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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一平面において互いに平行に延びている２つのばねレール（５２，６６）を有する、車
両ウインドウ（２２）に対して凹状に予め湾曲している、縦長のばね弾性的な支持エレメ
ント（３６）と、ワイパ条片（２４）とを備えており、該ワイパ条片（２４）の頭部条片
（３０）のウェブ（３４）が前記支持エレメント（３６）によって前記ばねレール（５２
，６６）の間に収容されており、前記ばねレール（５２，６６）は前記ウェブ（３４）の
両側面における長手方向溝（３２）内に挿入されており、前記ワイパ条片（２４）は少な
くとも一方の端部の近くにおいて、長手方向（２０）において前記支持エレメント（３６
）に対して相対的に固定されている、ワイパブレード（１２）において、
　前記ばねレール（５２，６６）は、該ばねレール（５２，６６）の端部領域における互
いに向かい合っている長手方向側面に、刃部（６２，７６）を備えたラグ（６０，７４）
を有しており、該ラグ（６０，７４）は組み付けられた状態において前記長手方向溝（３
２）の隣接する壁に食い込んでおり、
　前記ラグ（６０，７４）は、前記ばねレール（５２，６６）の一端近傍にのみ設けられ
ていることを特徴とする、ワイパブレード。
【請求項２】
　前記ばねレール（５２）は該ばねレール（５２）の端部領域における前記長手方向側面
に切欠き（５６）を有しており、該切欠き（５６）は組み付けられた状態において互いに
相対しており、前記切欠き（５６）から、前記長手方向（２０）に対して外方に向けて傾
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斜する分岐部（５８）が延びており、前記切欠き（５６）の分岐部（５８）は、前記ばね
レール（５２）の内方に位置する長手方向側面と共に前記ラグ（６０）を形成し、該ラグ
（６０）の、前記切欠き（５６）を向いている端面には夫々、刃部（６２）が成形されて
おり、該刃部（６２）は組み付けられた状態において、前記ワイパ条片（２４）の長手方
向溝（３２）の間においてウェブ（３４）に押し込まれることを特徴とする、請求項１記
載のワイパブレード。
【請求項３】
　前記ばねレール（６６）は該ばねレール（６６）の端部領域における前記長手方向側面
に切欠き（７０）を有しており、該切欠き（７０）は組み付けられた状態において互いに
相対しており、少なくとも前記切欠き（７０）の一方に、ラグ（７４）を形成する切込み
（７２）を有しており、前記ラグ（７４）は、ばねレール（６６）の一方の広幅側に向か
って上方に曲げられていて、突出している縁辺部に刃部（７６）を有しており、該刃部（
７６）よって前記ラグ（７４）は組み付けられた状態において前記長手方向溝（３２）の
側面に係止されることを特徴とする、請求項１記載のワイパブレード。
【請求項４】
　前記ラグ（６０）の刃部（６２）が前記ウェブ（３４）内に進入するか若しくは前記ラ
グ（７４）が前記長手方向溝（３２）の側面に係止されるまで、端部キャップ（４４）が
ばねレール（５２，６６）を前記長手方向溝（３２）内に押し込むことを特徴とする、請
求項１から３までのいずれか一項記載のワイパブレード。
【請求項５】
　接合部材（７８）が側方の案内成形部（８０）によって前記ばねレール（５２，６６）
上を案内されていてかつ前記ばねレール（５２，６６）を保持し、前記案内成形部（８０
）に設けられているばね舌片（９４）が前記ばねレール（５２，６６）に組み付けられた
状態において、前記ばねレール（５２，６６）の切欠き（５４，６８）に係入することを
特徴とする、請求項１記載のワイパブレード。
【請求項６】
　前記ばね舌片（９４）は前記案内成形部（８０）における開口（９２）の領域における
切出しにより、前記案内成形部（８０）の一方の脚部（９８，１００）に形成されており
、前記ばね舌片（９４）は夫々相対する前記脚部（９８，１００）の一方に達することを
