
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インフレータの外面を形成する下部ハウジング（５４）に取り付けられた上部ハウジン
グ（５７）と、
　膨張ガスを発生する可燃性のガス発生物（２０）を収容する第１のチャンバー（２２）
と、
　膨張ガスを発生する可燃性のガス発生物（２０）を収容する第２のチャンバー（３３）
と、
　前記第１のチャンバー（２２）を前記第２のチャンバー（３３）から隔離する分割板（
４０）と、
　を有し、
　前記第１のチャンバー（２２）は前記上部ハウジング（５７）、第１のフィルタ（２１
）、および前記分割板（４０）によって囲まれる空間であり、前記第２のチャンバー（３
３）は前記下部ハウジング（５４）、第２のフィルタ（３６）、および前記分割板（４０
）によって囲まれる空間であり、前記分割板（４０）は、第１の点火器（１１）が入る第
１の穴（４２）と、第２の点火器（１３）が入る第２の穴（４４）を有し、前記分割板（
４０）は、実質的に、前記下部ハウジング（５４）の内径にわたって延びており、前記分
割板（４０）は、前記第２のチャンバー（３３）の内圧が前記第１のチャンバー（２２）
より大きい時に、前記分割板（４０）が前記第１のチャンバー（２２）に向かって移動さ
せられるように、前記インフレータの動作中に移動可能である、インフレータ。
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【請求項２】
　前記分割板（４０）は、前記インフレータが作動させられる前に前記下部ハウジング（
５４）の内面に接触する周縁面（５２）を有する、請求項１に記載のインフレータ。
【請求項３】
　前記上部ハウジング（５７）の、前記下部ハウジング（５４）への溶接から形成された
複数の溶接カール（６４）をさらに有し、該溶接カール（６４）は前記分割板（４０）の
、前記第１のチャンバー（２２）の方向への移動を制限している、請求項１に記載のイン
フレータ。
【請求項４】
　前記第２のチャンバー（３３）内の前記ガス発生物（２０）を点火するための点火促進
材料から作られた環状、または円筒形構造体（３２）をさらに有し、点火促進材料から作
られた前記環状、または円筒形構造体（３２）は前記第２の点火器（１３）を受け入れて
おり、それによって、点火促進材料から作られた前記環状、または円筒形構造体（３２）
は前記第２の点火器（１３）の点火により点火される、請求項１に記載のインフレータ。
【請求項５】
　貫通する複数の穴（２４）を有する円盤（２３）をさらに有し、該円盤（２３）は前記
第１のチャンバー（２２）内の前記ガス発生物（２０）を促進剤粒（１５）から分離して
いる、請求項１に記載のインフレータ。
【請求項６】
　前記上部ハウジング（５７）は、膨張ガスを前記インフレータから出すための、周囲に
配置された複数の出口ポート（６３）を有する、請求項１に記載のインフレータ。
【請求項７】
　前記第１のフィルタ（２１）は前記第１のチャンバー（２２）内の前記ガス発生物（２
０）の燃焼からの前記膨張ガスを濾過し、前記第２のフィルタ（３６）は前記第２のチャ
ンバー（３３）内の前記ガス発生物（２０）の燃焼からの前記膨張ガスを濾過し、前記第
１のフィルタ（２１）と前記第２のフィルタ（３６）は同軸である、請求項１に記載のイ
ンフレータ。
【請求項８】
　前記分割板（４０）は周縁壁（５０）を有し、該周縁壁は、前記膨張ガスが前記第２の
チャンバー（３３）から前記分割板（４０）の周りを流れて前記インフレータを出ること
ができるようにする複数の溝（４５）を有している、請求項１に記載のインフレータ。
【請求項９】
　前記周縁壁（５０）は、第１の張り出し部分（５１）、輪郭部分（５３）、および第２
の張り出し部分（５２）を有し、前記第１の張り出し部分（５１）は前記分割板（４０）
から延びており、前記輪郭部分（５３）は、前記第１の張り出し部分（５１）と前記第２
の張り出し部分（５２）の間に配置されており、複数の溝（５４）が前記第１の張り出し
部分（５１）、前記輪郭部分（５３）、および前記第２の張り出し部分（５２）に、前記
