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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパブレード（１２）をワイパアーム（１１）に連結するための連結片（１０）であ
って、連結片の本体が、ワイパアーム端部（１１ａ，ｂ，ｃ）に連結可能であり、かつワ
イパブレード（１２）の受容及び支持のための手段（３０）、フック形のワイパアーム端
部（１１ａ）の受容のための手段（３６）及び、ピン状のワイパアーム端部（１１ｂ）の
受容のための手段（４３）を備えている形式のものにおいて、連結片（１０）が、別形式
の条片形のワイパアーム端部（１１ｃ）に設けられたピン（７７）と連結する、連結片（
１０）寄りのフォーク形アダプタ（５５）の受容のための別の少なくとも１つの手段（５
２）を有していることを特徴とする、ワイパブレードをワイパアームに連結するための連
結片。
【請求項２】
　連結片（１０）が、台座（２７ｃ）として形成されたフレキシブルな領域（４１）を有
している請求項１記載の連結片。
【請求項３】
　ワイパブレード（１２）を受容して支持するための手段（３０）が、スロット（４０）
を有し、該スロット（４０）によって狭いウェブ（３９）を形成しており、該ウェブ（３
９）が台座（２７ｃ）を支持している請求項２記載の連結片。
【請求項４】
　台座（２７ｃ）を規定する平面が、少なくとも１つのウェブ（３９）と９０゜よりも小
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さな角度を成している請求項３記載の連結片。
【請求項５】
　フレキシブルな少なくとも１つの領域（４１）が、フレキシブル性の制限のためのスト
ッパ（４４）を有している請求項２から４までのいずれか１項記載の連結片。
【請求項６】
　ワイパブレード（１２）を受容して支持するための手段（３０）が、横方向に貫通する
穴（４３）を有しており、該穴（４３）によって形成された受容部内に、弾性的なストラ
ップ（４５）が設けられている請求項１から５までのいずれか１項記載の連結片。
【請求項７】
　連結片本体が、ワイパアーム端部（１１ａ）のロックのために役立つクリップ状の隆起
部（３１）を有している請求項１から６までのいずれか１項記載の連結片。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
本発明は、ワイパブレードをワイパアームに連結するための、特許請求の範囲の独立請求
項１の上位概念に記載の形式の連結片に関する。
【０００２】
背景技術
ワイパアームをワイパブレードに連結するための連結片は、例えば欧州特許出願公開第０
８６３０５８Ａ２号明細書によってすでに公知であるものの、該連結片は、多部分から構
成されており、その結果、種々の各ワイパアームにとって、それぞれ異なるアダプタ部品
が部分的にモジュール組立方式に従って使用される。
【０００３】
発明の開示
独立請求項に記載した構成手段を有する本発明に基づく連結片は利点として、慣用の種々
のタイプのワイパアーム端部を受容でき、即ち、異なる構造の種々のワイパアームに使用
できる。さらに本発明に基づく連結片は、例えば射出成形で一体的に製造でき、これによ
って組立時に顕著な利点が得られ、それというのは組立に際して先ず、各ワイパアーム端
部に対してどのアダプタ片が適合しているかを決定する必要がないからである。このこと
は格別重要であり、それというのは、組立が基本的には車両のドライバー自身によって、
即ち素人によって行われ、専門家によって行われるのではないからである。
【０００４】
独立請求項に記載した連結片の有利な実施形態及び改良が、従属請求項に記載した構成手
段によって得られる。
【０００５】
ワイパアーム端部をフォーク状に形成してあることによって、ワイパアームとワイパブレ
ードとの間の継手の高い剛性が得られる。これによって、板ガラスとワイパブレードとの
間の最適の角度が正確に維持される。
【０００６】
アダプタ片を適当にフォーク形に構成することによって、連結片が、若干のワイパアーム
において慣用の条片形のワイパアーム端部とも、剛性の損失なしに連結され得る。
【０００７】
連結片の１領域をフレキシブルな台座として構成してある場合には、特に高い寸法トレラ
ンスが得られる。台座のフレキシブル性が、ワイパアームに対して９０゜よりも小さな角
度を成すウェブによって得られるようになっている場合には、ウエブがワイパアームから
の連結片の離脱に際して自動ロック効果を生ぜしめ、このようなセルフロック効果はワイ
パアームとワイパブレードとの間の連結強さをさらに高める。
【０００８】
