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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ゴルフクラブヘッドの重心を最適化する。
【解決手段】ゴルフクラブは、シャフトと、シャフトに
連結される本体１００を有している。本体１００は、ト
ウ端と、トウ端と反対側に位置するヒール端と、前端と
、前端と反対側に位置する後端と、前端に位置するフロ
ントフェイス１５０と、上壁１６０と、上壁１６０と反
対側に位置する底壁２７０を有する。本体１００は、底
壁２７０からフロントフェイス１５０の最上位置までを
底壁２７０に実質的に垂直な第１方向において測定され
た本体高さ２０５をさらに有している。本体１００は、
重心２８０と、底壁２７０から重心２８０まで伸びる重
心線に沿って第１方向において測定される重心高さ２８
５をさらに有している。本体１００は、本体高さ２５０
に対する重心高さ２８５からなる重心比率を有しており
、重心比率は０．５０未満である。
【選択図】図２



(2) JP 2009-61264 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トウ端とそのトウ端と反対側に位置するヒール端と前端とその前端と反対側に位置する
後端と前記前端に位置するフロントフェイスと上壁とその上壁と反対側に位置する底壁と
を有する本体、
を備えており、
　前記本体は、前記底壁から前記フロントフェイスの最上位置までを前記底壁に実質的に
垂直な第１方向において測定される本体高さを有しており、
　前記本体は、重心と、前記底壁から前記重心までを第１方向における重心線に沿って測
定される重心高さを有しており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記重心高さからなる重心比率を有しており、
　その重心比率は、およそ０．５０未満である
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記重心比率は、およそ０．３８９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３】
　前記底壁は、前記前端から前記後端まで伸びており、前記クラブヘッドがアドレス位置
にある場合に地面と実質的に平行になり、
　前記上壁は、前記後端で前記底壁と交わるように下方に伸びている
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを前記第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率をさらに備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６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】
　前記フロントフェイス比率は、およそ０．５７５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】
　前記本体は、実質的に空洞である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記上壁の中央部の曲率半径は、前記底壁の中央部の曲率半径よりも小さい
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記重心高さは、およそ１６ｍｍ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９】
　前記重心高さは、およそ１２．７ｍｍ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１０】
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　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０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１１】
　前記交差比率は、およそ０．１３６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１２】
　前記交差位置における前記上壁と前記底壁との交差は、前記交差位置における変化半径
を除いた場合、およそ５５度未満の交差角を形成する
請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率をさらに備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満であり、
　前記重心高さは、およそ１６ｍｍ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１４】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率をさらに備えており、
　前記フロントフェイス比率は、およそ０．６未満であり、
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０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１５】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
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ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを前記第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率を備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満であり、
　前記上壁と底壁は、前記後端の交差位置で交差しており、その交差位置では、前記交差
位置における変化半径を除いて交差角を形成し、その交差角は、およそ５５度未満である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記重心高さは、およそ１６ｍｍ未満であり、
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０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１７】
　前記重心高さは、およそ１６ｍｍ未満であり、
　前記上壁と底壁は、前記後端の交差位置で交差しており、その交差位置では、前記交差
