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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウン、ヒール、トウおよびソールを有するボディであって、正面開口部を画定する
ボディと、
　前記ボディの前記正面開口部を閉じる様々な厚みのフェースインサートであって、複数
のプリプレグプライのレイアップを備えるインサートと、を備えるゴルフクラブヘッドで
あって、前記プライの少なくとも一部は、ストリップが互いに重なり合う重複領域を画定
する十字パターンに配置された複数の細長いプリプレグストリップを備え、前記レイアッ
プは、前記重複領域から離間した場所での第1の厚みと、前記重複領域の第２の厚みとを
有し、前記第２の厚みは前記第１の厚みよりも大きいことを特徴とするゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項２】
　前記レイアップは、前面部および前記前面部に渡って連続して延在する前記細長いスト
リップを有することを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記複数のプリプレグストリップは、前記レイアップの中央領域で互いに重なり合い、
前記前面部を取り囲む前記レイアップの周辺端上のそれぞれの位置の間を前記前面部に渡
って連続して延在し、前記ストリップは、前記中央領域に対して互いに角度的にずれて前
記中央領域で前記第２の厚みを有する環状突起を形成し、前記環状突起を取り囲む前記レ
イアップの周辺部は前記第１の厚みを有することを特徴とする請求項２に記載のゴルフク
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ラブヘッド。
【請求項４】
　前記複数のプリプレグストリップは、前記第２の厚みを有する環状突起と、前記第１の
厚みを有する前記環状突起で取り囲まれた陥凹部を形成するように、１つ以上の周着され
た多角形を形成するために配置されることを特徴とする請求項２に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項５】
　前記複数のプリプレグストリップは、プリプレグストリップの複数の組として配置され
、各組の前記ストリップは十字パターンに配置され、
　前記プライの別の部分は、複数のプリプレグパネルを備え、各パネルは１つ以上のプリ
プレグプライの組を備え、前記プリプレグストリップの組は、前記パネル間に散在し、各
パネルの前記プライは、前記レイアップの全体の大きさおよび形状と同じ大きさおよび同
じ形状であることを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　ストリップの各組は、前記レイアップの前記パネルの２つに挟まれて接触することを特
徴とする請求項５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　各パネルは、４つのプリプレグプライを備え、それぞれは異なる繊維配向を有すること
を特徴とする請求項５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記レイアップは、周辺端を有し、各プリプレグストリップは、縦方向に延在する強化
繊維を備え、各繊維は、前記レイアップの前記周辺端上のそれぞれの第１の位置から前記
レイアップの前記周辺端上のそれぞれの第２の位置へ延在することを特徴とする請求項１
に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記レイアップは、体積で約１．７ｘ１０－６パーセント以下の空洞率を有することを
特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記レイアップは、いかなる空洞も有さないことを特徴とする請求項１に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項１１】
　前記プリプレグストリップは、直線の長手方向端部を有することを特徴とする請求項１
に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　インサートは、前記レイアップ上に配置されて前記クラブヘッドの打撃表面を画定する
ポリマー層を備えることを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記インサートは、前記レイアップ上に配置されて前記クラブヘッドの打撃表面を画定
する金属層を備えることを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記金属層は、チタニウム、アルミニウム、マグネシウム、スチール、またはこれらの
合金で作製されることを特徴とする請求項１３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】
　本開示は、概して複合品に関する。さらに具体的には、本開示は、特に、複合フェース
インサートを有するゴルフクラブおよびゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　さらに高まるゴルフの人気および競争力とともに、ゴルフプレーにおいて、ますます多
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くのゴルファーが、さらなる喜びと、さらなる活躍を得るように、ゴルフクラブを改善す
るための相当量の努力および資源が現在費やされている。この改善の取り組みの大部分は
、高性能の材料およびクラブヘッド工学技術の分野にある。例えば、高性能のシャフトお
よび非ウッドクラブヘッドを有する、現代の「ウッドタイプ」ゴルフクラブ（特に、「ド
ライバー」、「フェアウェイウッド」および「ユーティリティークラブ」）は、「ウッド
ドライバー」、ロフトアングルが低いロングアイアン、および数年前に使用された高番号
のフェアウェイウッドとほとんど類似しない。これらの現代のウッドタイプクラブは、概
して「メタルウッド」と呼ばれる。
【０００３】
　フェアウェイウッド、またはドライバーなどの例示的なメタルウッドゴルフクラブは、
一般的にクラブヘッドが取り付けられる下方端部を有する中空軸を含む。これらのクラブ
ヘッドの最新版は、少なくとも部分的に、チタニウム合金などの、軽量で強固な金属で作
製される。該クラブヘッドは、打撃プレート（フェースプレートとも呼ばれる）が取り付
けられるか、一体に形成されるボディを備える。打撃プレートは、実際にゴルフボールに
接触する前面部、または打撃フェースを画定する。
【０００４】
　強固で、軽量な金属および他の物質のメタルウッドクラブヘッドを形作るための現在の
能力は、クラブヘッドに空隙を作ることを可能にしてきた。また、高強度、および高破壊
靱性の物質の使用は、クラブヘッド壁を薄くし、これにより以前のクラブヘッドと比較し
てクラブヘッドの大きさを増加することを可能にしてきた。より大きなクラブヘッドは、
打撃プレートにより大きな「スィートスポット」を提供し、より高いクラブヘッド慣性を
有する傾向にあり、これによりクラブヘッドは、小さいクラブヘッドよりも、より「寛容
的」になる。スィートスポットの大きさなどの特徴は、形状特性、大きさ、および打撃プ
レートの厚み、さらにはクラブヘッドの重心座標（ＣＧ）などを含む、多くの変数によっ
て決定される。
【０００５】
　クラブヘッド周辺の質量の分布は、一般的に回転の慣性モーメント（ＭＯＩ）およびＣ
Ｇ位置などのパラメータによって特徴付けられる。クラブヘッドは、一般的に複数の回転
のＭＯＩを有し、それぞれは、それぞれのクラブヘッドのデカルト参照軸（ｘ、ｙ、ｚ）
に関連する。回転のＭＯＩは、それぞれの参照軸周辺の角度速度（ねじり、または回転）
に対するクラブヘッドの抵抗の測定単位である。回転のＭＯＩは、とりわけ、それぞれの
参照軸に対するクラブヘッドの質量の分布に関連する。望ましくは、それぞれの回転のＭ
ＯＩは、可能な限り最大限にすることによって、クラブヘッドにさらに寛容性を提供する
。
【０００６】
　現代のクラブヘッドデザインの別の要因は、フェースプレートである。フェースプレー
トのゴルフボールとの衝突は、フェースプレートのいくらかの後部の瞬間的なたわみをも
たらす。このたわみおよびそれに続くフェースプレートの反跳は、クラブヘッドの反発係
数（ＣＯＲ）として表される。薄いフェースプレートはゴルフボールとの衝突時によりエ
ネルギーを伝え、従って、より厚い、またはより硬いフェースプレートよりも、打たれた
ボールにより高い反発速度を伝える可能性がある。この影響の重要性のため、クラブのＣ
ＯＲは、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｌｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　（ＵＳＧＡ
）規定のもとに限定される。
【０００７】
　クラブヘッドの目標質量としてのクラブヘッドの全質量に関して、少なくともある目標
質量は、クラブヘッドのための十分な強度および構造支柱を提供するために設けられなけ
ればばらない。これは「構造」質量と称される。該目標に残っているあらゆる質量は、「
裁量」または「性能」質量と呼ばれ、例えば、性能問題に対処するためにクラブヘッド内
に分布される場合がある。
【０００８】
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　クラブヘッドの構造質量を減少するためのある現在の手段は、代替物質のクラブヘッド
の少なくとも部分を作製することに向けられる。最新のメタルウッドのボディおよびフェ
ースが、チタニウム合金で作製される一方で、少なくとも部分的に、グラファイト／エポ
キシ複合材（または、他の適した複合物質）および金属合金から形成される構成材で作製
される、いくつかの「ハイブリッド」クラブヘッドが入手できる。例えば、これらのハイ
ブリッドクラブヘッドの１群において、ボディの１部分はカーボンファイバー（グラファ
イト）エポキシ複合材で作製され、チタニウム合金が主要なフェースプレート物質として
使用される。他のクラブヘッドは、１つ以上の複合物質で完全に作製される。グラファイ
ト複合物は、４．５ｇ／ｃｍ３の密度を有するチタニウム合金と比較し、およそ１．５ｇ
／ｃｍ３の密度を有し、クラブヘッドにさらに裁量質量を提供する、期待の持てる可能性
を提供する。
【０００９】
　クラブヘッド構成材を作製するのに有用な複合物質は、繊維部分および樹脂部分を備え
る。概して、樹脂部分は、「マトリックス」としての役割を果たし、繊維は画定された方
法で組み込まれる。クラブヘッドの複合物において、繊維部分は、樹脂成分を浸透させた
複数の繊維層、またはプライとして構成される。各層の繊維は、それぞれの配向を有し、
一般的に１つの層は次の層と異なり、正確に制御される。プライの通常の数は相当な数、
例えば、５０以上である。複合物質の製造の間、層（それぞれは、硬化されない、または
部分的に硬化された樹脂に浸透されたそれぞれ配向された繊維を備え、これらの各層は、
「プリプレグ」層と呼ばれる）は、「レイアップ」方法に重ね合わせて設置される。プリ
プレグレイアップを形成した後、樹脂は硬い状態に硬化される。
【００１０】
　ファイバー樹脂複合物がクラブヘッド構成材へ製造される従来の処理は、最小の期間で
樹脂部分を硬化するために、高い（および時に一定の）圧力および温度を使用する。該処
理は、「網形状」である、またはそれに近い複合物を望ましく生じ、これにより構成材が
望ましい最終構造および寸法を有するように形成されることを意味する。構成材を網形状
に、またはそれに近い形状に作製することは、構成材作製のためのサイクル時間を減少し
、処理費用を減少する。残念なことに、少なくとも３つの主要な欠陥がこの従来の方法で
作製される構成材に関連する。（ａ）構成材は複合物空隙率の高い発生率を示す（閉じ込
められた空気によって形成される空隙、または化学反応の間に放出されるガスの結果）、
（ｂ）構成材の製造の間に生じる樹脂の比較的高い損失、および（ｃ）繊維層は、真っ直
ぐな繊維のかわりに「波状」を有する傾向がある。これらのある欠陥は、構成材が単純な
（および静的）張力、圧縮、および／または曲げを条件とする時、構成材のサービス性能
に深刻な悪影響を生じないであろうが、これらの構成材が動的、および繰返しの（すなわ
ち、繰返しの衝撃および結果として生じる疲労）複雑な加重を条件とする時は、構成材の
能力は一般的に劇的に減少されるであろう。
【００１１】
　メタルウッドゴルフクラブヘッドの生産者は、打撃フェースのための様々なフェース厚
み形状と総称的に称されるものをデザインすることによってさらに近年ゴルフクラブヘッ
ドの性能を調節するように試みている。様々な厚みの複合打撃プレートは、まずプリプレ
グプライのレイアップを形成し、その後、付加的な厚みが望まれる部分に、プレートの全
体的な大きさよりも小さい付加的な「部分的」層、またはプライを付加することが知られ
ている（「部分プライ」方法として言及される）。例えば、複合プレートの裏面に突起を
形成するために、大きさが次第に減少する、環状プライの１組はプリプレグプライのレイ
アップに付加される。
【００１２】
　残念なことに、部分的プライ方法を使用して製造される様々な厚みの複合物プレートは
、気泡が部分的プライの縁に残る傾向があるため、複合物空隙率の高い発生率の影響を受
けやすい。さらに、プリプレグプライの強化繊維は、その端部で効果が無い。衝突ゾーン
内の部分プライの繊維の端部には、応力集中があり、早期層間剥離および／または亀裂に
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つながる可能性がある。さらに、部分的プライは、硬化処理の間、樹脂の外側への定流を
阻害する場合があり、プレートに樹脂豊富な領域を導く。樹脂豊富な領域は、とりわけ、
ゴルフボールの衝突による力が、繊維補強の繊維の配向を横断するため、繊維強化の有効
性を減少する傾向がある。
【００１３】
　一般的に、従来のＣＮＣ機械加工は、硬化部分のトリミングに対してなど、複合フェー
スプレートの製造の間に使用される。該ツールは部分に対する側面切削抵抗を適用するた
め（部分の周辺縁部に対して）、このようなトリミングはそのプライから繊維、またはそ
の部分を引き抜き、および／または部分の周辺縁部で水平亀裂を誘発することが分かって
いる。理解されるように、これらの欠陥は、部分の早期層間剥離および／または他の欠陥
を生じる可能性がある。
【００１４】
　耐久性が打撃プレートへの非金属の適用を限定する一方、耐久プラスチックおよび複合
物はある付加的な欠陥を示す。一般的な金属製打撃プレートは、湿潤条件下でのプレーに
おいて、好ましいボール回転を促進することを意図とする、微粉砕された打撃表面（およ
びアイアンタイプゴルフクラブについては水平溝のシリーズを含んでもよい）を含む。こ
の微粉砕された打撃表面は、湿潤条件下での衝突が、ボール弾道を引き起こし、ショット
特徴が乾燥条件下で得られるものと類似するように、打撃表面／ボール衝突エリアに存在
する水に対する緩和量を提供するように思われる。打撃プレートに適した非金属は耐久性
がある一方、従来のクラブにより提供されるように、これらの物質は概して耐久性のある
粗い、溝付きの、または凹凸加工された打撃表面を提供せず、様々なプレー条件下でクラ
ブの性能を維持することが必要とされる。従って、打撃プレートおよび表面、ならびに関
連の方法を含む改善された打撃プレート、打撃表面、およびゴルフクラブが必要とされる
。
【発明の概要】
【００１５】
　ある開示される実施例は、複合品、およびとりわけゴルフクラブヘッドのための複合フ
ェースプレート、および同様のものを作製するための方法に関する。ある実施形態におい
て、クラブヘッドのための複合フェースプレートは、様々な厚みを有する断面形状で形成
される。フェースプレートは、レイアップの複数、複合プリプレグプライを備える。フェ
ースプレートは、レイアップの外側表面を覆い、フェースプレートの打撃表面を形成する
外側ポリマー層、または金属層（キャップとしても言及される）などの、付加的な構成材
を含む。他の実施形態において、レイアップの外側表面は、フェースプレートで、ゴルフ
ボールの衝突に接触する、打撃表面であることが可能である。
【００１６】
　レイアップの厚みに変化を持たせるために、ストリップが互いに重なり合う１つ以上の
領域における複合レイアップに厚みを加えるように、プリプレグプライのいくつかは、十
字の、重複パターンに配置されるプリプレグ物質の細長いストリップを備える。プリプレ
グプライのストリップは、フェースプレートのための望ましい十字形状を達成するための
所定の方法で互いに相対して配置することが可能である。例えば、一実施形態において、
ストリップはストリップが互いに重なりあう中央領域を有する１つ以上の集団に配置され
ることが可能である。レイアップは、ストリップの中央の重複する領域により形成される
突起、または隆起を有し、望ましくはフェースプレートのスィートスポットの中心に配置
される。レイアップの比較的薄い周辺部分は、突起を取り囲む。別の実施形態において、
レイアップは、フェースプレートの比較的薄い中央領域を取り囲むことで「火山」を連想
させる切断面形状を形成する、環状突起を形成するように配置されるプリプレグプライの
ストリップを含むことが可能である。
【００１７】
　プリプレグ物質のストリップは、完成した複合部分に渡って連続的に望ましく延在する
、すなわち、ストリップの終端部は完成した複合部分の周辺縁部にある。この方法におい
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て、ストリップの縦方向に延在する強化繊維も、繊維の終端部が該部分の周辺にあるよう
に、完成した複合部分に渡って連続的に延在する。さらに、レイアップは、プリプレグ物
質の強化繊維がレイアップの周辺犠牲部分へ延在する、「特大」部分として初めに形成さ
れることが可能である。従って、レイアップのための硬化処理は、欠陥がレイアップの犠
牲部分へシフトするように制御されることが可能であり、それに続いてわずかの欠陥を有
する、または欠陥のない完成部分を提供するように取り除かれることが可能である。さら
に、完成部品の耐久性は、繊維の遊離端が衝撃ゾーンから離れて、完成部品の周辺にある
ため、増加する。
【００１８】
　犠牲部分は、水ジェット切断を使用してレイアップから望ましくトリミングされる。水
ジェット切断において、切断力は、プリプレグプライに対して垂直方向で適用され（レイ
アップの正裏面に垂直な方向で）、強化繊維に対する損傷を最小限にする。
【００１９】
　典型的な一実施形態において、ゴルフクラブヘッドは、クラウン、ヒール、トウおよび
ソールを有し、正面開口部を画定するボディを備える。また、ヘッドはボディの正面開口
部を閉じる、様々な厚みのフェースインサートを含む。インサートは、複数のレイアップ
、複合プリプレグプライを備え、プライのすくなくとも部分は、ストリップが互いに重な
り合う重複領域を画定する、十字パターンに配置される複数の細長いプリプレグストリッ
プを備える。レイアップは、重複領域から離間した位置での第１の厚み、および重複領域
の第２の厚みを有し、第２の厚みは第１の厚みよりも大きい。
【００２０】
　典型的な別の実施形態において、ゴルフクラブヘッドは、クラウン、ヒール、トウおよ
びソールを有し、正面開口部を画定するボディを備える。また、ヘッドはボディの正面開
口部を閉じる、様々な厚みのフェースインサートを含む。インサートは、複数のレイアッ
プ、複数プリプレグプライを備え、レイアップは前面部、前面部を取り囲む周辺縁部、お
よび幅を備える。プライの少なくとも部分は、レイアップの幅よりも狭い細長いストリッ
プを備え、前面部に渡って連続的に延在する。ストリップは、様々な厚みを有する切断面
形状を画定するように、レイアップ内に配置される。
【００２１】
　典型的な別の実施形態において、ゴルフクラブのクラブヘッドのための複合フェースプ
レートは、複数のプリプレグ層を備える複合レイアップを備え、それぞれのプリプレグ層
は、それぞれの配向で縦方向に延在する繊維の少なくとも１つの樹脂含浸層を備える。レ
イアップは、レイアップの全体の大きさおよび形を画定する外側周辺縁部を有する。層の
少なくとも一部は、複数の複合パネルを備え、各パネルは１つ以上のプリプレグ層の組を
備え、該パネルの各プリプレグ層は、レイアップの全体の大きさおよび形状と同じ大きさ
および形状を有する。層の別の部分は、細長いストリップの複数の組を備え、該ストリッ
プの組は、レイアップ内のパネルの間に散在する。ストリップは、周辺縁部のそれぞれの
第１の位置から周辺縁部のそれぞれの第２の位置は連続的に延在し、レイアップ内でスト
リップが重なり合うレイアップの増加した厚みの１つ以上のエリアを画定する。
【００２２】
　典型的な別の実施形態において、ゴルフクラブのクラブヘッドのための複合フェースプ
レートを作製するための方法は、複数のプリプレグ複合プライのレイアップを形成するス
テップを含み、プライの一部は、１つ以上のストリップが互いに重なり合うレイアップの
増加した厚みの１つ以上のエリアを画定する十字パターンに配置された細長いストリップ
を備える。該方法は、レイアップを少なくとも部分的に硬化するステップと、クラブヘッ
ドのためのフェースプレート、またはフェースプレートの部分として使用するための特定
の寸法および形状を有する一部を形成するように少なくとも部分的に硬化されたレイアッ
プを成形するステップとをさらに含むことが可能である。
【００２３】
　さらに典型的な別の実施形態において、ゴルフクラブヘッドのための複合フェースプレ
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ートを作製するための方法は、複数プリプレグプライのレイアップを形成するステップを
含み、それぞれのプリプレグプライは、樹脂を含浸した強化繊維の少なくとも１つの層を
備える。該方法は、レイアップを少なくとも部分的に硬化するステップと、クラブヘッド
のフェースプレート、またはフェースプレートの部分として使用するための特定の寸法お
よび形状を有する複合部分を形成するように、少なくとも部分的に硬化されたレイアップ
を水ジェット切断するステップとをさらに含むことが可能である。
【００２４】
　ある実施例において、ゴルフクラブヘッドは、クラブボディと、クラブボディに固定さ
れた打撃プレートを備える。打撃プレートは、フェースプレートと、フェースプレートに
固定されることによって打撃表面を画定するカバープレートを含み、打撃表面は、複数の
スコアライン溝を含む。ある実施形態において、接着剤層は、カバープレートをフェース
プレートに固定する。他の代替の実施形態において、スコアライン溝は、打撃表面の衝撃
エリアの外観と対照をなすように選択された顔料で少なくとも部分的に充填され、カバー
プレートは金属製であり、約０．２５ｍｍと０．３５ｍｍの間の厚みを有する。さらなる
実施例において、スコアライン溝は、約０．０５ｍｍと０．０９ｍｍの間の深さである。
典型的な他の実施例において、スコアライン溝の幅対カバープレートの厚みの比率は、約
２．５と３．５の間であり、フェースプレートはチタニウム合金で形成される。ある実施
例において、スコアライン溝は、約０．２ｍｍと０．６ｍｍの間の半径を有する遷移領域
を含み、カバープレートは、フェースプレートの周辺の周囲に延在するように構成された
縁部を含む。ある実施形態によると、フェースプレートは複合フェースプレートであり、
クラブボディはウッドタイプクラブボディである。
【００２５】
　ゴルフクラブフェースプレートのためのカバープレートは、バルジおよびロール湾曲部
を有するチタニウム合金シートを備え、複数のスコアライン溝を含む。スコアライン溝の
深さＤは、約０．０５ｍｍと０．１２ｍｍの間であり、チタニウム合金シートの厚みＴは
、約０．２０ｍｍと０．４０ｍｍの間である。
【００２６】
　さらなる実施例において、ゴルフクラブヘッドは、クラブボディと、クラブボディに固
定された打撃プレートとを備える。打撃プレートは、打撃表面に位置された複数の耐衝撃
スコアライン溝を有する金属製カバーを含む。ある実施例において、金属製カバーは、約
０．２ｍｍと１．０ｍｍの間の厚みであり、スコアライン溝は、約０．１ｍｍと０．０２
ｍｍの間の深さを有する。さらなる実施例において、スコアライン溝は、深さＤを有し、
金属製カバーは、比率Ｄ／Ｔが約０．１５と０．３０の間、または約０．２０と０．２５
の間であるような、厚みＴを有する。さらなる実施例において、フェースプレートは、様
々な厚みのフェースプレートである。
【００２７】
　方法は、金属製カバーシートを選択するステップと、ゴルフクラブフェースプレートと
一致するように金属製カバーシートをトリミングするステップとを含む。金属製カバーシ
ートは、ゴルフクラブのための打撃表面を提供する。複数のスコアライン溝は、金属製カ
バーシートが約０．１ｍｍと０．５ｍｍの間の厚みＴを有し、スコアライン溝は、比率Ｄ
／Ｔが約０．１と０．４の間であるように深さＤを有する、打撃表面に画定される。さら
なる実施例において、縁部は、カバーシートに形成され、フェースプレートの周囲を覆う
ように構成される。典型的な実施例において、金属製シートは、チタニウム合金シートで
あり、スコアライン溝の形成の後にトリミングされる。ある実施例において、スコアライ
ン溝は、打撃表面の衝突エリア、または打撃表面の衝突エリアの外側に形成される。
【００２８】
　ある実施例によると、ゴルフクラブヘッド（ウッドタイプまたはアイアンタイプ）は、
クラブボディおよびクラブボディに固定された打撃プレートを備える。打撃プレートは、
前面部およびフェースプレートの前面部に固定されたポリマーカバー層を有する複合フェ
ースプレートを含み、ポリマーカバー層は凹凸加工された打撃表面を有する。ある実施形
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態において、カバー層の厚みは、約０．１ｍｍと約２．０ｍｍの間、または約０．２ｍｍ
と１．２ｍｍの間であるか、あるいは、カバー層の厚みは約０．４ｍｍである。さらなる
実施例において、複合フェースプレートの打撃フェースは、少なくとも約７５、８０、ま
たは８５の実効ショアＤ硬度を有する。さらなる典型的な実施例において、凹凸加工され
た打撃表面は、約１mｍと１０mｍの間の１つ以上の平均表面粗度、少なくとも約２／ｍｍ
の平均表面特性頻度、または約１．５、１．７５、または２．０以上の表面形状尖度を有
する。さらなる実施形態において、上下方向、トウからヒール方向、または両方向に沿っ
て測定した場合、凹凸加工の打撃表面は、約４．５mｍ未満の平均表面粗度、少なくとも
約３／ｍｍの平均表面特性頻度、および約２以上の表面特性尖度を有する。ある実施例に
おいて、打撃表面は、上下方向、またはトウからヒール方向のみに沿って凹凸加工される
。他の実施例において、打撃表面は、トウからヒール方向および上下方向に対して傾いた
軸に沿って凹凸加工される。
【００２９】
　方法は、ゴルフクラブのためのフェースプレートおよびフェースプレートの前面部のた
めのカバー層を提供するステップを含む。カバー層の打撃表面は、粗い、または凹凸加工
された打撃表面を提供するようにパターニングされる。ある実施例において、粗い打撃表
面は、少なくとも２／ｍｍの打撃表面に実質的に平行な少なくとも１つの軸に沿った、約
５μｍ未満の平均粗度および平均表面特性頻度を提供する、表面特性の断続的な配列を含
むようにパターニングされる。他の実施例において、カバー層の打撃表面は、鋳型でパタ
ーニングされる。さらなる実施例において、打撃表面は、カバー層に対して繊維を押圧し
、その後に繊維を取り除くことによってパターニングされる。典型的な実施例において、
カバー層は、熱可塑性物質で形成され、繊維はカバー層が形成される時に適用される。
【００３０】
　ゴルフクラブヘッドは、前面部と、フェースプレートの前面部に位置された制御層を有
するフェースプレートを備え、制御層は、湿潤条件下で約２５００ｒｍｐ、３０００ｒｐ
ｍ、または３５００ｒｐｍのボールスピンを提供するように構成される表面粗度を有する
打撃表面を有する。ある実施例において、制御層は、ポリマー層である。さらなる実施例
において、制御層は、約０．３ｍｍと０．５ｍｍの間の厚みを有するポリマー層であり、
打撃表面の表面粗度は、打撃表面に実質的に平行である少なくとも１つの軸に沿って実質
的に断続的である。典型的な実施例において、フェースプレートの打撃表面は、少なくと
も約７５、８０、またはさらに好ましくは、少なくとも約８５のショアＤ硬度を有する。
ポリマー層は、熱硬化性、または熱可塑性物質であることが可能である。典型的な実施例
において、ポリマー層はＳＵＲＬＹＮイオノマー、または類似の物質、あるいはウレタン
、好ましくは非黄色ウレタンである。
【００３１】
　本発明の前述、および他の物体、特性、および利点は、付随の図面への言及に続く、以
下の詳細な説明からさらに明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本開示に関するある概略の特徴を示す、「メタルウッド」クラブヘッド
の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すクラブヘッドのような、クラブヘッドの打撃プレートを形成
するために使用される網形状の複合構成材の一実施形態の正面図である。
【図３】図３は、図２の３～３線に沿った断面図である。
【図４】図４は、図２の４～４線に沿った断面図である。
【図５】図５は、図２に示す構成材から形成することが可能である、複合レイアップの一
実施形態の分解図である。
【図６】図６は、図５に図示するレイアップに使用することが可能な「準等方性」複合パ
ネルから積層される、異なる繊維は移行のプリプレグプライの一群の分解図である。
【図７】図７は、図５に図示するレイアップに使用することが可能な細長いプリプレグス
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トリップの一群、または集団の正面図である。
【図８】図８Ａ～図８Ｂは、プリプレグストリップの集団が、近接する集団のストリップ
間に角度的なずれを作製するために複合レイアップに互いに相対し異なる回転位置に配向
することが可能である方法を図示する平面図である。
【図９】図９は、図５に示す複合レイアップの平面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態における
、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態における
、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態における
、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、これらの変数のそれぞれは特定の相対的な範囲内（斜めのエリ
