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(57)【要約】
　ゴルフクラブヘッド及びゴルフクラブヘッド製造方法
の実施形態は、概して本明細書に記載されている。一例
では、ゴルフクラブヘッドは、トウ部と、ヒール部と、
トップ部と、ソール部と、バック部と、フロント部とを
有するボディ部を備えてもよい。ゴルフクラブヘッドは
、内部キャビティを備えてもよい。他の実施例及び実施
形態は、明細書で説明され、特許請求の範囲に記載され
る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、バック部と、フロント面及びバック
面の間に厚さのあるフェース部を持つフロント部とを有するボディ部であって、前記厚さ
は１．５ミリメートル（０．０６インチ）以下である、前記ボディ部と、
　前記トップ部と前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内
部キャビティと、
　ゴルフボールの衝突時に前記フェース部を構造的に支持するように前記内部キャビティ
に射出成型された弾性ポリマー材料と、
　前記フェース部のバック面と前記弾性ポリマー材料の間を結合する結合部と、
を備えたゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記弾性ポリマー材料は、熱可塑性エラストマー材料又は熱可塑性ポリウレタン材料の
少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、前記フェース部の前記バック部における結合材の均一な被膜又は略均一
な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、ＬＯＣＴＩＴＥ（登録商標）材料で部分的に又は完全に作製された部分
を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記トップ部又はその近傍から前記ソール部又はその近傍まで略均
一な厚さを有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、バック部と、フロント面及びバック
面があるフェース部を持つフロント部とを有するボディ部と、
　前記トップと前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内部
キャビティと、
　前記内部キャビティに射出成型された弾性ポリマー材料であって、ゴルフボールの衝突
時に前記フェース部を構造的に支持するように構成された、前記弾性ポリマー材料と、
　前記弾性ポリマー材料を前記バック面に結合するように構成された前記内部キャビティ
内の結合部と、
を備えたゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記弾性ポリマー材料は、熱可塑性エラストマー材料又は熱可塑性ポリウレタン材料の
少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記フロント面と前記バック面の間に１．５ミリメートル（０．０
６インチ）以下の厚さを有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、トップ部又はその近傍からソール部又はその近傍まで略均一な厚さ
を有し、前記厚さは、前記フロント面と前記バック面の間で１．５ミリメートル（０．０
６インチ）以下であることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
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【請求項１０】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、ＬＯＣＴＩＴＥ（登録商標）材料を含む結合材を含むことを特徴とする
ゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、前記フェース部の前記バック面における結合材の均一な被膜又は略均一
な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、バック部と、フロント面、バック面
、前記フロント面上の複数の溝、及び前記フロント面と前記バック面の間に１．５ミリメ
ートル（０．０６インチ）以下の厚さを持つフロント部とを有するボディ部と、
　前記トップ部と前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内
部キャビティと、
　前記内部キャビティ内で前記フロント部と前記バック部の間に延びて前記フェース部の
前記バック面に取り付けられた構造的支持部であって、ゴルフボールの衝突時に前記フェ
ース部を構造的に支持するように構成された、前記構造的支持部と、
を備えたゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記構造的支持部は、前記内部キャビティに射出成型された弾性ポリマー材料を含むこ
とを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記構造的支持部は、前記内部キャビティに射出成型された熱可塑性エラストマー材料
又は熱可塑性ポリウレタン材料の少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記構造的支持部は、非発泡の射出成型が可能な弾性ポリマー材料を含むことを特徴と
するゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記トップ部又はその近傍から前記ソール部又はその近傍まで略均
一な厚さを有し、前記厚さは、前記フロント面と前記バック面の間で１．５ミリメートル
（０．０６インチ）以下であることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備えたことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備え、前記結合部は、ＬＯＣＴＩＴＥ（登録商標）材料を含む結合材を含むことを
特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備え、前記結合部は、前記フェース部の前記バック面における結合材の均一な被膜
又は略均一な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
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【請求項２０】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面は、前記バック面を横切って延びて、前記構造的支持部
に係合するよう構成された、１以上の溝を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［著作権表示］
　本開示は、著作権による保護の対象となり得る。著作権者は、特許商標庁の特許ファイ
ル又は記録に表れるように、本開示又はその関連文書が何人かによりファクシミリ複製さ
れることに異議を持たないが、そうでない場合には全ての著作権を留保する。
【０００２】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、2014年5月13日に出願された米国仮出願第61/992,555号、2014年6月11日に出
願された米国仮出願第62/010,836号、2014年6月13日に出願された米国仮出願第62/011,85
9号、2014年8月4日に出願された米国仮出願第62/032,770号、2014年8月25日に出願された
米国仮出願第62/041,538号、2015年2月19日に出願された米国仮出願第62/118,403号、及
び、2015年5月11日に出願された米国仮出願第62/159,856号の利益を主張する。本出願は
、2014年8月25日に出願された米国仮出願第62/041,538号の利益を主張する、2014年9月26
日に出願された米国非仮出願第14/498,603号の継続出願である、2014年10月13日に出願さ
れた米国非仮出願第14/513,073号の継続出願である、2015年1月5日に出願された米国非仮
出願第14/589,277号の継続出願である。本出願はまた、2014年8月29日に出願された米国
出願第29/501,006号の分割出願である、2014年12月11日に出願された米国出願29/511,482
号の一部継続出願である。本出願はまた、2014年8月29日に出願された米国出願第29/501,
006号の一部継続出願である、2015年1月9日に出願された米国出願第29/514,256号の一部
継続出願である。本出願はまた、2014年8月29日に出願された米国出願第29/501,006号の
一部継続出願である、2015年1月20日に出願された米国出願29/515,013号の一部継続出願
である。参照出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
［技術分野］
　本開示は、一般にゴルフ用品に関し、より具体的には、ゴルフクラブヘッド及びゴルフ
クラブヘッド製造方法に関する。
【背景技術】
【０００４】
　種々の材料（例えば、鋼系材料、チタン系材料、タングステン系材料、等）は、ゴルフ
クラブの製造に使用することができる。ゴルフクラブヘッドの製造に複数の材料を用いる
ことで、ゴルフクラブヘッドの重心（ＣＧ）の位置及び／又は慣性モーメント（ＭＯＩ）
を、ゴルフボールの特定の弾道とスピン量を生み出すように最適化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の一実施形態に関するゴルフク
ラブヘッドの正面図である。
【０００６】
【図２】図２は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの背面図である。
【０００７】
【図３】図３は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの平面図である。
【０００８】
【図４】図４は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの底面図である。
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【０００９】
【図５】図５は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの左側面図である。
【００１０】
【図６】図６は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの右側面図である。
【００１１】
【図７】図７は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの７－７線に沿った断面図である。
【００１２】
【図８】図８は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの８－８線に沿った断面図である。
【００１３】
【図９】図９は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの９－９線に沿った断面図である。
【００１４】
【図１０】図１０は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの別の背面図である。
【００１５】
【図１１】図１１は、図１に例示したゴルフクラブヘッドに関連するウェイト部の平面図
である。
【００１６】
【図１２】図１２は、図１に例示したゴルフクラブヘッドに関連するウェイト部の側面図
である。
【００１７】
【図１３】図１３は、図１に例示したゴルフクラブヘッドに関連する別のウェイト部の側
面図である。
【００１８】
【図１４】図１４は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのボディ部の背面図である。
【００１９】
【図１５】図１５は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのフェース部の断面図である。
【００２０】
【図１６】図１６は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの別のフェース部の断面図であ
る。
【００２１】
【図１７】図１７は、本明細書に例示したゴルフクラブヘッドを製造する１つの方法を示
す図である。
【００２２】
【図１８】図１８は、図４に例示したゴルフクラブヘッドの１８－１８線に沿った別の断
面図である。
【００２３】
【図１９】図１９は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の別の実施形態に関するゴ
