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(57)【要約】
　ゴルフクラブヘッドは、実質的に中空の構造を画定す
るためにリハ本体に接合される金属製のフロント本体を
備える。金属製のフロント本体は、ストライクフェイス
、及び、ストライクフェイスの周囲から後方に延びる周
囲フレームを備える。リア本体は、クラウン部材、及び
、前記クラウン部材に結合されるソール部材を備える。
ソール部材は、充填材入り熱可塑性材料から形成される
繊維強化復号構造層と、を備える。構造増は、構造層の
厚みを通って延びる複数の開口部を備え、弾性層は、複
数の開口部のそれぞれを横切って延びる。構造層及び前
記弾性層は、それぞれ、共通の熱可塑性樹脂成分を備え
、中間的な接着材を使用することなく、直接接合してい
る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　ストライクフェイス、及び、前記ストライクフェイスの周囲から後方に延びる周囲フレ
ームを備える金属製のフロント本体と、
　前記金属製のフロント本体に結合されて、実質的に中空の構造を画定するリア本体と、
を備え、
　前記リア本体は、クラウン部材、及び、前記クラウン部材に結合されるソール部材を備
え、
　前記ソール部材は、
　　充填材入り熱可塑性材料から形成され、前記クラウン部材に接合される構造層であっ
て、前記構造層の厚みを通って延びる複数の開口部を備える前記構造層と、
　　前記複数の開口部のそれぞれを横切って延びるように、前記構造層の外側面に接合さ
れる弾性層であって、繊維強化熱可塑性複合材料から形成される前記弾性層と、を備え、
　前記構造層及び前記弾性層は、それぞれ、共通の熱可塑性樹脂成分を備え、
　前記構造層は、中間的な接着材を使用することなく、前記弾性層に直接接合される、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記構造層は、さらに、
　　前記金属製のフロント本体に接触しており、接合される前方部分と、
　　前記前方部分から離間している加重部分と、
　　前記前方部分から、前記加重部分及び前記複数の開口部のうちの少なくとも２つの開
口部の間に延びる構造部材であって、前記前方部分と前記加重部分の両方と一体に成形さ
れる前記構造部材と、を備え、
　前記ソール部材は、さらに、前記構造層の前記加重部分に少なくとも部分的に埋め込ま
れる、又は、接着材で接合される金属製のウェイトを備える、請求項１に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項３】
　前記リア本体の外側面は、前記クラウン部材の外側面、前記弾性層の外側面、及び、前
記構造層の前記外側面の一部を備える、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームの外側面から内側方向に窪んだ接
合フランジを備え、
　前記構造層は、前記接合フランジに接着的に接合されており、
　前記弾性層の外側面は、前記フレームの外側面と面一である、請求項１に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項５】
　前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームを前記接合フランジに結合する延
長壁を備え、
　前記構造層及び前記弾性層は、それぞれ、前記延長壁に当接し、
　前記補強部材は、前記ストライクフェイスとゴルフボールとの間のインパクト中におい
て、前記加重部分と前記延長壁の間に動的な負荷を伝達するように作用する、請求項４に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記共通の熱可塑性樹脂成分は、ポリフェニレン・サルファイド、又は、ポリエーテル
・エーテル・ケトンを含む、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記フレームは、クラウン部分及びソール部分を備え、
　前記ゴルフクラブヘッドは、ヒール領域、トウ領域、及び、前記ヒール領域と前記トウ
領域の間に配置された中心領域を備え、
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　前記フレームの前記ソール部分は、前記ヒール領域内で前記ストライクフェイスから第
１の平均距離、前記トウ領域内で前記ストライクフェイスから第２の平均距離、及び、前
記中心領域内で前記ストライクフェイスから第３の平均距離を延びる後方縁部を画定し、
　前記第３の平均距離は、前記第１の平均距離及び前記第２の平均距離の両方よりも大き
い、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　ストライクフェイス、及び、前記ストライクフェイスの周囲から後方に延びる周囲フレ
ームを備える金属製のフロント本体と、
　前記金属製のフロント本体に結合されて、実質的に中空の構造を画定するリア本体と、
を備え、
　前記リア本体は、ソール部材に結合されたクラウン部材を備え、
　前記ソール部材は、
　　構造層であって、
　　　前記金属製のフロント本体に接触しており、接合される前方部分と、
　　　前記前方部分から離間している加重部分と、
　　　前記構造層の厚みを通って延びる複数の開口部であって、前記前方部分及び加重部
分は、前記複数の開口部の少なくとも１つの反対側に配置される、前記複数の開口部と、
　　　複数の補強部材であって、前記複数の補強部材のそれぞれは、前記前方部分から前
記加重部分まで延び、かつ、前記複数の開口部の少なくとも２つの間で延びる、前記複数
の補強部材と、を備える前記構造層と、
　　前記金属製のフロント本体に当接し、前記複数の開口部のそれぞれを横切って延びる
ように、前記構造層の外側面に接合される弾性層と、
　　前記構造層の前記加重部分に少なくとも部分的に埋め込まれる、又は、接着剤で接合
される金属製のウェイトと、を備え、
　前記構造層は、充填材入り熱可塑性材料から形成され、
　前記弾性層は、繊維強化熱可塑性複合材料から形成される、ゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記弾性層は、中間的な接着材を使用することなく、前記構造層に直接接合される、請
求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記構造層は、さらに、前記加重部分と前記前方部分の間で延びる後方周辺部分を備え
、
　前記後方周辺部分は、前記クラウン部材に接合される、請求項８に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項１１】
　前記複数の補強部材のうちの少なくとも１つは、前記加重部分から離れた前記後方周辺
部分へと延びる、請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記リア本体の外側面は、前記クラウン部材の外側面、前記弾性層の外側面、及び、前
記構造層の前記外側面の一部を備える、請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームの外側面から内側方向に窪んだ接
合フランジを備え、
　前記構造層は、前記接合フランジに接着的に接合されており、
　前記弾性層の外側面は、前記フレームの外側面と面一である、請求項８に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項１４】
　前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームを前記接合フランジに結合する延
長壁を備え、
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　前記構造層及び前記弾性層のそれぞれは、前記延長壁に当接し、
　前記複数の補強部材は、前記ストライクフェイスとゴルフボールとの間のインパクト中
において、前記加重部分と前記延長壁に動的な負荷を伝達するように作用する、請求項１
３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　前記フレームは、クラウン部分及びソール部分を備え、
　前記ゴルフクラブヘッドは、ヒール領域、トウ領域、及び、前記ヒール領域と前記トウ
領域の間に配置された中心領域を備え、
　前記フレームの前記ソール部分は、前記ヒール領域内で前記ストライクフェイスから第
１の平均距離、前記トウ領域内で前記ストライクフェイスから第２の平均距離、及び、前
記中心領域内で前記ストライクフェイスから第３の平均距離を延びる後方縁部を画定し、
