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(57) Abstract: An airbag devi㏄ (10) is placed in a vehicle (20) having seats arranged next to each other in the lateral direction of
the vehicle An airbag stowage section (12) is formed betw㏄ the seats (22L, 22R) Both an airbag (11) having a gas introduction
opening and an inflator (13) for ej㏄ ting gas into the airbag ( 11) are stowed in the airbag stowage section (12) The inflator (12) is
pla㏄d such that the direction of gas ejection points upward The airbag (11), upon re㏄ iving the gas from the inflator (12), inflates
substantially upward to engage a vehicle inteπor ceiling (25), and the vehicle inteπor ceiling (25) guides the dir㏄ tion of the inflation
After that, the airbag ( 11) inflates, expanding forward, and then inflates downward to become a maximally inflated state The upper
nd lower ends of the airbag (11) make ㏄ntact, resp㏄ tively, with the vehicle interior ceiling (25) and the lower side of the vehicle

interior Movement of an occupant seated on the seat on the side opposite the side where a collision occurred is restrained by the
a・irbag ( 11) so as not to move to 山e collision s・ide・

(57) 要約 エアバッグ装置 ( 1 O) を車幅方向に並んだ複数のシ トを有する車両 ( 2 0 ) に配備する。複数の
ン一 ト ( 2 2 」, 2 2 R) の間にエアバ ッグ格納部 ( 1 2 ) を形成する。ガス導入口を有するエアバ ッグ ( 1 1 )
と、エアバッグ ( 1 1 ) にガスを噴出するインフ
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レ一タ ( 1 3 ） とをエアバ ツグ格納部 ( 1 2 ）に格納する。インフレ一タ ( 1 2 ）は、ガスの噴出方向が上向きに
なるよ に配置する。エアバ ツグ ( 1 1）は、インフレ一タ ( 1 2 ）からガスが導入されると、はは上向きに膨張
して車室天井 ( 2 5 ）に当たり、車室天井 ( 2 5 ）がその膨張方向を案内する。エアバ ツグ ( 1 1）は、その後前
方に広がるよ に膨張 し、次いで下向きに膨張 して最大膨張状態となる。エアバ ツグ ( 1 1）の上端及び下端が車
室天井 ( 2 5 ）及び車室下側にそれぞれ当接する。エアバ ツグ ( 1 1）は衝突反対側のシ一 トに着座 した乗員が衝
突側 移動 しな よ 卸 る。



目主

技術分野

０００1 本発明は、自動亜の乗員を保穫するためのエアハノク装置に係り、特に側面衝突

時に衝突反対側のシートに座わっている乗員か衝突側へ移動しないよぅに、亜幅方

向に配置されている複数のシート問においてエアハノクか膨張するエアハノク装置

に関する。

背景技 村

０００2 自動亜の前面衝突時の乗員に対する衝撃を緩和するための保穫装置として、エア

ハノク装置か広く普及している。従来のエアハノク装置は、乗員の前方に配置されて

いるステアリンク装置内やインストルメントパネル内に取り付けられ、自動亜の前面衝

突時に、エアハノクか庫伝席，助手席の前側て膨張することて、庫伝席，助手席に

座っている乗員の前方への移動を抑制する。これにより自動亜の前面衝突時におい

て庫伝席，助手席の乗員か有効に保穫される。

０００3 近年ては、自動亜の側面に衝撃を受けた時における乗員を保穫することも重要視

されており、所哨ザイトエアハノク装置やカーテンシールトエアハノク装置か亜両に

搭載されている。具体的には、例えは図8に示すよぅに、自動亜 において助手席側

において、カーテンシールトエアハノク装置2はエアハノクかフロントトア a上部にお

けるカラスの内側付近て膨張するよぅに配置されており、ザイトエアハノク装置3はフ

ロントトア aの下部の内側付近てエアハノクか膨張するよぅに配置されている。図8て

は、カーテンシールトエアハノク装置2及ひザイトエアハノク装置3は助手席側のみ

図示されているか、実際には庫伝席側にも設置されている。

０００4 図8に矢印Xて示すよぅに、他の車両4か側方から自動亜 に衝突してきたとき、カ

ーテンシールトエアハノク装置2及ひザイトエアハノク装置3かそれそれフロントトア

aの内側付近、即ち助手席の外側領城に膨張して、助手席の乗員の身体か直接に

フロントトア aに接触しないよぅに保穫される。

０００5 これに対して、特井文献 ては、エアハノク装置か亜室天井内に取り付けられてい



て、自動亜の前面衝突時に下方に向かって乗員の前側にエアバッグが膨張する。

０００6 特許文献2 では、エアバッグ装置が例えば助手席前方のインストルメントパネル内

に取り付けられており、自動亜の前面衝突時にエアバッグ袋体が助手席の乗員の前

側に膨張すると共に、天井付近に設けられたパネル部材が下方に回動し、亜室内側

に膨張したエアバッグ袋体の一部の天井付近における後方への移動を規制している

０００7 特許文献3 では、エアバッグ装置が例えば助手席前方のインストルメントパネル内

に取り付けられ、自動亜の前面衝突時にエアバッグ袋体が助手席の乗員の前側で

膨張すると共に、天井付近に設けられたパネル部材が下方に回動し、亜室内側に膨

張したエアバッグ袋体の一部が乗員の頭部と天井との間で広がらないょぅ天井付近

における後方への移動を規制する。

０００8 近年、側面衝突時に衝突反対側のシートに着座した乗員の身体が衝突側に移動

することを抑制するために、二つのシートの間にエアバッグを膨張させるセンターエア

バッグ装置が提案されている (例えば特許文献4 ，5 )

