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(57)【要約】
【課題】　ゴルフクラブヘッドとシャフトを交換可能な
ように接続する方法および器具を提供する。
【解決手段】　ゴルフクラブヘッド１１０とシャフト１
２０を交換可能なように接続する接続部材２００であっ
て、右利き用のゴルフクラブに用いられる第一ゴルフク
ラブヘッドをシャフトと交換可能に接続する第一部分２
４０と、左利き用のゴルフクラブに用いられる第二ゴル
フクラブヘッドをシャフトに交換可能に接続する第二部
分２５０とを有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　右利き用のゴルフクラブに用いられる第一ゴルフクラブヘッドをシャフトと交換可能に
接続する第一部分と、
　左利き用のゴルフクラブに用いられる第二ゴルフクラブヘッドをシャフトに交換可能に
接続する第二部分、
を有する器具。
【請求項２】
　前記第一部分は、前記第一ゴルフクラブヘッドに備えられた一つ以上の内側ネジ山と係
合する一つ以上の外側ネジ山を有することを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記第二部分は、前記第二ゴルフクラブヘッドに備えられた一つ以上の内側ネジ山と係
合する一つ以上の外側ネジ山を有することを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項４】
　前記第一部分および前記第二部分の少なくとも一方が、円筒部分および円錐部分の少な
くとも一方を有することを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項５】
　前記第一部分の断面の径が、前記第二部分の断面の径より大きいことを特徴とする請求
項１に記載の器具。
【請求項６】
　前記第二部分の断面の径が、前記第一部分の断面の径より大きいことを特徴とする請求
項１に記載の器具。
【請求項７】
　前記第一部分と前記第二部分を分離するために、前記第一部分と前記第二部分の間に位
置する第三部分をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項８】
　前記第一部分および前記第二部分の少なくとも一方とフランジの間に配置されている面
取部をさらに有し、前記フランジが前記シャフトの一部を保持するための孔を有すること
を特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項９】
　第二端部に向かって徐々に細くなる第一端部をさらに有し、前記第一部分および前記第
二部分の少なくとも一方が前記第一端部に配置または隣接配置され、前記第一部分および
前記第二部分の少なくとも一方が前記第二端部に配置または隣接配置されていることを特
徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　前記第一部分および前記第二部分の少なくとも一方が配置または隣接配置されている第
二端部に挿入されるおもりを保持する空洞部をさらに有することを特徴とする請求項１に
記載の器具。
【請求項１１】
　表面、第一端部、および第二端部を備えた本体と、
　第一クラブフェイス特性を有する第一ゴルフクラブヘッドをシャフトと交換可能に接続
するために前記第一端部または前記第一端部に隣接する本体表面に配置されている複数の
第一突起部と、
　第二クラブフェイス特性を有する第二ゴルフクラブヘッドをシャフトと交換可能に接続
するために前記第二端部または前記第二端部に隣接する本体表面に配置されている複数の
第二突起部、
を有する器具であって、
　前記第一クラブフェイス特性と前記第二クラブフェイス特性が互いに逆である器具。
【請求項１２】
　前記第一ゴルフクラブヘッドがその右側にクラブフェイスを有し、前記第二ゴルフクラ
