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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部チャンバを画定し、打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含む、クラブヘ
ッドボディ部材；
　該クラブヘッドボディ部材と係合し、かつ該クラブヘッドボディ部材の周囲部分におい
て、該打球面部分よりも後方の位置に提供された、ウェイトシステム；
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分とウェイトシステムとの
間に延びる、減衰部材；ならびに
　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該内部チャンバの方向
に延び、かつ該内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、および該クラブヘッドボディ
部材の該打球面部分の方向に延びる、接続システムであって、該内部チャンバを通過して
延び、かつ該ウェイトシステムを該打球面部分と係合させる第一の接続要素、および該内
部チャンバを通過して延び、かつ該ウェイトシステムを該打球面部分と係合させる第二の
接続要素を含む、接続システム、
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　クラブヘッドボディ部材が打球面部材および別個のクラウン部材を含み、該打球面部材
が打球面部分の少なくとも一部を形成し、かつ該クラウン部材がクラウン部分の少なくと
も一部を形成し、該クラウン部材が該打球面部材と係合している、請求項1記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
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【請求項３】
　クラブヘッドボディ部材が打球面部材および別個のクラウン部材を含み、該打球面部材
が打球面部分の少なくとも一部を形成し、該クラウン部材がクラウン部分の少なくとも一
部を形成し、該クラウン部材がウェイトシステムと係合している、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４】
　クラブヘッドボディ部材が、打球面部材、別個のクラウン部材および別個のソール部材
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】
　クラブヘッドボディ部材が打球面部材およびアフトボディ部材を含み、該打球面部材が
打球面部分の少なくとも一部を形成し、かつ該アフトボディ部材がクラウン部分およびソ
ール部分の少なくとも一部を形成する、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６】
　減衰部材が、ゴルフボールと打球面部分との接触から生じる少なくともいくらかの振動
を減衰させる、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】
　減衰部材が少なくとも第一の接続要素と係合している、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８】
　該内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ該打球面部分と該ウェイトシステ
ムとの間に延びる、第二の減衰部材
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９】
　第一の減衰部材が第一の接続要素と係合し、かつ第二の減衰部材が第二の接続要素と係
合している、請求項8記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、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１１】
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、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１２】
　クラブヘッドボディ部材がドライバ構造である、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１３】
　打球面を含み、その内部部分がファスナシステムの少なくとも一部分を含む、フェース
部材であって、該ファスナシステムが、第一のファスナ要素および第二のファスナ要素を
含む、フェース部材；
　該フェース部材と係合し、少なくともクラウン部分を含む、ボディ部材であって、該フ
ェース部材および該ボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定する、ボディ部
材；
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された減衰要素；
　ゴルフクラブヘッドの後方周囲部分の少なくとも一部に沿って提供された、ウェイトシ
ステム；および
　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該フェース部材まで延
び、該ファスナシステムと係合する、接続システムであって、該第一のファスナ要素と係
合する第一の接続要素、および該第二のファスナ要素と係合する第二の接続要素を含む、
接続システム、
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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【請求項１４】
　減衰要素が第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合する、請
求項13記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　ゴルフクラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第二の減衰
要素をさらに含む、請求項13記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　第一の減衰要素が第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合し
、かつ第二の減衰要素が第二の接続要素または第二のファスナ要素の少なくとも一方と係
合する、請求項15記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、請求項13記載のウッドタイ
プゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、請求項13記載のウッ
ドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　クラブヘッドボディ部材がドライバ構造である、請求項13記載のウッドタイプゴルフク
ラブヘッド。
【請求項２０】
　　内部チャンバを画定し、打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含む、クラブ
ヘッドボディ部材；
　　該クラブヘッドボディ部材と係合し、かつ該クラブヘッドボディ部材の周囲部分にお
いて、該打球面部分よりも後方の位置に提供された、ウェイトシステム；
　　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分とウェイトシステムと
の間に延びる、減衰部材；および
　　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該内部チャンバの方
向に延び、かつ該内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、および該クラブヘッドボデ
ィ部材の該打球面部分の方向に延びる、接続システムであって、該内部チャンバを通過し
て延び、かつ該ウェイトシステムを該打球面部分と係合させる第一の接続要素、および該
内部チャンバを通過して延び、かつ該ウェイトシステムを該打球面部分と係合させる第二
の接続要素を含む、接続システム
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド；
　ならびに
　　該ゴルフ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。
【請求項２１】
　減衰部材が、ゴルフボールと打球面部分との接触から生じる少なくともいくらかの振動
を減衰させる、請求項20記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２２】
　ゴルフクラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ該打球面部
分と該ウェイトシステムとの間に延びる第二の減衰部材をさらに含む、請求項20記載のウ
ッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２３】
　ゴルフクラブヘッドがハイブリッドクラブ構造である、請求項20記載のウッドタイプゴ
ルフクラブ。
【請求項２４】
　ゴルフクラブヘッドがフェアウェイウッドクラブ構造である、請求項20記載のウッドタ
イプゴルフクラブ。
【請求項２５】
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　ゴルフクラブヘッドがドライバ構造である、請求項20記載のウッドタイプゴルフクラブ
。
【請求項２６】
　シャフト部材と係合したグリップ部材をさらに含む、請求項20記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
【請求項２７】
　　打球面を含み、その内部部分がファスナシステムの少なくとも一部分を含む、フェー
ス部材であって、該ファスナシステムが、第一のファスナ要素および第二のファスナ要素
を含む、フェース部材；
　　該フェース部材と係合し、少なくともクラウン部分を含む、ボディ部材であって、該
フェース部材および該ボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定する、ボディ
部材；
　　ゴルフクラブヘッドの後方周囲部分の少なくとも一部に沿って提供された、ウェイト
システム；
　　内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された、減衰部材；および
　　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該フェース部材まで
延び、該ファスナシステムと係合する、接続システムであって、該第一のファスナ要素と
係合する第一の接続要素、および該第二のファスナ要素と係合する第二の接続要素を含む
、接続システム
を含む、ゴルフクラブヘッド；
　ならびに
　　該ゴルフ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。
【請求項２８】
　減衰要素が、第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合する、
請求項27記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２９】
　ゴルフクラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第二の減衰
要素をさらに含む、請求項27記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３０】
　第一の減衰要素が、第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合
し、かつ第二の減衰要素が、第二の接続要素または第二のファスナ要素の少なくとも一方
と係合する、請求項29記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３１】
　クラウン部分が炭素複合材料を含む、請求項27記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３２】
　ゴルフクラブヘッドがハイブリッドクラブ構造である、請求項27記載のウッドタイプゴ
ルフクラブ。
【請求項３３】
　ゴルフクラブヘッドがフェアウェイウッドクラブ構造である、請求項27記載のウッドタ
イプゴルフクラブ。
【請求項３４】
　ゴルフクラブヘッドがドライバ構造である、請求項27記載のウッドタイプゴルフクラブ
。
【請求項３５】
