individual Rider on the results of any team for which that
Rider has competed with during the relevant period shall be determined in accordance with UCI ADR
Article 11.
競技者がUCI ADR第2.4項に基づくアンチ・ドーピング規則違反を行った旨の認定は，次の措置をもたら
す．
(a) UCI ADR第10.3.2項（1 回目の違反）または同第10.7項（2回目の違反）に従った資格停止期間の賦
課，ならびに
(b) （公正性の観点から別段の措置を要する場合を除き）UCI ADR第10.8項に従い，UCI ADR第2.4項
のアンチ・ドーピング規則違反の日から暫定的資格停止または資格停止の期間の開始日までの，獲得さ
れたメダル，得点および褒賞の剥奪を含むすべての措置を伴う，競技者が獲得したすべての個人の成績
の失効．
当該目的との関係において，アンチ・ドーピング規則違反は，聴聞パネルによって3回目の居場所情報関
連義務違反が行われたと判断された日に生じたとみなされるものとする．個人の競技者によるUCI ADR
第2.4項のいずれかのアンチ・ドーピング規則違反が，当該期間中に当該競技者が競技を行ったチーム
の結果に対して与える影響については，UCI ADR第11条に従い決定されるものとする．

5.10 Responsibilities
責任
5.10.1 Notwithstanding any other provision of this section, the UCI may delegate some of its
responsibilities regarding whereabouts information to an Anti-Doping Organization having included
the Rider in its RTP as well, if that Anti-Doping Organization agrees. The UCI or the Anti-Doping
Organization shall inform the Rider of such delegation.
この項のいずれの定めにも拘らず，UCIはその居場所情報に関する責任の一部を，その検査対象者登録
リストに競技者を含めているアンチ・ドーピング機関に対して，そのアンチ・ドーピング機関が承認するなら
委譲することができる．UCIあるいはそのアンチ・ドーピング機関はその競技者にそうした委譲を通知しな
ければならない．
The UCI may delegate some or all of its responsibilities regarding whereabouts information to the
Rider’s National Federation. The UCI or the National Federation shall inform the Rider of such
delegation.
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UCIは，その居場所情報に関する責任の一部または全部を，競技者の国内連盟に委譲することができる．
UCIあるいはその国内連盟はその競技者にそうした委譲を通知しなければならない．
Where WADA determines that the UCI or the Anti-Doping Organization (as applicable) is not
discharging some or all of its whereabouts responsibilities under this section, WADA may delegate
some or all of UCI’s and the Anti-Doping Organization’s whereabouts responsibilities to any other
appropriate Anti-Doping Organization.
UCIまたは国内アンチ・ドーピング機関（いずれか適用される方）が当項の定める居場所情報に関する責
任の一部または全部を履行しないとWADAにおいて判断する場合，WADAは，UCIおよびそのアンチ・ド
ーピング機関の居場所情報に関する責任を他の適切なアンチ・ドーピング機関に委譲することができる．
[Comment: likewise an Anti-Doping Organization may delegate some or all of the responsibilities
regarding whereabouts information to the UCI or the Rider’s National Federation or other
appropriate Anti-Doping Organization with authority over the Rider in question. Where no
appropriate National Anti-Doping Organization exists, the National Olympic Committee shall
assume the responsibilities of the National Anti-Doping Organization regarding Whereabouts
Information.]
［解説：同様にアンチ・ドーピング機関は，自身の居場所情報に関す責任の一部または全部を，UCI，

競技者の国内競技連盟または該当する競技者に対する権限を有するその他のアンチ・ドーピング機
関に対して委譲することができる．適切な国内アンチ・ドーピング機関が存在しない場合，国内オリン
ピック委員会が，国内アンチ・ドーピング機関の居場所情報に関する責任を引き受けるものとする．］
5.10.2 A National Federation must use its best efforts to assist the UCI and/or Anti-Doping
Organization (as applicable) in collecting Whereabouts Filing from Riders who are subject to that
National Federation’s authority, including (without limitation) making special provision in its rules for
that purpose.
国内競技連盟は，UCIおよび／または国内アンチ・ドーピング機関（いずれか適用される方）が当該国内
競技連盟の傘下にある競技者から居場所情報提出を収集すること（当該目的のために自身の規則に特
別な定めを設けることを含むが，これに限られない）を支援する最大限の努力をしなければならない．
5.10.3 Without prejudice to the Rider’s obligations described in this section, during stage races, to
enable the DCO to locate the Rider in an efficient manner, the Team shall provide a detailed list of
its Riders’ accommodations to the Sample Collection Authority as soon the information becomes
available.
DCOが効率的な方法で競技者の居場所を特定可能にするために，ステージレース中に，この項の中で
説明された競技者の義務への侵害なく，情報が入手可能になったなら直ちに，チームは検体採取機関に
その競技者の宿泊施設の明細表を提供するものとする．
[Comment: For the sake of clarity, this list shall include the precise address of the accommodations
and exact room number for each Rider shall be indicated on such list, amongst other.]
[解説：明確にするために，このリストは宿泊施設の正確な住所を含むこととし，各競技者の正確な部屋番
号その他はそのリストに示されるものとする．]
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PART FOUR: TESTING
第4部： 検査
[Comment: This section governs Testing initiated by the UCI as per UCI ADR Article 5. The following
requirements equally apply to Event Testing as well as Out-of-Competition Testing, where applicable.
Riders may also be subject to Testing initiated by other Anti-Doping Organizations with jurisdiction
to test under the Code. Testing by other Anti-Doping Organizations is governed by the rules of the
respective Anti-Doping Organization. As Anti-Doping Organizations are expected to adopt rules in
compliance with the International Standard for Testing and Investigation, the rules covering Testing
should not deviate substantially from this Section. However, differences both in rules and on-site
practices may exist.]
［解説：この項はUCIによって主導された検査をUCI ADR第5項に従って管理する．以下の要件は，競技

会（時）検査と同様に競技会外検査に，適用可能であれば等しく適用される．競技者は，また，世界規程
の下で検査権限を持つ他のアンチ・ドーピング機関によって主導された検査を受けることもある．他のアン
チ・ドーピング機関による検査はそれぞれのアンチ・ドーピング機関の規則によって管理される．アンチ・ド
ーピング機関が，検査とドーピング捜査のための国際基準に従って規則を採用すると予期されている時に，
検査を包含する規則は大幅にこの項を逸脱するべきでない．しかし，規則と現場実践双方の違いは存在
しうる．］

6.0 Preparing for the Sample Collection Session
検体採取セッションの準備
[Comment: Preparing for the Sample Collection Session starts with the establishment of a system
for obtaining relevant information for effective conduct of the session and ends when it is confirmed
that the Sample Collection Equipment conforms to the specified criteria.]

［解説：検体採取セッションの準備は，セッションの効果的な実施のために関連する情報を得るための体
制を確立することから始まり，検体採取器具が指定の基準に適合することが確認された時に終了する．］

6.1 General
概略
6.1.1
In general, the Sample Collection Authority shall appoint and authorise Sample Collection
Personnel to conduct or assist with Sample Collection Sessions who have been trained for their
assigned responsibilities, who do not have a conflict of interest in the outcome of the Sample
collection, and who are not Minors.
一般に，検体採取機関は検体採取セッションを実施または補助するために，その割り当てられた責任の
ために訓練されていて，検体採取の結果において利害対立がなく，未成年者ではない者を検体採取要員
として指名し，権限を与える．
6.1.2
In the scope of Event Testing, the UCI shall appoint and authorise the DCO in accordance
with Article 6.1.1.
競技会（時）検査の範囲内で，UCIは第6.1.1項に従ってDCOを任命し，権限を与えることとする．
The organizer shall appoint and authorise the Chaperones and Witnesses to assist with Sample
Collection Sessions in accordance with Article 6.1.1.
主催者は，シャペロンと立会人に，第6.1.1項に従って検体採取セッションを補助するよう指名し，権限を
与える．
The organizer is required to provide at least one Chaperone for every Rider selected to undergo
Testing.
主催者は，検査を受けるために選ばれたすべての競技者に少なくとも1人のシャペロンを提供することを
要求される．
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The organizer shall ensure the availability of Witnesses of the same gender as the Riders who are
expected to be called for Urine Sample Collection.
主催者は，尿検体採取のために呼ばれることを予期されている競技者と同性の立会人の所在を保証する
ものとする．
6.1.3
If necessary and without prejudice to the responsibility of the National Federation, the DCO
may appoint Sample Collection Personnel on-site or the DCO may conduct the Testing alone,
provided he/she appoints, where applicable, a Witness of the same gender as the Rider.
必要なら，国内連盟の責任を損なうことなく，DCOは現場で検体採取要員を任命することができ，彼/彼女
が競技者と同性の証人を指名することを条件として，DCOは一人で検査を実施できる．
6.1.4
The DCO shall have official documentation, provided by the UCI, evidencing his/her
authority to collect a Sample from the Rider, such as an authorisation letter from the UCI. DCOs
shall also carry complementary identification which includes their name and photograph (i.e.,
identification card from the UCI, driver’s licence, health card, passport or similar valid identification)
and the expiry date of the identification.
DCOは，UCIからの証明書等，検体を競技者から採取する権限を証明する，UCIにより提供された公的な
文書を所持するものとする．DCOは，氏名および写真（すなわち，UCIから付与された身分証明書，運転
免許証，保険証，パスポートまたはその他類似の有効な証明書）ならびに当該証明書の有効期限が記載
されている補完的な証明書を携帯するものとする．
The organizer shall provide official documentation to the all Sample Collection Personnel.
主催者はすべての検体採取要員に公的な文書を提供するものとする．
[Comment: With respect to Sample Collection Personnel other than the DCO, accreditation from
the organizer is deemed sufficient evidence of authority to partake in the Sample Collection
Session.]
[解説：DCO以外の検体採取要員について，主催者からの信任は，検体採取セッションにくわわる権
限の十分な証拠とみなされる．]
6.2. The National Federation’s Responsibility
国内連盟の責任
6.2.1
The National Federation of the organizer of the Event has the overall responsibility for the
practical aspects of the organization of the Event Testing, including the organizer’s aforementioned
obligations. The National Federation must ensure that all Sample Collection Personnel other than
those appointed by the UCI and all infrastructure and equipment are available so that Testing can
be carried out in accordance with the UCI ADR and UCI TIR.
競技大会の主催者の国内連盟は，前記の主催者の義務を含む競技会（時）検査の組織の実践面につい
ての全体的責任を持つ．国内連盟は，検査がUCI ADRとUCI TIRに従って実行されることができるように，
UCIによって指名された以外のすべての検体採取要員と，すべての基本的施設および機器が利用できる
ことを保証しなければならない．
6.2.2
Without prejudice to the application of article 12.1.008 of the Cycling Regulations to the
organizer, in the Event of negligence in the practical organization of the Event Testing, the National
Federation of the organizer shall be liable to a fine not exceeding 10’000 CHF. For Events which last
more than one day, the fine may be multiplied by the number of days for which the negligence
continues.
自転車競技規則条項12.1.008の主催者への適用を妨げることなく，競技会（時）検査の実践的組織にお
ける過失について，主催者の国内連盟は10,000スイスフラン以下の罰金を科される．1日以上続く競技会
においては，罰金は，過失が続いている日数に応じて倍加される．
6.2.3
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appointed by the UCI is unable to carry out his mission properly, the National Federation and the
organizer shall be jointly and severally liable to refund his expenses.
競技会（時）検査トの実践的組織中の過失の結果として，UCIによって指名されたDCOが，彼の任務を適
切に果たすことができないならば，国内連盟と主催者は，共に，別個に彼の経費を弁済するものとする．

6.3 Requirements for preparing for the Sample Collection Session
検体採取セッション準備における要件
6.3.1
The UCI shall establish a system for obtaining all the information necessary to ensure that
the Sample Collection Session can be conducted effectively, including identifying special
requirements to meet the needs of Riders with impairments (as provided in Annex B – Modifications
for Riders with Impairments) as well as the needs of Riders who are Minors (as provided in Annex
C – Modifications for Riders who are Minors).
UCIは，「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に規定される障がいを伴う競技者の要望，お
よび，「付属文書C －18歳未満の者である競技者に対する変更」に規定される18歳未満の者の競技者
の要望を満たす特別の要件を含み，検体採取セッションが効果的に実施できることを確実にするために
必要なすべての情報を得るための体制を構築するものとする．
6.3.2
The DCO shall use a Doping Control Station which, at a minimum, ensures the Riders’
privacy and where possible is used solely as a Doping Control Station for the duration of the Sample
Collection Session. The DCO shall record any significant deviations from these criteria.
DCOは，最低限，競技者のプライバシーが確保される場所，また，可能であれば，検体採取セッションの
期間中においてその用途のみに用いられる場所をドーピング・コントロール・ステーションとして使用するも
のとする．DCOは，これらの基準からの著しい乖離がある場合には，当該事実を記録するものとする．
6.3.3
The UCI shall establish criteria for who may be authorized to be present during the Sample
Collection Session in addition to the Sample Collection Personnel. At a minimum, the criteria shall
include:
UCIは，検体採取セッション中に検体採取要員の他に現場に立ち会うことができる権限を与える基準を確
立するものとする．最低でも，当該基準は下記のものを含むものとする．
a)

The Rider’s entitlement to be accompanied by a representative and/or interpreter during the
Sample Collection Session, except when the Rider is passing a urine Sample;
競技者が尿検体を排出しているときを除く検体採取セッション中に，同伴者および／または通訳
を帯同できる旨の競技者の権利；

b)

A Minor Rider’s entitlement (as provided for in Annex C – Modifications for Riders who are
Minors), and the Witness’ entitlement to have a representative observe the Witness when
the Minor Rider is passing a urine Sample, but without the representative directly observing
the passing of the Sample unless requested to do so by the Minor Rider;
18 歳未満の者である競技者が尿検体を排出する時点において，立会人を同伴者に監視させる，
（「付属文書C －18歳未満の者である競技者に対する変更」に規定されるとおり）18歳未満の
者である競技者の権利および立会人の権利．ただし，当該同伴者は，18歳未満の者である競技
者からの要請がない限り，尿検体の排出を直接には監視してはならない；

c)

The entitlement of a Rider with an impairment to be accompanied by a representative as
provided for in Annex B - Modifications for Riders with Impairments;
障がいを伴う競技者の権利として，「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に規定さ
れるとおり同伴者を帯同する権利；

d)

A WADA observer where applicable under the Independent Observer Program. The WADA
observer shall not directly observe the passing of a urine Sample.
該当する場合には，インディペンデント・オブザーバー・プログラムに基づくWADAオブザーバー．

E0115

UCI Testing and Investigation Regulations

66

かかるWADAオブザーバーは，尿検体の排出を直接には監視してはならないものとする．
6.3.4
The UCI shall only use Sample Collection Equipment systems which, at a minimum:
UCIは最低でも以下を満たす，検体採取器具システムのみを使用するものとする：
a)

Have a unique numbering system incorporated into all bottles, containers, tubes or other
items used to seal the Sample;
全ボトル，容器，試験管（スピッツ），またはその他検体を密封するために使用する器具にそれぞ
れ固有のナンバリングシステムを導入すること；

b)

Have a sealing system that is tamper-evident;
不当な改変が明白となる密封システムを導入すること；

c)

Ensure the identity of the Rider is not evident from the equipment itself; and
器具そのものから競技者の身元が明らかとならないようにすること；および

d)

Ensure that all equipment is clean and sealed prior to use by the Rider.
競技者による使用があるまで，全器具が清潔であり，密封されているようにすること．

6.3.5
The UCI shall develop a system for recording the Chain of Custody of the Samples and
Sample collection documentation which includes confirming that both the Samples and Sample
collection documentation have arrived at their intended destinations.
UCIは，検体および検体採取関連文書の双方が目的地に到達したことの確認を含む，検体および検体採
取関連文書の検体管理の連鎖が記録されるシステムを開発するものとする．
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7.0 NOTIFICATION OF RIDERS
競技者に対する通告
7.1 General
概略
Save in exceptional and justifiable circumstances, No Advance Notice Testing shall be the method
for Sample collection.
例外的で正当な事情がある場合を除き，事前通告無しの検査が，検体採取のための方法であるものとす
る．
Notification of Riders starts when the Sample Collection Authority initiates the notification of the
selected Riders and ends when the Riders arrives at the Doping Control Station or when the Rider’s
possible Failure to Comply is brought to the UCI’s attention. The main activities are:
競技者への通告は，検体採取機関が抽出された競技者への通告を開始したときから始まり，競技者がド
ーピング・コントロール・ステーションに到着，またはUCIが競技者の不遵守の可能性に気づいた時に終了
する．主な活動は以下のとおりである：
a)

Locating the Rider and/or ensuring that the List for notification purposes is displayed, where
applicable;
競技者の居場所特定と，および／または通知目的のリストが適用可能であれば表示されること
を保証する；

b)

Confirming the Rider’s identity;
競技者の本人確認；

c)

Informing the Rider that he/she has been selected to provide a Sample and of his/her rights
and responsibilities;
検体の提出のために抽出されたこと，および競技者の権利と義務についての当該競技者への
通知；

d)

For No Advance Notice Testing, continuously chaperoning the Rider from the time of
notification to the arrival at the designated Doping Control Station; and
事前通告無しの検査において，通告時から指定されたドーピング・コントロール・ステーションに
到着するまでの競技者への継続的な付添い； ならびに

e)

Documenting the notification, or notification attempt.
通告または通告の試みを文書により記録すること

7.2 Means of Notification and Rider’s Obligations
通知の方法と競技者の義務
7.2.1
The Rider shall first be notified in Person that he/she has been selected for Sample
collection, except where:
下記の場合を除き，競技者本人に対し，検体採取対象として抽出されたことを最初に通告するものとする．
a)

Prior contact with a third party is required as specified in Article7.2.2;
第7.2.2項の中で指定されるように，第三者との事前の接触が必要とされる場合；

b)

Where notification can be done through the Rider Support Personnel as provided for in
Article 7.2.3;
第7.2.3項の規定のように，サポートスタッフを通して通知ができる場合；
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c)

Where the Rider has the obligation to consult the List for notification purposes as described
in Article 7.2.4 and following.
競技者が，第7.2.4項以降で説明されるように，通知のためのリストを参照する義務がある場合．

7.2.2
The Sample Collection Authority/DCO/Chaperone, as applicable, shall consider whether a
third party is required to be notified prior to notification of the Rider, when the Rider is a Minor (as
provided for in Annex C – Modifications for Riders who are Minors), or where required by a Rider’s
impairment (as provided for in Annex B - Modifications for Riders with Impairments), or in situations
where an interpreter is required and available for the notification.
検体採取機関／DCO／シャペロンは（適用がある場合），競技者が18歳未満の者である場合（「付属文
書C －18歳未満の者である競技者に対する変更」において規定される），競技者の障がいを理由として
必要とされる場合（「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」において規定される），または通告
の際に通訳が必要とされかつ利用可能である状況において，競技者への通告の前に，第三者に対する
通知が必要か否かにつき検討するものとする．
7.2.3
Whenever the Rider Support Personnel is found at the place where the notification was due
to take place, the Rider may be validly notified via his Rider Support Personnel.
サポートスタッフが，通知が行われる予定であった場所見出される時はいつでも，競技者は彼のサポート
スタッフ経由で有効に通知されることができる．
For such purpose, especially during stage races and World Championships, Rider Support
Personnel must always be in a position to indicate where his Riders are in order that they may be
contacted as quickly as possible.
その目的のために，特にステージレースと世界選手権大会中において，サポートスタッフは，その競技者
に可能な限り迅速に連絡できるように，競技者の所在を示せるよう，常にひとところにいなければならない．
[Comment: Failure to provide correct information about Rider’s whereabouts or Refusal to give
information or Obstructing Testing in any other way may be pursued (if the circumstances so
warrant) as an anti-doping violation under article UCI ADR 2.5 (Tampering or Attempted
Tampering) against the Rider Support Personnel.]

