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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の金属材材料からなり、ソール壁、前記ソール壁の第１の端部においてソール壁か
ら上方に延びるトオ壁、前記ソール壁の第２の端部においてソール壁から上方に延びるホ
ーゼル、前記ソール壁から上方に延びるヒール壁、前記トオ壁の上端から前記ヒール壁の
上端まで延びる頂部壁を有する外周部材であって、前記外周部材の頂部壁、ソール壁、ヒ
ール壁及びトオ壁が開口部を画成する外周部材と、
　ショアＤ硬度が５０～６５の範囲にある熱可塑性ポリエステルポリウレタンから成る前
記外周部材の開口部に配置される中央部材であって、前記中央部材は、内部表面、外部表
面、ソール面、頂部面、トオ面及びヒール面を持つ本体部分を有し、前記本体部分の外面
に形成された少なくとも一つの凹所を持つ中央部材と、
　前記第１の金属材料より低い密度を持つ第２の金属材料から成るフェースプレートであ
って、前記フェースプレートは前記外周部材に結合され、前記中央部材の内面を覆うよう
に配置されるフェース部材と、を有するアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記中央部材の外面に第２の凹所を更に有する請求項１に記載のアイアンゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項３】
　前記第１の金属材料は８ｇ／ｃｍ３～１２ｇ／ｃｍ３の範囲の密度を持つ請求項１に記
載のアイアンゴルフクラブヘッド。
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【請求項４】
　前記第１の金属材料は、少なくとも５０重量％のニッケルと２０重量％のタングステン
を含むニッケル－タングステン合金からなる請求項３に記載のアイアンゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項５】
　前記ニッケル－タングステン合金は、更に２０重量％以上のクロムを含む請求項４に記
載のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記第２の金属材料はチタン合金からなる請求項１に記載のアイアンゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項７】
　前記フェースプレートは０．１０ｃｍ（０．０４０インチ）～０．６３５ｃｍ（０．２
５０インチ）の範囲の厚さを有する請求項６に記載のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記中央部材の外面の凹所内に配置されたメダルを更に有する請求項１に記載のアイア
ンゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記中央部材の熱可塑性ポリウレタン材料は１．１５～１．３０の範囲の比重を有する
請求項１に記載のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記中央部材の凹所内に配置された第１のメダルと前記中央部材の第２の凹所に配置さ
れた第２のメダルを更に有する請求項２に記載のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　重心を通る軸の回りの慣性モーメントＩｘｘが２６００ｇ－ｃｍ２以上であり、重心を
通る軸の回りの慣性モーメントＩｚｚが２４００ｇ－ｃｍ２以上である請求項１に記載の
アイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記外周部材はゴルフクラブヘッドの１５％～５０％の範囲の体積を持ち、ゴルフクラ
ブヘッドの５０％～８０％の範囲の質量を持つ請求項１に記載のアイアンゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１３】
　前記中央部材は、ゴルフクラブヘッドの２５％～７５％の範囲の体積を持ち、ゴルフク
ラブヘッドの１０％～３０％の範囲の質量を持つ請求項１に記載のアイアンゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項１４】
　８ｇ／ｃｍ３～１２ｇ／ｃｍ３の範囲の密度を持つ第１の金属材料からなり、ソール壁
、前記ソール壁の第１の端部においてソール壁から上方に延びるトオ壁、前記ソール壁の
第２の端部においてソール壁から上方に延びるホーゼル、前記ソール壁から上方に延びる
ヒール壁、前記トオ壁の上端から前記ヒール壁の上端まで延びる頂部壁を有する外周部材
であって、前記外周部材の頂部壁、ソール壁、ヒール壁及びトオ壁が開口部を画成する外
周部材と、
　ショアＤ硬度が５０～６５の範囲にある熱可塑性ポリエステルポリウレタンから成る前
記外周部材の開口部に配置される中央部材であって、前記中央部材は、外周部、内部表面
