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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパーブレード（１２）の取り付け部材（２２）を、前記取り付け部材（２２）に連
結されたコネクタ（１８）により、前記取り付け部材を横断する方向の水平軸（Ａ１）の
まわりに関節接合となるよう、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）に取り付ける自
動車用ワイパー（１０）であって、
　前記コネクタ（１８）は、それぞれ直交する、前記横断する方向、長手方向及び縦方向
について、前記長手方向かつ前記縦方向に平行に延びる２つの側部（３４，４０）により
保持される連結手段（４６）を備え、これら２つの前記側部の間に前記取り付け部材（２
２）の中央連結部（２０）が間挿されるようになっており、
　前記コネクタ（１８）は断面が逆Ｕ状の基体（３２）を備え、前記基体（３２）は、２
つの前記側部（３４，４０）が基体（３２）の長手方向に延在する態勢で取り付け部材（
２２）の中央連結部（２０）にまたがり、
　前記コネクタ（１８）は、前記ワイパーアーム（１６）の前記前端部（１４）へ長手方
向にスライドさせて挿入するようになっており、
　前記コネクタ（１８）は、ワイパーアーム（１６）に対して、長手方向に固定するため
の手段を備えており、
　前記コネクタ（１８）は保持ロッド（７０）を備え、前記保持ロッド（７０）は、通常
使用時に、前記取り付け部材のＵ字形の中央連結部（２０）の上壁（２８）に形成された
スリット（３０）の中を、前記長手方向の遊びをもって前記縦方向に延び、
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　通常使用時に、取り付け部材（２２）に対する前記縦方向の遊びを有した突出部となっ
ていることから、前記連結手段（４６）が破損した時に、前記取り付け部材（２２）を長
手方向に保持することが可能となる、自動車用ワイパー（１０）。
【請求項２】
　保持ロッド（７０）を、長手方向を向くスリット（３０）へ、長手方向の遊びをもって
挿入するようにした、請求項１に記載のワイパー（１０）。
【請求項３】
　ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）は、上壁（５０）を備え、コネクタ（１８）
は、水平方向に後方へ延びる弾性の舌片（５６）を備え、水平軸まわりのヒンジを形成す
る前端（５８）により、舌片（５６）を基体（３２）と連結し、かつ舌片（５６）は、コ
ネクタ（１８）をワイパーアーム（１６）に長手方向に固定するために、ワイパーアーム
（１６）の上壁（５０）に設けた対応する係止孔（６６）に嵌合しうる係止ボス（６４）
を備え、保持ロッド（７０）は、コネクタ（１８）の舌片（５６）の下面（７２）から垂
直方向へ延びている、請求項１または２に記載のワイパー（１０）。
【請求項４】
　弾性的な舌片（５６）を旋回運動させることにより、係止ボス（６４）を下方へ傾かせ
、コネクタ（１８）をワイパーアーム（１６）から長手方向に解放するようにした、請求
項１～３のいずれかに記載のワイパー（１０）。
【請求項５】
　ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）は、ワイパーアーム（１６）に対するワイパ
ーブレード（１２）の取り付け位置において、取り付け部材（２２）の外側面のリリーフ
部（７７）の前方を向く部分に延び、リリーフ部（７７）と対向する係止縁（７６）を備
えている、請求項１～４のいずれかに記載のワイパー（１０）。
【請求項６】
　コネクタ（１８）の側壁（３４）及び側片（４０）を、ワイパーアーム（１６）の前端
部（１４）の側方にある２つのフランジ（４８）の間に挿入するようになっており、かつ
前記係止縁（７６）は、フランジ（４８）の下縁を形成している、請求項１～５のいずれ
かに記載のワイパー（１０）。
【請求項７】
　外側面のリリーフ部（７７）の前縁は、取り付け部材（２２）の外側面を長手方向に区
切る当接縁（７８）となっている、請求項６に記載のワイパー（１０）。
【請求項８】
　前記リリーフ部（７７）を、長手方向を向く上縁（８０）により上方へ向かって垂直方
向に区切り、コネクタ（１８）をワイパーアーム（１６）に挿入する時に、ワイパーアー
ム（１６）の前端部（１４）の案内路となるように傾斜させた、請求項１～７のいずれか
に記載のワイパー（１０）。
【請求項９】
　コネクタ（１８）を、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）の側方にあるフランジ
