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(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外面および該外面とは反対側に位置する内面を有するフ
ェース、
　該フェースに接続されたボディ、
　該フェースの該内面に接続され、ピボット点を画定する、ピボット部材、および
　該ピボット部材に回転可能に接続され、該ピボット部材から外方に延びるアームを含み
、かつ、該アームの遠位末端に該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を含む
、補剛要素であって、該アームが、該フェースの該内面上の該接触点の位置を変えるよう
に該補剛要素を該ピボット部材を中心に回転することによって移動可能である、移動可能
な補剛要素
を含む、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合する、請求項1記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項３】
　補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える、請求項2記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項４】
　補剛要素の移動が複数の接触点のすべてを変える、請求項2記載のゴルフクラブヘッド
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【請求項５】
　移動可能な補剛要素が、該ピボット部材から外方に延びかつフェースの内面から離間し
た複数のアームを有し、各アームが、その遠位末端に該フェースの該内面上の複数の接触
点と係合する係合部材を有し、該アームが、該フェースの該内面上の該接触点の位置を変
えるように該補剛要素を該ピボット部材を中心に回転することによって移動可能である、
請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　移動可能な補剛要素が、該ピボット部材から外方に延びかつX字形に配設された四つの
アームおよび四つの係合部材を有し、該アームそれぞれが、その前記遠位末端に近接して
配置され、かつ接触点の一つと係合する該係合部材の一つを有する、請求項5記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項７】
　移動可能な補剛要素が、該ピボット部材から外方に延びかつY字形に配設された三つの
アームおよび三つの係合部材を有し、該アームそれぞれが、その前記遠位末端に近接して
配置され、接触点の一つと係合する該係合部材の一つを有する、請求項5記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項８】
　移動可能な補剛要素が、接触点に近接するフェースの区域に増大した剛性を提供する、
請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　移動可能な補剛要素が該内面から後方に突出する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項１０】
　該アームが、該フェースの該内面から離間した、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　該ピボット部材がねじ込みピンを含み、該移動可能な補剛要素が該ねじ込みピンへのね
じ込み接続によって該ピボット部材に接続されている、請求項1記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項１２】
　ボディの少なくとも一部分が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り
外し可能である、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース部材、ならびに
　該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材
をさらに含み、
　該バックボディ部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し
、該バックボディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可
能である、
請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　それぞれがフェース部材の壁に接続されるように構成された複数の異なるバックボディ
部材、ならびに
　各バックボディ部材が該フェース部材に接続された場合に、それぞれが該バックボディ
部材の一つまたは複数と該フェース部材の該壁との間に配置されるように構成された複数
の異なるガスケット
をさらに含み、
　該バックボディ部材それぞれおよび該ガスケット部材それぞれが、該フェース部材への
接続ののち、取り外し可能かつ交換可能である、
請求項13記載のゴルフクラブヘッド。
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【請求項１５】
　請求項1記載のゴルフクラブヘッドおよび該ゴルフクラブヘッドに接続されたシャフト
を含む、ゴルフクラブ。
【請求項１６】
　ボールを打つように構成された外面および該外面の後方に該外面とは反対側に位置する
内面を有するフェース、
　該フェースの外周から後方に延びる壁、
　該フェースの該内面に接続され、ピボット点を画定する、ピボット部材、および
　該ピボット部材に回転可能に接続され、該ピボット部材から外方に延びるアームを含み
、かつ、該アームの遠位末端に該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を含む
、補剛要素であって、該アームが、該フェースの該内面上の該接触点の位置を変えるよう
に該補剛要素を該ピボット部材を中心に回転することによって移動可能である、該接触点
に近接する該フェースの区域に増大した剛性を提供する移動可能な補剛要素
を含む、打球装置において使用するためのフェース部材。
【請求項１７】
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合する、請求項16記載のフ
ェース部材。
【請求項１８】
　補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える、請求項17記載のフェース部
材。
【請求項１９】
　補剛要素の移動が複数の接触点のすべてを変える、請求項17記載のフェース部材。
【請求項２０】
　移動可能な補剛要素が、該ピボット部材から外方に延びかつフェースの内面から離間し
た複数のアームを有し、各アームが、その遠位末端に該フェースの該内面上の複数の接触
点と係合する係合部材を有し、該アームが、該フェースの該内面上の該接触点の位置を変
えるように該補剛要素を該ピボット部材を中心に回転することによって移動可能である、
請求項16記載のフェース部材。
【請求項２１】
　該アームが、該フェースの該内面から離間した、請求項16記載のフェース部材。
【請求項２２】
　該ピボット部材がねじ込みピンを含み、該移動可能な補剛要素が該ねじ込みピンへのね
じ込み接続によって該ピボット部材に接続されている、請求項16記載のフェース部材。
【請求項２３】
　ボールを打つように構成された外面および該外面とは反対側に位置する内面を有するフ
ェース、
　該フェースに接続されたボディ、
　該フェースの該内面に接続され、ピボット点を画定するピボット部材、および
　該ピボット部材に回転可能に接続され、該ピボット部材から外方に延びるアームを含み
、かつ、該アームの遠位末端に該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を含む
、該接触点に近接する該フェースの区域に増大した剛性を提供する移動可能な補剛要素
を含むゴルフクラブヘッドを使用するための方法であって、
　該フェースの該内面上の該接触点の位置を変えるために、該補剛要素を該ピボット部材
を中心に回転することによって該補剛要素を移動させる工程を含む、方法。
【請求項２４】
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合し、かつ該補剛要素を移
動させる工程が該複数の接触点の少なくとも一つを変える、請求項23記載の方法。
【請求項２５】
　補剛要素を移動させる工程が複数の接触点のすべてを変える、請求項24記載の方法。
【請求項２６】
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　シャフトをゴルフクラブヘッドに取り付けてゴルフクラブを形成する工程をさらに含む
、請求項23記載の方法。
【請求項２７】
　補剛要素が、工具による係合のために適合されており、かつ該補剛要素を移動させる工
程が、該工具を使用して該補剛要素を移動させる工程を含む、請求項23記載の方法。
【請求項２８】
　該アームが、該フェースの該内面から離間した、請求項23記載の方法。
【請求項２９】
　ボディの一部分が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能で
ある、以下の工程をさらに含む、請求項23記載の方法：
　該補剛要素を移動させる前に該ボディの該一部分を取り外す工程、および
　該補剛要素を移動させたのち該ボディの該一部分を再び接続する工程。
【請求項３０】
　ゴルフクラブヘッドが、フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース
部材、ならびに該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材をさらに含み、該バ
ックボディ部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し、かつ
該バックボディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能
である、以下の工程をさらに含む、請求項23記載の方法：
　該補剛要素を移動させる前に該バックボディ部材を取り外す工程、ならびに
　該補剛要素を移動させたのち該バックボディ部材を再び接続する工程。
【請求項３１】
　ゴルフクラブヘッドが、フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース
部材、該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材、ならびに該バックボディ部
材と該フェース部材の該壁との間に配置されたガスケットをさらに含み、該バックボディ
