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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフボールの球面上に極と赤道を結び赤道と直交する仮想線により一方の半球を複数
等分し球面二等辺三角形領域を想定したとき、
（１）上記極と赤道を結ぶ仮想線を挟んで隣り合う球面二等辺三角形内に多数のディンプ
ルをその仮想線に対し線対称となるように各三角形領域に配置する工程、
（２）球芯と極を結ぶ線分に対し上記配置されたディンプルを一方向に回転移動させる工
程であって、球芯を中心とし赤道から極に至る領域において、極側から２５°以下の区域
に配置されたディンプルの移動距離は実質上ゼロか僅かである一方、上記極から上記赤道
へ近づくにつれて回転角度を漸次大きくしながら、赤道に近いディンプルほど大きく移動
させる工程、
（３）反対側の半球上に、上記移動後の一方の半球上のディンプルと球芯を中心とする点
対称となるようにディンプルを配置する工程、
を含むことを特徴とするゴルフボールのディンプル配置方法。
【請求項２】
　赤道近傍のディンプルを半球において周上偶数個配置する請求項１記載のゴルフボール
のディンプル配置方法。
【請求項３】
　赤道近傍のディンプルを赤道と交差するように配置する請求項１又は２記載のゴルフボ
ールのディンプル配置方法。
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【請求項４】
　赤道近傍のディンプルを半球において３０個配置する請求項１，２又は３記載のゴルフ
ボールのディンプル配置方法。
【請求項５】
　ディンプルの上記回転移動距離が、両半球における赤道近傍のディンプルが赤道を介し
て互い違いに配置されるのに必要な距離である請求項１乃至４のいずれか１項に記載のゴ
ルフボールのディンプル配置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飛びのシンメトリー性に優れたゴルフボールを与えるゴルフボールのディン
プル配置方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフボール表面には飛翔時の空気抵抗を低減させることを目的として多数のディンプ
ルが配置されるが、更に、飛びのシンメトリー性を向上させる（ゴルフボールの打撃位置
によらず一定の飛び性能を発現させる）観点からは、前記ディンプルをゴルフボール表面
上になるべく均一に配置することが望ましい。
　ディンプルをゴルフボール表面に均一に配置する方法としては、例えば、球面２０面体
配置、球面１２面体配置、又は球面８面体配置等の球面多面体配置を利用して配置する方
法が知られている（例えば、特許文献１：特開２０００－７０４１３号公報参照）。これ
らは、例えばゴルフボール表面を球面２０面体に擬し、該２０面体の構成要素であるユニ
ット三角形を基準として各々のユニット三角形内に適宜バランスよくディンプルを配置し
、球面全体に展開する方法である。
【０００３】
　ここで、ゴルフボールの製造方法としては射出成型法が一般的であり、成形金型のパー
ティングラインがゴルフボールの赤道相当位置と一致するが、ゴルフボールの赤道相当位
置にディンプルを配置しようとすると、成形金型のパーティングライン位置にディンプル
形成用の凸部を配置しなければならず、成形金型の製造が複雑化してしまう。従って、ゴ
ルフボールの赤道相当位置へのディンプルの配置は通常行なわれない。しかし、ゴルフボ
ールの赤道相当位置にディンプルが形成されない場合にはゴルフボールの赤道相当位置に
エンドレスの陸部が形成されることとなるため、この位置で上記球面多面体配置が歪めら
れることとなる。
【０００４】
　一方、上記の球面多面体配置とは多少趣が異なるが、図１０乃至１２に示すような一種
の多面体配置も知られており、これは、一の極から他の極へ延びる複数の基準経線と赤道
とによって区分されて形成される球面三角形を基準にディンプルを配置する方法である。
【０００５】
　図１０及び図１１を参照すると、図１０は、そのような一の従来例を説明するゴルフボ
