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(57)【要約】
　異物に起因する異音、ガラス割れの問題と、カウルル
ーバをウインドシールド側に連接する連接作業性の問題
とを解消するモール付きウインドシールドと、上記問題
の他、ワイパー停止位置の問題と、モールとカウルルー
バの製造精度の問題とを解消するカウルルーバとモール
付きウインドシールドとの連接構造を提供する。
　モール１４は、ウインドシールド１２の車内側面に上
面が接着される第１モール部３０と、第２モール部３２
と、第２モール部３２からウインドシールド１２の車外
側面の延長面２２Ｂに沿うように延設された第３モール
部３４と、を有する。第３モール部３４は、縦断面が矩
形状に形成され、上面３４Ａがウインドシールド１２の
車外側面の延長面２２Ｂに対して下方に位置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車外側に配置される第１ガラス板と、車内側に配置される第２ガラス板と、前記第１ガ
ラス板および前記第２ガラス板を接合する中間膜と、を有する合わせガラスと、
　前記合わせガラスの下縁部に配設されるモールと、を有するモール付きウインドシール
ドであって、
　前記モールは、前記第２ガラス板の車内側面に上面が接着される第１モール部と、前記
第１モール部から上方に向けて前記合わせガラスの下縁部の端面に沿うように延設された
第２モール部と、前記第２モール部から車体の前方に向けて延設された第３モール部と、
を有し、
　前記第３モール部の上面は、前記第１ガラス板の車外側面の延長面に対して下方に位置
している、モール付きウインドシールド。
【請求項２】
　前記第３モール部は、前記合わせガラスの下縁部の端面に沿うように配置され、前記モ
ールよりも軟質な第１スペーサを有し、
　前記第１スペーサは、上面が前記第１ガラス板の車外側面と同一面上に形成される、請
求項１に記載のモール付きウインドシールド。
【請求項３】
　前記第３モール部は、前記第３モール部の下部の車内面側の端面の断面形状が曲面形状
である、請求項１又は２に記載のモール付きウインドシールド。
【請求項４】
　前記第１モール部は、その下面に、前記車体に当接される第２スペーサであって、前記
モールよりも軟質な前記第２スペーサを有する、請求項１から３のいずれか一項に記載の
モール付きウインドシールド。
【請求項５】
　前記第３モール部は、上面又は下面に被係合部が形成されている、請求項１から４のい
ずれか１項に記載のモール付きウインドシールド。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載のモール付きウインドシールドと、
　前記モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合される縦断面がＵ字形
状の後端部を有するカウルルーバと、を有し、
　前記カウルルーバの前記後端部は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延
長面と同一面上に形成される、カウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造
。
【請求項７】
　請求項２に記載のモール付きウインドシールドと、
　前記モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合される縦断面がＵ字形
状の後端部を有するカウルルーバと、を有し、
　前記カウルルーバの前記後端部は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延
長面と同一面上に形成され、
　第１スペーサは、前記カウルルーバの後端部と前記合わせガラスとの間に介在する、カ
ウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造。
【請求項８】
　請求項５に記載のモール付きウインドシールドと、
　前記モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合される縦断面がＵ字形
状の後端部を有するカウルルーバと、を有し、
　前記カウルルーバの前記後端部は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延
長面と同一面上に形成され、
　前記カウルルーバの前記後端部には、係合部が形成されており、前記係合部は、モール
の第３モール部の被係合部と係合されている、カウルルーバとモール付きウインドシール
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ドとの連接構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モール付きウインドシールドおよびカウルルーバとモール付きウインドシー
ルドとの連接構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、自動車のフロントガラス（ウインドシールド）の下縁部を挟持するカ
ウルルーバが開示されている。このカウルルーバは、カウルルーバのフロントガラス側の
縁部（後端部）に、挟持縁部と挟持片とからなる断面略コ字状の挟持部が形成されている