第２のチャンバー（３３）からの膨張ガスが前記分割板（４０）の周りを流れて前記イン
フレータを出ることができるように位置している、請求項８に記載のインフレータ。
【請求項１０】
　前記周縁壁（５０）の前記溝（４５）は前記第２の張り出し部分（５２）に部分的にの
み沿って延び、複数の前記溝（４５）は半径方向に配置され、前記分割板（４０）は、前
記第２のチャンバー（３３）の内圧が前記第１のチャンバー（２２）より大きい時に、前
記分割板（４０）が前記第１のチャンバー（２２）に向かって移動させられるように、前
記インフレータの動作中に移動可能である、請求項９に記載のインフレータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当該技術分野においてエアバックとして知られている乗物拘束クッションを
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満たすための膨張ガスを迅速に発生するインフレータに関する。より詳細には、本発明は
、衝突の苛烈さ、乗員の大きさ、および／または乗員の位置に応じてエアバックの膨張速
度を変えることができる改良された二段式インフレータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インフレータが、膨張可能なクッションを衝突中に迅速に膨張させるのに自動車に使用
されている。火工品技術のインフレータは、ガス発生物を燃焼させることによって膨張ガ
スを発生する。ガス発生物は燃料と酸化剤の混合物を含んでおり、点火すると気体の燃焼
生成物を発生する。火工品技術のインフレータは、ガス発生物を含む１つまたは２つ以上
のチャンバーを有する場合がある。ガス発生物を２つのチャンバー内に有し、そのガス発
生物が２つの点火器によって独立して点火される、火工品技術のインフレータを、本明細
書では二段式インフレータと呼ぶ。
【０００３】
　二段式インフレータは、意図された幾つかの燃焼シナリオを有している。第１に、第１
のチャンバーが点火され、それによって一定量の膨張ガスが発生する。第２に、第１のチ
ャンバーが点火され、所定の遅れの後、第２のチャンバーが点火される。第３に、第１の
チャンバーと第２のチャンバーが同時に点火される。エアバック内の、時間の関数として
のガス圧力のプロットであるガス出力プロフィールが、燃焼シナリオの全てについて違っ
てくる。二段式インフレータは、ガス出力を、様々なの乗員の大きさおよび位置に対して
最大限の保護を行うように合わせる融通性を有している。
【特許文献１】米国特許第６１９９９０６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　二段式インフレータの、多くの変種が開発されてきた。１つの変種は、インフレータを
二段に、すなわち 2つの燃焼チャンバーに分割する、インフレータの長さにわたって延び
る分割板を有する円筒ケース（ canister）形状のインフレータを含んでいる。１つの燃焼
チャンバーが他の燃焼チャンバーの頂上部上に積み重ねて配置された第１および第２のガ
ス燃焼チャンバーを有する円筒ケース形状のインフレータが特許文献１に開示されている
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のインフレータは、インフレータの外面を形成する下部ハウジングに取り付けら
れた上部ハウジングと、膨張ガスを発生する可燃性のガス発生物を収容する第１のチャン
バーと、膨張ガスを発生する可燃性のガス発生物を収容する第２のチャンバーと、第１の
チャンバーを第２のチャンバーから隔離する分割板と、を有し、第１のチャンバーは上部
ハウジング、第１のフィルタ、および分割板によって囲まれる空間であり、第２のチャン
バーは下部ハウジング、第２のフィルタ、および分割板によって囲まれる空間であり、分
割板は、第１の点火器が入る第１の穴と、第２の点火器が入る第２の穴を有し、分割板は
、実質的に、下部ハウジングの内径にわたって延びており、分割板は、第２のチャンバー
の内圧が第１のチャンバーより大きい時に、分割板が第１のチャンバーに向かって移動さ
