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(57)【要約】
【課題】裁量質量を増大させ、クラブヘッドのＣＧ位置
が低くかつ深く、ＣＧがフェース中心と位置合わせされ
、クラブヘッドのＭＯＩを改善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、中央頂点を有する
打球面と、前記打球面に連結されるとともに少なくとも
１つのドロップ角を有するボディ部と、を有し、前記少
なくとも１つのドロップ角は、前記ボディ部上のパスか
ら地面に向けて延出する第一の仮想垂直線に対して測定
され、前記第一の仮想垂直線は前記パス上の、前記中央
頂点からの水平距離が約２ｃｍ～約４ｃｍの箇所に位置
し、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前
記少なくとも１つのドロップ角が約４０°～約６０°で
あることを特徴とする。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、
　中央頂点を有する打球面と、
　前記打球面に連結されるとともに少なくとも１つのドロップ角を有するボディ部と、
　を有し、
　前記少なくとも１つのドロップ角は、前記ボディ部上のパスから地面に向けて延出する
第一の仮想垂直線に対して測定され、前記第一の仮想垂直線は前記パス上の、前記中央頂
点からの水平距離が約２ｃｍ～約４ｃｍの箇所に位置し、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記少なくとも１つのドロップ角が約
４０°～約６０°である、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記ドロップ角が約５０°～約６０°である請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記ドロップ角が４１．４°～４７．８°である請求項１に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項４】
　前記ボディ部が、前記仮想垂直線に対して測定した場合に約９０°～約１１０°の少な
くとも１つの回復角を有する請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記パスが少なくとも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６】
　前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２
５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、
　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７】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する、仮
想座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項１に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１１】
　前記打球面がフェース中心と、前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを
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１２】
　前記中央頂点から地面に向けて延出する第二の仮想垂直線をさらに有し、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記ボディ部が、前記地面から約５ｍ
ｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記第二の仮想垂直線に対して測定した場合に約９０
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ｍｍ～約１１０ｍｍの切れ長さを有する、
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記ボディ部上の頂部および最後点と、
　前記打球面と略直交するとともに前記中央頂点および前記最後点を含む仮想垂直面と、
　前記中央頂点と前記最後点の間のパスであって、前記仮想垂直面と前記本体の前記頂部
との間の交点により特徴付けられる前記パスと、
　をさらに有し、
　前記パスは約３５ｍｍ～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１４】
　基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、
　中央頂点を有する打球面と、
　前記打球面と連結されるとともに頂部および最後点を有するボディ部と、
　前記打球面と略直交するとともに前記中央頂点および前記最後点を含む仮想垂直面と、
　前記中央頂点と前記最後点の間のパスであって、前記仮想垂直面と前記ボディ部の前記
頂部との間の交点により特徴付けられるパスと、
　を有し、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で前記パスが約３５ｍｍ～約４５ｍｍの平
均高さを有する、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　前記ボディ部上の前記パスから地面に向けて延出する第一の仮想垂直線に対して測定し
た場合に約４０°～約６０°である少なくとも１つのドロップ角をさらに有し、
　前記第一の仮想垂直線は前記パス上の、前記中央頂点から約２ｃｍ～約４ｃｍの水平距
離に位置する請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記ドロップ角が４１．４°～４７．８°である請求項１５に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項１７】
　前記第一の仮想垂直線に対して測定した場合に約９０°～約１１０°の少なくとも１つ
の回復角をさらに有する、請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記パスが少なくとも２つの節点を有する請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　さらに、
　前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２
５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、
　を有する請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２１】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
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座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項１４に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項２４】
　前記打球面がフェース中心と、前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを
さらに有する請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　前記中央頂点から地面に向けて延出する仮想垂直線をさらに有し、
　前記ボディ部が、前記地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記仮想垂直
線に対して測定した場合に約９０ｍｍ～約１１０ｍｍの切れ長さを有する、
　請求項１４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２６】
　基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって
　中央頂点を有する打球面と、
　前記中央頂点から地面に向けて延出する第一の仮想垂直線と、
　前記打球面と連結されたボディ部であって、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状
態で、前記地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記第一の仮想垂直線に対
して測定した場合に約９６．５ｍｍ～約１４０ｍｍの切れ長さを有する、ボディ部と、
　を有するゴルフクラブヘッド。
【請求項２７】
　前記ボディ部上のパスから地面に向けて延出する第二の仮想垂直線に対して測定した場
合に約４０°～約６０°である少なくとも１つのドロップ角をさらに有し、
　前記第二の仮想垂直線は前記パス上の、前記中央頂点から約２ｃｍ～約４ｃｍの水平距
離に位置する請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２８】
　前記ドロップ角が４１．４°～４７．８°である請求項２７に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項２９】
　前記ボディ部が、前記第二の仮想垂直線に対して測定した場合に約９０°～約１１０°
の少なくとも１つの回復角を有する請求項２７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３０】
　前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２
５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、
　をさらに有する、請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３１】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３２】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３３】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
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　請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３４】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項２６に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項３５】
　前記打球面がフェース中心と、前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを
さらに有する請求項２６に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３６】
　前記地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記仮想垂直線に対して測定し
た場合に、前記切れ長さが約９０ｍｍ～約１１０ｍｍである請求項２６に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項３７】
　基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、
　打球面と、
　前記打球面と連結されたボディ部と、
　前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記打球面と略平行であるとともに前
記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に
位置する重心と、
　を有し、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記重心が地面から約２０ｍｍ～約２
８ｍｍの第一の垂直距離にある、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項３８】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項３７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３９】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項３７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４０】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項３７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４１】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項３７に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項４２】
　前記打球面がフェース中心と、前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを
さらに有する請求項３７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４３】
　フェース中心と前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを有する打球面と
、
　前記打球面と連結されるボディ部と、
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系と、
　を有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
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　ゴルフクラブヘッド。
【請求項４４】
　前記ボディ部上のパスから地面に向けて延出する仮想垂直線に対して測定した場合に約
４０°～約６０°である少なくとも１つのドロップ角をさらに有し、前記仮想垂直線は前
記パス上の、中央頂点から約２ｃｍ～約４ｃｍの水平距離に位置する請求項４３に記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項４５】
　前記ドロップ角が４１．４°～４７．８°である請求項４４に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項４６】
　前記ボディ部が、前記仮想垂直線に対して測定した場合に約９０°～約１１０°の少な
くとも１つの回復角を有する請求項４４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４７】
