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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２．７５ インチ－４．５０インチ（６．９９ｃｍ－１１．４３ｃｍ）の範囲の幅と１
．５０インチ－２．００インチの高さを持つ前壁と、前壁の底端部から後方に３．００イ
ンチ－３．２５インチ（７．６２ｃｍ－８．２６ｃｍ）の範囲で延び、０．０４０インチ
－０．１００インチ（０．１０ｃｍ－０．２５ｃｍ）の範囲の厚さを持つ底壁と、前記前
壁の頂端部から後方に延びる頂壁と、前記底壁から上方に延びるリボン壁とを有し、前記
底壁は前記頂壁より後方に大きく延び、前記前壁、前記リボン壁、前記底壁及び前記頂壁
は開口キャビティを画成し、前記リボン壁は前記前壁より低く、前記頂壁は前記前壁から
後方に前記開口キャビティの３３％未満を覆う、ボディを有するドライバーであって、前
記ドライバーは、ホーゼル穴の中心線から前記前壁の前側エッジまで、０．２５０インチ
－０．４００インチ０．６４ｃｍ－１．０２ｃｍ）の範囲で連続するフェースを持ち、１
５°－１８°の範囲のロフト角を持ち、重心を通るIzz軸の回りの慣性モーメントが少な
くとも２９００ｇ・ｃｍ２である１本のドライバーと；
　２．５０ インチ－４．２５インチ（６．３５ｃｍ－１０．８０ｃｍ）の範囲の幅と１
．５０インチ－２．００インチ（３．８１ｃｍ－５．０８ｃｍ）の高さを持つ前壁と、前
壁の底端部から後方に２．７５インチ－３．２５インチ（６．９９ｃｍ－８．２６ｃｍ）
の範囲で延び、０．０４０インチ－０．１００インチ（０．１０ｃｍ－０．２５ｃｍ）の
範囲の厚さを持つ底壁と、前記前壁の頂端部から後方に延びる頂壁と、前記底壁から上方
に延びるリボン壁とを有し、前記底壁は前記頂壁より後方に大きく延び、前記前壁、前記
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リボン壁、前記底壁及び前記頂壁は開口キャビティを画成し、前記リボン壁は前記前壁よ
り低く、前記頂壁は前記前壁から後方に前記開口キャビティの３３％未満を覆う、ボディ
を有する複数本のフェアウェイウッドであって、各フェアウェイウッドは、ホーゼル穴の
中心線から前記前壁の前側エッジまで、０．２５０インチ－０．４００インチ（０．６４
ｃｍ－１．０２ｃｍ）の範囲で連続するフェースを持ち、１９°－３０°範囲のロフト角
を持ち、重心を通るIzz軸の回りの慣性モーメントが少なくとも２９００ｇ・ｃｍ２であ
る、複数本のフェアウェイウッドと；
　３．００インチ－３．５０インチ（７．６２ｃｍ－８．８９ｃｍ）の範囲の幅と１．３
０インチ－１．７０インチ（３．３０ｃｍ－４．３２ｃｍ）の高さを持つ前壁と、前壁の
底端部から後方に２．０インチ－３．０インチ（５．０８ｃｍ－７．６２ｃｍ）の範囲で
延び、０．０５０インチ－０．３３０インチ（０．１３ｃｍ－０．８４ｃｍ）の範囲の厚
さを持つ底壁と、前記前壁の頂端部から後方に延びる頂壁と、前記底壁から上方に延びる
リボン壁とを有し、前記底壁は前記頂壁より後方に大きく延び、前記前壁、前記リボン壁
、前記底壁及び前記頂壁は開口キャビティを画成する、金属材料からなるボディを有する
複数本のアイアンであって；
　前記各アイアンは、ホーゼル穴の中心線から前記前壁の前側エッジまで、０．２７５イ
ンチ－０．４００インチ（０．７０ｃｍ－１．０２ｃｍ）の範囲で連続するフェースを持
ち、各アイアンは２９°－６０°の範囲のロフト角を持ち、重心を通るIzz軸の回りの慣
性モーメントが少なくとも２６００ｇ・ｃｍ２である、複数のアイアンと、
からなるゴルフクラブセット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はゴルフクラブに関する。特に、本発明は許容範囲を大きくするオープン空洞を有
するゴルフクラブヘッドに関する。
【０００２】
【従来技術】
軽量で、広いソールと低い重心を有するゴルフクラブを持つことが要請されている。この
ようなゴルフクラブは初心者でアベレージゴルファがより容易に信頼性のあるショットを