特徴とする、請求項５記載のワイパブレード。
【請求項７】
　前記脚部（９８，１００）の一方における前記案内成形部（８０）の外側の端部に、組
み付けられた状態において前記ばねレール（５２，６８）の端面に当接しているフック（
９６）が一体成形されていることを特徴とする、請求項６記載のワイパブレード。
【請求項８】
　前記案内成形部（８０）は、ワイパ条片（２４）の頭部条片（３０）のための長手方向
通路（８４）を有するカバー壁（８２）により互いに接合されており、前記カバー壁（８
２）に窓（８６）が設けられており、該窓（８６）内にラグ（８８）が突入しており、該
ラグ（８８）は、自由端部に設けられている爪（９０）によって頭部条片（３０）に組み
付けられた状態において頭部条片（３０）に進入することを特徴とする、請求項５から７
までのいずれか一項記載のワイパブレード。
【請求項９】
　前記案内成形部（８０）の脚部（９８，１００）は、前記ばねレール（５２）寄りの端
部において外方に折り曲げられていることを特徴とする、請求項５から８までのいずれか
一項記載のワイパブレード。
【請求項１０】
　接合部材（１０２）が側方の案内成形部（１０４）によって前記ばねレール（５２，６
６）上を案内されていて、かつ該ばねレール（５２，６６）を保持しており、組み付けら
れた状態において、前記案内成形部（１０４）に設けられているセンタリングブロック（
１０６）が前記ばねレール（５２，６６）の外側の長手方向側面に設けられている切欠き
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（５４，６８）に係入していることを特徴とする、請求項１記載のワイパブレード。
【請求項１１】
　前記ラグ（６０）の刃部（６２）が前記ウェブ（３４）内に進入するか若しくは前記ラ
グ（７４）が前記長手方向溝（３２）の側面に係止されるまで、端部キャップ（４４）が
ばねレール（５２，６６）を前記長手方向溝（３２）内に押し込み、
　前記案内成形部（１０４）は、前記ワイパ条片（２４）の頭部条片（３０）のための長
手方向通路を有するカバー壁（１０８）により互いに接合されており、該カバー壁（１０
８）に窓（１１０）が設けられており、該窓（１１０）内にばね舌片（１１２）が突入し
ており、該ばね舌片（１１２）は自由端部に楔部分（１１４）を有しており、組み付けら
れた状態において前記端部キャップ（４４）により前記頭部条片（３０）に押し付けられ
ることを特徴とする、請求項１０記載のワイパブレード。
【請求項１２】
　締付け部材（１１６）が前記切欠き（５４，６８）の領域において、該切欠き（５４，
６８）に係止する爪（１２０）を有することにより、前記締付け部材（１１６）は前記ば
ねレール（５２，６６）を保持してまとめることを特徴とする、請求項５または１０記載
のワイパブレード。
【請求項１３】
　前記爪（１２０）は前記長手方向（２０）に方向付けられている突部（１２２）を有し
ており、該突部（１２２）は前記ばねレール（５２，６６）に下方から係合することを特
徴とする、請求項１２記載のワイパブレード。
【請求項１４】
　前記締付け部材（１１６）は前記長手方向（２０）に方向付けられている端面に、組み
付けられた状態において前記頭部条片（３０）の向かい合う側に進入する爪（１１８）を
有することを特徴とする、請求項１２又は１３記載のワイパブレード。
【請求項１５】
　留め具（１２４）が前記ばねレール（５２，６６）の端部を前記切欠き（５４，６８）
の外側において、内方に折り曲げられた前記留め具（１２４）の脚部（１２６）によって
取り囲み、組み付けられた状態において棒状部材（１２８）が前記頭部条片（３０）内に
係入することを特徴とする、請求項５または１０記載のワイパブレード。
【請求項１６】
　前記留め具（１２４）の脚部（１２６）は、前記ばねレール（５２，６６）の貫通部（
１３０）を通って案内されており、前記脚部（１２６）の端部は外方に折り曲げられてい
ることを特徴とする、請求項１５記載のワイパブレード。
【請求項１７】
