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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多角形ディンプルを含む多数のディンプルをその表面に備えており、
　その仮想球面に内接する準正多面体の辺がこの仮想球面に投影されることにより形成さ
れた区画線によって仮想球面が複数の球面正多角形に区画されたとき、これら球面正多角
形にディンプルが配置されており、
　ディンプル総数に対する多角形ディンプルの比率が５０％以上であり、
　全ての球面正多角形のそれぞれにおいて、当該球面正多角形の頂点の数と同じ数の頂点
を備えた正多角形ディンプルが主として配置されているゴルフボール。
【請求項２】
　全ての球面正多角形のそれぞれにおいて、当該球面正多角形に含まれる全ての正多角形
ディンプルの頂点の数が、当該球面正多角形の頂点の数と同じである請求項１に記載のゴ
ルフボール。
【請求項３】
　上記区画線によって、複数の第一球面正多角形とこの第一球面正多角形とは頂点の数が
異なる複数の第二球面正多角形とが形成されたとき、
　全ての第一球面正多角形には実質的に互いに等価にディンプルが配置されており、
　全ての第二球面正多角形には実質的に互いに等価にディンプルが配置されている請求項
１に記載のゴルフボール。
【請求項４】
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　上記区画線によって、仮想球面が、頂点の数が３である複数の第一球面正多角形と、頂
点の数が４である複数の第二球面正多角形とのみに区画される請求項１に記載のゴルフボ
ール。
【請求項５】
　上記準正多面体が立方八面体である請求項４に記載のゴルフボール。
【請求項６】
　上記準正多面体が捩れ立方体である請求項４に記載のゴルフボール。
【請求項７】
　上記区画線がディンプルと交差しておらず、表面に大円帯が存在しない請求項６に記載
のゴルフボール。
【請求項８】
　上記区画線が実質的にディンプルと交差しない請求項１から７のいずれかに記載のゴル
フボール。
【請求項９】
　上記ディンプルの面積の合計が上記仮想球面の面積に占める比率が７０％以上である請
求項１から８のいずれかに記載のゴルフボール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ゴルフボールに関する。詳細には、本発明は、ゴルフボールのディンプルパタ
ーンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ゴルフボールは、その表面に多数のディンプルを備えている。ディンプルの役割は、飛行
時のゴルフボール周りの空気の流れを乱すことによって乱流剥離を起こさせることにある
（以下、「ディンプル効果」と称される）。乱流剥離によって空気のゴルフボールからの
剥離点が後方に下がり、抗力係数（Ｃｄ）が小さくなる。乱流剥離によってバックスピン
に起因するゴルフボールの上側と下側とにおける剥離点の差が助長され、ゴルフボールに
作用する揚力が高められる。抗力の低減と揚力の向上とによって、ゴルフボールの飛距離
が増大する。空力的に優れたディンプルは、乱流剥離を促進する。換言すれば、空力的に
優れたディンプルは、空気の流れをよりよく乱しうる。
【０００３】
ディンプルの配置には、多面体（特に正多面体又は準正多面体）が用いられることが多い
。多面体が用いられる場合は、仮想球面に内接する多面体が想定され、球中心から仮想球
面に放射される光線によって多面体の辺が仮想球面に投影されて区画線が形成される。こ
の区画線によって仮想球面が区画されて、ディンプルが配置される。用いられる正多面体
としては、正六面体、正八面体、正十二面体及び正二十面体が挙げられる。また、用いら
れる準正多面体としては、二十面十二面体及び立方八面体が例示される。二十面十二面体
が用いられたディンプルパターンが、特開昭６０－２３４６７４号公報に開示されている