　シャフト部材と係合したグリップ部材をさらに含む、請求項27記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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発明の分野
　本出願は一般に、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
ッドまたはユーティリティクラブなどのための「ウッドタイプ」ゴルフクラブおよびゴル
フクラブヘッドを含むゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。本発明のさらな
る局面は、極端な後方のおよび／または低いウェイト付け特性を含むそのようなゴルフク
ラブヘッドを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　ゴルフは、多種多様なプレーヤ、すなわち異なる性別ならびに劇的に異なる年齢および
／または熟練度レベルのプレーヤによって楽しまれている。ゴルフは、そのような多様な
プレーヤの集まりがゴルフイベントで互いに直接競いながらいっしょにプレーし（たとえ
ば、ハンデ付きのスコア、異なるティーボックスを使用して、チームフォーマットで、な
ど）、なおもゴルフのラウンドまたは競技を楽しむことができるという点で、スポーツの
世界ではいくぶんユニークである。これらの要因が、テレビにおけるゴルフ番組（たとえ
ばゴルフトーナメント、ゴルフニュース、ゴルフの歴史および／または他のゴルフ番組）
の増加および著名なゴルフスーパースターの出現と相まって、少なくとも部分的に、近年
、米国および世界中でのゴルフ人気を高めた。
【０００３】
　ゴルファーは、すべての熟練度レベルにおいて、パフォーマンスを改善し、ゴルフスコ
アを減らし、その次のパフォーマンス「レベル」に到達しようとする。すべてのタイプの
ゴルフ用具の製造者はこれらの要求に応え、近年、業界は、ゴルフ用具における劇的な変
化および改良を目撃した。たとえば、今や、広い範囲の異なるゴルフボールモデルが利用
可能であり、ボールは、特定のスイング速度および／または他のプレーヤ特性もしくは好
みを補うように設計されている。たとえば、一部のボールは、より遠くおよび／またはよ
りまっすぐに飛ぶように設計されており、一部のボールは、より高いまたはよりフラット
な弾道を提供するように設計されており、一部のボールは、より多くのスピン、コントロ
ールおよび／または感触（特にグリーン周りの）を提供するように設計されており、一部
のボールは、より速いまたは遅いスイングスピードのために設計されている、などである
。また、ゴルフのスコアを減らすのに役立つことを約束する数多くのスイング補助具およ
び／または補助教具が市販されている。
【０００４】
　プレー中にゴルフボールを動かす唯一の道具であることから、ゴルフクラブもまた、近
年、多大な技術的研究および進歩の対象であった。たとえば、市場は、近年、パター設計
、ゴルフクラブヘッド設計、シャフトおよびグリップにおける劇的な変化および改良を見
てきた。さらには、ゴルフクラブの様々な要素および／または特性ならびにゴルフボール
の特性を特定のユーザのスイング特徴または特性により良く適合させようとして、他の技
術的進歩が達成されてきた（たとえば、クラブフィッティング技術、ボール打ち出し角計
測技術、ボールスピン速度など）。
【０００５】
　最近の技術的進歩にもかかわらず、「ウッドタイプ」ゴルフクラブ、特にドライバおよ
びロングアイアン（たとえば1～4番アイアン）は、一部のプレーヤにとって、一貫してう
まく打つことが非常に困難なこともある。したがって、ゴルフボールを飛ばすプレーヤの
能力を改善する、距離、方向および／またはコントロールを増す、および／またはウッド
タイプゴルフクラブ、特にドライバのプレー性を他のやり方で改善するさらなる技術的進
歩がゴルフ界で歓迎されるであろう。
【発明の概要】
【０００６】
概要
　以下、本発明およびその様々な局面の基本的理解を提供するために、本発明の局面の概
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要を提示する。この概要は、本発明の範囲をいかなるふうにも限定することを意図したも
のではなく、以下のより詳細な説明のための概観および背景を提供するだけである。
【０００７】
　一般に、本発明のいくつかの例示的局面は、ウッドタイプゴルフクラブおよび／または
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」ユーテ
ィリティまたは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の
ゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブは、（a）内部チャンバを画定し、打球面部分、
クラウン部分およびソール部分を含むクラブヘッドボディ部材、（b）クラブヘッドボデ
ィ部材と係合し、クラブヘッドボディ部材の周囲部分において、打球面部分よりも後方の
位置に提供されたウェイトシステム、ならびに（c）ウェイトシステムから、またはウェ
イトシステムを通過して内部チャンバの方向に延び、内部チャンバを少なくとも部分的に
通過し、クラブヘッドボディ部材の打球面部分の方向に延びる接続システムを有するクラ
ブヘッド構造を含む。いくつかの例において、接続システムは、ウェイトシステムから、
またはウェイトシステムを通過して延び、ウェイトシステムをクラブヘッドボディ部材の
打球面部分の後面と係合させる。
【０００８】
　本発明の少なくともいくつかの例示的クラブヘッド構造は、クラブヘッドボディ部材に
よって画定される内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置する一つまたは複数の減衰部
材を含む。減衰部材（ゴルフボールを打ったときの音を変化させる、および／またはクラ
ブヘッドの振動応答を他のやり方で減衰させることができる）は、打球面部分とウェイト
システムとの間に延びてもよい。本発明の少なくともいくつかの例において、減衰部材は
、クラブヘッドボディ部材の内部チャンバ内（たとえば、ウェイト付けシステムと打球面
部分の後面との間）で圧縮されるフォーム材料を構成してもよい。望むならば、ウェイト
システムは、減衰部材と直接係合してもよく、たとえば、減衰部材中に少なくとも部分的
に埋め込まれてもよく、減衰部材中に形成されたスロット、溝またはチャンバに嵌めても
よく、減衰部材の周辺に（たとえば、側面および／または後方周辺に沿って、など）少な
くとも部分的に延びてもよい、などである。ウェイトシステムはまた、クラブヘッドボデ
ィによって画定される内部チャンバの内側または外側に位置してもよい。
【０００９】
　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構造を製造する方法は、たとえ
ば、（a）打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含み、内部チャンバを少なくと
も部分的に画定するウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ部材を提供する段階、ならび
に（b）ウェイトシステムを、クラブヘッドボディ部材の周囲部分と、打球面部分よりも
後方の位置で係合させる段階を含むことができ、ウェイトシステムは、ウェイトシステム
から、またはウェイトシステムを通過して内部チャンバの方向に延び、内部チャンバを少
なくとも部分的に通過し、打球面部分の方向に延びる接続システムを介してクラブヘッド
ボディ部材と係合する。望むならば、本発明の少なくともいくつかの例示的構造にしたが
って、クラブヘッドボディ部材によって画定される内部チャンバ内に減衰部材が提供され
てもよい。
【００１０】
　このようなクラブヘッド構造は、当技術分野で公知であり、使用されているような従来
のやり方を含む任意の所望のやり方で、ゴルフクラブ構造全体に組み込まれてもよく、ゴ
ルフクラブとして使用されてもよい。
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］
　内部チャンバを画定し、打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含む、クラブヘ
ッドボディ部材、
　該クラブヘッドボディ部材と係合し、かつ該クラブヘッドボディ部材の周囲部分におい
て、該打球面部分よりも後方の位置に提供された、ウェイトシステム、ならびに
　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該内部チャンバの方向
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に延び、かつ該内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、および該クラブヘッドボディ
部材の該打球面部分の方向に延びる、接続システム
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２］
　クラブヘッドボディ部材がマルチピース構成を有する、［1］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［３］
　クラブヘッドボディ部材が打球面部材および別個のクラウン部材を含み、該打球面部材
が打球面部分の少なくとも一部を形成し、かつ該クラウン部材がクラウン部分の少なくと
も一部を形成し、該クラウン部材が該打球面部材と係合している、［2］記載のウッドタ
イプゴルフクラブヘッド。
［４］
　クラブヘッドボディ部材が打球面部材および別個のクラウン部材を含み、該打球面部材
が打球面部分の少なくとも一部を形成し、該クラウン部材がクラウン部分の少なくとも一
部を形成し、該クラウン部材がウェイトシステムと係合している、［2］記載のウッドタ
イプゴルフクラブヘッド。
［５］
　クラウン部材が炭素複合材料を含む、［4］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［６］
　クラブヘッドボディ部材が、打球面部材、別個のクラウン部材および別個のソール部材
を含む、［2］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［７］
　打球面部分がクラウン部分から独立したパーツである、［2］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［８］
　打球面部分がソール部分から独立したパーツである、［2］記載のウッドタイプゴルフ
クラブヘッド。
［９］
　打球面部分がクラウン部分から独立したパーツであり、該打球面部分がソール部分から
独立したパーツであり、かつ該ソール部分が該クラウン部分から独立したパーツである、
［2］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部材が打球面部材およびアフトボディ部材を含み、該打球面部材が
打球面部分の少なくとも一部を形成し、かつ該アフトボディ部材がクラウン部分およびソ
ール部分の少なくとも一部を形成する、［2］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１１］
　打球面部分の少なくとも一部およびソール部分の少なくとも一部が一体型ワンピース構
成として形成されている、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１２］
　クラウン部分の少なくとも一部およびソール部分の少なくとも一部が一体型ワンピース
構成として形成されている、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１３］
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分とウェイトシステムとの
間に延びる減衰部材をさらに含む、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１４］
　減衰部材が接続システムと係合している、［13］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
［１５］
　減衰部材が、ゴルフボールと打球面部分との接触から生じる少なくともいくらかの振動
を減衰させる、［13］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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［１６］
　接続システムが、内部チャンバを通過して延び、かつウェイトシステムを打球面部分と
係合させる第一の接続要素、および該内部チャンバを通過して延び、かつ該ウェイトシス