０００9 特許文献 1 :特開2０００ 856 8 号公報

特許文献2 :特開2００5 ０67272 号公報

特許文献3 :特開2００5 45225 号公報

特許文献4 :特開2００4 7 ０9 号公報

特許文献5 :特願 2００6 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1０ 図8 に示したヵ一テンシールドエアバッグ装置2及びザイドエアバッグ装置3 では、

亜両左側から他の車両4 にょり衝突された場合、側面衝突された側と反対側に座っ
ている乗員、図示の場合では右座席に座っている乗員には、矢印 で示すょぅに衝

突側、即ち左側に移動する力が生じる。

００1 1 これに対して、特許文献 に開示されているエアバッグ装置では、前面衝突時に後

席の乗員を保護するょぅに天井から乗員の前側にエアバッグが膨張するものの、側

面衝突時の乗員を保護するょぅには構成されていない。



００12 特許文献2及び特許文献3によるエアバッグ装置においても、前面衝突時における

乗員保護を目的としており、側面衝突時における隣接する乗員保護を目的としてい

ない。

００13 ところで、エアバッグが膨張して展開した際、エアバッグ自体から乗員が反力を受け

て乗員の左右への動きを抑制することが好ましい。しかしながら、亜幅方向に並んで

配置されている複数のシート問でエアバッグが膨張すると、膨張したエアバッグ自体

を受け止めるための構造体が室内に設けられていないため、乗員の身体に対して反

力を与えることができない。

００14 本発明は、以上の点に鑑み、他の車両が側面衝突した際、乗員の横方向への移

動を抑制し、エアバッグが膨張した際にはエアバッグが乗員に反力を与えることがで

きるエアバッグ装置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

００15 上記 目的を達成するために、本発明は、亜両に配備され乗員を保護するエアバッ

グ装置において、折り畳まれているエアバッグと、エアバッグ内にガスを噴射するイン

フレータと、亜両の亜幅方向中央に配置されエアバッグ及びインフレータを格納する

エアバッグ格納部と、を備え、エアバッグは、インフレータからガスが導入されることに

より膨張し複数の亜室内装に当接することを特徴とする。

００16 上記構成において、エアバッグは、膨張状態で、亜室天井、亜宝シート、亜室フロ

アヵ一ペット、前席背面、フロントガラス内面の何れかの前記複数の亜室内装に当接

する。

００17 上記構成において、亜両には複数のシートが亜幅方向に並んでおり、エアバッグ

はインフレータからガスが噴射されることによって膨張し、エアバッグの上端及び下端

がそれぞれ亜室天井及び亜室下側に当接する。

００18 上記構成において、エアバッグは、膨張状態で、上端に上方への膨らみ代、下端

に下方への膨らみ代を有する。

００19 上記構成において、エアバッグは、膨張状態で、高さ方向中間付近の両側面が亜

幅方向両側に張り出すよぅに形成されている。

００2０ 本発明は、亜両に配備され乗員を保護するエアバッグ装置において、折り畳まれて



いるェアバッグと、ェアバッグ内にガスを噴射するインフレータと、を備え、ェアバッグ

は、インフレータからガスが導入されることにより膨張して亜室内装に当接し、亜室内

装によりェアバッグの膨張方向が案内されることを特徴とする。

００2 1 上記構成において、ェアバッグは、インフレータからガスが導入されることによりほ

ぼ上向きに膨張して亜室天井に当接し、ェアバッグの膨張方向が前方になるよう亜

室天井がェアバッグを案内する。

００22 上記構成において、ェアバッグは、前方に方向を変えて膨張した後、さらにほぼ下

向きに方向を変えて膨張する。

００23 上記構成において、インフレータは、ガスの噴出方向がほぼ上向きになるように配

置され、ェアバッグの膨張初期における膨張方向がほぼ上向きとなる。

００24 上記構成において、ェアバッグは、インフレータからのガスの導入によりほぼ下向き

に膨張し、亜宝シート、亜室フロアカーペットの少なくとも何れかに当接することで、前

側に方向を変えてさらに膨張する。

００25 上記構成において、ェアバッグは、前方に方向を変えて膨張した後、さらにほぼ上

向きに方向を変えて膨張する。

００26 上記構成において、インフレータは、ガスの噴出方向がほぼ下向きになるように配

置され、前記エアバッグの膨張初期における膨張方向がほぼ下向きとなる。

００27 上記構成において、亜両には複数のシートが亜幅方向に並んでおり、ェアバッグ

及びインフレータは、複数のシートの間に設けられているェアバッグ格納部に格納さ

れる。

００28 上記構成において、ェアバッグは、最大膨張状態における左右側面の輪郭形状が

、ガス導入部を有する後部と、亜室天井に近い上部と、下端に位置する下部と、を有

して成り、ェアバッグは、ェアバッグ格納部内に、後部、上部、下部の順に奥側に格

納され、ェアバッグは、インフレータから噴出したガスが導入されると、後部、上部、下

部の順に漸次膨張する。

００29 上記構成において、ェアバッグは、最大膨張状態における左右側面の輪郭形状が

、ガス導入部を有する後部と、亜室天井に近い上部と、下端に位置する下部と、を有

して成り、ェアバッグは、下部から上部を経由して後部に至るように漸次畳まれてェア



バッグ格納部に格納され、エアバッグは、インフレータから噴出したガスが導入される

と、後部、上部、下部の順に漸次膨張する。

００3０ 上記構成において、エアバッグ格納部は、亜両前後方向に延びた肘掛部とシート

のシートバック相当位置における肘掛部の後部から略鉛直方向上向きに延びて形成

された鉛直部とからなる略 字形を成すセンターコンソールの上部に形成される。

発明の効果

００3 1 本発明のエアバッグ装置によれば、インフレータからガスが導入されることによりエ

アバッグが膨張すると複数の亜室内装に当接するので、エアバッグの亜室内装との

当接箇所毎にエアバッグと亜室内装との間で摩擦が生じ、エアバッグが各亜室内装

で保持される。よって、乗員はエアバッグから反力を受けることができる。また、エアバ

ッグが膨張する際、各亜室内装に当接しながら膨張方向が変化するので、エアバッ

グが複数の亜室内装と確実に当接し、エアバッグが確実に保持される。

図面の簡単な説明

００32 図 本発明の一実施形態に係るエアバッグ装置に関し、エアバッグの膨張初期状

態を亜両前方から見た図である。

図2 図 に示す状態を側面から見た部分透視側面図である。

図3 図 に示すエアバッグ装置に関し、エアバッグの膨張状態を亜両前方から見た

図である。

図4 図3に示す状態を側面から見た部分透視側面図である。

図5 図 に示すエアバッグ装置を模式的に示す図である。

図6 本発明の別の一実施形態に係るエアバッグ装置に関し、エアバッグが膨張して

いる状態を亜両前方から見た図である。

図7 図6に示すエアバッグの膨張状態の概略を示す側面図である。

図8 従来のエアバッグ装置の概略背面図である。

符号の説明

００33 ０ 6０:エアバッグ装置

6 :エアバッグ

:エアバッグの後部



:ェアバッグの下部

:ェアバッグの上部

2 :ェアバッグ格納部

3 62 :インフレータ

2０ 4０ 8０ 9０:亜両

21 :センターコンソール

2 :センターコタンソールの某部

2 :センターコンソールの肘掛部

2 :センターコンソールの肘掛部

2 :センターコンソールの鉛直部

22 22 7０ 7０ :シート

23 23 :シート久ソション

24 24 :シートバック

25 85 :亜室天井

5０:パネル

5 :ェアバッグドア

55 :リテーナ

55A :リテーナの某部

:リテーナの側板部

56 :フック

6 a :ェアバッグの上端

6 b :ェアバッグの下端

6 c :ェアバッグの側面

62 :インフレータ

63 :ケース

86 :亜室下側

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照しながら本発明の幾つかの実施形態について詳細に説明する