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ブヘッドがその左側にクラブフェイスを有することを特徴とする請求項１１に記載の器具
。
【請求項１３】
　前記第一端部または前記第一端部に隣接した位置の第一断面の面積が前記第二端部また
は前記第二端部に隣接した位置の第二断面の面積より大きいことを特徴とする請求項１１
に記載の器具。
【請求項１４】
　前記複数の第一突起部と前記複数の第二突起部の間の表面に突起部のない部分を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の器具。
【請求項１５】
　前記複数の第一突起部と前記複数の第二突起部の間の表面の突起部のない部分の第一断
面の面積が、前記第一端部または前記第一端部に隣接した位置の第二断面の面積以下であ
り、前記第二端部または前記第二端部に隣接した位置の第三断面の面積より大きいことを
特徴とする請求項１１に記載の器具。
【請求項１６】
　前記第一端部および前記第二端部の少なくとも一方とフランジの間に配置した面取部を
さらに有し、前記フランジが前記シャフトの一部を保持するための孔を有することを特徴
とする請求項１１に記載の器具。
【請求項１７】
　前記複数の第一突起部および前記複数の第二突起部の少なくとも一方が、複数のヘリカ
ル状の突起部および複数のスパイラル状の突起部の少なくとも一方を有することを特徴と
する請求項１１に記載の器具。
【請求項１８】
　前記第二端部に挿入されるおもりを保持する空洞をさらに有することを特徴とする請求
項１１に記載の器具。
【請求項１９】
　第一端部と第二端部を備え、前記第一端部から前記第二端部に向かって徐々に細くなる
本体と、
　前記第一端部にシャフトの一部に前記本体を交換可能に取り付けるためのネジのない孔
と、
　前記第一端部に配置または近接配置され、第一特性を備えた第一ゴルフクラブヘッドの
第一雌ネジ部分と交換可能に適合する第一雄ネジ部分と、
　前記第二端部に配置または近接配置され、第二特性を備えた第二ゴルフクラブヘッドの
る第二雌ネジ部分と交換可能に適合する第二雄ネジ部分と、
　前記第一雄ネジ部分と前記第二雄ネジ部分の間にネジのない部分と、
を有する器具であって、
　前記第一特性と前記第二特性が互いに逆である器具。
【請求項２０】
　前記第一ゴルフクラブヘッドが右利き用のクラブヘッドおよび左利き用のクラブヘッド
の少なくとも一方からなり、前記第二ゴルフクラブヘッドが前記第一クラブヘッドの逆向
きのクラブヘッドからなることを特徴とする請求項１９に記載の器具。
【請求項２１】
　前記第一雄ネジ部分の第一断面の外周が前記第二雄ネジ部分の第二断面の外周より大き
いことを特徴とする請求項１９に記載の器具。
【請求項２２】
　前記ネジのない部分の第一断面の外周が第一雄ネジ部分の第二断面の外周以下であり、
第二雄ネジ部分の第三断面の外周より大きいことを特徴とする請求項１９に記載の器具。
【請求項２３】
　前記本体の第一端部に位置するフランジと前記第一雄ネジ部分および前記第二雄ネジ部
分の少なくとも一方の間に配置された面取部をさらに有することを特徴とする請求項１９
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に記載の器具。
【請求項２４】
　前記第二端部に挿入されるおもりを保持する空洞をさらに有することを特徴とする請求
項１９に記載の器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示内容は、概してゴルフ用具に関し、より詳細には、ゴルフクラブヘッドとシャ
フトを交換可能に接続する方法および器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかのスポーツでは、用具調整のプロセスは用具を各人と一致させ、彼らの能力の
限りを発揮できるようにする。一例では、各人は、ゴルフクラブ一式（例えば、メタルウ
