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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その表面に多数のディンプルを備えており、
　このディンプルと直径及び容積が同一であって断面形状が円弧である仮想ディンプルの
曲率半径が仮想曲率半径Ｒｘとされたとき、
　仮想曲率半径Ｒｘと同一であるか又はそれよりも大きな曲率半径Ｒ１を備えた第一側壁
面と、この第一側壁面よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘよりも小さな曲率半径
Ｒ２を備えた第二側壁面と、この第二側壁面よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘ
と同一であるか又はそれよりも大きな曲率半径Ｒ３を備えたボトム面とを備えたディンプ
ルの数が総数に占める比率が５０％以上であり、
　上記第一側壁面、第二側壁面及びボトム面が下向きに凸であるゴルフボール。
【請求項２】
　上記第一側壁面の深さがディンプルの深さの０．１０倍以上０．５０倍以下である請求
項１に記載のゴルフボール。
【請求項３】
　上記第二側壁面の最大直径がディンプルの直径の０．６０倍以上０．９５倍以下である
請求項１又は２に記載のゴルフボール。
【請求項４】
　上記第一側壁面が、ゴルフボールの半径方向において、上記仮想ディンプルよりも外側
に位置している請求項１から３に記載のゴルフボール。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフボールに関する。詳細には、本発明は、ゴルフボールのディンプルの
改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフボールは、その表面に多数のディンプルを備えている。一般的にゴルフボールは
、単一の曲率半径を有する断面形状を備えたシングルラジアスディンプルか、２つの曲率
半径を有する断面形状を備えたダブルラジアスディンプルを備えている。ディンプルの役
割は、飛行時のゴルフボール周りの空気の流れを乱すことによって乱流剥離を起こさせる
ことにある。この役割は、「ディンプル効果」と称される。乱流剥離によって空気のゴル
フボールからの剥離点が後方にシフトし、抗力が低減される。乱流剥離によってバックス
ピンに起因するゴルフボールの上側剥離点と下側剥離点とのズレが助長され、ゴルフボー
ルに作用する揚力が高められる。優れたディンプルは、よりよく空気の流れを乱す。
【０００３】
　飛行性能向上を目的とした、ディンプルの断面形状に関する種々の提案がなされている
。特開平５－９６０２６号公報には、エッジ近傍のスロープが底部のスロープよりも急傾
斜である形状を備えたディンプルが開示されている。特開平９－７０４４９号公報には、
断面形状がダブルラジアスから構成されるディンプルが開示されている。
【特許文献１】特開平５－９６０２６号公報
【特許文献２】特開平９－７０４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ゴルフボールに対するゴルファーの最大の関心事は、飛距離である。飛距離向上の観点
から、ディンプルの断面形状にはなお改良の余地がある。本発明の目的は、改良されたデ
ィンプルを備えており、飛行性能に優れているゴルフボールの提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るゴルフボールは、その表面に多数のディンプルを備えている。
（１）仮想曲率半径Ｒｘと同一であるか又はそれよりも大きな曲率半径Ｒ１を備えた第一
　側壁面、
（２）この第一側壁面よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘよりも小さな曲率半径
　Ｒ２を備えた第二側壁面
及び
（３）この第二側壁面よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘと同一であるか又はそ
