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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース、クラウン及びソールを有しており、
　上記ソールの内面にリブが形成されており、
　上記リブが、ヘッドのヒール側からトウ側に向かうにつれてフェース側に近づくように
延びる傾斜延在部を有しており、
　ヘッド重心が、フェースセンターよりもヒール側に位置している中空のゴルフクラブヘ
ッドであって、
　上記ソールの外面に第２凹部が形成されており、
　上記第２凹部が、ソールの内面側に凸状延在部を形成しており、
　上記凸状延在部が、上記リブに沿って延びているゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　上記ソールが、厚み最小領域を有しており、
　上記リブが、上記厚み最小領域に位置する薄肉補強部を有している請求項１に記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項３】
　上記ソールの外面に第１凹部が形成されており、
　上記第１凹部の内側に、ウエイト用凹部が形成されており、
　上記ウエイト用凹部には、ウエイト部材が取り付け可能であり、
　上記リブが、上記第１凹部の裏側のソール内面に位置する凹部裏側リブ部を有している
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請求項１又は２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　上記第１凹部と上記第２凹部とが連続している請求項３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　サイド部を更に有しており、
　上記リブのトウ側の端部は、上記サイド部にまで延びておらず、
　上記リブのヒール側の端部は、上記サイド部にまで延びている請求項１から４のいずれ
かに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　平面視において、上記リブが直線状に延びており、
　トウ－ヒール方向に対する上記リブの傾斜角度が、１０°以上４５°以下である請求項
１から５のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　上記リブが、フェース側に向かって凸となるように曲がって延びている請求項１から５
のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　上記リブが、バック側に向かって凸となるように曲がって延びている請求項１から５の
いずれかに記載の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、中空のゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　中空のゴルフクラブヘッドが知られている。中空構造により、ヘッド体積及び慣性モー
メントが増大される。例えば、ウッド型ゴルフクラブヘッドは、通常、中空である。
【０００３】
　ヘッドの大型化に伴い、中空部の体積は増加され、ヘッドの厚みは薄くされる。
【０００４】
　ソールにリブを設けた中空のゴルフクラブヘッドが提案されている。特開２００９－１
９５６９９号公報は、動的励振反応を改善しうるゴルフクラブヘッドを開示する。このヘ
ッドでは、ソールに補強要素が設けられている。この特開２００９－１９５６９９号公報
の図２、図２Ａ、図２Ｂ及び図２Ｃでは、補強要素の配置が示されている。
【特許文献１】特開２００９－１９５６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ヘッドには、飛距離及び打球の方向安定性が求められる。打点がスイートスポットを外
れた場合であっても飛距離が低下しにくいヘッドが好ましい。また、特に中空のヘッドで
は、良好な打球音が求められる。これらの要求性能はますますエスカレートしている。
【０００６】
　本発明の目的は、リブの配置により性能を向上させた中空ゴルフクラブヘッドの提供に
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、フェース、クラウン及びソールを有している。上