。また、カウルルーバは、硬質合成樹脂材からなる本体側内層を有している。
【０００３】
　特許文献１のカウルルーバをフロントガラスに連接する連接作業について説明する。フ
ロントガラスは、カウルルーバの連接作業に先立って車体の窓枠に予め取り付けられてお
り、このフロントガラスの下縁部に、カウルルーバの挟持部を接近させる。次に、カウル
ルーバの挟持片の上面をフロントガラスの下側縁に当接させ、挟持縁部と挟持片との間で
フロントガラスを挟持するようにカウルルーバを上方に移動する。この連接作業により、
挟持片が挟持縁部に対し弾性変形されて、挟持縁部と支持部との間にフロントガラスの下
縁部が挟持される。これによって、カウルルーバがフロントガラスに連接される。
【０００４】
　なお、本明細書にて説明する上下とは車体の上下方向を指し、前後とは車体の前後方向
を指す。また、ウインドシールドの下縁部にモールが組み付けられたものをモール付きウ
インドシールドと称し、そのモールを介してカウルルーバがウインドシールドに連接され
た構造をカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造と称する。ウインドシ
ールドは、少なくとも２枚のガラス板をポリビニルブチラール（ＰＶＢ（Polyvinyl buty
ral））又はエチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ（Ethylene-Vinyl Acetate））等の
中間膜を介して接合された合わせガラスによって構成されている。
【０００５】
　特許文献２には、ウインドウガラス（ウインドシールド）の下縁部とウォータタンク（
カウルルーバ）とが、側方部材（モール）を介して連接されたカウルルーバとモール付き
ウインドシールドとの連接構造が開示されている。また、特許文献２のカウルルーバとモ
ール付きウインドシールドとの連接構造は、カウルルーバの上面が、ウインドシールドの
車外側面に対して同一面上に配置されている。
【０００６】
　特許文献２の側方部材は、第１および第２の部分を有している。第１の部分は、ウイン
ドシールドに固定される固定面を備えており、この固定面は、両面テープを介してウイン
ドシールドの車内側面に接着される。第２の部分は、カウルルーバを着脱できる係合凹部
を備えている。
【０００７】
　特許文献２のカウルルーバは、カウルルーバの下面に突起部を備えており、この突起部
は、側方部材の係合凹部に係合あるいは嵌合される。更に、側方部材の係合凹部は、ほぼ
Ｌ字状、Ｕ字状又はかぎ爪状のバネ状脚部と、第１の部分と第２の部分の間に形成された
突起部とによって画成されている。また、バネ状脚部の自由端と突起部とによって、カウ
ルルーバの突起部を嵌合させる係合開口部が形成されている。更に、カウルルーバの突起
部の断面は、くさび状および／又はＴ字状に形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－９７０６１号公報
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【特許文献２】特表２０１１－５２０６９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１、２に開示されたモール付きウインドシールドおよびカウル
ルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造は、以下の問題がある。
【００１０】
　〔異音、ガラス割れの問題〕
　特許文献１の構造は、モールを備えていない。このため、カウルルーバの硬質な挟持部
とウインドシールドの下縁部との間に異物（砂等の粒状異物）が侵入した場合、車体の走
行中に異音（ウインドシールドと異物との擦れ音）が発生するという問題があった。また
、ウインドシールドの下縁部との間に異物が侵入すると、走行中の振動などにより、異物
がウインドシールドと擦れてウインドシールドの表面に傷が発生する可能性がある。ウイ
ンドシールドの表面に傷が発生すると、傷を起点にガラスが割れる恐れがあるという問題
があった。
【００１１】
　〔連接作業性の問題〕
　特許文献２の構造は、カウルルーバをウインドシールドに容易に連接することができな
いという問題があった。
【００１２】
　すなわち、カウルルーバをウインドシールドに連接する連接作業は、特許文献１の如く
、車体の窓枠にウインドシールドを予め取り付けた状態で行うことが一般的である。特許
文献２は、作業者がウインドシールドの下縁部に沿って移動しながら、カウルルーバの突
起部を、モールの係合凹部に順次係合させていく作業を行う必要があり、作業者の移動の
際に車体が邪魔になるので、連接作業性が悪いという問題があった。
【００１３】
　〔ワイパー停止位置の問題〕
　近年、歩行者等が自動車と衝突し、歩行者の頭部等がウインドシールドの下端縁部近傍
に当たった場合でも、ワイパーに歩行者の頭部等が当たり難くなるよう、ワイパーの停止
位置をよりウインドシールドの下端縁部側に設定することが望まれている。しかし、特許
文献１は、ウインドシールドの下縁部とカウルルーバの後端部との連接部が、ウインドシ
ールドの車外側面から車外方向に隆起しているため、ワイパーの停止位置をよりウインド
シールド下端縁部側に設定することができないという問題があった。
【００１４】
