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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウン部と、
　フェース部と、
　少なくとも１つの凹部を有するソール部と、
を備え、
　前記クラウン部、フェース部、及びソール部によって囲まれた内部空間を有する金属に
よって形成された中空構造であり、
　前記凹部は、ウエイト部材を、外部に突出しないように収容可能に構成されており、
　前記ソール部は、
　前記フェース部と連結され基準状態において少なくとも一部が設置面に設置される設置
領域と、
　当該設置領域よりも、フェース－バック方向のバック側に配置され、前記凹部が配置さ
れる後部領域と、
を備え、
　前記後部領域は、前記設置領域に対し、バック側にいくにしたがって上方へ向かうよう
に傾斜しており、
　前記ソール部は、下方へ突出する隆起部を備えており、
　前記隆起部の縁部の全周のうちの少なくとも一部は、前記ソール部の隆起部以外の箇所
との境界に段差を有するように形成され、
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　前記隆起部に、前記設置領域及び前記後部領域が形成されている、ゴルフクラブヘッド
。
                                                                                
【請求項２】
　前記後部領域は、前記設置領域に対して４～１０度の角度で傾斜している、請求項１に
記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記設置領域及び後部領域の少なくとも一部は、下方に向かって一体的に隆起している
、請求項１または２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記設置領域は、平坦状に形成されている、請求項１から３のいずれかに記載のゴルフ
クラブヘッド。
【請求項５】
　前記凹部に配置されるウエイト部材及び装飾部材をさらに備え、
　前記装飾部材は、前記ウエイト部材によって前記凹部に固定される、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】
　前記凹部は、当該ゴルフクラブヘッドの重心よりもバック側で、且つ、トゥ－ヒール方
向のヒール側に配置されている、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、ゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、ソール部に凹部を形成し、この凹部にウエイト部材を着脱自在に取り
付けることができるゴルフクラブヘッドが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２９８３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記のようなゴルフクラブヘッドでは、ボールを打撃した衝撃により、ソー
ル部が振動し、これが打球音に寄与する。すなわち、ソール部の振動の周波数が打球音の
高低に影響を与える。そして、ソール部に上記のようなウエイト部材が設けられている場
合には、振動時にソール部の振幅が大きくなり、これによって振動の周波数が低下してい
た。その結果、打球音が低くなるという問題が生じていた。本発明は、この問題を解決す
るためになされたものであり、打球音が低くなるのを抑制することができるゴルフクラブ
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】
【０００５】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドは、クラウン部と、フェース部と、少なくとも１つの
凹部を有するソール部と、を備え、前記凹部は、ウエイト部材を、外部に突出しないよう
に収容可能に構成されており、前記ソール部は、前記フェース部と連結され基準状態にお
いて少なくとも一部が設置面に設置される設置領域と、当該設置領域よりも、フェース－
バック方向のバック側に配置され、前記凹部が配置される後部領域と、を備え、前記後部
領域は、前記設置領域に対し、バック側にいくにしたがって上方へ向かうように傾斜して