　前記第３の平均距離は、前記第１の平均距離及び前記第２の平均距離の両方よりも大き
い、請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　前記加重部分、及び、前記ストライクフェイスの幾何学的中心は、前記中心領域内に位
置する、請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　前記充填材入り熱可塑性材料及び前記繊維強化熱可塑性複合材料のそれぞれは、共通の
樹脂成分を含み、
　前記共通の樹脂成分は、前記充填材入り熱可塑性材料中に第１の量で存在し、前記繊維
強化熱可塑性複合材料中に前記第１の量未満の第２の量で存在する、請求項８に記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記共通の樹脂成分は、ポリフェニレン・サルファイド、又はポリエーテル・エーテル
・ケトンを含む、請求項１７に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記第１の量は、容積で約５５％を超え、
　前記第２の量は、容積で約３５％未満である、請求項１７に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項２０】
　多材料のゴルフクラブヘッドを製造する方法であって、
　熱可塑性樹脂母材及び織られた繊維強化層を備える繊維強化複合材から、第１のソール
層を熱成形するステップと、
　前記熱成形された第１のソール層に直接接触させて第２のソール層を射出成形するステ
ップであって、前記第２のソール層は、充填材入り熱可塑性樹脂を含み、前記熱可塑性樹
脂母材及び前記充填材入り熱可塑性樹脂は、それぞれ、共通の熱可塑性ポリマーを含む、
ステップと、
　クラウン部材を前記第２のソール層に接合するステップと、
　実質的に中空の構造を画定するために、前記第１のソール層及び前記クラウン部材を金
属製の前方本体に接合するステップであって、前記金属製の前方本体は、ストライクフェ
イス及びホーゼルを備える、ステップと、
　を備える方法。
 
【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、２０１６年５月２７日に出願された米国特許仮出願第６２／３４２，７４１
号からの優先権の利益を主張するものであり、その全体を参照により本明細書に組み込む
。
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【０００２】
　本発明は、一般に、混合材料構成を用いたゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００３】
　一定の合計スイングウェイトのための理想的なクラブ設計では、クラブ性能をカスタマ
イズするよう努めることにおいて、特別に配置する付加的な裁量質量を設計者に提供する
ように、（弾力性を犠牲にすることなく）構造的な質量の大きさが最小化されることにな
る。一般に、すべてのゴルフクラブヘッド質量の合計は、構造的な質量の合計量と、裁量
質量の合計量と、の総和である。構造的な質量は、概して、繰り返されるインパクトに耐
えるために必要な構造的弾力性をクラブヘッドに提供するのに必要となる材料の質量を指
す。構造的な質量は、設計への依存度が高く、特定の質量分布に対する比較的低い制御量
を設計者に提供する。反対に、裁量質量は、クラブの性能及び／又は復元許容性をカスタ
マイズする唯一の目的のために、クラブヘッド設計に付加できる任意の付加質量（最小の
構造的必要性を超える）である。クラブヘッドの慣性モーメント（ＭＯＩ）を最大化し、
かつ、重心（ＣＯＧ）を下げる／後退させるように、裁量重量を最大化する手段を提供す
る、すべての金属のゴルフクラブヘッドに対する代替設計が当技術分野で求められている
。
【０００４】
　ここで提供された背景説明は、いくつかのクラブに関する専門用語を明確に説明しよう
としているが、それは例示的なものであり、限定することを意味していない。業界内の慣
行、米国ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）、又は、Ｒ＆Ａ等のゴルフ機構により設定されたルール
、及び命名規則は、本出願の範囲を逸脱することなく専門用語のこの説明を増補すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】混合材料ゴルフクラブヘッドの概略的な斜視図である。
【図２】混合材料ゴルフクラブヘッドの概略的な底面図である。
【図３】図１で示されたものに類似した混合材料ゴルフクラブヘッドの実施形態の概略的
な分解斜視図である。
【図４】混合材料ゴルフクラブヘッドのソール部材の概略的な斜視図である。
【図５】断面５－５に沿った、図４のソール部材の一部の概略的な拡大断面図である。
【図６】線６－６に沿った、図２のゴルフクラブヘッドの接合構造の概略的な部分横断面
図である。
【図７】線７－７に沿った、図２のゴルフクラブヘッドの接合構造の概略的な部分横断面
図である。
【図８】混合材料ゴルフクラブヘッドを製造する方法を示す概略的な流れ図である。
【図９】混合材料クラウン部材の概略的な上面斜視図である。
【図１０】混合材料クラウン部材の概略的な底面斜視図である。
【図１１】図２の線１１－１１に沿ったものなど、混合材料ゴルフクラブヘッドの実施形
態の概略的な側面横断面図である。
【図１２】混合材料ソール部材の実施形態の概略的な上面斜視図である。
【図１３】混合材料ソール部材の実施形態の概略的な上面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下で論ずる本実施形態は、金属製の打撃面及びフロントフレーム構造と組み合わせた
混合材料のリア本体構成を利用するクラブヘッドを対象とする。混合材料のリア本体は、
繊維強化熱可塑性複合材の弾性層と、成形された熱可塑性の構造層と、から構成される。
混合材料のリア本体構成を利用することは、構造的な重量を大幅に低減しながら、何らか
の設計柔軟性を犠牲にすることはない。
【０００７】
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　以下で述べる混合材料のリア本体の実施形態のさらなる利点は、製造者が、裁量質量を
再導入するためのロバスト手段を提供する能力を有することである。このような設計は、
ポリフェニレン・サルファイド（ＰＰＳ）などの充填材入り熱可塑性樹脂から完全に形成
することができ、繊維強化複合材を使用することは、連続する外側面にわたってより強度
があり、より軽量な構成を提供する。成形された弾性層は、充填材入り熱可塑性樹脂をさ
らに備える。繊維強化熱可塑性複合材の弾性層と成形された熱可塑性の構造層との両方に
おいて熱可塑性樹脂を有することは、これらの材料を一体成形する能力を提供する。これ
は、熱可塑性の構造層により、重量を節約する特有の幾何形状のクラブヘッド設計を提供
するが、複合材の弾性層により、剛性強度を有する層を併合する製造能力も提供する。全
体として、これらの混合材料のリア構成を、金属製の打撃面及びフロントフレーム構造と
一体化することは、動的なインパクト負荷を、ウェイト／重み付け部分からクラブヘッド
の金属製の前部へと伝達することを容易にする。
【０００８】
　さらに熱可塑性樹脂を使用することは、他のポリマーでは可能ではないいくつかの音響
的利点を提供することができる。本構成の熱可塑性ポリマーを使用することは、組み立て
られたゴルフクラブヘッドが、音響的にオールメタルの設計のものにより近い反応を行う
ことを可能にする。
【０００９】
　「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、「その（ｔｈｅ）」、「少なくとも１つの」
、及び、「１つ以上の」は、少なくとも１つの項目が存在することを示すために相互に交
換可能に使用され、文脈がその他の形を明確に示していない限り、複数のこのような項目
が存在し得る。添付の特許請求の範囲を含む本明細書における（例えば、量または条件の
）パラメータの全ての値は、値の前に「約」が実際にあるかどうかにかかわらず、全ての
場合において、「約」という用語により修飾されるものと理解されたい。「約」は、述べ
られた値が、何らかのわずかな不正確さ（値の正確さに対する何らかの近接性、値に対し
て、およそ、又は、合理的に近い、略）を許容することを示す。「約」によって提供され
る不正確さが、そうではなくて、この通常の意味で当技術分野において理解されない場合
、本明細書で使用される場合、「約」は、このようなパラメータを測定し、かつ使用する
通常の方法から生じ得る少なくとも変動を示す。加えて範囲の開示は、全ての値、及び、
