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でも銀や銅、日本新記録、入賞などなど、感
動するシーンがいくつもあり、昨今の閉塞感
を吹っ飛ばしてくれ、大変爽快な気持ちにさ
せてくれた。同時に、期待された結果を出せ
なかったシーンもたくさんあった。特に、メ
ダルを期待されながらの敗退は残酷であり、
今までの事は何も関係ないという現実を目の
当たりにし、個人的には恐怖すら感じる事が
あった。結果・実績・プロセス・相手への敬
意など、いろいろな評価の切り口があるが、や
はり結果がすべてなのだろうか。
　次に「国民性」。海外の選手やメディアから

　本稿を東京オリンピックが
閉幕した直後に書いている。　
スポーツには様々な力がある
と純粋に再認識した機会とな
った。コロナの感染拡大によ
り、直接的に間接的に影響を

運営に携わっている多くの日本人や日本のサ
ービスに対して、各所で良い評価の発信をた
くさん見聞きした。これは我々にとって大変
誇らしい事である。どの様な状況下であって
も、自然に相手を思い、責務を果たす事が出
来る、これこそがグローバルで評価される、日
本人の大きな強みであると改めて確信した。
先行きが不透明な状況を乗り切るには、この
能力が不可欠であるし、正しい方向にこの能
力を存分に発揮したい。さて次は甲子園。何
を感じるのだろうか。
	 （菱沼信之）

受けている方々が大勢いる事実は、開催前も
後も変わりないので、五輪開催の是非は別と
して、いちスポーツファンとしては、後述す
る2点が特に印象に残った。
　まずは「結果」。期待通りの金、期待レーダ
ー外ながらも実力を出し切っての金、金以外

ゴルフ好成績の東京五輪
真夏の競技の裏舞台
　2020東京五輪が開催された。コロナ禍で１
年遅れの開催となり、開催直前まで様々な憶
測が飛んだが、ゴルフ競技は霞ヶ関カンツリー
倶楽部で開催され、男子は松山英樹が銅メダ
ル争いのプレーオフに進んだものの惜しくも
４位タイ。そして女子は稲見萌寧が銀メダルを

獲得した。
　今回のJGGAニュースでは日本ジャーナリス
ト協会の小川朗会長が、猛暑の霞ヶ関カンツリ
ー倶楽部でどのように芝生の状態を維持した
のか？　リザーブキャディーという制度など、
真夏の五輪を支えた裏舞台を詳報する。
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　東京オリンピックのゴルフ競技が終わりま
した。稲見萌寧の銀メダル獲得というビッグ
ニュースは、ゴルフというスポーツを多くの
人に知ってもらう良い機会になったことは確
かでしょう。また、会場となった霞ヶ関カン
ツリー倶楽部にとっても、競技が世界に中継
されたことと、世界各国から訪れたメディア
によってその名が伝えられたことで、知名度
が上がったことは間違いないでしょう。
　中でも評価されるべきは、グリーンの仕上
がり。日本の高温多湿の状況下、グリーンが
一定のクオリティを保ち続けた関係者の努力
は、称賛に値します。
　猛暑に強いという触れ込みがあったとはい
え、ベント芝の007（ダブルオーセブン）を
選択した際には、一部の関係者の間から疑問
の声が上がっていました。霞ヶ関CCのある
川越市は、一説によれば日本で最も暑い場所。
しかも大会の行なわれる７月下旬から８月の
初旬は、年間を通して最も暑い時期。競技日
程はまず男子の練習ラウンド解禁の７月24
日から女子の最終日までの15日間もベスト
コンディションを維持することが難しいこと
は、関係者の多くが予想していました。
　しかもグリーンを硬く速くすることが必要
な男子の競技が先行することで、コースには
かなりの負荷がかかります。その後女子の試
合となるメンテナンスの難しさから、一部に
は暑さに強いバミューダを推奨する声も根強
くありました。
　それでもベントで行くことが決まったこと
で多くの関係者が注目する中、グリーンは最
後まで使用に耐えうる状態が維持されました。
アグロノミスト（農学博士）のデニス・イン
グラム氏と共に準備を進めてきた統括グリー
ンキーパーの東海林護氏以下、コラボレータ
ーと呼ばれる外部の応援も含めた110数名の
スタッフの方々の、努力の賜物といえるでし
ょう。
　今回、グリーン以外にも、猛暑に起因する
多くの心配事がありました。それは大会に関
係する多くの人々が直面した健康被害の問題
です。当初NF（National	Federation）であ
るJGA（日本ゴルフ協会）関係者が明言して
いた１日２万５千人ものギャラリーが入場し

