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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】反発性能を高め、打球の飛距離を向上させ得る
ゴルフクラブヘッドを提供する。
【解決手段】内部に中空部を有するゴルフクラブヘッド
１であって、ボールを打撃するフェース２ａを有するフ
ェース部２と、ヘッド上面を形成するクラウン部３と、
ヘッド底面を形成するソール部とを含む。クラウン部３
及びソール部の少なくとも一方に、同じ向きに曲がる複
数本の溝が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に中空部を有するゴルフクラブヘッドであって、
　ボールを打撃するフェースを有するフェース部と、ヘッド上面を形成するクラウン部と
、ヘッド底面を形成するソール部とを含み、
　前記クラウン部及び前記ソール部の少なくとも一方に、同じ向きに曲がる複数本の溝が
形成されているゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記複数本の溝は、同心状に配されている請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記複数本の溝は、ゴルフクラブヘッドの後方に向かって凸となる向きに曲がっている
請求項１又は２記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記複数本の溝は、前記フェース側に配された第１端と、前記フェース側に配されかつ
前記第１端よりもヒール側に位置する第２端と、前記第１端及び前記第２端よりもバック
側の位置を延びるバック側部分を有する請求項１乃至３のいずれかに記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項５】
　前記複数本の溝は、円弧状である請求項１乃至４のいずれかに記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項６】
　前記複数本の溝は、曲率半径が３～１００mmである請求項５記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項７】
　前記複数本の溝は、折れ線状である請求項１乃至４のいずれかに記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項８】
　前記複数の溝は、３本以上である請求項１乃至７のいずれかに記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項９】
　前記複数の溝は、ヘッドの前後方向に並べられている請求項８記載のゴルフクラブヘッ
ド。
【請求項１０】
　前記複数の溝は、ヘッドのトウ寄りに配置されている請求項１乃至９のいずれかに記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記複数の溝は、ヘッドのヒール寄りに配置されている請求項１乃至９のいずれかに記
載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記複数の溝は、ヘッドのトウ寄り、及び、ヘッドのヒール寄りにそれぞれ配置されて
いる請求項１乃至９のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　内部に中空部を有するゴルフクラブヘッドであって、
　ボールを打撃するフェースを有するフェース部と、ヘッド上面を形成するクラウン部と
、ヘッド底面を形成するソール部とを含み、
　前記クラウン部及び前記ソール部の少なくとも一方に、ゴルフクラブヘッドの後方に向
かって凸となる向きに曲がっている少なくとも１本の溝が形成されているゴルフクラブヘ
ッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、内部に中空部を有するゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、打球の飛距離を増大させるために、ゴルフクラブヘッドの反発性能を向上させる
種々の試みがなされている。例えば、下記特許文献１では、ゴルフクラブヘッドのソール
部に、実質的にリーディングエッジと平行に、トウ・ヒール方向に延びる屈曲部を設ける
ことを教えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１８２３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発明者らは、クラウン部又はソール部の少なくとも一方に、溝を設けることを踏まえて