［解説：競技者の居場所についての正確な情報の提供義務違反または情報提供の拒絶あるいは他
のどのような方法ででも検査の妨害を与えることは，サポートスタッフに対するUCI ADR第2.5項(改
変または改変の試み)においてアンチ･ドーピング違反として追求されえる( 状況がそう保証するなら
ば)．］
7.2.4
In the scope of Post-Finish Testing, the Riders who are required to appear for Sample
Collection may be identified on the List for notification purposes.
フィニッシュ後検査の範囲において，検体採取のための出頭を要求される競技者は通知のためのリスト上
で特定される．
7.2.4.1 If instructed by the UCI, the Sample Collection Authority or Personnel will draw up the List
for notification purposes of Riders to be tested in the scope of Post-Finish Testing. The List for
notification purposes shall be displayed at the finish line and at the entrance of the Doping Control
Station as per the UCI’s instructions.
UCIにより指示されるならば，検体採取機関または要員はフィニッシュ後検査の範囲において検査される
競技者の通知のためのリストを作成する．通知のためのリストは，UCIの指示に従いフィニッシュラインお
よびドーピング・コントロール・ステーションの入口に掲示される．
7.2.4.2 Riders shall be identified on the List for notification purposes by either their name, race
number or place in the ranking.
競技者は通知のためのリストにおいて，氏名，レースナンバーあるいは順位のいずれかにより特定される．
7.2.5
Any Rider participating in an Event, including any Rider who has abandoned or did not
otherwise finish the Event, shall be responsible for ensuring whether he/she has been selected to
undergo Sample collection in the scope of Post-Finish Testing.
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競技に参加したすべての競技者は，競技を棄権あるいは他の理由でフィニッシュしなかった競技者を含み，
彼／彼女がフィニッシュ後検査の範囲において検体採取を受けるために選ばれているかを確認する責任
がある．
For such purposes, should a Rider not have been notified by a Chaperone within ten minutes after
he/she crossed the finish line, where applicable, the Rider shall locate and proceed to the place
where the List for notification purposes is displayed and/or must directly go to the Doping Control
Station.
そのような目的のために，競技者が万一，彼/彼女がフィニッシュラインを越えた後10分以内にシャペロン
によって通知されなかったならば，該当する場合に競技者は，通知のためのリストの掲示場所，および／
または直接ドーピング・コントロール・ステーションの位置を確認し，そこへ赴かなければならない．
For avoidance of doubt, a Rider who has abandoned or did not otherwise finish the Event shall
comply with the same obligations as the Rider who finished the Event. More precisely, the Rider who
abandoned or did not otherwise finish the Event, must attend the Doping Control Station within 30
(thirty) minutes of the finishing time of the last classified Rider, at the latest.
疑念を避けるため，競技を棄権あるいは他の理由でフィニッシュしなかった競技者も，競技をフィニッシュ
した競技者のように，同様な義務に従わなければならず，少なくとも最下位競技者のフィニッシュから30分
以内にドーピング・コントロール・ステーションに出頭しなければならない．
7.2.6
The absence of notification by a Chaperone, abandoning and/or not otherwise finishing the
Event, shall not exonerate the Rider from his obligation to report in time to the Doping Control Station
and to submit to Sample collection, if required.
競技を棄権あるいは他の理由でフィニッシュし，シャペロンによる通知がなかったことは，競技者をドーピ
ング・コントロール・ステーションに時間内に出頭し，要求されれば検体採取に服さなければならない義務
を免れさせるものではない．
7.2.7
The absence of the Rider’s name, race number or placing from the List for notification
purposes shall not be deemed an as excuse if the Rider is identified in another manner or if it is
established that he/she had become aware in another way that he was required to appear for Sample
collection.
通知のためのリストに競技者の氏名，レースナンバーあるいは順位がないことは，競技者が他の方法で
特定された場合，あるいは彼/彼女が別の方法で検体採取に出頭を要求されたことに気づいたことが立証
されるならば，弁明とみなされない．
[Comment: No additional form of notification (for example: audio announcement) has to be used.
The absence of an additional form of notification shall not be interpreted as an indication that no
Testing will take place and is no excuse for failing to submit to Sample collection. When a Rider
does not appear for Sample collection, there is no obligation for the Sample Collection Personnel
or organizer to try to contact or notify the Rider.]

［解説：補足的な通知形式（たとえば： 音声通告）は使用されない．補足的形式の通知がなくても，検
査が行われないことの指示であると解釈してはならず，検体採取に服さなかったことの弁明にはなら
ない．競技者が検体採取のために出頭しない場合，検体採取要員，主催者あるいは競技者に連絡･
告知を試みた者に責任はない．］
7.2.8
If a Rider foresees that he/she might be prevented from reporting within the time-limit
provided for in Article 7.4.1, he/she shall try, by all available means, to inform the DCO.
競技者が，彼/彼女が，第7.4.1条の中で規定された時間内に出頭することを妨げられるかもしれないと予
期するならば，彼/彼女は，すべての利用できる手段によって，DCOに知らせるよう試みなければならない．
7.2.9
The Rider or, if Article 7.2.3 applies, the Rider Support Personnel, shall sign the original
notification form. The signature of the Rider Support Personnel on the notification form shall bind the
Rider. If the Rider or his Rider Support Personnel refuses to sign that he has been notified or evades
notification, the Sample Collection Personnel shall note this on the form.
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競技者，第7.2.3項が適用される場合はサポート･スタッフは，通知書の原本に署名しなければならない．
通知書へのサポート･スタッフの署名は，競技者を拘束する．競技者が通知されあるいは通知を回避し，
彼あるいはサポート･スタッフが署名を拒む場合，検体採取要員は用紙にこれを記録しなければならない．

7.3 Requirements for Notification of Riders
競技者への通告における要件
7.3.1
When initial contact is made, the DCO/Chaperone or other Sample Collection Personnel,
as applicable, shall ensure that the Rider and/or a third party is informed:
初期接触が実行された際，DCO／シャペロンあるいは他の検体採取要員は，適用される場合に，競技者
および／または第三者に対して，以下の事項が通知されるようにするものとする：
a)

That the Rider is required to undergo a Sample collection;
当該競技者が検体採取を受ける義務があること；

b)

Of the authority under which the Sample collection is to be conducted;
検体採取を実施する権限を有していること；

c)

Of the type of Sample collection and any conditions that need to be adhered to prior to the
Sample collection;
検体採取の種類，および検体採取前に遵守する必要がある条件；

d)

Of the Rider’s rights, including the right to:
以下を含む競技者の権利：
i. Have a representative and, if available, an interpreter accompany him/her, in accordance
with Article 6.3.3(a)
第6.3.3(a)項に従い，同伴者，および通訳者がいる場合は，通訳を伴う権利；
[Comment: The Rider, his attendant and the interpreter and any objects they bring with them
may be searched.]

［解説： 競技者，彼の随行者，および通訳と彼らが持って来るすべての物は厳重に調べられる］
ii. Ask for additional information about the Sample collection process;
検体採取手続についての追加情報を求める権利；
iii. Request a delay in reporting to the Doping Control Station for valid reasons; and
正当な理由がある場合にドーピング・コントロール・ステーションに遅れて到着することを求め
る権利； ならびに
iv. Request modifications as provided for in Annex B – Modifications for Riders with
Impairments
「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」として定められる変更を求める権利
e)

Of the Rider’s responsibilities, including the requirement to:
以下の要件を含む競技者の責務：
i. Remain within direct observation of the DCO/Chaperone at all times from the point initial
contact is made by the DCO/Chaperone until the completion of the Sample collection
procedure;
DCO／シャペロンによる本人への最初の接触の時点から，検体採取手続が完了するまで常
時DCO／シャペロンの直接の監視下に置かれること
[Comment: Rider Support Personnel must not hinder the Chaperone from continuously
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observing the Rider.]

［解説：サポート･スタッフは，シャペロンが継続的に競技者を観察することを妨げてはならない．］
ii. Produce identification;
本人確認を行うこと；
a. If deemed appropriate by the DCO, the Rider may be asked to provide further
identification after the Sample collection. The Rider shall comply with the DCO’s
instructions to that effect.
DCOにより適切であるとみなされるならば，競技者は，検体採取後にさらに身分証明を提
出するように求められる．競技者はその趣旨のDCOの指示に従わなければならない．
b. Failure to provide further identification or confirm the identity of the Rider shall be
documented and reported to the UCI, which shall decide whether it is appropriate to
follow up in accordance with Annex A – Investigating a Possible Failure to Comply.
さらに身分証明を提供，競技者の本人確認の不履行は文書化されてUCIに報告されるも
のとし，付属書A - 不遵守の可能性に関するドーピング捜査 - に従い手続を進めること
が適切か否か判断するものとする．
iii. Comply with Sample collection procedures (and the Rider should be advised of the
possible Consequences of Failure to Comply or Refusing, namely that such facts may
amount to a potential antidoping rule violation under UCI ADR Article 2.3.); and
検体採取手続に従うこと（競技者は不遵守あるいは拒否，すなわちUCI ADR第2.3項におけ
る潜在的アンチドーピング規則違反に相当するかもしれないことにより競技者に課される可
能性のある措置について告知されるべきである．）； および
iv. Report immediately for Sample collection and at the latest within30 (thirty) minutes of
finishing the Event, unless there are valid reasons for a delay, as determined in
accordance with Article 7.4.2.
第7.4.2項に定められるとおり，正当な理由による遅延を除き，速やかに，そして遅くとも競技
終了後30分以内に検体採取のためにドーピング･コントロール･ステーションへ到着すること；
f)

Of the location of the Doping Control Station and that once the Rider enters the Doping
Control Station, that he/she shall remain there until the completion of the Sample collection
procedure, unless authorized by the DCO as provided for in Article 7.4. and under the
continuous observation by a Chaperone or other Sample Collection Personnel;
ドーピング・コントロール・ステーションの位置，そして競技者がいったんドーピング・コントロー
ル・ステーションに入ったなら，第7.4項に規定されるようにDCOの許可なしに，シャペロンあるい
は他の検体採取要因による継続的監視なしには，検体採取手順が終了するまで彼／彼女はそ
こに留まらなければならないこと；

g)

That should the Rider choose to consume food or fluids prior to providing a Sample, he/she
does so at his/her own risk;
競技者が検体の提出に先立って食事または飲料を摂取する場合には，当該競技者は自らの責
任で摂取するべきこと；

h)

Not to hydrate excessively, since this may delay the production of a suitable Sample ; and
適切な検体が提出されるのが遅延するおそれがあるため，過度な水分補給を避けること；ならび
に

i)

That any urine Sample provided by the Rider to the Sample Collection Personnel should be
the first urine passed by the Rider subsequent to notification.
検体採取要員に競技者により提出された尿検体はすべて，通告の後に競技者から排尿された
最初の尿であるべきこと，すなわち，シャワー中またはその他検体採取要員に対する検体の提
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出に先立って排尿してはならないこと．
7.3.2
The Chaperone/DCO shall have the Rider and/or a third party sign an appropriate form to
acknowledge and accept the notification. Rider and/or a third party shall be provided with a copy of
such form.
シャペロン／DCOは，通告の認識および承諾のために，競技者および/または第三者に適切な文書に署
名させるものとする．競技者および／または第三者はそのような書式のコピーを提供されることとする．
The signature of the Rider and/or a third party on the notification form shall bind the Rider.
競技者および／または第三者の通知用紙への署名は競技者を拘束する．
If the Rider and/or a third party refuses to sign that he/she has been notified, or evades the
notification, the Chaperone/DCO shall, if possible, inform the former of the Consequences of refusing
or failing to comply, and the Chaperone (if not the DCO) shall immediately report all relevant facts to
the DCO. When possible the DCO shall continue to collect a Sample. The DCO shall document the
facts in a detailed report and report the circumstances to the UCI. The UCI shall follow the steps
prescribed in Annex A – Investigating a Possible Failure to Comply.
通告を受けた競技者および／または第三者が署名を拒否した場合，または通告を回避した場合，可能で
あれば，シャペロン／DCOは前者に対し，遵守の拒否または不遵守に該当する措置が課されることを通
知し，（DCOでない場合）シャペロンは，すべての関連事実を直ちにDCOへ報告するものとする．可能な
場合，DCOは検体採取を継続する．DCOは事実を詳細に記録し，状況をUCIに報告する．UCIは「付属
文書A－不遵守の可能性に関するドーピング捜査」に規定される手順に従うものとする．

7.4 Time-limit and Permissible Delays
タイムリミットと許容される遅延
7.4.1
The time-limit within which the Rider is to appear for Sample taking shall be set by the DCO,
taking account of the circumstances. Sample collection shall start as soon as possible and, except
in abnormal circumstances, not later than one hour of the Rider and/or third party, except where
Article 7.4.2 applies.
DCOは，検体採取の競技者が出頭すべき期限を，状況を考慮して設定しなければならない．検体採取は
可及的速やかに開始しなければならず，異常な状況下を除いて，第7.4.2項が適用される場合を除き競技
者および／または第三者が通知を受けてから1時間以内とする．
7.4.2
The DCO may at his/her discretion consider any reasonable third party request or any
request by the Rider for permission to delay reporting to the Doping Control Station following
acknowledgment and acceptance of notification, and/or to leave the Doping Control Station
temporarily after arrival, and may grant such permission only if the Rider can be continuously
chaperoned and kept under direct observation during the delay. For example, delayed reporting or
temporary departure from the Doping Control Station may be permitted for the following activities:
DCOは，自己の裁量により，通告を認識および承諾した後におけるドーピング・コントロール・ステーション
への到着遅延の許可，および／または到着後におけるドーピング・コントロール・ステーションからの一時
的な退出の許可についての，合理的な第三者の要請，または競技者による要求を考慮することができ，
また，当該競技者が，当該検査の遅延の間，継続的に付き添いを受け，直接の監視下に置かれるもので
ある場合にのみ，かかる許可を与えることができる．例えば，ドーピング・コントロール・ステーションに遅
滞して到着すること，あるいはその場を離れることは，以下の活動に関してであれば許される：
a)

In the scope of Event Testing exclusively:
競技会（時）検査の範囲においてのみ：
i.
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ii.

Fulfilment of media commitments; (the deadline to report shall then be 30 (thirty)
minutes of the moment that his presence is no longer required at the press conference).
メディアへの対応（出頭期限は彼が記者会見に出席している必要がなくなってから30分以
内）；

iii. Competing in further Competitions;
さらなる競技への参加；
[Comment: A Rider who has to take part in another Event on the same day may, within the
time-limit provided for in Article 7.4.1, ask permission from the DCO to submit to Sample
collection after the other Event. The DCO shall decide whether the test should take place
immediately or following the other Event.]
［解説： 同日に他の競技に参加する競技者は，第7.4.1項に規定される期限内に， DCOから他
の協議後に検体採取に服する許可を求めることができる．DCOは直ちに検査を行うか，他の競

技後にするかを決定するものとする．］
iv. Performing a warm down;
ウォームダウンを行う場合；
v.