記ソールの内面にリブが形成されている。上記リブが、ヒール側からトウ側に向かうにつ
れてフェース側に近づくように延びる傾斜延在部を有している。ヘッド重心が、フェース
センターよりもヒール側に位置している。このヘッドは中空である。
【０００８】
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　好ましくは、上記ソールは、厚み最小領域を有している。好ましくは、上記リブは、上
記厚み最小領域に位置する薄肉補強部を有している。
【０００９】
　好ましくは、上記ソールの外面に第１凹部が形成されている。好ましくは、上記第１凹
部の内側に、ウエイト用凹部が形成されている。好ましくは、上記ウエイト用凹部には、
ウエイト部材が取り付け可能である。好ましくは、上記リブは、上記第１凹部の裏側のソ
ール内面に位置する凹部裏側リブ部を有している。
【００１０】
　好ましくは、上記ソールの外面に第２凹部が形成されている。好ましくは、上記第２凹
部は、ソールの内面側に凸状延在部を形成している。好ましくは、上記凸状延在部は、上
記リブに沿って延びている。
【００１１】
　好ましくは、上記第１凹部と上記第２凹部とが連続している。
【００１２】
　好ましくは、上記ヘッドは、サイド部を更に有している。好ましくは、上記リブのトウ
側の端部は、上記サイド部にまで延びていない。好ましくは、上記リブのヒール側の端部
は、上記サイド部にまで延びている。
【００１３】
　好ましくは、平面視において、上記リブが直線状に延びている。好ましくは、トウ－ヒ
ール方向に対する上記リブの傾斜角度が、１０°以上４５°以下である。
【００１４】
　上記リブは、フェース側に向かって凸となるように曲がって延びていてもよい。
【００１５】
　上記リブは、バック側に向かって凸となるように曲がって延びていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　ソールに配置されたリブに起因して、性能に優れた中空ゴルフクラブヘッドが得られう
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係るヘッドの斜視図である。
【図２】図２は、図１のヘッドの平面図である。
【図３】図３は、図１のヘッドの底面図である。
【図４】図４は、図１のヘッドにおけるヘッド本体の斜視図である。
【図５】図５は、図１のヘッドの底面図である。図５は、ソールの肉厚分布を示している
。
【図６】図６は、第２実施形態に係るヘッドの平面図である。
【図７】図７は、第３実施形態に係るヘッドの底面図である。
【図８】図８は、第４実施形態に係るヘッドの底面図である。
【図９】図９は、第５実施形態に係るヘッドの底面図である。
【図１０】図１０は、リブの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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。
【００１９】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るゴルフクラブヘッド２の斜視図である。図２は、
ヘッド２の平面図である。図３は、ヘッド２の底面図である。
【００２０】
　ヘッド２は、フェース４、クラウン６、ソール８、サイド部１０及びホーゼル１２を有
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する。フェース４は、フェース面ｆｓを有する。フェース面ｆｓは打球面である。クラウ
ン６は、フェース４の上縁からヘッド後方に向かって延びている。ソール８は、フェース
４の下縁からヘッド後方に向かって延びている。サイド部１０は、クラウン６とソール８
との間に延びている。サイド部１０は、ヘッド２のトウ側からバック側を経由してヒール
側にまで延在している。後述の図４が示すように、ヘッド２は中空である。ヘッド２は、
いわゆるウッド型のゴルフクラブヘッドである。
【００２１】
　なお、サイド部１０は無くても良い。ソール８からクラウン６まで滑らかな曲面で連続
している場合、サイド部１０は存在しない。この場合、クラウン６までの曲面はソール８
である。本実施形態では、ソール８とサイド部１０との境界を示す稜線ｒｓ１が存在する
（図３参照）。
【００２２】
　ヘッド２は、２ピース構造である。ヘッド２は、フェース部材Ｆｐ１とヘッド本体Ｈｐ