フレキシブルな領域がフレキシブル性の制限のためのストッパを有していることによって
、高い破壊強さが付加的に保証される。



(3) JP 4718073 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【０００９】
ワイパアームのロックのためのクリップ状の隆起部によって、種々のワイパアームがワイ
パブレードに確実に取り付けられ、それというのは、ワイパアームのメーカーによって使
用されるロッキング手段に依存する必要がないからである。
【００１０】
発明を実施するための最良の形態
次に図面に基づいて本発明の実施例を詳説する。
【００１１】
図１に、ワイパアーム１１及びワイパブレード１２を有する連結片１０が示してある。組
付け位置でワイパブレード１２が板ガラス１３に当接している。ワイパアーム１１が２つ
の端部を有しており、ワイパアームの下端部がワイパモータ１４と連結されている。ワイ
パアームの上端部が通常の形式でフック形のワイパアーム端部（１１ａ）又は、ピン状の
ワイパアーム端部（１１ｂ）又は、条片形のワイパアーム端部（１１ｃ）を成している。
【００１２】
図２に、ワイパブレード１２の中央ヨーク（ブレードレバー）のボックス領域１５が示し
てある。ボックス領域に連結子１８、例えばリベット又は転動リベットを配置してあり、
連結子が連結片１０の本体とワイパブレード１２とを連結する。ボックス領域１５は両側
壁に種々の孔２１を有しており、孔に縁取りが施されていてよい。
【００１３】
図３にフック形のワイパアーム端部１１ａを示してあり、該ワイパアーム端部は、曲率半
径Ｒのフック形の１８０゜湾曲部を有している。
【００１４】
図４に、本発明に基づく連結片１０並びにピン状のワイパアーム端部１１ｂを示してある
。ピン状のワイパアーム端部１１ｂは、組付け位置で板ガラスに対して平行にかつワイパ
アーム１１に対して垂直に位置するピン２４を有しており、ピンの直径が適当な区分にわ
たって減少している。
【００１５】
連結片１０の本体が実質的に２つの側壁３０を有しており、側壁が３つの横方向継手２７
ａ，２７ｂ，２７ｃによって互いに保持されて、ワイパブレード１２の受容及び支持のた
めに役立っている（図８も参照）。
【００１６】
連結片の、ワイパアーム１１から離反した方の前面側で、側壁３０が横方向継手２７ａ，
２７ｂ，２７ｃを超えて延びていて、かつ突起３３で以て終わっている。これによって、
フック形のワイパアーム端部１１ａのロックのためのクリップ状の隆起部３１が形成され
ている。
【００１７】
横方向継手（上位の面）２７ａが、本体の前方領域で下向きに湾曲されて湾曲部３６を形
成している。
【００１８】
連結片は、組付け状態で板ガラス寄りの下側に横方向溝３７を有しており、横方向溝が上
向きに先細になっていてかつ、ワイパブレード１２の連結子１８の受容のために役立つ円
筒形の切欠き３８で以て終わっている。
【００１９】
連結片１０は、ワイパアーム寄りの後方領域で両側壁３０の、板ガラス１３へ向けられた
方の側にスロット４０を有しており、従って下位の横方向継手（下位の面）２７ｃが狭い
ウェブ３９のみによって支持され、その結果、フレキシブルな台座を成している。
【００２０】
スロット４０、ひいてはウェブ３９の方向は有利には、ワイパアーム１１ｂからの連結片
１０の離脱に際して下位の横方向継手２７ｃへのワイパアーム１１ｂの付着作用がワイパ
アーム１１ａへの下位の横方向継手２７ｃの圧着力を増大させるように選ばれている。
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【００２１】
このことは次のようにして生ぜしめられ、即ち、ワイパアーム１１ａからの連結片１０の
抜け出しに際して、最下位の横方向継手２７ｃが該横方向継手と前記ワイパアームとの付
着に基づき前方へ向かってわずかに移動する。これによって、ワイパアームに対するウェ
ブ３９の角度、ひいては上位の横方向継手２７ａと下位の横方向継手２７ｃとの間隔が増
大され、その結果、ワイパアーム１１ａの曲げられた端部に対する下位の横方向継手２７
ｃの圧着力が増大される。
【００２２】
可撓領域４１が、可撓性の制限のためにストッパ４４を有しており、ストッパがウェブ３
９の折損を防止する。
【００２３】
連結片１０が横方向継手（台座）２７ｃの上部で、上位の横方向継手と中位の横方向継手
との間に横方向へ貫通する受容穴４３を有している。受容穴４３がピン状のワイパアーム
端部１１ｂ用の受容部として用いられる。
【００２４】
このために中位の横方向継手２７ｂが、舌状のストラップ４５によって中断されており、
ストラップが、横方向溝３７から受容穴４３の後方まで延在していて、受容穴４３の直径