た場合、暑さもあって熱中症患者が大量に出
るおそれがありました。加えて、熱中症と新
型コロナウイルス感染症の初期症状が似てい
ることもあり、地元の医療機関が大混乱に陥
る危険性も叫ばれていました。
　結果的に無観客となったことで、ギャラリ
ーへの心配はなくなりました。しかし最も過
酷な条件で仕事をすることになるキャディー
が熱中症になる危険性はぬぐえず、組織委員
会は大会の延期が決まると対策に動き出しま
す。キャディーが倒れた場合に代役を務める
「リザーブキャディー」を３人、待機させるこ
とにしたのです。
　そこで声がかかったのが2019年秋に発足
した一般社団法人日本プロキャディー協会。
「『コロナ等で急きょ必要になることが想定さ
れるので、英語を喋れるリザーブキャディー
を３人用意してもらえないか』という依頼が
来たので、紹介しました。キャディーたちは
テストを受けることを指示されて、受けた結
果『（英語は）問題ないね』ということで、３
人がリザーブとして今回入ることが決まりま
した。組織委員会の方の話では『プロキャデ
ィーがいなければ地元の英会話クラブのよう
な所に依頼するしかない』と仰っていました」
（同協会の森本真祐会長）。
　リザーブキャディーのうちの１人である薬
丸龍一キャディーは星野陸也プロから声がか
かり、初日から最終日までバッグを担ぎまし
た。メンバーに緊張が走ったのは、男子が終
わり女子の試合の開幕前日。
　金メダルの有力候補と見られていた笹生優
花選手のキャディーを務めるライオネル・マ
テチェック氏が熱中症でダウン。リザーブキ
ャディーにもすぐに連絡が入りましたが、同
じフィリピンチームのコーチが代役としてバ
ッグを担ぐことになり、起用は見送られまし
た。
　さらに翌日の大会初日、笹生と同じ組で回
る米国のレキシー・トンプソン選手のキャデ
ィーであるジャック・ファルグム氏もラウン
ド中に熱中症で動けなくなり、急きょキャデ
ィーを変更。こちらもチーム内のスタッフで
対応することになりましたが、いつでも代役
を務められるように、しばらくはフォローす

る形になっていたそうです。
　ついに出番が来たのが女子の最終日、畑岡
奈紗選手のキャディーを務めるグレッグ・ジ
ョンストン氏が腰痛で離脱したため、前出の
薬丸氏が代役を務めました。
「私としては日本のプロキャディーの優秀な
所を海外の選手にアピールしたかったので、
それが叶わず残念です」（森本会長）とリザー
ブキャディーの出番が日本選手のみにとどま
ったのは残念な様子。その一方で「今回の件
は『プロキャディーという職業を知ってもら
う良いきっかけになったのでは』と思ってお
り、今後の活動にも良い影響を与えてくれる
と信じています」と今回のサポートが無駄で
はないことを強調していました。
　また、多い時で１日700人が動員されたフ
ィールドキャスト（ボランティア）の方々の
チームワークも評価されるべきでしょう。日
本の最も暑い時期に、最も暑い場所で行われ
るという最悪の選択がなされたにもかかわら
ず、大きな混乱は避けることができました。熱
中症の症状を訴えた人も数人いたとの証言も
ありますが、無観客開催により余剰人員が生
まれ、シフトにも余裕ができて、結果的に健
康被害の深刻化を食い止めた一面もあります。
人員を削減するのではなく、しっかりと余裕
を持ったオペレーションを行なうことの重要
性を、今回の結果が物語っている気がしてな
りません。
　地元の商工会や宿泊施設は、観光客へのお
もてなしツールなどを用意し、世界から川越
市に来てくれるたくさんの人に、英語で市内
のご案内をする『都市ボランティア』の準備
もしていました。それを無駄にしないために、
今後はどうしたらいいのでしょうか。コロナ
後に戻って来る観光客に、そうしたスキルを
活かしていく工夫が求められています。
　出口が見えないコロナ禍の中で行われたオ
リンピック。「一応、テレビで放送してくれる
時には、埼玉県川越市にある霞ヶ関カンツリ
ー倶楽部って言ってくれますから、会場市と
して、まあその点は、よかったかなと」とつ
ぶやいた川越市総合政策部オリンピック大会
担当部長・岡部実氏の言葉が、何とも切なく、
心に残りました。

