
JP 2016-214379 A 2016.12.22

10

(57)【要約】
【課題】ソール部及びサイド部の少なくとも一方の剛性
が高く、打撃したゴルフボールの打ち出し角を高くする
ことができるゴルフクラブヘッドを提供する。
【解決手段】ゴルフクラブヘッド１の、ソール部３及び
サイド部４の少なくとも一方に内部リブ及び外部リブを
設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース部、ソール部、サイド部、クラウン部及びホゼル部を有する中空のゴルフクラ
ブヘッドにおいて、
　ソール部及びサイド部の少なくとも一方の内面から突出する内部リブと、ソール部及び
サイド部の少なくとも一方の外面から突出する外部リブとを有しており、
　トウ・ヒール方向において少なくとも１本の該内部リブが該外部リブの間に配置されて
いることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　フェース部、ソール部、サイド部、クラウン部及びホゼル部を有する中空のゴルフクラ
ブヘッドにおいて、
　ソール部及びサイド部の少なくとも一方の内面から突出する内部リブと、ソール部及び
サイド部の少なくとも一方の外面から突出する外部リブとを有しており、
　トウ・ヒール方向において少なくとも１本の該外部リブが該内部リブの間に配置されて
いることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記内部リブ及び外部リブは、それぞれ、フェース・バック
方向に延びる部分を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　請求項１又は２において、前記内部リブ及び外部リブの少なくとも一方は、フェース・
バック方向に対して傾斜する部分を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　請求項１又は２において、前記ソール部及びサイド部の少なくとも一方にゴルフクラブ
ヘッドの内部方向に凹んだ凹部が設けられており、
　該凹部に前記外部リブが設けられていることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　請求項２において、前記ソール部及びサイド部の少なくとも一方にゴルフクラブヘッド
の内部方向に凹んだ凹部が設けられており、
　該凹部内に前記外部リブが設けられており、
　該凹部のトウ側及びヒール側に内部リブが設けられていることを特徴とするゴルフクラ
ブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空ゴルフクラブヘッドに係り、詳しくはソール部及びサイド部の少なくと
も一方にリブを設けた中空ゴルフクラブヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ドライバーやフェアウェーウッドなどのウッド型ゴルフクラブヘッドとして、中空の金
属製のものが広く用いられている。一般に、中空のウッド型のゴルフクラブヘッドは、ボ
ールを打撃するためのフェース部と、ゴルフクラブヘッドの上面部を構成するクラウン部
と、ゴルフクラブヘッドの底面部を構成するソール部と、ゴルフクラブヘッドのトウ側、
バック側及びヒール側の側面部を構成するサイド部と、ホゼル部とを有している。このホ
ゼル部にシャフトが挿入され、接着剤等によって固定される。なお、最近では、ユーティ
リティクラブと称されるゴルフクラブも多く市販されており、このユーティリティゴルフ
クラブの１種として、上記ウッド型ゴルフクラブヘッドに類似した（即ち、フェース部、
ソール部、サイド部及びクラウン部並びにホゼル部を有した）中空ヘッドを有するゴルフ
クラブも各種市販されている。
【０００３】
　この中空ゴルフクラブヘッドを構成する金属としては、アルミニウム合金、ステンレス
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やチタン合金が用いられているが、近年は特にチタン合金が広く用いられている。
【０００４】
　中空ゴルフクラブヘッドのソール部の内面にフェース部とバック側サイド部とを結ぶ方
向にリブを設けることが特許文献１に記載されている。特許文献２には、中空ゴルフクラ
