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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウンと、
　ソールと、
　座標系の原点を画定する幾何学的中心を含むフェースであって、
　前記座標系は、
　フェースに正接し地平面に概ね平行なｘ軸と、
　前記ｘ軸に直交し前記地平面に概ね平行なｙ軸と、
　前記ｘ軸と前記ｙ軸の両方に直交し前記地平面に直交するｚ軸と、を含む、フェースと
、
　ゴルフクラブ本体と、を具備するゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェースと前記ゴルフクラブ本体は重心を画定しており、前記重心は前記ｚ軸に沿
って測定した前記地平面からの距離Δｚを画定され、前記重心は前記ｙ軸に沿った中心フ
ェースからの距離ＣＧｙを画定されており、
　ＣＧ実効性積であるＣＧｅｆｆがΔｚとＣＧｙとの積として定義されており、
　ここに、ＣＧｅｆｆは３００ｍｍ２より小さく、
　当該ゴルフクラブヘッドが、前記ゴルフクラブ本体において前記フェースに近接した反
発係数機構を画定しており、該反発係数機構が前記ソールにおいて前記フェースに近接し
て配置された貫通スロットであり、
　当該ゴルフクラブヘッドが、前記ソールに結合され少なくとも一部が前記貫通スロット
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に近接して配置された重りパッドをさらに具備する、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記ゴルフクラブヘッドはクラウンを含んでおり、前記ゴルフクラブヘッドは、前記地
平面から前記クラウンの外側面までを測定した前記ゴルフクラブヘッドの最も大きい寸法
であるクラウン高さを画定しており、前記クラウン高さは少なくとも３０ｍｍ乃至５０ｍ
ｍまでである、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　ＣＧｅｆｆは２７５ｍｍ２未満である、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　ＣＧｅｆｆは２５０ｍｍ２未満である、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　ＣＧｅｆｆは２２５ｍｍ２未満である、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　ＣＧｅｆｆは２００ｍｍ２未満である、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記ゴルフクラブヘッドは、前記地平面にライ角で交わるシャフト軸を画定しており、
前記シャフト軸は前記ｚ軸と前記ｘ軸によって形成される平面に平行なシャフト平面を画
定しており、前記シャフト平面にはシャフト平面ｚ軸が画定されており、前記シャフト平
面ｚ軸は前記ｚ軸に平行で前記ｙ軸に交わっており、前記重心は前記ｙ軸に沿って測定し
て前記シャフト平面ｚ軸から約１２ｍｍ以下である、請求項１に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項８】
　前記重心は前記ｙ軸に沿って測定して前記シャフト平面ｚ軸から約７ｍｍ以下である、
請求項７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記重心は前記ｚ軸に沿って測定して前記地平面から約１２．９ｍｍ以下である、請求
項７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記重りパッドの少なくとも一部分は前記反発係数機構に張り出している、請求項１に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記反発係数機構が、前記貫通スロットにおいてチャネルを画定する保定機構を含む、
請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記反発係数機構は斜縁を含む、請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記反発係数機構は貫通スロットである、請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　フェースと、
　クラウンと、
　ソールと、
　内部と外部と画定している本体と、
を具備するゴルフクラブヘッドであって、
　前記フェースと前記本体とが一体に当該フェースに近接している重心を画定しており、
　当該ゴルフクラブヘッドが、前記本体中に画定されている反発係数機構をさらに具備す
るゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記反発係数機構が、前記ソールにおいて前記フェースに近接して配置され前記外部か
ら前記内部に延びる貫通スロットを含むものであり、
　前記反発係数機構が前記本体中にギャップを画定しており、
　当該ゴルフクラブヘッドが、前記ソールの内部に結合され少なくとも一部が前記貫通ス
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ロットに近接して配置された重りパッドをさらに具備する、ゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　前記フェースは中心フェース場所を画定する幾何学的中心を含んでおり、
　基準正接フェース平面が前記フェースに前記中心フェース場所で正接する平面として画
定されており、
　前記重心は、前記正接フェース平面に直交に測定して当該正接フェース平面から約１９
．５ｍｍ以下である、請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記フェースは中心フェース場所を画定する幾何学的中心を含んでおり、
　基準正接フェース平面が前記フェースに前記中心フェース場所で正接する平面として画
定されており、
　前記重心は前記正接フェース平面に直交に当該重心を通る投影を画定し、その結果、前
記投影と前記正接フェース平面の交点に投影点が画定されており、
　基準地平面が前記本体の下端に沿って画定されており、前記地平面はそれにより前記ゴ
ルフクラブヘッドより下にあり、
　前記投影点は前記中心フェース場所より下にある、請求項１４に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１７】
　前記重りパッドの少なくとも一部分は前記反発係数機構に張り出している、請求項１４
に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記反発係数機構は斜縁を含む、請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記反発係数機構は少なくとも部分的に施栓材料を充填されている、請求項１４に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記反発係数機構が、該反発係数機構の内部に施栓材料を保持する保定機構を含む、請
求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００９年１２月２３日出願の米国特許出願第１２／６４６，７６９号の一部
継続出願である２０１１年６月２２日出願の米国特許出願第１３／１６６，６６８号、そ
の一部継続出願である２０１１年１２月２９日出願の米国特許出願第１３／３４０，０３
９号、そのまた一部継続出願である米国特許出願第１３／６８６，６７７号を参照してお
り、それら出願全てをここに参考文献としてそっくりそのまま援用する。
【０００２】
　出願第１３／６８６，６７７号は、更に、２００９年１２月２９日出願の米国仮特許出
願第６１／２９０，８２２号の恩典を主張する２０１０年１月１３日出願の米国特許出願
第１２／６８７，００３号、現在米国特許第８，３０３，４３１号、の継続出願である２
０１１年１１月２８日出願の米国特許出願第１３／３０５，５３３号の一部継続出願であ
り、それら出願全てをここに参考文献としてそっくりそのまま援用する。米国特許出願第
１２／６８７，００３号は、更に、２００８年５月１６日出願の米国仮特許出願第６１／
０５４，０８５号の恩典を主張する２００８年１２月３０日出願の米国特許出願第１２／
３４６，７４７号、現在米国特許７，８８７，４３１号、の一部継続出願である２００９
年５月２９日出願の米国特許出願第１２／４７４，９７３号の一部継続出願であり、上記
出願全てを参考文献としてここにそっくりそのまま援用する。
【０００３】
　また、本願は、２００８年５月１６日出願の米国仮特許出願第６１／０５４，０８５号
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の恩典を主張する２００８年１２月３０日出願の米国特許出願第１２／３４６，７５２号
、現在米国特許第８，０２５，５８７号、の継続出願である２０１１年９月１日出願の米
国特許出願第１３／２２４，２２２号、そのまた継続出願である米国特許出願第１３／５
２８，６３２号を参照する。出願第１３／２２４，２２２号、同第１２／３４６，７５２
号、及び同第６１／０５４，０８５号をここに参考文献としてそっくりそのまま援用する
。
【０００４】
　また、本願は、２００７年９月２７日出願の米国特許出願第１１／８６３，１９８号の
一部継続出願である２００７年１２月２８日出願の米国特許出願第１２／００６，０６０
号、その一部継続出願である米国特許出願第１２／８１３，４４２号を参照しており、両
出願をここに参考文献としてそっくりそのまま援用する。
【０００５】
　また、本願は、２０１０年６月１日出願の米国特許出願第１２／７９１，０２５号、及
び２０１１年１２月２７日出願の米国特許出願第１３／３３８，１９７号を参照しており
、それら出願を参考文献としてここにそっくりそのまま援用する。
【０００６】
　更に、本願は、２００２年１１月８日出願の米国特許出願第１０／２９０，８１７号、
現在米国特許第６，７７３，３６０号、を参照しており、同出願をここに参考文献として
そっくりそのまま援用する。また、本願は、先に挙げられている米国特許出願第１０／２
９０，８１７号の一部継続出願である２００４年２月２３日出願の米国特許出願第１０／
７８５，６９２号、現在米国特許第７，１６６，０４０号、その継続出願である２００６
年１２月２８日出願の米国特許出願第１１／６４７，７９７号、現在米国特許第７，４５
２，２８５号、を参照しており、それら出願全てを参考文献としてここにそっくりそのま
ま援用する。本願は、更に、先に挙げられている出願第１０／７８５，６９２号の一部継
続出願である２００６年９月１９日出願の米国特許出願第１１／５２４，０３１号を参照
しており、両出願をここに参考文献としてそっくりそのまま援用する。
【０００７】
　ゴルフクラブに関わる他の特許及び特許出願である、米国特許第７，４０７，４４７号
、同第７，４１９，４４１号、同第７，５１３，２９６号、及び同第７，７５３，８０６
号、米国特許出願公開第２００４／０２３５５８４号、同第２００５／０２３９５７５号
、同第２０１０／０１９７４２４号、及び同第２０１１／０３１２３４７号、米国特許出
願第１１／６４２，３１０号、及び同第１１／６４８，０１３号、米国仮特許出願第６０
／８７７，３３６号、をここに参考文献としてそっくりそのまま援用する。
【０００８】
　現開示は、ゴルフクラブヘッドに関する。より厳密には、現開示は、重心再配置機構と
反発係数機構のうちの少なくとも一方を含むプレー特性改善のための機構を有するゴルフ
ヘッドクラブに関する。
【背景技術】
【０００９】
　ゴルフ産業では、クラブ設計は、多くの場合、重量、重量配分、スピンレート、反発係
数、特性時間、体積、フェース面積、音、材料、組み上げ技法、耐久性、及び他の多くの
考慮事項を含め、多数の設計要素を考慮に入れる。歴史的に、クラブ設計者は、クラブ性
能の１つの態様を向上させるが一方でクラブ性能の少なくとも１つの他の態様を落として
しまう設計上の機構同士の間のトレードオフに直面してきた。例えば、より軽い重量は、
多くの場合、より速いクラブスピードをもたらすことができ、それはより大きい距離をも
たらすことが多いが、軽量すぎるクラブは使用者が制御不能に陥りかねない。別の例では
、より薄いクラブフェースは、多くの場合、距離を稼ぐが、フェースを薄くすると製品の
耐久性が下がる。更に別の例では、様々なクラブ設計では性能成果を実現するべくハイテ
ク材料が使用されることもあろうが、その利得は材料の調達及び加工の費用増加を正当化
するものではない。現代のゴルフクラブに設計工夫を凝らす挑戦は、主として、設計上の
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トレードオフを最小化させながらなお性能上の恩恵を最大化させることに概ね中心が置か
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願第１２／６４６，７６９号
【特許文献２】米国特許出願第１３／１６６，６６８号
【特許文献３】米国特許出願第１３／３４０，０３９号
【特許文献４】米国特許出願第１３／６８６，６７７号
【特許文献５】米国仮特許出願第６１／２９０，８２２号
【特許文献６】米国特許出願第１２／６８７，００３号
【特許文献７】米国特許第８，３０３，４３１号
【特許文献８】米国特許出願第１３／３０５，５３３号
【特許文献９】米国仮特許出願第６１／０５４，０８５号
【特許文献１０】米国特許出願第１２／３４６，７４７号
【特許文献１１】米国特許第７，８８７，４３１号
【特許文献１２】米国特許出願第１２／４７４，９７３号
【特許文献１３】米国特許出願第１２／３４６，７５２号
【特許文献１４】米国特許第８，０２５，５８７号
【特許文献１５】米国特許出願第１３／２２４，２２２号
【特許文献１６】米国特許出願第１３／５２８，６３２号
【特許文献１７】米国特許出願第１１／８６３，１９８号
【特許文献１８】米国特許出願第１２／００６，０６０号
【特許文献１９】米国特許出願第１２／８１３，４４２号
【特許文献２０】米国特許出願第１２／７９１，０２５号
【特許文献２１】米国特許出願第１３／３３８，１９７号
【特許文献２２】米国特許出願第１０／２９０，８１７号
【特許文献２３】米国特許第６，７７３，３６０号
【特許文献２４】米国特許出願第１０／７８５，６９２号
【特許文献２５】米国特許第７，１６６，０４０号
【特許文献２６】米国特許出願第１１／６４７，７９７号
【特許文献２７】米国特許第７，４５２，２８５号
【特許文献２８】米国特許出願第１１／５２４，０３１号
【特許文献２９】米国特許第７，４０７，４４７号
【特許文献３０】米国特許第７，４１９，４４１号
【特許文献３１】米国特許第７，５１３，２９６号
【特許文献３２】米国特許第７，７５３，８０６号
【特許文献３３】米国特許出願公開第２００４／０２３５５８４号
【特許文献３４】米国特許出願公開第２００５／０２３９５７５号
【特許文献３５】米国特許出願公開第２０１０／０１９７４２４号
【特許文献３６】米国特許出願公開第２０１１／０３１２３４７号
【特許文献３７】米国特許出願第１１／６４２，３１０号
【特許文献３８】米国特許出願第１１／６４８，０１３号
【特許文献３９】米国特許仮特許出願第６０／８７７，３３６号
【発明の概要】
【００１１】
　ゴルフクラブヘッドは、フェースと、内部と外部を画定している本体と、であって、フ
ェースと本体が一体にフェースに近接している重心を画定している、フェース及び本体と
、本体中に画定されている反発係数機構と、を含んでおり、反発係数機構は本体中にギャ
ップを画定している。ゴルフクラブヘッドは、フェースと、ゴルフクラブ本体と、を含ん
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でおり、フェース及びゴルフクラブ本体は重心を画定しており、重心はｚ軸に沿って測定
した地平面からの距離Δｚを画定されており、重心はｙ軸に沿った中心フェースからの距
離ＣＧｙを画定されている。
【００１２】
　次に続く図の機構及び構成要素は、本開示の一般原理を強調するように描かれている。
図全体を通して対応する機構及び構成要素は、一貫性と明解さを期し、参照符号を整合し
て示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドのトゥ側面図である。
【図１Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのフェース側面図である。
【図１Ｃ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの斜視図である。
【図１Ｄ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図２】図１Ｄの２－２線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの断面図
である。
【図３】図２の細部３の詳細図である。
【図４】図１Ａのゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図５】図２の５－５線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの断面図で
ある。
【図６】図２の６－６線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの断面図で
ある。
【図７】図１Ｄの２－２線によって指示される平面に沿って示した場合の現開示の１つの
実施形態によるゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図８】図７の細部８の詳細図である。
【図９】図７の９－９線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの断面図で
ある。
【図１０】図７の１０－１０線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの断
面図である。
【図１１】図１Ｄの２－２線によって指示される平面に沿って示した場合の現開示の１つ
の実施形態によるゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１２】図１１の細部１２の詳細図である。
【図１３】図１２の１３－１３線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの
断面図である。
【図１４】図１２の１４－１４線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの
断面図である。
【図１５】ＣＯＲ試験の場所を示す現開示のゴルフクラブヘッドのフェース側面図である
。
【図１６Ａ】現開示の１つの実施形態による反発係数機構に配置されている施栓材料を含
む図８の詳細図である。
【図１６Ｂ】現開示の１つの実施形態による反発係数機構に配置されている施栓材料を含
む図１２の詳細図である。
【図１７Ａ】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドのトゥ側面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａのゴルフクラブヘッドのフェース側面図である。
【図１７Ｃ】図１７Ａのゴルフクラブヘッドの斜視図である。
【図１７Ｄ】図１７Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１８】図１７Ｄの１８－１８線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッド
の断面図である。
【図１９】図１８の細部１９の詳細図である。
【図２０】図１８の２０－２０線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッドの
断面図である。
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【図２１】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図２２】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図２３】図１Ｄの２－２線によって指示される平面の図の逆方向に取られた平面に沿っ
て示した場合の現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図２４】図２３の細部２４の詳細図である。
【図２５Ａ】現開示の１つの実施形態による反発係数機構の１つの実施形態の諸機構を示
している細部２４の斜視図である。
【図２５Ｂ】現開示の１つの実施形態による反発係数機構の１つの実施形態の諸機構を示
している細部２４の斜視図である。
【図２６Ａ】図２４の２６－２６線によって指示される平面で見た場合の図２５Ａの反発
係数機構の破断図である。
【図２６Ｂ】図２４の２６－２６線によって指示される平面で見た場合の図２５Ｂの反発
係数機構の破断図である。
【図２７】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドを含む現開示の１つの実施
形態によるゴルフクラブ組立体の斜視図である。
【図２８Ａ】現開示の１つの実施形態によるゴルフクラブヘッドのトゥ側面図である。
【図２８Ｂ】図２８Ａのゴルフクラブヘッドのフェース側面図である。
【図２８Ｃ】図２８Ａのゴルフクラブヘッドの斜視図である。
【図２８Ｄ】図２８Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図２９】図２８Ｂの２９－２９線によって指示される平面に取ったゴルフクラブヘッド
の断面図である。
【図３０】図２９の細部３０の詳細図である。
【図３１】剛性梁の模式図である。
【図３２】片持ち梁の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　ゴルフクラブヘッドを含むゴルフクラブ、並びに関連の方法、システム、装置、及び各
種器械が開示されている。当業者には開示されているゴルフクラブは多くの例示としての
実施形態のうちのほんの数例として記載されていることが理解されよう。如何なる特定の
用語遣い又は記述も本開示又はそこから発する何れかの請求の範囲に限定を課すものと考
えられてはならない。簡潔さを期して、標準的な単位の略号が使用されていることがあり
、その様な略号には、限定するわけではないが、特に、ミリメートルに当たる「ｍｍ」、
インチに当たる「ｉｎ.」、ポンドフォースに当たる「ｌｂ.」、時間当たりマイルに当た
る「ｍｐｈ」、秒当たり回転数に当たる「ｒｐｓ」が含まれる。
【００１５】
　ゴルフの試合では、プレーヤーが所与のクラブで距離を伸ばすと、その結果は大体いつ
もプレーヤーに優位をもたらす。ゴルフクラブ設計者がプレーヤーのゴルフボールをでき
る限り遠くへ打つ能力を最大化することを目指す一方で、全米ゴルフ協会―ゴルフの試合
の規則制定団体―はゴルフの試合を規制する規則のセットを提供してきた。これらの規則
は、ゴルフ規則として知られており、様々な、ゴルフ規則上の決定事項が付随している。
ゴルフ規則に発布されている多くの規則はプレーに影響を与える。ゴルフ規則の幾つかは
、クラブがプレーにとって適法である場合又は適法でない場合を指示するように立案され
た規則を含め、機器に影響を与える。様々な規則の中には、ゴルフクラブヘッドの大きさ
、重量、寸法、及び他の様々な機構についての最大限界及び最小限界がある。例えば、ゴ
ルフクラブヘッドで体積が４６０立方センチメートルより大きいものはない。ゴルフクラ
ブフェースで０．８３０より大きい反発係数（ＣＯＲ）を有しているものもなく、ここに
、ＣＯＲはゴルフクラブヘッドのゴルフボールに係るインパクト効率を言い表す。
【００１６】
　ＣＯＲは、衝突効率の測定値である。ＣＯＲは、分離速度対接近速度の比である。この
モデルでは、従って、ＣＯＲは、次式、即ち
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【００１７】
【数１】

