ゴルフコース改造設計のご紹介
C 恵庭 CC 阿寒・摩周コース
（各々 9 ホール）
恵庭岳の東北東に位置し自然条件に恵まれた片傾斜の林間
コースは、起伏が少なく落ち着いた雰囲気を持つ。
ポイントはコー
スの調和を図るとともに、特徴を持ったホールを散りばめ戦略性
とビューバランスを抽出すること。
女性から一般プレーヤーまでス
コアメイクが楽しめるコースに仕上げた。
【阿寒 #6 Par5】ホールロケーションとビューバランスを重視。
ホール左サイドを整理することにより、プレー進行も改善
（図 6）
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enjoyed. The course has been redesigned so that
players of all levels will enjoy playing.
【Akan #6 Par5】The hole location and setting were
much respected. The left hand side of the hole has
been tidied up, and as a result, the play proceeds
much more smoothly. (Chart 6)
【Mashu#6 Short Par4】A pond has been added before
the green. The hole has been changed to one where a
player can recognize the value of the shot and enjoy
the good view.（Chart7）

図6

【Mashu#9 ShortPar4】The green was redesigned.
The hole became one which requiring strategy and a
high level of skill. (Chart 8)

Chart 6
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ワングリーン化工事の例
「千葉カントリー倶楽部川間コース」
副理事長 川田 太三

An example of changing a course to one-green:
Chiba CC Kawama Course
Vice Chairman Taizo Kawata

千葉カントリー倶楽部から、川間コース改造の相談を受けたの

I was contacted by Chiba Country Club about redesigning Kawama Course in 2005 just after we had ﬁnished
changing another course,Chiba CC, Umesato Course, to
one-green. The redesigning work at Umesato was a big
success. It was suﬀering from a slight lack of excitement with two-greens of Korai and Bent, but after, it was
reborn as a course with the best one-green, the number
of players increased by more than 4,000 per year at
Umesato alone. The club was very pleased with the
result, and that triggered their request for Kawama.

は、丁度、梅郷コースのワングリーン化工事が終わって、ひと段
落した 2005 年のはじめのことだった。
一連の梅郷コースの改
造工事が、大変うまくいき、数年前迄は、コウライとベントのツー
グリーンで、集客の点でも少々マンネリ化していたのだが、ベント
ワングリーンに生まれ変わったことで、年間の入場人員が梅郷だ
けで 4000 人強も増え、倶楽部側も大変気を良くしていたという
背景がある。
川間コースのワングリーン化工事は、9 ホールをクローズして工
事する方式を取った。川間コースは千葉カントリー倶楽部の 2
番目のコースとして野田に続いて、
1957 年にオープンした。
当時から 7000 ヤードを越え、長くて広いコースという評判が高
かった。
ところが、オープンから 18 年後に、当時バブル経済で
客がいくらでも入るという背景のためか、ホール間に点在する田

【摩周 #6 ショートPar4】
グリーン前に池を入れる。
景観とショッ

んぼを埋めて、27 ホールに拡張する工事を決めた。
結果として

トバリューを確認できるホールに変貌。
（図 7）

は既存の 18 ホールにも影響が出て、いわゆるコースとしての
格が野田や梅郷に少々遅れを取る存在になってしまったのでは

図7

ないか。
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図8
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東、西、南の順で 9 ホールをクローズし、2006 年から 3 年間に
亘って、
それぞれ 1 月から9 月までで工事を完了すること、
そして、
昔のように長くて広いコースにしたいというのが倶楽部からの希
望であった。
初めに工事にかかった東コースは、元々田んぼを埋

【摩周 #9 ショート Par4】グリーンの改造。
戦略性と難度を求
めたホールとなった。
（図 8）
4．
求められるもの
1980 年代以降、
ゴルフ場の新設と共にゴルフ人口が増加、近
代においては道具の進化も伴い、ゴルフ場に対するニーズも変
化。 GOLF への理解も深まる中、間違った方向へ進んでいる
ことも多々見られる。
それは、ゴルフに携わる人々においても例外
ではない。
コース改造において様々なニーズに応えることは大切だが、間
違った方向へ導くことは避けたい。
改造に携わる人々が基本的
要素（ルール）
を理解し、共有することは歴史を重ねると共に重
要なことである。
近年、コース改造はホールを難しくすることや、ス
コアメイクのために FW 幅を拡げたり、難度を下げたりすること、
と捉えられている傾向が見られる。
しかし、それらが全てではない。
大切なことは、ゴルフコースの基礎に基づいて改良すること。
そ
の為には改造前の現状を調査して、数値をもって内容を提示す
ることが望まれる。
きちんとした改造を行なうためには、記録が残
る確かな基準が必要となる。
コースを構成する基本的要件を基として、改造していくことが求
められている。
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4．What s needed
Since 1980, the golf population has increased as
many new golf courses have been built. With the evolution of clubs, the needs of courses have changed as
well. As more people learn more about golf, there are
many aspects which are not headed in the right direction. This applies equally to those who are involved in
the world of golf.
When redesigning courses, it is important to address a
variety of needs, but one also needs to be careful not
to head in the wrong direction. It is important for those
who are involved in redesign to understand and share
the same basic rules. It is important as we enrich our
history. Recently, there is a trend when a course is
redesigned, for the holes to get more diﬃcult or for the
FW width to get wider or to lower the level of diﬃculty
for the sake of score making. What is more important
is to redesign based on the existing essence of the
course. In order to do that, it is desirable to conduct
an examination of the status quo beforehand and to
present it in ﬁgures. In order to conduct a proper redesign, a certain standard is required which can be
retained as a record. It is desirable that the redesign
be conducted based on the basic conditions that constitute the course.

