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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアに複数層のカバー層が被覆されたゴルフボールにおいて、上記カバー層の少なくと
も一層がアイオノマー樹脂を主材として形成されていると共に、これに反応性官能基とし
て２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が混練されてなることを特
徴とするゴルフボール。
【請求項２】
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が、２つ以上の反応性官能
基を有するモノマー、オリゴマー又はマクロモノマーであることを特徴とする請求項１記
載のゴルフボール。
【請求項３】
　アイオノマー樹脂に対する２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物
の混練が加熱混練であることを特徴とする請求項１又は２記載のゴルフボール。
【請求項４】
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物を、アイオノマー樹脂１０
０重量部に対し０．１～１００重量部混合した請求項１、２又は３記載のゴルフボール。
【請求項５】
　複数層のカバー層において、２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合
物が混合されたアイオノマー樹脂を主材とするカバー層の一層と接する層が非アイオノマ
ー樹脂を主材とする層である請求項１乃至４のいずれか１項記載のゴルフボール。
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【請求項６】
　非アイオノマー樹脂がポリウレタンエラストマーである請求項５記載のゴルフボール。
【請求項７】
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が混合されたアイオノマー
樹脂を主材とする一層がカバー内層であり、これに接する非アイオノマー樹脂を主材とす
る層がカバー外層である請求項５又は６記載のゴルフボール。
【請求項８】
　カバー内層が表面研磨されたものである請求項７記載のゴルフボール。
【請求項９】
　カバー内層と外層の接着強度が０．５Ｎ以上／４．５ｍｍである請求項７又は８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、耐久性に優れると共に、良好なスピン特性や反発性や打感を有するマルチプル
ピースゴルフボールに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
マルチプルピースゴルフボールにおいて、カバー外層にポリウレタンエラストマー、内層
にアイオノマー樹脂を主材としたゴルフボールが近年のトレンドとなっている（特開平９
－２１５７７５号公報、特開平１１－１０４２７１号公報、米国特許５８８５１７２号公
報、米国特許６２１３８９４号公報等）。
通常、このようなマルチプルピースゴルフボールを作製する場合、ポリブタジエンゴムを
主体とした加硫ゴムコア上に内層用アイオノマー樹脂を射出成形もしくは型付け成形等に
より定められた厚みで被覆し、その上にカバー用ポリウレタンエラストマーを被覆する方
法が選ばれる。
【０００３】
ところが、この際に内層のアイオノマー樹脂とポリウレタンエラストマーは直接接着し難
いという問題がある。接着が不十分であると、反発性・飛距離の低下や、繰返し打撃時の
ゴルフボール耐久性の低下や、不安定なスピン特性が生じたりする問題が生じる。
そこで、そのような接着性を解消するためにカバー内層やカバー外層に、ある特定の熱可
塑性樹脂をブレンドしたり（特開平１１－１３７７２６号公報）、接着剤・プライマーを
内層上に予め塗布したり（特開平１０－１７９７９５号公報、特開２００１－５８５号公
報）、内層表面上をプラズマやコロナ放電処理することで接着強度を上げる方法（米国特
許６３１５９１５号公報）といった提案が数多くなされてきた。
【０００４】
しかしながら、これらのどの方法にも改良の余地が見られた。例えば特定の熱可塑性樹脂
をブレンドする方法や、接着剤・プライマーを塗布する方法ではボールの反発性が低下す
る場合がある。また、プラズマ処理やコロナ放電処理を施す方法や、接着剤・プライマー
を塗布する方法は、接着性が不十分でボール物性の改善が認められない場合があり、しか
も高価な新規設備の導入等が必要な場合には、成形工程が増えると共に生産コストが高く
なるおそれがある。このため、内層と外層との接着力向上をより簡便に、且つ効果的に実
現できる製造方法の開発、並びに内層と外層が良好に接着したゴルフボールが求められて
きた。
【０００５】
本発明は上記事情に鑑みなされたもので、アイオノマー樹脂を主材とする層とこれに接す
る層との接着性が良好なカバー層を有し、繰り返し打撃に対する耐久性に優れ、良好なス
ピン特性、反発性、打感を与えるゴルフボールを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
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　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、コアと少なくとも一層が
アイオノマー樹脂を主材とする複数層のカバー層とを有するゴルフボールにおいて、上記
アイオノマー樹脂を主材とする層に反応性官能基として２つ以上のヒドロキシル基を有す
る分子量２万以下の化合物を配合、混練することにより、このアイオノマー樹脂を主材と
する層とこれに接する層、特にポリウレタンエラストマー等の非アイオノマー樹脂を主材
とする層との接着性が顕著に向上し、これら層間の接着強度が良好で、例えば後述する測
