
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋部と、該袋部に隣接し、２以上の織組織を有する閉部とで構成されている袋織エアバ
ッグであって、上記閉部には、袋部側から順に第１織組織及び該第１織組織の反袋部側に
隣接している第２織組織で構成され、上記閉部は一重織によって形成されており、上記第
１織組織には上記第２織組織よりもルーズな織組織である部分が１以上含まれており、上
記第２織組織の交錯密度が４／３以上であり、少なくとも上記袋部と上記閉部との境界を
含む上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少なくとも一部がコーティングされているこ
とを特徴とする袋織エアバッグ。
【請求項２】
　上記第１織組織は上記袋部に隣接している請求項１記載の袋織エアバッグ。
【請求項３】
　上記第１織組織は２－２組織である請求項１又は２記載の袋織エアバッグ。
【請求項４】
　上記２－２組織は経糸３～５本又は緯糸３～５本で構成されている請求項３記載の袋織
エアバッグ。
【請求項５】
　上記第２織組織は１－１組織である請求項１乃至４のいずれかに記載の袋織エアバッグ
。
【請求項６】
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　上記１－１組織は経糸２～５本又は緯糸２～５本で構成されている請求項５記載の袋織
エアバッグ。
【請求項７】
　上記袋部及び上記第１織組織の交錯密度が、以下の（１）及び（２）の条件のうちの少
なくとも１つを満たす請求項１乃至６のいずれかに記載の袋織エアバッグ（但し、上記第
１織組織の交錯密度及び上記第２織組織の交錯密度が共に４／３となる場合は除く。）。
　（１）上記袋部の交錯密度が１／２以下
　（２）上記第１織組織の交錯密度が２／３以上４／３以下
【請求項８】
　袋部と、該袋部に隣接し、２以上の織組織を有する閉部とで構成されている袋織エアバ
ッグであって、上記閉部には、袋部側から順に第１織組織、該第１織組織の反袋部側に隣
接している第２織組織及び該第２織組織の反袋部側に隣接する第３織組織を有し、上記閉
部は一重織によって形成されており、上記第１織組織には上記第２織組織よりもルーズな
織組織である部分が１以上含まれており、上記第３織組織は、上記第２織組織よりルーズ
な織組織であることを特徴とする袋織エアバッグ。
【請求項９】
　上記第１織組織の交錯密度の値は、上記第２織組織の交錯密度の値と上記第３織組織の
交錯密度の値との間の値である請求項８記載の袋織エアバッグ。
【請求項１０】
　上記第３織組織はｎ－ｍ組織（ｎ、ｍは共に１以上の整数、但し、１－１組織は除く。
）である請求項８又は９記載の袋織エアバッグ。
【請求項１１】
　上記第３織組織の交錯密度は１以下である請求項８乃至１０のいずれかに記載の袋織エ
アバッグ。
【請求項１２】
　上記袋部及び上記閉部の交錯密度が、以下の（１）～（４）の条件のうちの少なくとも
１つを満たす請求項８乃至１１のいずれかに記載の袋織エアバッグ（但し、上記第１織組
織の交錯密度及び上記第２織組織の交錯密度が共に４／３となる場合は除く。）。
　（１）上記袋部の交錯密度が１／２以下
　（２）上記第１織組織の交錯密度が２／３以上４／３以下
　（３）上記第２織組織の交錯密度が４／３以上
　（４）上記第３織組織の交錯密度が１以下
【請求項１３】
　上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少なくとも一部がコーティングされている請求
項９乃至 のいずれかに記載の袋織エアバッグ。
【請求項１４】
　少なくとも上記袋部と上記閉部との境界を含む上記袋部及び／又は上記閉部の外表面が
コーティングされている請求項１３記載の袋織エアバッグ。
【請求項１５】
　上記袋部と上記閉部との境界を構成する織組織が曲線構造である請求項１乃至１４のい
ずれかに記載の袋織エアバッグ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は袋織エアバッグに関し、更に詳しくは、展開時でも袋部と閉部との境界の目開
きを抑制して、十分な気密性を確保できると共に、ある一定時間以上展開状態を維持する
ことができる袋織エアバッグに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　袋織エアバッグは、袋部組織に瞬時に空気を送り込んで展開させ、かかる展開状態を一
