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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドにおいて、
　フェイスプレート・インサートを受けることができるように窪んだ棚状部に隣接する内
壁を有する環状のフェイスサポートを含む本体であって、中央のキャビティの一部を画定
している環状のフェイスサポートを含む本体と、
　打撃面と、該打撃面とは反対側に位置する背面と、を有するフェイスプレート・インサ
ートであって、該フェイスプレート・インサートの背面が上記棚状部に当接しかつ該フェ
イスプレート・インサートが上記内壁から離間して該フェイスプレート・インサートと上
記内壁との間に接着剤用チャネルを画定するように、上記環状のフェイスサポート内に配
置されたフェイスプレート・インサートと、
　を備え、
　上記接着剤用チャネル内に与えられた接着剤が凹部内へ流入することにより上記フェイ
スプレート・インサートと上記環状のフェイスサポートとの間の機械的結合を支援するこ
とができるように、上記内壁と上記フェイスプレート・インサートのうちの少なくとも一
方が、上記接着剤用チャネルと流体的に連通する上記凹部を画定しており、
　上記フェイスプレート・インサートは、該フェイスプレート・インサートが上記棚状部
に当接していることで上記キャビティの奥まで延在するフィラー入り若しくはフィラーな
しの熱可塑性ポリマーからなるポリマー材料を含み、上記ポリマー材料は少なくとも約２
２０ＭＰａの引張強度を有することを特徴とする、ゴルフクラブヘッド。
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【請求項２】
　上記環状のフェイスサポートは、上記フェイスプレート・インサートの一端縁に当接可
能に構成された前壁を含み、
　上記棚状部に上記フェイスプレート・インサートが当接したときに、上記環状のフェイ
スサポートの前壁と上記フェイスプレート・インサートの打撃面とが面一になるように構
成されてい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】
　上記フェイスプレート・インサートは、上記ポリマー材料と接触するように配置された
金属製の打撃プレートを含み、
　上記金属製の打撃プレートは、上記フェイスプレート・インサートの打撃面を形成する
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４】
　上記金属製の打撃プレートは、該金属製の打撃プレートから上記ポリマー材料内まで延
在する突起を介して上記ポリマー材料に機械的に結合されているとともに、上記ポリマー
材料によってオーバーモールド加工されていることを特徴とする請求項３に記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項５】
　上記フェイスプレート・インサートは、上記ポリマー材料に接するように配置された金
属製の後方プレートを含み、
　上記金属製の後方プレートは、上記フェイスプレート・インサートの背面を形成し、
　上記金属製の打撃プレートは、上記金属製の後方プレートとは上記ポリマー材料の反対
側に配置されていることを特徴とする請求項３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　上記金属製の打撃プレートは、上記打撃面内まで窪んでいて該金属製の打撃プレートに
ついて凹状の複数の溝を含むことを特徴とする請求項３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　上記中央のキャビティは開放されたキャビティであり、
　上記本体とフェイスプレート・インサートとが協働して、上記開放されたキャビティの
一部のみを取り囲んでい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８】
　上記中央のキャビティは閉塞されたキャビティであり、
　上記本体とフェイスプレート・インサートとが協働して、上記閉塞されたキャビティの
全体を取り囲んでい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】
　上記フェイスプレート・インサートの厚さが約２ｍｍ～約６ｍｍ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１０】
　上記ポリマー材料は、ガラス繊維又は炭素繊維のいずれかのフィラー入りのポリアミド
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１１】