ール５の極を中心とする平面図であり、図１１は、同ボールの赤道を中心とする正面図で
ある。
　ゴルフボール５においては、一の極５１から他の極５１へ向けて、互いに等しく間隔を
置きながら延びる６本の基準経線５２が鎖線で示され、この６本の基準経線と赤道５３と
によって区分されて形成される１２個の球面三角形の各々の領域内に、多数のディンプル
５４が、一辺を共有して隣接する球面三角形領域においてその境界線を基準に線対称とな
るように配置されている。その点、赤道を境とする半球の他方においても同様である。
【０００６】
　ここで、このようなディンプル配置を採用した場合には、図１１に示すように赤道に近
接する部分のディンプルが揃って並ぶこととなる。赤道に近接する部分のディンプルが揃
って並ぶような配置は見栄えの観点から好ましくないとされることが多い。
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【０００７】
　ディンプル配置の見栄えを改善する方法としては、ディンプルを配置する際の基準とし
て用いる各基準経線５２と一致していたディンプル配列中心線を、一方の半球面と他方の
半球面とで所定の距離をずらして配置する方法が挙げられる。
　図１２は、このような従来例を説明するゴルフボール６の赤道を中心とする正面図であ
る。即ち、ゴルフボール６においては、各半球上に示されるディンプル配列中心線６２，
６２を、赤道６３位置でのずれ量（距離）として、両極６１，６１を通る軸を中心とする
回転方向に所定距離６ｄをもってずらして配置することにより、赤道を挟み両側に位置す
るディンプルが互い違い（ジグザグ状）に並ぶこととなるため、ゴルフボールの見栄えが
改善される。
【０００８】
　しかしながら、このように基準経線をずらして配置することは、ゴルフボールの球芯に
対するディンプル配置の点対称性が低下してディンプル配置のシンメトリー性が低下し、
飛び性能の低下につながるおそれがある。さらに、このようなディンプル配置とすること
は、以下に述べるように、ゴルフボールの製造コストの上昇につながるものである。
【０００９】
　即ち、多層構成のゴルフボールを射出成形により製造する場合には、ゴルフボールの内
層となるコア層等を保持するための複数のサポートピンが成形金型の球状キャビティの各
極６１，６１（南、北極）近傍におけるディンプル対応位置に通常設けられるが、上記の
ようなディンプル配置を採用することにより、ゴルフボールの球芯に対するディンプル配
置の点対称性がくずれ、前記サポートピンの位置が上型と下型との間で一致しなくなる。
これは、部品を共通化することができなくなることを意味し、その分コストの上昇につな
がってしまう。
　さらに、赤道６３の位置においてディンプルのシーム配列を行う場合には、成形金型に
おける上型と下型のパーティング面が凹凸の嵌合いとなるため、上型と下型とを単にずら
すことでは対応できない。
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－７０４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、ディンプル配置のシンメトリー性が高いため
ゴルフボールの飛びのシンメトリー性に優れるのみならず、ゴルフボールの外観が良好で
あり、しかもゴルフボールの球芯に対するディンプル配置の点対称性が高いためゴルフボ
ールの射出成型の際の製造コストを抑制することが可能なゴルフボールのディンプル配置
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討の結果、ゴルフボールの球面上に極より
赤道に至る間を赤道と直交する仮想線によって複数等分し、それによる球面二等辺三角形
の各領域に実質上等しく多数のディンプルを配置した後に、球芯と極を結ぶ線分を基準と
してディンプルの位置を修正することによって、ゴルフボール表面のディンプル配置のシ
ンメトリー性、ゴルフボールの球芯に対するディンプル配置の点対称性、及びゴルフボー
ルの外観を高度な次元で両立したゴルフボールが得られることを知見し、本発明をなすに
至った。
【００１３】
　すなわち、本発明は、下記のゴルフボールのディンプル配置方法を提供するものである