　矢野経済研究所は8月末、「2021年版	ゴル
フ産業白書」を発刊した。調査対象は、メー
カー、商社、卸、小売店について合計200	社
程度、ゴルフ用品群別に代表的な企業を抽出
し、調査分析した。調査方法は、ゴルフ用品
の売上高・出荷量調査、ゴルフ用品の市場動
向に対する面接取材及びオンライン取材。今
回は、その「2021年版ゴルフ産業白書」よ
り、現在市場で問題となっているパーツを中
心とした「供給不足」について、抜粋紹介す
る。

「供給不足」が意味するものと
今後のシナリオ

　ゴルフ用品以外のゴルフ産業と比較しても
遜色なく、また他のスポーツ・レジャー産業
と比較しても好調な環境にある国内ゴルフ用
品市場であるが、好調であるが故の課題も顕
在化している。その最たるものがゴルフクラ
ブ及びそのパーツ類を中心とした供給不足
（欠品）である。欠品の要因は大きく分けて以
下の2つに集約される。

■予想外の世界的な需要の盛り上がり
■グリップ、スチールシャフトの原材料不足

　先ず一つ目の要因である「予想外の世界的
な需要の盛り上がり」であるが、日本同様新
型コロナウイルス感染拡大により全世界的に
スポーツ・アクティビティ及び各種レジャー
が制限されたことにより結果的にゴルフをプ
レーするゴルファーが増加したこと、「他にや
るスポーツやレジャーがない」新規層の参入
が増加したことが主たる要因である。特に世
界最大のゴルフ用品市場規模を有する米国市
場の需要は現在でも旺盛なようで、当社が業
務提携を締結している米調査会社ゴルフデー
タテック（ＧＤＴ）社からは「米国ゴルフ用
品市場は引き続き前年同期比2桁レベルのプ

ラス成長が引き続いている」という情報が寄
せられている。
　また日本に次いで世界3位のゴルフ用品市
場規模を有する韓国市場も2020年後半から
好調が続いているようである。韓国人ゴルフ
ァーは日米に比べて富裕層の比率が高いと言

われている（ゴルファー一人当たりの年間ゴ
ルフ用品購入額は世界一である）が、ゴルフ
を目的とした海外旅行に物理的に行けなくな
ったことにより、それらのお金が国内ゴルフ
市場に「滞留」したことなどが好調の要因の
ようである。このような市場環境になること