１とが接合されてなる。接合方法は、溶接である。図示されないが、フェース部材Ｆｐ１
は、カップフェースとも称される。図１には、フェース部材Ｆｐ１とヘッド本体Ｈｐ１と
の境界ｋ１が２点鎖線で示されている。この境界ｋ１において溶接がなされている。塗装
済みの完成されたヘッド２では、境界ｋ１は視認されない。
【００２３】
　フェース部材Ｆｐ１は、フェース４の全部を構成する。更にフェース部材Ｆｐ１は、ク
ラウン６の一部、ソール８の一部及びサイド部１０の一部を構成する。
【００２４】
　図４は、ヘッド本体Ｈｐ１の斜視図である。ヘッド本体Ｈｐ１は、開口ａ１を有する。
ヘッド２では、この開口ａ１が、フェース部材Ｆｐ１で塞がれている。
【００２５】
　図４が示すように、ヘッド本体Ｈｐ１は、クラウン６の一部、ソール８の一部、サイド
部１０の一部及びホーゼル１２の全部を構成している。クラウン６、ソール８及びサイド
部１０の大部分は、ヘッド本体Ｈｐ１によって構成されている。
【００２６】
　ホーゼル１２は、シャフトを装着するためのシャフト孔１４を有する。図示されないシ
ャフトは、シャフト孔１４に挿入される。図示しないが、シャフト孔１４は、中心軸線Ｚ
１を有する。この中心軸線Ｚ１は、ヘッド２を備えたゴルフクラブのシャフト軸線に一致
する。
【００２７】
　図４が示すように、ソール８の内面には、リブｒｂが形成されている。リブｒｂは、ヘ
ッド本体Ｈｐ１に形成されている。ヘッド本体Ｈｐ１は、鋳造により製造されている。リ
ブｒｂは、ヘッド本体Ｈｐ１に一体成形されている。この鋳造はロストワックス法である
。鋳造により、リブｒｂを含む複雑な形状のヘッド本体Ｈｐ１が一体成形されうる。フェ
ース部材Ｆｐ１は鍛造により製造されている。なお、リブｒｂは、別成形されたソール本
体に溶接されてもよい。
【００２８】
　図２及び図３が示すように、リブｒｂは、平面視において直線状である。
【００２９】
　図３が示すように、リブｒｂは、トウ側のサイド部１０上にまで至っている。また、リ
ブｒｂは、ヒール側のサイド部１０上にまで至っている。
【００３０】
　本願では、基準垂直面、フェース－バック方向及びトウ－ヒール方向が定義される。上
記中心軸線Ｚ１が水平面Ｈに対して垂直な平面Ｐ１に含まれ、且つ所定のライ角及びリア
ルロフト角で水平面Ｈ上にヘッド２が載置された状態が、基準状態とされる。上記平面Ｐ
１が、基準垂直面とされる。所定のライ角及びリアルロフト角は、例えば製品カタログに
掲載されている。
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【００３１】
　本願においてトウ－ヒール方向とは、上記基準垂直面と上記水平面Ｈとの交線の方向で
ある。
【００３２】
　本願においてフェース－バック方向とは、上記トウ－ヒール方向に対して垂直であり且
つ上記水平面Ｈに対して平行な方向である。
【００３３】
　本願において、フェースセンターが定義される。フェース面において、トウ－ヒール方
向の最大幅Ｗｘが決定される。更に、この最大幅Ｗｘにおけるトウ－ヒール方向中央位置
Ｐｘが決定される。この位置Ｐｘにおいて、フェース面の上下方向中央点Ｐｙが決定され
る。この点Ｐｙが、フェースセンターと定義される。
【００３４】
　図２及び図３が示すように、リブｒｂは、ヒール側からトウ側に向かうにつれてフェー
ス４側に近づくように延びる傾斜延在部ｋｓ１を有している。本実施形態では、リブｒｂ
の全体が傾斜延在部ｋｓ１である。すなわち、リブｒｂは、ヒール側からトウ側に向かう
につれてフェース４側に近づくように延びている。
【００３５】
［リブ傾斜効果］
　傾斜延在部ｋｓ１により、リブｒｂのトウ側の先端部が、フェース４の近傍に位置しう
る。このリブｒｂにより、フェース４のトウ側で打球された場合、このリブｒｂは、ソー
ル８のトウ側における変形を抑制する。よって、フェース４のトウ側における変形も抑制
される（トウ変形抑制効果）。このため、フェース４のトウ側で打球した場合の打球の方
向性を向上させることができる。また、傾斜延在部ｋｓ１により、リブｒｂは、トウ側に
おけるフェース４の近傍と、ソール８の中央部とに延在しうる。ソール８の中央部は、ソ
ール振動の腹となりやすい。この腹となりやすい部分にリブｒｂが存在することで、ソー
ル８の振動が効果的に抑制されうる（腹振動抑制効果）。このため、高い打球音が得られ
やすい。このように、傾斜延在部ｋｓ１により、トウ変形抑制効果と腹振動抑制効果とが
