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(57)【要約】
エネルギ貯蔵特性を有するゴルフクラブヘッドの実施形
態が本明細書に提供される。いくつかの実施形態では、
ゴルフクラブヘッドは、ボディを備え、このボディは、
打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領
域と、ソールと、クラウンと、打球面からソールまたは
クラウンの少なくとも一方に延びる内径移行部とを有す
る。多くの実施形態では、内径移行領域はゴルフクラブ
ヘッドの外側からは見えず、第１段と、第２段と、第１
段及び第２段間の段移行領域とを有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　打球面と、
　ヒール領域と、
　前記ヒール領域に対向するトウ領域と、
　ソールと、
　クラウンと、
　打球面から前記ソールまたは前記クラウンの少なくとも一方への内径移行部と、を有す
るボディを備え、
　　前記内径移行領域は、ゴルフクラブヘッドの外部から視認できず、
　　前記内径移行領域は、
　　　第１段と、
　　　第２段と、
　　　前記第１段と前記第２段との間の段移行領域を有する、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記第１段は、第１実質的一定厚さを有し、
　前記第２段は、前記第１実質的一定厚さと異なる第２実質的一定厚さを有する、請求項
１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記段移行領域は、厚さが直線状の勾配を有する、請求項１に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項４】
　前記段移行領域は、約９０度のステップを有する、請求項１に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項５】
　前記内径移行領域は、更に、前記第１段の第１厚さ及び前記第２段の第２厚さよりも薄
い第３厚さを有する第３段を備える、請求項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記第１段の第１段長は、前記第２段の第２段長とほぼ等しく、
　前記第１及び第２段長は、打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で測定
される、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記第１段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で測定される
場合に、前記第２段よりも長い、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記第３段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で、前記第２
段よりも長い、請求項３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記ボディは、更に、内側重りパッドを前記ソールに有する、請求項１に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項１０】
　前記内側重りパッドは、前記内径移行部の前記第１段よりも厚い、請求項９に記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記ボディは、更に、前記ソールに、前記打球面とほぼ平行な内側リブを有し、
　前記内側リブの内側リブ厚さは、前記内径移行部の最終段よりも厚い、請求項１に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記ゴルフクラブヘッドは、ドライバ型ゴルフクラブヘッドを有する、請求項１に記載
のゴルフクラブヘッド。
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【請求項１３】
　前記ゴルフクラブヘッドは、フェアウッド型ゴルフクラブヘッドを有する、請求項１に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記ゴルフクラブヘッドは、ハイブリッド型ゴルフクラブヘッドを有する、請求項１に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　前記ゴルフクラブヘッドは、アイアン型ゴルフクラブヘッドを有する、請求項１に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記第１及び第２段移行部のそれぞれは、第１及び第２弧状面を有し、前記第１弧状面
は第１曲率半径を有し、前記第２弧状面は第２曲率半径を有する、請求項１に記載のゴル
フクラブ。
【請求項１７】
　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及び第２段の第
１厚さと第２厚さとの間の差の少なくとも２倍であり、
　前記第２段移行部の第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第２段及び第３段の第２厚
さと第３厚さとの間の差の少なくとも２倍である、請求項１０に記載のゴルフクラブ。
【請求項１８】
　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及び第２段の第
１厚さと第２厚さとの間の差の６．５倍であり、
　前記第２段移行部の第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第２段及び第３段の第２厚
さと第３厚さとの間の差の約６．５倍である、請求項１６に記載のゴルフクラブ。
【請求項１９】
　前記第１段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０２０インチから約０．０５０インチの厚さであり、
更に、
　前記第３段は、約０．０１０インチから約０．０４０インチの厚さである、請求項５に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記第１段は、約０．０３５インチから約０．０６５インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０２５インチから約０．０５５インチの厚さであり、
更に、
　前記第３段は、約０．０１５インチから約０．０４５インチの厚さである、請求項５に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２１】
　前記第１段は、約０．０５０インチから約０．０８０インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０４０インチから約０．０７０インチの厚さであり、
更に、
　前記第３段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、請求項５に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】
　前記第１段は、約０．０５５インチから約０．０８５インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０４５インチから約０．０７５インチの厚さであり、
更に、
　前記第３段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、請求項５に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　前記内径移行領域は、塑性ヒンジを有する、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２４】
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　頂部壁と、後壁と、底部傾斜部と、キャビティの頂部壁及び後壁間で測定されるバック
キャビティ角度と、少なくとも１つのチャンネルとを有するキャビティを更に備え、
　前記キャビティは、前記クラウンの頂部レールの下側に配置され、前記クラウンの下部
領域の上側に配置され、少なくとも一部が前記クラウンの上部領域と前記クラウンの前記
下部領域とで画定される、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　更に、打球面または内径移行部の背部で前記ゴルフクラブヘッドの前端に位置する第１
クラウン厚さと、
　前記ゴルフクラブヘッドの後部に向けて前記第１クラウン厚さの背部に位置する第２ク
ラウン厚さと、を備え、前記第１クラウン厚さは、前記第２クラウン厚さよりも厚い、請
求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２６】
　打球面と、
　ヒール領域と、
　前記ヒール領域に対向するトウ領域と、
　ソールと、
　クラウンと、
　前記打球面から前記ソールまたは前記クラウンの少なくとも一方への内径移行部と、を
有するゴルフクラブヘッドと、
　前記ゴルフクラブヘッドに連結されるシャフトと、を備え、
　　前記内径移行領域は、前記ゴルフクラブヘッドの外部から視認できず、
　　前記内径移行領域は、
　　　第１段と、
　　　第２段と、
　　　前記第１段と前記第２段との間の段移行領域と、を有する、ゴルフクラブ。
【請求項２７】
　前記第１段は、第１実質的一定厚さを有し、
　前記第２段は、前記第１実質的一定厚さと異なる第２実質的一定厚さを有する、請求項
２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【請求項２８】
　前記段移行領域は、厚さが直線状の勾配を有する、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項２９】
　前記段移行領域は、約９０度のステップを有する、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項３０】
　前記内径移行領域は、更に、前記第１段の前記第１厚さ及び前記第２段の前記第２厚さ
よりも薄い第３厚さを有する第３段を備える、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項３１】
　前記第１段の第１段長は、前記第２段の第２段長とほぼ等しく、
　前記第１及び第２段長は、打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で測定
される、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項３２】
　前記第１段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で測定された
ときに、前記第２段よりも長い、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項３３】
　前記第３段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向く方向で、前記第２
段よりも長い、請求項３０に記載のゴルフクラブ。
【請求項３４】
　前記ゴルフクラブヘッドは、更に、内側重りパッドを前記ソールに有する、請求項２６
に記載のゴルフクラブ。
【請求項３５】
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　前記内側重りパッドは、前記内径移行部の第１段よりも厚い、請求項３４に記載のゴル
フクラブ。
【請求項３６】
　前記ゴルフクラブヘッドは、更に、前記ソールに、前記打球面にほぼ平行な内側リブを
有し、
　前記内側リブの内側リブ厚さは、前記内径移行部の最終段よりも厚い、請求項２６に記
載のゴルフクラブ。
【請求項３７】
　前記第１及び第２段移行部のそれぞれは、第１及び第２弧状面を有し、前記第１弧状面
は第１曲率半径を有し、前記第２弧状面は第２曲率半径を有する、請求項３０に記載のゴ
ルフクラブ。
【請求項３８】
　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及び第２段の第
１厚さと第２厚さとの間の差の少なくとも２倍であり、
　前記第２段移行部の第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第２段及び第３段の第２厚
さと第３厚さとの間の差の少なくとも２倍である、請求項３７に記載のゴルフクラブ。
【請求項３９】
　前記第１段は、約０．０３５インチから約０．０６５インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０２５インチから約０．０５５インチの厚さであり、
　前記第３段は、約０．０１５インチから約０．０４５インチの厚さである、請求項３０
に記載のゴルフクラブ。
【請求項４０】
　前記第１段は、約０．０５０インチから約０．０８０インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０４０インチから約０．０７０インチの厚さであり、
　前記第３段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、請求項３０
に記載のゴルフクラブ。
【請求項４１】
　前記第１段は、約０．０５５インチから約０．０８５インチの厚さであり、
　前記第２段は、約０．０４５インチから約０．０７５インチの厚さであり、
　前記第３段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、請求項３０
に記載のゴルフクラブ。
【請求項４２】
　前記内径移行領域は、塑性ヒンジを有する、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項４３】
　頂部壁と、後壁と、底部傾斜部と、キャビティの頂部壁及び後壁間で測定されるバック
キャビティ角度と、少なくとも１つのチャンネルとを有するキャビティをさらに備え、
　前記キャビティは、前記クラウンの頂部レールの下側に配置され、前記クラウンの下部
領域の上側に配置され、少なくとも一部が前記クラウンの上部領域と前記クラウンの前記
下部領域とで画定される、請求項２６に記載のゴルフクラブ。
【請求項４４】
　打球面と、
　ヒール領域と、
　前記ヒール領域に対向するトウ領域と、
　ソールと、
　クラウンと、を有するボディを準備する工程と、
　前記打球面から前記ソールまたは前記クラウンの少なくとも一方への内径移行領域を準
備する工程と、を備え、
　　前記内径移行領域は、前記ゴルフクラブヘッドの外部から視認できず、
　　前記内径移行領域は、
　　　第１厚さを有する第１段と、
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　　　前記第１厚さよりも薄い第２厚さを有する第２段と、
　　　前記第１段と前記第２段との間の段移行領域を備える、ゴルフクラブヘッドの製造
方法。
【請求項４５】
　前記第１厚さは、実質的に一定であり、
　前記第２厚さは、実施的に一定であり、前記第１厚さと相違する請求項４４に記載のゴ
ルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項４６】
　前記内径移行領域は、更に、前記第１段の前記第１厚さ及び前記第２段の前記第２厚さ
よりも薄い第３厚さを有する第３段を備える、請求項４４に記載のゴルフクラブヘッドの
製造方法。
【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、２０１５年８月１７日付け米国仮出願第６２／２０６，１５２号、２０１５年