。
請求項１：
　ゴルフボールの球面上に極と赤道を結び赤道と直交する仮想線により一方の半球を複数
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等分し球面二等辺三角形領域を想定したとき、
（１）上記極と赤道を結ぶ仮想線を挟んで隣り合う球面二等辺三角形内に多数のディンプ
ルをその仮想線に対し線対称となるように各三角形領域に配置する工程、
（２）球芯と極を結ぶ線分に対し上記配置されたディンプルを一方向に回転移動させる工
程であって、球芯を中心とし赤道から極に至る領域において、極側から２５°以下の区域
に配置されたディンプルの移動距離は実質上ゼロか僅かである一方、上記極から上記赤道
へ近づくにつれて回転角度を漸次大きくしながら、赤道に近いディンプルほど大きく移動
させる工程、
（３）反対側の半球上に、上記移動後の一方の半球上のディンプルと球芯を中心とする点
対称となるようにディンプルを配置する工程、
を含むことを特徴とするゴルフボールのディンプル配置方法。
請求項２：
　赤道近傍のディンプルを半球において周上偶数個配置する請求項１記載のゴルフボール
のディンプル配置方法。
請求項３：
　赤道近傍のディンプルを赤道と交差するように配置する請求項１又は２記載のゴルフボ
ールのディンプル配置方法。
請求項４：
　赤道近傍のディンプルを半球において３０個配置する請求項１，２又は３記載のゴルフ
ボールのディンプル配置方法。
請求項５：
　ディンプルの上記回転移動距離が、両半球における赤道近傍のディンプルが赤道を介し
て互い違いに配置されるのに必要な距離である請求項１乃至４のいずれか１項に記載のゴ
ルフボールのディンプル配置方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のディンプル配置方法によって配置したゴルフボールは、配置されたディンプル
のシンメトリー性が高いので、打球の飛びのシンメトリー性が高い。
　一方、ゴルフボールの射出成型に使用される内部球状キャビティの赤道相当位置にパー
ティング面を有する上下２分割金型において、コア保持用に設置されるサポートピンを図
１，４，６及び８において添文字ｓで示す斜線を施したディンプル１ｓ，２ｓ，３ｓ，４
ｓの位置に設け、これらサポートピンの先端を上記添文字ｓ位置のディンプル形成に兼用
する場合、図３に示す添文字ｓの位置は、ディンプルの移動を必ずしも必要としない範囲
（角度γ）内であるため、上型と下型のサポートピン設置位置における対称性を維持する
ことができるので金型部品の共通化が可能であり、そのため本発明を実施するためのコス
トアップを回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態及び実施例】
【００１５】
　以下、本発明を、図面に基づき更に詳しく説明する。
　図１は、本発明の第１実施例を説明するゴルフボール１の極を中心とする平面図であり
、図２は、同ボールの赤道を中心とする正面図である。
　図１及び図２を参照すると、ゴルフボール１の球面上に、一の極１１と、赤道１３を結
び赤道１３と直交する仮想線１２により一方の半球を複数等分（この実施例においては６
等分）することによって球面二等辺三角形を想定（この実施例においては６個の球面二等
辺三角形を想定）し、これら球面三角形の各々の区域内に、ディンプル１４が多数配置さ
れている。その点、赤道を境とする半球の他方においても実質上同様に仮想線１２によっ
て区分し、実質上同様にディンプル１４が配置されている。
【００１６】
　ここで、ゴルフボール１においては一の極１１から赤道１３へ向けて、互いに等しく間
隔を置きながら延びる６本の仮想線１２に関し、極１１の位置を基準として隣接する２本
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の仮想線のなす角度はいずれもα（＝６０°）として示されている。本発明における仮想
線の本数としては特に限定されるものではないが、通常３本以上、上限として通常１２本
以下である。仮想線の本数が多すぎると、ディンプル配置位置形状の制約が大きくなる場