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定時間維持することによって、衝撃を吸収する等の目的で使用される。近年、かかる袋織
エアバッグは様々な用途に用いられている。例えば、救命ジャケット、救命ボート、マッ
ト、ホームエレベーターの他、車両に備え付けられ、車両の衝突時に展開することにより
、乗員の胸部や頭部を保護するエアバッグとして用いられる。
【０００３】
　そして、このような袋織エアバッグの最重要課題として、第１に、エアバッグの袋部が
展開して膨張した状態を維持できるように、気密性に優れていることが求められる。また
、近年は、車両に備え付けられるエアバッグとして、横転や側方からの衝突に対して運転
者の頭部側方を保護するために、車両のピラーやシートサイドに備え付けられることが多
い。このようなエアバッグでは、衝突時のみならず、その後の横転等においても運転者の
頭部を保護するため、ある一定時間展開状態を確保する必要がある。よって、近年、袋織
エアバッグが備える最重要課題としては、気密性に優れているだけでなく、ある一定時間
展開状態を確保でき、且つ、車両のピラーやシートサイド等に備え付けることができるよ
うに、コンパクトにまとめることができることも求められている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、袋織エアバッグの織組織によっては、エアバッグの展開時に、袋部と閉部との
境界がエアバッグ内のエア圧によって目開きする傾向がある。展開時にかかる目開きが生
じると、気密性が低下し、境界部の強度不足やガス漏れの原因となる。その結果、エアバ
ッグをある一定時間以上展開状態を維持することが困難となるおそれがある。
【０００５】
　かかる点を解決すべく、従来より、様々なエアバッグが開発されている。例えば、特開
２０００－２２９５５０号公報には、袋部と閉部との境界を含む近傍域に、周縁部よりも
織密度比率が低い三重織部、四重織部を形成し、表面側にコーティング層が形成されるだ
けでなく、コーティング剤が裏抜けすることにより、裏面側にもコーティング層を形成し
た袋織エアバッグが開示されている。更に、特開２００１－２３３１５３号公報には、一
重部組織において、袋部と閉部との境界は経糸１本分だけの３／ｎ斜子織（ｎは２以上の
整数）をとり、袋部と閉部との境界以外の一重部組織は、該境界に続いて経糸ｎ本を有す
る３／ｎ斜子織（ｎは２以上の整数）よりなり、且つ一重部組織におけるカバーファクタ
ーが４０００以上である袋織エアバッグが開示されている。
【０００６】
　しかし、特開２０００－２２９５５０号公報及び特開２００１－２３３１５３号公報に
開示されている各袋織エアバッグは、いずれも従来の袋織エアバッグに比べて気密性に優
れているが、前者の袋織エアバッグでは、コーティング層を形成するために、別途コーテ
ィング工程を行わなければならず、製造工程が複雑となり、コストも高くなる傾向がある
。また、コーティング層が厚くなり過ぎると、コンパクトに折り畳むことが困難となるお
それがある。一方、後者の袋織エアバッグは、気密性に優れているが、袋部と閉部との境
界における目開きを防止するために境界の織組織を緻密にすると、境界が膨れてコーティ
ング層が不均一となり易く、その結果、コンパクトに折り畳むのが困難となり易い。更に
、袋織エアバッグの境界の織組織は、設計の自由度を高めると共に、ガス圧を適度に分散
させて応力が集中しないようにするために、直線構造よりは曲線構造であることが望まし
いが、上記各公報では、かかる境界の織組織を曲線構造とした場合に、いかにして気密性
を確保するかについて特に言及していない。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、展開時でも袋部と閉部との境界の目
開きを抑制して、十分な気密性を確保できると共に、ある一定時間以上展開状態を維持す
ることができる袋織エアバッグを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の袋織エアバッグは、袋部と、該袋部に隣接し、２以上の織組織を有する閉部と
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で構成されている袋織エアバッグであって、上記閉部には、袋部側から順に第１織組織及
び該第１織組織の反袋部側に隣接している第２織組織で構成され、