せられるように、インフレータの動作中に移動可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１および２において、本発明に従って構成されたインフレータ１０は、折りたたまれ
たエアバック（不図示）を満たすためのガスを発生する。インフレータ１０は、突合せ溶
接、または適当な他の手段によって上部ハウジング５７にしっかりと取り付けられた下部
ハウジング５４を有している。ここで、および特許請求の範囲で使用されているように、
「上部」、「上方」、「下部」、および「下方」という用語は、インフレータ１０が、図
１に示されたように組立てられた時の、インフレータ１０の部品の相対的な位置を指して
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いることが理解される。溶接工程の結果として、複数の溶接カール６４が、上部ハウジン
グ５７と下部ハウジング５４の間の連結部に、内方と外方に延びて形成されている。上部
ハウジング５７と下部ハウジング５４は、鋼、低炭素鋼などの金属材料から作られている
。上部ハウジング５７は、周囲に配置された複数の出口ポート６３を備えるカップ状の外
形を有している。出口ポート６３は、ガス発生物２０の燃焼によって第１のチャンバー２
２と第２のチャンバー３３の双方から発生し、インフレータ１０から出る膨張ガスの通路
を形成している。下部ハウジング５４は、第１の点火器保持具１４が入る第１の穴５５と
、第２の点火器保持具３ 1が入る第２の穴５ 6を有している。第１の穴５５は概して円形な
どの形状を有し、第２の穴５ 6は概して円形の形状を有している。第１の穴５５と第２の
穴５ 6は、共に、インフレータ１０の中心軸線から離れている。ここで用いているように
、中心軸線は上部ハウジング５７と下部ハウジング５４の双方と交差する。インフレータ
をエアバック（不図示）に取り付けるために使用されるフランジ６０がインフレータ１０
の下部ハウジング５４に取り付けられている。
【０００７】
　第１の点火器１１が第１の点火器保持具１４に保持され、第２の点火器１３が第２の点
火器保持具３１に保持されている。第１の点火器１１と第２の点火器１３は、同じ複数の
物理的部品を有し、同じように動作する。しかし、第１の点火器１１は点火材料負荷につ
いて、第２の点火器１３と異なっている。第１の点火器１１はチャンバー２２内のガス発
生物２０に点火し、一方、第２の点火器１３は第２のチャンバー３３内のガス発生物２０
に点火する。図１に示されたインフレータ１０は、第２の燃焼チャンバー３３より容量の
大きい第１の燃焼チャンバー２２を有しており、したがって、第１の点火器１１に対する
点火材料負荷は第２の点火器１３に対するのより大きい。
【０００８】
　点火器１１，１３は、乗物内の電子制御ユニット（不図示）と電気的に接続されている
。点火器１１，１３は、互いに絶縁された２つの電極１２を有している。電極１２は、２
つの電極１２を接続するブリッジワイヤを有し、このブリッジワイヤは、ジルコニウム過
塩素酸カリウムのような点火材料の多重層内に埋め込まれている。ブリッジワイヤは抵抗
を有し、電流がブリッジワイヤを流れたとき、ブリッジワイヤは、点火材料に点火するの
に充分な熱を発生する。電子制御ユニットは１つまたは２つ以上の衝突センサおよび乗員
センサから電気信号を受ける。衝突が差し迫っている、または起っているのが電子制御ユ
ニットによって一旦判定されると、点火信号が電子制御ユニットによって点火器に送られ
、その結果、点火器１１，１３の点火、すなわち、その点火器１１，１３のところでの点
火材料の点火が行われる。ブリッジワイヤの代わりに、半導体ブリッジや、適当な他の熱
源を含む、適当ないかなる点火器も本発明によるインフレータ１０に使用してよいことが
理解される。
【０００９】
　第１の点火器１１は第１の点火器保持具１４に保持されている。図１において、円盤２
３が第１の点火器保持具１４にかしめによって取り付けられている。円盤２３は、それを
通る複数の穴２４を有している。促進剤粒１５が円盤２３、第１の点火器保持具１４、お
