私が考える設計ポイント

● ●

● ●

● ●

JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部 No.17 （415 ヤード P4）
加藤 俊輔
ゴルフの原点とされるリンクスコースは日本にはない。
リンク
ス調のコースは 3 〜 4 存在するが、ここはその代表的コー
スと言える。
海辺に近いコースは当初
（製鉄工場の）
開発緑
化用地で人工的リンクスランドとして計画した。
開場以来 20 年あまり、土地の持つ地盤の安定を図りなが
ら改造を繰り返し、稀なコースとして現在の姿となっている。
コースの内容、自然条件はリンクスに近く全英オープン選考
コースとしても十分対応できる。
そのような状況のなかにお
いて、グリーン周辺の改造の必要がある No.17 を例に概
要を説明する。
なお、部分的コース改造は難しく、18 ホール
全体のバランスを十分考慮すべきことを書き添える。
≪改造ポイントと目的≫
(1) ショート Par4 からミディアム Par4 への改造
(2)トーナメントを意識した FINISHING HOLES のレベル向上
≪改造項目≫
2.IP-1 右の SBをホールポイントにし、キャリーボール（290 ヤード）の精度を求める
3. ショート Par4 のブラインドグリーンの手前を下げ、
難度調整を行う
4. 地盤変化に対応したグリーン改造を行う
（グリーンを拡張して手前左と奥右を下げ、二段グリーンとする。奥行き45ヤードに）
（右 2 つ、左 1 つの SBと左奥のマウンド造形）
≪今後の課題≫
リンクスにはない高木
（ヤシ）
が灌木に代わるように、少しずつ本物
のリンクスになることを望む。
グリーン周辺が広く、大きく改良するこ
とが必要になる。

IP-1
SB

≪当初≫

<<Current>>
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私が考える設計ポイント
No.18 ホールの設計
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山田 為志

Shunsuke Kato
In Japan, there exists no links course which would be
regarded as same as origin of the golf course in its characteristics. We have some links-like courses and Setonaikai
GC which I introduce here is one of these courses. This
coastal course used to be a reserved green associated with
a steel mill development and I designed the course as an
artiﬁcial links land.
The 20-year-old golf course has experienced repeated renovations in an eﬀort to stabilize soil, and it is now recognized
as a unique golf course. Both the design and natural settings are similar to those of the links course, and the golf
course could be a good site for ﬁnal qualifying for the British
Open Championship.
Under such situation where the golf course still needs some
modiﬁcation around the No. 17 green, and I will take this
modiﬁcation as an example of the ways of my approach in
designing.
In addition, I would like to make a little note, that partial
modiﬁcation in a golf course is a diﬃcult task; you must think
of having a wide view to balance the entire 18 holes.
<<Points of renovation>>
(1) Change of distance; from a short par four hole to a medium
distance par four.
(2) Increasing the diﬃculty of ﬁnishing holes while assuming as a
tournament site.

グリーンを後方に拡大）445 ヤードに
1. ホール距離の変更（ティーを下げ、

5. グリーン周辺の SBとマウンド群を整理する

●

<<Speciﬁc renovated areas>>
1.Increase the distance (by moving the tees and the green backward) to 445 yards.
2.Make the sand bunker on the right side of IP-1 become the key
reference for this hole and demand players an accurate tee shot
with a carry (of 290 yards).
3.Lower the front area of the green to make it visible and to
achieve appropriate level of diﬃculty.
4.Modify the green while making good use of ground subsidence
which occurred through the
years. (Increase the total
green area by lowering the
front left and deep right side
of the green to make a twotier green. Make a green with
45-yard depth conclusively).
5.Rearrange sand bunkers
and mounds around the
green (two bunkers on the
IP-1
right, one on the left, and a
mound on deep left side of
SB
the green).

≪改造計画≫

<<Modiﬁcation Plan>>

今回、西日本の某コース
（No.18 ホール・PAR5）
について
紹介する。
最終 18 番に求められる、美しさ・ドラマチックな展開を演
出する設計は不可欠なものであり、プレーヤーに当該コース
をより印象深く思わせるホールとしたいものだ。
コース縦断はほぼフラッ
トとし、
横断勾配は左への流れとする。
第 1 IP 左サイドに、救済用バンカー（大）
と目標を知らしめ
るバンカー
（小）
を配置し、技量に応じたターゲットエリアを複
数設定した。
第二打地点より広大な池を魅せ、池から浮か
び上がるようなグリーンとする。
池の碧さ、岩組の自然色、グ
リーン・FW の濃淡のある緑、バンカーの白、山肌の茶、季
節に応じた樹木の配色、空の青、遠近背景バランスの調和
した色コントラストの映える眺望である。第二打にて直接グ
リーンを狙う方向線上は池が影響する形状とし、グリーンの
奥行きも短く、
入れてはいけないバンカーを配置した。
第 2 IP 狙いの攻め方には、目標となるバンカーの前後に
ターゲットエリアを配置し、グリーンに近いターゲット方向の
線上には微妙に池が影響する設計とした。
第 3 打にてのグリーン狙いは奥行きを左右する設計とし、
挑戦意欲・マネジメントの妙による満足感を掻き立てるホー
ルとした。

●

●

My Focus on Golf Course Designing
Designing the 18th Hole

Tameshi Yamada

Here is how I designed the 18th hole (par 5) in one of the
golf courses in the western part of Japan. Wherever
course you may play, the ﬁnal hole must have the beauty
and drama that would leave you with an ever lasting
impression.
The hole is generally ﬂat in the longitudinal axis, with a
slight leftward downhill, however, in the transversal axis. I
put a large bunker on the left side of the ﬁrst IP for a relief
purpose, and a small one as a reference so that players of
diﬀerent skill levels can set diﬀerent target areas.
From the second shot point you will see a large beautiful
lake and the green beyond it as if it were ﬂoating. You
will enjoy well-balanced beautiful colors of the lake, rocks,
the green and fairway, white sand in the bunkers, bare
surfaces of the hills and seasonal colors of trees and the
sky in a panoramic view. If your second shot is for direct
landing on the green, you will be challenged with the lake.
The green is not very deep, and some of the guard bunkers can really spoil your game.
If you want to land at the second IP, then you will see
good target areas at the front and the back of a reference
bunker, with more control you will need in order to avoid
the lake if you want to get closer to the green. If you try
to get the green in your third shot, you will require good
control on the distance since the green is not deep.
Wherever you land, the hole will be provocative enough to
test your skills of management.