行うことを可能にし、よりショットに適したクラブを使用することを可能とする。
【０００３】
これらに貢献するための試みにおいて種々のクラブが設計されてきた。一つの例として、
１９９５年７月４日に発行された米国特許第５，４２９，３５４号（’３５３特許）があ
る。’３５４特許のクラブはソール上のポイントから打球フェースに向けて延びる細長い
フランジを持つクラウンレスのゴルフクラブである。軽量のフェースの理由のために、合
成インサートがクラブヘッドの低い後方の重量配分を与え、メタルフェースとフェースセ
クションの振動を抑制することにより打撃の質を改善するようにしている。
【０００４】
他の例として、’３５４特許の継続出願特許である１９９６年５月２１日に発行された米
国特許第５，５１８，２４２号がある。’２４２特許のクラウンレスクラブヘッドはチタ
ニウムからなる打球フェースセクション又は圧縮鋳造されたチタニウム合金プレートのリ
ムに固定された合成インサートを使用するものである。
【０００５】
他の例として、２０００年１０月３１日に発行された米国特許第６，１３９，４４６号が
ある。この特許は、打球表面と頂部マス領域の間を延びるリップセクションから頂部ソー
ルセクション上の最も遠いまでリニアに走るマス領域を与えている。
【０００６】
他の例として、１９８９年６月６日に発行された米国特許第４，８３６，５５０号がある
。この特許は、端部でソールに連結され垂直に延び、インパクトの点における背面と連結
されるバック壁を持つアイアンクラブヘッドに関するものである。



(3) JP 4339008 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

【０００７】
発明の概要
本発明の一つの態様は金属材料からなるボディを持つゴルフクラブヘッドである。ボディ
は前壁、前壁の底端部から後方に延びる底壁、及び前壁の頂端部から後方に延びる頂壁を
持つ。底壁は頂壁より後方に大きく延びている。前壁、底壁及び頂壁は開口キャビティを
画成する。クラブヘッドは少なくとも１５°のロフト角を持ち、クラブヘッドは重心を通
るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメントが少なくとも２５００ｇ／ｃｍ２である。
【０００８】
一つの実施例においては、クラブヘッドは、重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメント
が少なくとも２９００ｇ／ｃｍ２のドライバーである。他の実施例においては、クラブヘ
ッドは、ロフト角が少なくとも１９°で、重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメントが
少なくとも２９００ｇ／ｃｍ２のフェアウェイウッドである。更に、他の実施例において
は、クラブヘッドは、ロフト角が少なくとも２９°で、重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性
モーメントが少なくとも２６００ｇ／ｃｍ２であるアイアンクラブヘッドである。
【０００９】
更に本発明の他の態様は、１本のドライバー、複数のフェアウェイウッド及び複数のアイ
アンからなるゴルフクラブセットである。ドライバーは１５°～１８°のロフト角を持ち
、重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメントが少なくとも２９００ｇ／ｃｍ２である。
複数のフェアウェイウッドの各々は１９°～３０°のロフト角を持ち、複数のフェアウェ
イウッドの各々は重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメントが少なくとも２９００ｇ／
ｃｍ２である。複数のアイアンの各々は２９°～６０°のロフト角を持ち、複数のアイア
ンの各々は重心を通るＩＺＺ軸の回りの慣性モーメントが少なくとも２６００ｇ／ｃｍ２

である。
【００１０】
詳細な説明
本発明は希にしかプレーをしないか、あるいは現在の道具を使用することに困難を感じて
いるゴルファに適したゴルフクラブとゴルフクラブのセットに向けられている。本発明に
