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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下：
　　フレーム部材；
　　ソール部分；
　　クラウン部分；
　　打球プレート；
　　開放した通路をさらに含む、ウェイトカートリッジ部材；ならびに
　　前記ウェイトカートリッジ部材の開放した通路中に取り付けられているウェイト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッドであって、
　前記フレーム部材、ソール部分、クラウン部分、および打球プレートが、中空ボディを
形成し；
　前記フレーム部材が、さらに以下：
　　トウ部分、およびヒール部分を含む打球プレートフレーム部材であって、前記打球プ
レートに接続する前記打球プレートフレーム部材；
　　前記打球プレートフレーム部材のトウ部分からヒール部分に延びるリボンであって、
前記ウッドタイプゴルフクラブヘッドの外周の一部分を画定する、前記リボン；
　　取り付け面であって、1つまたは複数の前記取り付け面が、リボン中に配置され、か
つ前記ソール部分と前記クラウン部分が取り外し可能なように係合するための手段を提供
する、前記取り付け面；ならびに



(2) JP 6476226 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

　　前記中空ボディゴルフクラブヘッド中に開口を画定するスロットであって、前記ウェ
イトカートリッジ部材が、前記スロット中に取り付けられる、前記スロット
を含む、
前記ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　ウェイト部材が、ウェイトカートリッジ部材に沿って任意の位置に取り付け可能である
、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　複数の不連続な位置が、ウェイトカートリッジ部材に沿って予め規定される、請求項1
記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　スロットが、溝要素を含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　ウェイトカートリッジ部材が、機械的コネクタ、および融着技術からなる群より選択さ
れる調製方法でフレーム部材に固定される、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項６】
　ソール部分が、機械的コネクタ、セメント、および接着剤からなる群より選択される調
製方法でフレーム部材に接続される、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　取り付け面が、複数の取り付け部材をさらに含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフ
クラブヘッド。
【請求項８】
　取り付け面が複数の取り付け部材をさらに含むことにより、前記取り付け部材が、クラ
ウン部分、ソール部分、およびフレーム部材を互いに固定する、請求項7記載のウッドタ
イプゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　ウェイトカートリッジ部材が、1つまたは複数のカバー部材で覆われていてもよい、請
求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　カバー部材が、摩擦嵌め、機械的コネクタ、セメント、および接着剤からなる群より選
択される調製方法でウェイトカートリッジ部材のクラブヘッドに取り付けられていてもよ
い、請求項9記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　1つまたは複数のウェイト部材が、ヒール部分に配置されて、それによりドローバイア
スクラブが提供されることを特徴とする、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項１２】
　1つまたは複数のウェイト部材が、トウ部分に配置されて、それによりフェードバイア
スクラブが提供されることを特徴とする、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項１３】
　ウッドタイプゴルフクラブヘッドと係合してゴルフクラブを形成するシャフトをさらに
含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　1つまたは複数のスロットが、ソール部分、クラウン部分、およびフレーム部材中のリ
ボンからなる群より選択されるいずれかの要素に配置されている、請求項1記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　ウェイト部材が、互換性の部材である、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
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ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明はゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。本発明の特定の例示的局面
は、調節可能なウェイト部材を有するゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　近年、ゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブは、ゴルフボールとのインパクト時にゴ
ルファーがクラブヘッド面をスクエアに当てることを支援することによってゴルファーの
精度を改善するように設計されている。多くのゴルフクラブヘッドは、その少なくともい
くらかのウェイトが、クラブヘッド重心位置を変える、または制御するように配置されて
いる。ゴルフクラブヘッド重心位置は、ゴルフボールが所期の方向に推進されるかどうか
を決定する一つの要因である。重心が接触面上の係合点よりも後方に配置されている場合
、ゴルフボールは一般にまっすぐな経路をたどる。しかし、重心が係合点の片側に離れて
いる場合、ゴルフボールは、意図しない方向に飛ぶ、および／または左もしくは右にカー
ブする経路をたどることがあり、そのようなボールの飛びは、多くの場合、「プル」、「
プッシュ」、「ドロー」、「フェード」、「フック」または「スライス」と呼ばれる。同
様に、重心が係合点の上方または下方に離れている場合、ゴルフボールの飛びは、それぞ
れ、より風を切り裂く(boring)軌道またはより浮き上がる軌道を示すことができる。
【０００３】
　近年、この業界は、ゴルフ用具における劇的な変化および改善を目の当たりしてきたが
、一部のプレーヤは、依然、ゴルフボールを所期および所望の方向に、ならびに／または
所期および所望の弾道で、確実に打つ際に困難さを感じている。これは、ボールを長距離
に打つために使用されるクラブ、たとえばドライバおよびウッドの場合に特に当てはまる
。したがって、当技術分野には、ゴルフクラブ技術におけるさらなる進歩の余地がある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の少なくともいくつかの例示的局面のウッドタイプゴルフクラブヘッド（たとえ
ばドライバ、フェアウェイウッド、ウッドタイプハイブリッドクラブなど）は、（a）打
球面、（b）打球面と係合するかまたは打球面と一体に形成され、ソール部分を含むウッ
ドタイプクラブヘッドボディであって、そのソール部分がその中に画定された第一のスロ
ットまたはレールを含むウッドタイプクラブヘッドボディ、および（c）第一のスロット
またはレール内に少なくとも部分的に位置し、第一のスロットまたはレールに沿って複数
の位置に取り付け可能である（任意で、クラブヘッドボディとともに、またはクラブヘッ
ドボディの一部として提供されたウェイトカートリッジ部材内に少なくとも部分的に）ウ
ェイト部材を含む。ウェイト部材は、ウェイトカートリッジ部材、スロット、レールおよ
び／またはクラブヘッドボディの他の部分と移動可能および／または着脱可能に係合する
ことができる。
【０００５】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記タイプのゴルフクラブヘッドを含むゴルフクラ
ブ構造に関する。そのようなゴルフクラブ構造は、クラブヘッドに取り付けられたシャフ
ト部材（任意で、別個のホーゼル部材またはクラブヘッドもしくはシャフトの一つまたは
複数の一体部分として提供されたホーゼル部材を介して）、シャフト部材に取り付けられ
たグリップまたはハンドル部材、さらなるウェイト部材などの一つまたは複数を含むこと
ができる。
【０００６】
　本発明のなおさらなる局面は、本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構
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造を製造する方法に関する。そのような方法は、たとえば、（a）上記様々なタイプのゴ
ルフクラブヘッドを、たとえば、ゴルフクラブヘッドを製造または他のやり方で作ること
、ゴルフクラブヘッドを別のソースから得ることなどにより、提供する段階、（b）シャ
フト部材をゴルフクラブヘッドと係合させること、（c）グリップ部材をシャフト部材と
係合させる段階、（d）ウェイトカートリッジ部材をゴルフクラブヘッドと係合させる段
階、および／または（e）ウェイト部材を、スロット、レール、ウェイトカートリッジ部
材またはクラブヘッドもしくはクラブ構造の他の部分の一つまたは複数と係合させる段階
、などを含むことができる。
以下に、本発明の基本的な諸特徴および種々の態様を列挙する。
［１］
　打球面、
　該打球面と係合するかまたは一体に形成され、ソール部分を含むウッドタイプクラブヘ
ッドボディであって、該ソール部分がその中に画定された第一のスロットまたはレールを
含む、ウッドタイプクラブヘッドボディ、および
　該第一のスロットまたはレール内に少なくとも部分的に位置し、該第一のスロットまた
はレールに沿って複数の位置に取り付け可能である、ウェイト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２］
　ウェイト部材の少なくとも大部分が第一のスロットまたはレール内に位置する、［1］
記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３］
　ウェイト部材が第一のスロットまたはレール内に完全に位置する、［1］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［４］
　第一のスロットまたはレールと係合したウェイトカートリッジ部材をさらに含み、ウェ
イト部材が該ウェイトカートリッジ部材と移動可能に係合している、［1］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［５］
　ウェイト部材の少なくとも大部分がウェイトカートリッジ内に位置する、［4］記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［６］
　ウェイトカートリッジが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置する、［
4］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［７］
　ウェイトカートリッジがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する、［4
］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［８］
　第一のスロットまたはレールが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置す
る、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［９］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する
