
ゴルフとの出会い
―　倉本昌弘会長はレギュラーツア

ー30勝で学士プロ初の永久シー
ド選手、レジェンドです。また、現
役選手としてシニアツアーでプレ
ーされながら、PGA（日本プロゴ
ルフ協会）の会長として大変お忙
しい状況だと思います。本日は大
阪までお越しいただき、ありがと
うございます。

まず、倉本会長とゴルフとの出
会いについてお伺いしたいのです
が、子どもの頃は少し身体が弱か
ったとお聞きしました。

そうですね。体が弱かったので剣

道とか柔道とかいろいろやらされま

した。ゴルフは外でやりますし、誰

かに何かを言われてやるわけではな

いのでゴルフが好きになったという

感じです。
―　最近は、小学校に入る前後から

ゴルフを始めるジュニアプレーヤ
ーも多いですが、会長はいくつぐ
らいからゴルフを始められたんで
すか。

10歳、小学校 5 年生ぐらいですか

ね。父に連れていってもらってやり

始めたのがきっかけです。
―　10代で広島ゴルフ倶楽部とい

う名門ゴルフ場でチャンピオンに
なられたんですね。

中学 3 年のときにクラブチャンピ

オンになっています。

憧れのゴルファーは
―　倉本会長は目標とされる、憧れ

のゴルファーはおられたんですか。

私の憧れは中部銀次郎です。子ど

もの頃は、プロよりも同じアマチュ

アの方に憧れたというほうが大きか

ったです。
―　中部さんは、大洋漁業グループ

（現 マルハニチロ）の御曹司ですね。

はい。甲南大学出身のトップアマで

すね。50年、60年前は関西のほうが

ゴルフは発展している状況でした。ゴ

ルフが日本に入ってきて今でちょうど

120年ぐらい経つのですが、ゴルフ場

が最初にできたのが六甲山（神戸ゴ

ルフ倶楽部）、その後に神戸の競馬場
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のところにできたり、大阪、横浜にで

きたりと、結局、外国人がたくさんい

るところにゴルフ場ができたというこ

とですね。長崎にも外国人がたくさん

いたので、その避暑地でもある雲仙に

もゴルフ場ができました。
―　中部さんは我々にとっては伝説

の方ですが、会長は中部さんと一
緒にラウンドされたことはあるん
ですか。

もちろんあります。日本代表でも一

緒にプレーしています。当時はプロに

なるのが全てではなくて、仕事を持っ

てゴルフをやって、そこで日本一にな

っていくというのが我々にとっての憧

れだったので、ゴルフを職業にすると

いう意識は毛頭なかったです。

プロゴルファーになった 
きっかけ

―　会長は、大学時代は日本学生選
手権4連覇、それから日本アマ・関
東アマというアマチュアのタイト
ルを総なめにされていますが、プ

ロゴルファーになろうと思われた
のは幾つのころですか。

24歳のときで、大学を出て社会人

になってからです。アマチュアでプ

ロの試合（中四国オープン）に出て

優勝したんです。そのときは広島で

家業（料亭）を継いでいたものです

から、優勝したその晩に家に帰ると、

「勝ったらしいね」とお客さんから言

われて、「ありがとうございます」と

言ったら、「まあ、親のすねかじりだ

から、そりゃ強くなるよね」と言わ

れてかちんと来て、冗談じゃないと

いうのがあってプロになったんです。
―　会長がプロになられてすぐに、和

歌山オープンで優勝されましたね。

81年ですね。ルーキーとして年間

6 勝しました。
―　トップアマから、あっという間

にトッププロになられたわけです
が、プロになられて大変なところ
もあったのではないですか。

いや、余りないんじゃないですか。

強い者は強い者の中に入ってしまうと、

より強くなれるので、非常に楽なんで

す。一旦トッププロになると、自分で

駄目になって落ちていかない限りはず

っとトップでいられるんです。当然稼

ぎが多いから自分にお金をかけること

ができるけれども、稼ぎの少ない人は

自分にお金をかけられない。コーチも

つけられない、キャディーもつけられ

ない、トレーニングもちゃんとできな

い、おいしいものも食べられない。そ

うすると、どんどん駄目になっていく。

強い人には、一流のコーチがついて、

一流のトレーナーがついて、一流のキ

ャディーがついて、マネジャーがつい

て、となるから、より充実した練習に

励めるわけです。だから、どんどん差

がついてくるんです。

トレーニングについて
―　今トレーニングのお話がでまし

たけれども、倉本会長のイメージ
は、片手で懸垂をされて、筋骨隆々
という感じですが、トレーニングは
結構早くからされていたんですか。
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はい。私は高校時代からです。高