よび第１の点火器１１によって形成された空間に詰め込まれている。あるいは、環状の促
進剤粒を使用してもよい。促進剤粒１５は迅速に燃えて、ガス発生物２０を点火する熱い
燃焼ガスを発生する。促進剤粒１５の燃焼によって発生した燃焼ガスは穴２４を通って第
１のチャンバー２２に移動する。第１の点火器保持具１４は下部ハウジング５４に溶接、
または適当な他の手段によって固定されており、シリコン座金２５が第１の点火器１１の
ために効果的にガス封止をするために用いられている。
【００１０】
　ガス発生物２０が第１のチャンバー２２内に位置している。ガス発生物２０は、迅速に
燃えてエアバックを膨張させるのに有効な膨張ガスを発生する火工品材料である。第１の
チャンバー２２内のガス発生物２０の燃焼によって発生した膨張ガスは第１のフィルタ２
1を通って移動し、出口ポート６３を経てインフレータ１０を出て行く。第１のフィルタ
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２ 1は熱い膨張ガスを冷却するヒートシンクとして働く。また、第１のフィルタ２ 1は、ガ
ス発生物２０の燃焼によって発生した固体粒子またはスラグを止め、固体粒子がエアバッ
ククッションに入るのを防ぐ。第１のフィルタ２ 1は、圧縮され編まれた金属ワイヤまた
は適当な他の材料から作られている。第１のフィルタ２ 1は、第１のフィルタ２ 1の外側表
面と上部ハウジング５７の出口ポート６３との間に空隙、すなわちプレナムを形成するた
めに出口ポート６３から離れている。第１のフィルタ２ 1が上部ハウジング５７の直ぐ近
くにあり、またはぴったりと接触している場合に起きることがある、出口ポート６３の、
可能性のある詰まりがこのプレナムによって防がれる。第１のフィルタ２ 1を通り抜ける
膨張ガスが分散するのがプレナムによって促進される。プレナムが無ければ、膨張ガスは
フィルタの、第１の出口ポート６３に最も近い領域内を移動しかねない。出口ポート６３
は、第１の出口ポート６３上に接着剤によって取り付けられた薄い金属材料である破裂箔
６１によって覆われている。
【００１１】
　第２の点火器保持具３１は第２の点火器１３を保持している。第２の点火器１３はかし
め、または適当な他の手段によって第２の点火器保持具３１内に保持されている。第２の
点火器保持具３１はレーザ溶接のような溶接によって下部ハウジング５４に取り付けられ
ており、シリコン座金２５が第２の点火器１３のために効果的なガス封止をするのに用い
られている。促進管３４が第２の点火器保持具３１に取り付けられている。促進管３４は
、その周囲に配置された複数の穴３５を有し、第２の点火器１３から第２のチャンバー３
３へ流れるガスのための通路を形成している。迅速に燃える火工品材料である点火促進材
料から作られ、第２の点火器１３が部分的に入れられている円筒形構造体３２が促進管３
４内に収容されている。点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２は、第
２の点火器１３の金属カップの周りにプレスばめによって固定されている。点火促進材料
から作られた環状、または円筒形構造体３２は第２の点火器１３によって粉砕されて点火
され、それによって、第２のチャンバー３３内のガス発生物２０が点火される。
【００１２】
　第１のチャンバー２２は分割板４０によって第２のチャンバー３３から分離されている
。分割板４０は下部ハウジング５４の直径にわたって延びている。図３において、分割板
４０は、第１の点火器保持具１４が入れられる第１の穴４２を有し、分割板４０は、第２
の点火器保持具３１に取り付けられた促進管３４が入れられる第２の穴４４を有している
。分割板４０は、第１の穴４２を形成する第１の環状出っ張り４ 1を有し、第１の環状出
っ張り４ 1は第１のチャンバー２２に向かう方向に延びている。分割板４０は、第２の穴
４４を形成する第２の環状出っ張り４３を有し、第２の環状出っ張り４３は第１のチャン
バー２２の方向に延びている。環状出っ張り４１，４３は第１の点火器保持具１４と分割
板４０との間の接触面積を広くし、また、促進管３４と分割板４０との間の接触面積を広