、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１０］
　クラブヘッドボディが、
　打球面を含むかまたは打球面と係合した、金属合金パーツ、および
　該金属合金パーツと係合し、その中に画定された第一のスロットまたはレールを有する
ソール部材
を含む、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１１］
　クラブヘッドボディが、金属合金パーツと係合したクラウン部材をさらに含む、［10］
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記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１２］
　クラウン部材がポリマー材料を含む、［11］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１３］
　クラウン部材が複合材料を含む、［11］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１４］
　クラウン部材が繊維強化複合材料を含む、［11］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
［１５］
　ソール部材がポリマー材料を含む、［10］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１６］
　ソール部材が複合材料を含む、［10］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１７］
　ソール部材が繊維強化複合材料を含む、［10］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド
。
［１８］
　金属合金パーツが、クラブヘッドボディの後部周辺の少なくとも一部分を画定するフレ
ーム部材を含む、［10］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１９］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドボディの前後方向に延びる、［1］記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２０］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドボディ
の前後方向に延びる、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２１］
　ウェイト部材が、第一の末端要素、第二の末端要素、および該第一の末端要素と該第二
の末端要素との間に延びる中間要素を含む、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
［２２］
　中間要素が第一のスロットまたはレールを通過して延び、かつ第一および第二の末端要
素が少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレールの外側に位置する、［21］記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２３］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドボディの前後方向に延びる、［22］記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２４］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドボディ
の前後方向に延びる、［22］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２５］
　ウェイト部材が、第一の末端要素、および該第一の末端要素から延びる延長要素を含む
、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２６］
　延長要素が第一のスロットもしくはレールの中に、または第一のスロットもしくはレー
ルを通過して延び、かつ第一の末端要素が少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレ
ールの外側に位置する、［25］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２７］
　ソール部分が、クラブヘッドボディの前後方向に延びる中央区域、該中央区域に隣接し
、かつ該クラブヘッドボディのヒールの近くに位置する第一の凹み部分、および該中央区
域に隣接し、かつ該クラブヘッドボディのトウの近くに位置する第二の凹み部分を含む、
［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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［２８］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の中央区域中に画定されている、［27］記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２９］
　ウェイト部材が中央区域の中に、または少なくとも部分的に中央区域を通過して延びる
、［27］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３０］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がソール部分に面しない、［1］記載のウッ
ドタイプゴルフクラブヘッド。
［３１］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドボディのヒール部分に面する
、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３２］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドボディのトウ部分に面する、
［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３３］
　クラブヘッドボディが一体型のワンピース構造を構成する、［1］記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
［３４］
　クラブヘッドボディがドライバボディを構成する、［1］記載のウッドタイプゴルフク
ラブヘッド。
［３５］
　　打球面、および
　　該打球面と係合するかまたは一体に形成され、ソール部分を含むウッドタイプクラブ
ヘッドボディであって、該ソール部分がその中に画定された第一のスロットまたはレール
を含む、ウッドタイプクラブヘッドボディ
を含むクラブヘッド、
　該第一のスロットまたはレール内に少なくとも部分的に位置し、該第一のスロットまた
はレールに沿って複数の位置に取り付け可能である、ウェイト部材、ならびに
　該クラブヘッドと係合した、シャフト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブ。
［３６］
　ウェイト部材の少なくとも大部分が第一のスロットまたはレール内に位置する、［35］
記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［３７］
　ウェイト部材が第一のスロットまたはレール内に完全に位置する、［35］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［３８］
　クラブヘッドが、第一のスロットまたはレールと係合したウェイトカートリッジ部材を
さらに含み、ウェイト部材が該ウェイトカートリッジ部材と移動可能に係合している、［
35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［３９］
　ウェイト部材の少なくとも大部分がウェイトカートリッジ内に位置する、［38］記載の
ウッドタイプゴルフクラブ。
［４０］
　ウェイト部材がウェイトカートリッジ内に完全に位置する、［38］記載のウッドタイプ
ゴルフクラブ。
［４１］
　ウェイトカートリッジが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置する、［
38］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
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［４２］
　ウェイトカートリッジがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する、［38
］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４３］
　第一のスロットまたはレールが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置す
る、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４４］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する
、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４５］
　クラブヘッドが、
　打球面を含むかまたは打球面と係合した、金属合金パーツ、および
　該金属合金パーツと係合し、その中に画定された第一のスロットまたはレールを有する
、ソール部材
を含む、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４６］
　クラブヘッドボディが、金属合金パーツと係合したクラウン部材をさらに含む、［45］
記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４７］
　クラウン部材がポリマー材料を含む、［46］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４８］
　クラウン部材が複合材料を含む、［46］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［４９］
　ソール部材がポリマー材料を含む、［45］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５０］
　ソール部材が複合材料を含む、［45］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５１］
　金属合金パーツが、クラブヘッドの後部周辺の少なくとも一部分を画定するフレーム部
材を含む、［45］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５２］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドの前後方向に延びる、［35］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［５３］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５４］
　ウェイト部材が、第一の末端要素、第二の末端要素、および該第一の末端要素と該第二
の末端要素との間に延びる中間要素を含む、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５５］
　中間要素が第一のスロットまたはレールを通過して延び、かつ第一および第二の末端要
素が少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレールの外側に位置する、［54］記載の
ウッドタイプゴルフクラブ。
