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(57)【要約】
【課題】　ゴルフボールに内蔵されるＩＣチップが打撃
によって通信不能となることを防ぐことが可能なＩＣチ
ップを内蔵するゴルフボールを提供する。
【解決手段】　本発明のゴルフボール１が、コアとカバ
ーとの間の位置において、ＩＣチップ及びこのＩＣチッ
プに直接的に接続した第１のアンテナを備える寸法が５
ｍｍ以下の小型のＩＣタグ３０と、このＩＣタグに一部
が周置された導電性の第２のアンテナ４０とを設ける。
ＩＣタグ３０と第２のアンテナ４０は、物理的に接触し
ている必要はないが、第２のアンテナ４０とＩＣタグ３
０との距離は、例えば１ｍｍ以内とする。第２のアンテ
ナ４０は、ゴルフボール１の円周の少なくとも半分の部
分にわたって配置する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣチップを内蔵するゴルフボールであって、このゴルフボールが、その中心に位置す
るコアと、このコアの外周を包囲するカバーと、前記コアと前記カバーとの間に位置し、
ＩＣチップ及びこのＩＣチップに直接的に接続した第１のアンテナを備えるＩＣタグと、
このＩＣタグに一部が周置された第２のアンテナとを備えるゴルフボール。
【請求項２】
　前記ＩＣタグと前記第２のアンテナが、物理的に接触していない請求項１に記載のゴル
フボール。
【請求項３】
　前記第２のアンテナの前記ＩＣタグに周置された一部が、前記ＩＣタグから１ｍｍ以内
に位置する請求項１又は２に記載のゴルフボール。
【請求項４】
　前記第２のアンテナが、前記ＩＣタグの外周の少なくとも半分の部分にわたって周置さ
れた請求項１～３のいずれか一項に記載のゴルフボール。
【請求項５】
　前記第２のアンテナが、ゴルフボールの円周の少なくとも半分の部分にわたって配置さ
れた請求項１～４のいずれか一項に記載のゴルフボール。
【請求項６】
　前記ＩＣチップの寸法が５ｍｍ以下である請求項１～５のいずれか一項に記載のゴルフ
ボール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤ（radio-frequency identification）チップ等のＩＣチップを内蔵
するゴルフボールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフボールの材料や製造場所、製造日等といったボールに関する情報を各ゴルフボー
ルに記録させるため、ゴルフボールにＩＣチップを内蔵するための試みがなされてきた。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ゴルフボールが打撃されても内蔵するＩＣチップが損傷する
のを防ぐために、ゴルフボールのカバーの表面上に、ＲＦＩＤ回路とそれに接続されるア
ンテナとを導電性インクで形成することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１５４１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通常、無線通信によって情報を送受信するために、シリコン製のＩＣチップには金属製
のアンテナが接続されている。ＩＣチップにアンテナが内蔵された小型のＩＣタグも現在
では流通しているが、このようなＩＣタグはアンテナが短いため、ゴルフボールに内蔵す
ると通信距離が短く、リーダーで容易に読み取ることはできない。よって、ゴルフボール
に内蔵する場合、ＩＣチップに長いアンテナを接続する必要がある。しかしながら、ゴル
フボールは、その打撃時に瞬間的に大きく変形することから、ＩＣチップとアンテナとの
接合部が特に破損し易く、すぐに通信不能となってしまうという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑み、ゴルフボールに内蔵されるＩＣチップが打撃
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によって通信不能となることを防ぐことが可能なＩＣチップを内蔵するゴルフボールを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るＩＣチップを内蔵するゴルフボールは、そ
の中心に位置するコアと、このコアの外周を包囲するカバーと、前記コアと前記カバーと