位置における変化半径を除いて交差角を形成し、その交差角は、およそ５５度未満である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満であり、
　前記上壁と底壁は、前記後端の交差位置で交差しており、その交差位置では、前記交差
位置における変化半径を除いて交差角を形成し、その交差角は、およそ５５度未満である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記重心高さは、およそ１６ｍｍ未満であり、
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満であり、
　前記上壁と底壁は、前記後端の交差位置で交差しており、その交差位置では、前記交差
位置における変化半径を除いて交差角を形成し、その交差角は、およそ５５度未満である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、



(5) JP 2009-61264 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率を包含しており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満であり、
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満であり、
　前記上壁と底壁は、前記後端の交差位置で交差しており、その交差位置では、前記交差
位置における変化半径を除いて交差角を形成し、その交差角は、およそ５５度未満である
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２１】
　トウ端とそのトウ端と反対側に位置するヒール端と前端とその前端と反対側に位置する
後端と前記前端に位置するフロントフェイスと上壁とその上壁と反対側に位置する底壁と
を有する本体を備えており、
　前記本体は、重心を有しており、
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第１方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第１方向に実質的に垂直な第２方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを第１方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率をさらに備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満である
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】
　トウ端とそのトウ端と反対側に位置するヒール端と前端とその前端と反対側に位置する
後端と前記前端に位置するフロントフェイスと上壁とその上壁と反対側に位置する底壁を
有する本体を備えており、
　前記本体は、前記底壁から前記フロントフェイスの最上位置までを前記底壁に実質的に
垂直な第１方向において測定される本体高さを有しており、
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満である
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　ゴルフクラブヘッドを製造する方法であって、
　トウ端とヒール端と前端と後端とフロントフェイスと上壁とその上壁と前端から後端ま
で伸びているとともにトウ端とヒール端と後端において上壁と隣接する底壁を有する本体
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を準備する工程、
を備えており、
　前記本体は、前記底壁から前記フロントフェイスの最上位置までを前記底壁に実質的に
垂直な第１方向において測定される本体高さを有しており、
　前記本体は、重心と、前記底壁から前記重心までを第１方向において測定される重心高
さを有しており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記重心高さからなる重心比率を有しており、
　その重心比率は、およそ０．５０未満である
ゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２４】
　前記前端から前記後端まで伸びており、クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、実
質的に地面に対して平行になる前記底壁を準備する工程と、
　前記後端において前記底壁と交わるように、下方に伸びる上壁を準備する工程、
をさらに備える
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２５】
　前記フロントフェイスの前記最上位置から前記フロントフェイスの底位置を実質的に前
記フロントフェイス対して平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有する
前記本体を準備する工程、
　をさらに備えており、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを前記第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率をさらに包含しており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満である
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２６】
　前記上壁の中央部の曲率半径は、前記底壁の中央部の曲率半径よりも小さい
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２７】
　前記フロントフェイス重心位置よりも下方に前記重心を規定する工程をさらに備える
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２８】
　前記フロントフェイス中心距離未満の前記重心高さを規定する工程をさらに備える
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項２９】
　前記後端の交差位置において前記底壁と交わるように、下方に伸びる上壁を準備する工
程をさらに備えており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満である