ルフクラブヘッドの平面図である。
【００２４】
【図２０】図２０は、図１９に例示したゴルフクラブヘッドの２０－２０線に沿った断面
図である。
【００２５】
【図２１】図２１は、図１９に例示したゴルフクラブヘッドの正面図である。
【００２６】
【図２２】図２２は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の更に別の実施形態に関す
るゴルフクラブヘッドの平面図である。
【００２７】
【図２３】図２３は、図２２に例示したゴルフクラブヘッドの２３－２３線に沿った断面
図である。
【００２８】
【図２４】図２４は、図２２に例示したゴルフクラブヘッドの正面図である。
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【００２９】
【図２５】図２５は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の更に別の実施形態に関す
るゴルフクラブヘッドの平面図である。
【００３０】
【図２６】図２６は、図２５に例示したゴルフクラブヘッドの２６－２６線に沿った断面
図である。
【００３１】
【図２７】図２７は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の別の実施形態に関するゴ
ルフクラブヘッドであり、図２５に例示したゴルフクラブヘッドの２６－２６線に沿った
断面図である。
【００３２】
【図２８】図２８は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのフェース部の正面図である。
【００３３】
【図２９】図２９は、図２８のフェース部の背面図である。
【００３４】
【図３０】図３０は、図２８のフェース部の溝の一例の断面図である。
【００３５】
【図３１】図３１は、図２８のフェース部の溝の別の例の断面図である。
【００３６】
【図３２】図３２は、図２８のフェース部の溝の更に別の例の断面図である。
【００３７】
【図３３】図３３は、図２８のフェース部の溝の更に別の例の断面図である。
【００３８】
【図３４】図３４は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのフェース部の別の例の背面図
である。
【００３９】
【図３５】図３５は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのフェース部の更に別の例の背
面図である。
【００４０】
【図３６】図３６は、図１に例示したゴルフクラブヘッドのフェース部の更に別の例の背
面図である。
【００４１】
【図３７】図３７は、図１に例示したゴルフクラブヘッドの断面図である。
【００４２】
【図３８】図３８は、本明細書に例示したゴルフクラブヘッドを製造する別の方法を示す
図である。
【００４３】
【図３９】図３９は、本明細書に例示したゴルフクラブヘッドを製造する更に別の方法を
示す図である。
【００４４】
【図４０】図４０は、本明細書に記載の器具、方法及び製造物の一実施形態に関するゴル
フクラブヘッドの背面図である。
【００４５】
【図４１】図４１は、図４０のゴルフクラブヘッドの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　説明の簡素化及び明確化のために、図面は構造を一般的な方法で示し、周知の機能及び
技術の説明及び詳細は本開示を不必要に不明瞭にすることを避けるために省略される。ま
た、図面中の要素は一定の縮尺で描かれないことがある。例えば、図面中の一部の要素の
寸法は、本開示の実施例の理解の改善を助けるために他の要素に対して誇張され得る。
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【００４７】
　一般に、ゴルフクラブヘッド及びゴルフクラブヘッド製造方法が本明細書に記載される
。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００４８】
　図１－１４の例では、ゴルフクラブヘッド１００は、ボディ部１１０（図１４）と、概
して第１セットのウェイト部１２０（例えば、図示のウェイト部１２１、１２２、１２３
、及び１２４）及び第２セットのウェイト部１３０（例えば、図示のウェイト部１３１、
１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、及び１３７）として示される、２以上のウェ
イト部を含んでもよい。ボディ部１１０は、トウ部１４０、ヒール部１５０、フロント部
１６０、バック部１７０、トップ部１８０、及びソール部１９０を含んでもよい。ボディ
部１１０は、第１の材料で作製され得る一方で、第１及び第２セットのウェイト部１２０
、１３０は、それぞれ、第２の材料で作製され得る。第１及び第２の材料は、類似の材料
でもよく、異なる材料でもよい。例えば、ボディ部１１０は、部分的に又は完全に、鋼系
材料（例えば、１７－４ＰＨステンレス鋼、Ｎｉｔｒｏｎｉｃ（登録商標）５０ステンレ
ス鋼、マレージング鋼又は他のタイプのステンレス鋼）、チタン系材料、アルミニウム系
材料（例えば、高強度アルミニウム合金又は高強度合金で被覆された複合アルミニウム合
金）、それらの任意の組み合わせ、及び／又は他の適切なタイプの材料で作製されてもよ
い。第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、部分的に又は完全に
、タングステン系材料のような高密度材料又は他の適切なタイプの材料で作製されてもよ
い。あるいは、ボディ部１１０及び／又は第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３
０は、それぞれ、部分的に又は完全に、非金属材料（例えば、複合材料、プラスチック、
等）で作製されてもよい。器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００４９】
　ゴルフクラブヘッド１００は、アイアン型ゴルフクラブヘッド（例えば、１番アイアン
、２番アイアン、３番アイアン、４番アイアン、５番アイアン、６番アイアン、７番アイ
アン、８番アイアン、９番アイアン、等）でもよく、又はウェッジ型ゴルフクラブヘッド
（例えば、ピッチングウェッジ、ロブウェッジ、サンドウェッジ、４４度（°）、４８°
、５２°、５６°、６０°のようなｎ度ウェッジ、等）でもよい。図１－１０は特定のタ
イプのクラブヘッドを示すが、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、他のタイプ
のクラブヘッド（例えば、ドライバ型クラブヘッド、フェアウェイウッド型クラブヘッド
、ハイブリッド型クラブヘッド、パター型クラブヘッド、等）に適用されてもよい。本明
細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００５０】
　トウ部１４０及びヒール部１５０は、ボディ部１１０の対向する両端部にあってもよい
。ヒール部１５０は、ゴルフクラブを形成するシャフトの一方の端部で、グリップ（不図
示）を持つシャフト（不図示）を受けるように構成されたホーゼル部１５５と、他方の端
部にあるゴルフクラブヘッド１００とを含んでもよい。
【００５１】
　フロント部１６０は、フェース部１６２（例えば、打撃面）を含んでもよい。フェース
部１６２は、フロント面１６４及びバック面１６６を含んでもよい。フロント面１６４は
、トウ部１４０とヒール部１５０の間に延びる１以上の溝（grooves）１６８を含んでも
よい。図では特定の数の溝を示すが、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、より
多い又は少ない溝を含んでもよい。フェース部１６２は、ゴルフボール（不図示）に衝撃
を与えるために使用されてもよい。フェース部１６２は、ボディ部１１０と一体的な部分
であってもよい。あるいは、フェース部１６２は、種々の製造方法及び／又は工程（例え
ば、接着剤などのボンディング工程、レーザ溶接などの溶接工程、ろう付け工程、半田付
け工程、定着工程、機械的なロック又は接続方法、それらの任意の組み合わせ、又は他の
適切なタイプの製造方法及び／又は工程）を介してボディ部１１０に結合される別の部品
又は挿入物でもよい。フェース部１６２は、ゴルフクラブヘッド１００のロフト角を画定
するロフト面と関連付けられてもよい。ロフト角は、ゴルフクラブのタイプ（例えば、ロ
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ングアイアン、ミドルアイアン、ショートアイアン、ウェッジ、等）によって異なっても
よい。一例では、ロフト角は、５度から７５度の間としてもよい。別の例では、ロフト角
は２０度から６０度の間としてもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、こ
れに限定されない。
【００５２】
　図１４に示すように、バック部１７０は、概して第１セットの外部ウェイトポート１４
２０（例えば、図示のウェイトポート１４２１、１４２２、１４２３、及び１４２４）及
び第２セットの外部ウェイトポート１４３０（例えば、図示のウェイトポート１４３１、
１４３２、１４３３、１４３４、１４３５、１４３６、及び１４３７）として示される、
バック部１７０の周囲に沿った１以上の外部ウェイトポートを有するバックウォール部１
４１０を含んでもよい。各外部ウェイトポートは、ポート直径と関連付けられてもよい。
一例では、ポート直径は、約０．２５インチ（６．３５ミリメートル）であってもよい。
第１セットの外部ウェイトポート１４２０のうちのいずれか２つの隣接する外部ウェイト
ポートは、ポート直径よりも小さい距離で分離されてもよい。同様に、第２セットの外部
ウェイトポート１４３０のうちのいずれか２つの隣接する外部ポートは、ポート直径より
も小さい距離で分離されてもよい。第１及び第２セットの外部ウェイトポート１４２０、
１４３０は、１以上のウェイト部を受けるように構成された外部ウェイトポートであって
もよい。具体的には、第１セット１２０の各ウェイト部（例えば、図示のウェイト部１２
１、１２２、１２３、及び１２４）は、バック部１７０のトウ部１４０及び／又はトップ
部１８０にある又はその近傍にあるウェイトポートに配置されてもよい。例えば、ウェイ
ト部１２１は、部分的に又は完全にウェイトポート１４２１に配置されてもよい。別の例
では、ウェイト部１２２は、トップ部１８０とトウ部１４０の間の推移領域（例えば、ト
ップ・アンド・トウ推移領域）にあるウェイトポート１４２２に配置されてもよい。第２
セット１３０の各ウェイト部（例えば、図示のウェイト部１３１、１３２、１３３、１３
４、１３５、１３６、及び１３７）は、バック部１７０のトウ部１４０及び／又はソール
部１９０にある又はその近傍にあるウェイトポートに配置されてもよい。例えば、ウェイ
ト部１３５は、部分的に又は完全にウェイトポート１４３５に配置されてもよい。別の例
では、ウェイト部１３６は、ソール部１９０とトウ部１４０の間の推移領域（例えば、ソ
ール・アンド・トウ推移領域）にあるウェイトポート１４３６に配置されてもよい。以下
に詳細に説明するように、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ
、種々の製造方法及び／又は工程（例えば、ボンディング工程、溶接工程、ろう付け工程
、機械的なロック方法、それらの任意の組み合わせ、又は他の適切なタイプの製造方法及
び／又は工程）でボディ部１１０のバック部１７０に結合されてもよい。
【００５３】
　あるいは、ゴルフクラブヘッド１００は、（ｉ）第１セットのウェイト部１２０を含ま
なくてもよく、（ｉｉ）第２セットのウェイト部１３０を含まなくてもよく、又は（ｉｉ
ｉ）第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０の両方を含まなくてもよい。具体的
には、ボディ部１１０のバック部１７０は、トップ部１７０及び／又はソール部１９０に
あるウェイトポートを含まなくてもよく、その近傍にあるウェイトポートを含まなくても
よい。例えば、第１セットのウェイト部１２０の質量（例えば、３グラム）及び／又は第
２セットのウェイト部１３０の質量（例えば、１６．８グラム）は、別々のウェイト部（
複数可）の代わりにボディ部１１０と一体的な部品（複数可）であってもよい。本明細書
に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００５４】
　第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、類似又は異なる物理的
特性（例えば、色、形状、サイズ、密度、質量、体積、等）を有してもよい。その結果、
第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、ゴルフクラブヘッド１０