　れよりも大きな曲率半径Ｒ３を備えたボトム面
を備えたディンプルの数が総数に占める比率は、５０％以上である。本発明において仮想
曲率半径Ｒｘとは、仮想ディンプルの曲率半径を意味する。この仮想ディンプルとは、当
該ディンプルの直径と同一の直径及び当該ディンプルの容積と同一の容積を備えたシング
ルラジアスディンプルを意味する。
【０００６】
　好ましくは、第一側壁面の深さは、ディンプルの深さの０．１０倍以上０．５０倍以下
である。好ましくは、第二側壁面の最大直径は、ディンプルの直径の０．６０倍以上０．
９５倍以下である。好ましくは、第一側壁面、第二側壁面及びボトム面は、下向きに凸で
ある。
【発明の効果】
【０００７】
　このゴルフボールでは、ランドからディンプルの中心に向かう空気の流れ方向が、３段
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階に変化する。このディンプルは、空気の流れをよりよく乱す。このゴルフボールは、飛
行性能に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　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。
【０００９】
　図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフボール２が示された模式的断面図である。こ
のゴルフボール２は、球状のコア４と、カバー６とを備えている。カバー６の表面には、
多数のディンプル８が形成されている。ゴルフボール２の表面のうちディンプル８以外の
部分は、ランド１０である。このゴルフボール２は、カバー６の外側にペイント層及びマ
ーク層を備えているが、これらの層の図示は省略されている。
【００１０】
　このゴルフボール２の直径は、４０ｍｍから４５ｍｍである。米国ゴルフ協会（ＵＳＧ
Ａ）の規格が満たされるとの観点から、直径は４２．６７ｍｍ以上が好ましい。空気抵抗
抑制の観点から、直径は４４ｍｍ以下が好ましく、４２．８０ｍｍ以下がより好ましい。
このゴルフボール２の質量は、４０ｇ以上５０ｇ以下である。大きな慣性が得られるとの
観点から、質量は４４ｇ以上が好ましく、４５．００ｇ以上が特に好ましい。ＵＳＧＡの
規格が満たされるとの観点から、質量は４５．９３ｇ以下が好ましい。
【００１１】
　コア４は、ゴム組成物が架橋されることによって形成されている。ゴム組成物の基材ゴ
ムとしては、ポリブタジエン、ポリイソプレン、スチレン－ブタジエン共重合体、エチレ
ン－プロピレン－ジエン共重合体及び天然ゴムが例示される。２種以上のゴムが併用され
てもよい。反発性能の観点からポリブタジエンが好ましく、特にハイシスポリブタジエン
が好ましい。
【００１２】
　コア４の架橋には、通常は共架橋剤が用いられる。反発性能の観点から好ましい共架橋
剤は、アクリル酸亜鉛、アクリル酸マグネシウム、メタクリル酸亜鉛及びメタクリル酸マ
グネシウムである。ゴム組成物には、共架橋剤と共に有機過酸化物が配合されるのが好ま
しい。好適な有機過酸化物としては、ジクミルパーオキサイド、１，１－ビス（ｔ－ブチ
ルパーオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－
ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン及びジ－ｔ－ブチルパーオキサイドが挙げられる。
【００１３】
　コア４のゴム組成物には、充填剤、硫黄化合物、老化防止剤、着色剤、可塑剤、分散剤
等の各種添加剤が、必要に応じて適量配合される。ゴム組成物に、架橋ゴム粉末又は合成
樹脂粉末が配合されてもよい。
【００１４】
　コア４の直径は３０．０ｍｍ以上、特には３８．０ｍｍ以上である。コア４の直径は４
２．０ｍｍ以下、特には４１．５ｍｍ以下である。コア４が２以上の層から構成されても
よい。
【００１５】
　カバー６に好適なポリマーは、アイオノマー樹脂である。特に、α－オレフィンと炭素
数が３以上８以下のα，β－不飽和カルボン酸との共重合体におけるカルボン酸の一部が