請求項２３に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項３０】
　前記交差位置における前記上壁と前記底壁との交差は、前記交差位置における変化半径
を除いた場合、およそ５５度未満の交差角を形成する
請求項２９に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
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【請求項３１】
　シャフトと、
　そのシャフトに連結されているとともに、トウ端とそのトウ端と反対側に位置するヒー
ル端と前端とその前端と反対側に位置する後端と前記前端に位置するフロントフェイスと
上壁とその上壁と反対側に位置する底壁を有する本体を備えており、
　前記本体は、前記底壁から前記フロントフェイスの最上位置までを前記底壁に実質的に
垂直な第１方向において測定される本体高さを有しており、
　前記本体は、重心と、前記底壁から前記重心までを重心線に沿って第１方向において測
定される重心高さを有しており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記重心高さからなる重心比率を有しており、
　その重心比率は、およそ０．５０未満である
ゴルフクラブ。
【請求項３２】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを前記第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率を備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．６未満である
請求項３１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３３】
　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端をさらに備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．２０未満である
請求項３１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３４】
　前記交差位置における前記上壁と前記底壁との交差は、前記交差位置における変化半径
を除いた場合、およそ５５度未満の交差角を形成する
請求項３１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３５】
　前記フロントフェイスは、前記前端において前記上壁から前記底壁まで伸びているとと
もに、前記フロントフェイスの最上位置から前記フロントフェイスの底位置までを前記フ
ロントフェイスに実質的に平行な第２方向において測定される最大フェイス高さを有して
おり、
　前記フロントフェイスは、フロントフェイス重心位置を有しており、
　前記第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿った線は、前記フロントフェイス重心位置
と前記本体の前記重心とを横切っており、
　前記フロントフェイスは、前記フロントフェイスの底位置から前記フロントフェイス重
心位置までを前記第２方向において測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、
　前記本体は、前記フェイス高さに対する前記フロントフェイス中心距離からなるフロン
トフェイス比率を備えており、
　そのフロントフェイス比率は、およそ０．５７５未満であり、
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　前記上壁は、前記後端の交差位置で前記底壁と交わるように下方に伸びており、
　前記交差位置は、前記クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、前記交差位置から地
面までを前記第１方向において測定される交差距離の一端を備えており、
　前記本体は、前記本体高さに対する前記交差距離からなる交差比率を有しており、
　その交差比率は、およそ０．１３６未満であり、
　前記交差位置における前記上壁と前記底壁との交差は、前記交差位置における変化半径
を除いた場合、およそ５５度未満の交差角を形成する
請求項３１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３６】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　トウ端と、
　そのトウ端と反対側に位置するヒール端と、
　前記トウ端と前記ヒール端との間で伸びているとともに第１位置と第２位置を有するフ
ロントフェイスを有する前端と、
　その前端と反対側に位置するとともに第３位置を有する後端と、
　前記ゴルフクラブヘッドがアドレス位置にある場合に、地面と実質的に平行であるとと
もに前記第２位置において前記フロントフェイスと連結する底壁と、
　その底壁と反対側に位置するとともに前記第１位置から前記第３位置まで連続的に傾斜
する上壁、
を備え、
　前記上壁は、前記第３位置において底壁と連結されており、
　前記上壁は、最大高さと最小高さを有しており、
　前記最大高さは、前記第１位置を含む前記地面に実質的に垂直な第１垂直平面に沿って
前記第１位置から前記地面まで測定されており、
　前記最小高さは、前記第３位置を含む前記地面と実質的に垂直な第２垂直平面に沿って
前記第３位置から前記地面まで測定される
ゴルフクラブヘッド。
【請求項３７】
　前記上壁は、実質的に真っ直ぐな壁、前記地面に対して凹曲面の壁、又は、前記地面に
対して凸曲面の壁の少なくとも１つを備えている
請求項３６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３８】
　前記底壁は、前記第２位置から前記第３位置までを測定される最大長さを有している
請求項３６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３９】
　前記ゴルフクラブヘッドは、前記最大長さを有する
請求項３８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】
　概してゴルフクラブヘッドに関し、より詳細には、ゴルフクラブヘッドとゴルフクラブ
ヘッドの製造方法に関して開示する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフクラブ、具体的には、様々なデザインのゴルフクラブヘッドは、一般的に、ゴル
ファーのスイングの機能性と、結果的にゴルフのショットを改良するために発展してきた
。多くのゴルファーが陥るよくある問題としては、ボールを打ち込む、即ち、規則通りに
