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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１本のロングアイアンのクラブ番手のキャビティバッククラブと、
　少なくとも１本のショートアイアンのクラブ番手のマッスルバッククラブと、
　複数の中間クラブを有し、上記中間クラブの各々のヘッドは、当該中間クラブのヘッド
の背面フェースに設けられたキャビティと、上記キャビティの上記ヘッドの底部側の部分
において上記キャビティから当該クラブの後方向に立ち上がる隆線部とを有し、上記キャ
ビティを包囲する壁部がトウ側およびヒール側において遷移領域を有し、この遷移領域が
、上記壁部の頂部側の低いレベルと、上記壁部の底部側の高いレベルとを連結し、クラブ
番手がショートアイアン側に移行するにつれて上記キャビティの深さが浅くなり、
　さらに、クラブが鍛造ステンレス綱から製造され、かつ、少なくとも１つのクラブ設計
パラメータがセットを通じてクラブ番手に従って増大し、あるいはクラブ番手に従って減
少することを特徴とするアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項２】
　上記クラブ設計パラメータはロフト角に応じて変化する請求項１記載のクラブのセット
。
【請求項３】
　上記クラブ設計パラメータは、オフセット、フェース面積、トップライン幅、ソール幅
、地面からの重心、重心の深さ、反発係数、クラブヘッド材料、クラブヘッドフェース厚
さ、溝形状、キャビティ容積、打撃フェースの重心を通る水平軸周りのクラブヘッドの水
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平慣性モーメント、打撃フェースの重心を通る垂直軸周りのクラブヘッドの垂直慣性モー
メント、およびシャフト軸周りのクラブヘッドのシャフト慣性モーメントからなるグルー
プから選択される請求項１記載のクラブのセット。
【請求項４】
　各クラブのオフセット（Ｏ）が
　　Ｏ＝α２×（－０．００２５×ＬＡ＋０．２）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α２は０．８９から１．１１の範囲であ
る請求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項５】
　α２は１である請求項４記載のクラブのセット。
【請求項６】
　クラブのトップライン幅（ＴＬＷ）が
ＴＬＷ＝α３×（－０．００２３×ＬＡ＋０．３）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α３は０．７５から１．２５の範囲であ
る請求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項７】
　α３は１である請求項６記載のクラブのセット。
【請求項８】
　クラブヘッドソール幅（ＳＷ）が
ＳＷ＝α４×（－０．００４４×ＬＡ＋０．７９）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α４は０．７５から１．２５の範囲であ
る請求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項９】
　α４は１である請求項８記載のクラブのセット。
【請求項１０】
　クラブヘッドのキャビティの容積（ＣＶ）が
ＣＶ＝α５×（－０．２９×ＬＡ＋１３．８５）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α５は０．７５から１．２５の範囲であ
る請求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項１１】
　α５は１である請求項１０記載のクラブのセット。
【請求項１２】
　クラブヘッド打撃フェースの重心を通る水平軸の回りのクラブヘッドの慣性モーメント
が
Ｉｘｘ＝α６×（０．７５×ＬＡ＋２９．５６）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α６は０．８から１．２の範囲である請
求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項１３】
　α６は１である請求項１２記載のクラブのセット。
【請求項１４】
　クラブヘッド打撃フェースの重心を通る垂直軸の回りのクラブヘッドの慣性モーメント
が
Ｉｙｙ＝α７×（０．９×ＬＡｄｅｇ＋１９０．４８）
に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α７は０．８から１．２の範囲である請
求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項１５】
　α７は１である請求項１４記載のクラブのセット。
【請求項１６】
　シャフト軸の回りのクラブヘッドの慣性モーメントが
Ｉｓａ＝α８×（３．８７×ＬＡ＋３８３．８８）
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に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α８は０．８から１．２の範囲である請
求項１記載のアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項１７】
　α８は１である請求項１６記載のクラブのセット。
【請求項１８】
　少なくとも１本のロングアイアンのクラブ番手のキャビティバッククラブと、
　少なくとも１本のショートアイアンのクラブ番手のマッスルバッククラブと、
　複数の中間クラブを有し、上記中間クラブの各々のヘッドは、当該中間クラブのヘッド
の背面フェースに設けられたキャビティと、上記キャビティの上記ヘッドの底部側の部分
において上記キャビティから当該クラブの背面方向に立ち上がる隆線部とを有し、上記キ
ャビティを包囲する壁部がトウ側およびヒール側において遷移領域を有し、この遷移領域
が、上記壁部の頂部側の低いレベルと、上記壁部の底部側の高いレベルとを連結し、クラ
ブ番手がショートアイアン側に移行するにつれて上記キャビティの深さが浅くなり、
　さらに、クラブが鍛造ステンレス綱から製造され、かつ、少なくとも１つのクラブ設計
パラメータがセットを通じてクラブ番手に従って増大し、あるいはクラブ番手に従って減
少し、
　各クラブのオフセット（Ｏ）が
　Ｏ＝α９×０．２３２７×ｅ－０．０２３６ＬＡｄｅｇ

