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12.2b/1 – 規則 12.2b はバンカー内の動物の穴から出た砂の山にも適用される 

12.2b/2 – プレーヤーがバンカー内で砂を探ることができるかどうか 

12.2b/3 –  規則 12.2 はプレーヤーが救済を受けるためにバンカーから自分の球を拾い上げた

が、バンカー内で救済を受けるか、外側で救済を受けるかまだ決めていない場合にも引き続き

適用される 

12.3 バンカー内の球の救済についての特別規則 

規則 13 パッティンググリーン  

13.1 パッティンググリーン上で認められる、または要求される行動 

13.1c(2)/1 – 偶然に損傷させたパッティンググリーン上のプレーの線は修理することができ

る 

13.1c(2)/2 – ホールの損傷はパッティンググリーン上の損傷の一部 

13.1c(2)/3 – パッティンググリーン上の損傷を修理できない場合、プレーヤーは委員会の援

助を求めることができる 

13.1d(1)/1 – パッティンググリーン上で球やボールマーカーが偶然に動かされても罰はない 

13.1d(2)/1 – Ball Must Be Replaced if It Moves After Placing a Ball to Take Relief 救済を

受けて球をプレースした後にその球が動いた場合、その球をリプレースしなければならない 

13.1e/1 – パッティンググリーンを故意にテストすることは認められない 

13.2 旗竿  



 

13.2a(1)/1 – プレーヤーは旗竿を前の組が残した位置のままにしておく権利がある 

13.2a(4)/1 – プレーヤーの承認なしに取り除かれた、付き添われていない旗竿は元に戻すこ

とができる 

13.2b(1)/1 – 旗竿に付き添う人はどこに立ってもよい 

13.2b(1)/2 – プレーヤーは旗竿を手に持ちながらストロークを行うことができる 

13.3 ホールにせり出している球  

13.3a/1 – ホールに歩み寄るための合理的な時間の意味 

13.3b/1 – ホールにせり出していたプレーヤーの球がそのプレーヤーが旗竿を取り除いたと

きに動いた場合どうすべきか 

V 球を拾い上げて、プレーに戻す（規則 14）  

規則 14  球に対する処置：マークすること、拾い上げること、ふくこと；箇所にリプレース 

すること；救済エリアにドロップすること；誤所からプレーすること  

14.1 球をマークすること、拾い上げること、ふくこと  

14.1a/1 – 球はどのような方法で拾い上げてもよい 

14.1a/2 – 球を正確にマークすること 

14.1c/1 – 拾い上げた球をふいてはならない場合にはプレーヤーは慎重にならなければなら

ない 

14.2 球をある一点にリプレースすること  

14.2b(2)/1 – プレーヤーは球をリプレースしなければならないのにドロップする 

14.2c/1 – ほとんどの場合、球はどの向きに据えてリプレースしてもよい 

14.2c/2 – 球をリプレースする箇所からのルースインペディメントの取り除き 

14.2d(2)/1 – 変えられたライが「最も近く、最も似ているライ」であるかもしれない 

14.2e/1 – 球が止まる箇所がホールに近づく場合、プレーヤーは罰ありの救済を受けなけれ

ばならない 

14.2/1 – プレーヤーが別の場所からプレーする場合、球を元の箇所にリプレースする必要

はない 

14.3 救済エリアに球をドロップすること  

14.3b(2)/1 – 膝の高さからドロップしたとき、球は短い距離だけ落ちることがある 

14.3c(1)/1 – ドロップした球がプレーヤーの足や用具に寄り掛かって止まった後に動いた場

合にはどうすべきか 

14.3c(2)/1 – 正しい方法で 2 回ドロップされ、救済エリアの外側に止まった球は、その救済

エリアの外側にプレースされる可能性がある 

14.3c(2)/2 – ブッシュを含む救済エリアに正しい方法で 2 回ドロップされた球をプレースす

る場所 

14.3c/1 – 救済エリアはその救済エリアの中にあるすべてのものを含む 

14.3c/2 – 球をプレー禁止区域にドロップすることができる 

14.4 元の球がアウトオブプレーとなった後にプレーヤーの球がインプレーに戻る場合  

14.4/1 – インプレーにする意図がなければ、プレースされた球はインプレーではない 

14.4/2 – テストとしてのドロップは認められない 



 

14.5 球を取り替える、リプレース、ドロップ、プレースするときの誤りを訂正すること  

14.5b(3)/1 – 後方線上の救済の再ドロップの場合、プレーヤーは救済エリアを変えることが

できる 

14.5b(3)/2 – 再ドロップの場合、プレーヤーは救済エリアの中でドロップするコースエリア

を変えることができる 

14.6 直前のストロークを行った場所から次のストロークを行うこと 

14.7 誤所からプレーすること  

14.7b/1 – プレーすることが認められていない区域から行われた各ストロークについて、プ

レーヤーは罰を受ける 

14.7b/2 – 救済を受けた状態にクラブが当たった場合、球は誤所にあったことになる 

VI 罰なしの救済（規則 15～16） 

規則 15  ルースインペディメントと動かせる障害物(プレーの援助や 

障害となる球やボールマーカーを含む)からの救済  

15.1 ルースインペディメント  

15.1a/1 – ルースインペディメントを取り除くこと（他人からの援助を含む） 

15.1a/2 – プレーヤーはルースインペディメントの一部を折って取り除くことが認められる 

15.1a/3 –救済エリアから、あるいは球をドロップ、プレース、リプレースする箇所からル

ースインペディメントを取り除くこと 

15.2 動かせる障害物  

15.3 プレーの援助となる、または障害となる球やボールマーカー  

15.3a/1 – 援助となる球をその場所に残しておくことの規則違反は規則を知っていることが

要件ではない 

15.3a/2 – マッチプレーでは援助となる球を残しておくことが認められる 

規則 16 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)、危険な動物の 

状態、地面にくい込んだ球からの救済  

16.1 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)  

16.1a(3)/1 – 異常なストローク方法で障害物が障害となるときにも救済を受けることができ

る場合がある 

16.1a(3)/2 – プレーヤーは状態からの救済を受けるために明らかに不合理なストロークを用

いることはできない 

16.1a(3)/3 – 球が動物の穴の中の地下にある場合の規則 16.1a(3)の適用 

16.1b/1 – 球が異常なコース状態の中の地下にある場合の救済処置 

16.1c/1 – プレーヤーが最大限の救済を受けた；その後、後方線上の救済を受けることに決

める 

16.1c/2 – プレーヤーは球を拾い上げた後、球をインプレーに戻す前に救済の選択肢を変える

ことができる 

16.1/1 – 異常なコース状態からの救済はその状況が改善される結果となることもあれば、

改悪される結果となることもある 

16.1/2 – 最初の状態からの完全な救済を受けた後で、2 つ目の異常なコース状態による障害が存

在する場合、さらなる救済を受けることができる 



 

16.1/3 – 2 つの状態による障害が存在する場合、プレーヤーはどちらの状態から救済を受け

るか選ぶことができる 

16.1/4 – 球が動かせない障害物の高架の部分にある場合に救済を受ける方法 

16.1/5 – 球が異常なコース状態の中の地下にある場合の完全な救済のニヤレストポイント

の計測方法 

16.1/6 – 球が水の中で動いている場合、プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決

めることを待つことができる 

16.2 危険な動物の状態  

16.2a/1 – 危険なコース状態からの罰なしの救済はない 

16.3 地面にくい込んでいる球  

16.3a(2)/1 – 球が自らのピッチマークにくい込んでいるかどうかの結論付け 

16.4 救済が認められる状態の中にあるかどうかを確かめるために球を拾い上げる 

VII 罰ありの救済（規則 17～19） 

規則 17 ペナルティーエリア  

17.1 ペナルティーエリアの球の選択肢  

17.1a/1 – ペナルティーエリアが適切にマーキングされていなかったとしても球はペナルテ

ィーエリアの中にある 

17.1a/2 – ペナルティーエリアかペナルティーエリアに隣接する異常なコース状態のどちら

かで球が紛失 

17.1d(2)/1 – プレーヤーが基準線に物理的に基点をマークすることの推奨 

17.1d(3)/1 – ラテラル救済を受けるときにプレーヤーはペナルティーエリアを横断して計測

できる 

17.1d(3)/2 – 球がペナルティーエリアの縁を最後に横切ったと推定した場所に基づいてプレ

ーヤーは球をドロップしたが、それは間違った地点であったことが判明した 

17.2 ペナルティーエリアから球をプレーした後の選択肢  

17.2b/1 – 規則 17.2bによって認められる救済の選択肢の例 

17.3 ペナルティーエリアの球に対して他の規則に基づく救済はない 

規則 18 ストロークと距離の救済、紛失球、アウトオブバウンズ、暫定球  

18.1 ストロークと距離の罰に基づく救済はいつでも認められる  

18.1/1 – 元の球が 3 分の捜索時間内に見つかった場合、ティーアップした球を拾い上げるこ

とができる 

18.1/2 – ストロークと距離に基づいてプレーすることで罰を免れることはできない 

18.2  球が紛失またはアウトオブバウンズ：ストロークと距離の救済を受けなければならない  

18.2a(1)/1 – 捜索が一時的に妨げられた場合に捜索に許される時間 

18.2a(1)/2 – キャディーはプレーヤーが来る前にプレーヤーの球の捜索を始める必要はない 

18.2a(1)/3 – すぐに確認しない場合、球は紛失となることがある 

18.2a(2)/1 – 水流が球をアウトオブバウンズに動かす 

18.3 暫定球  

18.3a/1 – どのような場合にプレーヤーは暫定球をプレーできるか 



 

18.3a/2 – 捜 索 を 始 め た 後 で も 暫 定 球 を プ レ ー す る こ と が 認 め ら れ る  

18.3a/3 – 同じ箇所からプレーした各球は直前の球にだけ関連している 

18.3b/1 – どのようなことが暫定球の宣言とみなされるのか 

18.3b/2 – 暫定球のプレーであることを「明確に示す」供述 

18.3c(1)/1 – 暫定球に対してとった行動は暫定球の続きである 

18.3c(2)/1 – 元の球の推定箇所はどちらの球がインプレーであるのかを決めるために用いら

れる 

18.3c(2)/2 – プレーヤーは他の人たちに自分の元の球を探さないように依頼できる 

18.3c(2)/3 – 相手や別のプレーヤーはプレーヤーの要請にかかわらずプレーヤーの球を捜す

ことができる 

18.3c(2)/4 –どのような場合にホールに入った暫定球のスコアがそのホールのスコアになる

のか 

18.3c(2)/5 – プレーヤーが拾い上げた暫定球がその後でインプレーの球となる 

18.3c(3)/1 – 元の球がアンプレヤブルであったり、ペナルティーエリアの中にある場合、暫

定球をインプレーの球の代わりにはできない 

規則 19 アンプレヤブルの球  

19.1  プレーヤーは、ペナルティーエリア以外のどこででも、アンプレヤブルの球の救済を受

けることを決めることができる  

19.2  ジェネラルエリアやパッティンググリーンでのアンプレヤブルの球に対する救済の選択

肢  

19.2a/1 – 直前のストロークを行った箇所がアンプレヤブルの球がある場所よりもホールに

近かったとしてもプレーヤーはストロークと距離の救済を受けることができる 

19.2a/2 – ストロークと距離の救済は最後のストロークの箇所だけに認められる 

19.2c/1 – 球が地面にない場合のラテラル救済の基点 

19.2/1 – アンプレヤブルの球の救済を受けた後で球がプレーできる状態となる保証はない 

19.2/2 – アンプレヤブルの球の救済を受ける場合、球はどのコースエリアにドロップして

もよい 

19.2/3 – ストロークと距離の基点はストロークを行うまでは変わらない 

19.2/4 – アンプレヤブルの球の救済を受けるために球を拾い上げた場合、ドロップする前に

その球が修理地の中にあることが分かったときは、プレーヤーは罰なしの救済を受けること

ができる 

19.2/5 – 後方線上の救済やラテラル救済の選択肢を使うためにはプレーヤーは球を見つけ

なければならない 

19.3 バンカーのアンプレヤブルの球に対する救済の選択肢  

19.3b/1 – 最初にバンカー内でアンプレヤブルの球の救済を受けた後で、バンカーの外側で

アンプレヤブルの球の救済を受ける 

VIII  規則を適用するときに問題が生じた場合のプレーヤーと委員会の 

ための処置（規則 20） 

規則 20 ラウンド中の規則問題の解決；レフェリーと委員会による裁定  

20.1 ラウンド中に生じた規則問題の解決  



 

20.1b(2)/1 – 裁定の要請は時限内に行わなければならない 

20.1b(2)/2 – マッチの最終ホールの終了後であるが、マッチの結果が最終となる前に行われ

た裁定では、プレーヤーたちがそのマッチを再開することになる場合がある 

20.1b(4)/1 – マッチプレーでは 2 つの球でホールのプレーを終えることは認められない 

20.1c(3)/1 – 2 つの球をプレーする場合、インプレーではなくなっていた球をプレーしたこと

について罰はない 

20.1c(3)/2 – プレーヤーは別のストロークを行う前に 2 つの球をプレーすることを決めなけ

ればならない 

20.1c(3)/3 – 2 つの球をプレーする場合、プレーヤーは元の球を拾い上げ、ドロップ、プレ

ース、あるいはリプレースすることができる 

20.1c(3)/4 – 元の球と第 2の球をプレーする順番はどちらからでもよい 

20.1c(3)/5 – 2 つの球をプレーすることを知らせ、どちらの球をカウントするのかを選んだ

後で第 2 の球でホールを終える義務 

20.1c(3)/6 – 確信がない場合、暫定球を第 2 の球として使わなければならない 

20.1c(3)/7 – プレーヤーは 1つの球を 2つの異なる規則に基づいてプレーすることが認めら

れる 

20.2 規則に基づく問題に関する裁定  

20.2d/1 – 間違った裁定は運営上の誤りとは異なる 

20.2d/2 – 運営上の誤りは常に訂正されるべきである 

20.2e/1 – プレーヤーに参加資格がなかったことが競技中、あるいはマッチの結果が最終と

なった後や競技終了後に発覚した 

20.3 規則が扱っていない状況 

IX プレーの他の形式（規則 21～24）  

規則 21 個人ストロークプレーとマッチプレーの他の形式  

21.1 ステーブルフォード  

21.2 最大スコア  

21.3 パー/ボギー  

21.4 スリーボールマッチプレー  

21.4/1 – スリーボールマッチプレーでは各プレーヤーは 2つの異なるマッチをプレーして

いる 

21.5 ゴルフプレーの他の形式  

21/1 – プレーヤーはストロークプレーの複数の形式の競技に同時に参加できる 

規則 22 フォアサム(通称｢オルタネートショット｣)  

22.1 フォアサムの概要  

22.1/1 – 個々のハンディキャップをスコアカードに記入しなければならない 

22.2 パートナーはいずれもサイドのために行動することができる  

22.3 サイドはストロークを交互に行わなければならない  

22.3/1 – ミックスフォアサムでティーイングエリアから再びプレーする場合、同じティーイ

ングエリアからプレーしなければならない 



 

22.3/2 – フォアサムでパートナー両者が同じティーからティーオフした場合にどちらの球がインプ

レーとなるのかの決定 

22.3/3 – プレーヤーは自分のパートナーがプレーできるように故意に空振りしてはならない 

22.3/4 – 間違ったパートナーが暫定球をプレーした場合にどのように処置すべきか 

22.4 ラウンドのスタート 205 

22.5 パートナーたちはクラブを共有することができる  

規則 23 フォアボール  

23.1 フォアボールの概要  

23.2 フォアボールのスコアリング  

23.2a/1 – 正しくホールアウトした球がない場合のホールの結果 

23.2b/1 – ホールのスコアは正しいパートナーに特定されていなければならない 

23.2b/2 – 間違ったスコアカードを提出したことに対する規則 3.3b(3)例外 の適用 

23.3 ラウンドが始まるとき、終わるとき；ホールが終了するとき  

23.4 1人または両方のパートナーがサイドを代表することができる  

23.4/1 – パートナーの 1 人が競技に参加できない場合のハンディキャップアローワンスの

決定 

23.5 パートナーのプレーに影響を及ぼすプレーヤーの行動  

23.5a/1 – 共用のキャディーの行動で両方のパートナーが罰を受ける結果となることがある 

23.6 サイドのプレーの順番  

23.6/1 –  サイドが最善と決めた順番でプレーする権利を放棄する  

23.6/2 – パートナーたちは有利な順番でプレーするときにプレーを不当に遅らせてはならな

い 

23.6/3 – マッチプレーのサイドのストロークを相手が取り消すことができる場合 

23.7 パートナーたちはクラブを共有することができる  

23.7/1 – 同時に行っていたマッチが終了した後もパートナーは引き続きアドバイスを与え

たり、クラブを共有することができる 

23.8 罰を 1人のパートナーにだけ適用する場合、または両方のパートナーに適用する場合  

23.8a(2)/1 – プレーヤーの違反がパートナーのプレーの援助となる例 

23.8a(2)/2 – プレーヤーの違反が相手のプレーに悪影響を及ぼす例 

23.8a(2)/3 – 間違ったストローク数を教えたり、罰を相手に告げなかったとしても、プレー

ヤーがそのホールの勝敗に関係ない場合には相手に悪影響を及ぼしたとはみなされない 

規則 24 ティーム競技  

24.1 ティーム競技の概要  

24.2 ティーム競技の条件  

24.2/1 – 失格はティームプレーの 1ラウンドあるいはすべてのラウンドに適用できる 

24.3 ティームキャプテン  

24.4 ティーム競技で認められるアドバイス  

24.4/1 – 委員会はティームキャプテンやアドバイスギバーへの制限を設けることができる 



 

定義 

アドバイス/1 – アドバイスとなる口頭でのコメントや行動 

アドバイス/2 – アドバイスとはならない口頭でのコメントや行動 

動物の穴/1－単独の動物の足跡や蹄の跡は動物の穴ではない 

境界物/1 – 境界物に取り付けられている物のステータス 

境界物/2 – 境界物に取り付けられている門のステータス 

境界物/3 – 動かせる境界物や境界物の動かせる部分を動かしてはならない 

クラブレングス/1 – 計測するときの「クラブレングス」の意味 

クラブレングス/1 – 最も長いクラブが折れたときにはどのように計測すべきか 

用具/1 – プレーヤーのために誰か他の人が持ち運んでいるアイテムのステータス 

旗竿/1 – 物が旗竿として使われる場合、その物は旗竿として扱われる 

修理地/1 – 委員会や管理スタッフが原因となった損傷は必ずしも修理地ではない 

修理地/2 – 修理地に根付いている木の上にある球は修理地の中にある 

修理地/3 – 倒木や木の切り株は必ずしも修理地ではない 

ホールに入る/1 – 球がホールの内側の壁面にくい込んだ場合、ホールに入ったことになる

ためにはその球のすべての部分がパッティンググリーン面より下になければならない 

ホールに入る/2 – たとえ「止まって」いなかったとしても球はホールに入ったとみなされ

る 

動かせない障害物/1 – 障害物の周りの芝は障害物の一部ではない 

分かっている、または事実上確実/1 – 球が動いた場合の「分かっている、または事実上確

実」基準の適用 

分かっている、または事実上確実/2 –「事実上確実」であることが 3分の捜索時間が終了し

た後で明らかになったことは関係ない 

分かっている、または事実上確実/3 – 自分の球が別のプレーヤーによってプレーされてい

たことにプレーヤーが気づかなかった 

ルースインペディメント/1 – 果実（フルーツ）のステータス 

ルースインペディメント/2 – ルースインペディメントが障害物となる場合 

ルースインペディメント/3 – 唾のステータス 

ルースインペディメント/4 – 道路の舗装に使われているルースインペディメント 

ルースインペディメント/5 – 生きている虫は球に貼り付くことはない 

紛失/1 – 球を紛失と宣言することはできない 

紛失/2 – プレーヤーは利益を得るために捜索の開始を遅らせることはできない 

紛失/3 – プレーヤーが暫定球をプレーするために戻る場合も捜索時間は継続する 

紛失/4 – 2つの球を捜索する場合の捜索時間 

動かせる障害物/1 – 遺棄された球は動かせる障害物である 

動いた/1 – 物に載っている球が動いたことになる場合 

動いた/2 – テレビの証拠が止まっていた球の位置が変わったことを示したが、肉眼では合

理的に認識できない程度であった 



 

完全な救済のニヤレストポイント/1 – 完全な救済のニヤレストポイントを解説している図 

完全な救済のニヤレストポイント/2 – プレーヤーが完全な救済のニヤレストポイントを決

定するときに推奨される手続きに従わない 

完全な救済のニヤレストポイント/3 – 完全な救済のニヤレストポイントを決定するために

使っていなかったクラブでストロークを行うときにその状態が依然として障害となる場合、

プレーヤーは救済を正しく受けていなかったことになるのか 

完全な救済のニヤレストポイント/4 – プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決

定したが、意図するストロークを行うことが物理的にできない 

完全な救済のニヤレストポイント/5 – プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決

めることが物理的にできない 

プレー禁止区域/1 – プレー禁止区域から突き出ている生長物のステータス 

障害物/1 – ペイントされた点や線のステータス 

外的影響/1 – 人工的に引き起こされた風や人工的に流された水のステータス 

リプレース/1 – 球をクラブでリプレースすることはできない 

ストローク/1 – ストロークが行われたのかどうかの決定 

誤球/1 – 誤球の一部は依然として誤球である 

 

委員会の措置（目次ページ） 

ローカルルールひな型（目次ページ） 

障がいを持つプレーヤーのためのゴルフ規則の修正 

 

 

  



 

 

規則 1.2a の解釈： 

1 .2a/1 – 重大な非行の意味 

規則 1.2aの「重大な非行」という言葉は、競技会からプレーヤーを排除するという最も厳
しい制裁措置が正当化されるほどに、ゴルフで期待される規範から大きく逸脱したプレーヤ
ーの非行を扱うことを意図している。そうしたことには、不誠実、別のプレーヤーの権利を
故意に妨げる、あるいは他人の安全を脅かすことを含む。 

委員会はすべての状況を考慮してその非行が重大であるかどうかを決定しなければならな
い。委員会がその非行が重大であると決定したとしても、最初の違反でプレーヤーを失格に
する代わりに、その非行を繰り返したり、同様の非行があった場合には失格にするとプレー
ヤーに警告することがより妥当であるという見解をその委員会が持つこともあるだろう。 

 

重大な非行とみなされる可能性が高いプレーヤーの行動の例は次を含む： 

• パッティンググリーンへ深刻な損傷を故意に与える。 

• コースセットアップに異議を唱え、ティーマーカーや境界杭を独断で決めて動かす。 

• 別のプレーヤーや観客のいる方向に向けてクラブを投げる。 

• 他のプレーヤーがストロークを行っている間に故意に気を散らす。 

• 他のプレーヤーからルースインペディメントや動かせる障害物をその場所に残しておいて
ほしいと依頼された後で、他のプレーヤーの不利益となるようにそのルースインペディメ
ントや動かせる障害物を取り除く。 

• ストロークプレーで、別のプレーヤーの障害となる場合に、止まっている球の拾い上げを繰り
返し断る。 

• プレーヤーのパートナーの支援となるように（プレーヤーのパートナーがパッティンググ
リーンの球の曲がり具合を知る手助けとなるようにするなど）、故意にホールとは別の方
向にプレーしてからホールに向けてプレーする。 

• 故意に規則にしたがってプレーせず、その関連する規則の違反に対して罰を受けるが、そ
うすることで潜在的にかなりの利益を得る。 

• 下品あるいは不快な言葉遣いを繰り返す。 

• 不当な利益をもたらす目的で取得したハンディキャップを使う、またはそうしたハンディ
キャップを取得するためにプレーしているラウンドを利用する。 

非行を伴うが、重大な非行とみなされる可能性が低いプレーヤーの行動の例は次を含む： 

• クラブを地面に投げつけ、そのクラブを損傷させるが、芝へ与えた損傷は小さい。 

• ゴルフバッグに向けてクラブを投げたところ、意図せず別の人に当たってしまう。 

• 不注意で別のプレーヤーがストロークを行うときに気を散らしてしまう。 

 

 

規則 1.3b(1)の解釈： 

1 .3b(1)/1 – 知っている規則を故意に無視することに合意したプレーヤーを失格にする 

2 人以上のプレーヤーが適用することを知っている規則や罰を故意に無視することに合意す
る場合、その合意がラウンド前に行われ、その合意に関与したプレーヤーの誰か 1人がその
ラウンドを始める前にその合意を破棄するときを除き、そのプレーヤーたちは失格となる。 

例えば、ストロークプレーで、ホールから１クラブレングス以内のパットはホールに入った
ものとみなすことに 2人のプレーヤーが合意した（この 2人は各ホールでホールアウトしな
ければならないことを知っていた）。 

最初のパッティンググリーン上で、その組の別のプレーヤーがこの合意に気づいた。そのプ
レーヤーはこの合意をした 2人のプレーヤーはホールアウトしなければならないと主張し、
この 2人は言われた通りにホールアウトした。 

この合意をしたいずれのプレーヤーもホールアウトをしないという行動をとっていなかった



 
としても、この 2人は規則 3.3c（ホールアウトしない）を無視することに故意に合意した
ので依然として失格となる。 

 

1 .3b(1)/2 – 規則や罰を無視することに合意するにはプレーヤーはその規則の存在を知って
いなければならない 

プレーヤーが知らなかった規則を無視することに合意したり、罰があることを知らずにその
罰を適用しなかった場合、規則 1.3b(1)は適用されず、罰はない。 

2 人のプレーヤーが規則を知らなかった、あるいは罰を適用しなかった場合で、規則
1.3b(1)に基づき失格とはならない例は次を含む： 

• マッチで、2人のプレーヤーは特定の長さ以内のすべてのパットをコンシードすることに事前に
合意したが、規則がそうした方法でパットをコンシードすることに合意することを禁止してい
ることを知らなかった。 

• 36 ホールのマッチの前に、2人のプレーヤーは 18ホールだけプレーして、その時点でリ
ードされているプレーヤーがそのマッチをコンシードすることに合意したが、そうした合
意は競技の条件に従っていないことを知らなかった。 

そのマッチは合意した通りに進められ、18ホール終了時点でリードされていたプレーヤ
ーがそのマッチをコンシードした。プレーヤーたちはそうした合意が認められないことを
知らなかったので、そのコンシードは成立する。 

• ストロークプレー競技で、プレーヤーとそのマーカー（同じくプレーヤー）は、修理地の
救済エリアが 1 クラブレングスなのか 2 クラブレングスなのか自信がなかった。規則を知
らなかったので、プレーヤーたちは 2 クラブレングスであると合意して、そのプレーヤー
は完全な救済のニヤレストポイントからほぼ 2 クラブレングスのところに球をドロップし
て救済を受けた。そのラウンドの後半に、委員会がこの事実を知った。 

プレーヤーたちはこの規則を知らなかったので規則 1.3b(1)に基づきどちらも失格にはな
らないが、そのプレーヤーが誤所からプレーしたので、規則 14.7（誤所からプレーする
こと）に基づき罰を受ける。ゴルフ規則に関して偶然に間違った情報を与えたことについ
て罰はない。 

 

規則 1.3b(2)に関連する解釈： 

• 6.1/1 – ティーマーカーが 1 つ、あるいは両方なくなっている場合にはどうすべきか 

• 9.6/2 – どこから動かされたのか分からない場合には球をどこにリプレースすべきか 

• 17.1a/2 – ペナルティーエリアかペナルティーエリアに隣接する異常なコース状態のど
ちらかで球が紛失 

• 17.1d(3)/2 – 球がペナルティーエリアの縁を最後に横切ったと推定した場所に基づいてプ
レーヤーは球をドロップしたが、それは間違った地点であったことが判明した 

 

規則 1.3c(1)の解釈： 

1 .3c(1)/1 – プレーヤーのために規則違反をする別の人の行動 

別の人の行動がプレーヤーに関して規則違反となる場合、その行動がそのプレーヤーの要請
によって行われたとき、またはそのプレーヤーがその行動を見ていて、認めていたときは、
そのプレーヤーはその責任を負う。 

プレーヤーがその行動を要請していたり、その行動を認めていたという理由でその罰を受け
る場合の例は次を含む： 

• プレーヤーは自分の球の近くにあったルースインペディメントを動かすように観客に頼ん
だ。その球が動いた場合、そのプレーヤーは規則 9.4b（球を拾い上げること、故意に球に
触れること、球を動かす原因となったことに対する罰）に基づき 1罰打を受け、その球を
リプレースしなければならない。 

• プレーヤーの球は高く茂った草の中で捜索中であった。観客がその球を見つけ、その球の
周辺の草を踏みつけて、そのストロークに影響を及ぼす状態を改善した。そのプレーヤー
がその観客が高く茂った草をまさに踏みつけようとしているのを見ていたにもかかわら
ず、その観客を止めるための合理的な措置を取らなかった場合、そのプレーヤーは規則 8.1



 
（ストロークに影響を及ぼす状態を改善するプレーヤーの行動）の違反について一般の罰
を受ける。 

 

規則 1.3c(4)の解釈： 

1 .3c(4)/1 – 違反と違反の間に介在する出来事があると罰は重課する 

プレーヤーが複数の規則の違反をする、あるいは同じ規則に複数回違反する場合、違反と違
反の間の関係は介在する出来事によって分断され、そのプレーヤーは複数の罰を受ける。 

プレーヤーが複数の罰を受ける場合の 3種類の介在する出来事は： 

• ストロークを行う。例：ストロークプレーで、プレーヤーの球はブッシュの近くにあっ
た。そのプレーヤーは枝を折って、そのことで意図するスイング区域を改善した（規則
8.1aの違反）。そのプレーヤーはストロークを行ったが空振りとなり、その後さらに枝
を折った（規則 8.1aの違反）。このケースでは、球を空振りしたストロークが 2つの違
反の間に介在する出来事である。したがって、そのプレーヤーは規則 8.1a に基づき 2つ
の別々の 2打の罰を受け、合計 4罰打となる。 

• 球をインプレーにする。例： 

» ストロークプレーで、プレーヤーの球は木の下にあった。そのプレーヤーは木の枝を折
ってそのストロークに影響を及ぼす状態を改善したが、その後その球をアンプレヤブル
と決めた。そのプレーヤーは規則 19.2c（ラテラル救済）に基づき 2クラブレングス以
内に球をドロップした後で、さらに木の枝を折った。規則 19.2に基づく 1罰打に加
え、そのプレーヤーはそのストロークに影響を及ぼす状態を改善したことについて規則
8.1aに基づき 2つの別々の 2打の罰を受け、合計 5罰打となる。 

» プレーヤーの球はフェアウェイにあり、そのプレーヤーは偶然に止まっているその球を
動かした。規則 9.4（プレーヤーが拾い上げた、または動かした球）で要求されるよう
に、そのプレーヤーはその球をリプレースし、1罰打を加えた。ストロークを行う前
に、そのプレーヤーは再びその球を偶然に動かしてしまった。そのプレーヤーはさらに
1罰打を受け、再びその球をリプレースしなければならず、合計 2罰打となる。 

• 違反に気づく。例：ストロークプレーで、プレーヤーの球はバンカーの中にあり、そのプ
レーヤーは練習スイングを数回行い、その都度そのバンカーの砂に触れた。別のプレーヤ
ーがそのプレーヤーに練習スイングで砂に触れることは規則違反であると忠告した。その
プレーヤーは同意せずに、ストロークを行う前にさらに練習スイングを数回行い、再びバ
ンカーの砂に触れた。そのプレーヤーに規則違反を正しく告げたことは介在する出来事で
あり、したがってそのプレーヤーは規則 12.2b（バンカーの砂に触れることに関する制
限）に基づき 2つの別々の 2打の罰を受け、合計 4罰打となる。 

 

1 .3c(4)/2 – 1 回の行為による複数の違反は 1 つの罰となる 

1 回の行為が 2つの異なる規則の違反となることがある。この状況では、1つの罰が適用され
る。2つの規則に異なる罰がある場合、より重い方の罰が適用される。 

例えば、プレーヤーがインプレーの自分の球の後ろの芝を踏みつけ、ラフの中のライを改善
したが、偶然にその球も動かしてしまった。この 1回の行為（すなわち、芝を踏みつけたこ
と）は 2つの規則、つまり規則 8.1a（ストロークに影響を及ぼす状態を改善する行動）と規
則 9.4b（球を拾い上げること、故意に球に触れること、球を動かす原因となったこと）に違
反となり、1つの罰だけが適用される。 

このケースでは、規則 8.1aに基づく罰は一般の罰であり、規則 9.4bに基づく罰は 1罰打で
ある。したがって、より重い方の罰が適用され、そのプレーヤーはマッチプレーではそのホ
ールの負け、ストロークプレーでは規則 8.1aに基づき合計 2打の罰を受け、その球をリプ
レースしなければならない。 

 

1 .3c(4)/3 – 関連しない行為の意味 

規則 1.3c(4)の関連しない行為とは、異なる種類の、あるいは異なる過程に関連するプレー
ヤーの行為のことである。 

複数の罰が適用される関連しない行為の例は次を含む： 

• 練習スイングをしてバンカーの砂に触れ、そのプレーヤーのスイングの障害となっている



 
突き出た木の枝を手で曲げる。 

• 動かせない障害物を動かしてそのプレーヤーのスイング区域を改善し、その球の後ろの芝
を踏みつける。 

1 つの罰だけが適用される関連する行為の例は次を含む： 

• 練習スイングを数回行い、バンカーの砂に触れる。 

• アドバイスの 2 つの異なる要素を求める（そのプレーヤーが使ったクラブの番手と風向き
など、両方とも次のストロークのためにどのクラブを使うべきかを選択する過程に関連す
る）。 

 

1 .3c(4)/4 – 球をリプレースしないことは別の関連しない行為とみなされる 

1.3c(4)/2 に示されている例では、芝を踏みつけ、その球を動かすという 1回の行為が 2つの
規則（規則 8.1aと規則 9.4b）の違反となり、規則 8.1a（ストロークに影響を及ぼす状態を
改善する行動）に基づき適用される 1つの罰を受けることになる。 

しかしながら、規則 9.4b（球を拾い上げること、故意に球に触れること、球を動かす原因と
なったこと）はその動かされた球をリプレースすることを求めており、そのストロークの前
にその球がリプレースされなかった場合、そのプレーヤーは規則 9.4bに基づきさらに 2打の
罰を受けることになる。その球をリプレースしなかったことは別の関連しない行為とみなさ
れる。 

 

規則 1.3cの一般的な解釈： 

1 .3c/1 – そのラウンドがカウントされない場合、プレーヤーは競技会の失格にはならない 

すべてのラウンドをカウントしない競技会では、プレーヤーは 1つのラウンドで失格となっ
たことについてその競技会の失格にはならない。 

プレーヤーが競技会の失格にはならない例は： 

• 4ラウンドのうちベスト 2ラウンドをカウントするハンディキャップ競技で、プレーヤー
は第 1ラウンドで誤って自分が受けるハンディキャップ数に影響する多いハンディキャッ
プを記載したスコアカードを提出した。 

真実のハンディキャップよりも多いハンディキャップが受け取るハンディキャップストロ
ーク数に影響したので、そのプレーヤーはその競技の第 1ラウンドで失格となるが、ベス
ト 2ラウンドのネットスコアを決めるために 3ラウンドが残っている。 

• 4人のプレーヤーから成るティーム競技で、各ラウンドのベスト 3名のスコアの合計が各
ラウンドのティームのスコアとなるとき、プレーヤーが第 2ラウンドで誤球のプレーの訂
正をせずに失格となった。そのプレーヤーの第 2ラウンドのスコアはそのティームのスコ
アにはカウントされないが、その競技の他のラウンドではそのプレーヤーのスコアはカウ
ントされ得る。 

 

1 .3c/2 – ストロークプレーのプレーオフでの失格の罰の適用、コンシードと間違ったストロ
ーク数の通知 

ストロークプレー競技のプレーオフでは、規則は次のように適用される： 

• プレーヤーが失格となる場合（不適合クラブでストロークを行うなど）、そのプレーヤー
はプレーオフだけ失格となり、その競技自体で獲得していた賞品を受け取る権利がある。 

• 2 人のプレーヤーでプレーオフを行う場合、一方のプレーヤーが他方のプレーヤーにプレーオ
フをコンシードすることが認められる。 

• プレーヤーAが誤ってプレーヤーBに間違ったストローク数を伝え、その間違いによって
プレーヤーBが自分の球を拾い上げることになった場合（プレーヤーBがプレーヤーAと
のプレーオフに負けたと考えた場合など）、プレーヤーBはその球を罰なしにリプレース
してそのホールを終えることが認められる。プレーヤーAに罰はない。 

 

規則 3.2b(1)解釈： 

3 .2b(1)/1 – プレーヤーたちは故意にマッチを短縮するためにホールをコンシードしてはな



 
らない 

プレーヤーはホールが終了する前であればいつでも自分の相手にホールをコンシードするこ
とが認められるが、プレーヤーと相手は故意にそのマッチを短縮するためにお互いにホール
をコンシードすることに合意することは認められない。 

例えば、マッチを始める前に、プレーヤーとその相手は 6番、7番、8番、そして 9番ホール
を交互にコンシードし合うことに合意した。 

プレーヤーたちが規則ではこうした方法でコンシードを行うことを認めていないことを知っ
ており、この合意を破棄せずにそのマッチを始めた場合、両方のプレーヤーは規則 1.3b(1)
（プレーヤーは規則を適用する責任がある）に基づき失格となる。 

プレーヤーたちがそうしたことは認められていないことを知らなかった場合、そのマッチは
プレーされた通り成立する。 

 

規則 3.2b(2)解釈： 

3 .2b(2)/1 – キャディーがコンシードしようとしてもそのコンシードは有効とはならない 

キャディーに認められない行動の 1つに次のストローク、ホール、マッチを相手にコンシー
ドすることがある。キャディーがコンシードしようとしても、そのコンシードは有効とはな
らない。規則 10.3b(3)（キャディーに認められない行動）は罰を規定していないので、キャ
ディーのそうした行動についてそのプレーヤーに罰はない。 

キャディーがコンシードしようとしたことに基づいて相手が行動する場合（インプレーの球
やボールマーカーを拾い上げるなど）、それは規則 3.2b(2)に基づく誤解を与えてもやむを
得ないものであろう。罰はなく、プレーヤーがその後でコンシードする場合を除き、その球
やボールマーカーをリプレースしなければならない。 

しかしながら、有効とはならないコンシードをしたキャディーが相手の球やボールマーカー
（あるいはプレーヤーの球やボールマーカー）を拾い上げていた場合、そのキャディーのプ
レーヤーは、その行為が規則 9.4や規則 9.5の違反となっていた場合には、罰を受ける。 

 

規則 3.2c 解釈： 

3 .2c(1)/1 – 多いハンディキャップを宣言することは影響するホールをまだプレーしていなく
ても違反となる 

プレーヤーが影響するホールをプレーする前に自分の相手に多いハンディキャップを宣言し
ていた場合、そのことは相手の戦略に影響していたかもしれないので、そのプレーヤーは依
然として失格となる。 

例えば、そのマッチを始めるために最初のティーで待っている間に、プレーヤーAは実際の
ハンディキャップが 11であるのに、自分のハンディキャップは 12であると宣言した。プレ
ーヤーBは自分のハンディキャップは 10であると宣言し、1番ホールのプレーを始めるため
のストロークを行った。 

プレーヤーBはそのマッチでプレーヤーAがハンディキャップストロークを 2つ受けると理解
したままでそのマッチのストロークを行ったので、プレーヤーAは規則 3.2c(1)に基づき失格
となる。 

 

規則 3.2c(2)解釈： 

3 .2c(2)/1 – マッチでハンディキャップストロークを適用していなかったことがその後のマ
ッチで発覚する 

プレーヤーが適用しなかったハンディキャップストロークは、間違って適用されたハンディ
キャップストロークと同じ方法で扱われる。 

 

規則 3.2d(1)解釈： 

3 .2d(1)/1 – プレーヤーがプレーする順番であればホールのプレーですでに行ったストロー
ク数を教える必要はない 

プレーヤーがプレーする順番のときに、相手がそのプレーヤーにすでに行ったストローク数を尋ね



 
た場合、そのプレーヤーはすぐにその情報を教える必要はない。 

そのプレーヤーはすでに行ったストローク数をその相手が次のストロークを行う、あるいは
類似の行動をとる前に教える必要がある。そのプレーヤーはそうした情報を教える前に自分
のショットをプレーすることができる。 

 

3 .2d(1)/2 – 「ホールの結果に影響しなければ罰はない」という例外の意味 

ホールのプレー中は、相手がそのホールをプレーする方法を決めることができるように、プレ
ーヤーはすでに行った正しいストローク数を教えなければならない。しかしながら、ホール終
了後は、プレーヤーが間違ったストローク数を教えたとしても、そのことでそのホールの勝
ち、負け、あるいはタイについての相手の理解に影響しなかったのであれば、規則 3.2d(1)例
外に基づき罰はない。 

例えば、相手のスコアが「7」であったホールの終了後、プレーヤーが誤って自分のスコアは
「5」であったと述べた（そのプレーヤーの実際のスコアは「6」であった）。次のホールを始
めた後、そのプレーヤーは自分のスコアは「6」であったことに気づいた。その間違ったストロ
ーク数はそのプレーヤーがそのホールに勝ったという事実を変えることはないので、罰はない。 

