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(57)【要約】
【課題】　フェース部の軽量化および耐久性を維持し、
フェース部の反発性をルール適合範囲内に抑え、且つ、
ボールをスィートスポットから外れて打った場合でも、
反発性能の低下を防ぐことができるゴルフクラブヘッド
であって、特にスコアーライン溝のクラックを防ぐこと
ができるゴルフクラブヘッドを提供する。
【解決手段】　中空部を有し、ヘッド本体部とフェース
部材とからなるゴルフクラブヘッドであって、フェース
部材は、厚肉部と外周部と薄肉部とを有するように鍛造
により成型され、厚肉部は、略楕円形状または略円形状
を、互いに対向する２つの側において、中心方向に略円
弧状に窪ませた形状を有しており、厚肉部は、フェース
部の中心部においてもっとも厚く、かつ、中心部から外
周部に向かって薄くなり、さらに厚肉部が外周部よりも
厚く、薄肉部が外周部よりも薄い。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空部を有するゴルフクラブヘッドであって、前記ゴルフクラブヘッドはフェース開口
部を有するヘッド本体部と前記開口部に溶接により固着するフェース部材とからなり、
　前記フェース部材は、α相を有するチタン合金の圧延材の鍛造により形成されており、
　このフェース部材は、前記フェース部材の中央に位置する厚肉部と、前記厚肉部の外周
に位置する外周部と、前記厚肉部と前記外周部との間に部分的に位置する薄肉部とを有し
ており、
　これら厚肉部、薄肉部、外周部が前記鍛造により形成されることで、前記α相は配向が
崩されており、
　前記厚肉部は、略楕円形状または略円形状を、互いに対向する２つの側において、中心
方向に略円弧状に窪ませた形状を有し、
　前記厚肉部は、前記フェース部の中心部においてもっとも厚い肉厚を有し、かつ、この
中心部から前記外周部に向かって肉厚は徐々に薄くなっており、
　前記厚肉部が前記外周部よりも厚い肉厚を有するとともに、前記薄肉部が前記外周部よ
りも薄い肉厚を有するゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記鍛造が熱間鍛造である請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記薄肉部が前記厚肉部のトウ側であってソール方向斜めを向くように配置され、また
はヒール側であってクラウン方向斜めを向くように配置されており、フェース面にスコア
ーライン溝を有する請求項１～２のいずれか一項に記載のゴルフヘッド。
【請求項４】
　前記フェース部材が、前記肉厚部の中心部を通って、フェース部のヒール側且つクラウ
ン側の外縁からトウ側且つソール側外縁へと延びるリブを更に備え、このリブは、前記外
周部よりも厚い肉厚を有する請求項１～３のいずれか一項に記載のゴルフヘッド。
【請求項５】
　前記圧延材の圧延方向がスコアーラインに平行か、スコアーラインに対して±５°以内
の角度の方向である請求項１～４のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記フェース部材が、αチタン合金またはα－βチタン合金である請求項１～５のいず
れか一項に記載の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、ゴルフクラブヘッドに関し、詳しくは、フェース部の裏面に肉厚の改良を施
し、かつ圧延材の鍛造によりフェース部を成型するゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のウッドクラブのヘッドは、金属材料で少なくともフェース部分を形成したものが
大半を占める。フェース部分の肉厚は、ボールとの衝撃に耐え得る強度を保つために肉厚
を厚くする必要がある。ヘッドの大型化が進んでいるが、ルール上４６０ｃｍ３＋許容誤
差１０ｃｍ３の体積より小さくしなければならないとされることから、ドライバーのヘッ
ドは上限にきわめて近い４６０ｃｍ３の大型ヘッドが大半を占めるに至っている。ヘッド
サイズを大きくすると、スィートエリアが拡大し、周辺重量配分が強調され、左右、上下
の慣性モーメントが大きくなるので、オフセンターヒット時のミスを軽減させることがで
