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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料からなるヘッド本体に、該ヘッド本体よりも比重が大きい錘部材を固着したゴ
ルフクラブヘッドであって、
　前記ヘッド本体には、前記錘部材を固着するための凹部が設けられ、
　前記凹部は、ヘッド外面側に開口しかつ底部を有する開口凹部と、前記底部よりも小さ
い横断面積で該底部からヘッド内側にのびるとともに内周面にネジ溝が形成されたネジ孔
部とを含み、
　前記錘部材は、比重が８．０～１９．０の金属材料からなり、かつ、前記ネジ孔部に螺
着されるネジ軸部と、該ネジ軸部のヘッド外面側に形成されかつ前記ネジ軸部より大きい
横断面積を有することにより前記開口凹部に配される頭部とを含むとともに、
　該頭部と前記開口凹部の前記底部との間に、錘部材の頭部から側方にはみ出しかつヘッ
ド外面側から目視可能な張出部を有するとともにトウ・ヒール方向よりもヘッド前後方向
に長いプレートで形成される座金部材が狭持されていることを特徴とするゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項２】
　前記錘部材は、ヘッド本体の底面をなすソール基部に固着されるとともに、
　前記座金部材は、前記開口凹部に嵌め込まれかつトウ・ヒール方向よりもヘッド前後方
向に長い長円状のプレート体からなる請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
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　前記座金部材は、そのバックフェース側に、前記錘部材のネジ軸部が通る透孔が設けら
れるとともに、
　フェース側には、前記頭部から側方にはみ出しかつヘッド外面側から目視可能な張出部
を有し、該張出部は、標章及び／又は模様が設けられた模様等表示部を含む請求項１又は
２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記ヘッド本体の前記開口凹部は、前記底部から実質的に同じ横断面積でヘッド外面側
にのびかつ前記座金部材を収容する深さを有した基部と、
　この基部に連なりかつヘッド外面側に向かって横断面積が漸増するテーパ部とを有する
請求項１乃至３のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記錘部材は、タングステン又はタングステン合金からなり、前記座金部材は、樹脂、
アルミニウム合金又はステンレス合金からなりその比重が０．９～１０である請求項１乃
至４のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記座金部材には、該座金部材を内外に貫通する段付開口孔が設けられ、
　該段付開口部は、錘部材のネジ軸部を通すが、頭部は通さない横断面積を有する透孔と
、この透孔のヘッド外面側に形成されかつ透孔よりも横断面積が大きく形成されしかも錘
部材の頭部を収容しうる頭部収容孔とを同軸に具える請求項１乃至５のいずれかに記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記錘部材の頭部及び座金部材の外側面は、ヘッド本体のソール面よりも中空部側に収
められる請求項１乃至６のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記開口凹部の底部は、トウ・ヒール方向よりもヘッド前後方向に長い長円状で形成さ
れる請求項１乃至７のいずれか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、ヘッド本体に錘部材を生産性良くかつ強固に固着することが可能なゴルフク
ラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ゴルフクラブヘッドの重心を最適な位置に設けるために、ヘッド本体に、該ヘッ
ド本体よりも比重が大きい錘部材を固着する技術が種々提案されている（下記特許文献１
参照）。
【０００３】
　錘部材をヘッド本体に固着する方法として、接着剤、溶接又はネジ結合などが知られて
いる。しかしながら、接着剤を用いる方法では、打球時の衝撃力に対して十分な接合強度