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いる。
【０００６】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記後部領域は、前記設置領域に対して４～１０度
の角度で傾斜させることができる。
【０００７】
　上記各ゴルフクラブヘッドにおいて、前記設置領域及び後部領域の少なくとも一部は、
下方に向かって一体的に隆起するように構成することができる。
【０００８】
　上記各ゴルフクラブヘッドにおいて、前記設置領域は、平坦状に形成することができる
。
【０００９】
　上記各ゴルフクラブヘッドにおいては、前記凹部に配置されるウエイト部材及び装飾部
材をさらに備え、前記装飾部材は、前記ウエイト部材によって前記凹部に固定することが
できる。
【００１０】
　上記各ゴルフクラブヘッドにおいて、前記凹部は、当該ゴルフクラブヘッドの重心より
もバック側で、且つ、トゥ－ヒール方向のヒール側に配置することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るゴルフクラブヘッドによれば、打球音が低くなるのを抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施形態における基準状態の斜視図である
。
【図２】図１の平面図である。
【図３】フェース部の境界を説明する図である。
【図４】図１の底面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ線断面図である（凹部の中心を通るフェース－バック方向の断面図
）。
【図６】固定部材の平面図（ａ）及び断面図（ｂ）である。
【図７】装飾部材の平面図（ａ）及び断面図（ｂ）である。
【図８】装飾部材及び固定部材がソール部に取り付けられた状態を示す断面図である。
【図９】図８の平面図である。
【図１０】実施例及び比較例を示すゴルフクラブヘッドの底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係るゴルフクラブヘッドの一実施形態について、図面を参照しつつ説明
する。図１は本実施形態に係るゴルフクラブヘッドの斜視図、図２は図１の平面図である
。以下では、まず、ゴルフクラブヘッドの概要について説明し、その後、ゴルフクラブヘ
ッドに設けられる装飾部材及び固定部材について説明する。
【００１４】
　＜１．ゴルフクラブヘッドの概要＞
【００１５】
　図１に示すように、このゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」ということがある
）１０は、内部空間を有する中空構造であり、フェース部１、クラウン部２、ソール部３
、サイド部４、及びホーゼル部５によって壁面が形成されたウッド型のゴルフクラブヘッ
ドである。
【００１６】
　フェース部１は、ボールを打球する面であるフェース面を有しており、クラウン部２は
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フェース部１と隣接し、ヘッドの上面を構成する。ソール部３は、ヘッドの底面を構成し
、フェース部１及びサイド部４と隣接する。また、サイド部４は、クラウン部２とソール
部３との間の部位であり、フェース部１のトウ側からヘッドのバック側を通りフェース部
１のヒール側へと延びる部位である。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。そして、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。
【００１７】
　ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図１及び図２に示すように、上記
中心軸線Ｚが地面Ｈ（設置面、図５参照）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地面上にヘッドが載置された状態を基準状態と規定する。そ
して、上記平面Ｐ１を基準垂直面と称する。また、図２に示すように、上記基準垂直面Ｐ
１と地面との交線の方向をトウ－ヒール方向と称し、このトウ－ヒール方向に対して垂直
であり且つ地面に対して平行な方向をフェース－バック方向と称することとする。
【００１８】
