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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状に長く延びたばね弾性的な支持部材（１２）を備えており、支持部材の、窓ガラス
（２２）に向けられた下側の面（１３）に、長く延びていてゴム弾性的で窓ガラスに当接
可能なワイパー条片（１４）が縦軸線平行に配置されており、支持部材の上側の面（１１
）に、支持部材（１２）の長手方向へ延びていて走行風・主空気流へ向けられた該走行風
・主空気流が流過する流過面（５４）を備える弾性材料製の風除け条片（１４２，２４２
）が配置されている自動車の窓ガラスの清掃のためのワイパーブレードであって、
　風除け条片（１４２，２４２）が、横断面で見て互いに発散する２つの脚部（４４，４
６）を有しており、該脚部が共通の１つのベース（４８）で互いに結合されており、前記
脚部の、窓ガラス（２２）に向けられた自由な端部が支持部材（１２）に支えられており
、前記１つの脚部（４４）の外面が流過面（５４）として形成されており、風除け条片（
１４２，２４２）の両方の脚部（４４，４６）がワイパーブレードの両方の端部の領域で
壁部（１４４，２４４）によって互いに結合されていることを特徴とする、自動車の窓ガ
ラスの清掃のためのワイパーブレード。
【請求項２】
　風除け条片（４２）の横断面の形状が全長にわたって同じである請求項１記載のワイパ
ーブレード。
【請求項３】
　壁部（１４４）が支持部材（１２）に対して垂直に向けられている請求項１又は２記載
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のワイパーブレード。
【請求項４】
　壁部（２４４）の外面（２４６）が支持部材（１２）と鋭角（α）を成している請求項
１又は２記載のワイパーブレード。
【請求項５】
　壁部（１４４，２４４）が、窓ガラス（２２）に向けられた縁部で開いた切欠き（１４
６，２４６）を備えており、該切欠きの幅（１４８）がワイパー条片（１４）の幅（１５
０）よりも大きくなっており、かつ前記切欠きの深さ（１５２）が支持部材（１２）の上
側の面（１１）まで達している請求項１乃至４のいずれか１項記載のワイパーブレード。
【請求項６】
　風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚部端部（５０，５２）が支持部材（１２）に
堅く結合されている請求項１乃至５のいずれか１項記載のワイパーブレード。
【請求項７】
　風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚部端部（５０，５２）が支持部材（１２）に
接着されている請求項１乃至６のいずれか１項記載のワイパーブレード。
【請求項８】
　風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚部端部（５０，５２）が少なくとも一部分に
鉤爪状の延長部（５６，５８）を備えており、該延長部が支持部材（１２）の互いに逆向
きの外側の縁部ストリップ（３６）の周囲に密接に係合している請求項１乃至７のいずれ
か１項記載のワイパーブレード。
【請求項９】
　鉤爪状の延長部が脚部端部（５０，５２）から壁部（１５４，２５４）の領域内へ延び
ていて、支持部材（１２）の端面側の端部領域（１１２）の周囲に密接に係合している請
求項８記載のワイパーブレード。
【請求項１０】
　接着結合が鉤爪状の延長部（５６，５８）の領域で行われている請求項８又は９記載の
ワイパーブレード。
【請求項１１】
　支持部材（１２）の上側の面（１１）に接触する鉤爪面（６０）が、下側の面（１３）
に係合する鉤爪面（６４）よりも大きな幅（６２）を有している請求項８乃至１０のいず
れか１項記載のワイパーブレード。
【請求項１２】
　風除け条片（１４２，２４２）の、１つの脚部（４４）の外壁における流過面（５４）
が、凹み部として形成されている請求項１乃至１１のいずれか１項記載のワイパーブレー
ド。
【請求項１３】
　支持部材（１２）は支持部材の中央区分で、ワイパーブレード（１０）と揺動駆動可能
なワイパーアーム（１６）との結合のための装置のワイパーブレード側の部分（１５）に
よって保持されている請求項１乃至１２のいずれか１項記載のワイパーブレード。
【請求項１４】
　結合装置のワイパーブレード側の部分（１５）が凹み部（７０）を備えており、該凹み
部が風除け条片の流過面（５４）としての凹み部の延長線に沿って延びている請求項１３
記載のワイパーブレード。
【請求項１５】