を連結片１０の本体の内部で減少させている。ストラップ４５は受容穴４３の後方で上向
きに湾曲されていて、これに続いて上位の横方向継手２７ａの面に対して平行にかつ同列
に延びる加圧面４８を形成している。
【００２５】
ピン状のワイパアーム端部１１ｂのピン２４が受容穴４３内に導入されると、ストラップ
４５が先ず下方へたわめられ、次いで、ピン２４を目標位置に位置決めすると、ピンの減
少せしめられた直径に基づき上方へはね戻り、これによってワイパアーム１１を係止する
。
【００２６】
連結片が上位の面に２つの切欠部５２を有しており、切欠部がアダプタ５５の取り付けの
ために用いられてよい。
【００２７】
図５に、連結片１０がフック形のワイパアーム端部１１ａと一緒に組付け位置で示してあ
る。
【００２８】
図６にも同じく、本発明に基づく連結片１０がワイパアーム端部１１ａと一緒に示してあ
るものの、ここではワイパアーム端部１１ａが、図５の実施形態よりも大きな曲率半径Ｒ
を有している。従って、湾曲した端部がフレキシブルな横方向継手（台座）２７ｃの下面
に沿って差し込まれていて、場合によっては該横方向継手をわずかに上方へ押圧している
。図面から判るように、ロックが連結片１０の突起３３を介して行われている。
【００２９】
図７に、本発明に基づく連結片１０がアダプタ５５及び条片形のワイパアーム端部１１ｃ
と一緒に示してある。アダプタ５５が長い縦ステー材５８と短い縦ステー材５９とを有し
ており、縦ステー材が横ステー材６２によって互いに結合されており、これによってフォ
ーク状の構造が形成されている。
【００３０】
図９に、アダプタ５５が断面を示されている。上位の長い縦ステー材５８が下面側で、連
結片１０寄りの前部領域にロック舌片６５を有しており、ロック舌片の端部に複数の歯６
８を設けてあり、該歯が連結片１０の切欠部５２内でのアダプタ５５のロックのために用
いられる。アダプタ５５の、ワイパアーム１１寄りの側にアーム受容部７１を設けてあり
、アーム受容部が切欠部とロック穴７４とから成っている。アーム受容部７１は、条片形
のワイパアーム１１ｃが押し込まれて、ロック穴７４にスナップ嵌合されたワイパアーム
ピン７７を介してロックされるように、形成されている。
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アダプタ５５を連結片１０と連結する場合、短い縦ステー材５９が、中位の横方向継手２
７ｂと下位の横方向継手２７ｃとの中間領域内に押し込まれる。アダプタ５５の長い縦ス
テー材５８のロック舌片６５が、連結片１０の上位の横方向継手２７ａの上面に沿って前
向きに滑動する。係止（ロック）された状態では歯６８が切欠部５２内に係合している。
【００３２】
短い縦ステー材５９の下面側にロックピンを設けることも可能であり、該ロックピンはロ
ック状態では、フレキシブルな台座、即ち横方向継手２７ｃ内に配置された穴に係合して
いる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に基づく連結片を備えたワイパ装置の部分的な概略図。
【図２】　ワイパブレードの中央ヨークのボックス領域の斜視図。
【図３】　フック形のワイパアーム端部の斜視図。
【図４】　本発明に基づく連結片及びピン状のワイパアーム端部の斜視図。
【図５】　フック形のワイパアーム端部を備えた本発明に基づく連結片の１実施形態の断
面図。
【図６】　フック形のワイパアーム端部を備えた本発明に基づく連結片の異なる実施形態
の断面図。
【図７】　条片形のワイパアーム端部とフォーク形のアダプタを備えた本発明に基づく連
結片の斜視図。
【図８】　本発明に基づく連結片の断面図。
【図９】　アダプタの断面図。
【符号の説明】
１０　　連結片、　１１　　ワイパアーム、　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　　ワイパアーム
端部、　１２　　ワイパブレード、　１３　　板ガラス、　１４　　ワイパモータ、　１
５　　ボックス領域、　１８　　連結子、　２４　　ピン、　２７ａ，２７ｂ，２７ｃ　
　横方向継手、　３０　　側壁、　３１　　隆起部、　３３　　突起、　３６　　湾曲部
、　３７　　横方向溝、　３８　　切欠き、　３９　　ウェブ、　４０　　スロット、　
４１　　フレキシブルな領域、　４３　　受容穴、　４４　　ストッパ、　４５　　スト
ラップ、　４８　　加圧面、　５２　　切欠部、　５５　　アダプタ、　５８，５９　　
縦ステー材、　６２　　横ステー材、　６５　　ロック舌片、　６８　　歯、　７１　　
アーム受容部、　７４　　ロック穴、　７７　　ワイパアームピン
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