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(57)【要約】
ウッドタイプゴルフクラブヘッド（たとえばドライバ、
フェアウェイウッド、ウッドタイプハイブリッドクラブ
など）は、（a）打球面、（b）該打球面と係合した、ま
たは一体に形成されたクラブヘッドボディを含み、該ク
ラブヘッドボディは、該打球面に隣接する着脱可能なラ
ッピング要素を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　打球面、
　該打球面に結合し、クラブヘッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含む、クラブヘ
ッドボディ、および
　該打球面に隣接する該クラブヘッドボディの該周囲に延びてかつ該ゴルフクラブヘッド
ボディにおける該溝と係合するための第一の部分を含むラッピング要素
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　ラッピング要素が、第一の部分に接続されてかつクラブヘッドボディの後方部分を囲ん
で延びる第二の部分をさらに含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　第二の部分が少なくとも二つの位置で第一の部分に接続されている、請求項2記載のウ
ッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　第二の部分がゴルフクラブヘッドボディにおける溝と係合する、請求項2記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　クラブヘッドボディがホーゼルをさらに含み、かつラッピング要素が、該ホーゼルに接
続するための第二の部分をさらに含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド
。
【請求項６】
　第二の部分が、ホーゼルを囲んで延びるスリーブを含む、請求項5記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　ホーゼルに接続するための第二の部分がフックを含む、請求項5記載のウッドタイプゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項８】
　ラッピング要素が、布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮性材料またはそれらの組み合
わせを含む可撓性材料を含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　ラッピング要素の第一の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　ラッピング要素の第二の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項2記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　第一の部分が連続的なストラップであり、かつ該ストラップを伸ばすことによってゴル
フクラブヘッド上に配置されている、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　第一の部分が、二つの端部を有する不連続なストラップであり、かつ該二つの端部を合
わせて取り付けることによってゴルフクラブヘッド上に配置されている、請求項1記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　フック・ループ式ファスナを使用して二つの端部が取り付けられている、請求項12記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　ゴルフクラブヘッドが少なくとも一つのウェイトレセプタクルをさらに含み、ラッピン
グ要素が該レセプタクルを覆ってウェイトインサートを定位置に保持する、請求項1記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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【請求項１５】
　ガスケットがレセプタクル中に位置している、請求項14記載のウッドタイプゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項１６】
　少なくとも一つのウェイトインサートが少なくとも一つのレセプタクル中に支持されて
いる、請求項14記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　ポリマー材料、複合材料、繊維強化複合材料および軽量金属材料からなる群より選択さ
れる材料で作製されている、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　　打球面、
　　該打球面に結合し、クラブヘッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含む、クラブ
ヘッドボディ、
　　該打球面に隣接する該クラブヘッドボディの該周囲に延びてかつ該ゴルフクラブヘッ
ドボディにおける該溝と係合するための第一の部分を含むラッピング要素
　を含む、クラブヘッド、および
　該クラブヘッドと係合したシャフト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項１９】
　グリップ部材がシャフト部材と係合している、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラ
ブ。
【請求項２０】
　ラッピング要素が、第一の部分に接続されてかつクラブヘッドボディの後方部分を囲ん
で延びる第二の部分をさらに含む、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２１】
　第二の部分が少なくとも二つの位置で第一の部分に接続されている、請求項20記載のウ
ッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２２】
　第二の部分がゴルフクラブヘッドにおける第二の溝と対応する、請求項20記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
【請求項２３】
　ラッピング要素が、ホーゼルに接続するための部分をさらに含む、請求項18記載のウッ
ドタイプゴルフクラブ。
【請求項２４】
　ホーゼルに接続するための部分が、該ホーゼルを囲んで延びるスリーブを含む、請求項
23記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２５】
　ホーゼルに接続するための部分がフックを含む、請求項23記載のウッドタイプゴルフク
ラブ。
【請求項２６】
　可撓性材料が、布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮性材料またはそれらの組み合わせ
を含む、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２７】
　第一の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項18記載のウッドタイプ
ゴルフクラブ。
【請求項２８】
　第二の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項20記載のウッドタイプ
ゴルフクラブ。
【請求項２９】
　第一の部分が連続的なストラップであり、かつ該ストラップを伸ばすことによってゴル
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フクラブヘッド上に配置されている、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３０】
　第一の部分が、二つの端部を有する不連続なストラップであり、かつ該二つの端部を合
わせて取り付けることによってゴルフクラブヘッド上に配置されている、請求項18記載の
ウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３１】
　フック・ループ式を使用して二つの端部が取り付けられている、請求項30記載のウッド
タイプゴルフクラブ。
【請求項３２】
　ゴルフクラブヘッドが少なくとも一つのウェイトレセプタクルをさらに含み、ラッピン
グ要素が該レセプタクルを覆ってウェイトインサートを定位置に保持する、請求項18記載
のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３３】
　ガスケットがレセプタクル中に位置している、請求項32記載のウッドタイプゴルフクラ
ブ。
【請求項３４】
　少なくとも一つのウェイトインサートが少なくとも一つのレセプタクル中に支持されて
いる、請求項32記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３５】
　ヘッドが、ポリマー材料、複合材料、繊維強化複合材料、軽量金属材料からなる群より
選択される材料で作製されている、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３６】
　クラブヘッドボディが金属である、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項３７】
　打球面およびゴルフクラブヘッドボディを含むゴルフクラブヘッドと共に使用するため