の間に位置し、ＩＣチップ及びこのＩＣチップに直接的に接続した第１のアンテナを備え
るＩＣタグと、このＩＣタグに一部が周置された第２のアンテナとを備えるものである。
【０００８】
　前記ＩＣタグと前記第２のアンテナは、物理的に接触している必要はない。前記第２の
アンテナの前記ＩＣタグに周置された一部は、前記ＩＣタグから１ｍｍ以内に位置するこ
とが好ましい。前記第２のアンテナは、前記ＩＣタグの外周の少なくとも半分の部分にわ
たって周置されることが好ましい。前記第２のアンテナは、ゴルフボールの円周の少なく
とも半分の部分にわたって配置されることが好ましい。前記ＩＣチップの寸法は５ｍｍ以
下であることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　このように本発明によれば、ゴルフボールのコアとカバーの間の位置に、第１のアンテ
ナを内蔵するＩＣタグと、更に第２のアンテナを設け、この第２のアンテナは、その一部
が単にＩＣタグに周置するように配置することで、第２のアンテナは、物理的にＩＣタグ
内のＩＣチップと電気的な接続がされていないのにもかかわらず、ＩＣタグ内の第１のア
ンテナを介して、ＩＣチップのアンテナとして機能し、よって、ＩＣタグのみよりも通信
距離を飛躍的に伸ばすことができる。また、第２のアンテナは、ＩＣチップや第１のアン
テナと物理的に接合されていないので、ゴルフボールの打撃によって接合部が破損すると
いうことがなく、よって、通信不能となることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るゴルフボールの一実施の形態を模式的に示す平面図である。
【図２】図１に示すゴルフボールに内蔵されるＲＦＩＤタグを模式的に示す斜視図である
。
【図３】図１に示すゴルフボールの線III－IIIに沿った模式的な断面図である。
【図４】本発明に係るゴルフボールの別の実施の形態を模式的に示す断面図である。
【図５】比較例に用いた外付けアンテナを接合したＩＣチップを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係るＩＣチップを内蔵するゴルフボールの一実施
の形態について説明する。なお、この実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのも
のであり、本発明はこれに限定されるものではない。なお、図面は、本発明の理解を優先
するため、縮尺通りに描かれたものではない。
【００１２】
　図１に示すように、本実施の形態のゴルフボール１は、ゴルフボールの中心に位置する
コア１０と、このコアの外側を包囲するカバー２０と、無線通信によって情報を送受信す
るＲＦＩＤタグ３０と、ＲＦＩＤタグのためのブーストアンテナ４０とを主に備える。な
お、カバー２０の表面には、複数のディンプル（図示省略）が形成されている。
【００１３】
　ＲＦＩＤタグ３０は、図２に示すように、情報の記憶および演算のためのＩＣチップ３
２と、無線周波数信号を交信するための内蔵アンテナ３６とを主に備える。これらＩＣチ
ップ３２と内蔵アンテナ３６は物理的に電気的に直接接続されている。すなわち、本明細
書において、「ＲＦＩＤタグ」または「ＩＣタグ」とは、ＩＣチップとそれに直接的に接
続されたアンテナとが一体成形された物であり、このアンテナを内蔵アンテナまたは第１
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のアンテナという。
【００１４】
　本実施の形態では、ＲＦＩＤタグ３０は、図２に示すように、基板３４にＩＣチップ３
２と内蔵アンテナ３６を一体成形したものであるが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば、ＩＣチップとそれに直接的に接続された内蔵アンテナとを、例えば、封止
材などで一体成形したものでもよい。ＲＦＩＤタグの形状は、図に示したような平型の直
方体に限られず、円盤体などでもよい。
【００１５】
　ＲＦＩＤタグ３０の寸法は、ゴルフボールの重心位置がボール中心から外れるのを避け
るため、小さいほど好ましく、具体的には、５ｍｍ以下が好ましく、３ｍｍ以下がより好
ましい。例えば、平型の直方体の場合、縦と横がそれぞれ５ｍｍ以下が好ましく、３ｍｍ
以下がより好ましい。円盤体の場合、直径が５ｍｍ以下が好ましく、３ｍｍ以下がより好
ましい。厚さは、平型の直方体でも円盤体でも、１ｍｍ以下が好ましく、０．５ｍｍ以下