　〔モールとカウルルーバの製造精度の問題〕
　特許文献２の構造は、カウルルーバの突起部とモールの係合凹部とが非常に複雑な形状
であるが、モールとカウルルーバは寸法精度の出し難い樹脂成型によって製造されるもの
である。このため特許文献２は、複雑形状のカウルルーバとモールを精度よく製造するこ
とが困難なので、カウルルーバをモールに精度よく連接することが難しいという問題があ
った。
【００１５】
　このように従来から、異物に起因する異音、ガラス割れの問題と、カウルルーバをウイ
ンドシールド側に連接する連接作業性の問題とを同時に解消することができる、新規なモ
ール付きウインドシールドが望まれていた。
【００１６】
　また、同様に従来から、上記問題の他、ワイパー停止位置の問題と、モールとカウルル
ーバの製造精度の問題とを同時に解消することができる、新規なカウルルーバとモール付
きウインドシールドとの連接構造が望まれていた。
【００１７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、異物に起因する異音、ガラス割れ
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の問題と、カウルルーバをウインドシールド側に連接する連接作業性の問題とを同時に解
消することができる新規なモール付きウインドシールド、およびワイパー停止位置の問題
と、モールとカウルルーバの製造精度の問題とを同時に解消することができる新規なカウ
ルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造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】
【００１８】
　本発明のモール付きウインドシールドは、車外側に配置される第１ガラス板と、車内側
に配置される第２ガラス板と、第１ガラス板および第２ガラス板を接合する中間膜と、を
有する合わせガラスと、合わせガラスの下縁部に配設されるモールと、を有するモール付
きウインドシールドであって、モールは、第２ガラス板の車内側面に上面が接着される第
１モール部と、第１モール部から上方に向けて合わせガラスの下縁部の端面に沿うように
延設された第２モール部と、第２モール部から車体の前方に向けて延設された第３モール
部と、を有し、第３モール部の上面は、第１ガラス板の車外側面の延長面に対して下方に
位置している。
【００１９】
　本発明の一形態は、第３モール部は、合わせガラスの下縁部の端面に沿うように配置さ
れ、かつ車外側へ突出した凸状の第１スペーサであって、モールよりも軟質な第１スペー
サを有し、第１スペーサは、上面が第１ガラス板の車外側面と同一面上に形成されること
が好ましい。
【００２０】
　本発明の一形態は、第３モール部は、第３モール部の下部の車内面側の端面の断面形状
が曲面形状であることが好ましい。
【００２１】
　本発明の一形態は、第１モール部は、その下面に車体に当接される第２スペーサであっ
て、モールよりも軟質な第２スペーサを有することが好ましい。
【００２２】
　本発明の一形態は、第３モール部は、上面又は下面に被係合部が形成されていることが
好ましい。
【００２３】
　本発明のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造は、本発明のモール
付きウインドシールドと、モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合さ
れる縦断面がＵ字形状の後端部を有するカウルルーバと、を含み、カウルルーバの後端部
は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延長面と同一面上に形成される。
【００２４】
　本発明のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造は、本発明のモール
付きウインドシールドと、モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合さ
れる縦断面がＵ字形状の後端部を有するカウルルーバと、を含み、カウルルーバの後端部
は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延長面と同一面上に形成され、第１
スペーサは、カウルルーバの後端部と合わせガラスとの間に介在する。
【００２５】
　本発明のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造は、本発明のモール
付きウインドシールドと、モール付きウインドシールドのモールの第３モール部に嵌合さ
れる縦断面がＵ字形状の後端部を有するカウルルーバと、を含み、カウルルーバの後端部
は、上面が合わせガラスの第１ガラス板の車外側面の延長面と同一面上に形成され、カウ
ルルーバの後端部には、係合部が形成されており、係合部は、モールの第３モール部の被
係合部と係合されている。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、異物に起因する異音、ガラス割れの問題と、カウルルーバをウインド
シールド側に連接する連接作業性の問題とを同時に解消することができる新規なモール付