　本実施形態において、クラウン部２とサイド部４との境界は次のように定義することが
できる。すなわち、クラウン部２とサイド部４との間に稜線が形成されている場合には、
これが境界となる。これに対して、明確な稜線が形成されていない場合には、ヘッドを基
準状態に設置し、これをヘッドの重心の真上から見たときの輪郭が境界となる。また、フ
ェース部１とクラウン部２、ソール部３との境界についても、同様であり、稜線が形成さ
れている場合には、これが境界となる。一方、明確な稜線が形成されていない場合には、
図３（ａ）に示されるように、ヘッド重心ＧとスイートスポットＳＳとを結ぶ直線Ｎを含
む各断面Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３…において、図３（ｂ）に示されるように、フェース外面輪郭
線Ｌｆの曲率半径ｒがスイートスポット側からフェース外側に向かって初めて２００ｍｍ
となる位置Ｐｅがフェース部１の周縁（境界）として定義される。なお、スイートスポッ
トＳＳとは、ヘッド重心Ｇを通るフェース面の法線（直線Ｎ）とこのフェース面との交点
である。
【００１９】
　また、本実施形態において、ソール部３とフェース部１、及びソール部３とサイド部４
の境界は次のように定義することができる。すなわち、ソール部３とフェース部１、及び
ソール部３とサイド部４の間に稜線が形成されている場合には、これが境界となる。また
、本実施形態に係るゴルフクラブヘッドでは、サイド部４を有しているが、例えば、サイ
ド部を有さなかったり、サイド部４が明確に判別できずソール部に含まれており、ソール
部３がクラウン部２と直接連結されているような場合には、ソール部３とクラウン部２と
の間の稜線が、両者の境界となる。また、明確な稜線が形成されていない場合には、ヘッ
ドを基準状態に設置し、これをヘッド１０の重心の真上から見たときの輪郭が境界となる
。なお、上記のようにサイド部が明確に判断できない場合を考慮して、本発明に係る「ソ
ール部」は、サイド部を含むものとする。
【００２０】
　次に、ソール部について説明する。図４に示すように、ソール部３には、下方に突出す
る隆起部３０が形成されている。より詳細に説明すると、この隆起部３０は、フェース部
１とソール部３との境界近傍に沿って、フェース部１の概ね全体に沿って延びる第１縁部
３０１、ホーゼル部５の近傍からサイド部４（またはクラウン部２）との境界近傍に沿っ
てトゥ－ヒール方向の中間付近まで延びる第２縁部３０２、及び、第１縁部３０１のトゥ
側の端部と第２縁部３０２のトゥ側の端部とを結び斜めに延びる第３縁部３０３により、
概ね三角形状に形成されている。より詳細に説明すると、第１縁部３０１には段差が形成
されないか、あるいはわずかな段差しか形成されない。これに対して、第２縁部３０２及
び第３縁部３０３には明確な段差が形成され、特に、バック側にいくにしたがって、段差
が高くなるように形成されている。また、第２縁部３０２及び第３縁部３０３における隆
起高さは、例えば、１～１０ｍｍとすることができる。したがって、第１縁部３０１の段
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差がない場合には、例えば、第１縁部３０１は、第２縁部３０２及び第３縁部３０３の端
部を結び、概ねフェース部１とソール部３との境界に沿う線とすることができる。なお、
サイド部４が明確に形成されていない場合には、第２縁部３０２は、ソール部３とクラウ
ン部２との境界付近に沿って形成されるものとすることができる。また、サイド部４が形
成されていたとしても、クラウン部２との境界に沿って第２縁部３０２を形成することも
できる。
【００２１】
　隆起部３０の内部には、円形状の凹部３１が形成されている。凹部３１には、後述する
ように、装飾部材６と、この装飾部材６を凹部３１に固定するための固定部材７が配置さ
れる。また、固定部材７を凹部３１に固定するため、この凹部３１の底面３１１の中心に
は雌ネジが形成された固定穴３１２が設けられている。この固定穴３１２の位置は、ヘッ
ド重心よりもフェース－バック方向のバック側で、且つトゥ－ヒール方向のヒール側に配
置されている。さらに、この凹部３１の周縁の一部は、第２縁部３０２からヒール側へ突
出しており、これによって、第２縁部３０２には凹部３１の周縁の一部を構成する円弧状
の突出部３０４が形成されている。
【００２２】
　さらに、図４及び図５に示すように、隆起部３０には、少なくとも２つの領域が形成さ
