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(57)【要約】
【課題】付加的な裁量質量を有し、改善された重心位置
を有し、ボール打球時における動的なロフトが増大する
ことによりフック／スライス傾向が低減したゴルフクラ
ブヘッドを提供する。
【解決手段】ゴルフクラブヘッドは、約１５０ｇ～約２
５０ｇの総質量と、総質量の少なくとも約８％を構成す
る少なくとも１つの非金属部と、地面から約５ｍｍ～約
１０ｍｍの垂直距離において測定した場合に約９６ｍｍ
～約１４０ｍｍの切れ長さと、少なくとも約３００ｃｍ
3の体積と、を有するよう構成される。
【選択図】図１９Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　約１５０ｇ～約２５０ｇの総質量と、
　総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属部と、
　地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直距離において測定した場合に約９６ｍｍ～約１４
０ｍｍの切れ長さと、
　少なくとも約３００ｃｍ3の体積と、
　を有するゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　スウィートスポットとフェース中心とを有する打球面をさらに有し、
　前記スウィートスポットは前記フェース中心と略一致する請求項１に記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約２０％を構成する請求項１に記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約３０％を構成する請求項３に記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの非金属部が高分子材料を含む請求項１に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの非金属部が合成材料を含む請求項１に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項７】
　前記切れ長さが約１００ｍｍ～約１４０ｍｍである請求項１に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項８】
　複数の基準パスをさらに有し、
　前記複数の基準パスの少なくとも１つが少なくとも２つの節点を有する請求項１に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　複数の基準パスをさらに有し、
　前記複数の基準パスの少なくとも１つが約２０ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有する請
求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記平均高さが約３６ｍｍ～約４１ｍｍである請求項９に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記平均高さが約３７ｍｍ～約４０ｍｍである請求項９に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　少なくとも約２５００ｇ・ｃｍ2の第一の高－低慣性モーメントをさらに有する請求項
１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　約１５０ｇ～約２５０ｇの総質量と、
　第一のヒール－トウ慣性モーメントと、
　連結部材を含むとともに前記総質量の少なくとも約８％を構成する軽量部と、
　前記軽量部と結合されるとともに、前記第一のヒール－トウ慣性モーメントの約８５％
～約９９％の大きさの第二のヒール－トウ慣性モーメントを有するクラブヘッド部と、
　少なくとも約３００ｃｍ3の体積と、
　を有するゴルフクラブヘッド。
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【請求項１４】
　前記第二のヒール－トウ慣性モーメントの大きさが前記第一のヒール－トウ慣性モーメ
ントの約８８％～約９７％である請求項１３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　前記第二のヒール－トウ慣性モーメントの大きさが前記第一のヒール－トウ慣性モーメ
ントの約９０％～約９５％である請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記クラブヘッド部がスウィートスポットとフェース中心とを有する打球面をさらに有
し、前記スウィートスポットは前記フェース中心と略一致する請求項１３に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項１７】
　第一の高－低慣性モーメントと、
　前記第一の高－低慣性モーメントの約８５％～約９９％の大きさの第二の高－低慣性モ
ーメントと、
　をさらに有する請求項１３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記第二の高－低慣性モーメントの大きさが前記第一の高－低慣性モーメントの約８８
％～約９７％である請求項１７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記第二の高－低慣性モーメントの大きさが前記第一の高－低慣性モーメントの約９０
％～約９５％である請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記軽量部が総質量の少なくとも約２０％を構成する請求項１３に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項２１】
　前記軽量部が総質量の少なくとも約３０％を構成する請求項２０に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項２２】
　地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直距離において測定した場合に約９６ｍｍ～約１４
０ｍｍの切れ長さをさらに有する請求項１３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　前記切れ長さが約１００ｍｍ～約１４０ｍｍである請求項２２に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項２４】
　複数の基準パスをさらに有し、
　前記複数の基準パスの少なくとも１つが約２０ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有する請
求項１３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　前記平均高さが約３６ｍｍ～約４１ｍｍである請求項２４に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項２６】
　前記平均高さが約３７ｍｍ～約４０ｍｍである請求項２４に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項２７】
　複数の基準パスをさらに有し、
　前記複数の基準パスの少なくとも１つが少なくとも２つの節点を有する請求項１３に記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２８】
　打球面と、
　約１５０ｇ～約２５０ｇの総質量と、
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　総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属部と、
　少なくとも１つが約２０ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有する複数の基準パスと、
　少なくとも約３００ｃｍ3の体積と、
