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(57)【要約】
【課題】ゴルフクラブヘッド、より詳細には、アンダー
カットを備えたゴルフクラブヘッドを提供することにあ
る。
【解決手段】打球フェース、トップライン、ソール、バ
ック、ヒールおよびトウを構成する本体を備えるゴルフ
クラブヘッドであって、前記バックが、キャビティーお
よび凹部を備え、前記キャビティーが、前記フェースに
対して実質的に垂直な方向に延び、前記凹部が、前記キ
ャビティーから離れ、前記ソールに向って延び、前記凹
部が、可変深さを持つ、上記ゴルフクラブヘッド。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　打球フェースと、トップラインと、ソールと、バックと、ヒールと、トウとを構成する
本体を有し、
　前記バックが、キャビティーと凹部とを備え、前記キャビティーが、前記フェースに対
して実質的に垂直な方向に延び、前記凹部が、前記キャビティーから前記ソールに向って
前記キャビティーから離れるように延び、
　前記凹部が、前記凹部のフロント壁とバック壁とによって構成され、
　前記凹部が可変深さと、前記凹部のフロント壁とバック壁との間の角度によって定義さ
れる可変抜き勾配角とを持ち、
　前記凹部が、第一の深さを備えるヒール部分と、第二の深さを備えるトウ部分と、第三
の深さを備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分を備え、
　前記第三の深さが、前記第一の深さ及び第二の深さよりも大きく、
　前記凹部が、第一の抜き勾配角を備えるヒール部分と、第二の抜き勾配角を備えるトウ
部分と、第三の抜き勾配角を備える、前記ヒール部分とトウ部分との中間にある中央部分
とを備え、
　前記第三の抜き勾配角が前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角と異なる、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記第一の深さが前記第二の深さよりも大きい、請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記第一の深さが前記第二の深さよりも小さい、請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記第三の抜き勾配角が前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角よりも大きい、請
求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角が、約５度～約２５度であり、前記第三の
抜き勾配角が約３０度～約４５度である、請求項４記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記凹部がバック壁と後壁との間にあり、前記後壁はその中央部分が外方に湾曲されて
いる、請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記クラブヘッドが、重心と、該重心を通って延びる垂直軸線を中心に測定された慣性
モーメントとを有し、前記慣性モーメントが約２３００ｇ・ｃｍ２～約３０００ｇ・ｃｍ
２である、請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記凹部内に位置決めされたインサートを更に備え、該インサートが、
　頂面と、
　該頂面から前記凹部の底部に向って延びる脚部とを備える、
　請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　該脚部が該底部まで延びていない、請求項８記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記頂面が前記凹部の頂部と整合されている、請求項８記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記凹部が、第一の幅を備えるヒール部分と、第二の幅を備えるトウ部分と、第三の幅
を備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分とを備え、
　前記第三の幅が前記第一の幅及び第二の幅よりも大きい、
　請求項８記載のゴルフクラブヘッド。
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【請求項１２】
　前記凹部が、前記バックと後壁との間にあり、これらによって構成され、前記後壁が、
その中央部分に切除部を備え、
　前記インサートがその頂面に切除部を備え、前記インサートの切除部が、前記凹部の切
除部と整合されている、
　請求項１又は８記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記バック上に表示を備え、前記切除部が前記表示と整合されている、請求項１２記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記インサートが、これを貫通する穴を構成する、請求項８記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項１５】
　前記バック上に表示を備え、該穴が前記表示と整合されている、請求項１４記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記インサートが、少なくとも一つの第二のウエイト用インサートを有する、請求項８
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　前記インサートが、そのヒール部分に設けられた第一の二次的インサートと、前記イン
サートのトウ部分に設けられた第二の二次的インサートとを有する、請求項１６記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記第一の二次的インサートが第一の質量を有し、前記第二の二次的なインサートが第
二の質量を有し、前記第一の質量が、前記第二の質量よりも大きい、請求項１７記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記第一の二次的インサートが第一の質量を有し、前記第二の二次的なインサートが第
二の質量を有し、前記第一の質量が、前記第二の質量よりも小さい、請求項１７記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記凹部が、上方部分と下方部分とを有し、前記インサートが、前記上方部分内に位置
決めされている、請求項８記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２１】
　前記下方部分が実質的に中空である、請求項２０記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】
　前記上方部分が第一の体積を持ち、前記下方部分が第二の体積を持ち、前記第一の体積
が前記第一の体積よりも小さい、請求項２０記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　前記第二の体積が前記第一の体積の少なくとも２倍である、請求項２２記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項２４】
　前記クラブヘッドが、重心と、該重心を通って延びる垂直軸線を中心に測定した慣性モ
ーメントとを有し、該慣性モーメントが、およそ２３００ｇ・ｃｍ２～約３０００ｇ・ｃ
ｍ２である、請求項８記載のゴルフクラブヘッド。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ゴルフクラブヘッドに関し、特に、アンダーカットを備えたゴルフクラブヘ
