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(57)【要約】
　本発明は、ワイパーブレードアダプター（１１）を介
してワイパーアーム（２）に連結され、ワイパーアーム
（２）に交換可能に締結されたワイパーブレード（１０
）を備えた、車両窓（１）を拭くためのワイパー装置（
１００）に関する。ワイパーブレード（１０）への締結
領域においてワイパーアーム（２）は略Ｕ字状の断面を
有して、ワイパーブレードアダプター（１１）を包囲し
ている。連結領域におけるワイパーアーム（２）上にワ
イパーブレードアダプター（１１）の固定部材（２７）
が設けられている。固定部材（２７）は、ワイパーアー
ム（２）の少なくとも長手方向に移動可能に配置される
。また固定部材（２７）は、連結領域におけるワイパー
アーム（２）を部分的に被い、かつワイパーブレードア
ダプター（１１）に向かう方向に内方へ突出する保持部
（４６、４７）を備えた略Ｕ字状断面を有している。本
発明によれば、固定部材（２７）が、その長手方向に変
位可能であることに加えて、ワイパーアーム（２）に回
動可能に配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパーブレードアダプター（１１）を介してワイパーアーム（２）に連結され、前記
ワイパーアーム（２）に交換可能に締結されたワイパーブレード（１０）を備えた、車両
窓（１）を拭くためのワイパー装置（１００）であって、前記ワイパーブレード（１０）
への締結領域において、前記ワイパーアーム（２）が前記ワイパーブレードアダプター（
１１）を包囲する略Ｕ字状の断面を有しており、連結領域における前記ワイパーアーム（
２）上に前記ワイパーブレードアダプター（１１）の固定部材（２７）が設けられており
、前記固定部材（２７）が前記ワイパーアーム（２）の長手方向に移動可能に配置されて
おり、また、前記固定部材（２７）が、前記連結領域において前記ワイパーアーム（２）
を少なくとも部分的に被い、かつ、前記ワイパーブレードアダプター（１１）に向かう方
向に内方へ突出する保持部（４６、４７）を備えた略Ｕ字状断面を有しており、前記保持
部が、前記固定部材（２７）が第一の位置に位置づけられた取り付け位置において、前記
ワイパーブレードアダプター（１１）に設けられた保持領域（２３）と非接触であり、前
記ワイパーブレードアダプター（１１）をワイパーアーム（２）に取り付けるため、前記
固定部材（２７）が、前記固定部材（２７）の前記保持領域（４６、４７）が前記ワイパ
ーブレードアダプター（１１）上の前記保持領域（２３）の後ろに係合する第二の位置へ
と移動可能であるものにおいて、
　前記固定部材（２７）は、その長手方向に変位できることに加えて、前記ワイパーアー
ム（２）に回動可能に配置されることを特徴とするワイパー装置。
【請求項２】
　前記固定部材（２７）は、前記アーム（２）の長手スリット（１９、２０）として構成
された一つのガイドと係合する、前記ワイパーアーム（２）に向かう方向に突出する延長
部（３５、３６）を有することを特徴とする、請求項１記載のワイパー装置。
【請求項３】
　前記ワイパーアーム（２）に面する側において、前記延長部（３５、３６）は前記長手
スリット（１９、２０）の幅よりも大きい断面を有する部位（３９、４０）を有しており
、前記長手スリット（１９、２０）は、前記部位（３９、４０）の断面に適合する断面を
有した、前記部位（３９、４０）を導入するための拡幅部（４１、４２）を有することを
特徴とする、請求項２記載のワイパー装置。
【請求項４】
　前記部位（３９、４０）は、前記固定部材（２７）がある角度位置にあるときにのみ、
前記ワイパーアーム（２）の拡幅部（４１、４２）に挿入できることを特徴とする、請求
項３記載のワイパー装置。
【請求項５】
　横外方に突出する保持領域（２３、２４）が前記ワイパーブレードアダプター（１１）
に設けられ、当該保持領域（２３、２４）が、前記ワイパーアーム（２）に設けられると
ともに前記ワイパーブレードの長手方向に直交するように配置された凹部、好ましくは取
り付けスリット（２１、２２）と相互に作用し、それによって前記ワイパーブレード（１
０）を前記ワイパーアーム（２）に対して長手方向に固定することを特徴とする、請求項