　を有するゴルフクラブヘッド。
【請求項２９】
　前記打球面がスウィートスポットとフェース中心とを有し、前記スウィートスポットは
前記フェース中心と略一致する請求項２８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約２０％を構成する請求項２８に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約３０％を構成する請求項２８に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３２】
　約２０００Ｈｚ～約７５００Ｈｚの第一の振動共振周波数と、第二、第三、第四、およ
び第五の振動共振周波数をさらに有する請求項２８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３３】
　優位共振周波数をさらに有し、
　前記優位共振周波数が前記第一、前記第二、前記第三、前記第四、および前記第五の振
動共振周波数のいずれかである請求項３２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３４】
　前記第一の振動共振周波数が約２５００Ｈｚ～約６０００Ｈｚである請求項３２に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項３５】
　優位共振周波数をさらに有し、
　前記優位共振周波数が前記第一、前記第二、前記第三、前記第四、および前記第五の振
動共振周波数のいずれかである請求項３４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３６】
　前記第一の振動共振周波数が約３０００Ｈｚ～約５０００Ｈｚである請求項３４に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項３７】
　優位共振周波数をさらに有し、
　前記優位共振周波数が前記第一、前記第二、前記第三、前記第四、および前記第五の振
動共振周波数のいずれかである請求項３６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３８】
　少なくとも約２５００ｇ・ｃｍ2の第一の高－低慣性モーメントをさらに有する請求項
２８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３９】
　少なくとも約３５００ｇ・ｃｍ2の第一のヒール－トウ慣性モーメントをさらに有する
請求項２８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４０】
　少なくとも１つが少なくとも２つの節点を有する複数の基準パスをさらに有する請求項
２８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４１】
　前記平均高さが約３６ｍｍ～約４１ｍｍである請求項２８に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項４２】
　打球面と、
　約１５０ｇ～約２５０ｇの総質量と、
　総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属部と、
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　少なくとも１つが少なくとも２つの節点を有する複数の基準パスと、
　少なくとも約３００ｃｍ3の体積と、
　を有するゴルフクラブヘッド。
【請求項４３】
　前記打球面がスウィートスポットとフェース中心とを有し、前記スウィートスポットは
前記フェース中心と略一致する請求項４２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約２０％を有する請求項４２に記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つの非金属部が総質量の少なくとも約３０％を有する請求項４２に記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４６】
　約２０００Ｈｚ～約７５００Ｈｚの第一の振動共振周波数をさらに有する請求項４２に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４７】
　前記第一の振動共振周波数が約２５００Ｈｚ～約６０００Ｈｚである請求項４６に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項４８】
　前記第一の振動共振周波数が約３０００Ｈｚ～約５０００Ｈｚである請求項４７に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項４９】
　少なくとも約２５００ｇ・ｃｍ2の第一の高－低慣性モーメントをさらに有する請求項
４２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５０】
　少なくとも約３５００ｇ・ｃｍ2の第一のヒール－トウ慣性モーメントをさらに有する
請求項４９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】
　本発明はゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ウッドタイプゴルフクラブヘッドの質量は約１５０～２５０ｇの範囲である
。この質量の一部によりクラブヘッドの構造的完全性を維持する。裁量質量（ｄｉｓｃｒ
ｅｔｉｏｎａｒｙ　ｍａｓｓ）と呼ばれる残りの質量は、ヘッドの質量特性および／また
は慣性特性を改善するために戦略的に分配できる。
【０００３】
　例えばクラブヘッドの壁を薄肉化するなど、有効裁量質量を増大させるための周知の方
法で得られる利点は最小限である。このため、近年のウッドタイプクラブヘッドにおいて
改善された性能を有するか否かは、従来の方法で得られる裁量質量の量によってある程度
制限される。
【０００４】
　一般的に、ゴルファーはクラブヘッドのフェース（打球面）中心付近でゴルフボールを
打球するのが自然な傾向である。フェース中心が、ほとんどのウッドタイプクラブにおい
て、ボールによる衝突時に最大のフェース反発が発生する、反発係数（ＣＯＲ）の「ホッ
トスポット」とも呼ばれるフェース上の点である。ＣＯＲの「ホットスポット」でボール
の衝突が発生すると、フェース反発は最大となるが、ショット精度は低い。これは、従来
のクラブヘッドでは、一般的に「スウィートスポット」（ヘッドの打球面上へのヘッド重
心（ＣＧ）の正射影であり、ヘッド回転やギア効果を生じない、クラブフェース上の点）
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がＣＯＲの「ホットスポット」よりも上に位置しているためである。よって、従来のウッ
ドタイプクラブでは、１回のゴルフショットの際に、ＣＯＲの「ホットスポット」へのボ
ールの衝突に関連する最大フェース反発や、「スウィートスポット」へのボールの衝突に
関連するショット精度などの性能変数のうち、１つのみが増大されうる。
【０００５】
　一般的に、従来のウッドタイプクラブのフェース中心付近でボールの衝突が起こること
でクラブヘッドのヘッド回転とギア効果の両方が顕著化され、飛距離および精度が低下す
る。
【０００６】
　ショット精度および飛距離は、クラブフェースに対するＣＧの深さによる影響も受ける
。従来のドライバーでは、ＣＧは通常フェース近傍に配置される。ＣＧが浅い位置に配置
されていることで、シャフトがＣＧと整合される方向へ動的に屈曲することが少なくなり
、ボールを打球する際にヘッドが好適に高く上がらず（ロフトせず）、フェースをかぶせ
ることができない。また、ＣＧが浅い位置に存在することで、中心を外れた打球の場合に
フェースの回転半径が縮小し、ショット精度が低下する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　付加的な（増大した）裁量質量を有し、改善された重心位置を有し、ボール打球時にお