種々の解析を行ったところ、同じ向きに曲がる複数本の溝、又は、特定の向きに曲げられ
た溝が、ゴルフクラブヘッドの反発性能を有意に高め得ることを知見した。
【０００５】
　以上のように、本発明の課題は、反発性能を高め、打球の飛距離を向上させるのに役立
つゴルフクラブヘッドを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、内部に中空部を有するゴルフクラブヘッドであって、ボールを打撃するフェ
ースを有するフェース部と、ヘッド上面を形成するクラウン部と、ヘッド底面を形成する
ソール部とを含み、前記クラウン部及び前記ソール部の少なくとも一方に、同じ向きに曲
がる複数本の溝が形成されているものである。
【０００７】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、同心状に配されても良い。
【０００８】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、ゴルフクラブヘッドの後方に向かって凸と
なる向きに曲がっていても良い。
【０００９】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、前記フェース側に配された第１端と、前記
フェース側に配されかつ前記第１端よりもヒール側に位置する第２端と、前記第１端及び
前記第２端よりもバック側の位置を延びるバック側部分を有しても良い。
【００１０】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、円弧状とされても良い。
【００１１】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、曲率半径が３～１００mmであっても良い。
【００１２】
　本発明の他の態様では、前記複数本の溝は、折れ線状であっても良い。
【００１３】
　本発明の他の態様では、前記複数の溝は、３本以上であっても良い。
【００１４】
　本発明の他の態様では、前記複数の溝は、ヘッドの前後方向に並べられても良い。
【００１５】
　本発明の他の態様では、前記複数の溝は、ヘッドのトウ寄りに配置されても良い。
【００１６】
　本発明の他の態様では、前記複数の溝は、ヘッドのヒール寄りに配置されても良い。
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【００１７】
　本発明の他の態様では、前記複数の溝は、ヘッドのトウ寄り、及び、ヘッドのヒール寄
りにそれぞれ配置されても良い。
【００１８】
　本発明の他の態様は、内部に中空部を有するゴルフクラブヘッドであって、ボールを打
撃するフェースを有するフェース部と、ヘッド上面を形成するクラウン部と、ヘッド底面
を形成するソール部とを含み、前記クラウン部及び前記ソール部の少なくとも一方に、ゴ
ルフクラブヘッドの後方に向かって凸となる向きに曲がっている少なくとも１本の溝が形
成されているものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のゴルフクラブヘッドは、反発性能を高め、打球の飛距離を向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のゴルフクラブヘッドの実施形態を示す全体斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図４】（Ａ）～（Ｄ）は、図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】（Ａ）～（Ｇ）は、溝の他の形態を示すゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図６】クラウン部に溝が形成された本発明のゴルフクラブヘッドの平面図である。
【図７】本発明の他の実施形態を示すゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図８】（Ａ）～（Ｃ）は、溝の他の形態を示すゴルフクラブヘッドの底面図である。
【図９】（Ａ）～（Ｄ）は、実施例又は比較例のゴルフクラブヘッドの平面図又は底面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態が図面に基づき説明される。以下に詳述される実施形態及び図
面に表された具体的な構成は、本発明の内容を理解するためのものであって、本発明は、
それらの具体的な構成に限定されるものではない。
【００２２】
　図１は、本実施形態のゴルフクラブヘッド１（以下、単に、「ヘッド」ということがあ
る。）の斜視図、図２は、そのＡ－Ａ線断面図、図３は、図１の底面図をそれぞれ示して
いる。また、図１乃至３は、基準状態とされたヘッド１が描かれている。
【００２３】
［ヘッドの基準状態］
