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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次のステップＡ、ステップＢ、ステップＣ、ステップＤ及びステップＥを含むゴルフク
ラブのフィッティング方法。
（Ａ）基準クラブを用いて、複数種のインパクト条件を計測するステップ。
（Ｂ）打球到達点データを得るステップ。
（Ｃ）上記複数種のインパクト条件のうちの２以上が説明変数として選択され且つ上記打
球到達点データが目的変数とされて、重回帰分析を行うステップ。
（Ｄ）上記重回帰分析の結果に基づいて、２以上の上記説明変数の中から特定説明変数を
選択するステップ。
（Ｅ）上記特定説明変数のバラツキを抑制しうるスペックを備えた推奨クラブを決定する
ステップ。
【請求項２】
　上記特定説明変数が、上記目的変数への寄与度に基づいて選択される請求項１に記載の
フィッティング方法。
【請求項３】
　上記寄与度が、標準偏回帰係数である請求項２に記載のフィッティング方法。
【請求項４】
　上記ステップＣにおける説明変数の選択が、変数選択法によってなされる請求項１又は
２に記載のフィッティング方法。
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【請求項５】
　上記インパクト条件が、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、ライ角、動ロフト、進
入角、ブロー角、左右打点及び上下打点から選ばれる２以上である請求項１から４のいず
れかに記載のフィッティング方法。
【請求項６】
　上記打球到達点データが、飛距離及び左右ブレから選ばれる少なくとも１つである請求
項１から５のいずれかに記載のフィッティング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブのフィッティング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルファーに適合するゴルフクラブの選定は、フィッティングと称される。このフィッ
ティングは、打球結果に大きく影響する。
【０００３】
　ゴルファーのスイングからデータを計測することは一般的に行われている。特開平７－
２２７４５３号公報及び特開２００４－２４４８８号公報では、インパクトにおけるヘッ
ドの三次元的な位置及び姿勢が計測されている。
【０００４】
　また、計測されたデータに基づきフィッティングを行うことが提案されている。特開２
０１０－１５５０７４号公報では、ヘッドの挙動に基づき、ヘッドとシャフトとの組み合
わせが選択される。この特開２０１０－１５５０７４号公報では、例えば、上下方向の進
入角度が負であり、左右方向の進入角度が正の場合、ダイナミックロフトが大きくなり、
かつフェース面がゴルファーから見て閉じないように設定されたゴルフクラブが好ましい
と記載されている。
【０００５】
　特開２０１１－１３０９３２号公報は、シャフト選択支援装置を開示する。この発明に
おいては、推奨シャフト情報が用いられている。この推奨シャフト情報は、シャフトの剛
性分布と、上下の打出角及びバックスピン量との関係に基づき推奨シャフトを規定した情
報である。
【０００６】
　特開２００７－２９２５７号公報は、ピッチングウエッジよりも飛ばない領域のゴルフ
クラブを２本以上加えるアイアンゴルフクラブのセット方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－２２７４５３号公報
【特許文献２】特開２００４－２４４８８号
【特許文献３】特開２０１０－１５５０７４号公報
【特許文献４】特開２０１１－１３０９３２号公報
【特許文献５】特開２００７－２９２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特開２００７－２９２５７号公報では、飛距離に基づいてゴルフクラブが追加されてい
る。飛距離に基づいた解析では、例えば、平均飛距離が採用されうる。平均値が採用され
ることで、データの信頼性が向上しうる。
【０００９】
　飛距離等の打球結果は、バラつく。多くのゴルファーにおいて、このバラツキは大きい
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。従来採用されている平均値及び最大値では、バラツキを評価することができない。バラ
ツキを小さくすることは、ゴルファーが意図した位置にボールを着地させる可能性を高め
ることを意味する。多くの場合、バラツキを小さくすることはスコアアップに繋がる。
【００１０】
　本発明の目的は、フィッティング精度を高めうる方法の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るフィッティング方法は、次のステップＡ、ステップＢ、ステップＣ、ステ
ップＤ及びステップＥを含む。
（Ａ）基準クラブを用いて、複数種のインパクト条件を計測するステップ。
（Ｂ）打球到達点データを得るステップ。
（Ｃ）上記複数種のインパクト条件のうちの２以上が説明変数として選択され且つ上記打
球到達点データが目的変数とされて、重回帰分析を行うステップ。
（Ｄ）上記重回帰分析の結果に基づいて、２以上の上記説明変数の中から特定説明変数を
選択するステップ。
（Ｅ）上記特定説明変数のバラツキを抑制しうるスペックを備えた推奨クラブを決定する
ステップ。
【００１２】
　好ましくは、上記特定説明変数が、上記目的変数への寄与度に基づいて選択される。
【００１３】
　好ましくは、上記寄与度が、標準偏回帰係数である。
【００１４】
　好ましくは、上記ステップＣにおける説明変数の選択が、変数選択法によってなされる
。
【００１５】
　好ましくは、上記インパクト条件が、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、ライ角、
動ロフト、進入角、ブロー角、左右打点及び上下打点から選ばれる２以上である。