定法により０．５Ｎ以上／４．５ｍｍという接着強度が得られることを知見し、本発明を
なすに至った。
【０００７】
　従って、本発明は、下記ゴルフボールを提供する。
請求項１：
　コアに複数層のカバー層が被覆されたゴルフボールにおいて、上記カバー層の少なくと
も一層がアイオノマー樹脂を主材として形成されていると共に、これに反応性官能基とし
て２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が混練されてなることを特
徴とするゴルフボール。
請求項２：
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が、２つ以上の反応性官能
基を有するモノマー、オリゴマー又はマクロモノマーであることを特徴とする請求項１記
載のゴルフボール。
請求項３：
　アイオノマー樹脂に対する２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物
の混練が加熱混練であることを特徴とする請求項１又は２記載のゴルフボール。
請求項４：
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物を、アイオノマー樹脂１０
０重量部に対し０．１～１００重量部混合した請求項１、２又は３記載のゴルフボール。
請求項５：
　複数層のカバー層において、２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合
物が混合されたアイオノマー樹脂を主材とするカバー層の一層と接する層が非アイオノマ
ー樹脂を主材とする層である請求項１乃至４のいずれか１項記載のゴルフボール。
請求項６：
　非アイオノマー樹脂がポリウレタンエラストマーである請求項５記載のゴルフボール。
請求項７：
　２つ以上のヒドロキシル基を有する分子量２万以下の化合物が混合されたアイオノマー
樹脂を主材とする一層がカバー内層であり、これに接する非アイオノマー樹脂を主材とす
る層がカバー外層である請求項５又は６記載のゴルフボール。
請求項８：
　カバー内層が表面研磨されたものである請求項７記載のゴルフボール。
請求項９：
　カバー内層と外層の接着強度が０．５Ｎ以上／４．５ｍｍである請求項７又は８記載の
ゴルフボール。
【０００８】
以下、本発明につき更に詳しく説明する。
本発明のゴルフボールは、コアと複数層のカバー層とを含むもので、典型的には、図１に
示したように、コア１に内層２と外層３とを含むカバー層を被覆してなるものである。
【０００９】
本発明のゴルフボールのコアは、ソリッドコア又は糸巻きコアのいずれであっても良いが
、本発明の効果の上からはソリッドコアが好適に用いられる。
【００１０】
上記ソリッドコアは、例えば共架橋剤、有機過酸化物、不活性充填剤、有機硫黄化合物等
を含有するゴム組成物を用いて形成することができる。該ゴム組成物の基材ゴムとしては
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、ポリブタジエンを主材とするものが好ましく用いられる。
ポリブタジエンに特に制限はなく、従来よりゴルフボール用ソリッドコアに用いられてい
るものを使用することができ、例えばシス構造を少なくとも４０重量％以上含有する１，
４－シスポリブタジエンが好ましく用いられる。上記基材ゴムとしては、ポリブタジエン
に天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム等を配合したものを用いても
良い。
【００１１】
共架橋剤としては、例えば不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸の金属塩等が挙げられる
。
不飽和カルボン酸として具体的には、例えばアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フ
マル酸等を挙げることができ、特にアクリル酸、メタクリル酸が好適に用いられる。
不飽和カルボン酸の金属塩としては特に限定されるものではないが、例えば上記不飽和カ
ルボン酸を所望の金属イオンで中和したものが挙げられる。具体的にはメタクリル酸やア
クリル酸等の亜鉛塩やマグネシウム塩等が挙げられ、特にアクリル酸亜鉛が好適に用いら
れる。
【００１２】
上記不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩は、上記基材ゴム１００重量部に対し、通常
１０重量部以上、好ましくは１５重量部以上、更に好ましくは２０重量部以上、上限とし
て通常６０重量部以下、好ましくは５０重量部以下、更に好ましくは４５重量部以下、最
も好ましくは４０重量以下配合する。配合量が多すぎると、硬くなりすぎて耐え難い打感
になる場合があり、配合量が少なすぎると、反発性が低下してしまう場合がある。
【００１３】
上記有機過酸化物としては市販品を用いることができ、例えば、パークミルＤ（日本油脂
社製）、パーヘキサ　３Ｍ（日本油脂社製）、Ｌｕｐｅｒｃｏ　２３１ＸＬ（アトケム社
製）等を好適に用いることができる。これらは一種を単独で、或いは二種以上を併用して
も良い。
【００１４】
上記有機過酸化物は、上記基材ゴム１００重量部に対し、通常０．１重量部以上、好まし
くは０．３重量部以上、更に好ましくは０．５重量部以上、最も好ましくは０．７重量部
以上、上限として通常５重量部以下、好ましくは４重量部以下、更に好ましくは３重量部
以下、最も好ましくは２重量部以下配合する。配合量が多すぎたり、少なすぎたりすると
好適な打感、耐久性及び反発性を得ることができない場合がある。
【００１５】
不活性充填剤としては、例えば酸化亜鉛、硫酸バリウム、炭酸カルシウム等を好適に用い
ることができ、一種を単独で用いても良いし、二種以上を併用しても良い。
不活性充填剤の配合量は、上記基材ゴム１００重量部に対し、通常５重量部以上、好まし