れている。すなわち、フェース部１と連結され基準状態において地面Ｈに設置される設置
領域３０６と、この設置領域３０６よりも、フェース－バック方向のバック側に配置され
、凹部３１が配置される後部領域３０７と、を有している。設置領域３０６は、上記のよ
うに地面Ｈに設置されるため、少なくともフェース－バック方向において、フェース部１
との境界付近から凹部３１の近傍まで延びる平坦状の領域である。また、後部領域３０７
には、上述したように凹部３１が形成されており、設置領域３０６と後部領域３０７の境
界３０９は、凹部３１のフェース部１側の近傍で、凹部３１の周縁に沿うような円弧状に
形成されている。
【００２３】
　そして、後部領域３０７は、境界３０９からバック側に向かって傾斜するように延びて
いる。すなわち、バック側にいくにしたがって上方に向かうように傾斜している。このと
き、設置領域３０６とは、約４～１０°の角度αで交差するように連結することが好まし
い。これは、４°より小さいと、後述するように、剛性が低くなり、１０°より大きくな
ると、ソール部３の重心が上がってしまうからである。なお、角度αは、凹部３１の中心
３１２を通過し、フェース－バック方向に延びる断面で測定するものとし、後部領域３０
７は、この断面における凹部３１の両端（図５の点Ｖ，Ｗ）を通る直線に沿うものとする
。
【００２４】
　上記の隆起部３０は、主としてソール部３のヒール部側に配置されており、基準状態に
あるヘッド１０の背面視において、隆起部３０の面積の６０％以上が、ソール部３の最も
バック側の点を通り、フェース－バック方向に延びる線よりもヒール側に配置することが
できる。なお、ソール部３の最もバック側の点とは、基準状態にあるヘッドの背面視の輪
郭から特定される。
【００２５】
　このゴルフクラブヘッドの体積は、例えば、３００ｃｍ3以上であることが好ましく、
４００ｃｍ3以上であることがさらに好ましく、４２０ｃｍ3以上であることが特に好まし
い。このような体積を有するヘッドは、構えた際の安心感が増し、かつ、スイートエリア
及び慣性モーメントを増大させるのに役立つ。なお、ヘッド体積の上限は特に定めないが
、実用上、例えば５００ｃｍ3以下が望ましく、またＲ＆ＡやＵＳＧＡのルール規制に従
う場合には４７０ｃｍ3以下が望ましい。
【００２６】
　また、ヘッドは、例えば、比重がほぼ４．４～４．５程度のチタン合金（Ｔｉ－６Ａｌ
－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
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レージング鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中
から１種または２種以上を用いて形成することもできる。このようなゴルフクラブヘッド
は、種々の方法で作製することができるが、例えば、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。
【００２７】
　なお、本実施形態に係るヘッドは、少なくともソール部３を有するヘッド本体と、他の
部分を組み合わせることで構成される。例えば、フェース部１のみを別部材で構成してヘ
ッド本体に取り付けることでヘッドを構成したり、あるいはクラウン部２やサイド部４に
開口を設けたヘッド本体を形成し、この開口を別部材で塞ぐことでヘッドを構成すること
もできる。また、フェース部１の周囲に周縁部を設けたカップフェース構造を採用するこ
ともできる。
【００２８】
　＜２．固定部材＞
　次に、固定部材７について、図６を参照しつつ説明する。図６は固定部材の平面図（ａ
）及び断面図（ｂ）である。以下では、説明の便宜上、図面内の上下方向に基づき、説明
を行うが、必ずしもこの方向が発明を限定するものではない。この点は、以下の装飾部材
６の説明及びその取付に関する説明についても同じである。
【００２９】
　図６に示すように、固定部材７は、円板状の頭部７１と、この頭部７１の下面から延び
る軸部７２とを備えている。そして、頭部７１の上面には装飾が施されている。すなわち
、頭部７１の上面には、外周縁から径方向内方に延びる複数の三角形状の凹部７１１が等
間隔で形成されている。また、頭部７１の上面の中央には、六角レンチなどの工具を差し
込むための工具穴７１２が形成されている。さらに、頭部７１の外周面７１３は、下方に