合があり、一方少なすぎると、ディンプル配置のシンメトリー性が低くなる場合がある。
また、その本数に応じて各々の仮想線のなす角度が適宜設定されるが、ゴルフボール表面
上のディンプル配置のシンメトリー性を高める観点から、その角度としては３６０°／（
仮想線の本数）として各々等しく設定されるのが好適である。
【００１７】
　本発明のゴルフボールのディンプル配置方法は、まずゴルフボールの半球面上に、上記
のような仮想線と赤道とによって複数形成された球面二等辺三角形区域を基準としてディ
ンプルを配置した後に、球芯と極とを結ぶ線分を軸とする回転方向に各々のディンプルを
所定の角度移動させてディンプルを再配置し、更に、該ディンプル配置を基準として他方
の半球面上にもディンプルを配置する方法である。即ち、本発明のゴルフボールのディン
プル配置方法は、以下の（１）～（３）の工程を含む。
【００１８】
　（１）上記極１１と赤道を結ぶ仮想線１２を挟んで隣り合う上記球面二等辺三角形内に
、多数のディンプル１４をその仮想線１２に対し線対称となるように各三角形領域に配置
する工程。
　（２）球芯と極１１を結ぶ線分を軸とし、上記配置されたディンプル１４を一方向に回
転移動させる工程であって、球芯を中心とし赤道１３から極１１に至る領域において、極
１１側から２５°以下の区域に配置されたディンプルの移動距離は実質上ゼロか僅かであ
る一方、上記極から上記赤道へ近づくにつれて回転角度を漸次大きくしながら、赤道１３
に近いディンプル１４ほど大きく移動させる工程。
　（３）反対側の半球上に、上記移動後の一方の半球上のディンプル１４と、球芯を中心
とする点対称となるようにディンプル１４を配置する工程。
【００１９】
　上記（１）の工程に関し、ゴルフボール１においてはゴルフボールの各々の半球につい
て各極１１を中心に１２０°（＝２α）の角度をなす２本の仮想線１２，１２と赤道１３
とによって区分された球面二等辺三角形区域（上記６本の仮想線１２と赤道１３とによっ
て区分されて形成される両半球合わせて１２個の球面三角形区域のうち、極１１を共有し
て隣接する２つの球面三角形区域を足し合わせた区域に相当する。）を基準としてディン
プルが配置されている。この球面二等辺三角形区域は、ゴルフボール１の各半球面上にそ
れぞれ３つ形成されている。
【００２０】
　ここで、この実施例において上記の各球面二等辺三角形区域内には、直径が異なる３種
類のディンプル１４が多数配置されているが、後述する（２）の工程において行われるデ
ィンプルの再配置前の状態において、一辺を共有して隣接する該球面二等辺三角形区域の
境界線となる仮想線１２に対し、線対称となるように各球面二等辺三角形領域内にディン
プルが配置されている。
【００２１】
　上記（２）の工程は、（１）の工程の後に行われるディンプル１４の再配置工程である
。即ち、（１）の工程で配置されたディンプルを、球芯と極１１とを結ぶ線分を軸として
一方向に回転移動させる工程であって、球芯を中心とし赤道１３から極１１に至る領域に
おいて、極１１側から２５°以下の区域に配置されたディンプル１４の移動距離は実質上
ゼロか僅かである一方、赤道１３に近いディンプルほど大きく移動させる工程である。
　この実施例においてゴルフボール１においては、図１及び図２に示す通り、極１１位置
にあるディンプル１４を１つ目と数えた場合に仮想線１２に沿って３つ目のディンプルで
あって、斜線を付して表示したディンプル１ｓまでの区域、即ち、極１１を重心とし、６
つのディンプル１ｓを頂点とする６角形領域に含まれる１９個のディンプル１４について
は、上記（１）の工程において配置された状態のままであり、（２）の工程におけるディ
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ンプル位置の再配置の対象となっていない。一方、上記６角形領域の外部に配置されてい
るディンプル１４は、一定の方向（ゴルフボール１においては極１１を見下ろして反時計
回りの方向）に再配置が行われており、その移動量、即ち回転角度はディンプル１ｓ位置
から赤道１３へ近づくにつれて増大している。
【００２２】
　ゴルフボール１における上記ディンプルの再配置について、再配置前に仮想線１２上に