部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し、かつ該バックボ
ディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能である、以
下の工程をさらに含む、請求項23記載の方法：
　該バックボディ部材および該ガスケットの少なくとも一つを取り外す工程、ならびに
　該バックボディ部材および該ガスケットの該少なくとも一つを交換バックボディ部材お
よび交換ガスケットの少なくとも一つで交換する工程。
【請求項３２】
　ボールを打つように構成された外面および該外面とは反対側に位置する内面を有するフ
ェース、
　該フェースに接続されたボディ、
　該フェースの該内面に接続され、ピボット点を画定する、ピボット部材、および
　該ピボット点で該フェースに接続され、該ピボット部材に回転可能に接続され、該ピボ
ット部材から外方に延びるアームを含み、かつ、該アームの遠位末端に該フェースと係合
して該フェース上に増大した剛性の区域を創製する係合部材を含む、補剛要素であって、
該アームが、該フェース上の増大した剛性の区域の位置を変えるように該補剛要素を該ピ
ボット部材を中心に回転することによって移動可能である、回転可能な補剛要素
を含む、ゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、補剛された部分をその打球面に有する打球装置、たとえばゴルフクラ
ブヘッドに関する。本発明の特定の局面は、増大したフェース剛性の区域を所望の場所に
創製するために移動可能である補剛要素を有するゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
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　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
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ラウンドまたは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、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、ゴルフ用具における劇的な変化および
改良を見た。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、
一部のボールは、より遠く、よりまっすぐに飛び、より高いまたはよりフラットな弾道を
提供し、より多くのスピン、コントロールおよび感触（特にグリーン周りの）を提供する
などのように設計されている。
【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、ゴルフクラ
ブヘッド、シャフトおよびグリップにおける改良を見てきた。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など）。
【０００５】
　様々な技術的改良にもかかわらず、ゴルフは依然として高いレベルではプレーしにくい
競技である。ゴルフボールをまっすぐかつ所望の方向に確実に飛ばすためには、ゴルフク
ラブが、所望の目標経路に対してスクエアに（または実質的にスクエアに）ゴルフボール
と当たらなければならない。そのうえ、まっすぐかつ所望の方向に所望の距離だけ確実に
飛ばすためには、ゴルフクラブは、クラブヘッドフェースの所望の場所またはその近くで
（すなわち、「所望の」または「最適な」ボール接触場所またはその近くで）ゴルフボー
ルと当たらなければならない。芯を外した（オフセンター）ヒットは、クラブフェースが
ボールと接触したときクラブフェースを「ひねる」傾向にあり、それにより、ボールを誤
った方向に送り出したり、望まれないフックまたはスライススピンをかけたり、および／
または飛距離を奪ったりする。スクエアな接触を逸する、および／または、相対的にわず
かな距離であってもクラブの所望のボール接触場所から離れた場所で起こるクラブフェー
ス／ボール接触もまた、しばしば望まれないフックまたはスライススピンをかけながらゴ
ルフボールを誤った方向に打ち出したり、および／またはショットの飛距離を奪ったりす
るおそれがある。したがって、ユーザがクラブフェースをボールとスクエアに維持するこ
とを支援することができるクラブヘッド特徴は、ボールを所望の方向によりまっすぐかつ
より忠実に、そして多くの場合には改善された、および／または信頼しうる距離で飛ばす
ことを支援する傾向を示すであろう。
【０００６】
　他のゴルフクラブと同じく、ドライバまたは他の「ウッド」もまた、所望の方向にまっ
すぐかつ忠実なショットを生むためには、所望の方向または経路でゴルフボールとスクエ
アな接触を起こさなければならない。接触点におけるクラブヘッドとゴルフボールとの間
のスクエアさからのわずかな逸脱さえ、誤差を生じさせることができる。ドライバおよび
他のウッドタイプゴルフクラブは一般に、他のクラブよりも大きな距離でボールを飛ばす
ため、これらの誤差が拡大するおそれがある。
【０００７】
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　オフセンターゴルフヒットの多くは、ゴルフクラブをスイングする際にゴルファーによ
って繰り返し犯され、多くの他のゴルファーによっても同じく犯されるかもしれない一般
的な過ちによって生じる。その結果、多くの場合、オフセンターヒットの大きな割合がク
ラブフェースの特定の区域で起こるパターンを検出することができる。たとえば、検出さ
れている一つのそのようなパターンは、多くの高ハンデゴルファーがクラブフェースの低
ヒール区域および／またはクラブフェースの高トウ区域でボールを打つ傾向にあるという
ことである。他のゴルファーは、クラブフェースの他の区域でミスする傾向にあるかもし
れない。ゴルフクラブは一般に、フェースの中央またはその辺りでボールと接触するよう
に設計されているため、そのようなオフセンターヒットは、ボールに伝達されるエネルギ
ーを減らして、ショットの距離を縮める結果を招くおそれがある。また、ゴルフクラブに
よってボールに伝達されるエネルギーまたは速度は、少なくとも部分的に、クラブフェー
スの接触点における可撓性に関連することもあり、「反発係数」（または「COR」）と呼
ばれる計測値を使用して表すことができる。ゴルフクラブヘッドの最大CORは、現在、USG
Aによって0.83に制限されている。したがって、オフセンターヒットがもっとも起こりや
すいフェースの区域で最大化CORを提供するために、現在のCOR制限を超えることなく、ゴ
ルフクラブフェースの局所的可撓性をカスタマイズまたは調節する必要性が存在する。
【０００８】
　本装置および方法は、上述した問題および他の問題に対処し、このタイプの従来の打球
装置によって提供されていない利点および局面を提供するために提供される。本発明の特
徴および利点の十分な説明は、添付図面を参照しながら進める以下の詳細な説明にゆだね
ることとする。
【発明の概要】
【０００９】
概要
　以下、本発明の基本的理解を提供するために、本発明の局面の概要を提示する。この概
要は本発明の広範な概観ではない。発明の主要または重要な要素を特定することを意図し
たものでもなく、本発明の範囲を限定することを意図したものでもない。以下の概要は、
本発明のいくつかの概念を、以下に提供される詳細な説明への前置きとして一般的な形態
で提示するだけである。
【００１０】
　本発明の局面は、ボールを打つように構成されたフェース、およびこのフェースに接続
され、シャフトをそれに接続するために適合されたボディを含むヘッドを有する打球装置
、たとえばゴルフクラブに関する。本明細書に記載されるヘッドの様々な例示的構造は、
フェースと係合して局所的に増大した剛性をフェースの特定区域に提供する一つまたは複
数の補剛要素または他の構造を含む。補剛要素は、増大した剛性の標的領域（たとえば上
ヒールおよび／または下トウ四分円中）を所望の場所に創製するように移動可能であり、
フェースの他の標的領域が補剛領域に比較して増大した可撓性を有するようにしておく。
増大したフェース可撓性の標的領域を、ゴルファーがボールを打つ傾向にあるフェース上
の場所に配置することにより、ゴルフショットは、オフセンターヒットの場合に、たとえ
ばこれらのオフセンターの場所における増大したCOR応答およびトランポリン様効果によ
り、フェースからの増大した「反発力」を体感することができる（そのオフセンターヒッ
トが、増大した可撓性の場所で十分な速度でフェースに衝突するならば）。増大した剛性
の領域は、いくつかの標的オフセンターの場所でCOR応答を増大させながらも、クラブヘ
ッド全体のCOR応答を制御し、かつクラブヘッドのCORがゴルフ規則の制約内にとどまるこ
とを保証するために使用することができる。
【００１１】
　一つの局面にしたがって、補剛要素は移動可能であり、フェースの内面上の接触点と係
合し、それが、接触点に近接するフェースの区域に局所的に増大した剛性を提供すること
ができる。補剛要素の移動が内面上の接触点を変え、それがまた、局所的に増大した剛性
の区域を変える。
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【００１２】
　本発明の別の局面にしたがって、移動可能な補剛要素はフェースに回転可能に取り付け
られ、回転運動のために構成されている。移動可能な補剛要素は、フェースの内面に取り
付けられたピボット部材を含んでもよく、アームが、ピボット部材から延び、ピボット部
材を中心に回転することによって移動可能である。
【００１３】
　本発明の別の局面にしたがって、移動可能な補剛要素は、フェースの内面上の複数の接
触点と係合し、補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える。一つの態様に
おいて、移動可能な補剛要素は、フェースの内面から離間した複数のアームを有する。各
アームは、そこから延びてフェースの内面上の複数の接触点の一つと係合する係合部材を
有し、補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える。補剛要素のアームは、
X字形、Y字形または他の形に配設されることができる。
【００１４】
　本発明のさらに別の局面にしたがって、ボディの少なくとも一部分が、移動可能な補剛
要素へのアクセスを提供するために取り外し可能である。一例において、ヘッドは、フェ
ースおよびフェースから後方に延びる壁を含むカップフェース構造を有するフェース部材
、ならびにフェース部材の壁に接続されたバックボディ部材で形成されている。バックボ
ディ部材およびフェース部材の壁の少なくとも一部分がボディを画定する。バックボディ
部材は、移動可能な補剛部要素へのアクセスを提供するために取り外し可能であってもよ