上記第１織組織 上記第２織組織よりもルーズな織組織である部
分が１以上含まれて

いることを特徴とする。そして、上記第１織組織は上記袋部に隣接
しているものとすることができる。更に、上記第１織組織は２－２組織とすることができ
る。この場合、上記２－２組織は経糸３～５本又は緯糸３～５本で構成されているものと
することができる。また、上記第２織組織は１－１組織とすることができる。この場合、
上記１－１組織は経糸２～５本又は緯糸２～５本で構成されているものとすることができ
る。更に、上記袋部、上記第１織組織及び上記第２織組織の交錯密度は、以下の（１）

（ ）の条件のうちの少なくとも１つを満たすものとすることができる（但し、上記第
１織組織の交錯密度及び上記第２織組織の交錯密度が共に４／３となる場合は除く。）。
　（１）上記袋部の交錯密度が１／２以下
　（２）上記第１織組織の交錯密度が２／３以上４／３以下
【０００９】
　また、 本発明の袋織エアバッグは、

。更に、上記第
１織組織の交錯密度の値は、上記第２織組織の交錯密度の値と上記第３織組織の交錯密度
の値との間の値とすることができる。また、上記第３織組織はｎ－ｍ組織（ｎ、ｍは共に
１以上の整数、但し、１－１組織は除く。）とすることができる。更に、上記第３織組織
の交錯密度は１以下とすることができる。
【００１０】
　他の袋織エアバッグは、袋部と、該袋部に隣接し、２以上の織組織を有する閉部とで構
成されている袋織エアバッグであって、上記閉部を構成する織組織のうち、上記袋部に隣
接する織組織は、その下布が上記袋部の上布を構成する経糸及び緯糸によって形成され、
その上布が上記袋部の下布を構成する経糸及び緯糸によって形成されている反転袋組織で
あることを特徴とする。また、上記反転袋組織は、上記袋部の織組織を構成する緯糸３～
７本と経糸とで形成することができる。
【００１１】
　また、 本発明の袋織エアバッグは、上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少なく
とも一部はコーティングされているものとすることができる。更に、本発明の袋織エアバ
ッグは、上記袋部と上記閉部との境界を構成する織組織を曲線構造とすることができる。
【００１２】
【発明の効果】
　本発明の袋織エアバッグは、袋部と閉部との境界において織密度の急激な変化を緩和す
ると共に、閉部の隣り合う織組織が近似する粗さであることから、展開時に応力が集中せ
ず、目開きを抑制することができる。よって、本発明の袋織エアバッグは、展開時でも袋
部と閉部との境界での十分な気密性を確保し、ある一定時間以上展開状態を維持すること
ができる。更に、本発明の袋織エアバッグは、袋部と閉部との境界が曲線構造でも目開き
を抑えて優れた気密性を確保でき、また、袋織エアバッグの設計の自由度が高く、汎用性
が高い。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら更に詳細に説明する。
　本発明の袋織エアバッグの部分拡大断面図を図１に示す。また、織組織の最小構成単位
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おり、上記第２織組織の交錯密度が４／３以上であり、少なくとも上
記袋部と上記閉部との境界を含む上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少なくとも一部
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他の 袋部と、該袋部に隣接し、２以上の織組織を有
する閉部とで構成されている袋織エアバッグであって、上記閉部には、袋部側から順に第
１織組織、該第１織組織の反袋部側に隣接している第２織組織及び該第２織組織の反袋部
側に隣接する第３織組織を有し、上記閉部は一重織によって形成されており、上記第１織
組織には上記第２織組織よりもルーズな織組織である部分が１以上含まれており、上記第
３織組織は、上記第２織組織よりルーズな織組織であることを特徴とする

他の



を図３に示す。本発明の袋織エアバッグ１Ａの全体形状については特に限定はないが、通
常、全体としては略矩形状に形成されている。そして、本発明の袋織エアバッグ１Ａは、
袋織エアバッグ１Ａの任意の箇所に設けられた開口部（図示せず）からガスが流入するこ
とにより展開する袋部１１と、該袋部１１に隣接し、ガス漏れが生じないように閉じられ
ている閉部１２と、を有する。また、上記閉部１２は、袋部側から順に隣接している第１