に従い、ＬＡは度で表示されたロフト角であり、α９は０．８９から１．１１の範囲であ
るアイアン型ゴルフクラブのセット。
【請求項１９】
　α９は１である請求項１８記載のクラブのセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は一般にはゴルフクラブに関し、より具体的には、アイアン型クラブのセット
の関する。
【背景技術】
【０００２】
　セット中の個々のクラブヘッドは、典型的には、クラブがロングアイアンからショート
アイアンおよびウェッジに進むに従って、そのフェース表面面積および重量を増大させる
。そのため、ロングアイアンのクラブヘッドのフェース表面面積はショートアイアンより
も狭く、平均的なゴルファーが首尾一貫して上手に打撃するのはより難しくなる。通常の
クラブヘッドについては、これは、フェース表面面積が小さくなればなるほど、そのスイ
ートスポットが小さくなることに、少なくとも部分的に起因する。
【０００３】
　平均的なゴルファーが首尾一貫して上手にスイートスポットを打撃できるようにするた
めに、周辺重みを増大させたキャビティバック構造の多くのゴルフクラブを入手できる。
また周辺を重み付けすることによりクラブヘッドのその重心回りの回転モーメントが大き
くなる。回転モーメントが大きなクラブヘッドでは、その分、中心から外れた打撃に起因
する回転の程度が小さくなる。他の最近の製品傾向は、クラブヘッドの全体サイズを大き
くすることであり、これは、とくにロングアイアンで顕著である。これらの特徴の各々に
よりスイートスポットのサイズが大きくなり、この結果、若干中心からずれた打撃もスイ
ートスポットに当たり、遠くかつまっすぐに飛ぶことになる。クラブヘッドのサイズを最
大化するときにゴルフクラブ設計者が試みることの１つは、ゴルフクラブの所望の有益な
全体重量を維持することである。例えば、３番アイアンのクラブヘッドのサイズや重量が
大きくなると平均的なゴルファーは正しくスイングすることがかなり困難になる。
【０００４】
　一般に、スイートスポットを大きくするために、これらクラブの重心はクラブヘッドの
底およびバックの方に移動させられる。これにより、平均的なゴルファーはボールをより