、外部表面、ソール面、頂部面、トオ面及びヒール面を持つ本体部分を有し、前記本体部
分の外面に形成された少なくとも一つの凹所を持ち、前記外周部は前記外周部材の内面に
係合する外側に突出した複数のタブを有する中央部材と、
　前記第１の金属材料より低い密度を持つ第２の金属材料から成るフェースプレートであ
って、前記フェースプレートは前記外周部材の開口部内に装着され、前記中央部材の前側
面を覆うように配置され、０．１０ｃｍ（０．０４０インチ）～０．６３５ｃｍ（０．２
５０インチ）の範囲の厚さを有するフェース部材と、を有するアイアンゴルフクラブヘッ
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ド。
【請求項１５】
　前記第１の金属材料は５０重量％以上のニッケルと２０重量％以上のタングステンを含
むニッケル－タングステン合金からなる請求項１４に記載のアイアンゴルフクラブヘッド
。
【請求項１６】
　前記ニッケル－タングステン合金は２０重量％以上のクロムを更に含む請求項１５に記
載のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　前記第２の金属材料はチタン合金から成る請求項１５に記載のアイアンゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１８】
　重心を通る軸の回りの慣性モーメントＩｘｘが２６００ｇ－ｃｍ２以上であり、重心を
通る軸の回りの慣性モーメントＩｚｚが２４００ｇ－ｃｍ２以上である請求項１４に記載
のアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　９ｇ／ｃｍ３～１０．５ｇ／ｃｍ３の範囲の密度を持つ第１の金属材料からなり、ソー
ル壁、前記ソール壁の第１の端部においてソール壁から上方に延びるトオ壁、前記ソール
壁の第２の端部においてソール壁から上方に延びるホーゼル、前記ソール壁から上方に延
びるヒール壁、前記トオ壁の上端から前記ヒール壁の上端まで延びる頂部壁を有する外周
部材であって、前記外周部材の頂部壁、ソール壁、ヒール壁及びトオ壁が開口部を画成す
る外周部材と、
　ショアＤ硬度が５０～６５の範囲にある熱可塑性ポリエステルポリウレタンから成る前
記外周部材の開口部に配置される中央部材であって、前記中央部材は、外周部、内部表面
、外部表面、ソール面、頂部面、トオ面及びヒール面を持つ本体部分を有し、前記本体部
分の外面に形成された少なくとも一つの凹所を持ち、前記外周部は前記外周部材の内面に
係合する外側に突出した複数のタブを有する中央部材と、
　チタン合金から成るフェースプレートであって、前記フェースプレートは前記外周部材
の開口部内に装着され、前記中央部材の前側面を覆うように配置され、０．１０ｃｍ（０
．０４０インチ）～０．６３５ｃｍ（０．２５０インチ）の範囲の厚さを有するフェース
部材と、を有するアイアンゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　重心を通る軸の回りの慣性モーメントＩｘｘが２６００ｇ－ｃｍ２以上であり、重心を
通る軸の回りの慣性モーメントＩｚｚが２４００ｇ－ｃｍ２以上である請求項１９に記載
のアイアン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、アイアンゴルフクラブに関する。本発明は、更に、特に複数材料から成るア
イアンゴルフクラブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アイアンは、典型的にはステンレススチール又はチタニウムの材料から成り、典型的に
は鋳造又は鍛造で形成される。多くのゴルファは、より大きな許容性を与える広いスイー
トスポット、ボールを高く上げるための低重心、固い打撃音、インパクトのときの振動の
抑制、整った外観、ということを望んでいる。残念ながら、アイアンに関しては、これら
の要望はしばしば互いに相容れないものとなっている。
【０００３】
　異なる材料から成るアイアンクラブヘッドの使用により、従来のアイアンでもこれらの
要求のいくつかを満たしてきた。
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【０００４】
　一例として、Ｏｋｕｍｏｔｏ他の米国特許第５，２２８，６９４号は、ステンレススチ
ールのソールとホーゼル、バルクモールディングコンパウンドのようなものからなるコア
、タングステンとポリアミドから成るウエイト、及びファイバー強化樹脂からなる外側シ
ェルからなるクラブヘッドを開示している。
【０００５】
　他の例としてＮａｇａｓａｋｉ他の米国特許第４，７９２，１３９，　４，７９８，３
８３，　４，７９２，１３９及び４，８８４，８１２号があり、これらは、ウエイト調整
と理想的な慣性モーメントの調整のためにファイバー強化プラスチィックの背面板を持つ
アイアンクラブヘッドを開示している。
【０００６】
　他の例として、Ｆｕｊｉｍｕｒａ他の米国特許第４，８４８，７４７号があり、これは