　上記凹部は、上記内壁及び上記フェイスプレート・インサートのうちの少なくとも一方
の周縁全体に亘って延在してい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】
　ゴルフクラブヘッドにおいて、
　フェイスプレート・インサートを受けることができるように構成された内壁及び窪んだ
棚状部を有する環状のフェイスサポートを含む本体であって、中央のキャビティの一部を
画定している環状のフェイスサポートを含む本体と、
　打撃面と、該打撃面とは反対側に位置する背面と、を有するフェイスプレート・インサ
ートであって、該フェイスプレート・インサートの背面が上記棚状部に当接しかつ該フェ
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イスプレート・インサートが上記内壁から離間して該フェイスプレート・インサートと上
記内壁との間に接着剤用チャネルを画定するように、上記環状のフェイスサポート内に配
置されたフェイスプレート・インサートと、
　を備え、
　上記接着剤用チャネル内に与えられた接着剤が凹部内へ流入することにより上記フェイ
スプレート・インサートと上記環状のフェイスサポートとの間の機械的結合を支援するこ
とができるように、上記内壁と上記フェイスプレート・インサートのうちの少なくとも一
方が、上記接着剤用チャネルと流体的に連通する上記凹部を画定しており、
　上記フェイスプレート・インサートは、上記フェイスプレート・インサートの打撃面を
形成している金属製の打撃プレートと接触しているポリマー材料層から形成されたラミネ
ートであり、
　上記ポリマー材料層及び上記金属製の打撃プレートの各々は、上記フェイスプレート・
インサートの背面が上記棚状部に当接していることで上記中央のキャビティの奥まで延在
し、
　上記ポリマー材料は、フィラー入り若しくはフィラーなしの熱可塑性ポリマーからなる
型成形された熱可塑性材料であり少なくとも約２２０ＭＰａの引張強度を有することを特
徴とする、ゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　上記環状のフェイスサポートは、上記フェイスプレート・インサートの一端縁に当接可
能に構成された前壁を含み、
　上記棚状部に上記フェイスプレート・インサートが当接したときに、上記環状のフェイ
スサポートの前壁と上記フェイスプレート・インサートの打撃面とが面一になることを特
徴とする請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　上記金属製の打撃プレートは、該金属製の打撃プレートから上記ポリマー材料層内まで
延在する突起を介して上記ポリマー材料に機械的に結合されているとともに、上記ポリマ
ー材料によってオーバーモールド加工されていることを特徴とする請求項１２に記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１５】
　上記ラミネートは、上記ポリマー材料層と接触するように配置された金属製の後方プレ
ートをさらに含み、
　上記金属製の後方プレートは、上記フェイスプレート・インサートの背面を形成し、
　上記金属製の打撃プレートは、上記金属製の後方プレートとはポリマー材料層の反対側
に配置されていることを特徴とする請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１６】
　上記金属製の打撃プレートは、上記打撃面内まで窪んでいて該金属製の打撃プレートに
ついて凹状の複数の溝を含むことを特徴とする請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　上記中央のキャビティは開放されたキャビティであり、
　上記本体とフェイスプレートとが協働して、上記開放されたキャビティの一部のみを取
り囲んでいることを特徴とする請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　上記中央のキャビティは閉塞されたキャビティであり、
　上記本体とフェイスプレート・インサートとが協働して、上記閉塞されたキャビティの
全体を取り囲んでいることを特徴とする請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　上記フェイスプレート・インサートの厚さが約２ｍｍ～約６ｍｍであることを特徴とす
る請求項１２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項２０】