ける動的なロフトによる寄与を増大させ、フック／スライス傾向が低減したゴルフクラブ
ヘッドが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、約１５０ｇ～
約２５０ｇの総質量と、総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属部
とを有していてもよい。さらに、クラブヘッドは、地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直
距離において測定した場合に約９６ｍｍ～約１４０ｍｍの切れ長さ（ｂｒｅａｋ　ｌｅｎ
ｇｔｈ）を有していてもよい。
【０００９】
　別の例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、少なくとも
約３５００ｇ・ｃｍ2の第一のヒール－トウ慣性モーメントと、約１５０ｇ～約２５０ｇ
の総質量を有していてもよい。さらに、ゴルフクラブヘッドは、第一のヒール－トウ慣性
モーメントの約８５％～約９９％の大きさの第二のヒール－トウ慣性モーメントを有する
クラブヘッド部を含有してもよい。総質量の少なくとも約８％を構成する軽量部がクラブ
ヘッド部と結合されてもよく、軽量部は連結部材を含んでもよい。
【００１０】
　別の例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、少なくとも
約２５００ｇ・ｃｍ2の第一の高－低慣性モーメントと、約１５０ｇ～約２５０ｇの総質
量とを有していてもよい。さらに、ゴルフクラブヘッドは、第一の高－低慣性モーメント
の約８５％～約９９％の大きさの第二の高－低慣性モーメントを有するクラブヘッド部を
含有してもよい。総質量の少なくとも約８％を構成する軽量部がクラブヘッド部と結合さ
れてもよく、軽量部は連結部材を含んでもよい。
【００１１】
　別の例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、約１５０ｇ
～約２５０ｇの総質量と、総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属
部とを有していてもよい。さらに、クラブヘッドは、複数の基準パスを有していてもよく
、複数の基準パスのうち少なくとも１つは約２０ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有しても
よい。
【００１２】
　別の例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、約１５０ｇ
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～約２５０ｇの総質量と、総質量の少なくとも約８％を構成する少なくとも１つの非金属
部を有していてもよい。さらに、クラブヘッドは、複数の基準パスを有していてもよく、
複数の基準パスのうち少なくとも１つは少なくとも２つの節点を有してもよい。
【００１３】
　別の例において、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、フェース部
と、ボディ部と、フェース部とボディ部との間に設けられる周辺取り付け領域を有してい
てもよい。周辺取り付け領域は、周長と、周長の約１％～約４０％を構成する少なくとも
２つの不連続の溶接部と、を有していてもよい。
【００１４】
　本発明のゴルフクラブヘッドの各種態様における、１つ以上の例により示される上記お
よび他の特徴や態様、利点は、以下の説明、添付の図面、および添付の請求の範囲を検討
すれば明らかである。下記の図面は例示目的で示されたもので、本発明の範囲を限定する
意図はない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付の図面を参照しながら例示的実施形態を説明する。図面において、同様の要
素は同様の参照番号で示す。
【００１６】
　本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの例を、以下の１つ以上の定義を
用いて説明する。
【００１７】
　図１Ａおよび図１Ｂを参照すると、クラブヘッド１０１は、トウ１０３、ヒール１０５
、中心軸（中心線）１０２を有するホーゼル１００、ソール部１０９およびフェース部１
０６を有していてもよい。フェース部１０６は打球面１１１、上端１０７、およびフェー
ス中心１１２を含む。
【００１８】
　本願明細書でいう「フェース中心」（例えば、フェース中心１１２）は、全米ゴルフ協
会（ＵＳＧＡ：Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）およ
びＲ＆Ａルールズ社（Ｒ＆Ａ　Ｒｕｌｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）により施行される『ゴルフ
クラブヘッドの可撓性測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｆ
ｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ａ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ）』（改訂版２．０の
６．１項（２００５年３月２５日））に記載された一般的な方法にて配置できる。当該手
順の全文（特に６．１～６．１．４項）を参照によって本願明細書に援用する。
【００１９】
　図１Ａおよび図１Ｂを参照すると、本願明細書でいう「基準位置」とは、フェースを真
っ直ぐに立て（squared）、ホーゼル中心線１０２が地面１０８に対し約６０°のライ角
αを有する状態におけるクラブヘッド１０１の位置を指す。フェースは、ホーゼル中心線
１０２を含む仮想垂直面１０４が、打球面１１１に略平行であるとともにフェース中心１
１２を通る仮想垂直面１１０に略平行である場合に、「真っ直ぐに立てられている」とす
る。
【００２０】
　図１Ｃを参照すると、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの慣性モー
メントを決定するための、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を有する三次元座標系の原点は、クラブヘッ
ドが基準位置にある状態においてクラブヘッド１０１の重心（ＣＧ）に位置する。Ｚ軸は
ＣＧを通り、地面１０８に対し垂直方向に沿って打球面１１１と略平行に延出する。Ｙ軸
はＣＧを通り、打球面１０６に略平行であるとともにＺ軸と略直交する方向に延出する。
Ｘ軸はＣＧを通り、Ｚ軸およびＹ軸と直交する方向に延出する。
【００２１】
　クラブヘッド１０１のＺ軸回りの慣性モーメントＩzzおよびＹ軸（Ｉyy）回りの慣性モ
ーメントＩyy（すなわち、第一の（primary）ヒール－トウＭＯＩおよび第一の（primary
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）高－低ＭＯＩ）は、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）およびＲ＆Ａルールズ社（Ｒ＆Ａ）の
『ゴルフクラブヘッド慣性モーメント測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓ
ｕｒｉｎｇ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｅｒｔｉａ　ｏｆ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　ｈｅａ
ｄｓ）（改訂版１．０（２００６年４月１２日））に記載された一般的な方法を利用して
求められ、Ｉyyの測定手順の変更に関して以下で議論する。ＵＳＧＡゴルフクラブヘッド
慣性モーメント測定手順、および関連する「ＵＳＧＡ　ＭＯＩ　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ
．ｘｌｓ」プログラムの全内容を参照によって本願明細書に援用する。
【００２２】
　ＵＳＧＡゴルフクラブヘッド慣性モーメント測定手順に記載されているように、ゴルフ