、スイートスポットを大きくするためにカーボンファイバー強化プラステチックの背面板
を備えるアイアンクラブヘッドを開示している。背面板の位置を固定するためにリングが
使用されている。
【０００７】
　他の例として、Ｎａｋａｎｉｓｈｉ　他の米国特許第４，９２８，９７２及び　４，９
６４，６４０号があり、これらは、衝撃と振動に対する緩衝手段と、慣性モーメントを増
加させるための手段と、重心を調整するための手段と背面を強化するための手段を与える
ために、後部の凹所にファイバー強化材を持つアイアンクラブヘッドを開示している。
【０００８】
　他の例として、Ｔａｋｅ　の米国特許第５，１９０，２９０号があり、金属ボディとプ
ラスチックのような軽重量材料の充填部材を有し、金属ボディと充填部材をファイバー強
化樹脂でモールドしたアイアンクラブヘッドを開示している。
【０００９】
　他の例としてＯｋｕの米国特許第５，４１１，２６４号があり、後方に延びるフランジ
と弾性ファイバーフェースプレートを有し、慣性モーメントを大きくし、ヘッドの振動を
少なくした金属ボディを開示している。
【００１０】
　他の例として、Ａｉｚａｗａ　他の米国特許第５，４７２，２０１号があり、ステンレ
ススチールのボディと、ファイバー強化樹脂からなるフェース部材と、金属の保護層を有
し、深い重心と振動を抑制したアイアンクラブヘッドを開示している。
【００１１】
　他の例として、Ｍｅｙｅｒの米国特許第５，３２６，１０６号があり、金属のブレード
部分とファイバー強化樹脂のような軽重量材料のホーゼルを有するゴルフクラブヘッドを
開示している。
【００１２】
　他の例として、Ａｉｚａｗａ他の米国特許第４，６６４，３８３号があり、人工樹脂か
らなる複数層で覆われた金属コアを持ち、飛距離を伸ばすようにしたアイアンゴルフクラ
ブヘッドを開示している。
【００１３】
　他の例として、Ｙｏｎｅｙａｍａの米国特許第４，６６７，９６３号があり、金属ソー
ルとファイバー強化樹脂からなる充填部材を有し、飛距離を伸ばすようにしたアイアンゴ
ルフクラブヘッドを開示している。
【００１４】
　この先行技術は、重心が低く、振動を抑制し、慣性モーメントを大きくした複数材料か
ら成るアイアンゴルフクラブヘッドを開示するものではない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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　発明の概要
　本発明は、重心が低く、慣性モーメントが高く、振動と硬い感触と外観を抑制したアイ
アンゴルフクラブを提供するものである。本発明は、複数の材料を使用したアイアンクラ
ブヘッドを使用することを通じてこれらの特徴を与えることができる。
【００１６】
　本発明の一つの態様は、外周部材、中央部材及びフェースプレートからなるアイアンゴ
ルフクラブヘッドである。外周部材は第１の金属材料から成る。この外周部材はソール壁
と、ソール壁の第１の端部においてソール壁からソール壁の上方に延びるトオ壁と、ソー
ル壁の第２の端部においてソール壁から上方に延びるホーゼルと、ソール壁から上方に延
びるヒール壁を有している。中央部材は、外周部材に結合され、非金属材料から成る。中
央部材は、前側面と、背面と、ソール面と、頂部面と、トオ面と、ヒール面を有するボデ
ィ部分を有する。中央部材は、ボディ部分の背面に形成されるキャビティを有する。フェ
ースプレートは第２の金属から成り、この第２の金属は第１の金属より低い密度を有する
。フェースプレートは外周部材に結合され、中央部材の前側面を覆うように配置される。
【００１７】
　本発明の他の態様は、外周部材、中央部材及びフェースプレートを含むアイアンゴルフ
クラブである。外周部材は密度が８　ｇ／ｃｍ３～１２　ｇ／ｃｍ３の範囲である第１の
金属から成る。外周部材はソール壁、トオ壁、ホーゼル、ヒール壁及び頂部壁を含み、頂
部、ソール、ヒール及びトオ各壁は開口部を画成している。中央部材とフェースプレート
は外周部材の開口部内に配置され、フェースプレートは中央部材の前側面を覆うように配
置される。フェースプレートは０．０４０インチから０．２５０インチの範囲の厚さを有
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１－８に示すように、本発明によるアイアンゴルフクラブヘッドは全体として２０で
示される。クラブヘッド２０は、好ましくは３つの主たる要素：外周部材２２、中央部材
２４及びフェースプレート２６、からなる。クラブヘッド２０は、ロフト角が好ましくは
１５°から６０°の範囲で、ライ角が好ましくは５９°から６５°の範囲の１番アイアン
からロブ－ウエッジの範囲のものとすることができる。
【００１９】
　外周部材２２は、好ましくは７．８６　グラム／立方センチメータ（ｇ／ｃｍ３）より
大きい密度を有する材料から成る。好ましい材料は、鉄－ニッケル－タングステン合金で
、密度は、好ましくは、８．０　ｇ／ｃｍ３から１２．０　ｇ／ｃｍ３の範囲、より好ま
しくは９．０　ｇ／ｃｍ３から１０．５　ｇ／ｃｍ３の範囲、最も好ましくは９．３　ｇ