０の装飾的なデザインに寄与し得る。図１１に図示した例では、第１及び第２セットのウ
ェイト部１２０、１３０のウェイト部の各々は、それぞれ、円筒形（例えば、円形の断面
）を有してもよい。あるいは、第１セット１２０のウェイト部の各々は、第１の形状（例
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えば、円筒形）であり得る一方で、第２セット１３０のウェイト部の各々は、第２の形状
（例えば、立方体形）であり得る。別の例では、第１セットのウェイト部１２０は、異な
る形状の２以上のウェイト部を含んでもよい（例えば、ウェイト部１２１は第１の形状で
あり得る一方で、ウェイト部１２２は第１の形状とは異なる第２の形状であり得る）。同
様に、第２セットのウェイト部１３０も、異なる形状の２以上のウェイト部を含んでもよ
い（例えば、ウェイト部１３１は第１の形状であり得る一方で、ウェイト部１３２は第１
の形状とは異なる第２の形状であり得る）。上記の例は特定の形状を持つウェイト部を記
載しているが、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、他の適切な形状（例えば、
球体、立方体、円錐、円柱、角錐、立方体状、角柱、錐台、又は他の適切な幾何学的形状
、の一部又は全部）のウェイト部を含んでもよい。上記の例及び図は、ウェイト部のセッ
トとして複数のウェイト部を示しているが、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１
３０の各セットは、それぞれ、単一のウェイト部であってもよい。一例では、第１セット
のウェイト部１２０は、４つの別々のウェイト部の系列ではなく単一のウェイト部であっ
てもよい。別の例では、第２セットのウェイト部１３０は、７つの別々のウェイト部の系
列ではなく単一のウェイト部であってもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物
は、これに限定されない。
【００５５】
　図１２及び１３を参照すると、例えば、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３
０は、それぞれ、バック部１７０のウェイトポート（概して図１４に１４２０及び１４３
０として示される）に構成されたネジ山にそれぞれ係合する、概して１２１０及び１３１
０として示されるネジ山を含み、該ウェイトポートに固定されてもよい。例えば、第１及
び第２セットのウェイト部１２０、１３０のウェイト部の各々は、それぞれ、ネジであっ
てもよい。第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、工具有り又は
無しで、バック部１１０から容易に取り外し可能でなくともよい。あるいは、第１及び第
２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、第１及び第２セット１２０、１３０
の１以上のウェイト部を相対的に重い又は軽いウェイト部にそれぞれ付け替えることがで
きるように、（例えば、工具有りで）容易に取り外し可能であってもよい。別の例では、
第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、第１及び第２セットのウ
ェイト部１２０、１３０をそれぞれ容易に取り外しできないように、エポキシ樹脂又は接
着剤でバック部１７０のウェイトポートに固定されてもよい。更に別の例では、第１及び
第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、第１及び第２セットのウェイト部
１２０、１３０をそれぞれ容易に取り外しできないように、エポキシ樹脂及び接着剤の両
方でバック部１７０のウェイトポートに固定されてもよい。本明細書に記載の器具、方法
、及び製造物は、これに限定されない。
【００５６】
　上述したように、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、幾つ
かの物理的特性が類似してもよいが、他の物理的特性は異なってもよい。図１１－１３に
示すように、例えば、第１及び第２セット１２０、１３０のウェイト部の各々は、それぞ
れ、約０．２５インチ（６．３５ミリメートル）の直径１１１０を有してもよいが、第１
及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、高さが異なってもよい。具体
的には、第１セット１２０のウェイト部の各々は、第１高さ１２２０（図１２）と関連付
けられてもよく、第２セット１３０のウェイト部の各々は、第２高さ１３２０（図１３）
と関連付けられてもよい。第１高さ１２２０は、第２高さ１３２０より相対的に小さくて
もよい。一例では、第１高さ１２２０は、約０．１２５インチ（３．１７５ミリメートル
）であり得る一方で、第２高さ１３２０は、約０．３インチ（７．６２ミリメートル）で
あり得る。別の例では、第１高さ１２２０は、約０．１６インチ（４．０６４ミリメート
ル）であり得る一方で、第２高さ１３２０は、約０．４インチ（１０．１６ミリメートル
）であり得る。あるいは、第１高さ１２２０は、第２高さ１３２０以上であってもよい。
本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００５７】
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　ゴルフクラブヘッド１００のための最適な周囲の重み付けを提供するために、第１セッ
トのウェイト部１２０（例えば、ウェイト部１２１、１２２、１２３、及び１２４）は、
ホーゼル１５５の重さと釣り合うように構成されてもよい。第２セットのウェイト部１３
０（例えば、ウェイト部１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、及び１３７
）は、最適な位置にゴルフクラブヘッド１００の重心が置かれるように構成されてもよい
。図７－９に戻り、例えば、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞ
れ、フェース部１６２のバック面１６６から離れて配置されてもよい（例えば、互いに直
接結合されない）。すなわち、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０のそれぞ
れと、バック面１６６は、ボディ部１１０の内部キャビティ７００によって部分的に又は
完全に分離されてもよい。図１４に示すように、例えば、第１及び第２セットの外部ウェ
イトポート１４２０、１４３０の各外部ウェイトポートは、開口部（例えば、概して７２
０及び７３０として示される）及びポートウォール（例えば、概して７２５及び７３５と
して示される）を含んでもよい。ポートウォール７２５及び７３５は、バックウォール部
１４１０と一体的な部分（例えば、バックウォール部１４１０の区間）であってもよい。
開口部７２０及び７３０の各々は、それぞれ、ウェイト部１２１及び１３５のようなウェ
イト部を受けるように構成されてもよい。開口部７２０は、ウェイトポート１４２１の一
方の端部に配置されもよく、ポートウォール７２５は、ウェイトポート１４２１の反対側
の端部又はその近傍に配置されてもよい。同様に、開口部７３０は、ウェイトポート１４
３５の一方の端部に配置されてもよく、ポートウォール７３５は、ウェイトポート１４３
５の反対側の端部又はその近傍に配置されてもよい。ポートウォール７２５及び７３５は
、フェース部１６２から分離されてもよい（例えば、内部キャビティ７００で分離される
）。その結果、第２セットのウェイト部１３０がバック面１６６から離れることで、第２
セットのウェイト部１３０がバック面１６６に直接結合する場合よりも、ゴルフクラブヘ
ッド１００の重心（ＣＧ）をフェース部１６２から相対的に更に後方に離すことができ、
グラウンド面（例えば、図１０の１０１０として１つ示される）に向かって相対的に低く
することができる。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００５８】
　図面は特定の断面形状を持つウェイトポートを示しているが、本明細書に記載の器具、
方法、及び製造物は、他の適切な断面形状を持つウェイトポートを含んでもよい。一例で
は、第１及び／又は第２セットのウェイトポート１４２０、１４３０のウェイトポートは
、Ｕ字状の断面形状を有してもよい。別の例では、第１及び／又は第２セットのウェイト
ポート１４２０、１４３０のウェイトポートは、Ｖ字状の断面形状を有してもよい。第１
セットのウェイト部１２０に関連する１以上のウェイトポートは、第２セットのウェイト
部１３０に関連する１以上のウェイトポートとは異なる断面形状を有してもよい。例えば
、ウェイトポート１４２１は、Ｕ字状の断面形状を有し得る一方で、ウェイトポート１４
３５は、Ｖ字状の断面形状を有し得る。また、第１セットのウェイト部１２０に関連する
２以上のウェイトポートは、異なる断面形状を有してもよい。同様に、第２セットのウェ
イト部１３０に関連する２以上のウェイトポートは、異なる断面形状を有してもよい。本
明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００５９】
　図１０に戻って参照すると、例えば、ゴルフクラブヘッド１００は、グラウンド面１０
１０、水平中央平面１０２０、及びトップ面１０３０と関連付けられてもよい。具体的に
は、グラウンド面１０１０は、ゴルフクラブヘッド１００がアドレスポジション（例えば
、ゴルフクラブヘッド１００がゴルフボールを打つために調整される）にあるときにゴル
フクラブヘッド１００のソール部１９０に接する面であってもよい。トップ面１０３０は
、ゴルフクラブヘッドがアドレスポジションにあるときにゴルフクラブヘッド１００のト
ップ部１８０に接する面であってもよい。グラウンド面１０１０及びトップ面１０３０は
、それぞれ、互いに実質的に平行であってもよい。水平中央平面１０２０は、グラウンド
面１０１０及びトップ面１０３０のそれぞれの間の垂直方向の中間であってもよい。
【００６０】
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　第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、質量が類似してもよい
（例えば、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０のウェイト部の全てが、それ
ぞれ、略同じ重さがある）。あるいは、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０
は、それぞれ、個々に質量が異なってもよく、セット全体として質量が異なってもよい。
具体的には、第１セット１２０のウェイト部（例えば、図示の１２１、１２２、１２３、
及び１２４）の各々は、第２セット１３０の任意のウェイト部（例えば、図示の１３１、
１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、及び１３７）よりも相対的に小さい質量であ
ってもよい。例えば、第２セットのウェイト部１３０は、ゴルフクラブヘッド１００の外
部ウェイト部により全質量の５０％以上を占めてもよい。その結果、ゴルフクラブヘッド
１００は、水平中央平面１０２０の下に配置された外部ウェイト部により全質量の少なく
とも５０％を有するように構成することができる。本明細書に記載の器具、方法、及び製
造物は、これに限定されない。
【００６１】
　一例では、ゴルフクラブヘッド１００は、ゴルフクラブのタイプ（例えば、４番アイア
ン対ロブウェッジ）に基づいて約２２０グラムから約３３０グラムの範囲の質量を有して
もよい。ボディ部１１０は、それぞれ約２０グラム（例えば、外部ウェイト部による全質
量）の質量がある第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０を含んで、約２００グ
ラムから約３１０グラムの範囲の質量を有してもよい。第１セット１２０のウェイト部の
各々は、約１グラム（１．０ｇ）の質量を有し得る一方で、第２セット１３０のウェイト
部の各々は、約２．４グラムの質量を有し得る。第１セットのウェイト部１２０の質量の
合計は、約３グラムであり得る一方で、第２セットのウェイト部１３０の質量の合計は、
約１６．８グラムであり得る。第２セットのウェイト部１３０の全質量は、第１セットの
ウェイト部１２０の全質量と同じ程度の５倍以上の重さであってもよい（例えば、約３グ
ラムの第１セットのウェイト部１２０の全質量に対して約１６．８グラムの第２セットの
ウェイト部１３０の全質量）。ゴルフクラブヘッド１００は、第１及び第２セットのウェ
イト部１２０、１３０のそれぞれによる１９．８グラムの全質量を有してもよい（例えば
、第１セットのウェイト部１２０による３グラムと第２セットのウェイト部１３０による
