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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性の細長い支持体要素と、可撓性材料の細長いワイパブレード（２）とを備える、ヨ
ークレスタイプのウインドスクリーンワイパ装置（１）であって、前記ワイパブレード（
２）は、拭き取りされるべきウインドスクリーンに接触する形に配置されることが可能で
あり、前記ワイパブレード（２）は、その縦方向の側部上に、互いに反対側に位置する縦
方向の溝（３）を有し、前記溝（３）の中には支持体要素の互いに間隔が開けられている
縦方向ストリップ（４）が配置されており、前記縦方向ストリップ（４）の隣接し合う末
端がそれぞれの連結部品（６）によって相互連結されており、前記ウインドスクリーンワ
イパ装置（１）は揺動アーム（８）のための連結装置（７）を備え、前記揺動アーム（８
）は、継手部品（１２）を間に挟んで、一方の末端の付近の回動軸を中心として前記連結
装置（７）に回動自在に連結されており、
　前記ウインドスクリーンワイパ装置（１）は、前記揺動アーム（８）上に前記連結装置
（７）を保持するための第１及び第２の保持手段を備えており、前記第１の保持手段は、
前記揺動アーム（８）内に設けられている対応する形状の穴（１４）の中に係合する前記
継手部品（１２）上に設けられている少なくとも１つの弾性舌片（１３）を備え、前記第
２の保持手段は、前記揺動アーム（８）上に設けられている少なくとも１つの第１の止め
表面（１９）と、前記継手部品（１２）又は前記連結装置（７）上に設けられている少な
くとも１つの第２の止め表面（２３）とを備えている、ヨークレスタイプのウインドスク
リーンワイパ装置（１）において、
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　前記第１の止め表面（１９）及び第２の止め表面（２３）の両方は、このウインドスク
リーンワイパ装置（１）の正常動作中は互いに間隔を置いており、前記第１の保持手段の
故障の場合には、前記継手部品（１２）又は前記連結装置（７）は前記揺動アーム（８）
に対して相対的に移動し、これに対応して、前記第１の止め表面（１９）及び第２の止め
表面（２３）が互いに隣接するまで前記第２の止め表面（２３）が前記第１の止め表面（
１９）に向かって移動することを引き起こすことが可能にされており、
　前記第２の止め表面（２３）は、対応する形で前記ワイパブレード（２）の縦方向（２
４）に前記揺動アーム（８）の自由端に向かってかつ前記第１の止め表面（１９）に向か
って移動することを生じさせられ、
　前記揺動アーム（８）は、前記継手部品（１２）に対するその連結箇所において少なく
とも実質的にＵ字形の横断面を有し、前記第１の止め表面（１９）は前記Ｕ字形の横断面
の脚部上に設けられており、
　前記第１の止め表面（１９）は、内方に延びる横断ピン（２６）によって形成されてお
り、
　前記Ｕ字形の横断面の脚部（１５）の各々は、前記Ｕ字形の横断面の脚部（１５）と一
体である内方に曲がった端縁（１７）として形成されており、かつ、互いに反対向きにな
っている前記継手部品（１２）の丸い縦方向の側部に係合する、締め付け固定部材を備え
、垂直方向における、前記連結装置（７）又は前記継手部品（１２）の上での前記揺動ア
ーム（８）の保持をさらに強化し、
　前記連結装置（７）は、少なくとも実質的に前記継手部品（１２）内に配置されており
、
　前記継手部品（１２）は、前記継手部品（１２）内に設けられている凹みの中の前記回
動軸の位置において前記連結装置（７）の突起（１０）を回動自在に係合させることによ
って、前記連結装置（７）に取り付けられていることを特徴とするヨークレスタイプのウ
インドスクリーンワイパ装置。
【請求項２】
　前記揺動アーム（８）は、前記継手部品（１２）に対するその連結箇所において少なく
とも実質的にＵ字形の横断面を有し、前記穴（１４）は前記Ｕ字形の横断面の基部（１６
）の中に設けられている請求項１に記載のウインドスクリーンワイパ装置。
【請求項３】
　前記継手部品（１２）は、外方に延びる少なくとも２つの横方向の弾性舌片（２１）を
備え、前記揺動アーム（８）は、前記継手部品（１２）に対するその連結箇所において少
なくとも実質的にＵ字形の横断面を有し、前記舌片（２１）の各々は、前記Ｕ字形の横断
面の脚部内に設けられている対応する形状の穴（２０）の中に係合する請求項１又は２に
記載のウインドスクリーンワイパ装置。
【請求項４】
　１つ又は複数の前記穴（１４）は閉じた周縁を有する請求項１、２又は３に記載のウイ