ッドに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　アイアンタイプのゴルフクラブは、一般にフロントフェース、すなわち、打球フェース
と、トップラインと、ソールとを備える。このフロントフェースはゴルフボールと接触し
、これをヒットする。多数のスコアライン又はグルーブがフェースに設けられ、ボールに
スピンを付与するのに役立つ。トップラインは、一般にゴルファーに対して特定の外観を
有し、ウエイトを付与するように、形作られている。ゴルフクラブのソールは、ゴルフの
ショットにとって特に重要である、というのは、これが、スイング中に地面と接触し、相
互作用するからである。
　アイアンタイプゴルフクラブの従来のセットにおいて、各クラブはシャフトを備え、シ
ャフトの一端はクラブヘッドと結合され、他端はグリップに結合されている。クラブヘッ
ドは、ゴルフボールをヒットするためのフェースを備える。このフェースと垂直面との間
の角度はロフト角と呼ばれている。
【０００３】
　このアイアンセットは、一般に２番～９番と呼ばれるアイアンと、ピッチングウエッジ
とを含む。他のウエッジ、例えばロブウエッジ、ギャップウエッジおよびサンドウエッジ
も、場合によりこのセットに含められる。各アイアンは、通常、ロングアイアンからショ
ートアイアンへと、各クラブヘッドのロフトが高くなるに従って、該セットを通じて減少
するシャフト長さを持つ。クラブの長さは、クラブヘッドのロフト、重心位置と共に、イ
ンパクト時のボールの打ち出し状態に対する種々の性能特性を与え、ボール飛距離を決定
付ける。飛距離は、一般的に、ロフト角の減少もクラブ長さの増大により、増大する。し
かし、使用の難しさは、ロフト角の減少、クラブ長さの増大により高まってしまう。
　アイアンタイプのゴルフクラブは、一般に２つのカテゴリー、すなわち、ブレード（ｂ
ｌａｄｅｓ）タイプとキャビティーバック（ｃａｖｉｔｙ　ｂａｃｋｓ）タイプとに分け
られる。ブレードタイプは伝統的なクラブであり、ソールからトップラインに至るまで、
実質的に均一な外観を持つけれども、ソールからトップラインまでテーパするものもある
。
【０００４】
　ブレードデザインはスイートスポット（即ち、ゴルフボールをヒットした際に所定のゴ
ルフショットをもたらすフェースの領域）が小さいので、その使用は比較的難しく、その
結果、典型的には熟練ゴルファーのみによってしか使用されない。しかし、これらのクラ
ブは、他のデザインよりもより長距離のゴルフショットをもたらすという利点を有してい
る。更に、これらデザインは、典型的に比較的軟質の鍛造鋼で作られているので、ゴルフ
ァーが、その望み通りにゴルフボールを操作し、ゴルフショットを工夫することを可能と
する。
　キャビティーバックタイプは現代的な設計であり、打撃フェースと反対側の、クラブの
バック部分に、中空部分又はキャビティーを設けることによって、クラブ質量の幾らかを
周囲部に移動させる。これは、より大きなスウィートスポットを持つ、より許容度の高い
クラブをもたらす。ウエイトを周囲部に移すことによって、クラブフェースのサイズを拡
大することが可能となり、このことはまた、より一層大きなスウィートスポットをもたら
す。キャビティーによって作り出された周囲部のウエイトは、クラブの慣性モーメントを
また高める。この慣性モーメントは、クラブのトルク、例えばオフセンターヒットによっ
て生じるトルクに対する抵抗の程度、或いは、度合いである。これらクラブは、ブレード
タイプよりも打撃し易く、その結果、熟練度の低いゴルファーや、ビギナーゴルファーに
よる使用が可能である。
　他の公知のゴルフクラブは、クラブにウエイトを付加することによって、所望のバラン
ス、或いは、慣性モーメントを達成している。これらのクラブは、典型的には、そのソー
ルの底部表面の中央部にウエイト部材を付加している。
【考案の概要】
【０００５】
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　本考案は、アンダーカットを備えたゴルフクラブヘッドに関する。このクラブヘッドは
、打球フェース、トップライン、ソール、バック、ヒールおよびトウを構成する本体を備
える。前記バックはキャビティーを備え、前記キャビティーは、前記フェースに対して実
質的に垂直な方向に延びている。前記キャビティー内には凹部が設けられ、前記凹部は、
前記キャビティーから離れ、前記ソールに向って延びる。前記凹部は、このクラブヘッド
の質量を、より一層前記クラブヘッドの周囲部に移動させる。これにより、前記クラブの
スウィートスポットは拡大され、また慣性モーメントが増大し、クラブの許容度がより大
きくなる。このゴルフクラブヘッドは、好ましくはアイアンタイプのゴルフクラブヘッド
である。
【０００６】
　質量を、更にクラブヘッドの周囲部に移すために、前記凹部は、可変深さを持つことが
可能である。可変深さを持つ場合、前記凹部は、第一の深さを備えるヒール部分、第二の
深さを備えるトウ部分、および前記ヒールと前記トウ部分との中間の、第三の深さを備え
る、中央部分を備える。前記第三の深さは、前記第一の深さ及び第二の深さよりも大きく
、クラブヘッド質量を、その中心部から離れた、その周囲部に向けて移動させる。前記第
一の深さ及び第二の深さは、実質的に等しくてもよく、また異なっていてもよい。ゴルフ
ァーが、フックボールを打つ傾向がある場合には、前記第一の深さを、前記第二の深さよ
りも大きくして、前記クラブのより多くの質量を、そのトウ側に配置する。ゴルファーが
、スライスボールを打つ傾向がある場合には、前記第一の深さを、前記第二の深さよりも
小さくして、前記クラブのより多くの質量を、そのヒール側に配置する。何れにしろ、前
記第三の深さは、好ましくは約１．２７～約２５．４ｍｍ（約０．０５～約１インチ）で
ある。この凹部の深さは、このセットのクラブ全体を通して変えることができる。より長
いクラブは、その使用がより困難であるから、前記凹部は、ショートアイアンに対するよ
りも、ロングアイアンに対してより強調される。ショートアイアンに対する、好ましい凹
部の深さは、約１．２７～約１２．７ｍｍ（約０．０５～約０．５インチ）であり、また
ミドルアイアンおよびロングアイアンに対する好ましい深さは、約５．０８～約２５．４
ｍｍ（約０．２～約１インチ）である。
【０００７】
　クラブヘッドの質量を周囲部に変位させる追加の手段には、可変の抜き勾配角（ｄｒａ
ｆｔ　ａｎｇｌｅ）を提供することを含む。この抜き勾配角は、凹部のフロント壁とバッ
ク壁との間の凹部内の角度である。クラブヘッドのバックであるこれらの壁及び後壁が凹
部を構成する。凹部のヒール部分は第一の抜き勾配角を備え、前記トウ部分は第二の抜き
勾配角を備え、中央部分は第三の抜き勾配角を備える。前記第三の抜き勾配角は、前記第
一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角よりも大きく、そのため前記クラブヘッドの質量は
、その中心部分から、更に周囲部分に移され、該ヘッドの慣性モーメントが増大する。前
記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角は、実質的に等しくてもよく、また異なってい
てもよい。ゴルファーが、フックボールを打つ傾向がある場合には、前記第一の抜き勾配
角を、前記第二の抜き勾配角よりも大きくして、前記クラブのより多くの質量を、そのト
ウ側に配置する。ゴルファーが、スライスボールを打つ傾向がある場合には、前記第一の
抜き勾配角を、前記第二の抜き勾配角よりも小さくして、前記クラブのより多くの質量を
、そのヒール側に配置する。何れにしろ、前記第一および第二抜き勾配角は、好ましくは
約５度～約２５度なる範囲、より好ましくは約２０度～約２５度である、前記第三の抜き
勾配角は、好ましくは約３０度～約４５度なる範囲、より好ましくは約３５度～約４０度
である。