が得られない傾向がある。また、溶接の場合、錘部材とヘッド本体との組み合わせが限ら
れる他、生産性の悪化や製造コストの上昇といった不具合を招く。
【０００４】
　また、錘部材にネジ軸部を形成し、これをヘッド本体に設けられたネジ孔部に螺着する
ネジ結合を用いた場合には、良好な生産性が得られるが、打球時に生じるヘッド本体の振
動が直接錘部材に伝達されやすく、ひいてはネジ結合の緩みが生じることにより接合強度
の不足が生じやすい。
【０００５】
　さらに、錘部材を例えば環状に形成し、その中心孔に別途用意されたネジ部材を通して
ヘッド本体に螺着することにより、該ヘッド本体とネジ部材との間で錘部材を狭持する方
法も考えられる。しかしながら、この方法では、錘部材とヘッド本体との間に隙間が生じ
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やすい。このような隙間は、打球時の衝撃の都度、比重が大きい錘部材を振動させ、これ
によりネジ軸部の緩みによる接合強度の低下を招きやすい。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２８７６７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、以上のような実情に鑑み案出なされたもので、ネジ軸部を有する錘部材の頭
部と、ヘッド本体に設けられた開口凹部の底部との間で、座金部材を狭持させることを基
本として、生産性を損ねずに錘部材をヘッド本体に強固に固着することが可能なゴルフク
ラブヘッドを提供することを主たる目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のうち請求項１記載の発明は、金属材料からなるヘッド本体に、該ヘッド本体よ
りも比重が大きい錘部材を固着したゴルフクラブヘッドであって、前記ヘッド本体には、
前記錘部材を固着するための凹部が設けられ、前記凹部は、ヘッド外面側に開口しかつ底
部を有する開口凹部と、前記底部よりも小さい横断面積で該底部からヘッド内側にのびる
とともに内周面にネジ溝が形成されたネジ孔部とを含み、前記錘部材は、比重が８．０～
１９．０の金属材料からなり、かつ、前記ネジ孔部に螺着されるネジ軸部と、該ネジ軸部
のヘッド外面側に形成されかつ前記ネジ軸部より大きい横断面積を有することにより前記
開口凹部に配される頭部とを含むとともに、該頭部と前記開口凹部の前記底部との間に、
錘部材の頭部から側方にはみ出しかつヘッド外面側から目視可能な張出部を有するととも
にトウ・ヒール方向よりもヘッド前後方向に長いプレートで形成される座金部材が狭持さ
れていることを特徴とする。
【０００９】
　また請求項２記載の発明は、前記錘部材は、ヘッド本体の底面をなすソール基部に固着
されるとともに、前記座金部材は、前記開口凹部に嵌め込まれかつトウ・ヒール方向より
もヘッド前後方向に長い長円状のプレート体からなる請求項１記載のゴルフクラブヘッド
である。
【００１０】
　また請求項３記載の発明は、前記座金部材は、そのバックフェース側に、前記錘部材の
ネジ軸部が通る透孔が設けられるとともに、そのフェース側には、前記頭部から側方には
み出しかつヘッド外面側から目視可能な張出部を有し、該張出部は、標章及び／又は模様
が設けられた模様等表示部を含む請求項１又は２に記載のゴルフクラブヘッドである。
【００１１】
　また請求項４記載の発明は、前記ヘッド本体の前記開口凹部は、前記底部から実質的に
同じ横断面積でヘッド外面側にのびかつ前記座金部材を収容する深さを有した基部と、こ
の基部に連なりかつヘッド外面側に向かって横断面積が漸増するテーパ部とを有する請求
項１乃至３のいずれかに記載のゴルフクラブヘッドである。
【００１２】
　また請求項５記載の発明は、前記錘部材は、タングステン又はタングステン合金からな
り、前記座金部材は、樹脂、アルミニウム合金又はステンレス合金からなりその比重が０
．９～１０である請求項１乃至４のいずれかに記載のゴルフクラブヘッドである。また請
求項６記載の発明は、前記座金部材には、該座金部材を内外に貫通する段付開口孔が設け
られ、該段付開口部は、錘部材のネジ軸部を通すが、頭部は通さない横断面積を有する透
孔と、この透孔のヘッド外面側に形成されかつ透孔よりも横断面積が大きく形成されしか
も錘部材の頭部を収容しうる頭部収容孔とを同軸に具える請求項１乃至５のいずれかに記