Obtaining necessary medical treatment;
必要な医療処置を受ける場合；

vi. Locating a representative and/or interpreter;
同伴者および／もしくは通訳を特定する場合；
vii. Obtaining photo identification; or
写真付きの身分証明書を取得する場合；または
viii. Any other reasonable circumstances, as determined by the DCO, taking into account
the instructions provided by the UCI.
DCOがUCIの指示を考慮に入れたうえで，合理的な事情があると決定した場合．
7.4.3
The DCO or other authorised Sample Collection Personnel shall document any reasons for
delay in reporting to the Doping Control Station and/or reasons for leaving the Doping Control Station
that may require further investigation by the UCI. Any failure of the Rider to remain under constant
observation shall also be recorded.
DCOまたは権限を与えられた検体採取要員は，UCIによる更なるドーピング捜査が必要となる可能性が
あるため，ドーピング・コントロール・ステーションへの到着の遅延の理由および／またはドーピング・コント
ロール・ステーションからの退出についての理由を文書に記録するものとする．競技者が継続的な監視下
に留まらなかった場合，当該事実についても記録されるものとする．
7.4.4
A DCO shall reject a request for delay from a Rider if it will not be possible for the Rider to
be continuously observed during such delay.
DCOは，遅延の間，競技者を継続的に監視することができない場合，競技者からの遅延要請を拒否する
ものとする．
7.4.5
If the Rider delays reporting to the Doping Control Station other than in accordance with
Article 7.4.1 but arrives prior to the DCO's departure, the DCO shall decide whether to process a
possible Failure to Comply. If at all possible the DCO shall proceed with collecting a Sample, and
shall document the details of the Rider’s delay in reporting to the Doping Control Station.
競技者が，第7.4.1項に規定する場合以外の理由によりドーピング・コントロール・ステーションに遅れて到
着したが，当該競技者の到着が，DCOが現場を離れる前であった場合，DCOは不遵守についての手続
を進めるべきか否か判断するものとする．可能な限り，DCOは検体採取手続を進め，かつ，競技者がドー
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ピング・コントロール・ステーションに遅れて到着した事情の詳細を文書により記録するものとする．
7.4.6
If Sample Collection Personnel observe any matter with potential to compromise the
collection of the Sample, the circumstances shall be reported to and documented by the DCO. If
deemed appropriate by the DCO, the DCO shall follow the requirements of Annex A – Investigating
a Possible Failure to Comply, and/or consider if it is appropriate to collect an additional Sample from
the Rider.
検体採取要員が，検体採取への妥協を許容した可能性がある何らかの事象に気が付いた場合には，当
該状況はDCOに対して報告され，DCOにより文書により記録されるものとする．DCOが適切であると認
める場合，DCOは，「付属文書A －不遵守の可能性に関するドーピング捜査」の要求するところに従い，
および／または当該競技者から追加の検体を採取することが適切か否かについて検討するものとする．
7.4.7
If the DCO gives approval for the Rider in accordance with Article 7.4, the DCO shall agree
with the Rider on the following conditions of leave:
第7.4項に従いDCOが競技者に許可を与える場合，DCOは競技者との間で，以下の退出の条件のすべ
てにつき合意するものとする：
a)

The reason of the delay or purpose of the Rider leaving the Doping Control Station;
遅延の理由あるいは当該競技者がドーピング・コントロール・ステーションを退出する目的；

b)

The time of return (or return upon completion of an agreed activity);
再入室する時刻（または同意した活動が終了次第，再入室すること．）；

c)

That the Rider must remain under continuous observation of the Sample Collection
Personnel throughout;
当該競技者が検体採取要員による継続的な監視下に置かれ続けること；

d)

That the Rider shall not pass urine until he/she gets back to the Doping Control Station; and
当該競技者がドーピング・コントロール・ステーションに戻るまで排尿しないものとすること； およ
び

e)

The DCO shall document the time of the Rider’s departure and return.
DCOは当該競技者の退出および再入室の時刻を文書により記録するものとすること．
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8.0 Conducting the Sample Collection Session
検体採取セッションの実施
8.1 General
概略
The Sample Collection Session starts with defining overall responsibility for the conduct of the
Sample Collection Session and ends once the Sample has been collected and secured and the
Sample collection documentation is complete.
検体採取セッションは，検体採取セッションの実施における全体的責任を明確にすることから始まり，検体
が採取され安全に確保され，検体採取についての文書による記録が完了した時点で終了する．
The Sample Collection Session will be conducted in a manner that ensures the integrity, security
and identity of the Sample and respects the privacy and dignity of the Rider.
検体採取セッションは，検体の完全性，安全性の確保，および同一性を保証し，競技者のプライバシーと
威厳を尊重する方法で実施される．

8.2 Requirements Prior to Sample Collection
検体採取前における要件
8.2.1
The Sample Collection Authority shall be responsible for the overall conduct of the Sample
Collection Session, with specific responsibilities delegated to the DCO.
検査検体機関は検体採取セッションの実施全体に責任を持ち，特定の責任をDCOに委任するものとする．
8.2.2
The DCO shall ensure that the Rider has been informed of his/her rights and responsibilities
as specified in Article 7.3.1.
DCO は第7.3.1項において規定された権利および義務を競技者に通知することを確実にするものとする．
8.2.3
The DCO shall provide the Rider with the opportunity to hydrate. The Rider should avoid
excessive rehydration, having in mind the requirement to provide a Sample with a Suitable Specific
Gravity for Analysis.
DCOは競技者に水分補給をする機会を与えるものとする．当該競技者は，「分析のための適切な比重」
を有する検体を提出する必要があることを念頭に置き，過度の水分補給を避けなければならない．
8.2.4
The Rider shall only leave the Doping Control Station under continuous observation by the
DCO or Chaperone and with the approval of the DCO. The DCO shall consider any reasonable
request by the Rider to leave the Doping Control Station, as specified in Articles 7.4. until the Rider
is able to provide a Sample.
競技者はDCOまたはシャペロンによる継続的な監視下にあり，かつDCOの許可があるときのみドーピン
グ・コントロール・ステーションから退出することができる．DCOは，競技者が検体の提出が可能になるま
で，第7.4項の定めるとおり合理的な理由がある場合には，競技者によるドーピング・コントロール・ステー
ションからの退出についての要求を検討するものとする．

8.3 Requirements for Sample collection
検体採取における要件
8.3.1
The DCO shall collect the Sample from the Rider according to the following protocol(s) for
the specific type of Sample collection:
DCOは特定の検体採取の種類により，以下の付属文書に従い競技者から検体採取を行うものとする．
a)
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b)

Annex E: Collection of Blood Samples.
「付属文書E －血液検体の採取」

8.3.2
Any behaviour by the Rider and/or Persons associated with the Rider or anomalies with
potential to compromise the Sample collection shall be recorded in detail by the DCO. If appropriate,
the UCI shall institute Annex A – Investigating a Possible Failure to Comply.
競技者および／もしくは競技者に関係する人による行動，または検体採取に支障をきたす可能性のある
異常な状態は，いずれも，DCOにより，詳細に記録されるものとする．必要に応じて，UCIは「付属文書A
－不遵守の可能性に関するドーピング捜査」を実施するものとする．
8.3.3
If there are doubts as to the origin or authenticity of the Sample, the Rider shall be asked to
provide an additional Sample. If the Rider refuses to provide an additional Sample, the DCO shall
document in detail the circumstances around the refusal, and the UCI shall institute Annex A –
Investigating a Possible Failure to Comply.
検体の出所，または真正性に疑惑がある場合，競技者は追加の検体を提出することを要求されるもの
とする．競技者が追加検体の提出を拒否した場合，DCOは，拒否の状況を詳細に文書により記録し，か
つ，UCIは，「付属文書A －不遵守の可能性に関するドーピング捜査」を実施するものとする．
8.3.4
The DCO shall provide the Rider with the opportunity to document any concerns he/she
may have about how the Sample Collection Session was conducted.
DCOは，競技者に対し，検体採取セッションが実施された経緯について当該競技者が持ちうる懸念に関
し文書により記録する機会を提供するものとする．
8.3.5
In conducting the Sample Collection Session, the following information shall be recorded as
a minimum:
検体採取セッション実施において，最低でも以下の情報を記録するものとする：
a)

Date, time and type of notification (no advance notice or advance notice);
日付，時間および通告の種類（事前通告無しまたは事前通告）；

b)

Arrival time at Doping Control Station;
ドーピング・コントロール・ステーションへの到着時刻；

c)

Date and time of completion of Sample collection process (i.e., the time when the Rider
signs the declaration at the bottom of the Doping Control form);
検体採取手続が完了した日付および時間（すなわち，競技者がドーピング・コントロール・フォー
ムの末尾に申告の署名をした時）；

d)

The name of the Rider;
競技者の氏名；

e)

The date of birth of the Rider;
競技者の生年月日；

f)

The gender of the Rider;
競技者の性別；

g)

The Rider's home address, email address and telephone number;
競技者の自宅住所，電子メールアドレスおよび電話番号；

h)

The Rider’s sport and discipline;
競技者の競技および種目；

i)

The name of the Rider’s coach and doctor;
競技者のコーチおよび医師の氏名；
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j)

The Sample code number;
検体番号；

k)

The type of the Sample (urine, blood, etc);
検体の種類（尿，血液等）

l)

The type of test (In-Competition or Out-of-Competition);
検査の種類（競技会（時） または競技会外）

m) The name and signature of the witnessing DCO/Chaperone;
立ち会いDCO／シャペロンの氏名および署名；
n)

The name and signature of the Blood Collection Officer (where applicable);
（該当する場合には）ブラッド・コレクション・オフィサーの氏名および署名；

o)

Partial Sample information, as per Article F.4.4;
F.4.4項に基づく部分検体情報；

p)

Required laboratory information on the Sample (i.e., for a urine Sample, its volume and
specific gravity);
検体について必要とされる分析機関の情報（すなわち，尿検体の場合，量および比重）；

q)

Medications and supplements taken within the previous seven days and (where the Sample
collected is a blood Sample) blood transfusions within the previous three months, as
declared by the Rider;
競技者により申告された，7日以内に摂取した薬およびサプリメント，ならびに，（採取される検体
が血液検体である場合）3ヶ月以内の輸血の詳細；

r)

Any irregularities in procedures;
手続の不備；

s)

Rider’s comments or concerns regarding the conduct of the Sample Collection Session, as
declared by the Rider;
競技者により表明された，検体採取セッション実施に関する競技者のコメントまたは懸念点；

t)

Rider consent for the processing of Sample collection data;
検体採取データの処理に対する競技者の同意；

u)

Rider consent or otherwise for the use of the Sample(s) for research purposes;
研究目的のために検体を使用することに対する競技者の同意等；

v)

The name and signature of the Rider’s representative (if applicable), as per Article 8.4.6;
（該当する場合には）競技者の同伴者の第8.4.6項に基づく氏名および署名；

w) The name and signature of the Rider;
競技者の氏名および署名；
x)

The name and signature of the DCO;
DCOの氏名および署名；

y)

The name of the Testing Authority;
検査管轄機関の名称；

z)

The name of the Sample Collection Authority.
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検体採取機関の名称；
8.3.6
At the conclusion of the Sample Collection Session the Rider and DCO shall sign
appropriate documentation to indicate their satisfaction that the documentation accurately reflects
the details of the Rider’s Sample Collection Session, including any concerns expressed by the Rider.
The Rider’s representative (if any) and the Rider shall both sign the documentation if the Rider is a
Minor. Other persons present who had a formal role during the Rider’s Sample Collection Session
may sign the documentation as a Witness of the proceedings.
検体採取セッションの終了にあたり，当該競技者によって表明された懸念も含む形で，検体採取セッショ
ンの詳細が正確に反映されていることに満足したことを表すために，競技者およびDCOは適切な文書に
署名するものとする．当該競技者が18歳未満の者である場合，（選任されている場合には）当該競技者の
同伴者と当該競技者の双方が上記の文書に署名するものとする．競技者の検体採取セッション中に手続
上定められた役割を担った他の人については，当該手続における立会人として上記の文書に署名するこ
とができる．
8.3.7
By appending his signature on the Doping Control Form, the Rider confirms that, subject to
any concern recorded by the Rider:
競技者は，ドーピング・コントロール・フォームに自分の署名を付すことにより，競技者により記録された懸
念事項を条件として，以下の事項を確認しなければならない：
1.

the Sample collection was conducted in accordance with applicable regulations;
検体採取が適切な規則に従って実施されたこと；

2.

any subsequent complaint is excluded;
以降の苦情申し立てはまったく許されないこと；

3.

he/she received a copy of the records of the Sample Collection Session that have been
signed by the Rider.
彼／彼女は，競技者により署名された検体採取セッションの記録のコピーを受領したこと．

[Comment: The notification form mentions the Rider’s main aforementioned rights and
responsibilities. Riders should read the contents of the form before signing it. By his/her
signature on the form, the Rider confirms that he/she has taken note of the contents of the form.]

［解説： 通知様式には，競技者の主要な前記の権利と責任が記述される．競技者は，様式の内容を
それに署名する前に読まなければならない．様式上の競技者の署名により，競技者が様式の内容に
注意を払ったことの証明となる．
8.3.8
Should the DCO discharge a Rider or terminate the Sample Collection Session before the
Rider has been tested, the Rider concerned shall be considered as not to have been selected for
Sample taking and shall not have committed an anti-doping violation for having left the Doping
Control Station.
DCOが，競技者が検査される前に競技者を放免したり検体採取セッションを終了した場合には，当該競
技者は検体採取に選定されなかったものとみなされ，ドーピング・コントロール・ステーションを離れたこと
によるアンチ・ドーピング違反を犯したこととならない．
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9.0 Security/Post-test administration
安全性の確保／検査後の管理
9.1 General
概略
Post-test administration begins when the Rider has left the Doping Control Station after providing
his/her Sample(s), and ends with preparation of all of the collected Samples and Sample collection
documentation for transport.
検査後の管理は，競技者が検体提出後，ドーピング・コントロール・ステーションを退出した時から始まり，
採取した検体および検体採取文書のすべてについて運搬の準備が完了した時点で終了する．

