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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】変移する中空空間を持つ、ゴルフクラブのアイ
アンセットを提供する。
【解決手段】複数のアイアンタイプのゴルフクラブヘッ
ドを含み、前記クラブヘッド各々が、ロフト角を構成す
るフロントフェース１０とソール２０とを持ち、前記ク
ラブヘッド各々が、ゴルフクラブセット全体を通して、
実質的に一定のソール幅を持つ、ゴルフクラブセットで
あって、前記クラブヘッドの幾つかが、中空空間４０を
有し、前記クラブヘッドの幾つかが、中空空間を持たな
いことを特徴とする。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブセットであって、
　複数のアイアンタイプのゴルフクラブヘッドを有し、
　前記クラブヘッドの各々が、ロフト角を構成するフロントフェースと、ソールとを備え
、前記クラブヘッドの各々が、ゴルフクラブセット全体を通して、実質的に一定のソール
幅を有し、
　前記クラブヘッドのうちの幾つかが中空空間を有し、
　前記クラブヘッドのうちの幾つかは中空空間を有しない、
　ゴルフクラブセット。
【請求項２】
　前記ソール幅が、前記クラブヘッドのフロントから、前記ゴルフクラブのバックに向か
う方向において測定され、前記ソール幅の各々が、約2.54cm(1インチ)よりも大きい、請
求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項３】
　前記各中空空間が、前記フロントフェースの下方部分と、前記ソールの一部と、リア壁
とによって構成され、
　前記リア壁と前記ソールとが下方接続部で接し、
　前記下方接続部が、前記フロントフェースの下方縁部から所定距離にある、
　請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項４】
　前記リア壁が、上方接続部で前記フロントフェースのリア表面と結合され、
　前記上方接続部から前記フロントフェースの上方縁までの距離が、前記ゴルフクラブセ
ット全体を通して、実質的に一定である、請求項3記載のゴルフクラブセット。
【請求項５】
　前記所定距離が、前記ゴルフクラブセット全体を通して、ロフト角の増大と共に減少す
る、請求項3記載のゴルフクラブセット。
【請求項６】
　前記各中空空間が或る体積を構成し、前記中空空間の体積が全体的にロフト角の増大と
共に減少する、請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項７】
　前記各中空空間が或る体積を構成し、少なくとも2つの前記クラブヘッドの体積が同一
である、請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項８】
　前記セットが、長距離用クラブと短距離用クラブとを含み、
　中空空間を有する前記クラブの幾つかが長距離用クラブを含み、中空空間を持たない前
記クラブの幾つかが短距離用クラブを含む、請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項９】
　前記複数のアイアンタイプの各ゴルフクラブヘッドが重心を持ち、該各重心が、前記ソ
ールの底から約2.54cm(1インチ)未満である、請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項１０】
　前記複数のアイアンタイプの各ゴルフクラブヘッドが重心を持ち、該各重心が、前記フ
ロントフェースのうしろ、約1.02cm～約1.52cm(約0.4インチ～約0.6 インチ)である、請
求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項１１】
　前記複数のアイアンタイプの各ゴルフクラブヘッドが、重心と、該重心を通って延びる
垂直軸線を中心に測定した或る慣性モーメントとを有し、前記慣性モーメントが約2300g
・cm2～約2900g・cm2である、請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項１２】
　最小のロフト角を持つ、前記ゴルフクラブセット内の第一のゴルフクラブと、最大のロ
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フト角を持つ、前記ゴルフクラブセット内の第二のゴルフクラブとの間の慣性モーメント
の差が300g・cm2未満である、請求項11記載のゴルフクラブセット。
【請求項１３】
　前記慣性モーメントが全体的にロフト角の増大と共に増加する、請求項11記載のゴルフ
クラブセット。
【請求項１４】
