
JP 6181164 B2 2017.8.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボールを打つように構成された打撃面、打撃面の下部から後方に延伸するソール面、ヒ
ール面、およびトウ面を有するアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディであって、ヒー
ル面における孔を含む接続構造を有するゴルフクラブヘッドボディ、および
　該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に係合したシャフト係合部材であって、該シ
ャフト係合部材は、ゴルフクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するため
に該シャフトに係合するように構成された第一の部分と、該ゴルフクラブヘッドボディの
該接続構造に係合する第二の部分とを含み、第二の部分は、該孔に隣接するヒール面に係
合するショルダー領域と、該ショルダー領域から該孔中に延伸する突起とを含み、該ショ
ルダー領域は、該クラブヘッドボディのソール面と整列する下面を有する、前記シャフト
係合部材を含み、
　該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下の場所において該シャフト係合部材
が該接続構造に係合しており、
　該孔が、該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも下に位置し、かつ該突起が、ヒール
－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸し、該突起が該ゴルフクラブヘッドボ
ディの重心よりも完全に下に配置され、
　該突起が長さを有し、かつ該突起の密度が該突起の長さに沿って変動する、
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
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　第一の部分および第二の部分が、互いに対して傾斜し、該第一の部分がゴルフクラブヘ
ッドボディから離れて上方に延伸し、かつ該第二の部分の突起が接続構造に受けられかつ
ヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する、請求項1記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項３】
　突起が直径を有し、かつ該直径が該突起の長さに沿って変動する、請求項1記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項４】
　突起がクラブヘッドボディの長さの60%～95%の範囲でシャフト係合部材から延伸する、
請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　孔および突起が、実質的にゴルフクラブヘッドボディの全長に延伸するそれぞれの長さ
を有する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　孔がクラブヘッドボディの長さの約60%～95%の範囲で該クラブヘッドボディ中に延伸し
、突起が該孔中に完全に延伸するように寸法決めされる、請求項1記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項７】
　クラブヘッドボディが高さを画定し、かつ孔が該クラブヘッドボディの該高さの下四分
の一に配置される、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　ヒール面が実質的に平坦である、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　ショルダー区域が、孔の周りの実質的に平坦なヒール面に係合する、請求項8記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、および該ゴルフクラブヘッドボディの後面
に整列した後面を有する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　請求項1記載のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含
む、ゴルフクラブ。
【請求項１２】
　ボールを打つように構成された打撃面、打撃面の下部から後方に延伸するソール面、ヒ
ール面、およびトウ面を有するゴルフクラブヘッドボディであって、ヒール面に位置し、
該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸し、かつ該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも
下に位置する孔を含む、接続構造を有する、ゴルフクラブヘッドボディ、ならびに
　ゴルフクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するために該シャフトに係
合するように構成された第一の部分、および該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に
係合した第二の部分を含む、シャフト係合部材であって、該第二の部分が、該孔に隣接す
るヒール面に係合するショルダー領域と、該ショルダー領域から延伸し、該孔に受けられ
、かつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する突起とを含み、該シ
ョルダー領域が、該クラブヘッドボディのソール面と整列する下面を有し、該突起が該ゴ
ルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下に配置され、かつ該第一の部分が該第二の
部分に対して傾斜しかつ該ゴルフクラブヘッドボディから離れて上方に延伸する、シャフ
ト係合部材
を含み、
　該突起が長さを有し、かつ該突起の密度が該突起の長さに沿って変動する、
ゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　ヒール面が実質的に平坦である、請求項12記載のゴルフクラブヘッド。
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【請求項１４】
　ショルダー区域が、孔の周りの実質的に平坦なヒール面に係合する、請求項13記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、および該ゴルフクラブヘッドボディの後面
に整列した後面を有する、請求項12記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　孔が打撃面の幾何学的中心よりも下に位置し、かつ突起が該打撃面の該幾何学的中心よ
りも完全に下に配置される、請求項12記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　シャフト係合部材の第二の部分の上部がアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディのヒ
ール端の高さの3/4未満に延伸するように構成され、かつ間隙が該ゴルフクラブヘッドボ
ディの該ヒール端の少なくとも上1/4と該シャフト係合部材との間に画定される、請求項1
2記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　シャフト係合部材の第二の部分の上部がアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディのヒ
ール端の高さの1/2未満に延伸するように構成され、かつ間隙が該ゴルフクラブヘッドボ
ディの該ヒール端の少なくとも上1/2と該シャフト係合部材との間に画定される、請求項1
2記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　ゴルフクラブヘッドがウッドタイプゴルフクラブヘッドであり、かつゴルフクラブヘッ
ドボディがウッドタイプゴルフクラブヘッドボディである、請求項12記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項２０】
　ゴルフクラブヘッドがアイアンタイプゴルフクラブヘッドであり、かつゴルフクラブヘ
ッドボディがアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディである、請求項12記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項２１】
　請求項12記載のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含
む、ゴルフクラブ。
【請求項２２】
　ボールを打つように構成された打撃面、打撃面の下部から後方に延伸するソール面、ヒ
ール面、およびトウ面を有するゴルフクラブヘッドボディであって、ヒール面に位置し、
該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸し、かつ該打撃面の幾何学的中心よりも下に位置す
る孔を含む、接続構造を有する、ゴルフクラブヘッドボディ、ならびに
　ゴルフクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するために該シャフトに係
合するように構成された第一の部分、および該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に
係合した第二の部分を含む、シャフト係合部材であって、該第二の部分が、該孔に隣接す
るヒール面に係合するショルダー領域と、該ショルダー領域から延伸し、該孔に受けられ
、かつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する、突起とを含み、該
ショルダー領域が、該クラブヘッドボディのソール面と整列する下面を有し、該突起が該
打撃面の該幾何学的中心よりも完全に下に配置され、かつ該第一の部分が該第二の部分に
対して傾斜しかつ該ゴルフクラブヘッドボディから離れて上方に延伸する、シャフト係合
部材
を含み、
　該突起が長さを有し、かつ該突起の密度が該突起の該長さに沿って変動する、
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２３】
　ヒール面が実質的に平坦である、請求項22記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２４】
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　ショルダー区域が、孔の周りの実質的に平坦なヒール面に係合する、請求項23記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項２５】
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、および、ゴルフクラブヘッドボディの後面
に整列した後面を有する、請求項22記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２６】
　突起が直径を有し、かつ該直径が該突起の長さに沿って変動する、請求項22記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項２７】
　突起がクラブヘッドボディの長さの60%～95%の範囲でシャフト係合部材から延伸する、
請求項22記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２８】
　孔および突起が、実質的にゴルフクラブヘッドボディの全長に延伸するそれぞれの長さ
を有する、請求項22記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２９】