【００１６】
　好ましくは、上記打球到達点データが、飛距離及び左右ブレから選ばれる少なくとも１
つである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の方法によれば、打球到達点のバラツキが抑制しうる推奨クラブが決定されうる
。このバラツキの抑制により、精度の高いクラブフィッティングが達成されうる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明に係るフィッティング装置の構成が示された概略図である。
【図２】図２は、図１のフィッティング装置を構成する情報処理装置のシステム構成が示
された説明図である。
【図３】図３は、基準クラブの一例を示す正面図である。
【図４】図４は、スイングポジションの説明図である。
【図５】図５は、本発明に係るフィッティング方法の一例が示されたフローチャートであ
る。
【図６】図６は、本発明に係るフィッティング方法の一例が示されたフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明され
る。
【００２０】
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　図１は、本発明のフィッティング方法に用いられうる装置の一例を示す。このフィッテ
ィング装置２は、画像撮影部としての正面カメラ４及び上方カメラ６と、センサー８と、
制御装置１０と、演算部としての情報処理装置１２とを備えている。センサー８は、発光
器１４及び受光器１６を備えている。
【００２１】
　正面カメラ４は、スイングするゴルファー（被験者）の正面に位置する。正面カメラ４
は、インパクト近傍のヘッド及びシャフトを撮影しうるような位置及び向きに、配置され
ている。上方カメラ６は、ボール３４が置かれる位置の上方に位置する。上方カメラ６は
、インパクト近傍のヘッド及びシャフトを撮影しうるような位置及び向きに、配置されて
いる。正面カメラ４及び上方カメラ６としては、ＣＣＤカメラが例示される。この正面カ
メラ４及び上方カメラ６は例示である。インパクト近傍におけるフェース面を撮影しうる
前方カメラが設けられてもよい。この前方カメラは、打点の計測精度を向上させうる。
【００２２】
　センサー８の発光器１４は、スイングするゴルファーの正面に位置する。受光器１６は
、スイングするゴルファーの足元に位置する。発光器１４と受光器１６とは、その間をス
イングされるゴルフクラブが通過する位置に配置されている。このセンサー８は、通過す
るゴルフクラブのヘッド又はシャフトを検出しうる。センサー８は、このヘッド又はシャ
フトを検出しうる位置であればよく、前方又は後方に配置されてもよい。センサー８は、
発光器１４及び受光器１６を備えるものに限られない。センサー８は、反射式のものであ
ってもよい。
【００２３】
　制御装置１０は、正面カメラ４、上方カメラ６、センサー８及び情報処理装置１２に接
続されている。制御装置１０は、正面カメラ４及び上方カメラ６に対して撮影開始信号及
び撮影停止信号を送信しうる。制御装置１０は、正面カメラ４及び上方カメラ６からヘッ
ド画像の信号を受信しうる。制御装置１０は、センサー８からヘッド又はシャフトの検出
信号を受信しうる。制御装置１０は、ヘッド画像の信号及びヘッド又はシャフトの検出信
号を情報処理装置１２に出力しうる。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、情報処理装置１２は、情報入力部１８としてのキーボード
２０及びマウス２２と、出力部としてのディスプレイ２４と、データ入力部としてのイン
ターフェースボード２６と、メモリ２８と、ＣＰＵ３０と、ハードディスク３２とを備え
ている。情報処理装置１２として、汎用のコンピューターがそのまま用いられてもよい。
【００２５】
　ディスプレイ２４は、ＣＰＵ３０に制御されている。ディスプレイ２４は、各種の情報
を表示する。出力部は、推奨ロフト角、推奨ヘッド、推奨クラブ、計測データ等のフィッ
ティング情報を表示しうる。出力部は、ディスプレイ２４に限られず、例えば、プリンタ
ーが用いられてもよい。
【００２６】
　インターフェースボード２６には、ヘッド画像及び／又はシャフト画像の信号及びヘッ
ド又はシャフトの検出信号等が入力される。この画像の信号や検出信号から計測データが
得られる。この計測データは、ＣＰＵ３０に出力される。
【００２７】
　メモリ２８は、書き換え可能なメモリである。ハードディスク３２は、プログラムやデ
ータ等を記憶している。後述される各ステップを実行するためのプログラムが記憶されて
いる。また、後述される推奨クラブ選択用データベースが記憶されている。メモリ２８は
、ハードディスク３２から読み出されたプログラムや計測データ等の格納領域や作業領域
等を構成する。
【００２８】
　ＣＰＵ３０は、ハードディスク３２に記憶されているプログラムを読み出しうる。ＣＰ
Ｕ３０は、そのプログラムをメモリ２８の作業領域に展開しうる。ＣＰＵ３０は、そのプ
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ログラムに従って各種の処理を実行しうる。
【００２９】
　図３に示されたゴルフクラブ３６は、フィッティング装置２で使用されるゴルフクラブ
の一例である。計測に用いられるゴルフクラブが基準クラブと称される。このゴルフクラ
ブ３６は、基準クラブの一例である。このゴルフクラブ３６は、ヘッド３８、シャフト４
０及びグリップ４２を備えている。
【００３０】
　図４は、ゴルファー（被験者）がゴルフクラブ３６でスイングする各ポジションを示し
ている。図４（ａ）のポジションは、アドレスである。図４（ｂ）のポジションは、トッ
プオブスイング（以下、トップという。）である。図４（ｃ）のポジションは、インパク
トである。インパクトは、ヘッド３８とボール３４とが衝突する瞬間のポジションである
。図４（ｄ）のポジションは、フィニッシュである。ゴルファーのスイングは、アドレス
からトップへ、トップからインパクトへ、インパクトからフィニッシュへ、連続的に移行