きる。しかしながら、ヘッドサイズを大きくし、ヘッド重量も増大させてしまうと、スイ
ングバランスが大きくなり、ヘッドスピードが落ちて飛距離ダウンになりかねない。そこ
で、比重が軽く、強度も大きなチタン又はその合金（特に言及しない限り、併せて以下「
チタン」という）でヘッド全体を形成するか、カーボンとチタンのコンポジットヘッドに



(3) JP 2011-136043 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

するなどの手段が採用されている。
【０００３】
　また、ヘッドサイズを大きくするのみならず、ヘッドの反発係数を高めた高反発ヘッド
も数多く開発されるに至った。高反発ヘッドについては、２００８年から反発係数が０．
８３０以上のものは、競技では使用できないことになった。今では、ヘッドの大型化と平
行して反発係数が上がる肉厚フェース材を積極的に用いるものが多かった。しかし、高反
発ヘッドでもスィートエリア以外のフェース部分でのヒット、すなわちオフセンターヒッ
トではスプリング効果は期待できず、飛距離が極端に低下してしまう傾向があった。なお
、フェースの強度上、変形の大きい中心部を肉厚にすることやフェースの打球面側の中心
部にスコアーラインなどの溝を設けないことが好ましいことが知られている。
【０００４】
　特開平９－１９２２７３号公報には、フェースを形成する部分のスィートスポットを含
むセンター箇所の肉厚を、ボールとの衝撃に耐えるのに十分な強度を保つ厚みに形成し、
センター箇所の周辺の肉厚をセンター箇所よりも薄くすることで、フェース全体にバネ性
を持たせたゴルフクラブヘッドが記載されている。
【０００５】
　また、特開２００７－３０７１４３号公報には、α相を有するチタン合金の圧延材から
形成されるフェース部を有するゴルフクラブヘッドであって、フェース部の圧延方向が実
質的にトウ・ヒール方向に沿っているゴルフクラブヘッドが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１９２２７３号公報
【特許文献２】特開２００７－３０７１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特開平９－１７２２７３号公報に記載されているようなフェース部の中央を厚肉にした
場合、フェース部の反発性能は、スィートスポットを外れてボールを打った場合、スィー
トスポットでボールを打った場合に比べて、大きく低下することから、スィートスポット
での反発性能を低く抑えると、スィートスポット以外での反発性能は著しく低いものにな
るとう問題がある。また、一般に、フェース部を薄肉化する程、フェース部の反発性能は
高くなり、フェース部の強度は弱くなる傾向がある。
【０００８】
　さらに、α相を有するチタン合金をフェース部に用いる場合、一方向に圧延して得られ
たチタン合金の圧延材はα相の結晶構造（綢密六法格子）に起因する強度の方向性を有す
ることとなる。そのため、圧延方向を考慮して圧延材を使用しなくてはならず、非常に使
い難いものであるという問題点を有しており、特に、薄肉化されたフェース面のスコア－
ライン溝においてクラックが生じやすいという問題点があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、フェース部の軽量化および強度の維持を図りつ
つ、フェース部の反発性をルール適合範囲内に抑えることができるとともに、ボールをス
ィートスポットから外れて打った場合でも、反発性能が大きく低下するのを防ぐことがで
きるゴルフクラブヘッドであって、比較的に強度が弱い薄肉部におけるクラックの発生を
防止できるゴルフクラブヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明に係るゴルフクラブヘッドは、中空部を有するゴル
フクラブヘッドであって、前記ゴルフクラブヘッドはフェース開口部を有するヘッド本体
部と前記開口部に溶接により固着するフェース部材とからなり、前記フェース部材は、α
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相を有するチタン合金の圧延材の鍛造により形成されており、このフェース部材は、前記
フェース部材の中央に位置する厚肉部と、前記厚肉部の外周に位置する外周部と、前記厚