（４８）の間へ、前方から後方へ長手方向に挿入するようにした、請求項６～８のいずれ
かに記載のワイパー（１０）。
【請求項１０】
　コネクタ（１８）の側壁（３４）及び側片（４０）を、コネクタ（１８）を取り付け部
材（２２）の中央連結部（２０）に連結できるように、取り付け位置に向かって互いに離
し、コネクタ（１８）の連結手段（４６）を取り付け部材（２２）の円形孔（２６）に嵌
合して連結位置へ設け、ワイパーブレード（１２）に取り付けられたコネクタ（１８）の
側壁（３４）及び側片（４０）を、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）の側方にあ
る２つのフランジ（４８）の間へ挿入した際、コネクタ（１８）の側壁（３４）及び側片
（４０）を広げないようになっている、請求項１～９のいずれかに記載のワイパー（１０
）。
【請求項１１】
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　コネクタ（１８）の側壁（３４）及び側片（４０）は、水平軸（Ａ１）を有する円形の
２つの突起（４６）を備え、突起（４６）は、２つの側壁（３４）及び側片（４０）と対
向して、内側面（４４）から互いに離れており、かつ、取り付け部材（２２）の中央連結
部（２０）の側壁（２４）に設けた対応する円形孔（２６）に嵌合し、側片（４０）を連
結位置とし、コネクタ（１８）をワイパーブレード（１２）に取り付けるようにした、請
求項１～１０のいずれかに記載のワイパー（１０）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ワイパーアームにワイパーブレードを連結するための好適な手段を備える自動
車用ワイパーに関する。
【０００２】
より詳しく言うと、本発明は、ワイパーブレードに連結されたコネクタにより、ワイパー
ブレードが水平軸の周りでワイパーアームの前端に連結されている、自動車用ワイパーに
関する。
【０００３】
【従来の技術】
ワイパーアームの端部にワイパーブレードが連結されている従来のワイパーでは、前記コ
ネクタは、ワイパーブレードの連結ロッドに対して、径方向に変形されて一体化され、か
つワイパーアームの前端は、長手方向に湾曲されて、フックが形成されている。このフッ
クに、ワイパーブレードに取り付けたコネクタを、後方から前方へ向かって、長手方向に
挿入しなければならない。
【０００４】
上記した連結部は剛質で小型であるために、また、美的観点から、コネクタは、連結ロッ
ドにより連結されたワイパーブレードの２つの側片の間に挟まれるようになっている。ま
た、ワイパーアームのフックにコネクタを引っかけることができるように、ワイパーアー
ムの２つの側片の間における前端に、ワイパーブレードに連結されたコネクタの前部を挿
入する必要がある。
【０００５】
上述のように取り付けると、信頼性は高くなるが、コネクタをワイパーアームの前端にう
まく挿入することができるように、連結ロッドの前部にあるワイパーブレードの上部に、
孔を設ける必要がある。この孔の少なくとも一部は、ワイパーアームにワイパーブレード
を取り付けた後にも見えてしまう。
【０００６】
ワイパーアームにワイパーブレードを連結させる連結手段により、経験の乏しい人でも、
ワイパーブレードを着脱できるようにすることが提案されている。自動車の所有者は、自
分で上述した作業を簡単に行って、ワイパーブレードを定期的に交換することができれば
、喜ばしいに違いない。
【０００７】
また、車両の外側にあって、見えてしまう部材であるワイパーは、美的特性を有し、不連
続さができるだけ存在しないことが好ましい。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述したワイパーでは、コネクタは、平行で長手方向に延び、ワイパーブレードが挿入さ
れる２つの垂直の側片により保持される連結手段を備え、ワイパーブレードにコネクタを
取り付けることができるように、前記側片は、取り付け位置に向かって互いに反対方向に
広げられた後、連結位置へ戻され、連結位置では、コネクタの連結手段は、ワイパーブレ
ードの相補的な手段と協働し、ワイパーブレードの側面は、ワイパーアームの端部の側方
にある２つのフランジの間に挿入される。フランジは、コネクタの側面が連結位置から取
り付け位置へ向かって、側方へ広がるのを防止している。
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【０００９】
前記コネクタは、断面が逆Ｕ状であり、ワイパーブレード、すなわち、後方へ向かって延
びる２つの側片を有する基体を備えている。
【００１０】
コネクタは、長手方向にスライドさせて、ワイパーアームの前端へ挿入される。コネクタ