／ｃｍ３である。他の好ましい実施例は、ここにその全体が参照として組み入れられる、
本出願と同日出願で係属中の米国特許出願１０／６０４，５１８号「製品の質量特性を改
良するための高密度合金」に開示されているニッケル－タングステン合金がある。この好
ましいニッケル－タングステン合金は、少なくとも５０重量％のニッケルと、少なくとも
２０重量％のクロミウムを含み、９．０　ｇ／ｃｍ３から１０．５　ｇ／ｃｍ３の範囲の
密度を有している。
【００２０】
　他の代替的材料は、ステンレススチール材料である。更に、他の材料は、ここのその全
体が参照として組み入れられる、米国特許第６，２７７，３２６号「複数成分材料の液相
焼結方法」に開示されている。当業者であれば、外周部材２２として、本発明の範囲を離
れない範囲において更に他の材料が使用できることは理解できるであろう。
【００２１】
　外周部材２２はソール壁２８，トオ壁３０，ヒール壁３２，頂部壁３３，シャフトを受
け入れる穴３６を有するホーゼル３４を備えている。頂部壁３３，ソール壁２８，トオ壁
３０及びヒール壁３２は外周部材２２を通る開口３７を画成する。穴３６は、好ましくは
、ホーゼル３４の全体を通して延び、ここにその関連部分が参照として組み入れられる、
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米国特許第４，９９５，６０９号に開示されるように短い真っ直ぐな中空のホーゼルが与
えられる。
【００２２】
　ソール壁２８は、好ましくは、そり上がったゴルフスイング中に地面と接する外側表面
を有する。図６に示されるように、ソール壁２８は、好ましくは、１．００インチから１
．７５インチの範囲、最も好ましくは１．２５インチの幅“Ｗｓ”を有する。ソール壁２
８は、また、好ましくは２．５インチから３．５インチの範囲、最も好ましくは３．０イ
ンチのトオエンドから穴３６の開始点までの長さ“Ｌｓ”を有する。
【００２３】
　図４に示されるように、トオ壁３０は好ましくは１．５インチ～２．５インチの範囲、
最も好ましくは２．０インチの長さ”ＬＴ”を持つ。トオ壁３０は好ましくはトオ壁３０
の底部から上部に向けて狭くなっている幅を有している。
【００２４】
　図４に示されるように、ヒール壁３２は、好ましくは０．５インチ～１．５インチの範
囲、最も好ましくは１．０インチの長さ”ＬＨ”を持つ。ヒール壁３２は、好ましくはヒ
ール壁３２の底部から上部に向けて狭くなっている幅を有している。
【００２５】
　一般的に、外周部材２２は、クラブヘッド２０の重心から外方に位置する比較的大きな
質量を持つため、クラブヘッド２０の慣性モーメントを大きくしている。更に、ソール壁
２８に寄与する質量はクラブヘッド２０の重心を低くし、打撃したボールの弾道をより高
くし、より許容できるアイアンとすることができる。外周部材２２は、好ましくはクラブ
ヘッド２０全体の体積の１５％～５０％の体積を持ち、また、好ましくはクラブヘッド２
０の質量の５０％～８０％の質量を持つ。
【００２６】
　中央部材２４は非金属材料から成る。好ましい材料としては、バルクモールドコンパウ
ンド、シートモールドコンパウンド、熱硬化性材料及び熱可塑性材料が含まれる。好まし
いバルクモールド化合物は強化繊維を持つ樹脂材料である。このような樹脂として、ポリ
エステル、ビニルエステル及びエポキシが含まれる。このような繊維には、カーボンファ
イバー、グラスファイバー、アラミド又はこれらの組み合わせ含まれる。好ましいシート
モールド化合物はバルクモールド化合物と同様であるが、シートの形態をしている。熱可
塑性材料には、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリウレタ
ンのような材料が含まれる。好ましい熱可塑性材料は、ショアＤ硬度が５０～６５の範囲
、最も好ましくは５５又は６０で、比重が１．１５～１．３０ｇ／ｃｍ３の範囲　、最も
好ましくは１．２３ｇ／ｃｍ３の熱可塑性ポリエステルポリウレタンである。このような
熱可塑性ポリエステルポリウレタンはＨｕｎｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　からＩＲＯ
ＧＲＡＮ　Ｄ６０　Ｈ　４８３２　及びＩＲＯＧＲＡＮ　Ａ　９８　Ｈ　４８３１の名称
で入手できる。
【００２７】
　中央部材２４は主としてフェースプレートを支持するもので、したがって、この中央部
材は衝撃に間違いなく耐えうることができなければならない。中央部材２４は、また、ボ
ールを打つ間、ゴルフクラブヘッド２０の振動を抑制する。中央部材２４は、好ましくは
クラブヘッド２０の２５％～７５％の体積を持ち、また、クラブヘッド２０の１０％～３
０％の質量を持つ。
【００２８】
　中央部材２４は、好ましくは本体部分３８，第１凹所４０，第２凹所４１，内面４２，
外面４３，ソール面４４，頂部面４５，トオ面４６，ヒール面４７を有している。凹所４
０と４１は本体部分３８の外面に形成されており、種々の適当な形状とすることができる
。
本体部分３８は、好ましくはソール面４４から上方に向けてテーパー状とされている。本