9.2 Requirements for security/post-test administration
安全性の確保／ 検査後の管理における要件
9.2.1
The UCI shall define criteria ensuring that each Sample collected is stored in a manner that
protects its integrity, identity and security prior to transport from the Doping Control Station. At a
minimum, these criteria should include detailing and documenting the location where Samples are
stored and who has custody of the Samples and/or is permitted access to the Samples. The DCO
shall ensure that any Sample is stored in accordance with these criteria.
UCIは，ドーピング・コントロール・ステーションからの運搬まで，採取された検体が完全性，同一性および
安全性が確保された状態で保管されるための基準を作成するものとする．この基準においては，最低でも，
検体がどこに保管され，誰が検体の管理をするか，および／または誰が検体にアクセスすることを許され
るかについて詳細が定められ文書化されるべきである．DCOはすべての検体が当該基準に基づいて保
管されるようにするものとする．
9.2.2
The UCI shall develop a system to ensure that the documentation for each Sample is
completed and securely handled.
UCIは，各検体の文書記録が実行され，かつ，安全に扱われることを確保する体制を構築するものとする．
9.2.3
The Sample Collection Authority shall develop a system to ensure that, where required,
instructions for the type of analysis to be conducted are provided to the laboratory that will be
conducting the analysis. In addition, the Sample Collection Authority shall provide the laboratory with
information as required under Article 8.3.5 c), f), h), j), k), l), o), p), q), y), z) and for result reporting
and statistical purposes.
検体採取機関は，必要と判断した場合，分析を行う分析機関へ実施される分析の種類に関する指示を出
すことを確実にする体制を構築するものとする．さらに，検体採取機関は，分析機関に対し，第8.3.5項 c)，
f)， h)， j)， k)， l)， o)， p)， q)， y)， z) において要請されたとおり，結果報告および統計上の目的
のために，分析機関に情報を提供するものとする．
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10.0 Transport of Samples and documentation
検体および文書の運搬
10.1 General
概略
10.1.1 Transport starts when the Samples and related documentation leave the Doping Control
Station and ends with the confirmed receipt of the Samples and Sample Collection Session
documentation at their intended destinations.
運搬は，検体および関連文書がドーピング・コントロール・ステーションから搬出された時点から始まり，検
体および検体採取セッション文書の目的地における受理が確認された時点で終了する．
10.1.2 The main activities are arranging for the secure transport of Samples and related
documentation to the laboratory that will be conducting the analysis, and arranging for the secure
transport of the Sample Collection Session documentation to the UCI.
主な活動は，分析を行う分析機関への検体および関連文書の確実な運搬の手配，ならびにUCIへの検体
採取セッション文書の確実な運搬の手配である．
10.2 Requirements for transport and storage of Samples and documentation
検体および文書の運搬および保管における要件
10.2.1 The UCI shall authorize a transport system that ensures Samples and documentation are
transported in a manner that protects their integrity, identity and security.
検体採取機関は，検体および文書がその完全性，同一性，安全性を保全された方法によって運搬される
ことを確実に行う運搬体制を承認するものとする．
10.2.2 Samples shall always be transported to the laboratory that will be analyzing the Samples
using one of the Sample Collection Authority’s the authorised transport methods, as soon as
practicable after the completion of the Sample Collection Session. Samples shall be transported in
a manner which minimizes the potential for Sample degradation due to factors such as time delays
and extreme temperature variations.
検体は，常に検体採取機関が承認した運搬方法のひとつを使用し，検体採取セッション完了後実行可能
な限り早急に，分析を行う分析機関へ運搬されるものとする．検体は，時間的遅延および極度の温度変
化のような要因による検体の劣化のおそれを最小化する方法でもって運搬されるものとする．
10.2.3 Documentation identifying the Rider shall not be included with the Samples or
documentation sent to the laboratory that will be analyzing the Samples.
競技者を特定する文書は，分析を行う分析機関へ運搬される検体または文書には同梱されないものとす
る．
10.2.4 The DCO shall send all relevant Sample Collection Session documentation to the Sample
Collection Authority, using the Sample Collection Authority’s authorised transport method, as soon
as practicable after the completion of the Sample Collection Session.
DCOは，検体採取セッション完了後実行可能な限り早急に，関連する検体採取セッション文書すべてを，
検体採取機関が承認した運搬方法を使用し，検体採取機関へ運搬するものとする．
10.2.5 If the Samples with accompanying documentation or the Sample Collection Session
documentation are not received at their respective intended destinations, or if a Sample’s integrity
or identity may have been compromised during transport, the Sample Collection Authority shall
check the Chain of Custody, and the UCI shall consider whether the Samples should be voided.
付随する文書もしくは検体採取セッション文書を伴う検体が，各々の目的地において受領されない，また
は検体の完全性，同一性が運搬中に損なわれていたであろうとされる場合，検体採取機関は検体管理の
連鎖を点検するものとし，UCIは検体を無効にするべきか否かを検討するものとする．
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10.2.6 Documentation related to a Sample Collection Session and/or an anti-doping rule violation
shall be stored by the UCI for the period specified in the International Standard for the Protection of
Privacy and Personal Information.
検体採取セッションおよび／またはアンチ・ドーピング規則違反に関する文書は，「プライバシーおよび個
人情報保護に関する国際基準」で特定された期間，UCIによって保管されるものとする．
10.3 Reporting
報告
10.3.1 The UCI will report, through ADAMS or otherwise, all Testing conducted under the UCI ADR
to WADA, including the name of the Rider, the date and place of the test and whether the test was
In-Competition or Out-of-Competition.
UCIは，ADAMSあるいはその他の手段を通じて，UCI ADRの下に実施したすべての検査を，競技者の
氏名，検査の日と場所，検査が競技会（時）か競技会が以下を含み，WADAに報告する．
10.3.2 National Federations that conduct Testing under the UCI ADR shall report all Testing to the
UCI immediately after Testing.
UCI ADRの下に検査を実施した国内連盟は，すべての検査について，検査後直ちにUCIに報告する．
10.3.3 WADA shall make the information accessible, through ADAMS or otherwise, to the Rider,
the Rider’s National Federation, National Olympic Committee or National Paralympic Committee,
National Anti-Doping Organization and the International Olympic Committee or International
Paralympic Committee.
WADAは，ADAMSあるいはその他の手段を通じて，競技者，競技者の国内連盟，国内オリンピック委員
会，または国内パラリンピック委員会，国内アンチ・ドーピング機関および，国際オリンピック委員会または
国際パラリンピック委員会に情報をアクセス可能にするものとする．
10.3.4 Where appropriate in order to ensure coordinated Testing, the UCI may make the
information also directly available to the Rider’s National Olympic Committee or National Paralympic
Committee, National Anti-Doping Organization and the International Olympic Committee or
International Paralympic Committee and the UCI may receive such information from same.
該当する場合調整された検査を確かなものとするために，UCIは情報を，競技者の国内オリンピック委員
会または国内なパラリンピック委員会，国内アンチ・ドーピング機関および，国際オリンピック委員会また
は国際パラリンピック委員会に直接な利用を可能にするとともに，UCIはそうした情報をそれらから受取る
ものとする．

E0115

UCI Testing and Investigation Regulations

82

PART FIVE: STANDARDS FOR INTELLIGENCE-GATHERING
AND INVESTIGATIONS
インテリジェンスの収集およびドーピング捜査に関する基準
11.0

Gathering, assessment and use of intelligence
インテリジェンスの収集，評価，利用

11.1

Gathering of anti-doping intelligence
アンチ・ドーピングのインテリジェンスの収集

In furtherance of UCI ADR Article 5.8, the UCI shall do everything in its power to ensure that it is
able to capture or receive anti-doping intelligence from all available sources, including Riders and
Rider Support Personnel (including Substantial Assistance provided pursuant to UCI ADR Article
10.6.1) and members of the public (e.g., by means of a confidential telephone hotline), Sample
Collection Personnel (whether via mission reports, incident reports, or otherwise), laboratories,
pharmaceutical companies, National Federations, law enforcement, other regulatory and disciplinary
bodies, and the media.
UCI ADR第5.項8の促進において，UCIは，競技者やサポートスタッフ（UCI ADR第10.6.1項に従い提供
される，実質的な支援を含む），一般市民（例えば，秘匿された電話ホットラインを通じて），検体採取要員
（ミッション・レポート，出来事の報告，その他の報告のいずれを介するかを問わず），分析機関，製薬会社，
国内競技連盟，法執行機関，その他の規制・懲戒機関，および，メディア等，利用できるすべての情報源
からアンチ・ドーピングのインテリジェンスを取得または受領するために，あらゆる権限を行使するものと
する．

11.2

Assessment and analysis of anti-doping intelligence
アンチ・ドーピングのインテリジェンスの評価・分析

11.2.1 The UCI shall ensure that it is able to assess all anti-doping intelligence upon receipt for
relevance, reliability and accuracy, taking into account the nature of the source and the
circumstances in which the intelligence has been captured or received.
UCIは，インテリジェンスの情報源の性質およびインテリジェンスが取得または受領された状況を勘案のう
え，受領次第，すべてのアンチ・ドーピングのインテリジェンスの関連性，信頼性および正確性の評価がで
きることを，確実にするものとする．
11.2.2 All anti-doping intelligence captured or received by the UCI should be collated and analysed
to establish patterns, trends and relationships that may assist the UCI in developing an effective antidoping strategy and/or in determining (where the intelligence relates to a particular case) whether
there is reasonable cause to suspect that an anti-doping rule violation may have been committed,
such that further investigation is warranted in accordance with Section 12 of UCI TIR.
UCIが取得または受領したすべてのアンチ・ドーピングのインテリジェンスは，UCIがそのパターン，傾向
および関係性を確立するために整理され，分析されるべきである．それにより，効果的なアンチ・ドーピン
グ戦略を策定し，および／または，（インテリジェンスが特定の事案に関係する場合）UCI TIR第12章に従
い，更なるドーピング捜査が必要となるようなアンチ・ドーピング規則違反が行われたと疑うべき合理的な
事情があるか否かを決定することに役立つこととなる．

11.3 Intelligence outcomes
インテリジェンスの結果
11.3.1 Anti-doping intelligence shall be used to assist in developing, reviewing and revising the
Test Distribution Plan and/or in determining when to conduct Target Testing, in each case in
accordance with Section 4 of the UCI TIR, and/or to create targeted intelligence files to be referred
for investigation in accordance with Section 12 of the UCI TIR.
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アンチ・ドーピングのインテリジェンスは，UCI TIR第4章に従い，検査配分計画の策定，検証，および修正
ならびに／または特定対象検査の実施時期の決定を助けるため，および／または，UCI検査およびドー
ピング捜査に関する規則第12章に従い，ドーピング捜査でも参照される対象が特定されるインテリジェン
ス・ファイルの作成を助けるために利用されるものとする．
11.3.2 The UCI should also develop and implement policies and procedures for the sharing of
intelligence (where appropriate, and subject to applicable law) with other Anti-Doping Organizations
(e.g., if the intelligence relates to Riders or other Persons under their jurisdiction) and/or law
enforcement and/or other relevant regulatory or disciplinary authorities (e.g., if the intelligence
suggests the possible commission of a crime or regulatory offence or breach of other rules of
conduct).
UCIは，（適切な場合，適用される法に従い）他のアンチ・ドーピング機関（例えば，インテリジェンスが他の
アンチ・ドーピング機関の管轄下の競技者またはその他の人に関係する場合），法執行機関，および／ま
たはその他の関連する規制・懲戒機関（例えば，インテリジェンスが，犯罪，規制違反，またはその他のル
ール違反がなされたことを示唆する場合）と，インテリジェンスを共有するための規範および手続を策定し
実施すべきである．
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12.0 Investigations
ドーピング捜査
12.1 Objective
目的
12.1.1 The objective of this Section is to establish standards for the efficient and effective conduct
of investigations that the UCI must conduct under the UCI ADR, including:
この章の目的は，UCIがUCI ADRに基づき実施しなければならない，効率的かつ効果的なドーピング捜
査を実施するための基準を策定することにあり，そのドーピング捜査には以下のものが含まれる．
a)

the investigation of Atypical Findings and Adverse Passport Findings, in accordance with
UCI ADR Articles 7.4 and 7.5 respectively;
UCI ADR第7.4項および第7.5項各々に従い行われる，非定型報告およびアスリート・バイオロ
ジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告へのドーピング捜査；

b)

the investigation of any other analytical or non-analytical information or intelligence where
there is reasonable cause to suspect that an anti-doping rule violation may have been
committed, in accordance with UCI ADR Articles 7.6 and 7.7 respectively; and
UCI ADR第7.6項および第7.7項各々に従い行われる，アンチ・ドーピング規則違反が行われた
と疑うべき合理的事情がある場合の，その他あらゆる分析的もしくは非分析的な情報またはイン
テリジェンスへのドーピング捜査；ならびに

c)

where an anti-doping rule violation involving a Minor or Rider Support Personnel who has
provided support to more than one Rider found to have committed an anti-doping rule
violation,
the investigation into whether Athlete Support Personnel or other Persons may have been
involved in either violation.
18歳未満の者あるいは複数の競技者にサポートを提供しているサポート･スタッフが関与するア
ンチ・ドーピング規則違反が発見された場合に，サポートスタッフまたはその他の人がかかる違
反に関与したか否かに関するドーピング捜査．

12.1.2 In each case, the purpose of the investigation is to achieve one of the following: either (a)
to rule out the possible violation/involvement in a violation; or (b) to develop evidence that supports
the initiation of an anti-doping rule violation proceeding in accordance with UCI ADR Article 8.
各場合において，ドーピング捜査の目的は以下のいずれかである． (a)違反の可能性／違反に対する関
与の可能性を排除すること，または，(b) UCI ADR第8条に従い，アンチ・ドーピング規則違反に関する手
続を開始することを裏づける証拠を積み上げることである．

12.2 Investigating Atypical Findings and Adverse Passport Findings
非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告に関するド
ーピング捜査
12.2.1 The UCI shall ensure that they are able to investigate confidentially and effectively Atypical
Findings and Adverse Passport Findings arising out of Testing conducted on its behalf and/or for
which it is the Results Management Authority, in accordance with the requirements of UCI ADR
Articles 7.4 and 7.5 respectively, and of the International Standard for Laboratories.
UCIは，UCI ADR第7.4項および第7.5項の要請ならびに「分析機関に関する国際基準」に従い，結果管
理機関に代わり実施する検査および／または自己が結果管理機関である場合に行われる検査から生じ
た非定型報告およびアスリート・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報告について，秘密
裏にかつ効果的にドーピング捜査できることを確実にするものとする．
12.2.2
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circumstances of Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and other potential anti-doping rule
violations, such as (without limitation):
UCIは，要請があった場合，違反が疑われる分析報告，非定型報告の状況についての追加情報，および
その他の潜在的なアンチ・ドーピング規則違反に関する追加の情報を，WADA に提出するものとする．
それらの追加情報とは（以下に限定されない）：
a)

the Competition level of the Rider in question;
当該競技者の競技会レベル；

b)

what whereabouts information (if any) the Rider in question provides, and whether that
information was used to locate him/her for the Sample collection that led to the Adverse
Analytical Finding or the Atypical Finding;
当該競技者が提出している居場所情報の内容，および，違反が疑われる分析報告または非定
型報告につながった検体採取の際，かかる競技者の居場所を特定するためにその情報が使用
されたか否かということ；

c)

the timing of the Sample collection in question relative to the Athlete's training and
Competition schedules; and
競技者のトレーニングおよび競技会スケジュールとの関係での当該検体採取のタイミング；なら
びに，

d)

other such profile information as determined by WADA.
WADAによって定められた個人に関する情報．

12.3 Investigating other possible anti-doping rule violations
その他のアンチ・ドーピング規則違反の可能性に関するドーピング捜査
12.3.1 When there is reasonable cause to suspect that an anti-doping rule violation may have been
committed, the UCI shall notify WADA that it is starting an investigation into the matter in accordance
with UCI ADR Article 7.6 or Article7.7, as applicable. Thereafter the UCI shall keep WADA updated
on the status and findings of the investigation upon request.
アンチ・ドーピング規則違反が行われたと疑うべき合理的な理由がある場合には，UCIは，適用される場
合にUCI ADR第7.6項および第7.7項に従い，事案に関するドーピング捜査を開始することを，WADAに
対して通知するものとする．その後，UCIは，要請があれば，WADAに対して，かかるドーピング捜査の現
状および結果につき最新情報を報告するものとする．
12.3.2 The UCI will gather and record all relevant information and documentation as soon as
possible, in order to develop that information and documentation into admissible and reliable
evidence in relation to the possible anti-doping rule violation, and/or to identify further lines of enquiry
that may lead to the discovery of such evidence. The UCI shall ensure that investigations are
conducted fairly, objectively and impartially at all times. The conduct of investigations, the evaluation
of information and evidence identified in the course of that investigation, and the outcome of the
investigation, shall be fully documented.
UCIは，アンチ・ドーピング規則違反の可能性に関して，情報および文書を許容性および信頼性のある証
拠として積み上げるため，ならびに／または，かかる証拠の発見につながりうる更なる一連の調査内容を
特定するために，できる限り速やかに，すべて関連する情報および文書を収集し記録する．UCIは，常に，
ドーピング捜査が公正，客観的かつ公平に実施されることを確実にする．ドーピング捜査行為，ドーピング
捜査の過程で特定された情報および証拠の評価，ならびに，ドーピング捜査の結果は，すべて文書化さ
れるものとする．
12.3.3 The UCI should make use of all investigative resources reasonably available to it to conduct
its investigation. This may include obtaining information and assistance from law enforcement and
other relevant authorities, including other regulators. However, the UCI should also make full use of
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all investigative resources at its own disposal, including the Athlete Biological Passport program,
investigative powers conferred under the UCI ADR and the power to suspend a period of Ineligibility
imposed on a Rider or other Person in return for the provision of Substantial Assistance in
accordance with UCI ADR Article 10.6.1.
UCIは，ドーピング捜査を行うにあたり，合理的に利用できるすべての資源を利用するべきである．これは，
法執行機関およびその他の規制機関等の関連当局から情報を取得しまたは援助を得ることを含む．しか
し，UCIは，自己の権限下におけるすべてのドーピング捜査の資源をも，最大限に利用すべきである．こ
れには，アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラム，UCI ADRにおいて付与されたドーピング捜
査権限，ならびに，UCI ADR第10.6.1項に従い，実質的な支援を提供することと引き換えに，競技者また
はその他の人に対して課された資格停止期間を猶予する権限が含まれる．
12.3.4 Riders and Rider Support Personnel are required under UCI ADR Article21 to cooperate
with investigations conducted by Anti-Doping Organizations. If they fail to do so, disciplinary action
may be taken against them under applicable rules. If their conduct amounts to subversion of the
investigation process (e.g. by providing false, misleading or incomplete information, and/or by
destroying potential evidence), proceedings against them for violation of UCI ADR Article 2.5
(Tampering or Attempted Tampering) may be brought forward by the UCI.
競技者およびサポートスタッフは，UCI ADR第21条にて義務づけられるとおり，アンチ・ドーピング機関の
行うドーピング捜査に協力するものとする．かかる協力を懈怠した場合，懈怠した者に対し，適用される規
則に基づき，懲戒処分が行われる．もし，競技者およびサポートスタッフの行為が，（例えば，間違った，
誤解を誘発するようなまたは不完全な情報を提供し，および／または，潜在的な証拠を破壊することによ
り），ドーピング捜査手続の妨害となる場合，UCI ADR第2.5項違反（不当な改変または不当な改変の企
て）として，当該競技者およびサポートスタッフに対する手続をUCIに提出する．

