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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドと、
　シャフトと、
　グリップと、
　取り外し可能に取り付けられている第一部材と、
　取り外し可能に取り付けられている第二部材と、
　上記第一部材及び上記第二部材の取り外しに使用されうる工具と、
　を備えており、
　上記工具と上記第一部材との組み合わせ状態において、上記第一部材を上記工具から外
すのに要する最小の力がＦ１とされ、
　上記工具と上記第二部材との組み合わせ状態において、上記第二部材を上記工具から外
すのに要する最小の力がＦ２とされるとき、
　力Ｆ１が力Ｆ２よりも大きくなるように構成されており、
　上記工具と上記第一部材とが組み合わせられ且つ上記第一部材が重力によって上記工具
から最も外れやすい姿勢とされたとき、上記第一部材が自重で上記工具から脱落しないよ
うに構成されており、
　上記工具と上記第二部材とが組み合わせられ且つ上記第二部材が重力によって上記工具
から最も外れやすい姿勢とされたとき、上記第二部材が自重で上記工具から脱落するよう
に構成されているゴルフクラブ。
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【請求項２】
　上記第一部材に作用する重力が上記力Ｆ１よりも小さく、
　上記第二部材に作用する重力が上記力Ｆ２以上である請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３】
　上記工具が、保持機構を更に有しており、
　上記第一部材が、上記保持機構と係合しうる係合部を有している請求項１又は２に記載
のゴルフクラブ。
【請求項４】
　上記工具が、保持機構を更に有しており、
　上記第二部材が、上記保持機構との係合を回避しうる回避部を有している請求項１から
３のいずれかに記載のゴルフクラブ。
【請求項５】
  上記保持機構が突出方向に付勢された突出部を有しており、
　上記付勢に抗して上記突出部が押圧されると、上記突出部が退行するように構成されて
いる請求項３又は４に記載のゴルフクラブ。
【請求項６】
　上記ヘッドに固定されたソケットと、上記シャフトの先端部に固定されたスリーブとを
更に有しており、
　上記第一部材が、上記ソケットに取り外し可能に取り付けられた重量体であり、
　上記第二部材が、上記スリーブを上記ヘッドに固定しうるネジである請求項１から５の
いずれかに記載のゴルフクラブ。
【請求項７】
　上記ネジが上記ヘッドから分離しない状態で、上記スリーブを含む上記シャフトが上記
ヘッドから分離されうる請求項６に記載のゴルフクラブ。
【請求項８】
　ヘッドと、
　シャフトと、
　グリップと、
　取り外し可能に取り付けられている第一部材と、
　取り外し可能に取り付けられている第二部材と、
　上記第一部材及び上記第二部材の取り外しに使用されうる工具と、
　を備えており、
　上記工具と上記第一部材とが組み合わせられ且つ上記第一部材が重力によって上記工具
から最も外れやすい姿勢とされたとき、上記第一部材が自重で上記工具から脱落しないよ
うに構成されており、
　上記工具と上記第二部材とが組み合わせられ且つ上記第二部材が重力によって上記工具
から最も外れやすい姿勢とされたとき、上記第二部材が自重で上記工具から脱落するよう
に構成されているゴルフクラブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許出願ＵＳ２００６／０２９３１１５ Ａ１及び特開２０１２－８６０１０号公
報は、ヘッドに対してシャフトが取り外し可能に取り付けられているゴルフクラブを開示
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】米国特許出願ＵＳ２００６／０２９３１１５ Ａ１
【特許文献２】特開２０１２－８６０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記文献においては、シャフトの先端部にスリーブが設けられ、このスリーブがネジに
よって固定されている。このネジは、取り外し可能に取り付けられている部材である。こ
の部材が複数である場合、着脱の作業性が低下しやすい。
【０００５】
　本発明の目的は、取り外し可能に取り付けられている部材を有するゴルフクラブに関し
、当該部材の取扱性に優れたゴルフクラブを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の好ましいゴルフクラブは、ヘッドと、シャフトと、グリップと、取り外し可能
に取り付けられている第一部材と、取り外し可能に取り付けられている第二部材と、上記
第一部材及び上記第二部材の取り外しに使用されうる工具と、を備えている。上記工具と
上記第一部材との組み合わせ状態において、上記第一部材を上記工具から外すのに要する
最小の力がＦ１とされる。上記工具と上記第二部材との組み合わせ状態において、上記第
二部材を上記工具から外すのに要する最小の力がＦ２とされる。このゴルフクラブでは、
力Ｆ１が力Ｆ２よりも大きくなるように構成されている。
【０００７】
　好ましくは、上記工具と上記第一部材との組み合わせ状態において、上記第一部材が自
重で上記工具から脱落しないように構成されている。好ましくは、上記工具と上記第二部
材との組み合わせ状態において、上記第二部材が自重で上記工具から脱落するように構成
されている。
【０００８】
　好ましくは、上記第一部材に作用する重力が上記力Ｆ１よりも小さい。好ましくは、上
記第二部材に作用する重力が上記力Ｆ２以上である。
【０００９】
　好ましくは、上記工具が、保持機構を更に有している。好ましくは、上記第一部材が、
上記保持機構と係合しうる係合部を有している。
【００１０】
　好ましくは、上記工具が、保持機構を更に有している。好ましくは、上記第二部材が、
上記保持機構との係合を回避しうる回避部を有している。
【００１１】
　好ましくは、上記保持機構は、突出方向に付勢された突出部を有している。好ましくは
、上記付勢に抗して上記突出部が押圧されると、上記突出部が退行するように構成されて
いる。
【００１２】
　好ましくは、上記ゴルフクラブは、上記ヘッドに固定されたソケットと、上記シャフト
の先端部に固定されたスリーブとを更に有している。好ましくは、上記第一部材が、上記
ソケットに取り外し可能に取り付けられた重量体である。好ましくは、上記第二部材が、
上記スリーブを上記ヘッドに固定しうるネジである。
【００１３】
　好ましくは、上記ネジが上記ヘッドから分離しない状態で、上記スリーブを含む上記シ
ャフトが上記ヘッドから分離されうる。
【００１４】
　他の態様に係る好ましい本発明は、ヘッドと、シャフトと、グリップと、取り外し可能
に取り付けられている第一部材と、取り外し可能に取り付けられている第二部材と、上記
第一部材及び上記第二部材の取り外しに使用されうる工具と、を備えている。上記工具と
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上記第一部材との組み合わせ状態において、上記第一部材が自重で上記工具から脱落しな
いように構成されている。上記工具と上記第二部材との組み合わせ状態において、上記第
二部材が自重で上記工具から脱落するように構成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　取り外し可能に取り付けられた部材の取扱性に優れたゴルフクラブが得られうる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブを示す図である。
【図２】図２は、図１のゴルフクラブの分解図である。図２では、ヘッド近傍のみが示さ
れている。
【図３】図３は、図１のゴルフクラブの断面図である。図３では、ホーゼル近傍のみが示
されている。図３は、シャフト結合状態を示す。
【図４】図４は、図３の分解図である。図４は、シャフト分離状態を示す。
【図５】図５（ａ）はスリーブの側面図であり、図５（ｂ）は別の視点から見たスリーブ
の側面図である。
【図６】図６（ａ）はスリーブの平面図であり、図６（ｂ）はスリーブの底面図であり、
図６（ｃ）は図５（ｂ）のｃ－ｃ線に沿った断面図であり、図６（ｄ）は図５（ｂ）のｄ
－ｄ線に沿った断面図である。