　締付けクリップ（１３４）の脚部（１３６）が、前記ばねレール（５２，６６）の端部
に設けられている貫通部（１３０）を通じて案内されており、もみの木形の成形部（１３
８）が前記貫通部（１３０）に係止することを特徴とする、請求項１から３までのいずれ
か一項記載のワイパブレード。
【請求項１８】
　前記ばねレール（５２，６６）は薄い材料厚さを備えブリッジ形の接合部材（１４０）
により緊締されており、脚部（１４４）は前記ばねレール（５２，６６）に接着されてい
るか又は溶接されており、前記接合部材（１４０）の中間区分に突部（１４６）が一体成
形されており、該突部（１４６）は組み付けられた状態において前記頭部条片（３０）内
に係合することを特徴とする、請求項１から３までのいずれか一項記載のワイパブレード
。
【請求項１９】
　矢形の接合部材（１４８）が前記頭部条片（３０）の、前記ばねレール（５２，６６）
を越えて突出している部分と前記ばねレール（５２，６６）との間において、前記ウェブ
（３４）に対して横方向に該ウェブ（３４）を貫通して案内されており、かつ、接着又は
溶接により前記ばねレール（５２，６６）に接合されていることを特徴とする、請求項１



(4) JP 5553900 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

から３までのいずれか一項記載のワイパブレード。
【請求項２０】
　前記ラグ（６０，７４）は前記ワイパブレード（１２）の外側の端部（４２）にのみ配
置されていることを特徴とする、請求項１から１９までのいずれか一項記載のワイパブレ
ード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念部に記載のワイパブレードに関する。
【０００２】
　国際特許出願公開第２００８０２０００３号明細書において、２つのばねレール（スプ
リングストリップ）を有する車両ウインドウに対して凹状に予め湾曲している縦長のばね
弾性的な支持エレメントと、この支持エレメントによって交換可能に収容されているワイ
パ条片とを備えたワイパブレードが公知になっている。ワイパ条片は一方の端部において
肉厚部に不動に接合されており、この肉厚部によりワイパ条片は支持エレメントに対して
相対的に固定可能である。この構成は、肉厚部がばねレールの端面に又は２つのばねレー
ルを互いに接合する橋架部に当接可能であることによりもたらされる。この位置において
ワイパ条片は端部キャップにより支持エレメントに対して相対的に固定される。この端部
キャップは肉厚部及び橋架部に被さるようにして係合し、取外し可能な係止手段により肉
厚部及び橋架部を位置に関して固定することができる。ワイパブレードのワイパ条片を取
り外す場合には係止手段を外し、端部キャップの取外し後にワイパ条片を支持エレメント
から引き抜くことができる。
【０００３】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００４０５１４６７号明細書において、ワイパ
ブレードが公知になっている。このワイパブレードの支持エレメントは、互いに平行に延
在する２つのばねレールを有する。これらのばねレールは端部において、橋架部により互
いに接合されている。ワイパ条片を収容するために、ばねレールは長手方向ギャップを形
成するので、ワイパ条片を長手方向において支持エレメントに装着することができる。ワ
イパ条片は端部キャップにより支持エレメントに対して長手方向に相対的に保持されてい
る。端部キャップは、組付けの最後にワイパ条片の頭部条片に押し付けられる棒状部材を
備えたエレメントを有している。組み付けられた状態において棒状部材は、ワイパ条片の
端部の反対側に位置する橋架部の端面に当接する。一構成において棒状部材は、偏心体を
備えたフラップによって頭部条片に押し付けられるばね舌片に設けられている。フラップ
の旋回軸は、ワイパブレードの長手方向に対して横方向に延在している。別の構成におい
て棒状部材は直接的にフラップに配置されている。フラップの旋回軸は端部キャップの外