クラブヘッド１０１のＺ軸周りの慣性モーメントＩzz（第一のヒール－トウＭＯＩ）およ
びＹ軸周りの慣性モーメントＩyy（第一の高－低ＭＯＩ）を求めるために、ゴルフクラブ
ヘッドと同様の質量特性および全体寸法を有するテスト部品の慣性モーメント測定用に設
計された測定機器１１７（図２Ａおよび図２Ｂ参照）を利用できる。再び図２Ａおよび図
２Ｂを参照すると、ＵＳＧＡゴルフクラブヘッド慣性モーメント測定手順に記載されてい
る水平ジグプレート１２０が、ジグプレートと測定機器とが水平となるよう測定機器１１
７に取り付けられている。
【００２３】
　図２Ｃに示すように、ジグプレート１２０は第一の側１２１と第二の側１２３とを有す
る。第一の側１２１は取り付けピン１２５を、第二の側１２３は取り付けピン１２７を含
む。ピン１２５およびピン１２７は、ジグプレートに対し長手方向に配列された横列（行
）と、ジグプレートの幅方向に配列された縦列とを構成する。
【００２４】
　クラブヘッド１０１のＺ軸回りの第一のヒール－トウＭＯＩを測定するために、ジグプ
レート１２０に対し、クラブヘッドのソール部１０９が上を向き、ホーゼル中心線１０２
と仮想水平面１１３との間の角度θが約６０°となるようクラブヘッド１０１を方向付け
るためにアダプタ１１８ａ（図２Ａ）を使用する。さらに、クラブヘッドのフェース部１
０６は取り付けピン１２５および取り付けピン１２７の横列に対し略平行とする。クラブ
ヘッド１０１の第一のヒール－トウＭＯＩの測定のために、ジグプレート１２０の第一の
側１２１のピン１２５は右利き用クラブヘッドに、ジグプレート１２０の第二の側１２３
のピン１２７は左利き用クラブヘッドに用いる。
【００２５】
　クラブヘッド１０１のＹ軸周りの第一の高－低ＭＯＩを測定するために、クラブヘッド
のソール部１０９が略垂直となるようクラブヘッドをジグプレート１２０に対し方向付け
るため、アダプタ１１８ｂ（図２Ｂ）を使用する。換言すれば、クラブヘッド１０１はジ
グプレート１２０に対し、ホーゼル中心線１０２とソール部１０９に略平行な仮想垂直面
１１４との間の角度βが約６０°となるよう配置される。
【００２６】
　さらに、ＵＳＧＡゴルフクラブヘッド慣性モーメント測定手順に規定されているように
、クラブヘッドのフェース部１０６は取り付けピン１２５および取り付けピン１２７の横
列に略平行である。クラブヘッド１０１の第一の高－低ＭＯＩを測定するために、ジグプ
レート１２０の第一の側１２１のピン１２５は左利き用クラブヘッドに、ジグプレート１
２０の第二の側１２３のピン１２７は右利き用クラブヘッドに用いる。
【００２７】
　図３Ａを参照すると、本願明細書でいう「ホーゼル中心」（例えば、ホーゼル中心１２
２）とは、ホーゼル１００の端部により特徴付けられる、ホーゼル中心線１０２と仮想平
面１２９との交点を指す。
【００２８】
　基準位置におけるクラブヘッド１０１の重心ＣＧの位置は、下記のように説明される。
（１）図３Ｂを参照すると、重心ＣＧは仮想垂直面１２６から第一の水平距離１２４に位
置する。平面１２６は打球面１１１と略平行であるとともに、ホーゼル中心１２２を含む
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向きである。距離１２４は、平面１２６から重心ＣＧまでの最短水平距離である。
（２）図３Ｂを参照すると、重心ＣＧは仮想垂直面１３０から第二の水平距離１２８に位
置する。平面１３０は打球面１１１と略直交するとともにホーゼル中心１２２を通る向き
である。距離１２８は、平面１３０から重心ＣＧまでの最短水平距離である。
（３）図３Ｃを参照すると、重心ＣＧは地面１０８から垂直距離１３２に位置する。距離
１３２は地面１０８から重心ＣＧまでの最短垂直距離である。
【００２９】
　図４Ａを参照すると、本願明細書でいう「スウィートスポット」（例えば、スウィート
スポット１３４）とは、打球面１１１と、打球面１１１と略直交するとともにクラブヘッ
ド１０１の重心ＣＧを通る仮想線１３６との交点を指す。
【００３０】
　図５を参照すると、本願明細書でいう「フェース高さ」（例えば、フェース高さ１５４
）とは、クラブヘッド１０１が基準位置にある状態において、打球面１１１の最高点１６
０を通る第一の水平平面１５６と地面１０８との間の垂直距離を指す。
【００３１】
　図６を参照すると、本願明細書でいう「フェース長さ」（例えば、フェース長さ１６４
）とは、クラブヘッド１０１が基準位置にある状態において、点１６６と点１６８との間
の最短水平距離を指す。点１６６および点１６８は、フェース中心１１２を通る仮想水平
面１７０と、クラブヘッド１０１のヒール１０５およびトウ１０３に隣接する打球面１１
１の周縁とのそれぞれの交点により特徴付けられる。
【００３２】
　図７を参照すると、本願明細書でいう「中央頂点」（例えば、中央頂点１３８）とは、
クラブヘッド１０１が基準位置にある状態における、仮想垂直面１４０と打球面１１１の
頂部との交点を指す。平面１４０は打球面１１１と略直交するとともにフェース中心１１
２を通る向きである。
【００３３】
　図８を参照すると、本願明細書でいう「全長」（例えば、全長１８２）とは、打球面１
１１に略平行であるとともに中央頂点１３８を通る第一の仮想垂直面１８５と、平面１８
５に平行であるとともに、打球面１１１と反対側の、クラブヘッド１０１上の最大後方突
出点１５１を通る第二の仮想垂直面１８６との間の最短水平距離を指す。
【００３４】
　図９を参照すると、本願明細書でいう「全幅」（例えば、全幅１９０）とは、クラブヘ
ッド１０１が基準位置にある状態における、打球面１１１と略直交するとともにトウ１８
４の最大横方向突出点１９６を通る第一の仮想垂直面１９２と、打球面１１１と略直交す
るとともに３／４インチ（約１．９ｃｍ）の高さにおけるヒール１７６の最大横方向突出
点１９８を通る第二の仮想垂直面１９４との間の最短水平距離を指す。
【００３５】
　図１０Ａを参照すると、本願明細書でいう「切れ長さ」（例えば、切れ長さ１４２）と
は、クラブヘッドが基準位置にある状態で、地面１０８に対する垂直距離１４４において
、打球面１１１と略直交する方向に沿った、仮想垂直線１４６と、クラブヘッド１０１の
後部１４８の外面と、の間の水平距離をいう。仮想垂直線１４６は中央頂点１３８から地
面１０８まで延出する。
【００３６】
　図１９Ｂを参照すると、本願明細書で用いる用語「頂部」（例えば、頂部２０５０）と
は、クラブヘッド２０００が基準位置にある状態において、上面図で見た場合に見える打
球面１１１を除いたクラブヘッドの部分を指す。
【００３７】
　図１９Ｃを参照すると、本願明細書で用いる用語「底部」（例えば、底部２０６０）と
は、クラブヘッド２０００が基準位置にある状態において、底面図で見た場合に見えるク
ラブヘッドの部分を指す。
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【００３８】
　図１１Ａ～図１１Ｃを参照すると、本願明細書でいう「平均高さ」は、クラブヘッド１
０１が基準位置にある状態における、複数の基準パスＰ1～Ｐn（図１１Ｃ参照）の１つ以
上と地面１０８との間の複数の垂直距離Ｆ1～Ｆnの平均を指す。例えば、図１１Ｂに示さ
れるように、基準パスＰ1は仮想垂直面１４０と例示的クラブヘッド１０１の頂部２０５
０との交点により特徴付けられる。仮想垂直面１４０は打球面１１１と略直交するととも
にフェース中心１１２を通る向きである。図１１Ａを参照すると、基準パスＰ1の境界は
中央頂点１３８と、垂直面１４０と周縁１４５との交点とにより定義される。周縁１４５
は、上面図で見た場合のクラブヘッドの周囲の境界を構成する。
【００３９】
　図１１Ｃに示すように、他の基準パス、例えば、パスＰ2、Ｐ3、Ｐ4、およびＰ5は、基
準パスＰ1から横方向に例えば１ｃｍずつ離間されていてもよい。このような基準パスは
基準パスＰ1に平行な仮想垂直面（図示せず）とクラブヘッド１０１の頂部２０５０との
交点により特徴付けられ、基準パスの境界は上端１０７と周縁１４５とにより定義される
。垂直距離Ｆ1～Ｆnは、上端１０７を始端とし、水平方向に均等に（例えば１ｃｍずつ）
離間され、周縁１４５に最も近いパスに沿った位置が終端となる複数の基準パスＰ1～Ｐn