の着脱可能なラッピング要素であって、該打球面に隣接する該ゴルフクラブヘッドボディ
の周囲に延びるように構成されてかつ溝を介して該ゴルフクラブヘッドボディに着脱可能
に取り付けられるように構成された第一の部分を含む、着脱可能なラッピング要素。
【請求項３８】
　打球面、および該打球面と係合し、または一体に形成され、溝を含むクラブヘッドボデ
ィを含むクラブヘッドを提供する段階、ならびに
　ラッピング要素を該クラブヘッドに取り付ける段階
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明はゴルフクラブに関する。本発明の特定の例示的局面は、ラッピング要素を有す
るゴルフクラブに関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　ゴルフは、多種多様なプレーヤ、すなわち異なる性別ならびに劇的に異なる年齢および
／または熟練度レベルのプレーヤによって楽しまれている。ゴルフは、そのような多様な
プレーヤの集まりがゴルフイベントで互いに直接競いながらいっしょにプレーし（たとえ
ば、ハンデ付きのスコア、異なるティーボックスを使用して、チームフォーマットで、な
ど）、なおもゴルフのラウンドまたは競技を楽しむことができるという点で、スポーツの
世界ではいくぶんユニークである。これらの要因が、テレビにおけるゴルフ番組（たとえ
ばゴルフトーナメント、ゴルフニュース、ゴルフの歴史および／または他のゴルフ番組）
の増加および著名なゴルフスーパースターの出現と相まって、少なくとも部分的に、近年
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、米国および世界中でのゴルフ人気を高めた。
【０００３】
　ゴルファーは、すべての熟練度レベルにおいて、パフォーマンスを改善し、ゴルフスコ
アを良くし、その次のパフォーマンス「レベル」に到達しようとする。すべてのタイプの
ゴルフ用具の製造者はこれらの要求に応え、近年、業界は、ゴルフ用具における劇的な変
化および改良を目撃した。たとえば、今や、広い範囲の異なるゴルフボールモデルが利用
可能であり、ボールは、特定のスイング速度および／または他のプレーヤ特性もしくは好
みを補うように設計されており、たとえば、一部のボールは、より遠くおよび／またはよ
りまっすぐに飛ぶように設計されており、一部のボールは、より高いまたはよりフラット
な弾道を提供するように設計されており、一部のボールは、（特にグリーン周りの）より
多くのスピン、コントロールおよび／または感触を提供するように設計されており、一部
のボールは、より速いまたは遅いスイングスピードのために設計されている、などである
。また、ゴルフのスコアを減らすのに役立つことを約束する数多くのスイング補助具およ
び／または補助教具が市販されている。
【０００４】
　プレー中にゴルフボールを動かす唯一の道具であることから、ゴルフクラブもまた、近
年、多大な技術的研究および進歩の対象であった。たとえば、市場は、近年、パター設計
、ゴルフクラブヘッド設計、シャフトおよびグリップにおける劇的な変化および改良を見
てきた。さらには、ゴルフクラブの様々な要素および／または特性ならびにゴルフボール
の特性を特定のユーザのスイング特徴または特性により良く適合させようとして、他の技
術的進歩が達成されてきた（たとえばクラブフィッティング技術、ボール打ち出し角計測
技術、ボールスピン速度など）。
【０００５】
　近年、この業界は、ゴルフ用具における劇的な変化および改良を目撃してきたが、一部
のプレーヤは、依然、ゴルフボールを所期および所望の方向に、および／または所期およ
び所望の弾道で確実に打つことに困難を体感している。したがって、当技術分野において
は、ゴルフクラブ技術におけるさらなる進歩の余地がある。
【発明の概要】
【０００６】
概要
　以下、本開示およびその様々な局面の基本的理解を提供するために、本開示の局面の概
要を提示する。この概要は、本開示の範囲を何らかのやり方で限定することを意図したも
のではなく、単に、以下の詳細な説明のための概観および状況を提供する。
【０００７】
　本開示の局面は、打球面；打球面に結合し、または打球面と一体に形成され、クラブヘ
ッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含むクラブヘッドボディ；および打球面に隣接
するクラブヘッドボディの周囲に延びてかつゴルフクラブヘッドボディにおける溝と係合
するための第一の部分を含むラッピング要素を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッドに
関する。
【０００８】
　他の局面は、打球面；打球面に結合し、または打球面と一体に形成され、クラブヘッド
ボディの少なくとも周囲に延びる溝を含むクラブヘッドボディ；打球面に隣接するクラブ
ヘッドボディの周囲に延びてかつゴルフクラブヘッドボディにおける溝と係合するための
第一の部分を含むラッピング要素を含むクラブヘッド、およびクラブヘッドと係合したシ
ャフト部材を含む、ウッドタイプゴルフクラブに関する。
【０００９】
　他の局面は、打球面およびゴルフクラブヘッドボディを含むゴルフクラブヘッドと共に
使用するための着脱可能なラッピング要素であって、打球面に隣接するゴルフクラブヘッ
ドボディの周囲に延びるように構成されてかつ溝を介してゴルフクラブヘッドボディに着
脱可能に取り付けられるように構成された第一の部分を含む、着脱可能なラッピング要素
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を含む。
【００１０】
　他の局面は、打球面；および打球面と係合し、または一体に形成され、溝を含むクラブ
ヘッドボディを含むクラブヘッドを提供する段階、ならびにラッピング要素をクラブヘッ
ドに取り付ける段階を含む、方法を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の局面は、添付図面において例として示されるが、それには限定されない。全図
を通じて同じ参照番号が同種の要素を示す。
【００１２】
【図１】本発明の少なくともいくつかの例のクラブヘッド構造の特徴を一般に示す。
【図２Ａ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むゴルフク
ラブヘッド構造を示す。
【図２Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むゴルフク
ラブヘッド構造を示す。
【図２Ｃ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むゴルフク
ラブヘッド構造を示す。
【図２Ｄ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むゴルフク
ラブヘッド構造を示す。
【図３Ａ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｃ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図３Ｄ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図４Ａ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
インサートを含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図４Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例にしたがって使用することができるウェイト
インサートを含むゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図５】本発明の少なくともいくつかの例のホーゼルに取り付けられた着脱可能なラッピ
ング要素を含むもう一つのゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図６Ａ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図６Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図７Ａ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【図７Ｂ】本発明の少なくともいくつかの例の着脱可能なラッピング要素を含むもう一つ
のゴルフクラブヘッド構造を示す。
【００１３】
　読者は、これらの図に示される様々なパーツが必ずしも原寸に比例して描かれてはいな
いことを考慮されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
詳細な説明
　以下の詳細な説明および添付図面が本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラ
ブ（たとえばウッドまたはウッドタイプハイブリッドゴルフクラブおよびゴルフクラブヘ
ッド）の特徴を開示する。
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【００１５】
I. 本発明の局面の例示的なゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブおよび方法の概説
　本発明の局面は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドおよびそのようなクラブヘッドを含
むウッドタイプゴルフクラブ（たとえばドライバ、フェアウェイウッド、ウッドタイプハ
