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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステアリングのセンタパッドに収容され、車両への衝突により生じる衝撃時に乗員側に
向かって展開可能なエアバッグ袋体を備えた乗員保護装置であって、
　前記センタパッドは、前記ステアリングに対し非回動構造となるよう配設され、
　前記エアバッグ袋体は、
　乗員の頭部を保護する頭部保護部と、
　乗員の胸部を保護する胸部保護部と、
　前記頭部保護部の車両幅方向における両方側縁に配置され、車両後方側に向かって乗員
の頭部側方を覆うように延出して展開可能な第１及び第２延出部と、
　前記頭部保護部の車両上下方向における上方側に配置され、車両後方側に向かって乗員
の頭部上方を覆うように延出して展開可能な第３延出部と、を有し、
　前記頭部保護部及び胸部保護部は、
　車両の前後方向で前記胸部保護部よりも前記頭部保護部の方が、乗員側への突出量を大
となるように互いに異なる厚みをなして展開可能となること、
　を特徴とする乗員保護装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２延出部は、前記エアバッグ袋体の車両幅方向における車外側縁に配置
され、乗員と窓ガラスとの間で展開可能となること、
　を特徴とする請求項１記載の乗員保護装置。



(2) JP 5572597 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記第１及び第２延出部は、前記エアバッグ袋体の車両幅方向における車室側縁に配置
され、運転席に位置する乗員と助手席に位置する乗員との間で展開可能となること、
　を特徴とする請求項１又は２記載の乗員保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗員保護装置に関し、特に、ステアリングのセンタパッドにエアバッグ袋体
を収容して構成された乗員保護装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乗員保護装置は、ステアリングのセンタパッドにエアバッグ袋体を折り畳んで収
容し、車両への衝突により生じる衝撃に対し、センタパッドから乗員側に向かってエアバ
ッグ袋体を展開させることで、衝撃から乗員を保護するものが知られている。
【０００３】
　ここで、ステアリングのセンタパッドは、通常、乗員の運転操作に応じて、ステアリン
グとともに回転している。このため、センタパッドに収容されたエアバッグ袋体は、ステ
アリングのどの回転蛇角でも同じ形状で膨張展開可能となるよう円形状をなして形成され
ている。そして、円形状をなして形成されたエアバッグ袋体は、主に乗員の頭部を保護し
ている。
【０００４】
　近年、ステアリングに収容されたエアバッグ袋体には、乗員の頭部を保護するのみなら
ず、他の部位まで十分に保護したいという要求が高まっている。特に、乗員の胸部には、
シートベルトが掛け渡されているため、車両への衝撃時に乗員の胸部を圧迫してしまう可
能性がある。
【０００５】
　そこで、乗員の頭部を保護するのみならず、他の部位まで十分に保護可能なものとして
、例えば、特許文献１には、非回転構造のセンタパッドにエアバッグ袋体を搭載し、この
エアバッグ袋体の形状を頭部保護部、胸部保護部及び腹部保護部からなるように形成した
自動車用エアバッグ装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－０６９３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記特許文献１では、例えば、車両への衝突により生じる衝撃時に乗員がエ
アバッグ袋体の周縁部近傍で保護される場合と中央部近傍で保護される場合とがある。具
体的には、車両への衝突により生じる衝撃が前面衝突によるものである場合、エアバッグ
袋体の中央部近傍で保護される可能性が高い。
【０００８】
　一方、車両への衝突に生じる衝撃が側面衝突によるものである場合、エアバッグ袋体の
周縁部近傍で保護される可能性が高い。このため、エアバッグ袋体の中央部近傍で保護さ
れる場合には、車両への衝突により生じる衝撃に対する衝撃値を低減させることが可能で
あるが、エアバッグ袋体の周縁部近傍で保護される場合には、衝撃値を低減させ難い可能
性がある。
【０００９】
　このように、上記特許文献１では、衝突態様に起因して乗員に対する衝撃値が異なる可
能性がある。すなわち、上記特許文献１では、上述したように、乗員の胸部、腹部まで十
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分に保護しているものの、乗員が必ずしもエアバッグ袋体の中央部近傍で保護されるとは
いえないため、安全性を高める点については改善の余地がある。
【００１０】
　本発明の目的は、上記従来の実状に鑑みて、異なる衝突態様に対する衝撃値をより均一
にすることで、車両への衝突により生じる衝撃から乗員の保護する際の安全性を高めるこ