ディンプルの中心を有していたディンプルが上記ディンプルの再配置工程（上記（２）の
工程）により移動した後に、同ディンプルの中心を結んで形成される配列中心線１５と、
前記仮想線１２との比較によりさらに詳述する。図１，２において該配列中心線１５は一
点鎖線をもって仮想線１２の傍らに示され、極１１から赤道１３へ近づくにつれて、該配
列中心線１５と仮想線１２との間隔（即ち、回転角度）が一定方向に漸増している。
【００２３】
　ここで、ゴルフボール１においては、上記極１１を重心として６つのディンプル１ｓに
より形成される６角形領域内では上記配列中心線１５は仮想線１２と一致している。
　図３は、ゴルフボール１の球芯を中心とし、赤道から極に至る領域の断面図である。こ
こで、仮想線１２と配列中心線１５とにずれが生じる境界点１ｐから仮想線１２に沿って
赤道１３に至る円弧の両端に対し、球芯１ｃから引いた２本の線分のなす角度をβ、前記
境界点１ｐから仮想線１２に沿って極１１に至る円弧の両端に対し、球芯１ｃから引いた
２本の線分のなす角度をγ（従って、β＋γ＝９０°である）とする。本発明における角
度γの値としては２５°以下が好ましく、２４°以下がより好ましく、２３°以下がさら
に好ましい。γの値としては０°であってもよいが、この場合、極側から２３～２５°に
至る間の領域にあるディンプルの移動量（回転角度）を、角度βが６５～６７°に対応す
る赤道よりの領域にあるディンプル移動量（回転角度）よりも著しく小さくすることが望
ましい。なお、γの値が２５°を超えると、ディンプル移動後の一方の半球上のディンプ
ルと他方の半球のディンプルとが球芯を中心として点対称となるように各ディンプルを配
置することが困難となる。
【００２４】
　また、ゴルフボール１においては図２に示すように、赤道１３を境目とする一方の半球
において、ゴルフボールの球芯と極とを結ぶ線分を回転軸とするディンプルの回転移動は
他方の半球とは逆方向に行われており、その結果赤道１３上で両ディンプル配列中心線１
５間に距離１ｄが生じている。
　ゴルフボール１においてこの距離１ｄは、両半球の赤道に近接する第１段目のディンプ
ル１４１が赤道を介して互い違い又は千鳥状に並ぶに必要な距離として設定されている。
このように、両半球の赤道１３に近接する第１段目のディンプル１４を赤道１３を介して
互い違い又は千鳥状に並べることにより、ゴルフボールの外観を改善することができるた
め好適である。なお、ゴルフボール１においては、この実施例において赤道１３に近接し
た各半球の第１段目のディンプル１４１は赤道を越えることなく、赤道にほとんど接する
ような近い位置に留まっている。
【００２５】
　本発明において、両半球の赤道に近接する第１段目のディンプルの個数としては特に限
定されないが、通常２４個以上、上限として通常３６個以下である。この実施例において
は両半球共各々３０個（偶数個）のディンプルが配置されている。
【００２６】
　本発明における上記工程（２）に関し、ゴルフボール１において配列中心線１５は、極
１１から赤道１３へ近づくにつれて回転角度を漸次大きくなるようにしているため、カー
ブを描いて延びているが、このようなディンプル１４の移動はディンプル配置のシンメト
リー性を保持し飛びのシンメトリー性の低下を防止する観点から特に好適である。
【００２７】
　本発明における（３）の工程は、上記移動後の一方の半球上に配置されたディンプル１
４と球芯を中心とする点対称となるように、反対側の半球上にディンプル１４を配置する
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工程であり、上記（２）の工程で修正されたディンプル配置をもとにディンプルが未だ配
置されていない残りの半球面上にディンプルを配置する工程である。このような（３）の
工程を経てディンプル１４をゴルフボールの球面全体に配置することにより、ゴルフボー
ルの球芯に対するディンプル配置の点対称性を確保することができるため、ゴルフボール
の射出成型の際の製造コストを抑制し得る。
　なお、このような配置を行う結果、ゴルフボール１においてディンプル配置の基準とな
