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(57)【要約】
【課題】オープンカーのサイドエアバッグ装置のように
膨張展開したエアバッグ体が当該内圧を高くすることな
く確実に乗員に対して好ましい捕捉機能を発揮できるよ
うにする。
【解決手段】車体側であるドア１に設けた収容部４に折
り畳まれた状態で収容されたエアバッグ体５をドア１に
形成された開口部４ａより膨張展開して乗員を捕捉して
保護するように構成する場合、エアバッグ体５が、記乗
員を保護する乗員保護用バッグ部５ａと、乗員保護用バ
ック部５ａの膨張展開姿勢を保持する姿勢支持用バッグ
部５ｂとを有して構成し、姿勢支持用バック部５ｂの膨
張時の内圧を高圧にすることによって、乗員保護の観点
から適正内圧に膨張展開した乗員保護用バッグ部５ａの
膨張展開姿勢を支持するようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体側に設けた収容部に折り畳まれた状態で収容されたエアバッグ体を前記車体に形成
された開口部より膨張展開して乗員を捕捉して保護するように構成した車両用エアバッグ
装置であって、前記エアバッグ体が、前記乗員を保護する乗員保護用バッグ部と、該乗員
保護用バック部の膨張展開姿勢を保持する姿勢支持用バッグ部とを有して構成したことを
特徴とする車両用エアバッグ装置。
【請求項２】
　前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部とは、単体構成のエアバッグ体を仕
切ることにより構成したことを特徴とする請求項１記載の車両用エアバッグ装置。
【請求項３】
　前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バッグ部とは、別体構成としたことを特徴と
する請求項１に記載の車両用エアバッグ装置。
【請求項４】
　前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バッグ部とは、連結部を介して互いに連結し
ていることを特徴とする請求項３記載の車両用エアバッグ装置。
【請求項５】
　前記姿勢支持用バッグ部が、前記乗員保護用バッグ部に対して、前記車体の外側におい
て膨張展開することによって前記乗員保護用バッグ部の膨張展開姿勢を支持するように構
成したことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の車両用エアバッグ装
置。
【請求項６】
　前記姿勢支持用バッグ部が、前記乗員保護用バッグ部に対して、前記車体後方側に配置
されていることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一に記載の車両用エアバ
ッグ装置。
【請求項７】
　前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部とは、別構成のインフレータにより
それぞれ膨張展開するように構成したことを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれ
か一に記載の車両用エアバッグ装置。
【請求項８】
　前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部とは、単一のインフレータにより膨
張展開するように構成したことを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか一に記載
の車両用エアバッグ装置。
【請求項９】
　前記車体がオープンカーの出入口を開閉するドアであって、前記エアバッグ体が前記ド
アに設けられた収容部に収容されたサイドエアバッグであることを特徴とする請求項１な
いし請求項８のいずれか一に記載の車両用エアバッグ装置。

                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体側に設けられた収容部に折り畳まれた状態で収容されたエアバッグ体を
前記車体に形成された開口部より膨張展開して乗員を捕捉して保護するように構成した車
両用エアバッグ装置、特に、オープンカーのドアに設けられるサイドエアバッグとして適
した車両用エアバッグ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来におけるこの種のエアバッグ装置には、例えば、運転席用あるいは助手席用エアバ
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ッグ装置やシート装置に設置されるサイドエアバッグ装置、更には、自動車の天井部に設
けられるカーテンエアバッグ装置等があるが、これらのエアバッグ装置は、エアバッグ体
の膨張展開時に通常車体構成要素により支持されて、エアバッグ体の膨張展開姿勢が保持
されるように構成することができる。
【０００３】