 

3 .2d(1)/3 – ホール終了後にプレーヤーが間違ったストローク数を教え、その誤りが数ホー
ル後になって発覚する 

ホール終了後にプレーヤーが間違ったストローク数を教えた場合、その誤りがそのホールの
結果に影響し、時限内に訂正されないとき、そのプレーヤーは一般の罰を受ける。 

例えば、1番ホール終了後、プレーヤーは相手に自分のスコアは「4」であったと伝えた
が、実際のスコアは「5」であった。その相手のそのホールのスコアは「5」であった。数ホ
ールプレーした後で、そのプレーヤーは 1番ホールについて間違ったストローク数を教えて
いたことに気づいた。 

正しいストローク数を教えていたならばそのホールはタイとなっていたが、その誤りはその
ホールの結果の理解に影響していたので、そのプレーヤーは最初のホールでそのホールの負
けの罰を受ける。 

そのマッチのスコアは訂正しなければならない。 

 

3 .2d(1)/4 – ホール終了後にプレーヤーが間違ったストローク数を教え、その誤りがマッチ
の結果が最終となった後で発覚する 

ホール終了後に、プレーヤーが意図せずに間違ったストローク数を教えていたが、その誤り
をマッチの結果が最終となった（規則 3.2a(5)-結果が最終となるとき）後まで気づかなかっ
た場合、そのマッチの結果はプレーされた通り成立する。 

例えば、17番ホール終了後、プレーヤーは相手に自分のスコアは「3」であると述べたが、
実際のスコアは「4」であった。その相手のそのホールのスコアは「4」であった。そのプレ
ーヤーは 18番ホールをプレーして、そのプレーヤーが 1アップでマッチに勝ったという結
果が最終となった。そのプレーヤーはその後に 17番ホールで相手に間違ったストローク数
を教えていたことに気づいた。 

そのプレーヤーは間違ったストローク数を教えていたことを知らず、そのマッチの結果は最
終となっているので、罰はなく、そのプレーヤーが勝者というそのマッチの結果は成立する
（規則 20.1b(3)-マッチの結果が最終となった後に裁定を要請する）。 

 

3 .2d(1)/5 – 罰ありの救済を受けることについて心変わりすることはすでに行った正しくな
いストローク数を教えたことにはならない 

すでに行った正しいストローク数とは、プレーヤーがすでに行ったストロークとすでに受け
た罰打だけを意味している。 

例えば、プレーヤーの球はペナルティーエリアの中にあり、相手はそのプレーヤーにどのよう
に処置するつもりなのかを尋ねた。その質問に答える必要はなかったが、そのプレーヤーは罰
ありの救済を受けると告げた。その相手がプレーした後で、そのプレーヤーはその球をペナル
ティーエリアの中からあるがままにプレーすることに決めた。 

そのプレーヤーは考えを変える権利があり、将来の意図を述べることはすでに行ったストロ



 
ーク数を教えることと同じではないので、考えを変えたことについて罰はない。 

 

規則 3.2d(2)解釈： 

3 .2d(2)/1 – 「合理的にできる限り速やかに」とは、必ずしも相手の次のストロークの前では
ない 

「合理的にできる限り速やかに」という広義の言葉は、すべての関連する状況を考慮するこ
とを許している（特にプレーヤーが相手とどれくらい近くにいるのか）。 

例えば、プレーヤーがアンプレヤブルの球の救済を受ける場合に、相手はフェアウェイの反対側
にいて、そのプレーヤーがその相手のところに罰を告げに歩いて行ける前にその相手がプレーす
るとき、「合理的にできる限り速やかに」とは、プレーヤーか相手が次のストロークを行う
前にホールに向かって歩いて行く間となるだろう。 

どんなときが「合理的にできる限り速やかに」なのかを決定する決められた方法はないが、
それは必ずしも相手が次のストロークを行う前であることを意味していない。 

 

規則 3.2d(3)解釈： 

3 .2d(3)/1 – 故意に間違ったマッチのスコアを教えたり、あるいはマッチのスコアについて
の相手の誤解を訂正しないことは失格となることがある 

規則 3.2d(3)はプレーヤーがマッチのスコアを知っていることを期待しているが、プレーヤ
ーが相手にそのマッチのスコアを教えることを要求していない。 

プレーヤーが故意に間違ったマッチのスコアを教えたり、あるいは故意にマッチのスコアに
ついての相手の誤解を訂正しない場合、そのプレーヤーは間違ったストローク数を教えたこ
とにはならない。しかし、委員会はそのプレーヤーを規則 1.2a（重大な非行）に基づき失
格とすべきである。 

 

3 .2d(3)/2 – 前のホールで間違ったマッチのスコアに同意したことがマッチの後半で発覚す
る 

プレーヤーとその相手が間違ったマッチのスコアに同意した場合、そのマッチのスコアは成
立する。このことは間違ったストローク数を教えることと同じではない。 

例えば、10番ホールの後で、プレーヤーは誤って相手にそのマッチのスコアはタイであると
告げ、その相手はそのスコアに同意した。12番ホールを始める前に、その相手は 10番ホー
ルの後で自分が実際には 1アップであったことに気づき、そのプレーヤーが間違ったマッチ
のスコアを教えたということに基づき裁定を求めた。 

プレーヤーたちはそのマッチのスコアを知っていることを期待されており、そのプレーヤー
たちはその間違ったマッチのスコアに同意して、そのことは 11番ホールを始める前に訂正
されなかったので、その間違ったマッチのスコアは成立する。その間違ったマッチのスコア
を誤って教えたプレーヤーに罰はない。 

 

規則 3.3b(1)解釈： 

3 .3b(1)/1 – 別のプレーヤーの間違ったスコアを故意に証明するマーカーは失格とすべき 

マーカー（プレーヤーでもある）が、あるホールについての間違ったスコア（プレーヤーが
そのホールで罰を受けることをマーカーが知っていた罰を加えていないホールのスコアを含
む）を故意に証明した場合、そのマーカーは規則 1.2a（重大な非行）に基づき失格とすべ
きである。 

例えば、プレーヤーは罰を加えるべきであったことに気づかなかったので、実際のスコアより
も少ないホールのスコアを含むスコアカードを提出した。しかしながら、そのプレーヤーのマ
ーカーはスコアカードが提出される前にその罰に気づいていたが、故意にそのプレーヤーには
告げずに、とにかくそのスコアカードを証明した。 

規則 3.3b(1)は別のプレーヤーの間違ったスコアを故意に証明することについて罰を適用し
ないが、そうしたことはゲームの精神に反する。したがって、委員会はそのマーカーを規則
1.2a（重大な非行）に基づき失格とすべきである。 

その結果、そのプレーヤーのスコアは規則 3.3b(3)（ホールの間違ったスコア）に規定され



 
ているように修正される。 

 

3 .3b(1)/2 – マーカーが同意しない場合にはプレーヤーのスコアを証明することを拒否でき
る 

マーカーは自分が間違っていると考えるホールのスコアを証明する必要はない。 

例えば、プレーヤーとそのマーカーの間で規則違反があったかどうか、あるいはプレーヤー
のホールのスコアについて紛議があり、そのマーカーが委員会に意見の相違という事実を報
告する場合、そのマーカーは自分が間違っていると考えるホールのスコアを証明する義務を
負わない。 

委員会は問題となっているそのプレーヤーのそのホールのスコアについて利用できる事実を
考慮して裁定する必要がある。そのマーカーがそのホールのスコアを証明することを拒否す
る場合、その委員会は問題となっているそのホールでそのプレーヤーの行動を見ていた誰か
（別のプレーヤーなど）による証明を受け入れるべきであり、あるいはその委員会自らがそ
のホールのそのプレーヤーのスコアを証明することができる。 

 

規則 3.3b(2)解釈： 

3 .3b(2)/1 – プレーヤーはスコアカードにスコアだけ入力することを求められる 

プレーヤーにラウンドのスコアをコンピュータに入力することを求めること（ハンディキャ
ップ目的など）と委員会によって承認されたスコアカードの電子フォーム（モバイルスコア
リングアプリなど）を使ってホールのスコアを入力することを求められることには違いがあ
る。 

委員会は紙のスコアカード以外のスコアカード（スコアカードの電子フォームなど）を使う
ことをプレーヤーに求めることができるが、その委員会は所定の場所にスコアを入力しなか
ったことについて規則 3.3b(2)に基づき罰を課す権限はない。 

しかしながら、運営上の事柄の支援（競技結果の効率的な作成と伝達など）となるように、
委員会は所定の場所にスコアを入力しなかったことについて行動規範（規則 1.2b）に基づき
罰を適用したり、あるいは懲戒処分（次の競技会への参加を取り消すなど）を規定すること
ができる。 

 

3 .3b(2)/2 – スコアカードの記載内容を変更する場合に追加の証明は不要 

マーカーや委員会がスコアカードのホールのスコアの変更を承認する場合、プレーヤーやマ
ーカーはどちらもイニシャルを記したり、変更したスコアの追加の証明を行う必要はない。 

そのプレーヤーの証明は、変更されたホールのスコアを含み、すべてのホールのスコアに適
用される。 

 

3 .3b(2)/3 – マーカーがその責任を果たさない場合の例外の適用 

規則 3.3b(2)例外に基づき、スコアカードの要件の違反があったが、それがプレーヤーにと
って不可抗力なマーカーの怠慢が理由である場合、プレーヤーは罰を受けない。 

この例外が適用される方法は次を含む： 

• ラウンド後にマーカーがプレーヤーのスコアカードを持ったままコースを去ってしまった
場合、委員会はそのマーカーへの連絡を試みるべきである。しかしながら、連絡が取れない
場合、その委員会はそのラウンドを見ていた誰かによるそのプレーヤーのスコアの証明を受
け入れるべきである。そうした人が誰もいない場合、その委員会自らがそのプレーヤーのス
コアを証明することができる。 

• プレーヤーはマーカーからスコアカードの証明を受けた後でホールのスコアを訂正する必
要があったが、そのマーカーがその場にいなかったり、すでにコースを去ってしまった場
合、委員会はそのマーカーへの連絡を試みるべきである。連絡が取れない場合、その委員
会はプレーヤーのそのホールのプレーを見ていた誰かによる変更の証明を受け入れるべき
であり、そうした人が誰もいない場合、その委員会自らがそのスコアを証明することがで
きる。 

 



 
規則 3.3b(3)解釈： 

3 .3b(3)/1 – スコアカードに記入されるスコアは正しいホールが識別できなければならない 

規則 3.3bに基づき、スコアカードに記入される各ホールのスコアは正しいホールが識別で
きなければならない。 

例えば、マーカーがプレーヤーの前半の 9ホールのスコアを後半の 9ホールの枠に記入し、
後半の 9ホールのスコアを前半の 9ホールの枠に記入した場合、そのスコアカードは記入さ
れたスコアが各ホールの正しいスコアとなるようにホール番号を変更することによってその
誤りが訂正されるのであれば依然として受け入れられる。 

しかしながら、この誤りが訂正されず、その結果としてホールのスコアがそのホールの実際
のスコアよりも少なくなる場合、そのプレーヤーは規則 3.3b(3)に基づき失格となる。 

 

規則 3.3b(4)解釈： 

3 .3b(4)/1 – プレーヤーがスコアカードに示さなければならない「ハンディキャップ」の意
味 

ネットスコアのストロークプレー競技では、自分のハンディキャップがスコアカードに示さ
れていることを確認するのはプレーヤーの責任である。「ハンディキャップ」とは、競技の
条件で設定するハンディキャップアローワンスを除いた、そのコースとプレーするティーに
ついてのハンディキャップを意味する。委員会はハンディキャップアローワンスの適用と調
整に責任がある。 

 

3 .3b(4)/2 – 委員会が間違ったハンディキャップを示したスコアカードを用意してもプレー
ヤーは罰を免除されない 

委員会がプレーヤーのハンディキャップを含むスコアカードを用意する場合、各プレーヤー
はスコアカードを提出する前に、正しいハンディキャップが自分のスコアカードに示されて
いることを確認しなければならない。 

例えば、儀礼上、委員会は日付、各プレーヤーの名前、ハンディキャップを含む事前に印刷
したスコアカードを発行することを選ぶ。 

そうしたスコアカードに誤ってプレーヤーのハンディキャップが実際よりも多く記されてい
て、そのことでプレーヤーが受けるストローク数に影響する場合、そのスコアカードを提出
する前にその誤りを訂正しなければ、そのプレーヤーは規則 3.3b(4)に基づき失格となる。 

 

3 .3b(4)/3 – 多いハンディキャップが影響しない場合には罰はない 

プレーヤーが認められているよりも多いハンディキャップを記したスコアカードを提出した
が、その多いハンディキャップがそのプレーヤーが受けるハンディキャップストローク数に
影響しなかった場合、その競技に影響しないので罰はない。 

例えば、競技の条件で各プレーヤーのハンディキャップの 90%を使うことになっていた。プ
レーヤーのハンディキャップは「5」であったが、そのプレーヤーはハンディキャップが
「6」と示された自分のスコアカードを提出した。「5」の 90%も、「6」の 90%も四捨五入し
た整数は「5」になるので、ハンディキャップを「6」と記したことはそのプレーヤーが受け
るハンディキャップストローク数に影響せず、したがって罰はない。 

 

規則 3.3bの一般的な解釈： 

3 .3b/1 – プレーヤーはラウンド全体を通じてマーカーを伴っていなければならない 

マーカーの目的は、各ホールのプレーヤーのスコアがそのプレーヤーのスコアカードに正し
く記入されていることを証明することである。マーカーがそのラウンド全体を通じてそのプ
レーヤーに同行していない場合、そのスコアカードを正しく証明することはできない。 

例えば、プレーヤーが自分のマーカーを伴わずに数ホールプレーして、そのマーカーがその
プレーヤーが単独でプレーしたホールのそのプレーヤーのスコアを記入する場合、そのスコ
アカードを規則 3.3bに基づき正しく証明することはできない。 

そのプレーヤーはマーカーにすべてのホールでそのプレーヤーに同行するように主張すべきで
あった。そのマーカーが同行できなかった場合、そのプレーヤーは別の人に依頼して自分のマ



 
ーカーとしての役目を果たしてもらうべきであった。それが不可能であった場合、そのプレー
ヤーはプレーを止めて、別のマーカーを指定してもらうように委員会に報告する必要があっ
た。 

 

3 .3b/2 – スコアカードの間違った場所に記入された情報は依然として受け入れられる 

規則 3.3bのすべての要件はスコアカードを提出する前に満たしていなければならないが、
正しい情報がスコアカードの本来の記入場所以外のところに誤って記入されている場合、罰
はない。ただし、スコアカードに記入される各ホールのスコアは正しいホールが識別できな
ければならない（3.3b(3)/1 参照）。 

例えば： 

• プレーヤーとマーカーが本来の署名欄とは逆の欄にそれぞれサインしてホールのスコアを
証明した場合、そのプレーヤーのスコアは規則 3.3bに基づく要求の通りに証明されたこ
とになる。またフルネームではなく、証明にイニシャルだけを使った場合も同様に規則
3.3bの要件を満たす。 

• プレーヤーのスコアがそのマーカーのスコアカードに記録され、そのマーカーのスコアが
そのプレーヤーのスコアカードに記録されたが、スコアは正しく、両方のスコアカードが
証明されている場合、プレーヤーたちが委員会にどちらのスコアカードが自分のものであ
るかを伝えるのであれば、そのスコアカードは受け入れられる。この誤りの本質は運営上
の問題であるので、そうした訂正を行う時限はない（20.2d/1 参照）。 

 

3 .3b/3 – 正式なスコアカードをどこかに置き忘れた場合、別のスコアカードを使うことが
できる 

プレーヤーは委員会が渡したスコアカードを提出すべきだが、規則 3.3b はそのスコアカー
ドが損傷したり、どこかに置き忘れた場合にその同じスコアカードを提出することを求めて
いない。 

例えば、委員会が渡した紙のスコアカードをマーカーがどこかに置き忘れた場合、スコアカ
ードにプレーヤーの名前とホールのスコアが記入されており、プレーヤーとマーカーによる
証明があるのであれば、別のスコアカード（倶楽部のスコアカードなど）を使うことは受け
入れられるだろう。 

電子スコアリングシステムが使われており、プレーヤーやマーカーがインターネットへの接
続を失ったり、技術的な問題が発生した場合、そのプレーヤーたちはできるだけ速やかに、
ラウンド終了直後よりも遅れることなく委員会にその問題を提起すべきである。 

 

規則 4.1a(1)の解釈： 

4 .1a(1)/1 – 通常の使用による摩滅は適合性を変えない 

通常の使用には、ゴルフバッグからのクラブの出し入れなどの行為と同様に、ストローク、
練習ストローク、そして練習スイングを含む。通常の使用による摩滅が生じた場合、そのプ
レーヤーのクラブは適合と扱われ、そのクラブを引き続き使用することができる。 

通常の使用による摩滅の例には次の場合を含む： 

• クラブヘッド内部の物質が壊れて分離し、ストローク中やヘッドを振ったときにカタカタ
と音が鳴ることがある。 

• クラブのグリップの指を据える場所に摩滅によるくぼみが形成される。 

• 繰り返しの使用によってクラブフェースにへこみが形成される。 

• クラブフェースの溝が摩滅する。 

 

4 .1a(1)/2 – 不適合クラブでストロークしてもそのストロークを無視する場合には罰はない 

プレーヤーが不適合クラブでストロークを行った場合、そのストロークをそのプレーヤーの
スコアにカウントしないときは、そのプレーヤーは失格とはならない。 

プレーヤーが不適合クラブでストロークを行ったことについて罰を受けない場合の例には次
のときを含む： 



 
• プレーヤーが暫定球にストロークを行うために不適合クラブを使用したが、その暫定球は
インプレーの球にはならなかった。 

• プレーヤーはストロークを行うために不適合クラブを使用したが、そのストロークは取り
消された。 

• プレーヤーは規則 20.1c(3)に基づく第 2の球にストロークを行うために不適合クラブを使
用したが、その第 2の球はそのプレーヤーのスコアにカウントされなかった。 

 

規則 4.1a(2)の解釈： 

4 .1a(2)/1 – 「修理」の意味 

修理の例は下記を含む： 

• ストローク中に剥がれ落ちた鉛テープを元の位置に戻す。鉛テープの性質を踏まえ、その
鉛テープをクラブの同じ位置に貼ってもすぐに剥がれてしまう場合、新しい鉛テープを使
うことができる。 

• ラウンド中に緩んだ調節できる構造を有するクラブを締め直す（ただし、異なるセッティ
ングに調節しないこと）。 

 

規則 4.1b(1)の解釈： 

4 .1b(1)/1 – クラブヘッド単体とシャフト単体はクラブではない 

規則 4.1b(1)に関して、組み立てていないクラブの部品はクラブではないので、プレーヤー
の 14本のクラブ制限にカウントしない。 

例えば、プレーヤーが 14 本のクラブでラウンドを始めたときに、組み立てていないクラブ
の部品も共に持ち運んでいた場合、そのプレーヤーは 14本のクラブだけを持ち運んでいる
とみなされ、規則 4.1b(1)の違反とはならない。 

 

4 .1b(1)/2 – 壊れてバラバラになったクラブは 14 本のクラブ制限にカウントしない 

壊れてバラバラになったクラブは、そのプレーヤーがその壊れたクラブを持ってラウンドを
始めたとしても、14本のクラブ制限にカウントしない。 

例えば、練習場でウォーミングアップをしている間にプレーヤーのクラブがグリップのちょう
ど下の部分で壊れてしまったが、そのプレーヤーはその壊れたクラブを自分のバッグに入れて
ラウンドを始めた。そのクラブはプレーヤーが持ち運ぶことが認められている 14本のクラブの
1本にはカウントしない。 

 

4 .1b(1)/3 – プレーヤーのために持ち運ぶクラブは 14 本のクラブ制限にカウントする 

14 本のクラブ制限はプレーヤー、そのキャディー、あるいはそのプレーヤーがクラブを持
ち運ぶようにと依頼した他の人によって持ち運ばれているすべてのクラブに適用する。 

例えば、プレーヤーが 10 本のクラブでラウンドを始め、その組に同行して歩き、そのプレ
ーヤーがそのラウンド中に自分のバッグに加えるつもりの追加の 8本のクラブを持ち運ぶよ
うに別の人に依頼する場合、そのプレーヤーは 14本を超えるクラブを持ってそのラウンド
を始めたとみなされる。 

 

4 .1b(1)/4 – 次のストロークを行ったときにクラブは追加されたとみなされる 

プレーヤーが追加されたクラブを所有して、どのクラブであっても次のストロークを行った
場合、そのクラブは追加されたとみなされる。このことはクラブの追加や取り替えがそのプ
レーヤーに認められていたかどうかにかかわらず適用される。 

例えば、14本のクラブでラウンドを始めたプレーヤーが 2つのホールのプレーの間で自分の
パターを別のパターに取り替えることに決め、プレーを不当に遅らせることなくパターを取
り替えた場合、どのクラブであっても次のストロークを行う前にその誤りに気づいて訂正す
れば、そのプレーヤーは罰を受けない。 

 



 
規則 4.1b(2)の解釈： 

4 .1b(2)/1 – 複数のプレーヤーは 1つのバッグにクラブを入れて持ち運ぶことができる 

規則は複数のプレーヤーたち（パートナー同士など）が自分たちのクラブを 1つのバッグに入
れて持ち運ぶことを制限していない。しかしながら、規則 4.1bに基づく罰を受けるリスクを減
らすために、各プレーヤーのクラブが明確に識別できるようにしておくべきである。 

  

4 .1b(2)/2 – プレーヤーのスコアにカウントするストロークではクラブの共有は認められな
い 

クラブを共有することの禁止は、プレーヤーのスコアにカウントするストロークにだけ適用
され、練習スイング、練習ストローク、あるいはホールの結果が決定した後に行われたスト
ロークには適用されない。 

例えば、2つのホールのプレーの間で、プレーヤーが別のプレーヤーのパターを借りて、終
了したばかりのパッティンググリーン上で数回練習パットをした場合、規則 4.1bに基づく
罰はない。 

 

規則 4.1b(4)の解釈： 

4 .1b(4)/1 – プレーヤーによって、あるいはプレーヤーのために持ち運ばれていなかったクラ
ブの部品を組み立てることができる 

規則 4.1b(4)はプレーヤーによって、あるいはそのプレーヤーのために他の人によって持ち運ば
れている部品を使ってクラブを組み立てることを制限しているが、プレーヤーがクラブを組み
立てるために部品を取りに行ったり、そのプレーヤーのために部品を持ってきてもらうことを
制限していない。 

例えば、プレーヤーがクラブを追加すること（規則 4.1b(1)）や損傷したクラブを取り替え
ること（規則 4.1b(3)）が認められる場合、クラブハウス（そのプレーヤーのロッカーな
ど）、ゴルフショップ、あるいはメーカーのトラック、またはその他の類似の場所から持っ
てきたクラブの部品は「そのラウンド中にそのプレーヤーのために誰かが運んでいた」とは
みなされず、そのプレーヤーや他の誰かによって組み立てることが認められる。 

 

規則 4.1b の解釈： 

4 .1b/1 – マッチでプレーヤーの１人がホールのプレーを始めた後の調整の罰の適用方法 

マッチのどちらかのプレーヤーがホールのプレーを始めた後に規則 4.1bの違反が発覚した
場合、そのマッチの調整の罰はそのホールを終えた時点で適用される。違反をしたプレーヤ
ーがそのホールをまだ始めていなかった場合、そのプレーヤーはホールとホールの間にいる
ので、次のホールでの違反とはならない。 

例えば、1番ホールを終えた後で、プレーヤーは 2番ホールのティーショットを打った。相
手がティーショットを打つ前に、その相手は自分が規則 4.1b(1)に違反して 15本のクラブ
を持ち運んでいたことに気づいた。その相手はまだ 2番ホールを始めていなかったので、マ
ッチのスコアはプレーヤーに 1ホールが与えられるように調整されるだけであるが、2番ホ
ールはそのプレーヤーがティーショットを打った時点で始まっていたので、そのマッチのス
コアは 2番ホールが終了するまで変更されない。 

 

規則 4.2a(1)の解釈： 

4 .2a(1)/1 – 適合球リストに掲載されていない球のステータス 

最新の適合球リストに掲載されているブランドとモデルの球を使用することをプレーヤーに
求めるローカルルールを委員会が採用していない競技会では、プレーヤーは次の球を使用す
ることができる： 

• テストされたことのないブランドとモデル－そうした球は適合していると推定され、立証
責任はその球が適合していないと主張する人に課せられる。 

• 以前は適合球リストに掲載されていたが、最新のリストに掲載するための再提出が行われ
なかったブランドとモデル－そうした球は引き続き適合と推定される。 

しかしながら、テストされて用具規則に適合していないことが判明しているブランドとモデ



 
ルの球は、ローカルルールが採用されているかどうかにかかわらずプレーしてはならない。 

 

4 .2a(1)/2 – 「クロスアウトボール」、「再生ボール」、「練習用ボール」のステータス 

プレーヤーがメーカーによって「X-Out」や「Practice」とマーキングされた球や、再生処理
が施された球でプレーすることを選ぶ場合、そうした球は用具規則に基づいて次のように扱
われる： 

• 「X-Out（クロスアウト）」はメーカーが不良品とみなした球（多くの場合、ペイントや
印字のエラーなどの審美的理由）に用いられる一般的な名称であり、したがって、そのブ
ランド名を消している。「再生ボール」とは、洗浄されて「refurbished」あるいは類似
の印字が施された中古のロストボールのことを言及している。 

「クロスアウトボール」や「再生ボール」が用具規則に適合していないという強い証拠が
ないのであれば、プレーヤーはその球を使うことが認められる。 

しかしながら、委員会がローカルルールとして適合球リストを採用している場合、問題と
なっている球に施されている識別マークが適合球リストに掲載されていたとしても、そう
した球を使ってはならない。 

• 「練習用ボール」は一般に適合球リストに掲載されている適合球に「Practice」や類似の
印字が施された球である。「練習用ボール」はオウンネーム（倶楽部名、コース名、会社
名、学校名、あるいはその他のロゴ）が施された球と同じ方法で扱われる。 

そうした球は委員会がローカルルールとして適合球リストを採用している場合であったと
しても、使用することができる。 

 

4 .2a(1)/3 – 不適合球をプレーしてもそのストロークを無視する場合には罰はない 

プレーヤーが不適合球やローカルルールが採用されているときにリストに掲載されていない
球にストロークを行った場合、そのストロークをそのプレーヤーのスコアにカウントしない
ときは、そのプレーヤーは失格とはならない。 

プレーヤーが罰を受けない場合の例は、そのプレーヤーが次の球として認められない球をプ
レーしたときを含む： 

• 暫定球として（しかし、その暫定球はインプレーにはならなかった）。 

• その球でのストロークが取り消された場合。 

• 規則 20.1c(3)に基づく第 2の球として（しかし、その球はそのプレーヤーのスコアには
カウントされなかった）。 

 

規則 4.3a(1)の解釈： 

4 .3a(1)/1 – 傾斜を測定するための用具の使用制限 

プレーヤーは傾斜や輪郭を判断したり、測定する支援のために自分のクラブを測鉛線として
使うことができるが、傾斜や輪郭を判断するためにプレーヤーが使うことができないその他
の用具がある。 

 

例えば、プレーヤーは次のことによって傾斜を測定することは認められない： 

• 水準器として機能するように容器に入ったドリンクを置くこと。 

• 気泡水準器を持ったり、置いたりすること。 

• 測鉛線として糸に吊り下げた重りを使うこと。 

 

規則 4.3a(2)の解釈： 

4 .3a(2)/1 – 風に関する情報を得るために人工物を使用することは認められない 

規則 4.3a(2)は風に関する情報を得るために使うことが認められない人工物のひとつの例
（風向きを評価するための粉）を示している。しかしながら、その他の人工物も風に関する
情報を得るというためだけの目的で使用してはならない。 



 
例えば、風の吹いている方向を知るためにハンカチを空中でなびかせるためだけの目的でそ
のハンカチを取り出す場合、そのプレーヤーの行為は規則 4.3の違反となる。 

 

規則 4.3a(4)の解釈： 

4 .3a(4)/1 – コースで放映されている映像を見ること 

プレーヤーがゴルフ競技会の観客のために放映されている映像を見ても、規則 4.3a(4)の違
反とはならない。 

例えば、プレーヤーがティーに立ってプレーを待っているときに、その競技会のライブ中継、統
計情報、風速、その他の類似の映像や情報を映しているパブリックモニターを見ることができる
場合、そのプレーヤーがその中継や情報を見て、クラブの選択、ストロークを行う、またはプレ
ー方法の決定に役立つ可能性があったとしても、規則 4.3の違反とはならない。 

 

規則 4.3 の一般的な解釈： 

Rule 4.3/1 – プレーヤーがホールとホールの間で規則 4.3の違反をした：罰の適用方法 

規則 4.3の最初の違反について、プレーヤーはその違反が起きたホールで一般の罰を受け
る。しかしながら、プレーヤーが 2つのホールのプレーの間で規則 4.3に違反した場合、そ
の罰はプレーする次のホールに適用される。 

例えば、プレーヤーが 2つのホールのプレーの間で自分のスイングプレーンを確認するため
にアラインメント用の棒を使った。 

マッチプレーでは、そのプレーヤーは次のホールの負けとなる。ストロークプレーでは、そ
のプレーヤーは 2罰打を受け、次のホールは 3打目のストロークを行うことから始めること
になる。 

 

規則 5.2bの解釈： 

5 .2b/1 – ストロークプレーでの「その日の自分の最終ラウンドの終了」の意味 

ストロークプレーで、プレーヤーはその日の自分の最終ラウンドを終了し、そのコースでは
その日にそれ以上のホールを競技会の一部としてプレーすることはなかった。 

例えば、2日間で行われる 36ホール競技の初日の第 1ラウンドを終了した後で、プレーヤーの次
のラウンドが翌日になるまで始まらないのであれば、そのプレーヤーは規則 5.2により、その日
のうちに競技会で使うコースで練習することが許される。 

しかしながら、そのプレーヤーが 1つのラウンドを終了したものの、同日にそのコースで別
のラウンドやラウンドの一部をプレーすることになっている場合、そのコースで練習するこ
とは規則 5.2bの違反となる。 

例えば、マッチプレー競技に進むためのストロークプレーによる予選ラウンドのプレーを終
了した後で、プレーヤーがそのコースで練習した。すべてのプレーが終わった後で、そのプ
レーヤーはマッチプレー競技に進む最後の順位にタイとなった。タイは、同日そのコースで
プレー終了後速やかにプレーされるストロークプレーによるホール・バイ・ホールのプレー
オフで決定することになっていた。 

そのプレーヤーがそのコースで練習したことが規則 5.2bの最初の違反であった場合、その
プレーヤーはプレーオフの最初のホールに適用される一般の罰を受ける。 

それが２回目の違反であった場合、そのプレーヤーはプレーオフの前にそのコースで練習し
たことについて規則 5.2bに基づきプレーオフで失格となる。 

 

5 .2b/2 – ホール終了後の練習ストロークはラウンドとラウンドの間であっても認められる 

規則 5.5b（ホールとホールの間の練習の制限）の練習の許可は規則 5.2bの禁止事項に優先し、プレ
ーヤーが同日に再度同じホールをプレーすることになっていたとしても、終了したばかりのホール
のパッティンググリーンやその近くで練習することが認められる。 

その日のプレーが終わっていなかったとしても、終了したばかりのホールのパッティンググリーン
やその近くで練習することが認められる例は次の場合を含む： 

• プレーヤーは 1 日で行われる 9 ホールのコースでの 18 ホールのストロークプレー競技で



 
プレーしており、第 1 ラウンドで 3 番ホールを終了した後にその 3 番ホールのグリーンで
練習パットを行った。 

• プレーヤーは 1 日で行われる同じコースでの 36 ホールのストロークプレー競技でプレーし
ており、第 1 ラウンドで 18 番ホールを終了した後にその 18 番ホールのグリーンの近くで
練習チッピングを行った。 

 

5 .2b/3 – 連日に及ぶ競技会ではラウンド前のコース上での練習が認められる場合がある 

連日に及ぶ競技会がコースで予定され、委員会が一部のプレーヤーたちは初日にプレーし、
その他のプレーヤーたちは後日にプレーするように予定を決めていた場合、プレーヤーは自
分のラウンドをプレーすることが予定されていない日であればいつでもそのコースで練習す
ることが認められる。 

例えば、競技会が土曜日と日曜日に予定されていて、プレーヤーは日曜日にだけプレーする予
定の場合、そのプレーヤーは土曜日にそのコースで練習することが認められる。 

 

 

 

規則 5.3aの解釈： 

5 .3a/1 – スタート時間の罰を免除する例外的な状況 

規則 5.3a に基づく例外 3 の「例外的な状況」という言葉は、プレーヤーの力の及ばない不運
や予期しない出来事を意味しているのではない。コースへ到着するための時間に余裕をもつこ
とや、遅延の可能性を考慮に入れることはプレーヤーの責任である。 

どういった場合が例外的であるのかは各ケースの状況次第であり、委員会の決定に委ねられ
るので、それを決定するための具体的なガイダンスは規則に存在しない。 

次の例には含まれていない重要な要素として、委員会がその状況が例外的であるとみなすほ
どに複数のプレーヤーが関与している状況については考慮すべきということがある。 

例外的とみなすべき状況の例は次を含む： 

• プレーヤーが事故現場に遭遇し、医療支援を行ったり、目撃者としての証言を求められた
が、そうしたことがなければ時間通りにスタートしていた。 

• プレーヤーが宿泊していたホテルで火災報知機が鳴り、避難しなければならなかった。そ
のプレーヤーが部屋に戻って、着替えたり、自分の用具を回収できたときには、そのプレ
ーヤーは自分のスタート時間に間に合うことは不可能となっていた。 

通常、例外的とはみなされない状況の例は次を含む： 

• プレーヤーはコースに向かう途中で道に迷ったり、車が故障した。 

• コースへの道のりでひどい渋滞につかまったり、交通事故のせいで予想以上の時間がかか
ってしまった。 

 

5 .3a/2 – 「スタート地点」の意味 

規則 5.3aの「スタート地点」とは、委員会が設定した、プレーヤーが自分のラウンドを始
めるホールのティーイングエリアのことである。 

例えば、委員会は一部の組を 1番ティーからスタートさせ、一部の組を 10 番ティーからス
タートさせることができる。「ショットガンスタート」では、委員会は各組を異なるホール
からスタートさせるように割り振ることができる。 

委員会はプレーヤーがスタート地点に到着していることになる基準を定めることができる。
例えば、委員会はスタート地点に到着していることになるためにはプレーヤーはプレーする
ホールのティーイングエリアのギャラリーロープ内にいなければならないと規定することが
できる。 

 

5 .3a/3 – 「プレーをすぐに始めることができる状態」の意味 

「プレーをすぐに始めることができる状態」という言葉は、プレーヤーが少なくともすぐに



 
使える準備ができている 1本のクラブと１つの球を手にしていることを意味している。 

例えば、プレーヤーがスタート時間までに 1つの球と 1本のクラブ（たとえ、そのプレーヤ
ーのパターだけであったとしても）を手にしてスタート地点に到着している場合、そのプレ
ーヤーは「プレーをすぐに始めることができる状態」とみなされる。そのプレーヤーが自分
のプレーする順番となったときに異なるクラブの到着を待つことに決めた場合、不当の遅延
（規則 5.6a）について罰を受けるだろう。 

 

5 .3a/4 – スタート地点にいたプレーヤーがスタート地点から離れる 

プレーヤーはスタート地点でプレーをすぐに始めることができる状態であったが、その後何
らかの理由でスタート地点を離れた場合、適用される規則はそのプレーヤーがスタート時間
にスタート地点でプレーをすぐに始めることができる状態であったかどうかによる。 

例えば、プレーヤーのスタート時間は 9:00amであり、そのプレーヤーは 8:57amにはスター
ト地点に到着し、プレーをすぐに始めることができる状態であった。そのプレーヤーはロッ
カーに何かを置き忘れたことに気づき、それを取りに行くためにそのスタート地点を離れ
た。そのプレーヤーがスタート地点に 9:00:00amに戻って来なかった場合、そのプレーヤー
は自分のスタート時間に遅刻したことになり、規則 5.3aが適用される。 

しかしながら、そのプレーヤーが 9:00amにスタート地点でプレーをすぐに始めることがで
きる状態であり、その後で自分のロッカーに向かった場合、そのプレーヤーは自分のスター
ト時間にスタート地点でプレーをすぐに始めることができる状態であったことにより規則
5.3aの要件を満たしていたので、規則 5.6a（不当の遅延）に基づき罰を受けるだろう。 

 

5 .3a/5 – 両方のプレーヤーが遅刻した場合、マッチは 2 番ホールから始まる 

マッチの両方のプレーヤーは自分たちのスタート時間が過ぎてから 5分未満にスタート地点
にプレーをすぐに始めることができる状態で到着し、どちらのプレーヤーにも例外的な状況
（例外 3）はなかった場合、両者ともにそのホールの負けの罰を受け、最初のホールの結果
はタイとなる。 

例えば、スタート時間が 9:00amのときに、プレーヤーはスタート地点にプレーをすぐに始
めることができる状態で 9:02amに到着し、相手はプレーをすぐに始めることができる状態
で 9:04amに到着した場合、プレーヤーは相手よりも先に到着していたとしても両者ともに
ホールの負けの罰を受ける（例外 1）。したがって、1番ホールはタイとなり、そのマッチ
は 2番ホールからオールスクエアで始まる。両者が 2番ホールのティーイングエリアに向か
うために 1番ホールをプレーしても罰はない。 

 

規則 5.5a の解釈： 

5 .5a/1 – 適合球と同様のサイズの球で練習ストロークをすることは違反となる 

規則 5.5aに基づく「練習ストローク」は、クラブで適合球を打つことだけではなく、プラ
スティック製の練習ボールなど、ゴルフボールと同様のサイズのその他の種類の球を打つこ
とも扱っている。 

ティーや自然物（石や松ぼっくり）をクラブで打つことは練習ストロークではない。 

 

規則 5.5b の解釈： 

5 .5b/1 – ホールとホールの間での練習はいつから認められるか 

プレーヤーは自分が 2つのホールのプレーの間であれば練習パッティングやチッピングをす
ることが認められる。2つのホールのプレーの間とは、プレーヤーが直前のホールのプレー
を終了した場合や、パートナーを伴う形式ではサイドが直前のホールのプレーを終了した場
合をいう。 

プレーヤーが 2つのホールのプレーの間となる例： 

マッチプレー： 

シングル プレーヤーがホールアウトした、自分の次のストロークが
コンシードされた、ホールの結果が決定した。 



 

フォアサム サイドがホールアウトした、サイドの次のストロークがコ
ンシードされた、ホールの結果が決定した。 

フォアボール 両方のパートナーがホールアウトした、両方のパートナーの
次のストロークがコンシードされた、ホールの結果が決定し
た。 

 

ストロークプレー： 

個人 プレーヤーがホールアウトした。 

フォアサム サイドがホールアウトした。 

フォアボール 両方のパートナーがホールアウトした、またはパートナーの
一人がホールアウトし、もう一方のパートナーのスコアはそ
のサイドのスコアには採用されない。 

ステーブルフ
ォード、パー
/ボギー、最
大スコア 

プレーヤーがホールアウトした、またはスコアがゼロポイン
トとなった、そのホールの負けとなった、あるいは最大スコ
アに達した後でピックアップした。 

 

 

 

規則 5.5c の解釈： 

5 .5c/1 – ストロークプレーのラウンドが再開したときは追加の練習の許可はもはや適用さ
れない 

ストロークプレーで、中断していた後で委員会がプレーを再開した場合、その中断の前にラ
ウンドを始めていたすべてのプレーヤーはそのラウンドのプレーを再開したことになる。そ
の結果、そうしたプレーヤーは規則 5.5b（ホールとホールの間の練習ストロークの制限）
によって認められている以外の練習をすることはもはや認められない。 

例えば、委員会がその日のプレーを中断し、プレーは翌日の 8:00amに再開することになっ
ていた場合、特定のティーイングエリアからプレーする 3番目の組にいたプレーヤーは、プ
レーが 8:00amに再開した後は指定練習区域で練習を続けることは認められない。 

プレーヤーの組がすぐに次のストロークを行うことができなかったとしても、そのプレーヤ
ーのラウンドは再開したことになる。認められる唯一の練習は、終了したばかりのパッティ
ンググリーン、練習パッティンググリーン、あるいは次のホールのティーイングエリアやそ
の近くでパッティングやチッピングを行うことである。 

 

規則 5.6aの解釈： 

5 .6a/1 – 正当あるいは不当とみなされる遅延の例 

規則 5.6aの文脈でいう「不当の遅延」とは、他のプレーヤーに影響を及ぼしたり、競技会
を遅らせるような、プレーヤーが自分でコントロールできる範囲のプレーヤーの行為によっ
て生じた遅延のことをいう。ラウンド中に起きる通常の出来事の結果として、あるいはプレ
ーヤーがコントロールできない短い時間の遅延は一般的に「正当な」遅延として扱われる。 