図 乃至図5は本発明の一実施形態に係るエアバッグ装置 ０を示し、図 はエアバ

ッグの膨張初期状態を亜両前方から見た図、図2は図 に示す状態を側面から見た

部分透視側面図、図3は図 に示すエアバッグの膨張状態を亜両前方から見た図、

図4は図3に示す状態を側面から見た部分透視側面図、図5は図 に示すエアバッグ

装置を模式的に示す図である。図中の は亜両2０の前方を、 は上方を、 は

亜幅方向のぅち左方を示す。

００35 本発明の一実施形態に係るエアバッグ装置 ０ほ、例えば亜幅方向に並んだ二つ

のシート22 22 を有する亜両2０に配備される。図 に示すよぅに、シート22 とシ

ート22 との間にセンターコンソール2 が設けられ、エアバッグ装置 ０がセンターコ

ンソール2 の上部に配備される。センターコンソール2 の上部にはエアバッグ格納

部 2が設けられ、エアバッグ が折り畳まれた状態でエアバッグ格納部 2内に格

納される。インフレータ 3がエアバッグ格納部 2に配設され、亜両2０にはセンザー (

図示せず) が取り付けられ、このセンザーが他の車両4０が側面から衝突して生じる衝

撃を検知する。

００36 図5に示すよぅに、エアバッグ装置 ０は、例えばセンターコンソール2 の上部パネ

ル5０の裏側に配設されている亜体構成部材、例えばリインフオース (図示せず) に支

持されている。エアバッグ は、ガス導入口を備える袋状として、ボリエステル糸やボ

リアミド糸からなる織布を縫合して構成されている。インフレータ 3はエアバッグ の

ガス導入口に接続されており、インフレータ 3はセンザーから検知信号を受けるとガ

スを噴射してエアバッグ に導入する。

００37 図5に示すよぅに、矩形状の二つのエアバッグドア5 5 が隣接しかつエアバッグ

がそれらの境界で両開きし得るよぅに、上部パネル5０が形成されている。上

部パネル5０には、例えば二つのエアバッグドア5 5 の境界上及びその輪郭に沿

って点線、直線状などの切れ込みが形成されている。切れ込み5 は二つのエアバ

ッグドア5 5 の境界に形成され、切れ込み5 は二つのエアバッグドア5 5 の

境界以外の輪郭に形成されている。

００38 上部パネル5０ほポリプロピレン等から所要形状に形成された合成樹脂製パネル墓

材で構成され、又はそのパネル某材の外面に表皮材を被若して構成される。



００39 上部パネル5０の裏側で、エアバッグドア5 が形成されている領城には、リテーナ5

5が取り付けられている。リテーナ5 5は、エアバッグドア5 とその周りのエアバッグド

ア周縁部とに跨って設けられる某部 と某部 から立設する一対の側板部 5 5

とを備えるよぅ樹脂成形で一体成形されてなる。各側板部 5 5 には貫通穴が設けさ

れ、一対のフック56それぞれが貫通穴に係止されている。リテーナ5 5及び一対のフ

ック56によりエアバッグ格納部 2が上部パネル5０裏側に取り付けられている。

００4０ センザーが側面衝突による衝撃を検知すると、検知信号がインフレータに入力され

る。インフレータ 3は、センザーから検知信号の入力を受けるとエアバッグ にガス

を供給する。するとエアバッグ が膨張する。この実施形態では、亜両2０の側方か

ら他の車両が衝突すると、エアバッグ は左右のシート22 22 の間で膨張する。

００4 1 さらに具体的に説明する。

センターコンソール2 は左右のシート22 22 の間に設けられ、センターコンソ

ール2 は、シート22 22 のシートクッション23 3 の後端位置からシートクッ

ション23 23 の前方の足置空間位置までほぼ水平に延びた某部2 と、この某

部2 の上部に形成されシートバック24 24 の某端部位置からシートクッション2

3 3 の前端位置までほぼ水平に延びた肘掛部2 と、肘掛部2 の後端部位

から若干後方に向かって傾斜しつつ亜高方向上向きにシートバック24 24 の上

端より若干高位置まで延びた鉛直部2 と、を有する。

００42 センターコンソール2 の上端部付近にはエアバッグ格納部 2が設けられる。エア

バッグ格納部 2は、シートバック24 24 の肩部と同程度の高さに設けられる。エ

アバッグ がエアバッグ格納部 2に膨張可能に折り畳まれて格納されている。イン

フレータがエアバッグ格納部 2に配設されている。インフレータ 3は側面衝突時等

にいてエアバッグ 内にガスを噴出する。するとエアバッグ が膨張する。第 の実

施形態では、ガスの噴出方向が上向きになるよぅに、すなわち右側面視で亜両前方
。方向から反時計回りに9０ 近く傾いた若干前方よりの上向き方向になるよぅに、イン

フレータ 3が配置されている。

００43 エアバッグ にはインフレータ 3から噴出したガスをその内部に導入するためのガ

ス導入口 (図示省略) が形成され、図4に示すよぅに最大膨張状態における左右側面



の輪郭形状が、ガス導入口を有する後部 と、亜室天井25に近い上部 と、下

端に位置しセンターコンソール2 の肘掛部2 に近い下部 と、を有して成る。

