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(57)【要約】
　本発明は、電気接続部（１）を対応要素（５０）とと
もに形成するための接触要素（１０；１０ａ）であって
、前記接触要素（１０；１０ａ）は、少なくとも１つの
接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３
；２３ａ）をそれぞれ有する少なくとも２つのセクショ
ン（１２；１２ａ、１３；１３ａ）を有し、前記セクシ
ョン（１２；１２ａ、１３；３ａ）は、前記対応要素（
５０）に弾性プレストレス下において当接するように構
成され、前記少なくとも２つの接触領域（２１；２１ａ
、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）は、互いに対
して垂直に配設される２つの軸（Ｘ、Ｙ）により画成さ
れる前記接触要素（１０；１０ａ）の長手方向平面（２
５）に対して、前記セクション（１２；１２ａ、１３；
１３ａ）の相互に対面する側に配設される。本発明によ
れば、前記対応要素（５０）に弾性プレストレス下にお
いて当接するように構成される少なくとも１つの第３接
触領域（２３；２３ａ）が設けられ、前記少なくとも１
つの第３接触領域（２３；２３ａ）は、前記接触要素（
１０；１０ａ）の前記長手方向平面（２５）の軸（Ｙ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気接続部（１）を対応要素（５０）とともに形成するための接触要素（１０；１０ａ
）であって、
　前記接触要素（１０；１０ａ）は、少なくとも２つのセクション（１２；１２ａ、１３
；１３ａ）、及び各セクション（１２；１２ａ、１３；１３ａ）における少なくとも１つ
の接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）を有し、
　前記セクション（１２；１２ａ、１３；１３ａ）は、導電性の前記対応要素（５０）に
弾性プレストレス下において当接するように構成され、
　前記少なくとも２つの接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ
）は、前記接触要素（１０；１０ａ）において直角に配設される２つの軸（Ｘ、Ｙ）によ
り画成される長手方向平面（２５）に対して相互に対面する側に配設される、
　接触要素（１０ａ、１０ｂ）において、
　前記対応要素（５０）に弾性プレストレス下において当接するように構成される少なく
とも１つの第３接触領域（２３；２３ａ）が設けられ、
　前記少なくとも１つの第３接触領域（２３；２３ａ）は、前記接触要素（１０；１０ａ
）の前記長手方向平面（２５）の軸（Ｙ）に関して、他の接触領域（２１；２１ａ、２２
；２２ａ、２２ｂ）のうちの少なくとも対向する１つと異なる位置に配設される、
　ことを特徴とする接触要素。
【請求項２】
　前記接触要素（１０；１０ａ）は、打抜／曲げ部品として構成され、
　前記セクション（１２；１２ａ、１３；１３ａ）は舌状に構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の接触要素。
【請求項３】
　前記セクション（１２；１２ａ、１３；１３ａ）は、前記接触領域（２１；２１ａ、２
２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）の領域において曲げた態様で構成される、
　ことを特徴とする請求項２に記載の接触要素。
【請求項４】
　前記接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）は、直線状に構
成され、前記接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）は、前記
長手方向平面（２５）の軸（Ｙ）に対して垂直に延在する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の接触要素。
【請求項５】
　すべての接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）は、前記長
手方向平面（２５）の前記軸（Ｙ）において異なる位置に配設される、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の一項に記載の接触要素。
【請求項６】
　前記セクション（１２；１２ａ、１３；１３ａ）は、長手方向スロット（１６、１７、
２８）を有し、
　１つの接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ；２３；２３ａ）は、前記長手
方向スロット（１６、１７、２８）の両側にそれぞれ構成される、
　ことを特徴とする請求項２乃至５の一項に記載の接触要素。
【請求項７】
　接触領域（２３ａ）が、前記長手方向スロット（２８）と同一平面上に配設される、
　ことを特徴とする請求項６に記載の接触要素。
【請求項８】
　前記長手方向スロット（１７）は、一側において開放した長手方向スロット（１７）と
して構成される、
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の接触要素。
【請求項９】
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　前記長手方向スロット（１６、２８）は、閉鎖した輪郭を有する、
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の接触要素。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の一項に記載のように構成される接触要素（１０；１０ａ）と対応要素
（５０）との間の電気接続部（１）であって、
　前記対応要素（５０）は、プレート又はピン形状の態様において構成される、
　電気接続部（１）。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電気接続部（１）を備えるワイパーモータ。
【請求項１２】
　前記電気接続部（１）は、前記ワイパーモータの電気接続ケーブルとプレート形状回路
基板との間に形成される、
