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(57)【要約】
【課題】乗員に向けてより安定的でかつ迅速に展開する
エアバッグを提供する。
【解決手段】エアバッグ本体部22のガス導入口31を有す
る下面部25の両側と両側面部26とが連続する下側角部36
に、ガス導入口31に対向するディフューザ23の両側部23
aを接合する。エアバッグ本体部22の展開に追従してデ
ィフューザ23を開くことができる。ディフューザ23によ
りガス導入口31の開口方向に対して交差する方向である
乗員側及び反乗員側へと膨張ガスＧを導くことで、乗員
に向けてより安定的でかつ迅速に展開するエアバッグ13
を提供できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳まれて収納され、膨張ガスの導入により膨張展開するエアバッグであって、
　膨張ガスが導入されるガス導入口を有する主面部、及び少なくともこの主面部の両側に
角部を介して連続し展開状態でこの主面部に対して交差する方向に沿う側面部を備えた袋
状のエアバッグ本体部と、
　前記角部に両側部が接合されて前記ガス導入口に対向し、このガス導入口の開口方向に
対して交差する方向である被保護物側及び反被保護物側へと膨張ガスを導く整流部材と
　を具備したことを特徴とするエアバッグ。
【請求項２】
　整流部材は、両側方向に線対称に設けられている
　ことを特徴とする請求項１記載のエアバッグ。
【請求項３】
　整流部材は、複数の整流部材基布が両側方向に接合されて設けられている
　ことを特徴とする請求項１または２記載のエアバッグ。
【請求項４】
　エアバッグ本体部は、主面部と両側面部とが互いに異なる基布からなり、角部がこれら
基布の縫製により設けられ、
　整流部材の両側部は、前記角部とともに縫製されてこれら角部に一体的に接合されてい
る
　ことを特徴とする請求項１ないし３いずれか一記載のエアバッグ。
【請求項５】
　エアバッグ本体部は、両側面部に位置しガス導入口から導入した膨張ガスの排気を許容
するベントホールを備え、
　整流部材は、展開状態で前記各ベントホールに対向する開口部を両側に備えている
　ことを特徴とする請求項１ないし４いずれか一記載のエアバッグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膨張ガスの導入により膨張展開するエアバッグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば自動車のインストルメントパネル部に備えられる助手席乗員用のエアバッ
グ装置が知られている。このエアバッグ装置は、膨張ガスを供給するインフレータと、所
定の形状に折り畳まれた袋状のエアバッグとを備えている。そして、自動車の衝突などの
際には、インフレータから膨張ガスを供給して、助手席に位置する被保護物である乗員の
前方にエアバッグを膨張展開させ、乗員を拘束して衝撃を緩和するようになっている。
【０００３】
　このようなエアバッグ装置の場合、インフレータからガス導入口を介してエアバッグへ
と導入された膨張ガスは、インストルメントパネル部に対して法線方向に沿って流れた後
、エアバッグを膨張させながら拡散する。そのため、エアバッグがインストルメントパネ
ル部の法線方向、すなわち上方へと飛び出すように膨張してウインドシールドであるフロ
ントガラスに当接してから乗員側へと展開するため、乗員側へ迅速に展開する所望の展開
特性の調製が容易でない。
【０００４】
　この点、エアバッグを構成する袋状のエアバッグ本体部の内部に整流部材である帯状の
ディフューザを配置した構成が知られている。この構成では、インフレータをインストル
メントパネル部に取り付けるためのマウントとディフューザの両側とを一体的に縫製し、
ディフューザによって前後方向、すなわち乗員側及び反乗員側へと膨張ガスを導いている
（例えば、特許文献１及び２参照。）。
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【０００５】
　しかしながら、この構成では、ディフューザがエアバッグ本体部とは別個にこのエアバ
ッグ本体部の内部で一旦膨張展開するため、この展開状態でのディフューザの形状を安定
させることが容易でなく、ガス導入口からエアバッグ本体部内に導入された膨張ガスを効
果的に導いてエアバッグを乗員側へと円滑に展開させることが容易でない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１７０９５５号公報　（第７－９頁、図２）