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きウインドシールドを提供することができる。また、本発明のカウルルーバとモール付き
ウインドシールドとの連接構造によれば、異物に起因する異音、ガラス割れの問題と、カ
ウルルーバをウインドシールド側に連接する連接作業性の問題と、ワイパー停止位置の問
題と、カウルルーバとモールの製造精度の問題とを同時に解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】第１実施形態のモール付きウインドシールドの説明図
【図２】第１実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の説明
図
【図３】図２のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の縦断面図
【図４】第２実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の説明
図
【図５】第３実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要部
縦断面図
【図６】第４実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要部
縦断面図
【図７】第５実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要部
縦断面図
【図８】第６実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要部
縦断面図
【図９】第７実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要部
縦断面図
【図１０】第８実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要
部縦断面図
【図１１】第９実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の要
部縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面１～１１に従って本発明に係るモール付きウインドシールドおよびカウルル
ーバとモール付きウインドシールドとの連接構造の好ましい実施形態について説明する。
なお、以下の図面において、同一又は類似する部材については、同一の符号を付して説明
し、重複する場合にはその説明を省略する場合もある。
【００２９】
　図１（Ａ）は、ウインドシールド１２にモール１４を組み付ける前のウインドシールド
１２とモール１４とを示した斜視図であり、図１（Ｂ）はウインドシールド１２にモール
１４を組み付けた状態のモール付きウインドシールド１０の斜視図である。
【００３０】
　図２（Ａ）は、モール付きウインドシールド１０にカウルルーバ１８を連接する前のモ
ール付きウインドシールド１０とカウルルーバ１８とを示した斜視図であり、図２（Ｂ）
はモール付きウインドシールド１０にカウルルーバ１８を連接した状態のカウルルーバと
モール付きウインドシールドとの連接構造２０の斜視図である。
【００３１】
　図３は、図２（Ｂ）のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造２０の
３－３線に沿う縦断面図である。
【００３２】
　なお、図面１～１１において、矢印Ｕ（up）は車体（図７以外不図示）の上方を示し、
矢印Ｄ（down）は車体の下方を示し、矢印Ｆ（forward）は車体の前方を示し、矢印Ｂ（b
ackward）は車体の後方を示している。また、ウインドシールド１２の「面」に関し、「
車外側面」と称した場合には車体の外側に面する面を指し、「車内側面」と称した場合に
は車体の室内側に面する面を指す。また、モール１４およびカウルルーバ１８の「面」に
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関しては、「上面」と称した場合には上方に向いた面を指し、「下面」と称した場合には
下方に向いた面を指す。
【００３３】
　図１から図３に示すように、モール付きウインドシールド１０は、ウインドシールド１
２と、モール１４とを備えている。モール１４は、ウインドシールド１２の下縁部１２Ａ
の車内側面に両面接着テープ１６を介して組み付けられる。これにより、モール付きウイ
ンドシールド１０が、図１（Ｂ）の如く構成される。モール１４とウインドシールド１２
とは、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系などの公知の接着剤によって接
着されてもよい。
【００３４】
　カウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造２０は、モール付きウインド
シールド１０と、カウルルーバ１８とを備える。カウルルーバ１８は、モール付きウイン
ドシールド１０のモール１４に連接される。これにより、カウルルーバとモール付きウイ
ンドシールドとの連接構造２０が、図２（Ｂ）の如く構成される。
【００３５】
　ウインドシールド１２は、車体の前方側の窓枠（不図示）に取り付けられるフロントガ
ラスであり、合わせガラスによって構成されている。すなわち、ウインドシールド１２は
