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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とボディの中心領域に近接した境界区域とを画定するボディであって、該ボディ
が、該境界区域から離れて延びる第一の脚部と該境界区域から離れて延びる第二の脚部と
をさらに有し、概してV字形の空隙が該第一の脚部の実質的に平面状の側壁と該第二の脚
部の実質的に平面状の側壁との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさ
らに画定する、ボディであって、
　該ボディが内部キャビティを画定し、該第一の脚部が内面を有し、
　該ゴルフクラブヘッドが該第一の脚部の該内面に近接して置かれる第一のガセット部材
をさらに含む、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　カバーが第一の脚部および第二の脚部の上に延びる、請求項1記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項３】
　空隙がアドレス位置において見えないように、カバーが寸法決めされる、請求項1記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　空隙がクラブヘッドの下面から見える、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
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　カバーがボディに取り外し可能に接続されている、請求項1記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項６】
　ボディが一体的なピースである、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　カバーが、打球面の近くから第一の脚部および第二の脚部の遠位端まで延びる、請求項
1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　カバーが、第一の脚部と第二の脚部と空隙とを完全に覆う、請求項1記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項９】
　カバーが、クラブヘッドの最外周を有するクラブヘッドの後部を画定する、請求項8記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　ボディが、該ボディの上表面に形成された陥凹を画定し、カバーが該陥凹に収容される
、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　空隙が、ボディの上部からボディのソールへボディにわたって延びる、請求項1記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　ボディが後部を画定し、空隙が、境界区域近位での第一の幅と後部近位での第二の幅と
を有し、該第二の幅が該第一の幅よりも大きい、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　第一の脚部および第二の脚部がボディの境界区域において互いの方へ集まる、請求項1
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　ボディがベース部材を有し、第一の脚部が該ベース部材から離れて延び、第二の脚部が
該ベース部材から離れて延びる、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　ベース部材が境界区域に近接し、第一の脚部が該境界区域から外方に延び、第二の脚部
が該境界区域から外方に延びる、請求項14記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　第一の脚部および第二の脚部がカバーから垂下している、請求項1記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項１７】
　第一の脚部が、該第一の脚部に沿って延びる複数の第一の隆起部を有する、請求項1記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　第二の脚部が、該第二の脚部に沿って延びる複数の第二の隆起部を有する、請求項1記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　第一のガセット部材が、第一の脚部の内面に近接して接続された第一の面、およびソー
ル内面上で接続された第二の面を有する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　第二の脚部が内面を有し、ゴルフクラブヘッドが、該第二の脚部の該内面に近接して置
かれる第二のガセット部材をさらに含む、請求項19記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２１】
　第二のガセット部材が、第二の脚部の内面に近接して接続された第一の面、およびソー
ル内面上で接続された第二の面を有する、請求項20記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２２】



(3) JP 6209161 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　クラブヘッドが奥行寸法を画定し、境界区域が、打球面から測定される該奥行寸法の30
%～60%の範囲に位置する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　境界区域が、打球面から測定される奥行寸法の約44%に位置する、請求項22記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項２４】
　境界区域が打球面から約1.875インチに位置する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　第一の脚部上の収容体に収容されたウェイト部材をさらに含み、該ウェイト部材が第一
の端部及び第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よりも重い、請求項1記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２６】
　境界区域が収容体をその中に画定し、ウェイト部材が該収容体に置かれる、請求項1記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２７】
　ゴルフクラブを形成するようにゴルフクラブヘッドに連結されたシャフトをさらに含む
、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２８】
　ボディが内部キャビティを画定し、クラブヘッドの重心が該クラブヘッドの該内部キャ
ビティ内に位置する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２９】
　第一の脚部が第一の外側面を画定し、第二の脚部が第二の外側面を画定し、該第一の外
側面および該第二の外側面が、該第一の外側面および該第二の外側面の各遠位端における
高さよりも大きな、境界区域近位での高さを有する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項３０】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とクラウンと後部とを画定するボディであって、該ボディが該クラウンの下に幾
何学的ウェイト付け特徴を画定し、該幾何学的ウェイト付け特徴が第一の平面状の側壁及
び第二の平面状の側壁を有しかつ概してV字形であり、後部に近接した該幾何学的ウェイ
ト付け特徴の幅が、該打球面により近い該幾何学的ウェイト付け特徴の幅よりも大きい、
ボディであって、
　該ボディが内部キャビティを画定し、該第一の平面状の側壁が、内面であって、該第一
の平面状の側壁の該内面に近接して置かれた第一のガセット部材を伴う、該内面を有する
、ゴルフクラブヘッド。
【請求項３１】
　幾何学的ウェイト付け特徴が、ボディの中心領域に近接した境界区域に集合する、請求
項30記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３２】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とボディの中心領域に近接した境界区域とを画定するボディであって、該ボディ
が、該打球面から離れて延びる第一の脚部と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさ
らに有し、空隙が該第一の脚部の実質的に平面状の側壁と該第二の脚部の実質的に平面状
の側壁との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに有し、該第一の
脚部と該第二の脚部との間に画定される該空隙が概してV字形である、ボディ；および
　該第一の脚部および該第二の脚部のうち一方に操作可能に備えられた第一の移動可能な
ウェイトであって、該打球面により近い第一の位置と、該第一の脚部および該第二の脚部
のうち該一方の遠位端に近接した第二の位置との間で移動可能である、第一の移動可能な
ウェイト。
【請求項３３】
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　第一の移動可能なウェイトがスロットをその中に有し、第一の脚部および第二の脚部の
うち一方が、そこを通してファスナを収容する開口部を有し、該ファスナが第一の位置と
第二の位置との間に該ウェイトを固着可能である、請求項32記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３４】
　第一の脚部および第二の脚部のうち一方が通路をその中に画定し、第一の移動可能なウ
ェイトが該通路に置かれる、請求項32記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３５】
　第一の脚部に第一の移動可能なウェイトが移動可能に支持されており、第二の脚部に移
動可能に支持された第二の移動可能なウェイトをさらに含む、請求項32記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項３６】
　第一の移動可能なウェイトが、打球面により近い第一の位置と第一の脚部の遠位端に近
接した第二の位置との間で移動可能であり、第二の移動可能なウェイトが、該打球面によ
り近い第一の位置と第二の脚部の遠位端に近接した第二の位置との間で移動可能である、
請求項34記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３７】
　第一の脚部が、ヒールに近接したボディの後部に向かって延び、第二の脚部が、トウに
近接した該ボディの該後部に向かって延びる、請求項35記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３８】
　第一の移動可能なウェイトが第一の脚部の側面に支持されており、第二の移動可能なウ
ェイトが第二の脚部の側面に支持されており、該第一の脚部の該側面が該第二の脚部の該
側面に直面している、請求項36記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３９】
　第一の脚部に第一の移動可能なウェイトが支持されており、ゴルフクラブヘッドが、第
二の脚部に支持された第二の移動可能なウェイトをさらに含み、該第一の移動可能なウェ
イトが第一のスロットをその中に有し、該第一の脚部が、そこを通して第一のファスナを
収容する開口部を有し、該第一のファスナが該第一の移動可能なウェイトの第一の位置と
第二の位置との間の該第一のスロットに置かれ、かつ該第一のスロットに沿って移動可能
であり、該第二の移動可能なウェイトが第二のスロットをその中に有し、該第二の脚部が
、そこを通して第二のファスナを収容する開口部を有し、該第一のファスナが該第二の移
動可能なウェイトの第一の位置と第二の位置との間の該第二のスロットに置かれ、かつ該
第二のスロットに沿って移動可能である、請求項32記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４０】
　第一の脚部が第一の通路をその中に画定し、第二の脚部が第二の通路をその中に画定し
、第一の移動可能なウェイトが該第一の通路に置かれ、第二の移動可能なウェイトが該第
二の通路に置かれる、請求項35記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４１】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とボディの中心領域に近接した境界区域とを画定するボディであって、該ボディ
が、該打球面から離れて延びる第一の脚部と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさ
らに有し、概してV字形の空隙が該第一の脚部の実質的に平面状の側壁と該第二の脚部の
実質的に平面状の側壁との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに
有し、該ボディがその中に画定されるトラックをさらに有する、ボディ；および
　該トラックに移動可能に支持されたウェイト部材。
【請求項４２】
　トラックが第一の脚部および第二の脚部のうち一方の上に画定される、請求項41記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項４３】
　トラックが該境界区域において画定される、請求項41記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４４】
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　トラックが複数のトラックを含み、ウェイト部材が各トラック内に移動可能に支持され
ている、請求項41記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４５】
　ボディが、ソールの近くからクラウンの近くまで延びる傾斜面を画定し、トラックが該
傾斜面に位置し、ウェイト部材が、該ソールに近接した位置と該クラウンに近接した位置
との間で該トラックに沿って移動可能である、請求項41記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４６】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　前部、後部、上部、ソール、トウ、ヒールおよび内部キャビティを有するゴルフクラブ
ヘッドボディ；
　該ゴルフクラブヘッドボディの該後部に形成されたV字形空隙であって、該ゴルフクラ
ブヘッドボディの該後部から該ゴルフクラブヘッドボディの中心領域に向かって延び、か
つ該ゴルフクラブヘッドボディの該中心領域における幅よりも広い該ゴルフクラブヘッド
ボディの後縁に沿った幅を有し、該ゴルフクラブヘッドボディの該ソールから該ゴルフク
ラブヘッドボディの該上部に向かって延び、該V字形空隙が第一の側壁及び第二の側壁を
含み、該第一の側壁が、内面であって、該第一の側壁の該内面に近接して置かれた第一の
ガセット部材を伴う、該内面を有する、V字形空隙；および
　該V字形空隙内に配置される調節可能なウェイトであって、第一のウェイト配置を与え
る第一の位置および第二のウェイト配置を与える第二の位置に置くことが可能である、調
節可能なウェイト。
【請求項４７】
　調節可能なウェイトにV字形空隙を介してアクセス可能である、請求項46記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項４８】
　V字形空隙が第一の脚部および第二の脚部を画定し、調節可能なウェイトが該第一の脚
部上の第一のウェイトおよび該第二の脚部上の第二のウェイトを含み、該第一のウェイト
が該第二のウェイトとは異なる、請求項46記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４９】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面を画定するボディであって、該ボディが、該打球面から離れて延びる第一の脚部
と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさらに有し、概してV字形の空隙が該第一の
脚部の実質的に平面状の側壁と該第二の脚部の実質的に平面状の側壁との間に画定され、
該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに画定し、該ボディが該ボディ内に延びる収
容体を画定し、ウェイト部材が該収容体に置かれる、ボディ。
【請求項５０】
　収容体が雌ねじを有し、ウェイト部材が、該収容体に螺入されるように寸法決めされた
ねじ込み部材である、請求項49記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５１】
　収容体が縦軸を有し、ウェイト部材が該縦軸に沿って該収容体によって収容される、請
求項49記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５２】
　縦軸が打球面に対して概して横向きである、請求項51記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５３】
　縦軸が打球面に対して概して平行である、請求項51記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５４】
　縦軸が打球面に対してある角度で位置する、請求項51記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５５】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とボディの中心領域に近接した境界区域とを画定するボディであって、該ボディ
が、該打球面から離れて延びる第一の脚部と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさ
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らに有し、概してV字形の空隙が該第一の脚部の実質的に平面状の側壁と該第二の脚部の
実質的に平面状の側壁との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに
有する、ボディ；および
　該境界区域に操作可能に備えられたウェイト。
【請求項５６】
　ウェイトが、第一のウェイト配置を与える第一の位置と第二のウェイト配置を与える第
二の位置との間で移動可能である、請求項55記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５７】
　ウェイトが複数の位置の間で移動可能であり、各位置が対応するウェイト配置を与える
、請求項55記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５８】
　ウェイトが第一のウェイトおよび第二のウェイトを含み、各ウェイトが、第一のウェイ
ト配置を与える第一の位置と第二のウェイト配置を与える第二の位置との間で移動可能で
ある、請求項55記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５９】
　ウェイトが、カバーにより近い第一の位置と該カバーから離れた第二の位置との間で移
動可能である、請求項55記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６０】
　ボディが収容部を境界区域において画定し、ウェイトが該収容部に収容される、請求項
55記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６１】
　収容部が第一の収容管を含み、該第一の収容管が、カバーに近接した閉鎖端、およびボ
ディのソールに近接した開放端を有する、請求項60記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６２】
　ウェイトが開放端を通って前記第一の収容管に収容されるように寸法決めされている、
請求項61記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６３】
　ウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よりも重
く、該ウェイトが、該第一の端部が閉鎖端に位置する第一の位置と、該第二の端部が該閉
鎖端に位置する第二の位置とを有する、請求項61記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６４】
　ウェイトが、解放可能に一緒に接続された複数のウェイト部材を含む、請求項62記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項６５】
　ウェイト部材が異なるウェイト値を有する、請求項64記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６６】
　ゴルフクラブヘッドが、ボディによって支持された第二の収容管をさらに含み、該第二
の収容管が、前記第一の収容管の開放端に近接した閉鎖端を有し、該第二の収容管が、ク
ラブの後部に近接した開放端をさらに有し、第二のウェイトが該第二の収容管に収容され
ている、請求項61記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６７】
　第二のウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よ
りも重く、該第二のウェイトが、該第一の端部が第二の収容管の閉鎖端に位置する第一の
位置と、該第二の端部が該第二の収容管の該閉鎖端に位置する第二の位置とを有する、請
求項66記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６８】
　第二のウェイトが、解放可能に一緒に接続された複数の第二のウェイト部材を含む、請
求項66記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６９】
　第二のウェイト部材が異なるウェイト値を有する、請求項68記載のゴルフクラブヘッド
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。
【請求項７０】
　収容部が第一の収容管を含み、ウェイトが開口端を通って該第一の収容管に置かれ、ね
じ込みファスナが該開口端に収容されることで該ウェイトが該第一の収容管において包囲
される、請求項60記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７１】
　収容部が、境界区域に位置する第一の収容管を含み、該第一の収容管の一部分が空隙に
おいて見える、請求項60記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７２】
　第一の収容管が窓をその中に有する、請求項70記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７３】
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　前部、後部、クラウン、ソール、トウおよびヒールを有し、内部キャビティを画定する
ゴルフクラブヘッドボディ；
　該ゴルフクラブヘッドボディの該後部に形成されたV字形空隙であって、該ゴルフクラ
ブヘッドボディの該後部から該ゴルフクラブヘッドボディの中心領域に向かって延び、か
つ該ゴルフクラブヘッドボディの該中心領域における幅よりも広い該ゴルフクラブヘッド
ボディの後縁に沿った幅を有し、該ゴルフクラブヘッドの該ソールから該ゴルフクラブヘ
ッドボディの該クラウンに向かって延び、該V字形空隙が第一の側壁及び第二の側壁を含