エアバッグ の膨張初期の膨張方向がほぼ上向きとなるよぅにエアバッグ格納部 2

内に格納される。

００44 エアバッグ は、エアバッグ格納部 2へ、エアバッグ の左右側面輪郭形状にお

ける後部 、上部 、下部 の順に格納され、エアバッグ の膨張過程が、

図3及び図4に示すよぅに後部 、上部 、下部 の順に漸次膨張する。エ

アバッグ は、その下部 側から上部 を経由して後部 に至るよぅに漸次

丸められるなどして畳まれ、最終的にエアバッグ格納部 2内に格納されてもよい。こ

の場合でもエアバッグ は後部 、上部 、下部 の順に漸次膨張していく

００45 エアバッグ が最も膨張したときの形状について説明する。最大膨張時のエアバッ

グ は、亜両2０の前方から見ると、図3に示すよぅにその上辺部が比較的広く形成さ

れて亜室天井25に当接し、その下辺部が比較的狭く形成されてセンターコンソール

2 の肘掛部2 の上面に当接するよぅな、台形状を有する輪郭を有する。亜両2０

右側方から見ると、図4に示すよぅにエアバッグ格納部 2から斜め方向に延び、亜室

天井25に沿って前方に延び、その後肘掛部2 の略中間位置で下降に延び、肘

掛部2 に当接して、センターコンソール2 の表面に沿って延びてエアバッグ格納

部 2に戻るよぅな、略 字形状の輪郭を有する。

００46 エアバッグ は、膨張時に図3及び図4に示す立体形状を呈するよぅに、例えば前

面を形成する前布部と、上面を形成する天布部と、底面を形成する底布部と、背面を

形成する後布部と、左右の側面を形成する左右の側布部と、から構成される。

００47 これらの前布部，天布部，底布部，後布部，左右の側布部は例えば可擁性を有す

る布製シートを適宜形状に裁断し、エアバッグ はそれらの対応する縁同上が縫合

されて形成される。エアバッグ は、天布部が比較的大きな面積で亜室天井25に当

接し、底布部が比較的 、さな面積でセンターコンソール2 の肘掛部2 の上面に

当接するよぅな略立体台形状を成す袋状を成している。エアバッグ にインフレータ

からのガスを導入するためのガス導入口 (図示省略) が、例えばエアバッグ の後布



部に設けられる。

００48 エアバッグ が膨張している状態において、特に亜室天井25から肘掛部2 に

至る構造、すなわちェアバッグ の膨張過程における中盤から終盤に掛けてのェア

バッグ の形状等は、図示した例に限定されず、任意の形状に設定してもよい。イン

フレータ 3のガスの噴出角度やェアバッグ の膨張初期段階の形状等に影響され

ないためである。

００49 この実施形態に係るェアバッグ ほ、一定程度以上の衝撃が検知されると、センタ

ーコンソール2 の上端に設定されたェアバッグ格納部 2を膨張始点として、亜幅方

向に並んだ二つのシート22 22 間で膨張する。その膨張初期段階では、図2に

示すように亜両2０の前方に若干傾斜した上向きの所定の角度 ０で乗員P ０

に接触しない程度の所定の幅Wで膨張して亜室天井25に当接させつつ、それに次

ぐ膨張中盤では図4に示すように亜室天井25に沿って亜両2０前方に向かって適当

な幅まで広がり、それに次ぐ膨張終盤では、下向きに広がってセンターコンソール2

の肘掛部2 の上面に達するように膨張する。従って、ェアバッグ 内圧の最も高

いェアバッグ の膨張初期には、通常の若座状態又はそうでない着座状態にある

乗員P ０ を避けて亜室天井25に向かって膨張し、ェアバッグ の内圧が低

下した膨張中盤から終盤に掛けて二つのシート22 22 間に膨張する。インフレー

タ 3の内圧は、一般に、ガス噴射開始に最も大きく、その後ガス噴射から時間が経

過するに伴って僅かに変動する。よって、ェアバッグ が亜室天井25に当接する際

、ェアバッグ が亜室天井25に対して大きな圧力を与える。

００5０ また、図3及び図4に示すように、最も膨張した状態すなわち展開状態では、ェアバ

ッグ の上部は亜室天井25に当接して摩擦により拘束され、ェアバッグ の下部

はセンターコンソール2 の肘掛部2 に当接して摩擦により拘束される。すなわち、

ェアバッグ は、インフレータからのガスの導入により膨張して展開し、ェアバッグ

の上部 、下部 が亜室天井25とセンターコンソール2 とでそれぞれ一定の

面積を以って当接する。これにより展開した状態のェアバッグ に亜幅方向への移

動力が外部から作用してもェアバッグ が移動し難くなる。よって、ェアバッグ そ

れ自体が亜室内装で保持される。側面衝突により乗員の上半身に亜幅方向に移動



する力が作用しても、エアバッグ は、乗員に反力を与え、側面衝突した側に乗員

の上半身が移動しないよう阻止する。

００5 1 エアバッグ のぅち亜室内装に当接する部位、亜室内装のぅちエアバッグ が当

接する部位の一方又は双方には、当接しない部位と比べて表面の摩擦係数を高す

るか、剛性を高めておくと良い。表面の摩擦係数を高くするには、例えば、エアバッグ

の生地や亜室内装の表面粗さを少なくとも当接部位だけ大きくすればよい。剛性