テムを該打球面部分と係合させる第二の接続要素を含む、［1］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［１７］
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分とウェイトシステムとの
間に延びる減衰部材をさらに含む、［16］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［１８］
　減衰部材が第一の接続要素および第二の接続要素と係合している、［17］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［１９］
　減衰部材が少なくとも第一の接続要素と係合している、［17］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［２０］
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分とウェイトシステムとの
間に延びる、第一の減衰部材、および
　該内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ該打球面部分と該ウェイトシステ
ムとの間に延びる、第二の減衰部材
をさらに含む、［16］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２１］
　第一の減衰部材が第一の接続要素と係合し、かつ第二の減衰部材が第二の接続要素と係
合している、［20］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２２］
　ウェイトシステムが、第一のウェイト要素および該第一のウェイト要素とは別の第二の
ウェイト要素を含む、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２３］
　接続システムが、内部チャンバを通過して延び、第一のウェイト要素を打球面部分と係
合させる第一の接続要素、および該内部チャンバを通過して延び、かつ第二のウェイト要
素を該打球面部分と係合させる第二の接続要素を含む、［22］記載のウッドタイプゴルフ
クラブヘッド。
［２４］
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分と少なくとも第一のウェ
イト要素との間に延びる減衰部材をさらに含む、［23］記載のウッドタイプゴルフクラブ
ヘッド。
［２５］
　減衰部材が第一の接続要素および第二の接続要素と係合している、［24］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［２６］
　減衰部材が少なくとも第一の接続要素と係合している、［24］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［２７］
　内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ打球面部分と第一のウェイト要素と
の間に延びる、第一の減衰部材、および
　該内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置し、かつ該打球面部分と第二のウェイト要
素との間に延びる、第二の減衰部材
をさらに含む、［22］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［２８］
　接続システムが、ウェイトシステムを通過して延びかつ打球面部分の内面に提供された
ねじ付き部材と係合する少なくとも一つのねじ付き部材を含む、［1］記載のウッドタイ
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プゴルフクラブヘッド。
［２９］
　接続システムが、ウェイトシステムを通過して延びかつ打球面部分の内面に提供された
第二のねじ付き部材と係合する第一のねじ付き部材、および該ウェイトシステムを通過し
て延びかつ該打球面部分の該内面に提供された第四のねじ付き部材と係合する第三のねじ
付き部材を含む、［1］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３０］
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、［1］記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
［３１］
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、［1］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［３２］
　クラブヘッドボディ部材がドライバ構造である、［1］記載のウッドタイプゴルフクラ
ブヘッド。
［３３］
　打球面を含み、その内部部分がファスナシステムの少なくとも一部分を含む、フェース
部材、
　該フェース部材と係合し、少なくともクラウン部分を含む、ボディ部材、
　ゴルフクラブヘッドの後方周囲部分の少なくとも一部に沿って提供された、ウェイトシ
ステム、および
　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該フェース部材まで延
び、該ファスナシステムと係合する、接続システム
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３４］
　フェース部材が、それと一体に形成されたソール部分を含む、［33］記載のウッドタイ
プゴルフクラブヘッド。
［３５］
　ボディ部材がソール部分を含む、［33］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３６］
　ウェイトシステムが、それと一体に形成されたソール部分を含む、［33］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［３７］
　ウェイトシステムが複数の別個のウェイト要素を含む、［33］記載のウッドタイプゴル
フクラブヘッド。
［３８］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された減衰要素をさらに含む
、［33］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［３９］
　減衰要素が接続システムまたはファスナシステムの少なくとも一方と係合する、［38］
記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４０］
　ファスナシステムが第一のファスナ要素および第二のファスナ要素を含み、かつ接続シ
ステムが、該第一のファスナ要素と係合する第一の接続要素、および該第二のファスナ要
素と係合する第二の接続要素を含む、［33］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４１］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された減衰要素をさらに含む
、［40］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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［４２］
　減衰要素が第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合する、［
41］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４３］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第一の減衰要素、およ
び該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第二の減衰要素をさらに含む、［41
］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４４］
　第一の減衰要素が第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合し
、かつ第二の減衰要素が第二の接続要素または第二のファスナ要素の少なくとも一方と係
合する、［43］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４５］
　クラウン部分が炭素複合材料を含む、［33］記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
［４６］
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、［33］記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
［４７］
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、［33］記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
［４８］
　クラブヘッドボディ部材がドライバ構造である、［33］記載のウッドタイプゴルフクラ
ブヘッド。
［４９］
　　内部チャンバを画定し、打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含む、クラブ
ヘッドボディ部材、
　　該クラブヘッドボディ部材と係合し、かつ該クラブヘッドボディ部材の周囲部分にお
いて、該打球面部分よりも後方の位置に提供された、ウェイトシステム、および
　　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該内部チャンバの方
向に延び、かつ該内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、および該クラブヘッドボデ
ィ部材の該打球面部分の方向に延びる、接続システム
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド、ならびに
　該ゴルフ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。
［５０］
　ゴルフクラブヘッドがマルチピース構成を有する、［49］記載のウッドタイプゴルフク
ラブ。
［５１］
　ゴルフクラブヘッドが、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ打球面部分と
ウェイトシステムとの間に延びる減衰部材をさらに含む、［49］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［５２］
　減衰部材が接続システムと係合している、［51］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５３］
　減衰部材が、ゴルフボールと打球面部分との接触から生じる少なくともいくらかの振動
を減衰させる、［51］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５４］
　接続システムが、内部チャンバを通過して延びかつウェイトシステムを打球面部分と係
合させる第一の接続要素、および該内部チャンバを通過して延びかつ該ウェイトシステム
を該打球面部分と係合させる第二の接続要素を含む、［49］記載のウッドタイプゴルフク
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ラブ。
［５５］
　ゴルフクラブヘッドが、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ打球面部分と
ウェイトシステムとの間に延びる減衰部材をさらに含む、［54］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［５６］
　減衰部材が第一の接続要素および第二の接続要素と係合している、［55］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［５７］
　減衰部材が少なくとも第一の接続要素と係合している、［55］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［５８］
　ゴルフクラブヘッドが、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ打球面部分と
ウェイトシステムとの間に延びる第一の減衰部材、および該内部チャンバ内に少なくとも
部分的に位置しかつ該打球面部分と該ウェイトシステムとの間に延びる第二の減衰部材を
さらに含む、［54］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［５９］