【特許文献２】特開２００９－６１８６７号公報　（第５－１０頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、例えば助手席乗員用のエアバッグ装置において、乗員に向けてより安定
的でかつ迅速にエアバッグを展開させることが望まれている。
【０００８】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、被保護物に向けてより安定的でかつ迅
速に展開するエアバッグ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】
【０００９】
　請求項１記載のエアバッグは、折り畳まれて収納され、膨張ガスの導入により膨張展開
するエアバッグであって、膨張ガスが導入されるガス導入口を有する主面部、及び少なく
ともこの主面部の両側に角部を介して連続し展開状態でこの主面部に対して交差する方向
に沿う側面部を備えた袋状のエアバッグ本体部と、前記角部に両側部が接合されて前記ガ
ス導入口に対向し、このガス導入口の開口方向に対して交差する方向である被保護物側及
び反被保護物側へと膨張ガスを導く整流部材とを具備したものである。
【００１０】
　請求項２記載のエアバッグは、請求項１記載のエアバッグにおいて、整流部材は、両側
方向に線対称に設けられているものである。
【００１１】
　請求項３記載のエアバッグは、請求項１または２記載のエアバッグにおいて、整流部材
は、複数の整流部材基布が両側方向に接合されて設けられているものである。
【００１２】
　請求項４記載のエアバッグは、請求項１ないし３いずれか一記載のエアバッグにおいて
、エアバッグ本体部は、主面部と両側面部とが互いに異なる基布からなり、角部がこれら
基布の縫製により設けられ、整流部材の両側部は、前記角部とともに縫製されてこれら角
部に一体的に接合されているものである。
【００１３】
　請求項５記載のエアバッグは、請求項１ないし４いずれか一記載のエアバッグにおいて
、エアバッグ本体部は、両側面部に位置しガス導入口から導入した膨張ガスの排気を許容
するベントホールを備え、整流部材は、展開状態で前記各ベントホールに対向する開口部
を両側に備えているものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載のエアバッグによれば、エアバッグ本体部のガス導入口を有する主面部の
両側と両側面部とが連続する角部に、ガス導入口に対向する整流部材の両側部を接合する
ことで、エアバッグ本体部の展開に追従して整流部材を開くことができるので、この整流
部材によりガス導入口の開口方向に対して交差する方向である被保護物側及び反被保護物
側へと膨張ガスを導くことで、被保護物に向けてより安定的でかつ迅速に展開するエアバ
ッグを提供できる。
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【００１５】
　請求項２記載のエアバッグによれば、請求項１記載のエアバッグの効果に加え、整流部
材を両側方向に線対称とすることで、折り畳み状態での整流部材の折り癖を抑制し、展開
時に整流部材をより安定的に機能させることができる。
【００１６】
　請求項３記載のエアバッグによれば、請求項１または２記載のエアバッグの効果に加え
、複数の整流部材基布を両側方向に接合して整流部材を設けることで、整流部材の両側方
向への伸び変形を抑制し、展開時に整流部材をより安定的に機能させることができる。
【００１７】
　請求項４記載のエアバッグによれば、請求項１ないし３いずれか一記載のエアバッグの
効果に加え、エアバッグ本体部の主面部と両側面部とを構成する互いに異なる基布の縫製
により設けられる角部とともに整流部材の両側部を縫製してこれら角部に一体的に接合す
ることで、エアバッグ本体部の角部に対して整流部材の両側部を別個に接合する場合より
も製造性が向上する。
【００１８】
　請求項５記載のエアバッグによれば、請求項１ないし４いずれか一記載のエアバッグの
効果に加え、エアバッグ本体部の両側面部に設けたベントホールに展開状態で対向する開
口部を整流部材に設けることで、開口部及びベントホールを介して、ガス導入口から導入
した膨張ガスの余剰分を確実に排出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のエアバッグの第１の実施の形態の展開状態を示す説明側面図である。
【図２】同上エアバッグの展開状態を示す説明正面図である。
【図３】同上エアバッグの展開状態を示す斜視図である。
【図４】本発明のエアバッグの第２の実施の形態の整流部材を模式的に示す平面図である
。