どういった行為が正当あるいは不当であるかの決定は、そのプレーヤーが同じ組の他のプレ
ーヤーや前の組を待っていたかどうかなどを含め、すべての状況による。 

正当と扱われる可能性の高い行為の例は次の通り： 

• 飲食物を入手するために、クラブハウスやコース売店に短時間立ち寄った。 

• 委員会が通常の中断（規則 5.7b(2)）をしたときに、そのホールのプレーを終わらせるか
どうかを決めるためにプレーしている組の他のプレーヤーたちと相談する時間を取った。 

短い時間の遅延を超えたプレーの遅延を生じさせた場合に、不当の遅延と扱われる可能性の
高い行為の例は次の通り： 

• 紛失したクラブを回収するために、パッティンググリーンからティーイングエリアに戻っ



 
た。 

• 認められている 3分の捜索時間が経過した後に、数分間にわたり紛失球を探し続けた。 

• 委員会が認めていない場合に、飲食物を入手するためにクラブハウスやコース売店に数分
間を超えて立ち寄った。 

 

5 .6a/2 – 突然の病気や怪我に見舞われたプレーヤーには回復のために通常 15分の時間が認
められる 

プレーヤーが突然の病気や怪我（熱中症になったり、蜂に刺されたり、飛んできたゴルフボ
ールに当たったりなど）に見舞われた場合、委員会は通常そのプレーヤーに回復のために 15
分までの時間を認めるべきであり、プレーを続けない時間が 15分を超える場合にはそのプ
レーヤーはプレーを不当に遅らせていることになる。 

プレーヤーがラウンド中に怪我の症状を緩和するための処置を繰り返し受ける場合にも、委
員会は通常同じ制限時間（15分）をそのプレーヤーがその処置に費やす合計時間に適用すべ
きである。 

 

規則 5.7a の解釈： 

5 .7a/1 – どのような場合にプレーヤーがプレーを止めたことになるか 

規則 5.7aの文脈でいう「プレーを止める」とは、プレーヤーによる意図的な行為や止めたこ
とになるほど十分に長い遅延のどちらかである。一時的な遅延は、正当であるか不当である
かにかかわらず、規則 5.6a（不当の遅延）で扱っている。 

委員会がプレーを止めたことについて規則 5.7aに基づいてプレーヤーを失格とする可能性
が高い例は下記の場合を含む： 

• プレーヤーがフラストレーションを溜めて、戻って来るという意図なしにコースから歩い
て立ち去った。 

• 委員会が認めていない場合に、プレーヤーが 9ホール終了後にテレビを見るためや昼食を
取るために長時間クラブハウスに立ち寄った。 

• プレーヤーがかなりの時間にわたって雨宿りをした。 

 

規則 5.7b(1)の解釈 

5 .7b(1)/1 – プレーヤーがプレーを止めなかったことが正当化される状況 

規則 5.7b(1)に基づいて、委員会がプレーの即時中断を宣言した場合、すべてのプレーヤー
は直ちにプレーを止めなければならない。この中断の意図は雷などの潜在的な危険な状況が
存在する場合に、できるだけ速やかにコースから人を立ち去らせるようにすることである。 

しかしながら、中断が宣言されたときに混乱や不確実性が生じることがあり、プレーヤーが
直ちにプレーを止めなかった理由を説明したり、正当化する状況もあり得る。そうしたケー
スでは、規則 5.7b例外は委員会が規則の罰を課さないことに決めることを認めている。 

プレーが中断された後にプレーヤーがストロークを行った場合、委員会はそのプレーヤーを
失格とすべきかどうか決定するときにすべての関連する事実を考慮しなければならない。 

委員会が中断後にプレーを続けたことが正当化されると決定する可能性の高い例は次の場合
を含む： 

• プレーヤーはコースの遠い場所におり、プレー中断の合図が聞こえなかったり、その合図
を車のクラクションなど、何かしら別のものと混同した。 

• プレーヤーはすでにスタンスを取り、クラブを球の後ろに構えていた、あるいはストロー
クのためのバックスイングを始めていて、躊躇せずにそのストロークを最後まで行った。 

委員会が中断後にプレーを続けたことが正当化されないと決定する可能性が高い例は、プ
レーヤーはプレー中断の合図が聞こえていたが、プレーを止める前にストロークを即座に
行ってしまいたいと考えた場合（ショートパットを打ってそのホールを終えたり、望まし
い風が吹いているうちにその恩恵を受けてプレーしたいなど）である。 

 



 
規則 5.7b の一般的な解釈： 

5 .7b/1 – プレーが中断された後に球をドロップしたことはプレーを止めなかったことにはな
らない 

規則 5.7bの文脈でいう「プレーを止める」とは、さらなるストロークを行わないことを意味
する。したがって、プレーの中断後、球をドロップする、完全な救済のニヤレストポイント
を決定する、あるいは球の捜索を続けるなどプレーヤーが規則に基づいて処置する場合、罰
はない。 

しかしながら、委員会が即時中断の合図を送った場合、規則 5.7b(1)の目的に照らして、す
べてのプレーヤーがさらなる行動を取ることなく、直ちに避難することが推奨される。 

 

規則 5.7c の一般的な解釈： 

5 .7c/1 – 委員会が雷の危険はないと結論づけた場合、プレーヤーはプレーを再開しなけれ
ばならない 

プレーヤーの安全は最優先であり、委員会はプレーヤーを危険にさらすリスクを取るべきで
はない。規則 5.7a（プレーヤーがプレーを中断することができる場合、または中断しなけ
ればならない場合）はプレーヤーが落雷による危険があると合理的に考えた場合、プレーを
止めることを認めている。この状況では、そのプレーヤーの考えが合理的である場合、その
プレーヤーが最終判断者となる。 

しかしながら、委員会が雷による危険がもはや存在しないと結論づけるためのすべての合理
的な方法を用いた後でプレーの再開を指示した場合、すべてのプレーヤーはプレーを再開し
なければならない。プレーヤーが自分でまだ危険だと考えたことでプレーの再開を拒否する
場合、委員会はそのプレーヤーの考えは不当であると結論づけ、そのプレーヤーは規則
5.7cに基づいて失格となるであろう。 

 

規則 5.7d(1)の解釈： 

5 .7d(1)/1 – プレーヤーは中断中に改善されたり、悪化したバンカー内のライを受け入れな
ければならないのかどうか 

プレー再開のときに球をリプレースする場合、規則 14.2d（元のライが変えられた場合に球
をリプレースする場所）は適用されず、そのプレーヤーは元のライを復元することを要求さ
れない。 

例えば、プレーが中断したときにプレーヤーの球はバンカーの砂にくい込んでいた。プレー
の中断中に、そのバンカーはメンテナンススタッフによって整備され、砂の表面はスムーズ
にならされた。そのプレーヤーは、それが砂の表面となり、砂にくい込まないことになった
としても、その球が拾い上げられたと推定する箇所に球をプレースすることでプレーを再開
しなければならない。 

しかしながら、そのバンカーがメンテナンススタッフによって整備されなかった場合、その
プレーヤーはプレーが中断する前のストロークに影響する状態を必ずしも保証されていな
い。ストロークに影響する状態が自然の力（風や水など）によって悪化した場合、そのプレ
ーヤーはそのように悪化した状態を改善してはならない（規則 8.1d）。 

 

5 .7d(1)/2 – プレーを再開するときに球をリプレースする前のルースインペディメントの取
り除き 

プレーヤーは球をリプレースする前に、その球が止まっていたときに取り除いていたらその球を動

かす原因となっていたと思われるルースインペディメントを取り除いてはならない（規則 15.1a 例

外 1）。しかしながら、プレーの再開時には、その球を拾い上げた時にはその場所になかったルー

スインペディメントがある場合、その球をリプレースする前にそのルースインペディメントを取り

除くことができる 

 

規則 6.1b(1)の解釈： 

6 .1b(1)/1 – マッチプレーでティーイングエリアの外から球をプレーしたが、相手がそのス
トロークを取り消さない場合 



 
マッチプレーで、ホールのプレーを始めるときにティーイングエリアの外から行われたスト
ロークが取り消されない場合、規則 6.1b(1)はそのプレーヤーはその球をあるがままにプレ
ーすると規定している。しかしながら、そのプレーヤーは必ずしもその球をあるがままにプ
レーすることが許されるとは限らない場合もある。 

例えば、ホールのプレーを始めるときにプレーヤーがティーイングエリアの外（別に設置さ
れていた間違ったティーマーカーから）から打った球がアウトオブバウンズとなったが、相
手はそのストロークを取り消さなかった。 

そのプレーヤーのストロークは取り消されなかったので、その球はアウトオブバウンズとな
ることから、そのプレーヤーは直前のストロークを行った場所から球をプレーすることでス
トロークと距離の救済を受けなければならない。しかしながら、そのストロークはティーイ
ングエリアの内側からプレーされてはいなかったので、その球はティーアップではなく、ド
ロップしなければならない（規則 14.6b参照－直前のストロークをジェネラルエリア、ペナ
ルティーエリア、バンカーから行った）。 

 

規則 6.1の一般的な解釈： 

6 .1/1 – ティーマーカーが 1つ、あるいは両方なくなっている場合にはどうすべきか 

ティーマーカーが 1つ、あるいは両方なくなっていることにプレーヤーが気付いた場合、そ
のプレーヤーは委員会に支援を求めるべきである。 

しかしながら、妥当な時間内に委員会の支援を受けられない場合、そのプレーヤーは自分の合
理的な判断（規則 1.3b(2)）を用いてティーイングエリアの場所を推定すべきである。 

そうした推定は速やかに行われなければならず、正確にはできないということを認めた上
で、たとえその後で間違っていることが分かったとしても、そのプレーヤーのティーイング
エリアの場所の合理的な判断は受け入れられることになる（規則 1.3b(2)）。 

 

 

規則 6.2b(4)の解釈： 

6 .2b(4)/1 – プレーヤーによって動かされたティーマーカーはリプレースすべき 

ティーイングエリアからプレーするストロークを行う前に、プレーヤーはそのストロークに
影響を及ぼす状態を改善するためにそのティーイングエリアのティーマーカーを動かしては
ならない（規則 6.2b(4)）。 

しかしながら、次のことによってプレーヤーがティーマーカーを動かしても罰はない： 

• ティーマーカーにつまずく。 

• 怒ってティーマーカーを叩く（ただし、委員会が重大な非行とみなす可能性がある）。ま
たは、 

• 特に理由もなくティーマーカーを持ち上げる。 

ティーマーカーを動かすことはその競技会に著しい影響を及ぼしかねないので、ティーマー
カーを動かすべきではなく、動かした場合には元の位置に戻すべきである。 

しかしながら、プレーヤーがティーマーカーを別の場所に置くべきと考えたからという理由
で動かしたり、故意にティーマーカーを破壊した場合、委員会はゲームの精神に反する重大
な非行についてそのプレーヤーを失格とすることを選ぶことができる（規則 1.2a）。 

 

規則 6.2b(6)の解釈： 

6 .2b(6)/1 – ティーイングエリアに止まった球をあるがままにプレーする必要はない 

プレーヤーの球がティーイングエリア内にあるときはいつでも、そのプレーヤーは罰なしに
その球をそのティーイングエリア内の別の箇所に動かすことができ、ティーアップしてプレ
ーすることができる。 

例えば、プレーヤーがティーイングエリアから最初のストロークを行ったが、球にわずかに
かすっただけで、その球はティーイングエリア内の地面に止まった、あるいはティーアップ
されたまま残った。 

その球はそのティーイングエリア内にあるので、そのプレーヤーはその球をあるがままにプ



 
レーするか、たとえ球はインプレーであっても、罰なしにそのティーイングエリア内の別の
箇所に動かして、その場所からプレーすることができる。そのプレーヤーはその球をティー
アップすることもできるし、球が載っているティーの高さを調整することもできる。 

 

規則 6.3a の解釈： 

6 .3a/1 – 球がどこで入れ替わったのか分からない場合にはどうすべきか 

ホールアウトした後で、２人のプレーヤーは自分たちがお互いの球でホールを終えたことを
知ったが、その球がそのホールのプレー中に入れ替わったのかどうかを立証できない場合、
罰はない。 

例えば、ホールのプレーの後で、プレーヤーA がプレーヤーB の球で、プレーヤーB がプレー
ヤーAの球でホールアウトしていたことを知った。両方のプレーヤーは自分たちがティーイン
グエリアからプレーした球でホールアウトしたことについては確信していた。 

この状況では、プレーヤーは各ホールを適合であればどの球でも始めることが認められてい
るので（規則 6.3a）、別の証拠がある場合を除き、その球はそのホールを始める前に入れ
替わったと決定すべきである。 

 

規則 6.3c(1)の解釈： 

6 .3c(1)/1 – 「単にその球をプレーしたことに対する罰打」の意味 

特定の球に行われたストロークがプレーヤーのスコアにカウントされない場合、その球をプ
レーしている間にそのプレーヤーが受けた罰は、そのプレーヤーのインプレーの球にも適用
される罰を受けた場合を除き、カウントしない。 

インプレーの球には適用されないので無視される罰の例は次を含む： 

• その球に故意に触れたり、動かす原因となった（規則 9.4）。 

• スタンスをとる間にプレーヤーのキャディーがそのプレーヤーの後方に立っていた（規則
10.2b(4)）。 

• ストロークのためのバックスイングで砂に触れた（規則 12.2b(2)）。 

インプレーの球にも適用されるので無視されない罰の例は次を含む： 

• ホールのプレー中に練習ストロークを行った（規則 5.5a）。 

• 誤球をプレーした（規則 6.3c(1)）。 

• アドバイスを求めたり、与えた（規則 10.2a） 

 

規則 6.4c の解釈： 

6 .4c/1 –ティーイングエリアから違った順番で暫定球をプレーした場合、そのストローク
を取り消すことはできない 

オナーであったプレーヤーが自分の相手が暫定球をプレーした後で暫定球をプレーすること
に決めた場合、そのプレーヤーは規則 6.4a(2)に基づいてその相手の暫定球のストロークを
取り消すことはできない。 

例えば、プレーヤーAがオナーでティーイングエリアから最初にプレーした。プレーヤーB
（相手）は次にプレーし、アウトオブバウンズの可能性があったので、暫定球をプレーする
ことに決め、暫定球をプレーした。プレーヤーBが暫定球をプレーした後で、プレーヤーA
は自分も暫定球をプレーすることに決めた。 

プレーヤーAはプレーヤーBが暫定球プレーしたことを知った後になって初めて暫定球をプ
レーするという意図を明らかにしたので、プレーヤーAはプレーヤーBの暫定球のストロー
クを取り消す権利を放棄していたことになる。しかしながら、プレーヤーAは依然として暫
定球をプレーすることができる。 

 

規則 6.5 の解釈： 

6 .5/1 – ホールを終了していたことを知らずに別の球をプレーした 



 
プレーヤーがホールアウトしていた場合、そのホールは終了となるので、そのプレーヤーは
別の球をプレーしたことについて罰を受けない。 

例えば： 

• 自分の球を見つけることができなかったので、そのプレーヤーは別の球をインプレーにし
たり、そのホールをコンシードした（そのホールは終了していたのでそのコンシードは無
効である）。 

• 自分の球を 3分間捜索した後で、そのプレーヤーはその球を見つけることができず、暫定
球でのプレーを続けた。 

• 自分の球だと信じて、そのプレーヤーは誤球をプレーした。 

プレーヤーがそのホールを終了していたことを知らずに、そのホールのプレーを別の球で終
了しようとしていた場合、そのプレーヤーのさらなるプレーは練習とはみなされない（規則
5.5a）。 

 

規則 7.1a の解釈： 

7 .1a/1 – フェアに捜索する一部となる可能性が低い行動の例 

フェアに捜索する一部として妥当とみなされる可能性が低く、ストロークに影響を及ぼす状
態の改善があった場合に一般の罰を受けることになる行動の例は次を含む： 

• 球があると思われる区域を歩いたり、その区域の中にある球を捜索するために必要な程度
を超えて芝草の区域を平らにする行動をとること。 

• その地面から生長物を意図的に取り除くこと。または、 

• 球が止まっている場所に行きやすくするために木の枝を折ること（その枝を折らなくても
球が止まっている場所に行くことは可能であった）。 

 

規則 7.2 の解釈： 

7 .2/1 – 回収することができない球の確認 

プレーヤーには木の上、あるいはどこか別の場所にある球が見えているが、その球を回収で
きない場合、そのプレーヤーはその球が自分の球であるとみなすことはできず、規則 7.2に
規定されている方法の一つでその球を確認しなければならない。 

そうした確認はたとえそのプレーヤーがその球を回収できなかったとしても、次のことによ
って行うことができる： 

• その球が間違いなくプレーヤーの球であると確認できるマークを見るために双眼鏡や距離
計測器を使用する。または、 

• 別のプレーヤーや観客が、プレーヤーのストローク後にその球がその特定の場所に止まる
のを見ていたことが分かる。 

 

規則 7.4 の解釈： 

7 .4/1 – 捜索中に動かされた球をリプレースする元の箇所の推定 

プレーヤーの球が捜索中に偶然に動かされ、リプレースする元の箇所を推定しなければなら
ない場合、そのプレーヤーは動かされる前にその球が位置していた場所について利用できる
すべての合理的な証拠を考慮すべきである。 

例えば、球の元の箇所を推定する場合、そのプレーヤーは次のことを考慮すべきである： 

• その球がどのように見つかったのか（例えば、踏みつけられたのか、蹴飛ばされたのか、
あるいはクラブや手で探っていたときに動かされたのか）。 

• その球は見えていたのかどうか。そして、 

• その球の地面や生長物との相対的な位置（その球は芝草に寄り掛かっていたのか、埋もれ
ていたのか、芝草の中でどれくらい沈んでいたのかなど）。 

その球をリプレースするとき、ルースインペディメントはライの一部ではないので、プレー
ヤーは同時に動かされていたかもしれないルースインペディメント（葉っぱなど）を元の位



 
置に戻す必要はない。多くの場合、ルースインペディメントを元の位置に戻すことを要求し
たとしても、元の状況を復元することは不可能に近いだろう。 

例えば、ペナルティーエリアで落葉に覆われた球を捜索している間に、プレーヤーはその球
を蹴飛ばし、球の近くの落葉も動かしてしまった。その球を元の箇所、あるいは推定箇所に
リプレースしなければならないが、たとえ球が間違いなく落葉の下にあった場合でも、その
落葉を元の位置に戻す必要はない。 

 

7 .4/2 – プレーヤーが捜索中に木の上にある球を落としたり、長い草の中の球を踏む 

プレーヤーが球を見つけようとしていたり、確認しようとしているときにその球が偶然に動
かされた場合、規則 7.4が適用され、罰なしにその球を推定箇所にリプレースしなければな
らない。 

この規則はプレーヤーが球を見つけようとして、その球を動かすことでその位置が明らかに
なる可能性が高い合理的な行動をとる状況にも適用される。 

そうした合理的な行動の例はプレーヤーが次のことをする場合を含む： 

• 自分の球は木の上にあると考え、その球が落ちてきて見つかることを望んでその木を揺ら
す。 

• 踏みつけたり、蹴飛ばすことで球が見つかるようにと、自分の足で前後に掃きながら長い
芝草の中を歩いて行く。 

 

規則 8.1aの解釈 

8 .1a/1 – 潜在的な利益となる可能性が高い行動の例 

ストロークに影響を及ぼす状態を改善しそうな（つまり、プレーヤーに潜在的な利益を与え
る可能性が高い）行動の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーがピッチマークやディボット跡に影響を受ける可能性のあるストローク（例え
ば、パットや低く転がすチップ）を行う前に、自分の球の数ヤード前方のプレーの線上に
あるジェネラルエリアのピッチマークを修理したり、ディボット跡にディボットを戻し
た。 

• プレーヤーの球がグリーン横のバンカーの中にあり、短い距離のショットをプレーする前
に球の前方の自分のプレーの線上にあった足跡をならしたが、そのプレーヤーはそのなら
した区域を越えてプレーするつもりであった（規則 12.2b(2)参照－砂に触れた結果、罰
を受けない場合）。 

 

8 .1a/2 –潜在的な利益となる可能性が低い行動の例 

ストロークに影響を及ぼす状態を改善しそうもない（つまり、プレーヤーに潜在的な利益を
与える可能性が低い）行動の例は次の場合を含む： 

• ジェネラルエリアから 150ヤードのアプローチショットを行う前に、プレーヤーが自分の
球の数ヤード前方のプレーの線上にあった小さなピッチマークを修理したり、バンカー内
の足跡をならしたり、あるいはディボット跡にディボットを戻した。 

• プレーヤーの球が縦に長くて浅いフェアウェイバンカーの真ん中にあり、その球の数ヤー
ド前方のプレーの線上にあった足跡を長い距離のショットをプレーする前にならしたが、
そのプレーヤーはそのならした区域を越えてプレーするつもりであった（規則 12.2b(2)
参照－砂に触れた結果、罰を受けない場合）。 

 

8 .1a/3 – 意図するストロークのための状態を改善したプレーヤーは別のストロークを行っ
たとしても違反となる 

プレーヤーが特定の方法で球をプレーしようとして、その特定のストロークに影響を及ぼす
状態を改善し、その状態を復元することによっても罰を免れない場合、そのプレーヤーはそ
の特定の方法でその球を次にプレーするか、改善したことに影響されない別の方法でプレー
するかにかかわらず、規則 8.1aの違反となる。 

例えば、プレーヤーが意図するストロークのためのスタンスやスイング区域に障害となって
いた枝を折り、その枝を折ることなくスタンスをとることができた場合、その球を別の方向



 
にプレーしたり、その枝がストロークに影響しない場所に救済を受けることで罰を免れるこ
とはできない。このことは、プレーヤーがホールを始めるときに枝を折って、ティーイング
エリア内の別の場所に移動した場合にも適用される。 

改善した状態を復元することによって罰を免れることができるかどうかについては規則
8.1c 参照。 

 

8 .1a/4 – 動かせない障害物を動かしたり、曲げたり、壊す例 

アウトオブバウンズにあるフェンス（そのフェンスは境界物ではない）の一部が傾いてコー
ス側に出ていたので、プレーヤーはそのフェンスが垂直になるように押し戻した。この行為
は動かせない障害物を動かすことでストロークに影響を及ぼす状態を改善することを禁止し
ている規則 8.1a の違反となっていた。そのプレーヤーは規則 8.1c（改善した状態を復元する
ことによって罰を免れる）によって許されているように、自分の次のストロークの前にその
フェンスを元の位置に戻すことでその状態を復元する場合を除き、一般の罰を受ける。 

そうした状況では、規則 8.1aは動かせない障害物を動かしたり、曲げたり、壊すことを禁
止しているが、プレーヤーには規則 16.1b（異常なコース状態からの救済）に基づいて、傾
いてコース側に出ている動かせない障害物の一部による障害からの罰なしの救済を受ける選
択肢がある。 

 

8 .1a/5 – タオルなどの物を所定の位置に置いてスタンスの場所を作ることは許されない 

定義「スタンス」には、プレーヤーが立つために自分の両足を据える場所だけではなく、ス
トロークの準備や、ストロークを行うときのプレーヤーの全身の位置を含む。 

例えば、プレーヤーがストロークを行う間に自分の体を保護するためにタオルや他の物をブ
ッシュの上に置いた場合、意図するスタンス区域を改善したことについて規則 8.1aの違反と
なる。 

球が木の下にあるためにプレーヤーがひざまずいてプレーする必要があり、ひざが濡れたり、
汚れないようにとタオルを地面に敷く場合、そのプレーヤーはスタンスの場所を作っている
ことになる。しかし、プレーヤーはそのショットをプレーする前にタオルを自分の腰に巻い
たり、レインウエアを着ることが認められる（規則 10.2b(5)参照－物理的な援助と気象条
件からの保護）。 

プレーヤーが認められない方法で物を所定の位置に置いたが、その球をプレーする前にその
誤りに気づいた場合、ストロークに影響を及ぼす他の改善がなかったのであれば、そのスト
ロークを行う前にその物を取り除くことによって、罰を免れることができる。 

 

8 .1a/6 – スタンスの場所を作るために地面を変えることは許されない 

プレーヤーはスタンスをとるときに自分の両足をしっかり据えることが認められているが、
スタンスをとる場所となる地面を変え、その地面を変えたことが意図するスタンス区域を改
善した場合は規則 8.1aの違反となる。 

地面を変えたことがストロークに影響を及ぼす状態を改善したことになりそうな例は下記を
含む： 

• そこに立つための水平な区域を作るために足でバンカーの側面の砂を落とした。 

• スタンスのためのよりしっかりとした土台を得るために柔らかい地面に過度に足を潜り込
ませた。 

プレーヤーはスタンスの場所を作るために地面の状態を変えることによって状態を改善した
時点で規則 8.1aの違反となり、その地面の状態を元の状態に復元することを試みることに
よって罰を免れることはできない。 

地面の状態を変えることの制限（規則 8.1a(3)）は、プレーヤーが球をプレーするために立
つことになる場所から大量の松葉や落葉を取り除くなど、意図するスタンス区域からルース
インペディメントや動かせる障害物を取り除くことは含まない。 

 

8 .1a/7 –プレーヤーは地面の下に木の根、岩盤、あるいは障害物があるかどうかを確認する
ために探ることができるが、状態を改善しない場合に限る 



 
規則 8.1a はプレーヤーがその状態を改善しない限り、ストロークに影響を及ぼす状態に覆
われている区域の地面に触れることを禁止していない。 

例えば、ストロークに影響を及ぼす状態を改善することがなければ、プレーヤーは球がコー
ス上のどこにある場合でもそのストロークを行ったときに自分のクラブが地面の下にある木
の根、岩盤、あるいは障害物に当たる可能性があるかどうかを確かめるために、その球の周
辺をティーや他の物で探ることができる。 

しかしながら、プレーヤーが砂の状態をテストするためにバンカーの砂を探ったかどうかに
ついては解釈 12.2b/2を参照すること。 

 

8 .1a/8 –救済エリアの地面を変えることは認められない 

救済を受けるために球をドロップする前に、プレーヤーは救済エリアの中にあるディボット
跡にディボットを戻したり、ストロークに影響を及ぼす状態を改善することになる方法で地
面を変える他の行動をとってはならない。 

しかしながら、その禁止事項はプレーヤーがその救済エリアに球をドロップすることが求め
られたり、認められることに気づいた後にだけ適用される。 

例えば、プレーヤーが球をプレーして、そのディボットを元に戻した後にその球がアウトオ
ブバウンズであったり、ペナルティーエリアの中にあったり、アンプレヤブルであったり、
あるいは暫定球をプレーすべきという理由で自分がストロークと距離に基づいてその場所か
らプレーし直さなければならない、あるいはプレーし直すことができることに気づいた場
合、その元に戻したディボットがその救済エリアの中であっても、そのプレーヤーは規則
8.1aの違反とはならない。 

 

8 .1a/9 – どのような場合にディボットは元の位置に戻されたことになるのか、また、取り除
いたり、押さえつけてはならないのか 

規則 8.1a(3)はディボット跡にあるディボット（まだ活着していなかったり、生長していなか
ったとしても地面の一部として扱われ、ルースインペディメントとしては扱われない）を押さ
えつけたり、取り除いたり、位置を変えることによってストロークに影響を及ぼす状態を改善
することを禁止している。 

ディボットはその大部分が、根を下にして、ディボット跡の中にある場合、元の位置に戻さ
れたことになる（そのディボットが切り取られた跡と同じディボット跡の中にあるかどうか
は問わない）。 

 

 

規則 8.1b の解釈 

8 .1b/1 –「クラブを軽く地面に置く」の意味 

規則 8.1bは、たとえ自分のライや意図するスイング区域を改善することになったとして
も、プレーヤーが自分の球の直前、または直後にクラブを軽く地面に置くことを認めてい
る。 

「クラブを軽く地面に」は、そのクラブの重さが地面や地面の上にある芝草、土壌、砂、あ
るいは他の物質によって支えられることを認めることを意味する。 

しかし、プレーヤーが「軽く」ではなく、そのクラブを下に押し付けることによってライや意
図するスイング区域を改善する場合、そのプレーヤーは規則 8.1aに基づいて罰を受ける。 

プレーヤーがバンカーの砂に触れたことで罰を受ける場合については規則 12.2b(1)（砂に
触れた結果、罰を受ける場合）を参照すること。 

 

8 .1b/2 – プレーヤーはスタンスをとるときに何度でも両足をしっかり据えることが認めら
れる 

規則 8.1bはプレーヤーがスタンスをとるときに両足をしっかり据えることを認めており、そ
のことはストロークを行う準備で何度でも行うことができる。 

例えば、プレーヤーはクラブを持たずにバンカーに入り、球をプレーするシミュレーション
としてスタンスをとるときに自分の両足を砂に潜り込ませ、そのバンカーを出てクラブを取



 
りに戻り、その後で再び自分の両足を砂に潜り込ませてからストローク行うことができる。 

 

8 .1b/3 – 「フェアにスタンスをとること」の例 

プレーヤーはどの方向にもプレーすることが認められるが、通常のスタンスをとったり、ス
イングを行う権利は保証されておらず、その状況に適応して最も控えめに振舞わなければな
らない。 

フェアにスタンスをとっているとみなされ、その結果として改善になっても規則 8.1bに基
づいて認められる行動の例は次を含む： 

• 後ずさりで枝や境界物のある場所に入って行く（そうすることが、たとえその枝や境界物を
邪魔にならない場所に動かしたり、曲げたり、壊す原因となったとしても、選択したストロ
ークのためのスタンスをとる唯一の方法の場合）。 

• 球をプレーしに木の下に入って行くために自分の手で枝を曲げる（そうすることが、その
木の下に入って行ってスタンスをとるための唯一の方法の場合）。 

スタンスをとるために必要以上のことをしたことでプレーヤーが罰を受ける場合について
は、解釈 8.1b/4を参照すること。 

 

8 .1b/4 – 「フェアにスタンスをとること」にならない例 

フェアにスタンスをとっているとみなされず、ストロークに影響を及ぼす状態を改善した場
合に規則 8.1aに基づいて罰を受けることになる行動の例は次を含む： 

• バックスイングやストロークの邪魔にならないようにするために故意に手や足、あるいは
体で枝を動かしたり、曲げたり、壊すこと。 

• そうしなくてもスタンスをとることができたのに、丈の高い草や雑草が意図するスタンス
やスイング区域の邪魔にならないように押し下げたり、押し分ける方法でそうした丈の高
い草や雑草の上に立つこと。 

• スタンスやスイングから離れた場所となるように、ひとつの枝を別の枝に引っ掛けたり、
２本の草を紐状に編むこと。 

• スタンスをとった後に球への視界を遮っていた枝を手で曲げること。 

• そうしなくてもスタンスをとることができたのに、スタンスをとるときに障害となってい
た枝を曲げること。 

 

8 .1b/5 – ティーイングエリアの状態を改善することは地面に限定される 

規則 8.1b(8)はプレーヤーがティーイングエリアでストロークに影響を及ぼす状態を改善す
る行動をとることを認めている。この規則 8.1aの限定的な例外は、球がティーアップされ
るか、地面からプレーされるかにかかわらず、（ティーイングエリアで生長している自然物
を取り除くことを含み）プレーヤーがティーイングエリアそれ自体の内側の地面の物理的な
状態を変えることだけを認めることを意図している。 

この例外は、意図するスイング区域の障害となるかもしれないティーイングエリアの外側に
ある木の枝を折ったり、木はティーイングエリアの外側に根付いているが、ティーイングエ
リアに張り出しているその木の枝を折るなど、プレーヤーがティーイングエリアの外側で行
動をとることによってティーショットのためのストロークに影響を及ぼす状態を改善するこ
とを認めていない。 

 

8 .1b/6 – プレーヤーがバンカーからプレーして脱出した後で「コースを保護するため」にバ
ンカーをならす 

バンカーにある球がプレーされ、その球がそのバンカーの外となった後で、規則 8.1b(9)と
規則 12.2b(3)は、復元することでプレーヤーのストロークに影響を及ぼす状態を改善する
ことになったとしても、「コースを保護するため」を用いてプレーヤーがそのバンカーをあ
るべき状態に復元することを認めている。このことはプレーヤーの行動が「コースを保護す
るため」と「ストロークに影響を及ぼす状態を改善するため」の両方のために故意にとられ
たとしても当てはまる。 

例えば、プレーヤーの球がパッティンググリーンの近くの大きなバンカーの中に止まってい



 
た。ホールに向けてプレーすることができなかったので、そのプレーヤーはティーイングエ
リアの方向となるバンカーの後方に向けてプレーし、球はそのバンカーの外に止まった。 

この場合、プレーヤーは球をプレーした結果として変えた区域（その球に歩み寄るときにで
きた足跡を含む）をならすことができ、プレーヤーが作ったか、そのバンカーからプレーす
るためにプレーヤーが立ち入った時にはすでに存在していたかどうかにかかわらず、そのバ
ンカーの他の区域もならすことができる。 

 

8 .1b/7 – 損傷の一部がパッティンググリーン上で一部がパッティンググリーン外でも修理
できる場合がある 

単一の損傷区域がパッティンググリーン上とパッティンググリーン外の両方にまたがってい
る場合、その損傷した区域全体を修理することができる。 

例えば、ひとつのボールマークの一部がパッティンググリーン上で一部がパッティンググリ
ーン外となる場合、プレーヤーにパッティンググリーン上の損傷部分だけ修理することを認
めるのは合理的ではない。したがって、そのボールマーク全体（パッティンググリーン上と
パッティンググリーン外の両方）を修理することができる。 

同じことが他の単一の損傷区域（獣道や蹄の跡、あるいはクラブを落としてできた凹み跡な
ど）にも適用される。 

しかしながら、損傷部分がグリーン外まで及び、グリーン上の損傷の一部として確認できな
い場合、修理することがストロークに影響を及ぼす状態を改善するときは、そのグリーン外
の損傷部分を修理することはできない。 

例えば、パッティンググリーン上から始まる靴跡それ自体がグリーン外まで及んでいる場
合、その靴跡を修理することができる。しかしながら、一方の靴跡がパッティンググリーン
上にあり、もう一方の靴跡がパッティンググリーン外にある場合、その 2つは別々の損傷区
域なので、パッティンググリーン上にある靴跡だけを修理することができる。 

 

規則 8.1d(1)の解釈： 

8 .1d(1)/1 – 別の人の行動や外的影響によって変えられた状態をプレーヤーが復元すること
が認められる例 

復元が認められる場合の例は次のときを含む： 

• プレーヤーのプレーの線が、そのプレーヤーの球が止まった後に誰かがプレーした球が作
ったジェネラルエリアのピッチマークによって悪化した。 

• プレーヤーのライ、意図するスタンスやスイング区域が、別のプレーヤーのストロークが
ディボット跡を作ったり、プレーヤーの球の上や周辺に砂、土、芝草、他の物質を堆積さ
せたときに悪化した。 

• バンカー内にあるプレーヤーの球が、そのバンカー内にある別のプレーヤーの球の近くに
あり、その別のプレーヤーがストロークを行ったときのスタンスやスイングがプレーヤー
のストロークに影響する複数の状態を悪化させた。 

そうしたすべての状況では、そのプレーヤーは罰なしに状態を復元することが認められる
が、必ずしもそうする必要はない。 

 

8 .1d(1)/2 – プレーヤーには球が止まったときにその場所にあったルースインペディメント
や動かせる障害物をそのまま残しておく権利がある 

一般的に言えば、プレーヤーは自分の球が止まったときに得ていたストロークに影響を及ぼ
す状態についての権利がある。どのプレーヤーもルースインペディメントや動かせる障害物
を動かすことができるが（規則 15.1 と規則 15.2）、そうしたことが別のプレーヤーのストロ
ークに影響を及ぼす状態を悪化させた場合、その別のプレーヤーは規則 8.1d に基づいてそう
した物を元の位置に戻すことによって、その状態を復元することができる。 

例えば、プレーヤーが下りのパットをするときに、自分の球とホールの間にあったルースイ
ンペディメントを拾い上げたが、ホールの後方にあった落葉は故意にそのまま残しておい
た。別のプレーヤーがプレーヤーの球の球止めとして役立つ可能性があったホールの後方の
そのルースインペディメントを取り除いた。 

プレーヤーのストロークに影響する状態が悪化されたので、そのプレーヤーはそのルースイ



 
ンペディメントを元の位置に戻すことが認められる。 

 

規則 8.1d(2)の解釈： 

8 .1d(2)/1 – プレーヤーが悪化した状態を復元することが認められない自然物や自然の力に
よって変えられた状態の例 

規則 8.1d はプレーヤーが自然物や自然の力（風や水など）によって変えられたストロークに
影響を及ぼす状態を復元することを認めていない。 

復元が認められない場合の例は次のときを含む： 

• 木から枝が落ちてきて、プレーヤーの球のライ、スタンスやスイング区域を変えたが、そ
の球を動かす原因とはならなかった。 

• ストロークに影響する複数の状態を変える場所に案内板や他の障害物が倒れたり、風で飛
ばされた。その障害物からどんな救済を受けることができるのかについては、規則 15.2
（動かせる障害物）と規則 16.1（異常なコース状態）を参照すること。 

 

8 .1d(2)/2 – キャディーやプレーヤーの要請で別の人が悪化させた場合、プレーヤーはスト
ロークに影響を及ぼす状態を復元することが認められない 

プレーヤー自身が状態を悪化させた場合、そのプレーヤーはストロークに影響する状態を復
元することが認められない。 

そのことはその状態をプレーヤーのキャディーやパートナー、プレーヤーの承認した行動を
とっている別の人が悪化させた場合も含む。 

その状態を復元することができない状況の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーのキャディーやパートナーがレーキを取りにバンカーの中を歩いて行き、砂に
足跡を残してプレーヤーのプレーの線を悪化させた。または、 

• プレーヤーが別の人にギャラリー整理用のロープを取り外すように依頼し、そのロープを外
しているときにロープで後方に引っ張られていた枝が元に戻り、そのプレーヤーの意図する
スイング区域を悪化させた。 

 

8 .1d(2)/3 – プレーヤーがプレーの線上のバンカーに入った場合、悪化させた状態を復元し
てはならない 

プレーヤーがストロークに影響を及ぼす状態に影響するかもしれない行動をとる場合、そう
した区域を悪化させることは、そのプレーヤーがその悪化した状態を受け入れなければなら
ないことを意味しているので、慎重になるべきである。 

例えば、プレーヤーが異常なコース状態からの救済をバンカーの近く（後方）で受けている
ときに、ドロップした球がそのバンカーの中に転がり込んだ。そのプレーヤーが再ドロップ
のためにその球を回収しにバンカーに歩いて入る間に足跡を作った場合、プレーヤーはその
状態を悪化させたことに責任があったので、規則 8 に基づいてそのバンカーを以前の状態
に復元することは認められない。 

そうした場合、そのプレーヤーは 2回目のドロップのための別の球を使うこと（規則
14.3a）、あるいは元の球を回収するときに、ストロークに影響を及ぼす状態を悪化させない
ようにさらに気をつけることができた。 

 

規則 8.2bの解釈： 

8 .2b/1 – 自分自身のプレーに影響を及ぼす他の物理的状態を改善するプレーヤーの故意の行
動の例 

規則 8.2はプレーヤーの球がコース上に止まっているとき、あるいはプレーヤーにインプレ
ーの球がないときに、ストロークに影響を及ぼす状態以外の物理的状態を変えることにだけ
適用される。 

自分自身のプレーに影響を及ぼす他の物理的状態を故意に改善するために行った場合に、規
則 8.2の違反となる規則 8.1a（状態を改善するために認められていない行動）に掲載され
ているプレーヤーの行動の例（規則 8.1bや規則 8.1cで明確に認められる場合を除く）は、



 
次のときを含む： 

• プレーヤーの球はパッティンググリーンのすぐ手前にあり、プレーの線はホールまでの直
線であったが、そのプレーヤーは自分の球が近くのバンカーの中に止まる可能性があるこ
とを心配した。ストロークを行う前に、プレーヤーはプレーしたショットがそのバンカー
の中に入った場合には良いライとなるように、そのバンカーの砂をならした。 

• プレーヤーの球は急な丘の頂上に止まっていたが、そのプレーヤーはその球をプレーする
ことができる前に風が吹いて、球がその丘を転がり落ちてホールから離れていくかもしれ
ないと心配した。そのプレーヤーはその球が止まる可能性がある場合に備えて、その坂を
下ったところの芝草を故意に押さえつけた。 

• 球をプレーに戻すときに、風や重力で動かされないようにするために地面に強く押し込む
ことによってリプレースやプレースしてプレーした。球の箇所には垂直距離も含むので、
その球は誤所にあることになる。そうした関連する行為が複数の規則違反となるので、そ
のプレーヤーは一般の罰だけを受ける。規則 1.3c(4)（複数の規則違反に対する罰の適用）
参照。 

 

規則 8.3の解釈： 

8 .3/1 – お互いが承知の上で物理的状態を改善した場合、両方のプレーヤーが罰を受ける 

プレーヤーが別のプレーヤーに自分のプレーを改善する物理的状態を故意に変えることを要
請したり、承認したり、許した場合： 

• その要請に従って行動しているプレーヤーは規則 8.3に基づく一般の罰を受ける。そし
て、 

• その改善を要請したり、承認したり、許したプレーヤーも規則 8.1（ストロークに影響を
及ぼす状態を改善するプレーヤーの行動）あるいは規則 8.2（プレーヤー自身の止まって
いる球、または行うことになるストロークに影響を及ぼす他の物理的状態を変えるプレー
ヤーの故意の行動）のどちらか適用される規則に基づく一般の罰を受ける。 