ンドスクリーンワイパ装置。
【請求項５】
　前記継手部品（１２）は、前記連結装置（７）に対するその連結箇所において少なくと
も実質的にＵ字形の横断面を有し、前記第２の止め表面（２３）は、前記Ｕ字形の横断面
の脚部上に設けられている請求項１から４のいずれかに記載のウインドスクリーンワイパ
装置。
【請求項６】
　前記第２の止め表面（２３）は、前記連結装置内の案内溝（２７）によって形成されて
いる請求項１～５のいずれか１項に記載のウインドスクリーンワイパ装置。
【請求項７】
　前記継手部品（１２）は、前記連結装置（７）に対するその連結箇所において少なくと
も実質的にＵ字形の横断面を有し、前記Ｕ字形の横断面の各脚部内の前記継手部品（１２
）は、前記回動軸と同軸に設けられている凹み（１１）を備えている請求項１に記載のウ
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インドスクリーンワイパ装置。
【請求項８】
　前記突起（１０）は前記連結装置（７）の両側部上を外方に延び、前記突起（１０）は
少なくとも実質的に円筒形である請求項１又は７に記載のウインドスクリーンワイパ装置
。
【請求項９】
　前記継手部品（１２）はプラスチックで作られている請求項１から８のいずれかに記載
のウインドスクリーンワイパ装置。
【請求項１０】
　前記揺動アーム（８）と前記連結装置（７）と前記継手部品（１２）は各々に１つの部
品の形に作られている請求項１から９のいずれかに記載のウインドスクリーンワイパ装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾性的な細長い支持体要素と、可撓性材料の細長いワイパブレードとを備え
るウインドスクリーンワイパ装置に関し、このワイパブレードは、拭き取りされるべきウ
インドスクリーンに隣接する形で配置されることが可能であり、このワイパブレードは、
その縦方向の側部上に、互いに反対側に位置する縦方向の溝を有し、この縦方向の溝の中
には、支持体要素の互いに間隔が開けられている縦方向ストリップが配置されており、前
記縦方向ストリップの互いに隣接する末端がそれぞれの連結部品によって相互連結されて
おり、このウインドスクリーンワイパ装置は揺動アームのための連結装置を備え、前記揺
動アームは、継手部品を間に挟んで、一方の末端の付近の回動軸を中心として前記連結装
置に回動自在に連結されている。
【背景技術】
【０００２】
　このウインドスクリーンワイパ装置はドイツ特許公開番号１０１　３０　９０３（Ｒｏ
ｂｅｒｔ　Ｂｏｓｃｈ　ＧｍｂＨ）から公知である。この従来技術のウインドスクリーン
ワイパ装置は「ヨークレス」ワイパ装置として設計されており、互いに対して回動自在に
連結されている幾つかのヨークが使用されないが、ワイパブレードが支持体要素によって
偏倚させられており、この結果としてワイパブレードは特定の湾曲を呈する。この公知の
装置は、揺動アームに固定されている第１の連結半分部分と、ワイパブレードに固定され
ている第２の連結半分部分とを有し、この第２の連結半分部分の２つの互いに平行でかつ
互いに間隔を置いた支持壁がワイパブレードの縦方向に方向配置されている。この支持壁
の間で回動ピンが揺動することを可能にする仕方で回動ピン上に取り付けられており、か
つ、揺動アームを連結するために設けられている、継手部品のための回動ピンの各々の末
端が、これらの支持壁の中に保持されている。雪や氷や埃のような環境的影響に対する保
護を得るために、揺動アームは、その連結半分部分の区域内ではＵ字形であり、これによ
ってＵ字形の基部が支持（保護）壁を覆い、両方のＵ字形の脚部がこれらの支持壁の外側
を覆う。
【０００３】
　上述のドイツ特許文献から公知であるウインドスクリーンワイパ装置の欠点が、連結装
置と揺動アームとの間の連結部に実際に及ぼされる大きな力のせいで、前記連結部の信頼
性が時間の経過にともなって低下し、この結果として連結装置と揺動アームとの間に遊び
が生じるように見えるということである。この遊びは、実際には、これらの部品の間の摩
擦接触の原因となり、したがって摩耗の原因となることが判明している。このウインドス
クリーンワイパ装置の別の欠点が、多くの構造部品が連結装置と揺動アームとの間の連結
部に含まれており、このことがこの公知のウインドスクリーンワイパ装置の製造を面倒な
ものにし、したがってその製造コストを比較的高いものにするということである。
【発明の開示】
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【０００４】
　本発明の目的は、上述した従来技術のこれらの欠点を克服することであり、特に、単純