体部分３８は、また、外周部４８と外周部内面４９を持つ。
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【００２９】
　外周部４８は中央部材２４を外周部材２２内に位置決めし、保持するための複数のタブ
５０を有している。複数のタブ５０の各々は好ましくは湾曲部を持つ。この湾曲部は外周
部材２２の内面に係合する。各タブ５０は中央部材２４が外周部材２２と係合できるよう
に圧縮されるようになっており、複数のタブ５０は中央部材２４の中心決めと整列を補助
する。中央部材２４を外周部材２２に固定するために各タブ５０の間に接着剤が充填され
る。この複数のタブ５０についてのより詳細な説明は、ここにその全体が参照として組み
入れられるＣａｌｌａｗａｙ　Ｇｏｌｆ　Ｃｏｍｐａｎｙ　の米国特許第６，２３８，３
０２号「一体化されたタブを持つインサートを有するゴルフクラブヘッド」に開示されて
いる。好ましくは第１のメダル７１が第１の凹所４０内に配置され、また、好ましくは第
２のメダルが７３が第２の凹所４１内に配置される。第１及び第２のメダル７１，７３は
好ましくは０．５ｇ～７ｇの範囲の値を持つ。
【００３０】
　フェースプレート２６は、好ましくは軽量材料から成る。この軽量材料は、好ましくは
外周部材より低い密度を持つ。このような軽量材料には、チタニウム材料、ステンレスス
チール、アモルファス金属のような材料が含まれる。チタニウム材料には純チタン及び６
－４チタン合金、６－２２－２２チタン合金、４－２チタン合金、ＳＰ－７００チタン合
金（日本、東京のＮｉｐｐｏｎ　Ｓｔｅｅｌより入手可能）、日本、東京のＤａｉａｄｏ
　Ｓｔｅｅｌから入手可能の　ＤＡＴ５５Ｇチタン合金、オハイオのＲＴＩ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｅｔａｌ　から入手可能のＴｉ１０－２－３Ｂｅｔａ　Ｃ　チタン
合金等が含まれる。フェースプレート２６は、好ましくは鋳造、鍛造、機械加工、粉末冶
金形成、金属注入モールド、電気－化学的加工等により製造される。
【００３１】
　フェースプレート２６は内面５６を持ち、好ましくは、中央部材２４の寧面４２に係合
するか、或いは中央部材２４の内面に接着剤が施され、また、外面５４はその上にスコア
ライン５７を有している。フェースプレート２６は、好ましくは、０．０４０インチ～０
．２５０インチの範囲、より好ましくは０．０７５インチ～０．１６０インチの範囲、最
も好ましくは０．１２５インチの厚さを有している。
【００３２】
　クラブヘッド２０は、５番アイアンのクラブヘッドとして、好ましくは全体の体積が４
０．０ｃｍ３～５５．０ｃｍ３、より好ましくは４５．０ｃｍ３～５５．０ｃｍ３、最も
好ましくは５０．８ｃｍ３である。クラブヘッド２０は、５番アイアンのクラブヘッドと
して、２３５ｇ～３００ｇ，より好ましくは２４５ｇ～２６０ｇの質量を有する。
【００３３】
　外周部材２２は、好ましくは１００ｇ～２４０ｇ、より好ましくは１４０ｇ～２００ｇ
、最も好ましくは１５２ｇの質量を有する。中央部材２４は、好ましくは９ｇ～７０ｇ、
より好ましくは１５ｇ～５０ｇ、最も好ましくは１８ｇの質量を有する。
【００３４】
　フェースプレート２６は、好ましくは全体の体積が、４．０ｃｍ３～８．０ｃｍ３、よ
り好ましくは４．５ｃｍ３～６．０ｃｍ３、最も好ましくは５．３ｃｍ３である。フェー
スプレート２６は、好ましくは質量が１５ｇ～５０ｇ、より好ましくは２０ｇ～３０ｇ、
最も好ましくは２４ｇである。
【００３５】
　図９－１２はゴルフクラブヘッド２０の重心を通る慣性軸を示している。慣性軸はＸ，
Ｙ，Ｚで示されている。Ｘ軸はゴルフクラブヘッド２０の前面から延び、重心ＣＧを通り
、ゴルフクラブヘッド２０のフェースプレート２６から後部に延びる。Ｙ軸はゴルフクラ
ブヘッド２０のヒールエンドから重心ＣＧを通り、ゴルフクラブヘッド２０のトオエンド
に延びる。Ｚ軸はソール壁から重心ＣＧを通り、頂部の線８０に向けて延びる。
【００３６】
　Ｒａｌｐｈ　Ｍａｌｔｂｙ　による”Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｄｅｓｉｇｎ，　Ｆｉｔｔ
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ｉｎｇ，　Ａｌｔｅｒａｔｉｏｎ　＆　Ｒｅｐａｉｒ，　４ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ”に定
義されているように、ゴルフクラブヘッドの重心、即ち質量の中心は、クラブヘッドを吊
り下げたときに平衡となる状態の２以上の垂直線のクラブヘッド内の交点として決定され
る。　この重心のより詳細な説明は、”Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｄｅｓｉｇｎ，　Ｆｉｔｔ
ｉｎｇ，　Ａｌｔｅｒａｔｉｏｎ　＆　Ｒｅｐａｉｒ，”に記載されている。
【００３７】
　ゴルフクラブヘッド２０の重心と慣性モーメントは、好ましくはテストフレーム（ＸＴ