【図５】同上エアバッグの展開状態を示す説明正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明のエアバッグの第１の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１ないし図３において、10はエアバッグ装置で、このエアバッグ装置10は、車両とし
ての自動車の助手席、すなわち被保護物としての助手席の乗員の前方に位置する被設置部
としてのインストルメントパネル部11の内側に配置され、助手席乗員用のエアバッグ装置
10を構成している。なお、以下、前後方向、両側方向、及び上下方向は、それぞれエアバ
ッグ装置10を自動車に取り付けた状態における自動車の直進方向を基準として説明する。
【００２２】
　インストルメントパネル部11は、後側すなわち助手席側に向かって若干下降する曲面状
などに形成され、このインストルメントパネル部11の内側に配置された被取付部材として
の図示しないステアリングメンバに、エアバッグ装置10が正面側を上方から若干後側すな
わち乗員側に向けて傾斜した状態でねじ止めなどして固定されている。また、インストル
メントパネル部11の上方には、前側下方から上側後方に向かって例えば３０°程度傾斜し
たウインドシールド（Ｗ／Ｓ）であるフロントガラス12が配置されている。
【００２３】
　そして、エアバッグ装置10は、エアバッグモジュールとも呼び得るもので、エアバッグ
13、このエアバッグ13に膨張ガスＧを供給するインフレータ14、これらエアバッグ13とイ
ンフレータ14となどが取り付けられるケース体15、図示しないリテーナ、展開前のエアバ
ッグ13を覆う図示しないカバー体、及びインフレータ14の動作を制御する図示しない制御
手段などを備えている。さらに、このエアバッグ装置10は、自動車のインストルメントパ
ネル部11に取り付けられ、センサなどを備えた制御装置に電気的に接続して構成される。
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【００２４】
　ケース体15は、略箱状に形成され、正面側あるいはフロントガラス12に向かう上側を開
口である矩形状の突出口17とし、内側が、折り畳んだエアバッグ13を収納するエアバッグ
収納部18とされている。また、このケース体15の底部には、インフレータ14の取り付け用
の図示しない取付孔が形成されている。そして、この突出口17は、通常時は、カバー体に
より覆われている。
【００２５】
　また、インフレータ14は、円盤状をなす本体部14aを備え、この本体部14aの高さ方向の
下側寄りの位置から、四角板状のフランジ部14bが突設され、このフランジ部14bの四隅に
は通孔が形成されている。そして、この本体部14aの上側部、すなわちフランジ部14bの上
方に位置して、本体部14aの外周面に、複数の図示しないガス噴射口が形成されている。
そして、本体部14aの内側には、点火器及び薬剤が収納され、底部に接続されたコネクタ
を介して伝えられる制御手段からの電気信号により、点火器が薬剤を燃焼させ、ガス噴射
口から膨張ガスＧを急速に供給するようになっている。そして、このインフレータ14は、
ガス噴射口を設けた本体部14aをエアバッグ13の内側に挿入した状態で、ケース体15の底
部に取り付けられている。なお、インフレータ14は、種々の形状があり、例えば、円柱状
の本体部をエアバッグ13の内側に配置する構成を採ることもできる。
【００２６】
　また、リテーナは、枠状に形成されており、エアバッグ13とともにインフレータ14を取
り付けるための図示しない取付ボルトが突設されている。
【００２７】
　また、カバー体は、樹脂にてインストルメントパネル部11と一体あるいは別体をなして
形成され、他の部分より薄肉で容易に破断するテアラインが平面略Ｈ字状などに形成され
ている。
【００２８】
　そして、エアバッグ13は、単数あるいは複数の基布21を組み合わせて袋状に形成された
エアバッグ本体部22と、このエアバッグ本体部22の内部に配置された整流部材であるディ
フューザ23とを備えている。なお、このエアバッグ13は、エアバッグ収納部18に収納する
際、任意の折り畳み方とすることができるが、例えばディフューザ23とエアバッグ本体部
22とが層状をなすように折り畳むことで、より円滑に展開させることができる。
【００２９】
　エアバッグ本体部22は、メインパネル、あるいはメインバッグなどとも呼ばれるもので
あり、展開状態でインストルメントパネル部11の上面に沿って前後方向、左右方向及び上
下方向に延びる主面部としての一方の主面部である下面部25と、この下面部25の両側に連
続しインストルメントパネル部11から離間される方向、すなわち乗員側へと立ち上がる側
面部26，26と、これら側面部26，26の間に連続し前後方向、左右方向及び上下方向に延び