ア）であることが可能である、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態にお
ける、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、これらの変数のそれぞれは特定の相対的な範囲内（斜めのエリ
ア）であることが可能である、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態にお
ける、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、これらの変数のそれぞれは特定の相対的な範囲内（斜めのエリ
ア）であることが可能である、複合構成材を形成するための過程の典型的な実施形態にお
ける、時間に対するそれぞれ温度、粘度、および圧力のプロットを示す図である。
【図１２】図１２は、図２に示す構成材を形成することが可能である複合プライの簡易化
したレイアップの正面図である。
【図１３】図１３は、クラブヘッドの打撃プレートを形成するために使用することが可能
である別の網形状複合構成材の正面図である。
【図１４】図１４は、図１３の１４～１４線に沿った断面図である。
【図１５】図１５は、図１３の１５～１５線に沿った断面図である。
【図１６】図１６は、図１３に示す構成材を形成することが可能である複合プライのレイ
アップの一実施形態の平面図である。
【図１７】図１７は、図１６に図示するレイアップを形成するために使用することが可能
な複合プライの第１のいくつかの群の分解図である。
【図１８】図１８は、フェースプレートが複合プレートおよび金属キャップを備える、ク
ラブヘッドの一実施形態の上方へり領域の部分断面図である。
【図１９】図１９は、フェースプレートが複合プレートおよびポリマー外側層を備える、
クラブヘッドの一実施形態の上方へり領域の部分断面図である。
【図２０】図２０は、複合フェースプレートのための金属製のカバーを示す図である。
【図２１】図２１は、複合フェースプレートのための金属製のカバーを示す図である。
【図２２】図２２は、複合フェースプレートのための金属製のカバーを示す図である。
【図２３】図２３は、複合フェースプレートのための金属製のカバーを示す図である。
【図２４】図２４は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドの側面斜視図である。
【図２５】図２５は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドの正面斜視図である。
【図２６】図２６は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドの平面斜視図である。
【図２７】図２７は、ウッドタイプゴルフクラブヘッドの背面斜視図である。
【図２８】図２８は、ゴルフクラブヘッド重心座標系を示す、ウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドの正面斜視図である。
【図２９】図２９は、ゴルフクラブヘッド重心座標系を示す、ウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドの上面斜視図である。
【図３０】図３０は、ゴルフクラブヘッド原点座標系を示す、ウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドの正面斜視図である。
【図３１】図３１は、ゴルフクラブヘッド原点座標系を示す、ウッドタイプゴルフクラブ
ヘッドの上面斜視図である。
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【図３２】図３２は、パターニングされた粗さを有する打撃表面を有するフェースプレー
トおよびカバー層を含む打撃表面を示す図である。
【図３３】図３３は、パターニングされた粗さを有する打撃表面を有するフェースプレー
トおよびカバー層を含む打撃表面を示す図である。
【図３４】図３４は、パターニングされた粗さを有する打撃表面を有するフェースプレー
トおよびカバー層を含む打撃表面を示す図である。
【図３５】図３５は、クラブボディに対するフェースプレートおよびカバー層を備える、
打撃表面の付属品を示す図である。
【図３６】図３６は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む典型的な打撃プレートを示す
図である。
【図３７】図３７は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む典型的な打撃プレートを示す
図である。
【図３８】図３８は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む典型的な打撃プレートを示す
図である。
【図３９】図３９は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む典型的な打撃プレートを示す
図である。
【図４０】図４０は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４１】図４１は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４２】図４２は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４３】図４３は、剥離プライ繊維で生産されたポリマー層の典型的な凹凸加工の打撃
表面の表面形状の図である。
【図４４】図４４は、剥離プライ繊維で生産されたポリマー層の典型的な凹凸加工の打撃
表面の表面形状の図である。
【図４５】図４５は、剥離プライ繊維の凹凸加工表面の一部の写真である。
【図４６】図４６は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４７】図４７は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４８】図４８は、粗い打撃表面を有するカバー層を含む、別の典型的な打撃プレート
を示す図である。
【図４９】図４９は、図４６～図４８の粗い表面の表面形状を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
 　本開示は、決して限定されることを意図しない典型的な実施形態に関して記述されて
いる。
　以下の説明では、「上方」、「下方」、「上部」、「下部」、「水平」、「垂直」、「
左」、「右」等、特定の用語を使用する場合がある。これらの用語は、相対関係を取り扱
う際、妥当な場合、説明の多少の明確さを提供するために使用される。しかしながら、こ
れらの用語は、絶対的な関係、位置、および／または方向を意味することを意図しない。
例えば、物体に関して、「上部」表面は、単純に、物体を裏返すことによって、「下部」
表面になることができる。それでもなお、それは、同一の物体である。
本明細書に使用される単数形は、文脈に明確に指示がない限り、１つ以上を意味する。
本明細書に使用される「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）」は、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（含有す
る）」を意味する。例えば、ＡおよびＢを含む、または含有するデバイスは、ＡおよびＢ
を含むが、任意にＣまたはＡおよびＢ以外の要素を含むことがある。ＡまたはＢを含む、
または含有するデバイスは、ＡまたはＢを含むが、任意に１つ以上のその他の要素、例え
ば、Ｃを含むことがある。
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本明細書に使用される「複合」または「複合材」は、繊維強化のポリマー材を意味する。
【００３４】
　典型的なくぼみ「メタルウッド」クラブヘッド１０の主要な特徴は、図１に示される。
クラブヘッド１０は、フェースプレート、打撃プレート、または打撃プレート１２および
ボディ１４を含む。概して、フェースプレート１２は、凸状であり、外部（「打撃」）表
面（フェース）１３を有する。ボディ１４は、正面開口部１６を画定する。フェース支持
部１８は、フェースプレート１２をボディ１４に位置付け、支えるために正面開口部１６
に配置されている。ボディ１４はまた、ヒール２０、トウ２２、ソール２４、トップまた
はクラウン２６、およびホーゼル２８を有する。正面開口部１６の周辺には、ヒール２０
、トウ２２、ソール２４、およびクラウン２６のそれぞれ前端部に沿って延在する「遷移
ゾーン」１５がある。遷移ゾーン１５は、ボディ１４からフェースプレート１２への遷移
に効果的である。フェース支持部１８は、正面開口部１６の周辺に延在するリップまたは
縁部を含むことができ、図のように遷移ゾーン１５に対して解放される。ホーゼル２８は
、シャフトの遠位端部を受け入れる開口部３０を画定する（図示せず）。開口部１６は、
フェースプレート１２を受け入れ、フェース支持部１８および遷移ゾーン１５上に配置し
、それらに固定され、それにより正面開口部１６を含む。遷移ゾーン１５は、ソールリッ
プ領域１８ｄ、クラウンリップ領域１８ａ、ヒールリップ領域１８ｃ、トウリップ領域１
８ｂを含み得る。これらの部分は、図のように、隣接することができ、またはそれらの間
に離間して隣接しなくてもよい。
【００３５】
　一実施形態によるクラブヘッドにおいて、フェースプレート１２の少なくとも一部分は
、硬化樹脂（例えば、エポキシ樹脂）に組み込まれた繊維性材料（例えば、グラファイト
または炭素繊維）の複数のプライまたは層を含む、複合物から作製される。例えば、フェ
ースプレート１２は、打撃表面１３を形成する外部ポリマー層を有する複合要素（例えば
、図２～図４に示される要素４０）を含むことができる。外部コーティング、またはキャ
ップを形成するために使用することができるのに適したポリマーの例は、下記に記載され
る。また、フェースプレート１２は、米国特許番号第７，２６７，６２０号に記載される
ように、フェースプレート１２の外部の打撃表面１３を形成する外部金属キャップを有す
ることができ、参照することにより本明細書に組み込まれる。
フェースプレート１２の複合部分の典型的な厚みの範囲は、７．０ｍｍ以下である。複合
物は、衝撃力の効率的な分散および全体的な耐久性を促進するために、その厚みの断面を
通して、強化繊維の相対的な一貫性のある分散を有するように形状が決められることが望
ましい。さらに、フェースプレート１２の厚みは、異なる性能特性を達成する、および／
またはクラブヘッドの耐久性を改善するために、あるエリアにおいて変化させることがで
きる。フェースプレート１２は、クラブヘッド１０の所望の耐久性および全体的性能によ
り異なるが、所望の形状を形成するために複合レイアップでの規定の方法において、複合
材から成る複数のストリップを選択的に設置することにより、様々な断面形状から成るい
ずれかで形成することができる。
【００３６】
　クラブヘッド１０のボディ１４のフェース支持部１８へのフェースプレート１２の接着
は、適した接着剤（一般に、エポキシ系接着剤またはフィルム接着剤）を使用して、達成
されてもよい。クラブヘッド１０のボディ１４を有するすべての複合フェースプレートの
接合点で剥離および層間剥離損傷を防ぐために、複合フェースプレートは、接合点で金属
ボディの前部表面の平面から埋め込んだり、実質的に洗い流すことができる。フェースプ
レート１２を複合要素の強化繊維の端部が露出しないように十分に埋め込むことが望まし
い。
【００３７】
　フェースプレート１２の複合部分は、複数のプリプレグプライのレイアップとして作製
されている。プライに対して、強化繊維および樹脂は、クラブヘッドの所望の耐久性およ
び全体的性能を考慮して選択される。レイアップの厚みを変えるために、いくつかのプリ
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プレグプライは、１つ以上のストリップの組内に配置されたプリプレグ材から成る細長い
ストリップを備える。それぞれの組のストリップは、下記にさらに記載されるように、ス
トリップが互いに重なり合う領域内の複合レイアップに厚みを加えるために、十字の重複
パターンに配置される。望ましくは、ストリップは、完成した複合部分にわたって連続的
に延在する、つまり、ストリップの端部は、完成した複合部分の周辺端部である。この方
法において、ストリップの縦方向に延在する強化繊維はまた、繊維の端部が部品周囲であ
るように、完成した複合部品にわたって連続的に延在することができる。このため、硬化
工程中、欠陥は、複合レイアップの周辺を犠牲とし移行が可能であり、その犠牲になった
部分は、その後ほとんどまたは全く欠陥無しに完成部品を提供するために除去することが
できる。さらに、繊維の遊離端が衝撃ゾーンから離れて完成部品の周辺にあるため、完成
部品の耐久性は増加する。
【００３８】
　あるクラブヘッド構造を伴う試験において、相対的に織物の単位断面積当たりの重さ（
ＦＡＷ）が低いプリプレグプライから形成された複合部分は、いくつかのエリア、例えば
、耐衝撃性、耐久性、および全体的なクラブ性能等において上位の属性を提供することが
認められる。（ＦＡＷは、ｇ／ｍ２の単位において、プリプレグの一定量の繊維部分の重
さである）１００ｇ／ｍ２より低い、さらに望ましくは７０ｇ／ｍ２より低いＦＡＷ値が
特に効果的であり得る。プリプレグプライを作製するために特に適した繊維性材料は、上
述のように、炭素繊維である。１つ以上の繊維性材料を使用することが可能である。しか
しながら、その他の実施形態において、１００ｇ／ｍ２を超えるＦＡＷ値を有するプリプ
レグプライを使用してもよい。
【００３９】
　特定の実施形態において、複数の低ＦＡＷプリプレグプライは、積み重ねても相対的に
積み重ねたプライの厚みにわたり繊維の均一分布を有することができる。対照的に、類似
の樹脂分（Ｒ／Ｃ、割合の単位において）レベルで、高ＦＡＷを有するプリプレグ材の積
み重ねたプライは、特に、隣接プライの界面で、低ＦＡＷ材の積み重ねたプライよりもさ
らに著しい樹脂リッチ領域を有する傾向がある。樹脂豊富な領域は、とりわけ、ゴルフボ
ールの衝突による力が、繊維補強の繊維の配向を横断するため、繊維強化の有効性を減少
する傾向がある。
【００４０】
　図２～図４は、複数のプリプレグプライまたは層から製造され、クラブヘッド用のフェ
ースプレートまたはクラブヘッド用のフェースプレート部分として使用される所望の形状
および大きさを有する、完成要素４０の典型的な実施形態を示す。複合部４０は、前面４
２および裏面４４を有する。本例において、複合部は、全体的に凸状の形状、増加した厚
みの中央領域４６、および中央領域周辺に延在する相対的に減少した厚みを有する末梢領
域４８を有する。例示された例において、中央領域４６は、中心点５０で最も厚みがある
部分を有する裏面上に突出または円錐状であり（図３）、末梢領域４８に向かってすべて
の方向の点から徐々に先細りになる。中心点５０は、フェースプレート１２の「スィート
スポット」（最適打撃ゾーン）のほぼ中心を示すが、フェースプレートの幾何的中心であ
るとは限らない。より厚みのある中央領域４６は、フェースプレート１２の中央エリアに
剛性を加え、フェースプレート１２を超えるさらに一貫した偏向を提供するのに効果的で
ある。ある実施形態において、中央領域４６は、厚み約５ｍｍから約７ｍｍを有し、末梢
領域４８は、厚み約４ｍｍから約５ｍｍを有する。
【００４１】
　ある実施形態において、複合要素４０は、まず、複数のプリプレグプライの特大レイア
ップを形成し、その後、完成部品４０を形成するために、硬化されたレイアップから犠牲
部分を機械加工することにより製造される。図９は、複合要素４０を形成することができ
るレイアップ３８の一例の平面図である。図９のライン６４は、要素４０の輪郭を示す。
硬化されると、ライン６４を取り囲む部分は、要素４０を形成するために除去することが
できる。図５は、レイアップ３８の分解図である。レイアップにおいて、望ましくは、そ
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れぞれのプリプレグプライは、規定の繊維配向を有し、プライは、繊維配向に対して規定
の順番に積み重ねられる。
【００４２】
　図５に示されるように、例示されるレイアップ３８は、複数の組、または単位集団であ
る、実質的に均一の厚みがある１つ以上のプリプレグプライから成る５２ａ～５２ｋ、お
よび１つ以上の組、または単位集団である、細長いストリップ５６の形状で、個々のプラ
イから成る５４ａ～５４ｇから成る。説明を目的として、１つ以上のプライから成るそれ
ぞれの組の５２ａ～５２ｋは、複合「パネル」と呼ばれ、それぞれの組の５４ａ～５４ｇ
は、細長いストリップの「クラスター」と呼ばれる。細長いストリップ５６のクラスター
５４ａ～５４ｇは、パネル５２ａ～５２ｋの間に置かれ、その中央領域４６で、完成部品
４０の厚みを増加させるために役立つ（図２）。それぞれのパネル５２ａ～５２ｋは、所
望の繊維配向を有する１つ以上の個々のプリプレグプライを備える。それぞれのパネル５
２ａ～５２ｋを形成する個々のプライは、実質的に欠陥がないさらに小型の完成要素４０
を形成することができる硬化されたレイアップを形成するために、十分な大きさおよび形
状であることが望ましい。ストリップ５６のクラスター５４ａ～５４ｇは単独に、２つの
隣接パネル（すなわち、パネル５２ａ～５２ｋは、ストリップのクラスター５４ａ～５４
ｇを互いに分離させる）の間に位置付けられ、それらにより挟まれ、プリプレグ材から成
る多くの層の間の接着を促進し、部品の断面を通して、繊維の十分な分布を提供する。
【００４３】
　特定の実施形態において、パネル５２ａ～５２ｋの数は、９から１４（例示した実施形
態で使用される１１のパネル５２ａ～５２ｋを有する）に及び、クラスター５４ａ～５４
ｇの数は、１から１２（例示した実施形態で使用される７つのクラスター５４ａ～５４ｇ
を有する）に及び得る。しかしながら、代替的な実施形態において、パネルおよびクラス
ターの数は、部品の所望の形状および厚みにより異なる可能性がある。
【００４４】
　パネル５２ａ～５２ｋおよびクラスター５４ａ～５４ｇを形成するために使用されるプ
リプレグプライは、エポキシ樹脂等の適した樹脂を含浸した炭素繊維を備えることが望ま
しい。炭素繊維の一例は、２３４Ｇｐａ（３４Ｍｓｉ）の引張係数および４５００Ｍｐａ
（６５０Ｋｓｉ）の引張強度を有する、「３４－７００」炭素繊維（カリフォルニア州サ
クラメント（Ｓａｃｒａｍｅｎｔｏ，ＣＡ）にあるＧｒａｆｉｌから市販）である。使用
可能な別のＧｒａｆｉｌ繊維は、「ＴＲ５０Ｓ」炭素繊維であり、２４０Ｇｐａ（３５Ｍ
ｓｉ）の引張係数および４９００Ｍｐａ（７１０ｋｓｉ）の引張強度を有する。適したエ
ポキシ樹脂は、「３０１」および「３５０」のタイプ（カリフォルニア州アーバイン（Ｉ
ｒｖｉｎｅ，ＣＡ）にあるＮｅｗｐｏｒｔ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓ
ｉｔｅｓから市販）である。典型的な樹脂分（Ｒ／Ｃ）は、４０％である。
【００４５】
　図６は、第１のパネル５２ａの分解図である。参照の都合上、それぞれのプライの繊維
配向（ライン６６で表示）は、クラブヘッドのフェース面の横軸から実質的にプライ内の
繊維に沿うラインを測定する。図６に示されるように、例示した例において、パネル５２
ａは、＋４５度で配向した繊維を有する第１のプライ５８ａ、０度で配向した繊維を有す
る第２のプライ５８ｂ、－４５度で配向した繊維を有する第３のプライ５８ｃ、９０度で
配向した繊維を有する第４のプライ５８ｄを備える。従って、プライ５８ａ～５８ｄのパ
ネル５２ａは、プリプレグ材から成る「擬似等方性」パネルを形成する。残りのパネル５
２ｂ～５２ｋは、５２ａのセットのように、同数のプリプレグプライおよび繊維配向を有
することができる。
【００４６】
　図５に例示されたレイアップはさらに、第１のパネル５２ａに隣接した「最外部」ガラ
ス繊維プライ７０、１１番目および最終パネル５２ｋに隣接した単一炭素繊維プライ７２
、単一プライ７２に隣接した「最内部」ガラス繊維プライ７４を含む。単一プライは、図
のように、９０度の繊維配向を有することができる。ガラス繊維プライ７０、７４は、０
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度および９０度で配向された繊維を有することができる。ガラス繊維プライ７０、７４は
、硬化されたレイアップが、部品の外表面を平滑化するために、サンドブラスティング等
の表面処理が行われる場合、炭素繊維プライを保護する犠牲層として、本質的に提供され
る。
【００４７】
　図７は、クラスターが可変の厚みを有するように、互いに対して配置される細長いプリ
プレグストリップから成る第１のクラスター５４ａの拡大平面図である。例示された実施
例において、クラスター５４ａは、第１のストリップ５６ａ、第２のストリップ５６ｂ、
第３のストリップ５６ｃ、第４のストリップ５６ｄ、第５のストリップ５６ｅ、第６のス
トリップ５６ｆ、および第７のストリップ５６ｇを含む。ストリップは、ストリップが、
重複領域６０を画定するために、互いに重なり合い、それぞれのストリップの端部が別の
ストリップの隣接端部から角度的に離間するように、十字パターンに積み重ねられる。従
って、クラスター５４ａは、ストリップの端部よりも重複領域６０でより厚い。それぞれ
のストリップは、特大レイアップを切断、またはそうでなければ機械加工される完成部品
４０にわたって連続的に延在するのに十分長いことが好ましいが、ストリップは、同一ま
たは異なる長さおよび幅を有することができ、複合部品４０の所望の全体的形状により異
なることができる。
【００４８】
　例示された実施形態において、ストリップ５６ａ～５６ｇは、均等の長さから成り、ク
ラスターの幾何的中心点６２がそれぞれのストリップの中心に対応するように配置される
。本実施例において、初めから３つのストリップ５６ａ～５６ｃは、最後から４つのスト
リップ５６ｄ～５６ｇの幅ｗ２よりも広い幅ｗ１を有する。該ストリップは、第２のスト
リップ５６ｂの「横の」端部とストリップ５６ａおよび５６ｃの隣接端部との間の角度α
、ストリップ５６ｂの端部とストリップ５６ｄおよび５６ｇの最接端部との間の角度m、
並びにストリップ５６ｂの端部とストリップ５６ｅおよび５６ｆの最接端部との間の角度
θを画定する。実用的な実施形態において、幅ｗ１は、約２０ｍｍであり、幅ｗ２は、約
１５ｍｍであり、角度αは、約２４度であり、角度mは、約５４度であり、角度θは、約
７８度である。
【００４９】
　図５を再度参照すると、それぞれのクラスター５４ａ～５４ｇは、クラスター内のそれ
ぞれのストリップの端部が隣接クラスターのストリップの端部で整列しないように、隣接
クラスターに対して若干回転する、または角度的にずれることが望ましい。このように、
該クラスターは、複合部品の末梢領域４８において、実質的に均一の厚みを提供するため
に、レイアップにおいて、互いに対して配置することができる（図３）。例示された実施
形態において、例えば、第１のクラスター５４ａは、－１８度の配向を有し、第２のスト
リップ５６ｂの「上部」端部は、隣接単位集団５２ｃの「上部」横の端部に対して－１８
度で延在する（図８Ａに最良に示される）。次のクラスター５４ｂは、０度の配向を有し
、第２のストリップ５６ｂが隣接単位集団５２ｄの「上部」横の端部に平行であることを
意味する（図８Ｂに最良に示される）。次のクラスター５４ｃは、＋１８度の配向を有し
、クラスター５４ｃのそれぞれの第２のストリップ５６ｂの「下部」端部が隣接単位集団
５２ｅの「下部」端部に対して＋１８度で延在することを意味する。クラスター５４ｄ、
５４ｅ、５４ｆ、および５４ｇ（図５）はそれぞれ、０度、－１８度、０度、および＋１
８度を有することができる。
【００５０】
　レイアップに積み重ねられる場合、「スポーク」（ストリップ５６ａ～５６ｇ）は、そ
れぞれのクラスター内および隣接クラスター内のスポークに対して、「扇形に広がる」ま
たは角度的に互いに離間しながら、クラスターの重複領域６０は、部品４０の中央領域４
６の厚みを増加するために、レイアップの厚みの方向に整列させる（図３）。硬化／成形
の前に、該レイアップは、該レイアップが平面である、つまり、該レイアップが全体的に
凸状の形状を有さない場合を除いて、完成部品４０（図２～図４）に類似である断面形状
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を有する。従って、形状において、該レイアップの裏面は、増加した厚みの中央領域を有
し、中央領域を取り囲む実質的に均一の厚みから成る相対的により薄い末梢領域へ徐々に
先細りになる。実用的な実施形態において、該レイアップは、中央領域の中心で、約５ｍ
ｍの厚み、末梢領域で約３ｍｍの厚みがある。ストリップから成るパネルおよび／または
クラスターの数は、該レイアップの中央領域および／または末梢領域で厚みを変えるため
に使用することができる。
【００５１】
　ある特定の方法によると、該レイアップを形成するために、パネル５２ａ～５２ｋの成
形は、まず、それぞれのパネルの個々の事前に切断された、プリプレグプライ５８ａ～５
８ｄを積み重ねることにより形成されてもよい。該パネルを形成後、該レイアップは、所
定の方法において、第１のパネル５２ａの上に第２のパネル５２ｂを重ね合わせることに
より組み立てられ、その後、個々のストリップ５６ａ～５６ｇを重ね合わせることにより
、第２のパネル５２ｂの上に第１のクラスター５４ａを形成する。その後、残りのパネル
５２ｃ～５２ｋおよびクラスター５４ｂ～５４ｇを図５に示される順番に該レイアップに
加え、単一プライ７２まで続く。その後、ガラス繊維プライ７０、７４をレイアップの前
部および背部に加えることができる。
【００５２】
　その後、十分に形成されたレイアップは、プライ間で閉じ込められた空気を除去および
／または削減するために、「減量」または圧縮するステップ（例えば、真空テーブルを使
用）に従うことができる。その後、該レイアップは、該フェースプレートの所望のバルジ
およびロールを提供するために成形する鋳型で硬化することができる。典型的な硬化工程
は、下記に詳細に記載される。あるいは、該フェースプレートのいかなる所望のバルジお
よびロールは、硬化前に行われる１つ以上の減量または圧縮するステップ中、形成されて
もよい。該バルジまたはロールを形成するために、該減量するステップは、所望の最終バ
ルジおよびロールを有するダイパネルに対して行うことができる。いずれにしても、硬化
に続き、該硬化されたレイアップは、鋳型から除去され、機械加工され、部品４０を形成
する。
【００５３】
　以下の側面は、クラブヘッド、特に該クラブヘッドのフェースプレートにより、通常受
けた衝撃および疲労荷重に耐えることができる複合要素を提供するために制御されること
が望ましい。これらの３つの側面は、完成した複合物において、（ａ）適切な樹脂分、（
ｂ）繊維強度、および（ｃ）極小間隙率である。これらの側面は、硬化中、樹脂の流れを
制御する方法、特に、該プリプレグ層間の空気の封入を最小化する方法において、制御す
ることができる。空気の閉じ込めは、プリプレグ層のレイアップ中、避けることが困難で
ある。しかしながら、本明細書に開示される様々な実施形態に従って、空気の閉じ込めは
、少なくともほとんどの空気をパージするために、レイアップ中、画定される時間の長さ
に対して、遅い、安定した樹脂の流れを与えることにより、実質的に最小化することがで
き、そうしなければ、レイアップ内で閉塞される。樹脂の流れは、層の繊維（異なるそれ
ぞれの角度で）において、それぞれの配向を保ちながら、十分な層間の接着のためのそれ
ぞれの層における、樹脂の十分な量を維持するように、実質的に遅く、安定していなくて
はならない。また、遅く、安定した樹脂の流れは、ぞれぞれのプライの繊維を、ぞれぞれ
の配向において真っ直ぐに保つことを可能にし、これにより「波状繊維」現象を防止する
。一般に、波状繊維は、自然に展開された方向から顕著に異なる配向を有する。
【００５４】
　上述の通り、プリプレグのストリップ５６は、望ましくはストリップの繊維が部分４０
にわたって連続的に延在するのに十分な長さであり、すなわち、それぞれの繊維の端部は
、部分４０の外側周辺縁部４９のそれぞれの位置に位置される（図２～図４）。同様に、
プリプレグのパネル５２ａ～５２ｋは、望ましくは部分の外側周辺縁部４９のそれぞれの
位置間で連続的に部分に渡って延在する。硬化の間、気泡は、レイアップの外側周辺（犠
牲）部分に向かって繊維の長さに沿って流れる傾向にある。十分に長いストリップと、部
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分４０の最終寸法よりも大きいパネルを作製することにより、部分４０を形成するレイア
ップの部分から、閉じ込められたすべての気泡を実質的に取り除くように硬化過程が制御
されることが可能である。また、レイアップの周囲部分は、波状繊維が形成されやすい部
分である。硬化のステップに続き、プリプレグ材のそれぞれの層の真っ直ぐな繊維のみな
らず、極小間隙率を有する、網形状部分（または、さらなる最終ステップが行われる場合
それに近い形状）、を提供するようにレイアップの周辺部分が除かれる。
【００５５】
　実施例において、部品はいかなる空隙、または閉じ込められた空気も有さず、レイアッ
プのプリプレグプライ（ストリップまたはパネルの大きさのプライ）の１つに、たった１
つの空隙を有して作製されている。たった１つの空隙がその最大寸法を有する部品は、質
量で１．７ｘ１０－６パーセント未満の空洞率、または空隙率を有するプライの厚み（約
０．１ｍｍ）と等しい。
【００５６】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、遅く、安定した樹脂の流れが最小の樹脂損失を伴って行われる
、過程の一実施形態（時間の作用としての圧力および温度）を描く。図１０Ａは、時間の
関数としてのレイアップの温度を示す。レイアップ温度は、実質的にツール温度と同じで
ある。該ツールは、初期の金属温度Ｔｉで維持され、硬化されていないプリプレグレイア
ップは、初期の圧力Ｐ１（一般的に大気圧）でツールに設置、または形成される。該ツー
ル、および硬化されていないプリプレグは、その後ツール設定温度Ｔｓで加熱プレスに設
置され、金型温度が最終的に加熱プレスの温度Ｔｓと平衡に達するまで、金型温度（およ
び、従ってレイアップ温度）を増加する結果となる。ツールの温度がＴｉからＴｓへ増加
する時、加熱プレス圧力はｔ＝０からｔ＝ｔ１についてＰ１に保たれる。ｔ＝ｔ１の時点
において、加熱プレス圧力は、ｔ＝ｔ２、Ｐ＝Ｐ２であるように、Ｐ１からＰ２へ傾斜さ
れる。ＴｉとＴｓとの間において、ツールおよびレイアップの温度の増加は、連続的であ
る。温度と圧力の変化の例示的な比率は、ｔ１までΔＴ約３０～６０℃／分、ｔ１からｔ

