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(57)【要約】
【課題】反発性能の高い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は、中空構造であり、
フェース部、クラウン部及びソール部を備える。ソール
部には、トゥ－ヒール方向に延び、ソール部の内側に向
かって窪んだ第１溝及び第２溝が形成される。第１溝は
、第２溝よりもフェース側に配置される。第１溝は、こ
の第１溝を形成する内壁を構成する、第１主内壁とこの
第１主内壁よりも短い１以上の第１副内壁とを備える。
第２溝は、この第２溝を形成する内壁を構成する、第２
主内壁とこの第２主内壁よりも短い１以上の第２副内壁
とを備える。第１主内壁及び第２主内壁は、フェース側
に向かうほど上方に向かうように傾斜している。ソール
部を地面に設置したときに、第２主内壁は、第１主内壁
よりも、側方断面視において地面に対し急峻に傾斜して
いる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース部、クラウン部及びソール部を備える中空構造のゴルフクラブヘッドであって
、
　前記ソール部には、トゥ－ヒール方向に延び、前記ソール部の内側に向かって窪んだ第
１溝及び第２溝が形成され、
　前記第１溝は、前記第２溝よりもフェース側に配置され、
　前記第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成する、第１主内壁と該第１主内壁よりも
短い１以上の第１副内壁とを備え、
　前記第２溝は、該第２溝を形成する内壁を構成する、第２主内壁と該第２主内壁よりも
短い１以上の第２副内壁とを備え、
　前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、フェース側に向かうほど上方に向かうように傾
斜し、
　前記ソール部を地面に設置したときに、前記第２主内壁は、前記第１主内壁よりも、側
方断面視において前記地面に対し急峻に傾斜している、
ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記第１溝は、バック側に配置された前記第１主内壁と、フェース側に配置された１つ
の前記第１副内壁とによって構成され、
　前記第２溝は、バック側に配置された前記第２主内壁と、フェース側に配置された１つ
の前記第２副内壁とによって構成されている、
請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　側方断面視において、前記第１主内壁の傾きに沿った仮想線と、前記第２主内壁の傾き
に沿った仮想線とが、前記第２溝よりもバック側であり、かつ、前記ソール部の下方の位
置で交差する、
請求項１又は２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　フェース部、クラウン部及びソール部を備える中空構造のゴルフクラブヘッドであって
、
　前記ソール部には、トゥ－ヒール方向に延び、前記ソール部の内側に向かって窪んだ第
１溝及び第２溝が形成され、
　前記第１溝は、前記第２溝よりもフェース側に配置され、
　前記第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成する、第１主内壁と該第１主内壁よりも
短い１以上の第１副内壁とを備え、
　前記第２溝は、該第２溝を形成する内壁を構成する、第２主内壁と該第２主内壁よりも
短い１以上の第２副内壁とを備え、
　前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、バック側に向かうほど上方に向かうように傾斜
し、
　前記ソール部を地面に設置したときに、前記第１主内壁は、前記第２主内壁よりも、側
方断面視において前記地面に対し急峻に傾斜している、
ゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記第１溝は、フェース側に配置された前記第１主内壁と、バック側に配置された１つ
の前記第１副内壁とによって構成され、
　前記第２溝は、フェース側に配置された前記第２主内壁と、バック側に配置された１つ
の前記第２副内壁とによって構成されている、
請求項４に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　側方断面視において、前記第１主内壁の傾きに沿った仮想線と、前記第２主内壁の傾き
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に沿った仮想線とが、前記第１溝よりもフェース側であり、かつ、前記ソール部の下方の
位置で交差する、
請求項４又は５に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、側方断面視において、直線状に、又は、前記ソ
ール部の内側に向かって凹状に湾曲するように形成されている、
請求項１から６のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記ソール部は、前記第１溝よりもフェース側に位置し、前記ソール部を前記地面に設
置したときに前記地面に接する第１接地部と、前記第１溝と前記第２溝との間に位置し、
前記ソール部を前記地面に設置したときに前記地面に接する第２接地部とをさらに有する
、
請求項１から７のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記第１接地部及び前記第２接地部は、前記ソール部を前記地面に設置したときに、側
方断面視において前記地面に線で接するように構成されている、
請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記ソール部は、前記第２溝よりもバック側に位置し、前記ソール部を前記地面に設置
したときに前記地面に接する第３接地部をさらに有する、
請求項８又は９に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　前記ソール部は、前記第１主内壁及び第２主内壁の少なくとも１つにおいて、前記トゥ
－ヒール方向に延びる厚肉部又はリブをさらに有する、
請求項１から１０のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記ソール部は、少なくとも前記第１溝の位置においてフェース－バック方向に延びる
厚肉部又はリブをさらに有する、
請求項１から１１のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記第１溝は、前記第２溝よりも、トゥ－ヒール方向に短い、
請求項１から１２のいずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記第１溝及び前記第２溝の少なくとも一方は、平面視において、バック側に向かって
凸状に延びている、
請求項１から１３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、ゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　飛距離の向上は、ゴルファーの永遠のテーマである。そのため、ゴルフクラブヘッドの