よるゴルフクラブは、希にしかプレーをしないゴルファにとってゴルフゲームをより楽し
むことのできるように許容を大きくしている。
【００１１】
図１－８は本発明によるドライバークラブヘッドを示し、図９－１６は本発明によるフェ
アウェイウッドクラブヘッドを示し、図１７－２４は本発明によるアイアンクラブヘッド
を示している。本発明の各クラブヘッドは重心を好ましい状態に低くした開口キャビティ
を持つボディを有する。
【００１２】
ゴルフクラブヘッドは全体として２０として示されている。ゴルフクラブヘッド２０は好
ましくはステンレススチール、チタン合金、他のスチール合金等からなるボディ２２を有
する。ボディ２２は好ましくはロスとワックスのような技術を用いた鋳造品であるが、鍛
造や小片から形成することもできる。
【００１３】
ボディ２２は全体として前壁２４、底壁２６、リボン壁２８、頂壁３０およびホーゼル３
２からなる。リボン壁は好ましくは後部リボン壁２８ａと、トオリボン壁２８ｂとヒール
リボン壁２８ｃに区分される。ホーゼル３２はクラブヘッド２０のトオエンド３３の反対
側のクラブヘッド２０のヒールエンドに位置している。
【００１４】
前壁２４はゴルフスウィング中にゴルフボールにインパクトする打球面３６を有する。前
壁２４の打球面は好ましくはその上に複数のスコアラインを持ち、インパクトの間、ゴル
フボールとの摩擦を増加するようにしている。前壁２４は好ましくは０．０５０インチ～
０．２００インチの範囲の厚さ、より好ましくは０．０８０インチ～０．１５０インチ、
最も好ましくは０．０９５インチ～０．１２０インチの厚さを持つ。前壁２４の厚さは好
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ましくは均一である。それに代えて、前壁２４は、ここに、図１－１６のドライバーとフ
ェアウェイウッドのクラブヘッド２０のために参照として組み入れられる米国特許第５，
８３０，０８４号、米国特許第６，３６８，２３４号、出願継続中の米国特許出願第０９
／６０６，８０９号に開示されているような、また、図１７－２４のアイアンクラブヘッ
ドのためにここに参照として組み入れられる米国特許第５，９７１，８６８号に開示され
ているような厚さが変化するものでもよい。
【００１５】
底壁２６はゴルフスウィング中に地面と接触するソール面４０を持つ。ソール面４０はそ
の上に図形や他の表示を持たせることができる。底壁は０．０２５インチ～０．１５０イ
ンチの範囲、より好ましくは０．０４０インチ～０．１００インチの範囲の厚さを持つ。
低壁２６は好ましくは均一な厚さを持つ。それに代えて、底壁２６は前壁２４から後部リ
ボン壁２８ａに向けて厚さが減少するようにテーパー状の厚さを持つようにしてもよい。
【００１６】
ボディ２２は前壁２４、底壁２６、リボン壁２８及び頂壁３０により画成される開口キャ
ビティを持つ。通常のドタイバーとフェアウェイウッドにおいては、クラウンはこのよう
な開口キャビティを覆っており、クラブヘッドの重量を増加させると共に重心を高くする
。しかしながら、クラウンがない開口キャビティ５０は本発明のクラブヘッド２０の重心
を低くすることを可能にしている。頂壁３０は部分的なクラウンとして機能し、開口キャ
ビティ５０の比較的小さい部分、好ましくは開口キャビティ５０の３３％より小さい部分
をカバーする。頂壁３０はゴルフボールとのインパクトの間、前壁２４を支持し、また、
ゴルファがスウィング中に見ることを容易にする。ゴルファがインパクトの間に打球面３
６の中心で打球すること助けるために指標５１が打球面３６の中心を示すようにしている
。頂壁３０は好ましくは０．０２５インチ～０．１５０インチの範囲、より好ましくは０
．０４０インチ～０．１００インチの厚みを持つ。頂壁３０は好ましくは均一な厚みを持
つ。それに代えて頂壁３０は前壁２４から後方に向けて厚さが減少するようにテーパー状
の厚さとすることができる。
【００１７】
ソール内面５２及びリボン内面５４は開口キャビティ５０に曝されている。開口キャビテ
ィ５０の回りに頂壁エッジ５６からリボン壁エッジ５８を通して境界線が形成されている
