
ホールインワンと保険

千葉伸幸・三上民人

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ホールインワン保険とは

「一億総ゴルファーの時代J といわれ，猫も杓

子もゴルフをする時代ですが，ゴルファーの夢の

1 つがホールインワンであることに変わりはあり

ません.ショートホールでコチンと打ったボール

がグリーン上で 2 度 3 度はね.ピンにからむよう

にしてそしてホールに消えていく姿は何度か夢に

見ることはあっても実現した人はそれほど多くは

ありません.もっとも勤務先の同僚などに 1 人や

2 人強運の方がおられることもよく聞く話です.

しかし，わが身がホールインワンを出したとき

は大変な費用がかかります.慣習とはいうもの

の，まず祝賀パーティー，そして記念品，さらに

は記念植樹…と何十万円もの出費をよぎなくされ

る例が多いといわれています.

昨年の 1 月から 3 月にかけて損害保険各社から

あいついで「ホールインワン保険」が発売になり

ました.これは従来から損保各社で販売していた

「ゴルファ一保険」の「特約J として新たに売り

出されたもので，保険加入者がホールインワンを

したときに支出するさまざまな記念出費を保険で

支払おうとするものです.以前からコずルブクラブ

単位で「共済」として一部に行なわれていたとこ

ろもあるようですが，自己申告が中心のため運営

がむずかしかったと聞いています.実際東南アジ

ちばのぶゆき大正海上火災保険

みかみたみと 自動車保険料率算定会
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アのあるゴルフ場では，お客が横を向いている間

にキャディーが足でボールを蹴りこんで「ホール

インワンj させてしまうのを「サービス」として

いるところもある，という噂があるくらいです.

ですから，損保各社の発表した「ホールインワ

ン保険」もいろいろな条件を設けており，それに

合致しないと保険金がおりないことになっていま

す.たとえば，

(1)ゴルファーはアマチュアの資格でプレーす

ることープロは保険に入れません.

(2) f ゴルフ競技j とは，キャディーを補助者

として，同伴者 2 名以ととともに，パ -35以

上の 9 ホールを正規にラウンドすることーカ

ートを自分で引っばってし、〈所やショートホ

ールで、何回もつづけてプレーする場合は不可

(3)コでルフ場は 18ホール以上規模の日本圏内所

在に限ること一海外やミニコースは不可

(4) 同伴競技者，キャディー，ゴルフ場の支配

人のすべてが署名捺印した所定の証明書を提

出すること

(5) 記念諸費用支払いの領収書を提出すること

ーあくまでも「損害J 保険です.

というような諸条件がつけられています.これら

はそラルクレーム，いわゆる「保険金サギ」を防

止するために設けられているものです.

2. ホールインワンの確率

きて，次にホールインワンの確率を求めてみま
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しょう.といっても，そのような公式統計はあり

ませんので，ホールインワン保険の保険料すなわ

ち掛金から逆算してみたいと思います.

ホールインワン保険に30万円加入した場合，そ

の掛金は年間 960円です.保険の場合，保険代理

店の手数料や保険会社の経費が加算されています

ので，純粋の掛金相当部分は70%程度と考え， 30 

万円の保険金に対し， 960円の 7 割すなわち672円

が各加入者から拠出され支払にあてられることに

なります.

672/300, 000=0.00224 

ですので l 人のプレーヤーが 1 年間にホールイン

ワンする回数は0.00224回ということになります.

(注)ホールインワン保険をつくる際には公式の統計が

なかったため，いくつかのゴルフ場におけるサンプリ

ング調査をもとに上記保険料率を決定しています.

この計算の結果，ホールインワンする確率は大

雑把にいって 500年に 1 固ということになるわけ

です.もちろん，これはあくまでも総平均の数値

ですので，腕前や年間プレー回数により個々人の

確率は変化してくるものと考えられますが，ここ

で、は単純化のために，ホールインワンはまったく

偶然に起きるものであり，腕の良し，悪しに関係し

ないという大胆な仮定のもとに回のショート

ホールの「コチン」がホールインワンになる確率

を求めてみることにしましょう.

平均的ゴルファーの年間プレー回数をn回とし，

毎回あせらず 1 ラウンドするとしましょう. 1 ラ

ウンドの中にはショートホールがアウト 2 カ所，

イン 2 カ所合計 4 カ所あるので，年間延ベホール

インワンチャンスは 4 n 同あることになります.

もっとも，可能性としては短いミドルホールで、ホ

ールインワンという可能性もないとはいえません

が，ここでは例外として無視することにします.

ショートホールでの「試行」は毎回独立で，ホ

ールインワンか否かのいずれかしかありませんか

ら，ホールインワンは 2 項分布にしたがうとして

よいでしょう回の試行あたりの成功確率をp，

1983 年 9 月号

失敗確率を q とすると (p+q= l). 年間 4n回の試

行に関して，

[ -q4n = O. 00224 

すなわち， 1 一 ( l-p)4n=0.00224 

p=l ー ([-0.00224)1 1臼

と表現されます.この算式から pが計算されるわ

けですが，問題は年間プレー回数 (n) です.

