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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロフト角が異なる複数の番手により構成されたゴルフクラブを有するゴルフクラブセッ
トに含まれるゴルフクラブであって、
　シャフトと、
　ゴルフクラブヘッドと、を有し、
　前記ゴルフクラブヘッドは、
　クラウン部と、
　フェース部と、
　ソール部と、
　前記シャフトが取り付けられるホーゼル部と、を備え、
　前記ゴルフクラブセットに含まれる複数のゴルフクラブのうち、少なくとも一組の隣接
する番手のゴルフクラブにおいて、
　番手が大きいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バック方向
の長さが、番手が小さいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バ
ック方向の長さよりも大きく、当該長さの差がΔＡｍｍであり、
　前記複数のゴルフクラブにおいて、前記番手が大きいゴルフクラブのフェースプログレ
ッションが、前記番手が小さいゴルフクラブのフェースプログレッションよりも大きく、
当該フェースプログレッションの差がΔＢｍｍであるとき、
　（１／３）×ΔＡ≦ΔＢ≦（２／３）×ΔＡ、を充足し、



(2) JP 6465573 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　前記ゴルフクラブセットに含まれる前記各ゴルフクラブヘッドの平面視におけるフェー
ス－バック方向の長さが、略同じである、ゴルフクラブ。
【請求項２】
　前記ΔＡ及び前記ΔＢは、（５／１２）×ΔＡ≦ΔＢ≦（７／１２）×ΔＡを充足する
、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３】
　前記ゴルフクラブセットに含まれる前記ゴルフクラブのロフト角は、１５～３０度であ
る、請求項１または２に記載のゴルフクラブ。
【請求項４】
　ロフト角が異なる複数の番手により構成されたゴルフクラブを有するゴルフクラブセッ
トであって、
　前記各ゴルフクラブは、シャフトと、ゴルフクラブヘッドと、を有し、
　前記各ゴルフクラブヘッドは、
　クラウン部と、
　フェース部と、
　ソール部と、
　前記シャフトが取り付けられるホーゼル部と、を備え、
　前記複数のゴルフクラブのうち、少なくとも一組の隣接する番手のゴルフクラブにおい
て、
　番手が大きいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バック方向
の長さが、番手が小さいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バ
ック方向の長さよりも大きく、当該長さの差がΔＡｍｍであり、
　前記複数のゴルフクラブにおいて、前記番手が大きいゴルフクラブのフェースプログレ
ッションが、前記番手が小さいゴルフクラブのフェースプログレッションよりも大きく、
当該フェースプログレッションの差がΔＢｍｍであるとき、
　（１／３）×ΔＡ≦ΔＢ≦（２／３）×ΔＡ、を充足し、
　前記ゴルフクラブセットに含まれる前記各ゴルフクラブヘッドの平面視におけるフェー
ス－バック方向の長さが、略同じである、ゴルフクラブセット。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブ及びゴルフクラブセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の番手で構成されたゴルフクラブセットは、一般的には、ロフト角が大きい高番手
のクラブほど、フェースプログレッションが大きくなるように設計される。しなしながら
、フェースプログレッションが大きくなると、アドレス時にリーディングエッジが前方に
突き出た状態になるため、構えにくいという問題がある。
【０００３】
　そこで、特許文献１に係るゴルフクラブセットは、複数の番手でフェースプログレッシ
ョンを一定にするようにしている。フェースプログレッションが一定になると、アドレス
時に高番手のクラブを構えやすくなるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－６１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、フェースプログレッションが一定になると、フェース部に対する、フェ
ース－バック方向のホーゼル部の位置が番手間で大きく異なることになる。そのため、番