がより好ましい。
【００１６】
　ＩＣチップ３２は、外部のリーダー（図示省略）から受信する電波をエネルギー源とし
て動作する受動式でよいが、電池を内蔵した能動式でもよい。この場合、非接触の充電器
にて内蔵電池を充電することができる。
【００１７】
　ＩＣチップ３２は、利用する周波数帯について特に限定されず、例えば、１３．５６Ｍ
Ｈｚ帯（ＨＦ帯）や、９５２～９５４ＭＨｚ帯（ＵＨＦ帯）を利用するものでよい。
【００１８】
　ブーストアンテナ４０は、その一部が、特にその中央部分４０ａが、ＲＦＩＤタグ３０
に周置されている。本明細書において、「周置される」とは、字の如く、ブーストアンテ
ナ４０がＲＦＩＤタグ３０の周りに配置されていることをいい、ブーストアンテナ４０と
ＲＦＩＤタグ３０とが物理的に電気的な直接の接続はされていないが、ブーストアンテナ
４０とＲＦＩＤタグ３０とが非電気的な物理的な接触があってもよい。ＲＦＩＤタグとブ
ーストアンテナ４０との距離は１ｍｍ以内となるように配置することが好ましい。
【００１９】
　このようにＲＦＩＤタグ３０に対してブーストアンテナ４０を配置することで、ゴルフ
ボール１がゴルフクラブによる打撃によって強い衝撃を受けた場合でも、ＲＦＩＤタグ３
０中のＩＣチップ３２とブーストアンテナ４０とは物理的に電気的な接続がなされていな
いので、従来のようなＩＣチップとアンテナの接続部が破損して通信不能となることを防
止することができる。
【００２０】
　ブーストアンテナ４０の一部分は、図１に示すように、ＲＦＩＤタグ３０の外周の少な
くとも半分の部分にわたって配置することが好ましい。もちろん、ブーストアンテナ４０
の一部分がＲＦＩＤタグ３０の外周を全て囲むように配置してもよい。
【００２１】

　ブーストアンテナ４０は、導電性の材料であれば特に限定されないが、金属糸や導電性
糸を用いることができる。金属糸としては、例えば、金、銀、銅、アルミニウムなどのフ
ィラメントや、これらフィラメントを撚ったり又は編んだりしたものを用いることができ
る。導電性糸は、ナイロンやポリエステルなどの繊維を芯材にして、銀や銅などの金属を
メッキした糸を用いることができる。導電性糸における金属の含有比は、導電性を確保す
るのに十分な量であれば特に限定されないが、例えば、１０～７０重量％の範囲が好まし
い。また、ゴルフボール１の重心位置をボール中心に維持するために、ブーストアンテナ
４０の比重が、カバー３０等の配置される層の比重と同じとなるような金属糸や導電性糸
の組成とすることが好ましい。　
【００２２】
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　ブーストアンテナ４０（金属糸や導電性糸）の直径は、特に限定されないが、その上限
は、１．５ｍｍ以下が好ましく、１．０ｍｍ以下がより好ましい。また、その下限は、０
．１ｍｍ以上が好ましく、０．３ｍｍ以上がより好ましい。　
【００２３】
　ＲＦＩＤタグ３０及びブーストアンテナ４０は、図３に示すように、コア１０とカバー
２０との間に配置されている。コア１０とカバー２０からなるツーピース構造のゴルフボ
ール１では、ＲＦＩＤタグ３０は、コア１０の表面に設けた溝１２の内部に埋めることが
好ましく、この場合、ＲＦＩＤタグ３０の表面とコア１０の表面とが同一平面となるよう
にすることが好ましい。
【００２４】
　ブーストアンテナ４０は、ＲＦＩＤタグ３０に周置する中央部分４０ａから、その両側
の部分４０ｂ、４０ｃが、コア１０表面に沿って反対方向に延びるように配置することが
好ましい。両側の部分４０ｂ、４０ｃの長さは等しいことが好ましい。ブーストアンテナ
４０の全体の長さは、図３では、ゴルフボール１ないしコア１０の円周の約３／４の部分
にわたっているが、本発明はこれに限定されず、ゴルフボール１ないしコア１０の円周の
少なくとも半分の部分にわたってブーストアンテナ４０を配置することが好ましい。この
ような構成にすることで、通信距離が伸び、ゴルフボール１のどの位置においても、すな
わち、ＲＦＩＤタグ３０の反対面であっても、リーダーでＲＦＩＤタグ３０との通信を行
うことができる。
【００２５】
　ブーストアンテナの両側の部分４０ｂ、４０ｃの形状または配置は、上記に限定される
ものではなく、例えば、ゴルフボールの円周全体にまで延びてもよいし、直線状ではなく
曲線状に延びてもよいし、また、ゴルフボールのシンメトリー性を考慮して、ブーストア
ンテナが中央部分から４つの部分に分かれてＸ字形状に延びてもよい。