くしている。呼応した点火を引き起こす場合がある、１つのチャンバーから他のチャンバ
ーへの膨張ガスの漏洩の可能性が、広くされたこの接触面積によって低減される。呼応し
た点火は、１つのチャンバーからの膨張ガスが他のチャンバーのガス発生物２０を点火し
た時に起きる。
【００１３】
　図３において、分割板４０は、外側に張り出した周縁壁５０を有している。周縁壁５０
は、第１の張り出し部分５１、輪郭部分５３、および第２の張り出し部分５２の、３つの
外面を有している。第１の張り出し部分５１は、周縁壁５０の、分割板４０の外側に延び
ている部分である。輪郭部分５３は、第１の張り出し部分５１を通り越して延びており、
最後に、第２の張り出し部分５２は、輪郭部分５３を通り越して延びている。分割板４０
は、周縁壁５０の外側に形成された複数の溝４５を有している。溝４５は均等に距離をお
いて半径方向に配置されている。溝４５の幅は約１ｍｍである。溝４５は、第１の張り出
し部分５１、輪郭部分５３、および第２の張り出し部分５２上に位置している。本発明に
おいて、溝４５は、周縁壁５０の底縁４６には見られない。溝４５は、第２の張り出し部
分５２上に全く無くてもよいが、最小限、溝４５は、周縁壁５０の底縁４６には延びてい
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ない。第１のチャンバー２２は、この構成によって、第２のチャンバー３３から封止する
ことができ、このことを以下に説明する。
【００１４】
　第２の張り出し部分５２は、図 1と図４Ａに示すように、下部ハウジング５４の内面に
対して相補的な表面を有している。インフレータ１０が作動させられる前、周縁壁５０の
第２の張り出し部分５２は下部ハウジング５４の内面上に載っているが、分割板４０の周
縁壁５０は下部ハウジング５４に固定して取り付けられてはいない。周縁壁５０は下部ハ
ウジング５４に固定して取り付けられていないばかりでなく、分割板４０の全体はインフ
レータ１０のどの部分にも固定して取り付けられておらず、それによって、インフレータ
１０の燃焼中、分割板４０は移動させられることができるようになっている。
【００１５】
　本発明のインフレータ１０は別々の２つの点火過程を有している。第１の点火過程は第
１の点火器１１によって開始され、第２の点火過程は第２の点火器によって開始される。
第１の点火器１１と第２の点火器１３はジルコニウム過塩素酸カリウムのような点火材料
を個々に有している。第１の点火器１１の周りの促進剤粒１５が第１の点火器１１からの
点火材料によって点火される。点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２
が第２の点火器１３からの点火材料によって点火される。促進剤粒１５と、点火促進材料
から作られた環状、または円筒形構造体３２は、燃料と酸化剤を有する火工品材料から作
られ、迅速に燃える火工品材料を有している。燃料は、トリアゾール、テトラゾール、ア
ミノテトラゾール、ニトログアンヂン、グアンヂン硝酸塩などの１つ、または２つ以上か
ら選択されていてよい。酸化剤は、酸化物、硝酸塩、アンモニウム硝酸塩、塩素酸塩など
の１つ、または２つ以上から選択されていてよい。促進剤粒１５と、点火促進材料から作
られた環状、または円筒形構造体３２は、同じ化学組成を有していてよい。第１のチャン
バー２２内のガス発生物２０は促進剤粒１５によって点火され、第２のチャンバー３３内
のガス発生物２０は、点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２によって
点火される。ガス発生物２０は、燃料と酸化剤を有する火工品材料である。燃料は、トリ
アゾール、テトラゾール、アミノテトラゾール、ニトログアンヂン、グアンヂン硝酸塩な
どの１つ、または２つ以上から選択されていてよい。酸化剤は、酸化物、硝酸塩、アンモ
ニウム硝酸塩、塩素酸塩などの１つ、または２つ以上から選択されていてよい。促進剤粒
１５と、点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２、およびガス発生物２