２までΔＰ約５０ｐｓｉ／分である。
【００５７】
　金型温度がＴｉからＴｓに上昇する場合、樹脂の架橋のため、粘度が再度上昇する前に
、樹脂の粘度はまず、最小値まで減少する（図１０Ｂ）。ｔ１の時点で、樹脂は、相対的
に容易に流れる。この増加した流れは、特に、ツールの圧力が上がる場合、樹脂の高い損
失をもたらす。また、この段階で上昇したツールの圧力は、さらに樹脂の撹拌型の流れ等
の他の望ましくない効果を引き起こす。従って、ツールの圧力は、ｔ１で、およびｔ１周
辺で相対的に低く維持されるべきである（図１０Ｃを参照）。ｔ１時点後、樹脂の架橋結
合は、開始され、進行し、樹脂粘度の進行性上昇を生じるため（図１０Ｂ）、ツールの圧
力は、適切かつ連続的（であるとは言っても制御された）樹脂の流れを可能にするために
（および促進するために）、ｔ１からｔ２の期間に徐々に増加することが望ましい。圧力
を増加する割合は、樹脂粘度の急激増加の終点の少し前に最大圧力Ｐ２に達するために十
分であるべきである。さらに、ｔ１からｔ２の望ましい変化率は、ΔＰ約５０ｐｓｉ／分
である。ｔ２の時点で、樹脂粘度は、最大値の約８０％であることが望ましい。
【００５８】
　硬化は、ｔ２の時点後、継続し、相対的に定温Ｔｓおよび定圧Ｐ２のスケジュールに従
う。樹脂粘度は、硬化段階中、いくつかの継続的な増加（一般に、最大値の約９０％まで
）を示すことに留意する。この硬化（また、「プレキュア」と称される）は、該樹脂が（
樹脂が最大粘度を示す）「完全硬化」状態にまだ達していない場合があるが、構成要素が
十分な剛性（最大値の約９０％）および取り扱いの強度およびツールからの除去を有する
と見なされる時点ｔ３で終了する。次に、後処理のステップが典型的に行われ、バッチ加
熱モードまたはその他の適した方法において、構成材が「完全硬化」に達する。
【００５９】
　従って、この特定の過程の重要なパラメータは、（ａ）Ｔｓ、製造者の取扱説明書に従
い実施される、ツール設定温度（または一般に、樹脂硬化温度）；（ｂ）Ｔｉ、初期金型
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温度、大抵、ＴｉとＴｓとの間で十分な期間（ｔ２）に生産効率を提供することができる
Ｔｓ（oＦまたは℃における）の約５０％で設定；（ｃ）Ｐ１、一般に大気圧よりも若干
高く、構成要素の形状を維持するのに十分であるが、樹脂を「押し出す」のに十分でない
、例えば、２０～５０ｐｓｉｇである、初期圧力；（ｄ）Ｐ２、構成要素の寸法精度を保
証するために十分に高い、例えば、２００～３００ｐｓｉｇである、最終圧力；（ｅ）ｔ