【００１８】
を用いて求められ、ここに、
　ｖｃｌｕｂ－ｐｏｓｔはインパクト後のクラブの速度を表し、
　ｖｂａｌｌ－ｐｏｓｔはインパクト後のボールの速度を表し、
　ｖｃｌｕｂ－ｐｒｅはインパクト前のクラブの速度（ＵＳＧＡのＣＯＲ条件については
０の値）を表し、
　ｖｂａｌｌ－ｐｒｅはインパクト前のボールの速度を表している。
【００１９】
　ＵＳＧＡは最大ＣＯＲについて限界を規定しているが、ＣＯＲを最大化させ得る領域規
定はない。多数のゴルフクラブヘッドは最大０．８３０ＣＯＲを実現しているが、その様
なＣＯＲを見いだし得る領域は概して限定されている―典型的にはゴルフクラブヘッドの
フェースの幾何学的中心の領域又はそれに比較的間近にある最大ＣＯＲの領域。多くのゴ
ルフクラブヘッドは、ゴルフボールを、それが適切に打撃されたときには、ゴルフ規則内
で可能な限り遠くに打ち出すように設計されている。とはいえ、最も偉大なプロゴルファ
ーでさえ、全てのショットをどれも完璧に打撃するとは限らない。ゴルファーの大多数に
とって、完璧打撃ゴルフショットは、稀とはいかないまでも例外である。
【００２０】
　特定のゴルファーがショットをきれいに打撃することのできないことに対処する幾つか
の方法がある。１つの方法は、増加させた慣性モーメント（ＭＯＩ）の使用を伴う。ＭＯ
Ｉを増加させることで、フェース中心に当たらない打撃についてのエネルギーの損失を、
ゴルフクラブヘッドが中心外れの打撃の際に捩じれてしまう性質を軽減することによって
防ぐことができる。特に、殆どの高ＭＯＩ設計は、重量をゴルフクラブヘッドの周縁部へ
移すことに焦点を当てており、そのことは、多くの場合、ゴルフクラブヘッドの重心がゴ
ルフクラブの後方トレイリングエッジ寄りに移ってしまうことを内包する。
【００２１】
　別の方法は、可変フェース厚さ（ＶＦＴ）技法の使用を伴う。ＶＦＴでは、ゴルフクラ
ブヘッドのフェースは、その全体に亘って一定の厚さではなく、むしろ変化している。例
えば、米国特許出願第１２／８１３，４４２号―ここに参考文献としてそっくりそのまま
援用する―に記載されている様に、フェースの厚さは、フェース中心から測定される寸法
が配列で変化している。これは、参考文献に記載されている様に、最大ＣＯＲの面積を増
加させる。
【００２２】
　ＶＦＴは優れた技法であるが、或る種のゴルフクラブ設計では実施するのが困難なこと
もある。例えば、フェアウェイウッドの設計では、有意義なＶＦＴ設計を実施するにはフ
ェースの高さが小さすぎる場合が多い。その上、ＶＦＴが解決できない問題がある。例え
ば、典型的なゴルフクラブフェースの縁は（溶接による組み上げを通じてか又は単体部片
としてのどちらかにより）一体化されているので、打撃がフェースの縁に近いと必然的に
貧弱なＣＯＲがもたらされる。ゴルファーがゴルフクラブヘッドのフェース中心以外の場
所でゴルフボールを打撃するのは珍しくない。典型的な場所は、多くのゴルファーについ
てはフェースの高い所か又はフェースの低い所であろう。どちらの状況もＣＯＲ低下を生
じさせる。また一方で、特に低フェース打撃では、ＣＯＲは非常に急速に減少する。様々
な実施形態では、中心フェースより５ｍｍ下の打撃についてのＣＯＲは、０．０２０乃至
０．０３５差となろう。それ以上に中心を外れた打撃はより大きいＣＯＲ差を生じさせよ
う。
【００２３】
　中心外れ打撃の悪影響と戦うべく、或る特定の設計が実施されてきた。例えば、２０１
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０年６月１日出願のＡｌｂｅｒｔｓｅｎらへの米国特許出願第１２／７９１，０２５号及
び２０１１年１２月２７日出願のＢｅａｃｈらへの同第１３／３３８，１９７号―ともに
参考文献としてここにそっくりそのまま援用する―に記載されている様に、ゴルフクラブ
ヘッドの様々な場所に配置されている反発係数機構は利点を提供している。特に、ゴルフ
クラブヘッドのフェースの低い所での打撃については、反発係数機構は、そうでない場合
に典型的にゴルフクラブヘッドのフェースの低い領域によって見られるより大きい可撓性
を許容している。概して、ゴルフクラブヘッドのフェース上の低い点は、延性ではなく、
かといって完全に剛性というわけではなく、フェースの幾何学的中心なら見られるＣＯＲ
を経験しない。
【００２４】
　反発係数機構はより大きい可撓性を許容するが、それらは往々にして実施するのが厄介
なこともある。例えば、上記設計では、反発係数機構は、ゴルフクラブヘッド本体にでは
あるがフェースに近接して置かれている。密な近接は、反発係数機構の実効性を高めはす
るが、設計の観点からは課題を生む。反発係数機構を製造することが幾つかの実施形態で
は難しいかもしれない。特に、米国特許出願第１３／３３８，１９７号に関しては、反発
係数機構は、インパクト条件下に極めて高い応力を経験する反発係数機構の垂直延在部に
鋭い角を含んでいる。その様な機構を、それらの使用時の構造的完全性を危うくすること
無しに製造するのは困難を来すであろう。更に、反発係数機構は、どうしてもゴルフクラ
ブヘッド本体の中へ延びているものであり、それにより、ゴルフクラブヘッド内の空間を
占める。反発係数機構の大きさと場所が、様々な設計で質量再配置を困難にさせることが
あり、特に質量を反発係数機構の領域に配置するのが望ましい場合にはそうである。
【００２５】
　具体的に、現在の反発係数機構設計に係る１つの課題は、ゴルフクラブヘッドの重心（
ＣＧ）をフェースに近接して配置できるようにすることである。ゴルフクラブヘッドに低
くＣＧを配置させることが、特にフェアウェイウッド型式のゴルフクラブで望まれていた
。特定の形式のヘッドでは、ゴルフクラブヘッドのＣＧをそれがゴルフクラブヘッド内の
どこかに関わらず可能な限り低い所に配置させるのがなおも最も望ましい設計であるかも
しれない。しかしながら、ここに解説されている理由により、意外なことに、低くて前方
のＣＧ場所が、先行技術の設計又は低くて前方のＣＧを持たない同等の設計には見られな
い幾つかの恩恵を提供できるということが判明した。
【００２６】
　参考までに、本開示内では、「フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッド」と呼ぶの
は、ティー有り又はティー無しで使用されることを意図した何らかのウッド型式ゴルフク
ラブヘッドを意味する。参考までに、「ドライバー型式ゴルフクラブヘッド」は、主にテ
ィー有りで使用されることを意図した何らかのウッド型式ゴルフクラブヘッドを意味する
。概して、フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドは、１３度又はそれより大きいロ
フト、より通例では１５度又はそれより大きいロフト、を有している。概して、ドライバ
ー型式ゴルフクラブヘッドは、１２度又はそれより小さいロフト、より通例では１０．５
度又はそれより小さいロフトを有している。概して、フェアウェイウッド型式ゴルフクラ
ブヘッドは、リーディングエッジからトレイリングエッジまでの長さ７３－９７ｍｍを有
している。様々な定義はフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドをハイブリッド型式
ゴルフクラブヘッドと区別しており、ハイブリッド型式ゴルフクラブヘッドはフェアウェ
イウッド型式ゴルフクラブヘッドと似ている傾向はあるがリーディングエッジからトレイ
リングエッジまでの長さがより短い。概して、ハイブリッド型式ゴルフクラブヘッドは、
リーディングエッジからトレイリングエッジまでの長さが３８－７３ｍｍである。ハイブ
リッド型式ゴルフクラブヘッドは、更に、フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドと
は、重量によって、ライ角によって、体積によって、及び／又はシャフト長さによって、
区別されよう。現開示のフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドは、ロフトが１６度
である。様々な実施形態では、現開示のフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドは、
１５乃至１９．５度であってもよい。様々な実施形態では、現開示のフェアウェイウッド
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型式ゴルフクラブヘッドは、１３乃至１７度であってもよい。様々な実施形態では、現開
示のフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドは、１３乃至１９．５度であってもよい
。様々な実施形態では、現開示のフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドは、１３乃
至２６度であってもよい。現開示のドライバー型式ゴルフクラブヘッドは、様々な実施形
態では１２度又はそれより小さく、或いは様々な実施形態では１０．５度又はそれより小
さくてもよい。
【００２７】
　ゴルフクラブヘッドの１つの実施形態１００が開示されており、図１Ａ－図１Ｄを参照
して説明されている。図１Ａに見られる様に、ゴルフクラブヘッド１００は、フェース１
１０、クラウン１２０、ソール１３０、スカート１４０、及びホーゼル１５０を含んでい
る。本開示の解釈上、ゴルフクラブヘッド１００のフェース１１０を含まない大半部分を
ゴルフクラブ本体と考えることにする。反発係数機構（ＣＯＲＦ）３００がゴルフクラブ
ヘッド１００のソール１３０に見られる。
【００２８】
　３次元基準座標系２００が示されている。座標系２００の原点２０５は、ゴルフクラブ
ヘッド１００のフェースの幾何学的中心（ＣＦ）に配置されている。ゴルフクラブの打撃
フェースの幾何学的中心を測定する方法論についてのＵ．Ｓ．Ｇ．Ａ．の２００５年３月
２５日付け２．０改訂版「ゴルフクラブヘッドの可撓性を測定するための手順」を見られ
たし。座標系２００は、ｚ軸２０６、ｙ軸２０７、及びｘ軸２０８を含んでいる（図１Ｂ
に示す）。それぞれの軸２０６、２０７、２０８は、互いに他の軸２０６、２０７、２０
８に直交である。ゴルフクラブヘッド１００は、リーディングエッジ１７０及びトレイリ
ングエッジ１８０を含んでいる。本開示の解釈上、リーディングエッジ１７０は曲線によ
って画定されており、当該曲線は、ｙ軸２０７及びｚ軸２０６により形成される平面に平
行に取られた何れかの断面についてｙ軸２０７に平行に測定して最も前方であるゴルフク
ラブヘッド１００上の点として定義されるそれぞれの最前方点の連なりによって画定され
るものである。フェース１１０は、様々な実施形態では、溝又はスコアラインを含んでい
よう。様々な実施形態では、リーディングエッジ１７０は、更に、そこではゴルフクラブ
ヘッドの当該特定部分の湾曲がロール半径及びバルジ半径から実質的に逸脱しているエッ
ジとすることができる。
【００２９】
　図１Ｂを参照して分かる様に、ｘ軸２０８は地平面（ＧＰ）に平行であって、当該平面
へゴルフクラブヘッド１００は正しく着けられることになる―ソール１３０がＧＰと接触
するように配列される。ｙ軸２０７もＧＰに平行であり、ｘ軸に直交である。ｚ軸２０６
は、ｘ軸２０８、ｙ軸２０７、及びＧＰに直交である。ゴルフクラブヘッド１００は、ト
ゥ１８５及びヒール１９０を含んでいる。ゴルフクラブヘッド１００は、ホーゼル１５０
の軸に沿って画定されているシャフト軸（ＳＡ）を含んでいる。ゴルフクラブとして組み
立てられるとき、ゴルフクラブヘッド１００はゴルフクラブシャフト（図示せず）へ接続
される。典型的には、ゴルフクラブシャフトは、ホーゼル１５０に画定されているシャフ
ト孔２４５の中へ挿入される。よって、ゴルフクラブヘッド１００に対するＳＡの配列は
、ゴルフクラブヘッド１００がどの様に使用されるかを定義付けることになる。ＳＡは、
ＧＰに対して或る角度１９８に整列されている。角度１９８は当技術ではゴルフクラブヘ
ッド１００のライ角（ＬＡ）として知られている。ＳＡとＧＰの地平面交点（ＧＰＩＰ）
が参照用に示されている。様々な実施形態では、ＧＰＩＰは、ゴルフクラブヘッド１００
の機構を測定し参照付けることのできる基準点として使用されている。図１Ａに関連付け
て示されている様に、ＳＡは、現実施形態の原点とも軸２０６、２０７、２０８の何れと
も直接に交わらないように原点２０５から離れて配置されている。様々な実施形態では、
ＳＡは、少なくとも１つの軸２０６、２０７、２０８及び／又は原点２０５と交わるよう
に配列されていてもよい。ｚ軸地平面交点２１２が、ｚ軸がＧＰと交わる点として見てと
れる。
【００３０】
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　図１Ｃを参照して分かる様に、反発係数機構３００（ＣＯＲＦ）は、ゴルフクラブヘッ
ド１００のソール１３０に画定されていることが示されている。可動式の重りを設置する
ためにモジュール式重りポート２４０がソール１３０に画定されていることが示されてい
る。可動式重りの様々な実施形態及びシステム及びそれらの関連の方法及び装置は、米国
特許出願第１０／２９０，８１７号、同第１１／６４７，７９７号、同第１１／５２４，
０３１号を参照するとより詳細に説明されており、それら出願全てを参考文献としてここ
にそっくりそのまま援用する。図１Ｄに見られる上面図は、ゴルフクラブヘッド１００の
別の図を示している。シャフト孔２４５がホーゼル１５０に画定されていることが見てと
れる。図１Ｄには図２についての切断面も見てとれる。図２についての切断面はｙ軸２０
７と一致している。
【００３１】
　図１Ａに戻って、クラウン高さ１６２が示されており、それはｚ軸２０６に平行に測定
してＧＰからクラウン１２０の最も高い点までの高さとして測定されている。現実施形態
では、クラウン高さ１６２は約３６ｍｍである。様々な実施形態では、クラウン高さ１６
２は３４－４０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、クラウン高さは３２－４４ｍ
ｍであってもよい。様々な実施形態では、クラウン高さは３０－５０ｍｍであってもよい
。ゴルフクラブヘッド１００は、更に、ｚ軸２０６に平行に測定したフェース１１０の高
さである有効フェース高さ１６３を有している。有効フェース高さ１６３は、フェース１
１０上の最も高い点からリーディングエッジ１７０に近接するフェース１１０上の最も低
い点までを測定している。クラウン１２０とフェース１１０の間には移行部が存在してお
り、そのため、フェース１１０上の最も高い点は実施形態の間で僅かに異なろう。現実施
形態では、フェース１１０上の最も高い点とフェース１１０上の最も低い点は、フェース
１１０の湾曲が実質的にロール半径から逸れている点である。幾つかの実施形態では、そ
の様な点を特徴付けるずれは曲率半径の１０％変化とすることができる。現実施形態では
、有効フェース高さ１６３は約２７．５ｍｍである。様々な実施形態では、有効フェース
高さ１６３はクラウン高さ１６２より２－７ｍｍ小さくてもよい。様々な実施形態では、
有効フェース高さ１６３はクラウン高さ１６２より２－１２ｍｍ小さくてもよい。有効フ
ェース位置高さ１６４は、ｚ軸２０６の方向に測定したＧＰからフェース１１０上の最も
低い点までの高さである。現実施形態では、有効フェース位置高さ１６４は、約４ｍｍで
ある。様々な実施形態では、有効フェース位置高さ１６４は約２－６ｍｍであってもよい
。様々な実施形態では、有効フェース位置高さ１６４は０－１０ｍｍであってもよい。ｙ
軸２０７の方向に測定したゴルフクラブヘッド１７７の長さ１７７もまた図１Ａを参照し
て分かる。現実施形態では、長さ１７７は約８５ｍｍである。様々な実施形態では、長さ
１７７は８０－９０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、長さ１７７は７３－９７
ｍｍであってもよい。距離１７７は、リーディングエッジ１７０からトレイリングエッジ
１８０までの長さの測定値である。距離１７７は、様々な実施形態では、ゴルフクラブヘ
ッドのロフトに依存していよう。１つの実施形態では、ゴルフクラブヘッドのロフトは約
１５度であり、距離１７７は約９１．６ｍｍである。１つの実施形態では、ゴルフクラブ
ヘッドのロフトは約１８度であり、距離１７７は約８７．４ｍｍである。１つの実施形態
では、ゴルフクラブヘッドのロフトは約２１度であり、距離１７７は約８６．８ｍｍであ
る。
【００３２】
　図２の破断図は、ゴルフクラブヘッド１００の中空特質を示している。現実施形態のゴ
ルフクラブヘッド１００は、ゴルフクラブヘッド１００の既に論じられている諸部分によ
って境界付けられている内部３２０を画定しており、その様な諸部分には、内部に対し境
界を提供することのできそうな機構は他にもあろうが中でもとりわけ、フェース１１０、
クラウン１２０、ソール１３０、及びスカート１４０が含まれる。現実施形態では、モジ
ュール式重りポート２４０は、ゴルフクラブヘッド１００の外部の何れかの領域から内部
３２０へのアクセスを提供している。現実施形態の数ある中の１つの目的は、ＣＯＲＦ３
００を維持しながらも低重心と前方重心のうちの少なくとも一方を提供することである。
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現実施形態では、第２重りパッド部分３４５がゴルフヘッドクラブ１００の内側低くに質
量の増加した領域を提供している。第１重りパッド部分３６５及び第２重りパッド部分３
４５は、現実施形態の重りパッド３５０の各部分である。重りパッド３５０は、現実施形
態では、ゴルフクラブヘッド１００と一体である。様々な実施形態では、重りパッド３５
０は、様々な材料のものがあり、ゴルフクラブヘッド３５０へ接合されるようになってい
ることもあろう。例えば、様々な実施形態では、重りパッド３５０は、重りパッド３５０
の方向への質量の再配置が所望されるなら、タングステン、銅、鉛、各種合金、及び様々
な他の高密度材料のものであってもよい。重りパッド３５０がゴルフクラブヘッド１００
へ接合される別体の部分であるなら、重りパッド３５０は、ゴルフクラブヘッド１００へ
、溶接、糊付け、エポキシ、締結具又はキー締め配列を用いた機械的固定、又は様々な他
の接合インターフェース、を介して接合することができよう。様々な実施形態では、重り
パッド３５０は、ゴルフクラブヘッド１００の内側に配列されていてもよいし、又は外側
に配列されていてもよい。第１重りパッド部分３６５はｙ軸２０７方向に距離２８６を延
び、第２重りパッド部分３４５はｙ軸２０７方向に距離２８８を延び、合わせて、長さ２
９０がｙ軸２０７方向への重りパッド３５０全体を画定しており、約５５ｍｍである。様
々な実施形態では、長さ２９０は、５０－６０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では
、長さ２９０は４５－６２ｍｍであってもよい。分かる様に、重りパッド３５０はリーデ
ィングエッジ１７０から距離３６１だけオフセットされており、これについては以下に図
３を参照して更に詳しく論じられている。現実施形態では、距離３６１は５．３ｍｍであ
り、様々な実施形態では、距離３６１が可能な限り小さいことが所望されることもある。
様々な実施形態では、距離３６１は４．５－６．５ｍｍであってもよい。第２重りパッド
部分３４５は、ｚ軸方向に測定した厚さ３４７をしている。現実施形態では、厚さ３４７
は約３．６ｍｍである。様々な実施形態では、厚さ３４７は２－４ｍｍであってもよい。
様々な実施形態では、厚さ３４７は５ｍｍまでであってもよい。重りパッド３５０の端２
７３が破断図に見られる（更なる詳細は図５に見られる）。端２７３は重量配分及び製造
可能性のために傾斜が付いている。
【００３３】
　参照用に、ｚ軸２０６に平行である中心線２１４が、図２で見るとＣＯＲＦ３００の中
心に示されている。中心線２１４の場所は、以下に図３に関連付けてより詳しく提供され
ている。当該図にはフェース－クラウン移行点２１６も見られる。フェース－クラウン移
行点２１６は、ｙ軸２０７に沿って切断した平面内でのフェース１１０が停止しクラウン
１２０が起始している点であり、それは現実施形態では原点２０５に又は全世界的にはＣ
Ｆにある。フェース１１０及びクラウン１２０は曲線に沿って移行しており、フェース－
クラウン移行点２１６は、現実施形態ではｙ軸２０７の平面内に又は全世界的には何らか
の座標系の下にＣＦに交わる平面にしか位置しないものと理解している。フェース１１０
のロール半径及びバルジ半径のせいで、フェース－クラウン移行点２１６つまりフェース
１１０とクラウン１２０の間の移行部は、何れの幾何学的空間内でも現実施形態のフェー
ス－クラウン移行点２１６以上に原点２０５に近くなることはない。加えて、フェース１
１０からクラウン１２０への移行部で、ｙ軸２０７に平行に測定してｚ軸２０６にそれ以
上近い部分は無い。図２から分かる様に、中心線２１４は、ｙ軸２０７に平行に測定した
全ての点で、フェース－クラウン移行点２１６に比べてｚ軸２０６により近い。よって、
フェース１１０とクラウン１２０の間の移行部の点で、ｙ軸２０７に平行に測定してＣＯ
ＲＦ３００の中心を通る中心線よりもｚ軸２０６に近いものは無く、よって、ＣＯＲＦ３
００は、現実施形態の何れの点でも、フェース１１０からクラウン１２０への移行部より
原点２０５（ＣＦ）に近いということになる。ゴルフクラブヘッド１００のロフトが小さ
くなるつれ、フェース－クラウン移行点２０６は、―例えばドライバー型式ゴルフクラブ
ヘッドでは―中心線２１４に近づいていることに留意されたい。とはいえ、開示は、現実
施形態について及び１３度又はそれより大きい全てのロフトについては、正確である。
【００３４】
　更に図２にはシャフト平面ｚ軸２０９が見られる。シャフト平面ｚ軸２０９はｚ軸２０
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６に平行であるが、ＳＡと同じ平面にある。参照用に、図６はＳＡと同じ切断平面内のシ
ャフト平面ｚ軸２０９の場所を示している。シャフト平面ｚ軸２０９は、ｙ軸２０７の方
向に測定してｚ軸２０６から距離２４１に配置されている。現実施形態では、距離２４１
は１３．２５ｍｍである。様々な実施形態では、距離２４１は１３－１４ｍｍであっても
よい。様々な実施形態では、距離２４１は１０－１７ｍｍであってもよい。様々な実施形
態では、距離２４１は、１ｍｍほどに小さいこともあれば、２４ｍｍほどに大きいことも
あろう。現実施形態では、シャフト平面ｚ軸２０９は、モジュール式重りポート２４０の
中心と同一線上に配置されている。モジュール式重りポート２４０の場所は、必ずしも全
ての実施形態についてシャフト平面ｚ軸２０９に相関付けられているわけではない。
【００３５】
　図２に戻って、現実施形態では、ＣＯＲＦ３００はゴルフクラブヘッド１００のソール
１３０に画定されており、よって、ゴルフクラブヘッド１００の内部３２０は物理的にゴ
ルフクラブヘッド１００の全ての側面を金属によって境界付けられているわけではない。
現実施形態では、ＣＯＲＦ３００は貫通スロットであり、それにより、ゴルフクラブヘッ
ド１００の内部３２０がＣＯＲＦ３００の所で外部から分離されることのないように開放
領域として画定されている。現実施形態のＣＯＲＦ３００は、フェース１１０をソール１
３０から切り離している。その様な機構は、本開示の後段で更に詳細に説明されている様
に多数の意外な利点をもたらす。様々な実施形態では、ＣＯＲＦ３００の様々な機構は、
様々な形状、大きさ、及び所望の結果を実現するための様々な具現化物、を含んでいよう
。多数の実施形態では、ゴルフクラブヘッド１００は、別々に製作され製作後にゴルフク
ラブヘッド１００へ固定されたフェース１１０を含んでいる。現実施形態では、フェース
１１０はゴルフクラブヘッド１００へ溶接により固定されている。現実施形態には溶接ビ
ード２６２ａ、２６２ｂが見られる。正接フェース平面２３５（ＴＦＰ）もまた縦断面図
に見てとれる。ＴＦＰ２３５は、フェース１１に原点２０５（ＣＦ）で正接している平面
である。ＴＦＰ２３５は、フェース１１０がロール半径及びバルジ半径で湾曲していると
しても、フェース１１０にとっての平面を近似している。ＴＦＰ２３５は、ｚ軸２０６に
対して角度２１３を成している。現実施形態での角度２１３は、当業者なら理解される様
にゴルフクラブヘッドのロフト角と同じである。現実施形態について、ＳＡは完全に、ｘ
軸２０８とｚ軸２０６により形成される平面に平行な平面内にある。幾つかの実施形態で
は、ＳＡは、ｘ軸２０８とｚ軸２０６により形成される平面に平行な平面にはないであろ
う。その様な実施形態では、シャフト平面ｚ軸２０９は、ｘ軸２０８とｚ軸２０６によっ
て形成される平面に平行でＧＰＩＰに交わる平面ということになろう。
【００３６】
　ゴルフクラブヘッド１００の重心４００（ＣＧ）が図２に見られる。重りパッド３５０
はゴルフクラブヘッド１００の質量の多くの割合を成しているので、ＣＧ４００は重りパ
ッド３５０に比較的近接に位置している。ＣＧ４００のｚ軸２０６方向に測定したＧＰか
らの距離が、現図に見られ、Δｚと標示されている。現実施形態では、Δｚは、約１２ｍ
ｍである。少なくとも１つの実施形態では、Δｚは９ｍｍから１０ｍｍの間である。様々
な実施形態では、Δｚは１１－１３ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δｚは１
０－１４ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δｚは８－１２ｍｍであってもよい
。様々な実施形態では、Δｚは８－１６ｍｍであってもよい。同様に、Δ１と標示されて
いる距離がｙ軸２０７方向に測定したシャフト平面ｚ軸２０９からＣＧ４００までの距離
として見られる。現実施形態では、Δ１は、約１１．５ｍｍである。様々な実施形態では
、Δ１は１１ｍｍ及び１３ｍｍを含めその間であってもよい。様々な実施形態では、Δ１