１６．８グラムの合計）。従って、第１セットのウェイト部１２０は、ゴルフクラブヘッ
ド１００の外部ウェイト部により全質量の約１５％を占めることができる一方で、第２セ
ットのウェイト部１３０は、ゴルフクラブヘッド１００の外部ウェイト部により全質量の
約８５％を占めることができる。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限
定されない。
【００６２】
　第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０をそれぞれボディ部１１０と結合（例
えば、バック部１７０のウェイトポートに第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３
０を固定）することにより、ゴルフクラブヘッド１００の重心（ＣＧ）の位置及び慣性モ
ーメント（ＭＯＩ）は最適化されてもよい。具体的には、第１及び第２セットのウェイト
部１２０、１３０は、それぞれ、ソール部１９０に向かってＣＧの位置を低くしてもよく
、フェース部１６２から更に後方に離してもよい。更に、ＭＯＩは、ＣＧを通って延びる
垂直軸（例えば、グラウンド面１０１０に垂直）での測定値が高くなってもよい。ＭＯＩ
はまた、ＣＧを通って延びる水平軸（例えば、ゴルフクラブヘッドのトウ部１５０及びヒ
ール部１６０のそれぞれに向かって延在する）での測定値が高くなってもよい。その結果
、クラブヘッド１００は、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０のそれぞれを
除くゴルフクラブヘッドよりも、相対的に高い打ち上げ角と相対的に低いスピン量を提供
することができる。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００６３】
　あるいは、同じセット内の２以上のウェイト部は、異なる質量であってもよい。一例で
は、第１セット１２０のウェイト部１２１は、第１セット１２０のウェイト部１２２より
も相対的に少ない質量であってもよい。別の例では、第２セット１３０のウェイト部１３
１は、第２セット１３０のウェイト部１３５よりも相対的に少ない質量であってもよい。
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トップ・アンド・トウ推移領域及び／又はソール・アンド・トウ推移領域に相対的に大き
な質量があることで、より多くの重量を、重心（ＣＧ）を通る垂直軸の慣性モーメント（
ＭＯＩ）が増加するようにゴルフクラブヘッド１００のＣＧから分散させることができる
。
【００６４】
　図では別々の個々のパーツとしてウェイト部を示すが、第１及び第２セットのウェイト
部１２０、１３０の各セットは、それぞれ、単一のウェイト部であってもよい。一例では
、第１セット１２０の全てのウェイト部（例えば、図示の１２１、１２２、１２３、及び
１２４）は、単一のウェイト部（例えば、第１のウェイト部）に結合されてもよい。同様
に、第２セット１３０の全てのウェイト部（例えば、１３１、１３２、１３３、１３４、
１３５、１３６、及び１３７）も、単一のウェイト部（例えば、第２のウェイト部）に結
合されてもよい。この例では、ゴルフクラブヘッド１００は、２つのウェイト部だけを有
してもよい。図では特定の数のウェイト部を示すが、本明細書に記載の器具、方法、及び
製造物は、より多い又は少ない数のウェイト部を有してもよい。一例では、第１セットの
ウェイト部１２０は、図に示す３つの別々のウェイト部に代えて２つの別々のウェイト部
を有してもよい。別の例では、第２セットのウェイト部１３０は、図に示す７つの別々の
ウェイト部に代えて５つの別々のウェイト部を有してもよい。上記に代えて、本明細書に
記載の器具、方法、及び製造物は、任意の別々のウェイト部を有しなくてもよい（例えば
、ボディ部１１０は、ボディ部１１０と一体的な部分（複数可）として別々のウェイト部
の質量を含むように製造してもよい）。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、こ
れに限定されない。
【００６５】
　図７－９に戻って参照すると、例えば、ボディ部１１０は、フロント部１６０とバック
部１７０の間に延在する内部キャビティ７００を含む中空体であってもよい。更に、内部
キャビティ７００は、トップ部１８０とソール部１９０の間に延在してもよい。内部キャ
ビティ７００は、キャビティ高７５０（ＨC）と関連付けられてもよく、ボディ部１１０
は、ボディ高８５０（ＨB）と関連付けられてもよい。キャビティ高７５０及びボディ高
８５０は、トウ部１４０からヒール部１５０の間で変化し得るが、キャビティ高７５０は
、ボディ高８５０の少なくとも５０％であってもよい（ＨC＞０．５＊ＨB）。例えば、キ
ャビティ高７５０は、ボディ高８５０の７０－８５％の間で変化してもよい。内部キャビ
ティ７００のキャビティ高７５０をボディ高８５０の５０％より大きくすることで、ゴル
フクラブ１００は、ゴルフクラブ１００がフェース部１６２を介してゴルフボールを打つ
ときに、ボディ高の５０％より小さいキャビティ高のゴルフクラブよりも、相対的により
一貫した感触、音、及び／又は結果を生み出すことができる。本明細書に記載の器具、方
法、及び製造物は、これに限定されない。
【００６６】
　一例では、内部キャビティ７００は、無充填（例えば、空の空間）であってもよい。内
部キャビティ７００を含むボディ部１００は、内部キャビティ７００を含まないボディ部
１００よりも少ない約１００グラムの重量であってもよい。あるいは、内部キャビティ７
００は、部分的に又は完全に、弾性ポリマー又はエラストマー材料（例えば、オハイオ州
、ケント、Ｓｏｒｂｏｔｈａｎｅ社製のＳｏｒｂｏｔｈａｎｅ（登録商標）のような粘弾
性ウレタンポリマー材料）、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ）、熱可塑性ポリウレタ
ン材料（ＴＰＵ）、及び／又は衝撃を吸収し、振動を分離し、及び／又はノイズを減衰す
る他の適切なタイプの材料で、充填されてもよい。例えば、内部キャビティ７００の少な
くとも５０％は、ゴルフクラブヘッド１００がフェース部１６２を介してゴルフボールを
打つときに衝撃を吸収し、振動を分離し、及び／又はノイズを減衰する、ＴＰＥ材料で充
填されてもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００６７】
　図１５に戻り、例えば、フェース部１６２は、第１厚さ１５１０（Ｔ1）、及び、第２
厚さ１５２０（Ｔ2）を含んでもよい。第１厚さ１５１０は、溝１６８に隣接するフェー
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ス部１６２の区間の厚さであり得る一方で、第２厚さ１５２０は、溝１６８の下のフェー
ス部１６２の区間の厚さであり得る。例えば、第１厚さ１５１０は、フロント面１６４と
バック面１６６の間の最大距離であってもよい。第２厚さ１５２０は、溝１６２に基づい
てもよい。具体的には、溝１６８は、溝深さ１５２５（Ｄgroove）を有してもよい。第２
厚さ１５２０は、溝１６８の底面とバック面１６６との間の最大距離であってもよい。第
２厚さ１５２０と溝深さ１５２５の合計は、第１厚さ１５１０と実質的に等しくてもよい
（例えば、Ｔ2＋Ｄgroove＝Ｔ1）。従って、第２厚さ１５２０は、第１厚さ１５１０より
も小さくてもよい（例えば、Ｔ2＜Ｔ1）。
【００６８】
　ゴルフクラブヘッド１００の重心を下げ及び／又は更に後方に移動するために、ゴルフ
クラブヘッド１００のフロント部１６０の重量は、相対的に薄いフェース部１６２を使用
することにより除去されてもよい。例えば、第１厚さ１５１０は、約０．０７５インチ（
１．９０５ミリメートル）であってもよい（例えば、Ｔ1＝０．０７５インチ）。バック
ウォール部１４１０のサポートを受けて内部キャビティ７００を形成し、弾性ポリマー材
料で内部キャビティ７００の少なくとも一部を充填することで、フェース部１６２は、ゴ
ルフクラブヘッド１００の構造的完全性、音、及び／又は感触を劣化させずに相対的に薄
く（例えば、Ｔ1＜０．０７５インチ）することができる。一例では、第１厚さ１５１０
は、０．０６０インチ（１．５２４センチメートル）以下であってもよい（例えば、Ｔ1

≦０．０６０インチ）。別の例では、第１厚さ１５１０は、０．０４０インチ（１．０１
６ミリメートル）以下であってもよい（例えば、Ｔ1≦０．０４０インチ）。フェース部
１６２及び／又はボディ部１１０の形成に使用する材料（複数可）のタイプに基づいて、
フェース部１６２は、０．０３０インチ（０．７６２ミリメートル）以下の第１厚さ１５
１０（例えば、Ｔ1≦０．０３０インチ）より薄くされてもよい。溝深さ１５２５は、第
２厚さ１５２０以上であってもよい（例えば、Ｄgroove≧Ｔ2）。一例では、溝深さ１５
２５は、約０．０２０インチ（０．５０８ミリメートル）であってもよい（例えば、Ｄgr

oove＝０．０２０インチ）。従って、第２厚さ１５２０は、約０．０１０インチ（０．２
５４ミリメートル）であってもよい（例えば、Ｔ2＝０．０１０インチ）。別の例では、
溝深さ１５２５は、約０．０１５インチ（０．３８１ミリメートル）であってもよく、第
２厚さ１５２０は、約０．０１５インチであってもよい（例えば、Ｄgroove＝Ｔ2＝０．
０１５インチ）。あるいは、溝深さ１５２５は、第２厚さ１５２０より小さくてもよい（
例えば、Ｄgroove＜Ｔ2）。バックウォール部１４１０のサポートと内部キャビティ７０
０に弾性ポリマー材料の充填が無いと、ゴルフクラブヘッドは、フェース部でのゴルフボ
ールによる複数の衝撃に耐えられないかもしれない。本明細書に記載のゴルフクラブヘッ
ド１００とは対照的に、バックウォール部１４１０のサポートと内部キャビティ７００に
弾性ポリマー材料の充填が無いが相対的に薄いフェース部を有するゴルフクラブヘッド（
例えば、キャビティバックゴルフクラブヘッド）は、ゴルフボールのインパクト時に不快
な音（例えば、安っぽい音）及び／又は感触を生み出すかもしれない。本明細書に記載の
器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００６９】
　ゴルフクラブヘッド１００を形成する製造工程及び方法に基づいて、フェース部１６２
は、フェース部１６２の周囲又はその近傍に追加の材料を含んでもよい。従って、フェー
ス部１６２はまた、第３厚さ１５３０、及び面取り部１５４０を有してもよい。第３厚さ
１５３０は、第１厚さ１５１０又は第２厚さ１５２０のいずれよりも大きくてもよい（例
えば、Ｔ3＞Ｔ1＞Ｔ2）。具体的には、フェース部１６２は、溶接工程によってボディ部
１１０に結合されてもよい。例えば、第１厚さ１５１０は、約０．０３０インチ（０．７
６２ミリメートル）であってもよく、第２厚さ１５２０は、約０．０１５インチ（０．３
８１ミリメートル）であってもよく、第３厚さ１５３０は、約０．０５０インチ（１．２
７ミリメートル）であってもよい。従って、面取り部１５４０は、フェース部１６２をボ
ディ部１１０に溶接するときに、追加の材料の一部を収容することができる。
【００７０】
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　図１６に示すように、例えば、フェース部１６２は、１以上の溝１６８の下に、概して
１６０５で示される、補強区間を含んでもよい。一例では、フェース部１６２は、各溝の
下に補強区間１６０５を含んでもよい。あるいは、フェース部１６２は、幾つかの溝（例
えば、他の全ての溝）又はただ１つの溝の下に補強区間１６０５を含んでもよい。フェー
ス部１６２は、第１厚さ１６１０、第２厚さ１６２０、第３厚さ１６３０、及び面取り部
１６４０を含んでもよい。溝１６８は、溝深さ１６２５を有してもよい。補強区間１６８
は、第２厚さ１６２０を画定してもよい。第１厚さ１６１０及び第２厚さ１６２０は、そ
れぞれ、互いに実質的に等しくてもよい（例えば、Ｔ1＝Ｔ2）。一例では、第１厚さ１６
１０及び第２厚さ１６２０は、それぞれ、約０．０３０インチ（０．７６２ミリメートル
）であってもよい（例えば、Ｔ1＝Ｔ2＝０．０３０インチ）。溝深さ１６２５は、約０．
０１５インチ（０．３８１ミリメートル）であってもよく、第３厚さ１６３０は、約０．
０５０インチ（１．２７ミリメートル）であってもよい。溝１６８はまた、溝幅を有して
もよい。補強区間１６０５の幅は、溝幅以上であってもよい。本明細書に記載の器具、方
法、及び製造物は、これに限定されない。
【００７１】
　あるいは、フェース部１６２は、トップ部１８０とソール部１９０で厚さが変化しても
よく、及び／又はその間で厚さが変化してもよい。一例では、フェース部１６２は、トッ
プ部１８０又はその近傍がソール部１９０又はその近傍よりも相対的に厚くてもよい（例
えば、フェース部１６２の厚さは、トップ部１８０からソール部１９０に向かって徐々に
減ってもよい）。別の例では、フェース部１６２は、ソール部１９０又はその近傍がトッ
