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(57)【要約】
【課題】　ゴルファー自身が容易にパターヘッドの慣性
モーメントを調節することができるパターヘッドを提供
する。
【解決手段】　パターヘッド１は、ボールを打つフェー
ス面１１を有する本体部材１０と、本体部材に対して旋
回可能に取り付けられたバック部材２０とを備えている
。バック部材２０は、複数の可動部２１ａ、２１ｂを備
えており、各可動部２１ａ、２１ｂが、本体部材に対し
て旋回可能に固定されている。各可動部２１の旋回可能
な取り付けは、ネジ３０一本のみでなされる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボールを打つフェース面を有する本体部材と、前記本体部材に対して旋回可能に取り付
けられたバック部材とを備えたパターヘッドであって、前記旋回可能な取り付けが、ネジ
一本のみでなされたパターヘッド。
【請求項２】
　前記バック部材が２つの可動部を備えており、これら２つの可動部がそれぞれ前記ネジ
１本のみでなされた旋回可能な取り付けにより、前記本体部材のトウ側およびヒール側に
配置されている請求項１に記載のパターヘッド。
【請求項３】
　前記本体部材が、前記バック部材よりも比重が小さい請求項１に記載のパターヘッド。
【請求項４】
　前記本体部材が、前記バック部材よりも硬さが低い請求項１に記載のパターヘッド。
【請求項５】
　前記本体部材に対して前記バック部材が旋回する角度を固定する手段をさらに備えた請
求項１～４のいずれか一項に記載のパターヘッド。
【請求項６】
　前記角度を固定する手段が、前記バック部材を前記本体部材に対して複数の角度で固定
することができる請求項５に記載のパターヘッド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パターヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフでは、最後のパットが勝負を決めることも多く、ゴルファーのパッティングの能
力はもちろんのこと、パターの性能や特性も勝敗を決する要因の１つである。そのため、
プレーする日のゴルファーの体調や、グリーンの芝の種類、状況に応じて、パターの性能
や特性を調節することができれば、ゴルファーにとっては有利となる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、パターヘッドの重心を変更するため、４つのパーツを組み合
わせたパターヘッドが記載されている。４つのパーツは、本体と、本体の両側に位置する
２つの翼部と、底部とからなり、本体と翼部にそれぞれ設けられた溝に、底部の突出部を
嵌めることで、互いに結合するように構成されている。そして、左右の翼部を異なる比重
の材料で構成することによって、パターヘッドの重心位置を左右に変化することができる
。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された構成では、パターヘッドの左右の翼部のパーツ
の比重を変えることで、パターヘッドの重心位置を大きく変えることはできても、パター
ヘッドの慣性モーメントを大きく変えることは難しい。また、特許文献１に記載された構
成では、パターヘッドを構成する部品が多く、これら多くのパーツを用いてパッティング
に耐え得る強度を有するパターヘッドを組み立てるのは容易ではない。
【０００５】
　また、特許文献２には、フェース面を有する前半体と、前半体の後側に取り付けられた
円弧状の後半体とを備えたパターヘッドが記載されている。そして、前半体を低比重金属
で構成し、円弧状の後半体を高比重金属で構成されているので、パターヘッドの重心回り
の慣性モーメントが大きく、パターヘッドのスイートエリアが広いということが記載され
ている。しかし、特許文献２には、パターヘッドの慣性モーメントを調節することについ
て特に記載はない。また、特許文献２の構成では、前半体と後半体は、２本のボルトで固
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定されており、ゴルファー自身が容易に調節するには依然として不十分である。
【特許文献１】特開２００１－２２４７１８号公報
【特許文献２】特開２００５－６６２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、上記の問題点に鑑み、ゴルファー自身が容易にパターヘッドの慣性モ
ーメントを調節することができるパターヘッド及びパターヘッドセットを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るパターヘッドは、ボールを打つフェース面
を有する本体部材と、前記本体部材に対して旋回可能に取り付けられたバック部材とを備