12.4 Investigation outcomes
ドーピング捜査の結果
12.4.1 The UCI shall come to a decision efficiently and without undue delay as to whether
proceedings should be brought against the Rider or other Person asserting commission of an antidoping rule violation. As set out in UCI ADR Article 13.3, if the UCI fails to make such decision within
a reasonable deadline set by WADA, WADA may elect to appeal directly to CAS as if the UCI had
rendered a decision finding that no anti-doping rule violation has been committed. As noted in the
comment to UCI ADR Article 13.3, however, before taking such action WADA will consult with the
UCI and give it an opportunity to explain why it has not yet rendered a decision.
UCIは，競技者およびその他の人に対してアンチ・ドーピング規則違反を行ったと主張する手続を行うべき
か否かにつき，効果的にかつ不当な遅滞無く決定するものとする．UCI ADR第13.3項において定められ
るとおり，UCIがWADAの定めた合理的期限内にかかる決定を行わなかった場合，WADAは，UCIにおい
てアンチ・ドーピング規則違反がなかったという決定を下したとみなし，CASに対して直接不服申立てをす
ることができる．しかし，UCI ADR第13.3項の解説にあるとおり，WADAは，かかる行為を行う前に，UCI
と相談し，決定を下していない理由を説明する機会を与える．
12.4.2 Where the UCI concludes based on the results of its investigation that proceedings should
be brought against the Rider or other Person asserting commission of an anti-doping rule violation,
it shall give notice of that decision in the manner set out in UCI ADR Articles 7.4 to 7.7 (as applicable)
and shall bring the proceedings against the Rider or other Person in question in accordance with
UCI ADR Article 8.
UCIが，ドーピング捜査の結果，競技者またはその他の人に対しアンチ・ドーピング規則違反を行ったと主
張する手続を行うべきとの結論に至った場合，アンチ・ドーピング機関は，（適用のあるとおり）UCI ADR第
7.4項から第7.7項の定める方法にてかかる決定を通知するものとし，また，UCI ADR第8 条に従い，当
該競技者またはその他の人に対する手続を開始するものとする．
12.4.3 Where the UCI concludes, based on the results of its investigation, that proceedings should
not be brought against the Rider or other Person asserting commission of an anti-doping rule
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violation:
UCIが，ドーピング捜査の結果，競技者またはその他の人に対して，アンチ・ドーピング規則違反を行った
と主張する手続を開始すべきではないと結論づけた場合，以下のとおりとする．
a)

It shall notify WADA and the Rider’s or other Person’s National Anti-Doping Organization in
writing of that decision, with reasons, in accordance with UCI ADR Article 14.2.3.
UCI ADR第14.2.3項に従い，アンチ・ドーピング機関は，WADA，競技者またはその他の人の
国内アンチ・ドーピング機関に対して，書面にて，かかる決定を理由を付して通知するものとする．

b)

It shall provide such other information about the investigation as is reasonably required by
WADA and/or National Anti-Doping Organization in order to determine whether to appeal
against that decision.
アンチ・ドーピング機関は，WADAおよび／または国内アンチ・ドーピング機関から，かかる決定
に対し不服申立てをするか否か決定するために，合理的な要請があった場合，ドーピング捜査
に関するその他の情報を提供するものとする．

c)

In any Event, it shall consider whether any of the intelligence obtained and/or lessons
learned during the investigation should be used to inform the development of its Test
Distribution Plan and/or to plan Target Testing, and/or should be shared with any other body
in accordance with Article 11.3.2.
いずれにせよ，アンチ・ドーピング機関は，ドーピング捜査の期間に取得したインテリジェンスお
よび／または得た教訓が，検査配分計画の策定に活かされ，および／もしくは特定対象検査を
計画するために利用されるべきか，ならびに／または，第11.3.2項に従い他の機関と共有され
るべきか否かを，検討するものとする．
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PART SIX: ANNEXES
第6部：付属文書
Annex A - Investigating a Possible Failure to Comply
付属文書A － 不遵守の可能性に関するドーピング捜査
A.1

Scope
適用範囲

Investigating a possible Failure to Comply begins when the UCI or a DCO becomes aware of a
possible Failure to Comply and ends when the UCI takes appropriate follow-up action based on the
outcome of its investigation.
不遵守の可能性に関するドーピング捜査は，不遵守の可能性を，UCIまたはDCO が認識した時点から
始まり，UCIが当該ドーピング捜査の結果に基づき，その後の適切な処置を行った時点で終了する．

A.2

Responsibility
責任

A.2.1

The UCI is responsible for ensuring that:
UCIは以下のすべてのことを確実にする責任がある：

A.2.2
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a)

when the possible Failure to Comply comes to its attention, it notifies WADA, and
instigates an investigation of the possible Failure to Comply based on all relevant
information and documentation;
不遵守の可能性が生じたと認識した場合，WADAに対する通知が行われ，すべての関連
情報および書類に基づき不遵守の可能性に関するドーピング捜査が進められること．

b)

the Rider or other party is informed of the possible Failure to Comply in writing and has
the opportunity to respond in accordance with UCI ADR Article 7.7;
競技者または他の当事者が，不遵守の可能性に関する通知を書面により受け取り，かつ，
UCI ADR規則第7.7項に従い回答する機会を有すること．

c)

the investigation is conducted without unnecessary delay and the evaluation process
is documented; and
ドーピング捜査が不必要に遅延すること無く行われ，評価手続が記録されること．

d)

the final determination (i.e., whether or not to assert the commission of an anti-doping
rule violation), with reasons, is made available without delay to WADA and other AntiDoping Organizations in accordance with UCI ADR Articles 7.10 and 14.2.3.
UCI ADR第7.10項および第14. 2.3項に従い，理由付きの最終決定が（すなわち，アンチ・ド
ーピング規則違反が行われたと主張されるか否かを問わず），WADAおよび他のアンチ・ド
ーピング機関に対し，遅滞無く提供されること．

The DCO is responsible for:
DCOは以下の責任を負う．
a)

informing the Rider or other party of the Consequences of a possible Failure to Comply;
競技者または他の当事者に対し，不遵守の可能性に関する措置を通知すること．

b)

completing the Rider’s Sample Collection Session where possible; and
可能であれば，競技者の検体採取セッションを完了させること．

c)

providing a detailed written report of any possible Failure to Comply.
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不遵守の可能性に関して書面による詳細な報告を提供すること．
A.2.3

Sample Collection Personnel are responsible for:
検体採取要員は以下の責任を負う．：
a)

informing the Rider or other party of the Consequences of a possible Failure to Comply;
and
競技者または他の当事者に対して，不遵守の可能性に関する措置について伝えること．

b)

reporting to the DCO any possible Failure to Comply.
いかなる不遵守の可能性もDCOに報告すること．

A.3

Requirements
要件

A.3.1

Any potential Failure to Comply shall be reported by the DCO and/or followed up by the UCI
as soon as practicable.
すべての潜在的な不遵守が，実務上可能な限り早急に，DCOにより報告され，および／または
UCIにより検証されるものとする．

A.3.2

If the UCI determines that there has been a potential Failure to Comply, the Rider or other
party will be promptly notified in writing in accordance with UCI ADR Article 7.7:
潜在的な不遵守があった旨をUCIが判断する場合，競技者または他の当事者にはUCI ADR第
7.7項に従い以下の事項が速やかに書面にて通知されるものとする：
a)

of the possible Consequences ; and
想定される措置；および

b)

that the potential Failure to Comply will be investigated by the UCI and appropriate
follow-up action will be taken.
潜在的な不遵守に対してUCIによりドーピング捜査が行われ，かつ，その後適切な処置が
行われること．

A.3.3

Any additional necessary information about the potential Failure to Comply will be obtained
from all relevant sources (including the Rider or other party) as soon as possible and
recorded.
潜在的な不遵守について，さらに必要な追加情報を，（競技者またはその他の当事者を含めた）
すべての関連情報源から可能な限り早急に，かつ，記録され次第入手する．

A.3.4

The UCI will establish a system for ensuring that the outcomes of its investigation into the
potential Failure to Comply are considered for results management action and, if applicable,
for further planning and Target Testing.
UCIは，潜在的な不遵守のドーピング捜査の結果が，結果管理の処置，さらには該当する場合
にはその後の立案と特定対象検査のために考慮されることを確実にする体制を確立する．
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Annex B - Modifications for Riders with Impairments
付属文書B － 障がいを伴う競技者に対する変更
B.1

Objective
目的

To ensure that the particular needs of Riders with impairments are considered in relation to the
provision of a Sample, where possible, without compromising the integrity of the Sample Collection
Session.
可能であれば，検体採取セッションの完全性を損なわずに，検体提出に関して，障がいを伴う競技者の特
定の要望が考慮されることを確実にすること．
B.2

Scope
適用範囲

Determining whether modifications are necessary starts with identification of situations where
Sample collection involves Riders with impairments and ends with modifications to Sample collection
procedures and equipment where necessary and where possible.
変更が必要であるか否かの判断は，障がいを伴う競技者が関わる検体採取の状況の特定から，必要か
つ可能な場合の検体採取手続および器具に対する変更まで及ぶ．
B.3

Responsibility
責任

B.3.1

The Sample Collection Authority has responsibility for ensuring, when possible, that the
DCO has any information and Sample Collection Equipment necessary to conduct a
Sample Collection Session with a Rider with an impairment.
検体採取機関は，可能な場合，DCOが障がいを伴う競技者に対して，検体採取セッションを実
施するために必要な情報および検体採取器具を有することを確実にする責任がある．

B.3.2

The DCO has responsibility for Sample collection.
DCOは検体採取について責任を負う．

B.4

Requirements
要件

B.4.1

All aspects of notification and Sample collection for Riders with impairments shall be carried
out in accordance with the standard notification and Sample collection procedures unless
modifications are necessary due to the Rider’s impairment.
競技者の障がいによる変更の必要性がない限り，障がいを伴う競技者に対する通告および検体
採取のすべての局面において，標準的な通告および検体採取手続に従い実施されるものとする．

[Comment: For example, it may be appropriate, in the case of an Rider with an intellectual
impairment, to obtain consent to Testing from his/her representative.]
［B.4.1 の解説：例えば，知的障がいを伴う競技者の場合，その同伴者 (representative) からの同

意を得ることが適切となりうる．］
B.4.2
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In planning or arranging Sample collection, the Sample Collection Authority and DCO shall
consider whether there will be any Sample collection for Riders with impairments that may
require modifications to the standard procedures for notification or Sample collection,
including Sample Collection Equipment and facilities.
検体採取の立案と準備において，検体採取機関およびDCOは，検体採取器具および施設を含
め，通告または検体採取の標準的手続に対する変更が要請される可能性がある，障がいを伴う
競技者の検体採取の有無を検討するものとする．
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B.4.3

The Sample Collection Authority and DCO shall have the authority to make modifications
as the situation requires when possible and as long as such modifications will not
compromise the identity, security or integrity of the Sample. All such modifications must be
documented.
検体採取機関およびDCO は，可能な場合，その変更が検体の同一性，安全性または完全性
を損なわない限り，状況が要請する場合には変更を行う権限を持つものとする．かかる変更は
すべて文書により記録されなければならない．

B.4.4

A Rider with an intellectual, physical or sensorial impairment may be assisted by the Rider’s
representative or Sample Collection Personnel during the Sample Collection Session where
authorized by the Rider and agreed to by the DCO.
知的障がい，身体障がいまたは知覚障がいを伴う競技者につき，競技者により権限が与えられ，
かつDCOが同意した場合には，競技者の同伴者または検体採取要員は検体採取セッション中
に補助を行うことができる．

B.4.5

The DCO may decide that alternative Sample Collection Equipment or facilities will be used
when required to enable the Rider to provide the Sample, as long as the Sample’s identity,
security and integrity will not be affected.
DCOは，検体の同一性，安全性および完全性に影響がない限り，競技者が検体を提出すること
を可能にするために必要な代替検体採取器具または施設の使用を決定することができる．

B.4.6

Riders who are using urine collection or drainage systems are required to eliminate existing
urine from such systems before providing a urine Sample for analysis. Where possible, the
existing urine collection or drainage system should be replaced with a new, unused catheter
or drainage system prior to collection of the Sample. The catheter or drainage system is not
a required part of Sample Collection Equipment to be provided by the Sample Collection
Authority; instead it is the responsibility of the Rider to have the necessary equipment
available for this purpose.
採尿システムまたはドレナージシステムを使用している競技者は，分析用に尿検体を提出する
前に，当該システムに存在する尿を取り除くよう義務づけられる．可能な場合，既存の採尿シス
テムまたはドレナージシステムは，検体の採取前に，新しい，未使用のカテーテルまたはドレナ
ージシステムに交換されるべきである．カテーテルまたはドレナージシステムは，検体採取器具
の一部として検体採取機関により提供されることを義務づけられるものではない．むしろ，かかる
目的のために必要な器具については，競技者の責任で用意されるべきである．

B.4.7

The DCO will record modifications made to the standard Sample collection procedures for
Riders with impairments, including any applicable modifications specified in the above
actions.
DCOは，上記にて適用された変更を含め，障がいを伴う競技者のために標準的な検体採取手
続に対して行われた変更を記録する．
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Annex C - Modifications for Riders who are Minors
付属文書C － 18歳未満の者である競技者に対する変更
C.1

Objective
目的

To ensure that the particular needs of Riders who are Minors are met in relation to the provision of
a Sample, where possible, without compromising the integrity of the Sample Collection Session.
可能であれば，検体採取セッションの完全性を損なうことなく，検体の提出に関して，18歳未満の者であ
る競技者の特定の要望が満たされることを確実にすること．
C.2

Scope
適用範囲

Determining whether modifications are necessary starts with identification of situations where
Sample collection involves Riders who are Minors and ends with modifications to Sample collection
procedures where necessary and where possible.
変更が必要であるか否かの判断は，18歳未満の者である競技者が関わる検体採取の状況の特定から，
必要かつ可能な場合のこれら競技者に対する検体採取手続に対する変更まで及ぶ．
C.3

Responsibility
責任

The UCI has responsibility for ensuring, when possible, that the DCO has any information necessary
to conduct a Sample Collection Session with the Rider who is a Minor. This includes confirming
wherever necessary that the organiser of the Event obtains the necessary parental consent for
Testing any participating Rider who is a Minor.
UCIは，可能な場合，18歳未満の者である競技者に対して検体採取セッションを実施するために必要な
情報をDCOが確実に有するようにする責任がある．このことは，必要があれば，検査管轄機関において，
競技大会の主催者が，18歳未満の者である参加競技者を検査するために，親権者から必要な同意を取
得していることを確認することを含む．
C.4

Requirements
要件

C.4.1

All aspects of notification and Sample collection for Riders who are Minors shall be carried
out in accordance with the standard notification and Sample collection procedures unless
modifications are necessary due to the Rider being a Minor.
競技者が18歳未満の者であることによる変更の必要性がない限り，18歳未満の者である競技
者に対する通告および検体採取のすべての局面において，標準的な通告および検体採取手続
に従い実施されるものとする．

C.4.2

In planning or arranging Sample collection, the Sample Collection Authority and DCO shall
consider whether there will be any Sample collection for Riders who are Minors that may
require modifications to the standard procedures for notification or Sample collection.
検体採取の立案または準備において，検体採取機関およびDCOは，通告または検体採取の標
準的手続に対する変更を要請される可能性がある，18歳未満の者である競技者の検体採取の
有無を検討するものとする．

C.4.3

The DCO and the Sample Collection Authority shall have the authority to make
modifications as the situation requires when possible and as long as such modifications will
not compromise the identity, security or integrity of the Sample.
DCOおよび検体採取機関は，可能な場合，その変更が検体の同一性，安全性または完全性を
損なわない限り，状況が要請する場合には変更を行う権限を持つものとする．
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C.4.4

Riders who are Minors should be notified in the presence of an adult, and may choose to
be accompanied by a representative throughout the entire Sample Collection Session. The
representative shall not Witness the passing of a urine Sample unless requested to do so
by the Minor. The objective is to ensure that the Witness is observing the Sample provision
correctly.
18歳未満の者である競技者は，成年者の前で通告を受けるべきであり，検体採取セッション全
体を通じて，同伴者を伴うことを選択することができる．当該同伴者は，18歳未満の者の要請が
ない限り，尿検体の排出を目視しないものとする．当該目的は，立会人が検体の提出を正確に
監視していることを確実にすることである．

C.4.5

The DCO shall determine who (in addition to the Sample Collection Personnel) shall be
present during the collection of a Sample from a Rider who is a Minor, namely a
representative of the Minor to observe the Sample Collection Session (including observing
the Witness when the Minor is passing the urine Sample, but not directly observing the
passing of the urine Sample unless requested to do so by the Minor) or the Witness’
representative, to observe the Witness when a Minor is passing a urine Sample, but without
the representative directly observing the passing of the Sample unless requested by the
Minor to do so.
DCOは，検体採取要員に加えて，18歳未満の者である競技者から検体を採取する間に同席す
る者，すなわち，検体採取セッションを監視する18歳未満の者の同伴者（当該18歳未満の者が
尿検体を排出する際に立会人を監視するが，当該18歳未満の者からの要請がない限り，尿検
体の排出を直接監視しないものとすることを含む．），および18歳未満の者が尿検体を排出する
際に立会人を監視する，当該立会人の同伴者（ただし，当該同伴者は，当該18歳未満の者から
の要請がない限り，尿検体の排出を直接監視しないものとする．）につき，決定するものとする．

C.4.6

Should a Rider who is a Minor decline to have a representative present during the Sample
Collection Session, this should be clearly documented by the DCO. This does not invalidate
the test, but must be recorded. If a Minor declines the presence of a representative, the
representative of the Witness must be present.
18歳未満の者である競技者が検体採取セッション中に，同伴者の同席を断った場合，当該事実
はDCOにより明確に文書により記録されるべきである．当該事実は，検査を無効にするもので
はないが，記録されなければならない．18歳未満の者が同伴者の同席を断った場合，立会人の
同伴者が同席しなければならない．

C.4.7

The preferred venue for all Out-of-Competition Testing of a Minor is a location where the
presence of an adult is most likely, e.g., a training venue.
18歳未満の者に対するすべての競技会外の検査について推奨される実施場所は，例えばトレ
ーニングの場所といった，成年者の同席の可能性が最も高い場所である．