［５６］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドの前後方向に延びる、［55］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［５７］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［55］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５８］
　ウェイト部材が、第一の末端要素および該第一の末端要素から延びる延長要素を含み、
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該延長要素が第一のスロットもしくはレールの中に、または第一のスロットもしくはレー
ルを通過して延び、かつ該第一の末端要素が少なくとも部分的に該第一のスロットまたは
レールの外側に位置する、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５９］
　ソール部分が、クラブヘッドの前後方向に延びる中央区域、該中央区域に隣接し、かつ
該クラブヘッドのヒールの近くに位置する第一の凹み部分、および該中央区域に隣接し、
かつ該クラブヘッドのトウの近くに位置する第二の凹み部分を含む、［35］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［６０］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の中央区域中に画定されている、［59］記載
のウッドタイプゴルフクラブ。
［６１］
　ウェイト部材が中央区域の中に、または少なくとも部分的に中央区域を通過して延びる
、［59］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６２］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がソール部分に面しない、［35］記載のウッ
ドタイプゴルフクラブ。
［６３］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのヒール部分に面する、［35
］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６４］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのトウ部分に面する、［35］
記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６５］
　シャフト部材と係合したグリップ部材をさらに含む、［35］記載のウッドタイプゴルフ
クラブ。
［６６］
　ドライバである、［35］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６７］
　ウッドタイプゴルフクラブヘッドを製造する方法であって、
　　打球面、および
　　該打球面と係合するかまたは一体に形成され、ソール部分を含むウッドタイプクラブ
ヘッドボディであって、該ソール部分がその中に画定された第一のスロットまたはレール
を含む、ウッドタイプクラブヘッドボディ
を含む、クラブヘッドを提供する段階、ならびに
　該第一のスロットまたはレール内に少なくとも部分的に嵌り、かつ該第一のスロットま
たはレールに沿って複数の位置に取り付け可能である、ウェイト部材を提供する段階
を含む、方法。
［６８］
　ウェイト部材の少なくとも大部分が第一のスロットまたはレール内に位置する、［67］
記載の方法。
［６９］
　ウェイトカートリッジ部材を第一のスロットまたはレールと係合させる段階をさらに含
み、ウェイト部材が該ウェイトカートリッジ部材と移動可能に係合可能である、［67］記
載の方法。
［７０］
　ウェイトカートリッジが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置する、［
69］記載の方法。
［７１］
　ウェイトカートリッジがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する、［69
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］記載の方法。
［７２］
　第一のスロットまたはレールが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置す
る、［67］記載の方法。
［７３］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する
、［67］記載の方法。
［７４］
　クラブヘッドを提供する段階が、ソール部材を金属合金パーツと係合させる段階を含み
、該金属合金パーツが、打球面を含むかまたは打球面と係合しており、かつ該ソール部材
が、その中に画定された第一のスロットまたはレールを有する、［67］記載の方法。
［７５］
　クラブヘッドを提供する段階が、クラウン部材を金属合金パーツと係合させる段階をさ
らに含む、［74］記載の方法。
［７６］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドの前後方向に延びる、［67］記載の方法。
［７７］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［67］記載の方法。
［７８］
　ウェイト部材が、第一の末端要素、第二の末端要素、および該第一の末端要素と該第二
の末端要素との間に延びる中間要素を含み、かつ該ウェイト部材を提供する段階が、該中
間要素を第一のスロットまたはレールを通過して挿入する段階、ならびに該第一および第
二の末端要素を少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレールの外側に残す段階を含
む、［67］記載の方法。
［７９］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドの前後方向に延びる、［78］記載の方法。
［８０］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［78］記載の方法。
［８１］
　ウェイト部材が、第一の末端要素および該第一の末端要素から延びる延長要素を含む、
［67］記載の方法。
［８２］
　ウェイト部材を提供する段階が、延長要素を第一のスロットまたはレールに挿入するか
または通過させる段階、および第一の末端要素を少なくとも部分的に該第一のスロットま
たはレールの外側に残す段階を含む、［81］記載の方法。
［８３］
　ソール部分が、クラブヘッドの前後方向に延びる中央区域、該中央区域に隣接し、かつ
該クラブヘッドのヒールの近くに位置する第一の凹み部分、および該中央区域に隣接し、
かつ該クラブヘッドのトウの近くに位置する第二の凹み部分を含む、［67］記載の方法。
［８４］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の中央区域中に画定されている、［83］記載
の方法。
［８５］
　ウェイト部材を提供する段階が、該ウェイト部材を中央区域に挿入する段階、または少
なくとも部分的に通過させる段階を含む、［83］記載の方法。
［８６］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がソール部分に面しない、［67］記載の方法
。
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［８７］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのヒール部分に面する、［67
］記載の方法。
［８８］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのトウ部分に面する、［67］
記載の方法。
［８９］
　クラブヘッドがドライバヘッドである、［67］記載の方法。
［９０］
　ウッドタイプゴルフクラブを製造する方法であって、
　　打球面、および
　　該打球面と係合するかまたは一体に形成され、ソール部分を含むウッドタイプクラブ
ヘッドボディであって、該ソール部分がその中に画定された第一のスロットまたはレール
を含む、ウッドタイプクラブヘッドボディ、
を含み、かつ少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレール内にあり、該第一のスロ
ットまたはレールに沿って複数の位置に取り付け可能であるウェイト部材をさらに含む、
クラブヘッドを提供する段階、ならびに
　シャフト部材を該クラブヘッドボディと係合させる段階
を含む、方法。
［９１］
　ウェイトカートリッジ部材を第一のスロットまたはレールと係合させる段階をさらに含
み、ウェイト部材が該ウェイトカートリッジ部材と移動可能に係合する、［90］記載の方
法。
［９２］
　ウェイトカートリッジが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置する、［
91］記載の方法。
［９３］
　ウェイトカートリッジがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する、［91
］記載の方法。
［９４］
　第一のスロットまたはレールが少なくともソール部分の周辺ヒール区域に沿って位置す
る、［90］記載の方法。
［９５］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の外周の少なくとも一部分に沿って位置する
、［90］記載の方法。
［９６］
　クラブヘッドを提供する段階が、ソール部材を金属合金パーツと係合させる段階を含み
、該金属合金パーツが、打球面を含むかまたは打球面と係合しており、かつ該ソール部材
が、その中に画定された第一のスロットまたはレールを有する、［90］記載の方法。
［９７］
　クラブヘッドを提供する段階が、クラウン部材を金属合金パーツと係合させる段階をさ
らに含む、［96］記載の方法。
［９８］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［90］記載の方法。
［９９］
　ウェイト部材が、第一の末端要素、第二の末端要素、および該第一の末端要素と該第二
の末端要素との間に延びる中間要素を含み、該中間要素が第一のスロットまたはレールを
通過して延び、ならびに該第一および第二の末端要素が少なくとも部分的に該第一のスロ
ットまたはレールの外側に位置する、［90］記載の方法。
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［１００］
　第一のスロットまたはレールがクラブヘッドの前後方向に延びる、［99］記載の方法。
［１０１］
　第一のスロットまたはレールが、ソール部分の中央領域に沿って、クラブヘッドの前後
方向に延びる、［99］記載の方法。
［１０２］
　ウェイト部材が、第一の末端要素および該第一の末端要素から延びる延長要素を含む、
［90］記載の方法。
［１０３］
　延長要素が第一のスロットもしくはレールの中に、または第一のスロットもしくはレー
ルを通過して延び、かつ第一の末端要素が少なくとも部分的に該第一のスロットまたはレ
ールの外側に位置する、［102］記載の方法。
［１０４］
　ソール部分が、クラブヘッドの前後方向に延びる中央区域、該クラブヘッドのヒールの
近くに位置する第一の凹み部分、および該クラブヘッドのトウの近くに位置する第二の凹
み部分を含む、［90］記載の方法。
［１０５］
　第一のスロットまたはレールがソール部分の中央区域中に画定されている、［104］記
載の方法。
［１０６］
　ウェイト部材が中央区域に挿入される、または少なくとも部分的に中央区域を通過する
、［104］記載の方法。
［１０７］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がソール部分に面しない、［90］記載の方法
。
［１０８］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのヒール部分に面する、［90
］記載の方法。
［１０９］
　第一のスロットまたはレールに通じる開口がクラブヘッドのトウ部分に面する、［90］
記載の方法。
［１１０］
　クラブがドライバである、［90］記載の方法。
［１１１］
