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この文書は R&A と USGA が、関連するテスト方法を変更したり、新しい解釈のガイドラ
インを導入する過程と共に、将来のゴルフ用具規則の変更を評価し、施行するために用い
る手続きを説明しています。
こうした手続きが用具規則制定過程の透明性を高め、製造業者やその他の利害関係者のそ
の過程への参加を促進することが望まれています。個別の事情や状況においては、こうし
た手続きが修正されることもあり得ます。
こうした手続きは用具に関連する規則にだけ適用されます。それらはその他のゴルフ規則
を変更する過程の一部となるようには意図されていません。それらは再検討や修正を受け
ることが条件となっています。
番号 手続き
1 研究プロジェクトの公表
1.1 R&A と USGA は、用具規則変更案あるいはテスト機器やテスト方法の変更に至る可能
性があると両団体が考える研究トピックについての情報を時宜に適った方法で公表す
る。R&A や USGA のどちらか（あるいは両団体）に支援される学術的な研究や性能
統計分析といったその他の趣旨の研究なども公表されることがある。
1.2 該当する場合、提供される情報は研究の説明とその研究がなぜ行なわれていたのかの理
由を含む。追加的なプロジェクトの詳細は R&A と USGA が妥当と判断したときに開示
される。
1.3 製造業者はその研究に参加し、その研究についてのコメントや意見とそれがどのように
行なわれるべきかについての提言を行い、製造業者自身が行なった研究を共有すること
を要請されることがある。
1.4 公表の時期は、潜在的な市場の混乱を考慮することになる。
2 受け取ったコメントの公表
2.1 規則変更案に応えて R&A と USGA に提供されたコメントは、そのコメントの発言者
を特定することを含み、R&A と USGA のそれぞれのウェブサイトで公表される。
2.2 提出者の許可なくコメントが公表されることを防ぐために、適切な管理が実施される。
提出者はコメントに次のいずれかを記入した許可書を含めることが求められる。
2.2.1 一語一句違わずにコメントが公表されることの許可を与える。
2.2.2 公にしにくい情報および/または機密情報を編集したコメントの修正版を公表する
許可を与える。提出者は公表するための修正された文書を提供するように要請され
る。しかしながら、修正された文書の内容は公表されないものと実質的に同様のも

のでなければならない。
2.2.3 コメントが公表されることの許可を差し控える。
2.3 R&A と USGA は、提出者がそのコメントの公表を許可するかどうかにかかわらず、す
べてのコメントを公平に考慮する。
不適切なコメントや匿名で提出されたコメントは公表されない。
2.4 公表されたコメントは一定期間、R&A と USGA のウェブサイトで閲覧できる。
3 個々の提出物への裁定の詳細の公表
3.1 個々の提出物の詳細は一般的には公表されない。そうした詳細は提出者と R&A および
/または USGA との間での秘匿情報のままとなる。しかしながら、ある裁定が規則の解
釈の新しい前例となったり、規則の解釈の修正や明確化となる場合もある。
3.2 次のどちらかの条件を満たす場合、新しい解釈の適用に関する情報は公表されること
がある。
3.2.1 R&A と USGA は、その規則の解釈が先例を作ることになる、あるいはそれまでの
規則の解釈を変更すると考える。
3.2.2 R&A と USGA は、その解釈が規則に基づき何が認められ、何が認められないのか
を理解するという点において他社に有益となりそうだと考える。
3.3 該当する場合には、R&A と USGA は新しい、あるいは改訂された解釈に関する通知の
タイミングを、その公表に先立って提出者と話し合う。
3.4 特定の状況に応じて、その情報は R&A と USGA の個々のウェブサイトおよび/または
製造業者向けの通知によって公表されることがある。加えて、その情報は次の更新版
のガイドブックにも収録されることになる。
4 新規に採用された規則への移行を促進するための規定
4.1 R&A と USGA は、新しい用具規則や解釈を採用するときに、製造業者および/または
小売業者の商業活動への規定を施行することを避けるように努める。しかしながら、
異例の規則変更や異常な状況となった場合には、R&A と USGA は用具の販売および/
または製造についての何らかの点に関与する規定を援用することが要請されるかどう
かを考える。
4.2 R&A と USGA がそうした規定が必要であると考える場合、その規定案の理由を述べる
通知を利害関係者に提供する。製造業者からのコメントが要請され、R&A と USGA は
提出者から提供されたフィードバックについて意見を交わし、考察を行なう。その後、
受け取ったコメントから生じる規定の大幅な変更がある場合には、決定が最終となる
前に追加的な告知とコメントの手順を行う。
5 規則変更の施行過程