　前記クラブヘッドの少なくとも幾つかが、
　前記クラブヘッドのリア部分に設けられた凹部と、
　該凹部内に位置決めされたインサートとを有する、
　請求項1記載のゴルフクラブセット。
【請求項１５】
　凹部を持つ前記クラブの少なくとも幾つかが、前記凹部内にポケットを有する、請求項
14記載のゴルフクラブセット。
【請求項１６】
　中空空間を有する前記クラブヘッドの少なくとも幾つかが、前記中空空間と隣接する、
上方リアキャビティーと、下方リアキャビティーとを有する、請求項1記載のゴルフクラ
ブセット。
【請求項１７】
　前記各中空空間が、前記フロントフェースの下方部分と、前記ソールの一部と、リア壁
とによって構成され、
　該リア壁が、上方接続部で前記フロントフェースのリア表面と結合し、
　前記上方接続部から前記フロントフェースの上方縁までの距離が、前記ゴルフクラブセ
ット全体を通して、実質的に一定である、
　請求項16項記載のゴルフクラブセット。
【請求項１８】
　下方リアキャビティーを持つ前記クラブヘッドが、前記下方リアキャビティー内に複合
インサートを有する、請求項16項記載のゴルフクラブセット。
【請求項１９】
　前記各クラブヘッドがバックを有し、該バックが複合材料を有する、請求項1記載のゴ
ルフクラブセット。
【請求項２０】
　前記各中空空間が、前記フロントフェースの下方部分と、前記ソールの一部と、リア壁
とによって構成され、
　前記リア壁と前記ソールとが下方接続部で接し、
　前記下方接続部が前記フロントフェースの下方縁部から所定距離にあり、
　前記リア壁が、内壁を備えた金属材料と、前記内壁と結合された前記複合材料を含むイ
ンサートとを有する、請求項19記載のゴルフクラブセット。
【請求項２１】
　前記内壁が棚部を含み、その上に前記インサートの一部が係止している、請求項20記載
のゴルフクラブセット。
【請求項２２】
　前記中空空間を持たない前記クラブヘッドのうちの少なくとも幾つかが減衰体を含む、
請求項19記載のゴルフクラブセット。
【請求項２３】
　前記バックが凹部を備え、前記減衰体が前記凹部内に位置決めされている、請求項22記
載のゴルフクラブセット。
【請求項２４】
　前記減衰体が、前記凹部の内側表面と前記複合材との中間にある、請求項23記載のゴル
フクラブセット。
【請求項２５】
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　前記中空空間を持たないクラブの前記バックが凹部を備え、前記複合材料で作られたイ
ンサートが前記凹部内に位置決めされている、請求項19記載のゴルフクラブセット。
【請求項２６】
　フェースと、ソールと、バックとを備える本体を有し、
　前記バックが複合材料を含み、
　前記フェースが、トップラインとリーディングエッヂとの間に延び、
　前記バックが、
　　前記ソールと
　　前記トップラインと前記リーディングエッヂとの間の前記フェースのリア表面と
　の間に延び、中空空間を構成する、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項２７】
　前記バックが前記ソールの最後部から延びる、請求項26記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２８】
　前記バックが、
　内壁を備えた金属材料と、
　前記内壁と結合された前記複合材料を備えたインサートとを有する、
　請求項26記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２９】
　前記内壁が、前記インサートの一部が載る棚部を備える、請求項28記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項３０】
　前記インサートが前記棚部と結合された、請求項29記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３１】
　前記金属材料を貫通する穴が設けられ、前記インサートが前記穴を覆う、請求項28記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項３２】
　前記複合材料が、炭素繊維、グラファイト、繊維強化樹脂、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹
脂の１つ又は２つ以上、または、これらの組合せを含む、請求項26記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項３３】
　前記フェースが溝を備えたインサートを有する、請求項26記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３４】
　前記ゴルフクラブヘッドがアイアンタイプのゴルフクラブヘッドである、請求項26記載