　上記基準状態とは、水平面ＨＰに対して、ヘッド１が、そのロフト角α（図２に示す）
及びライ角（図示省略）に保たれた状態である。基準状態では、ヘッド１のシャフト軸中
心線ＣＬが、任意の垂直面ＶＰ内に配される。垂直面ＶＰに沿った水平な方向ｙが、ヘッ
ド１のトウ・ヒール方向であり、垂直面ＶＰと直交する水平な方向ｘがヘッド１の前後方
向とされる。上記ｘ及びｙにともに直交する垂直方向ｚが、ヘッド１の上下方向とされる
。
【００２４】
［ヘッドの基本構成］
　図１～図３に示されるように、本実施形態のヘッド１は、内部に中空部ｉを有し、例え
ば、典型的なウッド型形状、より好ましくはドライバーとして構成される。ウッド型のヘ
ッドは、ドライバー（＃１）の他、少なくともブラッシー（＃２）、スプーン（＃３）、
バフィ（＃４）及びクリーク（＃５）を含む。また、ウッド型のヘッド１は、先に列挙さ
れたものと番手又は名称が異なっていても、略類似した形状を持つヘッドを含む。本発明
の他の実施形態では、ヘッド１は、例えば、ユーティリティー型やアイアン型として構成
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され得る。
【００２５】
　本実施形態のヘッド１は、例えば、フェース部２、クラウン部３、ソール部４及びサイ
ド部５を含んでいる。
【００２６】
　フェース部２は、その前面が、ボールを打撃するための打撃面であるフェース２ａを構
成している。クラウン部３は、フェース部２に連なってヘッド上面を構成している。ソー
ル部４は、フェース部２に連なってヘッド底面を構成している。サイド部５は、クラウン
部３とソール部４との間をつないでいる。サイド部５のトウ側及びヒール側は、それぞれ
、フェース部２のトウ側及びヒール側に接続されている。これらのフェース部２、クラウ
ン部３、ソール部４及びサイド部５により、中空部ｉが画定される。クラウン部３のヒー
ル側には、例えば、ホーゼル部６が設けられても良い。ホーゼル部６は、シャフト（図示
省略）が固定可能なように、シャフト差込孔６ａを有する筒状に構成されている。シャフ
ト差込孔６ａの軸中心線は、上記シャフト軸中心線ＣＬに対応している。
【００２７】
［溝の構成］
　本実施形態において、クラウン部３及びソール部４の少なくとも一方に、例えば、同じ
向きに曲がる複数本の溝７が形成される。即ち、ヘッド１は、クラウン部３及びソール部
４のいずれか一方にのみ、又は、クラウン部３及びソール部４の両方に、溝７が形成され
得る。この実施形態では、ソール部４に、溝７が形成されたヘッド１が示されている。
【００２８】
　溝７は、ソール部４に局部的に剛性の小さい部分を提供する。従って、本実施形態のヘ
ッド１のフェース２ａでボールを打撃した場合、ソール部４の溝７及びその周辺部が相対
的に大きく撓む。従って、ヘッド１の反発性能が向上する。特に、この実施形態のように
、同じ向きに曲がる複数本の溝７は、直線状の溝に比べて、反発性能を高める効果が大き
い。
【００２９】
　図４（Ａ）には、図３のＢ－Ｂ線の断面図が示されている。図４（Ａ）に示されるよう
に、本実施形態の溝７は、ソール部４を構成する材料を屈曲させることにより、ソール部
４の外側表面４ｏ及び内側表面４ｉの双方が凸凹に形成された態様が示されている。この
態様では、溝７は矩形状の横断面を有するが、このような態様に限定されるものではない
。例えば、溝７の横断面の輪郭が、円弧状、Ｕ字状又はＶ字状であっても良い。
【００３０】
　図４（Ｂ）に示されるように、溝７は、例えば、ソール部４の外側表面４ｏにのみ形成
されるような態様でも良い。また、図４（Ｃ）に示されるように、溝７は、例えば、ソー
ル部４の内側表面４ｉにのみ形成されても良い。さらには、図４（Ｄ）に示されるように
、溝７は、例えば、ソール部４の外側表面４ｏ及び４ｉの双方、かつ同じ位置に形成され
るような態様でも良い。
【００３１】
　図３に示されるように、溝７は、ソール部４（又はクラウン部３）に、２本以上形成さ
れていれば良い。好ましい態様では、溝７は、本実施形態のように３本以上とされる。溝
７の本数の上限は、ソール部４の面積、溝７の幅Ｗ、さらにはソール部４の耐久性等を考
慮して定めることができるが、例えば、１０本以下、好ましくは８本以下とされても良い
。本実施形態では、溝７は、ヘッドの前後方向に並べられており、例えば、その溝の並ぶ
本数が１０本以下とされている。
【００３２】
　本実施形態では、各溝７は、同心状に配されている。即ち、複数の溝７は、曲がる向き
を揃えてかつ互いに隣接して配置されている。例えば、図３の例では、各溝７は、互いに
同じ向き（この例では、ヘッド後方に凸となる向き）に曲がっており、その向きを揃えて
互いに隣接して配置されている。
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【００３３】