ことを特徴とする請求項１１に記載のワイパーモータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプリアンブルに記載の、電気接続部を対応要素とともに作製する
ための接触要素に関する。更に、本発明は、本発明による接触要素を使用する電気接続部
、並びに電気接続部を有する風防ワイパーモータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　請求項１のプリアンブルによる、電気接続部を対応要素とともに作製するための接触要
素が、ＵＳ６，５４８，９３４Ｂ１から公知である。公知の接触要素は、電気モータのコ
ミュテータの炭素要素と、例えば回路基板の一部であるプレート又はストリップ形状の対
応要素との間で電気接続部を作製する。このために、公知の接触要素は、単独部品を形成
するように曲げ加工により互いに接合された２つの舌形状セクションを有し、プレストレ
ス下で対応要素の両側に当接する相互に対面する側にライン形状接触領域を形成する。こ
のために、対応要素は２つのセクションの間に形成されたスロットに押し込まれ、これら
２つのセクションは互いから離間するように曲げ加工され、これによりプレストレス下で
対応要素に当接するものとされる。
【０００３】
　公知の接触要素において、最小の電気接点抵抗を実現するように、２つの接触領域がそ
の全面によって対応要素に当接すべきことが重要である。例えば、部品の位置がそれらの
名目配置状態から逸脱していることを原因としてこれらの要素が互いに対して回転又は傾
斜している場合、接触要素と対応要素との当接接触がずれたり変化したりすることになる
。更には、接触要素の２つの接触表面のうちの一方しか対応要素に当接接触していないと
いう結果になり得る。これにより、電気接触部の信頼性が減少し、部品間の電気接点抵抗
が増大する。
【発明の概要】
【０００４】
　上述の従来技術にから出発して本発明が解決を提案する問題は、請求項１のプリアンブ
ルに記載の、電気接続部を対応要素とともに作製するための接触要素を、接触要素と対応
要素との実際配置状態が名目配置状態から逸脱している場合であっても、接触要素を使用
することで作製される電気接続部の良好な信頼性を実現するよう改良することである。
【０００５】
　この問題は、本発明による請求項１の特徴を有する接触要素において解決される。
【０００６】
　本発明は、接触要素において少なくとも１つの第３接触領域を形成することによる給電
の更なる可能性を作り出し、これにより、接触要素と対応要素との配置状態が準最適なも
のであっても、接触要素と対応要素との間に給電のための十分に大きい接合面が常に存在
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することを可能とする、という概念に基づく。具体的には、少なくとも第３接触領域が、
接触要素の２つのセクションの間に形成される長手方向平面の軸のうちの一方に関して、
少なくとも他の接触領域のうちの一方に対して別の位置に配設されるという、本発明によ
る少なくとも１つの第３接触領域の配設により、上述の対応要素の接触要素に対する歪み
や傾斜がある場合であっても、少なくとも２つの接触領域が、対応要素の対向する側で常
に当接することが保証され、給電に利用され得る。
【０００７】
　本発明による、電気接続部を対応要素とともに作製するための接触要素の有利な変形例
が従属請求項に示される。請求項、明細書、及び／又は図面に開示される少なくとも２つ
の特徴の組合せはすべて本発明の範囲に含まれる。
【０００８】
　接触要素と対応要素との間に歪みや傾斜があっても、接触領域の対応要素に対する当接
を可能とするために、接触要素のセクションを、接触領域のエリアにおいて湾曲させるも
のとする。このような態様において、接触領域と対応要素との間の当接エリアは、部品が
互いに対して歪んでいるか傾斜している状態でも、対応要素に対面する接触要素の側面に
沿って存在する。
【０００９】
　対応要素と接触要素との特に安全で確実な接触は、接触要素の全ての接触領域が、接触
要素の２つのセクションの間に画成される長手方向平面における１つの軸に関して異なる
位置に配設される場合に可能とされる。
【００１０】
　対応要素に当接する接触要素のセクションのばね張力又は当接力を容易に調整し、更に
は接触要素の任意の構造サイズに対して異なって配置される複数の接触領域を形成するた
めに、好適には、接触要素の接触領域を作成するためのセクションが長手方向スロットを
有し、接触領域が接触要素に長手方向スロットの両側において形成されるものとする。特
に一端部において開放している長手方向スロットに関して、このような長手方向スロット
により、非常に単純な態様で、スロットの両側において異なる場所に配設される２つの接
触領域を配設又は形成することが可能となる。
【００１１】
　また、本発明は、上述の接触要素と対応要素との間の電気接続部であって、対応要素は
、矩形断面を有するプレート又はピンとして形成される電気接続部に関する。具体的には
、このような電気接続部は、風防ガラスワイパーモータにおいて、好適には、風防ガラス
ワイパーモータの電気接続ワイヤとプレート形状回路基板との間で実現される。
【００１２】
　本発明の更なる利点、特徴及び詳細は、好適な例示的実施形態についての以下の説明、
及び添付図面から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来技術による、接触要素と対応要素との間の電気接続部の斜視図であり、接触
要素及び対応要素が互いに対して実際配置状態に位置しており、当該配置状態は旋回した
ことで名目配置状態から逸脱している図。
【図２】図１の電気接触部の側面図。
【図３】本発明による第１接触要素を使用する電気接続部の斜視図。
【図４】図２に関して改良された接触要素を使用する電気接続部の斜視図。
【図５】図４の電気接続部の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図面において、同一の要素又は一致する機能を有する要素には、同一の参照符号が付さ
れる。
【００１５】
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　図１及び２は、従来技術による、接触要素２と、少なくとも接触要素２のエリアにおい