を高めるためには、例えば、エアバッグ の生地を当接部位だけ厚くしたり複数枚の

生地を重ねたり、亜室内装では当接部位だけ厚みを増せばよい。

００5 2 エアバッグ はインフレータ 3からガスが導入されるとほぼ上向きに膨張し亜室天

井25に当接し、亜室天井25によりエアバッグ の膨張方向が前向きに変えられる。

すなわち、亜室天井2 5がエアバッグ を案内する。エアバッグ は前方に向けて

膨張した後さらに下向きに方向を変えて膨張する。このように、エアバッグ ほ亜室

内装に当接すると、亜室内装により膨張方向に向けてエアバッグ が案内される。

００5 3 別の実施形態を幾つか説明する。

センターコンソールを備えない亜両では、シートの背もたれの側部やリアパッケージ

トレイなどにエアバッグ格納部を設ける。これにより、二つのシート問にエアバッグが

膨張する。

００54 前述の例では、エアバッグは、インフレータからガスが導入されて膨張し、センター

コンソールと亜室天井とにそれぞれ当接するが、センターコンソールや亜室天井に限

らず、亜室フロアヵ一ペット、前席背面やフロントガラス内面でもよい。すなわち、エア

バッグが展開状態において、亜室天井、亜宝シート、亜室フロアヵ一ペット、前席背

面、フロントガラス内面の何れか複数の亜室内装に当接していればよい。エアバッグ

が膨張している状態で、エアバッグが複数の亜室内装に当接してエアバッグと当接

箇所との間に摩擦力が生じ、エアバッグが亜室内装により保持されるからである。前

述の説明のよぅに、側面からの衝突により乗員に亜幅方向への力が作用してもエア

バッグから反力が乗員に与えられ、乗員をエアバッグにより拘束し、より確実に保護

することができる。

００5 5 前述の例では、エアバッグ格納部はセンターコンソールに設けられ、インフレータか



らガスがェアバッグに導入されることにより、ほぼ上向きに膨張し、亜室天井に当接し

て前方向に膨張方向を変えて、さらに下方に膨張方向を変えてセンターコンソール

に当接して後方に膨張方向を変える場合である。これはあくまでも一例であり、ェア

バッグ格納部が例えば亜室天井に設けられ、その設置箇所が亜幅方向に対してほ

ぼ中央であって、左右のシートの間又は左右の若座領城の間の上方に設けられてい

てもよい。この場合には、インフレータからガスがェアバッグに導入されると、ほぼ下

向きに膨張し、例えばシートやコンソールボックス、亜宝フロアシートなどの亜宝下端

に当接して前方向に膨張方向を変えて、さらに上方に膨張方向を変えて亜室天井に

当接して後方に膨張方向を変える。ェアバッグの膨張方向が変えるように案内される

際には、亜室天井、亜室カーペットのみならず、前席背面やフロントガラス内面など

各種の亜室内装にそれぞれ当接する。インフレータはェアバッグが膨張し始める際、

ほぼ上向き又はほぼ下向きに膨張するよう、ェアバッグのガス導入口に向けて配置さ

れる。

００56 エアバッグが最も膨張した状態での形状は前述に限られない。具体的に説明する。

図6及び図7は別の実施形態に関し、図6は別の実施形態に関するェアバッグ装置

においてェアバッグが膨張している状態を亜両前方から見た図であり、図7は図6に

示すェアバッグの膨張状態の概略を示す側面図である。別の実施形態に係るェアバ

ッグ装置6０は、亜幅方向に二つのシート7０ 7０ を並設した亜両8０に対して、そ

の側方から他の車両9０が衝突した際に、図示した例では亜両8０の右側面に他の車

両9０が衝突した際、衝突反対側のシート7０ に着座した乗員Pの身体が衝突側に

移動することを規制するために、亜幅方向のほぼ中央、すなわち二つのシート7０

7０ の間の領城にェアバッグ6 を膨張させる。

００5 7 二つのシート7０ 7０ のシートバック間にェアバッグ装置6０が備えられている。

ェアバッグ装置6０は、ェアバッグ6 を膨張させるために、ェアバッグ6 内にガスを

噴射するインフレータ6 2を備えている。インフレータ6 2はセンターコンソールの他、

シート7０ 7０ のシートバック側面に設けることも可能である。

００58 エアバッグ6 ほ、衝突前の通常不使用状態でほ折り畳まれた状態でケース6 3内

に収容され、ケース6 3が、例えば二つのシート7０ 7０ のシートバック間に亜室フ



ロアから起立した仕切材 (図示省略) か設置される場合にはその仕切材に取り付けら

れる。インフレータ6 2もケース6 3内に配置される。このケース6 3か前述の実施形態

におけるエアハノク格納部に相当する。

００59 亜両8０の側面に他の車両9０か衝突すると、亜体に取り付けられているセンザー (

図示せす) か衝突による衝撃を検知する。インフレータ6 2はセンザーから検出信号を

受けると、その受信をトリカーとしてインフレータ6 2かエアハノク6 内にカスを噴射す

る。すると、エアハノク6 か膨張する。

００6０ エアハノク6 か最も膨張したときの形状について脱明する。図6及ひ図7に示すよ

ぅに、エアハノク6 は織布て袋状に形成されており、最も膨張した状態てはエアハノ