０とは、同じ燃料と酸化剤から作られていてよい。促進剤粒１５と、点火促進材料から作
られた環状、または円筒形構造体３２は、通常、ガス発生物２０の燃焼より高い温度で燃
焼する。促進剤粒１５の目的は第１のチャンバー２２内のガス発生物２０に迅速に点火す
ることであり、点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２の目的は、第２
のチャンバー３３内のガス発生物２０に迅速に点火することである。
【００１６】
　衝突の開始時、点火信号が電子制御ユニット（不図示）によってインフレータに送られ
る。本発明では、単段出力、遅延出力、および全出力の、意図された互いに異なる幾つか
のの点火シナリオがある。単段出力は、第１の点火器１１のみが点火信号を受けた場合に
起り、それによって、第１のチャンバー２２からの膨張ガスが放出される。遅延出力は、
第１の点火器１１が作動させられ、所定の時間の後、第２の点火器１３が点火される状況
である。全出力は、第１の点火器１１と第２の点火器１３が同時に点火される場合である
。
【００１７】
　第１の点火器１１は、電気信号を受けると作動させられ、それによって点火材料が点火
され、次に、促進剤粒１５が点火される。促進剤粒１５の燃焼からの熱い燃焼ガスは、円
盤２３の穴２４を通って第１のチャンバー２２の中へ迅速に流れる。その結果、第１のチ
ャンバー２２内のガス発生物２０は点火され、それによって膨張ガスが第１のフィルタ２
１を通って、出口ポート６３を介してインフレータ１０の外へ移動する。図４Ａにおいて
、第１のチャンバー２２内のガス発生物２０の燃焼に伴う圧力が、第２のチャンバー３３
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に向かう方向に分割板４０に圧力を働かせるので、第１のチャンバー２２からの膨張ガス
は、第２のチャンバー３３には流入しない。第１のチャンバー２２内のガス発生物２０の
燃焼は、分割板４０に下方方向に圧力を働かせる。分割板４０の第２の張り出し部分５２
の面と下部ハウジング５４の内面との間の、面と面との接触がこの圧力によって維持され
る。溝４５は周縁壁５０の底縁４６まで延びていないので、分割板４０の周縁壁５０の周
りには、膨張ガスを第１のチャンバー２２から第２のチャンバー３３に移動させる通路が
ない。上部ハウジング５７は、ガス発生物２０の燃焼に伴う圧力によって上方に膨らむ（
不図示）。本発明のインフレータ１０は、上部ハウジング５７が膨らんだ時に、膨張ガス
が第１のフィルタ２１の周りを移動するのを防ぐフィルタシール６２を含んでいる。フィ
ルタシール６２はカップ形状をしており、第１のフィルタ２１にプレスばめされている。
フィルタシール６２は、膨張ガスが第１のチャンバー２２を離れる時に、膨張ガスが第１
のフィルタ２１を迂回するのを防ぐバリヤである。
【００１８】
　第２の点火器１３は、電気信号を受けると作動させられ、それによって、点火促進材料
から作られた環状、または円筒形構造体３２が点火される。第２のチャンバー３３内のガ
ス発生物２０は、点火促進材料から作られた環状、または円筒形構造体３２の燃焼による
熱い燃焼ガスによって点火される。熱い膨張ガスは第２のフィルタ３６を通過する。第２
のフィルタ３６と第１のフィルタ２１とは同軸である。分割板４０は、第２のチャンバー
３３の内圧が第１のチャンバー２２の内圧より大きい場合、高くなった圧力によって第１
のチャンバー２２に向かって移動させられる。第２のチャンバー３３の内圧が第１のチャ
ンバー２２より大きい時に、分割板４０は上方方向へ移動する。分割板４０は、溶接カー
ル６４によって止められるまで上方へ移動させられる。分割板４０が第１のチャンバー２
２に向かって移動し続けるのが溶接カール６４によって妨げられ、溶接カール６４は周縁
壁５０の第１の張り出し部分５１および／または輪郭部分５３に接触する。溶接カール６
４が第２のチャンバー３３からの膨張ガスの流れを妨げないようにするために、溝４５が
分割板４０の周縁壁５０に形成されている。溶接カール６４が周縁壁５０に接触したとし