織組織１２Ａ、第２織組織１２Ｂ及び第３織組織１２Ｃで構成されている。上記閉部１２
は一重織りによって形成されているが、本発明では特にこれには限定されない。更に、本
発明の袋織エアバッグは、中央部にも曲線状の閉部が設けられており、これによりエアバ
ッグは複数の膨張室に分割されているが、本発明では特にこれには限定されない。
【００１４】
　本発明の袋織エアバッグの上記閉部は ２以上の組織を
有すると共に、袋部側から順に第１織組織及び該第１織組織の反袋部側（袋部側の反対側
）に隣接している第２織組織で構成され、上記第１織組織は上記第２織組織よりもルーズ
な織組織である部分を１以上含 る。
図１及び図３で云えば、第１織組織１２Ａは第２織組織１２Ｂよりもルーズな織組織であ
る。ここで、「第１織組織が第２織組織よりもルーズな織組織である」とは、以下の（１
）及び（２）のうちの少なくとも一方を満たす場合をいう。
　（１）第１織組織を「ｎ１×ｍ１織組織」、第２織組織を「ｎ２×ｍ２織組織」とした
場合、ｎ１、ｍ１、ｎ２及びｍ２はいずれも１以上の整数であり、且つ（ｎ１＋ｍ１） >
（ｎ２＋ｍ２）である。
　（２）（第１織組織の交錯密度） <（第２織組織の交錯密度）である。
【００１５】
　ここで上記交錯密度とは、以下の式により求められる値である。一般に、織組織がα－
β斜子織の場合は、上記交錯密度は（α＋β）／αβの関係がある。
　　交錯密度＝ａ／ｂ
ａ：完全組織図（織組織を表す最小構成単位）上の交錯点数（経糸と緯糸とが交錯する点
の数、図１０（Ａ）～（Ｄ）では、白丸が交錯点であり、この数が交錯点数となる。交錯
点数は図１０（Ａ）では８、（Ｂ）では１６、（Ｃ）では１２、（Ｄ）では８）
ｂ：完全組織図のメッシュの数（マス目の数、図１０（Ａ）では４、（Ｂ）では１６、（
Ｃ）では９、（Ｄ）では１６）
【００１６】
　上記第１織組織及び上記第２織組織の態様は、上記要件を満たすことができる限り特に
限定はない。例えば、上記第１織組織及び上記第２織組織では、平織、綾織、斜子織、斜
文織等の公知の織りを適宜選択することができる。また、上記第１織組織及び上記第２織
組織の織組織としては、例えば、１－１組織、２－１組織、１－２組織、２－２組織、２
－３組織、３－３組織、３－２組織等のようなｎ－ｎ’組織（ｎ、ｎ’＝１以上の整数、
ｎ＝ｎ’でもよい。）等から適宜選択して組み合わせることができる。また、上記第１織
組織の交錯密度は好ましくは２／３以上４／３以下、更に好ましくは２／３より大きく４
／３未満、より好ましくは５／６以上１以下である。更に、上記第２織組織の交錯密度は
４／３以上、好ましくは４／３より大きく、より好ましくは３／２以上である。但し、上
記第１織組織及び第２織組織の交錯密度が共に４／３となることはない。
【００１７】
　具体的には、上記第１織組織として、３－３斜子組織（交錯密度＝２／３）、３－２斜
子組織（交錯密度＝５／６）、２－２斜子組織（交錯密度＝１、図１０（Ｂ）参照）、２
－２綾組織（交錯密度＝１）、２－１綾組織（交錯密度＝４／３、図１０参照（Ｃ））等
が挙げられる。また、上記第２織組織として、２－１綾組織（交錯密度＝４／３）、１－
２斜子組織（交錯密度＝３／２）、１－１平組織（交錯密度＝２）等が挙げられる。より
具体的には、例えば、図３に示すように、第１織組織１２Ａを２－２組織（好ましくは２
－２斜子組織）とし、第２織組織１２Ｂを１／１平組織とすることができる。このような
構成を採用することにより、より気密性を向上させることができるので好ましい。
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【００１８】
　また、上記第１織組織及び上記第２織組織を構成する緯糸又は経糸の本数については特
に制限はなく、必要に応じて様々な本数とすることができる。上記閉部中の織組織の１つ
、特に上記第１織組織として２－２組織（好ましくは２－２斜子組織）を用いる場合、上
記２－２組織を構成する緯糸又は経糸の本数は好ましくは３～５本、更に好ましくは３～
４本又は４～５本である。また、上記閉部中の織組織の１つ、特に上記第２織組織として
１－１平組織を用いる場合、上記１－１平組織を構成する緯糸又は経糸の本数は好ましく
は２～５本、更に好ましくは３～５本、より好ましくは４～５本である。以上の各構成と
することにより、より気密性に優れた袋織エアバッグとすることができるので好ましい。
また、上記第１織組織を２－２組織（好ましくは２－２斜子組織）とし、且つ、上記第２