み、該第一の側壁が、内面であって、該第一の側壁の該内面に近接して置かれた第一のガ
セット部材を伴う、該内面を有する、V字形空隙；および
　該V字形空隙に近接して置かれる調節可能なウェイトであって、第一のウェイト配置を
与える第一の位置および第二のウェイト配置を与える第二の位置に置くことが可能である
、調節可能なウェイト。
【請求項７４】
　調節可能なウェイトにV字形空隙を介してアクセス可能である、請求項73記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項７５】
　ボディが、ゴルフクラブヘッドの中心領域に近接して位置する収容管を画定し、該収容
管が該ゴルフクラブヘッドのクラウンの近くから該ゴルフクラブヘッドのソールの近くま
で延び、ウェイトが該収容管に置かれる、請求項73記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７６】
　ウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よりも重
く、該第一の端部が、第一のウェイト配置を与えるようにクラウンに近接して収容管に置
かれ、該第一の端部が、第二のウェイト配置を与えるようにソールに近接して収容管に置
かれる、請求項75記載のゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2011年8月23日出願の米国特許出願第61/526,326号および2012年2月14日出願
の米国特許出願第61/598,832号の恩典を主張しかつそれらの一部継続出願であり、本出願
はさらに、2011年9月30日出願の米国特許出願第13/250,051号の優先権を主張し、これら
の出願は参照により本明細書に組み入れられ、本明細書の一部とされる。
【０００２】
技術分野
　本発明の局面は、概してゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関し、特に、パフォ
ーマンスを向上させるようにクラブヘッドに関連するウェイトを減少または再配分させる
ために、クラブヘッドの一部分が除去または開放され、それによってクラブヘッド中に空
隙が創製された、ゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。
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【背景技術】
【０００３】
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。ゴルフクラブ設計者は、パフ
ォーマンスを改善したいというゴルファーの不変の要求に応答して、ゴルフクラブに組み
込まれる技術を見事に進歩させてきた。一つの局面において、ゴルファーは、ゴルフクラ
ブの「感触」に対して敏感である傾向にある。ゴルフクラブの「感触」は、クラブの様々
なコンポーネント部分と、ボールを狙うおよび／または打つときにプレーヤが経験する感
覚を生成するクラブに関連する様々な特徴との組み合わせを含む。クラブウェイト、ウェ
イト配分、スイングウェイト、空気力学、スイングスピードなどがすべて、スイングして
ボールを打つときのクラブの「感触」に影響しうる。「感触」は、クラブヘッドがボール
を打ってボールを動かすときに生成される音に関連することもわかっている。クラブヘッ
ドが衝突時に不快な、望ましくない、または驚かせる音を出す場合、ユーザはたじろぎ、
彼／彼女のスイングをやめ、スイングを減速させ、彼または彼女のグリップを維持できな
くなり、かつ／またはスイング時にフォロースルーを完了させないということがあり、そ
れによりスイングの距離、方向、および／または他のパフォーマンスの様相、ならびに得
られるボールの動きが影響を受ける。この不快な、望ましくない、または驚かせる音をユ
ーザが予想することが、ボールを打つ前であってもスイングに影響することがある。
【０００４】
　また、ゴルフクラブのパフォーマンスは、ゴルフクラブヘッドの重心の場所に影響する
クラブヘッドに関するウェイト配分をはじめとする、いくつかの要因に基づいて変動しう
る。重心が接触面上の係合点の背後に位置する場合、ゴルフボールは概してまっすぐなル
ートをたどる。しかし、重心が係合点の面から離間している場合、ゴルフボールは、意図
しない方向に飛ぶことがあり、かつ／または左もしくは右に曲がるルートをたどることが
あり、「プル」、「プッシュ」、「ドロー」、「フェード」、「フック」または「スライ
ス」と多くの場合呼ばれる飛球が挙げられる。同様に、重心が係合点よりも上または下に
離間している場合、ゴルフボールの飛びはより棒球のまたはより上昇性の弾道をそれぞれ
示すことがある。
【０００５】
　また、クラブヘッドに関するウェイト配分は、クラブヘッドに関連する慣性モーメント
に影響することがある。したがって、慣性モーメントを改変することは、ゴルフクラブが
どのように働くか、たとえば、ゴルフクラブヘッド設計がどのようにヒールおよびトウの
ミスヒットに作用するかに影響することがある。同様に、衝突点および打ち出し角などの
他の要因も、ボールを打った時点でボールがどのように進行するかに影響することがある
。
【０００６】
　クラブ設計者は多くの場合、ゴルフクラブおよび／またはゴルフクラブヘッドに関連す
るウェイトを配分または再配分するための新たなやり方を探している。たとえば、クラブ
設計者は多くの場合、より高いクラブヘッドの寛容度、改善された精度、所望の飛球など
を与えるためにウェイトを配分しようとする。クラブ設計者は、そのような設計を追求す
る一方で、大部分のゴルファーが望む伝統的な美的外観を有するクラブヘッドを維持する
という課題にも直面する。先行技術の特定のゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドの設
計はいくつかの有利な特徴を示すが、それでもなお一定の限界を有している。したがって
、クラブパフォーマンスを向上させるようにクラブヘッド全体にわたって減少したウェイ
ト特性および改善されたウェイト配分を有するゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドを
提供することが有利であろう。本発明は、先行技術の特定の限界および欠点を克服し、こ
れまで利用可能ではなかった新規の特徴を与えるために提供される。
【発明の概要】
【０００７】
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概要
　本開示の少なくともいくつかの局面は、クラブヘッドに関する向上したウェイト配分を
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。一つの局面において、ゴルフク
ラブは、ゴルフクラブヘッドに形成された空隙の形態の幾何学的ウェイト特徴を利用する
。ゴルフクラブヘッドは、空隙がアドレス位置においてゴルフクラブヘッドの上部から見
えないように空隙の上に延びるカバーを含みうる。いくつかの例において、ゴルフクラブ
ヘッドは、ゴルフクラブヘッドのパフォーマンス特性を向上させる特定の支持構造を含み
うる。いくつかのさらなる例において、ゴルフクラブヘッドは一つまたは複数の調節可能
なウェイト配置をさらに含みうる。
【０００８】
　本明細書に開示されるこれらのおよびさらなる特徴および利点は、特定の態様の以下の
詳細な開示からさらに理解されよう。
[本発明1001]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とボディの中心領域に近接した境界区域とを画定するボディであって、該ボディ
が、該境界区域から離れて延びる第一の脚部と該境界区域から離れて延びる第二の脚部と
をさらに有し、空隙が該第一の脚部と該第二の脚部との間に画定され、該ボディが該空隙
の上に延びるカバーをさらに画定する、ボディ。
[本発明1002]
　カバーが第一の脚部および第二の脚部の上に延びる、本発明1001のゴルフクラブヘッド
。
[本発明1003]
　空隙がアドレス位置において見えないように、カバーが寸法決めされる、本発明1001の
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1004]
　空隙がクラブヘッドの下面から見える、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1005]
　カバーがボディに取り外し可能に接続されている、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1006]
　ボディが一体的なピースである、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1007]
　カバーが、打球面の近くから第一の脚部および第二の脚部の遠位端まで延びる、本発明
1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1008]
　カバーが、第一の脚部と第二の脚部と空隙とを完全に覆う、本発明1001のゴルフクラブ
ヘッド。
[本発明1009]
　カバーが、クラブヘッドの最外周を有するクラブヘッドの後部を画定する、本発明1008
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1010]
　ボディが、該ボディの上表面に形成された陥凹を画定し、カバーが該陥凹に収容される
、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1011]
　空隙が概してV字形である、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1012]
　空隙が、ボディの上部からボディの下部へボディにわたって延びる、本発明1001のゴル
フクラブヘッド。
[本発明1013]
　ボディが後部を画定し、空隙が、境界区域近位での第一の幅と後部近位での第二の幅と
を有し、該第二の幅が該第一の幅よりも大きい、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
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[本発明1014]
　第一の脚部および第二の脚部がボディの境界区域において互いの方へ集まる、本発明10
01のゴルフクラブヘッド。
[本発明1015]
　ボディがベース部材を有し、第一の脚部が該ベース部材から離れて延び、第二の脚部が
該ベース部材から離れて延びる、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1016]
　ベース部材が境界区域に近接し、第一の脚部が該境界区域から外方に延び、第二の脚部
が該境界区域から外方に延び、空隙がV字形である、本発明1015のゴルフクラブヘッド。
[本発明1017]
　第一の脚部および第二の脚部がカバーから垂下している、本発明1001のゴルフクラブヘ
ッド。
[本発明1018]
　第一の脚部が、該第一の脚部に沿って延びる複数の第一の隆起部を有する、本発明1001
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1019]
　第二の脚部が、該第二の脚部に沿って延びる複数の第二の隆起部を有する、本発明1001
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1020]
　ボディが内部キャビティを画定し、第一の脚部が内面を有し、ゴルフクラブヘッドが、
該第一の脚部の該内面に近接して置かれる第一のガセット部材をさらに含む、本発明1001
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1021]
　第一のガセット部材が、第一の脚部の内面に近接して接続された第一の面、およびソー
ル内面上で接続された第二の面を有する、本発明1020のゴルフクラブヘッド。
[本発明1022]
　第二の脚部が内面を有し、ゴルフクラブヘッドが、該第二の脚部の該内面に近接して置
かれる第二のガセット部材をさらに含む、本発明1021のゴルフクラブヘッド。
[本発明1023]
　第二のガセット部材が、第二の脚部の内面に近接して接続された第一の面、およびソー
ル内面上で接続された第二の面を有する、本発明1022のゴルフクラブヘッド。
[本発明1024]
　クラブヘッドが奥行寸法を画定し、境界区域が、打球面から測定される該奥行寸法の30
%～60%の範囲に位置する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1025]
　境界区域が、打球面から測定される奥行寸法の約44%に位置する、本発明1024のゴルフ
クラブヘッド。
[本発明1026]
　境界区域が打球面から約1.875インチに位置する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1027]
　第一の脚部に移動可能に支持されたウェイト部材をさらに含む、本発明1001のゴルフク
ラブヘッド。
[本発明1028]
　境界区域が収容体をその中に画定し、ウェイト部材が該収容体に置かれる、本発明1001
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1029]
　ゴルフクラブを形成するようにゴルフクラブヘッドに連結されたシャフトをさらに含む
、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1030]
　ボディが内部キャビティを画定し、クラブヘッドの重心が該クラブヘッドの該内部キャ
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ビティ内に位置する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1031]
　第一の脚部が第一の外側面を画定し、第二の脚部が第二の外側面を画定し、該第一の外
側面および該第二の外側面が、該第一の外側面および該第二の外側面の各遠位端における
高さよりも大きな、境界区域近位での高さを有する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1032]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とクラウンとを画定するボディであって、該ボディが、該クラウンから垂下して
いる第一の脚部と該クラウンから垂下している第二の脚部とをさらに有し、該第一の脚部
が該打球面から離れて延び、該第二の脚部が該打球面から離れて延び、空隙が該第一の脚
部と該第二の脚部との間に画定され、該クラウンが、該第一の脚部と該第二の脚部と該空
隙とを覆うように寸法決めされ、該ボディが内部キャビティを画定し、該第一の脚部が内
面を有し、該第一の脚部の該内面に近接して置かれる第一のガセット部材をさらに含む、
ボディ。
[本発明1033]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面とクラウンと後部とを画定するボディであって、該ボディが該クラウンの下に幾
何学的ウェイト付け特徴を画定し、該幾何学的ウェイト付け特徴が概してV字形であり、
後部に近接した該幾何学的ウェイト付け特徴の幅が、該打球面により近い該幾何学的ウェ
イト付け特徴の幅よりも大きい、ボディ。
[本発明1034]
　幾何学的ウェイト付け特徴が、ボディの中心領域に近接した境界区域に集合する、本発
明1033のゴルフクラブヘッド。
[本発明1035]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面を画定するボディであって、該ボディが、該打球面から離れて延びる第一の脚部
と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさらに有し、空隙が該第一の脚部と該第二の
脚部との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに有する、ボディ；
および
　該第一の脚部および該第二の脚部のうち一方に操作可能に備えられた第一の移動可能な
ウェイトであって、該打球面により近い第一の位置と、該第一の脚部および該第二の脚部
のうち該一方の遠位端に近接した第二の位置との間で移動可能である、第一の移動可能な
ウェイト。
[本発明1036]
　第一の移動可能なウェイトがスロットをその中に有し、第一の脚部および第二の脚部の
うち一方が、そこを通してファスナを収容する開口部を有し、該ファスナが第一の位置と
第二の位置との間に該ウェイトを固着可能である、本発明1035のゴルフクラブヘッド。
[本発明1037]
　第一の脚部および第二の脚部のうち一方が通路をその中に画定し、第一の移動可能なウ
ェイトが該通路に置かれる、本発明1035のゴルフクラブヘッド。
[本発明1038]
　第一の脚部に第一の移動可能なウェイトが移動可能に支持されており、第二の脚部に移
動可能に支持された第二の移動可能なウェイトをさらに含む、本発明1035のゴルフクラブ
ヘッド。
[本発明1039]
　第一の移動可能なウェイトが、打球面により近い第一の位置と第一の脚部の遠位端に近
接した第二の位置との間で移動可能であり、第二の移動可能なウェイトが、該打球面によ
り近い第一の位置と第二の脚部の遠位端に近接した第二の位置との間で移動可能である、
本発明1037のゴルフクラブヘッド。
[本発明1040]
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　第一の脚部と第二の脚部との間で画定された空隙が概してV字形であり、該第一の脚部
が、ヒールに近接したボディの後部に向かって延び、該第二の脚部が、トウに近接した該
ボディの該後部に向かって延びる、本発明1038のゴルフクラブヘッド。
[本発明1041]
　第一の移動可能なウェイトが第一の脚部の側面に支持されており、第二の移動可能なウ
ェイトが第二の脚部の側面に支持されており、該第一の脚部の該側面が該第二の脚部の該
側面に直面している、本発明1039のゴルフクラブヘッド。
[本発明1042]
　第一の脚部に第一の移動可能なウェイトが支持されており、ゴルフクラブヘッドが、第
二の脚部に支持された第二の移動可能なウェイトをさらに含み、該第一の移動可能なウェ
イトが第一のスロットをその中に有し、該第一の脚部が、そこを通して第一のファスナを
収容する開口部を有し、該第一のファスナが該第一の移動可能なウェイトの第一の位置と
第二の位置との間の該第一のスロットに置かれ、かつ該第一のスロットに沿って移動可能
であり、該第二の移動可能なウェイトが第二のスロットをその中に有し、該第二の脚部が
、そこを通して第二のファスナを収容する開口部を有し、該第一のファスナが該第二の移
動可能なウェイトの第一の位置と第二の位置との間の該第二のスロットに置かれ、かつ該
第二のスロットに沿って移動可能である、本発明1035のゴルフクラブヘッド。
[本発明1043]
　第一の脚部が第一の通路をその中に画定し、第二の脚部が第二の通路をその中に画定し
、第一の移動可能なウェイトが該第一の通路に置かれ、第二の移動可能なウェイトが該第
二の通路に置かれる、本発明1038のゴルフクラブヘッド。
[本発明1044]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面を画定するボディであって、該ボディが、該打球面から離れて延びる第一の脚部
と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさらに有し、空隙が該第一の脚部と該第二の
脚部との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに有し、該ボディが
その中に画定されるトラックをさらに有する、ボディ；および
　該トラックに移動可能に支持されたウェイト部材。
[本発明1045]
　トラックが第一の脚部および第二の脚部のうち一方の上に画定される、本発明1043のゴ
ルフクラブヘッド。
[本発明1046]
　ボディが境界区域を概して第一の脚部と第二の脚部との間に画定し、トラックが該境界
区域において画定される、本発明1044のゴルフクラブヘッド。
[本発明1047]
　トラックが複数のトラックを含み、ウェイト部材が各トラック内に移動可能に支持され
ている、本発明1044のゴルフクラブヘッド。
[本発明1048]
　ボディが、ソールの近くからクラウンの近くまで延びる傾斜面を画定し、トラックが該
傾斜面に位置し、ウェイト部材が、該ソールに近接した位置と該クラウンに近接した位置
との間で該トラックに沿って移動可能である、本発明1044のゴルフクラブヘッド。
[本発明1049]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　前部、後部、上部、ソール、トウおよびヒールを有するゴルフクラブヘッドボディ；
　該ゴルフクラブヘッドボディの該後部に形成されたV字形空隙であって、該ゴルフクラ
ブヘッドボディの該後部から該ゴルフクラブヘッドボディの中心領域に向かって延び、か
つ該ゴルフクラブヘッドボディの該中心領域における幅よりも広い該ゴルフクラブヘッド
ボディの後縁に沿った幅を有し、該ゴルフクラブヘッドボディの該ソールから該ゴルフク
ラブヘッドボディの該上部に向かって延びる、V字形空隙；および
　該V字形空隙内に配置される調節可能なウェイトであって、第一のウェイト配置を与え
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る第一の位置および第二のウェイト配置を与える第二の位置に置くことが可能である、調
節可能なウェイト。
[本発明1050]
　調節可能なウェイトにV字形空隙を介してアクセス可能である、本発明1048のゴルフク
ラブヘッド。
[本発明1051]
　V字形空隙が第一の脚部および第二の脚部を画定し、調節可能なウェイトが該第一の脚
部上の第一のウェイトおよび該第二の脚部上の第二のウェイトを含み、該第一のウェイト
が該第二のウェイトとは異なる、本発明1048のゴルフクラブヘッド。
[本発明1052]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面を画定するボディであって、該ボディが、該打球面から離れて延びる第一の脚部
と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさらに有し、空隙が該第一の脚部と該第二の
脚部との間に画定され、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに画定し、該ボディ
が該ボディ内に延びる収容体を画定し、ウェイト部材が該収容体に置かれる、ボディ。
[本発明1053]
　収容体が雌ねじを有し、ウェイト部材が、該収容体に螺入されるように寸法決めされた
ねじ込み部材である、本発明1051のゴルフクラブヘッド。
[本発明1054]
　収容体が縦軸を有し、ウェイト部材が該縦軸に沿って該収容体によって収容される、本
発明1051のゴルフクラブヘッド。
[本発明1055]
　縦軸が打球面に対して概して横向きである、本発明1053のゴルフクラブヘッド。
[本発明1056]
　縦軸が打球面に対して概して平行である、本発明1053のゴルフクラブヘッド。
[本発明1057]
　縦軸が打球面に対してある角度で位置する、本発明1053のゴルフクラブヘッド。
[本発明1058]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　打球面を画定するボディであって、該ボディが、該打球面から離れて延びる第一の脚部
と該打球面から離れて延びる第二の脚部とをさらに有し、空隙が該第一の脚部と該第二の
脚部との間に画定され、該ボディが該第一の脚部および該第二の脚部に近接した境界区域
をさらに画定し、該ボディが該空隙の上に延びるカバーをさらに有する、ボディ；および
　該境界区域に操作可能に備えられたウェイト。
[本発明1059]
　ウェイトが、第一のウェイト配置を与える第一の位置と第二のウェイト配置を与える第
二の位置との間で移動可能である、本発明1057のゴルフクラブヘッド。
[本発明1060]
　ウェイトが複数の位置の間で移動可能であり、各位置が対応するウェイト配置を与える
、本発明1057のゴルフクラブヘッド。
[本発明1061]
　ウェイトが第一のウェイトおよび第二のウェイトを含み、各ウェイトが、第一のウェイ
ト配置を与える第一の位置と第二のウェイト配置を与える第二の位置との間で移動可能で