手を変えて打撃を行うとき、例えば、低番手のクラブで打撃を行った後に、高番手のクラ
ブで打撃を行ったときに違和感が生じ、打撃時のインパクトのタイミングがずれるという
問題が生じ得る。本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、高番手のク
ラブでも構えやすく、また番手を変えてもインパクトのタイミングがずれにくい、ゴルフ
クラブ及びゴルフクラブセットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るゴルフクラブは、ロフト角が異なる複数の番手により構成されたゴルフク
ラブを有するゴルフクラブセットに含まれるゴルフクラブであって、シャフトと、ゴルフ
クラブヘッドと、を有し、前記ゴルフクラブヘッドは、クラウン部と、フェース部と、ソ
ール部と、前記シャフトが取り付けられるホーゼル部と、を備え、前記ゴルフクラブセッ
トに含まれる複数のゴルフクラブのうち、少なくとも一組の隣接する番手のゴルフクラブ
において、番手が大きいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バ
ック方向の長さが、番手が小さいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェ
ース－バック方向の長さよりも大きく、当該長さの差がΔＡｍｍであり、前記複数のゴル
フクラブにおいて、前記番手が大きいゴルフクラブのフェースプログレッションが、前記
番手が小さいゴルフクラブのフェースプログレッションよりも大きく、当該フェースプロ
グレッションの差がΔＢｍｍであるとき、（１／３）×ΔＡ≦ΔＢ≦（２／３）×ΔＡ、
を充足する。
【０００７】
　なお、本発明で規定される「ゴルフクラブセット」とは、複数のゴルフクラブが、必ず
しも同時に販売されるものでなくてもよく、個別に販売されるものであってもよい。すな
わち、少なくとも同じシリーズの中で異なるロフト角のゴルフクラブの組み合わせとして
認識されるものであればよく、本発明に係るゴルフクラブは、そのうちの１つであればよ
い。
【０００８】
　上記ゴルフクラブにおいては、前記ΔＡ及び前記ΔＢは、（５／１２）×ΔＡ≦ΔＢ≦
（７／１２）×ΔＡを充足することが好ましい。
【０００９】
　また、上記各ゴルフクラブにおいて、前記ゴルフクラブセットに含まれる前記ゴルフク
ラブのロフト角は、１５～３０度とすることができる。
【００１０】
　本発明に係るゴルフクラブセットは、ロフト角が異なる複数の番手により構成されたゴ
ルフクラブを有するゴルフクラブセットであって、前記各ゴルフクラブは、シャフトと、
ゴルフクラブヘッドと、を有し、前記各ゴルフクラブヘッドは、クラウン部と、フェース
部と、ソール部と、前記シャフトが取り付けられるホーゼル部と、を備え、前記複数のゴ
ルフクラブのうち、少なくとも一組の隣接する番手のゴルフクラブにおいて、番手が大き
いゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バック方向の長さが、番
手が小さいゴルフクラブにおける前記フェース部の平面視でのフェース－バック方向の長
さよりも大きく、当該長さの差がΔＡｍｍであり、前記複数のゴルフクラブにおいて、前
記番手が大きいゴルフクラブのフェースプログレッションが、前記番手が小さいゴルフク
ラブのフェースプログレッションよりも大きく、当該フェースプログレッションの差がΔ
Ｂｍｍであるとき、（１／３）×ΔＡ≦ΔＢ≦（２／３）×ΔＡ、を充足する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高番手のクラブでも構えやすく、また番手を変えてもインパクトのタ
イミングがずれにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るゴルフクラブセットのうちの１つのゴルフクラブヘッ
ドの基準状態の斜視図である。
【図２】図１の平面図である。
【図３】本実施形態に係るゴルフクラブセットの一例であり、基準状態にあるゴルフクラ
ブヘッドの平面図（ａ）、及び側面図（ｂ）である。
【図４】本実施形態に係るゴルフクラブセットと、従来のゴルフクラブセットとを対比し
た平面図である。
【図５】本実施形態に係るゴルフクラブセットの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係るゴルフクラブセットの一実施形態について、図面を参照しつつ説明
する。本実施形態に係るゴルフクラブセットを構成するゴルフクラブは、ユーティリティ
型のゴルフクラブ）であり、例えば、２～６番ユーティリティである。そして、後述する