いくにしたがって径が小さくなるテーパ状に形成されている。一方、軸部７２は、円柱状
に形成されており、外周面には雄ネジが形成されている。そして、この軸部７２は、上述
したソール部３に形成された凹部３１の固定穴３１２の雌ネジに螺合するようになってい
る。
【００３０】
　固定部材７を形成する材料は、特には限定されないが、例えば、アルミニウム、ステン
レス等の金属や樹脂材料を用いることができる。また、この固定部材７は、調整用のウエ
イトとして用いられる。すなわち、それぞれ異なる重さでほぼ同じ形状の複数種類の固定
部材７を用意しておく。そして、複数種類のうちのいずれかの固定部材７を用いることで
、ヘッドの重量や重心位置を変更することができる。
【００３１】
　＜３．装飾部材＞
　次に、装飾部材６について、図７を参照しつつ説明する。図７は装飾部材の平面図（ａ
）及び断面図（ｂ）である。
【００３２】
　図７に示すように、装飾部材６は、ソール部３に装飾を施すために設けられるものであ
る。円形の板状に形成されており、中央に貫通孔６１が形成されている。装飾部材６の外
径は、ソール部３の凹部３１の内径とほぼ一致しており、また、中央の貫通孔６１は、凹
部３１の固定穴３１２と対応する位置に配置されている。装飾部材６の上面には、装飾が
施されているが、種々の方法での装飾が可能である。例えば、着色したり、凹凸による模
様を形成することで装飾を施すことができる。図７の例では、貫通孔６１の周囲に、リン
グ６２が形成されるとともに、複数の三角形状の突部６３が装飾部材６の上面の外周縁か
ら径方向内方へ突出するような模様が形成されている。そして、装飾部材６の上面におい
て、リング６２及び突部６３以外の領域が削られて凹部となることで、模様を形成してい
る。なお、装飾部材６の突部６３は、固定部材７の凹部７１１と対応し、模様の共通化を
図っている。
【００３３】
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　貫通孔６１は、固定部材７を取り付けるために形成されており、円筒状の３つの部位で
構成されている。すなわち、固定部材７の軸部７２が挿通される第１部６１１と、この第
１部６１１より大径で、頭部７１が配置される第２部６１２と、この第２部６１２より大
径で頭部７１の周縁に隙間を形成する第３部６１３と、で構成されており、第１部から第
３部６１１～６１３は、この順で、貫通孔６１の下方から上方へ連続するように形成され
ている。
【００３４】
　第１部６１１は、固定部材７の軸部７２よりもやや大径に形成されている。第２部は６
１２、第１部６１１より大径であるため、第２部６１２と第１部６１１との間には、第１
段部６１４が形成されており、この第１段部６１４に固定部材７の頭部７１の下面が設置
されるようになっている。このとき、頭部７１の上面と装飾部材６の上面とは、概ね同一
平面上に配置されるように、第１段部６１４の深さが規定されている。また、第２部６１
２の内壁面は、下方にいくにしたがって径が小さくなるテーパ状に形成されており、固定
部材７の頭部７１の外周面７１３のテーパと対応している。
【００３５】
　第３部６１３は、第２部６１２よりやや大径に形成されており、固定部材７の頭部７１
が装飾部材６に装着されたとき、固定部材７の頭部の周縁に隙間を形成するものである。
すなわち、頭部７１の外周面７１３と第３部６１３の内壁面との間に隙間Ｄが形成される
（図８参照）。この隙間Ｄの幅は、特には限定されないが、例えば、０．１～２．０ｍｍ
、より好ましくは０．２～１．５ｍｍとすることができる。また、第３部６１３と第２部
６１２との間には、第２段部６１５が形成されるが、この第２段部６１５は、装着された
頭部７１の上下方向の中間部に位置するように構成されている。
【００３６】
　装飾部材６を形成する材料は特には限定されないが、例えば、ステンレス、アルミニウ
ムなどの金属、樹脂材料などで形成することもできる。また、固定部材７と同様に、装飾
部材６を調整用のウエイトとして用いることもできる。
【００３７】
　＜４．固定部材及び装飾部材の取付＞
　次に、固定部材及び装飾部材の取付について、図８及び図９を参照しつつ説明する。図
８は装飾部材及び固定部材がソール部に取り付けられた状態を示す断面図、図９は図８の
平面図である。
【００３８】
　まず、装飾部材６の下面に接着剤を塗布した後、装飾部材６をソール部３の凹部３１に
配置する。続いて、装飾部材６の貫通孔６１に固定部材７を配置し、固定部材７の上面の