校生のときは体も小さかったし、大き

な人に勝つには何か特別なことをやら

ないと、ということでやり始めました。

プロになってからは、トレーニングは

自分の体を守ることと鍛えることの両

方があるのでやっていました。
―　トレーニングをすると、飛距離

とか柔軟性はかなり出てくるもの
ですか。

やり方だと思います。全然駄目に

なる人もいます。野球選手もそうで

すよね。トレーニングして逆に飛距

離が出なくなったり、ピッチャーだ

と球速が出なくなったり、というの

もありますよね。
―　たしかに筋肉がついてかえって

駄目になったという人はたくさ
んいますね。倉本会長は、良い指
導者に恵まれたということでし
ょうか。

良い指導者というか、自分のやり

たいことをちゃんと伝えて、その人

に知識があれば教えてもらいます。こ

ちらからこんなことをしたい、あん

なことをしたい、じゃあどうすれば

いいんだといって教わってきました。

PGA会長として
―　倉本会長はPGA（日本プロゴル

フ協会）の会長として4期目です
が、これからのゴルフ界について
の抱負をお聞かせいただけますか。

私が会長になった一番の大きな理

由は、会員・理事と反社会的勢力と

の交際問題がきっかけです。当時、

PGAは、公益認定等委員会から勧告

を受けました。最初の 1 期は、反社

会的勢力排除へ対応することで精い

っぱいで、2 年間、本当に多大な時間

と労力を使いました。全国の会員のと

ころを回りながらいろいろ活動をして

きて、ほぼほぼゼロにできたと思って

います。しかし、地下に潜っている人

たちがいなくなったわけではなく、こ

んなご時世、生活が苦しくなってくる

と、同様の問題が生じやすくなります。

コンプライアンスの問題というのは非

常に大きく我々にのしかかってきてい

ますし、これからもずっとのしかかっ

てくるのだろうなと思います。会員一

人一人がちゃんとモラル・自覚を持っ

て、コンプライアンス意識の高いゴル

ファーを育てていくことが重要です。

コンプライアンスの問題が少しでも

出てくると、結局どんなに努力しても

全てが無駄になってしまうというとこ

ろがあります。ですから、そこの部分

はかなり気をつけていかないと、誰も

信用してくれなくなってきます。

コンプライアンスに終わりはないと

いつも言い続けています。
―　PGAに所属しているのは、男子

プロだけでしょうか。

今は女子もいます。PGAの定款上、

男女の区別はありません。今度入っ

てくる方も含めると女性会員は 8 人

になります。会員は約5,650人います。
―　PGAの会員の方はレッスンプロ

が多いと思うのですが、コロナ禍で
レッスンが減って生活は結構大変
だという方もおられるでしょうね。

大変だと思います。うつると練習場

で雇ってもらえないとかいろいろなこ

とがあって、いろいろ気をつけながら

やっているというのが現状でしょうね。

あと、ゴルフの練習に来るゴルファー

は増えていますけれども、レッスンは

受けたくないとか、マンツーマンなら

いいけれども、スクールみたいなもの

で 3 人、5 人がまとまってやるのは嫌

だという方も結構います。
―　それに対してPGAとして何か

できることはあるんでしょうか。

ガイドラインをつくって、このガ

イドラインを守ってやりましょうと

いうのはあります。ただ、基本的に

は弁護士会と一緒で、会員は個人事

業主なんですよ。ですので、PGAと

してできることには限界もあります。
―　PGAとしてプロのトーナメン

トをやっているのは日本プロゴル
フ選手権ですか。

そうです。あと、プロのシニアの