　孔がクラブヘッドボディの長さの約60%～95%の範囲で該クラブヘッドボディ中に延伸し
、突起が該孔中に完全に延伸するように寸法決めされる、請求項22記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項３０】
　クラブヘッドボディが高さを画定し、かつ孔が該クラブヘッドボディの該高さの下四分
の一に配置される、請求項22記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３１】
　請求項22記載のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含
む、ゴルフクラブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2012年5月31日に出願の米国仮出願第61/653,639号の優先権を主張しかつそ
の非仮出願であり、この仮出願は本明細書にその全体が組み入れられかつ本明細書の一部
をなす。
【０００２】
開示の分野
　本開示はゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。本開示の特定の例示的局面
はゴルフクラブヘッドの構成に関する。
【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。ゴルフは、そのような多様な
プレーヤの集まりがゴルフの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、チームフォーマットなどを使用して
）、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
視聴可能性の増大および著名なゴルフスーパースターの出現と相まって、少なくとも部分
的に、近年、米国および世界中でのゴルフ人気を高めた。
【０００４】
　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
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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、特定のスイングスピードおよび／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、たとえば、一部のボールは、より遠くかつ／またはよりまっ
すぐに飛ぶように設計され、一部は、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、一部は、より多くのスピン、コントロールおよび／または感触（特にグリー
ン周りの）を提供するように設計され、一部は、スイングスピードがより速くまたはより
遅くなるように設計されているなどである。ある人のゴルフスコアの低下を支援すると約
束する多数のスイング補助具および／または補助教材も市場で入手可能である。
【０００５】
　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）。さらに他の進歩は、ゴルファーへの感触を改善するかま
たはゴルフクラブからゴルフボールへのエネルギー移動を向上させる、ゴルフクラブ構成
を提供することを目指した。
【０００６】
　近年、業界はゴルフ用具に対する劇的な変化および改良を目撃したが、ゴルフクラブ技
術におけるさらなる進歩の余地が当技術分野にある。本発明は、先行するゴルフクラブ設
計のいくつかの欠点に対処すること、および以前に提供された設計に対する利点を有する
設計を提供することを目指す。
【発明の概要】
【０００７】
開示の概要
　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限定することを決して意図したものではなく、
以下の詳細な説明についての一般的な概観および文脈を単に提供するだけである。
【０００８】
　本開示の少なくともいくつかの例示的局面のゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッ
ドボディ、打球面、およびゴルフクラブヘッドボディをゴルフクラブシャフトに係合させ
るように構成されたシャフト係合部材を含む。本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブ
ヘッドボディおよびシャフト係合部材は互いに係合するように構成されうる。さらに、本
開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの重心および／ま
たはゴルフクラブヘッドボディの重心よりも下にある、ゴルフクラブヘッドボディとシャ
フト接続部材との間の接続を設けるように構成されうる。さらに、本開示の局面にしたが
って、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの打球面の中心よりも下、またはゴル
フボールとゴルフクラブヘッドの打球面との間の他の好ましいインパクト位置よりも下に
、ゴルフクラブヘッドボディとシャフト接続部材との間の接続を設けるように構成されう
る。
【０００９】
　本開示のさらなる局面は、たとえば上記の種類のゴルフクラブヘッドを含むゴルフクラ
ブ構造に関する。そのようなゴルフクラブ構造は、（任意に、別個のシャフト接続部材、
またはクラブヘッドもしくはシャフトの一つもしくは複数における一体部分として設けら
れるシャフト接続部材によって）クラブヘッドに取り付けられたシャフト；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；さらなる重量部材；などの一つまたは複数を
さらに含みうる。
【００１０】
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　本開示のなおさらなる局面は、たとえば上記の種類のゴルフクラブヘッドおよびゴルフ
クラブ構造を生成するための方法に関する。そのような方法は、（a）上記の様々な種類
のゴルフクラブヘッドを、たとえばゴルフクラブヘッドを製造するかまたは他のやり方で
構築すること、別の供給源からゴルフクラブヘッドを得ることなどにより設ける工程、お
よび（b）（たとえばシャフト接続部材によって）シャフトをゴルフクラブヘッドに係合
させる工程をたとえば含みうる。グリップをシャフトに係合させる工程、クラブヘッドボ
ディ仕上げ工程などの他の工程もこれらの方法に含まれうる。
[本発明1001]
　ボールを打つように構成された打撃面を有するアイアンタイプゴルフクラブヘッドボデ
ィであって、接続構造を有するゴルフクラブヘッドボディ、および
　該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に係合したシャフト係合部材であって、ゴル
フクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するために該シャフトに係合する
ように構成されたシャフト係合部材を含み、
　該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下の場所において該シャフト係合部材
が該接続構造に係合している、
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1002]
　シャフト係合部材が、互いに対して傾斜している第一の部分および第二の部分を含み、
該第一の部分がゴルフクラブヘッドボディから離れて上方に延伸し、かつ該第二の部分が
接続構造に受けられかつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する、
本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1003]
　接続構造が、ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも下に位置する孔を含み、かつシャ
フト係合部材が、該孔に受けられかつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中
に延伸する、突起を含み、該突起が該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下に
配置される、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1004]
　突起が長さを有し、かつ該突起の密度が該突起の長さに沿って変動する、本発明1003の
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1005]
　突起が直径を有し、かつ該直径が該突起の長さに沿って変動する、本発明1003のゴルフ
クラブヘッド。
[本発明1006]
　突起がクラブヘッドボディの長さの60%～95%の範囲でシャフト係合部材から延伸する、
本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1007]
　孔および突起が、実質的にゴルフクラブヘッドボディの全長に延伸するそれぞれの長さ
を有する、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1008]
　孔がクラブヘッドボディの長さの約60%～95%の範囲で該クラブヘッドボディ中に延伸し
、突起が該孔中に完全に延伸するように寸法決めされる、本発明1003のゴルフクラブヘッ
ド。
[本発明1009]
　クラブヘッドボディが高さを画定し、かつ孔が該クラブヘッドボディの該高さの下四分
の一に配置される、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1010]
　ゴルフクラブヘッドボディが実質的に平坦なヒール面を有し、かつ接続構造が、該実質
的に平坦なヒール面内に画定されかつシャフト係合部材の一部分をその中に受ける孔を含
む、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1011]
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　シャフト係合部材が、ゴルフクラブシャフトを係合させるように構成された第一の部分
、およびゴルフクラブヘッドボディの接続構造を係合させる第二の部分を含み、該第二の
部分が、孔の周りの実質的に平坦なヒール面を係合させるショルダー区域を含む、本発明
1010のゴルフクラブヘッド。
[本発明1012]
　ショルダー区域が、ゴルフクラブヘッドボディの隣接する表面に整列した少なくとも一
つの表面を有する、本発明1011のゴルフクラブヘッド。
[本発明1013]
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、ゴルフクラブヘッドボディのソール面に整
列した下面、および該ゴルフクラブヘッドボディの後面に整列した後面を有する、本発明
1012のゴルフクラブヘッド。
[本発明1014]
　本発明1001のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含む
、ゴルフクラブ。
[本発明1015]
　ボールを打つように構成された打撃面を有するゴルフクラブヘッドボディであって、該
ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸し該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも下に位置
する孔を含む、接続構造を有する、ゴルフクラブヘッドボディ、ならびに
　ゴルフクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するために該シャフトに係
合するように構成された第一の部分、および該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に
係合した第二の部分を含む、シャフト係合部材であって、該第二の部分が、該孔に受けら
れかつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する突起を含み、該突起
が該ゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下に配置され、かつ該第一の部分が該
第二の部分に対して傾斜しかつ該ゴルフクラブヘッドボディから離れて上方に延伸する、
シャフト係合部材
を含む、ゴルフクラブヘッド。
[本発明1016]
　ゴルフクラブヘッドボディが実質的に平坦なヒール面を有し、かつ孔が該実質的に平坦
なヒール面内に画定される、本発明1015のゴルフクラブヘッド。
[本発明1017]
　第二の部分が、孔の周りに実質的に平坦なヒール面を係合させるショルダー区域を含む
、本発明1016のゴルフクラブヘッド。
[本発明1018]
　ショルダー区域が、ゴルフクラブヘッドボディの隣接する表面に整列した少なくとも一
つの表面を有する、本発明1017のゴルフクラブヘッド。
[本発明1019]
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、ゴルフクラブヘッドボディのソール面に整
列した下面、および該ゴルフクラブヘッドボディの後面に整列した後面を有する、本発明
1018のゴルフクラブヘッド。
[本発明1020]
　孔が打撃面の幾何学的中心よりも下に位置し、かつ突起が該打撃面の該幾何学的中心よ
りも完全に下に配置される、本発明1015のゴルフクラブヘッド。
[本発明1021]
　シャフト係合部材の第二の部分の上部がアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディのヒ
ール端の高さの3/4未満に延伸するように構成され、かつ間隙が該ゴルフクラブヘッドボ
ディの該ヒール端の少なくとも上1/4と該シャフト係合部材との間に画定される、本発明1
015のゴルフクラブヘッド。
[本発明1022]
　シャフト係合部材の第二の部分の上部がアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディのヒ
ール端の高さの1/2未満に延伸するように構成され、かつ間隙が該ゴルフクラブヘッドボ
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ディの該ヒール端の少なくとも上1/2と該シャフト係合部材との間に画定される、本発明1
015のゴルフクラブヘッド。
[本発明1023]
　ゴルフクラブヘッドがウッドタイプゴルフクラブヘッドであり、かつゴルフクラブヘッ
ドボディがウッドタイプゴルフクラブヘッドボディである、本発明1015のゴルフクラブヘ
ッド。
[本発明1024]
　ゴルフクラブヘッドがアイアンタイプゴルフクラブヘッドであり、かつゴルフクラブヘ
ッドボディがアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディである、本発明1015のゴルフクラ
ブヘッド。
[本発明1025]
　本発明1015のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含む
、ゴルフクラブ。
[本発明1026]
　ボールを打つように構成された打撃面を有するゴルフクラブヘッドボディであって、該
ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸し該打撃面の幾何学的中心よりも下に位置する孔を含
む、接続構造を有する、ゴルフクラブヘッドボディ、ならびに
　ゴルフクラブシャフトを該ゴルフクラブヘッドボディに接続するために該シャフトに係
合するように構成された第一の部分、および該ゴルフクラブヘッドボディの該接続構造に
係合した第二の部分を含む、シャフト係合部材であって、該第二の部分が、該孔に受けら
れかつヒール－トウ方向に該ゴルフクラブヘッドボディ中に延伸する、突起を含み、該突
起が該打撃面の該幾何学的中心よりも完全に下に配置され、かつ該第一の部分が該第二の
部分に対して傾斜しかつ該ゴルフクラブヘッドボディから離れて上方に延伸する、シャフ
ト係合部材
を含む、ゴルフクラブヘッド。
[本発明1027]
　ゴルフクラブヘッドボディが実質的に平坦なヒール面を有し、かつ孔が該実質的に平坦
なヒール面内に画定される、本発明1026のゴルフクラブヘッド。
[本発明1028]
　シャフト係合部材の第二の部分が、孔の周りに実質的に平坦なヒール面を係合させるシ
ョルダー区域を含む、本発明1027のゴルフクラブヘッド。
[本発明1029]
　ショルダー区域が、ゴルフクラブヘッドボディの隣接する表面に整列した少なくとも一
つの表面を有する、本発明1028のゴルフクラブヘッド。
[本発明1030]
　ショルダー区域が、打撃面に整列した前面、ゴルフのソール面に整列した下面を有する
、本発明1029のゴルフクラブヘッド。
[本発明1031]
　突起が長さを有し、かつ該突起の密度が該突起の該長さに沿って変動する、本発明1026
のゴルフクラブヘッド。
[本発明1032]
　突起が直径を有し、かつ該直径が該突起の長さに沿って変動する、本発明1026のゴルフ
クラブヘッド。
[本発明1033]
　突起がクラブヘッドボディの長さの60%～95%の範囲でシャフト係合部材から延伸する、
本発明1026のゴルフクラブヘッド。
[本発明1034]
　孔および突起が、実質的にゴルフクラブヘッドボディの全長に延伸するそれぞれの長さ
を有する、本発明1026のゴルフクラブヘッド。
[本発明1035]
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　孔がクラブヘッドボディの長さの約60%～95%の範囲で該クラブヘッドボディ中に延伸し
、突起が該孔中に完全に延伸するように寸法決めされる、本発明1026のゴルフクラブヘッ
ド。
[本発明1036]
　クラブヘッドボディが高さを画定し、かつ孔が該クラブヘッドボディの該高さの下四分
の一に配置される、本発明1026のゴルフクラブヘッド。
[本発明1037]
　本発明1026のゴルフクラブヘッドおよびシャフト係合部材に接続されたシャフトを含む
、ゴルフクラブ。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本開示は、全体を通じて同様の参照番号が同様の要素を示す添付図面において、実例と
して示されるものであり、限定されるわけではない。
【００１２】
【図１】本開示の局面のアイアンタイプゴルフクラブ構造の例示的態様である。
【図２】図1に示すアイアンタイプゴルフクラブヘッドの拡大図である。
【図３】図2に示すアイアンタイプゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図３Ａ】本開示の局面の別のアイアンタイプゴルフクラブ構造の例示的態様である。
【図３Ｂ】図3Aに示すアイアンタイプゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図４】本開示の局面の別のアイアンタイプゴルフクラブ構造の例示的態様である。
【図５】図5Aはゴルフクラブヘッドの重心が記号的に示される、図1に示すゴルフクラブ
ヘッドの別の図である。図5Bはゴルフクラブヘッドの重心が記号的に示される、従来のア
イアンタイプゴルフクラブヘッドである。
【図６】本開示の局面のウッドタイプゴルフクラブ構造の例示的態様である。
【図７】図6に示すアイアンタイプゴルフクラブヘッドの拡大図である。
【図８】本開示の局面の別のウッドタイプゴルフクラブ構造の例示的態様である。
【図９】図8に示すウッドタイプゴルフクラブヘッドの分解図である。
【図１０】図10Aはゴルフクラブヘッドの重心が記号的に示される、図6に示すゴルフクラ
ブヘッドの別の図である。図10Bは従来のウッドタイプゴルフクラブヘッドである。
【００１３】
　読者は、これらの図面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
ないことに留意されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
詳細な説明
　以下の説明および添付図面は、本開示の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブの
特徴を開示する。
【００１５】
I. 本開示の例示的ゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブおよび方法の一般的説明
　本開示の局面はアイアンタイプゴルフクラブヘッドおよびアイアンタイプゴルフクラブ
に関する。本開示の少なくともいくつかの例示的局面のアイアンタイプゴルフクラブヘッ
ドは、（a）アイアンタイプゴルフクラブヘッドボディ、（b）打球面、および（c）アイ
アンタイプゴルフクラブヘッドをアイアンタイプゴルフクラブのシャフトに係合させるよ
うに構成されたシャフト係合部材を含みうる。
【００１６】
　本開示の局面にしたがって、アイアンタイプゴルフクラブヘッドボディおよびシャフト
係合部材は、一体に形成されてもよく、かつ／または互いに係合するように構成された別
々のパーツであってもよい。さらに、本開示の局面にしたがって、アイアンタイプゴルフ
クラブヘッドボディおよびシャフト係合部材は、接続全体がアイアンタイプゴルフクラブ
ヘッドの重心および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全
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に下にある、アイアンタイプゴルフクラブヘッドボディとシャフト係合部材との間の接続
を設けるように構成されうる。さらに、本開示の局面にしたがって、アイアンタイプゴル
フクラブヘッドボディおよびシャフト係合部材は、アイアンタイプゴルフクラブヘッドの
打撃面の中心よりも完全に下、またはゴルフボールとアイアンタイプゴルフクラブヘッド
の打撃面との間の他の好ましいインパクト位置よりも完全に下に、アイアンタイプゴルフ
クラブヘッドボディとシャフト接続部材との間の接続全体を設けるように構成されうる。
【００１７】
　本開示のさらなる局面は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
ラブに関する。本開示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）ウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ、（b）打球面、および（c）ウッ
ドタイプゴルフクラブヘッドをウッドタイプゴルフクラブのシャフトに係合させるように
構成されたシャフト係合部材を含みうる。
【００１８】
　本開示の局面にしたがって、ウッドタイプゴルフクラブヘッドは、ウッドタイプゴルフ
クラブヘッドボディとシャフト係合部材との間の接続全体がウッドタイプゴルフクラブヘ
ッドの重心および／またはウッドタイプゴルフクラブヘッドボディの重心よりも完全に下
にあるように構成されうる。さらに、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドは
、ウッドタイプゴルフクラブヘッドボディとシャフト係合部材との間の接続全体がウッド
タイプゴルフクラブヘッドの打球面の中心よりも完全に下、またはゴルフボールとウッド
タイプゴルフクラブヘッドの打球面との間の他の好ましいインパクト位置よりも完全に下
にあるように構成されうる。
【００１９】
　さらに、本開示の局面にしたがって、アイアンタイプまたはウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドボディおよびシャフト係合部材が、互いに係合するように構成された別々のピース
であってもよいことに留意されたい。さらに、本開示の他の局面にしたがって、アイアン
タイプまたはウッドタイプゴルフクラブヘッドボディおよびシャフト係合部材は単体1ピ
ース構成として一体に形成されてもよい。
【００２０】
　本開示のさらなる局面は、たとえば上記の種類のゴルフクラブヘッドを含むアイアンタ
イプおよびウッドタイプゴルフクラブ構造に関する。そのようなアイアンタイプおよびウ