くは７重量部以上、上限として通常５０重量部以下、好ましくは４０重量部以下、更に好
ましくは３０重量部以下、最も好ましくは２０重量部以下とする。配合量が多すぎたり、
少なすぎたりすると適正な重量、及び好適な反発性を得ることができない場合がある。
【００１６】
更に、必要に応じて老化防止剤を配合することができ、例えば、市販品としてはノクラッ
クＮＳ－６、同ＮＳ－３０（大内新興化学工業（株）製）、ヨシノックス４２５（吉富製
薬（株）製）等が挙げられる。これらは一種を単独で用いても良いし、二種以上を併用し
ても良い。
該老化防止剤の配合量は上記基材ゴム１００重量部に対し、通常０重量部以上、好ましく
は０．０５重量部以上、更に好ましくは０．１重量部以上、最も好ましくは０．２重量部
以上、上限として通常３重量部以下、好ましくは２重量部以下、更に好ましくは１重量部
以下、最も好ましくは０．５重量部以下とする。配合量が多すぎたり、少なすぎたりする
と好適な反発性、耐久性を得ることができない場合がある。
【００１７】



(5) JP 4054970 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

上記ソリッドコアには、ゴルフボールの反発性を向上させるため、硫黄化合物を配合して
も良い。
硫黄化合物としては、ゴルフボールの反発性を向上させ得るものであれば特に制限されな
いが、例えばチオフェノール、チオナフトール、ハロゲン化チオフェノール又はそれらの
金属塩等が挙げられる。より具体的には、ペンタクロロチオフェノール、ペンタフルオロ
チオフェノール、ペンタブロモチオフェノール、パラクロロチオフェノール、ペンタクロ
ロチオフェノールの亜鉛塩、ペンタフルオロチオフェノールの亜鉛塩、ペンタブロモチオ
フェノールの亜鉛塩、パラクロロチオフェノールの亜鉛塩、硫黄数が２～４のジフェニル
ポリスルフィド、ジベンジルポリスルフィド、ジベンゾイルポリスルフィド、ジベンゾチ
アゾイルポリスルフィド、ジチオベンゾイルポリスルフィド等が挙げられ、特に、ペンタ
クロロチオフェノールの亜鉛塩、ジフェニルジスルフィドが好適に用いられる。
【００１８】
このような硫黄化合物の配合量は、上記基材ゴム１００重量部に対し、通常０．０５重量
部以上、好ましくは０．１重量部以上、更に好ましくは０．２重量部以上、上限として通
常５重量部以下、好ましくは４重量部以下、更に好ましくは３重量部以下、最も好ましく
は２．５重量部以下であることが推奨される。配合量が多すぎると効果が頭打ちとなり、
それ以上の効果が見られなくなる場合があり、配合量が少なすぎるとその配合効果が十分
達成されない場合がある。
【００１９】
上記ソリッドコアは、上記各成分を含有するゴム組成物を、公知の方法で加硫、硬化させ
ることによりソリッドコアを製造することができるが、例えばバンバリーミキサーやロー
ル等の混練機を用いて混練し、コア用金型にて圧縮成形又は射出成形し、成形体を過酸化
物や共架橋剤が作用するのに十分な温度、例えば過酸化物としてジクミルパーオキサイド
を用い、共架橋剤としてアクリル酸亜鉛を用いた場合には、通常約１３０～１７０℃、特
に１５０～１６０℃で１０～４０分、特に１２～２０分の条件にて適宜加熱することによ
り、成形体を硬化させて製造することができる。
【００２０】
また、上記ソリッドコア表面のショアＤ硬度は４５以上、特に４８以上で、５８以下、特
に５５以下の範囲が好ましい。この場合、ソリッドコアの配合材料、過酸化物、共架橋剤
の種類や量、加硫条件などを適宜選定することにより、上述した範囲内の表面硬度（ショ
アＤ硬度）を得ることが可能となる。ソリッドコア表面の硬度が小さすぎると打感が軟ら
かくなる場合や、反発性が低下して飛距離が出なくなる場合があり、硬度が大きすぎると
、打感が硬くなる場合、吹き上がる弾道となる場合がある。
【００２１】
また、上述したソリッドコアの構造については、単層又は複数層に形成することができ、
スピン量を調整するためには複数層、特に２層に形成することが好ましい。複数層のソリ
ッドコアを用いる場合には、本発明におけるソリッドコア表面の硬度とは、コア部分の最
外層の表面硬度を意味するものである。
【００２２】
なお、上記ソリッドコアの直径は２５ｍｍ以上、特に３６ｍｍ以上とすることが好ましく
、一方、上限としては４０ｍｍ以下、特に２４ｍｍ以下とすることが好ましい。また、重
さは２０～３２ｇ、特に２７～３０ｇであることが好ましい。
【００２３】
本発明において、カバー層は複数層構成であり、そのうち少なくとも一層がアイオノマー
樹脂を主材とした層である。この場合、このアイオノマー樹脂を主材とした層に隣接する
層は、本発明の効果の点から非アイオノマー樹脂を主材とする層であることが有効である
。また、アイオノマー樹脂を主材とする層は、非アイオノマー樹脂を主材とする層の外側
にあっても内側にあってもよいが、カバー層を内層と外層とから構成し、カバー内層をア
イオノマー樹脂を主材とする層とし、カバー外層を非アイオノマー樹脂を主材とする層と
することが好ましい。
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【００２４】
ここで、アイオノマー樹脂としては、ゴルフボールのカバー層として性能を発揮できる材
料であれば特に制限はなく、ゴルフボール用材料として公知のものが使用されるが、例え
ばオレフィンと不飽和カルボン酸を主モノマーとする共重合体の金属イオン中和物や、オ
レフィンと不飽和カルボン酸と不飽和カルボン酸エステルを主モノマーとする共重合体の
金属イオン中和物、或いはそれら共重合体の混合物等が挙げられる。
【００２５】
上記オレフィンとしては、α－オレフィンが好適に用いられる。α－オレフィンの具体例
としては、例えばエチレン、プロピレン、１－ブテンなどが挙げられ、この中でも、特に
エチレンが好ましい。また、これらオレフィンを複数種組み合わせて使用しても良い。
【００２６】
上記不飽和カルボン酸としては、炭素原子数３～８のα，β－不飽和カルボン酸が好適に