(4) JP 4680820 B2 2011.5.11

10

20

30

40

50

速く空中へ放出してより遠くへ打つことができる。さらに、クラブヘッドの慣性モーメン
トを大きくすることにより、中心からはずれた打撃に関連する距離および精度のペナルテ
ィを最小化できる。クラブヘッドの全体重量を増大させることなく重みを下方および後方
に移動するために、材料および重量がクラブヘッドの１つの領域から他の領域に移動させ
られる。１つの解決手法は、クラブのフェースから材料を取り、薄いクラブフェースを作
り出すことであった。このタイプの処理の例は特許文献１、特許文献２、および特許文献
３に見いだすことができる。
【０００５】
　しかしながら、アイアンセットについては、一般に、ロングアイアンに要求される性能
特性がショートアイアンのそれと異なっている。例えば、ロングアイアンは、プロゴルフ
ァーでも、正確に打つことはより難しく、この結果、ロングアイアンはより大きなスイー
トスポットを持つことが好ましい。同様に、ショートアイアンは比較的正確に打つことが
でき、スイートスポットの大きさはさほど重要でない。ただし、ショートアイアンの作業
性はより重要である。
【０００６】
　現在、全体としてのゲーム結果を最良のものにするために、ゴルファーはクラブを一本
一本買わなければならず、セットを通じてのプレイの差分が大きくなりすぎて好ましくな
い。したがって、当業界において、セットの性能の連続性を全体として大きくするように
セット中の個々のクラブを設計するクラブセットに対する要望がある。
【特許文献１】米国特許第４９２８９７２号
【特許文献２】米国特許第５９６７９０３号
【特許文献３】米国特許第６０４５４５６号
【発明の開示】
【０００７】
　したがって、この発明は、少なくとも１本のキャビティバッククラブと少なくとも１本
のマッスルバッククラブとを有し、クラブが鍛造ステンレス綱から製造されるアイアン型
ゴルフクラブのセットに向けられている。
【０００８】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、各クラブのオフセット（Ｏ）
が
Ｏ＝α×（－０．００２５×ＬＡ＋０．２）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．８９から約１．１１である。
【０００９】
　この発明の一側面においては、αは決定係数および／または設計許容誤差を決定するフ
ァクタである。
【００１０】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、各クラブのクラブヘッドフェ
ース面積（ＦＡ）が
ＦＡ＝α×（０．１×ＬＡ＋４．７１）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．９８から約１．０２である。
【００１１】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、地面に対するクラブヘッドの
重心（ＣＧｙ）が
ＣＧｙ＝α×（０．５×ＬＡ＋１６．１４）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．８から約１．２である。
【００１２】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブヘッドのトップライン
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幅（ＴＬＷ）が
ＴＬＷ＝α×（－０．００２３×ＬＡ＋０．３）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．７５から約１．２５である。
【００１３】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブヘッドソール幅（ＳＷ
）が
ＳＷ＝α×（－０．００４４×ＬＡ＋０．７９）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．７５から約１．２５である。
【００１４】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブヘッドのキャビティの
容積（ＣＶ）が
ＣＶ＝α×（－０．２９×ＬＡ＋１３．８５）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．７５から約１．２５である。
【００１５】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブがアドレス位置にある
ときの地面に対するクラブヘッドの重心（ＣＧｙ）が
ＣＧｙ＝α×（０．５×ＬＡ＋１６．１４）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．７５から約１．２２である。
【００１６】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブヘッド打撃フェースの
重心を通る水平軸の回りのクラブヘッドの慣性モーメントが
Ｉｘｘ＝α×（０．７５×ＬＡ＋２９．５６）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．８から約１．２である。
【００１７】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、クラブヘッド打撃フェースの
重心を通る垂直軸の回りのクラブヘッドの慣性モーメントが
Ｉｙｙ＝α×（０．９×ＬＡｄｅｇ＋１９０．４８）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．８から約１．２である。
【００１８】
　この発明の他の側面は、少なくとも３本のクラブを含み、シャフト軸の回りのクラブヘ
ッドの慣性モーメントが
Ｉｓａ＝α×（３．８７×ＬＡ＋３８３．８８）
に従うアイアン型ゴルフクラブのセットに向けられている。ただし、ＬＡは「度」で測定
されたロフト角であり、αは約０．８から約１．２である。
【００１９】
　この発明の一側面によれば、αは、設計許容誤差および決定係数を含むファクターとし
て定義される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　添付図面に示され以下詳細に説明されるように、この発明は、クラブが、キャビティバ
ック型のクラブ、マッスルバック型のクラブ、および、好ましくは、キャビティ・マッス
ル中間型のクラブからなる混合セットであるアイアン型のゴルフクラブのセットに向けら
れている。説明の便宜上、図１は参考アイアン形クラブヘッド１０を示し、この発明の種
々の設計パラメータが定義される。クラブの関するこれら設計パラメータはセットを通じ
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。クラブヘッド１０はシャフト（図示しない）に当業界で知られているにんいに手法で結
合される。
【００２１】
　クラブヘッド１０は、一般に、ボディー１２およびホーゼル１４を有する。ボディー１
２は打撃フェース１６および背面フェース２０を有する。ボディー１２はホーゼル１４に
角度をもって結合され、ロフト角３０がホーゼル中心線１８および打撃フェース１６の間
に定義される、さらに、ボディー１２およびホーゼル１４の間の相対的な構造により、打
撃フェースのベースの先端２２とホーゼルの最前点１５の間にオフセット３４が存在する
。
【００２２】
　ゴルフクラブの典型的なセットでは、打撃フェース１６の面積、ボディー１２のヒール
・トウ間長、ロフト角３０およびオフセット３４はセット内のクラブ間で変化する。例え
ば、通常の番手を用いた場合、２番または３番のロングアイアンでは、典型的には、シャ
フトが比較的長く、打撃フェース１６の面積が比較的大きく、ロフト角３０が比較的小さ
い。同様に、通常の番手を用いた場合、８番または９番のショートアイアンでは、典型的
には、シャフトが比較的短く、打撃フェース１６の面積が比較的小さく、ロフト角３０が
比較的大きい。この発明では、このようなパラメータは各クラブの用途に応じた性能を最
大化するように具体的に選択されている。さらに、これらパラメータはセットを通じて予
め定められた態様で変化する。
【００２３】
　このようなパラメータの１つは背面フェース２０の構造である。典型的なゴルフクラブ
セットでは、背面フェースは、「キャビティバック」、すなわち、クラブヘッドの質量の
かなりの部分が周辺３２の回りのバック側に配置されているもの、または、「マッスルバ
ック」、すなわち、クラブの質量が比較的等分にボディー１２のヒール・トウ長に沿って
配分されるもののいずれかを有する。キャビティバッククラブではスイートスポットが大
きくなる、重心が低く、慣性が大きくなるという傾向がある。換言すると、キャビティバ
ッククラブは丁度良い打撃を生みやすい。ロングアイアンでは、スイートスポットは正確
に打撃するのが困難なことが多い。したがって、ロングアイアンではキャビティバック構
造を採用することが好ましい。マッスルバッククラブでは比較的スイートスポットは小さ
く、重心が高く、シャフト軸１８回りの慣性が小さいという傾向がある。打撃が正確であ
れば、マッスルバッククラブは、スイートスポットの後方の固まり（すなわちマッスル）
により、全体的な性能および作業性がよりすぐれたものであるが、スイートスポットが小
さい分、平均的なゴルファーにとっては正確に打撃するのが困難である。ショートアイア
ンは平均的なゴルファーでも正確に打撃することは容易であるので、作業性がかけること
があり、ショートアイアンはマッスルバックであることが望ましい。
【００２４】
　この発明の一側面によれば、背面フェース２０の構造を、ロングアイアンでキャビティ
バックが優勢でショートアイアンでマッスルバックが優勢に成るように徐々に変化させて
、セットの性能の連続性を最大化させている。
【００２５】
　図２～図１９を参照すると、この発明のクラブセットを通じて変化する個々のクラブヘ
ッドの１０の平面フェース２０の構造が示される。表１は、セットがロングアイアンから
ショートアイアンに移行する際の一例のフェース面積、一例のオフセット、一例のボディ
ー長、および一例のロフト角の詳細を示す。
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【表１】