は１０ｍｍ及び１４ｍｍを含めその間であってもよい。様々な実施形態では、Δ１は８ｍ
ｍ及び１６ｍｍを含めその間であってもよい。
【００３７】
　ＣＧ４００の場所及びΔｚとΔ１の実際の測定値は、以下に論じられている様に、ゴル
フクラブヘッド１００のプレー特性に影響を与える。ＣＧ４００の投影４０５が、ＴＦＰ
２３５に直交に見てとれる。投影点（現実施形態では標示せず）は、投影４０５がＴＦＰ
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２３５に交わる点である。現実施形態では、ＣＧ４００の場所は、投影点を、現実施形態
では原点２０５（ＣＦ）の場所であるフェース１１０の中心辺りに置いている。様々な実
施形態では、投影点は原点２０５（ＣＦ）以外の場所であることもあろう。
【００３８】
　ＣＧ４００の場所―特に寸法Δｚ及びΔ１―は、ゴルフクラブヘッド１００の使用に影
響を与える。特に、ゴルフクラブヘッド１００に類似するフェアウェイウッド型式ゴルフ
クラブヘッドでは、小さいΔｚが様々なゴルフクラブヘッド設計で使用されてきた。多く
の設計は、設計される特定のゴルフクラブヘッドのパラメータ内でΔ１を最大化すること
を試みてきた。その様な設計は、ＣＧの後方移動が一部の設計ではＭＯＩを増大させるこ
とができるということでＭＯＩに焦点を当てている。
【００３９】
　しかしながら、後方ＣＧ場所に対しては幾つか欠点がある。１つのその様な欠点は、動
的ロフティングである。動的ロフティングは、Δ１（任意のクラブについてΔ１はｙ軸２
０７の方向に測定したシャフト平面からＣＧまでの距離である）が特に大きい場合のゴル
フスイング時に起こる。ロフト角（現実施形態では角度２１３として見られる）は静的で
あるが、Δ１が大きい場合、ゴルフクラブヘッドのＣＧは、使用時のクラブヘッドのロフ
トを増大させる位置にある。これは、インパクト時に、ゴルフクラブヘッドのシャフト軸
からオフセットしたＣＧが、ゴルフクラブヘッドのｘ軸２０８周りのモーメントを作り出
しゴルフクラブヘッドのｘ軸２０８周りの回転を生じさせるために起こる。Δ１が大きく
なるほど、ｘ軸周りのモーメントを発生させるモーメントアームが大きくなる。従って、
Δ１が特に大きければ、ゴルフクラブヘッドのｘ軸２０８周りのより大きな回転が見られ
る。この回転増大は、インパクト時のロフト加増につながる。
【００４０】
　動的ロフティングは一部の状況では所望されることもあり、よって、低くて後方のＣＧ
が所望される設計要素であることもあろう。とはいえ、動的ロフティングは、結果的にボ
ール飛行に幾つかの悪影響をもたらす。第１に、動的ロフトが１度加増される毎に、打ち
出し角は０．１°増加する。第２に、動的ロフトが１度加増される毎に、スピンレートは
約２００－２５０ｒｐｍ増加する。スピンレートの増加は幾つかの要因のせいである。第
１に、動的ロフティングは、単純により高いロフトを生み、より高いロフトはより多くの
バックスピンを生じさせる原因となる。しかしながら、第２のもっと意外な解釈はギヤ効
果である。後方ＣＧをゴルフクラブヘッドのフェースへ投影すると、中心フェース（中心
フェースは殆どのゴルフクラブヘッドにとって理想的なインパクト場所である）より上に
投影点ができる。ギヤ効果理論は、投影点が打撃場所からオフセットしている場合に、ギ
ヤ効果が投影点に向けてボールの回転を引き起こすことを述べている。中心フェースは殆
どのゴルフクラブヘッドにとって理想的なインパクト場所であるので、投影点が中心フェ
ースからオフセットしていれば、完璧に打撃されたショットにギヤ効果を引き起こしかね
ない。特に、後方ＣＧフェアウェイウッドでは、ゴルフクラブヘッドのロフトが投影点を
中心フェースより上―即ち理想打撃場所より上にさせてしまう。この結果、中心打撃にギ
ヤ効果が生じて、ボールにゴルフクラブヘッドのフェースを転がり上がらせ、いっそう大
きなバックスピンを発生させてしまうことになる。バックスピンは、ボール飛行が「気球
飛行」になってしまい―即ち、言い換えれば、余りに急激に上昇してしまい―得られるゴ
ルフショットの進行距離は最適なスピン条件の場合よりも短くなってしまうことから、一
部の設計では問題があるかもしれない。動的ロフティングの第３の問題は、極端な事例で
は、ゴルフクラブヘッドのトレイリングエッジが地面に接触し、下手なゴルフショットに
なってしまい、同様にリーディングエッジが地面から浮き上がって薄いゴルフショットに
なってしまう、ということである。
【００４１】
　投影点を中心フェースと整列させないＣＧのオフセットに係る更なる考察事項は、スピ
ンに因る潜在的エネルギー損失である。前述のギヤ効果問題が理由で、投影点が理想打撃
場所以外のどこかへ移ることは、より多くのエネルギーがスピンに転じてしまうことで理
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トしているゴルフクラブヘッドは、投影点が理想打撃場所（中心フェースにあると想定）
と整列しているゴルフクラブヘッドに比べ、所与のショットでより短い距離を経験するこ
とになる。
【００４２】
　先に述べられている様に、幾つかの実施形態では、以上に記載の事象は設計プロセスの
所望の成果である。現実施形態では、ＣＧ４００の場所は（原点２０５の）ＣＦに密に整
列した投影点（標示せず）を作り出している。
【００４３】
　分かる様に、現実施形態のゴルフクラブヘッド１００は、小さいΔｚを生み出し、それ
により、比較的低いＣＧ４００を有するように設計されている。しかしながら、様々な実
施形態では、所与の設計考慮事項のセットについて理想的なプレー条件を実現するという
目標にとってはΔ１の大きさがより重要になることもある。
【００４４】
　ｙ軸２０７に沿った原点２０５（ＣＦ）からのＣＧ場所の測定値―ＣＧｙ距離と呼称―
は、Δ１と、ｚ軸２０６とシャフト平面ｚ軸２０９の間の距離２４１との和である。ゴル
フクラブヘッド１００の現実施形態では、距離２４１は公称で１３．２５ｍｍであり、Δ

１は公称で１１．５ｍｍであるが、ＣＧｙ距離に関するばらつきがここに説明されている
。現実施形態では、ＣＧｙ距離は、２４．７５ｍｍであるが、ゴルフクラブヘッド１００
の様々な実施形態では、ＣＧｙ距離は、２８ｍｍほどに小さいこともあれば、３２ｍｍほ
どに大きいこともある。
【００４５】
　ＣＧｙ距離が判れば、ゴルフクラブヘッド空間に関してＣＧの場所を書き表すのにＣＧ
実効性積の使用が可能になる。ＣＧ実効性積は、ＣＧをゴルフクラブヘッドの低く前方に
配置させる実効性の測定値である。ＣＧ実効性積（ＣＧｅｆｆ）は、次式、即ち、
【００４６】
【数２】

【００４７】
を用いて計算され、現実施形態では、距離の二乗（ｍｍ２）の単位で測定されている。
【００４８】
　この式では、ＣＧｅｆｆが小さいほど、クラブヘッドの質量を低く前方に再配置する実
効性は高い。この測定値は、ゴルフクラブヘッド内のＣＧ場所を、ＣＧをフェース上へ投
影すること無しに、適確に書き表している。よって、異なったロフト、異なったフェース
高さ、及び異なったＣＦ場所、を有しているゴルフクラブヘッド同士の比較が可能になる
。現実施形態について、ＣＧｙは２４．７５ｍｍであり、Δｚは約１２ｍｍである。よっ
て、現実施形態のＣＧｅｆｆは約２９７ｍｍ２である。様々な実施形態では、ＣＧｅｆｆ

は、本開示の他の所で示されている様に、３００ｍｍ２より下である。様々な実施形態で
は、現実施形態のＣＧｅｆｆは３１０ｍｍ２より下である。様々な実施形態では、現実施
形態のＣＧｅｆｆは３１５ｍｍ２より下である。様々な実施形態では、現実施形態のＣＧ

ｅｆｆは３２５ｍｍ２より下である。
【００４９】
　更に、ＣＧｙ距離は、ＣＧのＴＦＰ２３５に直交に測定したフェースまでの距離につい
て情報提供する。ＴＦＰ２３５に直交に測定したＣＧまでの距離は、投影４０５の距離で
ある。ゴルフクラブヘッドの任意のロフトθ（現実施形態については角度２１３に同じ）
について、ゴルフクラブフェースのＴＦＰ２３５に直交に測定したＣＧまでの距離（ＤＣ