ッドタイプゴルフクラブ構造は、（任意に、別個のシャフト係合部材、またはクラブヘッ
ドおよび／もしくはシャフトの一つもしくは複数における一部分として設けられるシャフ
ト係合部材によって）ゴルフクラブヘッドに取り付けられたシャフト；シャフトに取り付
けられたグリップまたはハンドル；などの一つまたは複数をさらに含みうる。
【００２１】
　本開示のなおさらなる局面は、本開示の例のアイアンタイプおよびウッドタイプゴルフ
クラブヘッドならびにアイアンタイプおよびウッドタイプゴルフクラブ構造を生成するた
めの方法に関する。そのような方法は、たとえば以下の一つまたは複数の工程を任意の所
望の順序および／または組み合わせで含みうる。（a）たとえば上記の様々な種類のゴル
フクラブヘッド（上記の様々な構造、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、たとえばゴルフクラブヘッドボディを製造するかまたは他のやり方で構築する
こと、第三者の供給源から得ることなどにより設ける工程、（b）（たとえばシャフト係
合部材によって）シャフトをゴルフクラブヘッドに係合させる工程、ならびに（c）グリ
ップをシャフトに係合させる工程。
【００２２】
　上記で示した本開示の様々な例示的局面の一般的説明を前提として、本開示のゴルフク
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示す。
【００２３】
II. 本開示の例示的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
　以下の考察および添付図面は、本開示の様々な例示的ゴルフクラブおよびゴルフクラブ
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ヘッド構造を記述する。一つを超える図面で同じ参照番号が見られる場合、その参照番号
は、本明細書および図面を通して同じまたは類似パーツを指すために一貫して使用される
。
【００２４】
　本開示のアイアン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、図1～図5Aおよび図6～図10Aに示す例示的ゴルフクラブ構造に関連して以
下で詳細に説明する。
【００２５】
　図1は、本開示の局面のアイアンタイプゴルフクラブ100の一例を一般的に示す。図1に
見られるように、アイアンタイプゴルフクラブは本開示のアイアンタイプゴルフクラブヘ
ッド101を含みうる。
【００２６】
　ゴルフクラブ構造100全体は、ゴルフクラブヘッド101以外にも、シャフト103、および
シャフト103に取り付けられたグリップまたはハンドル105を含みうる。シャフト103は、
たとえば、クラブヘッド101中に延伸するシャフト受けスリーブもしくは要素（たとえば
以下で説明するシャフト係合部材）を通じて、ホーゼル（たとえば以下で説明するシャフ
ト係合部材に含まれるホーゼル）によって、かつ／または以下でさらに詳細に説明する他
のやり方でゴルフクラブヘッド101に受け、係合しおよび／または取り付け得る。接続は
接着剤、セメント、溶接、はんだ付け、機械的コネクタ（ねじ、保定要素などの）などに
よりうる。望むならば、ヘッド上での一つのシャフトの別のシャフトへの容易な交替、お
よび／またはヘッドに対するシャフトの調節を可能にする機械的コネクタを使用して、解
除可能および／または調節可能にシャフト103をゴルフクラブヘッド101に接続することが
できる。
【００２７】
　シャフト103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、機械的コネクタなどを使用して、グリップまたはハンドル105をシャフト1
03に取り付け、係合させ、かつ／またはそこから延伸させることができる。別の例として
は、望むならば、グリップまたはハンドル105を単体1ピース構成としてシャフト103と一
体に形成することができる。さらには、本開示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用材料を使用することが
できる。
【００２８】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッド101はゴルフクラブヘッドボディ107お
よびシャフト係合部材109を含みうる。さらに、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラ
ブヘッドボディ101は打球面111も含みうる。いくつかの例示的構造において、打球面111
は単体1ピース構成としてゴルフクラブヘッドボディ107と一体に形成されうる。他の例に
したがって、打球面111は、ゴルフクラブヘッドボディ107に係合するように構成されたフ
ェースプレートなどの別個の要素を構成しうる。たとえば、ゴルフクラブヘッドボディ10
7は、フェースプレートを受けるための陥凹、切欠、フレームまたは他の構成などの構造
を含みうる。本開示の局面にしたがって、フェースプレートはゴルフクラブヘッドボディ
107に多様なやり方で係合しうる。たとえば、フェースプレートはプレス嵌め；接着剤ま
たはセメントによる接着；溶接（たとえばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは
他の融着技術；機械的コネクタ；などによってゴルフクラブヘッドボディ107に係合しう
る。
【００２９】
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　本開示の局面にしたがって、打球面111は概して台形の形状を有しうる。この形状はゴ
ルフクラブヘッドボディ107の上部とソールとの間に延伸し、実質的にゴルフクラブヘッ
ドボディ107のトウとヒールとの間にさらに延伸する。当然、打球面111は他の構成を同様
に有してもよい。
【００３０】
　本開示のさらなる局面にしたがって、打球面111は一つまたは複数の材料で構成されう
る。打球面の材料は、ゴルフボールとのインパクトの繰り返しに耐えるだけの相対的に耐
久性のあるものであるべきである。いくつかのより具体的な例として、打球面111は高強
度チタン鋼もしくは他の金属、または他の合金を同様に含みうる。
【００３１】
　さらに、本開示の局面にしたがって、打球面111は、（クラブがボールアドレス向きに
向く際に）打球面111にわたって概して水平に延伸する一つもしくは複数のスコアライン
すなわち溝を含みうる。スコアラインは、（たとえばゴルフスイング中の）ゴルフクラブ
ヘッド101とゴルフボールとのインパクト中にゴルフボールのディンプル面と相互作用し
てゴルフショット中のゴルフボールの空気力学に影響しうる。たとえば、スコアラインは
ゴルフショット中にゴルフボールのスピン（たとえばバックスピン）を引き起こしうる。
【００３２】
　本開示の局面は、ゴルフクラブヘッドボディ107およびシャフト係合部材109の特定の構
造に関する。本発明のいくつかの例にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107および
シャフト係合部材109は、互いに係合するように構成された別々のピースでありうる。図2
～図3は、本開示のそのような態様のゴルフクラブヘッド101の様々な図を示す。具体的に
は、図2は、本開示の局面のゴルフクラブヘッド101の例示的態様の正面図であり、図3は
、図2に示すゴルフクラブヘッド101の態様の分解図である。
【００３３】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107を、本開示を逸脱すること
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、クラブヘッドボディ
107および／またはその様々なパーツを、鍛造、鋳造、成形により、かつ／または、当技
術分野において従来公知である技術およびプロセスを含む他の技術およびプロセスを使用
して作製することができる。本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107
はブレードタイプアイアンゴルフクラブヘッドでありうる。他の局面にしたがって、ゴル
フクラブヘッドボディ107は周辺重量配分および／もしくはキャビティバックタイプゴル
フクラブヘッド、ハーフキャビティアイアンタイプゴルフクラブヘッド、または他のアイ
アンタイプゴルフクラブヘッド構造でありうる。
【００３４】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107は上部107a、ソール107b、
トウ端107cおよびヒール端107dを含みうる。さらに、図2および図3に見られるように、本
開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107は概して台形の形状で構成され
うる。
【００３５】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107のヒール端107dの少なくと
も一部分は実質的に平坦でありうる。たとえば、ゴルフクラブヘッドボディ107のヒール
端107dの少なくとも一部分は、ゴルフクラブヘッドボディ107のソール107bに実質的に垂
直な平面内に延伸する相対的に平坦な表面として形成されうる（たとえば、ゴルフクラブ
ヘッド101がボールアドレス位置にある際に、ヒール端107dは実質的に垂直な平面内に延
伸しうる）。さらに、図3に見られるように、本開示の局面にしたがって、ヒール端107d
は、ヒール端107dがソール107bから垂直に延伸するに従って狭くなるという先細り状の構
成を有しうる。したがって、ヒール端107dの下部分はヒール端107dの上部分よりも幅広い
。
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【００３６】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107はシャフト係合部材109に係
合するように構成されうる。たとえば、図3に示すように、ゴルフクラブヘッドボディ107
は、シャフト係合部材109の一部分を受けるように構成された、孔108などの構造を含みう
る。本開示の局面にしたがって、孔108はゴルフクラブヘッドボディ107に多様なやり方で
設けることができる。たとえば、孔108は穿孔されてもよく、押出法によって他のやり方
で作り出されてもよい。また、孔108は、製造中に、たとえばゴルフクラブヘッドボディ1
07が鍛造、鋳造、成形、ならびに／または他の技術およびプロセスによって作り出される
際に、ゴルフクラブヘッドボディ107に形成されてもよい。
【００３７】
　本開示の局面にしたがって、孔108は、シャフト係合部材109に係合するように構成され
たゴルフクラブヘッドボディ107の側面に形成されうる。たとえば、孔108はゴルフクラブ
ヘッドボディ107のヒール端107dに配置されうる。そのような例示的態様を図2～図3に示
す。図2～図3に見られるように、孔108は、ゴルフクラブヘッドボディ107のヒール端107d
に形成される平面からゴルフクラブヘッドボディ107中に延伸する。本開示の局面にした
がって、孔108はゴルフクラブヘッドボディ107中0.2～1.0インチ、0.4～0.8インチまたは
0.5～0.6インチに延伸しうる。望むならば、孔108は、直径がゴルフクラブヘッドボディ1
07中に深く延伸するに従って狭くなるように先細り状であってもよい。シャフト係合部材
109およびゴルフクラブヘッドボディ107がしっかりと係合している限り、孔108がゴルフ
クラブヘッドボディ107中に延伸する距離または深さは所望により変動しうる。たとえば
、本開示のいくつかの態様において、孔108は、実質的にゴルフクラブヘッドボディ107の
全長またはゴルフクラブヘッドボディ107のソールの全長にわたってゴルフクラブヘッド
ボディ107中に延伸しうる。言い換えれば、孔108は、ゴルフクラブヘッドボディ107の長
さの60%、70%、80%、90%もしくは95%、またはゴルフクラブヘッドボディ107のソールの長
さの60%、70%、80%、90%もしくは95%にわたってゴルフクラブヘッドボディ107中に延伸し