い。
【００１５】
　本発明の他の局面は、フェース、フェースの外周から後方に延びる壁およびフェースに
結合された移動可能な補剛要素を含む、打球装置において使用するためのフェース部材に
関する。フェースは、ボールを打つように構成された外面、および外面の後方に外面とは
反対側に位置する内面を有する。移動可能な補剛要素は、フェースの内面上の接触点と係
合して、接触点に近接するフェースの区域に増大した剛性を提供する。補剛要素の移動が
内面上の接触点を変え、それがまた、増大した剛性の区域を移動させる。
【００１６】
　本発明のさらなる局面は、ボールをその外面で打つように構成されたフェース、フェー
スに接続されたボディ、およびフェースに接続され、かつフェースの内面上の接触点と係
合して、接触点に近接するフェースの区域に増大した剛性を提供する移動可能な補剛要素
を備えたゴルフクラブヘッドをカスタマイズまたは調節するために使用することができる
方法に関する。方法は、補剛要素を移動させて内面上の接触点を変えることを含み、それ
が、増大した剛性の区域を移動させる。
【００１７】
　一つの局面にしたがって、補剛要素は、工具による係合のために適合されており、補剛
要素を移動させることは、工具を使用して補剛要素を移動させることを含む。
【００１８】
　別の局面にしたがって、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために、ボディの
一部分が取り外し可能である。方法はさらに、補剛要素を移動させる前にボディの一部分
を取り外すこと、および補剛要素を移動させたのちボディの一部分を再び接続することを
含む。
【００１９】
　さらなる局面にしたがって、ヘッドは、フェースおよびフェースから後方に延びる壁を
含むカップフェース部材ならびにカップフェース部材の壁に接続されたバックボディ部材
を含む。バックボディ部材およびカップフェース部材の壁の少なくとも一部分がボディを
画定し、バックボディ部材は、移動可能な補剛部要素へのアクセスを提供するために取り
外し可能である。一例において、方法はさらに、補剛要素を移動させる前にバックボディ
部材を取り外すこと、および補剛要素を移動させたのちバックボディ部材を再び接続する
ことを含む。
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【００２０】
　本発明のさらなる局面は、上記のようなゴルフクラブヘッド、複数の異なるバックボデ
ィ部材および複数の異なるガスケットを含むシステムに関する。各バックボディ部材は、
カップフェース部材の壁に接続されるように構成され、各ガスケットは、各バックボディ
部材がカップフェース部材に接続されたとき、バックボディ部材の一つまたは複数とカッ
プフェース部材の壁との間に配置されるように構成されている。各バックボディ部材およ
び各ガスケット部材は、カップフェース部材への接続ののち、取り外し可能かつ交換可能
である。
【００２１】
　本発明のなおさらなる局面は、上記のようなゴルフクラブヘッドおよびヘッドに接続さ
れたシャフトを含むゴルフクラブに関する。
【００２２】
[本発明1001]
　ボールを打つように構成された外面を有するフェース、
　該フェースに接続されたボディ、および
　該フェースの内面上の接触点と係合する移動可能な補剛要素
を含む、ゴルフクラブヘッド。
[本発明1002]
　補剛要素の移動が内面上の接触点を変える、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1003]
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合する、本発明1001のゴル
フクラブヘッド。
[本発明1004]
　補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える、本発明1003のゴルフクラブ
ヘッド。
[本発明1005]
　補剛要素の移動が複数の接触点のすべてを変える、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1006]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面から離間した複数のアームを有し、各アームが
、そこから延びて該フェースの該内面上の複数の接触点の一つと係合する係合部材を有す
る、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1007]
　移動可能な補剛要素が、X字形に配設された四つのアームおよび四つの係合部材を有し
、該アームそれぞれが、その遠位末端に近接して配置され、かつ接触点の一つと係合する
該係合部材の一つを有する、本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1008]
　移動可能な補剛要素が、Y字形に配設された三つのアームおよび三つの係合部材を有し
、該アームそれぞれが、その遠位末端に近接して配置され、接触点の一つと係合する該係
合部材の一つを有する、本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1009]
　移動可能な補剛要素が、接触点に近接するフェースの区域に増大した剛性を提供する、
本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1010]
　移動可能な補剛要素がフェースに回転可能に取り付けられ、かつ該補剛要素が回転運動
するように構成されている、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1011]
　移動可能な補剛要素がフェースの内面に移動可能に取り付けられ、かつ該内面から後方
に突出する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1012]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面から離間したアーム、および該アームから延び
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て該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を有し、該補剛要素の移動が、該ア
ームを該フェースの該内面に対して移動させて該接触点を変える、本発明1001のゴルフク
ラブヘッド。
[本発明1013]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面に取り付けられたピボット部材をさらに含み、
アームが、該ピボット部材から延び、かつ該ピボット部材を中心に回転することによって
移動可能である、本発明1012のゴルフクラブヘッド。
[本発明1014]
　移動可能な補剛要素がねじ込み接続によってフェースの内面に接続されている、本発明
1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1015]
　ボディの少なくとも一部分が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り
外し可能である、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1016]
　フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース部材、ならびに
　該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材
をさらに含み、
　該バックボディ部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し
、該バックボディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可
能である、
本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1017]
　それぞれがフェース部材の壁に接続されるように構成された複数の異なるバックボディ
部材、ならびに
　各バックボディ部材が該フェース部材に接続された場合に、それぞれが該バックボディ
部材の一つまたは複数と該フェース部材の該壁との間に配置されるように構成された複数
の異なるガスケット
をさらに含み、
　該バックボディ部材それぞれおよび該ガスケット部材それぞれが、該フェース部材への
接続ののち、取り外し可能かつ交換可能である、
本発明1016のゴルフクラブヘッド。
[本発明1018]
　本発明1001のゴルフクラブヘッドおよび該ゴルフクラブヘッドに接続されたシャフトを
含む、ゴルフクラブ。
[本発明1019]
　ボールを打つように構成された外面および該外面の後方に該外面とは反対側に位置する
内面を有するフェース、
　該フェースの外周から後方に延びる壁、および
　該フェースの内面上の接触点と係合して、該接触点に近接する該フェースの区域に増大
した剛性を提供する移動可能な補剛要素
を含む、打球装置において使用するためのフェース部材。
[本発明1020]
　補剛要素の移動が内面上の接触点を変える、本発明1019のフェース部材。
[本発明1021]
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合する、本発明1019のフェ
ース部材。
[本発明1022]
　補剛要素の移動が複数の接触点の少なくとも一つを変える、本発明1021のフェース部材
。
[本発明1023]
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　補剛要素の移動が複数の接触点のすべてを変える、本発明1021のフェース部材。
[本発明1024]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面から離間した複数のアームを有し、各アームが
、そこから延びて該フェースの該内面上の複数の接触点の一つと係合する係合部材を有す
る、本発明1021のフェース部材。
[本発明1025]
　移動可能な補剛要素がフェースに回転可能に取り付けられ、かつ該補剛要素が回転運動
するように構成されている、本発明1019のフェース部材。
[本発明1026]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面から離間したアーム、および該アームから延び
て該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を有し、該補剛要素の移動が、該ア
ームを該フェースの該内面に対して移動させ、かつ該接触点を変える、本発明1019のフェ
ース部材。
[本発明1027]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面に取り付けられたピボット部材をさらに含み、