C.4.8

The Sample Collection Authority shall consider the appropriate course of action when no
adult is present at the Testing of a Rider who is a Minor and shall accommodate the Rider
in locating a representative in order to proceed with Testing.
検体採取機関は，18歳未満の者である競技者の検査に成年者が同席しない場合に適切な措置
を検討し，また検査を進めるために競技者に成年の同伴者を手配するものとする．
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Annex D - Collection of Urine Samples
付属文書D － 尿検体の採取
D.1

Objective
目的

To collect a Rider’s urine Sample in a manner that ensures:
競技者の尿検体は，以下のことを確実にする方法で採取する：

D.2

a)

consistency with relevant principles of internationally recognised standard precautions
in healthcare settings so that the health and safety of the Rider and Sample Collection
Personnel are not compromised;
医療の場で国際的に認知されている標準的予防措置に関連する原則と適合した方法で競
技者および検体採取要員の健康と安全性が損なわれないようにすること；

b)

the Sample meets the Suitable Specific Gravity for Analysis and the Suitable Volume
of Urine for Analysis. Failure of a Sample to meet these requirements in no way
invalidates the suitability of the Sample for analysis. The determination of a Sample’s
suitability for analysis is the decision of the relevant laboratory, in consultation with the
UCI for the Sample Collection Session in question;
当該検体が分析のための適切な比重条件および分析のための適切な尿量を満たすこと．
検体が当該条件を満たさないことは，分析のための検体の適合性を否定するものではない．
分析のための検体の適合性に関する決定は，関係する分析機関が，該当の検体採取セッ
ションの検査管轄UCIと協議した上で行う；

c)

the Sample has not been manipulated, substituted, contaminated or otherwise
tampered with in any way;
検体が不正に操作され，置き換えられ，汚染され，その他不当に改変されていないこと；

d)

the Sample is clearly and accurately identified; and
検体が明確かつ正確に識別できること； ならびに

e)

the Sample is securely sealed in a tamper-evident kit.
検体の開封履歴が残る装置をもって厳重に密封されていること．

Scope
適用範囲

The collection of a urine Sample begins with ensuring the Rider is informed of the Sample collection
requirements and ends with discarding any residual urine remaining at the end of the Rider’s Sample
Collection Session.
尿検体の採取は，競技者が検体採取における要件について通知されていることを確認することから始ま
り，競技者の検体採取セッション終了時に残留した尿をすべて廃棄したことで終了する．
D.3

Responsibility
責任

D.3.1

The DCO has the responsibility for ensuring that each Sample is properly collected,
identified and sealed.
DCOは，各検体が適切に採取，識別，および密封されることを確実にする責任がある．

D.3.2

The Witness has the responsibility for directly witnessing the passing of the urine Sample.
立会人は，尿検体の排出を直接目視する責任がある．
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D.4

Requirements
要件

D.4.1

The DCO shall ensure that the Rider is informed of the requirements of the Sample
Collection Session, including any modifications as provided for in Annex B – Modifications
for Riders with Impairments.
DCOは，「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に定められる変更を含め，競技者
が検体採取セッションにおける要件を通知されていることを確実にするものとする．

D.4.2

The DCO shall ensure that the Rider is offered a choice of appropriate equipment for
collecting the Sample. If the nature of a Rider’s impairment requires that he/she must use
additional or other equipment as provided for in Annex B – Modifications for Riders with
Impairments, the DCO shall inspect that equipment to ensure that it will not affect the identity
or integrity of the Sample.
DCOは，競技者が検体採取用の適切な器具の選択肢が提供されていることを確実にするもの
とする．競技者の障がいの性質により，「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に定
められる追加またはその他の器具を使用する必要性がある場合，DCOは，当該器具が検体の
同一性または完全性に影響を与えないことを確実にするために，確認するものとする．

D.4.3

The DCO shall instruct the Rider to select a collection vessel.
DCOは，競技者に対して採尿カップを選択するよう指示するものとする．

D.4.4

When the Rider selects a collection vessel, and for selection of all other Sample Collection
Equipment that directly holds the urine Sample, the DCO will instruct the Rider to check that
all seals on the selected equipment are intact and the equipment has not been tampered
with. If the Rider is not satisfied with the selected equipment, he/she may select another. If
the Rider is not satisfied with any of the equipment available for selection, this shall be
recorded by the DCO. If the DCO does not agree with the Rider that all of the equipment
available for the selection is unsatisfactory, the DCO shall instruct the Rider to proceed with
the Sample Collection Session. If the DCO agrees with the Rider that all of the equipment
available for the selection is unsatisfactory, the DCO shall terminate the Sample Collection
Session and this shall be recorded by the DCO.
競技者が採尿カップおよび尿検体を直接入れるその他すべての検体採取器具を選択する際，
DCOは競技者に対して，選択した器具における封印が損なわれておらず，かつ，当該器具が不
当に改変されていないことを確認するよう指示するものとする．選択した器具に競技者が不満足
の場合，当該競技者は他の器具を選択することができる．競技者が用意されている器具のいず
れについても不満足の場合，DCOは，当該事項を記録するものとする．
用意された器具のすべてに不満足であるという競技者の意見にDCOが同意しない場合，DCO
は，当該競技者に対し検体採取セッションを続けるよう指示するものとする．
用意された器具のすべてに不満足であるという競技者の意見にDCOが同意した場合，DCOは
検体採取セッションを中止し，DCOはこれを記録するものとする．

D.4.5

The Rider shall retain control of the collection vessel and any Sample provided until the
Sample (or partial Sample ) is sealed, unless assistance is required by reason of a Rider’s
impairment as provided for in Annex B – Modifications for Riders with Impairments.
Additional assistance may be provided in exceptional circumstances to any Rider by the
Rider’s representative or Sample Collection Personnel during the Sample Collection
Session where authorised by the Rider and agreed to by the DCO. In such Event, the
additional assistance shall be documented by the DCO.
競技者の障がいを理由として「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に定められる
補助が必要とされる場合を除き，検体（または部分検体）が密封されるまで，競技者は，採尿カッ
プおよび提出された検体を管理し続けるものとする．例外的状況において，競技者が権限を与
え，かつ，DCOが同意する場合，検体採取セッション中に，競技者の同伴者または検体採取要
員による追加的補助が競技者に提供されうる．そのような場合，追加的補助はDCOによって文
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書に記録されるものとする．
D.4.6

The Witness shall be of the same gender as the Rider providing the Sample.
立会人は，検体を提出する競技者と同性とするものとする．

D.4.7

The Witness should, where practicable, ensure the Rider thoroughly washes his/her hands,
but without soap, prior to the provision of the Sample or wears suitable (e.g., latex) gloves
during provision of the Sample.
立会人は，実行可能な場合には，競技者が検体の提出の前に石鹸を使用せずに両手を十分に
洗浄するか，または検体の提出の間適切な手袋（例えば，ゴム手袋）をはめることを確実にする．

D.4.8

The Witness and Rider shall proceed to an area of privacy to collect a Sample.
立会人および競技者は，検体を採取するためプライバシーエリアへ進むものとする．

D.4.9

The Witness shall ensure an unobstructed view of the Sample leaving the Rider’s body. The
Witness and/or the DCO must continue to observe the Sample after provision until the
Sample is securely sealed. In order to ensure a clear and unobstructed view of the passing
of the Sample, the Witness shall instruct the Rider to remove or adjust any clothing that
restricts the Witness’ clear view of Sample provision. The Witness shall ensure that all urine
passed by the Rider at the time of provision of the Sample is collected in the collection
vessel.
立会人は，検体が競技者の体から出ていることについて視界が遮られないようにするものとする．
立会人および/またはDCOは，検体が密封されるまで提出後も検体を監視しなければならない．
検体の排出において視界が明瞭かつ妨げられないようにするために，立会人は，競技者に対し
て，検体排出に対する立会人の明瞭な視界を制約する一切の衣服を取り除き，または調整する
よう指示するものとする．検体が提出される際に，立会人は，検体提出時に競技者が排出したす
べての尿が採尿カップに採取されることを確実にするものとする．

D.4.10 The DCO shall verify, in full view of the Rider, that the Suitable Volume of Urine for Analysis
has been provided.
DCOは競技者の完全なる視界内で，分析のための適切な尿量が提出されていることを検証す
るものとする．
D.4.11 Where the volume of urine provided by the Rider is insufficient, the DCO shall follow the
partial Sample collection procedure set out in Annex F – Urine Samples – Insufficient
Volume.
競技者から提出される尿の量が不十分な場合，DCOは「付属文書F －尿検体－量不足」に定
められる部分検体採取手続に従うものとする．
D.4.12 Once the volume of urine provided by the Rider is sufficient, the DCO shall instruct the Rider
to select a Sample collection kit containing A and B bottles in accordance with Article D.4.4.
競技者から提出された尿の量が十分となった場合，DCOは，D.4.4項に従い，競技者にAおよび
Bボトルを含んだ検体採取キットを選択するよう指示するものとする．
D.4.13 Once a Sample collection kit has been selected, the DCO and the Rider shall check that all
code numbers match. If the Rider or DCO finds that the numbers are not the same, the
DCO shall instruct the Rider to choose another kit in accordance with Article D.4.4. The
DCO shall record the matter.
検体採取キットが選択された時点で，DCOおよび競技者は，すべての検体番号が一致している
ことを確認するものとする．競技者またはDCOが番号の相違を発見した場合，DCOは，D.4.4項
に従い競技者に対して別のキットを選択するよう指示するものとする．DCOは当該事実を記録
するものとする．
D.4.14 The Rider shall pour the minimum Suitable Volume of Urine for Analysis into the B bottle
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(to a minimum of 30 mL), and then pour the remainder of the urine into the A bottle (to a
minimum of 60 mL). The Suitable Volume of Urine for Analysis shall be viewed as an
absolute minimum. If more than the minimum Suitable Volume of Urine for Analysis has
been provided, the DCO shall ensure that the Rider fills the A bottle to capacity as per the
recommendation of the equipment manufacturer. Should there still be urine remaining, the
DCO shall ensure that the Rider fills the B bottle to capacity as per the recommendation of
the equipment manufacturer. The DCO shall instruct the Rider to ensure that a small amount
of urine is left in the collection vessel, explaining that this is to enable the DCO to test that
residual urine in accordance with Article D.4.16.
競技者は，最小限の分析のための適切な尿量をBボトルへ入れ（最少で30mL），その後Aボトル
に残りの尿（最少で60mL）を入れるものとする．分析のための適切な尿量は，絶対的な最小値
とみなされるものとする．最小限の分析のための適切な尿量を超えた尿が提出された場合，
DCOは，器具メーカーの推奨する容量で，競技者がAボトルを満たすことを確実にするものとす
る．尿がなお残っている場合，DCOは，器具メーカーの推奨する容量で，競技者がBボトルを満
たすことを確実にするものとする．DCOは採尿カップの中に少量の尿を確実に残すことを競技者
に対して指示し，D.4.16項に従い，DCOが残りの尿で測定を行うためであると説明するものとす
る．
D.4.15 The Rider shall then seal the A and B bottles as directed by the DCO. The DCO shall check,
in full view of the Rider, that the bottles have been properly sealed.
競技者は，DCOの指示に従い，AボトルおよびBボトルを密封するものとする．DCOは，競技者
の完全なる視界内で，ボトルが適切に密封されていることを確認するものとする．
D.4.16 The DCO shall test the residual urine in the collection vessel to determine if the Sample has
a Suitable Specific Gravity for Analysis. If the DCO’s field reading indicates that the Sample
does not have a Suitable Specific Gravity for Analysis, then the DCO shall follow Annex G
(Urine Samples that do not meet the requirement for Suitable Specific Gravity for Analysis).
DCOは，検体が分析のための適切な比重条件を満たしているか否かを判断するため，採尿カッ
プに残留した尿を測定するものとする．DCOの測定の結果，当該検体が分析のための適切な比
重条件を満たしていないことが示された場合，DCOは付属文書G（分析のための適切な比重条
件を満たしていない尿検体）に従うものとする．
D.4.17 Once the requirements of Article D.4.16 are satisfied, the Rider shall check that the code
number is recorded accurately by the DCO on the Doping Control Form.
D.4.16項の要件が満たされた時点で，競技者はDCOが当該検体番号をドーピング・コントロー
ル・フォームに正確に記録したことを確認するものとする．
D.4.18 Urine should only be discarded when both the A and B bottles have been filled to capacity
in accordance with Article D.4.14 and the residual urine has been tested in accordance with
Article D.4.16
D.4.14項に従ってAおよびBボトル双方が容量を満たした場合，かつ，D.4.16項に従い残留させ
た尿が測定された後でなければ，尿は廃棄されるべきではない．
D.4.19 The DCO shall ensure that any residual urine that will not be sent for analysis is discarded
in full view of the Rider.
DCOは，競技者の視界内で，分析に送られない残留尿が廃棄されることを確かなものとする．
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Annex E - Collection of Blood Samples
付属文書E － 血液検体の採取
E.1

Objective
目的

To collect a Rider’s blood Sample in a manner that ensures:
下記のことを確実にする方法で競技者の血液検体を採取すること：

E.2

a)

consistency with relevant principles of internationally recognised standard precautions
in healthcare settings, and is collected by a suitably qualified Person, so that the health
and safety of the Rider and Sample Collection Personnel are not compromised;
競技者および検体採取要員の健康および安全性を損なわないように，医療の場で国際的
に認知された予防基準に適合することおよび検体が適切な資格を有する要員により採取さ
れること；

b)

the Sample is of a quality and quantity that meets the relevant analytical guidelines;
検体が関連する分析ガイドラインを満たした質および量であること；

c)

that Samples intended for use in connection with the measurement of individual Rider
blood variables within the framework of the Athlete Biological Passport program are
collected in a manner appropriate for such use.
アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラムの枠組みの範囲内で，個人の競技者の
血液の変移との関係で利用されることを予定された検体が，かかる利用のために適切であ
る方法で採取されること；

d)

the Sample has not been manipulated, substituted, contaminated or otherwise
tampered with in any way;
検体が不正に操作され，置き換えられ，汚染され，その他不当に改変されていないこと．

e)

the Sample is clearly and accurately identified; and
検体が明確かつ正確に識別されること； および

f)

the Sample is securely sealed.
検体が確実に密封されること．

Scope
適用範囲

The collection of a blood Sample begins with ensuring the Rider is informed of the Sample collection
requirements and ends with properly storing the Sample prior to transport to the laboratory that will
be analysing the Sample.
血液検体の採取は，競技者に検体採取における要件について通知されていることを確認することから始
まり，検体を分析する分析機関へ運搬される前に検体を適切に保管したことで終了する．
E.3

Responsibility
責任

E.3.1

The DCO has the responsibility for ensuring that:
DCO は以下のことを確実にする責任がある：
a)
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b)

All Samples have been properly stored and dispatched in accordance with the relevant
analytical guidelines.
すべての検体が，関連する分析ガイドラインに従い適切に保管され発送されていること．

E.3.2

The Blood Collection Officer has the responsibility for collecting the blood Sample,
answering related questions during the provision of the Sample, and proper disposal of used
blood sampling equipment not required to complete the Sample Collection Session.
ブラッド・コレクション・オフィサー (BCO) は，血液検体の採取，検体提出の間における質問へ
の返答，および検体採取セッションを完了するために不必要な使用済みの血液採取用具の適切
な廃棄を行う責任がある．

E.4

Requirements
要件

E.4.1

Procedures involving blood shall be consistent with the local standards and regulatory
requirements regarding precautions in healthcare settings where those standards and
requirements exceed the requirements set out below.
血液に関わる手続は，医療現場における予防に関する地域的な基準および規制上の要件が，
以下に定める基準および要件を上回る場合には，かかる地域的な基準および規制に適合する
ものとする．

E.4.2

Blood Sample Collection Equipment shall consist of (a) one or several Sample tubes for
Samples to be used in connection with an Athlete Biological Passport program; and/or (b)
both an A and B Sample tube for Samples not to be used in connection with an Athlete
Biological Passport program; or (c) other equipment as otherwise specified by the relevant
laboratory. Collection tubes shall be labelled with a unique Sample code number by the
DCO/BCO if they are not pre-labelled. The types of equipment to be used and the volume
of blood to be collected for particular analyses shall be as set out in WADA's Blood
Collection Guidelines.
血液検体採取用具は，以下で構成するものとする．(a)アスリート・バイオロジカル・パスポート・
プログラムに関連して使用される検体については，1本または数本の採血管，および/または(b)
アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラムには使用されない検体のためのA採血管およ
びB採血管の双方，または(c)別途関連する分析機関によって指定されるその他の器具．採血管
は，予め付されていない場合には，DCO／BCOによって，独自の検体番号を付するものとする．
特定の分析のために使用される器具の種類および採取される血液の量は，WADAの血液検体
採取ガイドラインに従うものとする．