　風除け条片（１４２，２４２）のための材料の硬さが、ワイパー条片（１４）のための
材料の硬さを最大で４０パーセントしか超えていない請求項１乃至１４のいずれか１項記
載のワイパーブレード。
【請求項１６】
　風除け条片（１４２，２４２）のための材料の硬さが、ワイパー条片（１４）のための
材料の硬さを最大で２０パーセントしか超えていない請求項１乃至１４のいずれか１項記
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載のワイパーブレード。
【請求項１７】
　ワイパー条片（１４）が６４と７１との間のショア硬度Ａを有しており、風除け条片（
１４２，２４２）が７０と７８との間のショア硬度Ａを有している請求項１乃至１６のい
ずれか１項記載のワイパーブレード。
【請求項１８】
　ワイパー条片（１４）が６８のショア硬度Ａを有しており、風除け条片（１４２，２４
２）が７２のショア硬度Ａを有している請求項１７記載のワイパーブレード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓ガラス、殊に自動車の窓ガラスの清掃のためのワイパーブレードに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のワイパーブレードにおいては、支持部材が、ワイパーブレードによって拭かれる
拭き取り領域全体にわたって、ワイパーアームによって窓ガラスに対して生ぜしめられる
ワイパーブレード・圧着力のできるだけ均一な分布を保証しようとするものである。負荷
されていない状態で、即ちワイパーブレードが窓ガラスに接触していない状態での支持部
材の適当な湾曲に基づき、ワイパーブレードの作動時に完全に窓ガラスに当て付けられる
ワイパー条片の端部は、球面状に湾曲された車両窓ガラスの湾曲半径が各ワイパーブレー
ド位置で変動する場合でも、張設された支持部材によって窓ガラスに向けて負荷される。
即ち、ワイパーブレードの湾曲は窓ガラスの拭き取り領域の最も強い湾曲よりもいくらか
強くなっている。従って、支持部材はワイパー条片内に配置された２つのばねレールを備
えた高価な支持ハンガー構造を成している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　さらに公知のワイパーブレード（例えば、特許文献２参照）においては、支持部材がい
わゆる風除け条片を備えており、これによって、高い走行速度に際して窓ガラスからのワ
イパーブレードの空気流に起因する浮揚作用に対して、窓ガラスに向けられた力成分が逆
向きに生ぜしめられる。このために風除け条片の、走行風によって負荷される前側が流過
面として形成されている。風除け条片の横断面がほぼ直角三角形の形状を成しており、該
三角形の直角を挟む１つの辺が支持部材に向けられており、前記三角形の斜辺が流過面を
成している。該流過面がワイパーブレードの揺動・移動平面若しくは窓ガラスの表面と鋭
角を成している。用いられるこのような三角形プロフィールは風除け条片の製造にとって
著しい多くの材料を必要とし、このことはワイパーブレードのコストに反映する。さらに
、ワイパーブレードの重量が不都合に著しく増大する。従って、揺動・ワイパー作動時に
加速すべき大きな質量は大きな駆動装置、並びに相応に大きな揺動伝動装置を必要とする
。前述のように形成された風除け条片の形状で規定された曲げ剛性によって、支持部材若
しくはワイパーブレードの作動特性が損なわれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１５０５３５７号明細書
【特許文献２】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９７３６３６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上記従来のワイパーブレードの有する問題を解決したワイパーブレー
ドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る自動車の窓ガラスの清掃のためのワイパーブ
レードは、帯状に長く延びたばね弾性的な支持部材（１２）を備えており、支持部材の、
窓ガラス（２２）に向けられた下側の面（１３）に、長く延びていてゴム弾性的でガラス
窓に当接可能なワイパー条片（１４）が縦軸線平行に配置されており、支持部材の上側の
面（１１）に、支持部材（１２）の長手方向へ延びていて走行風・主空気流へ向けられた
該走行風・主空気流が流過する流過面（５４）を備える弾性材料製の風除け条片（１４２
，２４２）が配置されている形式のものにおいて、風除け条片（１４２，２４２）が、横