のゴルフクラブヘッド。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ゴルフクラブに関し、特に、変位する中空空間を備える、ゴルフクラブのア
イアンセットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アイアンタイプのゴルフクラブは、一般にフロントフェース、すなわち、打球フェース
と、トップラインと、ソールとを備える。このフロントフェースはゴルフボールと接触し
、これをヒットする。多数のスコアライン又はグルーブがフェースに設けられ、ボールに
スピンを付与するのに役立つ。トップラインは、一般にゴルファーに対して特定の外観を
有し、ウエイトを付与するように、形作られている。ゴルフクラブのソールは、ゴルフの
ショットにとって特に重要である、というのは、これが、スイング中に地面と接触し、相
互作用するからである。
　アイアンタイプゴルフクラブの従来のセットにおいて、各クラブはシャフトを備え、シ
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ャフトの一端はクラブヘッドと結合され、他端はグリップに結合されている。クラブヘッ
ドは、ゴルフボールをヒットするためのフェースを備える。このフェースと垂直面との間
の角度はロフト角と呼ばれている。
【０００３】
　このアイアンセットは、一般に2番～9番と呼ばれるアイアンと、ピッチングウエッジと
を含む。他のウエッジ、例えばロブウエッジ、ギャップウエッジおよびサンドウエッジも
、場合によりこのセットに含められる。各アイアンは、通常、ロングアイアンからショー
トアイアンへと、各クラブヘッドのロフトが高くなるに従って、該セットを通じて減少す
るシャフト長さを持つ。クラブの長さは、クラブヘッドのロフト、重心位置と共に、イン
パクト時のボールの打ち出し状態に対する種々の性能特性を与え、ボール飛距離を決定付
ける。飛距離は、一般的に、ロフト角の減少、クラブ長さの増大により、増大する。しか
し、使用の難しさは、ロフト角の減少、クラブ長さの増大により高まってしまう。
【０００４】
　アイアンタイプのゴルフクラブは、一般に2つのカテゴリー、すなわち、ブレード(blad
es)タイプとキャビティーバック(cavity backs)タイプとに分けられる。ブレードタイプ
は伝統的なクラブであり、ソールからトップラインに至るまで、実質的に均一な外観を持
つけれども、ソールからトップラインまでテーパするものもある。
【０００５】
　ブレードデザインはスイートスポット(即ち、ゴルフボールをヒットした際に所定のゴ
ルフショットをもたらすフェースの領域)が小さいので、その使用は比較的難しく、その
結果、典型的には熟練ゴルファーのみによってしか使用されない。しかし、これらのクラ
ブは、他のデザインよりもより長距離のゴルフショットをもたらすという利点を有してい
る。更に、これらデザインは、典型的に比較的軟質の鍛造鋼で作られているので、ゴルフ
ァーが、その望み通りにゴルフボールを操作し、ゴルフショットを工夫することを可能と
する。
【０００６】
　キャビティーバックタイプは現代的な設計であり、打撃フェースと反対側の、クラブの
バック部分に、中空部分又はキャビティーを設けることによって、クラブ質量の幾らかを
周囲部に移動させる。これは、より大きなスウィートスポットを持つ、より許容度の高い
クラブをもたらす。ウエイトを周囲部に移すことによって、クラブフェースのサイズを拡
大することが可能となり、このことはまた、より一層大きなスウィートスポットをもたら
す。キャビティーによって作り出された周囲部のウエイトは、クラブの慣性モーメントを
また高める。この慣性モーメントは、クラブのトルク、例えばオフセンターヒットによっ
て生じるトルクに対する抵抗の程度、或いは、度合いである。これらクラブは、ブレード
タイプよりも打撃し易く、その結果、熟練度の低いゴルファーや、ビギナーゴルファーに
よる使用が可能である。
【考案の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案は、クラブヘッドのうちの幾つかが中空空間を持ち、クラブヘッドのうちの幾つ
かが中空空間を持たない、アイアンゴルフクラブセットに関する。中空空間は、フロント
フェースの下方部分と、ソールの一部と、リア壁とによって構成されるのが好ましい。中
空空間は、全体的にクラブのロフト角の増加と共に変移する、すなわち、順次小さくなる
。この中空空間は、空であるか、あるいは少なくとも部分的に、例えばフォームで満たさ
れていても良い。接着剤を、この中空空間に配置することも可能である。
　前記フロントフェースのバック部分は、上方リアキャビティーを含むことができる。前
記クラブヘッドのバックは、下方リアキャビティーを含むことができる。前記下方リアキ
