
 

 

 

 

規則の近代化‐よくある質問 

 

 

背景についての質問 

 

１． ゴルフ規則を近代化しようとした動機は何だったのですか？ 

ゴルフ規則は通常 4年に一度のサイクルで改訂され、このゲームのあらゆる場所でゴルフ

ァーやオフィシャルから寄せられる現行の規則の問題に答えられるように私たちが規則を

適用させることを可能としています。私たちは長年にわたり徐々に増加していく改訂（特

にすべての状況に「公正な」答えを与えようとすることでコンセプトや例外が加えられる

時）が規則をより複雑なものにする傾向があることを認識していたことから、現在の見直

しは 5年前に始まりました。 

この根本的な見直しは、規則を今日の世界的なニーズに適う最新の状態にすることを意図

しています。「規則の近代化への新しい取り組みの概略：2019年の施行に向けての目標、

変更案とプロセス」もご参照ください。 

 

２． USGAと R&Aはこの新しい取り組みの一部としてどの規則を考察するのかをどうや

って決めたのですか？ 

この見直しを行う際に、私たちはより大きな問題や特定のトピックだけではなく、すべて

の規則に目を向けました。この新しい取り組みのためのガイドとなるテーマは、遠大な規

則変更の議論も厭わないが、ゴルフの基本原則と特徴は維持されなければならないという

ことでした。 

 

３． ゴルフ規則を簡略化することを第一に考えたのですか？ 

いいえ。この新しい取り組みの主要な目標は、多くの規則の手続きや結果をより良い一貫

性、簡略化、公正さのために改訂することにより、また、全体として世界的なゲームの変

化していくニーズに適うように規則を最新のものにすることによって、あらゆる場所のゴ

ルファーたちの支援となることです。簡略化は重要ですが、このゲームの規則の最善なセ

ットを提供する際にバランスを取る必要があるいくつかの検討事項の一つというだけで

す。 

 

４． この近代化の新しい取り組みはいつ始まり、誰が関与したのですか？ 

2012年以降、USGAと R&A の規則スタッフ、委員会のメンバー、プロツアーのオフィシ

ャル、その他の規則専門家から構成されるワーキンググループは規則の内容と規則がどの

ように記述されているのかの両方について研究してきました。この変更案は両団体の規則

委員会と理事会によって承認されています。作業が進むにつれて、私たちは新しい規則案

について告知し、予備反応を得るために多くの異なるゴルフ団体や世界中のゴルファーた

ちと話をしました。 

これからの 6ヶ月間に私たちはこの規則変更案と改訂された規則の提示方法について世界

中のゴルファーやゴルフ団体からのフィードバックを求めています。このフィードバック
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と評価期間は 2017年 8月末まで続きます。 

 

５． この変更案は世界中のすべてのレベルのゲームに適用するのですか？ 

はい。1952年以降、USGA と R&Aは世界中でゴルフがプレーされるすべての場所に適用

する一つのゴルフ規則を発行するために共同作業を行ってきました。私たちはその能力に

かかわらず、一つのセットの規則をすべてのゴルファーに適用するということが長く続く

ゴルフの強みの一つであり、すべての人を同じゲーム、原理と伝統につなぐという原則を

守り続けます。この完全な新しい取り組みを導くテーマの一つは、この改訂はすべてのゴ

ルファーの存在を念頭において評価されるべきであり、プロフェッショナルやエリートア

マチュアだけではなく、倶楽部ゴルファーや娯楽としてプレーするゴルファーにとって

も、世界中のすべてのレベルのプレーにおいて規則が理解し易く、適用し易いものとなる

ようにすることです。 

 

６． ゴルフ規則の完全な見直しにより、広範囲に及ぶ一連の規則変更が一度に行われた前

例はあるのですか？ 

通常の規則のプロセスでは個別的な問題に焦点を当てる傾向にありますが、規則がより広

範な観点から見直され、改訂される時がありました。そうした根本的な見直しは 1899年

の統合された規則、1934年の主要な規則改訂、1952年の初めて R&AとUSGAの統一規

則コード、1984年の規則の完全な再構築に導きました。それぞれの根本的な見直しではそ

れぞれの動機と目標がありましたが、規則の主要な見直しと改訂の時期が来たというのが

共通の背景です。「A Brief History of Revisions to the Rules of Golf: 1744年から現在ま

で」も参照のこと。 

 

