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(57)【要約】
【課題】練習用に本物に擬したもので、スイングチェッ
クを容易に行うことができるよう工夫された、新規且つ
有用なスイングチェッカーの提供。
【解決手段】ゴルフクラブ等のスポーツ用具の現物に擬
して、打撃側となるヘッド部３９と、シャフト部３８と
、グリップ部５とが直状に連なる全体形状を有する本体
と、ヘッド部と、グリップ部のエンド面側からそれぞれ
レーザー光が出射するレーザーポインタ１３、４３を備
え、レーザー光がシャフト部３８の略軸方向延長線上を
照らすことを利用してスイングをチェックする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブ等のスポーツ用具の現物に擬して、打撃側となるヘッド部と、シャフト部
と、グリップ部とが直状に連なる全体形状を有する本体と、
　前記ヘッド部及び／または前記グリップ部のエンド面側からレーザー光が出射するレー
ザーポインタを備え、
　レーザー光が前記シャフト部の略軸方向延長線上を照らすことを利用してスイングをチ
ェックすることを特徴とするスイングチェッカー。
【請求項２】
　請求項１に記載したスイングチェッカーにおいて、
　ヘッド部側レーザーポインタからはレーザー光がライン光として出射することを特徴と
するスイングチェッカー。
【請求項３】
　請求項１または２に記載したスイングチェッカーにおいて、
　レーザーポインタのレーザー光出射ボタンがグリップ部に設けられており、スイング動
作する際に前記グリップを握ると、前記出射ボタンが押下されることを特徴とするスイン
グチェッカー。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載したスイングチェッカーにおいて、
　グリップ部側レーザーポインタが本体の取付け部から取り外して、現物に装着可能にな
っていることを特徴とするスイングチェッカー。
【請求項５】
　請求項４に記載したスイングチェッカーにおいて、
　本体の取付け部を擬したキャップを備えており、現物には前記キャップを取り付けた上
で装着することを特徴とするスイングチェッカー。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載したスイングチェッカーにおいて、
　スイング軌道を描いたシートを備え、
　前記シートを地面等に敷いて、レーザー光の照らされた箇所からスイングをチェックで
きるようになっていることを特徴とするスイングチェッカー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフ等、シャフト状の用具でスイングしてボール等を飛ばすスポーツで、
そのスイングをチェックできるスイングチェッカーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフレッスン中に口頭でゴルフスイングの悪い箇所を指摘されただけでは、修正する
のは容易ではない。特に、上級者が崩れたスイングを修正したいような場合はともかく、
初心者から平均レベルのプレイヤーのように、理想的なゴルフスイングを全くまたは稀に
しか体感できていないような者にとっては、口頭での指摘だけではかなり難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１１５９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、特許文献１に記載のようなゴルフ練習機が提案されている。このゴルフ練習機
は、メインバーをシャフトプレーンに合わせて、プレイヤーの後方に設置しておくので、
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プレイヤーは自らのスイングの軌道とそのメインバーの同異を視覚的にチェックできるよ
うになっている。
　而して、上記したものを含めて、既存のゴルフ練習機は、プレイヤーから離して設置す
るものが主であり、大凡のスイングの軌道はチェックできるが、ボールへの打撃力に大き
く影響するシャフト部の向きや、ボールの飛ぶ方向を左右するヘッドのフェイス面のアン
グル等の微妙な違和感までをチェックするのは難しい。
【０００５】
　本発明は上記従来の問題点に着目して為されたものであり、練習用に本物に擬したもの