<<Future subjects>>
The links courses should have
no tall trees. I hope the current
palm trees would be replaced
with bush and shrub so the
course could be similar to a true
links course. It still has a wide open
area around the green and it requires
major modiﬁcations as well.
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私の考える Par３ホールの戦略と設計

Par３ホールは、あくまでも１８ホールの中のひとつに過ぎな
い。
私は一番印象の残るホールにしたい。
打ち下ろしを基本とし、池を配置して難易度を上げるコース。
池の配置には大きく分けてふたつの意図がある。
ひとつはグリーンの近くまで迫らせ、少しのミスにもペナル
ティを与えるもの。
もうひとつはブレーヤーの視覚にプレッ
シャーを与えるもの。
前者はその池がホールのキーとなる、後
者は池以外にもキーとなる物を造ることがある。
距離、ハザードの位置、バンカーや樹木の配置、グリーンの
勾配・傾斜の方向、
他を組み合わせて決める。
他の３ホールも、違ったレイアウトにしたい。
短い谷越え・長
い谷越え。
・長いホール・短いホール。
プレーヤーの目にす
べてを見せる、目に映るバンカーや池などは、そのホールの
難易度を上げる。
ピンを見て挑戦意欲をかきたて、ハザードを見てプレッシャー
を感じる。
情報が多いほど、
難易度は高くなる。
１度プレーしただけではわからない、何度もプレーしたくなる
コースの設計を心がけている。
今回の紹介写真・レイアウトは鳳琳ＣＣの１４番 (Par３)。
ティー前に美観池を配置、鳳翔の池と名付けられた池越え
のショートホール。
池の中や周りの造園は、造園家と協力し
て石を配置、鳥が泳いでいる、今にも飛び立つイメージで設
計している。
コースを美しく芸術的に見せる工夫をしている。
グリーン回りは３つの大きなバンカーによってガードされ、グ
リーンを小さく見せる工夫し、グリーン左側の奥１/３は難しく
中間は普通に、
手前はやさしく設計をしている。

GCA JOURNAL No.17

●

My Focus on Golf Course Designing
My strategy and design in creating Par 3

海津 康志
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Yasushi Kaizu
It can be said that Par 3 holes are just one element in a
golf course but my preference is to make it become the
most impressive one. Downhill basic design while placing
a lake to add its diﬃculty. There are two reasons for placing lakes. One is to place the lake closer to the green so
that even a small mistake made by a player will be penalized. The other is to use the lake to give a visual pressure
to a player. In the former reason, the lake is the key factor
for the hole. In the latter, I may add other factors in addition to the lake. Distance, hazard location, bunker and
tree layout, sloping and slope orientation of the green are
elements of consideration in determining these other factors. I would give diﬀerent layouts to the remaining Par 3
holes such as aiming at the green over a short or long
valley. Whether the hole is short or long, bunkers and
lakes which are entirely visible to players enhance diﬃculty of the hole. Players would be excited by the pin
placement while, on the other hand, they would feel pressure from hazards. The more information we furnish, the
more diﬃculty they feel. I always try to design a golf
course not to be accumulated by just one round but give
players a lot of anxiety to come back and play.

Photo & Illustration: Horin Country Club, Hole 14 (Par 3)
The tee shot over the signature lake named Hosho. A professional landscape designer helped rock and stone layout
in and around the lake to create a beautiful but tense feeling as if birds in the lake might suddenly ﬂy up. I tried a
lot to make the course as much esthetic value.
The green is guarded by three big bunkers which make
this green look smaller. On the left side of the green, one
third from the back of the green is most diﬃcult area while
a middle third is moderate and front third is easy area for
placing the pin.

私が考える設計ポイント
ゴルフコースの設計

● ●

● ●

倉上

俊治

● ●

ゴルフコースの設計は、できるだけ現況の地形、樹木を生かした
ルーティングとパーの配分が重要である。ゴルフは長い歴史を経て
現在では戦略型コースが望まれている。ティーグランドに立ったと
き攻略ルートが２〜４通りあり、
プレーヤーの技量、体力や風の向き、
フェアウェイ、ハザード（バンカー、池、小川）の位置、樹木の
位置などに応じて、どの方向にショットするか選択できるホール設
計が必要である。
各ホールの細部設計ではホールの形状、勾配や樹木の位置によ
る「方向の錯覚」、ホールの高低差、グリーンの大きさ、バンカー
の大きさ、池の形状などによる「距離の錯覚」、風向きも考えて
サイトプランニングする。グリーンではアンジュレーションによる「傾
斜の錯覚」などプレーヤーの視覚に対して心理面、技術面を考え
たデリケートなコントロールバランスが要求されるコース設計を行う。
これらの事を踏まえて誰にでも楽しめるフェアーなコースにし、各
ホールがそれぞれ異なる特徴を持ち何度プレイしても、また挑戦し
たくなる魅力的な戦略型コースが必要と考える。距離が長くて、
難し過ぎるコースではプレイは楽しめない。パー 72 の場合、距離
がチャンピオンティーから 7000 ヤード以上あっても、アマチュアプ
レーヤーはレギュラーティーからは 6200 ヤードから 6500 ヤードぐ
らいが楽しくラウンドできる距離である。
コースの魅力は 390 ヤードから 350 ヤードパー 4 のホールではな
いだろうか。距離の出ないプレーヤーでも十分パーオンが狙える。
ホール図面で示したようにティーショットで狙うエリアは A,B,C の三
つのエリアが考えられる。
・A エリアはチャンピオンティー
（CT）
から210 〜 250 ヤード、
グリー
ンまで残り150 ヤード前後。フェアウェイは 3％の上り勾配に造形
する。
・BエリアはCTから255 〜 280ヤード、
グリーンまで残り120ヤー
ド ±15 ヤード。グリーンまで
残り 120 ヤード前後。フェ
アウェイは５〜７％の下り勾
配に造形する。フェアウェイ
を外し場合、ラフからのショッ
トはエプロンの右にある木が
スタイミーになる。
・C エリアは CT から276 〜 304 ヤー
ド ±14 ヤード。グリーンまで残り 100 ヤード
前後。フェアウェイは10％の下り勾配に造形する。
B と C のエリアはフェアウェイが下り勾配になっているの
で、セカンドショットの距離感と方向の正確性を求めている。
グリーンは斜め縦長の二段グリーンになっているので、セカンドショッ
トに正確な距離感を求め、ピンの位置によりパットにも正確な距離
感を求める。距離が長くないパー4はホール戦略を考える上で様々
なバリエーションが考えられ、
フェアウェイの幅や形状、勾配。ハザー
ドの位置や形状。樹木の位置、本数。ラフのマウンド。グリーン
の形状やアンジュレーションなど設計者の考えが反映される。

●
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My Focus on Golf Course Designing
Designing a Golf Course