とが可能な乗員保護装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このような課題を解決するために、本発明に係る乗員保護装置は、ステアリングのセン
タパッドに収容され、車両への衝突により生じる衝撃時に乗員側に向かって展開可能なエ
アバッグ袋体を備え、前記センタパッドは、前記ステアリングに対し非回動構造となるよ
う配設され、前記エアバッグ袋体は、乗員の頭部を保護する頭部保護部と、乗員の胸部を
保護する胸部保護部と、前記頭部保護部の車両幅方向における両方側縁に配置され、車両
後方側に向かって乗員の頭部側方を覆うように延出して展開可能な第１及び第２延出部と
、前記頭部保護部の車両上下方向における上方側に配置され、車両後方側に向かって乗員
の頭部上方を覆うように延出して展開可能な第３延出部と、を有し、前記頭部保護部及び
胸部保護部は、車両の前後方向で前記胸部保護部よりも前記頭部保護部の方が、乗員側へ
の突出量を大となるように互いに異なる厚みをなして展開可能となること、を特徴とする
。
【００１５】
また、本発明に係る乗員保護装置の上記第１及び第２延出部は、上記エアバッグ袋体の車
両幅方向における車外側縁に配置され、乗員と窓ガラスとの間で展開可能となるよう構成
されている。
【００１６】
また、本発明に係る乗員保護装置の上記第１及び第２延出部は、上記エアバッグ袋体の車
両幅方向における車室側縁に配置され、運転席に位置する乗員と助手席に位置する乗員と
の間で展開可能となるよう構成されている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、異なる衝突態様に対する衝撃値をより均一にすることで、車両への衝
突により生じる衝撃から乗員の保護する際の安全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に示
し、この車室内を車両後方から前方に向かって目視した状態を示す斜視図である。
【図２】図１に基づいて、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す斜視図であ
る。
【図３】本発明の一実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に示
し、この車両を車両幅方向における一方向から目視した状態で、乗員保護装置のエアバッ
グ袋体の膨張展開時を示す側方図である。
【図４】図３に基づいて、車両への衝撃時にエアバッグ袋体による乗員への作用を示す側
方図である。
【図５】本発明の一実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に示
し、この車両の車両上下方向における上方から目視した状態で、車両への衝撃時にエアバ
ッグ袋体による乗員への作用を示す上方図である。
【図６】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に
示し、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す斜視図である。
【図７】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に
示し、この車両の車両上下方向における上方から目視した状態で、車両への衝撃時にエア
バッグ袋体による乗員への作用を示す上方図である。
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【図８】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に
示し、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す斜視図である。
【図９】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的に
示し、この車両の車両上下方向における上方から目視した状態で、車両への衝撃時にエア
バッグ袋体による乗員への作用を示す上方図である。
【図１０】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的
に示し、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す斜視図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的
に示し、この車両を車両幅方向における一方向から目視した状態で、乗員保護装置のエア
バッグ袋体の膨張展開時を示す側方図である。
【図１２】図１１に基づいて、車両への衝撃時にエアバッグ袋体による乗員への作用を示
す側方図である。
【図１３】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的
に示し、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す斜視図である。
【図１４】本発明の他の実施の形態である乗員保護装置を適用した車両の車室内を模式的
に示し、この車両を車両幅方向における一方向から目視した状態で、乗員保護装置のエア
バッグ袋体の膨張展開時を示す側方図である。