のいずれかに沿って測定される。
【００４０】
　本願明細書で用いる用語「非弓形結合部」は、弓形線が直線と交わる（図１２の（Ａ）
および（Ｂ）参照）、弓形線が別の弓形線と交わる（図１２の（Ｃ）、（Ｄ）、および（
Ｅ）参照）、あるいは直線が別の直線と交わる（図１２の（Ｆ）参照）、２本の線の結合
部を指す。
【００４１】
　図１３Ａを参照すると、本願明細書でいう「節点」（例えば、節点１７２）とは、曲率
が凹から凸もしくはその逆に変化する、図１１Ｃに関連して上述した複数の基準パスＰ1

～Ｐnの１つ以上に沿った少なくとも１つの点を指す。複数の基準パスＰ1～Ｐnのうちの
１つの曲率が変化したか否かを決定するに当たり、各基準パスに沿った全ての非弓形結合
部は弓形であると仮定する。例えば図１３Ｂに示されるクラブヘッド１５３の各非弓形結
合部１７８は、図１３Ｃおよび図１３Ｄに示されるように、極めて小さい小半径を有する
仮想結合部１８０に置き換えられる。
【００４２】
　本願明細書で用いる用語「裁量質量」とは、クラブヘッドの目標質量と、クラブヘッド
の形成に必要とされる最小構造質量との差をいう。
【００４３】
　本願明細書で用いる用語「体積」は、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）とＲ＆Ａルールズ社
の規定する『ウッドクラブのクラブヘッドサイズ測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ
　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｗｏｏｄ　Ｃｌ
ｕｂｓ）』（改訂版１．０の５項（２００３年１１月２１日））に記載の方法にて定めら
れた体積をいう。
【００４４】
　図１４および図１５を参照すると、本発明の１つ以上の態様に従ったウッドタイプクラ
ブヘッドは、フェース部１０６とボディ部１０００とを有していてもよい。ボディ部１０
００は、例えば上部カバー１０３０、中間部１０２０、および下部カバー１０４０の３つ
の別々の要素を組み込んでいてもよい。上部カバー１０３０および／または下部カバー１
０４０は熱硬化性材料、熱可塑性材料、合成材料などの非金属材料からなってもよい。有
効裁量質量を増大させるため、クラブヘッドの非金属部はヘッドの材料体積の総量の少な
くとも約３０％、より好適にはヘッドの総質量の少なくとも約２０％、最も好適にはヘッ
ドの総質量の少なくとも約８％を構成する。一般的に、本発明の１つ以上の態様に従った
ウッドタイプクラブヘッドの総質量は約１５０ｇ～約２５０ｇである。増大された裁量質
量は、クラブヘッドの慣性特性および／または重心位置を改善すべく再配置できる。
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【００４５】
　中間部１０２０はクラブヘッドの構造的完全性および／または慣性特性を改善すべく金
属材料を含有してもよい。図１６Ａおよび図１６Ｂに示すように、中間部１０２０は上部
カバー１０３０と下部カバー１０４０とを分離することができる。ボディ部１０００の構
成要素は接着結合材料などの任意手段により適宜結合できる。
【００４６】
　本発明の１つ以上の態様に従ったクラブヘッドは、上述のように決定された好適な平均
高さを利用する。詳細には、従来のドライバーの平均高さと比べて平均高さを低くするこ
とで、例えば、上部カバー部１０３０を形成するのに必要な材料を少なくし、有効裁量質
量を増大させる。複数の基準パスＰ1～Ｐn（図１１Ｃ参照）の少なくとも１つと地面１０
８との間の平均高さは、例えば約２０ｍｍ～約４５ｍｍ、約３５ｍｍ～約４５ｍｍ、約３
６ｍｍ～約４１ｍｍ、約３７ｍｍ～約４０ｍｍ、約１５ｍｍ～約３０ｍｍ、あるいは約１
５ｍｍ～約４０ｍｍとしてもよい。上述した例示的平均高さを利用して形成される増大さ
れた裁量質量は、質量特性を改善するために本発明の１つ以上の態様に従ったクラブヘッ
ドに再配置できる。
【００４７】
　また、有効裁量質量の増大は、クラブヘッド（図１１Ｃ参照）の頂部２０５０の複数の
基準パスＰ1～Ｐnの１つ以上に沿って少なくとも１つの節点１７２（図１３Ａ参照）を設
けることによっても達成される。好適な数の節点１７２を用いることで、有益な重量分配
につながるクラウン形状が得られる。例えば、図１３Ａに示すように、例えば２つの節点
１７２を設けることで、クラブヘッド１０１の頂部２０５０に凹部１０１５を形成しても
よい。このようなクラブヘッド構成とすることで、クラブヘッド頂部からヘッド内の好適
な位置に質量を再配分することができる。従って、例えばクラブヘッドの慣性特性および
／または重心ＣＧの位置を改善するために質量を再配分できる。この結果、より許容でき
るクラブヘッドが実現し、ショット精度および飛距離が改善できる。
【００４８】
　本発明の１つ以上の態様に従って、例えば、局在化された非金属部、好適な平均高さ、
および／または１つ以上の節点を利用することで得られる追加の裁量質量が例示的クラブ
ヘッド１０１の可能な限り低く且つ深い位置に配置されるため、クラブヘッドの重心をよ
り好適に配置できる。上記のようにして得られる追加の裁量質量は、例えば、約５ｇ～約
８０ｇの組み合わせ重量を有する１つ以上の重量要素もしくはパッドの形態をとってもよ
い。
【００４９】
　図１０Ｂに示すように、従来のクラブヘッド（例えば、クラブヘッド１４３）は、ソー
ル（例えば、ソール１４１）が一般に地面１０８から浮いていたこともあり、裁量質量を
胴体の低く且つ深い位置に配置できる可能性が制限されていた。再び図１０Ｂを参照する
と、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッド１０１は、切れ長さ１４２を有
して構成されるソール１３９を含む。切れ長さ１４２は、同様の体積を有する従来のクラ
ブヘッド１４３の対応する切れ長さ１４２ａと比べて長くなっている。切れ長さ１４２が
長くなっていることより明らかであるように、ソール１３９を新規な構成とすることで、
各種例において本発明のクラブヘッド１０１の裁量質量を、例えばクラブヘッド１４３な
どの従来のクラブヘッドと比べて低く、且つ深い位置に配置できる。
【００５０】
　従って、クラブヘッド１０１は地面１０８に対し約１ｍｍ～約１５ｍｍの垂直距離１４
４において約５０ｍｍ～約１１０ｍｍの切れ長さ１４２を有していてもよい。好適には、
切れ長さ１４２は地面１０８に対し約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直距離１４４において約９
０ｍｍ～約１５０ｍｍ、より好適には約９６ｍｍ～約１４０ｍｍ、さらに好適には約１０
０ｍｍ～約１４０ｍｍ、さらに好適には約１１０ｍｍ～約１４０ｍｍ、最も好適には約１
２０ｍｍ～約１４０ｍｍに設定できる。本発明の１つ以上の態様に従った切れ長さ１４２
を適用することで、裁量質量をクラブヘッド１４３内の低く、且つ深い位置に配置でき、
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重心位置が改善される。
【００５１】
　図４Ｂに示すように、本発明の１つ以上の態様に従ったソール１３９の構成に関連して
切れ長さを長くすることで裁量質量をクラブヘッド１０１の実質的に低い位置に配置でき
、スウィートスポット１３４とＣＯＲの「ホットスポット」、すなわちフェース中心１１
２とを略整合させることができる。重心ＣＧを低い位置に配置し、スウィートスポット１
３４をＣＯＲの「ホットスポット」１１２と整合させることで、２つの性能変数の利点、
すなわちＣＯＲの「ホットスポット」１１２に関連するショット飛距離の伸びと、「スウ
ィートスポット」１３４に関連する精度の向上とを同時に実現できる。
【００５２】
　本発明の１つ以上の態様に従ったソール１３９の構成による増大した切れ長さにより、
重心をクラブヘッドの深い位置に配置できる。図３Ｂを参照すると、重心の深さは、重心
ＣＧと、ホーゼル中心１２２を含む垂直面１２６との間の最短水平距離（例えば、距離１
２４）である。重心ＣＧを深い位置に配置することで、ボールの衝突時にヘッドを高く上
げ、好適にはフェースを「正面から（square）」かぶせるため、シャフトをＣＧと整合さ
れる方向へより大きく動的に撓ませる。よって打球状態およびショット精度が向上する。
【００５３】
　図３Ｂおよび図３Ｃに示すように、クラブヘッド１０１の重心ＣＧの位置を、上述の第
二の水平距離１２８および第一の垂直距離１３２を参照しながらさらに説明する。本発明
の１つ以上の態様において、第一の水平距離１２４は好適には約１２ｍｍ～約３８ｍｍ、
より好適には約１５ｍｍ～約３６ｍｍ、最も好適には約２５ｍｍ～約３５ｍｍに設定でき