正面からボールを打つ能力が無かったり、一貫してできないことである。ゴルフクラブの
重心位置を最適化するゴルフクラブのデザインは、上記した一般的な問題を無くすために
、近年、ゴルフクラブ製造者の間で流行しているデザインである。ゴルフクラブの底部に
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向けて重心を配置することによって、この位置にすると、ゴルファーがスイング中にボー
ルを打ち込む、即ち、ボールを正面から打つように、誘導する。
【０００３】
　比較的に大きな打撃フェイス、続いて、比較的に大きなインパクトエリアを有する特大
のゴルフクラブの製造は、近年、ゴルフクラブ製造者の間で流行している他のデザインで
ある。これらの特大のクラブは、ゴルファーによる「ミスヒット」に適合するためにデザ
インされていた。クラブの重心位置を最適化することによってゴルファーに正面からボー
ルを打つように誘導する代わりに、これらの特大クラブでは、ミスしてボールを打つこと
に適合するために、比較的に大きなスウィートスポットエリアが用いられている。このよ
うに、ミスしてボールを打つ軌道の結果、いわば、まるで正面で打つように反応する。
【０００４】
　ゴルフクラブ製造者の一般的な流行は、重心を最適化したアイアンを製造し、特大なド
ライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティを製造することである。しかしながら、
ゴルファーは、アイアンと同様に、重心が最適に配置された、詳細には、重心がクラブの
下部に位置するドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティの恩恵を受けるかもし
れない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　結果的に、ゴルフクラブとそれらの製造方法によって、これらのゴルフクラブヘッドの
重心を低く、あるいは、さらに最適化することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書は、ゴルフクラブヘッドを教示する。ゴルフクラブヘッドは、本体を備える。
本体は、トウ端と、トウ端と反対側に位置するヒール端と、前端と、前端と反対側に位置
する後端と、前端に位置するフロントフェイスと、上壁と、上壁と反対側に位置する底壁
を有する。本体は、底壁からフロントフェイスの最上位置までを底壁に実質的に垂直な第
１方向において測定される本体高さを有している。本体は、重心と、底壁から重心までを
第１方向における重心線に沿って測定される重心高さを有している。本体は、本体高さに
対する重心高さからなる重心比率を有している。重心比率は、およそ０．５０未満である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　簡素で明瞭な説明のために、図は構成の概要を表わしており、周知の特徴及び技術に係
る詳細及び記述は、ゴルフクラブとその製造方法をいたずらに不明瞭にすることを避ける
ために省略することがある。さらに、図面中の要素は、必ずしも正確な縮小率で描かれて
いない。例えば、図面中のいくつかの要素の寸法は、本発明の実施形態の理解を助けるた
めに、他の要素と比較して誇張して描かれていることがある。異なる図面における同一の
符号は、同一の要素であることを意味する。
【０００８】
　記述及び請求項の「第１」、「第２」、「第３」、「第４」等の用語は、たとえ用いら
れていたとしても、類似の要素を区別するために用いられており、必ずしも特定の順序及
び時間的な順序を表すものではない。ここに記載されるゴルフクラブ及び製造方法に係る
実施形態がここに図示又は記載される事項以外の順序で実施可能であるように、そのよう
な用語はしかるべき状況に応じて置換可能であることが理解されるだろう。また、「包含
する」、「含む」、「有する」という用語及びそれらの他の変形例は、その他の含有物を
非限定的に含むことを意図している。即ち、列挙された要素を備えたプロセス、方法、物
又は装置は、それらの要素に必ずしも限定されるのではなく、そのようなプロセス、方法
、物又は装置に明白に列挙されていない他の要素又は固有のものではない他の要素を含ん
でいてもよい。
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【０００９】
　記述及び請求項の「左」、「右」、「フロント（前）」、「バック（後）」、「トップ
（上）」、「ボトム（底）」、「サイド（横）」、「下の」、「上の」等の用語は、たと
え用いられていたとしても、説明的な目的のために用いられており、普遍的な位置関係を
説明するものではない。ここに記載されるゴルフクラブ及び製造方法に係る実施形態がこ
こに図示又は記載される事項以外の位置関係で実施可能であるように、そのような用語は
しかるべき状況に応じて置換可能であることが理解されるだろう。ここで用いられる「結
合した」という用語は、電気的、物理的、機械的又は他の方法で直接的又は間接的に接続
していることが定義されている。
【００１０】
　ここに記載するゴルフクラブと製造方法の一実施例では、ゴルフクラブヘッドは、トウ
端と、トウ端と反対側に位置するヒール端と、前端と、前端と反対側に位置する後端と、
前端に位置するフロントフェイスと、上壁と、上壁と反対側に位置する底壁と、を有する
本体を備えている。本体は、底壁に実質的に垂直な第１方向において測定される本体高さ
を有している。本体高さは、底壁からフロントフェイスの上点まで伸びている。本体は、
重心と、重心線に沿って伸びる第１方向において測定される重心高さを有している。重心
高さは、底壁から重心まで伸びている。本体は、本体高さに対する重心高さからなる重心
比率も有しており、重心比率は、およそ０．５０未満である。
【００１１】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる一実施例では、ゴルフクラブヘッドは、前端から後端
まで伸びており、クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、地面と実質的に平行になる
底壁も含んでいる。上壁は、後端の交差点において底壁と交わるように、下方に伸びてい
る。
【００１２】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる一実施例では、ゴルフクラブヘッドは、前端の位置で
上壁から底壁まで伸びるフロントフェイスを含んでおり、フロントフェイスは、フロント
フェイスに実質的に平行な第２方向において測定された最大フェイス高さを有する。フェ