うる。
【００３８】
　本開示の局面にしたがって、孔108の開口における幅（たとえば直径）は所望により変
動しうる。本開示のいくつかの局面にしたがって、孔108の開口は0.25～0.75インチ、0.4
～0.6インチまたは0.5～0.55インチの幅を有しうる。さらに、孔108の開口はゴルフクラ
ブヘッドボディ107のヒール端107dの総表面積の20～70%、30～60%または40～50%の範囲で
ありうる。本開示の局面にしたがって、孔108の開口の形状は所望により構成されうる。
たとえば、孔108の開口の形状は円形、三角形、正方形もしくは長方形、他の多角形、鋸
歯形などでありうる。さらに、図示される態様には単一の孔のみが示されているが、望む
ならば複数の孔を設け、使用してもよい。
【００３９】
　本開示の局面にしたがって、孔108は、（クラブヘッド101がボールアドレス向きにある
際に）水平または相対的に水平なゴルフクラブヘッドボディ107中の孔として構成されう
る。たとえば、図示される態様に見られるように、孔108はゴルフクラブヘッドボディ107
のトウ－ヒール方向に水平に延伸する。しかし、望むならば、孔108は、ゴルフクラブヘ
ッドボディ107中に傾斜孔を作り出すように構成してもよい。たとえば、孔108はゴルフク
ラブヘッド107のヒール－トウ方向に対して上方または下方に傾斜しうる。
【００４０】
　本開示の局面にしたがって、孔108は、クラブヘッド101がボールアドレス向きにある際
にゴルフクラブヘッドボディ107において相対的に低く配置されうる。たとえば、孔108は
ゴルフクラブヘッドボディ107の上部107aよりもゴルフクラブヘッドボディ107のソール10
7bの方により近く配置されうる。いくつかのより具体的な例として、孔108は、（たとえ
ばクラブヘッド101がボールアドレス向きにある際にゴルフクラブヘッドボディ107のソー
ルから最高点まで測定される場合の）ゴルフクラブヘッドボディ107の高さ全体の下半分
、下三分の一または下四分の一にあるように配置されうる。さらに、本開示の局面にした
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がって、孔108はクラブヘッドボディ107のソール107bのすぐ上にあるように配置されうる
（たとえば、孔108の下縁はゴルフクラブヘッドボディ107のソール107bよりも約0.125～0
.25インチ上の範囲内でありうる）。
【００４１】
　上記で説明したように、ゴルフクラブヘッド101はシャフト係合部材109を含みうる。シ
ャフト係合部材109は、シャフト103を受けさらにゴルフクラブヘッドボディ107を係合さ
せるように構成されうる。本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109を、本開示
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、ゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブヘッド
のパーツを作製するための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、本開示の局面にした
がって、ゴルフクラブヘッドボディ107と同様に、シャフト係合部材109を鍛造、鋳造、成
形、ならびに／または他の技術およびプロセスなどの多様なやり方で形成することができ
、金属（たとえば鋼、合金など）、プラスチック、ポリマーなどの耐久性のある材料から
作製することができる。さらに、図2～図3に見られるように、本開示の局面にしたがって
、シャフト係合部材109は、ゴルフクラブのシャフト103に係合するように構成された第一
の部分109a、およびクラブヘッドボディ107に係合するように構成された第二の部分109b
を含みうる。
【００４２】
　本開示の局面にしたがって、第一の部分109aは、ゴルフクラブヘッドボディ107に係合
しかつゴルフクラブ100がボールアドレス位置にある際に、ゴルフクラブヘッドボディ107
から離れて上方に延伸するように向きうる。さらに、本開示の局面にしたがって、シャフ
ト係合部材109の第一の部分109aは、シャフトを係合させるためのホーゼルまたは他の構
造を含みうる。本開示の局面にしたがって、シャフト103はホーゼルに受けられうるし、
かつ／またはホーゼルにおよび／もしくはホーゼルを通じて挿入されうる。
【００４３】
　望むならば、シャフト係合部材109の第一の部分109aは、ヘッド上での一つのシャフト
の別のシャフトへの容易な交替を可能にしかつ／またはゴルフクラブヘッド107に対する
シャフト103の向きの調節を可能にする機械的コネクタを使用して、解除可能および／ま
たは調節可能にシャフト103をシャフト係合部材109の第一の部分109aに係合させることが
できるように構成してもよい。たとえば、ねじ、ロック機構などをシャフト係合部材109
の第一の部分109aに組み込むことができ、シャフト係合部材109の第一の部分109aに係合
すべきシャフト103の端部を対応する構成で構成することができる。あるいは、接着剤ま
たはセメントによる接着、溶接（たとえばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは
他の融着技術などによって、シャフト103をシャフト接続部材109に固定してもよい。
【００４４】
　さらに、場合によっては、望むならば、ホーゼルを除去してもよく、シャフト103をゴ
ルフクラブヘッド101のシャフト係合部材109の第一の部分109aを通じて他のやり方でゴル
フクラブヘッド101に取り付けてもよい。たとえば、突合せ溶接、レーザー溶接、他の種
類の溶接；接着剤またはセメントによる接着、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術
；などによって、シャフト103を他のやり方でシャフト係合部材109の第一の部分109aに係
合させることができる。
【００４５】
　上記で説明したように、本開示の局面にしたがって、シャフト係合機構109は、クラブ
ヘッドボディ107に係合するように構成された第二の部分109bを含みうる。図2に見られる
ように、本開示の局面にしたがって、第二の部分109bは、ゴルフクラブヘッドボディ107
に係合しかつゴルフクラブ100がボールアドレス位置にある際に、水平にまたは相対的に
水平に延伸するように向きうる。望むならば、シャフト係合部材109は、シャフト係合部
材109の第一の部分109aとシャフト係合部材109の第二の部分109bとの間に鈍角が画定され
るように構成されうる。シャフト接続部材の第二の部分109bとシャフト接続部材の第一の
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部分109aとの間に形成される角は、シャフト接続部材の第二の部分109bの上部を画定しう
る。そのような態様において、シャフト接続部材の第二の部分109bは、シャフト接続部材
の第二の部分109bとシャフト接続部材の第一の部分109aとの間に形成される角を部分的に
画定する、（クラブヘッド101がボールアドレス位置にある際に）水平なまたは相対的に
水平な線を超えて延伸しないと考えられる。図3はそのような線を破線形式で示す。
【００４６】
　さらに、図2に示すように、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109の第二の
部分109bは、ゴルフクラブヘッドボディ107の対応する外面に整列する外面を伴って構成
されうる。たとえば、シャフト係合部材109の第二の部分109bはショルダー区域109dを伴
って構成されうる。ここで、シャフト係合部材109がゴルフクラブヘッドボディ107に係合
する際に、ショルダー区域109dの前面はゴルフクラブヘッド101の前面、または打球面111
に整列する。同様に、シャフト係合部材109の第二の部分109bは、シャフト係合部材109が
ゴルフクラブヘッドボディ107に係合する際に、ショルダー区域109dの下面および後面が
ゴルフクラブヘッドボディ107のソール面および後面にそれぞれ整列するように構成され
うる。こうして、シャフト係合部材109がゴルフクラブヘッドボディ107に係合する際に、
シャフト係合部材109とゴルフクラブヘッドボディ107との間に相対的に継ぎ目のない係合
が存在しうる（係合面の少なくとも一部分または大部分に沿って）。場合によっては、ゴ
ルフクラブボディ107とシャフト係合部材109との間の継ぎ目をたとえば塗料、クロム処理
もしくは電気めっき、コーティング、または何らかの他のやり方で覆い隠してもよい。
【００４７】
　本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109の第二の部分109bは、第二の部分109
bの上部がゴルフクラブヘッドボディ107の上部に係合しないように構成されうる。たとえ
ば、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109の第二の部分109bのショルダー区
域109dの上部は、ゴルフクラブヘッドボディ107に係合する際に、ゴルフクラブヘッドボ
ディ107のヒール端107dの高さの3/4未満またはゴルフクラブヘッドボディ107全体の高さ
の3/4未満の位置に存在しうる。さらに、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材1
09の第二の部分109bのショルダー区域109dの上部は、ゴルフクラブヘッドボディ107に係
合する際に、ゴルフクラブヘッドボディ107のヒール端107dの高さの1/2または1/4未満の
位置に存在しうる。
【００４８】
　したがって、図2に見られるように、そのような構成において、ゴルフクラブヘッドボ
ディ107のヒール端107dとシャフト係合部材109との間に空間または間隙が設けられる。た
とえば、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ107およびシャフト係合
部材109は、シャフト係合部材109がクラブヘッドボディ107に係合する際に、クラブヘッ
ドボディ107のヒール端107dの上部分（たとえば上3/4、1/2、1/4など）（またはクラブヘ
ッドボディ107dの上部分（たとえば上3/4、1/2、1/4など））とシャフト係合部材109との
間に空間または間隙を設けるように構成されうる。図2に見られるように、この構成にお
いて、ヒール端107dの平面の下部分がシャフト係合部材109に係合しうる一方、ヒール端1
07dの垂直面の上部分（たとえば上3/4、1/2、1/4など）は露出し、シャフト係合部材109
に係合しない。
【００４９】
　本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109の第二の部分109bは、ゴルフクラブ
ヘッドボディ107に係合する際に、シャフト係合部材109とゴルフクラブヘッドボディ107
との間の接続（たとえばシャフト係合部材109の第二の部分109b）がアイアンタイプゴル
フクラブヘッド101の重心よりも下、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッド
ボディ107の重心よりも下、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドの打球面
の中心よりも下にあるように構成されうる。たとえば、本開示の局面にしたがって、シャ
フト係合部材109の第二の部分109bは、ゴルフクラブヘッドボディ107に係合する際に、シ
ャフト係合部材109の第二の部分109b全体がアイアンタイプゴルフクラブヘッド101の重心
よりも下、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディ107の重心よりも下
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、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドの打球面の中心よりも下にあるよう
