ゴルフコース改造設計のご紹介
ゴルフコースの改造
「片山津ゴルフ倶楽部
（白山コース・
加賀コース）
、
恵庭カントリー倶楽部」名誉理事 加藤 俊輔
1．
コース改造のポイント
ゴルフコース改造はコース新設をするよりも難しく様々な要件を
考慮しなくてはならない。
特にコース全体を改造するよりも、部分的改造を行なう時には十
分な考査が大切となる。
18 ホール全体のバランスは勿論、既存
箇所とのホールバランス、改造の痕跡を残さないことなど、改造
箇所とのマッチが最重要となる。
造形ラインやサンドバンカー形
状、砂質や色、樹木、排水、芝、池に至るまで、全体を統一した形
にまとめることが要求される。
一方、日本におけるコース改造で急務とされていることは、ひと
ホールにひとつのグリーンとすることである。
（世界のスタンダード）
日本のゴルフ場創造期の歴史から存在することは否めないが、
今日において、メンテナンス技術の確立と芝草の改良により複
数のグリーンを持つ必要はなく、時代に求められるコースに改造
すると共にゴルフコースも世界共通の姿にすることは重要なこと
といえる。
2．
コース改造例
A 片山津ゴルフ倶楽部
（白山コース 18 ホール）
B 片山津ゴルフ倶楽部
（加賀コース 18 ホール）
C 恵庭カントリー倶楽部
（阿寒コース 9 ホール、
摩周コース 9 ホール）
片山津 GC（白山）
改造目的
特徴
ポイント
その他

【日本オープンに対応】

片山津 GC（加賀）
【シングルグリーン化】

恵庭 CC（阿寒、摩周）
【プロトーナメント対応】

時代に合わせた戦略性の向上 難度の向上と特徴づけ

戦略性の向上と特徴づけ

18 ホール全体
18 ホール全体
フェアウェイ、トラップ設定 シングルグリーン化
グリーンの改造、改修
マウンド、池等の造形
ホールの大幅移動

部分改造
水面、新設トラップ
グリーンは大きい変化を
取り入れる

〈2008LPGA 選手権〉
〈2004 日本オープン〉
男性的カラー

〈PGA シニアトーナメント〉 ボールコントロール性を高める
特徴的変化のグリーン

1．
Key points for redesign
Redesigning golf courses is more diﬃcult than building
new ones from scratch, as many more variables need to
be weighed up. Especially in the case of partial redesign, thorough analysis is essential. Needless to say,
you need to maintain the overall balance of all 18 holes
of the course, but on top of that, the balance between
the redesigned part and the existing part needs to be
taken into consideration and no trace of the redesign
should be evident. Viewed as a whole, the harmony of
the redesigned portions with the rest is the most important factor. Everything, including formation lines, sand
bunker shapes, sand quality, the color, trees, drainage,
grass etc must contribute to the whole. As a parallel
issue, it is critical to change to one-green, which is the
global standard, whenever redesign takes place in
Japan. We must not forget that two-green courses have
existed since the foundation of golf in Japan, but it is not
necessary today to keep more than one green thanks to
improvements in maintenance technology and in grass
seeds. It is important to change courses so that they
will ﬁt with what s needed today.
2．
Examples of the redesigned courses
A Katayamazu GC
（Hakusan Course 18hole）
B Katayamazu GC
（Kaga Course 18hole）
C Eniwa CC（Akan Course 9 hole, Mashu Course 9 hole）
KatayamazuGC（Hakusan）
Purpose of 【for the Japan Open】
redesign
Be more strategic to bring up to date
highlight

Katayamazu GC（Kaga）
【for one-green(single-green)】

Eniwa CC（Akan, Mashu）
【for professional tournaments】

Increase the level of diﬃculty and make it unique

Be more strategic and make it unique

For 18 holes overall

For 18 holes overall

Partial reform

Traps set up on the fairway

To make one-green

Newly built trap on the water

Redesign/refurbish the green

Formation of mounds and ponds.