Examples of Golf Coures Redesigning

めて作ったホールが多かったために、まず水はけの改良、それに
狭くなっていたホールを広くプレー出来るよう、余分で大きくなり
過ぎていた樹木の整理等が主なテーマであった。
ボールが隣の
ホールに飛び出して危険なため、成長の早いメタセコイヤを林立
させたのが、
逆に各ホールの狭さを倍加していた。
これは翌年に工事をした西コースにも言えることで、樹木の整理
と、ティーからの打ち出し方向の修正だけでは十分ではないこと
が予想された西 3 番は、思い切ってパー 3 に変更、隣ホールへ
の打ち出しの心配を無くした上で、空き地になった半分は、それ
ぞれ、新たにパー 4 になった 6 番グリーンの新設と 7 番バック
ティー用地にあてた。
コースをクローズして進める改造工事は、より自由な裁量が許され
るので、
各ホールの持つ課題を相当修正することが可能である。
例えば、新グリーンの位置は、それまで、二つ並んでいたグリーン
跡地の中でベストなエリアを選択できるから、冬でも朝陽が早く
から当たる場所で然も風通しの良い所、
また、夏の南西からの強
い日差しと紫外線をもろに受けないようにグリーンの形状を考慮
する等、
必要な条件は全て反映させなければ意味がない。

We closed 9 holes while we redesigned Kawama course
into a one-green. Kawama course was opened in 1957
as the 2nd course of Chiba Country Club following
Noda Course. It enjoyed a reputation as a long and wide
course with more than 7000 yards as early as that time,
but in the midst of the bubble economy period, an
expansion plan was decided upon to make it a 27 hole
course by ﬁlling the rice patches that used to lie in
between the holes. As a result of this expansion, the
class of the course had to be downgraded in relation to
the other two courses of the club, Noda and Umesato,
even including the original 18 holes.
The requests given to us by the club were as follows:
The work should start in 2006, from January to September. The East 9 holes were to be closed ﬁrst followed by
the West and the South in the following years during the
same period. The course should be redesigned so that it
would become long and wide as they used to be. In the
East course, where we commenced work, there were
many holes built by ﬁlling the rice ﬁelds, so the ﬁrst thing
to do was to improve the drainage.
The next main task was to tidy up the course, by getting
rid of some trees which had grown too big and had
therefore become redundant. In order to prevent balls
crossing to the next hole, fast-growing metaseqoia were
lined up, which narrowed all the holes even further.
The same can be said for the West course which we
conducted the redesigning work for the following year.
We knew that the 3rd hole of the West course needed
more than simply tidying up the trees and a change in
tee-oﬀ direction, so we made the brave decision to
change the hole to a par three. As a result, we no
longer had to worry that players would hit into the next
hole, while the excess space was utilized for the new
green for the 6th hole, which was changed to par four
and for the back tee space for the 7th hole.
When we closed the course as we were conducting the
redesign work, we were given extra liberty, so it became
possible for us to make substantial corrections to the
issues each hole had.
For example, this meant the location of a new green
could be chosen from the very best of the available
space where two greens had been. Therefore, we could
GCA JOURNAL No.15

