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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口および第二
の開口を画定する、前記クラブヘッドボディ、および
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合した後方ボディ
を含む、ゴルフクラブヘッドであって、
　後方ボディが第一の後方ボディ部材および第二の後方ボディ部材を含み、
　該第一の後方ボディ部材が該第一の開口を少なくとも部分的に覆い、該第二の後方ボデ
ィ部材が、クラブヘッドボディの後方部分に画定された内部キャビティに通じる該第二の
開口を少なくとも部分的に覆う、
前記ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、請求項1記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項３】
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
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　ビームが実質的に垂直であり、かつクラブヘッドボディの後方部分の中央区域に位置し
ている、請求項3記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　ビームがビーム開口を画定し、後方ボディが、該ビーム開口中に延びるように構造化さ
れ、かつ配設された突起を含む、請求項3記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定する
、前記クラブヘッドボディ、および
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合した、第一の後方ボディ部材および第二の
後方ボディ部材を含む後方ボディ
を含む、ゴルフクラブヘッドであって、
　該第一の後方ボディ部材が該第一の開口を少なくとも部分的に覆い、該第二の後方ボデ
ィ部材が該第一の開口を少なくとも部分的に覆う、
　前記ゴルフクラブヘッド。　
【請求項７】
　第一の後方ボディ部材が第一の材料で構成され、第二の後方ボディ部材が、該第一の材
料とは異なる第二の材料で構成されている、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるサイズである、請求項1記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるウェイト付け特性を有する、
請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる重量配分を有する、請求項1
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる形状を有する、請求項1記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　後方ボディが、全体的に四角い形の外観をゴルフクラブヘッドに与えるように構成され
ている、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　後方ボディが、ウェイトを受けるように構成された少なくとも一つのレセプタクルを含
む、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　後方ボディが、ゴルフクラブヘッドが取り外し可能なパーツを有しないように構成され
たカバーを含む、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　後方ボディが、丸みのある後方周囲形状をゴルフクラブヘッドに与えるように構成され
ている、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　後方ボディが、一つまたは複数のねじコネクタを介してクラブヘッドボディと取り外し
可能に係合する、請求項1記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含む、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボディであって、該クラブヘ
ッドボディが該内部キャビティを画定し、該クラブヘッドボディの後方部分が、複数のビ
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ームを含み、かつ該複数のビームの間の位置で内部キャビティに通じる複数の開口を画定
する、前記クラブヘッドボディ、および
　クラブヘッドボディと取り外し可能に係合し、複数の開口を少なくとも部分的に覆うよ
うに構成された、一つまたは複数のパーツでできた後方ボディ
　を含む、ゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　複数のビームがクラブヘッドボディの後方部分に沿って斜めに延びる、請求項17記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含む、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボディであって、該クラブヘ
ッドボディが内部キャビティを画定し、かつ該後方部分が該内部キャビティに通じる少な
くとも第一の開口および第二の開口を画定する、前記クラブヘッドボディ、を提供する段
階、
　第一の後方ボディ部材および第二の後方ボディ部材を含む後方ボディを提供する段階、
　一つまたは複数のパーツでできており、かつ該第一の開口を少なくとも部分的に覆うよ
うに構成された、第一の後方ボディ部材を該クラブヘッドボディに取り外し可能に固定す
る段階、ならびに
　一つまたは複数のパーツでできており、かつ該第二の開口を少なくとも部分的に覆うよ
うに構成された、第二の後方ボディ部材を該クラブヘッドボディに取り外し可能に固定す
る段階
　を含む、ゴルフクラブヘッドを組み立てる方法。
【請求項２０】
　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、請求項19記載の方法。
【請求項２１】
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、請求項19記載の方法。
【請求項２２】
　ビームが実質的に垂直であり、かつクラブヘッドボディの後方部分の中央区域に位置し
ている、請求項21記載の方法。
【請求項２３】
　ビームがビーム開口を画定し、後方ボディが突起を含み、取り外し可能に固定する段階
が、該突起を該ビーム開口中に配置する段階を含む、請求項21記載の方法。
【請求項２４】
　取り外し可能に固定する段階が、一つまたは複数のねじコネクタを介して後方ボディを
クラブヘッドボディに取り外し可能に固定する段階を含む、請求項21記載の方法。
【請求項２５】
　第一の後方ボディ部材が第一の材料で構成され、第二の後方ボディ部材が、該第一の材
料とは異なる第二の材料で構成されている、請求項19記載の方法。
【請求項２６】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるウェイト付け特性を有する、
請求項19記載の方法。
【請求項２７】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる重量配分を有する、請求項19
記載の方法。
【請求項２８】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる形状を有する、請求項19記載
の方法。
【請求項２９】
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
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部分を含む、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボディであって、該クラブヘ
ッドボディが内部キャビティを画定し、かつ該後方部分が、該内部キャビティに通じる少
なくとも第一の開口および第二の開口を画定する、前記クラブヘッドボディ、
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合可能であり、かつ該第一の開口を少なくと
も部分的に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた第一の後方ボディ部
材、ならびに
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合可能であり、かつ該第二の開口を少なくと
も部分的に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた第二の後方ボディ部
