
JP 5123085 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　共同して前部を画成するトウ部分、ヒール部分、ソール部分およびクラウン部分を有す
る胴部を有しており、
　前記前部が前側に設けられた実質的に平坦な打撃表面と裏側の背面と縁辺部とを有し、
該縁辺部が前記打撃表面の上縁と下縁と第１側縁と第２側縁とからなり、前記打撃表面が
前記前部の中心区域にバランス点を有し、前記打撃表面上の各点が局所的な断面曲げ剛性
を有し、前記打撃表面が前記前部の前側に全面積を有しており、
　前記前部は、前記バランス点と前記上縁との間に第１剛性プロファイルを、前記バラン
ス点と前記下縁との間に第２剛性プロファイルを、前記バランス点と前記第１側縁との間
に第３剛性プロファイルを、および、前記バランス点と前記第２側縁との間に第４剛性プ
ロファイルを有しており、
　前記第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルが、前記打撃面の縁辺部で取り囲
む第１の箇所で第１の剛性値を有し、前記第１の箇所は前記縁辺部に隣接して最小剛性値
を含んでおり、
　前記第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルが、前記第１箇所と前記バランス
点との間の第２の箇所で前記最小剛性値の少なくとも３．５倍の第２の剛性値を有してお
り、該第２の箇所が最大剛性値を含み、
　前記第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルが、前記中心区域の第３の箇所に
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第３の剛性値を有しており、前記第３の剛性値が、前記第２の箇所での剛性値よりは小さ
いが、前記第１の箇所での最小剛性値より大きく、
　前記第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルの剛性値が、前記第２の箇所及び
前記第３の箇所で平坦領域を有さないように、前記第３の箇所の前記バランス点から前記
第１の箇所に亘って各半径方向に沿って漸次的且つ連続的に変化しており、
　前記第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルが共同して、前記第２箇所を含む
実質的に環状で剛性の高い区域を形成しており、前記第３の箇所の剛性値が、局所的な最
小剛性値を有する点を含む低剛性区域を形成しており、前記実質的に環状の区域が、前記
打撃表面の全域の少なくとも１２％を有しており、
　前記前部が一体構造を有し、前記胴部が前記前部によって閉じられる中空キャビティを
画成している、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記第１箇所と前記バランス点との間の前記第２の箇所で前記最小剛性値の３．５～６
．０倍の剛性値を有している請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記中心区域の周囲に形成される概して環状の区域は、前記フェースの中心区域または
最外側区域の剛性値より概して高い剛性値のみならず、概して楕円形または円形等を形成
する最大剛性値をも有している請求項１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、一般にゴルフクラブヘッドに関するものであり、より具体的には、改良され
たフェース構造を有するゴルフクラブヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在のゴルフクラブは、典型的には、ウッド、アイアン、パターに分類される。加えて
「ユーティリティ」クラブまたは「アイアンウッド」と呼ばれる新種のゴルフクラブが、
ロフトの小さいロングアイアンまたは番手の高いフェアウェイウッドに取って代わろうと
している。「ウッド」という用語は今でも一般に用いられている歴史的な用語であり、例
えば鋼製、チタン製、ガラス繊維製、その他なじみの少ない材料製のゴルフクラブもウッ