載のゴルフクラブヘッドである。また請求項７記載の発明は、前記錘部材の頭部及び座金
部材の外側面は、ヘッド本体のソール面よりも中空部側に収められる請求項１乃至６のい
ずれかに記載のゴルフクラブヘッドである。また請求項８記載の発明は、前記開口凹部の
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底部は、トウ・ヒール方向よりもヘッド前後方向に長い長円状で形成される請求項１乃至
７のいずれかに記載のゴルフクラブヘッドである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のゴルフクラブヘッドは、比重が大きい錘部材にネジ軸部が設けられ、このネジ
軸部をヘッド本体に設けられたネジ孔部に直接螺着することにより、錘部材がヘッド本体
に固着される。従って、生産性が良い。また、錘部材の頭部と、ヘッド本体の開口凹部の
底部との間には、座金部材が挟まれて保持される。このような座金部材は、打球時のヘッ
ド本体の振動が錘部材の頭部に直接伝えられるのを緩和しうる結果、錘部材の螺着緩みな
どを長期に亘って抑制しうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の一形態を図面に基づき説明する。
　図１は基準状態に置かれた本実施形態のゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」又
は「クラブヘッド」ということがある。）１の斜視図、図２はその底面図、図３は図１の
Ｘ－Ｘ断面図、図４は図２のＡ－Ａ’断面図である。
【００１５】
　前記クラブヘッド１は、ボールを打球する面であるフェース２を有するフェース部３と
、前記フェース２の上縁２ａに連なりヘッド上面をなすクラウン部４と、前記フェース２
の下縁２ｂに連なりヘッド底面をなすソール部５と、前記クラウン部４とソール部５との
間を前記フェース２のトウ側縁２ｃからバックフェース（フェース２と反対側を向く面）
ＢＦを通りヒール側縁２ｄに至ってのびるサイド部６と、クラウン部４のヒール側に設け
られかつシャフト（図示せず）が差し込まれるシャフト差込孔７ａを有するホーゼル部７
とを具える。
【００１６】
　また、クラブヘッド１は、図３に示されるように、内部に中空部ｉが設けられた中空構
造をなし、好ましくはドライバー（＃１）又はフェアウェイウッドといったウッド型のも
のとして形成される。
【００１７】
　また、前記クラブヘッド１の基準状態とは、所定のロフト角（「リアルロフト角」であ
って、以下同じ。）及びライ角に傾けてヘッド１を水平面ＨＰに接地させた状態とする。
そして、本明細書中で特に断りがない場合、ヘッド１は、この基準状態にあるものとして
説明される。
【００１８】
　前記クラブヘッド１は、好ましくは３５０cm3 以上、より好ましくは３８０cm3 以上の
体積を有する。このような大きい体積は、ヘッド１の慣性モーメントを大きくし、またヘ
ッド重心Ｇをより深くするのに役立つ。他方、クラブヘッド１の体積が大きすぎても、ヘ
ッド重量の増加、スイングバランスの悪化及びゴルフ規則違反等の問題があるため、好ま
しくは４６０cm3 以下が望ましい。
【００１９】
　また、クラブヘッド１の全重量は任意に定めうるが、好ましくは１８０ｇ以上かつ２１
０ｇ以下が望ましい。クラブヘッド１の全重量が小さすぎると、スイング中にヘッドの重
みが感じられ難くなるので、タイミングが取りづらく、また反発性能が低下する傾向があ
る。逆にヘッドの全重量が大きくなりすぎると、クラブが振り切れなくなり、打球の飛距
離や方向性が悪化しやすい傾向がある。
【００２０】
　また、本実施形態のクラブヘッド１は、図３及び図４に示されるように、ヘッド本体１
Ａと、該ヘッド本体１Ａよりも比重が大きい錘部材９と、該錘部材９とヘッド本体１Ａと
の間で狭持される座金部材１０とを含んで構成される。
【００２１】
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　ヘッド本体１Ａは、前記フェース部３、クラウン部４、サイド部６及びホーゼル部７を
含むとともに、その底面をなすソール基部５ａを含んでいる。ヘッド本体１Ａを形成する
金属材料としては、特に限定はされないが、例えばステンレス鋼（比重約７．８）、マレ
ージング鋼、チタン、チタン合金（比重約４．４）、アルミ合金（比重約２．７）、マグ