アームが、該ピボット部材から延び、かつ該ピボット部材を中心に回転することによって
移動可能である、本発明1026のフェース部材。
[本発明1028]
　移動可能な補剛要素がねじ込み接続によってフェースの内面に接続されている、本発明
1019のフェース部材。
[本発明1029]
　ボールを打つように構成された外面を有するフェース、該フェースに接続されたボディ
、および該フェースの内面上の接触点と係合して、該接触点に近接する該フェースの区域
に増大した剛性を提供する移動可能な補剛要素を含むゴルフクラブヘッドを使用するため
の方法であって、
　該フェースの該内面上の該接触点を変えるために該補剛要素を移動させる工程を含む、
方法。
[本発明1030]
　移動可能な補剛要素がフェースの内面上の複数の接触点と係合し、かつ該補剛要素を移
動させる工程が該複数の接触点の少なくとも一つを変える、本発明1029の方法。
[本発明1031]
　補剛要素を移動させる工程が複数の接触点のすべてを変える、本発明1030の方法。
[本発明1032]
　シャフトをゴルフクラブヘッドに取り付けてゴルフクラブを形成する工程をさらに含む
、本発明1029の方法。
[本発明1033]
　補剛要素が、工具による係合のために適合されており、かつ該補剛要素を移動させる工
程が、該工具を使用して該補剛要素を移動させる工程を含む、本発明1029の方法。
[本発明1034]
　移動可能な補剛要素がフェースに回転可能に取り付けられ、かつ該補剛要素を移動させ
る工程が、該補剛要素を該フェースに対して回転させる工程を含む、本発明1029の方法。
[本発明1035]
　移動可能な補剛要素が、フェースの内面から離間したアーム、および該アームから延び
て該フェースの該内面上の接触点と係合する係合部材を有し、該補剛要素を移動させる工
程が、該アームを該フェースの該内面に対して移動させて該接触点を変える、本発明1029
の方法。
[本発明1036]
　ボディの一部分が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能で
ある、以下の工程をさらに含む、本発明1029の方法：
　該補剛要素を移動させる前に該ボディの該一部分を取り外す工程、および
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　該補剛要素を移動させたのち該ボディの該一部分を再び接続する工程。
。
[本発明1037]
　ゴルフクラブヘッドが、フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース
部材、ならびに該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材をさらに含み、該バ
ックボディ部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し、かつ
該バックボディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能
である、以下の工程をさらに含む、本発明1029の方法：
　該補剛要素を移動させる前に該バックボディ部材を取り外す工程、ならびに
　該補剛要素を移動させたのち該バックボディ部材を再び接続する工程。
[本発明1038]
　ゴルフクラブヘッドが、フェースおよび該フェースから後方に延びる壁を含むフェース
部材、該フェース部材の該壁に接続されたバックボディ部材、ならびに該バックボディ部
材と該フェース部材の該壁との間に配置されたガスケットをさらに含み、該バックボディ
部材および該フェース部材の該壁の少なくとも一部分がボディを画定し、かつ該バックボ
ディ部材が、移動可能な補剛要素へのアクセスを提供するために取り外し可能である、以
下の工程をさらに含む、本発明1029の方法：
　該バックボディ部材および該ガスケットの少なくとも一つを取り外す工程、ならびに
　該バックボディ部材および該ガスケットの該少なくとも一つを交換バックボディ部材お
よび交換ガスケットの少なくとも一つで交換する工程。
[本発明1039]
　ボールを打つように構成された外面を有するフェース、
　該フェースに接続されたボディ、および
　ピボット点で該フェースに接続され、該フェースと係合して該フェース上に増大した剛
性の区域を創製する回転可能な補剛要素
を含む、ゴルフクラブヘッド。
[本発明1040]
　ピボット点を中心とする補剛要素の回転が、増大した剛性の区域を変える、本発明1039
のゴルフクラブヘッド。
　本発明の他の特徴および利点は、添付図面と併せて読まれる以下の詳細な説明から明ら
かになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　本発明のより完全な理解を可能にするために、以下、添付図面を参照しながら本発明を
実例として説明する。
【００２４】
【図１】本発明の打球装置のヘッドの例示的態様をボールとともに示す斜視図である。
【図２】図1のヘッドの断面図である。
【図３】詳細を示すために一部分を切り欠いた図1のヘッドの分解背面図である。
【図４】図1～3のヘッドの補剛要素の斜視図である。
【図５】本発明の打球装置のヘッドの別の例示的態様の断面図である。
【図５Ａ】ヘッドの補剛要素を調節するための第一の工具とともに示す、本発明の打球装
置のヘッドのさらなる例示的態様の断面図である。
【図５Ｂ】ヘッドの補剛要素を調節するための第二の工具とともに示す、図5Aのヘッドの
断面図である。
【図６】本発明の補剛要素の第二の例示的態様の斜視図である。
【図７】本発明の補剛要素の第三の例示的態様の斜視図である。
【図８】本発明の補剛要素の第四の例示的態様の斜視図である。
【図９】本発明の補剛要素の第五の例示的態様の斜視図である。
【図１０】本発明の打球装置のヘッドの第二の例示的態様の側面図である。
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【図１１】図10のヘッドの断面図である。
【図１２】本発明の打球装置のヘッドの第三の例示的態様の側面図である。
【図１３】図12のヘッドの断面図である。
【図１４】本発明の打球装置のヘッドの第四の例示的態様の側面図である。
【図１５】図14のヘッドの断面図である。
【図１６】本発明の打球装置のヘッドの第五の例示的態様の側面図である。
【図１７】図16のヘッドの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
詳細な説明
　本発明の様々な例示的構造に関する以下の説明においては、本明細書の一部を形成し、
本発明の局面を実施することができる様々な例示的装置、システムおよび環境が実例とし
て示されている添付図面を参照する。発明の範囲を逸脱することなく、パーツ、例示的装
置、システムおよび環境の他の具体的配設を利用することができ、構造的および機能的変
更を加えることができることが理解されよう。また、本明細書においては、本発明の様々
な例示的特徴および要素を説明するために「上」、「下」、「前」、「後」、「側方」、
「後方」などの語が使用されることがあるが、これらの語は、本明細書中、たとえば図に
示す例示的向きまたは通常の使用における向きに基づいて便宜上使用される。さらには、
本明細書において使用される語「複数の」は、1を超える、離接的または接続的に、必要
ならば無限数までの任意の数を示す。本明細書におけるいかなる記載も、本発明の範囲に
入るために構造の特定の三次元的向きを要するものと解釈されるべきではない。また、読
者は、添付図面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。
【００２６】
　本明細書においては以下の用語が使用されるが、特に断りない限り、または文脈から明
らかでない限り、これらの用語は、以下に提供する意味を有する。
【００２７】
　「打球装置」とは、ボールまたは他の類似物体（たとえばホッケーのパック）を打つよ
うに構築され、設計された任意の装置をいう。以下さらに詳細に説明する「打球ヘッド」
を総称的に包含することに加えて、「打球装置」の例は、ゴルフクラブ、パター、クロケ
ットのマレット、ポロのマレット、野球またはソフトボールのバット、クリケットのバッ
ト、テニスラケット、バドミントンラケット、フィールドホッケーのスティック、アイス
ホッケーのスティックなどを含むが、これらに限定されない。
【００２８】
　「打球ヘッド」とは、「打球装置」のうち、使用中にボール（または他の物体）と接触
するように設計された打球装置の部分を含む、またはそれに隣接する（場合によってはそ
れを包囲する）部分をいう。いくつかの例、たとえば多くのゴルフクラブおよびパターに
おいて、打球ヘッドは、任意のシャフトまたはハンドル部材から切り離され、独立した実
体であってもよいし、何らかのやり方でシャフトまたはハンドルに取り付けられてもよい
。
【００２９】
　用語「シャフト」および「ハンドル」は、本明細書においては同義かつ互換可能に使用
され、打球装置のうち、打球装置のスイング時にユーザが保持する部分（あるならば）を
含む。
【００３０】
　「一体接合技術」とは、構造的損傷を加えない限り、接合されたピースの分離を達成す
ることができない不可逆的接合技術、たとえば接着剤接合、セメンティング、溶接、ろう
付け、はんだ付けなどをはじめとするが、これらに限定されない、二つのピースをそれら
が事実上一つの一体化されたピースになるように接合するための技術をいう。
【００３１】
　「横向き」とは、垂直またはほぼ垂直な交差に限定されず、広くは、任意の斜角の交差



(13) JP 5438124 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

を指す。
【００３２】
　一般に、本発明の局面は、打球装置、たとえばゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブ、パ
ターヘッド、パターなどに関する。本発明の少なくともいくつかの例のそのような打球装
置は、打球ヘッドおよび打球面を含みうる。ゴルフクラブの場合、打球面は、打球ヘッド
の一面上の実質的に平坦な面である。本発明のいくつかのより具体的な局面は、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を含むウッドタイプゴルフ
クラブおよびゴルフクラブヘッドに関するが、本発明の局面はまた、アイアン、アイアン
タイプハイブリッドクラブなどで実施することもできる。
【００３３】
　本発明の様々な局面にしたがって、本発明を逸脱することなく、打球装置は、多様な材
料、たとえば金属（金属合金を含む）、セラミックス、ポリマー、複合材、繊維強化複合
材および木の一つまたは複数で形成されることができ、多様な構成のいずれかで形成され
てもよい。一つの例示的態様において、ヘッドのいくつかまたはすべてのコンポーネント