用いられる。炭素原子数３～８のα，β－不飽和カルボン酸の具体例としては、例えばア
クリル酸、メタクリル酸、エタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸などが挙げられ、この
中でもアクリル酸、メタクリル酸が好ましく使用される。また、これら不飽和カルボン酸
を複数種組み合わせて使用しても良い。
【００２７】
上記不飽和カルボン酸エステルとしては、上述した不飽和カルボン酸の低級アルキルエス
テルが好適であるが、これに限定されるものではない。具体的には、メタクリル酸メチル
、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、アクリル酸メチル
、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル等を挙げることができ、特
にアクリル酸ブチル（ｎ－アクリル酸ブチル、ｉ－アクリル酸ブチル）が好適に用いられ
る。これら不飽和カルボン酸エステルは、複数種組み合わせて用いることもできる。これ
ら不飽和カルボン酸エステルは、アイオノマー樹脂の柔軟性向上に寄与することができる
。
【００２８】
なお、上記オレフィンと不飽和カルボン酸を主モノマーとする共重合体や、オレフィンと
不飽和カルボン酸と不飽和カルボン酸エステルを主モノマーとする共重合体を製造する際
には、更に任意のモノマーを、本発明の目的を損なわない範囲で共重合させても良い。
これら共重合体中の不飽和カルボン酸の含有量としては、共重合体中に０．２モル％以上
、特に５モル％以上、上限として２５モル％以下、特に１５モル％以下とすることが好ま
しい。不飽和カルボン酸含有量が少なすぎると、剛性・反発性が小さくなり、ゴルフボー
ルの飛び性能が低下する場合がある。不飽和カルボン酸含有量が多すぎると、柔軟性が不
十分となる場合がある。
【００２９】
オレフィンと不飽和カルボン酸を主モノマーとする共重合体と、オレフィンと不飽和カル
ボン酸と不飽和カルボン酸エステルを主モノマーとする共重合体とを配合して用いる場合
、その配合量は重量比で１００：０～７５：２５であるものが好ましい。オレフィンと不
飽和カルボン酸と不飽和カルボン酸エステルを主モノマーとする共重合体の配合量が多す
ぎると、反発性が低下する場合がある。
【００３０】
本発明におけるアイオノマー樹脂は、上記の共重合体を１～３価の金属イオンの少なくと
も１種で中和して得られるものが好ましく用いられる。中和に適した１～３価の金属イオ
ンとしては、例えばナトリウム、カリウム、リチウム、マグネシウム、カルシウム、亜鉛
、アルミニウム、第１鉄、第２鉄などのイオンを挙げることができる。
【００３１】
このような金属イオンの導入は、例えば上記の共重合体と、上記１～３価の金属の水酸化
物、メトキシド、エトキシド、炭酸塩、硝酸塩、ギ酸塩、酢酸塩及び酸化物等とを反応さ
せることによって達成される。
上記共重合体中に含まれるカルボン酸の中和量としては、共重合体中のカルボン酸基の少
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なくとも１０モル％以上、特に３０モル％以上、１００モル％以下、特に９０モル％以下
が金属イオンによって中和されていることが好ましい。中和量が少ないと、低反発性とな
る場合がある。
【００３２】
また、１価、２価、又は３価の異なる金属イオン種を含むアイオノマー樹脂を、それぞれ
適当量ブレンドすることにより、アイオノマー樹脂を主成分として形成される層の反発性
と耐久性のバランスが取れることは公知であり、本発明においてもそのような配合にてブ
レンドすることが好ましい。
【００３３】
本発明に使用するアイオノマー樹脂としては、市販品を用いてもよく、例えばオレフィン
と不飽和カルボン酸を主モノマーとする２元ランダム共重合体の金属イオン中和物として
、例えば、ハイミラン１５５４、同１５５７、同１６０１、同１６０５、同１７０６、同
ＡＭ７３１１（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）、サーリン７９３０（米国デ
ュポン社製）、アイオテック３１１０、同４２００（ＥＸＸＯＮＭＯＢＩＬ　ＣＨＥＭＩ
ＣＡＬ社製）等が挙げられ、オレフィンと不飽和カルボン酸と不飽和カルボン酸エステル
を主モノマーとする３元ランダム共重合体の金属イオン中和物として、例えば、ハイミラ
ン１８５５、同１８５６、同ＡＭ７３１６（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）
、サーリン６３２０、同８３２０、同９３２０、同８１２０（いずれも米国デュポン社製
）、アイオテック７５１０、同７５２０（いずれもＥＸＸＯＮＭＯＢＩＬ　ＣＨＥＭＩＣ
ＡＬ社製）等が挙げられる。
【００３４】
上記共重合体の金属イオン中和物として好適な亜鉛中和型アイオノマー樹脂としては、ハ
イミラン１７０６、同１５５７、同ＡＭ７３１６等を挙げることができる。
【００３５】
本発明においては、上記アイオノマー樹脂に２つ以上の反応性官能基を有する分子量２万
以下の化合物を混練して用いるもので、これによりこのアイオノマー樹脂を主材とする一
のカバー層と、これに接する他のカバー層、特に非アイオノマー樹脂を主材とするカバー
層との接着性が改良されるものである。
【００３６】
この場合、２つ以上の反応性官能基を有する化合物としては、１種又は２種以上の反応性
官能基を１分子中に合計２個以上、好ましくは３個以上有する分子量２万以下、好ましく
は５０００以下のモノマー、オリゴマー、マクロモノマー等が用いられる。なお、上記反
応性官能基の数の上限は、特に制限されないが、通常５個以下、特に４個以下である。
【００３７】
ここで、モノマーとは単量体のことである。オリゴマーとは一般的に高分子合成に用いる
単量体から得られる低分子量生成物で、通常２量体以上、分子量数千までを含めている。