は、ワイパーアームの長手方向に固定するための手段を備えている。そのため、コネクタ
の側片は、ワイパーアームの前端側方にある２つのフランジと対向し、前方へ向かって解
放する内側面により形成された２つの収容部に、長手方向に挿入される。コネクタは、フ
ランジの間に、前方から後方へ長手方向に挿入される。
【００１１】
ワイパーアームの前端は、２つのフランジを連結する上壁を備え、コネクタは、水平方向
に後方へ延びる弾性の舌片を備え、水平軸まわりのヒンジを形成する前端により、舌片は
基体と連結され、舌片は、ワイパーアームの前端の上部の内面と対向して延び、舌片は、
コネクタをワイパーアームに長手方向に固定するために、ワイパーアームの上片に形成さ
れた対応する係止孔に嵌合される係止ボスを備え、係止ボスは、弾性の舌片が旋回運動す
ると、下方へ向かって後退し、コネクタは、ワイパーアームから長手方向に解放される。
【００１２】
　本発明は、このような種類の改良されたワイパーに関し、特に、ワイパーアームにワイ
パーブレードを連結する連結手段が破損した時に、その他の部材が、少なくとも部分的に
外れることがないようにするものである。
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、ワイパーブレードの取り付け部材を、取り付け部
材に連結されたコネクタにより、取り付け部材を横断する方向の水平軸のまわりに関節接
合となるよう、ワイパーアームの前端部に取り付ける自動車用ワイパーであって、コネク
タは、それぞれ直交する、横断する方向、長手方向及び縦方向について、長手方向かつ縦
方向に平行に延びる２つの側部により保持される連結手段を備え、これら２つの側部の間
に取り付け部材の中央連結部が間挿されるようになっており、コネクタは断面が逆Ｕ状の
基体を備え、基体は、２つの側部が基体の長手方向に延在する態勢で取り付け部材の中央
連結部にまたがり、コネクタは、ワイパーアームの前端部へ長手方向にスライドさせて挿
入するようになっており、コネクタは、ワイパーアームに対して、長手方向に固定するた
めの手段を備えており、コネクタは保持ロッドを備え、保持ロッドは、通常使用時に、取
り付け部材のＵ字形の中央連結部の上壁に形成されたスリットの中を、長手方向の遊びを
もって縦方向に延び、通常使用時に、取り付け部材に対する縦方向の遊びを有した突出部
となっていることから、連結手段が破損した時に、取り付け部材を長手方向に保持するこ
とが可能となる、自動車用ワイパーを提供するものである。
【００１３】
本発明の他の特徴は、次の通りである。
━保持ロッドの下方自由端は、コネクタを取り付け部材に垂直方向に遊びをもって保持す
る突出部を備えている。
━保持ロッドは、長手方向を向く孔へ、長手方向の遊びをもって挿入されている。
━ワイパーアームの前端部は、上壁を備え、コネクタは、水平方向に後方へ延びる弾性の
舌片を備え、水平軸まわりのヒンジを形成する前端により、舌片は基体と連結され、舌片
は、ワイパーアームの下面と対向して延び、舌片は、コネクタをワイパーアームに長手方
向に固定するために、ワイパーアームの上面に設けられた対応する係止孔に嵌合しうる係
止ボスを備え、保持ロッドは、コネクタの舌片の下面から垂直方向へ延びている。
━弾性の舌片が旋回運動することにより、係止ボスは下方へ後退し、ワイパーアームから
コネクタが長手方向に解放される。
━ワイパーアームの前端部は、ワイパーアームに対するワイパーブレードの取り付け位置
において、取り付け部材の外側面のリリーフ部の前方を向く部分に延び、かつ、リリーフ
部と対向する係止縁を備えている。
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━コネクタの側壁は、ワイパーアームの前端部の側方にある２つのフランジの間に挿入さ
れ、前記係止縁は、フランジの下縁を形成している。
━外側面のリリーフ部の前縁は、取り付け部材の外側面を長手方向に区切る当接縁となっ
ている。
━前記リリーフ部は、長手方向を向く上縁により上方へ向かって垂直方向に区切られ、コ
ネクタがワイパーアームに挿入される時に、ワイパーアームの前端部の案内路となるよう
に傾いている。
━コネクタは、ワイパーアームの前端部の側方にあるフランジの間へ、前方から後方へ長
手方向に挿入される。
━コネクタの側壁は、コネクタを、取り付け部材の中央連結部に連結できるように、取り
付け位置に向かって互いに離され、コネクタの連結手段は、取り付け部材の相補的な手段
と協働し、ワイパーブレードの取り付け部材の側片は、ワイパーアームの前端部の側方に
ある２つのフランジの間に挿入されて、コネクタの側壁が連結位置から取り付け位置へ広
がらないようになっている。