　前記パスが少なくとも２つの節点を有する請求項４４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４８】
　前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２
５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、
　を有する請求項４３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４９】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項４３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５０】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項４３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５１】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項４３に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項５２】
　前記中央頂点から地面に向けて延出する仮想垂直線をさらに有し、
　前記ボディ部が、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記地面から約５ｍ
ｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記仮想垂直線に対して測定した場合に約９０ｍｍ～
約１１０ｍｍの切れ長さを有する、
　請求項４３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５３】
　前記ボディ部上の頂部および最後点と、
　前記打球面と略直交するとともに前記中央頂点および前記最後点を含む仮想垂直面と、
　前記中央頂点と前記最後点の間のパスであって、前記仮想垂直面と前記本体の前記頂部
との間の交点により特徴付けられる前記パスと、
　を有し、
　前記パスは約３５ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有する、
　請求項４３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５４】
　フェース中心と前記フェース中心と略一致するスウィートスポットとを有する打球面と
、
　前記打球面と連結されたボディ部と、
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系と、
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　を有し、
　前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2である、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項５５】
　前記ボディ部上のパスから地面に向けて延出する第一の仮想垂直線に対して測定した場
合に約４０°～約６０°である少なくとも１つのドロップ角をさらに有し、
　前記第一の仮想垂直線は前記パス上の、前記中央頂点から約２ｃｍ～約４ｃｍの水平距
離に位置する請求項５４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５６】
　前記ドロップ角が４１．４°～４７．８°である請求項５５に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項５７】
　前記ボディ部が、前記仮想垂直線に対して測定した場合に約９０°～約１１０°の少な
くとも１つの回復角を有する請求項５５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５８】
　前記パスが少なくとも２つの節点を有する請求項５５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５９】
　さらに、
　前記ボディ部と連結さ連付けられるとともに、ホーゼル中心を有するホーゼルと、
　前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２
５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、
　をさらに有する、請求項５４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６０】
　前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高さを有するとともに、約９４ｍｍ～
約１１５ｍｍのフェース幅を有する請求項５４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６１】
　原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想
座標系をさらに有し、
　前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2である、
　請求項５４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６２】
　前記ヘッドが少なくとも２００ｃｍ3の体積を有する請求項５４に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項６３】
　さらに、前記中央頂点から地面に向けて延出する仮想垂直線を有し、
　前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記ボディ部が、前記地面から約５ｍ
ｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記仮想垂直線に対して測定した場合に約９０ｍｍ～
約１１０ｍｍの切れ長さを有する、請求項５４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】
　本出願は、米国仮特許出願第６０／８７６,５３７号（２００６年１２月２２日出願）
に対し優先権を主張する。当該特許出願の全開示内容は参照によって本願明細書に援用さ
れる。
　本発明はゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウッド型クラブヘッドは、技術に進歩に伴い、パーシモン・ウッドを用いた比較的小さ
いヘッドから、近年のドライバーに一般的な「特大」金属クラブヘッドへと変革を遂げた
。サイズや材料の変更が数年にわたり行われてきたが、近年のドライバーは伝統的なウッ
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ド型クラブに関する歴史的欠点をいまだ克服していない。
【０００３】
　ゴルファーがゴルフクラブの性能を最大限に引き出すため、一般的に質量が１８０～２
５０ｇの範囲のクラブヘッドが用いられている。クラブヘッド質量の一定部分は構造を支
える構成要素のために確保される。裁量質量（ｄｉｓｃｒｅｔｉｏｎａｒｙ　ｍａｓｓ）
と呼ばれる残りの質量は、ヘッドの慣性特性を改善し、ＣＧ（重心）を好適な位置に配置
すべく、クラブヘッド内に戦略的に分配できる。
【０００４】
　従来のドライバーでは、裁量質量の有効量が少ないために、好適なＣＧ配置や慣性モー
メント（ＭＯＩ）の増大が制限されていた。従来、裁量質量を増大させるために例えばク
ラブヘッドの薄肉化や軽量材料の採用が行われてきたが、有効裁量質量の増大への寄与は
比較的小さかった。一般的に、従来のドライバーでは、達成可能な裁量質量の量が制限さ
れていたため、性能改善に必要とされるＣＧ位置や慣性モーメントを実現することができ
なかった。
【０００５】
　一般的に、ゴルファーはクラブヘッドのフェース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。ほとんどのドライバーにおいてフェース中心が、ボールによる衝撃
時に最大のエネルギー伝達が発生する、反発係数（ＣＯＲ）の「ホットスポット」ともい
われる、フェース上の点である。ＣＯＲの「ホットスポット」でボールの衝撃が発生する
と、飛距離の伸びとして性能上のさらなる利点が現出するが、ＣＯＲの「ホットスポット
」がヘッド回転またはギア効果が発生しないクラブフェース上の打球点と整合されていな
い場合には、極めて正確な飛球は必ずしも得られない。この打球点は「スウィートスポッ
ト」とも呼ばれ、クラブヘッドの重心（ＣＧ）からヘッドの打球面に対する正射影である
。現行のクラブヘッドでは、クラブヘッド重心位置が高いため、通常「スウィートスポッ
ト」はＣＯＲの「ホットスポット」の上側に位置している。このようにＣＧ位置が望まし
くないことから、クラブヘッドにおいて、１回のゴルフショットの際に、ＣＯＲの「ホッ
トスポット」に関連する距離や「スウィートスポット」に関連する精度などの性能変数の
うち、１つだけしか最大化されることができない。
【０００６】
　さらに、フェース上の「スウィートスポット」位置が高いため、飛球方向におけるショ
ットの一貫性が低下するという統計的に望ましくないボール接触パターンが生じている。
ゴルファーは平均してフェース中心付近でボールを打球するという自然な傾向があるため
、ボール打球位置と「スウィートスポット」との間に望ましい距離よりも大きい距離が発
生する。この増大した距離がクラブヘッドのヘッド回転およびギア効果を顕著にし、ひい
ては飛距離および精度の低下を招く。
【０００７】
　ショット精度および距離は、クラブフェースに対するＣＧの深さによる影響も受ける。
近年のドライバーでは、一般的にＣＧはフェース近傍に位置する。ＣＧが浅い位置に配置
されていることで、ボールの衝撃時にヘッドを高く上げ、フェースをかぶせるべく、クラ
ブヘッドのシャフトがＣＧと位置合わせされる方向へ動的に屈曲することが防止される。
さらに、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】
【０００８】
　従って、裁量質量を増大させ、クラブヘッドのＣＧ位置が低く、クラブヘッドのＣＧが
深く、ＣＧがフェース中心と位置合わせされ、クラブヘッドのＭＯＩを改善したゴルフク
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】
【０００９】
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　かかる利点は本発明の諸実施形態に従ったドロップ角、回復角、平均高さ、および切れ
長さ（ｂｒｅａｋ　ｌｅｎｇｔｈ）を用いることで達成できる。
【００１０】
　即ち、本願請求項１に係る発明は、基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、中
央頂点を有する打球面と、前記打球面に連結されるとともに少なくとも１つのドロップ角
を有するボディ部と、を有し、前記少なくとも１つのドロップ角は、前記ボディ部上のパ
スから地面に向けて延出する第一の仮想垂直線に対して測定され、前記第一の仮想垂直線
は前記パス上の、前記中央頂点からの水平距離が約２ｃｍ～約４ｃｍの箇所に位置し、前
記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記少なくとも１つのドロップ角が約４０
°～約６０°であることを特徴とする。
【００１１】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記ドロップ角は約５０°～約６０°であってよい
。
【００１２】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記ドロップ角は４１．４°～４７．８°であって
よい。
【００１３】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記ボディ部は、前記仮想垂直線に対して測定した
場合に約９０°～約１１０°の少なくとも１つの回復角を有していてよい。
【００１４】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記パスは少なくとも２つの節点を有していてよい
。
【００１５】
　前記ゴルフクラブヘッドは、前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル中心を有す
るホーゼルと、前記打球面と略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂
直面から約２５ｍｍ～約３５ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、をさらに有してよ
い。
【００１６】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記打球面が約４５ｍｍ～約５８ｍｍのフェース高
さを有するとともに、約９４ｍｍ～約１１５ｍｍのフェース幅を有していてよい。
【００１７】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ
軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想座標系をさらに有し、前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭ
ＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2であってよい。
【００１８】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、原点が前記ゴルフクラブヘッドの重心に位置し、Ｘ
軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する、仮想座標系をさらに有し、前記ヘッドの前記Ｙ軸回りの
ＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2であってよい。
【００１９】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記ヘッドは少なくとも２００ｃｍ3の体積を有し
ていてよい。
【００２０】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記打球面がフェース中心と、前記フェース中心と
略一致するスウィートスポットとをさらに有してよい。
【００２１】
　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記中央頂点から地面に向けて延出する第二の仮想
垂直線をさらに有し、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記ボディ部が、
前記地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記第二の仮想垂直線に対して測
定した場合に約９０ｍｍ～約１１０ｍｍの切れ長さを有してもよい。
【００２２】