側の端壁の近くに設けられている。
【０００４】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１００２５７１０号明細書において、ワイパリップを
備えたゴム弾性的なワイパ条片を有する、フラットビーム構造型のワイパブレードが公知
になっている。ワイパリップと頭部条片との間に側方の長手方向溝が設けられている。こ
の長手方向溝内に支持エレメントとして、ワイパリップに対して凹状に予め湾曲した２つ
のばねレールが挿入されている。これらのばねレールは端部に設けられており、かつ中間
の接続エレメントによりまとめられる。橋架部は固定手段として一体成形された突起を有
する。この突起の自由端部は、頭部条片に方向付けられた少なくとも１つの突部を有して
いる。組付け時に突起は頭部条片に対して曲げられて、突部が頭部条片内に係合し、ばね
レールを長手方向にワイパ条片に対して相対的に固定する。橋架部は最終的に端部キャッ
プに覆われる。
【０００５】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２４５６９３号明細書において支持エレメントと
して、端部が夫々橋架部により互いに接合されている平行に延在する２つのばねレールを
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有するワイパブレードが公知になっている。さらにばねレールに対して相対的にワイパ条
片を固定する保持手段が設けられている。ワイパ条片を取り外すために、保持手段は簡単
に取外し可能である。保持手段は一方で橋架部、他方で素材接続（Stoffschluss）、力接
続（Kraftschluss）及び／又は形状接続（Formschluss）によりワイパ条片に接合されて
いる。一構成において、棒状部材が橋架部の案内孔を通ってワイパ条片に係合し、橋架部
においてばねエレメントに係止する端部キャップにより組付け位置に保持される。ばねエ
レメントは外側から操作可能なエレメントから取り外すことができて、端部キャップ及び
棒状部材はワイパ条片を交換するために取り外すことができる。組み付けられた状態にお
いて端部キャップは、ワイパブレードの端部を向いている閉鎖された端面によって、橋架
部の対応する端面に支持される。別の実施の形態は金属薄板から製造されている、ワイパ
条片に対して曲げられた棒状部材によってワイパ条片に押し付けられる保持ユニットを有
する。ばねレールの組付け時に保持ユニットは橋架部の下側へと押し込まれ、ストッパ面
と橋架部に設けられているばね舌片との間において係止される。ばね舌片は端部キャップ
の取去り後に解放位置へと押すことができるので、ばねレールを取り外すことができる。
【０００６】
　発明の開示
　本発明によりばねレールは、ばねレールの端部領域において、互いに向かい合う長手方
向側面に刃部を備えたラグを有している。これらのラグは組付けられた状態において、長
手方向溝の隣接する壁に食い込む。刃部を備えたラグにより、ばねレールは大きな手間を
かけることなく長手方向にワイパ条片に対して直接的に固定されている。ばねレールの端
部領域においてばねレールが長手方向側面に切欠きを有していると、有利な構成がもたら
される。切欠きは組付けられた状態において互いに相対しており、切欠きから、長手方向
に対して平坦な角度を成して外方に方向付けられている分岐部が延びている。切欠きの分
岐部はばねレールの内側に位置する長手方向側面と共にラグを形成する。これらのラグの
、切欠きの方を向いている端面には刃部が成形されている。組み付けられた状態において
、刃部はワイパ条片の長手方向溝の間におけるウェブ内に押し付けられている。この押付
けは有利には、例えば端部キャップによりもたらすことができる。この端部キャップはば
ねレールの端部に被され、ばねレールに係止される。
【０００７】
　また、本発明の別の構成によれば、ばねレールは端部領域において長手方向側面に切欠
きを有している。これらの切欠きは組付けられた状態において、互いに相対しているもの