　グリップ部材をシャフト部材と係合させる段階をさらに含む、［90］記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明は、添付図面によって例として説明されるが、それらに限定されない。全図を通
じて同じ参照番号が同種の要素を示す。
【０００８】
【図１Ａ】一般に、本発明の少なくともいくつかの例のクラブヘッド構造の特徴を示す。
【図１Ｂ】一般に、本発明の少なくともいくつかの例のクラブヘッド構造の特徴を示す。
【図２Ａ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
取り付けレール構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図２Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
取り付けレール構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図２Ｃ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
取り付けレール構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ａ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
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【図３Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｃ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｄ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｅ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｆ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｇ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
カートリッジ部材構造を含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【０００９】
　読者は、これらの図に示す様々なパーツが必ずしも原寸に比例して描かれてはいないこ
とを考慮されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
詳細な説明
　以下の詳細な説明および添付図面が本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラ
ブ（たとえば、ウッドまたはウッドタイプハイブリッドゴルフクラブおよびゴルフクラブ
ヘッド）の特徴を開示する。
【００１１】
I. 本発明の例示的なゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブおよび方法の概説
　本発明の局面は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドおよびそのようなクラブヘッドを含
むウッドタイプゴルフクラブ（たとえばドライバ、フェアウェイウッド、ウッドタイプハ
イブリッドクラブなど）に関する。本発明の少なくともいくつかの例示的局面のウッドタ
イプゴルフクラブヘッドは、（a）打球面、（b）打球面と係合するかまたは打球面と一体
に形成され、ソール部分を含むウッドタイプクラブヘッドボディであって、そのソール部
分がその中に画定された第一のスロットまたはレールを含むウッドタイプクラブヘッドボ
ディ、および（c）第一のスロットまたはレール内に少なくとも部分的に位置し、第一の
スロットまたはレールに沿って複数の位置に取り付け可能であるウェイト部材を含む。ウ
ェイト部材の任意の所望の部分を第一のスロットまたはレールに嵌め込んでもよく（たと
えば、ウェイト部材の少なくとも一部分、全部または少なくとも大部分が第一のスロット
またはレール内に位置していてもよい、など）。また、望むならば、ウェイトカートリッ
ジ部材がクラブヘッドボディとともに提供されてもよく（たとえば、第一のスロットまた
はレールに係合している、ソール部分の一部として形成されている、など）、ウェイト部
材が、ウェイトカートリッジ部材と移動可能および／または着脱可能に係合することもで
きる。
【００１２】
　本発明を逸脱することなく、ウェイトカートリッジ、スロット、レールおよび／または
ウェイト部材は、クラブヘッドボディ中、任意の所望の位置に提供されてもよい。いくつ
かの例において、ウェイトカートリッジ、スロット、レールおよび／またはウェイト部材
は、クラブヘッドボディのソール部分中に、任意で少なくともソール部分の周辺ヒール区
域に沿って、少なくともソール部分の周辺トウ区域に沿って、少なくともソール部分の外
周の一部分に沿うなど、提供されると考えられる。本発明を逸脱することなく、ウェイト
カートリッジ、スロット、レールおよび／またはウェイト部材はまた、ウェイト部材をク
ラブヘッドボディに対して任意の所望の方向に選択的に移動させることができるように、
配置および／または配設されてもよく、たとえば、クラブヘッドボディの周辺（任意でソ
ールまたはクラウン周辺）の少なくとも一部分の周囲の複数の位置に、クラブヘッドボデ
ィの前後方向（任意で、クラブヘッドボディのクラウンまたはソール部分に形成された中
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央レールに沿って、など）などに、取り付け可能である。
【００１３】
　本発明を逸脱することなく、ウッドタイプゴルフクラブヘッドボディはまた、多様な形
態をとることができる。たとえば、本発明を逸脱することなく、ゴルフクラブヘッドボデ
ィは、任意の所望の数の様々なパーツから、任意の所望の構造で、任意の所望の材料から
など、たとえば、当技術分野で公知であり、使用されている従来のパーツから、従来の構
造で、および／または従来の材料でできていてもよい。いくつかの例示的構造において、
クラブヘッドボディは、以下のパーツ、すなわちクラウン部分、ソール部分、フェース部
材（任意で、その中に一体に形成された、またはそれに取り付けられた打球面を含む）、
一つまたは複数のボディリボン（たとえば、クラウン部分とソール部分との間でクラブヘ
ッドの周辺を形成または画定する）、ソールプレート、フレーム部材（任意で、たとえば
クラウン部分とソール部分との間でクラブヘッドの周辺を形成もしくは画定する、ならび
に／またはクラウン部分および／もしくはソール部分（存在するならば）の一つまたは複
数が係合しているなどの、金属、たとえばチタン合金などの）、アフトボディなどの一つ
または複数を含む。クラブヘッドボディは、一つまたは複数の金属合金パーツ（たとえば
、任意で打球面を含むかまたは打球面と係合したフレーム、フェース部材など）、たとえ
ばステンレス鋼、チタン合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金などを含んでもよく
、ポリマー材料（たとえば、クラウンまたはソール部分のため、クラウン部分とソール部
分との間のクラブヘッドボディ部分のため、フェース部材のため、など）を含んでもよく
、繊維または粒子強化複合材料を含む複合材料、たとえば炭素繊維複合材料、玄武岩繊維
複合材料、ガラス繊維材料など（たとえば、クラウンまたはソール部分のため、クラウン
部分とソール部分との間のクラブヘッドボディ部分のため、フェース部材のため、など）
を含んでもよい。さらに別の例として、望むならば、クラブヘッドボディは、任意でその
中に一体に形成されたスロットおよび／またはレールを有する一体型のワンピース構造、
さらに、それと係合した別個のウェイト部材（および任意で、望むならば、別個のウェイ
トカートリッジ）を有する一体型のワンピース構造を有することができる。本発明を逸脱
することなく、クラブヘッドボディ構造および／またはその様々なパーツの所望の構造お
よび／または配設を使用することができる。
【００１４】
　また、本発明を逸脱することなく、ウェイト部材、スロット、レールおよび／またはウ
ェイトカートリッジの任意の所望の構造を使用することもできる。望むならば、本発明を
逸脱することなく、ウェイト部材は、機械的コネクタ、保定部材構造、ばね押しコネクタ
および／または保定構造の使用などを含む任意の所望のやり方で、スロット、レールおよ
び／またはウェイトカートリッジと移動可能および／または取り外し可能に係合させるこ
ともできる。ウェイト部材およびクラブヘッドボディの残り部分とのその係合のより具体
的な例は以下で説明する。
【００１５】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記タイプのゴルフクラブヘッドを含むウッドタイ
プゴルフクラブ構造に関する。そのようなウッドタイプゴルフクラブ構造は、クラブヘッ
ドに取り付けられたシャフト部材（任意で、別個のホーゼル部材、またはクラブヘッドお
よび／もしくはシャフトの一つまたは複数の一部として提供されたホーゼル部材を介して
）、シャフト部材に取り付けられたグリップ部材またはハンドル部材、クラブヘッドボデ
ィ、シャフトまたはグリップの一つまたは複数に取り付けられたさらなるウェイト部材な
どの、一つまたは複数をさらに含むことができる。
【００１６】
　本発明のなおさらなる局面は、本発明の例のウッドタイプゴルフクラブヘッドおよびウ
ッドタイプゴルフクラブ構造を製造する方法に関する。そのような方法は、たとえば（a
）上記様々なタイプのゴルフクラブヘッド（上記様々な構造、特徴および／または配設の
いずれかまたはすべてを含む）を、たとえば、製造または他のやり方で作ること、第三者
ソースから得ることなどにより、提供する段階、（b）シャフト部材をゴルフクラブヘッ
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ドと係合させる段階、（c）グリップ部材をシャフト部材と係合させる段階、（d）ウェイ
トカートリッジ部材をクラブヘッドボディと係合させる段階、および／または（e）一つ
または複数のウェイト部材をクラブヘッド、たとえばウェイトカートリッジ、スロットお
よび／またはレールなどと係合させる段階を含むことができる。
【００１７】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記様々なタイプのウッドタイプゴルフクラブヘッ
ドを使用する方法に関する。そのような方法は、たとえば、ウェイト部材をスロット、レ
ールおよび／またはウェイトカートリッジに沿って様々な位置に移動させる段階、ウェイ
ト部材をスロット、レールおよび／またはウェイトカートリッジに沿って様々な位置で固
定する段階などを含んでもよい。このようにして、本発明の例のゴルフクラブおよびゴル
フクラブヘッドは、たとえば、特定のユーザのスイング特性により良くフィットまたは適
合する、様々なスイング欠点を矯正または補正する（たとえば、フック、スライスなどを
矯正する）のに役立つ、特定のタイプのボールの飛びのためにクラブにバイアス（たとえ
ば、ドローバイアス、フェードバイアス、低弾道バイアス、高弾道バイアスなど）をかけ
るなどのためにカスタマイズすることができる。本発明のゴルフクラブヘッドおよび／ま
たはゴルフクラブはまた、特定のユーザにとって所望のまたは最適なウェイト付け特性を
見いだすためにクラブフィッタによって使用されてもよく、望むならば、そのような特性
を、パーツを選択する、ウェイトを配設する、および／または最終的な永久にウェイト付
けされたクラブ構造をウェイト付けする際に使用することもできる。
【００１８】
　上記で提供した本発明の様々な例示的局面の概説をふまえて、本発明のゴルフクラブお
よびゴルフクラブヘッド構造の様々な具体例のより詳細な説明を以下に提供する。
【００１９】
II. 本発明の例示的なゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブ構造および方法の詳細な説明
　以下の説明および添付図面は、本発明の様々な例示的ゴルフクラブおよびゴルフクラブ
ヘッド構造を説明する。同じ参照番号が一を超える図面に見られる場合、その参照番号は