織組織を１－１平組織とした場合、該２－２組織及び該１－１組織を構成する緯糸又は経
糸の本数を上記範囲とすると、更に気密性を向上させることができるので好ましい。
【００１９】
　また、本発明の袋織エアバッグの上記「袋部側から順に第１織組織及び該第１織組織の
反袋部側に隣接している第２織組織で構成され、且つ、上記第１織組織が上記第２織組織
よりもルーズな織組織である部分」は、上記閉部中に含まれていれば、上記閉部中のどこ
に含まれていてもよい。通常は、上記第１織組織は上記袋部に隣接している。即ち、図１
及び図３に示すように、上記第１織組織１２Ａは上記袋部１１の反袋部側に隣接し、これ
により、上記「袋部側から順に第１織組織及び該第１織組織の反袋部側に隣接している第
２織組織で構成され、且つ、上記第１織組織が上記第２織組織よりもルーズな織組織であ
る部分」（第１織組織１２Ａ及び第２織組織１２Ｂ）もまた、上記袋部１１に隣接して存
在している。
【００２０】
　また、上記閉部中の上記「袋部側から順に第１織組織及び該第１織組織の反袋部側に隣
接している第２織組織で構成され、且つ、上記第１織組織が上記第２織組織よりもルーズ
な織組織である部分」の数についても、少なくとも１つあれば特に限定はない。本発明の
袋織エアバッグでの上記部分の数は通常１～４、更に好ましくは１～３、より好ましくは
、図１及び図３に示すように１つである。
【００２１】
　 本発明の袋織エアバッグでは、図１に示すように、上記閉部１２を構成する組織と
して、上記第２織組織１２Ｂの反袋部側に隣接する第３織組織１２Ｃを有してい 。かか
る第３織組織を有することにより、更に袋部及び閉部での交錯密度の変化を緩和して展開
時にエア圧による応力を分散させ、優れた気密性を発揮することができるので好ましい。
上記第３織組織の態様については特に限定はなく、必要に応じて種々の織組織とすること
ができる。例えば、上記第３織組織では、平織、綾織、斜子織、斜文織等の公知の織りを
適宜選択することができる。また、上記第３織組織は通常一重織組織であるが、特にこれ
には限定されない。更に、上記第３織組織は、２－１組織、１－２組織、２－２組織、２
－３組織、３－３組織、３－２組織等のようなｎ－ｍ組織（ｎ、ｍ＝１以上の整数、ｎ＝
ｍでもよい。但し、１－１組織は除く）等とすることができる。より好ましくは、３－３
斜子組織、３－４斜子組織、４－４斜子組織、５－５斜子組織等のようなｎ’－ｍ’斜子
組織（ｎ’、ｍ’＝３以上の整数、ｎ’＝ｍ’でもよい。）とすることができる。
【００２２】
　 上記第３織組織は、上記第２織組織よりもルー
ズな織組織 。ここで、「ルーズな織組織」は、上記の定義と同じである（但し、上
記の定義中、「第１織組織」を「第３織組織」と読み替える。）。また、上記第３織組織
の交錯密度について 特に限定はないが、気密性の点から、上記第１織組織の交錯密度が
、上記第２織組織の交錯密度と上記第３織組織の織密度との間の値となるような値とする
ことが好ましい。より具体的には、上記第３織組織の交錯密度を１以下、好ましくは１未
満、更に好ましくは５／６以下、より好ましくは２／３以下である。この範囲に含まれる
織組織としては、例えば、２－２斜子組織（交錯密度＝１）、３－２斜子組織（交錯密度
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＝５／６）、３－３斜子組織（交錯密度＝２／３）、４－４斜子組織（交錯密度＝１／２
）、５－５斜子組織（交錯密度＝２／５）等が挙げられる。
【００２３】
　 本発明の袋織エアバッグの上記閉部の構成は、上記要件を満たす限り特に限定はな
く、必要に応じて種々の構成とすることができる。上記閉部の構成として好ましくは、上
記第１織組織の交錯密度は２／３以上４／３以下、更に好ましくは２／３より大きく４／
３未満、より好ましくは５／６以上１以下であり、上記第２織組織の交錯密度は４／３以
上、更に好ましくは４／３より大きく、より好ましくは３／２以上であり（但し、上記第
１織組織及び第２織組織の交錯密度が共に４／３となることはない。）、上記第３織組織
の交錯密度が１以下、好ましくは１未満、更に好ましくは５／６以下、より好ましくは２
／３以下であるという構成である。具体的には、交錯密度が上記範囲を満たすものとして
上記で例示している織組織を適宜組み合わせた構成である。より好ましい構成は、図３に
示すように、上記第１織組織１２Ａが２／２組織（２／２斜子組織、２／２綾組織等）で