Shunji Kurakami

The important aspects in designing a golf course are routing
which makes best use of the natural topographic characteristics
and vegetation in setting, and good allocation of par 3,4, and 5
holes. After a long history, strategic design is a current trend,
where you will see two to four diﬀerent routs to the green from the
tee ground, so that you can make a choice according to your skill
level, physical strength, wind, fairway, location of hazards
(bunkers, lakes and creeks), and trees. The architect must be able
to allow diﬀerent choices.
Hole details must be determined with consideration to sensory
illusion in direction created by the shape of the hole, slopes and
trees, sensory illusion in distance created by elevation change,
size of the green, size of bunkers, shape of lakes, etc., in addition
to wind directions. When designing details for greens, the
architect must take into account sensory illusion in slopes
created by undulations, and must use all psychological elements
to challenge the techniques and control of the golfers. All of
these considerations must achieve a fair course so that everyone
can enjoy the game, each hole has a unique characteristic and a
charm to bring the players back to the course again and again.
People cannot enjoy long, diﬃcult courses. A distance beyond
7000 yards will only be accepted from championship tees in
typical par 72 courses, but the best distance for amateur players
are usually from 6200 to 6500 yards.
I think par-four halls having a distance of 390 to 350 yards may
play a key role. Even if you are not a distance carrier, you will be
encouraged to get the green in regulation. As shown in the
drawing, I will allow the player to choose from three areas A, B
and C from the tee.
- Area A is 210-250 yards from the championship tee (CT). The
remaining distance to the green is about 150 yards. I will shape
the slope of fairway to 3% uphill.
- Area B is 255-280 yards from the CT tee. The remaining
distance to the green is about 120 yards. I will shape the slope of
fairway to 5-7% downhill. If you miss the fairway and walk to the
rough for your next shot, you will ﬁnd, the tree on the
right side of the apron is stymie.
- Area C is 276-304 plus/minus 14 yards from the
CT. The remaining distance is about 100 yards.
I will shape the slope of fairway to 10% downhill.
If you hit from the area B or C, the downhill setting
will require that you must have a good sense of
distance and direction. The green is oblique,
oblong and two-tier, so your second shot has
to be accurate in distance, and
depending on the pin location,
your sense of distance is also
tested in putting. Since the
distance does not play a key-role
in par-four holes, we can use a
number of ideas and create
variations. The architect can
play a lot with fairway width
and shape, grading, hazards
and their locations, trees, their
locations and numbers,
mounds in roughs, shape of
the green and its undulation,
and more.
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私が考える設計ポイント

● ●

● ●

● ●

私の考える Par３ホールの戦略と設計

Par３ホールは、あくまでも１８ホールの中のひとつに過ぎな
い。
私は一番印象の残るホールにしたい。
打ち下ろしを基本とし、池を配置して難易度を上げるコース。
池の配置には大きく分けてふたつの意図がある。
ひとつはグリーンの近くまで迫らせ、少しのミスにもペナル
ティを与えるもの。
もうひとつはブレーヤーの視覚にプレッ
シャーを与えるもの。
前者はその池がホールのキーとなる、後
者は池以外にもキーとなる物を造ることがある。
距離、ハザードの位置、バンカーや樹木の配置、グリーンの
勾配・傾斜の方向、
他を組み合わせて決める。
他の３ホールも、違ったレイアウトにしたい。
短い谷越え・長
い谷越え。
・長いホール・短いホール。
プレーヤーの目にす
べてを見せる、目に映るバンカーや池などは、そのホールの
難易度を上げる。
ピンを見て挑戦意欲をかきたて、ハザードを見てプレッシャー
を感じる。
情報が多いほど、
難易度は高くなる。
１度プレーしただけではわからない、何度もプレーしたくなる
コースの設計を心がけている。
今回の紹介写真・レイアウトは鳳琳ＣＣの１４番 (Par３)。
ティー前に美観池を配置、鳳翔の池と名付けられた池越え
のショートホール。
池の中や周りの造園は、造園家と協力し
て石を配置、鳥が泳いでいる、今にも飛び立つイメージで設
計している。
コースを美しく芸術的に見せる工夫をしている。
グリーン回りは３つの大きなバンカーによってガードされ、グ
リーンを小さく見せる工夫し、グリーン左側の奥１/３は難しく
中間は普通に、
手前はやさしく設計をしている。
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My Focus on Golf Course Designing
My strategy and design in creating Par 3

海津 康志

4

●

Yasushi Kaizu
It can be said that Par 3 holes are just one element in a
golf course but my preference is to make it become the
most impressive one. Downhill basic design while placing
a lake to add its diﬃculty. There are two reasons for placing lakes. One is to place the lake closer to the green so
that even a small mistake made by a player will be penalized. The other is to use the lake to give a visual pressure
to a player. In the former reason, the lake is the key factor
for the hole. In the latter, I may add other factors in addition to the lake. Distance, hazard location, bunker and
tree layout, sloping and slope orientation of the green are
elements of consideration in determining these other factors. I would give diﬀerent layouts to the remaining Par 3
holes such as aiming at the green over a short or long
valley. Whether the hole is short or long, bunkers and
lakes which are entirely visible to players enhance diﬃculty of the hole. Players would be excited by the pin
placement while, on the other hand, they would feel pressure from hazards. The more information we furnish, the
more diﬃculty they feel. I always try to design a golf
course not to be accumulated by just one round but give
players a lot of anxiety to come back and play.

Photo & Illustration: Horin Country Club, Hole 14 (Par 3)
The tee shot over the signature lake named Hosho. A professional landscape designer helped rock and stone layout
in and around the lake to create a beautiful but tense feeling as if birds in the lake might suddenly ﬂy up. I tried a
lot to make the course as much esthetic value.
The green is guarded by three big bunkers which make
this green look smaller. On the left side of the green, one
third from the back of the green is most diﬃcult area while
a middle third is moderate and front third is easy area for
placing the pin.

私が考える設計ポイント
ゴルフコースの設計

● ●

● ●

倉上

俊治

● ●

ゴルフコースの設計は、できるだけ現況の地形、樹木を生かした
ルーティングとパーの配分が重要である。ゴルフは長い歴史を経て
現在では戦略型コースが望まれている。ティーグランドに立ったと
き攻略ルートが２〜４通りあり、
プレーヤーの技量、体力や風の向き、
フェアウェイ、ハザード（バンカー、池、小川）の位置、樹木の
位置などに応じて、どの方向にショットするか選択できるホール設
計が必要である。
各ホールの細部設計ではホールの形状、勾配や樹木の位置によ
る「方向の錯覚」、ホールの高低差、グリーンの大きさ、バンカー
の大きさ、池の形状などによる「距離の錯覚」、風向きも考えて
サイトプランニングする。グリーンではアンジュレーションによる「傾
斜の錯覚」などプレーヤーの視覚に対して心理面、技術面を考え
たデリケートなコントロールバランスが要求されるコース設計を行う。
これらの事を踏まえて誰にでも楽しめるフェアーなコースにし、各
ホールがそれぞれ異なる特徴を持ち何度プレイしても、また挑戦し
たくなる魅力的な戦略型コースが必要と考える。距離が長くて、
難し過ぎるコースではプレイは楽しめない。パー 72 の場合、距離
がチャンピオンティーから 7000 ヤード以上あっても、アマチュアプ
レーヤーはレギュラーティーからは 6200 ヤードから 6500 ヤードぐ
らいが楽しくラウンドできる距離である。
コースの魅力は 390 ヤードから 350 ヤードパー 4 のホールではな
いだろうか。距離の出ないプレーヤーでも十分パーオンが狙える。
ホール図面で示したようにティーショットで狙うエリアは A,B,C の三
つのエリアが考えられる。
・A エリアはチャンピオンティー
（CT）
から210 〜 250 ヤード、
グリー
ンまで残り150 ヤード前後。フェアウェイは 3％の上り勾配に造形
する。
・BエリアはCTから255 〜 280ヤード、
グリーンまで残り120ヤー
ド ±15 ヤード。グリーンまで
残り 120 ヤード前後。フェ
アウェイは５〜７％の下り勾
配に造形する。フェアウェイ
を外し場合、ラフからのショッ
トはエプロンの右にある木が
スタイミーになる。
・C エリアは CT から276 〜 304 ヤー
ド ±14 ヤード。グリーンまで残り 100 ヤード
前後。フェアウェイは10％の下り勾配に造形する。
B と C のエリアはフェアウェイが下り勾配になっているの
で、セカンドショットの距離感と方向の正確性を求めている。
グリーンは斜め縦長の二段グリーンになっているので、セカンドショッ
トに正確な距離感を求め、ピンの位置によりパットにも正確な距離
感を求める。距離が長くないパー4はホール戦略を考える上で様々
なバリエーションが考えられ、
フェアウェイの幅や形状、勾配。ハザー
ドの位置や形状。樹木の位置、本数。ラフのマウンド。グリーン
の形状やアンジュレーションなど設計者の考えが反映される。