ャビティーは、前記クラブの中でリア壁を持つものについては、前記リア壁内に、あるい
は前記クラブの中でリア壁を持たないものについては、前記フロントフェースのリア表面
内に設けることができる。これらキャビティーは、開放状態のままであってもよく、ある
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いはその中にインサートを満たすことも可能である。
【０００８】
　前記フロントフェースのリーディングエッヂを通る垂直面と共に、前記フロントフェー
スは、前記クラブのロフト角を構成する。前記ソールは、このリーディングエッヂ部にお
いて、前記フロントフェースと結合している。好ましくは、前記クラブヘッドのフロント
部から前記クラブヘッドのバックに向かう方向において測定した、前記ソールの幅は、こ
のクラブセット全体を通じて実質的に一定である。前記リア壁は、下方接続部において前
記ソールと、また上方接続部において前記フロントフェースのリア表面と結合している。
前記下方接続部は、好ましくは前記リーディングエッヂと、前記ゴルフクラブの後縁との
間にある。前記下方接続部は、前記フロントフェースの下方縁部から所定距離にある。こ
の所定距離は、ロフト角の増加と共に、前記クラブセット全体を通して減少するのが好ま
しい。
【０００９】
　前記各中空空間は、ある体積を構成し、前記中空空間の体積は全体的にロフト角の増加
と共に減少する。場合により、少なくとも2つの前記クラブヘッドの前記体積は、実質的
に同一である。
【００１０】
　このクラブセットは、長距離用のクラブと、短距離用のクラブとを含んでいる。これら
クラブの中で中空空間を持つものは、長距離用のクラブを含み、またこれらクラブの中で
中空空間を持たないものは、短距離用のクラブを包含する。あるいはまた、これらクラブ
の中で中空空間を持つものは、長距離用クラブであり、これらクラブの中で中空空間を持
たないものは、短距離用クラブである。即ち、長距離用クラブのみが、中空空間を持つ。
【００１１】
　前記クラブヘッド各々は、重心を持つ。各重心は、好ましくは前記ソールの底部から約
2.54 cm(1 インチ)未満の位置にあり、またより好ましくは各重心は、前記ソールの底部
から約2.03 cm(0.8インチ)未満である。各重心は、フロントフェースうしろ約1.02cm～約
1.52cm(約0.4インチ～約0.6インチ)であるのが好ましく、各重心はフロントフェースうし
ろ約1.27cm(0.5インチ)であるのがより好ましい。各クラブヘッドは重心を通る垂直軸線
を中心に測定した慣性モーメントを持ち、該慣性モーメントは約2300g・cm2～約2900g・c
m2である。これら慣性モーメントは全体的にロフト角の増大と共に高くなる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本考案を、添付図を参照しつつ説明する。前記添付図において、類似する参照番
号は同様な要素を表す。
　実施例における以外、または特に述べない限り、あらゆる数値範囲、量、値および百分
率、例えば材料の量、慣性モーメント、重心の位置、ロフト角、および本明細書の以下の
部分における他の物は、「約」なる用語が、値、量または範囲に表現上現れない場合にお
いてさえ、「約」なる用語が先行するものとして読むべきである。従って、逆に指定され
ていない場合には、以下の本明細書および添付した実用新案登録請求の範囲に示された数
値パラメータは、本考案により得られたと考えられる所定の性質に依存して変動する可能
性のある、近似値である。少なくとも、および実用新案登録請求の範囲に等価な教義の適
用範囲を限定する意図なしに、各数値パラメータは、少なくとも、報告された有意な数値
の値に照らして、また通常の切り上げ、切捨て技術の適用によって、解釈されるべきであ
る。
【００１３】
　本考案の広義の範囲を示す数値範囲およびパラメータが、近似値であるにも拘らず、特
定の実施例に示された数値は、できる限り正確であるように報告されている。しかしなが
ら、あらゆる数値は、必然的に、各テスト測定に見られる標準偏差に起因する、ある程度
の誤差を、元々含んでいる。更に、変動する範囲を含む数値範囲が、ここに示された場合
には、表示された数値を含む、これら数値のあらゆる組合せが、使用可能であることを意
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図している。
【００１４】
　ゴルフクラブセットは、典型的に2番～9番と呼ばれるアイアンおよびピッチングウエッ
ジを含む。他のセット、例えば女性用のゴルフクラブセットは、典型的に4番乃至9番と呼
ばれるアイアン、およびピッチングウエッジを含む。これらクラブのロフト角は、この番
手が大きくなるのに伴って、大きくなる。例えば、2番アイアンは、5番アイアンよりも小