断面で見て互いに発散する２つの脚部（４４，４６）を有しており、該脚部が共通の１つ
のベース（４８）で互いに結合されており、前記脚部の、窓ガラス（２２）に向けられた
自由な端部がワイパーブレード（１０）に支えられており、前記１つの脚部（４４）の外
面が流過面（５４）として形成されており、風除け条片（１４２，２４２）の両方の脚部
（４４，４６）がワイパーブレードの両方の端部の領域で壁部（１４４，２４４）によっ
て互いに結合されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（４２）の横断面の形状が全長
にわたって同じである。
【０００８】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、壁部（１４４）が支持部材（１２）に対し
て垂直に向けられている。
【０００９】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、壁部（１４４）の外面（２４６）が支持部
材（１２）と鋭角（α）を成している。
【００１０】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、壁部（１４４，２４４）が、窓ガラス（２
２）に向けられた縁部で開いた切欠き（１４６，２４６）を備えており、該切欠きの幅（
１４８）がワイパー条片（１４）の幅（１５０）よりも大きくなっており、かつ前記切欠
きの深さ（１５２）が支持部材（１２）の上側の面（１１）まで達している。
【００１１】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚
部端部（５０，５２）がワイパーブレード（１０）に堅く結合されている。
【００１２】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚
部端部（５０，５２）がワイパーブレード（１０）に接着されている。
【００１３】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚
部端部（５０，５２）がワイパーブレード（１０）の支持部材（１２）に接着されている
。
【００１４】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）の自由な脚
部端部（５０，５２）が少なくとも一部分に鉤爪状の延長部（５６，５８）を備えており
、該延長部が支持部材（１２）の互いに逆向きの外側の縁部ストリップ（３６）の周囲に
密接に係合している。
【００１５】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、鉤爪状の延長部が脚部端部（５０，５２）
から壁部（１５４，２５４）の領域内へ延びていて、支持部材（１２）の端面側の端部領
域（１１２）の周囲に密接に係合している。
【００１６】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、接着結合が鉤爪状の延長部（５６，５８）
の領域で行われている。
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【００１７】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、支持部材（１２）の上側の面（１１）に接
触する鉤爪面（６０）が、下側の面（１３）に係合する鉤爪面（６４）よりも大きな幅（
６２）を有している。
【００１８】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）の、１つの
脚部（４４）の外壁における流過面（５４）が、凹み部として形成されている。
【００１９】
　本発明に係るワイパーブレードにおいて、支持部材（１２）は支持部材の中央区分で、
ワイパーブレード（１０）と揺動駆動可能なワイパーアーム（１６）との結合のための装
置のワイパーブレード側の部分（１５）によって保持されている。
【００２０】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、結合装置のワイパーブレード側の部分（１
５）が凹み部（７０）を備えており、該凹み部が風除け条片の流過面（５４）としての凹
み部の延長線に沿って延びている。
【００２１】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）のための材
料の硬さが、ワイパー条片（１４）のための材料の硬さを最大で４０パーセントしか超え
ていない。