ある、本発明1057のゴルフクラブヘッド。
[本発明1062]
　ウェイトが、カバーにより近い第一の位置と該カバーから離れた第二の位置との間で移
動可能である、本発明1057のゴルフクラブヘッド。
[本発明1063]
　ボディが収容部を境界区域において画定し、ウェイトが該収容部に収容される、本発明
1057のゴルフクラブヘッド。
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[本発明1064]
　収容部が第一の収容管を含み、該管が、カバーに近接した閉鎖端、およびボディのソー
ルに近接した開放端を有する、本発明1062のゴルフクラブヘッド。
[本発明1065]
　ウェイトが開放端を通って前記管に収容されるように寸法決めされている、本発明1063
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1066]
　ウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よりも重
く、該ウェイトが、該第一の端部が閉鎖端に位置する第一の位置と、該第二の端部が該閉
鎖端に位置する第二の位置とを有する、本発明1064のゴルフクラブヘッド。
[本発明1067]
　ウェイトが、解放可能に一緒に接続された複数のウェイト部材を含む、本発明1065のゴ
ルフクラブヘッド。
[本発明1068]
　ウェイト部材が異なるウェイト値を有する、本発明1066のゴルフクラブヘッド。
[本発明1069]
　ゴルフクラブヘッドが、ボディによって支持された第二の収容管をさらに含み、該第二
の収容管が、前記第一の収容管の開放端に近接した閉鎖端を有し、該第二の収容管が、ク
ラブの後部に近接した開放端をさらに有し、第二のウェイトが該第二の収容管に収容され
ている、本発明1064のゴルフクラブヘッド。
[本発明1070]
　第二のウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よ
りも重く、該第二のウェイトが、該第一の端部が第二の収容管の閉鎖端に位置する第一の
位置と、該第二の端部が該第二の収容管の該閉鎖端に位置する第二の位置とを有する、本
発明1068のゴルフクラブヘッド。
[本発明1071]
　第二のウェイトが、解放可能に一緒に接続された複数の第二のウェイト部材を含む、本
発明1069のゴルフクラブヘッド。
[本発明1072]
　第二のウェイト部材が異なるウェイト値を有する、本発明1070のゴルフクラブヘッド。
[本発明1073]
　収容部が第一の収容管を含み、ウェイトが開口端を通って該収容管に置かれ、ねじ込み
ファスナが該開口端に収容されることで該ウェイトが該第一の収容管において包囲される
、本発明1063のゴルフクラブヘッド。
[本発明1074]
　収容部が、境界区域に位置する第一の収容管を含み、該第一の収容管の一部分が空隙に
おいて見える、本発明1063のゴルフクラブヘッド。
[本発明1075]
　第一の収容管が窓をその中に有する、本発明1073のゴルフクラブヘッド。
[本発明1076]
　以下を含む、ゴルフクラブヘッド：
　前部、後部、クラウン、ソール、トウおよびヒールを有するゴルフクラブヘッドボディ
；
　該ゴルフクラブヘッドボディの該後部に形成されたV字形空隙であって、該ゴルフクラ
ブヘッドボディの該後部から該ゴルフクラブヘッドボディの中心領域に向かって延び、か
つ該ゴルフクラブヘッドボディの該中心領域における幅よりも広い該ゴルフクラブヘッド
ボディの後縁に沿った幅を有し、該ゴルフクラブヘッドの該ソールから該ゴルフクラブヘ
ッドボディの該クラウンに向かって延びる、V字形空隙；および
　該V字形空隙に近接して置かれる調節可能なウェイトであって、第一のウェイト配置を
与える第一の位置および第二のウェイト配置を与える第二の位置に置くことが可能である
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、調節可能なウェイト。
[本発明1077]
　調節可能なウェイトにV字形空隙を介してアクセス可能である、本発明1075のゴルフク
ラブヘッド。
[本発明1078]
　ボディが、ゴルフクラブヘッドの中心領域に近接して位置する収容管を画定し、該収容
管が該ゴルフクラブヘッドのクラウンの近くから該ゴルフクラブヘッドのソールの近くま
で延び、ウェイトが該収容管に置かれる、本発明1076のゴルフクラブヘッド。
[本発明1079]
　ウェイトが第一の端部および第二の端部を有し、該第一の端部が該第二の端部よりも重
く、該第一の端部が、第一のウェイト配置を与えるようにクラウンに近接して収容管に置
かれ、該第一の端部が、第二のウェイト配置を与えるようにソールに近接して収容管に置
かれる、本発明1077のゴルフクラブヘッド。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブおよびゴル
フクラブヘッド構造を示す。
【図１Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブおよびゴル
フクラブヘッド構造を示す。
【図２Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディの
後部に形成された空隙、およびカバーを有する、例示的ゴルフクラブヘッドを示す。
【図２Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディの
後部に形成された空隙、およびカバーを有する、例示的ゴルフクラブヘッドを示す。
【図２Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディの
後部に形成された空隙、およびカバーを有する、例示的ゴルフクラブヘッドを示す。
【図３Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブヘッドボデ
ィを示す。
【図３Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブヘッドボデ
ィを示す。
【図３Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブヘッドボデ
ィを示す。
【図３Ｄ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の例示的ゴルフクラブヘッドボデ
ィを示す。
【図４】図4A、図4Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の別の例示的ゴルフ
クラブヘッドボディを示す。
【図５】図5A、図5Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、図3A～4Bのゴル
フクラブヘッドボディで使用されるゴルフクラブヘッドカバーを示す。
【図６】図6A、図6Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の別のゴルフクラブ
ヘッドボディおよびカバー配置を示す。
【図７】図7A、図7Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフ
クラブヘッドボディおよびカバー配置を示す。
【図８Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッド
ボディおよびカバー配置を示す。
【図８Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッド
ボディおよびカバー配置を示す。
【図８Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッド
ボディおよびカバー配置を示す。
【図８Ｄ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッド
ボディおよびカバー配置を示す。
【図９】図９A、図9Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の別のゴルフクラ
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ブヘッドボディおよびカバー配置を示す。
【図１０】図10A、図10Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、センサを有
する別のゴルフクラブヘッドボディおよびカバー配置を示す。
【図１１】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、取り外し可能なインサートを
有するゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１２Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディの後部
に形成された空隙を有しかつウェイト配置を含むゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１２Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディの後部
に形成された空隙を有しかつウェイト配置を含むゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１２Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディの後部
に形成された空隙を有しかつウェイト配置を含むゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１３】図13A、図13Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、空隙を有し
かつウェイト配置を有する別のゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１４Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディ
の後部における空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、別のゴルフクラブヘッド
配置を示す。
【図１４Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディ
の後部における空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、別のゴルフクラブヘッド
配置を示す。
【図１４Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、ゴルフクラブヘッドボディ
の後部における空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、別のゴルフクラブヘッド
配置を示す。
【図１５】図15A、図15Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、空隙および
調節可能なウェイト配置を有する別のゴルフクラブヘッドを示す。
【図１６】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディにおける
空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、別のゴルフクラブヘッドを示す。
【図１７Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディにおけ
る空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、さらに別のゴルフクラブヘッド配置を
示す。
【図１７Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、クラブヘッドボディにおけ
る空隙、および調節可能なウェイト配置を有する、さらに別のゴルフクラブヘッド配置を
示す。
【図１８】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、調節可能なウェイトを有する
別のゴルフクラブヘッド配置を示す。
【図１９】図19A、図19Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、調節可能な
ウェイト配置を有する例示的ゴルフクラブヘッドを示す。
【図２０Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッ
ドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２０Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴルフクラブヘッ
ドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２１】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、調節可能なウェイト配置を有
するさらに別のゴルフクラブヘッドを示す。
【図２２】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、さらに別のゴルフクラブヘッ
ドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２３Ａ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別のゴルフクラブヘッドお
よび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２３Ｂ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別のゴルフクラブヘッドお
よび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２３Ｃ】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別のゴルフクラブヘッドお
よび調節可能なウェイト配置を示す。
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【図２４】図24A、図24Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴ
ルフクラブヘッドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２５】図25A、図25Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴ
ルフクラブヘッドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２６】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、さらに別のゴルフクラブヘッ
ドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２７】図27A、図27Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面のさらに別のゴ
ルフクラブヘッドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２８】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、さらに別のゴルフクラブヘッ
ドおよび調節可能なウェイト配置を示す。
【図２９】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の別のゴルフクラブヘッドを示す
。
【図３０】図29に示すゴルフクラブヘッドの平面図である。
【図３１】図29のゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図３２】図29のゴルフクラブヘッドの反対側の側面図である。
【図３３】図29のゴルフクラブヘッドの下面斜視図である。
【図３４】図29のゴルフクラブヘッドの下面図である。
【図３５】図30の35-35線に概して沿った図29のゴルフクラブヘッドの断面図である。
【図３５Ａ】図29のゴルフクラブヘッドのさらなる断面図である。
【図３５Ｂ】図29のゴルフクラブヘッドのさらなる断面図である。
【図３６】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、図29のゴルフクラブヘッドと
同様のゴルフクラブヘッドのさらなる代替態様を示す。
【図３７】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、図29のゴルフクラブヘッドと
同様のゴルフクラブヘッドのさらなる代替態様を示す。
【図３８】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、図29のゴルフクラブヘッドと
同様のゴルフクラブヘッドのさらなる代替態様を示す。
【図３９】本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、図29に示されるゴルフクラブ
ヘッドと同様の別のゴルフクラブヘッドを示す。
【図４０】図39のゴルフクラブヘッドの側面図である。
【図４１】図39のゴルフクラブヘッドの反対側の側面図である。
【図４２】図39のゴルフクラブヘッドの下面斜視図である。
【図４３】図29のゴルフクラブヘッドの下面図である。
【図４４】図39の44-44線に概して沿った図39のゴルフクラブヘッドの断面図である。
【００１０】
　上記で言及した図は、必ずしも原寸通り描かれているわけではなく、本発明の特定の態
様の表示を与えるものと理解すべきであり、本質的に概念的であって、関係する原理を例
示するものであるというだけである。図面に示すゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッド
構造のいくつかの特徴は、説明および理解を容易にするために他の特徴と比べて拡大また
は歪曲されている。特定の例において、図面においては、様々な代替態様に示す同様のま
たは同一のコンポーネントおよび特徴について、同一の参照番号を使用する。本明細書に
記載されるゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッド構造は、それらが使用される所期の用
途および環境によって部分的に決定される構成およびコンポーネントを有しうる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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、
一つまたは複数のゴルフクラブ構造またはゴルフクラブヘッド構造を含む様々な例示的物
品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、本発明の範囲を逸脱するこ
となく、パーツおよび構造の他の具体的配設を利用することができ、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、本明細書においては、本発明の様
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々な例示的特徴および要素を説明するために「上」、「下」、「前」、「後」、「後方」
、「側方」、「下面」、「頭上」という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
の特定の三次元的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。さらには、
本発明は概して、ウッドタイプゴルフクラブに関するものとして記載される。特に、例示
的態様において、本明細書に開示されるクラブヘッドはドライバおよびフェアウェイウッ
ドである。しかし、本発明の局面は、ハイブリッドタイプゴルフクラブ、ユーティリティ
クラブ、パターなどを含むいくつかの種類のゴルフクラブのいずれかで使用可能であり、
本明細書または図面におけるいかなる記載も、記載されるウッドタイプゴルフクラブでの
使用に本発明を限定するものと解釈されるべきではない。
【００１２】
　図1は概して、本発明の例示的ゴルフクラブ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104と、ホーゼル104に収容されかつ／またはホーゼル104におよび／もしくはそこを通
って挿入されるシャフト106と、シャフト106に取り付けられるグリップまたはハンドル10
8とを含む。場合によっては、望むならば、外部ホーゼル104を除くことができ、シャフト
106をヘッド102に直接挿入しかつ／または他のやり方で取り付けることができる（たとえ
ばクラブヘッド102の上部に設けられる開口を通るか、内部ホーゼル（たとえばクラブヘ
ッド102によって規定される内部チャンバ内に設けられる）を通るなどして）。ホーゼル1
04は、ゴルフクラブヘッド102の一体的な部分とみなされてもよく、または、ゴルフクラ
ブヘッド102に取り付けられる別途の構造であってもよい。
【００１３】
　本発明を逸脱することなく、当技術分野において公知であり、使用される従来のやり方
を含む任意の好適なまたは所望のやり方で、シャフト106をクラブヘッド102に収容し、係
合させかつ／または取り付けることができる。より具体的な例としては、シャフト106を
、ホーゼル104を介してクラブヘッド102に係合させることができ、かつ／または、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（ねじ山、保定要素などの）
、さらには解放可能で調節可能な部材もしくはコネクタなどを介するか、クラブヘッド10
2のボディ内に延びるシャフト収容スリーブもしくは要素などを通るなどして、クラブヘ
ッド構造102に直接取り付けることができる。また、シャフト106は、グラファイト系材料
、複合材料または他の非金属材料、鋼材（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、様々な材料の組み合わせなどの、当技術分野において公
知であり、使用される従来の材料を含む任意の好適なまたは所望の材料から作製すること
ができる。また、当技術分野において公知であり、使用される従来のやり方を含む任意の
好適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するか、溶接、は
んだ付け、接着剤などを介するか、機械的コネクタ（ねじ山、保定要素などの）を介する
などして、グリップまたはハンドル108を、シャフト106に取り付け、係合させかつ／また
はそこから延ばすことができる。別の例としては、望むならば、グリップまたはハンドル
108を、単体1ピース構成としてシャフト106と一体に形成することができる。さらには、
本発明を逸脱することなく、ゴム材料、革材料、その中に埋め込まれるひも材料または他
の布材料を含むゴム材料または他の材料、ポリマー材料などをたとえば含む任意の所望の
グリップまたはハンドル108用材料を使用することができる。
【００１４】
　クラブヘッド102それ自体も、本発明を逸脱することなく、任意の好適なもしくは望ま
しいやり方でおよび／または任意の好適なもしくは望ましい材料から、たとえば、当技術
分野において公知でありかつ使用される従来の材料からおよび／または従来のやり方で、
構築することができる。たとえば、図1に示す例示的クラブヘッド102において、クラブヘ
ッド102は前面102aを含み、前面は打球面102b（打球面プレートおよびフレームが一緒に
打球面102a全体を構築するように、打球面102aと一体的に形成されるかまたはクラブヘッ
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ドに取り付けられる、打球面プレートを場合によって含む）を概して含む。前面102aは打
球面102aと考えられうる。クラブヘッド102は、上部またはクラウン102c、ソール102d、
トウ107およびヒール109をさらに含みうる。クラブヘッド102は後部111を含んでもよい(
図1B)。
【００１５】
　多種多様なクラブヘッド構成全体が、本発明を逸脱することなく可能である。たとえば