る反主面部としての他方の主面部である上面部27とを一体的に備え、展開状態で前側上方
から後側下方へと湾曲する。そして、上面部27の乗員に対向する後部側が、乗員に対向す
る被保護物対向面としての乗員拘束面28となっている。
【００３０】
　下面部25は、例えば１枚の基布である第１基布21aにより前後方向に長手状に形成され
ており、インストルメントパネル部11上に位置する前側寄りの位置に、膨張ガスＧが導入
されるガス導入口31を有している。また、この下面部25は、ガス導入口31の周縁部がイン
フレータ14とともにケース体15のエアバッグ収納部18に一体的に固定されている。
【００３１】
　また、両側面部26は、例えばそれぞれ下面部25の第１基布21aと異なる１枚の基布であ
る第２基布21bにより下面部25の両側に沿って長手状に形成されており、ガス導入口31（
インフレータ14）の上方に対向する位置よりも後方寄りの上部に、膨張ガスＧの排出を許
容する円形状のベントホール34を有している。これらベントホール34は、エアバッグ13（
エアバッグ本体部22）の展開状態での余剰の膨張ガスＧを排出することでエアバッグ本体
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部22の内圧を適切に設定するものである。
【００３２】
　また、上面部27は、例えば下面部25および両側面部26の第１及び第２基布21a，21bと異
なる１枚の基布である第３基布21cにより前後方向に長手状に形成されており、両側面部2
6間の上部を前部から後部に亘って覆うように連続している。
【００３３】
　さらに、下面部25を構成する第１基布21aと両側面部26を構成する第２基布21bと上面部
27を構成する第３基布21cとは、例えば互いに縫製によって接合されて一体的となってい
る。そして、第１基布21aと各第２基布21bとの縫製部（接合部）は、下面部25と両側面部
26とが連続する一方の角部としての角部である下側角部36となっている。また、各第２基
布21bと第３基布21cとの縫製部（接合部）は、両側面部26と上面部27とが連続する他方の
角部としての上側角部37となっている。
【００３４】
　各下側角部36及び各上側角部37は、それぞれコーナー部、あるいはエッジ部などとも呼
ばれるものである。そして、各下側角部36は、エアバッグ13（エアバッグ本体部22）の展
開状態で、インストルメントパネル部11よりも上方、あるいはインストルメントパネル部
11上に位置し、各上側角部37は、ほぼその直上に位置している。
【００３５】
　また、ディフューザ23は、膨張ガスＧをガス導入口31の開口方向である上下方向に対し
て交差する方向である前後方向、すなわち乗員側及び反乗員側へと導くものであり、例え
ば１枚の整流部材基布であるディフューザ基布41により左右方向に長手状の帯状に形成さ
れて前後両端が開口している。このディフューザ23は、例えば後側から前側へと両側方向
に徐々に狭くなるように形成されているとともに、両側方向に線対称、換言すれば両側方
向の中心線に対して対称すなわち左右対称となっている。さらに、このディフューザ23の
両側の後端寄りの位置には、エアバッグ本体部22の各ベントホール34に対向（ラップ）し
て、例えばこれらベントホール34よりも若干小さい円形状の開口部42がそれぞれ形成され
ており、これら開口部42はベントホール34にそれぞれ連通している。そして、このディフ
ューザ23は、両側部23a全体がエアバッグ本体部22の下側角部36とともに縫製されてこれ
ら下側角部36と一体的に接合、すなわち共縫いされている。このディフューザ23の両側部
23aとエアバッグ本体部22の下側角部36との共縫いにより、この共縫い箇所とディフュー
ザ基布41及び第１及び第２基布21a，21bのそれぞれの端辺との間には図示しない帯状の余
剰部分が形成される。この余剰部分は、エアバッグ本体部22の外部に突出していてもよい
が、例えば予め第１及び第２基布21a，21bを裏返した状態でディフューザ基布41と共縫い
した後、第１及び第２基布21a，21bを裏返すことによって、エアバッグ本体部22の内部に
位置させることもできる。そして、この状態で、ディフューザ23は、ガス導入口31（イン
フレータ14）の上方に対向し、ガス導入口31（インフレータ14）に対して覆い被せられて
いる。したがって、このディフューザ23は、展開状態において、側面視で前端側がガス導
入口31（インフレータ14）よりも前方に位置し、後端側がガス導入口31（インフレータ14
）よりも後方に位置している。なお、このディフューザ23は、展開状態においてエアバッ
グ本体部22の上面部27に対して接触していても離間されていてもよいが、本実施の形態で