範囲全体に含まれるさらに分割された範囲の開示を含む。範囲内の各値、及び、範囲の端
点は、本明細書では、すべて、別個の実施形態として開示される。「含む／備える（comp
rises）」、「含む／備える（comprising）」、「含む（including）」、及び、「有する
」という用語は、包含的なものである。従って、述べられた項目の存在を指定するが、他
の項目の存在を排除するものではない。本明細書で使用される場合、「または」という用
語は、列挙された項目の１つ以上のものの任意の、かつ、すべての組合せを含む。第１、
第２、第３などの用語が、様々な項目を互いに区別するために使用されるとき、これらの
指定は、単に便宜上のものに過ぎず、項目を限定するものではない。
【００１０】
　ゴルフクラブの「ロフト」又は「ロフト角」という用語は、本明細書で説明されている
ように、任意の適切なロフトアンドライマシン（loft and lie machine）によって測定さ
れるような、クラブフェースとシャフトとの間に形成される角度を表している。
【００１１】
詳細な説明及び特許請求の範囲の中の「第１の」、「第２の」、「第３の」、及び「第４
の」などの用語は、それがある場合には、同様のエレメント同士の間を区別するために使
用されており、必ずしも、特定のシーケンシャルな又は時系列の順序を説明するために使
用されているわけではない。そのように使用されている用語は、適当な状況下で入れ替え
可能であり、本明細書で説明されている実施形態が、例えば、本明細書で図示されている
か又はそうでなければ説明されているもの以外のシーケンスの動作が可能であるようにな
っているということが理解されるべきである。そのうえ、「備える」及び「有する」とい
う用語、ならびに、任意のそれらの変形は、非排他的な包含をカバーすることが意図され
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ており、エレメントのリストを含むプロセス、方法、システム、物品、デバイス、又は、
装置が、必ずしもそれらのエレメントに限定されないが、明示的に列挙されていないか、
又は、そのようなプロセス、方法、システム、物品、デバイス、もしくは装置に本来備わ
っている他のエレメントを含むことが可能であるようになっている。
【００１２】
　本記述及び特許請求の範囲において、「左」、「右」、「前」、「後」、「上部」、「
底部」、「上」、「下」、及び、同様の用語は、もしある場合、水平な地上面でアドレス
し、所定のロフト及びライ角で保持されたゴルフクラブを一般的に参照する説明目的で使
用されるが、必ずしも恒久的な相対位置を記述するようには意図されていない。そのよう
に使用される用語は、適切な状況下では相互に交換可能である。従って、本明細書で述べ
られる装置、方法、及び／又は、製品の実施形態は、例えば、本明細書で示された、また
は、その他の形で述べられたものとは異なる配向で動作できることを理解されたい。
【００１３】
　「連結する」、「連結されている」、「連結」、及び「連結している」などの用語は、
幅広く理解されるべきであり、機械的に又は別の方法で、２つ以上のエレメントを接続す
ることを表している。連結（機械的でも、別の方法でも）は、例えば、恒久的又は半恒久
的に、又は、瞬間のみなど、任意の時間の長さに関するものであることが可能である。
【００１４】
　他の特徴及び態様は、以下の詳細な説明及び添付の図面を考慮することによって、明ら
かになることとなる。本開示の任意の実施形態が詳細に説明される前に、本開示は、その
適用において、以下の説明に述べられているような、又は、図面に図示されているような
、コンポーネントの詳細又は構築及び配置に限定されないということが理解されるべきで
ある。本開示は、他の実施形態をサポートすることが可能であり、さまざまな方式で実践
又は実施され得る。特定の実施形態の説明は、本開示の要旨及び範囲の中に入るすべての
修正例、均等物、及び代替例をカバーすることから、本開示を限定することを意図してい
ないということが理解されるべきである。また、本明細書で使用されている表現法及び専
門用語は、説明の目的のためのものであり、限定するものとして見なされるべきではない
ということが理解されるべきである。
【００１５】
　様々な図において同様の参照数字が同様の、又は、同一の構成要素を識別するために使
用される。図面を参照すると、図１は、ゴルフクラブヘッド１０の斜視図を概略的に示し
ている。特に、本技術は、ドライバー、フェアウェイウッド、又は、ハイブリッドアイア
ン等、ウッドスタイルのヘッド設計に関する。
【００１６】
　ゴルフクラブヘッド１０は、共に固定されて実質的に閉じた／中空の内部容積を画定す
るフロント本体部分１４（フロント本体１４）、及び、リア本体部分１６（リア本体１６
）を備える。ウッドスタイルのヘッドでは従来通りであるように、ゴルフクラブヘッド１
０は、クラウン１８及びソール２０を備え、一般に、ヒール部分２２と、トウ部分２４と
、ヒール部分２２とトウ部分２４の間に位置する中心部分２６と、に分割されてもよい。
【００１７】
　フロント本体１４は、一般に、ゴルフボールをインパクトするように意図されたストラ
イクフェイス３０と、ストライクフェイス３０の周囲３４を囲み、そこから後方に延びて
、フロント本体１４にカップ形状の概観を提供するフレーム３２と、ゴルフクラブシャフ
ト又はシャフトアダプタを受容するためのホーゼル３６と、を備える。フロント本体１４
は、クラブヘッド１０がゴルフボールを打ったときに生ずる衝撃応力に耐えるために、金
属又は金属合金から、好ましくは、例えば、ステンレス鋼または合金鋼（例えば、Ｃ３０
０、Ｃ３５０、Ｎｉ（ニッケル）－Ｃｏ（コバルト）－Ｃｒ（クロム）－合金鋼、５６５
鋼、ＡＩＳＩタイプ３０４もしくはＡＩＳＩタイプ６３０ステンレス鋼）、チタン合金（
例えば、Ｔｉ－６－４、Ｔｉ－３－８－６－４－４、Ｔｉ－１０－２－３、Ｔｉ１５－３
－３－３、Ｔｉ１５－５－３、Ｔｉ１８５、Ｔｉ６－６－２、Ｔｉ－７ｓ、Ｔｉ－９２、
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またはＴｉ－８－１－１チタン合金）、非晶質金属合金、又は、他の同様の材料など、軽
量の金属合金から形成される。
【００１８】
　従来の金属形成技法で可能なものを超えてクラブヘッドの構造的質量を低減するために
、リア本体１６は、実質的に、１つ以上のポリマー材料、及び／又は、繊維強化ポリマー
複合材から形成されてもよい。この設計により達成される構造的な重量の低減は、クラブ
ヘッド１０の全体重量を低減させるため（それは、より高速なクラブヘッド速度、及び／
又は、より長い飛距離を提供できる）、又は、クラブヘッド１０への配置に利用できる裁
量質量の量を増加させるため（すなわち、一定のクラブヘッド重量のため）に使用し得る
。好ましい実施形態では、ソール２０、及び／又は、クラブヘッド１０の最も後方の部分
と結合される１つ以上の金属製のウェイト４０により、付加的な裁量質量が最終的なクラ
ブヘッドの設計に含まれる。
【００１９】
　図３を参照すると、リア本体１６は、概して、クラウン部材５０をソール部材５２に接
合することにより形成し得る。好ましい実施形態では、クラウン部材５０は、クラウン１
８の一部を形成し、ソール部材５２は、ソール２０の一部を形成し、それらは、概して、
クラブヘッド表面の接線が垂直平面に存在する所に（即ち、クラブヘッド１０が、所定の
ロフト及びライ角に従って中立の打撃位置に保持されたとき）、又は、そのわずかに下に
ある外側の接合線で合わさる。
【００２０】
　本設計では、リア本体１６は、成形される熱可塑性材料（例えば、射出成形される熱可
塑性材料）と、繊維強化熱可塑性の複合材料と、の混合物を備え得る。本明細書で使用さ
れる場合、成形される熱可塑性材料は、ポリマーそれ自体に依存し、最終的な構成要素に
構造及び剛性を提供するものである。成形される熱可塑性材料は、射出成形などの成形技
法に容易に適合されるものであり、それにより、ポリマーの融点を超える温度に加熱され
たとき、材料は自由に流れる。混合される充填材料を用いた成形用熱可塑性材料は、充填
材入り熱可塑性（ＦＴ）材料と呼ばれる。充填材入り熱可塑性材料は、加熱／溶融状態に
あるとき自由に流動可能である。流動可能な特性を容易にするために、充填材料は、概し
て、約２５ｍｍ未満の、または、より一般的に約１２ｍｍ未満の最大寸法を有する別個の
微粒子を含む。例えば、充填材料は、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ、８ｍｍ、９ｍｍ
、または、１０ｍｍの最大寸法を有する別個の微粒子を備え得る。本設計に有用な充填材
料は、例えば、ガラスビーズ、又は、カーボン、ガラス、もしくはアラミド・ポリマーか