5.1 用具規則の変更はその度合いと影響の点でかなり大きく異なることもあり得るので、
その施行過程は各提案の特質に合わせる。規則変更の異なるタイプの事例は次のもの
を含む。
5.1.1. 過去の提出物の適合性を変えない規則変更
5.1.2. 過去に適合となった用具を不適合にすることがある規則変更
5.1.3. 既存の規則を緩和する規則変更
5.2 R&A と USGA は様々なタイプのゴルフ用具に関する研究を継続的に行なう。ある研究
課題が用具規則変更に至る可能性がある場合、「関心のある分野」の通知が R&A と
USGA によって公表される。その後、該当する場合、R&A と USGA は実施された研
究を公表し、製造業者、その他の関係団体やさらなる利害関係者にコメントやその研
究への参加を要請する（１章「研究プロジェクトの公表」で議論されたように）。
5.3 実施した研究と受け取ったコメントに基づき、その後 R&A と USGA が用具規則の変
更を提案することに決定した場合、提案は告知とコメントの過程を通じて公表される。
その提案は必要に応じて次のものを含むことがある。
5.3.1. 認識される問題の説明
5.3.2. 規則変更を施行する目的の説明
5.3.3. 規則変更の影響への考慮
5.3.4.「関心のある分野」の通知の後で実施されたその規則変更を支持する追加的な研究
5.3.5. 規則変更の説明
5.3.6. 該当する場合には、その規則への適合性を決定するために用いられる機器や手続
きの説明
5.3.7. 施行計画案
5.3.8. コメントのための妥当な時間
5.3.9. 別の最近の用具規則あるいは規則変更がある新しい用具規則や規則変更の目的に
も同時に影響を与える可能性がある場合、その影響は認識され、評価される。
5.3.10.関連するその他の項目
5.4 この過程を通じて、製造業者は用具規則変更案について、過去の変更に関連する情報
を含み、自身のコメントや意見を出すことを要請される。提案が公表された後、R&A
と USGA によって規則変更案についてのフォーラムが開催されることがある。
5.5 文書でのものやフォーラムが開催される場合はそのフォーラムで受け取ったものも含
み、受け取ったコメントは R&A と USGA によって評価される。この評価によって、
R&A と USGA は追加的な研究を行うこと、および/または規則変更案の修正がなされ
ることもある。2 章「受け取ったコメントの公表」で議論されたように公表の要件を満
たしている文書でのコメントは、R&A と USGA のウェブサイトで公表される。
5.6 ひとたびすべてのコメントが受け取られ、考慮されたならば、R&A と USGA によって
規則変更案に関する最終決定がなされることがある。この決定は時宜に適った方法で
公表される。しかしながら、当初の提案に重大な変更がなされ、R&A と USGA によっ
てそうすることが妥当だとみなされた場合、さらなるコメントのために第二の通知が
公表される。さらなるコメントが受け取られ、評価された後、R&A と USGA によって