ネシウム合金（比重約１．８）又はアモルファス合金等の１種又は２種以上の金属材料が
望ましい。これらは、例えば鍛造、鋳造及び／又はプレス等によって得られた複数の部品
を接合することで形成される。ただし、ヘッド本体１Ａには、繊維強化樹脂といった非金
属材料が接合されても良い。
【００２２】
　また、ヘッド本体１Ａを構成する材料の比重ρｍは、特に限定されないが、大きすぎる
とヘッド重量の著しい増加を招いたり、またこれを防止するためにヘッド体積を小さくせ
ざるを得なくなる。このような観点より、前記比重ρｍは、好ましくは１０．０以下、よ
り好ましくは９．０以下、さらに好ましくは８．０以下、最も好ましくは５．０以下が望
ましい。なおヘッド本体１Ａの比重ρｍの下限も特に限定されないが、クラブヘッドの基
本的な強度等を確保するために、好ましくは１．０以上、より好ましくは２．０以上、さ
らに好ましくは４．０以上が望ましい。なおヘッド本体１Ａが２種以上の金属材料からな
る場合、前記比重ρｍは各々の材料の体積比で重み付けされた平均比重とする。
【００２３】
　また、ヘッド本体１Ａのソール基部５ａには、前記錘部材９を固着するための凹部１１
が設けられ、該凹部１１に座金部材１０を介して錘部材９が固着される。このように、ソ
ール基部５ａに錘部材９が固着されたクラブヘッド１は、ヘッド重心Ｇが低く、ひいては
スイートスポットＳＳの高さが小さくなる。このようなクラブヘッド１は、ボールをスイ
ートスポットＳＳよりも上側で打球し易くなり、その結果、ボールには縦方向のギア効果
が作用し、打ち出し角が大きくかつバックスピン量が少ない飛距離向上に理想的な弾道が
得られる。
【００２４】
　図４に示されるように、前記凹部１１は、ヘッド外面側に開口しかつ底部１５を有する
開口凹部１２と、前記底部１５よりも小さい横断面積で該底部１５からヘッド内側にのび
るとともに内周面にネジ溝が形成されたネジ孔部１３とを含む。
【００２５】
　開口凹部１２の底部１５は、本実施形態では実質的に平坦な面からなる。また、底部１
５は、図２から理解されるように、底面視において非円形であり、本実施形態ではトウ・
ヒール方向よりもヘッド前後方向に長い長円状で形成される。さらに、開口凹部１２は、
この底部１５から実質的に同じ横断面積でヘッド外面に向かってのびる基部１２ｂと、こ
の基部１２ｂに連なりかつヘッド外面側に向かって横断面積が漸増するテーパ部１２ａと
を有する。なお「横断面積」は、底部１５と平行な面により切断される断面積とする。ま
た、前記ネジ孔部１３は、底部１５に対して垂直に形成されている。このネジ孔１３を形
成するために、底部１５の背面側には、例えばボス部１７が中空部ｉ側に設けられる。
【００２６】
　前記錘部材９は、図５に示されるように、ネジ孔部１３に螺着されるネジ軸部９ｂと、
該ネジ軸部９ｂの一端側（ヘッド外面側）に形成されこのネジ軸部９ｂより大きい横断面
積を有することにより前記開口凹部１２に配される頭部９ａとを含む。この実施形態にお
いて、頭部９ａは、ネジ軸部９ｂと同軸に設けられた円盤状をなすとともに、その外側面
９ａｏには、図示しない専用工具の突起が差し込まれることにより該錘部材９を締め付け
又は緩めるための工具差し込み孔２０が複数個（この例では３個）設けられている。
【００２７】
　また、錘部材９は、比重が８．０～１９．０の金属材料から形成される必要がある。錘
部材９の比重ρｗが８．０よりも小さくなると、必要な重量を得るためには錘部材９を相
当大型化せざるを得ないなど、効率的にヘッド重心Ｇを調整することができない。とりわ
け、錘部材９の比重ρｗは、より好ましくは１２．０以上、さらに好ましくは１３．０以



(6) JP 4673794 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

上が望ましい。逆に前記比重ρｗが１９．０を超える場合、材料コスト等の上昇や生産性
の悪化を招くおそれがある。このような観点より、錘部材９の比重ρｗは、より好ましく
は１７．０以下、さらに好ましくは１５．０以下が望ましい。このような錘部材９の材料
として、タングステン又はタングステン合金が採用でき、中でもより比重が大きいタング
ステン－ニッケル（Ｗ－Ｎｉ）合金が好ましい。
【００２８】
　また、錘部材９の重量は特に限定されないが、小さすぎると、錘部材９をヘッド本体１
Ａに装着してもヘッド重心Ｇを効果的に移動させることができないおそれがある。逆に、