【０００８】
　前記凹部は、更に前記中央部分とトウ部分との中間にあり、第四の抜き勾配角を持つ追
加部分をも備えることができる。この第四の抜き勾配角は、好ましくは前記第三の抜き勾
配角よりも大きい。この第四の抜き勾配角について好ましい範囲は、約３５度～約６０度
なる範囲、より好ましくは約３５度～約５０度である。
　前記後壁は、その中心部において外方に湾曲していてもよく、これは抜き勾配角を変動
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させた場合と同様な効果を奏する。
　前記クラブヘッドは、可変凹部の深さおよび可変凹部の抜き勾配角を持ち、その結果、
前記クラブヘッドの中心からその周囲部に、質量を移動するための多数の手段がもたらさ
れる。
　質量を更に前記クラブヘッド周囲部に移すために、前記後壁は、その中央部分に切除部
を備えることができる。表示、例えばロゴまたは他の同定用マークを、前記クラブヘッド
のバック部分に設けることができる。この切除部は、好ましくは前記切除部を通して前記
表示を見ることができるように、前記表示と整合されている。この切除部はあらゆる所望
の形状を採ることができる。好ましいその形状は、例えば円形、楕円形、卵形、三角形、
および台形を備える。この切除部は、完全な形状を持つ必要はない。寧ろ、この切除部は
、ある形状の一部のみを採ることができる。例えば、前記切除部は少なくとも一部が台形
であって、前記切除部がシェブロンの外観を採ることもできる。好ましい円形の形状は、
ゴルフボールの直径と実質的に等しい直径を持ち、前記直径は約４．２７ｃｍ（約１．６
８インチ）であっても良い。
【０００９】
　ウエイト部材、減衰部材、又は、メダリオンのようなインサートを凹部内に位置決めし
ても良い。このインサートは、接着剤及び／又は機械的な締結具を用いて凹部内に固定す
ることができる。オフセンターヒットの際に発生する振動を備える、クラブヘッドの振動
を減衰する、好ましい減衰部材は、ウレタンおよびゴムを備える。このインサートは、前
記凹部を完全に満たすことができ、あるいはその一部のみを満たすことも可能である。前
記インサートは、頂面と、該頂面から前記凹部の底部に向って延びた脚部とを備えた、本
体を備えることができる。該脚部は、前記凹部の底部に至るまでの全体に渡り延びていて
も、またそうでなくても良い。前記インサートは、前記凹部の上部と整合されている。
　前記インサートは、使用することになる前記凹部に合うように適合される。前記凹部が
可変深さを持つ場合、前記インサートは、前記凹部の深さに応じて可変深さを持つであろ
う。前記凹部の深さに関する上記議論に従えば、このインサートは、前記凹部の第一の深
さに相当する第一の深さを備えるヒール部分、前記凹部の第二の深さに相当する第二の深
さを備えるトウ部分、および前記凹部の第三の深さに相当する第三の深さを備える、前記
ヒール部分と前記トウ部分との中間における中央部分を備える。同様に、前記凹部が可変
抜き勾配角を持つ場合、前記インサートは、前記凹部の幅に相当する、可変幅を持つであ
ろう。ここで、前記凹部の幅は、前記凹部抜き勾配角の関数である。前記凹部の抜き勾配
角に関する上記議論に従えば、このインサートは、前記凹部の第一の幅に相当する第一の
幅を備えるヒール部分、前記凹部の第二の幅に相当する第二の幅を備えるトウ部分、およ
び前記凹部の第三の幅に相当する第三の幅を備える、前記ヒール部分と前記トウ部分との
中間における、中央部分を備える。前記凹部が切除部を備える場合、前記インサートは、
対応する切除部を持ち、結果的に前記インサートは、前記後壁の頂面と、実質的に直線状
に整列する。
【００１０】
　表示が、前記クラブヘッドの前記バック部分に与えられている場合、前記インサートは
、これを貫通する穴を備えることができる。この穴は、この穴を通して前記表示を見るこ
とができるように、前記表示と整合されている。あるいはまた、前記インサートは、実質
的に半透明であって、前記表示は穴を必要とすることなしに、前記インサートを介してみ
ることができる。もう一つの変法として、前記インサートは、その中に刻み目を備えるこ
とができ、また第二のインサートを、該刻み目内で、前記インサートに取り付けることが
できる。この場合、前記第二のインサートは、その上に表示を備えることができる。この
第二のインサートをしっかりと所定の位置に保持するために、前記インサートは、カウン
タボアを備えることができ、また前記第二のインサートを、該カウンタボア内で、前記イ
ンサートに取り付けることができる。この第二のインサートは、目違い継ぎ配置等で、カ
ウンタボア内の適所に係止されるようになっているのが好ましい。
【００１１】
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　プレートは、インサートに、好ましくはインサートの頂部に取り付けられる。プレート
は、細長いスロットのような穿孔を有することができる。これらの穿孔は、これらがゴル
フクラブヘッドの長手方向軸線と実質的に平行であり、これらの穿孔がゴルフクラブヘッ
ドの長手方向軸線に対して実質的に垂直に、或いは、ゴルフクラブヘッドの長手方向軸線
に対して傾くように、配置される。穿孔が含まれている場合には、前記インサートおよび
該プレートは、好ましくは前記インサートを、該穿孔を介して見ることができるように、
異なる色を持つ。このプレートは、場合により、その上に表示を備えることができる。該
プレートは、少なくとも一部を、一種またはそれ以上の金属、プラスチック、ウレタン、
または複合体で作ることができる。あるいはまた、前記インサートは、第一インサート層
および第二インサート層を備える、多層インサートである。これらインサート層は、異な
る材料で作られたものであり得、また好ましくは異なる剛性を持つことができる。この構
成は、これらインサート層の一つが、振動を吸収することを可能とし、また他方のインサ
ート層は、前記ゴルフクラブに硬い感触を与えるのに役立つ。これらの層は、あらゆる所
定の様式で配置でき、好ましい配置は、より弾性の高い層を前記凹部のより低い部分に配
置し、より剛性の高い層を、より高弾性の層上に取り付けることである。あるいはまた、
これら層の配置を、逆にすることも可能である。前に論じた如く、該上部層も、その中に
穿孔を持つことができる。
【００１２】
　前記インサートは、１またはそれ以上の二次的なインサート、例えばウエイト部材を、
その中に備えることができる。一配列においては、ウエイト部材を、前記インサートの中
心部分に配置する。別の配列では、第一のウエイト部材を、前記インサートのヒール部分
に配置し、第二のウエイト部材を、前記インサートのトウ部分に配置する。前記第一およ
び第二ウエイト部材は、実質的に同一の質量を持つものであり得、あるいはこれらは異な
る質量を持つものであっても良い。ゴルファーがフックボールを打つ傾向がある場合、前
記トウ部分におけるウエイト部材は、前記ヒール部分におけるウエイト部材よりも大きな
質量を持つものであっても良い。ゴルファーがスライスボールを打つ傾向がある場合、前
記ヒール部分におけるウエイト部材は、前記トウ部分におけるウエイト部材よりも大きな
質量を持つものであっても良い。
　前記凹部は、上方部分と下方部分とに分けることができ、前記インサートは、該上方部
分に配置され、該下方部分は中空状態に維持される。これら上方部分および下方部分の相
対的な体積は、種々の感触を持つクラブを製作するように設計できる。好ましい配列にお
いては、該上方部分の体積は、該下方部分の体積よりも小さい。望ましくは、該下方部分
の体積は、該上方部分の体積の少なくとも２倍であっても良い。該上方部分の体積は、そ
の下方の境界に沿った、１またはそれ以上の棚部を備えていて、該上方部分内での、前記
インサートの維持を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案のゴルフクラブヘッドを示す図である。