設計においては、ゴルフクラブヘッドの反発性能を向上させるための工夫が様々になされ
ている。
【０００３】
　ところで、特許文献１には、ソール部に複数の溝が形成されたゴルフクラブヘッドが開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】米国特許第８５１７８６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多くの場合、ソール部に形成された溝は、ゴルフクラブヘッドの反発性能の向上に寄与
する。しかしながら、反発性能のさらなる向上を目指すならば、単に溝を形成しさえすれ
ばよいというものではなく、溝の構成にさらなる工夫が求められる。そして、本発明者ら
は、特に複数の溝を形成する場合には、それらの溝の相対的な構成に工夫を加えることが
重要であると考えた。
【０００６】
　本発明は、反発性能の高い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】
【０００７】
　本発明の第１観点に係るゴルフクラブヘッドは、中空構造であり、フェース部、クラウ
ン部及びソール部を備える。前記ソール部には、トゥ－ヒール方向に延び、前記ソール部
の内側に向かって窪んだ第１溝及び第２溝が形成される。前記第１溝は、前記第２溝より
もフェース側に配置される。前記第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成する、第１主
内壁と該第１主内壁よりも短い１以上の第１副内壁とを備える。前記第２溝は、該第２溝
を形成する内壁を構成する、第２主内壁と該第２主内壁よりも短い１以上の第２副内壁と
を備える。前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、フェース側に向かうほど上方に向かう
ように傾斜している。前記ソール部を地面に設置したときに、前記第２主内壁は、前記第
１主内壁よりも、側方断面視において前記地面に対し急峻に傾斜している。
【０００８】
　本発明の第２観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点に係るゴルフクラブヘッドで
あって、前記第１溝は、バック側に配置された前記第１主内壁と、フェース側に配置され
た１つの前記第１副内壁とによって構成され、前記第２溝は、バック側に配置された前記
第２主内壁と、フェース側に配置された１つの前記第２副内壁とによって構成されている
。
【０００９】
　本発明の第３観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点又は第２観点に係るゴルフク
ラブヘッドであって、側方断面視において、前記第１主内壁の傾きに沿った仮想線と、前
記第２主内壁の傾きに沿った仮想線とが、前記第２溝よりもバック側であり、かつ、前記
ソール部の下方の位置で交差する。
【００１０】
　本発明の第４観点に係るゴルフクラブヘッドは、中空構造であり、フェース部、クラウ
ン部及びソール部を備える。前記ソール部には、トゥ－ヒール方向に延び、前記ソール部
の内側に向かって窪んだ第１溝及び第２溝が形成される。前記第１溝は、前記第２溝より
もフェース側に配置される。前記第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成する、第１主
内壁と該第１主内壁よりも短い１以上の第１副内壁とを備える。前記第２溝は、該第２溝
を形成する内壁を構成する、第２主内壁と該第２主内壁よりも短い１以上の第２副内壁と
を備える。前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、バック側に向かうほど上方に向かうよ
うに傾斜している。前記ソール部を地面に設置したときに、前記第１主内壁は、前記第２
主内壁よりも、側方断面視において前記地面に対し急峻に傾斜している。
【００１１】
　本発明の第５観点に係るゴルフクラブヘッドは、第４観点に係るゴルフクラブヘッドで
あって、前記第１溝は、フェース側に配置された前記第１主内壁と、バック側に配置され
た１つの前記第１副内壁とによって構成され、前記第２溝は、フェース側に配置された前
記第２主内壁と、バック側に配置された１つの前記第２副内壁とによって構成されている
。
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【００１２】
　本発明の第６観点に係るゴルフクラブヘッドは、第４観点又は第５観点に係るゴルフク
ラブヘッドであって、側方断面視において、前記第１主内壁の傾きに沿った仮想線と、前
記第２主内壁の傾きに沿った仮想線とが、前記第１溝よりもフェース側であり、かつ、前
記ソール部の下方の位置で交差する。
【００１３】
　本発明の第７観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第６観点のいずれかに係
るゴルフクラブヘッドであって、前記第１主内壁及び前記第２主内壁は、側方断面視にお
いて、直線状に、又は、前記ソール部の内側に向かって凹状に湾曲するように形成されて
いる。
【００１４】
　本発明の第８観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第７観点のいずれかに係
るゴルフクラブヘッドであって、前記ソール部は、前記第１溝よりもフェース側に位置し
、前記ソール部を前記地面に設置したときに前記地面に接する第１接地部と、前記第１溝
と前記第２溝との間に位置し、前記ソール部を前記地面に設置したときに前記地面に接す
る第２接地部とをさらに有する。
【００１５】
　本発明の第９観点に係るゴルフクラブヘッドは、第８観点に係るゴルフクラブヘッドで
あって、前記第１接地部及び前記第２接地部は、前記ソール部を前記地面に設置したとき
に、側方断面視において前記地面に線で接するように構成されている。
【００１６】
　本発明の第１０観点に係るゴルフクラブヘッドは、第８観点又は第９観点に係るゴルフ
クラブヘッドであって、前記ソール部は、前記第２溝よりもバック側に位置し、前記ソー
ル部を前記地面に設置したときに前記地面に接する第３接地部をさらに有する。
【００１７】
　本発明の第１１観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第１０観点のいずれか
に係るゴルフクラブヘッドであって、
　前記ソール部は、前記第１主内壁及び第２主内壁少なくとも１つにおいて、前記トゥ－
ヒール方向に延びる厚肉部又はリブをさらに有する。
【００１８】
　本発明の第１２観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第１１観点のいずれか
に係るゴルフクラブヘッドであって、前記ソール部は、少なくとも前記第１溝の位置にお
いてフェース－バック方向に延びる厚肉部又はリブをさらに有する。
【００１９】
　本発明の第１３観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第１２観点のいずれか
に係るゴルフクラブヘッドであって、前記第１溝は、前記第２溝よりも、トゥ－ヒール方
向に短い。
【００２０】
　本発明の第１４観点に係るゴルフクラブヘッドは、第１観点から第１３観点のいずれか
に係るゴルフクラブヘッドであって、前記第１溝及び前記第２溝の少なくとも一方は、平