【００２２】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、風除け条片（１４２，２４２）のための材
料の硬さが、ワイパー条片（１４）のための材料の硬さを最大で２０パーセントしか超え
ていない。
【００２３】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、ワイパー条片（１４）が６４と７１との間
のショア硬度Ａを有しており、風除け条片（１４２，２４２）が７０と７８との間のショ
ア硬度Ａを有している。
【００２４】
　本発明に係るワイパーブレードにおいては、ワイパー条片（１４）が６８のショア硬度
Ａを有しており、風除け条片（１４２，２４２）が７２のショア硬度Ａを有している。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に基づくワイパーブレードにおいては、風除け条片の重量がアングル成形体の横
断面構造によって著しく減少させられている。さらに材料節減のほかに、運動質量の減少
が達成され、ひいては駆動装置及び揺動伝動装置の構造が簡単になる。さらに風除け条片
の曲げ剛性が減少され、その結果、ワイパーブレード・支持部材のたわみ及びばね特性へ
の曲げ剛性の影響が著しく減少される。
【００２６】
　また、風除け条片の両方の脚部がワイパーブレードの両方の端部の領域で壁部によって
互いに結合されている。射出成形で製造可能な風除け条片を用いる場合には、支持部材若
しくはワイパーブレードの端部に配置する端部キャップが省略でき、それというのは壁部
が風除け条片の閉鎖部を成すからである。前述のように製造される風除け条片は任意の形
状で形成でき、支持部材が長手方向で見て中央区分から端部に向かって横断面を減少され
ている場合でも支持部材の任意の形状に容易に適合され得る。
【００２７】
　支持部材の中央区分で上側の面に、ワイパーブレードと揺動駆動可能（旋回駆動可能）
なワイパーアームとの結合のための装置のワイパーブレード側の部分（構成部分）が保持
しており、支持部材の両方の端部にそれぞれ閉鎖・端部キャップが配置されており、この
場合に、支持部材が２つの部分片から成っており、各部分片がそれぞれ端部キャップと前
記構成部分との間を延びていると、支持部材の簡単な組立が可能である。
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【００２８】
　本発明の改善のために、風除け条片の横断面の形状が全長にわたって同じである。これ
によって、風除け条片が特に経済的に押し出し成形で製造できる。
【００２９】
　さらに、風除け条片の端部へ向かった横断面の経過を様式的若しくは形式的な観点から
構成することができる。有利には、壁部が支持部材に対して実質的に垂直に向けられてい
る。
【００３０】
　他面において、壁部を相応に傾斜させて配置することによって、風除け条片の形の美し
い閉鎖部(formschoener Abschluss)を得ることができ、この場合、壁部の外面が支持部材
と鋭角αを成している。もちろん、１つの風除け条片に所属する２つの部分片の両方の各
端部は前述の手段を用いて互いに異なって形成されていてよい。
【００３１】
　さらにワイパーブレードの組立を簡単にするために、有利には、壁部が、窓ガラスに向
けられた縁部で開いた切欠きを備えており、該切欠きの幅が支持部材若しくはワイパー条
片の幅よりも大きくなっており、かつ前記切欠きの深さが支持部材の上側の面まで達して
いる。
【００３２】
　ワイパーブレードでの風除け条片の確実な支持が、風除け条片の脚部端部とワイパーブ
レードとの堅い結合によって実施される。脚部端部とワイパーブレードとのこのような結
合が、接着結合によって簡単かつ経済的に達成される。
【００３３】
　風除け条片の自由な脚部端部をワイパーブレードの支持部材に結合、有利には接着する
と、ワイパーブレードにおける風除け条片の正確な位置決めが保証される。
【００３４】
　位置決めは、本発明の思想に基づき、風除け条片の自由な脚部端部が少なくとも部分的
に鉤爪状の延長部を備えており、該延長部が支持部材の互いに逆向きの外側の縁部ストリ
ップの周囲に密接に係合、若しくは該縁部ストリップに嵌合していることによってさらに
改善される。
【００３５】
　前述の閉鎖壁部を備えた風除け条片を用いる場合に有利には、鉤爪状の延長部が脚部端
部から壁部の領域内へ延びていて、支持部材の端面側の端部領域の周囲に密接に係合して
いる。
【００３６】
　位置決め手段として用いられる鉤爪状の延長部が、接着結合のための特に有利な領域を
成している。
【００３７】
　支持部材への風除け条片の特に安定的なかつ確実な取り付けのために、支持部材の上側