Ｇ）は、以下の方程式、即ち、
【００５０】
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【数３】

【００５１】
によって書き表される。
【００５２】
　現実施形態について、１５度のロフト及び２４．７５ｍｍのＣＧｙは、ＤＣＧが約２３
．９ｍｍであることを意味している。様々な実施形態では、ＤＣＧは２０－２５ｍｍであ
ってもよい。様々な実施形態では、ＤＣＧは１５－３０ｍｍであってもよい。様々な実施
形態では、ＤＣＧは３５ｍｍより小さくてもよい。様々な実施形態では、ＤＣＧは、前も
って確定されているＣＧｙ、Δ１、Δｚ、又はゴルフクラブヘッド１００の何か他の物理
的態様、との関係によって定められよう。
【００５３】
　現実施形態のＣＯＲＦ３００は、図３を参照して分かる様に、ゴルフクラブヘッド１０
０のリーディングエッジ１７０に近接に画定されている。先に論じられている様に、現実
施形態のＣＯＲＦ３００は、ゴルフクラブヘッド１００の外部から内部３２０までのポー
トを提供している貫通スロットである。ＣＯＲＦ３００は、一方の側面が第１ソール部分
３５５によって画定されている。第１ソール部分３５５は、フェース１１０に近接してい
る領域からソール１３０まで、現実施形態では鋭角である角度３５７で延びている。様々
な実施形態では、第１ソール部分３５５はソール１３０と同一平面上にあるが、但し現実
施形態では同一平面上には無い。現実施形態では、角度３５７は約８８度である。様々な
実施形態では、角度３５７は８５－９０度であってもよい。様々な実施形態では、角度３
５７は８２－９２度であってもよい。第１ソール部分３５５は、フェース１１０から、Ｔ
ＦＰ２３５に直交に測定して約５．６ｍｍの距離３５９を延びている。様々な実施形態で
は、距離３５９は５－６ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離３５９は４－７
ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離３５９は１２．５ｍｍまでであってもよ
い。第１ソール部分３５５は、ｙ軸２０７に沿って、リーディングエッジ１７０までを測
定した距離３６１だけ突き出ており、当該距離は、重りパッド３５０がリーディングエッ
ジ１７０からオフセットしているのと同距離である。現実施形態では、距離３６１は約５
ｍｍである。様々な実施形態では、距離３６１は４．５－５．５ｍｍである。様々な実施
形態では、距離３６１は３－７ｍｍである。様々な実施形態では、距離３６１は、１０ｍ
ｍまでであってもよい。現実施形態では、距離３５９、３６１は、ｙ軸２０７及びｚ軸２
０６と一致する切断平面で測定されている。様々な実施形態では、測定値―角度及び距離
３５９、距離３６１の様な距離を含む―は、測定される場所に依って及びＣＯＲＦ３００
の形状に基づいて変化するであろう。
【００５４】
　ＣＯＲＦ３００は、ｙ軸に沿って測定して第１ソール部分３５５から第１重りパッド部
分３６５までの距離３７０に亘って画定されている。現実施形態では、距離３７０は約３
．０ｍｍである。様々な実施形態では、距離３７０はそれより大きいこともあれば小さい
こともあろう。様々な実施形態では、距離３７０は２．０－５．０ｍｍであってもよい。
様々な実施形態では、距離３７０はＣＯＲＦ３００に沿って可変であってもよい。当業者
には理解される様に、様々な実施形態では、第１ソール部分３５５は、後方垂直面３８５
ｂが何も直接隣接していない場所に延びているものであり、よって、距離３７０はｙ軸２
０７に沿って測定されれば大きくなることがある。既に論じられている様に、中心線２１
４はＣＯＲＦ３００の中心を通っている。ＣＯＲＦ３００の中心は、距離３７０の精確に
半分である距離３６６によって画定されている。現実施形態では、距離３６６は１．５ｍ
ｍである。
【００５５】
　ＣＯＲＦ３００は、リーディングエッジ１７０から第１重りパッド部分３６５分だけ遠
位に画定されている。現実施形態での第１重りパッド部分３６５は、第１重りパッド部分
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３６５に画定されているモジュール式重りポート２４０に加えＣＯＲＦ３００に対処する
ための様々な機構も含んでいる。様々な実施形態では、第１重りパッド部分３６５は、所
望される特定の結果に依存して様々な形状及び大きさとされよう。現実施形態では、第１
重りパッド部分３６５は、ｙ軸２０７に沿ってＣＯＲＦ３００の上に張り出し部分３６７
を含んでいる。張り出し部分３６７は、重りパッド３５０のＣＯＲＦ３００に張り出して
いる何らかの部分を含む。開示全体について、張り出し部分は、現開示のＣＯＲＦに張り
出す重りパッドの何らかの部分を含む。張り出し部分３６７は、張り出し部分３６７の、
ｙ軸方向に測定してリーディングエッジ１７０に向かって最も遠い点である最もフェース
寄りの点３８１を含んでいる。
【００５６】
　張り出し部分３６７は、現実施形態では、ＣＯＲＦ３００の距離３７０とほぼ同じ距離
だけ張り出している。現実施形態では、重りパッド３５０（第１重りパッド部分３６５と
第２重りパッド部分３４５を含む）は、ゴルフクラブヘッド１００の実施可能最低重心を
提供するように設計されている。張り出し部分３６７の厚さ３７２が、ｚ軸２０６の方向
に測定したものとして示されている。厚さ３７２は、所望の重心場所を実現するべくゴル
フクラブヘッド１００全体を通してどの様に質量を配分させるかを決定付ける。張り出し
部分３６７は、現実施形態では、フェース１１０（又は適確には本図には示されていない
ＴＦＰ２３５）にほぼ平行である傾斜端３７４を含んでいるが、傾斜端３７４は必ずしも
どの実施形態でもフェース１１０に平行であるとは限らない。離隔距離３７６が、ＴＦＰ
２３５に直交に測定したフェース１１０の内側面１１２と傾斜端３７４の間の距離として
示されている。現実施形態では、約４．５ｍｍの離隔距離３７６が、ＴＦＰ２３５に直交
に測定したフェース１１０の内側面１１２と張り出し部分３６７の傾斜端３７４の間の距
離として見られる。様々な実施形態では、離隔距離３７６は４－５ｍｍであってもよい。
様々な実施形態では、離隔距離３７６は３－６ｍｍであってもよい。ＣＯＲＦ３００は、
斜縁３７５（本図では３７５ａと３７５ｂとして示す）を含んでいる。現実施形態では、
斜縁３７５は、後段でより詳細に説明される様に、或る応力低減機能を提供している。様
々な実施形態では、張り出し部分３６７がＣＯＲＦ３００に張り出している距離は、設計
の所望される特性に依存してより小さいこともあればより大きいこともあろう。
【００５７】
　分かる様に、第１ソール部分３５５の内面３８２は、ソール１３０へ向けて下向きに延
びている。内面３８２は、低点３８４で終わっている。ＣＯＲＦ３００は、ＣＯＲＦ３０
０の縁を画定している垂直面３８５（本図では３８５ａ、３８５ｂとして示す）を含んで
いる。ＣＯＲＦ３００は、更に、張り出し部分３６７の下側の面に沿って画定されている
終端面３９０を含んでいる。終端面３９０は、内面３８２の低点３８４から距離３９２だ
けオフセットしている。オフセット距離３９２は、使用中に変形してＣＯＲＦ３００の距
離３７０を縮めかねない第１ソール部分３５５の運動に備えたあそびを提供している。オ
フセット距離３９２のせいで、垂直面３８５は、垂直面３８５ａと垂直面３８５ｂでは同
じではない。但し、垂直面３８５はＣＯＲＦ３００の周りを連続している。現実施形態で
は、オフセット距離３９２は約０．９ｍｍである。様々な実施形態では、オフセット距離
３９２は約０．２－２．０ｍｍであってもよい。様々な実施形態ででは、オフセット距離
３９２は約４ｍｍまでであってもよい。オフセットから地面までの距離３９３も低点３８
４とＧＰの間の距離として見られる。オフセットから地面までの距離３９３は、現実施形
態では、約２．２５ｍｍである。オフセットから地面までの距離３９３は、様々な実施形
態では、約２－３ｍｍであってもよい。オフセットから地面までの距離３９３は、様々な
実施形態では、５ｍｍまでであってもよい。後方垂直面高さ３９４は垂直面３８５ｂの高
さを言い表し、前方垂直面高さ３９６は垂直面３８５ａの高さを言い表している。現実施
形態では、前方垂直面高さ３９６は約０．９ｍｍであり、後方垂直面高さ３９４は約２．
２ｍｍである。様々な実施形態では、前方垂直面高さ３９６は約０．５－２．０ｍｍであ
ってもよい。様々な実施形態では、後方垂直面高さ３９４は約１．５－３．５ｍｍであっ
てもよい。終端面から地面までの距離３９７も見られ、現実施形態では約３．２ｍｍであ
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る。終端面から地面までの距離３９７は、様々な実施形態では、２．０－５．０ｍｍであ
ってもよい。終端面から地面までの距離３９７は、様々な実施形態では、１０ｍｍまでで
あってもよい。
【００５８】
　様々な実施形態では、垂直面３８５ｂは、隅肉、丸み、斜、又は他の移行部を介して終
端面３９０へと移行していよう。様々な実施形態では、鋭い角は製造が容易くないことは
、当業者なら理解されよう。様々な実施形態では、垂直面３８５と終端面３９０の間の移
行部に由来する利点が見られよう。これらの面（３８５と３９０）間の関係は、現実施形
態に加えてこれらの考え方を包含しようとするものであり、当業者には、隅肉、丸み、斜
、又は他の移行部の様な機構は、実質的に、その様な関係の範囲内に入ることが理解され
るはずである。簡潔さを期して、その様な面間の関係は、その様な機構が存在しないかの
ごとく扱われるものとし、関係について行われている測定は、必ずしも、何れかの所与の
実施形態では全面的に垂直又は水平である面を含んでいるとは限らない。
【００５９】
　現実施形態の張り出し部分３６７の厚さ３７２を見ることができる。厚さ３７２は、現
実施形態では、約３．４ｍｍである。様々な実施形態では、厚さ３７２は３－５ｍｍであ
ってもよい。様々な実施形態では、厚さ３７２は２－１０ｍｍであってもよい。現開示の
他の実施形態に関して示されている様に、厚さ３７２は、それらの実施形態の機構と組み
合わされた場合にはより大きいこともあろう。また、後方垂直面高さ３９４は、垂直面３
８５ｂの距離のみならずＣＯＲＦ３００の斜３７５から終端面３９０までの距離も画定し
ているが、その様な関係はどの実施形態でも必須であるとは限らない。分かる様に、オフ
セット距離３９２、オフセットから地面までの距離３９３、及び垂直面高さ３９４のそれ
ぞれは、厚さ３７２より小さい。よって、オフセット距離３９２、オフセットから地面ま
での距離３９３、及び垂直面高さ３９４、のそれぞれの対厚さ３７２比は、１より小さい
か又は１に等しい。様々な実施形態では、ＣＯＲＦ３００は、終端面から地面までの距離
３９７の観点で特徴付けられよう。現実施形態について、終端面から地面までの距離３９
７の厚さ３７２に対比した比は約１であるが、様々な実施形態ではより小さいこともあろ
う。現開示の解釈上、終端面から地面までの距離３９７の厚さ３７２に対比した比は、「
ＣＯＲＦ質量密度比」と呼称されている。ＣＯＲＦ質量密度比は、ＣＯＲＦの１つの考え
られ得る特徴付けを提供するものであるが、本段落及び本開示全体を通して、様々な重り
パッド及びＣＯＲＦの寸法に関して挙げられているあらゆる比は、ＣＯＲＦの、質量密度
、機構の物理的場所、及び潜在的製造可能生を含む様々な態様を特徴付けるのに利用でき
ることに注目されたい。特に、ＣＯＲＦ質量密度比及び本明細書中の他の比は、他にも恩
恵はあろうが、少なくとも、質量をＣＯＲＦの区域へ再配置することの実効性を書き表す
方法を提供している。
【００６０】
　ＣＯＲＦ３００は、距離３７０の観点でも特徴付けられよう。オフセット距離３９２の
距離３７０に対比した比は、現実施形態では１にほぼ等しく、様々な実施形態では１より
小さいこともあろう。
【００６１】
　様々な実施形態では、ＣＯＲＦ３００は、施栓材料（図示せず）が差し込まれていても
よい。現実施形態でのＣＯＲＦ３００は貫通スロット（ゴルフクラブヘッドの中に空隙を
提供している）であるので、ＣＯＲＦ３００の中への屑類の入り込みを防止し、ゴルフク
ラブヘッド１００の内部３２０と外部の間に離隔を提供するには、ＣＯＲＦ３００に施栓
材料を充填するのは好都合である。加えて、施栓材料は、望ましからざる振動、音、又は
貫通スロットと関連付けられ得る他の悪影響を低減又は排除するように選定されてもよい
。施栓材料は、様々な実施形態では、所望の性能に依存して様々な材料であってよい。現
実施形態では、施栓材料はポリウレタンであるが、エラストマーゴム、ポリマー、各種ゴ
ム、発泡体、及び充填材を含め、様々な比較的低弾性率の材料が使用されてもよい。施栓
材料は、（後段でより詳細に論じられている様に）使用時のゴルフクラブヘッド１００の
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変形を実質的に妨げてはならない。
【００６２】
　ＣＯＲＦ３００は図４に示されている。現実施形態のＣＯＲＦ３００は、その形状を画
定している多数の部分を含んでいる。ＣＯＲＦ３００は、複数のＣＯＲＦ３００から構成
されている中央部分４２２を含んでいる。中央部分４２２は、ＣＯＲＦ３００の他の部分
に比べて相対的に直線状である。現実施形態では、中央部分４２２は、約１００ｍｍの半
径の曲線である。中央部分４２２の湾曲がリーディングエッジ１７０の湾曲から実質的に
逸れないようにして、中央部分４２２の外形はリーディングエッジ１７０外形を大凡なぞ
っている。ＣＯＲＦ３００の画定幅として距離３７０が見てとれる。画定幅は垂直面３８
５に直交に測定されるので、画定幅は何れかの軸（ｘ軸２０８、ｙ軸２０７、ｚ軸２０６
）に対して必ずしも一定した角度であるとは限らない。ＣＯＲＦ３００は、２つの追加の
部分を含んでいる。ヒール方向戻り部分４２４及びトゥ方向戻り部分４２６が見られる。
ヒール方向戻り部分４２４及びトゥ方向戻り部分４２６はリーディングエッジ１７０から
逸れており、その結果、ヒール方向戻り部分４２４及びトゥ方向戻り部分４２６の領域で
はＣＯＲＦ３００の湾曲はリーディングエッジ１７０の湾曲と実質的に同じでない。現実
施形態では、ＣＯＲＦ３００の画定幅は一定のままであるので、距離３７０が全部分（中
央部分４２２、ヒール方向戻り部分４２４、トゥ方向戻り部分４２６）を通じてＣＯＲＦ
３００の画定幅を画定している。様々な実施形態では、ヒール方向戻り部分４２４及びト
ゥ方向戻り部分４２６のうちの少なくとも一方の画定幅は、中央部分４２２の画定幅に対
して可変であってもよい。現実施形態では、ヒール方向戻り部分４２４及びトゥ方向戻り
部分４２６のリーディングエッジ１７０からの逸れは、ゴルフクラブヘッド１００のＣＯ
ＲＦ３００に沿った潜在的失陥―例えばひび割れ又は永久的変形など―を回避するうえで
追加の応力軽減をもたらす。現実施形態では、ヒール方向戻り部分４２４、中央部分４２
２、及びトゥ方向戻り部分４２６は、当該３部分間で一定した半径ではない。そうではな
く、現実施形態のＣＯＲＦ３００は、多半径（以下「ＭＲ」）ＣＯＲＦ３００である。図
４の配列に因り、終端面３９０はＣＯＲＦ３００の下に見ることができる。
【００６３】
　ＣＯＲＦ３００は、ヒール方向端４３４及びトゥ方向端４３６を含んでいる。ＣＯＲＦ
３００の端４３４、４３６それぞれが、斜縁３７５の端に識別される。様々な実施形態で
は、斜縁３７５は省略され、端４３４、４３６は結果としてより接近し合っていることも
あろう。ｘ軸２０８方向に測定したトゥ方向端４３６とヒール方向端４３４の間の距離４
５２が示されている。現実施形態では、距離４５２は４０－４３ｍｍである。様々な実施
形態では、距離４５２は３３－５０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離４５
２はここに挙げられている範囲より大きいこともれば小さいこともあり、ゴルフクラブヘ
ッドの大きさによってのみ制限される。ＣＯＲＦ３００は、ｙ軸２０７の方向に測定した
距離４５４を含んでいる。現実施形態では、距離４５４は９－１０ｍｍである。様々な実
施形態では、距離４５４は７－１２ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離４５
４は、ここに挙げられている範囲より大きいこともあれば小さいこともあり、ゴルフクラ
ブヘッドの大きさによってのみ制限される。
【００６４】
　図５を参照して分かる様に、現実施形態のＣＯＲＦ３００は、その端４３４、４３６に
沿って様々な機構で補強されている。ＣＯＲＦ３００は、高応力下でひび割れを起こし易
い。ヒール応力逃がしパッド４８４及びトゥ応力逃がしパッド４８６が、ＣＯＲＦ３００
の内部３２０に沿って含まれている。具体的には、応力逃がしパッド４８４、４８６は、
ＣＯＲＦ３００の端４３４、４３６に沿った相対的に厚い構造の領域である。応力逃がし
パッド４８４、４８６は、鋳造時の材料の流れを手助けし、端４３４、４３６の増加した
材料厚さが使用時に最大の応力を被るＣＯＲＦ３００のそれら領域を画定するのを支援す
る。厚さ移行領域４９２が、トゥ１８５の破断図と断面図の両方に見られる。厚さ移行領
域４９２は、ゴルフクラブヘッド１００のフェース１１０に近接している壁の厚さの漸増
を提供している。厚さ増加は、他にも恩恵はあろうが中でも、質量のフェース１１０近く
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への再配置及びフェース１１０の領域における構造的完全性向上を含む多くの恩恵を提供
する。図５を見て分かる様に、張り出し部分３６７は、中央部分４２２、ヒール方向戻り
部分４２４、及びトゥ方向戻り部分４２６（図４を見られたし）、を含んでいるＣＯＲＦ
３００の外形を概ねなぞっている。分かる様に、現実施形態の張り出し部分３６７は、張
り出し部分３６７の厚さが可変である少なくとも２つの補強部分４９４、４９６を含んで
いる。補強部分４９４、４９６は、より優れた応力逃がし、成形流れ、及び質量移動を含
め、応力逃がしパッド４８４、４８６に対する同様の恩恵を提供する。重りパッド３５０
の寸法２７１が、重りパッド３５０のｘ軸２０８に沿って測定した最も大きい長さとして
見られ、寸法２７１は現実施形態では約６３ｍｍである。寸法２７１は、様々な実施形態
では６０－７０ｍｍであってもよい。寸法２７１は、様々な実施形態では５０－７５ｍｍ
であってもよい。現実施形態の重りパッド３５０は、スカート１４０に接触するその端ま
で延びている。ゴルフクラブヘッド１００の更なる図が図６に見られる。現開示の様々な
応力逃がしパッド及び補強材は、様々な実施形態では、他の方法もあろうが中でも、リブ
、厚さの変化、又は寸法変化、を含む同様の機構と置き換えられてもよい。当業者なら、
その様な代わりの機構は現開示の範囲によって網羅されるものであることが理解されるで
あろう。
【００６５】
　先に述べられている様に、ＣＯＲＦ３００の様な反発係数機構及びこれまでに挙げられ
ている実施形態は、特にフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドでは、多くの恩恵を
もたらす。概して、反発係数機構は、フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドでは手
に入らなかったはずの恩恵をもたらす。
【００６６】
　例えば、反発係数機構を有するフェアウェイウッドでは、無ＣＯＲＦフェアウェイウッ
ドよりも高いＣＯＲＦを見ることができる。これには複数の理由が存在する。ゴルフクラ
ブヘッド１００におけるＣＯＲＦ３００の実施形態では、フェース中心でのゴルフボール
の打撃は、―殆どのウッド型式ゴルフクラブヘッドがそうである様に―最大ＣＯＲを経験
する。示されている様に、ＣＯＲＦ３００の様な反発係数機構を有するゴルフクラブヘッ
ドは、中心フェースの平面において少なくともインパクト方向には制約されなくなり、そ
れによりＣＯＲ増加が可能になる。
【００６７】
　インパクト時、ゴルフクラブヘッド１００は、インパクトの場所―理想的には中心フェ
ース、に集中する１トン（２，０００ポンド）より大きい法線力を経験することになる。
その様な力の下では、殆どのゴルフクラブヘッドが作られている金属は、少なくとも或る
程度の撓みを経験し、測定できるほどのＣＯＲを生じさせる。ゴルフクラブフェースが可
能な限り剛性であれば、撓みがあっても最小であり、潜在的なばねエネルギーとして蓄え
られるエネルギーの量も同様に最小になろう。撓みが最小であれば、フェースはその典型
的な位置へ大きなエネルギー量を持って戻ることはなく、而して、ゴルフボールへ追加の
エネルギーを与えない。
【００６８】
　幾つかの設計では、進歩した材料を有するゴルフクラブヘッド及びより薄いフェースを
有するゴルフクラブヘッドを作ることが可能であるかもしれない。材料には、数ある中で
も、６－４チタン、１５－３－３－３チタン、及び１４００ＭＰａより大きい強度の鋼が
含まれよう。フェースの曲げ剛性は厚さの関数であるので、より薄いフェースなら大抵は
より高いＣＯＲをもたらすはずである。但し、設計者は、ゴルフクラブフェースがあまり
に薄くなるとひび割れや他の失陥が起こりかねないことから、ゴルフクラブフェースを薄
くし過ぎることへの危険を冒すことになる。
【００６９】
　ドライバー型式ゴルフクラブヘッドでは、多くのゴルフクラブヘッドは、体積４６０立
方センチメートルというＵＳＧＡ大きさ制限を極大限に引き出してきた。多くのドライバ
ーは、比較的大きなフェース高さ及び比較的大きなフェース幅から得られる比較的大きな
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る様に、フェースの面積が大きいとより大きな距離の撓みを広めることが可能になること
から、ＵＳＧＡ最大０．８３０ＣＯＲを実現する能力がある。ドライバー型式ゴルフクラ
ブヘッドがより小さいフェースで同じＣＯＲを実現するのに要求されるはずのものより薄
さのないフェースと共に製造されている場合でさえ、累積的にはフェースの幾つもの小さ
い撓みが中心フェースの当たりの際の大きな撓みを生じさせ、より大きな反発をもたらす
。実際に、多くのドライバー型式ゴルフクラブヘッドは、―例えば、既に参照され、ここ
に参考文献としてそっくりそのまま援用されている、米国特許出願第１２／８１３，４４
２号にある様に―ＣＯＲを最大化させるべくフェースの面積を増加させるように可変フェ
ース厚さ（ＶＦＴ）を用いて設計されている。よって、中心外れの当たりの場合の距離の
変動性は低減され、より大きいＣＯＲ面積がもたらされる。
【００７０】
　逆に、フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドでは、中心フェース打撃時でさえ最
大のＣＯＲに達するのが難しい場合が多い。フェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッド
は、典型的に、ドライバー型式ゴルフクラブヘッドより、はるかに小さいフェース面積、
はるかに小さいフェース高さ、そしてはるかに小さいフェース幅を含んでいる。フェアウ
ェイウッド型式ゴルフクラブヘッドのＣＯＲを最大にするために、多くの設計はフェース
厚さを減らしており、そうするに当たりゴルフクラブヘッドのフェースの構造的完全性を
危うくする場合が往々にしてある。その上、フェースの縁のフェースとクラブ本体の間の
接合部はフェースの中心より剛性であることが多く、それは、ドライバー型式ゴルフクラ
ブヘッドにおいてさえ、中心フェース打撃と中心外れ打撃との間で距離が大きくばらつく
原因となる。ここに挙げられている参考文献に記載されている反発係数機構は、多少とも
恩恵をもたらしはするが、なおも大きく制約されている。また、ゴルフクラブヘッド内で
突き出ている反発係数機構によって占められる幾何学的空間は先に論じられている質量の
再配置を妨げる。
【００７１】
　現開示の実施形態は、これまでの設計が対処できなかった課題に対処する。ＣＯＲＦ３
００及び現開示の他のＣＯＲＦ（現開示の以下の他の実施形態と関連付けて説明されてい
る）は、事実、ゴルフクラブヘッド１００又は現開示の他のゴルフクラブヘッドの内部３
２０の空間を占める物理的要素を含んでいるが故に、現開示のゴルフクラブヘッドの様々
な実施形態では、質量を、ＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦに近接する領域に―
具体的には低い前方の領域に―再配置することが可能になる。その様な質量の再配置は、
クラブ設計者の所望ＣＧ場所に基づく最適プレー条件を提供する最大限の設計融通性を可
能にする。
【００７２】
　ＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦは、少なくともフェースの中心に近接する領
域については、リーディングエッジ１７０のところでソール１３０へ物理的に連結されて
いないので、より大きい撓みがもたらされ、それによってより大きいＣＯＲがもたらされ
る。どうしてこのことが可能であるかを初歩的な梁理論が解説している。
【００７３】
　例示として、フェースがゴルフクラブ本体へ全ての端で接続されている従来のゴルフク
ラブヘッドは、図３１に示されている様に、その両端で支持されている剛性梁で近似でき
る。
【００７４】
　両端に沿った剛性支持部を有する上記の支持梁については、力Ｐの印加点での撓みδは
、Ｌを梁の長さ、Ｅを材料の弾性係数、Ｉを梁の区域慣性モーメントとして、以下の方程
式、即ち、
【００７５】
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【数４】