●

●

My Focus on Golf Course Designing
Designing a Golf Course

Shunji Kurakami

The important aspects in designing a golf course are routing
which makes best use of the natural topographic characteristics
and vegetation in setting, and good allocation of par 3,4, and 5
holes. After a long history, strategic design is a current trend,
where you will see two to four diﬀerent routs to the green from the
tee ground, so that you can make a choice according to your skill
level, physical strength, wind, fairway, location of hazards
(bunkers, lakes and creeks), and trees. The architect must be able
to allow diﬀerent choices.
Hole details must be determined with consideration to sensory
illusion in direction created by the shape of the hole, slopes and
trees, sensory illusion in distance created by elevation change,
size of the green, size of bunkers, shape of lakes, etc., in addition
to wind directions. When designing details for greens, the
architect must take into account sensory illusion in slopes
created by undulations, and must use all psychological elements
to challenge the techniques and control of the golfers. All of
these considerations must achieve a fair course so that everyone
can enjoy the game, each hole has a unique characteristic and a
charm to bring the players back to the course again and again.
People cannot enjoy long, diﬃcult courses. A distance beyond
7000 yards will only be accepted from championship tees in
typical par 72 courses, but the best distance for amateur players
are usually from 6200 to 6500 yards.
I think par-four halls having a distance of 390 to 350 yards may
play a key role. Even if you are not a distance carrier, you will be
encouraged to get the green in regulation. As shown in the
drawing, I will allow the player to choose from three areas A, B
and C from the tee.
- Area A is 210-250 yards from the championship tee (CT). The
remaining distance to the green is about 150 yards. I will shape
the slope of fairway to 3% uphill.
- Area B is 255-280 yards from the CT tee. The remaining
distance to the green is about 120 yards. I will shape the slope of
fairway to 5-7% downhill. If you miss the fairway and walk to the
rough for your next shot, you will ﬁnd, the tree on the
right side of the apron is stymie.
- Area C is 276-304 plus/minus 14 yards from the
CT. The remaining distance is about 100 yards.
I will shape the slope of fairway to 10% downhill.
If you hit from the area B or C, the downhill setting
will require that you must have a good sense of
distance and direction. The green is oblique,
oblong and two-tier, so your second shot has
to be accurate in distance, and
depending on the pin location,
your sense of distance is also
tested in putting. Since the
distance does not play a key-role
in par-four holes, we can use a
number of ideas and create
variations. The architect can
play a lot with fairway width
and shape, grading, hazards
and their locations, trees, their
locations and numbers,
mounds in roughs, shape of
the green and its undulation,
and more.
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私が考える設計ポイント

● ●

「スターティングホールの設計」
（グリーンパーク CC 改造工事 西 No1）

● ●

● ●

佐藤 毅

私が考えるスターティングホールの設計は、緊張感、圧迫感
をできるだけ和らげる工夫をしているが、リラックスした雰囲
気の中でショットが楽しめることに重きをおいている。
プレーヤーにとってスターティングホールは緊張のうえにも、
心理的プレッシャーが大きくなることから、戦略性高いハ
ザードは極力避けることを前提にホールセッティングを考えて
いる。
それはコース改造も同じで、プレーヤーにとって心地よいス
タートができることを考え、ホール幅に余裕を持たせるなど、
高低差を極力少なくした設計を心掛けている。

●

My Focus on Golf Course Designing

●

Designing a Starting Hole
(Green Park CC, Renovation, West Course Hole No. 1)
Takeshi Sato
My principle in designing a starting hole is to reduce tension and pressure as much as possible. In other words,
the starting hole must embrace you with a relaxing atmosphere so that your ﬁrst shot can be an enjoyable one.
For many players, the starting hole has a number of reasons to become nervous. At the very beginning of the
game they are usually under high tension and big psychological pressure. So, I always try not to include highly
strategic hazards.
This principle applies also to modiﬁcation. When I modify,
a priority is to allow the
players to make a good
start so I would try to
give a generous width
to the hole or reduce
elevation change as
much as possible.

図はホール改造の前後を示
したものだが、前ティグランド
はクラブハウスの近くにあり、
やや打ち上げになる左ドッグ
レッグホールである。IP 左前

The Figure shows before and after
the modiﬁcation. The former teeing
area was near the clubhouse, and the
hole was a slightly uphill, dogleg left.
Furthermore, if a player did not make
a solid tee shot, the view to the green
was blocked by thick woods on the
left side beyond the IP which led to
complaints in addition to reduced
pace of play.

方に樹木が林立し、飛距離
不足の場合はグリーンが確認
できない状況にあった。
プレー進行の悪さだけでなく、スターティングホー
ルとしての不評が多く改造に踏み切った。
図のように、ティグランドの移設配置によって、フ
ラットエリアに第一打をショットさせることができ、
IP 地点までは僅かな

I moved the tee grounds so that players can make a shot to a ﬂat area.
There is still a slight uphill elevation
from the tees to the IP, but it made
the second shot area become level to
the green.

打ち上げであるが、2
打地点からグリーンまで
の高低差をレベルにす
ることができた。
ルーティングの見直し
によって大胆なショット

−ホール改造図−

が可能になったホール
改造だが、戦略を意識

Hole Renovation Plan

Clubhouse

したハザード配置を避
け、
グリーン周りにはガイド役としてのバンカー配置を行った。
この改造によって今まで使用されてきた敷地は、アプロー
チ、PG の配置など、新たな土地利用が図られ、改造によっ
て新たな空間が誕生したことは産物の極みでもある。
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Routing was changed and players are
now able to challenge their dynamic
shots. However, I did not put any
strategic hazards. The green is surrounded by bunkers that are simply
for guiding players.
The modiﬁcation preserved a good
amount of land and made it possible
to obtain new facilities such as
approach and putting greens. Creation of the new useful space was
one of the best gifts through this
modiﬁcation.