さなロフト角を持ち、また5番アイアンは、ピッチングウエッジよりも小さなロフト角を
持つ。一般に、使用の難しさは、このロフト角の増大に伴って、高くなる。即ち、2番ア
イアンは、5番アイアンよりもボールを打つことが難しく、また5番アイアンは、ピッチン
グウエッジよりもボールを打つことが難しい。
【００１５】
　より長いアイアン(即ち、より小さなロフト角を持つアイアン)は、一般により小さなス
ウィートスポットを持つために、ボールを打つことが難しい。即ち、より大きなスウィー
トスポットを持つアイアンを作ることが望ましい。
　本考案は、各クラブについて個々に、スウィートスポットのサイズを釣り合わせた、ゴ
ルフクラブセットを提供することにある。これは、ボールを打つことがより難しいクラブ
(長距離用のクラブ)に関するスウィートスポットを大きくし、ボールを打つことがより容
易なクラブ(短距離用のクラブ)に関する、より小さなスウィートスポットを維持すること
によって達成される。このクラブセットは、複数のアイアンタイプのゴルフクラブヘッド
を含み、そのクラブヘッドの幾つかは、中空空間を含み、前記クラブヘッドの幾つかは、
中空空間を含まない。これら中空空間の体積は、一般に変移し、即ち前記クラブのロフト
角における増加に伴って、徐々に小さくなる。この中空空間の存在は、前記クラブヘッド
の重心を後方(前記フェースから離れた位置)、下方(前記ソールに向、て)に移動させ、ゴ
ルフボールの空中浮揚を容易にする。この中空空間は、好ましくは異なるクラブに対して
、異なる変更量を付与するために変えられる。
【００１６】
　図1は、本考案のゴルフクラブセットの、第一の代表的なクラブ1の断面図である。この
クラブ1は、アイアンタイプのクラブであり、フロントフェース10と、ソール20と、リア
壁30とを備える。フロントフェース10は、そのリーディングエッヂ12を通る垂直面と共に
、このクラブのロフト角αを構成する。ソール20は、リーディングエッヂ12でフロントフ
ェース10と結合される。ソール20の幅は、このクラブセット全体を通じて実質的に一定で
あるのが好ましく、このソール20の幅はクラブヘッド1のフロントからそのバックに向か
う方向において測定された。リア壁30は、下方接続部22でソール20と結合され、上方接続
部32でフロントフェース10のリア表面14と結合される。下方接続部22は、クラブヘッド1
のトレーリングエッヂ24とリーディングエッヂ部22との間にあるのが好ましい。
【００１７】
　クラブ1は、このクラブセットのより長いクラブの一つであり、従ってこれは中空空間4
0を含んでいる。この中空空間40は、フロントフェース10の下方部分と、ソール20の一部
と、リア壁30とによって構成される。(リア壁30は、中空空間40を含むクラブにおいての
み存在する。)中空空間40は、クラブヘッドの重心を後方、下方に移動させ、スウィート
スポットを拡大する。この中空空間の体積が大きい程、クラブ重心の位置に及ぼす作用が
大きくなる。これらクラブでは、ロフト角の増大に伴って、順次ボールを打つことが容易
となるので、その重心を順次移す必要性は、そのロフト角の増大と共に低くなる。従って
、これらの中空空間40の体積は、全体的に変移し、クラブのロフト角の増大と共に順次小
さくなる。中空空間40は、空であっても、また少なくとも部分的に、例えばフォームで満
たされていても良い。また、接着剤を、中空空間40内に配置して、前記空間内に存在し、
前記クラブの使用者を混乱させる恐れのある、あらゆる異物を、移動しないようにするこ
とも可能である。
【００１８】
　クラブヘッドの重心を下げるための追加の手段として、フロントフェース10はテーパさ
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れ、底部に向って厚くされ、頂部に向かって薄くされるのが好ましい。同様に、ソール20
の厚み及び重さを重心の位置に更に影響を与えるように操作することもできる。
【００１９】
　中空空間40はまた、クラブヘッドの慣性モーメント(MOI)に影響を与える。慣性とは、
何らかの外力が作用しない場合には、物体が静止状態を維持し、あるいは均一な運動状態
を維持するという、物質の特性である。MOIは、所定軸線を中心とする角加速度に対する
物体(クラブ本体)の抵抗の程度、或いは、度合いであり、かかる物体内の各質量要素と、
該要素の軸線からの距離の二乗との積の総和に等しい。従って、前記軸線からの距離が大
きくなるにつれ、このMOIも大きくなる。
【００２０】
　中空空間40はまた、クラブの重さをクラブヘッドの周囲部に向けて外方に移動させる。
この周囲部の重量付加はクラブのMOIを大きくし、結果的にオフセンターヒットに対する
許容度を高める。
【００２１】
　フロントフェース10のバックは、上方リアキャビティー16を含むことができる。クラブ