イブリッドクラブなど）に関する。本発明の少なくともいくつかの例示的局面のウッドタ
イプゴルフクラブヘッドは、（a）打球面、および（b）打球面に結合した（たとえば打球
面と係合した、または一体に形成された）クラブヘッドボディを含むことができ、クラブ
ヘッドボディはクラウン部分を含む。ゴルフクラブヘッドボディは、打球面部分、打球面
部分とは反対側の後方部分、クラウン部分、ソール部分、トウエンド部分およびヒールエ
ンド部分を含む。特定の局面において、ゴルフクラブヘッドはさらに、ラッピング要素を
受けるための溝およびヘッドに装着されるラッピング要素を含み、ラッピング要素の少な
くとも一部分が溝と係合する。ラッピング要素の少なくとも一部分は、打球面に隣接して
、かつ打球面の後ろに配置されることができる。
【００１６】
　ラッピング要素は、様々な区域でウェイト付けされて、クラブをドローバイアスクラブ
からニュートラルバイアスクラブ、フェードバイアスクラブまで変化させることができる
。ラッピング要素は、様々なタイプの材料を使用することにより、あるいはウェイトをラ
ッピング要素そのものに恒久的（たとえば縫い込む）または一時的（たとえばポケットに
挿入する）に組み込むことにより、ウェイト付けすることができる。ウェイトは磁石の形
態であってもよく、その磁石がラッピング要素をゴルフクラブヘッドボディに保持するよ
うになっていることもできる。
【００１７】
　ヘッドはさらに、クラブヘッドボディ中に、ラッピング要素の下でレセプタクル中に位
置するように構成された一つまたは複数の着脱可能なウェイトインサートを含むことがで
きる。着脱可能なウェイトインサートは、クラブヘッドボディ上の、打球面から離れた任
意の適当な位置に配置されることができる。
【００１８】
　本発明を逸脱することなく、ウッドタイプゴルフクラブヘッドボディは多様な形態をと
ることができる。たとえば、本発明を逸脱することなく、ゴルフクラブヘッドボディは、
当技術分野において公知であり、かつ使用されている従来のパーツ、従来の構成および／
または従来の材料を含む、任意の所望の数の様々なパーツ、任意の所望の構成、任意の所
望の材料などで作製されていることができる。いくつかの例示的構造において、クラブヘ
ッドボディは、以下のパーツ、すなわちクラウン部分、ソール部分、フェース部材（任意
で、その中に一体に形成された、またはそれに取り付けられた打球面を含む）、一つまた
は複数のボディリボン（たとえば、クラウン部分とソール部分との間でクラブヘッドの周
辺を形成または画定する）、ソールプレート、フレーム部材（任意で、たとえばクラウン
部分とソール部分との間でクラブヘッドの周辺を形成または画定する、および／またはク
ラウン部分および／またはソール部分（存在するならば）の一つまたは複数が係合してい
るなどの、金属、たとえばチタン合金などの）、アフトボディなどの、一つまたは複数を
含む。クラブヘッドボディは、一つまたは複数の金属合金パーツ（たとえば、任意で打球
面、フェース部材などを含む、またはそれらと係合したフレーム）、たとえばステンレス
鋼、チタン合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金など、ポリマー材料（たとえば、
クラウンまたはソール部分のため、クラウン部分とソール部分との間のクラブヘッドボデ
ィ部分のため、フェース部材のため、など）、繊維または粒子強化複合材料を含む複合材
料、たとえば炭素繊維複合材料、玄武岩繊維複合材料、ガラス繊維材料など（たとえば、
クラウンまたはソール部分のため、クラウン部分とソール部分との間のクラブヘッドボデ
ィ部分のため、フェース部材のため、など）を含むことができる。さらに別の例として、
望むならば、クラブヘッドボディは、任意でその中に一体に形成されたフレーム部材およ
びさらにはそれと係合した別個の着脱可能なウェイト部分（および任意で、望むならば、
別個のウェイトインサート）を有する一体型のワンピース構成を有してもよい。本発明を
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逸脱することなく、クラブヘッドボディ構造および／またはその様々なパーツの所望の構
造および／または配設を使用することができる。
【００１９】
　また、ヘッドにおいて、ラッピング要素および対応する溝の任意の所望の構成を使用す
ることができる。たとえば、溝は、打球面に隣接するヘッドを囲んで周方向に連続する溝
であってもよい。第二の溝が、クラウン部分の第一の溝から後方部分を囲んでソール部分
上の第一の溝までほぼ垂直に延びてもよい。溝は、ラッピング要素を収容するための任意
の形状、サイズおよび深さであることができる。たとえば、ラッピング要素および対応す
る溝は、均一な幅または均一でない幅を有することができ、たとえば、クラウンおよびソ
ール部分では幅が広めであり、ならびにヒールおよびトウ部分に沿っては幅が狭めであっ
てもよい。ラッピング要素は、任意の適当な厚さであることができるが、ゴルフクラブの
性能に影響するべきではない。そのうえ、ラッピング要素の摩擦係数は、クラブヘッドボ
ディの底部の摩擦係数と同じまたはそれ未満であることができる。
【００２０】
　または、溝は、ヘッドのクラウン部分のみ、またはフェースプレートとは反対側のクラ
ブヘッドボディ面のみに形成されることができる。ラップは、任意の適当な手段によって
、たとえばフック・ループ式または磁石を用いて溝と係合させることができる。
【００２１】
　また、本発明を逸脱することなく、着脱可能なウェイトインサートの任意の所望の構成
を使用することができる。ウェイトインサートは、ラッピング要素の取り外しによりクラ
ブヘッドボディから移動可能および／または解除可能なように、係合させることができる
。ウェイトインサートは、任意の所望のサイズおよび形状、たとえば円形、楕円形および
長方形であることができる。レセプタクルは、ウェイトインサートを受けるためのサイズ
および形状を有する。
【００２２】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記タイプのゴルフクラブヘッドを含むウッドタイ
プゴルフクラブ構造に関する。そのようなウッドタイプゴルフクラブ構造はさらに、クラ
ブヘッドに取り付けられたシャフト部材（任意で、別個のホーゼル部材、またはクラブヘ
ッドおよび／またはシャフトの一つまたは複数の一部として提供されたホーゼル部材を介
して）；シャフト部材に取り付けられたグリップまたはハンドル部材；クラブヘッドボデ
ィ、シャフトまたはグリップの一つまたは複数に取り付けられたさらなるウェイト部材な
どの、一つまたは複数を含むことができる。
【００２３】
　ラッピング要素は、任意の適当な手段、たとえばスリーブ、フック・ループ式ファスナ
装置、磁気誘引などによってホーゼルに接続することができる。
【００２４】
　本発明のなおさらなる局面は、本発明の例のウッドタイプゴルフクラブヘッドおよびウ
ッドタイプゴルフクラブ構造を作製する方法に関する。そのような方法は、たとえば、（
a）上記様々なタイプのゴルフクラブヘッド（上記様々な構造、特徴および／または配設
のいずれかまたはすべてを含む）を、ゴルフクラブヘッドを製造するまたは他のやり方で
作製すること、第三者ソースから得ることなどにより、提供する段階、（b）シャフト部
材をゴルフクラブヘッドと係合させる段階、（c）グリップ部材をシャフトと係合させる
段階、（d）ラッピング要素をクラブヘッドボディと係合させる段階、および／あるいは
（e）一つまたは複数のウェイト部分をクラブヘッドと係合させる段階を含むことができ
る。
【００２５】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記様々なタイプのウッドタイプゴルフクラブヘッ
ドを使用する方法に関する。そのような方法は、たとえば、ラッピング要素を取り外す、
または交換すること、ラッピング要素のウェイト付け特性を変化させること、あるいは識
別目的のためにラッピング要素の色を変更することを含むことができる。該方法は、着脱
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可能なウェイトインサートをクラブヘッドのクラウン部分、ソール部分または後方部分に
沿って様々な位置に移動させる、または交換するために、ラッピング要素を取り外す、ま
たは交換してもよい。このようにして、本発明の例のゴルフクラブおよびゴルフクラブヘ
ッドは、たとえば、特定のゴルファーのスイング特性に、より良くフィットまたは適合す
る、様々なスイング欠点を矯正または補正する（たとえば、フック、スライスなどを矯正
する）のに役立つ、特定のタイプのボールの飛びのためにクラブにバイアス（たとえば、
ドローバイアス、フェードバイアス、低弾道バイアス、高弾道バイアスなど）をかける、
などのために、カスタマイズすることができる。本発明のゴルフクラブヘッドおよび／ま
たはゴルフクラブはまた、特定のゴルファーにとって所望のまたは最適なウェイト付け特
性を見いだすためにクラブフィッタによって使用されることができ、望むならば、そのよ
うな特性は、恒久的にウェイト付けされた最終的なクラブ構造のためにパーツを選択する
、ウェイトを配設する、および／またはウェイト付けする際に使用されることができる。
【００２６】
　上記で提供した本発明の様々な例示的局面の概説をふまえて、本発明のゴルフクラブお
よびゴルフクラブヘッド構造の様々な具体例のより詳細な説明を以下に提供する。
【００２７】
II. 本発明の局面の例示的なゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブ構造および方法の詳細な
説明
　以下の説明および添付図面は、本発明の局面の様々な例示的ゴルフクラブおよびゴルフ