面視において、バック側に向かって凸状に延びている。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ゴルフクラブヘッドのソール部において、トゥ－ヒール方向に延びる
複数の溝が形成される。これにより、フェース－バック方向のソール部の剛性が低下し、
打球時においてソール部が変形し易くなり、ゴルフクラブヘッドの反発性能が向上する。
また、これらの溝がゴルフクラブヘッドの内側に向かって窪んでいるため、ソール部は、
打球時に内方へと変形することになる。
【００２２】
　第１観点によれば、ソール部に第１溝及び第２溝が形成されている。第１溝は、第２溝
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よりもフェース側に配置されている。第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成する第１
主内壁と第１副内壁とを備えている。第１副内壁は、第１主内壁よりも短い。第２溝は、
該第２溝を形成する内壁を構成する第２主内壁と第２副内壁とを備えている。第２副内壁
は、第２主内壁よりも短い。第１主内壁及び第２主内壁は、フェース側に向かうほど上方
に向かうように傾斜している。このような構成において、第１観点ではさらに、ソール部
を地面に設置したときに、第２主内壁が、第１主内壁よりも、側方断面視において地面に
対し急峻に傾斜している。したがって、本発明の第１観点の一例を示す図７を用いて説明
すると、第２主内壁（第２バック側内壁２２）のフェース側の端点Ｑ１からさらにフェー
ス側へと、第１主内壁（第１バック側内壁１２）の傾きに平行な仮想線Ｖ１’を引いたと
き、このような仮想線Ｖ１’と第２主内壁（第２バック側内壁２２）に対応する線とが、
ヘッドの内方へ向かって窪む（上向きに凸状となる）ような線を描くように交差する。こ
のような第１主内壁と第２主内壁とがなす相対的な傾斜の関係により、打球時のソール部
の内方への変形が助長され、打球時においてソール部がさらに変形し易くなり、ゴルフク
ラブヘッドの反発性能がさらに向上する。
【００２３】
　一方、第４観点によれば、ソール部に第１溝及び第２溝が形成されている。第１溝は、
第２溝よりもフェース側に配置されている。第１溝は、該第１溝を形成する内壁を構成す
る第１主内壁と第１副内壁とを備えている。第１副内壁は、第１主内壁よりも短い。第２
溝は、該第２溝を形成する内壁を構成する第２主内壁と第２副内壁とを備えている。第２
副内壁は、第２主内壁よりも短い。第１主内壁及び第２主内壁は、バック側に向かうほど
上方に向かうように傾斜している。このような構成において、第４観点ではさらに、ソー
ル部を地面に設置したときに、第１主内壁が、第２主内壁よりも、側方断面視において地
面に対し急峻に傾斜している。したがって、本発明の第４観点の一例を示す図１０を用い
て説明すると、第１主内壁（第１フェース側内壁１１）のバック側の端点Ｑ２からさらに
バック側へと、第２主内壁（第２フェース側内壁２１）の傾きに平行な仮想線Ｖ４’を引
いたとき、このような仮想線Ｖ４’と第１主内壁（第１フェース側内壁１１）に対応する
線とが、ヘッドの内方へ向かって窪む（上向きに凸状となる）ような線を描くように交差
する。このような第１主内壁と第２主内壁とがなす相対的な傾斜の関係により、打球時の
ソール部の内方への変形が助長され、打球時においてソール部がさらに変形し易くなり、
ゴルフクラブヘッドの反発性能がさらに向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの斜視図。
【図２】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での平面図。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図。
【図４】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドをトゥ側から見た基準状態での側面図。
【図５】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【図６】図３に点線で囲まれたソール部付近の領域の部分拡大図。
【図７】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの模式的な側方断面図。
【図８Ａ】第２実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【図８Ｂ】図８ＡのＢ－Ｂ線断面図。
【図８Ｃ】図８ＡのＣ－Ｃ線断面図。
【図９Ａ】第３実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【図９Ｂ】図９ＡのＤ－Ｄ線断面図。
【図９Ｃ】図９ＡのＥ－Ｅ線断面図。
【図１０】第４実施形態に係るゴルフクラブヘッドの模式的な側方断面図。
【図１１】変形例に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【図１２】別の変形例に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【図１３】さらに別の変形例に係るゴルフクラブヘッドの基準状態での底面図。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　以下、図面を参照しつつ、本発明のいくつかの実施形態に係るゴルフクラブヘッドにつ
いて説明する。
【００２６】
　＜１．第１実施形態＞
　＜１－１．ゴルフクラブヘッドの概要＞
　図１は、第１実施形態に係るゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」ということが
ある）１００の斜視図であり、図２は、ヘッド１００の基準状態での平面図である。ゴル
フクラブヘッドの基準状態については、後述する。ヘッド１００は、中空構造であり、フ
ェース部７、クラウン部２、ソール部３及びホーゼル部５によって壁面が形成されている
。本実施形態に係るヘッド１００は、ドライバー（＃１）型である。
【００２７】
　フェース部材１は、フェース部７を含み、ボールを打撃するためのヘッド１００の前方
部分を構成する。クラウン部２は、フェース部７と隣接し、ヘッド１００の上面を構成す
る。クラウン部２は、上方に凸となるように湾曲している。ソール部３は、ヘッド１００
の底面を構成し、フェース部７及びクラウン部２と隣接する。ソール部３は、下方に凸と
なるように湾曲している。さらに、ホーゼル部５は、クラウン部２のヒール側に隣接して
設けられる部位であり、ゴルフクラブのシャフト（図示省略）が挿入される挿入孔５１を
有している。この挿入孔５１の中心軸線Ｚは、シャフトの軸線に一致している。
【００２８】
　ここで、上述した基準状態について説明する。図１及び図２に示すように、シャフトの
中心軸線Ｚが水平面（地面）Ｈ（図３及び図４参照）に対して垂直な平面（以下、基準垂
直面）Ｐ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上にヘッドが載置さ
れた状態を基準状態と規定する。また、図２に示すように、基準垂直面Ｐと水平面Ｈとの
交線の方向をトゥ－ヒール方向と称し、このトゥ－ヒール方向に対して垂直であり且つ水
平面Ｈに対して平行な方向をフェース－バック方向と称する。また、水平面Ｈに対して垂