で、上記したチェックを容易に行うことができるよう工夫された、新規且つ有用なスイン
グチェッカーの提供を、その目的とする。
　また、本発明は、実物にも装着できる、スイングチェッカーの提供も、その目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、請求項１の発明は、ゴルフク
ラブ等のスポーツ用具の現物に擬して、打撃側となるヘッド部と、シャフト部と、グリッ
プ部とが直状に連なる全体形状を有する本体と、前記ヘッド部及び／または前記グリップ
部のエンド面側からレーザー光が出射するレーザーポインタを備え、レーザー光が前記シ
ャフト部の略軸方向延長線上を照らすことを利用してスイングをチェックすることを特徴
とするスイングチェッカーである。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載したスイングチェッカーにおいて、ヘッド部側レー
ザーポインタからはレーザー光がライン光として出射することを特徴とするスイングチェ
ッカーである。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載したスイングチェッカーにおいて、レーザ
ーポインタのレーザー光出射ボタンがグリップ部に設けられており、スイング動作する際
に前記グリップを握ると、前記出射ボタンが押下されることを特徴とするスイングチェッ
カーである。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１から３のいずれかに記載したスイングチェッカーにおいて
、グリップ部側レーザーポインタが本体の取付け部から取り外して、現物に装着可能にな
っていることを特徴とするスイングチェッカーである。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項４に記載したスイングチェッカーにおいて、本体の取付け部
を擬したキャップを備えており、現物には前記キャップを取り付けた上で装着することを
特徴とするスイングチェッカーである。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項１から５のいずれかに記載したスイングチェッカーにおいて
、スイング軌道を描いたシートを備え、前記シートを地面等に敷いて、レーザー光の照ら
された箇所からスイングをチェックできるようになっていることを特徴とするスイングチ
ェッカーである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のスイングチェッカーによれば、ボールへの打撃力に大きく影響するシャフト部
の向きや、ボールの横回転による飛球の曲がりを左右するヘッドのフェイス面のアングル
等の微妙な違和感までも含めて、スイング全体を視覚的に容易にチェックできる。
　また、本発明のスイングチェッカーによれば、ゴルフクラブ等の実物に装着して利用す
ることもできる。
　さらに本発明のスイングチェッカーは、シャフトと繋がったグリップを握ってボール等
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を飛ばすものに利用できることから、上記したゴルフの他に、テニスや野球のスイングチ
ェック用にも利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るスイングチェッカーの全体図である。
【図２】図１のグリップ部側レーザーポインタの取付け前の状態の斜視図である。
【図３】図１のグリップ部側レーザーポインタの取付け後の状態の斜視図である。
【図４】図１のヘッド部側レーザーポインタの斜視図である。
【図５】図４のレーザー光の出射側の斜視図である。
【図６】図４の押しボタン側の斜視図である。
【図７】図１にウエイトを装着した状態の斜視図である。
【図８】図１のスイングチェッカーの使い方の説明図である。
【図９】図１のスイングチェッカーの使い方の説明図である。
【図１０】図１とは別に、テニスラケットにグリップ側レーザーポインタを取り付けた例
の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の第１の実施の形態に係るスイングチェッカー１を、図面にしたがって説明する
。
　図１に示すように、このスイングチェッカー１は、用具本体３と、シート６５とが組と
