
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース側を後方のリアフェース（２）及び打球面となる前方のフロントフェース（３
）から成る二重構造に構成し、リアフェース（２）とフロントフェース（３）の間に形成
される空間（４）に両フェース（２）（３）を連結する補強部材（５）を複数設けたウッ
ドクラブ用のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フロントフェース（３）及びリアフェース（２）、補強部材（５）を含むヘッド本
体（１）を金属材料で形成し、
　前記補強部材（５）を円柱部材で形成するとともに、補強部材（５）の端面をフロント
フェース（３）の表面に露出させ、
　

　前記リアフェース（２）とフロントフェース（３）の間隔を ～４０ｍｍとしたこと
を特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記補強部材（５）をヘッド本体（１）の高さ方向及び水平方向に夫々複数設け、上段
の補強部材（５）に対し、下段の補強部材（５）の長さを長くして低重心化を図ったこと
を特徴とする請求項 記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　フェース側を後方のリアフェース（２）及び打球面となる前方のフロントフェース（３
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この補強部材（５）をロフト角をもって傾斜して延びるフロントフェース（３）面に対
して実質上直交する方向に設け、あるいはソール（６）と実質上平行に設け、
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）から成る二重構造に構成し、リアフェース（２）とフロントフェース（３）の間に形成
される空間（４）に両フェース（２）（３）を連結する補強部材（５）を複数設けたアイ
アンクラブ用のゴルフクラブヘッドにおいて、
　前記フロントフェース（３）及びリアフェース（２）、補強部材（５）を含むヘッド本
体（１）を金属材料で形成し、
　前記補強部材（５）を円柱部材で形成するとともに、補強部材（５）の端面をフロント
フェース（３）の表面に露出させ、
　

　

　前記リアフェース（２）とフロントフェース（３）の間隔を０．５～１０ｍｍとしたこ
とを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ゴルフクラブヘッドに関し、特にフェース側を二重構造にしたゴルフクラブ
ヘッドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のゴルフクラブヘッドでは、例えばステンレススチール製のウッドクラブでは、ボー
ルをヒットしたときの衝撃に耐えるだけの強度を必要とするためにフェース部分の肉厚は
３ mm程度以上に形成していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
最近の金属製ウッドクラブのヘッドは、スイートエリアの拡大、重心深さの深化、慣性モ
ーメントの増大等を図るために大型化の傾向にあり、体積が３００ ccを超えるものも開発
されている。従来の体積１８０ cc前後のものを肉厚を変えずに単に大きくしただけでは、
ヘッド重量も増大してバランスも悪くなり、一般のアマチュアゴルファーには振り切れな
い重さになってしまう。ヘッド重量を増大させずにヘッド体積を大きくするには、ヘッド
の肉厚をぎりぎりまで薄くする必要があった。しかしながら、フェース部分の厚さは強度
的な問題から薄くするのに限界があった。
【０００４】
そこで、この発明は、フェース部分の肉厚を薄くし、しかも強度的にも十分なものとした
ゴルフクラブヘッドを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するため、この発明は、フェース側を後方のリアフェース及び打球面
となる前方のフロントフェースから成る二重構造に構成し、リアフェースとフロントフェ
ースの間に形成される空間に両フェースを連結する補強部材を複数設けたウッドクラブ用
のゴルフクラブヘッドにおいて、前記フロントフェース及びリアフェース、補強部材を含
むヘッド本体を金属材料で形成し、前記補強部材を円柱部材で形成するとともに、補強部
材の端面をフロントフェースの表面に露出させ、

前記リアフェースとフロントフェースの間隔を ～４０ｍｍとしたもの
である。
【０００６】
　また、フェース側を後方のリアフェース及び打球面となる前方のフロントフェースから
成る二重構造に構成し、リアフェースとフロントフェースの間に形成される空間に両フェ
ースを連結する補強部材を複数設けたアイアンクラブ用のゴルフクラブヘッドにおいて、
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この補強部材（５）をヘッド本体（１）の高さ方向及び水平方向に夫々複数設け、上段
の補強部材（５）に対し、下段の補強部材（５）の長さを長くして低重心化を図り、

前記リアフェース（２）とフロントフェース（３）との間隔はソール位置に近づくに従
って漸増し、

この補強部材をロフト角をもって傾斜し
て延びるフロントフェース面に対して実質上直交する方向に設け、あるいはソールと実質
上平行に設け、 １０



前記フロントフェース及びリアフェース、補強部材を含むヘッド本体を金属材料で形成し
、前記補強部材を円柱部材で形成するとともに、補強部材の端面をフロントフェースの表
面に露出させ、