スケジュールについての質問 

 

７． この新しい規則案はいつ施行されるのですか？ 

この新しいゴルフ規則は 2019年 1月 1日に施行されることになります。この変更案を前

もって見て、フィードバックと評価の期間を設けることで、関心のあるすべての人たちが

この新しい規則案への自分たちの視点を私たちに提供することができるオープンフォーラ

ムを作り出すことを望んでいます。それから、私たちはこの新しい規則の作業を 2018年

に終え、それが実施される前にゴルファーやゴルフのオフィシャルたちがこの新しい規則

を学ぶ十分な時間を持てるように、教育のためのかなりの期間を考慮に入れることになり

ます。2019年 1月 1日の前には、多くの出版物や支援となるデジタルプロダクツを仕上

げて、発行するというようにまだ成し遂げなければならない重要な追加的な作業もありま

す。 
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８． この新しい規則が施行される前に、任意のローカルルールを通じてこの変更案のいず

れかを利用することができるようになりますか？ 

2019年にこの新しい規則が施行される前に、ローカルルールによってこの変更案のいかな

る規定についてもその使用が承認されることを見込んではいません。この変更の多くは相

互に連結しており、完全な規則として以外に施行されることは実際的ではありません。こ

の新しい規則が 2019年に施行されるまでは、現行のゴルフ規則が引き続き完全な形で適

用されることになります。 

 

フィードバックと評価 

 

９． この新しい規則案は最終版ですか、あるいはフィードバックに基づいて変更が行われ

ますか？ 

この新しい規則案はドラフト段階のみです。私たちが引き続き議論している多くの問題が

あります（「2019年のための新しい規則案で述べられていない特定のトピックや提案」を

参照）。私たちはフィードバックと評価の期間の一環として世界中のゴルファーやゴルフ

コミュニティーの人たちの見解に耳を傾けることも確約しています。そうしたコメントは

私たちが 2019年 1月 1日に施行される規則の最終版の作成を進める際にも考慮すること

になります。 

 

１０． どのような種類の情報がUSGAや R&Aによって求められていますか？ 

フィードバックと評価の期間は関心のあるすべての人たちが新しい規則案への自分たちの

考えを提供することができるようにしています。私たちはみなさんが資料を見直し、これ

から数か月の間にコースでこの新しい規則案を試してみて、どう思うかを私たちに知らせ

てくれることを奨励します。どの部分が好きで、どの部分が嫌いなのか？どの部分がうま

く機能して、どの部分が機能しないのか？私たちは規則がどのように記述され、構成さ

れ、提供されるのかについての意見の提供も求めています（「2019年のための新しいゴル

フ規則の記述や提示方法への改訂されたアプローチ」を参照）。 

 

１１． 私はどのようにしてフィードバックを R&A に提出できますか？ 

この新しい規則案へのフィードバックや提案を提供することに関心のある人はフィードバ

ック調査を通じて自分の見解を提出することができます。加えて、#GolfRules2019を使

ったソーシャルメディアを通じて自分の考えを共有することもできます。 

こうした方法で私たちが受け取る情報提供に加え、私たちは引き続き世界中の関連するゴ

ルフ団体やゴルファーたちのグループと彼らの見解を得るために会合を持ちます。これは

評価を続け、それからこうした改訂を仕上げる際に多くの異なる方法で私たちが受け取っ

た情報提供に耳を傾け、評価する非公式なプロセスとなるでしょう。 

 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575
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１２． 倶楽部や委員会がこうした変更案がどのように機能するのかを試すために、2019