１、樹脂が最小粘度および樹脂特性の機能を示し、レイアップの第１形成後、ほとんどの
樹脂に関して、一般に５～１０分の実験により決定される時間；（ｆ）ｔ２、樹脂粘度が
最小値から最大粘度（すなわち、完全硬化された樹脂の粘度）の約８０％までに増加する
、ツールがＴｓに到達する瞬間に関連して現れる、最大圧力時間、または、ｔ１からの時
間遅延；および（ｇ）ｔ３、構成要素が取り扱い強度に達し、樹脂粘度が最大値の約９０
％である、プレキュアの終了時間である。
【００６０】
　また、この過程の多くの変形を設計することができ、同様に機能させてもよい。特に、
上記に記載の７つのすべてのパラメータは、具体的な量の代わりに範囲に関して表すこと
ができる。この意図において、処理パラメータを以下のように表すことができる（図１１
Ａ～図１１Ｃを参照）：
 
              Ｔｓ：望ましい樹脂硬化温度±ΔＴ（ΔＴ＝２０、５０、７５oＦである
場合）
              Ｔｉ：初期金型温度（またはＴｓ／２）±ΔＴ
              Ｐ１：０～１００ｐｓｉｇ±ΔＰ（ΔＰ＝５、１０、１５、２５、３５、
５０ｐｓｉの場合）
              Ｐ２：２００～５００ｐｓｉｇ±ΔＰ
              ｔ１：ｔ（最小値±Δｘ粘度）±Δｔ（Δｘ＝１、２、５、１０、２５％
およびΔｔ＝１、２、５、１０分の場合）
              ｔ２：ｔ（８０％±Δｘ最大粘度）±Δｔ
              ｔ３：ｔ（９０％±Δｘ最大粘度）±Δｔ
              
　完全硬化に達した後、部品は、クラブヘッド上のフェースプレートとして使用するため
の部品の特定の寸法、形状、輪郭等を達成する製造技術（機械加工、形成等）に従う。従
来のＣＮＣトリミングは、完全に硬化したレイアップの犠牲部分（例えば、図９のライン
６４を取り囲む部分）を除去するために使用することができる。しかしながら、該ツール
は部分に対する切断横力を適用するため（部分の周辺縁部に対して）、このようなトリミ
ングはそのプライから繊維、またはその部分を引き抜き、および／または部分の周辺縁部
で水平亀裂を誘発することが分かっている。これらの欠陥は、部分の早期層間剥離および
／または他の欠陥を生じる可能性がある。
【００６１】
　ある実施形態において、完全に硬化したレイアップの犠牲部分は、水ジェット切断によ
って除去される。水ジェット切断において、切断力は、プリプレグプライに対して垂直方
向で（レイアップの正裏面に垂直な方向で）適用され、亀裂および繊維の引き抜きの発生
を最小限にする。このため、水ジェット切断は、その部分の全体的な耐久性を増大するた
めに使用することができる。
【００６２】
　上記に記載されるように、複合フェースプレートの少なくとも一部分の加工から得られ
る潜在的質量「貯蓄」は、例えば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ等のチタン合金から形成された２
．７－ｍｍの厚さのフェースプレートに対して約１０～３０ｇ以上である。具体例におい
て、例えば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ等のチタン合金から形成された２．７－ｍｍの厚さのフ
ェースプレートに対して約１５ｇの質量貯蓄を実現することができる。上記のように、こ
の質量は、要望通り、クラブのその他のエリアに割り当てることができる。
【００６３】
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　図１２は、複合部４０を形成するために使用することができる簡易化したレイアップ７
８の一部を示す（図２～図４）。本実施例において、レイアップ７８は、複数のプリプレ
グパネル（例えば、パネル５２ａ～５２ｋ）およびプリプレグストリップ８２の１つ以上
のクラスター８０を含む。例示されたクラスター８０は、十字パターンに配置された同等
の幅から成る４つのストリップ８２のみを含み、該クラスターの中心から角度的に互いに
離間する、または扇形に広がる。図は、１つのみのクラスター８０を示すが、レイアップ
は、複数のクラスター８０（例えば、１～１２のクラスター、特定の実施形態において、
７つのクラスターを有する）を含むことが望ましい。それぞれのクラスターは、レイアッ
プの減少した厚みのある周辺部分を形成するために、上記に記載の近接するクラスターの
ストリップを有する１つのクラスターのストリップ間で角度的なずれを提供するために近
接するクラスターに対して回転する、または角度的にずれる。
【００６４】
　従って、記載の実施形態はさらに、スィートスポットで突出または円錐状を有するフェ
ースプレートを提供する。しかしながら、様々なその他の断面形状は、レイアップ内でプ
リプレグストリップの選択的な設置により達成することができる。例えば、図１３～図１
５は、クラブヘッド用のフェースプレートとして使用される複合要素９０（それ自体ある
いはポリマー層またはメタル外層との組み合わせ）を示す。複合要素９０は、前面９２、
裏面９４、および全体的に若干凸状の形状を有する。裏面９４は、中心のくぼみ９８に位
置する点９６を画定する。点９６は、フェースプレートのスィートスポットのほぼ中心を
示すが、フェースプレートの中心とは限らず、くぼみ９８のほぼ中心に位置する。中心の
くぼみ９８は、本実施形態において、球形またはそうでなければ半径形状を有する「くぼ
み」であり（図１４および１５参照）、管状頂部１００により取り囲まれる。点９６で、
複合要素９０の厚みは、管状頂部１００の「上部」１０２よりも薄い。上部１０２は通常
、部品のうちで最も厚みのある部分である。上部１０２からの外部である、部品の厚みは
、頂部１００を取り囲む実質的に均一の厚みから成る末梢領域１０４を形成するために漸
減する。従って、中心のくぼみ９８および周辺の頂部１００は、「火山」を連想させる切
断面形状を有する。一般的に言えば、本形状の利点は、より薄い中央領域がより大きなス
ィートスポット、およびより「寛容的」なクラブヘッドを提供するために効果的である。
【００６５】
　図１６は、複合要素９０を加工するために使用することができる複数のプリプレグプラ
イのレイアップ１１０の正面図である。図１７は、レイアップ１１０を形成するいくつか
のプリプレグ層の分解図を示す。図のように、該レイアップ１１０は、プリプレグ材複数
のパネル１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃおよびセット、またはパネル間に配置されるプリ
プレグストリップのクラスター１１４ａ、１１４ｂ、１１４ｃを含む。パネル１１２ａ～
１１２ｃは、１つ以上のプリプレグプライから形成することができ上記に記載の方法にお
いて、＋４５度、０度、－４５度、および９０度のそれぞれの繊維配向を有する４つのプ
ライを含むことが望ましい。図１６および図１７におけるライン１１８は、複合構成材９
０の輪郭を示し、ライン１１８を取り囲む部分は、犠牲部分である。レイアップ１１０が
硬化されると、ライン１１８を取り囲む犠牲部分は、構成材９０を形成するために除去す
ることができる。
【００６６】
　本実施形態において、それぞれのクラスター１１４ａ～１１４ｃは、特定の形状におい
て配置された４つの十字ストリップ１１６を含む。例示された実施形態において、第１の
クラスター１１４ａのストリップは、パネル１１２ａの中心に配置される平行四辺形を形
成するために配置される。また、第２のクラスター１１４ｂのストリップは、パネル１１
２ｂの中心に配置される平行四辺形を形成するために配置され、第１のクラスター１１４
ａに対して９０度回転する。第３のクラスター１１４ｃのストリップは、パネル１１２ｃ
の中心に配置される長方形を形成するために配置される。レイアップに積み重ねられる場
合、図１６に最良に示されるように、クラスター１１４ａ～１１４ｃのストリップ１１６
は、管状頂部１００に対応する増加した厚みの楕円形の管状エリアを集合的に形成するた
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めに互いに積み重ねられる（図１４）。従って、完全に形成したレイアップは、中心のく
ぼみおよびストリップクラスター１１４ａ～１１４ｃの積重ねにより集合的に形成された
増加した厚みの周辺の管状頂部を有する裏面を有する。追加のパネル１１２ａ～１１２ｃ
およびストリップクラスター１１４ａ～１１４ｃは、所望の厚み形状を達成するためにレ
イアップに追加されてもよい。
【００６７】
　それぞれのクラスターにおいて、ストリップ数は異なり、同一の形状を形成することが
できることを理解されるであろう。例えば、別の実施形態において、クラスター１１４ａ
～１１４ｃは、隣接パネル１１２間で互いに直接隣接して積み重ねる（すなわち、１２の
ストリップ１１６から成る１つのクラスターを効果的に形成する）ことができる。
【００６８】
　レイアップ１１０は、上記に記載されるように、網形状部分を形成するために、レイア
ップの犠牲部分（完成部品を示す図１６のライン１１８を取り囲む部分）を除去するため
に硬化および除去してもよい。前述の実施形態において、それぞれのストリップ１１６は
、繊維の遊離端は部品の周辺端部に位置するように、複合要素９０にわたって連続的に延
在するための十分な長さから成る。本方法において、網形状部分は、いかなる空洞がない
、または極小の空洞率（例えば、容量で約１．７ｘ１０－６％以下）で形成でき、プリプ
レグ材から成るそれぞれの層において、真っ直ぐな繊維を有することができる。
【００６９】
　上記のように、いかなる様々な切断面形状は、所定の方法でプリプレグ材のストリップ
を配置することにより達成することができる。本明細書に記載の技法により形成すること
ができるその他のフェースプレート形状の例は、米国特許番号第６，８００，０３８号、
第６，８２４，４７５号、第６，９０４，６６３号、第７，０６６，８３２号に開示され
、参照することによってすべて本明細書に組み込まれる。
【００７０】
　上記のように、フェースプレート１２（図１）は、複合プレートおよび複合プレートの
前面を覆う金属キャップを含むことができる。例えば、図１８に示される部分図において
、フェースプレート１２は、打撃表面１３を形成するために、複合フェースプレート４０
上に形成され、または設置された金属「キャップ」１３０を備える、その実施形態を示す
。キャップ１３０は、複合フェースプレート４０の周辺端部１３４を覆う周辺縁部１３２
を含む。縁部１３２は、連続的または不連続的であり得、後に複数のセグメントを備える
（図示せず）。
【００７１】
　金属キャップ１３０は、適した接着１３６、例えば、エポキシ樹脂、ポリウレタン、ま
たはフィルム接着剤等を使用して複合プレート４０に接合する。接着剤１３６は、キャッ
プ１３０と複合プレート４０との間の空隙を完全に埋めるために適用される（この空隙は
、大抵、約０．０５～０．２ｍｍであり、望ましくは約０．１ｍｍ未満である）。フェー
スプレート１２は、適した接着剤１３８、例えば、エポキシ樹脂接着剤等を使用して、ボ
ディ１４に接合されることが望ましく、フェース支持部１８の縁部１３２と隣接周囲面１
４０との空隙、および複合プレート４０の裏面とフェース支持部１８の隣接周囲面１４２
との空隙を完全に埋める。
【００７２】
　キャップ１３０のための特に望ましい金属は、チタン合金、例えば、ボディを加工する
ために使用される合金等（例えば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）である。チタン合金で作製され
るキャップ１３０のために、チタニウムの厚みは、望ましくは、約１ｍｍ未満であり、さ
らに望ましくは、約０．３ｍｍ未満である。候補チタン合金は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖに限
定されず、合金の主要成分金属は、Ｔｉに限定されない。その他の物質またはＴｉ合金を
要望通り、使用することができる。例は、工業用純（ＣＰ）グレードのＴｉ、アルミニウ
ムおよびアルミニウム合金、マグネシウムおよびマグネシウム合金、並びに合金鋼を含む
。
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【００７３】
　表面粗度は、複合プレート４０（特に、クラブヘッドのボディ、および／または金属キ
ャップ１３０に接着して接合されるいかなる表面に）に与えることができる。第１の方法
において、凹凸形状のフィルムの一層は、フィルムを硬化する前に、複合プレート４０上
に置かれる（例えば、上記に論じられる「上部」および／または「下部」層）。このよう
な凹凸形状のフィルムの例は、通常、ナイロン繊維である。接着剤１３６、１３８を硬化
する条件では、通常、ナイロン繊維を劣化しないため、ナイロン繊維は、複合プレートの
表面にナイロン繊維の表面トポグラフィーをインプリンティングするために容易に使用さ
れる。このような表面粗度をインプリンティングすることにより、ウレタン、またはエポ
キシ樹脂接着剤、例えば、３Ｍ（登録商標）ＤＰ４６０等を複合プレートの表面に接着さ
せ、金属面への接着、例えば、チタン合金鋳造体等と比較して改善されている。
【００７４】
　第２の方法において、テクスチャは、複合プレート４０を形成するために使用されるツ
ールの表面に組み込むことができ、それにより、凹凸形状のエリアを正確かつ自動的に制
御することが可能になる。例えば、鋳造ボディに接続される複合プレートを有する実施形
態において、テクスチャは、せん断および剥離が欠陥の主要なモードである表面上に位置
することができる。
【００７５】
　図１９は、図１９の実施形態とは１つ異なる、図１８に示されるものと類似した実施形
態を示し、フェースプレート１２は、打撃面１３を形成する複合プレート４０の前面上の
ポリマー外層、またはキャップ、１５０を含む。外層１５０は、複合プレート４０の少な
くとも全前面を完全に覆うことが望ましい。フェースプレート上の外層に使用することが
できるのに適したポリマーの一覧を下記に提供する。特に望ましいポリマーは、ウレタン
である。ウレタンから作製される外層１５０、層の厚みは、約０．２ｍｍから約１．２ｍ
ｍであり、具体例では、約０．４ｍｍを有する。図のように、該フェースプレート１２は
、フェース支持部１８の周辺端部１３４と隣接周囲面１４０との空隙および複合プレート
４０の裏面とフェース支持部１８の隣接周囲面１４２との空隙を完全に埋める接着剤１３
８により、フェース支持部１８に接着して固定することができる。
【００７６】
　上記に記載の複合フェースプレートは、従来のクラブヘッド上の典型的なフェースプレ
ートを有する共押し出し（寸法、エリア、および形状）である必要はない。あるいは、主
複合フェースプレートは、実物大のフェースプレートの一部、例えば、「スィートスポッ
ト」のエリア等であり得る。このような複合フェースプレートの両方は一般に、本明細書
で「フェースプレート」と称される。さらに、該複合プレート４０自体（複合プレート上
に接合または形成される物質の追加の層なしに）は、フェースプレート１２として使用す
ることができる。
実施例１
　本実施例において、多くの複合ストライクプレートを、図２～図９に関連して上記に記
載のストリップ法を使用して形成した。類似の形状を有する多くの打撃プレートを、上記
に記載の部分プライ法を使用して形成した。各バッチの５つのプレートを区切り、光学的
に空隙を検査した。下表１は、検査した部分の収率を記録したものである。収率は、いか
なる空隙をも含まない製造部分の割合である。以下のように、該ストリップ法は、該部分
プライ法よりも空隙のない部分のより大きい収率を得た。各バッチの残りの部品は、その
後、５０ｍ／秒のボール速度で、部品が３６００回の衝撃を受ける耐久試験を受けた。表
１に示されるように、ストリップ法により製造された部品は、部分プライ法により製造さ
れた部品よりも３６００回の衝撃に耐えた部品の割合がより高かった（７２．７３％に対
して５２％）。表１はまた、耐久試験中、測定された平均特性時間（ＣＴ）（打撃プレー
トを有するボール接触時間）を示す。
【００７７】
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【表１】

@0001
【００７８】
実施例２
　本実施例において、多くの複合ストライクプレートを、図２～図９に関連して上記に記
載のストリップ法を使用して形成した。類似の形状を有する多くの打撃プレートを、上記
の部分プライ法を使用して形成した。各バッチの５つのプレートを区切り、光学的に空隙
を検査した。下表２は、両方の方法により形成された部品の収率を記録したものである。
実施例１のように、該ストリップ法は、該部分プライ法よりも空隙のない部品について、
より大きい収率を得た。（９０％に対して７０％）。各バッチの残りの部品は、その後、
４２ｍ／秒のボール速度で部品が３６００回の衝撃を受ける耐久試験を受けた。この低速
度で試験したすべての部品は、３６００回の衝撃に耐えた。
【００７９】