【００２６】

　本発明は、マルチピース構造のゴルフボールにも採用することができる。例えば、図４
に示すように、ゴルフボールがコア１０とカバー２０との間に中間層５０を備える場合に
は、ＲＦＩＤタグ３０は、中間層５０の表面に設けた溝５２の内部に埋めることが好まし
い。また、ブーストアンテナ４０は、ＲＦＩＤタグ３０に周置する中央部分４０ａから、
その両側の部分４０ｂ、４０ｃが、中間層５０表面に沿って反対方向に延びるように配置
することが好ましい。中間層５０は、図４のように１層に限られず、複数層としてもよい
。このようなマルチピース構造のゴルフボールでは、中間層を複数設けたとしても、ＲＦ
ＩＤタグとブーストアンテナは、最外殻の層（すなわちカバー）の内側に位置する層の表
面に配置することが好ましく、これにより通信距離を確保することができる。ゴルフボー
ルの直径に関して言えば、ブーストアンテナ４０は、ゴルフボールの直径４２ｍｍ以下の
位置に配置することが好ましく、４０ｍｍ以下の位置がより好ましい。また、ブーストア
ンテナ４０は、ゴルフボールの直径２０ｍｍ以上の位置に配置することが好ましく、３０
ｍｍ以上の位置がより好ましい。　
【００２７】
　コア１０は、主にゴムにより形成することができる。この主成分となるゴム（基材ゴム
）としては、広くゴムを用いることができ、例えば、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）の他、
スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、天然ゴム（ＮＲ）、ポリイソプレンゴム（ＩＲ）、
ポリウレタンゴム（ＰＵ）、シリコーンゴムなどを用いることができるが、これらに限定
されるものではない。
【００２８】
　コア１０には、このような基材ゴムの他、任意に、例えば、共架橋剤、架橋開始剤、充
填剤、老化防止剤、異性化剤、素練り促進剤、硫黄、及び有機硫黄化合物を添加すること
ができる。また、主成分として、ゴムに代えて、樹脂を使用してもよく、例えば、熱可塑
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性エラストマーや、アイオノマー樹脂、またはこれらの混合物を用いることもできる。
【００２９】
　コア１０の硬度は、特に限定されないが、その上限は、ショアＤにて、６０以下が好ま
しく、５０以下がより好ましく、４０以下が更に好ましい。コア１０の硬度の下限は、シ
ョアＤにて、２０以上が好ましく、３０以上がより好ましい。
【００３０】
　コア１０は、実質的に球状の形状を有している。コア１０の外径は、４２ｍｍ以下が好
ましく、４１ｍｍ以下がより好ましく、４０ｍｍ以下がさらに好ましい。コア１０の外径
の下限は、小さ過ぎるとゴルフボールの反発が低下してしまうことから、５ｍｍ以上が好
ましく、１５ｍｍ以上がより好ましく、２５ｍｍ以上が最も好ましい。コア１０は、図３
では中実のコアを示したが、これに限定されず、中空のコアであってもよい。また、コア
１０は、図３では一層として示したが、これに限定されず、例えば、センターコアとその
包囲層などの複数の層からなるコアとしてもよい。
【００３１】
　カバー２０を形成する材料としては、これらに限定されないが、アイオノマー樹脂、ポ
リウレタン系熱可塑性エラストマー、熱硬化性ポリウレタン、またはこれらの混合物を主
成分として使用して形成することができる。また、上記主成分としては、２液硬化型のポ
リウレタン樹脂を使用することもできる。更に、カバー２０には、上記主成分の他に、他
の熱可塑性エラストマーや、ポリイソシアネート化合物、脂肪酸又はその誘導体、塩基性
無機金属化合物、充填剤などを添加することができる。
【００３２】
　アイオノマー樹脂としては、これに限定されないが、以下の（ａ）成分及び／又は（ｂ
）成分をベース樹脂とするものを用いることができる。また、このベース樹脂には、任意
に、以下の（ｃ）成分を添加することができる。（ａ）成分は、オレフィン－不飽和カル
ボン酸－不飽和カルボン酸エステル３元ランダム共重合体及び／又はその金属塩、（ｂ）
成分は、オレフィン－不飽和カルボン酸２元ランダム共重合体及び／又はその金属塩、（
ｃ）成分は、ポリオレフィン結晶ブロック、ポリエチレン／ブチレンランダム共重合体を
有する熱可塑性ブロックコポリマーである。
【００３３】
　カバー２０を形成する材料の硬度は、特に限定されないが、ショアＤにて、その下限は