試合です。シニアは全部 PGA です。

今年は観客有りでやる予定ですので、

是非お越しください。

プロにとって 
ギャラリーの効用は

―　プロからすると、ギャラリーが
いる場合といない場合ではいかが
ですか。

ギャラリーはもちろんいてくれた

方がいいですよ。いないと、勝つべ

くして勝つ人がなかなか勝たないん

です。我々は「見られてなんぼ」の

世界なので、見られて実力以上のも

のを出す人と、見られてプレッシャ

ーで駄目になる人もいますけれども、

ギャラリーがいないと、誰も見てい

ないので、プレッシャーに弱い人も

伸び伸びプレーできちゃうんです。
―　会長は、やはり見られてどんど

んやる気が出るタイプですか。

ずっと見られてきているのでそう

だと思います。多くのトッププロは

みんなそうじゃないですか。
―　観客の目はプレッシャーにはな

らないですか。
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観客がすごい大声援を送ってくれ

るとか、すごいショットを打ったら

すごい拍手をしてくれるというほう

に生きがいを感じるというか、そっ

ちのほうが大きいです。だから、観

客がいたほうがいいプレーができる

わけです。
―　ところで、プロ同士でラウンド

されているときも、この人は今こ
んな状態だなとか観察しておられ
るのですか。

いや、ほとんどないです。一緒に

回っている彼と戦っているわけでは

なく、ほかの人たちとも戦っている

ので。もちろん最後の最後、1 対 1

で優勝争いをしていれば別ですけれ

ども、それでも相手がどう思ってい

るかなんてどうでもいいですよね。自

分が 1 つでもいいスコアを出せるよ

うに、と思うことのほうが多いです。

ゴルフの楽しさ
―　ゴルフってこんなに楽しいよと

いうメッセージを読者にお願いし
ます。　　

ゴルフがほかのスポーツに比べてい

いところは、例えば歩くことによって

少なくとも健康になっていきますから、

成人病対策としてゴルフは非常にい

いんですね。もうひとつ、外を歩くこ

とで、今のコロナ禍でも感染リスクは

非常に低いです。カートに乗っている

ときも野外の開放的な空間ですから感

染リスクはそんなに高くないです。そ

れから、2 世代、3 世代でできますし、

もちろん奥さんともできる、お子さん

ともできる。お年寄りも若い人も関係

なくできるのがゴルフです。

あと、皆さん弁護士さんにとっても

ゴルフは非常にいいかなと思うのは、

相手の性格が見えてきます。短時間

しか会わないと猫をかぶれるかもしれ

ませんが、個人スポーツであるゴルフ

は、プレーを続けていくとどうしても

性格が出てくるんです。それをちゃん

と見極めることができる、そういう意

味では、クライアントと一緒にゴルフ

に行くと、相手にも見透かされますけ

れども、自分も相手を見ることができ

ます。そういう意味では、非常に面白

いスポーツかなと思います。

しかも、否応なしに 3 時間、4 時間

一緒にいなきゃいけないので、そうす

ると全く会話無しではいられないんで

す。例えば年上の方と 3 時間、4 時間

一緒にいると、年上の方が望んでいる

会話をしなければいけない。年下とも

協調性を持って会話をしなければい

けない。そうすると、いろいろなこと

が勉強できますね。
―　私は、学生時代、サッカーにはま

っていましたが、サッカーをやっ
ていると、試合中も休憩中も、サッ
カーの話に夢中になってしまって、
それ以外の話はしないことが多か
った気がします。ゴルフの場合は
ゴルフ以外の多様な能力も求め
られるのかなと思います。