材
　を含む、ゴルフクラブヘッドキット。
【請求項３０】
　第一の後方ボディ部材が第一の材料で構成され、第二の後方ボディ部材が、該第一の材
料とは異なる第二の材料で構成されている、請求項29記載のキット。
【請求項３１】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるサイズである、請求項29記載
のキット。
【請求項３２】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるウェイト付け特性を有する、
請求項29記載のキット。
【請求項３３】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる重量配分を有する、請求項29
記載のキット。
【請求項３４】
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる形状を有する、請求項29記載
のキット。
【請求項３５】
　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、請求項29記載のキット
。
【請求項３６】
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、請求項29記載のキット。
【請求項３７】
　第一の後方ボディ部材および第二の後方ボディ部材それぞれが、一つまたは複数のねじ
コネクタを介して別々かつ取り外し可能にクラブヘッドボディに固定可能である、請求項
29記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は一般にゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。本発明の具体的な例
示的局面は、交換可能な後方ボディ部材を有するゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッド
に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　近年、ゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブは、ゴルフボールとのインパクト時にゴ
ルファーがクラブヘッドフェースをスクエアに向けることを支援することによってゴルフ
ァーの精度を改善するように設計されている。多くのゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラ
ブヘッドの少なくともいくらかの重量が、クラブヘッドの重心位置を変更または制御する
ように配置されている。ゴルフクラブヘッドの重心位置は、ゴルフボールが所期の方向に
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推進されるかどうかを決定する一つの要因である。重心が接触面上の係合点の後に位置す
る場合、ゴルフボールはほぼまっすぐな経路をたどる。しかし、重心が係合点の片側に離
れている場合、ゴルフボールは、意図しない方向に飛んだり、および／または左または右
にカーブする経路をたどったりして、多くの場合、「プル」、「プッシュ」、「ドロー」
、「フェード」、「フック」または「スライス」と呼ばれるボールの飛びを生じさせるこ
とがある。同様に、重心が係合点の上方または下方に離れている場合、ゴルフボールの飛
びは、それぞれ、より風を切り裂く(boring)軌道またはより浮き上がる軌道を示すことが
ある。
【０００３】
　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の当たりにしてきた
が、一部のプレーヤは、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感じ続けている。これは、ボールを遠くまで飛
ばすために使用されるクラブ、たとえばドライバおよびウッドの場合に特に当てはまる。
したがって、当技術分野には、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】
【０００４】
　本発明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、特にウッドタイプゴ
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）ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面およびこ
の打面とは反対側の後方部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツ
でできたクラブヘッドボディであって、後方部分が内部キャビティに通じる少なくとも第
一の開口を画定する、クラブヘッドボディ、および（b）クラブヘッドボディと取り外し
可能に係合し、第一の開口を少なくとも部分的に覆うように構成された、一つまたは複数
のパーツでできた後方ボディを含む。後方ボディ部材は、クラブヘッドボディの後面およ
び／または他の部分と取り外し可能に係合させることができる。
【０００５】
　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さらに、クラブヘッドに取り付けられた
シャフト部材（場合によっては、別個のホーゼル部材またはクラブヘッドもしくはシャフ
トの一つまたは複数の一体部分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、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。
【０００６】
　本発明のなおさらなる局面は、本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構
造を製造する方法に関する。そのような方法は、たとえば、（a）たとえば、ゴルフクラ
ブヘッドを製造または他のやり方で作ること、ゴルフクラブヘッドを別のソースから得る
ことなどにより、上記様々なタイプのゴルフクラブヘッドまたはクラブヘッドボディを提
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
部材をシャフト部材と係合させる段階、（d）ウェイト部材をゴルフクラブヘッドと係合
させる段階、および／または（e）後方ボディ部材を後方部分および／またはクラブヘッ
ドボディもしくはクラブ構造の他の部分と係合させる段階、などを含むことができる。
[本発明1001]
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定する
、クラブヘッドボディ、および
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合し、該第一の開口を少なくとも部分的に覆
うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた後方ボディ
を含む、ゴルフクラブヘッド。
[本発明1002]
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　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、本発明1001のゴルフク
ラブヘッド。
[本発明1003]
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1004]
　ビームが実質的に垂直であり、かつクラブヘッドボディの後方部分の中央区域に位置し
ている、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1005]
　ビームがビーム開口を画定し、後方ボディが、該ビーム開口中に延びるように構造化さ
れ、かつ配設された突起を含む、本発明1003のゴルフクラブヘッド。
[本発明1006]
　後方ボディが第一の後方ボディ部材および第二の後方ボディ部材を含む、本発明1001の
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1007]
　第一の後方ボディ部材が第一の開口を少なくとも部分的に覆い、第二の後方ボディ部材
が該第一の開口を少なくとも部分的に覆う、本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1008]
　第一の後方ボディ部材が第一の開口を少なくとも部分的に覆い、第二の後方ボディ部材
が、クラブヘッドボディの後方部分中に画定された内部キャビティに通じる第二の開口を
少なくとも部分的に覆う、本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1009]
　第一の後方ボディ部材が第一の材料で構成され、第二の後方ボディ部材が、該第一の材