。立方八面体が用いられたディンプルパターンが、特開平１－２２１１８２号公報に開示
されている。
【０００４】
ディンプルの平面形状の改良によりゴルフボールの飛行性能を向上させる技術が、種々提
案されている。例えば、特開平４－２２０２７１号公報には、形状の異なる２種のディン
プルが隣接したゴルフボールが開示されている。特開平５－８４３２８号公報には、円形
ディンプルと非円形ディンプルとを備えたゴルフボールが開示が開示されている。特開平
５－９６０２６号公報には、非円形でかつ断面形状がダブルスロープであるディンプルを
備えたゴルフボールが開示されている。非円形ディンプルのディンプル効果が大きいこと
は、当業者によって理解されている。多角形ディンプルのディンプル効果は、特に大きい
。多角形ディンプルを備えたゴルフボールは、飛行性能に優れている。
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【０００５】
【特許文献１】
特開昭６０－２３４６７４号公報
【特許文献２】
特開平１－２２１１８２号公報
【特許文献３】
特開平４－２２０２７１号公報
【特許文献４】
特開平５－８４３２８号公報
【特許文献５】
特開平５－９６０２６号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ゴルフボールの外観向上及び表面積占有率の向上の観点から、多数の多角形ディンプルが
整然と並ぶように配置されることが好ましい。多角形ディンプルは、円形ディンプルに比
べて対称性が不十分である。この多角形ディンプルが整然と並べられると、ゴルフボール
としての空力的対称性を損なうおそれがある。
【０００７】
本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、飛行性能に優れ、かつ空力的対称
性に優れたゴルフボールの提供をその目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明に係るゴルフボールは、その表面に、多角形ディンプルを含む多数のディンプルを
備えている。このゴルフボールでは、仮想球面に内接する準正多面体の辺がこの仮想球面
に投影されることにより形成された区画線によって仮想球面が複数の球面正多角形に区画
されたとき、これら球面正多角形にディンプルが配置されている。ディンプル総数に対す
る多角形ディンプルの比率は、５０％以上である。このゴルフボールでは、多角形ディン
プルが飛行性能に寄与する。このゴルフボールでは、準正多面体が用いられたディンプル
パターンが、空力的対称性に寄与する。多角形ディンプルと準正多面体との相乗効果によ
り、優れた空力特性がゴルフボールに付与される。
【０００９】
空力的対称性の観点から、区画線によって複数の第一球面正多角形と複数の第二球面正多
角形とに仮想球面が形成されたとき、全ての第一球面正多角形に実質的に互いに等価にデ
ィンプルが配置されているのが好ましく、全ての第二球面正多角形に実質的に互いに等価
にディンプルが配置されているのが好ましい。空力的対称性の観点から、区画線が実質的
にディンプルと交差しないことが好ましい。
【００１０】
好ましくは、第一球面正多角形にはこの第一球面正多角形の頂点の数と同じ数の頂点を備
えた正多角形ディンプルが主として配置され、第二球面正多角形にはこの第二球面正多角
形の頂点の数と同じ数の頂点を備えた正多角形ディンプルが主として配置される。このゴ
ルフボールでは、表面積占有率（ディンプルの面積の合計が仮想球面の面積に占める比率
）が高められうる。
【００１１】
典型的には、第一球面正多角形の頂点の数は３であり、第二球面正多角形の頂点の数は４
である。換言すれば、第一球面正多角形は球面正三角形であり、第二球面正多角形は球面
正方形である。球面正三角形に主として正三角形ディンプルが配置され、球面正方形に主
として正方形ディンプルが配置されることにより、優れたディンプル効果が発揮される。
【００１２】
特に好ましい準正多面体は、正三角形及び正方形のみからなりしかも正方形同士が隣接し