、望むならば、上記のクラブヘッド102の様々な個々のパーツの一部または全部を、（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）一緒に接続され
る複数のピースから作製することができる。軽量金属材料を含む金属材料などの、当技術
分野において従来公知であり、使用される材料を含む、任意の所望の材料および異なる材
料の組み合わせから、様々なパーツ（たとえばクラウン、ソール、前面、後部など）を作
製することができる。好適な軽量金属材料のより具体的な例としては、鋼、チタンおよび
チタン合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金、マグネシウムおよびマグネシウム合
金などが挙げられる。さらにまたは代わりに、クラブヘッドの様々なパーツを一つまたは
複数の複合材で形成することができる。射出成形パーツも可能である。クラブヘッド102
は、鍛造、鋳造、または当技術分野において従来公知であり、使用されるクラブヘッド形
成プロセスを含む他の所望のプロセスによって作製することもできる。さらには、ゴルフ
クラブヘッド102は単一の一体的なピース中で形成されることがある。
【００１６】
　クラブヘッド構造102を構成する様々な個々のパーツは、複数のピースから作製されて
いる場合、当技術分野において公知でありかつ使用される従来のやり方を含む任意の好適
なまたは望ましいやり方で、互いに係合させかつ／または一緒に保持することができる。
たとえば、前面102a、打球面102b、上部102c、ソール102dなどの、クラブヘッド構造102
の様々なパーツを、接着剤、セメント、溶接、はんだ付けまたは他の結合もしくは仕上げ
技術、（ねじ山、ねじ、ナット、ボルトもしくは他のコネクタなどの）機械的コネクタな
どで（直接的にまたは中間部材を介して間接的に）一緒に接合および／または固定するこ
とができる。望むならば、クラブヘッド構造102の様々なパーツの嵌め合い縁部は、それ
が接合される対向側縁部の中または上に設けられる対応する溝、スロット、表面、レッジ
、開口または他の構造の中または上に嵌合される、一つまたは複数の隆起リブ、タブ、レ
ッジまたは他の係合要素を含みうる。セメント、接着剤、機械的コネクタ、仕上げ材料な
どを上記の隆起リブ／溝／レッジ／縁部または他の接続構造との組み合わせで使用するこ
とで、クラブヘッド構造102の様々なパーツを一緒に固着することをさらに支援すること
ができる。
【００１７】
　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、本発明を逸脱
することなく著しく変動してもよく、寸法は、当技術分野において同様のクラブヘッドお
よびクラブに一般的に使用される寸法と一致してもよい。
【００１８】
　ゴルフクラブヘッドのいくつかの態様を本明細書に開示する。図1Aおよび1Bに関する上
記のクラブヘッドおよび様々なコンポーネントの記述が、本明細書に記載される他の態様
に当てはまることが理解されよう。いくつかの異なる態様が幾何学的ウェイト付け特徴を
利用可能であることが認識されよう。幾何学的ウェイト付け特徴は、所望のパフォーマン
スを実現するために減少したヘッドウェイトおよび／または再配分されたウェイトを与え
ることができる。たとえば、クラブヘッドのヒールおよびトウの後端に向かってより多く
のウェイトが置かれうる。本明細書に開示される様々な態様において、ゴルフクラブヘッ
ドは、離間した脚部を有するボディを有しうるものであり、離間した脚部は、この脚部の
間に空隙、空間または間隙を画定する。本明細書のクラブヘッドは、空隙、空間または間
隙を画定するように一部分が除去されたと考えられうる。ボディはカバーを含みうるもの
であり、カバーは、空隙および／または脚部の上に位置しており、ボディの一体的なコン
ポーネントであっても、別途取り付けられてもよい。特定の態様について、さらなる支持
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部材および／またはウェイトアセンブリを利用してもよい。
【００１９】
　図2A～2Cは、本発明の少なくともいくつかの局面の一つの例示的ゴルフクラブヘッドを
示す。ゴルフクラブヘッドには参照番号200が一般的に割り当てられる。ゴルフクラブヘ
ッド200は概して、ゴルフクラブヘッドボディ202およびカバー250を含む。以下でさらに
詳細に説明するように、ボディ202はいくつかの構造を有し、様々な表面を画定する。カ
バー250がボディ202に接続されることでゴルフクラブヘッド102が形成される。本明細書
に記載されるように、ボディ202およびカバー250が一体的な構造としても同様に形成され
うることが認識されよう。
【００２０】
　図2Aにさらに示すように、ゴルフクラブヘッドボディ202は前部210、後部212、上部214
、トウ216、ヒール218およびソール（図2A～2Cに示さず）をさらに含みかつ画定する。前
部210は概して打球面を画定する。打球面は様々な形態をとることができ、例示的態様に
おいては、可変性のフェース厚の設計、たとえば、参照により本明細書に組み入れられ、
本明細書の一部とされる米国特許出願第13/211,961号に開示される設計を利用することが
できる。打球面は一定の厚さをさらに有しうる。打球面210がたとえば溶接プロセスにお
いて別途ゴルフクラブヘッドボディ202に接続されうることがさらに理解されよう。ゴル
フクラブヘッド200は、いくつかの配置において幾何学的ウェイト付け特徴を含みうる。
一つの例示的態様において、クラブヘッド200は、ゴルフクラブヘッドボディ202の後部21
2に概して形成された空隙230、間隙または空間を有する。空隙230は、いくつかの例にお
いて実質的にV字形であってもよく、ゴルフクラブヘッド200に完全にわたって（たとえば
上部214からソールまで）延びてもよい。ゴルフクラブヘッドボディ202はベース部220な
らびに第一の脚部222および第二の脚部224をさらに有する。第一の脚部222は前部210また
は打球面210から離れて延び、第二の脚部224は打球面210から離れて延びる。空隙230が第
一の脚部222と第二の脚部224との間に画定される。空隙230はゴルフクラブヘッドの後部
に開放されている。ボディ202は、ボディ202のヒール218においてホーゼルを形成するこ
とができる。ボディ202の様々な構造が、内部ボリュームを有する内部キャビティを画定
しうることが理解されよう。
【００２１】
　図2Aに示すように、空隙230はゴルフクラブヘッド200の後縁212aから内方に、ゴルフク
ラブヘッド200の中心または中心領域に向かってかつ打球面210に向かって延びうる。空隙
230は、ゴルフクラブヘッド200の中心近くよりもゴルフクラブヘッドの後縁212a近くにお
いて幅広であり得、それによってV字形が形成される。ゴルフクラブヘッド200に形成され
た空隙230は、ゴルフクラブヘッドに関連するウェイト全体を減少させ、クラブのウェイ
トを再配分することができ、ゴルフクラブヘッド200のパフォーマンス特性を調節する上
で役立ちうる。いくつかの例において、第一の脚部222は第一の側面207を画定し、第二の
脚部は第二の側面209を画定する。側面207、209は概して直面関係にある。V字形間隙230
の側面207、209は概して直線的でありうる。すなわち、側面207、209は概して平坦な表面
を与えることができる。側面207、209がさらに、非直線的であり、断続的な表面または平
坦ではない表面を画定することがあることが理解されよう。図2Aにさらに示すように、空
隙230がV字形である場合、脚部222、224および側面207、209は打球面210に向かって境界
区域226に集合する。境界区域226はクラブヘッド200の中心区域にまたはそれに近接して
位置してもよく、この位置は本明細書にさらに記載のように変動してもよい。以下でさら
に詳細に説明するように、側面207、209および境界区域226は、それらに関連する特定の
パフォーマンス向上構造を、クラブヘッドボディ202によって画定される内部キャビティ
中の内面、および側面207、209の外面に有しうる。やはり以下でさらに詳細に説明するよ
うに、脚部222、224および境界区域226は、ゴルフクラブヘッド200のパフォーマンス性能
をさらに向上させるために操作可能にそれらに関連する移動可能なウェイトアセンブリを
有しうる。また、脚部を構成する材料を含む、ゴルフクラブヘッドボディを形成する材料
の厚さは、所望に応じて変動しうる。また、脚部のボリュームを含む内部キャビティのボ
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リュームを、所望であれば充填材料で充填してもよい。
【００２２】
　いくつかの例において、ゴルフクラブヘッド200は単一のピースとして形成されうる。
たとえば、前部210、後部212、上部214、トウ216、ヒール218およびソールは単一のピー
スユニットでありうる。ゴルフクラブヘッド200は、公知の製造方法、たとえば鋳造、成
形、鍛造など、およびそれらの様々な組み合わせを使用して形成することができる。した
がって、ゴルフクラブヘッドボディ202をチタンなどの金属材料で鋳造することができる
。空隙230は、ゴルフクラブヘッドの初期製造プロセス中（たとえば鋳造中）にゴルフク
ラブヘッドに形成してもよく、さらなるプロセス（たとえば切断による）を使用してゴル
フクラブヘッド200中に形成してもよい。
【００２３】
　いくつかの配置において、ゴルフクラブヘッドボディ202の上部214に陥凹203を形成し
てもよい。陥凹203はゴルフクラブヘッド200の周囲または実質的に周囲に、隆起部または
リップ205を形成しうる。陥凹はその深さが変動してもよく、深さ0.1～0.3インチであり
うる。陥凹203は、以下でさらに充分に説明するカバー250などのカバーを収容するように
構成されうる。さらには、陥凹203がカバー250を収容するように構成された例において、
陥凹203はカバー250に対応するように成形されうる。
【００２４】
　上記で言及したように、かつ図2Aおよび2Bに示すように、ゴルフクラブヘッド200はカ
バー250をさらに含む。いくつかの例において、カバー250は、ゴルフクラブヘッド200が
使用中である際には、特に、ゴルフクラブヘッド200がアドレス位置にあってゴルファー
がゴルフクラブヘッド200の上方に立つ際に、空隙230が見えないようにゴルフクラブヘッ
ドボディ202の後部212または後部212の一部分を覆うことができる。すなわち、カバー250
が定位置にあるとき、ゴルフクラブヘッド200は、ゴルフクラブヘッド200の後部212にお
ける空隙230を含まない従来のゴルフクラブヘッドと同様の外観である。しかし、パフォ
ーマンス上の利点（たとえば減少したウェイト、再配分されたウェイトなど）が与えられ
るであろう。いくつかの例において、カバー250は、ゴルフクラブヘッド200をソールから
見る際に空隙230が見えるがクラブ200の上部から見る際に空隙230が視界から遮られるよ
うに、ゴルフクラブヘッドボディ202の上部214の上に延びうる。さらにまたは代わりに、
カバー250は、ゴルフクラブヘッドを任意の角から見る際に空隙が見えないように、ゴル
フクラブヘッド200の後部212全体の上に延びてもよく、ゴルフクラブヘッドの上部および
ソールを覆ってもよい。
【００２５】
　いくつかの配置において、カバー250は、ゴルフクラブヘッド200の上部214に形成され
た陥凹203に収容されうる。いくつかの例において、陥凹203の深さおよび／または形状は
、カバー250の厚さおよび／または形状に対応しうる。たとえば、カバー250がゴルフクラ
ブヘッド200上に設置される際に、カバー250の上表面は、陥凹203によって形成された隆
起部またはリップ205の上部と面一になりうる。
【００２６】
　カバー250は軽金属、合金、複合材、プラスチックなどの任意の好適な材料で形成され
うる。ポリマー系のカバー250は、金属型の仕上げを施すための、またはそのような外観
を設ける何らかの他の処理を施すための、ナノコーティングをさらに有しうる。カバー25
0はゴルフクラブヘッドに、機械的ファスナ、スナップ嵌合、ねじ、接着剤、摩擦嵌合な
どをはじめとする公知の接続方法を使用して接続されうる。いくつかの例においては、ゴ
ルフクラブヘッド200の上部214の陥凹203によって形成された隆起部またはリップ205との
摩擦嵌合によって、カバー250をゴルフクラブヘッド200に接続することができる。
【００２７】
　いくつかの配置において、カバー250は取り外し可能で、かつ／または他のカバーと交
換可能でありうる。たとえば、図2Aは、カバー250が取り外されたゴルフクラブヘッド200
を示す。図2Bは、カバー250が部分的に定位置にあるゴルフクラブヘッド200を示し、一方



(22) JP 6209161 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

、図2Cは、カバー250が定位置にあるゴルフクラブヘッド200を、ゴルフクラブヘッド200
の上部に沿って示す。カバー250は概してゴルフクラブヘッド200のクラウンを形成する。
図2A～2Cに示すように、カバー250が定位置にある際に、空隙230はゴルフクラブヘッド20
0の上部214から見えない。すなわち、アドレス位置において、ユーザは、ゴルフクラブヘ
ッド200に形成された間隙230を見ることができないであろう。むしろ、ゴルフクラブヘッ
ド200は従来のゴルフクラブヘッドの外観を有するであろう。図2Cに示すように、ゴルフ
クラブヘッド200は、カバー250が定位置にある上部から見る際に、従来のゴルフクラブヘ
ッドと同様の外観である。
【００２８】
　いくつかの配置において、カバー250は、異なるパフォーマンス特性を有する他のカバ
ーと交換可能でありうる。たとえば、カバーを異なるウェイト付け特性を有する他のカバ
ーと交換することができる。代替カバーは、異なる美的特性をさらに有してもよく、異な
るトレーニングガイドを組み込んでもよい。
【００２９】
　図3A～3Dは、ゴルフクラブヘッドボディと、このクラブヘッドボディの一部であると考
えられうるカバーとを有する、ゴルフクラブヘッド300の別のゴルフクラブヘッド配置を
示す。ゴルフクラブヘッド300は、ゴルフクラブヘッド300の後部312に形成された空隙302
を有する。図2A～2Cのゴルフクラブヘッド200と同様に、ゴルフクラブヘッド300は前部、
後部、上部、ソール、トウおよびヒールを含む。ゴルフクラブヘッド300は、ゴルフクラ
ブヘッド300の後部312に形成された空隙302の形態の幾何学的ウェイト付け特徴を画定す
る一対の離間した脚部をさらに含む。図3Aおよび3Bに示すように、いくつかの例において
空隙302は実質的にV字形でありうる。空隙302は所望に応じて他の形状であってもよい。
たとえば、本発明を逸脱することなく正方形、長方形、三角形などの空隙を使用してもよ
い。
【００３０】
　ゴルフクラブヘッドボディの上部は複数の傾斜面320a～320cを含みうる。いくつかの例
において、傾斜面320a～320cは概して平面状であり得、ゴルフクラブヘッド300の前部の
上縁321からV字形空隙302の上縁323まで下方に延びうる。すなわち、ゴルフクラブヘッド
300の上部はゴルフクラブヘッドの前部の上縁321から空隙の上縁323まで下方に徐々に傾
斜しうる。いくつかの例において、上部は複数の傾斜面320a～320cで形成されうる。たと
えば、図3Aは、ゴルフクラブヘッドの上部からソールへと下方に延びる3つの傾斜面320a
～320cを示す。3つの傾斜面は、ゴルフクラブヘッド300の上表面を形成するように異なる
方向（たとえば前部から後部まで、トウからヒールまで、ヒールからトウまでなど）に延
びうる。
【００３１】
　ゴルフクラブヘッド300の上部を形成する傾斜面320a～320cは、ゴルフクラブヘッド300
の重心を調節するために、ゴルフクラブヘッドに関連するウェイトを減少させかつ／また
はウェイトを再配分することにさらに役立ちうる。すなわち、傾斜面320a～320cは、従来
のゴルフクラブヘッドを形成するであろうさらなる材料の除去を可能にする。さらなる材
料は、ゴルフクラブヘッドの上方部分にさらなるウェイトを加えることによって重心を上
方に移動させることがあり、これは望ましくない場合がある。したがって、傾斜面320a～
320cを設けることは、重心をゴルフクラブヘッド300のソールに向かって下方に移動させ
ることに役立つ。クラブヘッドボディの脚部は異なって寸法決めすることが可能であり、
ここで傾斜面の表面積も異なるということがさらに理解されよう。脚部のそのような差に
よってゴルフクラブのパフォーマンス特性をさらに調節することができる。
【００３２】
　さらに、空隙302はゴルフクラブヘッドの後部に完全にわたってボディの上部からゴル
フクラブヘッドのソールまで延びうる。図3Aおよび3Bに示すように、空隙302はゴルフク
ラブヘッドの後縁からゴルフクラブヘッドの中心部分に向かって内方に延びてもよく、空
隙はゴルフクラブヘッドの中心近くよりも後縁近くにおいてより幅広であり得、脚部は境
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界区域に集合することが理解されよう。
【００３３】
　上記で説明した配置と同様に、ゴルフクラブヘッド300は、ゴルフクラブヘッド300の上
表面に収容されうるカバー350をさらに含みうる。図3Cおよび3Dは、カバー350が定位置に
あるゴルフクラブヘッドを示す。上記で説明した配置と同様に、カバー350は、ゴルフク
ラブヘッド300のボディの上部に形成された陥凹303に収容されうる。いくつかの例におい
ては、図3Cに示すように、カバー350は、ゴルフクラブヘッド300の一つまたは複数の外面
上に延びうる。
【００３４】
　カバー350はゴルフクラブヘッドに、機械的ファスナ、接着剤、摩擦嵌合、スナップ嵌
合などの公知の接続方法を使用して接続されうる。さらに、カバー350はプラスチック、
複合材、金属などの公知の材料で形成されうる。
【００３５】
　上記で説明した配置と同様に、カバーは、ゴルフクラブヘッド300上部の傾斜面320a～3
20c、およびV字形間隙302が見えないようにしうる。したがって、上部からまたはアドレ
ス位置において見る際に、カバー350が設置される場合にはゴルフクラブヘッド300は従来
のゴルフクラブヘッドの外観を有しうる。
【００３６】
　図4Aおよび4Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別の例示的ゴルフク
ラブヘッドを示す。ゴルフクラブヘッド400は、ゴルフクラブヘッド400の後部に陥凹領域
403を含みうる。陥凹403は、ゴルフクラブヘッドの上部近くのウェイトを減少させること
で、ゴルフクラブに関連するウェイト全体を減少させることに役立ち得、ゴルフクラブヘ
ッド上で重心をより低く移動させることに役立ちうる。陥凹領域403は側壁420によって形
成されうる。側壁420はゴルフクラブヘッドの上部からゴルフクラブヘッドのソールに向
かって下方に延びてもよく、実質的に垂直でありうる。いくつかの例において、少なくと
も一つの側壁はゴルフクラブヘッドの前部に実質的に平行、または打球面に概して平行で
ありうる。他の例において、側壁420は傾斜しうる。
【００３７】
　ゴルフクラブヘッド400は、陥凹領域403の下表面に形成された空隙402の形態の幾何学
的ウェイト付け特徴をさらに含みうる。いくつかの例において、空隙402は実質的にV字形
であってもよく、ゴルフクラブヘッドに関連するウェイトを減少させることに役立ちうる
か、またはヒールおよびトウの後部に向かってウェイトをさらに再配分することもある。
空隙402はゴルフクラブヘッドの後縁からゴルフクラブヘッドの中心に向かって内方に延
びうる。いくつかの例において、空隙はゴルフクラブヘッドの後部に完全にわたって（た
とえば陥凹領域の下表面からゴルフクラブヘッドのソールまで）延びてもよく、ゴルフク
ラブヘッドの中心よりもゴルフクラブヘッドの後縁近くにおいてより幅広でありうる。い
くつかの配置において、空隙は、実質的に平面状の側面を含みうる。
【００３８】
　上記で説明した配置と同様に、ゴルフクラブヘッド400の配置は、ゴルフクラブヘッド
に関連するウェイト全体を減少させること、および／またはウェイトを再配分することに
役立ち得、ゴルフクラブヘッドのパフォーマンス特性を改変しうる。しかし、ゴルフクラ
ブヘッド400は従来のゴルフクラブヘッドのように見えないことがあり、このことは、プ
レーヤの気を散らすことがあり、ゴルフクラブ設計要件の一つまたは複数の要件に合致し
ないことがある。したがって、上記で説明した空隙を有するゴルフクラブヘッドのパフォ
ーマンス上の利点をなお与えながらも、従来のゴルフクラブヘッドの外観が示されるよう
に、カバーを設けることができる。
【００３９】
　図5Aおよび5Bは、従来のゴルフクラブヘッドの外観を示すようにゴルフクラブの後部の
少なくとも一部分の上に延びるカバー550を含む、ゴルフクラブヘッド400を示す。図5Aお
よび5Bのカバー配置は、本明細書に記載される他のゴルフクラブヘッド（ゴルフクラブヘ
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ッド200、ゴルフクラブヘッド300および他の態様などの）で使用してもよい。カバー550
は、ゴルフクラブヘッドの空隙および／または陥凹領域が見えないようにして従来のゴル
フクラブヘッドの外観を与えるように、ゴルフクラブヘッド400の上部の上に延びうる。
カバー550はゴルフクラブヘッド300または400に、機械的ファスナ、スナップ嵌合、摩擦
嵌合、接着剤などの公知の接続方法を使用して接続されうる。
【００４０】
　いくつかの配置においては、図5Bに示すように、カバー550はゴルフクラブヘッドの上
縁にわたりかつゴルフクラブヘッドの側面に沿って延びうる。したがって、カバー550は
垂下周囲スカート551を含みうる。これは、ゴルフクラブヘッドに従来の外観を与えるこ
とに役立ちうる。ゴルフクラブヘッドカバー550は、ゴルフクラブヘッドのすべてのアン
グルから見て空隙が見えないようにするために、ゴルフクラブヘッド400の後部全体を覆
いうる（たとえば、トウからヒールまでゴルフクラブヘッドの上部およびソールの上に延
びうる）。あるいは、カバー550は、ゴルフクラブヘッド400を上部から（たとえばアドレ
ス位置において）見る際に空隙402および／または陥凹領域が見えないようにするために
、ゴルフクラブヘッドの上部の上に（たとえばゴルフクラブヘッドの上部に沿って後部か
ら前部までおよびトウからヒールまで）延びうる。しかし、この配置においては、ゴルフ
クラブヘッドを下部またはソールから見る際に、空隙がなお見えることがある。
【００４１】
　図6Aおよび6Bは、ゴルフクラブヘッド600に形成された空隙602がゴルフクラブヘッドの
上部から見る際には見えないが、下部またはソールから見る際には見えるように、カバー
650がゴルフクラブヘッド600の上部の上に延びる、一つの配置を示す。図6Aはゴルフクラ
ブヘッド600のソール615を示す。図示するように、ゴルフクラブヘッド600は実質的にV字
形の空隙602を含み、空隙は、ゴルフクラブヘッド600の後部に形成されており、概してゴ
ルフクラブヘッドの後縁からゴルフクラブヘッド600の中心に向かって内方に延びる。空
隙602は本明細書に記載される他の空隙と同様でありうる。空隙602は、ゴルフクラブヘッ
ド600を下部またはソールから見る際には見える。しかし、図6Bに示すように、上部から
見る際には、ゴルフクラブヘッドは従来のゴルフクラブヘッドの外観を有する。
【００４２】
　図6Aおよび6Bのカバー650は、ゴルフクラブヘッド600の上部を概して覆ってもよく、（
上記で説明したいくつかの配置と同様に）ゴルフクラブヘッドの側面の一部分を覆うよう
にゴルフクラブヘッドの上部を多少包み込んでもよい。したがって、カバー650は垂下ス
カート651を有することもある。
【００４３】
　図7Aおよび7Bは、カバー750を有するゴルフクラブヘッド700（図6Aのゴルフクラブヘッ
ド600と同様）を示し、カバーは、ゴルフクラブの上表面の上に延びるが、ゴルフクラブ
ヘッドの側面の一部分を覆うように包み込むことはない。したがって、ゴルフクラブヘッ
ドに形成された空隙702は、ゴルフクラブヘッド700のソールからは見えるが、ゴルフクラ
ブヘッド700の上部からは見えない。図7Aおよび7Bの配置において、カバー750の下面はゴ
ルフクラブヘッド700のソールから（たとえば空隙702を通して）見える。
【００４４】