【００２６】
　図２は、通常の番手における２番アイアン、すなわち最も長いアイアンのクラブヘッド
を示す。ボディー１１２の背面フェース１２０は、キャビティ１３４の長さを横切って伸
びるだけの小さな隆線１３６を具備するキャビティ１３４により特徴付けられる。背面フ
ェース１２０の質量は周辺１３２に移動させられてキャビティバッククラブを形成する。
そのため、キャビティバックデザインの属性がクラブヘッド１１０の性能を支配する。図
３はクラブヘッド１１０のトウの図であり、約１９度の比較的小さなロフト角を容易に示
す。さらに、図３は隆線１３６が周辺１３２を超えて伸びないことを示している。
【００２７】
　図４は３番アイアンすなわちロングアイアンのクラブヘッド２１０を示している。ボデ
ィー２１２の背面フェース２２０も、背面フェース２２０の多くの質量を含む周辺２３２
により包囲されているキャビティ２３４により特徴付けられる。周辺２３２は図２の２番
アイアンの周辺１３２より広くなっている。換言すれば、キャビティ２３４は２番アイア
ンのキャビティ１３４より実効的に小さくなっている。隆線２３６は、上述した隆線１３
６と類似のものであり、背面フェース２２０に含まれている。ただし、キャビティバック
の性能属性は依然として支配的である。図５から理解されるように、ロフト角２３０は約
２２度である、２番アイアンのロフト角より大きい。また、図５は隆線２３６が周辺２３
２を超えて伸びないことを明瞭に示している。
【００２８】
　図６は、４番アイアンすなわちミッドレンジアイアンのクラブヘッド３１０を示してい
る。ボディー３１２の背面フェース３２０も、周辺３３２により包囲されているキャビテ
ィ３３４により特徴付けられる。周辺３３２は図４の３番アイアンの周辺２３２より広く
なっている。換言すれば、キャビティ３３４は３番アイアンのキャビティ２３４より実効
的に小さくなっている。隆線３３６は、上述した隆線１３６と類似のものであり、背面フ
ェース３２０に含まれている。さらに、表１に示されるように、ボディー３１２のフェー
スの厚さは３番アイアンのボディー２１２のフェースの厚さより厚くなっている。この結
果、キャビティ３３４は３番アイアンのキャビティ２３４より浅くなっており、この結果
、キャビティ３３４の全体のキャビティ容積も小さくなっている。したがって、キャビテ
ィバックの性能特性が依然としてクラブヘッド３１０の振る舞いを支配するが、クラブヘ
ッド３１０の全体性能にマッスルバック構造の属性が導入されている。図７から理解され
るように、ロフト角３３０は約２５度であり、３番アイアンのロフト角２３０より大きい
。また、図７は、隆線３３６が周辺３３２を越えないことを明瞭に示す。
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【００２９】
　図８は、５番アイアンすなわちミッドレンジアイアンのクラブヘッド４１０を示してい
る。背面フェース４２０も、周辺４３２により包囲されているキャビティ３３４により特
徴付けられる。ただし、背面フェース４２０は中間的な構造を有し、これは伝統的なキャ
ビティバックおよび伝統的なマッスルバックの双方の側面を共有している。真のキャビテ
ィバック構造と異なって、ボディー４１２は２つの実質的に異なる厚さを伴う。頂部４３
５は薄く、底部４３７は厚く、これらは遷移部４３６で結合されている。遷移部４３６は
ボディー４１２の全長さに渡って伸びており、これは図９の輪郭から明瞭に理解できる。
換言すると、クラブヘッド４１０のような中間的なクラブヘッドは周辺４３２に遷移部４
３６を有するものとして定義できる。したがって、キャビティバック設計およびマッスル
バック設計の性能特性をともに有する。いずれの構造もクラブヘッド４１０の全体的な性
能を支配しない。図９は、また、ロフト角４３０が約２８度であり、ロフト角３３０より
大きいことを示す。
【００３０】
　図１０は、６番アイアンすなわちミッドレンジアイアンのクラブヘッド５１０を示して
いる。ボディー５１２の背面フェース５２０も図８に示す５番アイアンのそれと類似して
いる。すなわち中間クラブである。比較的浅いキャビティ５３４が周辺５３２により輪郭
付けられる。上側ボディー部５３５は、厚い下側ボディー部５３７に遷移部５３６を介し
て遷移し、遷移部５３６は周囲５３２上にある。変化は図１１の輪郭からも理解できる。
図１１は、ロフト角５３０が約３２度であり、ロフト角４３０より大きいことも示す。
【００３１】
　図１２は、７番アイアンすなわちミッドレンジアイアンのクラブヘッド６１０を示して
いる。ボディー６１２の背面フェース６２０も図１０に示す６番アイアンのそれと類似し
ている。すなわち中間クラブである。ただし、ここでは、キャビティ６３４は著しく浅く
、周囲６３２はキャビティ６３４よりわずかに厚いだけである。クラブヘッド６１０の上
側ボディー部６３５は、厚い下側ボディー部６３７に遷移部６３６を介して遷移し、遷移
部６３６は周囲６３２上にある。厚さの変化は図１３のトウの輪郭からも理解できる。図
１３は、ロフト角６３０が約３６度であり、ロフト角５３０より大きいことも示す。
【００３２】
　図１４は８番アイアンすなわちショートアイアンのクラブヘッド７１０を示している。
ボディー７１２の背面フェース７２０は伝統的なマッスルバック構造を具備する。換言す
れば、周辺により規定されるキャビティがなく、その結果、スイートスポットが、上述の
キャビティバックまたは中間的なクラブに比較して小さい。上側ボディー部７３５は下側
ボディー部７３７より薄い。遷移部７３６が両部７３５、７３７を連結する。図１５に示
すように、ロフト角７３０は約４０度であり、ロフト角６３０より大きい。
【００３３】
　図１６は９番アイアンすなわちショートアイアンのクラブヘッド８１０を示している。
ボディー８１２の背面フェース８２０は、図１４に示す８番アイアンと同じく、伝統的な
マッスルバック構造を具備する。ただし、背面フェース８２０において、薄い上側ボディ
ー部８３５は８番アイアンの上側ボディー部７３５より短くなっている。同様に、厚い下
側ボディー部８３７がボディー８１２においてより支配的になっている。図１７に示すよ
うに、ロフト角８３０は約４４度であり、ロフト角７３０より大きい。
【００３４】
　図１８はピッチングウェッジすなわち最も短いアイアンのクラブヘッド９１０を示して
いる。ボディー９１２の背面フェース９２０も、図１６に示す９番アイアンと同じく、伝
統的なマッスルバック構造を具備し、薄い上側ボディー部９３５が遷移部９３６を介して
厚い下側ボディー部９３７へ移行する。図９に最もよく示されるように、ピッチングウェ
ッジの薄い上側ボディー部８３５は９番アイアンの上側ボディー部７３５よりもさらに短
くなっている。図１９に示すように、ロフト角９３０は約４８度であり、ロフト角８３０
より大きい。
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【００３５】
　セット中のロングアイアンのキャビティバックからミッッドレンジアイアンの中間的な
キャビティ・マッスルバックを介してショートアイアンの純粋なマッスルバックへの系統
的な移行により、全体としてのセットのより滑らかな性能連続性が実現される。ロングア
イアンはキャビティバック設計により正確な打撃を容易に実現し、ショートアイアンはマ
ッスルバック設計により性能が改善される。当業界で知られているように、重心が打撃フ
ェースの幾何学中心より下側で、かつ後方であるときに、クラブはゴルフボールをより高
い軌跡で打ち上げ、飛距離をより長くする。また、表２は、表１に示される一例のセット
パラメータの系統的な移行に伴って、ボディーの重心が一例としてどのように系統的に増
加するかを示している。
【表２】