イス高さは、フロントフェイスの最上位置からフロントフェイスの底位置まで伸びている
。フロントフェイスは、また、フロントフェイス重心位置を有しており、実質的に第２方
向に垂直な第３方向に沿った線は、フロントフェイス重心位置と本体の重心とを横切って
いる。フロントフェイスは、また、フロントフェイスの底位置からフロントフェイス重心
位置までを第２方向に沿って測定されるフロントフェイス中心距離を備えている。この実
施例では、本体は、フェイス高さに対するフロントフェイス中心距離からなるフロントフ
ェイス比率を備えており、フロントフェイス比率は、０．６未満である。
【００１３】
　さらに、他のゴルフクラブと製造方法の一実施例では、ゴルフクラブヘッドは、トウ端
と、トウ端と反対側に位置するヒール端と、トウ端とヒール端の間で伸びるフロントフェ
イスを有する前端を備えており、フロントフェイスは、最上位置と底位置を有する。この
実施例では、前端の反対側に位置する後端をさらに備えており、後端は、交差位置を有す
る。この実施例では、ゴルフクラブと製造方法は、クラブヘッドがアドレス位置にある場
合に、地面と実質的に平行な底壁を備えており、底壁は、底位置でフロントフェイスと連
結されて、底位置から交差位置まで測定される最大長さを有している。底壁と反対側には
上壁が配置されており、上壁は、最上点から交差点まで次第に傾斜している。上壁は、交
差位置で底壁と連結しており、上壁は、最大高さと最小高さを有している。最大高さは、
最上位置を含んでおり、地面と実質的に垂直な第１垂直面に沿って、最上位置から地面ま
でを測定されており、最小高さは、交差位置を含んでおり、地面と実質的に垂直な第２垂
直面に沿って、最上点から地面までを測定される。
【００１４】
　ゴルフクラブと製造方法の一実施例では、クラブヘッドの上壁は、後端の交差位置で底
壁と交差するように下方に向かって伸びている。交差位置は、クラブヘッドがアドレス位
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置に位置するときに、交差位置から地面までを第１方向に沿って測定される交差距離の一
端を備えている。この実施例は、さらに、本体高さに対する交差距離からなる交差比率を
備えており、交差比率は、０．２０未満である。
【００１５】
　ゴルフクラブと製造方法のさらなる一実施例では、交差位置における上壁と底壁との交
差は、交差位置での遷移半径を除いて、約５５度未満の交差角度を形成する。
【００１６】
　ゴルフクラブと製造方法の一実施例では、ゴルフクラブヘッドを製造する方法は、トウ
端と、ヒール端と、前端と、後端と、フロントフェイスと、上壁と、前端から後端まで伸
びているとともにトウ端とヒール端と後端において上壁と隣接する底壁を有する本体を準
備する工程を備えている。本体は、底壁からフロントフェイスの最上位置までを底壁に実
質的に垂直な第１方向沿って測定される本体高さを有しており、本体は、重心と、底壁か
ら重心までを第１方向に沿って測定される重心高さを有している。本体は、本体高さに対
する重心高さからなる重心比率を有しており、重心比率は、約０．５０未満である。
【００１７】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる一実施例では、ゴルフクラブヘッドを製造する方法は
、前端から後端まで伸びており、クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、実質的に地
面と平行になる底壁を準備する工程と、後端において底壁と交わるように、下方に伸びて
いる上壁を準備する工程をさらに備えている。
【００１８】
　ゴルフクラブを製造する方法は、さらに、フロントフェイスの最上位置からフロントフ
ェイスの底位置までを、フロントフェイスに実質的に平行な第２方向に沿って測定される
最大フェイス高さを有する本体を提供する工程をさらに備えている。この方法は、フロン
トフェイス重心位置を有するフロントフェイスを備えており、フロントフェイス重心位置
と本体の重心が交差する第２方向に実質的に垂直な第３方向に沿っている線を有している
。フロントフェイスは、フロントフェイスの底位置からフロントフェイス重心位置までを
第２方向に沿って測定されるフロントフェイス中心距離を備えており、本体は、フェイス
高さに対するフロントフェイス中心距離からなるフロントフェイス比率をさらに備えてお
り、フロントフェイス比率は、０．６未満である。
【００１９】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる実施例では、製造方法は、上壁の中央部の曲率半径が
底壁の中央部の曲率半径よりも小さいゴルフクラブヘッドを準備する工程を備えている。
また、この方法は、フロントフェイス重心位置よりも下方に位置する重心を規定する工程
をさらに備えている。さらに、この方法は、フロントフェイス中心距離よりも小さい重心
高さも規定することができる。
【００２０】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる一実施例では、ゴルフクラブヘッドを製造する方法は
、後端の交差位置で底壁と交差するように下方に向かって伸びている上壁を準備する工程
を備えており、交差位置は、クラブヘッドがアドレス位置に位置するときに、交差位置か
ら地面までを第１方向に沿って測定される交差距離の一端をさらに備えている。この実施
例では、本体は、本体高さに対する交差距離からなる交差比率を有しており、交差比率は
、０．２０未満である。
【００２１】
　ゴルフクラブと製造方法の一実施例では、ゴルフクラブヘッドを製造する方法は、交差
位置での遷移半径を除いて、約５５度未満の交差角度を形成するために交差位置での上壁
と底壁との交差を提供する工程をさらに備えている。
【００２２】
　いくつかの実施例では、ゴルフクラブヘッドは、平面状、凹状又は凸状の上壁を備えて
おり、製造する方法は、平面状、凹状又は凸状の上壁を備えるゴルフクラブヘッドを提供
する工程を含んでいる。
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【００２３】
　これら上記した実施例は、ゴルフクラブヘッドの重心を低くする、又は、より少ない材
料を使用する又はゴルフクラブヘッドの外殻の質量をより減らすことによって、重心を最
適化することができ、使用されていない質量をゴルフクラブヘッドの他の部分に再分配す
ることを許容することができる。
【００２４】
　図面では、図１は、ゴルフクラブ１０１の斜視図であって、ゴルフクラブ１０１は、シ
ャフト１９０と、トウ端１１０と、トウ端１１０と反対側に位置するヒール端１２０と、
ヒール端１２０に位置するホーゼル１０５と、前端１３０と、前端１３０と反対側に位置