【図７】図７（ａ）は係合部材の側面図であり、図７（ｂ）は係合部材の平面図である。
【図８】図８（ａ）は中間部材の側面図であり、図８（ｂ）は中間部材の平面図であり、
図８（ｃ）は中間部材の断面図である。
【図９】図９（ａ）はワッシャーの側面図であり、図９（ｂ）はワッシャーの平面図であ
る。
【図１０】図１０は、ネジ（シャフトを固定するためのネジ）の側面図である。
【図１１】図１１は、図１０のネジの平面図である。
【図１２】図１２は、図１０のネジの断面図である。
【図１３】図１３は、ソケットの斜視図である。
【図１４】図１４（ａ）は図１３のソケットの平面図であり、図１４（ｂ）は図１３のソ
ケットの底面図である。
【図１５】図１５は、図１３のソケットの断面図である。図１５は、下側孔部における断
面図である。
【図１６】図１６は、重量体の斜視図である。
【図１７】図１７（ａ）は図１６の重量体の側面図であり、図１７（ｂ）は他の視点から
の側面図である。
【図１８】図１８は、図１６の重量体の断面図である。
【図１９】図１９は、係合ポジションと非係合ポジションとの相互移行を示す平面図であ
る。
【図２０】図２０は、図１９に対応した断面図である。
【図２１】図２１は、工具の一例を示す斜視図である。
【図２２】図２２は、工具と第一部材との組み合わせ状態を示す断面図である。
【図２３】図２３は、工具と第二部材との組み合わせ状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明され
る。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態であるゴルフクラブ２を示す。図２は、ゴルフクラブ２の
分解斜視図である。
【００１９】
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　図１が示すように、ゴルフクラブ２は、ヘッド４、シャフト６及びグリップ８を有する
。シャフト６の一端部に、ヘッド４が取り付けられている。シャフト６の他端部に、グリ
ップ８が取り付けられている。
【００２０】
　なお、ヘッド４のタイプは限定されない。本実施形態のヘッド４は、ウッド型ゴルフク
ラブである。ヘッド４は、ユーティリティ型ヘッド、ハイブリッド型ヘッド、アイアン型
ヘッド、パターヘッド等であってもよい。また、シャフト６として、カーボンシャフト及
びスチールシャフトが用いられうる。
【００２１】
　図２が示すように、ゴルフクラブ２は更に、スリーブ１０を有する。スリーブ１０は、
シャフト６の先端に固定されている。スリーブ１０は、シャフト６の先端に接着されてい
る。互いに固定されたシャフト６とスリーブ１０とにより、シャフト－スリーブ組み立て
体１２が形成されている（図２参照）。
【００２２】
　ゴルフクラブ２は更に、ネジｓｃ１を有する。ネジｓｃ１は、スリーブ１０とネジ結合
しうる。ネジｓｃ１は、スリーブ１０をヘッド４に固定しうる。ネジｓｃ１は、シャフト
－スリーブ組み立て体１２をヘッド４に固定しうる。シャフト６（シャフト－スリーブ組
み立て体１２）は、ネジｓｃ１によって、ヘッド４に、取り外し可能に取り付けられてい
る。ネジｓｃ１は、ゴルフクラブ２に、取り外し可能に取り付けられている。図２では、
ヘッド４の内部に位置するネジｓｃ１が、破線で示されている。
【００２３】
　図２が示すように、ゴルフクラブ２は更に、重量体ｗｔ１を有する。重量体ｗｔ１は、
ヘッド４に、取り外し可能に取り付けられている。
【００２４】
　ゴルフクラブ２は、第一の着脱機構及び第二の着脱機構を有する。第一の着脱機構は、
シャフト着脱機構である。この第一の着脱機構は、シャフト６（シャフト－スリーブ組み
立て体１２）がヘッド４に結合したシャフト結合状態と、シャフト６（シャフト－スリー
ブ組み立て体１２）がヘッド４から分離されたシャフト分離状態とを可能とする。ゴルフ
クラブ２は、シャフト結合状態で使用される。第二の着脱機構は、重量体着脱機構である
。この第二の着脱機構では、重量体ｗｔ１の着脱が可能とされている。重量体ｗｔ１は、
ヘッド４に、取り外し可能に取り付けられている。
【００２５】
　上記第一の着脱機構及び第二の着脱機構は、Ｒ＆Ａ（Ｒｏｙａｌ　ａｎｄ　Ａｎｃｉｅ
ｎｔ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　ｏｆ　Ｓａｉｎｔ　Ａｎｄｒｅｗｓ；全英ゴルフ協会）が定
めるゴルフ規則を満たしている。即ち、これらの機構は、Ｒ＆Ａが定める、「付属規則II
　クラブのデザイン」の「１　クラブ」における「１ｂ　調整性」で規定される要件を満
たしている。この「１ｂ　調整性」が規定する要件は、下記の（ｉ）、（ii）及び（iii
）である。
（ｉ）容易に調整できるものでないこと。
（ii）調整可能部分はすべてしっかりと固定され、ラウンド中に緩むことの合理的な可能
性がないこと。
（iii）調整後のすべての形状が規則に適合すること。
【００２６】
［第一の着脱機構］
　図３は、ゴルフクラブ２の断面図である。図３では、ホーゼルの近傍のみが示されてい
る。図３は、スリーブ１０の中心軸線に沿った断面図である。図３は、シャフト結合状態
における断面図である。図４は、ゴルフクラブ２の断面図である。図４は、シャフト分離
状態における断面図である。図３及び図４は、スリーブ１０の中心軸線に沿った断面図で
ある。
【００２７】
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　ゴルフクラブ２は、スリーブ１０及びネジｓｃ１に加えて、中間部材１４と、ワッシャ
ー１６とを有する。ヘッド４は、ヘッド本体１８と係合部材２０とを有する。ヘッド本体
１８は、ホーゼル孔２２と、通孔２４とを有する。通孔２４は、ホーゼル孔２２の底部を
貫通し、ソールに至る。ヘッド本体１８は、中空部を有している。
【００２８】
　図３が示すように、ヘッド本体１８は、フランジ３０を有する。上記シャフト結合状態
において、フランジ３０は、スリーブ１０のソール側に位置する。フランジ３０の内径は
、ワッシャー１６の外径よりも大きい。
【００２９】
　ネジｓｃ１は、スリーブ１０とネジ結合しうる。ネジｓｃ１を締めることで、シャフト
－スリーブ組み立て体１２がヘッド４に固定される。この固定により、上記シャフト結合
状態が達成される。ネジｓｃ１を緩めることで、シャフト－スリーブ組み立て体１２がヘ
ッド４から外れ、上記シャフト分離状態が達成される。
【００３０】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、スリーブ１０の側面図である。図５（ａ）の視点は、図
５（ｂ）の視点と９０°相違する。図６（ａ）は、スリーブ１０の平面図である。図６（
ｂ）は、スリーブ１０の底面図である。図６（ｃ）は、図５のｃ－ｃ線に沿った断面図で
ある。図６（ｄ）は、図５のｄ－ｄ線に沿った断面図である。
【００３１】
　スリーブ１０は、上部３２と、中間部３４と、下部３６とを有する。上部３２と中間部
３４との境界には、段差面３８が存在する。スリーブ１０は、シャフト孔４０とネジ孔４
２とを有する。シャフト孔４０は、上部３２及び中間部３４の内側に位置する。シャフト
孔４０は、スリーブ１０の上側に向かって開口している。ネジ孔４２は、下部３６の内側
に位置する。ネジ孔４２は、スリーブ１０の下側に向かって開口している。図４が示すよ
うに、ネジ孔４２は、雌ネジを形成している。
【００３２】
　上記シャフト結合状態において、上部３２は露出している（図１及び図３参照）。上記
シャフト結合状態では、段差面３８が、ヘッド４のホーゼル端面３９に当接している。上
部３２の下端の外径は、ホーゼル端面３９の外径に略等しい。上記シャフト結合状態にお
いて、上部３２は、フェラルのような外観を呈する。上記シャフト結合状態において、中
間部３４及び下部３６は、ホーゼル孔２２の内側に位置する。
【００３３】
　スリーブ１０の中間部３４の外面は、円周面４４を有する。上記シャフト結合状態では
、円周面４４が、ホーゼル孔２２に接触している。この接触は、面接触である。円周面４
４の全体がホーゼル孔２２に接触している。上記シャフト結合状態において、ホーゼル孔
２２は、スリーブ１０を支持している。
【００３４】
　スリーブ１０は、回転防止部４６を有する。回転防止部４６は、下部３６の外面に設け
られている。図６（ｄ）が示すように、回転防止部４６の断面形状は、非円形である。回