例えば、ストロークプレーで、規則を知らずにプレーヤーAはプレーヤーB にプレーヤーA
のプレーの線上にあった木の枝を折るように要請し、プレーヤーBはそれに従った。プレー
ヤーAはプレーヤーBがプレーヤーAの要請でその枝を折ったので、規則 8.1 の違反につい
て 2罰打を受ける。プレーヤーBは規則 8.3の違反について 2罰打を受ける。 

 

規則 9.2a の解釈： 

9 .2a/1 – どのような場合に球が動いたとして扱われるか 

定義「動いた」に規定されているように、止まっている球が元の箇所を離れて他の箇所に止
まり、それが肉眼によって見ることができなければならない。その球が「動いた」として扱
うためには、その球が動いたことが分かっている、または事実上確実でなければならない。 

球が動いたことが「分かっている、または事実上確実」である例は： 

• プレーヤーはパッティンググリーン上の自分の球をマークし、拾い上げ、リプレースし
た。そのプレーヤーが球から遠ざかったときに、その球はわずかに転がり、止まった。そ
のプレーヤーはそれを見ていなかったが、別のプレーヤーがその球が動くのを見ており、
プレーヤーに告げた。その球が動いたことは「分かっていた」ので、そのプレーヤーは規
則 13.1d(2)（自然の力が動かした球）に基づいてその球を元の箇所にリプレースしなけ
ればならない。 

球が動いたことが「分かっている、または事実上確実」ではない例は： 

• プレーヤーAとプレーヤーBはそれぞれのアプローチショットをパッティンググリーンに
向けてプレーしたが、砲台グリーンであったので、プレーヤーたちは２つの球がどこに止
まったのかを見ることはできなかった。プレーヤーたちの知らないところで、プレーヤー
Bの球は止まっていたプレーヤーAの球に当たり、当てられた Aの球はホールから遠くに
多少の距離を転がって行った。プレーヤーAが次のストロークを行う前にこの情報がプレ
ーヤーたちの知るところとならない限り、プレーヤーAはプレーヤーBの球が当たった後
で自分の球が止まったところからプレーしたことについて罰を受けることはない。 

 

9 .2a/2 – 球が動いたことに気づかなかったとしても、プレーヤーは球を動かす原因となった



 
行動に責任がある 

解釈 9.2a/1 の２番目の箇条書きでは、球がプレーされた時点でその球が動いていたことが「分
かっている、または事実上確実」ではなかったので、そのプレーヤーは誤所からストロークを
行ったことにはならなかった。 

しかしながら、その球を動かす原因となったのがそのプレーヤーの行動（あるいは、そのプ
レーヤーのキャディーやパートナーの行動）であった場合、自分の行動がその球を動かす原
因となったことに気づいていなかったとしても、そのプレーヤーは常にその球の動きについ
て責任がある。 

その例は次を含む： 

• プレーヤーの球はジェネラルエリアに止まっており、そのプレーヤーがその球の近くのル
ースインペディメントを取り除いたことがその球を動かす原因となった。プレーヤーはそ
の球を見ていなかったので、その球が動いたことに気づかなかった。プレーヤーは規則
15.1b(ルースインペディメントを取り除いているときに球が動く)に基づいて 1罰打を受
け、その球をリプレースしなければならない。 

• プレーヤーが別のプレーヤーのストロークが行われるのを見ている間、そのプレーヤーの
キャディーやパートナーがローピングのロープと杭を取り除いたところ、そのプレーヤー
の球を動かす原因となった。規則 15.2a(1)（動かせる障害物の取り除き）に基づいて、
その球を動かしたことについて罰はないが、そのプレーヤーはその球をリプレースしなけ
ればならない。 

そうした状況の両方において、球が動いたことにプレーヤーが気づいていなかったとして
も、そのプレーヤーがその球をリプレースせずにストロークを行った場合、そのプレーヤー
は規則 14.7a（球をプレーしなければならない場所）に基づいて、誤所からプレーしたことに
ついて一般の罰を受ける。 

 

規則 9.4a の解釈： 

9 .4a/1 – プレーヤーの球が木から落とされた場合の処置 

規則 9.4はインプレーの球がコース上にあるときにいつでも適用される。そのことは球が木
の上にある場合も含む。しかしながら、プレーヤーはその球をあるがままにプレーするつも
りはないが、その球の確認だけはしようとしたり、別の規則を援用するためにその球を回収
しようとしている場合には規則 9.4b例外が適用され、罰はない。例えば： 

• 自分の球を捜索中に、プレーヤーは木の上にある球を見つけたが、確認することができな
かった。そのプレーヤーはその球を確認しようとして木に登ったが、登っていく途中で偶
然にその球を木から落としてしまった。その球はそのプレーヤーの球であると確認され
た。 

この場合、その球を確認する合理的な行動をとっている間にその球が偶然に動かされたの
で、その球を動かしたことについて罰はない（規則 7.4）。 

そのプレーヤーはその球をリプレースしなければならない。あるいは、救済規則（規則
19－アンプレヤブルの球など）を直接援用することができる。 

次の２つの状況では、そのプレーヤーの唯一の選択肢は救済規則に基づいて救済を受ける
ことである： 

» その球がプレーヤーの球であると確認された場合、そのプレーヤーはその球が動かされ
る前にあった箇所に手が届かないため、その球をリプレースすることができない。また
は、 

» そのプレーヤーはその箇所（球が動かされる前にあった箇所）に手が届くが、球がその
箇所に止まらず、規則 14.2e（球が元の箇所に止まらない場合に行うこと）に基づいて
その球が止まる箇所には手が届かない。 

• プレーヤーの球はまだ見つかっていなかったが、ジェネラルエリアの木の上にあると思わ
れた。そのプレーヤーは、その球が見つかった場合には規則 19に基づいてアンプレヤブル
の球の救済を受けることをはっきりと表明した。そのプレーヤーが木を揺すったところ、
球が落ちてきて、捜索を始めてから 3分以内にそのプレーヤーの球であると確認された。 

そのプレーヤーはその球を動かす原因となったことについて追加の罰を受けることなく、
規則 19（アンプレヤブルの球）に基づいて、この規則に規定されている 1罰打だけを加
え、救済を受けることができる。規則 19を適用する場合、球が木の上にあった箇所が分



 
からないときは、そのプレーヤーはその箇所を推定しなければならない。 

しかしながら、そのプレーヤーがその球を確認しようとしていなかったり、別の規則に基づ
いて救済を受けるつもりがなかったのにその球を動かした場合、そのプレーヤーは規則 9.4
の違反について罰を受けることになる。例えば： 

• プレーヤーの球は木の上にあり、その球をプレーするつもりであった。ストロークのため
の準備をしている間に、そのプレーヤーは偶然にその球を木から落としてしまった。 

そのプレーヤーはその球を動かす原因となったことについて規則 9.4に基づき 1罰打を受
ける。そのプレーヤーはその球をリプレースしなければならない。あるいは、救済規則に
基づいて直接救済を受けることができる。そのプレーヤーが規則 19に基づいて救済を受
ける場合、合計 2罰打（規則 9.4に基づく 1罰打と規則 19に基づく 1罰打）を受ける。 

 

規則 9.4bの解釈： 

9 .4b/1 – 球が動かなくても、球に故意に触れたことでプレーヤーは罰を受ける 

プレーヤーがインプレーの球に故意に触れた場合、たとえその球が動かなかったとしても、
そのプレーヤーは規則 9.4bに基づいて 1罰打を受ける。 

例えば、プレーヤーは次の場合に 1罰打を受ける： 

• 球の箇所を事前にマークせずに、パッティンググリーン上でホールに向けて商標マークを
合わせるためにその球を回転させた（たとえその球が同じ箇所に留まっていたとして
も）。そのプレーヤーが球に触れたり、回転させる前にその球をマークしていれば、罰は
なかった。 

• 球の箇所を事前にマークせずに、コース上のどこであっても球を確認するためにその球を
回転させ、その球がプレーヤーの球であった。 

• ストロークを行う準備をしている間に、クラブで球に故意に触れる。 

• ルースインペディメントを取り除いたり、球から何かを払いのける間にその球が動かない
ようにするために自分の手でその球をしっかり押さえたり、松かさや小枝をその球に寄り
掛かるように置く。 

 

9 .4b/2 –「見つけようとしている」の意味 

規則 7.4（見つけようとしている、または確認しようとしているときに偶然に動かされた
球）と規則 9.4例外 2では、その球を「見つけようとしている」間に球が偶然に動かされた
場合には罰はない。「見つけようとしている」には、規則 7.1（球をフェアに捜索する方
法）によって認められる行動を含み、その球を捜索している一部と合理的にみなすことがで
きる行動を含む。しかし、球があると思われる区域に歩いて行くなど、捜索を始める前の行
動は含まない。 

例えば、プレーヤーの球が雑木林の方向に飛んで行った。そのプレーヤーはその球が木に当
たって方向を変えられ、ティーイングエリアの方向に戻ってきたことに気づいていなかっ
た。そのプレーヤーがその球がありそうだと思った区域から少し離れた場所で、捜索を始め
る前に、そのプレーヤーは偶然に自分の球を蹴飛ばした。このことはその球を「見つけよう
としている」間ではなかったので、そのプレーヤーは自分の球を偶然に動かしたことについ
て規則 9.4bに基づき 1罰打を受け、その球をリプレースしなければならない。 

 

9 .4b/3 – 捜索を一時的に止めているときに球が動く 

解釈 9.4b/2では、プレーヤーがその球を「見つけようとしている」間ではないときに球が
動かされた場合、そのプレーヤーは罰を受けると規定している。 

しかしながら、プレーヤーの力の及ばない状況のせいで捜索を一時的に止めているときにプ
レーヤーが自分の球を偶然に動かした場合、球を動かしたことについて罰を受けない。 

例えば： 

• プレーヤーは先にプレーさせることにした別の組の邪魔にならないように移動するために
自分の球の捜索を止めた。そのプレーヤーが邪魔にならないところに移動している途中に
自分の球を偶然に動かした。 

• 委員会がプレーを中断し、プレーヤーがその区域から立ち去るときに自分の球を偶然に踏



 
みつけ、動かした。 

 

9 .4b/4 – 規則 9.4b例外 4の「規則を適用している間」の意味 

例外 4では、「合理的な行動」の結果として自分のインプレーの球を動かしたプレーヤーに
この例外が適用される期間を規定するために「規則を適用している間」という表現を用いて
いる。「合理的な行動」の意味については解釈 9.4b/2参照。 

「規則を適用している間」という言葉を用いていることは、規則を適用するときの合理的な
行動にはすべて始まりと終わりがあることを示しており、そうした行動をとっている間にそ
の球の動きが生じた場合、この例外が適用される。 

例外 4が扱っている状況（したがって、その球を動かす原因となったことについて罰を受け
ない）の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーが自分のインプレーの球であると思った球を見つけた。確認の過程で、そのプ
レーヤーは球をマークして拾い上げるためにその球に歩み寄ったときに偶然に足を滑ら
せ、その球を動かした。 

球が動かされたときに、プレーヤーはその球をマークしたり、拾い上げる行為をしていな
かったとしても、依然としてそのプレーヤーが球を確認している間にその球が動かされた
ことになる。 

• プレーヤーは救済を受けるときに球をドロップした後で救済エリアをマークしていたティ
ーを拾い上げるために手を伸ばした。立ち上がったとき、そのプレーヤーは手にしていた
クラブを偶然に落として、そのクラブがインプレーの球に当たり、その球を動かした。 

そのプレーヤーはすでに球をドロップしていたとしても、その球は救済を受けている間に
動かされたことになる。 

 

9 .4b/5 – 規則 9.4b例外 4の「合理的な行動」の意味 

多くの場合、規則はプレーヤーに球の近くや隣で行動すること（拾い上げる、マークする、
計測するなど）を求めている。そうした「合理的な行動」をとっている間にその球が偶然に
動かされた場合、規則 9.4例外 4が適用される。 

しかしながら、プレーヤーが球から離れた場所で行動している他の状況があり、その球がそ
うした行動の結果として動かされる可能性があったとしても、そうした行動は「合理的」で
あるので、例外 4は同じく適用される。 

そうしたことは次の場合を含む： 

• プレーヤーは救済を受けるために自分の球に歩み寄ったが、偶然に石を蹴飛ばして、ある
いは偶然に自分のクラブを落として、それが球に当たり、その球を動かした。 

• プレーヤーは球の前方で少し遠くにあったギャラリー整理用の杭とロープ（動かせる障害
物）を取り除くことにして、杭のうちの１本を取り除いているときに、その他の杭も動か
して地面に倒してしまい、それが自分のインプレーの球を動かした。 

• プレーヤーは規則 8.1d（球が止まった後に悪化した状態の復元）に基づいて、自分の帽子
を使ってグリーンのフリンジから砂を払い落すことによってプレーの線を復元したが、砂
が飛び散って球の上に落ち、その球を動かす原因となった。 

その他の状況では、プレーヤーの行動は「合理的」ではないので、規則 9.4例外 4は適用さ
れない。 

そうしたことは次の場合を含む： 

• プレーヤーは救済を受けるために自分の球に歩み寄ったが、イライラして石を蹴飛ばした
ところ、その石が偶然に球に当たり、その球を動かした。 

• プレーヤーは計測するためにクラブを救済エリアに放り投げたところ、そのクラブが偶然
に球に当たり、その球を動かした。 

• プレーヤーはバンカーレーキ、あるいは自分のクラブをバンカーの外に放り投げたが、そ
のレーキ、あるいはクラブが跳ね返ってバンカーの中に落ちてきて、球に当たり、その球
を動かした。 

 



 
9 .4b/6 – 罰なしの救済を認めている規則 16.1bに基づいてプレーヤーが球を拾い上げた
が、その後で罰なしの救済を受けないことに決める 

ジェネラルエリアで、プレーヤーは規則 16.1b（異常なコース状態）に基づいて罰なしの救
済を受けるつもりで自分の球を拾い上げた。救済を受けることができたにもかかわらず、そ
の後になって規則 16.1bに基づいて処置しないことに決めた場合、そのプレーヤーが規則
16.1bに基づいて球を拾い上げる権利はもはや無効となる。 

球を拾い上げた後で、その他のことを何かする前であれば、そのプレーヤーには次の選択肢
がある： 

• 1 打の罰（規則 9.4b）を受けて、その球を元の位置にリプレースする。 

• 1 打の罰（規則 9.4b）を受けて、その球を元の位置にリプレースしてから、規則 19.2（ア
ンプレヤブルの球）に基づいて救済を受ける。この場合、追加の 1 打の罰を受けるので、
合計 2 罰打となる。 

• その球をリプレースせずに、救済処置の基点を決めるために元の球が止まっていた箇所を
用いて、直接規則 19.2bまたは cに基づいて救済を受ける。この場合、規則 19.2に基づく
1打の罰と規則 9.4bに基づく追加の１打の罰を受けるので、合計 2罰打となる。 

• 規則 16.1bに基づいてその球をドロップしてから、罰なしにその球をあるがままにプレー
するか、その球の新しい位置を基点として用いて、規則 19.2の選択肢の一つに基づいて救
済を受ける（この場合、1打の罰だけとなる）。または、 

• 規則 16.1bに基づいてその球をドロップせずに、直接ストロークと距離の救済を受ける。
この場合、規則 19.2aに基づく 1打の罰を受けるが、プレーヤーは規則 19.2aに基づいて
救済を受ける前に新しい基点を定める必要はないので、規則 9.4bに基づく罰はない。 

 

規則 9.5b の解釈： 

9 .5b/1 – プレーヤーが見つけた球を自分の球であると宣言したことが理由となり、相手が別
の球を拾い上げたが、その別の球がプレーヤーの球であったことが判明した 

規則 9.5b例外のいずれかが適用されない限り、相手はプレーヤーの球を拾い上げたことに
ついて 1罰打を受ける。 

例えば、捜索中に、プレーヤーAは球を見つけ、その球が自分の球であると宣言した。プレ
ーヤーB（相手）は別の球を見つけ、その別の球を拾い上げた。プレーヤーAはその後にな
って見つけた球は実際には自分の球ではなく、プレーヤーBが拾い上げた球がプレーヤーA
の球であったことに気づいた。 

プレーヤーBがプレーヤーAの球を拾い上げたとき、その球は実際には見つかっていなかっ
た。したがって、その球は捜索中に偶然に動かされたとみなされ、規則 9.5b例外 3が適用
される。プレーヤーか相手はその球をリプレースしなければならず、誰にも罰はない。 

 

規則 9.6 の解釈： 

9 .6/1 – 風によって動かされた外的影響が球を動かす原因となる 

風それ自体は外的影響ではないが、外的影響がプレーヤーの球を動かす原因となった理由が
風である場合、規則 9.6 が適用される。 

例えば、プレーヤーの球が地面に落ちていたビニール袋（動かせる障害物）の中に止まっ
ていたときに、突風がその袋を吹き飛ばしてその球を動かした場合、その袋（外的影響）
がその球を動かしたとみなされる。そのプレーヤーは次のどちらかを行うことができる： 

• その球が動かされる前にそのビニール袋の中にその球が止まっていた場所の真下の地点を
推定することで、直接規則 15.2aに基づいて救済を受ける。または、 

• 規則 9.6 を適用することによって、その袋によって動かされた球を（その球とその袋を元
の位置に戻すことによって）リプレースしてから、その球をあるがままにプレーするか、
規則 15.2a（動かせる障害物からの救済）に基づいて救済を受けるのかを決める。 

 

9 .6/2 –どこから動かされたのか分からない場合には球をどこにリプレースすべきか 

球が外的影響によって動かされ、その球が止まっていた元の箇所が分からない場合、そのプ
レーヤーは合理的な判断（規則 1.3b(2)）を用いて、その球が動かされる前に止まっていた



 
場所を決めなければならない。 

例えば、特定のホールで、プレーヤーからはプレーしていくパッティンググリーンの一部と
隣接区域が見えなかった。そのプレーヤーは球を手にした人（外的影響）を目にしたが、そ
の人はその球を落として走り去ってしまった。そのプレーヤーはその球が自分の球であると
確認できたが、その球がパッティンググリーンにあったのか、ジェネラルエリアにあったの
か、バンカーにあったのか、ペナルティーエリアにあったのか、分からなかった。 

その球をリプレースすべき場所を知ることは不可能であったので、そのプレーヤーは合理的
な判断を用いなければならない。その球が止まっていたのがパッティンググリーン、ジェネ
ラルエリア、バンカー、あるいはペナルティーエリアなのか、その可能性が同じであれば、
合理的な判断はその球はジェネラルエリアに止まっていたと推定することであろう。 

 

9 .6/3 – ストロークを行った後で、プレーヤーはその球が動かされていたことを知った 

プレーヤーの球が外的影響によって動かされたことが「分かっている、または事実上確実」
ではない場合、そのプレーヤーはその球をあるがままにプレーしなければならない。プレー
ヤーが球をプレーした後になってから、実際にはその球が外的影響によって動かされていた
という情報をプレーヤーが知った場合、そのことはストロークを行ったときには存在しなか
った事実なので、そのプレーヤーは誤所からプレーしたことにはならない。 

 

9 .6/4 – 止まっている球をプレーした後で、外的影響によって動かされていたことが発覚し
た；その球は誤球と判明 

プレーヤーが自分の球をプレーした後で、アウトオブバウンズに止まっていたその球を外的
影響がコース上に動かしていたことを知った場合、そのプレーヤーは誤球（定義参照）のプ
レーをしたことになる。その球をプレーした時には、外的影響が球を動かしていたことは
「分かっている、または事実上確実」ではなかったので、そのプレーヤーは規則 6.3c(1)に
基づく誤球のプレーをしたことについて罰を受けないが、それがいつ発覚したのかによっ
て、規則 18.2b（球が紛失、またはアウトオブバウンズになった場合に行うこと）に基づい
て処置することでその誤りを訂正する必要があるかもしれない： 

• マッチプレーでは、外的影響がその球をコース上に動かしていたことが発覚したのが、相
手が次のストロークを行うか、同様の行為（そのホールをコンシードするなど）を行う前
であれば、プレーヤーはその誤りを訂正しなければならない。 

そのことが発覚したのが、相手が次のストロークを行ったり、同様の行為を行った後であ
った場合、プレーヤーはその誤球でプレーを続け、そのホールを終えなければならない。 

• ストロークプレーでは、外的影響がその球をコース上に動かしていたことが発覚したの
が、別のホールを始めるストロークを行う前（最終ホールでは、自分のスコアカードを提
出する前）であった場合、プレーヤーはその誤りを訂正しなければならない。 

そのことが発覚したのが、プレーヤーが次のホールでストロークを行った後（最終ホール
では、自分のスコアカードを提出した後）である場合、その誤球でのプレーヤーのスコア
をカウントする。 

 

規則 10.1a の解釈 

10 .1a/1 –押し出したり、掻き寄せたり、すくい上げる例 

こうした言葉は重複する意味を持つが、規則によって認められていない方法でクラブを使う
次の 3つの例によって定めることができる： 

• プレーヤーはショートパットを、ビリヤードやシャフルボードのショットを行うときに用
いられる方法と類似の動作を用いて、クラブヘッドの底で球を打つことでホールに入れ
た。そうした方法で球を動かすことは「押し出した」ことになる。 

• プレーヤーはクラブを自分の方向に引き寄せながら地表面に沿って動かした。そうした方
法で球を動かすことは「掻き寄せた」ことになる。 

• プレーヤーはクラブを球の真下でその球のとても近くまでそっと入れ込んだ。そのプレー
ヤーは上前方への動きを用いてその球を持ち上げて動かした。そうした方法で球を動かす
ことは「すくい上げた」ことになる。 

 



 
10 .1a/2 – 球を正しく打つためにプレーヤーはクラブヘッドのどの部分を使ってもよい 

球を正しく打つとき、クラブヘッドのトー、ヒール、背面を含め、クラブヘッドのどの部分
を使ってもよい。 

 

10 .1a/3 – ストローク中に球とクラブヘッドの間に他の物質が介在してもよい 

球を正しく打つとき、クラブヘッドが球と接触する必要はない。時には他の物質が介在する
ことがある。 

球を正しく打つことの例は、球がアウトオブバウンズを定めるフェンスの台座に寄り掛かっ
て止まっていて、そのプレーヤーがその球を動かすためにそのフェンスのアウトオブバウン
ズ側からストロークを行う場合を含む。 

 

規則 10.1b の解釈： 

10 .1b/1 – プレーヤーは前腕を体にアンカリング（固定）してはならない 

ストローク中に前腕を体に押し当てることはクラブをアンカリング（固定）する間接的な方
法である。 

「アンカーポイント」が存在するためには、2つの要件がある：(1)プレーヤーが前腕を体に押
し当てる；そして(2)プレーヤーは両手が離れた位置でそれぞれの手が独立して機能するように
そのクラブを握る。 

例えば、長尺パターでストロークを行うとき、プレーヤーの前腕は安定点を作るために自分の
体に押し当て、下側の手はクラブの下部をスイングするためにシャフトの下部を持っている。 

しかしながら、安定点を作らない限り、プレーヤーはストロークを行うときに片方あるいは
両方の前腕を自分の体に押し当てることが認められる。 

 

10 .1b/2 – ストローク中に故意に服に接触させることは違反となる 

クラブやクラブを握っている手によって体に押し当てられた服は、規則 10,1b を適用するた
めにそのプレーヤーの体の一部であるかのように扱われる。自由に流れるようなスイングと
いう概念は、プレーヤーの体とクラブ（あるいは手）との間に何かを介在させることで回避
されてはならない。 

例えば、プレーヤーがレインジャケットを着て中尺パターを使っているときに、そのクラブ
を自分の体に押し込む場合、そのプレーヤーは規則 10.1bの違反となる。 

加えて、プレーヤーがストロークを行う間に、体のどの部分であっても着用している服の一
部をつかむためにクラブを握っている手を使う場合（シャツの袖を手でつかむなど）、それ
はシャツの袖の意図された使用方法ではなく、シャツの袖をつかむことはそのストロークを
行うときにそのプレーヤーを援助する可能性があるので、規則 4.3（禁止される用具の使用）
の違反となる。 

 

10 .1b/3 – ストローク中の故意ではない服への接触は違反とはならない 

服の一部にクラブやクラブを持った手で触れた状態でストロークを行うことは認められる。 

そのことは次の場合に様々な状況で生じる可能性がある。プレーヤーが：  

• ゆったりとした服や雨具を着ている。 

• 生まれつきの体格や体形のせいで腕が体の近くにある。 

• 極端に体の近くでクラブを持つ。 

• 何かしらの他の理由によって、ストロークを行うときに自分の服に触れる。 

 

規則 10.2a の解釈： 

10 .2a/1 – プレーヤーは共用のキャディーから情報を得ることができる 

複数のプレーヤーが 1人のキャディーを共用している場合、そのキャディーを共有しているプ
レーヤーであれば誰でもそのキャディーからの情報を得ることができる。 



 
例えば、2人のプレーヤーが 1人のキャディーを共用しており、両方のプレーヤーはティー
ショットを似たような場所に打ち込んだ。一方のプレーヤーはストロークを行うためのクラ
ブを手にしたが、もう一方のプレーヤーは使用するクラブをまだ決めていなかった。使用す
るクラブを決めていなかったプレーヤーは共用のキャディーにもう一人のプレーヤーが選ん
だクラブを尋ねることが認められる。 

 

10 .2a/2 – プレーヤーは任意で聞かされているアドバイスを止めさせようとしなければなら
ない 

プレーヤーが自分のキャディー以外の誰か（観客など）から、頼んでもいないのにアドバイ
スを受ける場合、そのプレーヤーは罰を受けない。しかしながら、そのプレーヤーが同じ人
からアドバイスを受け続ける場合、そのプレーヤーはその人がアドバイスを与えるのを止め
させようとしなければならない。プレーヤーがそうしなかった場合、そのプレーヤーはアド
バイスを求めたと扱われ、規則 10.2aに基づき罰を受ける。 

ティーム競技（規則 24）では、そうしたことはアドバイスギバーとして指名されていないティ
ームキャプテンからアドバイスを受けるプレーヤーにも適用される。 

 

規則 10.2b(3)の解釈： 

10 .2b(3)/1 – プレーヤーがスタンスをとる援助のために球の後ろにクラブヘッドを置くこ
とは認められる 

規則 10.2b(3)はプレーヤーがスタンスをとるときの援助となる物（アラインメント用の棒
やゴルフクラブ）を置くことを認めていない。 

しかしながら、この禁止事項は、プレーヤーが球の後ろに立って、プレーの線に直角にクラブ
ヘッドを置き、その後で自分のスタンスをとるためにその球の後ろから回り込む場合など、プ
レーヤーが自分のクラブヘッドを球の後ろに置くことを妨げてはいない。 

 

規則 10.2b(4)の解釈： 

10 .2b(4)/1 – プレーヤーが自分のスタンスをとり始めたときの例 

意図する目標に向けて狙いを定めることはプレーヤーが自分自身で克服しなければならない
チャレンジのひとつであるので、規則 10.2b(4)はプレーヤーがストロークのためのスタン
スをとり始めたときは、自分のキャディーを自分の後方に故意に立たせることを認めていな
い。 

各プレーヤーには自分自身のセットアップの決められた手順（ルーティーン）があるので、
いつプレーヤーがスタンスをとり始めたのかを決定する決まった動作はない。しかしなが
ら、プレーヤーが自分の両足や体を意図する目標に向けて狙いを定める有効なガイダンスが
得られる場所の近くに位置させた場合、そのプレーヤーは自分のスタンスをとり始めたと決
定するべきである。 

プレーヤーがスタンスをとり始めた例は次の場合を含む： 

• プレーヤーは球の傍らで、自分のクラブを球の後ろに置いて立っていたが、ホールの方向
を向いていた。その後、球に向けて体を反転させ始めた。 

• 目標ラインを決めるために球の後ろに立った後で、プレーヤーは一歩踏み出してから、その
後で自分の体を反転させ始め、どちらかの足をそのストロークのための位置に据えた。 

 

規則 10.2b(5)の解釈： 

10 .2b(5)/1 – 故意にその場所に位置していたわけではない別の人に動くように、あるいはそ
の場所に留まるように依頼することができる 

プレーヤーは球に当たる日差しを遮る目的で物を置いたり、人を立たせることはできない
が、そのプレーヤーはすでにその場所にいた人（観客など）に、その人の影が球にかかった
ままとするためにその場から動かないように依頼したり、あるいはその人の影が球にかから
なくなるようにその人に動いてもらうことを依頼することができる。 

 

10 .2b(5)/2 – プレーヤーは保護となる服を着ることができる 



 
プレーヤーは気象状況に対して保護となるようにストロークに影響を及ぼす状態を改善して
はならないが、そのプレーヤーはそうした気象状況に対して保護となる服を着ることができ
る。 

例えば、プレーヤーの球がサボテンのすぐ近くに止まった場合、意図するスタンス区域を改
善するためにそのサボテンの上にタオルを置くと規則 8.1a（ストロークに影響を及ぼす状
態を改善する行動）の違反となる。しかしながら、そのサボテンから自分を保護するために
プレーヤーは自分の体にタオルを巻くことができる。 

 

規則 10.3aの解釈： 

10 .3a/1 – プレーヤーは動力付きのカートにクラブを積んで運び、キャディーの他のすべて
の役割を実行する個人を雇う 

自分が運転している動力付きのゴルフカートにクラブを積んで運んでいるプレーヤーは、キ
ャディーの他のすべての業務を行う個人を雇うことが認められ、その個人はキャディーとみ
なされる。 

この手配はプレーヤーがそのカートを運転するための誰か他の人も同時に雇っていないこと
を条件として認められる。その場合、プレーヤーのクラブを運んでいるのでそのカートの運
転手もまたキャディーとなり、そのプレーヤーは規則 10.3a(1)に基づき罰を受ける。 

 

10 .3a/2 – プレーヤーはラウンドのプレー中でなければ、別のプレーヤーのキャディーを務
めることができる 

競技会に参加しているプレーヤーは、自分のラウンドをプレーしているときやローカルルー
ルでプレーヤーがキャディーとなることを禁止している場合を除き、同じ競技会に参加して
いる別のプレーヤーのキャディーとなることができる。 

例えば： 

• ２人のプレーヤーは同じ競技に参加しているが、同日の異なる時間にプレーすることになっ
ている場合、その２人はお互いのキャディーとなることが認められる。 

• ストロークプレーで、組のプレーヤーの 1人がラウンド中に棄権した場合、その棄権した
プレーヤーはその組の別のプレーヤーのキャディーとなることができる。 

 

規則 11.1bの解釈： 

11 .1b/1 – ストロークがカウントされない場合に球が止まったところからプレーすること
は誤所からのプレーとなる 

相手がストロークを取り消す場合（規則 6.4a(2)－違った順番でプレーした）、あるいはスト
ロークが規則に基づいてカウントされない場合（規則 11.1b 例外 2－パッティンググリーン
からプレーされた球が偶然にパッティンググリーン上の人、動物、動かせる障害物（動いて
いる別の球を含む）に当たった場合）、そのストロークはそのことが起きなかったかのよう
にプレーヤーのスコアから無視される。プレーヤーが球をリプレースしない代わりに、その
球が止まった場所からプレーした場合、ストロークを再プレーすることを要求されていたの
で、そのプレーヤーは誤所からプレーしたことになり、規則 14.7（誤所からのプレー）が適
用される。 

例えば、プレーヤーがパッティンググリーン上でストロークしたところ、旗竿が取り除かれ
たときにホールから飛び出したホールライナーに偶然に当たった（規則 11.1b例外 2）。球
をリプレースしてそのストロークを再プレーする代わりに、そのプレーヤーはその球が止ま
ったところからプレーした。偶然ホールライナーに当たった球のストロークはそのプレーヤ
ーのスコアにはカウントしない。しかしながら、要求されていたように球をリプレースしな
かったことによって、そのプレーヤーは誤所からプレーしたことになり、規則 14.7が適用
される。 

そのことはプレーヤーが違った順番でプレーして、規則 6.4a(2)に基づいて相手がそのスト
ロークを取り消した場合にも適用される。 

 

11 .1b/2 – 偶然に方向を変えられたり、止められた後に球が動かされた場合はどうすべき
か 



 
偶然に方向を変えられたり、止められた後に球が人や外的影響に寄り掛かって止まり、その
人や外的影響が動いたり、動かされた場合、規則 9が適用され、プレーヤーはその規則に適
切に従わなければならない。 

しかしながら、人や用具に寄り掛かって止まった後にその球が動いた場合、規則 9に基づく
罰はない。 

罰はない例は次の場合を含む： 

• プレーヤーの球が相手によって偶然に止められた後にその相手の足に寄り掛かって止ま
り、相手が動いた結果としてその球が動いた。プレーヤーは規則 9.5によって要求される
ようにその球をリプレースしなければならないが、プレーヤーと相手のどちらも罰を受け
ない。 

• 動いているプレーヤーの球が丘を転がり落ちてきた後で偶然にそのプレーヤーのクラブに
よって止められ、そのクラブを取り除いた結果としてその球が動いた。プレーヤーは規則
9.4によって要求されるようにその球をリプレースしなければならないが、罰を受けない。 

球が外的影響（動物など）によって偶然に方向を変えられたり、止められ、その外的影響が
動いたことでその球を動かす原因となった他の状況について、どうすべきかは規則 9.6 を参
照すること。 

 

規則 11.2a の解釈： 

11 .2a/1 – 球が当たった場合に援助となる可能性があることにプレーヤーが気づいた後も
その場所に残された用具 

規則 11.2は、プレーヤーは当初、動いている球の方向を変える目的で所定の位置に用具や他
の物を置いたり、あるいは人を配置させたわけではなかったが、そのように置いたり、配置し
た後になってそうした用具、物、あるいは人がその球の方向を変えたり、止める可能性がある
ことに気づき、そのプレーヤーが故意にその位置にそのまま残した状況において適用される。 

プレーヤーが罰を受ける例は次の場合を含む： 

• バンカーをならした後で、プレーヤーはレーキをパッティンググリーンとそのバンカーの
間に置いたが、それが球に影響するとは思わなかった。プレーヤーにはバンカー方向への
下りのパットが残っており、そのレーキを取り除かずにプレーするとレーキが自分の球を
止める可能性があることに気づいた。そのプレーヤーがパットしたところ、球はそのレー
キによって止められた。 

プレーヤーが罰を受けない例は次の場合を含む： 

• 前の組によってレーキがパッティンググリーンとバンカーの間に置かれていた。バンカー
方向への下りのパットが残っていたプレーヤーはそのレーキを見て、パットを強く打ち過
ぎたときにレーキがその球を止める可能性があるという理由から、その場所にレーキを残
しておいた。そのプレーヤーがパットしたところ、球はそのレーキによって止められた。 

 

規則 11.2c(1)の解釈： 

11 .2c(1)/1 – 球がペナルティーエリアの中に止まっていたと推定される場合の選択肢 

動いている球が方向を変えられたり、止められていなければ、その球はペナルティーエリア
の中に止まっていたと推定される場合、プレーヤーはそのペナルティーエリアの中に球をド
ロップする（規則 11.2c(1)）か、そのペナルティーエリアからの救済を受けること（規則
17.1d）を選択できる。 

プレーヤーがそのペナルティーエリア内の救済エリアに球をドロップすることを望まず、そ
のペナルティーエリアからの救済を受けることに決める場合、そのプレーヤーは規則 17.1d
に基づいて救済を受けるときには、その球がそのペナルティーエリアの縁を最後に横切って
いたであろう地点を推定しなければならない。 

 

 

規則 11.3 の解釈： 

11 .3/1 – 動いている球に影響する故意の行動の結果は関係ない 

規則 11.3は、プレーヤーやキャディーが動いている球に影響を及ぼす目的で故意の行動を



 
とる場合に適用され、たとえその故意の行動がその球が止まった場所に影響を及ぼさなかっ
たとしても、そのプレーヤーはこの規則の違反となる。 

プレーヤーが規則 11.3 に基づいて一般の罰を受け、ストロークプレーで球が止まったとこ
ろからその球をプレーしなければならない例は次の場合を含む： 

• プレーヤーの球はジェネラルエリアの丘のふもとにあった。そのプレーヤーはストローク
を行い、その球がその丘を転がり落ちている間に、その球が悪いライに止まらないように
するために芝の盛り上がった部分を押さえ付けた。 

• プレーヤーは地面に置いてあるレーキが別のプレーヤーの動いている球を止めたり、方向
を変えると思ったので、そのレーキを拾い上げた。 

罰はなく、ストロークプレーで球が止まったところからその球をプレーしなければならない
例は次の場合を含む： 

• プレーヤーの球はジェネラルエリアの丘のふもとにあった。そのプレーヤーはストローク
を行い、その球がその丘を転がり戻り始めた。そのプレーヤーは球をプレーした区域にそ
の球が戻ってくることに気づかずに、芝の盛り上がった部分を押さえ付けたが、球が止ま
る可能性のある場所に影響を及ぼす意図はなかった。その球が芝を押さえつけた区域に止
まったとしても、罰はない。 

• ストロークを行った後で、その球が動いている間に、プレーヤーはこれからバンカーショ
ットを行う別のプレーヤーに手渡すために近くにあったレーキを拾い上げた。そのプレー
ヤーの球はレーキを拾い上げた区域を転がっていった。 

 

規則 13.1c(2)の解釈： 

参照：8.1b/7 – 損傷の一部がパッティンググリーン上で一部がパッティンググリーン外で
も修理できる場合 

 

13 .1c(2)/1 – 偶然に損傷させたパッティンググリーン上のプレーの線は修理することができ
る 

プレーヤーは、自然の力やプレーヤー自身が損傷の原因となった場合（規則 8.1d）を除き、
自分の球が止まったときのストロークに影響を及ぼす状態についての権利がある。しかしな
がら、プレーヤー自身が原因となったパッティンググリーン上の自分のプレーの線への損傷
は規則 13.1c(2)に基づいて修理することができる。 

例えば、プレーヤーがプレーの線を見極めているときにスパイクマークをつけてしまった場
合、そのプレーヤーはその損傷を修理するための合理的な行動をとることができる。 

 

13 .1c(2)/2 – ホールの損傷はパッティンググリーン上の損傷の一部 

ホールの損傷はパッティンググリーンの上の損傷の一部として規則 13.1cで扱われる。プレ
ーヤーは、その損傷が規則 13.1cで修理を認めていない自然な摩耗である場合を除き、損傷
したホールを修理することができる。 

例えば、旗竿を取り除くときにホールが損傷した場合、たとえその損傷がホールの寸法を変
えていたとしても、規則 13.1cに基づいてプレーヤーはその損傷を修理することができる。 

しかしながら、ホールが損傷し、プレーヤーがその損傷を修理できなかったり（ホールを再
び円形にすることができないなど）、あるいはプレーヤーが修理できない自然の摩耗によっ
てホールが円形でなくなっている場合、そのプレーヤーは委員会にその損傷を修理するよう
に求めるべきである。 

 

13 .1c(2)/3 – パッティンググリーン上の損傷を修理できない場合、プレーヤーは委員会の援
助を求めることができる 

プレーヤーがパッティンググリーン上の損傷（クラブを落としてできたくぼみやパッティン
ググリーン面から沈んでいる古いホールの埋跡など）を修理することができない場合、プレ
ーヤーは委員会がそうした損傷を修理するように求めることができる。 

委員会がそうした損傷を修理することができない場合、そのプレーヤーの球がそのパッティ
ンググリーン上にあるときは、その委員会はその損傷を修理地と定めることによって、規則



 
16.1bに基づいてそのプレーヤーに救済を与えることを検討することができる。 

 

規則 13.1d(1)の解釈： 

13 .1d(1)/1 – パッティンググリーン上で球やボールマーカーが偶然に動かされても罰はない 

規則 13.1d(1)に基づく偶然の行動の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーはストロークを行おうとする前に、球の近くで通常の行動をとった（球の近く
での練習スイングや球の近くの地面にパターを置いて球にアドレスするなど）。 

• プレーヤーはコインやクラブを落としてしまい、それが当たって球を動かす原因となっ
た。 

• プレーヤーのパートナーや相手、あるいはそれらのキャディーが、うっかり球を蹴飛ばし
たり、球の上に何かを落としたり、ボールマーカーを踏みつけたりして、故意ではなくそ
の球やボールマーカーを動かした。 

• プレーヤーが不注意にボールマーカーを踏んでしまい、そのボールマーカーがそのプレー
ヤーの靴の底にくっついてしまった。 

そうした偶然の動きの例では、その球やボールマーカーをリプレースしなければならず、誰
にも罰はない。球やボールマーカーが動かされる前の正確な箇所が分からない場合、その箇
所を推定しなければならない（規則 14.2c）。 

 