ッド、アイアン、ウエッジ、パターなど）をカスタム調整できる。ゴルフクラブ調整者は
、各人が試用するためにゴルフクラブヘッドとシャフトの様々な組み合わせを提供する。
一組のゴルフクラブを個人に適切に合わせるために、ゴルフクラブ調整者は個人の様々な
嗜好および／または特徴を判定する（例えば、性別、身長、年齢、手首から床までの距離
、スイング速度など）。一例では、ゴルフクラブ調整者は、個人が右利き用のゴルフクラ
ブまたは左利き用のゴルフクラブでプレイした方がよいかを判定し、適切なゴルフ用具を
適合する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、ゴルフクラブヘッドとシャフトの組合せを交換可能にする技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書によって開示される１つの技術は、右利き用のゴルフクラブに用いられる第一
ゴルフクラブヘッドをシャフトと交換可能に接続する第一部分と、左利き用のゴルフクラ
ブに用いられる第二ゴルフクラブヘッドをシャフトに交換可能に接続する第二部分とを有
する器具である。
　この器具によれば、右利き用のゴルフクラブヘッドと左利き用のゴルフクラブヘッドの
それぞれをシャフトに交換可能に接続することができる。
【０００５】
　また、本明細書によって開示される１つの技術は、表面、第一端部、および第二端部を
備えた本体と、第一クラブフェイス特性を有する第一ゴルフクラブヘッドをシャフトと交
換可能に接続するために第一端部または第一端部に隣接する本体表面に配置されている複
数の第一突起部と、第二クラブフェイス特性を有する第二ゴルフクラブヘッドをシャフト
と交換可能に接続するために第二端部または第二端部に隣接する本体表面に配置されてい
る複数の第二突起部を有する器具である。そして、第一クラブフェイス特性と第二クラブ
フェイス特性が互いに逆である。
　この器具によれば、ゴルフクラブヘッドとシャフトの様々な組み合わせを提供すること
ができる。
　上記した第一ゴルフクラブヘッドがその右側にクラブフェイスを有し、第二ゴルフクラ
ブヘッドがその左側にクラブフェイスを有していてもよい。
【０００６】
　また、本明細書によって開示される１つの技術は、第一端部と第二端部を備え、第一端
部から前記第二端部に向かって徐々に細くなる本体と、第一端部にシャフトの一部に本体
を交換可能に取り付けるためのネジのない孔と、第一端部に配置または近接配置され、第
一特性を備えた第一ゴルフクラブヘッドの第一雌ネジ部分と交換可能に適合する第一雄ネ
ジ部分と、第二端部に配置または近接配置され、第二特性を備えた第二ゴルフクラブヘッ
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ドの第二雌ネジ部分と交換可能に適合する第二雄ネジ部分と、第一雄ネジ部分と第二雄ネ
ジ部分の間にネジのない部分を有する器具である。そして、第一特性と第二特性が互いに
逆である。
　この器具によっても、ゴルフクラブヘッドとシャフトの様々な組み合わせを提供するこ
とができる。
【実施例】
【０００７】
（発明の詳細な説明）
　概して、ゴルフクラブヘッドとシャフトを交換可能に接続する方法および器具をここで
説明する。ここで説明される方法および器具は、この点には限定されない。
【０００８】
　図１の例では、交換可能なゴルフクラブシステム１００は、概して１１０として示され
る一つ以上のゴルフクラブヘッドと、概して１２０として示される一つ以上のシャフトを
有する。交換可能なゴルフクラブシステム１００は、ゴルフクラブ用のカスタム調整シス
テムと関連付けられる。一例では、交換可能なゴルフクラブシステム１００は、ＰＩＮＧ
（登録商標）カラーコードシステムと関連付けられる。
【０００９】
　ゴルフクラブヘッド１１０は、様々な特性（例えば、形状、重量、サイズ、ロフト、ラ