【表２】

@0002
【００８０】
　上記に記載の方法は、従来技術の方法により製造された複合構成材と比較して、該方法
により製造されたフェースプレートおよびその他のクラブヘッドの構成材の改良された構
造的完全性を提供する。これらの方法は、皆無かそれに近い処理パラメータの変更で、ア
イアン、ウェッジ、パター、フェアウェイウッド等（に限定されない）、様々なクラブの
種類のためのフェースプレートを加工するために使用することができる。
【００８１】
　主題の方法は、フェースプレートがゴルフクラブヘッドで最も大きく荷重を支持する構
成要素であるため、フェースプレートを製造するために、特に有利である。必要に応じて
、従来の（および一般により費用のかからない）複合処理技術（例えば、ブラダー成形等
）をこのような大きい荷重に影響を受けないクラブヘッドのその他の部品を作製するため
に使用することができる。
【００８２】
　さらに、本明細書に記載の複合部品を加工するための方法は、様々なその他の種類の複
合部品、特に、耐衝撃性荷重および／または繰り返し荷重に影響を受けやすい部品を作製
するために使用できる。このような部品のいくつかの例は、２～３例を挙げると、ホッケ
ー用スティック（例えば、スティックのブレード）、自転車のフレーム、野球用バット、
およびテニスラケットを含むが、これらに限定されない。
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【００８３】
実施例３
　図１８～図１９に示されるように、金属カバーは、ゴルフクラブ打撃プレートが耐摩耗
性の傾向がある複合フェースプレートおよび金属打撃面を含むように、提供することがで
きる。典型的な金属カバー１６０を図２０～図２３に詳細に例示する。図２０に関して、
金属カバー１６０は、中央打撃領域１６２、および白色塗料等の対照的な顔料または塗料
で一般的に塗りつぶされる金属カバーのそれぞれのくぼみ、へこみ、または溝と関連する
複数の対照的なスコアライン１６４ａ～１６４ｊを含む打撃面１６１を提供する。スコア
ラインは一般に、軸に沿ってトウからヒール方向に平行に延在する。典型的な例において
、スコアラインは約６ｍｍから１４ｍｍの長さを有し、スコアラインの長さはゴルフクラ
ブクラウンに向かって大きくなる。該スコアラインは、上から下の方向で、約６～７ｍｍ
の間隔だけ離間している。図２０の配置は一例であり、その他の配置を使用することがで
きる。
【００８４】
　金属カバー１６０は一般に、チタン合金またはその他の金属、例えば上記に記載のもの
から作製され、クラブの性能を制御するために提供されるバルジおよびロール湾曲部に対
してバルジ／ロール中央領域１６６を有する。バルジ／ロール湾曲部に対する湾曲のセン
ター部は、バルジ／ロールセンター部１６６で、打撃面１６１に対して垂直である軸上に
位置する。本実施例において、スコアライン１６４ａ～１６４ｊの最内端部は、バルジ／
ロールセンター部１６６の中心である、直径約４０～５０ｍｍを有する円の円周に沿って
位置する。図２１の断面図に示されるように、湾曲部の「ロール」の半径（湾曲部の上か
ら下までの半径）は、約３００ｍｍであり、バルジ／ロールセンター部に対して対称であ
る。図２２の断面図に示されるように、湾曲部の「バルジ」の半径（湾曲部のトウからヒ
ールまでの半径）は、約４１０ｍｍであり、バルジ／ロールセンター部１６６に対して対
称である。バルジおよびロール湾曲部は、球形または円形湾曲部であり得るが、楕円形、
卵形、またはその他の湾曲等のその他の湾曲部を提供され得る。本実施例において、縁部
１６８を備え、金属カバー１６０に接着される複合フェースプレートの端部を少なくとも
部分的に覆うことを目的とする。
【００８５】
　打撃領域１６２は、サンドブラスティング、ビードブラスティング、サンディング、ま
たはその他の研磨法、または機械加工またはその他の処理過程により、粗面化することが
できる。スコアライン１６４ａ～１６４ｊは、所望の打撃領域１６２の外部に位置し、一
般に視覚的配置のために提供され、一般にボールの軌道の一因とならない。典型的なスコ
アライン１６４ａの断面を図２３に示す（塗料またはその他の色素は示さず）。スコアラ
イン１６４ａは、カバー１６０の溝として提供され、遷移部１７０、１７４および底部１
７２を含む。薄カバープレート（厚み約１．０ｍｍ、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ、または０
．２ｍｍ未満）のために、スコアライン１６４ａを選択したカバープレート材のシート対
応して成形された道具を押圧することにより形成することができる。また、カバー１６０
に対する全湾曲部を、カバー１６０に適用される複合フェースプレート等のフェースプレ
ートのバルジおよびロールに基づいた同様の方法で提供することができる。一般的なカバ
ーの厚みに対して、凹凸のあるスコアラインは、カバー１６０の裏面１７６上の対応して
突出した外観と関連する。本例において、スコアライン１６４ａは、約０．３０ｍｍの厚
みＴを有するカバーにおいて約０．０７ｍｍの深さＤを有する。底部１７２の幅ＷＢは、
約０．２９ｍｍであり、全凹凸の幅ＷＧは、約０．９０ｍｍである。遷移部１７０、１７
４は、それぞれ約０．４０ｍｍおよび０．３０ｍｍの曲率半径を有する、内および外半径
領域１８１、１８５および１８０、１８４をそれぞれ有する。
【００８６】
　その他の例において、カバーは、厚み約０．１０ｍｍから１．０ｍｍ、厚み約０．２ｍ
ｍから０．８ｍｍ、または厚み約０．３ｍｍから０．５ｍｍであり得る。溝の深さ約０．
０２ｍｍから０．１２ｍｍ、または約０．０６ｍｍから０．１０ｍｍは一般にスコアライ
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ンの定義として好ましい。スコアラインを有する耐衝撃性のあるカバープレートは一般に
、Ｄ／Ｔ比率が約０．４、０．３、０．２５、または０．２０未満であるように、スコア
ラインの深さＤおよびカバープレートの厚みＴを有する。ＷＢ／Ｔ比率は一般に、約０．
５から１．５、０．７５から１．２５、または０．９から１．１である。ＷＧ／Ｔ比率は
一般に、約１から５、２から４、または２．５から３．５である。遷移領域の曲率半径Ｒ
とカバーの厚みＴとの比率は一般に、約０．５から１．５、０．６７から１．３３、また
は０．７５から１．３３である。一般的な溝の深さに基づいてスコアラインを提供するこ
とが適当であるが、単一カバー上のスコアラインは、１つ以上の深さの溝に基づくもので
あってもよい。
【００８７】
　ウッドタイプゴルフクラブに対して、衝突部分は、従来のウッドゴルフクラブに使用さ
れる挿入部と関連がある領域に基づく。アイアンに対して、衝突部分は、垂直中心線のい
ずれの側上の２０ｍｍ以内の打撃表面部分であるが、打撃面の上下部でストリップの幅６
．３５ｍｍを含まない。ウッドタイプゴルフクラブに対して、スコアラインは一般に衝撃
領域の外側に位置するように、カバーに提供される。スコアラインを有する開示したカバ
ーは、ウッドあるいはアイアンタイプのゴルフクラブの衝撃領域の有無に関わらず、配置
のために十分に頑強である。
【００８８】
　カバーは一般に、スコアライン溝の必要な配置を含むバルジ／ロール領域を有するため
に処理が行われる一枚のカバーストックから形成される。形成されたカバーストックはそ
の後、所望のフェースプレートに適合させるために調整され、接着剤でフェースプレート
を接着させる。概して、接着層は、カバーとフェースプレートとの間に位置し、該カバー
およびフェースプレートは、適した厚みの接着層を形成するように共に押し付けられる。
一般的な接着に対して、層の厚みは、約０．０５ｍｍから０．１０ｍｍであることが好ま
しい。適した層の厚みに達すると、該接着は、硬化または凝固させることができる。場合
によっては、該カバーは、フェースプレートの外周を覆うためにカバーリップまたは縁部
を含む。スコアライン溝は一般に、打撃面の残りの部分と対照させる色の塗料で塗り込ま
れる。
【００８９】
　スコアラインは、最終製品に特定の外観を実現させるために提供されるが、スコアライ
ンを画定するために使用される溝はまた、接着の厚みを制御するために役立つ。カバープ
レートおよびフェースプレートは、接着作業で共に押し付けられるので、溝と関連がある
裏面突出は、フェースプレートに接近する傾向があり、従って、接着層の厚みを制限する
。従って、溝の深さは、打撃フェース上に塗料またはその他の色素を確保するために選択
することができるだけでなく、好ましい接着層の厚みに基づいて選択することができる。
いくつかの例において、カバープレートにある溝の突出した特徴は、接着層の厚みを設定
する場合、フェースプレート表面から約０．１０ｍｍ、０．０５ｍｍ、０．０３ｍｍ、お
よび０．０１ｍｍ未満の距離に位置する。
【００９０】
　その他の例において、図２０～図２３に示される凹凸ベースのスコアラインは、穴を開
ける、機械加工される、エッチング加工される、またはカバープレートシートに形成され
る溝と置換することができる。溝は一般に、凹凸のあるプレートに基づいた接着作業が一
般に、打撃面へ移行する接着と関連がないことが好ましい。さらに、くぼんだ金属カバー
で作製された打撃プレートは、機械加工または穴を開けられたカバープレートよりも長期
使用において、さらに安定する傾向がある。打撃面上のスコアラインまたは溝の位置に加
えて、スコアラインまたは凹凸のある寸法（長さ、深さ、および遷移領域の寸法および湾
曲）は、選択されたカバー材またはカバー材の厚みに基づいて選択することが好ましい。
製造方法（パンチング、機械加工等）は、完成した打撃プレートに対し、例えば、試験対
象の打撃プレートでクラブヘッドを形成し、クラブヘッドで３０００ショットをすること
により、３０００ショットと関連がある力を与える衝撃耐久試験下で、摩耗を示す確率が
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いつもより高いカバープレートを製造する傾向がある。そのような試験において、劣化す
ることなく順調に機能するカバーは、耐衝撃性のあるカバープレートとして参照される。
【００９１】
　変化した実施形態において、カバーは、打撃領域周辺に位置した複数のスロットを含む
。好ましく色づけされた接着は、接着部がスロットで満たされ、打撃プレート表面上に可
視的方向ガイドを提供するために、スロットを通して目立つように、フェースプレートに
カバー層を固定するために使用することができる。
実施例４
　ポリマーまたはその他の表面コーティングまたは表面層は、従来のアイアンおよび金属
タイプのウッドから成るものと同様の性能を提供するために、複合またはその他のフェー
スプレートに提供することができる。このような表面層、このような層を形成する方法、
およびこのような層のための特性化パラメータを下記に記載する。
表面テクスチャおよび粗度
　表面テクスチャまたは粗度は、表面上の位置の機能として、表面形状、すなわち、表面
の高さに基づいて都合よく特徴付けられる。表面形状は一般に、表面をわたって変換され
るスタイラスを有する試料表面を問走査することにより得られる。位置の機能としてスタ
イラスの偏差は、表面形状を得るために記録される。その他の例において、表面形状は、
その他の接触または非接触測定に基づいて、例えば、光学的測定等を使用して、得ること
ができる。この方法において得られた表面形状は、大抵、「ｒａｗ」形状と称する。ある
いは、ゴルフクラブの打撃面のための表面形状は、湿潤条件下で表面を打撃される場合に
得られるショット特性に基づいて、機能的に評価することができる。
【００９２】
　便宜上、制御層は、雨降りおよび乾燥のプレー条件下で、ショットが一貫性のあるよう
に構成される、打撃面カバー層として画定される。一般に、十分な粗度または凹凸形状の
打撃面（またはその他の制御表面）は、約７５ｍｐｈから１２０ｍｐｈのクラブヘッド速
度で打撃する場合、湿潤状態下で少なくとも約２０００ｒｐｍ、２５００ｒｐｍ、３００
０ｒｐｍ、または３５００ｒｐｍのボールスピンを提供する。従って、このような制御表
面は、従来のメタルウッドで得られるものと実質的に同一であるショット特性を提供する
。このような制御表面のために表面粗度特性に基づいたスタイラスまたはその他の測定は
、下記の詳細に記載される。
【００９３】
　表面形状は一般に、平面性から表面の漸減を除去するために処理が行われる。例えば、
ウッドタイプゴルフクラブの打撃面は一般に、ボールの軌道を改善するためにトウからヒ
ール、およびクラウンからソールの若干の湾曲部を有し、打撃面または打撃面上のカバー
層「未処理」の表面形状は、これらの湾曲部と関連がある寄与を除去するために処理を行
うことができる。また、その他の低速な寄与（すなわち、低い空間周波数を有するもの）
をこのような処置を行うことにより除去することができる。一般に、約１ｍｍ以上の大き
さの特徴（または約１／ｍｍ未満の空間周波数）は、水平またはその他の軸についてボー
ルスピンへのこれらの特徴の貢献が比較的小さい傾向がある場合、処理を行うことにより
除去することができる。粗（未処理の）形状を高または低い空間周波数を強化または抑圧
するために空間的にろ過することができる。このようなろ過は、様々な標準、例えば、Ｄ
ＩＮまたはその他の標準等に一致するためのいくつかの測定において必要とされ得る。こ
のろ過は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実行するために構成されるプロセッサを使用し
て行うことができる。
【００９４】
　一般に、パターニングされた粗度またはテクスチャは、打撃面の相当の部分または少な
くとも衝撃エリアに適用される。ウッドタイプゴルフクラブに対して、衝突部分は、従来
のウッドゴルフクラブに使用される挿入部と関連がある領域に基づく。アイアンに対して
、衝突部分は、垂直中心線のいずれの側上の２０ｍｍ以内の打撃表面部分であるが、打撃
面の上下部でストリップの幅６．３５ｍｍを含まない。一般に、このようなパターニング
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された粗度は、全打撃面にわたって延在する必要がなく、打撃面の外周に延在しない中央
領域内にのみ提供することができる。一般的に、中空メタルウッドに関して、打撃面の外
周で少なくとも打撃面のいくつかの部分は、ヘッドボディへの打撃プレートの接着に適し
たエリアを提供するために、パターニングされた粗度を欠く。
【００９５】
　打撃面粗度は、様々なパラメータに基づいて特徴付けられる。上記で述べたように、除
去された打撃面および表面湾曲部のサンプリングの長さにわたり表面形状を得る。算術平
均Ｒａは、表面のサンプリングの長さにわたる平均線からの形状偏差値の絶対値の平均値
と定義される。平均線から、偏差値Ｙｉの平均値と関連があるそれぞれのＮ表面サンプル
を含むサンプリングの長さにわたる表面形状に関して、算術平均Ｒａは、
【００９６】
【数１】

@0003
【００９７】
であり、式中、ｉは、整数ｉ＝１，・・・，Ｎである。サンプリングの長さは一般に、打
撃面の相当の部分またはすべてにわたって打撃面上の線に沿って延在するが、特に、様々
なサンプルの長さにわたって実質的に連続的特性を有するパターニングされた粗度に対し
て、より小さいサンプルを使用することができる。同様に、二次元表面形状を使用するこ
とができるが、一次元形状は一般に、十分かつ便利である。便宜上、この算術平均は、平
均表面粗度として本明細書で称される。
【００９８】
　また、表面形状は、形状要素の平均幅Ｓｍの逆数に基づいてさらに特徴付けられる。本
パラメータを１つ以上の標準、例えば、ドイツ標準化機構（ＤＩＮ）または国際標準化機
構（ＩＳＯ）等により示し、使用し、記載する。Ｓｍの値を解明するために、上限値（ピ
ークと関連がある上方の表面偏差値）および下限値（溝と関連がある下方の表面偏差値）
を画定する。一般に、上限値および下限値は、平均線よりも５％多い値および平均線より
も５％少ない値として画定されるが、その他の数値を使用することができる。上限値より
超える表面形状の突出部は、形状ピークと称され、得られたか現地よりも下回る突出部は
、形状溝と称される。形状要素の幅は、形状溝および隣接形状溝と交差するセグメントの
長さである。Ｓｍは、サンプリングの長さ内の形状要素の幅Ｓｍｉの平均である：
【００９９】
【数２】

@0004
【０１００】
便宜上、本平均は、平均表面特徴の幅として本明細書で称される。
　Ｓｍの決定において、以下の条件を一般に満たす：１）ピークおよび溝は、交互に現れ
る；２）形状要素の直前の平均線を有する形状の交差は、現在の形状要素の開始点であり
、過去の形状要素の終点である；および３）サンプリングの長さの開始点で、形状ピーク
あるいは形状溝のいずれかが欠落する場合、形状要素の幅は、考慮に入れない。Ｒｐｃは
、平均の幅Ｓｍの逆数として定義され、平均表面特徴頻度として本明細書で称される。
【０１０１】
　別の表面形状の特性は、形状サンプルがほぼ平均線に集中する範囲と関連がある表面形
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状クルトシスＫｕである。本明細書で使用される形状クルトシスＫｕは、
【０１０２】
【数３】

@0005
【０１０３】
として画定され、
式中、Ｒｑは、算術平均の平均線から形状偏差値の累乗の算術平均の平方根、すなわち、
【０１０４】
【数４】

@0006
【０１０５】
である。
　形状クルトシスは、表面特徴は先が尖った、または鋭い範囲と関連がある。例えば、三
角形の波形成形表面形状は、約０．７９のクルトシスを有し、正弦波表面形状は、約１．
５のクルトシスを有し、方形波表面形状は約１のクルトシスを有する。
【０１０６】
　表面粗度を特徴付けるために使用することができるその他のパラメータは、Ｒｚを含み
、最高のピークの高さの選択された平均値と最下の溝の深さの対応する数の平均値の合計
に基づく。
【０１０７】
　１つ以上の値または値の範囲は、表面クルトシスＫｕ、平均表面特徴の幅Ｓｍ、および
特定のゴルフクラブ打撃面に対する算術平均偏差値Ｒａ（平均表面粗度）に関して特定す
ることができる。優位の結果は一般に、

【数５】

@0007
および
【数６】

@0008
で得られる。
ウッドタイプクラブヘッド
　便宜的例示のために、このような打撃プレートのための打撃プレートおよびカバー層の
典型的な例をウッドタイプゴルフクラブに関して下記に説明する。その他の例において、
かかる打撃プレートは、アイアンタイプのゴルフクラブに使用することができる。いくつ
かの例において、フェースプレートカバー層は、成形過程において、フェースプレートの
表面上に形成されるが、その他の例において、表面層は、形成され、フェースプレートに
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固定されるキャップとして提供される。
【０１０８】
　図２４～図２７に例示されるように、典型的なウッドタイプ（すなわち、ドライバーま
たはフェアウェイウッド）ゴルフクラブヘッド２０５は、クラウン２１５、ソール２２０
、スカート２２５、打撃プレート２３０、およびホーゼル２３５により示されたホロウボ
ディ２１０を含む。打撃プレート２３０は、前面、またはゴルフボールに衝撃を与えるた
めに適合した打撃面２４０を画定する（図示せず）。ホーゼル２３５は、ゴルフクラブシ
ャフトを受け入れるために適合されるホーゼル内径２３７を画定する（図示せず）。ボデ
ィ２１０はさらに、ヒール部２４５、トウ部２５０、および背部２５５を含む。クラウン
２１５は、打撃面２４０の上から下の方向および最上部の背後から見る場合、クラブヘッ
ド周辺輪郭部２５７上に延在するクラブヘッド２０５の上部として画定する。ソール２２
０は、クラブヘッドの底からクラウン２１５までの距離のうちの約５０％から６０％で、
クラブヘッドの底から上向き方向に延在するクラブヘッド２０５の下部として画定する。
スカート２２５は、打撃面２４０を含まず、トウ部２５０から、背部２５５周辺、ヒール
部２４５までで、クラブヘッド周辺輪郭部２５７の直下に延在するクラウン２１５とソー
ル２２０との間のクラブヘッド２０５の側部として画定する。クラブヘッド２０５は、一
般に立法センチメートル（ｃｍ３）で測定され、クラブヘッド２０５の行程体積に匹敵す
る、体積を有する。
【０１０９】
　図２８～図２９を参照すると、クラブヘッドの座標軸は、クラブヘッドの重心（ＣＧ）
２８０に対して画定することができる。ＣＧｚ－軸２８５は、クラブヘッド２０５がアド
レス位置にあるとき、地面２９９に対して略垂直方向に、ＣＧ２８０を通って延在する。
ＣＧｘ－軸２９０は、ヒールからトウの方向（打撃面２４０に略平行）に、およびＣＧｚ