る。第二の水平距離１２８は好適には約４０ｍｍ～約７８ｍｍ、より好適には約５０ｍｍ
～約７０ｍｍ、最も好適には約５５ｍｍ～約６６ｍｍに設定できる。第一の垂直距離１３
２は好適には約１０ｍｍ～約３０ｍｍ、より好適には約１０ｍｍ～約２５ｍｍ、より好適
には約１０ｍｍ～約２０ｍｍ、最も好適には約１０ｍｍ～約１５ｍｍに設定できる。
【００５４】
　重心位置を改善することに加え、裁量質量をクラブヘッド全体に好適に配置することで
、第一のヒール－トウＭＯＩおよび第一の高－低ＭＯＩを改善でき、ひいてはスライス／
フック傾向を低減することで、中心を外れた打球の性能を高める。本発明の１つ以上の態
様に従った第一の高－低ＭＯＩは、好適には少なくとも約２５００ｇ・ｃｍ2、より好適
には少なくとも約３０００ｇ・ｃｍ2であってもよい。第一のヒール－トウＭＯＩは好適
には少なくとも約３５００ｇ・ｃｍ2、より好適には少なくとも約４０００ｇ・ｃｍ2、最
も好適には少なくとも約４５００ｇ・ｃｍ2であってもよい。
【００５５】
　図５および図６を参照すると、有効裁量質量の一部は打球面１１１を高く、且つ広くす
るためにフェース部１０６に利用されてもよい。打球面が広いことは、ゴルファーの自信
を高め、ひいてはクラブヘッドスピードの向上、飛距離の伸びにつながる。本発明の１つ
以上の態様に従ったフェース高さ１５４は、好適には約３５ｍｍ～約７０ｍｍ、より好適
には約４５ｍｍ～約５８ｍｍ、最も好適には約４８ｍｍ～約５６ｍｍに設定できる。フェ
ース長さ１６４は、好適には約９４ｍｍ～約１１５ｍｍ、より好適には約９６ｍｍ～約１
１２ｍｍ、最も好適には約９８ｍｍ～約１１０ｍｍに設定できる。
【００５６】
　図１４および図１５に示されるフェース部１０６は、例えば溶接、接着、ろう付けもし
くは他の手段にて適宜ボディ部１０００に取り付けられるカップ部１０５０もしくは打球
板１０６０と、環状部１０７５とを有していてもよい。フェース部１０６および中間部１
０２０は同一材料からなるのが一般的であるが、非同一材料も利用できる。例えば、中間
部１０２０が第一の金属材料からなり、打球板１０６０が第二の金属材料からなり、環状
部１０７５が第三の金属材料からなってもよい。例によっては、第三の金属材料の密度は
第二の金属材料の密度より大であってもよく、第二の金属材料の密度は第一の金属材料の
密度より大であってもよい。材料を適宜組み合わせることで、改善された性能、コスト、
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および／または美的概観を有するクラブヘッドを提供できる。
【００５７】
　図１６Ａおよび図１６Ｂに示すように、本発明の１つ以上の態様に従ったフェース部１
０６は、２つの不連続の溶接部、すなわちクラブヘッド１０１のトウ１０３近傍に位置す
る第一の溶接部１０８０と、ヒール１０５近傍に位置する第二の溶接部１０９０とにより
中間部１０２０に結合されてもよい。図１７に示されるように、各溶接部はフェース部１
０６とボディ部１０００との結合部により特徴付けられる周辺取り付け領域１０２５に配
置されてもよい。取り付け領域１０２５は略平面状もしくは非平面状、すなわち概ね二次
元もしくは三次元とすることができる。周辺取り付け領域１０２５における溶接部１０８
０および溶接部１０９０の長さは、例えば溶接などの高温結合作業に伴う歪みなどの不都
合な影響を低減すべく最小化されてもよい。好適には、溶接部１０８０および溶接部１０
９０は周辺取り付け領域１０２５の周長の約１％～約４０％を構成する。より好適には、
溶接部１０８０および溶接部１０９０は周辺取り付け領域１０２５の周長の約１%～約３
０％を構成する。さらに好適には、溶接部１０８０および溶接部１０９０は周辺取り付け
領域１０２５の周長の約１％～約２０％を構成する。最も好適には、溶接部１０８０およ
び溶接部１０９０は周辺取り付け領域１０２５の周長の約１％～約１０％を構成する。
【００５８】
　周辺取り付け領域１０２５の各溶接部は、突き合わせ、重ね継ぎ、または角継手などの
多数の溶接結合構成のいずれかを含むことができる。各結合部を溶接する前に仮付け溶接
もしくはクランプ固定を行い、結合される部品を適切に位置合わせした状態に維持しても
よい。
【００５９】
　図１８Ａおよび図１８Ｂを参照すると、ボディ部の残りの構成要素、すなわち上部カバ
ー１０３０および下部カバー１０４０は、中間部１０２０およびフェース部１０６を含む
アセンブリに、例えば接着結合材料により結合されてもよい。支持棚１０４５ａおよび支
持棚１０４５ｂが、上部カバー１０３０および下部カバー１０４０を取り付けるために中
間部１０２０およびフェース部１０６に設けられてもよい。支持棚１０４５ａおよび支持
棚１０４５ｂを凹部とすることで、上部カバー１０３０および／または下部カバー１０４
０をクラブヘッドの残りの部分と略同一平面上に配置できる。最終的なクラブヘッドは全
長１８２（図８参照）と全幅１９０（図９参照）の両方において約７５ｍｍより大きくて
もよい。本発明の１つ以上の態様に従ったクラブヘッドの体積は、約４８０ｃｍ3未満、
好適には約４００ｃｍ3未満、より好適には約３９０ｃｍ3未満、最も好適には約３８０ｃ
ｍ3未満に設定できる。
【００６０】
　図１９Ａ～図１９Ｅを参照すると、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッ
ド２０００はフェース部１０６とボディ部１０００ａとを含有してもよい。ヘッドの裁量
質量を増大させるため、ボディ部１０００ａは、上部部材２０３０、下部部材２０４０、
および、必要に応じて、上部部材２０３０と下部部材２０４０との間に延出する少なくと
も１つの連結部材（例えば、連結部材２０７０）を有する軽量部２１００を含有してもよ
い。別の例では、軽量部２１００は上部部材２０３０と、クラブヘッドの上部部材２０３
０と底部２０６０（図１９Ｅ参照）の間に延出する少なくとも１つの連結部材（例えば、
連結部材２０７０）のみを含有してもよい。さらに別の例では、軽量部２１００は下部部
材２０４０と、クラブヘッドの下部部材２０４０と頂部２０５０（図１９Ｄ参照）との間
に延出する少なくとも１つの連結部材（例えば、連結部材２０７０）のみを含有してもよ
い。軽量部２１００は、例えば、チタン、マグネシウム、アルミニウムおよび／またはス
テンレス鋼などの金属材料、および／または、例えば熱可塑性物質、熱硬化性物質、およ
び／または合成材料などの非金属材料から構成されてもよい。
【００６１】
　図１９Ａを参照すると、ボディ部１０００ａは、例えば接着、溶接、ろう付けなどの任
意手段を適宜用いて軽量部２１００に結合可能な支持外殻（シェル）２０１０をさらに含
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む。図１９Ｂおよび図１９Ｃに示すように、軽量部２１００は、少なくとも部分的に支持
外殻２０１０により画定されうる。クラブヘッド２０００の慣性特性を改善するため、例
示的支持外殻２０１０は軽量部２１００に比べて高密度の材料で構成されてもよい。この
ように構成することで、中心を外れた打球の場合にショット精度および飛距離が改善され
る。支持外殻２０１０は金属および／または非金属材料からなっていてよい。
【００６２】
　図２０を参照すると、軽量部２１００は、クラブヘッド２０００の構造的完全性および
／または音響特性を改善するために、少なくとも１つの連結部材（例えば、連結部材２０
７０）を含有してもよい。一例において、連結部材２０７０は下部部材２０４０から上部
部材２０３０に向けて延出する。連結部材２０７０は相互に略平行もしくは斜めに配置さ
れうる。軽量部２１００をこのように構成することで、好適な振動周波数を促進し、ボー
ルの衝突時のクラブヘッドの音響特性を改善できる。
【００６３】
　ボールの衝突時にゴルフクラブヘッドから発生する音は、プレイヤーの自信や動作に重
大な心理的影響を及ぼす。連結部材２０７０をクラブヘッドに設けることで、好適な優位
振動共振周波数が得られる。優位振動共振周波数は、最大音響エネルギーを発生する共振
周波数として定義される。所与の共振周波数の音響エネルギーを測定するには、振幅をＹ
軸に、時間をＸ軸にとり、時間と振幅のプロット（グラフ作成）を行ってもよい。曲線の
下側に最大領域を有する共振周波数が優位振動共振周波数である。通常は第一の振動共振
周波数が優位共振周波数である。好適には、第一の振動共振周波数は約２０００Ｈｚ～約
７５００Ｈｚ、より好適には約２５００Ｈｚ～約６０００Ｈｚ、最も好適には約３０００
Ｈｚ～約５０００Ｈｚである。例によっては、優位共振周波数は第二、第三、第四、また
は第五の振動共振周波数であってもよい。
【００６４】
　クラブヘッド２０００の総質量は約１５０ｇ～約２５０ｇに設定できる。軽量部２１０