ヘッド1のバックは、下方リアキャビティー34を含むことができる。下方リアキャビティ
ー34は、リア壁30を持つクラブについては、このリア壁30内に、あるいはリア壁30を持た
ないクラブについては、フロントフェース10のリア表面内に設けることができる。これら
のリアキャビティー16、34は、クラブヘッドの質量を更にクラブヘッドの周囲部に分布さ
せ、クラブのスウィートスポットを拡大するように作用し、ゴルフスイングを更に容易に
し、よりソフトな感触(打感、フィーリング)を持つ、より寛容度の高いクラブヘッドを提
供する。これらキャビティーは、開放された状態のままであっても良いし、その内部にイ
ンサートを詰めても良い。意図しているインサートは、ウエイトインサートや、複合イン
サートを含む。複合材料は、マトリックス材料と組み合わせた、様々な樹脂、例えばガラ
ス繊維、グラファイト、またはセラミックスマトリックス等と組み合わせた、熱可塑性ま
たは熱硬化性樹脂を含むことができる。ロゴをこのインサート上に配置するのが好ましい
。図2は、本考案のゴルフクラブセットの第二の代表的なクラブ2の断面図である。このク
ラブ2は、このセットのより短いクラブの一つであり、従ってこれは中空空間を含まない
。インサート50は、下方リアキャビティー34内に配置される。
【００２２】
　各クラブの重心はソール20の底部から約2.54cm(1インチ)未満が好ましく、各クラブの
重心はソール20の底部から約2.03 cm(0.8 インチ)未満であるのがより好ましい。各クラ
ブの重心は、フロントフェース10のうしろ約1.02～約1.52cm(約0.4～約0.6インチ)が好ま
しく、各クラブの重心はフロントフェース10のうしろ約1.27cm(約0.5インチ)がより好ま
しい。各クラブに関する慣性モーメントは、約2300g・cm2～約2900g・cm2であるのが好ま
しい。この慣性モーメントはロフト角の増大と共に増大するのが好ましい。
【００２３】
　中空空間は、中実部分や膨張ブラダ(inflatable bladder)のようなデバイスの回りでク
ラブヘッドシェルを鋳造し、次いでソール20の穴からデバイスをとの除くことにより作る
ことができる。次に、ソールインサートを、例えば溶接によりこのクラブヘッドシェルと
結合して、中空空間40を封止する。このソールインサート材料は、クラブヘッド1の他の
材料よりも比較的高い密度を持つものであって、結果的に更にクラブヘッドの重心を下げ
、スウィートスポットを拡大する。このソールインサートは、鍛造や鋳造等のあらゆる適
当な製法により作ることができる。このクラブヘッドシェル用に意図した材料は、ステン
レススチールを含み、またソールインサート用に意図した材料は、ステンレススチール、
タングステン合金を含む。
【実施例】
【００２４】
　本考案のこれらのおよび他の局面は以下の非-限定的な例を参照することにより、一層
十分に理解することができるが、これら実施例は、本考案のゴルフクラブセットの、好ま
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しい態様を単に例示するものであり、本考案を何等限定するものと理解すべきではなく、
本考案の範囲は、添付した実用新案登録請求の範囲およびその等価な範囲により構成され
る。
【００２５】
実施例1
　図3は、本考案のゴルフクラブセットの、複数のアイアンタイプのゴルフクラブヘッド
各々の断面図を示すものである。ロフト角αは2-アイアンからピッチングウエッジへと増
大する。これらクラブヘッドの幾つかは、中空空間40を有し、また前記クラブヘッドの幾
つかは、中空空間40を持たない。前記例示した態様において、中空空間40を含むクラブは
、2-アイアン、3-アイアン、4-アイアン、5-アイアン、6-アイアンおよび7-アイアンであ
り、またピッチングウエッジは、中空空間40を持たない。
【００２６】
　図4は、図3に示したクラブセットの、代表的な中空クラブの断面図である。幾つかの寸
法が、図4に示されている。これら寸法の例示的、非-限定的な値を、以下の表1に与える
。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　この例示した態様において、中空空間40の体積は、ロフト角αを減じることによって、
またリア壁30の位置および配向を変えることにより、変更される。典型的なロフト角の値
を、以下の表2に与える。ソール20の幅(寸法C)および上方接続部32から前記クラブヘッド
の上部までの距離(寸法A)は、このクラブセット全体を通じて実質的に一定である。ここ
で使用する、実質的に一定なる用語は、ソールの幅が、全体として相互に約0.254 cm(0.1
 インチ)以内にあることを意味し、またこのセットの隣接するクラブ間のソール幅が、1.