１から４のうちのいずれか一項に記載のワイパー装置。
【請求項６】
　前記ワイパーアーム（２）上での前記固定部材（２７）の回動角度が、前記ワイパーア
ームの長手軸に対して少なくとも９０度であることを特徴とする、請求項１から５のうち
のいずれか一項に記載のワイパー装置。
【請求項７】
　前記固定部材（２７）および／または前記ワイパーブレードアダプター（１１）に、前
記固定部材（２７）の前記ワイパーアーム（２）の長手方向への変位を制限する少なくと
も一つのストッパ部材が配置されることを特徴とする、請求項１から６のうちのいずれか
一項に記載のワイパー装置。



(3) JP 2015-503483 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記延長部（３５、３６）は、前記固定部材（２７）の前記ワイパーアーム連結部（３
）に面する側に配置されることを特徴とする、請求項２から７のうちのいずれか一項に記
載のワイパー装置。
【請求項９】
　プラスチックからなる前記固定部材（２７）が、射出成型部品として製造され、前記延
長部（３５、３６）の反対側に停止部材として作用する前横壁（３１）を有することを特
徴とする、請求項２から８のうちのいずれか一項に記載のワイパー装置。
【請求項１０】
　前記固定部材（２７）はその側壁（２８、２９）上にリブ（４３）を有することを特徴
とする、請求項９記載のワイパー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の「おいて書き」部分にあるような、車両窓を拭くためのワイパー
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この形式のワイパー装置は従来から既に知られている。この公知のワイパー装置の場合
、ワイパーアームのワイパーブレードとの連結領域は、ワイパーアームに長手方向に変位
可能に配置された固定部材によって被われている。ワイパーアームは、例えばスリット状
の凹部を有している。これらのスリットは、ワイパーアームの縦軸に対して略直交するよ
うに形成されている。また、これらのスリットは、ワイパーブレードのワイパーブレード
アダプター上に形成された突起とそれぞれ相互に作用する。さらに、ワイパーブレードア
ダプターは、固定部材上に形成された内方に突出する保持部と相互に作用する保持領域を
有している。ワイパーブレードをワイパーアームに取り付ける際には、ワイパーブレード
アダプターがその突起を介してワイパーアームの前述した凹部すなわちスリットに挿入す
ることができるようにするため、固定部材を取り付け位置に位置決めすることがまず必要
である。これがなされると、固定部材は、ワイパーアームの長手方向に沿って第二の端部
位置へと滑ることができ、固定部材の保持部はワイパーブレードアダプターの保持部と係
合して、ワイパーブレードの長手方向に直交する面においてワイパーブレードがワイパー
アームに固定される。
【０００３】
　従来から知られているワイパーアームの不都合な点は、ワイパーブレードとワイパーア
ームが、前述した固定部材の取り付け位置におけるワイパーブレードアダプターの領域で
連結されるため、固定部材の下方に配置されたワイパーアームの領域の見通しが妨げられ
ることである。その結果、ユーザーはワイパーアームを直接見ずにワイパーブレードをワ
イパーアダプターに連結ないし結合することが必要となる。このことは、ユーザーにとっ
て煩わしく感じられるものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、提示された従来技術を出発点として、請求項１の「おいて書き」部分のよう
なワイパー装置のさらなる改良を目的とすることを踏まえて、ワイパーブレードを交換す
る際の取り扱いをユーザーにとってより容易にするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このことは本発明によって、請求項１の特徴を有する車両窓を拭くためのワイパー装置
の場合において達成される。本発明によるワイパー装置の場合、固定部材がその長手方向
に変位可能であることに加えて、ワイパーアームに回動可能に配置されている。ワイパー