　しかしながら、例えば、オープンカーにおけるサイドエアバッグ装置や、車室前席と後
席との間に膨張展開するエアバッグ装置においては、膨張展開したエアバッグ体を車体構
成要素とは別構成となった支持構成を設けないと、折角膨張展開したエアバッグ体が乗員
の衝突等により衝突方向に逃げてしまうことになる。
【０００４】
　そこで、従来この種のエアバッグ装置において、膨張展開したエアバッグ体の姿勢を受
け止め保持するように構成したエアバッグ装置が知られている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－３５４１０４号公報。
【０００５】
　これによれば、特に、オープンカー用エアバッグ装置として開発されたもので、折り畳
まれた状態でエアバッグモジュール内に配置されたエアバッグ体を備えたもので、エアバ
ッグモジュールが、車両ドア内に一体化され膨張時にドアパラペットの上方の保護位置を
その保護領域として受け持ち、エアバッグモジュールが膨張したエアバッグ体のほぼ全長
にわたって延在するエアバッグのための細長開口を有し、膨張したエアバッグのエアバッ
グ袋状体が、自立した状態で突っ張り支持されるようにするために、エアバッグ袋体内を
高内圧すると共に、その寸法が細長開口にほぼ近い車両ドアのウエスト部に押圧されるよ
うに構成したものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、上記従来の技術においては、車両ドアのウエスト部を支持部として、エア
バッグ袋体の下端部を片持状態で支持することにより、エアバッグ袋体を突っ張り支持し
て、エアバッグ袋体自体を自立させるようにしているためには、エアバッグ袋体自体の内
圧は相当高くして膨張させることが必要となってくるが、エアバッグ袋体自体の内圧を余
り高くして膨張させた場合には、乗員を捕捉する観点からは余り好ましいとはいえない。
そこで、本発明は、かかる点に鑑み、オープンカーのサイドエアバッグ装置のように膨張
展開したエアバッグ体が当該内圧を高くすることなく確実に乗員に対して好ましい捕捉機
能を発揮できるように構成した車両用エアバッグ装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る車両用エアバッグ装置は、車体側に設けた収容部に折り畳まれた状態で収
容されたエアバッグ体を前記車体に形成された開口部より膨張展開して乗員を捕捉して保
護するように構成した車両用エアバッグ装置であって、前記エアバッグ体が、前記乗員を
保護する乗員保護用バッグ部と、該乗員保護用バック部の膨張展開姿勢を保持する姿勢支
持用バッグ部とを有して構成したことを特徴とする。
【０００８】
　かかる構成により、エアバッグ体が、前記乗員を保護する乗員保護用バッグ部と、該乗
員保護用バック部の膨張展開姿勢を保持する姿勢支持用バッグ部とを有することから、高
内圧により膨張した姿勢支持用バッグ部が添設して乗員保護用バック部の膨張展開姿勢を
保持するように構成でき、乗員保護用バッグ部の内圧を乗員にとって確実な安全性の観点
から選択された適正な内圧に設定することができ、常時乗員の安全で確実な捕捉機能を発
揮することができる。
【０００９】
　また、本発明は、前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部とが、単体構成の
エアバッグ体を仕切ることにより構成することができる。
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【００１０】
　かかる構成により、エアバッグ構造を簡潔にするとともに、乗員保護用バッグ部の内圧
を乗員の確実な安全性の観点から選択することによって、常時乗員の安全で確実な捕捉機
能を発揮することができ、しかも、バッグ構成部品を少なくして製造原価の低減を図るこ
とができる。
【００１１】
　また、本発明は、前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バッグ部とを別体構成とす
ることができる。
【００１２】
　かかる構成により、各バック部用のインフレータを別構成にする等によって、両バッグ
の内圧を別個独立して設定することができる。
【００１３】
　また、本発明は、互いに別体構成された前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バッ
グ部とを連結部を介して互いに連結するように構成できる。
【００１４】
　かかる構成により、連結部により姿勢支持用バッグ部が乗員保護用バッグ部の膨張展開
姿勢を確実に支持することができると共に、エアバッグ体全体の車両前後方向の寸法を小
さくすることができ、エアバッグ体の膨張展開姿勢等の設計自由度を増すことができる。
【００１５】
　また、本発明は、前記姿勢支持用バッグ部が、前記乗員保護用バッグ部に対して、前記
車体の外側において膨張展開することによって前記乗員保護用バッグ部の膨張展開姿勢を