前記リアフェースと
フロントフェースの間隔を０．５～１０ｍｍとしたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に、この発明の好適な実施例を図面を参照しながら説明する。
【０００８】
図１に示す第１の実施例では、ヘッド本体１をステンレススチール，アルミニウム又はそ
の合金，チタニウム又はその合金等の金属材料から形成し、フェース側を後方のリアフェ
ース２及び打球面となる前方のフロントフェース３で形成し、二重構造としてある。この
リアフェース２とフロントフェース３との間には空間４を形成してある。また、リアフェ
ース２のほぼ中央部とその左右に両フェース２と３を連結する３本の補強部材５を設けて
ある。この補強部材５は直径５ mmの円柱部材であり、リアフェース２から前方に突出形成
されている。リアフェース２の肉厚は１ mmとし、フロントフェース３の肉厚も１ mmとした
。フロントフェース３はヘッド本体１と補強部材５に溶接してある。この溶接個所を符号
１０で示す。
【０００９】
図２はフロントフェース３側から見たヘッド本体１を示し、３本の円柱部材から成る補強
部材５の端面がフロントフェース３の表面に現れている。従って、ゴルフボールをこの補
強部材５の端面で打つ場合もある。
【００１０】
図３に示す第２の実施例では、補強部材としての柱状部材５をロフト角（この実施例では
１１°）をもって傾斜して延びるフロントフェース面に対して実質上直交する方向に設け
た例である。
フロントフェース３のフェース面は実際にはロール曲面を形成しているため、柱状部材５
の軸線とソール６と平行な水平面との成す角度は、最下部の第１段から最上部の第４段に
かけて、僅かながら増加する傾向がある。
リアフェース２とフロントフェース３の間隔は約１０ mmであるが、この間隔は約０．５ mm
～１０ mmとしてもよく、ヘッドの奥行が深いものでは約３０ mm、また が許す限り４０
mm程度まで大きくすることができる。
【００１１】
図４に示す第３の実施例では、柱状部材５をソール６と実質上平行に設けた例である。
柱状部材５の軸線の方向と打球の方向には相関関係があり、図４に示すように柱状部材５
の軸線が水平方向に向いている場合には、打球の上昇を抑える（ふけを抑える）効果があ
る。
【００１２】
　図５に示す第４の実施例では、リアフェース２をヘッド本体１のソール６に対し実質上
垂直に設け、このリアフェース２とロフト角をもって傾斜して延びるフロントフェース３
の間を連絡する柱状部材５を、最上部の第４段の部材 ｈ４ から最下部の第１段の部材

ｈ１ にかけて漸次 なっており、それぞれの柱状部材５はフロントフェース面に対
して垂直に溶接してある。
図５に示す構成にすると低重心化に効果があり、柱状部材５の長さに応じ重心が低くなる
。
【００１３】
図６～図９は、フロントフェースセンターの位置におけるソール６と平行な面で切断した
断面図である。
【００１４】
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この補強部材をヘッド本体の高さ方向及び水平方向に夫々複数設け、上段
の補強部材に対し、下段の補強部材の長さを長くして低重心化を図り、前記リアフェース
とフロントフェースとの間隔はソール位置に近づくに従って漸増し、
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　図６に示す第５の実施例では、ヘッド本体１のトウ部９とヒール部８との間の中心線