【図１５】図１４に基づいて、車両への衝撃時にエアバッグ袋体による乗員への作用を示
す側方図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。本発明の実施の形態である
エアバッグ装置（乗員保護装置）１０は、ステアリング３のセンタパッド７に収容されて
いる。
【００２０】
　まず、本発明の一実施の形態であるエアバッグ装置１０を適用した車両１のステアリン
グ３について、図１を用いて説明する。図１は、本発明の一実施の形態であるエアバッグ
装置１０を適用した車両１の車室内２を模式的に示し、この車室内２を車両後方から前方
に向かって目視した状態を示す斜視図である。
【００２１】
　図１に例示されるように、本実施の形態のステアリング３は、このステアリング３の外
郭を構成するリング状のリム４と、このリム４及びステアリングシャフト５を連結するス
ポーク６と、ステアリングシャフト５とは別体で独立して非回動構造となるよう支持され
たセンタパッド７と、を備えて構成されている。
【００２２】
　すなわち、本実施の形態のセンタパッド７は、乗員Ｍによるリム４への蛇角操作に連動
することなく、非回動構造となるよう構成されている。このセンタパッド７の内部には、
エアバッグ装置１０が収容されている。
【００２３】
　ここで、ステアリング３のセンタパッド７が回転構造となるように構成されている場合
、このセンタパッド７に収容されたエアバッグ袋体１１は、ステアリング３のどの蛇角に
も対応可能となるよう円形状をなして形成されている。
【００２４】
　これに対し、本実施の形態のステアリング３は、上述したように、センタパッド７を非
回転構造となるよう構成しているため、このセンタパッド７に収容されたエアバッグ袋体
１１の形状を予め設定することが可能になる。
【００２５】
　なお、本実施の形態のステアリング３のセンタパッド７は、上述したように、ステアリ
ング３に非回転構造となるよう配設されているが、エアバッグ袋体１１の展開時に中立位
置に戻るような構造により配設されるものであれば、特に、非回転構造に限定されない。
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【００２６】
　次に、本実施の形態のエアバッグ装置１０のエアバッグ袋体１１について、図２及び図
３を用いて説明する。図２は、図１に基づいて、エアバッグ装置１０のエアバッグ袋体１
１の膨張展開時を示す斜視図である。
【００２７】
　また、図３は、本発明の一実施の形態であるエアバッグ装置１０を適用した車両１の車
室内２を模式的に示し、この車室内２を車両幅後方における一方向から目視した状態で、
エアバッグ装置１０のエアバッグ袋体１１の膨張展開時を示す側方図である。
【００２８】
　図２及び図３に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、乗員Ｍの頭
部を保護する第１チャンバ（頭部保護チャンバ）１２と、乗員Ｍの胸部を保護する第２チ
ャンバ（胸部保護チャンバ）１３と、を有して構成されている。
【００２９】
　また、エアバッグ袋体１１は、上述したように、第１チャンバ１２及び第２チャンバ１
３を有しているが、これら第１チャンバ１２及び第２チャンバ１３の空間を一体に連通さ
せて構成されている。
【００３０】
　なお、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、第１チャンバ１２及び第２チャンバ１３
の空間を一体に連通させて構成されているが、これに限定されず、例えば、第１チャンバ
１２と第２チャンバ１３との間の連通部に圧力弁を有して構成しても良い。
【００３１】
　このとき、圧力弁は、エアバッグ袋体１１を構成する基布よりも薄い布により構成され
ている、このため、圧力弁は、インフレータによりエアバッグ袋体１１内にガスが供給さ
れ、一方のチャンバ内の圧力が高圧になると、破れるようになっている。そして、他方の
チャンバには、一方のチャンバから圧力弁を介してインフレータによるガスが供給されて
いる。
【００３２】
　本実施の形態において、第１チャンバ１２は、この第１チャンバ１２を車両前後方方向
における後方側から前方側に向かって目視すると、半円形状をなして形成されている。そ
して、第１チャンバ１２の車両幅方向における幅長をシート８のシートヘッドの幅長とほ
ぼ同じ幅長となるよう形成されている。
【００３３】
　また、第１チャンバ１２は、車両幅方向から目視すると、楕円形状をなして形成されて
いる。すなわち、第１チャンバ１２は、矩形状のような角を有するものでなく、楕円形状
体をなして形成されており、クッションとしての役目を果たし、衝撃値の低減を図ってい
る。
【００３４】
　また、第２チャンバ１３は、この第２チャンバ１３を車両前後方向における後方側から
前方側に向かって目視すると、第１チャンバ１２と同様に、半円形状をなして形成されて
いる。そして、第２チャンバ１３は、車両幅方向における幅長をシート８のシートバック
の幅長とほぼ同じ幅長となるよう形成されている。
【００３５】
　また、第２チャンバ１３は、車両幅方向から目視すると、楕円形状をなして形成されて
いる。すなわち、第２チャンバ１３は、第１チャンバ１２と同様に、矩形状のような角を