転防止部４６は、複数の凸部ｔ１を有する。凸部ｔ１は、外側に向かって突出している。
凸部ｔ１は、周方向において等間隔に配置されている。
【００３５】
　図５（ａ）が示すように、シャフト孔４０の軸線ｈ１は、スリーブ１０の円周面４４の
軸線ｚ１に対して傾斜している。この傾斜角度θ１は、軸線ｈ１と軸線ｚ１との成す角度
の最大値である。上記シャフト結合状態において、軸線ｚ１は、ホーゼル孔２２の軸線ｅ
１に等しい。シャフト孔４０の軸線ｈ１は、シャフト６の軸線ｓ１に等しい（図３参照）
。この角度θ１に起因して、ゴルフクラブ２のロフト角、ライ角及びフェース角が調整さ
れうる。
【００３６】
　図７（ａ）は、係合部材２０の側面図である。図７（ｂ）は、係合部材２０の底面図で
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ある。係合部材２０は、全体として、管状である。係合部材２０の外面は、ネジ部４８と
非ネジ部５０とを有する。ネジ部４８は、雄ネジである。非ネジ部５０は、円周面である
。
【００３７】
　図７（ｂ）が示すように、係合部材２０の内面の断面形状は、非円形である。係合部材
２０の内面の断面形状は、スリーブ１０の回転防止部４６の外面の断面形状に対応してい
る。係合部材２０の内面には、複数の凹部ｒ１が設けられている。これら凹部ｒ１の形状
は、前述した凸部ｔ１の形状に対応している。凹部ｒ１は、周方向において等間隔で設け
られている。
【００３８】
　係合部材２０の内面は、回転防止部５２を形成している。この回転防止部５２は、スリ
ーブ１０の回転防止部４６と係合する。この係合に起因して、スリーブ１０の回転が防止
される。
【００３９】
　図８（ａ）は、中間部材１４の側面図である。図８（ｂ）は、中間部材１４の底面図で
ある。図８（ｃ）は、中間部材１４の断面図である。中間部材１４は、全体として、環状
の部材である。中間部材１４の外周面５４は、円周面である。中間部材１４の内周面５６
は、ネジ部である。内周面５６は、雌ネジである。
【００４０】
　図９（ａ）は、ワッシャー１６の側面図である。図９（ｂ）は、ワッシャー１６の底面
図である。ワッシャー１６は、周方向の１箇所が途切れた円環状の部材である。
【００４１】
　図１０は、ネジｓｃ１の側面図である。図１１は、ネジｓｃ１の平面図である。図１２
は、図１０のＦ１２－Ｆ１２線に沿った断面図である。
【００４２】
　ネジｓｃ１は、頭部５８と軸部６０とを有する。軸部６０は、ネジ部６２と、非ネジ部
６４とを有する。非ネジ部６４は、ネジ部６２よりも、頭部５８側に位置する。ネジ部６
２は、雄ネジを形成している。非ネジ部６４の外面は、円周面である。
【００４３】
　ネジｓｃ１は、工具挿入部６６を有する。工具挿入部６６は、頭部５８に設けられてい
る。工具挿入部６６は、凹部である。この工具挿入部６６に、後述の工具１０２が挿入さ
れる。工具挿入部６６に適合した工具１０２により、ネジｓｃ１が軸回転されうる。この
軸回転により、スリーブ１０の取り付け及び取り外しが可能である。即ち、この軸回転に
より、上記組み立て体１２の取り付け及び取り外しが可能である。
【００４４】
　図１１及び図１２が示すように、ネジｓｃ１は、回避部６６ａを有する。回避部６６ａ
は、溝である。この溝は、工具挿入方向に沿って延在している。工具挿入方向とは、工具
１０２（後述）が挿入される方向である。この溝は、頭部５８の端面にまで到達している
。このため、この溝は、頭部５８の端面で開放されている（図１１参照）。複数の回避部
６６ａが設けられている。本実施形態では、４つの回避部６６ａが設けられている（図１
１参照）。工具挿入部６６の断面形状は四角形である。このため、工具挿入部６６は、４
つの平面６６ｂを有している。これら平面６６ｂのそれぞれに、回避部６６ａが形成され
ている。工具挿入部６６の断面形状がｎ角形であり、工具挿入部６６がｎ個の平面６６ｂ
を有している場合、これらｎ個の平面６６ｂのそれぞれに、回避部６６ａが形成されてい
るのが好ましい。ただし、ｎは３以上の自然数である。好ましくは、ｎは１２以下、更に
は８以下である。特に好ましくは、ｎは、４、６又は８である。好ましいｎ角形は、正ｎ
角形である。
【００４５】
　スリーブ１０の抜けは、ネジ結合により防止されている。このネジ結合は、ネジ孔４２
とネジ部６２との結合である（図３参照）。このネジ結合に起因する軸力が、ホーゼル端
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面３９と段差面３８との間の圧力と釣り合っている。
【００４６】
　上述の通り、回転防止部４６の凸部ｔ１と、回転防止部５２の凹部ｒ１とが係合してい
る。この係合により、スリーブ１０の回転が防止されている。
【００４７】
　回転防止部５２を有する係合部材２０は、ヘッド本体１８に固定されている（図３及び
図４参照）。
【００４８】
　係合部材２０の固定方法は限定されない。この固定方法として、溶接、接着、嵌め込み
、ネジ結合及びそれらの組み合わせが例示される。本実施形態では、係合部材２０の固定
方法として、ネジ結合が採用されている。図３及び図４が示すように、ホーゼル孔２２に
は、ネジ部７０が設けられている。このネジ部７０は、雌ネジである。係合部材２０のネ
ジ部４８は、このネジ部７０に対応している。このネジ部７０とネジ部４８とのネジ結合
が達成されている。
【００４９】
　係合部材２０とスリーブ１０との係合には、精度が求められる。僅かなガタ付きにより
、ゴルフクラブとしての機能は失われる。係合部材２０の位置決めには、高い精度が要求
される。ネジ部７０とネジ部４８とのネジ結合は、係合部材２０の位置決めの精度を高め
る。即ち、係合部材２０の軸方向位置の誤差は少ない。更に、係合部材２０の姿勢（傾斜
）の誤差も少ない。
【００５０】
　係合部材２０の固定では、上記ネジ結合に加えて、溶接が採用されている。即ち、ネジ
結合と溶接とが併用されている。図３及び図４の断面図では示されていないが、係合部材
２０とヘッド本体１８との境界面の少なくとも一部は、溶接されている。この溶接は、上
記ネジ結合の部分を含んでいてもよいし、含んでいなくても良い。ネジ結合と溶接との併
用は、係合部材２０の固定を確実とする。ネジ結合と溶接との併用は、ネジ結合の緩みを
防止する。
【００５１】
　上記溶接の種類として、レーザー溶接、アーク溶接、ガス溶接及びテルミット溶接が例
示される。アーク溶接の一例として、ＴＩＧ溶接、が挙げられる。本実施形態では、レー
ザー溶接が採用されている。レーザー溶接は、加熱範囲が局所的である。よってレーザー
溶接では、加熱による変形が抑制されうる。アーク溶接（ＴＩＧ溶接等）が採用される場
合、係合部材２０の周辺に、係合部材２０に至る開口が設けられる。この開口を通して溶
接が行われる。
【００５２】
　上記シャフト結合状態において、係合部材２０は、ネジｓｃ１からの軸力を受け止めて
いる。確実に固定された係合部材２０は、ネジｓｃ１からの軸力に耐えうる。
【００５３】
　中間部材１４は、ヘッド本体１８に固定されていない。図３に示されるシャフト結合状
態では、中間部材１４は係合部材２０の下端面に当接している。一方、図４に示されるシ
ャフト分離状態では、中間部材１４はフランジ３０の上面に当接している。このように、
中間部材１４は移動しうる。中間部材１４は、係合部材２０とフランジ３０との間を移動
しうる。中間部材１４は、所定の範囲を移動することができるが、脱落できない。なお、
中間部材１４は、ヘッド本体１８に固定されていてもよい。
【００５４】
　前述したように、図４は上記シャフト分離状態を示す。このシャフト分離状態において
、ネジｓｃ１がヘッド４から脱落しない非脱落状態が可能とされている。この非脱落状態
では、ネジｓｃ１がヘッド４にぶら下がっている。中間部材１４に起因して、非脱落状態
が達成されている。図４はこの非脱落状態を示している。
【００５５】
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　図３が示すように、上記シャフト結合状態では、中間部材１４とネジｓｃ１とはネジ結
合していない。上記シャフト結合状態において、中間部材１４の内側に位置しているのは
、ｓｃ１の非ネジ部６４である。非ネジ部６４の外径は、中間部材１４の内周面５６の内
径よりも小さい。上記シャフト結合状態において、中間部材１４は、ネジｓｃ１とスリー
ブ１０とのネジ結合に影響しない。中間部材１４は、ネジｓｃ１とスリーブ１０とのネジ