ら形成される不連続な強化繊維を備えてもよい。
【００２１】
　成形用の充填材入り熱可塑性材料とは対照的に、繊維強化複合（ＦＲＣ）材料は、一般
に、ポリマーのより大きな部分にわたって延びる単方向もしくは多方向繊維織布の１つ以
上の層を備える。ＦＴ材料で使用できる強化繊維とは異なり、ＦＲＣ材料で使用される繊
維の最大寸法は、ＦＴ材料で使用されるものよりも実質的に大きく／長くなり、ポリマー
とは別の連続した織布として提供され得るような十分なサイズ及び特性を有し得る。熱可
塑性ポリマーで形成された場合、溶融時にポリマーが自由に流動可能であっても、一般に
、含まれる連続的な繊維は流れない。
【００２２】
　ＦＲＣ材料は、一般に、繊維を望ましい構成に配置し、次いで、剛性を提供するために
、繊維材料に十分な量のポリマー材料を含浸させることにより形成される。このように、
ＦＴ材料は、容積で約４５％を超える、又は、より好ましくは、容積で約５５％を超える
樹脂含有量を有し得るが、ＦＲＣ材料は、容積で約４５％未満、又は、より好ましくは、
容積で約３５％未満の樹脂含有量を有することが望ましい。ＦＲＣ材料は、従来、ポリマ
ー母材として二液性熱硬化エポキシを使用するが、母材として熱可塑性ポリマーを使用す
ることも可能である。多くの場合、ＦＲＣ材料は、最終的な製造の前に前処理されるが、
このような中間材料は、プリプレグと呼ばれることが多い。熱硬化ポリマーが使用される
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場合、プリプレグは中間形態で部分的に硬化され、最終的な硬化は、プリプレグが最終的
な形状に形成された後に行われる。熱可塑性ポリマーが使用される場合、プリプレグは、
冷却された熱可塑性母材を備えることができ、それは、その後に加熱され、最終的な形状
へと成形することができる。
【００２３】
　引き続き図３を参照すると、実施形態では、クラウン部材５０は、ポリマー母材に埋め
込まれた、織られたガラス又はカーボン繊維強化層を備える形成された繊維強化複合材料
から実質的に形成し得る。このような実施形態では、ポリマー母材は、例えば、ポリフェ
ニレン・サルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテル・エーテル・ケトン（ＰＥＥＫ）、又は
、ＰＡ６もしくはＰＡ６６等のポリアミド等、熱可塑性材料であることが好ましい。他の
実施形態では、クラウン部材５０は、そうではなくて、例えば、ポリフェニレン・サルフ
ァイド（ＰＰＳ）、ポリエーテル・エーテル・ケトン（ＰＥＥＫ）、又は、ポリアミド等
、熱可塑性材料の全体に埋め込まれたガラスビーズ、又は、不連続なガラス、カーボン、
もしくは、アラミド・ポリマー繊維充填材を含む充填材入り熱可塑性材料から形成し得る
。さらに、他の実施形態では、クラウン部材５０は、図９及び図１０に関して以下で述べ
るものなど、充填材入り熱可塑性材料と形成された繊維強化複合材料との両方を含む混合
材料構成を有することができる。
【００２４】
　図３で示された実施形態では、ソール部材５２は、繊維強化熱可塑性複合材の弾性層５
４と、成形された熱可塑性の構造層５６と、の両方を含む混合材料構成を備える。好まし
い実施形態では、成形された熱可塑性の構造層５６は、例えば、ポリフェニレン・サルフ
ァイド（ＰＰＳ）、ポリエーテル・エーテル・ケトン（ＰＥＥＫ）、又は、ＰＡ６もしく
はＰＡ６６等のポリアミド等熱可塑性材料の全体にわたって埋め込まれたガラスビーズ、
又は、不連続なガラス、カーボン、もしくはアラミド・ポリマー繊維充填材を備える充填
材入り熱可塑性材料から形成し得る。弾性層５４は、その場合、例えば、ポリフェニレン
・サルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテル・エーテル・ケトン（ＰＥＥＫ）、またはＰＡ
６もしくはＰＡ６６などのポリアミドを含む熱可塑性ポリマー母材に埋め込まれた織られ
たガラス、カーボン繊維、又は、アラミド・ポリマー繊維強化層を含み得る。特定の一実
施形態では、クラウン部材５０及び弾性層５４は、それぞれ、ポリフェニレン・サルファ
イド（ＰＰＳ）に埋め込まれた織られたカーボン繊維織布を備え、構造層５６は、充填材
入りポリフェニレン・サルファイド（ＰＰＳ）ポリマーを含んでもよい。
【００２５】
　クラウン部材５０とソール部材５２との両方のポリマー構成に関して、いずれの充填材
入り熱可塑性樹脂及び繊維強化熱可塑性複合材のいずれのも、好ましくは、典型的な使用
に耐えるとともに、重量を節約する利益を設計に提供する十分に高い材料強度、及び／又
は、強度／重量比特性を有する、１つ以上のエンジニアリング・ポリマーを組み込むべき
である。具体的には、ストライクフェイス３０とゴルフボールの間のインパクト中に付与
される応力に効率よく耐えるが、ゴルフクラブヘッド１０の合計重量には実質的に寄与し
ないことが、設計及び材料にとって重要である。一般に、好ましいポリマーは、降伏時に
約６０ＭＰａ（正味）を超える引張強度により特徴付けることができる。また、充填材入
りの場合、降伏時に約１１０ＭＰａを超える引張強度を、又は、より好ましくは、約１８
０ＭＰａを超える、さらにより好ましくは、約２２０ＭＰａを超える引張強度を有すると
よい。いくつかの実施形態では、適切な充填材入り熱可塑性ポリマーは、降伏時に約６０
ＭＰａから約３５０ＭＰａの引張強度を有してもよい。いくつかの実施形態では、これら
のポリマーは、充填された状態又は未充填状態のいずれかにおいて、約１．１５～約２．
０２の範囲の密度を有することができる。また、好ましくは、約２１０℃を超える、又は
、より好ましくは約２５０℃を越える溶融温度を有することができる。
【００２６】
　ＰＰＳ及びＰＥＥＫは、本設計の強度及び重量要件を満たす２つの例示的な熱可塑性ポ
リマーである。しかしながら、多くの他のポリマーとは異なり、ＰＰＳまたはＰＥＥＫの
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使用は、それらに特有の音響特性のため、さらに有利である。具体的には、多くの状況に
おいて、ＰＰＳ及びＰＥＥＫは、一般に、インパクト時に、金属的な音の音響応答を発す
る。従って、本設計は、ＰＰＳまたはＰＥＥＫポリマーを使用することにより、ポリマー
の強度／重量の利益を利用でき、インパクト時の望ましい金属製クラブヘッド音を損なう
ことはない。
【００２７】
　図３を引き続き参照すると、本設計は、混合材料のソール構成を使用して、ＦＲＣの強
度重量比の利益を利用し、また、ＦＴによって提供される設計の柔軟性、及び、寸法安定
性／一貫性を利用する。より具体的には、ＦＲＣは、通常、同じポリマーのＦＴよりも強
度があり、かつ低密度であるが、その強度は通常、滑らかでかつ連続的な幾何形状に依存
している。反対にＦＴは、ＦＲＣよりもわずかに高密度であるが、非常により複雑な幾何
形状を形成することができ、かつ込み入った、または不連続な設計では、一般に、ＦＲＣ
よりもより強度がある。これらの差は、ＦＲＣが強度を提供するために連続的な繊維に大
きく依存しているが、ＦＴは、ポリマーそれ自体の構造により大きく依存していることが
大きいと考えられる。
【００２８】
　従って、本設計は、可能な限り低い構造重量で本設計の強度を最大化するために、ＦＴ
材料を用いて、設計の柔軟性及び／又は強度を局所的に高める、ＦＲＣ材料を利用して、
ソール２０の弾性のある外殻の大部分を形成する。より具体的には、ＦＴ材料は、最適化
された選択的な構造強化を提供するため（即ち、空隙／開口部は、そうでなければＦＲＣ
の強度を損なう）、１つ以上の金属製のスイングウェイト４０を加えるため（即ち、ＦＴ
は、複雑な受入れキャビティを成形すること、又は、重りのオーバモールドすることより
、裁量の金属製スイングウェイトの取付けをより容易にする）、及び／又は、クラウン部
材５０とソール部材５２の間の構造的な取付けを容易にする寸法的に一貫した接合構造を
提供しながら、連続するクラブヘッド外側面を提供するために、利用される。
【００２９】
　図４は、ＦＲＣ弾性層５４が、ＦＴ構造層５６に接合された状態のソール部材５２の実
施形態をより明確に示している。図示のように、構造層５６は、概して、前方部分６０と
、ソール部材５２の外側周囲部６４を画定する後方周辺部分６２と、を備え得る。組み立
てられたクラブヘッド１０において、前方部分６０は、金属製のフロント本体１４に接合
され、後方周辺部分６２は、クラウン部材５０に接合される。構造層５６は、それぞれが
、層５６の厚みを通って延びる、周囲部６４の内側に位置する複数の開口部６６を画定す
る。最後に、構造層５６は、前方部分６０から複数の開口部６６の少なくとも２つの間に
延びる１つ以上の構造部材６８を備えてもよい。