。
【００１８】
クラブヘッド２０は好ましくはオフセットホーゼル３２を持つ。シャフト（図示せず）は
ホーゼル壁４２により画成される穴４４内に配置される。「The Principle & Procedure 
, by Ralph Maltby, Ralph Maltby Enterprises, Inc. (4th Edition 1995 )」の５１４
頁に定義されているように、ホーゼルオフセットはホーゼルの最も遠い前側の部分からフ
ェースの中心線の最も遠い前側の部分との距離であり、フェースプログレッションはシャ
フト又はホーゼル穴の中心線とフェースの中心線の最も遠い前側の部分との距離である。
ドライバーは図７に示されるように、ファウェイウッドは図１５に示されるように、アイ
アンは図２３に示されるように、ホーゼル３２の最も遠い前側の部分から前壁２４の最も
遠い前側の部分までの距離であるホーゼルオフセットは好ましくはゼロである。ホーゼル
穴４４の中心線からのフェースプログレッションは好ましくは前壁２４の後方である。
【００１９】
好ましい実施例では、図１－８に示されたドライバークラブヘッド２０は１５°～１８°
、最も好ましくは１８°のロフト角を有する。ライ角度は好ましくは５６°～５８°であ
る。ドライバークラブヘッド２０の質量は好ましくは１８０グラムから２５０グラム、最
も好ましくは２１７グラムである。
【００２０】
図５に示されるように、ドライバークラブヘッド２０は２．７５インチ～３．５０インチ
の範囲、より好ましくは３．００ンチ～３．２５インチの範囲の長さＬｓを持つ。図２に
示されるように、ドライバークラブヘッドは２．７５インチ～４．５０インチの範囲、よ
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り好ましくは３．００インチ～３．２５インチ、最も好ましくは３．２０インチ～３．５
インチの幅Ｗｆを、また、好ましくは１．５０インチ～２．００インチの範囲、より好ま
しくは１．６０インチ～１．８０インチの高さＨｆを持つ。
【００２１】
ドライバークラブヘッド２０は、１６インチ～２４インチの範囲、より好ましくは１８～
２２インチ、最も好ましくは２０インチのバルジ半径（bulge radius）を持つ。ドライバ
ークラブヘッド２０は、７インチから１４インチの範囲、より好ましくは８インチ～１２
インチ、最も好ましくは１０インチのロール半径を持つ。ドライバーの実施例では、ホー
ゼル穴４４の中心線から前側エッジ４１までのフェースプログレッションは好ましくは０
．２５０インチ～０．４００インチ、最も好ましくは０．２８０インチである。
【００２２】
ドライバーの実施例の頂壁３０は、０．０９０インチ～０．１７０インチの範囲、より好
ましくは０．１００インチ～０．１５０インチの厚さを持つ。頂壁３０は好ましくは均一
の厚さを持つ。それに代えて、頂壁３０は中央からゴルフクラブヘッド２０のヒールエン
ド３４及びトオエンド３３に向けて厚さが減少するテーパー状に厚さを持つようにしても
よい。ドライバーの実施例の底壁２６は、０．０４０インチ～０．１００インチの範囲、
より好ましくは０．０４５インチ～０．０５５インチの厚さを持つ。底壁２６は好ましく
は均一の厚さを持つ。それに代えて、中央からゴルフクラブヘッド２０のヒールエンド３
４及びトオエンド３３に向けて厚さが減少するテーパー状の厚さを持つようにすることが
できる。リボン壁２８は好ましくは底壁２６の近くで０．０４５インチ～０．０５５イン
チの範囲の厚さを持ち、エッジ５８で好ましくは０．１４０インチの厚さとなるように上
部に向けて厚くされている。ドライバーの実施例の前壁２４は０．０６０インチ～０．１
５０インチ、より好ましくは０．０９０インチ～０．１００インチの範囲の厚さを持つ。
ドライバーの実施例の前壁２４は好ましくは均一の厚さを持つが、前述したように、厚さ
が変化するようにしてもよい。
【００２３】
好ましい実施例においては、図9－１６に示されるフェアウェイウッドクラブヘッド２０
は１９°～３０°、最も好ましくは２５°のロフト角を持つ。ライ角は好ましくは５６°