錘部材９の重量が大きすぎると、ヘッド全重量が大きくなってスイングしづらくなる他、
ヘッド本体１Ａを軽量化する必要が生じるおそれがある。このような観点より、錘部材９
の重量は、好ましくは３ｇ以上、より好ましくは４ｇ以上、さらに好ましくは５ｇ以上が
望ましく、また上限に関しては、好ましくは２０ｇ以下、より好ましくは１８ｇ以下、さ
らに好ましくは１５ｇ以下が望ましい。この錘部材９の重量は、ヘッド１の全重量の１．
５～１２．０％程度が望ましい。
【００２９】
　また、本実施形態のクラブヘッド１は、錘部材９の頭部９ａと、開口凹部１２の前記底
部１５との間で、座金部材１０が狭持される。
【００３０】
　本実施形態の座金部材１０は、実質的に一定厚さｔ１のプレート体からなり、開口凹部
１２の基部１２ｂに嵌合可能に形成される。即ち、座金部材１０の中空部ｉ側を向く内側
面１０ｉは、開口凹部１２の底部１５と平行な面で形成される。これにより、座金部材１
０の内側面１０ｉは、開口凹部１２への嵌合時に底部１５と広い範囲で面接触しうる。ま
た、座金部材１０の外周端面１０ｐは、基部１２ｂに嵌め込むことができるように、該基
部１２ｂの内周面よりも僅かに小さくかつこれに沿った輪郭で形成される。このような座
金部材１０は、ヘッド本体１Ａの開口凹部１２に嵌合されることにより、ヘッド本体１Ａ
に対する移動が制限される。
【００３１】
　さらに、本実施形態において、座金部材１０の最大厚さｔ１は、前記基部１２ｂの深さ
ｄ１と実質的に同一に形成される。これにより、座金部材１０のヘッド外面側を向く外側
面１０ｏは、ソール面５Ｓよりも中空部ｉ側に控えた位置に設けられる。なお座金部材１
０の前記最大厚さｔ１は、小さ過ぎると強度が不足し易く、逆に大き過ぎると、ヘッド全
重量を増加させるおそれがある。このような観点より、座金部材１０の前記厚さｔ１は、
好ましくは０．５mm以上、より好ましくは１．０mm以上、最も好ましくは１．５mm以上が
望ましく、また上限に関しては、好ましくは４．０mm以下、より好ましくは３．０mm以下
が望ましい。
【００３２】
　また、本実施形態の座金部材１０のバックフェース側には、該座金部材１０を内外に貫
通する段付開口孔１４が設けられる。
【００３３】
　前記段付開口孔１４は、例えば、錘部材９のネジ軸部９ｂを通すが、頭部９ａは通さな
い横断面積を有する透孔１４ａと、この透孔１４ａのヘッド外面側に形成されかつ透孔１
４ａよりも横断面積が大きく形成されしかも錘部材９の頭部９ａを収容しうる頭部収容孔
１４ｂとを同軸に具える。頭部収容孔１４ｂは、その中で錘部材９の頭部９ａを回転可能
に収容するとともに、頭部９ａと座金部材１０の各外側面９ａｏ、１０ｏが実質的に面一
となるように、その深さが定められている。
【００３４】
　また、前記段付開口部１４は、座金部材１０を開口凹部１２に嵌め込むことにより、ネ
ジ孔部１３と実質的に同軸上に配される。そして、この段付開口部１４には、ヘッド外面
側から錘部材９のネジ軸部９ｂが通されるとともに、該ネジ軸部９ｂがヘッド本体１Ａの
ネジ孔部１３に螺着される。これにより、錘部材９は、外径の大きい頭部９ｂを下側とし
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てソール基部５ａに固着されるとともに、錘部材９の頭部９ａと開口凹部１２の底部１５
との間で、座金部材１０の段付開口部１４に形成される段差部１８が締め付けされて挟持
される。
【００３５】
　この際、開口凹部１２には、ヘッド外面側にテーパ部１２ａが設けられているので、錘
部材９は該テーパ部１２ａにガイドされながら容易に開口凹部１２の基部１２ｂの内部へ
と嵌め込みできる。従って、生産性が向上する。また、このテーパ部１２ａは、開口凹部
１２の周辺剛性を高めることができるので、打球時に生じるソール部５の振動、とりわけ
錘部材９の振動を抑制するのにも役立つ。また、本実施形態の座金部材１０は、トウ・ヒ
ール方向よりもヘッド前後方向に長い長円状のプレートで形成されることにより、ボール
打撃時に発生する前後力に対する高い振動抑制効果を発揮しうる。また錘部材９の緩み防
止効果をも高め得る。このような効果を充分に発揮させるために、座金部材１０のヘッド
前後方向の長さＬ１と、トウ・ヒール方向の長さＬ２との比（Ｌ１／Ｌ２）は、好ましく
は１．５以上、より好ましくは２．０以上が望ましい。他方、前記比（Ｌ１／Ｌ２）が大