金属イオンで中和されたものが好適である。好ましいα－オレフィンは、エチレン及びプ
ロピレンである。好ましいα，β－不飽和カルボン酸は、アクリル酸及びメタクリル酸で
ある。中和のための金属イオンとしては、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウム
イオン、亜鉛イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、アルミニウムイオン及び
ネオジムイオンが例示される。中和が、２種以上の金属イオンでなされてもよい。ゴルフ
ボール２の反発性能及び耐久性の観点から特に好適な金属イオンは、ナトリウムイオン、
亜鉛イオン、リチウムイオン及びマグネシウムイオンである。
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【００１６】
　アイオノマー樹脂に代えて、又はアイオノマー樹脂と共に、他のポリマーが用いられて
もよい。他のポリマーとしては、熱可塑性樹脂スチレンエラストマー、熱可塑性ポリウレ
タンエラストマー、熱可塑性ポリアミドエラストマー、熱可塑性ポリエステルエラストマ
ー及び熱可塑性ポリオレフィンエラストマーが例示される。
【００１７】
　カバー６には、必要に応じ、二酸化チタンのような着色剤、硫酸バリウムのような充填
剤、分散剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、蛍光剤、蛍光増白剤等が適量配合さ
れる。比重調整の目的で、カバー６にタングステン、モリブデン等の高比重金属の粉末が
配合されてもよい。
【００１８】
　カバー６の厚みは０．５ｍｍ以上、特には０．８ｍｍ以上である。カバー６の厚みは２
．５ｍｍ以下、特には２．２ｍｍ以下である。カバー６の比重は０．９０以上、特には０
．９５以上である。カバー６の比重は１．１０以下、特には１．０５以下である。カバー
６が２以上の層から構成されてもよい。
【００１９】
　図２は図１のゴルフボール２が示された拡大平面図であり、図３はその正面図である。
図２及び図３から明らかなように、全てのディンプル８の平面形状は円形である。図２及
び図３では、ゴルフボール２の表面が１２個の等価なユニットに区画された場合の１個の
ユニットにおいて、符号ＡからＤによってディンプル８の種類が示されている。このゴル
フボール２は、直径が４．６５ｍｍであるディンプルＡと、直径が４．３０ｍｍであるデ
ィンプルＢと、直径が４．００ｍｍであるディンプルＣと、直径が３．００ｍｍであるデ
ィンプルＤとを備えている。ディンプルＡの個数は４２個であり、ディンプルＢの個数は
１３８個であり、ディンプルＣの個数は１３８個であり、ディンプルＤの個数は１２個で
ある。このゴルフボール２のディンプル８の総数は、３３０個である。
【００２０】
　図４は、図１のゴルフボール２の一部が示された拡大断面図である。この図４には、デ
ィンプル８の面積重心及びゴルフボール２の中心を通過する平面に沿った断面が示されて
いる。図４における上下方向は、ディンプル８の深さ方向である。深さ方向は、ディンプ
ル８の面積重心からゴルフボール２の中心へ向かう方向である。図４において二点鎖線１
２で示されているのは、仮想球である。仮想球１２の表面は、ディンプル８が存在しない
と仮定されたときのゴルフボール２の表面である。ディンプル８は、仮想球１２から凹陥
している。ランド１０は、仮想球１２と一致している。
【００２１】
　このディンプル８は、第一側壁面１４、第二側壁面１６及びボトム面１８を備えている
。第一側壁面１４及び第二側壁面１６はリング状である。ボトム面１８は、碗状である。
第一側壁面１４は、点Ｅ１において、ランド１０と連続している。点Ｅ１は、ディンプル
８のエッジである。エッジＥ１は、ディンプル８の平面形状を確定する。第二側壁面１６
は、第一側壁面１４のボトム側に位置している。第二側壁面１６は、点Ｅ２において、第
一側壁面１４と連続している。ボトム面１８は、第二側壁面１６のボトム側に位置してい
る。ボトム面１８は、点Ｅ３において、第二側壁面１６と連続している。