マクロモノマーとは末端に重合性官能基を有するオリゴマーで、各種機能性コモノマーと
の共重合によりグラフトポリマーの合成に利用される材料である。分子量は通常数千～数
万である、これらは一般的にプラスチック、エラストマー合成の中間材料であったり、グ
ラフトポリマーの原料として使用されるものである。近年は各種機能を持ったオリゴマー
、マクロモノマーが注目されている。
【００３８】
　反応性官能基としては部材同士の接着性を改良できるもので、反応性官能基がヒドロキ
シル基であることが特に好ましい。アイオノマー樹脂とのブレンドの場合、ＭＦＲへの影
響の少ないヒドロキシル基が特に好ましい。
【００３９】
モノマーの例としては、１，３－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、トリメチ
ロールプロパン等が挙げられ、オリゴマー又はマクロモノマーとしては、例えばポリエチ
レングリコール、ポリヒドロキシポリオレフィンオリゴマー、変性低分子量ポリエチレン
、変性低分子量ポリプロピレン、変性低分子量ポリスチレン、変性液状ポリブタジエン、
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変性液状ゴム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。特にポリヒドロキシ
ポリオレフィンオリゴマーやトリメチロールプロパン等が好適に用いられる。これらは所
望により一種を単独で用いても良いし、二種以上を併用しても良い。
【００４０】
上記モノマー、オリゴマー又はマクロモノマーとしては市販品を用いても良く、三菱ガス
化学社製トリメチロールプロパンや、三菱化学社製ポリヒドロキシポリオレフィンオリゴ
マー（主鎖の炭素数が１５０～２００、末端に水酸基を有する。商品名　ポリテールＨ）
等を挙げることができる。
【００４１】
本発明において、モノマー、オリゴマー又はマクロモノマーに代表される分子量２万以下
の化合物は、多くの場合、常温で液体、或いは溶融温度が低いか、又は溶融粘度の低い（
半）固体である。このような常温で液体、或いは溶融温度が低いか、又は溶融粘度の低い
（半）固体の化合物をアイオノマー樹脂に配合することにより、熱溶融した他樹脂が接触
した際の粘着性を持ち、接着性が向上するものと思われる。
更に、２つ以上の反応性官能基を有する化合物をアイオノマー樹脂にブレンドすることに
より、接する（面する）他のゴルフボール材料層との接着性が向上するものと思われる。
【００４２】
加えて、モノマー、オリゴマーやマクロモノマーは分子量が比較的小さい為、熱可塑性プ
ラスチックや熱可塑性エラストマーといった分子量の大きな共重合体と比べて溶融粘度が
低く、アイオノマー樹脂の本来の成形加工性を損なうおそれが少ない上、可塑剤のような
働きにより流動性を改良するといった効果も見られる。更に、得られるゴルフボールの反
発性を低下させるおそれも少ない。アイオノマー樹脂に配合する材料の分子量が大きすぎ
ると、アイオノマー樹脂の成形加工性が損なわれたり、得られるゴルフボールの反発性が
低下してしまう場合がある。
【００４３】
なお、特開２００１－１２０６８６号公報などには、ステアリン酸、１２－ヒドロキシス
テアリン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキジン酸、リグノ
セリン酸などが挙げられ、特に、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘニン酸、リグノセリ
ン酸といった高級脂肪酸をゴルフボール材料に添加する記載があるが、このような反応性
官能基を分子構造中に１つしか持たない化合物（例えば反応性官能基を分子構造中に１つ
しか持たない油脂・油剤・界面活性剤と呼ばれる化合物）には接着強度を上げる効果はな
い。
【００４４】
上記２つ以上の反応性官能基を有する化合物の配合量は、アイオノマー樹脂１００重量部
に対して０．１～１００重量部、より好ましくは０．１～５０重量部、更に好ましくは０
．１～２０重量部であることが好ましい。添加量が少なすぎると、その配合効果が十分得
られず、多すぎるとゴルフボールの物性を低下させるおそれがある。
【００４５】
上記アイオノマー樹脂と２つ以上の反応性官能基を有する分子量２万以下の化合物との配
合方法に特に制限はなく、両者が十分混合されていればよいが、特に加熱混練して配合す
る方法が好適に用いられる。また、加熱混練する場合、温度は１５０～３００℃、特に１
８０～２５０℃とすることができる。混練時間は適宜選定されるが、通常１～２０分程度
である。
【００４６】
なお、上記アイオノマー樹脂を主材とする層には、更に必要に応じて種々の添加剤を配合
しても良く、このような添加剤としては、具体的には、例えば顔料、分散剤、老化防止剤
、紫外線吸収剤、光安定剤などを加えることができる。このような添加剤として、より具
体的には、例えば酸化亜鉛、硫酸バリウム、二酸化チタン等の無機充填剤等を挙げること
ができる。
【００４７】
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一方、非アイオノマー樹脂を主材とするカバー層において、非アイオノマー樹脂としては
、カバーとしての性能を発揮できる材料であれば特に制限はなく、ゴルフボール用材料と
して公知のものが使用されるが、例えばポリエステルエラストマー、ポリアミドエラスト
マー、ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーが挙げられ、特にポリウレ
タンエラストマーが好ましく用いられる。
【００４８】
上記ポリウレタンエラストマーとしては、ポリウレタンを主成分とするエラストマーであ
れば特に限定されるものではないが、ソフトセグメントを構成する高分子ポリオール化合
物と、ハードセグメントを構成するジイソシアネート及び単分子鎖延長剤とから構成され