する後端１４０と、前端１３０に位置するフロントフェイス１５０と、上壁１６０と、上
壁１６０と反対側に位置する底壁２７０（図２）を有するゴルフクラブヘッド本体１００
を含んでいる。フロントフェイス１５０は、打撃フェイスと１つ以上の溝１５２を含んで
いてもよい。溝１５２は、様々なパターン、深さ、幅、長さ、断面形状及び／又はそれら
の同等のもので、フロントフェイス１５０に組み入れられていてもよい。さらに、ゴルフ
クラブ１０１は、ドライバー、ウッド、ハイブリッドクラブ又はその他の適切なタイプの
ゴルフクラブであってもよい。ここに記載された装置、方法、及び製品は、この点に限定
されない。
【００２５】
　図２を参照すると、ゴルフクラブヘッド本体１００がアドレス位置にある場合に、本体
１００は、底壁２７０及び／又は地面に実質的に垂直な第１方向に沿って測定される最大
本体高さ２０５を有している。本体高さ２０５は、底壁２７０からフロントフェイス１５
０の最上位置２０６まで伸びている。例えば、フロントフェイス１５０の最上位置２０６
は、第１方向において、底壁２７０から最も離間している本体１００の位置である。本体
１００は、さらに、重心２８０と、重心高さ２８５を有している。重心高さ２８５の中心
は、第１方向における底壁２７０から重心２８０までの重心線に沿って測定される。
【００２６】
　一実施例では、表１を参照して、本体１００は、本体高さ２０５に対する重心高さ２８
５からなる重心比率を有しており、重心比率は、０．５０未満である。他の実施例では、
重心比率が約０．３８９未満である。上記の実施例では、重心比率が特定の値で記載され
ているが、ここに記載された装置、方法、及び製品は、他の重心比率に関連していてもよ
い。具体的には、重心比率は、ロフト角に対して線形に、又は非線形に変化してもよい。
即ち、ロフト角が２１．５度よりも大きいゴルフクラブヘッドでは、０．５０以上又は未
満の重心比率であってもよい。同様に、ロフト角が１４．０度よりも小さいゴルフクラブ
ヘッドでは、０．３９３以上又は未満の重心比率であってもよい。さらに、表１では、特
定のロフト角に関連して、ゴルフクラブヘッドの特定の重心高さ、本体高さ、フェイス高
さ、フロントフェイス中心高さ、重心比率及びフロントフェイス比率が記載されているが
、ここに記載された装置、方法、及び製品は、他のロフト角に関連する他のゴルフクラブ
ヘッドに適用してもよい。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
　更なる位置実施例では、フロントフェイス１５０は、前端１３０で上壁１６０から底壁
２７０まで伸びており、最大フェイス高さ２５５を有している。フェイス高さ２５５は、
フロントフェイス１５０の最上位置２０６からフロントフェイス１５０の底位置２０８ま
でをフロントフェイス１５０と実質的に平行な第２方向において測定される。フロントフ
ェイス１５０は、フロントフェイス重心位置２８３を有している。フェイス高さ２５５は
、フロントフェイス１５０の中央線に沿って伸びていてもよく、中央線は、フロントフェ
イス１５０を２等分する。第２方向と実質的に垂直な第３方向に沿った線は、フロントフ
ェイス重心位置２８３及び本体の重心２８０を横切る。フロントフェイス１５０は、フロ
ントフェイス１５０の底位置２０８からフロントフェイス重心位置２８３までを第２方向
に測定されるフロントフェイス中心距離２５８を備えている。本体１００は、フェイス高
さ２５５に対するフロントフェイス中心距離２５８からなるフロントフェイス比率をさら
に備えており、フロントフェイス比率は、およそ０．６未満である。他の実施例では、フ
ロントフェイス比率は、０．５７５未満である。
【００２９】
　一実施例では、重心高さ２８５は、およそ１６ｍｍ未満である。他の実施例では、重心
高さ２８５は、１２．７ｍｍ未満である。
【００３０】
　図３の実施例では、底壁２７０は、前端１３０から後端１４０まで伸びており、クラブ
ヘッド１００がアドレス位置にある場合に、地面３９８と実質的に平行である。上壁１６
０は、後端１４０の交差位置３９０において、底壁２７０と交差する。
【００３１】
　他の実施例では、図３，１２に見られるように、上壁１６０の中央部の曲率半径が底壁
２７０の中央部の曲率半径よりも小さい。他の実施例では、図１３に示されるように、上
壁１３６０は、曲率半径がない。さらに他の実施例では、図１４に示されるように、上壁
１４６０は、凸状である。
【００３２】
　更なる実施例では、上壁１６０は、後端１４０の交差位置３９０で底壁２７０と交差す
るように下方に伸びている。交差位置３９０は、クラブヘッド１００がアドレス位置にあ
る場合に、交差位置３９０から地面３９８までを第１方向において測定される交差距離３
９５の一端を備えている。表２を参照すると、本体１００は、本体高さ２０５に対する交
差距離３９５からなる交差比率を備えており、交差比率は、０．２０以下である。一実施
例では、交差比率は、およそ０．１３６以下である。
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【００３３】
【表２】

【００３４】
　あるいは、前端１３０におけるフロントフェイス１５０から後端１４０における交差位
置３９０まで伸びる底壁２７０の一部は、クラブヘッドがアドレス位置にある場合に、地
面３９８と実質的に平行であってもよい。
【００３５】
　ゴルフクラブと製造方法の更なる一実施例では、図４を参照して、交差位置３９０での
上壁１６０と底壁２７０の交差は、交差位置３９０における移行半径を除いて、およそ５
５度以下の交差角４９２を形成している。
【００３６】
　図５から図１２は、ゴルフクラブヘッド本体１００の他の図を示す。ここで説明されて
いる実施例のいくつかは、異なる比率で記載されていてもよい。これらの比率は、ここで
説明される実施例を限定するために解釈されるべきではなく、単に、様々な実施例を可能
にするために含まれている。比率は、本体高さ２０５、フェイス高さ２５５、重心２８０
の位置、交差点３９０等の様々なクラブの要素の関係を説明する手助けとなるように盛り
込まれている。
【００３７】
　ゴルフクラブと製造方法の一実施例では、図１２を参照すると、ゴルフクラブヘッド１
００は、最上位置２０６と底位置２０８を有するフロントフェイス１５０と、前端１３０
の反対側に位置する後端１４０を備えており、後端１４０は、交差位置３９０を有する。
この実施例では、ゴルフクラブヘッド１００がアドレス位置にある場合に、底壁２７０は
地面３９８と実質的に平行であり、底壁２７０は、底位置２０８においてフロントフェイ
ス１５０と連結されている。本体１００及び／又は底壁２７０は、底位置２０８から交差
位置３９０まで測定された最大長さ１２７２を有している。底壁２７０と反対側に位置す