年のために提案されている新しいゴルフ規則を用いて非公式なイベントを開催するこ

とに問題はありますか？問題ない場合、そうした非公式なテストイベントの間にプレ

ーヤーたちが使うことができる資料はありますか？ 

はい。こうした新しい規則案は最終ではなく、2019年になるまで施行されませんので、現

行のゴルフ規則が引き続きすべての公式の競技会と通常のプレーにおいて倶楽部、委員

会、そしてゴルファーたちに使われるべきです。しかし、私たちは倶楽部、委員会、ゴル

ファーたちのグループが非公式のイベントでこの新しい規則案を試し、どう考えるのかを

私たちに教えてくれることを奨励します。この非公式なイベントを開催する支援として、

私たちは「新しい規則の試行」シートのサンプルを開発しました。この文書はすべての参

加者に提供することができ、彼らにはフィードバック調査に記入してもらうことが奨励さ

れます。 

 

１３． この新しい規則案を試している間に記録したスコアをハンディキャップ用に提出

することはできますか？ 

いいえ。世界中で使われているハンディキャップシステムの重要な特徴は、提出するスコ

アは、プレーヤーの潜在的な能力を計るハンディキャップを計算するための共通の基準が

存在するために同じゴルフ規則に基づいてプレーされたものでなければならないというこ

とです。私たちはゴルファーたちに非公式なイベントで新しい規則案を試してもらうこと

を奨励する一方で、この変更案を用いてプレーしたラウンドのスコアはハンディキャップ

目的には受け付けられません。新しい規則案を試すときにはこのことを考慮してくださ

い。 

 

内容についての質問 

 

１４． 主要な規則変更案の一例としてどんなことがありますか？ 

この新しい規則案の一部として、約 30の「主要な」変更点があり、そのすべては「要約

チャート：2019年のための新しいゴルフ規則の主要な変更案」で閲覧できます。この変更

案のさらなる詳細は、資料ライブラリからアクセスできる追加的な要約チャートで利用可

能です。 

 

１５． まだ検討中の追加の変更はありますか？ 

はい。この新しい規則コードの全体はドラフト段階であり、引き続き議論され、フィード

バックと評価の期間に受け取ったコメントは私たちが 2019年 1月の施行に向けて 2018

年にこの新しい規則についての問題を解決し、仕上げをする際に考慮されます（「2019年

のための新しい規則案で述べられていない特定のトピックや提案」を参照）。 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575
http://rules.golf.randadigital.com/#resourcesarea
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現在行われている議論の重要な分野の一つは、紛失やアウトオブバウンズとなった球に対

するストロークと距離の救済への代替手段を規定するかどうかです。私たちはストローク

と距離の罰に基づいて、プレーし直すために前のストロークを行った箇所に戻る必要性が

このゲームのプレーの多くにとって重要な問題を示していることを認識しています。それ

と同時に、私たちはティーからグリーンへ進行してプレーしていくという基本概念を維持

する必要も認識しています。みなさんは関連する文書「紛失やアウトオブバウンズとなっ

た球に対するストロークと距離の救済の代替手段の考察」を読むことでこのトピックにつ

いてより学ぶことができるでしょう。そこには現在検討されている多くの代替手段の議論

と現在なぜ代替救済の選択肢をこの変更案に収録していないのかという理由を含んでいま

す。 

 

１６． この新しい規則案はプレーのペースの支援となることを期待していますか？ 

はい。私たちはゴルフ規則がその解決策のほんの一部であることを知っていますが、多く

の新規則案は肯定的にプレーのペースを促進しており、プレーヤーが速やかにプレーする

ことを奨励しています。こうしたいくつかの提案は各ストロークをプレーするための推奨

される時間（40秒）と通常はそれよりもより短い時間でプレーすべきという記述を含んで

います。また、ストロークプレーではそれが安全で責任を持った方法でなされる場合に可

能となる「レディー・ゴルフ」をプレーすることについても強く推奨しています。プレー

のペースに肯定的に影響するその他の変更は、簡略化されたドロップ処置、球の捜索時間

の短縮、委員会が水を含んでいない区域を「ペナルティーエリア（現在はウォーターハザ

ードと呼ばれる）」を規定すること、またすべてのペナルティーエリアを赤でマーキング

すること（ラテラル救済が常に認められる）を認めること、またパットの際に旗竿をホー

ルに立てたままにしておく選択肢を含みます。 

 