は、フェースおよびヘッドのボディの少なくとも一部分を含め、金属でできている。ヘッ
ドは、炭素繊維を含むいくつかの異なる材料でできたコンポーネントおよび他のコンポー
ネントを含むことができることが理解されよう。さらには、コンポーネントは、様々な形
成法によって形成されてもよい。たとえば、金属コンポーネント（たとえばチタン、アル
ミニウム、チタン合金、アルミニウム合金、鋼（ステンレス鋼を含む）など）は、鍛造、
成形、鋳造、スタンピング、機械加工および／または他の公知の技術によって形成されう
る。別の例において、複合コンポーネント、たとえば炭素繊維・ポリマー複合材は、多様
な複合材加工技術、たとえばプレグレグ加工、パウダーベースの技術、型浸潤および／ま
たは他の公知の技術によって製造することができる。
【００３４】
　本出願における様々な図面が本発明の打球装置の例を示す。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。
【００３５】
　本発明の打球装置の少なくともいくつかの例は、ドライバのようなウッドタイプゴルフ
クラブのためのヘッドを含むゴルフクラブヘッド構造に関する。そのような装置は1ピー
ス構成またはマルチピース構成を含みうる。本発明の打球装置の例示的構造は、以下、図
1に関連して詳細に説明され、参照番号「100」を使用して一般に参照される。
【００３６】
　図1は、本発明の少なくともいくつかの例の、ゴルフドライバの形態の打球装置100の一
例を示す。打球装置100は、打球ヘッド102および打球ヘッド102に接続され、そこから延
びるシャフト104を含む。また、図1には、使用されるボール106が、打球装置100によって
打たれる位置で示されている。
【００３７】
　図1の打球装置100の打球ヘッド102は、ボディ108に接続されたフェース112を有し、ボ
ディからホーゼル109が延びている。本発明を逸脱することなく、当技術分野において公
知であり、使用されている従来のホーゼルおよび／またはヘッド／シャフト相互接続構造
を含む任意の所望のホーゼルおよび／またはヘッド／シャフト相互接続構造を使用するこ
とができる。参照のために、ヘッド102は一般に、上部116、下部またはソール118、ホー
ゼル109に近接するヒール120、ホーゼル109から遠いトウ122、前面124および背面または
後部126を有する。ヘッド102の形状および設計は、装置100の所期の用途によって部分的
に決まることもある。図1に示すクラブ100において、クラブ100は、ボールを正確に遠く
まで打つためのドライバまたはウッドタイプゴルフクラブとしての使用のために設計され
ているため、ヘッド102は相対的に大きな体積を有する。たとえば異なるタイプのゴルフ
クラブのための他の用途において、ヘッドは、異なる寸法および構成を有するように設計
されてもよい。ドライバとして構成される場合、クラブヘッドは、少なくとも400cc、い
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くつかの構造においては少なくとも450ccまたはさらに少なくとも460ccの体積を有しうる
。他のクラブヘッドの場合の他の適切なサイズは当業者によって容易に決定しうる。
【００３８】
　図1～3に示す例示的態様において、ヘッド102は、内部キャビティを画定する中空構造
（たとえば、フェース112およびボディ108によって画定される）を有する。したがって、
ヘッド102は、その中に画定された複数の内面を有する。一つの態様において、中空の中
心キャビティは空気で満たされてもよい。しかし、他の態様において、ヘッド102は、別
の材料、たとえばフォームで満たされることもできる。なおさらなる態様においては、ヘ
ッドの固形材料が体積の比較的大きな割合を占めてもよく、ヘッドは、より小さなキャビ
ティを有する、または内部キャビティを全く有しないこともできる。いくつかの態様にお
いて、内部キャビティは完全には包囲されなくてもよいことが理解されよう。
【００３９】
　フェース112は、ヘッド102の前面124に位置し、その上に位置する打球面110を有する。
打球面110は、使用中にボール106に対面するように構成され、たとえばスイングによって
装置100が動かされたとき、ボール106を打つように適合されている。図示するように、打
球面110は、相対的に平坦であり、フェース112の大部分を占める。参照のために、フェー
ス上縁113およびヘッド102のヒール120に近いフェース112の部分を「ハイヒール区域」16
0と呼び、フェース上縁113およびヘッド102のトウ122に近いフェース112の部分を「ハイ
トウ区域」162と呼び、フェース下縁115およびヘッド102のヒール120に近いフェース112
の部分を「ロウヒール区域」164と呼び、フェース下縁115およびヘッド102のトウ122に近
いフェース112の部分を「ロウトウ区域」166と呼ぶ。概念的に、これらの区域160～166は
、実質的に等しいサイズの四分円（および／またはフェース112の幾何学的中心から延び
る四分円）と認識することができるが、必ずしも対称な寸法を有するわけではない。フェ
ース112は、当技術分野において公知であり、一般的であるように、上下方向および／ま
たはヒール－トウ方向にいくらかのカーブ（たとえばバルジおよびロール特性）を含みう
る。他の態様においては、表面110がフェース112の異なる割合を占めることもできるし、
またはボディ108が、その上に多数の打球面110を有することもできる。図1に示す例示的
態様において、打球面110はわずかに傾斜して（すなわちロフト角を有して）、打ったと
きにボール106にわずかなリフトおよびスピンを加える。他の例示的態様において、打球
面110は、ボール106の弾道に影響するように異なる傾斜またはロフト角を有しうる。さら
には、いくつかの態様において、フェース112は、可変性の厚さを有してもよく、および
／または一つまたは複数の内部もしくは外部インサートを有してもよい。
【００４０】
　フェース112、ボディ108および／またはホーゼル109は、単一のピースとして形成され
ることもできるし、または接合される別々のピースとして形成されることもできることが
理解されよう。一つの態様において、フェース112は、たとえば図2に示すようにフェース
フレーム部材128の一部として形成され、フェース112の縁127から壁125が後方に延びてい
る。この構成はカップフェース構造とも知られている。ボディ108は、フェースフレーム
部材128の壁125に接合された別々のピースとして形成されることができる。図2に示す例
示的態様において、ボディ108は、一つのピースまたは多数のピースであることができる
バックボディ部材129によって部分的に形成されている。フェースフレーム部材128の壁12
5がバックボディ部材129と組み合わさってヘッド102のボディ108を形成する。これらのピ
ースは、一体接合技術、たとえば溶接、セメンティングまたは接着剤接合によって接続さ
れてもよい。これらのパーツを接合するための他の公知の技術を、解放可能な機械的係合
技術を含む多くの機械的接合技術を含め、同様に使用することもできる。望むならば、ホ
ーゼル109は、フェースフレーム部材128の一部として一体に形成されてもよい。さらには
、図2に示すように、フェースフレーム部材128とバックボディ部材129との間にガスケッ
ト130が含まれてもよい。ガスケット130は、フェースフレーム部材128とバックボディ部
材129との間に配置されたポリマー材料（たとえばゴム、ポリテトラフルオロエチレンま
たは他の材料）または他の材料でありうる。
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【００４１】
　打球装置100は、図1に模式的に示すように、打球ヘッド102に接続または他のやり方で
係合したシャフト104を含むことができる。シャフト104は、打球装置100をスイングして
ボール106を打つためにユーザによって把持されるように適合されている。シャフト104は
、図1に示すように、たとえばホーゼル109に接続することによってヘッド102に接続され
た別個のピースとして形成されることができる。他の例示的態様においては、シャフト10
4の少なくとも一部分がヘッド102と一体のピースであってもよいし、および／またはヘッ
ド102は、ホーゼル109を含まなくてもよいし、または内部ホーゼル構造を含んでもよい。
本発明の範囲を逸脱することなく、なおさらなる態様が考えられる。シャフト104は、金
属、セラミックス、ポリマー、複合材または木を含む多様な材料の一つまたは複数から構
築されうる。いくつかの例示的態様において、シャフト104または少なくともその部分は
、金属、たとえばステンレス鋼または複合材、たとえばカーボン／グラファイト繊維・ポ
リマー複合材で構築されうる。しかし、本発明の範囲を逸脱することなく、シャフト104
は、当技術分野において公知であり、使用されている従来の材料を含む様々な材料で構築
されうる。
【００４２】
　一般に、打球装置100のヘッド102は、フェース112の特定の区域または部分に増大した
剛性を提供するための、フェース112に接続された一つまたは複数の移動可能な補剛要素
を有する。一般に、補剛要素は、フェース112の内面114上の一つまたは複数の接触点と係
合し、たとえばフェース112の内面114に力を加えることにより、その接触点および／また
はその辺りで増大した剛性を提供する。さらには、補剛要素は移動可能であり、補剛要素
の移動が接触点の場所を変える。接触点を変えることにより、フェース112の所望の区域
が局所的に増大した剛性を有するようにヘッド102を調節して、上記のように、増大した
フェース可撓性の一つまたは複数の標的領域の場所を制御することができる。
【００４３】
　図2～4は、フェース112の内面114に回転可能に接続される補剛要素140の一つの例示的
態様を示す。この態様において、補剛要素140は、フェース112の内面114に取り付けられ
たピボット部材144によってフェース112の内面に接続される。ピボット部材144はフェー
ス112の内面114に固着され、補剛要素はピボット部材144に回転可能に接続される。図示
する例示的態様において、ピボット部材144はねじ込みピン144であり、補剛要素140はピ
ボット部材144を中心に自由に回転可能である。図2～4に示すように、ピボット部材144は
補剛要素140のためのピボット点142を画定し、補剛要素140はピボット点142を中心に回転
することができる。ねじ込みリテーナ、たとえばナット146がピボット部材144の端部に螺
合して補剛要素140をピボット部材144に保定する。ナット146は、補剛要素140の回転を可
能にするためにゆるめたのち、補剛要素140を定位置に保持するために締めることができ
る。したがって、ナット146は、リテーナとして、また、補剛要素140を回転に関してロッ