━コネクタの側壁は、水平軸を有する円形の２つの突起を備え、突起は、２つの側片と対
向して、互いに離れており、取り付け部材の中央連結部の側壁に形成された対応する円形
孔に嵌合し、側片を連結位置とし、ワイパーブレードにコネクタが取り付けられている。
【００１４】
本発明の他の特徴及び利点は、図面を参照する詳細な説明により明らかになると思う。
【００１５】
［発明の詳細な説明］
【発明の実施の形態】
本実施例では、理解を容易とするために、図面に関して、水平、垂直、上方、下方、前方
及び後方等の用語を、非限定的に用いることとする。また、図１において、左側を前方、
右側を後方とする。
【００１６】
ワイパー（１０）は、長手方向に延びるワイパーアーム（１６）の前端部（１４）におい
て、水平軸（Ａ１）の周りに関節連結されるようになっているワイパーブレード（１２）
を備えている。
【００１７】
ワイパー（１０）は、長手方向の垂直面（Ｐ）に関して対称となっている。
【００１８】
コネクタ（１８）が、ワイパーブレード（１２）の補強部となっている取り付け部材（２
２）の中央連結部（２０）に取付られ、かつ、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）
に固定されるようになっている。
【００１９】
図面からわかるように、取り付け部材（２２）の中央連結部（２０）は、互いに平行で、
水平軸（Ａ１）まわりの円形孔（２６）を有する長手方向の２つの側壁（２４）を備えて
いる。２つの側壁（２４）は、上壁（２８）により連結され、上壁（２８）には、コネク
タ（１８）と対応する位置に、長手方向のスリット（３０）が設けられている。
【００２０】
コネクタ（１８）は、逆Ｕ状の断面であって、互いに平行な２つの垂直の側壁（３４）と
、上壁（３６）とを有する基体（３２）を備えている。基体（３２）は、ワイパーブレー
ド（１２）の取り付け部材（２２）の中央連結部（２０）に嵌合しうるようになっている
。
【００２１】
基体（３２）の後縁（３８）からは、平行な２つの側片（４０）が、基体（３２）の側壁
（３４）の延長部分として、後方に向かって長手方向に延びている。側片（４０）は、垂
直方向を向くプレートであり、自由な状態の時には、互いに平行である。しかし、側片（
４０）を弾性変形させて、側壁（３４）から離すこともできる。
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【００２２】
側片（４０）の後端は、上壁（３６）と同一面にある水平の支持片（４１）により連結さ
れている。
【００２３】
側片（４０）が延びている側壁（３４）の内側面（４４）（図６参照）には、水平軸（Ａ
１）上において、対向して相手側の側片（４０）の方を向く円柱状の突起（４６）が設け
られている。自由な状態の時には、内側面（４４）は、取り付け部材（２２）の中央連結
部（２０）の厚さだけ、互いに離れている。
【００２４】
しかして、自由な状態では、突起（４６）は、側壁（２４）の円形孔（２６）に嵌合しう
るようになっている。
【００２５】
これに対し、側片（４０）を（弾性変形して）互い離し、突起（４６）を円形孔（２６）
から抜き外すと、コネクタ（１８）を、取り付け部材（２２）から垂直方向に取り外すこ
とができるようになる。
【００２６】
突起（４６）を、ワイパーブレード（１２）に設けたり、コネクタ（１８）の側壁（３４
）に設けた孔に嵌合させるようにしてもよい。
【００２７】
コネクタ（１８）がワイパーブレード（１２）に対して、十分な隙間をもって回転できる
ように、取り付け部材（２２）の上壁（２８）とコネクタ（１８）の基体（３２）の上壁
（３６）との間に、十分な隙間が設けられている。
【００２８】
側片（４０）が延びているコネクタ（１８）の側壁（３４）は、ワイパーアーム（１６）
の前端部（１４）の内側に挿入されて、広がらないようになっている。このようにして、
コネクタ（１８）を、ワイパーブレード（１２）に取り付け、ワイパーアーム（１６）の
前端部（１４）に挿入する際に、突起（４６）が円形孔（２６）に嵌合して、コネクタ（
１８）がワイパーブレード（１２）から外れることがないようになっている。
【００２９】
ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）には、上壁（５０）により連結された垂直方向
の２つのフランジ（４８）（４８）が設けられ、その間には、コネクタ（１８）における
側片（４０）が延びている側壁（３４）を挿入しうるようになっている。
【００３０】
両側のフランジ（４８）（４８）の内側には、側片（４０）が延びている側壁（３４）と
同じ形状で、互いに対向する収容部（５２）が、前方から後方へ長手方向に形成されてい
る。収容部（５２）の下端には、内側を向く係止片（５３）が設けられ、それにより、コ