プ部１８０又はその近傍よりも相対的に厚くてもよい（例えば、フェース部１６２の厚さ
は、ソール部１９０からトップ部１８９に向かって徐々に減ってもよい）。更に別の例で
は、フェース部１６２は、トップ部１８０とソール部１９０の間がトップ部１８０及びソ
ール部１９０又はその近傍よりも相対的に厚くてもよい（例えば、フェース部１６２の厚
さは、ベル型の外形を有してもよい）。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、こ
れに限定されない。
【００７２】
　他のゴルフクラブヘッドのデザインと異なり、ボディ部１１０の内部キャビティ７００
と、ゴルフクラブヘッド１００の周囲に沿った第１及び第２セットのウェイト部１２０、
１３０のそれぞれの位置は、フェース部１６２から離れていくゴルフボールに相対的に高
い打ち出し角と相対的に低いスピンレートをもたらすことができる。その結果、ゴルフボ
ールは、遠くに移動することができる（すなわち、キャリー及びロール距離を含む総距離
が大きくなる）。
【００７３】
　図１７は、本明細書に記載の例のゴルフクラブヘッドを製造する１つの方法を示す図で
ある。図１７の例では、プロセス１７００は、概して第１及び第２セットのウェイト部１
２０、１３０としてそれぞれ示される、２以上のウェイト部を供給することで開始しても
よい（ブロック１７１０）。第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞ
れ、タングステン系材料のような第１の材料で作製されてもよい。一例では、第１及び第
２セットのウェイト部１２０、１３０は、それぞれ、タングステン合金ネジであってもよ
い。
【００７４】
　プロセス１７００は、フェース部１６２と、内部キャビティ７００と、概して１４２０
及び１４３０として示される、２以上の外部ウェイトポートを持つバック部１７０とを有
するボディ部１１０を供給してもよい（ブロック１７２０）。ボディ部１１０は、第１の
材料とは異なる、第２の材料で作製されてもよい。ボディ部１１０は、インベストメント
鋳造工程、ビレット鍛造工程、プレス工程、コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）機械工程、
ダイキャスト工程、それらの任意の組み合わせ、又は他の適切な製造工程を用いて製造さ
れてもよい。一例では、ボディ部１１０は、鋳造工程を用いて１７－４ＰＨステンレス鋼
で作製されてもよい。別の例では、ボディ部１１０は、鍛造工程を用いて他の適切なタイ
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プのステンレス鋼（例えば、オハイオ州、ウエストチェスター、ＡＫスチール社製のＮｉ
ｔｒｏｎｉｃ（登録商標）５０ステンレス鋼）で製造されてもよい。ボディ部１１０の製
造にＮｉｔｒｏｎｉｃ（登録商標）５０ステンレス鋼を用いることで、ゴルフクラブヘッ
ド１００は、他のタイプの鋼から作製されたゴルフクラブヘッドよりも相対的に頑丈に及
び／又は耐腐食性をより高めることができる。ボディ部１１０の各ウェイトポートは、開
口部及びポートウォールを含んでもよい。例えば、ウェイトポート１４２１は、互いに対
向する両端部に設けた開口部７２０及びポートウォール７２５を含んでもよい。内部キャ
ビティ７００は、ウェイトポート１４２１のポートウォール７２５とフェース部１６２の
バック面１６６を分離してもよい。同様に、ウェイトポート１８３５は、互いに対向する
両端部に設けた開口部７３０及びポートウォール７３５を含んでもよい。内部キャビティ
７００は、ウェイトポート１４３５のポートウォール７３５とフェース部１６２のバック
面１６６を分離してもよい。
【００７５】
　プロセス１７００は、第１及び第２セットのウェイト部１２０、１３０の各々を２以上
の外部ウェイトポートの１つに結合されてもよい（ブロック１７３０）。一例では、プロ
セス１７００は、外部ウェイトポート１４２１にウェイト部１２１を挿入して固定し、外
部ウェイトポート１４３５にウェイト部１３５を挿入して固定してもよい。プロセス１７
００は、種々の製造方法及び／又は工程を用いて、ウェイトポート１４２１、１４３５な
どの外部ウェイトポートに、第１セット及び第２セットのウェイト部１２０、１３０のそ
れぞれを固定することができる（例えば、エポキシ樹脂、溶接、ろう付け、機械的なロッ
ク、それらの任意の組み合わせ、等）。
【００７６】
　プロセス１７００は、部分的に又は完全に、弾性ポリマー材料（例えば、Ｓｏｒｂｏｔ
ｈａｎｅ（登録商標）材料）を内部キャビティ７００に充填してもよい（ブロック１７４
０）。一例では、内部キャビティ７００の少なくとも５０％は、弾性ポリマー材料を充填
されてもよい。上記のように、弾性ポリマー材料は、ゴルフボールを打つゴルフクラブヘ
ッド１００に応じて衝撃を吸収し、振動を分離し、及び／又はノイズを減衰させることが
できる。あるいはまた、内部キャビティ７００は、熱可塑性エラストマー材料及び／又は
熱可塑性ポリウレタン材料を充填されてもよい。図１８に示すように、例えば、ゴルフク
ラブヘッド１００は、第１開口部１８３０及び第２開口部１８３５を持つ１以上のウェイ
トポート（例えば、図１４に１４３１として示される）を含んでもよい。第２開口部１８
３５は、内部キャビティ７００にアクセスするために用いられてもよい。一例では、プロ
セス１７００（図１７）は、第１開口部１８３５から第２開口部１８３５を介して内部キ
ャビティ７００に弾性ポリマー材料を注入することで、内部キャビティ７００に弾性ポリ
マー材料を充填してもよい。第１開口部１８３０及び第２開口部１８３５は、それぞれ、
サイズ及び／又は形状が同じでもよく、異なってもよい。上記の例は第２開口部を持つ特
定のウェイトポートを示して説明したが、ゴルフクラブヘッド１００の他の任意のウェイ
トポートが第２開口部を含んでもよい（例えば、ウェイトポート７２０）。本明細書に記
載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００７７】
　図１７に戻って参照すると、プロセス１７００の例は、単に、ゴルフクラブヘッド１０
０を製造する１つの方法の例を他の図と共に提供し、説明している。アクションの特定の
順序を図１７に示しているが、これらのアクションは、他の経時的な順番で実行されても
よい。例えば、図１７に示す２以上のアクションは、連続して、同時に、又は一斉に実行
されてもよい。一例では、ブロック１７１０、１７２０、１７３０、及び／又は１７４０
は、同時に又は一斉に実行されてもよい。図１７は特定の数のブロックを示すが、プロセ
スは、１以上のブロックを実行しなくてもよい。一例では、内部キャビティ７００は、充
填されなくてもよい（例えば、ブロック１７４０は実行されなくてもよい）。本明細書に
記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００７８】
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　上記の例では、アイアン型又はウェッジ型ゴルフクラブヘッドを示したが、本明細書に
記載の器具、方法、及び製造物は、他のタイプのゴルフクラブヘッドに適用されてもよい
。図１９－２１を参照すると、例えば、ゴルフクラブヘッド１９００は、ボディ部１９１
０及びキャビティウォール部１９２０を含んでもよい。ゴルフクラブヘッド１９００は、
３００立方センチメートル（ｃｍ3又はｃｃ）以上のクラブヘッド体積を有してもよい。
一例では、ゴルフクラブヘッド１９００は、約４６０ｃｃであってもよい。あるいは、ゴ
ルフクラブヘッド１９００は、３００ｃｃ以下のクラブヘッド体積を有してもよい。例え
ば、ゴルフクラブヘッド１９００は、１００ｃｃから２００ｃｃの間のクラブヘッド体積
を有してもよい。ゴルフクラブヘッド１９００のクラブヘッド体積は、加重水置換法（す
なわち、アルキメデスの原理）を用いて測ることができる。例えば、ゴルフ標準団体、及
び／又は、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）及び／又は全英ゴルフ協会（Ｒ＆Ａ）等のような
運営組織によって規定された手順を、ゴルフクラブヘッド１００のクラブヘッド体積を測
定するために使用することができる。図１９－２１は特定のタイプのクラブヘッド（例え
ば、フェアウェイウッド型クラブヘッド）を示すが、本明細書に記載の器具、方法、及び
製造物は、他のタイプのクラブヘッド（例えば、ドライバー型クラブヘッド、ハイブリッ
ド型クラブヘッド、アイアン型クラブヘッド、パター型クラブヘッド、等）に適用されて
もよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００７９】
　ボディ部１９１０は、トウ部１９４０、ヒール部１９５０、フロント部１９６０、リア
部１９７０、トップ部１９８０（例えば、クラウン部）、及びボトム部１９９０（例えば
、ソール部）を含んでもよい。ボディ部１９１０は、部分的に又は完全に、アルミニウム
系材料、マグネシウム系材料、鋼系材料、チタン系材料、他の任意の適切な材料、又はそ
れらの任意の組み合わせで作製された中空体であってもよい。別の例では、ボディ部１９
１０は、部分的に又は完全に、セラミック材料などの非金属材料、複合材料、他の任意の
適切な材料、又はそれらの任意の組み合わせで作製されてもよい。フロント部１９６０は
、フェース部１９６２（例えば、打撃面）を含んでもよい。フェース部１９６２は、フロ
ント面１９６４及びバック面１９６６を含んでもよい。フロント面１９６４は、概して図
２１に２１１０として示される、複数の溝を含んでもよい。
【００８０】
　キャビティウォール部１９２０は、ボディ部１９１０内に第１の内部キャビティ２０１
０及び第２の内部キャビティ２０２０を形成してもよい。例えば、キャビティウォール部
１９２０は、部分的に又は完全に、アルミニウム系材料、鋼系材料、他の任意の適切な材
料、又はそれらの任意の組み合わせで作製されてもよい。別の例では、キャビティウォー
ル部１９２０は、セラミック材料などの非金属材料、複合材料、他の任意の適切な材料、
又はそれらの任意の組み合わせで作製されてもよい。第１の内部キャビティ２０１０は、
第１体積と関連し得る一方で、第２の内部キャビティ２０２０は、第２体積と関連し得る
。一例では、第１体積は第２体積より小さくてもよい。更に、第１体積は、第２体積の５
０％以下であってもよい。
【００８１】
　図２０に示すように、例えば、キャビティウォール部１９２０は、フェース部１９６２
のバック面１９６６から延在してもよい。一例では、キャビティウォール部１９２０は、
バック面１９６６から１インチを超えて延在しなくてもよい。別の例では、キャビティウ
ォール部１９２０は、バック面１９６６から２インチを超えて延在しなくてもよい。キャ
ビティウォール部１９２０は、単一の湾曲した壁区間であってもよい。具体的には、キャ
ビティウォール部１９２０は、バック面１９６６に対して楕円形の基部（例えば、図２１
）又は円形の基部を持つドーム状構造を形成するために、バック面１９６６（例えば、Ｃ
字状）に対して凸となる弧状の形状を有してもよい。別の例では、キャビティウォール部
１９２０は、ボディ部１９１０と共に円錐状構造又は円柱状構造を形成してもよい。ある
いは、キャビティウォール部１９２０は、バック面１９６６に対して凹となる弧状の形状
を有してもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
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【００８２】
　第１の内部キャビティ２０１０は、部分的に又は完全に、弾性ポリマー又はエラストマ
ー材料（例えば、オハイオ州、ケント、Ｓｏｒｂｏｔｈａｎｅ社製のＳｏｒｂｏｔｈａｎ
ｅ（登録商標）のような粘弾性ウレタンポリマー材料）、熱可塑性エラストマー材料（Ｔ
ＰＥ）、熱可塑性ポリウレタン材料（ＴＰＵ）、及び／又は衝撃を吸収し、振動を分離し
、及び／又はノイズを減衰する他の適切なタイプの材料で、充填されてもよい。弾性ポリ
マー材料は、フェース部１９６２のポートを介して射出成型工程を介して第１の内部キャ
ビティ２０１０に注入されてもよい。例えば、第１の内部キャビティ２０１０の少なくと
も５０％は、ゴルフクラブヘッド１００がフェース部１６２を介してゴルフボールを打つ
ときに衝撃を吸収し、振動を分離し、及び／又は構造的サポートを提供する、ＴＰＥ材料
で充填されてもよい。第１の内部キャビティ２０１０を形成するキャビティウォール部１
９２０のサポートと、弾性ポリマー材料による第１の内部キャビティ２０１０の少なくと
も一部の充填とにより、フェース部１９６２は、ゴルフクラブヘッド１９００の構造的完
全性、音、及び／又は感触を低下させることなく、比較的薄くすることができる。一例で
は、フェース部１９６２は、０．０７５インチ（例えば、フロント面１９６４とバック面