，ＹＴ，ＺＴ）を使用して測定され、次に、ヘッドフレーム（ＸＨ，ＹＨ，ＺＨ）に変換
される。ゴルフクラブヘッド２０の重心は、ここに全体が参照として組み入れられる米国
特許第６，６０７，４５２号「高い慣性モーメントを持つ複合材料ゴルフクラブ」に記載
されるように、２つの秤量スケールを上に持つ重心テーブルを使用して得ることができる
。もし、シャフトが存在すれば、それを取り除き、ゴルフクラブヘッドの軸に垂直な面を
多数持つホーゼルキューブと置き換えられる。ゴルフクラブヘッドの重量が与えられると
、ゴルフクラブヘッドを両方のスケールの上に同時に載せてＸ，Ｙ，Ｚの特定の方向に沿
って秤量することにより、スケールでゴルフクラブヘッドの重量分布を決定することがで
きる。
【００３８】
　通常は、ゴルフクラブヘッド２０のＺ軸の回りの慣性モーメントＩｚｚは、好ましくは
２２００ｇ－ｃｍ２～３０００ｇ－ｃｍ２，より好ましくは２４００ｇ－ｃｍ２～２７０
０ｇ－ｃｍ２、最も好ましくは２４７２ｇ－ｃｍ２～２６１７ｇ－ｃｍ２である。ゴルフ
クラブヘッド２０のＹ軸の回りの慣性モーメントＩｙｙは、好ましくは４００ｇ－ｃｍ２