ように、各クラブは、主として、ロフト角、ホーゼル部の位置などが相違している。以下
では、まず、ゴルフクラブの１つを例に取り、共通の構造を概説した後、ゴルフクラブセ
ットにおける、番手ごとの相違点について、詳細に説明する。
【００１４】
　＜１．ゴルフクラブヘッドの概要＞
　まず、本実施形態に係るゴルフクラブセットのうちの１つのゴルフクラブ（３番ユーテ
ィリティ）を例に取り、そのゴルフクラブヘッドについて説明する。図１は本実施形態に
係るゴルフクラブセットのうちの１つのゴルフクラブヘッドの基準状態の斜視図、図２は
図１の平面図である。なお、ゴルフクラブヘッドの基準状態については、後述する。
【００１５】
　図１に示すように、このゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」ということがある
）は、中空構造であり、フェース部１、クラウン部２、ソール部３、サイド部４、及びホ
ーゼル部５によって壁面が形成されている。
【００１６】
　フェース部１は、ボールを打球する面であるフェース面を有しており、クラウン部２は
フェース部１と隣接し、ヘッドの上面を構成する。ソール部３は、ヘッドの底面を構成し
、フェース部１及びサイド部４と隣接する。また、サイド部４は、クラウン部２とソール
部３との間の部位であり、フェース部１のトウ側からヘッドのバック側を通りフェース部
１のヒール側へと延びる部位である。さらに、ホーゼル部５は、クラウン部２のヒール側
に隣接して設けられる部位であり、ゴルフクラブのシャフト（図示省略）が挿入される挿
入孔５１を有している。そして、この挿入孔５１の中心軸線Ｚは、シャフトの軸線に一致
している。
【００１７】
　ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図１及び図２に示すように、上記
中心軸線Ｚが地面（水平面）に対して垂直な平面Ｐ１に含まれ、且つ所定のライ角及びリ
アルロフト角で地面上にヘッドが載置された状態を基準状態と規定する。そして、上記平
面Ｐ１を基準垂直面と称する。また、図２に示すように、上記基準垂直面Ｐ１と地面との
交線の方向をトウ－ヒール方向と称し、このトウ－ヒール方向に対して垂直であり且つ地
面に対して平行な方向をフェース－バック方向と称することとする。なお、本実施形態に
係るゴルフクラブセットでは、一般的なゴルフクラブセットと同様に、クラブの番手が大
きくなるほど、ロフト角が大きくなる。
【００１８】
　本実施形態において、ソール部３とフェース部１、及びソール部３とサイド部４の境界
は次のように定義することができる。すなわち、ソール部３とフェース部１、及びソール
部３とサイド部４の間に稜線が形成されている場合には、これが境界となる。また、本実
施形態に係るゴルフクラブヘッドでは、サイド部４を有しているが、例えば、サイド部４



(5) JP 6465573 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

を有さず、ソール部３がクラウン部２と直接連結されている場合には、ソール部３とクラ
ウン部２との間の稜線が、両者の境界となる。また、明確な稜線が形成されていない場合
には、ヘッドを基準状態に設置し、これをヘッドの重心の真上から見たときの輪郭が境界
となる。
【００１９】
　なお、ヘッド体積の上限は特に定めないが、実用上、例えば５００ｃｍ3以下が望まし
く、またＲ＆ＡやＵＳＧＡのルール規制に従う場合には４７０ｃｍ3以下が望ましい。
【００２０】
　また、ヘッドは、例えば、比重がほぼ４．４～４．５程度のチタン合金（Ｔｉ－６Ａｌ
－４Ｖ）で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼、マ
レージング鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中から１
種または２種以上を用いて形成することもできる。
【００２１】
　なお、本実施形態に係るヘッドは、少なくともソール部３を有するヘッド本体と、他の
部分を組み合わせることで構成される。例えば、フェース部１のみを別部材で構成してヘ
ッド本体に取り付けることでヘッドを構成したり、あるいはクラウン部２やサイド部４に
開口を設けたヘッド本体を形成し、この開口を別部材で塞ぐことでヘッドを構成すること
もできる。
【００２２】
　＜２．ゴルフクラブセットにおける番手間の相違点＞
　続いて、図３も参照しつつ、ゴルフクラブセットにおける番手間の相違点について説明
する。図３は、基準状態にある複数のゴルフクラブヘッドの平面図（ａ）及び側面図（ｂ