【００３６】
　重心は、クラブヘッドをアドレス位置に配置したときに地面から測定され、アドレス位
置は、ゴルファーがスイングを開始する前にクラブのソールを地面に接して当該クラブを
配置する位置である。当業者が理解するように、重心の位置はセットを通じて他の手段に
より変更でき、例えば、本出願人の出願に係る２００４年８月８日出願の米国特許１０／
９１１４２２に開示されるような高密度インサートにより変更でき、また、打撃フェース
１６の材料の厚さを米国特許第６６０５００７号に説明されるように変えて、変更できる
。これらの開示内容は参照してここに組みこむ。
【００３７】
　ゴルフクラブの回転慣性モーメント（「慣性」）は周知であり、米国特許第４４２０１
５６号を含む多くの文献において十分に検討されており、参照してここに組みこむ。慣性
が小さすぎると、中心からはずれた打撃により過剰に回転しがちである。慣性が大きくな
ると、その分、回転質量が大きくなり、中心から外れた打撃に起因する回転が小さくなり
、この結果、中心から外れた打撃でも、より多くは意図して経路の近くに飛行させること
ができる。慣性は、クラブヘッドの重心を通る垂直軸の回り（Ｉｙｙ）、およびクラブヘ
ッドの重心（ＣＧ）を通る水平軸の回り（Ｉｘｘ）で測定される。クラブヘッドがＣＧを
通るｙ軸の回りを回転する傾向は、ｙ軸から外れた打撃に起因する回転の量を示す。同様
に、クラブヘッドがＣＧを通るｘ軸の回りを回転する傾向は、ｘ軸から外れた打撃に起因
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する回転の量を示す。最も中心から外れた打撃は、ｘ軸およびｙ軸の双方の回りを回転さ
せがちである。ＩｘｘおよびＩｙｙが大きいと、回転傾向が少なくなり、中心から外れた
打撃をより許容することになる。
【００３８】
　慣性はまたシャフト軸（Ｉｓａ）の回りでも測定される。まず、クラブのフェースをア
ドレス位置にセットし、つぎに、フェースをまっすぐにし、ロフト角およびライ角をセッ
トする。この後、測定する。ゴルフボールがヒットすると、どのようなものでも、クラブ
ヘッドをシャフト軸の回りで回転させがちである。中心からトウへ外れている打撃では、
シャフト軸の回りの回転を最も起こしやすく、中心からヒールへ外れている打撃では、最
も起こしにくい。Ｉｓａが大きいと回転傾向が小さくなり、打撃フェースを制御しやすく
なる。
【００３９】
　クラブヘッド１１０～９１０は当業界で知られている任意の材料から、当業界で知られ
ている任意の手法で製造できる。ただし、好ましくは、クラブヘッド１１０はステンレス
鋼またはクロムメッキの炭素綱から鍛造により製造される。このような製造手法または他
の製造手法の詳細な検討は、奔出願人の出願に係る２００３年８月１３日出願の米国特許
出願１０／５４０５３７に見いだすことができ、その開示内容は参照して個々に組み込む
。
【００４０】
　表１を再度参照する。図２０、２１は、一例のパラメータがセットを通じてロングアイ
アンからショートアイアンへとどのように系統的に変化させてセットからの性能を最大化
させるかをグラフィックに示す。表１の他のパラメータおよび表２のパラメータもグラフ
ィカルに示すことができる。
【００４１】
　多くの典型的なセットと同様に、ロフト角３０は、セットがロングアイアン（２、３、
４）からショートアイアン（８、９、ＰＷ）に移行するに従い、大きくなる。ロングアイ
アンでは、ロフト角３０は線形に変化し、約３度の増分である。同様に、ショートアイア
ンでは、ロフト角は線形に変化し、約４度の増分である。ロフト角３０の他の変化もこの
発明の範囲に含まれ、ロフト角３０の選択は種々の他の設計要素、例えば材料や美観の選
択により変化する。
【００４２】
　図２０は、ロフト角３０が増加するとオフセット３４が減少することを示す。ここでロ
フト角３０はグラフでは度およびラジアンの双方で示されている。換言すると、オフセッ
ト３４は、セットがロングアイアンからショートアイアンへと進むと、曲線Ａに従って減
少する。この曲線は式を用いて表現できる。最も適合する多項式、曲線Ｂが、好ましくは
、図２０のデータの曲線を反映するものとして採用される。この場合、オフセットはロフ
ト角に応じて一般的に回帰により取得される以下の式に従って変化する。