、図３の如く、２枚のガラス板（第１ガラス板、第２ガラス板）２２、２４をＰＶＢ又は
ＥＶＡ等の中間膜２６を介して接合することにより構成されている。
【００３６】
　図２および図３の如く、モール１４は、ウインドシールド１２の下縁部１２Ａにカウル
ルーバ１８の後端部１８Ａを連接する連接部材として機能する。モール１４は樹脂製であ
り、ウインドシールド１２の下縁部１２Ａに沿った長手軸を有する。モール１４は、モー
ル１４の長手軸方向において同一形状のものであれば押し出し成型によって製造されるが
、製造方法は押し出し成型に限定されるものではなく、射出成型によって製造してもよい
。モール１４の材質としては、軽量で耐候性のある熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）を例
示することができる。また、モール１４は剛性を有しており、モール１４の硬度（ＪＩＳ
Ｋ６２５３デュロメータ・タイプＡ硬度（以下「硬度」という））としては、例えば９０
度以上１００度以下であることが好ましい。モール１４の硬度が９０度以上であれば、モ
ール１４自体に剛性を備えさせることができる。
【００３７】
　図３の如くモール１４は、第１モール部３０、第２モール部３２および第３モール部３
４から構成され、縦断面がクランク状の形状をなしている。なお、モール１４の縦断面の
形状はクランク状に限定されるものではない。また、モール１４には、芯金１５が埋設さ
れている。この芯金１５は、板状体であり縦断面の形状がモール１４に合わせてクランク
状に構成されている。この芯金１５によってモール１４は補強され、かつモール１４の形
状が保持されている。
【００３８】
　第１モール部３０は、第１モール部３０の上面３０Ａが、ウインドシールド１２の下縁
部１２Ａにおいて、ガラス板２４の車内側面２４Ａに両面接着テープ１６によって接着さ
れる。なお、第１モール部３０は、縦断面が矩形状であるが矩形状に限定されるものでは
ない。また、第１モール部３０の上面３０Ａは、ガラス板２４の車内側面２４Ａにアクリ
ル樹脂系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系などの公知の接着剤によって接着されてもよ
い。
【００３９】
　第２モール部３２は、第１モール部３０から上方に向けてウインドシールドの下縁部１
２Ａの端面１２Ｂに沿うように延設されることにより構成される。なお、端面１２Ｂとは
、ガラス板２２、２４および中間膜２６の下端面を指す。第２モール部３２は、端面１２
Ｂとの間に隙間がある（端面１２Ｂとは接していない）ことが好ましい。第２モール部３
２と端面１２Ｂとが接している場合、ガラス板２２、２４の外形寸法がバラつくと、モー
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ル１４のウインドシールドへの取り付け位置もバラついてしまう。モール１４のウインド
シールドへの取り付け位置がバラつくと、モール１４とカウルルーバ１８との連接が所望
の位置で出来なくなるという懸念がある。しかし、第２モール部３２と端面１２Ｂとの間
に隙間があると、ガラス板２２、２４の外形寸法がバラついたとしても、第２モール部３
２と端面１２Ｂとの間の隙間があることで、ガラス板２２、２４の外形寸法のバラつきを
吸収することができる。第２モール部３２と端面１２Ｂとの間の隙間は、１．０ｍｍ以上
３．０ｍｍ以下であればガラス板２２、２４の外形寸法のバラつきを吸収することができ
る。
【００４０】
　第３モール部３４は、その上面３４Ａが、第２モール部３２から、ガラス板２２の車外
側面２２Ａの二点鎖線で示す延長面２２Ｂに略平行に沿うように、つまり、車体の前方に
向けて延設されることによって構成される。また、第３モール部３４は、カウルルーバ１
８の断面Ｕ字形状の後端部１８Ａに嵌合されるように、縦断面が矩形状に形成されている
。更に、第３モール部３４の上面３４Ａは、ガラス板２２の車外側面２２Ａの延長面２２
Ｂに対して下方に位置されている。
【００４１】
　図１から図３に示すカウルルーバ１８は、例えばポリプロピレン製の射出成形品からな
る板材部材である。図３の如く、カウルルーバ１８の後端部１８Ａは、挟持縁部３６と挟
持片３８とによって構成され、縦断面がＵ字状の形状をなしている。挟持縁部３６と挟持
片３８との間の隙間に第３モール部３４を嵌入させることにより、カウルルーバ１８の後
端部１８Ａが第３モール部３４に連接される。また、カウルルーバ１８の後端部１８Ａが
第３モール部３４に連接されると、挟持縁部３６の上面３６Ａがガラス板２２の車外側面
２２Ａとほぼ同一面上に配置される。
【００４２】
　次に、上記の如く構成された第１実施形態のモール付きウインドシールド１０およびカ
ウルルーバ１８とモール付きウインドシールド１０との連接構造の利点について説明する
。
【００４３】
　〔異音、ガラス割れについて〕
　第１実施形態の連接構造では、ウインドシールド１２の下縁部１２Ａにカウルルーバ１
８の後端部１８Ａがモール１４を介して連接される。すなわち、ウインドシールド１２の
下縁部１２Ａにカウルルーバ１８の後端部１８Ａが直接連接されておらず、軟質の第３モ
ール部３４にカウルルーバ１８の後端部１８Ａが連接されている。
【００４４】
　これにより、第３モール部３４とカウルルーバ１８の後端部１８Ａとの間に異物が侵入