私が考える設計ポイント
私の考える理想のコース

● ●

● ●

● ●

佐藤 謙太郎

●

●

My Focus on Golf Course Designing

An Ideal Course

Kentaro Sato

日本のゴルフ場設計においては、多くの法的規制や地形の制約を受
け、意のままの設計ができない場合が多い。
私の考える理想のコースとしては、緩やかな起伏と浜辺のような透水
性に富んだ砂地を持つ地形である。
それはコース設計に必要な戦略
的要素をそのまま備えている。
ホール内に残される自然の樹木や池、
時に強く時には穏やかに吹く風や自然の起伏は、縦・横・空の三
次元的ハザードとなり、加えられる他のハザードによって完成度の高
いコースとなりうる。
ゴルファーの満足感とは、高い戦略性と審美性を
兼ね備えたコースの中でいかに多くの面白さと感動を覚えたかという
ことにある。
そのようなコースには一つのベストルートだけでなく複数の
攻略ルートとショットスキルを求めるための様々なハザードがある。戦
略的デザイン手法は、具体的には「対角線上へのハザードの設置」
であり、各々のハザードがプレイヤーに挑戦意欲と考えるプレイを引き
起こさせる。
それにはロングヒッターだけが有利にならないよう、難易度
を保ちながらもプレイの公平性が保てるようにしなくてはならない。
また、各ハザードの難易度は設計条件や気象条件を加味し調整する
が、そのバリエーションはプレイヤーを飽きさせず、コースに面白さを感
じさせる大切な要素の一つである。
さらにコースに美しさを醸し出ため
に随所に光と影の効果を取り入れ、より大きな興奮と感動をプレイ
ヤーに与えられるようにする。

It is very tough for golf course architects to design a course freely
in Japan due to number of legal, topological and other limitations.
In my mind an ideal golf course may be built on gently rolling hills
of good quality sand having high water permeability like beach
sand. The topography and the sand provide essential strategic
elements for golf course design. Naturally growing trees and lakes
preserved in the course and gentle and sometime gusty winds will
provide most of the hazards we need in our three-dimensional
space, and we may occasionally want to add a few to make the
course more complete. Golfers satisfaction lies in the number of
thrilling and enjoyable events that they experience in a highly strategic and esthetically sophisticated playground. Such a course
gives golfers many diﬀerent choices in addition to the best route, so
that they can try many diﬀerent challenges to test their decisions
and skills. Strategic design speciﬁcally means diagonal placing of
hazards in which individual hazard provides provocation, as well
as hints, to ponder upon. This means a course should not be exclusively advantages to long-distance hitters. We must give fair playing conditions to all range of golfers by maintaining due levels of
diﬃculty. Level of diﬃculty for each hazard, which is determined by
taking many factors in mind such as design, weather and other conditions, is an important element to add interest to the course and
keep excitement for the players. Use of natural light and shadows
are also very important to enhance beauty of the course, to give
increased level of excitement and pleasure to the golfers.

コースの主治医

Architect is the Primary Doctor

嶋村 唯史

私は常々グリーンキーパーは
「コースの番人」、設計者は
「コースの主
治医」という考えを持っております。皆さんもご承知のようにコースは自
然のなかに創られた人工的な生き物です。植えた芝や樹木は独自の
自生能力により年月とともに本来の姿（樹形）を作り出してゆきます。
まちがいなく樹木は繁ってコースを狭くし、名物ホールの樹は時に病
気で枯れ、どこかで埋設管が潰れ、水の流れも変わります。
この完璧
でない巨大な生き物は常に変化しています。
そしてそこには毎日その
コースの変化の様子を冷静に見守っているキーパーが居ります。仕
事はコース内のどこに何があり、何が起きたか、一つ一つの変化の様
子を全て掌握し、自身の持っている知識と技術を使いコース全体の
調和をはかりつつ良い芝のコンディションを保つことです。余談ですが
復元 をテーマとしたコース改造などは体面を考え外部の設計者に
頼むより、現場とプレーヤーの意見と、歴史を良く知るキーパーが一番
の適任者かもしれません。当然本人にデザインセンスがあることとす
べての責任を持たせる事が条件となりますが…。
次に設計者がなぜ主治医なのかについてのべます。
いうまでもなく
コース設計を含めた計画全般から芝張り完了まで工事全てにタッチ
しているのは設計者だけなのです。
日本の場合、コースが出来上がっ
てから管理者（オーナー側）に引き渡すパターンが多く、コースを赤ん
坊に例えるならば「生みの親から育ての親」に引き渡すことになりま
す。
この時点で出来上がったコースは設計者とキーパーとで守るべき
共存範囲になり、キーパーがコースの番人（守人）
になるわけです。番
人が迷ったり、悩んだりした時その相談相手として適切なアドバイスが
出来る主治医が必要なのです。今後コースを維持管理していく上で
はこのパートナーシップが最も重要であり、設計者も造る立場から積
極的にコースを守る立場（主治医）
に変わる時なのかもしれません。

Tadashi Shimamura

I always think the golf course superintendent is a keeper of the
course whereas the golf course architect is the primary doctor of
the course. As you are aware, golf courses are artiﬁcial living
organism created in the natural settings. We plant grasses and
trees but they grow according to their nature, and in time they
shape themselves (into speciﬁc tree forms). No doubt that trees
will narrow the course, signature trees may die from diseases, pipes
will leak and water ﬂow will change. This imperfect living organism
is changing constantly, and the greenkeeper will look after the
changing course every day with a level mind. His job is to be familiar with all the features in the course, to be aware of what is happening to each, to grasp each change, and maintain a good course
condition while keeping overall harmonious balance of the course
by using his knowledge and techniques. I might say, therefore, that
if you want to restore your golf course, you should listen to the
course staﬀ and players and let the greenkeeper do the job who
knows the course history rather than looking for an outsider architect for reputation, although the greenkeeper in this case must be a
possessor of a good sense of golf course design and capable of
taking all responsibilities.Why the architect is the primary doctor?
Obviously, the architect is the only person who is involved in every
aspect of the golf course construction starting from overall planning
to completion of sodding. In Japan, golf courses are typically completed by the contractor and then transferred to the caretaker
(owner). It is as if a new born baby is adapted from real parents to
step parents. This is the time when the golf course begins a new
life under the protection of the greenkeeper (caretaker) and the
architect. Caretaker needs a home doctor who can answer questions and give appropriate advices when he comes across diﬃculties. I think this partnership is most important in the golf course
maintenance from now. I think golf course architects may have to
change their self-identiﬁcation from a builder to a caretaker (doctor).
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私が考える設計ポイント