料とは異なる第二の材料で構成されている、本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1010]
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるサイズである、本発明1006の
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1011]
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なるウェイト付け特性を有する、
本発明1006のゴルフクラブヘッド。
[本発明1012]
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる重量配分を有する、本発明10
06のゴルフクラブヘッド。
[本発明1013]
　第一の後方ボディ部材が第二の後方ボディ部材とは異なる形状を有する、本発明1006の
ゴルフクラブヘッド。
[本発明1014]
　後方ボディが、全体的に四角い形の外観をゴルフクラブヘッドに与えるように構成され
ている、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1015]
　後方ボディが、ウェイトを受けるように構成された少なくとも一つのレセプタクルを含
む、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1016]
　後方ボディが、
　クラブヘッドボディと永久的に係合するように構成された第一の部分、および
　該クラブヘッドボディまたは該後方ボディの第一の部分の少なくとも一方と取り外し可
能に係合するように構成された第二の部分
を含む、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1017]
　後方ボディが、ゴルフクラブヘッドが取り外し可能なパーツを有しないように構成され
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たカバーを含む、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1018]
　後方ボディが、丸みのある後方周囲形状をゴルフクラブヘッドに与えるように構成され
ている、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1019]
　後方ボディが、一つまたは複数のねじコネクタを介してクラブヘッドボディと取り外し
可能に係合する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1020]
　クラブヘッドボディの後方部分が、複数のビームを含み、かつ該複数のビームの間の位
置で内部キャビティに通じる複数の開口を画定する、本発明1001のゴルフクラブヘッド。
[本発明1021]
　複数のビームがクラブヘッドボディの後方部分に沿って斜めに延びる、本発明1020のゴ
ルフクラブヘッド。
[本発明1022]
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定する
、クラブヘッドボディ、を提供する段階、ならびに
　一つまたは複数のパーツでできており、かつ該第一の開口を少なくとも部分的に覆うよ
うに構成された後方ボディを該クラブヘッドボディに取り外し可能に固定する段階
を含む、ゴルフクラブヘッドを組み立てる方法。
[本発明1023]
　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、本発明1022の方法。
[本発明1024]
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、本発明1022の方法。
[本発明1025]
　ビームが実質的に垂直であり、かつクラブヘッドボディの後方部分の中央区域に位置し
ている、本発明1024の方法。
[本発明1026]
　ビームがビーム開口を画定し、後方ボディが突起を含み、取り外し可能に固定する段階
が、該突起を該ビーム開口中に配置する段階を含む、本発明1024の方法。
[本発明1027]
　後方ボディが第一の後方ボディ部材および第二の後方ボディ部材を含む、本発明1022の
方法。
[本発明1028]
　取り外し可能に固定する段階が、一つまたは複数のねじコネクタを介して後方ボディを
クラブヘッドボディに取り外し可能に固定する段階を含む、本発明1022の方法。
[本発明1029]
　後方ボディをクラブヘッドボディから取り外す段階、および
　第二の後方ボディを該クラブヘッドボディに取り外し可能に固定する段階
をさらに含む方法であって、該第二の後方ボディが一つまたは複数のパーツでできており
、第一の開口を少なくとも部分的に覆うように構成されている、本発明1022の方法。
[本発明1030]
　後方ボディが第一の材料で構成され、第二の後方ボディが、該第一の材料とは異なる第
二の材料で構成されている、本発明1029の方法。
[本発明1031]
　後方ボディが第二の後方ボディとは異なるサイズである、本発明1029の方法。
[本発明1032]
　後方ボディが第二の後方ボディとは異なるウェイト付け特性を有する、本発明1029の方
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法。
[本発明1033]
　後方ボディが第二の後方ボディとは異なる重量配分を有する、本発明1029の方法。
[本発明1034]
　後方ボディが第二の後方ボディとは異なる形状を有する、本発明1029の方法。
[本発明1035]
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が、該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定す
る、クラブヘッドボディ、
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合し、かつ該第一の開口を少なくとも部分的
に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた後方ボディ、ならびに
　該第一の開口を少なくとも部分的に覆うために、該後方ボディを該クラブヘッドボディ
に取り外し可能に固定する段階を含む方法を実行するための指示
を含む、キット。
[本発明1036]
　第二の後方ボディをさらに含むキットであって、該第二の後方ボディが、一つまたは複
数のパーツでできており、クラブヘッドボディと取り外し可能に係合可能であり、かつ第
一の開口を少なくとも部分的に覆うように構成されている、本発明1035のキット。
[本発明1037]
　指示が、
　後方ボディをクラブヘッドボディから取り外す段階、および
　第二の後方ボディを該クラブヘッドボディに取り外し可能に固定する段階
を含む方法を実行するための指示をさらに含む、本発明1036のキット。
[本発明1038]
　ヒール部分、トウ部分、トップ部分、ソール部分、打面および該打面とは反対側の後方
部分を含み、内部キャビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボ
ディであって、該後方部分が、該内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定す
る、クラブヘッドボディ、
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合可能であり、かつ該第一の開口を少なくと
も部分的に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた第一の後方ボディ、
ならびに
　該クラブヘッドボディと取り外し可能に係合可能であり、かつ該第一の開口を少なくと
も部分的に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた第二の後方ボディ
を含む、キット。
[本発明1039]
　第一の後方ボディが第一の材料で構成され、第二の後方ボディが、該第一の材料とは異
なる第二の材料で構成されている、本発明1038のキット。
[本発明1040]
　第一の後方ボディが第二の後方ボディ部材とは異なるサイズである、本発明1038のキッ
ト。
[本発明1041]
　第一の後方ボディが第二の後方ボディとは異なるウェイト付け特性を有する、本発明10
38のキット。
[本発明1042]
　第一の後方ボディが第二の後方ボディとは異なる重量配分を有する、本発明1038のキッ
ト。
[本発明1043]
　第一の後方ボディが第二の後方ボディとは異なる形状を有する、本発明1038のキット。
[本発明1044]
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　第一の開口がクラブヘッドボディのヒール－トウ方向に細長い、本発明1038のキット。
[本発明1045]
　クラブヘッドボディの後方部分がビームを含み、該ビームが、第一の開口を、内部キャ