Variation introduced to
the green

Signiﬁcant movement of the holes
others

〈2008LPGA Championship〉

〈PGA Senior Tournament〉

〈2004 Japan Open〉
Masculine

3．
各コースの代表的ホール説明

Ball controlability to be improved
Speciﬁc change to the green
〈2009PGA Championship〉

same level of diﬃculty

A 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース
コースの特色はサンドバンカーやプラトー
（砲台）
グリーン
に見られるエインシェントスタイルと、
コース景観の迫力にある。
【ルーティング】
#14、#15 2 ホールの TeeとGREENを入替
（図 1）
、戦略性と難度を向上させるトラップを配置。
結果、
プレー
図1
Chart 1

【トラップ】18 ホールのグリーンをすべて改良。
特にパッティングク
オリティーを左右するファンデーション（基面）を造り替えたことは
特筆事項。
また、#16 のグリーン周辺に高難度のトラップを設定
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"Redesigning golf courses Katayamazu GC
(Hakusan Course, Kaga Course) Eniwa CC
Honorary Director, Shunsuke Kato

〈2009PGA 選手権〉
難度同格

の進行も改善した。

Examples of Golf Coures Redesigning

3．
Selected holes from each course
A Katayamazu GC, Hakusan Course
The characteristics of this course have their roots in the
ancient style as highlighted by the sand bunkers, plateau
greens and the powerful scenery of the course.

ゴルフコース改造設計のご紹介
（図 2）
、#17
（図 3）
に見られるグリーンのシングル化、#18
（図
4）
ホール全体のトラップ構成など、
時代に合わせた改造を実施。

redesign was completed in such a short space of time
was a very good point, though it has not been talked
about too loudly.

図2
図3
Chart 3

Chart 2

図4

Chart 4

【その他】18 ホールを開鎖してコース改造を行なえたことは恵ま
れた条件。
クラブサイド、メンバーにとっても短期間で改造を完了
できたことは隠された重要なポイントといえる。
B 片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
平坦でインパクトが見られなかったコースは、改造後、近代的スタ
イルに一変した。
白山コースとは色彩が異なり、やわらかい仕上
がりの中に特徴あるホールを散りばめ、印象深いコースとして改
造した。
( エインシェントスタイルの白山コースに対して、New スタ
イルの加賀コース )
【#6 ドッグレッグ Par4】
IP までは平坦、先右ドックレッグして打
ち下ろしの美しいホール
（図 5）

B Katayamazu GC, Kaga Course
The course used to be ﬂat and didn t have a strong
appeal, but the radical redesign has given the course a
very modern feel. With the Hakusan course, the redesign took place allocating smooth and unique courses
here and there in order to create an impressive course
as a whole. (Hakusan is an ancient style course, Kaga
new in style.)
【#6 Dog legPar4】Up to IP is ﬂat with a dog leg
towards the right. Beautiful downhill hole (Chart 5)
【#14 Short Par4】A blind hole with mild dog leg.

【Routing】
The tee and greens of two holes, namely, #14
and #15 have been changed (Chart 1) to improve the
level of strategy and diﬃculty. Distributed traps, which
improved the smoothness of the play.
【Traps】All 18 greens were redesigned. It should particularly be noted that the foundations - which determine
the quality of putting - were relaid. A trap requiring high
skill was also set up around the green of #16 hole.
(Chart 2) At hole #17
（Chart 3）
the green was made into
one. At hole #18
（Chart4）
the layout of the traps throughout the hole has been updated.
【Others】It was rather fortunate that the redesign took
place when all 18 holes were closed. The fact that the

Examples of Golf Coures Redesigning

図5
Chart 5

【#14 ショート Par4】
緩やかにカーブしたブラインドホール
【#15 Par4】
グリーン前のサンドバンカーが特徴
プロトーナメントからアマチュアまで対応できるコースとして、時代
に適合したグリーンやトラップの造形は見た目とは異なり、
難度の
高い仕上がりにした。
改造設計の緻密な計画を反映した価値の
高いコースとなっている。