【００２２】
　図４において両矢印Ｄ１で示されているのは、ディンプル８の直径である。この直径Ｄ
１は、第一側壁面１４の最大直径でもある。両矢印Ｄ２で示されているのは、第二側壁面
１６の最大直径である。両矢印Ｄ３で示されているのは、ボトム面１８の最大直径である
。
【００２３】
　図４において二点鎖線２０で示されているのは、仮想ディンプルである。仮想ディンプ
ル２０の断面形状は、円弧である。この円弧の曲率半径は、図４において、符号Ｒｘで示
されている。この仮想ディンプル２０は、シングルラジアスディンプルである。仮想ディ
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ンプル２０の直径は、Ｄ１である。換言すれば、仮想ディンプル２０の直径とディンプル
８の直径とは、同一である。仮想ディンプル２０は、その容積がディンプル８の容積と同
一になるように想定される。仮想曲率半径Ｒｘは、通常は５．０ｍｍ以上２５．０ｍｍ以
下である。
【００２４】
　第一側壁面１４は、下向きに凸である。第一側壁面１４の曲率半径Ｒ１は、仮想曲率半
径Ｒｘと同一か、それよりも大きい。換言すれば、第一側壁面１４は緩やかに湾曲してい
る。ランド１０を通過した空気は、第一側壁面１４に沿って流れる。第一側壁面１４の湾
曲は緩やかなので、ランド１０からディンプル８の中心に向かって、空気が円滑に流れ込
む。円滑な流れの観点から、曲率半径Ｒ１は７．０ｍｍ以上が好ましく、８．０ｍｍ以上
が特に好ましい。曲率半径Ｒ１は、３０．０ｍｍ以下が好ましい。
【００２５】
　第一側壁面１４の最大直径線は、点Ｅ１を通過している。換言すれば、第一側壁面１４
は、左右方向において、点Ｅ１よりも外側にはみ出してはいない。これにより、空気の滞
留が防止される。第一側壁面１４の最下点は、点Ｅ２と一致している。換言すれば、第一
側壁面１４は、点Ｅ１から点Ｅ２に至るまで、下向きに傾斜している。これにより、空気
の滞留が防止される。
【００２６】
　第二側壁面１６は、下向きに凸である。第二側壁面１６の曲率半径Ｒ２は、仮想曲率半
径Ｒｘよりも小さい。第一側壁面１４を通過した空気は、第二側壁面１６に沿って流れる
。空気は、第二側壁面１６によって急激に方向を変えられる。この方向の変化は、ディン
プル効果を高める。ディンプル効果の観点から、曲率半径Ｒ２は仮想曲率半径Ｒｘの０．
４０倍以下が好ましく、０．３０倍以下がより好ましく、０．２５倍以下が特に好ましい
。曲率半径Ｒ２は仮想曲率半径Ｒｘの０．１０倍以上が好ましい。曲率半径Ｒ２は、１．
５ｍｍ以上５．０ｍｍ以下が好ましい。
【００２７】
　第二側壁面１６の最大直径線は、点Ｅ２を通過している。換言すれば、第二側壁面１６
は、左右方向において、点Ｅ２よりも外側にはみ出してはいない。これにより、空気の滞
留が防止される。第二側壁面１６の最下点は、点Ｅ３と一致している。換言すれば、第二
側壁面１６は、点Ｅ２から点Ｅ３に至るまで、下向きに傾斜している。これにより、空気
の滞留が防止される。
【００２８】
　ボトム面１８は、下向きに凸である。ボトム面１８の曲率半径Ｒ３は、仮想曲率半径Ｒ
ｘと同一か、それよりも大きい。換言すれば、ボトム面１８は緩やかに湾曲している。第
二側壁面１６を通過した空気は、ボトム面１８に沿って流れる。空気は、このボトム面１
８によって円滑に反対側の第二側壁面１６へと導かれる。空気は、反対側の第二側壁面１
６によって急激に方向を変えられる。この方向の変化は、ディンプル効果を高める。円滑
な空気の流れの観点から、ボトム面１８の曲率半径Ｒ３は仮想曲率半径Ｒｘの１．１０倍
以上が好ましく、１．２０倍以上がより好ましい。ボトム面１８の曲率半径Ｒ３は仮想曲
率半径Ｒｘの１．７０倍以下が好ましい。曲率半径Ｒ３は７．０ｍｍ以上が好ましく、８
．０ｍｍ以上が特に好ましい。曲率半径Ｒ３は、３５．０ｍｍ以下が好ましい。
【００２９】
　ボトム面１８の最大直径線は、点Ｅ３を通過している。換言すれば、ボトム面１８は、
左右方向において、点Ｅ３よりも外側にはみ出してはいない。これにより、空気の滞留が
防止される。