E.4.3

The DCO shall ensure that the Rider is properly notified of the requirements of the Sample
collection, including any modifications as provided for in Annex B – Modifications for Riders
with Impairments. If the Sample is to be used in connection with the Athlete Biological
Passport program, the DCO/BCO shall use the Doping Control form that is specific to the
Athlete Biological Passport program. If such form is not available, the DCO/BCO shall use
a regular Doping Control form, but he/she shall collect and record the following additional
information on a supplementary report form that shall be signed by the Rider and the
DCO/BCO:
DCOは，「付属文書B －障がいを伴う競技者に対する変更」に定められる変更を含め，競技者
が検体採取における要件を適切に通知されていることを確認するものとする．もし，検体がアス
リート・バイオロジカル・パスポート・プログラムに関連して使用される場合には，DCO／BCOは，
アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラム向けのドーピング・コントロール・フォームを使
用するものとする．かかるフォームが入手可能でない場合，DCO／BCOは，標準のドーピング・
コントロール・フォームを使用するものとするが，DCO／BCOは，追加報告書に以下の追加情報
を取得の上記録し，競技者およびDCO／BCOが署名するものとする：
a)
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採血前に競技者が10分間着座していたかどうか；
b)

whether the Sample is collected immediately following at least three consecutive days
of Competition;
検体採取が少なくとも競技に引き続く3日間に行われたかどうか；

c)

confirmation that the Rider did not participate in training or Competition in the last two
hours before the Sample was collected (see Article E.4.5);
競技者が，検体の採取の前2時間以内に，トレーニングまたは競技会に参加していないこと
の確認（E4.5項参照）；

d)

whether the Rider trained, competed or resided at an altitude greater than 1000 meters
in the previous two weeks. If so, or if in doubt, the name and location of the place(s)
where the Rider has been, as well as the duration of his/her stay there, shall be
recorded, along with the estimated altitude there (if known).
競技者が，過去2週間以内に，海抜1,000メートルを超える高地でトレーニングをし，競技を
し，または，居住したかどうか．その場合または疑義のある場合，競技者が所在した場所の
名前および住所，ならびに所在期間について，（わかる場合）推定高度とともに，記録される
ものとする；

e)

whether the Rider used any form of altitude simulation (such as a hypoxy tent, mask,
etc.) in the previous two weeks. If so, as much information as possible on the type of
device and the manner in which it was used (frequency, duration, intensity, etc.) should
be recorded;
競技者が過去2週間以内に，（低酸素テント，マスクなどの）高地トレーニングを利用したか
どうか．その場合，器具の種類，それが使用された方法（頻度，期間，強度など）に関してで
きる限り多くの情報が記録されるべきである；

f)

whether the Rider received any blood transfusion(s) during the previous three months.
Whether there was any blood loss due to accident, pathology or donation in the
previous three months. In either case, if so, the estimated volume.
競技者が，過去3ヶ月以内に輸血を受けたか否か．過去3ヶ月以内に，事故，病気，または，
献血により，血液を喪失することがあったか否か．いずれにせよ，もしその場合には，推定
血液量．

E.4.4

The DCO/Chaperone and Rider shall proceed to the area where the Sample will be provided.
DCO／シャペロンおよび競技者は，検体が提出される場所へ行くものとする．

E.4.5

The DCO/BCO shall ensure the Rider is offered comfortable conditions and shall instruct
that the Rider shall remain in a normal seated position for at least 10 minutes prior to
providing a Sample. If the Sample is to be used in connection with the Athlete Biological
Passport program, it should not be collected within two hours of the Rider training or
competing. If the Rider has trained or competed within two hours of the time that the Rider
is notified of his/her selection for Sample collection, the DCO/BCO/Chaperone shall monitor
the Rider continuously until the two hour period has elapsed, after which the Sample shall
be collected. The nature of the exertion (Competition, training, etc.), as well as its duration
and general intensity, shall be recorded by the DCO/BCO in the mission documentation.
DCO／BCOは，検体提出前に最低でも10分間，快適な状態を競技者に提供することを確実に
し，競技者に対し通常の腰掛けた体勢でいることを指示するものとする．検体が，アスリート・バ
イオロジカル・パスポート・プログラムに関連して使用される場合，競技者のトレーニングまたは
競技から2時間以内には，検体を採取しないものとする．競技者が，検体採取の対象となったこ
とを通告されてから2時間以内にトレーニングまたは競技を行っていた場合，DCO／BCO／シャ
ペロンは，その2時間が経過するまでの間，競技者を継続的に看視し，その後検体を採取するも
のとする．その運動（競技会，トレーニングなど）の性質については，その期間および一般的な強
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度とともに，ミッション・レポートに，DCO／BCOによって記録されるものとする．
E.4.6

The DCO shall instruct the Rider to select the Sample collection kit(s) required for collecting
the Sample and to check that the selected equipment has not been tampered with and the
seals are intact. If the Rider is not satisfied with a selected kit, he/she may select another.
If the Rider is not satisfied with any kits and no others are available, this shall be recorded
by the DCO. If the DCO does not agree with the Rider that all of the available kits are
unsatisfactory, the DCO shall instruct the Rider to proceed with the Sample Collection
Session. If the DCO agrees with the Rider that all available kits are unsatisfactory, the DCO
shall terminate the Sample Collection Session and this shall be recorded by the DCO.
DCOは，競技者に対して検体採取に必要な検体採取キットを選択させ，かつ，選択した器具が
不当に改変されておらず，かつ，当該器具における封印が損なわれていないことを確認するよう
指示するものとする．競技者が選択したキットに不満足の場合，当該競技者は他のキットを選択
することができる．競技者が用意されているキットのすべてに不満足であり，入手可能なものが
他にない場合，DCOは当該事項を記録するものとする．用意されたキットのすべてに不満足で
あるという競技者の意見にDCOが同意しない場合，DCOは当該競技者に対し，検体採取セッシ
ョンを続けるよう指示するものとする．用意されたキットのすべてに不満足であるという競技者の
意見にDCOが同意した場合，DCOは検体採取セッションを中止し，DCOはこれを記録するもの
とする．

E.4.7

When a Sample collection kit has been selected, the DCO and the Rider shall check that
all code numbers match. If the Rider or DCO finds that the numbers are not the same, the
DCO shall instruct the Rider to choose another kit. The DCO shall record the matter.
検体採取キットが選択された時点で，DCOおよび競技者は，すべての検体番号が一致している
ことを確認するものとする．競技者またはDCOが番号の相違を発見した場合，DCOは競技者に
対して別のキットを選択するよう指示するものとする．DCOは当該事実を記録するものとする

E.4.8

The BCO shall clean the skin with a sterile disinfectant wipe or swab in a location unlikely
to adversely affect the Rider or his/her performance and, if required, apply a tourniquet. The
BCO shall take the blood Sample from a superficial vein into the tube. The tourniquet, if
applied, shall be immediately removed after the venipuncture has been made.
BCOは，競技者または当該競技者の競技力に悪い影響を与えないであろう部位を滅菌消毒剤
ワイプあるいはスワブで消毒し，必要に応じ駆血帯を用いるものとする．BCOは，表層静脈から
採血管へ血液検体を採取するものとする．駆血帯を使用した場合，静脈穿刺を行った直後に取
り外すものとする．

E.4.9

The amount of blood removed shall be adequate to satisfy the relevant analytical
requirements for the Sample analysis to be performed, as set out in WADA’s Blood
Collection Guidelines.
採取する血液量は，WADAの血液採取ガイドラインに定められたとおり，検体分析を行うため分
析上必要な要件を満たすのに十分なものとする．

E.4.10 If the amount of blood that can be removed from the Rider at the first attempt is insufficient,
the BCO shall repeat the procedure up to a maximum of three attempts in total. Should all
three attempts fail to produce a sufficient amount of blood, then the BCO shall inform the
DCO. The DCO shall terminate the Sample Collection Session and record this and the
reasons for terminating the collection.
競技者から最初の試行において採取できた血液量が不十分である場合，BCOは当該手順を，
最大で合計3回まで，繰り返すものとする．3回の試行すべてにおいて十分な量の血液を採取す
ることに失敗した場合，BCOはDCOに通知するものとする．DCOは，検体採取セッションを中止
し，当該事項および採取を中止した理由を記録するものとする．
E.4.11 The BCO shall apply a dressing to the puncture site(s).
BCOは，穿刺部分にガーゼをあてがうものとする．
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E.4.12 The BCO shall dispose of used blood sampling equipment not required to complete the
Sample Collection Session in accordance with the required local standards for handling
blood.
BCOは，血液を取扱う際に求められる地域的な基準に従い，検体採取セッションを完了するた
めに必要とされない使用済み血液採取器具を廃棄するものとする．
E.4.13 If the Sample requires further on-site processing, such as centrifugation or separation of
serum (for example, in the case of a Sample intended for use in connection with the Athlete
Biological Passport program, after the blood flow into the tube ceases, the BCO shall
remove the tube from the holder and homogenize the blood in the tube manually by inverting
the tube gently at least three times), the Rider shall remain to observe the Sample until final
sealing in secure, tamper-evident kit.
検体について遠心分離または血清分離といった追加的な現場での手続が必要となる場合（例え
ば，アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラムに関連して検体を使用する場合には，採
血管への血液の移行が終了した後，BCOは，採血管を支持器からはずして，手で最低3回採血
管を静かに反転させて採血管の中の血液をなじませるものとする），競技者は，安全な開封履歴
が残るキットに最終的に密封されるまで，検体を監視し続けるものとする．
E.4.14 The Rider shall seal his/her Sample into the Sample collection kit as directed by the DCO.
In full view of the Rider, the DCO shall check that the sealing is satisfactory. The Rider shall
check that the code number is recorded accurately by the DCO on the Doping Control Form.
The Rider and the BCO/DCO shall sign the Doping Control form.
競技者は，DCOの指示に従い，自らの検体を検体採取キット内に密封するものとする．DCOは，
競技者の完全なる視界内で，十分に密封できていることを確認するものとする．競技者は，DCO
が当該検体番号をドーピング・コントロール・フォームに正確に記録したことを確認するものとす
る．競技者およびDCO／BCOは，ドーピング・コントロール・フォームに署名するものとする．
E.4.15 If the Sample is intended for use in connection with an Athlete Biological Passport program,
the DCO/BCO shall place it in a storage device that is capable of maintaining blood Samples
at a cool temperature for the duration of the period of storage and transport but without
allowing whole blood Samples to freeze (such as a refrigerator, an insulated cool box, an
isotherm bag, or any other device with such capability). If deemed appropriate in light of the
circumstances, a temperature data logger should be used to record the temperature of the
Sample during storage and transport. In choosing the storage device, the Sample Collection
Authority shall take into account the duration of the period of storage and transport, the
number of Samples to be stored together, and the prevailing environmental conditions (hot
or cold temperatures).
検体が，アスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラムに関連して使用されることが予定さ
れる場合には，DCO／BCOは，血液検体の保管・運搬中，冷温かつ血液検体全体が凍結しな
いように（冷蔵庫，個別の冷却ボックス，等温バッグ，またはそのような性能のあるその他の器
具等で）維持できる保管のための器具の中に，検体を保管するものとする．状況を考慮して適切
であると思われるならば，保管および運搬の間，検体の温度を記録するため，温度記録装置を
使用するべきである．保管器具を選択する際には，検体採取機関において，保管および運搬の
期間，一緒に保管される検体の数，および支配的な環境条件（高温または冷温）を考慮するもの
とする．
E4.16

The sealed Sample shall be stored in a manner that protects its integrity, identity and
security prior to transport from the Doping Control Station to the laboratory that will be
analysing the Sample.
密封された検体は，ドーピング・コントロール・ステーションから検体を分析する分析機関へ運搬
されるまで，完全性，同一性および安全性を確保する方法で保存されるものとする．

E.4.17 Blood Samples shall be transported in accordance with Section 10. The transport procedure
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is the responsibility of the DCO. Blood Samples shall be transported in a device that
maintains the integrity of Samples over time notwithstanding changes in external
temperature. The transport device shall be transported by secure means using a method
authorized by the Testing Authority. If the Sample is intended for use in connection with an
Athlete Biological Passport program, it shall be transported rapidly to the laboratory so that
analysis can be performed as per the requirements set in WADA’s Athlete Biological
Passport Operating Guidelines in force.
血液検体は，第10章に従い，運搬されるものとする．運搬の手続は，DCOの責任である．血液
検体は，外部の気温の変化に拘らず，時間が経過しても検体の完全性を維持できる器具によっ
て，運搬されるものとする．運搬器具は，検査管轄機関が承認した安全な方法で運搬されるもの
とする．検体がアスリート・バイオロジカル・パスポート・プログラムに関連して使用される場合に
は，現行のWADAアスリート・バイオロジカル・パスポート・オペレーティング･ガイドラインに規定
される要件に従い，分析が実施されるよう，迅速に分析機関に運搬されるものとする．
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Annex F - Urine Samples - Insufficient Volume
付属文書F － 尿検体 － 量不足
F.1

Scope
適用範囲

The procedure begins with informing the Rider that the Sample that he/she has provided is not of
Suitable Volume of Urine for Analysis and ends with the Rider’s provision of a Sample of sufficient
volume.
本手続は，競技者の提出した検体が分析のための適切な尿量ではない旨を競技者に対して通知すること
から始まり，競技者から十分な量の検体が提出された時点で終了する．
F.2

Responsibility
責任

The DCO has the responsibility for declaring the Sample volume insufficient and for collecting the
additional Sample(s) to obtain a combined Sample of sufficient volume.
DCOは，検体量が不十分であることを言明し，かつ，総量として十分な検体を得るため，追加の検体を採
取する責任を負う．
F.3

Requirements
要件

F.3.1

If the Sample collected is of insufficient volume, the DCO shall inform the Rider that a further
Sample shall be collected to meet the Suitable Volume of Urine for Analysis requirements.
採取された検体の量が不十分である場合，DCOは，分析のための適切な尿量における要件を
満たすために更なる検体の採取が必要である旨を競技者に通知するものとする．

F.3.2

The DCO shall instruct the Rider to select partial Sample Collection Equipment in
accordance with Article D.4.4.
DCOはD.4.4に従い，部分検体採取器具を選択するよう競技者に指示するものとする．

F.3.3

The DCO shall then instruct the Rider to open the relevant equipment, pour the insufficient
Sample into partial Sample collection equipment and seal it as directed by the DCO. The
DCO shall check, in full view of the Rider, that the partial Sample collection equipment has
been properly sealed.
DCOは，競技者に対し，関連器具を開封し，部分検体採取器具にその不十分な検体を注ぎ，か
つ，DCOの指示に従いこれを密封するよう指示するものとする．DCOは競技者の完全なる視界
内において，部分検体採取器具が適切に密封されていることを確認するものとする．

F.3.4

The DCO and the Rider shall check that the equipment code number and the volume and
identity of the insufficient Sample are recorded accurately by the DCO on the Doping Control
form. The DCO shall retain control of the sealed partial Sample.
DCOおよび競技者は，器具の検体番号と，不十分な検体の量および同一性がDCOによりドー
ピング・コントロール・フォームに正確に記録されていることを確認するものとする．DCOは，密封
された部分検体を管理し続けるものとする．

F.3.5

While waiting to provide an additional Sample, the Rider shall remain under continuous
observation and be given the opportunity to hydrate.
追加検体の提出を待つ間，競技者は継続的な監視下に留まり，水分補給を行う機会が与えられ
るものとする．

F.3.6

When the Rider is able to provide an additional Sample, the procedures for collection of the
Sample shall be repeated as prescribed in Annex D – Collection of Urine Samples until a
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sufficient volume of urine will be provided by combining the initial and additional Sample(s).
競技者が追加検体を提出することが可能になった際，最初の検体と追加の検体を合わせて十
分な量の尿が提出されるまで，付属文書D － 尿検体の採取に定められるとおり，検体採取手
順を繰り返し行うものとする．
F.3.7

When the DCO is satisfied that the requirements for Suitable Volume of Urine for Analysis
have been met, the DCO and Rider shall check the integrity of the seal(s) on the container(s)
containing the previously provided partial Sample(s). Any irregularity with the integrity of the
seal(s) will be recorded by the DCO and investigated according to Annex A – Investigating
a Possible Failure to Comply.
分析のための適切な尿量に関する要件が満たされたとDCOが判断した場合，DCOおよび競技
者は，前に提出された部分検体が含まれている容器の密封シールが損なわれていないことを確
認するものとする．シールの完全性に異常がみられる場合は，DCOにより記録され，かつ，「付
属文書A －不遵守の可能性に関するドーピング捜査」に従いドーピング捜査を行うものとする．

F.3.8

The DCO shall then direct the Rider to break the seal(s) and combine the Samples, ensuring
that additional Samples are added in the order they were collected to the original partial
Sample until, as a minimum, the requirement for Suitable Volume of Urine for Analysis is
met.
その後にDCOは，競技者に対し，密封シールを開封し，元の部分検体に対して，少なくとも分析
のための適切な尿量に達するまで，追加検体を採取された順序で加える形でこれら複数の検体
を一緒にするように指示するものとする．

F.3.9

The DCO and the Rider shall then continue with Article D.4.12 or Article D.4.14 as
appropriate.
DCOおよび競技者は，必要に応じて，D.4.12項またはD.4.14項に従うものとする．

F.3.10

The DCO shall check the residual urine in accordance with Article D.4.16 to ensure that it
meets the requirement for Suitable Specific Gravity for Analysis.
DCOは，D.4.16項に従い，残留している尿が分析のための適切な比重における要件を満たすこ
とを確認するものとする．

F.3.11

Urine should only be discarded when both the A and B bottles have been filled to capacity
in accordance with Article D.4.14 and the residual urine has been checked in accordance
with Article F.4.10. The Suitable Volume of Urine for Analysis shall be viewed as an absolute
minimum.
尿は，AボトルおよびBボトル双方がD.4.1.4項に従う容量を満たし，残留している尿がF.4.10項
に従い確認されたときに限り，廃棄されるべきである．分析のための適切な尿量は，絶対的な最
小値とみなされるものとする．
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Annex G - Urine Samples that do not meet the requirement for Suitable Specific
Gravity for Analysis
付属文書G － 分析のための適切な比重における要件を満たしていない尿検体
G.1