ク6 の上端6 aか亜室天井8 5に当接すると共に、エアハノク6 の下端6 bか亜室

下側8 6に当接する。亜室天井8 5に各種機器等か設けられている場合には、エアハ

ノク6 の上端6 aは膨張時に各種機器なとの亜室内装に当接する。一方、エアハノ

ク6 の下端6 bは、エアハノク6 の膨張時に、亜室下側8 6、図示の場合にはセン

ターコンソールに当接するか、自動亜の構造に応して亜室フロア，シートクノション等

００6 1 ここて、エアハノク6 の膨張時に、エアハノク6 の上端6 a及ひ下端6 bか所定

の圧力をもって亜室天井8 5及ひ亜室下側8 6に当接するよぅに、エアハノク6 はそ

の上下方向の最大膨張距離 2か亜室天井8 5と亜室下側8 6との距離 (亜室高さ

)を越えて設定されている。即ち、エアハノク6 か膨張した状態ては、エアハノク6

の上端6 aに上方への膨らみ Wm 、下端6 bに下方への膨らみ代 ぽ を有する。これ

により、エアハノク は、膨張している状態ては、亜室天井8 5及ひ亜室下側8 6に当

接した後も最大膨張距離 2まて膨張しよぅとして所定の押圧カて亜室天井8 5及ひ

亜室下側8 6に当接すると共に、上端6 a及ひ下端6 bか亜室天井8 5及ひ亜室下

側8 6に接する面積 及ひW2か広くなり強い摩擦力を生する。

００62 エアハノク6 は、図7に示すよぅにシートハノク問におけるケース6 3の取付位置か

ら前側に向かって膨張する。そのため、側方から見たとき、エアハノク6 の上端6 a

の亜室天井8 5への当接位置 及ひ下端6 bの亜室下側8 6への当接位置 とエア

ハノク6 の取付位置Cとか三角形 Cを形成し、この三角形 Cの内側領城内に



乗員Pの荷重中心 が収まるよぅになっている。より詳細には、当接位置 は天井に

おける乗員の上半身の位置より前方の位置であり、当接位置 はセンターコンソール

等の上面であって当接位置 より前方の位置であり、取付位置Cは乗員の后と腰の

間の高さ位置である。

００63 さらに、エアバッグ6 は、最も膨張した状態ではその高さ方向中間付近の両側面6

c 6 dが亜幅方向両側に張り出す。図示の場合には、エアバッグ6 は、最も膨張

した状態でその両側面6 。，6 dが左右の乗員に対し突出した断面形状を有するよ

ぅに、即ち全体として菱形乃至六角形の断面形状を有するよぅに形成されている。

００64 エアバッグ装置6０の動作について説明する。エアバッグ が膨張していない通常

の状態ではエアバッグ6 はケース6 3内に格納されている。

この通常の状態において亜両8０の右側方から他の車両4０が衝突したとすると、図

示しないセンザーが衝突による衝撃を検出する。この検出をトリガ一としてインフレー

タ6 2がエアバッグ6 内にガスを噴射する。これにより、図6及び図7に示すよぅに、エ

アバッグ6 が膨張して二つのシート7０ 7０ の間で膨張する。このとき、エアバッ

グ6 は、エアバッグ6 の上端6 a及び下端6 bがそれぞれ前述した膨らみ代 巳及

び ぽ により亜室天井8 5及び亜室下側8 6に対して確実に当接し、エアバッグ6 の上

端6 aが亜室天井8 5と摺れて摩擦が生じ、かつエアバッグ6 の下端6 bが亜室下

側8 6、例えばコンソールボックスと摩擦を生じる。

００65 そのため、例えば他の車両9０が右側方から矢印Xで示すよぅに衝突してきたときに

は、エアバッグ6 が二つのシート7０ 7０ の間の領城に膨張し、側面衝突された

側とは反対側 (衝突反対側) の乗員、即ち助手席側の乗員Pが、側面衝突の衝撃に

よって矢印 で示すよぅに衝突側に向かぅ荷重を受けたとしても、当該乗員Pの衝突

側にエアバッグ6 が瞬時に膨張し、当該乗員Pに対して弾力的に反力を与えるから

当該乗員Pの身体の衝突側への移動が抑制される。

００66 その際、エアバッグ6 の両側面6 c 6 dが、その高さ方向中間付近で亜幅方向

両側に張り出している。よって、エアバッグ6 の側面6 cに衝突反対側の乗員Pの上

半身が当たっても、乗員からエアバッグ6 に作用する力を吸収する。その際、エアバ

ッグ6 の車両幅方向の断面形状は屈折変形し難くなる。具体的には、もし両側面6



c，6 dがその高さ方向中間付近で亜幅方向両側に張り出していないと、エアバッグ

6 自体が乗員Pの体が当たった点を中心として亜両幅方向断面が 「く」字状に変形

しやすくなり、その場合、上端6 a及び下端6 bの亜室天井8 5及び亜室下側8 6に

対する押圧力が弱まり摩擦力が弱まるおそれがある。しかしながら、両側面6 c 6

dがその高さ方向中間付近で亜幅方向両側に張り出していることにより、亜両幅方向

断面が 「く」字状に変形しにくくなる。従って、側面6 cに衝突反対側の乗員Pの身体

が当たったとき、エアバッグ は、亜室天井8 5、亜室下側8 6にそれぞれに一定の面

積をもって当接し摩擦を生じるので、衝突の衝撃による乗員に加わる荷重がエアバッ

グ6 により吸収され、乗員Pが保護される。