　いくつかの例において、カバー750は、ゴルフクラブヘッドの上部に形成された陥凹（
図2の陥凹203と同様）に収容されうる。さらには、陥凹は、カバー750の厚さおよび／ま
たは形状に対応する深さおよび／または形状を有しうるものであり、これにより、カバー
750の上表面は、ゴルフクラブヘッド700における陥凹によって形成されたリップまたは隆
起部の上部と面一になる。
【００４５】
　図8A～8Dは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別の例示的ゴルフクラブ
ヘッドを示す。ゴルフクラブヘッド800は空隙802を含みうるものであり、空隙は、ゴルフ
クラブヘッドの後部に配置され、ゴルフクラブヘッドの上部からソールまで延びる（上記
の配置と同様）。空隙802はゴルフクラブヘッドの後縁804からゴルフクラブヘッドの中心
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または中心領域806に向かって内方に延びてもよく、実質的にV字形でありうる。いくつか
の例において、空隙802は実質的に正方形、長方形、三角形などの他の形状を有しうる。
上記で説明した配置と同様に、空隙は、中心領域806近くの幅よりも大きな、ゴルフクラ
ブヘッド800の後部804における幅を有しうる。すなわち、空隙802は、V字形を形成するよ
うに後部804から中心領域806まで延びるに従って狭くなりうる。いくつかの例において、
空隙802は、空隙802の平滑で実質的に平坦な内面を形成する概して平面状の側面を有して
もよく、境界区域と呼ばれることがある中心区域806近くのV字形のベース部において、概
して曲線形の部分を含みうる。
【００４６】
　上記で説明した配置と同様に、ゴルフクラブヘッド800は、ゴルフクラブヘッド800を上
部から（たとえばアドレス位置において）見る際に空隙または空隙の一部分が見えないよ
うに構成されたカバー850を含みうる。図8Bは、空隙802を覆うようにゴルフクラブヘッド
800の上部に沿って配置されたカバー850を有するゴルフクラブヘッド800の上面図を示す
。図示される配置において、カバー850は、空隙802の形状に対応するように成形されても
よく、いくつかの例においては空隙802のみを覆うようにゴルフクラブヘッド800に接続さ
れてもよい。すなわち、カバー850は空隙802のみを覆うことができ、ゴルフクラブヘッド
800の後部のいかなる部分も覆うことができない（本明細書において説明される他のカバ
ーは、やはり空隙のみを覆うことができるか、またはゴルフクラブヘッドの後部、側面な
どの他の部分を覆うことができる）。図8Cは、ゴルフクラブヘッド800から部分的に取り
外されたカバー850を示す。カバー850は、ゴルフクラブヘッド800の上部に嵌合されかつ
ゴルフクラブヘッドの上部に沿って空隙802を覆うために、空隙802の形状に対応するよう
に成形される。カバーはゴルフクラブヘッド800に、接着剤、機械的ファスナ、スナップ
嵌合、摩擦嵌合などの公知の取付け方法を使用して接続されうる。いくつかの例において
、カバーは、空隙802の概して平面状の側壁の上部分に沿って配置されたスロット中に摺
動しうる。スロットは、カバー850をゴルフクラブヘッド800に固着するために、摩擦嵌合
を行うことができ、かつ／またはさらなるファスナを含むことができる。
【００４７】
　図8Dは、ゴルフクラブヘッド800を下部またはソールから示す。ゴルフクラブヘッド800
をこの面から見る場合、空隙802が見え、カバー850の下表面も見える。いくつかの例にお
いて、カバー850は、取り外し可能、および／または異なるパフォーマンス特性を有する
他のカバーと置換可能でありうる。さらなる代替態様において、クラブヘッドの所望の特
性を与えるために、さらなる構造が、カバー850の一部分でありうるかまたはこのカバー
と関連しうることが理解されよう。
【００４８】
　図9Aおよび9Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、さらに別のゴルフク
ラブヘッド配置を示す。図9Aは、カバー950を有するゴルフクラブヘッド900のトウ側斜視
図を示し、一方、図9Bは、クラブヘッドボディを示す、カバー950が取り外された図9Aの
ゴルフクラブヘッド900のトウ側斜視図を示す。
【００４９】
　図9Bに示すように、ゴルフクラブヘッド900は、ゴルフクラブヘッド900の後部の上部お
よび側面の一部分が除去された、開放後部配置を含みうる。すなわち、ゴルフクラブヘッ
ド900の後部は、ゴルフクラブヘッド900の下部またはソールの近くに位置する実質的に平
面状の部分908を含みうる。いくつかの配置において、実質的に平面状の部分908はゴルフ
クラブヘッドのソールでありうる。ゴルフクラブヘッド900の後部は、ゴルフクラブヘッ
ド900のボディのベース部の上部から実質的に平面状の下方部分908まで延びる複数の側面
915a～915cをさらに含みうる。いくつかの例において、側面915a～915cは実質的に垂直で
ありうる。さらには、一つまたは複数の側面915a～915cは別の側面915a～915cに対して傾
斜しうる（たとえば、側面915aは915bに対して傾斜しており、側面915cは915bに対して傾
斜している）。
【００５０】
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　この開放後部配置は、ゴルフクラブヘッドに関連するウェイトを減少させることに役立
ち得、ゴルフクラブヘッド900の重心を低下させることに役立ちうる。さらには、クラブ
ヘッドのヒールおよびトウの後方にウェイトをより多く配分することもできる。
【００５１】
　いくつかの例において、ゴルフクラブヘッド900は、ゴルフクラブヘッド900の実質的に
平面状の下方部分908に形成された空隙902をさらに含みうる。上記で説明した配置と同様
に、空隙902は、いくつかの例において実質的にV字形であってもよく、ゴルフクラブヘッ
ドの後縁904からゴルフクラブヘッドの中心または中心領域906に向かって内方に延びても
よい。そのような幾何学的ウェイト付け特徴は、クラブヘッドのヒールおよびトウの後方
にウェイトを配分することに役立つ。
【００５２】
　図9Aに示すように、ゴルフクラブヘッド900はカバー950を含みうる。カバー950は、ゴ
ルフクラブヘッド900を上部から見る際に従来のゴルフクラブヘッドの外観を与えるよう
に、ゴルフクラブヘッド900の実質的に開放された後部配置の上に延びうる。いくつかの
配置において、カバー950の一部分952はゴルフクラブヘッド900の側面の一部分の上に延
びうる。これは、ゴルフクラブヘッド900の空力特性を維持することに役立ち得、従来の
ゴルフクラブヘッドの外観を与えることにも役立つ。いくつかの例において、間隙954が
ゴルフクラブヘッドのカバー950と下部またはソール908との間に形成されうる。この間隙
954は、ゴルフクラブヘッド900に関連するウェイト全体をさらに減少させることができる
。
【００５３】
　図10Aおよび10Bは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別のゴルフクラブ
ヘッド配置を示す。図10Aのゴルフクラブヘッド1000は、ゴルフクラブヘッド内に配置さ
れた一つまたは複数のセンサ1020aを含みうる。いくつかの例において、センサ1020aは、
ゴルフクラブヘッドの後部に形成された空隙と共に配置されてもよく、かつ／または空隙
の一部分を覆うカバー1050aに接続されてもよい。特に、クラブヘッドのカバーの下側表
面は、センサを収容するための開口部を有する。開口部は、開口部に収容されるセンサ10
20aにサイズが一致するように寸法決めされている。センサ1020aは締まり嵌合または摩擦
嵌合で開口部内に固着されてもよく、他の機械的締結機構が利用されてもよい。センサ10
20aはパフォーマンスデータを、記録しかつ／または計算装置（図示せず）に送信するこ
とができる。たとえば、センサ1020aは、スイングスピードなどのパフォーマンスデータ
を検出し、そのデータを計算装置に送信することができ、ユーザは様々なパフォーマンス
特性を追跡するために計算装置にアクセスすることができる。データは公知のデータ送信
方法を使用して無線送信することができ、あるいは、いくつかの例では、センサ1020aを
取り外してたとえばUSBポートを介して計算装置に接続することができる。図10Aから認識
できるように、センサ1020aはクラブヘッドのソールから空隙を通ってアクセス可能であ
る。
【００５４】
　いくつかの例において、カバーまたはその一部分は、センサ1020aにアクセスするため
に取り外し可能である。たとえば、図10Bはゴルフクラブヘッド1000bを示し、ゴルフクラ
ブヘッドはまた、パフォーマンスデータを追跡および／または送信するためにそこに（た
とえばカバー1050bに）接続されたセンサ1020bを含みうる。カバー1050bは、センサ1020a
が所望のようにアクセス、取り外しなどされうることを示すために、ゴルフクラブヘッド
1000bから部分的にはずされて示される。
【００５５】
　いくつかの配置において、上記のゴルフクラブヘッドおよび以下に記載されるゴルフク
ラブヘッドは、一つまたは複数のウェイト、ウェイトアセンブリ、ウェイト機構またはウ
ェイト付け特徴を含みうる。以下でさらに完全に説明するように、ウェイト付け特徴は取
り外し可能、調節可能などでありうる。本明細書に記載されるウェイト付け特徴は、単独
でまたは本明細書に記載される他のウェイト付け特徴との組み合わせで、本明細書に記載
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される任意のゴルフクラブヘッドで使用することができ、このウェイト付け特徴はそれと
共に記載されるゴルフクラブヘッドに限定されない。
【００５６】
　図11は、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別の例示的ゴルフクラブヘッ
ドを示す。ゴルフクラブヘッド1100は、ゴルフクラブヘッド1100のソールに形成された一
つまたは複数の陥凹を含みうる。一つまたは複数のインサート1130が陥凹に挿入されうる
。インサート1130は、ゴルフクラブヘッド1100の一つまたは複数のパフォーマンス特性を
調節するために取り外し可能および／または他のインサートと交換可能でありうる。たと
えば、インサート1130は、ゴルフクラブヘッド1100の慣性モーメントまたは重心を調節す
るために、異なる性質を有しうる。インサート1130は軽金属、金属合金、複合材料、プラ
スチックなどの任意の好適な材料で形成されうる。いくつかの配置において、インサート
1130は陥凹内に摺動して摩擦によって定位置に保持されうる。さらにまたは代わりに、イ
ンサート1130はゴルフクラブヘッド1100に、一つもしくは複数のねじ、または機械的ファ
スナ、スナップ嵌合、接着剤などによって接続されうる。
【００５７】
　いくつかの例において、インサート1130は、ゴルフクラブヘッド1100のパフォーマンス
を調節するために異なるウェイト付け特性を有しうる。インサート1130は、互いに同じウ
ェイト、または異なるウェイトでありうる。さらに他の例において、インサート1130は、
このインサートと異なるウェイト付け特性または他の特徴を有するインサートとの置換を
可能にするために、ゴルフクラブヘッドに取り外し可能に接続されうる。
【００５８】
　図12A～12Cは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別の例示的ゴルフクラ
ブヘッドを示す。ゴルフクラブヘッド1200は、空隙1202がゴルフクラブヘッドの後部に形
成された、上記の配置と同様の配置を含みうる。さらに、ゴルフクラブヘッド1200は、ゴ
ルフクラブヘッド1200内に配置された一つまたは複数のウェイト1240を含みうる。ウェイ
トは、ゴルフクラブヘッド1200のパフォーマンス特性を調節するために設けることができ
る。たとえば、ウェイト1240はゴルフクラブヘッド1200の重心、慣性モーメントなどを調
節しうる。いくつかの配置において、ウェイトは、ゴルフクラブヘッド1200のパフォーマ
ンス特性を調節するために取り外し可能および／または他のウェイトと交換可能でありう
る。すなわち、ゴルフクラブヘッド1200の後部に設けられた開放空隙1202はウェイト1240
へのアクセスを可能にしうる（図12Bに示すように）。したがって、ウェイト1240をゴル
フクラブヘッド1200から取り外しかつ／または他のウェイト部材と交換することができる
。
【００５９】
　いくつかの例において、ウェイト1240aおよび1240bは異なるウェイト特性を有しうる。
たとえば、ヘッド1200上でゴルフクラブヘッドの重心をより低く調節するために、ウェイ
ト1240aはウェイト1240bよりも軽いことがある。また、ゴルフクラブヘッド1200のパフォ
ーマンス特性を調節するためにウェイト1240aおよび1240bを交換することができ、あるい
は、ゴルフクラブヘッド1200のパフォーマンス特性をさらに調節するためにこれらのウェ
イトを他のウェイト部材（図12A～12Cに示さず）と交換することができる。図12Bおよび1
2Cから認識できるように、ウェイトポートは、伝統的なクラブヘッドでは概して不可能な
クラブヘッドの区域に置かれてもよい。クラブヘッドに空隙を画定する構造が理由で、ウ
ェイトポートはより容易にアクセス可能になる。
【００６０】
　図13Aおよび13Bは、ゴルフクラブヘッドの後部に形成された空隙1302、および一つまた
は複数のウェイト1340を有する、別のゴルフクラブヘッド配置を示す。上記で説明した配
置と同様に、空隙1302は実質的にV字形でもよく、上記で説明した他の形状を有してもよ
い。ウェイト1340は調節可能、取り外し可能、交換可能、置換可能などであり得、いくつ
かの例においては、ゴルフクラブヘッド1300の後部に形成された空隙1302を介してアクセ
スすることができる。たとえば、図13Aおよび13Bに示すように、ウェイト1340bは境界区
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域、または空隙のベース部（たとえばV字形の下部）からアクセスすることができる。ウ
ェイト1340a、1340bはゴルフクラブヘッドに、機械的ファスナ、接着剤、スナップ嵌合な
どを使用して接続されうる。いくつかの例において、ウェイト1340はゴルフクラブヘッド
1300に、ねじによって接続されうる。したがって、ウェイト1340bを取り外すために空隙1
302を介してねじにアクセスし、それを取り外すことができる。
【００６１】
　さらには、空隙1302は、そこを通ってウェイト1340aにアクセス可能な間隙1317を備え
うる。したがって、ウェイト1340aを接続するねじまたは他のファスナは間隙1317を介し
て取り外し可能であり、ウェイトは調節、取り外し、置換などが可能である。
【００６２】
　図12Aおよび12Bに関する上記の配置と同様に、ウェイト1340aおよび1340bは、ゴルフク
ラブヘッド1300のパフォーマンスを調節するために、異なるウェイトまたはウェイト特性
を有しうる。ウェイトは任意の好適な材料で形成されうる。
【００６３】
　図14A～14Cは、本明細書に記載される一つまたは複数の局面の、別のゴルフクラブヘッ
ド配置を示す。ゴルフクラブヘッド1400は、ゴルフクラブヘッド1400の後部に形成された
空隙1402を含みうる。さらには、ゴルフクラブヘッド1400は、ゴルフクラブヘッド1400の
後部に配置されたウェイト1440を含みうる。いくつかの例において、ウェイト1440は、そ
れぞれ異なる性質を有する二つの側面1440a、1440bを有しうる。たとえば、ウェイト1440
の一方の側面1440aはウェイト1440の第二の側面1440bよりも重いことがある。ウェイト特
性のこの差は、ウェイト1440を形成する上で使用される異なる材料、使用される材料の密
度などが理由でありうる。移動可能なウェイト1440はゴルフクラブヘッドのパフォーマン
ス特性を改変可能である。
【００６４】
　さらにまたは代わりに、各側面の構造は異なりうる。たとえば、図14Cに示すように、
ウェイトの一方の側面1440bが、その側面に関連するウェイトを減少させるように中空で
ありうる一方、他方の側面1440aはより重くなるように中実でありうる。
【００６５】
　ウェイトは、ねじまたは他の機械的ファスナなどを介してゴルフクラブヘッドに取り外
し可能に接続されうる。すなわち、ユーザは、ウェイト1440を取り外し、調節などするた
めに、ゴルフクラブヘッド1400の後部における空隙1402を介してウェイト1440のファスナ
にアクセスすることができる。ゴルフクラブヘッドのパフォーマンス特性を調節するため
に、ウェイト1440をゴルフクラブヘッド1400から取り外すことができ、ユーザはウェイト
1440を回転または反転させて異なる構成で接続することができる。すなわち、ウェイト14
40の調節によって、ウェイト特性（したがってパフォーマンス特性）を高位から低位にま
たは上部からソールに調節する（たとえば、ゴルフクラブヘッド1400の重心をゴルフクラ
ブヘッド1400上でより高くまたはより低く調節する）ことができる。
【００６６】
　図15Aおよび15Bは、ゴルフクラブヘッド1500がたとえば調節可能、取り外し可能なウェ
イト1540を有しうる、調節可能なウェイト配置の別の例を示す。図示される配置において
、ウェイト1540はやはり二つの側面または端部を有しうるものであり、それぞれ、ウェイ
ト1540の調節によるゴルフクラブヘッド1500のパフォーマンス特性の調節を可能にする異
なったウェイト付け特性を有する。図15Bに示すように、ウェイトは、図14A～14Cに示す
一つの地点というよりは、この配置では二つの地点において接続されうる。しかし、本発
明を逸脱することなく、単一の接続点をこの配置で使用してもよい。
【００６７】
　上記で説明した配置と同様に、ウェイト1540は実質的にV字形であり得（図15Bに示すよ
うに）、空隙1502のベース部の上に延びうる。空隙1502における境界区域において、クラ
ブヘッドボディは、打球面から離れるようにかつ空隙1502に向かってまたはその中に延び
る突起部1510を有しうる。図15Bに示すように、ウェイト1540は、突起部1510を収容する
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ように寸法決めされたキャビティを画定する。固着されると、ウェイト1540は突起部1510
の周りに嵌合および適合される。ウェイト1540は、異なるウェイト特性などの特性を有す
る複数の端部を含みうる。たとえば、一方の端部1540aが他方の端部1540bよりも重いこと
がある。これは、ウェイト、またはいくつかの例においては端部1540a、1540bの構造を構
築するために使用される材料の差が理由でありうる。たとえば、一方の端部、たとえば端
部1540aが他方の端部1540bよりも厚いことがある。材料の厚さを追加することで、ゴルフ
クラブヘッド1500のパフォーマンス特性を調節するために使用可能なさらなるウェイトを
得ることができる。端部1540a、1540bはさらなるウェイト要素をその上に支持することも
ある。図15Bから認識できるように、ウェイト1540の比較的重い端部が、クラブヘッド150
0のクラウンに向かってまたはソールに向かって位置するように、ウェイト1540を回転さ
せるかまたは調節することができる。
【００６８】
　図14A～14Cの配置と同様に、ゴルフクラブヘッドのパフォーマンス特性を調節するため
に、ウェイトに空隙1502を介してアクセスすることができ、ウェイトを代替構成で取り外
しおよび置換することができる（第二の側面が下方の構成対第二の側面が上方の構成など
）。いくつかの例において、ウェイト1540が単一ピース部材でありうる一方、他の例にお
いて、ウェイト1540は、一緒に接合されたかまたは別々にゴルフクラブヘッド1500に接続
された複数のピースで形成されうる。図15Bにさらに示すように、ウェイト1540をクラブ
ヘッド1500に固着するために一対のねじ込みファスナが使用される。クラブヘッド1500の
構造によって、空隙1502は、ウェイト1540の取り外しまたは調節のためのファスナへの容
易なアクセスを提供する。図15Aにさらに示すように（図15Bには示さないが）、クラブヘ
ッド1500はチャネル1550を有しうるものであり、チャネルは、ヒールからトウまでクラブ
ヘッド1500のソールを横切って、かつ打球面に概して隣接して延びる。チャネルは、ボー
ル衝突時にクラブヘッドの特定の量の圧縮を可能にする。この特徴は、クラブのパフォー
マンスをさらに向上させるために、他のクラブヘッド構造およびウェイト付け特性と協働
しうる。
【００６９】
　図16は、本発明のさらに別のゴルフクラブヘッド1600を示す。他の態様について説明す
るように、ゴルフクラブヘッド1600は、空隙1630によって離間された第一の脚部1622と第
二の脚部1624とを有するボディ1602を有する。空隙1630は他の態様と同様の概してV字形
である。ゴルフクラブヘッド1600は境界区域1626をさらに画定する。カバー1604はボディ
1602と一体化されているかまたは接続されている。第一の脚部1622および第二の脚部1624
は境界区域1626に向かって互いの方に集まる。
【００７０】
　ゴルフクラブヘッド1600は、クラブヘッド1600のパフォーマンスをさらに向上させるよ
うにウェイトアセンブリを利用する。ウェイトアセンブリまたはウェイトは境界区域1626
に操作可能に備えられている。例示的態様において、ヘッド1600の境界区域1626は、例示
的態様において収容管1642の形態である収容体または収容部1642を支持する。ウェイトア
センブリのウェイト1640は、収容管1642によって収容されるように構成されている。図16
は、管1642内のさらには分解構成のウェイト1640を示す。ウェイト1640は、いくつかの例
においては、ゴルフクラブヘッド1600に組み込まれた収容管1642に収容され得、いくつか
の配置においては、ゴルフクラブヘッド1600に形成されたV字形空隙1602のベース部に配
置されうる。したがって、図16に示すように、境界区域1626は、概して第一の脚部1622お
よび第二の脚部1624の接合部において収容管1642を支持する。第一の脚部1622および第二
の脚部1624は収容管1642に集合する。収容管1642は概して、カバー1604の下面からクラブ
ヘッドボディ1602のソール面近くまで延びる高さを有する。収容管1642は、所望に応じて
変動する高さを有してもよく、一方または両方の端部がクラウンまたはソールの下面から
離間するように装着されてもよい。ウェイト1640が、反対側の端部1640bよりも重い一方
の端部1640aを有し得、ウェイト1640が所望に応じて反転しうることが理解されよう。し
たがって、クラブヘッド1600のパフォーマンス特性を改変するために、異なるウェイト付
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けの特性および配置が可能である。また、ウェイト1640を収容管1642内に固着するために
、収容管1642中の雌ねじと嵌合するねじ込みファスナ1644を設けることができる。
【００７１】
　収容管1642およびウェイト1640は、ウェイト1640が収容管1642中に摺動しうるように対
応する形状を有しうる。いくつかの例において、ウェイト1640および収容管1642は円柱状
、正方形、長方形などでありうる。収容管1642は縦軸を有し得、ウェイトは縦軸を有しう
る。ウェイト1640が管1642に収容される際に、これらの縦軸は概して対応する。図16に示
す態様において、打球面が特定の量のロフト角を有しうるとの理解に基づけば、管1642の
縦軸は概して垂直および概して打球面と水平である。収容管1642は、ゴルフクラブヘッド
1600の一つまたは複数の部分と一体的に形成されてもよく、別個の部分として形成されて
接着剤、機械的ファスナ、スナップ嵌合などの公知の接続方法を使用してゴルフクラブヘ
ッド1600に接続されてもよい。
【００７２】
　図16に示す例において、収容管1642は配置が概して垂直である（たとえばゴルフクラブ
ヘッドがアドレス位置にある場合に垂直位置にある）。しかし、本発明を逸脱することな
く、様々な他の管の配置、位置などを使用することができる。いくつかの他の配置、位置
などを以下でさらに充分に説明する。
【００７３】
　収容管1642はウェイト1640を収容しうるものであり、ウェイトは単一のウェイト部材で