の面に接触する鉤爪面が、支持部材の下側の面に係合する鉤爪面よりも大きな幅を有して
いる。
【００３８】
　有利には、風除け条片の、１つの脚部の外壁における流過面が、凹み部として形成され
ている。
【００３９】
　ワイパーブレードの端部の領域でワイパーブレードに沿って流過する走行風の不都合な
流動状態を避けるために、端部キャップが凹み部を備えており、該凹み部が風除け条片の
流過面としての凹み部の延長線に沿って延びている。
【００４０】
　前述の欠点をワイパーブレードの中央区分でも避けるために、結合装置のワイパーブレ
ード側の部分が凹み部を備えており、該凹み部が風除け条片の流過面としての凹み部の延
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長線に沿って延びている。
【００４１】
　窓ガラスへのワイパーブレード・圧着力の分布を風除け条片の個別に形成される支持部
材によって著しく妨げないために、風除け条片のための材料の硬さが、ワイパー条片のた
めの材料の硬さを最大で４０パーセントしか超えていない。これに関連して特に有利には
、風除け条片のための材料の硬さが、ワイパー条片のための材料の硬さを最大で２０パー
セントしか超えていない。多くの場合に有利には、ワイパー条片が６４と７１との間のシ
ョア硬度Ａを有しており、風除け条片が７０と７８との間のショア硬度Ａを有している。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に基づくワイパーブレードの斜視図。
【図２】ワイパーブレードの図１の線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図。
【図３】ワイパーブレードに所属する風除け条片の、ワイパー条片及び支持部材を除いた
状態で図２に対応して示す断面図。
【図４】本発明の異なって形成されたワイパーブレードの、図１に類似の部分斜視図。
【図５】図４のワイパーブレードの、矢印Ｖの方向で見て示す拡大図。
【図６】図４のワイパーブレードに所属する風除け条片の一方の端部の図４及び図５の線
ＶＩ－ＶＩに沿った断面図。
【図７】本発明に基づくワイパーブレードに所属する風除け条片の別の実施例の、図６に
類似する断面図。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の有利な構成を、以下に図示の実施例に基づき詳細に説明する。
【００４４】
　図１に示すワイパーブレード１０は、帯状に長く延びた(bandartig langgestreckt)ば
ね弾性的な支持部材１２を有しており（図１及び図２）、支持部材の、窓ガラスに向いた
下側の面（帯面）１３に、長く延びたゴム弾性的なワイパー条片（拭き取り条片若しくは
拭い条片）１４が縦軸線平行に取り付けられている。ばねレールとも呼ばれる支持部材１
２の、窓ガラスと逆側の上側の面１１で、該支持部材の中間区分に接続装置のワイパーブ
レード側の部分１５が配置されており、該部分（構成部分）を用いてワイパーブレード１
０が、図１に鎖線で示すワイパーアーム１６にヒンジ的に結合され得る。図１の二重矢印
１８の方向で揺動駆動可能なワイパーアーム１６が、矢印２４の方向で、拭くべき窓ガラ
ス、例えば自動車の風防ガラス（ガラスの表面が図１に鎖線２２で示唆してある）に向け
て負荷されている。鎖線２２が窓ガラス表面の最も強い湾曲を示しているのは、両方の端
部で窓ガラスに接触しているもののまだ負荷されていないワイパーブレードの湾曲が最大
の窓ガラス湾曲よりも強くなっていることを明瞭にするためである。圧着力（矢印２４）
を受けて、ワイパーブレード１０がワイパーリップ（拭いリップ）２６で以て全長にわた
って窓ガラス表面２２に接触している。この場合、金属製のばね弾性的な支持部材１２が
応力を生ぜしめており、該応力が、窓ガラス表面２２へのワイパー条片１４若しくはワイ
パーリップ２６の全長にわたる正確な接触並びに圧着力（矢印２４）の均一な分布に役立
っている。
【００４５】
　以下においては本発明に基づくワイパーブレードの特別な構造について詳細に述べる。
【００４６】
　図２に示してあるように、支持部材１２が実施例では２つのばねレール３０を有してお
り、該ばねレールが窓ガラス表面２２にほぼ平行な共通の１つの平面内に配置されている
。両方のばねレール３０は互いに向き合わされた内側の縁部ストリップ(Randstreifen)３
２で以てワイパー条片１４の縁部側の開いた縦溝３４内に差し込まれていて、かつ外側の
縁部ストリップ３６で縦溝３４から突出している。両方のばねレール３０は、ワイパーブ
レードの中央の領域に配置された接続装置の構成部分１５及び、ワイパーブレードの各端