効果的に両立されうる。これがリブ傾斜効果である。本実施形態では、リブｒｂの全体が
傾斜延在部ｋｓ１とされているので、リブ傾斜効果が更に高められている。
【００３６】
　図３が示すように、ソール８の外面には、第１凹部ｒ１が形成されている。図３の平面
視において、第１凹部ｒ１は略三角形である。図４が示すように、ソール８の内面には、
この第１凹部ｒ１に対応する第１凸部ｐ１が形成されている。
【００３７】
　第１凹部ｒ１の内側に、ウエイト用凹部ｒｗ１が形成されている。ウエイト用凹部ｒｗ
１は、第１凹部ｒ１の底面に形成されている。ウエイト用凹部ｒｗ１には、ウエイト固定
部ｆｘ１が設けられている。本実施形態では、ウエイト固定部ｆｘ１の内面にはネジ穴が
形成されている。図示されないウエイトの雄ねじが、このネジ穴に締結される。図示され
ないウエイトは、ウエイト用凹部ｒｗ１に着脱可能に固定される。
【００３８】
　図４が示すように、ソール８の内面には、ウエイト用凹部ｒｗ１に対応するウエイト用
凸部ｐｗ１が形成されている。
【００３９】
　第１凹部ｒ１の内側にはウエイトが配置されるため、質量が集中する。この集中した質
量に起因して、第１凹部ｒ１は振動しやすい。以下、この振動が、ソール振動Ｖｍとも称
される。後述される凹部裏側リブ部ｒｂ１は、このソール振動Ｖｍを効果的に抑制しうる
効果を有する。よって、打球音をより高くすることが可能となる。
【００４０】
　第１凹部ｒ１は、フェースセンターよりもヒール側に設けられている。ウエイト用凹部
ｒｗ１は、フェースセンターよりもヒール側に設けられている。
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【００４１】
　大型化されたヘッド２では、ソール８は薄くされており、通常、３ｍｍ以下とされてい
る。よって、薄くされたソール８では、外面での凹部の形成は、内面での凸部の形成を伴
う。かかる事情に起因して、通常、ソール８の外面に凹部が形成されると、それに対応す
る凸部がソール８の内面に形成される。この場合、凹部の質量は、この凹部が平坦部に置
換された場合と比較して、大きい。凹部の形成により、凹部の側面の質量が付加されるか
らである。ウエイト用凹部ｒｗ１及び第１凹部ｒ１等の凹部により、ソール８におけるヒ
ール側への重量配分が増加されている。更に、ウエイト用凹部ｒｗ１には、ウエイトが装
着されうる。このウエイトは、ヘッド重心をヒール側とするのに寄与する。
【００４２】
　ヘッド２のヘッド重心は、フェースセンターよりもヒール側に位置している。よって、
重心距離が短くされている。重心距離とは、シャフト軸線とヘッド重心との距離である。
このため、インパクト時においてヘッドが返りやすくなり、ボールがつまかりやすくなる
。換言すれば、インパクトにおけるフェースの開きが抑制され、打球がスライスしにくく
なる。よって、打球の勢いが強くなりやすい。
【００４３】
　図４が示すように、リブｒｂは、第１凹部ｒ１の裏側のソール内面に位置する凹部裏側
リブ部ｒｂ１を有している。本実施形態では、凹部裏側リブ部ｒｂ１は、第１凸部ｐ１上
に設けられている。なお凹部裏側リブ部ｒｂ１は、第１凹部ｒ１の裏側に位置していれば
よく、第１凸部ｐ１上に位置していなくてもよい。
【００４４】
　凹部裏側リブ部ｒｂ１は、ウエイト用凹部ｒｗ１の裏側のソール内面には位置していな
い。凹部裏側リブ部ｒｂ１は、ウエイト用凹部ｒｗ１の裏側のソール内面よりもフェース
側に位置している。凹部裏側リブ部ｒｂ１は、ウエイト用凸部ｐｗ１上には位置していな
い。凹部裏側リブ部ｒｂ１は、ウエイト用凸部ｐｗ１よりもフェース側に位置している。
【００４５】
　ウエイトは、ウエイト固定部ｆｘ１に確実に固定される必要がある。ウエイト固定部ｆ
ｘ１には、特に高い寸法精度が要求される。リブｒｂは、ウエイト用凸部ｐｗ１の成形精
度に影響しうる。例えば、リブｒｂがソール８に鋳造で一体成形される場合、突出した形
状であるリブｒｂが存在することで、鋳造時の引けが生じたり、湯流れに影響が生じうる
。また、リブｒｂが溶接でソール本体に後付けされる場合、溶接時の熱により、ウエイト
固定部ｆｘ１が変形しうる。リブｒｂがウエイト用凸部ｐｗ１上には位置していないこと
で、ウエイト固定部ｆｘ１の寸法精度が向上しやすい。
【００４６】
　図３が示すように、ソール８の外面に第２凹部ｒ２が形成されている。本実施形態にお