であるが耐久性がありかつ堅固である仕方で連結装置と揺動アームとが相互連結されてい
るウインドスクリーンワイパ装置を提供することである。
【０００５】
　この目的を実現するために、序論で言及したタイプのウインドスクリーンワイパ装置は
、本発明によって、ウインドスクリーンワイパ装置が、前記連結装置を前記揺動アーム上
に保持するための第１及び第２の保持手段を備えており、前記第１の保持手段は、前記揺
動アーム内に設けられている対応する形状の穴の中に係合する、前記継手部品上に設けら
れている少なくとも１つの弾性舌片を備え、前記第２の保持手段は、揺動アーム上に設け
られている少なくとも１つの第１の止め表面と、継手部品又は連結装置上に設けられてい
る少なくとも１つの第２の止め表面とを備え、第１の止め表面と第２の止め表面の両方は
ウインドスクリーンワイパ装置の正常動作中は互いに間隔を開けられており、前記第１の
保持手段の故障時には、前記連結装置が前記揺動アームに対して相対的に移動することが
可能にされ、この移動に対応する形で、第１及び第２の止め表面が互いに隣接するまで、
第２の止め表面が第１の止め表面に向かって移動することを生じさせることを特徴とする
。言い換えると、休止位置では、第２の保持手段の止め表面が互いに間隔を開けられてお
り、一方、動作位置では、第２の保持手段の止め表面が互いに隣接している。
【０００６】
　揺動アームが、前記継手部品に対するその連結箇所において少なくとも実質的にU字形
の横断面を有し、前記穴は前記Ｕ字形の横断面の基部内に設けられていることが好ましい
。この代わりに、又は、これに加えて、前記継手部品が、外方に延びる少なくとも２つの
横方向の弾性舌片を備えることが好ましく、揺動アームは、前記継手部品に対するその連
結箇所において少なくとも実質的にＵ字形の横断面を有し、各々の舌片は、前記Ｕ字形の
横断面の脚部の中に設けられている対応する形状の穴の中に係合する。揺動アームを連結
装置及び／又は継手部品上に取り付ける間に、最初に１つ又は複数の弾性舌片が、ばねの
力に逆らって押し込まれ、その次に、ばねの力によって１つ又は複数の前記穴の中に戻る
ことが可能にされ、こうして弾性舌片を１つ又は複数の穴の中に嵌め込む（すなわち、ク
リップ留めする）。これらの第１の保持手段が実際の動作において故障する場合に、例え
ば１つ又は複数の弾性舌片が１つ又は複数の穴の中に適正に嵌め込められない時には、第
２の保持手段が、連結装置を揺動アーム上に保持するように、したがって、ワイパブレー
ドの紛失のような関連するすべての否定的な結果を伴う連結装置の望ましくない分離をす
べて回避するように働く。第１の保持手段が故障する場合には、ワイパブレードと、この
ワイヤブレードに取り付けられている連結装置とが、揺動アームに対して相対的に移動で
きる。より詳細に後述するように、この移動はワイパブレードの縦方向に生じ、（継手部
品又は連結装置上に設けられている）第２の止め表面が同様の仕方で（揺動アーム上に設
けられている）第１の止め表面に向かって移動することを引き起こす。しかし、第２の止
め表面が第１の止め表面に達して第１の止め表面によって止められる時に、ワイパブレー
ドと揺動アームとの前記相対移動と、したがって、両方の止め表面の前記相対移動とが妨
げられる。
【０００７】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の１つの好ましい実施態様では、前記１つ
又は複数の穴は閉じた周縁を有する。この１つ又は複数の閉じた穴は、全ての方向におけ
る、特に水平方向と垂直方向とにおける、連結装置／継手部品上への揺動アームの保持を
強化する。
【０００８】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、前記継手部
品に対するその連結箇所において少なくとも実質的にＵ字形の横断面を有し、各々の脚部
が、互いに反対側に向いた前記継手部品の丸い縦方向側部に係合する締め付け固定部材を
備える。Ｕ字形横断面の脚部と一体である内方に曲がった端縁として形成されていること
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が好ましいこの締め付け固定部材が、揺動アームの縦方向に対して垂直である垂直方向に
おける、連結装置／継手部品上での揺動アームの保持をさらに強化する働きをする。
【０００９】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、第２の止め
表面が、対応する形でワイパブレードの縦方向において第１の止め表面に向かって移動す