）である。なお、図３では、一例として、本実施形態に係るゴルフクラブセットのうち、
番手が隣接する３つのゴルフクラブのヘッドを示しており、３番ユーティリティ（Ｕ＃３
）、４番ユーティリティ（Ｕ＃４）、及び５番ユーティリティ（Ｕ＃５）が、上から下へ
この順で並んでいる。なお、図３も含め、番手間の相違を説明する後述の図４，図５は、
発明の特徴を明確にするため、各ヘッドをやや誇張して記載している。したがって、表１
などに示す実際の角度、形状などとは相違するが、これによって発明の本質が変わるもの
ではない。
【００２３】
　図３では、各ゴルフクラブヘッドのフェース部１のリーディングエッジＥの位置を揃え
ている。すなわち、各ゴルフクラブヘッドのフェース部１のリーディングエッジＥが線Ｘ
に接している。そして、すべてのゴルフクラブヘッドは、平面視において、フェース－バ
ック方向の長さＬ（以下、「ヘッド幅」と称する）がほぼ同じとなるように形成されてい
る。但し、このヘッド幅Ｌは、各番手のクラブで完全に同一である必要はなく、例えば、
番手が大きくなるほど、ヘッド幅Ｌが小さくなるようにすることができる。このとき、ヘ
ッド幅Ｌをできるだけ同じにするため、例えば、隣接する番手間で、番手の大きいクラブ
のヘッド幅Ｌが、番手の小さいクラブのヘッド幅Ｌの８０～１００％であることが好まし
く、９０～１００％であることがさらに好ましく、９５～１００％であることが特に好ま
しい。なお、ヘッド幅は、平面視でのフェース－バック方向の最大幅である。また、図３
中の符号Ｌは、３番ユーティリティのヘッド幅を示している。
【００２４】
　また、各ヘッドのフェース部１における平面視でのフェース－バック方向の長さＡ（以
下、「フェース幅」と称する）は、番手が大きいクラブほど、長くなっている。このフェ
ース幅Ａは、平面視でのフェース－バック方向の最大幅である。このように、本実施形態
に係るゴルフクラブでは、各ヘッドのヘッド幅Ｌがほぼ同じであるにもかかわらず、フェ
ース幅Ａは、番手が大きいクラブほど長くなっているため、各ヘッドの体積は、番手が大
きいクラブほど、小さくなっている。
【００２５】
　さらに、本実施形態では、各ヘッドのフェース部１のリーディングエッジＥとホーゼル
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部５との、平面視でのフェース－バック方向の距離Ｂ、つまりいわゆるフェースプログレ
ッションが、番手が大きいクラブほど、長くなっている。
【００２６】
　そして、本実施形態に係るゴルフクラブセットでは、上述したフェース幅Ａ及びフェー
スプログレッションＢについて、番手間で、次のような関係を充足する。すなわち、隣接
する番手のヘッドにおいて、フェース幅Ａの差ΔＡと、フェースプログレッションＢの差
ΔＢとが、以下の式（１）を充足するように、ヘッドが設計されており、特に、式（２）
を充足することが好ましい。
　　（１／３）×ΔＡ≦ΔＢ≦（２／３）×ΔＡ　　　　　　（１）
　　（５／１２）×ΔＡ≦ΔＢ≦（７／１２）×ΔＡ　　　　（２）
【００２７】
　一例として、本実施形態に係る３番ユーティリティ、４番ユーティリティ、及び５番ユ
ーティリティのヘッド幅、ロフト角、ヘッドの体積、フェース幅、及びフェースプログレ
ッションを、以下に示す。

【表１】

【００２８】
　表１によれば、番手間のΔＡ，ΔＢは、上記式（１）を充足している。
【００２９】
　＜３．特徴＞
　以下、本実施形態に係るゴルフクラブにより得られる効果について、図４を参照しつつ
説明する。まず、従来のゴルフクラブのデザインについて説明する。ここで説明する従来
のゴルフクラブセットは、上記実施形態と同様に、ユーティリティ型のゴルフクラブを含
むものであり、その中から３番ウッド、４番ウッド、及び５番ウッドを例として挙げる。
【００３０】
　（従来例１）
　この例でのゴルフクラブセットのデザインは、図４（ａ）に示すように、すべての番手
のクラブでフェース－バック方向における平面視でのクラウン部２の長さが同じになって
いる。そして、ロフト角が大きくなるにしたがって、上述したヘッド幅Ｌが大きくなって
いる。すなわち、フェース部１の上端位置はすべての番手で同じであるが、フェース部１
の下端位置（リーディングエッジの位置）が変化するようになっている。また、ホーゼル
部５は、すべての番手で、フェース－バック方向において、クラウン部２のフェース側の
端部に配置されている。すなわち、フェースプログレッションＢは、番手が大きいクラブ
ほど、大きい。
【００３１】
　（従来例２）
　この例でのゴルフクラブセットのデザインは、図４（ｂ）に示すように、すべての番手