【００７６】
を用いて見いだされる。
【００７７】
　ＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦの様な反発係数機構を含むゴルフクラブヘッ
ド１００の様なゴルフクラブヘッドは、図３２に示されている様に、例示として片持ち梁
で近似できる。
【００７８】
　力Ｐの印加点での撓みは、以下の方程式、即ち、
【００７９】
【数５】

【００８０】
に書き表される通りである。
【００８１】
　よって、他の全ての変数が等しいとしたときに、片持ち梁の中心点の撓みは、両端支持
梁の２倍である。この関係は、フェース中心でのより大きい撓みを可能にすることにおけ
るＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦの様な反発係数機構の値を示している。
【００８２】
　また一方で、ＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦには、単純な梁理論には見られ
ない更なる恩恵がある。先に述べられている様に、最も偉大なゴルファーでさえ全てのゴ
ルフショットで完璧にゴルフボールを打撃するとは限らない。図３を参照して特に詳細に
分かる様に、殆どのゴルフクラブヘッドのリーディングエッジは鋭角である角度を含んで
いる―現開示ではリーディングエッジ１７０は角度３５７を含んでいる。角度３５７が鋭
角であるので、角度３５７に近接する領域の材料は特に可撓性が小さい。よって、「薄い
」当たりのショット―即ち従来のゴルフクラブヘッドのフェース低くに当たったショット
―は、薄いショットと中心フェースに当たったショットの間のＣＯＲ差が特に大きいため
に、特に乏しい飛距離を経験する。現開示の実施形態では、ＣＯＲＦ３００及び現開示の
他のＣＯＲＦは、大抵は剛性であるリーディングエッジ１７０がそれに見られるはずの可
撓性よりも大きい可撓性を持てるようにし、薄いショットのＣＯＲが典型的なゴルフクラ
ブヘッドで見られるよりもはるかに中心フェース打撃のＣＯＲに近くなるようにしている
。
【００８３】
　ゴルフクラブヘッドの別の実施形態５００が図７の断面図に見られる。図７の断面図は
、ゴルフクラブヘッド５００について、図２のゴルフクラブヘッド１００についてと同じ
平面に沿って取られている。ゴルフクラブヘッド５００は、多くの点でゴルフクラブヘッ
ド１００と実質的に類似している。開示の簡潔さを期して、機構が類似して描かれている
場合及び／又は共通の参照識別子で識別されている場合、１つの実施形態の機構はその様
な機構の包含が現開示の他の要素と矛盾しない場合には別の実施形態に含まれることもあ
り得る、ということが当業者には理解されよう。ここに記載されている幾つかの例示とし
ての実施形態に参照識別子が含まれていない場合であっても、当業者には理解される様に
、類似して描かれている機構はそれら幾つかの実施形態の間で一致しているものとし、但
し、開示がその様な想定を否定している場合又はそのためにその様な想定が一部の明示的
な開示に相反することになる場合はその限りではない。
【００８４】
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　ゴルフクラブヘッド５００は、形状と機構がゴルフクラブヘッド１００と類似している
。ゴルフクラブヘッド５００の重りパッド５５０は、ゴルフクラブヘッド１００の重りパ
ッド３５０よりも、ゴルフクラブヘッド５００の低い前方の場所へ詰められている。現実
施形態では、重りパッド５５０は、約９．５ｍｍの厚さ５４７を含んでいる。様々な実施
形態では、厚さ５４７は８－１０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、厚さ５４７
は６－１２ｍｍであってもよい。現実施形態での厚さ５４７は厚さ３４７より大きい。但
し、重りパッド５５０の長さ５９０は約２６．５ｍｍであり、重りパッド３５０の長さ２
９０より小さい。様々な実施形態では、長さ５９０は２４－３０ｍｍであってもよい。様
々な実施形態では、長さ５９０は２１－３３ｍｍであってもよい。ＣＯＲＦ８００を見る
ことができ、ＣＯＲＦ３００と実質的に類似している。重りパッド５５０の端５７３が破
断図に見られる（更なる詳細は図９に見られる）。端５７３は重量配分及び製造可能性の
ために傾斜が付いている。
【００８５】
　少なくとも幾つかの間での１つの着目される違いは、ゴルフクラブヘッド５００が、現
実施形態のＣＧ６００をゴルフクラブヘッドの低い前方の場所に配置させるように設計さ
れていることである。ゴルフクラブヘッド５００についてΔｚは約１２．９ｍｍである。
様々な実施形態では、Δｚは１１－１３ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δｚ

は１０－１３．５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δｚは１４．５ｍｍまでで
あってもよい。ゴルフクラブヘッド５００についてΔ１は約７ｍｍである。様々な実施形
態では、Δ１は６．５－７．５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δ１は６－１
１ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、Δ１は１２ｍｍまでであってもよい。ゴル
フクラブヘッド１００についてのΔ１をゴルフクラブヘッド５００についてのΔ１に比較
すると、Δ１は、ゴルフクラブヘッド１００よりもゴルフクラブヘッド５００の方が小さ
いことに気付かれよう。Δｚは、ゴルフクラブヘッド１００よりもゴルフクラブヘッド５
００の方が大きいが、差はさほどでもない。
【００８６】
　分かる様に、ＣＧ６００のフェース１１０上への投影５０５は、ＣＦにある原点２０５
の場所とは目立って異なる投影点５１０を生じさせる。現実施形態では、投影点５１０は
、ＴＦＰ２３５内で測定して約１ｍｍの距離だけ原点２０５より下にある。様々な実施形
態では、投影点５１０は１．５ｍｍだけ原点２０５より下にあってもよい。様々な実施形
態では、投影点５１０は３ｍｍまでを限度に原点２０５より下にあってもよい。低くてよ
り前方のＣＧ６００は、ゴルフクラブヘッド５００のプレー特性を変える設計をもたらす
。以上に説明されている様に、（ＣＧ４００の様な）低いＣＧは、様々な設計では、ＣＦ
に投影点を含んでいることもあれば、ＣＦより上の投影点を含んでいることすらある。現
実施形態では、ＣＧ６００が低くて比較的前方の場所にあるために、投影点５１０はＣＦ
より下である。先に述べられているＣＧ場所の効果はここに当て嵌る。驚くべきことに幾
つかの利点が見いだされている。第１に、Δ１が比較的小さいので、動的ロフティングが
低減され、それにより、ひいては距離を縮めるスピンが低減される。その上、ＣＧ６００
の投影点がＣＦより下であるので、ギヤ効果が、ゴルフボールがＣＧ６００の投影に向か
って回転するのを付勢する―又は換言すれば前方スピンを掛ける。これに、バックスピン
を与えるゴルフクラブヘッド５００のロフトが対抗する。全体としての効果は比較的低い
スピンプロファイルである。但し、ＣＧ６００はｚ軸２０６に沿って測定してＣＦより下
（ひいては理想インパクト場所より下）であるので、ゴルフボールはインパクト時により
高く上がる傾向にあろう。結果は、きれいな打撃のショットでの高い打ち出しではあるが
低いスピンのゴルフショットとなり、距離の伸びた（スピンに失われるエネルギーの少な
い）より優れたボール飛行（より高くよりソフトな着地）につながる。
【００８７】
　ゴルフクラブヘッド５００の現実施形態について、ＣＧｙは、Δ１に１３．２５ｍｍの
距離２４１を足したものに等しい。現実施形態では、Δ１は公称で約７ｍｍであるので、
ＣＧｙは約２０．２５ｍｍである。先に述べられている様に、Δｚは約１２．９ｍｍであ
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る。よって、ＣＧｅｆｆはＣＧｙとΔｚの積に等しく、現実施形態について、ＣＧｅｆｆ