ける第２凹部ｒ２は、図３の平面視において、細長い三角形を呈している。この第２凹部
ｒ２は、ヒール側からトウ側に向かうにつれてフェース４側に近づくように延びている。
図３が示すように、平面視における第２凹部ｒ２の幅は、ヒール側からトウ側に向かうに
つれて細くなっている。
【００４７】
　図４が示すように、第２凹部ｒ２の裏側のソール内面には、凸状延在部ｐ２が形成され
ている。第２凹部ｒ２に対応して凸状延在部ｐ２が形成されている。図４ではわかりにく
いが、平面視における凸状延在部ｐ２の形状は、第２凹部ｒ２の形状に近似している。
【００４８】
　第２凹部ｒ２（凸状延在部ｐ２）により、ソール８の剛性が高められている。第２凹部
ｒ２により、ソール８の振動を抑制する効果が奏されうる。第２凹部ｒ２により、高い打
球音が得られやすい。
【００４９】
　本実施形態では、リブｒｂは凸状延在部ｐ２上に設けられていない。リブｒｂが凸状延
在部ｐ２上に設けられていても良い。　
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【００５０】
　凸状延在部ｐ２は、リブｒｂのバック側に位置している。凸状延在部ｐ２は、リブｒｂ
のフェース側に位置していてもよい。
【００５１】
［リブ代替効果］
　凸状延在部ｐ２は、リブｒｂに沿って延びている。リブｒｂに沿った凸状延在部ｐ２に
より、ソール８の剛性が高まる。凸状延在部ｐ２は、リブｒｂに沿っているため、リブｒ
ｂと同様のソール剛性向上効果（リブ代替効果）を奏しうる。凸状延在部ｐ２による剛性
向上効果により、リブｒｂを低くしても、ソール８の剛性を高めることができる。よって
、ヘッド重心を低くすることが可能となる（低重心効果）。この観点から、凸状延在部ｐ
２の高さは、リブｒｂの高さよりも低いのが好ましい。
【００５２】
　凸状延在部ｐ２は、リブｒｂに沿って延びている。すなわち凸状延在部ｐ２は、リブｒ
ｂに沿って傾斜して延びている。よって、上述したリブ傾斜効果が、凸状延在部ｐ２によ
って更に高められうる。
【００５３】
　図３において一点鎖線で示されているのは、凸状延在部ｐ２の幅方向中央線Ｌ２である
。上記リブ代替効果を高める観点から、トウ－ヒール方向のあらゆる位置において、幅方
向中央線Ｌ２とリブｒｂとのフェース－バック方向距離Ｄｒは、０ｍｍ以上が好ましく、
１０ｍｍ以下が好ましい。この距離Ｄｒは、図３の拡大部に図示されている。上述の如く
、リブｒｂは凸状延在部ｐ２上に形成されてもよく、この場合、距離Ｄｒは０ｍｍである
。
【００５４】
　凸状延在部ｐ２の幅が過度に大きい場合、リブ代替効果が低下しうる。リブ代替効果を
高める観点から、凸状延在部ｐ２のフェース－バック方向幅は、１５ｍｍ以下が好ましく
、１２ｍｍ以下がより好ましい。凸状延在部ｐ２が細すぎても、リブ代替効果が低下しう
る。リブ代替効果を高める観点から、凸状延在部ｐ２のフェース－バック方向幅は、０ｍ
ｍより大きくされ、３ｍｍ以上が好ましく、６ｍｍ以上がより好ましい。
【００５５】
　図５は、ソール８の厚み分布を示している。ハッチングの種類及びその有無により、ソ
ール８の複数の領域が示されている。本実施形態において、各領域の厚みは次の通りであ
る。
　・領域Ａ　：０．７ｍｍを超えて２ｍｍ以下
　・領域Ｂ　：０．７ｍｍを超えて３．１ｍｍ以下
　・領域Ｊ　：０．６０ｍｍ以上０．７０ｍｍ以下
【００５６】
　ソール８のうち、図５においてハッチングの無い領域が、領域Ｊである。この領域Ｊは
、ソール８の厚み最小領域である。
【００５７】
　ソールの厚みの最小値がＴｍｉｎとされる。本願において、厚み最小領域とは、厚みが
［Ｔｍｉｎ＋０．１ｍｍ］以下の領域である。領域Ｊの全体が厚み最小領域である。
【００５８】
　ヘッド体積の大型化の観点から、最小厚みＴｍｉｎは、０．８ｍｍ以下が好ましく、０
．７５ｍｍ以下がより好ましく、０．７ｍｍ以下がより好ましく、０．６５ｍｍ以下がよ
り好ましい。強度の観点から、最小厚みＴｍｉｎは、０．４ｍｍ以上が好ましく、０．４
５ｍｍ以上がより好ましく、０．５ｍｍ以上が更に好ましい。
【００５９】
　厚み最小領域Ｊは、ヘッドの軽量化及び大型化に寄与する。厚み最小領域Ｊは、ソール
８の撓みを増大させるため、反発性能に寄与しうる。
【００６０】
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　図５において両矢印Ｊ１で示されるのは、ヘッド２の最前方点Ｐｆと最小中央領域Ｊｃ