27 mm(0.05 インチ)を越えて変動しないことを意味する。リーディングエッヂ12から前記
リア壁-ソール接続部22までの距離は、2-アイアンから7-アイアンまで、あるいはロフト
角の増加に伴って徐々に減少する。
【００２９】

【表２】

【００３０】
　上記の寸法は、前記重心の位置および慣性モーメントを変更する。これは、ロングアイ
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アンでボールを打つことを容易にし、しかも得られるゴルフショットの飛距離を維持する
。前記重心の位置および慣性モーメントを、以下の表3に与える。前記慣性モーメントは
、前記重心を通る垂直軸線に関するものである。これらの軸は、以下のような配向状態に
ある。その原点は、リーディングエッヂ12のトウ側の端部にあり、x-軸は紙面に対して垂
直であり、そのy-軸は垂直であり、そのz-軸は水平である。
【００３１】
【表３】

【００３２】
　表3において、CGxは前記重心のx-座標であり、CGyは前記重心のy-座標であり、CGzは前
記重心のz-座標であり、またIyyはy-軸に関する慣性モーメントである。これら座標の単
位はcm(インチ)であり、また慣性モーメントの単位は、g・cm2である。
【００３３】
実施例2
　図5は、本考案のゴルフクラブセットの第二の代表的な中空クラブヘッド3の断面図であ
り、および図6は、本考案のゴルフクラブセットの第二の代表的な中実クラブヘッド4の断
面図である。これらクラブヘッド3および4各々は、凹部60およびその中に配置されたイン
サート70を含む。このインサート70は、あらゆる所定の形状、および好ましくはメダリオ
ン形状をとることができる。メダリオンは、ブランドおよびモデル情報を提供するのに有
用である。インサート70は、同時成型したプラスチック等のプラスチックまたはステンレ
ススチール等の金属、あるいは任意の他の適当な材料または複合体で作ることができる。
このインサートは、前記クラブヘッド重心の位置を更に操作するのに利用することができ
る。凹部60およびインサート70は、嵌合式に結合するように構成されており、従ってイン
サート70の外側表面は、前記クラブヘッドの外側表面と一致し、この表面と事実上シーム
レスの推移をもたらす。
【００３４】
　このクラブセットにおける前記中空のゴルフクラブヘッド全てが、凹部60およびインサ
ート70を含むことができ、あるいはこのセットにおける前記中空のゴルフクラブヘッドの
一部のみが、これらを備えることができる。好ましくは、少なくとも2-アイアン乃至5-ア
イアンが、凹部60およびインサート70を含む。
　前記中空クラブヘッド3と関連して、凹部60は、前記リア壁30内に設けられている。凹
部60は、その中に開口62を含むことができ、あるいはこれは中実であっても良い。開口62
が設けられている場合、これはインサート70によって覆われており、中空空間40を生成す
る。
【００３５】
　このクラブセットにおける前記中実ゴルフクラブヘッドの全ては、凹部60およびインサ
ート70を含むことができ、あるいはこのセットにおける前記中実ゴルフクラブヘッドの一
部のみが、これらを備えることができる。好ましくは、少なくともこのセットに含まれる
幾つかのウエッジは、凹部60およびインサート70を含む。
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【００３６】
　中実クラブヘッド4と関連して、凹部60は、クラブヘッド4のリア表面64内に設けられる
。場合により、ポケット66を、凹部60内に設けることができる。このポケット66は、材料
を除去して、クラブヘッド4の重量を減じる。クラブヘッド4の幾つかまたはその全てが、
ポケット66を含むことによって、インサート70を含めたことによる重みの付加を、相殺す
ることができる。このように、(例えば)同等なメダリオンを、各クラブヘッド4と共に使
用して、各クラブヘッドに対する、慣習的なメダリオンの必要性を排除することができる
。ポケット66の体積および形状は、同様にこれらクラブヘッドの中で変えることができる
。
【００３７】
実施例3
　図7は、本考案のゴルフクラブセットの代表的な第三の中空クラブヘッド5の断面図を示
し、図8は、本考案のゴルフクラブセットの代表的な第三の中実クラブヘッド6の断面図を
示す。これらのクラブヘッド5、6の各々は、フェース82と、ソール84と、バック86とを備
えた本体80を有する。フェース82は、これらクラブヘッド５、６に関するロフト角を構成
し、バック86は複合材料を含む。フェース82及び／又はソール84は、本体80と一体であっ