１９６６との間の距離）以下の厚さを有してもよい。別の例では、フェース部１９６２は
、０．０６０インチ以下の厚さを有してもよい。更に別の例では、フェース部１９６２は
、０．０５０インチ以下の厚さを有してもよい。更に、フェース部１９６２は、０．０３
０インチ以下の厚さを有してもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これ
に限定されない。
【００８３】
　キャビティウォール部１９２０は、複数の区間を含んでもよい。図２２－２４に戻り、
例えば、ゴルフクラブヘッド２２００は、ボディ部２２１０及びキャビティウォール部２
２２０を含んでもよい。ボディ部２２１０は、トウ部２２４０、ヒール部２２５０、フロ
ント部２２６０、リア部２２７０、トップ部２２８０（例えば、クラウン部）、及びボト
ム部（例えば、ソール部）を含んでもよい。フロント部２２６０は、フロント面２２６４
及びバック面２２６６を持つフェース部２２６２（例えば、打撃面）を含んでもよい。キ
ャビティウォール部２２２０は、ボディ部２２１０内に第１の内部キャビティ２３１０及
び第２の内部キャビティ２３２０を形成するバック面２２６６から延在してもよい。キャ
ビティウォール部２２２０は、概して図２３に２３３０、２３４０及び２３５０として示
される、２以上の壁区間を含んでもよい。キャビティウォール部２２２０は、バック面２
２６６に対して長方形の基部（例えば、図２４）又は正方形の基部を持つ角錐台状構造を
形成してもよい。あるいは、キャビティウォール部２２２０は、バック面２２６６に対し
て直方体状構造（例えば、長方形の基部を持つ）又は直方体状構造（例えば、正方形の基
部を持つ）を形成してもよい。別の例では、キャビティウォール部２２２０は、バック面
２２６６に対して正方形の基部の角錐状構造を形成してもよい。更に別の例では、キャビ
ティウォール部２２２０は、バック面２２６６に対して三角形の基部の角錐状構造又は三
角柱状構造を形成してもよい。第１の内部キャビティ２０１０（図１９－２１）と同様に
、第１の内部キャビティ２３１０は、部分的に又は完全に、弾性ポリマー又はエラストマ
ー材料（例えば、ＴＰＥ材料、ＴＰＵ材料、等）で充填されてもよい。弾性ポリマー材料
は、フェース部２２６２のポートを介して射出成型工程を介して第１の内部キャビティ２
３１０に注入されてもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定さ
れない。
【００８４】
　図２５、２６に示すように、例えば、ゴルフクラブヘッド２５００は、ボディ部２５１
０及びキャビティウォール部２５２０を含んでもよい。ボディ部２５１０は、トウ部２５
４０、ヒール部２５５０、フロント部２５６０、リア部２５７０、トップ部２５８０（例
えば、クラウン部）、ボトム部２５９０（例えば、ソール部）を含んでもよい。フロント
部２５６０は、不フロント面２５６４及びバック面２５６６を持つフェース部２５６２（
例えば、打撃面）を含んでもよい。フェース部２５６２は、ゴルフクラブヘッド２５００



(18) JP 2018-501861 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

のロフト角を画定するロフト面２６０５と関連付けられてもよい。
【００８５】
　キャビティウォール部２５２０は、単一の平坦な壁区間であってもよい。具体的には、
キャビティウォール部２５２０は、トウ部２５４０とヒール部２５５０の間およびトップ
部２５８０とボトム部２５９０の間に延在して、ボディ部２５１０内に第１の内部キャビ
ティ２６１０及び第２の内部キャビティ２６２０を形成してもよい。キャビティウォール
部２５２０は、ロフト面２６０５に対して平行又は実質的に平行であってもよい。あるい
は図２７に示すように、キャビティウォール部２７２０は、グラウンド面２７３０に対し
て垂直又は実質的に垂直であってもよい。第１の内部キャビティ２０１０（図１９－２１
）及び２３１０（図２２－２４）と同様に、第１の内部キャビティ２６１０は、部分的に
又は完全に、弾性ポリマー又はエラストマー材料で充填されてもよい。弾性ポリマー材料
は、フェース部２５６２及び／又はボトム部２５９０のポートを介して射出成型工程を介
して第１の内部キャビティ２６１０に注入されてもよい。本明細書に記載の器具、方法、
及び製造物は、これに限定されない。
【００８６】
　あるいは、キャビティウォール部２５２０は、キャビティウォール部２５２０とロフト
角２６３０が互いに平行とならないように、ボトム部２５９０とトップ・アンド・フロン
ト推移領域（すなわち、トップ部２５８０とフロント部２５７０の間の推移領域）に延在
してもよい。別の例では、キャビティウォール部２５２０は、キャビティウォール部２５
２０は、とロフト角２６３０が互いに平行にならないように、トップ部２５８０とボトム
・アンド・フロント推移領域（すなわち、ボトム部２５９０とフロント部２５７０の間の
推移領域）に延在してもよい。図２５－２７は、平坦又は実質的に平坦なキャビティウォ
ール部２５２０及び２７２０を示すが、キャビティウォール部２５２０及び／又は２７２
０は、フェース部２５６２に対して凹状又は凸状であってもよい。本明細書に記載の器具
、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００８７】
　上記の例は、内部キャビティの中空体部をキャビティウォール部で分割して２つの別個
の内部キャビティを形成し、一方の内部キャビティに部分的に又は完全に弾性ポリマー材
料を充填したが、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、中空体部を２以上のキャ
ビティウォール部で分割して３以上の内部キャビティを形成し、少なくとも２つの内部キ
ャビティに部分的に又は完全に弾性ポリマー材料を充填してもよい。一例では、１つの内
部キャビティは、部分的に又は完全にＴＰＥ材料で充填され得る一方で、他の内部キャビ
ティは、部分的に又は完全にＴＰＵ材料され得る。本明細書に記載の器具、方法、及び製
造物は、これに限定されない。
【００８８】
　図１－１４に戻って参照し、フェース部１６２は、内部キャビティ７００（例えば、図
７）の充填に使用される弾性ポリマー材料とフェース部１６２との間の接着力を改善し及
び／又は剥離を緩和するように、非平滑なバック面を含んでもよい。研磨ブラスト工程（
例えば、ビーズブラスト工程、サンドブラスト工程、他の適切なブラスト工程、又はそれ
らの任意の組み合わせ）及び／又はフライス（機械）加工などの様々な方法及び／又は工
程を使用して、バック面１６６を非平滑にすることができる。例えば、バック面１６６は
、０．５から２５０μインチ（０．０１２から６．３μｍ）の範囲の表面粗さ（Ｒａ）を
有してもよい。器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００８９】
　図２８－３０に示すように、例えば、フェース部２８００は、フロント面２８１０及び
バック面２９１０を含んでもよい。フロント面２８１０は、概して２８２０として示され
る、フロント面２８１０を横切って長手方向に延びる（例えば、図１のトウ部１４０とヒ
ール部１５０の間に延びる）、１以上の溝を含んでもよい。フロント面２８１０は、ゴル
フボール（不図示）に衝撃を与えるために使用されてもよい。
【００９０】
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　バック面２９１０も、概して２９２０として示される、１以上の溝（channels）を含ん
でもよい。溝２９２０は、バック面２９１０を横切って長手方向に延びてもよい。溝２９
２０は、互いに平行又は実質的に平行であってもよい。溝２９２０は、内部キャビティ７
００を充填するために使用される弾性ポリマー材料と係合し、フェース部２８００と弾性
ポリマー材料の間の機械的ロック機構として働くことができる。具体的には、溝３０００
は、開口部３０１０、ボトム区間３０２０、及び、概して３０３０及び３０３２として示
される、２つのサイドウォールを含んでもよい。ボトム区間３０２０は、バック部２９１
０に対して平行又は実質的に平行であってもよい。２つのサイドウォール３０３０及び３
０３２は、近づいていくサイドウォールであってもよい（すなわち、サイドウォール３０
３０及び３０３２は互いに非平行であってもよい）。ボトム区間３０２０とサイドウォー
ル３０３０及び３０３２は、概して３０４０及び３０４２として示される、２つのアンダ
ーカット部を形成してもよい。すなわち、開口部３０１０における幅３０１５は、ボトム
区間３０２０における幅３０２５より小さくてもよい。溝３０００の断面は、軸３０５０
に対して対称であってもよい。図３０は、平坦又は実質的に平坦なサイドウォールを示し
たが、２つのサイドウォール３０３０及び３０３２は、湾曲していてもよい（例えば、互
いに対して凸状）。
【００９１】
　図３０に示したような平坦又は実質的に平坦なサイドウォールではなく、溝は他のタイ
プのサイドウォールを含んでもよい。図３１に示すように、例えば、溝３１００は、開口
部３１１０、ボトム区間３１２０、及び、概して３１３０及び３１３２として示される、
２つのサイドウォールを含んでもよい。ボトム区間３１２０は、バック面２９１０に対し
て平行又は実質的に平行であってもよい。２つのサイドウォール３１３０及び３１３２は
、段差のあるサイドウォールであってもよい。ボトム区間３１２０とサイドウォール３１
３０及び３１３２は、概して３１４０及び３１４２として示される、２つのアンダーカッ
ト部を形成してもよい。すなわち、開口部３１１０における幅３１１５は、ボトム区間３
１２０における幅３１２５より小さくてもよい。溝３１００の断面は、軸３１５０に対し
て対称であってもよい。
【００９２】
　図３０－３１に示したように対称的ではなく、溝は非対称であってもよい。図３２に示
すように、別の例では、溝３２００は、開口部３２１０、ボトム区間３２２０、及び、概
して３２３０及び３２３２として示される、２つのサイドウォールを含んでもよい。ボト
ム区間３２２０は、バック面２９１０に対して平行又は実質的に平行であってもよい。ボ
トム区間３２２０とサイドウォール部３２３０は、アンダーカット部３２４０を形成して
もよい。
【００９３】
　図３３を参照し、例えば、溝３３００は、開口部３３１０、ボトム区間３３２０、及び
、概して３３３０及び３３３２として示される、２つのサイドウォールを含んでもよい。
ボトム区間３３２０は、バック面２９１０に対して平行又は実質的に平行でなくともよい
。２つのサイドウォール３３３０及び３３３２は、互いに平行又は実質的に平行であり得
るが、一方のサイドウォールは他方のサイドウォールより長くてもよい。ボトム区間３３
２０とサイドウォール３３３２は、アンダーカット部３３４０を形成してもよい。
【００９４】
　図３４に示す例では、フェース部３４００は、概して３４２０として示される、バック
面３４１０を横切って短手方向に延びる（例えば、図１のトップ部１８０とソール部１９
０の間に延びる）、１以上の溝を持つバック面３３１０を含んでもよい。図３５に示す別
の例では、フェース部３５００は、概して３５２０として示される、バック面３５１０を
横切って斜め方向に延びる、１以上の溝を持つバック面３５１０を含んでもよい。あるい
は、フェース部は、フェース部のバック面を異なる方向に横切って延びる溝の組み合わせ
を含んでもよい（例えば、長手方向、短手方向、及び／又は斜め方向に延びる）。図３６
に戻り、更に別の例では、フェース部３６００は、概して３６２０、３６３０、３６４０
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として示される、バック面３６１０を横切って異なる方向に延びる、１以上の溝を持つバ
ック面３６１０を含んでもよい。具体的には、フェース部３６００は、バック面３６１０
を横切って長手方向に延びる複数の溝３６２０と、バック面３６１０を横切って短手方向
に延びる複数の溝３６３０と、バック面３６１０を横切って斜め方向に延びる複数の溝３
６４０を含んでもよい。
【００９５】
　追加で又は代替的に、ゴルフクラブヘッド１００は、ゴルフクラブヘッド（例えば、図
７）の内部キャビティ７００の重点に使用される弾性ポリマー材料とフェース部１６２と
の間の接着力を改善し及び／又は剥離を緩和するように、結合剤を含んでもよい。図３７
を参照し、例えば、ゴルフクラブヘッド１００は、フェース部１６２、結合部３７１０、
及び弾性ポリマー材料３７２０を含んでもよい。一例では、結合部３７１０は、ミシガン
州、オーバーンヒルズ、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製の材料であるＭＥＧＵＭ（商標）
、ＲＯＢＯＮＤ（商標）、及び／又はＴＨＩＸＯＮ（商標）のような、低粘度有機溶剤型
の溶液及び／又はポリマーと他の反応性化学物質の分散液であってもよい。別の例では、
結合部３７１０は、コネチカット州、ロッキーヒル、Ｈｅｎｋｅｌ社製の材料であるＬＯ