【００３０】
　図４で示されるように、また図５～図７でより明確に示されるように、弾性層５４は、
構造層５６の外側面７０に接合してもよい。従って、それは、前方部分６０、後方の周辺
部分６２、及び、１つ以上の構造部材６８の少なくとも一部に直接当接する、及び／又は
、重なるようになる。そのようにしたとき、弾性層５４は、クラブヘッド１０の外側から
見たとき、複数の開口部６６のそれぞれを完全に覆うことができる。同様に、１つ以上の
構造部材６８は、補強リブ又はガセットに類似する弾性層５４の内側部分への選択的な補
強として作用し得る。
【００３１】
　図２～図４を参照すると、いくつかの実施形態では、構造層５６は、成形された空洞部
の中にウェイトを直接接着させる、又は、組み込むことにより、又は取外し可能な金属製
質量を受け入れるように働くことのできる凹部７４を提供することにより、１つ以上の複
数の金属製のウェイト４０（例えば、タングステンベースのスイングウェイトなど）を受
け入れるように適合された加重部分７２を備え得る。加重部分７２は、概して、クラブヘ
ッド１０上の最も後方の点に向かって位置している。従って、加重部分７２は、構造層５
６の後方周辺部分６２と一体に、及び／又は、直接結合され、前方部分６０から離間され
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得る。上記で述べたように、構造層５６の充填材入り熱可塑性構成は、構造的に安定した
方法で、複雑な幾何形状を形成する能力のため、１つ以上のウェイト４０を受け入れるの
に特に適している。より具体的には、構造層５６の充填材入り熱可塑性構成は、全てがＦ
ＲＣの構成では一般的に可能ではない（即ち、ＦＲＣの強度の利益は、通常、連続する表
面の幾何形状にわたって利用可能であるに過ぎないため）１つ以上の寸法的な（dimensio
nal）凹部を設計に含めることを可能にする。例えば、図３で示すように、また図１１の
横断面図でより明確に示すように、加重部分７２は、非一様な厚さを有し、コーナの周り
に延び、及び／又は、鋭角で他の表面と接合される１つ以上のウェイトを受け入れる溝ま
たは凹部を画定するように成形することができる。これらすべては、繊維強化複合材を用
いて厳密に形成することは困難、又は、不可能である。
【００３２】
　クラブヘッド１０の後方部分において、１つ以上のウェイト４０を構造層５６に取り付
けることは、望ましくは、クラブヘッド１０の重心を後方かつ下方にシフトし、さらにク
ラブヘッドの回転モーメントを増加させながら、より構造的な金属製のフロント本体１４
から離間された片持（ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒｅｄ）マスを生成し得る。従って、いくつか
の実施形態では、１つ以上の構造部材６８は、１つ以上のウェイト４０と金属製のフロン
ト本体１４の間に、強化された負荷経路を提供するために、加重部分７２と前方部分６０
の間に及んでいてもよい。このように、１つ以上の補強部材６８は、ストライクフェイス
３０とゴルフボールの間のインパクト中に、加重部分７２とフロント本体１４の間で動的
な負荷を伝達するのを助けるように作用し得る。同時に、これらの同じリブ状の補強部材
６８は、弾性層５４を強化し、かつ、インパクト時に、クラブヘッドのモード周波数を増
加するように作用し得る。従って、固有振動数は、インパクト時に約３５００Ｈｚを超え
、ポリマーによる実質的な減衰を受けることなく存在する。この表面強化が、ＰＰＳまた
はＰＥＥＫなどのポリマーの望ましい金属状の音響インパクト特性と結合されたとき、ユ
ーザは、クラブヘッド１０が、オールメタルのクラブヘッドと聴覚的に類似していること
が分かり、本設計は、大幅に向上させた質量特性（ＣＧ位置及び／又は慣性モーメント）
を提供し得る。
【００３３】
　好ましい実施形態では、弾性層５４及び構造層５６は、中間的な接着材を使用せずに、
互いに一体に接合させてもよい。このような構成は、製造を簡単化し、構成要素の許容差
に関する問題を低減し、接着材または他の接合方法により達成できるものよりも、優れた
構成層間の接合を提供し得る。一体化接合を達成するために、弾性層５４及び構造層５６
のそれぞれは、嵌め合わさる層のポリマーに熱的に接合され得る相溶性の熱可塑性ポリマ
ーを備えてもよい。
【００３４】
　図８は、ソール部材５２の一体に接合された弾性層５４及び構造層５６を有するゴルフ
クラブヘッド１０を製造する方法８０の実施形態を示す。方法８０は、ステップ８２で、
繊維強化熱可塑性複合材を、クラブヘッド１０の外殻部分に熱成形するステップを備える
。熱成形プロセスは、例えば、熱可塑性ポリマーのガラス転移温度を少なくとも超える成
形温度へと熱可塑性プリプレグに予熱を加え、プリプレグを、外殻部分の形状へと成形し
、次いで、成形された部分を寸法に合わせてトリミングすることを備えてもよい。
【００３５】
　ステップ８４で、複合外殻部分が適正な形状になった後、充填材入りポリマー支持構造
を、外殻と直接接触するように射出成形されてもよい。このようなプロセスは、一般に、
インサート成形と呼ばれる。このプロセスで、外殻は、外殻の一部分に露出されたゲート
付きキャビティを有する加熱された型の中に直接配置される。溶融したポリマーは、キャ
ビティ内に強制的に射出され、その後、加熱された複合外殻の溶融ポリマーと直接混合さ
れるか、又は、軟化した外殻と局所的に接合される。金型が冷却されると、複合外殻のポ
リマー及び支持構造は、融合された関係で共に硬化する。外殻部分のポリマー及び支持構
造のポリマーが相溶性のものである場合、接合が向上され、２つの構成要素が共通の熱可
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塑性樹脂成分を備える場合は、さらに向上される。インサート成形は、構造を形成するた
めに好ましい技法であるが、圧縮成形などの他の成形技法を使用してもよい。
【００３６】
　図８の参照を続けると、ステップ８２及びステップ８４を通して、ソール部材５２が形
成されると、ＦＲＣクラウン部材５０をソール部材５２に接合して、リア本体１６の構造
を実質的に完了させる（ステップ８６）。好ましい実施形態では、クラウン部材５０は、
ステップ８２に関して述べたものと同様の熱形成技法を用いた形状へと形成される熱可塑
性のＦＲＣ材料から形成されてもよい。熱可塑性複合材料からクラウン部材５０を形成す
ることは、局所化された溶接技法を用いて、クラウン部材５０をソール部材５２に接合で
きるようにする。このような溶接技法は、例えば、レーザ溶接、超音波溶接、又は、ポリ
マーに導電性がある場合、潜在的に電気抵抗溶接を含むことができる。クラウン部材５０
が、熱硬化性ポリマーを用いて形成される場合、クラウン部材５０は、例えば、接着材、
又は、機械的な固定技法（スタッド、ねじ、ポスト、機械的な締り嵌め係合など）を用い
て、ソール部材５２に接合されてもよい。
【００３７】
　図６は、クラウン部材５０及びソール部材５２を結合するように作用する接合部９０の
実施形態を概略的に示す。図示のように、構造層５６は、弾性層５４及びクラウン部材５
０を別々に受容し、連続する外側面９２を形成する（即ち、リア本体１６の外側面９２は
、クラウン部材５０の外側面９４、構造層５６の外側面７０、及び、弾性層５４の外側面
９６を備える）。
【００３８】
　図８を再度参照すると、ステップ８８で、固定されたクラウン部材５０及びソール部材
５２を備えるリア本体１６は、その後に、金属製のフロント本体構造１４に接着材で接合
し得る。接着剤は大部分の金属に容易に付着するが、ポリマーを接着するプロセスは、接
着剤とリア本体１６のポリマーの間の接合を高めるために、１つ以上の接着促進剤、又は
、表面処理の使用が必要になり得る。
【００３９】
　図７は、ソール部材５２と、フロント本体１４のフレーム３２との間の接合インターフ
ェース１００の例を概略的に示す。図示のように、接合インターフェース１００は、構造
層５６及び／又は弾性層５４は、フレーム３２の外側面１０４から内側に窪んだ接合フラ
ンジ１０２に重なっている重ね接合と類似している。例示された実施形態では、構造層５
６は、中間的に配置された接着剤１０６を介して、接合フランジ１０２に直接、接着材で
接合されてもよい。また、弾性層５４は、弾性層５４の外側面９６がフレーム３２の外側
面１０４と面一になるように、構造層５６の前方部分６０の全体にわたって広がってもよ
い。接合フランジ１０２を図示のように窪ませることにより、構造層５６及び／又は弾性
層５４は、フレーム３２及びフランジ１０２を接合する延長壁１０８と直接当接し、動的
なインパクト負荷を、ウェイト４０／加重部分７２からフレーム３２に伝達することをさ