０は、好適にはクラブヘッド２０００の総質量の少なくとも約２０％、より好適にはクラ
ブヘッド２０００の総質量の少なくとも約３０％、最も好適にはクラブヘッド２０００の
総質量の少なくとも約４０％を構成する。
【００６５】
　図２１を参照すると、本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドは、フェー
ス部１０６と支持外殻２０１０ａとを有するクラブヘッド部２２００を有してもよい。支
持外殻２０１０は上部開口２２１０および底部開口２２２０の少なくともいずれかを有し
てもよい。一例において、軽量部（図２０参照）は各種構成において支持外殻２０１０ａ
と結合されていてもよい。
【００６６】
　クラブヘッド部２２００のＺ軸回りの慣性モーメントＩzzおよびＹ軸回りの慣性モーメ
ントＩyy（すなわち、それぞれ第二の（secondary）ヒール－トウＭＯＩおよび第二の（s
econdary）高－低ＭＯＩ）を決定するに当たり、上述した方法が全般的に利用できる。好
適には、クラブヘッド部２２００の第二のヒール－トウおよび高－低慣性モーメントはク
ラブヘッド全体の対応する第一の慣性モーメントの約８５％～約９９％、より好適にはク
ラブヘッド全体の対応する第一の慣性モーメントの約８８％～約９７％、最も好適にはク
ラブヘッド全体の第一の対応する慣性モーメントの約９０％～約９５％である。
【００６７】
　図２２Ａおよび図２２Ｂに示すように、クラブヘッド部２２００の重心ＣＧ’の位置は
以下のように説明される。
　（１）図２２Ａを参照すると、重心ＣＧ’は仮想垂直面１２６’から第一の水平距離１
２４’に配置される。平面１２６’は打球面１１１に略平行であるとともにホーゼル中心
１２２を含む。距離１２４’は平面１２６’から重心ＣＧ’までの最短水平距離である。
　（２）図２２Ａを参照すると、重心ＣＧ’は仮想垂直面１３０’から第二の水平距離１
２８’に配置される。平面１３０’は打球面１１１と略直交する向きであるとともにホー
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ゼル中心１２２を含む。距離１２８’は平面１３０’から重心ＣＧ’までの最短水平距離
である。
　（３）図２２Ｂを参照すると、重心ＣＧ’は地面１０８から垂直距離１３２’に位置し
ている。距離１３２’は地面１０８から重心ＣＧ’までの最短垂直距離である。
【００６８】
　再び図２２Ａおよび図２２Ｂを参照すると、第一の水平距離１２４’、第二の水平距離
１２８’、および第一の垂直距離１３２’は、それぞれ第一の水平距離１２４（図３Ｂ参
照）の約８５％～約９９％、第二の水平距離１２８（図３Ｂ参照）の約８５％～約９９％
、第一の垂直距離１３２（図３Ｃ参照）の約８５％～約９９％に設定できる。より好適に
は、第一の水平距離１２４’、第二の水平距離１２８’、および第一の垂直距離１３２’
はそれぞれ第一の水平距離１２４（図３Ｂ参照）の約８８％～約９７％、第二の水平距離
１２８（図３Ｂ参照）の約８８％～約９７％、第一の垂直距離１３２（図３Ｃ参照）の約
８８％～約９７％に設定できる。最も好適には、第一の水平距離１２４’、第二の水平距
離１２８’、および第一の垂直距離１３２’は、それぞれ第一の水平距離１２４（図３Ｂ
参照）の約９０％～約９５％、第二の水平距離１２８（図３Ｂ参照）の約９０％～約９５
％、第一の垂直距離１３２（図３Ｃ参照）の約９０％～約９５％に設定できる。
【００６９】
　上記明細書では、本発明を特定の例示的実施形態を参照しながら説明した。しかし、添
付の請求の範囲に記載された本発明のより広い精神および範囲を逸脱することなく本発明
に各種修正や変更を行いうることは明白である。よって、明細書および図面は本発明を例
示するものであり、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１Ａ】本発明の１つ以上の態様に従った例示的ゴルフクラブの上面図である。
【図１Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１Ｃ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの前方斜視図である。
【図２Ａ】ヒール－トウＭＯＩの測定のため慣性モーメント測定機器に配置された図１Ａ
のゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図２Ｂ】高－低ＭＯＩの測定のため慣性モーメント測定機器に配置された図１Ａのゴル
フクラブヘッドの正面図である。
【図２Ｃ】ジグプレートの斜視図である。
【図３Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図３Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図３Ｃ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図５】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図６】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図７】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図８】図１Ａのゴルフクラブの上面図である。
【図９】図１Ａのゴルフクラブの正面図である。
【図１０Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブを従来のクラブヘッドと重ね
て示した断面図である。
【図１１Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１１Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｂのゴルフクラブヘッドの後方斜視図である。
【図１２】（Ａ）～（Ｆ）は、本発明の１つ以上の態様に従った非弓形結合部を示す図で
ある。
【図１３Ａ】図１１Ｂのゴルフクラブヘッドの断面図である。
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【図１３Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１３Ｃ】非弓形結合部の一例を示す図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｂのゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１４】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１５】図１４のフェース部の分解図である。
【図１６Ａ】図１４のゴルフクラブヘッドのトウ側正面図を示す図である。
【図１６Ｂ】図１４のゴルフクラブヘッドのヒール側正面図を示す図である。
【図１７】図１４のゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１８Ａ】図１４のゴルフクラブヘッドの部分分解図である。
【図１８Ｂ】図１４のゴルフクラブヘッドの部分分解図である。
【図１９Ａ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１９Ｃ】図１９Ａのゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図１９Ｄ】本発明の１つ以上の実施形態に従ったゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１９Ｅ】図１９Ｄのゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図２０】本発明の１つ以上の態様に従った軽量部を示す図である。
【図２１】本発明の１つ以上の態様に従ったクラブヘッド部の斜視図である。
【図２２Ａ】図２１のクラブヘッド部の上面図である。
【図２２Ｂ】図２１のクラブヘッド部のヒール側正面図である。
【符号の説明】
【００７１】
１００　ホーゼル
１０１　ゴルフクラブヘッド
１０２　ホーゼル中心線
１０３　トウ
１０５　ヒール
１０６　フェース部
１０７　上端
１０９　ソール部
１１１　打球面
１１２　フェース中心
１３４　スウィートスポット
１３９　ソール
１７２　節点
１０００　ボディ部
２０００　ゴルフクラブヘッド
２１００　軽量部
２２００　クラブヘッド部
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】 【図１２】