クし、ロック解除するための要素として機能することができる。他の態様において、異な
るタイプの保定構造および／またはロック／ロック解除構造をヘッド102に組み込むこと
ができる。ナット146はまた、補剛要素140がより大きなまたは小さな圧力をフェース112
の内面114に加えるように調節することもできる。
【００４４】
　図2～4に示す態様において、補剛要素140はヘッド102の外側からはアクセス不可能であ
り、補剛要素140にアクセスするために、ヘッド102の一部分を開放する、または取り外す
ことができる。たとえば、以下に説明するようにバックボディ部材129を取り外すことも
できるし、またはヘッド102が、補剛要素140へのアクセスを許すために取り外し可能であ
る（たとえばスナップ嵌めまたはねじ込みによって）キャップ、栓、ドアなどを有する開
口をその中に有してもよい。さらには、補剛要素140、ピボット部材144および／またはナ
ット146は、補剛要素140および／またはピボット部材144の回転を生じさせるための工具
（たとえばスクリュードライバ、アレンレンチ、ソケットレンチなど）による係合のため
に構成されていてもよい。この態様に記載される固定および移動可能な接続は、当技術分
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野において公知であり、使用されている任意の接続を使用して、たとえば様々なファスナ
、接着剤、バインダなどの使用によって達成することができることが理解されよう。別の
例示的態様において、補剛要素140は、ねじ込みピン144への接続のためのねじ込み孔を含
むことができ、ナット146は含まれてもよいし、含まれなくてもよい。さらなる例示的態
様において、ピボット部材144は、ピボット部材144および補剛要素140の回転を許すため
にフェース112に回転可能に接続されて、それにより、補剛要素140を回転させたり、およ
び／または締め付けたりしうる。この態様において、回転可能なピボット部材144は、た
とえば直接のアクセスによって（たとえばフェースを通して）、または以下に説明するよ
うに調節部材148によって、ピボット部材144を回転させるためにヘッド102の外側からア
クセス可能である。さらなる例示的態様において、ピボット部材144はねじを有しなくて
もよいし、または補剛要素140は、別のやり方でフェース112に回転可能に接続されてもよ
い。
【００４５】
　代替態様において、補剛要素140は、ヘッド102の外側からアクセス可能または他のやり
方で調節可能でありうる。そのような実施態様の一つが、ヘッド102が、補剛要素140に操
作可能に接続されている外部からアクセス可能な調節部材148を含む図5に示されている。
調節部材148の回転が補剛要素140の回転を生じさせる。調節部材148は、ヘッド102の下部
側118まで延び、下部118を通してアクセス可能である。図示する態様において、調節部材
148および補剛要素140は、調節部材148による補剛要素140の回転を可能にする相補的な歯
車接続149を有する。調節部材148は、調節部材148の操作のための工具による係合のため
に適合されていることができる端部147を有する。他のタイプの協働回転手段および構造
、たとえば自在継手、ウォームギヤおよび他のそのような構造を使用して、調節部材148
を補剛要素140に接続してもよい。さらには、補剛要素140をロック解除して回転を許し、
そしてひとたび所望の位置に達したならば補剛要素140をロックするように操作すること
ができるロックおよび／または保定構造、たとえば上記のナット146をヘッド102に組み込
んでもよい。別の態様において、調節部材148は、異なる面、たとえばヘッド102の下部側
118ではなく上部側116または後部126を通してアクセス可能であってもよく、さらに別の
態様において、調節部材は、フェース112を通してアクセス可能であってもよい。さらな
る代替態様において、調節部材148は、ピボット部材144に操作可能に接続されてピボット
部材144の回転を生じさせてもよい。さらなる態様において、調節部材148は、たとえばボ
ディ108の背面126まで延びることにより、ピボット部材144および／または補剛要素140と
同軸であってもよい。
【００４６】
　代替態様において、補剛要素140の操作のためにヘッド102の外側から補剛要素140およ
び／または保定／ロック構造（たとえばナット146）にアクセスするために一つまたは複
数の専用工具が提供されうる。ヘッド102は、たとえばフェース112および／またはボディ
108に開口を含めることにより、工具による外部からアクセスを許すように構成されうる
。たとえば、工具は、ボディ108中の開口に通して使用することができる長い挿入工具で
あってもよい。上記のように、ヘッド102は、ロックおよび／または保定要素（たとえば
ナット146）を含んでもよく、ロック／保定要素および補剛要素140を別々に操作するため
に別々の工具が提供されてもよく、この別々の操作は順次に実施されてもよいし、同時に
実施されてもよいということが理解されよう。たとえば、補剛要素およびロック／保定要
素は、たとえば、補剛要素140およびナット146が同心的に回転可能である図2および3に示
すように、同心的に移動可能であってもよく、ボディ108中の同じ開口を通して補剛要素1
40およびナット146を順次に操作するために一つまたは複数の工具が提供されてもよい。
図5Aおよび5Bに示す一つの例示的態様において、補剛要素140およびナット146は、それぞ
れ、たとえば当技術分野において公知の多様なやり方における、別々の工具141A、141Bに
よる係合のために特別に適合されている。工具141A、141Bは、補剛要素140およびナット1
46を操作するために、フェース112またはボディ108中の同じ開口143に順次に挿入するこ
とができる。図5Aに示すように、第一の工具141Aを開口143に挿入してナット146をゆるめ
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たのち、第二の工具141Bを開口143に挿入して補剛要素140を調節する。そして、第一の工
具141Aを再び挿入してナット146を再び締め付けることができる。使用されていない開口1
43をふさぐために栓、ドア、インサートなどを提供してもよいことが理解されよう。補剛
要素が異なる構成である他の態様においては、異なるタイプの工具が提供されうる。
【００４７】
　図2～4に示す補剛要素140は、補剛要素140とフェース112の内面114との間に四つの接触
点150を有して、四つの局所的に増大した剛性の区域をフェース112上に創製している。こ
の態様において、補剛要素140は、ピボット点142から略X字形に延びる四つのアーム152を
有する。図示される補剛要素140の各アーム152は、フェース112の内面114から離間してお
り、各アーム152はその遠位末端に係合部材154を有する。係合部材154はフェース112の内
面114と係合して接触点150を形成し、接触点150に力を加える。この態様において、係合
部材154は、それぞれのアーム152の連続的かつ一体の部分である。しかし、別の態様にお
いて、係合部材154は、各アーム152とは対照的により明確に画定されてもよく（たとえば
図6～8のように）、補剛要素140上の他の場所に位置しうる。図3に示すように、補剛要素
140を回転させると、接触点150を新たな場所150Aに変更することができる。図3の接触点1
50は、フェース112のハイセンター、ローセンター、ミッドヒールおよびミッドトウ領域
が相対的に増大した可撓性を有するように局所的に増大した剛性の区域を配置する。接触
点を場所150Aに配置する補剛要素140の回転は、フェース112のハイヒール、ハイトウ、ロ
ウヒールおよびロウトウ区域が比較的増大した可撓性を有するように局所的に増大した剛
性の区域の位置を変更する。図2～4に示す例示的態様において、補剛要素140の回転は、
接触点150すべてを同時に変更するが、他の態様において、補剛要素140は、接触点150の
すべて未満を変更する、または指定された接触点150を選択的に変更するように構成され
てもよい。
【００４８】
　図6～9は、図2～4に示す上記補剛要素140にいくつかの点で似ている回転可能な補剛要
素240、340、440、540の他の例示的態様を示す。図6に示す補剛要素240は、ピボット点14
2から略X字形に延びる四つのアーム152を有し、各アーム152は係合部材154をその遠位末
端に有している。補剛要素240は、上記と同様にして、図2および3に示すピン144に似たピ
ンの使用によってフェース112に接続可能である。補剛要素240は、図2～4に示す補剛要素
140とはわずかな構造的違いを有する。たとえば、補剛要素240は、アーム152に対して実
質的に直角に延びる係合部材154を有する。
【００４９】
　図7に示す補剛要素340および図8に示す補剛要素440は、図6に示す補剛要素240に似てい
るが、いくつかの構造的違いがある。たとえば、図7の補剛要素340は、ピボット点142か
ら延びて、上記X字形構成ではなく略Y字形を形成する三つのアーム152を有する。同様に
、図8の補剛要素440は、ピボット点142から相対的にまっすぐな線として延びる二つのア
ーム152を有する。図7の補剛要素340および図8の補剛要素440のアーム152は、図6の補剛
要素240のアームと同様に構造化され、アーム152はアーム152に対して実質的に直角であ
る係合部材154を有する。
【００５０】
　図9に示す補剛要素540は、上記補剛要素140に多くの点で似ている。補剛要素540は、中
央ピボット点142から略X字形に延びる四つのアーム152を有する。また、補剛要素540は、
上記ピン144およびナット146を使用してフェース112の内面114に接続するように構成され
ている。図9に示す補剛要素540と上記補剛要素140との一つの違いはその形である。図9の
補剛要素540は、より堅く、より細長いX字形を有し、それが、図2～4に示す補剛要素140
とは異なる、局所的に増大した剛性を有する区域、および結果的には相対的に増大した可
撓性の区域の分布を生じさせる。
【００５１】
　図示される補剛要素140、240、340、440、540それぞれは、補剛要素140、240、340、44
0、540上のアーム152の先端に係合部材154を含む。しかし、他の構成が可能であることが
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理解されよう。たとえば、補剛要素は識別可能なアームを有しなくてもよく、補剛要素の
より大きな部分がフェース112の内面114と接触してもよい。別の例として、係合部材はア
ームの先端に位置しなくてもよいし、および／または各アームが一つを超える係合部材を
有してもよい。図示される補剛要素140、240、340、440、540の間の他の違いおよび類似