そうですね。結局、ゴルフの話だ

けだと続かないんですよ。すごくうま

い人がいれば、その人にいろいろなこ

とを聞いていけば続くんですが、そう

でなければゴルフの話だけではなかな

か続きません。でも、ゴルフをやりな

がら、「どうですか、会社」と話を向

けると、「いやあね、表向きはいいん

だけど、こういう問題があって」とい

う話が出てくる。ゴルフだからこそし

ゃべってくれるというところがありま

すよね。あと、人に聞かれたくない話

もゴルフだとできます。例えば弁護士

の方の仕事で言えば、「ちょっと先生、

ゴルフ行こうよ」と言ってゴルフに行

って、「実は、会社では言えないんだ

けどさ、こんなことがあって、こうい

う問題があるんだけど、先生、どう思

う?どう対処すればいい?」というもの

とかね。ビジネスだから本来はビジネ

スの場でやればいいんですよ。だけ

ど、そこだと改まってなかなかしゃべ

れないけれども、ゴルフをやりながら

だと、「こう思うんだけど、先生、ど

うかね。この裁判やったら勝てるか

な」とか、弁護士の方も「いやいや、

やめたほうがいいんじゃないですか」

と。ビジネスの場であれば、仕事で

すから、「やりましょう」ってなる場

合もあるでしょうけれども、ゴルフで

は「いやあ、正直言ってやめたほうが

いいですよ」という本音が出ます。
―　そうですね、ラウンド中は時間

がたくさんありますから。話そう
かな、どうしようかなというぐら
いの話とか、その周辺の事情とい
いますか、そのあたりのところま
で聞くことができたりするという
ことが大いにあるかなということ
は感じます。

気を許すというか、長時間一緒にい

るのでそういうのってありますよね。

つい本音が出るとかね。ビジネスツー

ルとしては非常にいいと思います。

おすすめの練習方法
―　ゴルフを始めたい人、もっとう

まくなりたい人に対して、アドバ
イスをいただけますか。

練習ラウンドをする際にできるだけ

スコアをつけないでやってはどうでし

ょうか。なぜかというと、ワンショッ
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ト、ワンショットのスコアをつけてや

ると、いろんなことを試すことができ

ないんです。ゴルフは自分で物を考

えて自分で調整をして組み立てていく

スポーツなので、クリエイティブさが

あればあるほどいいプレーができるん

です。でも、1 個のボールをずっと追

いかけているとやっぱりクリエイティ

ブさはなかなか出てきません。スコア

をつけないで、今回は右へ打ってみ

ようとか、今回は左へ打ってみようと

か、よし、今回はチョロしてみようと

か、そんなことをやりながら、こうす

ればチョロするんだとか、こうすれば

右に行くんだとか、こうなれば左に行

くんだというのが自分で分かると非常

に面白くなっていくのかなと思います。

多くのアマチュアの方は、いつも真っ

すぐ打とうとして、なぜ右に行ったん

だろう、なぜ左に行ったんだろうとい

うことばかりなんですよ。原因が分か

らないまま自分であれこれ探すという

ことなんですけれども、敢えて右や左

に打ってみて、どうすれば行くのか、

どうすれば行かないのかということが

分かってくると、もっともっとゴルフ

の幅が広がるのかなと思います。

多くの方がスコアをつけています。

スコアをつけるゴルフしかやらないん

です。そのくせルールは真面目にやら

ないんですよね。正確なルールを覚

えてもいません。スコアをつけるとい

うことは、ルールどおりやらなければ

いけないんです。スコアをつけている

にも関わらず、「まあ、その辺からで

もいいんじゃないの」ということが起

こること自体が本来は駄目なんですよ。

やる以上はきっちり。そうじゃないん

だったら、「もうその辺からでもいい

んじゃない?オーケーだよ」というの

であれば、みんなスコアをつけないで

もっと気楽に楽しくやればいいじゃな

いですか。いろんなことをやってみれ

ばいいじゃないですか。

私は、妻とよくゴルフをやるんで

すけれども、妻とやるときは、私は

ほとんどグリーン上ではパットしな

いんです。ティーショットを打って、

セカンドを打ってグリーンに乗れば、

そのボールはぽんとエッジのほうに

打って、ピンじゃないほうに向かっ

てアプローチを練習します。それで

は当然スコアなんかつけられないで

すよね、ホールアウトしていないん

ですから。でも、いろいろなことは

できるし、非常に楽しいですよ。
―　奥様はお上手なんですか。

いやいや、100を切るぐらいです。
―　ゴルフ界のレジェンドと100を

切るぐらいの奥様も一緒に楽しく
プレーができると。

そうなんですよ。妻は妻で勝手に

やっていますからね。うまい人もそ

うでない人も一緒に楽しめるのがゴ

ルフの魅力のひとつです。
―　練習場でのアドバイスもお願い

します。

練習場では、いつも同じ方向に打

たないことです。同じ方向にただ単

に打っていると、だんだん慣れてき

ていいショットが出るんです。だけ

ど、そんなことはゴルフ場ではない
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んです。1 回しか打たないから。練