ネクタ（１８）は、長手方向のスライド以外の運動をすることはできないようになってい
る。
【００３１】
ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）と取り付け部材（２２）は、互いの延長線上に
設けられ、ワイパーブレード（１２）とワイパーアーム（１６）とは、美的特性を有する
ようにして連結されている。
コネクタ（１８）は、フランジ（４８）（４８）の間に長手方向に挿入され、ワイパーア
ーム（１６）の前端部（１４）により覆われている。
【００３２】
図５からわかるように、ワイパーブレード（１２）は、ワイパーアーム（１６）に取り付
けられ、側片（４０）が延びているコネクタ（１８）の各側壁（３４）は、動くことなく
、すなわち、連結を解除することなく、取り付け部材（２２）の側壁（２４）とワイパー
アーム（１６）のフランジ（４８）との間に挿入されている。
【００３３】
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ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）の内側に、コネクタ（１８）を長手方向に固定
できる手段を設けてもよい。この手段は、消耗したワイパーブレード（１２）を交換でき
るように、コネクタ（１８）を容易に解放できるようになっているのが好ましい。
【００３４】
コネクタ（１８）は、例えば、水平の板から形成され、コネクタ（１８）の基体（３２）
の上壁（３６）の延長線上に、後方へ向かって延びる舌片（５６）を備えている。舌片（
５６）の前端（５８）は、水平方向の軸を有するヒンジを形成している。
【００３５】
コネクタ（１８）を、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）に挿入すると、舌片（５
６）の上面は、前端部（１４）の下面（６２）と対向する。
【００３６】
舌片（５６）の上面は、コネクタ（１８）を長手方向に運動させないようにする係止ボス
（６４）となっており、係止ボス（６４）は、ワイパーアーム（１６）の上壁（５０）に
設けた角孔（６６）に嵌合しうるようになっている。
【００３７】
ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）から突出する係止ボス（６４）の表面を押して
、角形の係止孔（６６）を通過させると、舌片（５６）は、その前端（５８）を水平軸と
するヒンジとなって、弾性力に反発して回動する。このようにして、係止ボス（６４）を
係止孔（６６）から外し、コネクタ（１８）を、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４
）の前方に向かって、長手方向に外すことができる。
【００３８】
このワイパー（１０）は、次のステップにより組み立てられる。
【００３９】
まず、コネクタ（１８）の側片（４０）を互いに離すように広げ、ワイパーブレード（１
２）の取り付け部材（２２）の中央連結部（２０）を挾むように、コネクタ（１８）を垂
直方向に上方から下方に向かって挿入する。
【００４０】
次に、ワイパーブレード（１２）とコネクタ（１８）とのユニットを、ワイパーアーム（
１６）の前端部（１４）の内側に、前方から後方へ長手方向に挿入して、側片（４０）が
延びているコネクタ（１８）の側壁（３４）を、前端部（１４）のフランジ（４８）によ
り形成された収容部（５２）に嵌合させる。
【００４１】
この作業の際には、係止ボス（６４）を下方に隠す必要がある。係止ボス（６４）の表面
を下方及び後方に傾斜させることにより、係止ボス（６４）を下方に隠すことができる。
【００４２】
係止ボス（６４）が、ワイパーアーム（１６）の係止孔（６６）と長手方向に対向すると
、係止ボス（６４）は、係止孔（６６）に嵌合し、舌片（５６）は、弾性運動して、自由
位置に復帰する。それにより、コネクタ（１８）、すなわちワイパーブレード（１２）は
、ワイパーアーム（１６）に対して前方に移動できなくなる。
【００４３】
本発明によれば、ワイパー（１０）の、ある要素が破損した時に、ワイパーアーム（１６
）の前端部（１４）にワイパーブレード（１２）を保持して、ワイパーの信頼性を高める
手段を備えている。
【００４４】
その目的を実現するために、前記コネクタ（１８）は、舌片（５６）の下面（７２）から
、取り付け部材（２２）の中央連結部（２０）の方へ向かって垂直方向に延びる保持ロッ
ド（７０）を備えている。保持ロッド（７０）は、中央連結部（２０）の上壁（２８）に
形成されたスリット（３０）を貫通している。
【００４５】
通常使用時には、保持ロッド（７０）は、周囲の部材の影響を受けることなく作用できる