ないという理由から、立方八面体及び捩れ立方体である。
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【００１３】
捩れ立方体が用いられれば、区画線がディンプルと交差していない場合でも、表面に大円
帯が存在しないゴルフボールが得られうる。このゴルフボールは、空力的対称性にきわめ
て優れる。
【００１４】
好ましくは、ディンプルの表面積占有率は、７０％以上である。このゴルフボールは、飛
行性能に優れる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明される
。
【００１６】
図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフボール１が示された一部切り欠き断面図である
。このゴルフボール１は、球状のコア２と、カバー３とを備えている。カバー３の表面に
は、多数のディンプル４が形成されている。ゴルフボール１の表面のうちディンプル４以
外の部分は、ランド５ある。このゴルフボール１は、カバー３の外側にペイント層及びマ
ーク層を備えているが、これらの図示は省略されている。
【００１７】
このゴルフボール１の直径は、通常は４０ｍｍから４５ｍｍ、さらには４２ｍｍから４４
ｍｍである。米国ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）の規格が満たされる範囲で空気抵抗が低減され
るという観点から、直径は４２．６７ｍｍ以上４２．８０ｍｍ以下が特に好ましい。この
ゴルフボール１の質量は、通常は４０ｇ以上５０ｇ以下、さらには４４ｇ以上４７ｇ以下
である。米国ゴルフ協会の規格が満たされる範囲で慣性が高められるという観点から、質
量は４５．００ｇ以上４５．９３ｇ以下が特に好ましい。
【００１８】
コア２は、ゴム組成物が架橋されることによって形成されている。ゴム組成物の基材ゴム
としては、ポリブタジエン、ポリイソプレン、スチレン－ブタジエン共重合体、エチレン
－プロピレン－ジエン共重合体及び天然ゴムが例示される。反発性能の観点からポリブタ
ジエンが好ましく、特にハイシスポリブタジエンが好ましい。コア２の架橋には、通常は
共架橋剤が用いられる。反発性能の観点から好ましい共架橋剤は、アクリル酸亜鉛、アク
リル酸マグネシウム、メタクリル酸亜鉛及びメタクリル酸マグネシウムである。ゴム組成
物には、共架橋剤と共に有機過酸化物が配合されるのが好ましい。好適な有機過酸化物と
しては、ジクミルパーオキサイド、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）－３，３，５
－トリメチルシクロヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）
ヘキサン及びジ－ｔ－ブチルパーオキサイドが挙げられる。ゴム組成物には、充填剤、硫
黄、老化防止剤、着色剤、可塑剤、分散剤等の各種添加剤が、必要に応じて適量配合され
る。コア２の直径は、通常は３０．０ｍｍ以上４２．０ｍｍ以下、特には３８．０ｍｍ以
上４１．５ｍｍ以下である。コア２が、２以上の層から構成されてもよい。
【００１９】
カバー３は、合成樹脂組成物から成形されている。カバー３の基材樹脂としては、アイオ
ノマー樹脂、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー
、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可塑性エラストマー及びポリオレ
フィン系熱可塑性エラストマーが例示される。カバー３には、必要に応じ、着色剤、充填
剤、分散剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、蛍光剤、蛍光増白剤等が適量配合さ
れる。カバー３の厚みは、通常は０．３ｍｍ以上６．０ｍｍ以下、特には０．６ｍｍ以上
２．４ｍｍ以下である。カバー３が、２以上の層から構成されてもよい。
【００２０】