結合を阻害しない。
【００５６】
　一方、図４が示すように、上記シャフト分離状態では、中間部材１４とネジｓｃ１とが
ネジ結合している。上記シャフト分離状態において、ネジｓｃ１と上記中間部材１４との
ネジ結合が生じうる。
【００５７】
　スリーブ１０とネジｓｃ１とのネジ結合を緩めることで、上記シャフト分離状態が実現
する。シャフト分離状態への移行において、以下のステップＡからＤが起こりうる。
【００５８】
・［ステップＡ］：ネジｓｃ１の回転に伴い、ネジｓｃ１が軸方向ソール側に移動し、ネ
ジｓｃ１と中間部材１４とのネジ結合（ネジ結合Ａ）が生ずる。このネジ結合Ａが生じた
状態において、ネジｓｃ１とスリーブ１０とのネジ結合は解除されている。
・［ステップＢ］：上記ステップＡから更にネジｓｃ１を回転させると、上記ネジ結合Ａ
が解除されると共に、ネジｓｃ１が中間部材１４を通過する。
・［ステップＣ］：ネジｓｃ１の回転に伴いスリーブ１０が軸方向グリップ側に移動し、
ネジｓｃ１とスリーブ１０とのネジ結合が解除される。
・［ステップＤ］：上記ステップＣから更にネジｓｃ１を回転させると、ネジｓｃ１と中
間部材１４とのネジ結合Ａが生じる。更にネジｓｃ１を回転させると、ネジｓｃ１が中間
部材１４を通過する。
【００５９】
　上記ステップＡ及びステップＢは、スリーブ１０の軸方向位置がヘッド本体１８に対し
て移動しない場合に起こる。この場合、ネジｓｃ１の回転により、ネジｓｃ１は軸方向ソ
ール側に移動していく。一方、上記ステップＣは、ネジｓｃ１の軸方向位置がヘッド本体
１８に対して移動しない場合に起こる。この場合、ネジｓｃ１の回転により、スリーブ１
０がグリップ側に移動していく。
【００６０】
　上記ステップＢ及び上記ステップＤでは、ネジｓｃ１は、ゴルフクラブ２から脱落しう
る状態となる。一方、ステップＡ及びステップＣでは、ネジｓｃ１は、中間部材１４によ
って、ゴルフクラブ２に保持される。
【００６１】
　ゴルフクラブ２は、上記シャフト結合状態においてネジｓｃ１が中間部材１４にネジ結
合できないように構成されている。更に、ゴルフクラブ２は、上記シャフト分離状態にお
いて、ネジｓｃ１がゴルフクラブ２に保持されうるように構成されている。本実施形態の
ゴルフクラブ２は、上記シャフト分離状態においてネジｓｃ１を保持しうるネジ保持機構
を有する。なお、ゴルフクラブ２は、このようなネジ保持機構を有さなくても良い。
【００６２】
［第二の着脱機構］
　図２が示すように、ヘッド４は、ソケット収容部７２と、ソケット７４とを有する。ソ
ケット収容部７２は、凹部である。ソケット収容部７２は、ヘッド４のソールに形成され
ている。ソケット７４は、ソケット収容部７２に収容されている。ソケット７４は、ソケ
ット収容部７２に固定されている。ソケット７４は、ソケット収容部７２に接着されてい
る。重量体ｗｔ１は、ソケット７４に、取り外し可能に取り付けられている。
【００６３】
　重量体ｗｔ１は、ソケット７４に、取り外し可能に取り付けられている。したがって、
重量体ｗｔ１は、ヘッド４に、取り外し可能に取り付けられている。重量体ｗｔ１の交換



(10) JP 6358854 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

により、ヘッド重心の位置が変更されうる。重量体ｗｔ１の交換により、ヘッド重量が変
更されうる。
【００６４】
　本実施形態では、ソケット収容部７２の数は１である。複数のソケット収容部７２が設
けられてもよい。本実施形態では、ソケット７４の数は１である。複数のソケット７４が
設けられてもよい。
【００６５】
　図１３は、ソケット７４の斜視図である。図１４（ａ）は、ソケット７４の平面図であ
る。図１４（ｂ）は、ソケット７４の底面図である。
【００６６】
　ソケット７４は、ポリマーによって形成されている。このポリマーの弾性率は、ヘッド
本体を形成する材質の弾性率よりも低い。好ましくは、ソケット７４の材質は、樹脂であ
る。ソケット７４の下側孔部７６ｂは、重量体ｗｔ１の回転に伴い弾性変形しうる。この
弾性変形の観点から、ポリマーが好ましい。
【００６７】
　ソケット７４は、孔７６を有している。孔７６は、ソケット７４を貫通している。なお
、孔７６の下側は、塞がれていてもよい。
【００６８】
　孔７６は、上側孔部７６ａと、下側孔部７６ｂと、係合段差面７６ｃとを有する。上側
孔部７６ａの奥側（下側）に、下側孔部７６ｂが位置する。係合段差面７６ｃは、上側孔
部７６ａと下側孔部７６ｂとの境界に位置する。
【００６９】
　図１４（ａ）が示すように、上側孔部７６ａの断面形状は、略長方形である。この略長
方形は、長方形の４つの角に丸みが付与された形状である。
【００７０】
　図１５は、ソケット７４の断面図である。この断面図の軸方向位置は、下側孔部７６ｂ
が存在する位置である。図１５が示すように、下側孔部７６ｂの断面形状は、複雑な凹凸
を有している。下側孔部７６ｂの断面形状は、上側孔部７６ａの断面形状とは相違する。
この相違に起因して、係合段差面７６ｃが形成されている（図１４（ｂ）参照）。係合段
差面７６ｃは、下向きの面である
【００７１】
　図１５が示すように、下側孔部７６ｂは、非係合対応面８０と、係合対応面８２と、抵
抗面８４とを有する。抵抗面８４は、非係合対応面８０と係合対応面８２との間に位置す
る。
【００７２】
　図１６は、重量体ｗｔ１の斜視図である。図１７（ａ）及び図１７（ｂ）は、重量体ｗ
ｔ１の側面図である。図１７（ａ）の視点は、図１７（ｂ）の視点と９０°相違する。図
１８は、図１７（ａ）のＦ１８－Ｆ１８線に沿った断面図である。
【００７３】
　この重量体ｗｔ１の比重は、ヘッド本体の比重よりも大きくてもよい。この重量体ｗｔ
１の比重は、ソケット７４の比重よりも大きいのが好ましい。耐久性及び比重の観点から
、この重量体ｗｔ１の材質として、金属が好ましい。この金属として、アルミニウム、ア
ルミニウム合金、チタン、チタン合金、ステンレス鋼、タングステン合金、及び、タング
ステンニッケル合金（Ｗ－Ｎｉ合金）が例示される。チタン合金の一例は、６－４Ｔｉ（
Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）である。ステンレス鋼の一例は、ＳＵＳ３０４である。
【００７４】
　重量体ｗｔ１は、頭部９０、首部９２及び係合部９４を有する。ソケット７４に固定さ
れた状態において、頭部９０の上面は外部に露出する。首部９２の外面は円周面である。
首部９２の形状は円柱である。
【００７５】
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　係合部９４の外面の断面形状は非円形である。後述の図２０が示すように、本実施形態
では、この断面形状は略長方形である。この係合部９４の断面形状は、上側孔部７６ａの
断面形状と相似の関係にある。この係合部９４の断面形状は、上側孔部７６ａの断面形状
よりも（僅かに）小さい。係合部９４は、上側孔部７６ａを通過しうる。
【００７６】
　図１７（ａ）及び図１７（ｂ）が示すように、頭部９０は、下面９６を有する。係合部
９４は、係合面９８を有する。係合部９４と首部９２との断面形状の差に起因して、係合
面９８が形成されている。係合面９８は、上向きの面である。係合面９８は、下面９６に
対向している。
【００７７】
　頭部９０には、工具挿入部１００が形成されている。工具挿入部１００は、断面形状が
非円形の孔である。この孔の形状は、工具１０２に適合している。工具挿入部１００は、
頭部９０の上端面の中央に形成されている。
【００７８】
　図１８が示すように、工具挿入部１００の内面には、係合部１００ａが設けられている
。本実施形態において、この係合部１００ａは、凹部である。４つの係合部１００ａが設
けられている。
【００７９】
　工具挿入部１００の断面形状は、四角形である。この四角形に対応して、工具挿入部１
００は、４つの平面１００ｂを有する。これら平面１００ｂのそれぞれに、係合部１００
ａが形成されている。工具挿入部１００の断面形状がｎ角形であり、工具挿入部１００が
ｎ個の平面１００ｂを有している場合、これらｎ個の平面１００ｂのそれぞれに、係合部
１００ａが形成されているのが好ましい。ただし、ｎは３以上の自然数である。好ましく
は、ｎは１２以下、更には８以下である。特に好ましくは、ｎは、４、６又は８である。
好ましいｎ角形は、正ｎ角形である。
【００８０】