● ●

「スターティングホールの設計」
（グリーンパーク CC 改造工事 西 No1）

● ●

● ●

佐藤 毅

私が考えるスターティングホールの設計は、緊張感、圧迫感
をできるだけ和らげる工夫をしているが、リラックスした雰囲
気の中でショットが楽しめることに重きをおいている。
プレーヤーにとってスターティングホールは緊張のうえにも、
心理的プレッシャーが大きくなることから、戦略性高いハ
ザードは極力避けることを前提にホールセッティングを考えて
いる。
それはコース改造も同じで、プレーヤーにとって心地よいス
タートができることを考え、ホール幅に余裕を持たせるなど、
高低差を極力少なくした設計を心掛けている。

●

My Focus on Golf Course Designing

●

Designing a Starting Hole
(Green Park CC, Renovation, West Course Hole No. 1)
Takeshi Sato
My principle in designing a starting hole is to reduce tension and pressure as much as possible. In other words,
the starting hole must embrace you with a relaxing atmosphere so that your ﬁrst shot can be an enjoyable one.
For many players, the starting hole has a number of reasons to become nervous. At the very beginning of the
game they are usually under high tension and big psychological pressure. So, I always try not to include highly
strategic hazards.
This principle applies also to modiﬁcation. When I modify,
a priority is to allow the
players to make a good
start so I would try to
give a generous width
to the hole or reduce
elevation change as
much as possible.

図はホール改造の前後を示
したものだが、前ティグランド
はクラブハウスの近くにあり、
やや打ち上げになる左ドッグ
レッグホールである。IP 左前

The Figure shows before and after
the modiﬁcation. The former teeing
area was near the clubhouse, and the
hole was a slightly uphill, dogleg left.
Furthermore, if a player did not make
a solid tee shot, the view to the green
was blocked by thick woods on the
left side beyond the IP which led to
complaints in addition to reduced
pace of play.

方に樹木が林立し、飛距離
不足の場合はグリーンが確認
できない状況にあった。
プレー進行の悪さだけでなく、スターティングホー
ルとしての不評が多く改造に踏み切った。
図のように、ティグランドの移設配置によって、フ
ラットエリアに第一打をショットさせることができ、
IP 地点までは僅かな

I moved the tee grounds so that players can make a shot to a ﬂat area.
There is still a slight uphill elevation
from the tees to the IP, but it made
the second shot area become level to
the green.

打ち上げであるが、2
打地点からグリーンまで
の高低差をレベルにす
ることができた。
ルーティングの見直し
によって大胆なショット

−ホール改造図−

が可能になったホール
改造だが、戦略を意識

Hole Renovation Plan

Clubhouse

したハザード配置を避
け、
グリーン周りにはガイド役としてのバンカー配置を行った。
この改造によって今まで使用されてきた敷地は、アプロー
チ、PG の配置など、新たな土地利用が図られ、改造によっ
て新たな空間が誕生したことは産物の極みでもある。
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Routing was changed and players are
now able to challenge their dynamic
shots. However, I did not put any
strategic hazards. The green is surrounded by bunkers that are simply
for guiding players.
The modiﬁcation preserved a good
amount of land and made it possible
to obtain new facilities such as
approach and putting greens. Creation of the new useful space was
one of the best gifts through this
modiﬁcation.

私が考える設計ポイント
私の考える理想のコース

● ●

● ●

● ●

佐藤 謙太郎

●

●

My Focus on Golf Course Designing

An Ideal Course

Kentaro Sato

日本のゴルフ場設計においては、多くの法的規制や地形の制約を受
け、意のままの設計ができない場合が多い。
私の考える理想のコースとしては、緩やかな起伏と浜辺のような透水
性に富んだ砂地を持つ地形である。
それはコース設計に必要な戦略
的要素をそのまま備えている。
ホール内に残される自然の樹木や池、
時に強く時には穏やかに吹く風や自然の起伏は、縦・横・空の三
次元的ハザードとなり、加えられる他のハザードによって完成度の高
いコースとなりうる。
ゴルファーの満足感とは、高い戦略性と審美性を
兼ね備えたコースの中でいかに多くの面白さと感動を覚えたかという
ことにある。
そのようなコースには一つのベストルートだけでなく複数の
攻略ルートとショットスキルを求めるための様々なハザードがある。戦
略的デザイン手法は、具体的には「対角線上へのハザードの設置」
であり、各々のハザードがプレイヤーに挑戦意欲と考えるプレイを引き
起こさせる。
それにはロングヒッターだけが有利にならないよう、難易度
を保ちながらもプレイの公平性が保てるようにしなくてはならない。
また、各ハザードの難易度は設計条件や気象条件を加味し調整する
が、そのバリエーションはプレイヤーを飽きさせず、コースに面白さを感
じさせる大切な要素の一つである。
さらにコースに美しさを醸し出ため
に随所に光と影の効果を取り入れ、より大きな興奮と感動をプレイ
ヤーに与えられるようにする。

It is very tough for golf course architects to design a course freely
in Japan due to number of legal, topological and other limitations.
In my mind an ideal golf course may be built on gently rolling hills
of good quality sand having high water permeability like beach
sand. The topography and the sand provide essential strategic
elements for golf course design. Naturally growing trees and lakes
preserved in the course and gentle and sometime gusty winds will
provide most of the hazards we need in our three-dimensional
space, and we may occasionally want to add a few to make the
course more complete. Golfers satisfaction lies in the number of
thrilling and enjoyable events that they experience in a highly strategic and esthetically sophisticated playground. Such a course
gives golfers many diﬀerent choices in addition to the best route, so
that they can try many diﬀerent challenges to test their decisions
and skills. Strategic design speciﬁcally means diagonal placing of
hazards in which individual hazard provides provocation, as well
as hints, to ponder upon. This means a course should not be exclusively advantages to long-distance hitters. We must give fair playing conditions to all range of golfers by maintaining due levels of
diﬃculty. Level of diﬃculty for each hazard, which is determined by
taking many factors in mind such as design, weather and other conditions, is an important element to add interest to the course and
keep excitement for the players. Use of natural light and shadows
are also very important to enhance beauty of the course, to give
increased level of excitement and pleasure to the golfers.