直な方向をトップ－ソール方向と称する。なお、本実施形態の説明においては、特に断ら
ない限り、「前後」とはフェース－バック方向を意味し、フェース側が前、バック側が後
である。また、特に断らない限り、「上下」はトップ－ソール方向を意味し、トップ側が
上、ソール側が下である。さらに、「・・・方向に延びる」とは、「・・・方向」に平行
に延びる場合に限らず、概ね「・・・方向」に延びていればよく、「・・・方向」に対し
て傾斜して延びていてもよい。
【００２９】
　ヘッド１００は、例えば、比重が４．４～５．０程度のチタン合金（例えば、Ｔｉ－６
Ａｌ－４Ｖ）で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼
、マレージング鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、及びアモルファス合金等の中から１
種又は２種以上を用いて形成することもできる。また、金属材料に限らず、繊維強化プラ
スチック等で形成することもできる。
【００３０】
　本実施形態に係るヘッド１００は、概ねクラウン部２、ソール部３及びホーゼル部５か
らなる中空構造のヘッド本体６と、主にフェース部７からなるフェース部材１とを組み立
てることにより構成される。ヘッド本体６とフェース部材１とは、例えば、溶接（ＴＩＧ
（タングステン－不活性ガス）溶接、プラズマ溶接、レーザー溶接、ロウ付けなど）によ
り接合される。ヘッド本体６は、前方に開口を有し、この開口を塞ぐようにフェース部材
１が取り付けられる。ヘッド本体６は、複数の部品から組み立てることもできるし、一体
的に形成することもできる。このようなヘッド本体６及びフェース部材１は、種々の方法
で作製することができる。例えば、ヘッド本体６は、公知のロストワックス精密鋳造法な
どの鋳造によって製造することができる。また、フェース部材１は、例えば、鍛造製法や
、平板のプレス加工、鋳造等により製造することができる。なお、ここで説明したヘッド
１００の部品構成は例示であり、ここでの例と異なる複数の部品から組み立てることもで
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きる。
【００３１】
　以下、図３も参照しつつ、フェース部材１について説明する。図３は、図２のＡ－Ａ線
断面図である。図１～図３に示すように、本実施形態のフェース部材１は、いわゆるカッ
プフェース型である。すなわち、フェース部材１は、ボールを打撃する平板状のフェース
部７と、フェース部７の周縁から後方へ延びる立上がり部（延在部）８とを有するカップ
状に形成されている。このようなカップフェース型のフェース部材１は、剛性の高くなり
がちなフェース部材１とヘッド本体６との接合部が、フェース部７よりも後方に遠ざかる
ため、フェース部７全体が撓み易くなる。従って、カップフェース構造は、飛距離の増大
に寄与する。
【００３２】
　なお、図３は、フェースセンターＦｃを通り、トゥ－ヒール方向に直交する断面図であ
る。ここで、フェースセンターＦｃとは、以下のとおり定義される。まず、フェース部７
上において、上下方向の任意の位置にトゥ－ヒール方向に平行な線ｘを引き、この線ｘの
中点Ｐｘが決定される。続いて、フェース部７上において、点Ｐｘを通り上下方向に平行
な線ｙを引き、この線の中点Ｐｙが決定される。そして、こうして決定された点Ｐｙを通
りトゥ－ヒール方向に平行な線を線ｘとして引き直し、その後上記と同様にして点Ｐｙを
決定し直す工程を繰り返す。この工程の繰り返しの中で、前回の点Ｐｙと新たな点Ｐｙと
の間の距離が１ｍｍ以下となったときの当該新たな点Ｐｙが、フェースセンターＦｃと定
義される。なお、長さの測定は、フェース面に沿って測定される。
【００３３】
　以上の他、ヘッド１００には、飛距離の増大を目的として、ヘッド１００の反発性能、
特にソール部３の反発性能を向上させるための工夫がなされている。また、ヘッド１００
では、反発性能を向上させつつ、低重心化を図る工夫も施されている。以下、かかる特徴
について、詳細に説明する。
【００３４】
　＜１－２．ソール部の構造＞
　図４は、ヘッド１００をトゥ側から見た基準状態での側面図であり、図５は、ヘッド１
００の基準状態での底面図である。図６は、図３において点線で囲まれたソール部３付近
の領域の部分拡大図である。図３～図６に示すとおり、ソール部３の外面には、ソール部
３の内側に向かって窪んだ複数（本実施形態では２つ）の溝１０，２０が形成されている
。溝１０，２０は、図５に示すとおり、いずれもトゥ－ヒール方向に延びている。さらに
、溝１０，２０は、バック側に凸となるように湾曲している。また、溝１０，２０は、フ
ェース－バック方向に並んでおり、底面視において概ね平行に延びている。そして、より
フェース側の溝が溝１０（第１溝）であり、よりバック側の溝が溝２０（第２溝）である
。以下、溝１０を第１溝１０、溝２０を第２溝２０という。
【００３５】
　これらの第１溝１０及び第２溝２０は、フェース－バック方向のソール部３の剛性を低
下させるのに寄与する。すなわち、第１溝１０及び第２溝２０の存在により、打球時にお
いてソール部３がフェース－バック方向に変形し易くなっており、ヘッド１００の反発性
能が高められている。
【００３６】
　また、本実施形態に係る第１溝１０及び第２溝２０は、図６に示すとおり、側方断面視
において、概ね三角形状である。なお、「側方断面」とは、トゥ－ヒール方向に直交する
断面を意味する。第１溝１０は、フェース側の内壁であるフェース側内壁１１（第１副内
壁）と、バック側の内壁であるバック側内壁１２（第１主内壁）とにより画定されている
。フェース側内壁１１及びバック側内壁１２は、側方断面視において直線状である。以下
、第１溝１０のフェース側内壁１１を、第１フェース側内壁１１という。第１溝１０のバ
ック側内壁１２を、第１バック側内壁１２という。
【００３７】
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　同様に、第２溝２０も、フェース側の内壁であるフェース側内壁２１（第２副内壁）と
、バック側の内壁であるバック側内壁２２（第２主内壁）とにより画定されている。フェ
ース側内壁２１及びバック側内壁２２は、側方断面視において直線状である。以下、第２
溝２０のフェース側内壁２１を第２フェース側内壁２１という。第２溝２０のバック側内
壁２２を第２バック側内壁２２という。
【００３８】
　また、第１フェース側内壁１１は、第１バック側内壁１２よりも短い。同様に、第２フ
ェース側内壁２１は、第２バック側内壁２２よりも短い。なお、第１バック側内壁１２の
側方断面視における長さとは、側方断面視において、第１バック側内壁１２の両端点（こ
の場合、フェース側の端点とバック側の端点）を結ぶ直線の長さを意味するものとする。
第２バック側内壁２２、第１フェース側内壁１１及び第２フェース側内壁２１の側方断面
視における長さについても、同様である。
【００３９】
　内壁１１，１２，２１，２２は、基準状態においてソール部３の地面Ｈに接地する部位
（後述する第１接地部３１，第２接地部３２，第３接地部３３）に連続している。第１フ
ェース側内壁１１，第２フェース側内壁２１はそれぞれ、第１接地部３１，第２接地部３
２から後方に向かって斜め上方に延びている。換言すると、第１フェース側内壁１１と第
２フェース側内壁２１とはそれぞれ、バック側に向かうほど上方に向かうように傾斜して