ていることが好ましい。
【００４９】
高分子ポリオール化合物としては、特に制限されるものではないが、例えばポリエステル
系ポリオール、ポリエーテル系ポリオール等が挙げられ、反発弾性の観点或いは低温特性
の観点から、ポリエーテル系が好ましく用いられる。
ポリエーテル系ポリオールとしては、例えばポリテトラメチレングリコール、ポリプロピ
レングリコール等が挙げられ、特に、ポリテトラメチレングリコールが好ましく用いられ
る。また、これらの数平均分子量は好ましくは１０００～５０００、より好ましくは１５
００～３０００である。
【００５０】
ジイソシアネートとしては、特に制限されるものではないが、例えば、４，４’－ジフェ
ニルメタンジイソシアネート、２，４－トルエンジイソシアネート、２，６－トルエンジ
イソシアネートなどの芳香族ジイソシアネートや、ヘキサメチレンジイソシアネートなど
の脂肪族ジイソシアネートが挙げられる。本発明では、後述するイソシアネート混合物を
配合した場合の、イソシアネート混合物との反応安定性の観点から、４，４’－ジフェニ
ルメタンジイソシアネートが好ましく用いられる。
【００５１】
単分子鎖延長剤としては、特に制限されないが、通常の多価アルコール、アミン類を用い
ることができ、例えば１，４－ブチレングリコール、１，２－エチレングリコール、１，
３－プロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，６－ヘキシレングリコール、
２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、１，３－ブチレングリコール、ジシクロ
ヘキシルメチルメタンジアミン（水添ＭＤＡ）、イソホロンジアミン（ＩＰＤＡ）などが
挙げられる。これら鎖延長剤の平均分子量は２０～１５０００であることが好ましい。
【００５２】
このようなポリウレタンエラストマーとしては、市販品を用いることができ、例えばパン
デックスＴ７２９８、同ＴＲ３０８０、同Ｔ８２９０、同Ｔ８２９５、同Ｔ８２６０（デ
ィーアイシーバイエルポリマー社製）やレザミン２５９３、同２５９７（大日精化工業社
製）などが挙げられる。これらは一種を単独で用いても良いし、二種以上を併用しても良
い。
【００５３】
本発明の外層には、上述したポリウレタンエラストマーに後述する特定のイソシアネート
混合物を更に配合したものが好ましく用いられる。該特定のイソシアネート混合物を配合
することにより、通常のポリウレタンエラストマー単独を主材として形成された外層カバ
ーを用いたゴルフボールと比べて、フィーリング性、コントロール性、耐カット性、耐擦
過傷性及び操り返し打撃時の割れ耐久性が更に優れたゴルフボールを得ることができる。
【００５４】
上記特定のイソシアネート混合物とは、（ｉ）１分子中に官能基として２個以上のイソシ
アネート基を持つイソシアネート化合物と、（ｉｉ）該イソシアネート基と実質的に反応
しない熱可塑性樹脂とからなり、（ｉ）を（ｉｉ）中に分散させたイソシアネート混合物
のことを意味する。
【００５５】
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ここで上記（ｉ）のイソシアネート化合物としては、従来のポリウレタンに関する技術に
おいて使用されているイソシアネート化合物を使用でき、例えば芳香族イソシアネート化
合物、芳香族イソシアネート化合物の水素添加物、脂肪族ジイソシアネート、脂環式ジイ
ソシアネート等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００５６】
芳香族イソシアネート化合物としては、例えば２，４－トルエンジイソシアネート、２，
６－トルエンジイソシアネート及びこれら両者の混合物、４，４’－ジフェニルメタンジ
イソシアネート、ｍ－フェニレンジイソシアネート、４，４’－ビフェニルジイソシアネ
ート等が挙げられる。
芳香族イソシアネート化合物の水素添加物としては、例えばジシクロヘキシルメタンジイ
ソシアネート等が挙げられる。
脂肪族ジイソシアネートとしては、例えばテトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチ
レンジイソシアネート（ＨＤＩ）、オクタメチレンジイソシアネート等が挙げられる。
脂環式ジイソシアネートとしては、例えばキシレンジイソシアネート等が挙げられる。
【００５７】
また、上記（ｉｉ）の熱可塑性樹脂としては、吸水性が低く、熱可塑性ポリウレタン材料
との相溶性に優れた樹脂が好ましい。このような樹脂として、例えばポリスチレン樹脂、
ポリ塩化ビニル樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステルエラストマー（
ポリエーテル・エステルブロック共重合体、ポリエステル・エステルブロック共重合体等
）が挙げられるが、これらに限定されるものではない。反発弾性や強度の観点から、ポリ
エーテル・エステルブロック共重合体が特に好ましい。
【００５８】
イソシアネート混合物を製造する際の、上記（ｉｉ）成分と（ｉ）成分の配合比は、１０
０：５～１００：１００（重量比）、特に１００：１０～１００：４０（重量比）である
ことが好ましい。（ｉｉ）成分に対する（ｉ）成分の配合量が少なすぎると、ポリウレタ
ンエラストマーとの架橋反応に十分な添加量を得るためには、より多くのイソシアネート
混合物を添加しなくてはならず、（ｉｉ）成分の影響が大きく作用することで架橋後のポ
リウレタンエラストマーの物性が不十分となる場合があり、配合量が多すぎると（ｉ）成
分が混練中にすべり現象を起こし混合物の合成が困難となる場合がある。
【００５９】
イソシアネート混合物は、例えば（ｉｉ）成分に（ｉ）成分を配合し、これらを温度１３
０～２５０℃のミキシングロール又はバンバリーミキサーで十分に混練して、ペレット化
又は冷却後粉砕することにより得ることができる。
該イソシアネート混合物としては、市販品を用いることができ、例えば大日精化工業社製