規則変更案に関する最終決定がなされる。
6 テスト機器や方法の変更の施行過程
6.1 R&A と USGA はテスト機器と方法論の改善を継続的に研究する。一般に、テスト機器
の変更の目的は下記のものを含む。
6.1.1. 専門知識、時間、労力という点で合理的であり、信頼性と再現性があるデータを
もたらし、関連する相関関係を満たすプロトコルを用いて測定可能な客観的な基
準を確立すること。
6.1.2. 両規則制定団体でひとつのテスト方法を用いることの望ましさ。
6.1.3. 競技現場で実行することが可能なプロトコルの望ましさ。
6.2 R&A と USGA は、ある研究が潜在的に特定のパラメターを測定するために用いられる
現行のテスト機器や方法への著しい変更につながることがあると考える場合、用具製
造業者に「関心のある分野」の通知が公表される。この通知はその研究を行なってい
る理由とその研究の説明を含む。製造業者は既存のテスト方法や代替テスト方法に関
するコメントを提供することや彼ら自身の研究を共有することを要請される。該当す
る場合には、R&A と USGA はテスト機器研究の最新情報を公表し、その研究を進めて
いく際に時宜に適った方法でコメントを要請する。
6.3 その研究と用具製造業者から提供されたコメントや研究の評価が終わった後で、R&A
と USGA は改善された、あるいは異なるテスト機器や方法を提案することについて決
定を行う。改善された、あるいは異なるテスト機器や方法を提案することに決定した
場合、その提案は公表され、コメントを要請する。変更を行なわない、あるいは決定
を遅らせると決定した場合も、情報が伝えられる。
6.4 該当する場合、テスト機器変更案は次の中の一部あるいはすべてを含む。
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.

テスト機器/方法の変更の説明
なぜその機器/方法の変更が妥当であるのかの説明
その機器/方法の変更を施行する目的の説明
その機器/方法の変更の必要性/利益を支持する研究
施行計画案
コメントが提供されるための妥当な時間

6.5 受け取ったすべてのコメントは考慮され、許可が与えられた場合（２章「受け取った
コメントの公表」で議論されたように）、そのコメントは公表される。コメントは製造
業者によって実行された研究に関する情報、機器/方法の変更の必要性についての意見、
ゴルフゲーム、ゴルフ産業、個々の会社への潜在的な影響、潜在的な代替方法、そし
て提出者によって妥当とみなされるその他の情報を含むことがある。
6.6 コメントによってさらなる研究が R&A と USGA によって行なわれることにつながる
可能性もある。その場合、その追加的な研究は公表される。コメントや追加的な研究
によって、当初の提案および/または施行計画への変更につながるという可能性もある。
そのような変更が R&A と USGA によって重大であると考えられる場合、さらなるコ

メントを受け取るための妥当な時間時間を与えた上で修正案が公表される。
6.7 ひとたびすべてのコメントが受け取られ、考慮されたならば、テスト機器/方法案と施
行計画に関する最終決定が R&A と USGA によって行われ、時宜に適った方法で公表
される。
7 規則の目的と意図の保護
7.1 R&A と USGA は規則と規則の変更の目的と意図を認識する責任がある。現行の規則の
文言が規則や規則変更の目的と意図の脱法を許す余地があると考えられる場合、R&A
と USGA は必要な場合、ゴルフ規則で述べられているように次の条項を引き続き適用
する。
7.1.1. R&A と USGA は、いつでもクラブと球に関連する規則を変更したり、そうした規
則に関連する解釈を示したり、変更する権利を留保する。
7.1.2. 規則では規定されていないが、規則の目的と意図に反していたり、ゲームの本質
を著しく変えてしまう恐れのあるクラブや球のデザインは R&A と USGA によって
裁定されることになる。
7.2 R&A と USGA は用具規則を公正で実際的な方法で作成、解釈、そして施行するために
そうした条項で認められている権限を行使する。そうした条項がなかったならば、用
具規則はゲームを守るために必然的に著しくより詳細で事実上より規範的なものにな
っているだろう。
7.3 製造業者の新製品コンセプトおよび/またはプロトタイプの開発過程へのそうした条項
の適用の影響を最小限にするために、製造業者はそうした開発の早い段階で R&A およ
び/または USGA と意見交換をすることが奨励される。
7.4 ある特定の特徴やコンセプトがゴルフ規則の意図や目的、あるいはゴルフ規則の中の
特定の規定に適合しないと決定される場合、R&A および/または USGA はその製造業
者に連絡を取り、なぜその特徴がゴルフ規則の意図や目的、あるいはゴルフ規則の中
の特定の規定に適合しないのかの説明を含み、その裁定について話し合う。該当する
場合には、R&A および/または USGA によってその裁定を支持する研究やテスト結果
がその製造業者に提供される。R&A および/または USGA はその製造業者にコメント
を提供するのに妥当な期間を与える。そうしたコメントは考慮され、その案件につい
てさらにその製造業者と議論がなされる。R&A および/または USGA はその提出物に
関する最終的な裁定を行い、その製造業者にその旨が告知される。
7.5 R&A と USGA は規則の目的と意図が保持されることを確実にするために、その後、用
具規則の変更を行なうことや実質的な解釈を公開することを検討することがある。そ
うした規則や解釈の変更は確立された手続き（3 章「個々の提出物への裁定の詳細の公
表」と 5 章「規則変更の施行過程」を参照）にしたがって公表されることになる。