の両側に柱状部材５
がフロントフェース３とリアフェース２の間に配設してあり、それぞれの柱状部材５はバ
ルジ曲面を形成しているフロントフェース３のバルジ曲面に対して、実質上垂直に設けて
ある。
【００１５】
図７に示す第６の実施例においては、ヘッド本体１のトウ部９とヒール部８との間の中心
線の両側に配設してある柱状部材５の軸線はヘッド本体１の中心線と実質上平行に設けて
ある。
【００１６】
図８に示す第７の実施例においては、ヘッド本体１のトウ部９とヒール部８の間の中心線
の両側に配設してある柱状部材５の軸線は、中心線の前方において互いに交わるように傾
斜角を与えて設けてある。
この傾斜角は０．５°～１０°が好ましく、中心線位置における柱状部材５の軸線は中心
線と同一方向とする。
なお、柱状部材５の軸線と中心線とのなす角度は、上述した角度範囲において、中心線位
置からトウ部９及びヒール部８方向に遠ざかるに従って漸増させて設けることができる。
上述した配置例によると、中心線を外してボールを打っても中心線で打った場合のような
効果がある。
【００１７】
　図９に示す第８の実施例においては、柱状部材５の軸線はヘッド本体１のトウ部９の方
向に中心線に対してほぼ一様に傾斜角を与えて配設してあり、軸線と中心線とのなす角度
は０．５°～１０°が好ましい。
図９に示す柱状部材５の配置では、フック球を打つ傾向にあるプレイヤーに好適であり、
柱状部材５の軸線を反対方向に傾斜させる スライス球の抑制効果がある。
【００１８】
図１０はウッドクラブ用、特に＃１ウッドクラブのヘッド本体１のフロントフェースのフ
ェース部材１２（ヘッド本体に嵌込み溶接する）を前方より見た平面図である。
フェース部材１２は柱状部材５、この実施例では円柱状補強部材を受け入れる（受け入れ
た後で溶接し、フェース面は面一に加工する）ための多数の孔１３を有する。孔１３の直
径（円柱状補強部材の直径）は、この実施例では３ mmとし、フェース部材１２の厚みは２
mmである。
孔１３（または円柱状補強部材）はソール６側からトップ側に向って、実質上等間隔に設
けてある。
孔１３の数はソール６側から数えて第１段４個、第２段７個、第３及び第４段８個設けて
あり、それぞれ等間隔になっている。
【００１９】
　図１１に示す第９の実施例はアイアンクラブ用、特に＃５アイアンクラブの断面図であ
って、 フェース２とフロントフェース３の配置関係は図５に示す例と若干類似してお
り、トップ位置における フェース２とフロントフェース３の間隔は、ソール位置に近
づくに従って漸増している。
【００２０】
図１２は＃５アイアンクラブのフロントフェース３のフェース部材１２（ヘッド本体１に
嵌込み溶接する）を前方から見た平面図である。
図１０の例（＃１ウッドクラブ）と異なる点は孔１３を３段等間隔に設け（円柱状補強部
材も同じ）、ソール６側から数えて第１段に５個、第２段に６個、第３段に３個それぞれ
等間隔に設けてある。
孔１３の直径は５ mmである。
【００２１】
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、
正確にはトウ部９とヒール部８との間の距離を２等分した垂直方向の面内にある線、すな
わちヘッド本体１の水平断面（図６）で「中心線」として表われる線

と

リア
リア



上述したウッドクラブ用の補強部材５は円柱状であるが、図１３に示すようなハニカム部
材を用いることもできる。また、図１４に示すように波形部材を補強部材５として用いる
こともできる。
図１４は水平方向に切断したときに上方から見た断面図である。
さらに、図１５に示すようなリング状の部材を補強部材５として用いることもでき、図１
６に示すようなジグザグ形状の部材を用いることもできる。
【００２２】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明によれば、フェース側を後方のリアフェース及び打球面
となる前方のフロントフェースから成る二重構造に構成し、リアフェースとフロントフェ
ースの間に形成される空間に両フェースを連結する補強部材を複数設けたウッドクラブ用
のゴルフクラブヘッドにおいて、前記フロントフェース及びリアフェース、補強部材を含
むヘッド本体を金属材料で形成し、前記補強部材を円柱部材で形成するとともに、補強部
材の端面をフロントフェースの表面に露出させ、

前記リアフェースとフロントフェースの間隔を ～４０ｍｍとしたので
、フロントフェースは肉厚を薄くしても十分な強度を有し、リアフェース及びフロントフ
ェースさらに補強部材を合計した重量は１枚だけのフェース部分の重量よりも軽量化が図
れる。
さらに、フロントフェースとバックフェースの間隔を変化させることによって重心深さを
調整できるばかりでなく、補強部材の軸線の配置を調整することによって、低重心化やプ
レイヤーのスイングの癖に基づく打球の弾道を矯正する効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の好適な第１の実施例を示す断面図。
【図２】図１の正面図。
【図３】この発明の第２の実施例を示す断面図。
【図４】この発明の第３の実施例を示す断面図。
【図５】この発明の第４の実施例を示す断面図。
【図６】この発明の第５の実施例を示す断面図。
【図７】この発明の第６の実施例を示す断面図。
【図８】この発明の第７の実施例を示す断面図。
【図９】この発明の第８の実施例を示す断面図。
【図１０】この発明によるウッドクラブのフェース部材の平面図。
【図１１】この発明による＃５アイアンクラブの断面図。
【図１２】この発明による＃５アイアンクラブのフェース部材の平面図。
【図１３】補強部材の他の例を示す正面図。
【図１４】補強部材のさらに他の例を示す横断面図。
【図１５】補強部材の別の例を示す斜視図。
【図１６】補強部材のさらに他の例を示す斜視図。
【符号の説明】
１　ヘッド本体
２　リアフェース
３　フロントフェース
４　空間
５　補強部材（柱状部材）
６　ソール
７　キャビティ
８　ヒール部
９　トウ部
１１　ホーゼル
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１２　フェース部材
１３　孔

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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