ることが引き起こされる。この場合も、同様に、第２の止め表面の前記移動が第１の止め
表面によって停止させられ、その結果として同様に縦方向（水平方向）における保持を生
じさせる時に、両方の止め表面のこの縦方向の相対移動が最終的に阻止されるだろう。
【００１０】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、揺動アーム
は、前記継手部品に対するその連結箇所に少なくとも実質的にＵ字形の横断面を有し、前
記第１の止め表面は前記Ｕ字形の横断面の脚部上に設けられている。特に、この第１の止
め表面は、下方に延びるフック形の突起によって形成されている。
【００１１】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、前記継手部
品は、前記連結装置に対するその連結箇所において少なくとも実質的にＵ字形の横断面を
有し、前記第２の止め表面は前記Ｕ字形の横断面の脚部上に設けられている。この第２の
止め表面が上方に延びるフック形の突起によって形成されていることが好ましい。
【００１２】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、第１の止め
表面は、内方に延びる横断ピンによって形成されている。特に、この第２の止め表面は連
結装置内の案内溝によって形成されている。この案内溝は、連結装置上に揺動アームの「
固着」位置を出入りするように横断ピンを案内する。
【００１３】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、前記連結装
置は、少なくとも実質的に前記接合部品内に配置されている。特に、このことは、前記回
動軸の位置において前記連結装置の突起によって前記連結装置に前記継手部品を取り付け
ることが可能であり、前記突起は前記継手部品内に設けられている凹みの中に回動自在に
係合する。軸受表面として機能するこの突起は大きく間隔が開けられており、その結果と
して、この軸受表面上に及ぼされる力は比較的小さいだろう。この突起が、上述の公知の
ウインドスクリーンワイパ装置で使用される回動ピンの代わりに使用されるので、連結装
置と揺動アームとを一体に連結するために、より少ない構造構成要素が使用される。当然
のことながら、この代替案では、継手部品が、前記回動軸の位置に突起を備えており、継
手部品の前記突起は連結装置内に備えられている凹みの中に回動自在に係合する。
【００１４】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、前記継手部
品は、前記連結装置に対するその連結箇所において少なくとも実質的にＵ字形の横断面を
有し、前記Ｕ字形の横断面の各々の脚部内の前記継手部品は、前記回動軸と同軸に設けら
れている凹みを備える。突起が前記連結装置の両側部上で外方（すなわち、揺動アームに
対して横方向において外方）に延び、この突起が少なくとも実質的に円筒形であることが
好ましい。特に、凹みがこれに対応する形になっている。
【００１５】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、前記継手部
品はプラスチックで作られており、このプラスチックは、多少の可撓性を有する任意の合
成材料を含んでいる。
【００１６】
　本発明によるウインドスクリーンワイパ装置の別の好ましい実施形態では、揺動アーム
と、連結装置と、継手部品は、各々に１つの部品の形に形成されている。
【００１７】
　以下では、本発明を、図面に示されている図を参照しながら、より詳細に説明する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明による「ヨークレス」タイプのウインドスクリーンワイパ装置１を示す
。前記ウインドスクリーンワイパ装置は、互いに反対側に位置する縦溝３が縦方向の側部
内に形成されている弾性のワイパブレード２と、前記縦溝３内に嵌め込まれているばね帯
鋼で作られている縦方向ストリップ４とによって構成されている。前記ストリップ４は、
いわば、ゴムワイパブレード２のための可撓性の支持体要素を形成し、したがって、ゴム
ワイパブレード２は湾曲位置に偏倚させられている（動作位置の曲率は、ワイプされるべ
きウインドスクリーンの曲率である）。ストリップ４の隣接末端が、締め付け固定部材と
して機能する連結部品６によってウインドスクリーンワイパ装置１の両側部上に相互連結
されている。この実施形態では、連結部品６は別個の構造要素であり、この連結部品はス
トリップ４の末端に形状固着(form-lock)（「積極的固着(Positive Locking)」又は「積