　第一の減衰部材が第一の接続要素と係合し、かつ第二の減衰部材が第二の接続要素と係
合している、［58］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６０］
　ウェイトシステムが、第一のウェイト要素、および該第一のウェイト要素とは別の第二
のウェイト要素を含む、［49］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６１］
　接続システムが、内部チャンバを通過して延びかつ第一のウェイト要素を打球面部分と
係合させる第一の接続要素、および該内部チャンバを通過して延びかつ第二のウェイト要
素を該打球面部分と係合させる第二の接続要素を含む、［60］記載のウッドタイプゴルフ
クラブ。
［６２］
　ゴルフクラブヘッドが、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ打球面部分と
少なくとも第一のウェイト要素との間に延びる減衰部材をさらに含む、［61］記載のウッ
ドタイプゴルフクラブ。
［６３］
　減衰部材が第一の接続要素および第二の接続要素と係合している、［62］記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
［６４］
　減衰部材が少なくとも第一の接続要素と係合している、［62］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［６５］
　ゴルフクラブヘッドが、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置しかつ打球面部分と
第一のウェイト要素との間に延びる第一の減衰部材、および該内部チャンバ内に少なくと
も部分的に位置しかつ該打球面部分と第二のウェイト要素との間に延びる第二の減衰部材
をさらに含む、［61］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６６］
　接続システムが、ウェイトシステムを通過して延びかつ打球面部分の内面に提供された
ねじ付き部材と係合する少なくとも一つのねじ付き部材を含む、［49］記載のウッドタイ
プゴルフクラブ。
［６７］
　接続システムが、ウェイトシステムを通過して延びかつ打球面部分の内面に提供された
第二のねじ付き部材と係合する第一のねじ付き部材、および該ウェイトシステムを通過し
て延びかつ該打球面部分の該内面に提供された第四のねじ付き部材と係合する第三のねじ
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付き部材を含む、［49］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［６８］
　ゴルフクラブヘッドがハイブリッドクラブ構造である、［49］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［６９］
　ゴルフクラブヘッドがフェアウェイウッドクラブ構造である、［49］記載のウッドタイ
プゴルフクラブ。
［７０］
　ゴルフクラブヘッドがドライバ構造である、［49］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７１］
　シャフト部材と係合したグリップ部材をさらに含む、［49］記載のウッドタイプゴルフ
クラブ。
［７２］
　　打球面を含み、その内部部分がファスナシステムの少なくとも一部分を含む、フェー
ス部材、
　　該フェース部材と係合し、少なくともクラウン部分を含む、ボディ部材、
　　ゴルフクラブヘッドの後方周囲部分の少なくとも一部に沿って提供された、ウェイト
システム、および
　　該ウェイトシステムから、または該ウェイトシステムを通過して該フェース部材まで
延び、該ファスナシステムと係合する、接続システム
を含む、ゴルフクラブヘッド、ならびに
　該ゴルフ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。
［７３］
　ウェイトシステムが複数の別個のウェイト要素を含む、［72］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［７４］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された減衰要素をさらに含む
、［72］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７５］
　減衰要素が、接続システムまたはファスナシステムの少なくとも一方と係合する、［74
］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７６］
　ファスナシステムが第一のファスナ要素および第二のファスナ要素を含み、かつ接続シ
ステムが、該第一のファスナ要素と係合する第一の接続要素、および該第二のファスナ要
素と係合する第二の接続要素を含む、［72］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７７］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された減衰要素をさらに含む
、［76］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７８］
　減衰要素が、第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合する、
［77］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［７９］
　フェース部材およびボディ部材が内部チャンバを少なくとも部分的に画定し、ゴルフク
ラブヘッドが、該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第一の減衰要素、およ
び該内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供された第二の減衰要素をさらに含む、［76
］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［８０］
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　第一の減衰要素が、第一の接続要素または第一のファスナ要素の少なくとも一方と係合
し、かつ第二の減衰要素が、第二の接続要素または第二のファスナ要素の少なくとも一方
と係合する、［79］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［８１］
　クラウン部分が炭素複合材料を含む、［72］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［８２］
　ゴルフクラブヘッドがハイブリッドクラブ構造である、［72］記載のウッドタイプゴル
フクラブ。
［８３］
　ゴルフクラブヘッドがフェアウェイウッドクラブ構造である、［72］記載のウッドタイ
プゴルフクラブ。
［８４］
　ゴルフクラブヘッドがドライバ構造である、［72］記載のウッドタイプゴルフクラブ。
［８５］
　シャフト部材と係合したグリップ部材をさらに含む、［72］記載のウッドタイプゴルフ
クラブ。
［８６］
　ウッドタイプゴルフクラブヘッドを組み立てる方法であって、
　打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含み、内部チャンバを少なくとも部分的
に画定するウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ部材を提供する段階、ならびに
　ウェイトシステムを、該クラブヘッドボディ部材の周囲部分と、該打球面部分よりも後
方の位置で係合させる段階であって、該ウェイトシステムが、該ウェイトシステムから、
または該ウェイトシステムを通過して該内部チャンバの方向に延び、かつ該内部チャンバ
を少なくとも部分的に通過し、および該打球面部分の方向に延びる接続システムを介して
該クラブヘッドボディ部材と係合する段階、
を含む方法。
［８７］
　クラブヘッドボディ部材がマルチピース構成を有する、［86］記載の方法。
［８８］
　減衰部材を内部チャンバ内に少なくとも部分的に提供する段階をさらに含む、［86］記
載の方法。
［８９］
　減衰部材が接続システムと係合する、［88］記載の方法。
［９０］
　減衰部材が打球面部分の内面とウェイトシステムとの間に延びる、［88］記載の方法。
［９１］
　減衰部材が打球面部分の内面とウェイトシステムとの間に圧縮される、［88］記載の方
法。
［９２］
　接続システムの少なくともいくらかの部分が減衰部材を通過して延びる、［88］記載の
方法。
［９３］
　減衰部材がクラブヘッドボディ部材の内部チャンバ内で圧縮される、［88］記載の方法
。
［９４］
　係合させる段階が、多数のウェイト部材をクラブヘッドボディ部材と係合させる段階を
含み、該多数のウェイト部材がウェイトシステムを少なくとも部分的に提供する、［86］
記載の方法。
［９５］
　係合させる段階が、接続システムを、打球面部分の内面に提供されたファスナ要素と係
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合させる段階を含む、［86］記載の方法。
［９６］
　係合させる段階が、接続システムをウェイトシステムに通過させる段階、および該接続
システムを、打球面部分の内面に提供されたファスナ要素と係合させる段階を含む、［86
］記載の方法。
［９７］
　ウェイトシステムがクラブヘッドボディ部材の後方周囲に沿って延びる、［86］記載の
方法。
［９８］
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、［86］記載の方法。
［９９］
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、［86］記載の方法。
［１００］
　クラブヘッドボディ部材がドライバクラブ構造である、［86］記載の方法。
［１０１］
　ウッドタイプゴルフクラブを組み立てる方法であって、
　打球面部分、クラウン部分、ソール部分およびウェイトシステムを含み、内部チャンバ
を少なくとも部分的に画定するウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ部材であって、該
ウェイトシステムが、該クラブヘッドボディ部材の周囲部分と、該打球面部分よりも後方
の位置で係合し、該ウェイトシステムが、該ウェイトシステムから、または該ウェイトシ
ステムを通過して該内部チャンバの方向に延び、かつ該内部チャンバを少なくとも部分的
に通過し、および該打球面部分の方向に延びる接続システムを介して該クラブヘッドボデ
ィ部材と係合しているウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ部材、を提供する段階、お
よび
　シャフト部材を該ゴルフクラブヘッドボディ部材と係合させる段階
を含む方法。
［１０２］
　クラブヘッドボディ部材がマルチピース構成を有する、［101］記載の方法。
［１０３］
　クラブヘッドボディ部材が、内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置する減衰部材を
さらに含む、［101］記載の方法。
［１０４］
　減衰部材が接続システムと係合する、［103］記載の方法。
［１０５］
　減衰部材が打球面部分の内面とウェイトシステムとの間に延びる、［103］記載の方法
。
［１０６］
　減衰部材が打球面部分の内面とウェイトシステムとの間に圧縮される、［103］記載の
方法。
［１０７］
　接続システムの少なくともいくらかの部分が減衰部材を通過して延びる、［103］記載
の方法。
［１０８］
　減衰部材がクラブヘッドボディ部材の内部チャンバ内で圧縮される、［103］記載の方
法。
［１０９］
　ウェイトシステムが、クラブヘッドボディ部材と係合した多数のウェイト部材を含み、
該多数のウェイト部材が該ウェイトシステムを少なくとも部分的に提供する、［101］記
載の方法。
［１１０］
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　接続システムが、打球面部分の内面に提供されたファスナ要素と係合する、［101］記
載の方法。
［１１１］
　接続システムがウェイトシステムを通過して延び、かつ打球面部分の内面に提供された
ファスナ要素と係合する、［101］記載の方法。
［１１２］
　ウェイトシステムがクラブヘッドボディ部材の後方周囲に沿って延びる、［101］記載
の方法。
［１１３］
　クラブヘッドボディ部材がハイブリッドクラブ構造である、［101］記載の方法。
［１１４］
