R&A/USGA 原則の共同声明−2002 年 5 月
ロイヤル・アンド・エインシェント・ゴルフ・クラブ・オブ・セントアンドリュース（R&A）と
全米ゴルフ協会（USGA）は、用具の規則を含むゴルフ規則の統轄機関として、進化する用具技
術がゲームのプレーに与える影響を詳細に監視し続けてきました。R&A と USGA は、この主題が
幅広い意見と多くの対立する見解を集めてきたことも認識しています。技術の進化がもたらすゴ
ルフ用具の進歩を予見することは不可能であるということは歴史が証明してきました。ゴルフの
魅力を維持するためには、そうした技術の進歩が明確で広く受け入れられている一連の原則に照
らして判断されることが非常に重要なのです。
この声明の目的は、R&A と USGA の共同見解を、両団体の行動を導く基本原則と基本方針の枠組
みとともに提示することです。
歴史的背景において、ゴルフゲームは、ほぼ６世紀にわたり、プレーの能力と楽しみを改善しよ
うとしてきたゴルファーたちが利用できるクラブとボールの漸進的な発達を見守ってきました。
一般にそうした進歩を歓迎するものの、R&A と USGA は用具規則を考えるときには慎重な立場を
崩しません。規則の目的はゴルフの良き伝統を守り、プレーヤーの技量よりも用具の技術的進歩
に過度に頼りすぎることを抑制し、プレーヤーの技量がゲームを通しての主要な成功の要素であ
ることを確保することです。
R&A と USGA は、技量に関わらずこのゲームのすべてのプレーヤーに対してひとつの規則を保持
することがゴルフの最大の強みであると考え続けます。R&A と USGA は、エリートの競技に対し
て恒久的な別の規則をもつ可能性については望ましくないと考えており、高い技術を有するプレ
ーヤーたちに対して別の用具規則を作る計画は現在ありません。
高い技術を有するプレーヤーたちの大部分によって現在使用されているゴルフボールは、1976 年
から規則の一部となっている初速と総合距離の性能の上限に達しています。統轄団体はゴルフボ
ールが、高い技術を有するゴルファーたちによって打たれたときに、それ自体で今現在よりも著
しく遠くに飛んで行くべきではないと考えます。現状において、R&A と USGA はゴルフボールの
仕様に関する規則がテスト方法を近代化する以外で変更されるということを支持しておりません。
しかしながら、R&A と USGA は最高レベルでのさらなる飛距離の著しい増加は望ましくないと考
えます。そうした飛距離の増加が、進化する用具技術、プレーヤーの競技意識の向上、プレーヤ
ー指導の向上、ゴルフコース状態の向上によって生じているのか、あるいはそうした要因あるい
は別の要因の組み合わせにより生じているのかに関わらず、ゲームの「チャレンジ」という要素
を著しく減じる影響を及ぼすことでしょう。その結果として起こるコースの拡張や、難易度を上
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げるといったことは費用がかかるか不可能であり、ますます重要性を増している環境や生態系の
問題に悪影響を及ぼすことでしょう。プレーのペースは遅くなり、プレー費も高くなるでしょう。
R&A と USGA は飛距離増加の原因となっているすべての要因を定期的に考察していきます。飛距
離の著しい増加が見られる状況が発生した場合、R&A と USGA はゲームを保護するための方法を
求めることが直ちに必要であると感じるでしょう。
規則や時折必要となる関連する手続きへの将来的な修正を決定する場合、R&A と USGA は、告知
と意見聴取の手続きの利用を含み、関係者と相談するというそれぞれの方針を継続し、そこで表
明された見解を考慮に入れることになります。R&A と USGA との間の緊密な連携を通じて世界的
な用具規則の統一を達成し、それを維持していくことは最優先事項です。
R&A と USGA はこの声明で表明された原則に反する可能性のある新しい製品が開発され、市場に
出るケースが増加していることを懸念しています。こうした製品が統轄団体との事前の相談なし
に販売されることは適切な用具規則を制定する際にかなりの困難を生じさせ、製造業者と規則制
定者との間に望ましくない対立を生じさせることにもなりかねません。R&A と USGA は新しい製
品の認可のための手続きを改善する提案を行うつもりです。
R&A と USGA はこの文書で述べられた原則は慎重に適用されたときにゴルフゲームの最善の利益
となると考えます。
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R&A/USGA Joint Statement of Principles – May 2002
As the governing authorities for the Rules of Golf including equipment Rules,
The R&A and the United States Golf Association (the "USGA") have
continued to monitor closely the effects of advancing equipment technology
on the playing of the game. The R&A and the USGA are also aware that this
subject has attracted wide-ranging comment and a number of conflicting
views. History has proved that it is impossible to foresee the developments in
golf equipment which advancing technology will deliver. It is of the greatest
importance to golf's continuing appeal that such advances are judged against
a clear and broadly accepted series of principles.
The purpose of this statement is to set out the joint views of the R&A and the
USGA, together with the framework of key principles and policies which
guides their actions.
In an historical context, the game has seen progressive developments in the
clubs and balls available to golfers who, through almost six centuries, have
sought to improve their playing performance and enjoyment.
While generally welcoming this progress, the R&A and the USGA will remain
vigilant when considering equipment Rules. The purpose of the Rules is to
protect golf's best traditions, to prevent an over-reliance on technological
advances rather than skill, and to ensure that skill is the dominant element of
success throughout the game.
The R&A and USGA continue to believe that the retention of a single set of
rules for all players of the game, irrespective of ability, is one of golf's greatest
strengths. The R&A and USGA regard the prospect of having permanent
separate rules for elite competition as undesirable and have no current plans
to create separate equipment rules for highly skilled players.
Golf balls used by the vast majority of highly skilled players today have largely
reached the performance limits for initial velocity and overall distance which
have been part of the Rules since 1976. The governing bodies believe that
golf balls, when hit by highly skilled golfers, should not of themselves fly
significantly further than they do today. In the current circumstances, the R&A
and the USGA are not advocating that the Rules relating to golf ball
specifications be changed other than to modernise test methods.
The R&A and the USGA believe, however, that any further significant
increases in hitting distances at the highest level are undesirable. Whether
these increases in distance emanate from advancing equipment technology,
greater athleticism of players, improved player coaching, golf course

conditioning or a combination of these or other factors, they will have the
impact of seriously reducing the challenge of the game. The consequential
lengthening or toughening of courses would be costly or impossible and would
have a negative effect on increasingly important environmental and ecological
issues. Pace of play would be slowed and playing costs would increase.
The R&A and the USGA will consider all of these factors contributing to
distance on a regular basis. Should such a situation of meaningful increases
in distances arise, the R&A and the USGA would feel it immediately
necessary to seek ways of protecting the game.
In determining any future amendments to the Rules, or to associated
procedures which may from time to time prove necessary, the R&A and the
USGA will continue their respective policies of consultation with interested
parties, including the use of notice and comment procedures, and will take
account of the views expressed. The achievement and maintenance of
worldwide uniformity in equipment rules through close co-ordination between
the R&A and the USGA is a clear priority.
The R&A and the USGA are concerned that, on an increasing number of
occasions, new products are being developed and marketed which potentially
run counter to the principles expressed in this statement. These product
launches, without prior consultation with the governing bodies, can lead to
considerable difficulties in formulating appropriate equipment rules and to
undesirable conflicts between manufacturers and rule makers. The R&A and
the USGA intend to bring forward proposals designed to improve procedures
for the approval of new products.
The R&A and the USGA believe that the principles stated in this document
will, when carefully applied, serve the best interests of the game of golf.