クラブヘッド構造を説明する。同じ参照番号が一つより多い図面に見られる場合、その参
照番号は、同じまたは同種のパーツを指すために、本明細書および図面を通して一貫して
使用される。
【００２８】
　本発明の例示的なゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッド構造は、「ウッドタイプ」ゴ
ルフクラブおよびゴルフクラブヘッド、たとえばドライバおよびフェアウェイウッドなら
びに「ウッドタイプ」ユーティリティまたはハイブリッドクラブなどに一般に使用される
クラブおよびクラブヘッドを構成することができる。このようなクラブヘッド構造は、実
際には「木」材をほとんどまたは全く有しないかもしれないが、当技術分野においては慣
例的に「ウッド」と呼ばれうる（たとえば「メタルウッド」、「フェアウェイウッド」な
ど）。クラブヘッドは、たとえば、ソール部材、フェース部材（任意で、それと一体に形
成された、またはそれに取り付けられた打球面を含む）、一つまたは複数のボディ部材（
たとえば、周囲に延び、クラブヘッドボディを構成する材料のリボン）、クラウン部材、
フェースプレート、フェースフレーム部材（打球面を取り付けることができる）、アフト
ボディなどの、一つまたは複数を含むマルチピース構成および構造を含むことができる。
当然、望むならば、本発明を逸脱することなく、クラブヘッド構造の様々な部分が一体型
のワンピース構成として互いに一体に形成されることもできる（たとえば、ボディ部材が
ソールおよび／またはクラウン部材と一体に形成されることもでき、フェース部材がソー
ル、ボディおよび／またはクラウン部材と一体に形成されることもできる、など）。任意
で、望むならば、本発明を逸脱することなく、クラブヘッド構造の様々な部分（たとえば
ソール部材、クラウン部材、フェース部材、ボディ部材など）が個々に多数の材料片から
形成されることもできる（たとえばマルチピースクラウン、マルチピースソールなど）。
また、他の代替として、望むならば、クラブヘッド全体が一つのワンピース一体構成とし
て作られてもよいし、またはフェースプレート部材がワンピースクラブヘッドアフトボデ
ィ（任意で中空ボディなど）に取り付けられてもよい。以下、図1～6に示す例示的なゴル
フクラブ構造に関連して本発明のウッドタイプゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構
造のより具体的な例および特徴を詳細に説明する。
【００２９】
　図1は一般に、本発明の例示的なウッドタイプゴルフクラブ100および／またはゴルフク
ラブヘッド102を示す。この例のゴルフクラブ構造100全体は、ゴルフクラブヘッド102に
加えて、ホーゼル領域104、ホーゼル領域104に受けられた、および／または挿入された、
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および／または通されたシャフト部材106、ならびにシャフト部材106に取り付けられたグ
リップまたはハンドル部材108を含む。任意で、望むならば、外部ホーゼル領域104をなく
し、そしてシャフト部材106をヘッド部材102に直接挿入する、および／または他のやり方
で取り付けることもできる（たとえば、クラブヘッド102の頂部に設けられた開口に通し
て、内部ホーゼル部材（たとえば、クラブヘッド102によって画定された内部チャンバ内
に提供された）を介して、など）。
【００３０】
　本発明を逸脱することなく、シャフト部材106は、当技術分野において公知であり、か
つ使用されている従来のやり方を含む適当なまたは任意の所望のやり方で、クラブヘッド
102中に受ける、クラブヘッド102と係合させる、および／またはクラブヘッド102に取り
付けることができる。より具体的な例として、シャフト部材106は、ホーゼル部材104を介
してクラブヘッド102と係合させることもできるし、および／または直接、たとえば接着
剤、セメント、溶接、はんだ付け、機械的コネクタ（たとえばねじ、保定要素など）によ
って、クラブヘッドボディ102中に延びるシャフト受けスリーブまたは要素を介してなど
によって、クラブヘッド構造102と係合させることもできる。シャフト部材106はまた、当
技術分野において公知であり、かつ使用されている従来の材料を含む任意の適当なまたは
所望の材料、たとえばグラファイト系材料、複合材または他の非金属材料、鋼材料（ステ
ンレス鋼を含む）、アルミニウム材料、他の金属合金材料、ポリマー材料、種々の材料の
組み合わせなどで作製されていることができる。また、グリップまたはハンドル部材108
は、当技術分野において公知であり、かつ使用されている従来のやり方を含む任意の適当
なまたは所望のやり方で、たとえば、接着剤またはセメントを使用して、溶接、はんだ付
け、接着剤などによって、機械的コネクタ（たとえばねじ、保定要素など）を介してなど
によって、シャフト部材106に取り付ける、シャフト部材106と係合させる、および／また
はシャフト部材106から延ばすことができる。もう一つの例として、望むならば、グリッ
プまたはハンドル部材108は、シャフト部材106と共に一体型のワンピース構成として一体
に形成されることもできる。さらには、本発明を逸脱することなく、たとえばゴム材料、
皮革材料、中に埋め込まれたコードまたは他の布材料を含むゴムまたは他の材料、ポリマ
ー材料などを含む任意の所望のグリップまたはハンドル部材108材料を使用することもで
きる。
【００３１】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッド102はまた、当技術分野において公知であり
、かつ使用されている従来の材料および／または従来のやり方を含む任意の適当なまたは
所望のやり方および／または適当なまたは所望の材料で構成することができる。図1に示
す例示的構造102において、クラブヘッド102は、打球面部材102a（フェースプレート102b
とフレーム部材とがいっしょになってフェース部材102a全体を構成するようにフェース部
材102aと一体に形成された、またはフレーム部材に取り付けられた打球面プレート102bを
含む）を含む。この例示される例のクラブヘッド102はさらに、クラウン部分102c、ソー
ル部分102d、およびクラウン部分102cとソール部分102dとの間に位置する少なくとも一つ
のボディ部分102e（たとえば、フェース部材102aトウからヒールまでクラブヘッド周辺を
囲んで延びる）を含む。
【００３２】
　本発明を逸脱することなく、多種多様なクラブヘッド全体構成が可能である。たとえば
、望むならば、上記クラブヘッド102の様々な個々のパーツのいくつかまたはすべては、
一体に接続される（たとえば、溶接、接着剤または他の融着技術によって、機械的コネク
タなどによって）多数のピースで作製されていることもできる。様々なパーツ（たとえば
クラウン部分102c、ソール部分102dおよび／またはボディ部分102e）は、当技術分野にお
いて従来から公知であり、かつ使用されている材料、たとえば軽量金属材料を含む金属材
料を含む任意の所望の材料および異なる材料の組み合わせで作製されていることができる
。適当な軽量金属材料のより具体的な例は、鋼、チタン合金、アルミニウム合金、マグネ
シウム合金などを含む。
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【００３３】
　さらなる例または代替として、クラブヘッド102の重量を減らすために、望むならば、
クラブヘッド構造102の一つまたは複数の部分が、有利には、複合材料、たとえば当技術
分野において従来から公知であり、かつ使用されている炭素繊維複合材料で作製されてい
ることもできる。クラブヘッド構造102の一つまたは複数の部分に使用することができる
他の適当な複合材または他の非金属材料としては、たとえば、ガラス繊維複合材料、玄武
岩繊維複合材料、ポリマー材料などがある。いくつかのより具体的な例として、望むなら
ば、クラウン部材102cの少なくともいくつかの部分が複合材または他の非金属材料で作製
されていることもできる。追加的または代替的に、望むならば、ソール部材102dの少なく
ともいくつかの部分が複合材または他の非金属材料で作製されていることもできる。さら
なる追加的な例または代替として、望むならば、クラブヘッドのボディ部材102eの一つま
たは複数の部分（クラウン部分102cとソール部分102dとの間に延びる領域）が複合材また
は他の非金属材料で作製されていることもできる。なおさらなる例として、望むならば、
本発明を逸脱することなく、クラブヘッドフェース部材102aの後方のクラブヘッドのボデ
ィ部分全体（「アフトボディ」とも呼ばれる）または任意でクラブヘッド全体が複合材ま
たは他の非金属材料で作製されていることもできる。複合材または他の非金属材料は、ク
ラブヘッド構造102の一部として、当技術分野において公知であり、かつ使用されている
従来のやり方を含む任意の所望のやり方で組み込まれることができる。クラブヘッドの重
量を減らすこと（たとえば、複合材または他の非金属材料、軽量金属、金属フォームまた
は他の気泡構造材料の使用などによる）は、クラブ設計者および／またはクラブフィッタ
が、さらなるウェイトをクラブヘッド構造102全体中に、たとえば所望の位置に選択的に
配置して、慣性モーメント（MOI）を増したり、および／またはクラブヘッド構造102の他
のプレー特性に影響することを可能にする（たとえば、クラブヘッドにドローまたはフェ
ードバイアスをかける、低重心を提供することによってショットを浮かせやすくする、よ
り低い、より突き進むようなボールの飛びを生じさせやすくする、望ましくないボールの