【図２】図１に示すゴルフクラブヘッド全体の、幾つかの断面を示す図である。
【図３】切除部の特徴を例示する、本考案のゴルフクラブを示す図である。
【図４】図３に示したゴルフクラブの平面図である。
【図５】インサートを持つ、本考案のゴルフクラブを示す図である。
【図６】本考案のゴルフクラブと共に使用するための、インサートを示す図である。
【図７】インサートを持つ、本考案のゴルフクラブを示す図である。
【図８】本考案のゴルフクラブと共に使用するための、カウンタボアおよび第二のインサ
ートを備える、インサートを示す図である。
【図９】本考案のゴルフクラブと共に使用するための、二次的なインサートを備える、イ
ンサートを示す図である。
【図１０】多層インサートを持つ、本考案のゴルフクラブヘッドを示す図である。
【図１１】本考案のゴルフクラブヘッドの中央部分を通る、断面図である。
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【考案を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本考案を、添付図を参照しつつ説明する。該添付図において、類似する参照番号
、文字は同様な要素を表す。
　実施例における以外、または特に述べない限り、あらゆる数値範囲、量、値および百分
率、例えば材料の量、慣性モーメント、重心の位置、ロフト角、および本明細書の以下の
部分における他の物は、「約」なる用語が、値、量または範囲に表現上現れない場合にお
いてさえ、「約」なる用語が先行するものとして読むべきである。従って、逆に指定され
ていない場合には、以下の本明細書および添付した実用新案登録請求の範囲に示された数
値パラメータは、本考案により得られたと考えられる所定の性質に依存して可変可能性の
ある、近似値である。少なくとも、および実用新案登録請求の範囲に等価な教義の適用範
囲を限定する意図なしに、各数値パラメータは、少なくとも、報告された有意な数値の値
に照らして、また通常の切り上げ、切捨て技術の適用によって、解釈されるべきである。
【００１５】
　本考案の広義の範囲を示す数値範囲およびパラメータが、近似値であるにも拘らず、特
定の実施例に示された数値は、できる限り正確であるように報告されている。しかしなが
ら、あらゆる数値は、必然的に、各テスト測定に見られる標準偏差に起因する、ある程度
の誤差を、元々含んでいる。更に、可変範囲を備える数値範囲が、ここに示された場合に
は、表示された数値を備える、これら数値のあらゆる組合せが、使用可能であることを意
図している。
　図１は、本考案による第一のゴルフクラブヘッド１を示す。ゴルフクラブヘッド１は、
打球フェース１１、トップライン１２、ソール１３、バック１４、ヒール１５およびトウ
１６を構成する本体１０を備える。このバック１４は、キャビティー２１および凹部２２
を備える。キャビティー２１は、前記フェース１１に対して実質的に垂直な方向に延び、
凹部２２は、キャビティー２１から離れ、ソール１３に向って延びる。好ましくは、この
クラブヘッド１は、アイアンタイプのゴルフクラブヘッドである。
【００１６】
　凹部２２は、クラブヘッド１の中心位置から材料を除去し、そのためにクラブヘッド１
の質量を、より一層その周囲部に移動させ、より大きな、前記クラブヘッドの重心を通る
垂直軸線を中心に測定した慣性モーメント（ＭＯＩ）を与え、前記クラブヘッドのスウィ
ートスポットのサイズを大きくする。慣性とは、ある外力が作用しない限り、ある物体が
静止状態または均一な運動を維持するという、物質の特性である。ＭＯＩは、与えられた
軸の周りの角加速度に対する物体の抵抗の尺度であり、また該物体中の各質量成分と該軸
から該質量成分までの距離の二乗との積の和に等しい。従って、該軸からの距離の増加に
伴って、該ＭＯＩも増大し、前記クラブのオフセンターヒットを許容する。前記クラブヘ
ッド周囲部への、質量の移動または再配列は、該スウィートスポットを拡大し、より許容
度の高いクラブを与える。この効果を高めるために、凹部２２は、可変深さを持つ。凹部
２２は、第一の深さを備えるヒール部分２２ａ、第二の深さを備えるトウ部分２２ｂ、お
よびこれらヒールおよびトウ部分２２ａ、２２ｂの中間にあり、第三の深さを備える中央
部分２２ｃを備える。前記第三の深さは、前記第一の深さ及び第二の深さよりも大きく、
より多くの質量をクラブヘッド１の周囲部分に移動させる。前記第一の深さ及び第二の深
さは、実質上等価であっても良い。あるいはまた、凹部２２の相対的な深さは、異なって
いてもよい。第一の変形において、前記第一の深さは、前記第二の深さよりも深く、その
ためにより多くの質量がトウ１６側に置かれる。これは、クラブヘッドの重心をトウ１６
方向に偏らせ、クラブヘッドの閉じを困難にし、早すぎるまたはインパクトにおいて過度
にクラブヘッドが閉じる可能性を減じるので、フックボールを打つ傾向のあるゴルファー
にとって望ましいことであっても良い。第二の変形において、前記第一の深さは、前記第
二の深さよりも浅く、そのためにより多くの質量がヒール１５側に置かれる。これは、ク
ラブヘッドの重心をヒール１５方向に偏らせ、クラブヘッドの閉じを容易にし、インパク
トにおいてクラブヘッドが開いたままとなる可能性を減じるので、スライスボールを打つ
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傾向のあるゴルファーにとって望ましいことであっても良い。
【００１７】
　前記第三の深さは、好ましくは約１．２７～約２５．４ｍｍ（約０．０５～約１インチ
）である。上記の如く、ゴルフクラブを使用する困難さは、ロフト角の減少およびクラブ
長さの増大と共に高くなる。換言すれば、使用の困難さは、ショートアイアンからロング
アイアンに移行するにつれて増大する。従って、使用の困難さの増大と共に、増大する変
化を与えることが望ましい可能性がある。凹部２２は、クラブセット内の各クラブまたは
該セット内のクラブの種々の組について、様々な形状を与えることができる。この例にお
いて、凹部２２は、ショートアイアンに対するよりも、ロングアイアンに対してより強調
される。ショートアイアンに対して好ましい深さは、約１．２７～約１２．７ｍｍ（約０
．０５～約０．５インチ）であり、またミドルおよびロングアイアンに対して好ましい深
さは、約５．０８～約２５．４ｍｍ（約０．２～約１インチ）である。
【００１８】
　また、凹部２２は、好ましくは該スウィートスポットを拡大し、より許容度の高いクラ
ブを製造するための付随的な態様として、変更可能な抜き勾配角αを持つ。この抜き勾配
角αは、凹部２２を構成する、クラブヘッドのバック１４と後壁１７との間の、凹部２２
内の角度である。ヒール部分２２ａは、第一の抜き勾配角を備え、トウ部分２２ｂは、第
二の抜き勾配角を備え、中央部分２２ｃは、第三の抜き勾配角を備え、ここで前記第三の
抜き勾配角は、前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角よりも大きい。換言すれば、
前記凹部２２の中央部分は、前記ヒールおよびトウ部分よりも幅が大きい。これは、クラ
ブヘッド１の質量を、該ヘッドの中央領域からその周囲部分に、更に移動させ、そのＭＯ
Ｉを増大する。前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角は、実質上等しくても良い。
あるいはまた、凹部２２の相対的な抜き勾配角は、異なっていても良い。第一の変更にお
いて、前記第一の抜き勾配角は、前記第二の抜き勾配角よりも大きく、より多くの質量を
トウ１６方向に移動させる。これは、クラブヘッドの重心をトウ１６方向に偏らせ、クラ
ブヘッドの閉じを困難にし、早すぎるまたはインパクトにおいて過度にクラブヘッドが閉
じる可能性を減じるので、フックボールを打つ傾向のあるゴルファーにとって望ましいこ
とであっても良い。第二の変更において、前記第一の抜き勾配角は、前記第二の抜き勾配