３月１１日付け米国仮出願番号６２／１３１，７３９号、２０１５年１月２０日付け米国
仮出願６２／１０５，４６０号、２０１５年１月２０日付け米国仮出願６２／１０５，４
６４号、及び、２０１４年１０月２４日付け仮出願第６２／０６８，２３２号の優先権を
主張し、これらの全てが全体は参照することにより包含される。
【０００２】
　本開示は、全体的にはゴルフクラブに関し、特に、エネルギ貯蔵特性を有するゴルフク
ラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゴルフクラブ製造業者は、ゴルフクラブヘッドの打球面における応力を軽減するように
ゴルフクラブヘッドをデザインしている。多くの例では、これらのデザインは、ゴルフク
ラブヘッドのクラウンがソール方向に撓まないようにする。更に、これらのデザインは、
ゴルフボールとのインパクトによるゴルフクラブヘッドにおけるゴルフクラブヘッドの曲
げのピークとなる位置が変化せず、ばねエネルギを追加的に貯えないように、デザインさ
れる。追加的ばねエネルギは、打球面の全体でボール速度を増大することを可能とする。
【０００４】
　実施形態の更なる説明を容易とするために、以下の図面が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】実施形態によるゴルフクラブヘッドの前部クラウン側斜視図を示す。
【図２】図１の断面線ＩＩ－ＩＩに沿う図１のゴルフクラブヘッドを示す。
【図３】他の実施形態による図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿う、図１のゴル
フクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの一部の図を示す。
【図４】他の実施形態による図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿う、図１のゴル
フクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの一部の図を示す。
【図５】他の実施形態による図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿う、図１のゴル
フクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの一部の図を示す。
【図６】他の実施形態による図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿う、図１のゴル
フクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの一部の図を示す。
【図７】他の実施形態による図１の断面線ＶＩＩ－ＶＩＩと同様な断面線に沿う、図１の
ゴルフクラブヘッドと同様なゴルフクラブの断面図を示す。
【図８】実施形態による図４のゴルフクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの一部の
図及び標準のゴルフクラブヘッドの同じ区域の図を示す。
【図９】方法の実施形態によるゴルフクラブヘッドを製造する方法を示す。
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【図１０】実施形態によるゴルフクラブヘッドの後部トウ側斜視図を示す。
【図１１】図１０の実施形態によるゴルフクラブヘッドの後部ヒール側斜視図を示す。
【図１２】図１０の断面線ＸＩＩ－ＸＩＩに沿う、図１０のゴルフクラブヘッドの断面図
を示す。
【図１３】図１２のゴルフクラブヘッドの一部の図及び標準のゴルフクラブヘッドの同じ
区域の図を示す。
【図１４】他の実施形態による、図１０の断面線ＸＩＩ－ＸＩＩと同様な断面線に沿う、
図１０のゴルフクラブヘッドと同様なゴルフクラブヘッドの断面図を示す。
【図１５】他の実施形態によるゴルフクラブの後部トウ側斜視図を示す。
【図１６】図１５の断面線ＸＶＩ－ＸＶＩに沿う、図１５のゴルフクラブヘッドの断面図
を示す。
【図１７】他の方法の実施形態によるゴルフクラブヘッドを製造する方法を示す流れ図を
示す。
【図１８】他の実施形態によるゴルフクラブの前部斜視図を示す。
【図１９】他の実施形態による、図１４のゴルフクラブヘッドのテストの結果を示す。
【図２０】他の実施形態による、図１４のゴルフクラブヘッドのテストの結果を示す。
【図２１】図１０のゴルフクラブヘッドの断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　簡単かつ明瞭に示すため、図は構造の一般的な態様を示し、周知の特徴及び技術の説明
及び詳細は、ゴルフクラブ及びその製造方法を不必要に不明瞭にするのを防止するため、
省略することがある。更に、図中の部材は、必ずしも縮尺に合わせて描かれてはいない。
例えば、図中のいくつかの部材の寸法は、他の部材に対して誇張し、ゴルフクラブ及びそ
の製造方法の実施形態が向上するのを支援する。異なる図における同じ参照番号は、同じ
部材を示す。
【０００７】
　明細書及び請求の範囲における「第１」、「第２」、「第３」及び「第４」等の用語は
、存在する場合には、同様な部材の間を識別するために使用しており、必ずしも特定の順
序または経時的順番を記述するものではない。そのように使用される用語は、本明細書に
記載のゴルフクラブ及び製造方法の実施形態が、例えば、本明細書に説明されまたは記載
された以外の順序で操作可能であるような適切な状況下において互いに交換可能であるこ
とが理解される。更に、「ｃｏｎｔａｉｎ」、「ｉｎｃｌｕｄｅ」及び「ｈａｖｅ」の用
語及びその変化は、非排他的な包含を含むことを意図しており、部材のリストを含むプロ
セス、方法、物品または装置は、必ずしもこれらの部材に制限されるものではなく、この
ようなプロセス、方法、物品または装置に明示的に表示されずまたは本来の他の部材を包
含してもよい。
【０００８】
　明細書及び請求の範囲に「左」、「右」、「前」、「後」、「頂部」、「底部」、「側
部」、「下」、「上」等の用語がある場合には、説明目的で使用するものであり、必ずし
も永久的な相対位置を説明するものではない。このように使用される用語は、本明細書に
記載のゴルフクラブ及び製造方法の実施形態が、例えば、本明細書に説明されまたは記載
された以外の向きで操作可能であるような適切な状況下において互いに交換可能であるこ
とが理解される。本明細書で使用される「連結され」の用語は、物理的、機械的または他
の方法で直接的または間接的に接続されることを規定する。
【０００９】
実施形態の実施例の説明
　段付内側薄肉部を設けたゴルフクラブヘッドの種々の実施形態は、ボディを有するゴル
フクラブヘッドを包含する。ボディは、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向する
トウ領域と、ソールと、クラウンと、打球面から少なくともソールまたはクラウンの一方
への内径移行領域とを有する。多くの実施形態では、内径移行領域はゴルフクラブヘッド
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の外側からは見えず、第１段と、第２段と、第１段及び第２段間の段移行領域とを有する
。
【００１０】
　段付内側薄肉部を設けたゴルフクラブヘッドの他の実施形態は、ゴルフクラブヘッドと
ゴルフクラブヘッドに連結されるシャフトとを有するゴルフクラブを包含する。ゴルフク
ラブヘッドは、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと、
クラウンと、打球面から少なくともソールまたはクラウンの一方への内径移行領域とを有
する。多くの実施形態では、内径移行領域はゴルフクラブヘッドの外側からは見えず、第
１段と、第２段と、第１段及び第２段間の段移行領域とを有する。
【００１１】
　段付内側薄肉部を設けたゴルフクラブヘッドの他の実施形態は、ゴルフクラブヘッドの
製造方法を包含する。この方法は、ボディを準備することを包含する。ボディは、打球面
と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと、クラウンとを有する。
この方法は更に、打球面から少なくともソールまたはクラウンの一方への内径移行領域を
準備することを包含する。内径移行領域は、ゴルフクラブヘッドの外部から見えず、第１
段と、第２段と、第１段及び第２段間の段移行領域とを有する。多くの実施形態では、第
１段は第１厚さを有し、第２段は第２厚さを有し、第２厚さは第１厚さよりも薄い。
【００１２】
　種々の実施形態は、中空ボディを有するゴルフクラブヘッドを包含する。中空ボディは
、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと、クラウンとを
有する。多くの実施形態では、クラウンは、頂部レールを有する上部領域と、下部領域と
を備える。いくつかの実施形態では、キャビティが、頂部レールの下に配置され、クラウ
ンの下部領域の上に配置され、少なくとも一部はクラウンの上部領域と下部領域とで画定
される。多くの実施形態では、キャビティは、頂部壁と、後壁と、底部傾斜部と、キャビ
ティの頂部壁及び後壁間で測定されるバックキャビティ角度と、少なくとも１つのチャン
ネルとを有する。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、中空ボディのゴルフクラブと、中空ボディのゴルフクラブヘッ
ドに連結されるシャフトとを有するゴルフクラブを備える。中空ボディのゴルフクラブヘ
ッドは、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと、クラウ
ンとを有する。多くの実施形態では、クラウンは、頂部レールを有する上部領域と、下部
領域とを備える。いくつかの実施形態では、キャビティが、頂部レールの下に配置され、
クラウンの下部領域の上に配置され、少なくとも一部はクラウンの上部領域と下部領域と
で画定される。多くの実施形態では、キャビティは、頂部壁と、後壁と、底部傾斜部と、
キャビティの頂部壁及び後壁間で測定されるバックキャビティ角度と、少なくとも１つの
チャンネルとを有する。
【００１４】
　他の実施形態は、ゴルフクラブヘッドを製造する方法を包含する。多くの実施形態では
、方法は、ボディを準備することを包含する。ボディは、打球面と、ヒール領域と、ヒー
ル領域に対向するトウ領域と、ソールと、クラウンとを有する。クラウンは、頂部レール
を有する上部領域と、下部領域とを備える。いくつかの実施形態では、キャビティが、頂
部レールの下で、クラウンの下部領域の上に配置され、少なくとも一部がクラウンの上部
領域及び下部領域で画定される。多くの実施形態では、キャビティは、頂部壁と、頂部壁
に隣接する後壁と、後壁に隣接する底部傾斜部と、キャビティの頂部壁及び後壁間で測定
されるバックキャビティ角度と、少なくとも１つのチャンネルとを有する。
【００１５】
　他の実施例及び実施形態が、本明細書に更に開示されている。このような実施例及び実
施形態は、図面、請求の範囲及び／または本明細書から見出すことができる。
【００１６】
　Ｉ．カスケードソールを有するゴルフクラブヘッド
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　図面に移ると、図１はゴルフクラブヘッド１００の実施形態を示す。ゴルフクラブヘッ
ド１００は、ウッドタイプのゴルフクラブヘッドとすることができる。例えば、ゴルフク
ラブヘッド１００は、フェアウェイウッドタイプのゴルフクラブヘッド、または、ドライ
バタイプのゴルフクラブヘッド、または、ハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッド、ま
たは、アイアンタイプのゴルフクラブヘッドとすることができる。ゴルフクラブヘッド１
００は、ボディ１０１を有する。ボディ１０１は、打球面１１２と、ヒール領域１０２と
、トウ領域１０４と、ソール１０６と、クラウン１０８とを有する。図１では、ボディ１
０１は、更に、ソール１０６とクラウン１０８との間に延びるスカート１１０を有する。
いくつかの実施形態では、ボディ１０１は、スカート１１０またはいずれのスカートも有
していない。図１８は、実施形態によるゴルフクラブ１８００の前部斜視図を示す。いく
つかの実施形態では、ゴルフクラブ１８００は、ゴルフクラブヘッド１００とシャフト１
９０とを有する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、ボディ１０１は、ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム
、合金鋼（例えば、４５５鋼、４７５鋼、４３１鋼、１７－４ステンレス鋼、マルエージ
ング鋼）、チタン合金（例えば、Ｔｉ７－４、Ｔｉ６－４、Ｔ－９Ｓ）、アルミニウム合
金、または、複合材料を有することができる。いくつかの実施形態では、打球面１１２は
、ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム、合金鋼（例えば、４５５鋼、４７５鋼、４
３１鋼、１７－４ステンレス鋼、マルエージング鋼）、チタン合金（例えば、Ｔｉ７－４
、Ｔｉ６－４、Ｔ－９Ｓ）、アルミニウム合金、または、複合材料を有することができる
。いくつかの実施形態では、ボディ１０１は、打球面１１２と同じ材料を有することがで
きる。いくつかの実施形態では、ボディ１０１は、打球面１１２と異なる材料を有するこ
とができる。
【００１８】
　図２は、１つの実施形態による図１の断面線ＩＩ－ＩＩに沿うゴルフクラブヘッド１０
０の断面を示す。図２は、１つの実施形態による、打球面１１２からソール１０６への内
径移行部２１０を示す。内径移行部２１０は、滑らかな移行部を有することができ、また
は、内径移行部２１０は、少なくとも２つの段若しくは厚さの高さを有するカスケードソ
ールを有することができる。例えば、内径移行部２１０は、２，３，４，５，６または７
つの段を有するカスケードソールを備えることができる。いくつかの実施形態では、内径
移行部は、打球面１１２のより大きな曲げを提供することができる。いくつかの実施例で
は、打球面１１２の曲げまたは撓みの増大は、打球面１１２の撓みによりほぼ１％からほ
ぼ３％多くのエネルギを許容することができる。
【００１９】
　多くの実施形態では、内径移行部２１０は、ゴルフクラブヘッド１００の外部から見る
ことができない。図２は、更に、打球面１１２からクラウン１０８への頂部内径移行部２
６０を示す。いくつかの実施形態では、頂部内径移行部２６０は、滑らかな移行部を有す
ることができ、一方、他の実施形態では、頂部内径移行部２６０は、少なくとも２つの段
部または厚さの高さを有することができる。例えば、頂部内径移行部２６０は、２，３，
４，５，６または７つの段または厚さの高さを有することができる。いくつかの実施形態
では、ゴルフクラブヘッド１００は、内側ソール厚さ２２０を有することができる。内側
ソール厚さ２２０は、内径移行部２１０の最も薄い厚さよりも厚くすることができる。多
くの実施形態では、内側ソール厚さ２２０も、隣接する段または内径移行部２１０の最終
段よりも厚い。いくつかの実施形態では、内側ソール厚さ２２０は、内径移行部２１０の
全体よりも厚くすることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、内径移行部２１０は、「Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄｓ　
ｗｉｔｈ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｒｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　
Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題する米国特許第８，５７９，７２８号に記載のよ
うな、ソール前部分及び／または重量分散チャンネルと同様にすることができ、本特許は
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参照することにより本明細書に包含される。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッドは、打球面から、クラウン、ヒール、ト
ウ、ソールまたはスカートの少なくとも１つに延びるカスケード移行領域、段付移行領域
または内径移行部を有することができる。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド
は、ゴルフクラブヘッドの周囲の周縁を囲む、例えば打球面から、クラウン、トウ領域、
ヒール領域及びソール領域のそれぞれに延びる段付移行領域リングである単一の連続した
段付移行領域リングを有してもよい。他の実施形態では、ゴルフクラブヘッドは、クラウ
ン及び／またはソールにのみ段付移行領域を有する。いくつかの実施形態では、ゴルフク
ラブヘッドは、トウ領域及び／またはヒール領域にのみ段付移行領域を有する。他の実施
例では、段付移行領域は、打球面からスカートにのみ配置される。他の実施形態では、ゴ
ルフクラブヘッドは、打球面からクラウンのトウ領域、クランのヒール領域、ソールのト
ウ領域及び／またはソールのヒール領域に、分離または個別の段付移行領域を有する。
【００２２】
　図３は、図１のゴルフクラブヘッドと同様な他の実施形態によるゴルフクラブヘッド３
００の内径移行部３１０の図を、図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿って示す。
図４は、図１のゴルフクラブヘッドと同様な他の実施形態によるゴルフクラブヘッド４０
０の内径移行部４１０の図を、図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿って示す。図
５は、図１のゴルフクラブヘッドと同様な他の実施形態によるゴルフクラブヘッド５００
の内径移行部５１０の図を、図１の断面線ＩＩ－ＩＩと同様な断面線に沿って示す。
【００２３】
　図３に示すように、内径移行部３１０は、内径移行部２１０（図２）と同様にすること
ができ、ゴルフクラブヘッド３００はゴルフクラブヘッド１００（図１及び２）と同様に
することができる。内径移行部３１０は、第１厚さを有する第１段３１５と、第２厚さを
有する第２段３１７とを備える。多くの実施形態では、各段の厚さは、実施的に一定であ
る。例えば、第１段３１５の第１厚さは、第１実質的一定厚を有し、第２段３１７の第２
厚さは、第２実質的一定厚を有することができる。他の実施形態では、第１段３１５は、
第１勾配を有することができ、第１段３１５の第１厚さは、打球面３１２に近接するほど
厚く、段移行領域３１６に近接するほど薄い。段移行領域３１６は、第１段３１５の第１
勾配よりも急傾斜の段勾配を有することができる。段移行領域３１６は、９０度よりも小
さな角度で直線状に傾斜し、第１段３１５から第２段３１７に移行することができる。他
の実施形態では、段移行領域３１６は、図５の段移行領域５１６及び５１８に示すように
、ほぼ９０度のステップを有することができる。段移行領域５１６（図５）及び５１８（
図５）は、段移行領域３１６（図３）、及び、段移行領域４１６（図４）及び４１８（図
４）と同様にすることができる。
【００２４】
　図４に示すように、いくつかの実施形態では、各段付移行部３１６，４１６，４１８，
５１６，５１８は、第１弧状面４２０と第２弧状面４２２とを有することができる。第１
弧状面４２０は第１曲率半径を有し、第２弧状面４２２は第２曲率半径を有する。各段付
移行部３１６，４１６，４１８，５１６，５１８の第１曲率半径と第２曲率半径は同じに
することができ、または、各段付移行部３１６，４１６，４１８，５１６，５１８の第１
曲率半径と第２曲率半径とを相違させることもできる。例えば、第１弧状面４２０の第１
曲率半径は、第１弧状面４２０の第２曲率半径と同じにすることができ、第１弧状面４２
０の第１曲率半径は、第１弧状面４２０の第２曲率半径よりも小さくすることができ、ま
たは、第１弧状面４２０の第１曲率半径は、第１弧状面４２０の第２曲率半径よりも大き
くすることができる。更に、例えば、第２弧状面４２２の第１曲率半径は、第２弧状面４
２２の第２曲率半径と同じとすることができ、第２弧状面４２２の第１曲率半径は、第２
弧状面４２２の第２曲率半径よりも小さくすることができ、または、第２弧状面４２２の
第１曲率半径は、第２弧状面４２２の第２曲率半径よりも大きくすることができる。
【００２５】
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　更に、各段付移行部３１６，４１６，４１８，５１６，５１８は、同じ第１曲率半径ま
たは異なる第１曲率半径を有することができ、更に、段付移行部３１６，４１６，４１８
，５１６，５１８のそれぞれは、同じ第２曲率半径若しくは異なる第２曲率半径を有する
ことができる。例えば、第１弧状面４２０の第１曲率半径は、第２弧状面４２２の第１曲
率半径と同じにすることができ、第１弧状面４２０の第１曲率半径は、第２弧状面４２２
の第１曲率半径よりも小さくすることができ、または、第１弧状面４２０の第１曲率半径
は、第２弧状面４２２の第１曲率半径よりも大きくすることができる。更に、例えば、第
１弧状面４２０の第２曲率半径は、第２弧状面４２２の第２曲率半径と同じにすることが
でき、第１弧状面４２０の第２曲率半径は、第２弧状面４２０の第２曲率半径は、第２弧
状面４２２の第２曲率半径よりも小さくすることができ、または、第１弧状面４２０の第
２曲率半径は、第２弧状面４２２の第２曲率半径よりも大きくすることができる。
【００２６】
　内径移行機能（例えば、内側段移行部３１０、図３）は、ゴルフクラブヘッドの曲げの
ピークが発生する場所を変更することができる。段付移行領域は、曲げのピークにおいて
「塑性ヒンジ」を生成し、ゴルフボールとのインパクトによる変形がより局在化するのを
促進することができる。多くの実施形態では、座屈プロセスは、曲げのピーク位置におい
て開始し、ゴルフクラブヘッドは、限界座屈閾値のすぐ下に留まるように最適化される。
内側塑性ヒンジは、クラブがクラウン及びソール方向により多く撓むのを可能とする。内
側塑性ヒンジは、段付機能を使用することにより、クラウン及びソールの撓む位置及び撓
む量を正確に制御することを可能とする。
【００２７】
　内径移行部を使用することで、ゴルフクラブヘッドの応力を材料のより多くのボリュー
ムにわたって分配することを可能とし、したがって、局部的なピーク応力を低減する。多
くの実施形態では、クラウンからソールへの追加の撓みで、同じ負荷に基づいて面が更に
屈曲するのを可能とする。この追加の撓みは、クラブの面により多くの応力及び屈曲を生
成し、より多くのばねエネルギを生成することができる。ばねエネルギの増加は、ゴルフ
ボールとのインパクトにより、ゴルフクラブヘッド内に貯えることができる。多くの実施
形態では、追加のばねエネルギは、ボールのスピードが増大するのを支援する。いくつか
の実施形態では、内径移行部は、ゴルフクラブヘッド内でより全体的な屈曲を形成するこ
とが可能であり、これも、ボールのスピードの増大を導くことができる。打球面全体のボ
ールスピードが増大すると、より良好な距離制御が可能である。いくつかの実施形態では
、内径移行機能を有するゴルフクラブヘッドは、約４％から約６％のより多くのエネルギ
を貯蔵することができ、これは、ゴルフボールに戻すことができる。
【００２８】
　図３に戻ると、内径移行部３１０は、ゴルフクラブヘッド３００のソールの曲げのピー
ク３５０が生じる位置を変更することができる。更に、内径移行部３１０は、ゴルフボー
ルからのインパクトにおける曲げプロセスで、クラブヘッド３００のボディがより多く係
合することができる。いくつかの実施形態では、第１段３１５と第２段３１７は、打球面
３１２とゴルフボールとのインパクトで生成される応力の一部を各段に蓄積するのを可能
とする。この構造は、応力が主にソールの最薄肉部に集まるのを防止し、ゴルフクラブヘ
ッド３００の信頼性及び耐久性が増大するのを可能とする。多くの実施形態では、この構
造は、内径移行部３１０の打球面端部に対向する塑性ヒンジを生成し、塑性ヒンジ位置で
更に変形が局在化するのを促進する。多くの実施形態では、塑性ヒンジは、例えば曲げの
ピーク３５０である曲げのピークに配置することができる。この構造も、例えばクラウン
及び／またはソールにより多くの潜在エネルギを貯蔵するのを許容することができる。い
くつかの実施形態では、ボディ３０１は、ソール及びクラウンにおけるクラウンからソー
ルの方向への撓みまたは曲げにおける撓みまたは曲げが約４％から約７％増大するのを経
験することができる。ソール及び／またはクラウンにおけるクラウンからソールの方向へ
の追加の撓みは、ゴルフボールによる同じ負荷またはインパクトで、打球面３１２が更に
屈曲するのを許容することができる。したがって、この構造は、打球面３１２とのインパ
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クト時にボールに伝達することのできるより多くの応力及び曲げをゴルフクラブヘッド３
００の打球面３１２に生成することができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、各段は、段を通じてほぼ一定の厚さを有する。多くの実施形
態では、第１段３１５は、第２段３１７よりも厚い。ドライバタイプのゴルフクラブヘッ
ドのいくつかの実施形態では、第１段３１５は、約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）
から約０．０６０インチ（０．１５２ｃｍ）の厚さ、または、約０．０４０インチ（０．
１０２ｃｍ）から約０．０５０インチ（０．１２７ｃｍ）の厚さとすることができ、そし
て、第２段３１７は、約０．０２０インチ（０．０５１ｃｍ）から約０．０５０インチ（
０．１２７ｃｍ）の厚さ、または、約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）から約０．０
４０インチ（０．１０２ｃｍ）の厚さとすることができる。フェアウェイウッドタイプの
ゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第１段３１５は、約０．０３５インチ（
０．０８９ｃｍ）から約０．０６５インチ（０．１６５ｃｍ）の厚さ、または、約０．０
４５インチ（０．１１４ｃｍ）から約０．０５５インチ（０．１４０ｃｍ）の厚さ、そし
て、第２段３１７は、約０．０２５インチ（０．０６４ｃｍ）から約０．０５５インチ（
０．１４０ｃｍ）の厚さ、または、約０．０３５インチ（０．０８９ｃｍ）から約０．０
４５インチ（０．１１４ｃｍ）の厚さとすることができる。ハイブリッドタイプのゴルフ
クラブヘッドのいくつかの実施形態では、第１段３１５は、約０．０５０インチ（０．１
２７ｃｍ）から約０．０８０インチ（０．２０３ｃｍ）の厚さ、または、約０．０６０イ
ンチ（０．１５２ｃｍ）から約０．０７０インチ（０．１７８ｃｍ）の厚さ、第２段３１
７は、約０．０４０インチ（０．１０２ｃｍ）から約０．０７０インチ（０．１７８ｃｍ
）の厚さ、または、約０．０５０インチ（０．１２７ｃｍ）から約０．０６０インチ（０
．１５２ｃｍ）の厚さとすることができる。アイアンタイプのゴルフクラブヘッドの多く
の実施形態では、第１段３１５は、約０．０５５インチ（０．１４０ｃｍ）から約０．０
８５インチ（０．２１６ｃｍ）の厚さ、または、約０．０６０インチ（０．１５２ｃｍ）
から約０．０８０インチ（０．２０３ｃｍ）第２段３１７は、約０．０４５インチ（０．
１１４ｃｍ）から約０．０７５インチ（０．１９１ｃｍ）の厚さ、または、約０．０５０
インチ（０．１２７ｃｍ）から約０．０７０インチ（０．１７８ｃｍ）の厚さとすること
ができる。
【００３０】
　図４に示すような他の実施形態では、内径移行部４１０は、２つより多くの段を有する
ことができる。例えば、内径移行部４１０は、２，３，４，５，６，または、７つの段を
有することができる。３段内径移行部４１０は、内径移行部３１０（図３）と同様にでき
、第１段４１５と第２段４１７と第３段４１９とを有する。第１段４１５は、図３の第１
段３１５と同様にようにすることができ、第２段４１７は第２段３１７と同様にすること
ができる。多くの実施形態では、曲げのピーク４５０は、内径移行部により多くの段が付
加されるほど、打球面４１２から更に後方に生じる。
【００３１】
　多くの実施形態では、第２段４１７は第３段４１９よりも厚い。ドライバタイプのゴル
フクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第３段４１９は、約０．０１０インチから約
０．０４０インチ（０．１０２ｃｍ）の厚さ、または、約０．０２０インチ（０．０５１
ｃｍ）から約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）の厚さである。フェアウェイウッドタ
イプのゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第３段４１９は、約０．０１５イ
ンチ（０．０３８ｃｍ）から約０．０４５インチ（０．１１４ｃｍ）の厚さ、または、約
０．０２５インチ（０．０６４ｃｍ）から約０．０３５インチ（０．０８９ｃｍ）の厚さ
である。ハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第３段４
１９は、約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）から約０．０６０インチ（０．１５２ｃ
ｍ）の厚さ、または、約０．０４０インチ（０．１０２ｃｍ）から約０．０５０インチ（
０．１２７ｃｍ）の厚さである。アイアンタイプのクラブヘッドのいくつかの実施形態で
は、第３段４１９は、約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）から約０．０６０インチ（
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０．１５２ｃｍ）、または約０．０３５インチ（０．０８９ｃｍ）から約０．０５５イン
チ（０．１４０ｃｍ）の厚さである。
【００３２】
　一方、図５を参照すると、ドライバタイプのゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態
では、第１段５１５は約０．０４５インチ（０．１１４ｃｍ）の厚さとし、第２段５１７
は、約０．０３５インチ（０．０８９ｃｍ）の厚さとし、第３段５１９は、約０．０２５
インチ（０．０６４ｃｍ）の厚さとすることができる。フェアウェイウッドタイプゴルフ
クラブヘッドのいくつかの実施形態では、第１段５１５は、約０．０５１インチ（０．１
３０ｃｍ）の厚さとし、第２段５１７は、約０．０３９インチ（０．０９９ｃｍ）の厚さ
とし、第３段５１９は約０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）の厚さとすることができる
。ハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第１段５１５は
、約０．０６７インチ（０．１７０ｃｍ）の厚さとすることができ、第２段５１７は、約
０．０５４インチ（０．１３７ｃｍ）の厚さとし、第３段５１９は、約０．０４５インチ
（０．１１４ｃｍ）の厚さとすることができる。アイアンタイプのゴルフクラブヘッドの