【ゴルフ用品別国内市場規模（メーカー売上高ベース）】

〈矢野経済研究所調査〉

（数量単位：千本、千足、千枚、千ダース　金額単位：百万円、構成比、前年比：％）東京五輪ゴルフ競技が残したもの 日本ゴルフジャーナリスト協会 会長

小川 朗
「供給不足」が
意味するものと
今後のシナリオ

矢野経済研究所「ゴルフ産業白書」
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JGGA東日本ペア・スクランブルゴルフ大会報告
は一年前には予測することができなかったが、
コロナを要因とした思いがけぬ需要増に供給
（製造）側の体制が追い付いていないのが実情
のようである。ゴルフクラブは生産リードタ
イムが長いが、そうした製造環境の「弱さ」
が露呈したような格好となっている。
　バブル崩壊以降、長らく世界のゴルフ用品
市場は慢性的な「供給過剰」にあったと言っ
て差し支えのない市場環境が続いていた。小
売市場における価格競争（安売り競争）の激
化やマークダウン品（特価処分品）の構成比
上昇などはその副産物と言って良い。最近に
なってそうした環境に変化（改善）の兆しは
出始めているものの、この30年間世界のゴル
フ用品市場は「作った（需要を上回る量を作
り過ぎた）製品を如何にして売り捌くか」に
注力してきた、と言いえる。そのような市場
環境にすっかり慣れ切った中で訪れた思わぬ
需要の盛り上がりに戸惑っているのが現在の
状態と言える。
　二点目の「原材料不足」であるが、こちら
も一点目の「世界的な需要の盛り上がり」が
関係しているのは言うまでもないことである。
急激に盛り上がった需要に対応するためにメ
ーカー各社は増産の体制を整えるべくシャフ
トやグリップなど各パーツメーカーに発注を
行ってはいるものの、「川上」にあたるパーツ
メーカー、その中でも特にクラブ用グリップ
とスチールシャフトの生産体制がその発注量
に追い付いていないようである。
　これらパーツメーカーに対して実施した取
材で上がったのは「原材料不足」及び「生産
キャパの問題」に関する声である。クラブ用
グリップについては原材料となるゴムが世界
的に枯渇しており、なかなかクラブメーカー
の発注に対応できる量が確保できていないよ
うである。その要因として新型コロナウイル
ス感染拡大を受け、手袋など医療用途に原材
料が優先的に供給されている点が挙げられる。
クラブ用のスチールシャフトに関しては、自
動車の製造用に原材料の鉄が優先的に供給さ
れており、なかなかゴルフクラブのシャフト
用にまで原材料が回ってこない、という事情
がある模様である。
　ただ、そうした原材料不足の状況であって
も各種パーツメーカーは工場をフル稼働させ
ているようである。各クラブメーカーからの
オーダーに対応するためには生産ラインを増
強する必要があるが、現在のような市場環境
が果たしていつまで持続するのか見えない中
で、そのような投資に踏み切る判断に至らな
いところが多いようである。また仮に投資し
て生産ラインを増強したとしても、そのライ
ンに入るための人員確保もままならないこと
も投資に踏み切れない大きな理由の一つとな
っている模様である。こうした点も「降って
湧いた」需要になかなか対応できないゴルフ
用品産業の課題の一つである。更には世界的
に物流費も高騰しているようであり、これも
原材料高騰の一因となっている模様である。
　こうしたことから2021年の秋以降に発売
される新製品について各メーカーは値上げを
検討しているようであり、一部小売店からは
「値上げによってせっかく盛り上がっている
需要が冷え込まないか心配」という声も上が

り始めている。
　このように現在は供給不足の環境にあるが、
近いうちに一転して「供給過剰」に転換する
可能性も否定できない。現在の供給不足（欠
品）を受けて、小売店各社はメーカーに対し
て実需よりも「多め」の発注をする可能性が
ある。これは上述したような川上（製造サイ
ド）のキャパシティ等の問題を考慮して自社
在庫を可能な限り潤沢に確保したいという思
考から来るもので、端的に言えば「100のオ
ーダーを出しても80しか納品されない可能
性があるから、予め120のオーダーを出せば
100納品されるだろう」という発想である。
　また一部の小売店では供給不足が続く市場
環境の中で、自社に多く在庫を集める（通常
よりも多めの発注を出す）ことで競合他社に
商品が納品されないようにするという「兵糧
攻め」的な戦術を展開するところも出てくる
可能性がある。本資料発刊に向けてメーカー
に対して実施した取材では、既にそうした動
きが顕在化しているという話が複数からあっ
た。昨年は新型コロナウイルス感染拡大を受
けて一気に「在庫削減」に走った小売企業が、
昨今の供給不足という市場環境の変化を受け
て「在庫の奪い合い」に走り始めている、と
いうことになる。
　このように小売各社が「実需を上回る量を
メーカーに発注」し、メーカー各社も「それ
に応えるべく生産」すれば、市場は一気に「供
給不足」から「供給過多」に転換、小売店や
メーカーには在庫が一気に積み上がり、それ
らの商品を消化するために市場ではマークダ
ウン販売や安売り合戦が再び横行、この数年
需給バランスが保たれ健全化の方向にあった
市場が一気に荒れる可能性もある。
　そうなれば当然のことながら用品市場全体
の収益性も悪化し、持続的な市場発展の実現
に向けた投資の原資確保すらままならなくな
る。そのような1990年代前半のバブル崩壊
以降常態化してきた市場環境に再び逆行する
シナリオが今後繰り返されてしまう可能性も
決して否定はできないが、メーカー各社は各
小売店からのオーダーに対して努めて冷静に
対応しているようであり、現時点ではそのよ
うな悪しき歴史が繰り返される可能性は高く
はないようである。
　新型コロナウイルス感染の状況は残念なが
ら現時点で収束の気配は見えていない。本原
稿を執筆している段階で再び感染者は拡大し
ており、東京都などで発令されている緊急事
態宣言は延長されることが確実視されている。
つまりこの先暫くの間は「コロナ前の生活」
が戻ってくる可能性は残念ながら低いのが実
情である訳であるが、違う見方をするならば
ゴルフ産業に対してはこの先暫くの間「追い
風」が吹き続ける可能性が高いとも言える。
　即ち用品市場はこの先もう暫くの間は好調
な需要環境が続く可能性が高いということに
なる（当然それ以外の悲観的なシナリオも考
えられるが）。いずれにしても、図らずも新型
コロナウイルス感染拡大によって国内のゴル
フ用品市場環境は大きな変化を迎えており、
2020年はその「変化」に対して対応しきれ
なかったことが2021年になって「供給不足
（欠品）」という形で表面化したのである。「ニ