えており、前記旋回可能な取り付けが、ネジ一本のみでなされたことを特徴とするもので
ある。前記バック部材は、好ましくは、２つの可動部を備えており、これら２つの可動部
がそれぞれ前記ネジ１本のみでなされた旋回可能な取り付けにより、前記本体部材のトウ
側およびヒール側に配置されている。
【０００８】
　前記本体部材は、前記バック部材よりも比重が小さいことが好ましい。また、前記本体
部材は、前記バック部材よりも硬さが低いことが好ましい。本発明のパターヘッドは、前
記本体部材に対して前記バック部材が旋回する角度を固定する手段をさらに備えることが
好ましい。このような角度を固定する位置決め手段としては、本体部材に凸部または凹部
を設け、旋回するバック部材に、この凸部を収容する凹部または凹部に挿入する凸部を設
けることが好ましい。前記角度を固定する手段は、好ましく、前記バック部材を前記本体
部材に対して複数の角度、例えば、２～４段階の角度で固定することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、上述したように、パターヘッドが、本体部材に対して旋回可能に取り
付けられたバック部材を備えるとともに、このバック部材の旋回可能な取り付けが、ネジ
一本のみでなされるので、ゴルファー自身が容易にパターヘッドの慣性モーメントを調節
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係るパターヘッドの一実施の形態について説明す
る。図１は、本発明に係るパターヘッドの一実施の形態であって、前方斜め下から見た斜
視図である。図２（ａ）及び（ｂ）は、図１のパターヘッドの可動前後の状態を示す底面
図である。
【００１１】
　図１に示すように、本実施の形態のパターヘッド１は、ボールを打つフェース面１１を
有する本体部材１０と、この本体部材１０に旋回可能に取り付けられたバック部材２０と
、本体部材１０に取り付けられたホゼル４０とから主に構成されている。
【００１２】
　本体部材１０は、フェース面１１の他、クラウン部１２、ソール部１３、サイド部１４
およびバック部１５を備えている。本体部材のクラウン部１２の表面には、ホゼル４０が
固定されている。また、クラウン部１２の表面は、ソール部１３の表面よりも面積が広く
、クラウン部の裏面１２ａがソール側に露出している。図に示すように、クラウン部１２
は長方形の形状を有しており、ソール部１３はフェース面１１を底辺としてバック部１５
を頂点とした略二等辺三角形の形状を有している。この略二等辺三角形の長さの等しい２
つの辺が、トウ側およびヒール側のサイド部１４となっている。なお、バック部１５は、
図に示すように、頂点の角を面取りした形状にすることもできる。
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【００１３】
　クラウン部の裏面１２ａには、パターヘッド１の後方に向かって延びるバック部材２０
が設けられている。バック部材２０としては、図に示すように、クラウン部１２のトウ側
およびヒール側にそれぞれ可動部２１が設けられている。トウ側の可動部２１ａとヒール
側の可動部２１ｂは、パターヘッド１の中心線に対して線対称となる形状を有することが
好ましい。例えば、図２に示すように、トウ側の可動部２１ａは、トウ側に向かって可動
部の先端部２２ａが湾曲し、ヒール側の可動部２１ｂは、ヒール側に向かって可動部の先
端部２２ｂが湾曲する形状にすることができる。また、図２（ｂ）に示すように、トウ側
とヒール側の可動部２１が、先端部２２において互いに接触可能な形状にすることができ
る。
【００１４】
　バック部材２０の各可動部２１は、クラウン部の裏面１２ａに、ネジ３０一本により旋
回可能に固定されている。バック部材２０は、可動部２１の先端部２２とは反対側の端部
に、固定部２３を備えている。図３は、本体部材１０とバック部材２０を分解した際の各
部材の拡大図であって、（ａ）は、本体部材のクラウン部裏面１２ａを示し、（ｂ）は、
バック部材の固定部２３のクラウン側表面を示す。すなわち、本体部材１０にバック部材
２０を固定する際は、図３（ａ）、（ｂ）に表した各面が、互いに向かい合うように組み
合わせる。
【００１５】
　図３（ａ）に示すように、クラウン部の裏面１２ａには、ネジ３０の雄ネジ部（図示省
略）が螺合するネジ穴１６が設けられている。また、図３（ｂ）に示すように、バック部
材の固定部２３には、ネジ３０の雄ネジ部が通過する貫通穴２５が設けられている。
【００１６】
　また、パターヘッド１には、本体部材１０に対して所定の角度に可動部２１を固定する
ための位置決め手段が設けられている。位置決め手段として、図３（ａ）に示すように、
本体部材のクラウン部の裏面１２ａには、突出部３４が設けられており、また、図３（ｂ
）に示すように、バック部材の固定部２３には、突出部３４を収容するための開口部２４