あり、上記第２織組織１２Ｂが１／１組織（１／１平織組織等）であり、上記第３織組織
１２Ｃがｎ－ｍ斜子組織（ｎ、ｍ＝３以上の整数、ｎ＝ｍでもよい。）という構成である
。
【００２４】
　本発明の袋織エアバッグの上記袋部１１の態様については特に限定はなく、必要に応じ
て種々の態様とすることができる。通常、上記袋部は二重織りにより形成されている。ま
た、上記袋部１１の織りは平織、綾織、斜文織等の公知の織りを適宜選択することができ
る。更に、上記袋部の織組織についても特に限定はない。例えば、上記袋部の織組織とし
ては、１－１袋組織、２－１袋組織、１－２袋組織、２－２袋組織、２－３袋組織、３－
３袋組織、３－２袋組織等のようなｎ－ｎ’袋組織（ｎ、ｎ’＝１以上の整数、ｎ＝ｎ’
でもよい。）等が挙げられる。また、上記袋部の交錯密度は通常１／２以下、好ましくは
２／５以下とすることができる。ここで、上記袋部の織組織は、上記閉部を構成する組織
のうち、上記袋部の反袋部側で隣接する組織より交錯密度が小さい織組織が好ましい。上
記袋部の織組織としてより具体的には、図１０（Ｄ）に示すような袋部平織（交錯密度１
／２）が挙げられる（尚、図１０（Ｄ）中、「（空）」が糸が無い部分、「－」が緯糸、
「｜」が経糸、「＋」が経糸と緯糸の交叉点である。）。
【００２５】
　本発明の袋織エアバッグの上記袋部及び上記閉部の構成の具体例としては、例えば、上
記袋部、上記第１織組織及び上記第２織組織の交錯密度が、以下の（１） （ ）の条
件のうちの少なくとも１つ、好ましくは全てを満たす（但し、上記第１織組織の交錯密度
及び上記第２織組織の交錯密度が共に４／３となる場合は除く。）ものが挙げられる。ま
た、 本発明の袋織エアバッグの上記袋部及び上記閉部の構成の具体例としては、以下
の（１）～（４）の条件のうちの少なくとも１つ、好ましくは少なくとも２つ、更に好ま
しくは少なくとも３つ、より好ましくは全てを満たす（但し、上記第１織組織の交錯密度
及び上記第２織組織の交錯密度が共に４／３となる場合は除く。）ものが挙げられる。
　（１）上記袋部の交錯密度が１／２以下
　（２）上記第１織組織の交錯密度が２／３以上４／３以下
　（３）上記第２織組織の交錯密度が４／３以上
　（４）上記第３織組織の交錯密度が１以下
【００２６】
　従来の袋織エアバッグでは通常、袋部と閉部では交錯密度が異なり、袋部と閉部との境
界部において交錯密度が大きく変化する。よって、展開時には交錯密度が変化する袋部と
閉部との境界部に応力が集中し、目開きによるガス漏れが発生しやすい。また、所定以上
の目開きはコーティング層の破壊原因ともなる。一方、本発明の袋織エアバッグは、上記
構成を採用し、袋部及び閉部での交錯密度の変化を緩和することにより、展開時にエア圧
による応力を分散させ、目開きを抑えることができる結果、展開時に優れた気密性を発揮
し、一定時間展開状態を維持することができる。
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【００２７】
　他の袋織エアバッグの部分拡大断面図を図２に示す。また、織組織の最小構成単位を図
５に示す。本発明の他の袋織エアバッグ１Ｂの全体形状も、本発明の袋織エアバッグと同
様に特に限定はなく、通常、全体としては略矩形状に形成されている。そして、袋織エア
バッグ１Ｂは、袋織エアバッグ１Ｂの任意の箇所に設けられた開口部（図示せず）からガ
スが流入することにより展開する袋部１１と、該袋部１１に隣接し、ガス漏れが生じない
ように閉じられている閉部１２と、を有する。そして、上記閉部１２は、上記袋部１１の
反袋部側に隣接する反転袋組織１２１と、該反転袋組織１２１の反袋部側に隣接する第３
織組織１２Ｃとで構成されている。
【００２８】
　袋織エアバッグ１Ｂの上記閉部１２を構成する織組織のうち、上記袋部１１に隣接する
織組織は、図２に示すように、反転袋組織１２１である。即ち、上記反転袋組織１２１の
下布１２１Ｂは、上記袋部１１の上布１１１を構成する経糸及び緯糸によって形成され、
上記反転袋組織１２１の上布１２１Ａは、上記袋部１１の下布１１２を構成する経糸及び
緯糸によって形成されている。かかる構成を採用することにより、境界部がガス圧の緩衝
部として作用する結果、ガス圧による応力が緩和されて境界部の目開きを抑制し、ガス漏
れを防ぐことができる。
【００２９】
　上記反転袋組織１２１は、下布１２１Ｂを上記袋部１１の上布１１１を構成する経糸及
び緯糸によって形成し、上布１２１Ａを上記袋部１１の下布１１２を構成する経糸及び緯