した場合でも、第３モール部３４が異物を包み込むように弾性変形することで第３モール
部３４が緩衝材として機能する。よって、第１実施形態の連接構造によれば、異物侵入に
起因する車両走行時の異音を低減することができるので、特許文献１が有する異音の問題
を解消することができる。さらに、異物が侵入した場合でも、異物がカウルルーバ１８の
後端部１８Ａとガラスとの間に介在することはないため、異物に起因するガラス表面への
傷が発生せず、ガラスが割れるという問題を解消することができる。
【００４５】
　〔連接作業性について〕
　モール付きウインドシールド１０にカウルルーバ１８を連接する作業は、図２（Ａ）の
如く、カウルルーバ１８の後端部１８Ａを、モール１４の第３モール部３４に接近させた
後、カウルルーバ１８の挟持縁部３６と挟持片３８との間で第３モール部３４を挟持する
ようにカウルルーバ１８を上方向（Ｕ方向）に押し上げる。これにより、図３の如く、挟
持縁部３６と挟持片３８との間の隙間に第３モール部３４が嵌入されて、カウルルーバ１
８がモール付きウインドシールド１０に連接される。
【００４６】
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　すなわち、第１実施形態の連接構造によれば、モール付きウインドシールド１０に対し
、カウルルーバ１８を上方向に押し上げるだけでカウルルーバ１８をモール付きウインド
シールド１０に連接することができるので、特許文献２が有する連接作業性の問題を解消
することができる。
【００４７】
　〔ワイパー停止位置の問題〕
　カウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造２０は、カウルルーバ１８の
上面である挟持縁部３６の上面３６Ａが、ウインドシールド１２のガラス板２２の車外側
面２２Ａと同一面上に配置されている。これにより、ワイパーの停止位置をよりウインド
シールド１２の下端縁部側に設定することができる。よって、第１実施形態の連接構造２
０によれば、特許文献１が有するワイパー停止位置の問題を解消することができる。
【００４８】
　〔モールとカウルルーバの製造精度の問題〕
　カウルルーバ１８の後端部１８Ａが嵌合する第３モール部３４は、縦断面が矩形状であ
り、また、カウルルーバ１８の後端部１８Ａの縦断面はＵ字形状である。すなわち、第３
モール部３４および後端部１８Ａの形状は、特許文献２と比較して単純な形状である。
【００４９】
　特許文献２は、カウルルーバの突起部とモールの係合凹部が非常に複雑な形状であるが
故に、突起部と係合凹部を精度よく製造することが困難である。これにより、特許文献２
は、突起部と係合凹部の製造精度に影響されてカウルルーバをモールに精度よく連接する
ことが困難な場合が多い。
【００５０】
　これに対して、第１実施形態の連接構造では、縦断面が矩形状の第３モール部３４に、
縦断面がＵ字状の後端部１８Ａを嵌合させるだけでよいので、モール１４に対するカウル
ルーバ１８の連接位置を容易に微調整することができる。これにより、第３モール部３４
および後端部１８Ａの製造精度に影響されることなく、カウルルーバ１８をモール１４に
精度よく連接することができる。よって、第１実施形態のカウルルーバとモール付きウイ
ンドシールドとの連接構造２０によれば、特許文献２の有するモールとカウルルーバの製
造精度の問題を解消することができる。
【００５１】
　以上の如く、第１実施形態のモール付きウインドシールド１０によれば、異物に起因す
る異音、ガラス割れの問題と、カウルルーバ１８をウインドシールド１２側に連接する連
接作業性の問題とを同時に解消することができる。
【００５２】
　また、第１実施形態の連接構造によれば、上記問題の他、ワイパー停止位置の問題と、
モール１４とカウルルーバ１８の製造精度の問題とを同時に解消することができる。
【００５３】
　図４に示す第２実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造４
０を説明するに当たり、図２～図３におけるものと同一若しくは類似の部材については同
一の符号を付して説明は省略する。
【００５４】
　図４の連接構造４０と図２および図３の連接構造２０とは、カウルルーバ１８の後端部
１８Ａの構成が相違し、他の構成は同一である。
【００５５】
　図４のカウルルーバ１８の後端部１８Ａは、挟持縁部３６と、カウルルーバ１８の下面
１８Ｂに形成された複数のＬ字状の挟持片４２とから構成されている。挟持片４２は、カ
ウルルーバ１８の後端部１８Ａに沿って一定間隔で形成されている。これにより、各挟持
片４２が存在する後端部１８Ａは、各挟持片４２と挟持縁部３６とによって縦断面がＵ字
状の形状をなしている。
【００５６】



(10) JP WO2018/198959 A1 2018.11.1

10

20

30

40

50

　このような挟持片４２を有するカウルルーバ１８であっても、図２～図３に示したカウ
ルルーバ１８と同様に、モール付きウインドシールド１０に対し、カウルルーバ１８を上
方向に押し上げるだけでカウルルーバ１８をモール付きウインドシールド１０に連接する
ことができる。よって、第２実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの
連接構造４０の連接構造によれば、特許文献２が有する連接作業性の問題を解消すること