～５８．５°で、最も好ましくは５７°である。フェアウェイウッドクラブヘッド２０の
質量は２００グラム～３００グラム、最も好ましくは２３０グラム～２４５グラムである
。
【００２４】
図１３に示されるように、フェアウェイウッドクラブヘッド２０は、好ましくは２．７５
インチ～３．５０インチ、より好ましくは３．０インチ～３．２５インチの範囲の長さＬ
ｓを持つ。図１０に示されるように、フェアウェイウッドクラブヘッドは２．５０インチ
～４．２５インチ、より好ましくは２．７５インチから３．５０インチ、最も好ましくは
３．００インチ～３．３０インチの範囲の幅Ｗｆを持ち、また、１．２５インチ～２．０
０インチの範囲、より好ましくは１．４０インチ～１．７５インチの範囲の高さＨｆを持
つ。
【００２５】
フェアウェイウッドクラブヘッド２０は好ましくは１６インチ～２４インチ、より好まし
くは１８インチ～２２インチ、最も好ましくは２０インチのバルジ半径を持つ。フェアウ
ェイウッドクラブヘッド２０は好ましくは７インチ～１４インチ、より好ましくは８～１
３インチ、最も好ましくは１２インチのロール半径を持つ。フェアウェイウッドの実施例
において、ホーゼル穴４４の中心線から前側エッジ４１までのフェースプログレッション
は好ましくは０．２５０インチ～０．４００インチの範囲、最も好ましくは０．２７０イ
ンチである。
【００２６】
フェアウェイウッドの実施例の頂壁３０は好ましくは０．０９０インチ～０．１７０イン
チ、より好ましくは０．１００インチ～０．１５５インチの範囲の厚さを持つ。頂壁３０
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は好ましくは均一の厚さを持つ。それに代えて、頂壁３０は中央からゴルフクラブヘッド
２０のヒールエンド３４及びトオエンド３３に向けて減少するテーパー状の厚さを持つよ
うにすることもできる。フェアウェイウッドの実施例の底壁２６は好ましくは０．０４０
インチ～０．１００インチ、より好ましくは０．０６０インチ～０．０８０インチの範囲
の厚さを持つ。底壁２６は好ましくは均一の厚さを持つ。それに代えて、底壁２６は中央
からゴルフクラブヘッド２０のヒールエンド３４及びトオエンド３３に向けて減少するテ
ーパー状の厚さを持つようにすることもできる。リボン壁２８は好ましくは底壁２６の近
くで０．０７０インチ～０．０８０インチの範囲で、エッジ５８において好ましくは頂壁
の０，０８０インチに向けたエッジ５８の厚みを持つように厚みを上方に向けて厚くして
いる。フェアウェイウッドの実施例の前壁２４は好ましくは０．０６０インチ～０．１５
０インチ、より好ましくは０．１００インチ～０．１１０インチの範囲の厚さを持つ。フ
ェアウェイウッドの前壁２４の厚さは均一であることが好ましいが、前述したように厚さ
を変化させるようにしてもよい。
【００２７】
好ましい実施例においては、図１７－２４に示されたアイアンクラブヘッド２０は２９°
～６０°、最も好ましくはロングアイアンで３５°、ミドルアイアンで４５°、ショート
アイアンで５５°のロフト角を持つ。ライ角は好ましくは６０°～６５°、最も好ましく
は６３°である。アイアンクラブヘッド２０の質量は好ましくは２２０グラム～３２０グ
ラムの範囲、最も好ましくはロングアイアンで２４７グラム、ミドルアイアンで２６６グ
ラム、ショートアイアンで３００グラムである。
【００２８】
図２１に示されるように、アイアンクラブヘッド２０は好ましくは２．０インチ～３．０
インチ、より好ましくは２．２５インチ～２．５０インチの範囲の長さＬｓを持つ。図１
８に示されるように、アイアンクラブヘッドは３．００インチ～３．５０インチ、より好
ましくは３．１０インチ～３．３０インチの範囲の幅Ｗｆを持ち、好ましくは１．３０イ
ンチ～１．７０インチ、より好ましくは１．４０インチ～１．６５インチの範囲の高さＨ
ｆを持つ。ホーゼル穴４４の中心線から前側エッジ４１までのフェースプログレッション
は好ましくは０．２７５インチ～０．４００インチの範囲で、ロングアイアンで０．３７
０インチ、ミドルアイアンで０．３３０インチ、ショートアイアンで０．２９２インチが
最も好ましい。
【００２９】