る上壁１６０は、最上位置２０６から交差位置３９０まで地面３９８から見て実質的に凹
状に、連続的に傾斜しており、上壁１６０は、交差位置３９０において底壁２７０と連結
している。この実施例では、上壁１６０は、最大本体高さ２０５と最小交差高さ３９５を
有しており、最大本体高さ２０５は、実質的に地面３９８に垂直であり、第１位置２０６
を含む第１垂直面１２６１に沿って最上位置２０６から地面３９８までを測定される。即
ち、本体１００の最大高さは、上壁１６０とフロントフェイス１５０の合流点（即ち、最
上位置２０６）に位置する。最小交差高さ３９５は、実質的に地面３９８に垂直であると
ともに、第１垂直面１２６１と前記した第１方向に実質的に平行であり、交差位置３９０
を含む第２垂直面１２６２に沿って、交差位置３９０から地面３９８まで測定される。
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【００３８】
　ゴルフクラブと製造方法の他の一実施例では、図１３を参照すると、ゴルフクラブヘッ
ド本体１３００は、以下の説明を除いて、図１から図１２のゴルフクラブヘッド本体１０
０と同様である。ゴルフクラブヘッド本体１３００は、最上位置１３０６から交差位置１
３９０まで直線状に、連続的に傾斜する上壁１３６０を備えている。最上位置１３０６は
、ゴルフクラブヘッド本体１３００の最大上壁高さ及び／又は最大本体高さ１３０５を規
定しており、本体１３００がアドレス位置にある場合に、地面３９８に実質的に垂直な第
１垂直面１３６１に沿って測定される。面１３６１は、最上位置１３０６を含む。交差点
１３９０は、ゴルフクラブヘッド本体１３００の最小上壁高さ及び／又は最小本体高さ又
は最小交差高さ１３９５を規定しており、本体１３００がアドレス位置にある場合に、地
面３９８と実質的に垂直な第２垂直面１３６２に沿って測定される。面１３６２は、交差
点１３９０を含む。ゴルフクラブヘッド本体１３００は、また、底点２０８から交差点１
３９０まで測定される最大底壁長さ及び／又は最大本体長さ１３７２を有している。最大
本体高さ１３０５、最上点１３０６、第１垂直面１３６１、交差点１３９０、最小交差高
さ１３９５、第２垂直面１３６２及び最大本体長さ１３７２は、それぞれ、最大本体高さ
２０５（図２）、最上点２０６（図２）、第１垂直面１２６１（図１２）、交差点３９０
（図３）、最小交差高さ３９５、第２垂直面１２６２（図１２）及び最大本体長さ１２７
２（図１２）と同様である。
【００３９】
　さらに、ゴルフクラブと製造方法の他の一実施例では、図１４を参照すると、ゴルフク
ラブヘッド本体１４００は、以下の説明を除いて、図１から図１２のゴルフクラブヘッド
本体１００と同様である。ゴルフクラブヘッド本体１４００は、最上点１４０６から交差
点１４９０まで地面３９８に対して実質的に凸状に、連続的に傾斜する上壁１４６０を備
えている。最上点１４０６は、ゴルフクラブヘッド本体１４００の最大上壁高さ及び／又
は最大本体高さ１４０５を規定しており、本体１４００がアドレス位置にある場合に、地
面３９８に実質的に垂直な第１垂直面１４６１に沿って測定される。面１４６１は、最上
点１４０６を含む。交差点１４９０は、ゴルフクラブヘッド本体１４００の最小上壁高さ
及び／又は最小本体高さ又は最小交差高さ１４９５を規定しており、本体１４００がアド
レス位置にある場合に、地面３９８と実質的に垂直な第２垂直面１４６２に沿って測定さ
れる。面１４６２は、交差点１４９０を含む。ゴルフクラブヘッド本体１４００は、また
、底点２０８から交差点１４９０まで測定される最大底壁長さ及び／又は最大本体長さ１
４７２を有している。最大本体高さ１４０５、最上点１４０６、第１垂直面１４６１、交
差点１４９０、最小交差高さ１４９５、第２垂直面１４６２及び最大本体長さ１４７２は
、それぞれ、最大本体高さ２０５（図２）、最上点２０６（図２）、第１垂直面１２６１
（図１２）、交差点３９０（図３）、最小交差高さ３９５、第２垂直面１２６２（図１２
）及び最大本体長さ１２７２（図１２）と同様である。
【００４０】
　ここに説明されている実施例は、概して、中空状の本体を備えているが、ゴルフクラブ
と製造方法の他の実施例では、本体１００の内部は、別の方法で、実質的な中空内部を埋
める様々な他の要素を有していてもよい。例えば、本体１００の内部には、クラブヘッド
でボールを打った場合のクラブヘッドの音響特性を変化させるための発泡性材料や他の充
填材が含まれていてもよい。また、クラブヘッドの物理的特性を変化させるために、内部
要素が付加されていてもよく、物理的特性とは、重量、重心、慣性モーメント、反発係数
等を含む。他の内部要素として、補強用のリブ材やクロスメンバー等を補強のために付加
していてもよい。
【００４１】
　ゴルフクラブと製造方法の一実施例では、ゴルフクラブヘッドの製造方法は、トウ端１
１０、ヒール端１２０、前端１３０、後端１４０、フロントフェイス１５０、上壁１６０
および、前端１３０から後端１４０まで伸びているとともに、トウ端１１０、ヒール端１
２０及び後端１４０において上壁１６０と隣接する底壁２７０を有する本体１００を準備



(16) JP 2009-61264 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

する工程を備えている。本体１００は、本体高さ２０５と、重心２８０と、重心高さ２８
５を有している。本体１００は、本体高さ２０５に対する重心高さ２８５からなる重心比
率を有しており、重心比率は、およそ０．５０未満である。
【００４２】
　方法は、また、シャフト１９０を準備する工程と、本体１００を準備する工程と、シャ
フト１９０と本体１００を連結する工程によってゴルフクラブを製造する工程を含むこと
ができる。図１５の例では、工程又は方法１５００は、ゴルフクラブヘッド本体１００を
形成する工程（ブロック１５１０）と、ゴルフクラブシャフト１９０にゴルフクラブヘッ
ド本体１００を連結する工程（ブロック１５２０）から始まっていてもよい。
【００４３】
　ゴルフクラブと製造方法の他の一実施例では、図１６を参照すると、方法１６００は、
フロントフェイス開口を有するゴルフクラブヘッドを準備する工程（ブロック１６１０）
と、フロントフェイスを準備する工程（ブロック１６２０）と、ゴルフクラブヘッドにフ
ロントフェイスを連結する工程（ブロック１６３０）を備えている。この実施例では、方
法１６００は、ゴルフクラブシャフトにゴルフクラブヘッドを連結する工程（ブロック１
６４０）をさらに備えている。一例では、ゴルフクラブヘッドとフロントフェイスが一緒
に組み立てられて、図１から図１２のゴルフクラブヘッド本体１００、図１３のゴルフク
ラブヘッド本体１３００及び図１４のゴルフクラブヘッド本体１４００と同様になっても
よい。
【００４４】