【００３０】
　第二側壁面１６の最大直径Ｄ２は、ディンプル８の直径Ｄ１の０．６０倍以上０．９５
倍以下が好ましい。直径Ｄ２が上記範囲未満であると、ディンプル効果に対する第二側壁
面１６又はボトム面１８の寄与率が不十分となる。この観点から、直径Ｄ２は、直径Ｄ１
の０．７０倍以上がより好ましく、０．７５倍以上が特に好ましい。直径Ｄ２が上記範囲
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を超えると、ディンプル効果に対する第一側壁面１４の寄与率が不十分となる。この観点
から、直径Ｄ２は、直径Ｄ１の０．９３倍以下がより好ましく、０．９０倍以下が特に好
ましい。
【００３１】
　ボトム面１８の最大直径Ｄ３は、直径Ｄ２の０．６０倍以上０．９５倍以下が好ましい
。直径Ｄ３が上記範囲未満であると、ディンプル効果に対するボトム面１８の寄与率が不
十分となる。この観点から、直径Ｄ３は、直径Ｄ２の０．７０倍以上がより好ましく、０
．７５倍以上が特に好ましい。直径Ｄ３が上記範囲を超えると、ディンプル効果に対する
第二側壁面１６の寄与率が不十分となる。この観点から、直径Ｄ３は、直径Ｄ２の０．９
３倍以下がより好ましく、０．９０倍以下が特に好ましい。
【００３２】
　図４において両矢印ｄ１で示されているのは第一側壁面１４の深さであり、両矢印ｄ２
で示されているのは第二側壁面１６の深さであり、両矢印ｄ３で示されているのはボトム
面１８の深さである。深さｄ１、深さｄ２及び深さｄ３の合計は、ディンプル８の深さｄ
である。
【００３３】
　第一側壁面１４の深さｄ１は、ディンプル８の深さｄの０．１０倍以上０．５０倍以下
が好ましい。深さｄ１が上記範囲未満であると、ディンプル効果に対する第一側壁面１４
の寄与率が不十分となる。この観点から、深さｄ１は深さｄの０．１５倍以上がより好ま
しく、０．２０倍以上が特に好ましい。深さｄ１が上記範囲を超えると、ディンプル効果
に対する第二側壁面１６又はボトム面１８の寄与率が不十分となる。この観点から、深さ
ｄ１は深さｄの０．４５倍以下がより好ましく、０．４０倍以下が特に好ましい。
【００３４】
　第二側壁面１６の深さｄ２は、ディンプル８の深さｄの０．１０倍以上０．６０倍以下
が好ましい。深さｄ２が上記範囲未満であると、ディンプル効果に対する第二側壁面１６
の寄与率が不十分となる。この観点から、深さｄ２は深さｄの０．１５倍以上がより好ま
しく、０．２０倍以上が特に好ましい。深さｄ１が上記範囲を超えると、ディンプル効果
に対する第一側壁面１４又はボトム面１８の寄与率が不十分となる。この観点から、深さ
ｄ２は深さｄの０．５５倍以下がより好ましく、０．５０倍以下が特に好ましい。
【００３５】
　ボトム面１８の深さｄ３は、ディンプル８の深さｄの０．０５倍以上０．５０倍以下が
好ましい。深さｄ３が上記範囲未満であると、ディンプル効果に対するボトム面１８の寄
与率が不十分となる。この観点から、深さｄ３は深さｄの０．１０倍以上がより好ましく
、０．１５倍以上が特に好ましい。深さｄ３が上記範囲を超えると、ディンプル効果に対
する第一側壁面１４又は第二側壁面１６の寄与率が不十分となる。この観点から、深さｄ
２は深さｄの０．４５倍以下がより好ましく、０．４０倍以下が特に好ましい。
【００３６】
　ディンプル８の面積ｓは、無限遠からゴルフボール２の中心を見た場合の、輪郭線に囲
まれた領域の面積である。円形ディンプルの場合、面積ｓは下記数式によって算出される
。
　　s = (D1 / 2)２ * π
図２及び図３に示されたゴルフボール２では、ディンプルＡの面積は１６．９８ｍｍ２で
あり、ディンプルＢの面積は１４．５２ｍｍ２であり、ディンプルＣの面積は１２．５７
ｍｍ２であり、ディンプルＤの面積は７．０７ｍｍ２である。
【００３７】
　本発明では、全てのディンプル８の面積ｓの合計が仮想球１２の表面積に占める比率は
、占有率と称される。十分なディンプル効果が得られるとの観点から、占有率は７０％以
上が好ましく、７２％以上がより好ましく、７４％以上が特に好ましい。占有率は、９０
％以下が好ましい。図２及び図３に示されたゴルフボール２では、ディンプル８の合計面