に構成されうる。
【００５０】
　本開示の局面にしたがって、第二の部分109bは、第二の部分109bから延伸する突起109c
を含みうる。本開示の局面にしたがって、突起109cはシャフト係合部材109の第二の部分1
09bの側面から延伸しうる。図3に見られるように、突起109cは、シャフト係合部材109の
第二の部分109bの側面に形成される相対的に垂直な平面から外方に延伸しうる。
【００５１】
　さらに、突起109cは、クラブヘッドボディ部材107の孔108中に延伸しかつそれに係合す
るように構成されうる。たとえば、突起109cは管状突起でありうるし、クラブヘッドボデ
ィ部材107の孔108中に嵌合する。さらに、突起109cは、孔108に係合する際に、シャフト
係合部材109の第二の部分109bの外面（すなわち図3に示すショルダー区域109d）がゴルフ
クラブヘッドボディ107の対応する外面に適合および一致する（たとえば上記のような相
対的に継ぎ目のない様式で）ようにサイズ決めおよび構成されうる。したがって、突起10
9cおよび孔108は様々な対応または協調する形状を有しうる。
【００５２】
　本開示の局面にしたがって、突起109cは多様なやり方で構成されうる。たとえば、突起
109cは、製造中に、たとえばシャフト係合部材109が鍛造、鋳造、成形、ならびに／また
は他の技術およびプロセスによって作り出される際に、シャフト係合部材109に形成され
てもよい。また、突起109cは、シャフト係合部材109の製造後にシャフト係合部材109に取
り付けられてもよい。たとえば、本開示の局面にしたがって、突起109cは、（たとえば溶
接、セメントなどによって）シャフト係合部材109に係合する別個のペグ（peg）またはダ
ウエル(dowel)でありうる。
【００５３】
　本開示の局面にしたがって、突起109cはシャフト係合部材109の第二の部分109bのショ
ルダー区域109dから0.2～1.0インチ、0.4～0.8インチまたは0.5～0.6インチ延伸しうる。
シャフト係合部材109およびゴルフクラブヘッドボディ107がしっかりと係合している限り
、突起109cがシャフト係合部材109から延伸する距離または深さは所望により変動しうる
。たとえば、本開示のいくつかの態様において、突起109cは、ゴルフクラブヘッドボディ
107の実質的に全長である長さにわたってシャフト係合部材109から延伸しうる。言い換え
れば、突起109cは、ゴルフクラブヘッドボディ107の長さの60%、70%、80%、90%もしくは9
5%、またはゴルフクラブヘッドボディ107のソールの長さの60%、70%、80%、90%もしくは9
5%にわたってシャフト係合部材109から延伸しうる。こうして突起109cは、同一または同
様の寸法でゴルフクラブヘッドボディ107中に延伸する対応する孔108に係合しうるし、そ
れを満たしうる。
【００５４】
　図3Aおよび図3Bは、本開示の例示的態様を示し、ここで孔108および突起109cは、ゴル
フクラブヘッドボディ107の実質的に全長に延伸する長さを有する。そのような態様にお
いて、ゴルフクラブヘッド101の重量がより中心に存在しうることに留意されたい。さら
に、突起109cは、ゴルフクラブヘッド101の特定部分（たとえば重量配分されたヒールま
たはトウ）に該突起がさらなる重量を与えるように、その長さに沿って変動する密度を伴
って形成されうる。
【００５５】
　本開示のさらなる局面にしたがって、突起109cの幅（たとえば直径）は所望により変動
しうる。本開示のいくつかの局面にしたがって、突起109cは0.25～0.75インチ、0.4～0.6
インチまたは0.5～0.55インチの幅を有しうる。本開示の局面にしたがって、突起109cの
形状は所望により構成されうる。たとえば、突起109cの形状は、ゴルフクラブヘッドボデ
ィ107中の孔108の形状に対応するように円形、三角形、正方形または長方形などでありう
る。図示される態様には単一の突起109cのみが示されているが、望むならば複数の突起を
使用してもよいことに留意されたい。
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【００５６】
　本開示の局面にしたがって、突起109cはシャフト係合機構109のショルダー区域109dか
ら水平にまたは相対的に水平に延伸するように構成されうる。たとえば、図示される態様
に見られるように、突起109cはゴルフクラブヘッド101のトウ－ヒール方向に水平に延伸
する。しかし、望むならば、突起109cはある角度でシャフト係合部材109から延伸するよ
うに構成してもよい。たとえば、突起109cはシャフト係合部材109のヒール－トウ方向に
対して上方または下方に傾斜しうる。
【００５７】
　本開示の局面にしたがって、突起109cはシャフト係合部材109において相対的に低く配
置されうる。たとえば、突起109cはシャフト係合部材109の上部よりもシャフト係合部材1
09の下部の方により近く配置されうる。いくつかのより具体的な例として、突起109cはシ
ャフト係合部材109の下半分または下四分の一にあるように配置されうる。さらに、本開
示の局面にしたがって、突起109cはシャフト係合部材109の第二の部分109bの中心から延
伸するように配置されうる（たとえば、突起109cの下縁はシャフト係合部材109の下部か
ら約0.125～0.25インチの範囲内にありうる）。
【００５８】
　上記の図示される態様において、シャフト係合部材109は、突起109cを孔108に挿入する
ことでゴルフクラブヘッドボディ107に係合しうる。さらに、望むならば、ゴルフクラブ
ヘッド101は、シャフト係合部材109とゴルフクラブヘッドボディ107との係合を固定する
上で役立つ、一つもしくは複数の固定特徴または保定特徴を含みうる。
【００５９】
　たとえば、本開示の局面にしたがって、突起109cは、孔108の開口またはクラブヘッド
ボディ107の内側における一つもしくは複数の各切欠に対応する一つもしくは複数の楔ま
たは隆起を含みうる。突起109c上のそのような楔または隆起は、シャフト係合部材109に
よってクラブヘッドボディ107を係合させるかまたはロックするために（たとえばこれら
のパーツの互いに対する捩れを防止する目的で）、孔108中の対応する切欠または溝に係
合するように構成されうる。たとえば、突起109cの楔または隆起は、突起109cを孔108中
に摺動させるように孔108中の切欠に整列しうる。さらに、孔108は、第一の位置から第二
の位置まで突起109cを回転させる溝を伴って構成されうる。第一の位置において、楔また
は隆起は孔108中への突起109cの進入を可能にするように切欠に整列し、第二の位置にお
いて、突起109cの楔または隆起は孔108の切欠にもはや整列しない。こうして、シャフト
係合部材109はゴルフクラブヘッドボディ107内に固定またはロックされうる。当然、他の
固定特徴または保定特徴を同様に設けてもよい（たとえば、ねじ、陥凹、スナップ嵌合特
徴など）。たとえば、孔108の端部（たとえばゴルフクラブヘッド101のトウに近い孔の端
部）は固定部材、保定部材またはロック部材（たとえば機械的コネクタ）を含みうる。こ
れらの部材は、突起109cが孔108に挿入される際には、突起109c上の対応する部材（たと
えば突起109cの尖端上の拡張可能／収縮可能な部材）を受けるし、突起109cの尖端上の拡
張可能／収縮可能な部材が孔108の端部の固定部材、保定部材またはロック部材に受けら
れて拡張した時点で、これらの部材が機械的コネクタから解放されるように収縮するまで
は、突起109cが孔108から係合解除されることを防止する。
【００６０】
　本開示の例示的態様にしたがって、孔108はゴルフクラブヘッドボディ107全体を通じて
延伸しうる。そのような態様において、ゴルフクラブヘッドボディ107のトウ端107cおよ
びヒール端107dのいずれにも開口が存在する。さらに、そのような態様において、突起10
9は機械的コネクタによって固定されうるし、ゴルフクラブヘッドボディ107のトウ端107c
における開口から延伸する。
【００６１】
　したがって、シャフト係合部材109が機械的コネクタを使用して解除可能にゴルフクラ
ブヘッドボディ107に係合するように構成されうることが理解されよう。そのような構成
において、望むならば、一つのシャフトの別のシャフトへの容易な交替（たとえばシャフ
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ト103がシャフト係合部材109に永久に取り付けられている場合）を実現してもよいことに
留意されたい。さらに、シャフト係合部材109とゴルフクラブヘッドボディ107との間の係
合を、上記の機械的コネクタ以外にも、接着剤またはセメントによる接着、溶接（たとえ
ばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術などの他の固定手段によっ
て補うことができることに留意されたい。
【００６２】
　さらに、上では孔および突起が具体的に記載されているが、任意の所望のやり方でシャ
フト係合部材109がゴルフクラブヘッドボディ107に係合しうることに留意されたい。たと
えば、本開示の他の態様にしたがって、突起および孔は使用されない。たとえば、シャフ
ト係合部材109は、上記の突起および孔を含まない機械的コネクタ（たとえば、ねじ、陥
凹、スナップ嵌合特徴など）によってゴルフクラブヘッドボディ107に係合しうる。また
、望むならば、シャフト係合部材109とゴルフクラブヘッドボディ107との間の係合を、そ
のような他の機械的コネクタ以外にも、接着剤またはセメントによる接着、溶接（たとえ
ばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術などの他の固定手段によっ
て補うことができる。
【００６３】
　さらに、シャフト係合部材109をゴルフクラブヘッドボディ107に固定するために、上記
のような機械的コネクタの代替として、接着剤またはセメントによる接着、溶接（たとえ
ばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術などの固定手段を使用する
ことができることに留意されたい。たとえば、本開示のいくつかの局面にしたがって、シ
ャフト係合部材109の第二の部分109bはゴルフクラブヘッドボディ107に直接係合しうる。
たとえば、シャフト係合部材109の第二の部分109bの外面（たとえばシャフト係合部材109
のトウ端における相対的に垂直な平面）は、クラブヘッドボディ107の対応する外面（た
とえばクラブヘッドボディ107のヒール端107dにおける相対的に垂直な平面）に直接係合
しうる。たとえば、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材109およびクラブヘッ
ドボディ107のそのような部分は突合せ溶接プロセスによって係合しうる。
【００６４】
　シャフト係合部材109およびクラブヘッドボディ107が、図示される態様に示される以外
の構成を有しうることに留意されたい。たとえば、ゴルフクラブヘッドボディ107および
シャフト係合部材109は、対応する切欠および陥凹、対応する階段状構成などの対応する
構成を有しうる。
【００６５】
　さらに、望むならば、本開示の他の局面にしたがって、シャフト係合部材109がシャフ
ト103と一体であってもよいことにも留意されたい。たとえば、上記のようにシャフト103
がシャフト係合部材109から容易に取り外し可能である代わりに、シャフト103がシャフト
係合部材109に相対的に永久に係合してもよい。
【００６６】
　さらに、望むならば、本開示の他の局面にしたがって、シャフト係合部材109が必要で
ないことにも留意されたい。たとえば、シャフト103をゴルフクラブヘッドボディ109また
はゴルフクラブヘッド101に直接取り付けることができる。たとえば、シャフト103は、グ
リップ105とは反対側のその端部において、ゴルフクラブヘッドボディ109またはゴルフク
ラブヘッド101と直接係合する構成を伴って構成されうる。たとえば、シャフト103は厚肉