る各球面二等辺三角形の各々の位置関係としては、一方の半球に位置する球面二等辺三角
形と他方の半球に位置する球面二等辺三角形とが、両極を通る軸線を中心に６０°位相が
ずれた配置となっている。
【００２８】
　この実施例においてゴルフボール１の球面上に形成されるディンプルの総数は３５６個
（直径４．２ｍｍ，深さ０．１３７ｍｍのディンプルが２８４個、直径３．７ｍｍ，深さ
０．１３ｍｍのディンプルが６０個、直径２．６ｍｍ，深さ０．１２ｍｍのディンプルが
１２個）であるが、本発明においてゴルフボール球面上に形成されるディンプルの総数と
しては通常２００個以上、好ましくは２５０個以上、上限として通常５００個以下、より
好ましくは４５０個以下である。球面上に形成されるディンプルの総数が２００個より少
なすぎても、５００個より多すぎても飛び性能が悪化する場合がある。また、配置される
ディンプル種数としても特に限定されないが、通常２～２０種、好ましくは３～１０種で
ある。
【００２９】
　図４は、本発明の第２実施例を説明するゴルフボール２の極を中心とする平面図であり
、図５は、同ボールの赤道を中心とする正面図である。
　ゴルフボール２の、上記第１実施例におけるゴルフボール１に対する特徴は、ディンプ
ルの総数を３３０個（直径４．６ｍｍ，深さ０．１４５ｍｍのディンプルが１２個、直径
４．４ｍｍ，深さ０．１４ｍｍのディンプルが２３４個、直径３．８ｍｍ，深さ０．１４
ｍｍのディンプルが６０個、直径３．５ｍｍ，深さ０．１５ｍｍのディンプルが６個、直
径３．４ｍｍ，深さ０．１３ｍｍのディンプルが６個、直径２．６ｍｍ，深さ０．１０ｍ
ｍのディンプルが１２個）とした点、及び、赤道に近接して配置された第１段目のディン
プル数はゴルフボール１と同じ３０個であるが、赤道２３と交差するディンプル２４が４
個ずつ両半球の第１ディンプル列間において交互にかつ断続的に赤道に沿って連なり、シ
ームレス配置をなしている点にある。その他はゴルフボール１とほぼ同じである。
【００３０】
　図６は、本発明の第３実施例を説明するゴルフボール３の極を中心とする平面図であり
、図７は、同ボールの赤道を中心とする正面図である。
　ゴルフボール３の、第１実施例におけるゴルフボール１に対する特徴は、ディンプルの
総数を３３８個（直径４．２５ｍｍ，深さ０．１４ｍｍのディンプルが２３４個、直径４
．１ｍｍ，深さ０．１６ｍｍのディンプルが１２個、直径３．９ｍｍ，深さ０．１４ｍｍ
のディンプルが８０個、直径２．７ｍｍ，深さ０．１ｍｍのディンプルが１２個）とした
点、及び、赤道３３に近接して配置された第１段目のディンプル数はゴルフボール１と同
じ３０個であるが、赤道３３と交差するディンプル３４が４個ずつ両半球の第１ディンプ
ル列間において交互にかつ断続的に赤道に沿って連なり、シームレス配置をなしている点
にある。その他はゴルフボール１とほぼ同じである。
【００３１】
　図８は、本発明の第４実施例を説明するゴルフボール４の極を中心とする平面図であり
、図９は、同ボールの赤道を中心とする正面図である。
　ゴルフボール４の、第１実施例におけるゴルフボール１に対する特徴は、ディンプルの
総数を３５６個（直径４．２ｍｍ，深さ０．１３７ｍｍのディンプルが２５８個、直径４
．１ｍｍ，深さ０．１５ｍｍのディンプルが１２個、直径３．９ｍｍ，深さ０．１５ｍｍ
のディンプルが２個、直径３．７ｍｍ，深さ０．１３５ｍｍのディンプルが７２個、直径
２．６ｍｍ，深さ０．１２ｍｍのディンプルが１２個）とした点、及び、赤道４３と交差
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するディンプル４４が４個ずつ両半球の第１ディンプル列間において交互にかつ断続的に
赤道に沿って連なり、シームレス配置をなしている点にある。その他はゴルフボール１と
ほぼ同じである。
【００３２】
　本発明において上記ディンプルの平面視形状としては特に限定されないが、円形、楕円
形、三角形、四角形、五角形等の凸多角形（正凸多角形含む）、星形等の凹多角形（正凹
多角形含む）等が挙げられる。これらディンプルの深さ方向の形状についても特に限定さ
れるものではなく、ボールの中心に向かって突出した曲面を有しても良いし、底部が平坦