肉部と前記外周部との間に部分的に位置する薄肉部とを有しており、これら厚肉部、薄肉
部、外周部は前記鍛造により形成されることで、前記α相は配向が崩されており、前記厚
肉部は、略楕円形状または略円形状を、互いに対向する２つの側において、中心方向に略
円弧状に窪ませた形状を有し、前記厚肉部は、前記フェース部の中心部においてもっとも
厚い肉厚を有し、かつ、この中心部から前記外周部に向かって肉厚は徐々に薄くなってお
り、前記厚肉部が前記外周部よりも厚い肉厚を有するとともに、前記薄肉部が前記外周部
よりも薄い肉厚を有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、前記鍛造を熱間鍛造としてもよい。
【００１２】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、前記薄肉部が前記厚肉部のトウ側であってソール
方向斜めを向くように配置され、またはヒール側であってクラウン方向斜めを向くように
配置されており、フェース面にスコアーライン溝を有していてもよい。
【００１３】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、前記フェース部材が、前記肉厚部の中心部を通っ
て、フェース部のヒール側且つクラウン側の外縁からトウ側且つソール側外縁へと延びる
リブを更に備え、このリブは、前記外周部よりも厚い肉厚を有していてもよい。
【００１４】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、前記圧延材の圧延方向がスコアーラインに平行か
、スコアーラインに対して±５°以内の角度の方向とすることができる。
【００１５】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、前記フェース部材が、α合金またはα－βチタン
合金であってもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　このように、本発明に係るゴルフクラブヘッドによれば、フェース部材上の厚肉部を鍛
造により窪ませた領域に、フェース部材の外周部よりも肉厚を薄くした薄肉部を形成した
ので、フェース部の軽量化を維持できるとともに、スィートエリアである厚肉部でボール
を打った場合でも、ルール適合範囲内の反発性に抑えることができ、また、ボールをスィ
ートスポットから外れて打った場合でも、反発性能が大きく低下するのを防ぐことができ
る。さらに、圧延材の鍛造によるフェース部材成型により、チタン合金のα相結晶構造の
方向性を崩すことで強度の方向特異性を弱めることができ、比較的に強度が弱い薄肉部に
おいてクラックが発生するのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施の形態を示す正面図である。
【図２】図１に示すゴルフクラブヘッドを構成するフェース部材を示す裏面図である。
【図３】本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施の形態であって、リブをさらに備えた
ゴルフクラブヘッドを示す正面図である。
【図４】図３に示すゴルフクラブヘッドを構成するフェース部材を示す裏面図である。
【図５】Ａ-Ａ線に沿って図４のフェース部材を示す模式的な断面図である。
【図６】Ｂ-Ｂ線に沿って図４のフェース部材を示す模式的な断面図である。
【図７】図４のフェース部材においてリブの角度を示す裏面図である。
【図８】（ａ）本発明における鍛造工程の一実施の形態を示す押圧前の断面図である。（
ｂ）本発明における鍛造工程の一実施の形態を示す押圧後の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施の形態について
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説明する。図１は、本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施の形態を示す正面図である
。
【００１９】
　図１に示すように、ゴルフクラブヘッド１は、フェース部の一部を備えたフェース部材
１０とヘッド本体部材２０とから構成されている。本体部材２０は、クラウン部４、ソー
ル部５、ホゼル部６及びサイド部７を備え、一体的に形成されている。このフェース部材