規則 13.1d(2)の解釈： 

13 .1d(2)/1 – 救済を受けて球をプレースした後にその球が動いた場合、その球をリプレー
スしなければならない 

プレーヤーの球はパッティンググリーン上にあり、異常なコース状態が障害となっていた。
そのプレーヤーは規則 16.1d に基づいて罰なしの救済を受けることに決めた。球がプレース
されたならば、その球は規則 13.1d(2)に基づいて拾い上げられ、リプレースされた球と同
じく扱われる。 

例えば、プレーヤーの球はパッティンググリーン上の一時的な水の中にあった。そのプレー
ヤーは救済を受けることに決め、完全な救済のニヤレストポイントの箇所に球をプレースし
た。そのプレーヤーがストロークを行う準備をしている間に、自然の力がその球を動かし
た。そのプレーヤーはその球をその完全な救済のニヤレストポイントの箇所にリプレースし
なければならない。 

 

規則 13.1e の解釈： 

13 .1e/1 – パッティンググリーンを故意にテストすることは認められない 

規則 13.1eは、プレーヤーがパッティンググリーン上や目的外グリーン上で球がどのように
転がるのかについての情報を調べる目的で、2つの特定の行動をとることを禁止している。
しかし、規則 13.1eは、たとえテスト目的であってもその他の行動をとることや不注意で禁
止されている行動をとることを禁止していない。 

規則 13.1eの違反となる行動の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーが芝目の方向を見極めるためにパッティンググリーン上の芝をこすったり、引
っ掻いたりする。 

規則 13.1eの違反とならない行動の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーが相手の次のパットをコンシードして、相手の球を打ち返したところ、そのプ
レーヤーがその後プレーするかもしれないプレーの線と同じライン上を転がった。しか
し、故意にそのパッティンググリーンについての情報を得ようとしてその球を転がしたわ
けではなかった。 

• プレーヤーはそのパッティンググリーンの湿り具合を見極めるためにパッティンググリー
ン面の自分のプレーの線上に片手を置いた。そのプレーヤーはそのパッティンググリーン
をテストするためにパッティンググリーン面に片手を置いたが、そうした行動は規則
13.1e に基づいて禁止されていない。 

• プレーヤーは球についた泥を落とすためにパッティンググリーン面にその球をこすりつけ



 
た。 

 

規則 13.2a(1)の解釈： 

13 .2a(1)/1 – プレーヤーは旗竿を前の組が残した位置のままにしておく権利がある 

プレーヤーはコースをあるがままにプレーする権利があり、それには前の組が旗竿を残した
位置を含む。 

例えば、前の組が旗竿をプレーヤーから見たときにグリーンの奥に傾いた状態となる位置で
ホールに戻していた場合、プレーヤーはそのことが有利だと考えたのであれば、旗竿をその
傾いた位置のままでプレーする権利がある。 

別のプレーヤーやキャディーがその旗竿をホールの中心に立て直した場合、そのプレーヤー
は旗竿がその真っすぐに戻された位置のままでプレーすることができるし、あるいは以前の
位置（傾いた状態）にその旗竿を戻してプレーすることができる。 

 

規則 13.2a(4)の解釈： 

13 .2a(4)/1 – プレーヤーの承認なしに取り除かれた、付き添われていない旗竿は元の位置
に戻すことができる 

プレーヤーは旗竿をホールに立てたままプレーすることを選んでいたのに、別のプレーヤー
がプレーヤーの承認なしにホールからその旗竿を取り除く場合、プレーヤーの球が動いてい
る間に旗竿をホールの中に戻すことができる。 

しかしながら、その別のプレーヤーの行動は規則 13.2a(4)の違反となったので、その別のプ
レーヤーはその旗竿を元に戻すことで罰を免れることはできない。 

 

規則 13.2b(1)の解釈： 

13 .2b(1)/1 – 旗竿に付き添う人はどこに立ってもよい 

旗竿に付き添う人は、旗竿をホールの中、上方、または近くで持つときにどこに立ってもよ
い。 

例えば、旗竿に付き添う人は、別のプレーヤーのプレーの線上に立つことを避けるために、
ホールの真後ろや、左右どちらかに立つことができる。 

 

13 .2b(1)/2 – プレーヤーは旗竿を手に持ちながらストロークを行うことができる 

規則 13.2b(1)はプレーヤーが一方の手で旗竿を持ったまま、もう一方の手でストロークを
行うことを認めている。しかしながら、そのプレーヤーはストロークを行っている間、自分
自身を安定させるためにその旗竿を使うことはできない（規則 4.3a）。 

例えば、プレーヤーは次のことができる： 

• パットする前に一方の手で旗竿を取り除き、旗竿をその手に持ったままもう一方の手で片
手のストロークを行う。 

• 一方の手でストロークを行う前とストロークを行っている間に、もう一方の手でホールに
立てられた旗竿に自分自身で付き添う。片手のストロークを行っている間やその片手のス
トロークが行われた後で、そのプレーヤーはホールから旗竿を取り除くことができるが、
故意に動いている球が旗竿に当たるようにしてはならない。 

 

規則 13.3a の解釈： 

13 .3a/1 – ホールに歩み寄るための合理的な時間の意味 

ホールに歩み寄るための合理的な時間の制限の決定はストロークの状況次第であり、プレー
ヤーがホールに入らなかった球への自然で自発的なリアクションの時間を含む。 

例えば、他のプレーヤーたちはショットのプレーを終えて、皆がパッティンググリーンに歩
いてくる一方で、プレーヤーはパッティンググリーンからかなり離れた場所からショットを
プレーすることもあり、そのプレーヤーがホールに到着するまでには数分かかるかもしれな
い。あるいは、プレーヤーはパッティンググリーン上の別のプレーヤーのプレーの線を迂回



 
して歩くことによって、ホールまで遠回りする道のりをとることが必要となる場合がある。 

 

規則 13.3bの解釈： 

13 .3b/1 – ホールにせり出していたプレーヤーの球がそのプレーヤーが旗竿を取り除いたと
きに動いた場合どうすべきか 

プレーヤーが旗竿を取り除いた後で、ホールにせり出していたプレーヤーの球が動いた場
合、そのプレーヤーは次のように処置しなければならない： 

• プレーヤーが旗竿を取り除いたことがその球を動かす原因となったことが分かっている、
または事実上確実な場合、その球をホールのへりにリプレースしなければならず、規則
13.3bが適用される。その球は止まっていたものとして扱われ、規則 13.3a に基づく待ち
時間はもはや適用されない。旗竿は動かせる障害物（規則 15.2a(1)）なので、プレーヤ
ーに罰はない。 

• プレーヤーが旗竿を取り除いたことがその球を動かす原因となっておらず、その球がホー
ルに落ち込んだ場合、規則 13.3aが適用される。 

• プレーヤーの球が自然の力が原因でホールにせり出していない新しい箇所に動かされ、旗
竿を取り除いたことがその球の動いた原因ではない場合、罰はなく、その球は新しい箇所
からプレーしなければならない（規則 9.3）。 

 

規則 12.2a の解釈： 

12 .2a/1 – バンカーからルースインペディメントや動かせる障害物を取り除いた結果として
改善となった 

バンカーからルースインペディメントや動かせる障害物を取り除く場合、そうしたものを取
り除いた結果として砂が動かされることが多い。砂が動いたことでストロークに影響する状
態を改善したとしても、そのルースインペディメントや動かせる障害物を取り除く行動が合
理的であったのであれば罰はない（規則 8.1b(2)）。 

例えば、プレーヤーは自分の球の近くにあった松かさを取り除いたが、自分の意図するスイ
ング区域にあった砂の山も同時に取り除くことになる方法で、その松かさを引きずって動か
したことによってストロークに影響を及ぼす状態を改善した。 

プレーヤーはもっと控えめな方法でその松かさを取り除くことができた（松かさを球の後方
に引きずらずに、真っすぐに拾い上げるなど）。プレーヤーの行動はその状況では合理的で
はなかったので、規則 8.1a（ストロークに影響を及ぼす状態を改善する）の違反について罰
を受ける。 

 

規則 12.2b(3)の解釈： 

12 .2b(3)/1 – プレーヤーはバンカーの外側で救済を受けた後にコース保護のために砂をなら
すことが認められる 

規則 12.2b(3)に基づいて、プレーヤーは球をプレーしてバンカーから出した後で、規則 8.1a
（認められていない行動）の罰を受けずに、コース保護のためにそのバンカーの砂をならすこ
とができる。規則 12.2b(3)の「バンカーから出した」という言葉には、そのバンカーの外側で
救済を受けることも含む。 

例えば、プレーヤーは規則 19.3b（バンカーの外側で後方線上の救済）に基づいて 2打の罰を
受けてバンカーの外側でアンプレヤブルの球の救済を受けることに決めた。そのバンカーの
外側で後方線上の救済処置を用いて球をドロップする前、あるいは球をドロップした後で、
自分の次のストロークを行う前に、そのプレーヤーはプレーの線上にあるそのバンカーの足
跡をならした。規則 12.2b(3)が適用され、罰はない。 

プレーヤーがそのバンカーの外側で救済を受ける意図があることを条件に、たとえそのプレ
ーヤーが球をそのバンカーの外側にドロップする前にそのバンカーをならしたとしても罰を
受けることはない。 

 

規則 12.2bの解釈： 

12 .2b/1 – 規則 12.2bはバンカー内の動物の穴から出た砂の山にも適用される 



 
プレーヤーの球がバンカー内で動物の穴の一部である砂の山の近くに止まった場合、規則
12.2b(1)の制限はその砂の山に触れることにも適用される。 

しかしながら、そのプレーヤーは規則 16.1cに基づいてその動物の穴（異常なコース状態）
からの救済を受けることができる。 

 

12 .2b/2 – プレーヤーがバンカー内で砂を探ることができるかどうか 

解釈 8.1a/7 では、ストロークに影響を及ぼす状態を改善することがなければ、プレーヤー
は木の根、岩盤、あるいは障害物が自分のストロークの障害となるかどうかを確かめるため
に、（バンカーを含め）コース上のどこであっても罰なしに探ることができることを確認し
ている。 

例えば、プレーヤーの球がバンカー内の排水口の近くに止まった場合、そのプレーヤーはその
排水口がどこまで及ぶのか、そして自分のストロークに障害となるかどうかを確かめるために
ティーを使って砂を探ることができる。 

しかしながら、砂を探ることの目的がその砂の状態をテストするためであった場合、そのプ
レーヤーは規則 12.2b(1)の違反となる。 

 

12 .2b/3 – 規則 12.2はプレーヤーが救済を受けるためにバンカーから自分の球を拾い上げた
が、バンカー内で救済を受けるか、バンカーの外側で救済を受けるかまだ決めていない場合に
も引き続き適用される 

プレーヤーが規則に基づいて救済を受けるためにバンカーから球を拾い上げたが、どの救済の
選択肢を使うのかまだ決めていない場合、規則 12.2b(1)の制限は引き続き適用される。 

例えば、プレーヤーのティーショットがバンカー内でアンプレヤブルとなり、そのプレーヤ
ーがストロークと距離の罰に基づいて再プレーするためにティーイングエリアに戻るか、そ
のバンカー内で救済を受けるか、あるいはそのバンカーの外側で後方線上の救済を受けるか
を判断している間は、故意にそのバンカーの砂の状態をテストしたり、練習スイングで砂に
触れた場合、そのプレーヤーは規則 12.2bの違反となる。 

しかしながら、規則 12.2b(1)はプレーヤーが球をプレーしてその球がそのバンカーの外側
となった後にはもはや適用されないことと同じく、規則 12.2b(1)はそのプレーヤーがその
バンカーの外側で救済を受けることに決めた後であれば、実際にそのバンカーの外側で救済
を受ける限りは適用されない。 

 

規則 14.1a の解釈： 

14 .1a/1 – 球はどのような方法で拾い上げてもよい 

故意にパッティンググリーンをテストする方法（規則 13.1e）で球を拾い上げない限り、球
を拾い上げる方法に制限はない。 

例えば、パッティンググリーン上で球の箇所をマークした後で、プレーヤーはパターの背面で
その球を拾い上げたり、クラブでその球を横に動かすことができる。 

 

14 .1a/2 – 球を正確にマークすること 

規則 14.1aは、プレーヤーが拾い上げる球の箇所を十分に正確にマークして、正しい箇所に
その球をリプレースするように、「直後」や「直ぐ近く」という言葉を使っている。 

球の直ぐ近くにマークしている限り、球の周辺のどの位置であってもマークすることができ
る。それには球の前や横にボールマーカーを置くことを含む。 

 

規則 14.1cの解釈： 

14 .1c/1 – 拾い上げた球をふいてはならない場合にはプレーヤーは慎重にならなければなら
ない 

プレーヤーが規則 14.1cに規定されている「ふくことが認められない」4つの規則のうちの
一つを適用している場合、球をふく意図がなかったとしても、その行動自体が球をふく結果
となる可能性があるので、プレーヤーが避けるべき行動がある。 



 
例えば、プレーヤーが芝や他の破片が貼り付いている自分の球を拾い上げ、自分のキャディ
ーに投げ、そのキャディーがタオルでその球を受け取った場合、芝や他の破片の一部が取り
除かれる可能性が高く、その球は「ふかれた」ことを意味している。同様に、プレーヤーが
その球をポケットの中に入れたり、地面に落とす場合、そうした行動はその球から芝や他の
破片を取り除く結果となる可能性があり、その球は「ふかれた」ことを意味している。 

しかしながら、拾い上げる前にきれいであることが分かっていた球を拾い上げた後でプレー
ヤーがそうした行動をとった場合、その球はふかれていないので、プレーヤーは罰を受けな
い。 

 

規則 14.2b(2)の解釈： 

14 .2b(2)/1 プレーヤーは球をリプレースしなければならないのにドロップする 

規則がプレーヤーに球をリプレースすることを求めているのに、プレーヤーが球をドロップ
した場合、その球は間違った方法でリプレースされたことになる。プレーヤーが間違った方
法で球をリプレースしたが、それが要求される箇所であった場合（プレーヤーが球をドロッ
プしてその球が要求される箇所に止まったときを含む）、規則 14.5（球を取り替える、リ
プレース、ドロップ、プレースするときの誤りを訂正すること）に基づいて誤りを訂正せず
にその球をプレーしたときは、そのプレーヤーは 1罰打を受ける。 

しかし、プレーヤーが球をドロップして、その球が要求される箇所以外の別の場所に止ま
り、誤りを訂正せずにその球をプレーした場合、そのプレーヤーは誤所からプレーしたこと
について一般の罰を受ける。 

例えば： 

• ストロークプレーで、プレーヤーは捜索中に自分の球を動かし、罰なしにその球をリプレ
ースすることが求められた。その球を元の箇所、あるいは推定箇所にリプレースする代わ
りに、プレーヤーはその箇所に球をドロップしたところ、その球は跳ねて別の箇所に止ま
り、そのプレーヤーはその別の箇所から球をプレーした。そのプレーヤーは間違った方法
で球をリプレースしただけでなく、誤所からのプレーもしたことになる。 

そのプレーヤーの 2つの規則違反は手続きの違反（規則 14.2b(2)に基づいて間違った方
法で球をリプレースした）と規則 14.7aの違反となる誤所からのプレーの組み合わせであ
ったので、そのプレーヤーは規則 14.7aに基づき合計で 2打の罰を受ける（規則 1.3c(4)
参照－複数の規則違反に対する罰の適用）。 

 

規則 14.2c の解釈： 

14 .2c/1 – ほとんどの場合、球はどの向きに据えてリプレースしてもよい 

拾い上げた球を 1箇所にリプレースする場合、規則はその位置だけに関心を払っている。そ
の球の地面に対する垂直距離が変わらない限り、リプレースするときにその球をどの向きに
据えてもよい（商標マークを特定の方向に合わせるなど）。 

例えば、ふくことが認められない規則を援用しているときに、プレーヤーが自分の球を拾い
上げたところ、一片の泥の塊がその球に貼り付いていた。その球を元の箇所にリプレースす
るとき、その球をどの向きに据えてもよい（邪魔になる泥がついている面をホール方向に回
転させるなど）。 

しかしながら、プレーヤーはその球がその泥の上に乗るように向きを合わせてリプレースす
ることは認められない（拾い上げる前にその泥が球の下となる位置であった場合を除く）。
球の「箇所」には、地面との相対的な垂直位置を含む。 

 

14 .2c/2 – 球をリプレースする箇所からのルースインペディメントの取り除き 

規則 15.1a例外 1は、プレーヤーが球をリプレースする前に、球が止まっているときに動か
していたらおそらくその球を動かす原因となっていたであろうルースインペディメントを取
り除いてはならないということを明確にしている。しかし、球を拾い上げているときや、そ
の球がリプレースされる前にルースインペディメントが動くかもしれず、プレーヤーはその
球をリプレースする前や後にそのルースインペディメントを元に戻す必要がない状況があ
る。 

例えば： 



 
• プレーヤーは別のプレーヤーの障害となっていた球の拾い上げを要求され、ジェネラルエ
リアにあった自分の球をマークして拾い上げた。その球を拾い上げた結果として、その球
に寄り掛かっていた分離した枝が動いた。そのプレーヤーはその球をリプレースするとき
にその枝を元の位置に戻す必要はない。 

• プレーヤーは球が切れているかどうかを確認するためにバンカー内の自分の球をマークし
て拾い上げた。その球を拾い上げている間に、ボールマーカーのすぐ後ろにあった落葉が
風で飛ばされて動いた。そのプレーヤーはその球をリプレースするときにその落葉を元の
位置に戻す必要はない。 

 

規則 14.2d(2)の解釈： 

14 .2d(2)/1 –  変えられたライが「最も近く、最も似ているライ」であるかもしれない 

球を拾い上げたり、球が動かされてリプレースしなければならない場合にプレーヤーの球の
ライが変えられたとき、その変えられたライがそのプレーヤーの元のライに最も近く、最も
似ているライであるかもしれず、そのプレーヤーはその変えられたライからその球をプレー
する必要があるかもしれない。 

例えば、プレーヤーの球がフェアウェイのディボット跡に止まった。その球を自分の球だと
思った別のプレーヤーがその球をプレーして、そのディボット跡をほんの少しだけ深くし
た。1クラブレングス以内に似たような他のディボット跡がないのであれば、元のライに最
も近く、最も似ている箇所はより深くなったそのディボット跡の中の箇所となるであろう。 

 

規則 14.2e の解釈： 

14 .2e/1 – 球が止まる箇所がホールに近づく場合、プレーヤーは罰ありの救済を受けなけれ
ばならない 

規則 14.2eに従う場合、プレースしたときに球が止まる同じコースエリアの唯一の箇所はホ
ールに近づく可能性がある。そうした状況では、プレーヤーは認められる規則に基づく罰あ
りの救済を受けなければならない。 

プレーヤーはその箇所に球が止まるようにその球を地面に押し込むことは認められない（解
釈 8.2b/1参照）。 

例えば、プレーヤーの球はバンカーの下り傾斜でレーキに寄り掛かって止まり、そのレーキ
を取り除くときにその球が動いた。プレーヤーは要求されるようにその球をリプレースしよ
うとしたが、その球は止まらなかった。その後、そのプレーヤーは規則 14.2e の処置に従っ
たが、上手くいかず、そのバンカー内で球が止まるかどうかを試すことができる他の箇所は
ホールに近づかない場所には存在しないことが分かった。 

この場合、プレーヤーは 1罰打でストロークと距離（規則 19.2a）を用いるか、2罰打でそのバン
カーの外側で後方線上の救済（規則 19.3b）を用いるかのどちらかで、アンプレヤブルの球の救済
を受けなければならない。 

 

規則 14.2 の一般的な解釈： 

14 .2/1 – プレーヤーが別の場所からプレーする場合、球を元の箇所にリプレースする必要は
ない 

プレーヤーの球を元の箇所にリプレースしなければならない場合、規則に基づいて救済を受
けることを望んだり、その球を別の場所からプレーすることを望むのであれば、そのプレー
ヤーはその球をリプレースする必要はない。 

例えば、ペナルティーエリアの中に止まっていたプレーヤーの球が外的影響によって動かさ
れた場合（規則 9.6）、そのプレーヤーはそのペナルティーエリアからの救済を受ける前に
その球をリプレースする必要はない。 

そのプレーヤーは、その球をリプレースしてからそのペナルティーエリアからの救済を受け
ることができるし、あるいはそのペナルティーエリアからの救済を直接受けることができ
る。 

 

規則 14.3b(2)の解釈： 



 
14 .3b(2)/1 – 膝の高さからドロップしたとき、球は短い距離だけ落ちることがある 

規則 14.3b(2)と定義「ドロップ」は、プレーヤーが真っすぐ立ったときの膝の高さから球
をドロップすることを求めている。しかし、球はドロップされるときには（置かれるのでは
なく）空中を真っすぐ落ちなければならないが、その球は必ずしもプレーヤーの膝から地面
までの距離を落ちるとは限らない。 

例えば、プレーヤーは異常なコース状態の障害があり、そのプレーヤーの救済エリアは急傾
斜であった。プレーヤーがその傾斜のふもとに自分の両足を位置させて、その急傾斜に向か
って球をドロップする場合、膝の高さからドロップされたにもかかわらず、その球はドロッ
プされたときにほんの短い距離だけ落下するような場合もある。 

 

規則 14.3c(1)の解釈： 

14 .3c(1)/1 – ドロップした球がプレーヤーの足や用具に寄り掛かって止まった後に動いた
場合にはどうすべきか 

プレーヤーは正しい方法で球をドロップしたが、その球は偶然にそのプレーヤーの足や用具
（救済エリアをマークしていたティーなど）によって止められ、その救済エリアの中に止ま
った。罰はなく、そのプレーヤーは救済を受けることを完了したことになり、その球をある
がままにプレーしなければならない。 

その後で、プレーヤーが足や用具を動かしたときにその球が動いた場合、そのプレーヤーは
規則 9.4によって要求されるようにその球をリプレースしなければならないが、その球の動
きは規則に基づいて救済を受けているときの合理的な行動の結果（規則 9.4 例外 4参照－規
則を適用している間のパッティンググリーン以外の場所での偶然の動き）であったので、罰
を受けない。 

 

規則 14.3c(2)の解釈： 

14 .3c(2)/1 – 正しい方法で 2回ドロップされ、救済エリアの外側に止まった球は、その救済
エリアの外側にプレースされる可能性がある 

プレーヤーが規則 14.2b(2)と規則 14.2e を用いて球をプレースすることによってドロップの
処置を完了させなければならない場合、そのプレーヤーは救済エリアの外側に球をプレース
する結果となる可能性がある。 

例えば、プレーヤーが救済エリアの縁の近くで、正しい方法で 2回目の球のドロップをし
て、その球がその救済エリアの外側に止まった場合、そのプレーヤーは 2回目のドロップを
したときにその球が最初に地面に触れた箇所に球をプレースしなければならない。しかし、
プレースした球がその箇所に 2回試しても止まらない場合、ホールに近づかない、球が止ま
る最も近い箇所は、その救済エリアの内側であるかもしれないし、あるいはその外側である
かもしれない。 

 

14 .3c(2)/2 – ブッシュを含む救済エリアに正しい方法で 2回ドロップされた球をプレースす
る場所 

プレーヤーが規則 14.2b(2)と規則 14.2eを用いて球をプレースすることによってドロップの
処置を完了させなければならない場合、そのことはプレーヤーが地面以外に球をプレースす
ることを試みる結果となる可能性がある。 

例えば、プレーヤーが救済エリアのブッシュの中にドロップして、ドロップした球が 2 回
ともその救済エリアの外側に止まった場合、規則 14.3c(2)は、そのプレーヤーは 2 回目の
ドロップでその球が最初に地面に触れた箇所に球をプレースしなければならないと規定し
ている。2 回目のドロップでその球が最初にブッシュに触れたのであれば、「地面」には
ブッシュを含むので、そのプレーヤーはその球が最初にブッシュに当たった場所にその球
をプレースすることを試みなければならない。しかし、2回試みてもプレースした球がそ
の箇所に止まらない場合、そのプレーヤーは規則 14.2e の制限を受けて、ホールに近づか
ない、その球が止まる最も近い箇所にその球をプレースしなければならない。 

 

規則 14.3cの一般的な解釈： 

14 .3c/1 – 救済エリアはその救済エリアの中にあるすべてのものを含む 



 
プレーヤーの救済エリアには、その救済エリアの中にある丈の高い草、ブッシュ、あるいは他
の生長物を含む。プレーヤーがドロップした球がその救済エリアの中の悪いライに止まった
場合、その球は依然としてその救済エリア内に止まっていることになる。 

例えば、プレーヤーが自分の球を正しい方法でドロップしたところ、その球がその救済エリ
アの中のブッシュに引っかかって止まった。そのブッシュは救済エリアの一部であるので、
その球はインプレーとなり、プレーヤーは規則 14.3c に基づいて再ドロップすることは認め
られない。 

 

14 .3c/2 – 球をプレー禁止区域にドロップすることができる 

救済規則に基づいて球をドロップするとき、プレー禁止区域が救済エリアの一部である限
り、プレーヤーは球をそのプレー禁止区域にドロップすることができる。しかしながら、そ
のプレーヤーはその後に適用される規則に基づいて救済を受けなければならない。 

例えば、プレーヤーはペナルティーエリアからの救済を受け、異常なコース状態の中にある
プレー禁止区域に球をドロップすることができる。しかし、ドロップした球が規則 17（ペ
ナルティーエリアからの救済）で求められている救済エリアの中に止まった後で、そのプレ
ーヤーは規則 16.1f に基づいて救済を受けなければならない。 

 

規則 14.4の解釈： 

14 .4/1 – インプレーにする意図がなければ、プレースされた球はインプレーではない 

球を地面にプレースしたり、リプレースする場合、その球をインプレーにする意図を持って
地面に置いたのかどうかを決定する必要がある。 

例えば、プレーヤーはパッティンググリーン上で、コインを球の真後ろに置いてその球の位
置をマークしてから拾い上げ、ふいてもらうためにキャディーに渡した。その後、そのキャ
ディーはプレーヤーがホールの反対側からラインを読むときの援助となるように、その球を
コインの真後ろ、あるいはすぐ横に置いた（その球の元の箇所に置いたのではない）。キャ
ディーはインプレーに戻す意図を持ってその球をプレースしていなかったので、その球はイ
ンプレーの球ではない。 

この場合、その球は規則 14.2で要求されるように、その球をリプレースする意図を持って再
び置かれるまでインプレーとはならない。球がアウトオブプレーである間にプレーヤーがそ
の球にストロークを行った場合、そのプレーヤーは誤球をプレーしたことになる。 

 

14 .4/2 – テストとしてのドロップは認められない 

規則 14.3のドロップの処置は、規則に基づいて救済を受けるときは不確実性の要素があるこ
とを意味している。ドロップした球がどうなるかを事前にテストすることはゲームの精神か
ら逸脱してしまう。 

例えば、カート道路（動かせない障害物）からの救済を受けるとき、プレーヤーは救済エリ
アを決めたが、球が転がってその救済エリアの中のブッシュに止まるかもしれないことに気
づいた。インプレーにする意図がなければ、ドロップした球はインプレーにはならないこと
を知っていたので、そのプレーヤーは球がブッシュに転がり込むかどうかを確認するため
に、その救済エリアの片側にテストとして球をドロップした。 

そうした行為はゲームの精神に反するので、委員会は規則 1.2a(重大な非行)に基づいてそ
のプレーヤーを失格とすることが正当化される。 

 

規則 14.5b(3)の解釈： 

14 .5b(3)/1 – 後方線上の救済の再ドロップの場合、プレーヤーは救済エリアを変えること
ができる 

規則 16.1c(2)（異常なコース状態からの救済）、規則 17.1d(2)（ペナルティーエリアから
の救済）、あるいは規則 19.2bや規則 19.3b（アンプレヤブルの球の救済）に基づいて、後
方線上の救済を用いた後でプレーヤーが 2回目のドロップを要求される場合、そのプレーヤ
ーはその関連する規則の後方線上の救済の選択肢に基づいて再ドロップすることが要求され
る。しかし、2回目のドロップをするとき、そのプレーヤーは救済エリアがホールに近くな
ったり、あるいはホールから遠くなるように、基点を変えることが認められる。 



 
例えば、プレーヤーの球がペナルティーエリアの中に止まり、後方線上の救済を受けること
を選んだ。そのプレーヤーは基点を決め、球を正しい方法でドロップしたが、その球はその
救済エリアの外側に転がり出た。プレーヤーが後方線上の救済に基づいて再ドロップすると
き、そのプレーヤーは、救済エリアがホールに近くなったり、あるいはホールから遠くなる
ような別の基点を選ぶことができる。 

 

14 .5b(3)/2 – 再ドロップの場合、プレーヤーは救済エリアの中でドロップするコースエリ
アを変えることができる 

プレーヤーの救済エリアが複数のコースエリアにまたがっていて、そのプレーヤーがその救
済の選択肢に基づいて再ドロップすることが要求される場合、そのプレーヤーはその同じ救
済エリアの中の別のコースエリアにドロップすることができる。 

例えば、プレーヤーが規則 19.2c（ラテラル救済）に基づいてアンプレヤブルの球の救済を
受けることを選んだところ、その救済エリアは一部がジェネラルエリアで一部がバンカーと
なった。プレーヤーがドロップした球は、救済エリアのバンカーの部分に最初に触れてから
その救済エリアのジェネラルエリアの部分に止まった、あるいはその救済エリア全体（バン
カーの部分とジェネラルエリアの部分の両方）の外側に止まったので、そのプレーヤーは再
ドロップしなければならなかった。再ドロップするとき、そのプレーヤーはその救済エリア
のジェネラルエリアの部分にも球をドロップすることができる。 

 

規則 14.7bの解釈： 

14 .7b/1 – プレーすることが認められていない区域から行われた各ストロークについて、プ
レーヤーは罰を受ける 

プレーすることが認められていない区域にプレーヤーの球が止まった場合、そのプレーヤー
は適切な規則に基づいて救済を受けなければならない。ストロークプレーでは、プレーヤー
がそうした区域（プレー禁止区域や目的外グリーン）からプレーした場合、そのプレーヤー
はその区域からプレーした各ストロークについて 2罰打を受ける。 

例えば、プレーヤーの球がペナルティーエリアの中のプレー禁止区域に止まった。そのプレ
ーヤーはそのプレー禁止区域に立ち入り、その球にストロークを行ったが、球は数ヤードし
か動かずにそのプレー禁止区域に留まった。そのプレーヤーはその後、その球に別のストロ
ークを行い、球はそのプレー禁止区域の外側に止まった。 

各ストロークをカウントし、そのプレーヤーはプレー禁止区域で行った各ストロークについ
て、誤所からプレーしたことで規則 14.7 に基づいて一般の罰を受け、合計 4 罰打となる。
そのプレーヤーは、重大な違反がなければ、プレー禁止区域からプレーした球でそのホール
のプレーを終えることが要求される。重大な違反がある場合、そのプレーヤーはその誤りを
訂正しなければならない（規則 14.7b 参照）。 

 

14 .7b/2 – 救済を受けた状態にクラブが当たった場合、球は誤所にあったことになる 

プレーヤーが異常なコース状態による障害から救済を受ける場合、そのプレーヤーはその状
態によるすべての障害からの救済を受けることが要求される。その状態による障害のいずれ
であっても、プレーヤーが球をドロップした箇所やドロップした球が止まった箇所に存在す
る場合、その球は誤所に止まっていることになる。 

例えば、プレーヤーの球がカート道路の上に止まり、そのプレーヤーは救済を受けることに
決めた。そのプレーヤーはその球をカート道路からプレーしていた場合に使用していたと思
われるクラブを使って、完全な救済のニヤレストポイントを推定した。その基点から救済エ
リアを計測した後、そのプレーヤーは球をドロップし、その球はその救済エリアに止まっ
た。プレーヤーがその球にストロークを行ったところ、そのストロークの間にクラブがその
カート道路に当たった。そのカート道路はプレーヤーの意図するスイング区域にあったの
で、そのプレーヤーには依然として障害が生じていた。したがって、そのプレーヤーは救済
エリアを適切に決めておらず、誤所からプレーしたことについて一般の罰を受ける。 

しかしながら、そのプレーヤーが別の方向に向けてプレーすることに決めたり、ストローク
を行っている間に足が滑って意図するスイング区域が変ったことが理由でその状態による障
害が生じた場合、そのプレーヤーは誤所からプレーしたとはみなされないであろう。 

 

規則 15.1a の解釈： 



 
15 .1a/1 – ルースインペディメントを取り除くこと（他人からの援助を含む） 

ルースインペディメントには様々な形や大きさのもの（ドングリや大きな岩など）があり、
取り除くことでプレーを不当に遅らせてはならないことを除き（規則 5.6a 参照）、ルース
インペディメントを取り除く手段や方法には制限はない。 

例えば、取り除くためにプレーヤーはタオル、手や帽子を使ってもよいし、ルースインペデ
ィメントを拾い上げたり、押しのけてもよい。プレーヤーはルースインペディメントを取り
除くための援助を求めることも認められる（観客に大きな木の枝を取り除く手伝いを求める
ことなど）。 

 

15 .1a/2 – プレーヤーはルースインペディメントの一部を折って取り除くことが認められ
る 

規則 15.1a はプレーヤーがルースインペディメントを取り除くことを認めている一方で、プ
レーヤーはルースインペディメントの一部を折って取り除くこともできる。 

例えば、プレーヤーの球は木から折れて落ちた大きな枝の後ろに止まった。その大きな木の枝全
体を取り除くために他のプレーヤーたちに援助を求めるのではなく、そのプレーヤーは自分のプ
レー方向に邪魔になっているその枝の一部分を折って取り除くことができる。 

 

15 .1a/3 – 救済エリアから、あるいは球をドロップ、プレース、リプレースする箇所から
ルースインペディメントを取り除くこと 

規則 15.1a例外 1は、プレーヤーは球をリプレースする前に、球が止まっているときに動か
していたらおそらくその球を動かす原因となっていたであろうルースインペディメントを取
り除いてはならないことを明確にしている。それはその球が当初の場所にある場合、そのプ
レーヤーにはそのルースインペディメントを動かしたときに球が動いてしまうリスクがある
からである。 

しかしながら、球をドロップしたり、プレースする場合、その球は特定の箇所に戻されるわけ
ではないので、球をドロップしたり、プレースする前にルースインペディメントを取り除くこ
とは認められる。 

例えば、プレーヤーが規則 14.3b を適用して球を救済エリアにドロップする場合、あるいは
規則 14.3c(2)を適用してドロップした球が救済エリアに止まらずに、そのプレーヤーが球を
プレースしなければならない場合、そのプレーヤーはこれから球をドロップする救済エリア
や球をプレースする箇所やその周辺からルースインペディメントを取り除くことが認められ
る。 

 

規則 15.3aの解釈： 

15 .3a/1 – 援助となる球をその場所に残しておくことの規則違反は規則を知っていることが
要件ではない 

ストロークプレーで、規則 15.3aに基づき、2人以上のプレーヤーが、プレーヤーの誰かの
援助となるためにパッティンググリーン上の球をその場所に残したままにすることに合意し
て、その援助となる球をその場所に残したままストロークが行われた場合、同意をした各プ
レーヤーは 2罰打を受ける。規則 15.3aの違反は、そのプレーヤーたちがそうした同意が認
められないことを知っていたかどうかによって決まるわけではない。 

例えば、ストロークプレーで、プレーヤーがパッティンググリーンを少し外れたところから
プレーする前に、ホールの近くにあった別のプレーヤーの球を球止めとして利用するため
に、そのまま残しておくようにその別のプレーヤーに依頼した。そうしたことが認められな
いことを知らなかったので、その別のプレーヤーはプレーヤーの援助となるように自分の球
をホールの近くに残しておくことに同意した。その球をその場所に残したままストロークが
行われた場合、同意した両方のプレーヤーは規則 15.3aに基づいて罰を受ける。 

ホールの近くに球が止まっていたプレーヤーが、別のプレーヤーの援助となるように、その
球をインプレーのまま残しておくことを申し出て、その別のプレーヤーがその申し出を受け
入れてからプレーした場合にも同じ結果が適用される。 

そのプレーヤーたちがそうした同意が認められないことを承知の上で行う場合、そのプレー
ヤーたちは規則 15.3aを故意に無視したことについて、規則 1.3b(1)に基づいて失格とな
る。 



 
 

15 .3a/2 – マッチプレーでは援助となる球を残しておくことが認められる 

マッチプレーでは、その同意によって得られる利益の結果が影響を及ぼすのは自分たちのマ
ッチのみであるので、プレーヤーは相手の援助となるために自分の球をその場所に残してお
くことに同意することができる。 

 

規則 16.1a(3)の解釈： 

16 .1a(3)/1 – 異常なストローク方法で障害物が障害となるときにも救済を受けることがで
きる場合がある 

プレーヤーは与えられた状況に対応するため、場合によっては自分の球をプレーするときに
異常なスイング、スタンス、あるいはプレーの方向を選ばなければならないことがある。そ
の異常なストロークがその与えられた状況において明らかに不合理ではない場合、そのプレ
ーヤーは規則 16.1に基づいて罰なしの救済を受けることが認められる。 

例えば、ジェネラルエリアで、右利きのプレーヤーの球がホールの左側の境界物の近くにあ
ったので、そのプレーヤーはホールに向けてプレーするために左打ちのスイングを行わなけ
ればならなかった。その左打ちのスイングを行うとき、動かせない障害物がそのプレーヤー
のスタンスの障害となっていた。 

この状況において、左打ちのスイングを用いることは明らかに不合理ではないので、そのプ
レーヤーはその動かせない障害物からの救済が認められる。 

その左打ちのスイングについての救済処置が終わった後で、そのプレーヤーは次のストロー
クで通常の右打ちのスイングを用いることができる。その動かせない障害物がその右打ちの
スイングについて障害となる場合、そのプレーヤーは規則 16.1bに基づいてその右打ちのス
イングについて救済を受けることができるし、あるいはその球をあるがままにプレーするこ
ともできる。 

 

16 .1a(3)/2 – プレーヤーは状態からの救済を受けるために明らかに不合理なストロークを
用いることはできない 

プレーヤーは異常なコース状態からの救済を受けるために明らかに不合理なストロークを用
いることはできない。そのプレーヤーのストロークが与えられた状況に明らかに不合理な場
合、規則 16.1に基づく救済は認められず、そのプレーヤーはその球をあるがままにプレー
するか、アンプレヤブルの球の救済を受けなければならない。 

例えば、ジェネラルエリアで、右利きのプレーヤーの球が悪いライに止まった。近くにあっ
た動かせない障害物はそのプレーヤーの通常の右打ちのストロークには障害とならないが、
左打ちのストロークには障害となっていた。そのプレーヤーは次のストロークを左打ちで行
うつもりであることを述べ、そうした左打ちのストロークではその動かせない障害物が障害
となるので、規則 16.1bの救済が認められると考えていた。 

しかしながら、そのプレーヤーが左打ちのストロークを用いる唯一の理由は救済を受けて悪
いライから逃れるためであり、その左打ちのストロークは明らかに不合理であるので、その
プレーヤーは規則 16.1bに基づき救済を受けることは認められない（規則 16.1a(3)）。 

同じ原則が、明らかに不合理なスタンス、プレーの方向、あるいはクラブ選択を用いること
にも適用される。 

 

16 .1a(3)/3 – 球が動物の穴の中の地下にある場合の規則 16.1a(3)の適用 

動物の穴の中の地下にある球について規則 16.1a(3)に基づいて救済を認めないかどうかの
決定では、その裁定はその穴の中の地下の球の位置ではなく、その穴の入り口に球が止まっ
ていた場合のライに基づいて行われる。 

例えば、ジェネラルエリアで、プレーヤーの球は動物の作った穴の中の地下に止まってい
た。その動物の穴の入り口のすぐ近くや、その入り口に覆いかぶさるように、大きなブッシ
ュが存在していた。 

その動物の穴の入り口の区域の特徴から、その動物の穴がなかったとした場合、プレーヤーが
その球にストロークを行うことは（ブッシュが覆いかぶさっていることによって）明らかに不
合理であったであろう。そうした状況では、そのプレーヤーは規則 16.1bに基づいて救済を受



 
けることは認められない。そのプレーヤーはその球をあるがままにプレーするか、規則 19
（アンプレヤブルの球）に基づいて処置しなければならない。 

その球が動物の穴の中にあるが、地下ではない場合、その球をプレーすることが明らかに不
合理であるかどうか、そして規則 16.1a(3)が適用されるかどうかを決めるとき、その球の
箇所が用いられる。規則 16.1a(3)が適用されない場合、そのプレーヤーは規則 16.1bに基
づいて罰なしに救済を受けることができる。同じ原則が、動かせない障害物の中の地下にあ
る球にも適用される。 

 

規則 16.1b の解釈： 

16 .1b/1 – 球が異常なコース状態の中の地下にある場合の救済処置 

球が異常なコース状態に入り、地下に止まった（そして規則 16.1a(3)が適用されない）場
合、適用される救済処置はその球がジェネラルエリアにあるのか（規則 16.1b）、バンカー
にあるのか（規則 16.1c）、ペナルティーエリアにあるのか（規則 17.1c）、あるいはアウ
トオブバウンズなのか（規則 18.2b）による。 