ブヘッドのサイド部のバック側の最後部を挟んでトウ寄りとヒール寄りに受け部を内方へ
設けると共に、サイド部のバック側に突出部を内方へ突設し、受け部と突出部との間にト
ウ・ヒール方向へリブを設けると共に、各受け部及び突出部からトップ・ソール方向へリ
ブを設けることが記載されている。特許文献３には、ソール部の内面からクラウン部の内
面まで延びるリブを設けた中空ゴルフクラブヘッドが記載されている。
【０００５】
　特許文献４には、クラウン部の内面からソール部まで延びる拘束メンバーを設けたゴル
フクラブヘッドが記載されている。特許文献５には、ゴルフクラブヘッドの外面と内面と
に一直線状にリブを設けた中空ゴルフクラブヘッドが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－８８６０１
【特許文献２】特開２００６－９５０５５
【特許文献３】特開２００９－２３３２６６
【特許文献４】米国特許８８２７８３４
【特許文献５】米国特許８４０９０３０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ソール部及びサイド部の少なくとも一方の剛性が高く、打撃したゴルフボー
ルの打ち出し角を高くすることができるゴルフクラブヘッド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】
【０００８】
　本発明（第１発明）のゴルフクラブヘッドは、フェース部、ソール部、サイド部、クラ
ウン部及びホゼル部を有する中空のゴルフクラブヘッドにおいて、ソール部及びサイド部
の少なくとも一方の内面から突出する内部リブと、ソール部及びサイド部の少なくとも一
方の外面から突出する外部リブとを有しており、トウ・ヒール方向において少なくとも１
本の該内部リブが該外部リブの間に配置されていることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明（第２発明）のゴルフクラブヘッドは、フェース部、ソール部、サイド部、クラ
ウン部及びホゼル部を有する中空のゴルフクラブヘッドにおいて、ソール部及びサイド部
の少なくとも一方の内面から突出する内部リブと、ソール部及びサイド部の少なくとも一
方の外面から突出する外部リブとを有しており、トウ・ヒール方向において少なくとも１
本の該外部リブが該内部リブの間に配置されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明の一態様では、前記内部リブ及び外部リブは、それぞれ、フェース・バック方向
に延びる部分を有する。
【００１１】
　本発明の一態様では、前記内部リブ及び外部リブは、それぞれ、フェース・バック方向
に対して傾斜する部分を有する。
【００１２】
　本発明の一態様では、前記ソール部及びサイド部の少なくとも一方にゴルフクラブヘッ
ドの内部方向に凹んだ凹部が設けられており、該凹部内に前記外部リブが設けられている
。この場合、該凹部のトウ側及びヒール側に内部リブが設けられてもよい。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明のゴルフクラブヘッドにあっては、ソール部及びサイド部の少なくとも一方に内
部リブ及び外部リブを設けており、ソール部及びサイド部の少なくとも一方の剛性を高め
ている。そのため、本発明のゴルフクラブヘッドは、ゴルフボールを打撃した時にクラウ
ン部が相対的に撓み易く、ゴルフボールの打ち出し角が高くなる。
【００１４】
　本発明では、内部リブの間に外部リブを配置するか、又は外部リブの間に内部リブを配
置することにより、ソール部及びサイド部の少なくとも一方の剛性をさらに高いものとす
ることができ、ゴルフボールを打撃した時にクラウン部がさらに撓み易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの斜視図である。
【図２】図１のゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図３】（ａ）は図２のIII－III線に沿う断面図、（ｂ）は（ａ）の一部の拡大図である
。
【図４】（ａ）は図２のIV－IV線に沿う切断部端面図、（ｂ）は（ａ）の一部の拡大図で
