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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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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,
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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
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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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し、現状残せるバンカーは残したが、戦略的 1 グリーンに、
また美
しく絞ったホールに見えるよう造るのに苦戦した。
コース改造することでコース全体のバランスも
【コースのバランス】
大きな課題のひとつ。
改造に力が入りすぎて、あまり難しいホール
ばかり出来てはバランスに欠ける。
音楽も同じで、山あり谷あり平
坦ありが心安らぐ音楽。
ゴルフは 18 ホールの中を楽しく苦戦して
回れる、魅力あるコース造りが目標。
コース改造では設計家が満
足しても、
プレーするお客様が満足しなければ改造の意味はない。
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visible bunkers.

ゴルフコース改造設計のご紹介
水
（魚骨排水方式）
の改造と、
グリーンカラー、
エプロン、
ガードバ

【redesign for a one-green】
In order to make two greens with Bent and Korai into one, a
new green was built in between the two greens with some
added features around the new green. I tried to retain existing details as appropriate and so any bunkers that could be
retained, were. A lot of eﬀort was needed in order to make
the green strategic while making it look beautiful with a beautifully neat ﬁnish.

ンカー、マウンド、樹木、スプリンクラーの位置なども考慮した改

【Course balance】
Another big challenge of redesigning is to maintain the overall balance of the course. We should not detrimentally aﬀect
balance by redesigning too much and creating holes which
are too diﬃcult.
The same can be said for music. We enjoy music that contains variety. Some parts should be high in tension, some
relaxed. The player should enjoy the actual course as well
as the struggles it gives rise to. An attractive course is what
we re aiming for. In course redesign, it s the satisfaction of
the players not that of the architect that is of primary importance.

する洗い川砂の選定（USGA グリーンセクションが薦める粒径

造になるので単なる部分改造にとどまらない。
また、床土構造の
改造に必要なリソースプランニング（資材計画）も必要である。
ベントグラスの選定はグリーンキーパーの意見を聞くと共にナー
セリー（圃場）で何種類かの播種テストを行い、そのコースの気
象条件に適した芝草の選定が必要である。
グリーン床土に使用
分布を参考にする）
、鉱物改良剤、有機質改良剤、肥料、薬剤
の選定も重要であり、洗い川砂、土壌改良剤の選定と配合バラ
ンスが健康なベントグラスの育成に大きく影響するので材料吟
味は慎重に行いたい。
ベントグリーンはコウライグリーンに比べて
夏期は 30 〜 50％散水量が増えるので、グリーン表面水をはじ
め周辺部の水がスムーズに排水できるように排水設備（集水
桝、暗渠排水管）
を整えるようにする。
状況によってグリーン周辺
部の土壌が固結しやすく、含水比の高い土壌の場合は、粗め川
砂と現場発生土を混合した改良土による土壌改良を行うと芝地
の過湿が無くなり雑草スズメノカタビラの繁茂が防げる。
このよう
に生育条件を整えることは環境にやさしいコース管理ができクオ
リティの高い芝草が育成できる。
第二の方法は改造するグリーンの芝草を剥がしベントグラスを播
種する方法か、改造するグリーンの芝草を除草剤で枯らしてから

コース改造設計と具体的な方策について
理事 倉上 俊治

About Course Redesigning and the Actual Measures
Director, Shuniji Kurakami

30 〜 50 年経過したコースは長い年月を経て少しずつ変貌して

A 30-50 year old course gradually changes throughout
its long history. Trees grow, and in many cases, minor
redesign work is often undertaken. As a result of such
changes, many aspects of the course are altered such
as strategy, shot value, design balance, memorability,
the skill level required and the aesthetic element of the
course. As time goes by, the technology of the clubs,
balls, the skill level of shots and the lawn improve, as do
course management tools, fertilizer and chemical substances to be used for the course.

いる。
樹木は大きくなり、コースの小改造が行われていることも多
く、これらの様々な変化により戦略性、ショットバリュー、デザイン
バランス、
メモラビリティ、難度、美観なども変化している。
時代の
変遷と共にクラブ、ボール、ショット技術の向上や芝草の改良、
コース管理機械、肥料、改良剤、薬剤の進歩によりコース管理
技術も変わってきている。
コース改造は明確な目的と方法を確定することが必要であり
コース設計家の仕事である。
古いコースの改造は原設計者が他
界されていることが多く、原設計者の設計意図を理解するため
に、残された図面、設計説明書、
コース関係者の話などの情報を
集め、各ホールを詳細に調査し、改造を行う箇所や問題点を整
理する。
改造の目的にはコースの戦略化、ショットバリューの向
上、コースの美化、グリーンの草種転換、打球事故の防止、プ
レー進行の円滑化、カート路の確保、コース管理の能率化、省
力化などがある。
コース改造の中でグリーンの草種転換（コウライ芝からベントグ
ラスへの転換）
を行なう場合は二通りの方法がある。
第一の方法はグリーン床土を USGA 方式のサンドベースグリー
ンに変える場合は、それに伴うサンドベースの床土構造、暗渠排
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It is necessary to come up with a clear purpose and
methodology for course redesign, and that is the job of
the course architect. If the course is an old one, the
architect of the original course is often dead, so we
need to collect information from the plans that are left
behind - the design manual and those who are involved
with the course in order to understand the original
design intention. We come up with a plan for the redesign as to where we will work and what sort of problems
there will be through meticulous examination. The purposes of redesign are to make the course more strategic,
to improve shot values, to make the course more beautiful, to change the type of the grass seeds used on the
green, to prevent accidents from balls hitting players, to
make the proceeding of the play smoother, to ensure
there are suﬃcient roads for carts, to make course management more eﬃcient and energy saving and so forth.
There are two ways of changing the type of seeds of the
grass for the green (from Korai to Bent).