部を含みうるが、この厚肉部は、機械的コネクタ、接着剤またはセメントによる接着、溶
接（たとえばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術などによってゴ
ルフクラブヘッドボディ109またはゴルフクラブヘッド101に接合される（たとえば、接続
全体がゴルフクラブヘッドの重心、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドボ
ディの重心、および／またはゴルフクラブヘッドのフェースの中心よりも完全に下にある
ように接合される）。
【００６７】
　さらに、上記の態様では、ゴルフクラブヘッドボディ107に係合するように構成された
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別個の要素であるシャフト係合部材109に言及しているが、本開示の他の局面にしたがっ
て、シャフト係合部材109がゴルフクラブヘッドボディ107と一体であってもよいことに留
意されたい。たとえば、ゴルフクラブヘッド101は単一の一体ピースとして形成されうる
。本開示のそのような局面のそのようなゴルフクラブヘッド201の例示的態様を図4に示す
。ゴルフクラブヘッド201の特徴は上記の態様と同様であり、したがって簡潔にするため
にここではさらに詳細には説明しない。
【００６８】
　しかし、ゴルフクラブヘッド201が、主にまたは単に、ゴルフクラブヘッドボディ207お
よびシャフト係合部材209を含む単一の一体ピースでありうることに留意されたい。たと
えば、クラブヘッド201は、鍛造、鋳造、成形により、かつ／または、当技術分野におい
て慣習的であり、公知である技術およびプロセスを含む他の技術およびプロセスを使用し
て作製することができる。また、ゴルフクラブヘッド201は、本開示を逸脱することなく
、任意の他の好適なもしくは所望のやり方で、かつ／または任意の好適なもしくは所望の
材料から、たとえば、当技術分野において公知であり、使用される従来の材料から、かつ
／または従来のやり方で、構築することができる。
【００６９】
　さらに、図4に示す態様において、図1～図3Bの態様と同様に、ゴルフクラブヘッドボデ
ィ207とシャフト係合部材209との間の接続全体がアイアンタイプゴルフクラブヘッド201
の重心よりも下、および／またはアイアンタイプゴルフクラブヘッドボディ207の重心よ
りも下に位置することに留意されたい。さらに、図4に示す態様は、ゴルフクラブヘッド
ボディ207とシャフト係合部材209との間の接続全体がアイアンタイプゴルフクラブヘッド
201の打球面の中心よりも下にあることを可能にしうる。
【００７０】
　たとえば、図5Aはゴルフクラブヘッド101を示し、ここでゴルフクラブヘッド101の重心
が参照番号113で記号的に示される。さらに、ゴルフクラブヘッドボディ107およびシャフ
ト係合部材109がそれに沿って接続される軸が参照番号115で記号的に示される。図5Aに見
られるように、ゴルフクラブヘッドボディ107とシャフト係合部材109との間の接続全体が
、（クラブヘッドがボールアドレス位置に向く際に）アイアンタイプゴルフクラブヘッド
101の重心113よりも下にある。
【００７１】
　対照的に、図5Bは従来のアイアンタイプゴルフクラブヘッド301を示す。図5Bに見られ
るように、ゴルフクラブヘッド301は単一の一体ピースであり、ここでゴルフクラブヘッ
ド301のホーゼル部はゴルフクラブヘッド301のヒール部全体に沿ってゴルフクラブヘッド
301の残りと一体である。したがって、図1～図4に示す例示的ゴルフクラブヘッド101構成
とは対照的に、ゴルフクラブヘッド301は、ゴルフクラブヘッドの重心よりも下に、ゴル
フクラブヘッドボディとシャフト係合部材との間の接続全体を有さない。
【００７２】
　本開示の局面にしたがって構成されたアイアンタイプゴルフクラブヘッドは特に有利で
ありうる。たとえば、以下で詳細に説明するように、ゴルフクラブヘッドボディとシャフ
ト係合部材との間の接続をゴルフクラブヘッドの重心および／またはゴルフクラブヘッド
ボディの重心よりも下、ならびにゴルフボールと打球面との間の好ましいインパクト位置
よりも下に配置することは、エネルギー移動を増大させるように作用しうる。
【００７３】
　さらに、以下で詳細に説明するように、ゴルフクラブヘッドボディとシャフト係合部材
との間の接続をゴルフクラブヘッドの重心および／またはゴルフクラブヘッドボディの重
心よりも下、ならびにゴルフボールと打球面との間の好ましいインパクト位置よりも下に
配置することは、ゴルフクラブの「感触」を増大させるかまたはゴルファーへの感触の頻
度を高めるように作用しうる。
【００７４】
　多種多様なクラブヘッド構造全体が、本開示を逸脱することなく可能である。たとえば
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、本開示の例のゴルフクラブヘッド101および201の寸法および／または他の特性が、本開
示を逸脱することなく著しく変動しうることに留意されたい。たとえば、上記の特徴およ
び構成を、ウェッジ（たとえばピッチングウェッジ、ロブウェッジ、ギャップウェッジ、
サンドウェッジなど）、アイアンタイプハイブリッドクラブ、ドライビングアイアン、0
番～10番アイアンなどをたとえば含む任意のアイアンタイプクラブヘッドに組み込むこと
ができる。
【００７５】
　さらに、本開示の局面における上記の特徴および構成を、ブレードタイプゴルフクラブ
ヘッド、周辺重量配分および／もしくはキャビティバックタイプゴルフクラブヘッド、ま
たは他のアイアンタイプゴルフクラブヘッド構造に組み込むことができる。たとえば、本
開示の局面のゴルフクラブヘッドボディ107を含む周辺重量配分および／またはキャビテ
ィバックアイアンタイプゴルフクラブヘッドは、打球面111とは反対側の後面を含みうる
。この後面は、打球面から後方にかつゴルフクラブヘッドボディの外周区域の少なくとも
一部分に沿って延伸する周辺重量配分用部材を含む。
【００７６】
　アイアンタイプゴルフクラブおよびアイアンタイプゴルフクラブヘッドを上で詳細に説
明してきたが、本開示の他の局面はウッドタイプゴルフクラブおよびウッドタイプゴルフ
クラブヘッドに関する。たとえば、図6は、本開示の局面のウッドタイプゴルフクラブ400
の一例を一般的に示す。図6に見られるように、ウッドタイプゴルフクラブは本開示のウ
ッドタイプゴルフクラブヘッド401を含みうる。
【００７７】
　ゴルフクラブ構造400全体は、ゴルフクラブヘッド401以外にも、シャフト403、および
シャフト403に取り付けられたグリップまたはハンドル405を含みうる。シャフト103は、
たとえば、クラブヘッド401中に延伸するシャフト受けスリーブもしくは要素（たとえば
以下で説明するシャフト係合部材）を通じて、ホーゼル（たとえば以下で説明するシャフ
ト係合部材に含まれるホーゼル）によって、ゴルフクラブヘッド401に受け、係合しおよ
び／または取り付け得るし、かつ／あるいは、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、保定要素などの）によってクラブヘッド構造401に直接取
り付け可能である。望むならば、ヘッド上での一つのシャフトの別のシャフトへの容易な
交替を可能にする機械的コネクタを使用して解除可能にシャフト403をゴルフクラブヘッ
ド401および／またはシャフト係合部材に接続してもよい。
【００７８】
　シャフト403およびハンドル405は、当技術分野において公知であり、使用される従来の
特徴、材料および／または特性を含む、上記のシャフト103およびハンドル105の特徴、材
料および／または特性のいずれかを有しうる。
【００７９】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッド401はゴルフクラブヘッドボディ407お
よびシャフト係合部材409を含みうる。さらに、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラ
ブヘッドボディ401は打球面411も含みうる。いくつかの例示的構造において、打球面411
は単体1ピース構成としてゴルフクラブヘッドボディ407の少なくとも何らかの部分と一体
に形成されうる。他の例にしたがって、打球面411は、ゴルフクラブヘッドボディ407に係
合するように構成されたフェースプレートなどの別個の要素を含みうる。たとえば、ゴル
フクラブヘッドボディ407は、フェースプレートを受けるための陥凹、切欠、フレームま
たは他の構成などの構造を含みうる。本開示の局面にしたがって、フェースプレートはゴ
ルフクラブヘッドボディ407に多様なやり方で係合しうる。たとえば、フェースプレート
はプレス嵌め；接着剤またはセメントによる接着；溶接（たとえばレーザー溶接）、はん
だ付け、ろう付けまたは他の融着技術；機械的コネクタ；などによってゴルフクラブヘッ
ドボディ407に係合しうる。
【００８０】
　本開示の局面にしたがって、打球面411は一つまたは複数の材料で構成されうる。打球
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面の材料は、ゴルフボールとのインパクトの繰り返しに耐えるだけの相対的に耐久性のあ
るものであるべきである。本開示の局面にしたがって、打球面411は高強度鋼を含みうる
。さらに、チタンまたは他の金属もしくは合金などの他の材料を同様に使用してもよい。
さらに、本開示の局面にしたがって、打球面411は、（クラブヘッドがボールアドレス位
置に向く際に）打球面411にわたって概して水平に延伸する一つもしくは複数のスコアラ
インすなわち溝を含みうる。
【００８１】
　上記のように、ゴルフクラブヘッド401はゴルフクラブヘッドボディ407およびシャフト
係合部材409を含みうる。本開示の局面は、ゴルフクラブヘッドボディ407およびシャフト
係合部材409の特定の構造に関する。本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボ
ディ407およびシャフト係合部材409は一体でありうる。図7は、ゴルフクラブヘッド401の
拡大図を示し、ここでゴルフクラブヘッドボディ407およびシャフト係合部材409は単体1
ピース構成として一体に形成される。
【００８２】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ407を、本開示を逸脱すること
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。実際、多種多様なクラブヘッド
構成全体が本開示を逸脱することなく可能であることに留意されたい。たとえば、望むな
らば、上記のクラブヘッドボディの様々な個々のパーツの一部または全部を、（たとえば
接着剤またはセメント；溶接、はんだ付け、ろう付け、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。様々なパ
ーツ（たとえばクラウン、ソール、フェースなど）を、軽量金属材料（たとえばチタン、
チタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、マグネシウム合金など）
を含む金属材料、複合材料、ポリマー材料などの、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作製すること
ができる。クラブヘッド401および／またはその様々なパーツを、鍛造、鋳造、成形、機
械加工、スタンピングにより、かつ／または、当技術分野において従来公知である技術お
よびプロセスを含む他の技術およびプロセスを使用して作製することができる。
【００８３】
　本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ407はクラウン407a、ソール407
b、トウ端407cおよびヒール端407dを含みうる。さらに、本開示の局面にしたがって、ゴ
ルフクラブヘッドボディ407のヒール端407dは相対的に曲線形でありうる。たとえば、ゴ
ルフクラブヘッドボディ407のヒール端407dは、ゴルフクラブヘッドボディ407のソール40