救済を受けられるかどうか、そして救済を受ける方法の例は次の通り： 

• 球はグリーン横のバンカーにある入り口から動物の穴に入り、そのパッティンググリーン
の真下に止まっているのが見つかった。その球はバンカーの中でもパッティンググリーン
上でもないので、ジェネラルエリアにある球についての規則 16.1bに基づいて救済を受け
ることになる。その球がその動物の穴の中にある箇所を完全な救済のニヤレストポイント
の決定に用いて、その救済エリアはジェネラルエリアでなければならない。 

• 球はアウトオブバウンズの箇所の入り口から動物の穴に入った。その穴の一部はインバウ
ンズであり、ジェネラルエリアであった。その球はインバウンズの地下、ジェネラルエリ
アで見つかった。ジェネラルエリアにある球についての規則 16.1b に基づいて救済を受け
ることになる。その球がその動物の穴の中にある箇所を完全な救済のニヤレストポイント
の決定に用いて、その救済エリアはジェネラルエリアでなければならない。 

• 球はジェネラルエリアの入り口から動物の穴に入ったが、境界フェンスから 30cm ほどしか
離れていない入り口からであった。その動物の穴はそのフェンスの下に向かって急傾斜と
なっていたので、その球は境界線を越えて止まっていたのが見つかった。その球はアウト
オブバウンズであるので、そのプレーヤーは 1 罰打を加え、直前のストロークを行った場
所から球をプレーすることによってストロークと距離の救済を受けなければならない（規
則 18.2b）。 

• 球はジェネラルエリアの入り口から動物の穴に入ったかもしれなかったが、見つかってい
ない球がその異常なコース状態の中にあることが「分かっている、または事実上確実」で
はなかった。この状況では、その球は紛失となり、そのプレーヤーは 1 罰打を加え、直前
のストロークを行った場所から球をプレーすることによってストロークと距離の救済を受
けなければならない（規則 18.2b） 

 

規則 16.1cの解釈： 

16 .1c/1 – プレーヤーが最大限の救済を受けた；その後、後方線上の救済を受けることに決
める  

プレーヤーが最大限の救済を受ける場合、そのプレーヤーには依然として異常なコース状態
による障害が残ることになり、1罰打で後方線上の処置を用いることによってさらなる救済
を受けることができる。プレーヤーがそうすることに決めた場合、その後方線上の救済のた
めの基点は最大限の救済を受けた後でその球が止まっている場所となる。 

 

16 .1c/2 – プレーヤーは球を拾い上げた後、球をインプレーに戻す前に救済の選択肢を変える
ことができる 

プレーヤーが規則 16.1cに基づいて救済を受けるため自分の球を拾い上げた場合、その選択
肢に基づいて元の球をインプレーにしたり、あるいは別の球に取り替えるまでは、意図して
いた規則 16.1cに基づく選択肢にとらわれない。 

例えば、プレーヤーはバンカー内の一時的な水からの救済を受けることを選び、そのバンカ
ーの中で罰なしの救済を受けるつもりでその球を拾い上げた（規則 16.1c(1)）。そのプレ
ーヤーは、その後、規則が求めているそのバンカーの中で球をドロップする場所はとても難



 
しいショットを必要とすることに気付いた。 

その球を拾い上げた後で、球をインプレーに戻す前であれば、当初の意図が規則 16.1c(1)
に基づいて救済を受けることであったとしても、そのプレーヤーはこの規則の２つの選択肢
のいずれかを選ぶことができる。 

 

規則 16.1 の一般的な解釈： 

16 .1/1 – 異常なコース状態からの救済はその状況が改善される結果となることもあれば、
改悪される結果となることもある 

規則 16.1に基づいて救済を受けるときに、プレーヤーがより良いライ、意図するスイング
区域、あるいはプレーの線を享受する場合、それはプレーヤーにとって幸運である。規則
16.1では、救済を受けた後に同じ状況を維持することをプレーヤーに求めていない。 

例えば、ラフにあるスプリンクラーヘッド（動かせない障害物）からの救済を受けるとき、
プレーヤーの完全な救済のニヤレストポイントや救済エリアの場所がフェアウェイとなるか
もしれない。その結果、プレーヤーが球をフェアウェイにドロップすることができるように
なったとしても、そのことは認められる。 

同じ状況で、完全な救済なニヤレストポイントや救済エリアが岩石の区域となる場合など、
救済を受ける前と比べて、救済を受けた後にプレーヤーにとってその状況が有利ではなくな
ることがある。 

 

16 .1/2 – 最初の状態からの完全な救済を受けた後で、2つ目の異常なコース状態による障
害が存在する場合、さらなる救済を受けることができる 

プレーヤーが１つの異常なコース状態からの完全な救済を受けた後で、2 つ目の異常なコー
ス状態の障害がある場合、その２つ目の状況は新しい状況であり、そのプレーヤーは規則
16.1 に基づいて再び救済を受けることができる。 

例えば、ジェネラルエリアで、一時的な水の区域がお互いすぐ近くに２つあり、プレーヤー
はその一方の区域が障害となっていたが。もう一方の区域は障害となっていなかった。その
プレーヤーは規則 16.1に基づいて救済を受け、その球は最初の一時的な水の区域の障害が
もはや存在しない救済エリアの中の箇所に止まったが、2つ目の一時的な水の区域が障害と
なっていた。 

そのプレーヤーはその球をあるがままにプレーするか、規則 16.1に基づいて２つ目の一時
的な水の区域からの救済を受けることができる。 

一度救済を受けた後で、その他の異常なコース状態による障害があった場合にも同じ結果が
適用される。 

 

16 .1/3 –  2つの状態による障害が存在する場合、プレーヤーはどちらの状態から救済を受
けるか選ぶことができる 

プレーヤーに同時に２つの状態の障害がある状況があり、そうした状況では、そのプレーヤ
ーはどちらの状態から救済を受けるか選ぶことができる。1つの状態から救済を受けた後
で、２つ目の状態による障害が存在する場合、そのプレーヤーはその後でその２つ目の状態
から救済を受けることができる。 

そのことの一部の例は次の場合を含む： 

• ジェネラルエリアで、動かせない障害物がプレーヤーの意図するスイング区域の障害とな
っており、その球は修理地と定められた区域の中に止まっていた。 

プレーヤーは最初に規則 16.1 に基づいて動かせない障害物からの救済を受け、修理地がそ
の動かせない障害物からの救済エリアの一部であればその修理地に球をドロップした後
で、その修理地の中でその球をあるがままにプレーするか、規則 16.1b に基づいて救済を
受けることができる。 

逆に、プレーヤーは修理地からの救済を受け、動かせない障害物の障害が依然として存在
する場合には、その動かせない障害物からの救済を受けることができる。 

• プレーヤーの球はジェネラルエリアの修理地の中で地面にくい込んでいた。 

そのプレーヤーには、修理地の障害について規則 16.1 に基づいて救済を受けるか、地面



 
にくい込んだ球について規則 16.3 に基づいて救済を受けるかの選択肢がある。 

しかしながら、そうした状況では、プレーヤーが各状態による障害から続けて救済を受けた
ときに、どうしても救済を受ける前の状態に戻ってしまう状況を除いて、プレーヤーは 1回
の処置で、両方の状態からの統合した完全な救済のニヤレストポイントによって決められた
単独の救済エリアに球をドロップすることで、同時に 2つの状態からの救済を受けることは
できない。 

 

16 .1/4 – 球が動かせない障害物の高架の部分にある場合に救済を受ける方法 

球が動かせない障害物の高架の部分にある場合、完全な救済のニヤレストポイントはその動
かせない障害物の下の地面となる。それは完全な救済のニヤレストポイントを決めることを
容易にし、完全な救済のニヤレストポイントが近くの木の枝の上となることを避けるためで
ある。 

例えば、球がジェネラルエリアで動かせない障害物の高架の部分（深い谷に架かる歩道橋や
吊り橋など）にあった。 

プレーヤーがこの状況で救済を受けることを選ぶ場合、垂直距離は無視され、完全な救済の
ニヤレストポイント（X点）は球がその動かせない障害物にある真下の地面となる（ただ
し、その地点で規則 16.1a に定められている障害がないことを条件とする）。そのプレーヤ
ーは X点を基点として用いて決められる救済エリアに球をドロップすることによって規則
16.1bに基づいて救済を受けることができる。 

X点にある球について、その動かせない障害物の一部（支柱など）が障害となる場合、プレ
ーヤーは X点を球の箇所として完全な救済のニヤレストポイントを決定し、その後に規則
16.1bに基づいて救済を受けることができる。 

球が地下にあり、動かせない障害物の障害がある場合については解釈 16.1/5 を参照。 

 

16 .1/5 – 球が異常なコース状態の地下にある場合の完全な救済のニヤレストポイントの計
測方法 

球が異常なコース状態（トンネルなど）の中で地下にある場合の処置は、球が高架の部分に
ある場合とは異なる。球が地下にある場合、完全な救済のニヤレストポイントの決定は垂直
距離と水平距離を考慮しなければならない。場合によって、完全な救済のニヤレストポイン
トはそのトンネルの入り口となることもあれば、球がトンネルの中にある場所の真上の地面
となることもある。 

 

球が動かせない障害物の高架の部分にある場合については解釈 16.1/4を参照。 

 

16 .1/6 – 球が水の中で動いている場合、プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決
めることを待つことができる 

球が一時的な水の中で動いている場合、プレーヤーが規則 16.1 に基づいて救済を受けると
きに、その動いている球を拾い上げることを選ぶか、別の球に取り替えることを選ぶかどう
かにかかわらず、そのプレーヤーはプレーを不当に遅らせない限り、完全な救済のニヤレス
トポイントを決める前にその球がより良い箇所に動いていくことを許すことが認められる
（規則 10.1d例外 3と規則 5.6a）。 

例えば、プレーヤーの球がフェアウェイを横断する一時的な水の中で動いていた。プレーヤ
ーが球のところに到着したときにその球は A点にあったが、その球がそのまま 5ヤードほど
離れた B点に動いていけば、A点で救済を受けるときに比べて、自分の完全な救済のニヤレ
ストポイントがずっと良い箇所になることに気付いた。 

プレーヤーがプレーを不当に遅らせない限り（規則 5.6a）、そのプレーヤーはその球が B
点に到達するまで救済処置を始めることを遅らせることが認められる。 

 

規則 16.2a の解釈： 

16 .2a/1 – 危険なコース状態からの罰なしの救済はない 

プレーヤーの球が身体に危害を及ぼす可能性のある植物やブッシュ（毒ツタやサボテンな



 
ど）の障害のある箇所に止まった場合、そのプレーヤーは難しい状況に直面したり、その植
物にアレルギーがあるかもしれないが、規則に基づいて罰なしの救済を受ける権利はない。 

 

規則 16.3a(2)の解釈： 

16 .3a(2)/1 – 球が自らのピッチマークにくい込んでいるかどうかの結論付け 

プレーヤーが規則 16.3bに基づいて救済を受けるためには、その球が自らのピッチマークの
中にあると結論付けることが合理的でなければならない。 

球が自らのピッチマークの中に止まっていると結論付けることが合理的である例は、プレー
ヤーのアプローチショットがパッティンググリーンの少し手前のジェネラルエリアの柔らか
い地面に落ちた場合である。プレーヤーはその球が前に跳ねて、バックスピンで戻ったのが
見えた。プレーヤーが球のところに到着したとき、その区域にある唯一のピックマークの中
に球がくい込んでいるのが見えた。その球がバックスピンで戻って自らのピッチマークに入
ったと結論付けることは合理的であるので、プレーヤーは規則 16.3bに基づいて救済を受け
ることができる。 

しかしながら、プレーヤーのティーショットがフェアウェイに落ち、その球が跳ねて丘を越

え、ティーからは見えない場所でピッチマークの中にあるのが見つかった場合、その球が自

らのピッチマークの中にあると結論付けることは合理的ではなく、そのプレーヤーは規則

16.3bに基づいて救済を受けることは認められない。 

 

規則 17.1a の解釈： 

17 .1a/1 – ペナルティーエリアが適切にマーキングされていなかったとしても球はペナルテ
ィーエリアの中にある 

水域をペナルティーエリアとして定めている杭が適切に配置されていなかった場合、プレー
ヤーは委員会のそうした誤りに便乗することは認められない。 

例えば、球が水域の中で見つかり、その水域は地面の形状からして明らかにペナルティーエ
リアの一部であるが、杭の外側であったことにより、規則の厳密な解釈ではそのペナルティ
ーエリアの外側であった。委員会がマーキングしているかどうかにかかわらず、ペナルティ
ーエリアはコース上のすべての水域を含むので、プレーヤーはその水域に止まっているその
球が一時的な水の中にあると主張することはできない（定義「ペナルティーエリア」参
照）。 

 

17 .1a/2 – ペナルティーエリアかペナルティーエリアに隣接する異常なコース状態のどちら
かで球が紛失 

プレーヤーの球がペナルティーエリアの近くに異常なコース状態がある区域で見つからない
場合、プレーヤーは球の場所を決めるときに合理的な判断を用いなければならない（規則
1.3b(2)）。合理的な判断をした後で、その球がそうした区域のどちらかに止まったことは
分かっている、または事実上確実だが、その可能性はどちらも同じ場合、そのプレーヤーは
規則 17に基づいて罰ありの救済を受けなければならない。 

 

規則 17.1d(2)の解釈： 

17 .1d(2)/1 – プレーヤーが基準線に物理的に基点をマークすることの推奨 

規則 17.1dはプレーヤーが後方線上の救済のための救済エリアを定める基準線上の基点を選
ぶことを認めている。プレーヤーは物（ティーなど）を使って基点を示すべきであるが、視
覚的に基点を選ぶことができる。 

プレーヤーが視覚的に基点を選んだ場合、その点は救済エリアを定めたり、球を再ドロップ
しなければならないかどうかの決定に使われる。 

物理的に基点をマークすることを推奨する理由は、救済処置や、球が救済エリアにドロップ
され、救済エリアに止まったかどうかを判断する支援となるからである（規則 14.3）。 

 

規則 17.1d(3)の解釈： 



 
17 .1d(3)/1 – ラテラル救済を受けるときにプレーヤーはペナルティーエリアを横断して計
測できる 

球が幅の狭いレッドペナルティーエリアの縁を最後に横切った場合のラテラル救済を受ける
とき、プレーヤーは救済エリアのサイズを定める際に、基点からの 2 クラブレングスを、そ
のペナルティーエリアを横断して計測することが可能な場合がある。しかしながら、基点か
ら計測した 2 クラブレングス以内のペナルティーエリアの部分は、救済エリアの一部とはな
らない。 

 

17 .1d(3)/2 – 球がペナルティーエリアの縁を最後に横切ったと推定した場所に基づいてプ
レーヤーは球をドロップしたが、それは間違った地点であったことが判明した 

球がペナルティーエリアの縁を最後に横切った地点が分からない場合、プレーヤーはその基
点を決めるために自分の合理的な判断を用いなければならない。 

規則 1.3b(2)に基づいて、そのプレーヤーの合理的な判断は、たとえその基点が間違いであ
ったことが判明したとしても受け入れられる。しかしながら、そのプレーヤーがストローク
を行う前に、その基点が間違っていたことが分かり、その誤りを訂正しなければならない状
況もある。 

例えば、ストロークプレーで、プレーヤーの球はレッドペナルティーエリアの中にあること
が分かっている、または事実上確実であった。プレーヤーは同組の他のプレーヤーと相談し
た後で、球がそのレッドペナルティーエリアの縁を最後に横切った地点を推定した。プレー
ヤーはラテラル救済を受け、その推定した基点に基づいた救済エリアに球をドロップした。 

しかし、ドロップした球にストロークを行う前に、その組のプレーヤーの一人がそのペナル
ティーエリアの中でプレーヤーの球を見つけ、その位置はその球はプレーヤーが推定した基
点よりも 20ヤードほどホールに近い地点でそのペナルティーエリアの縁を最後に横切った
ことを示していた。 

その情報はプレーヤーがドロップした球にストロークを行う前に知るところとなったので、
そのプレーヤーは規則 14.5（球を取り替える、リプレース、ドロップ、プレースするとき
の誤りを訂正すること）に基づいてその誤りを訂正しなければならない。その訂正では、プ
レーヤーはその正しい基点について規則 17.1に基づいて処置しなければならず、規則 17.1
に基づくいずれの救済の選択肢でも使うことができる（規則 14.5b(2)参照）。 

 

規則 17.2bの解釈： 

17 .2b/1 – 規則 17.2bによって認められる救済の選択肢の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 球がペナルティーエリアに入った地点      アウトオブバウンズ 

●基点 

 



 
図に示されるように、プレーヤーはティーイングエリアからプレーし、球はレッドペナルテ
ィーエリアの A 点に止まった。プレーヤーはそのペナルティーエリアからプレーすること
を選んでプレーしたところ、球はアウトオブバウンズである B 点に止まった。 

プレーヤーは A 点を救済エリアのための基点として用いて規則 18.2b に基づいてストロー
クと距離の救済を受けることができ、次は４打目となる。 

プレーヤーが球をそのペナルティーエリアの中に戻してドロップすることでストロークと距
離の救済を受ける場合、その後でドロップした球をその球が止まったところからプレーしな
いことに決めたときは： 

• プレーヤーは規則 17.1d(2)に基づいてそのペナルティーエリアの外側の点線 X-Y上のど
こかで後方線上の救済を受けること、規則 17.1d(3)に基づいて X点を基点として用いて
ラテラル救済を受けること、あるいは規則 17.2a(2)に基づいてそのペナルティーエリア
の外で最後にストロークを行った場所（このケースではティーイングエリア）から別の球
をプレーすることができる。 

• プレーヤーがこうした 3つの選択肢のうちの 1つを選ぶ場合、そのプレーヤーはさらに 1
罰打を受け、合計で 2罰打となる：ストロークと距離の救済を受けるための 1打に加え、
後方線上の救済、ラテラル救済、あるいはそのペナルティーエリアの外で最後にストロー
クを行った場所（このケースではティーイングエリア）から別の球をプレーすることにつ
いての 1打。したがって、プレーヤーはいずれの選択肢に基づく場合でも、次は 5打目を
プレーすることになる。 

プレーヤーには最初に球をそのペナルティーエリアの中にドロップせずにそのペナルティー
エリアの外で救済を受ける選択肢もあるが、そうするためには依然として合計で 2 罰打を
受けることになる。 

 

規則 18.1 の解釈： 

18 .1/1 – 元の球が 3分の捜索時間内に見つかった場合、ティーアップした球を拾い上げる
ことができる 

ティーイングエリアから再びプレーする場合、ティーイングエリアにプレース、ドロップ、
あるいはティーアップされた球は、プレーヤーがその球にストロークを行うまではインプレ
ーの球ではない（定義「インプレー」と規則 6.2参照）。 

例えば、プレーヤーはティーイングエリアから球をプレーし、自分の球をほんの少しだけ捜
した後で戻って来て別の球をティーアップした。プレーヤーがティーアップした球をプレー
する前で、3分の捜索時間内に、元の球が見つかった。そのプレーヤーはティーアップした
球を放棄し、罰なしに元の球でのプレーを続けることができるが、ティーイングエリアから
プレーすることによって、ストロークと距離に基づいて処置することも認められる。 

しかしながら、そのプレーヤーがジェネラルエリアからプレーした後に、ストロークと距離
の救済を受けるために別の球をドロップした場合、その結果は異なり、そのプレーヤーはス
トロークと距離の罰に基づいてドロップした球でのプレーを続けなければならない。そのケ
ースでプレーヤーが元の球でのプレーを続ける場合、そのプレーヤーは誤球をプレーするこ
とになる。 

 

18 .1/2 – ストロークと距離に基づいてプレーすることで罰を免れることはできない 

プレーヤーが球を拾い上げることが認められていないのに自分の球を拾い上げた場合、その
プレーヤーはその後でストロークと距離に基づいてプレーすると決めることで規則 9.4bに
基づく罰を免れることはできない。 

例えば、プレーヤーのティーショットは雑木林の中に止まった。プレーヤーは落ちていた球
を遺棄された球だと思って拾い上げたが、その球が自分のインプレーの球であることが分か
った。そのプレーヤーはその後でストロークと距離に基づいてプレーすることに決めた。 

その球を拾い上げた時点では、プレーヤーがその球を拾い上げることは認められておらず、
ストロークと距離に基づいてプレーする意図はなかったので、プレーヤーは規則 18.1に基
づくストロークと距離の罰に加え、規則 9.4bに基づく 1罰打を受ける。プレーヤーの次の
ストロークは 4打目となる。 

 

規則 18.2a(1)の解釈： 



 
18 .2a(1)/1 –  捜索が一時的に妨げられた場合に捜索に許される時間 

球が紛失となる前に、プレーヤーは自分の球を 3分間捜索することが認められる。しかしな
がら、捜索中に「時計が止まる」状況もあり、そうした時計が止まっている時間はプレーヤ
ーの捜索の 3分間にはカウントしない。 

次の例は捜索が一時的に妨げられた場合の時間をどのように考えるのかを例証している： 

• ストロークプレーで、プレーヤーが自分の球を 1分間捜索した後で球を見つけた。プレー
ヤーはその見つかった球が自分の球であると思い込んで、30秒かけてストロークを行う
方法やクラブ選択を決め、その球をプレーした。プレーヤーはその後でその球が誤球であ
ったことが分かった。 

プレーヤーが元の球がありそうな場所に戻って捜索を再開した場合、そのプレーヤーには
捜索時間が 2分間残っている。捜索時間の時計はプレーヤーが誤球を見つけ、捜索を中止
したときに止まっていた。 

• 委員会がプレーを中断したとき、プレーヤーは自分の球の捜索を始めてから 2分間が経っ
ていた。プレーヤーは捜索を続けた。プレーヤーが捜索を始めてから 3分間が経ったと
き、3分の捜索時間が終了したのがプレーの中断中であったとしても、その球は紛失とな
る。 

• プレーが中断したとき、プレーヤーは自分の球の捜索を始めてから 1分間が経っていた。
そのプレーヤーはさらに 1分間捜索を続けた後で、避難場所を探すために捜索を中止し
た。プレーヤーがプレーを再開するためにコースに戻ってきた場合、プレーがまだ再開し
ていなかったとしても、プレーヤーはさらに 1分間その球を捜索することが認められる。 

• 2分間の捜索の後で、プレーヤーは丈の高いラフの中で球を見つけ、自分の球と確認し
た。プレーヤーはクラブを取りにその区域を離れた。プレーヤーが戻ったとき、その球を
見つけることができなかった。プレーヤーは 1分間その球を捜すことができるが、見つか
らなければその球は紛失となる。3分の捜索時間の時計はその球が最初に見つかったとき
に止まっていた。 

• プレーヤーが自分の球の捜索を始めてから 2分間経ったときに、後続組をパスさせるため
に邪魔にならない場所に移動した。捜索を一時的に中止したときに捜索時間の時計は止ま
るので、そのプレーヤーはさらに 1分間捜索することが認められる。 

 

18 .2a(1)/2 – キャディーはプレーヤーが来る前にプレーヤーの球の捜索を始める必要はない 

プレーヤーは自分のキャディーに自分の球の捜索を始めないように指示することができる。 

例えば、プレーヤーはロングドライブを深いラフの中に打ち込み、別のプレーヤーはショー
トドライブを深いラフの中に打ち込んだ。プレーヤーのキャディーは、捜索を始めるために
プレーヤーの球があると思われる場所に向かって歩き始めた。プレーヤーを含む誰もが、そ
の別のプレーヤーの球があると思われる場所にその球を捜すために歩いて行った。 

プレーヤーは自分のキャディーにその別のプレーヤーの球を捜すように指示し、自分の球の
捜索を皆が手伝うことができるようになるまで遅らせることができる。 

 

18 .2a(1)/3 – すぐに確認しない場合、球は紛失となることがある 

プレーヤーが 3分の捜索時間内に球が自分の球であると確認する機会があったのに確認しな
かった場合、その球は 3分の捜索時間が終了したときに紛失となる。 

例えば、プレーヤーは自分の球の捜索を始めてから 2分間経ったときに球を見つけたが、別
のプレーヤーの球だと思ったので自分の球の捜索を再開した。 

3分の捜索時間が経過した後で、プレーヤーが見つけ、別のプレーヤーの球だと思っていた球
が実際にはそのプレーヤーの球であったことが分かった。この場合、そのプレーヤーは見つけ
た球をすぐに確認せずに捜索を続けたので、そのプレーヤーの球は紛失となる。 

 

規則 18.2a(2)の解釈： 

18 .2a(2)/1 – 水流が球をアウトオブバウンズに動かす 

水流（一時的な水かペナルティーエリアの水のどちらか）が球をアウトオブバウンズに運んだ
場合、そのプレーヤーはストロークと距離の救済を受けなければならない（規則 18.2b）。水



 
は自然の力であり、外的影響ではないので規則 9.6 は適用されない。 

 

規則 18.3aの解釈： 

18 .3a/1 – どのような場合にプレーヤーは暫定球をプレーできるか 

プレーヤーは自分が暫定球をプレーすることが認められるかどうかを決める場合、その時点で
そのプレーヤーが知っていた情報だけが考慮される。 

暫定球をプレーすることができる例は次の場合を含む： 

• 元の球はペナルティーエリアの中にあるかもしれないが、ペナルティーエリア以外の場所
で紛失したり、アウトオブバウンズであるかもしれない。 

• プレーヤーは元の球がジェネラルエリアに止まったと思ったが、紛失するかもしれなかっ
た。その後、3 分の捜索時間内に元の球がペナルティーエリアの中で見つかった場合、プ
レーヤーは暫定球を放棄しなければならない。 

 

18 .3a/2 – 捜索を始めた後でも暫定球をプレーすることが認められる 

3 分の捜索時間がまだ終わっていなかったとしても、元の球が見つかっておらず、確認され
ていない場合に、プレーヤーは紛失するかもしれない球について暫定球をプレーすることが
できる。 

例えば、3分の捜索時間が終わる前に、直前のストロークを行った箇所に戻って暫定球をプレ
ーすることができる場合、プレーヤーは暫定球をプレーすることができる。 

プレーヤーが暫定球をプレーして、その後で 3分の捜索時間内に元の球が見つかった場合、
プレーヤーはその元の球でのプレーを続けなければならない。 

 

18 .3a/3 – 同じ箇所からプレーした各球は直前の球にだけ関連している 

プレーヤーが同じ箇所から複数の球をプレーした場合、各球は直前にプレーした球にだけ関
連している。 

例えば、プレーヤーは自分のティーショットが紛失するか、アウトオブバウンズであるかもし
れないと思ったので暫定球をプレーした。その暫定球は元の球と同じ方向に飛んだので、何の
告知もせずに、プレーヤーは別の球をティーからプレーした。その別の球はフェアウェイに止
まった。 

元の球が紛失やアウトオブバウンズでなかった場合、そのプレーヤーは罰なしにその元の球
でのプレーを続けなければならない。 

しかしながら、元の球が紛失したり、アウトオブバウンズであった場合、そのプレーヤーは
何の告知もしていなかったので、ティーからプレーした 3つ目の球でのプレーを続けなけれ
ばならない。したがって、その 3つ目の球は、その暫定球が止まっている場所にかかわら
ず、ストロークと距離に基づいてその暫定球について取り替えられた球となる（規則
18.1）。そのプレーヤーはその 3つ目の球をティーからプレーした時点で 5打目（罰打を含
む）を終えたことになる。 

 

規則 18.3b の解釈： 

18 .3b/1 – どのようなことが暫定球の宣言とみなされるのか 

規則 18.3bは暫定球の宣言を誰に対して行わなければならないのかを規定していないが、暫
定球の宣言はプレーヤーの近くにいる人に聞こえるように行わなければならない。 

例えば、他の人が近くにいるときに、プレーヤーが自分だけに聞こえるような方法で暫定球
をプレーすることを述べた場合、それではプレーヤーは暫定球をプレーすることを「宣言」
しなければならないという規則 18.3bの要件を満たさない。そうした状況でプレーした球は
ストロークと距離の罰に基づいてそのプレーヤーのインプレーの球となる。 

プレーヤーの暫定球の宣言を聞く人が近くにいなかった場合（自分の球を少しだけ捜した後
にティーイングエリアに戻ったときなど）、それができるようになったときに暫定球をプレ
ーしたことを誰かに告げることを条件に、そのプレーヤーは暫定球をプレーする意思を正し
く宣言していたとみなされる。 



 
 

18 .3b/2 – 暫定球のプレーであることを「明確に示す」供述 

プレーヤーが暫定球をプレーする場合、その宣言で「暫定」という言葉を使うことが最善で
ある。しかしながら、暫定球をプレーしようとしているプレーヤーの意図を明確にするその
他の供述も受け入れられる。 

プレーヤーが暫定球をプレーすることを明確に示す宣言の例は次を含む： 

• 「規則 18.3に基づいて球をプレーします。」 

• 「念のために別の球をプレーします。」 

プレーヤーが暫定球をプレーすることを明確に示しておらず、そのプレーヤーがストローク
と距離に基づいて球をインプレーにすることを意味する例は次を含む： 

• 「もう一回打ちます。」 

• 「別の球を打ちます。」 

 

規則 18.3c(1)の解釈： 

18 .3c(1)/1 – 暫定球に対してとった行動は暫定球の続きである 

元の球があると推定する場所よりホールに近い場所で、暫定球に対してストローク以外の行
動（ドロップ、プレース、あるいは別の球に取り替えるなど）をとることは、その暫定球を
「プレー」していることにはならないので、その球の暫定球としてのステータスを失わせる
ことはない。 

例えば、プレーヤーの球がホールまで 175ヤードの場所で紛失したかもしれないので、その
プレーヤーは暫定球をプレーした。元の球を少しだけ捜した後で、そのプレーヤーはホール
まで 150ヤードのブッシュの中にある暫定球をプレーするために前へ進んだ。プレーヤーは
その暫定球をアンプレヤブルと決めて、規則 19.2cに基づいてその球をドロップした。ドロ
ップした球をプレーする前に、プレーヤーが捜索を始めてから 3分間以内に観客がそのプレ
ーヤーの元の球を見つけた。 

この場合、捜索を始めてから 3分間以内に元の球が見つかり、そのプレーヤーは元の球があ
ると推定する場所よりもホールに近い箇所からその暫定球にストロークを行っていなかった
ので、元の球はインプレーの球のままとなる。 

 

規則 18.3c(2)の解釈： 

18 .3c(2)/1 – 元の球の推定箇所はどちらの球がインプレーであるのかを決めるために用いら
れる 

規則 18.3c(2)では、プレーヤーが自分の元の球があると「推定」する箇所を用いて暫定球
がその箇所よりホールに近い場所からプレーされたかどうか、元の球と暫定球のどちらがイ
ンプレーの球であるのかを決定する。この推定箇所は元の球が最終的に見つかった場所では
ない。むしろ、プレーヤーが元の球があると合理的に考えたり、みなした箇所である。 

どちらの球がインプレーなのかを決定する例は次の場合を含む： 

• 自分の球が紛失したり、アウトオブバウンズであるかもしれないと思ったプレーヤーが暫
定球をプレーしたところ、元の球の推定箇所よりもホールに近い所には止まらなかった。
プレーヤーは球を見つけ、自分の元の球だと思ってその球をプレーした。プレーヤーはそ
の後でプレーした球が暫定球であったことが分かった。 

この場合、暫定球は元の球の推定箇所よりホールに近い箇所からはプレーされていない。
したがって、プレーヤーは元の球の捜索を再開することができる。捜索を始めてから 3分
間以内に元の球が見つかった場合、その球はインプレーの球のままであり、プレーヤーは
暫定球を放棄しなければならない。元の球が見つかる前に捜索の 3分間が終了した場合、
暫定球がインプレーの球となる。 

• 自分のティーショットが紛失したり、アウトオブバウンズと定められた道路を超えたかも
しれないと思ったプレーヤーが暫定球をプレーした。プレーヤーは元の球を少しだけ捜し
たが見つからなかった。プレーヤーは前に進み、元の球があると推定する場所よりホール
に近い箇所から暫定球をプレーした。その後で、プレーヤーはさらに前に進んだときに元
の球をインバウンズで見つけた。元の球は予想よりもかなり前方で見つかったので、道路



 
を跳ねて転がって行き、インバウンズに戻ってきたに違いなかった。 

この場合、元の球があると推定する場所よりホールに近い箇所から暫定球がプレーされた
ときにその暫定球がインプレーの球となる。元の球はもはやインプレーではないので、放
棄しなければならない。 

 

18 .3c(2)/2 – プレーヤーは他の人たちに自分の元の球を探さないように依頼できる 

プレーヤーが暫定球でのプレーを続けることを選び、自分の元の球を捜すつもりがない場合、
そのプレーヤーは他の人たちに球を捜さないように依頼できるが、他の人たちはその要請に従
う義務はない。 

球が見つかった場合、元の球があると推定する場所よりホールに近い箇所からまだ暫定球を
プレーしていなかったのであれば（プレーしていたらその暫定球がインプレーの球とな
る）、プレーヤーはその球を確認するために合理的なあらゆる努力をしなければならない。
別の球が見つかったときに暫定球がまだインプレーの球になっていなかった場合、その見つ
かった球を確認する合理的な努力をすることを拒むことはゲームの精神に反する重大な非行
とみなされることがある（規則 1.2a）。 

その別の球が見つかった後で、その別の球が見つかった場所よりホールに近い所から暫定球
をプレーして、その別の球がプレーヤーの元の球であることが分かった場合、その暫定球へ
のストロークは実際には誤球へのストロークだったことになる（規則 6.3c）。そのプレー
ヤーは一般の罰を受け、ストロークプレーでは元の球でのプレーを続けることによってその
誤りを訂正しなければならない。 

 

18 .3c(2)/3 – 相手や別のプレーヤーはプレーヤーの要請にかかわらずプレーヤーの球を捜
すことができる 

プレーヤーが元の球を捜さずに、暫定球でそのホールのプレーを続けることを選んだとして
も、相手やストロークプレーでの別のプレーヤーは、プレーを不当に遅らせない限り、その
プレーヤーの元の球を捜すことができる。プレーヤーの球がまだインプレーの間に見つかっ
た場合、そのプレーヤーは暫定球を放棄しなければならない（規則 18.3c(3)）。 

例えば、パー3のホールで、プレーヤーのティーショットは深い森の中に入ったので、その
プレーヤーが暫定球をプレーしたところ、ホールの近くに止まった。この結果を受けて、そ
のプレーヤーは元の球を見つけることは望まずに、暫定球でのプレーを続けるために直接そ
の暫定球に向かって歩いて行った。そのプレーヤーの相手やストロークプレーでの別のプレ
ーヤーは、プレーヤーの元の球が見つかれば自分にとって有益であると思ったので、その球
の捜索を始めた。 

プレーヤーが暫定球に別のストロークを行う前に、相手やストロークプレーでの別のプレー
ヤーがプレーヤーの元の球を見つけた場合、プレーヤーは暫定球を放棄して、元の球でのプ
レーを続けなければならない。しかしながら、元の球が見つかる前に、プレーヤーが暫定球
に別のストロークを行った場合、暫定球は元の球の推定箇所よりホールに近い場所にあった
ので、その暫定球がインプレーの球となる（規則 18.3c(2)）。 

マッチプレーでは、プレーヤーの暫定球が相手の球よりホールに近い所にあった場合、その
相手はそのストロークを取り消してプレーヤーに正しい順番でプレーさせることができる
（規則 6.4a）。しかしながら、そのストロークを取り消しても、もはやインプレーではな
くなっていた元の球のステータスを変えることはない。 

 

18 .3c(2)/4 – どのような場合にホールに入った暫定球のスコアがそのホールのスコアになる
のか 

元の球がインバウンズで見つからない限り、プレーヤーがホールから暫定球を拾い上げたと
きに、ホールに入った暫定球のスコアがそのホールのプレーヤーのスコアとなる。なぜな
ら、この場合、ホールから球を拾い上げることはストロークを行うことと同じであるからで
ある。 

例えば、ショートホールで、プレーヤーAのティーショットは紛失するかもしれなかったの
で暫定球をプレーしたところ、ホールに入った。プレーヤーAは元の球を捜したいとは思わ
なかったが、プレーヤーB（Aの相手、あるいはストロークプレーでの別のプレーヤー）は
プレーヤーAの元の球を捜しに出かけた。 

プレーヤーA がホールから暫定球を拾い上げる前に、プレーヤーB がプレーヤーA の元の球を



 
見つけた場合、プレーヤーA は暫定球を放棄して元の球でのプレーを続けなければならない。
プレーヤーB がプレーヤーA の元の球を見つける前に、プレーヤーA がホールから暫定球を拾
い上げた場合、プレーヤーAのそのホールのスコアは「3」となる。 

 

18 .3c(2)/5 – プレーヤーが拾い上げた暫定球がその後でインプレーの球となる 

規則に基づいて球を拾い上げることが認められていないときにプレーヤーが自分の暫定球
を拾い上げ、その暫定球がその後でインプレーの球となった場合、そのプレーヤーは規則
9.4b（球を拾い上げることや球を動かすことに対する罰）に基づいて 1 罰打を加え、その
球をリプレースしなければならない。 

例えば、ストロークプレーで、自分のティーショットが紛失するかもしれないと思ったの
でプレーヤーは暫定球をプレーした。プレーヤーは元の球だと思った球を見つけ、その球
にストロークを行い、暫定球を拾い上げた後になって、自分がプレーしたその球は元の球
ではなく、誤球であったことが分かった。プレーヤーは元の球の捜索を再開したが、3分
の捜索時間内に元の球を見つけることができなかった。 

ストロークと距離の罰に基づいて暫定球がインプレーの球になったので、プレーヤーはその
球をリプレースする必要があり、規則 9.4bに基づいて 1罰打を受ける。また、プレーヤー
は誤球をプレーしたことについて 2罰打を受ける（規則 6.3c）。プレーヤーの次のストロ
ークは 7打目となる。 

 

規則 18.3c(3)の解釈： 

18 .3c(3)/1 – 元の球がアンプレヤブルであったり、ペナルティーエリアの中にある場合、暫
定球をインプレーの球の代わりにはできない 

プレーヤーは元の球がペナルティーエリア以外の場所で紛失するかもしれない、あるいはア
ウトオブバウンズであるかもしれないと思った場合にだけ暫定球をプレーすることが認めら
れる。プレーヤーは自分がプレーする 2 つ目の球を、元の球がペナルティーエリア以外の場
所で紛失したり、アウトオブバウンズである場合に備える「暫定球」と元の球がアンプレヤ
ブルであったり、ペナルティーエリアの中にある場合に備える「インプレーの球」の両方と
してプレーすることはできない。 

元の球がインバウンズで見つかったり、ペナルティーエリアの中にあることが分かってい
る、または事実上確実である場合、暫定球を放棄しなければならない。 

 

 規則 19.2a の解釈： 

19 .2a/1 – 直前のストロークを行った箇所がアンプレヤブルの球がある場所よりもホールに
近かったとしてもプレーヤーはストロークと距離の救済を受けることができる 

球がプレーされた箇所よりもホールから遠い場所にその球が止まった場合、依然としてスト
ロークと距離の救済を受けることができる。 

ストロークと距離の救済がホールに近づいてもよい例は次の場合を含む： 

• ティーイングエリアからのプレーヤーのストロークが木に当たり、跳ね返ってそのティー
イングエリアの後方に止まった。プレーヤーは 1打の罰に基づき、そのティーイングエリ
アから再びプレーすることができる。 

• プレーヤーは下りのパットが残っており、パットしたところその球はパッティンググリー
ンを出て悪いライ、あるいはペナルティーエリアに転がり込んだ。プレーヤーは 1 打の罰
に基づいてそのパッティンググリーンから再びプレーすることができる。 

 

19 .2a/2 – ストロークと距離の救済は最後のストロークの箇所だけに認められる 

アンプレヤブルの球についてストロークと距離の救済を受ける選択肢は最後のストローク
を行った場所にだけ適用される；プレーヤーは最後のストロークより前に行ったストローク
の箇所に戻ることは認められない。 

ストロークと距離の救済の選択肢や後方線上の救済の選択肢が好ましくない場合、唯一の
選択肢はラテラル救済を何度も受けることであるが、プレーヤーがプレーできる場所に球
が到達するまで毎回罰を受けることになる。 



 
 

解釈 17.1d(2)/1 参照－プレーヤーが基準線に物理的に基点をマークすることの推奨 

 

規則 19.2c の解釈： 

19 .2c/1 – 球が地面にない場合のラテラル救済の基点 

プレーヤーの球が地面より上にある場合（ブッシュの中や木の上など）、そのプレーヤーは
その球の箇所の真下の地面の地点を基点として用いてラテラル救済を受けることができる： 

• 救済エリアはその地面の基点から 2 クラブレングス以内で、ホールに近づかないエリアと
なる（規則 19.2c 参照）。 

• 場合によっては、この処置で球をパッティンググリーン上にドロップすることもある。 

しかし、アンプレヤブルの球が地面にある場合、元の球の箇所それ自体が常に基点として用
いられる。例えば： 

• プレーヤーの球が崖や急斜面の底にある場合、元の球の箇所が基点となる。 

• そのことはプレーヤーが垂直距離を無視して、その崖や斜面の底の地面にある球の真上の
地点から 2クラブレングス以内のその崖や斜面の頂上に球をドロップすることはできない
ことを意味している。 

 