の、少なくとも一方の画成部において長手方向に、ラグを形成する切込みを有している。
これらのラグは、ばねレールの広幅側に対して上方に曲げられ、突出している縁辺部に刃
部を有している。ばねレールが長手方向溝内に側方から押し込まれると、刃部は長手方向
溝の側面に引っかかるので、この構成においてもばねレールは長手方向に直接的にワイパ
条片に対して相対的に固定されている。有利には長手方向レールは、例えば端部キャップ
によりまとめられる。基本的に刃部を備えたラグは、ばねレールの両端部に設けることが
できる。しかし通常は、ラグは単に一方の端部にのみ、とりわけ有利にはワイパブレード
の外側の端部に配置されていることで十分であるので、ワイパ条片には運転中に遠心力に
よる圧力がかかる。
【０００８】
　本発明のさらに別の構成によれば、接合部材が側方の案内成形部によってばねレールに
おいて案内されており、ばねレールを押し合わせる。案内成形部に設けられたばね舌片は
、組み付けられた状態においてばねレールの切欠きに係入する。これにより刃部はウェブ
若しくはワイパ条片の長手方向溝の側面に係合することができ、ワイパ条片の位置を保持
することができる。ばね舌片は、有利には案内成形部の一方の脚部からの切出し（Ａｕｓ
ｋｌｉｎｋｕｎｇｅｎ）により形成されていて、夫々相対する脚部に達する。案内成形部
における開口を通って、ばね舌片は接合部材の取り外し時に、係止位置から解放位置に移
動することができる。組付けられた位置において案内成形部は夫々、フックによってばね
レールの端面に接触する。延長されていて、折り曲げられている脚部から成るフックは、
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案内成形部の外側の端部に一体成形されている。
【０００９】
　ばねレールのラグに設けられている刃部による固定に対して付加的に、第２の固定部を
設けることができる。このために案内成形部を互いに接合するカバー壁に窓が設けられて
いる。この窓に１つの画成部からラグが突入している。ラグの自由端部に、頭部条片に向
かって折り曲げられた爪が設けられている。爪は組付けられた状態において頭部条片に進
入する。接合部材の組付けを容易にするために、案内成形部の脚部はばねレール寄りの端
部において外方に向かって折り曲げられている。有利には接合部材は、金属薄板折曲げ部
分として製造されるが、プラスチックから射出成形法により製造することができる。
【００１０】
　上記構成は本発明のさらに別の構成によれば接合部材にとって逆の構成である。接合部
材は側方の案内成形部によってばねレールにおいて案内されており、ばねレールを押し合
わせる。この構成において、案内成形部に設けられているセンタリングブロックは、組付
けられた状態において、ばねレールの外側の長手方向側面における切欠きに係合する。セ
ンタリングブロックは切欠きの画成部に長手方向に当接するので、ばねレールに対して相
対的に両方向で保持されている。
【００１１】
　案内成形部はカバー壁により互いに接合されている。このカバー壁はワイパ条片の頭部
条片のための長手方向通路を有している。カバー壁に窓が設けられており、この窓内にば
ね舌片が１つの画成部から突入している。ばね舌片の自由端部には楔部分が設けられてお
り、この楔部分は組み付けられた状態において端部キャップにより頭部条片に押し付けら
れる。この構成においても簡単に組付けるために、案内成形部の端面側の内側縁辺部は夫
々斜面を有していることが有利である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ワイパブレードの斜視図である。
【図２】一平面において互いに平行にかつ鏡面対称的に配置されている２つのばねレール
の端部を拡大して示した平面図である。
【図３】一平面において互いに平行にかつ鏡面対称的に配置されている２つのばねレール
の端部を拡大して示した平面図である。
【図４】組付け中の、ばねレールの取外し可能な接合部材とワイパブレードの一端部とを
示す斜視図である。