ても、第２のチャンバー３３からの膨張ガスは、図４Ｂに矢印で示すように、溝４５を経
て溶接カール６４の周りを流れる。膨張ガスは出口ポート６３を経てインフレータ１０か
ら流出し続ける。第２のチャンバー３３内のガス発生物２０の燃焼からの膨張ガスがイン
フレータ１０から出るためには、膨張ガスは分割板の４０の外側の周りを移動して、上部
ハウジング５７の周りに配置された出口ポート６３に到達しなければならない。
【００１９】
　両チャンバー２２，３３の内圧は分割板４０の動きに影響する。意図された３つの点火
シナリオの全てにおいて、分割板４０は、最初、下部ハウジング５４の内面に対して押圧
され、それによって、第１のチャンバー２２を第２のチャンバー３３から封止している。
単段出力シナリオでは、分割板４０は、第１のチャンバー２２内のガス発生物２０の全燃
焼の間中、下部ハウジング５４との接触を維持する。遅延出力では、分割板４０は第１の
チャンバー２２内のガス発生物２０の燃焼の間中、下部ハウジング５４に対して押圧され
る。第２のチャンバー３３内のガス発生物２０が一旦点火されると、分割板４０は、第２
のチャンバー３３の内圧が第１のチャンバー２２より大きくなるまで下部ハウジング５４
に当接して保持されている。この時、分割板４０は第１のチャンバー２２に向かって移動
し、それによって膨張ガスが第２のチャンバー３３からインフレータ１０を出ることがで
きるようになる。全出力シナリオでは、両チャンバー２２，２３内のガス発生物２０は同
時に燃焼する。分割板４０は、第２のチャンバー３３の内圧が第１のチャンバー２２より
大きくなるまで、下部ハウジング５４との接触を維持する。
【００２０】
　インフレータ１０が炎やその他の極度の熱源に曝された場合、インフレータ１０は自動
的に点火して通常の仕方で機能するように設計されている。自動点火部材（不図示）を、
下部ハウジング５４と熱的に密接に接続して配置してもよく、他の自動点火部材を、上部
ハウジング５７と熱的に密接に接続して配置してもよい。高い温度に曝されると、第１お
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よび第２の燃焼チャンバー２２，３３内のガス発生物２０は両自動点火部材によって点火
される。自動点火部材がインフレータ１０にない場合、ガス発生物２０が溶ける場合があ
り、それによって、ガス発生物２０の弾道学的特性（ ballistic properties）が変わって
しまう場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は本発明のインフレータの断面図である。
【図２】図２は、図１に示されたインフレータの分解組立図である。
【図３】図３は、インフレータの分割板の斜視図である。
【図４Ａ】図４Ａは、下部ハウジングに接して載っている分割板の拡大図であり、第２の
フィルタは、分かりやすくするために、この図には記載していない。
【図４Ｂ】図４ Bは、第２のチャンバーからの膨張ガスの、分割板の周りの流路を示す図
であり、第２のフィルタは、分かりやすくするために、この図には記載していない。
【符号の説明】
【００２２】
　１０　　インフレータ
　１１，１３　　点火器
　１２　　電極
　１４，３１　　点火器保持具
　１５　　促進剤粒
　２０　　ガス発生物
　２１，３６　　フィルタ
　２２，３３　　チャンバー
　２３　　円盤
　２４，３５，５５，５６，４２，４３　　穴
　２５　　シリコン座金
　３２　　円筒形構造体
　３４　　促進管
　４０　　分割板
　４１，４３　　環状出っ張り
　４５　　溝
　４６　　底縁
　５０　　周縁壁
　５１，５２　　張り出し部分
　５３　　輪郭部分
　５４　　下部ハウジング
　５７　　上部ハウジング
　６０　　フランジ
　６１　　破裂箔
　６２　　フィルタシール
　６３　　出口ポート
　６４　　溶接カール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】
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