　Ｏ＝０．２３２７×ｅ－０．０２３６ＬＡｄｅｇ　　　（式１）
ここでＯはインチ表示のオフセット、ＬＡｄｅｇは度で表示されるロフト角である。この
式の決定係数（Ｒ２）は約０．９９０３である。決定係数は、回帰がどの程度データにフ
ィットするかを決定するのに広く採用される統計値である。この係数は、パーセンテージ
または等価小数で表され、データが回帰により表されるパーセンテージを示唆する。
【００４３】
　さらに、線形の式も採用できる。データおよび標準的な回帰すなわち最小二乗法を用い
た最も適合する直線によると、オフセットはロフト角に応じて一般的につぎの式に従って
変化する。
　Ｏ＝－０．００２５×ＬＡ＋０．２　　　　（式２）
ここで、Ｏはインチ表示のオフセット、ＬＡｄｅｇは度で表示されるロフト角である。式
２のＲ２は約０．９９９９である。ロフト角はラジアン（ＬＡｒａｄ）で測定されても良
いが、そのようにすると式はつぎのように若干異なる。
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　Ｏ＝－０．１３×ＬＡｒａｄ＋０．１９　　　　（式３）
【００４４】
　式３のＲ２は約０．９９０１である。したがって、一例のセットのクラブは、約＋－１
０％の設計許容誤差内で式１、２、または３の１つに適合すべきである。設計許容誤差は
美観および他の設計基準が占めることを意味する。例えば、製造会社の設計仕様で２番ア
イアンのロフト角が典型的には２０度であると、式２を用いて計算されたオフセットは、
約０．１５インチとＲ２に起因する＋－０．０２インチと、設計許容誤差に起因する、付
加的な＋－０．０１５とで表される。これら式を利用し許容誤差を説明する他の方法は、
回帰された式の結果を、Ｒ２および設計許容誤差を考慮に入れたファクタαを乗算するこ
とである。例えば式２はアルファによりつぎのようになる。
　Ｏ＝α×（－０．００２５×ＬＡ＋０．２）　　　（式２α）
ここでαは約０．８９から約１．１１の範囲であり、これは約０．９９９９のＲ２および
約＋－１０％の設計許容誤差に起因する。このセットの残りのクラブがこの例においてこ
の発明にほぼ従って変化するのであれば、このセット中の他のクラブのオフセットも許容
誤差内でこの式に適合しなければならない。
【００４５】
　図２１はロフト角３０が増加するとフェース面積が曲線Ｃに従って増加することを示す
。ここでロフト角３０はグラフでは度およびラジアンの双方で示されている。再び、表１
に示されるデータおよび標準的な回帰すなわち最少二乗方を用いて、線分、すなわち曲線
Ｄを最適に適合化すると、フェース面積は一般的に次の式に従って変化する。
　ＦＡ＝０．０１×ＬＡｄｅｇ＋４．６６　　　　（式４）
ここで、ＦＡは平方インチ表示のフェース面積である。式４のＲ２は約０．９９７４であ
る。ロフト角はラジアンで測定されても良いが、そのようにすると式はつぎのように若干
異なる。
　ＦＡ＝－０．６１×ＬＡｒａｄ＋４．６９　　　　（式５）
【００４６】
　式５のＲ２は約０．９９９９である。したがって、一例のセットのクラブは、好ましい
設計許容誤差内で、ただし、約＋－１０％で式４または５の１つに適合すべきである。例
えば、製造会社の設計仕様で２番アイアンのロフト角が典型的には２０度であると、式５
を用いて計算されたフェース面積は、４．９平方インチとＲ２に起因する＋－０．１平方
インチと、設計許容誤差に起因する、付加的な＋－０．７３５平方インチとで表される。
１実施例ではこれらの式のαファクタは約０．９８から約１．０２であり、好ましくは１
である。
【００４７】
　図２２は曲線Ｅにより他のパラメータ、トップライン幅を示し、これはセットを通じて
ロフト角に応じて系統的に変化する。上述と同様の方法論を用いて、このデータに最も適
合する線分すなわち曲線Ｆはつぎのとおりである。
　ＴＬＷ＝－０．００２３×ＬＡｄｅｇ＋０．３　　　（式６）
ここでＴＬＷはインチ表示のトップライン幅である。式６のＲ２は約０．９９９９であり
、設計許容誤差は好ましくは約＋－２０％である。１実施例ではこれらの式のαファクタ
は約０．７５から約１．２５であり、好ましくは１である。
【００４８】
　図２３は曲線Ｇにより他のパラメータ、ソール幅を示し、これはクラブセットを通じて
ロフト角に応じて変化する。上述と同様の方法論を用いて、このデータに最も適合する線
