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(57)【要約】
【課題】クラウン側の撓みやすさを向上したゴルフクラ
ブヘッドを提供すること。
【解決手段】本ゴルフクラブヘッドは、フェース部、ソ
ール部、及びクラウン部を有する中空のゴルフクラブヘ
ッドであって、前記クラウン部のフェース側に配置され
、前記クラウン部の外面から中空部側へ凹む前方凹部と
、前記クラウン部のバック側に配置され、前記クラウン
部の内面からゴルフクラブヘッドの外方側へ凹む後方凹
部と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース部、ソール部、及びクラウン部を有する中空のゴルフクラブヘッドであって、
　前記クラウン部のフェース側に配置され、前記クラウン部の外面から中空部側へ凹む前
方凹部と、
　前記クラウン部のバック側に配置され、前記クラウン部の内面からゴルフクラブヘッド
の外方側へ凹む後方凹部と、を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記前方凹部のトウ－ヒール方向の長さより、前記後方凹部のトウ－ヒール方向の長さ
の方が長いことを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　平面視で、前記クラウン部の前端から前記クラウン部の後端までの幅を１００％とした
ときに、
　前記前方凹部の最前端と、前記クラウン部の前端との距離は、５％以上３０％以下であ
り、
　前記後方凹部の最前端と、前記クラウン部の前端との距離は、４０％以上７０％以下で
あることを特徴とする請求項１または２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記前方凹部の底部における壁厚さは、前記後方凹部の底部における壁厚さよりも厚い
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記前方凹部は、前記クラウン部の内面から中空部側へ突出し、
　前記後方凹部は、前記クラウン部の外面からゴルフクラブヘッドの外方側へ突出しない
ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項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】
　従来のゴルフクラブヘッドにおいて、ゴルフボールの打出角を上げ、打撃性能を向上さ
せるための様々な技術が検討されている。打撃性能を向上させる技術としては、例えば、
特許文献１～７に記載の技術が挙げられる。ゴルフボールの打出角を上げ、打撃性能を向
上させるためには、クラウン側の撓みやすさを十分に考慮することが必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２１３７８６号公報
【特許文献２】特開２０１４－１２１６０２号公報
【特許文献３】特開２００５－０７３７３６号公報
【特許文献４】特開２００３－０８８６０１号公報
【特許文献５】特表２０１３－５４４１７９号公報
【特許文献６】特開２０１６－１０６８８５号公報
【特許文献７】米国特許公開２０１６／１５１６８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、クラウン側の撓みやすさを向上した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】
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【０００５】
　本ゴルフクラブヘッドは、フェース部、ソール部、及びクラウン部を有する中空のゴル
フクラブヘッドであって、前記クラウン部のフェース側に配置され、前記クラウン部の外
面から中空部側へ凹む前方凹部と、前記クラウン部のバック側に配置され、前記クラウン
部の内面からゴルフクラブヘッドの外方側へ凹む後方凹部と、を有することを要件とする
。
【発明の効果】
【０００６】
　開示の技術によれば、クラウン側の撓みやすさを向上したゴルフクラブヘッドを提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施の形態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する斜視図である。
【図２】本実施の形態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する平面図である。
【図３】本実施の形態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する断面図である。
【図４】図３のＡ分近傍の部分拡大端面図である。
【図５】図３のＢ分近傍の部分拡大端面図である。
【図６】前方凹部１２１及び後方凹部１２２の位置や大きさについて説明する図である。
【図７】図２のトウ側を示す部分拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施の形態の説明を行う。なお、各図面において、同一構成部
分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【０００９】
　図１は、本実施の形態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する斜視図である。図２は、