あってもよく、異なるウェイト付け特性またはウェイト値を有する端部を有してもよい。
たとえば、ウェイト1640は、反対側の端部1640bよりも重い一方の端部1640aを有すること
がある。いくつかの配置において、比較的重い端部は、第一のウェイト配置を与えるよう
にゴルフクラブヘッドの上部近くに位置してもよく、あるいは、第二のウェイト配置を与
えるようにゴルフクラブヘッドの下部近くに位置してもよい。異なるウェイト配置はクラ
ブヘッド1600のパフォーマンスに影響しうる。V字形空隙1630は、高い位置から低い位置
にウェイトをより容易に調節するための、ゴルフクラブヘッド1600のボディ、ウェイト16
40などへのより容易なアクセスを可能にしうる。他の構造は、ウェイト部材をその上で取
り外し可能に支持するように、空隙1630における境界区域に操作可能に備えられうる。
【００７４】
　さらにまたは代わりに、ウェイト部材1640は、解除可能に互いに締結されうるウェイト
1640の複数のウェイトまたは部分、たとえば、一つのピースが最も重い三つのピース（図
16に二点鎖線で示す）を含みうる。また、異なるウェイトは異なるウェイト値を有しうる
。いくつかの例において、比較的重い部材は本部材のいずれかの端部または中央に存在し
うる。本発明を逸脱することなく、ウェイト部材の様々な他の組み合わせを使用すること
ができる。ウェイト1640が管1642にぴったりと嵌合して使用中に管内で摺動しないように
、ねじ込みファスナ1644の長さを伴うウェイト部材1640の全高は、収容管1642の高さに概
して対応しうる。所望であれば管1642および／またはウェイト1640がショック吸収特徴を
有しうることが理解されよう。
【００７５】
　いくつかの配置において、V字形空隙のベース部は傾斜していてもよく、収容管1642は
その角度に適合しうる。したがって、ウェイト1640を収容管1642内で調節することで、ウ
ェイト部材をハイブリッドに、たとえば高低方向、前後方向に調節することができる。複
数の収容管1642を垂直、水平または傾斜構成で利用してもよい。また、収容管は、第一の
脚部1622および第二の脚部1624の表面沿いを含む境界区域1626から離間した場所に位置し
うる。
【００７６】
　V字形空隙のベース部におけるウェイト1640および収容管1642の位置は、ゴルフクラブ
ヘッド1600の中心領域に近い重心を調節することに役立ちうる。低い重心または高い重心
を与えるように、管1642中のウェイトを管1642において集中させることができる。比較的
中立的な重心を与えるようにウェイト1640を構成してもよい。ウェイト1640の挿入または
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取り外しによって、ゴルフクラブヘッド1600の全重量にさらなるウェイトを追加するかま
たはそこからウェイトを取り外すことができ、中心領域にウェイトを追加するかまたはそ
こからウェイトを取り外すことができ、それによりゴルフクラブヘッド1600のパフォーマ
ンス特性が調節される。管1642中のウェイト1640によって与えられるそのようなウェイト
付け特徴は、ボールスピンの変化を与えることでゴルフボールの弾道にさらに影響しうる
。このウェイト付け特徴が約500～600rpmというボールスピンの変化を与えうると特定さ
れた。ボールスピンに影響するように、かつ打ち出し角およびボール速度を考慮して、管
1642中の調節可能なウェイト1640を利用することで、ゴルファーは、所望のボールの弾道
、距離および他の特性を実現するようにゴルフクラブをカスタマイズすることができる。
さらに、使用される特定のゴルフボールに望まれるボールスピンを生成するようにクラブ
ヘッド1600をカスタマイズするために、調節可能なウェイト付け特徴を使用することがで
きる。
【００７７】
　図16において利用されるウェイトアセンブリは特定の代替形態をとることもある。たと
えば、第一の脚部および第二の脚部がそれらの間にV字形空隙を画定するようにクラブヘ
ッドボディを形成することができる。この態様において、空隙はクラブヘッドのクラウン
からクラブヘッドのソールまで完全に延びる。空隙中で対向する脚部の側面は、側面を画
定する材料によって閉鎖されてもよく、あるいは、脚部の側面は開放構成を有してもよい
。V字形空隙に対応するようにやはりV字形であるカバー部材を設けることができる。カバ
ー部材は上部分および垂下脚部、ならびに収容管をその中に画定する構造を有する。収容
管は上記のウェイトを収容するように構成されている。カバー部材はV字形空隙に位置し
ており、カバー部材の上部分はクラブヘッドボディに取り付けられている。カバー部材の
垂下脚部はクラブヘッドボディの脚部に直面しており、クラブヘッドボディの脚部に接続
されてもよい。したがって、クラブヘッドボディが図16に示すクラブヘッドと同様に形成
される。一つの例示的態様において、クラブヘッドボディはチタンなどの鋳造金属ボディ
である。カバー部材はプラスチック射出成形操作において形成される。プラスチックカバ
ー部材は、やはりチタンなどの金属から作製される対応する構造に比べて、クラブヘッド
の全重量を減少させる。金属状の外観を与えかつプラスチックカバー部材をさらに強化す
るために、コーティング操作をその部材上で利用することがある。さらなるウェイト部材
を利用する本明細書に記載される様々な態様において、ウェイト部材がゴルフクラブヘッ
ドの残りまたはそのヘッドの一部分よりも重い材料に由来しうることがさらに理解されよ
う。他の例示的態様において、ウェイト部材は、ゴルフクラブヘッドの残りまたはヘッド
の一部分と同じ材料で作製されうる。特定の例示的態様において、ウェイト部材は鋼、ア
ルミニウム、チタン、マグネシウム、タングステン、黒鉛または複合材料、ならびにそれ
らの合金および／または組み合わせから形成されうる。
【００７８】
　図17Aおよび17Bは、図16と類似した別のウェイト配置を示す。ゴルフクラブヘッド1700
は、ゴルフクラブヘッド1700の後部にV字形空隙1702を画定するクラブヘッドボディを含
みうる。クラブヘッドボディは、空隙1702を画定する離間した脚部の対を有し、脚部は集
合し、境界区域がクラブヘッドボディに画定される。さらには、ゴルフクラブヘッド1700
は、境界区域にまたは概してゴルフクラブヘッドの中心領域もしくはその近くに（たとえ
ばV字形空隙1702のベース部に）配置されたウェイト1740を含みうる。ウェイトアセンブ
リまたはウェイトは境界区域に操作可能に備えられている。例示的態様においては、図16
の配置と同様に、ウェイトは円柱状であってもよく、収容管1742などの収容部に収容され
うる。
【００７９】
　上記で説明した配置と同様に、ウェイトは、異なるウェイト付け特性またはウェイト値
を有する端部を有しうる。たとえば、一方の端部1740aが他方の端部1740bよりも重いこと
がある。さらなるウェイトは、端部1740aがウェイト1740の比較的大きな部分であること
（図17Bに示すように）、またはウェイトを形成するために使用される材料が各端部で異
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なりうることが理由でありうる。ウェイト1740に関連するウェイト配分を調節するために
、ウェイト1740を収容管1742から取り外して回転または反転させることができる。すなわ
ち、比較的重い端部が収容管1742の上方部分の近く（たとえばゴルフクラブヘッドのソー
ルの近く）に存在してもよく、あるいは、比較的重い端部がゴルフクラブヘッド1740の上
部またはクラウンの近くに存在するようにウェイト1740を逆転させてもよい。
【００８０】
　さらにまたは代わりに、上記のように、ウェイトは、異なるウェイト特性を有する複数
のウェイト部分で構成されうる。たとえば、ウェイト配分を調節してそれによりゴルフク
ラブヘッド1700のパフォーマンス特性を調節するために、部分1740aおよび1740bは、複数
の構成で一緒に接続可能なウェイト1740の別々の部分であってもよい。図17Bには二つの
ウェイト部分が示されるが、所望のようにウェイト1740を形成するために三つ以上の部分
を使用してもよい。
【００８１】
　いくつかの例において、収容管1742は、ウェイト1740を収容管1742内に固着するファス
ナ1750を含みうる。たとえば、ウェイト1740の位置を維持するようにウェイト1740を挿入
した後で、ねじまたは他のねじ込みファスナ1750を収容管1742に挿入することができる。
収容管1742は、ねじ込みファスナ1750を収容する嵌合ねじを有する。ウェイトを取り外す
かまたは調節するために、ファスナ1750を取り外すことができ、次にウェイト1740を取り
外すことができる。上記で説明した配置と同様に、ウェイト1740およびファスナ1750への
アクセスは、ゴルフクラブヘッド1700の後部に形成された空隙1702を介しうる。いくつか
の他の代替態様において、ウェイト1740が管1740内に固着されることがあることが理解さ
れよう。
【００８２】
　さらにまたは代わりに、ねじ山の調節によってウェイト1740が収容管1742内に移動され
るように、ウェイト1740をねじ込みファスナ1750にねじ込むまたは接続することができる
。たとえば、ねじ込みファスナ1750を回すことでファスナ1750を収容管1742内で上方また
は下方に移動させることができる。また、ファスナ1750に接続されたウェイト1740もねじ
込みファスナ1750と共に上方または下方に移動させることができる。図17Aおよび17Bにさ
らに示すように、収容管1742は、管1742中のウェイト1740を見えるようにする窓1744を有
しうる。ウェイト1740には、設けられる特定のウェイト付け配置を容易に決定することを
可能にする表示を設けることができる。
【００８３】
　収容管を含む上述の配置は、露出された収容管の外部を概して示すが、収容管は、本発
明を逸脱することなく、ゴルフクラブヘッドの後部分内に包囲されていてもよい。たとえ
ば、ゴルフクラブヘッドの境界区域は、ウェイト部材を収容する収容管または何らかの他
の構造を完全に包囲しうる。
【００８４】
　図18は、空隙1802を後部に有しかつ調節可能なウェイト部材を有するさらに別のゴルフ
クラブヘッドを示す。クラブヘッド1800は、クラブヘッドのカバーまたはクラウン部分の
下に空隙1802を画定する離間した脚部の対を有する。ゴルフクラブヘッド1800は二つのウ
ェイト部材1840aおよび1840bを含む。二つのウェイト部材1840a、1840bは、一方の端部が
別の端部よりも重くなりうるように、図16および17のウェイトと同様に配置されうる。さ
らには、ウェイト部材1840a、1840bは、上記の配置と同様に収容管（図18に示さず）に収
容されてもよく、やはり上記のようにゴルフクラブヘッドの外面に接続されてもよい。
【００８５】
　ゴルフクラブヘッド1800のウェイト配置全体を調節しかつパフォーマンス特性を調節す
るために、ウェイトを取り外して反転、回転などすることができる。図18の配置において
、一方のウェイト1840aはウェイトを前後方向に（たとえばフェース／前部に向かって、
後部に向かって）調節するように配置され、一方、他方のウェイト1840bはウェイトを高
低方向に（たとえば上部に向かって、ソールに向かって）調節するように構成される。各
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ウェイトは、ゴルフクラブヘッド1800のパフォーマンス特性をカスタマイズするために互
いに独立して調節することができる。前後方向および高低方向に調節可能なウェイトを含
むさらなる配置を以下で説明する。高低方向ウェイト部材1850がトウの近くに位置しかつ
前後方向ウェイト部材1840aがヒールの近くに位置しうるように、ウェイト1840a、1850a
を切り替えることができることが理解されよう。図18にさらに示すように、クラブヘッド
1800はチャネル1850を有しうるものであり、チャネルは、ヒールからトウまでクラブヘッ
ド1850のソールを横切って、かつ打球面に概して隣接して延びる。チャネルは、ボール衝
突時にクラブヘッドの特定の量の圧縮を可能にする。この特徴は、クラブのパフォーマン
スをさらに向上させるために、他のクラブヘッド構造およびウェイト付け特性と協働しう
る。
【００８６】
　図19Aおよび19Bは、ゴルフクラブヘッド1900の後部に形成された空隙1902を有し、かつ
空隙1902内に配置された調節可能なウェイトを有する、別の代替ゴルフクラブヘッド配置
を示す。上記で説明した配置と同様に、空隙1902は、ゴルフクラブヘッド1900に配置され
た調節可能なウェイトへの容易なアクセスを提供する。ゴルフクラブヘッド1900は、収容
管1942を有する開放後部分を含み、収容管はゴルフクラブヘッド1900のソールからゴルフ
クラブヘッド1900の上部に向かって延びる。クラブヘッド1900は、打球面に近接したボデ
ィのベース部からクラブヘッドボディの後部に向かって延びるソール面1930を有する。ソ
ール面1930はソールにおいて収容管1942の端部を支持する。クラブヘッドボディのカバー
またはクラウン部分は、アドレス位置においては見えないであろうソール面1930を越えて
延びる。上記で説明した配置と同様に、収容管1942はウェイト1940を収容するように構成
することができ、ウェイトは、様々なウェイト付け特性を有してもよく、ゴルフクラブヘ
ッド1900のパフォーマンス特性を調節するために調節可能、取り外し可能、回転可能など
でありうる。
【００８７】
　図19Bに示すように、空隙1902の配置および場所が理由で、ウェイト1940は収容管1942
の開放部分を通して見えうる。このことは、ユーザが収容管1942内のウェイト1940の位置
を同定しかつウェイトの調節が望ましいものであるか否かを決定することを可能にしうる
。上記で説明したいくつかの配置と同様に、ウェイト1940はねじ込みファスナなどのファ
スナを介して収容管1942内に保持されうる。空隙1902は、ウェイト1940を調節するための
ファスナへのアクセスを可能にしうる。
【００８８】
　上記で説明した配置と同様に、ウェイト1940は、異なるウェイト特性を有する端部を有
しうるか、または、ウェイト1940に関連するウェイト配分の調節を可能にしうる複数の部
分で形成されうる。
【００８９】
　図20Aおよび20Bは、調節可能なウェイトを有するさらに別のゴルフクラブヘッド配置を
示す。クラブヘッド2000は、クラブヘッド2000のカバーまたはクラウン部分の下に空隙20
02を画定する離間した脚部の対を有する。図示されるウェイト配置は、第一の収容部また
は収容体および第二の収容部または収容体にそれぞれ収容される二つの調節可能なウェイ
ト2040a、2040bを含む。調節可能なウェイト2040a、2040bは、異なってウェイト付けされ
た端部を有してもよく、また、解除可能に一緒に接続されかつ複数のウェイト値を有する
複数のウェイト部材から作製されてもよい。例示的態様において、第一の収容部は第一の
収容管2042aであり、第二の収容部は第二の収容管2042bである。第一の収容管2042aは、
境界区域2026に近接して置かれる垂直構成を有する。第二の収容管2042bは概して水平の
構成を有し、第一の収容管2042aの近くからクラブヘッド2000の後部に向かって延びる。
第二の収容管2042bの一端はクラブヘッド2000の後周で接続される。二つのウェイトが図
示されているが、所望に応じてそれよりも多いまたは少ないウェイトを使用することがで
きると理解されよう。上記で説明した配置と同様に、ウェイト2040a、2040bは、他方の端
部よりも重い一方の端部を有してもよく、あるいは、異なるウェイト特性を有する異なる



(34) JP 6209161 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

ウェイト部分で形成されてもよい。第一の収容管2042aが境界区域2026において完全に収
納されうることが理解されよう。図20Aおよび20Bから認識できるように、第二の収容管20
42bは空隙に沿って延び、管2042aとカバーまたはクラウンの下側表面との間で画定される
空間または間隙を有する。第二の収容管2042bへの開口部または開口端がクラブヘッド200
0の後部に近接して置かれる。第二の収容管2042bは、第一の収容管2042aの開口端に近接
した閉鎖端を有する。
【００９０】
　上記で説明した特定の配置と同様に、ウェイト2040a、2040bはゴルフクラブヘッド2000
中の収容管2042a、2042b内に収容される。いくつかの例において、収容管内のウェイト20
40a、2040bの位置はねじまたは他のねじ込みファスナなどのファスナによって維持されう
る。収容管は、収容管2042bのように目に見えてもよく、ウェイト2040aを備えた収容管20
42aのように、クラブの外側から見えないようにゴルフクラブヘッド2000の一部分内に収
容されてもよい。
【００９１】
　ウェイト2040a、2040bは、ゴルフクラブヘッドのパフォーマンス特性を調節するために
回転、取り外し、調節などされうる。たとえば、ウェイト2040bの調節によって、ゴルフ
クラブヘッドの前後方向のウェイト配分を調節することができる。したがって、ウェイト
2040bのより重い端部を前部近くに位置づけることで、クラブヘッド2000のウェイト全体
がゴルフクラブの前部または前面に向かって調節される。あるいは、ウェイト2040bのよ
り重い端部をゴルフクラブヘッド2000の後部に向かって位置づけることで、クラブヘッド
2000のウェイト全体がゴルフクラブヘッド2000の背部または後部に向かって移行しうる。
【００９２】
　また、ウェイト2040aは、ゴルフクラブヘッド2000のウェイト全体の特性を調節するた
めに調節可能、取り外し可能、回転可能などでありうる。たとえば、上記のように、ウェ
イト2040aはより重い端部およびより軽い端部を有しうる。所望のように、ゴルフクラブ
のウェイトを高低方向に調節するために、より重い端部またはより軽い端部を第一の収容
管2042aに最初に挿入することができる。すなわち、より重い端部を最初に挿入すること
で（たとえば、収容管がゴルフクラブヘッドのソールからアクセスされることから、クラ
ウンに向かって）、ウェイトをゴルフクラブの上部のクラウンに向かって移動させること
ができ、一方、より軽い端部を最初に挿入することで（たとえばクラウンに向かって）、
さらなるウェイトがゴルフクラブの下部またはソールの近くに付加される。
【００９３】
　ウェイト2040a、2040bは互いに独立して調節されうる。ウェイト2040a、2040bの調節、
回転などによってゴルフクラブ2000の重心を所望に応じて移動または調節することができ
る。前後方向と高低方向またはソールクラウン方向との両方でウェイトを調節するという
ハイブリッド配置によって、ゴルフクラブヘッド2000のウェイトおよび／またはパフォー
マンス特性のさらなるカスタマイズを行うことができる。また、収容部が、さらなる調節
能力を示す枢動可能な支持体によって支持されることがあることが理解されよう。さらに
、支持部または支持体が概して縦方向の軸を有することが理解されよう。ウェイトは縦軸
に沿って収容される。特定の構造において、縦軸は打球面に対して概して横向きである。
他の構造において、縦軸は打球面に対して概して平行である。さらに他の構造において、
縦軸は打球面に対してある角度で置かれうる。
【００９４】
　図21はさらに別のゴルフクラブヘッド配置を示す。クラブヘッド2100は、クラブヘッド
2000のカバーまたはクラウン部分の下に空隙2102を画定する離間した脚部の対を有する。
ゴルフクラブヘッド2100は、ゴルフクラブヘッド2100の後部に近接しかつクラブヘッド21
00の中心領域に向かって延びる空隙2102を含む。この態様において、空隙2102は第一の脚
部2122および第二の脚部2124によって形成され、脚部は、V字形空隙2102を画定すること
に役立つように離間している。いくつかの例において、脚部2122、2124は、脚部2122、21
24に操作可能に備えられた一つまたは複数の摺動ウェイト2140を含みうる。この目的で、
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ウェイト2140は異なる構成で脚部2122、2124によって支持されうる。一つの例示的態様に
おいて、第一の脚部2122は、移動可能なウェイト2140を収容する第一の通路を画定し得、
第二の脚部2124は、移動可能なウェイト2140を収容する第二の通路を画定しうる。通路は
、脚部2122、2124によって画定されたトラックと考えられうる。摺動ウェイト2140はゴル
フクラブヘッド2100に、ウェイト2140の位置の調節を可能にしうるねじ2165または他のフ
ァスナを使用して接続されうる。たとえば、脚部2122、2124を貫通して置かれるファスナ
2165は、ウェイト2140上のスロット2160、またはウェイト2140の上部に沿って置かれる他
の収容陥凹に収容されうる。この協働的構成は、ファスナ2165の回転時の自己締結を可能
にしうる。ファスナ2165は摺動ウェイト2140の位置を脚部内に維持しうる。ウェイト2140
の位置を調節するために、ファスナ2165を緩めることができ、ウェイト2140をゴルフクラ
ブヘッド2100の中に（たとえば前部に向かって）またはその外に（たとえば後部に向かっ
て）移動させることができ（矢印に示すように）、ファスナ2165を再締結することでウェ
イト2140を新たな位置または調節された位置に固着することができる。空隙構造は、脚部
に沿ったウェイト2140の調節に必要なアクセスを提供することに役立つ。さらなる代替態
様において、脚部は内側床部を画定することもあり、ウェイト2140が床部に支持されかつ
床部に沿って摺動することがある。ウェイトを脚部に沿った所望の場所に固着するための
据付機構としてファスナが設けられることがある。さらなるトラック機構をウェイトと脚
部構造との間で使用してもよい。
【００９５】
　スロット2160の配置は、ウェイト2140を脚部2122、2124の長さに沿った無限に多数のの
位置に固着することを可能にしうる。さらにまたは代わりに、スロット2160は一つまたは
複数の停止部（図示せず）を含みうるものであり、スロットは、ウェイト2140の固着可能
な位置を画定し得、ウェイト2140の位置を維持することに役立ちうる。停止部は様々な形
態をとり得、位置を維持するためにウェイト2140と協働しうる。一つの例示的態様におい
ては、たとえばウェイトを停止部の上に移動させて停止部を撓ませることで、スロットに
沿ったウェイトの移動を可能にしながらスロットにウェイトの位置を維持するように、停
止部は、ゴム、ポリマーまたは他のエラストマー材料などの弾性的に撓み可能な材料であ
りうる。他の例示的態様において、移動可能なウェイトは、ウェイトの位置を維持するこ
とに役立つ付勢部材と協働しうる。また、ウェイトは、より重いまたはより軽い他のウェ
イトとの交換が可能でありうる。
【００９６】
　いくつかの例において、ウェイト2140は同じまたは実質的に類似したウェイト特性を有
しうる。他の例において、ウェイト2140は異なりうる。さらには、いくつかの配置におい
て、ウェイト2140はゴルフクラブヘッド2100から取り外し可能であり得、いくつかの例に
おいて、異なるウェイト特性を有する他のウェイトと置換されうる。
【００９７】
　ウェイト2140の調節によりゴルフクラブヘッド2100のパフォーマンス特性が調節される
。たとえば、ウェイトをゴルフクラブヘッドの前面に向かって内方に移動させると、ゴル
フクラブヘッド2100のウェイト全体の配分が前方に移動し、それによりゴルフクラブヘッ
ド2100の重心が調節される。あるいは、ウェイトをゴルフクラブヘッド2100の後部に向か
って外方に移動させると、重心はゴルフクラブヘッド2100の後部に向かって移行しうる。
【００９８】
　ウェイトは互いに独立して調節されうる。たとえば、ゴルフクラブヘッド2100のウェイ
ト配分、重心、慣性モーメントなどをさらに調節するために、一つのウェイトを他のウェ
イトよりも前方に調節することができる。さらには、ウェイト2140のV字形構成は、上記
のような前後方向のウェイトの移行だけでなくトウ-ヒール方向のウェイトの移行も与え
ることができる。いくつかの例において、ウェイト2140は傾斜上に配置されうるものであ
り、これにより、ウェイト2140を移動させる際の高低方向のウェイト調節も生じうる。ま
た、高低方向および前後方向のウェイト移動の増大した組み合わせを示すように、脚部の