EQUIPMENT RULEMAKING PROCEDURES
VERSION 1.0
NOVEMBER 2011
This document describes the procedures to be used by The R&A and the USGA for evaluating and
implementing future golf equipment rule changes, as well as the process for changing an associated test
method or the introduction of new interpretative guidelines.
It is hoped that these procedures will increase the transparency of the equipment rule-making process
and facilitate the participation of manufacturers and other interested parties in that process. In the
event of unique circumstances or situations, these procedures may be subject to modification.
These procedures apply to the equipment-related Rules only. They are not intended to be part of the
process of changing any other Rule of Golf. They are subject to ongoing review and modification.
Number Procedure
1

Publication of Research Projects

1.1

The R&A and the USGA will publish information in a timely manner on research topics
which they believe have a reasonable chance of resulting in an equipment Rule change
proposal, or a change in test equipment or test method. Other types of research, such as
academic research sponsored by either The R&A and the USGA (or both) or analysis of
performance statistics, may also be published.

1.2

Where applicable, the information provided will include a description of the research and
the reason why the research was conducted. Additional project details will be disclosed by
The R&A and the USGA as they determine to be appropriate.

1.3

Manufacturers may be invited to participate in the research, offer comments and opinions
on the research and recommendations about how it was conducted, and share research that
they have conducted themselves.

1.4

The publication of any such information will take potential marketplace disruption into
consideration.

2

Publication of Comments Received

2.1

Comments which are provided to The R&A and the USGA in response to a proposed Rule
change, including the identification of the source of the comments, will be published on the
respective websites of The R&A and the USGA.

2.2

Appropriate controls will be in place to prevent comments from being published without
the submitter’s permission. Submitters will be asked to include a completed permission
form with their comments either:
2.2.1

Giving permission for the comments to be published verbatim; or

2.2.2

Giving permission for publication of a modified version of their comments,
which redacts any sensitive and/or proprietary information. The submitter
would be required to provide the modified document for publication. The
contents of the modified document, however, must be substantially similar to
the non-published version; or

2.2.3

Withholding permission for the comments to be published.
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2.3

The R&A and the USGA will consider all comments equally, whether or not the submitter
gives permission for the comments to be published.
Inappropriate comments, or comments received from anonymous sources, will not be
published.

2.4

Published comments will be available on The R&A and the USGA websites for a limited
period.

3.

Publication of the Details of Individual Submission Rulings

3.1

Details of individual submissions will not generally be published. They will remain
confidential information between the submitter and The R&A and/or the USGA. However,
there may be instances when such a decision represents a new precedent or a modification
to, or a clarification of, an interpretation of the Rules.

3.2

Information regarding the application of a new interpretation may be published if either of
the following conditions is met:
3.2.1.

The R&A and the USGA consider the Rule interpretation to be precedentsetting or a change to a previous interpretation of the Rules.

3.2.2.

The R&A and the USGA believe that the interpretation is likely to be beneficial
to others in terms of understanding what is and is not permitted under the
Rules.

3.3

Where appropriate, The R&A and the USGA will discuss the timing of a notice regarding
the new or revised interpretation with the submitter(s) prior to its publication.

3.4

Depending on the specific situation, the information may be published on the respective
websites of The R&A and the USGA and/or via a Notice to Manufacturers. In addition, it
will also be included in the next updated version of the Guidebook.

4.