(10) JP 2008-154999 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

　前記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記ボディ部上の頂部および最後点と、前記打球面
と略直交するとともに前記中央頂点および前記最後点を含む仮想垂直面と、前記中央頂点
と前記最後点の間のパスであって、前記仮想垂直面と前記本体の前記頂部との間の交点に
より特徴付けられる前記パスと、をさらに有し、前記パスは約３５ｍｍ～約４５ｍｍの平
均高さを有してもよい。
【００２３】
　また請求項１４に係る発明は、基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、中央頂
点を有する打球面と、前記打球面と連結されるとともに頂部および最後点を有するボディ
部と、前記打球面と略直交するとともに前記中央頂点および前記最後点を含む仮想垂直面
と、前記中央頂点と前記最後点の間のパスであって、前記仮想垂直面と前記ボディ部の前
記頂部との間の交点により特徴付けられるパスと、を含み、前記クラブヘッドが前記基準
位置にある状態で前記パスが約３５ｍｍ～約４５ｍｍの平均高さを有することを特徴とす
る。
【００２４】
　また請求項２６に係る発明は、基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、中央頂
点を有する打球面と、前記中央頂点から地面に向けて延出する第一の仮想垂直線と、前記
打球面と連結されたボディ部であって、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、
前記地面から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さにおいて前記第一の仮想垂直線に対して測
定した場合に約９６．５ｍｍ～約１４０ｍｍの切れ長さを有する、ボディ部と、を有する
ことを特徴とする。
【００２５】
　また請求項３７に係る発明は、基準位置を有するゴルフクラブヘッドであって、打球面
と、前記打球面と連結されたボディ部と、前記ボディ部と連結されるとともに、ホーゼル
中心を有するホーゼルと、前記クラブヘッドが前記基準位置にある状態で、前記打球面と
略平行であるとともに前記ホーゼル中心を通る向きの仮想垂直面から約２５ｍｍ～約３５
ｍｍの第一の水平距離に位置する重心と、を有し、前記クラブヘッドが前記基準位置にあ
る状態で、前記重心が地面から約２０ｍｍ～約２８ｍｍの第一の垂直距離にあることを特
徴とする。
【００２６】
　また請求項４３に係る発明は、フェース中心と前記フェース中心と略一致するスウィー
トスポットとを有する打球面と、前記打球面と連結されるボディ部と、原点が前記ゴルフ
クラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想座標系と、を有し、
前記ヘッドの前記Ｚ軸回りのＭＯＩが少なくとも３７００ｇ・ｃｍ2であることを特徴と
する。
【００２７】
　また請求項５４に係る発明は、フェース中心と前記フェース中心と略一致するスウィー
トスポットとを有する打球面と、前記打球面と連結されたボディ部と、原点が前記ゴルフ
クラブヘッドの重心に位置し、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有する仮想座標系と、を有し、
前記ヘッドの前記Ｙ軸回りのＭＯＩが少なくとも２３００ｇ・ｃｍ2であることを特徴と
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら例示的な各種実施形態を説明する。
【００２９】
　図１ａおよび図１ｂに示されるように、本願明細書で用いる用語「基準位置」は、ホー
ゼル１００のホーゼル中心線１０２が、打球面１０６に略平行な仮想垂直面１０４上にあ
るときのクラブヘッド位置をいう。図１ｂに示されるように、ホーゼル中心線１０２は水
平地面１０８に対し約６０°のライ角αを有する。また、フェース角θ（図１ａ参照）は
、フェース中心１１２を通り打球面１０６に略平行な仮想垂直面１１０に対し約０°であ
る。基準位置は全米ゴルフ協会（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉ



(11) JP 2008-154999 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

ａｔｉｏｎ）およびＲ＆Ａルールズ社（Ｒ＆Ａ　Ｒｕｌｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）の『ウッ
ド型クラブのクラブヘッドサイズ測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒ
ｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｗｏｏｄ　Ｃｌｕｂｓ）』（改
訂版１．０の６．０．１．項、６．６～６．７（２００３年１１月２１日））の規準に従
い定めることができる。特にことわらない限り、全てのパラメータはクラブヘッド１０１
が基準位置にあるときに対して指定されるものとする。
【００３０】
　本願明細書でいうフェース中心１１２（図１ａおよび図１ｂ参照）は、全米ゴルフ協会
の『ゴルフクラブヘッドの可撓性測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒ
ｉｎｇ　Ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ　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ＵＳＧＡの方法を利用して
配置できる。
【００３１】
　図１ｃを参照すると、本発明の諸実施形態に従ったゴルフクラブ１０１の慣性モーメン
ト（ＭＯＩ）を決定するため、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を有する三次元座標系は、クラブヘッド
１０１が基準位置にある状態において、クラブヘッド１０１の重心をその原点としている
。Ｚ軸はＣＧを通り、地面１０８に対し垂直方向に沿って打球面１０６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。関連するＭＯＩ
は以下のようにして決定できる。
【００３２】
　（１）Ｚ軸（Ｉzz）回りのＭＯＩは、全米ゴルフ協会およびＲ＆Ａルールズ社の『ゴル
フクラブヘッドの慣性モーメントの測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕ
ｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｅｒｔｉａ　ｏｆ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　
ｈｅａｄｓ）（改訂版１．０（２００６年４月１２日））に記載された方法を利用して決
定される。
【００３３】
　（２）Ｙ軸（Ｉyy）回りのＭＯＩは、例えば、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、イナーシアダイ
ナミクス社（Ｉｎｅｒｔｉａ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ，Ｉｎｃ）（米国コネチカット州コリン
ズヴィル）の製造する型番ＭＯＩ-００５-１０４などの測定機器を利用して決定される。
図２を参照すると、例示的な測定機器はホーゼル固定具１１８を収容可能な水平ジグプレ
ート１２０を備える。ホーゼル固定具１１８上におけるクラブヘッド１０１の適切な配置
は、クラブヘッド１０１を基準位置から９０°回転させ、トウが垂直方向に沿って上に向
けられ、クラブヘッド１０１のＣＧが測定機器の回転中心軸１１４と垂直方向において略
位置合わせされることにより行われる。こうした測定は当業者には周知の方法で実施され
る。
【００３４】
　図３ａを参照すると、本願明細書でいうホーゼル中心１２２とは、平面１２３とホーゼ
ル中心線１０２との交点を指す。平面１２３はホーゼル１００の端部により特徴付けられ
る。
【００３５】
　図３ａおよび図３ｂを参照すると、本発明の諸実施形態に従ったゴルフクラブヘッド１
０１のＣＧを配置するため、軸Ｘhosel、軸Ｙhosel、および軸Ｚhoselを有する第二の三
次元座標系は、クラブヘッド１０１が基準位置にある状態において、ホーゼル中心１２２
がその原点となっている。軸Ｚhoselはホーゼル中心１２２を通り、地面１０８に対し垂
直方向に沿って打球面１０６と略平行に延出する。軸Ｙhoselはホーゼル中心１２２を通
り、打球面１０６に略平行に、軸Ｚhoselと直交する方向に延出する。軸Ｘhoselはホーゼ
ル中心１２２を通り、軸Ｚhoselおよび軸Ｙhoseに直交する方向に延出する。クラブヘッ
ドのＣＧは下記のように配置されることができる。
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【００３６】
　（１）図３ｃを参照すると、ＣＧは仮想垂直面１２６から第一の水平距離１２４に位置
する。面１２６は打球面１０６に略平行で、ホーゼル中心１２２を通る向きである。距離
１２４は、面１２６からＣＧまでの最短水平距離である。
【００３７】
　（２）図３ｃを参照すると、ＣＧは仮想垂直面１３０から第二の水平距離１２８に位置
する。面１３０は打球面１０６に略直交し、ホーゼル中心１２２を通る向きである。距離
１２８は、面１３０からＣＧまでの最短水平距離である。
【００３８】
　（３）図３ｄを参照すると、ＣＧは地面１０８から第一の垂直距離１３２に位置する。
距離１３２は地面１０８からＣＧまでの最短垂直距離である。
【００３９】
　図４を参照すると、本願明細書でいうスウィートスポット１３４とは、クラブフェース
（打球面）１０６の外面と、フェース１０６と略直交し、クラブヘッド１０１のＣＧを通
る仮想線１３６との交点を指す。
【００４０】
　図５を参照すると、本願明細書でいう中央頂点１３８とは、仮想垂直面１４０と打球面
１０６の頂部との交点を指す。面１４０は打球面１０６に略直交し、フェース中心１１２
を通る向きである。
【００４１】
　図６ａを参照すると、本願明細書でいう切れ長さ１４２とは、地面１０８に対する高さ
１４４において、フェース１０６と略直交する方向における仮想垂直線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指す。仮想垂直線１４６は中央頂点１
３８から地面１０８に向かって延出する。
【００４２】
　図７ａを参照すると、本願明細書で用いる用語「平均高さ」とは、中央頂点１３８とク
ラブヘッド１０１の最後点１４９とを含む垂直面における、パス１７４と地面１０８との
間の複数の垂直距離（例えばＦ1～Ｆn）の平均を指す。垂直距離Ｆ1～Ｆnは、頂点１３８
と点１４９との間で、水平方向に例えば５ｍｍずつ等、任意に離間されていてよい。
【００４３】
　図８を参照すると、本願明細書でいうフェース高さ１５４とは、クラブヘッド１０１が
基準位置にある状態において、地面１０８に平行であるとともに打球面１０６の最高点１
６０を通る第一の平面１５６と、地面１０８に平行であるとともに打球面１０６の最低点
１６２を通る第二の平面１５８の間の垂直距離を指す。
【００４４】
　図９を参照すると、本願明細書でいうフェース長さ（幅）１６４とは、フェース中心１
１２を通る水平平面１７０に沿った、ヒール端１６６とトウ端１６８との間の水平距離を
指す。
【００４５】
　本願明細書で用いる用語「非弓形結合部」は、２本の線の結合部を指す。非弓形結合部
として、弓形線の端点と直線の端点の交点（図１０（ａ）および図１０（ａ’）参照）、
弓形線の端点の別の弓形線の端点との交点（図１０（ｂ）および図１０（ｂ’）参照）、
あるいは直線の端点の別の直線の端点との交点（図１０（ｃ）参照）が挙げられる。
【００４６】
　図１１ａおよび図１１ｂを参照すると、本願明細書でいう節点１７２とは、パス１７４
の曲率が凹から凸もしくはその逆に変化する、パス１７４に沿った少なくとも１つの点を
指す。パス１７４は、仮想垂直面１４０と例示的クラブヘッド１４３の頂部との交点によ
り特徴付けられる。図１１ｂに示されるように、仮想垂直面１４０は打球面１０６に略直
交するとともにフェース中心１１２を通る向きである。再び図１１ａを参照すると、パス
１７４の横（水平）方向の境界は中央頂点１３８と最後点１４９とにより定義されている
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。パス１７４の曲率が変更したか否かを判断するにあたり、パス１７４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１１ｃに示されるクラブヘッド１４３の各
非弓形結合部１７８は、図１１ｄおよび図１１ｅ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。
【００４７】
　図１２を参照すると、本願明細書でいう全長１８２とは、打球面１０６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１８５に平行であるとと
もに、打球面１０６に対向する、クラブヘッド１０１上の最後点１４９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。
【００４８】
　図１３を参照すると、本願明細書でいう全幅１９０とは、打球面１０６に略直交すると
ともにトウ１８４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１
０６に略直交するとともに点１９６と高さが等しいヒール１７６の最大横方向突出点１９
８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。
【００４９】
　図１４を参照すると、本願明細書でいうドロップ角βとは、仮想垂直線２００と、線２
００とパス１７４との交点の接線である線２０２とにより形成される角度を指す。仮想垂
直線２００は中央頂点１３８から頂点１３８と点１４９の間の水平距離を越えない特定の
水平距離においてパス１７４から地面１０８に向かって延出する。パス１７４は仮想垂直
面１４０の例示的クラブヘッド１４３の頂部との交点により特徴付けられる。図１４に図
示されるように、仮想垂直面１４０はフェース１０６と略直交する向きであり、フェース
中心１１２を通る。あらゆるドロップ角βは常に、ヒール側正面図としてクラブヘッド１
４３を見たときに垂直線２００の右側で測定される。
【００５０】
　図１４を参照すると、本願明細書でいう回復角Φとは、仮想垂直線２００と、線２００
とパス１７４との交点の接線である線２０２とにより形成される角度を指す。仮想垂直線
２００は中央頂点１３８から頂点１３８と点１４９の間の水平距離を越えない特定の水平
距離においてパス１７４から地面１０８に向かって延出する。あらゆる回復角Φは常に、
ヒール側正面図としてクラブヘッドを見たときに垂直線２００の左側で測定される。
【００５１】
　本願明細書で用いる用語「体積」は、全米ゴルフ協会およびＲ＆Ａルールズ社の『ウッ
ド型クラブのクラブヘッドサイズ測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒ
ｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｗｏｏｄ　Ｃｌｕｂｓ）』（改
訂版１．０の５項（２００３年１１月２１日））に記載の方法にて定めることができる。
【００５２】
　図１ａから図１６および下記の表を参照しながら、本発明の各種実施形態の例示的クラ
ブヘッドを例示し、説明する。
【００５３】
　本発明の一態様において、有効な裁量質量を増大すべく例えばクラウンに凹部を形成す
るなどクラウン形状を変更することで、ＣＧ位置の改善を行うことができる。増大された
裁量質量はＣＧをより下方に配置するようクラブヘッド内に有効に分配できる。クラウン
の幾何学形状を変更することで得られる裁量質量の量は、クラウンのドロップ角（図１４
参照）、回復角（図１４参照）、平均高さ（図７ａ参照）、および／または節点の数（図
１１ａ参照）に関連付けられることができる。本発明の諸実施形態に従ってこれらの変数
を適用することで裁量質量を増大できる。
【００５４】
　例えば、クラウンに地面１０８に向かう凹部を形成した例示的クラブヘッド１４３を図
１４に示す。クラウンは複数のドロップ角βおよび回復角Φ（すなわち、中央頂点１３８
と点１４９との間において、パス１７４に沿って線２００と接線２０２とにより形成され
る角度）を含む。このようにクラウンの向きを改善することで、クラウンを構成するのに
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必要な質量が小さくなることから、クラブヘッド１４３の裁量質量が従来のドライバーの
裁量質量と比べて増大する。形成される裁量質量の量は、クラブヘッドのドロップβおよ
び回復角Φによって変わる。本発明の例示的な諸実施形態に関連するパラメータを下記表
１および表２に示す。
【００５５】
【表１】
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　本発明の一態様によれば、クラブヘッド１４３は、中央頂点１３８から約２ｃｍ～約１
１ｃｍ離れた水平距離で測定した場合に好ましくは約３５°～約８７°、より好ましくは
約４０°～約８５°、最も好ましくは約５０°～７５°のドロップ角βを有していてもよ
い。別の態様では、ドロップ角βは、中央頂点１３８から約２ｃｍ～約４ｃｍ離れた水平
距離で測定した場合に約４０°～約６０°、より好ましくは約５０°～約６０°、最も好
ましくは約４１．４°～約４７．８°であってもよい。また、クラブヘッド１４３は、中
央頂点１３８から約２ｃｍ～約１１ｃｍ離れた水平距離で測定した場合に好ましくは約９
２°～約１４５°、より好ましくは約９７°～約１４０°の回復角Φを有していてもよい
。別の態様では、回復角Φは、中央頂点１３８から約２ｃｍ～約４ｃｍ離れた水平距離で
測定した場合に約９０°～約１１０°であってもよい。上記の範囲のドロップ角βおよび
回復角Φを利用することで、裁量質量を増大できる。増大された裁量質量はＣＧ位置を改
善すべくクラブヘッド１４３の低い位置且つ深い位置に再配置することができ、これによ
りショット精度および飛距離を改善できる。
【００５６】
　別の実施形態では、図７ｂに示すように、クラブヘッド１０１は、有効裁量質量を増大
させるべく適合された平均高さ、すなわちパス１７４と地面１０８との間の複数の垂直距
離（例えばＦ1～Ｆn）の平均を利用することができる。例えば、クラウンの少なくとも一
部に地面１０８に向かう凹部を形成し、平均高さを従来のドライバーの平均高さと比べて
低くすることで、クラウンの形成に必要な質量が小さくなり、裁量質量が増大する。また
、垂直距離Ｆ1～Ｆnは、表３に示すように、頂点１３８と点１４９との間で、水平方向に
例えば５ｍｍずつ任意に離間されていてもよい。本発明の例示的な諸実施形態に関連する
パラメータを下記表３に示す。
【００５７】
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【表３】