点は当業者には明らかである。さらには、他の態様において、補剛要素140、240、340、4
40、540は、たとえば異なるやり方でフェースに接続する、またはアーム152の数および／
または構成を変更することにより、異なるふうに構築されてもよい。たとえば、補剛要素
は、所望により、T字形、V字形、C字形、I字形または任意の他の形状を有してもよい。
【００５２】
　さらなる態様において、ヘッド102は、上記補剛要素140、240、340、440、540に比較的
似ていない回転可能な補剛要素を含みうる。一例として、回転可能な補剛要素は、たとえ
ば、ピボット点142をX字形補剛要素のアームの一つの先端に配置することにより、回転非
対称であってもよい。他の態様において、上記のように、補剛要素は、異なる構造を使用
して、別のやり方でフェースに回転可能に接続されてもよい。いくつかの例として、フェ
ース112および補剛要素は、いずれも補剛要素の回転を許すことができる、さねはぎ接続
、クランピング構造または締まり嵌めによって接続されてもよい。回転可能な補剛要素の
さらに他の構成が可能である。
【００５３】
　他の例示的態様において、ヘッド102は、回転可能ではない、異なるやり方で移動され
る移動可能な補剛要素を含みうる。たとえば、補剛要素は、滑動、軌道運動、ロール運動
または任意の他の動きで移動することができる。補剛要素およびフェース112は、そのよ
うな動きを可能にするやり方で補剛要素をフェース112に接続するように相補的に構造化
および構成されうることが理解されよう。なおさらに、ヘッド102は、一つを超える移動
可能な補剛要素を含みうる。
【００５４】
　さらなる態様において、移動可能な補剛要素は、フェース112に接続されなくてもよく
、一つまたは複数の係合部材154を介して単にフェース112と係合してもよい。たとえば、
補剛要素は、ボディ108との操作可能な接続、たとえばボディ108の内面から延びて補剛要
素をフェース112と押し合わせるブレースによってフェースに押し当てることもできる。
別の例として、補剛要素は、補剛要素をフェース112と押し合わせる、図5に示す調節部材
148に似たものであってもよい調節部材に接続することもできる。様々な他の構成でフェ
ース112と係合するように取り付けることができる様々な他のタイプの回転可能または他
の移動可能な補剛要素が本発明の範囲に入ると考えられる。
【００５５】
　補剛要素の様々な態様は一般に、操作および調節のために、たとえばユーザ、機械また
は他の装置もしくは実体によって直接または間接的にアクセス可能である。一つの態様に
おいて、ヘッド102の内側に収容されている補剛要素へのアクセスを提供するために、ヘ
ッド102のボディ108の一部分を取り外すことができる。本明細書に記載されるように、ボ
ディ108の任意の部分の取り外しはさらに、非全体的または非永久的な取り外しを含む。
たとえば、補剛要素へのアクセスを提供するためのボディ108中に形成されたスイング式
またはスライド式ドアの開放は、その部分の取り外しを構成するが、その部分が完全に取
り外されるわけではない。別の例として、後で再び接続することができるピースの取り外
しもまた、取り外しを構成する。別の態様においては、ヘッドの外側からアクセス可能で
ある調節部材、たとえば図5に示す上記調節部材148を使用して、補剛要素を操作してもよ
い。さらなる態様において、調節部材は、フェースを通して、またはヘッド102中のスロ
ットもしくは開口を通してアクセスしてもよく、適切な工具によって操作されるように構
成されることができる。
【００５６】
　図2に示す態様において、バックボディ部材129は、補剛要素140へのアクセスを提供す
るために取り外し可能である。ひとたび補剛要素140を調節したならば、バックボディ部
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材129を再び取り付けることができる。さらには、複数の異なるバックボディ部材を提供
することができ、それらすべてを、図2に示すバックボディ部材129の代わりにフェースフ
レーム部材128に取り付けることができる。バックボディ部材129を交換する能力が、ウェ
イト付け、ウェイト配分、空気力学などを含むクラブヘッドの様々な特徴および性質に対
するより大きな制御を可能にする。同様に、ガスケット130が取り外し可能であり、同じ
く、たとえば様々な特性を提供する、または交換されたバックボディ部材と適合させるた
めに、他のガスケットとで交換可能であってもよい。フェースフレーム部材128ならびに
交換可能である複数の様々なバックボディ部材129および／またはガスケット130を含むキ
ットまたはシステムを提供することができることが考えられる。
【００５７】
　取り外し可能および／または交換可能なバックボディ部材のためのいくつかの異なる構
成が、参照により本明細書に組み入れられ、本明細書の一部とされる2008年8月15日出願
の米国特許出願第12/192,402号に示され、記載されている。たとえば、図10～17は、カッ
プフェース構造および取り外し可能なバックボディ部材を備えたフェースフレーム部材を
それぞれが含むゴルフクラブヘッド202、302、402、502の様々な態様を示す。
【００５８】
　図10～11は、上記ヘッド102に似た多くの基本的特徴を含むヘッド202の一つのそのよう
な例示的態様を示す。ヘッド202は、フェース112およびフェース112から後方に延びる壁1
25を有するカップフェース構造を備えたフェースフレーム部材128、ならびにフェースフ
レーム部材128に接続されたバックボディ部材129で形成されている。壁125は、ヘッド202
のソール118上の延長ソール部分125Aを含む。
【００５９】
　ソール部分125Aは、フェース112の下縁から突出して、それにより、ヘッド202の後方部
分120に向かって延びている。ソール部分125Aは、ヘッド202の後縁までずっと延びてもよ
い。一つの態様において、ソール部分125Aは、ヘッド202の前後長の半分を超えるところ
まで延びる。
【００６０】
　バックボディ部材129は、フェースフレーム部材128に取り外し可能に取り付けられてい
る。一つの局面において、図10～11に具現化されているように、バックボディ部材129は
中空のボディとして形成されている。図11でよく見てとれるように、バックボディ部材12
9は、その壁によって少なくとも部分的に包囲された内部凹所を含む。バックボディ部材1
29はさらに、フェースフレーム部材128に対面する開口を含む。例示される態様において
、バックボディ部材129は、フェースフレーム部材128の壁125上の周フランジ172に相補的
に挿入されるための周フランジ170を含む。バックボディ部材129がフェースフレーム部材
128に取り付けられると、密閉または実質的に密閉された内部キャビティがヘッド202内に
形成される。バックボディ部材129の周フランジ170がフェースフレーム部材128の周部材1
72にかぶさることができることが理解されよう。場合によっては、望むならば、ガスケッ
トまたは他のそのような材料がバックボディ部材129とフェースフレーム部材128との接合
部に提供されて（たとえば接合部の周囲に完全または部分的に）、ノイズまたは振動を減
衰する、がたつきを減らす、封止を提供してもよい。
【００６１】
　図10～11の例示的態様において、バックボディ部材129は、ねじ込みファスナ174によっ
てフェースフレーム部材128に取り外し可能かつ交換可能に結合される。図10～11に示す
態様においては、一つのねじ込みファスナ174がヘッド202のトウ側122に位置し、他方の
ねじ込みファスナ174がヒール側120に位置している。これらのねじ込みファスナそれぞれ
は、フェース112の面に対して略直角に向く縦軸を有する。バックボディ部材129は、ねじ
込みファスナ174を適当な角度で挿入し、取り出すことを許すための座ぐり部分176を含む
。図11でよく見てとれるように、この特定の態様においては、ファスナごとに、フェース
フレーム部材128は、内側面に取り付けられた、または形成されたボス178を含む。ファス
ナ174のねじ込み部分の端部がボス178の中に、および／またはそれを越えて延びている。
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【００６２】
　上記のように、図10～11の態様のフェースフレーム部材128はソール部分125Aを含む。
この例示的構造においては、弾性変形要素がバックボディ部材129をソール部分125Aに結
合する。具体的には、ソール部分125Aの最後方端はタブ180を含む。タブ180は、バックボ
ディ部材129中に画定されたスロット182に滑り込み、それにより、ソール部分125Aをバッ
クボディ部材129の下部に結合するように設計されている。タブ180は弾性変形性であり、
それにより、相補的なスロット182へのタブ180の挿入を促進し、さらに、フェースフレー
ム部材128に対するバックボディ部材129のかたよりを提供する。かたよりを使用して、二
つの脱着可能に取り付けられた部材の間の望まれないあそびを除くことができる。当業者
は、本開示の恩典を与えられると、他の締結機構を使用してソール部分125Aをバックボデ
ィ部材129に脱着可能に取り付けることができることを理解するであろう。
【００６３】
　代替態様（図示せず）において、ソール部分125Aは、ねじ込みファスナによってソール
部分125Aをバックボディ部材129に締結（たとえば、ボディ部材構造とともに含まれるボ
スまたは取り付けられたナット部材にねじ込まれる）されうるよう、その最後方端部に貫
通孔を含んでもよい。
【００６４】
　図12～13に示すヘッド302の態様において、フェースフレーム部材128の壁125は、バッ
クボディ部材129への接続のために適合されたクラウン部分125Bを含む。クラウン部分125
Bはフェース112の上部分から後方に突出する。この特定の態様において、クラウン部分12
5Bはフェースフレーム部材128と一体に形成されている。クラウン部分125Bの最後方端部
には、バックボディ部材129をフェースフレーム部材128に脱着可能に取り付けるためのね
じ込みファスナ174が提供されている。望むならば、さらなるファスナが他の場所に提供
されてもよい。
【００６５】
　バックボディ部材129は、その壁によって部分的に包囲された内部キャビティを含みう
る。バックボディ部材129の後壁の上部分が内向きに延び、ファスナ174のねじ込み部分を
受けるためのプラットフォーム184を提供している。バックボディ部材129の下部分では、
フランジ170が、フェースフレーム部材128の壁125に形成された相補的なフランジ172と重
なり合っている。この態様において、剥離可能な液化性接着剤の層130が二つのフランジ1
70、172の間に位置してガスケットとして機能する。さらには、剥離可能な液化性接着剤