図２は図１のゴルフボール１が示された拡大平面図であり、図３はその正面図である。こ
のゴルフボール１では、ディンプル４は、立方八面体が用いられて配置されている。立方
八面体は、準正多面体の一種である。立方八面体は、１４個の面を備えている。８個の面



(5) JP 4184107 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

は正三角形であり、６個の面は正方形である。仮想球面に内接する立方八面体が想定され
、この立方八面体の２４本の辺が投影された２４本の区画線によって仮想球面が１４個の
球面正多角形に区画されて、この球面正多角形ごとにディンプル４が配置されている。球
面正多角形は、第一球面正多角形である球面正三角形Ｓｔと、第二球面正多角形である球
面正方形Ｓｓとの２種からなる。このゴルフボール１には、球面正三角形Ｓｔは８個存在
しており、球面正方形Ｓｓは６個存在している。本明細書で用いられる「仮想球面」とい
う用語は、ディンプル４が存在しないと仮定されたときのゴルフボール１の表面を意味す
る。
【００２１】
このゴルフボール１の球面正三角形Ｓｔには、ディンプルＡ１が形成されている。図２及
び図３では、１つの球面正三角形Ｓｔのみに、ディンプル４の種類を示す符号（Ａ１）が
示されている。ディンプルＡ１の平面形状は、実質的に正三角形である。正三角形ディン
プルＡ１は、球面正三角形Ｓｔの内部に存在している。従って、正三角形ディンプルＡ１
は、区画線（図示されず）とは実質的に交差していない。もちろん、正三角形ディンプル
Ａ１が区画線と交差してもよい。。正三角形ディンプルＡ１は球面上に存在しているので
、３本の辺は厳密には円弧状である。正三角形ディンプルＡ１の頂点の数は３であり、球
面正三角形Ｓｔの頂点の数も３である。両者は一致している。換言すれば、正三角形ディ
ンプルＡ１は球面正三角形Ｓｔと実質的に相似である。球面正三角形Ｓｔと実質的に相似
であるディンプルが配置されることにより、ディンプルの密度が高められうる。正三角形
以外の多角形ディンプル又は円形ディンプルが球面正三角形Ｓｔに配置されてもよいが、
正三角形ディンプルＡ１が主として配置されるのが好ましい。具体的には、下記数式（Ｉ
）で示される比率Ｒｔは５０％以上が好ましく、６５％以上がより好ましく、８０％以上
がさらに好ましく、１００％が最も好ましい。
Ｒｔ＝（Ｎｔ／Ｎｄ）・１００　　　（Ｉ）
この数式においてＮｄは球面正三角形Ｓｔに含まれるディンプル４の数を表し、Ｎｔは球
面正三角形Ｓｔに含まれる正三角形ディンプルＡ１の数を表す。球面正三角形Ｓｔに含ま
れるディンプルとは、その重心が球面正三角形Ｓｔに含まれるディンプルを意味する。球
面正三角形Ｓｔに２種以上の正三角形ディンプルが形成されてもよい。この場合は、全て
の正三角形ディンプルの合計数が、Ｎｔとされる。
【００２２】
このゴルフボール１では、８個の球面正三角形Ｓｔのディンプルパターンは、実質的に互
いに同一である。これにより、ゴルフボール１の空力的対称性が高められる。実質的に同
一な状態には、対比されるディンプルパターン同士が完全に同一の場合のみならず、製造
誤差によって両者が多少異なる場合や、ゴルフボール１の成形の都合（コア保持ピン、ベ
ントピン、射出ゲート、パーティングライン等が設けられる都合）によって意図的に両者
が多少異ならされる場合も含まれる。８個の球面正三角形Ｓｔのディンプルパターンは、
実質的に互いに等価であってもよい。この場合も、ゴルフボール１の空力的対称性が優れ
ている。等価な状態には、対比されるディンプルパターン同士が同一である場合、回転対
称である場合及び鏡面対称である場合が含まれる。
【００２３】
このゴルフボール１の球面正方形Ｓｓには、大きなディンプルＢ１と小さなディンプルＢ
２とが形成されている。図２及び図３では、１つの球面正三角形Ｓｓのみに、ディンプル
４の種類を示す符号（Ｂ１、Ｂ２）が示されている。ディンプルＢ１、Ｂ２の平面形状は
、実質的に正方形である。正方形ディンプルＢ１、Ｂ２は、球面正方形Ｓｓの内部に存在