とのフェース－バック方向距離である。打球の衝撃に対する強度を高める観点から、距離
Ｊ１は、２０ｍｍ以上が好ましく、３０ｍｍ以上がより好ましい。領域Ｊの面積を確保す
る観点から、距離Ｊ１は、５０ｍｍ以下が好ましく、４０ｍｍ以下がより好ましい。最小
中央領域Ｊｃは、厚み最小領域Ｊのうち、中央範囲Ｒｘに位置する部分である。
【００６１】
　図５において両矢印Ｊ２で示されるのは、ヘッド２の最後方点Ｐｂと最小中央領域Ｊｃ
とのフェース－バック方向距離である。強度の観点から、距離Ｊ２は、２０ｍｍ以上が好
ましく、３０ｍｍ以上がより好ましい。最小中央領域Ｊｃの増大により、反発性能が向上
しうる。反発性の観点から、距離Ｊ２は、５０ｍｍ以下が好ましく、４０ｍｍ以下がより
好ましい。
【００６２】
　厚み最小領域Ｊのフェース側には、厚み最小領域Ｊよりもソール厚が大きい領域Ａが存
在している。この領域Ａにより、厚み最小領域Ｊの存在を許容しつつ、ヘッド強度を高め
ることができる。
【００６３】
　厚み最小領域Ｊのバック側には、厚み最小領域Ｊよりもソール厚が大きい領域Ｂが存在
している。この領域Ｂにより、重心深度が深くされている。
【００６４】
　このように、厚み最小領域Ｊのフェース側及びバック側に、厚み最小領域Ｊよりもソー
ル厚が大きい領域が存在している。このため、ヘッドの上下方向の慣性モーメントが向上
している。
【００６５】
　図５が示すように、リブｒｂは、厚み最小領域Ｊに位置する薄肉補強部ｒｂ２を有して
いる。厚み最小領域Ｊは、薄くて剛性が低い。よって厚み最小領域Ｊは振動の腹となりや
すい。薄肉補強部ｒｂ２により、上述した腹振動抑制効果が更に高められている。よって
、打球音が高くなりやすい。
【００６６】
　図５において両矢印Ｒｘで示されるのは、トウ－ヒール方向中央範囲である。この中央
範囲Ｒｘは、トウ－ヒール方向に４０ｍｍの幅を有する範囲である。この中央範囲Ｒｘは
、フェースセンターからトウ側に２０ｍｍの位置ｔ２０と、フェースセンターからヒール
側に２０ｍｍの位置ｈ２０との間の範囲である。
【００６７】
　リブｒｂは、中央範囲Ｒｘを横断している。リブｒｂは、中央範囲Ｒｘよりもトウ側の
位置から、中央範囲Ｒｘよりもヒール側の位置にまで延びている。
【００６８】
　第１凹部ｒ１は、中央範囲Ｒｘよりもヒール側に位置している。第１凸部ｐ１は、中央
範囲Ｒｘよりもヒール側に位置している。
【００６９】
　厚み最小領域Ｊは、中央範囲Ｒｘに位置する最小中央領域Ｊｃを有している。ボールは
フェースセンター付近で打撃される可能性が高い。この打撃により、最小中央領域Ｊｃは
撓みやすい。最小中央領域Ｊｃは、フェースセンター付近の打撃における反発性能を向上
させうる。
【００７０】
　図５が示すように、薄肉補強部ｒｂ２は、最小中央領域Ｊｃに位置する中央補強部ｒｂ
３を有している。また、図５における第２凹部ｒ２の位置から理解されるように、凸状延
在部ｐ２は、最小中央領域Ｊｃに存在している。
【００７１】
　最小中央領域Ｊｃは、ソール８の中央部に位置し且つ薄いため、ソール８の腹となりや
すい。中央補強部ｒｂ３により、上述した腹振動抑制効果がより一層高められている。よ
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って、打球音が更に高くなりやすい。凸状延在部ｐ２は、最小中央領域Ｊｃの剛性を高め
、高い打球音を実現しうる。
【００７２】
　図５が示すように、最小中央領域Ｊｃの前方に、最小中央領域Ｊｃよりも厚い領域Ａが
位置している。この領域Ａのトウ側に、厚み最小領域Ｊが存在する。この領域Ａのトウ側
の厚み最小領域Ｊが、トウ薄肉領域Ｊｔである。厚み最小領域Ｊは、このトウ薄肉領域Ｊ
ｔを有する。リブｒｂは、このトウ薄肉領域Ｊｔに位置する部分ｒｂ４を有する。トウ薄
肉領域Ｊｔは、フェース４に近く且つ薄肉であるため、変形しやすい。部分ｒｂ４により
、上記トウ変形抑制効果がより一層高められている。
【００７３】
　図３が示すように、第１凹部ｒ１と第２凹部ｒ２とは連続している。換言すれば、第１
凹部ｒ１は第２凹部ｒ２に繋がっている。上述の如く、ウエイトの存在に起因して、第１
凹部ｒ１は振動しやすい。この第１凹部ｒ１に連続する第２凹部ｒ２（凸状延在部ｐ２）
により、この第１凹部ｒ１の振動が抑制されている。よって、上記ソール振動Ｖｍを抑制
する効果が更に高められている。
【００７４】