有するものでなく、楕円形状体をなして形成されており、クッションとしての役目を果た
し、衝撃値の低減を図っている。
【００３６】
　ここで、第１チャンバ１２と第２チャンバ１３とは、上述したように、これら第１チャ
ンバ１２及び第２チャンバ１３を車両幅方向から目視すると、楕円形状をなして形成され
ているが、乗員Ｍ側への突出量を異ならせている。
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【００３７】
　具体的には、第１チャンバ１２よりも第２チャンバ１３の方が乗員Ｍへの突出量を大と
なるように形成されている。すなわち、乗員Ｍの頭部を保護する第１チャンバａよりも乗
員Ｍの胸部を保護する第２チャンバ１３の方が乗員Ｍへの突出量を大となるよう形成され
ている。
【００３８】
　このように、乗員Ｍの胸部を保護する第２チャンバ１３の方が乗員Ｍの頭部を保護する
第１チャンバ１２よりも突出量を大としているため、エアバッグ袋体１１の展開時に先に
乗員Ｍの胸部を保護することが可能になる。
【００３９】
　そして、本実施の形態の第２チャンバ１３は、上述したように、シート８のシートバッ
クとほぼ同じ幅長をなして形成されているため、第２チャンバ１３の展開時に乗員Ｍの胸
部の全体を面で拘束することが可能になる。
【００４０】
　このように、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、このエアバッグ袋体１１の展開時
に乗員Ｍの胸部を乗員Ｍの頭部よりも先に保護することが可能になるとともに、乗員Ｍの
胸部の全体を均一に拘束することで、胸部圧迫を低減させることが可能になり、車両１へ
の衝撃に対する安全性を高めることができる。
【００４１】
　本実施の形態において、エアバッグ袋体１１の第１チャンバ１２の車両幅方向における
両縁には、車両後方側に向かって延出して膨張展開可能な第１延出部１４ａ及び第２延出
部１４ｂが形成されている。
【００４２】
　これら第１延出部１４ａ及び第２延出部１４ｂは、上述したように、乗員Ｍの頭部を保
護する第１チャンバ１２に形成されており、この第１延出部１４ａ及び第２延出部１４ｂ
を車両幅方向から目視すると、乗員Ｍの頭部の側方を覆って膨張展開可能となるよう形成
されている。
【００４３】
　このように、本実施の形態の第１延出部１４ａ及び第２延出部１４ｂは、乗員Ｍの頭部
の側方を覆って膨張展開可能となるよう形成されているため、乗員Ｍの頭部をより確実に
保護することが可能になる。
【００４４】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、車両１への衝撃時に乗員Ｍの頭部
が車両幅方向でずれた場合であっても、乗員Ｍの頭部をより確実に保護することが可能に
なるため、車両１への衝撃に対する安全性を高めることができる。
【００４５】
　次に、本実施の形態のエアバッグ装置１０のエアバッグ袋体１１の展開時における乗員
Ｍへの作用について、図４及び図５を用いて説明する。図４は、図３に基づいて、車両１
への衝撃時にエアバッグ袋体１１による乗員Ｍへの作用を示す側方図である。
【００４６】
　また、図５は、本発明の一実施の形態であるエアバッグ装置１０を適用した車両１の車
室内２を模式的に示し、この車両１の車両上下方向における上方から目視した状態で、車
両１への衝撃時にエアバッグ袋体１１による乗員Ｍへの作用を示す上方図である。
【００４７】
　図４及び図５に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、図示しない
インフレータによるガスの供給により膨張展開する。そして、エアバッグ袋体１１は、第
１チャンバ１２及び第２チャンバ１３を有しているため、第１チャンバ１２が頭部保護用
として膨張展開し、第２チャンバ１３が胸部保護用として膨張展開する。
【００４８】
　このとき、第１チャンバ１２の車両前後方向における膨出量と、第２チャンバ１３の車
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両前後方向における膨出量とは、第２チャンバ１３の膨出量の方が大となるよう膨張展開
する。
【００４９】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、まず、第２チャンバ１３により乗
員Ｍの胸部を保護している。そして、エアバッグ袋体１１の第２チャンバ１３は、車両幅
方向における幅長をシート８のシートバックとほぼ同じ幅長となるよう膨張展開する。
【００５０】
　このため、本実施のエアバッグ袋体１１は、第２チャンバ１３により、まず乗員Ｍの胸
部を保護するとともに、乗員の胸部を面で保護しているため、乗員の胸部を面で拘束する
ことが可能になる。
【００５１】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、車両１への衝突により生じる衝撃
時にシートベルト９による乗員Ｍの胸部圧迫を低減させることが可能になり、車両１への
衝撃時に対する安全性を高めることができる。
【００５２】
　また、本実施の形態のエアバッグ袋体１１の第１延出部１４ａ及び第２延出部１４ｂは