１０と本体部分２０は溶接により接合され、これによってヘッド内部が中空構造になって
いる。なお、フェース部材１０の裏面には、フェース部材１０の厚みを変化させるための
凹凸が形成されている。次にフェース部材１０の裏面について説明する。
【００２０】
　図２は、図１に示すゴルフクラブヘッド１を構成するフェース部材１０の裏面を示す図
である。図２に示すように、フェース部材１０の裏面には、平らな表面を有する外周部１
１に対して、フェース部材の厚みを変化させた楕円状の区画を示す楕円ライン１２が形成
されている。このライン１２で示される楕円内には、その楕円の中心に向かって徐々に厚
みが増す厚肉部１５が形成されている。但し、楕円の長軸の両端部分には、それぞれ、厚
肉部１５を中心方向に向かって円弧状に窪ませた窪み１３が形成されている。すなわち、
厚肉部１５は、楕円ライン１２よりこの窪みを除いた厚肉部外周ライン１４内に形成して
いる。
【００２１】
　図２に示すように楕円の中心には、フェース部材１０において最も厚い厚さを有し、表
面が平らで円形状である中心部１７が形成されている。厚肉部１５は、この中心部１７か
ら楕円ライン１２または窪み１３まで、徐々に厚さが減るように構成されている。楕円の
外周部１１の厚さは均一である。楕円の長軸の両端部分における楕円ライン１３と窪みと
で囲まれた部分には、外周部１１よりも厚さを薄くした薄肉部１３がそれぞれ形成されて
いる。また、図３、４に示すように、フェース部材１０の裏面には、フェース部材の厚さ
を更に厚くした唯一のリブ１８を設けることができる。なお、図５は、図４のフェース部
材をＡ－Ａ線に沿って示す模式的な断面図であり、図６は図４のフェース部材をＢ－Ｂ線
に沿って示す模式的な断面図である。なお、図１及び図２には、厚肉部１５の厚さの変化
を表現するために、等高線１６を描いていている。また、図１～図６は、縮尺通りに描い
たものではない。次に、フェース部材１０裏面の各部について、更に詳細に説明する。
【００２２】
　中心部１７は、ゴルフクラブヘッド１のスィートスポットを含む。中心部１７は、ライ
ン１２で示される楕円の中心点を含む。この楕円の中心点とスィートスポットとは、同一
であってもよいし、異なっていてもよい。中心部１７の半径は、約３．０ｍｍ以上が好ま
しく、約３．５ｍｍ以上がより好ましい。また、中心部１７の半径は、約６ｍｍ以下が好
ましく、約５ｍｍ以下がより好ましい。中心部１７の半径をこの範囲にすることで、フェ
ース部の重量を抑えることができる。なお、中心部１７は、図２に示した円形に限定され
ず、楕円形、長方形や菱型などの四角形、五画形や六角形などの多角系にしてもよい。中
心部１７の厚さは、約３．４ｍｍ以上が好ましく、約３．６ｍｍ以上がより好ましい。ま
た、中心部１７の厚さは、約４．０ｍｍ以下が好ましく、約３．８ｍｍ以下がより好まし
い。中心部１７の厚さをこの範囲にすることで、フェース部の反発係数をルール内におさ
めることができる。
【００２３】
　ライン１２で示される楕円の長軸は、トウ２側がクラウン方向に、ヒール３側がソール
方向に傾いて配置されることが好ましい。これは、一般に、ゴルファーの打点のばらつき
が、トウ２側ではクラウン側に、ヒール３側ではソール側に片寄っていることから、この
ように傾けることで、スィートスポットを外した際の打点をより多く薄肉部１３の領域内
に入れることができる。具体的には、図７に示すように、ゴルフクラブヘッドを通常のア
ドレスポジションに置いたときの水平線４０に対して、楕円の長軸４２の傾きθａが、約
５°以上となるように配置することが好ましく、約１０°以上となるように配置すること
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がより好ましい。また、楕円の長軸４２の傾きθａは、約４０°以下が好ましく、約３０
°以下がより好ましい。しかしながら、薄肉部１３の上記の配置に限定されず、厚肉部１
６の外側に配置されるのであれば、例えば、クラウン側またはヒール側に配置することも
できる。
【００２４】
　ライン１２で示される楕円の長軸と短軸の長さの比率は、１００：５０～５０：５０の
範囲内が好ましく、９５：５０～７０：５０の範囲内がより好ましい（長軸と短軸が同じ
比率の場合は、楕円でなく、円となることは言うまでもない）。また、厚肉部１５は、そ