ドと呼ばれている。現在では、ウッドは「メタルウッド」と呼ばれることも多い。「アイ
アン」という用語もまた、通常、鉄製でないクラブにも一般に使用されているが、多くは
「ウッド」の製造に使用されるのと同じ材料から製造されている。
【０００３】
　特にメタルウッドに関連する一つの改良点は、チタン等の軽量且つ強靭な金属を使用す
ることにある。多くの高価なメタルウッド、特にドライバーは、今や主にチタンを使用し
て構成されている。チタンその他の軽量且つ強靭な金属を使用することにより、これまで
よりサイズの大きなメタルウッドを製造することができるようになってきた。ドライバー
などのメタルウッドのサイズは体積で呼ばれることが多い。例えば現在のドライバーは３
００立方センチメートル（ｃｃ）を超える体積を有している。特大のメタルウッドは、一
般にスイートスポットがより大きくなり、慣性が増大し、それによって通常のヘッドサイ
ズのゴルフクラブより許容度が大きくなる。
【０００４】
　より軽量且つ強靭な金属を使用することによる１つの利点は、メタルウッドクラブの打
撃フェースを含む壁部その他の壁部をより薄くできることにある。これによって、設計者
は重量配分の点でより大きな余裕を得ることができる。例えば許容度を高めるために、重
量をメタルウッドのヘッドの縁辺部へ、且つまた打撃フェースから後方へ移動させること
が設計者は可能になる。前述のように、このような重量配分の結果、一般に慣性がより大
きくなり、その結果中心をずれた打撃によるネジレが小さくなる。
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【０００５】
　どの位の大きさのゴルフクラブヘッドを製造し得るかについては制限があり、それは、
材料、クラブヘッドの重量およびクラブヘッドの強度、および使用する材料を含む複数の
パラメータの関数である。加えて、ヘッドの大型化に伴って重量が増すことを避けるため
に、打撃フェースの厚さを含めた壁厚を薄くせねばならない。結果として打撃フェースは
薄くなる一方であるために衝撃時にたわむ傾向がますます大きくなり、このためボールに
対してより多くのエネルギーが与えられる可能性が生じる。この現象は一般に「トランポ
リン効果」と呼ばれる。肉薄フェースを有する適切に構成されたクラブは、したがって剛
性フェースを有するクラブよりゴルフボールに対してより高い初速を与えることができる
。このことはゴルファーにとって極めて重要である。なぜなら、初速はゴルフボールの飛
距離を決定する１つの重要な要素だからである。
【０００６】
　肉薄フェースのメタルウッドによってゴルフボールに与えられる初速が、打撃フェース
にゴルフボールの当たる箇所に応じて変わることは、当業者には理解されよう。一般にス
イートスポットに当たったボールは、反発速度がより高い。スイートスポットの位置には
、重心（ＣＧ）位置や打撃フェースの形状および厚さを含む多くの要因が関係する。
従来のゴルフクラブのヘッドでは、軽量でフレキシブルなフェースを形成することにより
ゴルフボールの初速または進発速度を増すことが企図されていた。メタルウッドのクラブ
ヘッドの製造者は、最近になって、一般に可変フェース厚プロファイル（variable face 
thickness profil）と称されるデザインで、特にチタン合金等の軽量材料を用いて打撃フ
ェースを設計することにより、クラブヘッドの性能を操作しようとしている。
【０００７】
　衝撃時の応力を低減する別の手法は、事実上クラウンからソールまでフェースを垂直に
横切って延びる１以上のリブを使用することであるが、フェースを水平に横切ってトウか
らヒールへ延びるリブを設けた例も幾つかは存在する。最大の応力は打撃点（通常はスイ
ートスポットまたは事実上スイートスポットの近傍）に位置するので、フェース中心は常
に厚くされており、少なくともリブ付き部分と等しい厚さにされている。
　１以上の細いリブを含む複数のリブ、パワーバー、および円錐体をクラブフェースの背
面に形成する別の構成も存在する。スイートスポットの直ぐ背面に質量体を付加するよう
に多数の細いリングが、あるいは代替的に螺旋体が、種々の手段により取り付けられてき
た。その場合、多数のリングまたは螺旋状質量体は、スイートスポットから実質的にフェ