ある。
【図５】（ａ）は別の実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図であり、（ｂ）は（
ａ）のＢ－Ｂ線に沿う切断部端面図である。
【図６】実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図７】実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図８】（ａ）は実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図、（ｂ）はその一部の寸
法説明図である。
【図９】実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図１０】実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図１１】（ａ）は実施の形態に係るゴルフクラブヘッドの底面図であり、（ｂ）は（ａ
）のＢ－Ｂ線に沿う切断部端面図、（ｃ）は（ｂ）の一部拡大図である。
【図１２】図１１（ａ）の一部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して実施の形態に係るゴルフクラブヘッドについて説明する。
【００１７】
　図１～４に示したゴルフクラブヘッド１は、フェース部２、ソール部３、サイド部４、
クラウン部５及びホゼル部６を有した中空のドライバーヘッドである。この実施の形態で
は、ゴルフクラブヘッド１は金属にて一体に構成されている。この金属としては、チタン
、チタン合金、アルミ合金、ステンレス等が例示されるが、チタン合金が好適である。な
お、ゴルフクラブヘッド１の一部が繊維強化樹脂などの非金属材料で構成されてもよい。
また、ゴルフクラブヘッド１の一部、例えばソール部３やサイド部４に、合成樹脂、ゴム
、エラストマー等よりなる装飾材や銘板が設けられてもよい。
【００１８】
　フェース部２はボールを打撃する面である。ソール部３はゴルフクラブヘッドの底面部
を構成し、クラウン部５はゴルフクラブヘッドの上面部を構成している。サイド部４は、
ソール部３とクラウン部５とを連絡するものであり、ゴルフクラブヘッド１のトウ側１ｔ
からバック側１ｂを経てヒール側１ｈまで延在している。ホゼル部６には、シャフトが固
着される。
【００１９】
　この実施の形態では、ソール部３のバック側部分３ｂからサイド部４のバック側部分４
ｂにかけて内部リブ１１と外部リブ１２とが設けられている。
【００２０】
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　この実施の形態では２本の内部リブ１１と１本の外部リブ１２とが設けられている。こ
の実施の形態では、内部リブ１１及び外部リブ１２はいずれもフェース・バック方向に延
びている。内部リブ１１は、ソール部３のバック側部分３ｂの内面３ｆからサイド部４の
バック側部分４ｂの内面４ｆにかけて設けられている。外部リブ１２は、ソール部３のバ
ック側部分３ｂの外面３ｇからサイド部４のバック側部分４ｂの外面４ｇにかけて設けら
れている。
【００２１】
　外部リブ１２は、ゴルフクラブヘッド１のトウ・ヒール方向の中間付近に配置されてい
る。２本の内部リブ１１のうち一方は、外部リブ１２よりもトウ側に配置され、他方は外
部リブ１２よりもヒール側に配置されている。
【００２２】
　内部リブ１１のフェース側の端部１１ｍの近傍部分１１ａは、ソール部３の内面３ｆか
らの高さがバック側ほど徐々に大きくなっており、バック側の端部１１ｎの近傍部分１１
ｂは、サイド部４のバック側部分４ｂの内面４ｆからの高さがフェース側ほど徐々に大き
くなっている。内部リブ１１の長さ、すなわち内部リブ１１のフェース側の端部１１ｍと
バック側の端部１１ｎとを結ぶ直線距離Ｌ１１は５ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上であり、
また１００ｍｍ以下、特に４０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００２３】
　外部リブ１２のフェース側の端部１２ｍの近傍部分１２ａは、ソール部３の外面３ｇか