　図１９は、ソケット７４に挿入された重量体ｗｔ１の平面図である。この図１９では、
係合ポジションＥＰと非係合ポジションＮＰとの間の相互移行が示されている。
【００８１】
　ソケット７４への重量体ｗｔ１の取り付けでは、先ず、重量体ｗｔ１が、孔７６に挿入
される。この挿入において、係合部９４は、上側孔部７６ａを通過し、下側孔部７６ｂに
至る。この時点では、重量体ｗｔ１は、非係合ポジションＮＰにある。この非係合ポジシ
ョンＮＰは、アンロック状態である。次に、重量体ｗｔ１が軸回転される。この軸回転の
角度は、θ（ｄｅｇｒｅｅ）である。この角度θは、３６０°未満である。この回転によ
り、非係合ポジションＮＰから係合ポジションＥＰへの移行が達成される。係合ポジショ
ンＥＰは、ロック状態である。
【００８２】
　図２０は、非係合ポジションＮＰ及び係合ポジションＥＰにおける断面図である。これ
らの断面図では、下側孔部７６ｂ及び係合部９４が示されている。非係合ポジションＮＰ
と係合ポジションＥＰとの相互移行では、重量体ｗｔ１が、軸線Ｚを中心として回転され
る。
【００８３】
　上述の通り、下側孔部７６ｂは、非係合対応面８０と、係合対応面８２と、抵抗面８４
とを有する。非係合対応面８０は、非係合ポジションＮＰでの係合部９４に対応した面で
ある。係合対応面８２は、係合ポジションＥＰでの係合部９４に対応した面である。
【００８４】
　非係合ポジションＮＰと係合ポジションＥＰとの間の相互移行の途中において、抵抗面
８４は、係合部９４の角部９４ａによって押圧される。この押圧により、係合部９４と下
側孔部７６ｂとの間に摩擦力が生じる。同時に、この押圧は、抵抗面８４を圧縮変形させ
る。この相互移行において、角部９４ａは、抵抗面８４を圧縮変形させつつ、抵抗面８４
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を乗り越える。
【００８５】
　上記摩擦力は、回転抵抗を生む。この回転抵抗に起因して、非係合ポジションＮＰと係
合ポジションＥＰとの相互移行には、比較的強いトルクが必要となる。この相互移行は、
容易には起こらない。打球時の衝撃力によって、この相互移行は生じない。この相互移行
には、工具１０２（後述）が必要とされる。工具１０２を用いずに、素手によって上記相
互移行を達成することはできない。打撃時の強い衝撃によっても、係合ポジションＥＰに
ある重量体ｗｔ１は、外れない。
【００８６】
　図２０が示すように、抵抗面８４は、凸状部を形成している。この凸状部は、滑らかな
曲面によって形成されている。この凸状部により、上記回転抵抗が大きくされている。こ
の凸状部は、係合ポジションＥＰにある重量体ｗｔ１の外れを防止するのに寄与している
。このように、角度＋θの回転（正回転）を行うと、重量体ｗｔ１は確実に取り付けられ
る。更に、角度－θの回転（逆回転）を行うと、重量体ｗｔ１は容易に取り外されうる。
【００８７】
　なお、非係合ポジションＮＰから係合ポジションＥＰへと移行する相対回転の角度が、
本願において、「＋θ」とも表記される。係合ポジションＥＰから非係合ポジションＮＰ
へと移行する相対回転の角度が、本願において、「－θ」とも表記される。回転方向が互
いに逆方向であることを示すために、「＋」及び「－」の符号が付されている。
【００８８】
　本実施形態では、角度θが４０°である。固定の確実性の観点から、角度θは、２０°
以上が好ましく、３０°以上がより好ましい。取り付け及び取り外しの容易性の観点から
、角度θは、６０°以下が好ましく、５０°以下がより好ましい。
【００８９】
　重量体ｗｔ１及びネジｓｃ１の回転には、一つの工具が用いられる。図２１は、この工
具１０２の一例を示す斜視図である。この工具１０２は、トルクレンチである。この工具
１０２は、柄１０４と、軸１０６と、先端部１０８を有する。軸１０６と先端部１０８と
は同軸である。柄１０４は、軸支持部１１０と、把持部１１２とを有する。この把持部１
１２は、把持部本体１１２ａと、蓋体１１２ｂとを備えている。軸支持部１１０に、軸１
０６の後端部が固定されている。本実施形態では、先端部１０８の断面形状は四角形であ
る。
【００９０】
　先端部１０８の断面形状は、重量体ｗｔ１の工具挿入部１００の断面形状に対応してい
る。先端部１０８は、工具挿入部１００に挿入されうる。
【００９１】
　先端部１０８の断面形状は、ネジｓｃ１の工具挿入部６６の断面形状に対応している。
先端部１０８は、工具挿入部６６に挿入されうる。
【００９２】
　工具１０２は、重量体ｗｔ１の回転に用いられる。更に、工具１０２は、ネジｓｃ１の
回転にも用いられうる。共通の工具１０２が、重量体ｗｔ１及びネジｓｃ１の両方を回転
させうる。
【００９３】
　工具１０２は、突出部１１４を有する。突出部１１４は、先端部１０８に設けられてい
る。先端部１０８の断面形状は四角形である。先端部１０８の側面は、４つの平面で構成
されている。これらの平面のうちの１つに、突出部１１４が設けられている。突出部１１
４の先端は、凸曲面である。
【００９４】
　突出部１１４は、突出方向に付勢されている。突出部１１４は、退行可能な状態で突出
している。図示されないが、先端部１０８には、付勢部が内蔵されている。この付勢部は
、弾性体である。より具体的には、この付勢部は、コイルばねである。この付勢部は、突
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出部１１４を、突出方向に付勢している。突出部１１４は出退方向に移動しうるが、突出
部１１４は、常に、突出方向に付勢されている。工具１０２が自然状態にあるとき、突出
部１１４の突出高さは最大である。この自然状態とは、突出部１１４に外力が作用してい
ない状態を意味する。
【００９５】
　上記付勢に抗して突出部１１４が押圧されると、突出部１１４は退行しうる。突出部１
１４は、上記突出高さがゼロになる位置まで退行しうる。
【００９６】
　工具１０２が使用される際には、蓋体１１２ｂは閉められている。把持部本体１１２ａ
の内部には、重量体収容部（図示されず）が設けられている。好ましくは、この重量体収
容部は、複数の重量体ｗｔ１を収容しうる。重量が異なる複数の重量体ｗｔ１が収容され
ているのが好ましい。蓋体１１２ｂを開けることで、収容されている重量体ｗｔ１が取り
出されうる。
【００９７】
　図２２は、工具１０２が重量体ｗｔ１に使用されている状態を示す断面図である。この
重量体ｗｔ１への使用では、工具１０２の先端部１０８が、重量体ｗｔ１の工具挿入部１
００に挿入される。この挿入の初期段階では、突出部１１４は、工具挿入部１００の平面
１００ｂに押圧される。突出部１１４は、退行しつつ、平面１００ｂを押圧する。更に挿
入が進行すると、突出部１１４が、係合部１００ａの位置に達する。この位置では、突出
部１１４は、係合部１００ａに入り込む（図２２参照）。この入り込みにより、突出部１
１４と係合部１００ａとの間の係合（係合Ａ）が達成されている。この係合Ａに起因して
、重量体ｗｔ１は、工具１０２から脱落しにくい。
【００９８】
　図２２が示すように、工具１０２が最大限挿入されたとき、突出部１１４は係合部１０
０ａに入り込む。即ち、工具１０２が最大限挿入されたとき、上記係合Ａが達成されるよ
うに構成されている。
【００９９】
　なお、上記係合ポジションＥＰでは、重量体ｗｔ１をソケット７４の孔７６から引き抜
くことはできない。係合ポジションＥＰにおいては、係合段差面７６ｃと重量体ｗｔ１の
係合面９８とが係合しているためである。よって、この係合ポジションＥＰでは、上記係
合Ａの解除を伴う工具１０２の引き抜きは、容易である。この係合Ａの解除を伴う引き抜
きの容易性の観点から、力Ｆ１は、ゴルフクラブ２に作用する重力よりも小さいのが好ま
しい。この場合、ゴルフクラブ２の自重により、工具１０２が重量体ｗｔ１から引き抜か
れうる。
【０１００】
　図２３は、工具１０２がネジｓｃ１に使用されている状態を示す断面図である。なお、
この図２３では、ネジ山の記載が省略されている。
【０１０１】
　図２３が示すように、このネジｓｃ１への使用では、工具１０２の先端部１０８が、ネ
ジｓｃ１の工具挿入部６６に挿入される。この挿入において、突出部１１４は、回避部６
６ａに位置する。回避部６６ａは、突出部１１４に対応した位置に設けられている。工具
１０２の挿入方向位置に関わらず、突出部１１４は、回避部６６ａに位置する。回避部６