　本発明の別の態様によると、例示的クラブヘッド１４３は、好ましくは約３５ｍｍ～約
４５ｍｍ、より好ましくは約３６ｍｍ～約４１ｍｍ、最も好ましくは約３７．７ｍｍ～約
４０．４ｍｍの平均高さを有していてもよい。上述の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、クラブヘッド１４３の質量特性を改善すべくクラブヘッド１４
３に再配分されることができる。
【００５８】
　本発明の別の実施形態では、図１１ａに示すように、パス１７４に沿って少なくとも１
つの節点１７２を有するクラブヘッド１４３は、増大された裁量質量を有する。特定数の
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節点１７２を用いることで、好適な重量分配を可能とするクラウン形状が得られる。例え
ば、図１１ａに図示されるように、２つの節点１７２を含めることで凹部を有するクラウ
ン１５０が形成される。クラウンに凹部を形成することは、クラウンの形成に必要な質量
を減少させることで、有効な裁量質量を増大させるべく構成される。このような重量は、
ＭＯＩを増大させるために、あるいはＣＧをより好適な位置に配置するために、クラブヘ
ッド１４３内に再配置されてもよい。この結果、より許容されるクラブヘッドが実現し、
ショット精度および飛距離の改善が可能となる。
【００５９】
　一般的に、増大された裁量質量、すなわち本発明の諸実施形態に従ったドロップ角、回
復角、平均高さ、および節点を利用することで、ＣＧを例示的クラブヘッド１４３のでき
るだけ低く且つ深い改善された位置に配置することができる。図６ａに示されるように、
例えばクラブヘッド１０１のような従来のクラブヘッドはソール１４１の形状ゆえに裁量
重量を低い位置且つ深い位置に配置するにあたり制限がある。例えばソール１４１のよう
な従来のクラブヘッドのソールは、一般的に地面１０８から高くなっており、地面１０８
にできるだけ近い位置に裁量質量を配置できない。従って、図６ｂに示されるように、本
発明の別の態様では、例示的クラブヘッド１４３において、地面１０８付近に切れ長さ１
４２を有するソール１３９を、可能な限り低い位置且つ深い位置に増大された裁量質量を
配置するために利用できる。本発明に従った例示的実施形態に関連するパラメータを表４
に列挙する。
【００６０】
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【表４】