らの高さがバック側ほど徐々に大きくなっており、バック側の端部１２ｎの近傍部分１２
ｂは、サイド部４のバック側部分４ｂの外面４ｇからの高さがフェース側ほど徐々に大き
くなっている。
【００２４】
　外部リブ１２の長さ、すなわち外部リブ１２のフェース側の端部１２ｍとバック側の端
部１２ｎとを結ぶ直線距離Ｌ１２は５ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上であり、また８０ｍｍ
以下、特に３０ｍｍ以下であることが好ましい。内部リブ１１の長さＬ１１と外部リブ１
２の長さ１２とは、等しくてもよく、異なっていてもよい。
【００２５】
　内部リブ１１のソール部３の内面３ｆ又はサイド部４の内面４ｆからの高さｈ１１の平
均値は、特に限定しないが、０．５ｍｍ以上、特に２ｍｍ以上であり、また１０ｍｍ以下
、特に５ｍｍ以下であることが好ましい。
【００２６】
　内部リブ１１の幅（厚さ）ｔ１１は内部リブ１１の全体にわたって均一であってもよく
、部分的に他の部位と異なっていてもよい。内部リブ１１の幅（厚さ）ｔ１１の平均値は
特に限定しないが、０．５ｍｍ以上、特に０．８ｍｍ以上であり、また３ｍｍ以下、特に
２ｍｍ以下であることが好ましい。
【００２７】
　外部リブ１２のソール部３の外面３ｇ又はサイド部４の外面４ｇからの高さｈ１２の平
均値は特に限定しないが、０．３ｍｍ以上、特に０．５ｍｍ以上であり、また１０ｍｍ以
下、特に５ｍｍ以下であることが好ましい。
【００２８】
　外部リブ１２の幅（厚さ）ｔ１２は外部リブ１２の全体にわたって均一であってもよく
、部分的に他の部位と異なっていてもよい。外部リブ１２の幅（厚さ）ｔ１２の平均値は
特に限定しないが、０．５ｍｍ以上、特に０．８ｍｍ以上であり、また４ｍｍ以下、特に
２ｍｍ以下であることが好ましい。
【００２９】
　この実施の形態では、内部リブ１１及び外部リブ１２は平行である。内部リブ１１と外
部リブ１２との間隔Ｓ１，Ｓ２は特に限定しないが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり
、また４０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３０】
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　外部リブ１２とトウ側の内部リブ１１との間隔Ｓ１は、外部リブ１２とヒール側の内部
リブ１１との間隔Ｓ２と等しくてもよく、異なっていてもよい。
【００３１】
　このゴルフクラブヘッド１の底面視（ゴルフクラブヘッド１を規定のライ角及びリアル
ロフト角で、水平面上にソール部３を設置し、その状態で、水平面に対して垂直下方から
視た場合）において、フェース・バック方向の最大長Ｘ０は、特に制限はないが、１４０
ｍｍ以下である。また、このゴルフクラブヘッド１の底面視において、フェース・バック
方向と直交するトウ・ヒール方向の最大長さＹ０は、特に制限はないが、１５０ｍｍ以下
である。最もトウ側である最トウ部１ｅから、外部リブ１２までのトウ・ヒール方向の距
離Ｙ１２は、特に制限はないが、Ｙ０の３０％以上、特に４０％以上であり、またＹ０の
７０％以下、特に６０％以下である。
【００３２】
　このゴルフクラブヘッド１がチタン合金にて構成されている場合、ソール部３の肉厚ｔ

ｓｏｌｅは、特に制限はないが、０．５ｍｍ以上、２．５ｍｍ以下である。サイド部４の
肉厚ｔｓｉｄｅは、特に制限はないが、０．３ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下である。クラウ
ン部５の肉厚ｔｃｒｏｗｎは、特に制限はないが、０．３ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下であ
る。
【００３３】
　このゴルフクラブヘッド１にあっては、さらにクラウン部５を撓みやすくするために、
クラウン部５に剛性低下部を設けてもよい。剛性低下部としては溝が例示される。この溝
は、例えば、クラウン部５の内面５ｆ及び外面５ｇの少なくとも一方側に、トウ・ヒール
方向に延在するように１本又は複数本設けられる。
【００３４】
　このように構成されたゴルフクラブヘッド１にあっては、ソール部３のバック側部分３