、５０以上が好ましく、５５以上がより好ましい。また、その上限は、７５以下が好まし
く、７０以下がより好ましく、６５以下が更に好ましい。
【００３４】
　カバー２０の厚さは、これに限定されないが、その下限は、０．２ｍｍ以上が好ましく
、０．４ｍｍ以上がより好ましい。また、その上限は、４ｍｍ以下が好ましく、３ｍｍ以
下がより好ましく、２ｍｍ以下が更に好ましい。カバー２０の表面には、複数のディンプ
ル（図示省略）が形成されており、このディンプルの大きさ、形状、数などは、ゴルフボ
ールの所望する空気力学的特性に応じて、適宜、設計することができる。
【００３５】
　中間層５０の材料としては、上述したコアの材料を用いて、コア的な機能を有する中間
層を設けてもよいし、上述したカバーの材料を用いて、カバー的な機能を有する中間層を
設けてもよい。また、複数の中間層を設ける場合、例えば、コア的な機能を有する第１の
中間層とカバー的な機能を有する第２の中間層を設けてもよい。
【００３６】
　このようなコア１０、カバー２０および任意の中間層５０で構成されるゴルフボールは
、所定のボール硬度を有することが好ましい。ボール硬度とは、ゴルフボールに、初期荷
重９８Ｎを負荷した状態から終荷重１２７５Ｎに負荷した時までのゴルフボールのたわみ
量（圧縮変形量）をいう。単位はｍｍで表す。圧縮する速度は１０ｍｍ／ｓである。この
ボール硬度（たわみ量）は、数値が低い方がゴルフボールが硬く、高い方が軟らかい。ま
た、ボール硬度は、ゴルフボールのショット時にゴルファーが感じる打感や耐久性等にも
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影響する。よって、たわみ量の下限は、１．５ｍｍ以上が好ましく、上限は、５．０ｍｍ
以下が好ましい。
【００３７】
　次に、このようなＲＦＩＤタグ３０とブーストアンテナ４０を内蔵するゴルフボール１
を製造する方法の一実施の形態について説明する。
【００３８】
　先ず、コア１０を、ゴルフボールのコアの公知の成形法で成形する。具体的には、これ
に限定されないが、基材ゴムを含む材料を混練機で混練した後、この混練物を丸型金型で
加圧加硫成形して得ることができる。コア１０表面上のＲＦＩＤタグ用の溝１２は、上記
の丸型金型で形成することもできるし、金型成形後に掘削工具で表面を掘って形成するこ
ともできる。この溝１２内に、例えば市販の内蔵アンテナを備えたＲＦＩＤタグ３０を配
置する。
【００３９】
　そして、ブーストアンテナ４０として金属糸または導電性糸をコア１０表面上に配置す
る。その際、ブーストアンテナ４０がＲＦＩＤタグ３０の外周のうち、少なくとも半周は
囲むように配置する。ブーストアンテナ４０とＲＦＩＤタグ３０との距離は、１ｍｍ以内
にすることが望ましく、もちろん、一部が接触していても構わない。
【００４０】
　次に、カバー２０を、例えば射出成形法などによって形成する。具体的には、カバー用
の金型内の中央に、ＲＦＩＤタグ３０およびブーストアンテナ４０を配置したコア１０を
入れ、このコア１０を覆うように、カバー材料を金型内に射出導入することで、カバー２
０を形成することができる。このようにして、ＲＦＩＤタグおよびブーストアンテナを内
蔵したゴルフボールを製造することができる。
【００４１】
　なお、電池を内蔵した能動式のＲＦＩＤタグを用いる場合、射出成形法に替えて、カバ
ー用の金型に２液硬化型のポリウレタン樹脂を導入してカバーを形成することが好ましい
。このような２液硬化型の樹脂を用いることによって、ＲＦＩＤタグに内蔵する電池が熱
によって故障することを避けることができる。
【００４２】
　また、中間層５０を設けたマルチピース構造のゴルフボールの製造について説明する。
中間層をコアの材料で形成する場合、中間層の成形には、多層構造のソリッドコアの公知
の成形法を採用することができる。例えば、コア１０を上述の方法で得て、これをセンタ
ーコアとし、更に、コアの材料を混練機で混練し、この混練物をシート状に成形し、この
シートでセンターコアを覆ったものを、丸型金型で加圧加硫成形することで、センターコ
ア１０に外周にコア材料の中間層５０が形成された物を得ることができる。中間層５０の
表面上のＲＦＩＤタグ用の溝５２は、上記の丸型金型で形成することもできるし、金型成
形後に掘削工具で表面を掘って形成することもできる。この溝５２内にＲＦＩＤタグ３０
を配置するとともに、中間層５０の表面上にブーストアンテナ４０を配置する。そして、
カバー２０を射出成形法などによって形成することで、ＲＦＩＤタグおよびブーストアン