5

ゴルフコース改造設計のご紹介

Examples of Golf Coures Redesigning

satisfy all the necessary conditions such as that the
green should be in a sunny and breezy area that could
enjoy the early sunshine even in winter. Another condition was that the green should be shaped so that it
could avoid the strong southern west sun and ultraviolet
rays in summer. If we can t satisfy such conditions,
redesigning work becomes merely useful.
最後になった南コースは前述の種々の課題の他に、2 ホールに
亘る場外への打ち出しの危険球の対処という難題が加わった。
6 番と9 番のパー 5 はともに、ティーショットの飛距離の範囲が
右側場外の工場や住宅と隣接し、風向きによってはボールが飛
び出すというケースがあり、これが最重要課題として取り上げら
れた。40 メートルのフェンスを作ることは、他の市街地のコース
の例を見ても決して誉められた策ではない。
そこで、冬の強い北
風との交差角等も考慮し、6 番については、パー 3とパー 4 に
分割、9 番は、ティーの高さを 1メートル低くし、打ち出し角度を
10 度左に寄せるという結論に落ち着いた。
これに伴い、パー 4、
パー 3 だった 1 番、2 番をパー 5 に改造し、結果として、安全の
点では、その後の打ち出しは皆無、また、プレー進行にも顕著な
効果が現れたとの報告が出ている。
また、三つのスターティングホールの並ぶハウスの前庭が、毎朝の
ように、スタートを待つカート群とプレーヤーが広場の中央を往き
来し、常にザワザワした雰囲気であったことも、懸案のひとつで、
こ
れは、
カート道路を左右に分け、
パッティンググリーンを中央へ移動
新設することで、従来とは全く趣の違った緑の広場が出現し、朝
の混雑感を解消出来たことは、
思いがけない収穫であった。
改造後の川間コースについても、その後の集客率が向上し、ス
タートを取る事も難しいという声を聞く事は、たずさわった者として
嬉しいことである。

The South course which we redesigned in our ﬁnal year
had an additional challenge on top of those of the other
two. The 6th and 9th holes had tees very close to the
factories and residential areas just outside the course to
the right-hand side. Depending on the direction of the
wind, the balls could go out of the course and cause
damage here. It was not a good solution to build a 40
meter fence to avoid accidents. What we did instead
was to divide the 6th hole into a par 3 and par 4 holes
giving consideration to the crossing angle in case a
strong northern wind blows in winter. The teeing height
was lowered by 1 meter for the 9th, so that the teeing
angle was moved by 10 degrees to the left. In order to
carry out this measure, we redesigned the 1st and 2nd
which used to be par 4 and par 3. We redesigned the
2nd hole to become a par 5 hole. As a result, there
have been no incidents involving balls going outside the
course, and the course is now much more eﬃcient.
Another issue was that the front yard of the club house
where as many as three starting holes can be lined up
was too noisy. Almost every morning, the carts waiting
for the starts and players were crossing this area. We
accidentally solved this problem as we separated the
cart roads to the right and left and built a new putting
green to the central area. A green space appeared all of
a sudden which gave rise to a completely diﬀerent ambience. It was an unexpected harvest of the work.
It s been said that the redesigned Kawama course has
been able to attract more players, and it is even diﬃcult
to make a booking today. Such news pleases those
who were involved in the work.
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ホール、パー 72）
、54 ホールで構成されている。
改造したのはペン
クロス、コウライの 2 グリーンで、距離も長くタフな志野コース。
可
児ゴルフ場を代表する志野コースを、時代に合った 1 グリーンにと
の要望が強く今回の改造になった。
改造にあたりゴルフ場側から、
コース改造の条件が示された。
（1）関係所管庁の指導・条件を重視した改造計画を立てる。
例えばティーからはサイドバ
（2）コースの戦略性が確認できること。
ンカー、
クリーク、美観池など、IP 付近ではガードバンカーがきちんと
目視できる。
またグリーン面の見えないホールは、グリーンの形状が
分かるようにする。
（3）
お客様に対して、
コース改造を印象づけるホールをいくつか作る。
（4）
森林伐採は行わない。
グリーン面の種子の選択は現地の土地柄・気候を最も把握し、
2 種類のブレンド品種とした。
①耐暑性に優れていること（温暖化のため）
、
②耐病性に優れて
いること、
③芽数調整が容易であること（1 グリーンのため）
、
④最
新品種でないこと
（実際の特性が把握できない）などを考慮し、芝
の品種にブライトン、
サンドヒル2 種類を2 対 1の割合で採用した。
【改造設計方針】今回の改造目的は現状ベント・コウライの 2
グリーンを、世界標準であるベント 1 グリーンに転換するものであ
る。
このため原設計では 450 ㎡ほどの平均面積を 600 ㎡に拡
張した。
打ち上げでグリーン面が見にくいホールは、グリーン手前
を目視出来るよう工夫（700 ㎡に拡張）
し、グリーン周りのマウン
ド、山や樹々、水などゴルフ場の自然全ての素材を考慮し、改造
に取り組みをした。
また、バックティーの視界をフロントやレディス
ティが妨げるようなホールではティーの改造も実施した。
【印象に残るホール】このコース改造では名物ホールという見せ
場も造った。
樹木やバンカー、池などで景観と挑戦意欲を高め、
ゴ
ルフの楽しさを伝えたと思う。
ただし
原設計の設計理念を考慮し本来の
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【Redesign Plan】
The golf ﬁeld consists of 54 holes across 3 courses, namely,
Shino, Oribe and Kiseto. (each with 18 holes, parr 72) We
redesigned the Shino course, a tough one with longer
distance and two-greens of Penncross and Korean lawn
grass. The Shino Course which represents Kani was redesigned because a one-green design more in keeping with
modern golf was badly needed.
The redesign conditions were presented by the Golf Field.
(1)A redesign plan was to be made which respected the
instructions and conditions laid down by the relevant government departments.
(2)The strategy of the course had to be visible. For example,
from the tees, side bunkers, creeks, ponds and guard bunkers
around IP had to be visible. If the green surface could not be
seen, the shape of the green had to be recognizable.
(3)Some holes had to make customers aware the redesign
work had taken place.
(4)No cutting of the trees could take place.
The seeds for the green surface were a cross-breed of the
two kinds that ﬁt the type of land and the climate most.
①They should be heat resilient (to cope with global
warming)②disease resilient、③the number of sprout should
be easily controlled（since it s a one green course）④The
breed should not be brand new（so actual characteristics
cannot be checked）Considering such factors, we adopted
the blended breed of Brighton and Sand Hill with the proportion of the blend 2 to 1.
【Principles of Redesign】
The purpose of the redesign was to change a 2-green of Bent
and Korai to the world standard one-green with Bent grass. In
order to do that, the average space was expanded from 450㎡
in the original design to 600㎡. On holes where the green
surface was hard to see, it was redesigned so that the player
could see the front part of the green（expanded to 700㎡）All
natural factors surrounding the green such as mounds, mountains, trees and water were included as variables for the redesign. Some redesign on the tee was conducted at the holes
where front/ladies tees hindered the
view of the back tees.