ＣＴＩＴＥ（登録商標）であってもよい。結合部３７１０は、フェース部１６２に弾性ポ
リマー材料３７２０を結合するためにバック面１６６に適用されてもよい（例えば、バッ
ク面１６６と弾性ポリマー材料３７２０の間に延びる）。例えば、結合部３７１０は、内
部キャビティ７００が射出成型工程を介して弾性ポリマー材料３７２０で充填されるとき
に適用されてもよい。器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００９６】
　図３８は、本明細書に記載のゴルフクラブヘッド１００又は任意のゴルフクラブヘッド
の内部キャビティ７００に、部分的に又は完全に弾性ポリマー材料又はエラストマー材料
を充填する１つの方法を示す。プロセス３８００は、ゴルフクラブヘッド１００を特定の
温度に加熱することで開始してもよい（ブロック３８１０）。一例では、ゴルフクラブヘ
ッド１００は、内部キャビティ７００に注入される弾性ポリマー材料の気化温度などの要
因に依存して、１５０℃から２５０℃の範囲の温度に加熱することができる。次いで、弾
性ポリマー材料が特定の温度に加熱されてもよい（ブロック３８２０）。弾性ポリマー材
料は、非発泡及び射出成型可能な熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）材料であってもよい。
したがって、弾性ポリマー材料は、内部キャビティ７００に注入される前に液体又は流動
状態になるように加熱されてもよい。弾性ポリマー材料が加熱される温度は、内部キャビ
ティ７００に部分的に又は完全に充填するために使用される弾性ポリマー材料のタイプに
依存し得る。加熱された弾性ポリマー材料は、内部キャビティ７００を部分的に又は完全
に充填するように、内部キャビティ７００に注入される（ブロック３８３０）。弾性ポリ
マー材料は、本明細書に記載の１以上のウェイトポート（例えば、図１４に示される第１
及び第２セットのウェイトポート１４２０、１４３０のそれぞれの１以上のウェイトポー
ト）から内部キャビティ７００に注入されてもよい。１以上のウェイトポートは、弾性ポ
リマー材料によって置換された内部キャビティ７００の内部の空気が内部キャビティ７０
０から排気されることを可能にしてもよい。一例では、ゴルフクラブヘッド１００は、射
出成型工程の間、図１４に示すように水平に向けられてもよい。弾性ポリマー材料は、ウ
ェイトポート１４３１及び１４３２から内部キャビティ７００に注入されてもよい。ウェ
イトポート１４２１、１４２２及び／又は１４２３は、内部キャビティ７００から置換さ
れた空気を排気するための通気孔として機能してもよい。したがって、射出成型工程中の
ゴルフクラブヘッド１００の向きに関わらず、弾性ポリマー材料は、１以上の上側にある
ウェイトポートを通気孔として機能させながら、１以上の下側にあるウェイトポートから
内部キャビティ７００に注入されてもよい。次いで、型（すなわち、ゴルフクラブヘッド
１００）は、弾性ポリマー材料が固体状態になってフェース部１６２のバック面１６６に
接着するように、受動的（例えば、室温で）又は能動的に冷却されてもよい。弾性ポリマ
ー材料は、フェース部１６２のバック面１６６に直接に接着されてもよい。あるいは、弾
性ポリマー材料は、バック面１６６及び／又は本明細書に記載の結合剤（例えば、図３７
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に示される結合部３７１０）の支援を受けて、フェース部１６２のバック面１６６に接着
されてもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００９７】
　上述したように、弾性ポリマー材料は、液体状態（すなわち、非発泡性）に加熱され、
内部キャビティ７００に射出成型された後に凝固されてもよい。低い弾性率を持つ弾性ポ
リマー材料は、フェース部１６２がゴルフボールに衝突するときのフェース部１６２に関
する振動及びノイズの減衰を提供することができる。例えば、加熱されたときに発泡する
弾性ポリマー材料は、振動及びノイズの減衰を提供することができる。しかしながら、こ
のような発泡弾性ポリマー材料は、ゴルフボールの衝撃を吸収するときに弾性ポリマー材
料の過度の撓み及び圧縮の可能性があるため、比較的薄いフェース部に構造的支持を提供
するのに十分な剛性を有さないことがある。一例では、内部キャビティ７００に射出成型
された弾性ポリマー材料は、フェース部１６２に構造的支持を提供するように比較的高い
弾性率を有してもよく、ゴルフボールを打つときにフェース部１６２が受ける衝撃力を吸
収するように弾性的に撓んでもよい。したがって、比較的高い弾性率を有する非発泡及び
射出成型可能な弾性ポリマー材料は、振動及びノイズの減衰を提供することに加えてフェ
ース部１６２の構造的支持及び補強を提供するように、内部キャビティ７００を部分的に
又は完全に充填するために使用されてもよい。すなわち、非発泡及び射出成型可能な弾性
ポリマー材料は、フェース部１６２のための構造的支持部であってもよい。器具、方法、
及び製造物は、これに限定されない。
【００９８】
　図３９は、本明細書に記載の結合剤を内部キャビティ７００に部分的に又は完全に弾性
ポリマーを注入する前のゴルフクラブヘッドに適用する１つの方法を示す。図３９の例で
は、プロセス３９００は、フェース部１６２のバック面１６６に結合剤を噴射することで
開始してもよい（ブロック３９１０）。結合剤は、結合剤の特性に応じて上記のようにゴ
ルフクラブヘッドを加熱する前又は後にバック面１６６に噴射されてもよい。結合剤は、
第１セットのウェイトポート１４２０及び／又は第２セットのウェイトポート１４３０の
１以上を通じて噴射されてもよい。結合剤は、第１セットのウェイトポート１４２０及び
第２セットのウェイトポート１４３０の幾つか又は全てを通じてバック面１６６に噴射さ
れてもよい。例えば、ノズル又は針などの噴射器具は、器具の先端又は出口部がバック面
１６６に近づくまで、各ウェイトポートに挿入されてもよい。その後、結合剤は、器具の
出口部からバック面１６６に噴射されてもよい。更に、器具は、結合剤が器具の周囲のバ
ック面１６６の領域に噴射されるように、内部キャビティ７００の内部で移動、回転及び
／又は旋回されてもよい。例えば、噴射器具の出口部は、バック面１６６の環状パターン
に対応して結合剤が噴射されるように、ウェイトポートの内側を環状パターンで移動され
てもよい。第１セットのウェイトポート１４２０及び第２セットのウェイトポート１４３
０の各々は、バック面１６６に結合剤を噴射するのに使用されてもよい。しかしながら、
第１セットのウェイトポート１４２０及び／又は第２セットのウェイトポート１４３０の
全ての使用を必要としなくてもよい。例えば、全ての他の隣接するウェイトポートの使用
は、バック面１６６全体に結合剤を噴射するのに十分であり得る。別の例では、ウェイト
ポート１４２１、１４２２、１４３１、１４３３及び１４３６は、バック面１６６に結合
剤を噴射するのに使用されてもよい。器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【００９９】
　プロセス３９００はまた、バック面１６６に結合剤の略均一な被膜が提供されるように
、バック面１６６に結合剤を噴射した後でバック面１６６に結合剤を広げること（ブロッ
ク３９２０）を含んでもよい。一例によれば、結合剤は、第１セットのウェイトポート１
４２０及び第２セットのウェイトポート１４３０の１以上を通じて内部キャビティ７００
に空気を噴射することによって、バック面１６６に広げられてもよい。空気は、第１セッ
トのウェイトポート１４２０及び第２セットのウェイトポート１４３０の１以上に空気ノ
ズルを挿入することによって、内部キャビティ７００及びバック面１６６に噴射されても
よい。一例によれば、空気ノズルは、バック面１６６における結合剤の均一な被膜又は略
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均一な被膜のために、結合剤に空気を均一に吹き付けてバック面１６６に結合剤が広がる
ように、バック面１６６から一定距離で回転、移動及び／又は旋回されてもよい。器具、
方法、及び製造物は、これに限定されない。
【０１００】
　プロセス３９００は、結合材を噴射してバック面１６６を均一又は略均一に被膜する単
一のステップを含んでもよい。一例では、結合材は、微粒子又は小滴に変換（すなわち、
霧化）されてバック面１６６にスプレーされることによって、バック面１６６に噴射され
てもよい。したがって、バック面１６６は、１つのステップで、結合材で均一又は略均一
に被膜されてもよい。結合材によるバック面１６６の略均一な被膜は、噴射工程又は製造
工程に起因する僅かな非均一性を持つ被膜として定義されてもよい。しかしながら、その
ような僅かな非均一性は、本明細書に記載の結合材でバック面１６６に充填材料を結合す
るのに影響を及ぼさない。例えば、バック面１６６への結合材のスプレーで、バック面１
６６の結合材の他の領域よりも僅かに大きい厚さの被膜を有する結合材の重複領域が得ら
れる。器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【０１０１】
　本明細書に記載したように、２以上のウェイト部は、単一のウェイト部として構成され
てもよい。図４０及び４１の例では、ボディ部４０１０と、概して第１セットのウェイト
部４０２０（例えば、図示のウェイト部４０２１、４０２２、４０２３、及び４０２４）
及び第２セットのウェイト部４０３０として示される、２以上のウェイト部とを含んでも
よい。ボディ部４０１０は、トウ部４０４０、ヒール部４０５０、フロント部（不図示）
、バック部４０７０、トップ部４０８０、及びソール部４０９０を含んでもよい。フロン
ト部は、ゴルフクラブヘッド１００のフロント部１６０と多くの点で類似してもよい。し
たがって、ゴルフクラブヘッド４０００のフロント部の詳細は提供されない。
【０１０２】
　ボディ部４０１０は、第１の材料で作製され得る一方で、第１セットのウェイト部４０
２０及び第２セットのウェイト部４０３０は、第２の材料で作製され得る。第１及び第２
の材料は、類似の材料でもよく、異なる材料でもよい。例えば、ボディ部４０１０は、部
分的に又は完全に、鋼系材料（例えば、１７－４ＰＨステンレス鋼、Ｎｉｔｒｏｎｉｃ（
登録商標）５０ステンレス鋼、マレージング鋼又は他のタイプのステンレス鋼）、チタン
系材料、アルミニウム系材料（例えば、高強度アルミニウム合金又は高強度合金で被覆さ
れた複合アルミニウム合金）、それらの任意の組み合わせ、及び／又は他の適切なタイプ
の材料で作製されてもよい。第１セットのウェイト部４０２０及び第２セットのウェイト
部４０３０は、部分的に又は完全に、タングステン系材料のような高密度材料又は他の適
切なタイプの材料で作製されてもよい。あるいは、ボディ部４０１０及び／又は第１セッ
トのウェイト部４０２０及び第２セットのウェイト部４０３０は、部分的に又は完全に、
非金属材料（例えば、複合材料、プラスチック、等）で作製されてもよい。器具、方法、
及び製造物は、これに限定されない。
【０１０３】
　ゴルフクラブヘッド４０００は、アイアン型ゴルフクラブヘッド（例えば、１番アイア
ン、２番アイアン、３番アイアン、４番アイアン、５番アイアン、６番アイアン、７番ア
イアン、８番アイアン、９番アイアン、等）でもよく、又はウェッジ型ゴルフクラブヘッ
ド（例えば、ピッチングウェッジ、ロブウェッジ、サンドウェッジ、４４度（°）、４８
°、５２°、５６°、６０°のようなｎ度ウェッジ、等）でもよい。図４０及び４１は特
定のタイプのクラブヘッドを示すが、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、他の
タイプのクラブヘッド（例えば、ドライバ型クラブヘッド、フェアウェイウッド型クラブ
ヘッド、ハイブリッド型クラブヘッド、パター型クラブヘッド、等）に適用されてもよい
。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【０１０４】
　トウ部４０４０及びヒール部４０５０は、ボディ部４０１０の対向する両端部にあって
もよい。ヒール部４０５０は、ゴルフクラブを形成するシャフトの一方の端部で、グリッ
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プ（不図示）を持つシャフト（不図示）を受けるように構成されたホーゼル部４０５５と
、他方の端部にあるゴルフクラブヘッド４０００とを含んでもよい。
【０１０５】
　バック部４０７０は、概して第１セットの外部ウェイトポート４１２０（例えば、図示
のウェイトポート４１２１、４１２２、４１２３、及び４１２４）及び第２セットの外部
ウェイトポート４１３０として示される、バック部４０７０の周囲に沿った１以上の外部
ウェイトポートを有するバックウォール部４１１０を含んでもよい。第１セットのウェイ
トポート４１２０の各外部ウェイトポートは、ポート直径と関連付けられてもよい。一例