本明細書を通して一貫して使用され、各図面が同じまたは同種のパーツを参照する。
【００２０】
　本発明の例示的なゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッド構造は、「ウッドタイプ」ゴ
ルフクラブおよびゴルフクラブヘッド、たとえばドライバおよびフェアウェイウッドとし
て典型的に使用される、ならびに「ウッドタイプ」ユーティティまたはハイブリッドクラ
ブなどとして典型的に使用される、「ウッドタイプ」ゴルフクラブおよびクラブヘッドを
構成することができる。このようなクラブヘッド構造は、実際には「木」材をほとんどま
たは全く有しないかもしれないが、当技術分野において慣例的に「ウッド」と呼んでよい
（たとえば「メタルウッド」、「フェアウェイウッド」など）。クラブヘッドは、たとえ
ば、ソール部材、フェース部材（任意で、それと一体に形成された打球面、またはそれに
取り付けられた打球面を含む）、一つまたは複数のボディ部材（たとえば、周囲に延び、
クラブヘッドボディを構成する材料のリボン）、クラウン部材、フェースプレート、フェ
ースフレーム部材（打球面を取り付けることができる）、アフトボディなどの、一つまた
は複数を含むマルチピース構造および構成を含んでもよい。当然、望むならば、本発明を
逸脱することなく、クラブヘッド構造の様々な部分が一体型のワンピース構造として、互
いに一体に形成されてもよい（たとえば、ボディ部材が、ソールおよび／またはクラウン
部材と一体に形成されてもよく、フェース部材が、ソール、ボディおよび／またはクラウ
ン部材と一体に形成されてもよい、など）。任意で、望むならば、本発明を逸脱すること
なく、クラブヘッド構造の様々な部分（たとえばソール部材、クラウン部材、フェース部
材、ボディ部材など）が個々に複数の材料片から形成されてもよい（たとえば、マルチピ
ースクラウン、マルチピースソールなど）。また、他の代替として、望むならば、クラブ
ヘッド全体が一つのワンピース一体構造として作られてもよいし、フェースプレート部材
がワンピースクラブヘッドアフトボディ（任意で中空ボディなど）に取り付けられてもよ
い。以下、図1A～3Gに示す例示的なゴルフクラブ構造に関連して本発明のウッドタイプゴ
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ルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構造のより具体的な例および特徴を詳細に説明する
。
【００２１】
　図1Aおよび1Bは一般に、本発明の例示的なウッドタイプゴルフクラブ100および／また
はゴルフクラブヘッド102を示す。この例のゴルフクラブ構造100全体は、ゴルフクラブヘ
ッド102に加えて、ホーゼル領域104、ホーゼル領域104を介して受けられた、および／ま
たはホーゼル領域104に挿入されたシャフト部材106およびシャフト部材106に取り付けら
れたグリップまたはハンドル部材108を含む。任意で、望むならば、外部ホーゼル領域104
をなくし、シャフト部材106をヘッド部材102に直接挿入する、および／または他のやり方
で取り付けることもできる（たとえば、クラブヘッド102の上部に設けられた開口に通し
て、内部ホーゼル部材（たとえば、クラブヘッド102によって画定された内部チャンバ内
に提供された）を介して、など）。
【００２２】
　本発明を逸脱することなく、シャフト部材106は、当技術分野で公知であり、使用され
ている従来のやり方を含む任意の適当なまたは所望のやり方でクラブヘッド102に、受け
させる、係合させる、および／または取り付けることができる。より具体的な例として、
シャフト部材106は、ホーゼル部材104を介して、および／または直接クラブヘッド構造10
2に、たとえば接着剤、セメント、溶接、はんだ付け、機械的コネクタ（たとえばねじ、
保定要素など）によって、クラブヘッドボディ102中に延びるシャフト受けスリーブまた
は要素などを介するなどして、クラブヘッド102と係合させることができる。シャフト部
材106はまた、当技術分野で公知であり、使用されている従来の材料を含む任意の適当な
または所望の材料、たとえばグラファイト系材料、複合材または他の非金属材料、鋼材料
（ステンレス鋼を含む）、アルミニウム材料、他の金属合金材料、ポリマー材料、種々の
材料の組み合わせなどでできていてもよい。また、グリップまたはハンドル部材108は、
当技術分野で公知であり、使用されている従来のやり方を含む任意の適当なまたは所望の
やり方で、たとえば、接着剤またはセメントを使用して、溶接、はんだ付け、接着剤など
によって、機械的コネクタ（たとえばねじ、保定要素など）を介してなど、シャフト部材
106に取り付ける、それと係合させる、および／またはそれから延ばすことができる。も
う一つの例として、望むならば、グリップまたはハンドル部材108は、シャフト部材106と
で一体型のワンピース構造として一体に形成することもできる。さらには、本発明を逸脱
することなく、たとえばゴム材料、皮革材料、中に埋め込まれたコードまたは他の布材料
を含むゴムまたは他の材料、ポリマー材料などを含む任意の所望のグリップまたはハンド
ル部材108材料を使用することもできる。
【００２３】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッド102そのものもまた、当技術分野で公知であ
り、使用されている従来の材料および／または従来のやり方を含む任意の適当なまたは所
望のやり方で、および／または任意の適当なまたは所望の材料から構築することができる
。たとえば、図1Aおよび1Bに示す例示的構造102において、クラブヘッド102は、打球面部
材102a（フェースプレート102bとフレーム部材とがいっしょになってフェース部材102a全
体を形成するように、フェース部材102aと一体に形成された、またはフレーム部材に取り
付けられた打球面プレート102bを含む）を含む。この例示される例のクラブヘッド102は
、クラウン部分102c、ソール部分102dおよびクラウン部分102cとソール部分102dとの間に
位置する少なくとも一つのボディ部分102e（たとえば、フェース部材102aトウ－ヒールか
らクラブヘッド周辺に延びる材料の「リボン」）をさらに含む。
【００２４】
　本発明を逸脱することなく、多種多様なクラブヘッド全体構造が可能である。たとえば
、望むならば、上記クラブヘッド102の様々な個々のパーツのいくつかまたはすべては、
接続される（たとえば、溶接、接着剤または他の融着技術、機械的コネクタなどによって
）多数の部片でできていてもよい。様々なパーツ（たとえば、クラウン部分102c、ソール
部分102dおよび／またはボディ部分102e）は、当技術分野で従来から公知であり、使用さ



(16) JP 6476226 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

れている材料、たとえば軽金属材料を含む金属材料を含む任意の所望の材料および異なる
材料の組み合わせでできていてもよい。適当な軽金属材料のより具体的な例は、鋼、チタ
ン合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金などを含む。
【００２５】
　さらなる例または代替として、クラブヘッド102の重量を減らすために、望むならば、
クラブヘッド構造102の一つまたは複数の部分が、有利には、複合材料、たとえば当技術
分野で従来から公知であり、使用されている炭素繊維複合材料でできていてもよい。クラ
ブヘッド構造102の一つまたは複数の部分に使用することができる他の適当な複合材また
は他の非金属材料は、たとえば、ガラス繊維複合材料、玄武岩繊維複合材料、ポリマー材
料などを含む。いくつかのより具体的な例として、望むならば、クラウン部材102cの少な
くともいくつかの部分が複合材または他の非金属材料でできていてもよい。追加的または
代替的に、望むならば、ソール部材102dの少なくともいくつかの部分が複合材または他の
非金属材料でできていてもよい。さらなる追加的例または代替として、望むならば、クラ
ブヘッドのボディ部材102eの一つまたは複数の部分（クラウン部分102cとソール部分102d
との間に延びる材料の領域またはリボン（たとえば、一つまたは複数の実質的にU字形の
リボン））が複合材または他の非金属材料でできていてもよい。なおさらなる例として、
望むならば、本発明を逸脱することなく、クラブヘッドフェース部材102aの後方のクラブ
ヘッドのボディ部分全体（「アフトボディ」とも呼ばれる）または任意でクラブヘッド全
体が複合材または他の非金属材料でできていてもよい。複合材または他の非金属材料は、
クラブヘッド構造102の一部として、当技術分野で公知であり、使用されている従来のや
り方を含む任意の所望のやり方で組み込まれてもよい。クラブヘッドの重量を減らすこと
（たとえば、複合材または他の非金属材料、軽金属、金属フォームまたは他の気泡構造材
料の使用などによる）は、クラブ設計者および／またはクラブフィッタが、さらなるウェ
イトをクラブヘッド構造102全体中に、たとえば所望の位置に選択的に配置して、慣性モ
ーメントを増す、および／またはクラブヘッド構造102の他のプレー特性に影響すること
を可能にする（たとえば、クラブヘッドにドローまたはフェードバイアスをかける、低重
心を提供することによってショットを浮かせやすくする、より低い、より風を切り裂くよ
うなボールの飛びを生じさせやすくする、望ましくないボールの飛び、たとえば、フック
またはスライス、高く浮くショットなどを生じさせるスイング欠点を矯正または補正する
のに役立つ、など）。
【００２６】
　クラブヘッド構造102を構成する様々な個々のパーツは、多数の部片でできているなら
ば、当技術分野で公知であり、使用されている従来のやり方を含む任意の適当なまたは所
望のやり方で、互いに係合させる、および／または一体に保持することができる。たとえ
ば、クラブヘッド構造102の様々なパーツ、たとえばフェース部材102a、打球プレート102
b、クラウン部分102c、ソール部分102dおよび／またはボディ部分102eは、接着剤、セメ
ント、溶接、はんだ付けまたは他の接合もしくは仕上げ技術、機械的コネクタ（たとえば
ねじ、スクリュー、ナット、ボルトまたは他のコネクタ）などによって一体に接合および
／または固定することができる（直接または中間部材を介して間接的に）。望むならば、
クラブヘッド構造102の様々なパーツの嵌合縁（たとえば、部材102a、102b、102c、102d
および／または102eが互いに接触し、接合する縁）は、それが接合される対面する側の縁
に設けられた対応する溝、スロット、面、棚状部、開口または他の構造に嵌る、一つまた
は複数の突出したリブ、タブ、棚状部または他の係合要素を含んでもよい。セメント、接
着剤、機械的コネクタ、仕上げ材料などを、上記突出したリブ／溝／棚状部／縁または他
の接続構造と組み合わせて使用すると、クラブヘッド構造102の様々なパーツをさらに一
体に固定しやすくすることができる。
【００２７】
　本発明を逸脱することなく、本発明の例のゴルフクラブヘッド構造の寸法および／また
は他の特性は有意に異なっていてもよい。いくつかのより具体的な例として、本発明の少
なくともいくつかの例のクラブヘッドは、2005年5月10日出願の米国特許出願第11/125,32
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7号（および、2005年10月27日に公開された対応する米国特許出願公開公報第2005-023957
6A1）に記載されたクラブヘッドの寸法および／または特性の様々な例示的範囲に入る寸
法および／または他の特性を有してもよい。たとえば、これらの文献中の表を参照するこ
と。この米国特許公開公報は参照により全体として本明細書に組み入れられる。本発明の
少なくともいくつかの例示的なクラブヘッド構造にしたがって、長さ寸法（すなわち、ヒ
ール－トウ方向の全寸法「L」）に対する幅寸法（すなわち、前後方向の全寸法「B」）の
比（すなわち比「B/L」）は、少なくとも0.9であり、いくつかの例において、この比は、
少なくとも0.92、少なくとも0.93、少なくとも0.94、少なくとも0.95、少なくとも0.96、
少なくとも0.97または少なくとも0.98である。クラブヘッドは、たとえば少なくとも200c