する。このフィニッシュで、スイングが終了する。
【００３１】
　装置２では、インパクト条件が計測される。インパクト条件は、インパクト及び／又は
インパクト近傍における計測値である。打球される前のボールの中心から後方に１３ｃｍ
離れた位置がＰ１とされるとき、インパクト近傍とは、上記位置Ｐ１からインパクト位置
までを意味する。
【００３２】
　上記インパクト条件として、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、ライ角、動ロフト
、進入角、ブロー角、左右打点及び上下打点が例示される。他のインパクト条件として、
フェースローテーションが挙げられる。
【００３３】
　上記フェース角は、インパクト近傍におけるフェースの向きである。本願の実施例で採
用されているフェース角は、フェース法線方向と目標方向との成す角度である。このフェ
ース法線方向とは、フェースセンターにおけるフェース面の法線を水平面（地面）に投影
して得られる投影線の方向である。後述される実施例では、上記フェース法線方向が目標
方向よりも右側の場合にフェース角がプラスの値とされ、上記フェース法線方向が目標方
向よりも左側の場合にフェース角がマイナスの値とされる。
【００３４】
　上記シャフト角は、インパクト近傍におけるシャフトの角度である。このシャフト角は
、インパクトにおけるシャフトの姿勢及び鉛直線に基づいて計測されうる。シャフトのし
なりの影響を避ける観点から、好ましくは、シャフトの先端部の画像に基づいて、シャフ
ト角が求められうる。後述される実施例では、シャフト軸が鉛直方向よりも前方に傾斜し
ている場合にシャフト角がマイナスの値とされ、シャフト軸が鉛直方向よりも後方に傾斜
している場合にシャフト角がプラスの値とされる。換言すれば、本願では、いわゆるハン
ドファーストの状態にある場合にシャフト角がマイナスの値とされている。
【００３５】
　上記ライ角は、インパクト近傍におけるヘッドのライ角である。換言すれば、このライ
角は、ダイナミックライ角である。このライ角は、インパクトにおけるヘッドの姿勢及び
水平面に基づいて決定されうる。
【００３６】
　動ロフト（ダイナミックロフト）は、インパクトにおけるフェース面のロフトである。
この動ロフトは、鉛直線に対する角度である。動ロフトは、例えば、フェース面の姿勢に
よって直接的に計測されてもよい。動ロフトは、ヘッドのリアルロフト角及び上記シャフ
ト角に基づいて算出することもできる。
【００３７】
　進入角は、左右方向におけるヘッドの入射角を意味する。後述される実施例では、いわ
ゆるインサイドアウトの場合の進入角がプラスの値とされ、いわゆるアウトサイドインの
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場合の進入角がマイナスの値とされる。
【００３８】
　ブロー角は、上下方向におけるヘッドの入射角を意味する。後述される実施例では、い
わゆるダウンブローの場合のブロー角がマイナスの値とされ、いわゆるアッパーブローの
場合のブロー角がプラスの値とされる。
【００３９】
　左右打点は、トウ－ヒール方向の打点位置である。本願では、左右打点は、フェースセ
ンターからの距離である。後述される実施例では、フェースセンターよりもトウ側の場合
の左右打点がマイナスの値とされ、フェースセンターよりもヒール側の場合の左右打点が
プラスの値とされる。なお、後述される実施例では、フェースセンターは、フェース面の
図心である。
【００４０】
　上下打点は、トップ－ソール方向の打点位置である。本願では、上下打点は、フェース
センターからの距離である。後述される実施例では、フェースセンターよりもトップ側の
場合の上下打点がプラスの値とされ、フェースセンターよりもソール側の場合の上下打点
がマイナスの値とされる。
【００４１】
　複数のカメラの画像に基づいてヘッドの三次元姿勢が求められてもよい。この三次元姿
勢から、インパクト条件が算出されてもよい。
【００４２】
　ヘッド速度、進入角及びブロー角は、２つの時刻でのヘッド画像、及び／又は、２つの
時刻でのシャフト画像に基づいて解析されうる。インパクトにおける２つの時刻の画像を
得るには、例えば、所定間隔をおいてフラッシュを２回発光させる。前述した特開平７－
２２７４５３号公報及び特開２００４－２４４８８号公報に記載されている方法が採用さ
れてもよい。
【００４３】
　図５は、本発明に係るフィッティング方法の手順の一例を示している。図５が示すよう
に、この手順は、以下のステップを含む。
（１）推奨クラブ選択用データベースを作成するステップｓｔ１。
（２）基準クラブを準備するステップｓｔ２。
（３）基準クラブを用いて、被験者のスイングが計測されるステップｓｔ３。
（４）計測データとしてのインパクト条件が取得されるステップｓｔ４。
（５）重回帰分析を行うステップｓｔ５
（６）各説明変数の寄与度を評価するステップｓｔ６
（７）バラツキを抑制しうるスペックを備えた推奨クラブを決定するステップｓｔ７
【００４４】
　ステップｓｔ１に関し、推奨クラブ選択用データベースの一例については、後述される
。推奨クラブ選択用データベースは無くても良い。
【００４５】
　ステップｓｔ２に関し、基準クラブは特に限定されない。例えば、被験者が通常使用し
ているクラブが基準クラブとされてもよい。また、推奨クラブ選択用データベースに含ま
れるクラブが基準クラブとされてもよい。
【００４６】
　なお、後述の３つの実施例では、基準クラブのシャフト長さは、推奨クラブのシャフト
長さと実質同一とされた。実質同一とは、±２％の差を許容することを意味する。
【００４７】
　ステップｓｔ５からステップｓｔ７の詳細については、後述される。
【００４８】
　次に、好ましいフィッティング方法の詳細について、説明がなされる。
【００４９】
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　図６は、本実施形態に係るフィッティング方法の一例を示す。ステップｓｔ１０につい