している。従って、正方形ディンプルＢ１、Ｂ２は、区画線（図示されず）とは実質的に
交差していない。もちろん、正方形ディンプルＢ１、Ｂ２が区画線と交差してもよい。正
方形ディンプルＢ１、Ｂ２は球面上に存在しているので、４本の辺は厳密には円弧状であ
る。正方形ディンプルＢ１、Ｂ２の頂点の数は４であり、球面正方形Ｓｓの頂点の数も４
である。両者は一致している。換言すれば、正方形ディンプルＢ１、Ｂ２は球面正方形Ｓ
ｓと実質的に相似である。球面正方形Ｓｓと実質的に相似であるディンプル４が配置され
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ることにより、ディンプル４の密度が高められうる。正方形以外の多角形ディンプル又は
円形ディンプルが球面正方形Ｓｓに配置されてもよいが、正方形ディンプルＢ１、Ｂ２が
主として配置されるのが好ましい。具体的には、下記数式（II）で示される比率Ｒｓは５
０％以上が好ましく、６５％以上がより好ましく、８０％以上がさらに好ましく、１００
％が最も好ましい。
Ｒｓ＝（Ｎｓ／Ｎｄ）・１００　　　（II）
この数式においてＮｄは球面正方形Ｓｓに含まれるディンプル４の数を表し、Ｎｓは球面
正方形Ｓｓに含まれる正方形ディンプルＢ１、Ｂ２の数を表す。球面正方形Ｓｓに含まれ
るディンプルとは、その重心が球面正方形Ｓｓに含まれるディンプルを意味する。
【００２４】
このゴルフボール１では、６個の球面正方形Ｓｓのディンプルパターンは、実質的に互い
に同一である。これにより、ゴルフボール１の空力的対称性が高められる。６個の球面正
方形Ｓｓのディンプルパターンは、実質的に互いに等価であってもよい。この場合も、ゴ
ルフボール１の空力的対称性が優れている。
【００２５】
正三角形ディンプルＡ１及び正方形ディンプルＢ１、Ｂ２は、頂点の数が比較的小さいの
で、多角形ディンプルの中でも特に優れたディンプル効果を発揮する。一方、正三角形デ
ィンプルＡ１の対称軸はわずか３本であり、正方形ディンプルＢ１、Ｂ２の対称軸はわず
か４本である。対称軸が少ないディンプルは、空力的異方性がきつい。立方八面体が用い
られたディンプルパターンでは、ゴルフボール１の表面が球面正三角形Ｓｔと球面正方形
Ｓｓとに区画されるので、変化に富む。従って、球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに
正多角形ディンプルが整然と並べられた場合でも、ゴルフボール１全体としての空力的対
称性が損なわれにくい。球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに正多角形ディンプルが整
然と並べられることにより、表面積占有率が高められうる。大きな表面積占有率は、ゴル
フボール１の飛行性能に寄与する。球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに正多角形ディ
ンプルが整然と並べられることにより、ゴルフボール１の外観も高められうる。
【００２６】
ディンプルが整然と並び、しかも空力的対称性に優れるという効果は、立方八面体（３，
４，３，４）以外の準正多面体でも得られうる。他の準正多面体としては、切隅四面体（
３，６，６）、切隅六面体（３，８，８）、切隅八面体（４，６，６）、切隅十二面体（
３，１０，１０）、切隅二十面体（５，６，６）、二十面十二面体（３，５，３，５）、
大菱形立方八面体（４，６，８）、大菱形二十面十二面体（４，６，１０）、小菱形立方
八面体（３，４，４，４）、ミラーの多面体（３，４，４，４）、小菱形二十面十二面体
（３，４，５，４）、捩れ立方体（３，３，３，３，４）及び捩れ十二面体（３，３，３
，３，５）が挙げられる。上記括弧内の数字は、１つの頂点を共有する複数の多角形のそ
れぞれにおける辺数である。ディンプル効果が優れた正三角形ディンプル及び正方形ディ
ンプルが整然と配置されうるとの理由から、立方八面体、捩れ立方体、小菱形立方八面体
及びミラーの多面体が好ましい。立方八面体、捩れ立方体、小菱形立方八面体及びミラー