　ゴルフクラブと製造方法の他の更なる一実施例では、図１７を参照すると、方法１７０
０は、上壁を準備する工程（ブロック１７１０）と、底壁２７０を準備する工程（ブロッ
ク１７２０）を備えている。一実施例では、ブロック１７１０の上壁は、凸状（図１２の
上壁１６０と同様）、直線状（図１３の上壁１３６０と同様）又は凹状（図１４の上壁１
４６０と同様）であってもよい。底壁２７０は、本体１００がゴルフボール（図示せず）
に対してアドレス位置にある場合に、地面と実質的に平行であってもよい。この実施例で
は、方法１７００は、フロントフェイス１５０を準備する工程（ブロック１７３０）と、
ゴルフクラブヘッド本体を規定するために、上壁、底壁２７０及びフロントフェイス１５
０を例えば溶接のような適切な方法で連結する工程（ブロック１７４０）をさらに備えて
いてもよい。ブロック１７４０のゴルフクラブヘッド本体は、図１から図１２のゴルフク
ラブヘッド本体１００、図１３のゴルフクラブヘッド本体１３００及び図１４のゴルフク
ラブヘッド本体１４００と同様と同様であってもよい。最後に、この実施例では、方法１
７００は、シャフト１９０にゴルフクラブヘッド本体を連結する工程（ブロック１７５０
）を備えている。
【００４５】
　図１５から図１７では、特定の順序で工程が説明されているが、これらの工程は、他の
時系列で実行されていてもよい。例えば、図１５から図１７で示される２つ以上の工程が
連続して、同時に、又は一斉に実行されてもよい。
【００４６】
　図１５から図１７に記載された方法における準備ステップは、デザイン工程及び／又は
製造工程を含むことできる。ゴルフクラブシャフトのデザイン工程と製造工程は、技術的
に周知であり、技術的に周知なデザイン工程と製造工程の技術は、図１５から図１７に記
載のゴルフクラブヘッド本体のデザインおよび製造に用いることができる。一例では、図
１５の本体１００は、金属鋳造工程を用いて製造することができる。さらに、記載された
方法は、図１から図１２に参照して記載されている本体１００の他の外観、図１３の本体
１３００の外観、図１４の本体１４００の外観を製造するために用いることができる。
【００４７】
　このような変形の追加例は上記に記載された。それにより、ゴルフクラブ及び製造方法
に係る実施形態の開示は、ゴルフクラブ及び製造方法に係る権利範囲を例示することを意
図するものであり、限定することを意図するものではない。例えば、一つの実施形態にお
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いて、ゴルフクラブヘッドが図２の特徴の１つ又は複数を有するとともに、図３又は図４
を参照して記載されている特徴を有していても、有していなくてもよい。同様に、異なる
実施形態において、ゴルフクラブヘッドが図３の特徴の１つ又は複数を有するとともに、
図２又は図４の特徴を有していても、有していなくてもよく、また、ゴルフクラブヘッド
が図４の特徴の１つ又は複数を有するとともに、図２又は図３の特徴を有していても、有
していなくてもよい。ゴルフクラブ及び製造方法に係る権利範囲は、添付した請求項で請
求される範囲にのみ限定されることを意図している。
【００４８】
　ここで検討されたシステムは、様々な実施形態で実施され得る。これらいくつかの実施
形態の上記した検討は、見込まれる全ての実施形態を完全に記述していない。むしろ、詳
細な図面の記載、及び図面自身が、ゴルフクラブ及び製造方法に係る少なくとも一つの好
ましい実施形態を開示しており、ゴルフクラブ及び製造方法に係る代替の実施形態を開示
し得る。
【００４９】
　特定の請求項で請求された全ての要素は、その特定の請求項において請求されているゴ
ルフクラブ又は製造方法にとって必須のものである。このため、１つ又は複数のクレーム
された要素の置換は、再構築するものであって、修繕するものではない。加えて、有益性
、他の有用性及び課題の解決方法は、特定の実施形態に関して記載されている。しかしな
がら、それらの有益性、有用性、課題の解決方法及びそれらの有益性、有用性及び課題の
解決方法をもたらし得る、又はそれらをより明示する如何なる要素も、いずれの又はすべ
ての請求項の、必須、必要、又は本質的な要素であるとして解釈されるべきではない。
【００５０】
　また、上記に記載した実施形態及び限定事項が（１）請求項において明白に記載されて
いない、及び／又は（２）均等の原則の下に請求項で表現された要素及び／又は制限と潜
在的に均等である場合には、それらの実施形態及び限定事項は、貢献の原則の下に公共の
利用に付されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】第１実施例に関して、ゴルフクラブのゴルフクラブヘッドのフロントフェイスと
上壁を示すゴルフクラブの斜視図を示す。
【図２】第１実施例に関して、ゴルフクラブヘッドの重心と様々な寸法要素を示すゴルフ
クラブヘッドの側面図を示す。
【図３】第１実施例に関して、様々な寸法要素を示すゴルフクラブヘッドの断面図を示す
。
【図４】第１実施例に関して、交差位置、交差角度、及び、交差高さを示すゴルフクラブ
の後端の側面図を示す。
【図５】第１実施例に関して、底壁を示すゴルフクラブヘッドの斜視図を示す。
【図６】第１実施例に関して、前端とフロントフェイスを示すゴルフクラブヘッドの正面
図を示す。
【図７】第１実施例に関して、後端を示すゴルフクラブヘッドの背面図を示す。
【図８】第１実施例に関して、上壁、前端、後端、ヒール端、及び、トウ端を示すゴルフ
クラブヘッドの平面図を示す。
【図９】第１実施例に関して、底壁を示すゴルフクラブヘッドの底面図を示す。
【図１０】第１実施例に関して、ヒール部を示すゴルフクラブヘッドの側面図を示す。
【図１１】第１実施例に関して、トウ部を示すゴルフクラブヘッドの側面図を示す。
【図１２】アドレス位置に位置する図１１の例のゴルフクラブヘッドの断面図を示す。
【図１３】第２実施例に関して、アドレス位置に位置する一例のゴルフクラブヘッドの断
面図を示す。
【図１４】第３実施例に関して、アドレス位置に位置する一例のゴルフクラブヘッドの断
面図を示す。
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【図１５】第４実施例に関して、ゴルフクラブヘッドが製造され得る一方法のフロー線図
を示す。
【図１６】第５実施例に関して、ゴルフクラブヘッドが製造され得る一方法のフロー線図
を示す。
【図１７】第６実施例に関して、図１のゴルフクラブヘッドが製造され得る他の方法のフ
ロー線図を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１５】
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