ースプレートの周辺に向かって延びるようになされている。スイートスポットの位置の単
一の細いリングを、トウに付加した質量体に関連づけてアイアンクラブヘッドに使用して
、最小剛性点をフェース中心に移すこともある。この構成の場合、フェースの剛性は、中
心に配置したリングから半径方向外側へ向かって常に高くなっている。
【０００８】
　別のクラブヘッドの場合には、ゴルフボールに与えられる力を増大させるためにスイー
トスポットの背面にパワーバーまたは円錐体を使用することが試みられている。これらの
パワーバーまたは円錐体は、クラブヘッドの後方へ延びる大きな付加質量体を含み、した
がってクラブヘッドの重心に影響する。しかしこれらのクラブヘッドでは、今日のゴルフ
ァーが求める反発係数（ＣＯＲ）の少なくとも最小値、すなわち約０．８の値は得られな
い。
【０００９】
　ゴルフクラブのＣＯＲは、ゴルフクラブヘッドとの衝突の直前と直後のゴルフボール相
対速度の比の関数として略式に定義されている。ＣＯＲの基準値ｅ＝０．８２２が米国で
確立され、正式な方程式もまた、以下のように、ゴルフボールのみならず特定のクラブヘ
ッドの相対質量を考慮している。
Ｖｏｕｔ／Ｖｉｎ＝（ｅＭ－ｍ）／（Ｍ＋ｍ）
Ｍ：クラブヘッドの質量
ｍ：ゴルフボールの集合体の平均質量
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Ｖｏｕｔ：ボールの反発速度
Ｖｉｎ：ボールの入射速度（例えば空気砲を用いてゴルフクラブヘッドのフェースに発射
される）
【００１０】
　以上に述べた諸例の場合には、しかしながら、中心をずれた打撃に対する有意な許容度
を得ることには最終的に失敗している。各ゴルフクラブはＣＯＲの増大を試みており、ま
たそのための困難な課題は種々の程度で解決が図られている。これらのクラブの場合、最
高のＣＯＲを得るために打撃点はやはりスイートスポットになければならず、打撃がスイ
ートスポットから極めて僅かだけずれただけでも、ボール速度に有意な損失が生じる結果
となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、クラブ設計者が前述の問題を解決できるような解決策を提供するものであり
、この解決策は、打撃フェースの多くの部分でより大きい許容度を発揮し、一方、依然と
してボールに高い初速を与えられるようなゴルフクラブを含む。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の１つの好適実施例では、測定値で少なくとも約０．８の反発係数を有するゴル
フクラブヘッドが得られる。このクラブヘッドは、トウ部分と、ヒール部分と、ソール部
分と、クラウン部分とを含む胴部を有し、これら部分が前部開口を共に画成している。こ
の開口にはインサートが配置されており、インサートは、第１の側に実質的に平坦な打撃
面を、第２の側に背面を有し、さらに胴部の開口に取り付けるための縁辺部を有している
。この縁辺部は、上縁部と、下縁部と、第１側縁部と、第２側縁部とを有している。打撃
面は、インサートの中心区域に１つのバランス点を有しており、打撃面上の各点が厚さを
有し、打撃面がインサートの全域を占めている。
【００１３】
　フェース・インサートは、バランス点と上縁部との間に第１厚さプロファイルを、バラ
ンス点と底縁部との間に第２厚さプロファイルを、バランス点と第１側縁部との間に第３
厚さプロファイルを、バランス点と第２側縁部との間に第４厚さプロファイルを有してい
る。第１、第２、第３および第４の厚さプロファイルは、同じように、打撃フェースの縁
辺部を囲んでいる第１の箇所でそれぞれ厚さ値を有しており、複数縁部に隣接した最小値
を含んでいる。これらの厚さプロファイルは、同じように、第１の箇所とバランス点との
間の第２の箇所で最小値の少なくとも１．５倍の厚さ値を有しており、これら第２箇所は
それぞれ最大厚さ値を有している。これらの厚さプロファイルは、同じように、中心区域
の第３の箇所に、第２箇所での値よりは小さいが第１箇所での最小値よりは大きい厚さ値
を有している。
【００１４】
　第１、第２、第３および第４の厚さプロファイルが組み合わされて、第２の箇所を含む