cの体積、いくつかの例においては少なくとも350cc、少なくとも400cc、少なくとも420cc
または少なくとも450ccを含む任意の所望の体積を有してもよい。
【００２８】
　図2A～2Cは、本発明のゴルフクラブ100およびゴルフクラブヘッド構造102に含めること
ができるさらなる例示的特徴および構造を示す。これらの図に示すように、このクラブヘ
ッド構造102の底またはソール部分102dは、ソール部分102dの中央区域に位置し、クラブ
ヘッド構造102の前面からその後部に向かう方向に延びる突出したレール部分200を含む。
突出したレール部分200に隣接し、かつそれに沿って凹み区域が画定されており、一つの
凹み区域202aがクラブヘッド構造102のヒール部分の近くに位置し、もう一つの凹み区域2
02bがクラブヘッド構造102のトウ部分の近くに位置している。本発明を逸脱することなく
、突出したレール部分200ならびに／または凹み区域202aおよび／もしくは202bに関して
多種多様なサイズ、形状、配置、向きおよび／または相対的向きが可能である。また、本
発明を逸脱することなく、異なる数の突出したレール部分200ならびに／または凹み区域2
02aおよび／もしくは202bがクラブヘッド構造102中に設けられてもよい（たとえば、トウ
－ヒールに配設された多数のレール部分200、前後に配設された多数のレール部分200など
）。望むならば、レール部分200は、クラブソール102dに沿って斜めに、たとえば、後方
に移動するときにヒールからトウに向かう方向に、後方に移動するときにトウからヒール
に向かう方向になど、延びてもよい。レール200はまた、望むならば、たとえばトウおよ
び／またはヒール側のクラブの外周に沿って、クラブの外側後部に沿って、周辺から離れ
てクラブの底ソール部分に沿ってなど、カーブしていてもよい。
【００２９】
　この図示される例において、レール部分200の側面204aおよび204b（それぞれヒール凹
み区域202aおよびトウ凹み区域202bに面する）は、その中に画定された開口または溝206a
および206bを含む。たとえば図2Cに示すように、これらの開口または溝206aおよび／また
は206bを使用して、ウェイト部材220を突出したレール部分200と係合させることができる
。本発明を逸脱することなく、ウェイト部材220は、多様な方法で突出したレール部分200
と係合させることができる。たとえば、この図示される構造102において、ウェイト部材2
20は二つの末端要素222aおよび222b、ならびにそれらの間に延びる中央部分222cを含む。
末端要素222aおよび／または222bの一つまたは両方は中央部分222cから着脱可能で、中央
部分222cが開口206aおよび206bの中に延びる（それにより、ウェイト部材220をレール部
分200に取り付ける）ことを可能にすることができる。その後、取り外した末端要素222a
および／または222bを中央部分222cに再び取り付けることができる。本発明を逸脱するこ
となく、たとえば摩擦嵌め、機械的コネクタ、保定部材／溝または開口構造、ばね押し機
構などを含む、末端要素222aおよび／もしくは222bを中央部分222cに固定する、ならびに
／または中央部分222cから解放する任意の方法を使用してもよい。必要ならば、または望
むならば、末端要素222aおよび／または222bは、レール部分200の下面を超えて延びない
ようなサイズであり、そのように配置可能であってよい（たとえば、ユーザが打つとき末
端要素222aおよび／または222bが地面と接しないよう）。さらには、望むならば、末端要
素222aおよび／または222bは、ユーザおよび／またはクラブフィッタがさらなるウェイト
をクラブヘッドのトウまたはヒール区域に選択的に配置することを可能にするため、異な
るサイズおよび／または質量を有する（および／または異なる材料でできている）ことも
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できる（たとえば、クラブヘッドにフェードまたはドローバイアスをかけるため、スイン
グ欠点を補正してフックまたはスライスボールの飛びを矯正するため、など）。
【００３０】
　ウェイト部材220はまた、多様な方法で、レール部分200に沿って所望の位置に固定する
ことができる。この図示される例においては、ウェイト部材220をレール部分200上の複数
の不連続な位置の一つに固定するために、スクリューまたはボルト部材224が提供されて
いる。この図示される例においては、二つの取り付け穴226aおよび226b（任意でねじ付き
）がレール部分200の下面上に画定され、これらの穴226aまたは226bの一つを介して、ス
クリューまたはボルト部材224を、ウェイト部材220中の穴228（任意でねじ付き）と係合
するように配設し、それにより、ウェイト部材220をレール部分200に対して定位置に保持
することができる。望むならば、スクリューまたはボルト部材224の露出したヘッドが、
レール部分220の下面に設けられた皿穴に嵌り込んで、スクリューまたはボルト224ヘッド
がレール部分200の下面を超えて延びないようにしてもよい（たとえば、ユーザが打つと
き地面と接しないよう）。当然、本発明を逸脱することなく、任意の数のスクリューまた
はボルト取り付け穴（たとえば226a、226bなど）をレール部分200に設けて、任意の所望
の数の不連続な位置におけるウェイト部材220の取り付けを可能にすることもできる。望
むならば、使用中、ほこりまたはくずがレール部分200および／またはクラブヘッドボデ
ィ内部に入ることを防ぐために、カバー部材を提供して（図示せず）いずれかの露出また
は開いた穴（たとえば、図2Cの穴226b、溝206aおよび206bの残り部分など）を覆ってもよ
い。
【００３１】
　本発明を逸脱することなく、ウェイト部材220をレール部分200に対して定位置に固定す
る多様な他の方法が可能である。たとえば、望むならば、レール部分200、溝または開口2
06aおよび／もしくは206b、ならびに／またはウェイト部材220が、他方の部材上に設けら
れた対応する、および／または嵌合する開口、スロットなどに嵌り込む延長面（たとえば
戻り止め機構、ばね取り付け突起など）を提供されてもよい。もう一つの例として、レー
ル部分200の側面204aおよび／または204bが、たとえばウェイト部材220の末端部分222aお
よび／または222bを通過して延びるスクリュー、ボルトなどを受けるための開口を含んで
もよい（たとえば、末端部分222aおよび／または222bをそれぞれの側面204aおよび204bに
固定することができるよう）。そのような構造においては、ウェイト部材220の中央部分2
22cが提供されなくてもよい（たとえば、望むならば、ウェイト部材220の任意の部分がレ
ール部分200の中に延びることなく、末端部分222aおよび／または222bがそれぞれの側壁
面204aおよび204bに付いてもよい）。なおさらなる例として、セットスクリューがレール
部分200を通過して延びてウェイト部材220と係合してもよい（たとえば、レール部分200
の下面を通って、ウェイト部材の中央部分222cと係合する、中央部分222c中の開口または
穴と係合する、など）。さらに他の例においては、事前に選択された不連続な位置におけ
るウェイト部材220の取り付けを可能にするのではなく（たとえば、図2A～2Cの取り付け
穴226aまたは226bによって示すように）、ウェイト部材220および／またはレール部分200
が、ウェイト部材220をレール部分200に沿って任意の位置に取り付けることを可能にする
構造を含んでもよい。そのような構造は、たとえば、中央部分222cを開口206aおよび／ま
たは206bの側面に当接させ、きつく係合させることを可能にするための、たとえばウェイ
ト部材220の中央部分222cにおける構造拡大能力、あるいはレール部分200または溝206aお
よび／もしくは206bにおける構造縮小能力を含む、係留またはロック機構を含むことがで
きる。拡大および／または縮小能力は、たとえば、ユーザがスクリュー部材を一方向に回
したとき、ユーザが二つの末端部分222aおよび222bを一緒に押したとき、ユーザがスイッ
チを事前に選択された位置に動かしたときなどに、選択的にアクティブ化されてもよい。
より具体的な例として、そのようなロックおよび／または係留機構は、選択的にアクティ
ブ化されることができる、および／または、マイクスタンドを多種多様な異なる位置に動
かし、調節することができるのと同様に、相対移動を可能にすることができる。
【００３２】
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　ウェイト部材220をレール部分200上で前方および／または後方に移動させること（たと
えば、レール部分200が斜めである、またはカーブしているならば、ウェイト部材220をク
ラブヘッド構造200中でいくらか上下に動かす効果を有することもできる）は、ユーザま
たはクラブフィッタが、本発明のこれらの例のクラブヘッド102およびゴルフクラブ100を
使用して推進されるボールの飛びに影響を加えることを可能にすることができる。たとえ
ば、通常、少なくとも一部のユーザにとって、有意なウェイトが、より低く、後部に近い
位置にある（たとえば、図2Cに示す位置にウェイト部材220がある）クラブヘッド102を使
用してゴルフボールを浮かすことは比較的容易である。そのようなウェイト配置はまた、
少なくとも一部のユーザにとって、より高い、より打ち上げられるゴルフボール弾道を提
供するためにも使用することができる。しかし、一部のプレー条件の下および／または一
部のスイングタイプにとって、このより高い飛行バイアスおよび／またはボール弾道は望
ましくないかもしれない。たとえば、たとえば強風条件でのプレーのために、または過度
に高い、浮き上がるボールの飛びを一般に生じさせるスイング欠点のために、より低く、
より風を切り裂くようなボールの飛びを生じさせるためには、ウェイト部材220は、レー
ル部分200上、より前方に、打球面に近づけて配置されてもよい（たとえば、図2A～2Cに
示す例示的構造102における穴226bに取り付ける）。
【００３３】
　本発明を逸脱することなく、開口または溝206aおよび／または206bならびにレール部分
200全体は多種多様な構造をとることができる。たとえば、レール部分200は、中空、中実
などであってよく、開口または溝206aおよび206bの間の材料の全区域または部分を取り去
るかまたは省略して、開いたスロットがレール部分200の内部を完全に通して提供される
ようにしてもよい。さらなる代替として、望むならば、側壁204aおよび／または204bの一
方または両方が、レール部分200中を完全には延びない溝206aおよび206bをそれぞれ含ん
でもよい。そのような例示的構造においては、一つまたは複数の独立したウェイト部材が
レール部分200に、たとえば一つ（または複数）の独立したウェイト部材が各側壁204aお
よび204bに、一つまたは複数のウェイト部材が側壁204aに、一つまたは複数のウェイト部
材が側壁204bになど、取り付けられてもよい。このような構造はなおも、選択的ウェイト
付けのためのさらなるオプションを提供する（たとえば、特定のボールの飛びタイプのた
めにクラブヘッドにバイアスをかけるため、スイング欠点を補正するため、など）。ウェ
イト部材をレール部分200に対して定位置に保持するために、たとえば上記タイプの、ウ
ェイト部材のための一つまたは複数のロックまたは係留機構が提供されてもよい。
【００３４】
　図2A～2Cは、クラブヘッド102ソール部分102dの中央にあるレール部分220を示すが、望
むならば、本発明を逸脱することなく、レール部分220は偏って、たとえばヒール側また
はトウ側の近く位置していてもよく、および／または複数のレール部分220がクラブヘッ
ド構造上に提供されてもよい。追加的または代替的に、望むならば、本発明を逸脱するこ
となく、複数のレール部分が、たとえばヒール区域に一つ、トウ区域に一つ、任意でレー
ル部分の少なくとも一部または全部に取り付けられたウェイトとともに、提供されてもよ
い。レール部分220はまた、ソールに沿って斜めにある（たとえば、ヒール前部からトウ
後部への方向に、トウ前部からヒール後部への方向に、など）、またはソールに沿ってカ
ーブしている（たとえば、クラブヘッドソールの外側ヒールおよび／またはトウ周辺に沿