、車両前後方向における後方側に向かって延出して膨張展開する。そして、これら第１延
出部１４ａ及び第２延出部１４ｂは、乗員Ｍの頭部の側方を覆って膨張展開する。
【００５３】
　ここで、車両１への衝突により生じる衝撃が前面衝突によるものである場合、乗員Ｍの
頭部は、第１チャンバ１２の中央部近傍で保護される可能性が高い。一方、車両１への衝
突により生じる衝撃が側面衝突によるものである場合、乗員Ｍの頭部は、第１チャンバ１
２の周縁部近傍で保護される可能性が高い。
【００５４】
　本実施の形態のエアバッグ袋体１１は、第１チャンバ１２の車両幅方向における両縁に
第１延出部１４ａ及び第２延出部１４ｂを有して構成されているため、車両１への衝突に
より生じる衝撃が側面衝突によるものである場合等でも、第１延出部１４ａ及び第２延出
部１４ｂで保護することが可能になるため、異なる衝突態様に対してエアバッグ袋体１１
による衝撃値を均一にすることが可能になる。
【００５５】
　このように、本実施の形態のエアバッグ装置１０によれば、異なる衝突態様に対してエ
アバッグ袋体１１による衝撃値を均一にすることが可能になるため、車両１への衝突に対
する衝撃から乗員Ｍを保護する際の安全性を高めることができる。
【００５６】
　（実施の形態１の変形例１）
　次に、本発明の実施の形態１の変形例１について、図６及び図７を用いて説明する。ま
ず、本実施の形態のエアバッグ装置２０のエアバッグ袋体２１について、図６を用いて説
明する。図６は、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置２０を適用した車両１の
車室内２を模式的に示し、エアバッグ装置２０のエアバッグ袋体２１の膨張展開時を示す
斜視図である。
【００５７】
　このエアバッグ装置２０は、上述の実施の形態１に対し、エアバッグ袋体２１を膨張展
開させた状態の形状が異なり、他の点は同様である。したがって、上述の実施の形態１と
同一又は相当する部分には、同様の符号を付してその説明を省略する。
【００５８】
　図６に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ装置２０のエアバッグ袋体２１は
、第１チャンバ（頭部保護チャンバ）２１ａ及び第２チャンバ（胸部保護チャンバ）２１
ｂを有して構成されている。
【００５９】
　そして、第１チャンバ２２の車両幅方向における車室側縁には、車両前後方向における
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後方側に向かって延出して膨張展開可能な延出部（側部保護チャンバ）２４ａを有して構
成されている。
【００６０】
　この延出部２４ａは、上述したように、第１チャンバ２２の車両幅方向における車室側
縁に配置され、車両前後方向における後方側に向かって延出して形成されている。すなわ
ち、本実施の形態の延出部２４ａは、乗員Ｍと乗員Ｗとの間で膨張展開可能となるよう形
成されている。
【００６１】
　このように、本実施の形態のエアバッグ装置２０によれば、延出部２４ａを乗員Ｍと乗
員Ｗとの間で膨張展開可能となるよう形成しているため、乗員Ｍと乗員Ｗとのブツカリを
抑止することが可能になる。
【００６２】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ装置２０によれば、乗員Ｍと乗員Ｗとのブツカ
リを抑止しているため、車両１への衝突により生じる衝撃に対する傷害値を低減させるこ
とができ、衝撃に対する安全性を高めることができる。
【００６３】
　次に、本実施の形態のエアバッグ装置２０を適用した車両１への衝突時に生じる衝撃に
対するエアバッグ袋体１１の乗員Ｍへの作用について、図７を用いて説明する。図７は、
本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置２０を適用した車両１の車室内２を模式的
に示し、この車両１の車両上下方向における上方から目視した状態で、車両１への衝撃時
にエアバッグ袋体による乗員Ｍへの作用を示す上方図である。
【００６４】
　図７に例示されるように、エアバッグ袋体２１の延出部２４ａは、車両前後方向におけ
る後方側に向かって延出して膨張展開する。そして、延出部２４ａは、乗員Ｍの頭部の側
方を覆って膨張展開する。
【００６５】
　ここで、車両１への衝突により生じる衝撃が前面衝突によるものである場合、乗員Ｍの
頭部は、第１チャンバ２２の中央部近傍で保護される可能性が高い。一方、車両１への衝
突により生じる衝撃が側面衝突によるものである場合、乗員Ｍの頭部は、第１チャンバ２
２の周縁部近傍で保護される可能性が高い。
【００６６】
　本実施の形態のエアバッグ袋体２１は、第１チャンバ２２の車両幅方向における車室側
縁に延出部２４ａを有して構成されているため、車両１への衝突により生じる衝撃が側面
衝突によるものである場合等でも、乗員Ｍと乗員Ｗとのブツカリを抑止することが可能に
なる。
【００６７】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ装置２０のエアバッグ袋体２１によれば、乗員
Ｍと乗員Ｗとのブツカリを抑止しているため、車両１への衝撃に対する衝撃値を低減させ