　好ましい態様として、各溝７は、互いにほぼ相似形状で構成されるのが良い。ここで、
「ほぼ相似形状」には、数学的な意味において、複数の溝７が相似形状であるという態様
のみならず、一見したときに、各溝７が同一の基本的形状（例えば、三角形、四角形又は
円形等）に基づいているが大きさのみが異なっていると認識できる態様を含む。
【００３４】
　上述のような溝７の配置は、溝７の曲がる向きを、ボール打撃時にフェース２ａからソ
ール部４の後方へと伝達される衝撃波の向き（拡がり）と近似させることができる。この
ような構造は、ボール打撃時、ソール部４に好ましい撓み形態を提供し、ヘッド１の反発
性能をさらに高めることができる。
【００３５】
　本実施形態において、各溝７は、第１端７１と、第２端７２とを有する。第１端７１は
、フェース部２側かつヘッドのトウ側に配されている。第２端７２は、フェース部２側か
つ第１端７１よりもヘッドのヒール側に配されている。好ましい態様では、第１端７１及
び第２端７２は、フェース部２に近接して設けられるのが望ましく、例えば、ヘッド底面
視において、リーディングエッジＬｅからヘッド後方に３０mm以内、好ましくは２０mm以
内の領域であるフェース側領域１０（図３、図７、図８には、仮想線でその境界が示され
ている）内に位置しているのが望ましい。これにより、ボール打撃時、ソール部４に上述
したより好ましい変形を与えることができる。さらに、溝７の最も後方の位置については
、例えば、リーディングエッジＬｅから１００mm以内、好ましくは８０mm以内、さらに好
ましくは６０mm以内であるのが好ましい。
【００３６】
　また、好ましい態様では、少なくとも１本、好ましくは全ての溝７において、第１端７
１は、フェース２ａのスイートスポットＳＳよりもトウ側に位置しており、第２端７２は
、フェースのスイートスポットよりもヒール側に位置している。スイートスポットＳＳは
、図２に示したように、ヘッド重心Ｇからフェース２ａに立てた法線が、フェース２ａと
交わる位置として定義される。他の態様では、全ての又は一部の溝７において、第１端７
１及び第２端７２ともに、スイートスポットＳＳよりもトウ側に位置していても構わない
。また、他の態様では、全ての又は一部の溝７において、第１端７１及び第２端７２とも
に、スイートスポットＳＳよりもヒール側に位置していても構わない。
【００３７】
　溝７は、さらに、第１端７１と第２端７２との間に、第１端７１及び第２端７２よりも
ヘッド後方の位置を延びるバック側部分７３を有する。即ち、本実施形態の溝７は、ヘッ
ド１の後方に向かって凸となる向きに曲がっている。このような溝７は、前記衝撃波の向
きと、溝７の曲がる向きとを、より一層近似させることができ、ひいては、ヘッド１の反
発性能をさらに高めることができる。
【００３８】
　好ましい態様では、ヘッド底面視において、各溝７のバック側部分７３の最も後方の位
置が、前記スイートスポットＳＳからヘッド後方に延びる直線からトウ・ヒール方向に±
１０mmの範囲に含まれることが望ましく、特に好ましくは、前記直線上に位置しているこ
とが望ましい。
【００３９】
　ヘッド１の後方に向かって凸となる向きに曲がる溝７の態様として、各溝７は、ヘッド
底面視において、円弧状に湾曲しているのが望ましい。この実施形態では、複数の溝７が
、同心円状に配置されている。このような溝７の配置及び構成は、前記衝撃波の向きと、
溝７の曲がる向きとを、さらに近似させることができ、ひいては、ヘッド１の反発性能を
より一層高めることができる。前記「同心円状」という表現は、各溝７の曲率の中心が完
全に一致する態様のみを意図したものではなく、一見したときに、各溝７が互いに同一の
曲率の中心を持っているであろうと認識できる程度の態様を含むものである。
【００４０】
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　溝７が、円弧状の場合、その曲率半径Ｒは、例えば、３～１００mmの範囲、より好まし
くは５～５０mmの範囲が望ましい。この曲率半径Ｒは、ヘッド１の底面視において、溝７
の中心線を基準に特定される。また、前記「円弧状」には、単一の円弧のみならず、曲率
半径が徐々に変化するような態様や楕円形状なども含まれるのは言うまでもない。
【００４１】
　図４（Ａ）に示されるように、溝７の幅Ｗ、深さＤ及びピッチＰは、任意に定めること
ができる。溝７の幅Ｗは、例えば、０．５～２０mm程度であるのが望ましく、さらに望ま
しくは２～１０mm程度である。溝７の深さＤは、例えば、０．１～１０mm程度であるのが
望ましく、さらに望ましくは１～２mm程度である。溝７のピッチＰは、溝７の幅Ｗの０．
１～５倍程度とされるのが望ましく、さらに望ましくは０．５～２倍程度である。
【００４２】
　溝７の幅Ｗ及び深さＤは、１本の溝７の中において、一定とされても良いし、変化する