　クラブヘッドボディ部材がフェアウェイウッドクラブ構造である、［101］記載の方法
。
［１１５］
　クラブヘッドボディ部材がドライバクラブ構造である、［101］記載の方法。
［１１６］
　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、［101］記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　添付図面と併せて以下の詳細な説明を参照することにより、本発明およびその特定の利
点のより完全な理解を得ることができる。
【００１２】
【図１Ａ】本発明の例示的なゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図１Ｂ】本発明の例示的なゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図２Ａ】本発明のゴルフクラブヘッドを製造する方法で使用される様々なステップおよ
びパーツを示す。
【図２Ｂ】本発明のゴルフクラブヘッドを製造する方法で使用される様々なステップおよ
びパーツを示す。
【図３】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図４】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図５】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図６】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図７】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図８】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【図９】本発明のゴルフクラブヘッド構造中に提供されることができるコンポーネントお
よび構造における変形を示す。
【００１３】
　読者は、添付図面が必ずしも原寸に比例して描かれてはいないことに留意されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
詳細な説明
　本発明の様々な例示的構造に関する以下の説明においては、本明細書の一部を形成し、
本発明の様々な例示的ゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構造が実例として示されて
いる添付図面を参照する。さらには、発明の範囲を逸脱することなく、パーツおよび構造
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の他の具体的配設を使用することができ、構造的および機能的変更を加えることができる
ことが理解されよう。また、本明細書において、本発明の様々な例示的特徴および要素を
説明するために「上」、「下」、「正面」、「背面」、「後方」、「側方」、「下面」、
「真上」などの語が使用されることがあるが、これらの語は、本明細書中、たとえば図に
示す例示的向きおよび／または通常の使用における向きに基づいて便宜上使用される。本
明細書におけるいかなる記載も、本発明の範囲に入るために構造の特定の三次元または空
間的向きを要するものと解釈されるべきではない。
【００１５】
A. 本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブの概説
　一般に、上記のように、本発明の局面は、ウッドタイプゴルフクラブヘッド、ゴルフク
ラブなど（たとえばドライバまたはフェアウェイウッド、「ウッドタイプ」ユーティリテ
ィもしくはハイブリッドクラブなど）ならびにそのようなクラブおよびクラブヘッドを製
造および使用する方法に関する。本発明の少なくともいくつかの例のウッドタイプゴルフ
クラブヘッドは、（a）内部チャンバを画定し、打球面部分、クラウン部分およびソール
部分を含むクラブヘッドボディ部材、（b）クラブヘッドボディ部材と係合し、クラブヘ
ッドボディ部材の周囲部分において、打球面部分よりも後方の位置に提供されたウェイト
システム、ならびに（c）ウェイトシステムから、またはウェイトシステムを通過して内
部チャンバの方向に延び、内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、クラブヘッドボデ
ィ部材の打球面部分の方向に延びる接続システムを含む。ウェイトシステムは、クラブヘ
ッドボディ部材の後方周囲と、任意でクラブヘッドボディ部材の外部と係合した一つまた
は複数の別個のウェイト部材を含んでもよい。いくつかの例において、接続システムは、
ウェイトシステムから、またはウェイトシステムを通過して延び、ウェイトシステムをク
ラブヘッドボディ部材の打球面部分の後面と係合させる。
【００１６】
　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は、クラブヘッドボディ部材
によって画定される内部チャンバ内に少なくとも部分的に位置する一つまたは複数の減衰
部材を含む。減衰部材（ゴルフボールを打ったときの音を変化させる、および／またはク
ラブヘッドの振動応答を他のやり方で減衰させることができる）は、打球面部分とウェイ
トシステムとの間で少なくとも部分的に延びてもよい。本発明の少なくともいくつかの例
において、減衰部材は、クラブヘッドボディ部材の内部チャンバ内（たとえば、ウェイト
システムと打球面部分の後面との間）で圧縮されるフォームまたは他の材料を構成しても
よい。減衰部材はまた、接続システムの少なくともいくらかの部分と係合してもよい（た
とえば、固定システムの少なくとも一部を形成する一つまたは複数のボルトまたは他の機
械的ファスナ要素が、減衰部材中に提供された開口を通過して延びてもよい）。
【００１７】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッドボディ部材は、多様な異なる形態、形状およ
び／またはサイズをとることができる。たとえば、クラブヘッドは、ワンピース構成また
はマルチピース構成でできていてもよい。本発明を逸脱することなく、マルチピース構成
はまた、たとえば、打球面部材（任意で、フェース要素（たとえばカップフェース部材）
と一体に形成された打球プレートを有する）、クラウン部材（たとえば、軽量材料、たと
えば炭素繊維または他の複合材料、玄武岩繊維強化材料などでできている）、ソール部材
、ソールプレート（たとえば、耐久性および／または比較的高密度の材料（クラウン部材
と比較して）、たとえば金属材料、たとえばチタン、鋼、アルミニウムまたは他の金属も
しくは合金でできている）、アフトボディ部材（たとえば、クラウン部分、リボン部分も
しくは他のボディ部分および／またはソール部分の少なくともいくつかの部分を含む）、
リボン部材などの一つまたは複数を含むマルチピース構成を含む多種多様な形態をとるこ
とができる。
【００１８】
　望むならば、本発明の例のゴルフクラブヘッドは、当技術分野で公知であり、使用され
ている特徴を含む、なおさらなる特徴を含むことができる。たとえば、ウェイト付けシス
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テムが、クラブヘッドボディ部材に対し、たとえばクラブヘッドボディの内部または外部
に永久的に取り付けられて、クラブヘッドボディの外部から内部まで延びる（たとえばウ
ェイトポートを介して）ことなどもできる。なおさらなる例として、望むならば、ウェイ
ト付けシステムは、たとえば、当技術分野で公知であり、使用されている構造および技術
を使用して（たとえば、スクリューまたは他の機械的コネクタ取り付け、滑動式取り付け
などによって）クラブヘッドボディ部材に対して移動可能および／または脱着可能に取り
付けられるウェイト部材を含んでもよい。有利には、本発明の少なくともいくつかの例に
したがって、ウェイト付けシステムは、クラブヘッドボディ部材の後部またはそれに近接
して位置するウェイト部材を、任意でクラブヘッドのトウ後部、ヒール後部および／また
はソール部分後部の近くに提供されたウェイト付け特徴とともに含む。望むならば、ウェ
イト付けシステムの少なくともいくつかの部分は、たとえばカスタマイズ、交換、取り替
えおよび／またはクラブフィッティングを可能にするため（たとえば、ドローバイアスク
ラブを提供する、フェードバイアスクラブを提供する、高弾道バイアスクラブを提供する
、低弾道バイアスクラブを提供する、望ましくないボールの飛びまたはスイングの欠点を
補正するのに役立つクラブを提供する（たとえば、フック、スライスなどを矯正しやすく
する、ボールを飛ばしやすくする、高く上がるボールの飛びを防ぎやすくする、などのた
め）、高い慣性モーメント（たとえば、高いIzz）を有するクラブを提供する、などのた
め）、クラブヘッドボディ部材から選択的に移動可能および／もしくは脱着可能であって
もよく、ならびに／または様々な異なる位置および／もしくは配設で取り付け可能であっ
てもよい。
【００１９】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッドボディ部材は、多種多様な材料およびパーツ
から、従来の方法を含め、当技術分野で公知であり、使用されているような従来の材料お
よびパーツから製造することができる。いくつかのより具体的な例において、クラブヘッ
ドベース部材は、金属材料（たとえば、金属合金、たとえば鋼、チタン、マグネシウム、
アルミニウム、ベリリウムなどを含有する合金）、複合材料（たとえば、クラウン部分、
スカート部分、ソール部分、アフトボディ部分、打球面部分などのための炭素繊維複合材
料、玄武岩繊維複合材料など）、ポリマー材料などの一つまたは複数でできていてもよい
。
【００２０】
　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（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またはユ
ーティリティクラブなどを含むウッドタイプゴルフクラブ）に関する。本発明の少なくと
もいくつかの例のゴルフクラブは、上記タイプのクラブヘッド構造に加えて、（a）クラ
ブヘッドボディと（たとえば、打球面部材、クラブヘッドボディ部材または両方と）係合
したシャフト部材、（b）シャフトと係合したグリップ部材、ならびに／または（c）クラ
ブヘッドおよび／もしくはシャフトと係合したハンドル部材の一つまたは複数を含むこと
ができる。本発明を逸脱することなく、ゴルフクラブ構造のこれらさらなる要素は、当技
術分野で公知であり、使用されているような従来のやり方を含む任意の所望のやり方で、
クラブ構造全体に含めることができる（たとえば、外部ホーゼル部材、内部ホーゼル部材
、クラブヘッドに設けられた開口、接着剤、機械的コネクタ（たとえば、ねじ、保定要素
など）などを介してシャフトを係合させることができる）。さらには、ゴルフクラブ構造
のこれらさらなる要素は、たとえば当技術分野で公知であり、使用されているような従来
の材料から従来の構成で製造されてもよい。望むならば、クラブヘッドボディ部材の任意
の所望のパーツがホーゼル要素を含むように形成されてもよく、望むならば、何らかのタ
イプのホーゼル要素を打球面部材および／またはボディ部材の一つまたは複数と係合させ
てもよい（たとえば、クラブヘッド構造全体に対して内部、外部または両方）。
【００２１】
B. 本発明のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブを製造および／または使用する例示
的方法の概説
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　本発明のさらなる局面は、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構
造（たとえば、上記様々なタイプのもの）を製造する方法に関する。このような方法は、
たとえば、（a）打球面部分、クラウン部分およびソール部分を含み、内部チャンバを少
なくとも部分的に画定するウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ部材を提供する段階（
たとえば、それを製造すること、それを組み立てること、それを第三者ソースから得るこ
と、などにより）、および（b）ウェイトシステムを、クラブヘッドボディ部材の周囲部
分と、打球面部分よりも後方の位置で係合させる段階を含むことができ、ウェイトシステ
ムは、ウェイトシステムから、またはウェイトシステムを通過して内部チャンバの方向に
延び、内部チャンバを少なくとも部分的に通過し、打球面部分の方向に延びる接続システ
ムを介してクラブヘッドボディ部材と係合する。望むならば、本発明の少なくともいくつ
かの例示的構造にしたがって、クラブヘッドボディ部材によって画定される内部チャンバ