いくつかの実施形態では、第１段５１５は、約０．０６７インチ（０．１７０ｃｍ）の厚
さとし、第２段は、約０．０５７インチ（０．１４５ｃｍ）の厚さとし、第３段５１９は
、約０．０４２インチ（０．１０７ｃｍ）の厚さとすることができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、図３，４及び５の第１段３１５，４１５，５１５は、それぞ
れ、図３，４及び５の第２段３１７，４１７，５１７の第２段長とほぼ等しい第１段長を
有することができる。いくつかの実施形態では、図３，４及び５の第１段３１５，４１５
，５１５の第１段長は、それぞれ、第２段３１７，４１７，５１７の第２段長よりも長い
。他の実施形態では、図４及び５の第２段４１７，５１７の第２段長は、それぞれ、図４
及び５の第３段４１９，５１９の第３段長のそれぞれとほぼ等しくすることができる。い
くつかの実施形態では、図４及び５の第２段４１７，５１７の第２段長は、それぞれ、図
４及び５の第３段４１９，５１９の第３段長よりもそれぞれ長くすることができる。他の
実施形態では、図４及び５の第２段４１７，５１７の第２段長は、それぞれ、図４及び５
の第３段４１９，５１９の第３段長よりもそれぞれ短くすることができる。
【００３４】
　図３，４及び５を参照すると、フェアウェイウッドタイプのゴルフクラブヘッドまたは
ドライバタイプのゴルフクラブヘッドまたはハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッドの
いくつかの実施形態では、第１段３１５，４１５，５１５は、約０．０５インチ（０．１
２７ｃｍ）から約０．８０インチ（２．０３ｃｍ）の第１段長を有することができ、第２
段３１７，４１７，５１７は、約０．０３インチ（０．０７６ｃｍ）から約０．６０イン
チ（１．５２ｃｍ）の第２段長さを有することができ、第３段４１９，５１９は、約０．
０４インチ（０．１０２ｃｍ）から約０．７０インチ（１．７８ｃｍ）の第３段長を有す
ることができる。アイアンタイプのゴルフクラブヘッドのいくつかの実施形態では、第１
段３１５，４１５，５１５は、約０．０３インチ（０．０７６ｃｍ）から約０．３０イン
チ（０．７６２ｃｍ）の第１段長さを有することができ、第２段３１７，４１７，５１７
は、約０．０４インチ（０．１０２ｃｍ）から約０．４０インチ（１．０２ｃｍ）の第２
段長さを有することができ、第３段４１９，５１９は、約０．０５インチ（０．１２７ｃ
ｍ）から約０．５０インチ（１．２７ｃｍ）の第３段長さを有することができる。
【００３５】
　図３，４及び５に示すように、いくつかの実施形態では、段付移行部３１６，４１６，
５１６の第１，第２弧状面は、第１段３１５，４１５，５１５及び第２段３１７，４１７
，５１７のそれぞれの第１厚さＴ１及び第２厚さＴ２間の差よりも少なくとも２倍大きな
第１，第２曲率半径を有することができる。１つの実施形態では段付移行部３１６，４１
６，５１６の第１，第２弧状面は、第１段３１５，４１５，５１５及び第２段３１７，４
１７，５１７のそれぞれの第１厚さＴ１及び第２厚さＴ２間の差よりも約６．５倍大きな
第１，第２曲率半径を有する。図４及び図５に示すように、いくつかの実施形態では、段
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付移行部４１８，５１８の第１，第２弧状面は、第２段４１７，５１７及び第３段４１９
，５１９それぞれの第２厚さＴ２及び第３厚さＴ３の差よりも少なくとも２倍大きな第１
，第２曲率半径を有することができる。１つの実施形態では、段付移行部４１８，５１８
の第１，第２弧状面は、第２段４１７，５１７及び第３段４１９，５１９のそれぞれの第
２厚さＴ２及び第３厚さＴ３間の差よりも約６．５倍大きな第１，第２曲率半径を有する
。
【００３６】
　図３に示すように、ゴルフクラブヘッド３００等のいくつかの実施形態は、ゴルフクラ
ブヘッド３００の重心を下げる重りパッド３３０を有する。重りパッド３３０は、隣接段
の最終段厚さ３２１よりも大きい重りパッド厚さ３３１を有する。この実施例では、隣接
段は、第２段３１７である。重りパッド３３０を有する多くの実施形態では、内側ソール
厚さ３２０は、最終段厚さ３２１とほぼ等しくすることができる。いくつかの実施形態で
は、内側ソール厚さ３２０は、最終段厚さ３２１よりも厚くすることができる。いくつか
の実施形態では、内側ソール厚さ３２０は、最終段厚さ３２１よりも薄い。
【００３７】
　図４に示すように、ゴルフクラブヘッド４００等のいくつかの実施形態は、リブ４４０
を有する。リブ４４０は、ボディ４０１に対して内側で、打球面に対してほぼ平行に配置
することができる。多くの実施形態では、リブ４４０は突条またはバーとすることができ
る。いくつかの実施形態では、リブ４４０は、第３段厚４２１、隣接段の厚さ、または、
内径移行部４１０の最終段の厚さよりも厚いリブ厚４４１を有することができる。リブ４
４０の目的は、ゴルフクラブヘッド４００のソールを補強することであり、したがって、
ソールの曲げのピークは、段移行領域４１６及び／または段移行領域４１８で生じる。
【００３８】
　図６に移ると、いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド６００は、クラウン６０
８においてクラウン内径移行部６６０を有することができる。クラウン内径移行部６６０
は、クラウン内径移行部６６０が、ソール移行部に対する打球面の代わりにクラウン移行
部に対する打球面に配置されることを除いて、図３の内径移行部３１０と同様にすること
ができる。多くの実施形態では、第１段６１５は、それぞれ図３，４及び５の第１段３１
５，４１５及び／または５１５と同様にすることができ、第２段６１７は、それぞれ図３
，４及び５の第２段３１７，４１７及び／または５１７と同様にすることができ、第３段
６１９は、それぞれ図４及び５の第３段４１９及び／または５１９と同様にすることがで
き、段移行領域６１６及び／または６１８は、図３，４及び５の段移行領域３１６，４１
６，５１６，４１８及び／または５１８と同様にすることができる。同様に、クラウン内
径移行部６６０は、複数の内径移行部を有し、２より多くの段を形成することができる。
例えば、クラウン内径移行部６６０は、２，３，４，５，６または７つの段を有すること
ができる。
【００３９】
　図７では、ゴルフクラブヘッド７００は、図７に示すように、スカート内径移行部７８
０を有することができる。図７は、他の実施形態による、図１の断面線ＶＩＩ－ＶＩＩと
同様な断面線に沿う、ゴルフクラブヘッド１００（図１）と同様なゴルフクラブ７００の
断面図を示す。スカート内径移行部７８０は、内径移行部２１０（図２）と同様にするこ
とができ、第１段７１５は、それぞれ図３，４及び５の第１段３１５，４１５及び／また
は５１５と同様にすることができ、第２段７１７は、図３，４及び５の第２段３１７，４
１７及び／または５１７と同様にすることができ、第３段７１９は、それぞれ図４及び５
の第３段４１９及び／または５１９と同様にすることができ、段移行領域７１６及び／ま
たは７１８は、図３，４及び５の段移行領域３１６，４１６，５１６，４１８及び／また
は５１８と同様にすることができる。同様に、スカート内径移行部７８０は、２つより多
くの段を有することができる。例えば、スカート内径移行部７８０は、２，３，４，５，
６または７つの段を有することができる。図７に示すように、ゴルフクラブヘッド７００
は、打球面７１２の他側部にもスカート内径移行部を有することができる。他の実施形態
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では、ゴルフクラブヘッド７００は、打球面７１２の片側にスカート内径移行部を有する
ことができる。
【００４０】
　図８は、実施形態によるゴルフクラブヘッド４００（図４）と同様なゴルフクラブヘッ
ド８００の一部の図、及び、標準のゴルフクラブヘッド８５０の同じ区域の図を示す。標
準のゴルフクラブヘッド８５０は、打球面８５２からソール８５６まで均一なソール厚さ
８５５と、均一なソール厚さ８５５よりも厚い内側ソール重り８７０とを有する。ゴルフ
クラブヘッド８００は、内径移行部４１０（図４）と同様な内径移行部８１０を有する。
内径移行部８１０は、第１段４１５（図４）と同様な第１段８１５と、第２段４１７（図
４）と同様な第２段８１７と、第３段４１９（図４）と同様な第３段８１９とを有するこ
とができる。内径移行部８１０は、更に、段移行領域４１６（図４）及び４１８（図４）
と同様な段移行領域８１６，８１８と、内側ソール重り８７０と同様な内側ソール重り８
２０とを有することができる。多くの実施形態では、第１段８１５、第２段８１７または
第３段８１９の少なくとも１つは、均一なソール厚さ８５５よりも薄くすることができる
。段の厚さは、クラブヘッドに後に再配分可能な重りを省くことができる。
【００４１】
　内径移行領域８１０を有するソール８０６のより大きな区域にわたって、カスケードソ
ールのないソール８５６よりも、高応力がより分散される。多くの実施形態では、均一ソ
ール厚さ８５５と同様なソールの全体的な湾曲は、特定領域におけるゴルフボールからの
インパクト力のより大きな特定の集中を吸収することができるが、より大きな区域にわた
って力を分散するものではない。内径移行部８１０等のカスケード構造（または、内径移
行部に沿って厚さが変化する段）は、しかしながら、波状または段構造が、特定厚さの１
つの内径領域から次に、より大きな応力を伝達するため、より大きな区域にわたってゴル
フボールからのインパクト力を「パッケージ」にする技術を提供する。多くの実施形態で
は、内径移行部８１０またはカスケード薄肉ソールにわたる応力のブリーディング、オー
バーフローまたは貯留が存在する。より大きな応力のより大きな分散は、打球面に対する
より大きなリコイル力を形成する。内径移行部８１０に応力を貯留することも、応力の全
てが最も薄い段で直接集まるのを防止することができる。多くの実施形態では、段付機能
は、ソールに沿って応力が分散し、１つの大きな応力集中が発生するのを阻止するのを支
援することができる。代りに、応力のより均等な分配に対して多数の応力集中がある。応
力は、カスケードソールに沿って延設され、ソールがより多くの応力が作用（または、吸
収）するのを許可する。しかしながら、応力は、カスケードソールのないソールの最も厚
い部分で減少し、最大レベルの応力を経験し、そして、より小さな跳ね返り力を打球面に
作用させる。
【００４２】
　カスケードソールを有するゴルフクラブヘッド（例えば、１００，３００，４００，５
００，６００または７００）の実施形態は、カスケードソールを持っていない同様な対照
クラブヘッドと比較して試験した。カスケードソールを有するクラブヘッドは、対照クラ
ブヘッドに比較して、約０．５～１．５マイル／時（ｍｐｈ）（０．８～２．４キロメー
トル／時（ｋｐｈ）、または、約０．５～０．９％のボール速度の増加を示した。中心で
のインパクトに対するボール速度の増加は、約０．５～１．０ｍｐｈ（０．８～１．６ｋ
ｐｈ）、中心をずれたインパクトに対するボール速度の増加は、約１～１．５ｍｐｈ（１
．６～２．４ｋｐｈ）であった。カスケードソールを有するクラブヘッドは、更に、対照
クラブヘッドに比較して、約０．１～０．３度の打出し角度の増加、約２７５～３１５回
転／分（ｒｐｍ）のスピンの減少、及び、約３～６ヤード（２．７～５．５メートル）の
キャリー距離の増加を示した。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、ドライバタイプ、ハイブリッドタイプまたはウッドタイプの
カスケードソール（例えば、１００，３００，４００，５００，６００、または、７００
）を有するゴルフクラブヘッドは、更に、第１クラウン厚さ（図示しない）と第２クラウ
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ン厚さ（図示しない）とを有してもよい。第１クラウン厚さは、打球面の背部のクラウン
またはクラウン内径移行部に位置してもよい。第２クラウン厚さは、第１クラウン厚さの
背部でクラブヘッドの後部に向けてクラウン上に位置してもよい。第１クラウン厚さは、
第２クラウン厚さよりも厚い。更に、第１クラウン厚さは、第２クラウン厚さに向けて、
任意の外形にしたがって次第に移行してもよく、または、第１クラウン厚さは、例えば階
段のように、第２クラウン厚さに急激に移行してもよい。
【００４４】
　第１クラウン厚さは、クラブヘッドの前端におけるクラウンのどの部分を有してもよい
。例えば、第１クラウン厚さは、クラブヘッドの前端におけるクラウンの５％，１０％，
１５％，２０％，２５％，３０％，３５％，４０％，４５％，５０％、または、任意の部
分を有してもよい。第２クラウン厚さは、クラブヘッドの後部におけるクラウンの任意の
部分を有してもよい。例えば、第２クラウン厚さは、クラブヘッドの後部における４０％
，４５％，５０％，５５％，６０％，６５％，７０％，７５％，８０％または任意の部分
を有してもよい。
【００４５】
　クラウン厚さは、クラブヘッドのクラウンの任意の部分における第１クラウン厚さと第
２クラウン厚さの間で移行してもよく、クラウン厚さ移行部を画定する。クラウン厚さ移
行部は任意の形状でよい。例示的な実施形態では、クラウン厚さ移行部は、米国特許第７
，８９２，１１１号のベル状と同様なベル状曲線を画定し、この米国特許は参照すること
により本明細書に包含される。第１クラウン厚さは、打球面とベル状曲線との間でクラウ
ン上に配置され、第２クラウン厚さは、ベル状曲線とクラブヘッドの後部との間に配置さ
れる。
【００４６】
　例示的な実施形態では、ゴルフクラブヘッドがフェアウェイウッドタイプのゴルフクラ
ブヘッドの場合は、第１クラウン厚さは約０．０２２インチ（０．０５６ｃｍ）であり、
第２クラウン厚さは約０．０１９インチ（０．０４８ｃｍ）である。更に、例示的な実施
形態では、ゴルフクラブヘッドがハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッドの場合は、第
１クラウン厚さは約０．０２４インチ（０．０６１ｃｍ）であり、第２クラウン厚さは約
０．０１９インチ（０．０４８ｃｍ）である。
【００４７】
　フェアウェイウッドタイプまたはハイブリッドタイプのゴルフクラブヘッドの他の実施
形態では、第１クラウン厚さは、約０．０２９（０．０７４），０．０２８（０．０７１
），０．０２７（０．０６９），０．０２６（０．０６６），０．０２５（０．０６４）
，０．０２４（０．０６１），０．０２３（０．０５８），０．０２２（０．０５６），
０．０２１（０．０５３），０．０２０（０．０５１），０．０１９（０．０４８），０
．０１８（０．０４６）、または、０．０１７（０．０４３）インチ（ｃｍ）より薄く、
第２クラウン厚さは、約０．０２４（０．０６１），０．０２３（０．０５８），０．０
２２（０．０５６），０．０２１（０．０５３），０．０２０（０．０５１），０．０１
９（０．０４８），０．０１８（０．０４６），０．０１７（０．０４３），０．０１６
（０．０４１），０．０１５（０．０３８），０．０１４（０．０３６），０．０１３（
０．０３３）、または、０．０１２（０．０３１）インチ（ｃｍ）より薄くてもよい。
【００４８】
　クラウン内径移行部は、クラブヘッドのクラウンの応力を消散及び／または低減し、こ
れにより、第１，第２クラウン厚さが先のデザインに比して減少する。例示的な実施形態
では、先のデザインに比して、第１クラウン厚さは約１７．２～２４．１％減少し、第２
クラウン厚さは約２０．８％減少する。第１，第２クラウン厚さの減少は、先のデザイン
に比して、クラブヘッドの重心の低下（ソールにより近く配置される）を可能とする。ク
ラブヘッドの重心の低下は、ボールのギアリング及びスピンを減少することにより、クラ
ブヘッドの性能特性を改善する。
【００４９】