工具穴７１２に六角レンチを差し込み、回転させる。これにより、固定部材７の軸部７２
の雄ネジが、凹部３１の雌ネジにねじ込まれていく。そして、固定部材７が完全にねじ込
まれると、頭部７１の上面と装飾部材６の上面がほぼ一致する。こうして、図８及び図９
に示すように、固定部材７及び装飾部材６の取付が完了する。
【００３９】
　＜５．特徴＞
　以上のように、本実施形態によれば、次の効果を得ることができる。
　(1) 隆起部３０において、フェース－バック方向に、設置領域３０６と後部領域３０７
とが形成されており、後部領域３０７は、両者の境界３０９から上方に向かって傾斜して
いる。すなわち、２つの領域３０６，３０７はその境界において折れ曲がるように連結さ
れている。そのため、２つの領域３０６，３０７が平坦に連結されている場合に比べ、隆
起部３０の剛性を高めることができる。これにより、打撃時の振動の周波数が大きくなり
、打球音を高くすることができる。特に、本実施形態で、ウエイトとして機能する固定部
材７と装飾部材６が、隆起部３０における振動の腹の近傍に配置されている場合、振動の
周波数が小さくなる傾向にある。したがって、このような構造において、上記のように設
置領域３０６と後部領域３０７との境界３０９に角度を付けると、打撃によって振動を受
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ける隆起部の剛性が高くなり、打球音を高くするのに特に有利である。
【００４０】
　(2) ソール部３に下方に隆起する隆起部３０が形成されているため、ヘッド１０の重心
位置を下げることができる。特に、隆起部３０の内部には、ウエイトとしての固定部材７
や装飾部材６が取り付けられる凹部３１が形成されているため、ヘッド重心をさらに下げ
ることができる。これにより、打ち出し角度を高くすることができ、飛距離を伸ばすこと
ができる。また、固定部材７や装飾部材６を隆起部３０の内部に配置することで、突出し
ないようにできるため、スイング時に、これらが地面に引っ掛かるのを防止することがで
きる。
【００４１】
　(3) 凹部３１の中心は、ヘッド重心よりもフェース－バック方向のバック側にあるため
、重心の深度が大きくなる。さらに、凹部３１がトゥ－ヒール方向のヒール側に配置され
ているため、スライスしにくくなる（いわゆるボールの掴まりがよくなる）。また、隆起
部３０が、上記のような三角形状に形成され、主としてソール部３のヒール側に配置され
ていることによっても、スライスを抑制することができる。
【００４２】
　(4) 凹部３１を隆起部３０の内部に配置するに当たって、凹部３１をさらにバック側に
配置しても、隆起部３０の第２縁部３０２を円弧状に突出させることで、凹部３１を隆起
部３０内に収めることができる（突出部３０４）。したがって、隆起部３０のデザインを
損なうことなく、凹部３１をバック側に配置することができる。
【００４３】
　(5) 固定部材７と装飾部材６とを、ともに凹部３１に配置しているため、装飾部材６も
重量物として利用することができる。
【００４４】
　＜６．変形例＞
　以上、本発明の一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。なお、以下
の変形例は適宜組み合わせが可能である。
【００４５】
　＜６．１＞
　上記実施形態では、設置領域３０６及び後部領域３０７をともに平坦状に形成している
が、厳密に平坦でなくてもよく、多少湾曲していてもよい。また、設置領域３０６は、少
なくともフェース－バック方向において平坦であればよく、トゥ－ヒール方向においては
湾曲していてもよい。また、設置領域３０６及び後部領域３０７の形状及び大きさも特に
は限定されない。
【００４６】
　＜６．２＞
　上記実施形態では、隆起部３０を三角形状に形成しているが、隆起部３０の形状は特に
は限定されず、少なくとも凹部３１が隆起部３０の内部に配置され、凹部３１の中心が、
ヘッドの重心よりも、フェース－バック方向のバック側で、且つトゥ－ヒール方向のヒー
ル側に配置されていればよい。また、隆起部３０の隆起高さも特には限定されず、上記実
施形態のように、隆起高さを場所によって変えてもよいし、すべての箇所で一定にしても
よい。但し、隆起部３０は、全体としてヒール側に配置されていることが好ましい。なお
、上記実施形態では、設置領域３０６及び後部領域３０７を含む領域が一体的に下方に隆