習場ではいいけれどもゴルフ場に行

くと駄目というのはそういうところ

にあるわけです。だから、一球一球

方向を変えたり球筋を変えたりとい

うことがちゃんとできないと駄目な

んですよ。

東京2020オリンピック 
について

―　コロナで東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックが1年延びて、今
年もちょっと開催が微妙な状態に
なっていますが、オリンピックの強
化委員長をされているのですね。

試合の 1 か月前のランキングでオ

リンピック出場選手が決まるので、強

化委員長と言いながらまだ具体的には

動けていません。今男女 8 人ずつの

強化指定選手というのがいて、強化

指定選手になると練習環境が非常に

よくなるんです。ただ、松山英樹君な

んかはアメリカに行っているので、強

化指定選手になろうがなるまいが全く

関係ない。強化指定選手がオリンピッ

クをやるゴルフ場をずっと回れれば当

然地の利はあるんですけれども、これ

は規定上できないんです。
―　日本で開催されるにもかかわら

ず、地の利は余りないんですね。し
かも、1か月前に決まってそこか
らというと、何ラウンドも練習で
きるわけじゃないですよね。

ゴルフの場合は、8 時のスタート

と11時のスタートで芝の状態が全く

違うし、1 か月前の芝の状態と 1 か

月後の芝の状態は全く違うので、そ

ういう意味でもあまり地の利はない

ですね。今我々強化委員ができるこ

とはデータ集めです。例えばグリー

ンの起伏を 5 ミリ単位で全て測ると

か、開催時期が 7 月の終わりなので

朝との寒暖差や風向き、湿度、そう

いうもののデータを取って、この時

期だと飛びやすいとか飛びにくいと

か。そういったデータをどう使うか

は最終的には選手が考えることなの

で、こんなの要りませんという人も

いれば、これを見てもっと分析して

こうしようとか、もっとこういうデ

ータはないのという選手もいます。

弁護士・弁護士会への
メッセージ

―　最後に、弁護士・弁護士会に対
して何かメッセージをいただけれ
ばと思います。

私たちは弁護士の方々との付き合

いが非常に多くて、PGAで第三者委

員会を立ち上げる際もいろいろな勉

強をさせてもらいました。弁護士会

に相談に行って、実は第三者委員会

を立ち上げたいと話をしたら、じゃ

あ我々でやりましょうと言っていた

だいて、第三者委員会を立ち上げて

大変ご協力をいただきました。

それから、弁護士の方々というの

は、当然のことではありますが、我々

の依頼した弁護士は我々の味方、相

手の弁護士は敵なんですよね。これ

は職業だからしょうがないですよね。

我々のことを考える弁護士と相手の

ことを考える弁護士ですから全く別

のことを言うのは当たり前です。で

も、例えば我々が理事会で話をする

と、「弁護士、何て言ってるの?」と

みんな聞くんですよ。弁護士の方々

が言うことがいつも正しいと思って

いるんです。でも、場合によって、立

場によってはそうじゃないでしょう、

ということも最近分かってきて、そ

ういう意味では、弁護士の方々と付

き合う方法が分かってきました。ま

た、そういうことを分かっている我々

に対しては非常にいいアドバイスを

していただけるということで、すご

くいい付き合いをさせてもらってい

ると思っています。

最後に、ゴルフは健康に良いスポ

ーツですから、弁護士の方々も是非

プレーしてください。
―　本日はお忙しい中、長時間あり

がとうございました。

（ ）インタビュアー：�江 口 陽 三
望 月 康 平
豊 島 健 司

写 真 撮 影：高 広 信 之
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