では、ポート直径は、約０．２５インチ（６．３５ミリメートル）であってもよい。第１
セットの外部ウェイトポート４１２０のうちのいずれか２つの隣接する外部ウェイトポー
トは、ポート直径よりも小さい距離で分離されてもよい。第１セットの外部ウェイトポー
ト４１２０及び第２セットの外部ウェイトポート４１３０は、１以上のウェイト部を受け
るように構成された外部ウェイトポートであってもよい。第１セットのウェイト部４０２
０の各ウェイト部（例えば、図示のウェイト部４０２１、４０２２、４０２３、及び４０
２４）は、トップ部４０８０のトウ部４０４０及び／又はバック部４０７０にある又はそ
の近傍にあるウェイトポート（例えば、図示のウェイトポート４１２１、４１２２、４１
２３、及び４１２４）に配置されてもよい。例えば、ウェイト部４０２１は、部分的に又
は完全にウェイトポート４１２１に配置されてもよい。別の例では、ウェイト部４０２２
は、トップ部４０８０とトウ部４０４０の間の推移領域（例えば、トップ・アンド・トウ
推移領域）にあるウェイトポート４１２２に配置されてもよい。
【０１０６】
　第２セットのウェイトポート４１３０は、トウ部４０４０又はトウ部４０４０の近傍の
位置からソール部４０９０又はソール部４０９０の近傍の位置、及び、トウ部４０４０と
ソール部４０９０の間の推移領域を通って延びる凹部であってもよい。したがって、図４
０に示すように、第２のウェイトポート４１３０は、Ｌ字型の凹部に似ていてもよい。第
２のウェイト部４０３０は、第２のウェイトポート４１３０の形状に似ていてもよく、第
２のウェイトポート４１３０に配置されるよう構成されてもよい。第２のウェイト部４０
３０は、部分的に又は完全にウェイトポート４１３０に配置されてもよい。第２のウェイ
ト部４０３０は、楕円形、貼付系、三角形、又は任意の幾何学的又は非幾何学的な形状の
ような任意の形状を有してもよい。第２のウェイトポート４１３０は、第２のウェイト部
４０３０と類似の形状でもよい。しかしながら、第２のウェイトポート４１３０に挿入さ
れる第２のウェイト部４０３０の一部は、ウェイトポート４１３０と類似の形状を有して
もよい。本明細書に詳細に記載したように、ウェイト部４０２０及び第２のウェイト部４
０３０を含む、本明細書に記載の任意のウェイト部は、種々の製造方法及び／又は工程（
例えば、ボンディング工程、溶接工程、ろう付け工程、機械的なロック方法、それらの任
意の組み合わせ、又は他の適切なタイプの製造方法及び／又は工程）でボディ部４０１０
のバック部４０７０に結合されてもよい。
【０１０７】
　第１セットのウェイト部４０２０のウェイト部は、類似又は異なる物理的特性（例えば
、色、形状、サイズ、密度、質量、体積、等）を有してもよい。図４１に図示した例では
、第１セットのウェイト部４０２０のウェイト部の各々は、円筒形（例えば、円形の断面
）を有してもよい。あるいは、第１セット４０２０のウェイト部の各々は、異なる形状で
あってもよい。上記の例は特定の形状を持つウェイト部を記載しているが、本明細書に記
載の器具、方法、及び製造物は、他の適切な形状（例えば、球体、立方体、円錐、円柱、
角錐、立方体状、角柱、錐台、又は他の適切な幾何学的形状、の一部又は全部）のウェイ
ト部を含んでもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない
。
【０１０８】
　本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、種々の実施形態で実現することができ、
これらの実施形態の幾つかの前述した説明は、必ずしも全ての可能な実施形態の完全な説
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明を表すものではない。代わりに、図面の説明、及び図面自体は、少なくとも１つの実施
例を開示し、及び代替の実施形態を開示してもよい。更に、「及び」と「又は」の用語は
、論理積及び論理和の意味の両方を有してもよい。
【０１０９】
　ゴルフのルールが時々変更されるように（例えば、ゴルフ標準団体及び／又は全米ゴル
フ協会（ＵＳＧＡ）、全英ゴルフ協会（Ｒ＆Ａ）、等のような運営組織によって、新しい
規則が採択されてもよく又は古い規則が変更されてもよい）、本明細書に記載の器具、方
法、及び製造物に関連するゴルフ用品は、任意の特定の時点のゴルフのルールに適合して
も適合しなくてもよい。従って、本明細書に記載の器具、方法、及び製造物に関連するゴ
ルフ用品は、適合又は不適合のゴルフ用品として宣伝され、売りに出され、及び／又は販
売されてもよい。本明細書に記載の器具、方法、及び製造物は、これに限定されない。
【０１１０】
　器具、方法、及び製造物の特定の例を本明細書で説明したが、本開示の対象領域はこれ
に限定されない。これに対し、本開示は、添付の特許請求の範囲又は均等論のスコープ内
に公正に入る全ての器具、方法、及び製造物をカバーする。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月12日(2017.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、複数のウェイト部を持つバック部と
、フロント面及びバック面の間に厚さのあるフェース部を持つフロント部とを有するボデ
ィ部であって、前記厚さは１．５ミリメートル（０．０６インチ）以下である、前記ボデ
ィ部と、
　前記トップ部と前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内
部キャビティと、
　ゴルフボールの衝突時に前記フェース部を構造的に支持するように前記内部キャビティ
に射出成型された弾性ポリマー材料と、
　前記フェース部のバック面と前記弾性ポリマー材料の間を結合する結合部と、
を備えたゴルフクラブヘッドであって、
　前記複数のウェイト部のうちの多数のウェイト部は、前記ボディ部の水平中央平面より
も下側の前記バック部に配置され、
　前記複数のウェイト部のうちの少なくとも１つのウェイト部は、前記ボディ部とは異な
る材料で構成されたことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記弾性ポリマー材料は、熱可塑性エラストマー材料又は熱可塑性ポリウレタン材料の
少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、前記フェース部の前記バック部における結合材の均一な被膜又は略均一
な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、接着剤で部分的に又は完全に作製された部分を有することを特徴とする
ゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記トップ部又はその近傍から前記ソール部又はその近傍まで略均
一な厚さを有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、複数のウェイト部を持つバック部と
、フロント面及びバック面があるフェース部を持つフロント部とを有するボディ部と、
　前記トップと前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内部
キャビティと、
　前記内部キャビティに射出成型された弾性ポリマー材料であって、ゴルフボールの衝突
時に前記フェース部を構造的に支持するように構成された、前記弾性ポリマー材料と、
　前記弾性ポリマー材料を前記バック面に結合するように構成された前記内部キャビティ
内の結合部と、
を備えたゴルフクラブヘッドであって、
　前記複数のウェイト部のうちの多数のウェイト部は、前記ボディ部の水平中央平面より
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も下側の前記バック部に配置され、
　前記複数のウェイト部のうちの多数のウェイト部は、前記トウ部よりも前記ヒール部の
近くにあることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記弾性ポリマー材料は、熱可塑性エラストマー材料又は熱可塑性ポリウレタン材料の
少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記フロント面と前記バック面の間に１．５ミリメートル（０．０
６インチ）以下の厚さを有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、トップ部又はその近傍からソール部又はその近傍まで略均一な厚さ
を有し、前記厚さは、前記フロント面と前記バック面の間で１．５ミリメートル（０．０
６インチ）以下であることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、接着剤を含む結合材を含むことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　請求項６に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記結合部は、前記フェース部の前記バック面における結合材の均一な被膜又は略均一
な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　トウ部と、ヒール部と、トップ部と、ソール部と、複数のウェイト部を持つバック部と
、フロント面、バック面、前記フロント面上の複数の溝、及び前記フロント面と前記バッ
ク面の間に１．５ミリメートル（０．０６インチ）以下の厚さを持つフロント部とを有す
るボディ部と、
　前記トップ部と前記ソール部の間、及び前記フェース部と前記バック部の間に延びる内
部キャビティと、
　前記内部キャビティに射出成型された弾性ポリマー材料を有する構造的支持部であって
、前記内部キャビティ内で前記フロント部と前記バック部の間に延びて前記フェース部の
前記バック面に取り付けられ、ゴルフボールの衝突時に前記フェース部を構造的に支持す
るように構成された、前記構造的支持部と、
を備えたゴルフクラブヘッドであって、
　前記複数のウェイト部のうちの多数のウェイト部は、前記ボディ部の水平中央平面より
も下側の前記バック部に配置され、
　前記複数のウェイト部のうちの多数のウェイト部は、前記トウ部よりも前記ヒール部の
近くにあり、
　前記複数のウェイト部のうちの少なくとも１つのウェイト部は、前記ボディ部とは異な
る材料で構成されたことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記弾性ポリマー材料は、前記内部キャビティに接続された前記ボディ部の少なくとも
１つのポートから前記内部キャビティに射出成型されることを特徴とするゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記構造的支持部は、前記内部キャビティに射出成型された熱可塑性エラストマー材料
又は熱可塑性ポリウレタン材料の少なくとも１つを含むことを特徴とするゴルフクラブヘ
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ッド。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記構造的支持部は、非発泡の射出成型が可能な弾性ポリマー材料を含むことを特徴と
するゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部は、前記トップ部又はその近傍から前記ソール部又はその近傍まで略均
一な厚さを有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備えたことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備え、前記結合部は、接着剤を含む結合材を含むことを特徴とするゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１９】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面に前記構造的支持部を取り付けるよう構成された結合部
を更に備え、前記結合部は、前記フェース部の前記バック面における結合材の均一な被膜
又は略均一な被膜を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　請求項１２に記載のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フェース部の前記バック面は、前記バック面を横切って延びて、前記構造的支持部
に係合するよう構成された、１以上の溝を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
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