６ａに起因して、突出部１１４は、工具挿入部６６に係合しない。回避部６６ａに起因し
て、突出部１１４と工具挿入部６６との間の非係合（非係合Ｂ）が達成されている。この
非係合Ｂに起因して、ネジｓｃ１は、工具１０２から脱落しやすい。
【０１０２】
　なお、回避部６６ａは、突出部１１４（保持機構）との係合を完全に回避できなくても
よい。例えば、回避部６６ａの溝深さが、突出部１１４の最大突出高さよりも小さくても
よい。この不完全な回避であっても、力Ｆ２を減少させる効果がある。好ましくは、本実
施形態のように、完全な回避が達成される。この完全な回避により、力Ｆ２がゼロとされ
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てもよい。本実施形態では、回避部６６ａの溝深さが、突出部１１４の最大突出高さより
も大きい。
【０１０３】
［第一部材］
　本願に係るゴルフクラブは、取り外し可能に取り付けられている第一部材を有する。第
一部材は、ゴルフクラブのいずれかの位置に取り付けられる。第一部材の取り付け位置は
限定されない。第一部材は、ヘッドに取り付けられてもよい。上述した重量体ｗｔ１のよ
うに、第一部材は、ヘッドのソールに取り付けられてもよい。第一部材は、シャフトに取
り付けられてもよい。第一部材は、グリップに取り付けられてもよい。
【０１０４】
　この第一部材の取り付け及び取り外しには、工具が用いられる。第一部材は、この工具
に適合している。第一部材は、この工具を用いて軸回転されうる。この工具は、素手によ
る場合よりも大きな回転トルクを、第一部材に付与しうる。前述の工具１０２は、この工
具の一例である。
【０１０５】
　前述の重量体ｗｔ１は、この第一部材の一例である。第一部材の一例は、ソケット７４
に取り外し可能に取り付けられた重量体ｗｔ１である。第一部材として、重量体ｗｔ１の
他、フェース角調整部材が例示される。このフェース角調整部材は、ソールにおける複数
の位置で固定されうる。このフェース角調整部材の固定位置によって、クラブのフェース
角（フック角）が変化する。
【０１０６】
　重量体ｗｔ１の着脱機構については、前述の通りである。この他、第一部材の着脱機構
として、ネジ機構が例示される。
【０１０７】
　第一部材は、複数であってもよい。第一部材は、１つであってもよいし、２つ以上であ
ってもよい。例えば、ソールに複数の重量体が取り外し可能に取り付けられており、これ
らの重量体の全てが第一部材であってもよい。
【０１０８】
［第二部材］
　本願に係るゴルフクラブは、取り外し可能に取り付けられている第二部材を有する。第
二部材は、上記第一部材とは別の部材である。この第二部材は、ゴルフクラブのいずれか
の位置に取り付けられる。第二部材の取り付け位置は限定されない。第二部材は、ヘッド
に取り付けられてもよい。上述したネジｓｃ１のように、第二部材は、ヘッドのソールに
取り付けられてもよい。第二部材は、シャフトに取り付けられてもよい。第二部材は、グ
リップに取り付けられてもよい。
【０１０９】
　この第二部材の取り付け及び取り外しには、工具が用いられる。この工具は、第一部材
に用いられる工具と同じである。即ち、一つの工具が、第一部材及び第二部材の両方に適
合している。第二部材は、この工具を用いて軸回転されうる。この工具は、素手による場
合よりも大きな回転トルクを、第二部材に付与しうる。前述の工具１０２は、この工具の
一例である。
【０１１０】
　前述のネジｓｃ１は、この第二部材の一例である。第二部材の一例は、スリーブ１０を
ヘッド４に固定しうるネジｓｃ１である。第二部材として、ネジｓｃ１の他、重量体及び
フェース角調整部材が例示される。例えば、２つの重量体を有するヘッドにおいて、第一
の重量体が上記第一部材であり、第二の重量体が上記第二部材であってもよい。また、例
えば、重量体及びフェース角調整部材を有するヘッドにおいて、重量体が上記第一部材で
あり、フェース角調整部材が上記第二部材であってもよい。
【０１１１】
　上記フェース角調整部材の一例は、ソール面から突出する突出部を有し、この突出部の
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ソール面からの突出高さが調整可能に構成されている。この突出高さに基づき、フェース
角が変化しうる。この突出高さの調整は、ネジ結合の締結及び解除によって可能とされて
いる。
【０１１２】
　上記フェース角調整部材の他の一例は、ソール面において移動しうる突出部を有し、こ
の突出部の位置が調整可能に構成されている。この突出部の位置に基づき、フェース角が
変化しうる。この突出部の固定及び移動は、ネジ結合の締結及び解除によって可能とされ
ている。
【０１１３】
　上記実施形態では、第二部材としてのネジｓｃ１は、スリーブ１０とネジ結合しうる。
このネジ結合により、シャフト－スリーブ組み立て体１２がヘッド４に固定されている。
【０１１４】
　第二部材は、複数であってもよい。第二部材は、１つであってもよいし、２つ以上であ
ってもよい。例えば、上記ネジｓｃ１を有するゴルフクラブにおいて、ソールに複数の重
量体が取り外し可能に取り付けられており、これらの重量体の少なくとも１つと上記ネジ
ｓｃ１とが第二部材とされ、他の重量体が上記第一部材とされてもよい。
【０１１５】
［Ｆ１、Ｆ２］
　第一部材と第二部材との差は、工具からの抜けやすさにある。この抜けやすさを表す指
標が、力Ｆ１及び力Ｆ２である。力Ｆ１は、上記第一部材を上記工具から外すのに要する
最小の力である。力Ｆ２は、上記第二部材を上記工具から外すのに要する最小の力である
。
【０１１６】
　力Ｆ１の方向は、上記第一部材を上記工具から外すのに最も適した方向である。力Ｆ２
の方向は、上記第二部材を上記工具から外すのに最も適した方向である。
【０１１７】
　力Ｆ１及びＦ２の評価に関して、本願では、「組み合わせ状態」が定義される。この組
み合わせ状態とは、部材が工具から最も外れやすい状態を意味する。第一部材が工具から
最も外れやすい状態が、後述の第一組み合わせ状態である。第二部材が工具から最も外れ
やすい状態が、後述の第二組み合わせ状態である。
【０１１８】
［第一組み合わせ状態、力Ｆ１］
　図２２は、工具１０２と第一部材ｍ１との組み合わせ状態（第一組み合わせ状態）を示
す。この第一組み合わせ状態では、工具１０２の先端部１０８と第一部材ｍ１（重量体ｗ
ｔ１）の工具挿入部１００とが同軸である。この第一組み合わせ状態では、先端部１０８
（軸１０６）の中心軸線が鉛直方向とされる。この第一組み合わせ状態では、工具挿入部
１００（凹部）の中心軸線が鉛直方向とされる。この第一組み合わせ状態では、第一部材
ｍ１（重量体ｗｔ１）は工具１０２の鉛直方向下側に配置される。
【０１１９】
　この第一組み合わせ状態では、工具１０２の挿入方向が、鉛直方向に一致している。こ
の第一組み合わせ状態では、第一部材ｍ１（重量体ｗｔ１）が工具１０２から最も抜けや
すい状態にある。この状態で、力Ｆ１が評価される。力Ｆ１の単位は、例えば、ｋｇｆで
ある。力Ｆ１の方向は、鉛直方向下向きである。
【０１２０】
　図２２が示すように、力Ｆ１の方向は、鉛直方向下向きである。力Ｆ１には、第一部材
ｍ１に作用する重力（第一部材ｍ１の自重）も含まれる。
【０１２１】
　第一部材ｍ１に作用する重力が力Ｆ１よりも大きい場合、第一部材ｍ１は、自然に工具
１０２から脱落する。本実施形態では、第一部材ｍ１に作用する重力が力Ｆ１よりも小さ
い。よって、第一部材ｍ１は、自重で第一部材ｍ１から脱落しない。
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【０１２２】
［第二組み合わせ状態、力Ｆ２］
　図２３は、工具１０２と第二部材ｍ２との組み合わせ状態（第二組み合わせ状態）を示
す。この第二組み合わせ状態では、工具１０２の先端部１０８と第二部材ｍ２（ネジｓｃ
１）の工具挿入部６６とが同軸である。この第二組み合わせ状態では、先端部１０８（軸
１０６）の中心軸線が鉛直方向とされる。この第二組み合わせ状態では、工具挿入部６６
（凹部）の中心軸線が鉛直方向とされる。この第二組み合わせ状態では、第二部材ｍ２（
ネジｓｃ１）は工具１０２の鉛直方向下側に配置される。
【０１２３】
　この第二組み合わせ状態では、工具１０２の挿入方向が、鉛直方向に一致している。こ
の第二組み合わせ状態では、第二部材ｍ２（ネジｓｃ１）が工具１０２から最も抜けやす