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　図９に移動すると、段付内側薄肉部を設けたゴルフクラブヘッドの種々の実施形態は、
ゴルフクラブヘッドの製造方法９００を包含する。方法９００は、ボディを準備すること
（ブロック９１０）を包含する。ボディは、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向
するトウ領域と、ソールと、クラウンとを有する。いくつかの実施形態では、ボディは更
に、クラウンからソールに延びるスカートを有する。方法９００は、更に、打球面から、
ソール、クラウンまたはスカートの少なくとも１つに内径移行部を設けること（ブロック
９２０）を包含する。方法９００は、更に、内径移行部の第１段を設けること（ブロック
９３０）、内径移行部に第２段を設けること（ブロック９４０）、及び、内径移行領域の
第１段と第２段との間に段移行領域を設けること（ブロック９５０）を包含する。いくつ
かの実施形態では、ブロック９１０，９２０，９３０，９４０及び９５０は、クラブヘッ
ドのボディの鋳込みによる等で、互いに同時に実行することができる。他の実施形態では
、ブロック９２０，９３０，９４０及び／または９５０の１つまたは複数は、実施例とし
て、機械加工工程を通してブロック９１０の後で実行することができる。
【００５０】
　ＩＩ．バックキャビティを有するゴルフクラブヘッド
　１つの実施形態では、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブの上部クラウン区域に配置
されたバックキャビティを有する。多くの実施形態では、バックキャビティは、ゴルフボ
ールを打球したときにボックススプリング効果を提供することができる。バックキャビテ
ィは、クラブヘッドのソールの内径の厚さの変化（カスケードソール）と組合わせ、ばね
状効果を提供することができる。
【００５１】
　いくつかの実施形態は、より「アイアン状」の外観と感覚とを提供する中空構造のクラ
ブヘッドが特徴のクラブヘッド（中空デザインを有するハイブリッドまたはフェアウェイ
ウッドまたはアイアン）に向けている。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッドは
、平坦な打球面とアイアン状の外形を特徴とすることができ、これは、アイアンと同様な
改善された加工性と正確性とを提供することができる。クラブヘッドの頂部レールの下方
に配置され、下部クラウンに沿うバックキャビティは、中空構造を有するハイブリッド、
フェアウェイウッド及びアイアン用としてデザインされている。バックキャビティは、ヒ
ールからトウまで、クラブヘッドの頂部レールの直下で上部クラウンまたは後部に沿う全
チャンネルでもよい。頂部レール及びキャビティは、任意のデザインでよい。いくつかの
実施形態では、キャビティは、約９０度の角度を有し、ゴルフクラブヘッドのクラウン領
域に目標とするヒンジポイントを提供する。このヒンジまたは座屈領域は、頂部レールが
広い体積区域にわたってより大きなインパクト力を吸収し、キャビティ及び頂部レールを
、その当初の配置に戻るときに、打球面に戻るより大きなリコイル力により、スプリング
ボードとして作用させ、これにより、より大きな力をボールに付与するのを可能とする。
このキャビティデザインによる大きなクラブ面の撓みは、スピンを減少し、インパクト時
のゴルフボールのロフト角を高くし、更に、標準のゴルフクラブヘッドよりも、同じクラ
ブスピードでボールスピードを早くすることができる。
【００５２】
　標準のハイブリッドクラブヘッドでは、頂部レール及び上部クラウン領域はこのデザイ
ンのキャビティを有しない。本開示との比較では、そのような標準のハイブリッドクラブ
ヘッドにおける打球面の曲げまたは撓みは少ない。標準のハイブリッドは、キャビティを
有しないことにより、クラブの頂部レールに伝達されるエネルギが少ないため、大きなス
プリングバック効果を得ることはできない。開示したバックキャビティを有するゴルフク
ラブヘッドは、ゴルフボールのより大きなインパクト力を吸収し、この後、打球面に戻す
のを可能とする。多くの実施形態では、キャビティの角度は、打球面が標準のゴルフクラ
ブよりも大きく撓むための座屈ポイント、または、塑性ヒンジ、または、目標ヒンジを提
供することができる。
【００５３】
　打球面におけるキャビティのリコイル効果は、（１）打球面に対するヒンジ領域からボ
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ールに伝達されるスプリング効果にある程度起因する、上部クラウンキャビティ（または
、バックキャビティ）を有するクラブヘッドと無いものとの同じクラブヘッドスピードに
対するより高速のゴルフボール速度、（２）キャビティの上部のヒンジポイントがクラブ
で吸収されるより大きな力に反作用し、代りに、より大きな力をボールに伝達し、これに
より、ボールが打球面から後方にスピンするのを阻止されることにある程度起因する、ク
ラブとのインパクトの後のゴルフボールの少ないスピン、（３）ヒンジ及び打球面がボー
ルに対してダイビングボードまたはカタパルトとして作用することに起因する、インパク
ト時にゴルフボールに対するより大きなロフト角を提供する。いくつかの実施形態では、
キャビティは、ボール速度を約１．０～１．２％増大し、打出し角度を約０．４～０．７
度増大し得る。
【００５４】
　図に移動すると、図１０は、ゴルフクラブヘッド１０００の実施形態の後部トウ側斜視
図を示し、図１１は、図１０の実施形態によるゴルフクラブヘッド１０００の後部ヒール
側斜視図を示す。ゴルフクラブヘッド１０００は、ハイブリッドタイプのゴルフクラブヘ
ッドとすることができる。他の実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００は、アイアン
タイプのゴルフクラブヘッドまたはフェアウェイウッドタイプのゴルフクラブヘッドとす
ることができる。多くの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００は、バッジまたは個
別調製ポートを有してない。
【００５５】
　ゴルフクラブヘッド１０００は、ボディ１００１を有する。多くの実施形態では、ボデ
ィは中空である。いくつかの実施形態では、ボディは少なくとも一部が中空である。ボデ
ィ１００１は、打球面１０１２と、ヒール領域１００２と、ヒール領域１００２に対向す
るトウ領域１００４と、ソール１００６と、クラウン１００８とを有する。クラウン１０
０８は、上部領域１０１１と下部領域１０１３とを有する。上部領域１０１１は、頂部レ
ール１０１５を有する。いくつかの実施形態では、頂部レール１０１５は、平坦で、より
高い頂部レールまたはスカートとすることができる。平坦かつより高い頂部レールが、打
球面１０１２上のミスヒットに対してティーからのプレイ性を増大する理由を説明する。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、ボディ１００１は、ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウ
ム、合金鋼（例えば、４５５鋼、４７５鋼、４３１鋼、１７－４ステンレス鋼、マルエー
ジング鋼）、チタン合金（例えば、Ｔｉ７－４、Ｔｉ６－４、Ｔ－９Ｓ）、アルミニウム
合金、または、複合材料を有することができる。いくつかの実施形態では、打球面１０１
２は、ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム、合金鋼（例えば、４５５鋼、４７５鋼
、４３１鋼、１７－４ステンレス鋼、マルエージング鋼）、チタン合金（例えば、Ｔｉ７
－４、Ｔｉ６－４、Ｔ－９Ｓ）、アルミニウム合金、または、複合材料を有することがで
きる。いくつかの実施形態では、ボディ１００１は、打球面１０１２と同じ材料を有する
ことができる。いくつかの実施形態では、ボディ１００１は、打球面１０１２と異なる材
料を有することができる。
【００５７】
　多くの実施形態では、キャビティ１０３０は、頂部レール１０１５の下側に配置される
。多くの実施形態では、キャビティ１０３０は、頂部ボックススプリングデザインを有す
る。多くの実施形態では、頂部レール１０１５及びキャビティ１０３０は、打球面１０１
２の全体の曲げの増大を提供する。いくつかの実施形態では、打球面１０１２の曲げは、
約２％から約５％のエネルギの増加を許容可能である。キャビティ１０３０は、打球面１
０１２をより薄くするのを可能とし、付加的な全体曲げを可能とする。いくつかのフェア
ウェイウッドタイプのゴルフクラブヘッドの実施形態について、キャビティ１０３０は、
ソール１００６に向けてより厚くしたクラウン１００８の逆スクープまたはへこみとする
ことができる。
【００５８】
　図１０を参照すると、いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００は、更に
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、クラウン１００８の下部領域１０１３にトウ領域１００４の近くにインサート１０６２
を有することができる。いくつかの実施形態は、ソール１００６に内部重りを有する。多
くの実施形態では、インサート１０６２は、タングステンまたは他の高密度材料を包含し
てもよい。多くの実施形態では、インサートは、重心（ＣＧ）を打球面１０１２から後方
に約０．０４インチ（１ｍｍ）～０．１０インチ（２．５ｍｍ）移動し、打出し角度を３
．５％～５．５％増加し、これは、ティーからの高いまたは低いミスヒットのプレイ性を
増大することができる。
【００５９】
　多くの実施形態では、ＣＧは、クラウン１００８の下部領域１０１３で、トウ領域１０
０４とソール１００６との交差部の近くにある。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブ
ヘッド１０００のＣＧは、ＣＧｙ平面に沿って０．５９７インチでＣＧｚ平面に沿って０
．５４１インチにある。慣性モーメントＩｘｘについて、ゴルフクラブヘッド１０００に
より、Ｇ３０アイアンよりも２０．５％増加し、Ｒａｐｔｕｒｅ　ＤＩよりも２８％増加
した。Ｉｙｙについて、Ｇ３０アイアンよりも１．７％増加し、Ｒａｐｔｕｒｅ　ＤＩよ
りも２２％増加した。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、約３グラム（ｇ）から約４ｇが、頂部レール１０１５に付加
される。ほとんどの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００の全質量は同じままであ
る。いくつかの実施形態では、ソール１００６またはトウ領域１００４から質量を除去し
、頂部レール１０１５への質量の付加を相殺することができる。いくつかの実施形態では
、約３ｇから約４ｇの質量を頂部レール１０１５に付加することで、回転に抵抗するゴル
フクラブヘッドを支援することができる。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド
のＣＧは僅かに上昇する。
【００６１】
　図１２は、１つの実施形態による図１０の断面線ＸＩＩ－ＸＩＩに沿うゴルフクラブヘ
ッド１０００の断面を示す。図１２に示すように、打球面１０１２は、高領域１０７６、
中領域１０７４及び低領域１０７２を有する。多くの実施形態では、クラウン１００８の
上部領域１０１１は、後壁１０２３と、後壁１０２３の下側でかつ隣接するキャビティ１
０３０の頂壁１０１７と、頂壁１０１７の下側でかつ隣接するキャビティ１０３０の後壁
１０１９とを有する。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、クラウン１００８の上部領域１０１１の後壁１０２３の高さ
１２８０は、約０．１２５インチ（０．３１８ｃｍ）から約０．７５インチ（１．９１ｃ
ｍ）、または、約０．１５０インチ（０．３８１ｃｍ）から約０．４００インチ（１．０
２ｃｍ）にすることができる。例えば、いくつかの実施形態では、クラウン１００８の上
部領域１０１１の後壁１０２３の高さ１２８０は、約０．１７５インチ（０．４４５ｃｍ
）、０．２７５インチ（０．６９９ｃｍ）、０．３７５インチ（０．９５３ｃｍ）、０．
４７５インチ（１．２１ｃｍ）、０．５７５インチ（１．４６ｃｍ）、または、０．６７
５インチ（１．７１ｃｍ）にすることができる。いくつかの実施形態では、クラウン１０
０８の上部領域１０１１の後壁１０２３の高さ１２８０は、ゴルフクラブヘッド１０００
の高さの約５％から約２５％とすることができる。いくつかの実施形態では、頂部レール
１０１５の長さは、ヒール領域１００２からトウ領域１００４まで測定して、ゴルフクラ
ブヘッド１０００の長さの約７０％から約９５％とすることができる。
【００６３】
　クラウン１００８の上部領域１０１１の後壁１０２３の高さ１２８０は、本明細書に記
載のように、ゴルフボールとのインパクトの際の打球面１０１２の応力の少なくとも一部
をキャビティ１０３０で吸収することを可能とする。本明細書に記載の後壁高さ１２８０
よりも高さの高い後壁を有するゴルフクラブヘッドは、キャビティに達する前の頂部レー
ルに沿うインパクトの分散が増大するため、本明細書に記載のゴルフクラブヘッド１００
０よりもインパクト時の応力吸収が少ない（そして、打球面の撓みを少なくできる)。
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【００６４】
　いくつかの実施形態では、キャビティ１０３０は、クラウン１００８の下部領域１０１
３の上側に配置され、クラウン１００８の上部領域１０１１と下部領域１０１３とで少な
くとも一部が画定される。キャビティ１０３０は、頂壁１０１７と後壁１０１９と底部傾
斜部１０２１とを有する。第１屈曲ポイント１０８２が、キャビティ１０３０の頂壁１０
１７とキャビティの後壁１０１９との間に配置される。第２屈曲ポイント１０８６は、キ
ャビティの１０３０の後壁１０１９と底部傾斜部１０２１との間に配置される。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、後壁１０１９の高さは、第１屈曲ポイント１０８２から第２
屈曲ポイント１０８６まで測定して、約０．０１０インチ（０．２５ｍｍ）から約０．１
３８インチ（３．５ｍｍ）、または、約０．０１０インチ（０．２５ｍｍ）から約０．０
５９インチ（１．５ｍｍ）とすることができる。例えば、後壁１０１９の高さは、約０．
０１インチ（０．２５ｍｍ）、０．０２インチ（０．５ｍｍ）、０．０３インチ（０．７
５ｍｍ）、０．０４インチ（１．０ｍｍ）、０．０５インチ（１．２５ｍｍ）、０．０６
インチ（１．５ｍｍ）、０．０７インチ（１．７５ｍｍ）、０．０８インチ（２．０ｍｍ
）、０．０９インチ（２．２５ｍｍ）、０．１０インチ（２．５ｍｍ）、０．１１インチ
（２．７５ｍｍ）、０．０１２インチ（３．０ｍｍ）、０．１３インチ（３．２５ｍｍ）
、または、０．１４インチ（３．５ｍｍ）とすることができる。多くの実施形態では、頂
壁１０１７の頂点は、頂部レール１０１５の頂点の下側、約０．１２５インチ（０．３１
８ｃｍ）から約１．２５インチ（３．１８ｃｍ）、または、約０．２５インチ（０．６３
５ｃｍ）から約１．２５インチ（３．１８ｃｍ）とすることができる。例えば、頂壁１０
１７の頂点は、頂部レール１０１５の下側、約０．１２５インチ（０．３１８ｃｍ）、０
．２５インチ（０．６３５ｃｍ）、０．３７５インチ（０．９５３ｃｍ）、０．５インチ
（１．２７ｃｍ）、０．６２５インチ（１．５９ｃｍ）、０．７５インチ（１．９１ｃｍ
）、０．８２５インチ（２．１０ｃｍ）、１．０インチ（２．５４ｃｍ）、１．１２５イ
ンチ（２．８８ｃｍ）、または、１．２５インチ（３．１８ｃｍ）とすることができる。
【００６６】