ては、前述したステップｓｔ２と同じである。
【００５０】
　ステップｓｔ２０では、基準クラブを用いて、複数種のインパクト条件が計測される。
このステップｓｔ２０は、上述のステップＡである。フィッティング精度の観点から、計
測されるインパクト条件の種類の数は、３以上が好ましく、４以上がより好ましく、５以
上が更に好ましい。データ処理の簡略化の観点から、計測されるインパクト条件の種類の
数は、８以下が好ましい。後述される実施例では、７種類のインパクト条件が計測された
。
【００５１】
　ステップｓｔ３０では、計測されたインパクト条件が情報処理装置１２に入力される。
【００５２】
　ステップｓｔ４０では、打球到達点データが取得される。これは前述のステップＢであ
る。打球到達点データとして、飛距離及び左右ブレが例示される。飛距離として、トータ
ル及びキャリーが例示される。キャリーとは、打球地点から最初のボール着地点までの距
離である。後述の実施例における飛距離は、キャリーである。トータルは、打球地点から
ボールの最終到達点までの距離である。左右ブレは、打球方向の安定性を示す。キャリー
における左右ブレは、打球地点と目標地点とを結ぶ直線がターゲットラインとされるとき
、キャリーにおける左右ブレは、ターゲットラインとボール着地点との距離である。トー
タルにおける左右ブレは、ターゲットラインと上記最終到達点との距離である。他の打球
到達点データとして、ランが挙げられる。このランは、トータルからキャリーを引いた値
である。
【００５３】
　打球到達点データの取得は、実測によりなされてもよいし、シミュレーションによりな
されてもよい。シミュレーションによる場合、例えば、弾道方程式が用いられる。弾道方
程式では、ボール初速、打ち出し角及びスピンが入力変数とされている。弾道方程式では
、ボール初速、打ち出し角、バックスピン及びサイドスピンが入力されることにより、飛
距離及び左右ブレが算出されうる。弾道方程式は、実測、シミュレーション又はそれらの
組み合わせによって作成することができる。多数の実測データを用いることにより、精度
の高い弾道方程式を作成することが可能である。
【００５４】
　ステップｓｔ５０では、打球到達点データが選択される。複数種の打球到達点データが
取得された場合に、１種の打球到達点データが選択される。当然ながら、取得された打球
到達点データが１種の場合、打球到達点データの選択は不要である。後述される実施形態
では、打球到達点データがキャリーのみであるから、ステップｓｔ５０は不要である。
【００５５】
　ステップｓｔ６０では、変数選択法が決定される。変数選択法では、説明変数を絞り込
むことにより良好な回帰モデルが探索されうる。複数の変数選択法の中から、使用される
変数選択法が選択されてもよい。公知の変数選択法が用いられうる。変数選択法として、
変数増減法、変数減増法、変数増加法、変数減少法及び逐次選択４方法が例示される。後
述される実施例では、変数増加法が用いられている。
【００５６】
　変数選択はなされなくてもよい。ただし、バラツキに対する寄与度の高い説明変数を精
度よく決定する観点からは、変数選択がなされるのが好ましい。
【００５７】
　ステップｓｔ７０では、目的変数及び複数の説明変数が決定される。目的変数は、打球
到達点データである。複数の説明変数は、好ましくは、上記変数選択法によって選択され
る。
【００５８】
　ステップｓｔ８０では、重回帰分析がなされる。重回帰分析自体は公知である。重回帰
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式は、説明変数と偏回帰係数との積を複数有する。重回帰式は、これら複数の積と定数項
との和によって表される。重回帰式では、各説明変数のそれぞれについて偏回帰係数が定
まる。単位に依存しない偏回帰係数が、標準偏回帰係数である。
【００５９】
　ステップｓｔ７０及びステップｓｔ８０が、前述のステップＣである。
【００６０】
　この重回帰分析に基づき、各説明変数について、標準偏回帰係数が算出される（ステッ
プ９０）。このステップｓｔ９０は、上記ステップＤの特定説明変数を決定するのに役立
つ。
【００６１】
　ステップｓｔ１００では、特定説明変数が選択される。このステップｓｔ１００は、上
記ステップＤである。標準偏回帰係数の絶対値が大きいほど、目的変数（打球到達点デー
タ）への寄与度が高いと考えることができる。標準偏回帰係数が最も大きな説明変数が、
前述した特定説明変数とされうる。この特定説明変数のバラツキが、目的変数のバラツキ
の主原因であると言える。
【００６２】
　ステップｓｔ１１０では、推奨クラブが決定される。推奨クラブは、特定説明変数のバ
ラツキを抑制しうるスペックを備える。好ましくは、この推奨クラブは、前述した推奨ク
ラブデータベースから選択される。この選択は、例えばプログラムによってなされる。こ
の選択が、フィッターによってなされてもよい。このステップｓｔ１１０は、前述のステ
ップＥである。
【００６３】
［バラツキを抑制しうるスペック］
　上述のステップｓｔ７及びステップｓｔ１１０では、特定説明変数のバラツキを抑制す
るスペックが決定される。スペック決定基準として、次が例示される。
（１ａ）特定説明変数がヘッド速度である場合、基準クラブに対して、クラブ重量を重く
するか又は軽くする。
（１ｂ）特定説明変数がヘッド速度である場合、基準クラブに対して、シャフト重量を重
くするか又は軽くする。
（１ｃ）特定説明変数がヘッド速度である場合、基準クラブに対して、ヘッド重量を重く
するか又は軽くする。
（１ｄ）特定説明変数がヘッド速度である場合、基準クラブに対して、クラブバランスを
重くするか又は軽くする。
（２ａ）特定説明変数がフェース角である場合、基準クラブに対して、フレックスを小さ
くする。
（２ｂ）特定説明変数がフェース角である場合、基準クラブに対して、先調子率を小さく
する。
（２ｃ）特定説明変数がフェース角である場合、基準クラブに対して、シャフトトルクを
小さくする。
（３ａ）特定説明変数が動ロフトである場合、基準クラブに対して、フレックスを小さく