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部に配置された端部キャップ３８によって縦溝３４内に確保されている。このために、前
記構成部材１５，３８がばねレール３０の外側の縁部ストリップ３６の周囲に係合(umgre
ifen)している。構成部分１５と各端部キャップ３８との間に、風除け条片４２の部分片
４０が配置してある。風除け条片４２の配置及び構造が図２及び図３に示してある。弾性
的な材料、例えばプラスチックから成る風除け条片４２若しくは、該風除け条片４２の両
方の部分片４０は、支持部材１２の上側の面（帯面）１１に装着されている。風除け条片
４２は横断面で見て互いに発散する２つの脚部４４，４６を有しており、該脚部は共通の
１つのベース４８で互いに結合されている。脚部４４，４６の自由な端部５０，５２が窓
ガラス２２に向けられていて、ワイパーブレード１０に若しくはワイパーブレードの支持
部材１２に支えられている。１つの脚部４４の外側の外面が実施例では凹まされた流過面
５４として形成されており、該流過面がワイパーブレードの作動中に主として走行風によ
って流過される。風除け条片４２若しくは部分片４０の図２及び図３に示す横断面形状は
、全長にわたって同じであり、これによって該部分片は経済的に押し出し成形できる。風
除け条片４２の部分片４０は脚部の自由な端部（脚部端部）５０，５２でワイパーブレー
ド若しくは支持部材１２に堅く結合されている。このために有利には、風除け条片４２の
自由な脚部端部がワイパーブレード１０の支持部材１２に接着されている。このために、
脚部４４，４６の自由な端部５０，５２が鉤爪状の延長部５６，５８を備えており、該延
長部が支持部材１２の互いに逆向きの外側の縁部ストリップ３６の周囲に密接に係合して
いる。鉤爪状の延長部５６，５８の、縁部ストリップ３６に接触する面が接着面(Klebefl
aeche)として用いられ、該接着面を用いて風除け条片４２の部分片４０が支持部材に接着
されている。特に安定的な接着結合のために、支持部材１２の上側の面１１に接触する鉤
爪面６０（図３）が、下側の面１３に係合する鉤爪面６４の幅６６よりも大きな幅６２を
有している。
【００４７】
　図１から明らかなように、部分片４０の凹まされた流過面５４が端部キャップ３８にも
接続装置の部分１５にも続いている。端部キャップ３８の凹み部に図１で符号６８が付け
られており、構成部分１５に符号７０が付けられている。風除け条片４２が若しくは該風
除け条片の部分片４０が全長にわたって同じ横断面を有しており、従って風除け条片若し
くは部分片が経済的に押し出し成形できる。
【００４８】
　図４乃至図６に、本発明に基づくワイパーブレードの別の実施例が示してある。ワイパ
ーブレード１０との相違点が風除け条片にしかなく、図４にはワイパーブレード１１０の
１つの部分片だけしか示してなく、該部分片が一方の端部から接続装置の部分（図示せず
）まで延びている。ワイパーブレード１１０に所属する風除け条片１４２の構造は、該風
除け条片と支持部材１２の支持部材・ばねレール３０の外側の縁部ストリップ３６との結
合に関連しては前述の実施例に相応しており、従って同じ符号を付けられている。風除け
条片１４２も横断面で見て２つの脚部４４，４６を有しており、該脚部が共通の１つのベ
ース４８で互いに結合されている。脚部４４，４６の自由な端部５０，５２に同じく鉤爪
状の延長部５６，５８を設けてあり、該延長部がばねレール３０の外側の縁部ストリップ
３６の周囲に密接に係合している。該実施例でも、風除け条片１４２の、１つの射出成形
型内で形成された両方の部分片がワイパーブレード１０の支持部材１２に接着される。鉤
爪状の延長部が支持部材上への風除け条片の簡単なクリップ止め、ひいては接着過程の際
の正確な位置決めを可能にする。接着箇所も確実にカバーされる。さらに風除け条片１４
２の脚部４４若しくは風除け条片の部分片１４０に、流過断面５４が形成されている（図
５）。
【００４９】
　図１乃至図３に示す実施例と異なって、両方の脚部４４，４６がワイパーブレードの端
部若しくは部分片１４０の端部で壁部１４４によって互いに結合されており、壁部がベー
ス４８から鉤爪状の延長部５６，５８まで延びている。この場合、壁部１４４は支持部材
１２に対して実質的に垂直に若しくは、該支持部材に係合する鉤爪状の延長部５６，５８
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に対して実質的に垂直に向けられている。
【００５０】
　図５及び図６に示してあるように、壁部１４４が窓ガラスに向かった縁部で開いた切欠