コースのバランスも崩さず、自然と対

【Memorable holes】
I built in a special hole where players
would be challenged while enjoying
the beautiful scenery of trees, bunkers and ponds. I wanted to transcend the joy of golf while maintaining the design concept of the original
architect. The original balance of the
course had to be retained as an artistic course but with room for a future
dialogue with nature being created.
The 7th hole, 196 yard（ Kagami no
Mori, Woods of the mirror, Par 3）is a
hole which requires a high skill level
with ponds just before the green.

話し未来に残る調和のとれた芸術
性豊かなコースに仕上げた。
7 番 196 ヤード（鏡の森パー 3）は、
グリーン手前に池を配し難度の高い
ホールである。
13 番 394 ヤードでは、

「富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場」
の改造工事
副理事長 海津 康志

Redesign work at
Fuji Country Kani Club Kani Golf Field
Yasushi Kaizu

コース改造は音楽でいえば有名な曲を編曲するのと同じだ。
古い

Redesigning golf courses is like adapting famous musical
scores. The purpose of adapting well-known classic music is
to make the music more attractive and accessible by rendering it in a more up-to-date manner. Once a golf course is
redesigned, it is impossible to change it back to the way it
used to be.
Between January and September 2008, we conducted a redesign for Fuji Country Kani Club Kani Golf Field which is
located about 35 km northeast of Nagoya s city centre. The
course opened in 1972, and so had 37 years history and is
set in spectacular nature. The original architect was Mr.
Osamu Ueda. Redesign work worthy of a famous Japanese
architect took place.

名曲を時代に合わせてアレンジすることで、一層その曲への親し
みを高めるのが編曲の目的。
ゴルフコースの改造は一度実施す
ると原設計には二度と戻せない。
2008 年 1 月から9 月まで、名古屋の中心部より北東約 35km に
ある、富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場の改造工事を進めた。
1972 年に開場した約 37 年の歴史を持つコースで、雄大な自然
の中にあり、植栽された樹木も大きくなり自然が戻っている。原設計
上田治氏。
日本の名設計家に恥じないようなコース改造をした。
【改造計画】
当ゴルフ場は志野、織部、黄瀬戸の 3 コース
（各 18
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グリーン手前に5 個の美観池を設け、
失敗は許されないホールとした。
また
17 番 577 ヤードは雄大な打ち下ろ
しホールで、ティーからグリーン手前ま
でホール内をうねるクリークと、見せる
バンカーで戦略性を高めている。
【1 グリーン化】ベント・コウ

改修前写真・平面図

ライの 2 グリーンの 1 グリー

Before the redesign /ground plan/photo

ン化は、両グリーンの中央に
新たなグリーンを造成し、
さら
にグリーン周辺の造形にも
手を加えた。
グリーン周辺を
細部測量して現況を把握

The 13 th hole, 394 yard has ﬁve
ponds as scenery before
After the redesign/ground plan/photo
the green. Payers cannot
aﬀord to make any mistakes. The 17th hole, 577
yard is a grand hole with
downwards teeing calling
for a high level of strategy
because of the creeks that
wind from the tee to the
front of the green and the
改修後写真・平面図
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