ビティに通じる第二の開口から切り離す、本発明1038のキット。
[本発明1046]
　第一の後方ボディおよび第二の後方ボディそれぞれが、一つまたは複数のねじコネクタ
を介して別々かつ取り外し可能にクラブヘッドボディに固定可能である、本発明1038のキ
ット。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明は、添付図面において例として示されるが、それには限定されず、全図を通じて
同じ参照番号が同種の要素を示す。
【０００８】
【図１Ａ】一般に、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示す。
【図１Ｂ】一般に、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示す。
【図２Ａ】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例示的な
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にしたがって使用することができる例示的な
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にしたがって使用することができる例示的な
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にしたがって使用することができる例示的な
後方ボディ部材を示す。
【図３Ｂ】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例示的な
後方ボディ部材を示す。
【図３Ｃ】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例示的な
後方ボディ部材を示す。　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に留意されたい。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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
ブの特徴を開示する。
【００１０】
I. 本発明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、ゴルフクラブヘッドおよびクラブヘッドを含むゴルフクラブ（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局面のゴルフクラブヘッドは、（a）ヒール部分、トウ部分
、トップ部分、ソール部分、打面およびこの打面とは反対側の後方部分を含み、内部キャ
ビティを画定し、一つまたは複数のパーツでできたクラブヘッドボディであって、後方部
分が内部キャビティに通じる少なくとも第一の開口を画定する、クラブヘッドボディ、お
よび（b）クラブヘッドボディと取り外し可能に係合し、第一の開口を少なくとも部分的
に覆うように構成された、一つまたは複数のパーツでできた後方ボディを含む。後方ボデ
ィは、クラブヘッドボディ（たとえば後方部分および／またはクラブヘッドボディの他の
部分）と取り外し可能に係合させることができる。後方ボディ部材の任意の所望の部分を
クラブヘッドボディと係合させてもよい。いくつかの態様において、後方ボディの一部分
が、クラブヘッドボディ中に画定されたキャビティの中に延びてもよい（たとえば、後方
ボディ部材の少なくともいくらかの部分、全部分または少なくとも大部分が後方ボディ部
材受けキャビティ内に位置してもよい）。他の態様において、後方ボディの少なくとも一
部分がクラブヘッドボディの後方部分の外周面を越えて延びてもよい。さらには、望むな
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らば、後方ボディは、主クラブヘッドボディに取り付けられたとき、ゴルフクラブヘッド
のクラウンおよび／またはソールの少なくとも一部分を形成してもよい。または、いくつ
かの態様において、後方ボディは、クラウンおよび／またはソールのどの部分をも形成し
ない。取り外し可能に係合可能な様々な後方ボディを使用することが、ゴルフクラブヘッ
ドの全体サイズ、形状、重量、重量配分、重心、慣性モーメントおよび／または他の特性
の変更を可能にしうる。本発明の特定の局面において、後方ボディは、全体的に従来の形
状のゴルフクラブヘッド（たとえば丸みのある後方周囲部分を有する）を提供しうるが、
一方、他の態様において、後方ボディは、よりモダンなヘッド外観（たとえば、より四角
いまたは長方形のクラブヘッド全体形状を提供する後方および／または側方部分を有する
）を提供してもよい。
【００１１】
　本発明を逸脱することなく、後方ボディ受けキャビティは、存在する場合、クラブヘッ
ドボディの後方部分中、任意の所望の位置に提供されてもよい。いくつかの例において、
この後方ボディ受けキャビティに通じる開口は、後方部分を越えてクラブヘッドボディの
ソールおよび／またはクラウンまで延びることができる。追加的または代替的に、後方ボ
ディ受けキャビティは、クラブヘッドボディの後方部分を越えてクラブヘッドボディのヒ
ールおよび／またはトウ部分まで延びてもよい。いくつかの態様において、後方ボディ受
けキャビティは、その最深位置において少なくとも5mm、少なくとも7mmまたは少なくとも
10mmの奥行きを有しうる。さらには、キャビティの断面は、いくつかの態様においては正
方形、長方形、半球形、台形などである断面を含む多くの形状でありうる。本発明を逸脱
することなく、一つまたは複数の後方ボディ受けキャビティおよび／または一つまたは複
数の後方ボディがゴルフクラブヘッド構造全体中に提供されてもよい。
【００１２】
　クラブヘッドボディはまた、その内部キャビティに通じる一つまたは複数の開口を含む
ことができる。多数の開口を有する本発明の態様において、多数の開口は、互いに実質的
に隣接してもよく、またはクラブヘッドボディの後方部分の中実部分によって分けられて
もよい。本発明の特定の局面において、ゴルフクラブヘッドは、多数の後方ボディ部材ま
たは多数の部分で構成された後方ボディ部材を含むことができる。いくつかの態様におい
て、ゴルフクラブヘッドは、少なくとも二つの後方ボディ部材または少なくとも三つのボ
ディ部材を含むことができる。本発明を逸脱することなく、内部キャビティに通じる開口
は、クラブヘッドボディの後方部分に沿ってどこにでも配置および／または配設すること
もできる。
【００１３】
　また、本発明を逸脱することなく、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、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から、任意の所望の構成で、任意の所望の材料から
などできていてもよい。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、ソール、フェース部材（場合によっては、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部材（
たとえば、クラウンとソール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（場合によっては、たとえばクラウンとソールとの間でクラブ
ヘッドの周辺を形成または画定する、および／またはクラウンおよび／またはソール（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
数の金属または金属合金パーツ（たとえば、場合によっては打球面、フェース部材などを
含む、または打面、フェース部材などと係合したフレーム）、たとえばステンレス鋼、チ
タンまたはチタン合金、アルミニウムまたはアルミニウム合金、マグネシウムまたはマグ
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のため、クラウンと
ソール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
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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のため、クラウンとソールとの間
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。本
発明を逸脱することなく、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任
意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。
【００１４】
　また、本発明を逸脱することなく、後方ボディのための任意の所望の構成を使用するこ