【図５】組付けが完成する直前の、図４に示したワイパブレードを示す図である。
【図６】図４とは別の実施の形態を示す図である。
【図７】図５とは別の実施の形態を示す図である。
【図８】図４とはさらに別の実施の形態を示す図である。
【図９】図５とはさらに別の実施の形態を示す図である。
【図１０】図４に示したワイパ条片を示す図である。
【図１１】図５に示したワイパ条片を示す図である。
【図１２】図４とはさらに別の実施の形態を示す図である。
【図１３】図５とはさらに別の実施の形態を示す図である。
【図１４】締付けクリップを備えた実施の形態を示す図である。
【図１５】支持エレメントに形状接合されている接合部材を備えた実施の形態を示す図で
ある。
【図１６】図１５とは別の実施の形態を示す図である。
【００１３】
　有利な実施の形態及び利点は、以下の図面の記載から明らかになる。図面には本発明の
実施の形態が示されている。図面、明細書及び特許請求の範囲には、複数の特徴の組合せ
が含まれている。当業者であれば上記特徴を目的に合わせて個別に用い、かつ有利にはさ
らに組み合わせる。
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【００１４】
　ワイパブレード１２は一平面上で間隔を置いて互いに平行に延びている２つのばねレー
ル５２，６６の形式の、帯状に長く伸ばされたばね弾性的な支持エレメント３６を有して
いる（図１及び図３）。上記ばねレール５２，６６の互いに向かい合った内側の縁ストリ
ップは、ワイパ条片２４の頭部条片３０の長手方向溝３２内に挿入されている。これに対
して、ばねレール５２，６６の外側の縁ストリップは、長手方向溝３２から少し側方に突
出している。長手方向溝３２の間にはウェブ３４が設けられている。
【００１５】
　車両ウインドウ２２に対して、傾動ウェブ２８を介してワイパリップ２６が頭部条片３
０に接続している。このワイパリップ２６は双方向矢印１８の方向での拭き取り運動中に
車両ウインドウ２２に亘って滑動する。このためにワイパアーム１０は接続装置を介して
ワイパブレード１２を駆動する。接続装置のワイパブレード側の部分１４は、ワイパアー
ム１０にジョイント式にかつ取外し可能に接合することができる一方で、ワイパブレード
１２の中間の領域においてワイパブレードの支持エレメント３６に不動に載置されている
。これと同時にワイパアーム１０は車両ウインドウ２２に向かってワイパブレード１２に
所定の圧着力１６を加える。ワイパアーム１０及び車両ウインドウ２２は、一点鎖線によ
り示されている。運転中にワイパブレード１２の端部４０，４２は、揺動運動時にワイパ
軸（図示せず）を中心に、双方向矢印１８の方向において円弧を辿る。内側の端部４０は
内側の円弧を辿り、外側の端部４２は外側の円弧を辿る。
【００１６】
　車両ウインドウ２２の著しい湾曲部は、ワイパブレード１２の両端部４０，４２が車両
ウインドウ２２に接している状態で、まだ負荷をかけられていないワイパブレード１２の
湾曲部より小さい（図１）。圧着力１６が加えられた状態で、ワイパブレード１２のワイ
パリップ２６は全長に亘って車両ウインドウ２２に当接する。この実施の形態において、
金属又はプラスチックから製造されている、ばね弾性的な支持エレメント３６においては
応力が形成される。この応力は、車両ウインドウ２２への全長に亘るワイパ条片２４若し
くはワイパリップ２６の適切な当接及び圧着力の均等な分配を提供する。
【００１７】
　ワイパブレード側の接続エレメント１４の両側に、長手方向２０にスポイラ部分３８が
接続している。これらのスポイラ部分３８は支持エレメント３６において案内されている
。ワイパブレード１２の端部４０，４２に、同様に支持エレメント３６において案内され
ていてかつ支持エレメント３６において係止されており、スポイラ部分３８の端部を覆う
端部キャップ４４が設けられている。スポイラ部分３８は流れ成形部４８を有しており、
端部キャップ４４の流れ成形部は符号５０を用いて示されている。
【００１８】
　ばねレール５２，６６は、有利には一方の端部においてのみ、好適にはワイパブレード