コースの主治医

Architect is the Primary Doctor

嶋村 唯史

私は常々グリーンキーパーは
「コースの番人」、設計者は
「コースの主
治医」という考えを持っております。皆さんもご承知のようにコースは自
然のなかに創られた人工的な生き物です。植えた芝や樹木は独自の
自生能力により年月とともに本来の姿（樹形）を作り出してゆきます。
まちがいなく樹木は繁ってコースを狭くし、名物ホールの樹は時に病
気で枯れ、どこかで埋設管が潰れ、水の流れも変わります。
この完璧
でない巨大な生き物は常に変化しています。
そしてそこには毎日その
コースの変化の様子を冷静に見守っているキーパーが居ります。仕
事はコース内のどこに何があり、何が起きたか、一つ一つの変化の様
子を全て掌握し、自身の持っている知識と技術を使いコース全体の
調和をはかりつつ良い芝のコンディションを保つことです。余談ですが
復元 をテーマとしたコース改造などは体面を考え外部の設計者に
頼むより、現場とプレーヤーの意見と、歴史を良く知るキーパーが一番
の適任者かもしれません。当然本人にデザインセンスがあることとす
べての責任を持たせる事が条件となりますが…。
次に設計者がなぜ主治医なのかについてのべます。
いうまでもなく
コース設計を含めた計画全般から芝張り完了まで工事全てにタッチ
しているのは設計者だけなのです。
日本の場合、コースが出来上がっ
てから管理者（オーナー側）に引き渡すパターンが多く、コースを赤ん
坊に例えるならば「生みの親から育ての親」に引き渡すことになりま
す。
この時点で出来上がったコースは設計者とキーパーとで守るべき
共存範囲になり、キーパーがコースの番人（守人）
になるわけです。番
人が迷ったり、悩んだりした時その相談相手として適切なアドバイスが
出来る主治医が必要なのです。今後コースを維持管理していく上で
はこのパートナーシップが最も重要であり、設計者も造る立場から積
極的にコースを守る立場（主治医）
に変わる時なのかもしれません。

Tadashi Shimamura

I always think the golf course superintendent is a keeper of the
course whereas the golf course architect is the primary doctor of
the course. As you are aware, golf courses are artiﬁcial living
organism created in the natural settings. We plant grasses and
trees but they grow according to their nature, and in time they
shape themselves (into speciﬁc tree forms). No doubt that trees
will narrow the course, signature trees may die from diseases, pipes
will leak and water ﬂow will change. This imperfect living organism
is changing constantly, and the greenkeeper will look after the
changing course every day with a level mind. His job is to be familiar with all the features in the course, to be aware of what is happening to each, to grasp each change, and maintain a good course
condition while keeping overall harmonious balance of the course
by using his knowledge and techniques. I might say, therefore, that
if you want to restore your golf course, you should listen to the
course staﬀ and players and let the greenkeeper do the job who
knows the course history rather than looking for an outsider architect for reputation, although the greenkeeper in this case must be a
possessor of a good sense of golf course design and capable of
taking all responsibilities.Why the architect is the primary doctor?
Obviously, the architect is the only person who is involved in every
aspect of the golf course construction starting from overall planning
to completion of sodding. In Japan, golf courses are typically completed by the contractor and then transferred to the caretaker
(owner). It is as if a new born baby is adapted from real parents to
step parents. This is the time when the golf course begins a new
life under the protection of the greenkeeper (caretaker) and the
architect. Caretaker needs a home doctor who can answer questions and give appropriate advices when he comes across diﬃculties. I think this partnership is most important in the golf course
maintenance from now. I think golf course architects may have to
change their self-identiﬁcation from a builder to a caretaker (doctor).
GCA JOURNAL No.17
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私が考える設計ポイント
ゴルフコースは生きている

● ●

● ●

● ●

加藤 俊輔

●

My Focus on Golf Course Designing
Golf Courses are Living Organisms

Shunsuke Kato

世界が、とりわけ日本が政治をはじめ多くの分野で変革を求められるとき
に、日本のゴルフ会も例外ではない。
ゴルフコースに多様性が求められる
時代になり、プロゴルファーの活躍などにより
「ゴルフ」
が脚光を浴びてい
る現在、コースの価値が試されている。本物のゴルフコースを創造するた
めには、理論や思想の確立は明らかで、大まかな感覚では生まれない。
一流のプロゴルファーを育てるためにも、一流のコースを創造することは
急務である（多様性に応じたコースを用意することも考えなくてはならな
い）。
自然に挑戦するゴルフのルーツから変遷を遂げ、日本のゴルフに求
められる志向はいくつかに分けられる。大別すると以下のようになる。
(1) 健康維持を目的とした運動
(2) スコアメイクを楽しむスポーツ
(3) 競技者（プロ）
を目指すアスリート
日本のゴルフコースは (1)(2) に対応するコースはある。
しかしながら
(3) に対応できるコースは皆無である。今後、日本は (3) を育むゴルフ
コースを持つことは必須である。
そのためには、コース設計者が日ごろ
の研鑽の成果を発揮し、日本ゴルフの歴史を積み重ねるためにも役
割を果たすべきではないだろうか。
フェアーでないコースコンディション、
戦略や難度の低いコースが多く見られる日本にとって、コースの価値
を高め、オペレーションも含め、さまざまな事柄に耳を傾けられるような
努力が設計者には求められている。

The world calls for changes, and especially Japan needs changes in
politics and many other sectors. Golf industry in Japan is no
exception. We live in the age when golf courses need versatility. We
have professional golfers who bring the game of golf under spot lights.
And golf courses are being tested in their values. In order to create
golf courses in true sense, we obviously need theoretical and
philosophical fundamentals. Fuzzy senses will not work. There is
urgent need for creating ﬁrst class golf courses, which could be
places of fostering ﬁrst class golf pros (We also have to oﬀer course
options to meet increasing versatility).
The root of golf is to challenge the nature. But the game has been
changing and we now see some diﬀerent trends in Japan. They may
be roughly divided into three categories:
(1) Exercise for health maintenance purpose
(2) Sport to enjoy score making
(3) Sport for pros and competitive players
We have golf courses which fall in the ﬁrst or the second category in
Japan, but we do not have any golf course which falls in the third
category. We must have golf courses in the third category which is
capable of incubating professional golf talents. And this is where the
Japanese golf course architects should display their talents in order to
add a glory to the history of golf in Japan.
Golf course conditions in Japan are often not fair, and their strategic
settings and level of diﬃculty are often low. Golf course architects in
Japan are asked to make more eﬀorts to become able to listen to
diﬀerent opinions from diﬀerent ﬁelds including operations, in order to
increase the value of Japanese golf courses

ゴルフコース設計・８つのポイント

Eight Points in Golf Course Design

大西 久光

・良いコースの鉄則は適度な起伏と自然の美しい用地の確保が第一
条件である。
日本ではゴルフコースの開発をしない方が良かったと思
われる用地のコースも多い。
・用地の自然を巧みに生かした１８ｈｓのルーティングが設計のポイント
になる。
自然の美しさを上回る設計はないと断言できるが、同時にい
かに自然の美しさを引き出せるかが設計のポイントである。
・スコットランドでいかにしてゴルフが始まり、バンカーなどの原点がどこ
にあったか等のゴルフの本質を理解した設計でなければならない。
全英オープンが開催されるコースを見ると、転がすことを原点としてゴ
ルフが始まったことがよくわかる。
・これからのバンカーは１８ｈｓに３０箇所以内で良いだろう。
できればそれらが今後のバンカーはリンクスのようなポットバンカー
が良い。バンカーは上級者にとって優しく､アベレージゴルファーに難
しいことを考慮すべきだ。
・上級者にバーディーは難しく､アベレージゴルファーにはボギールート
があるのが良い。
コースの目指す方向性によるが､多くのゴルファー
が楽しむためには転がせるルートが必要である。
・グリーンの傾斜や大きさが重要なテーマになる。近年の技術進歩に
伴い､グリーンでの転がりスピードが速くなったので、
それだけ傾斜を
緩やかにする必要がある。
・日本独特の 2グリーンシステムやプレイング 4 などの特設ティー設
置はやめるべきだ。
・300ｙ時代になり、距離のあるバックティーが求められているが､一方
でシニアやビギナーのレディースのために距離の短いフロントティー
設置が求められている。
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Hisamitsu Onishi