　上記ポリマー材料層は、ガラス繊維又は炭素繊維のフィラー入りのポリアミドからなる
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ことを特徴とする請求項１２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、概して、ポリマーからなるフェイスを備えたゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフクラブは、概して、長細のシャフトの端部に配置されたゴルフクラブヘッドを有
する。プレーの際に、地面に置かれているボールに当てることを意図してゴルフクラブが
振られると、所望の方向及び所望の垂直方向の弾道を描くようにボールが打ち上げられる
。この衝突によって、クラブフェイスに瞬間的な衝撃の力が生じ、この衝撃の力の最大値
は、約６５２０Ｎ～約１８０００Ｎ（約１５２０ｌｂｆ～約４０００ｌｂｆ）の範囲内の
大きさとなり得る。
【０００３】
　ゴルフクラブヘッドを形成する際に、多くの設計パラメータが考慮され得る。設計は、
例えば、クラブと地面との間はもちろんのことクラブヘッドとボールとの間の繰り返しの
衝撃に耐えるのに充分な構造上の弾力を提示する必要がある。クラブヘッドは、様々なル
ール設定協会が決める最大の寸法要求に適合するものでなければならない。また、（適用
基準に準拠した測定で）予め定められた最大値よりも高い反発係数を有してはいけない。
予め定められた特定の設計の制約条件を満たした場合に、特定のロフト（打上げ）用のク
ラブヘッドの設計は一般に、重心の規模及び位置と、重心及び／又はシャフトの周りのヘ
ッドの慣性モーメントとによって定量される。
【０００４】
　クラブの慣性モーメントは、クラブの（特には、芯を外した打撃をした際の）回転抵抗
に関連し、クラブの「許容（寛容）度」の測定値として認識されることが多い。典型的な
クラブ設計においては、ボールを押したりボールの勢いをなくしたりするクラブの傾向を
低減させるために、高い慣性モーメントが求められている。高い慣性モーメントは、概し
て（重心の周りの慣性モーメントを最大にするために）クラブの周縁にできるだけ近づけ
るように重心を移動させることにより、さらに言えば、（シャフトの周りの慣性モーメン
トを最大にするために）つま先のできるだけ近くへ重心を移動させることにより実現され
る。
【０００５】
　慣性モーメントはクラブヘッドの許容度に影響を与えるが、クラブフェイスの後側の位
置（及びソールよりも高い位置）は、概して、所与のフェイス・ロフト角についての弾道
に影響を与える。（フェイスからずっと離れている）できるだけ後方かつ（ソール付近の
）低い位置に重心があることにより、一般に、重心がより前方かつ／或いは高い位置にあ
るクラブヘッドと比較して、ボールの弾道が高い放物線を描く。
【０００６】
　高い慣性モーメントは、クラブヘッドの周縁の重量を増大させることにより得られるが
、クラブヘッドの総質量／スウィング（すなわち、重心の規模）の拡大は、クラブヘッド
スピードと飛距離に大きな負の影響を与える。換言すれば、クラブヘッドスピード（及び
飛距離）を最大にするためには、総質量を小さくすることが要求される。しかし、総質量
を小さくすると、概して、クラブヘッドの慣性モーメント（及び許容度）が減少してしま
う。
【０００７】
　スウィングスピード（質量）と許容度（慣性モーメント）を両立させることについて、
クラブヘッド全体に亘る特定の位置ごとに変化する質量を付して、特定のゴルファー又は
能力レベルに応じてクラブの性能をカスタマイズすることが望ましい。この態様において
は、クラブヘッドの総質量は、概して、構造上の質量と、裁量に委ねられた質量と、の２
つのカテゴリーに分類され得る。
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【０００８】
　構造上の質量とは、概して、繰り返しの衝撃に耐えるのに必要とされる構造上の弾力を
有するクラブヘッドを提供するために要求される材料の質量のことである。構造上の質量
は、設計に依存する度合いが高く、具体的な質量分布と比較して、設計上の制御可能な程
度が低い。他方で、裁量に委ねられた質量は、ソールがクラブの性能及び／又は許容度を
カスタマイズすることを目的として、クラブヘッドの設計に加えられる追加の質量である
。理想的なクラブの設計においては、従来のつまり所望のスウィング重量を維持しつつ、
クラブの性能をカスタマイズするための大きな能力を設計者に与えるために、構造上の質
量が（弾性を犠牲にすることなく）最小限に抑えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　構造上の総質量を最小限に抑えるために、ほとんどのメタル・ウッドは概して、高強度