とができる。望むならば、本発明を逸脱することなく、後方ボディは、機械的コネクタ、
保定部材構造、ばね押しコネクタおよび／または保定構造の使用などを含む任意の所望の
やり方で、後方部分および／またはゴルフクラブヘッドの他の部分と取り外し可能に係合
させてもよい。後方ボディ部材およびクラブヘッドボディの残り部分とのその係合のより
具体的な例は以下に記載する。
【００１５】
　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さらに、クラブヘッドに取り付けられた
シャフト部材（場合によっては、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、多数の後方ボディ部
材などの一つまたは複数を含むことができる。
【００１６】
　本発明のなおさらなる局面は、本発明の例のゴルフクラブヘッドおよびゴルフクラブ構
造を製造する方法に関する。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、たとえばゴルフクラブヘッドを製造または他のやり方で作ること、それを第三
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部材と係合させる段階、（d）様々
な後方ボディまたは後方ボディ部材をクラブヘッドボディと係合させる段階、などを含み
うる。
【００１７】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記様々なタイプの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、後方ボディ部材をクラブヘッドボディに沿
って様々な位置、たとえば後方部分、トウ部分、ヒール部分などに固定する段階、後方ボ
ディをクラブヘッドボディから取り外す段階、新たな後方ボディ（またはその新たな部分
）をクラブヘッドボディ上に配置する段階などを含みうる。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、特定のユーザのスイング特性に
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、特定のユーザにとって所望のま
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も
でき、望むならば、そのような特性を、最終的な永久にウェイト付けされたクラブ構造の
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
使用することができる。
【００１８】
　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。
【００１９】
II. 本発明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
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　以下の説明および添付図面は、本発明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を超える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において一貫して使用され
る。
【００２０】
　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、それでも当技術分野におい
ては慣例的に「ウッド」と呼ばれることがある（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（場合によ
っては、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）、
クラウン部材、フェースプレート、フェースフレーム部材（それに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造として互いに一体に形成されてもよく（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てもよく、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てもよい、など）。場
合によっては、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てもよい（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単一のワンピース一体構造
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（場合によっては中空ボディなど）に取り付けられてもよい。以下、図1～3に示す
例示的なゴルフクラブ構造に関連して本発明の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。
【００２１】
　図1Aおよび1Bは一般に、本発明の例示的なゴルフクラブ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、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。場合によっては、望むならば、外部ホーゼル領域104を
なくし、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
取り付けてもよい（たとえば、クラブヘッド102のトップ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）。
【００２２】
　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任意の適当なまたは所望のやり方で、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
付けてもよい。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と係合させてもよく、および／または、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（たとえばねじ、保定要素など）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、クラブヘッド
構造102に直接係合させてもよい。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、様々な材料の組み合わせなどでできてい



(13) JP 5601669 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

てもよい。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、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。
別の例として、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とで一
体のワンピース構造として一体に形成することもできる。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材料を使用してもよい。
【００２３】
　本発明を逸脱することなく、クラブヘッド102そのものもまた、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／または任意の適当なまたは所望の材料で構成することがで
きる。たとえば、図1Aおよび1B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（場合によっては、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
クラブに取り付けられた、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102c、ソール102dおよびクラウンまたはトップ部分102c
とソール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からクラブヘッド周辺を巻いてヒールからトウまで延びる材料）を含む。打面とは
実質的に反対側の位置まで延びるこのボディ部分102eは、クラブヘッド構造の後方部分を
含むことができる。
【００２４】
　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造が可能である。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、
いっしょに接続される（たとえば、溶接、接着剤または他の融着技術、機械的コネクタな
どによって）多数の部片でできていてもよい。様々なパーツ（たとえばクラウン102c、ソ