角よりも小さく、より多くの質量をヒール１５の方向に移動させる。これは、クラブヘッ
ドの重心をヒール１５方向に偏らせ、クラブヘッドの閉じを容易にし、インパクトにおい
てクラブヘッドが開いたままとなる可能性を減じるので、スライスボールを打つ傾向のあ
るゴルファーにとって望ましいことであっても良い。前記第一の抜き勾配角及び第二の抜
き勾配角は、好ましくは約５度～約２５度なる範囲、より好ましくは約２０度～約２５度
である、前記第三の抜き勾配角は、好ましくは約３０度～約４５度なる範囲、より好まし
くは約３５度～約４０度である。
【００１９】
　場合により、凹部２２は、中央およびトウ部分２２ｂ、２２ｃの中間にある、例えば断
面Ｄ－Ｄ近傍にある追加部分を備える。この追加部分は、第四の抜き勾配角を有し、また
好ましくはこの第四の抜き勾配角は、前記第三の抜き勾配角よりも大きい。該第四の抜き
勾配角に関して好ましい角度は、約３５度～約６０度なる範囲、およびより好ましくは約
３５度～約５０度である。
　図２は、ゴルフクラブヘッド１の幾つかの断面図を示すものである。これら断面は、ク
ラブヘッドのヒール部分２２ａから、その中央部分２２ｃを介して、該ヘッドのトウ部分
２２ｂまでの、クラブヘッド１全体に渡る、多数の位置について取ったものである。断面
Ａ－Ａは、クラブヘッド１のヒール部分２２ａを通るものであり、断面Ｆ－Ｆは、クラブ
ヘッド１のトウ部分２２ｂを通るものであり、また断面Ｃ－ＣおよびＤ－Ｄは、その中央
部分２２ｃを通るものである。これらの断面は、凹部２２を介して、クラブヘッド１から
除去される質量を表しており、前記トウおよびヒール領域に対して、該中央領域からより
多くの材料が除去されている。
【００２０】
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　後壁１７は、その中に切除部を備えることができる。図３は、この特徴を示す、本考案
のゴルフクラブを図示したものである。図示したように、後壁１７は、その中央部分から
の切除部２５を備える。この切除部２５は、クラブヘッド１の中心から、質量を更に除去
して、更にクラブヘッド質量をその周囲部分に偏らせる。このクラブヘッド１は、表示２
７を、好ましくはクラブヘッド１のバック１４部分の上に備えることができる。この表示
２７は、例えばロゴまたは他の同定用のマークであっても良い。表示２７を備える場合、
前記表示および切除部２５は、好ましくはこの切除部２５を介して、表示２７を見ること
ができるように、整列されている。この切除部２５は、事実上任意の形状をとることがで
きる。意図している形状は、円形、楕円形、卵形、三角形および台形を備える。この切除
部２５が、完全な形状を持つ必要が無いことに注意すべきである。寧ろ、この切除部２５
は、上記形状の一部のみをとることができる。例えば、切除部２５は、この切除部がシェ
ブロンの外観を取るように、少なくとも一部が台形であっても良い。好ましい円形形状は
、実質的にゴルフボールの直径に等しい、直径を持ち、該ゴルフボールの直径は、約４．
２７ｃｍ（約１．６８インチ）であっても良い。
　後壁１７は、その中心部において外方に湾曲していて、上で論じた増大された中央抜き
勾配角と同様に、周囲部の質量増加率を高めることができる。図４は、図３に示したゴル
フクラブの平面図であり、湾曲した後壁１７を含んでいる。後壁１７は、その中心部にお
いて外方に湾曲されている。前記トウおよびヒール部分は、前記中央部分程には外方に湾
曲していないので、より多くの材料が存在し、従ってより多くの質量が、クラブヘッド１
の前記ヒールおよびトウ部分に存在し、結果として前記クラブヘッドのＭＯＩを高めてい
る。
【００２１】
　前記クラブヘッドの重心を通る垂直軸線に関する該ＭＯＩは、好ましくは約２３００ｇ
・ｃｍ２を越える。このＭＯＩ値の好ましい範囲は、約２３００ｇ・ｃｍ２～約３０００
ｇ・ｃｍ２なる範囲を備える。このＭＯＩ値は、恐らくクラブセット全体を通して、クラ
ブヘッド毎に可変であろう。
　図５は、凹部２２内に配置されたインサート３０を備える、本考案のゴルフクラブ１を
図示したものである。このインサート３０は、凹部２２を完全に満たしていても、また僅
かに部分的に満たしていても良い。このインサート３０は、接着剤によりクラブヘッド１
に結合することができる。機械的な締結具を、単独でまたは接着剤との組合せで使用して
、インサート３０をクラブヘッド本体１０に結合することも可能である。例示の締結具は
、ネジとボルトとを備える。これを使用する場合、該機械的締結具は、好ましくは凹部２
２の底部から上方に延びる。インサート３０は、あらゆる所定の型のインサート、例えば
ウエイト部材、減衰部材、メダリオン、またはこれら例の２またはそれ以上の組合せであ
っても良い。減衰部材の使用は、クラブヘッド１における振動、例えば中心以外でボール
をヒットした際に発生するような振動を減衰するのに有用であり、また前記クラブの感触
および性能を高める。好ましい減衰部材は、ウレタンおよびゴムを包含する。メダリオン
は、ブランドおよびモデル情報を与えるのに有用である。該メダリオンは、プラスチック
、例えば同時成型されたプラスチック、またはステンレススチール等の金属材料、あるい
はあらゆる他の適当な材料または組成物で作ることができる。
【００２２】
　図６は、インサート３０の好ましい形状を示す図である。このインサート３０は、主本
体部分３１および本体３１から延びている１またはそれ以上の脚部３２を備える。図示し
た態様では、３本の脚部３２が示されているが、任意の数の脚部３２を備えることができ
る。主本体部分３１は、好ましくは凹部２２の上部と整合している、頂面３３を備える。
脚部３２は、頂面３３から、下方に離れていくように延びる脚部３２は、凹部２２までの
全体に渡り延びていても、またそうでなくても良い。脚部３２は、随意の部材であり、イ
ンサート３０は、また本体部材３１のみで構成されていても良い。インサート３０は、ま
た凹部２２の底部表面と一致するように形成された、下部本体を備えることもできる。こ
の下部本体は、凹部２２の長さ全体、またはその一部のみに沿って延びていても良い。
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【００２３】
　インサート３０は、好ましくは使用されるはずの、凹部２２に従って形成される。凹部
２２が可変深さを持つ場合、インサート３０は、前記凹部の深さに対応して、可変深さを
持つであろう。前記凹部の深さに関する上記議論に従えば、インサート３０は、前記凹部
の第一の深さに相当する第一の深さを備えるヒール部分、前記凹部の第二の深さに相当す
る第二の深さを備えるトウ部分、および前記ヒールおよびトウ部分の中間に位置し、前記
凹部の第三の深さに相当する第三の深さを備える中央部分を備える。同様に、凹部２２が
可変抜き勾配角を持つ場合、インサート３０は、前記凹部の幅に相当する、可変幅を持つ
であろう。この凹部の幅は、前記凹部抜き勾配角の関数である。前記凹部の抜き勾配角に
関する上記議論に従えば、インサート３０は、前記凹部の第一の幅に相当する第一の幅を
備えるヒール部分、前記凹部の第二の幅に相当する第二の幅を備えるトウ部分、および前
記ヒールおよびトウ部分の中間に位置し、前記凹部の第三の幅に相当する第三の幅を備え
る中央部分を備える。図７に示したように、凹部２２が切除部２５を持つ場合には、イン
サート３０は対応する切除部３５を持ち、結果としてインサート３０は、後壁１７の頂面
と実質的に整合した状態にある。
　あるいはまた、インサート３０は、後壁１７を写すように配置されてはいない。例えば
、後壁１７が切除部２５を備える場合、インサート３０は、対応する切除部を含まずに形
成でき、その結果インサート３０は、後壁１７上の、切除部２５の上部まで延びていても
良い。この態様において、バック部分１４は、好ましくは切除部２５と整合状態にある表
示２７を備え、インサート３０は、好ましくは実質上半透明である。このことは、表示２