ができる。
【００５７】
　図５に示す第３実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造５
０を説明するに当たり、図２から図４におけるものと同一若しくは類似の部材については
同一の符号を付して説明は省略する。
【００５８】
　図５の連接構造５０と図２から図４連接構造２０、４０とは、モール１４の第３モール
部３４の構成が相違し、他の構成は同一である。
【００５９】
　連接構造５０の第３モール部３４は、第１スペーサ５２を備えている。第１スペーサ５
２は、第３モール部３４の上面３４Ａから、ウインドシールド１２の下縁部１２Ａの端面
１２Ｂに沿うように配置され、かつ車外側へ突出した凸状のスペーサである。この第１ス
ペーサ５２は、カウルルーバ１８の後端部１８Ａの端面１８Ｃとウインドシールド１２の
下縁部１２Ａの端面１２Ｂとの間に介在される。第１スペーサ５２は、モール１４よりも
軟質な材質であり、上面５２Ａがガラス板２２の車外側面２２Ａと同一面上に形成されて
いる。また、第１スペーサ５２は二色成型により第３モール部３４と一体に形成されても
よいが、公知のその他の方法で形成されてもよい。また、第１スペーサ５２を第３モール
部３４の上面３４Ａに接着剤等で接着させてもよい。第１スペーサ５２の材質として、例
えば硬度が６０度以上７０度以下の軟質のＴＰＥが挙げられる。
【００６０】
　軟質の第１スペーサ５２を第３モール部３４に備えることにより、ウインドシールド１
２の端面１２Ｂとカウルルーバ１８の端面１８Ｃとの間の隙間を第１スペーサ５２によっ
て封止することができる。これにより、雨水等の液体がウインドシールド１２の端面１２
Ｂに付着することを防止することができるので、液体から中間膜２６を保護することがで
きる。
【００６１】
　図６に示す第４実施形態は、モール１４にカウルルーバ１８を連接する直前状態が示さ
れている。図６のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造６０を説明す
るに当たり、図５で示した連接構造５０と同一若しくは類似の部材については同一の符号
を付して説明は省略する。
【００６２】
　図６の連接構造５０と図５の連接構造５０とは、第３モール部３４の下部の端面の形状
が相違し、他の構成は同一である。すなわち、第３モール部３４は、下部の車内側面の端
面３４Ｂの形状が、図６の縦断面において曲面形状に形成されている。
【００６３】
　カウルルーバ１８を第３モール部３４に連接する際に、挟持片３８、４２の上面３８Ａ
、４２Ａを第３モール部３４の端面３４Ｂに当接させ、カウルルーバ１８を上方向に押し
上げると、カウルルーバ１８は、曲面形状の端面３４Ｂにガイドされて円滑に上方向に押
し上げられる。これにより、第４実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールド
との連接構造６０の連接構造によれば、カウルルーバ１８をモール１４に円滑に連接する
ことができる。なお、図６では、第３モール部３４の下部の車内側面の端面３４Ｂを曲面
形状としたが、これに限定されるものではなく、第３モール部３４の下部の端面全体を曲
面形状としてもよい。
【００６４】
　図７に示す第５実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造７
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０を説明するに当たり、図６で示した連接構造６０と同一若しくは類似の部材については
同一の符号を付して説明は省略する。
【００６５】
　図７の連接構造７０と図６の連接構造６０とは、モール１４の第１モール部３０の構成
が相違し、他の構成は同一である。
【００６６】
　カウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造７０の第１モール部３０は、
第２スペーサ７２を備えている。第２スペーサ７２は、第１モール部３０の下面３０Ｂか
ら下方に向けて備えられ、車体７４に当接されることにより、車体７４とカウルルーバと
モール付きウインドシールドとの連接構造７０との間隔を保持する機能を有する。
【００６７】
　また、第２スペーサ７２は、モール１４よりも軟質な材質であり、二色成型により第１
モール部３０と一体に形成されてもよいが、公知のその他の方法で形成されてもよい。ま
た、第２スペーサ７２を第１モール部３０の下面３０Ｂに接着剤等で接着させてもよい。
第２スペーサ７２の材質として、例えば硬度が６０度以上７０度以下の軟質のＴＰＥが挙
げられる。これにより、第４実施形態の連接構造７０によれば、適度な柔軟性を有する第
２スペーサ７２を介して車体７４に支持され、車体７４からカウルルーバとモール付きウ
インドシールドとの連接構造７０に伝達する振動を第２スペーサ７２によって適度に吸収
することができる。
【００６８】
　図８に示す第６実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造８
０を説明するに当たり、図７で示した連接構造７０と同一若しくは類似の部材については
同一の符号を付して説明は省略する。
【００６９】
　図８の連接構造８０と図７の連接構造７０とは、モール１４の第３モール部３４の構成