の多面体は、正三角形及び正方形のみから構成される。特に、立方八面体又は捩れ立方体
が用いられれば、球面正方形同士が隣接しないので、空力的対称性に優れたゴルフボール
が得られる。
【００２７】
飛行性能の観点から、下記数式（III)で示される比率Ｒは５０％以上が好ましく、６５％
以上がより好ましく、８０％以上がさらに好ましく、１００％が最も好ましい。
Ｒ＝（Ｎｐ／Ｎｄ）・１００　　　（III）
この数式においてＮｄはゴルフボール１におけるディンプル４の総数を表し、Ｎｐはゴル
フボール１における多角形ディンプルの数を表す。
【００２８】
ディンプルの表面積占有率は、７０％以上が好ましい。表面積占有率が上記範囲未満であ
ると、十分なディンプル効果が得られず、ゴルフボール１の飛行性能が不十分となること
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がある。この観点から、表面積占有率は７５％以上がより好ましく、８０％以上がさらに
好ましく、８５％以上が特に好ましい。表面積占有率は、通常は９５％以下に設定される
。表面積占有率は、仮想球面の面積に対するディンプル総面積の比率である。ディンプル
４の面積とは、無限遠からゴルフボール１の中心を見た場合の、ディンプルエッジライン
に囲まれた図形の面積のことである。
【００２９】
個々のディンプル４の面積は、３ｍｍ２以上３０ｍｍ２以下が好ましい。面積が上記範囲
未満であると、ディンプル効果が得られにくいことがある。この観点から、面積は４ｍｍ
２以上がより好ましく、５ｍｍ２以上が特に好ましい。面積が上記範囲を越えると、略球
体であるというゴルフボール本来の性質が損なわれることがある。この観点から、面積は
２５ｍｍ２以下がより好ましく、２０ｍｍ２以下が特に好ましい。ディンプル４の深さは
、通常は０．０８ｍｍ以上０．６０ｍｍ以下、さらには０．１０ｍｍ以上０．５５ｍｍ以
下、特には０．１２ｍｍ以上０．５０ｍｍ以下である。ディンプル４の深さは、ディンプ
ル４の表面と仮想球面との最大距離である。
【００３０】
ディンプル４の総容積は、４００ｍｍ３以上７５０ｍｍ３以下が好ましい。総容積が上記
範囲未満であると、ホップする弾道となることがある。この観点から、総容積は４５０ｍ
ｍ３以上がより好ましく、４７０ｍｍ３以上が特に好ましい。総容積が上記範囲を超える
と、ドロップする弾道となるおそれがある。この観点から、総容積は７００ｍｍ３以下が
より好ましく、６８０ｍｍ３以下が特に好ましい。ディンプル４の容積とは、ディンプル
４の表面と仮想球面とに囲まれた部分の容積のことである。
【００３１】
ディンプル４の総数は、２００個以上５００個以下が好ましい。総数が上記範囲未満であ
ると、ディンプル効果が得られにくい。この観点から、総数は２２０個以上がより好まし
く、２４０個以上が特に好ましい。総数が上記範囲を超えると、個々のディンプル４のサ
イズが小さいことに起因してディンプル効果が得られにくい。この観点から、総数は４８
０個以下がより好ましく、４６０個以下が特に好ましい。
【００３２】
図４は本発明の他の実施形態に係るゴルフボール６が示された平面図であり、図５はその
正面図である。このゴルフボール６では、ディンプル７は、準正多面体の一種である捻れ
立方体が用いられて配置されている。捩れ立方体は、３８個の面を備えている。３２個の
面は正三角形であり、６個の面は正方形である。仮想球面に内接する捩れ立方体が想定さ
れ、この捩れ立方体の６０本の辺が投影された６０本の区画線によって仮想球面が３８個
の球面正多角形に区画されて、この球面正多角形ごとにディンプル７が配置されている。
球面正多角形は、第一球面正多角形である球面正三角形Ｓｔと、第二球面正多角形である
球面正方形Ｓｓとの２種からなる。このゴルフボール６には、球面正三角形Ｓｔは３２個
存在しており、球面正方形Ｓｓは６個存在している。
【００３３】
このゴルフボール６の球面正三角形Ｓｔには、ディンプルＡ１が形成されている。図４及
び図５では、１つの球面正三角形Ｓｔのみに、ディンプル７の種類を示す符号（Ａ１）が