　多くの実施形態では、キャビティ１０３０の後壁１０１９は、打球面１０１２に実質的
に平行にすることができる。他の実施形態では、後壁１０１９は、打球面１０１２と実施
的に平行ではない。多くの実施形態では、キャビティの頂壁１０１７は、第１屈曲ポイン
ト１０８２に向けて移動したときに、打球面１０１２に向けて傾斜する。この頂壁１０１
７の配置は、インパクトの応力をキャビティ１０３０に向けて導く座屈ポイントまたはヒ
ンジポイントまたは塑性ヒンジを生成し、インパクト中の打球面１０１２の撓みが増大す
るのを可能とする。
【００６７】
　クラウン１００８の下部領域１０１３は、キャビティ１０３０の底部傾斜部１０２１を
有する。多くの実施形態では、第２屈曲ポイント１０８６は、底部傾斜部１０２１に隣接
して、頂部レール１０１５の頂点の下側、少なくとも約０．２５インチ（０．６３５ｃｍ
）から約２．０インチ（５．０８ｃｍ）、または、約０．５インチ（１．２７ｃｍ）から
約１．５インチ（３．８１ｃｍ）とすることができる。例えば、第２屈曲ポイント１０８
６は、頂部レール１０１５の頂点の下側、少なくとも約０．２５インチ（０．６３５ｃｍ
）、０．５インチ（１．２７ｃｍ）、０．７５インチ（１．９１ｃｍ）、１．０インチ（
２．５３ｃｍ）、１．２５インチ（３．１８ｃｍ）、１．５インチ（３．８１ｃｍ）、１
．７５インチ（４．４５ｃｍ）または２．０インチ（５．０８ｃｍ）とすることができる
。いくつかの実施形態では、底部傾斜部の最大高さは、クラブヘッド１０００のソール１
００６から第２屈曲ポイント１０８６まで測定して、ソールの最も下のポイントの上側１
００６、少なくとも約０．２５インチ（約０．６３５ｃｍ）から約３インチ（約７．６２
ｃｍ）、または、約０．５０インチ（１．２７ｃｍ）から約２インチ（５．０８ｃｍ）と
することができる。例えば、第２屈曲ポイント１０８６は、ソールの最も下のポイントの
上側、少なくとも約０．２５インチ（０．６３５ｃｍ）、０．３７５インチ（０．９５３
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ｃｍ）、０．５インチ（１．２７ｃｍ）、０．６２５インチ（１．５９ｃｍ）、０．７５
インチ（１．９１ｃｍ）、０．８２５インチ（２．１０ｃｍ）、１．０インチ（２．５４
ｃｍ）、１．１２５インチ（２．８８ｃｍ）、１．２５インチ（３．１８ｃｍ）、１．３
７５インチ（３．４９ｃｍ）、１．５インチ（３．８１ｃｍ）、１．６２５インチ（４．
１２ｃｍ）、１．７５インチ（４．４５ｃｍ）、１．８７５インチ（４．７６ｃｍ）、２
．０インチ（５．０８ｃｍ）、２．１２５インチ（５．４０ｃｍ）、２．２５インチ（５
．７１ｃｍ）、２．３７５インチ（６．０３ｃｍ）、２．５インチ（６．３５ｃｍ）、２
．６２５インチ（６．６７ｃｍ）、２．７５インチ（７．００ｃｍ）、２．８７５インチ
（７．３０ｃｍ）、または、３．０インチ（７．６２ｃｍ）とすることができる。
【００６８】
　キャビティ１０３０は、更に、少なくとも１つのチャンネル１０３９（図１０）を有す
る。多くの実施形態では、チャンネル１０３９は、ヒール領域１００２からトウ領域１０
０４に延びる。チャンネル幅１０３２（図１２）は、チャンネル１０３９を通して実質的
に一定とすることができる。いくつかの実施形態では、チャンネル幅１０３２（図１２）
は、約０．００８インチ（０．２ｍｍ）から約１インチ（２５ｍｍ）、または約０．００
８インチ（０．２ｍｍ）から約０．３１インチ（８ｍｍ）とすることができる。例えば、
チャンネル幅１０３２は、約０．００８インチ（０．２ｍｍ）、０．０１６インチ（０．
４ｍｍ）、０．０２４インチ（０．６ｍｍ）、０．０３１インチ（０．８ｍｍ）、０．０
３９インチ（１．０ｍｍ）、０．０７９インチ（２ｍｍ）、０．１２インチ（３ｍｍ）、
０．１６インチ（４ｍｍ）、０．２０インチ（５ｍｍ）、０．２４インチ（６ｍｍ）、０
．２８インチ（７ｍｍ）、０．３１インチ（８ｍｍ）、０．３９インチ（１０ｍｍ）、０
．５９インチ（１５ｍｍ）、０．７９インチ（２０ｍｍ）、または、０．９８インチ（２
５ｍｍ）である。他の実施形態では、チャンネル１０３９のチャンネルトウ領域幅は、チ
ャンネルのチャンネルヒール領域よりも小さい。他の実施形態では、チャンネルヒール領
域幅は、チャンネルトウ領域幅よりも小さい。他の実施形態では、チャンネル１０３９の
チャンネル中央領域幅は、チャンネルヒール領域幅またはチャンネルトウ領域幅の少なく
とも一方よりも小さくすることができる。他の実施形態では、チャンネル中央領域幅は、
チャンネルヒール領域幅またはチャンネルトウ領域幅の少なくとも一方よりも小さくする
ことができる。いくつかの実施形態では、チャンネル１０３９は対称である。他の実施形
態では、チャンネル１０３９は非対称である。他の実施形態では、チャンネル１０３９は
更に、少なくとも２つの部分的チャンネルを有することができる。いくつかの実施形態で
は、チャンネル１０３９は、１つまたは複数のブリッジで遮断された一連の部分的チャン
ネルを有することができる。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のブリッジは、ク
ラウン１００８の上部領域１０１１の厚さとほぼ同じにすることができる。
【００６９】
　本明細書に示すように、チャンネル幅１０３２は、インパクト時に打球面１０１２から
応力を吸収可能である。本明細書に記載のチャンネル幅よりも狭いチャンネル幅を有する
ゴルフクラブヘッド（例えば、明瞭でないキャビティを有するゴルフクラブヘッド）は、
インパクト時に打球面から吸収できる応力は少なく（クラウン１００８の上部領域１０１
１の材料が少ないため）、したがって、本明細書に記載のゴルフクラブヘッド１０００よ
りも打球面が受ける撓みが少ない。
【００７０】
　多くの実施形態では、キャビティ１０３０は、更に、バックキャビティ角度１０３５を
有する。バックキャビティ角度は、キャビティ１０３０の頂壁１０１７と後壁１０１９と
の間で測定される。多くの実施形態では、バックキャビティ角度１０３５は、約７０度か
ら約１１０度とすることができる。いくつかの実施形態では、バックキャビティ角度１０
３５は、約８０度から約１００度とすることができる。いくつかの実施形態では、バック
キャビティ角度１０３５は、約７０，７５，８０，８５，９０，９５，１００、または、
１１０度である。多くの実施形態では、バックキャビティ角度１０３５は、ゴルフクラブ
ヘッド１０００がゴルフボールをインパクトしたときに、頂部レールヒンジポイント１０
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７０における座屈ポイントまたは塑性ヒンジまたは目標ヒンジを提供する。いくつかの実
施形態では、頂部レールヒンジポイント１０７０における壁厚は、キャビティ１０３０の
頂壁１０１７におけるよりも薄い。
【００７１】
　図１３は、図１２のゴルフクラブヘッド１０００の断面におけるクラウン１００８を、
図１０の同様な断面線ＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿うキャビティ無しのゴルフクラブヘッド１２
００に平行に配置した図を示す。多くの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１０００は、
後角度１０４０と、頂部レール角度１０４５と、打球面角度１０５０とを有する。上部領
域角度１０４０は、上部領域１０１１の頂壁１０１７から後壁１０２３まで測定する。多
くの実施形態では、後角度１０４０は、約７０度から約１１０度とすることができる。い
くつかの実施形態では、後角度１０４０は、約９０度である。頂部レール角度１０４５は
、上部領域１０１１の後壁１０２３から頂部レール１０１５まで測定する。多くの実施形
態では、頂部レール角度１０４５は、約３５度から約１２０度、または、７０度から約１
１０度とすることができる。いくつかの実施形態では、頂部レール角度１０４５は、約３
５，４０，４５，５０，５５，６０，６５，７０，７５，８０，８５，９０，９５，１０
０，１０５，１１０，１１５、または、１２０度とすることができる。打球面角度１０５
０は、打球面１０１２から頂部レール１０１５まで測定する。多くの実施形態では、打球
面角度１０５０は、約７０度から約１６０度、または、７０度から約１１０度とすること
ができる。いくつかの実施形態では、打球面角度１０５０は、約７０，７５，８０，８５
，９０，９５，１００，１０５，１１０，１１５，１２０，１２５，１３０，１３５，１
４０，１４５，１５０，１５５、または、１６０度である。
【００７２】
　図１３を参照すると、いくつかの実施形態では、打球面１０１２と後壁１０１９との間
の最小間隙１０９０は、約０．０７９インチ（２ｍｍ）から約０．３９インチ（１０ｍｍ
）である。例えば、打球面１０１２と後壁１０１９との間の最小間隙１０９０は、約０．
０７９インチ（２ｍｍ）、０．１６インチ（４ｍｍ）、０．２４インチ（６ｍｍ）、０．
３１インチ（８ｍｍ）または０．３９インチ（１０ｍｍ）とすることができる。いくつか
の実施形態では、打球面１０１２と後壁１０１９との間の最小間隙１０９０は、約０．５
５インチ（１４ｍｍ）未満、０．４７インチ（１２ｍｍ）未満、約０．３９インチ（１０
ｍｍ）未満、約０．３１インチ（８ｍｍ）未満、約０．２４インチ（６ｍｍ）未満、また
は、約０．１６インチ（４ｍｍ）未満である。更に、いくつかの実施形態では、ゴルフク
ラブヘッド１０００の上部領域１０１１の打球面１０１２と後壁１０２３との間の最大間
隙は、最小間隙１０９０よりも大きい。更に、いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘ
ッド１０００の下部領域１０１３の打球面１０１２と底部傾斜部１０２１との最大間隙は
、上部領域１０１１の最小間隙１０９０及び最大間隙よりも大きい。
【００７３】
　図２１は、図１２に示すゴルフクラブヘッド１０００の断面と同様な、ゴルフクラブヘ
ッド１０００の断面図を示す。ゴルフクラブヘッド１０００は、キャビティ１０３０と、
上部領域１０１１と、下部領域１０１３とを有する。上部領域１０１１は、上部外側後壁
１０２３を有し、キャビティ１０３０は、キャビティ外壁１０２５を有し、下部領域１０
１３は、下部外壁１０２７を有する。多くの実施形態では、打球面１０１２から垂直に上
部領域１０１１の後壁１０２３まで測定した最大上部距離１０９２は、約０．２０～０．
５９インチ（５～１５ｍｍ）とすることができる。例えば、最大上部距離１０９２は、約
０．２０インチ（５ｍｍ）、０．２４インチ（６ｍｍ）、０．２８インチ（７ｍｍ）、０
．３１インチ（８ｍｍ）、０．３５インチ（９ｍｍ）、０．３９インチ（１０ｍｍ）、０
．４３インチ（１１ｍｍ）、０．４７インチ（１２ｍｍ）、０．５１インチ（１３ｍｍ）
、０．５５インチ（１４ｍｍ）、または、０．５９インチ（１５ｍｍ）である。更に、打
球面１０１２から垂直にキャビティ外壁１０２５まで測定した最小キャビティ距離１０９
４は、約０．１６～０．４７インチ（４～１２ｍｍ）とすることができる。例えば、最小
キャビティ距離１０９４は、約０．１６インチ（４ｍｍ）、０．２０インチ（５ｍｍ）、
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０．２４インチ（６ｍｍ）、０．２８インチ（７ｍｍ）、０．３１インチ（８ｍｍ）、０
．３５インチ（９ｍｍ）、０．３９インチ（１０ｍｍ）、０．４３インチ（１１ｍｍ）、
または、０．４７インチ（１２ｍｍ）である。更に、打球面１０１２から垂直に下部外壁
１０２７まで測定した最大下部距離１０９６は、約０．９８～１．５７インチ（２５～４
０ｍｍ）とすることができる。例えば、最大下部距離１０９６は、約０．９８インチ（２
５ｍｍ）、１．０２インチ（２６ｍｍ）、１．０６インチ（２７ｍｍ）、１．１０インチ
（２８ｍｍ）、１．１４インチ（２９ｍｍ）、１．１８インチ（３０ｍｍ）、１．２２イ
ンチ（３１ｍｍ）、１．２６インチ（３２ｍｍ）、１．３０インチ（３３ｍｍ）、１．３
４インチ（３４ｍｍ）、１．３８インチ（３５ｍｍ）、１．４２インチ（３６ｍｍ）、１
．４６インチ（３７ｍｍ）、１．５０インチ（３８ｍｍ）、１．５４インチ（３９ｍｍ）
、または、１．５７インチ（４０ｍｍ）である。多くの実施形態では、最大下部距離１０
９６は、最大上部距離１０９２よりも大きく、最大上部距離１０９２は、最小キャビティ
距離１０９４よりも大きい。
【００７４】
　多くの実施形態では、キャビティ１０３０は、ゴルフクラブヘッド１２００または他の
標準のゴルフクラブヘッドよりもゴルフボールの速度を増大することができ、標準のハイ
ブリッドクラブヘッドのスピン速度を低下でき、標準のハイブリッド及びアイアンクラブ
ヘッドよりも打出し角度を増大することができる。多くの実施形態では、キャビティ１０
３５の形状は、ばねのレベル及びゴルフクラブヘッド１０００の応答タイミングを決定す
る。ゴルフボールが、キャビティ１０３０を有するクラブヘッド１０００の打球面１０１
２をインパクトしたときに、打球面１０１２は、ドラム状にスプリングバックし、クラウ
ン１００８は、制御された潰れ態様で屈曲する。多くの実施形態では、頂部レール１０１
５は、キャビティ１０３０を有しないゴルフクラブヘッドの頂部レールよりも、より大き
な容積空間にわたってより大きな応力を吸収できる。キャビティ１０３０の長さ、深さ及
び幅を変更できる。これらのパラメータは、クラブヘッド１０００の全体のデザインに、
どの程度スプリングバックを設けるかについて、コントロールする。
【００７５】
　ゴルフボールをインパクトしたときに、打球面１０１２は、キャビティ１０３０の無い
ゴルフクラブよりもより大きな距離に内方に屈曲することができる。いくつかの実施形態
では、打球面１０１２は、キャビティ１０３０の無いゴルフクラブヘッドの打球面よりも
、約１０％から約５０％多くの撓みを有する。いくつかの実施形態では、打球面１０１２
は、キャビティ１０３５の無いゴルフクラブヘッドの打球面よりも、約５％から約４０％
、または、約１０％から約２０％多くの撓みを有する。例えば、打球面１０１２は、キャ
ビティ１０３５の無いゴルフクラブヘッドの打球面よりも、約５％，１０％，１５％，２
０％，２５％，３０％，３５％、または、４０％多くの撓みを有することができる。多く
の実施形態では、キャビティ無しでクラブのバック部を有しない標準の打球面よりも、ヒ
ンジに起因する打球面１０１２による引込み距離、及び、キャビティ１０３０の曲げの双
方がより大きくなる。
【００７６】
　多くの実施形態では、ゴルフボールをインパクトしたときの頂部レールヒンジポイント
１０７０に沿ってより大きな座屈が生じるため、キャビティ１０３０を有するクラブヘッ
ド１０００で面撓みがより大きい。しかしながら、キャビティ１０３０は、頂部レールの
頂部レールヒンジポイント１０７０に沿う大きな応力分散を提供し、スプリングバック力
は、キャビティ１０３０及び頂部レール１０１５から打球面１０１２に伝達される。キャ
ビティの無い標準の頂部レールは、このヒンジ／座屈効果を有せず、頂部レールの大きな
容積区域にわたる高レベルの応力吸収も無い。したがって、標準の打球面は、打球面１０
１２ほど多くの接触及びリコイルが無い。更に、打球面１０１２の大きな領域及び頂部レ
ール１０１５の双方が、標準の頂部レールを有しかつキャビティの無い標準のゴルフクラ
ブヘッドの同じクラウン領域よりも、より大きな応力を吸収する。多くの実施形態では、
キャビティ無しの標準のクラブにおける同じ区域よりも、キャビティ１０３０の上により
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大きな区域に沿ってより大きな応力が存在するが、キャビティを有するクラブヘッドとキ
ャビティの無いクラブヘッドの耐久性は同じである。クラブの後端により大きなスプリン
グを付加することにより（打球面１０１２に向く頂壁１０１７の内方傾斜により）、構造