らに容易にし得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、弾性層５４は、約０．５ｍｍ～約０．７ｍｍ、約０．５ｍｍ
～約１．０ｍｍ、約０．６ｍｍ～約０．９ｍｍ、又は、約０．７ｍｍ～約０．８ｍｍの範
囲の実質的に一様な厚さを有してもよい。いくつかの実施形態では、弾性層５４は、０．
５ｍｍ、０．５５ｍｍ、０．６０ｍｍ、０．６５ｍｍ、又は、０．７０ｍｍの非一様な厚
さを有してもよい。構造層５６の弾性層５４に直接的に当接する領域（即ち、弾性層５４
が構造層５６の外側に位置する領域）において、いくつかの実施形態の構造層５６は、約
０．５ｍｍ～約０．７ｍｍ、約０．５ｍｍ～約１．０ｍｍ、約０．６ｍｍ～約０．９ｍｍ
、又は、約０．７ｍｍ～約０．８ｍｍの実質的に一様な厚さを有してもよい。いくつかの
実施形態では、構造層５６は、０．５ｍｍ、０．５５ｍｍ、０．６０ｍｍ、０．６５ｍｍ
、又は、０．７０ｍｍの非一様な厚さを有してもよい。弾性層５４及び構造層５６の両方
の実質的に一様な構造が図４－７、１１に示されている。これらの実施形態において、弾
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性層５４及び構造層５６の合計の厚さは、例えば、約１．０ｍｍ～約１．５ｍｍ、約１．
０ｍｍ～約２．０ｍｍ、約１．２５ｍｍ～約１．７５ｍｍ、又は、約１．４ｍｍ～約１．
６ｍｍであってもよい。いくつかの実施形態では、弾性層５４及び構造層５６の合計の厚
さは、１．０ｍｍ、１．１ｍｍ、１．２ｍｍ、１．３ｍｍ、１．４ｍｍ、又は、１．５ｍ
ｍ．であってもよい。
【００４１】
　図３及び図６を再度参照すると、実施形態では、窪んだ接合フランジ１０２は、ストラ
イクフェイス３０を完全に囲んでもよいし、及び／又は、クラウン１８及びソール２０の
すべての部分にわたってフレーム３２から延びてもよい。この方法では、図６に示すよう
に、クラウン部材５０を接合フランジ１０２に接着することによって、リア本体１６をさ
らにフロント本体１４に接着結合させ得る。
【００４２】
　図８で説明した方法８０は、図３で示されたものと同様のクラブヘッドを形成すること
に主に焦点を合わせているが（即ち、ステップ８２は、ソール部材５２の弾性層５４を形
成し、ステップ８４は、ソール部材５２の構造層５６を形成する）、ステップ８２及びス
テップ８４に関して述べられたプロセスは代替的に、クラウン部材５０を形成するために
使用することもできる。例えば、図９及び図１０で示すように、クラウン部材５０は、熱
可塑性ＦＲＣ弾性クラウン層１１４に接合される外側構造層１１０及び内側構造層１１２
の一方又は両方を備えてもよい。内側構造層１１２は、概して、ソール部材５２の構造層
５６と同様に機能することができ、外側構造層１１０は、最も構造的な利益を提供する領
域に強化構造を集中させることにより、さらに重量を節約する利益を提供することができ
、格子間の空間において、より薄い構成要素厚さも可能にする。構造的なリブの本概念は
、一般に、リブ間の重量低減ゾーンを生成することになる。これらの重量低減ゾーンは、
ソール又はクラウンに存在することができ、また米国特許第７，３６１，１００号、及び
米国特許第７，６８６，７０８号でさらに述べられており、その全体が参照により組み込
まれる。
【００４３】
　混合材料クラウン部材５０の構成に特有であり、ソール部材５２に関して上記で述べた
ものと同様の形成を、繊維強化熱可塑性複合材をクラブヘッド１０の外殻部分へと熱形成
することによって形成を開始することができる。熱成形プロセスは、例えば、熱可塑性ポ
リマーのガラス転移温度を少なくとも超える成形温度へと熱可塑性プリプレグに予熱を加
え、プリプレグを、外殻部分の形状へと成形し、次いで、成形された部分を寸法に合わせ
てトリミングすることを備えてもよい。
【００４４】
　複合外殻部分が適正な形状になった後、次に、充填ポリマー支持構造（即ち、内側構造
層１１２及び外側構造層１１０の一方又は両方）を外殻と直接接触するように射出成形し
てもよい（例えば、前述のようにインサート成形による）。
【００４５】
　図１で示された、タービュレータなどのさらなる空気力学的機構１１６は、クラブヘッ
ドの空気抵抗を低減し、クラブの速度を増加するために使用し得る。これらの空気力学的
機構１１６は、米国特許第９，５５５，２９４号（「２９４」特許）でさらに述べられて
おり、その全体が参照により組み込まれる。
【００４６】
　図２を参照すると、フレーム３２は、ストライクフェイス３０に直接当接する前方ソー
ル部分１２０を画定してもよい。前方ソール部分１２０は、リア本体１６と嵌合する後方
縁部１２２で終わってもよい。いくつかの実施形態では、この後方縁部１２２は、中心領
域２６内で後方に突出するセクション１２４を画定してもよく、それは、全体的に凸形状
を有し、後方縁部１２２とトウ領域２４におけるストライクフェイス３０との間の第１の
平均距離ｄ１、及び後方縁部１２２とヒール領域２２におけるストライクフェイス３０と
の間の第２の平均距離ｄ２の両方を超える、ストライクフェイス３０からの平均距離Ｄだ
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け延びる。いくつかの構成では、凸形状は、約２５ｍｍ～約１２５ｍｍの範囲の曲率半径
、及び、約１２ｍｍ～約５０ｍｍの範囲の弧長により画定されてもよい。後方に突出する
セクション１２４は、一般に、最大応力下にあり、例示の実施形態と比較して同一の寸法
及び形状のオールメタルクラブヘッド（図示省略）における最大の撓みを示すソール２０
の領域の境界を画定する。突出するセクション１２４の後方縁部１２２は、本質的に、ク
ラブヘッドソール２０の第１の振動モードにおける節線に相当し、従って、インパクト中
にほとんど、又は、全く撓みを受けることはない。
【００４７】
　示された幾何形状を有する前方ソール部分１２０の構成は、最も高い応力集中を有する
ソール２０の部分が確実に金属から形成されるようにする。これは、構造的な強化をあま
り必要としないため、より薄く、より軽量なリア本体１６のソール部材５２を可能にする
実際的な効果を有し、ポリマーによる実質的な減衰もなく、インパクト時に、少なくとも
３５００Ｈの望ましい主要な固有振動数をさらに維持する。同様の幾何形状は、米国特許
第７，６０１，０７８号で述べられるクラブヘッド１０のクラウン１８で提供することが
でき、その全体が参照により組み込まれる。
【００４８】
　混合材料のリア本体構成を利用することは、構造重量の大幅な低減を提供でき、何らか
の設計柔軟性を犠牲にすることなく、裁量質量を再導入するためのロバストな手段を提供
する。このような設計は、前に議論したように、完全にポリフェニレン・サルファイド（
ＰＰＳ）などの充填材入り熱可塑性樹脂から形成し得るが、繊維強化複合材の使用は、連
続する外側面にわたって、より強度があり、より軽量な構成を提供する。反対にすべてが
ＦＲＣの設計は、ウェイトを受容する構造を容易に組み込めないはずであり、従って、増
加した裁量質量を容易に利用することができなくなる。
【００４９】
　表１は、上記で述べた、すべてが充填材入りＰＰＳの構成と、混合材料設計との間の、
図３で示すリア本体１６設計に対する比較に基づく質量推定を提供する。図示のように、
混合材料設計は、全てが充填材入りＰＰＳ構成に対して、大幅な重量節約に寄与しており
、それは、加重部分７２に再導入されて、質量中心を下げ、かつ、後方へとさらに移動さ
せて、復元許容性及び動的なロフトを高めることができる。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　すべての復元された質量が、ソール部材５２の後方の加重部分へと再配置された場合、
混合材料設計は、全てが充填材入りＰＰＳの構成と比較したとき、（２０５ｇの合計質量
を有するクラブヘッドに関して）、約０．００８ｍｍ低く、０．０５８ｍｍ後方に、重心
の正味の移動を生ずることができる。
【００５２】
　表２は、この混合材料構成が、２０５ｇの合計質量を有するクラブヘッドに関して、ク
ラブヘッドの慣性モーメントに対する効果を示している。具体的には、表２は、同様の外
側形状を有する金属参照設計に対して、全てが充填材入りＰＰＳのソール部材構成を備え
るクラブヘッドに対して、上記で述べた混合材料のソール部材構成を備えるクラブヘッド
に対して、垂直軸（ＩＹＹ）周りの、ヒールからトウに延びる水平軸（ＩＸＸ）周りのク
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ラブヘッド慣性モーメントを比較する。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　表２で示すように、この混合材料設計は、全てが充填材入りＰＰＳのソール部材クラブ