は約２６１ｍｍ２である。現開示の様々な実施形態では、ＣＧｅｆｆは２６０－２７５ｍ
ｍ２であってもよい。様々な実施形態では、ＣＧｅｆｆは２５５－３００ｍｍ２であって
もよい。様々な実施形態では、ＣＧｅｆｆは２４５－２７５ｍｍ２であってもよい。様々
な実施形態では、現開示のＣＧｅｆｆは大きくとも２７５ｍｍ２であってもよい。様々な
実施形態では、現開示のＣＧｅｆｆは大きくとも２５０ｍｍ２であってもよい。様々な実
施形態では、現開示のＣＧｅｆｆは大きくとも２２５ｍｍ２であってもよい。様々な実施
形態では、現開示のＣＧｅｆｆは大きくとも２００ｍｍ２であってもよい。ＤＣＧは、以
上にゴルフクラブヘッド１００に関して述べられている様に求められる。約１５度のロフ
ト（θ）及び２０．２５のＣＧｙの現実施形態についてのＤＣＧは約１９．５ｍｍである
。様々な実施形態では、ＤＣＧは１５－２５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、
ＤＣＧは１０－３０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、ＤＣＧは、ここに記載さ
れているゴルフクラブヘッド５００の他の物理的態様から確定されよう。
【００８８】
　当業者には、ＣＧｅｆｆ測定はフェアウェイウッド型式ゴルフクラブヘッドでは実現す
るのが特に難しいことが理解されるはずである。例えば、低ＣＧｅｆｆ数が、ハイブリッ
ド型式ゴルフクラブヘッド、特にアイアン型式ゴルフクラブヘッドに見られるであろう。
よって、当業者には理解されるであろうが、ここに組み合わされている様々な測定値はフ
ェアウェイウッド型式又はドライバー型式ゴルフクラブヘッドには当て嵌ろうが、ハイブ
リッド型式ゴルフクラブヘッドには当て嵌らないこともある。
【００８９】
　これらの効果は分かりはしても、反発係数機構を含んでいるゴルフクラブヘッド内にそ
の様な設計要素を実装するのはこれまでは不可能であった。参考文献としてここにそっく
りそのまま援用されている、２０１０年６月１日出願の米国特許出願第１２／７９１，０
２５号及び２０１１年１２月２７日出願の米国特許出願第１３／３３８，１９７号に記載
の反発係数を増大させるための機構の設計は、それらの設計の反発係数機構を構成する物
理的要素を含んでいるので、大量の質量を反発係数機構の近傍にゴルフクラブヘッドのフ
ェースに近接して配置させるのは無理であろう。よって、これまでの設計に記載されてい
る反発係数機構と一体となって低い前方のＣＧ場所を作り出すのは無理であろう。その様
な組合せは現開示の多くの中の１つの発明要素である。
【００９０】
　図８を参照して分かる様に、ＣＯＲＦ８００は、現実施形態については、様々な寸法及
び面が本開示の先の実施形態の場合と類似していることから、それら実施形態の場合と実
質的に同じである。但し幾つか違いがある。具体的には、重りパッド５５０は、現実施形
態では、ＣＯＲＦ８００にほぼすっぽり被さる張り出し部分５６７を含んでいる。ｚ軸２
０６（本図には示さず）の方向に測定して約６．１ｍｍの厚さ５７２が見られるが、それ
は厚さ３７２より目立って大きい。様々な実施形態では、厚さ５７２は５．５－７ｍｍで
あってもよい。様々な実施形態では、厚さ５７２は４－１０ｍｍであってもよい。様々な
実施形態では、厚さ５７２は１２．５ｍｍまでであってもよい。現実施形態では、張り出
し部分５６７は、フェース１１０（又は、より適確には、本図には示されていないＴＦＰ
２３５）にほぼ平行である傾斜端５７４を含んでいる。約４．５ｍｍの離隔距離５７６が
、ＴＦＰ２３５に直交に測定した、フェース１１０の内側面１１２と張り出し部分５６７
の傾斜端５７４の間の距離として見られる。様々な実施形態では、離隔距離５７６は４－
５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、離隔距離５７６は３－６ｍｍであってもよ
い。張り出し部分５６７は、張り出し部分５６７のｙ軸２０７の方向に測定してリーディ
ングエッジ１７０に向かって最も遠い点である最もフェース寄りの点５８１を含んでいる
。
【００９１】
　先に論じられている様に、オフセット距離３９２、オフセットから地面までの距離３９
３、及び垂直面高さ３９４、のそれぞれの対厚さ５７２（又は厚さ３７２）比は、１より
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小さいか又は１に等しい。現実施形態では、オフセット距離３９２、オフセットから地面
までの距離３９３、及び垂直面高さ３９４、のそれぞれの対厚さ５７２比は、０．５より
小さいか、又は幾つかの実施形態では０．３３より小さい。様々な実施形態では、ＣＯＲ
Ｆ３００は、先に論じられている様に、ＣＯＲＦ質量密度比を実現する終端面から地面ま
での距離３９７の観点で特徴付けられよう。現実施形態については、ＣＯＲＦ質量密度比
は、約０．５５より小さく、張り出し部分５６７及びゴルフクラブヘッド５００の機構の
、終端面から地面までの距離３９７を最小化させられる厚さに依存して、様々な実施形態
では０．４０より小さくてもよく、様々な実施形態では、０．５０より小さくてもよく、
また様々な実施形態では０．６０より小さくてもよい。
【００９２】
　現実施形態では、ゴルフクラブヘッド５００の重量は約２１５グラムであり、様々な実
施形態では１８０グラムから２６０グラムの間のどこかであってもよい。現実施形態では
、重りパッド５５０は、ゴルフクラブヘッド５００の重量の約４３％－４４％を占め、即
ち約９３グラムである。様々な実施形態では、重りパッド５５０は、ゴルフクラブヘッド
５００の重量の約３５％－５０％であってもよい。当業者には理解されようが、ゴルフク
ラブヘッドの特定の場所にちょうどそれだけの質量を配置させることには特定のゴルフク
ラブヘッドのＣＧ場所への劇的な効果がある。
【００９３】
　図９に見られる様に、ゴルフクラブヘッド５００は重りパッド５５０を含んでいる。重
りパッド５５０は、パッド５５０のｘ軸２０８に沿って測定した最も大きい長さである寸
法５７１を含んでいる。寸法５７１は、現実施形態では、７９．５ｍｍである。様々な実
施形態では、寸法５７１は７５－８５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、寸法５
７１は７０－９０ｍｍであってもよい。現実施形態の重りパッド５５０は、スカート１４
０と接触するその縁まで延びている。現図では、重りパッド５５０とヒール１９０側スカ
ート１４０の間の接触の区域は視界外である。接触の場所は測定される通りである。また
、現実施形態の重りパッド５５０は、その端全てについてスカート１４０で終端している
わけではない。現実施形態では、端５７３はソール１３０の内側面の中へ入って終端して
いる。
【００９４】
　ヒール応力逃がしパッド５８４及びトゥ応力逃がしパッド５８６を、張り出し部分５６
７の下のＣＯＲＦ３００の端４３４、４３６に近接して見ることができる。応力逃がしパ
ッド５８４、５８６は、様々な実施形態では、ＣＯＲＦ３００のひび割れを防止するため
の材料の厚さの増大した領域である。重りパッド５５０がＣＯＲＦ３００に張り出してい
るので、重りパッド５５０のＣＯＲＦ３００近傍の領域は、先の実施形態に見られた様に
実質的に補強されている必要はない。重りパッド５５０の（傾斜端５７４を含む）フェー
ス端５９２は、現実施形態では、概ねＣＯＲＦ３００の湾曲をなぞっている。ＣＯＲＦ３
００の端４３４、４３６に近接して、フェース端５９２の窪み５９４、５９６が起こって
いる。それ以外は重りパッド５５０のフェース端５９２は概ねフェース１１０の湾曲をな
ぞっている。ゴルフクラブヘッド５００の更なる図が図１０に見られる。
【００９５】
　ゴルフクラブヘッドの別の実施形態１０００が図１１に示されている。ゴルフクラブヘ
ッド１０００は形状及び機構がゴルフクラブヘッド５００に実質的に類似している。幾つ
かの実質的な違いがある。但し、先に述べられている様に、開示の簡潔さを期して、機構
が類似して描かれている場合及び／又は共通の参照識別子で識別されている場合、１つの
実施形態の機構はその様な機構の包含が現開示の他の要素と矛盾しない場合には別の実施
形態に含まれることもあり得る、ということが当業者には理解されよう。ここに記載され
ている幾つかの例示としての実施形態に参照識別子が含まれていない場合であっても、当
業者には理解される様に、類似して描かれている機構はそれら幾つかの実施形態の間で一
致しているものとし、但し、開示がその様な想定を否定している場合又はそのためにその
様な想定が一部の明示的な開示に相反することになる場合はその限りではない。
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【００９６】
　現実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００は、Δｚ及びΔ１に設定されているＣＧ
１４００、その投影１５０５及び投影点１５１０、を含んでいる。現実施形態では、ＣＧ
１４００、Δｚ、Δ１、投影１５０５、及び投影点１５１０は、全て、先に図７に関連付
けて説明されているゴルフクラブヘッド５００についてのＣＧ６００、Δｚ、Δ１、投影
５０５、及び投影点５１０とほぼ同じであるが、現実施形態のその様な機構は公称的には
異なっていよう。重りパッド１３５０は重りパッド５５０とほぼ同質量であるが、重りパ
ッド５５０の様々な機構は以下に説明されている様に異なっている。ゴルフクラブヘッド
１０００は、ＣＯＲＦ８００及びＣＯＲＦ３００と一致する多くの機構を含むＣＯＲＦ１
３００を含んでいる。
【００９７】
　図１２を参照して分かる様に、現実施形態のＣＯＲＦ１３００はＣＯＲＦ８００と同様
の形状をしている。幾つかの実質的な違いがある。第１に、ＣＯＲＦ１３００は、保定機
構１３２５を含んでいる。現実施形態の保定機構１３２５は、重りパッド１３５０中に画
定されているチャネルである。保定機構１３２５は、保定機構１３２５がＣＯＲＦ１３０
０の全体的な輪郭をなぞることよって画定されている。本図には終端面１３９０が見られ
る。終端面１３９０は、ｙ軸２０７（図１２には示さず）方向に対して角度１３９１に配
置されている。重りパッド１３５０は、傾斜端１３７４を有する張り出し部分１３６７を
含んでいる。傾斜端１３７４は、フェース１１０の内側面に対して角度１３９６に配置さ
れている。張り出し部分１３６７の上縁に隅肉１３９７が見られる。張り出し部分１３６
７のｚ軸２０６方向に測定した厚さ１３７２は約５．４ｍｍであり、それは、角度１３９
１が張り出し部分１３６７をテーパさせているので、張り出し部分１３６７の最も大きい
厚さである。様々な実施形態では、厚さ１３７２は５．５－７ｍｍであってもよい。様々
な実施形態では、厚さ１３７２は４－８ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、厚さ
１３７２は１２．５ｍｍまでであってもよい。
【００９８】
　先に論じられている様に、オフセット距離１３９２対厚さ１３７２（又は厚さ３７２、
５７２）の比は１より小さいか又は１に等しい。現実施形態では、オフセット距離１３９
２対厚さ１３７２の比は０．５より小さい。様々な実施形態では、この比は０．４より小
さくてもよい。様々な実施形態では、この比は０．３３より小さくてもよい。様々な実施
形態は、ＣＯＲＦ３００は、先に論じられている様に、ＣＯＲＦ質量密度比を実現する終
端面から地面までの距離３９７の観点で特徴付けられよう。現実施形態については、終端
面から地面までの距離３９７は終端面の最も低い点１３４７から測定されている。現実施
形態について、ＣＯＲＦ質量密度比は、約０．５５より小さく、張り出し部分５６７及び
ゴルフクラブヘッド５００の機構の、終端面から地面までの距離３９７を最小化させられ
る厚さに依存して、様々な実施形態では０．４０より小さくてもよく、様々な実施形態で
は、０．５０より小さくてもよく、また様々な実施形態では０．６０より小さくてもよい
。
【００９９】
　先の実施形態とは違い、張り出し部分１３６７は、ＴＦＰ２３５に直交に張り出し部分
１３９７の最もフェース寄りの点１３８１から第１ソール部分１３５５の端までを特定し
た実質的な張り出し１３８２を含んでいる。最もフェース寄りの点１３８１は、張り出し
部分１３６７のｙ軸２０７の方向に測定してリーディングエッジ１７０に向かって最も遠
い点である。張り出し１３８２は、現実施形態では、約０．７５ｍｍである。様々な実施
形態では、張り出し１３８２は０．５－１．５ｍｍであってもよい。実質的な張り出し１
３８２に因り、角度１３９１は、比較的粘性のポリウレタン施栓材料の注入時に当該材料
がＣＯＲＦ１３００の中へ流れ込むのを可能にする。
【０１００】
　先に（特にＣＯＲＦ３００に関連付けて）説明されている様に、現開示のゴルフクラブ
ヘッド（ゴルフクラブヘッド１００、ゴルフクラブヘッド５００、ゴルフクラブヘッド１
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０００）は、ＣＯＲＦ３００、８００、１３００の中へ注入された施栓材料を含んでいる
。施栓材料は、様々な実施形態では、所望の性能に依存して様々な材料であってよい。現
実施形態では、施栓材料はポリウレタンであるが、エラストマーゴム、ポリマー、各種ゴ
ム、発泡体、及び充填材を含め、様々な比較的低弾性率の材料が使用されてもよい。現実
施形態では、施栓材料はポリウレタン反応型接着剤である。現実施形態の施栓材料は２５
０°Ｆで適用されている。現実施形態の施栓材料は、１６，０００ｃｐｓの粘度を有して
いるが、様々な実施形態では、施栓材料は７，０００－１６，０００ｃｐｓの粘度であっ
てもよく、様々な実施形態では、２０，０００ｃｐｓまでであってもよい。現実施形態の
施栓材料は、４７のショアＤ硬度を有している。様々な実施形態ではショアＤ硬度は４５
－５０であってもよい。様々な実施形態では、ショアＤ硬度は３５－５５であってもよい
。現実施形態の施栓材料は、３，３００ｐｓｉの弾性率を有している。様々な実施形態で
は、弾性率は２，８５０－５，６００ｐｓｉであってもよい。現実施形態の施栓材料は、
３，２００ｐｓｉの極限引張強さを有している。様々な実施形態では、施栓材料は２，７
５０－３，９００ｐｓｉの極限引張強さを有していてもよい。現実施形態の施栓材料は、
６００－８６０％の破断伸びを有していてもよい。現実施形態の施栓材料には挙げられて
いる範囲が適用される。この開示の中で述べられている様に、様々な材料が施栓材料とし
て使用され、それらは現実施形態に関して一覧に掲げられている以外の特性を有している
こともある。設計目標が変われば、所望の設計目標を実現するべく施栓材料を変えるのが
適切であろう。
【０１０１】
　施栓材料は、実質的に、ゴルフクラブヘッド１００の変形、特にフェース１１０の変形
を防げてはならない。使用中、現開示のゴルフクラブヘッド（ゴルフクラブヘッド１００
、ゴルフクラブヘッド５００、ゴルフクラブヘッド１０００）は、２，０００ポンドより
大きいピーク力を経験する。その様な環境下に、クラブヘッドのフェース１１０は先にＣ
ＯＲに関連付けて論じられている様に変形する。現開示のゴルフクラブヘッド（ゴルフク
ラブヘッド１００、ゴルフクラブヘッド５００、ゴルフクラブヘッド１０００）のフェー
ス１１０はロール半径及びバルジ半径を含んでいるので、フェース１１０の変形はエッジ
を拡張させる。これは、特にＣＯＲＦ３００、８００、１３００の領域で、第１ソール部
分３５５をｚ軸２０６（図１２には示さず）の方向に下向きに拡張させる。その結果、第
１ソール部分３５５は終端面１３９０から遠ざかってゆく。幾つかの実施形態及び材料の
幾つかの組合せでは、施栓材料は、フェース１１０変形時、具体的には第１ソール部分３
５５変形時に、緩んでしまうことがある。そういうわけで、保定機構１３２５が空隙を作
り出し、その中へ施栓材料を流し込んで機械的な干渉を作り出すことで、施栓材料がＣＯ
ＲＦ１３００から離脱してしまうのを防いでいる。様々な実施形態では、保定機構１３２
５は、質量を再配分する、製造可能性を支援する、又は施栓材料との結合を改善するうえ
で、様々な形状、大きさであってよく、及び／又は様々な機構を含んでいてもよい。更に
、最もフェース寄りの点１３８１と低点３８４の間のｚ軸２０６の方向に測定したオフセ
ット距離１３９２は、先の実施形態で見られるよりも大きく、様々な実施形態では約２．
３ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、オフセット距離１３９２は１－３ｍｍであ
ってもよい。様々な実施形態では、オフセット距離１３９２は、０．５ｍｍほどに小さく
てもよく、約１２．５ｍｍまでであってもよい。施栓材料は粘性であるので、様々な実施
形態では、施栓材料はＣＯＲＦ（３００、８００、１３００）及び／又は保定機構１３２
５を完全に充填しているとは限らないことに留意されたい。様々な実施形態では、施栓材
料はＣＯＲＦ（３００、８００、１３００）及び／又は保定機構１３２５を完全に充填し
ていてもよい。但し、様々な機構は、少なくとも、施栓材料を部分的に保定するように含
まれている。
【０１０２】
　図１３を参照して、現実施形態の重りパッド１３５０は、重りパッド５５０に類似する
全体寸法を含んでいる。重量パッド１３５０は、窪み５９４、５９６ほど実質的ではない
窪み１３９４、１３９６を含んでいる。ゴルフクラブヘッドの別の図が図１４に見られる
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。
【０１０３】
　少なくとも１つの例としての試験で、ＣＯＲＦ３００及び現開示の他のＣＯＲＦを、同
一ではあるがＣＯＲＦを持たないゴルフクラブヘッドと比較した。図１５を参照して分か
る様に、現開示の、ＣＯＲＦ（ＣＯＲＦ３００、ＣＯＲＦ８００、ＣＯＲＦ１３００）を
有するゴルフクラブヘッド（ゴルフクラブヘッド１００、ゴルフクラブヘッド５００、ゴ
ルフクラブヘッド１０００）を、ＣＯＲＦ無し同一ヘッドを対照に、ＣＯＲについて試験
した。ＣＯＲについて試験されたインパクトは、ＣＦ（ＣＦ）、ＴＦＰ２３５内でＣＦよ
り５ｍｍ上（５高）、ＴＦＰ２３５内でＣＦより５ｍｍ下（５低）、ＴＦＰ２３５内でＣ
Ｆからｘ軸２０８に沿ってヒール寄り７．５ｍｍ（７．５ヒール）、ＴＦＰ２３５内でＣ
Ｆからｘ軸２０８に沿ってトゥ寄り７．５ｍｍ（７．５トゥ）、の場所で測定した。集め
られたＣＯＲデータは、以下に測定されている様に、それぞれの場所についてのＣＯＲに
おける標準からの変化を示している。
【０１０４】

【表１】

【０１０５】
　分かる様に、現開示のＣＯＲＦ（ＣＯＲＦ３００、ＣＯＲＦ８００、ＣＯＲＦ１３００
）の包含は、フェースの全ての場所でのＣＯＲ増加及びＣＦ内打撃から中心外れ打撃まで
でより一貫したＣＯＲをもたらした。
【０１０６】
　図１６Ａ及び図１６Ｂに見られる様に、ＣＯＲＦ８００、１３００に施栓材料８０１、
１３０１がそれぞれ見いだされる。施栓材料８０１、１３０１は、他にも考えられる組立
及び製造の方法はあろうが中でも、所定場所に成形する、ＣＯＲＦ８００、１３００の中
へ注入する、又はそれ以外のやり方でＣＯＲＦ８００、１３００に設置することができよ
う。図１６Ａを参照して分かる様に、施栓材料８０１はＣＯＲＦ８００中に、外側面８０
４がソール１３０の表面とほぼ面一になるようにして、第１端８０６が第１ソール部分３
５５とほぼ面一になり、第２端８０８が第１重りパッド部分３６５とほぼ面一でＧＰと殆
ど接触する状態で、設置されている。第１端８０６は、第１ソール部分３５５の外側面と
一致して、地面から約０．７２ｍｍ上の距離８０９に配置されている。距離８０９は、様
々な実施形態では、０．５－１．０ｍｍであってもよい。距離８０９は、様々な実施形態
では、０－１．５ｍｍであってもよい。距離８０９は、様々な実施形態では、２ｍｍまで
であってもよい。施栓材料８０１の内側面８１１は、最もフェース寄りの点５８１を越し
て延びて、表面積及び機械的保定性を提供するのを支援している。様々な実施形態では、
施栓材料８０１は最もフェース寄りの点５８１を越して延びていないこともあろうし、又
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は別の構成と関連付けられる別の利点を有していることもあろう。分かる様に、現実施形
態の施栓材料８０１は、垂直面３８５から終端面３９０までの移行部に完全に係合してい
るわけではなく、その代わりに、施栓材料８０１と、垂直面３８５と終端面３９０の接合
部との間には気泡があってもよい。様々な実施形態では、施栓材料はＣＯＲＦ全体に完全
に係合している。
【０１０７】
　図１６Ｂを参照して分かる様に、施栓材料１３０１はＣＯＲＦ１３００中に、外側面１
３０４がソール１３０の表面から内方に配置されるようにして設置されている。外側面８
０４とは対照的に、外側面１３０４は、斜３７５の端とほぼ面一である第１端１３０６及
び第２端１３０８を含んでいる。第１端１３０６は、ＧＰより上に約１．３０ｍｍの距離
１３０９に配置されている。様々な実施形態では、距離１３０９は１－２ｍｍであっても
よい。様々な実施形態では、距離１３０９は０．５－１．５ｍｍであってもよい。様々な
実施形態では、距離１３０９は４ｍｍまでであってもよい。第２端１３０８はＧＰより上
に約０．９２ｍｍの距離１３０７に配置されている。様々な実施形態では、距離１３０７
は０．７５－１．５ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離１３０７は０．５－
２ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離１３０７は３ｍｍまでであってもよい
。施栓材料１３０１の内側面１３１１は最もフェース寄りの点１３８１を越して延びて、
表面積及び機械的保定性を提供するのを支援している。様々な実施形態では、施栓材料１
３０１は最もフェース寄りの点１３８１を越して延びていないこともあろうし、又は別の
構成と関連付けられる別の利点を有していることもあろう。
【０１０８】
　分かる様に、現実施形態の施栓材料１３０１は、保定機構１３２５の中へ延びている。
但し、現実施形態の施栓材料１３０１は、保定機構１３２５に完全に係合しているわけで
はない。代わりに、施栓材料１３０１とＣＯＲＦ１３００の間には様々な気泡があっても
よい。但し、フェース１１０及びゴルフクラブヘッド１０００の極度の変形下でさえ施栓
材料１３０１をＣＯＲＦ１３００の内側に保定するという恩恵を提供するのに十分な体積
の施栓材料１３０１が保定機構１３２５に係合している。様々な実施形態では、施栓材料
はＣＯＲＦ全体に完全に係合している。当業者には理解されるであろうが、図１６Ａ及び
図１６Ｂに関連する機構及び解説は２つの実施形態の間で入れ替えることができ、どれ１
つの要素もそれが一方の図に描かれているという理由で現開示の実施形態の何れかの実施
形態に結びつくものと考えられてはならない。
【０１０９】
　ゴルフクラブヘッドの別の実施形態１５００が図１７Ａ－図１７Ｄに見られ、それは現
開示のゴルフクラブの先の実施形態（１００、５００、１０００）と一致する数々の機構
を含んでいる。ゴルフクラブヘッド１５００は、一定した半径であるＣＯＲＦ１８００を
含んでいる。現実施形態では、ＣＯＲＦ１８００の一定した半径は約４４ｍｍである。様
々な実施形態では、一定した半径は３８－５０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では
、一定した半径は３０－６０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、一定した半径は
８０ｍｍより小さくてもよい。
【０１１０】
　クラウン高さ１８６２が示されており、それはｚ軸２０６に平行に測定してＧＰからク
ラウン１２０の最も高い点までの高さとして測定されている。現実施形態では、クラウン
高さ１８６２は約４１ｍｍである。様々な実施形態では、クラウン高さ１８６２は３８－
４３ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、クラウン高さは３０－５０ｍｍであって
もよい。ゴルフクラブヘッド１５００は、更に、ｚ軸２０６に平行に測定したフェース１
１０の高さである有効フェース高さ１８６３を有している。現実施形態では、フェース高
さ１８６３は約３９ｍｍである。フェース高さ１８６３は、様々な実施形態では、クラウ
ン高さより２－５ｍｍ小さくてもよい。フェース高さ１８６３は、様々な実施形態では、
クラウン高さより１－１０ｍｍ小さくてもよい。フェース高さ１８６３は、フェース１１
０上の最も高い点からフェース１１０のリーディングエッジ１７０に近接する最も低い点
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までを測定したものである。クラウン１２０とフェース１１０の間には移行部が存在して
おり、そのため、フェース１１０上の最も高い点は実施形態の間で僅かに異なろう。現実
施形態では、フェース１１０上の最も高い点とフェース１１０上の最も低い点は、フェー
ス１１０の湾曲が実質的にロール半径から逸れている点である。幾つかの実施形態では、
その様な点を特徴付けるずれは曲率半径の１０％変化とすることができる。最後に、有効
フェース位置高さ１８６４は、ｚ軸２０６の方向に測定したＧＰからフェース１１０の最
も低い点までの高さである。現実施形態では、有効フェース位置高さ１８６４は約１ｍｍ
である。様々な実施形態では、有効フェース位置高さ１６４は約０－４ｍｍであってもよ
い。
【０１１１】
　図１８を参照して分かる様に、ゴルフクラブヘッド１５００は、重りパッド１８５０を
含んでいる。重りパッド１８５０は、先の実施形態同様に重量を配分する。但し、パッド
１８５０は張り出し部分を有していない。重りパッド１８５０の長さ１８９０は長さ５９
０とほぼ同じであるが、重りパッド１８５０は張り出し部分を含んでおらず、そのため重
りパッド１８５０の中心はゴルフクラブヘッド１５００の更に後寄りに位置する。よって
、ＣＧ１９００の場所は先の類似の実施形態よりも更に後方、更に高くなる。Δ１及びΔ