～７００ｇ－ｃｍ２，より好ましくは５００ｇ－ｃｍ２～６００ｇ－ｃｍ２、最も好まし
くは５３０ｇ－ｃｍ２～５６０ｇ－ｃｍ２である。ゴルフクラブヘッド２０のＸ軸の回り
の慣性モーメントＩｘｘは、好ましくは２４５０ｇ－ｃｍ２～３２００ｇ－ｃｍ２，より
好ましくは２５００ｇ－ｃｍ２～２９００ｇ－ｃｍ２、最も好ましくは２６５０ｇ－ｃｍ
２～２８７０ｇ－ｃｍ２である。
【００３９】
　一般的に、ゴルフクラブヘッド２０の慣性の積Ｉｙｚ，　Ｉｘｚ，　Ｉｘｙ　は、少な
くとも一つ、好ましくはＩｙｚ，　Ｉｘｚ，　Ｉｘｙの２つは、絶対値は１００ｇ－ｃｍ
２より小さい値を持つ。ゴルフクラブヘッドの慣性の積は、ここに全体が参照として組み
入れられるＣａｌｌａｗａｙ　Ｇｏｌｆ　Ｃｏｍｐａｎｙ　の米国特許第６，５４７，６
７６号「慣性の積を最適化したゴルフクラブヘッド」に開示されている。
【００４０】
　比較のため、Ｃａｌｌａｗａｙ　Ｇｏｌｆ　Ｃｏｍｐａｎｙ　のＢＩＧ　ＢＥＲＴＨ（
登録商標）５番アイアンは、慣性モーメントＩｚｚは２１５８ｇ－ｃｍ２、慣性モーメン
トＩｙｙは５８５－ｃｍ２、慣性モーメントＩｘｘは２４０７ｇ－ｃｍ２である。
 