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でヘッド幅Ｌが概ね同じである。そして、ロフト角が大きくなるにしたがって、上述した
フェース幅Ａが長くなっている。すなわち、フェース部１の上端位置は番手間で変化して
いるが、フェース部１の下端位置が同じになっている。また、すべての番手において、フ
ェースプログレッションが同じである。
【００３２】
　（本実施形態に係るゴルフクラブセットと、従来例１，２との相違）
　まず、従来例１，２では、それぞれ以下のような問題点がある。まず、従来例１では、
番手が大きいクラブほど、フェースプログレッションＢが大きくなり、またヘッド幅Ｌが
大きくなる。そのため、特に、高番手のクラブでは、アドレス時にリーディングエッジが
前方に大きく突き出すため、構えにくいという問題がある。また、打撃時のインパクトの
タイミングも番手間でずれるという問題がある。
【００３３】
　従来例２では、フェースプログレッションＢは変化しないものの、フェース部１に対す
るホーゼル部５の位置が大きく変化するため、番手を変えて打撃するときの違和感が大き
くなる。また、例えば、低番手のクラブで打撃を行った後に、高番手のクラブで打撃を行
うと、高番手のクラブほどフェースが寝ているため、インパクトのタイミングがずれる可
能性がある。
【００３４】
　これに対して、本実施形態に係るゴルフクラブセットでは、図４（ｃ）に示すように、
フェース長さＡの差ΔＡと、フェースプログレッションＢの差ΔＢとの関係を、上記式（
１）のようにしている。そのため、番手間でのフェースプログレッションＢの差が小さく
、しかも、フェース部１に対するホーゼル部５の位置の変化も小さい。したがって、高番
手のクラブであっても、アドレス時に構えやすく、また、番手を変えて打撃しても、違和
感を小さくすることができる。その結果、打撃時のインパクトのタイミングが番手間でず
れるのを低減することができる。また、番手間でヘッド幅Ｌをほぼ同じにすることで、違
和感を低減することもできる。
【００３５】
　また、ΔＡ，ΔＢの関係が、上記式（２）を満たす場合、特に、ΔＢが１／２×ΔＡ付
近である場合、図５に示すように、平面視において、フェース部１におけるフェース－バ
ック方向の中心を通るトゥ－ヒール方向に平行な仮想直線Ｙとホーゼル部５との距離Ｌｈ
がほとんど同じになるため、打撃時のインパクトのタイミングが番手間でずれるのをさら
に低減することができる。
【００３６】
　＜５．変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。例えば、以
下の変更が可能である。
【００３７】
　＜４．１＞
　上記実施形態では、特に、番手間で、上記式（１）の関係を充足するようにしているが
、ゴルフクラブセットの中で、必ずしもすべての隣接する番手のゴルフクラブで、式（１
）を充足していなくてもよい。すなわち、ゴルフクラブセットの中で、少なくとも１組の
隣接する番手間で式（１）が充足されていればよい。また、ヘッド幅を、番手間で変化さ
せる場合には、少なくとも１つの隣接する番手間で変化していればよい。
【００３８】
　＜４．２＞
　上記実施形態では、ユーティリティ型のゴルフクラブと、これらを含むゴルフクラブセ
ットについて説明したが、本発明に係るゴルフクラブ、及びゴルフクラブセットは、これ
に限定されない。例えば、ウッド型のゴルフクラブ（例えば、１～９番ウッド）を含むゴ
ルフクラブセットでもよい。このようなゴルフクラブセットであっても、上述したΔＡ，
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ΔＢの関係を適用することができる。また、ウッド型のゴルフクラブの場合、ヘッド幅Ｌ
は同じでなくてもよく、例えば、番手が大きくなるにしたがって、ヘッド幅が小さくなる
ようにすることができる（例えば、１～３０％ずつヘッド幅を小さくすることができる）
。
【００３９】
　また、本発明に係るゴルフクラブセットとは、同種のゴルフクラブを含むゴルフクラブ
セットを意味し、１つのゴルフクラブセットには、例えば、ユーティリティ型のゴルフク
ラブのみ、またはウッド型のゴルフクラブのみが含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　：フェース部
２　　　　：クラウン部
３　　　　：ソール部
５　　　　：ホーゼル部
Ｂ　　　　：フェースプログレッション
Ｐ１　　　：平面

【図１】

【図２】

【図３】
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