ｚは、ゴルフクラブヘッド５００及び１０００よりもゴルフクラブヘッド１５００の方が
大きい。ＣＧ１９００のＴＦＰ２３５上への投影点はほぼ原点２０５（ＣＦ）にある。Ｃ
ＯＲＦ１８００の厚さは、ＣＯＲＦ８００及びＣＯＲＦ１３００とほぼ同じである。現実
施形態の原点２０５（ＣＦ）は先の実施形態の原点２０５に比べＧＰからより遠くにある
ことに注目されたいが、それはクラウン高さ１８６２がクラウン高さ１６２よりも大きい
からである。
【０１１２】
　図１９を参照して分かる様に、ＣＯＲＦ１８００は、先の実施形態には見られない機構
を幾つか含んでいる。第１ソール部分２３５５がＣＯＲＦ１８００に向けて延びていて、
ＣＯＲＦ１８００を画定している。ＣＯＲＦ１８００は、その他端が第１重りパッド部分
２３６５によって画定されている。分かる様に、現実施形態にはＣＯＲＦ１８００の丸縁
２３７５（２３７５ａ、２３７５ｂとして図示）が含まれている。第１ソール部分２３５
５は、第１ソール部分２３５５の厚肉領域又はボスである内側レッジ部分２３８０を含ん
でいる。
【０１１３】
　重りパッド１８５０は、現実施形態のゴルフクラブヘッド１５００では、図２０を参照
して分かる様に、更に後寄りに配置されている。重りパッド１８５０の長さ２２９０は現
実施形態では約２０ｍｍであり、長さ５９０よりほんの少し短い。様々な実施形態では、
長さ２２９０は１８－２４ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、長さ２２９０は１
２－３０ｍｍであってもよい。また一方、現実施形態の重りパッド１８５０はヒール延長
部２２３４とトゥ延長部２２３６を含んでいる。重りパッド１８５０のヒール延長部２２
３４及びトゥ延長部２２３６までの間を測定した距離２３１０は現実施形態では約２２．
５ｍｍである。様々な実施形態では、距離２３１０は２０－２５ｍｍであってもよい。様
々な実施形態では、距離は１５－３０ｍｍであってもよい。重りパッド１８５０はＣＯＲ
Ｆカウンタ２２４７を画定している。ＣＯＲＦカウンタ２２４７は、ＣＯＲＦ１８００の
湾曲をほぼなぞる空隙を提供している。重りパッド１８５０の寸法２２７１は現実施形態
では約７５ｍｍ、即ち寸法５７１より少し小さくなっている。様々な実施形態では、寸法
２２７１は７０－８０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、寸法２２７１は６０－
８５ｍｍであってもよい。
【０１１４】
　ＣＯＲＦ１８００の全体的な寸法は図２１を参照して分かる。距離２４５２が、トゥ方
向端２４３６とヒール方向端２４３４の間をｘ軸２０８の方向に測定したものとして示さ
れている。現実施形態では、距離２４５２は４８－５０ｍｍである。様々な実施形態では
、距離２４５２は４５－４４ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離２４５２は
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４０－６０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、距離２４５２は現実施形態につい
て示されている範囲より大きいこともあれば小さいこともあろう。ＣＯＲＦ１８００は、
ｙ軸２０７の方向に測定した距離２４５４を含んでいる。現実施形態では、距離２４５４
は９－１０ｍｍである。様々な実施形態では、距離２４５４は８－１１ｍｍであってもよ
い。様々な実施形態では、距離２４５４は７－１４ｍｍであってもよい。様々な実施形態
では、距離は、現実施形態について示されている範囲より大きいこともあれば小さいこと
もあろう。
【０１１５】
　少なくとも１つの例としての試験で、現開示のＣＯＲＦ１８００を、同一ではあるがＣ
ＯＲＦを持たないゴルフクラブヘッドと比較した。現試験の位置は図１５を参照して見ら
れる通りである。ＣＯＲについて試験されたインパクトを、ＣＦ（ＣＦ）、ＴＦＰ２３５
内でＣＦより５ｍｍ上（５高）、ＴＦＰ２３５内でＣＦより５ｍｍ下（５低）、ＴＦＰ２
３５内でＣＦからｘ軸２０８に沿ってヒール寄り７．５ｍｍ（７．５ヒール）、ＴＦＰ２
３５内でＣＦからｘ軸２０８に沿ってトゥ寄り７．５ｍｍ（７．５トゥ）、の場所で測定
した。集められたＣＯＲデータは、以下に測定されている様に、それぞれの場所について
のＣＯＲにおける標準からの変化を示している。
【０１１６】
【表２】

【０１１７】
　分かる様に、ＣＯＲＦ１８００の包含は、一方の試験のフェースの１か所以外の全ての
場所でＣＯＲ増加をもたらした。ＣＯＲは、更に、フェースに亘ってより一貫していた。
【０１１８】
　ゴルフクラブヘッド１５００の平衡点で追加のＣＯＲ測定を行った。上表中の平均数は
、下に示されている平衡点での測定を勘定に入れなかった。
【０１１９】
【表３】