7bから延伸する相対的に弓形の表面として形成されうる（たとえば、ゴルフクラブヘッド
401がボールアドレス位置にある際に、ヒール端407dは弓形で実質的に上方に延伸しうる
）。
【００８４】
　上記で説明したように、ゴルフクラブヘッド401はシャフト係合部材409を含みうる。シ
ャフト係合部材409はシャフト403を受けるように構成されうる。さらに、本開示の局面に
したがって、ゴルフクラブヘッドボディ407およびシャフト係合部材409は一体でありうる
。たとえば、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッド401を（たとえば上記の方
法の一つを通じて）形成する際に、製造プロセス中にゴルフクラブヘッドボディ407およ
びシャフト係合部材409がゴルフクラブヘッド401の一部として形成される。
【００８５】
　図7に示すように、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッド401は、シャフト係
合部材409がゴルフクラブヘッドボディ407のソール407bまたはヒール端407dから延伸する
ように構成されうる。たとえば、シャフト係合部材409はゴルフクラブヘッドボディ407の
ソール407b、またはゴルフクラブヘッドボディ407のヒール端407dの下部分（たとえば下1
/2、1/3もしくは1/4）、またはゴルフクラブヘッドボディ407全体の下部分（たとえば下1
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/2、1/3もしくは1/4）から延伸しうる。たとえば、シャフト係合部材409は、シャフト係
合部材409の少なくとも一部分がゴルフクラブヘッドボディ407のソール407b、またはゴル
フクラブヘッドボディ407のヒール端407dの下部分（たとえば下1/2、1/3もしくは1/4）、
またはゴルフクラブヘッドボディ407全体の下部分（たとえば下1/2、1/3もしくは1/4）か
ら水平にまたは相対的に水平に延伸するように向きうる。さらに、本開示の局面にしたが
って、シャフト係合部材409は、ゴルフクラブ400がボールアドレス位置にある際にシャフ
ト係合部材409の少なくとも一部分がゴルフクラブヘッドボディ407から相対的に上方に延
伸するように湾曲または屈曲しうる。
【００８６】
　さらに、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材409はホーゼルを含みうる。本
開示の局面にしたがって、シャフト403はホーゼルに受けられうるし、かつ／またはホー
ゼルにおよび／もしくはホーゼルを通じて挿入されうる。望むならば、シャフト係合部材
409は、ヘッド上での一つのシャフトの別のシャフトへの容易な交替を可能にしかつ／ま
たはゴルフクラブヘッド407に対するシャフト403の向きの調節を可能にする機械的コネク
タを使用して、解除可能および／または調節可能にシャフト403をシャフト係合部材409に
係合させることができるように構成してもよい。たとえば、ねじ、ロック機構などをシャ
フト係合部材409に組み込むことができ、シャフト係合部材409に係合すべきシャフト403
の端部を対応する構成で構成することができる。また、接着剤またはセメントによる接着
、溶接（たとえばレーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術などによっ
て、シャフト403をシャフト接続部材409に固定してもよい。
【００８７】
　さらに、場合によっては、望むならば、ホーゼルを除去してもよく、シャフト403をゴ
ルフクラブヘッド401のシャフト係合部材409を通じて他のやり方でゴルフクラブヘッド40
1に取り付けてもよい。たとえば、接着剤またはセメントによる接着；溶接（たとえばレ
ーザー溶接）、はんだ付け、ろう付けまたは他の融着技術；などによって、シャフト403
を他のやり方でシャフト係合部材409に係合させてもよい。
【００８８】
　本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材409は、ゴルフクラブヘッドボディ407か
ら概して水平に延伸するシャフト係合部材409の下部分がゴルフクラブヘッドボディ407の
クラウンに係合しないように構成されうる。たとえば、本開示の局面にしたがって、ゴル
フクラブヘッドボディ407から延伸するシャフト係合部材409の下部分は、ゴルフクラブヘ
ッドボディ407の高さ全体の3/4、1/2もしくは1/4未満、またはゴルフクラブヘッドボディ
407のヒール端の高さ全体の3/4、1/2もしくは1/4未満の位置に存在しうる。
【００８９】
　したがって、図7に見られるように、そのような構成において、ゴルフクラブヘッドボ
ディ407のヒール端407dとシャフト係合部材409との間に空間または間隙を設けることがで
きる。たとえば、本開示の局面にしたがって、ゴルフクラブヘッドボディ407およびシャ
フト係合部材409は、クラブヘッドボディ407dのヒールの上部分（たとえば上3/4、1/2、1
/4など）とシャフト係合部材409との間に空間または間隙を設けるように構成されうる。
図7に見られるように、この構成において、ヒール端の上部分（たとえば上3/4、1/2、1/4
など）は露出しており、シャフト係合部材409には接触しない。
【００９０】
　本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材409は、シャフト係合部材409がゴルフク
ラブヘッドボディ407から延伸する個所（またはシャフト係合部材409とゴルフクラブヘッ
ドボディ407との間の接続全体）がウッドタイプゴルフクラブヘッド401の重心よりも下、
および／またはウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ407の重心よりも下、および／ま
たはウッドタイプゴルフクラブヘッドの打球面の中心よりも下にあるように構成されうる
。たとえば、本開示の局面にしたがって、シャフト係合部材409は、ゴルフクラブヘッド
ボディ409と直接接触するシャフト係合部材409の部分全体がウッドタイプゴルフクラブヘ
ッド401の重心よりも下、および／またはウッドタイプゴルフクラブヘッドボディ407の重
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心よりも下、および／またはウッドタイプゴルフクラブヘッドの打球面の中心よりも下に
あるように構成されうる。
【００９１】
　さらに、上記の態様では、ゴルフクラブヘッドボディおよびシャフト係合部材が一体で
あるゴルフクラブヘッドに言及しているが、本開示の他の局面にしたがって、ゴルフクラ
ブヘッドボディおよびシャフト係合部材が、互いに係合するように構成された別々のピー
スであってもよいことに留意されたい。図8および図9は、本開示のそのような態様のゴル
フクラブヘッド501の様々な図を示す。具体的には、図8は、本開示の局面のゴルフクラブ
ヘッド501の例示的態様の正面図であり、図9は、図8に示すゴルフクラブヘッド501の態様
の分解図である。
【００９２】
　図8および図9に見られるように、ゴルフクラブヘッドボディ507およびシャフト係合部
材509は、互いに係合するように構成された別々のピースとして形成されうる。たとえば
、シャフト係合部材509は、ゴルフクラブヘッドボディ507中の孔に係合するように構成さ
れた突起509cを含みうる。さらに、上記のような任意の他の接続手段および接続方法をこ
こで同様に使用することができる。実際、ゴルフクラブヘッド501の特徴が上記の態様と
同様であり、したがって簡潔にするためにここではさらに詳細には再度説明しないことに
留意されたい。
【００９３】
　しかし、図8および図9に示す態様において、図6および図7の態様と同様に、ゴルフクラ
ブヘッドボディ507とシャフト係合部材509との間の接続全体がウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドの重心よりも下に位置しうることに留意されたい。
【００９４】
　ゴルフクラブヘッド401の上記の構成が、ウッドタイプゴルフクラブヘッド401の重心よ
りも下の個所においてシャフト係合部材409がゴルフクラブヘッドボディ407から延伸する
ことを可能にしうることに留意されたい。さらに、本開示の局面にしたがって、ゴルフク
ラブヘッド401の上記の構成は、ゴルフクラブヘッドボディ407とシャフト係合部材409と
の間の接続全体がウッドタイプゴルフクラブヘッド401の重心よりも下にあることを可能
にしうる。
【００９５】
　たとえば、図10Aはゴルフクラブヘッド401を示し、ここでゴルフクラブヘッド401の重
心が参照番号413で記号的に示される。図10Aに見られるように、ゴルフクラブヘッドボデ
ィ407とシャフト係合部材409との間の接続全体がウッドタイプゴルフクラブヘッド401の
重心413よりも下にある。
【００９６】
　対照的に、図10Bは従来のゴルフクラブヘッド601を示す。図10Bに見られるように、ゴ
ルフクラブヘッドは単一の一体ピースであり、ここでゴルフクラブヘッド601のホーゼル
部はゴルフクラブヘッド601の上部分においてゴルフクラブヘッド601の残りと一体である
。したがって、本開示のゴルフクラブヘッド401構成とは対照的に、ゴルフクラブヘッド6
01は、ゴルフクラブヘッドの重心よりも下に、ゴルフクラブヘッドボディとシャフト係合
部材との間の接続全体を有さない。
【００９７】
　本開示の局面にしたがって構成されたウッドタイプゴルフクラブヘッドは特に有利であ
りうる。たとえば、以下で詳細に説明するように、ゴルフクラブヘッドボディとシャフト
係合部材との間の接続をゴルフクラブヘッドの重心および／またはゴルフクラブヘッドボ
ディの重心よりも下、ならびにゴルフボールと打球面との間の好ましいインパクト位置よ
りも下に配置することは、エネルギー移動を増大させるように作用しうる。
【００９８】
　さらに、以下で詳細に説明するように、ゴルフクラブヘッドボディとシャフト係合部材
との間の接続をゴルフクラブヘッドの重心および／またはゴルフクラブヘッドボディの重
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心よりも下、ならびにゴルフボールと打球面との間の好ましいインパクト位置よりも下に
配置することは、ゴルフクラブの「感触」を増大させるかまたはゴルファーへの感触の頻
度を高めるように作用しうる。
【００９９】
　多種多様なクラブヘッド構造全体が、本開示を逸脱することなく可能である。たとえば
、本開示の例のゴルフクラブヘッド401および501の寸法および／または他の特性が、本開
示を逸脱することなく著しく変動しうることに留意されたい。たとえば、上記の特徴およ
び構成を、ウッドタイプハイブリッドクラブ、フェアウェイウッド、ドライバなどをたと
えば含む任意のウッドタイプクラブヘッドに組み込むことができる。
【０１００】
III. 結語
　本開示は、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
せに関して上記および添付図面の通りである。しかし、本開示の目的は、本開示に関連す
る様々な特徴および概念の例を示すことであり、本開示の範囲を限定することではない。
関連技術分野の当業者は、添付される特許請求の範囲が定義する本開示の範囲を逸脱する
ことなく、数多くの変形および修正を上記の態様に加えることができると認識するであろ
う。たとえば、図1～図10に関連して先に記載の様々な特徴および概念を、本開示を逸脱
することなく、独立してかつ／または任意の組み合わせもしくは部分組み合わせで使用す
ることができる。

【図１】 【図２】

【図３】



(25) JP 6181164 B2 2017.8.16
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【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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