いる。第１バック側内壁１２，第２バック側内壁２２はそれぞれ、第２接地部３２，第３
接地部３３からから前方に向かって斜め上方に延びている。換言すると、第１バック側内
壁１２と第２バック側内壁２２とはそれぞれ、フェース側に向かうほど上方に向かうよう
に傾斜している。第１フェース側内壁１１と第１バック側内壁１２とは、それぞれの上方
側の端部で結合されている。この結合部が第１溝１０の最深部である。第２フェース側内
壁２１と第２バック側内壁２２とは、それぞれの上方側の端部で結合されている。この結
合部が第２溝２０の最深部である。なお、本実施形態において、第１バック側内壁１２、
第１フェース側内壁１１、第２バック側内壁２２、第２フェース側内壁２１はそれぞれ、
本発明における第１主内壁、第１副内壁、第２主内壁、第２副内壁に相当する。
【００４０】
　本実施形態では、第１溝１０は、第２溝２０に比べて、前後方向に広く、かつ、上下方
向に浅い。一方、第２溝２０は、第１溝１０に比べて、前後方向に狭く、かつ、上下方向
に深い。ここで、ヘッド１００を基準状態に設置したときの第１溝１０の最深部での深さ
をｄ１とし、前後方向の幅をｗ１とする。また、ヘッド１００を基準状態に設置したとき
の第２溝２０の最深部での深さをｄ２とし、前後方向の幅をｗ２とする。このとき、本実
施形態では、ｄ２＞ｄ１であり、ｗ１＞ｗ２である。なお、第１溝１０及び第２溝２０の
深さは、ヘッド１００の基準状態における地面Ｈからの上下方向の深さを意味する。また
、本実施形態では、第１溝１０の前後方向の幅ｗ１は、第１接地部３１の後端と第２接地
部３２の前端との間の距離であり、第２溝２０の前後方向の幅ｗ２は、第２接地部３２の
後端と第３接地部３３の前端との間の距離である。
【００４１】
　ところで、一般に、フェース部は、打撃時の衝撃に対する耐久性が求められることから
、ソール部よりも剛性が高くなるように設計される。そのため、フェース部の近傍ではソ
ール部の剛性が高くなり、ソール部が変形し難い傾向にある。よって、ソール部において
フェース部の近傍に位置する溝は、ソール部の剛性の低下に寄与するものの、その寄与度
は、よりバック側に位置する溝のそれよりも小さい。このことは、本実施形態に係るヘッ
ド１００においても同様であり、フェース部７の平均的な肉厚は、ソール部３の平均的な
肉厚よりも厚く、フェース部７は、ソール部３よりも剛性が高い。従って、ここでは、上
記のとおり、ｄ２＞ｄ１とされる。すなわち、剛性の低下に効果的に寄与するよりバック
側の第２溝２０が相対的に深く、かつ、剛性の低下に相対的に寄与しにくいよりフェース
側の第１溝１０が相対的に浅く形成されている。その結果、主としてバック側の第２溝２
０により反発性能を効果的に高めつつ、フェース側の第１溝１０を浅くすることで重心位
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置が高くなることが防止される。すなわち、低重心化が図られている。
【００４２】
　また、ｗ１／ｄ１＞１であることが好ましく、ｗ１／ｄ１＞３であることがより好まし
く、ｗ１／ｄ１＞６であることがさらに好ましい。かかる条件下では、第１溝１０が相対
的に前後方向に広く、上下方向に浅くなり、ソール部３の反発性能の向上及びヘッド１０
０の低重心化という、本来的に相反する２つの要求をバランスよく満たすことができる。
同様に、ｗ２／ｄ２＞１であることが好ましく、ｗ２／ｄ２＞３であることがより好まし
く、ｗ２／ｄ２＞５であることがさらに好ましい。かかる条件下では、第２溝２０が相対
的に前後方向に広く、上下方向に浅くなり、ソール部３の反発性能の向上及びヘッド１０
０の低重心化という、本来的に相反する２つの要求をバランスよく満たすことができる。
また、以上のような観点からすると、１５ｍｍ≦ｗ１≦５０ｍｍであることが好ましく、
５ｍｍ≦ｗ２≦４０ｍｍであることが好ましい。また、０．３ｍｍ≦ｄ１≦４ｍｍである
ことが好ましく、０．５ｍｍ≦ｄ２≦５ｍｍであることが好ましい。さらに、ｄ２／ｗ２
＞ｄ１／ｗ１であることが好ましい。
【００４３】
　以上のｄ１，ｄ２，ｗ１，ｗ２に関する定量的な条件は、本実施形態では、第１溝１０
，第２溝２０が形成されているトゥ－ヒール方向の全域に亘って成立する。しかしながら
、これらの条件は、トゥ－ヒール方向に部分的に成立するものであってもよい。その場合
、少なくとも、フェースセンターＦｃを通り、トゥ－ヒール方向に直交する断面、すなわ
ち、図３及び図６に示される断面上において、これらの条件が成立することが好ましい。
【００４４】
　ここで、基準状態において、フェース－バック方向のヘッド１００の長さをＬ１とし、
ヘッド１００の最も前側の点（リーディングエッジの最も前側の点）から第２溝２０のフ
ェース側のエッジまでのフェース－バック方向の長さをＬ２とする（図５参照）。なお、
Ｌ１は、ヘッド１００の最も前側の点から、ヘッド１００の最も後側の点までのフェース
－バック方向の長さである。このとき、本実施形態では、Ｌ２／Ｌ１≧０．４であること
が好ましく、Ｌ２／Ｌ１≧０．４５であることがより好ましく、Ｌ２／Ｌ１≧０．５であ
ることがさらに好ましい。かかる条件下では、第２溝２０が比較的後方に配置されること
になるからである。すなわち、第２溝２０がフェース部７の高い剛性に起因するソール部
３の変形し難い性質の影響を受け難く、ソール部３の反発性能を効果的に向上させること
ができる。
【００４５】
　さらに、Ｌ２／Ｌ１≦０．８であることが好ましく、Ｌ２／Ｌ１≦０．７であることが
より好ましく、Ｌ２／Ｌ１≦０．６であることがさらに好ましい。かかる条件下では、第
２溝２０が後方に下がり過ぎることがないからである。つまり、第２溝２０が後方に下が
り過ぎる、すなわち、フェース面から離れ過ぎると、第２溝２０の近傍に打撃時の変形が
及び難くなり、第２溝２０の近傍での撓み量が減少し得る。また、第２溝２０が、ヘッド
１００の剛性の高いバック側の外殻に近づき過ぎても、第２溝２０の近傍での撓み量が減
少し得る。従って、反発性能を向上させる観点からは、第２溝２０が後方に下がり過ぎな
いように構成されることが好ましい。
【００４６】
　Ｌ２は、湾曲した第２溝２０のフェース側のエッジを基準として定義されるため、トゥ
－ヒール方向の位置に応じて変動するが、以上のＬ２／Ｌ１に関する数値条件は、本実施
形態では、溝２０が形成されているトゥ－ヒール方向の全域に亘って成立する。しかしな
がら、以上の数値条件は、トゥ－ヒール方向に部分的に成立するものであってもよい。そ
の場合、少なくとも、フェースセンターＦｃを通り、トゥ－ヒール方向に直交する断面、
すなわち、図３及び図６に示される断面上において、上記数値条件が成立することが好ま
しい。
【００４７】
　また、図６に示すとおり、本実施形態では、ソール部３が地面Ｈに設置された基準状態
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において、第２バック側内壁２２は、第１バック側内壁１２よりも、側方断面視において
地面Ｈに対し急峻に傾斜している。なお、第１バック側内壁１２の傾きとは、側方断面視
において、第１バック側内壁１２の両端点（この場合、フェース側の端点とバック側の端
点）を結ぶ直線の傾きを意味するものとする。第２バック側内壁２２、第１フェース側内
壁１１及び第２フェース側内壁２１の傾きについても、同様である。
【００４８】
　本実施形態では、図６に示すとおり、それぞれ第１溝１０，第２溝２０を構成する第１