ヘッドに対して、ＩＸＸにおいて約６．３％の増加、また、参照金属設計に対して、ＩＸ

Ｘにおいて約３１．８％の増加をもたらすことができる。同様に、この混合材料設計は、
全てが充填材入りＰＰＳのソール部材クラブヘッドに対して、ＩＹＹにおいて約３．３％
の増加、また、参照金属設計に対して、ＩＹＹにおいて約６．６％の増加をもたらすこと
ができる。このように、本混合材料構成は、全てが充填材入りＰＰＳのソール部材構成、
又は、参照金属設計のどちらよりも、中心からずれたインパクにおいて、大幅にさらに安
定したクラブヘッドをもたらす。さらに混合材料設計は、全てが充填材入りＰＰＳの構成
と比較したとき、ソール強度／弾力性における２．５～３．０倍の増加をもたらし、オー
ルメタルの参照設計の強度／弾力性の約９０％～９８％を提示する。
【００５５】
　再度、上記で述べたように、これらの安定性の利益は、インパクトの音品質を犠牲にす
ることなく生成される。特に、ＰＰＳ又はＰＥＥＫ熱可塑性樹脂を使用することは、他の
ポリマーでは可能ではない一定の音響的利点を提供することができる。特に、ＰＰＳ又は
ＰＥＥＫは、インパクトを受けたとき、特に金属的な音響特性を有する。従って、本構成
でこれらのポリマーを使用することは、組み立てられたゴルフクラブヘッド１０が、オー
ルメタルの設計のものにより近い音響的な反応を行うことが可能になる。ポリアミド及び
いくつかの熱可塑性ポリウレタン材料は、現在の設計に適した十分な強度を有することが
できるが、それらを使用することは、実質的に異なる音響反応を提供することになり得る
。
【００５６】
　図１１～図１３は、本ゴルフクラブヘッド構成で同様に使用され得る代替のソール部材
設計を示す。例えば、図１１は、複数の補強部材６８の少なくとも１つが、加重部分７２
から離れた後方周辺部分６２へと延びる実施形態を示している。この実施形態では、補強
部材６８は、前方部分６０、加重部分７２、及び、加重部分７２から離れた後方周辺部分
６２の間で延びる「Ｙ」に類似し得る。この設計は、ソールを動作可能に補強し、加重部
分７２からのさらなる負荷経路を提供する補強された「スカート」（即ち、クラウン１８
がソール２０に合わさる材料の強化された帯）をさらに利用し得る。
【００５７】
　図１２は、複数の補強部材６８が、加重部分７２から離れて、構造層５６の前方部分６
０から、後方周辺部分６２へと直接延びるソール部材５２の実施形態を示す。しかしなが
ら、１つの補強部材６８が、加重部分７２と前方部分の間で直接延びたままである。さら
に図１２は、構造層５６が、非一様な／非シート状の幾何形状を有することのできる実施
形態を概略的に示している。少なくとも補強部材６８に対するこのような構成は、前に示
した実施形態のいずれでも同様に使用することができる。図１２で概略的に示されたもの
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など、非一様な構造層を有する実施形態において、いくつかの構成は、繊維強化複合材の
性質に帰する実質的に一様な厚さを備えた弾性層５４を提供することができる。この厚さ
は、例えば、約０．５ｍｍ～約１．０ｍｍ、約０．６ｍｍ～約０．９ｍｍ、又は、約０．
７ｍｍ～約０．８ｍｍの範囲とすることができる。最後に、図１３は、加重部分７２が、
後方周辺部分６２によってのみ支持され、構造部材６８がそれに接続されていない実施形
態を示す。
【００５８】
　１つ又は複数の請求要素の置換は、再構成を構成し、補綴ではない。更に、問題に対す
る利点、他の有利な点及び解決を、特別な実施形態に関連して説明してきた。しかしなが
ら、問題に対する利点、他の有利な点及び解決、並びに、任意の利点、有利な点又は解決
を発生させ又は明らかとさせる任意の１つ又は複数の要素は、このような利点、有利な点
、解決又は要素がこのような請求の範囲に明示的に述べられていない限り、請求の範囲の
任意又はすべての要素の重大な、必須の、又は、本質的な特徴若しくは要素を構成するも
のではない。
【００５９】
　ゴルフに対する規則は、時々変更される（例えば、全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）、英国
ゴルフ協会（Ｒ＆Ａ）等のゴルフ標準組織及び／又は管理機関によって、新しい規則が適
用されることがあり、又は、古いルールが撤廃若しくは変更されることがある）ため、本
明細書に記載の装置、方法及び製品に関するゴルフ用品は、任意の特定時におけるゴルフ
のルールに適合し又は適合しないことがある。従って、本明細書に記載の装置、方法及び
製品に関するゴルフ用品は、適合又は非適合ゴルフ用品として、公表され、売り出され、
及び／又は、売却されることがある。本明細書に記載の装置、方法及び製品は、この点に
ついて制限されない。
【００６０】
　上記実施例は、アイアンタイプのゴルフクラブとの関連で記載されているが、本明細書
に記載の装置、方法及び製品は、ドライバタイプのゴルフクラブ、フェアウッドタイプの
ゴルフクラブ、ハイブリッドタイプのゴルフクラブ、アイアンタイプのゴルフクラブ、ウ
ェッジタイプのゴルフクラブ、又は、パタータイプのゴルフクラブ等の他のタイプのゴル
フクラブに適用してもよい。一方、本明細書に記載の装置、方法及び製品は、ホッケー用
スティック、テニスラケット、釣り竿、スキーのストック等の他のタイプのスポーツ用品
に適用可能としてもよい。
【００６１】
　更に、本明細書に記載の実施形態及び制限は、実施形態及び／又は制限が、（１）請求
の範囲に明示的に主張されていない、及び、（２）均等論の下で、請求の範囲における表
現要素及び／又は制限と等価又は潜在的に等価である場合、公開主義の下で公衆に提供す
るものではない。
【００６２】
　本開示の様々な特徴及び利点が、以下の条項において述べられている。
【００６３】
（条項１）ゴルフクラブヘッドであって、ストライクフェイス、及び、前記ストライクフ
ェイスの周囲から後方に延びる周囲フレームを備える金属製のフロント本体と、前記金属
製のフロント本体に結合されて、実質的に中空の構造を画定するリア本体と、を備え、前
記リア本体は、クラウン部材、及び、前記クラウン部材に結合されるソール部材を備え、
前記ソール部材は、充填材入り熱可塑性材料から形成され、前記クラウン部材に接合され
る構造層であって、前記構造層の厚みを通って延びる複数の開口部を備える前記構造層と
、前記複数の開口部のそれぞれを横切って延びるように、前記構造層の外側面に接合され
る弾性層であって、繊維強化熱可塑性複合材料から形成される前記弾性層と、を備え、前
記構造層及び前記弾性層は、それぞれ、共通の熱可塑性樹脂成分を備え、前記構造層は、
中間的な接着材を使用することなく、前記弾性層に直接接合される、ゴルフクラブヘッド
。
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【００６４】
（条項２）前記構造層は、さらに、前記金属製のフロント本体に接触しており、接合され
る前方部分と、前記前方部分から離間している加重部分と、前記前方部分から、前記加重
部分及び前記複数の開口部のうちの少なくとも２つの開口部の間に延びる構造部材であっ
て、前記前方部分と前記加重部分の両方と一体に成形される前記構造部材と、を備え、前
記ソール部材は、さらに、前記構造層の前記加重部分に少なくとも部分的に埋め込まれる
、又は、接着材で接合される金属製のウェイトを備える、条項１に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【００６５】
（条項３）前記リア本体の外側面は、前記クラウン部材の外側面、前記弾性層の外側面、
及び、前記構造層の前記外側面の一部を備える、条項１又は２に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【００６６】
（条項４）前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームの外側面から内側方向に
窪んだ接合フランジを備え、前記構造層は、前記接合フランジに接着的に接合されており
、前記弾性層の外側面は、前記フレームの外側面と面一である、条項１～３のいずれか一
項に記載のゴルフクラブヘッド。
【００６７】
（条項５）前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームを前記接合フランジに結
合する延長壁を備え、前記構造層及び前記弾性層は、それぞれ、前記延長壁に当接し、前
記補強部材は、前記ストライクフェイスとゴルフボールとの間のインパクト中において、
前記加重部分と前記延長壁の間に動的な負荷を伝達するように作用する、条項４に記載の
ゴルフクラブヘッド。
【００６８】