ューノーマル」と言われる時代に国内のゴル
フ用品市場がどう柔軟に対応してゆくのか。
それは何も生産面（需要と供給のバランスを
どう図ってゆくか）ということだけではない。
新型コロナウイルス感染拡大によって、これ
まで対策を講じてきてもなかなか実現できな
かった若年齢層を中心とした新規ゴルファー
の増加も現実のものとなっている。
　しかしながら、現在国内ゴルフ産業の様々
なシーンで「新しいゴルファーが増えた故の
問題」も表面化しつつある。具体的には新規
参入ゴルファーの「ルール、マナー、エチケ
ット」に関する問題である。過去にも国内ゴ
ルフ産業において市場活性化のチャンス、新
規ゴルファーを持続的に創出する「仕組み」
を構築するチャンスは何度かあった。直近で
言えば2004年頃の「藍ちゃん人気（宮里藍
プロの活躍に端を発したゴルフ人気）」や、そ
の後の「遼君人気（同じく石川遼プロの活躍
によるゴルフ人気）」がそれに該当するだろ
う。一時的にノンゴルファーの間でも「ゴル
フ」が話題となり一時的に若年齢層を中心と
した新規ゴルファーが増加した時期があった。
　しかしながら当時はプロ人気をきっかけに
ゴルフを始めた新規層のゴルフ継続（早期リ
タイア防止）のための「仕組み」を産業側が
構築することができず、当時ゴルフを始めた
多くの新規ゴルファーがゴルフを継続せずに
早期リタイアしてしまったのである（当時の
動向については、当社が2015年に「2015	ビ
ギナー・早期リタイアゴルファー実態調査」
にて資料にまとめている）。
　端的に言えば、当時は業界側が新規参入ゴ
ルファー達を「育成（ルール、マナーを習得
したゴルファーに育て上げる）」することがで
きなかったのである。新しくゴルフを始めた
人たちがゴルフのルールやマナー、エチケッ
トを知らないのは当然のことである。現在で
も業界内では「ゴルフを始めるのであれば、事
前にルールやマナー、エチケットを勉強し習
得してくるのは当たり前のこと」という思考
が強く、「ルール、マナーを知らない若者ゴル
ファー	=	悪」という風潮すら未だ根強く残っ
ているが、こうした思考は「ゴルフをみんな
のスポーツへ」という産業が掲げているスロ
ーガンに反する極めて傲慢かつ高圧的な思考
と言えるのではないだろうか。彼等（新規ゴ
ルファー）の大多数はルールやマナーを知っ
ていてそれに反する行動をとっているのでは
なく、ただ「知らないだけ」なのではないだ
ろうか。「知らない」のであればそれを「知る
機会」を創出すれば良い訳であり、それは果
たして「誰がやるべき」なのかについては「業
界全体」で仕組化すれば良いだけの話である。
　図らずも新型コロナウイルス感染拡大によ
ってゴルフに「追い風」が吹き、これまで業
界が実現したくて仕方のなかった「若年齢層
を中心とした新規ゴルファー参入」が現実の
ものとなった今こそ、彼等をグッドゴルファ
ーへと「育成」するための仕組みを構築する
千載一遇のチャンスと言えるのではないだろ
うか。持続的な市場発展を構築し、今後の国
内ゴルフ産業を担う次世代に如何にして「今
よりも良い市場環境」をバトンタッチするの
か。今後に大いに期待したい。