１７． 検討してきたものの、提案されなかった規則変更はありますか？ 

はい。この新しい取り組みでは私たちはこのゲームの 34条についてすべての規則を見直

しました。私たちが提議している変更の大部分は何年にもわたってゴルフコミュニティー

の人たちから寄せられた提案から生じています。しかしながら、私たちが注目したもの

の、この新しい規則案には含めないと決定したかなり多くの提案もあったということもま

た必然的な事実です。それについてのより多くの情報は関連する文書「2019年のための新

しい規則案で述べられていない特定のトピックや提案」を参照してください。 

 

１８． この新しい規則変更案のドラフトは依然として長いように思えます。もっと短

く、もっと簡単にできませんか？ 

2019年のための新しい規則案はより理解し易く、より適用し易くなるでしょうが、それら

はまた、屋外で、基準のないプレーフィールドで、世界中で、人が多く立ち入り、動物や

車両やその他の物が普通にその途中にある中でプレーされるこのゲームの本質的な複雑さ
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を反映しています。規則は必然的に多くの異なる種類の状況をカバーしています。 

私たちの見直しでは本の長さに焦点を置くのではなく、完全であるが、簡潔な文体となる

ようにと規則の提示方法に目を向けました。そうするために、現在は裁定集に収録されて

いる多くの「隠された規則」がアクセスと理解を容易にするために規則書に直接収録され

ています。加えて、規則をどのように提示するのかの主要な変更は、規則のより短いバー

ジョンで、個人のプレーヤーである「あなた」に最も関連する規則だけに焦点を当てた

「プレーヤー版」の導入です。 

 

規則の提示方法についての質問 

 

１９． 規則は今後どのような異なる形で提示されることになりますか？ 

この新しい規則案は近代的で、平易な表現で、一般的な単語、より短いセンテンス、箇条

書きや説明的な見出しを用いて書かれています。各新しい規則にはキーコンセプトを説明

する支援となる「目的の記述」を含み、この新しい規則はイラストレーションやチャート

といった視覚的なツールも用いています。 

 

２０． 読者がこの新しい規則にアクセスする支援となるようにテクノロジーが使われる

ようになりますか？ 

私たちはこの新しい規則を様々な電子機器に対応する様々なデジタルプラットフォームで

提示する際のテクノロジーを引き続き研究し、進んで利用します。より多くのリンク、ビ

デオ、検索能力の使用でさえも迅速で効果的な規則の答えやその他の説明資料へのアクセ

スをコースの内外で提供することでしょう。私たちはこの新しい規則の施行のためにデジ

タル資料を提供する場合に技術的進歩を活用することを望みます。 

 

２１． この規則の「プレーヤー版」とは何ですか？ 

プレーヤー版は世界中のゴルファーたちに配布される最初の出版物です。これは 2人称

（「プレーヤー」ではなく「あなた」が使われている）で書かれており、コース上で問題

が生じた場合にあなたがより簡単に答えを探すことができる規則のより短いバージョンで

す。このプレーヤー版は実際の規則書であり、単なる要約や「簡易ガイド」ではありませ

ん。これは完全な規則書と同じように見え、プレーヤー版のテキストは簡略化されていま

すが、あなたは完全な規則書と同じ答えを見つけることができます。あまり頻繁に起きな

い状況は含まれていませんが、プレーヤー版はそうした答えが完全な規則書のどこで見つ

けることができるのかをあなたに教えてくれます。 

 

２２． 競技会やコースを管理する委員会を導く規則と措置はどこで見つけられますか？ 

この新しい規則書の再編成の一部として、競技会やゴルフコースを管理する委員会にだけ
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関連する情報（特に現行の規則 33条）はゴルフ規則から削除され、その代わりに「委員