示されている。ディンプルＡ１の平面形状は、実質的に正三角形である。正三角形ディン
プルＡ１は、球面正三角形Ｓｔの内部に存在している。従って、正三角形ディンプルＡ１
は、区画線（図示されず）とは実質的に交差していない。もちろん、正三角形ディンプル
Ａ１が区画線と交差してもよい。正三角形ディンプルＡ１は球面上に存在しているので、
３本の辺は厳密には円弧状である。正三角形ディンプルＡ１の頂点の数は３であり、球面
正三角形Ｓｔの頂点の数も３である。両者は一致している。換言すれば、正三角形ディン
プルＡ１は球面正三角形Ｓｔと実質的に相似である。球面正三角形Ｓｔと実質的に相似で
あるディンプル７が配置されることにより、ディンプル７の密度が高められうる。正三角
形以外の多角形ディンプル又は円形ディンプルが球面正三角形Ｓｔに配置されてもよいが
、正三角形ディンプルＡ１が主として配置されるのが好ましい。具体的には、上記数式（
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Ｉ）で示される比率Ｒｔは５０％以上が好ましく、６５％以上がより好ましく、８０％以
上がさらに好ましく、１００％が最も好ましい。
【００３４】
このゴルフボール６では、３２個の球面正三角形Ｓｔのディンプルパターンは、実質的に
互いに同一である。３２個の球面正三角形Ｓｔのディンプルパターンは、実質的に互いに
等価であってもよい。実質的に同一な場合も実質的に等価な場合も、ゴルフボール６の空
力的対称性が高められる。
【００３５】
このゴルフボール６の球面正方形Ｓｓには、ディンプルＢ１が形成されている。図４及び
図５では、１つの球面正三角形Ｓｓのみに、ディンプル７の種類を示す符号（Ｂ１）が示
されている。ディンプルＢ１の平面形状は、実質的に正方形である。正方形ディンプルＢ
１は、球面正方形Ｓｓの内部に存在している。従って、正方形ディンプルＢ１は、区画線
（図示されず）とは実質的に交差していない。もちろん、正方形ディンプルＢ１が区画線
と交差してもよい。正方形ディンプルＢ１は球面上に存在しているので、４本の辺は厳密
には円弧状である。正方形ディンプルＢ１の頂点の数は４であり、球面正方形Ｓｓの頂点
の数も４である。両者は一致している。換言すれば、正方形ディンプルＢ１は球面正方形
Ｓｓと実質的に相似である。球面正方形Ｓｓと実質的に相似であるディンプル７が配置さ
れることにより、ディンプル７の密度が高められうる。正方形以外の多角形ディンプル又
は円形ディンプルが球面正方形Ｓｓに配置されてもよいが、正方形ディンプルＢ１が主と
して配置されるのが好ましい。具体的には、上記数式（II）で示される比率Ｒｓは５０％
以上が好ましく、６５％以上がより好ましく、８０％以上がさらに好ましく、１００％が
最も好ましい。
【００３６】
このゴルフボール６では、６個の球面正方形Ｓｓのディンプルパターンは、実質的に互い
に同一である。６個の球面正方形Ｓｓのディンプルパターンは、実質的に互いに等価であ
ってもよい。実質的に同一な場合も実質的に等価な場合も、ゴルフボール６の空力的対称
性が高められる。
【００３７】
このゴルフボール６では、正三角形ディンプルＡ１及び正方形ディンプルＢ１により、飛
行性能が高められる。このゴルフボール６は、捩れ立方体が用いられているので、その表
面が変化に富む。従って、球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに正多角形ディンプルが
整然と並べられた場合でも、ゴルフボール全体としての空力的対称性が損なわれにくい。
球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに正多角形ディンプルが整然と並べられることによ
り、表面積占有率が高められうる。大きな表面積占有率は、ゴルフボール６の飛行性能に
寄与する。球面正三角形Ｓｔ及び球面正方形Ｓｓに正多角形ディンプルが整然と並べられ
ることにより、ゴルフボール６の外観も高められうる。
【００３８】
捩れ立方体が用いられたディンプルパターンでは、１つの大円上で区画線が連続して並ぶ