７を、インサート３０を介して見ることを可能とし、結果として新規な外観を持つゴルフ
クラブを与える。
【００２４】
　インサート３０は、これを貫通する穴を構成できる。このことは、クラブヘッド本体１
０が、ロゴ等の表示をその上に持つ場合に望ましいことであっても良い。該穴は、好まし
くは前記表示と整合状態にあり、結果的に、この穴を介して、前記表示を見ることができ
る。あるいは、インサート３０は、その中に刻み目（ｉｎｄｅｎｔａｔｉｏｎ）を備える
ことができ、また第二のインサートが、該刻み目内でインサート３０と結合することがで
きる。この場合、この第二のインサートは、その上に表示を備えることができる。この第
二のインサートを、所定の位置にしっかりと保持するために、インサート３０は、カウン
タボアを備えることができ、また前記第二のインサートは、このカウンタボア内でインサ
ート３０と結合することができる。この第二のインサートは、好ましくは該カウンタボア
内の所定の位置に、適当に固定される。該カウンタボア内での前記第二のインサートの、
好ましい固定方法を、図８に示す。図８は、その中にカウンタボア３７を備えた、インサ
ート３０を示す。カウンタボア３７は、その中に溝３８を備える。第二のインサート４０
は、カウンタボア３７内に位置している。この第二のインサート４０は、溝３８をしっか
りと嵌合し、インサート４０を、インサート３０内で固定するように形成されている、タ
ング（ｔｏｎｇｕｅ）４１を備える。インサート３０用の材料は、好ましくは溝３８に挿
入できるように、柔軟である。好ましくは、インサート３０用の材料は、約８０未満のシ
ョアＤ硬さを持つ。
【００２５】
　場合により、インサート３０、好ましくはこのインサート３０の頂面３３と、プレート
とを結合することができる。このプレートは、例えば細長いスロットを持つように、穿孔
されていてもよい。穿孔を備える場合、インサート３０および該プレートは、好ましくは
異なる色を有していて、該穿孔を介して、インサート３０が見えるようになっている。場
合によっては、該プレートは、その上に表示を備えることができる。このプレートは、少
なくとも一部を、１又は２以上の金属、プラスチック、ウレタン、または複合体で作るこ
とができる。
　図９は、本考案のゴルフクラブと共に使用するための、二次的なインサート４５を備え
るインサート３０を示す。３つの、この種の二次的なインサート４５が、図示した態様に
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示されているが、任意の数の二次的なインサート４５を備えることができる。これら二次
的なインサート４５は、ウエイト部材であっても良い。これらのウエイト部材は、所定の
質量を持つものであり得、また好ましくはクラブヘッド１の比重よりも大きな比重を持つ
。
【００２６】
　ウエイト部材４５は、所望に応じて、インサート３０内に設けることができる。第一の
好ましい構成は、インサート３０の中央部分、および好ましくはその底部方向に配置され
たウエイト部材４５を備える。この第一の構成は、前記クラブヘッドの重心を下げるのに
役立つ。
　第二の好ましい構成は、インサート３０のヒール部分における第一のウエイト部材４５
およびインサート３０のトウ部分における第二のウエイト部材４５を備える。このクラブ
ヘッドの重心を下げることに加えて、この第二の構成は、前記クラブヘッドのＭＯＩをも
増大する。この第二の構成において、前記第一および第二のウエイト部材の質量は、実質
的に同一であり得、あるいはこれらは異なっていても良い。ゴルファーがスライスボール
を打つ傾向を示す場合には、望ましくは、トウ部分のウエイト部材よりも大きな質量を持
つ、ヒール部分のウエイト部材を設けることができる。逆に、ゴルファーがフックボール
を打つ傾向を示す場合には、望ましくは、トウ部分のウエイト部材よりも小さな質量を持
つ、ヒール部分のウエイト部材を設けることができる。
【００２７】
　もう一つの態様において、インサート３０は、多層インサートである。インサート３０
は、第一の剛性を持つ第一の材料製の第一のインサート層、および第二の剛性を持つ第二
の材料製の第二のインサート層を備える。好ましくは、前記第一のインサート層は、フェ
ース１１のリア側におけるバック１４と結合しており、また前記第二のインサート層は、
前記第一インサート層と結合している。前記第二インサート層は、前記第一インサート層
と、その任意の部分に沿って結合していても良いが、好ましくは前記第一インサート層の
頂面３３と結合している。前記第二インサート層は、その中に穿孔を備えることができ、
該穿孔は細長いスロット形状にあって、前記第一インサート層を、該スロットを介して見
ることができる。該細長いスロットは、ゴルフクラブヘッド１の長手方向軸線に対して実
質的に平行に整列された状態にあり、ゴルフクラブヘッド１の長手方向軸線に対して実質
的に直交関係にあり、あるいはゴルフクラブヘッド１の長手方向軸線に対して傾斜した状
態にあってよい。前記第一および第二インサート層は、好ましくは実質上異なる色を持つ
。これらのインサート３０は、ダブルショット製法により作ることができ、またウレタン
、ポリウレタン、または任意の他の所定の材料で製造でき、ここで前記インサート３０は
、二重射出法で作られる。グレース（Ｇｒａｃｅ）等の米国特許第５，９２４，９３９号
（その開示事項全体を、本考案の参考とする）は、本考案と共に利用可能な追加のインサ
ートを開示している。図１０は、多層インサートを備える、ゴルフクラブヘッド１を示す
。前記第二インサート層は、その中に穿孔を備え、該穿孔は、前記第一インサート層を見
ることを可能とする。
【００２８】
　前記第一および第二インサート層の相対的な剛性は、前記クラブの感触に影響を与える
。前記第一の剛性は、好ましくは前記第二の剛性よりも低い。この構成は、前記第一イン
サート層が、振動を吸収することを可能とし、一方で前記第二インサート層は、前記ゴル
フクラブに硬い感触を与えるのに役立つ。あるいはまた、前記第一の剛性は、前記第二の
剛性よりも大きく、また前記第一インサート層は、主として安定性を与え、一方前記第二
インサート層は、主として振動を吸収する。
　図１１は、本考案のゴルフクラブヘッド１の中央部分を介して見た、断面図である。こ
の態様において、凹部２２は、第一の体積を持つ上方部分５０、および第二の体積を持つ
下方部分を備える。インサート３０は、この上方部分５０内に位置し、また好ましくはこ
の上方部分５０を実質的に満たしている。この上方部分５０内でのインサート３０の配置
を容易にするために、前記クラブヘッドは、場合により１またはそれ以上の棚部５１を、
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その下方境界部に備えることができる。これらの棚部５１は、インサート３０を配置する
ことができ、またインサート３０を結合することのできるシートを与える。
【００２９】
　好ましくは、下方部分５５は、実質的に中空状態にある。中空の下方体積を設けること
は、より大きなスウィートスポットを持つ、より許容度の高いクラブを製造する上で役立
つ。この第二の体積は、好ましくは前記第一の体積よりも大きく、またより好ましくは前
記第一の体積のほぼ二倍である。下方部分５５にとって好ましい体積は、約１．６４～６
．５６ｃｍ３（約０．１～約０．４インチ３）なる範囲、より好ましくは約２．４６～４
．１０ｃｍ３（約０．１５～約０．２５インチ３）である。上方部分５０の好ましい体積
は、約１．６４～３．２８ｃｍ３（約０．１～約０．２インチ３）なる範囲、より好まし
くは約２．２９～２．４６ｃｍ３（約０．１４～約０．１５インチ３）である。これらの
体積は、恐らくゴルフクラブセット全体を通して、クラブ毎に可変であろう。
　以上、本考案の好ましい態様を記載してきたが、これらは、単に例としてのみ提示され
たものであり、本考案を限定するために提示されたものではないものと、理解すべきであ