積は４５３６．３ｍｍ２である。このゴルフボール２の仮想球１２の表面積は５７２８．
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０ｍｍ２なので、占有率は７９．２％である。
【００３８】
　ディンプル８の直径Ｄ１は、２．０ｍｍ以上６．０ｍｍ以下が好ましい。直径Ｄ１が上
記範囲未満であると、ディンプル効果が得られにくい。この観点から、直径Ｄ１は２．２
ｍｍ以上がより好ましく、２．４ｍｍ以上が特に好ましい。直径Ｄ１が上記範囲を超える
と、実質的に球であるというゴルフボール２の特徴が損なわれる。この観点から、直径Ｄ
１は５．８ｍｍ以下がより好ましく、５．６ｍｍ以下が特に好ましい。
【００３９】
　ディンプル８の深さｄは、０．０５ｍｍ以上０．６０ｍｍ以下が好ましい。深さが上記
範囲未満であると、ホップする弾道となることがある。この観点から、深さは０．０８ｍ
ｍ以上がより好ましく、０．１０ｍｍ以上が特に好ましい。深さが上記範囲を超えると、
ドロップする弾道となることがある。この観点から、深さは０．４５ｍｍ以下がより好ま
しく、０．４０ｍｍ以下が特に好ましい。
【００４０】
　本発明において「ディンプルの容積」とは、ディンプル８の輪郭を含む平面とディンプ
ル８の表面とに囲まれた部分の容積を意味する。ディンプル８の総容積は、２５０ｍｍ３

以上４００ｍｍ３以下が好ましい。総容積が上記範囲未満であると、ホップする弾道とな
ることがある。この観点から、総容積は２６０ｍｍ３以上がより好ましく、２７０ｍｍ３

以上が特に好ましい。総容積が上記範囲を超えると、ドロップする弾道となるおそれがあ
る。この観点から、総容積は３９０ｍｍ３以下がより好ましく、３８０ｍｍ３以下が特に
好ましい。
【００４１】
　ディンプル８の総数は、２００個以上５００個以下が好ましい。総数が上記範囲未満で
あると、ディンプル効果が得られにくい。この観点から、総数は２４０個以上がより好ま
しく、２６０個以上が特に好ましい。総数が上記範囲を超えると、個々のディンプル８の
サイズが小さいことに起因してディンプル効果が得られにくい。この観点から、総数は４
８０個以下がより好ましく、４６０個以下が特に好ましい。
【００４２】
　図４に示されたディンプル８は、下記（ａ）から（ｃ）の条件を満足する。
（ａ）仮想曲率半径Ｒｘと同一であるか又はそれよりも大きな曲率半径Ｒ１を備えた第一
　側壁面１４を備えること。
（ｂ）この第一側壁面１４よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘよりも小さな曲率
　半径Ｒ２を備えた第二側壁面１６を備えること。
（ｃ）この第二側壁面１６よりもボトム側に位置して仮想曲率半径Ｒｘと同一であるか又
　はそれよりも大きな曲率半径Ｒ３を備えたボトム面１８を備えること。
この条件（ａ）から（ｃ）を満足するディンプル８の数がディンプル８の総数に占める比
率は、５０％以上が好ましく、７０％以上がより好ましく、８５％以上が特に好ましい。
この比率は、理想的は１００％である。
【実施例】
【００４３】
　以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて
本発明が限定的に解釈されるべきではない。
【００４４】
　　［実施例１］
　ポリブタジエン（ジェイエスアール社の商品名「ＢＲ－１１」）１００質量部、アクリ
ル酸亜鉛２４．５質量部、酸化亜鉛１０質量部、硫酸バリウム１５質量部及びジクミルパ
ーオキサイド０．８質量部を混練し、ゴム組成物を得た。このゴム組成物を共に半球状キ
ャビティを備えた上型及び下型からなる金型に投入し、１６０℃で２０分間加熱して、直
径が３８．１ｍｍのコアを得た。一方、アイオノマー樹脂（三井・デュポンポリケミカル
社の商品名「ハイミラン１６０５」）５０質量部、他のアイオノマー樹脂（三井・デュポ
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ンポリケミカル社の商品名「ハイミラン１７０６」）５０質量部及び二酸化チタン３質量