に形成されていてもよい。
　また、球面を基準としたディンプルの最大深さとしても特に制限はないが、通常０．０
５～０．４ｍｍ、好ましくは０．１～０．２５ｍｍである。最大深さが小さすぎたり大き
すぎたりすると、ゴルフボールの空気力学的性能が損なわれて飛距離に劣る場合がある。
　また、ディンプル１４１（図２）のように赤道に近接して周方向に配列されるディンプ
ルは、赤道を挟んで１対、２対又は３対のディンプル列におけるディンプルの深さを、そ
の他の区域のディンプルの深さよりも、同じ直径のディンプルの間で０．００５～０．０
３ｍｍ深くすることができる。一方、両極近傍、より詳細にはγ（図３）が３０°未満の
区域のディンプルの深さを、その他の区域のディンプルの深さよりも、同じ直径のディン
プルの間で０．００５～０．０３ｍｍ浅くすることができる。このように赤道近傍及び／
又は両極近傍のディンプルの深さを調整することにより、ゴルフボールの飛びのシンメト
リー性を一層向上することができる。
　更に、球面全体に設けられたディンプル容積の合計（総容積）としては４００～６５０
ｍｍ3であることが好ましく、４５０～６００ｍｍ3であることがより好ましい。
　なお、本発明のゴルフボールを成形するための金型作製には、３ＤＣＡＤ・ＣＡＭを使
用し、反転用マスター型に、全表面形状を直接３次元で削りだす方法、或いは、成形用金
型のキャビティー部を直接３次元で削りだす方法を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１実施例を説明するゴルフボールの極を中心とする平面図である。
【図２】本発明の第１実施例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【図３】本発明の第１実施例を説明するゴルフボールの球芯を中心とし、赤道から極に至
る領域の断面図である。
【図４】本発明の第２実施例を説明するゴルフボールの極を中心とする平面図である。
【図５】本発明の第２実施例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【図６】本発明の第３実施例を説明するゴルフボールの極を中心とする平面図である。
【図７】本発明の第３実施例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【図８】本発明の第４実施例を説明するゴルフボールの極を中心とする平面図である。
【図９】本発明の第４実施例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【図１０】一の従来例を説明するゴルフボールの極を中心とする平面図である。
【図１１】一の従来例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【図１２】他の従来例を説明するゴルフボールの赤道を中心とする正面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１～６　ゴルフボール
　１１　極
　１２　仮想線
　１３　赤道
　１４　ディンプル
　１４１　赤道に近接する第１段目のディンプル
　１５　配列中心線
　１ｄ　赤道上での配列中心線間の距離
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　１ｓ　極位置にあるディンプルを１つ目と数えた場合に仮想線に沿って３つ目のディン
プル
　１ｃ　球芯
　１ｐ　境界点
　α　極の位置を基準として隣接する２本の仮想線のなす角度
　β　境界点１ｐから仮想線に沿って赤道に至る円弧の両端に対し、球芯から引いた２本
の線分のなす角度
　γ　境界点１ｐから仮想線に沿って極に至る円弧の両端に対し、球芯から引いた２本の
線分のなす角度

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 4524548 B2 2010.8.18

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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