　図２が示すように、平面視において、リブｒｂは直線状に延びている。図６は、第２実
施形態のヘッド２０を示しており、直線状に延びるリブｒｂの他の例である。本願では、
この図６に示されるリブｒｂも直線状であるとみなされる。「直線状」とは、リブｒｂの
両端を結ぶ直線Ｌｚに対するズレ幅Ｗｚが１０ｍｍ以内であることを意味する。直線状で
ある利点を生かす観点からは、このズレ幅Ｗｚは、好ましくは５ｍｍ以内である。ズレ幅
Ｗｚは、直線Ｌｚに対して垂直な方向に沿って測定される。
【００７５】
　図２及び図６において両矢印θ１で示されるのは、トウ－ヒール方向に対するリブｒｂ
の傾斜角度である。図２に示す如く、角度θ１は平面視において測定される。上述したリ
ブ傾斜効果を高める観点から、角度θ１は、１０°以上が好ましく、１５°以上がより好
ましく、２０°以上が更に好ましい。角度θ１が過大である場合、リブの中央部がフェー
ス４から離れすぎて、打球時の振動を抑制する効果が減少することがある。この観点から
、角度θ１は、４５°以下が好ましく、４０°以下がより好ましく、３５°以下が更に好
ましい。なお、直線状のリブｒｂの場合、角度θ１は、上記直線Ｌｚとトウ－ヒール方向
との成す角度である。
【００７６】
　図７は、第３実施形態のヘッド３０を示す底面図である。リブｒｂの配置を除き、この
ヘッド３０は、ヘッド２と同じである。このリブｒｂは、非直線状である。このヘッド３
０では、リブｒｂが、フェース４側に向かって凸となるように曲がって延びている。この
ため、トウ側且つフェース近傍に位置する部分が増加している。よって、上述したトウ変
形抑制効果が高められている。このヘッド３０では、上記リブ傾斜効果が奏されつつ、上
記トウ変形抑制効果が高められている。
【００７７】
　図８は、第４実施形態のヘッド４０を示す底面図である。リブｒｂの配置を除き、この
ヘッド４０は、ヘッド２と同じである。このリブｒｂは、非直線状である。このヘッド４
０では、リブｒｂが、バック側に向かって凸となるように曲がって延びている。このため
、腹となりやすい部分に位置するリブｒｂが増加している。よって、上述した腹振動抑制
効果が高められている。このヘッド４０では、上記リブ傾斜効果が奏されつつ、上記腹振
動抑制効果が高められている。またこの場合、トウ変形抑制効果が減少する反面、トウ部
分の変形による反発性が高まる。よって、フェースのトウ側で打撃した場合の反発性能が
向上しうる。
【００７８】
　図９は、第５実施形態のヘッド５０を示す底面図である。リブｒｂの配置を除き、この
ヘッド５０は、ヘッド２と同じである。リブｒｂのトウ側の端部はサイド部１０にまで延
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びていない。リブｒｂのヒール側の端部は、サイド部１０にまで延びている。すなわち、
上述したヘッド２とは異なり、このヘッド５０では、リブｒｂが、トウ側のサイド部１０
上には配置されていない。このリブｒｂの配置により、ヘッド重心をヒール側に寄せるこ
とができる。
【００７９】
　図１０は、リブｒｂの断面図である。打球音を高くする観点から、リブ高さＨＲの平均
値は、２ｍｍ以上が好ましく、２．５ｍｍ以上がより好ましく、３ｍｍ以上がより好まし
い。リブ重量を抑制する観点から、リブ高さＨＲの平均値は、６ｍｍ以下が好ましく、５
ｍｍ以下がより好ましい。
【００８０】
　打球音を高くする観点から、リブ高さＨＲの最大値は、３ｍｍ以上が好ましく、３．５
ｍｍ以上がより好ましく、４ｍｍ以上がより好ましい。リブ重量を抑制する観点から、リ
ブ高さＨＲの最大値は、１０ｍｍ以下が好ましく、９ｍｍ以下がより好ましく、８ｍｍ以
下がより好ましい。
【００８１】
　図１０において両矢印ＢＲで示されているのは、リブの幅である。打球音を高くする観
点から、リブ幅ＢＲの平均値は、０．５ｍｍ以上が好ましく、０．７ｍｍ以上がより好ま
しく、０．９ｍｍ以上がより好ましい。リブの重量を抑制する観点から、リブ幅ＢＲの平
均値は、１．５ｍｍ以下が好ましく、１．３ｍｍ以下がより好ましく、１．１ｍｍ以下が
より好ましい。リブ幅ＢＲが０．５ｍｍ以上で且つ１．５ｍｍ以下である部分の長さは、
リブの全体長さの５０％以上が好ましく、８０％以上がより好ましく、１００％が特に好
ましい。
【００８２】
　ヘッド体積は限定されない。慣性モーメントの増大及びスイートエリアの拡大の観点か
ら、ヘッド体積は、４００ｃｃ以上が好ましく、４２０ｃｃ以上がより好ましく、４４０