ものでも良い。例えば、溝７の幅Ｗ及び／又は深さＤに関し、図３に示した第１端７１及
び第２端７２では小さく、バック側部分７３では大きく構成することができる。このよう
な態様では、ボール打撃時、ソール部４をより大きく撓ませることを可能とする。また、
その逆に、例えば、溝７の幅Ｗ及び／又は深さＤに関し、第１端７１及び第２端７２では
大きく、バック側部分７３では小さく構成することもできる。
【００４３】
　また、溝７の幅Ｗ及び深さＤは、複数の溝７の中で、互いに異なっていても良い。例え
ば、溝７の幅Ｗ及び／又は深さＤに関し、ヘッド前方に位置する溝ほど大きくすることが
できる。このような態様では、ボール打撃時のソール部４をより大きく撓ませることが可
能になる。また、その逆に、例えば、ヘッド前方に位置する溝ほど小さくすることができ
る。同様に、溝７のピッチＰについては、一定でも良いし、異なっても良い。
【００４４】
　溝７の他の態様として、例えば、図５に示される。図５（Ａ）～（Ｇ）には、ヘッドの
底面図が示されており、理解しやすいように、溝７は、薄く着色されている。図５には、
ソール部４に溝７が設けられた場合が示されているが、これらの溝７は、クラウン部３に
も同様の形態で適用可能であることは言うまでもない。
【００４５】
　図５（Ａ）の溝７は、ヘッド前後方向に扁平化された楕円の一部を基調として作られた
円弧状であり、滑らかに湾曲している。
【００４６】
　図５（Ｂ）の溝７は、互いに逆向きに傾斜するトウ側要素７ａとヒール側要素７ｂとを
含み、Ｖ字状に折れ曲がっている。この例では、２つの要素７ａ及び７ｂは、それぞれ直
線形状を基調に構成されている。例えば、Ｖ字状の頂部は、滑らかな円弧に変更されても
良い。
【００４７】
　図５（Ｃ）の溝７は、トウ・ヒール方向に沿って延びる中央要素７ｃと、その両端部か
らヘッド前後方向に延びるトウ側要素７ａ及びヒール側要素７ｂとからなる折れ線状であ
る。この例では、３つの要素７ａ～７ｃは、それぞれ直線形状を基調としており、各溝７
は、全体として、長方形の一部を構成している。各溝７において、要素の接続部が滑らか
な円弧に変更されても良い。
【００４８】
　図５（Ｄ）の溝７は、トウ・ヒール方向に沿って延びる中央要素７ｃと、そのトウ側の
端部及びヒール側の端部からそれぞれトウ側及びヒール側に向かうようにヘッド前後方向
に対して傾斜するトウ側要素７ａとヒール側要素７ｂとを含む折れ線状である。この例で
は、３つの要素７ａ～７ｃは、それぞれ直線形状を基調としている。また、各溝７は、全
体として、台形状の一部を構成している。各溝７において、要素の接続部が滑らかな円弧
に変更されても良い。
【００４９】
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　図５（Ｅ）の溝７は、トウ・ヒール方向に沿って延びる中央要素７ｃと、そのトウ側の
端部及びヒール側の端部からそれぞれヒール側及びトウ側に向かうようにヘッド前後方向
に対して傾斜するトウ側要素７ａとヒール側要素７ｂとを含む折れ線状である（トウ側要
素７ａ及びヒール側要素７ｂは、図５（Ｄ）とは逆向き傾斜している。）。この例では、
３つの要素７ａ～７ｃは、それぞれ直線形状を基調とし、各溝７は、全体として、台形状
の一部を構成している。各溝７において、要素の接続部が滑らかな円弧に変更されても良
い。
【００５０】
　図５（Ｆ）の溝７は、図５（Ｂ）の溝７のＶ字状を基調としているが、その両端部に、
ヘッド前後方向に沿って延びる要素７ｆがさらに設けられた折れ線状である。この例では
、４つの要素７ａ～７ｃ、７ｆは、それぞれ直線形状を基調としている。各要素の接続部
が滑らかな円弧に変更されても良い。
【００５１】
　図５（Ｇ）の溝７は、図５（Ｆ）の溝形状を基調とし、Ｖ字状の頂部が、トウ・ヒール
方向に沿って延びる中央要素７ｃに変更された折れ線状である。この例では、各要素は、
それぞれ直線形状を基調としている。各要素の接続部が滑らかな円弧に変更されても良い
。
【００５２】
　上記の説明では、ソール部４に溝７が設けられた場合を示したが、図６に示されるよう
に、ソール部４とともに、又は、ソール部４に代えて、クラウン部３に溝７が設けられて
も良い。この場合においても、上記と同様の作用を得ることができる。図６の態様につい
ても、図１～図５に基づいて説明された溝７に関する全ての構成を適用することができる
。
【００５３】
　図７には、他の実施形態のヘッド１が示されている。この実施形態において、特に言及
されていない要素については、先の実施形態で説明された要素と共通であり、詳細な説明
は省略されている点が指摘される。
【００５４】
　この実施形態のヘッド１は、クラウン部３及びソール部４の少なくとも一方に、ヘッド
の後方に向かって凸となる向きに曲がっている少なくとも１本の溝７が形成されている。