は、下方に離間されている。そして、ディフューザ23は、上面部27から離間されている距
離が大きいほど、換言すればガス導入口31（インフレータ14）に接近しているほど、膨張
ガスＧをより効果的に前後方向に導くことができる。
【００３６】
　次に、エアバッグ装置10の展開動作を説明する。
【００３７】
　このエアバッグ装置10の動作の概略としては、自動車の衝突などの際に、制御装置がイ
ンフレータ14を作動させ、このインフレータ14から膨張ガスＧを噴射させると、折り畳み
状態でエアバッグ収納部18に収納されたエアバッグ本体部22が、ガス導入口31からの膨張
ガスＧの流入に伴い膨張展開してカバー体のテアラインを破断して突出口17から突出する
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。
【００３８】
　このとき、エアバッグ本体部22の各下側角部36に両側部23aが一体的に接合されている
ディフューザ23もエアバッグ本体部22の展開に追従して展開することで、ガス導入口31か
らこのガス導入口31の開口方向である上方に向けて噴射する膨張ガスＧは、このガス導入
口31の上方に対向するディフューザ23の下面に当接してこのディフューザ23をアーチ状に
湾曲させるように立ち上がらせる。すなわち、ディフューザ23は、乗員側である後方だけ
でなく非乗員側である前方も開口させていることで、膨張ガスＧによって、より確実かつ
迅速に立ち上がらせることができる。
【００３９】
　したがって、エアバッグ本体部22は、立ち上がったディフューザ23により内部で膨張ガ
スＧが前後方向へと導かれることにより、乗員正面側へと直接的に膨張展開して、助手席
に着いた乗員の上半身の前方に乗員拘束面28を対向させて展開し、乗員を拘束して衝突の
衝撃から保護する。
【００４０】
　このように、本実施の形態によれば、エアバッグ本体部22のガス導入口31を有する下面
部25の両側と両側面部26とが連続する下側角部36に、ガス導入口31に対向するディフュー
ザ23の両側部23aを接合することで、エアバッグ本体部22の展開に追従してディフューザ2
3を開くことができる。したがって、ディフューザ23がエアバッグ本体部22の展開とは別
個に展開したり、その展開方向がばらついたりすることがないので、エアバッグ本体部22
の展開を妨げることがなく、このディフューザ23によりガス導入口31の開口方向に対して
交差する方向である乗員側及び反乗員側へと膨張ガスＧを導くことで、乗員に向けてより
安定的でかつ迅速に展開し、乗員拘束面28の形成を早期化できるエアバッグ13を提供でき
る。すなわち、このような構成により、ガス導入口31からエアバッグ本体部22内に導入さ
れた膨張ガスＧがそのまま上方に向けて直接的に流れ込んでエアバッグ本体部22を乗員に
向かわない上方に突出させ、エアバッグ本体部22が一旦フロントガラス12に衝突した後乗
員側へと展開するようなことがなく、直接的に乗員側へと膨張展開するので、エアバッグ
本体部22（エアバッグ13）の膨張展開が安定的でかつ迅速となり、乗員拘束面28を確実か
つ迅速に乗員に対向させることができ、所望の乗員拘束性能を確保できる。そのため、比
較的容量が大きいエアバッグ13（エアバッグ本体部22）であっても、乗員側へと迅速に展
開させることができ、乗員拘束面28の形成を早期化できる。
【００４１】
　また、エアバッグ本体部22の下面部25と両側面部26とを構成する互いに異なる第１基布
21aと第２基布21bとの縫製により設けられる下側角部36とともにディフューザ23の両側部
23aを縫製してこれら下側角部36に一体的に接合することで、エアバッグ本体部22の下側
角部36に対してディフューザ23の両側部23aを別個に接合する場合よりも製造性が向上す
る。
【００４２】
　さらに、ディフューザ23を両側方向に線対称とすることで、折り畳み状態でのディフュ
ーザ23の折り癖を抑制し、展開時にディフューザ23をより安定的に機能させることができ
る。
【００４３】
　そして、エアバッグ本体部22の両側面部26に設けたベントホール34に展開状態で対向す
る開口部42をディフューザ23に設けることで、開口部42及びベントホール34を介して、ガ
ス導入口31から導入した膨張ガスＧの余剰分を確実に排出できる。
【００４４】
　また、エアバッグ13は、その展開特性がフロントガラス12の位置や形状に影響されず、
汎用性を向上できる。
【００４５】
　次に、第２の実施の形態を図４及び図５を参照して説明する。なお、上記第１の実施の