－軸２８５に略垂直であるＣＧ２８０を通って延在する。ＣＧｙ－軸９５は、前後方向に
、ＣＧｘ－軸２９０およびＣＧｚ－軸２８５に略垂直であるＣＧ２８０を通って延在する
。ＣＧｘ－軸２９０およびＣＧｙ－軸２９５の両方は、クラブヘッド２０５がアドレス位
置にあるとき、地面に対して略水平方向に延在する。本明細書に記載のポリマーコーティ
ングまたはキャップのついた打撃プレートは、本質量を使用してＣＧ２８０の設置を選択
することができるように、２～１５ｇの追加の分配可能質量を提供する。
【０１１０】
　また、クラブヘッドの基点座標系も使用することができる。図３０～図３１を参照にす
ると、クラブヘッドの基点２６０は、クラブヘッド２０５上に示される。クラブヘッドの
基点２６０は、打撃面２４０のほぼ幾何的中心（すなわち、ＵＳＧＡ「Ｐｒｏｃｅｄｕｒ
ｅ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ａ　Ｇｏｌ
ｆ　Ｃｌｕｂｈｅａｄ，」　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　２．０により定義されるように、打撃面
の高さおよび幅との中点の交差点）で位置付けられる。
【０１１１】
　ヘッドの基点２６０を有する、ヘッドの基点座標系は、３つの軸である、クラブヘッド
２０５がアドレス位置にあるとき、地面１００に対して略垂直方向に、ヘッドの基点２６
０を通って延在するｚ－軸２６５；ヒールからトウの方向（打撃面２４０に略平行である
）、およびｚ－軸２６５と略垂直である、ヘッドの基点２６０を通って延在するｘ－軸２
７０；前後方向に、およびｘ－軸２７０およびｚ－軸２６５と略垂直である、ヘッドの基
点２６０を通って延在するｙ－軸２７５、とを含む。ｘ－軸２７０およびｙ－軸２７５の
両方は、クラブヘッド２０５がアドレス位置にあるとき、地面２９９に対して略水平方向
に延在する。ｘ－軸２７０は、基点２６０から、クラブヘッド２０５のトウ２５０に、正
の方向に延在する；ｙ－軸２７５は、基点２６０から、クラブヘッド２０５の裏部２５５
に向かって、正の方向に延在する；およびｚ－軸２６５は、基点２６０から、クラウン２
１５に向かって、正の方向に延在する。
【０１１２】
　一実施形態に従ってクラブヘッドにおいて、打撃プレートは、フェースプレートおよび
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カバー層を含む。さらに、いくつかの例において、フェースプレートの少なくとも一部分
は、硬化樹脂（例えば、エポキシ樹脂）に組み込まれた繊維性材料（例えば、グラファイ
トまたは炭素繊維）の複数のプライまたは層を含む、複合物から作製される。カバー層を
形成するために使用することができるのに適したポリマーの例は、ウレタン、ナイロン、
ＳＵＲＬＹＮイオノマー、またはその他の熱硬化性、熱可塑性、またはその他の材料を含
むが、これらに限定されない。カバー層は、下記に詳細に記載されるように、一般にパタ
ーンのある、粗い、および／または凹凸形状の表面である打撃面として画定する。複合物
に基づいた打撃プレートは、質量を再分布できるように、金属打撃プレートと比べると、
一般に約５ｇから２０ｇの質量低減を可能にする。
【０１１３】
　図３２～図３４に示される例において、打撃プレート３８０は、複数のプリプレグプラ
イまたは層から製造されるフェースプレート３８１を含み、クラブヘッドに使用される所
望の形状および大きさを有する。フェースプレート３８１は、前面３８２および裏面３４
４を有する。本実施例において、フェースプレート３８１は、若干凸状の形状、増加した
厚みの中央領域３４６、および中央領域３４６の周辺に延在する相対的に減少した厚みを
有する末梢領域３４８を有する。例示された実施例において、中央領域３４６は、中心点
３５０で最も厚みがある部分を有する裏面上に突出または円錐状であり、末梢領域３４８
に向かってすべての方向の点から徐々に先細りになる。中心点３５０は、打撃プレート３
８０の「スィートスポット」（最適打撃ゾーン）のほぼ中心を示すが、フェースプレート
３８１の幾何的中心であるとは限らない。より厚みのある中央領域３４８は、フェースプ
レート３８１の中央エリアに剛性を加え、フェースプレートをわたってさらに一貫した偏
向を提供するのに効果的である。ある実施形態において、まず、フェースプレート３８１
は、トリミングに続き、そうでなければ機械加工される複数のプリプレグプライの特大レ
イアップを形成することにより製造される。
【０１１４】
　図３３～図３４に示されるように、カバー層３６０をフェースプレート３８１の前面３
８２上に位置する。カバー層３６０は、フェースプレート３８１の前面３８２と一般に共
形され、接合される裏面３６２、および従来のクラブ構造で得られるものと類似する性能
を提供するためにショット特性を制御または選択するために、パターニングされた粗度を
提供する打撃面３６４を含む。カバー層３６０は、様々なポリマー、例えば、ＳＵＲＬＹ
Ｎイオノマー、ウレタン等から形成することができる。典型的なポリマーは、２００７年
３月１３日付けの米国特許出願第１１／６８５，３３５号、および２００７年５月３１日
付けの第１１／８０９，４３２号に開示され、参照により本明細書に組み込まれる。これ
らのポリマーは、ゴルフボールに関して論じられるが、本明細書に記載されるように、打
撃プレートに使用するのにも適している。いくつかの例において、カバー層３６０は、フ
ェースプレート３８１を形成するプリプレグプライで共に硬化することができる。その他
の例において、カバー層３６０は、別々に形成され、その後、フェースプレート３８１に
接合または接着される。カバー層３６２は、フェースプレート３８１に対して耐摩耗性ま
たは紫外線防護を提供する、または雨降りおよび乾燥条件の両方のプレー中、一貫性のあ
るショット特性を提供するパターニングされた打撃面を含むために選択することができる
。概して、表面凹凸形状および／またはパターニングは、金属打撃プレートを有する従来
のウッドクラブまたはメタルウッドタイプのクラブで達成したショット特性を実質的に重
複して行うために、設定される。耐摩耗性を強化するために、カバー層３６０のショア（
Ｓｈｏｒｅ）Ｄ硬度は、打撃面の実効硬度に少なくとも約７５、８０、または８５に適応
されたポリマー層を提供するのに十分であることが好ましい。典型的な例において、カバ
ー層３６０の厚みは、約０．１ｍｍ～３．０ｍｍ、０．１５ｍｍ～２．０ｍｍ、または０
．２ｍｍ～１．２ｍｍである。いくつかの例において、カバー層３６０は、約０．４ｍｍ
の厚さである。
【０１１５】
　クラブフェース硬度または打撃面硬度は一般に、クラブの打撃面への選択時間における
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標準サイズおよび／または形状のプローブの所定の浸透率、またはプローブに適応された
所定の力と関連がある浸透度を生成するために必要とされる力に基づいて測定される。こ
のような測定に基づいて、実効ショア（Ｓｈｏｒｅ）Ｄ硬度を推測することができる。本
明細書に記載のクラブフェースのために、ショア（Ｓｈｏｒｅ）Ｄ硬度の基準は便利であ
り、約７５から９０の実効ショア（Ｓｈｏｒｅ）Ｄ硬度を一般に得られる。一般に、測定
したショア（Ｓｈｏｒｅ）Ｄ値は、より長いプローブ露出に対して減少する。本明細書に
記載されるように、クラブフェース硬度は一般に、従来のウッドまたはメタルウッドタイ
プのゴルフクラブに実質的に類似するショット特性と関連があり得る実効硬度の推定値（
実効ショア（Ｓｈｏｒｅ）Ｄ値）を得るのに十分なプローブ浸透率に基づく。実効硬度は
一般に、フェースプレートおよびポリマー層の厚みおよび硬度により異なる。
【０１１６】
　図３５に示されるように、打撃プレート３１２は、打撃面３１３を形成するために、複
合フェースプレート３４０上に形成され、または設置されたカバー層３３０を備える。そ
の他の例において、カバー層３３０は、複合フェースプレート３４０の周辺端部３３４を
覆う周辺縁部を含むことができる。縁部３３２は、連続的または不連続的であり得、後に
複数のセグメントを備える（図示せず）。カバー層３３０は、適した接着３３６、例えば
、エポキシ樹脂、ポリウレタン、またはフィルム接着剤等を使用して複合プレート３４０
に接合する、またはそうでなければ固定することができる。接着３３６は、カバー層３３
０と複合プレート３４０との間の空隙を完全に埋めるために適用される（この空隙は、大
抵、約０．０５～０．２ｍｍであり、望ましくは約０．０５ｍｍ未満である）。一般的に
、カバー層３３０は、フェースプレート上に直接形成され、接着３３６を除外する。打撃
プレート３１２は、適した接着３３８、例えば、エポキシ樹脂接着剤等を使用して、クラ
ブボディ３１４に接合されることが望ましく、フェース支持部３１８の縁部３３２と隣接
周囲面３３８との空隙、および複合プレート３４０の裏面とフェース支持部３１８の隣接
周囲面３４２との空隙を完全に埋める。図３５の例において、カバー層３３０は、フェー
スプレート端部周辺に少なくとも部分的に延在するが、その他の例において、カバー層は
、フェースプレートの外表面のみに位置する。本明細書で使用されるように、フェースプ
レートの外表面は、通常のアドレス位置のボールに向かって向けられたフェースプレート
表面である。金属フェースプレートのみから成る従来の金属打撃プレートにおいて、外表
面は、打撃面である。
【０１１７】
　カバー層３３０等のカバー層は、様々な方法を使用して、フェースプレートに形成し、
固定することができる。一例において、カバー層の打撃面は、成形でパターニングされる
。選択された粗度パターンは、エッチング、機械加工、または鋳型表面に移動させる。該
鋳型表面は、その後、複合フェースプレートまたはその他のフェースプレートへのその後
の接着のためにカバー層の打撃面を成形するために使用される。このようなカバー層は、
接着剤でフェースプレートに接合することができる。あるいは、該鋳型は、複合部品上に
カバー層を直接形成するために使用することができる。例えば、熱可塑性材の一層（また
は小粒またはこのような材料の他の部分）は、フェースプレートの外表面、および熱可塑
性層上に粗度パターンを与えるために適した温度および圧力で、熱可塑性材およびフェー
スプレートに対して押圧した鋳型上に位置することができ、それにより、パターニング表
面でカバー層を形成する。別の例において、熱硬化性物質は、カバープレートの外表面上
、および適したカバー層の厚みを提供するために、熱硬化性物質およびフェースプレート
に対して押圧された鋳型上に置くことができる。フェースプレート、熱硬化性物質、およ
び鋳型は、その後、カバー層の形状および厚みを硬化する、そうでなければ固定するため
に、適した温度に上げられる。これらの方法は、例のみであるが、その他の方法は、様々
なカバー材に都合が良いように使用することができる。
【０１１８】
　別の方法において、いわゆる、「剥離プライ」繊維の一層は、複合フェースプレートの
外表面（好ましくは、フェースプレートを製造する場合）またはポリマーカバー層上の打
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いて、熱硬化性物質は、カバー層に使用される。いずれの種類の物質で、剥離プライ繊維
を除去してカバー層に（またはフェースプレートに）接合可能である。剥離プライ繊維は
、カバー層から除去され、凹凸形状の、または粗面化された打撃面から離れる。打撃面テ
クスチャは、従来のメタルウッドおよびアイアンに相当する表面特性に達するために、剥
離プライ繊維テクスチャ、繊維配向、および繊維の大きさに基づき、選択することができ
る。
【０１１９】
　処理に基づいた典型的な剥離プライ繊維を図４０～図４２に例示する。剥離プライ繊維
６０２の部分は正しい方向に置かれるため、該繊維内の織り繊維は、完成したクラブの最
終的な打撃プレートの幾何学的配置に基づいて、ｘ軸６０４およびｚ軸６０６に沿う。そ
の他の例において、異なる幾何学的配置を使用することができる。剥離プライ繊維の模様
は、縦糸および横糸の方向に沿って一般に同一でない、または同一であるとは限らず、い
くつかの例において、縦糸および横糸は、選択された方向に沿って優先的に整列される。
図４１に示されるように、得られる打撃プレート６１０は、凹凸形状の打撃面６１６を有
するフェースプレート６１２およびカバー層６１４を含む。凹凸形状の打撃面６１６の一
部分は、約０．２７ｍｍに分離され、約０．０３ｍｍの高さＨを有する、表面ピーク６１
８に基づいた表面の凹凸形状を例示するために、図４２に示される。図４０～図４２の例
において、カバー層６１０は約０．５ｍｍの厚さがある。
打撃面に基づいた剥離プライの典型的な表面形状を図４３～図４４に示す。図４３は、上
記にさらに詳細を記載するためのスタイラスベースの表面形状測定装置を使用して実施さ
れるトウからヒールの表面形状スキャンの一部である。相対的に、粗い形状部７０２は、
さらに緩やかな表面湾曲部に対応する形状部７０４により分離される。粗い形状部７０２
内の複数のピーク７０６は、個々の剥離プライの繊維ファイバーにより画定される特徴を
超えてスタイラスに対応するように思われる。平滑部７０４は、繊維方向に沿って画定さ
れる特徴に沿ってスタイラス走査に対応するように思われる。表面ピークは、約０．５ｍ
ｍの周期的分離および約２０～３０μｍの高さを有する。図４４は、上から下への方向で
あるが、図４３の走査に類似した一部である。相対的に、平滑および粗い領域が交互に起
こり、ピーク離間は、約０．６ｍｍであり、剥離層繊維の縦糸および横糸の繊維の離間が
異なるため、トウからヒールの方向のものよりも若干大きい。図４５は、剥離層繊維で形
成された打撃面の一部の写真である。
【０１２０】
　機械加工またはその他の鋳型に基づいた打撃プレート８１０の一例を図４６～図４８に
示す。本実施例において、打撃面８１６に提供された表面凹凸形状８１１は、図４６に示
されるようにｘ軸に沿って実質的にクラブおよびクラブヘッドに対して整列される。図４
７～図４８は、フェースプレート８１２上に位置しているカバー層８１４の表面として形
成される打撃面８１６のテクスチャ８１１を例示する。図４８に示されるように、カバー
層８１４は、約０．５ｍｍの厚さがあり、該テクスチャは、約０．３４ｍｍで分離され、
約４０μｍの深さがある、複数の溝８１８を含む。図４９は、約０．３４ｍｍの中心離間
の中心を有する突出を示す、典型的なポリマー表面のスタイラスベースの上から下の方向
の表面走査の一部を含む。
【０１２１】
　以下の表は、図４３～図４４および４９の走査と関連がある表面粗度のパラメータを要
約する。一般的な例において、測定された表面粗度は、約０．１μｍ、１μｍ、２μｍ、
または２．５μｍを超え、約２０μｍ、１０μｍ、５μｍ、４．５μｍ、または４μｍ未
満である。
【０１２２】
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【表３】