の楕円形状または円形状で、対抗する２つの側において窪みを有する。このとき、窪みは
薄肉部１３の配置に合わせてトウ側とヒール側またはクラウン側とソール側のように形成
されることが好ましい。対抗する２つの側において窪みを有する場合、厚肉部１５の楕円
長軸における長さ（すなわち、窪み間の長さ）と楕円短軸における長さの比率は、５：４
～５：６の範囲内が好ましい。ソール側のくぼみの曲率半径は、約１２ｍｍ以上が好まし
く、約１３ｍｍ以上がより好ましい。ソール側のくぼみの曲率半径は、約２５ｍｍ以下が
好ましく、約２０ｍｍ以下がより好ましい。
【００２５】
　厚肉部１５は、図５に示すように、中心部１７から窪み１３または楕円ライン１２まで
連続的に厚さが減るような据広がり状の湾曲した表面を有しているが、これに限定されず
、例えば、段階的に厚さが減るような段階状の表面を有していても良いし、一定の割合で
連続的に厚さが減るような円錐台状の表面を有していてもよい。図２には、４つの尾根を
有する厚肉部１５が記載されているが、これに限定されず、尾根の有無や数、尾根の位置
等は適宜変更することができる。
【００２６】
　外周部１１は、薄肉部１３および肉厚部１５が形成されない領域を占め、均一な厚さを
有している。外周部１１の厚さは約２．１ｍｍ以上が好ましく、約２．２ｍｍ以上がより
好ましい。一方、外周部１１の厚さは約２．５ｍｍ以下が好ましく、約２．４ｍｍ以下が
より好ましい。外周部１１の厚さをこの範囲にすることで、反発係数を抑えながら、フェ
ース部を軽量化することができる。
【００２７】
　薄肉部１３は、外周部１１よりも厚さが薄く形成されている。薄肉部１３と外周部１２
との厚さの差は、約０．１ｍｍ以上が好ましく、約０．２ｍｍ以上がより好ましい。また
、薄肉部１３の厚さは約１．８ｍｍ以上が好ましく、約１．９ｍｍ以上がより好ましい。
一方、薄肉部１３の厚さは約２．２ｍｍ以下が好ましく、約２．１ｍｍ以下がより好まし
い。薄肉部１３の厚さをこの範囲にすることで、反発性能が通常は低いトウ側およびヒー
ル側において、反発性能を向上することができる。
【００２８】
　図３および４に示されるリブ１８は、少なくとも外周部１１よりも厚さを有している。
リブ１８は、図５に示すように、中心部１７と同じ厚さから、外周部１１に向かって連続
的に厚さが減少するように構成されている。リブ１８をこのように中心部１７から外周部
に向かって厚さを減少させることで、フェース面の強度を維持しながら、フェース面の反
発性能の低下を最低限にすることができる。なお、これに限定されず、例えば、リブ１８
の厚さを一定にすることもできる。リブ１８の厚さは、約２．５ｍｍ以上が好ましく、約
２．７ｍｍ以上がより好ましい。一方、リブ１８の厚さは、約４．９ｍｍ以下が好ましく
、約３．６ｍｍ以下がより好ましい。
【００２９】
　リブ１８は、図４に示すように、厚肉部１５の中心部１７を通って、ヒール３側かつク
ラウン側の外周部１１からトウ２側かつソール側の外周部１１まで、ほぼ直線状に延びる
ように形成されている。リブ１８は、図７に示すようにゴルフクラブヘッドを通常のアド
レスポジションに置いたときの水平線４０に対するリブの中心線４４の傾きθｂを、約４
５°以上にすることが好ましく、約５０°以上とすることがより好ましい。また、リブの
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傾きθｂを、約９０°未満とすることが好ましく、約８０°以下とすることがより好まし
い。リブの傾きθｂを、この範囲内にすることで、ボールの打点のばらつきが上述ように
片寄っていることから、オフセンターヒットの際の反発性能をあまり損なわずに、フェー
ス面の強度の維持を図ることができる。リブ１８は、図４に示すように、中心部１７から
外周部１１へ向けて、幅が広くなるように形成されているが、これに限定されず、例えば
、リブ１８の幅を均等にしてもよい。
【００３０】
　フェース部１０の全面積において、外周部１１、薄肉部１３、厚肉部１５（ここでは中
央部１７を含む）、およびリブ１８が占める面積の割合は、１６～２０：２～６：１４～
１８：１～６とすることが好ましく、１７～１９：３～５：１５～１７：１～５とするこ
とがより好ましい。このような範囲内にすることで、フェース全体での重さと強度のバラ
ンスをとることができる。なお、リブ１８を設けない場合は、外周部１１、薄肉部１３、