で軽い金属合金から形成された薄い金属面と、中空構造のシェルを採用している。そのよ
うな設計は、構造上の質量を減らす効果があるが、複雑な多段階の製造プロセスを要し、
進歩し続ける合金のコストの制約があるために、さらなる進歩が制限されているのが現状
である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ゴルフクラブヘッドが、本体とフェイスプレート・インサートを含む。本体は、フェイ
スプレート・インサートを受けることができるように窪んでいる棚（シェルフ）状部を有
する環状のフェイスサポート（支持部材）を含む。フェイスサポート・インサートは、打
撃面と、打撃面の反対側にある背面とを含む。窪んでいる棚状部にフェイスプレート・イ
ンサートの背面が当接するように、フェイスプレート・インサートは、環状のフェイス内
に配置されている。フェイスプレート・インサートは、キャビティの奥まで亘るように配
置されたポリマー材料を含むとともに、少なくとも約２２０ＭＰａの引張強度を有する。
一実施例においては、ポリマー材料は、ガラス繊維、炭素繊維（カーボンファイバ）又は
グラファイト繊維で充填されたポリアミドである。
【００１１】
　一実施例においては、フェイスプレート・インサートは、ポリマー材料と接触するよう
に配置された金属製の打撃プレートから形成されている。この実施例においては、金属製
の打撃プレートはその後、フェイスプレート・インサートの打撃面を形成し得る。金属製
の打撃プレートは、該金属製の打撃プレートからポリマー材料内まで延在する１つ又は複
数の突起を使ってポリマー材料に機械的に結合され、且つ／或いはポリマー材料と一緒に
型成形され得る。そのような突起は、例えば、金属製の打撃プレートの背面にポリマー材
料を塗布するためのオーバーモールド工程の際に、ポリマー材料層内に埋め込まれ得る。
そして、金属製の打撃プレートは、打撃面内まで窪んでいて該金属製の打撃プレートにつ
いて凹状の複数の溝を含み得る。
【００１２】
　一実施例においては、ラミネート（積層）は、ポリマー材料と接触するように配置され
た金属製の後方プレートをさらに含み、フェイスプレート・インサートの背面を形成する
。こうして、金属製の打撃プレートは、金属製の後方プレートとはポリマー材料の反対側
に配置され得る（すなわち、様々な層が金属－ポリマー－金属ラミネートを形成する）。
【００１３】
　一実施例においては、ゴルフクラブヘッドは、開放された中央のキャビティを有するア
イアン型式のクラブヘッドである。「開放されたキャビティ」とは、本体とフェイスプレ
ート・インサートとが協働して該キャビティの一部のみを取り囲んでいることによって開
放されているキャビティのことである。他の実施例においては、ゴルフクラブヘッドは、
閉塞された中央のキャビティを有するウッド型式のクラブヘッド（例えば、メタル・ウッ
ド、ドライバー、フェアウェイウッド、又はハイブリッド（混成型）アイアン）である。
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「閉塞されたキャビティ」とは、本体とフェイスプレート・インサートとが協働して該キ
ャビティの全体を取り囲んでいることによって閉塞されているキャビティのことである。
【００１４】
　本発明の上記の特徴及び利点並びに他の特徴及び利点は、添付の図を参照しつつ発明を
実施するための形態の詳細な説明を読むことにより明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ゴルフクラブヘッドを概略的に示す斜視図。
【図２】ゴルフクラブ本体を概略的に示す前方斜視図。
【図３】ゴルフクラブ本体を概略的に示す後方斜視図。
【図４Ａ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ開放されたキャビティを有するゴル
フクラブの第１の実施例を概略的に示す断面図。
【図４Ｂ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ開放されたキャビティを有するゴル
フクラブの第２の実施例を概略的に示す（例えば図１の線４－４に沿って切り出された）
断面図。
【図４Ｃ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ開放されたキャビティを有するゴル
フクラブの第３の実施例を概略的に示す（例えば図１の線４－４に沿って切り出された）
断面図。
【図５Ａ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ閉塞されたキャビティを有するゴル