イなど）を有している。一例では、ゴルフクラブヘッド１１０は、右利き用のゴルフクラ
ブのクラブヘッドであっても左利き用のゴルフクラブのクラブヘッドであってもよい。ゴ
ルフクラブヘッド１１０は、亜鉛、アルミニウム合金、ステンレス鋼、チタン、チタン合
金、タングステン、それらの任意の組み合わせ、および／または他の適切な種類の材料で
作製することができる。
【００１０】
　図１はアイアン型クラブヘッド（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、ピッチングウエッジ、サンドウエッジ、ロブウエッジなど）を示しているが、ここ
で説明される方法および器具は、他の適切な種類のゴルフクラブヘッドに容易に適用でき
る。例えば、ここで説明される方法および器具は、メタルウッド（例えば、ドライバ、フ
ェアウェイウッドなど）、ハイブリッド、パターのゴルフクラブヘッド、または他の適切
な種類のゴルフクラブヘッドに適用できる。
【００１１】
　シャフト１２０は、様々な特性（例えば、曲げ、湾曲点、トルク、長さなど）を有して
いる。シャフト１２０は、スチール、グラファイト、それらの任意の組み合わせ、および
／または他の適切な種類の材料で作製することができる。
【００１２】
　交換可能なゴルフクラブシステム１００は、接続部材２００を有する。一般に、接続部
材２００は、異なるゴルフクラブヘッドと異なるシャフトを交換可能に接続することによ
って、ゴルフクラブヘッドとシャフトの様々な組み合わせを提供することができる。一例
では、接続部材２００は、ゴルフクラブヘッド１１０とシャフト１２０を接続することが
できる。接続部材２００は、スチール、アルミニウム、プラスチック、それらの組み合わ
せ、および／または他の適切な種類の材料であってもよい。ここで説明される方法および
器具は、この点には限定されない。
【００１３】
　図２と３を参照すると、一例では、接続部材２００は本体２１０、第一端部２２０、第
二端部２３０を有する。特に、本体２１０は、概して第一部分２４０と第二部分２５０と
して示されている二つ以上の円筒および／または円錐部を有する。本体２１０は、第三部
分２６０を有する。本体２１０は、第一端部２２０から第二端部２３０に徐々に細くても
よい。徐々に細くなるとは、連続的に細くなることを示すだけでなく、一方の端（例えば
第一端部２２０）から他方の端（第二端部２３０）に向かって、断続的に細くなることも
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含まれている。
【００１４】
　第一部分２４０は第一端部２２０に配置または隣接配置されており、第二部分２５０は
第二端部２３０に配置または隣接配置されている。図４と５の例では、第一部分２４０に
関する断面４００は第一直径４１０、第二部分２５０に関する断面５００は第二直径５１
０を各々有する。一例では、第一直径４１０は第二直径５１０より大きくてもよい。それ
に対応して、断面４００の面積は断面５００の面積より大きくなる。上記のように、例え
ば、第一部分２４０と第二部分２５０は円筒部分であってもよい。従って、第一部分２４
０に関する断面４００の外周は、第二部分２５０に関する断面５００の外周より大きくて
もよい。ここで説明される方法および器具は、この点には限定されない。
【００１５】
　図２と３に戻ると、第一部分２４０と第二部分２５０のそれぞれは、概して第一外側ネ
ジ山２４５および第二外側ネジ山２５５として示されている一つ以上のネジ部のそれぞれ
を有する。一例では、第一外側ネジ山２４５と第二外側ネジ山２５５のそれぞれは、一つ
以上のヘリカル状の突起部を有する。他の例では、第一外側ネジ山２４５と第二外側ネジ
山２５５のそれぞれは、一つ以上のスパイラル状の突起部を有する。図２は特定数の巻き
数を示しているが、第一外側ネジ山２４５と第二外側ネジ山２５５の各々はより多くの巻
き数、またはより少ない巻き数をであってもよい。
【００１６】