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ブレードをワイパーアームに取り付けるため、固定部材をワイパーアームに回動自在に配
置することによって、ワイパーアームとワイパーブレードアダプターの連結領域をユーザ
ーが外側から見ることができる位置に、固定部材を回動することが可能となる。このよう
にして、ワイパーブレードおよび／またはワイパーブレードアダプターのワイパーアーム
に対する正確な位置決めがかなり簡単になる。
【０００６】
　本発明による車両窓を拭くためのワイパー装置の有益な改良が従属請求項に明記されて
いる。本発明は、特許請求の範囲、明細書および／または図において開示された少なくと
も２つの特徴の組み合わせの全てを包含する。
【０００７】
　固定部材をワイパーアーム上で回動自在とすることを実現するために、設計上好ましい
本発明の一実施態様において、固定部材はワイパーアームに向かう方向に突出する延長部
を有し、該延長部はその都度ワイパーアームの長手スリットとして構成された一つのガイ
ドと係合する。
【０００８】
　すぐ前に説明したバリエーションの場合、非常に好ましくは、ワイパーアームに面する
側において、上記延長部は長手スリットの幅より大きい断面を有する部位を有し、かつ、
上記長手スリットはこれら部位を導入するための、これら部位の断面と一致する断面を有
する拡幅部を有する。このようにして、ワイパー装置の製造者は、固定部材をワイパーア
ームに簡単に取り付けることができる。さらに、通常運転時において、例えば、車両洗浄
設備を通過するときなどに生じるような外力を受けて、固定部材がワイパーアームから外
れることが防止される。
【０００９】
　さらに、ユーザーが固定部材をワイパーアームから不注意で外してしまうことを防止す
るため、固定部材がある角度位置にあるときのみ、延長部の上記部位がワイパーアームの
拡幅部に挿入できる。
【００１０】
　さらに、固定部材の長手方向の異なる位置をユーザーにはっきりと知らせるため、少な
くとも一つの停止部材が固定部材および／またはワイパーブレードアダプターに設けられ
ており、この停止部材は長手方向すなわち取り付け方向への固定部材の変位の範囲を制限
する。このようにしてユーザーは、取り付け作業の完了や、ワイパーブレードをワイパー
アームに固定する位置に固定部材があることを、触覚的に特定することができる。
【００１１】
　取り付け作業を容易にするためおよび／または、特に、例えば濡れているために固定部
材が握りにくい場合に、固定部材を移動させるときの力を減らすため、固定部材の側壁に
リブを設けることを提案する。
【００１２】
　本発明の更なる利点、特徴および詳細が、下記の好適な例示的実施形態の説明および図
面から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】車両窓を拭くためのワイパー装置を簡略に示す図である。
【図２】ワイパーブレードをワイパーアームに取り付ける際の、ワイパーアームへの連結
領域におけるワイパーブレードのワイパーブレードアダプターを示す側面図である。
【図３】ワイパーブレードをワイパーアームに取り付ける際の、ワイパーアームへの連結
領域におけるワイパーブレードのワイパーブレードアダプターを示す側面図である。
【図４】固定部材の異なる位置における、ワイパーブレードアダプターのワイパーアーム
への係止過程を示す側面図である。
【図５】固定部材の異なる位置における、ワイパーブレードアダプターのワイパーアーム
への係止過程を示す側面図である。
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【図６】ワイパーブレードアダプターとワイパーアーム間の連結領域を示す斜視図である
。
【図７】ワイパーブレードアダプターとワイパーアーム間の連結領域を示す斜視図である
。
【図８】図５の面VIII－VIIIにおける断面図である。
【図９】図５の面IX－IXにおける断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　同一部品および同一機能を有する部品は、各図において同じ参照番号を用いて示される
。
【００１５】
　図１は、本発明による、車両窓１を拭くためのワイパー装置１００を示す図である。ワ
イパー装置１００は、ワイパーアーム２に交換可能に締結されたワイパーブレード１０を