フクラブの第１の実施例を概略的に示す（例えば図１の線４－４に沿って切り出された）
断面図。
【図５Ｂ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ閉塞されたキャビティを有するゴル
フクラブの第２の実施例を概略的に示す断面図。
【図５Ｃ】ポリマー製のフェイスプレートを有しかつ閉塞されたキャビティを有するゴル
フクラブの第３の実施例を概略的に示す断面図。
【図６】ゴルフクラブヘッドの本体とフェイスプレートとの間のインタフェイスの一部を
拡大して概略的に示す（例えば図４Ｃの領域Ａから切り出された）断面図。
【図７】図６のゴルフクラブヘッド一部を拡大して概略的に示す断面図であって、本体と
フェイスプレートとの間に配置された結合材料を含む図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　各図に亘って同様の参照符号は同一の或いは互いに対応する構成要素を示す。図１は、
アイアン型式のゴルフクラブヘッド１０（すなわち「クラブヘッド１０」）を概略的に示
す斜視図であり、ゴルフクラブヘッド１０は概して、フェイスプレート１２と本体部１４
（すなわち「本体１４」）を含む。図１に概略的に示されているように、クラブヘッド１
０は長細のシャフト１６の端部に取り付けられており、このシャフト１６をユーザが握っ
てスウィングすると、クラブヘッド１０が弧を描くように動く。
【００１７】
　クラブヘッド１０のフェイスプレート１２は概して、通常のスウィングの際にゴルフボ
ールと接触する打撃（ヒット）面１８を画定する。打撃面１８は、フェイスプレート１２
内まで概ね凹状に窪んでいる複数の溝２０を含む。打撃面１８は、実質的に平面である場
合もあれば、クラブヘッド１０から突き出るように少し凸状つまり弧を描くように湾曲し
ている場合もある。一般に認識されているように、打撃面１８は、クラブがニュートラル
（中立的）な打撃位置にあるときに、垂直面に対してある角度となるように配置され得る
。この角度は一般に、ロフト角と呼ばれ、つまりはクラブの傾斜のことである。ウッド型
式のクラブヘッド（ハイブリッド・ウッドを含む）のロフト角は、典型的には、約８．５
°～約２４°であり、アイアン型式のクラブのロフト角は、典型的には、約１８°～約６
０°であるが、他のロフト角を採用することも可能であり実際に市販されているものもあ
る。
【００１８】
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　クラブヘッド１０の本体１４は、一般に、フェイスプレート１２を支持するとともに、
フェイスプレート１２と長細のシャフト１６との間の接続手段を提供するように構成され
ている。引き続き図１を参照すると、本体１４は、概して、低位部２２（すなわち「ソー
ル２２」）、ホーゼル２４、かかと部２６及びつま先部２８を含み得る。ホーゼル２４は
、かかと部２６付近に配置され、ヘッド１０を受け、且つ／或いは長細のシャフト１６に
ヘッド１０を繋ぐように構成され得る。軸３０は、クラブヘッド１０の方向に関連した部
分を更に画定し、これらの方向は、フェイス１４を貫通している前方－後方軸３２（概し
て、クラブヘッド１０の前後に延びる部分／方向を指し示す）と、前方－後方軸３２と直
交する方向に延びている鉛直方向軸３４と、前方－後方軸３２及び鉛直方向軸３４との両
方に直交する方向に延びているつま先－かかと軸３６と、を含む。
【００１９】
　図２及び図３は概して、本体１４を概略的に示す斜視図であり、前方から見た図（すな
わち、図２の外観４０）と、後方から見た図（すなわち、図３の外観４２）である。図示
されているように、本体１４は概して、中央のキャビティ４６を画定する環状のフェイス
サポート４４を含むとともに、フェイスプレート１２を受けて支持するように構成された
段状の内面４８（すなわち、「窪んでいる棚状部４８」）を含む。この態様においては、
クラブは、「キャビティ・バック」型式のクラブであると考えられ、この「キャビティ・
バック」型式のクラブにおいては、クラブの中央領域にボイドつまり「キャビティ」４６
を残していることにより、クラブヘッドの質量が外周縁の方に寄せられている。
【００２０】
　本体１４は、一般に、鋳造又は上述したプロセスのいずれかを用いて適切な形状に形成
された金属又は金属合金である。適切な金属合金の例としては、スチール（例えば、ＡＩ
ＳＩ型番１０２０又はＡＩＳＩ型番８６２０のスチール）、ステンレススチール（例えば
、ＡＩＳＩ型番３０４又はＡＩＳＩ型番６３０のステンレススチール）又はチタン（例え