支持するように構成することができる。
【００１６】
　かかる構成により、乗員保護用バッグ部の乗員捕捉面積を車両前後方向に大きく確保す
ることができ、乗員保護範囲を更に拡大することができる。
【００１７】
　また、本発明は、前記姿勢支持用バッグ部が、前記乗員保護用バッグ部に対して、前記
車体後方側に配置されているように構成することができる。
【００１８】
　かかる構成により、乗員保護用バッグ部を乗員が対向する適正位置に膨張展開させるこ
とができる。
【００１９】
　また、本発明は、前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部が、別構成のイン
フレータによりそれぞれ膨張展開するように構成できる。
【００２０】
　かかる構成により、乗員保護用バッグ部と姿勢支持用バック部との膨張展開時の内圧を
、各インフレータによりそれぞれ別個に制御することができる。
【００２１】
　また、本発明は、前記乗員保護用バッグ部と前記姿勢支持用バック部とが、単一のイン
フレータにより膨張展開するように構成できる。
【００２２】
　かかる構成により、インフレータにより発生するガス圧を、乗員保護用バッグ部と姿勢
支持用バッグ部とに適正配分されるように制御することにより、使用インフレータの個数
を少なくして、コスト低減に寄与することができる。
【００２３】
　また、本発明は、前記車体がオープンカーの出入口を開閉するドアであって、前記エア
バッグ体が前記ドアに設けられた収容部に収容されたサイドエアバッグとすることができ
る。
【００２４】
　かかる構成により、ドアのウエスト部と共に、乗員保護用バッグ部の膨張展開姿勢を高
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内圧で膨張した姿勢支持用バッグ部が添設して保持するように構成することにより、乗員
保護用バッグ部の内圧を乗員の確実な安全性の観点から適正な内圧に設定することができ
、常時オープンカーに乗車した乗員の安全で確実な捕捉機能を発揮することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　上記のように構成する本発明によれば、エアバッグ体が、前記乗員を保護する乗員保護
用バッグ部と、該乗員保護用バック部の膨張展開姿勢を保持する姿勢支持用バッグ部とを
有することから、高内圧をより膨張した姿勢支持用バッグ部が添設して乗員保護用バック
部の膨張展開姿勢を保持するように構成でき、乗員保護用バッグ部の内圧を乗員にとって
確実な安全性の観点から選択された適正な内圧に設定することができ、常時乗員の安全で
確実な捕捉機能を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に、本発明に係る実施の形態について、図を用いて説明する。
【００２７】
　図１は本発明に係る第１の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図、図２は模式的に描画した図１のＡ－Ａ
断面図、図３は図１におけるエアバッグ体のみを描画した平面図である。
【００２８】
　図１および図２において、車体の一部を構成するオープンカー用のドア１は、アウタパ
ネル１ａとインナパネル１ｂとをドア袋部１ｃを形成するように接合することによって構
成されており、フロントピラー２に蝶着されることによって、車体の出入口を開閉するよ
うになっている。但し、オープンカー故に、ドア１を支えるセンターピラー或いはルーフ
レール等を有さないことになる。
【００２９】
　ドア袋部１ｃ内には、不図示のウインドガラスレギュレターやドアロック等が収容され
ていると共に、ドア袋部１ｃにおけるドアウエスト部１ｄ側には、エアバッグ装置３の収
容部４が配置されている。
【００３０】
　収容部４内に収容されたエアバッグ装置３は、折り畳まれた状態で収容部４に収容する
エアバッグ体５とエアバッグ体５内にガス圧を噴出してウエスト部１ｄに形成した収容部
４の開口部４ａから膨張展開させるインフレータ６を有して構成されている。
【００３１】
　エアバッグ体５は、互いに別体構成の乗員保護用バッグ部５ａと乗員保護用バッグ部５
ａの膨張展開時の姿勢を保持するための姿勢支持用バッグ部５ｂとで構成している。
【００３２】
　姿勢支持用バッグ部５ｂは、膨張展開時において、図２および図３に示すように、乗員
保護用バッグ部５ａに対して、ドア１すなわち車体の外側に添設するように位置して、乗
員保護用バッグ部５ａの膨張展開時の姿勢を支持するようになっている。
【００３３】
　インフレータ６は、乗員保護用バッグ部５ａを膨張展開させる乗員保護用バッグ部側イ
ンフレータ６ａと姿勢支持用バッグ部５ｂを膨張展開させる姿勢支持用バッグ部側インフ
レータ６ｂとを互いに独立構成にすることによって構成している。
【００３４】
　そして、乗員保護用バッグ部側インフレータ６ａは、乗員保護用バッグ部５ａが乗員に