会の措置」と呼ばれる別紙として発行されることになりました。その文書は競技会を運営

するためのすべての事柄（スコアカードの発行など）とローカルルールの採用やその推奨

される文言についてカバーします。この「委員会の措置」の文書は現在ドラフト段階であ

り、私たちはこのプロセスの後半でドラフトを共有できることを望んでいます。 

 

２３． 今後も裁定集は発行されるのですか？ 

私たちは規則の解釈についての詳細なガイダンスを引き続き提供しますが、伝統的な「質

問と回答」の形式による裁定集は「ハンドブック」に代わります。この「ハンドブック」

は規則の解釈を提供する唯一の方法としての「裁定」を用いるのではなく、必要な場合に

各規則について系統的で説明的なガイダンスを与えます。この「ハンドブック」は現在ド

ラフトの初期の段階であり、私たちはこのプロセスの後半でドラフトを共有できることを

望んでいます。 

 

２４． 2018年に新しい裁定集は発行されるのですか？ 

いいえ。ゴルフ規則の現行の裁定集の版（2016-2017）は、2019年にこの新しい規則が施

行されるまで、引き続き有効となります。 

 

その他の関連質問 

 

２５． この新しい取り組みではクラブや球についての用具規則を含んでいますか？ 

この規則の近代化の新しい取り組みはプレーの規則についてのものであり、クラブと球に

ついての仕様や性能については扱っていません。したがって、そうしたトピックについて

の提案や議論がないことで 用具規則へ将来的な変更を行うかどうかについて決定がなさ

れていることを示しているという見解を持つべきではありません。用具規則はこのスポー

ツの将来にとってとても重要であり、別に行われている見直しでの題材となります。 

 

２６． この新しい規則案は現在私が使っている用具に影響を与えますか？ 

いいえ。プレーの規則ではプレーヤーが使用する用具は用具規則に適合していることを求

めていますが、この見直しはみなさんが現在使用している用具には影響しません。 

 

２７． この新しい規則案はコースレーティングやハンディキャップに影響を与えます

か？ 

USGAコースレーティングシステムは主としてヤーデージ、有効プレー距離の修正、そし
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て予期されるスコアに影響を及ぼす程度の障害要因に基づくコースの難易度の評価です。 

2019年のためのこの新しい規則案はまだ有効ではないため、現在世界中で使用されている

USGAコースレーティングシステムやハンディキャップシステムには影響を与えません。

しかしながら、USGAと R&Aは世界中の他の国の協会と共に共同で新しい世界ハンディ

キャップシステムを開発する作業を行っています。私たちは今年の後半にこの件について

発表することを期待しています。 

 

２８． 障がい者ゴルファーのためのゴルフ規則の修正についてもこの新しい取り組みの

一部として見直しがなされていますか？ 

はい。並行してこの修正規則の見直しも行われています。私たちは 2019年のための新し

い規則の改定されたスタイル（一般的な言葉、改訂された用語、再編成など）を反映した

この修正規則のアップデートが行われることを期待していますし、その他の変更も検討さ

れています。この見直しは同じスケジュールで達成され、2019年 1月 1日に施行される

ことが見込まれます。 

 

教育についての質問 

 

２９． この改訂規則についてのゴルファーへの教育はいつ始めますか？ 

私たちは 2019年のための新しい規則についてのゴルファーたちのための教育を 2018年後

半に始めることを見込んでいます。 

 

３０． この規則を学習することができるように R&A はどのような資料を用意します

か？ 

世界中の加盟する国の協会と連携し、私たちは多くの教育の機会と資料をすべてのレベル

のゴルファー、管理者、そしてレフェリーが 2019年のための新しい規則を学び、よりよ

く理解するために利用できるようにします。そうした資料には下記を含みます： 

・ すべてのゴルファーたちが自分たちのペースと予定で学習することができる機会を提

供するデジタルプロダクツ 

・ R&Aの段階的な教育プロセスの一環として、R&Aや R&Aと共に国の協会によって運

営される実務的なセミナー 