００67 側面衝突時に衝突反対側の乗員Pの身体が膨張したエアバッグ6 の側面6 cに

当たる際に、エアバッグ6 の上端6 a及び下端6 bの亜室天井8 5及び亜室下側8 6

への当接位置 ， とエアバッグ6 の取付位置Cから成る三角形 Cの内側領城内

に当該乗員Pの荷重中心 が作用するから、乗員Pの身体の荷重中心 付近の領

城がエアバッグ6 の側面6 cにより包み込まれることになる。こぅして、側面衝突時に

衝突反対側の乗員Pの身体がエアバッグ6 からずれてしまぅよぅなことがなく、乗員P

が確実に保護される。

００68 図6及び図7に示す例では、膨張時エアバッグの両側面が山形の断面形状を有す

るよぅにエアバッグが形成されているが、この図示した例に限定されることなく高さ方

向中間付近が両側に張り出すよぅに、円弧状，多角形状等の他の断面形状を有して

もよい。エアバッグ装置6０のエアバッグ6 やインフレータ6 2等の仕切材等への取付

構造は、従来公知のエアバッグ装置における取付構造と同様でもよい。

００69 図示した例ではいずれも亜幅方向に別々のシートが配置されているが、左右のシ

ートのシートバックが一体に連続して構成されている場合には、シートバックの亜幅中

央又は着座位置間の領城の所定部位にエアバッグ装置6０を設けるよぅにしてもよい

００7０ 図示した例では主として前席即ち運伝席及び助手席の乗員の間に

膨張させる場合であるが、これに限らず、亜両に後席又は三列等の複数列のシート

が設けられている場合であってもよい。三人以上の乗員が横に並んで着座するよぅな



べンチシート又は三つ以上の座席が亜幅方向に並んで配置されている場合には、

各若座位置又は各座席間の領域でエアバッグを膨張するようにエアバッグ装置を配

備してもよい。

００7 1 前述の実施形態では乗用亜にエアバッグ装置を備える場合について説明している

が、これに限らず、例えばバスやトラック等の大型 自動亜にエアバッグ装置を備えるこ

ともできる。

００72 以上述べたよぅに、側面衝突による衝撃が検知されると、インフレータからガスが導

入され、エアバッグが各種の亜室内装に順次日接して膨張方向を変えて展開される

。つまり、各種の亜室内装によりエアバッグの膨張方向が変わる。また、エアバッグが

膨張すると、各種の亜室内装に当接してエアバッグが保持される。よって、エアバッグ

に乗員の身体が当たった際に乗員がエアバッグから反力を受けることができる。



請求の範囲

亜両に配備され乗員を保護するエアバッグ装置において、

折り畳まれているエアバッグと、該エアバッグ内にガスを噴射するインフレータと、亜

両の亜幅方向中央に配置され該エアバッグ及び該インフレータを格納するエアバッ

グ格納部と、を備え、

上記エアバッグは、上記インフレータからガスが導入されることにより膨張し複数の

亜室内装に当接することを特徴とする、エアバッグ装置。

2 前記エアバッグは、膨張状態で、亜室天井、亜宝シート、亜室フロアカーペット、前

席背面、フロントガラス内面の何れかの前記複数の亜室内装に当接する、請求項

に記載のエアバッグ装置。

3 前記亜両には複数のシートが亜幅方向に並んでおり、

前記エアバッグは前記インフレータからガスが噴射されることによって膨張し、該エ

アバッグの上端及び下端がそれぞれ亜室天井及び亜室下側に当接する、請求項

に記載のエアバッグ装置。

4 前記エアバッグは、膨張状態で、前記上端に上方への膨らみ代、前記下端に下方

への膨らみ代を有する、請求項3に記載のエアバッグ装置。

5 前記エアバッグは、膨張状態で、高さ方向中間付近の両側面が亜幅方向両側に張

り出すよぅに形成されている、請求項3又は4に記載のエアバッグ装置。

6 亜両に配備され乗員を保護するエアバッグ装置において、

折り畳まれているエアバッグと、該エアバッグ内にガスを噴射するインフレータと、を

備え、

上記エアバッグは、上記インフレータからガスが導入されることにより膨張して亜室

内装に当接し、該亜室内装により該エアバッグの膨張方向が案内されることを特徴と

する、エアバッグ装置。

7 前記エアバッグは、前記インフレータからガスが導入されることによりほぼ上向きに

膨張して亜室天井に当接し、該エアバッグの膨張方向が前方になるよぅ該亜室天井

が該エアバッグを案内する、請求項6に記載のエアバッグ装置。

8 前記エアバッグは、前方に方向を変えて膨張した後、さらにほぼ下向きに方向を変



えて膨張する、請求項7に記載のエアバッグ装置。

9 前記インフレータは、ガスの噴出方向がほぼ上向きになるよぅに配置され、前記エ

アバッグの膨張初期における膨張方向がほぼ上向きとなる、請求項7に記載のエア

バッグ装置。

０ 前記エアバッグは、前記インフレータからのガスの導入によりほぼ下向きに膨張し、

亜宝シート、亜室フロアカーペットの少なくも何れかに当接することで、前側に方向を

変えてさらに膨張する、請求項6に記載のエアバッグ装置。

前記エアバッグは、前方に方向を変えて膨張した後、さらにほぼ上向きに方向を変