事実上環状の厚さ増大区域を形成している。第３の箇所の厚さ値は、厚さ減少区域と事実
上環状の区域とを形成し、これらの厚さ減少区域は、バランス点から上下縁部および第１
および第２側縁部までの距離の約５０％にわたって延びている。
　あるいはまた本発明のゴルフクラブヘッドは、トウ部分、ヒール部分、ソール部分、ク
ラウン部分、およびフェース部分を規定する胴部を含んでいてもよい。フェース部分は、
外側に打撃面を有し、且つフェース部分とクラウン部分の第１接合部と、フェース部分と
ソール部分の第２接合部と、フェース部分とトウ部分の第３接合部と、フェース部分とヒ
ール部分の第４接合部とに事実上隣接する縁辺部を有している。打撃面は、その外側の全
域を占めており、またフェース部分の中心区域にバランス点を有している。
【００１５】
　打撃面上の各点は局所的な断面曲げ剛性を有しており、それによってフェース部分が、
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バランス点と第１接合部の間に第１剛性プロファイルを、バランス点と第３接合部の間に
第２剛性プロファイルを有している。第１および第２の剛性プロファイルは、同じように
、バランス点から最遠の、打撃フェース縁辺部を囲んでいる第１箇所に低い第１の剛性値
を有している。第１および第２の剛性プロファイルは、同じように、縁辺部とバランス点
の間に存在する第２の箇所に高い第２剛性値を有し、第１および第２の剛性プロファイル
は、同じように、中心区域に第３の剛性値を有している。
【００１６】
　フェース部分は、垂直および水平の中心軸線を中心として実質的に対称であるので、第
１剛性プロファイルは、バランス点と第２接合部の間にも当てはまり、第２剛性プロファ
イルは、バランス点と第４接合部の間に当てはまる。第１剛性値は、第１、第２、第３お
よび第４の接合部に隣接して最小値を有し、この第１剛性値は、最小値の約３．４倍未満
まで増大する。第２剛性値は、前記最小値の少なくとも約３．５倍であり、第３剛性値は
、最小値より大きく、且つ最小値の約３．５倍未満である。第２および第３の剛性値は、
打撃面の一区域を含んでおり、この一区域は、バランス点から第１、第２、第３および第
４の接合部までの距離のほぼ中間まで延びている。
【００１７】
　本発明の別の実施例では、ゴルフクラブヘッド用のフェース・インサートが、インサー
トの第１側に実質的に平坦な打撃面を、第２側に背面を含んでおり、さらにゴルフクラブ
ヘッドへ取り付けるための縁辺部を含んでいる。この縁辺部は、上縁と、下縁と、第１側
縁と、第２側縁とを有している。打撃面は、フェース・インサートの中心区域にバランス
点を有し、打撃面上の各点は、局所的な断面曲げ剛性を有している。打撃面は、インサー
ト第１側の全域を占めている。
【００１８】
　フェース・インサートは、バランス点と上縁の間に第１剛性プロファイルを、バランス
点と下縁の間に第２剛性プロファイルを、バランス点と第１側縁の間に第３剛性プロファ
イルを、バランス点と第２側縁の間に第４剛性プロファイルを、それぞれ有している。第
１、第２、第３および第４の剛性プロファイルは、打撃フェースの縁辺部を取り囲んでい
る第１の箇所で剛性値を有しており、また側縁の隣接部分で最小値を有している。これら
の剛性プロファイルは、第１箇所とバランス点の間の第２の箇所に剛性値を有しており、
これら剛性値は、概して縁辺部の値である最小値の少なくとも３．５倍である。第２箇所
は、最大剛性値を有する箇所を含み、この剛性プロファイルは、中心区域の第３箇所に、
第２箇所での値より小さいが、第１箇所の最小値より大きい剛性値を有している。
　第１、第２、第３および第４の剛性プロファイルが組み合わされて、第２箇所を含む実
質的に環状の高剛性区域が形成される。第３箇所の剛性値は、局所的な最小剛性値を有す
る箇所を含む低剛性区域を形成している。実質的に環状のこの区域は、打撃面全域の少な
くとも約１２％を含んでいる。
【００１９】
　一般に、本発明は、技術上公知の種々の普通のクラブヘッド形状に適用することができ
る。本発明の別の好適実施例によれば、中空の金属胴部が開示される。この胴部は、トウ
部分、ヒール部分、ソール部分およびクラウン部分を含む複数の薄壁を有し、これら部分