糸によって形成している限り、その織組織については特に限定はないが、他の袋織エアバ
ッグでは、上記反転袋組織１２１を上記袋部１１の織組織を構成する緯糸３～７本、好ま
しくは３～６本、更に好ましくは３～５本と経糸とで形成することができる。かかる構成
により、袋部と閉部との境界における目開きをより抑制し、より優れた気密性を確保する
ことができることから好ましい。
【００３０】
　また、他の袋織エアバッグでは、図２に示すように、上記反転袋組織１２１の反袋部側
に第３織組織１２Ｃを１以上設けることができる。該第３織組織１２Ｃは、少なくとも１
つが上記反転袋組織１２１の反袋部側に隣接していればよく、その数については特に限定
はなく、１種類の組織でもよく、２種以上の織組織が異なる組織で構成されていてもよい
。
【００３１】
　袋織エアバッグ１Ｂの上記袋部１１及び上記第３織組織１２Ｃの態様については特に限
定はない。通常、上記袋部１１は二重織りにより形成され、上記第３織組織１２Ｃは一重
織りによって形成されている。また、上記袋部１１及び上記第３織組織１２Ｃの織組織は
平織、綾織、斜文織等の公知の織りから適宜選択することができる。また、上記袋部１１
及び上記閉部１３を構成する各織組織についても特に限定はなく、例えば、１－１組織、
２－１組織、１－２組織、２－２組織、３－３組織等のようなｎ－ｎ’組織（ｎ、ｎ’は
１以上の整数であり、ｎ＝ｎ’でもよい。袋部では上記各組織の袋組織となる。）等とす
ることができる。好ましくは、図５に示すように、上記袋部１１の織組織は１－１袋組織
である。また、上記閉部１２を構成する組織のうち、上記第３織組織１２Ｃは２－２、３
－３組織等のような１－１組織よりも織密度が低いｎ－ｎ’組織（ｎ、ｎ’は１以上の整
数でｎ＝ｎ’でもよいが、ｎ＝１且つｎ’＝１は除く。）である。
【００３２】
　本発明の袋織エアバッグでは

の少なくとも一部をシリコーン樹脂等でコーティング
る。

これにより、更に気
密性を向上させることができる。 コーティングする
箇所については、上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少なくとも一部であれば特に限
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また、他の本発明の袋織エアバッグでも、上記袋部及び／又は上記閉部の外表面の少
なくとも一部をシリコーン樹脂等でコーティングすることができる。

他の本発明の袋織エアバッグにおける



定はなく、好ましくは、少なくとも上記袋部と上記閉部との境界を含む上記袋部及び／又
は上記閉部の外表面である。
【００３３】
　本発明の袋織エアバッグの上記袋部と上記閉部との境界を構成する織組織は直線構造で
もよいが、曲線構造の織組織とすることができる。曲線構造とすることにより、袋織エア
バッグの設計の自由度を高めると共に、ガス圧を適度に分散させることができると共に、
直線構造の場合と同様に優れた気密性を有するものとすることができるので好ましい。
【００３４】
【実施例】
　以下に実施例を挙げて、本発明を更に詳しく説明する。
（１）袋織エアバッグの構成
　本実施例及び比較例の各袋織エアバッグは、経糸及び緯糸として、ナイロン製の３５０
ｄｔｅｘ１０８原糸を用いて製織しており、打ち込み本数を縦１３５／ｉｎｃｈ、横１２
２／ｉｎｃｈ（袋部１枚においては上記数値の１／２となる）で実施し、袋部１１と閉部
１２との境界が曲線構造となるようにしている。また、本実施例及び比較例の各袋織エア
バッグの袋部１１には、コート量が上布（表側）及び下布（裏側）で各６０ｇ／ｍ２ とな
るようにコーティングを行った。そして、本実施例及び比較例の各袋織エアバッグの織組
織の最小構成単位を図３～図８に示す。図３は実施例１、図４は実施例２、図５は実施例
３、図６は実施例４、図７は比較例１、図８は比較例２の各袋織エアバッグの織組織の最
小構成単位である。本実施例及び比較例の各袋織エアバッグは、いずれも袋部１１の織組
織が１／１袋組織である。
【００３５】
　実施例１及び２は、本発明の袋織エアバッグの実施例である。実施例１は、閉部１２を
構成する織組織のうち、袋部１１に隣接する第１織組織１２Ａが緯糸４本で構成される２
／２斜糸組織であり、第１織組織１２Ａの反袋部側に隣接する第２織組織１２Ｂが緯糸２
本で構成される１／１平組織で形成されている。また、実施例２は、閉部１２を構成する