Scope
適用範囲

The procedure begins with the DCO informing the Rider that a further Sample is required and ends
with the collection of a Sample that meets the requirements for Suitable Specific Gravity for Analysis,
or appropriate follow-up action by the UCI if required.
本手続は，DCOが競技者に対して更なる検体が必要な旨を通知することから始まり，分析のための適切
な比重における要件を満たす検体の採取，または必要な場合，UCIによる適切なその後の処置が行われ
た時点で終了する．
G.2

Responsibility
責任

The Sample Collection Authority is responsible for establishing procedures to ensure that a suitable
Sample is collected. If the original Sample collected does not meet the requirement for Suitable
Specific Gravity for Analysis, the DCO is responsible for collecting additional Samples until a suitable
Sample is obtained.
検体採取機関は，適切な検体が採取されることを確実にする手続を確立する責任を負う．採取された当
初の検体が分析のための適切な比重における要件を満たさない場合，適切な検体が得られるまで，DCO
は追加検体採取を行う責任を負う．
G.3

Requirements
要件

G.3.1

The DCO shall determine that the requirements for Suitable Specific Gravity for Analysis
have not been met.
DCOは，分析のための適切な比重における要件が満たされていないことを判断するものとする．

G.3.2

The DCO shall inform the Rider that he/she is required to provide a further Sample.
DCOは，追加検体の提出が必要である旨を競技者に通知するものとする．

G.3.3

While waiting to provide a further Sample, the Rider shall remain under continuous
observation.
追加検体の提出を待つ間，競技者は継続的な監視下に留まるものとする．

G.3.4

The Rider shall be advised not to hydrate excessively, since this may delay the production
of a suitable Sample. In appropriate circumstances, excessive hydration may be pursued
as a violation of Code Article 2.5 (Tampering or Attempted Tampering with any part of
Doping Control).
過度の水分補給により適切な検体の生成が遅延するおそれがあるため，競技者には，これを行
わないことが助言されるものとする．状況によっては，過度の水分補給は世界規程第2.5項違反
（ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し，または不当な改変を企てること）として追
及されうる．

G.3.5

When the Rider is able to provide an additional Sample, the DCO shall repeat the
procedures for Sample collection set out in Annex D – Collection of Urine Samples.
競技者が追加検体を提出できるようになった際，DCOは「付属文書D －尿検体の採取」に定め
られるとおり，検体採取手続を再度行うものとする．

G.3.6

The DCO should continue to collect additional Samples until the requirement for Suitable
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Specific Gravity for Analysis is met, or until the DCO determines that there are exceptional
circumstances which mean that for logistical reasons, or as per the UCI’s instructions on
the matter, it is impossible to continue with the Sample Collection Session. Such exceptional
circumstances shall be documented accordingly by the DCO.
DCOは，分析のための適切な比重における要件を満たすまで，またはロジスティックス上の理
由により検体採取セッションを継続することが不可能である例外的状況があるとDCOが決定す
るまで，あるいはこの問題についてUCIの指示に従い，追加検体の採取を継続するべきである．
当該例外的状況はDCOが適宜文書により記録するものとする．
[Comment: It is the responsibility of the Rider to provide a Sample with a Suitable Specific
Gravity for Analysis. If his/her first Sample is too dilute, he/she should not need further hydration
and therefore should avoid drinking as far as possible until a Sample with a Suitable Specific
Gravity for Analysis is provided. The DCO should wait as long as necessary to collect such a
Sample. The UCI may specify procedures to be followed by the DCO in determining whether
exceptional circumstances exist that make it impossible to continue with the Sample Collection
Session.]

［解説：分析のための適切な比重を満たす検体を提出することは，競技者の責任である．当該競技者
の初期検体が過度に希薄である場合，分析のための適切な比重を満たした検体が提出されるまで，
当該競技者は更なる水分補給を行うことが求められるべきではなく，したがって，可能な限り飲料の
摂取を避けるべきである．DCOは，当該検体を採取するのに必要な限り待つべきである．UCIは，検
体採取セッションが継続不可能であるとする例外的状況があるか否かの判断において，DCOが従う
べき手続を特定できる．］
G.3.7

The DCO shall record that the Samples collected belong to a single Athlete and the order
in which the Samples were provided.
DCOは，採取された検体が一人の競技者に属するものであること，および提出された検体の順
番を記録するものとする．

G.3.8

The DCO shall then continue with the Sample Collection Session in accordance with Article
D.4.17.
DCOは，その後，D.4.17に従い，検体採取セッションを続けるものとする．

G.3.9

If it is determined that none of the Samples collected from the Athlete meets the requirement
for Suitable Specific Gravity for Analysis and the DCO determines that for logistical reasons
or as defined by the UCI it is impossible to continue with the Sample Collection Session,
the DCO may end the Sample Collection Session.
競技者から採取された検体がいずれも分析のための適切な比重における要件を満たしておらず，
かつ，DCOがロジスティックス上の理由により検体採取セッションを継続することが不可能であ
ると判断した場合，あるいはUCIの定義するところにより，DCOは，検体採取セッションを終了す
ることができる．

G.3.10 The DCO shall send to the laboratory for analysis all Samples which were collected,
irrespective of whether or not they meet the requirement for Suitable Specific Gravity for
Analysis.
DCOは，採取されたすべての検体を，分析のための適切な比重における要件を満たすか否か
に拘らず，分析のために分析機関に送るものとする．
G.3.11 The laboratory shall determine, in conjunction with the UCI, which Samples shall be
analyzed.
分析機関は，UCIと共に，いずれの検体が分析されるべきか判断するものとする．
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Annex H - Sample Collection Personnel Requirements
付属文書H － 検体採取要員における要件
H.1

Objective
目的

To ensure that Sample Collection Personnel have no conflict of interest and have adequate
qualifications and experience to conduct Sample Collection Sessions.
検体採取要員に利益相反がなく，かつ，検体採取セッションの実施において十分な資格および経験があ
ることを確実にすること．
H.2

Scope
適用範囲

Sample Collection Personnel requirements start with the development of the necessary
competencies for Sample Collection Personnel and end with the provision of identifiable
accreditation.
検体採取要員についての要件は，検体採取要員として必要な能力の開発から身分証の給付まで及ぶ．
H.3

Responsibility
責任

The UCI has the responsibility for all activities defined in this Annex H.
UCIは，本付属文書Hに定義されているすべての活動に対し責任を負う．
H.4

Requirements - Qualifications and Training
要件－資格および訓練

H.4.1

The Sample Collection Authority shall:
検体採取機関は：

H.4.2

E0115

a)

determine the necessary competence and qualification requirements for the positions
of DCO, Chaperone and BCO; and
DCO，シャペロンおよびBCOの職責に必要な能力および資格における要件を定めるものと
し；

b)

develop duty statements for all Sample Collection Personnel that outline their
respective responsibilities. As a minimum:
すべての検体採取要員それぞれの責任を定める職務に関する職務概要書を作成するもの
とする．最低限として：
i)

Sample Collection Personnel shall not be Minors; and
検体採取要員は18 歳未満の者ではないものとし，

ii)

BCOs shall have adequate qualifications and practical skills required to perform
blood collection from a vein.
BCO は静脈から血液採取を行うために必要な，適切な資格および実務技術を有して
いるものとする．

The UCI shall ensure that Sample Collection Personnel that have an interest in the outcome
of a Sample Collection Session are not appointed to that Sample Collection Session.
Sample Collection Personnel are deemed to have such an interest if they are:
UCIは，検体採取セッションの結果に利害関係を持つ検体採取要員が当該検体採取セッション
に選任されないことを確実にするものとする．検体採取要員は，以下のいずれかの場合におい
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ては利害関係を持つとみなされる：

H.4.3

a)

Involved in the administration of the sport of cycling; or
自転車競技の管理に関わっていること；

b)

Related to, or involved in the personal affairs of, any Rider.
いかなる自転車競技者に，個人的な関係または関連があること．

The UCI shall establish a system that ensures that Sample Collection Personnel are
adequately trained to carry out their duties.
UCIは，検体採取要員が職務を遂行するために十分な訓練を受けていることが確実となる体制
を確立するものとする．
H.4.3.1 The training program for BCOs shall include, as a minimum, studies of all relevant
requirements of the Testing process and familiarization with relevant standard
precautions in healthcare settings.
BCOのトレーニング・プログラムは，最低でも検査手続のすべての関連要件の学習お
よび医療の場における関連予防措置基準への習熟を含むものとする．
H.4.3.2 The training program for DCOs shall include, as a minimum:
DCOのトレーニング・プログラムは，最低でも以下の事項を含むものとする：
a)

Comprehensive theoretical training in different types of Testing activities relevant
to the DCO position;
DCOの職責に関連する異なる種類の検査業務についての総合的な理論的トレーニン
グ；

b)

Observation of all Doping Control activities that are the responsibility of the DCO
as set out in the UCI TIR, preferably on-site; and
UCI TIRにおいて，DCOの責務の要件として定められたすべてのドーピング・コントロ
ール業務に関する，望むらくは現場における観察；

c)

The satisfactory performance of one complete Sample Collection Session on site
under observation by a qualified DCO or similar. The requirement related to the
actual passing of an urine Sample shall not be included in the on-site observations.
認定DCOまたはそれに類する者の監視の下で，現場において，１つの完結した検体採
取セッションを十分な形で実行すること．ただし，かかる現場での観察には，実際の尿
検体排出に関する要件は含まれないものとする．

H.4.3.3 The training program for Chaperones shall include studies of all relevant
requirements of the Sample collection process.
シャペロンに対するトレーニング・プログラムは，検体採取手続に関するすべての関連
要件の学習を含むものとする．
H.4.3.4. The training program for Sample Collection Personnel shall include requirements
to enable them to carry out their activities with respect to Riders of different
nationalities.
検体採取要員に対するトレーニング・プログラムは，異なる国籍の競技者についての彼
らの活動を実行することを可能にするための要件を含むものとする．
H 4.4
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The UCI shall maintain records of education, training, skills and experience of all Sample
Collection Personnel.
UCIは，すべての検体採取要員の教育，トレーニング，技術，および経験についての記録を保持
するものとする．
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H.5

Requirements - Accreditation, re-accreditation and delegation
要件 － 認定，再認定および委任

H.5.1

The UCI shall establish a system for accrediting and re-accrediting Sample Collection
Personnel.
UCIは検体採取要員に対する認定および再認定制度を確立するものとする．

H.5.2

The UCI shall ensure that Sample Collection Personnel have completed the training
program and are familiar with the requirements of the UCI TIR before granting accreditation.
UCIは認定を与える前に，当該検体採取要員がトレーニング・プログラムを完了し，かつ，本UCI
TIRに関する規則における要件に精通していることを確認するものとする．

H.5.3

Accreditation shall only be valid for a maximum of two years. Sample Collection Personnel
shall be required to repeat a full training program if they have not participated in Sample
collection activities within the year prior to reaccreditation.
認定の有効期間は最長2年間とする．検体採取要員は，再認定の前年の間に検体採取業務に
参加していなかった場合，すべてのトレーニング・プログラムを繰り返し受講するものとする．

H.5.4

Only Sample Collection Personnel who have an accreditation recognised by the UCI shall
be authorised by the UCI to conduct Sample collection activities on behalf of the UCI.
UCIにより承認された認定を持っている検体採取要員のみが，UCIの代理として検体採取業務
を実施する権限をUCIにより与えられるものとする．

H.5.5

DCOs may personally perform any activities involved in the Sample Collection Session, with
the exception of blood collection unless particularly qualified, or they may direct a
Chaperone to perform specified activities that fall within the scope of the Chaperone’s
authorised duties.
DCOは，検体採取セッションに関わる業務を一人で実施することができ（ただし，特に資格を持
たない場合，血液採取業務については一人で実施することはできない．），または，シャペロンの
職務権限の範囲内における特定の業務を，シャペロンに実施するよう指示することができる．
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Annex I – Event Testing
付属文書J － 競技大会検査
I.1

As anticipated by UCI ADR Article 5.3.2, this Annex sets out the procedure to be followed
by WADA in considering requests made by Anti-Doping Organizations for permission to
conduct Testing at an Event where they have been unable to reach agreement on such
Testing with the ruling body of the Event.
UCI ADR第5.3.2項において言及されたとおり，本付属文書は，アンチ・ドーピング機関が，競技
大会の所轄組織との間で検査に関する合意が成立しなかった場合に，競技大会において検査
を実行することの許可を求める要請をした際に，WADAにおいて検討する場合の手続を定める
ものである．

I.2

WADA’s aim in considering such requests is to encourage collaboration and coordination
between different Anti-Doping Organizations to optimize the effectiveness of their
respective Testing programs while ensuring that each Anti-Doping Organization’s
responsibilities are properly managed to avoid creating operational disturbance and
harassment for Riders.
かかる要請を検討する際のWADAの狙いは，各アンチ・ドーピング機関の責任が適切に管理さ
れ，競技者にとって運営上の妨害や嫌がらせが生じないよう，アンチ・ドーピング機関の各々の
検査プログラムの効率性を最大にするために，異なるアンチ・ドーピング機関間の協調と調整を
推進することにある．

I.3

Any Anti-Doping Organization that is not responsible for initiating and directing Testing at
an Event in accordance with UCI ADR Article 5.3.2, but which nevertheless desires to
conduct Testing at such Event shall, prior to contacting WADA, request such permission
from the UCI in written form with full supporting reasons.
UCI ADR第5.3.2項に従い競技大会における検査を主導し指揮する責任はないが，かかる競技
大会における検査を実行することを希望するアンチ・ドーピング機関は，WADAに連絡する前に，
UCIに対して，理由を十分に記した書面において，許可を要請するものとする

I.4

Such request shall be sent to the UCI at least 35 days prior to the beginning of the Event
(i.e., 35 days prior to the beginning of the In-Competition period as defined by the rules of
the UCI).
かかる要請は，遅くとも競技大会の開始の35日前までに（すなわち，UCIの規則で定義された競
技会（時） の期間の開始35日前），UCIに送付されるものとする．

I.5

If the UCI refuses, or does not respond within 7 days from receipt of the request, the
requesting Anti-Doping Organization may send to WADA (with a copy to the UCI) a written
request with full supporting reasons, a clear description of the situation, and all the relevant
correspondence between the UCI and the requesting Anti-Doping Organization. Such
request must be received by WADA no later than 21 days prior to the beginning of the Event.
UCIが拒否するかまたは要請受領後7日以内に応答しない場合，要請をしたアンチ・ドーピング
機関は，（UCIに対して写しを送付しつつ）WADA に対して，十分な理由，状況の明確な説明，
および，UCIと当該アンチ・ドーピング機関との間のすべての関連する通信記録とともに，書面で
の要請を提出することができる．当該要請は，遅くとも競技大会開始の21日前までに，WADAに
よって受領されなければならない．

I.6

Upon receipt of such request, WADA will immediately ask the UCI for its position on the
request and the ground for its refusal. The UCI shall send WADA an answer within 7 days
of receipt of WADA’s request.
かかる要請を受領した場合，WADAは，UCIに対して，その要請についての見解および拒否の
根拠について，速やかに所轄組織に問い合わせを行う．UCIは，WADAからの問い合わせの受
領から7日以内にWADAに対する回答を送付するものとする．
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I.7

I.8

E0115

Upon receipt by WADA of the UCI’s answer, or if no answer is provided by the UCI within
the 7 days, WADA will render a reasoned decision within the next 7 days. In making its
decision, WADA will consider, amongst others, the following:
UCIからの回答をWADAが受領した場合，または，7日以内にUCIから回答がなされなかった場
合，WADAは更なる7日以内に，理由付の決定を行う．WADAは，かかる決定を行うにあたり，
他の事項に加えて，以下の事項についても検討する：
a)

The Test Distribution Plan for the Event, including the number and type of tests planned
for the Event;
競技大会のために計画された検査の数と種類を含む，競技大会の検査配分計画；

b)

The menu of Prohibited Substances for which the Samples collected will be analyzed;
収集された検体が分析される禁止物質の項目；

c)

The overall anti-doping program applied in the sport;
当該競技に適用されるアンチ・ドーピング・プログラムの全容；

d)

The logistical issues that would be created by allowing the requesting Anti-Doping
Organization to test at the Event;
要請したアンチ・ドーピング機関が競技大会で検査を行うことを許可する場合に生じうる，ロ
ジスティックスに関する論点；

e)

Any other grounds submitted by the requesting Anti-Doping Organization and/or the
UCI refusing such Testing; and
要請したアンチ・ドーピング機関および／またはかかる検査を拒否したUCIが提出したその
他の根拠；ならびに

f)

Any other available information that WADA considers relevant.
WADA が関連すると考えるその他の入手可能な一切の情報．

If WADA decides that permission for Testing at the Event should be granted, either as
requested by the requesting Anti-Doping Organization or as proposed by WADA, WADA
may give the UCI the possibility of conducting such Testing, unless WADA judges that this
is not realistic and/or appropriate in the circumstances.
要請したアンチ・ドーピング機関からの要請の場合であれ，WADA からの提案の場合であれ，
WADA が，競技大会での検査を許可すべきであると決定する場合，WADA においては，その状況下
で現実的ではないおよび／または適切ではないと判断しない限り，UCI に対して競技大会における
検査を行う余地を残すことができる．
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