Provisions to Facilitate the Transition to Newly Adopted Rules

4.1

The R&A and the USGA will endeavour to avoid implementing any stipulations on the
commercial activities of manufacturers and/or retailers when adopting new equipment Rules
or interpretations. However, in the event of an extraordinary Rule change or unusual
circumstances, The R&A and the USGA will consider whether invoking stipulations involving
some aspects of equipment sales and/or manufacturing would be called for.

4.2

In the event that The R&A and the USGA believe that such stipulations are necessary, a
Notice stating the reason(s) for the proposed stipulations will be provided to interested
parties. Comments from manufacturers will be requested and The R&A and the USGA will
discuss and consider the feedback provided by submitters. Any significant subsequent
changes to the stipulations arising out of comments received will result in an additional
Notice and Comment cycle before a decision is finalised.
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5.

Process for Implementation of Rule Change

5.1

Equipment Rule changes can vary quite significantly in terms of degree and impact, so the
implementation process will be tailored to the nature of each proposal. Examples of
different types of Rule changes include:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Rule changes that do not change the conformance status of previous
submissions.
Rule changes that may result in previously conforming equipment becoming
non-conforming.
Rule changes that represent a relaxation of the existing rule.

5.2

The R&A and the USGA continually conduct various types of research concerning golf
equipment. When a research topic has the potential to result in an equipment Rule change,
an “Area of Interest” Notice will be published by The R&A and the USGA. Subsequently,
and where applicable, The R&A and the USGA will publish any research which has been
conducted and invite manufacturers, other involved entities and additional interested parties
to comment and participate in the research (as discussed in Section 1. “Publication of Research
Projects”).

5.3

Based on the research conducted and the comments received, if The R&A and the USGA
subsequently decide to propose an equipment Rule change, a proposal will be published via
a Notice and Comment process that may include some or all the following items, as
appropriate:
5.3.1

An explanation of the perceived problem.

5.3.2

A description of the goals of implementing the Rule change.

5.3.3

Consideration of the effects of the Rule change.

5.3.4

Any additional research conducted subsequent to the “Area of Interest”
Notice supporting the Rule change.

5.3.5

A description of the Rule change.

5.3.6

Where applicable, a description of the equipment and procedures used to
determine conformance to the Rule.

5.3.7

A proposed implementation plan.

5.3.8

An appropriate time for comments.

5.3.9

If another recent equipment Rule or Rule change has the potential to
simultaneously impact the goal of a new equipment Rule or Rule change, this
impact will be identified and evaluated.

5.3.10 Other items as relevant.
5.4

Throughout the process, manufacturers will be invited to offer their comments and opinions
on proposed equipment Rule changes, including information relevant to past changes. After
publication of the proposal, a forum on the proposed Rule change may be conducted by The
R&A and the USGA.

5.5

The comments received, including those written and those received at a forum, if one is
held, will be evaluated by The R&A and the USGA. This evaluation may lead to additional
research being conducted by The R&A and the USGA and/or changes to the proposed Rule
change. Written comments that meet the requirements for publication as discussed in
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Section 2, “Publication of Comments Received”, will be published on The R&A and the USGA
websites.
5.6

Once all comments have been received and considered, a final decision regarding the
proposed Rule change may be made by The R&A and the USGA. This decision would be
published in a timely manner. However, if substantive changes have been made to the
original proposal, a subsequent Notice will be issued by The R&A and the USGA for further
comment, if they deem it appropriate to do so. After any further comments have been
received and evaluated, a final decision regarding the proposed Rule change will be made by
The R&A and the USGA.

6.

Process for Implementation of Change in Test Equipment or Methods

6.1

The R&A and the USGA continually investigate improvements to test equipment and
methodologies. Generally, the objectives for a change to testing equipment will include:
6.1.1.

The establishment of objective criteria that are measurable using protocols that
are reasonable to perform in terms of expertise, time and cost, and that result
in data that is reliable, repeatable and that satisfies any relevant correlations; and

6.1.2.

A preference for the use of a single testing method for both rulemaking bodies;
and

6.1.3.

A preference for protocols that can be performed in the field.