極的嵌合(positive fit)を有すること」されてよく、圧力固着(force lock)されてよい。
別の好ましい変形例では、前記連結部品６は、ばね帯鋼で作られているストリップ４と一
体である。後者の場合には、前記連結部品は、いわば、ストリップ４のための横断ブリッ
ジを形成する。
【００１９】
　ウインドスクリーンワイパ装置１は、さらに、揺動ワイパアーム８のためのプラスチッ
ク材料の連結装置７で構成されている。連結装置７は、この連結装置７と一体である締め
付け固定部材を備え、この締め付け固定部材は、互いに反対向きのストリップ４の丸い縦
方向側部に係合し、この結果として、連結装置７は、ワイパブレード２とストリップ４と
から成るユニットに堅固に取り付けられている。揺動ワイパアーム８は、その一方の末端
に近い回動軸を中心として連結装置７に回動自在に連結されている。
【００２０】
　図２を参照すると、連結装置７は、前記連結装置７の両側を外方に延びる２つの円筒形
の突起１０を備える（図２Ａ）。この突起１０は、プラスチックの継手部品１２の同一形
状に形成されている円筒形の凹み１１の中に回動自在に係合する（図２Ｂ）。前記突起１
０は、前記アーム８の一方の末端の付近の前記回動軸を中心として継手部品１２（とこれ
に取り付けられている揺動ワイパアーム８）を回動させるように、前記回動軸の位置で軸
受表面として機能する。突起１０が連結装置７と共に一体状であることが好ましい。代替
案としては、突起１０は連結装置７に対して垂直な単一の回動ピンの一部分である。前記
連結装置７は、その美的外観を実現するために、鋭利な端縁を回避するために、また、Ｕ
Ｖ光等に対する保護を提供するために、カバー又はカップを備えてもよい。継手部品１２
は、外方に延びる２つの横方向の弾性舌片１３を備え、一方、揺動アーム８は、前記継手
部品１２に対するその連結箇所においてＵ字形の横断面を有し、したがって、各々の舌片
１３は、前記Ｕ字形横断面の脚部１５内に設けられている同一形状の穴１４の中に係合す
る（図２Ｃ）。
【００２１】
　図３の一方の弾性舌片１３が、前記Ｕ字形横断面の基部１６内に設けられている穴１４
の中に係合する（図３Ｃ）という相違点を伴って、図３Ａと図３Ｂと図３Ｃはそれぞれに
図２Ａと図２Ｂと図２Ｃとに対応する。
【００２２】
　図２と図３の両方を参照すると、連結装置７／継手部品１２との上に揺動ワイパアーム
８を取り付ける時に、１つ又は複数の弾性舌片１３が、最初にばねの力に逆らって押し込
まれ、その次に１つ又は複数の前記穴１４の中にばねの力によって戻ることが可能にされ
、こうして１つ又は複数の弾性舌片１３を１つ又は複数の穴１４の中に嵌め込みすなわち
クリップ留めする。これは、いわゆるバヨネット連結である。
【００２３】
　Ｕ字形横断面の各々の脚部１５は、互いに反対向きになっている前記継手部品１２の丸
い縦方向の側部に係合する締め付け固定部品を備える。図２、図３、及び、図４では、こ
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の締め付け固定部材は、Ｕ字形の横断面の脚部１５と一体である内方に曲がった端縁１７
として形成されており、揺動ワイパアーム８の縦方向に対して垂直である垂直方向におけ
る、連結装置７／継手部品１２の上での揺動アーム８の保持をさらに強化する。
【００２４】
　図５を参照すると、Ｕ字形の横断面の各々の脚部１５は、図５Ｂに見てとることができ
るように、フック２０の形状である下方に延びる突起によって形成されている第１の止め
表面１９を備えている。継手部品１２のＵ字形横断面の脚部は、各々に、フック２２の形
の上方に延びる突起を備えている横方向に延びる端縁２１を備え、前記フック２２は、継
手部品１２上に設けられている第２の止め表面２３を形成する（図５Ａを参照されたい）
。
【００２５】
　アセンブリされた状態（図６Ａ）では、両方の止め表面１９、２３は互いに一定の距離
を置いて配置されている。しかし、第１の保持手段が故障する場合、例えば、弾性舌片１
３が穴１４の中に適正に嵌り込まない時には、連結装置７と、これに取り付けられている
継手部品１２とが、ワイパブレード２の縦方向に、すなわち、矢印２４（図６Ｂ）の方向
に、揺動アーム８に対して相対移動することが可能である。これと同時に、第２の止め表
面２３は、この第２の止め表面が第１の止め表面１９によって停止させられるまで、同一
の方向に移動するだろう。その次に、止め表面１９、２３の両方は互いに隣接しているだ
ろう（図６Ｂ）。言い換えると、相互に協働する止め表面１９、２３は、連結装置７を揺
動アーム８上に保持するための第２の保持手段として機能する。
【００２６】