ｃｃ以上がより好ましい。ゴルフクラブに関する規則を遵守する観点から、ヘッド体積は
４７０ｃｃ以下が好ましく、１０ｃｃの測定誤差を考慮すると、４６０ｃｃが特に好まし
い。
【００８３】
　ヘッド重量Ｗｈは限定されない。スイングバランスの観点から、ヘッド重量Ｗｈは１７
５ｇ以上が好ましく、１８０ｇ以上がより好ましく、１８５ｇ以上がより好ましい。スイ
ングバランスの観点から、ヘッド重量Ｗｈは、２０５ｇ以下が好ましく、２００ｇ以下が
より好ましく、１９５ｇ以下がより好ましい。
【００８４】
　リブの重量Ｗｒは限定されない。高い打球音を得る観点から、リブの重量Ｗｒは、１．
０ｇ以上が好ましく、１．２ｇ以上がより好ましく、１．５ｇ以上がより好ましい。リブ
の重量が過大である場合、リブ以外に配分しうる重量が減少し、ヘッドの設計自由度が低
下する。この観点から、リブの重量Ｗｒは、５．０ｇ以下が好ましく、４．０ｇ以下がよ
り好ましく、３．０ｇ以下がより好ましい。
【００８５】
　リブ重量Ｗｒの、ヘッド重量Ｗｈに対する比（Ｗｒ／Ｗｈ）は限定されない。高い打球
音を得る観点から、比（Ｗｒ／Ｗｈ）は、０．００８以上が好ましく、０．００９以上が
より好ましく、０．０１０以上がより好ましい。リブの重量が過大である場合、ヘッド本
体に配分しうる重量が減少し、慣性モーメントが小さくなる。この観点から、比（Ｗｒ／
Ｗｈ）は、０．０２５以下が好ましく、０．０２０以下がより好ましく、０．０１５以下
がより好ましい。
【００８６】
　上記リブ長さＬｒ（図２参照）は限定されない。上述した複数の効果を得るためには、
リブ長さＬｒが長いほうが有利であり、この観点から、リブ長さＬｒは、５０ｍｍ以上が
好ましく、６０ｍｍ以上がより好ましく、７０ｍｍ以上が更に好ましい。ソール面積には
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限界があるため、好ましいリブ長さＬｒは、１５０ｍｍ以下であり、より好ましくは、１
４０ｍｍ以下、更に好ましくは１３０ｍｍ以下である。
【００８７】
　ヘッドの材質は限定されない。ヘッドの材質として、金属、ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プ
ラスチック）等が例示される。ヘッドに用いられる上記金属として、純チタン、チタン合
金、ステンレス鋼、マレージング鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金及びタングス
テン－ニッケル合金から選ばれる一種以上の金属が例示される。ステンレス鋼として、Ｓ
ＵＳ６３０及びＳＵＳ３０４が例示される。ステンレス鋼の具体例として、ＣＵＳＴＯＭ
４５０（カーペンター社製）が例示される。チタン合金として、６－４チタン（Ｔｉ－６
Ａｌ－４Ｖ）、Ｔｉ－１５Ｖ－３Ｃｒ－３Ｓｎ－３Ａｌ等が例示される。ヘッド体積が大
きい場合、打球音が大きくなりやすい。本発明は、打球音が大きなヘッドにおいて特に効
果的である。この観点から、ヘッドの材質は、チタン合金が好ましい。この観点から、ソ
ールの材質は、チタン合金が好ましい。
【００８８】
　ヘッドの製造方法は限定されない。通常、中空のヘッドは、２個以上の部材が接合され
ることにより製造される。ヘッドを構成する部材の製造方法は限定されず、鋳造、鍛造及
びプレスフォーミングが例示される。
【００８９】
　ヘッドの構造として、それぞれ一体成形された２個の部材が接合された２ピース構造、
それぞれ一体成形された３個の部材が接合された３ピース構造、それぞれ一体成形された
４個の部材が接合された４ピース構造等が挙げられる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、ウッド型ヘッド、ユーティリティ型ヘッド、ハイブリッド型ヘッドなど、あ
らゆるゴルフクラブヘッドに適用されうる。
【符号の説明】
【００９１】
　２、２０、３０、４０、５０・・・ヘッド
　４・・・フェース
　６・・・クラウン
　８・・・ソール
　１０・・・サイド部
　１２・・・ホーゼル
　１４・・・シャフト孔
　ｒｂ・・・リブ
　ｋｓ１・・・傾斜延在部
　ｒ１・・・第１凹部
　ｐ１・・・第１凸部
　ｒ２・・・第２凹部
　ｐ２・・・凸状延在部
　Ｊ・・・厚み最小領域
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