規則 19.2の一般的な解釈： 

19 .2/1 – アンプレヤブルの球の救済を受けた後で球がプレーできる状態となる保証はない 

アンプレヤブルの球の救済を受ける場合、プレーヤーは、ドロップした球が救済を受ける前
の元の場所に止まったり、救済エリア内の別の場所で悪いライに止まるなど、好ましくない
結果になったとしても、その結果を受け入れなければならない： 

• 一度ドロップした球が救済エリア内に止まったならば、そのプレーヤーは新しい状況とな
る。 

• プレーヤーがアンプレヤブルの球の救済を受けて球が止まったところからあるがままに
プレーできない（あるいはプレーしたくない）と決めた場合、再びアンプレヤブルの球
の救済を受けることができる。その場合、そのプレーヤーは追加の罰（1 打）を受け、規
則 19 に基づいて利用できるどの選択肢でも使うことができる。 

 

19 .2/2 – アンプレヤブルの球の救済を受ける場合、球はどのコースエリアにドロップして
もよい 

プレーヤーはアンプレヤブルの球の救済の選択肢に基づいて、どのコースエリアであって
も、救済エリアに球をドロップすることによって救済を受けることができる。そのことはジ
ェネラルエリアで救済を受けて、バンカーやペナルティーエリアの中に、パッティンググリ
ーン上に、プレー禁止区域の中や目的外グリーンの上に直接ドロップすることを含む。 

しかしながら、プレーヤーがプレー禁止区域の中や目的外グリーンの上にドロップすること
を選ぶ場合、そのプレーヤーはその後でそのプレー禁止区域や目的外グリーンからの規則で
求められる救済を引き続き受けなければならない。 

同様に、プレーヤーがペナルティーエリアの中にドロップすることを選び、そのプレーヤー
がアンプレヤブルの球の救済を受けた後で球が止まったところからその球をプレーできない
（あるいはプレーしたくない）場合、唯一の選択肢は直前のストロークを行った場所からプ
レーすることによって、ストロークと距離の罰に基づいてさらに救済を受けることである。
その理由は： 

• 球がペナルティーエリアの中にある場合にはアンプレヤブルの球の救済は認められないの
で、再びアンプレヤブルの球の救済を受けることはできない。 

• 後方線上の救済の選択肢やラテラル救済の選択肢を用いたペナルティーエリアからの救済
を受けることもできない。なぜなら、その球は止まる前にそのペナルティーエリアの縁を横
切っておらず、したがって基点が存在せず、後方線上の救済やラテラル救済を受けるための
基点を推定する方法は存在しないからである。 

ストロークと距離の救済を受けるとき、（アンプレヤブルの球の救済を受けるための最初の



 
１罰打に加えて）そのプレーヤーは別の１打の罰を受けることになる。 

 

19 .2/3 – ストロークと距離の基点はストロークを行うまでは変わらない 

ストロークと距離に基づいて救済を受けるために用いる基点は、プレーヤーが規則に基づい
て球をドロップしたとしても、そのプレーヤーが自分のインプレーの球に別のストロークを
行うまでは変わらない。 

例えば、プレーヤーはアンプレヤブルの球の救済を受け、後方線上の救済の選択肢かラテラ
ル救済の選択肢のどちらかに基づいて球をドロップした。ドロップした球は救済エリア内に
は止まったが、プレーヤーが再びアンプレヤブルと決める場所に転がり込んだ。 

追加の 1罰打で、そのプレーヤーは再び後方線上の救済の選択肢かラテラル救済の選択肢を
使うことや、最初にアンプレヤブルとなる前にその球を最後にプレーした地点を基点として
用いて、ストロークと距離の救済の選択肢を選ぶことができる。プレーヤーはドロップした
球にストロークを行っていなかったので、このストロークと距離の基点は変わらない。 

そのプレーヤーがドロップした球にストロークを行っていた場合、そのストロークを行った
箇所が新しいストロークと距離の基点となるので、その結果は異なる。 

 

19 .2/4 – アンプレヤブルの球の救済を受けるために球を拾い上げた場合、ドロップする前
にその球が修理地の中にあることが分かったときは、プレーヤーは罰なしの救済を受ける
ことができる 

プレーヤーがアンプレヤブルの球の救済を受けるために自分の球を拾い上げ、その後でその
球が修理地や別の異常なコース状態の中にあったことが分かった場合、アンプレヤブルの球
の救済を受けるために規則 19に基づいて球をまだインプレーにしていなかったのであれ
ば、そのプレーヤーは依然として規則 16.1に基づいて罰なしの救済を受けることができ
る。 

 

19 .2/5 – 後方線上の救済やラテラル救済の選択肢を使うためにはプレーヤーは球を見つけ
なければならない 

規則 19.2と規則 19.3に基づく後方線上の救済とラテラル救済の両方の選択肢は、その球の
元の箇所を救済の基点として必要とするので、元の球を見つけずに使うことはできない。ど
ちらかの救済の選択肢がプレーヤーの球ではない球に関してアンプレヤブルの球の救済を受
けるために使われた場合、そのプレーヤーは自分の元の球が見つかっていない場合に使うこ
とができる唯一の規則であるストロークと距離の救済を受けていたと扱われる。 

例えば、プレーヤーは悪いライにある遺棄された球を見つけた。その球を自分の球だと勘違
いして、そのプレーヤーはラテラル救済（規則 19.2ｃ）を受けることに決め、球を取り替
え、その球をプレーした。次のストロークをプレーするために歩いて行く間に、プレーヤー
は自分の球を見つけた。プレーヤーが別の球に取り替えた時点では、元の球の箇所を知らな
かったので、そのプレーヤーはストロークと距離の救済を誤所で受けたと扱われる（規則
14.7）。 

マッチプレーでは、そのプレーヤーは誤所からプレーしたことについてそのホールの負けと
なる。 

ストロークプレーでは、そのプレーヤーはストロークと距離の救済についいて１罰打（規則
18.1）とストロークと距離の救済を受けるときに誤所からプレーしたことについて別の 2 罰
打を受ける。誤所からのプレーが重大な違反である場合、別のホールを始めるためのストロ
ークを行う前に（そのラウンドの最終ホールでは自分のスコアカードを提出する前に）その
誤りを訂正しなければならない。 

 

解釈 17.1d(2)/1 参照－プレーヤーが基準線に物理的に基点をマークすることの推奨 

 

規則 19.3b の解釈： 

19 .3b/1 – 最初にバンカー内でアンプレヤブルの球の救済を受けた後で、バンカーの外側で
アンプレヤブルの球の救済を受ける 

プレーヤーの球がバンカーの中にあり、そのプレーヤーが規則 19.3aに基づいて 1罰打でそ



 
のバンカーの中でアンプレヤブルの球の救済を受け、その後でドロップした球をあるがまま
にプレーできない（あるいはプレーしたくない）と決めた場合、そのプレーヤーは新しい状
況に直面する： 

• さらに 1罰打を受け、合計 2罰打で、ストロークと距離の救済を使って直前のストロークを
行った場所から再びプレーするか、そのバンカーの中での後方線上の救済かラテラル救済の
ためにその球の新しい箇所を基点として用いるかのどちらかによって、規則 19.3aに基づい
て再びアンプレヤブルの球の救済を受けることができる。 

• その代わりに、そのプレーヤーが規則 19.3bに基づく追加の救済の選択肢を使って、その
バンカーの外側の後方線上に球をドロップすることで救済を受けることに決める場合、そ
のプレーヤーは最初にアンプレヤブルの球の救済を受けた 1打の罰に加え、さらに 2罰打
を受け、合計 3罰打となる。 

 

規則 20.1b(2)の解釈： 

20 .1b(2)/1 – 裁定の要請は時限内に行わなければならない 

プレーヤーは常に自分のマッチの状態を知る権利があり、裁定の要請はそのマッチの後半に
解決される。裁定の要請はプレーヤーがそのマッチの後半で罰を適用しようとすることを避
けるために、時限内に行われなければならない。裁定が与えられるかどうかは、そのプレー
ヤーがいつその事実に気づいたのか（何かしたことについて罰があると知った時ではない）
と、裁定の要請がいつ行われたのかによる。 

例えば、レフェリーのいないマッチの最初のホールで、プレーヤーAは規則 4.2c(1)に基づ
いて、損傷を確認するために適切に自分の球を拾い上げ、その球が切れていると決定し、規
則 4.2c(2)に基づいて新しい球に取り替えた。プレーヤーAは知らなかったことだが、プレ
ーヤーBはその球の状態を見て、個人的にはプレーヤーAの判断（球が切れていた）に同意
していなかった。しかしながら、プレーヤーBはその違反の可能性を見逃すことに決め、プ
レーヤーAには何も言わなかった。両方のプレーヤーはホールアウトして、次のティーイン
グエリアからプレーした。 

最終ホールを終えて、プレーヤーAが 1upで勝者となった。そのパッティンググリーンを歩
いて離れるとき、委員会の人がいたので、プレーヤーBは心変わりをして、最初のホールで
プレーヤーAが球を取り替えたことには同意していなかったので、委員会に裁定を要請する
ことをプレーヤーAに告げた。 

プレーヤーBは最初のホールのプレー中にその事実に気づいており、その後で２番ホールで
ストロークが行われたので、委員会はプレーヤーBの裁定の要請は時限内に行われなかった
と判断すべきである。したがって、委員会は裁定を与えないと決定すべきである（規則
20.1b(2)）。 

そのマッチはプレーされた通り、プレーヤーAを勝者として成立する。 

 

20 .1b(2)/2 – マッチの最終ホールの終了後であるが、マッチの結果が最終となる前に行われ
た裁定では、プレーヤーたちがそのマッチを再開することになる場合がある 

プレーヤーがマッチの最終ホールだと考えたホールを終了した後で自分の相手が規則違反を
した可能性があることに気づいた場合、そのプレーヤーは裁定を要請することができる。そ
の相手が規則違反をしていた場合、マッチのスコアが調整されるので、プレーヤーたちはそ
のマッチを再開するためにコースに戻らなければならなくなることがある。 

例えば： 

• プレーヤーAとプレーヤーBのマッチで、プレーヤーBが 5アンド 4のスコアで勝った。クラブ
ハウスへ戻る途中、そのマッチの結果が最終となる前に、プレーヤーB は自分のバッグにクラ
ブを 15本入れていたことが分かった。プレーヤーAは裁定を要請し、委員会はプレーヤーAか
らの裁定の要請は時限内に行われたと正しく決定した。そのプレーヤーたちは 15番ホールに戻
ってそのマッチを再開しなければならない。そのマッチのスコアは、プレーヤーB から 2 ホー
ル差し引き（規則 4.1b）、プレーヤーBの 3アップで残り 4ホールをプレーすることになる。 

• プレーヤーAとプレーヤーBのマッチで、プレーヤーBが 3アンド 2のスコアで勝った。クラ
ブハウスへ戻る途中、プレーヤーAはプレーヤーBが 14番ホールのバンカー内で練習スイング
をしたときに砂を打っていたことを知った。プレーヤーBは 14番ホールの勝ちとなってい
た。プレーヤーAは裁定を要請し、委員会はプレーヤーAからの裁定の要請は時限内に行われ
たと正しく決定した。プレーヤーBが罰を受けたことをプレーヤーAに告げなかったので、委



 
員会は 14番ホールをプレーヤーBの負けと裁定した（規則 3.2d(2)）。そのプレーヤーたちは
17番ホールに戻ってそのマッチを再開しなければならない。そのマッチのスコアは、プレー
ヤーBが 14番ホールの勝ちからホールの負けと変わることで調整され、プレーヤーBの 1アッ
プで残り 2ホールをプレーすることになる。 

 

規則 20.1b(4)の解釈： 

20 .1b(4)/1 – マッチプレーでは 2つの球でホールのプレーを終えることは認められない 

マッチをプレーしているとき、そのマッチで起きるあらゆる出来事はそのマッチのプレーヤ
ーたちだけに関係があり、そのマッチのプレーヤーたちは自分たちの利益を守ることができ
るので、2 つの球をプレーすることはストロークプレーに限定される。 

しかしながら、マッチのプレーヤーが正しい処置について確信がなく、2つの球でそのホー
ルのプレーを終えた場合、プレーヤーと相手がその状況を委員会に問い合わせ、プレーヤー
が第 2の球をプレーしたことについて相手が反対していなかった場合、元の球でのスコアが
常にカウントされる。 

しかしながら、プレーヤーが第 2の球をプレーしたことについて相手が反対し、裁定を時限
内に要請していた場合（規則 20.1b(2)）、そのプレーヤーは規則 6.3c(1)の違反となる誤球
をプレーしたことについてそのホールの負けとなる。 

 

 

規則 20.1c(3)の解釈： 

20 .1c(3)/1 – 2つの球をプレーする場合、インプレーではなくなっていた球をプレーしたこ
とについて罰はない 

プレーヤーがどうしたらよいか確信がなく、2 つの球をプレーすることに決めた場合、プレ
ーした球のうちの一つがもはやインプレーではなくなっていた自分の元の球であったとき、
そのプレーヤーは罰を受けない。 

例えば、3分の捜索の後で、プレーヤーの球はペナルティーエリアの中では見つからなかっ
たので、プレーヤーは規則 17.1cに基づいてそのペナルティーエリアからの救済を正しく受
け、取り替えた球をプレーした。その後、元の球がそのペナルティーエリアの中で見つかっ
た。どうしたらよいか確信がなかったので、プレーヤーはさらにストロークを行う前に、元
の球を第 2の球としてプレーすることに決め、元の球でのスコアをカウントすることを選ん
だ。プレーヤーは両方の球でホールアウトした。 

規則 17.1cに基づいてプレーした球がインプレーの球となり、その球でのスコアがプレーヤ
ーのそのホールのスコアとなる。元の球はもはやインプレーではなかったので、元の球での
スコアをカウントすることはできない。しかしながら、プレーヤーが元の球を第 2の球とし
てプレーしたことについて罰を受けることはない。 

 

20 .1c(3)/2 – プレーヤーは別のストロークを行う前に 2つの球をプレーすることを決めなけ
ればならない 

規則 20.1c(3)は、プレーヤーがストロークを行う前に 2つの球をプレーすることを決めるこ
とを求めている。なぜなら、2つの球をプレーするというプレーヤーの決定やカウントする球
の選択にプレーした結果が影響しないようにするためである。球をドロップすることは、ス
トロークを行うことと同じではない。 

その要件の適用の例は次の場合を含む： 

• プレーヤーの球はジェネラルエリアの舗装されたカート道路の上に止まった。救済を受け
るとき、プレーヤーはその球を拾い上げ、要求される救済エリアの外側にその球をドロッ
プして、その球をプレーした。そのプレーヤーのマーカーはそのドロップを疑問に思い、
そのプレーヤーが誤所からプレーしたかもしれないと告げた。 

どうしたらよいか確信がなかったので、そのプレーヤーは 2つの球でそのホールを終えた
いと考えた。しかしながら、ストロークをすでに行っており、規則 20.1c(3)を使うには
遅すぎたので、プレーヤーは誤所からプレーしたことについて一般の罰を加えなければな
らない（規則 14.7）。それが誤所からのプレーの重大な違反であったかもしれないとプ
レーヤーが考えた場合、そのプレーヤーは失格となることを避けるために規則 14.7に基
づいて 2つの球をプレーすべきである。 



 
プレーヤーのマーカーがそのプレーヤーがその球にストロークを行う前にそのドロップ
について疑問に思い、そのプレーヤーがどうしたらよいか確信がなかった場合、そのプ
レーヤーは規則 20.1c(3)に基づいて 2 つの球でそのホールを終えることができた。 

• プレーヤーの球は赤杭で定められたペナルティーエリアの中にあった。その杭のひとつが
プレーヤーの意図するスイングの障害となっていたが、プレーヤーはその杭を取り除くこ
とが認められるのかどうか確信がなかった。プレーヤーは杭を取り除かずに自分の次のス
トロークを行った。 

この時点で、そのプレーヤーは杭を取り除いてから第 2の球をプレーして、委員会から裁
定を受けることに決めた。その球がペナルティーエリアの中にあってその杭の障害が存在
していた時点で確信のない状況は生じており、そのプレーヤーは元の球にストロークを行
う前に 2つの球をプレーすることを決めなければならなかったので、委員会は元の球での
スコアがカウントするスコアであると裁定すべきである。 

 

20 .1c(3)/3 – 2 つの球をプレーする場合、プレーヤーは元の球を拾い上げ、ドロップ、プレ
ース、あるいはリプレースすることができる 

規則 20.1c(3)は元の球があるがままにプレーされる球となることを求めていない。通常は、
元の球をあるがままにプレーして、第 2の球をその時に使われる何らかの規則に基づいてイ
ンプレーにする。しかしながら、その規則に基づいて元の球をインプレーにすることも認め
られる。 

例えば、プレーヤーは自分の球がジェネラルエリアの異常なコース状態の中にあるかどうか
確信がなかった場合、プレーヤーは 2つの球をプレーすることに決めることができる。その
プレーヤーはその後で元の球を拾い上げ、ドロップし、プレーすることで規則 16.1b（異常
なコース状態からの救済）に基づいて救済を受け、それから第 2の球を元の球がその疑問と
なる区域にあった場所にプレースして、そこからプレーすることでこの処置を続けることが
できる。 

そうした場合、そのプレーヤーは元の球を拾い上げる前にその箇所をマークしておくことは
推奨されるが、必ずしもその必要はない。 

 

20 .1c(3)/4 – 元の球と第 2の球をプレーする順番はどちらからでもよい 

プレーヤーが正しい処置に確信がなく、2つの球でそのホールを終えたい場合、規則は元の
球を最初にプレーしてから第 2の球をプレーすることを求めていない。プレーヤーが決めた
順番でそうした球をプレーすることができる。 

例えば、どうしたらよいか確信がなかったので、プレーヤーは 2つの球でそのホールを終え
ることに決め、第 2の球のスコアをカウントすると選んだ。そのプレーヤーは元の球をプレ
ーする前に第 2の球をプレーすることを選べるし、そのホールのプレーを終えるまでは元の
球と第 2の球を交互にストロークすることができる。 

 

20 .1c(3)/5 – 2つの球をプレーすることを知らせ、どちらの球をカウントするのかを選んだ
後で第 2 の球でホールを終える義務 

プレーヤーが規則 20.1c(3)に基づいて 2つの球をプレーする自分の意図を知らせ、ひとつ
の球をインプレーにするか、どちらかの球にストロークを行った後は、そのプレーヤーは規
則 20.1c(3)の手続きに責任がある。2つの球のうち、委員会がカウントする球と裁定するこ
とになる球をプレーヤーがプレーしなかったり、その球でホールアウトしなかった場合、そ
のプレーヤーはホールアウトしなかったことについて失格となる（規則 3.3c－ホールアウ
トしない）。しかしながら、カウントされない球であればホールアウトしなかったとしても
罰はない。 

例えば、プレーヤーの球は車両が作った轍の中にあった。その区域は修理地とマーキングさ
れるべきであったと思ったので、そのプレーヤーは 2つの球をプレーすることに決め、第 2
の球をカウントしたいと知らせた。そのプレーヤーは轍の中から元の球をプレーした。その
ストロークの結果を見た後で、そのプレーヤーは第 2の球をプレーしないことに決めた。そ
のラウンドの終了後にその事実が委員会に報告された。 

委員会がその轍を修理地と決める場合、そのプレーヤーは第 2 の球でホールアウトしなか
ったことについて失格となる（規則 3.3c）。 

しかしながら、委員会がその轍を修理地ではないと決める場合、そのプレーヤーの元の球で



 
のスコアがカウントされ、第 2の球をプレーしなかったことについて罰を受けることはな
い。 

第 2の球にストロークを 1回、あるいは複数回行ったが、そのホールを終える前にその球を
ピックアップしたプレーヤーについても同じ結果となる。 

 

20 .1c(3)/6 – 確信がない場合、暫定球を第 2 の球として使わなければならない 

規則 20.1c(3)は、この規則に基づいてプレーした第 2の球は規則 18.3（暫定球）に基づく
暫定球と同じではないと規定しているが、その逆は真実ではない。暫定球をプレーした後で
元の球がアウトオブバウンズであるのか、あるいはペナルティーエリア以外の場所で紛失し
たのかどうか確信がないので 2つの球をプレーすることに決めるときは、そのプレーヤーは
その暫定球を第 2の球として扱わなければならない。 

暫定球を第 2 の球として使う例は次の場合を含む： 

• プレーヤーは自分の元の球がアウトオブバウンズであるかどうか確信がなかったので、元
の球と暫定球でそのホールを終えた。 

• プレーヤーは見つかっていない自分の元の球が異常なコース状態の中にあることが「分か
っている、または事実上確実」であったが、どうすればよいか確信がなかったので、暫定
球と規則 16.1e に基づいて救済を受けた第 2 の球でそのホールを終えた。 

 

20 .1c(3)/7 – プレーヤーは 1 つの球を 2 つの異なる規則に基づいてプレーすることが認め
られる 

プレーヤーが正しい処置について確信がない場合、そのプレーヤーは規則 20.1c(3)に基づい
て 2つの球をプレーすることが推奨される。しかしながら、プレーヤーが 1つの球を 2つの
異なる規則に基づいてプレーして、自分のスコアカードを提出する前に裁定を要請すること
を阻む規定はない。 

例えば、プレーヤーの球が修理地と思われる区域のアンプレヤブルな箇所に止まったが、修
理地としてマーキングされていなかった。どうしたらよいか確信がなく、その区域が修理地
ではなかった場合には、1打の罰を受け入れるつもりで、そのプレーヤーはひとつの球を使う
ことに決め、修理地からの救済（規則 16.1）を受けるために認められる救済エリアの中で、
同時に 1罰打でアンプレヤブルの球の救済（規則 19.2）を受けるために認められる救済エリ
アの一部にその球をドロップした。 

委員会がその区域を修理地と決めた場合、そのプレーヤーはアンプレヤブルの球の救済を受
けることについて罰を受けることはない。委員会がその区域を修理地ではないと決めた場
合、そのプレーヤーはアンプレヤブルの球の救済を受けたことについて 1 罰打を受ける。 

プレーヤーが上記の処置を用いて、その球が状態からの障害がある箇所に止まった場合（規
則 19.2ではなく、規則 16.1の再ドロップが求められる）、そのプレーヤーは委員会からの
支援を受けるか、規則 20.1c(3)に基づいて 2つの球をプレーすべきである。 

 

規則 20.2dの解釈： 

20 .2d/1 – 間違った裁定は運営上の誤りとは異なる 

間違った裁定を訂正できる場合には制限があるが、運営上の誤りを訂正することについての
時限はない。 

間違った裁定は、レフェリーや委員会がある状況に規則を適用しようとしたが、その適用を誤
った場合に発生する。例えば、次のことによって： 

• 規則を間違って解釈したり、誤解していた 

• 規則を適用しなかった。または、 

• 適用できない、あるいは存在しない規則を適用した。 

誤った裁定は、レフェリーや委員会が競技運営に関する手続き上の誤りをした運営上の誤り
とは区別できる。例えば、次のことによって： 

• タイの結果の算出を誤った。または、 

• ストロークプレー競技で、プレーヤーのハンディキャップの一定の割合を適用すべきであ



 
ったのに、フルハンディキャップを適用した。 

 

20 .2d/2 – 運営上の誤りは常に訂正されるべきである 

罰を扱っている規則 20.2dの時間枠は、委員会による運営上の誤りには適用されない。運営
上の誤りを訂正することについて時限はない。 

例えば、次のことを訂正する時限はない： 

• 委員会がハンディキャップの計算を誤ったことで、本来の優勝者ではない別のプレーヤー
が優勝した。 

• 委員会が優勝者のスコアを成績表に入れ忘れたことで、間違ったプレーヤーが賞を受け取
った。 

 

規則 20.2e の解釈： 

20 .2e/1 – プレーヤーに参加資格がなかったことが競技中、あるいはマッチの結果が最終と
なった後や競技終了後に発覚した 

競技会に参加したプレーヤーの参加資格がなかったことが分かった場合、競技結果を訂正す
る時限はない。 

例えば、プレーヤーが年齢制限のある競技会でプレーしたが、そのプレーヤーがその年齢制
限を超えていたことが発覚した、あるいは、アマチュアゴルファーに限定した競技会でプレ
ーしたプレーヤーがアマチュアではなかった場合、そのプレーヤーは参加資格がなかったこ
とになる。 

こうした状況では、そのプレーヤーはその競技会で失格になるのではなく、その競技会にエ
ントリーしていなかったものとして扱われ、それに応じてスコアや結果が修正される。 

 

規則 21.4の一般的な解釈： 

21 .4/1 – スリーボールマッチプレーでは各プレーヤーは 2 つの異なるマッチをプレーして
いる 

スリーボールマッチプレーでは、各プレーヤーは２つの異なるマッチをプレーしているので、
一方のマッチに影響するが、他方のマッチには影響しない状況が生じることがある。 

例えば、プレーヤーAは次のストローク、ホール、あるいはそのマッチをプレーヤーB に
コンシードした。このコンシードはプレーヤーA とプレーヤーC との間のマッチや、プレ
ーヤーBとプレーヤーC との間のマッチには影響しない。 

 

規則 21 の一般的な解釈： 

21/1 – プレーヤーはストロークプレーの複数の形式の競技に同時に参加できる 

プレーヤーはストロークプレーの複数の形式の競技（通常のストロークプレー、ステーブル
フォード、最大スコア、パー/ボギー競技など）に同時に参加することができる。 

 

規則 22.1 の解釈： 

22 .1/1 – 個々のハンディキャップをスコアカードに記入しなければならない 

規則 3.3b(4)（スコアカードに示されるハンディキャップ）に基づいて、自分のハンディキ
ャップ（解釈 3.3b(4)/1参照）がスコアカードに正しく示されていることを確認することは
プレーヤーの責任である。フォアサム競技では、そのことはプレーヤーとそのパートナーの
両方に適用される。 

サイドがプレーヤーとパートナーの両方についてハンディキャップが個々に記入されていな
いスコアカードを提出した場合（サイドのハンディキャップアローワンスとして統合した
り、省略したなど）、そのサイドは失格となる。 

 

規則 22.3 の解釈： 



 
22 .3/1 – ミックスフォアサムでティーイングエリアから再びプレーする場合、同じティー
イングエリアからプレーしなければならない 

女子と男子で異なるティーイングエリアを使うミックスフォアサムをプレーするとき、例え
ば、男子が緑のティーマーカーによって定められるティーイングエリアからティーオフし
て、そのショットがアウトオブバウンズとなった場合、女子は次のストロークをその緑のテ
ィーイングエリアからプレーしなければならない。 

 

22 .3/2 – フォアサムでパートナー両者が同じティーからティーオフした場合にどちらの球
がインプレーとなるのかの決定 

プレーヤーとそのパートナーの両方が誤って同じティーイングエリアからティーオフした場
合、どちらがプレーする順番であったのかを確定しなければならない。 

例えば、プレーヤーAとプレーヤーBはサイド A-Bのパートナー同士であった。プレーヤーA
が最初にティーオフして、その後でプレーヤーBが同じティーイングエリアからティーオフ
した。 

• プレーヤーAがティーオフする順番であった場合、プレーヤーBの球はストロークと距離の
罰（規則 18.1）に基づいてそのサイドのインプレーの球となる。そのサイドは 3打（1罰打
を含む）を終えたことになり、プレーヤーAが次にプレーする順番となる。 

• プレーヤーBがティーオフする順番であった場合、そのサイドはプレーヤーAが最初にプレ
ーしたときに間違った順番でプレーしたことになり、マッチプレーではそのホールの負け、
ストロークプレーでは 2罰打を受ける。ストロークプレーでは、プレーヤーBの球がそのサ
イドのインプレーの球となり、そのサイドは 3打（2罰打を含む）を終えたことになり、プ
レーヤーAが次にプレーする順番となる。 

 

22 .3/3 – プレーヤーは自分のパートナーがプレーできるように故意に空振りしてはならない 

プレーヤーはわざと球を空振りすることによってプレーする順番を変えることはできない。
「ストローク」は球を打つために行われるクラブの前方への動きである。したがって、プレー
ヤーがわざと球を空振りした場合、そのプレーヤーはストロークを行っておらず、依然として
そのプレーヤーがプレーする順番となる。 

例えば、プレーヤーAとプレーヤーBはサイド A-Bのパートナー同士であった。プレーヤーA
はプレーヤーBがそのショットを打てるように球を故意に空振りした。プレーヤーAはその球
を打つ意図がなかったのでストロークを行っていない。その後、プレーヤーBがその球をプレ
ーした場合、依然としてプレーヤーAがプレーする順番であったので、プレーヤーBは間違っ
た順番でプレーしたことになり、サイド A-Bは一般の罰を受ける。 

しかしながら、プレーヤーAが球を打とうとしていたのに偶然にその球を空振りした場合、プレ
ーヤーAはストロークを行ったことになり、プレーヤーBがプレーする順番となる。 

 

22 .3/4 – 間違ったパートナーが暫定球をプレーした場合にどのように処置すべきか 

サイドが暫定球をプレーすることに決めた場合、そのサイドの次のストロークを行う順番で
あるパートナーがその暫定球をプレーしなければならない。 

例えば、プレーヤーAとプレーヤーBはサイド A-Bのパートナー同士であった。プレーヤーA
が自分の球をプレーしたところ、その球はアウトオブバウンズかペナルティーエリア以外の
場所で紛失することが疑われた。そのサイドが暫定球をプレーすることに決めた場合、プレ
ーヤーBがその暫定球をプレーしなければならない。プレーヤーAが誤ってその暫定球をプレ
ーした場合、元の球が見つかってその暫定球がインプレーの球とならないときは、罰はな
い。 

しかしながら、元の球が紛失してその暫定球がインプレーの球となる場合、この事例ではプ
レーヤーAがその暫定球をプレーしたので、そのサイドは間違った順番でプレーしたことに
ついてマッチプレーではそのホールの負け、ストロークプレーでは 2打の罰を受ける。スト
ロークプレーでは、その暫定球を放棄して、プレーヤーBはプレーヤーAが元の球を最後に
ストロークした箇所に戻って、球をインプレーにしなければならない（規則 18.2b）。 

 

規則 23.2a の解釈： 



 
23 .2a/1 – 正しくホールアウトした球がない場合のホールの結果 

フォアボールマッチプレーで、ホールを終了したプレーヤーがいない場合、最後にピックア
ップしたり、最後にそのホールで失格となったプレーヤーのサイドがそのホールの勝ちとな
る。 

例えば、サイド A-Bはサイド C-Dとフォアボールマッチでプレーしていた。あるホールで、
誤ってプレーヤーAがプレーヤーCの球をプレーして、その後でプレーヤーCがプレーヤーA
の球をプレーして、それぞれがその間違った球でそのホールをホールアウトした。プレーヤ
ーBとプレーヤーDは両方ともプレーした球がペナルティーエリアに入り、ピックアップし
てしまった。次のホールのプレー中に、プレーヤーAとプレーヤーCは両者とも前のホール
で誤球をプレーしていたことが分かった。 

裁定は、プレーヤーAとプレーヤーCは前のホールで失格となっていた。したがって、プレ
ーヤーBがプレーヤーDよりも先にピックアップしていた場合、サイド C-D がそのホールの
勝ちとなり、プレーヤーDがプレーヤーBよりも先にピックアップしていた場合、サイド A-
Bがそのホールの勝ちとなる。どちらのプレーヤーが先にピックアップしたか決められない
場合、委員会はそのホールをタイ（ハーフ）と裁定すべきである。 

 

規則 23.2b の解釈： 

23 .2b/1 – ホールのスコアは正しいパートナーに特定されていなければならない 

フォアボールストロークプレーでは、パートナーたちは正しいパートナーに特定した正しい
ホールのスコアを記入したスコアカードを提出する必要がある。下記はサイド A-B がどの
ようにスコアカードに記入して提出するのかに基づくフォアボールのスコアリングの例であ
る： 

• ハンディキャップ競技で、プレーヤーAとプレーヤーBは両者ともにあるホールを「4」で
ホールアウトした。このホールではプレーヤーBはハンディキャップストロークを受ける
が、プレーヤーAは受けなかった。マーカーはプレーヤーAについてグロススコア「4」を
記入したが、プレーヤーBについてはグロススコアを記入せず、そのサイドのネットスコ
アを「3」と記入した。そのスコアカードが委員会に提出された。 

裁定は、プレーヤーAの「4」というスコアがそのサイドのそのホールのスコアとなる。ハ
ンディキャップストロークを適用する責任は委員会にだけある。そのサイドのスコアはプ
レーヤーAのスコアと特定されている通り「4」となる。マーカーがネットスコアを「3」
と記入したことは関係ない。 

• あるホールで、プレーヤーAはピックアップし、プレーヤーBは「5」でホールアウトし
た。マーカーはプレーヤーAのスコアを「6」と記入し、プレーヤーBのスコアを「5」と記
入した。そのスコアが記入されたスコアカードが委員会に提出された。 

そのホールのそのサイドについてカウントするパートナーのスコアは正しく記入されてい
たので、罰はない。 

• あるホールで、プレーヤーAはピックアップし、プレーヤーBは「4」でホールアウトした。マー
カーは誤ってプレーヤーAのスコアを「4」と記入し、プレーヤーBのスコアを記入しなかった。
スコアカードがそのまま提出された。 

裁定は、そのホールのそのサイドのスコアはプレーヤーAに特定されたスコアであり、プ
レーヤーAはそのホールを終了していなかったので、そのサイドは失格となる。 

 

23 .2b/2 –  間違ったスコアカードを提出したことに対する規則 3.3b(3)例外の適用 

規則 3.3b(3)（ホールの間違ったスコア）と規則 23.2bが適用される方法を以下の状況が説
明している。すべての場合において、サイド A-Bはあるホールについて間違ったスコアを記
入したスコアカードを提出し、その誤りがそのスコアカードを提出した後であるが、競技が
終了する前に発覚した。 

• プレーヤーAのスコアは「4」、プレーヤーBのスコアは「5」として提出した。プレーヤ
ーAはストロークのためのバックスイングを行ったときにクラブでバンカー内の砂に触れ
ており、スコアカードを提出する前に規則 12.2b(1)（バンカー内の砂に触れることに関
する制限）の違反の罰に気づいていたが、そのホールの自分のスコアにその罰を含めなか
った。 

プレーヤーAはその罰に気づいていたので、規則 3.3b(3)例外は適用されず、そのサイドは



 
規則 23.2bに基づいて失格となる。 

• プレーヤーAのスコアは「4」、プレーヤーBのスコアは「5」として提出した。プレーヤ
ーAはバンカー内で練習スイングを行ったときに砂に触れたことについて規則 12.2b(1)の
違反となっていたが、どちらのパートナーもスコアカードを提出する前にその罰に気づか
なかった。規則 3.3b(3)例外が適用される。プレーヤーAのスコアがそのホールでカウント
されるスコアであったので、委員会はそのホールのプレーヤーAのスコアに規則 12.2b(1)
の違反について一般の罰を適用しなければならない。 

したがって、そのサイドのそのホールのスコアは「6」となる。規則ではそのホールの両
方のパートナーのスコアが同じ場合にだけ、そのサイドがカウントするスコアをプレーヤ
ーBのスコアに戻すことを認めている（規則 23.2b(2)）。 

• プレーヤーAのスコアは「4」、プレーヤーBのスコアは「6」として提出した。プレーヤ
ーAは規則 15.1bに違反してルースインペディメントを取り除く間に自分の球を動かし
た。プレーヤーAはその球をリプレースしたが、1打の罰には気づいていなかった。プレ
ーヤーBはその一部始終を見ており、その罰に気づいていた。プレーヤーAのスコアは
「4」、プレーヤーBのスコアは「6」としてスコアカードが提出された。1打の罰が含ま
れていたら、プレーヤーAのスコアは「5」となるべきであった。 

プレーヤーBはその出来事とその結果としてプレーヤーAに適用されていたはずの罰に気づ
いていたことから、規則 3.3b(3)は適用されない。そのサイドは規則 23.2bに基づいて失
格となる。 

• プレーヤーAとプレーヤーBは両者ともにスコアを「4」として提出した。プレーヤーAは
確認のためにジェネラルエリアで自分の球を拾い上げたが、その球を確認するために拾い
上げることの合理的な必要性はなかった。プレーヤーAとプレーヤーBのどちらもスコアカ
ードを提出する前に規則 7.3の違反の罰には気づいていなかった。 

スコアカードに記入された両者のスコアは同じであったので、委員会はどちらのスコアで
もカウントすることができる。委員会が後になって間違いであることが判明するプレーヤ
ーAのスコアをカウントしていたとしても、委員会は正しいプレーヤーBのスコアをカウ
ントすることになるので、そのサイドに罰はない。 

 

規則 23.4 の解釈： 

23 .4/1 – パートナーの 1人が競技に参加できない場合のハンディキャップアローワンスの
決定 

アンダーハンディキャップでプレーされるフォアボールマッチで、最も少ないハンディキャ
ップのプレーヤーがプレーすることができない場合、そのプレーヤーは 2つのホールのプレ
ーの間（マッチプレーでは、どちらかのサイドのプレーヤーがホールのプレーを始める前だ
けを意味している）でそのサイドのためにプレーを始めることができることを考慮して、そ
の参加しないプレーヤーは無視されない。 

ハンディキャップストロークは、4人すべてのプレーヤーが参加するときと同じく計算され
る。その参加しないプレーヤーについて間違ったハンディキャップが宣言された場合、規則
3.2c(1)（ハンディキャップの宣言）が適用される。 

 

 

規則 23.5a の解釈： 

23 .5a/1 – 共用のキャディーの行動で両方のパートナーが罰を受ける結果となることがある 

フォアボールのパートナーたちがキャディーを共用し、そのキャディーの規則違反を特定の
パートナーのせいにすることができない場合、両方のパートナーが罰を受ける。 

例えば、サイド A-B はサイド C-D とフォアボールマッチでプレーしていた。パートナー同士
の A と B はキャディーを共用しており、そのキャディーが捜索中以外で、プレーヤーA とプ
レーヤーBのどちらからも特定の指示を受けることなく、偶然にプレーヤーC、あるいはプレ
ーヤーD の球を動かしてしまった。そのキャディーは規則 9.5b（球を拾い上げること、故意
に球に触れること、球を動かす原因となったこと）の違反をしたが、その罰をそのサイドの
特定のパートナーに帰する方法はない。したがって、プレーヤーAとプレーヤーBの両方が 1
罰打を受ける。 

 



 
規則 23.6 の解釈： 

23 .6/1 – サイドが最善と決めた順番でプレーする権利を放棄する 

フォアボールマッチで、ホールから最も遠いサイドのプレーヤーがそのホールを終えないこ
とにするとそのサイドが述べたり、暗示した場合、そのプレーヤーはそのホールを終える権
利を放棄したことになり、そのサイドは相手がプレーした後にその決定を変えることはでき
ない。 

例えば、サイド A-Bはサイド C-Dとフォアボールマッチでプレーしていた。4つの球はすべてパ
ッティンググリーン上にあり、プレーヤーA、プレーヤーB、プレーヤーDは 2打を終えていた
が、プレーヤーCは 4打を終えていた。プレーヤーAとプレーヤーCの球はホールから約 10フィ
ートのところにあり、プレーヤーBの球はホールから 2フィート、プレーヤーDの球はホールか
ら 3フィートのところにあった。プレーヤーCはピックアップした。プレーヤーAは、プレーヤ
ーBとプレーヤーDがプレーすべきと提案した。 

プレーヤーDがプレーした後、プレーヤーAはプレーする権利を放棄したことになり、プレー
ヤーAのスコアはそのサイドのスコアにはならない（例えば、プレーヤーBが自分のパットを
失敗した場合）。プレーヤーBの球がプレーヤーDの球よりホールから遠かった場合には、そ
の結果は異なる。プレーヤーBが最初にパットして失敗した場合、プレーヤーDがプレーする
前であれば、プレーヤーAは依然としてそのホールを終える権利を有している。 

 

23 .6/2 – パートナーたちは有利な順番でプレーするときにプレーを不当に遅らせてはなら
ない 

サイド A-Bのパートナー同士が自分たちで最善と決めた順番でプレーしたが、プレーを不当
に遅らせたことについて規則 5.6aの罰を受けることがある例は次の場合を含む： 

• 完全なペナルティーエリア越えとなるパー3のプレーヤーAのティーショットはそのペナルテ
ィーエリアの中に止まったが、プレーヤーBのティーショットはパッティンググリーン上に
止まっていた。プレーヤーAはペナルティーエリアの規則に基づいて球をプレーすることな
く、そのサイドはパッティンググリーンに向かった。プレーヤーBはそのホールを終えるの
に 4パットしてしまった。プレーヤーAはその後でそのパッティンググリーンを離れ、ティ
ーに戻り、別の球をインプレーにした。 

• それぞれのティーショットの後で、プレーヤーAの球はホールから 220ヤード、プレーヤー
Bの球はホールから 240ヤードのところに止まった。プレーヤーBがプレーする前にプレー
ヤーA は自分の第 2打のストロークを行った。プレーヤーAの球はホールから 30ヤードの
ところに止まり、そのサイドはプレーヤーAを前に歩かせて自分の第 3打のストロークを行
わせることに決めた。 

 

23 .6/3 – マッチプレーのサイドのストロークを相手が取り消すことができる場合 

フォアボールマッチで、サイドの両方のプレーヤーがティーイングエリアの外からプレーし
た場合、規則 6.1b に基づいて最後にプレーされたストロークだけを取り消すことができ
る。 