が設けられている。クラウン部の裏面１２ａの突出部３４は、ネジ穴１６と同心円の外周
を有する円筒状の形状を有している。そして、突出部３４の側面には、ネジ穴１６と平行
に延びる複数の溝３６が設けられている。一方、開口部２４も、貫通穴２５と同心円状に
形成されている。また、開口部２４の側面には、溝３６に係合する突起２６が設けられて
いる。
【００１７】
　本体部材１０は、バック部材２０よりも比重が小さいことが好ましい。本体部材１０の
比重を小さくし、バック部材２０の比重を大きくすることで、バック部材２０の可動部２
１の角度を変えることによって、パターヘッド１の慣性モーメントを大幅に変化させるこ
とができる。また、本体部材１０は、バック部材２０よりも硬さが低いことが好ましい。
本体部材１０の硬さを低くすることで、フェース面でボールを打った際の打感を軟らかく
することができる。
【００１８】
　このような条件を満たす材料として、例えば、本体部材１０には、アルミニウム、アル
ミニウム合金、チタン、およびチタン合金等を用いることができる。アルミニウム合金と
しては、ＡＣ４Ｃ（比重：２．７、ビッカース硬さ：約２００）等を用いることができる
。また、バック部材２０には、ステンレススチール、銅合金、タングステン合金等を用い
ることができる。ステンレススチールとしては、ＳＵＳ６３０（比重：７．８、ビッカー
ス硬さ：約４００）等を用いることができる。
【００１９】
　なお、図には示していないが、本体部材１０のフェース面１１に窪み部を設け、この窪
み部に、ポリマー材料からなるインサートを配置することでも、ボールを打った際の打感
を軟らかくすることができる。インサートに使用できるポリマー材料としては、合成樹脂
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、熱可塑性エラストマーなどがある。
【００２０】
　合成樹脂としては、例えば、ウレタン樹脂などを使用することができる。熱可塑性エラ
ストマーとしては、例えば、ウレタン系熱可塑性エラストマーやポリアミド系熱可塑性エ
ラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマーなどを使用することができる。
【００２１】
　ネジ３０は、金属製であることが好ましく、本体部材１０又はバック部材２０と同じ材
質であることがより好ましい。ネジ３０の材質としては、例えば、アルミニウム、アルミ
ニウム合金、ステンレススチール等を用いることができる。ネジ３０の頭部の表面には、
図には示していないが、すりわり又は十字穴を設けることができる。
【００２２】
　以上のような構成によれば、パターヘッド１を組み立てるにあたり、先ず、本体部材１
０のクラウン部の裏面１２ａに設けられた突出部３４を、バック部材２０の固定部２３の
開口部２４内に挿入する。この時、開口部２４の外周に設けられた突起２６を、突出部３
４の外周に設けられた複数の溝３６のうちの１つに嵌める。複数の溝３６は、円形の突出
部３４の外周上に間隔をあけて設けてあるので、突起２６を嵌める溝３６を変えることで
、本体部材１０に対するバック部材の可動部２１の角度を、複数の段階で変えることがで
きる。また、突出部３４を開口部２４内に挿入することで、突出部３４の中心に位置する
ネジ穴１６と、開口部２４の中心に位置する貫通穴２５とが揃う。
【００２３】
　このようにして本体部材１０に対して可動部２１が所定の角度となる位置で、突出部３
４を開口部２４に取り付けた後、ネジ３０の雄ネジ部を、バック部材の固定部２３の貫通
穴２５内に挿入する。そして、ネジ３０を回して、本体部材のクラウン部裏面１２ａのネ
ジ穴１６に、ネジ３０の雄ネジ部を螺入する。ネジ３０が締まると、バック部材の固定部
２３がクラウン部裏面１２ａに固定される。トウ側およびヒール側の２つの可動部２１を
このようにして所定の角度で固定する。
【００２４】
　本体部材１０とバック部材２０のトウ側およびヒール側の各可動部２１とは、１つのネ
ジ３０でしか固定されていないものの、バック部材２０の開口部２４内の突起２３が、本
体部材１０の突出部３４外周の溝３６に嵌合しているので、バック部材の可動部２１に多
少の荷重がかかっても、可動部２１が本体部材１０に対して移動するのを防ぐことができ
る。
【００２５】
　次に、例えば図２（ａ）から図２（ｂ）のように、本体部材１０に対するバック部材の
可動部２１の角度を変えて、本体部材１０にバック部材２０を固定するためには、先ず、
ネジ３０を緩める。そして、突出部３４の溝３６から、開口部２４の突起２６が抜けるま
で、バック部材の固定部２３と本体部材のクラウン部裏面１２ａとの間の距離を離す。こ
れにより、ネジ穴１６ないし貫通穴２５を軸にしてバック部材の可動部２１を自由に旋回
させることができる。
【００２６】
　バック部材の可動部２１の角度を変えたら、再び、本体部材の突出部３４を、バック部