　本発明の諸実施形態では、クラブヘッド１４３は、地面１０８から約１ｍｍ～約１５ｍ
ｍの垂直高さ１４４において約５０ｍｍ～約１１０ｍｍの切れ長さ１４２を有していても
よい。切れ長さ１４２は、地面１０８から約５ｍｍ～約１０ｍｍの垂直高さ１４４におい
て好ましくは約９０ｍｍ～約１１０ｍｍ、より好ましくは約９６．５ｍｍ～約１４０ｍｍ
、最も好ましくは約１００ｍｍ～約１３０ｍｍであってもよい。本発明の諸実施形態に従
った切れ長さ１４２により、裁量質量がクラブヘッド１４３の低い位置且つ深い位置に配
置されることができ、ＣＧ位置が改善される。
【００６１】
　図４および図１５を参照すると、本発明の別の態様では、スウィートスポット１３４を
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ＣＯＲの「ホットスポット」、すなわちフェース中心１１２と略位置合わせするために、
例えば切れ長さ１４２を利用してクラブヘッド１４３の低い位置に増大された裁量質量を
配置してもよい。ＣＧを低い位置に配置しスウィートスポット１３４をＣＯＲの「ホット
スポット」１１２と位置合わせすることで、これらの性能変数の利点、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および「スウィートスポット
」１３４に関連する精度の向上が同時に実現できる。従って、ショット精度および飛距離
を改善したクラブヘッド１４３が提供される。
【００６２】
　再び図１５を参照すると、本発明の別の態様は、ＣＧ位置を深くするため、すなわちＣ
Ｇから打球面１０６までの水平距離を伸ばすために、例えば切れ長さ１４２を利用するこ
とで、裁量質量をクラブヘッド１４３の深い位置に配置する。ＣＧをより深い位置とした
例示的クラブヘッド１４３は、ボールの衝撃時にヘッドを高く上げ、フェース１０６をか
ぶせるべく、シャフトをＣＧと位置合わせされる方向へ動的に撓ませる。さらに、クラブ
ヘッド１４３のＣＧが深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１
０６の回転半径が増大し、ショット精度が向上する。
【００６３】
　本発明の例示的な諸実施形態に関連するＣＧ位置座標を表５に示す。
【００６４】
【表５】

　図３ｃおよび図３ｄ、ならびに表５を参照すると、本発明の諸実施形態では、第一の水
平距離１２４は、好ましくは約１２ｍｍ～約３８ｍｍであり、より好ましくは約１５ｍｍ
～約３６ｍｍであり、最も好ましくは約２５ｍｍ～約３５ｍｍである。第二の水平距離１
２８は、好ましくは約５５ｍｍ～約７８ｍｍ、より好ましくは約５８ｍｍ～約７４ｍｍ、
最も好ましくは約５８ｍｍ～約６６ｍｍである。第一の垂直距離１３２は、好ましくは約
２０ｍｍ～約３３ｍｍであり、より好ましくは約２０ｍｍ～約２８ｍｍであり、最も好ま
しくは約２５ｍｍ～約３０ｍｍである。
【００６５】
　ＣＧ位置を改善することに加え、フェースを高く、且つ広くするためにある程度の裁量
重量をフェースに再配置してもよい。広いフェースは、例えば徐々にゴルファーの自信を
高めるであろう。自信が高まれば、クラブヘッドスピードが向上し、ひいては飛球が全般
的に改善される。さらに、ある程度の裁量重量をシェル後部に戦略的に配置してもよい。
これにより垂直（Ｉzz）軸および水平（Ｉyy）軸回りのＭＯＩが増大し、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。
【００６６】
　表６は、本発明の例示的な諸実施形態の慣性モーメント、フェース高さ、およびフェー
ス長さの測定値を列挙したものである。
【００６７】
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【表６】