する。
（３ｂ）特定説明変数が動ロフトである場合、基準クラブに対して、先調子率を小さくす
る。
（３ｃ）特定説明変数が動ロフトである場合、基準クラブに対して、シャフトトルクを小
さくする。
（３ｄ）特定説明変数が動ロフトである場合、基準クラブに対して、ヘッドの重心深度を
浅くする。
（４ａ）特定説明変数がライ角である場合、基準クラブに対して、フレックスを小さくす
る。
（４ｂ）特定説明変数がライ角である場合、基準クラブに対して、ヘッドの重心距離を小
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さくする。
（５ａ）特定説明変数が進入角である場合、基準クラブに対して、クラブ重量を重くする
か又は軽くする。
（５ｂ）特定説明変数が進入角である場合、基準クラブに対して、シャフト重量を重くす
るか又は軽くする。
（５ｃ）特定説明変数が進入角である場合、基準クラブに対して、ヘッド重量を重くする
か又は軽くする。
（５ｄ）特定説明変数が進入角である場合、基準クラブに対して、クラブバランスを重く
するか又は軽くする。
（６ａ）特定説明変数がブロー角である場合、基準クラブに対して、クラブ重量を重くす
るか又は軽くする。
（６ｂ）特定説明変数がブロー角である場合、基準クラブに対して、シャフト重量を重く
するか又は軽くする。
（６ｃ）特定説明変数がブロー角である場合、基準クラブに対して、ヘッド重量を重くす
るか又は軽くする。
（６ｄ）特定説明変数がブロー角である場合、基準クラブに対して、クラブバランスを重
くするか又は軽くする。
（７ａ）特定説明変数が左右打点である場合、基準クラブに対して、左右慣性モーメント
を大きくする。
（７ｂ）特定説明変数が左右打点である場合、基準クラブに対して、フレックスを小さく
する。
（８ａ）特定説明変数が上下打点である場合、基準クラブに対して、上下慣性モーメント
を大きくする。
（８ｂ）特定説明変数が上下打点である場合、基準クラブに対して、フレックスを小さく
する。
（９ａ）特定説明変数がシャフト角である場合、基準クラブに対して、フレックスを小さ
くする。
（９ｂ）特定説明変数がシャフト角である場合、基準クラブに対して、先調子率を小さく
する。
（９ｃ）特定説明変数がシャフト角である場合、基準クラブに対して、ヘッドの重心深度
を浅くする。
【００６４】
　これらのスペック決定基準では、特定説明変数のバラツキを抑制することが考慮されて
いる。例えば、特定説明変数がヘッド速度である場合、クラブを使いこなせていないため
、ヘッド速度がばらついている可能性がある。換言すれば、クラブ重量等がゴルファーに
適合していないため、ヘッド速度がばらついている可能性がある。この場合、クラブ重量
等を調整することで、ヘッド速度のバラツキが抑制されうる。その結果、目的変数のバラ
ツキが抑制されうる。
【００６５】
　なお、左右慣性モーメントとは、ヘッド重心を通る鉛直軸線回りの慣性モーメントであ
る。この左右慣性モーメントの測定では、ヘッドは基準状態とされる。この基準状態では
、ヘッドが、所定のライ角及びリアルロフト角で水平面上に載置される。所定のライ角及
びリアルロフト角は、例えば製品カタログに記載されている。
【００６６】
　なお、上下慣性モーメントとは、ヘッド重心を通る水平軸線回りの慣性モーメントであ
る。この上下慣性モーメントの測定では、ヘッドは上記基準状態とされる。
【００６７】
　先調子率は、例えば次のように算出される。先調子率がＣ１とされ、順式フレックス（
ｍｍ）がＦ１とされ、逆式フレックス（ｍｍ）がＦ２とされるとき、先調子率Ｃ１は次式
により算出されうる。
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　Ｃ１＝［Ｆ２／（Ｆ１＋Ｆ２）］×１００
【００６８】
　上述の通り、本実施形態では、推奨クラブ選択用データベースが用いられても良い。こ
のデータベースには、例えば、複数のクラブ、複数のシャフト、複数のヘッド等のデータ
が登録されている。好ましくは、このデータベースには、特定説明変数が異なる複数のク
ラブが推奨クラブ候補として登録されている。ソフトウェア（又はフィッター）が、上記
スペック決定基準に基づいて、上記推奨クラブ候補の中から、推奨クラブを選択してもよ
い。
【実施例】
【００６９】
　以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて
本発明が限定的に解釈されるべきではない。
【００７０】
　［実施例１及び比較例１］
　基準クラブＡが用意された。この基準クラブＡはドライバーとされた。テスターＡが、
８回打撃した。これらの打撃において、インパクト条件及び打球到達点データが計測され
た。インパクト条件として、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、進入角、ブロー角、
左右打点及び上下打点が計測された。打球到達点データとしてキャリーが計測された。こ
れらの計測結果が下記の表１に示される。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
　この表１のデータは、フィッティング前の打球結果であるため、比較例（比較例１）と
みなされる。
【００７３】
　情報処理装置１２（コンピュータ）に、これらの計測データが入力された。変数選択法
として変数増加法が採用された。ソフトウエアが、上記計測データを用いて、変数増加法
を実施した。このソフトウエアとして、株式会社日本科学技術研修所の商品名「ＪＵＳＥ
－ＳｔａｔＷｏｒｋｓ」が用いられた。変数選択基準として、分散比が用いられた。所定
の境界分散比が設定された。本実施形態では、この境界分散比が２とされた。この変数増
加法では、説明変数が含まれない定数項のみの回帰式からスタートし、ステップごとに１
つずつ説明変数を増やしていく。各ステップで算出された分散比が下記の表２に示される
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。
【００７４】
【表２】