本実施の形態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する平面図である。図３は、本実施の形
態に係るゴルフクラブヘッド１を例示する断面図であり、フェース部１１の略中央を通る
ようにフェース－バック方向に切断した縦断面を示している。
【００１０】
　図１～図３では、ゴルフクラブヘッド１を水平面（地面に相当）に基準のライ角及び基
準のロフト角通りに接地した場合を図示している。また、矢印ｄ１はトウ－ヒール方向（
左右方向）を、矢印ｄ２はトップ－ソール方向（上下方向）を、矢印ｄ３はフェース－バ
ック方向（前後方向）を示している。
【００１１】
　図１～図３に示すゴルフクラブヘッド１は、ウッド型のゴルフクラブヘッドであって、
例えばドライバであるが、ユーティリティやフェアウェイウッドであってもよい。ゴルフ
クラブヘッド１は、例えば、チタン合金、チタン、ステンレス、アルミニウム合金等の金
属材料を用いて形成することができる。また、ゴルフクラブヘッド１は、複数の部品を接
合して組み立てることができる。以下、ゴルフクラブヘッド１について詳説する。
【００１２】
　ゴルフクラブヘッド１は、フェース部１１と、クラウン部１２と、ソール部１３と、サ
イド部１４と、ホゼル部１５とを有する中空構造体である。なお、中空構造体の内側の面
を内面、外側の面を外面と称する場合がある。また、中空構造体の内部を中空部と称する
場合がある。
【００１３】
　フェース部１１は、打撃面となるフェース面１１ｆを備えた部分である。なお、フェー
ス部１１は所定の厚みを有しており、フェース面１１ｆはフェース部１１の外面をなして
いる。クラウン部１２は、ゴルフクラブヘッド１の上部を形成する部分である。ソール部
１３は、ゴルフクラブヘッド１の底部を形成する部分である。サイド部１４は、クラウン
部１２とソール部１３とを繋ぐ部分である。ホゼル部１５は、シャフトと連結される部分
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である。
【００１４】
　図４は、図３のＡ分近傍の部分拡大端面図である。図５は、図３のＢ分近傍の部分拡大
端面図である。図１～図５に示すように、クラウン部１２のフェース側には、トウ－ヒー
ル方向を長手方向とする前方凹部１２１が配置されている。また、クラウン部１２のバッ
ク側には、トウ－ヒール方向を長手方向とする後方凹部１２２が配置されている。
【００１５】
　前方凹部１２１はクラウン部１２の外面から中空部側に窪んでおり、後方凹部１２２は
クラウン部１２の内面から外方側（ヘッド外面側）に窪んでいる。
【００１６】
　また、前方凹部１２１はクラウン部１２の内面から中空部側に突出しているが、後方凹
部１２２はクラウン部１２の外面からゴルフクラブヘッド１の外方側には突出していない
。従って、後方凹部１２２はゴルフクラブヘッド１の外方側から視認することはできない
。
【００１７】
　また、前方凹部１２１の底部における壁厚さＴ１は、後方凹部１２２の底部における壁
厚さＴ２よりも厚い。前方凹部１２１の底部における壁厚さＴ１は、例えば、０．３ｍｍ
以上１．０ｍｍ以下とすることができる。また、後方凹部１２２の底部における壁厚さＴ

２は、例えば、０．１ｍｍ以上０．８ｍｍ以下とすることができる。前方凹部１２１の底
部における壁厚さＴ１を厚くすることで、フェース側の耐久性を向上することができる。
また、後方凹部１２２の底部における壁厚さＴ２を薄くすることで、クラウン部１２を撓
ませる効果を向上することができる。
【００１８】
　また、前方凹部１２１の深さＤ１は、例えば、０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下とするこ
とができる。また、後方凹部１２２の深さＤ２は、例えば、０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以
下とすることができる。
【００１９】
　図６は、前方凹部１２１及び後方凹部１２２の位置や大きさについて説明する図である
。図６に示すように、前方凹部１２１のトウ－ヒール方向の長さＬ１より、後方凹部１２
２のトウ－ヒール方向の長さＬ２の方が長い。
【００２０】
　前方凹部１２１はゴルフボールを打撃するフェース側に近いため、フェース側の耐久性
を向上するためにトウ－ヒール方向の長さＬ１は押さえることが好ましい。一方、後方凹
部１２２はフェース側から遠く、フェース側ほどの耐久性が要求されないため、トウ－ヒ
ール方向の長さＬ２は長くすることができる。後方凹部１２２のトウ－ヒール方向の長さ
Ｌ２を長くすることで、ゴルフクラブヘッド１でゴルフボールを打撃した時に、クラウン
部１２側が撓みやすくすることができる。
【００２１】
　前方凹部１２１のトウ－ヒール方向の長さＬ１は、例えば、３０ｍｍ以上１１０ｍｍ以
下とすることができる。また、後方凹部１２２のトウ－ヒール方向の長さＬ２は、例えば
、４０ｍｍ以上１２０ｍｍ以下とすることができる。
【００２２】
　また、平面視で、クラウン部１２の前端からクラウン部１２の後端までの幅Ｗ１を１０
０％とした場合に、前方凹部１２１の最前端とクラウン部１２の前端の距離Ｌ３は５％以
上３０％以下とすると好適である。また、後方凹部１２２の最前端とクラウン部１２の前
端の距離Ｌ４は４０％以上７０％以下とすると好適である。クラウン部１２の前端とは、
フェース部１１とクラウン部１２の境界位置である。
【００２３】