　今年の	JGGA東日本ペア・スクランブルゴルフ大会	は6月8日（火）千
葉よみうりカントリークラブにて開催しました。以下開催の結果をご報告
いたします。
　昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、表彰式
のとりやめ、9ホールでの競技、事前の問診表郵送、来場時の検温等様々
な対策を講じた大会となりました。
　当日は早朝から盛夏を思わせる好天に恵まれ、大会参加者及びスタッフ
にも事故もなく素晴らしい大会となりました。
　ご参加いただきました皆様、ご協賛いただいた会員の皆様、コースの皆
様、運営いただいた委員の皆様、ご協力本当にありがとうございました。感
謝申し上げます。

■日程：2021年6月8日（火）
■開催コース：千葉よみうりカントリークラブ（千葉県市原市）
■参加者：46組　92名（男性　56名、女性36名　女性参加率　39%）、男女
ペア22組、男性ペア17組、女性ペア7組
■成績：
優勝＝チームバックスピン　
グロス34　HDCP0.0　ネット34.0
２位＝チームタイガー　
グロス40　HDCP6.0　ネット34.0
３位＝チームCome	back	Tiger	Woods
グロス32　	HDCP	-2.4　ネット34.4
ベストペア賞＝チーム飛んでる熟女
■賞品ご協賛各社： 18社（順不同）
千葉よみうりカントリークラブ、㈱二木ゴルフ、㈱ダンロップスポーツマ
ーケティング、キャスコ㈱、アクシネットジャパンインク、ミズノ㈱、マ
ジェスティゴルフ㈱、ブリヂストンスポーツ㈱、朝日ゴルフ㈱、キャロウ
ェイゴルフ㈱、ピンゴルフジャパン㈱、アキラプロダクツ㈱、テーラーメ
イドゴルフ㈱、ライト㈱、デサントジャパン㈱、㈱本間ゴルフ、ヨネック
ス㈱、フォーティーン㈱
■サーモグラフィー設置：㈱オフィスワイズ

　ご参加者様からは、「いつものゴルフとは違った楽しさがあった」、「暑か
ったけど楽しかった！！」、「来年も是非参加したい」という声が多く寄せ
られ、多くの方にペアスクランブルによるゴルフ大会の魅力を感じていた
だきました。来年以降も、ゴルフ初心者、スクランブルゴルフ未経験の皆
様にもご参加いただけるようさらに工夫して開催したいと思います。

３位＝チームCome back Tiger Woods

２位＝チームタイガー

ベストペア賞＝チーム飛んでる熟女
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2021年第6回中部日本ペアスクランブルゴルフ大会報告

■日程：2021年7月29日（木）
■開催コース：GOLF５カントリーみずなみ
コース（岐阜県瑞浪市）
■参加人数：210名／ペア105（男性138名、女
性72名）
■運営協力：カジュアルゴルフ
■スコア成績（前半9Hでのスコアによる成
績、後半9Hは成績に入れない。）
優勝＝南田・南田ペア
OUT35	IN34　Hdcp	0.0　NET69.0
準優勝＝山田・玉置ペア
OUT34	IN34　Hdcp	1.2　NET69.2
３位＝西井・中村ペア
OUT34	IN34　Hdcp	1.2　NET69.2
　2021年第6回中部ペアスクランブル大会
を予定通り7/29に行いました。今回参加人数
が210名と過去最高となり、女性の参加人数
も70名を超え多くの方がご参加されました。
　受付時には参加者全員に「コロナ感染対策
についての確認事項」として住所等の連絡先
や、当日の体調について、また後日体調不良
があった時の連絡義務等を説明し一人一人記

準優勝＝山田・玉置ペア優勝＝南田・南田ペア ３位＝西井・中村ペア

　当協会流通委員会が推奨している「ゴルフ
用品協会における共同配送事業」について、当
協会が運営を委託している「オペックス」の
資料をもとに、昨今の物流事情と共同配送の
必要性を紹介する。