ｂからサイド部４のバック側部分４ｂにかけて連続して延在する内部リブ１１及び外部リ
ブ１２を設けてソール部３のバック側部分３ｂ及びサイド部４のバック側部分４ｂの剛性
を高くしている。そのため、このゴルフクラブヘッド１でゴルフボールを打撃した場合、
クラウン部５が撓み易く、ゴルフボールの打ち出し角が高くなり、飛距離が増大する。
【００３５】
　なお、上記実施の形態では、内部リブ１１及び外部リブ１２の双方がソール部３からサ
イド部４にかけて設けられているが、一部又はすべてのリブ１１，１２がソール部３のバ
ック側部分３ｂ又はサイド部４のバック側部分４ｂにのみ設けてもよい。また、上記実施
の形態では、内部リブ１１及び外部リブ１２はフェース・バック方向に延在しているが、
少なくとも一部のリブはフェース・バック方向と傾斜方向（斜交方向）に延在してもよい
。一部又はすべてのリブ１１，１２の少なくとも一部は、非直線状であってもよい。また
、内部リブ１１及び外部リブ１２の本数は上記以外とされてもよい。また、本発明では、
複数本の外部リブ１２同士の間に内部リブを配置してもよい。
【００３６】
　このように内部リブと外部リブの形状、配置、及びそれらの本数などを上記とは別異と
した本発明の実施形態に係るゴルフクラブヘッドの諸例について図５～１１を参照して説
明する。
【００３７】
　図５（ａ）はゴルフクラブヘッド１Ａの底面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線切断部端面
図である。このゴルフクラブヘッド１Ａは、図１～４のゴルフクラブヘッド１とは逆に、
２本の外部リブ１２の間に１本の内部リブ１１を配置したものである。図５の外部リブ１
２のトウ・ヒール方向の位置は図１～４のゴルフクラブヘッド１の内部リブ１１の位置と
同一であり、また図５の内部リブ１１のトウ・ヒール方向の位置は図１～４のゴルフクラ
ブヘッド１の外部リブ１２の位置と同一である。図５の内部リブ１１及び外部リブ１２の
長さ、幅、高さ及び形状は、図１～４のゴルフクラブヘッド１の内部リブ１１及び外部リ
ブ１２の長さ、幅、高さ及び形状と同じである。このゴルフクラブヘッド１Ａのその他の
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構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。
【００３８】
　図６のゴルフクラブヘッド１Ｂは、図１～４のゴルフクラブヘッドにおいて、内部リブ
１１及び外部リブ１２をそれぞれサイド部４のバック側部分４ｂにのみ設けたものである
。このゴルフクラブヘッド１の内部リブ１１及び外部リブ１２のフェース側の端部１１ｍ
、１２ｍは、ソール部３とサイド部４との境界部Ｋに位置しているが、それよりもバック
側に位置してもよい。
【００３９】
　このゴルフクラブヘッド１Ｂのその他の構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。な
お、図５のように、外部リブ１２，１２間に内部リブ１１を配置した構成のゴルフクラブ
ヘッドにおいても、図６のように、内部リブ１１及び外部リブ１２をサイド部４のみに設
けてもよい。
【００４０】
　図７のゴルフクラブヘッド１Ｃは、図１～４のゴルフクラブヘッドにおいて、内部リブ
１１及び外部リブ１２をそれぞれソール部３のバック側部分３ｂにのみ設けたものである
。このゴルフクラブヘッド１の内部リブ１１及び外部リブ１２のバック側の端部１１ｎ、
１２ｎは、ソール部３とサイド部４との境界部Ｋに位置しているが、それよりもフェース
側に位置してもよい。
【００４１】
　このゴルフクラブヘッド１Ｃのその他の構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。な
お、図５のように、外部リブ１２，１２間に内部リブ１１を配置した構成のゴルフクラブ
ヘッドにおいても、図７のように、内部リブ１１及び外部リブ１２をソール部３のみに設
けてもよい。
【００４２】
　図８（ａ）はゴルフクラブヘッド１Ｄの底面図、（ｂ）は（ａ）の内部リブ１３及び外
部リブ１２付近の説明図である。このゴルフクラブヘッド１Ｄは、１本の内部リブ１３と
１本の外部リブ１２とを設けたものである。外部リブ１２は、図１～４のゴルフクラブヘ