のすべてが共同で内部の空洞と前縁を有する開口とを画成している。金属製ボール打撃フ
ェースは、技術上一般に公知の方法を用いて胴部の前縁に固定される。この実施例は、中
心に近いフェース部分を除いて、ボール打撃フェース前面からフェースの背面にかけて実
質的に一様な壁厚を有するボール打撃フェースを有している。フェースの中心近くには、
細長のワッシャ状厚さ増大区域が存在しており、この区域は後方へキャビティ内へ延びて
いる。ワッシャ状区域は、好ましくは、打撃フェースプレート壁の背面に一体化された一
部として形成されるが、ワッシャ状区域は、技術上公知の手段により打撃フェース背面に
固定取り付けしてもよい。ワッシャ状区域は、打撃フェースの相対的な可撓度を減少させ
るのに役立ち、その結果、一様な厚さプロファイルを有する類似サイズの打撃フェースよ
り、中心ずれ打撃の許容度が高いクラブヘッドが得られる。一般に、厚さ増大区域はスイ
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ートスポットから半径方向外側へ向かって設けられる。
【実施例】
【００２０】
　図面には、本発明によるゴルフクラブヘッドの好ましい複数の実施例が示されている。
【００２１】
　図１には、技術上公知の多くの金属製ウッドクラブヘッドに似たクラブヘッド１０が示
されている。本発明の範囲内のクラブヘッドは、必ずしも図示の形状には限定されない。
クラブヘッド１０は、中空の金属製胴部１１と打撃板すなわちつまりフェースプレート２
０とを有している。胴部１１は、ヒール部分１２と、トウ部分１３と、ソール部分１４と
、クラウン部分１６とを含み、これらの部分が、打撃板２０を受容する開口（図示せず）
を共同で画成している。打撃板２０は、図２～図４に拡大詳細図で示してある。クラブヘ
ッド１０は通常、胴部１１と一体に形成されるホーゼル１７を介してシャフト（図示せず
）に結合されている。好ましくは、胴部はステンレス鋼またはチタン合金で構成されるが
、他の材料、例えばシリコン鋼合金、種々の複合材料、またはそれらの組み合わせから構
成してもよい。クラブヘッドは、好ましくは、胴部１１がトウ部分１３、ソール部分１４
、クラウン部分１６、およびホーゼル１７を含め一体に形成されるように製造され、打撃
フェース１５を有する打撃板２０は、公知技術により固定取り付けされる。しかし、好適
な胴部１１の種々の部分は、成形、鋳造、鍛造、その他の公知技術により別個に製造し、
その後固定取り付けして胴部を形成してもよい。
【００２２】
　図４は、ステンレス鋼製打撃板２０の背面２３を示している。背面２３は、外側背面２
７と内側背面２９とを有している。外側背面２７と内側背面２９との間には、隆起面２８
が設けられている。この隆起面２８は、実質的に楕円形の区域を形成している。隆起面に
は外側肩２５と内側肩２６とが設けられ、これら肩が、隆起面２８と、外側背面２７およ
び内側背面２９との移行部を形成している。隆起面２８と肩２５，２６とは、クラブヘッ
ドのキャビティ内側の後方へ向かって延びる楕円形のワッシャ状突出部を形成している。
【００２３】
　別の好ましい打撃板３０は、図５に示すように、一体構造物として鍛造することができ
る。厚さ（３２，３３，３４，３５，３６）の変化を示す地形線（topographical line）
３１で分かるように、鍛造により極めて簡単な工程で比較的複雑な面を形成する機会が得
られる。この実施例における厚さは、打撃板の縁辺部３７の近傍の約１．６ｍｍ厚から、
縁辺部から半径方向内側へ打撃板３０のほぼ中心３８のバランス点へ向かって約１．９ｍ
ｍ厚までに及んでいる。厚さは、さらに内側へ約２．５ｍｍまで増大し、バランス点３８
での２．５ｍｍ厚の区域を囲む概して楕円形の部分３９での約４．８ｍｍの最大値まで増
大する。
【００２４】
　図６～図８の実施例は、打撃板４０の背面の厚さ変化が図５に示したものよりも対称的
である点で、図２～図４の実施例と類似している。図６～図８の実施例に使用される好適
な材料は、チタン合金である。図６に示したように、概ね環状の厚さ増大区域４１の形状
は円形であるが、図２に示した隆起面２８の環状区域は、より楕円形である。加えて、図
７と図８に示した環状区域は、図１と図３に示した大部分が平坦な隆起面２８の最大厚区