（条項６）前記共通の熱可塑性樹脂成分は、ポリフェニレン・サルファイド、又は、ポリ
エーテル・エーテル・ケトンを含む、条項１～５のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【００６９】
（条項７）前記フレームは、クラウン部分及びソール部分を備え、前記ゴルフクラブヘッ
ドは、ヒール領域、トウ領域、及び、前記ヒール領域と前記トウ領域の間に配置された中
心領域を備え、前記フレームの前記ソール部分は、前記ヒール領域内で前記ストライクフ
ェイスから第１の平均距離、前記トウ領域内で前記ストライクフェイスから第２の平均距
離、及び、前記中心領域内で前記ストライクフェイスから第３の平均距離を延びる後方縁
部を画定し、前記第３の平均距離は、前記第１の平均距離及び前記第２の平均距離の両方
よりも大きい、条項１～６のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７０】
（条項８）ゴルフクラブヘッドであって、ストライクフェイス、及び、前記ストライクフ
ェイスの周囲から後方に延びる周囲フレームを備える金属製のフロント本体と、前記金属
製のフロント本体に結合されて、実質的に中空の構造を画定するリア本体と、を備え、前
記リア本体は、ソール部材に結合されたクラウン部材を備え、前記ソール部材は、構造層
であって、前記金属製のフロント本体に接触しており、接合される前方部分と、前記前方
部分から離間している加重部分と、前記構造層の厚みを通って延びる複数の開口部であっ
て、前記前方部分及び加重部分は、前記複数の開口部の少なくとも１つの反対側に配置さ
れる、前記複数の開口部と、複数の補強部材であって、前記複数の補強部材のそれぞれは
、前記前方部分から前記加重部分まで延び、かつ、前記複数の開口部の少なくとも２つの
間で延びる、前記複数の補強部材と、を備える前記構造層と、　前記金属製のフロント本
体に当接し、前記複数の開口部のそれぞれを横切って延びるように、前記構造層の外側面
に接合される弾性層と、前記構造層の前記加重部分に少なくとも部分的に埋め込まれる、
又は、接着剤で接合される金属製のウェイトと、を備え、前記構造層は、充填材入り熱可
塑性材料から形成され、前記弾性層は、繊維強化熱可塑性複合材料から形成される、ゴル



(18) JP 2019-517293 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

フクラブヘッド。
【００７１】
（条項９）前記弾性層は、中間的な接着材を使用することなく、前記構造層に直接接合さ
れる、条項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７２】
（条項１０）前記構造層は、さらに、前記加重部分と前記前方部分の間で延びる後方周辺
部分を備え、前記後方周辺部分は、前記クラウン部材に接合される、条項８又は９に記載
のゴルフクラブヘッド。
【００７３】
（条項１１）前記複数の補強部材のうちの少なくとも１つは、前記加重部分から離れた前
記後方周辺部分へと延びる、条項１０に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７４】
（条項１２）前記リア本体の外側面は、前記クラウン部材の外側面、前記弾性層の外側面
、及び、前記構造層の前記外側面の一部を備える、条項８～１１のいずれか一項に記載の
ゴルフクラブヘッド。
【００７５】
（条項１３）前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームの外側面から内側方向
に窪んだ接合フランジを備え、前記構造層は、前記接合フランジに接着的に接合されてお
り、前記弾性層の外側面は、前記フレームの外側面と面一である、条項８～１２のいずれ
か一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７６】
（条項１４）前記金属製のフロント本体は、さらに、前記フレームを前記接合フランジに
結合する延長壁を備え、前記構造層及び前記弾性層のそれぞれは、前記延長壁に当接し、
前記複数の補強部材は、前記ストライクフェイスとゴルフボールとの間のインパクト中に
おいて、前記加重部分と前記延長壁に動的な負荷を伝達するように作用する、条項１３に
記載のゴルフクラブヘッド。
【００７７】
（条項１５）前記フレームは、クラウン部分及びソール部分を備え、前記ゴルフクラブヘ
ッドは、ヒール領域、トウ領域、及び、前記ヒール領域と前記トウ領域の間に配置された
中心領域を備え、前記フレームの前記ソール部分は、前記ヒール領域内で前記ストライク
フェイスから第１の平均距離、前記トウ領域内で前記ストライクフェイスから第２の平均
距離、及び、前記中心領域内で前記ストライクフェイスから第３の平均距離を延びる後方
縁部を画定し、前記第３の平均距離は、前記第１の平均距離及び前記第２の平均距離の両
方よりも大きい、条項８～１４のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７８】
（条項１６）前記加重部分、及び、前記ストライクフェイスの幾何学的中心は、前記中心
領域内に位置する、条項１５に記載のゴルフクラブヘッド。
【００７９】
（条項１７）前記充填材入り熱可塑性材料及び前記繊維強化熱可塑性複合材料のそれぞれ
は、共通の樹脂成分を含み、前記共通の樹脂成分は、前記充填材入り熱可塑性材料中に第
１の量で存在し、前記繊維強化熱可塑性複合材料中に前記第１の量未満の第２の量で存在
する、条項８～１６のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【００８０】
（条項１８）前記共通の樹脂成分は、ポリフェニレン・サルファイド、又はポリエーテル
・エーテル・ケトンを含む、条項１７に記載のゴルフクラブヘッド。
【００８１】
（条項１９）前記第１の量は、容積で約５５％を超え、前記第２の量は、容積で約３５％
未満である、条項１７又は１８に記載のゴルフクラブヘッド。
【００８２】
（条項２０）多材料のゴルフクラブヘッドを製造する方法であって、熱可塑性樹脂母材及
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び織られた繊維強化層を備える繊維強化複合材から、第１のソール層を熱成形するステッ
プと、前記熱成形された第１のソール層に直接接触させて第２のソール層を射出成形する
ステップであって、前記第２のソール層は、充填材入り熱可塑性樹脂を含み、前記熱可塑
性樹脂母材及び前記充填材入り熱可塑性樹脂は、それぞれ、共通の熱可塑性ポリマーを含
む、ステップと、クラウン部材を前記第２のソール層に接合するステップと、実質的に中
空の構造を画定するために、前記第１のソール層及び前記クラウン部材を金属製の前方本
体に接合するステップであって、前記金属製の前方本体は、ストライクフェイス及びホー
ゼルを備える、ステップと、を備える方法。
【００８３】
（条項２１）クラウン部材を第２のソール層に接合するステップは、レーザ溶接、超音波
溶接、又は、電気抵抗溶接の少なくとも１つにより、クラウン部材を第２のソール層に溶
接するステップを備える、条項２１に記載の方法。
【００８４】
（条項２２）方法は、さらに、熱可塑性樹脂母材及び織られた繊維強化層を含む繊維強化
複合材から第１のクラウン層を熱成形し、熱成形された第１のクラウン層と直接接触させ
て第２のクラウン層を射出成形することによって、クラウン部材を形成するステップを備
え、第２のクラウン層は、充填材入り熱可塑性樹脂を含み、熱可塑性樹脂母材、及び充填
材入り熱可塑性樹脂は、それぞれ、共通の熱可塑性ポリマーを含む、条項２０又は２１に
記載の方法。
【００８５】
（条項２３）ゴルフクラブヘッドであって、ストライクフェイス、及び、前記ストライク
フェイスの周囲から後方に延びる周囲フレームを備える金属製のフロント本体と、前記金
属製のフロント本体に結合されて、実質的に中空の構造を画定するリア本体と、を備え、
前記リア本体は、クラウン部材、及び、前記クラウン部材に結合されるソール部材を備え
、前記クラウン部材は、充填材入り熱可塑性材料から形成され、前記ソール部材に接合さ
れる構造層であって、前記構造層の厚みを通って延びる複数の開口部を備える前記構造層
と、前記複数の開口部のそれぞれを横切って延びるように、前記構造層に接合される弾性
層であって、繊維強化熱可塑性複合材料から形成される前記弾性層と、を備え、前記構造
層及び前記弾性層は、それぞれ、共通の熱可塑性樹脂成分を備え、前記構造層は、中間的
な接着材を使用することなく、前記弾性層に直接接合される、ゴルフクラブヘッド。
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