ば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖのチタン合金）があるが、当技術分野で周知の他の金属合金、ア
モルファス金属合金、及び／又は非金属材料も同様に使用され得る。
【００２１】
　図４Ａ、図４Ｂ及び図４Ｃは、図１に示したヘッド１０と同様のゴルフクラブヘッド１
０の３つの実施例５０，５２，５４（のそれぞれ）を概略的に示す断面図である。特には
、各実施例５０，５２，５４はそれぞれ、金属製の本体１４に固着されたフェイスプレー
ト１２を示す。高価な金属合金を使うことなくフェイスプレート１２の構造上の質量を減
らすために、各実施例におけるフェイスプレート１２は、ボールとの衝撃で繰り返し受け
る応力に耐えるのに充分な強度が得られるポリマー材料から形成された層を含むとよい。
そのような材料の例としては、ある種のポリアミド、ポリイミド、ポリアミド－イミド、
ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリカーボネート、エンジニアリングポリウ
レタン、及び／又は他の同様の材料がある。概して、ポリマー材料は、熱可塑性の場合も
あれば熱硬化性の場合もあり、何も充填されてない場合もあれば、ガラス繊維、炭素繊維
又はグラファイト繊維で充填されている場合もある。また、強度の増大を促進するために
、他の繊維（ファイバ）、粒子状充填剤などの他の適切な充填剤（フィラー）を含む場合
もあれば、添加剤を含む場合もある。一実施例においては、適切な材料が少なくとも約１
８０ＭＰａの引張強度（伸長強度）を有する一方で、他の実施例においては、少なくとも
約２００ＭＰａ又は少なくとも約２２０ＭＰａの引張強度を有する。
【００２２】
　図４Ａに概略的に示されるゴルフクラブヘッド１０の一実施例５０においては、フェイ
スプレート１２の全体がポリマー材料／複合材料から形成されている（以下「全ポリマー
製」のフェイスプレート６０という）。全ポリマー製のフェイスプレート６０は、例えば
、射出成形、圧縮成形、熱成形又は同様のプロセスを用いて、熱可塑性材料又は熱硬化性
材料から形成されている。型成形プロセスは、フェイスプレート１２の前方の打撃面内に
一体的に複数の溝２０を形成し得る。
【００２３】
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　図４Ｂに概略的に示されるゴルフクラブヘッド１０の一実施例５２においては、フェイ
スプレート１２は、金属製の打撃プレート６４に融合されたポリマーからなるベース層６
２を含む。そのような設計においては、全ポリマー製のフェイスプレートの設計６０と比
較して、スクラッチ（引っ掻くこと）及び／又は他の面摩擦に対してフェイスプレート１
２の耐性が高い。金属製の打撃プレート６４を形成するのに使用され得る材料の例として
は、ステンレススチール（例えば、ＡＩＳＩ型番３０４又はＡＩＳＩ型番６３０のステン
レススチール）又はチタン（例えば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖのチタン合金）があるが、当技
術分野で周知の他の金属合金、アモルファス金属合金、及び／又は非金属材料も使用され
得る。
【００２４】
　図４Ｂに示される実施例５２においては、例えば、最初に金属製の打撃プレート６４が
製造され、打撃プレート６４の後側を覆うようにポリマーのベース層６２が型成形される
。この結果、金属製の打撃プレート６４にポリマーのベース層６２が機械的及び／又は化
学的に結合され得る。機械的結合の例としては、オーバーモールド工程の際に、打撃プレ
ート６４からポリマーのベース層６２内まで延在する１つ又は複数の機械的固定具６６を
埋め込むことがある。そのような機械的固定具６６としては、例えば、打撃プレート６４
の背面６８から延在する１つ又は複数のタブ、ポスト、フック、あり継ぎのほぞ、又は同
様のインターロッキング機能部がある。これらの機械的固定具６６は、ポリマーでオーバ
ーモールド加工されると、ポリマー層６２内に埋め込まれるように捕捉されることにより
、機械的結合を支援する。
【００２５】
　最後に、図４Ｃに示されるゴルフクラブヘッド１０の一実施例５４においては、フェイ
スプレート１２は、金属製の打撃プレート６４と金属製の後方プレート７２との間に配置
されたポリマー層７０を含む（すなわち、打撃プレート６４と後方プレート７２は、ポリ
マー層７０の両側に配置されている）。図４Ｂにおいて説明した実施例５２と同様に、金
属製の打撃プレート６４は、スクラッチ（引っ掻き）及び／又は他の面摩擦に対するフェ
イスプレート１２の耐久性を増大させる。この実施例５４においては、打撃プレート６４