って延びる、ソールの後部周辺に沿って延びる、など）こともできる。一つのより具体的
な例として、望むならば、レール部分230aおよび230bは、適当なウェイト部材（たとえば
、レール部分230aおよび／または230bの上または周囲で摺動し、たとえば上記係留および
／またはロック機構の一つを使用してそれに固定されるウェイト部材）を取り付けるため
に使用されることもできる。そのような側面レール部分230aおよび230bは、中央レール部
分200に加えて、またはそれに代えて使用することができる。そのような側面レール部分2
30aおよび／または230bは、存在する場合、レール部分200に関して上記した様々なサイズ
、形状および／または向きを含む多種多様なサイズ、形状、向きなどをとることができる
。
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【００３５】
　図3A～3Gは、本発明のもう一つの例示的なゴルフクラブヘッド構造300および／または
その様々な部分（そのようなクラブヘッド300の例示的構造を含む）を示す。図3Aおよび3
Bは、この例示的なゴルフクラブヘッド構造300のフレーム部材302のそれぞれ下面図およ
び上面図を示す。この例において、ベース部材302は、金属材料（たとえばチタン合金ま
たは上記他の金属材料）から構成されており、打球プレート302a、打球プレートフレーム
部材302bおよび打球プレートフレーム部材302bのヒール部分からトウ部分に延び、クラブ
ヘッド構造300の外周の少なくとも一部分を画定するリボンまたはボディ部分302cを含む
。リボンまたはボディ部分302cが打球プレートフレーム部材302bとともに開放区域304を
画定する。図3Aおよび3Bにはワンピース構造が示されているが、フレーム部材302は、た
とえば機械的コネクタ、溶接、ろう付け、はんだ付けまたは他の融着技術、接着剤または
セメントなどを含む任意の所望のやり方で固着された任意の所望の数の個々のパーツでで
きていてもよい。また、金属構造が先に記載されているが、本発明を逸脱することなく、
フレーム部材302（またはその個々の部分）は、たとえばゴルフクラブ技術分野で従来か
ら使用される材料を含む任意の所望の材料でできていてもよい。フレーム部材302のボデ
ィ部分302cは、最終的なクラブヘッド構造300中に少なくとも部分的に露出したままであ
ってもよいし、最終的にアセンブルされたクラブヘッド製品中に覆われてもよい。
【００３６】
　図3Aおよび3Bはさらに、フレーム部材302が、シャフト部材（図3A～3Gには示さず）を
受けるためのホーゼル部分306（または開口または他何らかの構造）を含むことを示す。
本発明を逸脱することなく、当技術分野で従来から公知である、および／または使用され
ている構造、材料および／または取り付け技術を含む、任意の所望のホーゼル構造もしく
は材料、シャフト部材構造もしくは材料および／またはシャフト部材をホーゼル306（ま
たはクラブヘッド構造の他の部分）に接続するやり方を使用することができる。この図示
される例において、ホーゼル部材306は、たとえば、フレーム部材302を構成する材料の鋳
造、機械加工、成形などの間にフレーム部材302の一部として一体に形成される。
【００３７】
　この例示的構造のフレーム部材302はさらに、以下さらに詳細に説明するように、クラ
ブヘッド構造300全体の他のパーツをフレーム部材302（および／または互いに）に固定す
るために使用することができる取り付け部材308a、308bおよび308cを含む。フレーム部材
302のリボンまたはボディ部分302cの取り付けまたは接触面310（任意で、あるならば、打
球プレートフレーム部材302bの取り付けまたは接触面）および取り付け部材308a、308bお
よび308cの取り付けまたは接触面312（たとえば、開口が形成されている面）が、以下さ
らに詳細に説明するように、クラブヘッド構造300全体の他の部分を取り付け、固定する
ための強固なベースを形成する。当然、本発明を逸脱することなく、任意の所望のサイズ
、形状、位置および／または向きの任意の数の取り付け部材308a、308bおよび308cを提供
することができる。本発明を逸脱することなく、フレーム部材302の様々な部分の取り付
けまたは接触面310および312もまた、所望のサイズ、形状、位置および／または向きで提
供することができる（たとえば、ほぼ水平、斜め、段状、嵌合構造付きなど）。
【００３８】
　図3Cは、図3A～3Gに示すタイプのクラブヘッド構造300に含めることができる例示的な
クラウン部材320の平面（外面）図を示す。この図示される例示的構造において、クラウ
ン部分320は、図3Bに示すフレーム構造302の上部開口304の上に嵌る。この例におけるク
ラウン部分320のリムまたは周囲（たとえば、図3Cに示すものからの下面リムまたは周囲
）は、フレーム部材302のリボンまたはボディ部分302cの取り付けもしくは接触面310、な
らびに／または取り付け部材308a、308bおよび308cの取り付けもしくは接触面312と係合
するのに適切な構造（たとえば、フレーム部材302などの中の対応する構造と合致し、係
合する隆起部、延長部分、溝など）を含む。望むならば、以下さらに詳細に説明するよう
に、クラウン部分320の下面が、機械的コネクタ（たとえばスクリュー）と係合してクラ
ウン部分320、ソール部分330（下記）およびフレーム部材302を一体に保持する適切な構
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造（たとえば、取り付け部材308a、308bおよび308cの位置におけるねじ穴など）を含むよ
うに形成されてもよい。
【００３９】
　図3Dは、図3A～3Gに示すタイプのゴルフクラブヘッド構造300に含めることができる例
示的なソール部分330の平面（外面）図を示す。このソール部分330は、図3Aに示すフレー
ム構造302の開口304の上に嵌る。この例におけるソール部分330のリムまたは周囲（たと
えば、図3Dに示すものからの下面リムまたは周囲）は、フレーム部材302のリボンまたは
ボディ部分302cの取り付けもしくは接触面310、ならびに／または取り付け部材308a、308
bおよび308cの取り付けもしくは接触面312と係合するのに適切な構造（たとえば、フレー
ム部材302などの中の対応する構造と合致し、係合する隆起部、延長部分、溝など）を含
むことができる。図示するように、この例示的なソール部分330は、クラブヘッド構造全
体を一体に保持するための機械的コネクタを受けるための開口332a、332bおよび332cを含
む。機械的コネクタ（たとえばスクリュー、リベット、ターンバックルなど）は、開口33
2a、332bおよび332cの中、フレーム部材302中の取り付け部材308a、308bおよび308cの開
口の中に延び、クラウン部分320の下面に提供された受け器（たとえばねじ穴、ナットな
ど）に入ることができる。または、望むならば、クラウン部分320はまた、開口を含んで
もよく、ならびにボルトまたは他のコネクタはクラブヘッド構造300中を端から端まで延
びてもよい。このようにして、クラウン部分320、ソール部分330およびフレーム部材302
は一体に保持されうる。
【００４０】
　本発明を逸脱することなく、クラウン部分320、ソール部分330およびフレーム部材302
は、他の方法で一体に保持してもよい。たとえば、スクリューまたはボルト以外の機械的
コネクタ、たとえば保定部材、ばね押し戻り止めまたは他の機構などを使用してもよい。
なおさらなる例として、望むならば、接着剤またはセメントならびにはんだ付け、ろう付
け、溶接および／または他の融着技術を少なくとも部分的に使用して、クラブヘッド構造
300の様々なパーツの一つまたは複数を一体におよび／または互いに保持してもよい。ま
た、上記技術のような技術の任意の組み合わせを使用して、クラブヘッド構造300の様々
なパーツの一つまたは複数を一体に保持してもよい。
【００４１】
　本発明を逸脱することなく、クラウン部材320および／またはソール部材330は、同じま
たは異なる材料（およびフレーム部材302と同じまたは異なる材料）を含む任意の所望の
材料でできていてもよい。少なくともいくつかの例示的構造において、クラウン部材320
および／またはソール部材330は、軽量材料、たとえばポリマー材料、複合材料（たとえ
ば炭素繊維複合材、ガラス繊維複合材、玄武岩繊維複合材など）、軽金属材料（たとえば
チタン合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金など）でできている。さらには、クラ
ウン部材320および／またはソール部材330は、ゴルフクラブ技術分野で公知であり、使用
されている従来の材料でできていてもよい。これらのパーツはまた、同じく当技術分野で
周知であり、使用されている製造技術を使用して（たとえば、成形技術、たとえばポリマ
ー材料のブロー成形または射出成形、複合材料の成形または付形などにより、従来の金属
製造および付形技術、たとえば成形、付形、鋳造、鍛造、機械加工などにより、など）、
所望の形状から作り、所望の形状に形成することもできる。
【００４２】
　望むならば、クラウン部材320および／またはソール部材330は、さらなる要素、たとえ
ば所望の美観を提供するための仕上げ材料（たとえば、塗料、エナメルまたは他の仕上げ
材料）、使用中（たとえば、スイング中にクラブヘッドが地面と接するときなど）にクラ
ブヘッド構造の少なくとも一部分を保護するためのソールプレート（たとえば、金属また
は他の耐久性材料でできている）などのための取り付け要素またはベースとして働くこと
もできる。そのようなさらなる要素の使用は、当技術分野で公知であり、使用されている
従来の方法で達成することができる。より具体的な例として、たとえば機械的コネクタ、
セメント、接着剤などを使用して、ソールプレート（任意で金属材料でできている）をソ
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ール部分320に固定してもよい。
【００４３】
　図3Dは、本発明の少なくともいくつかの例のクラブヘッド構造300に提供されるもう一
つの特徴を示す。顕著には、この例示的構造において、ソール部分330は、その中に画定
されたスロット、溝または開口334を含む。このスロット、溝または開口334は、ウェイト
部材を取り付けるために使用することができ、その例を以下さらに詳細に説明する。本発
明を逸脱することなく、スロット、溝または開口334は、開放状態または「底なし」であ
ってもよく（たとえば、クラウン部分320，フレーム部材302およびソール部分330によっ
て画定される開放または中空空間に通じるよう）、または閉じていてもよい（たとえば、
クラウン部分中を部分的にしか延びない、フレーム部分302に当接する、など）。
【００４４】
　本発明を逸脱することなく、スロット、溝または開口334は、任意の所望のサイズまた
は形状をとってもよく、クラブヘッド構造中の任意の所望の位置または場所に提供されて
もよい（たとえば、ソール部分構造330中、クラウン部分構造320中、フレーム部材302の
ボディ部分302c中など）。また、望むならば、クラブヘッド構造300は、そのいずれかの
個々のパーツ（たとえばソール部分330など）を含め、ウェイト部材を受けるための一つ
より多いスロット、溝または開口334を含んでもよい。また、本発明を逸脱することなく
、任意の数の別個のウェイトを様々なスロット、溝または開口334に取り付けてもよい（
たとえば、一つのスロット、溝または開口334が、ゼロ、一つ、二つまたはそれ以上を含
む所望の数のウェイト部材を含んでもよい）。この図示される例示的構造において、ソー
ル部分330は、サイドヒール位置（たとえば、クラブヘッドのホーゼル部材306の近く）か
らソール部分330の外周に沿ってソール部分330の中央後部分まで延びる一つのスロット、
溝または開口334を含む。そのような構造は、ユーザ（またはクラブフィッタ）が、クラ
ブヘッド構造300全体のヒールおよび／または後部分にさらなるウェイトを提供すること
を可能にし、それが、ドローバイアスクラブおよび／または通常は過度にフェードまたは
スライスするボールの飛びを生じさせるスイング欠点を補正するのに役立つクラブを提供
するのに役立つことができる。追加的または代替的に、ソール部分330のトウ側の外周に