体の容積全体でより大きな力が移動する。応力は、ゴルフクラブヘッド１０００の打球面
１０１２及び頂部レール１０１５のより大きな区域にわたって観察される。ピーク応力は
、標準の頂部レールクラブヘッドで見ることができる。しかしながら、より多くのピーク
応力がゴルフクラブヘッド１０００に見られるが、材料の大きな容積にわたって分散され
る。ゴルフクラブヘッド１０００のヒンジ及び曲げ領域（すなわち、キャビティ１０３０
の上の領域及びキャビティ１０３０自体）は、応力が限界座屈閾値に達しない限り変形し
ない。キャビティ１０３０及びその移動は、座屈閾値の臨界Ｋ値より下となるようにデザ
インすることができる。
【００７７】
　ＩＩＩ．カスケードソール及びバックキャビティを有するゴルフクラブヘッド
　いくつかの実施形態では、バックキャビティを有するゴルフクラブヘッドは、更に、段
付薄肉部を有するカスケードソールを備える。図１４は、実施形態によるゴルフクラブヘ
ッド１１００の断面を示し、これは図１０の同様な断面線ＸＩＩ－ＸＩＩに沿うゴルフク
ラブヘッド１０００（図１０）と同様にすることができる。ゴルフクラブヘッド１０００
（図１０）と同様に、ゴルフクラブヘッド１１００は、ボディ１１０１を有する。ボディ
１１０１は、打球面１１１２と、ソール１１０６と、クラウン１１０８とを有する。打球
面１１１２は、高領域１１７６と、中領域１１７４と、低領域１１７２とを有する。クラ
ウン１１０８は、上部領域１１１１と下部領域１１１３とを有する。上部領域１１１１は
、頂部レール１１１５を有する。多くの実施形態では、キャビティ１１３０は、頂部レー
ル１１１５の下側に配置される。ゴルフクラブヘッド１１００は、更に、内径移行部３１
０と同様なカスケードソール１３１０を有する（図３）。内径移行部１３１０は、第１厚
さの第１段１３１５と、第２厚さの第２段１３１７と、段移行領域１３１６とを有するこ
とができる。いくつかの実施形態では、カスケードソール１３１０は、頂部レール１１１
５に対して更に柔軟性を付与することができる。多くの実施形態では、カスケードソール
に組み合わされるバックキャビティは、打球面に更に大きなスプリング効果を付与する。
いくつかの実施形態では、カスケードソールを有するバックキャビティは、打球面の撓み
に約３％～５％多くのエネルギを許容する。カスケードソール１３１０は、２段以上の任
意数の段を有することができる。例えば、カスケードソール１３１０は、２，３，４，５
，６または７つの段を有することができる。
【００７８】
　カスケードソール及びバックキャビティを有するゴルフクラブヘッド１１００は、カス
ケードソールまたはバックキャビティのみを有するゴルフクラブヘッドよりも、打球面に
対してより大きなリコイル力を付与することができる。これは、上述のように、内径移行
部及びバックキャビティの双方から組み合わされて増大されたリコイル力による。打球面
に対して増大したリコイル力は、撓みを増大させ、これは、ゴルフボールに適用されるイ
ンパクト力を増大し、これにより、ゴルフボールの速度を増大する。いくつかの実施形態
では、キャビティ１１３０と内径移行部１３１０とを双方を有するゴルフクラブヘッド１
１００は、球速を増大し、打出し角度を増大し、良好な距離コントロールを提供すること
ができる。種々の実施形態では、ゴルフクラブヘッド１１００は、球速を約１％から約４
％増大することができる。種々の実施形態では、ゴルフクラブヘッド１１００は、球速を
約１％，２％，３％または４％増大することができる。多くの実施形態では、ゴルフクラ
ブヘッド１１００は、ゴルフボールを打球面の高領域１１７６でインパクトしたときに、
球速をより大きく増大する。いくつかの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１１００は、
打出し角度を約０．５度から約１．１度増大することができる。いくつかの実施形態では
、ゴルフクラブヘッド１１００は、打出し角度を約０．５度、０．６度、０．７度、０．
８度、０．９度、１．０度または１．１度増大することができる。
【００７９】
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　カスケードソール及びバックキャビティを有するゴルフクラブヘッド１１００の実施形
態をテストした。全体として、カスケードソール及びバックキャビティを欠いた対照ゴル
フクラブヘッドを比較したときに、キャビティ付ゴルフクラブヘッドはゴルフボールの速
度の増加及び打出し角度の増加を示した。キャビティ付ゴルフクラブヘッドは、カスケー
ドソール１３１０（図１４）及びキャビティ１１３０（図１４）の組合わせからの組合さ
れたスプリング効果により、打球面のあらゆる接触位置に対して、ゴルフボールの速度の
上昇及び打出し角度の増加を示した。いくつかの実施形態では、部分的にキャビティ１１
３０（図１４）のスプリング効果により、ゴルフボールの速度及び打出し角度のより大き
な増大が、打球面の高い部分（例えば高領域１０７６（図１２）または高領域１１７６（
図１４））での接触で観測された。図１９～２０は、閉じたバックデザイン及びキャビテ
ィ付ゴルフクラブヘッドと同様なロフト角を有する標準のアイアンタイプのゴルフクラブ
ヘッド（対照ゴルフクラブヘッド）と比較したゴルフクラブヘッド１１００（キャビティ
付ゴルフヘッド）の実施形態のテストの結果を示す。図１９は、ゴルフボールを打球面の
高領域でインパクトするときの対照ゴルフクラブヘッドと比較したキャビティ付ゴルフク
ラブヘッドのゴルフボール速度の増加を示し、図２０は、ゴルフボールを打球面の高領域
でインパクトしたときの対照ゴルフクラブヘッドと比較したキャビティ付ゴルフクラブヘ
ッドの打出し角度の増加を示す。
【００８０】
　特に、図１９は、対照ゴルフクラブヘッドと比較したときに、キャビティ付ゴルフクラ
ブヘッドのゴルフボール速度は、ゴルフボールを打球面の高トウ領域でインパクトしたと
きに、約１．９％（または、約２．５ｍｐｈ）、ゴルフボールを打球面の高中央領域でイ
ンパクトしたときに、約２．１％（または、約２．８ｍｐｈ、若しくは、約４．５ｋｐｈ
）、ゴルフボールを打球面の高ヒール領域でインパクトしたとき（キャビティ付ゴルフク
ラブヘッドの全て）に、約１．５％（または、約２．０ｍｐｈ、若しくは、約３．２ｋｐ
ｈ）増加することを示す。対照ゴルフクラブヘッドの高トウ領域でゴルフボールを打球面
にインパクトしたときに、ゴルフボールの速度約１３２．５ｍｐｈ（２１３．２ｋｐｈ）
であり、一方、キャビティ付ゴルフクラブヘッドの高トウ領域で打球面にインパクトした
ときに、ゴルフボールは、約１３５.０ｍｐｈ（２１７．３ｋｐｈ）に達する。対照ゴル
フクラブヘッドの高中央領域でゴルフボールを打球面にインパクトしたときに、ゴルフボ
ールの速度約１３３．４ｍｐｈ（２１４．７ｋｐｈ）であり、一方、キャビティ付ゴルフ
クラブヘッドの高中央領域で打球面にインパクトしたときに、ゴルフボールは、約１３６
．２ｍｐｈ（２１９．２ｋｐｈ）に達する。対照ゴルフクラブヘッドの高ヒール領域でゴ
ルフボールを打球面にインパクトしたときに、ゴルフボールの速度約１３４.０ｍｐｈ（
２１５．７ｋｐｈ）であり、一方、キャビティ付ゴルフクラブヘッドの高ヒール領域で打
球面にインパクトしたときに、ゴルフボールは、約１３６.０ｍｐｈ（２１８．９ｋｐｈ
）に達する。
【００８１】
　図２０は、対照ゴルフクラブヘッドと比較したときに、キャビティ付ゴルフクラブヘッ
ドの打出し角度は、ゴルフボールを打球面の高トウ領域でインパクトしたときに、約４．
２％（または、約０．６度）、ゴルフボールを打球面の高中央領域でインパクトしたとき
に、約４．８％（または、約０．７度）、ゴルフボールを打球面の高ヒール領域でインパ
クトしたとき（キャビティ付ゴルフクラブヘッドの全て）に、約６．４％（または、約０
．９度）増加することを示す。ゴルフボールが対照ゴルフクラブヘッドの高トウ領域で打
球面をインパクトしたときに、打出し角度は約１４．４度であり、一方、キャビティ付ゴ
ルフクラブヘッドの高トウ領域で打球面をインパクトしたときに、打出し角度は約１５．
０度である。ゴルフボールが対照ゴルフクラブヘッドの高中央領域で打球面をインパクト
したときに、打出し角度は約１４．５度であり、一方、キャビティ付ゴルフクラブヘッド
の高中央領域で打球面をインパクトしたときに、打出し角度は約１５．２度である。ゴル
フボールが対照ゴルフクラブヘッドの高ヒール領域で打球面をインパクトしたときに、打
出し角度は約１４．１度であり、一方、キャビティ付ゴルフクラブヘッドの高ヒール領域
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で打球面をインパクトしたときに、打出し角度は約１５．０度である。
【００８２】
　図１７は、ゴルフクラブヘッドを製造する方法１７００を示す。方法１７００は、ボデ
ィを準備すること（ブロック１７０５）を包含する。ブロック１７０５でボディを準備す
ることは、打球面と、ヒール領域と、ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと、クラ
ウンとを有するボディを備える。多くの実施形態では、クラウンは、上部領域と下部領域
とを有する。いくつかの実施形態では、上部領域は頂部レールを有する。多くの実施形態
では、キャビティは、頂部レールの下側に配置され、クラウンの下部領域の上側に配置さ
れる（ブロック１７１０）。いくつかの実施形態では、キャビティは、少なくとも一部が
クラウンの上部及び下部領域で画定される。キャビティは、頂部壁と、頂部壁に隣接する
後壁と、後壁に隣接する底部傾斜部と、キャビティの頂部壁及び後壁間で測定されるバッ
クキャビティ角度と、少なくとも１つのチャンネルとを有する。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、方法１７００は、更に、クラウンの下部領域にトウ領域に向
くインサートを準備することを包含する。いくつかの実施形態では、インサートはインサ
ート１０６２（図１０）と同様である。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ブロック１７０５において、カスケードソールを有するボデ
ィを更に備えるボディを準備する。カスケードソールは、打球面からソールまで内径移行
部を備える。多くの実施形態では、内径移行領域は、内径移行部またはカスケードソール
１３１０（図１４）と同様にすることができる。いくつかの実施形態では、内径移行領域
は、第１厚さを有する第１段と、第１厚さよりも薄い第２厚さを有する第２段と、第１段
と第２段との間の段移行領域とを備える。
【００８５】
　ＩＶ．カスケードソール及びバックキャビティを有するゴルフクラブ
　図１５に移ると、図１５は、ゴルフクラブヘッド１５００と、ゴルフクラブヘッド１５
００に連結されるシャフト１５９０とを備えるゴルフクラブ１５００を示す。いくつかの
実施形態では、ゴルフクラブ１５００のゴルフクラブヘッド１５０００は、ハイブリッド
タイプのゴルフクラブヘッドを備える。他の実施形態では、ゴルフクラブヘッド１５００
は、アイアンタイプのゴルフクラブヘッドまたはフェアウェイウッドタイプのゴルフクラ
ブヘッドとすることができる。多くの実施形態では、ゴルフクラブヘッド１５００は、ゴ
ルフクラブヘッド１００またはゴルフクラブヘッド１０００（図１０）と同様とすること
ができる。ゴルフクラブヘッド１５００は中空ボディとすることができ、打球面１５１２
と、ヒール領域１５０２と、ヒール領域１５０２に対向するトウ領域１５０４と、ソール
１５０６と、クラウンと１５０８を有する。クラウン１５０８は、上部領域１５１１と下
部領域１５１３とを有する。上部領域１５１１は、頂部レール１５１５を有する。ゴルフ
クラブヘッド１５００は、更に、頂部レール１５１５の下側で、クラウン１５０８の下部
領域１５１３の上側に配置されるキャビティ１５３０を備える。
【００８６】
　図１６は、１つの実施形態による図１５の断面線ＸＶＩ－ＸＶＩに沿うゴルフクラブヘ
ッド１５００の断面を示す。いくつかの実施形態では、キャビティ１５３０は、上部領域
１５１１と下部領域１５１３とで少なくとも一部を画定することができる。多くの実施形
態では、キャビティ１５３０は、頂部壁１５１７と、後壁１５１９と、底部傾斜部１５２
１と、頂部壁１５１７及び後壁１５１９間で測定されるバックキャビティ角度１５３５と
、少なくとも１つのチャンネル１５３９とを有する。いくつかの実施形態では、頂壁１５
１７の頂点は、頂部レール１５１５の頂点の下側、約０．２５インチから約１．２５イン
チである。いくつかの実施形態では、頂壁１５１７の頂点は、頂部レール１５１５の頂点
の下側、約０．３７５インチである。いくつかの実施形態では、底部傾斜部１５２１は、
頂部レール１５１５の下側の頂点を少なくとも約０．５０インチから約２インチとするこ
とができる。多くの実施形態では、バックキャビティ角度１５３５は、約７０度から約１
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１０度とすることができる。いくつかの実施形態では、バックキャビティ角度１５３５は
、約９０度とすることができる。
【００８７】
　多くの実施形態では、上部領域１５１１は、キャビティの頂部とキャビティの底部傾斜
部を有するクラウンの下部領域とを備える。いくつかの実施形態では、上部領域１５１１
は、更に、キャビティの１５３０の頂部壁１５１７に隣接する後壁１５２３と、キャビテ
ィ１５３０の頂部壁１５１７と上部領域１５１１の後壁１５２３との間で測定される後角
度１５４０とを備える。多くの実施形態では、後角度１５４０は、約７０度から約１１０
度である。
【００８８】
　他の実施形態では、ゴルフクラブヘッドは、ホーゼルを有することができる。ホーゼル
は、ホーゼルノッチを有することができる。ホーゼルノッチは、ロフトのアイアン状範囲
とし、ライ角を調節可能に配置することができる。図１６に示してないが、ゴルフクラブ
ヘッド１５００は、更に、カスケードソールまたは内径移行部をソールに有してもよい。
【００８９】
　本明細書で論じたエネルギ貯蔵特性を有するゴルフクラブヘッドは、様々な実施形態で
実施することができ、これらの実施形態の前述の議論は、必ずしも全ての可能な実施形態
の完全な説明を示すものではない。むしろ、図面の詳細な説明及び図面自体は、エネルギ
貯蔵特性を有するゴルフクラブヘッドの少なくとも１つの好ましい実施形態を開示し、段
付内側薄肉部を設けたゴルフクラブヘッドの他の実施形態を開示することができる。
【００９０】
　条項１．　打球面と、ヒール領域と、前記ヒール領域に対向するトウ領域と、ソールと
、クラウンと、打球面からソールまたはクラウンの少なくとも一方への内径移行部とを有
するボディを備えるゴルフクラブヘッドであって、前記内径移行部は、ゴルフクラブヘッ
ドの外部から視認できず、第１段と、第２段と、第１段と第２段との間の段移行領域とを
備える、前記ゴルフクラブヘッド。
【００９１】
　条項２．　前記第１段は、第１実質的一定厚を有し、前記第２段は、前記第１実質的一
定厚と異なる第２実質的一定厚を有する、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【００９２】
　条項３．　前記段移行領域は、厚さが直線状の勾配を有する、条項１に記載の前記ゴル
フクラブヘッド。
【００９３】
　条項４．　前記段移行領域は、約９０度の段を有する、条項１に記載の前記ゴルフクラ
ブヘッド。
【００９４】
　条項５．　前記内径移行領域は、更に、第１段の第１厚さ及び第２段の第２厚さよりも
薄い第３厚さを有する第３段を備える、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【００９５】
　条項６．　前記第１段の第１段長は、前記第２段の第２段長とほぼ等しく、前記第１及
び第２段長は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向けて測定される、条項