バック側内壁１２，第２バック側内壁２２が傾斜しており、特にフェース側からバック側
に向かうほど下方に向かうように、すなわち、溝深さが浅くなるように傾斜している。こ
れにより、ゴルフクラブのスイング時にソール部３が地面Ｈ（芝生）につっかかり難く、
地面Ｈ上を滑り易くなる。また、本実施形態のように、第１バック側内壁１２及び第２バ
ック側内壁２２が傾斜する場合には、第１溝１０及び第２溝２０によるソール部３の剛性
低下の効果を得つつ、ソール部３の一部を構成している第１バック側内壁１２及び第２バ
ック側内壁２２をできるだけ下方に配置することができるため、さらに低重心化を図るこ
とができる。
【００４９】
　ここで、図７に示すように、側方断面視において、第２バック側内壁２２のフェース側
の端点Ｑ１からさらにフェース側へと延びる、第１バック側内壁１２の傾きに平行な仮想
線Ｖ１’を考える。このとき、このような仮想線Ｖ１’と、第２バック側内壁２２に対応
する線（第２バック側内壁２２に沿った線であるが、第２バック側内壁２２のフェース側
の端点Ｑ１からフェース側に延びていない線）とは、ヘッド１００の内方へ向かって窪む
ような線を描くように交差する。言い換えると、側方断面視において、第１バック側内壁
１２の傾きに沿った仮想線Ｖ１と、第２バック側内壁２２の傾きに沿った仮想線Ｖ２との
交点Ｐ１が、ゴルフクラブヘッド１００の下方かつ第２溝２０よりもバック側に位置する
。ところで、ソール部３は、ソール部３の内側に窪む第１溝１０及び第２溝２０の存在に
より、打球時においてヘッド１００の内方へ変形し易くなっている。これに対し、上記の
ような第１バック側内壁１２と第２バック側内壁２２とがなす相対的な傾斜の関係により
、このソール部３におけるヘッド１００の内方への変形が助長され、ゴルフクラブヘッド
１００の反発性能がさらに向上する。なお、図７は、説明を分かり易くするため、第１溝
１０及び第２溝２０の形状の特徴を強調したヘッド１００の模式的な側方断面図となって
いる。
【００５０】
　本実施形態では、第１バック側内壁１２及び第２バック側内壁２２は、側方断面視にお
いて直線状に延びている。そのため、これらの部位１２，２２をはじめとして、第１溝１
０及び第２溝２０の近傍の部位が、ヘッド１００の内方に向かって撓み易くなっている。
なお、他の実施形態では、これらの部位１２，２２は直線状に延びている必要はなく、例
えば、側方断面視においてソール部３の内側に向かって凹状に湾曲していてもよい。この
場合も同様に、ヘッド１００のソール部３は内方に向かって撓み易くなる。そして、これ
らの場合においても、第１バック側内壁１２，第２バック側内壁２２の傾きはそれぞれ、
側方断面視において、第１バック側内壁１２，第２バック側内壁２２の両端点（この場合
、フェース側の端点とバック側の端点）を結ぶ直線の傾きとして定義される。
【００５１】
　第１フェース側内壁１１の下端、すなわち、第１溝１０の前方端は、ヘッド１００の基
準状態において地面Ｈに接する。また、第１バック側内壁１２の下端、すなわち、第１溝
１０の後方端は、ヘッド１００の基準状態において地面Ｈに接する。同様に、第２フェー
ス側内壁２１の下端、すなわち、第２溝２０の前方端は、ヘッド１００の基準状態におい
て地面Ｈに接する。また、第２バック側内壁２２の下端、すなわち、第２溝２０の後方端
は、ヘッド１００の基準状態において地面Ｈに接する。その結果、ヘッド１００は、ソー
ル部３に含まれる第１接地部３１、第２接地部３２及び第３接地部３３の３点で、基準状
態において地面Ｈに接する。なお、第１接地部３１、第１溝１０、第２接地部３２、第２
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溝２０及び第３接地部３３は、フェース側からバック側に向かってこの順に並んでいる。
以上より、ゴルファーがヘッド１００を基準状態に構えたときにおいて、地面Ｈ上におい
てヘッド１００が複数の点で支持され、ヘッド１００が安定する。なお、第１接地部３１
，第２接地部３２，第３接地部３３のいずれか１つを省略したとしても、例えば、第３接
地部３３が省略されたとしても、２点でヘッド１００が支持されるため、ヘッド１００を
安定させることができる。また、本実施形態では、第１接地部３１及び第２接地部３２が
側方断面視において平坦であり、側方断面視において地面Ｈに線で接する。従って、基準
状態のヘッド１００が前方へも後方へも倒れ難く、基準状態のヘッド１００がさらに安定
する。
【００５２】
　ここで、図５に戻ると、第２溝２０は、ソール部３上において、トゥ－ヒール方向の概
ね全域に亘って形成されており、第１溝１０は、ソール部３上において、トゥ－ヒール方
向のトゥ寄りの位置にのみ形成されている。従って、本実施形態では、フェース側の第１
溝１０の方が、バック側の第２溝２０よりもトゥ－ヒール方向に短い。その結果、第１溝
１０が形成されているトゥ－ヒール方向の位置、すなわち、トゥ側の位置においては、反
発性能が特に向上する。なお、第１溝１０が形成されるトゥ－ヒール方向の位置は、ここ
での例に限定されない。すなわち、反発性能を特に向上させたいトゥ－ヒール方向の任意
の位置において、選択的に第１溝１０を形成することができる。ただし、図１１及び図１
２に示すように、第１溝１０は、ソール部３上において、トゥ－ヒール方向の概ね全域に
亘って形成されていてもよい。
【００５３】
　本実施形態では、第１溝１０及び第２溝２０は、底面視において、バック側に向かって
トゥ－ヒール方向の中央付近が突出するような円弧（湾曲線）を描いている。その結果、
打点の集中するフェースセンターＦｃから第１溝１０までの距離を、第１溝１０のトゥ－
ヒール方向の全域にわたって概ね等しくすることができる。同様に、第２溝２０について
も、フェースセンターＦｃから第２溝２０までの距離を、第２溝２０のトゥ－ヒール方向
の全域にわたって概ね等しくすることができる。これにより、打球時に第１溝１０及び２
０近傍を効果的に変形させることができる。なお、第１溝１０は、このように凸状に形成
することもできるし、トゥ－ヒール方向に平行に延びるように形成することもできるし、
逆に、図１３に示すように、フェース側に向かってトゥ－ヒール方向の中央付近が突出す
るような円弧（湾曲線）を描くように形成することもできる。第２溝２０についても、同
様である。
【００５４】
　また、本実施形態では、ソール部３に重心位置を調整するための重量物６０が取り付け
られており、さらなる低重心化が図られている。図５の例では、重量物６０は、ソール部
３の後方において、トゥ－ヒール方向に概ね中央付近に配置されており、ヘッド１００の
重心がバック側中央に近付くように調整されている。なお、重量物６０の数及び取り付け
位置は、ここでの例に限定されず、設計目標となる重心位置に応じて、任意の数の重量物
６０を任意の位置に取り付けることができる。例えば、図１１の例では、ソール部３の後
方だけでなく、第１溝１０内のヒール側の位置にも重量物６０が取り付けられており、重
心をヒール側に近付けることができる。また、図１２の例では、ソール部３の後方の重量
物６０がなく、第１溝１０内のトゥ側及びヒール側の２箇所に重量物６０が取り付けられ
ており、重心をフェース側に近付けることができる。図１３の例では、ソール部３の後方
に位置する重量物６０をトゥ側に少し移動させるとともに、第１溝１０内のヒール側の位
置にも重量物６０が取り付けられている。