飛び、たとえば、フックまたはスライス、高く浮くショットなどを生じさせるスイング欠
点を矯正または補正するのに役立つ、など）。
【００３４】
　クラブヘッド構造102を構成する様々な個々のパーツは、多数のピースで作製されてい
るならば、当技術分野において公知であり、かつ使用されている従来のやり方を含む任意
の適当なまたは所望のやり方で、互いに係合させたり、および／または一体に保持したり
することができる。たとえば、クラブヘッド構造102の様々なパーツ、たとえばフェース
部材102a、打球プレート102b、クラウン部分102c、ソール部分102dおよび／またはボディ
部分102eは、接着剤、セメント、溶接、はんだ付けまたは他の接合もしくは仕上げ技術に
よって、機械的コネクタ（たとえばねじ、スクリュー、ナット、ボルトまたは他のコネク
タ）などによって一体に接合および／または固定することができる（直接的に、または中
間部材を介して間接的に）。望むならば、クラブヘッド構造102の様々なパーツの嵌合縁
（たとえば、部材102a、102b、102c、102dおよび／または102eが互いに接触し、接合する
縁）は、それが接合される対面する側の縁中もしくは上に提供された対応する溝、スロッ
ト、面、棚状部、開口または他の構造に嵌るもしくは取り付ける一つまたは複数の突出し
たリブ、タブ、棚状部または他の係合要素を含むことができる。セメント、接着剤、機械
的コネクタ、仕上げ材料などを、上記突出したリブ／溝／棚状部／縁または他の接続構造
と組み合わせて使用すると、クラブヘッド構造102の様々なパーツをさらに一体に固定し
やすくすることができる。
【００３５】
　本発明を逸脱することなく、本発明の例のゴルフクラブヘッド構造102の寸法および／
または他の特性は有意に異なっていてもよい。いくつかのより具体的な例として、本発明
の少なくともいくつかの例のクラブヘッドは、2005年5月10日出願の米国特許出願第11/12
5,327号（および、2005年10月27日に公開された米国特許出願公開公報第2005-0239576A1
号に対応）に記載されたクラブヘッドの寸法および／または特性の様々な例示的範囲に入
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る寸法および／または他の特性を有することができる。たとえば、これらの文献中の表を
参照すること。この米国特許公開公報は全体として参照により本明細書に組み入れられる
。本発明に記載されている少なくともいくつかの例示的なクラブヘッド構造にしたがって
、長さ寸法（すなわちヒール－トウ方向の全寸法「L」）に対する幅寸法（すなわち前後
方向の全寸法「B」）の比（すなわち比「B/L」）は、少なくとも0.9であり、いくつかの
例において、この比は、少なくとも0.92、少なくとも0.93、少なくとも0.94、少なくとも
0.95、少なくとも0.96、少なくとも0.97またはより少なくとも0.98であってもよい。クラ
ブヘッドは、たとえば少なくとも200cc（立方センチメートル）の体積、いくつかの例に
おいては少なくとも350cc、少なくとも400cc、少なくとも420ccまたは少なくとも450ccを
含む任意の所望の体積を有することができる。幅寸法対長さ寸法および体積はこれらリス
トされた範囲の外であってもよいことが理解されよう。
【００３６】
図2A～2D　－　クラブヘッドボディにおけるラッピング要素および溝
　図2Aは、ラッピング要素部分200の特徴を詳細に示す。一つの例示的局面において、ク
ラウン部分102cおよびソール部分102dは一般に、図2Bおよび図2Dに示すようにヘッドを囲
んで周方向に延びる溝120を含む。ラッピング要素200が溝120と係合する。ラッピング要
素部分200は、たとえば、連続的なストラップ210を有する。ラッピング要素は、図2Aおよ
び図2Cに示すように、打球面102bに隣接および近接して位置していてもよい。
【００３７】
　ラッピング要素は、任意の適当な材料、たとえば布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮
性材料、コード、糸、ケーブル、バンド、フィラメントまたはそれらの組み合わせで作製
されていることができる。ラッピング要素は、伸びてヘッドにフィットし、その配置後、
溝にぴったり嵌るために、いくらかの弾性を有することができる。または、ラッピング要
素は、溝に配置されたとき、たとえばフック・ループ式ファスナまたは他の適当な接続手
段によって互いに接続される二つの端部を含むことができる。ラッピング要素は、様々な
色およびテクスチャであることができるが、一般に、滑らかなテクスチャが望ましい。
【００３８】
　溝は、ラッピング要素を収容するのに十分な幅および厚さである。ラッピング要素は、
適当なまたは任意の所望の幅および厚さを有することができる。ラッピング要素はまた、
いくつかの幅を有することができ、たとえば、ラッピング要素はクラウンまたはソール部
分では幅が広めであり、ならびにヒールおよびトウ部分では幅が狭めであってもよい。溝
の幅はラッピング要素の幅に一致する。同様に、ラッピング要素は様々な厚さを有するこ
とができ、溝はそのような厚さを収容できる。
【００３９】
　ラッピング要素はウェイト付けされることができる。そのようなウェイト付けは、ラッ
ピング要素全体で均一であることもできるし、またはラッピング要素は、異なるようにウ
ェイト付けされる部分を有することもできる。ウェイト付けされたラッピング要素は、ユ
ーザの希望に依存して、容易に交換することができる。たとえば、クラウン部分でウェイ
ト付けされたラッピング要素は、ラッピング要素を取り外し、別のラッピング要素と交換
するだけで、トウエンド部分またはソール部分でウェイト付けされたラッピング要素と容
易に交換することができる。ラッピング要素はさらに、磁石でウェイト付けされることも
でき、それにより、磁石は、ラッピング要素をゴルフクラブヘッドボディに保持するのに
役立つ。
【００４０】
　クラブヘッドにおける溝の部分は、特定のウェイト付け構成を提供するためにはラッピ
ング要素を溝の中でどのように配置するのかを指定する表示（たとえばマーキング）を、
提供することができる。ラッピング要素はまた、ウェイト付け部分が該要素内のどこに位
置するのかに関するインジケータを有することができる。たとえば、図2Bおよび2Dの矢印
122を参照すること。
【００４１】
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　ラッピング要素は、任意の適当な手段、たとえばスリーブ、フック、またはフック・ル
ープ式ファスナによってホーゼルに接続することができる。図5は、クラブヘッドボディ1
02のホーゼル104に接続されたラッピング要素500の概観を示す。
【００４２】
　図2Aに示す例示的態様において、ラッピング要素200がクラブヘッド102に取り付けられ
ているとき、クラブヘッド102の概ねの輪郭が維持されていることが理解されよう。本発
明の他の実施態様において、クラブヘッド102の輪郭は変化してもよい。
【００４３】
図3A～3D　－　クラブヘッドボディにおけるラッピング要素および溝
　図3A～3Dはもう一つの例示的態様を示す。図3Aは、ラッピング要素部分300の特徴を詳
細に示す。クラウン部分102cおよびソール部分102dは一般に、図3Bおよび図3Cに示すよう
にヘッドを囲んで周方向に延び、さらにヘッドの後方部分を囲んでクラウン部分からソー
ル部分まで延びる溝130を含む。ラッピング要素300が溝130と係合する。ラッピング要素3
00は、たとえば、図3Aおよび図3Cに示すように、打球面102bに隣接および近接して位置す
る第一のストラップ部分310と、クラウン部分102cで第一のストラップ部分310に接続され
て、後方部分を囲んでかつソール部分に延びる第二のストラップ部分320とを含むストラ
ップを有する。
【００４４】
　ラッピング要素は、任意の適当な材料、たとえば布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮
性材料またはそれらの組み合わせで作製されていることができる。ラッピング要素は、伸
びてヘッドにフィットし、その配置後、溝にぴったり嵌るために、いくらかの弾性を有す
ることができる。または、ラッピング要素は、溝に配置されたとき、たとえばフック・ル
ープ式ファスナまたは他の適当な接続手段によって互いに接続される二つまたはそれ以上
の端部を含むことができる。ラッピング要素は、様々な色およびテクスチャであることが
できるが、一般に、滑らかなテクスチャが望ましい。
【００４５】
　溝は、ラッピング要素を収容するのに十分な幅である。ラッピング要素は、任意の適当
なまたは所望の幅を有することができる。ラッピング要素はまた、いくつかの幅を有する
ことができ、たとえば、クラウンまたはソール部分では幅が広めであり、ならびにヒール
およびトウ部分では幅が狭めであってもよい。溝の幅はラッピング要素の幅に一致する。
同様に、ラッピング要素は様々な厚さを有することができ、溝はそのような厚さを収容で
きる。
【００４６】
　ラッピング要素はウェイト付けされることができる。そのようなウェイト付けは、ラッ
ピング要素全体で均一であることもできるし、またはラッピング要素は、異なるようにウ
ェイト付けされる部分を有することもできる。ウェイト付けされたラッピング要素は、ボ
ールの飛びを制御するための所望の効果に依存して、容易に交換することができる。たと
えば、クラウン部分でウェイト付けされたラッピング要素は、ラッピング要素を取り外し
、そして別のラッピング要素と交換するだけで、トウエンド部分またはソール部分でウェ
イト付けされたラッピング要素と容易に交換することができる。ラッピング要素はさらに