なって構成されている。ゴルフのクラブに擬して製造されており、発砲スチロール製の円
柱体に同じ長手寸法の薄肉の円筒体が外嵌されて一体となっている。そして、その軸方向
一端側から円筒状のものがグリップ部５として外嵌されており、中間の露出した薄肉円筒
体はシャフト部３８になっている。また、他端側からも円筒状のものがヘッド部３９（打
撃部）として外嵌められている。外面から見ると、これらが直状に連なっているように見
える。
【００１５】
　図２に示すように、グリップ部５の軸方向一端側はエンド面７になって閉塞さされてい
る。このエンド面７は概ね平らになっており、その周辺には環状に段差９ができて一段下
がっている。エンド面７の中心には孔１１が形成されている。エンド面７はある程度の厚
みを有しているが、この孔１１は軸方向にエンド面７を貫通している。
　符号１３はグリップ側レーザーポインタを示し、ケース１５を備えている。このケース
１５は側面１７が短い円筒状で天面１９と底面２１が円形となっている。側面１７の正面
側となる箇所にＬＥＤランプ２３が配置されている。天面１９には、背面側寄りに丸い出
光窓２５が設けられている。底面２１には軸方向中心に、先端が針状になった嵌込み棒２
７が取付けられている。この嵌込み棒２７は軸方向に延びている。また、底面２１の周辺
には、環状に段差（図示省略）ができて一段上がっている。
【００１６】
　符号２９はスイッチ片を示す。このスイッチ片２９は長方形をなし、短手方向側が湾曲
して円弧を描いている。このスイッチ片２９の一方の短辺には、連結部３１が設けられて
いる。この連結部３１が上記したケース１５の側面１７に背面側から連結されており、ス
イッチ片２９がケース１５から垂下している。スイッチ片２９の長手方向がケース１５の
軸方向に平行になっており、その湾曲側がケース１５の側面１７の湾曲側と湾曲方向が一
致している。
【００１７】
　図２に示す符号３３はスイッチ基板を示し、このスイッチ基板３３は上記したスイッチ
片２９の凹面側の下部に取り付けられている。このスイッチ基板３３は押しボタン式にな
っており、押しボタン３５が設けられている。
　スイッチ基板３３にはリード線３７が繋がれているが、このリード線３７はスイッチ片
２９の凹面側と平行に貼着されケース１５側に延び、更にケース１５内に入り込んでいる
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。
　ケース１５内には、レーザーダイオードを有する発光部と、レーザーダイオードを駆動
させるための駆動部と、電源となるボタン電池とが収容されている。発光部はケース１５
の出光窓２５に対応するように配置されており、軸方向にレーザー光を出射するようにな
っている。
　リード線３７は、ケース１５内で、上記した発光部と駆動部と蓄電素子と、更にはＬＥ
Ｄランプ２３とが繋げられて回路が構成されている。
　従って、スイッチ基板３３の押しボタン３５の押下により、その回路がＯＮとなって、
レーザー光が出射されるようになっている。
【００１８】
　グリップ側レーザーポインタ１３をグリップ部５に取付ける際には、グリップ側レーザ
ーポインタ１３側の嵌込み棒２７を、グリップ部５側の孔１１に差し込む。この差込みに
より、グリップ部５側のエンド面７とグリップ側レーザーポインタ１３側のケース１５の
底面２１とは当接する。嵌込み棒２７が孔１１に圧入され、且つ、当接面は段差係合して
いるので、グリップ側レーザーポインタ１３側はグリップ部５側に対して、相対移動不能
状態で安定的に保持されることになる。
【００１９】
　図３に示すように、取付け状態では、グリップ側レーザーポインタ１３のケース１５が
グリップ部５のエンド面７に載り、ケース部１５の側面１７がグリップ部５の外周面と略
面一になっている。
　また、スイッチ片２９は、グリップ部５の外周面側に延びており、スイッチ基板３３の
配置側がグリップ部５に相対しているので、スイッチ基板３３の押しボタン３５が、スイ
ッチ片２９と外周面との間に、配置された状態となっている。なお、取付け状態では、押
しボタン３５には押圧力は掛かっていない。
【００２０】
　図１に示すように、グリップ部５とシャフト部３８を挟んで反対側には、ヘッド部３９
が配置されているが、図４に示すように、このヘッド部３９は、実物のクラブ形状とは異
なり、フェイス面は形成されておらず、単純な円筒状になっており、軸方向一端側が平ら