ることが可能になり、衝撃に対する安全性を高めることができる。
【００６８】
　（実施の形態１の変形例２）
　次に、本実施の形態１の変形例２について、図８及び図９を用いて説明する。まず、本
変形例のエアバッグ袋体３１について、図８を用いて説明する。図８は、本発明の他の実
施の形態であるエアバッグ装置３０を適用した車両１の車室内２を模式的に示し、エアバ
ッグ装置３０のエアバッグ袋体３１の膨張展開時を示す斜視図である。
【００６９】
　このエアバッグ装置３０は、上述の実施の形態１に対し、エアバッグ袋体３１を膨張展
開させた状態の形状が異なり、他の点は同様である。したがって、上述の実施の形態１と
同一又は相当する部分には、同様の符号を付してその説明を省略する。
【００７０】
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　図８に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ装置３０のエアバッグ袋体３１は
、第１チャンバ（頭部保護チャンバ）３１ａ及び第２チャンバ（胸部保護チャンバ）３１
ｂを有して構成されている。
【００７１】
　そして、本実施の形態の第１チャンバの車幅方向における車外側縁には、車両前後方向
における後方側に向かって延出して膨張展開可能な延出部（側部保護チャンバ）３４ｂが
形成されている。
【００７２】
　この延出部３４ｂは、上述したように、第１チャンバ３２の車両幅方向における車外側
縁に配置され、車両前後方向における後方側に向かって延出して形成されている。すなわ
ち、本実施の形態の延出部３４ａは、乗員Ｍとサイドドアとの間で膨張展開可能となるよ
う形成されている。
【００７３】
　このように、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、延出部３４ａを乗員Ｍとサ
イドドアとの間で膨張展開可能となるよう形成しているため、車両１への衝突により生じ
る衝撃に対し、乗員Ｍとサイドドアとのブツカリを抑止することが可能になる。
【００７４】
　また、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、車外への放出を抑制することが可
能になる。すなわち、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、延出部３４ｂをカー
テンエアバッグ３５の一部として機能させているため、カーテンエアバッグ３５の面積を
縮小させせることが可能になる。
【００７５】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、カーテンエアバッグ３５（
特に、カーテンエアバッグ３５の前側チャンバ３５ｂ。）を収容しているフロントピラー
のスリム化を図ることが可能になり、運転時における乗員Ｍの視覚性を向上させることが
可能になる。
【００７６】
　したがって、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、上述したように、延出部３
４ｂをカーテンエアバッグ３５として機能させることで、運転時における乗員Ｍの視覚性
を向上させることが可能になるため、運転時における安全性を高めることができる。
【００７７】
　次に、本変形例のエアバッグ装置３０を適用した車両１への衝撃時におけるエアバッグ
袋体３１の乗員Ｍへの作用について、図９を用いて説明する。図９は、本発明の他の実施
の形態であるエアバッグ装置３０を適用した車両１の車室内２を模式的に示し、この車両
１の車両上下方向における上方から目視した状態で、車両１への衝撃時にエアバッグ袋体
３１による乗員Ｍへの作用を示す上方図である。
【００７８】
　図９に例示されるように、エアバッグ袋体３１の延出部３４ｂは、車両前後方向におけ
る後方側に向かって延出して膨張展開する。そして、延出部３４ｂは、乗員Ｍの頭部の側
方を覆って膨張展開する。
【００７９】
　ここで、車両１への衝突により生じる衝撃が前面衝突によるものである場合、乗員Ｍの
頭部は、第１チャンバ３２の中央部近傍で保護される可能性が高い。一方、車両１への衝
突により生じる衝撃が側面衝突によるものである場合、乗員Ｍの頭部は、第１チャンバ３
２の周縁部近傍で保護される可能性が高い。
【００８０】
　本実施の形態のエアバッグ袋体３１は、第１チャンバ３２の車両幅方向における車外側
縁に延出部３４ｂを有して構成されているため、車両１への衝突により生じる衝撃が側面
衝突によるものである場合等でも、乗員Ｍとサイドドアとのブツカリを抑止することが可
能になる。
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【００８１】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ装置３０のエアバッグ袋体３１によれば、乗員
Ｍとサイドドアとのブツカリを抑止しているため、車外への放出を抑制することが可能に
なる。
【００８２】
　すなわち、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、延出部３４ｂをカーテンエア
バッグ３５の一部として機能させることが可能になるため、カーテンエアバッグ３５の面