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形態と同様の構成及び作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００４６】
　図４及び図５に示す第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態のディフューザ23が、
複数、例えば２枚の整流部材基布であるディフューザ基布45によって構成されているもの
である。
【００４７】
　各ディフューザ基布45は、平面視で例えば互いに平行な辺部である平行辺部45a，45bと
、これら平行辺部45a，45bに対して垂直な辺部である垂直辺部45cと、平行辺部45a，45b
に対して傾斜状の辺部である傾斜辺部45dとを有する台形状（直角台形状）となっている
。また、これらディフューザ基布45には、それぞれ開口部42が形成されている。さらに、
これらディフューザ基布45は、互いに合同な形状に形成されており、これらディフューザ
基布45の垂直辺部45c同士を互いに縫製により一体的に接合して接合部46を形成すること
により、ディフューザ23が両側方向に線対称、換言すれば両側方向の中心線に対して線対
称すなわち左右対称に形成されている。そして、このディフューザ23は、後側に位置する
平行辺部45bから前側に位置する平行辺部45aへと、両側方向に徐々に狭くなるように形成
されており、傾斜辺部45d全体がそれぞれエアバッグ本体部22の下側角部36とともに縫製
されてこれら下側角部36と一体的に接合、すなわち共縫いされている。この状態で、ディ
フューザ23は、ガス導入口31（インフレータ14）の上方に対向し、ガス導入口31（インフ
レータ14）に対して覆い被せられている。
【００４８】
　そして、エアバッグ装置10は、自動車の衝突などの際に、制御装置がインフレータ14を
作動させ、このインフレータ14から膨張ガスＧを噴射させると、折り畳み状態でエアバッ
グ収納部18に収納されたエアバッグ本体部22が、ガス導入口31からの膨張ガスＧの流入に
伴い膨張展開してカバー体のテアラインを破断して突出口17から突出する。
【００４９】
　このとき、エアバッグ本体部22の各下側角部36に両側部（各傾斜辺部45d）が一体的に
接合されているディフューザ23もエアバッグ本体部22の展開に追従して展開することで、
ガス導入口31からこのガス導入口31の開口方向である上方に向けて噴射する膨張ガスＧは
、このガス導入口31の上方に対向するディフューザ23の下面に当接してこのディフューザ
23をアーチ状に湾曲させ、このディフューザ23に沿って前後方向へと導かれる。このよう
にディフューザ23がアーチ状に湾曲する際、接合部46によってディフューザ23の両側方向
への伸び変形が抑制される。
【００５０】
　したがって、エアバッグ本体部22は、内部で前後方向に沿って膨張ガスＧが流れること
により、乗員正面側へと直接的に膨張展開して、助手席に着いた乗員の上半身の前方に乗
員拘束面28を対向させて展開し、乗員を拘束して衝突の衝撃から保護する。
【００５１】
　このように、本実施の形態では、ディフューザ基布45，45を両側方向に接合してディフ
ューザ23を設けることで、ディフューザ23の両側方向への伸び変形を接合部46によって抑
制し、展開時にディフューザ23をより安定的に機能させることができる。
【００５２】
　なお、上記第２の実施の形態において、ディフューザ23は、３枚以上のディフューザ基
布45を両側方向に順次接合して形成してもよい。
【００５３】
　また、上記の各実施の形態において、エアバッグ本体部22は、下面部25、両側面部26及
び上面部27は、それぞれ任意の複数枚の基布を接合して構成してもよい。さらに、それら
基布の接合は、縫製以外でも、例えば接着剤などを用いて行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は、車両の助手席乗員用のエアバッグに好適に適用できる。
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【符号の説明】
【００５５】
　13　　エアバッグ
　21a 　基布である第１基布
　21b 　基布である第２基布
　22　　エアバッグ本体部
　23　　整流部材であるディフューザ
　25　　主面部としての下面部
　26　　側面部
　31　　ガス導入口
　34　　ベントホール
　36　　角部である下側角部
　42　　開口部
　45　　整流部材基布であるディフューザ基布
　Ｇ　　膨張ガス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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