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の好ましい実施例のアイアンクラブヘッドの分解図である。
【図２】アイアンクラブヘッドの正面図である。
【図２Ａ】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図３】アイアンクラブヘッドの背面図である。
【図４】アイアンクラブヘッドのヒール側側面図である。
【図５】アイアンクラブヘッドの平面図である。
【図６】アイアンクラブヘッドの底面図である。
【図７】アイアンクラブヘッドのトオ側側面図で、重心を通る慣性モーメントを示す。
【図８】アイアンクラブヘッドの平面図で、重心を通る慣性モーメントを示す。
【図９】ゴルフクラブヘッドの中央部材の好ましい実施例の部分斜視図である。
【図１０】図９の中央部材の背面図である。
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【図１１】図９の中央部材のヒール側側面図である。
【図１２】ゴルフクラブヘッドの外周部材の分離した正面図である。
【図１３】図１２の外周部材の背面図である。
【図１４】図１２の外周部材の底面図である。
【図１５】図１２の外周部材の平面図である。
【図１６】図１２の外周部材のヒール側側面図である。
【図１７】ゴルフクラブヘッドのメダルの平面図である。
【図１８】ゴルフクラブヘッドのメダルの平面図である。

【図１】

【図２】

【図２Ａ】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】



(12) JP 4707708 B2 2011.6.22

10

20

30

40

フロントページの続き

(72)発明者  ドゥワンジー，ピジャッシュ，ケイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２００８　カールスバッド　サドル・ドライヴ　３７４６
(72)発明者  ガード，ジョン，ジー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０５４　オーシャンサイド　エルディーン・レーン　１
            ３２９
(72)発明者  ウィーランド，クリス，ジェイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０８３　ヴィスタ　プルモサ・アヴェニュー　５５４
(72)発明者  クラウゼン，カール，エイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０６９　サン・マルコス　レイク・リッジ・ドライヴ　
            １１９０
(72)発明者  デシュムク，ウダイ，ヴイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０５７　オーシャンサイド　マスターズ・ドライヴ　８
            ３３
(72)発明者  ボレイン，ジェシー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２００９　カールスバッド　コルテ・モンテシト　６５１
            ４
(72)発明者  クリーヴランド，ロジャー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９００４９　ロサンゼルス　タイガーテイル　５６０
(72)発明者  レイズス，ハーバート
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２６７７　ラグーナ・ニーゲル　ミコノス　１１
(72)発明者  ロリンソン，オーガスティン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２００９　カールスバッド　テラザ・ギターラ　２３４３
(72)発明者  ラング，ロバート　アール
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０２６　エスコンディード　サークル・アール・ヴュー
            ・レーン　８９４９

    審査官  木村　励

(56)参考文献  米国特許第５１０４４５７（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第５３０３９２２（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第５６７４１３２（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第５７１３８００（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第６２３８３０２（ＵＳ，Ｂ１）
              米国特許第６３２８６６１（ＵＳ，Ｂ１）
              米国特許第６５５４７２２（ＵＳ，Ｂ２）
              米国特許第６６１６５４６（ＵＳ，Ｂ２）
              米国特許第６６３８１８３（ＵＳ，Ｂ２）
              米国特許第６６８８９８９（ＵＳ，Ｂ２）
              米国特許第６７４３１１７（ＵＳ，Ｂ２）
              特開２００１－０２９５２３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０６２１３６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１２９１３６（ＪＰ，Ａ）
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