【０１２０】
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　上表を参照して分かる様に、ＣＯＲＦ１８００はそれぞれの試験でフェース上の実質的
に全ての点でＣＯＲを増加させた。
【０１２１】
　ゴルフクラブヘッドの別の実施形態２０００が図２２を参照すると見られる。ゴルフク
ラブヘッド２０００は、現開示の他のゴルフクラブヘッド（１００、５００、１０００、
１５００）に類似する多くの機構を含んでいる。但し、ゴルフクラブヘッド２０００は、
ＣＯＲＦ２３００の様々な機構を含むソールラップインサート（ｓｏｌｅ　ｗｒａｐ　ｉ
ｎｓｅｒｔ）２７００を含んでいる。ＣＯＲＦ２３００は、形状はＣＯＲＦ３００、８０
０に類似している。但し、ＣＯＲＦ２３００はソールラップインサート２７００上に含ま
れている。
【０１２２】
　多くのゴルフクラブヘッドでは、（フェース１１０の様な）フェースはゴルフクラブ本
体とは別に製造される部品である。フェースは、典型的には、ゴルフクラブ本体へ、溶接
されるか又はそれ以外にゴルフボールを打撃するのに適した方法で接合される。幾つかの
ゴルフクラブヘッドでは、フェースはゴルフクラブ本体とは異なった材料である。例えば
、費用を削減するために、ゴルフクラブ本体は低品質の鋼で作られ、一方フェースはフェ
ースが薄くてもインパクトに耐えられる高品質の鋼で作られている、ということがある。
現開示の実施形態―また、ここに開示されている様なＣＯＲＦでここに記載されている重
量再配分機構を持たないＣＯＲＦの実装を模索している実施形態―では、（ゴルフクラブ
ヘッド２０００）の様なゴルフクラブヘッドを、当該ゴルフクラブ本体へ溶接されるイン
サートであって単なるフェースインサートではなくゴルフクラブヘッドのソールを包む部
片中にＣＯＲＦを含んでいるインサートと一体に組み上げるのが好都合であろう。ＣＯＲ
Ｆの設計における１つの課題は、ＣＯＲＦの様々な機構の応力集中である。先に述べられ
ている様に、現開示に記載されている或る特定の機構はゴルフクラブヘッドを失陥させる
潜在性を低減又は排除するべくＣＯＲＦ及び周囲の機構の応力集中に対処している。ソー
ルラップインサート２７００を含んでいる実施形態では、ソール１３０までを通しフェー
ス１１０全体が典型的にはフェースインサートにしか使用されない高強度材料である。例
えば、１つの実施形態では、伸び１１％で降伏強さ２０，０００ＭＰａを有する高ニッケ
ル含有量鋼合金がソールラップインサート２７００を製作するのに使用されてもよく、そ
うすればより大きな材料強度を有するより薄い構造が可能になる。鋼合金は、ニッケル約
１８－１９％、コバルト約８－９．５％、モリブデン約４．５－５．１％、チタン約０．
５－１．０％、アルミニウム０．０５－０．１５％、炭素、リン、ケイ素、カルシウム、
ジルコニウム、マンガン、硫黄、及びホウ素、それぞれ０．１０％未満、から成る組成を
含んでおり、組成の残余は鉄である。ソールラップインサート２７００を製作するのに使
用される鋼合金は、１６％－２０％の間の高ニッケル含有量を有するマルエージング鋼と
することができる。他の実施形態では、１４％－１７％のニッケル含有量を有する鋼合金
を使用することができる。鋼合金は、より高い降伏強さを実現するように熱処理されても
よい。ソールラップインサート２７００は、ゴルフクラブ本体の残部である１７－４ステ
ンレス鋼―又はＣａｒｐｅｎｔｅｒ（登録商標）によるＣｕｓｔｏｍ６３０Ｓｔｅｅｌ、
Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ（登録商標）によるＣｕｓｔｏｍ４５５、Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ（登録
商標）によるＣｕｓｔｏｍ４７５、の様な様々な他の種類の材料―へ接合される。何れか
の所与の熱処理について、本体鋼を高強度ソールラップインサート２７００鋼に比較する
と、ソールラップインサート２７００鋼の室温での最大極限引張強さは本体鋼の最大極限
引張強さよりも約２０％－５０％大きい。例えば、何れかの所与の熱処理について、Ｃｕ
ｓｔｏｍ６３０の室温での最大極限引張強さは、上述の高ニッケル含有量鋼の２０００Ｍ
Ｐａに比べて、約１３６５ＭＰａである。而して、室温での最大極限引張強さにおける４
６％増加が高ニッケル含有量鋼によって実現されている。同様の恩恵は、高強度又は高性
能チタン合金ソールラップインサート２７００を、より従来型（及び恐らくは低費用の）
チタン合金ゴルフクラブ本体と一体に使用した場合に見られる。現開示の様々な実施形態
では、ここに記載されている様々な材料は、フェース１１０及びソールラップインサート
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２７００を使用していない先の実施形態のゴルフクラブ本体へ持ちこまれてもよい。
【０１２３】
　高強度材料をより従来型のゴルフクラブヘッド材料と関連付けて使用することには多数
の利点がある。高強度材料はより薄くすることができ、特にその様な材料がゴルフクラブ
本体の打撃区域近傍に連結されていない場合にはインパクト時により大きな撓みを経験で
きる。これは、小さいフェースインサート又は低い品質の材料の場合に見込まれるよりも
、より高いＣＯＲ及びより少ない材料の使用を可能にする。第２に、低費用材料ゴルフク
ラブヘッドへの連結は、並はずれた性能特性を維持しながらも費用全体を縮小させる。様
々な実施形態では、ＣＯＲＦ無しのソールラップインサートが使用され、現出願と関連付
けられる恩恵の幾つかが目にされることであろう。
【０１２４】
　ゴルフクラブヘッドの別の実施形態２５００が図２３に示されている。ゴルフクラブヘ
ッド２０００は、現開示のゴルフクラブヘッドの先の実施形態（１００、５００、１００
０、１５００、２０００）と類似の機構を含んでいる。開示の簡潔さを期して、機構が類
似して描かれている場合及び／又は共通の参照識別子で識別されている場合、１つの実施
形態の機構はその様な機構の包含が現開示の他の要素と矛盾しない場合には別の実施形態
に含まれることもあり得る、ということが当業者には理解されよう。ここに記載されてい
る幾つかの例示としての実施形態に参照識別子が含まれていない場合であっても、当業者
には理解される様に、類似して描かれている機構はそれら幾つかの実施形態の間で一致し
ているものとし、但し、開示がその様な想定を否定している場合又はそのためにその様な
想定が一部の明示的な開示に相反することになる場合はその限りではない。
【０１２５】
　ゴルフクラブヘッド２５００はＣＯＲＦ２８００を含んでいる。ＣＯＲＦ２８００は、
現開示のＣＯＲＦの先の実施形態（ＣＯＲＦ３００、８００、１３００、１８００、２３
００）に類似している。ゴルフクラブヘッド２５００は、現開示の重りパッドの先の実施
形態（３５０、５５０、１３５０、１８５０）に類似する重りパッド２５５０を含んでい
る。
【０１２６】
　図２４を参照して分かる様に、現開示のＣＯＲＦ２８００は、現実施形態では、先には
斜３７５が見られた所に丸縁２８７５（２８７５ａ、２８７５ｂとして図示）を含んでい
る。重りパッド２５５０は張り出し部分２８６７を含んでいる。張り出し部分２８６７は
、面取り縁２８９２を含んでいる。面取り縁２８９２は、（施栓材料８０１、１３０１の
様な）施栓材料のＣＯＲＦ２８００の中への流れを促し、ＣＯＲＦ２８００の追加機構の
ための追加のクリアランスを提供することができよう。
【０１２７】
　具体的には、第１ソール部分２８５５は、第１ソール部分２８５５からｚ軸２０６の方
向に延ばされた厚肉領域又はボスである応力パッド２９０１を含んでいる。使用中、現開
示のＣＯＲＦ（３００、８００、１３００、１８００、２３００、２８００）は、現開示
のゴルフクラブヘッド（１００、５００、１０００、１５００、２０００、２５００）が
ゴルフボールに当たったときに法線方向の剪断及び多様な捩じれを経験する。当業者には
理解される様に、ＣＯＲＦ（３００、８００、１３００、１８００、２３００、２８００
）の領域のフォンミーゼス応力は、ＣＯＲＦ（３００、８００、１３００、１８００、２
３００、２８００）の幾何学形状の応力集中のせいで、材料の極限応力を超過しかねない
。よって、ＣＯＲＦ（３００、８００、１３００、１８００、２３００、２８００）の応
力集中は、極めて高いフォンミーゼス応力に因るゴルフクラブヘッドの失陥を引き起こさ
ないとも限らない。その様な応力集中と戦ううえで、ゴルフクラブヘッドの実施形態２５
００は幾つかの恩恵をもたらす。
【０１２８】
　様々な実施形態では、第１ソール部分３５５の厚肉化は力が印加される区域を増加させ
、それにより、応力の凝集化を軽減し、ＣＯＲＦ（３００、８００、１３００、１８００
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、２３００、２８００）の失陥の可能性を低減する。しかしながら、意外なことに、第１
ソール部分３５５全体を単純に厚肉化するとゴルフクラブヘッドのＣＯＲが小さくなるこ
とが判明した。よって、第１ソール部分３５５を修正して第１ソール部分２８５５を創出
した。応力パッド２９０１がＣＯＲＦ２８００の領域の材料の厚さ加増を提供しているが
、第１ソール部分２８５５のフェース１１０に密に近接している領域は応力パッド２９０
１より薄いままである。意外なことに、応力パッド２９０１の導入はＣＯＲへの悪影響無
しに応力集中を軽減させることが判明した。様々な実施形態では、応力パッド２９０１の
導入は、第１ソール部分２８５５の応力パッド２９０１領域の厚さを二倍にする。分かる
様に、応力パッド２９０１は、フェース１１０の少なくとも一部分についてフェース１１
０と応力パッド２９０１の間に溝２９０３を画定しており、更なる図を参照すると分かる
はずである。様々な実施形態では、応力パッド２９０１は直線状であり、その結果、溝２
９０３は直線状の端を有している。現実施形態では、応力パッド２９０１は曲線部２９０
７によって画定されている。曲線部２９０７は正弦波のほぼ二分の一の形状である。様々
な実施形態では、円、方形、丸み、面取り、及び様々な数学関数を含め、曲線部２９０７
の様々な形状が使用されるであろう。
【０１２９】
　応力パッド２９０１の様々な実施形態が図２５Ａ及び図２５Ｂに示されている。図２５
Ａを参照して分かる様に、応力パッド２９０１ａは、ｚ軸２０６の方向に測定してほぼ一
定した厚さであって、ｘ軸２０８方向にフェース１１０の輪郭をなぞっていてもよい。応
力パッド２９０１の形状は、ｙ軸２０７方向に、またその長さに亘っても、ほぼ一定であ
ってよい。応力パッドの第２の実施形態２９０１ｂが図２５ｂを参照して見られる。フェ
ース１１０の輪郭をなぞる形状ではなしに、応力パッド２９０１ｂはテーパしている。応
力パッド２９０１ｂは、フェース１１０から離れるにつれて厚さ（ｚ軸２０６方向に測定
）が減少してゆく。よって、２９０１ｂは、その端付近がＣＦ近傍よりも実質的に薄くな
っている。
【０１３０】
　応力パッド２９０１ａ、２９０１ｂは、更に、図２６Ａ及び図２６Ｂを参照して見られ
る。現実施形態の応力パッド２９０１ａは、ＣＯＲＦ２８００の幅より小さい側方範囲２
９１５ａを有している。現実施形態では、側方範囲２９１５ａは中央部分４２２の幅より
小さい。様々な実施形態では、側方範囲２９１５ａは、中央部分４２２の幅又は距離４５
２よりも大きいこともあれば、小さいこともあろうし、又は等しいこともあろう。応力パ
ッド２９０１ａは、更に、応力パッド２９０１ａの断面が変化していない全厚範囲２９１
７ａを含んでいる。分かる様に、応力パッド２９０１ｂは、中央部分４２２の幅より実質
的に小さい側方範囲２９１５ｂを有している。また、全厚範囲２９１７ｂは全厚範囲２９
１７ａより実質的に小さい。応力パッド２９０１ｂの断面形状はその側方範囲２９１５ｂ
に亘って変化しており、そのため応力パッド２９０１ｂの断面で同じ断面形状を含んでい
るものは殆ど無い。分かる様に、応力パッド２９０１ｂの最も外側の縁が半径２９１９に
画定されている。先に述べられている様に、応力パッド２９０１ｂはテーパしている。応
力パッド２９０１ｂのテーパは約２０－２２ｍｍである半径２９１９にある。様々な実施
形態では、半径２９１９は１８－２４ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、半径２
９１９は４０ｍｍまでであってもよい。
【０１３１】
　ゴルフクラブヘッド３０００が図２７に関連付けて示されている。ゴルフクラブヘッド
３０００は、飛行制御技術を含んでいるゴルフクラブヘッド３５００の一部である。図２
７は、スリーブ３２０４内にスリーブ孔３２４５（図２８Ｄに示す）を持つフェルール３
２０２を有する脱着式シャフトシステムを描いている。シャフト（図示せず）はスリーブ
孔の中へ挿入され、スリーブ３２０４へ機械的に固定又は結合されてゴルフクラブへと組
み立てられる。スリーブ３２０４は、更に、スリーブ３２０４の遠位先端の回転防止部分
３２４４と、クラブヘッド３０００に画定されているソール開口部３２１２の中へ挿入さ
れるねじ３２１０を係合させるねじの切られた孔３２０６と、を含んでいる。１つの実施
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形態では、ソール開口部３２１２は、ソールの非アンダーカット部分に直接隣接している
。スリーブ３２０４の回転防止部分３２４４は、ゴルフクラブヘッド３０００のホーゼル
３１５０内に結合又は溶接されている回転防止カラー３２０８である。調節可能ロフト角
、ライ角、及びフェース角システムは、米国特許出願第１２／６８７，００３号（現在Ｕ
Ｓ特許第８，３０３，４３１号）に記載されており、同特許出願をここに参考文献として
そっくりそのまま援用する。ゴルフクラブ組立体３５００は、重りポート２４０用の重り
３２４０を含んでいる。ゴルフクラブ組立体３５００の一部として、図示されていないが
、シャフト及びグリップが含まれていてもよい。
【０１３２】
　図２７に示されている実施形態は、ロフト角、ライ角、又はフェース角を、互いに組み
合わせても、又は互いから独立させても、調節できるようにした、調節可能ロフト角、ラ
イ角、又はフェース角システムを含んでいる。米国特許出願第１３／６８６，６７７号に
詳細に記載されている様に、調節可能なソール部片を調節可能ロフト角、ライ角、又はフ
ェース角システムと組み合わせて使用することができ、同特許出願の全てを参考文献とし
てここにそっくりそのまま援用する。例えば、スリーブ３２０４の第１部分３２４３、ス
リーブ孔３２４２、及びシャフトは、一体で、組立体の長手方向軸３２４６を画定してい
る。スリーブ３２０４は、シャフトを、長手方向軸３２４８からオフセット角３２５０だ
けオフセットした長手方向軸３２４６に沿って支持するのに実効性を発揮する。長手方向
軸３２４８はＳＡ（図２８Ｂに見られる）と整列させることを意図している。スリーブ３
２０４は、０度から４度の間で増分０．２５度とされる単一のオフセット角３２５０を提
供することができる。例えば、オフセット角は、１．０度、１．２５度、１．５度、１．
７５度、２．０度、又は２．２５度、とすることができる。スリーブ３２０４は、米国特
許出願第１２／６８７，００３号（現米国特許第８，３０３，４３１号）に記載されてい
る様にゴルフクラブヘッド組立体３５００に様々な調節を施すべく回転させることができ
る。当業者には、現ゴルフクラブ組立体３５００に関して説明されているシステムは、現
開示のゴルフクラブヘッドの様々な実施形態と共に実施できることが理解されよう。
【０１３３】
　図２８Ａ－図２８Ｄを参照して分かる様に、ゴルフクラブヘッド３０００はＣＯＲＦ３
３００を含んでいる。様々な実施形態では、ゴルフクラブヘッド３０００はドライバー型
式ゴルフクラブヘッドである。現開示の先の実施形態と比較すると、ゴルフクラブヘッド
３０００は、先の実施形態よりも大きいクラウン高さ３１６２を有している。現実施形態
では、クラウン高さ３１６２は約６２ｍｍである。様々な実施形態では、クラウン高さ３
１６２は５５－７０ｍｍであってもよい。様々な実施形態では、クラウン高さ３１６２は
４５－７５ｍｍであってもよい。フェース１１０は約５２ｍｍの有効フェース高さ３１６
３を含んでいる。様々な実施形態では、有効フェース高さ３１６２は４７－５７ｍｍであ
ってもよい。様々な実施形態では、有効フェース高さ３１６２は４５－６０ｍｍであって
もよい。ゴルフクラブヘッド３０００の有効フェース位置高さ３１６４は約４．５ｍｍで
ある。様々な実施形態では、有効フェース位置高さ３１６４は３－７ｍｍであってもよい
。様々な実施形態では、有効フェース位置高さ３１６４は１２．５ｍｍまでであってもよ
い。
【０１３４】
　図２９及び図３０を参照して分かる様に、現実施形態のゴルフクラブヘッド３０００は
ソールに近接して重りパッドを含んでいない。現実施形態のゴルフクラブヘッド３０００
はドライバー型式ゴルフクラブヘッドであるので、重量は最小量まで縮小化が図られ、体
積は最大化を図られるものである。よって、現実施形態のゴルフクラブヘッド３０００は
、重量再配置無しのＣＯＲＦ３３００を含んでいる。様々な実施形態では、ゴルフクラブ
ヘッド３０００は、様々な重量再配置の仕組みを含んでいる。ＣＯＲＦ３３００は、面取
り３３７１を含む張り出し部分３３６７を含んでいる。ＣＯＲＦ３３００は、斜、丸み、
又は面取りを含んでいない。ＣＯＲＦ３３００に近接する様々な機構の大きさは、先の実
施形態に比べると縮小されている。当業者には理解される様に、開示の様々な部分は置き
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換え可能であり、ＣＯＲＦ３３００は開示の様々な実施形態では、先の実施形態と一体に
なって含まれていてもよい。加えて、開示の様々な実施形態の様々な機構はゴルフクラブ
ヘッド３０００と一体になって含まれていてもよい。機構はどれ１つとして何れかの特定
の実施形態へ限定を課すものと考えられてはならず、当業者には理解される様に、様々な
実施形態の様々な機構、利点、及び要素は、ここに挙げられている様々な設計目標を実現
するうえで必要に応じて、再配置し、最構成し、又は組み合わせることができる。
【０１３５】
　指摘しておくべきこととして、他にもあろうが中でもとりわけ、原文の「ｃａｎ」、「
ｃｏｕｌｄ」、「ｍｉｇｈｔ」、又は「ｍａｙ」の対訳である「～できる」、「～できよ
う」、「～し得る」、「～てもよい」の様な条件語句は、他に特に指定のない限り、又は
用いられている文脈内で別様に理解されない限り、概して、或る特定の実施形態が或る特
定の機構、要素、及び／又は工程を含んでおり、他の実施形態は当該の機構、要素、及び
／又は工程を含んでいない、ということを伝えることを意図している。而して、その様な
語句は、概して、当該の機構、要素、及び／又は工程が何らかのやり方で１つ又はそれ以
上の特定の実施形態にとって必須であるということを示唆するものでもなければ、当該１
つ又はそれ以上の特定の実施形態が、ユーザー入力又はユーザープロンプティング有り又
は無しに、これらの機構、要素、及び／又は工程が何れかの特定の実施形態に含まれてい
るかどうか又は何れかの特定の実施形態で遂行されるべきかどうかを決定するための論理
を必然的に含んでいることを示唆するものでもない。
【０１３６】
　以上に記載されている実施形態は実施形の考えられ得る例にすぎず、単に本開示の原理
の明快な理解のために示されていることを強調しておきたい。流れ図中の何れかのプロセ
ス記述又はブロックは、プロセス中の特定の論理機能又は工程を実施するための１つ又は
それ以上の実行可能な命令を含んでいるコードのモジュール、セグメント、又は部分を表
しているものと理解されるべきであり、本開示の技術分野の当業者であれば理解される様
に、機能が一切含まれていない又は実行されない代わりの実施形態、機能が関与する機能
性に依存して実質的に同時又は逆順を含め示されている又は論じられている順序から脱し
て実行されている代わりの実施形も含まれる。以上に記載の（単数又は複数の）実施形態
には、本開示の精神及び原理から実質的に逸脱することなく、多くの変型及び修正がなさ
れる余地がある。また、本開示の範囲は、以上に論じられている全ての要素、機構、又は
態様のありとあらゆる組合せ及び部分的組合せを網羅するものとする。全てのその様な修
正及び変型は、ここに、本開示の範囲内として含まれるものとし、要素又は工程の個別の
態様又は組合せに対する全ての考えられ得る請求は本開示によって支持されるものとする
。
【符号の説明】
【０１３７】
　　１００　ゴルフクラブヘッド
　　１１０　フェース
　　１２０　クラウン
　　１３０　ソール
　　１４０　スカート
　　１５０　ホーゼル
　　１６２　クラウン高さ
　　１６３　有効フェース高さ
　　１６４　有効フェース位置高さ
　　１７０　リーディングエッジ
　　１７７　ゴルフクラブヘッドの長さ
　　１８０　トレイリングエッジ
　　１８５　トゥ
　　１９０　ヒール
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　　１９８　ＧＰに対する角度、ライ角（ＬＡ）
　　２００　３次元基準座標系
　　２０５　原点
　　２０６　ｚ軸
　　２０７　ｙ軸
　　２０８　ｘ軸
　　２０９　シャフト平面ｚ軸
　　２１２　ｚ軸地平面交点
　　２１３　正接フェース平面のｚ軸に対する角度、ロフト角
　　２１４　中心線
　　２１６　フェース－クラウン移行点
　　２３５　正接フェース平面（ＴＦＰ）
　　２４０　モジュール式重りポート
　　２４１　シャフト平面ｚ軸のｙ軸方向に測定したｚ軸からの距離
　　２４５　シャフト孔
　　２６２ａ、２６２ｂ　溶接ビード
　　２７１　重りパッドの寸法
　　２７３　重りパッドの端
　　２８６　第１重りパッド部分のｙ軸方向延在距離
　　２８８　第２重りパッド部分のｙ軸方向延在距離
　　２９０　重りパッド全体の長さ
　　３００　反発係数機構（ＣＯＲＦ）
　　３２０　ゴルフクラブヘッドの内部
　　３４５　第２重りパッド部分
　　３４７　第２重りパッド部分のｚ軸方向厚さ
　　３５０　重りパッド
　　３５５　第１ソール部分
　　３５７　第１ソール部分のフェース近接領域からソールまで延びている角度
　　３５９　第１ソール部分のフェースからのＴＦＰに直交に測定した距離
　　３６１　重りパッドのリーディングエッジからのオフセット距離
　　３６５　第１重りパッド部分
　　３６６　距離３７０の半分の距離
　　３６７　張り出し部分
　　３７０　ＣＯＲＦのｙ軸に沿って測定した第１ソール部分から第１重りパッド部分ま
での距離、ＣＯＲＦの画定幅
　　３７２　張り出し部分の厚さ
　　３７４　張り出し部分の傾斜端
　　３７５（３７５ａ、３７５ｂ）　斜縁、面取り
　　３７６　ＴＦＰに直交に測定したフェースの内側面と張り出し部分の傾斜端の間の離
隔距離
　　３８１　張り出し部分の最もフェース寄りの点
　　３８２　第１ソール部分の内面
　　３８４　内面の低点
　　３８５　垂直面
　　３８５ａ　前方垂直面
　　３８５ｂ　後方垂直面
　　３９０　ＣＯＲＦの張り出し部分の下側の面に沿って画定されている終端面
　　３９２　終端面の内面の低点からのオフセット距離
　　３９３　オフセットから地面までの距離
　　３９４　後方垂直面高さ
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　　３９６　前方垂直面高さ
　　３９７　終端面から地面までの距離
　　４００　ゴルフクラブヘッドの重心（ＣＧ）
　　４０５　ＣＧの投影
　　４２２　ＣＯＲＦの中央部分
　　４２４　ヒール方向戻り部分
　　４２６　トゥ方向戻り部分
　　４３４　ヒール方向端
　　４３６　トゥ方向端
　　４５２　ｘ軸方向に測定したヒール方向端とトゥ方向端の間の距離
　　４５４　ｙ軸方向に測定した距離
　　４８４　ヒール応力逃がしパッド
　　４８６　トゥ応力逃がしパッド
　　４９２　厚さ移行領域
　　４９４、４９６　補強部分
　　５００　ゴルフクラブヘッド
　　５０５　ＣＧのフェース上への投影
　　５１０　投影点
　　５４７　重りパッドの厚さ
　　５５０　重りパッド
　　５６７　張り出し部分
　　５７２　張り出し部分の厚さ
　　５７３　重りパッドの端
　　５７４　張り出し部分の傾斜端
　　５７６　張り出し部分のフェース内側面との離隔距離
　　５８１　張り出し部分の最もフェース寄りの点
　　５８４　ヒール応力逃がしパッド
　　５８６　トゥ応力逃がしパッド
　　５９０　重りパッドの長さ
　　５９２　フェース端
　　５９４、５９６　窪み
　　６００　ＣＧ
　　８００　ＣＯＲＦ
　　８０１　施栓材料
　　８０４　施栓材料の外側面
　　８０６　施栓材料の第１端
　　８０８　施栓材料の第２端
　　８１１　施栓材料の内側面
　　１０００　ゴルフクラブヘッド
　　１３００　ＣＯＲＦ
　　１３０１　施栓材料
　　１３０４　施栓材料の外側面
　　１３０６　施栓材料の第１端
　　１３０８　施栓材料の第２端
　　１３０７　第１端のＧＰより上の距離
　　１３０９　第２端のＧＰより上の距離
　　１３１１　施栓材料の内側面
　　１３２５　保定機構
　　１３４７　終端面の最も低い点
　　１３５０　重りパッド
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　　１３６７　張り出し部分
　　１３７２　張り出し部分厚さ
　　１３７４　張り出し部分傾斜端
　　１３８１　張り出し部分の最もフェース寄りの点
　　１３９０　張り出し部分終端面
　　１３９１　終端面のｙ軸方向に対する角度
　　１３９２　オフセット距離
　　１３９６　傾斜端のフェース内側面に対する角度
　　１３９７　隅肉
　　１４００　ＣＧ
　　１５００　ゴルフクラブヘッド
　　１５０５　ＣＧ投影
　　１５１０　ＣＧ投影点
　　１８００　ＣＯＲＦ
　　１８５０　重りパッド
　　１８６２　クラウン高さ
　　１８６３　有効フェース高さ
　　１８６４　有効フェース位置高さ
　　１８９０　重りパッドの長さ
　　１９００　ＣＧ
　　２０００　ゴルフクラブヘッド
　　２２３４　ヒール延長部
　　２２３６　トゥ延長部
　　２２４７　ＣＯＲＦカウンタ
　　２２７１　重りパッドの寸法
　　２２９０　重りパッドの長さ
　　２３００　ＣＯＲＦ
　　２３１０　重りパッドのヒール延長部及びトゥ延長部までの距離
　　２３５５　第１ソール部分
　　２３６５　第１重りパッド部分
　　２３７５、２３７５ａ、２３７５ｂ　丸縁
　　２３８０　内側レッジ部分
　　２４３４　ＣＯＲＦのヒール方向端
　　２４３６　ＣＯＲＦのトゥ方向端
　　２４５２　ＣＯＲＦのヒール方向端とトゥ方向端の間のｘ軸方向の距離
　　２４５４　ＣＯＲＦのｙ軸方向の距離
　　２５００　ゴルフクラブヘッド
　　２５５０　重りパッド
　　２７００　ソールラップインサート
　　２８００　ＣＯＲＦ
　　２８５５　第１ソール部分
　　２８６７　張り出し部分
　　２８７５、２８７５ａ、２８７５ｂ　丸縁
　　２８９２　面取り縁
　　２９０１、２９０１ａ、２９０１ｂ　応力パッド
　　２９０３　溝
　　２９０７　曲線部
　　２９１５ａ、２９１５ｂ　側方範囲
　　２９１７ａ、２９１７ｂ　全厚範囲
　　２９１９　応力パッドの最外縁が存在する半径
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　　３０００　ゴルフクラブヘッド
　　３１５０　ホーゼル
　　３１６２　クラウン高さ
　　３１６３　有効フェース高さ
　　３１６４　有効フェース位置高さ
　　３２０２　フェルール
　　３２０４　スリーブ
　　３２０６　ねじの切られた孔
　　３２０８　回転防止カラー
　　３２１０　ねじ
　　３２１２　ソール開口部
　　３２４０　重り
　　３２４３　スリーブの第１部分
　　３２４４　回転防止部分
　　３２４６　組立体の長手方向軸
　　３２４８　長手方向軸
　　３２５０　オフセット角
　　３３００　ＣＯＲＦ
　　３３６７　張り出し部分
　　３３７１　面取り
　　３５００　ゴルフクラブ組立体
　　ＣＦ　フェースの幾何学的中心
　　ＧＰ　地平面
　　ＳＡ　シャフト軸
　　ＧＰＩＰ　ＳＡとＧＰの地平面交点
　　Δｚ　ｚ軸方向に測定したＧＰからＣＧまでの距離
　　Δ１　ｙ軸方向に測定したシャフト平面ｚ軸からＣＧまでの距離
　　ＣＧｙ距離　ｙ軸に沿った原点（ＣＦ）からのＣＧ場所の測定値
　　ＣＧｅｆｆ　ＣＧ実効性積
　　ＤＣＧ　ゴルフクラブフェースのＴＦＰに直交に測定したＣＧまでの距離
　　Ｐ　力
　　Ｌ　梁の長さ
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