て矩形の断面を有するピン形状の対応要素５０との間の電気接続部１を示す。打抜／曲げ
部品として形成された接触要素２は、例えば、図示しない電気モータに対する電気接続部
として機能する接続セクション３を有する。対応要素５０は、例えば、回路基板等の一部
である。
【００１６】
　端領域は、接続セクション３から直角に曲げられ、おおよそ互いに対して平行に配設さ
れる２つのセクション５、６を有する。一方のセクション５において、例えば長手方向ス
ロット７が形成されている。２つのセクション５、６は、弾性プレストレス下において接
触要素５０に当接する２つのセクション５、６の曲げ領域のエリアにおいて相互に対面す
る側に、ライン形状の接触領域８、９を形成している。弾性プレストレスは、対応要素５
０が２つのセクション５、６の間で押し付けられることにより生成される。
【００１７】
　図２から特に明らかなように、対応要素５０は、理想（名目）位置に比較して、例えば
製造部品の公差又は不正確な組付を理由として旋回した実際位置を、２つのセクション５
、６に対して有する。理想位置は、対応要素５０’の破線により示されている。対応要素
５０の名目位置又は名目配置からのこのような逸脱により、接触要素２の２つの接触領域
８、９が、対応要素５０が長手方向平面４に対して整列した、又はこれに平行な状態にお
いて、２つのセクション５、６の間で延在する長手方向平面４のＹ軸に関して異なる位置
に位置することとなる。したがって、長手方向スロット７によって離間した２つの接触領
域８は、図２の平面において接触領域９の上方に位置している。
【００１８】
　名目位置（対応要素５０’）に対する対応要素５０の角度により、対応要素５０と各接
触領域８、９との間で遠ざかるような態様において相対的な移動が同時に生じるため、対
応要素５０の旋回角度又は傾斜角度によっては、対応要素５０’の名目位置に比較して、
２つの接触領域８、９のうちの一方において電気的接続部が減少する、又は喪失する可能
性がある。
【００１９】
　図３は、本発明による第１接触要素１０を示す。接触要素１０も、板金ストリップ又は
板金部品から打抜／曲げ部品として形成され、接続セクション１１を有する。接続セクシ
ョン１１から、２つのセクション１２、１３が出現し、これらは、円弧形状接続セクショ
ン１４によって一部品として一体化されている。接続セクション１４から離間する側にお
いて、２つのセクション１２、１３の間の対応要素５０用の挿入スロット１５が形成され
ている。一方のセクション１２は、閉鎖した輪郭を有する凹形状の第１長手方向スロット
１６を有する一方、他方のセクション１３において、第２長手方向スロット１７が形成さ
れている。第２長手方向スロット１７は、接続セクション１４から離間するセクション１
３の側面から出現し、ほぼ接続セクション１４まで延びる。
【００２０】
　第２長手方向スロット１７は、セクション１３を２つの部分領域１８、１９に分割する
。２つの部分領域１８、１９は、第２長手方向スロット１７の方向から見て、異なる軸方
向長さを有する。セクション１２と同様に、部分領域１８、１９のそれぞれは、舌形状で
あり、湾曲した形状を有する。具体的には、第１長手方向軸１６の各側のセクション１２
は、第１ライン形状接触領域２１を形成するのに対し、セクション１３の部分領域１９は
、第２ライン形状接触領域２２を形成し、セクション１３の部分領域１８は第３ライン形
状接触領域２３を形成する。接触領域２１乃至２３のエリアにおいて、セクション１２、
１３及び接触領域２１乃至２３は、それぞれ好適には同一の態様で湾曲している。
【００２１】
　２つのセクション１２、１３の間において、対応要素５０は、２つのセクション１２、
１３によるばね張力の下で受容される。特に、図３から、２つのセクション１２、１３の
２つの接触領域２１、２２が、セクション１２、１３の間においてＸ軸及びＹ軸により画
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成される長手方向平面２５において延びるＹ軸に関して同一のＹ位置に配置されることが
明らかである。これに対し、セクション１３の接触領域２３は、Ｙ軸に関して、すなわち
、接続セクション１４から離間する方向において、２つの接触領域２１、２２の上方に位
置する。更に、接触領域２１乃至２３は、Ｙ軸に対して垂直に、すなわち、長手方向平面
２５のＸ軸方向に延びる。
【００２２】
　図４及び５は、第２接触要素１０ａを示す。第２接触要素１０ａは、セクション１３ａ
が開口形状において形成された第２長手方向スロット２８を有する、又は閉鎖した輪郭を
有する点において、第１接触要素１０と異なる。長手方向スロット２８によって中央に残
された材料は、セクション１３ａの２つの第２接触領域２２ａ、２２ｂの間に配置された
第３接触領域２３ａを形成する。２つの接触領域２２ａ、２２ｂは、Ｙ軸に関して同一の
位置に配置されるのに対し、第３接触領域２３ａは、それに比較して接続セクション１４
ａの方向に位置する。
【００２３】
　図５から、セクション１２ａの接触領域２１ａがＹ軸に関して２つの第２接触領域２２
ａ、２２ｂより幾分上方に配置されるように、セクション１２ａが配設乃至形成されるの
に対し、セクション１３ａの第３接触領域２３ａは２つの第２接触領域２２ａ、２２ｂ及
び第１接触領域２１ａの下方に配設されることが理解される。したがって、３つの接触領
域２１ａ、２２ａ（２２ｂ）及び２３ａは、長手方向平面２５のＹ軸に関して、３つの異
なる位置に配置される。
【００２４】
　上述の接触要素１０、１０ａは、本発明の概念から逸脱することなく多くの態様におい
て変更され得る。
【符号の説明】
【００２５】
１　電気接続部
２　接触要素
３　接続セクション
４　長手方向平面
５　セクション
６　セクション
７　長手方向スロット
８　接触領域
９　接触領域
１０／a　接触要素
１１　接続セクション
１２／a　セクション
１３／a　セクション
１４　接続セクション
１５　挿入スロット
１６　第１長手方向スロット
１７　第２長手方向スロット
１８　部分領域
１９　部分領域
２１／a　第１接触領域
２２／a／ｂ　第２接触領域
２３a　第３接触領域
２５　長手方向平面
２８　長手方向スロット
５０　対応要素