【００７５】
　表２が示すように、選択された説明変数は、ステップ順に、上下打点、フェース角、シ
ャフト角、左右打点及び進入角である。その他の説明変数については、全ての分散比が境
界分散比以下であったため、選択されなかった。すなわち、ヘッド速度及びブロー角は選
択されなかった。次に、この重回帰分析がなされ、上記変数選択法で選択された説明変数
のそれぞれについて、標準偏回帰係数が算出された。上記ソフトウェア（株式会社日本科
学技術研修所の商品名「ＪＵＳＥ－ＳｔａｔＷｏｒｋｓ」）により、重回帰分析及び標準
偏回帰係数の算出がなされた。この結果が下記の表３に示される。
【００７６】
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【表３】

【００７７】
　表３が示すように、これらの標準偏回帰係数の絶対値を比較すると、シャフト角の絶対
値が最大であった。よって、シャフト角は、打球到達点データ（キャリー）に対する寄与
度が高いと考えることができる。特定説明変数として、シャフト角が採用された。
【００７８】
　この結果に基づいて、推奨クラブＡが決定された。特定説明変数（シャフト角）のバラ
ツキを抑制しうるスペックとして、フレックス（シャフト硬さ）が採用された。上記スペ
ック決定基準（９ａ）に基づき、基準クラブＡと比較してフレックスが小さいクラブが、
推奨クラブＡとされた。
【００７９】
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　この推奨クラブＡで、テスターＡが８回打撃した。これらの打撃の計測結果が下記の表
４に示される。表１（比較例１）と表４（実施例１）とを比較すると、シャフト角の標準
偏差が小さくなり、且つ、キャリーの標準偏差が小さくなった。すなわち、キャリーの安
定性が向上した。
【００８０】
【表４】