内に減衰部材が提供されてもよい。本発明の少なくともいくつかの例において、接続シス
テムは、ウェイトシステムから、またはウェイトシステムを通過して（また、任意で減衰
部材を通過して）延び、打球面部分の後側と係合する（たとえば、それに締結する）。
【００２２】
　クラブヘッド構造の様々なパーツは、上記の様々なより詳細なパーツ、構造的特徴およ
び／または構造的配設のいずれか一つおよび／または組み合わせを有することができる。
【００２３】
　本発明の少なくともいくつかの例のゴルフクラブは、シャフト部材および／またはハン
ドル部材をクラブヘッドボディ（たとえば上記タイプのもの）と係合させることによって
製造することができる。これは、当技術分野で周知であり、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（たとえば、セメントまたは接着剤、機械的コネクタなどを介
する）で達成することができる。さらには、望むならば、たとえば、当技術分野で周知で
あり、使用されているやり方を含む任意の所望のやり方（たとえば、セメントまたは接着
剤、機械的コネクタなどを介する）でグリップ要素をシャフトまたはハンドル部材と係合
させてもよい。本発明のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブは、同じく当技術分野で
公知であるような従来の方法で使用することができる。さらには、望むならば、シャフト
部材は、当技術分野で公知であり、使用されているように、取り外し可能なやり方でヘッ
ドおよび／またはグリップ部材に接続してもよい。
【００２４】
　以下、本発明の具体例をより詳細に説明する。読者は、これらの具体例が、本発明の例
を示すためだけに記載されるものであり、本発明を限定するものと解釈されるべきではな
いということを理解すべきである。
【００２５】
C. 本発明の具体例
　図1Aおよび1Bは一般に、本発明の例示的なゴルフクラブ100およびゴルフクラブヘッド1
02を示す。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、たとえば一般にはドライバおよびフェア
ウェイウッドならびに「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のた
めに使用されるクラブヘッドを構成することができる。しかし、本発明の局面はまた、パ
ター、チッピングクラブおよび／または他のゴルフクラブヘッドおよび／またはゴルフク
ラブ構造を製造するのに使用することもできる。以下、図1A～9に示す例示的なゴルフク
ラブヘッド構造に関連して、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造の
より具体的な例および特徴を詳細に説明する。
【００２６】
　図1Aおよび1Bは一般に、本発明の一例のウッドタイプゴルフクラブ100を示す。ゴルフ
クラブ100は、マルチパーツ構成を有するゴルフクラブヘッド102（その例は以下さらに詳
細に説明する）およびヘッド102がシャフト106に接続されるところのホーゼル区域104を
含む。本発明を逸脱することなく、ホーゼル区域104は、当技術分野で公知であり、使用
されているような従来の設計および構成を含む任意の所望の設計および構成であることが
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できる（たとえば、図示するように外に延びるホーゼル部材104、内部ホーゼル部材など
）。同様に、シャフト106もまた、当技術分野で公知であり、使用されているような従来
の材料を含む任意の所望の材料でできており、従来のやり方を含む任意の所望のやり方で
ホーゼル区域104に（または直接クラブヘッド102に）接続することができる。いくつかの
より具体的な例として、望むならば、シャフト106は、鋼、アルミニウムまたは他の金属
もしくは金属合金材料、グラファイト系材料、複合材料、ポリマー材料などでできている
ことができる。シャフト106は、ホーゼル区域104に接続されてもよく、および／またはセ
メントもしくは接着剤、機械的接続システムなどによって直接クラブヘッド102に接続さ
れてもよい。望むならば、シャフト106は、クラブヘッド102およびシャフト106を互いに
切り離す（任意で、その後、異なるヘッドまたはシャフトと係合させる）ことを容易に可
能にする取り外し可能な機械的または接着剤接続によってホーゼル区域104またはクラブ
ヘッド102に接続されてもよい。
【００２７】
　グリップ部材108または他のハンドル要素が、シャフト106上に提供される、および／ま
たはシャフト106と一体に形成されることができる。グリップ部材108には、任意の所望の
材料、たとえばゴム系材料（合成または天然）、ポリマー系材料（コードまたは他の布も
しくは織物含有ポリマーを含む）、皮革、コルクなどを使用することができる。本発明を
逸脱することなく、グリップ部材108または他のハンドル要素は、接着剤またはセメント
、機械的コネクタ（たとえば、ねじ接続、取り外し可能な機械的接続など）などの使用を
含む任意の所望のやり方で、シャフト106と係合させる、またはシャフト106の一部として
形成することができる。本発明の少なくともいくつかの例示的構造において、グリップ部
材108は、当技術分野で公知であり、使用されているような従来の材料で製造され、当技
術分野で公知であり、使用されているような従来のやり方でシャフト部材106に取り付け
られる。
【００２８】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッド102は、所望の材料、パーツの数および／ま
たは構成でできていることができる。この図示される例において、クラブヘッド102は、
クラブヘッドボディ部材112と係合した打球面部材110を含む。ウェイトシステム114がク
ラブヘッドボディ部材112と係合している。この図示される例において、ウェイトシステ
ム114は、クラブヘッドボディ部材112の後方周辺の部分に沿って延びる一つのウェイト部
材を含む。ウェイトシステム114は、本発明の他の図示される例示的構造に関連して以下
さらに詳細に説明するように、多様な異なる形態をとることができる。
【００２９】
　この例示的構造の打球面部材110はマルチピース構成である。打球面部材110は、多様な
異なる形態、サイズ、形状および／または材料をとることができるが、この図示される例
においては、フェース周囲部分110cおよびリターン部分110dを含むカップフェース要素11
0bと係合した（たとえば、溶接または他の融着技術によって）打球面部分110aを含む。打
球面部材110は、当技術分野で公知であり、使用されているような従来の材料、たとえば
鋼、チタン合金などでできていてもよい。図1Aに示すように、打球面部材110がホーゼル
部材104（あるあらば）の少なくとも一部分を形成してもよく、または、ホーゼル部材104
は、当技術分野で公知であり、使用されているような従来のやり方を含む他のやり方で製
造されてもよい。
【００３０】
　図2Aおよび2Bは、本発明のゴルフクラブヘッドを製造または組み立てるプロセスの一例
を示す。図2Aに示すように、この例示的手順は、打球面部分202、フェース周囲部分204お
よびこの例示的構造においてはフェース周囲部分204から後方にフェース周囲部分204の全
周辺に延びるリターン部分206を含むカップタイプクラブヘッドフェース部材200で始まる
。本発明を逸脱することなく、任意の所望のフェース部材構造または構成を使用すること
ができる。たとえば、リターン部分206は、個別のまたは不連続なセグメントに分割され
てもよく、リターン部分206は、周囲部分204の一部分の周囲のみに提供されてもよく、周
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囲部分204から後方に異なる長さを有すしてもよく（たとえば、クラブヘッドのソール部
分に沿うリターン部分が、クラブヘッドのクラウン部分に沿うリターン部分よりも長くて
も短くてもよい、など）、リターン部分204は省略されてもよい（そして、クラブヘッド
ボディ部分（以下さらに詳細に説明する）が、フェース周囲部分と直接係合してもよく、
フェース部材と一体に形成されてもよい）などである。また、この図示される例示的なフ
ェース部材構造200においては、ホーゼル部材208（シャフト210を受けるため）がフェー
ス部材200から延びている（ただし、本発明を逸脱することなく、ホーゼルレスおよび／
または内部ホーゼル構造を含む他のホーゼル構成が可能である）。
【００３１】
　クラブヘッド構造は、その後方周辺の少なくとも一部分に沿って提供されたウェイトシ
ステムをさらに含む。この図示される例示的構造において、ウェイトシステムは、クラブ
ヘッド構造の外側大部分の表面に沿って延び、クラブヘッド構造の外側大部分の表面を形
成する一つのウェイト要素220を含む。ウェイト要素220は、全部または部分的に、任意の
所望の材料、たとえば重金属または金属合金材料（たとえば、鉛またはタングステン、鉛
またはタングステンの合金、鉛またはタングステンが中に含まれた、および／または鉛ま
たはタングステン含有インサートを有する鋼または他の合金など）、ポリマー材料を含有
するウェイト（たとえば、鉛もしくはタングステンでドープされた、または鉛もしくはタ
ングステンを含有するプラスチック）などでできていてもよい。ウェイト要素220はまた
、それと係合した別個のウェイト要素を有する従来のクラブヘッドボディ部材（たとえば
、従来の材料でできている）を含んでもよい。また、この図示される例示的ウェイト要素
220は、後方周辺に沿って延びることに加えて、クラブヘッド構造の外部トウおよびヒー
ル側に沿って延びる。望むならば、その端部とフェース部材200との間にギャップを残す
のではなく、ウェイト要素220の端部は、フェース部材200のトウおよびヒールエッジまで
延び、任意でフェース部材200のトウおよびヒールエッジと係合（たとえば、あるならば
リターン部分206と係合）してもよい。この例示的構造においては外部に示されているが
、望むならば、本発明のいくつかの例示的な構造において、ウェイトシステム220は、ク
ラブヘッドボディ全体によって画定される内部チャンバ内に位置してもよい。
【００３２】
　本発明を逸脱することなく、本発明のウェイトシステムは他の配設を有してもよい。た
とえば、望むならば、ウェイトシステムは、ウェイトシステムが少なくとも部分的に減衰
部材中に埋め込まれる、または減衰部材によって収容されるように、ウェイト部材が減衰
部材中に形成されたスロット、溝またはチャンバに嵌り込むように、ウェイトシステムが
少なくとも部分的に減衰部材の周辺に（たとえば、側面および／または後方周辺に沿って
、など）延びるように、など、減衰部材と直接係合することができる。本発明を逸脱する
ことなく、ウェイトシステムはまた、クラブヘッドボディによって画定される内部チャン
バの内側または外側に位置することができる。
【００３３】
　図2Aは、本発明の例のゴルフクラブヘッドに含めることができるさらなる構造を示す。
たとえば、この図に示すように、クラブヘッドフェース部材200の後面（特に、この例に
おいては打球面202の後面）は支持構造212aおよび212bを備えている。これらの支持構造2
12aおよび212bは、接続システムを介してウェイト要素220を支持する。この図示される例
において、接続システムは、ウェイト要素220を通過して打球面202の後面に向かって延び
る接続要素222aおよび222bを構成する。接続要素222aおよび222bは、図2Bに示すように、
支持構造212aおよび212bとそれぞれ係合して、ウェイト要素220を支持し、それをフェー
ス部材200と係合させる。
【００３４】
　本発明を逸脱することなく、接続要素222aおよび222bと支持構造212aおよび212bとのそ
れぞれの間の任意の所望のタイプの接続が可能である。たとえば、支持構造212aおよび21
2bは、接続要素222aおよび222b上の対応するねじまたは他の構造とそれぞれ係合するねじ
または他の機械的ファスナ要素構造を含むことができる（ウェイト要素220は、接続要素2
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22aおよび222bに対応するスクリューまたはボルトが通る開口を含むことができる）。さ
らなる例として、望むならば、接続要素および支持構造は、接着剤、セメント、溶接、は
んだ付け、ろう付けまたは他の融着技術によって係合させることもできる。
【００３５】
　本発明を逸脱することなく、多様な接続位置および配設が可能であるが、ウェイト要素
220と打球面202との直接接続が、ウェイト要素220から打球面202へのエネルギーおよび運
動量の直接伝達を可能にするため、有利である。そのうえ、接続要素222aおよび222bは、
打球面202を支持し、過度な「トランポリン」効果を防止する（そして、望むならば、ク