い状態にある。この状態で、力Ｆ２が評価される。力Ｆ２の単位は、例えば、ｋｇｆであ
る。力Ｆ２の方向は、鉛直方向下向きである。
【０１２４】
　図２３が示すように、力Ｆ２の方向は、鉛直方向下向きである。力Ｆ２には、第二部材
ｍ２に作用する重力（第二部材ｍ２の自重）も含まれる。
【０１２５】
　第二部材ｍ２に作用する重力が力Ｆ２よりも大きい場合、第二部材ｍ２は、自然に工具
１０２から脱落する。本実施形態では、第二部材ｍ２に作用する重力は、力Ｆ２よりも大
きい。よって、第二部材ｍ２は、自重で工具１０２から脱落する。
【０１２６】
　上記係合Ａは、力Ｆ１を増加させる。一方、上記非係合Ｂは、力Ｆ２を減少させる。本
実施形態では、力Ｆ１が力Ｆ２よりも大きい。
【０１２７】
　本実施形態では、第一部材ｍ１及び第二部材ｍ２の役割に応じて、Ｆ１とＦ２との間に
差をつけている。このため、各部材の操作性が向上しうる。また、一つの工具１０２で、
複数の部材ｍ１、ｍ２を操作することができる。
【０１２８】
［保持機構］
　保持機構とは、上記力Ｆ１を増大させうる機構を意味する。本実施形態における保持機
構は、突出方向に付勢された突出部１１４である。本実施形態のように、工具１０２が保
持機構を有していても良い。また、第一部材ｍ１が保持機構を有していても良い。好まし
くは、第一部材ｍ１（重量体ｗｔ１）は、この保持機構（突出部１１４）と係合しうる係
合部１００ａを有している。係合部１００ａは、上記力Ｆ１を更に増大させうる。好まし
くは、第二部材ｍ２（ネジｓｃ１）は、この保持機構（突出部１１４）との係合を回避し
うる回避部６６ａを有している
【０１２９】
［Ｆ１＞Ｆ２を実現するための構成］
　上記実施形態では、力Ｆ１が力Ｆ２よりも大きい。この関係を実現するための構成とし
て、以下が例示される。
・［構成１］：工具１０２が保持機構（突出部１１４）を有し、第一部材ｍ１が係合部１
００ａを有し、第二部材ｍ２が回避部６６ａを有する。
・［構成２］：工具１０２が保持機構（突出部１１４）を有し、第一部材ｍ１が係合部１
００ａを有し、第二部材ｍ２は回避部６６ａを有さない。
・［構成３］：工具１０２が保持機構（突出部１１４）を有し、第一部材ｍ１が係合部１
００ａを有さず、第二部材ｍ２が回避部６６ａを有する。
・［構成４］：工具１０２は突出部１１４を有さず、第一部材ｍ１は係合部１００ａを有
さず、第二部材ｍ２は回避部６６ａを有さない。第一部材ｍ１の工具挿入部１００の孔寸
法が、第二部材ｍ２の工具挿入部６６の孔寸法よりも（僅かに）小さい。
・［構成５］：工具１０２は保持機構（突出部１１４）を有さず、第一部材ｍ１が保持機
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構を有する。
・［構成６］：上記第一組み合わせ状態において工具１０２と上記第一部材ｍ１との間に
磁力が生じるように構成され、上記第二組み合わせ状態において工具１０２と上記第二部
材ｍ２との間に磁力が生じないように構成されている。
【０１３０】
　上記構成１の例は、上記実施形態のゴルフクラブである。上記構成２の例は、工具挿入
部６６が回避部６６ａを有さず、回避部６６ａに対応する部分が平坦とされる他は、上記
実施形態と同じゴルフクラブである。上記構成３の例は、工具挿入部１００が係合部１０
０ａを有さず、係合部１００ａに対応する部分が平坦とされる他は、上記実施形態と同じ
ゴルフクラブである。構成６は、磁力によってＦ１＞Ｆ２を実現させる構成である。構成
６では、磁力を用いた保持機構が採用されている。
【０１３１】
　力Ｆ１と力Ｆ２との差を増大させる観点から、上記構成１、構成２及び構成３が好まし
く、上記構成１及び構成３がより好ましく、上記構成１がより好ましい。
【０１３２】
　好ましくは、第一部材ｍ１は、交換可能な部材である。好ましくは、第一部材ｍ１は、
交換によってその機能を果たしうる部材である。重量体ｗｔ１は、交換によってその機能
を果たしうる部材である。この機能として、ヘッド重量の変更及びヘッド重心位置の変更
が例示される。好ましくは、ゴルフクラブ２は、交換用の重量体ｗｔ１を更に有する。好
ましくは、ゴルフクラブ２は、第一の重量体ｗｔ１と、この第一の重量体ｗｔ１とは重量
が異なる第二の重量体ｗｔ２とを有する。
【０１３３】
　力Ｆ１が大きいことは、工具１０２による第一部材ｍ１の保持性が高いことを意味する
。第一部材ｍ１が交換される場合、交換前の重量体ｗｔ１は、ヘッド４（ゴルフクラブ２
）から取り出される。上記保持性は、第一部材ｍ１の取り出しを容易とする。
【０１３４】
　工具１０２の先端に保持された重量体ｗｔ１は、工具１０２を用いて、容易にソケット
７４から引き抜かれる。－θ°の回転により非係合ポジションＮＰに移行した重量体ｗｔ
１は、そのまま工具１０２によって取り出される。また、この保持性により、重量体ｗｔ
１は、工具１０２を用いて、ソケット７４に挿入されうる。ゴルフクラブ２は、第一部材
ｍ１（重量体ｗｔ１）の交換の作業性に優れる。ゴルフクラブ２は、第一部材ｍ１の取扱
性に優れる。
【０１３５】
　好ましくは、第二部材ｍ２は、ゴルフクラブ２から分離されなくてもよい部材である。
好ましくは、第二部材ｍ２は、交換不要な部材である。好ましくは、第二部材ｍ２は、交
換されなくてもその機能を果たす部材である。好ましくは、第二部材ｍ２は、ゴルフクラ
ブ２から分離されなくてもその機能（シャフト６の着脱）を果たしうる部材である。
【０１３６】
　図４が示すように、ゴルフクラブ２では、ネジｓｃ１がヘッド４から分離しない状態で
、シャフト分離状態とすることができる。即ち、ゴルフクラブ２では、ネジｓｃ１がヘッ
ド４から分離しない状態で、スリーブ１０を含むシャフト６がヘッド４から分離されうる
。
【０１３７】
　ネジｓｃ１は、ゴルフクラブ２から分離されなくてもその機能を果たしうる部材である
。ネジｓｃ１はゴルフクラブ２から分離される必要はない。ネジｓｃ１がゴルフクラブ２
から分離されると、再びネジｓｃ１をゴルフクラブ２に取り付ける作業（再取り付け作業
）が生じる。この作業は省略されるのが好ましい。またネジｓｃ１の分離により、ネジｓ
ｃ１の紛失が生じうる。この紛失が抑制されるのが好ましい。
【０１３８】
　ゴルフクラブ２では、力Ｆ２が小さいため、ネジｓｃ１は工具１０２に保持されにくい
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。よって、使用者の意図に反してネジｓｃ１がゴルフクラブ２から取り出される事態は、
生じにくい。ゴルフクラブ２では、上記再取り付け作業の発生が抑制される。ゴルフクラ
ブ２では、ネジｓｃ１の紛失が抑制される。ゴルフクラブ２は、ネジｓｃ１（第二部材ｍ
２）の取扱性に優れる。
【０１３９】
　図４が示すように、ネジｓｃ１は、中間部材１４と結合している限り、ゴルフクラブ２
から分離されることはない。しかし、ネジｓｃ１を緩める作業において、ネジｓｃ１と中
間部材１４との結合が解除されることがある。この解除は、ネジｓｃ１が過剰に回された
場合に生じうる。この結果、ネジｓｃ１は脱落可能な状態になる。この状態になったとし
ても、ネジｓｃ１は、工具１０２に保持されにくい。
【０１４０】
　ネジｓｃ１が操作されるとき、ゴルフクラブ２の姿勢は、通常、ヘッド４が上側とされ
、グリップ８が下側とされる。例えば、ゴルフクラブ２のグリップエンドが地面に突き当
てられた状態で、上方から工具１０２が挿入され、ネジｓｃ１が回転される。この場合、
図２３に示されるように、ネジｓｃ１は工具１０２の下側である。ネジｓｃ１が脱落可能
な状態であっても、ネジｓｃ１は、自重によって、工具１０２から外れる。このため、使
用者の意図に反してネジｓｃ１がゴルフクラブ２から脱落する事態は、生じにくい。よっ
て、ネジｓｃ１の紛失は生じにくい。
【０１４１】
　ネジｓｃ１の紛失等を防止する観点、及び、上記再取り付け作業を防止する観点から、
上記シャフト分離状態において、ネジｓｃ１はゴルフクラブ２に保持されるのが好ましい
。この観点から、上記ステップＢ及び上記ステップＤは起こらないのが好ましい。換言す
れば、シャフト分離状態が達成された時点で、ネジｓｃ１を緩める作業は終了されるのが
好ましい。シャフト分離状態が達成されると、ネジｓｃ１は、スリーブ１０による拘束か
ら解放される。この解放された状態で、ネジｓｃ１が工具１０２から外れるのが好ましい
。この観点から、ネジｓｃ１は、自重によって工具１０２から外れるのが好ましい。この