　第一外側ネジ山２４５は第一クラブヘッド特性を有するゴルフクラブヘッドと結合され
、第二外側ネジ山２５５は第二クラブヘッド特性を有するゴルフクラブヘッドと結合され
る。第一クラブヘッド特性と第二クラブヘッド特性が互いに対照的あっても、他の適切な
形態で相関性があってもよい。一例では、第一外側ネジ山２４５は右利きの人用のクラブ
ヘッド（すなわち、右利き用のクラブヘッド）に結合される一方、第二外側ネジ山２５５
は左利きの人用のクラブヘッド（すなわち、左利き用のクラブヘッド）に結合されてもよ
い。あるいは、例えば、第一外側ネジ山２４５が左利き用のクラブヘッドに結合される一
方、第二外側ネジ山２５５は右利き用のクラブヘッドに結合されてもよい。
【００１７】
　接続部材２００は、第一外側ネジ山２４５または第二外側ネジ山２５５（すなわち、雄
ネジ部分）の一方を介して、ゴルフクラブヘッドと交換可能なように適合または係合する
。ゴルフクラブヘッド１１０が右利き用のクラブヘッドであるか左利き用のクラブヘッド
であるかに基づいて、接続部材２００の第一外側ネジ山２４５または第二外側ネジ山２５
５の一方がゴルフクラブヘッド１１０のネジ部分（すなわち、図６と８の内側ネジ山６２
０と８２０などの各々の雌ネジ部分）と係合する。一例では、ゴルフクラブヘッド１１０
のネジ部分はホーゼル１１５内に配置される。他の例では、ゴルフクラブヘッド１１０の
ネジ部分はクラウン（例えば、ドライバなどのメタルウッドゴルフクラブ）またはヘッド
自体にあってもよい。
【００１８】
　上記のように、接続部材２００を用いて、右利き用のゴルフクラブヘッドまたは左利き
用のゴルフクラブヘッドをシャフト１２０に交換可能に接続できる。それに応じて、第一
外側ネジ山２４５は右利き用のゴルフクラブヘッド、または左利き用のゴルフクラブヘッ
ドの一方と係合するように構成され、第二外側ネジ山２５５は対照的の種類のゴルフクラ
ブヘッドと係合するように構成されている。一例では、ゴルフクラブヘッドが右利き用の
ゴルフクラブヘッドであれば、第一外側ネジ山２４５がゴルフクラブヘッドのネジ部分と
係合できる（つまり、第二外側ネジ山２５５は、そのゴルフクラブヘッドの内側ネジ山と
は係合できない）。一方、ゴルフクラブヘッドが左利き用のゴルフクラブヘッドであれば
、第二外側ネジ山２５５がゴルフクラブヘッドのネジ部分と係合できる（つまり、第一外
側ネジ山２４５は、そのゴルフクラブヘッドの内側ネジ山とは係合できない）。
【００１９】
　あるいは、ゴルフクラブヘッドが左利き用のゴルフクラブヘッドであれば、第一外側ネ
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ジ山２４５が内側ネジ山と係合してもよい（つまり、第二外側ネジ山２５５は、そのゴル
フクラブヘッドの内側ネジ山とは係合できない）。一方、ゴルフクラブヘッドが右利き用
のゴルフクラブヘッドであれば、第二外側ネジ山２５５が内側ネジ山と係合してもよい（
つまり、第一外側ネジ山２４５は、そのゴルフクラブヘッドの内側ネジ山とは係合できな
い）。
【００２０】
　ゴルフクラブヘッド１１０が右利き用のゴルフクラブヘッドであれば、例えば、個人は
ゴルフクラブヘッド１１０のホーゼル１１５内に接続部材２００を挿入し、接続部材２０
０を反時計回りに（すなわち、左に）回転させることによって、ゴルフクラブヘッド１１
０に接続部材２００を固定できる。ゴルフクラブヘッド１１０から接続部材２００を取り
外す場合、個人は接続部材２００を時計回りに（すなわち、右に）回転すればよい。
【００２１】
　もしくは、ゴルフクラブヘッド１１０が左利き用のゴルフクラブヘッドであれば、個人
はゴルフクラブヘッド１１０のホーゼル１１５に接続部材２００を挿入し、接続部材２０
０を時計回りに（すなわち、右に）回転させることによって、ゴルフクラブヘッド１１０
に接続部材２００を固定することができる。ゴルフクラブヘッド１１０から接続部材２０