域より幾分厚く、且つ傾斜がゆるやかである。
【００２５】
　図２～図８に示したフェース部分の実施例は、中心（例えば２９，３８）から打撃板の
縁辺部（例えば３７）までの距離の約７５％以内で厚さが実質的に増加するという特徴を
共有している。好ましくは、中心から縁辺部までの距離の約５０％以内で厚さが増加する
。また、環状区域（例えば４１）は、最も外側の縁辺部（図６～図８の４２）での最小厚
より少なくとも５０％大きい厚さを有し、打撃板４０の全域の少なくとも約１２％の区域
を占めている。好ましくは、環状区域４１は、打撃板全域の少なくとも約１５％の面積、
最も好ましくは少なくとも約２０％の面積を占めている。表１および表２は、イナーシャ
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の各厚さレベルごとにまとめたものである。
【００２６】
【表１】

【００２７】
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【表２】

【００２８】
　ここに説明した本発明はゴルフクラブヘッドのフェース部分を提供し、このフェース部
分は、図９に示されているように、低剛性区域、中間剛性区域および高剛性区域を有して
いる。フェース部分（例えば図１の打撃フェース）の各点は、各点に関する局所的な断面
曲げ剛性値ＥＩを有している。特に、最低剛性ＥＩは、全般的にスイートスポットとも呼
ばれるフェースのバランス点（ＢＰ）から最も外側の区域に位置している。スイートスポ
ットは通常、打撃フェース（例えば図１の打撃フェース１５）の実質的に幾何学的な中心
に存在する。
【００２９】
　所定の材料の場合、クラブフェース上の１点は、断面内でビーム状であると考えられ、
フェース上の所定箇所でのその曲げ剛性は、厚さの３次関数「ｈ３」として計算される。
すなわちＥＩ＝ｆ（ｈ３）であり、この式において、Ｅはヤング係数、Ｉは慣性である。
したがってフェース上の第１点の厚さが２ｍｍ、第２点の厚さが３ｍｍであるとすれば、
第２点は、第１点の１．５倍の厚さであり、第１点の剛性の３．３７５倍の剛性を有する
ことになり、次式で表される。
（３ｍｍ）３／（２ｍｍ）３＝（１．５）３＝３．３７５
【００３０】
　スイートスポットを含むフェース中心区域の剛性値は、最も外側区域の縁辺点（Ｐ）で
の最小剛性値より少なくとも高い値であるが、フェースの最大剛性値は、スイートスポッ
トから半径方向外側へ向かって所定の距離のところに設けられている。中心区域は、局所
的な最小剛性値を含んでいるが、この最小剛性値は、最も外側の区域での最小剛性値より
は高い値である。図９を見ると、中心区域がＢＰからＣまで延びており、一方、最大剛性
値を含む区域はＣとＤの間に延びている。フェースの外縁はＤからＰまで延びている。
　このように剛性プロファイルは、半径方向外側へ、スイートスポットからフェース縁辺
部へ向かう距離に応じて剛性値が変化するようになっている。フェースの打撃面は、それ
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ぞれフェースのバランス点を含んでいる実質的に垂直な平面および実質的に水平な平面か
ら形成される中心軸線により定義される四分区域によって表すことができる。少なくとも
１つの剛性プロファイルが、バランス点から概ね半径方向に延びる各四分区域に含まれて
おり、これは中心軸線の１つと合致してもよく、あるいは合致していなくてもよい。
【００３１】
　半径方向の線に沿って設けられる或る特定剛性プロファイルは、フェース上のどこか他
のところで反復されてもよいし反復されなくともよいが、各プロファイルは、スイートス
ポットから半径方向で最大距離のところに少なくとも最小値を有し、また最小値箇所とス
イートスポットの間のどこかに最大値を有していることが好ましい。中心区域の周囲に形
成される概して環状の区域は、フェースの中心区域または最外側区域の剛性値より概して
高い剛性値のみならず、概して楕円形または円形等を形成する最大剛性値をも有している
。この環状区域を区分するための好ましい境界剛性値は、最小剛性値の少なくとも約３．
５倍である。
【００３２】