【００８１】
　［実施例２及び比較例２］
　基準クラブＢが用意された。この基準クラブＢはドライバーとされた。テスターＢが、
７回打撃した。これらの打撃において、インパクト条件及び打球到達点データが計測され
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た。インパクト条件として、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、進入角、ブロー角、
左右打点及び上下打点が計測された。打球到達点データとして左右ブレが計測された。こ
れらの計測結果が下記の表５に示される。
【００８２】
【表５】

【００８３】
　この表５のデータは、フィッティング前の打球結果であるため、比較例（比較例２）と
みなされる。
【００８４】
　情報処理装置１２（コンピュータ）に、これらの計測データが入力された。変数選択法
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として変数増加法が採用された。上記ソフトウエアが、上記計測データを用いて、実施例
１と同様にして、変数増加法が実施された。各ステップで算出された分散比が下記の表６
に示される。
【００８５】
【表６】

【００８６】
　表６が示すように、選択された説明変数は、ステップ順に、フェース角、シャフト角、
左右打点、ヘッド速度及び上下打点である。その他の説明変数については、全ての分散比
が境界分散比以下であったため、選択されなかった。すなわち、進入角及びブロー角は選
択されなかった。次に、この重回帰分析がなされ、上記変数選択法で選択された説明変数
のそれぞれについて、標準偏回帰係数が算出された。この結果が下記の表７に示される。
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【００８７】
【表７】