@0009
【０１２３】
　カバー層の打撃面は、図３６～図３９に例示されるいくつかの実施例の様々なその他の
粗度パターンを使用して提供することができる。一般的に、これらのパターンは、実質的
に全打撃面にわたって延在するが、いくつかの例示された実施例においてのみ、打撃面の
一部分を便宜的例示のために示す。図３６～図３７を参照すると、打撃プレート４０２は
、複合フェースプレート４０３およびカバー層４０４を含む。カバー層の打撃面４０９は
、２つの次元配列内に整列される複数のパターン特徴４１２を含むパターニングされたエ
リア４１０を含む。図３６～図３７に示されるように、パターン特徴４１２は、カバー層
４０４内に形成された長方形または正方形のへこみであり、ａ＋ｙ方向（すなわち、フェ
ースプレート４０３の外表面４１４に向かって内部）に沿って延在する。パターン特徴の
水平離間（ｘ軸４２０に沿う）は、ｄｘであり、垂直離間（ｚ軸４２２に沿う）は、ｄｚ
である。これらの離間は、同一であっても異なっていてもよく、特徴４１２は、内部また
は外部に向けることができ、正方形、円状、楕円形、多角形、卵形、またはｘｚ平面内の
その他の断面を有する柱またはくぼみであり得る。さらに、非対称の断面形状のために、
パターン特徴は、ｘ軸４２０およびｚ軸４２２に対して任意に整列させることができる。
該パターン特徴４１２は、規則的配列構造で位置することができるが、パターン特徴のそ
れぞれの幾何学的配置は、任意である、または該パターン特徴４１２は、ｘ軸４２０、ｚ
軸４２２、またはｘｚ平面内の別軸に沿って周期的に配置され得る。図３６に示されるよ
うに、複数のスコアライン４３０を提供し、高コントラストを提供するために、一般に着
色される。ｙ軸に沿うパターン特徴５１２の最大深度ｄｙは、約１０μｍ～１００μｍ、
約５μｍ～５０μｍ、または約２μｍ～２５μｍである。水平離間および垂直離間は一般
に、約０．０２５ｍｍ～０．５００ｍｍである。
【０１２４】
　パターン特徴４１２は、ｘｚ平面に垂直な１つ以上の平面（すなわち、垂直断面）内に
実質的に一定断面積を有してもよく、これらの垂直断面は、ｙ軸４２４に沿って、または
ｘ軸、ｙ軸、またはｚ軸に対して、断面の角度関数として異なり得る。例えば、円柱状突
出部は、外部に、内部に、またはｙ軸４２４に沿うその組み合わせを徐々に先細にする底
面を有することができ、ｙ軸４２４に対して傾斜することができる。
【０１２５】
　図３８～図３９に示される実施例において、カバー層５０４は、ｘ軸５２０およびｚ軸
５２２に対して傾斜する軸５１４に沿って周期的に位置する複数のパターン特徴５１２を
含む。該パターン特徴５１２は、一次元に周期的であるが、その他の例において、ｘおよ
びｚ軸に傾斜する（または配置される）、１つ以上の軸に沿って周期的なパターン特徴を
提供することができる。複数のスコアライン５３０を（一般にフェースプレート内に）提
供し、高コントラストを提供するために、色付けする。図３９に示されるように、該カバ
ー層５０４は、フェースプレート５０３に固定され、該パターン特徴５１２は、深さｄｙ
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を有する。
【０１２６】
　その他の例において、パターン特徴は、周期的、非周期的、または部分的に周期的、ま
たはランダムに位置することができる。パターン特徴と関連がある空間周波数は、異なり
得、パターン特徴の大きさおよび幾何的配置もまた異なり得る。いくつかの実施例におい
て、粗い表面は、ランダムに位置し、ランダムな大きさである一連の特徴として画定され
る。
【０１２７】
　類似の打撃プレートは、アイアンタイプのゴルフクラブ用に提供することができる。ウ
ッドタイプゴルフクラブ用の打撃プレートは一般に上から下の湾曲部およびトウからヒー
ルの湾曲部（バルジおよびロールとして一般に参照される）を有するが、アイアン用の打
撃プレートは一般に平面である。アイアンタイプのクラブ用の複合ベースの打撃プレート
は、第１の複合フェースプレートを保護するために選択されるポリマーカバー層を含む。
いくつかの実施例において、上記に記載されるものと類似の打撃面テクスチャを提供する
ことができる。さらに、１つ以上の従来の溝を一般に打撃面上に提供する。このような打
撃プレートは、様々な接着剤でアイアンタイプのゴルフクラブボディに固定する、または
そうでなければ固定することができる。
典型的なポリマー材
　フェースプレートカバーまたはキャッップに適している典型的なポリマー材を本明細書
に記載する。
定義
　本明細書で使用される「バイモーダルポリマー」は、２つの主なフラクションを含むポ
リマーを意味し、さらに詳しくは、ポリマーの分子量分布曲線の形、すなわち、分子量の
関数としてのポリマー重量フラクションのグラフの様相を意味する。これらのフラクショ
ンからの分子量分布曲線を、得られる全ポリマー生成物の分子量分布曲線に重ねたとき、
その曲線は２つの最大を示すかあるいは個々のフラクションの曲線と比較して少なくとも
はっきりと広くなっている。そのようなポリマー生成物はバイモーダルと称される。２つ
のフラクションの化学組成は異なっていてもよい。
【０１２８】
　本明細書で使用される「連鎖延長剤」は、ポリウレタンまたはポリ尿素プレポリマー（
またはプレポリマー出発物質）に加えられる化合物であり、最終組成物の熱可塑性性質を
維持するのに十分に低いレベルであるが追加反応を行う。
【０１２９】
　本明細書で使用される「共役」とは、単結合で分けられた２つ以上の不飽和部位（例え
ば、炭素－炭素二重結合、炭素－炭素三重結合、および窒素のような炭素以外の原子を含
む不飽和部位）を含む有機化合物を意味する。
【０１３０】
　本明細書で互いに取り替えて使用される「硬化剤」または「硬化系」は、ポリウレタン
またはポリ尿素プレポリマー（またはプレポリマー出発物質）に加えられる化合物であり
、これは最終組成物を追加架橋して熱硬化性樹脂にする。
【０１３１】
　「（メタ）アクリレート」は、メタクリル酸および／またはアクリル酸のエステルを意
味する。
　「（メタ）アクリル酸コポリマー」は、メタクリル酸および／またはアクリル酸のコポ
リマーを意味する。
【０１３２】
　本明細書に使用される「ポリ尿素」は、ジイソシアネートとポリアミンとの反応によっ
て製造される物質を意味する。
　本明細書に使用される「ポリウレタン」は、ジイソシアネートとポリオールとの反応に
よって製造される物質を指す。
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【０１３３】
　本明細書で使用される「プレポリマー」は、さらに処理すると製造されるゴルフボール
の最終ポリマー物質を形成することができる物質、例えば、架橋のようなさらなる処理を
行うことができる重合または部分重合物質を意味する。
【０１３４】
　本明細書に使用される「熱可塑性」は、加熱すると軟化または溶融することができ、冷
却すると再度硬化することができる物質として定義される。熱可塑性ポリマー鎖はしばし
ば架橋されていないか、あるいは連鎖延長剤を用いて軽く架橋されているが、本明細書に
使用される「熱可塑性樹脂」は、初めに、例えば初期の押出し過程または射出成形過程の
間に、熱可塑性物質として働くが、例えば圧縮成形工程の間、架橋して最終構造を形成し
うる物質を意味する。
【０１３５】
　本明細書に使用される「熱可塑性ポリ尿素」は、任意に連鎖延長剤を加え、ジイソシア
ネートとポリアミンとの反応によって製造される物質を意味する。
　本明細書に使用される「熱可塑性ポリウレタン」は、任意に連鎖延長剤を加え、ジイソ
シアネートとポリオールとの反応によって製造される材料を意味する。
【０１３６】
　本明細書に使用される「熱硬化性」とは、架橋または硬化剤との相互作用により架橋ま
たは硬化する物質として定義される。架橋は化学反応（硬化剤との反応による）または照
射により、熱（一般に約２００℃より上）の形のエネルギーによって生じさせることがで
きる。得られる組成物は硬化すると硬質となり、加熱で軟化しない。熱硬化性樹脂は、長
鎖ポリマー分子が互いに架橋して硬質構造となるのでこの性質を有する。熱硬化性材料は
硬化後、溶融および再成形することができず、従って、熱硬化性材料は、溶融および再成
形することができる熱可塑性材料のようにリサイクルされない。
【０１３７】
　本明細書に使用される「熱硬化性ポリウレタン」は、ジイソシアネートとポリオールお
よび硬化剤との反応によって製造される材料を意味する。
　本明細書に使用される「熱硬化性ポリ尿素」は、ジイソシアネートとポリアミンおよび
硬化剤との反応によって製造される材料を意味する。
【０１３８】
　本明細書に使用される「ウレタンプレポリマー」は、ジイソシアネートおよびポリオー
ルの反応生成物である。
　本明細書に使用される「尿素プレポリマー」とは、ジイソシアネートおよびポリアミン
の反応生成物である。
【０１３９】
　「ユニモーダルポリマー」は、１つの主なフラクションを含むポリマーを指し、さらに
詳しくはポリマーの分子量分布曲線の形、すなわち、全ポリマー生成物の分子量分布曲線
がただ１つの極大を示すことを意味する。
材料
　本発明によると、概して、ゴルフクラブのフェースキャップを作製するために有用であ
ると考えられるポリマー材は、メタロセン触媒ポリマー、ユニモーダルエチレン／カルボ
ン酸コポリマー、ユニモーダルエチレン／カルボン酸／カルボン酸ターポリマー、バイモ
ーダルエチレン／カルボン酸コポリマー、バイモーダルエチレン／カルボン酸／カルボン
酸ターポリマー、ユニモーダルイオノマー、バイモーダルイオノマー、変性ユニモーダル
イオノマー、変性バイモーダルイオノマー、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性ポリ尿素、
ポリアミド、コポリアミド、ポリエステル、コポリエステル、ポリカーボネート、ポリオ
レフィン、ハロゲン化（例えば、塩素化）ポリオレフィン、ハロゲン化ポリエチレン［例
えば、塩素化ポリエチレン（ＣＰＥ）］等のハロゲン化ポリアルキレン化合物、ポリアル
ケナマー、ポリフェニレンオキシド、ポリフェニレンサルファイド、ジアリルフタレート
ポリマー、ポリイミド、ポリ塩化ビニル、ポリアミド－イオノマー、ポリウレタン－イオ
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ノマー、ポリビニルアルコール、ポリアリレート、ポリアクリル酸塩、ポリフェニレンエ
ーテル、耐衝撃性改質のポリフェニレンエーテル、ポリスチレン、耐衝撃性ポリスチレン
、アセリロニトリル－ブタジエン－スチレンコポリマー、スチレン－アセリロニトリル（
ＳＡＮ）、アセリロニトリル－スチレン－アセリロニトリル、スチレン－無水マレイン酸
（Ｓ／ＭＡ）ポリマー、スチレンコポリマー、官能化スチレンコポリマー、官能化スチレ
ンターポリマー、スチレンターポリマー、セルロースポリマー、液晶ポリマー（ＬＣＰ）
、エチレン－ポリピレン－ジエンターポリマー（ＥＰＤＭ）、エチレン－ビニルアセテー
トコポリマー（ＥＶＡ）、エチレン－ポリピレンコポリマー、エチレンビニルアセテート
、ポリ尿素、ポリシロキサン等の熱可塑性エラストマーを含む熱可塑性ポリマーに加えて
、合成および天然ゴム、その他の熱硬化性ポリウレタンまたは熱硬化性ポリ尿素等の熱硬
化性ポリマーを含むがこれらに限定されない、合成もしくは天然ポリマーまたはその混合
物、並びにそのあらゆるおよびすべての組み合わせを含む。
【０１４０】
　本発明のゴルフクラブフェースキャップを作製するためのポリマーのある好ましい種類
は、ポリイソシアネートおよびポリオールまたはポリアミンの組み合わせでそれぞれ作製
された、熱可塑性または熱硬化性ポリウレタンおよびポリ尿素である。当業者が利用でき
るあらゆるイソシアネートが本発明での使用に適しており、脂肪族、脂環式、芳香族脂肪
族、芳香族、そのあらゆる誘導体、および分子あたり２つ以上のイソシアネート（ＮＣＯ
）基を有するこれらの化合物の組み合わせが含まれるが、これらに限定されない。
【０１４１】
　ポリウレタンの技術分野における当業者が利用できるあらゆるポリオールが、本発明で
の使用に適している。使用に適したポリオールは、ポリエステルポリオール、ポリエーテ
ルポリオール、ポリカーボネートポリオールおよびポリブタジエンポリオール等のポリジ
エンポリオールを含むが、これらに限定されない。
【０１４２】
　ポリ尿素の技術分野における当業者が利用できるあらゆるポリアミンが、本発明での使
用に適している。使用に適したポリアミンは、アミン末端修飾炭化水素、アミン末端修飾
ポリエーテル、アミン末端修飾ポリエステル、アミン末端修飾ポリカプロラクトン、アミ
ン末端修飾ポリカーボネート、アミン末端修飾ポリアミド、およびその混合物を含むが、
これらに限定されない。
【０１４３】
　前述のジイソシアネートおよびポリオールまたはポリアミン成分は、鎖延長剤または硬
化剤との反応前に、プレポリマーを形成するために、あらかじめ組み合わされてもよい。
あらゆるこのようなプレポリマーの組み合わせが、本発明での使用に適している。市販の
プレポリマーは、ＬＦＨ５８０、ＬＦＨ１２０、ＬＦＨ７１０、ＬＦＨ１５７０、ＬＦ９
３０Ａ、ＬＦ９５０Ａ、ＬＦ６０１Ｄ、ＬＦ７５１Ｄ、ＬＦＧ９６３Ａ、ＬＦＧ６４０Ｄ
を含む。
【０１４４】
　ある好ましいプレポリマーは、ポリポリピレングリコールを有するトルエンジイソシア
ネートプレポリマーである。このようなポリポリピレングリコール末端修飾トルエンジイ
ソシアネートプレポリマーは、ＡＤＩＰＲＥＮＥ（登録商標）　ＬＦＧ９６３ＡおよびＬ
ＦＧ６４０Ｄの商標で、Ｕｎｉｒｏｙａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　
Ｍｉｄｄｌｅｂｕｒｙ，　Ｃｏｎｎ．から入手可能である。最も好ましいプレポリマーは
、ＡＤＩＰＲＥＮＥ（登録商標）　ＬＦ９３０Ａ、ＬＦ９５０Ａ、ＬＦ６０１Ｄ、および
ＬＦ７５１Ｄの商標で、Ｕｎｉｒｏｙａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　
Ｍｉｄｄｌｅｂｕｒｙ，Ｃｏｎｎ．から入手可能なものを含むポリテトラメチレンエーテ
ルグリコール末端修飾トルエンジイソシアネートプレポリマーである。
【０１４５】
　ポリオール鎖延長剤または硬化剤は、第１級、第２級、または第３級ポリオールであっ
てもよい。ジアミンおよびその他の適したポリアミンを、鎖延長剤または硬化剤として作
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用するために本発明の組成物に添加してもよい。これらは、官能基として、２つ以上のア
ミンを有する第１級、第２級、および第３級アミンを含む。
【０１４６】
　その化学構造にもよるが、硬化剤は、遅反応性または速反応性のポリアミンまたはポリ
オールであってもよい。米国特許番号第６，７９３，８６４号、第６，７１９，６４６号
および同時係属米国特許公開番号第２００４／０２０１１３３　Ａ１号に記載されるよう
に、（本明細書のすべての内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる）。
【０１４７】
　本発明における使用に適した治療薬は、３，５－ジメチルチオ－２，４－トルエンジア
ミン、３，５－ジメチルチオ－２，６－トルエンジアミン；Ｎ，Ｎ’－ジアルキルジアミ
ノジフェニルメタン、トリメチレン－グリコール－ジ－ｐ－アミノ安息香酸、ポリテトラ
メチレンオキシド－ジ－ｐ－アミノ安息香酸、およびその混合物を含むが、これらに限定
されない、遅反応性のポリアミン群から選択される。これらのうちの、３，５－ジメチル
チオ－２，４－トルエンジアミンおよび３，５－ジメチルチオ－２，６－トルエンジアミ
ンは、異性体であり、Ｅｔｈｙｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＥＴＨＡＣＵＲＥ（登録
商標）　３００の商標で、市販されている。トリメチレングリコール－ジ－ｐ－アミノ安
息香酸は、ＰＯＬＡＣＵＲＥ　７４０Ｍの商標で、ポリテトラメチレンオキシド－ジ－ｐ
－アミノ安息香酸は、ＰＯＬＡＭＩＮＥＳの商標で、Ｐｏｌａｒｏｉｄ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎから市販されている。Ｎ，Ｎ’－ジアルキルジアミノジフェニルメタンは、ＵＯ
ＰからＵＮＩＬＩＮＫ（登録商標）の商標で市販されている。使用可能な適した速反応性
の硬化剤は、ジエチル－２，４－トルエンジアミン、４，４’’－メチレンビス－（３－
クロロ，２，６－ジエチル）－アニリン（ペンシルベニア州アレンタウン（Ａｌｌｅｎｔ
ｏｗｎ，　Ｐａ．）にあるＡｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉ
ｎｃ．からＬＯＮＺＡＣＵＲＥ（登録商標）の商標で市販）、３，３’－ジクロロベンジ
ジン、３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン（ＭＯＣＡ）；Ｎ，Ｎ
，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミンおよびＵｎｉｒ
ｏｙａｌ，　Ｉｎｃ．から市販されているＣｕｒａｌｏｎ　Ｌの商標の芳香族ジアミンの
混合物、およびそのすべての組み合わせを含む。好ましい速反応性の硬化剤は、ジエチル
－２，４－トルエンジアミンであり、２つの商用銘柄Ｅｔｈａｃｕｒｅ（登録商標）　１
００およびＥｔｈａｃｕｒｅ（登録商標）　１００ＬＣを有し、商用銘柄は、色が薄く、
副作用が少ない。速反応性と遅反応性の硬化剤との混合は、特に好ましい。
【０１４８】
　別の好ましい実施形態において、ポリウレタンまたはポリ尿素は、ジイソシアネートを
ポリアミンあるいはポリオールまたはその混合物および１つ以上のジシアンジアミドと結
合させることにより、調製される。好ましい実施形態において、該ジシアンジアミドは、
２００６年１０月１７日に出願された、米国特許出願番号第６０／８５２，５８２号に記
載されるように、色落ちした黄色のポリマー組成物を形成するためにウレタンプレポリマ
ーまたは尿素プレポリマーと結合させ、その全体は参照により本明細書に組み込まれる。
本発明のゴルフクラブフェースキャップを作製するための別の好ましいポリマー群は、熱
可塑性イオノマー樹脂である。このような樹脂の１群は、Ｅ．Ｉ．　ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ
　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏ．により１９６０年代の半ばに開発され、ＳＵＲＬＹＮ
（登録商標）の登録商標で販売された。このようなイオノマーの調製は、例えば、米国特
許番号第３，２６４，２７２号に参照されるように、周知である。一般的に言えば、最も
商業的なイオノマーは、ユニモーダルであり、例えば、３～１２個の炭素原子を有する不
飽和のモノ－またはジカルボン酸を有する、アルケン等のモノオレインのポリマーから成
る。また、モノ－またはジカルボン酸エステルの形の追加のモノマーは、いわゆる「軟化
コモノマー」として配合物に組み込まれ得る。組み込まれるカルボン酸基は、その後、塩
基性金属イオン塩により中和され、イオノマーを形成する。中和に使用される塩基性金属
イオン塩の金属カチオンは、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｚｎ２＋、Ｃａ２＋、Ｃｏ２＋、Ｎ
ｉ２＋、Ｃｕ２＋、Ｐｂ２＋、およびＭｇ２＋を含み、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｃａ２＋、Ｚｎ
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２＋、およびＭｇ２＋が好ましい。該塩基性金属イオン塩は、例えば、ギ酸、酢酸、硝酸
、および炭酸等の中和により生成されたものを含む。該塩はまた、炭酸水素塩、金属酸化
物、金属水酸化物、および金属アルコキシドを含んでもよい。
【０１４９】
　今日、エチレンおよび（メタ）アクリル酸のコポリマーまたはエチレンおよび（メタ）
アクリル酸のターポリマーの双方に基づく多種多様の市販のイオノマー樹脂があり、それ
らの多くは、打撃面を提供するカバー層等のゴルフクラブの構成材として使用される。こ
れらのイオノマー樹脂の特性は、酸含有量、軟化コモノマー含有量、中和度、中和に使用
される金属イオンの種類により、大きく異なる可能性がある。一般に、あらゆる種類の市
販物は、一般式、Ｅ／Ｘ／Ｙポリマーから成るポリマーのイオノマーを含み、Ｅは、エチ
レンであり、Ｘは、アクリル酸またはメタクリル酸等のＣ３からＣ８のα，βエチレン化
不飽和カルボン酸であり、Ｅ／Ｘ／Ｙコポリマーの約２から約３０重量％の量で存在し、
Ｙは、アクリル酸メチルまたはメタクリル酸メチル等のアクリル酸アルキルおよびメタク
リル酸アルキルから成る群から選択された軟化コモノマーであり、該アルキル基は、１～
８の炭素原子を有し、Ｙは、Ｅ／Ｘ／Ｙコポリマーの０から約５０重量％の量で存在し、
該イオン化ポリマー中に存在する酸性基は、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシ
ウム、カルシウム、バリウム、鉛、スズ、亜鉛またはアルミニウム、およびその組み合わ
せから成る群から選択された金属で部分的に中和されている。
【０１５０】
　該イオノマーはまた、米国特許番号第６，５６２，９０６号に記載されるように（本明
細書のすべての内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる）、いわゆる、バイ
モーダルイオノマーであってもよい。これらのイオノマーは、異なる分子量のポリマーを
含む混合物から調製される場合、バイモーダルである。該ユニモーダルおよびバイモーダ
ルイオノマーに加えて、いわゆる「変性イオノマー」が含まれ、それらの例は、米国特許
番号第６，１００，３２１号、第６，３２９，４５８号および第６，６１６，５５２号、
並びに米国特許公開第２００３／０１５８３１２　Ａ１号に記載され、本明細書のすべて
の内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる。このような変性イオノマーポリ
マーの例は、Ｅ．Ｉ．　ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏ．から市販
のＤｕＰｏｎｔ（登録商標）　ＨＰＦ－１０００である。
【０１５１】
　また、イオノマーとブロックコポリマーとの混合物は、本発明のゴルフクラブフェース
キャップを作製するために有用である。好ましいブロックコポリマーは、ＳＥＰＴＯＮ　
ＨＧ－２５２である。このような混合物は、本発明の譲受人に譲渡された米国特許番号第
６，８６１，４７４号および米国特許公開第２００３／０２２４８７１号にさらなる詳細
を記載され、その双方は、その全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１５２】
　さらなる実施形態において、本発明のゴルフクラブフェースキャップは、少なくとも３
つの材料と共に混合することにより調製された組成物を含むことができ、成分Ａ、Ｂ、お
よびＣとして特定され、これらの成分を溶融加工して、擬似架橋ポリマーネットワークを
組み込まれるポリマー混合組成物をそのままで形成する。このような混合物は、本発明の
譲受人に譲渡された、Ｋｉｍらの米国特許番号第６，９３０，１５０号にさらなる詳細を
記載され、その全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１５３】
　成分Ａは、少なくとも５重量％の酸性官能基の少なくとも１つの型を組み込むモノマー
、オリゴマー、プレポリマーまたはポリマーである。使用に適したポリマーの例は、エチ
レン／（メタ）アクリル酸コポリマー並びにエチレン／（メタ）アクリル酸／アルキル（
メタ）アクリレートターポリマー、またはエチレンおよび／またはポリピレン無水マレイ
ン酸コポリマーおよびターポリマーを含むが、これらに限定されない。
【０１５４】
　上記に論じられるように、成分Ｂは、好ましくは、上記に論じられる重量範囲において
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成分Ａに存在するよりも低い重量％のアニオン性官能基を有し、最も好ましくはこのよう
な官能基がない、いずれのモノマー、オリゴマー、またはポリマーであり得る。成分Ｂと
して使用される好ましい材料は、ペンシルベニア州フィラデルフィア（Ｐｈｉｌａｄｅｌ
ｐｈｉａ，Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）にあるＡＴＯＦＩＮＡ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから
市販のＰＥＢＡＸおよびＬＯＴＡＤＥＲ、デラウェア州ウィルミントン（Ｗｉｌｍｉｎｇ
ｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅ）にあるＥ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　＆　
Ｃｏ．から市販のＨＹＴＲＥＬ、ＦＵＳＡＢＯＮＤ、およびＮＵＣＲＥＬ、大韓民国ソウ
ル（Ｓｅｏｕｌ，　Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ）にあるＳ．Ｋ．Ｃｈｅｍｉｃａｌｓからの
ＳＫＹＰＥＬおよびＳＫＹＴＨＡＮＥ、日本倉敷（Ｋｕｒａｓｈｉｋｉ，Ｊａｐａｎ）に
あるＫｕｒａｒａｙ　Ｃｏｍｐａｎｙから市販のＳＥＰＴＯＮおよびＨＹＢＲＡＲ、Ｎｏ
ｖｅｏｎからのＥＳＴＨＡＮＥ、Ｋｒａｔｏｎ　ＰｏｌｙｍｅｒｓからのＫＲＡＴＯＮの
商標で市販される、ポリエステルエラストマーを含む。成分Ｂとして使用される最も好ま
しい材料は、ＳＥＰＴＯＮ　ＨＧ－２５２である。成分Ｃは、成分Ａの酸性官能基を中和
することができる塩基であり、金属カチオンを有する塩基である。これらの金属は、周期
表のＩＡ、ＩＢ、ＩＩＡ、ＩＩＢ、ＩＩＩＡ、ＩＩＩＢ、ＩＶＡ、ＩＶＢ、ＶＡ、ＶＢ、
ＶＩＡ、ＶＩＢ、ＶＩＩＢおよびＶＩＩＩＢの群から成る。これらの金属の例は、リチウ
ム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、マンガン、タン
グステン、チタニウム、鉄、コバルト、ニッケル、ハフニウム、銅、亜鉛、バリウム、ジ
ルコニウム、およびスズを含む。成分Ｃ源として使用されるのに適した金属化合物は、例
えば、金属塩であり、好ましくは、金属水酸化物、金属酸化物、金属炭酸塩、または金属
酢酸塩である。組成物は、分散混合メカニズム、分配混合メカニズムまたはこれらの組み
合わせを用いることによって、上記材料を互いに十分に混合することにより調製するのが
好ましい。
【０１５５】
　さらなる実施形態において、本発明のゴルフクラブフェースキャップは、ポリアミドを
含み得る。適したポリアミドの特定の例は、ポリアミド６、ポリアミド１１、ポリアミド
１２、ポリアミド４，６、ポリアミド６，６、ポリアミド６，９、ポリアミド６，１０、
　ポリアミド６，１２、ポリアミドＭＸＤ６；ＰＡ１２，ＣＸ；ＰＡ１２，ＩＴ；ＰＰＡ
、ＰＡ６，ＩＴ；およびＰＡ６／ＰＰＥを含む。
ポリアミドは、ホモポリアミドでもコポリアミドでもよい。適したポリアミドの群の１例
は、熱可塑性ポリアミドエラストマーである。熱可塑性ポリアミドエラストマーは一般に
ポリアミドおよびポリエステルまたはポリエーテルのコポリマーである。例えば、熱可塑
性ポリアミドエラストマーは、ハードセグメントとしてのポリアミド（ナイロン６、ナイ
ロン６６、ナイロン１１、ナイロン１２等）およびソフトセグメントとしてのポリエーテ
ルまたはポリエステルを含み得る。１つの具体例では、熱可塑性ポリアミドはポリアミド
（ＰＡ１２）に基づく非晶質コポリアミドである。適したアミドブロックポリエーテルは
、米国特許番号第４，３３１，７８６号、第４，１１５，４７５号、第４，１９５，０１
５号、第４，８３９，４４１号、第４，８６４，０１４号、第４，２３０，８４８号、お
よび第４，３３２，９２０号に記載のようなものを含む。
【０１５６】
　ポリエーテルエーテルエラストマーの１つの種類は、Ｐｅｂａｘ系であり、これらはＥ
ｌｆ－Ａｔｏｃｈｅｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手し得る。Ｐｅｂａｘ２５３３、３５３３
、４０３３、１２０５、７０３３および７２３３から選択するのが好ましい。Ｐｅｂａｘ
２５３３、３５３３、４０３３、１２０５、７０３３および７２３３のブレンドまたは組
み合わせも同様に好ましい。使用するのに適したポリアミドのいくつかの例は、ペンシル
ベニア州フィラデルフィア（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）の
Ａｔｏｆｉｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ販売の登録商標ＰＥＢＡＸ、ＣＲＩＳＴＡＭＩＤお
よびＲＩＬＳＡＮ、サウスカロライナ州サムター（Ｓｕｍｔｅｒ，＝Ｓｏｕｔｈ　Ｃａｒ
ｏｌｉｎａ）のＥＭＳ　Ｃｈｅｍｉｅ販売の登録商標ＧＲＩＶＯＲＹおよびＧＲＩＬＡＭ
ＩＤ、Ｄｅｇｕｓｓａ販売の登録商標ＴＲＯＧＡＭＩＤおよびＶＥＳＴＡＭＩＤ、並びに
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デラウェア州ウィルミントン（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅ）のＥ．Ｉ．Ｄ
ｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ＆Ｃｏ．販売の登録商標ＺＹＴＥＬであり、商業的に
入手し得る。
【０１５７】
　本発明のゴルフクラブフェースキャップを製造するために使用されるポリマー組成物は
また、１つ以上の賦形剤を組み込むことができる。このような充填材は、一般に伸びてい
る繊維およびフロック以外、例えば、一般に約２０メッシュ未満、好ましくは約１００メ
ッシュ未満の米国標準サイズの微細な形である。充填材粒子サイズは望ましい結果、コス
ト、添加の容易さ、およびダスティングの考慮により決まる。充填材の適切な必要量は用
途により異なるが、過度の実験を行うことなく一般に容易に決定することができる。
【０１５８】
　充填材は、沈降水和シリカ、石灰石、クレー、タルク、アスベスト、バライト、ガラス
繊維、アラミド繊維、雲母、メタ珪酸カルシウム、硫酸バリウム、硫化亜鉛、リトポン、
珪酸塩、炭化珪素、珪藻土、炭酸カルシウムまたはマグネシウムまたはバリウム等の炭酸
塩、硫酸カルシウムまたはマグネシウムまたはバリウム等の硫酸塩、タングステン、鋼、
銅、コバルトまたは鉄、金属合金、炭化タングステン、金属酸化物、金属ステアリン酸塩
等の金属、およびその他の粒状炭質材料、並びにそれらのいずれかのまたはすべての組み
合わせよりなる群から選択されるのが好ましい。充填材の好ましい例は、酸化亜鉛および
酸化マグネシウム等の金属酸化物を含む。別の好ましい実施形態において、充填材は連続
または非連続繊維を含む。別の好ましい実施形態において、充填材は米国特許番号第６，
７９４，４４７号および２００３年９月２４日に出願された同時係属米国特許出願番号第
１０／６７０，０９０号および２００４年８月２５日に出願された同時係属米国特許出願
番号第１０／９２６，５０９号（参照によってすべて本明細書に組み入れられる）に記載
のような１種以上のいわゆるナノ充填材を含む。
【０１５９】
　本発明の組成物に使用するための別の特に適した添加剤には、一般式：
 