１２の外側の端部４２において、ワイパ条片２４に対して相対的に固定されている。さら
にばねレール５２は端部領域において切欠き５６を、組付けられた状態において互いに相
対している長手方向側に有している。上記切欠き５６から、長手方向２０に対して緩やか
な角度を成して外方に方向付けられている分岐部５８が延びている。切欠き５６の分岐部
５８は、内側に位置するばねレール５２の長手方向側と共に翼部６０を形成する。これら
の翼部６０の切欠き５６に向いている端面には、刃部６２が成形されている。この刃部６
２はワイパ条片２４の長手方向溝３２の間においてウェブ３４に隣り合っている。組付け
時にばねレール５２の端部はウェブ３４に押し付けられるので、ウェブ３４は一部十分に
切欠き５６に進入し、刃部６２はウェブ３４において係止される。ばねレール５２は適切
な手段により、例えば端部キャップ４４によりまとめられる。端部キャップ４４は詳細に
示されていない係止手段によって、ばねレール５２の外側の長手方向側に設けられている
切欠き５４に係止することができる。切欠き５６若しくは分岐部５８を越えて長手方向２
０に突出しているばねレール５２の区分６４は、ばねレール５２の中間区分に対して減じ
られた幅を有している。
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【００１９】
　図３に示すばねレール６６は、図２に示したばねレール５２とは、互いに相対する切欠
き７０が一方の端部において長手方向に切込み７２を有しているという点において異なる
。これによりラグ７４が形成される。ばねレール６６のラグ７４は、ばねレール６６の広
幅側に対して上方に曲げられている。突出する縁辺部は刃部７６として形成されている。
ワイパ条片２４の長手方向２０に対して横方向にばねレール６６を取り付ける際に、刃部
７６は長手方向溝３２の隣接する溝側面に進入し、溝側面に係止されるので、ばねレール
６６は長手方向２０においてワイパ条片２４に対して相対的に固定されている。次いでば
ねレール６６は適切な手段、例えば外側の切欠き６８に係止される端部キャップ４４によ
りまとめられる。
【００２０】
　図４及び図５に示す実施の形態によれば端部キャップ４４の代わりに接合部材７８がば
ねレール５２をまとめるので、ばねレール５２は長手方向２０においてワイパ条片２４に
対して相対的に固定されている。接合部材７８の長手方向側は案内成形部８０を有してい
る。これらの案内成形部８０はＵ字形の横断面を有している。この横断面は内側に開放し
ている。案内成形部８０は、中間領域において頭部条片３０を収容するための長手方向通
路８４を有するカバー壁８２により互いに接合されている。組付け時に接合部材７８は端
面側からばねレール５２に被され、案内成形部８０の端部に一体成形されているフック９
６が、ばねレール５２の端面に当接する（図５）。この位置においてばね舌片９４は、ば
ねレール５２の切欠き５４に係入する。ばね舌片９４は夫々、対応する案内成形部８０の
一方の脚部９８，１００から切り出されていて、相対する脚部９８，１００に対して曲げ
られている。案内成形部８０はばね舌片９４の領域に開口９２を有していることが有利で
あり、ばね舌片９４は工具により再び解除することができる。簡単に組み付けるために、
脚部９８，１００は上方及び下方に互いに逆方向に少しだけ曲げられていて、接合部材７
８はばねレール５２に簡単に被せることができる。カバー壁８２は窓８６を有しており、
この窓８６にラグ８８が突入する。このラグ８８の自由端部は折り曲げられた爪９０を有
している。この爪９０は接合部材７８の最終位置において、ワイパ条片２４の頭部条片３
０内に押し込まれる。この固定は、付加的に又は単独で、ばねレール５２に対するワイパ
条片２４の相対的な位置を保証することができる。有利には接合部材７８は金属薄板から
製造されるが、プラスチックから製造されていてもよい。
【００２１】
　図６及び図７に示す実施の形態において、有利にはプラスチックから製造されている類