ラブヘッドの反発係数の制御を可能にする）。ウェイト要素220および接続システムは、
ウェイト要素が低く配置され、クラブヘッド全体の重心ができるだけ下方かつ後方に位置
するように、水平方向に対していくぶん斜めになる（クラブヘッドがアドレス位置にある
とき）ように構成されてもよい（この特徴は一般に、ゴルファーがボールを飛ばすことを
支援する）。または、望むならば、接続要素222aおよび222bは、クラブヘッドがそのボー
ルアドレス位置にあるとき、ほぼ水平方向に延びてもよい。
【００３６】
　この図示される例のウェイト要素220およびフェース部材200は、それぞれ棚状要素220a
および200aをさらに含む。棚状要素200aおよび220aは、部材の残り部分に対していくぶん
下げられていてもよい。この図示される例示的構造において、棚状要素200aおよび220aは
、図2Bに示すようにクラウン部材230を受けるための支持区域を提供する。その際、棚状
要素200aおよび／または220aは、フェース部材200全体およびウェイト部材220の全周辺に
完全に延びなくてもよい。望むならば、ソール部材を支持するために類似した棚構造が提
供されてもよい。ウェイト部材220、クラウン部分230およびフェース部材200の間の継ぎ
目を滑らかにするためには、当技術分野で公知であり、使用されているような従来の固定
および／または仕上げ技術を含む任意の所望の仕上げ手順を使用することができる。
【００３７】
　本発明を逸脱することなく、クラウン部材230は任意の所望の材料でできていてもよい
。有利には、本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、クラウン部材230は、当技
術分野で従来から公知であり、使用されている材料を含む、軽量材料、たとえば軽金属材
料（たとえば、アルミニウム、チタン、マグネシウムもしくはベリリウムおよび／または
これらの金属を含む合金）、軽量ポリマー材料、炭素繊維複合材料および／または他の材
料から構成される。本発明を逸脱することなく、クラウン部分230は、機械的ファスナも
しくはコネクタ、接着剤、セメント、溶接、ろう付け、はんだ付けまたは他の融着技術な
どの使用を含む任意の所望のやり方でフェース部材200および／またはウェイト要素220に
固定することができる。
【００３８】
　図2Aおよび2Bには示されないが、クラウン部分230に類似したソールプレート部材がク
ラブヘッド構造全体の下面に提供されてもよい。ソールプレート部材は、より重く、高密
度の材料、たとえば金属合金材料（たとえば、鋼、ステンレス鋼、チタン合金など）でで
きていることができる。この特徴はさらに、クラブヘッドの重心を低く維持するのに役立
つ。もう一つの代替として、望むならば、クラウン部分230およびソール部分が同じ材料
から一つのパーツとして形成されていてもよい（任意で、ウェイト要素220が取り付けら
れる前にフェース部材200に取り付けられてもよい）。そのような構造において、望むな
らば、さらなるソールプレート（任意で、より高密度の金属合金材料のもの）をワンピー
スクラウン部分／ソール部分ボディ部材に取り付けて、たとえば、より低い重心をクラブ
ヘッド構造全体に提供してもよい。最終的な組み立てられたクラブヘッド構造は、図1Aお
よび1Bに示されるもののように見える。
【００３９】
　ウェイト要素220は、その周辺長にわたってバランスがとれている、および／または一
貫したサイズおよび形状である必要はない。それどころか、望むならば、ウェイト要素22
0は、より多くの重さをクラブヘッド構造全体のヒール端またはトウ端の近く、ならびに
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／または、クラウンおよび／もしくはソール部分の近くに提供するようにサイズ決め、形
成および／または他のやり方でウェイト付けされてもよい。これらの特徴を使用して、ウ
ェイトをクラブヘッド構造中の戦略的位置に選択的に配置して、たとえばボールの飛びま
たはスピン特性に影響する、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、高弾道バイアス、低弾道バイアス、フックバイアス、ドローバイアスなど）をか
ける、慣性モーメントおよび／または重心特性を制御する、および／またはユーザのスイ
ング欠点を補正するのに役立てることができる。いくつかのより具体的な例として、ウェ
イト要素220中のウェイトをクラブヘッド構造中の低いところ（ソールの近く）に選択的
に提供する、または集中させることは、一般にボールをより高い軌道で推進するのに役立
ち、一般にプレーヤがボールを飛ばすことに役立ち、ウェイト要素220中のウェイトをク
ラブヘッド構造中のより高いところ（たとえば、よりクラウンの近く）に選択的に提供す
る、または集中させることは、一般にボールをより低く、より突き進むような弾道で推進
するのに役立ち（風を切り裂いてゴルフショットを飛ばすのに役立つことができる）、ウ
ェイト要素220中のウェイトをクラブヘッドの前面から後方に離れる各方向で外方に選択
的に提供する、または集中させることは、一般にクラブヘッドの重心における垂直軸を中
心とするクラブヘッドの慣性モーメント（たとえば、Izz）を増すのに役立ち（この特徴
は、ユーザがボールをまっすぐ推進させるのに役立つことができ（たとえば、この特徴は
、オフセンター（ヒールまたはトウ）ヒットの際にクラブヘッドのねじれを減らす））、
ウェイト要素220中のウェイトを、そのトウとは反対にクラブヘッドヒールの近くに選択
的に提供する、または集中させることは、ボールをより「ドロー」弾道で（すなわち、右
利きのプレーヤの場合、右から左に）推進させるようにクラブにバイアスをかけるのに役
立ち、常習的なスライサがスイング欠点を補正する（かつ、それにより、スライスを回避
するより良い機会を有する）のに役立つことができ、ウェイト要素220中のウェイトを、
そのヒールとは反対にクラブヘッドトウの近くに選択的に提供する、または集中させるこ
とは、ボールをより「フェード」弾道で（すなわち、右利きのプレーヤの場合、左から右
に）推進させるようにクラブにバイアスをかけるのに役立ち、常習的なフッカーがスイン
グ欠点を補正する（かつ、それにより、フックを回避するより良い機会を有する）のに役
立つことができる。同じサイズおよび形状の多数のウェイト要素220（および／またはウ
ェイト要素220全体の部分）を利用可能にして（たとえば、ユーザ、クラブフィッタなど
に対して）、ユーザが、特定のボール飛び特性のためにクラブを速やかかつ容易にカスタ
マイズし、バイアスをかけることを可能にすることもできる（たとえば、接続要素222aお
よび222bを取り外し、一つのウェイト要素220（またはその一部分）を異なる特性を有す
る別のものと交換することにより）。
【００４０】
　図3は、本発明のゴルフクラブヘッド構造で利用可能であるさらなる特徴を示す。図3の
アセンブリ300は、この例のクラブヘッドアセンブリ300が、フェース部材200、ウェイト
要素220および／またはクラブヘッドボディの他のパーツ（図3には示さず）によって少な
くとも部分的に画定される内部チャンバ内に位置する減衰システム302をさらに含むこと
を除き、図2Aおよび2Bに関連して上記したものに類似している。減衰システム302は、ク
ラブヘッドを使用してゴルフボールを打ったときユーザが感じるクラブヘッドの振動応答
全体を減衰させるのに役立つことができる。そのうえ、減衰システムはまた、打球時にク
ラブヘッドから出る音を変化させることができる。本発明を逸脱することなく、図3のア
センブリ300は、様々な他のクラブヘッドボディ要素、たとえばクラウン部分、ソール部
分、アフトボディ要素などの一つまたは複数を含むことができる。
【００４１】
　本発明を逸脱することなく、減衰システム302は多種多様な特性を有することができる
。この図示される例示的構造において、減衰システム302は、支持構造212aおよび212bお
よび／または接続要素222aおよび222bの周囲に嵌る二つの別々の減衰要素302aおよび302b
を含む（この例において、支持構造212aおよび212bならびに接続要素222aおよび222bは、
減衰要素302aおよび302bに設けられた開口304に嵌り込む）。または、望むならば、減衰
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システム302は、支持構造212aおよび212bならびに／または接続要素222aおよび222bの周
囲に簡単に嵌る、または巻き付くのに十分な可撓性を有してもよい。本発明を逸脱するこ
となく、減衰システム302は、クラブヘッド構造の内部チャンバの容積の任意の所望の部
分を占めてもよい（そして、任意の所望の全体サイズおよび／または形状を有することが
できる）が、この図示される例において、減衰要素302aおよび302bは、ウェイト要素220
と打球プレート部材202の後面との間の距離の全部または実質的全部に延びている。
【００４２】
　本発明を逸脱することなく、減衰要素302aおよび302bは多様な材料でできていてもよい
。たとえば、望むならば、減衰要素302aおよび302bは、軽量ポリウレタンフォームまたは
他の類似材料でできていいてよい。減衰要素302aおよび302bは、任意で、接続システム22
2aおよび222bが、支持構造212aおよび212bと係合したとき、ウェイト要素220（またはク
ラブヘッドボディの他の部分）とフェース部材200との間に圧縮されてもよい。もう一つ
の例として、望むならば、減衰要素は、クラブヘッドがアセンブリされたのち、たとえば
クラブヘッドのホーゼル開口または他の開口を介してクラブヘッドボディの内部チャンバ
に注入されてもよい（たとえば、ポリマーフォームまたは他の材料として）。減衰システ
ム302に適した他の材料は、織物、ゴム、エチルビニルアセテート、流体充填ブラダ（た
とえばエアブラダなど）などを含むが、これらに限定されない。
【００４３】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッドフェース部材、クラブヘッドのボディ部分（
たとえば、クラウン部分、ソール部分、中間ボディ部材（たとえば、クラブのトウからヒ
ールまで延び、クラブヘッドの側面および／または後方周囲を少なくとも部分的に画定す
る材料のU字形のバンドまたはリボン）など）、ウェイト付けシステムおよび／または接
続システムは、多種多様な異なるサイズ、形状、構成および／または性質を有することが
できる。これらの代替態様の様々な例が図4～9に示されている。しかし、読者は、図4～9
が、本発明の例のクラブヘッド構造中のパーツの代替構造および／または配設の様々な例
を提供するだけであることを理解すべきである。これらの図は、本発明を限定するものと
解釈されるべきではない。さらには、読者は、本発明を逸脱することなく、図1A～9に示
すパーツの様々な構造および／または配設を様々な異なる組み合わせで使用することがで
きることを理解すべきである。
【００４４】
　本発明を逸脱することなく、パーツの他の配設が可能である。たとえば、望むならば、
減衰部材302aおよび302bは、ウェイト部材220および／または接続要素222aおよび222bを
フェース部材200と直接係合させることなく、ウェイト部材220および／または接続要素22
2aおよび222bを直接それに固定することを可能にするねじまたは他の構造を含んでもよい
。もう一つの例として、望むならば、ウェイト部材220および／または減衰部材302が、ク
ラブヘッドボディの、フェース部材200以外の（またはそれに加わる）部分、たとえばク
ラウン部分、ソール部分、アフトボディ部分などと係合することを可能にする構造が提供
されてもよい。本発明を逸脱することなく、パーツの他の構成および／または配設が可能
である。
【００４５】
　図4は、減衰システム402が図3の減衰システム302とは異なることを除き、図3に示され
るものに類似したクラブヘッド配設400を示す。より具体的には、図4の減衰システム402
は一つの減衰要素402aで構成され、その中に支持構造212aおよび212bおよび／または接続
要素222aおよび222bが延びている。この図示される図4のクラブヘッド配設400の残り部分
は図3に示されるものと同じである（そして、図3に関して上記した構造300の様々なオプ
ションのいずれをも含むことができる）が、読者は、本発明を逸脱することなく、図4の
減衰システム配設を多種多様な他のクラブヘッド構成に適用することができることを理解
すべきである。
【００４６】
　図5は、本発明のもう一つの例示的なクラブヘッド構造500を示す。図5に示す例示的な
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クラブヘッド構造500は、この場合、ウェイトシステム520が図3に示されるものとは異な