　打撃板の可能な剛性プロファイルのすべてを含む中央区域全域は、周囲の事実上環状の
区域より概して剛性値が低い。中心区域に存在する局所的最小剛性点Ｋは、スイートスポ
ットに存在するように、どのプロファイルにも共通のものとすることができるが、図１０
に示すようにわずかにずらして、或る特定の剛性プロファイルに含まれるようにしてもよ
い。図１０には２つの剛性プロファイルが示され、ＢＰからＣ１までの長さが、ＢＰから
Ｃ２までの長さより僅かに短く、ＢＰからＤ１までとＤ２までとの距離は異なるが、双方
とも、各縁辺点Ｐ１，Ｐ２までのほぼ半分しか延びていない。
【００３３】
　スイートスポットから半径方向の複数の線のどの線に沿った比剛性プロファイルも、好
ましくは漸次的且つ連続的であり、各区域が境界値により線引きされる。
【００３４】
　図１１～図１３は、別の厚さパターンを有する本発明の打撃フェース５０を示している
。厚さの増大した四分区域が形成されており、個々の四分区域（５１，５２，５３，５４
）が、縁辺部５５と等厚のＸ字形部分５７によって分割されている。このＸ字形部分５７
は、バランス点５６を中心としている。四分区域（５１，５２，５３，５４）として示さ
れた厚さの増大した分離区域は、図１２に示すように、バランス点を中心として対称では
ない。バランス点５６の左方の四分円５２は、最大厚が、右方の四分円５４の最大厚より
大きい。
【００３５】
　以上に詳説した複数の実施例は単に説明を目的とするのものであり、本発明は、金属や
それらの合金の代わりに別の材料、例えば複合材料を用いたり、また例えば金属と複合材
料の積層物を使用したハイブリッド構造を用いても具体化できる。クラブヘッドは、中空
でも中実でもよく、３００ｃｃを超える体積、または約２５０ｃｃ未満の体積を有してい
てもよい。胴部は、一体でも複数部分から成っていてもよい。加えて、フェース部分は、
クラウン、ソール、トウ、およびホーゼル部分を有するかまたは有していないヒールとの
接合部の１つ以上にわたっている延長部を有していてもよい。あるいはまた別個の打撃板
を有さない事実上一体のヘッドを鋳造または複合材料合板層の使用によって形成するのが
望ましいかもしれない。本発明で重要なのは、特定の曲げ剛性プロファイルを有するクラ
ブヘッド前面の打撃フェース区域である。
【００３６】
　好ましくは、本発明は、従来のクラブヘッドより広い打撃面部分にわたって約０．８０
を超えるＣＯＲ値を得るために用いられる。例えば、いわゆる「ホット」メタルウッド・
ゴルフクラブの場合に、スイートスポットを事実上拡大させことができる。しかしながら
本発明により拡大されるスイートスポットの利点は、またユーティリティタイプのクラブ
ヘッドやアイアンを含む他のクラブに適用した場合にも認められる。
　本発明がインサートに適用される場合、別個の打撃板を鍛造または鋳造してもよい。あ
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るいはまた、種々の溶接技術を利用して打撃板の定厚部分の背方に別個の部分を取り付け
ることもできる。フェースインサートを溶接で取り付ける場合、縁辺部での打撃板の最小
厚は、形成される溶接ビードの直近になお存在するようにすべきである。あるいはまた、
打撃板は、当業者には公知の接着方法を用いて取り付けてもよい。以上、メタルウッド、
すなわちドライバーおよびフェアウェイウッドの好適な構造について詳述してきたが、本
発明は、アイアンその他のクラブで利用できることも理解されよう。
【００３７】
　本発明によるゴルフクラブヘッドを製造する好適な一方法では、別個の金属製打撃板が
周知の鍛造技術を使用して製造され、所望の曲げ剛性プロファイルが形成される。レーザ
ー光による被着も考えられ、その場合には、レーザー装置を使用して金属材料を融解し、
その金属材料を打撃板背面に被着させ、所望の剛性プロファイルが得られる。この工程を
実施するレーザー装置は、当業者には公知である。
【００３８】
　さらに別の方法では、打撃面を形成するインサートの前部に別個の部材をイナーシャ溶
接することにより、打撃板背面に形成した構造物を介して所望の剛性プロファイルを得る
ことができる。図１４～図１６は、一連のアタッチメントの形状における、好適な打撃板