えて膨張する、請求項 ０に記載のエアバッグ装置。

2 前記インフレータは、ガスの噴出方向がほぼ下向きになるよぅに配置され、前記エ

アバッグの膨張初期における膨張方向がほぼ下向きとなる、請求項 ０に記載のエア

バッグ装置。

3 前記亜両には複数のシートが亜幅方向に並んでおり、

前記エアバッグ及び前記インフレータは、上記複数のシートの間に設けられている

エアバッグ格納部に格納される、請求項6乃至 2の何れかに記載のエアバッグ装置

4 前記エアバッグは、最大膨張状態における左右側面の輪郭形状が、ガス導入部を

有する後部と、亜室天井に近い上部と、下端に位置する下部と、を有して成り、

前記エアバッグは、エアバッグ格納部内に、上記後部、上記上部、上記下部の順

に奥側に格納され、

前記エアバッグは、前記インフレータから噴出したガスが導入されると、上記後部、

上記上部、上記下部の順に漸次膨張する、請求項6に記載のエアバッグ装置。

5 前記エアバッグは、最大膨張状態における左右側面の輪郭形状が、ガス導入部を

有する後部と、亜室天井に近い上部と、下端に位置する下部と、を有して成り、

前記エアバッグは、上記下部から上記上部を経由して上記後部に至るよぅに漸次

畳まれてエアバッグ格納部に格納され、

前記エアバッグは、前記インフレータから噴出したガスが導入されると、上記後部、

上記上部、上記下部の順に漸次膨張する、請求項6に記載のエアバッグ装置。



6 前記エアバッグ格納部は、亜両前後方向に延びた肘掛部と前記シートのシートバッ

ク相当位置における該肘掛部の後部から略鉛直方向上向きに延びて形成された鉛

直部とからなる略 字形を成すセンターコンソールの上部に形成される、請求項 3に

記載のエアバッグ装置。
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国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 4 . 1 2 . 2 0 0 1 6 . 1 2 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 Q 9 1 4 8

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 中付 則夫
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 8 1

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号- ノ

C (続き) ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 求の範囲の番号

X JP 5-208647 A ( 日産自動車株式会社 ) 1993. 08. 20, 2 - 図 6
A (7 ア な し) 7-16

式 P C T ノ I S A ノ2 1 O (第 2 - の続き) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 (第 1 の 2 の続き )

怯第 条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

3・ r 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲 1 ， 6 に係 る発明の共通事項は， 車両に配備 され乗員を保護する ア ック装置にお て，

折 19 畳まれて る ア ック ， ア ック内にカス を噴射するイ タ を備 え， ア ックは，
イ タ らカスか導入されるこ によ り膨張して車室内装に当接するJ こ である。

し しなから，上記共通事項は，例えは，文献 J P 2 0 0 2 - 5 3 4 3 1 0 A (タカタ ・ ト ア
ケ ) 2 0 0 2 . 1 0 . 1 5 ，図 6 - 1 - 図 6 - 4 に開示されて る よ に新規ではな ，結果 して，

上記共通事項は先行技術の城を出な ら， P C T 規則 1 3 ・ 2 の第 2 文の意味にお て，特別な技術的
特徴ではな 。

したか て，請求の範囲 1 - 1 6 に係る発明す てに共通の特別な技術的特徴はな 。
よ て，請求の範囲 1 - 1 6 に係 る発明は，発明の単一性の要件を満たして な 。

・ 汗 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな 0 た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな 0 たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

洋 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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