分すなわち曲線Ｈはつぎのとおりである。
【００４９】
　ＳＷ＝－０．００４４×ＬＡｄｅｇ＋０．７９　　　（式７）
ここでＳＷはインチ表示のソール幅である。式７のＲ２は約０．９９９９であり、設計許
容誤差は好ましくは約＋－２０％である。１実施例ではこれらの式のαファクタは約０．
７５から約１．２５であり、好ましくは１である。
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【００５０】
　さらに、セットを通じてのパラメータの系統的な変化をセットの一部のみに拡張しても
良い。例えば、表１に示され、また図２、４、６、８、１０および１２に示されるように
、キャビティ（キャビティ２３４、３３４、４３４、５３４、および６３４のそれぞれ）
の容積はセットを通じて系統的に減少する。ただし、ショートアイアンは実質的にキャビ
ティを伴わないマッスルバッククラブである。したがって、以下の式がロフト角に従って
変化するキャビティ容積について標準的な回帰を採用し、表１に列挙された一例のセット
のデータを利用して導出され、この式は好ましくはセット中のクラブ２－７のみに適用さ
れる。
　ＣＶ＝－０．２９×ＬＡｄｅｇ＋１３．８５　　　　（式８）
ここでＣＶは立方センチメートルで表されたキャビティの容積であり、ＬＡは度で表示さ
れたロフト角である。式８のＲ２は約０．９８７２であり、設計許容誤差は好ましくは約
＋－２０％である。ロフト角がラジアンで測定される場合には、式は若干異なり下記のと
おりである。
【００５１】
　ＣＶ＝－１６．８８×ＬＡｒａｄ＋１３．８５　　　　（式９）
式９のＲ２は約０．９９７３である。１実施例ではこれらの式のαファクタは約０．７５
から約１．２５であり、好ましくは１である。系統的に変化するパラメータの式をセット
の一部にのみ適用することは、他の設計パラメータにも拡張可能であり、キャビティ容積
にのみに限定されないことは、当業者には明らかである。
【００５２】
　任意の所望のパラメータについて同様の式を生成できる。さらに、重心や慣性モーメン
トのようなクラブの特性についても式を生成できる。これらのパラメータを用いて一旦曲
線が生成されると、他の設計特性、例えばフェース面積およびソール幅をこのカーブから
外挿できる。換言すれば、例えば、１つのセット中のクラブヘッドのフェース面積が式４
または式５に記述される曲線にフィットしないかもしれないが、そのクラブの重心は、設
計パラメータの全体的な効果により、以下に説明するように適切な曲線にフィットする。
例えば、図には示さないが、以下の式が、ロフト角に応じて変化する、地面から測定した
重心の位置について標準的な回帰を採用して表１に示すような一例のセットのデータを利
用して導かれる。
　ＣＧｙ＝０．０５×ＬＡｄｅｇ＋１６．１４　　　　（式１０）
ここでＣＧｙは、クラブヘッドをアドレス位置に置いたときに地面からインチで測定され
る重心の位置である。式１０のＲ２は約１である。ロフト角がラジアンでも測定でき、こ
の場合式は若干異なり下記のとおりである。
　ＣＧｙ＝３．０４×ＬＡｒａｄ＋１６．１　　　　　（式１１）
【００５３】
　式１１のＲ２は約０．９９９９である。そのため、一例のセットのクラブは式１０また
は式１１の１つに、好ましい設計許容誤差である約＋－２０％の範囲で、フィットしなけ
ればならない。１実施例では、これらの式についてのαファクタは約０．７５から約１．
２５であり、好ましくは１である。適用上、製造会社の設計仕様で２番アイアンのロフト
角の２０度が典型である場合には、式１０を用いて計算された２番アイアンの重心は約１
７．０４インチと、Ｒ２に起因する＋－０．３４インチと、設計許容誤差に起因する付加
的な＋－３．４とで表される。
【００５４】
　同様な式が表２に示される慣性モーメントについても以下のように導出される。
　Ｉｘｘ＝０．７５ＬＡｄｅｇ＋２９．５６　　　　（式１２）
　Ｉｘｘ＝４３．０２ＬＡｒａｄ＋２９．５６　　　（式１３）
ここで、Ｉｘｘはフェースの重心を通る水平軸の回りの回転モーメントである。式１２に
ついてはＲ２は約０．９９９９であり、式１３については約０．９９５５であり、両式の
好ましい設計許容誤差は約＋－１５％である。１実施例ではこれらの式のαファクタは約