とって確実な安全の観点から選択設定された適正な内圧により膨張展開されるように構成
されており、これに対して、姿勢支持用バッグ部側インフレータ６ｂは、姿勢支持用バッ
グ部５ｂが乗員保護用バッグ部５ａに車体外側より添設して乗員保護用バッグ部５ａの膨
張展開姿勢を保持できるように、高圧のガス圧を発生して、姿勢支持用バッグ部５ｂを高
内圧で膨張展開するように構成されている。
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【００３５】
　かかる構成により、本発明に係る第１の実施の形態においては、自動車の側突事故等に
遭遇した場合、エアバッグ装置３の衝撃センサ（不図示）が感知して制御手段（不図示）
を介して、乗員保護用バッグ部側インフレータ６ａおよび姿勢支持用バッグ部側インフレ
ータ６ｂを作動させ高圧ガスを噴出させることによって、乗員保護用バッグ部５ａおよび
姿勢支持用バッグ部５ｂを共に膨張展開させる（図示する状態）。
【００３６】
　この時、乗員保護用バッグ部５ａの内圧は、乗員にとって確実な安全の観点から選択設
定された適正値になっているのに対し、姿勢支持用バッグ部５ｂの内圧は、乗員保護用バ
ッグ部５ａの膨張姿勢を支持するために相当高圧値になっている。
【００３７】
　この結果、乗員保護用バッグ部５ａは、ドア１のドアウエスト部１ｄに添設することと
相俟って、高内圧をより膨張した姿勢支持用バッグ部５ｂがドア１の外側から添設するこ
とによって支持されることになり、乗員にとって確実な安全性の観点から選択された適正
な内圧により、常時乗員の安全で確実な捕捉機能を発揮することになる。
【００３８】
　また、エアバッグ体５を互いに別構成の乗員保護用バッグ部５ａと姿勢支持用バッグ部
５ｂとで構成したことにより、やはり別構成の乗員保護用バッグ部側インフレータ６ａお
よび姿勢支持用バッグ部側インフレータ６ｂと相俟って、乗員保護用バッグ部５ａと姿勢
支持用バッグ部５ｂとの内圧を別個独立に設定することができる。
【００３９】
　次に、図４を用いて、本発明に係る第２の実施の形態について説明する。図４は本発明
に係る第２の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描画したエアバッ
グ体の膨張展開時における正面図である。
【００４０】
　図４によれば、インフレータ６が、単独構成となって、乗員保護用バッグ部５ａおよび
姿勢支持用バッグ部５ｂを互いに膨張展開するために、それぞれのガス噴出孔６－１、６
－２を有して構成している点、上記第１の実施の形態とは相違する構成を取っており、そ
の他の構成は同一としている。
【００４１】
　かかる構成により、インフレータ６が単一構成となって、インフレータ６により発生す
るガス圧を、乗員保護用バッグ部５ａと姿勢支持用バッグ部５ｂとに適正配分されるよう
に制御することにより、使用インフレータの個数を少なくして、コスト低減に寄与するこ
とができるものである。
【００４２】
　次に、図５および図６を用いて、本発明に係る第３の実施の形態について説明する。図
５は本発明に係る第３の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描画し
たエアバッグ体の膨張展開時における正面図、図６は図５におけるエアバッグ体のみを描
画した平面図である。
【００４３】
　図５および図６によれば、乗員保護用バッグ部５ａと姿勢支持用バッグ部５ｂとは互い
に独立構成にしている上に、連結部５－１により互いに連結され、更に、姿勢支持用バッ
グ部５ｂは乗員保護用バッグ部５ａに対してドア１の後部側に対向配設されている点、前
記第２の実施の形態に対して相違しており、その他の構成は第２の実施の形態と同一構成
を取っている。
【００４４】
　したがって、高内圧で膨張展開した姿勢支持用バッグ部５ｂは、連結部５－１を介して
、乗員保護用バッグ部５ａの膨張展開姿勢を保持することになり、また、姿勢支持用バッ
グ部５ｂが乗員保護用バッグ部５ａに対してドア１の後部側に配設されていることと相俟
って、エアバッグ体５の車両前後方向の寸法を小さくすることができ、設計自由度をなす
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ことができる。
【００４５】
　次に、本発明に係る第４の実施の形態を図７および図８を用いて説明する。図７は本発
明に係る第４の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描画したエアバ
ッグ体の膨張展開時における正面図、図８は図７におけるエアバッグ体のみを描画した平
面図である。
【００４６】
　図７および図８によれば、エアバッグ体５は、単一構成として、内部を仕切り体５－２
により２室に区画することによって、ドア１の前側に存する乗員保護用バッグ部５ａとド
ア１の後側に存する姿勢支持用バッグ部５ｂとを形成して、乗員保護用バッグ部５ａに対
してドア１の後方において姿勢支持用バッグ部５ｂが位置して、乗員保護用バッグ部５ａ