傾斜が構築されることがある。図21にさらに示すように、クラブヘッド2100は、ヒールか
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らトウまでクラブヘッド2100のソールを横切ってかつ打球面に隣接して延びるチャネル21
50を有しうる。チャネルは、ボール衝突時にクラブヘッドの特定の量の圧縮を可能にする
。この特徴は、クラブのパフォーマンスをさらに向上させるために、他のクラブヘッド構
造およびウェイト付け特性と協働しうる。
【００９９】
　図22は、ゴルフクラブヘッド2200の後部に形成された空隙2202を有する別のゴルフクラ
ブヘッド配置を示す。いくつかの例において、空隙2202は実質的にV字形であってもよく
、ゴルフクラブヘッド2200内にかつV字形空隙2202の側壁2204に沿って置かれる一つまた
は複数の調節可能なウェイトアセンブリ2240を含みうる。図22の配置は二つの調節可能な
ウェイトアセンブリを含むが、本発明を逸脱することなくそれよりも多いまたは少ないウ
ェイトアセンブリを使用してもよい。
【０１００】
　いくつかの例において、ウェイト2240は脚部によって支持されており、空隙2202の側面
2204に沿って摺動可能でありうる。たとえば、空隙2202の側壁2204に配置されたスロット
2260内のウェイトの位置を維持する上で、ねじまたは他のファスナ2265が役立ちうる。所
望に応じてファスナ2265をスロット2260に沿って緩め、調節することで、ウェイトを前方
に（ゴルフクラブヘッド2200のフェースに向かって）または後方に（ゴルフクラブヘッド
2200の後部に向かって）移動させることができる。所望の位置を決定した時点で、スロッ
ト2260に沿ってウェイトの位置を維持するようにファスナ2265を締結することができる。
【０１０１】
　図示される配置において、ウェイトはスロット2260に沿ってどこに置かれてもよい。代
替態様においては、ウェイトの位置を維持することに役立ちかつウェイトに有限数の位置
を与えるように、一つまたは複数の停止部がスロット2260に沿って配置されうる。
【０１０２】
　図21に関して説明した配置と同様に、ウェイトはスロットに沿って調節されてもよく、
ウェイト配分は前方および／または後方に移動されてもよく、ウェイトはまた、V字形空
隙2202、およびウェイトが置かれる空隙2202の側面2204によってトウ-ヒール方向に調節
されうる。これは、ウェイト配分の複数方向でのカスタマイズを可能にしうる。さらには
、ウェイトは、ゴルフクラブヘッド2200のパフォーマンス特性を調節するためにゴルフク
ラブヘッドのウェイト全体の配分をカスタマイズすることにさらに役立つように、互いに
独立して調節されうる。ウェイトはまた、側壁2204の内面の様々な位置、たとえば、脚部
の集合部における境界区域により近い位置かまたは脚部の後部により近い位置に、かつ側
壁2204に沿った様々な角度で、摺動可能に装着されうる。他の代替態様において、ウェイ
ト2240はクラブヘッドの内部キャビティ内に収容されうるが、脚部の内面に沿って選択的
に摺動可能なように構成されうる。図22のクラブヘッド2200に、空隙2202および／または
脚部の上に延びるカバーを設けることができることが理解されよう。
【０１０３】
　図23A～23Cは、ゴルフクラブヘッド2300の後部に形成された空隙を有し、かつその中に
構成された調節可能なウェイト配置を有する、別のゴルフクラブヘッド配置2300を示す。
ゴルフクラブヘッド2300は、空隙2302内に置かれかつ空隙2302を介してアクセス可能であ
る、調節可能なウェイト2340を含む。ウェイト2340は、トウ近くからヒール近くまで延び
るトラックに沿って摺動しうる。いくつかの配置において、ウェイト2340の一部または全
部がゴルフクラブヘッド2300内に配置されてもよく、ゴルフクラブヘッドの外部から見え
なくてもよい。あるいは、ウェイトは所望に応じてゴルフクラブヘッド2300の外面に配置
されうる。
【０１０４】
　図23A～23Cの配置において、ウェイトの一部分がゴルフクラブヘッド2300の内部に配置
されうる。しかし、ウェイトはゴルフクラブヘッド2300の外部から調節されてもよい。た
とえば、ウェイト2340は、ゴルフクラブヘッドに備えられたウェイトをトウ近くからヒー
ル近くまで、またはその逆に移行させるために、トラックまたはスロット2360に沿って調
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節されうる。スロットは曲線形または円弧形として示されるが、本発明を逸脱することな
く様々なスロット配置を使用することができる。たとえば、スロットは概して直線形、V
字形などでありうる。
【０１０５】
　上記の配置と同様に、ウェイト2340は、ねじ込みファスナを介してねじ込まれうるかま
たは調節可能であり得、ねじ山を介して定位置に維持されうる。いくつかの配置において
、ウェイト2340は様々な形状を有してもよく、スロットを通って延びるねじ込みファスナ
を介して定位置に保持されうる。
【０１０６】
　図23Bは、ウェイト2340およびスロット2360を覆うようにゴルフクラブヘッドの後部の
一部分の上に延びうるカバー2350を示す。カバーはゴルフクラブヘッド2300に、より通常
通りの外観を与えることができ、汚れ、飛散物などがスロット2360を介してゴルフクラブ
ヘッド2300に入ることを防止することができる。
【０１０７】
　図23Cは、カバーが取り外されたゴルフクラブヘッド2300を示す。図示するように、ゴ
ルフクラブヘッド2300の後部は概して開放されており、実質的に平面状の構造を有する。
この開放後部構造は、ゴルフクラブヘッド2300に関連するウェイト全体を減少させること
に役立ちうる。カバー2350の付加によって、従来のゴルフクラブヘッドの外観を維持しな
がら、減少したウェイトを有するゴルフクラブヘッドの利点を与えることができる。
【０１０８】
　図24Aおよび24Bは、スロットまたはトラック2460に沿って調節可能である調節可能なウ
ェイト2440を含む、図23A～23Cと同様の配置を示す。図24Bに示すように、ウェイト2440
は、異なるウェイト特性を有する二つの端部を有しうる。したがって、ウェイト2440をス
ロット2460の長さに沿って調節する際に、トウ-ヒール方向のウェイト配分および高低方
向のウェイト配分が改変されうる。ゴルフクラブヘッド2400は、別のウェイト（図示せず
）の調節を可能にしうる第二のスロット2470をさらに含みうる。空隙を有するクラブヘッ
ド構造はウェイト2440への容易なアクセスを提供する。
【０１０９】
　図25Aおよび25Bは、ゴルフクラブヘッドの後部に形成された空隙2502を有し、かつその
中に（たとえば空隙2502の壁に沿って）配置された調節可能なウェイトを有する、別のゴ
ルフクラブヘッド2500を示す。ゴルフクラブヘッド2500は、V字形空隙2502の側壁に沿っ
て配置された二つの調節可能なウェイト2540を含む。本発明を逸脱することなく、より多
いまたはより少ないウェイトを使用することができる。いくつかの例において、ウェイト
2540の一部分がゴルフクラブヘッド2500の内部に配置されうる一方、一部分はゴルフクラ
ブヘッド2500の外部からアクセス可能でありうる。そのことはウェイト2540の容易な調節
に役立ちうる。
【０１１０】
　いくつかの配置において、ウェイト2540はたとえばトラックまたはスロット2560に沿っ
て摺動可能でありうる。たとえば、ウェイト2540は、V字形空隙2502のベース部に近くか
つゴルフクラブヘッド2500の前部に近接した第一の位置に置かれうる。ゴルフクラブヘッ
ド2500のウェイト全体の配分を調節するために、ウェイト2540は第一の位置からゴルフク
ラブヘッド2500の後部の角に向かって外方に摺動しうる。いくつかの例において、ウェイ
ト2540は摩擦嵌合などを介して定位置に保持されうる。他の例においては、一つまたは複
数の停止部がスロット2560に沿って配置されてもよく、停止部は、特定の閾値を超える力
がウェイト2540に加わってウェイトが停止部を超えて移動しうるまで、ウェイト2540の位
置を維持しうる。図示されるスロット2560は概して直線形であるが、スロットは本発明を
逸脱することなく曲線形、円弧形などでありうる。
【０１１１】
　いくつかの配置において、ウェイトは同じまたは実質的に類似したウェイトまたはウェ
イト特性を有しうる。あるいは、ウェイト2540は異なるウェイト特性を有しうる。さらに
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は、いくつかの例において、ウェイトは一緒に調節されうる。たとえば、一方のウェイト
2540のスロット2560に沿った移動は他方のウェイト2540のスロット2560に沿った対応する
移動も引き起こしうる。あるいは、ウェイト2540は互いに独立して移動しうる。ウェイト
2560は摩擦嵌合または他の機械的構成を介して固着されうる。
【０１１２】
　図26は、ゴルフクラブヘッド2600の後部に形成された空隙2602を有する別の例示的ゴル
フクラブヘッド2600を示す。本明細書において説明される一つまたは複数の調節可能なウ
ェイト配置を覆うために、下カバー2643を使用することができる。さらには、ゴルフクラ
ブヘッド2600は、上記のようなゴルフクラブヘッド2600のパフォーマンスの向上をさらに
与えるチャネル2650を含みうる。
【０１１３】
　図27Aおよび27Bは、空隙を有しかつ調節可能なウェイト2740を含む別の例示的ゴルフク
ラブヘッド2700を示す。空隙の上に置かれるべきカバーが図27Aに示されないことが理解
されよう。上記で説明した配置と同様に、ウェイトの一部分がゴルフクラブヘッド2700の
内部にありうる一方、ウェイト2740の一部分はゴルフクラブヘッドの外部からアクセス可
能でありうる。ウェイト2740はスロットまたはトラック2760に沿って調節可能でありうる
。いくつかの例において、ウェイト2740は、ウェイト2740の調節を可能にするように緩め
ることができるねじ込みファスナなどのファスナを使用して、スロットまたはトラック27
60に沿って定位置に維持されうる。他の例において、ウェイト2740は摩擦嵌合を使用して
定位置に保持されうる。さらなる他の例においては、閾値の力が加えられてウェイトが停
止部を超えて移動するまでウェイト2740の位置を維持するように、一つまたは複数の停止
部がスロットまたはトラックに沿って配置されうる。
【０１１４】
　ウェイト2740はゴルフクラブヘッドの上部もしくはクラウンに向かって上方に、または
ゴルフクラブヘッド2700のソールに向かって下方に調節されうる。いくつかの例において
、スロットまたはトラック2760は傾斜しうる（たとえばゴルフクラブヘッドの後部から前
部に延びるに従って上方に傾斜）。この傾斜スロット配置はウェイトの高低方向と前後方
向との両方での調節を可能にしうる。図27Bは、トウ端から見たゴルフクラブヘッド2700
の内部を示す。ウェイト2740は矢印によって示すように移動可能である。したがって、一
つの局面において、ウェイトは、ソールに近接した位置とカバーまたはクラウンに近接し
た位置との間でトラックに沿って移動可能である。ウェイトの移動によって、クラブのウ
ェイトが高低方向（たとえばクラウンからソールまでおよびその逆）と前後方向（たとえ
ば前部から後部までおよびその逆）との両方で調節される。ウェイトの移動によって、ゴ
ルフクラブヘッド2700のウェイト全体の配分を調節することができ、ゴルフクラブヘッド
の重心特性および慣性モーメント特性に影響を与えることができる。
【０１１５】
　図27Bから認識できるように、調節可能なウェイト2740を覆うためにカバー部材を使用
することができる。カバーは、汚れおよび飛散物がスロットまたはトラック2760に入るこ
とを防止することに役立ちうる。しかし、ゴルフクラブヘッド2700の後部に形成された空
隙2702はなお、カバーが取り外された際に調節可能なウェイト2740への容易なアクセスを
提供しうる。
【０１１６】
　図28は別の調節可能なウェイト配置を示す。上記で説明したいくつかの配置と同様に、
ウェイト2840は、ゴルフクラブヘッド2800のパフォーマンス特性を調節するためにゴルフ
クラブヘッドのトウまたはヒールに向かってウェイトを移動させるように、トラック2841
に沿って調節可能でありうる。クラブヘッド2800はその中に形成された空隙を有しており
、カバーが空隙およびウェイトの上に位置するように設けられることがあると理解されよ
う。
【０１１７】
　図29～44は、本発明の局面のクラブヘッドのさらなる態様を開示する。特に、図29～35
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は、参照番号3000が一般的に割り当てられる本発明の少なくともいくつかの局面のゴルフ
クラブヘッドの態様を開示する。ゴルフクラブヘッド3000は概して、ゴルフクラブヘッド
ボディ3002およびカバー3004を含む。この特定の態様において、カバー3004は、たとえば
鋳造製造プロセスによってクラブヘッドボディ3002の一体的部分として形成される。以前
の態様と同様に、ゴルフクラブヘッド3000は、それに備えられた幾何学的ウェイト付け特
徴を有する。ゴルフクラブヘッド3000は概して、前部または打球面3008、後部3010、上部
3012またはクラウン3012、ソール3014、ヒール3016、およびトウ3018を有する。ゴルフク
ラブヘッドボディ3002が内部キャビティ3019を画定することがさらに理解されよう。
【０１１８】
　図29～35に示すように、ゴルフクラブヘッドボディ3002はベース部材3020ならびに第一
の脚部3022および第二の脚部3024を有する。この態様においてクラブヘッドボディ3002が
概して一体的構造であることから、ベース部材3020および脚部3022、3024はカバー3004か
ら垂下すると考えられうる。ベース部材3020は概してヒール3016からトウ3018まで延び、
一方の面において打球面3008を画定する。ベース部材3020は、内部キャビティ3019の一部
分を画定することに役立ち、例示的態様において、内部キャビティ3019は、打球面3008の
内面から、脚部3022、3024およびカバー3064によって画定される内部区域の端部に延びる
。図面から認識できるように、打球面3008の内面は、内部キャビティ3019に面しており、
第一の脚部3022および第二の脚部3024によって画定される内部キャビティ3019の部分とさ
らに連通している。打球面3008は上記のような可変性の面構造を利用してもよく、クラブ
ヘッドボディ3002に別に接続されうる。図33～34に示すように、第一の脚部3022は打球面
3008から離れて延び、第二の脚部3024は打球面3008から離れて延びる。第一の脚部3022お
よび第二の脚部3024はそれぞれクラブヘッド3000のヒール3016およびトウ3018におけるク
ラブの後部に向かって延びる。例示的態様において、脚部3022、3024は境界区域3028から
ヒール3016およびトウ3018における後部に向かって一貫して延びる。したがって、脚部30
22、3024は境界区域3028からクラブヘッド3000のヒール3016およびトウ3018に向かって外
方に、概して直線的構成で、連続的に延びる。脚部3022、3024は非直線的構成で延びるこ
ともある。また、さらなるウェイト配分およびパフォーマンス特性を実現しようとする場
合、脚部3022、3024は異なる長さで延びることがある。
【０１１９】
　クラブヘッド3000は幾何学的ウェイト付け特徴を利用するものであり、例示的態様にお
いて、空隙3026、または空間もしくは間隙が第一の脚部3022と第二の脚部3024との間に画
定される。したがって、ゴルフクラブヘッドのこの部分が、空隙3026を形成または画定す
るために除去されると考えられうる。さらなる例示的態様において、空隙3026は概してV
字形である。したがって、第一の脚部3022および第二の脚部3024は境界区域3028において
互いの方へ集まり、概して合流する。空隙3026はクラブヘッド3000の後部3010におけるよ
り広い寸法、および概して境界区域3028にあるクラブヘッドの中心領域近くのより狭い寸
法を有する。空隙3026はクラブヘッド3000の後部3010に対して開放される。一つの例示的
態様において、境界区域3028はある高さを有し、ボディ3002の中心部分または中心領域に
近接して置かれ、ベース部支持壁3030を画定する。ベース部支持壁3030は、空隙3026に面
する丸みのある表面を有しうる。第一の壁部3022の近位端はベース部支持壁3030の一方の
端部に接続され、第二の壁部3024の近位端はベース部支持壁3030の別の端部に接続される
。図面からは、ベース部支持壁3030がカバー3004のソール面と下面との間に概して垂直な
構成で延びうることが理解されよう。例示的態様において、ベース部支持壁3030は縦軸か
らのある角度でソール面から延びる。したがって、ベース部支持壁3030はその長さに沿っ
てクラブヘッドの後部に向かってまたは打球面に向かって延びることがある。ベース部支
持壁3030は、隆起部の場所を画定するようにゴルフクラブヘッド3000のソール面と合流し
うる。角度Aが脚部3022、3024の間に画定され、その角度は、たとえば直角、鋭角または
鈍角に変動しうる。一つの例示的態様において、角度Aは30度～110度、より具体的には45
度～90度の一般的範囲でありうる。角度Aがソールに近接した場所からカバーまたはクラ
ウンの下面に近接した場所までの間に変化しうることがさらに理解されよう。角度Aは脚
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部3022、3024の長さに沿って変化することもある。脚部3022、3024は、所望のパフォーマ
ンス特性を与えるように、境界区域3028から異なる角度で非対称的に延びることもある。
空隙3026および脚部3022、3024が中心区域の周りで回転する、たとえばクラブヘッドの後
部ヒールに向かってさらに回転する、またはクラブヘッドの後部トウに向かってさらに回
転する構成で置かれることがあることがさらに理解されよう。また、境界区域3028がゴル
フクラブヘッドのヒールとトウとの間の様々な場所に位置することがあることが理解され
よう。V字形空隙3026が形成されるが、空隙3026はよりU字形の画定された空隙をはじめと
する他の形態をとることがあり、ここで境界区域3028はより延長されたベース部支持壁30
30を画定し、ベース部支持壁は、脚部3022、3024が打球面3008に対してある角度で延びる
かまたは概して横向きである場合であっても脚部3022、3024を隔てる。ベース部支持壁30
30の幅が変動しうることが理解されよう。
【０１２０】
　そのような構造では、内部キャビティ3019が打球面の内面からゴルフクラブヘッドの後
部まで完全に延びることはないことが理解されよう。したがって、内部キャビティはクラ
ブヘッド3000の中心領域近くで中断される。本明細書に記載される幾何学的ウェイト付け
特徴が概してV字形であり、後部に近接した幾何学的ウェイト付け特徴の幅が打球面によ
り近い幾何学的ウェイト付け特徴の幅よりも大きいことがさらに理解されよう。
【０１２１】
　図33～34にさらに示すように、第一の脚部3022は第一の外側面3032を画定し、第二の脚
部3024は第二の外側面3034を画定する。各側面3032、3034は、境界区域3028に位置する近
位端3036を有し、クラブ3000の後部3010における遠位端3038をさらに有する。例示的態様
において、遠位端3038は側面3032、3034の主要な部分から内方に延びる。図33から認識で
きるように、側面3032、3034の遠位端3038を内方に延ばすことで、遠位端3038の間のクラ
ブヘッドの後部の円弧が短くなる。これはゴルフクラブヘッド3000の音響特性に対する所
望の効果を示しうる。さらに他の例示的態様において、そのような所望の効果は、遠位端
3039を外方に延ばすことで、遠位端3038の間の後部の円弧を長くすることができる。遠位
端3038のそれぞれの高さはクラブヘッド3000の後部3010に向かってさらに減少する。図33
にさらに示すように、側面3032、3034は近位端3036においてより大きな高さを有し、これ
ら表面は遠位端3038に向かって高さがより低くなるように延びる。たとえば、ドライバタ
イプゴルフクラブヘッドの一つの例示的態様において、カバー3004の下面からベース部支
持壁3030に近接したクラブヘッドのソールまでの、近位端3036における側面3032、3034の
高さは、約48～62ミリメートルである。この高さは、境界区域3028に近接した空隙3026の
深さであると考えられうる。一つの特定のドライバタイプゴルフクラブヘッドにおいて、
この高さは約52ミリメートルであり、一方、ゴルフクラブヘッドの面心における打球面の
高さは約58ミリメートルである。別の特定のドライバタイプゴルフクラブヘッドにおいて
、この高さは約60ミリメートルであり、面心における打球面の高さは約62ミリメートルで
ある。フェアウェイタイプゴルフクラブヘッドにおいて、この高さは約33ミリメートルで
あり、面心における打球面の高さは約35ミリメートルである。ハイブリッドタイプゴルフ
クラブヘッドにおいて、この高さは約33ミリメートルであり、面心における打球面の高さ
は約38ミリメートルである。概して、この高さはゴルフクラブヘッドの面心における打球
面の高さの約85%～100%でありうる。そのような構成は、クラブヘッドの所望のパフォー
マンス特性が実現されるようにカバーまたはクラウンの幾何学的形状を寸法決めすること
を可能にする。カバー3004の下面からソールまでの遠位端に近接した側面3032、3034の高
さは概して遠位端3028において低い。
【０１２２】
　一つの例示的態様において、側面3032、3034はそれぞれ、近位端3036から遠位端3038に
向かって延びる複数のリブ3040または隆起部を有する。したがって、側面3032、3034は階
段状の構成またはうねりを有する。そのような構造は、特定の量の剛性をボディ3002に付
加することに役立つ。単一のリブ3040が使用されることがあり、単一の脚部3022、3024の
みがリブ3040を有することがあることが理解されよう。他の剛性強化構造がゴルフクラブ
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ヘッド3000の脚部3022、3024または他の部分に使用されることもある。例示的態様におい
て、第一の脚部3022が第一の側面3032およびクラブヘッドボディによって概して画定され
ることでクラブヘッド3000のヒールが形成され、第二の脚部3024が第二の表面3024および
クラブヘッドボディによって概して画定されることでクラブヘッド3000のトウが形成され
ることがさらに理解されよう。図面から認識できるように、クラブヘッドボディ3002のソ
ール3014は、打球面3008近くから、境界区域3028におけるクラブヘッドの中心領域に向か
い、かつ第一の脚部3022および第二の脚部3024の遠位端までとして画定されうる。
【０１２３】
　クラブヘッドボディ3002は、クラブヘッド3000の特徴を向上させる内部キャビティ3019
中のさらなる内部支持構造を画定する。構造は、クラブヘッド3000のコンポーネントにさ
らなる支持を与えるように内部キャビティ3019に置かれる内部支持部材、ガセットまたは
フィンでありうる。したがって、図35に示すように、クラブヘッド3000は第一のガセット
部材3050および第二のガセット部材3052を含む。例示的態様においては、第一のガセット
部材3050および第二のガセット部材3052は概して三角形の部材、特に正三角形の部材であ
るが、ガセット3050、3052が特定の輪郭である外側面を有しうることが理解されよう。ガ
セット3050、3052は一定のまたは可変性の厚さを有しうる。第一のガセット部材3050は第
一の脚部3022の内面および境界区域3028の内面に近接して置かれる。第二のガセット部材
3052は第二の脚部3024の内面および境界区域3028の内面に近接して置かれる。第一のガセ
ット部材3050は第二のガセット部材3052に対して離間関係にある。特に、第一のガセット
部材3050は、ベース部支持壁3030および第一の脚部3022の第一の境界接合部3054に近接し
て接続された一つの面または第一の面を有し、ソール内面3058に接続された下面または第