【図１３Ａ】
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【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】

【図１４】

【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１７】
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【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】
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【図１９Ｃ】 【図１９Ｄ】

【図１９Ｅ】 【図２０】



(23) JP 2008-155000 A 2008.7.10

【図２１】

【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月26日(2007.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本願明細書でいう「フェース中心」（例えば、フェース中心１１２）は、全米ゴルフ協
会（ＵＳＧＡ：Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）およ
びＲ＆Ａルールズ社（Ｒ＆Ａ　Ｒｕｌｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）により施行される『ゴルフ
クラブヘッドの可撓性測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｆ
ｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ａ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ）』（改訂版２．０の
６．１項（２００５年３月２５日））に記載された一般的な方法にて配置できる。当該手
順の全文（特に６．１～６．１．４項）を参照によって本願明細書に援用する。図１Ｄに
示されるように、フェース中心１１２は、ヒール－トウ軸とソール－クラウン軸を直交さ
せた座標系を有するテンプレート１１３を利用して配置されてもよい。座標系の起点にア
パーチャ１１９を配置してもよく、各軸は等間隔の増分に分割されてもよい。テンプレー
ト１１３は、透明ポリマーなどの柔軟材料で構成されてもよい。テンプレートは次のよう
に使用される。
　　（１）ヒール－トウ軸が上端１０７と略平行となるようにテンプレート１１３を打球
面１１１上に配置する。次いで、打球面１１１の対向端におけるヒール測定値とトウ測定
値が等値となるまで、打球面１１１に沿ってヒール－トウ方向にテンプレートを前後に移
動させる。
　　（２）打球面１１１の対向端におけるソール測定値とクラウン測定値が等値となるま
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で、打球面１１１に沿ってソール－クラウン方向にテンプレート１１３を前後に移動させ
る。
　　（３）対応する軸に沿ったヒール測定値とトウ測定値、およびソール測定値とクラウ
ン測定値が等値となるまで、打球面１１１に対して上記ステップ（１）、（２）に記載し
たようにテンプレート１１３を移動させる。すると、フェース上にアパーチャ１１９を介
してフェース中心１１２を示す円が描かれる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　再度図１Ａおよび図１Ｂを参照すると、本願明細書でいう「基準位置」とは、ホーゼル
中心線１０２が仮想垂直面１０４上にあり、地面１０８に対するライ角αが約６０度とな
る向きにあるときのクラブヘッド１０１の位置を指す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　クラブヘッド１０１のＺ軸回りの慣性モーメントＩzzおよびＹ軸（Ｉyy）回りの慣性モ
ーメントＩyy（すなわち、第一の（primary）ヒール－トウＭＯＩおよび第一の（primary
）高－低ＭＯＩ）は、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）およびＲ＆Ａルールズ社（Ｒ＆Ａ）の
『ゴルフクラブヘッド慣性モーメント測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓ
ｕｒｉｎｇ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｅｒｔｉａ　ｏｆ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　ｈｅａ
ｄｓ）（改訂版１．０（２００６年４月１２日））に記載された一般的な方法を利用して
求められ、Ｉyyの測定手順の変更に関して以下で議論する。ＵＳＧＡゴルフクラブヘッド
慣性モーメント測定手順の全内容を参照によって本願明細書に援用する。「ＵＳＧＡ　Ｍ
ＯＩ　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ.ｘｌｓ」プログラムは、リストを含む実行可能な形式の
関連するプログラムである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　本願明細書で用いる用語「体積」は、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）とＲ＆Ａルールズ社
の規定する『ウッドクラブのクラブヘッドサイズ測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ
　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｗｏｏｄ　Ｃｌ
ｕｂｓ）』（改訂版１．０の５項（２００３年１１月２１日））に記載の方法にて定めら
れた体積をいう。『ウッドクラブのクラブヘッドサイズ測定手順』に記載されているよう
に、「体積」は以下の方法を用いて決定される。
　　１）容器に接触することなくクラブヘッドを完全に沈めることのできる大きさの容器
に水を張る。
　　２）水を張った容器をデジタル電子秤に載せて風袋を計る。
　　３）クラブヘッドの頂部が水面のすぐ下に来るまで容器にクラブヘッドをゆっくりと
沈める。クラブヘッドのホーゼルは水中に沈めない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
【図１Ａ】本発明の１つ以上の態様に従った例示的ゴルフクラブの上面図である。
【図１Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１Ｃ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの前方斜視図である。
【図１Ｄ】ゴルフクラブヘッドのフェース中心を配置するためのテンプレートを示す図で
ある。
【図２Ａ】ヒール－トウＭＯＩの測定のため慣性モーメント測定機器に配置された図１Ａ
のゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図２Ｂ】高－低ＭＯＩの測定のため慣性モーメント測定機器に配置された図１Ａのゴル
フクラブヘッドの正面図である。
【図２Ｃ】ジグプレートの斜視図である。
【図３Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図３Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図３Ｃ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４Ｂ】図１Ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図５】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図６】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図７】図１Ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図８】図１Ａのゴルフクラブの上面図である。
【図９】図１Ａのゴルフクラブの正面図である。
【図１０Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブを従来のクラブヘッドと重ね
て示した断面図である。
【図１１Ａ】図１Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１１Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｂのゴルフクラブヘッドの後方斜視図である。
【図１２】（Ａ）～（Ｆ）は、本発明の１つ以上の態様に従った非弓形結合部を示す図で
ある。
【図１３Ａ】図１１Ｂのゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１３Ｂ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１３Ｃ】非弓形結合部の一例を示す図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｂのゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図１４】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１５】図１４のフェース部の分解図である。
【図１６Ａ】図１４のゴルフクラブヘッドのトウ側正面図を示す図である。
【図１６Ｂ】図１４のゴルフクラブヘッドのヒール側正面図を示す図である。
【図１７】図１４のゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１８Ａ】図１４のゴルフクラブヘッドの部分分解図である。
【図１８Ｂ】図１４のゴルフクラブヘッドの部分分解図である。
【図１９Ａ】本発明の１つ以上の態様に従ったゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１９Ｃ】図１９Ａのゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図１９Ｄ】本発明の１つ以上の実施形態に従ったゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１９Ｅ】図１９Ｄのゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図２０】本発明の１つ以上の態様に従った軽量部を示す図である。
【図２１】本発明の１つ以上の態様に従ったクラブヘッド部の斜視図である。
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【図２２Ａ】図２１のクラブヘッド部の上面図である。
【図２２Ｂ】図２１のクラブヘッド部のヒール側正面図である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図１Ｄ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】
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【図１１Ｂ】 【図１１Ｃ】

【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】
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【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】

【図１４】

【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】
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【図１７】 【図１８Ａ】

【図１８Ｂ】 【図１９Ａ】
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【図１９Ｂ】 【図１９Ｃ】

【図１９Ｄ】 【図１９Ｅ】
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【図２０】 【図２１】

【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】
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