備えている。ここで、ワイパーブレード１０はワイパーブレードアダプター１１を有して
いる。このワイパーブレードアダプター１１は、ワイパーアーム２に対するワイパーブレ
ード１０の連結具としての役割を持ち、長尺のワイパーブレード本体１２を保持する。ワ
イパーブレード本体１２は、ワイパー縁部１３を介して車両窓１に接するように配置され
る。
【００１６】
　ワイパーブレード１０は、いわゆる「アクアブレードワイパーブレード」の形態でもよ
い。すなわちワイパーブレード１０は、ウオッシャー液を車両窓１に吹き付けるために、
ワイパーブレード本体１２に配置された噴出口を有している。更に、ワイパーブレード１
０は、加熱可能なワイパーブレード１０の形態でもよい。しかしながら、ワイパーブレー
ド１０の実施態様では、このワイパーブレードがアクアーブレード機能と加熱機能のどち
らも有していないのが好ましい。
【００１７】
　図２および図６～図８を並置することによって最もよく分かるように、ワイパーブレー
ドアダプター１１とワイパーブレード１０はワイパーアーム２の端部領域において締結さ
れている。この端部領域は、ワイパーアーム２のワイパーアーム結合部３から離れている
。ワイパーアーム２は、金属薄板から穿孔湾曲部品として形成され、ワイパーブレード１
０との連結部において、２つの側壁１６、１７と上壁１８を有する略Ｕ字状の断面を有し
、ワイパーブレードアダプター１１と係合する。側壁１６、１７にそれぞれひとつ形成さ
れた長手スリット１９、２０、および各側壁１６、１７における２つの取付スリット２１
、２２も見える。取付スリット２１、２２は、軸方向に互いに離れており、ワイパーブレ
ードの縦軸に対して垂直に形成され、ポジティブロックの態様のワイパーブレードアダプ
ター１１の延長部２３、２４の形態の保持領域を収容する役割を持つ。この場合、ワイパ
ーブレード１０のワイパーアーム２との締結および解放は、図２における二重矢印２５の
方向に行われる。
【００１８】
　固定部材２７は好ましくは射出成形法によりプラスチックから形成され、ワイパーアー
ム２に回動可能に締結されている。ここで、ワイパーブレード１０との連結領域における
ワイパーアーム２の長手方向に対する回動角は、少なくとも９０度、好ましくは約１８０
度である。固定部材２７は、２つの側壁２８、２９、上部画成壁３１および前壁３２を有
するカバーフードの形態をなしている。前壁３２は、正面側に配置され、かつストッパ部
材として作用する。前壁３２の反対側において、２つの側壁２８、２９は、それぞれ、締
結部３３、３４を備えた細長い形状を有している。この締結部３３、３４は止めくぎ状（
ペグ状）の延長部３５、３６を有している。
【００１９】
　延長部３５、３６は、ワイパーアーム２の側壁１６、１７における長手スリット１９、
２０とそれぞれ係合している。図６および図９により理解されるように、各延長部３５、
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３６は、円筒部３７、３８とカム状部３９、４０を有している。また、長手スリット１９
、２０のスリット幅が、円筒部３７、３８の径と一致していることも理解できるであろう
。さらに、二つの長手スリット１９、２０は、それぞれ、カム状部分３９、４０の形状と
一致する拡幅部４１、４２を有しており、延長部３５、３６は特に固定部材２７がある角
度位置にあるときにのみ、拡幅部４１、４２の領域のみにおいて長手スリット１９、２０
に挿入することができる。
【００２０】
　固定部材２７の２つの側壁２８、２９には、それぞれ、凹みが形成されている。これら
の凹みは、ユーザーの取り扱いを補助するため、固定部材２７を二重矢印４４（図４）の
方向へ容易に移動するように、それぞれ、リブ４３を形成している。さらに、固定部材２
７の２つの側面２８、２９における上部画成壁３１の反対側に、内方に突出し長手方向に
くさび状に形成される保持部４６、４７が、固定部材２７（図７）に一体的に形成される
。ワイパーブレード１０とワイパーブレードアダプター１１がワイパーアーム２の固定位
置にあるとき、保持部４６、４７はそれらの上面４８、４９を介して、保持部４６、４７
の上面４８、４９が支持できる延長部の下側に押付けて、ワイパーブレードアダプター１
１の１組の延長部２３と相互に作用する。
【００２１】