０を取り外す場合、個人は接続部材２００を反時計回りに（すなわち、左に）回転すれば
よい。このように、接続部材２００は右利き用のゴルフクラブヘッドまたは左利き用のゴ
ルフクラブヘッドのいずれかをシャフト１２０に接続できるので両方で使えるように機能
することができる。
　ゴルフクラブヘッド１１０が右利き用のゴルフクラブヘッドの場合、ゴルフクラブヘッ
ド１１０が固定されたゴルフクラブでボールを打つと、接続部材２００から見て時計回り
の力を受けることとなる。このとき、ゴルフクラブヘッド１１０を接続部材２００から見
て時計回りに回転させて接続部材２００に固定させる構成であれば、ゴルフクラブでボー
ルを打つときの力によってゴルフクラブヘッド１１０と接続部材２００との結合が弛むこ
とがない。同様に、ゴルフクラブヘッド１１０が左利き用のゴルフクラブヘッドの場合、
ゴルフクラブヘッド１１０を接続部材２００から見て反時計回りに回転させて接続部材２
００に固定させる構成であれば、ゴルフクラブでボールを打つときの力によってゴルフク
ラブヘッド１１０と接続部材２００との結合が弛むことがない。
【００２２】
　図６の例では、ゴルフクラブヘッドのホーゼル６００は孔６１０を有する。孔６１０は
、第一端部６２０、第二端部６３０、および内側ネジ山６４０を有する。例えば、内側ネ
ジ山６４０は、孔６１０の第一端部６２０に配置または隣接配置できる。ホーゼル６００
は、ゴルフクラブおよび／または個人の嗜好および／または特徴と関連付けられる。
【００２３】
　一例では、ホーゼル６００は、右利き用のゴルフクラブヘッドに備えられている。図７
を参照すると、例えば、個人はホーゼル６００に接続部材２００を挿入し、接続部材２０
０を反時計回りに（すなわち、左に）回転させることによって、ホーゼル６００に接続部
材２００を固定することができる。具体的には、接続部材２００の第一外側ネジ山２４５
が内側ネジ山６４０と係合することができる。ホーゼル６００から接続部材２００を取り
外すために、個人は接続部材２００を時計回りに（すなわち、右に）回転すればよい。
【００２４】
　一方、ホーゼル６００が左利き用のゴルフクラブヘッドに関連付けられる場合、個々人
はホーゼル６００内に接続部材２００を挿入し、接続部材２００を時計回りに（すなわち
、右に）回転させることによって、ホーゼル６００に接続部材２００を固定することがで
きる。ホーゼル６００から接続部材２００を取り外すために、個人は接続部材２００を反
時計回りに（すなわち、左に）回転すればよい。ここで説明される方法および器具は、こ
の点には限定されない。
【００２５】
　図８の例では、ゴルフクラブヘッドのホーゼル８００は孔８１０を有する。孔８１０は
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、第一端部８２０、第二端部８３０、および内側ネジ山８４０を有する。例えば、内側ネ
ジ山８４０は、孔８１０の第二端部８３０に配置または隣接配置できる。ホーゼル８００
は、ゴルフクラブおよび／または個人の嗜好および／または特徴と関連付けられる。
【００２６】
　一例では、ホーゼル８００は、右利き用のゴルフクラブヘッドと関連付けられる。図９
を参照すると、例えば、個人はホーゼル８００に接続部材２００を挿入し、接続部材２０
０を反時計回りに（すなわち、左に）回転させることによって、ホーゼル８００に接続部
材２００を固定できる。具体的には、接続部材２００の第二外側ネジ山２５５が内側ネジ
山８２０と係合合できる。ホーゼル８００から接続部材２００を取り外すために、個人は
接続部材２００を時計回りに（すなわち、右に）回転すればよい。
【００２７】
　もしくは、ホーゼル８００が左利き用のゴルフクラブヘッドに関連付けられる場合、個
人はホーゼル８００内に接続部材２００を挿入し、接続部材２００を時計回りに（すなわ
ち、右に）回転させることによって、ホーゼル８００に接続部材２００を固定できる。ホ