および厚肉部１５（ここでは中央部１７を含む）が占める面積の割合は、８～１０：１～
３：７～９とすることが好ましく、１７～１９：３～５：１５～１７とすることが好まし
い。
【００３１】
　フェース部材１０の上記のような構成は、α相を有するチタン合金の圧延材を鍛造する
ことにより成型する。本発明に使用するα相を有するチタン合金としては、α合金又はα
－β合金が挙げられる。特に、α－β合金は、α合金よりも強度が高いので、クラブヘッ
ド１のフェース部の耐久性向上、フェース部材の薄肉化による軽量化及び薄肉化による重
心設計自由度の向上などの点でαチタン合金よりも好ましい。
【００３２】
　具体的なα合金としては、例えばＴｉ－５Ａｌ－２．５Ｓｎが挙げられる。また、前記
α－β合金としては、例えばＴｉ－４．５Ａｌ－３Ｖ－２Ｆｅ－２Ｍｏ、Ｔｉ－４．５Ａ
ｌ－２Ｍｏ－１．６Ｖ－０．５Ｆｅ－０．３Ｓｉ－０．０３Ｃ、Ｔｉ－８Ａｌ－１Ｍｏ、
Ｔｉ－１Ｆｅ－０．３５Ｏ－０．０１Ｎ、Ｔｉ－５．５Ａｌ－１Ｆｅ、Ｔｉ－６Ａｌ－４
Ｖ、Ｔｉ－６Ａｌ－６Ｖ－２Ｓｎ、Ｔｉ－６Ａｌ－２Ｓｎ－４Ｚｒ－６Ｍｏ、Ｔｉ－６Ａ
ｌ－２Ｓｎ－４Ｚｒ－２Ｍｏ又はＴｉ－８Ａｌ－１Ｍｏ－１Ｖを挙げることができ、特に
Ｔｉ－６Ａｌ－４ＶまたはＴｉ－８Ａｌ－１Ｍｏ－１Ｖであることが好ましい。
【００３３】
　α相を有するチタン合金の圧延材は、強度に方向性を有する。これは、α相の結晶集合
組織（稠密六方格子）に方向性を生じるためである。稠密六方格子は、変形しやすい軸線
と、それと実質的に直交する変形し難い軸線とを有する。そして、このような稠密六方格
子を有する合金が一方向に圧延されると、変形しやすい軸線が圧延方向に沿って配向され
るとともに、変形し難い軸線が圧延方向に直交するため、強度に対する異方性が強く発現
する。
　そこで、本発明においては、ゴルフクラブヘッドに使用するフェース部材は、圧延後の
圧延材を鍛造することにより成型し、その際にα相の結晶方向性を崩す。
【００３４】
　圧延材は、回転する一対のロール間にチタン合金材料を摩擦によって噛み込ませ、厚さ
ないし断面積を減じる圧延加工により製造されるが、このときの圧延方向は一定の同じ方
向で繰り返し圧延が行われる。これにより、材料中の稠密六方格子の変形しやすい方向が
圧延方向と実質的に平行に配向されるとともに、稠密六方格子の変形し難い方向が圧延方
向と直交する方向と実質的に平行に配向され、顕著な強度異方性を生じさせ得る。このよ
うな一方向にのみ圧延されたα相を有するチタン合金は、βチタン合金などに比べると、
より大きな強度異方性を発現し得る。圧延の方向は、フェース面に設けられるスコアーラ
インに対して平行であるか、±５°以下の角度を有していることが好ましい。
【００３５】
　このように製造された圧延材は、フェース部材の厚肉部および薄肉部を形成するために
、鍛造により塑性変形させる。圧延材は、プレス等による打ち抜き又はレーザカットなど
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種々の方法により打ち抜かれ、打ち抜かれた圧延材は、上下セットの金型間に配置されて
鍛造される。
【００３６】
　図８ａに示すように、鍛造に使用される金型の上型５０は、中央部分が最も深くなるよ
うに凹状に形成された押圧部５２を有しており、その中央部分によって、中心部１７およ
び厚肉部１５が形成される。上型５０には、その他、リブを形成するための凹状押圧部（
図示省略）や薄肉部を形成するための凸状押圧部５１を有する。一方、下型５３はフェー
ス部材となる圧延材よりも若干広い幅で浅い凹部５４を有しており、この部分に圧延材５
５が配置され、上型５０との間で押圧がされる。
【００３７】
　上型５０は、圧延材全体を押圧して塑性変形させるが、特に凸状押圧部５１により薄肉
部１３が形成され、中央部の凹状押圧部５２により厚肉部１５等が形成される。このとき
、α相は、押し圧による圧延材の塑性変形に沿うように、その方向性を変化させる。よっ
て、少なくとも厚肉部１５および薄肉部１３において、α相の結晶粒の方向性が塑性変形
により十分に崩されるよう押し圧する。例えば、薄肉部１３では、圧延材５５が３６０°
全方向に材料が伸ばされ、α相の配向を３６０°全方向へ崩すことができる。厚肉部１５
では、圧延材５５が中心方向に伸ばされるとともに、３６０°の全外方向にも伸ばされα