物流分野におけるドライバー不足

　「オペックス」の資料によると、物流を取り
巻く外部環境は、「トラック業界のドライバー
不足・2024年問題」が指摘されている。一
方で内部環境としては、「環境問題としての
SDGsへの対応」「地球温暖化対策としてカー
ボンニュートラル対応」がしてされています。
　まず外部環境として挙げられている「トラ
ック業界のドライバー不足・2024年問題」だ
が、国土交通省の資料によると「物流分野に
おける労働力不足が近年顕在化」として、「ト
ラックドライバーが不足していると感じてい
る企業が増加傾向。2019年は約70％の企業
が『不足』または『やや不足』と回答」とし
ている。
　その原因は４点あり、①「労働時間」、②
「年間賃金」、③「人手不足」、④「年齢構成」
となり、
①「労働時間」：全職業平均より約２割長い
②「年間賃金」：全産業平均より約１割～２割
低い

③「人手不足」：全職業平均より約２倍高い
④「年齢構成」：全産業平均より若年層の割合
が低く、高齢層の割合が高い
　一方で、こちらも国土交通省の資料に基づ
き、貨物自動車の積載率の推移を紹介。営業
用トラックの積載効率は、1993年度当時の
約54％から2019年度では40％以下に低下
している。
　さらに、2024年4月1日からの法改正によ
り、運送業界の残業時間年間960時間が上限
になると指摘。これらを含め、物流業界が抱
える課題は大きく、ゴルフ用品販売にも大き
な影響を与える可能性は高い。

「カーボンニュートラル」ゼロへの対策

　一方で、内部環境としての課題として挙げ

られている「SDG‘s」への対応だが、「オペッ
クス」の資料によると「多くの企業がSDG‘s
を目標にしているが、具体的な打ち手を見出
せずにいる。環境の専門技術を物流に実装す
ると、SDG‘sを推進する新事業が構築でき
る」としている。
　「地球温暖化対策としてカーボンニュート
ラル対応」も同様で、「オペックス」は、世界
最大の資産運用会社である米ブラックロック
社が、温暖化ガスの排出量を差し引きでゼロ
にする「カーボンニュートラル」に向けた事
業戦略を開示するように、投資先企業に求め
るという記事を紹介。
　記事によれば、
「開示や対策が不十分な企業に対しては、株
主総会で取締役に反対票を投じる可能性があ
る。日本企業も対応を迫られるそうだ」

流通委員会からの報告

昨今の物流事情と
共同配送の必要性

　としている。

共同物流の必要性

　そのような外部環境、内部環境の中、共同
物流は国をあげての物流のテーマに取り組ん
でおり、その事例として、コンビニのセブン
イレブン、ローソン、ファミリーマートの共
同配送フローを紹介。同様に、当協会は現在、
「ゴルフ用品共同物流」を実施。参加企業は、
■ダンロップスポーツ
■セントラル工商
■ピンゴルフジャパン
■ライト
■テーラーメイドゴルフ
■大沢商会
■マジェスティゴルフ
■ゴルフパートナー
　となっている。
　また、この「ゴルフ用品共同物流」事業は、

経済産業省及び国土交通省が実施している
「グリーン物流優良事業者表彰」において、持
続可能な物流体系の構築に顕著な功績があっ
た取組が評価され「グリーン物流パートナー
シップ会議特別賞」を受賞している。

ーの設置
ゴルフ場・練習場向け商品
③BtoCモデルの共同配送運賃モデル
④ゴルフ用品協会　環境物流の共同化
SDGs対応（工場・物流センター・店舗対象）

2021年度以降のプロジェ
クト提案

　そのような環境の中、
「共同物流」の必要性が高
まっており、当協会とし
ては、2021年度以降、次
のようなプロジェクトを
提案していく。
①現行共同配送モデルの
強化
参画企業の増加・関東・
関西などのルート便配送
②新規　共同物流センタ

入をして頂きました。参加者の方々からも、
「今年も開催を楽しみにしていたのでやって
くれてありがとう」、「ペアスクランブルはラ
ウンドが楽しいね」とのお声も頂き、有意義
な協会の事業となりました。
　今回も多くの企業様からご協賛を賜り心よ
り感謝申し上げます。
■賞品ご協賛各社：16社（順不同、商号略）
アルペン、本間ゴルフ、プロギア、フジクラ、
キャスコ、グローブライド、デサント、ミズ
ノ、ヨネックス、ブリヂズトンスポーツ、ダ
ンロップスポーツ、キャロウェイ、マジェス
ティー、アキラ、カタナ、カジュアルゴルフ
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順位 DRIVER BEST５ メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 SIM2 MAX SERIES TAYLORMADE 1 G425 HYBRID SERIES PING