ール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、たとえば軽金属材料を含む金属材料を含む所望の材料および様
々な材料の組み合わせでできていてもよい。適当な軽金属材料のより具体的な例は、鋼、
チタンおよびチタン合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金、マグネシウムおよびマ
グネシウム合金などを含む。
【００２５】
　さらなる例または代替として、クラブヘッド102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できていてもよ
い。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
合材料または他の非金属材料は、たとえば、ガラス繊維複合材料、玄武岩繊維複合材料、
ポリマー材料などを含む。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料または他の非金属材料でできていてもよい。
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
材料または他の非金属材料でできていてもよい。さらなる追加的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102cとソー
ル102dとの間に延びる材料の領域）が複合材料または他の非金属材料でできていてもよい
。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
たは場合によってはクラブヘッド全体が複合材料または他の非金属材料でできていてもよ
い。複合材料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
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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、複合材料または他
の非金属材料、軽金属、金属フォームまたは他の気泡構造材料などの使用による）は、ク
ラブ設計者および／またはクラブフィッタが、さらなる重量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、慣性モーメントを増したり、重心位置に
影響したり、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したりするこ
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）。
【００２６】
　クラブヘッド構造102を構成する様々な個々のパーツは、多数の部片でできているなら
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、互いに係合させる、および／またはいっしょに保持することが
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102c、ソール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、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）などによって接合および
／またはいっしょに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、1
02b、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に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
または他の構造中にもしくは上に嵌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みうる。セメント、接着剤、機械的コネクタ、仕上げ材料などを、上
記の突出したリブ／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いっしょに固定しやすくすることができる。
【００２７】
　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11/125,32
7号（2005年10月27日公開の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る寸法および／また
は他の特性を有しうる。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、全体が参照により本明細書に組み入れられる。本発明の少なくともいくつかの
例示的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である。長さ寸法Lは、少なくとも4インチであることができ、いくつかの
例において、少なくとも4.25インチ、少なくとも4.5インチ、少なくとも4.75インチまた
はより少なくとも4.85インチであってもよい。クラブヘッドは、たとえば少なくとも200c
c、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
より少なくとも450ccの体積を含む任意の所望の体積を有してもよい。
【００２８】
　図2A～2Cは、本発明のゴルフクラブ100およびゴルフクラブヘッド102構造に含めること
ができるさらなる例示的な特徴および構造を示す。これらの図に示すように、このクラブ
ヘッド構造102の後方部分102eは、中空のクラブヘッド102構造の内部キャビティに通じる
開口210を含む。特定の態様において、開口210は、クラウン102cの一部分および／または
ソール102dの一部分の中に延びることもできるし、および／または開口210は、クラブヘ
ッド構造102のヒールおよび／またはトウ部分の中に延びることもできる。開口210は、た
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とえばクラブヘッド102構造の所望の特性および後方ボディ部材（以下さらに詳細に説明
する）の配置に依存して、任意の所望の形状およびサイズであってもよく、開口のサイズ
、寸法および形状は、必ずしもキャビティのサイズ、寸法または形状によって決まるわけ
ではない。たとえば、いくつかの態様において、開口は、キャビティの長さの周囲の少な
くとも10％、キャビティの長さの周囲の少なくとも25％、キャビティの長さの周囲の少な
くとも50％、またはキャビティの長さの周囲のさらに100％に延びることができる。同様
に、いくつかの態様において、開口は、キャビティの幅の周囲の少なくとも10％、キャビ
ティの幅の周囲の少なくとも25％、キャビティの幅の周囲の少なくとも50％、またはキャ
ビティの幅の周囲のさらに100％に延びることができる。
【００２９】
　キャビティおよび／または開口210を有することによるクラブヘッド102構造の軽量化は
、クラブヘッド特性を変更する場合に特定の利点を提供することができる。いくつかの利
点は、軽量化によってさらなる重量をクラブヘッド102構造の選択された他の位置に配分
する能力、およびクラブヘッド102の内部を目視し、点検する能力を含みうる。いくつか
の態様においては、後方ボディの特定の位置（またはクラブ構造中の他の位置）への重量
の戦略的配置を使用して、事前に選択した弾道、たとえばフェードする飛びパターン、ド
ローする飛びパターン、高めの弾道の飛びパターン、低めの弾道の飛びパターンなどでボ
ールを打ち出すようにクラブにバイアスをかけることもできる。
【００３０】
　代替態様において、図2Bおよび2Cに示すように、キャビティは、開口を横切ってクラブ
ヘッドの内部キャビティまで延びる一つまたは複数のサポートビーム230または支柱を含
むことができる。これらのビーム230は、クラブの後部またはクラウンに対するさらなる
支持を提供することもできるし、および／または後方ボディ部材をクラブヘッド102構造
の残り部分に取り付けるためのさらなるまたは代替の取り付け位置を提供することもでき
る。図2Bに示す一つの態様に見られるように、クラブヘッド102は、後方ボディ部材をク
ラブヘッド102の残り部分に固定することができるねじコネクタ（たとえばスクリューま
たはボルト）を受けるためのねじ開口232を有する実質的に垂直なビーム230を含むことが
できる。図2Cに示す別の態様は、キャビティを横切って延びて格子または網目構造の外観
を提供する、複数の斜めに配設されたビーム230を含むことができる。本発明を逸脱する
ことなく、ビーム230の他の配設が可能である。
【００３１】
　図2A～2Cは、クラブヘッド102後面102eの中央における、クラブヘッドの内部キャビテ
ィに通じる開口を示すが、望むならば、本発明を逸脱することなく、内部キャビティに通