【００５５】
　＜２．第２実施形態＞
　以下、図８Ａ～図８Ｃを参照しつつ、第２実施形態に係るゴルフクラブヘッド２００に
ついて説明する。なお、第２実施形態に係るヘッド２００は、第１実施形態に係るヘッド
１００と多くの部分で共通する。そのため、以下では、簡単のため、第１実施形態と共通
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の要素については同じ参照符号を付して説明を省略し、主として第１実施形態との差異に
ついてのみ説明する。
【００５６】
　第２実施形態に係るヘッド２００と、第１実施形態に係るヘッド１００との主な相違点
は、ソール部３の内側面にリブ（厚肉部と呼ぶこともできる。以下、同様。）４０が形成
されていることである。なお、リブ４０は、ソール部３の内側面に形成されているため、
本来であれば底面視において視認することはできないが、図８Ａでは、説明の便宜上、リ
ブ４０が破線にて図示されている。図８Ａ～図８Ｃに示すように、このリブ４０は、第１
バック側内壁１２のフェース－バック方向の中央付近において、トゥ－ヒール方向に延び
ている。特に本実施形態では、リブ４０は、トゥ－ヒール方向の概ね全域に亘って延びて
いる。また、図８Ａでは、リブ４０が直線状に延びているが、例えば、リブ４０は、第１
溝１０の形状に沿うように、バック側に向かって凸となるように湾曲していてもよい。
【００５７】
　このようなリブ４０を設けたとしても、フェース－バック方向の剛性の増加は小さいた
め、フェース－バック方向の反発性能を略維持することができる。一方で、リブ４０は、
ソール部３のトゥ－ヒール方向の剛性を上げることができるため、打球音を高音化するこ
とができる。
【００５８】
　このようなリブ４０は、第１バック側内壁１２に限らず、第２バック側内壁２２にも形
成することもできる。また、このようなリブ４０は、複数箇所に設けてもよい。
【００５９】
　＜３．第３実施形態＞
　以下、図９Ａ～図９Ｃを参照しつつ、第３実施形態に係るゴルフクラブヘッド３００に
ついて説明する。なお、第３実施形態に係るヘッド３００は、第１実施形態に係るヘッド
１００と多くの部分で共通する。そのため、以下では、簡単のため、第１実施形態と共通
の要素については同じ参照符号を付して説明を省略し、主として第１実施形態との差異に
ついてのみ説明する。
【００６０】
　第３実施形態に係るヘッド３００と、第１実施形態に係るヘッド１００との主な相違点
は、ソール部３の内側面にリブ（厚肉部と呼ぶこともできる。以下、同様。）５０が形成
されていることである。なお、リブ５０は、ソール部３の内側面に形成されているため、
本来であれば底面視において視認することはできないが、図９Ａでは、説明の便宜上、リ
ブ５０が破線にて図示されている。図９Ａ～図９Ｃに示すように、このリブ５０は、第１
溝１０及び第２溝２０の両方に跨って、フェース－バック方向に延びている。特に本実施
形態では、リブ５０は、第１溝１０と第２溝２０とを完全に横断している。ただし、リブ
５０は、第１溝１０の位置においてのみ延びており、第２溝２０の位置とは重ならないよ
うに構成することもできる。
【００６１】
　本実施形態では、リブ５０は、ソール部３上においてトゥ寄りの位置に配置されている
。その結果、リブ５０が形成されているトゥ－ヒール方向の位置、すなわち、トゥ側の位
置において、ソール部３の剛性を高め、反発性能を抑制することができる。一方で、トゥ
－ヒール方向においてリブ５０が設けられていない位置では、第１溝１０及び第２溝２０
による反発性能の向上が維持される。なお、リブ５０が形成されるトゥ－ヒール方向の位
置は、ここでの例に限定されず、反発性能を抑制したいトゥ－ヒール方向の任意の位置に
おいて、選択的にリブ５０を形成することができる。また、このようなリブ５０は、複数
箇所に設けることができる。
【００６２】
　＜４．第４実施形態＞
　以下、図１０を参照しつつ、第４実施形態に係るゴルフクラブヘッド４００について説
明する。なお、第４実施形態に係るヘッド４００は、第１実施形態に係るヘッド１００と



(14) JP 2017-158888 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

多くの部分で共通する。そのため、以下では、簡単のため、第１実施形態と共通の要素に
ついては同じ参照符号を付して説明を省略し、主として第１実施形態との差異についての
み説明する。
【００６３】
　第４実施形態に係るヘッド４００と、第１実施形態に係るヘッド１００との主な相違点
は、第１溝１０，第２溝２０を画定する内壁１１，１２，２１，２２の傾きにある。図１
０に示すように、本実施形態では、第１バック側内壁１２が第１フェース側内壁１１より
も短く、第２バック側内壁２２が、第２フェース側内壁２１よりも短く構成されている。
本実施形態においては、第１フェース側内壁１１、第１バック側内壁１２、第２フェース
側内壁２１、第２バック側内壁２２はそれぞれ、本発明における第１主内壁、第１副内壁
、第２主内壁、第２副内壁に相当する。
【００６４】
　さらに、第１溝１０は、第２溝２０に比べて、前後方向に狭く、かつ、上下方向に深い
。また、第２溝２０は、第１溝１０に比べて、前後方向に広く、かつ、上下方向に浅い。
つまり、第１実施形態とは反対に、ｄ１＞ｄ２であり、ｗ２＞ｗ１である。また、本実施
形態では、ｄ２／ｗ２＜ｄ１／ｗ１である。
【００６５】
　また、本実施形態では、ソール部３が地面Ｈに設置された基準状態において、第１フェ
ース側内壁１１が第２フェース側内壁２１よりも、側方断面視において地面Ｈに対し急峻
に傾斜している。
【００６６】
　ここで、図１０に示すように、側方断面視において、第１フェース側内壁１１のバック
側の端点Ｑ２からさらにバック側へと延びる、第２フェース側内壁２１の傾きに平行な仮
想線Ｖ４’を考える。このとき、このような仮想線Ｖ４’と、第１フェース側内壁１１に
対応する線（第１フェース側内壁１１に沿った線であるが、第１フェース側内壁１１のバ
ック側の端点Ｑ２からバック側に延びていない線）とは、ヘッド４００の内方へ向かって
窪むような線を描くように交差する。言い換えると、側方断面視において、第１フェース
側内壁１１の傾きに沿った仮想線Ｖ３と、第２フェース側内壁２１の傾きに沿った仮想線
Ｖ４との交点Ｐ２が、ゴルフクラブヘッドの下方かつ第１溝１０よりもフェース側に位置
する。その結果、第４実施形態においても、第１実施形態と同様、打球時においてソール
部３の内方への変形が助長され、ゴルフクラブヘッド４００の反発性能が向上する。なお
、図１０は、説明を分かり易くするため、第１溝１０及び第２溝２０の形状の特徴を強調
したヘッド４００の模式的な側方断面図となっている。
【００６７】
　本実施形態では、第１フェース側内壁１１及び第２フェース側内壁２１は、側方断面視
において直線状に延びている。そのため、これらの部位１１，２１をはじめとして、第１
溝１０，第２溝２０の近傍の部位が、ヘッド４００の内方に向かって撓み易くなっている
。なお、他の実施形態では、これらの部位１１，２１は直線状に延びている必要はなく、
例えば、側方断面視においてソール部３の内側に向かって凹状に湾曲していてもよい。こ
の場合も同様に、ヘッド４００のソール部３は内方に向かって撓み易くなる。
【００６８】
　また、第４実施形態に係るヘッド４００にも、第２及び第３実施形態のリブ４０，５０