（Ｒ２Ｎ）ｍ－Ｒ’－（Ｘ（Ｏ）ｎＯＲｙ）ｍ、
 
（式中、Ｒは水素、またはＣ１－Ｃ２０脂肪族、脂環式もしくは芳香族系であり、Ｒ’は
、１つ以上のＣ１－Ｃ２０直鎖もしくは分枝脂肪族または脂環式基、あるいは置換直鎖も
しくは分枝脂肪族または脂環式基、あるいは芳香族基、あるいは１２までの反復単位のオ
リゴマー、例えばこれらに限定されないが１２までのアミノ酸のアミノ酸配列から誘導さ
れるポリペプチド、を含むブリッジ基であり、ＸはＣまたはＳまたはＰであり、ただし、
Ｘ＝Ｃの場合、ｎ＝１およびｙ＝１、Ｘ＝Ｓの場合、ｎ＝２およびｙ＝１、Ｘ＝Ｐの場合
、ｎ＝２およびｙ＝２である。また、ｍ＝１～３である）を有する化合物が含まれる。こ
れらの材料については２００５年７月１４日に出願された同時係属米国特許出願番号第１
１／１８２，１７０号（参照によってすべて本明細書に組み入れられる）にさらに詳しく
記載されている。最も好ましくは、材料は４，４´－メチレン－ビス－（シクロヘキシル
アミン）カルバメート（Ｄｉａｋ（登録商標）４でコネチカット州ノーウォーク（Ｎｏｒ
ｗａｌｋ　ＣＴ）のＲ．Ｔ．Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ　Ｃｏ．から入手し得る）、１１－ア
ミノウンデカン酸、１２－アミノドデカン酸、ε－カプロラクタム；ω－カプロラクタム
、そしてそれらのいずれかおよびすべての組み合わせよりなる群から選択される。
【０１６０】
　必要に応じて、本発明のゴルフクラブフェースキャップを製造するために使用される様
々なポリマー組成物は、酸化防止剤等のその他の従来の添加剤、またはプラスチック形成
に一般に使用されるいずれの他の添加剤をさらに含む。添加剤および安定剤等の特定の機
能を達成するために提供される薬剤は存在され得る。適した成分の例には、可塑剤、着色
剤、酸化防止剤、着色剤、分散剤、ＵＶ吸収剤、蛍光増白剤、離型剤、加工助剤、充填材
、並びにそれらのいずれかのおよびすべての組み合わせが含まれる。ＵＶ安定剤、または



(39) JP 5363090 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

光安定剤、例えば置換ヒドロキシフェニルベンゾチアゾールは、最終組成物のＵＶ安定性
を高めるために、本発明に使用してもよい。商業的に入手し得るＵＶ安定剤の例は、ＴＩ
ＮＵＶＩＮの登録商標でＣｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから販売されて
いる安定剤である。
【０１６１】
　本発明は、典型的な実施形態に関連して記載されるが、本発明がそれらの実施形態に限
定されるものではないことを理解されるであろう。それとは逆に、本発明は、添付の特許
請求の範囲により定義されるように、本発明の精神および範囲から逸脱することがない限
り、すべての修正、変更、および同等物を含むことを意図する。
参考例
(参考例１)
　クラブボディと、
　前記クラブボディに固定された打撃プレートと、を備えるゴルフクラブヘッドであって
、
　前記打撃プレートは、前面部と、フェースプレートの前面部に固定されたポリマーカバ
ー層とを有する複合フェースプレートを含み、前記ポリマーカバー層は、凹凸形状の表面
を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
(参考例２)
　前記カバー層の厚みは、約０．１ｍｍと約２．０ｍｍとの間であることを特徴とする参
考例１に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３)
　前記カバー層の厚みは、約０．２ｍｍと約１．２ｍｍとの間であることを特徴とする参
考例２に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例４)
　前記カバー層の厚みは、約０．４ｍｍであることを特徴とする参考例２に記載のゴルフ
クラブヘッド。
(参考例５)
　前記打撃フェースは、少なくとも約７５の実効ショアＤ硬度を有することを特徴とする
参考例１に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例６)
　前記凹凸形状の打撃フェースは、約１μｍと約１０μｍとの間の平均表面粗度を有する
ことを特徴とする参考例１に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例７)
　前記凹凸形状の打撃表面は、少なくとも約２／ｍｍの平均表面特徴頻度を有することを
特徴とする参考例１に記載のウッドタイプゴルフクラブ。
(参考例８)
　前記凹凸形状の打撃表面の表面形状尖度は、約１．５よりも大きいことを特徴とする参
考例７に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例９)
　前記凹凸形状の打撃表面は、約５μｍ未満の平均表面粗度、少なくとも約３／ｍｍの平
均表面特徴頻度、および上から下方向、トウからヒール方向、または両方向に沿って、約
２以上の表面形状尖度を有することを特徴とする参考例１に記載のゴルフクラブ。
(参考例１０)
　前記打撃表面は、上から下方向に沿って凹凸加工され、トウからヒール方向に沿って凹
凸加工されないことを特徴とする参考例９に記載のゴルフクラブ。
(参考例１１)
　前記打撃表面は、上から下方向に沿って凹凸加工され、トウからヒール方向に沿って凹
凸加工されないことを特徴とする参考例１に記載のゴルフクラブ。
(参考例１２)
　ゴルフクラブのためのフェースプレートを提供するステップと、
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　前記フェースプレートの前面部へカバー層を提供するステップと、
　粗い打撃表面を提供するように前記カバー層の打撃表面をパターニングするステップと
、を含むことを特徴とする方法。
(参考例１３)
　前記粗い打撃表面は、約１μｍより大きく、約５μｍ未満の、平均表面粗度、および前
記打撃表面に対して実質的に平行な少なくとも１つの軸に沿った、少なくとも２／ｍｍの
平均表面特徴頻度を提供する、表面特徴の配列を含むようにパターニングされることを特
徴とする参考例１２に記載の方法。
(参考例１４)
　鋳型で前記カバー層の前記打撃表面をパターニングするステップをさらに含むことを特
徴とする参考例１２に記載の方法。
(参考例１５)
　繊維を前記カバー層に押圧し、その後前記繊維を取り除くことによって前記打撃表面を
パターニングするステップをさらに含むことを特徴とする参考例１２に記載の方法。
(参考例１６)
　前記カバー層は、熱可塑性物質から形成され、前記繊維は、前記カバー層が形成される
時に適用されることを特徴とする参考例１５に記載の方法。
(参考例１７)
　前面部を有するフェースプレートと、
　前記フェースプレートの前記前面部に位置する制御層であって、前記制御層は、湿潤状
態下で約２５００ＲＰＭのボールスピンを提供するように構成される、表面凹凸形状を有
する打撃表面を有する制御層とを備えることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
(参考例１８)
　前記制御層は、ポリマー層であることを特徴とする参考例１７に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
(参考例１９)
　前記制御層は、約０．３と０．６ｍｍとの間の厚みを有するポリマー層であって、前記
打撃表面の前記表面粗度は、前記打撃表面に対して実質的に平行である少なくとも１つの
軸に沿って実質的に周期的であることを特徴とする参考例１７に記載のゴルフクラブヘッ
ド。
(参考例２０)
　前記フェースプレートは、少なくとも約７５の実効ショアＤ硬度を有することを特徴と
する参考例１７に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２１)
　前記ポリマーは、イオノマーまたはウレタンから本質的に成ることを特徴とする参考例
２０に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２２)
　前記ポリマーカバー層は、イオノマーまたはウレタンから本質的に成ることを特徴とす
る参考例１に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２３)
　クラブボディと、
　前記クラブボディに固定された打撃プレートを備え、前記打撃プレートは、
　　フェースプレートと、
　　前記フェースプレートに固定され、打撃表面を画定するカバープレートであって、前
記打撃表面は複数のスコアライン溝を含むカバープレートと、を備えることを特徴とする
ゴルフクラブヘッド。
(参考例２４)
　前記カバープレートを前記フェースプレートへ固定する接着層を更に備えることを特徴
とする参考例２３に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２５)
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　前記スコアライン溝は、少なくとも前記打撃表面の衝突エリアの外観と対比するために
選択された色素で少なくとも部分的に塗りつぶされたことを特徴とする参考例２３に記載
のゴルフクラブヘッド。
(参考例２６)
　前記カバープレートは、金属製であり、約０．２５ｍｍと０．３５ｍｍの間の厚みを有
することを特徴とする参考例２３に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２７)
　前記スコアライン溝は、約０．０５と０．０９ｍｍの間の深さであることを特徴とする
参考例２６に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２８)
　カバープレートの厚みに対するスコアライン溝の幅の比率は、約２．５と３．５の間で
あることを特徴とする参考例２７に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例２９)
　前記フェースプレートは、チタニウム合金から形成されることを特徴とする参考例２８
に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３０)
　前記スコアライン溝は、約０．２ｍｍと０．６ｍｍの間の曲率半径を有する遷移領域を
含むことを特徴とする参考例２９に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３１)
　前記カバープレートは、前記フェースプレートの周辺の周囲に延在するように構成され
る縁部を含むことを特徴とする参考例２３に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３２)
　前記フェースプレートは、複合フェースプレートであることを特徴とする参考例２３に
記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３３)
　前記クラブボディは、ウッドタイプクラブボディであることを特徴とする参考例２３に
記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３４)
　ゴルフクラブフェースプレートのためのカバープレートであって、隆起およびロール湾
曲部を有するチタニウム合金シートを備え、複数のスコアライン溝を含み、スコアライン
溝の深さＤは、約０．０５ｍｍと０．１２ｍｍの間であり、チタニウム合金シートの厚み
Ｔは、約０．２０ｍｍと０．４０ｍｍの間であることを特徴とするカバープレート。
(参考例３５)
　クラブボディと、
　前記クラブボディに固定された打撃プレートと、を備え、打撃プレートは、打撃表面に
位置された複数の耐衝撃スコアライン溝を有する金属製カバーを含むことを特徴とするゴ
ルフクラブヘッド。
(参考例３６)
　前記金属製カバーは、約０．２ｍｍと１．０ｍｍ厚みの間であることを特徴とする参考
例３５に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３７)
　前記スコアライン溝は、約０．１ｍｍと０．０２ｍｍの間の深さを有することを特徴と
する参考例３６に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例３８)
　Ｄ／Ｔ比率が約０．１５と０．３０の間になるように、前記スコアライン溝は、深さＤ
を有し、前記金属製カバーは厚みＴを有することを特徴とする参考例３５に記載のゴルフ
クラブヘッド。
(参考例３９)
　前記比率Ｄ／Ｔは、約０．２０と０．２５の間であることを特徴とする参考例３８に記
載のゴルフクラブヘッド。
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　前記フェースプレートは、様々な厚みのフェースプレートであることを特徴とする参考
例３５に記載のゴルフクラブヘッド。
(参考例４１)
　金属製カバーシートを選択するステップと、
　ゴルフクラブフェースプレートに一致し、ゴルフクラブのための打撃表面を提供するよ
うに前記金属製カバーシートをトリミングするステップと、
　前記打撃表面に複数のスコアライン溝を画定するステップであって、前記金属製カバー
シートは、約０．１ｍｍと０．５ｍｍの間の厚みＴを有し、前記スコアライン溝は、Ｄ／
Ｔ比率が、０．１と０．４の間になるように深さＤを有する、複数のスコアライン溝を画
定するステップと、を含むことを特徴とする方法。
(参考例４２)
　前記Ｄ／Ｔ比率は、約０．１５と０．３０の間であることを特徴とする参考例４１に記
載の方法。
(参考例４３)
　フェースプレートの周辺を覆うように構成される前記カバープレート上に縁部を形成す
るステップをさらに含むことを特徴とする参考例４１に記載の方法。
(参考例４４)
　前記金属製シートは、チタニウム合金シートであることを特徴とする参考例４１に記載
の方法。
(参考例４５)
　前記金属製シートは、前記スコアライン溝の成形の後にトリミングされることを特徴と
する参考例４１に記載の方法。
(参考例４６)
　前記スコアライン溝は、前記打撃表面の衝突エリアに形成されることを特徴とする参考
例４１に記載の方法。
(参考例４７)
　前記スコアライン溝は、前記打撃表面の衝突エリアの外側に形成されることを特徴とす
る参考例４１に記載の方法。
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