　図７Ａと図７Ｂは、第２の保持手段の別の実施形態を示す。この場合には、第１の止め
表面１９は、内方に延びる横断ピン２６によって形成されており、一方、第２の止め表面
２３は、連結装置７内の対応する形状の案内溝２７によって形成されている。案内溝２７
は、連結装置７上の取り付け位置にピン２６を案内する働きをする。この場合も同様に、
第１の保持手段が故障する場合に、連結装置７と、これに取り付けられている継手部品１
２とが、ワイパブレード２の縦方向に揺動アーム８に対して相対的に移動することが可能
である。この場合も同様に、第２の止め表面２３は、内方に延びるピン２６によって形成
されている第１の止め表面１９によって止められるまで、同一方向に移動するだろう。そ
の次に、止め表面１９、２３の両方は互いに隣接しているだろう。相互に協働する（内方
に延びる横断ピン２６によって形成されている）止め表面１９と（連結装置７内の溝２７
によって形成されている）止め表面２３とが、揺動アーム８上に連結装置７を保持するた
めの第２の保持手段として機能する。
【００２７】
　図８は、揺動アーム８上に連結装置を取り付ける段階、又は、揺動アーム８から連結装
置を取り外す段階を示す。揺動アーム８に対する連結装置７とこれに取り付けられている
継手部品８との相対的な回動移動（又は、これとは逆の回動移動）を行っている間は、止
め表面１９、２３は直線状態になく、互いに協働することが不可能であり、したがって、
連結装置７とこれに取り付けられている継手部品１２は揺動アーム８から釈放されること
が可能である（図８Ａ、図８Ｂ）。図８Ｃは正常の「固着」位置を示す。
【００２８】
　おそらくは、スポイラ１８がさらに設けられている（図１）。
【００２９】
　本発明は、図面に示されている変形例に限定されず、さらに、添付されている特許請求
項の範囲内に含まれている他の実施形態に及んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明による「ヨークレス」タイプのウインドスクリーン装置の略斜視図である
。
【図２Ａ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
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サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図２Ｂ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図２Ｃ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図３Ａ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図３Ｂ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図３Ｃ】特に第１の保持手段を示す、２つの異なるタイプの１つの継手部品（「スペー
サ」）を使用して揺動ワイパアームを連結装置に取り付けるための様々な連続的段階の１
つが示されている、図１のウインドスクリーンワイパ装置の詳細を示す。
【図４】図３Ａ～３Ｃで使用されている揺動ワイパの末端の略斜視図である。
【図５Ａ】第２の保持手段の第１の実施形態を特に示す、図１のウインドスクリーンワイ
パ装置の詳細を示す。
【図５Ｂ】第２の保持手段の第１の実施形態を特に示す、図１のウインドスクリーンワイ
パ装置の詳細を示す。
【図６Ａ】第２の保持手段の第１の実施形態を特に示す、図１のウインドスクリーンワイ
パ装置の詳細を示す。
【図６Ｂ】第２の保持手段の第１の実施形態を特に示す、図１のウインドスクリーンワイ
パ装置の詳細を示す。
【図７Ａ】第２の保持手段の第２の実施形態を特に示す、連結装置と、揺動ワイパアーム
の末端との略斜視図である。
【図７Ｂ】第２の保持手段の第２の実施形態を特に示す、連結装置と、揺動ワイパアーム
の末端との略斜視図である。
【図８Ａ】図７Ａ、７Ｂの連結装置と揺動ワイパアームとの取り付け及び取り外しの幾つ
かの段階の１つを示す。
【図８Ｂ】図７Ａ、７Ｂの連結装置と揺動ワイパアームとの取り付け及び取り外しの幾つ
かの段階の１つを示す。
【図８Ｃ】図７Ａ、７Ｂの連結装置と揺動ワイパアームとの取り付け及び取り外しの幾つ
かの段階の１つを示す。
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【図７Ｂ】

【図８Ａ】
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