テナを内蔵したマルチピース構造のゴルフボールを製造することができる。
【実施例】
【００４３】
　表１に示す構成のゴルフボールをそれぞれ３つずつ作製し、ゴルフボールの耐久性およ
び内蔵するＲＦＩＤタグの読み取り性を測定する試験を行った。用いたＲＦＩＤタグは、
日立ケミカル社製のＭｏｎｚａ５（周波数帯：ＵＨＦ）を用いた。ＲＦＩＤタグは、いず
れも平型の正方体であり、その寸法は表１の通りである。ブーストアンテナは、ナイロン
８３％、銀１７％の組成の導電性糸（直径：０．７ｍｍ）を用いて、その中央部分がＲＦ
ＩＤタグの３辺を囲むようにして１ｍｍ以内の距離に周置した。ブーストアンテナは、ゴ
ルフボールの直径３９．３ｍｍの位置において、ゴルフボール（コア）を半周するように
配置した。
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【００４４】
　なお、比較として、実施例と同様のＲＦＩＤタグを用いたが、ブーストアンテナを配置
しなかったもの（比較例１）、ＲＦＩＤタグもブーストアンテナも配置しなかったもの（
比較例２）、また、図５に示すように、ＲＦＩＤタグに替えて、内蔵アンテナがない市販
のＩＣチップ６２に、外径１１ｍｍの環状に形成した外付けアンテナ６６（材質：銅）を
同材質の接続材６４で接合した外付けアンテナ接合ＩＣチップ６０をコア表面に配置した
もの（比較例３）についても、実施例と同様の試験を行った。なお、ゴルフボールのコア
およびカバーの材料および配合は、実施例１～３、比較例１～３の全てで共通とした。な
お、コアの材料はゴム、カバーの材料はアイオノマー樹脂を用いた。カバーの硬度はＤ５
６であった。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　表１のボール外径、ボール重量、ボール硬度、ボール初速は、全て３つのゴルフボール
の平均の値である。ボール初速は、ＵＳＧＡのドラム回転式の初速度計と同方式の初速測
定器を用いてゴルフボールの初速ルールに規定された測定方式にて測定した。
【００４７】
　表１の通信距離は、ＲＦＩＤリーダーとしてＡＴＩＤ社製のＡＴ－８８０を用いて、ゴ
ルフボールからＲＦＩＤタグが読み取り可能な距離、すなわち、ゴルフボールからＲＦＩ
Ｄリーダーまでの距離を測定した。
【００４８】
　表１のＣＯＲ耐久性は、米国Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製のＡＤＣ　Ｂａｌｌ　ＣＯＲ　Ｄｕｒａｂｉｌｉｔｙ　Ｔｅｓｔｅｒ機を用いて、
ゴルフボールの耐久性を評価した。この試験機は、ゴルフボールを空気圧で発射させた後
、平行に設置した２枚の金属板に連続的に衝突させる機能を有する。金属板への入射速度
は４３ｍ／ｓとした。ボールが割れるまでに要した発射回数の平均値をＣＯＲ耐久性とし
た。この場合、平均値とは、各例においてそれぞれ３つのボールを発射させて、３つのボ
ールがそれぞれ割れるまでに要した発射回数を平均化した値である。
【００４９】
　そして、ＲＦＩＤの読み取り性を調べたところ、実施例１～３および比較例１のいずれ
のゴルフボールも、ＣＯＲ耐久性の試験でボールが割れるまで読み取り可能であった。一
方、内蔵アンテナのないＩＣチップに外付けアンテナを物理的に接合した比較例３では、
ＣＯＲ耐久性の試験でボールが割れるよりも遥か前の１０回のところで、読み取り不能に
なってしまった。よって、内蔵アンテナを有するＲＦＩＤタグに周置してブーストアンテ
ナを設けることで、ゴルフボールが激しく打撃されてもＲＦＩＤタグが通信不能となるこ
とを防止できることが示された。また、このようにＲＦＩＤタグとブーストアンテナをゴ
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ルフボール内に設けたゴルフボール（実施例１～３）自体の耐久性は、ＲＦＩＤタグもブ
ーストアンテナも設けない通常のゴルフボール（比較例２）と同等であった。
【符号の説明】
【００５０】
１　　ゴルフボール
１０　コア
２０　カバー
３０　ＲＦＩＤタグ
３２　ＩＣチップ
３６　内蔵アンテナ
４０　ブーストアンテナ
５０　中間層
６０　外付けアンテナ接合ＩＣチップ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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