相の配向を複雑に崩すことができる。薄肉部と厚肉部との隣接部周辺では、これらの圧延
材５５の伸びが、複数にからみあって、α相の配向を高度に崩すことができる。このよう
に、長さ方向に延びていたα相の結晶粒（組織）が、鍛造することにより分断（細分化）
されると共に、金属組織が薄肉部から厚肉部へ移動することによって、α相の金属組織の
向きが変わり、すなわち圧延方向に一様に向いていたα相の金属組織が一様でなくなり、
強度の方向特異性を崩すことができる。
【００３８】
　鍛造工程は、再結晶温度以上に加熱して行う熱間鍛造であることが好ましい。また、図
８では、一つの金型でフェース部材を鍛造したが、複数の金型を使って複数の鍛造工程を
経てフェース部材を成型することができる。
【００３９】
　鍛造により成型されたフェース部材は、ゴルフクラブヘッドのフェース開口部へ溶接に
より結合させることによりゴルフクラブヘッドを製造することができる。ゴルフクラブヘ
ッド１の体積は、約１００ｃｃ以上が好ましく、約３５０ｃｃ以上と大型にすることがよ
り好ましい。一方、ゴルフクラブヘッド１の体積は、約５００ｃｃ以下が好ましく、約４
８０ｃｃ以下がより好ましい。また、ゴルフクラブヘッド１の重量は、約１５０ｇ以上が
好ましく、約１６０ｇ以上がより好ましい。一方、ゴルフクラブヘッド１の重量は、約２
５０ｇ以下が好ましく、約２００ｇ以下と軽量なものがより好ましい。
【００４０】
　また、図１および３に示すように、ゴルフクラブのフェース面には、一様に設けられる
（具体的には、平行に並ぶ複数本の）溝形状を有するスコアーライン８を形成することが
できる。なお、図１および図３に示す一実施の形態では、フェースの中心部にスコアーラ
インの無いデザインを有するゴルフクラブヘッドを示す。スコアーラインの形成方法とし
ては、例えば、切削加工、鍛造加工、鋳造加工等従来周知の方法により形成することがで
き、鍛造後のフェース部材や、ゴルフクラブヘッドに溶接後のフェース面に対して加工す
ることができる。また、スコアーラインの溝の深さとしては、ルール上０．５ｍｍまでの
深さが認められている。しかしながら、中空のウッドゴルフクラブヘッドはフェース面を
薄くする方が好ましく、スコアーラインの溝の深さは約０．１～約０．３ｍｍの範囲内と
することが好ましく、約０．１～約０．２ｍｍの範囲内とすることがより好ましい。例え
ば、約０．１５ｍｍとすることができる。フェース部材を薄肉化する場合、スコアーライ
ン溝におけるクラックの発生が問題となるが、鍛造により圧延によって起こる強度の方向
特異性を崩すことでき、これによりスコアーライン溝でのクラックを防止することができ
る。
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【００４１】
　なお、図５および６では、本発明の構成を容易に理解できるように、フェース部材１０
の打球側の表面を平らに示したが、フェース部材１０の打球面には、曲率半径２５０ｍｍ
～８００ｍｍのバルジを形成することができる。また、同様に、フェース部材の打球面に
は、曲率半径２５０ｍｍ～８００ｍｍのロールを形成することができる。
【００４２】
　また、図１および３に示すように、本実施の形態では、ゴルフクラブヘッド１のフェー
ス部の中央の部分をフェース部材１０とし、フェース部の残りの部分をヘッド本体と一体
的に形成する場合について説明してきたが、本発明はこれに限定されず、例えば、フェー
ス部全体をフェース部材とするようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１　ゴルフクラブヘッド
　２　ヒール
　３　トウ
　４　クラウン部
　５　ソール部
　６　ホゼル部
　７　サイド部
　８　スコアーライン
　１０　フェース部材
　１１　外周部
　１２　楕円ライン
　１３　薄肉部
　１４　厚肉部外周
　１５　厚肉部
　１６　等高線
　１７　中心部
　１８　リブ
　２０　ヘッド本体
　４０　水平線
　４２　楕円の長軸
　４４　リブの中心線
　５０　上型
　５１　凸状押圧部
　５２　凹状押圧部
　５３　下型
　５４　凹部
　５５　圧延材
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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