き１４６を備えており、切欠きの幅１４８が図５に鎖線で示すワイパー条片１４の幅１５
０よりも大きくなっている。切欠き１４６の深さ１５２が支持部材１２の上側の面１１ま
で達している。このことは、図５で上側の鉤爪面６０によって明らかであり、該鉤爪面が
支持部材と風除け条片との接着に際して支持部材１２の上側の面１１に、即ちばねレール
３０の上面に接触する。さらに図６から明らかなように、鉤爪状の延長部が脚部４４，４
６の端部から壁部１４４の領域内に延びていて、鎖線で示す支持部材１２の端面側の端部
領域１１２の周囲に密接に係合している。図６では、部分片１４０の壁部１４４の鉤爪状
の延長部に符号１５４が付けられている。図１乃至図３及び図４乃至図６の実施例の鉤爪
状の延長部５６，５８は、支持部材１２の露出したシャープエッジ状の縁部のカバーのた
めに役立ち、かつ部分片４０，１４０と支持部材１２とを接着する場合に部分片のための
確実な位置決め手段としても役立っている。
【００５１】
　図７には、壁部１４４（図６）の別の配置が示してある。風除け条片２４２の端部領域
に配置された壁部２４４が次のように配置されており、即ち、壁部の外面２４６が支持部
材１２と鋭角αを成している。このことは、鉤爪状の延長部５８によって明らかであり、
該延長部が支持部材と風除け条片２４２との結合に際して支持部材の周囲に密接に係合し
てかつ、該延長部の鉤爪面６０が支持部材１２の上側の面１１に接触している。該実施例
においても、壁部２４４が、若しくは該壁部の鉤爪状の延長部２５４が切欠き２４８を備
えており、該切欠きの配置及び寸法は図４乃至図６の実施例の切欠き１４６の配置及び寸
法に相応している。さらに図７から明らかなように、壁部２４４に同じく鉤爪状の延長部
２５４を配置してあり、該延長部が鎖線で示す支持部材１２の端面側の端部領域１１２の
周囲に密接に係合している。
【００５２】
　ワイパーブレードの、支持部材の構成によって得られる特性が不都合に損なわれないた
めに、風除け条片４２の材料の硬さがワイパー条片１４の材料の硬さを最大で４０％しか
越えていない。特に有利にはこの値は２０％に制限される。実際には、広い走行速度範囲
にわたるワイパー特性に関する良好な結果は、ワイパー条片１４が６８のショア硬度Ａを
有しており、風除け条片４２が７２のショア硬度Ａを有している場合に得られる。
【００５３】
　特別な値が、脚部４４，４６の厚さを風除け条片及びワイパー条片のための材料の選ば
れた硬さに適合させることによっても得られる。
【００５４】
　すべての実施例において共通な点として、風除け条片４２，１４２，２４２が横断面で
見て互いに発散する、即ち末広がりに延びる２つの脚部４４，４６を有しており、該脚部
が共通の１つのベース４８で互いに結合されており、脚部の窓ガラス２２に向けられた自
由な端部５０，５２がワイパーブレード１０に支えられており、この場合、１つの脚部４
４の外面が流過面５４として形成されている。
【００５５】
　前述の実施例とは異なって考えられる別の実施態様では、風除け条片４２の２つの部分
片４０の代わりに風除け条片が一体的で装置部分１５を越えて延びていて、該装置部分を
被って、即ちカバーしている。この場合、風除け条片が適切な少なくとも１つの切欠きを
有しており、該切欠きがワイパーアームとワイパーブレードとの間のヒンジ的な結合を可
能にしている。
【００５６】
　さらに所定の基準に基づき、図１若しくは図４のワイパーブレードが風除け条片の１つ
の部分片４０若しくは１４０だけを備えており、該部分片がワイパーブレードの揺動軸に
近い側の領域で若しくは揺動軸に遠い側の領域で該ワイパーブレードに取り付けられてい
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【符号の説明】
【００５７】
　１０　ワイパーブレード
　１１，１３　面
　１２　支持部材
　１４　ワイパー条片
　１５　構成部分
　１６　ワイパーアーム
　２２　窓ガラス表面
　２４　矢印（圧着力）
　２６　ワイパーリップ
　３０　ばねレール
　３２　縁部ストリップ
　３４　縦溝
　３６　縁部ストリップ
　３８　端部キャップ
　４０，１４０　部分片
　４２，１４２，２４２　風除け条片
　４４，４６　脚部
　４８　ベース
　５０，５２端部
　５６，５８　延長部
　６０　鉤爪面
　６２，６６，１４８，１５０　幅
　６４　鉤爪面
　１１２　端部領域
　１４４，２４４　壁部
　１４６，２４８　切欠き
　１５２　深さ
　１５４　延長部
　２４６　外面
　２５４　延長部
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