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ように、長手方向の遊びをもって、スリット（３０）内に挿入されている。
【００４６】
保持ロッド（７０）の下方自由端（７４）は、上壁（２８）の下面（２９）において、後
方へ延びる突出部またはフックとなっており、通常使用時には、周囲の部材の影響を受け
ることなく作用できるように、垂直方向に大きな遊びを有している。
【００４７】
また、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４）における垂直方向を向く各フランジ（４
８）の下縁には、後方へ長手方向に延びる係止縁（７６）が形成されている。ワイパーア
ーム（１６）に対するコネクタ（１８）及びワイパーブレード（１２）の取り付け位置及
び連結位置において、係止縁（７６）は、長手方向の少しの遊びをもって、中央連結部（
２０）の外側面と対向する。
【００４８】
より詳しく言うと、取り付け部材（２２）の各側壁（２４）の外面には、前端に垂直方向
の当接縁（７８）を有し、かつ長手方向に後上方へ傾斜する上縁（８０）を有する前下方
へ向かって傾斜する肉厚のリリーフ部（７７）が形成されている。
【００４９】
係止ボス（６４）、すなわち舌片（５６）が破損しても、係止縁（７６）と当接縁（７８
）とが係合しているので、取り付け部材（２２）が、ワイパーアーム（１６）の前端部（
１４）から、長手方向に外れることはない。
【００５０】
また、係止ボス（６４）の保持ロッド（７０）が、取り付け部材（２２）を保持している
ので、下方自由端（７４）により、係止ボス（６４）及び舌片（５６）が垂直方向に外れ
ることがない。
【００５１】
２つの突起（４６）が破損した場合には、上述したのと同様に、保持ロッド（７０）は、
取り付け部材（２２）を長手方向に保持しており、保持ロッド（７０）が破損しても、係
止縁（７６）と当接縁（７８）とが係合しているので、取り付け部材（２２）は、ワイパ
ーアーム（１６）の前端部（１４）に保持されたままとなる。
【００５２】
図５からわかるように、リリーフ部（７７）の上縁（８０）が傾斜しているので、ワイパ
ーアーム（１６）の前端部（１４）が案内され、前端部（１４）は、取り付け部材（２２
）に保持されているコネクタ（１８）と直線をなすように取り付けられる。それにより、
ワイパーブレード（１２）をワイパーアーム（１６）へ容易に取り付けることができるよ
うになる。
【００５３】
また、上縁（８０）をやや凸状に湾曲させると、ワイパーアーム（１６）の前端部（１４
）を、取り付け部材（２２）に自由な角度で取り付けることができるようになる。
【００５４】
通常動作時における、係止孔（６６）内での係止ボス（６４）の後方の影響及び反復的な
衝撃を防止するために、コネクタ（１８）の基体（３２）の各側壁（３４）の下方前端に
は、前方を向く突片（８２）が設けられている。突片（８２）は、ワイパーアーム（１６
）の前端部（１４）のフランジ（４８）の対応する係止片（５３）の前端に形成されたノ
ッチ（８４）と係合するようになっている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるワイパーを構成する主要な部材の分解斜視図である。
【図２】　図１に示す主要な部材が取り付けられたワイパーの側片図である。
【図３】　図２に示すワイパーの垂直断面図である。
【図４】　コネクタを取り付ける際のワイパーアームの前端部を示す側片図である。
【図５】　取り付け部材に案内されて前方へ送られたワイパーアームの長手方向断面を示
す側片図である。
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【図６】　図２に示すワイパーの拡大断面図である。
【符号の説明】
１０　　　ワイパー
１２　　　ワイパーブレード
１４　　　前端部
１６　　　ワイパーアーム
１８　　　コネクタ
２０　　　中央連結部
２２　　　取り付け部材
２４　　　側壁
２６　　　円形孔
２８　　　上壁
２９　　　下面
３０　　　スリット
３２　　　基体
３４　　　側壁
３６　　　上壁
３８　　　後縁
４０　　　側片
４１　　　支持片
４４　　　内側面
４６　　　突起
４８　　　フランジ
５０　　　上壁
５２　　　収容部
５３　　　係止片
５６　　　舌片
５８　　　前端
６０　　　上面
６２　　　下面
６４　　　係止ボス
６６　　　係止孔
７０　　　保持ロッド
７２　　　下面
７４　　　下方自由端
７６　　　係止縁
７７　　　リリーフ部
７８　　　当接縁
８０　　　上縁
８２　　　突片
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