クロスネートＥＭ３０等が好ましく用いられるが、これに限定されるものではない。
【００６０】
上記イソシアネート混合物の配合量は、上記ポリウレタンエラストマー１００重量部に対
して、通常１重量部以上、好ましくは５重量部以上、更に好ましくは１０重量部以上、上
限として通常１００重量部以下、好ましくは５０重量部以下、更に好ましくは３０重量部
以下である。配合量が少なすぎると十分な架橋反応が得られず、物性の向上が認めらない
場合があり、配合量が多すぎると経時、熱、紫外線による変色が大きくなる場合や、反発
の低下等の問題が生じるおそれがある。
【００６１】
このように、本発明のゴルフボールのカバー外層は、ポリウレタンエラストマーを主材と
して形成されたものが特に好ましいが、所望により他の成分、例えば顔料、分散剤、酸化
防止剤、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、可塑剤等や無機充填剤（酸化亜鉛、硫酸バリウム
、二酸化チタン等）を配合することもできる。
【００６２】
上記外層の表面ショアＤ硬度は、４０以上６５以下であることが好ましく、４５以上６０
以下であることがより好ましい。外層の硬度が小さすぎると、スピンが掛かりすぎ飛距離
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が十分に得られなくなる場合があり、外層の硬度が大きすぎると、スピン量が減りすぎて
ボールコントロール性に劣るおそれや、繰り返し打撃による割れ耐久性や耐擦過傷性が悪
くなる場合がある。
【００６３】
本発明のカバー内層の厚さは、０．３ｍｍ以上、より好ましくは１．０ｍｍ以上、上限と
して２．０ｍｍ以下、より好ましくは１．８ｍｍ以下であることが好ましい。内層の厚さ
が大きすぎると反発性が低下する場合があり、内層の厚さが小さすぎると耐久性が低下す
る場合がある。
【００６４】
一方、外層の厚さは、０．３ｍｍ以上、より好ましくは１．０ｍｍ以上、上限として２．
０ｍｍ以下、より好ましくは１．８ｍｍ以下であることが好ましい。外層の厚さが大きす
ぎると反発性が低下する場合があり、外層の厚さが小さすぎると耐久性が低下する場合が
ある。
【００６５】
本発明のゴルフボールは、コアに複数層のカバー層、典型的にはカバー内層を形成した後
、カバー外層を形成することによって製造することができる。この場合、カバー内層、外
層の形成方法としては、公知の方法を採用し得、例えば射出成形法、一対の半球状ハーフ
カップを予め形成し、これを用いて加圧成形する方法などを採用することができる。
また、上述したように、カバー内層はアイオノマー樹脂を主材とし、これに２つ以上の反
応性官能基を有する化合物を配合した層にて形成し、カバー外層は非アイオノマー樹脂を
主材とした層にて形成することが好ましいが、この場合、内層を形成した後、これを表面
研磨し、この表面研磨された内層上に外層を形成することが好ましい。研磨方法としては
、例えばブラスト研磨、ダイヤモンドホイールやダイヤモンドペーパー等を用いた研磨方
法が挙げられる。
【００６６】
本発明によれば、アイオノマー樹脂に２つ以上の反応性官能基を有する分子量２万以下の
化合物を配合したことにより、このカバー層と、これに接するカバー層、特に非アイオノ
マー樹脂を主材とするカバー層との接着性が向上し、プライマー処理するなどの必要なく
、内層に直接外層を接着よく接合、形成することができ、例えば後述する接着強度の測定
方法で０．５Ｎ以上／４．５ｍｍ、特に０．８Ｎ以上／４．５ｍｍとすることが可能であ
る。
【００６７】
本発明のゴルフボールは、通常のゴルフボールと同様にして表面に多数のディンプルを形
成してなるもので、ディンプル個数は特に制限されるものではないが、通常３５０～５０
０個、好ましくは３７０～４８０個、より好ましくは３９０～４５０個とすることができ
、またディンプルは直径、深さなどが相違する２種又はそれ以上の多種類のものであって
もよく、この場合、ディンプル直径は通常１．４～４．５ｍｍ、特に２．０～４．３ｍｍ
、深さは通常０．１５～０．２５ｍｍ、特に０．１７～０．２３ｍｍの範囲になるように
調整することが好ましい。
【００６８】
本発明のゴルフボールは、ボール性状については、上記範囲を逸脱しない限り、ゴルフ規
則に従い適宜設定することができ、重量４５．９３ｇ以下、直径４２．６７ｍｍ以上に形
成することができる。
【実施例】
以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に
制限されるものではない。
［実施例、比較例］
下記のソリッドコア（Ａ）の表面上に、表１に示す組成のカバー内層をインジェクション
成形により形成し、表１の方法によりこの内層表面を処理した後、下記のカバー外層をイ
ンジェクション成形によりディンプルを持って形成した。その後、塗装処理を施し、スリ
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ーピースソリッドゴルフボールを作製した。
得られたゴルフボールについて、その接着強度、反発性（初速度）、打撃耐久性を下記の
方法で評価した。結果を表２に示す。
ソリッドコア
ポリブタジエン（製品名　ＢＲ１１、ＪＳＲ社製）を１００重量部、アクリル酸亜鉛を３
４．１重量部、ジクミルパーオキサイド（製品名　パークミル、日本油脂社製）を０．６
重量部、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）３，３，５－トリメチルシロキサン（製
品名　パーヘキサ３Ｍ－４０、日本油脂社製）を０．６重量部、老化防止剤（製品名　ノ
クラックＮＳ－６、大内新興化学工業社製）を０．２重量部、酸化亜鉛を１８．０重量部
、ペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を１重量部、ステアリン酸亜鉛を５重量部用い、コ