　図１ｃおよび表６を参照すると、本発明の諸実施形態では、Ｉyyは好ましくは少なくと
も約２３００ｇ・ｃｍ2、より好ましくは約２３００ｇ・ｃｍ2～約３３００ｇ・ｃｍ2、
最も好ましくは約２７００ｇ・ｃｍ2～約３３００ｇ・ｃｍ2とすることができる。Ｉzzは
好ましくは少なくとも約３７００ｇ・ｃｍ2、より好ましくは約３７００ｇ・ｃｍ2～約４
７００ｇ・ｃｍ2、最も好ましくは約３８００ｇ・ｃｍ2～約４６００ｇ・ｃｍ2とするこ
とができる。
【００６８】
　図８および図９、ならびに表６を参照すると、本発明の諸実施形態では、フェース高さ
１５４は好ましくは約４３ｍｍ～約６１ｍｍ、より好ましくは約４５ｍｍ～約５８ｍｍ、
最も好ましくは約４８ｍｍ～約５８ｍｍであってもよい。フェース長さ１６４は好ましく
は約９４ｍｍ～約１１５ｍｍ、より好ましくは約９６ｍｍ～約１１２ｍｍ、最も好ましく
は約９８ｍｍ～約１１０ｍｍであってもよい。
【００６９】
　図１６を参照すると、ウッドタイプクラブヘッド１４３を備えた例示的なゴルフクラブ
２０８は、ホーゼル１００を介してヘッド１４３に接続されるシャフト２０６を有してい
てもよい。ヘッド１４３は打球面１０６とボディ部２０４からなる中空のシェルを含んで
いてもよい。中空シェルはヒール部１７６、トウ部１８４、クラウン部１５０、およびソ
ール部１４１を有していてもよい。
【００７０】
　また、ヘッド１４３は金属、ポリマー、セラミック、複合材料、木などの多種多様な材
料で製造できる。例えば、本発明のクラブヘッドはステンレス鋼、チタン、もしくはグラ
ファイト繊維強化エポキシ、あるいはパーシモンやラミネート加工されたカエデで製造し
てもよい。例示的な一実施形態では、クラブヘッド１４３は、少なくとも部分的に、強化
熱硬化性プラスチック（ＲＴＰ）としても知られる繊維強化プラスチックまたは繊維ガラ
ス強化プラスチック（ＦＲＰ）、強化熱硬化性樹脂（ＲＴＲ）、およびガラス繊維強化プ
ラスチック（ＧＲＰ）で製造してもよい。
【００７１】
　好適な一例示的実施形態では、ボディ部２０４はＳＰ７００　ベータチタン（４．５-
３-２-２チタン（Ｔｉ：４．５％、Ａｌ：３％、Ｖ：２％、Ｍｏ：２％　Ｆｅ）のアルフ
ァ／ベータグレード合金）からなる打球面１０６を有していてもよい。他の諸実施形態で
は、ヘッド１４３を部分的に１０-２-３（Ｔｉ：１０％、Ｖ：２％、Ｆｅ３％　Ａｌ）や
１５-３-３-３（Ｔｉ：１５％、Ｖ：３％、Ｃｒ：３％、Ｓｎ：３％　Ａｌ）などの高力
チタン合金の鍛造合金、６-４合金（Ｔｉ：６％、Ａｌ：４％　Ｖ）の鋳造合金、あるい
は３-２．５チタン（Ｔｉ：３％、Ａｌ：２.５％　Ｖ）や１５-５-３チタン（Ｔｉ：１５
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％、Ｍｏ：５％。Ｚｒ：３％　Ａｌ）などの他のチタン合金で製造してもよい。別の実施
形態では、ステンレス鋼およびアルミニウムなどの他の鍛造合金および鋳造合金が利用で
きる。
【００７２】
　諸実施形態では、クラブヘッドの体積は少なくとも約２００ｃｍ3、より好ましくは約
３００ｃｍ3～約５００ｃｍ3、最も好ましくは約３１０ｃｍ3～約４００ｃｍ3であっても
よい。
【００７３】
　本発明の各種実施形態とともに、例えばクロムめっき鋼、ステンレス鋼、アルミニウム
、カーボンまたはグラファイト繊維強化エポキシ、ホウ素繊維強化エポキシ、あるいはチ
タンから製造できるシャフト２０６などの、各種クラブシャフトを用いることが意図され
ている。シャフト２０６は、例えば成形合成ゴムや巻き革から形成されるグリップを備え
ていてもよい。
【００７４】
　また、本発明は、本願明細書に記載した発明のゴルフクラブヘッドを備えたゴルフクラ
ブおよびゴルフクラブのセットに関する。例えば、セットは金属製ゴルフクラブヘッドを
備えたウッドタイプゴルフクラブのセットであってもよい。
【００７５】
　本発明の各種態様を説明したが、本発明の特徴は単独でも、組み合わせとしても利用で
きることを理解されたい。よって、本発明は、記載された特に好適な実施形態に限定され
ない。また、当業者は本発明の精神および範囲内で種々の変更および修正を考慮するであ
ろう。よって、当業者が本願明細書の開示内容から容易に想到しうる、本発明の範囲およ
び精神を逸脱しない便宜上のあらゆる変更は、本発明のさらなる実施形態として本発明に
含まれるものとする。本発明の範囲は添付の請求の範囲により定義される。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１ａ】本発明の一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２】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【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前方斜視図である。
【図３ｃ】図１ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図３ｄ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４】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６ａ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図６ｂ】図１ａのゴルフクラブヘッドと本発明の別の態様に従った第二の例示的ゴルフ
クラブヘッドのヒール側正面図である。
【図７ａ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図７ｂ】図１ａのゴルフクラブヘッドと本発明の別の態様に従った第二の例示的ゴルフ
クラブヘッドのヒール側正面図である。
【図８】図１ａのゴルフクラブの正面図である。
【図９】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は本発明の別の態様に従った非弓形結合部を示す図である。
【図１１ａ】本発明の別の態様に従った例示的ゴルフクラブヘッドのヒール側正面図であ
る。
【図１１ｂ】図１１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１１ｃ】本発明の別の態様に従った例示的ゴルフクラブヘッドのヒール側正面図であ
る。
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【図１１ｄ】図１０の非弓形結合部を示す図である。
【図１１ｅ】図１１ｃのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図１２】図１ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１３】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１４】図１１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図１５】図１１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図１６】図１１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【符号の説明】
【００７７】
１００　ホーゼル
１０１　ゴルフクラブヘッド
１０６　打球面
１１２　フェース中心
１３４　スウィートスポット
１３８　中央頂点
１４１　ソール
１３９　ソール
１４３　ゴルフクラブヘッド
１４９　最後点
１５０　クラウン
１５４　フェース高さ
１６４　フェース長さ
１７２　節点
１７４　パス
１７６　ヒール
１８２　全長
１８４　トウ
１９０　全幅
２０４　ボディ部
２０６　シャフト
２０８　ゴルフクラブ
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【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図３ｄ】
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【図５】