ッド１の外部リブ１２と同一位置に配置されている。このゴルフクラブヘッド１Ｄの外部
リブ１２の長さ、幅、高さ及び形状は図１～４のゴルフクラブヘッド１の外部リブ１２の
長さ、幅、高さ及び形状と同一である。
【００４３】
　内部リブ１３は、フェース・バック方向に延在する２本の直線状部１３ａ，１３ｂと、
該直線状部１３ａ，１３ｂのフェース側の端部１３ｍ，１３ｍ同士をつなぐ略円弧状の円
弧状部１３ｃとを有する略Ｕ字状である。直線状部１３ａ，１３ｂは、図１～４のゴルフ
クラブヘッド１の内部リブ１１，１１と同一位置に配置されている。円弧状部１３ｃは、
トウ・ヒール方向の中央部がフェース側に張り出す円弧状となっている。フェース側の端
部１３ｍ以外の直線状部１３ａ，１３ｂの長さ、幅、高さ及び形状は、図１～４のゴルフ
クラブヘッド１の内部リブ１１の長さ、幅、高さ及び形状と同一である。直線状部１３ａ
，１３ｂと外部リブ１２とのトウ・ヒール方向の好ましい間隔Ｓ３，Ｓ４は特に限定しな
いが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下である。間
隔Ｓ３，Ｓ４は等しくてもよく、異なっていてもよい。
【００４４】
　円弧状部１３ｃの幅、高さは特に限定しないが、直線状部１３ａ，１３ｂの幅、高さと
同じである。
【００４５】
　外部リブ１２のフェース側の端部１２ｍと円弧状部１３ｃとのフェース・バック方向の
間隔Ｃは特に限定しないが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に１
０ｍｍ以下である。この実施の形態では、間隔Ｃが外部リブ１２と内部リブ１３との最小
距離である。
【００４６】
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　このゴルフクラブヘッド１Ｄのその他の構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。な
お、内部リブ１３及び外部リブ１２はソール部３及びサイド部４の一方にのみ設けられて
もよい。また、図５のように、外部リブ１２，１２間に内部リブ１１を配置したゴルフク
ラブヘッドにおいても、図８のように、外部リブ１２，１２のフェース側の端部１２ｍ同
士をつなぐ円弧状部１３ｃを設けてもよい。円弧状部は、リブのバック側の端部同士をつ
なぐように設けてもよい。
【００４７】
　図９のゴルフクラブヘッド１Ｅは、内部リブ１１，１１の間に外部リブ１２を複数本設
けたものである。外部リブ１２の本数は特に限定しないが、１以上５以下である。各内部
リブ１１及び外部リブ１２はいずれもフェース・バック方向に平行に延在している。内部
リブ１１及び外部リブ１２の長さ、幅、高さ及び形状は図１～４のゴルフクラブヘッド１
と同一である。
【００４８】
　内部リブ１１と、それに隣接する外部リブ１２とのトウ・ヒール方向の間隔Ｔ１１は、
特に限定しないが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以
下である。隣接する外部リブ１２同士のトウ・ヒール方向の間隔Ｔ１２は、特に限定しな
いが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下である。ゴ
ルフクラブヘッド１Ｅのその他の構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。なお、内部
リブ１１及び外部リブ１２はソール部３及びサイド部４の一方にのみ設けられてもよい。
図５のように、外部リブ１２，１２同士の間に内部リブ１１を配置したゴルフクラブヘッ
ドにおいても、内部リブ１１を複数本配置してもよい。
【００４９】
　図１０のゴルフクラブヘッド１Ｆでは、２本の内部リブ１１，１１と、それらの間に配
置された１本の外部リブ１２とを有する。このゴルフクラブヘッド１Ｆでは、内部リブ１
１，１１がフェース・バック方向に対して傾斜方向に延在している。ゴルフクラブヘッド
のホゼル部を除いたトウ・ヒール方向の中心を通り、フェース・バック方向にのびる中心
線をＥ０とした場合、内部リブ１１は、それらのバック側端部１１ｎ側ほど中心線Ｅ０か
らの距離が増大するように中心線Ｅ０に対して傾斜しており、内部リブ１１，１１同士の