ーゼル８００から接続部材２００を取り外すために、個人は接続部材２００を反時計回り
に（すなわち、左に）回転すればよい。ここで説明される方法および器具は、この点には
限定されない。
【００２８】
　以上の例はホーゼル６００と８００内にそれぞれ配置された孔６１０と８１０を各々説
明しているが、孔６１０と８１０のそれぞれがゴルフクラブヘッドのクラウンまたはヘッ
ド自体内に配置されていてもよい。さらに、以上の例はゴルフクラブヘッドと係合する接
続部材２００を説明しているが、接続部材２００は同様にシャフトと係合することもでき
る。ここで説明される方法および器具は、この点には限定されない。
【００２９】
　図２と３に戻ると、本体２１０は第一部分２４０と第二部分２５０を分離するための第
三部分２６０を有する。例えば、第三部分２６０は、本体２１０のネジのない部分（すな
わち、突起部のない面）であってもよい。第三部分２６０は、接続部材２００の回転を妨
げることができる。一例では、第三部分２６０は、内側ネジ山６４０（図７）と係合した
第一外側ネジ山２４５に応じて、接続部材２００がさらに回転しないようにする。別の例
では、第三部分２６０は内側ネジ山８５０（図９）と係合した第二外側ネジ山２５５に応
じて、接続部材２００がさらに回転しないようにする。図２と３は第三部分２６０を示し
ているが、第一部分２４０と第二部分２５０を互いに隣接させて、本体２１０が第三部分
２６０を含まないようにすることもできる。
【００３０】
　さらに、接続部材２００はフランジ２７０を有する。フランジ２７０は、第一端部２２
０に配置または隣接配置されている。フランジ２７０を用いて、接続部材２００内に挿入
したシャフト１２０の一部を支持することができる。
【００３１】
　接続部材２００は、面取部２８０を有する。面取部２８０は、第一端部２２０に配置ま
たは隣接配置できる。一例では、面取部２８０は、本体２１０の第一部分２４０とフラン
ジ２７０の間に配置できる。別の例では、接続部材２００はフランジ２７０を含まなくて
もよい。それに応じて、面取部２８０は第一端部２２０に配置される。面取部２８０を用
いて、軸２９０に沿ってゴルフクラブヘッド１１０と接続部材２００との位置合わせをす
ることができる。その結果、面取部２８０は、シャフト１２０に対するゴルフクラブヘッ
ド１１０の軸方向の変位を防ぐことができる。
【００３２】
　接続部材２００は第一端部２２０に孔２２５を有し、シャフト１２０の一部を受け取る
こともできる。一例では、孔２２５は、円筒形の孔、円錐形の孔、それらの組み合わせ、
または他の任意の適切な種類の孔であってもよい。シャフト１２０は孔２２５において、
接続部材に挿入され、取り付けられる。例えば、シャフト１２０は、エポキシ、ニカワ、
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または他の適切な種類の接着剤を用いて、孔２２５に取り付けることができる。
【００３３】
　接続部材２００は、第二端部２３０に空洞２３５を有する。空洞２３５は、ゴルフクラ
ブシステム１００のバランスを取るために、一つ以上の内部おもり（図示せず）を保持す
ることができる。例えば、内部おもりは、タングステンまたは他の任意の適切な種類の材
料であってもよい。空洞２３５は孔２２５からは分離され、シャフト１２０を接続部材２
００に取り付けるために用いられる接着剤がゴルフクラブヘッド１１０に到達しないよう
にする。
【００３４】
　以上の例は接続部材２００の様々な部分および／または構成要素を説明しているが、接
続部材２００は所定の部分および／または構成要素を含まなくてもよい。一例では、接続
部材２００は第三部分２６０を含まなくてもよい。その結果、第一部分２４０と第二部分
２５０は互いに隣接できる。別の例では、接続部材２００はフランジ２７０を含まなくて
もよい。これにより、面取部２８０は、フランジ２７０の代わりに第一端部２２０に配置