6.2

If The R&A and the USGA believe that an investigation may potentially lead to a significant
change in the current test equipment or method used for measuring a specific parameter, an
“Area of Interest” Notice will be published to equipment manufacturers. This Notice will
include reasons for conducting the research and a description of the research.
Manufacturers will be invited to provide their comments or share their own research
regarding the existing test method or alternative test methods. If applicable, The R&A and
the USGA will publish test equipment research updates and invite comments in a timely
manner as they are developed.

6.3

After completion of the research and evaluation of any comments or research provided by
equipment manufacturers, The R&A and the USGA will make a decision about proposing
any improved or different test equipment or method. If it is decided to propose an
improved or different test equipment or method, a proposal will be published and
comments requested. A decision not to proceed with any change, or to delay a decision,
will also be communicated.

6.4

A proposed test equipment change may include some or all of the following, as appropriate:
6.4.1.

A description of the test equipment/method change.

6.4.2.

An explanation of why the equipment/method change is appropriate.

6.4.3.

A description of the goal of implementing the equipment/method change.

6.4.4.

Research supporting the need/benefit of the equipment/method change.

6.4.5.

A proposed implementation plan.

6.4.6.

An appropriate time for comments to be provided.
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6.5

All comments received will be considered, and where permission has been given (as
discussed in Section 2, “Publication of Comments”), the comments will be published. Comments
may include information regarding research carried out by manufacturers, opinions about
the need for the equipment/method change, potential effects on the game, the industry, and
the individual company, potential alternative means, and any other information as deemed
appropriate by the submitter.

6.6

It is possible that the comments may result in additional research being conducted by The
R&A and the USGA. If so, this research will be published. It is also possible that the
comments and further research may result in changes to the original proposal and/or to the
implementation plan. If such changes are considered by The R&A and the USGA to be
significant, a revised proposal will be published with an appropriate amount of time provided
for further comments to be received.

6.7

Once all comments have been received and considered, a final decision regarding the
proposed test equipment/method and implementation plan will be made by The R&A and
the USGA and published in a timely manner.

7

Protection of the Purpose and Intent of the Rules

7.1

The R&A and the USGA are responsible for identifying the purpose and intent of the Rules
and any Rule changes. If current Rules language is considered to allow circumvention of the
intent or purpose of a Rule or Rule change, The R&A and the USGA will continue to apply
the following clauses, as stated in the Rules of Golf, when necessary.
7.1.1.

The R&A and the USGA “reserves the right, at any time, to change the Rules relating
to clubs and balls and make or change the interpretations of these Rules.”

7.1.2.

“Any design in a club or ball which is not covered by the Rules, which is contrary to
the purpose and intent of the Rules, or which might significantly change the nature of
the game, will be ruled on” by The R&A and the USGA.

7.2

The R&A and the USGA will use the authority granted by these clauses to make, interpret,
and enforce the equipment Rules in an equitable and pragmatic manner. In the absence of
such clauses, the equipment Rules would, by necessity to protect the game, become
significantly more detailed and more prescriptive in nature.

7.3

To minimise the effect of the application of these clauses on a manufacturer’s development
process of any new product concepts and/or prototypes, manufacturers are encouraged to
consult with The R&A and/or the USGA early in their development process.

7.4

If it is determined that a particular feature or concept does not meet the intent or purpose
of the Rules of Golf, or a specific provision within the Rules of Golf, The R&A and/or the
USGA will contact the manufacturer and discuss the decision, including an explanation of
why the feature or concept does not meet the intent or purpose of the Rules of Golf or a
specific provision within the Rules of Golf. Where applicable, supporting research or test
results will be provided to the manufacturer by The R&A and/or the USGA. The R&A
and/or the USGA will provide the manufacturer with a reasonable time period within which
to provide comments. Any such comments will be considered and the matter will be further
discussed with the manufacturer. The R&A and/or the USGA will make a final decision
regarding the submission and the manufacturer will be notified accordingly.
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7.5

The R&A and the USGA may consider making a subsequent change to the equipment Rules
or publish material interpretations to make sure that the purpose and intent of the Rules is
maintained. Any such change to the Rules or interpretations would be published in
accordance with the established procedures (see Section 3 “Publication of Individual Rulings”
and Section 5 “Process for Implementing a Rule Change”).
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