起することで、隆起部３０を形成しているが、隆起部３０には、設置領域３０６及び後部
領域３０７の少なくとも一部が含まれていればよい。また、隆起部３０は必ずしも必要で
はなく、隆起部のないソール部３に、設置領域３０６及び後部領域３０７を設けることも
できる。
【００４７】
　＜６．３＞
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　上記実施形態では、凹部３１に固定部材７と装飾部材６の両方を配置しているが、固定
部材７だけでもよいし、いずれも配置されていなくても本発明のゴルフクラブヘッドを構
成することができる。また、複数の凹部を設けることもできる。また、固定部材７及び装
飾部材６は、凹部３１から外部へ突出していなければ、その形状、固定方法などは特には
限定されない。また、凹部３１の形状は円形以外でもよく、多角形状でもよい。さらに、
凹部３１は隆起部３０内に配置されていればよいため、必ずしも縁部から突出させる必要
はない。
【００４８】
　＜６．４＞
　上記実施形態では、ウッド型ゴルフクラブについて説明したが、これは、ドライバー、
フェアウェイウッド、ユーティリティ等を含むものである。
【実施例】
【００４９】
　以下、本発明の実施例について説明する。但し、本発明は、以下の実施例に限定されな
い。
【００５０】
（１）実施例及び比較例の準備
　ここでは、ソール部の形状が異なる実施例と比較例に係るゴルフクラブヘッド（ドライ
バー（１＃））を作製した。実施例は、上記実施形態に係る図１～図９に示す構成を含む
ゴルフクラブヘッドであり、設置領域と後部領域とのなす角は、７°である。また、実施
例と比較例とは、図１０に示すように、凹部の位置が相違している。より詳細に説明する
と、比較例の凹部は、設置領域３０６とほぼ重なっており、凹部は後部領域３０７には配
置されていない点が実施例とは相違する。また、比較例においては、設置領域３０６と後
部領域３０７とが交差しておらず、平坦になっている。その他の構成は同じである。その
他の構成として、実施例及び比較例に係る各ヘッドは、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖのロストワッ
クス精密鋳造品からなるヘッド本体と、新日鐵住金株式会社製ＴＩＸ－５１ＡＦの熱間鍛
造品からなるカップ状のフェース用部材とをレーザー溶接することにより形成された２ピ
ース構造としている。ヘッド体積は４６０cm3、ヘッド質量は１９６gである。また、フェ
ース部のトゥ－ヒール方向の幅は１０４ｍｍ、上下方向の高さは、４８ｍｍである。
【００５１】
（２）打球音に関する試験
　まず、上述した各実施例及び比較例に係るヘッドに同一のシャフト（ダンロップスポー
ツ（株）製のMP800）を装着して４５インチのウッド型ゴルフクラブを製造した。また、
実施例及び比較例の凹部に、上記実施形態で示した固定部材と装飾部材（合計７．３ｇ）
とを配置した。次に、ハンディキャップ５～１５の２０名のゴルファにより、各クラブで
ゴルフボール（ダンロップスポーツ（株）製のDDH TOURSPECIAL）が打撃され、各打球音
が、騒音計を用いて採取された。採取された打球音から、ＦＦＴアナライザ等（株式会社
小野測器製のＣＦ－４２２０、解析ソフト「Graduo」）を用いて、周波数応答関数が求め
られた。結果は次の通りである。
【００５２】
・実施例　３８２５Ｈｚ
・比較例　３０４０Ｈｚ
【００５３】
　このように、実施例では、心地よい周波数帯（約３５００～４５００Ｈｚの範囲が好ま
しい）の打球音が実現されている。これに対して、比較例では、周波数はやや低く鈍い打
球音となっている。このように周波数が低くなったのは、ボール打撃時、振動の腹の位置
である設置領域に重い重量物（固定部材と装飾部材）が設けられていることが一因と考え
らえる。
【符号の説明】
【００５４】
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１　　　　：フェース部
２　　　　：クラウン部
３　　　　：ソール部
３０６　　：設置領域
３０７　　：後部領域
３１　　　：凹部
６　　　　：装飾部材
７　　　　：固定部材（ウエイト部材）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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