【#15 Par4】The sand bunkers in front of the green are
unique to this hole. The course was converted to one
with a high level of diﬃculty. The traps are up to date,
and are suitable for both professional tournaments and
amateur play. It was ﬁnished to a very high standard
and really demonstrates the meticulous planning that
went into the redesign.
C Eniwa CC Akan/Mashu course（9 holes each）
The course is set in a forest with a slope on one side
which beneﬁts from its location, east north-west of
Eniwa Dake (Mt.) The course has a serene atmosphere
with few ups and downs. The course as a whole
maintains its harmony while still having some unique
holes here and there, so that the strategy of play and
good balance are blended with the setting, with both
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Redesigning golf courses is more diﬃcult than building
new ones from scratch, as many more variables need to
be weighed up. Especially in the case of partial redesign, thorough analysis is essential. Needless to say,
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3．
Selected holes from each course
A Katayamazu GC, Hakusan Course
The characteristics of this course have their roots in the
ancient style as highlighted by the sand bunkers, plateau
greens and the powerful scenery of the course.
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（図 2）
、#17
（図 3）
に見られるグリーンのシングル化、#18
（図
4）
ホール全体のトラップ構成など、
時代に合わせた改造を実施。

redesign was completed in such a short space of time
was a very good point, though it has not been talked
about too loudly.

図2
図3
Chart 3

Chart 2

図4

Chart 4

【その他】18 ホールを開鎖してコース改造を行なえたことは恵ま
れた条件。
クラブサイド、メンバーにとっても短期間で改造を完了
できたことは隠された重要なポイントといえる。
B 片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
平坦でインパクトが見られなかったコースは、改造後、近代的スタ
イルに一変した。
白山コースとは色彩が異なり、やわらかい仕上
がりの中に特徴あるホールを散りばめ、印象深いコースとして改
造した。
( エインシェントスタイルの白山コースに対して、New スタ
イルの加賀コース )
【#6 ドッグレッグ Par4】
IP までは平坦、先右ドックレッグして打
ち下ろしの美しいホール
（図 5）

B Katayamazu GC, Kaga Course
The course used to be ﬂat and didn t have a strong
appeal, but the radical redesign has given the course a
very modern feel. With the Hakusan course, the redesign took place allocating smooth and unique courses
here and there in order to create an impressive course
as a whole. (Hakusan is an ancient style course, Kaga
new in style.)
【#6 Dog legPar4】Up to IP is ﬂat with a dog leg
towards the right. Beautiful downhill hole (Chart 5)
【#14 Short Par4】A blind hole with mild dog leg.

【Routing】
The tee and greens of two holes, namely, #14
and #15 have been changed (Chart 1) to improve the
level of strategy and diﬃculty. Distributed traps, which
improved the smoothness of the play.
【Traps】All 18 greens were redesigned. It should particularly be noted that the foundations - which determine
the quality of putting - were relaid. A trap requiring high
skill was also set up around the green of #16 hole.
(Chart 2) At hole #17
（Chart 3）
the green was made into
one. At hole #18
（Chart4）
the layout of the traps throughout the hole has been updated.
【Others】It was rather fortunate that the redesign took
place when all 18 holes were closed. The fact that the
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図5
Chart 5

【#14 ショート Par4】
緩やかにカーブしたブラインドホール
【#15 Par4】
グリーン前のサンドバンカーが特徴
プロトーナメントからアマチュアまで対応できるコースとして、時代
に適合したグリーンやトラップの造形は見た目とは異なり、
難度の
高い仕上がりにした。
改造設計の緻密な計画を反映した価値の
高いコースとなっている。

【#15 Par4】The sand bunkers in front of the green are
unique to this hole. The course was converted to one
with a high level of diﬃculty. The traps are up to date,
and are suitable for both professional tournaments and
amateur play. It was ﬁnished to a very high standard
and really demonstrates the meticulous planning that
went into the redesign.
C Eniwa CC Akan/Mashu course（9 holes each）
The course is set in a forest with a slope on one side
which beneﬁts from its location, east north-west of
Eniwa Dake (Mt.) The course has a serene atmosphere
with few ups and downs. The course as a whole
maintains its harmony while still having some unique
holes here and there, so that the strategy of play and
good balance are blended with the setting, with both
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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）

Examples of Golf Coures Redesigning

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

ゴルフコース改造設計のご紹介
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。

Chart 7

図8
Chart 8

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
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