、磁石でウェイト付けされることもでき、それにより、磁石は、ラッピング要素をゴルフ
クラブヘッドボディに保持するのに役立つ。
【００４７】
　クラブヘッドにおける溝の部分は、特定のウェイト付け構成を提供するためにはラッピ
ング要素を溝の中でどのように配置するのかを指定する表示（たとえばマーキング）を、
提供することができる。たとえば、図3Bおよび3Dの矢印122を参照すること。ラッピング
要素はまた、ウェイト付け部分が該要素内のどこに位置するのかに関するインジケータを
有することができる。
【００４８】
　ラッピング要素は、任意の適当な手段、たとえばスリーブ、フック、またはフック・ル
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ープ式ファスナによってホーゼルに接続することができる。図5は、ホーゼルに接続され
たラッピング要素の概観を示す。
【００４９】
　図3Aに示す例示的態様において、ラッピング要素300がクラブヘッド102に取り付けられ
ているとき、クラブヘッド102の概ねの輪郭が維持されていることが理解されよう。本発
明の他の実施態様において、クラブヘッド102の輪郭は変化してもよい。
【００５０】
図6A～6B　－　クラブヘッドボディにおけるラッピング要素および溝
　図6A～6Bは、図3Aおよび3Cに類似したラッピング要素を示す。ラッピング要素600は、
たとえば、図6Aおよび図6Bに示すように、打球面102bに隣接および近接して位置する第一
のストラップ部分610と、クラウン部分102cで第一のストラップ部分610に「Y字」形態で
接続されて、後方部分を囲んでかつソール部分に延びる第二のストラップ部分620とを含
む、ストラップを有する。第二のストラップ部分の形態は限定されない。たとえば、第二
のストラップ部分は、クラウンでは「Y字」形態を有し、ソール部分では図3Cに示すよう
な取り付けを有することができる。そのうえ、互いに結合することができるストラップ部
分の数に制限はない。
【００５１】
図4A～4D　－　着脱可能なウェイトおよびレセプタクル
　ヘッドはさらに、着脱可能なウェイトインサートのための一つまたは複数のレセプタク
ルまたはキャビティを含むことができる。そのようなレセプタクルは、ラッピング要素が
レセプタクルを覆うように、溝内に配置されることができる。ウェイトインサートがレセ
プタクル中に配置されると、ラッピング要素は、着脱可能なウェイトインサートを覆い、
そしてウェイトインサートを定位置に保持する。レセプタクル420は、図4Aおよび4Bに示
すように溝130の中に配置される。レセプタクルは、着脱可能なウェイトインサートを収
容するのに適した任意の数、サイズ、形状および深さであることができる。着脱可能なウ
ェイトインサート430は、図4Aおよび図4Bに示すようにレセプタクル420中に配置されるこ
とができる。着脱可能なウェイトインサートとクラブヘッドとの間にガスケットが使用さ
れてもよい。
【００５２】
　着脱可能なウェイトインサート430は、クラウン部分102cの前方もしくは後方区域また
はソール部分102dの後方区域に位置することができる。
【００５３】
　本発明を逸脱することなく、多種多様なサイズ、形状、配置、向き、相対的向き、質量
および／または材料を着脱可能なウェイトインサート430に使用することができる。その
ような構成は、ユーザ（またはクラブフィッタ）が、クラブヘッド構造102全体のトウお
よび／または後方部分にさらなる重さを提供することを可能にし、それが、フェードバイ
アスクラブおよび／または通常はドローもしくはフックするボールの飛びを生じさせるス
イング欠点を補正するのに役立つクラブを提供するのに役立つことができる。
【００５４】
　また、着脱可能なウェイトインサート430を交換することは、ユーザまたはクラブフィ
ッタが、本発明のこれらの例のクラブヘッド102およびゴルフクラブ100を使用して推進さ
れるボールの飛びに影響を加えることを可能にする。たとえば、通常、少なくとも一部の
ゴルファーにとって、より低く、かつクラブヘッド102の後部に近い位置に有効なウェイ
トを有するクラブヘッド102を使用してゴルフボールを浮かせることは比較的容易である
。そのようなウェイト配置はまた、少なくとも一部のゴルファーにとって、より高い、よ
り打ち上げられるゴルフボール弾道を提供するためにも使用することができる。しかし、
一部のプレー条件下および／または一部のスイングタイプにとって、このより高い飛びバ
イアスおよび／またはボール弾道は望ましくないかもしれない。たとえば、より低い、よ
り突き進むようなボールの飛びを生じさせるために、たとえば強風条件におけるプレーの
場合に、または過度に高い、浮き上がるボールの飛びを一般に生じさせるスイング欠点の
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場合に、ウェイトを、打球面102bに向かってより前方に配置してもよい。
【００５５】
図7　－　ストラップセグメントの取り付け
　本発明のもう一つの局面において、ラッピング要素は、クラブヘッドボディを囲んでは
延びないストラップ部分を含むことができる。ストラップ部分は、ストラップをクラブヘ
ッドボディ上の定位置に保持するための取り付け手段を含む。そのような取り付け手段は
、たとえば磁石またはフック・ループ式ファスナであることができる。図7Aは、磁石710
によってクラブヘッドボディに取り付けられるストラップ部分700を有するラッピング要
素を示す。図7Bは、ストラップ部分を配置することができる溝720を示す。ストラップ部
分700および対応する溝720は、ゴルフクラブヘッドボディ上の任意の適当な場所に配置す
ることができる。加えて、ストラップ部分は、ウェイト付け要素を含むこともできるし、
または上記のように、ウェイトインサートを保持するクラブヘッドボディ中のレセプタク
ルを覆うこともできる。
【００５６】
一般的構成
　本発明を逸脱することなく、クラウン部分102cおよびソール部分102dは、他の方法で一
体に保持することもできる。たとえば、スクリューまたはボルト以外の機械的コネクタ、
たとえば保定部材、ばね押し戻り止めまたは他の機構などを使用することができる。なお
さらなる例として、望むならば、磁石、接着剤またはセメントならびにはんだ付け、ろう
付け、溶接および／または他の融着技術を少なくとも部分的に使用して、クラブヘッド構
造102の様々なパーツの一つまたは複数を一体におよび／または互いに保持することもで
きる。また、上記技術のような技術の任意の組み合わせを使用して、クラブヘッド構造10
2の様々なパーツの一つまたは複数を一体に保持することもできる。
【００５７】
　本発明を逸脱することなく、クラウン部材102cおよび／またはソール部材102dは、同じ
または異なる材料を含む任意の所望の材料で作製されていることができる。少なくともい
くつかの例示的構造において、クラウン部材102cおよび／またはソール部材102cは、軽量
材料、たとえばポリマー材料、複合材料（たとえば炭素繊維複合材、ガラス繊維材料、玄
武岩繊維複合材など）、軽量金属材料（たとえばチタン合金、アルミニウム合金、マグネ
シウム合金など）で作製されている。さらには、クラウン部材102cおよび／またはソール
部材102dは、ゴルフクラブ技術分野において公知であり、かつ使用されている従来の材料
で作製されていることもできる。これらのパーツはまた、同じく当技術分野において周知
であり、かつ使用されている製造技術を使用して（たとえば、成形技術、たとえばポリマ
ー材料のブロー成形または射出成形、複合材料の成形または付形などにより、従来の金属
製造および付形技術、たとえば成形、付形、鋳造、鍛造、機械加工などにより、など）、
所望の形状から作り、所望の形状に形成することもできる。
【００５８】
　望むならば、クラウン部材102cおよび／またはソール部材102dは、さらなる要素、たと
えば所望の美観を提供するための仕上げ材料（たとえば塗料、エナメルまたは他の仕上げ
材料）、使用中（たとえば、スイング中にクラブヘッドが地面と接するときなど）にクラ
ブヘッド構造102の少なくとも一部分を保護するためのソールプレート（たとえば、金属
または他の耐久性材料で作製されている）などのための取り付け要素またはベースとして
働くこともできる。そのようなさらなる要素の使用は、当技術分野において公知であり、
かつ使用されている従来の方法で達成することができる。より具体的な例として、たとえ
ば機械的コネクタ、セメント、接着剤などを使用して、ソールプレート（任意で金属材料
で作製されている）をソール部分102dに固定することもできる。
【００５９】
　図1～7に示す様々な具体的構造に関連して様々なラッピング要素ならびにウェイトイン
サート構造および技術を先に記載したが、本発明を逸脱することなく、本発明の特徴およ
び局面は、多種多様なクラブヘッド構造または構成に適用することができる。たとえば、
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当技術分野において公知であり、かつ使用されている構成、パーツおよび材料の組み合わ
せを含む多種多様な構成、パーツの数、材料の組み合わせなどを使用することができる。
上記タイプのラッピング要素およびウェイトインサートを含むことができるさらなる潜在
的なクラブヘッド構成のより具体的な例は、非限定的に、中実材料またはクラブヘッド内
に中空の内部チャンバを有するものとして、たとえば金属もしくは金属合金材料、ポリマ
ー含有材料または複合材含有材料のワンピースクラブ構成、フェース部材（たとえば、そ
れに取り付けられた、またはそれと一体に形成されたフェースプレートを有するフェース
フレーム部材）およびそれに取り付けられたアフトボディを有する構成（アフトボディは