ベントグラスを播種する方法がある。
改造するグリーンがコウライ
芝の場合は茎や根が残りベントグラスの生育が上手く行かず特
に夏期はコウライ芝が増殖しグリーンとしての機能が失われる。
また勾配（アンジュレーション）がきつい箇所（4％以上）が多く、
低刈をするとボールがグリーン外に転がり出ることもあるので現
況勾配では薦められない。
もし、小改造を行なう場合は床土厚
20cm 以上砂を入れ替えて、ベントグラスに適合したアンジュ
レーションを付けるほうがよい。
古いコースの距離（ヤード）を調べると表示距離より短い場合が
多い。
各ホールの距離はティーの中心から IP 点（250 ヤード、
220 ヤード）を通りグリーン中心までの水平距離で計測するが、
当時は測量技術が低い為に誤差が生じたと思われる。正確な
距離はクラブ選択が的確に行われ、楽しくプレーできる。
また、
コースレートを取得するためにも必要である。
バックティーから
250 〜 280 ヤード付近にサイドバンカーやクロスバンカーがあ
ると戦略型のコースになり難度は上がるのでティーを後方に移
動するか、バンカーを前方に移動する改造も必要である。
また、
コースの難度を上げるためにフェアウェイの横幅と形状を変えた
り、
バンカー、
池を新設したり、
樹木を植栽することも必要となる。
このように多岐にわたるコース改造はコース設計家の仕事であ
り、正しくコースを進化させることが文化遺産としてのゴルフコー
スの価値を高めるのではないかと思う。
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The ﬁrst method is to change is to change the base
earth for the green to a USGA style sand-based green.
This is beyond a partial redesign since this will involve
changing the base earth structure and changing the
under-drainage (ﬁsh bone style drainage) as well as the
locations of the green collar, apron, guard bunker,
mounds, trees and sprinklers. Also, resource planning
is needed for the change for the base earth. In order to
choose the type of Bent grass, you should consult with
the green keeper while conducting seeding tests on several types at the nursery in order to choose the kind
which best ﬁts the local climate. The type of river sand
to be used for the green base earth (to be referred to the
grain diameter distribution recommended by USGA
green selection), improvement agents for the minerals,
organic improvement agent, fertilizer, chemical agent
should be carefully selected. The selection of the river
sand and the earth improvement agent and the combination balance is vital for healthy Bent grass, so this process should be undertaken with much care. Compared
to the Korai type, Bent green requires 30-50% more
sprinkler water in summer. So, the drainage around the
green surface and surrounding area should be designed
for this, using water collection and the under-drainage
pipes. If the earth around the green easily clogs or the
earth contains a higher proportion of water, the improved
earth- which is a combination of rougher river sand and
the local earth - will help remove excess humidity in the
grass area, therefore avoiding the spread of unwanted
meadow grass.
The second way is to peel oﬀ the existing grass and
seed Bent grass, or killing the existing grass with herbicide and then seeding bent grass seed. If the existing
grass is Korai, the stems and roots might remain, preventing the newly seeded Bent grass s healthy growth.
Korai grass will spread strongly, particularly in summer,
which results in the green not performing correctly.
Also, if the undulation is tough (more than 4%), the ball
might roll over the green if the grass is cut low. If minor
work is to be conducted, the sand of the base earth
should be replaced by more than 20cm in depth, so that
the undulation can be adequately adjusted for Bent
grass.
If you check the yardage of the old course, in many
cases, you ﬁnd them shorter than the distance indicated.
Each hole s distance should be measured horizontally
beginning with the teeing position through IP point (250
yard, 220 yard) to the centre of the green. In the past,
measurement was not good enough to avoid margin of
error. Accurate distance allows players to choose the
correct clubs, and therefore to enjoy playing. Also, it is
necessary to gain a course rating. If there is a side
bunker or a cross bunker at about 250-280 yard position
from the back tee, the course becomes more strategic
which requires higher skill level. So, it is necessary to
redesign so that the tee position is moved backwards or
the bunkers moved forward. Also, in order to make the
course more diﬃcult, the width or the shape of the fairway could be changed, or you could add new bunkers
and ponds or plan new trees.
Such redesigning work which oﬀers enormous variety is
the course architects work, and I believe that such
work in helping the course evolve properly will increase
the value of the golf course as cultural asset.
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