きすぎると、重量増加を招き易くなるので、好ましくは５．０以下、より好ましくは４．
０以下、最も好ましくは３．０以下が望ましい。
【００３６】
　また、座金部材１０は、錘部材９の頭部９ａから側方にはみ出しかつヘッド外面側から
目視可能な張出部１９を有する。この張出部１９には、製品ロゴマーク、標章及び／又は
模様等が設けられた模様等表示部２１を含ませることができる。この模様表示部２１は、
例えばペイントや切削加工による凹凸などによって形成される。
【００３７】
　以上のように構成された本実施形態の座金部材１０は、その内側面１０ｉ及び外周端面
１０ｐが広い範囲でヘッド本体１Ａの開口凹部１２と接触するため、打球時に生じるヘッ
ド本体１Ａの振動を吸収し、ひいては錘部材９の頭部への振動伝達を低減する。これによ
り、比重が大きく振動しやすい錘部材９の振動を緩和し、ひいてはネジ軸部９ｂの緩みに
よる固着強度の低下を防止しうる。
【００３８】
　ここで、前記座金部材１０の比重ρｓは、特に限定されないが、小さすぎると十分な強
度が得られない傾向があり、逆に大きすぎると、クラブヘッド１の軽量化ができなくなる
おそれがある。このような観点より、座金部材の比重ρｓは、好ましくは０．９０以上、
より好ましくは１．０以上、さらに好ましくは１．５以上、最も好ましくは２．０以上が
望ましく、また、上限に関しては、好ましくは１０．０以下、より好ましくは９．０以下
、さらに好ましくは８．０以下が望ましい。なお、この座金部材１０の比重ρｓを、この
座金部材１０を挟み込むヘッド本体１Ａと錘部材９の両比重ρｍ，ρｗの間の比重に設定
することにより、「ヘッド本体１Ａと座金部材１０と錘部材９との結合体」のゴルフボー
ルを打撃した際における衝撃力に対する「結合体全体としての追従性」が高まり、ひいて
は、この３つの部材間にかかる応力の低減が可能となり、結果として錘部材９のゆるみを
抑制することができる。従って、座金部材１０の比重ρｓは、錘部材９の比重ρｗよりも
小かつヘッド本体１Ａの比重ρｍよりも大であるのが望ましい。また、この座金部材１０
の比重ρｓを小さくすると、前記衝撃力に起因する「座金部材１０の錘部材９の頭部９ｂ
で抑えられていない部分」の変形を小さくできて、これにより座金部材１０の耐久性が向
上し、また、ヘッドの軽量化効果もあり、この座金部材１０の比重を、ヘッド本体１Ａの
比重より小さく、かつ、錘部材９の比重より小さく設定するのも好ましい。
【００３９】
　また、座金部材１０の重量が小さすぎると、強度が不足するおそれがあり、逆に大きす
ぎても錘部材９でヘッド本体１Ａに固着するのが難しくなるおそれがある。このような観
点より、座金部材１０の重量は、好ましくは０．０１ｇ以上、より好ましくは０．０５ｇ
以上、さらに好ましくは０．１ｇ以上が望ましく、また上限に関しては、好ましくは７ｇ
以下、より好ましくは６ｇ以下、さらに好ましくは５ｇ以下が望ましい。
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【００４０】
　このような座金部材１０の材料としては、ステンレス鋼（比重約８．０）又はアルミニ
ウム合金（比重約２．７）のような金属材料の他、ポリウレタン樹脂等の各種樹脂（比重
１．２～）を挙げることができる。特に、締め込み強度を高める為には、座金部材１０に
は金属材料が好ましく、とりわけ、錘部材９による締め込み強度、軽量性及び振動吸収性
を高い次元で満足させるために、比重が２．５～２．９程度のアルミニウム合金が好まし
い。
【００４１】
　また、錘部材９の頭部９ａと、開口凹部１２の底部１５とで挟まれる座金部材１０の被
挟着部１８の厚さｔ２（図６に示す）は、小さすぎると錘部材９の締め付けに伴い破損や
変形が生じるおそれがあり、逆に大きすぎると座金部材１０の重量を過度に大きくするお
それがある。このような観点より、前記厚さｔ２は、好ましくは０．３mm以上、より好ま
しくは０．４mm以上、さらに好ましくは０．５mm以上が望ましく、また、上限に関しては
、好ましくは２．０mm以下、より好ましくは１．５mm以下、さらに好ましくは１．０mm以
下が望ましい。
【００４２】
　また、図４に示したように、錘部材９の頭部９ａ（及び座金部材１０の外側面１０ｏ）
は、ヘッド本体１Ａのソール面５Ｓよりも中空部ｉ側に収められるのが望ましい。即ち、
錘部材９の頭部９ａの外側面９ａｏは、前記外面５Ｓよりも距離Ｓ（＞０）で中空部ｉ側
に凹んだ位置に設けられることが望ましい。これにより、スイング時、錘部材９及び座金