なエンド面４１になって閉塞されている。
　このヘッド部３９がヘッド側レーザーポインタ４３のケースとしての機能を担っており
、エンド面４１側とシャフト部３８との間が空間になっている。エンド面４１の中心には
、図５に示すように、矩形の出光窓４５が形成されている。
　収容空間には、レーザーダイオードを有する発光部と、レーザーダイオードを駆動させ
るための駆動部と、電源となるボタン電池とが収容されている。
　なお、発光部と出光窓４５との間にはプリズムが配されており、このプリズムの屈折作
用が利用されてレーザー光がライン光として出射されるようになっており、この光の形状
に対応して、出光窓４５が矩形になっている。
【００２１】
　図６で示す符号４７はスイッチ片を示し、このスイッチ片４７は上記したグリップ部５
の外周面に取り付けられている。スイッチ片４７では、矩形の取付けプレート４９とその
一対の長辺側からそれぞれ延出した一対のアーム５１、５１とを備えている。アーム５１
、５１は凹面を同じ側に向けて湾曲している。
　取付けプレート４９の正面側の下部には、ＬＥＤランプ５３が配置されている。
　スイッチ片４７の裏面側には、スイッチ基板５５が取付けられている。このスイッチ基
板５５も押しボタン式になっており、押しボタン５７が設けられている。
【００２２】
　スイッチ片４７は、そのアーム５１、５１がグリップ部５を抱き込みながら、グリップ
部５に対して取付けられている。
　この取付け状態では、取付けプレート４９の正面側に配置されたＬＥＤランプ５３がシ
ャフト部３８側にきている。
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　スイッチ基板５５にはリード線５９が繋がれている。このリード線５９には取付けプレ
ート４９内で、ＬＥＤランプ５３が介装されており、プレート外に引き出された後、シャ
フト部３８に向かって延び、シャフト部３８との境界を超えたところで、シャフト部３８
側に形成された挿入孔６１から内部に入り込んでいる。
【００２３】
　シャフト部３８の内部は、発砲スチロール製の円柱体が埋設されて中実状になっている
が、上記したリード線５９はその間を貫通して、ヘッド部３９の収容空間まで延びている
。
　そして、収容空間に収容された発光部と駆動部とボタン電池とが繋げられて回路が構成
されている
　発光部と出光窓４５との間には、プリズムが介挿されており、発光部から出射したレー
ザー光は、そのプリズムにより屈折されてライン光に変換した後に、出光窓４５から外に
出射するようになっている。そのライン光に対応して、出光窓４５は矩形状に形成されて
いる。
【００２４】
　なお、ヘッド部３９は着脱自在になっており、図７に示すように、環状のウエイト６３
を外嵌した上でヘッド部３９を取り付けることで、現物のクラブヘッドに近くなるよう重
量を調整できるようになっている。
【００２５】
　このスイングチェッカー１の用具本体３は、上記したように構成されており、グリップ
側レーザーポインタ１３の押しボタン３５と、ヘッド側レーザーポインタ４３の押しボタ
ン５７は共に、グリップ部５上にあり、片手で握ったときに、その押圧力が同時に届く範
囲に配置している。
【００２６】
　一方、シート６５は地面や床面に敷くものであり、その上面にはスイング軌道線６７が
描かれている。
【００２７】
　次に、上記した構成のスイングチェッカー１を使用したチェック方法を説明する。
　シート６５を設置し、プレイヤーは、用具本体３を実際のゴルフクラブと同じように握
り、そのシート６５に描かれたスイング軌道線６７をなぞれる位置に立って、スイングす
る。
　グリップ部５を握ると、二つの押しボタン３５、５７が押されてそれぞれのレーザーポ
インタ１３、４３の回路がＯＮとなって、レーザー光が出射される。レーザー光の色は、
赤・緑等見易いものに設定されており、色別になっている。また、ＬＥＤランプ２３、５
３が点灯して、レーザー光の照射中であることが表示される。
　いずれのレーザー光もシャフト部３８の軸線の略延長線上に延びており、グリップ側レ
ーザーポインタ１３からのレーザー光（スポット光）はプレイヤー側を照らし、ヘッド側
レーザーポインタ４３からのレーザー光（ライン光）は地面側を照らす。
　従って、スイングの軌道をレーザー光の照らされたプレイヤーの服やシート６５を見る
ことでチェックできる。
【００２８】