部を混練し、樹脂組成物を得た。上記コアを、内周面に多数の突起を備えた金型に投入し
、コアの周囲に上記樹脂組成物を射出成形法により注入して、厚みが２．３ｍｍであるカ
バーを成形した。カバーには、突起の形状が反転した形状のディンプルが多数形成された
。このカバーに塗装を施して、直径が４２．７ｍｍであり質量が約４５．４ｇである実施
例１のゴルフボールを得た。このゴルフボールのコンプレッションは、約８５である。こ
のゴルフボールのディンプル仕様が、下記表１に示されている。
【００４５】
　　［実施例２から５及び比較例１から６］
　金型を変更してディンプルの仕様を下記の表１、表２及び表３に示される通りとした他
は実施例１と同様にして、実施例２から５及び比較例１から６のゴルフボールを得た。比
較例１のゴルフボールでは、第一側壁面の曲率半径Ｒ１が仮想曲率半径Ｒｘよりも小さい
。比較例２のゴルフボールでは、ボトム面の曲率半径Ｒ３が仮想曲率半径Ｒｘよりも小さ
い。比較例３及び５のゴルフボールは、ダブルラジアスディンプルを備えている。比較例
４のゴルフボールでは、ディンプルＡ、Ｂ及びＣが条件（ａ）から（ｃ）を満たすが、デ
ィンプルＡ’、Ｂ’、Ｃ’及びＤ’は条件（ａ）から（ｃ）を満たさない。比較例６のゴ
ルフボールは、シングルラジアスディンプルを備えている。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
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【表２】

【００４８】
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【表３】

【００４９】
　　［飛距離テスト］
　ツルテンパー社のスイングマシンに、メタルヘッドを備えたドライバー（住友ゴム工業
株式会社の商品名「ＸＸＩＯ」、シャフト硬度：Ｘ、ロフト角：９°）を装着した。ヘッ
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ド速度が４９ｍ／ｓｅｃであり、打ち出し角度がほぼ１１°であり、初期スピン速度がほ
ぼ３０００ｒｐｍである条件でゴルフボールを打撃して、発射地点から静止地点までの距
離を測定した。試験中の風のコンディションは、ほぼ無風であった。２０回の測定の平均
値が、下記の表４に示されている。
【００５０】
【表４】

【００５１】
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　表４に示されるように、実施例のゴルフボールは飛行性能に優れている。この評価結果
から、本発明の優位性は明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　上記条件（ａ）から（ｃ）を満たすディンプルは、ツーピースゴルフボールのみならず
、ワンピースゴルフボール、マルチピースゴルフボール及び糸巻きゴルフボールにも敵し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフボールが示された模式的断面図である
。
【図２】図２は、図１のゴルフボールが示された拡大平面図である。
【図３】図３は、図２のゴルフボールが示された正面図である。
【図４】図４は、図１のゴルフボールの一部が示された拡大断面図である。
【図５】図５は、比較例４に係るゴルフボールが示された平面図である。
【図６】図６は、図５のゴルフボールが示された正面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　２・・・ゴルフボール
　４・・・コア
　６・・・カバー
　８・・・ディンプル
　１０・・・ランド
　１２・・・仮想球
　１４・・・第一側壁面
　１６・・・第二側壁面
　１８・・・ボトム面
　２０・・・仮想ディンプル
　Ａ・・・ディンプルＡ
　Ｂ・・・ディンプルＢ
　Ｃ・・・ディンプルＣ
　Ｄ・・・ディンプルＤ
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