の層130は、フェースフレーム部材128の側壁およびクラウン部分に沿って上に延び、そこ
でバックボディ部材129と対面している。バックボディ部材129をフェースフレーム部材12
8から切り離すためには、ファスナ174を取り外したのち、剥離性接着剤を融解するまで加
熱する。接着剤が液化すると、バックボディ部材129がフェースフレーム部材128から容易
に滑り出すよう、バックボディ部材129をフェースフレーム部材128から剥がす。部材128
、129は、接着剤なしで接続することもできるし、接着剤の代わりに異なるタイプのガス
ケットを用いて接続することもできることが理解されよう。
【００６６】
　図14～15に示すヘッド402の態様において、フェースフレーム部材128は、フェース112
およびフェース112から後方に延びる壁125を含むカップフェース構造を有する。壁125は
クラウン部分125Bおよびソール部分125Aを含む。バックボディ部材129は、その壁によっ
て部分的に包囲された凹所を含む。この態様において、壁は、略U字形の凹所の囲いを形
成し、二つの側壁129Aが後方壁部分から前方に延びている。クラウン部分125Bはフェース
112の上部分から後方に突出している。ソール部分125Aはフェース112の下部分から後方に
突出している。この特定の態様において、クラウン部分125Bおよびソール部分125Aはいず
れもフェースフレーム部材128と一体に形成されている。
【００６７】
　図15でよく見てとれるように、クラウン部分125Bの最後方端部には、第一のピン186aの
一部分を受けるための貫通孔が設けられている。第一のピン186aの異なる部分を受けるた
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めの対応する貫通孔がバックボディ部材129の上後方部分に設けられている。ソール部分1
25Aの最後方端部には、第二のピン186bの一部分を受けるための貫通孔が設けられている
。第二のピン186bの異なる部分を受けるための対応する貫通孔がバックボディ部材129の
下後方部分に設けられている。ピン186a、186bは、バックボディ部材129の後方部分をフ
ェースフレーム部材128の後方部分（すなわち、クラウン部分125Bの後方部分およびソー
ル部分125Aの後方部分）に取り外し可能に取り付ける。この特定の態様において、ピン18
6a、186bは弾性変形性ロールまたはスプリングピンである。場合によっては、別の態様に
おいて、ピン186a、186bは、塑性変形性スリーブおよび中央の（本質的に）非変形性ピン
を含んでもよい。
【００６８】
　この特定の態様において、バックボディ部材129の側壁129Aの最前方端部には、一対の
タブ188が提供されている。タブ188は、バックボディ部材129の残り部分と同じ材料で形
成されてもよく、さらに、バックボディ部材129と一体に形成されてもよい。取り付けら
れた構成において、タブ188は、フェースフレーム部材128の側壁の内面に沿って位置する
。各タブ188は、フェースフレーム部材128の側壁に向かって外方に延び、フェースフレー
ム部材128の開口189と係合する突起187を含む。図15においては、突起187はタブ188の反
対側に位置するため、この図は突起187の輪郭を破線で示す。
【００６９】
　バックボディ部材129をフェースフレーム部材128から切り離す場合には、たとえばピン
ドライバを用いてピン186a、186bをキャビティに打ち込む。次いで、工具を使用して突起
187を内方に押すことによるか、またはバックボディ部材129の側壁129Aを互いに向けて絞
ることによるかのいずれかで、突起187を開口189から係合解除する。当然、望むならば、
図14～15に示す様々なクラブヘッドコンポーネントは、他のタイプのコネクタ、たとえば
上記ねじ込み機械的コネクタを使用して接続してもよい。
【００７０】
　任意の数の締結要素をゴルフクラブヘッドに提供することができ、本明細書に記載され
る締結要素の場所および向きは単に例示的であるということが理解されよう。本開示の恩
典を与えられると、バックボディ部材129をフェースフレーム部材128に脱着可能に取り付
けるための他の適当な方法が当業者には明らかであろう。
【００７１】
　図16～17に示すヘッド502の態様において、フェースフレーム部材128は、フェース112
およびフェース112から後方に延びる壁125を含むカップフェース構造を有する。壁125は
ソール部分125Aおよびクラウン部分125Bを含み、実質的にフェース112とは反対側の後面1
90で終端している。バックボディ部材129がフェースフレーム部材128の後面190に脱着可
能に取り付けられている。図16～17に示す態様において、バックボディ部材129は、フェ
ースフレーム部材128の後面190全体およびヘッド502のソール118の一部分に延びている。
図16でよく見てとれるように、バックボディ部材129の外部ソール部分125Aの部分は、フ
ェースフレーム部材128のソール部分125Aのいずれの側にも延びている。
【００７２】
　三つのファスナ174がバックボディ部材129をフェースフレーム部材128に機械的に締結
する。ファスナ174は、ソール部分125Aに対して概して直角に、すなわち、ヘッド502が打
球位置にあるときには垂直に延びる。三つのファスナが示されているが、より少数または
多数のファスナを使用してバックボディ部材129をフェースフレーム部材128に取り付けて
もよい。
【００７３】
　図17に示すように、後面190は、バックボディ部材129のアタッチメントを収容するよう
に形成または成形されることができ、たとえば、後面190はファスナ174を収容するための
ボスを含むことができる。この態様において、バックボディ部材129は、内部凹所がその
中に画定されるような実質的に貝殻状の構造として形成されている。したがって、バック
ボディ部材129がフェースフレーム部材128に取り付けられると、包囲された、または実質
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的に包囲された二次ボディキャビティがそれらの間に形成される。
【００７４】
　図1～3に示すヘッド102に関して上記したように、上記ヘッド202、302、402、502のバ
ックボディ部材129は、取り外し、再び接続することができ、このことは、補剛要素の調
節を可能にするだけでなく、ヘッド102を複数の様々なヘッド202、302、402、502の一つ
とで交換することをも可能にする。同じく上記のように、ヘッド202、302、402、502は、
同じく取り外し、交換することができるガスケット、たとえば上記ガスケット130を含ん
でもよい。打球ヘッドのさらに他の態様は、他の機構によって、他の構造的構成を使用し
て取り外し可能であるヘッドの部分を有してもよく、そのような態様が本発明に範囲に含
まれるということが理解されよう。
【００７５】
　本明細書に記載される打球ヘッド102（以下参照）は、フェースまたはその区域の可撓
性に影響するさらなる特徴を有することができることが理解されよう。たとえば、ヘッド
102（以下参照）は、相対的に増大または減少したフェース厚さの区域を有することがで
きる。さらには、本明細書に記載されるヘッド102（以下参照）は、より多数または少数
の補剛要素を含み、相対的な剛性および可撓性のさらなる区域を創製しうる。多数の補剛
要素を有する態様においては、様々な補剛要素が異なる材料で形成されてもよいし、また
は加工技術によって特定の性質を有するように補強または他のやり方で設計されてもよい
ことが考えられる。
【００７６】
　本明細書に開示される補剛要素140（以下参照）を組み込むヘッド102（以下参照）は、
打球装置またはその一部として使用されうる。たとえば、図1に示すゴルフクラブ100は、
シャフトまたはハンドル104を、提供されるヘッド、たとえば上記のようなヘッド102に取
り付けることによって製造しうる。本明細書で使用される、ヘッドを「提供する」とは、
広く、物品を、その物品に対して実施される将来の動作のために利用可能またはアクセス
可能にすることをいい、その物品を提供する当事者がその物品を製造、生産または供給し
たこと、あるいはその物品を提供する当事者がその物品の所有権または管理を有すること
を意味しない。他の態様において、本明細書に記載される原理にしたがって様々なタイプ
の打球装置を製造することができる。ヘッド102を製造することは、上記のように、バッ
クボディ部材129をフェースフレーム部材128に取り付けることを含みうる。さらには、ヘ
ッド102（以下参照）、ゴルフクラブ100または他の打球装置は、補剛要素140（以下参照
）を調節することによって人にフィッティングまたはカスタマイズすることができる。そ
のような調節は、補剛要素140（以下参照）の手動または機械的な操作を含みうる。いく
つかの態様において、上記のように、補剛要素の調節は、ヘッドの一部分の取り外し、た
とえばバックボディ部材129の取り外しを含むことがある。さらには、いくつかの態様に
おいて、ヘッド102（以下参照）、ゴルフクラブ100または他の打球装置のカスタマイズは
、バックボディ部材129および／またはガスケット130を取り外し、複数の他の様々なバッ
クボディ部材および／またはガスケットの一つとで交換することを含むことができる。
【００７７】
　本明細書に記載されるような打球装置およびそのためのヘッドは、既存の製品に対して
多くの恩典および利点を提供する。たとえば、補剛要素は、ヘッドのフェースに局所的剛
性および可撓性を提供して、規制当局によって規定されたCOR制限を超えることなく、フ
ェースの特定の区域が他の区域よりも高いCORを有するように戦略的に配置し、調節する
ことができる。ヘッドは、プレー中にもっとも頻繁にボールと衝突するフェースの区域が
より高いCORを有するように構成され、調節されることができる。フェース上のそのよう
な特定の場所に衝突するボールは、より多くのエネルギーおよび速度をそこに伝達され、
したがって、より長いヒットを生じさせる。さらには、補剛要素の場所ならびにその結果
としての局所的剛性および可撓性の区域は、衝突したボールの方向、弾道およびスピンに
影響することができる。したがって、ヘッドは、プレー中にもっとも頻繁にボールと衝突
するフェースの区域がよりまっすぐでより忠実なボールの飛びを生じさせるように構成さ
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れ、調節されることができる。
【００７８】
　本発明を実施する好ましい形態を含む具体例に関して本発明を詳細に説明したが、当業
者は、上記システムおよび方法の数多くの変形および入れ替えがあることを理解するであ
ろう。したがって、本発明の真意および範囲は、請求の範囲に述べられるように広義に解
釈されるべきである。
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