とカウルルーバ１８の後端部１８Ａの構成が相違し、他の構成は同一である。
【００７０】
　連接構造８０の第３モール部３４は、上面３４Ａおよび下面３４Ｃに被係合部である凹
部８２、８４が形成されている。また、カウルルーバ１８の後端部１８Ａには、凹部８２
に係合される係合部である凸部８６が挟持縁部３６に形成され、凹部８４に係合される係
合部である凸部８８が挟持片３８、４２６に形成されている。これにより、モール１４に
対するカウルルーバ１８の係合力を高めることができる。
【００７１】
　なお、図８の例では、第３モール部３４に二つの凹部８２、８４を形成したが、凹部８
２又は凹部８４の一方を備えていればよい。同様に後端部１８Ａに備えられる凸部８６、
８８も凸部８６又は凸部８８の一方を備えていればよい。
【００７２】
　本実施形態の連接構造において、第３モール部３４に対するカウルルーバ１８の後端部
１８Ａの差し込み量にウインドシールド１２の左右で差が生じないよう、第３モール部３
４とカウルルーバ１８の後端部１８Ａとの位置関係を一定とする構造を備えることが好ま
しい。
【００７３】
　図９に示す第７実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造９
０は、図５に示した連接構造５０に対し、第３モール部３４に、カウルルーバ１８の挟持
片３８の前端面３８Ｂに係合する爪３４Ｄを延設している。この爪３４Ｄは第３モール部
３４の長手方向の全域に形成してよく、間欠的に形成してもよい。爪３４Ｄを挟持片３８
の前端面３８Ｂに係合させることにより、第３モール部３４とカウルルーバ１８の後端部
１８Ａとの位置関係をより一定にすることができる。
【００７４】
　また、このような位置関係を一定する連接構造として、図１０に示す第８実施形態のカ
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に、挟持片３８の下面３８Ｃを包囲する延設部３４Ｅを形成し、かつ、延設部３４Ｅに貫
通孔３４Ｆを形成し、そして、挟持片３８の下面３８Ｃに、貫通孔３４Ｆに係合する凸部
３８Ｄを形成してもよい。貫通孔３４Ｆに凸部３８Ｄを係合させることにより、第３モー
ル部３４とカウルルーバ１８の後端部１８Ａとの位置関係をより一定にすることができる
。
【００７５】
　また、図１１に示す第９実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連
接構造１１０の如く、第３モール部３４に爪３４Ｇを形成し、そして、挟持片３８の基部
３８Ｅに、爪３４Ｇが貫通する貫通孔３８Ｆを形成してもよい。貫通孔３８Ｆに爪３４Ｇ
を貫通させて、爪３４Ｇを挟持片３８の前端面３８Ｂに係合させることにより、第３モー
ル部３４とカウルルーバ１８の後端部１８Ａとの位置関係をより一定にすることができる
。爪部３４Ｇは、第３モール部３４の長手方向のうち少なくとも両側に形成され、貫通孔
３８Ｆも同様に、カウルルーバ１８の長手方向のうち少なくとも両側に形成されている。
　なお、２０１７年４月２８日に出願された日本特許出願２０１７－９０２０１号の明細
書、特許請求の範囲、要約書および図面の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示
として、取り入れるものである。
【符号の説明】
【００７６】
　１０…モール付きウインドシールド、１２…ウインドシールド、１２Ａ…下縁部、１４
…モール、１５…芯金、１６…両面接着テープ、１８…カウルルーバ、１８Ａ…後端部、
２０…第１実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造、２２…
ガラス板、２４…ガラス板、２６…中間膜、３０…第１モール部、３２…第２モール部、
３４…第３モール部、３４Ａ…上面、３４Ｂ…下縁部、３４Ｃ…下面、３４Ｄ…爪、３４
Ｅ…延設部、３４Ｆ…貫通孔、３４Ｇ…爪、３６…挟持縁部、３８…挟持片、３８Ａ…上
面、３８Ｂ…前端面、３８Ｃ…下面、３８Ｅ…基部、３８Ｆ…貫通孔、４０…第２実施形
態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造、４２…挟持片、上面…４
２Ａ、５０…第３実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造、
５２…第１スペーサ、６０…第４実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールド
との連接構造、７０…第５実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連
接構造、７２…第２スペーサ、７４…車体、８０…第６実施形態のカウルルーバとモール
付きウインドシールドとの連接構造、８２…凹部、８４…凹部、８６…凸部、８８…凸部
、９０…第７実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造、１０
０…第８実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造、１１０…
第９実施形態のカウルルーバとモール付きウインドシールドとの連接構造
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