、金属もしくは金属合金材料、ポリマー含有材料または複合材含有材料の一つまたは複数
から、中実材料またはくり抜かれた内部チャンバを有するものとして構成されることがで
きる）、マルチピース構成、たとえばフェース部材（たとえば、それに取り付けられた、
またはそれと一体に形成されたフェースプレートを有するフェースフレーム部材）および
それに取り付けられたマルチピースボディを有する構成（ボディは、金属もしくは金属合
金材料、ポリマー含有材料または複合材含有材料の一つまたは複数から構成されることが
でき、たとえば、クラウン部材、ソール部材、一つまたは複数のボディリボンなどの一つ
または複数を含む）などを含む。また、多種多様な他の構成が可能である。
【００６０】
　上記タイプのウェイト調節可能なゴルフクラブヘッドは、ゴルファーにより、ゴルフコ
ース上で、通常のプレーのために使用されることができる（ゴルファーは、ウェイト設定
を変更したり、クラブヘッドを自身のスイング特性に合わせてカスタマイズしたりする能
力を維持することができる）。しかし、もう一つの例として、本発明の少なくともいくつ
かの例のゴルフクラブヘッド（たとえば上記タイプのもの）はまた、クラブフィッティン
グ目的にも有用であることができる。たとえば、上記タイプの着脱可能なウェイトについ
ては、クラブフィッタおよび／またはユーザは、クラブヘッドとともに提供される着脱可
能なウェイトインサートの位置を調節することによってクラブヘッドのプレー特性を速や
かに調節することができる。このようにして、新たなクラブおよび／またはクラブコンポ
ーネントにフィッティングされるゴルファーは、一つのクラブヘッドを使用するだけでク
ラブヘッドの様々なウェイト付け特性を速やかに試すことができる（クラブフィッタが、
わずかに異なるウェイト付け特性をそれぞれが有するクラブヘッドの大きな在庫を持ち運
ばなければならないこととは対照的）。そして、調節可能なクラブヘッドの設定（たとえ
ば、ウェイトの位置、ウェイトの質量など）に基づいてゴルファーのスイング特性にベス
トに合う、および／または所望のボール弾道を提供するウェイト配設および／または向き
が見つかると、クラブフィッタは、フィッティングセッション中に使用された移動可能か
つ交換可能なウェイトおよびラッピング要素に基づき、それから導出される恒久的なウェ
イト付け特性を有する、そのゴルファーのためのクラブヘッドを注文または構築すること
ができる。
【００６１】
III. 結び
　本発明を、添付図面において、多様な例示的構造、特徴、要素ならびに構造、特徴およ
び要素の組み合わせを参照して説明している。しかし、本開示によって果たされる目的は
、本発明の範囲を限定することではなく、本発明に関連する様々な特徴および概念の例を
提供することである。当業者は、請求の範囲によって画定される発明の範囲を逸脱するこ
となく、上記態様に対して数多くの変形および改変を加えることができることを理解する
であろう。たとえば、本発明を逸脱することなく、図面に関連して上記した様々な特徴お
よび概念を個々におよび／または任意の組み合わせもしくはサブコンビネーションで使用
することができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月14日(2011.6.14)
【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】
　打球面、
　該打球面に結合し、クラブヘッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含む、クラブヘ
ッドボディ、および
　該打球面に隣接する該クラブヘッドボディの該周囲に延びてかつ該ゴルフクラブヘッド
ボディにおける該溝と係合するための第一の部分を含むラッピング要素
を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　ラッピング要素が、第一の部分に接続されてかつクラブヘッドボディの後方部分を囲ん
で延びる第二の部分をさらに含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　第二の部分が少なくとも二つの位置で第一の部分に接続されている、請求項2記載のウ
ッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　第二の部分がゴルフクラブヘッドボディにおける溝と係合する、請求項2記載のウッド
タイプゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　クラブヘッドボディがホーゼルをさらに含み、かつラッピング要素が、該ホーゼルに接
続するための第二の部分をさらに含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド
。
【請求項６】
　第二の部分が、ホーゼルを囲んで延びるスリーブを含む、請求項5記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　ホーゼルに接続するための第二の部分がフックを含む、請求項5記載のウッドタイプゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項８】
　ラッピング要素が、布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮性材料またはそれらの組み合
わせを含む可撓性材料を含む、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　ラッピング要素の第一の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　ラッピング要素の第二の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項2記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　第一の部分が連続的なストラップであり、かつ該ストラップを伸ばすことによってゴル
フクラブヘッド上に配置されている、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　第一の部分が、二つの端部を有する不連続なストラップであり、かつ該二つの端部を合
わせて取り付けることによってゴルフクラブヘッド上に配置されている、請求項1記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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【請求項１３】
　フック・ループ式ファスナを使用して二つの端部が取り付けられている、請求項12記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　ゴルフクラブヘッドが少なくとも一つのウェイトレセプタクルをさらに含み、ラッピン
グ要素が該レセプタクルを覆ってウェイトインサートを定位置に保持する、請求項1記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　ガスケットがレセプタクル中に位置している、請求項14記載のウッドタイプゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項１６】
　少なくとも一つのウェイトインサートが少なくとも一つのレセプタクル中に支持されて
いる、請求項14記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　ポリマー材料、複合材料、繊維強化複合材料および軽量金属材料からなる群より選択さ
れる材料で作製されている、請求項1記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　請求項1～17のいずれか一項記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド、および
　該クラブヘッドと係合したシャフト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項１９】
　グリップ部材がシャフト部材と係合している、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラ
ブ。
【請求項２０】
　クラブヘッドボディが金属である、請求項18記載のウッドタイプゴルフクラブ。
【請求項２１】
　打球面およびゴルフクラブヘッドボディを含むゴルフクラブヘッドと共に使用するため
の着脱可能なラッピング要素であって、該打球面に隣接する該ゴルフクラブヘッドボディ
の周囲に延びるように構成されてかつ溝を介して該ゴルフクラブヘッドボディに着脱可能
に取り付けられるように構成された第一の部分を含む、着脱可能なラッピング要素。
【請求項２２】
　打球面、および該打球面と係合し、または一体に形成され、溝を含むクラブヘッドボデ
ィを含むクラブヘッドを提供する段階、ならびに
　ラッピング要素を該クラブヘッドに取り付ける段階
を含む、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　他の局面は、打球面；および打球面と係合し、または一体に形成され、溝を含むクラブ
ヘッドボディを含むクラブヘッドを提供する段階、ならびにラッピング要素をクラブヘッ
ドに取り付ける段階を含む、方法を含む。
[請求項1001]
　打球面、
　該打球面に結合し、クラブヘッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含む、クラブヘ
ッドボディ、および