(13) JP 4680820 B2 2011.5.11

10

20

30

40

50

０．８から約１．２であり、好ましくは１である。
　Ｉｙｙ＝０．９×ＬＡｄｅｇ＋１９０．４８　　　　（式１４）
　Ｉｙｙ＝５１．６９×ＬＡｒａｄ＋１９０．４８　　　（式１５）
ここで、Ｉｙｙはフェースの重心を通る垂直軸の回りの回転モーメントである。式１４に
ついてはＲ２は約１であり、式１５については約０．９９９８であり、両式の好ましい設
計許容誤差は約＋－１５％である。１実施例ではこれらの式のαファクタは約０．８から
約１．２であり、好ましくは１である。
　Ｉｓａ＝３．８７×ＬＡｄｅｇ＋３８３．８８　　　　（式１６）
　Ｉｓａ＝２２１．４６×ＬＡｒａｄ＋３８３．８８　　　（式１７）
ここで、Ｉｓａはシャフト軸の回りの回転モーメントである。式１６についてはＲ２は約
１であり、式１７については約０．９９９７であり、両式の好ましい設計許容誤差は約＋
－１５％である。１実施例ではこれらの式のαファクタは約０．８から約１．２であり、
好ましくは１である。
【００５５】
　他のパラメータもセットを通して系統的に変化させてもよい。例えば、トウ高さ、トッ
プ角、ソール厚さ、材料合金および／または硬度、インサートタイプおよび硬度、フェー
ス厚さおよび／または材料、および反発係数（ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｒｅｓｔ
ｉｔｕｔｉｏｎ）である。溝の幾何を変更してスピン性能を変化させることができ、これ
は米国特許第５５９１０９２号に検討されており、その開示内容を参照してここに組み入
れる。また、重心の深さをセットを通じて変更しても良い。なぜならば重心の深さにより
飛行特性が影響を受けるからであり、これについては米国特許第６２９０６０７号に開示
されており、その開示内容を参照してここに組み入れる。さらに、図２０～２３に示され
る曲線および式は例に過ぎず、セットを通じた性能の連続性のために所望の変更を伴って
も良い。換言すれば、ここで導出された具体的な式を変更または修正して、例えばオフセ
ットおよびロフト角の間の関係を調整して設計パラメータがここで記述したのと逆の態様
で変化するようにしてもよい。ここで検討した設計許容誤差は好みであり、種々の材料お
よび美観、その他に起因するものである。
【００５６】
　ここに開示した発明の説明的な実施例が上述の目的を達成ことは明らかであるが、当業
者が種々の変形や他の実施例を導き出せることはもちろんである。したがって、添付の特
許請求の範囲がそのような変形や実施例をカバーすることを意図されており、それらがこ
の発明の精神に含まれることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】クラブヘッドのトウの図である。
【図２】この発明に従うクラブセットの２番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図３】図２のクラブのトウの図である。
【図４】この発明に従うクラブセットの３番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図５】図４のクラブのトウの図である。
【図６】この発明に従うクラブセットの４番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図７】図６のクラブのトウの図である。
【図８】この発明に従うクラブセットの５番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図９】図８のクラブのトウの図である。
【図１０】この発明に従うクラブセットの６番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図１１】図１０のクラブヘッドのトウの図である。
【図１２】この発明に従うクラブセットの７番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図１３】図１２のクラブのトウの図である。
【図１４】この発明に従うクラブセットの８番アイアンの背面フェースの平面図である。
【図１５】図１４のクラブのトウの図である。
【図１６】この発明に従うクラブセットの９番アイアンの背面フェースの平面図である。



(14) JP 4680820 B2 2011.5.11

10

20

30

40

【図１７】図１６のクラブのトウの図である。
【図１８】この発明に従うクラブセットのピッチングウェッジの背面フェースの平面図で
ある。
【図１９】図１８のクラブのトウの図である。
【図２０】この発明に従うクラブセットのオフセット対ロフト角の関係を示すグラフであ
る。
【図２１】この発明に従うクラブセットのフェース面積対ロフト角の関係を示すグラフで
ある。
【図２２】この発明に従うクラブセットのトップライン幅対ロフト角の関係を示すグラフ
である。
【図２３】この発明に従うクラブセットのソール幅対ロフト角の関係を示すグラフである
。
【符号の説明】
【００５８】
１０　　クラブヘッド
１２　　ボディー
１４　　ホーゼル
１６　　打撃フェース
１８　　ホーゼル中心線
１８　　シャフト軸
２０　　背面フェース
２０　　平面フェース
２２　　先端
３０　　ロフト角
３２　　周辺
３４　　オフセット
１１０　クラブヘッド
１１２　　ボディー
１２０　　背面フェース
１３２　　周辺
１３４　　キャビティ
１３６　　隆線
５１０　　クラブヘッド
５１２　　ボディー
５２０　　背面フェース
５３０　　ロフト角
５３２　　周辺
５３２　　周囲
５３４　　キャビティ
５３５　　上側ボディー部
５３６　　遷移部
５３７　　下側ボディー部



(15) JP 4680820 B2 2011.5.11

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(16) JP 4680820 B2 2011.5.11

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】
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