似の接合部材１０２が設けられている。類似の接合部材１０２は長手方向側面に案内成形
部１０４を有している。この案内成形部１０４はカバー壁１０８により互いに接合されて
いる。このカバー壁１０８には窓１１０が設けられている。ばね舌片１１２は窓１１０の
画成部から窓１１０内に突入する。ばね舌片１１２の自由端部に楔部分１１４が一体成形
されている。この楔部分１１４はワイパブレード１２の端部４２においてばね舌片１１２
に対して傾いて延在している。接合部材１０２は案内成形部１０４の領域に、ばねレール
５２の外側の長手方向側面に設けられている切欠き５４に適合するセンタリングブロック
１０６を有している。組付け時に接合部材１０２は端面側においてばねレール５２に被さ
れる。案内成形部１０４は側方に拡開されて、案内ブロック１０６は切欠き５４に係入す
る。端部キャップ４４がワイパブレード１２の端部を覆って被されると、内側に位置する
不可視のロックエレメントが楔部分１１４を押圧し、ばね舌片１１２は頭部条片３０を押
圧する。ばねレール５２の形式の支持エレメント３６は、ワイパ条片２４に対する相対的
な上記固定に対して付加的に又は単独で固定されている。有利には接合部材１０２は、プ
ラスチックから製造されるが、金属薄板曲げ部分として製造されていてもよい。
【００２２】
　図８及び図９に示す実施の形態において、ばねレール５２は締付け部材１１６により互
いに緊締されている。この締付け部材１１６はばねレール５２を外側の切欠き５４の領域
において側方から爪１２０によって包囲する。これらの爪１２０は切欠き５４の長手方向
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成形されている突部１２２は、ばねレール５２に下方から係合する。締付け部材１１６の
カバー側における他の爪１１８は、組付けられた状態において上方からワイパ条片２４の
頭部条片３０に係合するので、ワイパ条片２４とばねレール５２とのさらなる固定を形成
する。
【００２３】
　図１０及び図１１に示す実施の形態は上記実施の形態とは、肉薄の金属薄板から成る留
め具１２４が頭部条片３０上に緊締される点において異なる。留め具１２４の脚部１２６
はばねレール５２の外側の長手方向側面を囲んで曲げられる。組付け時に、留め具１２４
の中間の部分から切り出されていて、頭部条片３０に向かって折り曲げられている棒状部
材１２８は頭部条片３０内に進入する。
【００２４】
　図１２及び図１３に示す実施の形態は図１０及び図１１に示した実施の形態とは、ばね
レール５２が切欠き５４と外側の端部４２との間に貫通部１３０を有している点において
異なる。この貫通部１３０を通って留め具１２４の脚部１２６は案内されており、貫通部
１３０を通過した後に、有利には外方に折り曲げられる。
【００２５】
　図１４に示す実施の形態は締付けクリップ１３４の形式の接合部材を有しており、締付
けクリップ１３４の脚部１３６は組付け方向に、もみの木形の成形部１３８を有している
。脚部１３６は貫通部１３０を通って差し込まれ、成形部１３８により位置固定される。
図１５及び図１６に示す実施の形態において、ばねレール５２は接合部材１４０若しくは
１４８によりまとめられ、長手方向２０に対して横方向にばねレール５２の平面において
材料接続式に予め付勢されてばねレール５２に接合される。接合部材１４０（図１５）は
、肉薄の金属薄板からブリッジ状に製造されており、有利には接合部材１４０の脚部１４
４において溶接によりばねレール５２に接合される。組み付けられた状態において突出部
１４６は頭部条片３０を押圧するので、ばねレール５２に対して相対的にワイパ条片２４
を付加的に固定する。
【００２６】
　図１６に示す接合部材１４８は矢形に形成されており、有利には肉薄の壁厚を有する。
接合部材１４８は頭部条片３０の背部とばねレール５２の上面との間においてウェブ３４
を通って押し込まれるので、ばねレール５２に対するワイパ条片２４の相対的な位置を固
定する。
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