ても良いし、本体80に連結された、インサートのような別々の本体(パーツ)であっても良
い。このことは、クラブヘッド5、6の異なる部分に対して、異なる材料の使用を可能とす
る。例えば、本体80は、特定のゴルファーの要求に合うように、注文製作することができ
るので、これを、好ましくは鋼で作ることができ、またフェース82は、反復的なゴルフボ
ールの衝撃を受けるので、好ましくはチタンで作ることができる。適当な複合材料は、例
えばマトリックス材料、例えばグラファイトと組み合わせた様々な樹脂、または少なくと
も部分的に炭素、ガラス繊維、またはセラミックで作られた繊維と組み合わせた、熱可塑
性または熱硬化性材料を含む。これら例示的な材料の組合せも、使用可能である。
【００３８】
　中空クラブヘッド5に関連して、バック86は、クラブヘッドのトップライン88およびリ
ーディングエッヂ89間にあるフェース82のリア表面83と、ソール84との間に延びていて、
中空空間40を構成している。好ましくは、バック86は、ソール84の最も後方部分から延び
ているが、バック86の背後に幾分かのソールのオーバーハングがあってもよい。バック86
は、好ましくは本体80と共に一体式に製造できる金属材料を含む。バック86の金属材料は
、バック86を貫通し、中空空間40に至る穴を構成する、内部壁85を含むことができる。こ
の複合材料は、内部壁85と結合したインサート90として与えることができ、結果的にイン
サート90は、この穴を覆うことになる。内部壁85は、インサート90の一部が載る棚部87を
備えることができる。棚部87は、インサート90の支持を助ける。インサート90は、棚部87
と結合していても、結合していなくても良い。
【００３９】
　バック86における本体材料の除去は、必然的に、前記クラブヘッドの重量を、その周辺
の方向に再配置し、更に前記クラブのMOIを大きくし、よりソフトな感触を持つ、より寛
容度の高いクラブをもたらす。複合インサート90は、この質量の再分配を乱すことは無い
。というのは、前記複合材料は、密度が低いからである。インサート90は、ゴルフボール
による衝撃を受ける際に、フェース82を支持する。
【００４０】
　中実クラブヘッド6に関連して、バック86は、凹部95を含んでいて、更に周囲部への重
量付加をもたらし、前記クラブの競技性および許容度を高める。複合インサート90は、こ
の凹部95内に配置できる。複合インサート90の使用は、このクラブセットのアイアン型ク
ラブ全体の一様な外観を与える。このインサート90はまた、ダンパー、すなわち、減衰体
92と組み合わせて使用して、このゴルフクラブの使用中に発生するあらゆる振動を減衰し
、更に前記ゴルフクラブの競技性および感触を高めることを可能とする。弾性材料で作る
ことのできる、減衰体92は、好ましくは凹部95の内部表面と複合インサート90との中間に
ある。この配置は、減衰体が望ましくない振動を減衰し、依然としてソリッド感を持つク
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ラブを提供する。
【００４１】
　以上、本考案の好ましい態様を説明してきたが、これらは、例示のみの目的で与えられ
るものであり、限定的な意味で与えられるものではないものと理解すべきである。当業者
は、本考案の精神並びに範囲を逸脱することなしに、これらに、形状および細部における
様々な変更を加えることが可能であることを理解するであろう。従って、本考案は、上記
の例示的な態様によって、限定されるべきではなく、上記の実用新案登録請求の範囲およ
びその等価物によってのみ構成されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本考案のゴルフクラブセットの、第一の代表的なクラブの断面図である。
【図２】本考案のゴルフクラブセットの、第二の代表的なクラブの断面図である。
【図３】本考案のゴルフクラブセットの、複数のアイアンタイプのゴルフクラブヘッドの
各々の断面図である。
【図４】図3に示したゴルフクラブセットの、代表的な中空クラブの断面図である。
【図５】本考案によるゴルフクラブセットの、第二の代表的な中空クラブヘッドの断面図
である。
【図６】本考案のゴルフクラブセットの、第二の代表的な中実クラブヘッドの、断面図で
ある。
【図７】本考案のゴルフクラブセットの、第三の代表的な中空クラブヘッドの断面図であ
る。
【図８】本考案のゴルフクラブセットの、第三の代表的な中実クラブヘッドの、断面図で
ある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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