•A good golf course requires appropriately rolling surfaces and
beautiful natural settings. At many golf courses in Japan, the locations chosen ware simply inadequate for a golf course.
•The design must take best use of the natural settings in establishing a route through eighteen holes. Although it is true to say that no
design can surpass the beauty of Mother Nature, designing is also
a process to let the nature reveal its beauty.
•The design must be a reﬂection of an architect s deep understanding in the game of golf such as how it began in Scotland,
what is the origin of bunkers, etc. If you visit golf courses which
host The Open championship, you will understand the essence of
golf is to make the ball roll.
•An eighteen-hole course will no longer need more bunkers than
thirty. If possible, the bunkers should be pot bunkers like those we
will see in links courses. Architects must understand the bunkers
are easy for skilled golfers but challenging for average golfers.
•Holes should make skilled golfers struggle for birdying while allowing average golfers to look for bogey route. In order to be enjoyable
for many golfers, holes should allow golfers to roll their ball to
approach although this primarily depends on the policy of the golf
course.
•The grading and size of greens will become more important.
Green speed has become so fast due to recent technical advancement that the green grading needs to be gentler accordingly.
•Japanese tradition not in the original game should be abolished,
such as two greens in one hole, and a tee called Playing Four
that gives players who hit OB an exceptional relief.
•People say the golf has entered a 300-yard age and we are
demanded to re-design back tees with longer distance. At the same
time, however, we are asked to build front tees with short-distance
for senior golfers and female golfers.

JSGCA講演会

● ●

● ●

● ●

●

●

3 月 18 日「日本ゴルフコース設計者協会 平成 23 年度
定時総会」
の後に、
「JSGCA 講演会」
を開催しました。
講演
者はゴルフ歴史家である大塚和徳様、
「ゴルフコース改造
雑感」
というテーマで、
約 1 時間、
ご講演いただきました。
ご協力いただきました大塚和徳様には厚く御礼を申し上げ
ますとともに、多くの会員に出席いただき大変好評でしたの
で、
ここに講演の概要をご紹介します。

JSGCA Forum
The annual meeting of the Japanese Society of Golf Course
Architects held on March 18th, 2011 was followed by
JSGCA Forum , a presentation given by a golf historian Mr.
Kazunori Otsuka. He gave a talk for about an hour under the
tile of Some Thoughts on Golf Course Remodelling JSGCA
hereby express our sincere thanks again to Mr. Otsuka, and will
publish a summary of his talk, since it was so welcomed by
many of our members.
Some Thoughts on Golf Course Remodelling
Kazunori Otsuka

「ゴルフコース改造雑感」 大塚 和徳
現在、私が感じているのは、アメリカもイギリスも日本も、
全てコース数が多過ぎることです。
歴史的に見れば、1930
年代のアメリカに似ています。
第一次大戦後、1920 年代
の コース設計・建設の黄金時代 も 1929 年の金融恐
慌で終焉し、長期の経済停滞に入りました。
コースの新設は
僅かで、コース設計家には 冬の時代 でした。
活躍した設
計家といえば、予算の小さいグリーン改造を得意としたペ
リー・マックスウェル
（南部オクラホマに最初の芝草のグリー
ンを造った人物）くらい。
彼は金融恐慌の影響が小さかった
中南部、カンサスやオクラホマに名コース、プレイリー・
デューンズＣＣやサザーン・ヒルズＣＣ等を造りましたが、潰
れるコースも多く、
新設の仕事は限られました。
現在、アメリカのコース数は、リーマンショック以前のバブ
ル期に年間 500 コースずつ新設した結果、1 万 6 千にも
なっています。
ゴルファー数、
ラウンド数から、需給がバランス
するのは何年先かと論じられ、多くの設計家は中国を中心
に新興国を向いている状態です。
イギリスでは 21 世紀初
め頃から、ロンドン近郊の名門ゴルフ倶楽部でも入会希望
のウェイティング・リストが消えた所もあります。
若者の入会
希望が激減し、ペイ＆プレー（グリーンフィを払って、違った
コースでプレーを楽しむ）の傾向が顕著です。
若者が、 年寄
りが支配する倶楽部に入会して遠慮がちにプレーするより、
ビジターの方が快適 と考えていると言いますが、根底には
コース数の過多があるのです。
1990 年代初、約 2 千 4 百
でしたが、その後 200 コース程新設され、丁度その分が過
剰で、こうなったようです。
日本ではバブル経済破局の
1990 年代半ばから、
コース数が極度に過剰となり、会員権

Nowadays I believe that there exist too many golf courses
against the demand not only in Japan but also in the USA and
the UK. This situation is very similar to that in the USA during
1930's. The "Golden Decade of New Golf Course
Architecture (Design & Construction)" of 1920's which had
started right after the World War I ended due to the ﬁnancial
crisis in 1929. The national economy entered into the
long-term stagnation and the new golf course construction was
very limited. It was a "winter time" for all the golf course
architects.
I can only name Perry Maxwell (who built the ﬁrst grass green
in Oklahoma in the South) as an active golf course architect in
this period. He was very good at small-scale, low-budgeted
green remodelling. He also designed such great courses as
Prairie Dunes CC in Kansas and Southern Hills CC in
Oklahoma where the eﬀect of the ﬁnancial crisis was not so
hard as North-east or Mid-west.
However, generally speaking, many golf courses went into
bankruptcy and new project was almost nil in this time.
Now there are about 16,000 courses in the USA due to the
annual increase of 500 new courses for many years before the
Leman Shock when the US economy experienced the
so-called "bubble economy". Under such circumstances now
they are discussing how many years ahead a good balance of
demand and supply can be created when they consider the
total number of golfers and the average annual playing rounds
of each course. Many architects are looking for new projects
in the golf developing countries, mainly in China.
In the UK, even at some prestigeous golf clubs near London,
no name is seen at the membership waiting list. Young people
select so-called "Pay & Play" (pay the green fee as a visitor
and play at many diﬀerent courses) rather than becoming a
member of a speciﬁc club. They say that play as visitor is
more comfortable than play as a member where old
generations are prevailing.
However, the fundamental cause of this new situation is over
supply of the golf course against the number of golfers. The
UK had about 2400 courses in early 1990's. Then traditional
system was well working. After that about 200 new courses
have been added and this addition has just created the excess
portion.
In Japan, the excessive supply situation had become clear in
the middle of 1990's when the bubble economy had come to
an end. Due to the over-supply of the golf course the golf
membership market collapsed and since then it has been said
that about 800 courses are extra.
Under such conditions in Japan there will be no new golf
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