　なお、平面視とは、ゴルフクラブヘッド１を水平面（地面に相当）に基準のライ角及び
基準のロフト角通りに接地した場合に、水平面の法線方向から視ることである。
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【００２４】
　また、前方凹部１２１の最前端から前方凹部１２１のトウ側の最後端までの幅Ｗ２は、
例えば、３ｍｍ以上１５ｍｍ以下とすることができる。また、前方凹部１２１の最前端か
ら前方凹部１２１のヒール側の最後端までの幅Ｗ３は、例えば、３ｍｍ以上１５ｍｍ以下
とすることができる。また、前方凹部１２１の最細部の幅Ｗ４は、例えば、１ｍｍ以上５
ｍｍ以下とすることができる。なお、幅Ｗ２と幅Ｗ３は同一であっても構わない。
【００２５】
　フェース部１１の中心に比べてフェース部１１のトウ側及びヒール側は、ゴルフクラブ
ヘッド１でゴルフボールを打撃した時の反発が低くなる。幅Ｗ４に比べて幅Ｗ２及び幅Ｗ

３を広くすることで、フェース部１１の中心でゴルフボールを打撃した時よりもフェース
部１１のトウ側及びヒール側でゴルフボールを打撃した時のクラウン部１２側の撓みを大
きくすることができる。
【００２６】
　これにより、フェース部１１の中心でゴルフボールを打撃した時と、フェース部１１の
トウ側及びヒール側でゴルフボールを打撃した時の打撃性能のばらつきを低減することが
できる。
【００２７】
　また、後方凹部１２２の幅Ｗ５は略一定であり、例えば、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下とす
ることができる。但し、後方凹部１２２の幅Ｗ５を略一定とするのは一例であり、必要に
応じて後方凹部１２２の長手方向の位置により幅Ｗ５を可変しても構わない。
【００２８】
　図７は、図２のトウ側を示す部分拡大平面図である。図７において、一点鎖線Ｍはトウ
－ヒール方向に平行な直線を示している。
【００２９】
　図２及び図７に示すように、前方凹部１２１は、前端１２１ａ、トウ側側端１２１ｂ、
ヒール側側端１２１ｃ、トウ側後端１２１ｄ、ヒール側後端１２１ｅ、及び中央部後端１
２１ｆを備えている。
【００３０】
　トウ側側端１２１ｂは、バック側ほど、よりトウ側へ近くなるように斜向している。ま
た、ヒール側側端１２１ｃは、バック側ほど、よりヒール側へ近くなるように斜向してい
る。
【００３１】
　トウ側後端１２１ｄは、バック側ほど、よりトウ側へ近くなるように斜向している。ま
た、トウ側後端１２１ｄのトウ－ヒール方向に対する斜向の角度θ１は、トウ側側端１２
１ｂのトウ－ヒール方向に対する斜向の角度θ２よりも小さい。この形状により、中央か
らトウ側へ徐々に前方凹部１２１の幅が広がり、中央からトウ側へ、徐々に前方凹部１２
１の幅により効果をもたせることができる。
【００３２】
　同様に、ヒール側後端１２１ｅは、バック側ほど、よりヒール側へ近くなるように斜向
している。また、ヒール側後端１２１ｅのトウ－ヒール方向に対する斜向の角度は、ヒー
ル側側端１２１ｃのトウ－ヒール方向に対する斜向の角度よりも小さい。この形状により
、中央からヒール側へ徐々に前方凹部１２１の幅が広がり、中央からヒール側へ、徐々に
前方凹部１２１の幅により効果をもたせることができる。
【００３３】
　ゴルフクラブヘッドはゴルフボールを打撃した時に、フェース側のクラウン部は上方へ
凸となるように変形し、それよりもバック側のクラウン部は下方へ凸となるように変形す
る傾向にある。そこで、ゴルフクラブヘッド１では、フェース側のクラウン部がより変形
しやすいようにクラウン部１２のフェース側に配置され、クラウン部１２の外面から中空
部側へ凹む前方凹部１２１を設け、バック側のクラウン部がより変形しやすいようにクラ
ウン部１２のバック側に配置され、クラウン部１２の内面からゴルフクラブヘッド１の外
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【００３４】
　これにより、ゴルフクラブヘッド１でゴルフボールを打撃した時に、クラウン部１２側
が撓みやすいようにし、ゴルフボールの打出角を上げ、打撃性能を向上させることができ
る。
【００３５】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【００３６】
　例えば、ホゼル部を、シャフト先端に固着されるスリーブを着脱可能な構成としてもよ
い。スリーブを用いることで、容易にシャフト交換することができる。また、スリーブ内
に設けられたシャフト挿入穴の軸をホゼル部の穴の中心軸に対して傾けて形成することも
可能である。この場合、スリーブを軸方向に回転させ、ホゼル部との嵌合位置を変えるこ
とで、ライ角やフェースアングルを可変することができる。
【符号の説明】
【００３７】
　１　ゴルフクラブヘッド
　１１　フェース部
　１１ｆ　フェース面
　１２　クラウン部
　１３　ソール部
　１４　サイド部
　１５　ホゼル部
　１２１　前方凹部
　１２１ａ　前端
　１２１ｂ　トウ側側端
　１２１ｃ　ヒール側側端
　１２１ｄ　トウ側後端
　１２１ｅ　ヒール側後端
　１２１ｆ　中央部後端
　１２２　後方凹部



(7) JP 2018-93938 A 2018.6.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(8) JP 2018-93938 A 2018.6.21

【図６】 【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