(7) JP 2019-515458 A 2019.6.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 2019-515458 A 2019.6.6

【図５】



(9) JP 2019-515458 A 2019.6.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(10) JP 2019-515458 A 2019.6.6

10

20

30

40



(11) JP 2019-515458 A 2019.6.6

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY
,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,
TR,TT,TZ

(74)代理人  100127465
            弁理士　堀田　幸裕
(74)代理人  100164688
            弁理士　金川　良樹
(72)発明者  ミヒャエル、ショイブレ
            ドイツ連邦共和国ビーティッヒハイム－ビッシンゲン、ヴァレオシュトラーセ、１、ヴァレオ、ヴ
            ィシャーズュステーメ、ゲーエムベーハー
(72)発明者  ハラルド、カピッツァ
            ドイツ連邦共和国ビーティッヒハイム－ビッシンゲン、ヴァレオシュトラーセ、１、ヴァレオ、ヴ
            ィシャーズュステーメ、ゲーエムベーハー
(72)発明者  カール－ハインツ、シュッサー
            ドイツ連邦共和国ビーティッヒハイム－ビッシンゲン、ヴァレオシュトラーセ、１、ヴァレオ、ヴ
            ィシャーズュステーメ、ゲーエムベーハー
(72)発明者  ジークフリート、シュテファニ
            ドイツ連邦共和国ビーティッヒハイム－ビッシンゲン、ヴァレオシュトラーセ、１、ヴァレオ、ヴ
            ィシャーズュステーメ、ゲーエムベーハー
(72)発明者  マルクス、シュトゥッペ
            ドイツ連邦共和国ビーティッヒハイム－ビッシンゲン、ヴァレオシュトラーセ、１、ヴァレオ、ヴ
            ィシャーズュステーメ、ゲーエムベーハー

【要約の続き】
に関して、他の接触領域（２１；２１ａ、２２；２２ａ、２２ｂ）のうちの少なくとも１つに対して異なる位置に配
設される。
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