る。当業者には、形状および細部における様々な変更が、本考案の精神並びに範囲を逸脱
することなしに行うことが可能であることは、明白であろう。従って、本考案は、上記の
例示的な態様によって、制限されるべきではなく、上記実用新案登録請求の範囲およびそ
の等価物によってのみ規定されるべきである。
【００３０】
　本考案は以下の態様をとりうる。
　１．ゴルフクラブヘッドであって、
　打球フェースと、トップラインと、ソールと、バックと、ヒールと、トウとを構成する
本体を有し、
　前記バックが、キャビティーと凹部とを備え、前記キャビティーが、前記フェースに対
して実質的に垂直な方向に延び、前記凹部が、前記キャビティーから離れ、前記ソールに
向って延び、
　前記凹部が可変深さを持つ、
　ゴルフクラブヘッド。
　２．前記凹部が、第一の深さを備えるヒール部分と、第二の深さを備えるトウ部分と、
第三の深さを備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分を備え、
　前記第三の深さが、前記第一の深さ及び第二の深さよりも大きい、
　態様１記載のゴルフクラブヘッド。
　３．前記第一の深さ及び第二の深さが実質的に等しい、態様２記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　４．前記第一の深さが前記第二の深さよりも大きい、態様２記載のゴルフクラブヘッド
。
　５．前記第一の深さが前記第二の深さよりも小さい、態様２記載のゴルフクラブヘッド
。
　６．前記第三の深さが、約１．２７～約２５．４ｍｍ（約０．０５～約１インチ）であ
る、態様２記載のゴルフクラブヘッド。
　７．前記ゴルフクラブヘッドがショートアイアンタイプのゴルフクラブヘッドであり、
前記第三の深さが約１．２７～約１２．７ｍｍ（約０．０５～約０．５インチ）である、
態様６記載のゴルフクラブヘッド。
　８．前記ゴルフクラブヘッドが、ミドルアイアンタイプ又はロングアイアンタイプのゴ
ルフクラブヘッドであり、前記第三の深さが、約５．０８～約２５．４ｍｍ（約０．２～
約１インチ）である、態様６記載のゴルフクラブヘッド。
　９．前記凹部が可変抜き勾配角を持つ、態様１記載のゴルフクラブヘッド。
　１０．前記凹部が、第一の抜き勾配角を備えるヒール部分と、第二の抜き勾配角を備え
るトウ部分と、第三の抜き勾配角を備える、前記ヒール部分とトウ部分との中間にある中
央部分とを備え、
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　前記第三の抜き勾配角が前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角よりも大きい、態
様９記載のゴルフクラブヘッド。
　１１．前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角が実質的に等しい、態様１０記載の
ゴルフクラブヘッド。
　１２．前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角が、約５度～約２５度である、前記
第三の抜き勾配角が約３０度～約４５度である、態様１０記載のゴルフクラブヘッド。
　１３．前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角が約２０度～約２５度である、前記
第三の抜き勾配角が約３５度～約４０度である、態様１２記載のゴルフクラブヘッド。
　１４．前記凹部が、前記中央部分とトウ部分との中間にあり、第四の抜き勾配角を持つ
追加部分を備える、態様１０記載のゴルフクラブヘッド。
　１５．前記第一の抜き勾配角及び第二の抜き勾配角が約５度～約２５度であり、前記第
三の抜き勾配角が約３０度～約４５度であり、該第四の抜き勾配角が約３５度～約６０度
である、態様１４記載のゴルフクラブヘッド。
　１６．前記ヒール部分が第一の深さを備え、前記トウ部分が第二の深さを備え、前記中
央部分が第三の深さを備え、
　前記第三の深さが、前記第一の深さ及び第二の深さよりも大きい、態様１０記載のゴル
フクラブヘッド。
　１７．前記凹部が、前記バックと後壁との間にあり、これらによって構成される、態様
１記載のゴルフクラブヘッド。
　１８．前記後壁がその中央部分に切除部を備える、態様１７記載のゴルフクラブヘッド
。
　１９．前記バック上に表示を備え、前記切除部が前記表示と整合されている、態様１８
記載のゴルフクラブヘッド。
　２０．前記切除部は、少なくとも一部が、円形、楕円形、卵形、三角形、及び台形から
なる群から選択された形状を持つ、態様１８記載のゴルフクラブヘッド。
　２１．前記切除部が、ゴルフボールの直径と実質的に等しい直径を持つ、実質的な円形
形状を有する、態様１８記載のゴルフクラブヘッド。
　２２．前記直径が約４．２７ｃｍ（約１．６８インチ）である、態様２１記載のゴルフ
クラブヘッド。
　２３．前記後壁は中央部分が外方に湾曲されている、態様１７記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　２４．前記クラブヘッドが、重心と、該重心を通って延びる垂直軸線を中心に測定した
、およそ２３００ｇ・ｃｍ２を越える慣性モーメントとを持つ、態様１記載のゴルフクラ
ブヘッド。
　２５．前記慣性モーメントが約２３００ｇ・ｃｍ２～約３０００ｇ・ｃｍ２である、態
様２４記載のゴルフクラブヘッド。
　２６．打球フェースと、トップラインと、ソールと、バックと、ヒールと、トウとを構
成する本体を備え、
　前記バックがキャビティーと凹部とを備え、前記キャビティーが、前記フェースに対し
て実質的に垂直な方向に延び、前記凹部が、前記キャビティーから離れ、前記ソールに向
って延び、
　前記凹部内に位置決めされたインサートを備える、
　ゴルフクラブヘッド。
　２７．前記インサートが減衰部材である、態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　２８．前記インサートは、少なくとも一部が、ウレタンまたはゴムで作られている、態
様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　２９．前記インサートが、頂面を備え、該頂面から前記凹部の底部に向かって延びる脚
部を備える、態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　３０．該脚部が該底部まで延びていない、態様２９記載のゴルフクラブヘッド。
　３１．前記インサートが少なくとも３つの脚部を備える、態様２９記載のゴルフクラブ
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ヘッド。
　３２．前記頂面が前記凹部の頂部と整合されている、態様２９記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　３３．前記凹部が、第一の幅を備えるヒール部分と、第二の幅を備えるトウ部分と、第
三の幅を備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分とを備え、
　前記第三の幅が前記第一の幅及び第二の幅よりも大きい、
　態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　３４．前記インサートが、前記凹部の第一の幅に対応する第一の幅を備えるヒール部分
と、前記凹部の第二の幅に対応する第二の幅を備えるトウ部分と、前記凹部の第三の幅に
相当する第三の幅を備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分とを備える、
態様３３記載のゴルフクラブヘッド。
　３５．前記ヒール部分が第一の深さを備え、前記トウ部分が第二の深さを備え、前記中
央部分が第三の深さを備え、
　前記第三の深さが、前記第一の深さ及び第二の深さよりも深い、
　態様３３記載のゴルフクラブヘッド。