【００８８】
　表７が示すように、これらの標準偏回帰係数の絶対値を比較すると、シャフト角の絶対
値が最大であった。よって、シャフト角は、打球到達点データ（左右ブレ）に対する寄与
度が高いと考えることができる。特定説明変数として、シャフト角が採用された。
【００８９】
　この結果に基づいて、推奨クラブＢが決定された。特定説明変数（シャフト角）のバラ
ツキを抑制しうるスペックとして、フレックス（シャフト硬さ）が採用された。上記スペ
ック決定基準（９ａ）に基づき、基準クラブＢと比較してフレックスが小さいクラブが、
推奨クラブＢとされた。
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【００９０】
　この推奨クラブＢで、テスターＢが７回打撃した。これらの打撃の計測結果が下記の表
８に示される。表５（比較例２）と表８（実施例２）とを比較すると、シャフト角の標準
偏差が小さくなり、且つ、左右ブレの標準偏差も小さくなった。すなわち、左右ブレの安
定性が向上した。換言すれば、打球の方向安定性が向上した。
【００９１】
【表８】

【００９２】
　［実施例３及び比較例３］



(19) JP 5882826 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

　基準クラブＣが用意された。この基準クラブＣはドライバーとされた。テスターＣが、
５回打撃した。これらの打撃において、インパクト条件及び打球到達点データが計測され
た。インパクト条件として、ヘッド速度、フェース角、シャフト角、進入角、ブロー角、
左右打点及び上下打点が計測された。打球到達点データとして左右ブレが計測された。こ
れらの計測結果が下記の表９に示される。
【００９３】
【表９】

【００９４】
　この表９のデータは、フィッティング前の打球結果であるため、比較例（比較例３）と
みなされる。



(20) JP 5882826 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

【００９５】
　情報処理装置１２（コンピュータ）に、これらの計測データが入力された。変数選択法
として変数増加法が採用された。上記ソフトウエアが、上記計測データを用いて、実施例
１と同様にして、変数増加法が実施された。各ステップで算出された分散比が下記の表１
０に示される。
【００９６】
【表１０】

【００９７】
　表１０が示すように、選択された説明変数は、ステップ順に、フェース角及びヘッド速
度であった。その他の説明変数については、全ての分散比が境界分散比以下であったため
、選択されなかった。すなわち、シャフト角、進入角、ブロー角、左右打点及び上下打点
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は選択されなかった。次に、この重回帰分析がなされ、上記変数選択法で選択された説明
変数のそれぞれについて、標準偏回帰係数が算出された。この結果が下記の表１１に示さ
れる。
【００９８】
【表１１】

【００９９】
　表１１が示すように、これらの標準偏回帰係数の絶対値を比較すると、フェース角の絶
対値が最大であった。よって、フェース角は、打球到達点データ（左右ブレ）に対する寄
与度が高いと考えることができる。特定説明変数として、フェース角が採用された。
【０１００】
　この結果に基づいて、推奨クラブＣが決定された。特定説明変数（フェース角）のバラ
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ツキを抑制しうるスペックとして、先調子率が採用された。上記スペック決定基準（２ｂ
）に基づき、基準クラブＣと比較して先調子率が小さいクラブが、推奨クラブＣとされた
。
【０１０１】
　この推奨クラブＣで、テスターＣが５回打撃した。これらの打撃の計測結果が下記の表
１２に示される。表９（比較例３）と表１２（実施例３）とを比較すると、フェース角の
標準偏差が小さくなり、且つ、左右ブレの標準偏差も小さくなった。すなわち、左右ブレ
の安定性が向上した。換言すれば、打球の方向安定性が向上した。
【０１０２】
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【表１２】

【０１０３】
　特に一般のゴルファーは、スイングのバラツキが大きく、打球のバラツキも大きい。平
均飛距離が大きい場合でも、飛距離のバラツキが大きいと、良いスコアが得られにくい。
左右ブレのバラツキが大きいと、打球方向性が安定しない。更に、左右ブレのバラツキは
、飛距離の減少にもつながりうる。左右ブレのバラツキが大きいと、良いスコアが得られ
にくい。上記実施形態で示されたフィッティング方法は、打球到達点のバラツキを効果的
に抑制しうる。よって良いスコアを得るための効果的なフィッティングが達成されうる。
【符号の説明】
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　２・・・フィッティング装置
　４・・・正面カメラ
　６・・・上方カメラ
　８・・・センサー
　１０・・・制御装置
　１２・・・情報処理装置
　１４・・・発光器
　１６・・・受光器
　１８・・・情報入力部
　２０・・・キーボード
　２２・・・マウス
　２４・・・ディスプレイ
　２６・・・インターフェースボード
　２８・・・メモリ
　３０・・・ＣＰＵ
　３２・・・ハードディスク
　３４・・・ボール
　３６・・・ゴルフクラブ
　３８・・・ヘッド
　４０・・・シャフト
　４２・・・グリップ

【図１】

【図２】

【図３】
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