このような溝７も、ソール部４に局部的に剛性の小さい部分を提供する。従って、本実施
形態のヘッド１のフェース２ａでボールを打撃した場合、ソール部４の溝７及びその周辺
部が相対的に大きく撓む。従って、ヘッド１の反発性能が向上する。
【００５５】
　図８には、溝の他の形態を示す。図８（Ａ）の例では、複数の溝７がトウ寄りに配置さ
れている。この例ではトウ側でボールを打撃するゴルファーに適している。他の態様とし
て、図８（Ｂ）の例は、複数の溝７がヒール寄りに配置されている。この例では、ヒール
側でボールを打撃するゴルファーに適している。図８（Ｃ）の例では、複数の溝７が、ト
ウ寄り、及び、ヒール寄りのそれぞれに配置されている。この例では、トウ寄り、及び、
ヒール寄りの双方の打撃時における反発性能を高めることができる。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態が詳細に説明されたが、本発明は、上記の実施形態に限定され
るものではなく、種々の態様に変更しうるのは言うまでもない。特に、各実施形態は、相
互に独立したものとして厳格に解されるべきではない。例えば、ある実施形態の一部の要
素を、他の実施形態に記載された要素に置換して得られる態様は、本発明の開示の範囲と
して理解されるべきである。
【実施例】
【００５７】
　本発明の効果を検証するために、図９に示されるような溝がソール部に設けられた中空
のチタン合金製のゴルフクラブヘッドを使用し、それぞれの反発性能がテストされた。各
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ヘッドの特徴は、次のとおりである。また、各ヘッドは、溝を除いて、同一のスペックを
有する。
【００５８】
［実施例１：図９（Ａ）］
　実施例１のヘッドは、ソール部に、３本の円弧状の溝が、同心円状に形成されたもので
ある。各溝の中心は、ヘッド底面視において、スイートスポットからヘッド後方に引いた
直線上にある。溝の詳細なスペックは、次のとおりである。
　溝の幅：５mm
　溝の深さ：２mm
　溝のピッチ：８mm（溝幅の１．６倍）
　溝の曲率半径：１０．８mm、１８．８mm、２６．８mmの３種類の単一円弧
【００５９】
［実施例２：図９（Ｂ）］
　実施例２のヘッドは、クラウン部に、３本の円弧状の溝が、同心円状に形成されたもの
である。各溝の中心は、ヘッド底面視において、スイートスポットからヘッド後方に引い
た直線状にある。溝の詳細なスペックは、上記実施例１と同様である。
【００６０】
［比較例１：図９（Ｃ）］
　比較例１のヘッドは、ソール部に、トウ・ヒール方向に延びる１本の直線状の溝が形成
されたものである。溝の詳細なスペックは、次のとおりである。
　溝の幅：５mm
　溝の深さ：３．５mm
【００６１】
［比較例２：図９（Ｄ）］
　比較例２のヘッドは、クラウン部に、トウ・ヒール方向に延びる１本の直線状の溝が形
成されたものである。溝の詳細なスペックは、上記比較例１と同様である。
【００６２】
　ヘッドの「反発性能」は、反発係数で評価された。反発係数（COR: Coefficient of Re
stitution）は、Ｕ．Ｓ．Ｇ．Ａ．に従い、ゴルフボールをある一定の速度で打ち出して
ゴルフクラブヘッドのフェースに衝突させ、衝突の前後でのボールの速度比で表される。
表１では、反発係数が、比較例１の値を１００とする指数で表示されている。数値が大き
いほど反発が高いことを意味する。テストの結果が表１に示されている。
【００６３】
【表１】

【００６４】
　テストの結果、実施例１及び２は、比較例１及び２に比べて有意に反発係数を高めてい
ることが確認できた。
【符号の説明】
【００６５】
１　ゴルフクラブヘッド
２　フェース部
２ａ　フェース
３　クラウン部
４　ソール部
７　溝
７１　第１端
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７２　第２端
７３　バック側部分
ｉ　中空部

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】



(13) JP 2018-143523 A 2018.9.20

フロントページの続き

(72)発明者  水谷　成宏
            兵庫県神戸市中央区脇浜町３丁目６番９号　ダンロップスポーツ株式会社内
(72)発明者  長谷川　宏
            兵庫県神戸市中央区脇浜町３丁目６番９号　住友ゴム工業株式会社内
(72)発明者  大貫　正秀
            兵庫県神戸市中央区脇浜町３丁目６番９号　住友ゴム工業株式会社内
Ｆターム(参考) 2C002 AA02  CH02  CH06  MM04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