アイアンの実施例の頂壁３０は好ましくは０．０９０インチ～０．１７０インチ、より好
ましくは０．１００インチ～０．１５０インチの範囲の厚さを持つ。頂壁３０は好ましく
は均一な厚さを持つ。それに代えて、頂壁３０は前壁３０から後方に厚さが減少するよう
なテーパー状の厚さとすることができる。アイアンの実施例の底壁２６は好ましくは０．
０５０インチ～０．３３０インチ、より好ましくは０．１７０インチ～０．２８０インチ
の範囲の厚さを持つ。底壁２６は好ましくは均一な厚さを持つ。これに代えて、底壁２６
は中央からクラブヘッド２０のヒールエンド３４及びトオエンド３３に向けて厚さが減少
するテーパー状の厚さとすることができる。アイアンの実施例の前壁２４は０．１００イ
ンチ～０．１５０インチ、より好ましくは０．１０５インチ～０．１１５インチの範囲の
厚さを持つ。アイアンの実施例の前壁２４は好ましくは均一の厚さを持つが、前述のよう
に、厚さが変化するようにしてもよい。
【００３０】
図２５はクラブヘッド２０の重心の位置とゴルフクラブヘッド２０のＸ軸の回りの慣性モ
ーメントIxx、ゴルフクラブヘッド２０のＹ軸の回りの慣性モーメントIyy 及びゴルフク
ラブヘッド２０のＺ軸の回りの慣性モーメントIzz の表を示す。重心はCG で示される。
重心CGはシャフト中心軸と地表面との関係で与えられる。重心を計算し、慣性モーメント
を測定する方法は、ここにその全体が参照として組み入れられる２００１年２月２７日に
出願され、「高い慣性モーメントを有する合成材料ゴルフクラブ」の名称の米国特許出願
０９／７９６，９５１に記載されている。ゴルフクラブヘッド２０の重心を通る慣性軸は
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Ｘ，Ｙ，Ｚで指定されている。Ｘ軸は前壁２４から重心CGを通り、ゴルフクラブヘッド２
０の後方に延びる。Ｙ軸はゴルフクラブヘッド２０のトオエンド３３から重心CGを通り、
ゴルフクラブヘッドのヒールエンド３４に延びる。Ｚ軸は底壁２６から重心CGを通り、頂
壁３０に延びる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のドライバークラブヘッドの斜視図である。
【図２】図１のドライバークラブヘッドの正面図である。
【図３】図１のドライバークラブヘッドの背面図である。
【図４】図１のドライバークラブヘッドの平面図である。
【図５】図１のドライバークラブヘッドの底面図である。
【図６】図１のドライバークラブヘッドのヒールサイドから視た図である。
【図７】図１のドライバークラブヘッドのトオサイドから視た図である。
【図８】図２の線８－８に沿う断面図である。
【図９】本発明のフェアウェイウッドクラブの斜視図である。
【図１０】図９のフェアウェイウッドクラブの正面図である。
【図１１】図９のフェアウェイウッドクラブの背面図である。
【図１２】図９のフェアウェイウッドクラブの平面図である。
【図１３】図９のフェアウェイウッドクラブの底面図である。
【図１４】図９のフェアウェイウッドクラブのヒールサイドから視た図である。
【図１５】図９のフェアウェイウッドクラブのトオサイドから視た図である。
【図１６】図１０の線１６－１６に沿う断面図である。
【図１７】本発明のアイアンクラブヘッドの斜視図である。
【図１８】図１７のアイアンクラブヘッドの正面図である。
【図１９】図１７のアイアンクラブヘッドの背面図である。
【図２０】図１７のアイアンクラブヘッドの平面図である。
【図２１】図１７のアイアンクラブヘッドの底面図である。
【図２２】図１７のアイアンクラブヘッドのヒールサイドから視た図である。
【図２３】図１７のアイアンクラブヘッドのトオサイドから視た図である。
【図２４】図１８の線２４－２４に沿う断面図である。
【図２５】好ましいゴルフクラブのセットの重心位置及び慣性モーメントの表である。
【符号の説明】
２０　クラブヘッド
２２　ボディ
２４　前壁
２６　底壁
２８　リボン壁
３０　頂壁
３２　ホーゼル
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