の膨張展開姿勢を支持するように構成している点、上記第１の実施の形態と相違しており
、その他の構成は第１の実施の形態と同一構成を採っている。
【００４７】
　したがって、第４の実施の形態においては、エアバッグ体５の構造を簡潔にするととも
に、乗員保護用バッグ部５ａの内圧を乗員の確実な安全性の観点から選択することによっ
て、常時乗員の安全で確実な捕捉機能を発揮することができ、しかも、エアバッグ体５の
構成部品を少なくして製造原価の低減を図ることができる。
【００４８】
　次に、本発明に係る第５の実施の形態について説明する。図９は本発明に係る第５の実
施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描画したエアバッグ体の膨張展開
時における正面図である。
【００４９】
　図９によれば、インフレータ６が、単独構成となって、乗員保護用バッグ部５ａおよび
姿勢支持用バッグ部５ｂを互いに膨張展開するために、それぞれのガス噴出孔６－１、６
－２を有して構成している点、上記第４の実施の形態とは相違する構成を取っており、そ
の他の構成は同一としている。
【００５０】
　かかる構成により、インフレータ６が単一構成となって、インフレータ６により発生す
るガス圧を、上記第４の実施の形態と同様に単一のエアバッグ体５の内部を区画して構成
される乗員保護用バッグ部５ａと姿勢支持用バッグ部５ｂとに適正配分されるように制御
することにより、使用インフレータの個数を少なくして、コスト低減に寄与することがで
きるものである。
【００５１】
　なお、上記本発明に係る実施の形態においては、本発明をオープンカー用のドアに適用
しているが、本発明はこれに限定されることなく、自動車車体の他の部位、例えばフロン
トシートとバックシートとの間にエアバッグ体をカーテン状に張設するように構成したエ
アバッグ装置等にも適用でき、この場合、例えば、フロントシートの上部側からルーフ側
に向かってエアバッグ体を膨張展開する場合に、乗員保護用バッグ部を高内圧に膨張した
姿勢支持用バッグ部で支持させるように構成することになる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　以上説明したように、本発明は、エアバッグ体が、前記乗員を保護する乗員保護用バッ
グ部と、該乗員保護用バック部の膨張展開姿勢を保持する姿勢支持用バッグ部とを有する
ことから、高内圧により膨張した姿勢支持用バッグ部が添設して乗員保護用バック部の膨
張展開姿勢を保持するように構成でき、乗員保護用バッグ部の内圧を乗員にとって確実な
安全性の観点から選択された適正な内圧に設定することができ、常時乗員の安全で確実な
捕捉機能を発揮することができるために、車体側に設けられた収容部に折り畳まれた状態
で収容されたエアバッグ体を前記車体に形成された開口部より膨張展開して乗員を捕捉し
て保護するように構成した車両用エアバッグ装置、特に、オープンカーのドアに設けられ
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【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る第１の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図である。
【図２】模式的に描画した図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図１におけるエアバッグ体のみを描画した平面図である。
【図４】本発明に係る第２の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図である。
【図５】本発明に係る第３の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図である。
【図６】図５におけるエアバッグ体のみを描画した平面図である。
【図７】本発明に係る第４の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図である。
【図８】図７におけるエアバッグ体のみを描画した平面図である。
【図９】本発明に係る第５の実施の形態を採用したオープンカー用のドアを車室側から描
画したエアバッグ体の膨張展開時における正面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　　　　１　　ドア（車体）
　　　　３　　エアバッグ装置
　　　　４　　収容部
　　　　４ａ　開口部
　　　　５　　エアバッグ体
　　　　５ａ　乗員保護用バッグ部
　　　　５ｂ　姿勢支持用バッグ部
　　　　６　　インフレータ
　　　　６ａ　乗員保護用バッグ部側インフレータ
　　　　６ｂ　姿勢支持用バッグ部側インフレータ
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