ことがない。従って、区画線とディンプル７とが交差しない場合でも、区画線に沿った大
円帯が形成されない。このゴルフボール６は、大円帯を全く備えていない。このゴルフボ
ール６は、空力的対称性にきわめて優れる。
【００３９】
【実施例】
以下、実施例に基づいて本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて
本発明が限定的に解釈されるべきではない。
【００４０】
［実施例１］
ソリッドゴムからなるコアを金型に投入し、コアの周りにアイオノマー樹脂組成物を射出
してカバー層を形成し、図２及び図３に示されたディンプルパターンを備えた実施例１の
ゴルフボールを得た。ボールの外径は４２．７０ｍｍ±０．０３ｍｍであり、コンプレッ
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ションは８５±２であった。
【００４１】
［実施例２及び比較例１］
金型を変更した他は実施例１と同様にして、図４及び図５に示されたディンプルパターン
を備えた実施例２のゴルフボール、並びに図６及び図７に示されたディンプルパターンを
備えた比較例１のゴルフボールを得た。比較例１のゴルフボールのディンプルパターンは
、実施例１と同様に、立方八面体が用いられて得られたものである。
【００４２】
【表１】
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【００４３】
［飛距離テスト］
ツルテンパー社製のスイングマシンにメタルヘッド製のドライバー（Ｗ１）を取り付け、
ヘッド速度が約４９ｍ／ｓ、打ち出し角度が約１１°、バックスピンの速度が約３０００
ｒｐｍとなるように、マシン条件を調整した。そして、各ゴルフボールを打撃し、飛距離
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風で平均風速は約１ｍ／ｓであった。ポール打ち及びシーム打ちのそれぞれについて２０
回ずつの計測が行われた。２０個のデータの平均値、及びポール打ちのデータとシーム打
ちのデータとの差が、下記の表２に示されている。ポール打ちとは、バックスピンの回転
軸がゴルフボール金型のパーティング面に含まれる打撃方法である。シーム打ちとは、バ
ックスピンの回転軸がゴルフボール金型のパーティング面に垂直となる打撃方法である。
【００４４】
【表２】

【００４５】
表２に示されるように、実施例１及び２のゴルフボールの飛距離は、比較例１のゴルフボ
ールの飛距離よりも大きい。しかも、実施例１及び２のゴルフボールの差は、比較例１の
ゴルフボールの差よりも小さい。この評価結果より、本発明の優位性は明らかである。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明されたように、本発明のゴルフボールは飛行性能及び空力的対称性に優れる。こ
のゴルフボールは、ゴルファーの飛距離への要求に応えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態にかかるゴルフボールが示された一部切り欠き断面
図である。
【図２】図２は、図１のゴルフボールが示された拡大平面図である。
【図３】図３は、図１のゴルフボールが示された拡大正面図である。
【図４】図４は、本発明の他の実施形態に係るゴルフボールが示された平面図である。
【図５】図５は、図４のゴルフボールが示された正面図である。
【図６】図６は、本発明の比較例１ゴルフボールが示された平面図である。
【図７】図７は、図６のゴルフボールが示された正面図である。
【符号の説明】
１、６・・・ゴルフボール
２・・・コア
３・・・カバー
４、７・・・ディンプル
５・・・ランド
Ｓｔ・・・球面正三角形
Ｓｓ・・・球面正方形
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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