　延長部２３、２４はワイパーアーム側アダプター部材５２上に配置されている。このワ
イパーアーム側アダプター部材５２は、断面が略Ｕ字状をなしており、かつワイパーブレ
ード側アダプター部材５３と係合している。これら２つのアダプター部材５２、５３は、
全体でワイパーブレードアダプター１１を形成し、かつスイベルピン５４を中心に互いに
回動可能に配置されている。
【００２２】
　ワイパーブレード１０はワイパーアーム２に次のように取り付けられる。まず、固定部
材２７は、図３に該当するように、ワイパーアーム２の連結領域に対して略直交するよう
に配置された位置に回動される。ここで、固定部材２７、および延長部３５、３６を有す
る２つの締結部３３、３４はワイパーアーム結合部３から離間した端部位置に配置されて
いる。この位置において、２つの側壁１６、１７の領域におけるワイパーアーム２の２つ
の取り付けスリット２１、２２をユーザーははっきりと見ることができる、すなわち、取
り付けスリットは固定部材２７によって隠されておらず、延長部２３、２４が長手スリッ
ト１９、２０に挿入されていることによって、ユーザーが、ワイパーブレード１０および
ワイパーブレードアダプター１１をワイパーアーム２に対して二重矢印２５の方向に簡単
に連結することが可能となる、このことは特別な事柄である。この状態が図３に示されて
いる。
【００２３】
　続いて、固定部材２７は、図４に該当するように、ワイパーアーム２と一列に並ぶ位置
へと９０度回動する。続いて、固定部材２７は、図５に該当するように、ワイパーアーム
連結部３の方向に変位し、ワイパーアーム連結部３に対向する２つの長手スリット１９、
２０の端部領域に延長部３５、３６と共に配置される。固定部材２７がワイパーアーム連
結部３の方向に変位している間、固定部材２７の保持部４６、４７は、それらの上面側４
８、４９を介して、ワイパーブレードアダプター１１の１組の延長部２３の下側と作動的
な連結状態となり、ワイパーブレードアダプター１１およびワイパーブレード１０を、ワ
イパーブレードの長手方向およびワイパーアーム２に対して直交する方向に固定する（図
８）。更に、ワイパーブレード１０は、取り付けスリット２１、２２に配置された延長部
２３、２４によって、ワイパーアーム２に対して長手方向にも位置決めされ、ワイパーブ
レード１０は、ワイパーアーム２上に完全に保持、固定される。
【００２４】
　ワイパーブレード１０をワイパーアーム２から取り外す場合には、説明した取り付け工
程を単に逆の順序で行なう。
【００２５】
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　このように説明したワイパー装置１００は、本発明の思想から逸脱することなく種々の
方法で変更することができる。この思想は、ワイパーアーム２に回動可能に配置され、か
つワイパーブレード１０のワイパーアーム２への取り付け時に、ユーザーがワイパーアー
ム２に対してワイパーブレード１０を問題なく位置決めできるようにするために、ユーザ
ーが連結領域をはっきりと見ることができるようにする固定部材２７を使用することにあ
る。
【符号の説明】
【００２６】
　１　　車両窓
　２　　ワイパーアーム
　３　　ワイパーアーム連結部
　１０　　ワイパーブレード
　１１　　ワイパーブレードアダプター
　１２　　ワイパーブレード本体
　１３　　ワイパー縁部
　１６　　側壁
　１７　　側壁
　１８　　上壁
　１９　　長手スリット
　２０　　長手スリット
　２１　　取り付けスリット
　２２　　取り付けスリット
　２３　　延長部
　２４　　延長部
　２５　　二重矢印
　２７　　固定部材
　２８　　側壁
　２９　　側壁
　３１　　画成壁
　３２　　前壁
　３３　　締結部
　３４　　締結部
　３５　　延長部
　３６　　延長部
　３７　　円筒部
　３８　　円筒部
　３９　　カム状部
　４０　　カム状部
　４１　　拡幅部
　４２　　拡幅部
　４３　　リブ
　４４　　二重矢印
　４６　　保持部
　４７　　保持部
　４８　　上面
　４９　　上面
　５２　　ワイパーアーム側アダプター部材
　５３　　ワイパーブレード側アダプター部材
　５４　　スイベルピン
　１００　　ウインドーワイパー装置
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