ることを除き、図3に示されるものに類似している。ウェイトシステム520はなおも、クラ
ブヘッド構造のトウ、後部およびヒール周辺の大部分の周囲に延び、別個のクラウン部材
と係合するための棚状部520aを含む一つのウェイト要素522を構成するが、この図示され
るウェイトシステム520はソール部材524を含む。この図示される例において、ソール部材
524は、フェース部材200のリターン部分206に付くように形成されることができる。望む
ならば、ソール部材524はまた、上に延びて、クラブヘッド構造500全体のヒールおよび／
またはトウ側または区域の少なくともいくつかの部分を形成することもできる。
【００４７】
　本発明を逸脱することなく、ソール部材524は、任意の所望のやり方でウェイトシステ
ム520の一部として含めることができる。たとえば、ソール部材524は、一体型ワンピース
構成としてウェイト要素522の一部として一体に形成されてもよい（たとえば、ウェイト
システム520の成形、鋳造、鍛造または他の製造プロセス中）。もう一つの例として、望
むならば、ソール部材524は、ウェイト要素522とは別に形成されたのち、ウェイトシステ
ムおよび／またはクラブ構成プロセス中の適切な時機にそれに取り付けられてもよい。本
発明を逸脱することなく、ソール部材524およびウェイト要素522は、当技術分野で公知で
あり、使用されているような従来のやり方を含む、機械的ファスナまたはコネクタ、接着
剤、セメント、溶接、はんだ付け、ろう付け、他の融着技術などを含む任意の所望のやり
方で互いに係合させることができる。また、本発明を逸脱することなく、ソール部材524
は、ウェイト要素522と同じまたは異なる材料でできていてもよい。
【００４８】
　本発明のもう一つの例示的なクラブヘッド構造600が図6に示されている。図6に示す例
示的な構造600は、ソール部材に関して以外、図3および5に示されるものに類似している
。図6に示す構造600のソール部材602はフェース部材200の一部として形成されている。こ
の図示される例において、ソール部材602は、ウェイト付けシステム220に付くように形成
されることもできる。望むならば、ソール部材602はまた、上に延びて、クラブヘッド構
造600全体のヒールおよび／またはトウ側または区域の少なくともいくつかの部分を形成
することもできる。
【００４９】
　本発明を逸脱することなく、ソール部材602は、任意の所望のやり方でフェース部材200
の一部として含められてもよい。たとえば、ソール部材602は、一体型ワンピース構成と
してフェース部材200の一部として一体に形成されることもできる（たとえば、フェース
部材200の成形、鋳造、鍛造または他の製造プロセス中、たとえば、側面および／または
ソールベースのリターン部分206の延長部として）。もう一つの例として、望むならば、
ソール部材602は、フェース部材200とは別に形成されたのち、フェース部材200および／
またはクラブ全体の構成プロセス中の適切な時機にそれに取り付けられてもよい。本発明
を逸脱することなく、ソール部材602およびフェース部材200は、当技術分野で公知であり
、使用されているような従来のやり方を含む、機械的ファスナまたはコネクタ、接着剤、
セメント、溶接、はんだ付け、ろう付け、他の融着技術などを含む任意の所望のやり方で
互いに係合させることができる。また、本発明を逸脱することなく、ソール部材602は、
フェース部材200と同じまたは異なる材料でできていてもよい。
【００５０】
　図7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700を示す。この例示的な
構造700は、接続システムが異なることを除き、図6に示されるものに類似している。この
図示される例は、クラブヘッドの内部チャンバを通過して延び、打球面202の後面に提供
された対応する支持構造704と係合するいくつかの接続要素702を含む。当然、本発明を逸
脱することなく、任意の所望の数の接続要素702および対応する支持構造704が提供されて
もよい。さらには、本発明を逸脱することなく、接続要素702は、任意の所望の方向に延
びるように配設されてもよく、ウェイト部材220に対して任意の所望の位置に配設される
ことができる（たとえば、いくつかの接続要素704は、そのボールアドレス位置に向けら
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れたクラブヘッドボディ部材に対して、他よりも高い位置でウェイト部材220と係合する
ことができる）。望むならば、接続要素702は、たとえばユーザがクラブヘッドの重量配
分を「微調整」することを可能にするために（たとえば、クラブヘッドのヒール、トウ、
上寄りおよび／または下寄り領域をわずかに重くするために、クラブヘッドの前方または
後方をわずかに重くするために、など）、異なる質量でできていてもよい。
【００５１】
　また、この図示される例示的構造700において、減衰部材710は、それぞれが多数の接続
要素702および多数の支持要素704を収容する多数の独立した減衰要素712aおよび712bを含
む。当然、本発明を逸脱することなく、図3および4に関連して上記した変形の一つまたは
複数を含む、減衰部材構造710ならびにクラブヘッドボディ、接続システムおよび／また
はウェイト付けシステムとのその関係における数多くの変形が可能である。
【００５２】
　もう一つの例示的なクラブヘッド構造800が図8に示されている。図8のクラブヘッド構
造800は、ウェイトシステム820が異なることを除き、図7のものに類似している。この例
示的な構造800において、ウェイトシステム820は、多数の独立したウェイト要素822aおよ
び822bを含む。独立したウェイト要素822aおよび822bは、クラブヘッド構造800の後方周
辺面（この例示的構造800においては外面）の少なくとも一部分の周囲に延びる。望むな
らば、ウェイト要素822aおよび822bは、中央背面位置で互いに接触してもよく、空間およ
び／またはクラブヘッドボディの構造要素によって互いから分けられてもよい。同様に、
ウェイト要素822aおよび822bの対向する（前）端は、フェース部材200に接触および／ま
たは接続してもよく、空間および／またはクラブヘッドボディの構造要素によってそれか
ら分けられたままであってもよい。ウェイト要素822aおよび822bは、クラウン部分、ソー
ル部分またはクラブヘッドボディ部材の他の部分と係合するための棚状要素824aおよび82
4bをそれぞれ含んでもよい。
【００５３】
　本発明を逸脱することなく、ウェイト要素822aおよび822bは、互いに同じでもよく、鏡
像的であってもよく、または異なっていてもよい。いくつかの例示的構造において、ヒー
ルウェイト要素822bは、たとえば上記のように特定のボール飛び条件のためにクラブヘッ
ドにバイアスをかけることを可能にするため、たとえばサイズ、重さ、構造などがトウウ
ェイト要素822aと異なってもよい。
【００５４】
　図9は、図8のものに類似したクラブヘッド構造900を示すが、この構造において、減衰
システム910は、図8に示すマルチパーツ減衰システム710とは反対に、単一減衰要素912を
構成する。この単一減衰要素912は、クラブヘッドボディによって画定される内部チャン
バ内で打球面202の後面とクラブヘッドボディの後方部分および／またはウェイト要素822
aおよび822bとの間に圧縮されてもよい。この単一減衰要素912はまた、接続システム要素
702および対応する支持要素704のすべてと係合する。当然、本発明を逸脱することなく、
接続システム要素および支持要素の任意の所望の配設が提供されてもよい。また、望むな
らば、減衰システムは、クラブヘッドボディがアセンブリされたのち、クラブヘッドボデ
ィの内部に注入されてもよい（たとえば、ホーゼル開口208または別の開口を介して）。
【００５５】
　望むならば、本発明の様々な例示的構造におけるウェイト付けシステムの部分を構成す
る一つまたは複数のウェイト要素は、ゴルフクラブヘッドボディ部材中またはゴルフクラ
ブヘッドボディの外面上に提供されたウェイトポートに、任意で取り外し可能なやり方で
取り付けられてもよい（たとえば、打球面の後面またはその近くに提供されたねじ付き支
持要素と係合するねじ付き接続要素を使用して）。このようにして、ユーザ、クラブフィ
ッタなどは、クラブヘッドのウェイト付け特性をユーザのスイングおよび／または所望の
ボール飛び特性により良くフィットさせるためにクラブヘッド上の所望の位置に配置すべ
きウェイト（任意で、異なる質量の）を自由に選択することができる。本発明を逸脱する
ことなく、当技術分野で公知であり、使用されているような従来のウェイト付け技術およ
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び構造を含む他のウェイト付け技術（たとえば、永久的に取り付けられたウェイト要素、
移動可能なウェイト要素および／または取り外し可能なウェイト要素）を個々に、または
組み合わせて使用することができる。望むならば、接続要素（たとえば222a、222bおよび
702）がウェイトシステムの少なくとも一部分として働くこともできる。
【００５６】
　本発明の特徴は、多種多様なウッドタイプゴルフクラブヘッド構造を製造するために使
用されてもよい。一般にウッドタイプハイブリッドクラブ構造が上記で詳細に説明され、
添付図面に示されているが、本発明の少なくともいくつかの例にしたがって製造すること
ができるクラブヘッド構造の他のタイプとしては、ドライバ、フェアウェイウッド（たと
えば、2～13番ウッド）、パター、チッピングタイプクラブなどがある。
【００５７】
　本発明を逸脱することなく、ドライバまたは他のクラブヘッドは、当技術分野で公知で
あり、使用されているようなウッドタイプおよび他のゴルフクラブおよびゴルフクラブヘ
ッドのための従来のサイズおよび／または寸法特性を含む任意のサイズおよび／または寸
法特性を有してもよい。ドライバまたは他のウッドタイプゴルフクラブ構造を製造するた
めに使用される場合、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は、少なく
とも4.2インチ、少なくとも4.4インチ、少なくとも4.5インチ、少なくとも4.6インチまた
は少なくとも4.8インチのクラブヘッド全幅B寸法（最大前面－後面寸法）を有してもよい
。本発明のクラブヘッドボディ構造はさらに、少なくとも4.5インチ、少なくとも4.7イン
チまたは少なくとも4.8インチのクラブヘッド全長寸法L（最大ヒール－トウ寸法）を有し
てもよい。クラブヘッド形状および／または構造は、クラブヘッドボディ全体サイズが50
0cm3以下、470cm3以下または460cm3以下であるように制御されてもよい。少なくともいく
つかの例において、クラブヘッドボディ全体サイズまたは体積は、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である。ドライバのロフト角は
、たとえば6.5°～16.0°の範囲であってもよい。そのようなクラブは、従来の「洋ナシ
状」の全体形状、よりモダンな「四角」または「長方形」の形状または他の所望の形状を
有してもよい。
【００５８】
　ハイブリッドタイプゴルフクラブを製造するのに使用される場合、クラブはまた、当技
術分野で公知であり、使用されているような従来のサイズおよび／または寸法特性を含む
任意の所望のサイズおよび／または寸法特性を有することができる。本発明の少なくとも
いくつかの例のハイブリッドタイプクラブに一般的なロフト角は15°～30°の範囲であり
、一般的なライ角は55°～65°の範囲であり、一般的なクラブ全長は36～42インチである
が、本発明を逸脱することなく、他の寸法が可能である。そのようなクラブは、従来の「
洋ナシ状」の全体形状、よりモダンな「四角」もしくは「長方形」の形状または任意の他
の所望の形状を有してもよい。
【００５９】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッド構造全体および／またはゴルフクラブ構造全
体に対して多くの変更を加えることができる。たとえば、クラブヘッド構造を構成するパ
ーツ、クラブヘッド構造を製造するのに使用される材料、クラブヘッド構造のパーツを接
合するやり方などに対して数多くの変更を加えることができる。また、ゴルフクラブ構造
全体を構成するパーツの厚さ、重量、形状、サイズおよび／または他の物理的特性などに
対しても多くの変更を加えることができる。
【００６０】
結び
　本発明を実施する好ましい形態を含む具体例に関して本発明を詳細に説明したが、当業
者は、上記システムおよび方法の数多くの変形および改変があるということを理解するで
あろう。したがって、本発明の真意および範囲は、請求の範囲に述べられるように広義に
解釈されるべきである。
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