　グリップ側レーザーポインタ１３は以下のようにチェックに利用する。
　図８に示すように、バックスイングでは、グリップ側レーザーポインタ１３からのレー
ザー光（Ｇ）が、シート６５上に入ってきたときに、スイング軌道線６７をなぞって矢印
に示すように後方に向かいながら照らしていくかチェックする。
　図９に示すように、ダウンスイングでは、レーザー光（Ｇ）が、スイング軌道線６７を
なぞって矢印に示すように前方に向かいながら照らしていき、インパクトボール（ボール
の位置）７１まで続いているかと、手元との位置関係で、手元よりクラブヘッドが遅れて
くる「ヘッドの溜め（レートヒット）」ができたかをチェックする。
　インパクトからフォロースルーでは、レーザー光（Ｇ）の照射先が、インパクトの直前
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からフォローに向かう瞬間に、プレイヤーの懐（丹田）側に切り替わり、フォロー前半ま
でそのまま照らしていっているかチェックする。このチェックにより、手の返しが上手く
いき、パラメータ加速と呼ばれる大きな加速が生まれ、ボールへの打撃力を高められたこ
とになる。
【００２９】
　ヘッド側レーザーポインタ４３は、以下のようにチェックに利用する。
　図８に示すように、バックスイングでは、ヘッド側レーザーポインタ４３からのレーザ
ー光（Ｔ）も、スイング軌道線６７をなぞって後方に向かいながら照らしていけば、正し
いバックスイングができたことになる。
　図９に示すように、ダウンスイングからインパクトに続くときには、レーザー光（Ｇ）
がインパクトボールを照らした後に、レーザー光（Ｔ）が、スイング軌道線６７を少しイ
ンサイド寄りになぞって前方に向かいながら照らしていけば、正しいスイングができてい
ることになる。このように、ダウンスイングの前半までは、レーザー光（Ｇ）でチェック
でき、後半からはレーザー光（Ｔ）を利用してチェックできる。
　また、レーザー光（Ｔ）のラインが飛球線６９に垂直な状態でインパクトを迎えていれ
ば、正しいフェイスアングルでスイングできたことになる。
【００３０】
　なお、実際のゴルフクラブのグリップ部にも孔１１が設けられており、グリップ部側レ
ーザーポインタ１３は取り外し可能になっているので、実際のゴルフクラブに取り付けて
使用することもできる。
【００３１】
　以上、本発明の実施の形態について詳述してきたが、具体的構成は、この実施の形態に
限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更などがあって
も発明に含まれる。
　例えば、ゴルフ用だけでなく、テニス、野球用にも適用できる。テニスラケットやバッ
トを擬した用具本体を製造してもよいし、それらのグリップ部に孔１１を設けるために、
専用の孔付きのキャップ７３を装着し、それにグリップ部側レーザーポインタ１３を取り
付けるような使い方も考えられる。
【符号の説明】
【００３２】
　１…スイングチェッカー
　３…用具本体　　　５…グリップ部　　　７…エンド面
　９…段差　　　１１…孔　　　１３…グリップ側レーザーポインタ
１５…ケース　　　１７…側面　　　１９…天面　　　２１…底面
２３…ＬＥＤランプ　　　２５…出光窓　　　２７…嵌込み棒
２９…スイッチ片　　　３１…連結部　　　３３…スイッチ基板
３５…押しボタン　　　３７…リード線　　　３８…シャフト部
３９…ヘッド部　　　４１…エンド面　　　４３…ヘッド側レーザーポインタ
４５…出光窓　　　４７…スイッチ片　　　４９…取付けプレート
５１…アーム　　　５３…ＬＥＤランプ　　　５５…スイッチ基板
５７…押しボタン　　　５９…リード線　　　６１…挿入孔
６３…ウエイト　　　６５…シート　　　６７…スイング軌道線
６９…平行線　　　７１…インパクトボール　　　７３…キャップ



(8) JP 2015-196028 A 2015.11.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 2015-196028 A 2015.11.9

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(10) JP 2015-196028 A 2015.11.9

【図９】 【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