プレー頻度 n ρ 

低| 四季イチゴルファー 4 1. 40 x 10-< 
月イチゴルファー 12 4.67x 10・5
月 2 回コ'ルファー 24 2.34 X 10-5 

高|週イチゴルファー 52 1. 08 X 10-5 

平均的プレー回数としてどの値をとるのが適切

であるかはわかりませんが，世間で最も多そうな

月イチゴ、ルファーを平均像としてとらえることに

しましょう.すなわち， ρ=4.67 X 10-5 がショー

トホール l 回プレー当りのホールインワン確率と

いうことになります.

3. ホールインワン保険の損得

きて，月イチゴルファーという平均的プレーヤ

ーが毎年 960円の掛金を支払って 30万円のホール

インワン保険に加入した場合に，この保険の収支

(パランス)がとれるとし、う計算になったわけで

す.さきほどの計算のとおり， 960円のうち672円

が保険金支払にあてられますから，

300， 000円/672円 =446.4

ということで，理論上は 446年に l 回ホールイン

ワンにめぐりあえるということになります.です

から， 446 年という長い期間に l 聞というめった

に起きない事象のために保険に入っておいたほう

が良L、かどうか これはそれぞれのゴルファーの

判断といえるかもしれません.

しかし，一生の聞という長い日でみた場合，ホ

ールインワンする確率はどうでしょうか. 30歳か

らゴルフを始め70歳までの40年間月 1 同プレーを

したとしますと，その確率は，
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1-(!-p)4図x12カ月×総年=0.086

となります，意外に大きい幾重軽のようにも見え，

一生の簡にホールインワンを来たすのもまんざら

夢でもないようにも思えます. (そこで保険にお入

りくださいというのは保険会社の弁ですが)

4. プレー回数の多い人・少ない人

ホールインワンの発生が 2夜分布にしたがうと

仮定しましたので，回数の多い少ないが年間・一

生のホールインワン可能性に影響を与えます.さ

きほどと同じように，いくつかの震に分けて年罷

ホールインワン確率を求めてみますと，

プレー頻度

間挙イチゴルファ

J1イチゴ 11.- 77 一

J1 2 1ïヨゴノL ファ一

週イチゴルファー

ほ里土-/1.- インワン確率

(…: 
ここれらから，ホールインワン保険に侍年加入し

ていればモトがとれるかを計算してみると，四季

イチ，月イチ，月 2 密，漣イチの1僚に 1342年， 446 

:t払 224年，山4年となります.またー伎の聞にホ

ールインワンを達成する確率を前項と問様に30歳

から70歳の間プレーをするとして計算しますと，

プレー頻度

gg季イチゴルファ一

月イチゴルファー

J1 2 1!至ゴルファー

滋イチゴ11.- ファー

|空うこど士三平竺

l o 鰍0.164 
5. 腕前の良い人・惑い人

ホールインワンはまったくイ偶然だといっても，

綾弱からグ P ーンをとらえないことの多い人と，

常にどンtこからんでくる人では，おのずからその

偶然度にも差があることと考えられます.そこで

次に腕爺の良し悪しと年部あるいは一生のホール

インワン確率との欝係念考えてみましょう.

一般的ゴ、ルブァーとしてラウンド 4 ショー
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トホールのうち 1 間はグリーンを外す場合を想定

することにしましょう.そこで上級者として，つ

ねにグワーンをとらえる人を考えます.平均約ゴ

ルフ 7 ーのホールインワン確率をp とした場合，

大雑把に，上級者のホールインワン確率は 4/3 ・p

とすることができます.また初級者を i ラウンド

4 シ翠ートホ…ノレ中 2 ホールのみグザーンをとら

える入とした場合，そのホールインワン確率は

2/3.p とすることができます.まずこ，つねにピン

にからんでくるような fプ戸級J の人については

理結ぬきでケタがちがうということで，ホールイ

ンワン確率を lOp とすることにしました.

また， J::級者ほど年間プレー回数が多いでしょ

うから，プレ…間数については，初級者年 4 凹，

平均月 i 国， ヒ級者月 2 回，プロ級溺 l 回として

計算してみました.

腕 前 1 ラウンドあ r~哲ホールイ
たりの確率 ン確率

初 級 若宮 4. 96x 10-4 

平均ゴルファー 1.86x 10-( 2書 24x 10-3 

Jニ 級 革ま 2.49x 10• 5.95X 10-a 

プ 口 級 1. 87 X 10-8 0.093 

ホールイ γ ワン保険のそ卜をとるための年数は

初級，平均，上級，プロ級の)1僚に， 2， 016年， 446 

3手， 168年， 11年となります.

また一生の間にホールインワンを達成する確率

は，官官項と問じく 30歳から70畿の間プレーをする

として計算すると次表のようになります (40年間

初級プレーヤーでとおすことは穏で~-tが，計算上

ご容赦ください)‘

腕 前 生涯ホールインワン確率

初 級 1誇 0.020 

王子均ゴルブァー 0.086 

上 級 3毎 0.212 

プ ロ 級 0.980 

以上，紙上計算ではこのような結果が求まりま

した.保険に入るか否かは各ゴルファーの判断で

すが，今までのところ，保険会社側jは赤字であ

る，ということな付記しておきます.
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