部材１０の地面への接触が防止され、ひいてはそれらの損傷や外れなどを抑制しうる。こ
こで、前記距離Ｓは、小さすぎるとその効果が十分に期待できないので、好ましくは１．
０mm以上が望ましい。他方、前記距離Ｓは、大きすぎると、ヘッド重心Ｇが高くなるおそ
れがあるので、好ましくは３．０mm以下が望ましい。
【００４３】
　以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は種々変形して実施することができ
る。例えば、錘部材９が設けられる位置は、ソール部５に限定されるものではなく、意図
する重心設計に適した位置に適宜設けることができる。また、座金部材１０は、図７に示
されるように、段付開口孔１４ではなく、透孔１４ａだけが設けられた平座金状でも良い
。この場合、錘部材９の頭部９ａは、座金部材１０の外側面１０ｏからヘッド外面側に突
出して設けられる。さらに、本発明は、アイアン型やユーティリティ型、さらにはパター
型など種々のクラブヘッドに適用される。
【実施例】
【００４４】
　図１～４及び表１の仕様に基づいて、実施例のウッド型のゴルフクラブヘッドを試作し
、錘部材の接合強度をテストした。各クラブヘッドの共通仕様は次の通りである。
　ヘッド体積：４５０cm3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ヘッド重量：２００ｇ
　ヘッド本体の材料：Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ（比重４．４）
　錘部材の材料：Ｗ－Ｎｉ合金（比重１４．０）
　座金部材の厚さ：２．０mm
　また、錘部材のネジ軸部には、予め住友３Ｍ社製の熱硬化性接着剤ＥＷ２０１０を塗布
し、ヘッド本体に螺着後、加熱して硬化させた。
【００４５】
　また、性能を比較するために、図８に示されるように、座金部材を有しないクラブヘッ
ド（比較例１）、及び、図９に示されるように、比重が大きい金属材料で形成された座金
部材ｂと、これをヘッド本体に固着する比重の小さいネジｃとで構成されたクラブヘッド
（比較例２）についてもテストを行った。
【００４６】
　錘部材の接合強度テストは、各供試ヘッドにＦＲＰ製の同一のシャフトを装着して４５
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インチのウッド型ゴルフクラブを作り、各クラブをスイングロボットに取り付け、ヘッド
スピードが５０ｍ／ｓとなるように調節してゴルフボールを３０００発打撃するマシンテ
ストを行った。そして、１００球打撃する毎に、錘部材の接合状態を調べ、緩みや損傷等
が生じた打球数を記録した。
　テストの結果などを表１に示す。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　テストの結果、実施例のクラブヘッドは、錘部材とヘッド本体との接合強度が非常に高
いことが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態を示すクラブヘッドの斜視図である。
【図２】その底面図である。
【図３】その断面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ’断面図である。
【図５】錘部材の斜視図である。
【図６】座金部材の斜視図である。
【図７】本発明の他の実施形態を示す図２のＡ－Ａ’断面図である。
【図８】比較例１のヘッドの部分断面図である。
【図９】比較例２のヘッドの部分断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　ゴルフクラブヘッド
１Ａ　ヘッド本体
２　フェース
３　フェース部
４　クラウン部
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５　ソール部
９　錘部材
９ａ　ネジ軸部
９ｂ　頭部
１０　座金部材
１１　凹部
１２　開口凹部
１２ａ　テーパ部
１２ｂ　基部
１３　ネジ孔部
１４　段付開口孔
１４ａ　透孔
１４ｂ　頭部収容孔
１９　張出部
２１　模様等表示部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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