積を縮小させることが可能になる。
【００８３】
　このため、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、カーテンエアバッグ３５（特
に、カーテンエアバッグ３５の前側チャンバ３５ｂ。）を収容しているフロントピラーの
スリム化を図ることが可能になり、運転時における乗員Ｍの視覚性を向上させることが可
能になる。
【００８４】
　したがって、本実施の形態のエアバッグ装置３０によれば、上述したように、延出部３
４ｂをカーテンエアバッグ３５として機能させることで、運転時における乗員Ｍの視覚性
を向上させることが可能になるため、運転時における安全性を高めることができる。
【００８５】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置４０について、図１０乃至図１２
を用いて説明する。まず、本実施の形態のエアバッグ袋体４１について、図１０及び図１
１を用いて説明する。
【００８６】
　図１０は、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置４０を適用した車両１の車室
内２を模式的に示し、エアバッグ装置４０のエアバッグ袋体４１の膨張展開時を示す斜視
図である。
【００８７】
　また、図１１は、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置４０を適用した車両１
の車室内２を模式的に示し、この車両１を車両幅方向における一方向から目視した状態で
、乗員保護装置のエアバッグ袋体の膨張展開時を示す側方図である。
【００８８】
　このエアバッグ装置４０は、上述の実施の形態１に対し、第１チャンバ（頭部保護チャ
ンバ）４２の車両前後方向における後方側への膨出量の方が第２チャンバ（胸部保護チャ
ンバ）４３の膨出量よりも大となるよう形成した点が異なり、他の点は同様である。した
がって、上述の実施の形態１と同一又は相当する部分には、同様の符号を付してその説明
を省略する。
【００８９】
　図１０及び図１１に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ装置４０のエアバッ
グ袋体４１は、第１チャンバ４２及び第２チャンバ４３を有して構成されている。そして
、第１チャンバ４２の車幅方向における両側縁には、車両前後方向における後方側に向か
って延出して膨張展開可能な第１延出部（側部保護チャンバ）４４ａ及び第２延出部４４
ｂが形成されている。
【００９０】
　なお、本実施の形態のエアバッグ袋体４１は、第１チャンバ４２の車両幅方向における
両側縁に第１延出部４４ａ及び第２延出部４４ｂを形成しているが、これに限定されず、
上述の実施の形態１の変形例１及び２のように、何れか一方側に形成しても良い。
【００９１】
　本実施の形態において、第１チャンバ４２及び第２チャンバ４３は、互いに異なる膨出
量で膨張展開可能となるよう形成されている。具体的には、第２チャンバ４３よりも第１
チャンバ４２の方が乗員Ｍへの突出量を大となるように形成されている。
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【００９２】
　すなわち、本実施の形態のエアバッグ袋体４１は、乗員Ｍの胸部を保護する第２チャン
バ４３よりも乗員Ｍの頭部を保護する第１チャンバａの方が乗員Ｍへの突出量を大となる
よう形成されている。
【００９３】
　ここで、シートベルト９の着用に関し、日本では、義務付けられているが、諸外国では
、義務付けられていない場合がある。このような場合、車両１への衝突により生じる衝撃
時にシートベルト９による胸部圧迫の可能性はほとんどなく、胸部保護よりも頭部の保護
が優先される。
【００９４】
　このため、本実施の形態のエアバッグ袋体４１のように、乗員Ｍの頭部を保護する第１
チャンバ４２の方が乗員Ｍの胸部を保護する第２チャンバ１３よりも突出量を大としてい
るため、エアバッグ袋体１１の展開時に先に乗員Ｍの頭部を保護することが可能になる。
【００９５】
　このように、本実施の形態のエアバッグ袋体４１は、このエアバッグ袋体４１の展開時
に乗員Ｍの頭部を乗員Ｍの胸部よりも先に保護することが可能になり、シートベルト９の
着用が義務付けられていない諸外国で用いる車両１においても、この車両１への衝撃に対
する安全性を高めることができる。
【００９６】
　次に、本実施の形態のエアバッグ装置４０を適用した車両１への衝撃時におけるエアバ
ッグ袋体４１の乗員Ｍへの作用について、図１２を用いて説明する。図１２は、図１１に
基づいて、車両への衝撃時にエアバッグ袋体による乗員Ｍへの作用を示す側方図である。
【００９７】
　図１２に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ袋体４１は、図示しないインフ
レータによるガスの供給により膨張展開する。そして、エアバッグ袋体４１は、第１チャ
ンバ４２及び第２チャンバ４３を有しているため、第１チャンバ４２が頭部保護用として
膨張展開し、第２チャンバ４２が胸部保護用として膨張展開する。
【００９８】
　このとき、第１チャンバ４２の車両前後方向における膨出量と、第２チャンバ４３の車