と後方プレート７２との間に、２つのプレート６４，７２間の機械的結合を形成する１つ
又は複数の支柱７４が延びている。２つのプレート６４，７２間にポリマー層７０が射出
成形されると、（ポリマー層の）材料が１つ又は複数の支柱を取り囲むことにより該ポリ
マー層７０を所定の位置にしっかりとロックする。これは、そのようなラミネートを構築
する一態様であるが、ポリマー層と１つ又は複数の金属層との間の安定的な結合を得るた
めに、他の方法も同様に使用され得る。そのような方法としては、機械的な相互接続を支
援するために、金属層上の粗面仕上げを使用すること、エポキシ樹脂等の化学的接着剤を
使用すること、及び／又はそれぞれの層間に圧力荷重を加え得るクリップ／固定具を使用
することがある。図４Ｂと図４Ｃは、フェイスプレート１２用の２つの互いに異なる金属
ポリマーのラミネート構成を示しているが、他のラミネート構成とすることも同様に可能
であり、他のラミネート構成においては、金属製の後方プレート７２に加えて、ポリマー
の打撃面１８、及び／又はポリマー層内に埋め込まれた１つ又は複数の金属製の支持プレ
ートを備え得る。
【００２６】
　図４Ａ、図４Ｂ及び図４Ｃにさらに示されるように、棚状部４８は、環状のフェイスサ
ポート４４の前面７６からフェイスプレート１２の幅とほぼ同じ距離だけ窪んでいる。こ
の態様においては、フェイスプレート１２が環状のフェイスサポート４４内に配置されて
、窪んでいる棚状部４８に当接したときに、フェイスプレート１２の打撃面１８が、環状
のフェイスサポート４４の前面７６とほぼ面一となる。一実施例においては、フェイスプ
レート１２は、約２ｍｍ～約６ｍｍの外端付近の幅（すなわち、種々の溝を除外している
）を有するが、さらに幅の広いフェイスプレート１２又はさらに幅の狭いフェイスプレー
ト１２も同様に使用され得る。
【００２７】
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　フェイスプレート１２内にポリマー層を使用することにより、フェイスプレートの質量
が最大で約３０ｇも減少し得る。必要に応じて、この質量は、裁量に委ねられた（すなわ
ち、クラブの設計者の裁量で特別に配置された）ウェイトとしてクラブ本体１４に亘って
再分布され得る。例えば、この質量は、クラブヘッド１０の慣性モーメントを大きくする
ために、本体１４の周縁に分布され得る（すなわち、フェイスプレートから外側の環状の
フェイスサポート４４寄りに質量が片寄っている）。或いは、クラブヘッド１０の重心を
変えたり動かしたりするために（例えば、ソール２２（すなわち、低位部）、つま先部２
８、及び／又はフェイスプレート１２から後方寄りに重心を移すために）、特定の位置に
質量を集中させてもよい。例えば、図４Ａ、図４Ｂ及び図４Ｃに示されるように、ウェイ
ト７８が、埋め込まれているか、或いはソール２２の後方部８０に寄せてクラブヘッド１
０の本体１４に固着されている。ウェイト７８は、例えば、他の金属と比較して高い材料
密度（すなわち、質量／体積）を有するタングステンなどの金属のウェイトである。一実
施例においては、ウェイトは、選択的に取り外し可能に形成されており、例えば所定の位
置に螺入される。他の実施例においては、クラブヘッド１０を傷つけることなく取り出す
ことはできないようにウェイトの全体がクラブ内に一体化されている。
【００２８】
　図１～図４Ｃは、アイアン型式のクラブヘッド１０（すなわち、「開放されたキャビテ
ィ」を有するクラブヘッド）に関するポリマー製のフェイスプレート構造を示しているが
、これらのポリマーのフェイスプレートの設計は、図５Ａ、図５Ｂ及び図５Ｃの実施例１
０２，１０４，１０６に概略的に示されている「閉塞されたキャビティ」を有するウッド
型式のクラブヘッド１００にも同様に使用され得る。本明細書中で言及される閉塞された
キャビティを有するクラブヘッドは、フェイスプレート１２と本体１４とが協働してキャ
ビティの一部のみが取り囲まれている開放されたキャビティを有するクラブヘッドとは異
なり、キャビティ全体が取り囲まれているものである。
【００２９】
　図４Ａ、図４Ｂ及び図４Ｃに示したアイアンの実施例５０，５２，５４と同様に、図５
Ａは、全ポリマー製の構造を有するフェイスプレート１０８を備えたクラブヘッドの実施
例１０２を示し、図５Ｂは、ポリマーからなるベース層１１２に固着された金属製の打撃
面１１０を有するフェイスプレートを備えたクラブヘッドの実施例１０４を示し、図５Ｃ
は、金属の打撃面１１０と金属製の後方プレート１１６との間に配置されたポリマー層１
１４を有するフェイスプレートを備えたクラブヘッドの実施例１０６を示す（すなわち、
ポリマー層１１４の両側に打撃プレート１１０と後方プレート１１６が配置されている）