材の開口部２４の奥まで挿入する。開口部２４外周の突起２６は、突出部３４外周の別の
溝３６に嵌まる。そして、再度、ネジ３０を締めることで、バック部材の可動部２１を別
の角度でクラウン部裏面１２ａに固定することができる。
【００２７】
　このようにバック部材の可動部２１は、本体部材１０に対して旋回可能に固定されてい
ることから、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、バック部材１０の全体的な形状を変化さ
せることができる。例えば、一対の可動部２１が為す角度を、例えば６０°以上と大きく
すると、パターヘッド１の慣性モーメントは大きくなり、スイートエリアを広げることが
できる。可動部２１間の角度は、８０°以上がより好ましい。但し、可動部２１間の角度
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が大き過ぎると、すなわち可動部２１が開き過ぎると、パターヘッド１のトウヒール方向
の長さが長くなり、スイングがし難くなるため、９５°以下が好ましい。一方、可動部２
１間の角度を、例えば３０°と小さくすると、パターヘッド１の慣性モーメントが小さく
なり、打感を敏感にすることができる。この場合の可動部２１間のより好ましい角度は、
０°である。
【００２８】
　このように本発明によれば、本体部材１０に対してバック部材の可動部２１が旋回可能
に固定されているので、固定バック部材の可動部２１を旋回して、可動部２１間の角度を
変えることによって、パターヘッド１の慣性モーメントを変化させることができる。パタ
ーヘッド１の重量が３００～４００ｇの範囲の場合、可動部２１を旋回させることで、パ
ターヘッド１の重心回りの慣性モーメント（水平面に対して垂直な軸を基準とする）を、
３０００～９０００ｇ・ｃｍ2の範囲内で変化させることができる。例えば、突出部３４
外周に設ける複数の溝３６は、１つ溝をずらすと、重心回りの慣性モーメントが２００ｇ
・ｃｍ2以上、好ましくは５００ｇ・ｃｍ2以上変化するような間隔で設けることができる
。
【００２９】
　なお、位置決め手段としては、図３に示した構成に限定されず、その他の構成によって
も、本体部材１０に対して旋回可能なバック部材の可動部２１の位置を固定することがで
きる。例えば、位置決め手段として、図４（ａ）に示すように、本体部材のクラウン部の
裏面１２ａには、ピン３８を設け、また、図４（ｂ）に示すように、バック部材の固定部
２３には、ピン３８を収容するための複数の孔２８を設けることができる。この複数の孔
２８は、固定部２３の貫通穴２５と同心円の円周上に位置するように設ける。
【００３０】
　このような構成によれば、クラウン部裏面１２ａにバック部材の固定部２３を固定する
際、固定部２３の複数の孔２８のうち、バック部材の可動部２１が所定の角度となる孔を
１つ選択し、これにクラウン部裏面１２ａのピン３８を挿入する。そして、固定部２３の
貫通穴２５およびクラウン部裏面１２ａのネジ穴１６に、ネジ３０の雄ネジ部を挿入し、
ネジ３０を締めることで、バック部材の可動部２１を所定の角度でクラウン部裏面１２ａ
に固定することができる。バック部材の可動部２１を旋回させる際は、ネジ３０を緩め、
ピン３８を一旦、固定部の孔２８から抜いて、別の孔２８に挿入し直してから再びネジ３
０を締める。これにより、バック部材の可動部２１を異なる角度の位置で再度、固定する
ことができる。
【００３１】
　また、上記の実施の形態では、バック部材２０が２つの可動部２１ａ、２１ｂを備える
場合であるため、２本のネジ３０を用いているが、可動部２１の数が増えれば、可動部２
１と同数だけのネジ３０を用いる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るパターヘッドの一実施の形態であって、前方斜め下から見た斜視図
である。
【図２】図１のパターヘッドの底面図であり、（ａ）及び（ｂ）は、パターヘッドの可動
前後の状態を示す。
【図３】図１のパターヘッドを分解した際の拡大図であって、（ａ）は本体部材側を示し
、（ｂ）はバック部材側を示す。
【図４】別の実施の形態のパターヘッドを分解した際の拡大図であって、（ａ）は本体部
材側を示し、（ｂ）はバック部材側を示す。
【符号の説明】
【００３３】
　１　パターヘッド
１０　本体部材
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１１　フェース面
１２　クラウン部
１３　ソール部
１４　サイド部
１５　バック部
１６　ネジ穴
２０　バック部材
２１　可動部
２２　先端部
２３　固定部
２４　開口部
２５　貫通穴
２６　突起
２８　孔
３０　ネジ
３４　突出部
３６　溝
３８　ピン
 

【図１】 【図２】
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