ア用金型にて加硫温度１５７℃、加硫時間１５分で加硫し、各実施例及び各比較例に用い
るソリッドコア（Ａ）を作製した。得られたソリッドコア（Ａ）の外径は３６．４０ｍｍ
、表面硬度（ショアＤ）は５７であった。
【００６９】
【表１】

【００７０】
〔内層表面処理〕
球面研磨
ダイヤモンドペーパーを用いて内層射出成形品のバリ取り用バフ掛け処理を行った。
プラズマ処理
アルゴンガスの低温プラズマを照射した。照射時の周波数　１３．５６ＭＨｚ、電力　８
０Ｗ、時間　３０秒、初期照射雰囲気　１×１０-3Ｔｏｒｒ、プラズマ処理時（ガス導入
時）の雰囲気　０．１Ｔｏｒｒ。
プライマー処理
ＲＢ－１８２（日本ビーケミカル社製の塩素化ポリエチレン系プライマー）を、厚み５μ
ｍ以下で塗布した。
【００７１】
〔物性測定〕
接着強度
図２において、ゴルフボール１０に、外層３と内層２を貫通するような、４．５ｍｍ間隔
の平行な二本の切り目１１，１２を入れた。このとき、二本の切り目１１，１２の中心線
が、ゴルフボールの最外円周線、即ちゴルフボールの円周線のうち最も長さの大きいもの
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と一致するよう配慮した。更に上記二本の切り目１１，１２を直角に横切る切り目１３を
外層３と内層２を貫通するように入れた後、外層３と内層２とを分離させることなくゴル
フボールコア１から内層２と外層３の積層体を剥離させることによって、帯状の接着強度
測定用試験片１４とした。
測定方法はインストロン試験機を用い、ＪＩＳ　Ｋ６２５６“加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
の接着試験方法に基づき、試験片に関しては上記の特殊試験片を用い、つかみ具の移動速
度は１００ｍｍ／分とした。４個の試験片の内層、外層の剥れる際の変位２０ｍｍから２
００ｍｍまでの引っ張り強度の平均を接着強度（単位はＮ）とした。
ＭＦＲ
ＪＩＳ　Ｋ６９９２－２の付属書の４．１に準拠し、試験温度１９０℃、試験荷重２１．
１８Ｎにて測定した。
反発性（初速度）
ＵＳＧＡ（Ｒ＆Ａ）の測定方法に準拠してゴルフボールの反発性を測定した。数値が高い
ほど反発性に優れることを示す。
打撃耐久指数
ドライバー（Ｗ＃１）、ＨＳ＝５０ｍ／ｓ相当の衝撃にて繰り返し打撃し、ボール反発が
連続して３％低下した時点を接着低下もしくはボール破壊の回数と判断することとし、実
施例１における耐久性指数を１００とした場合の指数にて標記した。数値が低いほど繰返
し打撃時の耐久性に劣ることを示す。
【００７２】
カバー外層
熱可塑性エラストマー（製品名　パンデックスＴ８２９５、ディーアイシーバイエルポリ
マー社製）を１００重量部、二酸化チタンを４重量部、ポリエチレンワックスを１．５重
量部、群青を０．０６重量部、アマイドワックスを０．４重量部、シリコーンオイルを０
．３重量部使用し、二軸押出し機にて加熱混練し、パンデックスコンパウンドを作製した
。
一方、イソシアネート混合物として、商品名クロスネートＥＭ３０：大日精化工業社製の
イソシアネートマスターバッチを使用した［４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネー
トを３０重量％含有（ＪＩＳ　Ｋ１５５６によるアミン逆滴定　イソシアネート測定濃度
５～１０重量％）、マスターバッチベース樹脂はポリエステルエラストマー］。
カバー成形直前にパンデックスコンパウンド／イソシアネート混合物＝１００／１０（重
量比）にてドライ混合し、射出成形機にて内層上にカバー樹脂を成形した。
【００７３】
【表２】

【００７４】
比較例１は内層アイオノマー樹脂に何も処理しなかった場合で、外層のポリウレタンエラ
ストマーと内層のアイオノマー樹脂との接着強度は低く、反発性及び繰返し打撃による耐
久性も低いものであった。比較例２，５は内層アイオノマー樹脂に球面研磨処理のみ行っ
た場合で、比較例１の場合と同様、外層のポリウレタンエラストマーと内層のアイオノマ
ー樹脂との接着強度は低く、特に繰返し打撃による耐久性が低いものであった。比較例３
は内層表面にプラズマ処理を、比較例４は内層表面にプライマー処理を行った場合である
。内層に全く処理をしないもの、或いは研磨処理を行ったものとの対比では改良効果が見
られるものの、反発性・繰り返し打撃による耐久性は不十分であった。比較例６はモノマ
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ム共重合体をアイオノマー樹脂と加熱混練して内層としたものであるが、比較例５と比較
して接着性は若干上がるものの、流動性が大きく低下することで成形性が低下した。また
反発性は比較例５と比較して低下し、また、繰り返し打撃による耐久性も不十分なもので
あった。
【００７５】
それに対して、実施例１～６は、表１に示す通り、アイオノマー樹脂に反応性官能基を有
したモノマー、オリゴマーを添加し、加熱混練した内層を用いることにより、外層のポリ
ウレタンエラストマーとの接着強度が高く、結果的に反発性、繰り返し打撃による耐久性
が著しく向上した。また、このようなモノマー、オリゴマーを添加したアイオノマー樹脂
は流動性が向上しており、成形面においても改善効果が観察された。
【００７６】
【発明の効果】
本発明により得られるゴルフボールは、繰り返し打撃に対する耐久性に優れ、本発明によ
れば、繰り返し打撃後も良好なスピン特性、反発性、打感を有するゴルフボールを与える
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係るゴルフボールの概略断面図である。
【図２】カバー内層と外層との接着強度を測定する際の接着強度測定用試験片の採取方法
の説明図である。
【符号の説明】
１　コア
２　カバー内層
３　カバー外層

【図１】 【図２】
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