ネジｓｃ１では、上記ステップＢ及び上記ステップＤの発生が効果的に抑制されうる。
【０１４２】
　このように、力Ｆ２が小さくされることで、ネジｓｃ１が工具１０２から分離しやすい
。この結果、ネジｓｃ１はヘッド４に留まりやすく、ネジｓｃ１の脱落及び紛失が生じに
くい。更に、上述の通り、中間部材１４に起因して、ネジｓｃ１の非脱落状態が達成され
うる。これらの相乗効果により、ネジｓｃ１の脱落及び紛失が効果的に抑制されている。
ゴルフクラブでは、ネジｓｃ１の取扱性に優れる。
【０１４３】
　上記取扱性を考慮すると、第一部材ｍ１（重量体ｗｔ１）は工具１０２から自然に脱落
しないのが好ましい。第一部材ｍ１に作用する重力がＭ１（ｋｇｆ）とされるとき、比（
Ｆ１／Ｍ１）は、１より大きいのが好ましく、１．５以上がより好ましく、２以上がより
好ましい。過大なＦ１を防止する観点から、比（Ｆ１／Ｍ１）は、１０以下が好ましく、
９以下がより好ましい。工具１０２を第一部材ｍ１から抜くときの作業性を考慮すると、
力Ｆ１は、ゴルフクラブ２に作用する重力よりも小さいのが好ましい。
【０１４４】
　上記取扱性を考慮すると、第二部材ｍ２（ネジｓｃ１）は工具１０２から自然に脱落す
るのが好ましい。第二部材ｍ２に作用する重力がＭ２（ｋｇｆ）とされるとき、比（Ｆ２
／Ｍ２）は、１より小さいのが好ましく、０．８以下がより好ましく、０．６以下がより
好ましく、０．４以下がより好ましい。なお、力Ｆ２は、ゼロであってもよい。
【実施例】
【０１４５】
　以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて
本発明が限定的に解釈されるべきではない。
【０１４６】
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［実施例１］
　前述したゴルフクラブ２と同じゴルフクラブを作製した。先ず、圧延材をプレス加工し
て得たフェース部材と、鋳造により得たバック部材とをそれぞれ作製した。このバック部
材のフェース部には開口が存在していた。次に、上記バック部材のホーゼル孔の内部に、
ネジ部（雌ネジ）を形成した。更に、バック部材には、ソケット収容部が形成された。こ
のソケット収容部は、ソール面の外側に向かって開口する凹部とされた。
【０１４７】
　別途、シャフト（カーボンシャフト）、スリーブ、中間部材、ワッシャー、ネジ（第二
部材）及び係合部材が、それぞれ作製された。スリーブの材質はアルミ合金とされた。係
合部材の材質は６－４チタン（Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）とされた。ネジには、上記回避部が
形成された。ネジの材質は６－４チタン（Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）とされ、ネジの重量は、
１．３ｇであった。
【０１４８】
　中間部材を上記バック部材のホーゼル孔に入れた。次いで、係合部材を上記バック部材
のホーゼル孔に入れ、このホーゼル孔の雌ネジに、係合部材の雄ネジをネジ結合させた。
次に、ホーゼル外面からレーザーを照射し、係合部材とホーゼル孔とを溶接した。レーザ
ーの照射は、上記開口を利用してなされた。次に、上記フェース部材を、上記バック部材
の開口に溶接して、ヘッドを得た。なお、上記フェース部材及び上記バック部材の材質は
、６－４チタン（Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）であった。
【０１４９】
　上記シャフトと上記スリーブとを接着剤で接着して、シャフト－スリーブ組み立て体を
得た。このシャフト－スリーブ組み立て体を、上記ヘッド本体の上記ホーゼル孔に挿入し
た。また、上記ワッシャーが通された上記ネジを、ソールの通孔に挿入した。上述の工具
１０２を用いてネジを締め、シャフト結合状態を得た。
【０１５０】
　別途、ソケット及び重量体が、それぞれ作成された。ソケットは、射出成形により形成
された。ソケットの材質として、熱可塑性ポリウレタンエラストマーが用いられた。具体
的には、「エラストラン１１６４Ｄ」と「エラストラン１１９８Ａ」とを重量比で１：１
で混合したものが用いられた。
【０１５１】
　重量体の材質として、ＳＵＳ３０４が用いられた。このＳＵＳ３０４を成形して、重量
体を得た。重量体の質量は、７ｇであった。
【０１５２】
　成形されたソケットが、上記ソケット収容部に固定された。この固定には、接着剤が用
いられた。この接着剤として、住友スリーエム社製の商品名「ＤＰ４６０」が用いられた
。
【０１５３】
　上述した工具１０２を用いて、ソケットに重量体を取り付けて、実施例１のゴルフクラ
ブを得た。上記角度θは、４０°であった。このゴルフクラブの重量は、３１０ｇであっ
た。
【０１５４】
［実施例２］
　重量体に上記係合部１００ａ（図２２参照）が設けられなかった他は実施例１と同様に
して、実施例２に係るゴルフクラブを得た。
【０１５５】
［実施例３］
　ネジに上記回避部６６ａ（図２３参照）が設けられなかった他は実施例１と同様にして
、実施例３に係るゴルフクラブを得た。
【０１５６】
［比較例］
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　重量体に上記係合部１００ａが設けられず、且つ、ネジに上記回避部６６ａが設けられ
なかった他は実施例１と同様にして、比較例に係るゴルフクラブを得た。
【０１５７】
　実施例１では、第一組み合わせ状態において、重量体が工具から脱落しなかった。この
実施例１において、重量体の着脱テストを１０回行ったところ、作業中に重量体が落下す
ることはなかった。実施例１では、第二組み合わせ状態において、ネジが工具から脱落し
た。シャフトの着脱テストを１０回行ったところ、ネジが工具の先端部に保持されて取り
出されることはなかった。
【０１５８】
　実施例２でも、第一組み合わせ状態において、重量体が工具から脱落しなかった。この
実施例２において、重量体の着脱テストを１０回行ったところ、作業中に重量体が落下す
ることがあった。実施例２では、第二組み合わせ状態において、ネジが工具から脱落した
。シャフトの着脱テストを１０回行ったところ、ネジが工具の先端部に保持されて取り出
されることはなかった。
【０１５９】
　実施例３でも、第一組み合わせ状態において、重量体が工具から脱落しなかった。この
実施例３において、重量体の着脱テストを１０回行ったところ、作業中に重量体が落下す
ることはなかった。実施例３では、第二組み合わせ状態において、ネジが工具から脱落し
なかった。シャフトの着脱テストを１０回行ったところ、ネジが工具の先端部に保持され
て取り出されることがあった。
【０１６０】
　比較例では、第一組み合わせ状態において、重量体が工具から脱落しなかった。この比
較例において、重量体の着脱テストを１０回行ったところ、作業中に重量体が工具１０２
から脱落することがあった。比較例では、第二組み合わせ状態において、ネジが工具から
脱落しなかった。シャフトの着脱テストを１０回行ったところ、ネジが工具の先端部に保
持されて取り出されることがあった。
【０１６１】
　このように、実施例は、比較例に比べて、第一部材及び第二部材の取扱性に優れていた
。本発明の優位性は明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　以上説明された発明は、あらゆるゴルフクラブヘッドに適用されうる。
【符号の説明】
【０１６３】
　２・・・ゴルフクラブ
　４・・・ヘッド
　６・・・シャフト
　８・・・グリップ
　１０・・・スリーブ
　１２・・・シャフト－スリーブ組み立て体
　１４・・・中間部材
　１６・・・ワッシャー
　１８・・・ヘッド本体
　２０・・・係合部材
　ｓｃ１・・・ネジ
　ｍ２・・・第二部材
　６６・・・工具挿入部
　６６ａ・・・回避部
　７２・・・ソケット収容部
　７４・・・ソケット
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　ｗｔ１・・・重量体
　ｍ１・・・第一部材
　１００・・・工具挿入部
　１００ａ・・・係合部
　１０２・・・工具
　１１４・・・突出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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