じる開口は、片寄っていてもよく、たとえば、よりヒール側またはトウ側に位置していて
もよいし、および／または内部キャビティに通じる複数の開口（たとえば、ヒール区域に
一つ、トウ区域に一つ）がクラブヘッド102構造上に提供されてもよい。本発明を逸脱す
ることなく、内部キャビティに通じる開口はまた、後面102eに沿って斜めであってもよい
（たとえば、前方ヒールから後方トウに向かう方向、前方トウから後方ヒールに向かう方
向などに）。
【００３２】
　図3A～3Cは、本発明の後方ボディ部材310および／またはその様々な部分の態様を示す
（そのようなクラブヘッド102の例示的構造を含む）。後方ボディ部材310は、多様な方法
でクラブヘッド102構造の残り部分に固定することができる。図示される例においては、
後方ボディ部材310をクラブヘッド102構造の残り部分に固定するために一つまたは複数の
スクリューまたはボルト部材324が提供されている。この図示される例においては、後方
ボディ部材310上に取り付け穴328（場合によってはねじ付き）が画定され、これらの穴32
8を通してクラブヘッド102構造（場合によってはねじ付き）の残り部分中の穴228と係合
して後方ボディ部材310をクラブヘッド102構造の残り部分に対して保持するためにスクリ
ューまたはボルト部材324が配設されうる。望むならば、スクリューまたはボルト部材324
の露出した頭部が、後方ボディ部材310中に設けられた皿穴に嵌入して、スクリューまた
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はボルト部材の頭部が後方ボディ部材310の面を越えて延びないようにしてもよい。当然
、本発明を逸脱することなく、任意の数のスクリューまたはボルト取り付け穴228および3
28がクラブヘッド102構造の残り部分および後方ボディ部材310中に提供されてもよい。望
むならば、中実構造の外観を提示し、使用中にほこりまたはくずが、穴および／またはク
ラブヘッドボディ内部に侵入することを防ぐために、カバー部材（たとえば摩擦嵌めプラ
グ、フラップなど）（図示せず）を提供して、スクリュー部材（または他のコネクタ）を
受けることができる任意の露出または開放した穴を覆ってもよい。代替態様において、ス
クリューまたはボルト部材324は、クラブヘッド102構造の残り部分の穴228を通して後方
ボディ部材310の穴328と係合することもできる。その場合、そのような態様において、皿
穴および／またはカバー部材は、後方ボディ部材310ではなくクラブヘッド102構造の残り
部分の特徴であることもできる。
【００３３】
　本発明を逸脱することなく、後方ボディ部材310をクラブヘッド102構造の残り部分に対
して固定する多種多様な他の方法が可能である。たとえば、望むならば、クラブヘッド10
2構造の残り部分および／または後方ボディ部材310が、他方の部材中に提供された対応お
よび／または嵌合する開口、スロット、溝などの中に嵌り込む延長面（たとえば戻り止め
機構、ばね取り付け突起、隆起部など）を備えることができる。本発明を逸脱することな
く、たとえば摩擦嵌め、クランプ、クラスプ、機械的コネクタ、カム構造、保定部材／溝
または開口構造、ばね押し機構などを含む、後方ボディ部材310をクラブヘッド102構造の
残り部分に対して固定し、取り外しする任意の方法を使用することができる。
【００３４】
　図3Bに示すように、後方ボディ部材310は、場合によっては、一つを超える部分を含む
こともできる。図示される態様は、二つの別々の部分を有する後方ボディ部材310を示す
が、本発明を逸脱することなく、任意の数の部分を使用することができる。先述したよう
に、後方ボディ部材が取り付けられるキャビティに通じる開口もまた、複数の開口で構成
されることができる。いくつかの態様は、後方ボディ部材310部分の数に対する開口の数
の、1対1の相関を有するが、他の態様は、後方ボディ部材310部分よりも少数の開口を有
してもよく、さらに他の態様は、開口よりも少数の後方ボディ部材310部分を有してもよ
い。たとえば、図3Bにおいて、キャビティに通じる開口は単一の開口（二つのサポートビ
ーム230によって三つの部分に分けられている）を含みながらも、二つの別々の部分（場
合によっては、たとえばクラブヘッドの後方中央で少なくとも部分的に互いに重なり合う
）を含む後方ボディ部材310を受ける。異なる数の開口および後方ボディ部材310の部分を
使用する能力は、所望のゴルフクラブ100の特性にしたがって、重量を異なるふうに配分
するために提供される融通性において有利である。
【００３５】
　後方ボディ部材310を使用することによって重量を様々な場所に配分することは、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1
00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
、少なくとも一部のユーザにとって、有意な重量がより低い、かつその後部（たとえば、
その重量の大部分がクラブヘッド102の背面を越え、ソール102dに向かって延びる後方ボ
ディ部材310）に近い位置にあるクラブヘッド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。そのような重量配置はまた、少なくとも一部のユーザにとって、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使用することもできる。
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は、たとえば強風条件におけ
るプレーの場合、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
グ欠点の場合に、後方ボディ部材310は、より多くの重量が前方に、打球面に向かって配
置されるように、クラブヘッド102の内部キャビティの中に延びる部分を含むことができ
る。
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【００３６】
　本発明の別の可能な態様において、クラブヘッド102の後方ボディ部材受けキャビティ
に隣接する、またはその中に挿入される後方ボディ部材310の表面は、後方ボディ部材310
がクラブヘッド102構造の残り部分に固定されたとき、ビーム230の間および／またはその
中に位置する開口中に延びることができる嵌合部分（たとえば突起および／またはそのた
めのレセプタクル）を含むことができる。代替的または追加的に、後方ボディ部材310お
よび／またはクラブヘッド102構造の残り部分は、後方ボディ部材310をクラブヘッド102
の後方ボディ部材受けキャビティ内の定位置に確実に保持するのに役立つことができる嵌
合部分（オスおよび／またはメス）を含むことができる。
【００３７】
　図3Aおよび3Cは、本発明の少なくともいくつかの例のクラブヘッド102構造中に提供さ
れる別の特徴を示す。顕著には、これらの例示的構造において、後方ボディ部材310また
はクラブヘッド102構造の一部の他の部分は、その中に画定されたスロット、溝または開
口334を含むことができる。このスロット、溝または開口334は、ウェイト部材346を取り
付けるために使用することができ、その例を以下さらに詳細に記載する。本発明を逸脱す
ることなく、スロット、溝または開口334は、開放している、部分的に開放している、ま
たは閉じていることができる。
【００３８】
　本発明を逸脱することなく、スロット、溝または開口334は、任意の所望のサイズまた
は形状をとることができ、クラブヘッド構造中の任意の所望の位置または場所に提供され
ることができる（たとえば、ソール102d中、クラウン102c中、後面102e中、後方ボディ部
材310中など）。また、望むならば、クラブヘッド102構造は、その個々のパーツ（たとえ
ば後方ボディ部材310、ソール102dなど）を含め、ウェイト部材346を受けるための一つを
超えるスロット、溝または開口334を含んでもよい。また、本発明を逸脱することなく、
任意の数の別個のウェイト部材346が様々なスロット、溝または開口334中に取り付けられ
てもよい（たとえば、一つのスロット、溝または開口334が、0、1、2またはそれを超える
任意の所望の数のウェイト部材346を含んでもよい）。図3Aに示す例示的構造において、
後方ボディ部材310は、後方ボディ部材310の幅を横切って延びる単一のスロット、溝また
は開口334を含む。図3Cに示す例示的構造において、後方ボディ部材310は、二つの水平方
向に配設された開口334を含む。追加的または代替的に、同様なスロット、溝または開口3
34が、後方ボディ部材310中の異なる位置またはクラブヘッド102構造の残り部分中の他の
場所に提供されてもよい。さらに別の代替として、望むならば、クラブヘッドの何らかの
部分（たとえばソール102d、後面102eなど）が、一つまたは複数の取り外し可能なウェイ