例えば、サイド A-Bがサイド C-Dとプレーしているフォアボールマッチで、プレーヤーAと
プレーヤーBの両方がティーイングエリアの外からプレーして、プレーヤーAがプレーヤーB
よりも先にプレーしていた場合、サイド C-DはプレーヤーBのストロークを取り消すことが
できるが、プレーヤーAのストロークを取り消すことはできない。 

規則 6.1bはストロークの取り消しを速やかに行うことを求めている。そのことは、ホール
のプレー中にプレーヤーC、あるいはプレーヤーDのプレーする順番であった場合に、プレー
ヤーAとプレーヤーBの両方がプレーしたときにも適用される。 

 

規則 23.7の解釈： 

23 .7/1 – 同時に行っていたマッチが終了した後もパートナーは引き続きアドバイスを与え
たり、クラブを共有することができる 

フォアボールマッチとシングルマッチを同時にプレーしている場合、サイドの 2 人のプレ
ーヤーはフォアボールマッチが終了した後はもはやパートナー同士ではない。 

しかしながら、この 2人のパートナー同士は両方のシングルマッチの残りの間はお互いにア
ドバイスを与えることやクラブを共有することが依然として認められる。 



 
例えば、サイド A-Bはサイド C-D とフォアボールマッチでプレーしており、同時に行われ
ているシングルマッチではプレーヤーA はプレーヤーCと、プレーヤーB はプレーヤーDとプ
レーしており、フォアボールマッチとシングルマッチは共に 18 ホールであった。プレーヤ
ーAとプレーヤーBはクラブを共有しており、14本すべてプレーヤーA のものであった。フ
ォアボールマッチは 16 番ホールで終了したが、両方のシングルマッチがタイであった場
合、プレーヤーAとプレーヤーBはもはやパートナー同士ではないが、引き続き自分たちが
プレーに選んだクラブ（共有のクラブ）を使うことができるし、お互いにアドバイスを与
えることができる。 

 

規則 23.8a(2)の解釈： 

23 .8a(2)/1 – プレーヤーの違反がパートナーのプレーの援助となる例 

フォアボールマッチプレーとフォアボールストロークプレーの両方において、プレーヤーの
規則違反がそのパートナーの援助となる場合、そのパートナーも同じ罰を受ける。 

サイド A-Bの両方のパートナーが同じ罰を受ける例は次の場合を含む： 

• サイド A-Bはサイド C-Dとプレーしており、プレーヤーBの球はホールの近くで、プレー
ヤーAが自分のパットの狙いを定める援助となる位置に止まっていた。プレーヤーCはプ
レーヤーBにプレーヤーBの球をマークして拾い上げるように要請した。プレーヤーBは
その球を拾い上げることを拒否し、プレーヤーAはプレーヤーBの球が狙いを定める援助
となる位置にあるままパットした。 

プレーヤーBは援助となる球を拾い上げなかったことについて規則 15.3a（プレーの援助
となるパッティンググリーンの球）に基づいて一般の罰を受ける。そのことはプレーヤー
Aの援助となったので、プレーヤーAも一般の罰を受ける。 

• プレーヤーBは、プレーヤーAが何らかの理由でプレーの線の球の後方延長線上やその近
くに故意に立っている間にパットのためのスタンスをとり、ストロークを行った。プレー
ヤーBはプレーヤーAがそうした位置にいたときにスタンスをとったことについて規則
10.2b(4)（プレーヤーの後方に立つ）の違反となり、一般の罰を受ける。 

さらに、プレーヤーAのパットがプレーヤーBのパットと同じライン上にあり、プレーヤ
ーAがプレーヤーBのプレーの線の延長線上にいる間にプレーヤーBがストロークを行っ
た場合、プレーヤーBの違反はプレーヤーAの援助となったので、プレーヤーAもプレー
ヤーBと同じ罰を受ける。 

• プレーヤーAの球はアウトオブバウンズとなり、そのホールを終えないことに決めた。プ
レーヤーBの球はホールまで同じような距離にあった。プレーヤーAはプレーヤーBの球
の近くに球をドロップしてパッティンググリーンに向けてプレーしたが、そうすることは
プレーヤーBの援助となった。 

そのホールはまだ終了しておらず、その結果はまだ確定していなかったので、プレーヤー
Aのさらなるプレーは規則 5.5a（ホールのプレー中、練習ストロークの禁止）に違反とな
る練習とみなされる。プレーヤーAの練習はプレーヤーBの援助となったので、プレーヤ
ーBも一般の罰を受ける。 

 

23 .8a(2)/2 – プレーヤーの違反が相手のプレーに悪影響を及ぼす例 

フォアボールマッチプレーで、プレーヤーの規則違反が相手に悪影響を及ぼした場合、その
プレーヤーのパートナーも同じ罰を受ける。 

例えば、サイド A-Bはサイド C-Dとフォアボールマッチでプレーしていた。あるホールのプ
レー中、4人すべてのプレーヤーがそのホールをどのようにプレーするかについて考えてい
る間に、プレーヤーAはすでに行った間違ったストローク数をプレーヤーC とプレーヤーD
のどちらかに教えた。サイド C-DはプレーヤーAからの情報に基づいて戦略を立て、パート
ナーの 1人がストロークを行った。プレーヤーAはすでに行った正しいストローク数を教え
なかったことについて規則 3.2d(1)（すでに行ったストローク数について相手に教えるこ
と）に基づいて一般の罰を受ける。この違反は相手のプレーに悪影響を及ぼしたのでプレー
ヤーBも同じ罰を受ける。したがって、サイド A-Bはそのホールの負けとなる。 

 

23 .8a(2)/3 – 間違ったストローク数を教えたり、罰を相手に告げなかったとしても、プレ
ーヤーがそのホールの勝敗に関係ない場合には相手に悪影響を及ぼしたとはみなされない 



 
フォアボールマッチのプレーヤーが、あるホールで勝敗に関係なくなってから、すでに行っ
た間違ったストローク数を教えたり、罰を相手に告げなかった場合、そのホールのそのプレ
ーヤーのスコアはそのマッチに関係ないので、その相手のプレーに悪影響を及ぼしたとみな
されることはない。 

例えば、サイド A-B はサイド C-D とフォアボールマッチでプレーしていた。それまでにプレ
ーヤーA は「3 打」、プレーヤーB は「5 打」、プレーヤーC は「4 打」を終えており、プレ
ーヤーD はピックアップしていた。プレーヤーB は自分の球を動かす原因となり、規則 9.4
に基づいて 1 罰打を受けた。プレーヤーB は自分が罰を受けたことを誰にも告げず、その球
をリプレースしてからストロークを行った。プレーヤーA とプレーヤーC はその後で両者と
もに「5」というスコアでホールアウトした。プレーヤーB はサイド C-D に罰について告げ
なかったので、プレーヤーB は規則 3.2d に基づいてそのホールの失格となる。しかし、プレ
ーヤーB のスコアは（プレーヤーB のスコアが「5」よりも多く、プレーヤーC はスコアが
「5」となるための次のストロークをホールに入れ、プレーヤーD はすでにピックアックして
いたことに基づき）そのホールの結果に関係なくなっていたので、その違反はプレーヤーC
やプレーヤーD に悪影響を与えなかった。したがって、プレーヤーA は罰を受けない。 

 

規則 24.2 の解釈： 

24 .2/1 – 失格はティームプレーの 1ラウンドあるいはすべてのラウンドに適用できる 

プレーヤーがティームの合計スコアにすべてのスコアをカウントしないティーム競技の 1つ
のラウンドで失格となった場合、その失格はその競技のそのラウンドにだけ適用される。 

しかしながら、規則 1.2b に基づく行動規範の基準を満たさなかったことについて失格とな
った場合、その失格がそのラウンドのみなのか、その競技会の期間を通じてなのかは委員会
の決定次第である。 

 

規則 24.4 の解釈： 

24 .4/1 – 委員会はティームキャプテンやアドバイスギバーへの制限を設けることができる 

委員会はティームキャプテンやアドバイスギバーになることができる人やその行動を制限する
ローカルルールを採用することができる。 

制限の例は次を含む： 

• アマチュアゴルファーだけにティームキャプテンおよび/またはアドバイスギバーとなること
を許可する。 

• ティームキャプテンおよび/またはアドバイスギバーはパッティンググリーンに立ち入ること
が認められないと規定する。 

• アドバイスは自ら与えなければならず、無線、電話、あるいはその他の電子的な方法で与
えてはならない。 

 

アドバイス/1 – アドバイスとなる口頭でのコメントや行動 

コメントや行動がアドバイスとみなされ、認められない例は次の場合を含む： 

• 似たようなストロークをすることになっていた別のプレーヤーの耳に入ることを意図し
て、プレーヤーがクラブ選択に関する発言をした。 

• 個人ストロークプレーで、7番ホールをホールアウトしたばかりのプレーヤーAは、その
パッティンググリーンを少し外れたところに球があったプレーヤーBに対して、次のスト
ロークを行う方法を実演してみせた。プレーヤーBはまだそのホールを終えていなかった
ので、プレーヤーAは 7番ホールで罰を受ける。しかし、プレーヤーAとプレーヤーBの
両者が 7番ホールを終えていた場合、プレーヤーAは 8番ホールでその罰を受ける。 

• プレーヤーの球は悪いライに止まっており、そのプレーヤーはどんな行動をとるべきかを
慎重に検討していた。別のプレーヤーが「ショットするのは無理だね。私だったらアンプ
レヤブルの球の救済を受けることにするよ。」とコメントした。そのコメントはプレーヤ
ーがそのホールの間にプレーする方法の決定に影響を与えた可能性があるのでアドバイス
となる。 

• プレーヤーが水で満ちた大きなペナルティーエリアを超える自分のショットを打つための
準備をしている間に、同組の別のプレーヤーが「向かい風だから、水域を超えるには 250



 
ヤードだよね？」とコメントした。 

 

アドバイス/2 – アドバイスとはならない口頭でのコメントや行動 

アドバイスとはならないコメントや行動の例は次を含む： 

• 6 番ホールのプレー中に、プレーヤーは別のプレーヤーに 4番ホール（同じくらいの長さ
のパー3）でその別のプレーヤーが使用したクラブの番手を尋ねた。 

• プレーヤーは 2打目のストロークを行い、その球はパッティンググリーンに乗った。別の
プレーヤーも同様に 2打目をパッティンググリーンに乗せた。最初にグリーンに乗せたプ
レーヤーが、2番目にグリーンに乗せたプレーヤーに 2打目で使ったクラブの番手を尋ね
た。 

• ストロークを行った後で、プレーヤーは「5番アイアンを使うべきだった」とまだグリーンに
球を乗せていない同組の別のプレーヤーに言ったが、その別のプレーヤーのプレーに影響を及
ぼす意図はなかった。 

• プレーヤーは別のプレーヤーが最後のストロークで使ったクラブの番手を確かめるために
そのバッグを覗き込んだが、何も触れたり、動かすことはなかった。 

• パットのラインを読んでいる間に、プレーヤーは誤って別のプレーヤーのキャディーにア
ドバイスを求めたが、そのキャディーを自分のキャディーだと思っていた。そのプレーヤ
ーはすぐにその誤りに気づいて、その別のプレーヤーのキャディーに答えないようにと告
げた。 

 

動物の穴/1 – 単独の動物の足跡や蹄の跡は動物の穴ではない 

動物の穴に通じていない独立した動物の足跡は動物の穴ではなく、罰なしの救済が認められ
ない地表面の不整箇所である。しかしながら、そうした損傷がパッティンググリーン上にあ
る場合、修理することができる（規則 13.1c(2)－パッティンググリーン上で認められる改
善）。 

 

境界物/1 – 境界物に取り付けられている物のステータス 

境界物に取り付けられているが、その境界物の一部ではない物は障害物であり、プレーヤー
はそうした物から罰なしの救済を受けることが認められる場合がある。 

委員会が境界物に取り付けられている障害物からの罰なしの救済を与えたくない場合、その
障害物を不可分な物と規定するローカルルールを使うことができる。その場合、境界物に取
り付けられている障害物は障害物としてのステータスを失うので、罰なしの救済は認められ
ない。 

例えば、支柱が境界フェンスの近くにあり、その支柱を障害物のままとするとプレーヤーに
その境界物からの罰なしの救済を実質的に与えてしまう場合、委員会はその支柱を不可分な
物と定めることを選ぶことができる。 

 

境界物/2 – 境界物に取り付けられている門のステータス 

境界壁や境界フェンスを通り抜けるための門はその境界物の一部ではない。委員会が不可分
な物と定めることを選ぶ場合を除き、そうした門は障害物である。 

 

境界物/3  – 動かせる境界物や境界物の動かせる部分を動かしてはならない 

境界物は、たとえその境界物の一部が動かせるように意図されていたとしても動かせないも
のとして扱われる。一貫性を持った方法となるように、そのことはすべての境界物に適用さ
れる。 

ラウンド中に動かせる境界物がどのようにプレーに関与することがあるのかの例は、境界杭
がプレーヤーのスタンスの障害となったので、そのプレーヤーはその杭を地面から抜いたが
（規則 8.1aの違反）、その取り除きの間にその杭の一部が壊れた場合を含む。そのプレーヤ
ーが次のストロークを行う前にその誤りに気づいた場合、その杭を取り除く前に生じていた
障害を復元するために十分となるようにその壊れた境界杭を元の位置に戻すことによって、
改善した状態を復元することができる。 



 
しかし、その改善を無くすことができない場合（元の位置に戻してもその改善が無くならな
いほどに境界物が曲がったり、壊れてしまった場合など）、そのプレーヤーが罰を免れるこ
とはできない。 

 

クラブレングス/1  – 計測するときの「クラブレングス」の意味 

救済エリアを決定するときに計測するために、クラブ全体の長さ（クラブのトーからグリッ
プのバットエンドまで）が使われる。しかしながら、クラブにヘッドカバーを被せていた
り、グリップエンドにアタッチメントが取り付けられている場合、計測にクラブを使うとき
はどちらもそのクラブの一部として使うことは認められない。 

 

クラブレングス/2  – 最も長いクラブが折れたときにはどのように計測すべきか 

プレーヤーがラウンド中に持っている最も長いクラブが折れた場合、その折れたクラブは引
き続きそのプレーヤーの救済エリアを決定するために使われる。しかしながら、その最も長
いクラブが折れて、プレーヤーがその折れたクラブを別のクラブと取り替えることが認めら
れ（規則 4.1b(3)例外）、取り替える場合、その折れたクラブはもはやそのプレーヤーの最
も長いクラブとはみなされない。 

プレーヤーが 14本より少ないクラブでラウンドを始め、そのプレーヤーがラウンドを始めた
ときのクラブよりも長い別のクラブを追加することに決めた場合、その追加したクラブがパタ
ーでない限りは計測に使われる。 

 

用具/1 – プレーヤーのために誰か他の人が持ち運んでいるアイテムのステータス 

プレーヤーやそのキャディー以外の誰かによって持ち運ばれているクラブ以外のアイテム
は、たとえそのプレーヤーの所有物であったとしても、外的影響である。しかしながら、そ
うしたアイテムがプレーヤーやそのキャディーの手に渡った場合にはそのプレーヤーの用具
となる。 

例えば、プレーヤーが観客に自分の傘を持ち運ぶように依頼した場合、その傘はその観客が
手にしている間は外的影響である。 

しかしながら、その観客が傘をプレーヤーに渡した場合、その傘はそのプレーヤーの用具と
なる。 

 

旗竿/1 – 物が旗竿として使われる場合、その物は旗竿として扱われる 

人工的な物あるいは自然物がホールの位置を示すために使われている場合、その物は旗竿
が扱われるのと同じように扱われる。 

例えば、旗竿は取り除かれていて、プレーヤーはホールの位置を示してほしかったが、その
旗竿を取りに行く時間を無駄にしたくない場合、誰か他の人がクラブでホールの位置を示す
ことができる。しかし、規則を適用するために、そのクラブは旗竿であるかのように扱われ
る。 

 

修理地/1 – 委員会や管理スタッフが原因となった損傷は必ずしも修理地ではない 

管理スタッフが作った穴は、修理地としてマーキングされていなかったとしても、修理地で
ある。しかしながら、管理スタッフが原因となったすべての損傷が自動的に修理地となるわ
けではない。 

自動的に修理地とはならない損傷の例は次を含む： 

• トラクターによる轍（しかし、委員会が深い轍を修理地と宣言することは正当化され
る）。 

• パッティンググリーン面よりも沈み込んだ古いホールの埋め跡。ただし、規則 13.1c（パ
ッティンググリーン上で認められる改善）を参照。 

 

修理地/2 – 修理地に根付いている木の上にある球は修理地の中にある 

木が修理地の中に根付いていて、プレーヤーの球がその木の枝の上にある場合、たとえその枝



 
が定められた区域の外側に伸びていても、その球は修理地の中の球である。 

そのプレーヤーが規則 16.1に基づいて罰なしの救済を受けることに決め、その球がその木
の上にある場所の真下の地面の箇所がその修理地の外側となる場合、救済エリアを決定して
救済を受ける基点はその地面の箇所となる。 

 

修理地/3 – 倒木や木の切り株は必ずしも修理地ではない 

委員会が取り除くつもりであっても、まだ取り除く作業に入っていない倒木や木の切り株
は、自動的に修理地とはならない。しかしながら、その木や木の切り株を後に取り除くため
に地面から掘り起こしたり、切断する作業に入っている場合、そうした倒木や木の切り株は
「後で移すために積まれた物」であり、したがって修理地である。 

例えば、ジェネラルエリアで倒れて、まだ切り株と繋がっている木は修理地ではない。しか
しながら、プレーヤーは委員会に救済を要請することができ、委員会がその倒木に覆われた
区域を修理地と宣言することは正当化される。 

 

ホールに入る/1 – 球がホールの内側の壁面にくい込んだ場合、ホールに入ったことにな
るためにはその球のすべての部分がパッティンググリーン面より下になければならない 

球がホールの内側の壁面にくい込み、その球のすべての部分がパッティンググリーン面より
も下にない場合、その球はホールに入ったことにはならない。たとえその球が旗竿に触れて
いたとしても、そのことは当てはまる。 

 

ホールに入る/2 – たとえ「止まって」いなかったとしても球はホールに入ったとみなさ
れる 

定義「ホールに入る」での「止まる」という言葉は、球がホールの中に落ちて、弾んで飛び
出た場合には、ホールに入ったことにはならないことを明確にするために使われている。 

しかしながら、球がまだ動いている（ホールの底で回っていたり、弾んでいるなどしてい
る）ときにプレーヤーがその球をホールから取り出しても、その球はそのホールの中でまだ
止まってはいなかったが、ホールに入ったとみなされる。 

 

動かせない障害物/1 – 障害物の周りの芝は障害物の一部ではない 

動かせない障害物へと通じている芝や動かせない障害物を覆っている芝はその障害物の一部
ではない。 

例えば、水道管の一部が地下にあり、一部が地上に出ていた。地下にあるその水道管が芝を
盛り上げる原因となっていても、その盛り上がった芝はその動かせない障害物の一部ではな
い。 

 

分かっている、または事実上確実/1 – 球が動いた場合の「分かっている、または事実上確
実」基準の適用 

何が球を動かす原因となったのか「分かっている」のでなければ、合理的に得られるすべて
の情報を考慮しなければならず、その証拠をプレーヤー、相手あるいは外的影響がその球を
動かす原因となったことが「事実上確実」であるかどうかを決定するために評価しなければ
ならない。 

状況にもよるが、合理的に得られる情報は次を含むがそれらに限定されない： 

• その球の近くでとられたあらゆる行動の影響（ルースインペディメントの動き、練習スイ
ング、クラブを地面に置いてスタンスをとるなど） 

• そうした行動と球の動きとの間に経過した時間 

• 球が動く前のその球のライ（フェアウェイにあった、丈の高い草の上に載っていた、不完
全な地表面の上にあった、パッティンググリーン上にあったなど）。 

• その球の近くの地面の状態（傾斜の度合いや表面の不整箇所の存在など）。そして、 

• 風速や風向、雨やその他の気象条件。 



 
 

分かっている、または事実上確実/2 –「事実上確実」であることが 3分の捜索時間が終了し
た後で明らかになったことは関係ない 

「分かっている、または事実上確実」であったかどうかの決定は、3分の捜索時間が終わっ
た時点でプレーヤーが分かっている証拠に基づかなければならない。 

プレーヤーが後になって分かったことが無関係である例は次の場合を含む： 

• プレーヤーのティーショットは深いラフと大きな動物の穴を含む区域に止まった。3分の
捜索の後で、球がその動物の穴の中にあることは「分かっている、または事実上確実」で
はないと決定した。プレーヤーがティーイングエリアに戻る途中で、その球はその動物の
穴の中で見つかった。 

プレーヤーがまだ別の球をインプレーにはしていなかったとしても、捜索時間が終わった
ときにその球がその動物の穴の中にあることは「分かっている、または事実上確実」では
なかったので、そのプレーヤーは紛失球についてストロークと距離の救済を受けなければ
ならない（規則 18.2b－球が紛失、またはアウトオブバウンズとなった場合に行うこ
と）。 

• プレーヤーは自分の球を見つけることができず、観客（外的影響）が拾ってしまったの
だと思ったが、そのことについて「事実上確実」という十分な証拠はなかった。3分の捜
索時間が終わってから少し経ったときに、観客がそのプレーヤーの球を持っていること
が分かった。 

外的影響によって動かされていたことが分かったのは捜索時間が終わった後なので、プレ
ーヤーはストロークと距離の救済を受けなければならない（規則 18.2b）。 

 

または事実上確実/3 –自分の球が別のプレーヤーによってプレーされていたことにプレーヤ
ーが気づかなかった 

球が動かされていたとして扱うためには、プレーヤーの球を別のプレーヤーが誤球としてプ
レーしたことが「分かっている、または事実上確実」でなければならない。 

例えば、ストロークプレーで、プレーヤーAとプレーヤーBは自分たちのティーショットをジェ
ネラルエリアの同じ場所に打ち込んだ。プレーヤーAは球を見つけ、その球をプレーした。プ
レーヤーBは自分の球を捜すために前に進んだが、自分の球を見つけることができなかった。3
分後、プレーヤーBは別の球をプレーするためにティーに戻り始めた。その途中で、プレーヤ
ーBはプレーヤーAの球を見つけ、プレーヤーAが誤って自分の球をプレーしていたことが分か
った。 

プレーヤーAは誤球をプレーしたことについて一般の罰を受け、その後で自分自身の球をプレ
ーしなければならない（規則 6.3c）。両方のプレーヤーが 3分以上捜索していたとしても、プ
レーヤーAは自分の球の捜索を始めていなかった（捜索はプレーヤーBの球を捜すためであっ
た）ので、プレーヤーAの球は紛失になっていなかった。プレーヤーBの球に関して、3分の捜
索時間が終わったときにその球が別のプレーヤーによってプレーされていたことが「分かって
いる、または事実上確実」ではなかったので、プレーヤーBの元の球は紛失となっており、プ
レーヤーBはストロークと距離の罰に基づいて別の球をインプレーにしなければならない。 

 

ルースインペディメント/1 – 果実（フルーツ）のステータス 

木やブッシュから分離した果実は、たとえその果実がコース上には見つからない木やブッシ
ュから分離したとしても、ルースインペディメントである。 

例えば、一部が食べかけであったり、切り分けられている果実や果実の一切れからむいた皮
はルースインペディメントである。しかし、プレーヤーが果実を持ち運んでいる場合は、そ
の果実はそのプレーヤーの用具となる。 

 

 

ルースインペディメント/2 – ルースインペディメントが障害物となる場合 

ルースインペディメントは、建設や製造の過程を通じて、障害物に変わることがある。 

例えば、分割され、足が取り付けられた丸太（ルースインペディメント）は組み立てること
でベンチ（障害物）に変わったことになる。 



 
 

ルースインペディメント/3 – 唾のステータス 

唾は、プレーヤーの選択で一時的な水かルースインペディメントのどちらかとして扱うことが
できる。 

 

ルースインペディメント/4 – 道路の舗装に使われているルースインペディメント 

砂利はルースインペディメントであり、プレーヤーは規則 15.1aに基づいてルースインペデ
ィメントを取り除くことができる。その権利は、道路が砂利で覆われている場合、その道路
は人工的に舗装された道路となり、その道路を動かせない障害物にするという事実によって
影響されない。同じ原則が石、砕いた貝殻、ウッドチップなどで作られた道路や通路にも適
用される。 

そうした状況では、プレーヤーは次のことができる： 

• その動かせない障害物の上で球をあるがままにプレーし、その道路から砂利（ルースイン
ペディメント）を取り除く（規則 15.1a）。 

• その異常なコース状態（動かせない障害物）からの罰なしの救済を受ける（規則 16.1b）。 

プレーヤーは罰なしの救済を受けることを選ぶ前に、その球をあるがままにプレーする可能
性を判断するためにその道路からいくつかの砂利を取り除くこともできる。 

 

ルースインペディメント/5 – 生きている虫は球に貼り付くことはない 

死んでいる虫は球に貼り付いているとみなされる場合があるが、生きている虫は、静止して
いるか動いているかにかかわらず、球に貼り付いているとみなされることはない。したがっ
て、ボールの上にいて、生きている虫はルースインペディメントである。 

 

紛失/1 – 球を紛失と宣言することはできない 

プレーヤーは宣言することで球を紛失とすることはできない。球はプレーヤーやそのキャデ
ィーやパートナーがその球を捜し始めてから 3分以内に見つからない場合にだけ紛失とな
る。 

例えば、プレーヤーが自分の球を 2分間捜し、その球を紛失と宣言して別の球をプレーする
ために歩いて戻って行った。そのプレーヤーが別の球をインプレーにする前に、元の球が 3
分の捜索時間内に見つかった。プレーヤーは自分の球を紛失と宣言することはできないの
で、元の球がインプレーのままとなる。 

 

紛失/2 – プレーヤーは利益を得るために捜索の開始を遅らせることはできない 

3分の球の捜索時間はプレーヤー、またはそのキャディー（またはプレーヤーのパートナ
ーやパートナーのキャディー）がその球の捜索を始めたときに始まる。プレーヤーは、自
分の代わりに他の人たちに捜索させることを許すことによって利益を得るために、捜索の
開始を遅らせることはできない。 

例えば、プレーヤーが自分の球に向かって歩いて行くときに、観客がすでにその球を捜して
いる場合、そのプレーヤーは 3分の捜索時間をそのまま維持するためにその区域に到着する
ことを故意に遅らせることはできない。そうした状況では、そのプレーヤーがその区域への
到着を故意に遅らせていなかったとしたら捜索のための場所に着いていたと思われる時間に
捜索時間は始まる。 

 

紛失/3 –プレーヤーが暫定球をプレーするために戻る場合も捜索時間は継続する 

プレーヤーが自分の球の捜索を始めてから暫定球をプレーするために直前のストロークをプ
レーした箇所に戻って行った場合、誰かがそのプレーヤーの球を引き続き捜しているかどう
かにかかわらず、3分の捜索時間は継続する。 

 

紛失/4 – 2 つの球を捜索する場合の捜索時間 



 
プレーヤーが 2つの球（インプレーの球と暫定球など）をプレーして、両方の球を捜している
場合、そのプレーヤーに 2つの別の 3分の捜索時間が認められるかどうかは、その球がお互い
にどれだけ近くにあるのかによる。 

その 2つの球がそれらを同時に捜すことができる同じ区域にある場合、そのプレーヤーは
両方の球を捜すための 3 分間だけが認められる。しかしながら、その 2 つの球が異なる場
所にある場合（フェアウェイを挟んだ反対側など）、そのプレーヤーはそれぞれの球につ
いて 3分の捜索時間が認められる。 

 

動かせる障害物/1 – 遺棄された球は動かせる障害物である 

遺棄された球は動かせる障害物である。 

 

動いた/1 –  物に載っている球が動いたことになる場合 

球をリプレースしなければならないのか、あるいはプレーヤーが罰を受けるのかどうかを決
めるために、球が上に止まっていたその物全体が地面に関して動いた場合を除き、球が上に
止まっていた大きな状態や物の特定の部分に関してその球が動いた場合にだけ球は動いたと
扱われる。 

球が動いたことにならない例は次の場合を含む： 

• 球が木の枝の分かれ目に挟まって止まっており、その木の枝が動いたが、その枝の中のそ
の球の箇所は変わらなかった。 

球が動いたことになる例は次の場合を含む： 

• 球は静止したプラスチック製のカップの中に止まっていたが、そのカップが風に吹かれた
ことで、そのカップ自体が地面に関して動いた。 

• 球は静止した動力付きカートの中や上に止まっていたが、そのカートが動き出した。 

 

動いた/2 – テレビの証拠が止まっていた球の位置が変わったことを示したが、肉眼では合理
的に認識できない程度であった 

止まっている球が動いたかどうかの決定をする場合、プレーヤーはその球を規則に基づいて
リプレースしなければならないのかどうかを決めることができるように、その時に合理的に
得られるすべての情報に基づいて判断しなければならない。プレーヤーの球が元の位置を離
れて、別の場所に止まったことがその時に肉眼で合理的に認識できない程度であった場合、
その決定が後になって間違っていたことが極めて高度なテクノロジーを通じて示されたとし
ても、その球は動いていなかったというプレーヤーの判断が最終となる。 

一方で、委員会が、得られるすべての証拠に基づいて、その球はその時に肉眼で認識できる
程度にその位置を変えたと決定した場合、たとえ誰もその球が動くのを実際に見ていなかっ
たとしても、その球は動いていたと判断される。 

 

  



 
完全な救済のニヤレストポイント/1 – 完全な救済のニヤレストポイントを解説している図 

図では、修理地による障害からの救済について規則 16.1（異常なコース状態）の「完全な救済
のニヤレストポイント」という言葉を、右利きのプレーヤーと左利きのプレーヤーの両方の場
合について解説している。 

完全な救済のニヤレストポイントは厳格に解釈されなければならない。プレーヤーは、２つ
の等距離の完全な救済のニヤレストポイントがある場合を除き、球をその修理地のどちら側
にドロップするのかを選ぶことは認められない。その修理地の一方がフェアウェイでもう一
方がブッシュであったとしても、完全な救済のニヤレストポイントがそのブッシュの中であ
れば、その場所がそのプレーヤーの完全な救済のニヤレストポイントである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relief Area 

救済エリア 

Abnormal Course Condition 

異常なコース状態 

 

B1 = position of ball in abnormal course 

condition 

B1 = 異常なコース状態の中の球の位置 

P1 = nearest point of complete relief to B1 

P1 = 球 B1 についての完全な救済のニヤレスト

ポイント 

Relief Area P1-A-A = area within which ball is 

dropped, radius of on club-length from P1 

救済エリア P1-A-A = P1 から 1 クラブレングス

の範囲で、球をドロップする区域 

B2 = position of ball in abnormal course 
condition 

B2 = 異常なコース状態の中の球の位置 

P2 = nearest point of complete relief to 
B2 

P2 = 球 B2 についての完全な救済のニヤ
レストポイント 

👣 Notional stance required to play 
ball at P2 with club with which the 
player would  expect to make the stroke  

プレーヤーがストロークを行うことが見
込まれるクラブで P2 にある球をプレーす
るために必要と想定されるスタンス 

Relief Area P2-C-C = area within which 
ball is dropped, radius of on club-length 
from P2 

救済エリア P2-C-C = P2 から 1 クラブレ
ングスの範囲で、球をドロップする区域 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction of Play 

Left-handed Player 

プレー方向 

左利きのプレーヤー 

Relief Area 

救済エリア 

Abnormal Course Condition 

異常なコース状態 

 

P1 = nearest point of complete relief to B1 

P1 = 球 B1 についての完全な救済のニヤレスト

ポイント 

👣 Notional stance to play ball at P1  

プレーヤーがストロークを行うことが見込まれる

クラブで P1 にある球をプレーするために必要と

想定されるスタンス 

 

Relief Area P1-A-A = area within which ball is 

dropped, radius of on club-length from P1 

救済エリア P1-A-A = P1 から 1 クラブレングス

の範囲で、球をドロップする区域 

P2 = nearest point of complete relief to B2 

P2 = 球 B2 についての完全な救済のニヤレスト

ポイント 

Relief Area P2-C-C = area within which ball is 

dropped, radius of on club-length from P2 

救済エリア P2-C-C = P2 から 1 クラブレングス

の範囲で、球をドロップする区域 



 
完全な救済のニヤレストポイント/2 – プレーヤーが完全な救済のニヤレストポイントを決
定するときに推奨される手続きに従わない 

完全な救済のニヤレストポイントを決定するための推奨される手続きがあるが、規則では関
連する規則（規則 16.1b（ジェネラルエリアの球に対する救済）に基づいて異常なコース状態
からの救済を受ける場合など）に基づいて救済を受けるときに、完全な救済のニヤレストポ
イントを決定することをプレーヤーに要求していない。プレーヤーが完全な救済のニヤレス
トポイントを正確に決めなかったり、間違った完全な救済のニヤレストポイントを特定した
場合、そのプレーヤーはその結果として規則の要件を満たさない救済エリアに自分の球をド
ロップして、その後にその球をプレーしたときにだけ罰を受ける。 

 

完全な救済のニヤレストポイント/3 – 完全な救済のニヤレストポイントを決定するために
使っていなかったクラブでストロークを行うときにその状態が依然として障害となる場
合、プレーヤーは救済を正しく受けていなかったことになるのか 

プレーヤーが異常なコース状態からの救済を受ける場合、そのプレーヤーはその箇所からそ
の球をプレーするために用いていたはずのクラブ、スタンス、スイング、そしてプレーの線
について自分に生じていた障害についてのみ救済を受けることになる。そのプレーヤーが救
済を受けた後で、行っていたはずのストロークについてもはや障害が存在しない場合、さら
なる障害は新しい状況となる。 

例えば、プレーヤーの球はグリーンから約 230ヤードのジェネラルエリアの深いラフの中に
あった。プレーヤーは次のストロークを行うためにウエッジを選んだところ、自分の足が修
理地の区域を定める線に触れていることが分かった。そのプレーヤーは完全な救済のニヤレ
ストポイントを決定し、規則 14.3b(3)（球は救済エリアにドロップしなければならない）
と規則 16.1（異常なコース状態からの救済）にしたがって、所定の救済エリアに球をドロ
ップした。 

その球は転がってその救済エリア内の良いライに止まり、そのプレーヤーは次のストローク
を 3番ウッドでプレーできるかもしれないと思った。そのプレーヤーが次のストロークでウ
エッジを使えばその修理地の障害は存在しなかった。しかしながら、3番ウッドを使うこと
にすると、そのプレーヤーは再び自分の足がその修理地を定めている線に触れていた。それ
は新しい状況となり、そのプレーヤーはその球をあるがままにプレーするか、その新しい状
況について救済を受けることができる。 

 

完全な救済のニヤレストポイント/4 – プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決定
したが、意図するストロークを行うことが物理的にできない 

完全な救済のニヤレストポイントを決定する目的は、障害となっている状態がもはや障害と
ならない最も近い場所に基点を見つけることである。完全な救済のニヤレストポイントを決
定するとき、プレーヤーは良いライやプレーできるライを保証されていない。 

例えば、プレーヤーが完全な救済のニヤレストポイントから計測した要求される救済エリア
と思われる場所から、プレー方向が樹木で塞がれている、あるいはブッシュのせいでプレー
ヤーが意図するストロークのためのバックスイングをとることができないという理由でスト
ロークすることができない場合、そのことはその特定されたポイントが完全な救済のニヤレ
ストポイントであるという事実を変えることはない。 

その球をインプレーとした後で、そのプレーヤーはその後で自分がどのような種類のストロ
ークを行うのか決めなければならない。そのストローク（クラブ選択を含む）は、その状態
がなかったとしたら元の箇所から行っていたはずのストロークとは異なるかもしれない。 

その球を特定した救済エリアのどの部分であってもドロップすることが物理的に可能でない
場合、そのプレーヤーはその状態からの救済を受けることは認められない。 

 

完全な救済のニヤレストポイント/5 – プレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを決
めることが物理的にできない 

プレーヤーが自分の完全な救済のニヤレストポイントを決めることが物理的にできない場
合、そのポイントを推定しなければならず、救済エリアはその推定したポイントに基づく。 

例えば、規則 16.1に基づいて救済を受けるとき、そのポイントが木の幹の中となったり、
あるいは境界フェンスが要求されるスタンスをとることを妨げたことにより、プレーヤーは
完全な救済のニヤレストポイントを決定することが物理的にできなかった。 



 
そのプレーヤーは完全な救済のニヤレストポイントを推定し、球を特定した救済エリアにド
ロップしなければならない。 

その球を特定した救済エリアにドロップすることが物理的に可能でない場合、そのプレーヤ
ーは規則 16.1に基づいて救済を受けることは認められない。 

 

プレー禁止区域/1 – プレー禁止区域から突き出ている生長物のステータス 

プレー禁止区域から突き出ている生長物のステータスはプレー禁止区域の種類による。その
生長物がそのプレー禁止区域の一部であるかもしれず、その場合にはプレーヤーは救済を受
ける必要があるので、そのことは重要である。 

例えば、プレー禁止区域がペナルティーエリア（その縁は地面の上方と下方に及ぶ）として
定められていた場合、そのプレー禁止区域の縁を超えて外側に伸びている生長物のどの部分
もそのプレー禁止区域の一部ではない。しかしながら、プレー禁止区域が修理地（定められ
た区域の内側のすべての地面と地面の上方でその縁の外側に伸びたすべての生長物を含む）
として定められていた場合、その縁から突き出ているすべての部分はそのプレー禁止区域の
一部である。 

 

障害物/1 – ペイントされた点や線のステータス 

人工物は、それが境界物や不可分な物でない限り、障害物であるが、ペイントされた点や線
は障害物ではない。 

時として、ペイントされた点や線はコースマーキング以外の目的で使われる（パッティング
グリーンの前後を示すためなど）。そうした点や線は委員会が修理地と宣言する場合（委員
会の措置；ローカルルールひな型 F-21 参照）を除き、異常なコース状態ではない。 

 

外的影響/1 – 人工的に引き起こされた風や人工的に流された水のステータス 

風や水は自然の力であり、外的影響ではないが、人工的に引き起こされた風や人工的に流さ
れた水は外的影響である。 

例は次の場合を含む： 

• パッティンググリーン上に止まっている「拾い上げて、リプレース」をしていない球が、
グリーン横の送風機によって引き起こされた風によって動かされた場合、その球をリプレ
ースしなければならない（規則 9.6と規則 14.2）。 

• 止まっている球が灌漑システムから流れてきた水によって動かされた場合、その球をリプ
レースしなければならない（規則 9.6と規則 14.2）。 

 

リプレース/1 – 球をクラブでリプレースすることはできない 

球を正しい方法でリプレースするために、球を接地させて手放さなければならない。そのこ
とはプレーヤーがその球を、その球が拾い上げられたり、動かされる前の箇所でインプレー
に戻すために、自分の手を使わなければならないことを意味している。 

例えば、プレーヤーがパッティンググリーン上で自分の球を拾い上げ、その球を傍らに置い
た場合、そのプレーヤーはその球を要求される箇所にクラブで転がしてリプレースしてはな
らない。プレーヤーがそうした場合、次のストロークを行う前にその誤りを訂正しなけれ
ば、その球は正しい方法でリプレースされなかったので、そのプレーヤーは規則 14.2b(2)
（球をリプレースしなければならない方法）に基づいて罰を受ける。 

 

ストローク/1 – ストロークが行われたのかどうかの決定 

プレーヤーがその球を打とうとしてクラブでダウンスイングを始めた場合、そのプレーヤー
の行動は次のときにストロークとしてカウントする： 

• クラブヘッドが外的影響（木の枝など）によって方向を変えられたり、止められた（その
球を打ったかどうかは問わない）。 

• ダウンスイングの途中でクラブヘッドがシャフトから外れ、そのプレーヤーはそのシャフ
トだけでダウンスイングを続けた（そのシャフトで球を打ったかどうかは問わない）。 



 
• ダウンスイングの途中でクラブヘッドがシャフトから外れ、そのプレーヤーはそのシャフ
トだけでダウンスイングを続けたところ、そのクラブヘッドが落下してその球に当たった。 

次の各状況では、そのプレーヤーの行動はストロークとしてカウントしない： 

• ダウンスイングの途中でプレーヤーのクラブヘッドがシャフトから外れた。そのプレーヤ
ーは球に届く前にダウンスイングを止めたが、そのクラブヘッドが落下し、その球に当た
って動かした。 

• バックスイングの途中でクラブヘッドがシャフトから外れた。そのプレーヤーはそのシャ
フトでダウンスイングを終えたが、その球を打たなかった。 

• クラブが届かない木の枝の上に球が引っかかって止まっていた。そのプレーヤーがその球
の代わりにその枝の下の部分を打つことによってその球を動かす場合、規則 9.4（プレー
ヤーが拾い上げた、動かした球）が適用される。 

 

誤球/1 – 誤球の一部は依然として誤球である 

プレーヤーがインプレーの球だと誤って思い込んで、遺棄されていた球の一部にストローク
を行った場合、そのプレーヤーは誤球に対してストロークを行ったことになり、規則 6.3c
が適用される。 

 