織組織のうち、袋部１１に隣接する第１織組織１２Ａが緯糸４本で構成される２／２斜糸
組織であり、第１織組織１２Ａに隣接する第２織組織１２Ｂが緯糸４本で構成される１／
１平組織で形成されている。また、実施例１及び２ではいずれも上記第２織組織１２Ｂの
反袋部側に３／３組織である第３織組織１２Ｃを有している。
【００３６】
　また、 例 及び は、他の袋織エアバッグの例である。 は、閉部１２を構
成する織組織のうち、袋部１１に隣接する織組織が緯糸３本と経糸とで構成された反転袋
組織１２１であり、 は、閉部１２を構成する織組織のうち、袋部１１に隣接する
織組織が緯糸６本と経糸とで構成された反転袋組織１２１である。尚、上記閉部１２のう
ち、上記反転袋組織１２１の反袋部側に隣接する第３織組織１２Ｃは一重部組織（３／３
組織）である。
【００３７】
　一方、比較例１は閉部１２を構成する織組織のうち、袋部１１に隣接する織組織が閉部
織組織の１本分にて構成された直線構造であり、これに隣接する組織は一重部組織（３／
３組織）である。また、比較例２は閉部１２を構成する織組織のうち、袋部１１に隣接す
る織組織は１／１平の織組織であり、該１／１平の織組織に隣接する組織は一重部組織（
３／３組織）である。
【００３８】
（２）性能評価
　上記実施例 及び比較例の各袋織エアバッグにインフレーターを取り付け、展開
させる方法により、上記実施例 及び比較例の各袋織エアバッグの内圧の経時変化
を調べた。その結果を以下の表１に示す。また、上記実施例 及び比較例の各袋織
エアバッグの内圧の経時変化のグラフを図９に示す。尚、表１の測定結果は、上記実施例
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ある。そして、この結果に基づいて気密性を評価した。
【００３９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４０】
　（３）実施例の効果
　表１及び図９より、比較例１及び２の各袋織エアバッグは、展開時から６秒後のエアバ
ッグ内圧が４ｋＰａ及び１４ｋＰａであった。これに対し、本発明の袋織エアバッグであ
る実施例１及び２では、展開から６秒後の袋織エアバッグの内圧が２９ｋＰａ及び２８ｋ
Ｐａであった。即ち、実施例１ はいずれも比較例の袋織エアバッグよりも更に優れ
た気密性を備えていることが判る。特に、実施例１及び２の各袋織エアバッグは、いずれ
も展開から６秒後の袋織エアバッグの内圧が大きいことから、より優れた気密性を備えて
いることが判る。
【００４１】
　尚、本発明においては、上記具体的実施例に示すものに限られず、目的、用途に応じて
種々変更した実施例とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の袋織エアバッグの部分拡大断面図である。
【図２】　他の袋織エアバッグの部分拡大断面図である。
【図３】　実施例１の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図４】　実施例２の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図５】　 の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図６】　 の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図７】　比較例１の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図８】　比較例２の袋織エアバッグの織組織の最小構成単位の説明図である。
【図９】　実施例 及び比較例の各袋織エアバッグの内圧の経時変化のグラフであ
る。
【図１０】　（Ａ）１－１平織、（Ｂ）２－２斜子織、（Ｃ）２－１綾織及び（Ｄ）袋部
平織における交錯密度の説明図である。
【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ；袋織エアバッグ、１１；袋部、１１１；袋部の上布、１１２；袋部の下布、
１２；閉部、１２Ａ；第１織組織、１２Ｂ；第２織組織、１２Ｃ；第３織組織、１２１；
反転袋組織、１２１Ａ；反転袋組織の上布、１２１Ｂ；反転袋組織の下布。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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