　３６．前記インサートが、前記凹部の第一の深さに対応する第一の深さ備えるヒール部
分と、前記凹部の第二の深さに対応する第二の深さを備えるトウ部分と、前記凹部の第三
の深さに相当する第三の深さを備える、前記ヒールと前記トウ部分との中間の中央部分と
を備える、態様３５記載のゴルフクラブヘッド。
　３７．前記凹部が、前記バックと後壁との間にあり、これらによって構成され、前記後
壁が、その中央部分に切除部を備え、
　前記インサートがその頂面に切除部を備え、前記インサートの切除部が、前記凹部の切
除部と整合されている、
　態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　３８．前記バック上に表示を備え、前記切除部が前記表示と整合されている、態様３７
記載のゴルフクラブヘッド。
　３９．前記インサートが、これを貫通する穴を構成する、態様２６記載のゴルフクラブ
ヘッド。
　４０．前記バック上に表示を備え、該穴が前記表示と整合されている、態様３９記載の
ゴルフクラブヘッド。
　４１．前記インサートが中に刻み目を備え、該刻み目内で前記インサートに結合された
第二のインサートを備える、態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　４２．前記第二のインサートがその上に表示を備える、態様４１記載のゴルフクラブヘ
ッド。
　４３．前記インサートがカウンタボアを備え、前記第二のインサートが、前記カウンタ
ボア内で前記インサートに結合されている、態様４１記載のゴルフクラブヘッド。
　４４．前記第二のインサートが、前記カウンタボア内の適所に係止されるようになって
いる、態様４３記載のゴルフクラブヘッド。
　４５．前記インサートが、接着剤によって前記クラブヘッドに結合されている、態様２
６記載のゴルフクラブヘッド。
　４６．前記インサートが、機械的な締結具によって更に前記クラブヘッドに結合されて
いる、態様４５記載のゴルフクラブヘッド。
　４７．前記機械的な締結具が前記凹部の底部から上方に延びる、態様４６記載のゴルフ
クラブヘッド。
　４８．前記インサートと結合したプレートを備える、態様２６記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　４９．前記プレートが前記インサートの頂部と結合している、態様４８記載のゴルフク
ラブヘッド。
　５０．該プレートが穿孔されている、態様４８記載のゴルフクラブヘッド。
　５１．前記プレートは、少なくとも一部が、金属、プラスチック、ウレタンの１つ又は
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２つ以上、或いは、複合体で作られている、態様４８記載のゴルフクラブヘッド。
　５２．前記インサートが実質的に半透明である、態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　５３．前記凹部が、前記バックと後壁との間にあり、これらによって構成され、前記後
壁が、その中央部分に切除部を備え、
　前記バックが、その上に表示を備え、
　前記切除部及び前記インサートが、前記インサートを通して前記表示を見ることができ
るように、前記表示と整合されている、態様５２記載のゴルフクラブヘッド。
　５４．前記インサートが、その中に少なくとも一つの第二のインサートを備える、態様
２６記載のゴルフクラブヘッド。
　５５．該少なくとも一つの第二のインサートがウエイト部材である、態様５４記載のゴ
ルフクラブヘッド。
　５６．該少なくとも一つの第二のインサートが、前記インサートの中心部に位置決めさ
れている、態様５４記載のゴルフクラブヘッド。
　５７．前記インサートが、そのヒール部分に設けられた第一の二次的インサートと、前
記インサートのトウ部分に設けられた第二の二次的インサートとを有する、態様５４記載
のゴルフクラブヘッド。
　５８．前記第一の二次的インサートが第一の質量を有し、前記第二の二次的なインサー
トが第二の質量を有し、前記第一の質量が、前記第二の質量よりも大きい、態様５４記載
のゴルフクラブヘッド。
　５９．前記第一の二次的インサートが第一の質量を有し、前記第二の二次的なインサー
トが第二の質量を有し、前記第一の質量が、前記第二の質量よりも小さい、態様５７記載
のゴルフクラブヘッド。
　６０．前記第一の二次的インサートが第一の質量を有し、前記第二の二次的なインサー
トが第二の質量を有し、前記第一の質量が、前記第二の質量と実質的に等しい、態様５７
記載のゴルフクラブヘッド。
　６１．前記インサートが、
　多層インサートであり、
　第一の剛性を持つ第一の材料製の第一のインサート層を有し、該第一のインサート層は
、前記フェースのリア側に結合され、
　第二の剛性を持つ第二の材料製の第二のインサート層を有し、前記第二のインサート層
は前記第一のインサート層に結合された、
　態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
　６２．前記第二のインサート層が、前記第一のインサート層の頂部分に結合された、態
様６１記載のゴルフクラブヘッド。
　６３．前記第二のインサート層が内部に穿孔を備える、態様６２記載のゴルフクラブヘ
ッド。
　６４．前記穿孔が細長いスロットを備える、態様６３記載のゴルフクラブヘッド。
　６５．前記細長いスロットが、前記ゴルフクラブヘッドの長手方向軸線に対して実質的
に平行である、態様６４記載のゴルフクラブヘッド。
　６６．前記細長いスロットが、前記ゴルフクラブヘッドの長手方向軸線に対して実質的
に垂直である、態様６４記載のゴルフクラブヘッド。
　６７．前記第一のインサート層が第一の色を持ち、前記第二のインサート層が第二の色
を持ち、前記第一の色及び第二の色が実質的に異なる、態様６３記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　６８．前記第一の剛性が前記第二の剛性よりも低い、態様６１記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　６９．前記第一の剛性が前記第二の剛性よりも高い、態様６１記載のゴルフクラブヘッ
ド。
　７０．前記凹部が、上方部分と下方部分とを有し、前記インサートが、前記上方部分内
に位置決めされている、態様２６記載のゴルフクラブヘッド。
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　７１．前記下方部分が実質的に中空である、態様７０記載のゴルフクラブヘッド。
　７２．前記上方部分が第一の体積を持ち、前記下方部分が第二の体積を持ち、前記第一
の体積が前記第一の体積よりも小さい、態様７０記載のゴルフクラブヘッド。
　７３．前記第二の体積が前記第一の体積の少なくとも２倍である、態様７２記載のゴル
フクラブヘッド。
　７４．前記第一の体積が、約１．６４～約３．２８ｃｍ３（約０．１～約０．２インチ
３）であり、前記第二の体積が、約１．６４～約６．５６ｃｍ３（約０．１～約０．４イ
ンチ３）である、態様７２記載のゴルフクラブヘッド。
　７５．前記第一の体積が、約２．２９～約２．４６ｃｍ３（約０．１４～約０．１５イ
ンチ３）であり、前記第二の体積が、約２．４６～約４．１０ｃｍ３（約０．１５～約０
．２５インチ３）である、態様７４記載のゴルフクラブヘッド。
　７６．前記上方体積が、その下方の境界部に棚部を備え、前記インサートが前記棚部に
載る、態様７０記載のゴルフクラブヘッド。
　７７．前記クラブヘッドが、重心と、該重心を通って延びる垂直軸線を中心に測定した
、およそ２３００ｇ・ｃｍ２を越える慣性モーメントとを持つ、態様２６記載のゴルフク
ラブヘッド。
　７８．前記慣性モーメントが、約２３００ｇ・ｃｍ２～約３０００ｇ・ｃｍ２である、
態様７７記載のゴルフクラブヘッド。

【図１】 【図２】
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