トウ・ヒール方向の間隔は、バック側ほど大きくなっている。トウ側の内部リブ１１の延
在方向Ｅ１０がフェース・バック方向の中心線Ｅ０と交差する角度θ１０、及びヒール側
の内部リブ１１の延在方向Ｅ１１が中心線Ｅ０と交差する角度θ１１は、特に限定しない
が、１０゜以上、特に２０゜以上であり、９０゜以下、特に５０゜以下である。θ１０と
θ１１は同一であってもよく異なっていてもよい。内部リブ１１，１１の最もフェース側
の端部１１ｍ，１１ｍ間のトウ・ヒール方向の間隔Ｔ２０は、特に限定しないが、４ｍｍ
以上、特に１０ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下である。内部リブ１１
，１１のバック側端部１１ｎ，１１ｎ間のトウ・ヒール方向の間隔Ｔ２１は、特に限定し
ないが、５ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上であり、６０ｍｍ以下、特に４０ｍｍ以下である
。
【００５０】
　各内部リブ１１と外部リブ１２とのトウ・ヒール方向の間隔は、内部リブ１１及び外部
リブ１２の最もフェース側において最小となっており、この最小間隔Ｔ２２は、特に限定
しないが、１ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下であ
る。
【００５１】
　このゴルフクラブヘッド１Ｆの外部リブ１２の長さ、幅、高さ及び形状は図１～４のゴ
ルフクラブヘッド１の外部リブ１２の長さ、幅、高さ及び形状と同一である。ゴルフクラ
ブヘッド１Ｆのその他の構成はゴルフクラブヘッド１と同一である。
【００５２】
　図１０では、内部リブ１１及び外部リブ１２はソール部３からサイド部４にかけて設け
られているが、少なくとも一部のものはソール部３及びサイド部４の一方にのみ設けられ
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てもよい。また、図１０では、内部リブ１１，１１間に外部リブ１２が設けられているが
、図５のように、外部リブ１２，１２間に内部リブ１１を配置したタイプのものにも図１
０の構成を適用してもよい。
【００５３】
　図１１（ａ）はゴルフクラブヘッド１Ｇの底面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線切断部端
面図、（ｃ）は（ｂ）の凹部付近の拡大図、図１２は図１１（ａ）の凹部付近の拡大図で
ある。このゴルフクラブヘッド１Ｇは、ソール部３のバック側に凹部２０を設け、この凹
部２０内に外部リブ１２を配置し、凹部２０のトウ側及びヒール側にそれぞれ内部リブ１
１，１１を配置している。
【００５４】
　凹部２０は、ソール部３の外面３ｇから立ち下がるトウ側及びヒール側の側壁部２１，
２２と、フェース側の側壁部２３と、底面２５とを有する。境界部２４は底面２５とサイ
ド部４との境界線である。フェース・バック方向に延在する外部リブ１２は、この底部２
５から突設されている。この実施の形態では、外部リブ１２のフェース側の端部１２ｍは
フェース側の側壁部２３に連なり、バック側の端部１２ｎは境界部２４までのびる。
【００５５】
　凹部２０の深さＤの平均値は、特に限定されないが、１ｍｍ以上、特に２ｍｍ以上であ
り、２０ｍｍ以下、特に１５ｍｍ以下である。凹部２０は、この実施の形態では、フェー
ス側のトウ・ヒール方向の幅Ｌ２３がバック側のトウ・ヒール方向の幅Ｌ２４よりも小さ
い略扇形である。フェース側の幅Ｌ２３は、特に限定されないが、４ｍｍ以上、特に１０
ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下である。バック側の幅Ｌ２４は特に限
定されないが、５ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上であり、６０ｍｍ以下、特に４０ｍｍ以下
である。凹部２０のフェース・バック方向の長さＬ２０は、特に限定されないが、５ｍｍ
以上、特に１０ｍｍ以上であり、３０ｍｍ以下、特に２０ｍｍ以下である。
【００５６】
　この実施の形態では、トウ側の側壁部２１とトウ側の内部リブ１１とは略平行であり、
ヒール側の側壁部２２とヒール側の内部リブ１１とは略平行である。トウ側の内部リブ１