両前後方向における膨出量とは、第１チャンバ４２の膨出量の方が大となるよう膨張展開
する。
【００９９】
　これにより、本実施の形態のエアバッグ袋体４１は、まず、第１チャンバ４２により乗
員Ｍの頭部を保護している。このため、本実施のエアバッグ袋体４１は、シートベルト９
の着用が義務付けられていない諸外国で用いる車両１においても、この車両１への衝撃に
対する安全性を高めることができる。
【０１００】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置５０について、図１３乃至図１５
を用いて説明する。まず、本実施の形態のエアバッグ装置５０のエアバッグ袋体５１につ
いて、図１３及び図１４を用いて説明する。
【０１０１】
　図１３は、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置５０を適用した車両１の車室
内２を模式的に示し、エアバッグ装置５０のエアバッグ袋体５１の膨張展開時を示す斜視
図である。
【０１０２】
　また、図１４は、本発明の他の実施の形態であるエアバッグ装置５０を適用した車両１
の車室内２を模式的に示し、この車両１を車両幅方向における一方向から目視した状態で
、エアバッグ装置５０のエアバッグ袋体５１の膨張展開時を示す側方図である。
【０１０３】
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　図１３及び図１４に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ袋体５０は、第１チ
ャンバ５２及び第２チャンバ５３を有して構成されている。そして、第１チャンバ５２の
車幅方向における両側縁には、車両前後方向における後方側に向かって延出して膨張展開
可能な第１延出部（側部保護チャンバ）５４ａ及び第２延出部５４ｂが形成されている。
【０１０４】
　なお、本実施の形態のエアバッグ袋体５１は、第１チャンバ５２の車両幅方向における
両側縁に第１延出部５４ａ及び第２延出部５４ｂを形成しているが、これに限定されず、
上述の実施の形態１の変形例１及び２のように、何れか一方側に形成しても良い。
【０１０５】
　本実施の形態において、第１チャンバ５２の車両上下方向における上方側縁には、第１
延出部５４ａ及び第２延出部５４ｂと同様に、車両前後方向における後方側に向かって延
出して膨張展開可能な第３延出部５５が形成されている。
【０１０６】
　この第３延出部５５は、乗員Ｍの頭部を覆って膨張展開可能となるよう形成されている
。すなわち、第３延出部５５は、乗員Ｍの頭部の上方側を保護する役目を果たしている。
これにより、本実施の形態のエアバッグ袋体５１によれば、第３延出部５５により車両１
への衝突により生じる衝撃により乗員Ｍと車室内２の天井とのブツカリを抑止することが
可能になる。
【０１０７】
　また、本実施の形態のエアバッグ袋体５１によれば、第３延出部５５により、乗員Ｍの
頭部の上方側を保護しているため、例えば、車両１への衝突により生じる車両１の横転（
いわゆる、ロールオーバー。）に対する安全性を高めることができる。
【０１０８】
　次に、本実施の形態のエアバッグ装置５０を適用した車両１への衝撃時におけるエアバ
ッグ袋体５１の乗員Ｍへの作用について、図１５を用いて説明する。図１５は、図１４に
基づいて、車両１への衝撃時にエアバッグ袋体５１による乗員Ｍへの作用を示す側方図で
ある。
【０１０９】
　図１５に例示されるように、本実施の形態のエアバッグ袋体５１は、図示しないインフ
レータによるガスの供給により膨張展開する。そして、エアバッグ袋体５１は、第１チャ
ンバ５２及び第２チャンバ５３を有しているため、第１チャンバ５２が頭部保護用として
膨張展開し、第２チャンバ５３が胸部保護用として膨張展開する。
【０１１０】
　本実施の形態において、エアバッグ袋体５１の車両上下方向における上方側には、乗員
Ｍの頭部の上方を保護する第３延出部５５が形成されているため、車両１への衝突により
生じる衝撃により乗員Ｍと車室内２の天井とのブツカリを抑止することが可能になる。
【０１１１】
　このとき、本実施の形態のエアバッグ袋体５１の第３延出部５５は、上述したように、
乗員Ｍの頭部の上方側を保護しているため、例えば、車両１への衝突により生じる車両１
の横転（いわゆる、ロールオーバー。）に対する安全性を高めることが可能になる。
【符号の説明】
【０１１２】
　　　１　　　車両
　　　２　　　車室内
　　　３　　　ステアリング
　　　４　　　リム
　　　５　　　ステアリングシャフト
　　　６　　　スポーク
　　　７　　　センタパッド
　　　８　　　シート
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　　　９　　　シートベルト
　　１０　　　エアバッグ装置
　　１１　　　エアバッグ袋体
　　１２　　　第１チャンバ（頭部保護チャンバ）
　　１３　　　第２チャンバ（胸部保護チャンバ）
　　１４ａ　　第１延出部
　　１４ｂ　　第２延出部

【図１】 【図２】
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