１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【００９６】
　条項７．　前記第１段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に測定したと
きに、前記第２段よりも長い、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【００９７】
　条項８．　前記第３段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に、前記第２
段よりも長い、条項３に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【００９８】
　条項９．前記ボディは、前記ソールに内側重りパッドを更に有する、条項１に記載の前
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記ゴルフクラブヘッド。
【００９９】
　条項１０．　前記内側重りパッドは、前記内径移行部の第１段よりも厚い、条項９に記
載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１００】
　条項１１．　前記ボディは、更に、前記ソールに、前記打球面とほぼ平行な内側リブを
有し、前記内側リブの内側リブ厚は、前記内径移行部の最終段よりも厚い、条項１に記載
の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１０１】
　条項１２．　前記ゴルフクラブヘッドは、ドライバのゴルフクラブヘッドを有する、条
項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１０２】
　条項１３．　前記ゴルフクラブヘッドは、フェアウッドのゴルフクラブヘッドを有する
、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１０３】
　条項１４．　前記ゴルフクラブヘッドは、ハイブリッドのゴルフクラブヘッドを有する
、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１０４】
　条項１５．　前記ゴルフクラブヘッドは、アイアンのゴルフクラブヘッドを有する、条
項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１０５】
　条項１６．　前記第１及び第２段移行部のそれぞれは、第１及び第２弧状面を有し、前
記第１弧状面は第１曲率半径を有し、前記第２弧状面は第２曲率半径を有する、条項１に
記載の前記ゴルフクラブ。
【０１０６】
　条項１７．　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及
び第２段の前記第１厚さと前記第２厚さとの間の差の少なくとも２倍であり、前記第２段
移行部の前記第１及び第２曲率半径は、前記第２段及び前記第３段のそれぞれ前記第２厚
さと前記第３厚さとの間の差の少なくとも２倍である、条項１０に記載の前記ゴルフクラ
ブ。
【０１０７】
　条項１８．　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及
び第２段の前記第１厚さと前記第２厚さとの間の差の約６．５倍であり、前記第２段移行
部の前記第１及び第２曲率半径は、前記第２段及び前記第３段のそれぞれ前記第２厚さと
前記第３厚さとの間の差の約６．５である、条項１６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１０８】
　条項１９．　前記第１段は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０２０インチから約０．０５０インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０１０インチから約０．０４０インチの厚さである、条項５に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【０１０９】
　条項２０．　前記第１段は、約０．０３５インチから約０．０６５インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０２５インチから約０．０５５インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０１５インチから約０．０４５インチの厚さである、条項５に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【０１１０】
　条項２１．　前記第１段は、約０．０５０インチから約０．０８０インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０４０インチから約０．０７０インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、条項５に記載のゴルフク
ラブヘッド。
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【０１１１】
　条項２２．　前記第１段は、約０．０５５インチから約０．０８５インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０４５インチから約０．０７５インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、条項５に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【０１１２】
　条項２３．　前記内径移行領域は、塑性ヒンジを有する、条項１に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【０１１３】
　条項２４．　更に、キャビティを備え、該キャビティは、頂部壁と、後壁と、底部傾斜
部と、キャビティの頂部及び後壁間で測定されるバックキャビティ角度と、少なくとも１
つのチャンネルとを有し、前記キャビティは、クラウンの頂部レールの下側に配置され、
クラウンの下部領域の上側に配置され、少なくとも一部がクラウンの上部領域とクラウン
の下部領域とで画定される、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１１４】
　条項２５．　更に、前記打球面または内径移行部の背部で前記クラブヘッドの前端に位
置する第１クラウン厚さと、前記第１クラウン厚さの背部で前記クラブヘッドの後部に向
けて位置する第２クラウン厚さとを備え、前記第１クラウン厚さは第２クラウン厚さより
も厚い、条項１に記載の前記ゴルフクラブヘッド。
【０１１５】
　条項２６．　打球面と、ヒール領域と、前記ヒール領域に対向するトウ領域と、ソール
と、クラウンと、打球面からソールまたはクラウンの少なくとも一方への内径移行部とを
有するゴルフクラブヘッドと、前記ゴルフクラブヘッドに連結されるシャフトとを備える
ゴルフクラブであって、前記内径移行部は、ゴルフクラブヘッドの外部から視認できず、
第１段と、第２段と、第１段と第２段との間の段移行領域とを備える、前記ゴルフクラブ
。
【０１１６】
　条項２７．　前記第１段は、第１実質的一定厚を有し、前記第２段は、前記第１実質的
一定厚と異なる第２実質的一定厚を有する、条項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１１７】
　条項２８．　前記段移行領域は、厚さが直線状の斜面を有する、条項２６に記載の前記
ゴルフクラブ。
【０１１８】
　条項２９．　前記段移行領域は、約９０度のステップを有する、条項２６に記載の前記
ゴルフクラブ。
【０１１９】
　条項３０．　前記内径移行領域は、更に、第１段の第１厚さ及び第２段の第２厚さより
も薄い第３厚さを有する第３段を備える、条項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２０】
　条項３１．　前記第１段の第１段長は、前記第２段の第２段長とほぼ等しく、前記第１
及び第２段長は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に向けて測定される、条
項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２１】
　条項３２．　前記第１段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に測定した
ときに、前記第２段よりも長い、条項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２２】
　条項３３．　前記第３段は、前記打球面から前記ゴルフクラブヘッドの後方に、前記第
２段よりも長い、条項３０に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２３】
　条項３４．　前記ゴルフクラブヘッドは、更に、ソールに内側重りパッドを有する、条
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項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２４】
　条項３５．　前記内側重りパッドは、前記内径移行部の第１段よりも厚い、条項３４に
記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２５】
　条項３６．　前記ゴルフクラブヘッドは、更に、前記ソールに、前記打球面とほぼ平行
な内側リブを有し、前記内側リブの内側リブ厚は、前記内径移行部の最終段よりも厚い、
条項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２６】
　条項３７．　前記第１及び第２段移行部のそれぞれは、第１及び第２弧状面を有し、前
記第１弧状面は第１曲率半径を有し、前記第２弧状面は第２曲率半径を有する、条項３０
に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１２７】
　条項３８．　前記第１段移行部の前記第１及び第２曲率半径は、それぞれ前記第１段及
び第２段の前記第１厚さと前記第２厚さとの間の差の少なくとも２倍であり、前記第２段
移行部の前記第１及び第２曲率半径は、前記第２段及び前記第３段のそれぞれ前記第２厚
さと前記第３厚さとの間の差の少なくとも２倍である、条項３７に記載の前記ゴルフクラ
ブ。
【０１２８】
　条項３９．　前記第１段は、約０．０３５インチから約０．０６５インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０２５インチから約０．０５５インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０１５インチから約０．０４５インチの厚さである、条項３０に記載のゴルフ
クラブ。
【０１２９】
　条項４０．　前記第１段は、約０．０５０インチから約０．０８０インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０４０インチから約０．０７０インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、条項３０に記載のゴルフ
クラブ。
【０１３０】
　条項４１．　前記第１段は、約０．０５５インチから約０．０８５インチの厚さであり
、前記第２段は、約０．０４５インチから約０．０７５インチの厚さであり、前記第３段
は、約０．０３０インチから約０．０６０インチの厚さである、条項３０に記載のゴルフ
クラブ。
【０１３１】
　条項４２．　前記内径移行領域は、塑性ヒンジを有する、条項２６に記載のゴルフクラ
ブ。
【０１３２】
　条項４３．　更に、キャビティを備え、該キャビティは、頂部壁と、後壁と、底部傾斜
部と、キャビティの頂部及び後壁間で測定されるバックキャビティ角度と、少なくとも１
つのチャンネルとを有し、前記キャビティは、クラウンの頂部レールの下側に配置され、
」クラウンの下部領域の上側に配置され、少なくとも一部がクラウンの上部領域とクラウ
ンの下部領域とで画定される、条項２６に記載の前記ゴルフクラブ。
【０１３３】
　条項４４．　打球面と、ヒール領域と、前記ヒール領域に対向するトウ領域と、ソール
と、クラウンとを有するボディを準備し、打球面からソールまたはクラウンの少なくとも
一方への内径移行部を準備することを包含するゴルフクラブヘッドを製造する方法であっ
て、前記内径移行部は、ゴルフクラブヘッドの外部から視認できず、第１厚さを有する第
１段と、第１厚さよりも薄い第２厚さを有する第２段と、第１段と第２段との間の段移行
領域とを備える、前記ゴルフクラブヘッドの製造方法。
【０１３４】
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　条項４５．　前記第1厚さは、実質的に一定であり、前記第２厚さは、実質的に一定で
かつ前記第１厚さと異なる、条項４４に記載の前記ゴルフクラブヘッドの製造方法。
【０１３５】
　条項４６．　前記内径移行領域は、更に、第１段の第１厚さ及び第２段の第２厚さより
も薄い第３厚さを有する第３段を備える、条項４４に記載の前記ゴルフクラブヘッドの製
造方法。
【０１３６】
　１つまたは複数の請求要素の置換は、再構成を構成し、補綴ではない。更に、問題に対
する利点、他の有利な点及び解決を、特別な実施形態に関連して説明してきた。しかしな
がら、問題に対する利点、他の有利な点及び解決、並びに、任意の利点、有利な点または
解決を発生させまたは明らかとさせる任意の１つまたは複数の要素は、このような利点、
有利な点、解決または要素がこのような請求の範囲に明示的に述べられていない限り、請
求の範囲の任意またはすべての要素の重大な、必須の、または、本質的な特徴若しくは要
素を構成するものではない。
【０１３７】
　ゴルフに対する規則は、時々変更される（例えば、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）、英国
ゴルフ協会（Ｒ＆Ａ）等のゴルフ標準組織及び／または管理機関によって、新しい規則が
適用されることがあり、または、古いルールが撤廃若しくは変更されることがある）ため
、本明細書に記載の装置、方法及び製品に関するゴルフ用品は、任意の特定時におけるゴ
ルフのルールに適合しまたは適合しないことがある。したがって、本明細書に記載の装置
、方法及び製品に関するゴルフ用品は、適合または非適合ゴルフ用品として、公表され、
売り出され、及び／または、売却されることがある。本明細書に記載の装置、方法及び製
品は、この点について制限されない。
【０１３８】
　上記実施例は、ドライバタイプのゴルフクラブとの関連で記載されているが、本明細書
に記載の装置、方法及び製品は、フェアウッドタイプのゴルフクラブ、ハイブリッドタイ
プのゴルフクラブ、アイアンタイプのゴルフクラブ、ウェッジタイプのゴルフクラブ、ま
たは、パタータイプのゴルフクラブ等の他のタイプのゴルフクラブに適用してもよい。一
方、本明細書に記載の装置、方法及び製品は、ホッケー用スティック、テニスラケット、
釣り竿、スキーのストック等の他のタイプのスポーツ用品に適用可能としてもよい。
【０１３９】
　更に、本明細書に記載の実施形態及び制限は、実施形態及び／または制限が、（１）請
求の範囲に明示的に主張されていない、及び、（２）均等論の下で、請求の範囲における
表現要素及び／または制限と等価または潜在的に等価である場合、公開主義の下で公衆に
提供するものではない。
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