2 G425 MAX SERIES PING 2 G425 FW MAX SERIES PING

3 SIM2 MAX-D SERIES TAYLORMADE 3 SIM2 MAX RESCUE SERIES TAYLORMADE

4 EPIC SPEED SERIES CALLAWAY 4 SIM2 MAX FW SERIES TAYLORMADE

5 300MINI W1 SERIES TAYLORMADE 5 XXIO 11 HB SERIES DUNLOP

順位 IRON BEST５ メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 G425 SERIES PING 1 VOKEY DESIGN SM8 
WEDGE SERIES TITLEIST

2 SRIXON ZX5 SERIES DUNLOP 2 VOKEY DESIGN FORGED 
WEDGE 21 SERIES TITLEIST

3 SIM2 MAX SERIES TAYLORMADE 3 RTX ZIPCORE WEDGE 
SERIES CLEVELAND

4 XXIO 11 L. SERIES DUNLOP 4 JAWS WEDGE CRM SERIES CALLAWAY

5 XXIO 11 SERIES DUNLOP 5 HI-TOE RAW WEDGE 
SERIES TAYLORMADE

順位 BALL BEST５ メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 HONMA D1 20 
BT2001L,BT2001H OP HONMA 1 TP COLLECTION 

HYDROBLAST SERIES TAYLORMADE

2 PRO V1 21 OP TITLEIST 2 PING 2021 SERIES PING

3 PRO V1 21 X OP TITLEIST 3 SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

4 WARBIRD 21 OP CALLAWAY 4 WHITE HOT OG SERIES ODYSSEY

5 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE OP BRIDGESTONE 5 STROKE LAB 20 BLACK 

SERIES ODYSSEY

=矢野経済研究所=
国内大手調査会社。約150人の調査員が「生活周辺」「情報通信」「ラ
イフサイエンス」「インダストリーテクノロジー」などの6万社以上を調
査。スポーツ用品市場は約450社を調べ、ゴルフ用品市場も緻密な
調査を行っている。（コメント：三石茂樹）

2021年6月1日〜 2021年7月31日

IRON 3位=TAYLORMADE
SIM2 MAX SERIES

vol.2

ゴルフ未経験でゴルフ部門に配属されて、戸惑うことも多か
ったようですが、自身でもゴルフを始め、ゴルフのプレースキ
ルも、業務スキルも成長一途。これからが楽しみです。

（ゴルフ事業部マーケティング課 課長　徳岡 秀和さん）

2021年６月～７月合計の集計対象カテゴリー販売金額は
前年同期比110.4%、前々年同期比113.5%と好調な需要を
形成。クラブ市場を中心に一部モデルの欠品が引き続いてい
るものの、マークダウン品の販売構成比下落とプロパー品値
引率改善が引き続いており金額ベースでの成長が引き続い
ている。クラブ市場で特筆すべき点は７月に発売されたテー
ラーメイド「300ミニドライバー」の動きが非常に好調なこ
と、パター市場にいて同じくテーラーの「TPコレクションハ
イドロブラストシリーズ」が好調な販売を続けていること。
ゴルフシューズ市場ではアディダス「コードカオス21シリー
ズ」が前作に引き続き好調な需要を形成。

ミズノ株式会社 
ゴルフ事業部マーケティング課

業界リレー
インタビュー

Q1.いつからゴルフを始めたか

入社して、ゴルフのマーケティング課に配属されて
から開始しました。社会人１年目の７月ごろです。

Q3.好きなプロゴルファー

原英莉花プロです。大きなスイングが憧れます。

Q5.ゴルフについてよく判らなかった事、不思議に思った事

ゴルフの専門用語が全くわかりませんでした。

上司の方からのひとこと

Q7.今後のゴルフの目標

100切りとドライバーの飛距離200Yを目指します。

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度/月ベース

ラウンドは２ヶ月に1,２回行っています。練習場は
月に１回ほどです。

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

ゴルフの仕事をすることになり、自分でも始めたい
と思いました。課内の先輩方がゴルフのことを教え
てくださり始めました。

Q6.ゴルファーをさらに増やすためにはどうすれば良いか

ゴルフを始めたいと思っている人達が始めやすく、
続けやすい環境になるといいなと思います。

德増 愛華さん