ト部材346を取り付けうる（場合によっては、締り嵌め的または非滑動的に）一つまたは
複数のウェイトポートを含むこともできる。そのような構造は、ユーザ（またはクラブフ
ィッタ）が、クラブヘッド102構造全体の様々な部分にさらなる重量を提供することを可
能にし、それが、ドローバイアスクラブ、フェードバイアスクラブおよび／または通常は
過度にフェードもしくはスライスするボールの飛びまた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有用であ
りうる。
【００３９】
　望むならば、図3Cに示す例に示すように、一つまたは複数のウェイト部材346を、クラ
ブヘッド102構造のスロット、溝または開口334と直接係合させることもできる。ウェイト
部材346は、機械的コネクタ（たとえばスクリュー、ボルト、ばね押し保定要素、戻り止
め、摩擦嵌めなど）、融着技術（たとえば接着剤、セメント、溶接、ろう付け、はんだ付
けなど）などの使用を含む、取り外し可能または取り外し可能なやり方を含む任意の所望
のやり方で定位置に保持される、その中に永久的に取り付けられる、などができる。しか
し、図3Aは、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別の可
能な構成を示す。この例示的構造で示すように、ウェイトカートリッジ部材342が後方ボ
ディ部材310のスロット、溝または開口334中に取り付けられている。ウェイトカートリッ
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ジ部材342は、後方ボディ部材310の表面の残り部分と同一平面にフィットする、後方ボデ
ィ部材310からいくらか外に延びる、または望むならば、後方ボディ部材310の中に皿座ぐ
りされるように設計されてもよい。ウェイトカートリッジ部材342は、たとえば金属合金
材料、ポリマー材料などを含む任意の所望の材料（たとえば、上記のようにゴルフクラブ
ヘッド102を構成するために使用される材料のいずれか、ゴルフクラブ構成に一般に使用
される任意の他の材料など）でできていてもよい。ウェイトカートリッジ部材342は、任
意の所望のやり方で、たとえば機械的コネクタ、融着技術などの使用を介して後方ボディ
部材310（および／またはクラブヘッド102構造の他の部分）に固定することができる。
【００４０】
　図3Aにおけるこの例示的構造のウェイトカートリッジ部材342は、一つまたは複数のウ
ェイト部材346を取り付けることができる開放した通路344を含む。本発明を逸脱すること
なく、ウェイト部材346は、機械的コネクタ（たとえばスクリュー、ターンバックルなど
）、ばね押し機構（たとえば戻り止め、通路344壁の開口に嵌り込むばね押し保定要素な
ど）、他の保定部材および／または保定溝構造などの使用を含む任意の所望のやり方で、
通路344中に取り付けることができる。また、本発明を逸脱することなく、溝344および／
またはウェイト部材346が、通路344に沿って複数の別々の位置における取り付けを可能に
するための構造を備えてもよく、または固定機構が、通路に沿って任意の所望の位置にお
ける取り付けを可能にしてもよい（たとえば、様々な固定、ロックまたは固着構造を使用
して）。ウェイト部材346は、鉛、タングステン、鉛含有材料、タングステン含有材料お
よび／または他の重い、もしくは高密度の材料でできていてもよい。ウェイト部材346は
、他の材料でできていてもよい。
【００４１】
　本発明を逸脱することなく、ウェイトカートリッジ部材342は、クラブヘッド製造プロ
セス中の任意の所望の時点で、後方ボディ部材310と固定することができる。いくつかの
態様において、ウェイトカートリッジ部材342は、後方ボディ部材310がゴルフクラブヘッ
ド102構造の残り部分に取り付けられる前に後方ボディ部材310に取り付けられる。後方ボ
ディ部材310をクラブヘッド102構造の残り部分と係合させたのちウェイトカートリッジ部
材342を後方ボディ部材310に取り付けるような他の構成技術が可能である。また、望むな
らば、ウェイトカートリッジ部材342は後方ボディ部材310だけに固定される必要はない。
また、本発明を逸脱することなく、ウェイトカートリッジ部材342は、クラブヘッド102構
造の他の部分、たとえばクラウン102cおよび／またはソール102dに提供され、場合によっ
ては後方ボディ部材310には提供されなくてもよい。本発明を逸脱することなく、クラブ
ヘッド102構造全体中の任意の所望の位置で任意の数のウェイトカートリッジ部材342を使
用することができる。
【００４２】
　図1A～3Cに示す様々な具体的構造に関連して様々な構造および技術を先に説明したが（
たとえば、様々な方法でクラブヘッド102構造の残り部分に取り付けられた様々な重量配
分を有する後方ボディ部材310）、本発明を逸脱することなく、本発明の特徴および局面
は多種多様なヘッド構造または構成に適用されることができる。たとえば、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
ウェイト取り付け構造および／またはウェイト付け技術を含むことができるさらなる潜在
的なクラブヘッド構造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し、主ボディおよび別個の後方ボディ部材を含むものとして、
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ツーピー
スクラブ構造、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）を、それに取り付けられたア
フトボディ（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1種または複数種から、中実材料またはくり抜かれた内部チャンバを有する
ものとして構築されることができる）およびアフトボディに取り付けられた後方ボディ部
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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）を、それに取り付けられたマルチピースボディ（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築されることが
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部材などの一つまた
は複数を含む）とともに有し、後方ボディ部材を含む構造などを含む。また、多種多様な
他の構造が可能である。
【００４３】
　上記タイプの重量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（ユーザは、重量設定を変更したり
、および／または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、別の例として、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、上記タイプの様々な後方ボディ部材を有する
クラブヘッドを提供することにより、クラブフィッタおよび／またはユーザは、クラブヘ
ッドとともに使用および／または提供される後方ボディ部材を調節または交換することに
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ユーザは、一つ
のクラブヘッドを使用するだけでクラブヘッドの異なるウェイト付け特性を速やかに試用
することができる（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反対）。そして、調
節可能なクラブヘッドの設定（たとえば、そのユーザにとって最良の特性を生じさせる後
方ボディ部材内の重量の位置および量）に基づいて、ユーザ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重量配設および／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クラブヘッド構造およ
び取り外し可能な後方ボディ部材に基づき、それから導出された永久的なウェイト付け特
性を有する、そのユーザ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。
【００４４】
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先に説明している。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1A～3E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で使用することができる。
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