の背面部分を示したものである。特に、図１４および１４Ａに示したディスク６０は、直
径が約３８ｍｍ、厚さが約３ｍｍで、一方の側６１に僅かに凸状の面を有している。図１
５および図１５Ａには、ディスク縁辺部に形成された凹所または打込み穴６２が示されて
おり、この凹所の深さは、取り付け後の最終面厚によって制限されている。イナーシャ溶
接用の装置（図示せず）は、溶接が完了するまで、ディスクを凹所のところで保持する。
打撃板の背面の最終付形は機械加工によって行われ、図１６および図１６Ａには好ましい
１つの最終形状が示されている。
【００３９】
　既述の方法のいずれの場合も、最終工程として打撃板の背面を機械加工することが好ま
しい。あるいはまた、事実上一定厚のフェースは、機械加工を最終工程に持ち越す代わり
に、所望の剛性プロファイルを得る工程として機械加工してもよい。
　クラブヘッドのフェース部分および／または残部を形成するのに、複合材料を使用する
こともできる。フェース部分の場合、所望の剛性プロファイルは、ヤング係数の異なる１
種類以上の金属繊維とエポキシ樹脂等の材料を適宜に配置することによって比較的一定の
厚さ範囲内で達成可能である。あるいはまた、フェースの打撃面の背面は、複合材料合板
を付加して成層にして、厚さプロファイルを変化させてもよい。付加される合板は、打撃
面を形成するのと等しい繊維を使用しても、異なる繊維を使用してもよい。
【００４０】
　以上、本発明を複数の好適実施例についてのみ詳説したが、当業者には、別のゴルフク
ラブヘッドをも本発明の範囲を逸脱することなしに製造できることが理解されよう。した
がって本発明は特許請求の範囲によってのみ定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明によるゴルフクラブヘッドの第１実施例の前面図。
【図２】図１の線２－２に沿った断面図。
【図３】図１の線３－３に沿った断面図。
【図４】図１に示したゴルフクラブヘッドに対応するフェースインサートの背面図。
【図５】本発明の第２実施例の鍛造フェースインサートを示す背面図。
【図５Ａ】図５の線Ａ－Ａに沿った断面図。
【図５Ｂ】図５の線Ｂ－Ｂに沿った断面図。
【図６】本発明の別の実施例の機械加工されたフェースインサートの背面図。
【図７】図６の線７－７に沿った断面図。
【図８】図６の線８－８に沿った断面図。
【図９】フェースのバランス点（ＢＰ）から縁辺部の点（Ｐ）までの剛性プロファイルの
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一実施例を示す線図。
【図１０】本発明の２つの剛性プロファイルがバランス点から延びるとともに、中心区域
に局所的な最小値を含んでおり、この中心区域が、縁辺部の点Ｐ１，Ｐ２へ向かって延び
るプロファイルに沿って設けられている実施例を示す線図。
【図１１】本発明のフェースインサートの別の実施例の背面図であって、このインサート
は、厚さが非連続で、少なくとも、インサートのヒールとトウとの端部の間を結ぶ線に沿
って見た場合に非対称である背面図。
【図１２】図１１の線１２－１２に沿った断面図。
【図１３】図１１の線１３－１３に沿った断面図。
【図１４】本発明のフェースインサートにイナーシャ溶接される背面部分の前面図。
【図１４Ａ】本発明のフェースインサートにイナーシャ溶接される背面部分の側面図であ
って、図１４の線Ａ－Ａに沿った断面図。
【図１５】イナーシャ溶接装置（図示せず）の取り付け用に凹部が形成された後の図１４
および図１４Ａに示した背面部分の前面図。
【図１５Ａ】イナーシャ溶接装置（図示せず）の取り付け用に凹部が形成された後の図１
４および図１４Ａに示した背面部分の側面図であって、図１５の線Ａ－Ａに沿った断面図
。
【図１６】最終厚さの背面図。
【図１６Ａ】最終厚さの断面図。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１４Ａ】 【図１５】
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【図１５Ａ】 【図１６】

【図１６Ａ】
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