【図６ａ】

【図６ｂ】
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【図７ｂ】

【図８】
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【図１０】 【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１１ｃ】

【図１１ｄ】

【図１１ｅ】

【図１２】

【図１３】



(26) JP 2008-154999 A 2008.7.10

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【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】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図１ａおよび図１ｂを参照すると、本願明細書で用いる用語「基準位置」は、ホーゼル
中心線１０２が仮想垂直面１０４上にあり、且つ地面１０８に対しライ角αが約６０°と
なる向きであるときのクラブヘッド１０１の位置を指す。仮想垂直面１０４はフェース１
０６の頂縁（トップエッジ）１０７と略平行である。基準位置は全米ゴルフ協会（Ｕｎｉ
ｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）およびＲ＆Ａルールズ社（
Ｒ＆Ａ　Ｒｕｌｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）の『ウッド型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　Ｃｌｕｂｓ）』（改訂版１．０の６．０．１．項、６．６～
６．７（２００３年１１月２１日））の規準に従い定めることができる。特にことわらな
い限り、全てのパラメータはクラブヘッド１０１が基準位置にあるときに対して指定され
るものとする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
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　図１ａ、１ｂおよび図１ｄを参照すると、フェース中心１１２など、本願明細書で用い
る用語「フェース中心」は、全米ゴルフ協会の『ゴルフクラブヘッドの可撓性測定手順（
Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ　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ＵＳＧＡの方法を利用して配置できる。『ゴルフクラブヘッドの可撓性
測定手順』に記載されているように、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ることが
できる。座標系の起点にアパーチャ１１９を配置してもよく、各軸は等間隔きざみで分割
されてよい。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－トウ軸が前端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（両端）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
移動させる。
　　（２）打球面１１１の対向端（両端）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、ならびに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。これにより、フェース上にアパーチャ１１
９によりフェース中心１１２を示す円が描かれる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　（１）Ｚ軸（Ｉzz）回りのＭＯＩは、全米ゴルフ協会およびＲ＆Ａルールズ社の『ゴル
フクラブヘッドの慣性モーメントの測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕ
ｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｅｒｔｉａ　ｏｆ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　
ｈｅａｄｓ）（改訂版１．０（２００６年４月１２日））に記載された方法を利用して決
定される。ＵＳＧＡの『ゴルフクラブヘッドの慣性モーメントの測定手順』に記載されて
いるように、Ｚ軸回りの慣性モーメントＩzz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の決定用に設計された測
定器具（図示せず）を利用することができる。図２ａおよび図２ｂを参照すると、ＵＳＧ
Ａの『ゴルフクラブヘッドの慣性モーメントの測定手順』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装置とが同じ高さとなるように測定器具（図示省略）
に取り付けられている。
　図２ａに示されるように、ジグプレート１２０は第一の側１２１と第二の側１２３を有
する。第一の側１２１は取り付けピン１２５を含み、第二の側１２３は取り付けピン１２
７を含む。ピン１２５および１２７はジグプレートに対し長手方向に配置される横列と、
ジグプレートに対し幅方向に配置される縦列とを含む。
　クラブヘッド１０１のＺ軸回りのＭＯＩを測定する目的で、クラブヘッドのソール部１
０９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度と
なるようにクラブヘッド１０１が配置されるように、ジグプレート１２０に対しクラブヘ
ッドを方向付けるためにアダプタ１１８ａ（図２ｂ参照）が利用される。さらに、クラブ
ヘッドのフェース部１０６は取り付けピン１２５および１２７の横列に略平行である。ク
ラブヘッド１０１のＺ軸回りのＭＯＩを測定する目的で、ジグプレート１２０の第一の側
１２１上のピン１２５（図２ａ参照）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上のピン１２７は左利き用クラブヘッドに用いられる。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　本願明細書で用いる用語「体積」は、全米ゴルフ協会およびＲ＆Ａルールズ社の『ウッ
ド型クラブのクラブヘッドサイズ測定手順（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒ
ｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｄ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｗｏｏｄ　Ｃｌｕｂｓ）』（改
訂版１．０の５項（２００３年１１月２１日））に記載の方法にて定めることができる。
『ウッド型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。
　　４）上記ステップ３）に示した方法でクラブヘッドを沈めた状態における電子秤の示
度がクラブヘッドの実際の体積（ｃｍ3）と等しい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
【図１ａ】本発明の一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】水平ジグプレートを示す図である。
【図２ｂ】水平ジグプレートに設置された図１ａのゴルフクラブヘッドを示す図である。
【図２ｃ】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【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前方斜視図である。
【図３ｃ】図１ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図３ｄ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側正面図である。
【図４】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６ａ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側断面図である。
【図６ｂ】図１ａのゴルフクラブヘッドと本発明の別の態様に従った第二の例示的ゴルフ
クラブヘッドのヒール側断面図である。
【図７ａ】図１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側断面図である。
【図７ｂ】図１ａのゴルフクラブヘッドと本発明の別の態様に従った第二の例示的ゴルフ
クラブヘッドのヒール側断面図である。
【図８】図１ａのゴルフクラブの正面図である。
【図９】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は本発明の別の態様に従った非弓形結合部を示す図である。
【図１１ａ】本発明の別の態様に従った例示的ゴルフクラブヘッドのヒール側断面図であ
る。
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【図１１ｂ】図１１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１１ｃ】本発明の別の態様に従った例示的ゴルフクラブヘッドのヒール側断面図であ
る。
【図１１ｄ】図１０の非弓形結合部を示す図である。
【図１１ｅ】図１１ｃのゴルフクラブヘッドのヒール側断面図である。
【図１２】図１ａのゴルフクラブヘッドの上面図である。
【図１３】図１ａのゴルフクラブヘッドの正面図である。
【図１４】図１１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側断面図である。
【図１５】図１１ａのゴルフクラブヘッドのヒール側断面図である。
【図１６】図１１ａのゴルフクラブヘッド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３ｄ】

【図４】

【図５】
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【図６ａ】 【図６ｂ】

【図７ａ】 【図７ｂ】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１１ｃ】

【図１１ｄ】

【図１１ｅ】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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