１の延長線Ｅ１２と中心線Ｅ０との交差角度θ１２及びヒール側の内部リブ１１の延長線
Ｅ１３と中心線Ｅ０との交差角度θ１３は、特に限定されないが、１０゜以上、特に２０
゜以上であり、９０゜以下、特に５０゜以下である。トウ側の内部リブ１１とトウ側の側
壁部２１との間隔ｄ１２は、特に限定されないが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、
２０ｍｍ以下、特に１０ｍｍ以下である。ヒール側の内部リブ１１とヒール側の側壁部２
２との間隔ｄ１３は、特に限定されないが、１ｍｍ以上、特に５ｍｍ以上であり、２０ｍ
ｍ以下、特に１０ｍｍ以下である。
【００５７】
　内部リブ１１は、ソール部３のバック側部分３ｂの内面３ｆから突設されている。内部
リブ１１のバック側の端部１１ｎは、ソール部３とサイド部４との境界部Ｋに位置してい
るが、それよりもフェース側であってもよい。この場合の内部リブ１１の長さ、幅、高さ
及び形状は、図１～４のゴルフクラブヘッド１の内部リブ１１の長さ、幅、高さ及び形状
と同様である。
【００５８】
　外部リブ１２の底部２５からの突出高さＨは、凹部２２の深さＤと同一又はそれよりも
小さいことが好ましい。
【００５９】
　この実施の形態では、凹部２０を設け、この凹部２０内に外部リブ１２を設けているの
で、外部リブ１２がソール部３の外面３ｇよりも突出しない。突出していると、ゴルフク
ラブヘッドをアドレスした時のフェース面の向きに影響してしまう場合がある。また、凹
部２０のトウ側及びヒール側の側壁部２１，２２も内部リブ１１及び外部リブ１２と同様
にソール部３の剛性を高める効果を有する。このため、ボールの打ち出し角が高くなる。
【００６０】



(10) JP 2016-214379 A 2016.12.22

10

20

30

　図１１，１２では、凹部２０及び外部リブ１２をソール部３にのみ設けているが、ソー
ル部３のバック側部分３ｂからサイド部４のバック側部分４ｂにまで連続するように設け
てもよく、サイド部４のバック側部分４ｂにのみ凹部２０及び外部リブ１２を設けてもよ
い。凹部２０は扇形に限らず、長方形や正方形であってもよい。図１１，１２では凹部２
０の各側壁部２１，２２及び各内部リブ１１をフェース・バック方向に対して傾斜方向と
しているが、フェース・バック方向に傾斜していない部分を含んでもよい。図１１，１２
では外部リブ１２を１本のみ設けているが、２本以上設けてもよい。内部リブ１１につい
ても３本以上設けてもよい。底部２５に内部リブを設けてもよい。
【００６１】
　上記実施の形態はいずれも本発明の一例であり、本発明は図示以外の構成とされてもよ
い。例えば、内部リブ及び外部リブの本数は上記以外とされてもよい。略Ｕ字状に延在し
た内部リブ１３と直線状の内部リブ１１との双方を設けてもよい。略Ｕ字状に延在した外
部リブと直線状の外部リブ１２との双方を設けてもよい。
【００６２】
　複数本の内部リブと複数本の外部リブとを設ける場合、トウ・ヒール方向に交互に内部
リブと外部リブとを配列してもよい。複数本の外部リブを設ける場合、外部リブ１２，１
２同士の間隔がバック側ほど大きくなるように少なくとも１本の外部リブをフェース・バ
ック方向に対して傾斜させてもよい。図１０～１２では、内部リブ１１は直線状となって
いるが、例えば内部リブ１１のフェース側ではフェース・バック方向に延在し、バック側
ではフェース・バック方向に対して傾斜する屈曲形のものであってもよい。
【００６３】
　内部リブ１１，１３及び外部リブ１２は、それらのフェース側の端部が図示よりもフェ
ース側に位置してもよく、例えばフェース部２の直近に位置してもよく、フェース部２に
連なってもよい。
【００６４】
　本発明は、ドライバー以外のフェアウェーウッドやユーティリティクラブのヘッドにも
適用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１，１Ａ～１Ｇ　ゴルフクラブヘッド
　２　フェース部
　３　ソール部
　４　サイド部
　５　クラウン部
　６　ホゼル部
　１１，１３　内部リブ
　１２　外部リブ
　２０　凹部
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