沿って類似したスロット、溝または開口334を提供してもよい。そのような構造は、ユー
ザ（またはクラブフィッタ）が、クラブヘッド構造300全体のトウおよび／または後部分
にさらなるウェイトを提供することを可能にし、それが、フェードバイアスクラブおよび
／または通常はドローまたはフックするボールの飛びを生じさせるスイング欠点を補正す
るのに役立つクラブを提供するのに役立つことができる。
【００４５】
　望むならば、一つまたは複数のウェイト部材を、クラブヘッド構造300のソール部分330
のスロット、溝または開口334と直接係合させてもよい。ウェイト部材は、取り外し可能
または着脱可能なやり方、機械的コネクタ（たとえばスクリュー、ボルト、ばね押し保定
要素、戻り止め、摩擦嵌めなど）、融着技術（たとえば接着剤、セメント、溶接、ろう付
け、はんだ付けなど）などの使用を含んでその中に永久的に取り付けられる、などを含む
任意の所望のやり方で定位置に保持されてもよい。しかし、図3Eは、本発明の少なくとも
いくつかの例にしたがって使用することができるもう一つの可能な構成を示す。図示する
ように、この例示的構造340においては、ウェイトカートリッジ部材342がソール部分330
のスロット、溝または開口334中に取り付けられている。ウェイトカートリッジ部材342は
、ソール部分330の表面の残り部分と同一平面にフィットする、ソール部分330からいくら
か外に延びる、または望むならば、ソール部分330の中に座ぐりされるように設計される
ことができる。ウェイトカートリッジ部材342は、たとえば金属合金材料、ポリマー材料
などを含む任意の所望の材料（たとえば、上記のようにゴルフクラブヘッド300を構成す
るために使用される材料のいずれか、ゴルフクラブ構成に一般に使用される他の材料など
）でできていてもよい。ウェイトカートリッジ部材342は、任意の所望のやり方で、たと
えば機械的コネクタ、融着技術などの使用を介してソール部分330（および／またはクラ
ブヘッド構造300の他の部分）に固定してもよい。
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【００４６】
　この例示的構造340のウェイトカートリッジ部材342は、一つまたは複数のウェイト部材
346を取り付けることができる開放した通路344を含む。本発明を逸脱することなく、ウェ
イト部材346は、通路344中、機械的コネクタ（たとえばスクリュー、ターンバックルなど
）、ばね押し機構（たとえば戻り止め、通路344壁の開口に嵌り込むばね押し保定要素な
ど）、他の保定部材および／または保定溝構造などの使用を含む所望のやり方で取り付け
ることができる。また、本発明を逸脱することなく、通路344および／またはウェイト部
材346が、通路344に沿って複数の不連続な位置における取り付けを可能にするための構造
を備えてもよく、固定機構が、通路に沿って所望の位置における取り付けを可能に（たと
えば、図2A～2Cに関連して上記したもののような様々な固定、ロックまたは係留構造を使
用して）。ウェイト部材346（および上記ウェイト部材220の少なくともいくつかの部分）
は、鉛、タングステン、鉛含有材料、タングステン含有材料および／または他の重い、も
しくは高密度の材料でできていてもよい。ウェイト部材は、他の材料でできていてもよい
。
【００４７】
　本発明を逸脱することなく、ウェイトカートリッジ部材342は、クラブヘッド製造プロ
セス中の任意の所望の時点で、ソール部分330と固定されてもよい。図3Eの図示される例
において、ウェイトカートリッジ部材342は、ソール部分330がフレーム部材302および／
またはクラウン部分320に取り付けられる前に、ソール部分330に取り付けられるように示
されている。ソール部分330、クラウン部分320およびフレーム部材302（または他のクラ
ブヘッドコンポーネント）が一体に係合されたのち、ウェイトカートリッジ部材342がソ
ール部分330に取り付けられるような他の構成技術が可能である。また、望むならば、ウ
ェイトカートリッジ部材342はソール部分330だけに固定される必要はない。それどころか
、望むならば、ウェイトカートリッジ部材342は、ソール部分330への取り付けに加えて、
またはそれに代えて、クラウン部分320および／またはフレーム部材302（または他のクラ
ブヘッドコンポーネント）の一つまたは複数に固定されてもよい。また、本発明を逸脱す
ることなく、ウェイトカートリッジ部材342は、クラブヘッド構造の他の部分、たとえば
クラウン部分320および／またはフレーム部材302に提供され、任意でソール部分に提供さ
れなくてもよい。本発明を逸脱することなく、クラブヘッド構造300全体中の任意の所望
の位置で任意の数のウェイトカートリッジ部材342を使用してもよい。
【００４８】
　図3Fおよび3Gは、本発明のこの例のクラブヘッド構造300全体の上面図および下面図を
それぞれ示す。クラウン部分320およびソール部分330は、任意の所望のやり方で、たとえ
ば、フレーム部材302にかぶせる、フレーム部材302の下または内側に嵌めるなどのやり方
で、フレーム部材302と係合させることができる。また、この例示的構造300において、上
記のように、クラウン部分320、ソール部分330およびフレーム部材302は、スクリュー部
材350のような機械的コネクタを使用して一体に係合させてもよい。必要ならば、および
／または望まれるならば、スクリュー部材350のヘッドをソール部分330中に座ぐりして、
ボールを打つとき、これらの部材350が突き出ない、および／または地面と直接接しない
ようにしてもよい。
【００４９】
　また、図3Gは、ウェイト部材346（または、望むならば、多数のウェイト部材346）をウ
ェイトカートリッジ部材342に沿って多種多様な異なる位置に取り付けることができるこ
とを示す（図3Gのウェイト部材346の破線表示によって示す）。この図示される例におい
て、ウェイト部材346をカートリッジ342中の複数の可能な位置354の一つに取り付けるた
めに、ウェイト部材346を通過して延びるスクリュー部材352が使用されている（しかし、
上記のように、多種多様な他の取り付け技術が可能である）。これらの特徴は、上記のよ
うに、ユーザおよび／またはクラブフィッタ（または他の第三者）が、たとえば、クラブ
ヘッド300にバイアスをかけて所望のボール弾道を提供する、スイング欠点を補正する、
などのために、ウェイト部材346をクラブヘッド構造全体中に望みどおり選択的に配置す
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ることを可能にする。
【００５０】
　図3Gはさらに、ソール部分330の少なくとも一部の上のソールプレート360の包含を示す
。ソールプレート360は、たとえば、ソール部分330を保護しやすくする、および／または
クラブヘッド全体の所望の地面係合特性を提供するために、金属または他の耐久性材料で
できていてもよい。ソールプレート360はまた、望むならば、ロゴ、モデル名、ロフト識
別情報、クラブヘッド識別情報または他の情報を含めるための場所を提供する。本発明を
逸脱することなく、ソールプレート360は、存在する場合、たとえば機械的コネクタ（た
とえばスクリュー、リベットなど）、接着剤、セメントまたは他の融着技術などを含む任
意の所望のやり方で取り付けることができる。
【００５１】
　また、望むならば、ウェイト部材カートリッジ342の開放した通路344の全部または一部
が、一つまたは複数のカバー部材（図示せず）で覆われてもよい。そのようなカバー部材
は、ウェイト部材の紛失、ほこりまたはくずの蓄積などを防ぐのに役立つことができる。
カバー部材は、存在する場合、摩擦嵌め、機械的コネクタ、セメント、接着剤などを含む
所望のやり方でクラブヘッド300および／またはカートリッジ342に取り付けることができ
る。
【００５２】
　図1A～3Gに示す様々な具体的構造に関連して、様々なウェイト取り付け構造および技術
を先に説明したが（たとえば、レールおよび／またはウェイトカートリッジ部材に取り付
けられたウェイト部材）、本発明を逸脱することなく、本発明の特徴および局面は、多種
多様なヘッド構造または構成に適用することができる。たとえば、当技術分野で公知であ
り、使用されている構成、パーツおよび材料の組み合わせを含む多種多様な構成、パーツ
の数、材料の組み合わせなどを使用してもよい。上記タイプのウェイト取り付け構造およ
び／またはウェイト付け技術を含むことができるさらなる潜在的なクラブヘッド構造のよ
り具体的な例は、非限定的に、中実材料またはクラブヘッド内に中空の内部チャンバを有
するものとして、たとえば金属もしくは金属合金材料、ポリマー含有材料または複合材含
有材料のワンピースクラブ構造、フェース部材（たとえば、それに取り付けられた、また
はそれと一体に形成されたフェースプレートを有するフェースフレーム部材）およびそれ
に取り付けられたアフトボディを有する構造（アフトボディは、金属もしくは金属合金材
料、ポリマー含有材料または複合材含有材料から、中実材料またはくり抜かれた内部チャ
ンバを有するものとして構築されることができる）、マルチピース構造、たとえばフェー
ス部材（たとえば、それに取り付けられた、またはそれと一体に形成されたフェースプレ
ートを有するフェースフレーム部材）およびそれに取り付けられたマルチピースボディを
有する構造（ボディは、金属もしくは金属合金材料、ポリマー含有材料または複合材含有
材料の一つまたは複数から構築されることができ、たとえばクラウン部材、ソール部材、
一つまたは複数のボディリボンなどの一つまたは複数を含む）などを含む。また、多種多
様な他の構造が可能である。
【００５３】
　上記タイプのウェイト調節可能なゴルフクラブヘッドは、ゴルファーにより、ゴルフコ
ース上で、通常のプレーのために使用されることができる（ユーザは、ウェイト設定を変
更する、および／またはクラブヘッドを自身のスイング特性に合わせてカスタマイズする
能力を維持することができる）。しかし、もう一つの例として、本発明の少なくともいく
つかの例のゴルフクラブヘッド（たとえば上記タイプのもの）はまた、クラブフィッティ
ング目的にも有用であることができる。たとえば、上記タイプの移動可能なウェイトを提
供することにより、クラブフィッタおよび／またはユーザは、クラブヘッドとともに提供
されるウェイト部材の位置を調節することによってクラブヘッドのプレー特性を速やかに
調節することができる。このようにして、新たなクラブおよび／またはクラブコンポーネ
ントにフィッティングされるユーザは、一つのクラブヘッドを使用するだけでクラブヘッ
ドの異なるウェイト付け特性を速やかに試用することができる（クラブフィッタが、わず
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かに異なるウェイト付け特性をそれぞれが有するクラブヘッドの大きな在庫を持ち運ばな
ければならないこととは反対）。そして、調節可能なクラブヘッドの設定（たとえばウェ
イトの位置、ウェイトの質量など）に基づいてユーザのスイング特性にベストに合う、お
よび／または所望のボール弾道を提供するウェイト配設および／または向きが見つかると
、クラブフィッタは、フィッティングセッション中に使用された移動可能および調節可能
なウェイトに基づき、それから導出された永久的なウェイト付け特性を有する、そのユー
ザのためのクラブヘッドを注文または構築することができる。
【００５４】
III. 結論
　本発明を、添付図面において、多様な例示的構造、特徴、要素ならびに構造、特徴およ
び要素の組み合わせを参照して説明する。しかし、本開示によって果たされる目的は、本
発明の範囲を限定することではなく、本発明に関連する様々な特徴および概念の例を提供
することである。当業者は、請求の範囲によって画定される発明の範囲を逸脱することな
く、上記態様に対して数多くの変形および改変を加えることができることを理解するであ
ろう。たとえば、本発明を逸脱することなく、図1A～3Gに関連して上記した様々な特徴お
よび概念を個々におよび／または任意の組み合わせで使用することができる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】

【図３Ｇ】
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