される。ここで説明される方法および器具は、この点には限定されない。
【００３５】
　図１０の例では、処理１０００は、接続部材２００の孔２２５にシャフト１２０を挿入
する工程で始まる（ブロック１０１０）。シャフト１２０は、接着剤を介して孔２２５に
固定される（ブロック１０２０）。
【００３６】
　上記のように、接続部材２００は、ゴルフクラブヘッドに交換可能に接続できる。例え
ば、接続部材２００は、ゴルフクラブヘッド１１０のホーゼル１１５内に挿入される（ブ
ロック１０３０）。ゴルフクラブヘッド１１０は、ゴルフクラブヘッド１１０が右利き用
のクラブヘッドであるか（すなわち、クラブ面がゴルフクラブヘッド１１０の左側にある
か）、または左利き用のクラブヘッドであるか（すなわち、クラブ面がゴルフクラブヘッ
ド１１０の右側にあるか）に基づいて接続部材２００に固定される。一例では、ゴルフク
ラブヘッド１１０は、ゴルフクラブヘッド１１０が右利き用のクラブヘッドである場合、
ゴルフクラブヘッド１１０を反時計回りに回転させ（ブロック１０４０）、接続部材２０
０にゴルフクラブヘッド１１０を締め付ける（ブロック１０５０）によって接続部材２０
０に固定できる。もしくは、ゴルフクラブヘッド１１０は、ゴルフクラブヘッド１１０が
左利き用のクラブヘッドである場合、ゴルフクラブヘッド１１０を時計回りに回転させ（
ブロック１０６０）、接続部材２００にゴルフクラブヘッド１１０を締め付ける（ブロッ
ク１０５０）によって接続部材２００に固定できる。ここで説明される方法および器具は
、この点には限定されない。
【００３７】
　図１０には特定の動作順番が示されているが、これらの動作は他の時間的順序で行うこ
ともできる。例えば、図１０に示した二つ以上の動作を連続的に、並列に、または同時に
行うこともできる。
【００３８】
　ここではゴルフクラブヘッドとシャフトに関する方法および器具を説明してきたが、こ
こで説明される方法および器具は他のゴルフクラブ部品または構成要素に容易に適用でき
る。例えば、ここで説明される方法および器具は、交換可能にグリップとシャフトを接続
することに容易に適用できる。さらに、ここで説明される方法および器具は、他のゴルフ
クラブ以外の部品または構成要素に容易に適用できる。
【００３９】
　ここでは所定の例の製造方法、器具および／または部材を説明してきたが、この開示内
容の適用範囲はそれには限定されない。逆に、この開示内容は、文字通り、または等価物
の原理の下で添付の請求項の範囲内に適正に該当する製造方法、器具および／または部材
の全てを含んでいる。
【図面の簡単な説明】
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【００４０】
【図１】ここで説明されるゴルフクラブヘッドとシャフトを交換可能なように接続する方
法および器具の一実施例による交換可能なゴルフクラブシステムの一例の斜視図。
【図２】図１の接続部材の一例の斜視図。
【図３】図２の接続部材の一例の側断面図。
【図４】図２の接続部材の一例における図３の線４－４における断面図。
【図５】図２の接続部材の一例における図３の線５－５における断面図。
【図６】ホーゼルの一例の側断面図。
【図７】図２の接続部材の一例と図６のホーゼルの一例の側断面図。
【図８】別のホーゼルの一例の側断面図。
【図９】図２の接続部材の一例と図８のホーゼル一例の側断面図。
【図１０】図２の接続部材の一例を使用可能な一方法のフローチャート。
【符号の説明】
【００４１】
１００：ゴルフクラブシステム
１１０：ゴルフクラブヘッド
１２０：シャフト
２００：接続部材
２１０：本体
２２０：第一端部
２２５：孔
２３０：第二端部
２３５：空洞
２４０：第一部分
２４５：第一外側ネジ山
２５０：第二部分
２５５：第二外側ネジ山
２６０：第三部分
２７０：フランジ
２８０：面取部
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