の少なくとも一方を形成することができる。
【００６９】
　＜５．変形例＞
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定
されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。例
えば、以下の変更が可能である。また、以下の変形例の要旨は、適宜組み合わせることが
できる。
【００７０】
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　＜５－１＞
　上記第１実施形態では、第１バック側内壁１２が第１溝１０のフェース－バック方向の
幅ｗ１の略全域に亘って延びている。また、第２バック側内壁２２が第２溝２０のフェー
ス－バック方向の幅ｗ２の大部分に亘って延びている。しかしながら、第１バック側内壁
１２及び第２バック側内壁２２は、これに限定されるものではない。
【００７１】
　本発明において、「主内壁」とは、各溝を形成する複数の内壁のうち、フェース－バッ
ク方向の長さが、各溝のフェース－バック方向の幅（長さ）の５０％よりも大きい内壁の
ことである。この「主内壁」は、各溝に１つのみ存在する。また、本発明において、「副
内壁」とは、長さが「主内壁」よりも短い内壁のことである。
【００７２】
　つまり、第１実施形態においては、第１バック側内壁１２と第２バック側内壁２２とが
「主内壁」に相当する。そのため、この第１バック側内壁１２、第２バック側内壁２２が
それぞれ、フェース－バック方向において、第１溝１０、第２溝２０の幅（長さ）の５０
％超の長さを有していれば、その長さは限定されない。なお、第１実施形態においては、
第１フェース側内壁１１と第２フェース側内壁２１とが「副内壁」に相当する。これらの
内壁１１，２１の長さは適宜変更可能である。
【００７３】
　なお、第４実施形態についても同様の変更が可能である。例えば、第４実施形態におい
て本発明の「主内壁」に相当するのが、第１フェース側内壁１１及び第２フェース側内壁
２１である。よって、第４実施形態においても、この第１フェース側内壁１１、第２フェ
ース側内壁２１がそれぞれ、フェース－バック方向において、第１溝１０、第２溝２０の
幅（長さ）の５０％超の長さを有していれば、その長さは限定されない。
【００７４】
　＜５－２＞
　また、第１溝１０及び第２溝２０を形成する各内壁の傾斜角度についても、上記第１実
施形態に示すものに限定されない。本発明の第１観点においては、第１主内壁及び第２主
内壁がフェース側に向かうほど上方に向かうように傾斜し、第２主内壁が第１主内壁より
も、側方断面視において地面に対し急峻に傾斜している限り、その他の内壁の傾斜角度は
特に限定されない。例えば、第１実施形態においては、第１バック側内壁１２が本発明の
第１主内壁に相当し、第２バック側内壁２２が本発明の第２主内壁に相当する。そのため
、第１バック側内壁１２と第２バック側内壁２２とが本発明の前述の傾斜関係になってい
るかぎり、第１バック側内壁１２及び第２バック側内壁２２の傾斜角度は適宜変更可能で
ある。
【００７５】
　また、第１実施形態では、第１フェース側内壁１１及び第２フェース側内壁２１の傾斜
角度も特に限定されない。例えば、これらの内壁１１，２１は、前方に向かって斜め上方
に延びていてもよいし、鉛直方向に延びていてもよい。
【００７６】
　なお、第４実施形態についても同様の変更が可能である。例えば、第４実施形態におい
て、第１フェース側内壁１１が本発明の第１主内壁に相当し、第２フェース側内壁２１が
本発明の第２主内壁に相当する。よって、第４実施形態においても、第１フェース側内壁
１１及び第２フェース側内壁２１がバック側に向かうほど上方に向かうように傾斜し、第
１フェース側内壁１１が第２フェース側内壁２１よりも、側方断面視において地面に対し
急峻に傾斜している限り、第１フェース側内壁１１及び第２フェース側内壁２１の傾斜角
度は適宜変更可能である。
【００７７】
　＜５－３＞
　また、上記第１実施形態では、第１溝１０が、バック側に配置された第１バック側内壁
１２と、フェース側に配置された第１フェース側内壁１１との２つの内壁によって構成さ
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れている。第２溝２０が、バック側に配置された第２バック側内壁２２と、フェース側に
配置された第２フェース側内壁２１との２つの内壁によって構成されている。しかしなが
ら、本発明は、第１溝が、該第１溝を形成する内壁を構成する第１主内壁と１以上の第１
副内壁とを備え、第２溝が、該第２溝を形成する内壁を構成する第２主内壁と１以上の第
２副内壁とを備えている限り、これに限定されるものではない。例えば、第１実施形態に
おいては、第１バック側内壁１２が本発明の第１主内壁に相当し、第１フェース側内壁１
１が本発明の第１副内壁に相当する。第２バック側内壁２２が本発明の第２主内壁に相当
し、第２フェース側内壁２１が本発明の第２副内壁に相当する。
【００７８】
　よって、例えば、第１実施形態において、第１フェース側内壁１１と第１バック側内壁
１２との間に１以上の他の内壁が介在していてもよい。また、第１フェース側内壁１１と
第１接地部３１との間に１以上の他の内壁が介在していてもよい。第１バック側内壁１２
と第２接地部３２との間に１以上の他の内壁が介在していてもよい。このように他の内壁
が介在する場合、溝の断面形状はその内壁の数に応じた多角形状を有する。また、第２溝
２０の内壁の構成についても、第１溝１０と同様の変更が可能である。例えば、第２溝２
０において、第２フェース側内壁２１及び第２バック側内壁２２以外に他の内壁を追加し
てもよい。
【００７９】
　また、第４実施形態についても、同様の変更が可能である。例えば、第４実施形態の第
１溝１０において、第１フェース側内壁１１及び第１バック側内壁１２以外に他の内壁を
追加してもよい。また、第２溝２０において、第２フェース側内壁２１及び第２バック側
内壁２２以外に他の内壁を追加してもよい。
【００８０】
　＜５－４＞
　上記実施形態では、ソール部３に形成された溝の数は２つであるが、その数はこれに限
定されるものではなく、３以上であってもよい。この場合、隣接する２つの溝が本発明に
おける第１溝及び第２溝に相当する。
【００８１】
　＜５－５＞
　上記実施形態では、ゴルフクラブヘッドをドライバー型としたが、そのタイプは限定さ
れず、例えば、フェアウェイウッドのような別のウッド型であってもよいし、いわゆるユ
ーティリティ型、ハイブリッド型等であってもよい。
【００８２】
　＜５－６＞
　フェース部材１は、カップフェース型でなくてもよく、例えば、立上がり部８を省略し
たようなプレート型として、フェース部に形成した開口部に溶接することも可能である。
【符号の説明】
【００８３】
２　クラウン部
３　ソール部
７　フェース部
１０　溝（第１溝）
２０　溝（第２溝）
１１　フェース側内壁（第１フェース側内壁）
１２　バック側内壁（第１バック側内壁）
２１　フェース側内壁（第２フェース側内壁）
２２　バック側内壁（第２バック側内壁）
３１　第１接地部
３２　第２接地部
３３　第３接地部
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４０　リブ
５０　リブ
Ｈ　地面
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