二の面を有する。同様に、第二のガセット部材3052は、ベース部支持壁3030および第二の
脚部3024の第二の境界接合部3056に近接して接続された一つの面または第一の面を有し、
ソール内面3058に接続された下面または第二の面を有する。ガセット部材3050、3052は概
してベース部支持壁3030から打球面3008に向かって延びる。ガセット部材3050、3052が内
方に移動してベース部支持壁3030の内面に接続されうることが理解されよう。図35にさら
に示すように、ガセット部材3050、3052は境界区域3028におけるベース部支持壁3030の一
部分上で上方に延びる。この距離は変動しうるものであり、クラブヘッド3000のカバーの
下側表面まで完全に延びることも完全には延びないこともある。同様に、ガセット部材30
50、3052はソール内面3058の一部分に沿って延びるように寸法決めされ、この距離もやは
り変動しうる。図35aおよび35bはガセット部材3050、3052のさらなる図を示す。例示的態
様において、ガセット部材3050、3052は、これらの部材が打球面3008に向かって延びるに
従って、図35において矢印が示すようにソール内面3058上で乖離する。図35aに示すよう
に、ガセット部材3050、3052がベース部支持壁3030の表面からある角度で垂直上方に延び
うることが理解されよう。所望に応じてさらなる支持部材がガセット部材3050、3052の間
に接続されることがあることがさらに理解されよう。クラブヘッド3000の特定の構造に基
づいて、ボール衝突時にクラブヘッド3000の一部分、たとえば境界区域3028が屈曲しうる
ことが特定された。ボール衝突時の音も、ゴルフクラブヘッド3000の特定の構造によって
影響される。
【０１２４】
　第一のガセット部材3050および第二のガセット部材3052は、音響特性を含む所望のパフ
ォーマンス特性を与えるために、所望に応じて、境界区域3028において剛直性、剛性およ
び負荷強度を付加することに役立ち、屈曲を制限する。増大した耐久性も実現される。ガ
セット部材3050、3052はゴルフクラブヘッド3000に著しいさらなるウェイトを付加するこ
とはない。そのような構造では、ウェイト配分は、ヒール3016およびトウ3018における後
部に向かって移動するようにさらに最大化されうる。また、空隙3026の構成も最大化され
うる。これらの構造によって、ボール衝突時のゴルフクラブヘッド3000の音響特性が所望
の周波数レベルにさらに調節される。ガセット部材がソールの内面に係合しかつそれに沿
って延びる場所において、ソール面が概して中実であることに留意されたい。したがって
、例示的態様において、他のウェイトポート構造はガセット部材に置かれない。
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【０１２５】
　所望であればさらなるガセット部材が利用されることがあり、あるいは、図示されるも
のと異なる構成を有するガセット部材が利用することもあることが理解されよう。たとえ
ば、複数のガセット支持部材が、境界区域、または第一の脚部および第二の脚部の内面に
おける異なる場所の周りに広がることがある。ガセット部材3050、3052は境界接合部3054
、3056よりもむしろ脚部の内面において接続されることもある。ガセット部材はクラブヘ
ッドの他の内面に延びかつ接続されることもある。さらには、ガセット部材3050、3052は
、境界区域3028を横切ってかつ脚部3022、3024の内面に反して、ゴルフクラブヘッド3000
の後部に向かって延びるように寸法決めされることがある。ガセット部材3050、3052は、
一つの例示的態様においては金属部材であるが、複合材料を含む他の材料が可能である。
ガセット支持部材が鋳造されるか、または同じ形成プロセスにおいてクラブヘッドボディ
と一体的に形成されることがあることがさらに理解されよう。ガセット支持部材は、別々
に形成された後、たとえば溶接、接着剤または他の接続技術によって上記のように接続さ
れてもよい。一つの例示的態様においてガセット部材は三角形の部材として示されるが、
ガセット部材は多くの異なる形状およびサイズを有することがある。ガセット部材は所望
に応じて特定の切欠部分または輪郭をさらに有することがある。
【０１２６】
　図34にさらに示すように、境界区域3028は、ゴルフクラブヘッド3000の打球面と後部と
の間のクラブヘッド3000の概して中心部分または中心領域に位置する。クラブヘッド3000
は、クラブ3000の打球面3008から後部3010までの距離として概して画定される奥行寸法B
を有する（たとえば図1B参照）。図36～38にさらに示すように、ソール面に近接した境界
区域3028のベース部支持壁3030は、打球面3008から約「x」の距離に置かれる。あるいは
、ソール面に近接した境界区域3028のベース部支持壁3030は、ゴルフクラブヘッド3000の
後部3010から約「y」の距離に置かれる。代替的に考えると、境界区域3028は、打球面300
8から測定されるクラブ3000の奥行Bの約30%～60%、または打球面3008から測定されるクラ
ブ3000の奥行Bの40%～70%の範囲に置かれうる。さらなる例示的態様において、この範囲
は、打球面3008から測定されるクラブ3000の奥行Bの約40%～50%、または打球面3008から
測定されるクラブ3000の奥行Bの40%～60%でありうる。ドライバタイプクラブの一つの例
示的態様において、奥行全体は約4.365インチであり、打球面から支持壁までの距離は約1
.875インチである。ドライバタイプクラブの別の例示的態様において、奥行全体は約4.45
インチであり、打球面から支持壁までの距離は約2.6インチである。フェアウェイウッド
タイプゴルフクラブの一つの例示的態様において、奥行全体は約3.375インチであり、打
球面から支持壁までの距離は約1.5インチである。フェアウェイウッドタイプゴルフクラ
ブの別の例示的態様において、奥行全体は約3.375インチであり、打球面から支持壁まで
の距離は約1.7インチである。ハイブリッドタイプゴルフクラブの一つの例示的態様にお
いて、奥行全体は約2.375インチであり、打球面から支持壁までの距離は約1.125インチで
ある。ハイブリッドタイプゴルフクラブの別の例示的態様において、奥行全体は約2.375
インチであり、打球面から支持壁までの距離は約1.25インチである。これらの列挙された
寸法から、クラブの後部からベース部支持壁までの距離yを容易に決定することができる
。これらの寸法がさらに、ボール衝突時のクラブヘッドボディの屈曲に対する影響を示し
得、ゴルフクラブヘッド3000の所望の音響特性に影響しうることがわかった。図36～38は
、ゴルフクラブヘッド3000のさらなる代替態様を開示する。図36に示すように、ベース部
支持壁3030および境界区域3028は打球面3008のより近くに置かれている。さらに、図37お
よび38において、ベース部支持壁3030および境界区域3028は打球面3008から離れて、クラ
ブヘッド3000の後部3010のより近くに置かれている。したがって、クラブヘッドの所望の
特性に応じてこれらの態様を利用することができる。
【０１２７】
　図33～34にさらに示すように、ベース部3020および脚部3022、3024の外部下面がクラブ
ヘッド3000のソールを概して画定することが理解されよう。打球面3008から境界区域3028
までのベース部3020の長さが所望に応じて変動することがあることがさらに理解されよう
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。第一の脚部および／またはベース部は、クラブヘッド3000のヒール3016に近接した第一
の陥凹区域3060を有し、第二の脚部および／またはベース部は、クラブヘッド3000のトウ
3018に近接した第二の陥凹区域3062を有する。さらに、第一の陥凹区域3060は孔部3064と
連通している。孔部3064は、シャフトをたとえばホーゼル104を介してクラブヘッド3000
に接続するための解除可能で調節可能な接続機構を収容するように寸法決めされている。
接続機構がロフト角、フェース角および／またはライ角を調節する能力を有するように構
成されうることが理解されよう。接続機構が様々な異なる形態をとることがあり、また、
単にシャフトをゴルフクラブヘッドに調節不可能に接続する調節不可能な接続を形成する
ことがあることがさらに理解されよう。
【０１２８】
　図29～34はカバー3004を開示する。説明するように、この態様において、カバー3004は
クラブヘッドボディ3002の一部分として一体的に形成され、クラブヘッド3000のクラウン
3012を概して画定する。カバー3004は、クラブヘッドボディ3002に接続されかつその一部
分を少なくとも覆うように構成されている。カバー3004は外部上面に特定の量の湾曲を有
しうる。図29～34に示す例示的態様において、カバー3004はクラブヘッドボディ3002を実
質的に覆うように寸法決めされている。
【０１２９】
　カバー3004は空隙3026ならびに第一の脚部3022および第二の脚部3024を覆う。第一の脚
部3022および第二の脚部3024はカバー3004から垂下すると考えられうる。そのような構造
では、図30に概して模式的に示すように、カバー3004の第一のセグメント3070は内部キャ
ビティ3019の上に置かれると考えられ得、カバー3004の第二のセグメント3072は空隙3026
の上に置かれると考えられうる。例示的態様において、第一のセグメント3070の表面積は
第二のセグメント3072の表面積よりも概して大きい。カバー3004は、第一の脚部3022およ
び第二の脚部3024の遠位端の上におよびそれらをちょうど超えた所まで延びる、後部にお
ける曲線状の外周を有する。特定の例示的態様において、カバー3004は、クラブヘッドの
最外周を有するクラブの後部を画定する。クラブヘッドボディ3002が上記で説明した陥凹
を伴って形成される場合、カバー3004の周辺部分はクラブヘッドボディ3002上の陥凹の形
状に対応するように寸法決めされる。カバー3004の下側表面は空隙3026に直面しかつそれ
と連通している。他の態様に示されるセンサ装着物に加えて、他の構造がこの表面に装着
されることがある。空隙に面するカバーの下面は、接着剤を介してそこに接着される枠部
材を有しうる。耐久性のある結合および振動減衰特性を促進するために、枠は十分な剛性
を有し、接着剤は十分な弾性を有する。枠材料は繊維強化プラスチック、金属、プラスチ
ックなどでありうる。接着剤はエポキシ、シリコーン接着剤または3M VHB両面テープであ
ることがある。また、枠は、空隙に面する表示をその上に有することがある。説明するよ
うに、カバーは、空隙3026を完全に収納するようにゴルフクラブのソール表面を包んでも
よく、空隙3026はクラブヘッドの上部または下部から見えない。しかし、例示的態様にお
いて、カバー3004は空隙3026および脚部3022、3024の上に延び、アドレス位置において、
ゴルフクラブヘッド3000は伝統的なゴルフクラブヘッドの外観を有し、空隙3026は見えな
い。
【０１３０】
　図29～35にさらに示すように、カバー3004はクラブヘッドボディ3002の一部分として一
体的に形成されている。一つの例示的態様において、クラブヘッドボディ3002は鋳造製造
プロセスにおいて形成される。さらなる例示的態様において、クラブヘッドボディ3002は
完全にチタンから鋳造される。他の金属材料、または複合材料、またはプラスチック射出
成形材料、またはこれらの組み合わせが使用されることがあることが理解されよう。特定
の材料では、さらなる強度を付加するためにさらなるコーティングプロセスを使用しても
よい。また、打球面3008がたとえば溶接操作において別途ゴルフクラブヘッドボディ3002
に接続されることが理解されよう。一体接続を使用しない場合にはボディ3002とカバー30
04との間の代替接続機構を使用してもよいことがさらに理解されよう。カバー3004および
クラブヘッドボディ3002を、接着剤、セメント、溶接、はんだ付けまたは他の結合もしく
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は仕上げ技術、機械的コネクタ（ねじ山、ねじ、ナット、ボルトもしくは他のコネクタな
どの）、締まり嵌合などによって（直接的にまたは中間部材を介して間接的に）一緒に接
続、接合、締結または固定することができる。認識できる通り、カバー3004はクラブヘッ
ド3000のクラウンを概して形成すると考えられうる。クラブヘッドボディ3002の残りの部
分は、打球面、およびカバーの下に空隙を画定するように離間した垂下脚部を画定する。
【０１３１】
　本明細書に記載されるゴルフクラブヘッド3000の構造が、向上した特性を有するクラブ
ヘッドを形成するように協働することが理解されよう。空隙の構造は、ヒールおよびトウ
における後部に向かってウェイトをより多く配分する能力を与える。さらなる例示的態様
においては、トウおよびヒールにおける後部に向かってウェイトがさらに増大するように
製造プロセスにおいて第一の脚部および第二の脚部の肉厚が増大しうる、クラブヘッド30
00が構築されることがある。脚部の遠位端における肉厚は、トウおよびヒールにおける後
部においてウェイトが付加されるように増大しうる。ウェイト部材が脚部の内側で支持さ
れうることがさらに理解されよう。ガセット部材などのさらなる構造は所望の量の剛性お
よび屈曲を与える。得られるクラブヘッドは、向上したパフォーマンス特性および音響特
性を与える。
【０１３２】
　図39～44は、本発明の少なくともいくつかの局面のクラブヘッドのさらなる態様を開示
し、クラブヘッドにはやはり参照番号3000が一般的に割り当てられる。図29～35に示すク
ラブヘッドの態様と構造の類似性があることから、さらなる特徴および差異は、図39～44
に示すクラブヘッド3000に上記の説明が適用可能であるという理解に基づいて説明する。
この態様において、ゴルフクラブヘッド3002はクラブヘッド3000のソール面に収容体また
はウェイトポート3070を含む。ウェイトポート3070は、境界区域3028に近接して、特に、
空隙3026に隣接するベース部支持壁3030に置かれる。ウェイトポート3070は雌ねじまたは
他のさらなる接続構造を有しうる。ウェイト部材3072が設けられ、これは複数のパーツ、
雄ねじまたは他の接続機構を有しうる。ウェイト部材3072は特定のウェイト値を有しても
よく、ウェイトポート3070内に固着されうる。ウェイト部材3072は、ウェイトの調節可能
性を与えるように一緒に接続された複数のパーツを含みうる。ウェイトポート3070内でウ
ェイト部材3072を使用することで、ゴルファーがゴルフクラブのスイングウェイトを所望
のようにカスタマイズすることが可能になる。内部支持部材またはガセットはこの態様に
おいて利用されないが、所望であればそのような構造が組み込まれることがあることが理
解されよう。
【０１３３】
　本発明のゴルフクラブヘッドのいくつかの異なる態様を本明細書において説明してきた
。この様々な態様は、利点および向上したパフォーマンス特性を示すいくつかの異なる特
徴および構造を有する。様々な特徴および構造のいずれかを組み合わせることで本発明の
特定のクラブヘッドを形成することができることが理解されよう。
【０１３４】
　本明細書に開示されるゴルフクラブヘッドの構造はいくつかの利点を提供する。ゴルフ
クラブヘッドの独自の幾何学的形状は、ゴルフクラブヘッドの質量特性に有益な変化を与
える。幾何学的ウェイト付け特徴は減少したウェイトおよび／または改善されたウェイト
配分を与える。クラブヘッドに画定される空隙は、通常は存在するであろう材料の代わり
に空隙が画定される従来のゴルフクラブヘッドからその材料が除去されることから、全体
の重量を減少させうる。空隙はまた、改善されたパフォーマンス特性を与えるためにクラ
ブヘッド全体にわたってウェイトを配分することに役立つ。空隙は、トウおよびヒールに
おけるクラブヘッドの後部の角にウェイトを配分する。クラブヘッドの重心の場所を最適
化しながら慣性モーメントの増大が達成された。これにより、寛容度のより高いゴルフク
ラブヘッド、およびより容易にロフトが付いたゴルフショットを与えうるゴルフクラブヘ
ッドを得ることができる。特定の例示的態様において、空隙を形成するために除去された
ゴルフクラブヘッドの部分に関する重量は約4～15グラム、より具体的には8～9グラムで
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ありうる。他の例示的態様において、この節減された重量はクラブヘッドの他の区域に、
たとえばトウおよびヒールにおける後部に向かって再配分されうる。特定の例示的態様に
おいて、重量の約2%～7.5%がより伝統的なゴルフクラブヘッド設計から再配分される。な
おさらなる例において、空隙は、クラブのソール面および後部から延びる想像上の平面に
よって画定されるボリュームを有し、かつ脚部の側面およびカバーの下面部分と協働する
と考えられうる。内部キャビティも特定のボリュームを有しうる。これらのボリュームは
所望のパフォーマンス特性に影響するように寸法決めされる。ウェイトの節減または他の
ウェイト再配分を与えるように、クラブヘッドの特定の部分が代替材料から形成されうる
ことがさらに理解されよう。一つの例示的態様において、空隙を画定する壁は、複合材ま
たはポリマー系材料などの他の材料から作製されうる。
【０１３５】
　説明するように、ウェイトはパフォーマンス向上のためにより望ましいクラブヘッドの
場所に再配分されうる。たとえば、中心に位置する間隙、ならびにヒール側およびトウ側
の後部に向かって外方に延びる脚部では、より多くのウェイトがそのような区域に位置す
る。これはより望ましい慣性モーメント特性を与える。本明細書に記載される設計におい
て、クラブヘッドの重心を通る縦軸（z軸）の周りの慣性モーメント（MOI）（Izz）は、
ゴルフクラブのタイプに応じて約1500gm・cm2～5900gm・cm2の範囲でありうる。ドライバ
タイプゴルフクラブの例示的態様において、クラブヘッドの重心を通る縦軸（z軸）の周
りの慣性モーメント（Izz）は約3800gm・cm2～5900gm・cm2の範囲であり得、さらなる例
示的態様において、Izz慣性モーメントは4300gm・cm2～5200gm・cm2の範囲でありうる。
フェアウェイウッドタイプゴルフクラブの例示的態様において、クラブヘッドの重心を通
る縦軸（z軸）の周りの慣性モーメント（Izz）は約2000gm・cm2～3500gm・cm2の範囲であ
り得、さらなる例示的態様において、Izz慣性モーメントは2200gm・cm2～3000gm・cm2の
範囲でありうる。ハイブリッドタイプゴルフクラブの例示的態様において、クラブヘッド
の重心を通る縦軸（z軸）の周りの慣性モーメント（Izz）は約2000gm・cm2～3500gm・cm2

の範囲であり得、さらなる例示的態様において、Izz慣性モーメントは2200gm・cm2～3000
gm・cm2の範囲であり得、さらなる例示的態様において、Izz慣性モーメントは1800gm・cm
2～2800gm・cm2の範囲でありうる。調節可能な接続機構をホーゼルにおいて利用する特定
の態様において、Izz慣性モーメントは約4400gm・cm2～4700gm・cm2である。これらの値
は変動しうる。そのような慣性モーメント特性では、改善されたボール距離がセンターヒ
ット時に実現されうる。また、そのような慣性モーメント特性では、クラブヘッドはオフ
センターヒット時のひねりに対するさらなる抵抗を示し、失われる距離が短くなり、ボー
ルのばらつきの低下がなお実現される。したがって、寛容度のより高いクラブヘッド設計
が実現される。その結果、ゴルファーはゴルフクラブのスイングスピードを増大させるこ
とにさらに自信を持つことができる。
【０１３６】
　さらには、クラブヘッドの重心は、パフォーマンスを向上させる場所に置かれる。ゴル
フクラブヘッドの例示的態様の構造において、重心は、クラブヘッドの空隙の場所の外側
、およびクラブヘッドの内部キャビティまたは内部ボリュームの内側に位置する。特定の
例示的態様において、重心は打球面の内面とベース部支持壁の内面との間、または内部キ
ャビティ内に位置する。
【０１３７】
　さらには、ゴルフクラブヘッドの幾何学的形状および構造は、向上した音響特性を与え
る。たとえば図29～44における上記のようなクラウン、幾何学的ウェイト付け特徴および
内部支持部材の構造では、ゴルフクラブヘッドの六つの剛性ボディモード以外のゴルフク
ラブヘッドの第一の固有周波数が2750～3200Hzの範囲であることが特定された。さらなる
例示的態様において、ゴルフクラブヘッドの第一の固有周波数は少なくとも3000Hzである
。2500Hz未満のそのような周波数を与えるゴルフクラブヘッド構造は、音および／または
戦術的フィードバックを含む望ましくない感触を与えることでユーザに不快感を与える傾
向があることがわかった。本明細書において提供される構造は、増大した周波数をより望
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【０１３８】
　さらには、本明細書において使用される移動可能なウェイト機構は、ウェイトを配分す
るためのさらなるオプションを与えることで、慣性モーメント特性および重心特性のさら
なる調節可能性を与える。たとえば、ヒールおよびトウにおけるクラブヘッドの後部に向
かってさらに移動可能なウェイトを与える、本明細書に記載される態様は、より容易にロ
フトが付いたゴルフショットを与えることができる。また、ウェイトがクラブヘッドの前
部にさらに向かうことで、より棒球のショット、たとえば風が比較的強い条件で望まれる
ショットを与えることができる。また、特定の態様において、ウェイトはゴルフクラブヘ
ッドのクラウンまたはソールのより近くに置かれうる。そのような移動可能なウェイト付
け特徴はさらなるカスタマイズを与える。最後に、フェース角、ロフト角および／または
ライ角に関するクラブヘッドの調節可能性を与えるために、調節可能な接続機構をクラブ
ヘッドで使用することができる。そのような調節可能な接続機構はたとえば米国特許出願
第61/577,660号および第61/526,325号に開示されており、これらの出願は参照により本明
細書に組み入れられる。他の調節可能な機構が使用されることもある。上記の調節可能な
接続機構を利用するさらなる態様は、ゴルファーがゴルフクラブのロフト角などのゴルフ
クラブのパラメータを調節することを可能にする。特定のゴルファーは、7.5度、8度また
は8.5度、さらには9度などであるがそれに限定されない比較的低いロフト角の設定を望む
。そのような低ロフト角設定はボール衝突時に比較的低いボールスピンを与えうる。比較
的重いウェイトをゴルフクラブヘッドのソールに向かって低く配置するために、たとえば
図17～20に示す移動可能なウェイト機構が利用されることがある。このウェイト付け構成
は低ロフト角設定における増大したボールスピンを与えることができる。特定の他のゴル
ファーは、11度、11.5度、12度または12.5度などであるがそれに限定されない比較的高ロ
フトの設定を望むことがある。そのような高ロフト角設定はボール衝突時に比較的高いボ
ールスピンを与えうる。比較的重いウェイトをゴルフクラブヘッドの上部に向かって高く
配置するために、移動可能なウェイト機構が利用されることがある。このウェイト付け構
成は高ロフト角設定における減少したボールスピンを与えることができる。たとえば図20
A～20Bに示されるさらなる移動可能なウェイト機構は、パフォーマンス特性に影響しかつ
特定のロフト角設定における特定の所望の打ち出し条件を与えるように、高低方向および
前後方向のウェイト付け構成の組み合わせを与えることがある。
【０１３９】
　したがって、様々な態様の基本的な新規特徴を示し、説明し、指摘してきたが、例示さ
れる装置の形態および詳細ならびにそれらの操作の様々な省略、置換および変更を、当業
者が本発明の真意および範囲を逸脱することなく行うことができると理解されよう。たと
えば、同一の結果を実現するために実質的に同一の機能を実質的に同一の方法で行う要素
および／または段階のすべての組み合わせが本発明の範囲内であることが明確に意図され
ている。記載される一つの態様から別の態様への要素の置換も完全に意図および想定され
る。したがって、本明細書に添付される特許請求の範囲の範囲による指示によってのみ限
定されることが意図される。
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