　該打球面に隣接する該クラブヘッドボディの該周囲に延びてかつ該ゴルフクラブヘッド
ボディにおける該溝と係合するための第一の部分を含むラッピング要素
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を含む、ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1002]
　ラッピング要素が、第一の部分に接続されてかつクラブヘッドボディの後方部分を囲ん
で延びる第二の部分をさらに含む、請求項1001記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1003]
　第二の部分が少なくとも二つの位置で第一の部分に接続されている、請求項1002記載の
ウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1004]
　第二の部分がゴルフクラブヘッドボディにおける溝と係合する、請求項1002記載のウッ
ドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1005]
　クラブヘッドボディがホーゼルをさらに含み、かつラッピング要素が、該ホーゼルに接
続するための第二の部分をさらに含む、請求項1001記載のウッドタイプゴルフクラブヘッ
ド。
[請求項1006]
　第二の部分が、ホーゼルを囲んで延びるスリーブを含む、請求項1005記載のウッドタイ
プゴルフクラブヘッド。
[請求項1007]
　ホーゼルに接続するための第二の部分がフックを含む、請求項1005記載のウッドタイプ
ゴルフクラブヘッド。
[請求項1008]
　ラッピング要素が、布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮性材料またはそれらの組み合
わせを含む可撓性材料を含む、請求項1001記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1009]
　ラッピング要素の第一の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1001
記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1010]
　ラッピング要素の第二の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1002
記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1011]
　第一の部分が連続的なストラップであり、かつ該ストラップを伸ばすことによってゴル
フクラブヘッド上に配置されている、請求項1001記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド
。
[請求項1012]
　第一の部分が、二つの端部を有する不連続なストラップであり、かつ該二つの端部を合
わせて取り付けることによってゴルフクラブヘッド上に配置されている、請求項1001記載
のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1013]
　フック・ループ式ファスナを使用して二つの端部が取り付けられている、請求項1012記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1014]
　ゴルフクラブヘッドが少なくとも一つのウェイトレセプタクルをさらに含み、ラッピン
グ要素が該レセプタクルを覆ってウェイトインサートを定位置に保持する、請求項1001記
載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1015]
　ガスケットがレセプタクル中に位置している、請求項1014記載のウッドタイプゴルフク
ラブヘッド。
[請求項1016]
　少なくとも一つのウェイトインサートが少なくとも一つのレセプタクル中に支持されて
いる、請求項1014記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
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[請求項1017]
　ポリマー材料、複合材料、繊維強化複合材料および軽量金属材料からなる群より選択さ
れる材料で作製されている、請求項1001記載のウッドタイプゴルフクラブヘッド。
[請求項1018]
　　打球面、
　　該打球面に結合し、クラブヘッドボディの少なくとも周囲に延びる溝を含む、クラブ
ヘッドボディ、
　　該打球面に隣接する該クラブヘッドボディの該周囲に延びてかつ該ゴルフクラブヘッ
ドボディにおける該溝と係合するための第一の部分を含むラッピング要素
　を含む、クラブヘッド、および
　該クラブヘッドと係合したシャフト部材
を含む、ウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1019]
　グリップ部材がシャフト部材と係合している、請求項1018記載のウッドタイプゴルフク
ラブ。
[請求項1020]
　ラッピング要素が、第一の部分に接続されてかつクラブヘッドボディの後方部分を囲ん
で延びる第二の部分をさらに含む、請求項1018記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1021]
　第二の部分が少なくとも二つの位置で第一の部分に接続されている、請求項1020記載の
ウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1022]
　第二の部分がゴルフクラブヘッドにおける第二の溝と対応する、請求項1020記載のウッ
ドタイプゴルフクラブ。
[請求項1023]
　ラッピング要素が、ホーゼルに接続するための部分をさらに含む、請求項1018記載のウ
ッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1024]
　ホーゼルに接続するための部分が、該ホーゼルを囲んで延びるスリーブを含む、請求項
1023記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1025]
　ホーゼルに接続するための部分がフックを含む、請求項1023記載のウッドタイプゴルフ
クラブ。
[請求項1026]
　可撓性材料が、布地、ポリマー材料、弾性材料、伸縮性材料またはそれらの組み合わせ
を含む、請求項1018記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1027]
　第一の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1018記載のウッドタイ
プゴルフクラブ。
[請求項1028]
　第二の部分の少なくとも一部がウェイト付けされている、請求項1020記載のウッドタイ
プゴルフクラブ。
[請求項1029]
　第一の部分が連続的なストラップであり、かつ該ストラップを伸ばすことによってゴル
フクラブヘッド上に配置されている、請求項1018記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1030]
　第一の部分が、二つの端部を有する不連続なストラップであり、かつ該二つの端部を合
わせて取り付けることによってゴルフクラブヘッド上に配置されている、請求項1018記載
のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1031]
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　フック・ループ式を使用して二つの端部が取り付けられている、請求項1030記載のウッ
ドタイプゴルフクラブ。
[請求項1032]
　ゴルフクラブヘッドが少なくとも一つのウェイトレセプタクルをさらに含み、ラッピン
グ要素が該レセプタクルを覆ってウェイトインサートを定位置に保持する、請求項1018記
載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1033]
　ガスケットがレセプタクル中に位置している、請求項1032記載のウッドタイプゴルフク
ラブ。
[請求項1034]
　少なくとも一つのウェイトインサートが少なくとも一つのレセプタクル中に支持されて
いる、請求項1032記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1035]
　ヘッドが、ポリマー材料、複合材料、繊維強化複合材料、軽量金属材料からなる群より
選択される材料で作製されている、請求項1018記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1036]
　クラブヘッドボディが金属である、請求項1018記載のウッドタイプゴルフクラブ。
[請求項1037]
　打球面およびゴルフクラブヘッドボディを含むゴルフクラブヘッドと共に使用するため
の着脱可能なラッピング要素であって、該打球面に隣接する該ゴルフクラブヘッドボディ
の周囲に延びるように構成されてかつ溝を介して該ゴルフクラブヘッドボディに着脱可能
に取り付けられるように構成された第一の部分を含む、着脱可能なラッピング要素。
[請求項1038]
　打球面、および該打球面と係合し、または一体に形成され、溝を含むクラブヘッドボデ
ィを含むクラブヘッドを提供する段階、ならびに
　ラッピング要素を該クラブヘッドに取り付ける段階
を含む、方法。
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