。
【００３０】
　図６及び図７は、図４Ｃに示した実施例５４の領域Ａと同様のクラブヘッド１０の一部
を拡大して概略的に示す断面図である。特には、図６及び図７は、概して、エポキシ樹脂
の接着剤、シアノアクリレートの接着剤、他の樹脂系の硬化可能材料（一般に、「結合材
料」といわれる）を使用することなどにより、クラブ本体１４にフェイスプレート１２を
固着させる態様を示している。
【００３１】
　図６に概略的に示されるように、フェイスプレート１２は、ある距離１２０だけ環状の
フェイスサポート４４の内壁１２２から離間しているとよい。この距離１２０は、比較的
短いが、結合材料１２６の薄い層を収容することが可能なチャネル１２４を形成するのに
充分であるとよい（図７を参照）。一実施例においては、この距離１２０は、例えば約０
．１ｍｍ～約０．５ｍｍであるが、これに限定しない。結合材料１２６の単なるせん断強
度を超えた強度にまでフェイスプレート１２と本体１４との間の結合強度を高めるために
、チャネル１２４はさらに、機械的結合を支援するように構成されているとよい。例えば
、第１の凹部１２８が、環状のフェイスサポート４４の内壁１２２内に配置されており、
第２の凹部１３０が、チャネル１２４の反対側の位置にあるフェイスプレート１２内に配
置されている。他の実施例においては、機械的結合を支援する単一の凹部１３０がフェイ
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る。
【００３２】
　図７に概略的に示されるように、クラブヘッド１０の本体１４にフェイスプレート１２
を固定するために、フェイスプレート１２と環状のフェイスサポート４４との間のチャネ
ル１２４が、樹脂からなる結合材料１２６で充填され得る。結合材料１２６は、第１の凹
部１２８及び第２の凹部１３０の両方を充たし、（固化後に）結合の保持強度を増大させ
る（すなわち、結合材料１２６の単なるせん断強度を超えた強度にする）機械的インター
ロックを形成し得る。第１の凹部１２８及び第２の凹部１３０の断面のみが示されている
が、これらの凹部は、フェイスプレート１２及び環状のサポート４４の一部だけに延在し
ている場合もあれば、周縁全体に亘って延在している場合もある。
【００３３】
　本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明したが、当業者であれば、本発
明の範囲内において本発明を実施するための様々な別の設計及び実施例があることを理解
されよう。本明細書に記載されている事項のすべて及び添付の図は、図示するためのもの
であり、限定することを意図するものではない。
【００３４】
　なお、「１つの」、「少なくとも１つの」及び「１つ又は複数の」という語句は互換性
があるものとして使用されており、少なくとも１つ該物品が存在することを意味する。特
に明示の記載がない限り、複数のこれらの物品が存在し得る。本明細書及び特許請求の範
囲において、（例えば、量や条件の）パラメータのすべての数値は、数値の前に「約」と
いう語句が実際にあるか否かに拘わらず、すべての状況において「約」という語句によっ
て修飾され得るものとして理解されたい。「約」という語句は、記載した数値が若干正確
でないこと（正確な値に近づいていること、理論的な値に近いこと、又は近似）があって
も、これを許容し得ることを示す。或いは、「約」という語句によって与えられる不正確
性が当技術分野で許容されない場合にも、本明細書中における「約」との語句は、通常の
測定方法及び測定のパラメータを使用することに起因する変動が生じ得ることを示す。加
えて、開示された範囲には、範囲内のすべての値及び更に分割された範囲が含まれ得る。
本発明の説明において、便宜上、「ポリマー」と「樹脂」との語句は、樹脂、オリゴマー
、及びポリマーを含むものとして交換可能に用いられている。「備える」、「備えている
」、「含む」及び「有する」の語句は包含することを意図し、従って、記載した物品の存
在を特定するが、他の物品の存在を除外することを意図していない。本明細書中で使用さ
れる「や」という語句は、１つ又は複数の列挙された種々の物品のすべての組合せを含み
得る。換言すれば、「や」は、「及び／又は」を意味する。第１の、第２の、第３の、な
どの語句が様々な物品を互いに区別するために使用されている場合、これらの指定は単に
便宜上の表示であり、物品の序列を限定するものではない。
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【図５Ｃ】
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