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(57)【要約】
　パネルの組（１、２）であって、各パネルは、頂面（
５）および底面（４）と、第１の辺（６）および第１の
辺（６）に平行な第２の辺（７）であって、上記辺（６
、７）が上記頂面（５）と上記底面（４）との間で延在
する、第１の辺（６）および第１の辺（６）に平行な第
２の辺（７）と、各パネルの底面（４）に設けられる第
１の溝（１０）であって、上記第１の溝（１０）がパネ
ルの第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在
する、第１の溝（１０）と、各パネルの底面（４）に設
けられる第２の溝（１１）であって、上記第２の溝（１
１）がパネルの第２の辺（７）に沿って第１の溝（１０
）に平行に延在する、第２の溝（１１）とを備え、係止
プロファイル（３）は、第１のパネル（１）をその第１
の辺（６）で第２のパネル（２）の第２の辺（７）に係
止することを可能にし、上記係止プロファイル（３）は
、基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３
）の長手方向へ延在する少なくとも３つの突縁（１７、
１８、１９）とを備え、第１の縁（１７）は、第１のパ
ネル（１）の第１の溝（１０）に圧入され、第２の縁（
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネルの組（１、２）であって、各パネルが、
　頂面（５）および底面（４）と、
　第１の辺（６）および前記第１の辺（６）に平行な第２の辺（７）であって、前記辺（
６、７）が前記頂面（５）と前記底面（４）との間で延在する、第１の辺（６）および前
記第１の辺（６）に平行な第２の辺（７）と、
　各パネルの前記底面（４）に設けられる第１の溝（１０）であって、前記第１の溝（１
０）が前記パネルの前記第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在する、第１の
溝（１０）と、
　各パネルの前記底面（４）に設けられる第２の溝（１１）であって、前記第２の溝（１
１）が前記パネルの前記第２の辺（７）に沿って前記第１の溝（１０）に平行に延在する
、第２の溝（１１）と
を備え、
　係止プロファイル（３）が、第１のパネル（１）をその第１の辺（６）で第２のパネル
（２）の前記第２の辺（７）に係止することを可能にし、前記係止プロファイル（３）が
、基部（１６）と、互いに平行に前記係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少な
くとも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備え、第１の縁（１７）が第１のパネル（１
）の前記第１の溝（１０）に圧入され、第２の縁（１８）が各係止プロファイル（３）の
前記第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置して、前記第１のパネル（１）の
前記底面（４）の部分（１３）が前記係止プロファイル（３）の前記第１の縁（１７）と
前記第２の縁（１８）との間に挟まれるように前記第１のパネル（１）の一部と協働し、
前記第３の縁（１９）が、第２のパネル（２）の前記第２の溝（１１）に嵌合するように
構成され、それによって、前記第２のパネル（２）を前記第１のパネル（１）に係止する
、パネルの組（１、２）において、
　少なくとも前記第２の縁（１８）が、前記係止プロファイル（３）の全長に沿って連続
的である
ことを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項２】
　請求項１に記載のパネルの組（１、２）において、前記係止プロファイル（３）が押出
成形によって製造されることを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のパネルの組（１、２）において、前記係止プロファイル（３
）が金属材料、好ましくはアルミニウムから製造されることを特徴とするパネルの組（１
、２）。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、各パネルがその
第１の辺（６）に凹部（１４）を備え、前記凹部（１４）が前記第１の辺（６）の長手方
向に延在し、前記凹部（１４）が前記当該係止プロファイル（３）の前記第２の縁（１８
）に少なくとも部分的に適合することを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、前記第２の縁（
１８）が、前記係止プロファイル（３）の前記第１の縁（１７）の方に傾くことを特徴と
するパネルの組（１、２）。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、前記第１の溝（
１０）が、前記第１の縁（１７）に対する当接面（１２）を画定し、前記当接面（１２）
が前記底面（４）に対して角度をつけられ、それにより、前記係止プロファイル（３）の
前記第１の縁（１７）と前記第２の縁（１８）との間に挟まれる前記第１のパネル（１）
の前記部分（１３）は、前記パネル（１）の前記底面（４）に向けて幅が増加することを
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特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、前記第２の縁（
１８）が、その自由端で２つの翼（２５、２６）と、前記係止プロファイル（３）の前記
第１の縁（１７）の方に傾けられて、前記第１の辺（６）の前記凹部（１４）に延在する
第１の翼（２５）と、前記係止プロファイル（３）の前記第３の縁（１９）の方に傾けら
れて、第２のパネル（２）の前記第２の辺（７）に沿って設けられる凹部（２８）に延在
する第２の翼（２６）とを備えることを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、前記係止プロフ
ァイル（３）の前記第２の縁（１８）は、２つ以上の平行で離間した縁（１８１、１８２
）を有する構成された縁であり、好ましくは、両方のパネル（１、２）の間に所定の距離
を有して前記第２のパネル（２）を前記第１のパネル（１）に係止した後、スペーサ（３
２）に適合するように構成されることを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、１つまたは複数
の係止プロファイルが、第１のパネル（１）の前記第１の辺（６）に沿って設けられ、前
記１つまたは複数の係止プロファイルが、前記第１の辺（６）の長さの８０％に等しい、
またはそれより大きい全長を有することを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）において、前記パネルが、
　第３の辺（８）および前記第３の辺（８）に平行な第４の辺（９）であって、前記辺（
８、９）が前記パネル（１）の前記頂面（５）と前記底面（４）との間で延在する、第３
の辺（８）および前記第３の辺（８）に平行な第４の辺（９）と、
　各パネルの前記底面（４）に設けられる第３の溝（３４）であって、前記第３の溝（３
４）が前記パネル（１）の前記第３の辺（８）に平行に、かつ、それに沿って延在する、
第３の溝（３４）と、
　各パネルの前記底面（４）に設けられる第４の溝（３５）であって、前記第４の溝（３
５）が前記パネル（１）の前記第４の辺（９）に沿って前記第３の溝（３４）に平行に延
在する、第４の溝（３５）と
を備え、
　第２の係止プロファイル（３６）が、第１のパネル（１）をその第３の辺（８）で第３
のパネルの前記第４の辺（９）に係止することを可能にし、前記第２の係止プロファイル
（３６）が、基部（１６）と、互いに平行に前記係止プロファイル（３６）の長手方向に
延在する少なくとも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備え、第１の縁（１７）が、第
１のパネル（１）の前記第３の溝（３４）に圧入され、第２の縁（１８）が、各第２の係
止プロファイル（３６）の前記第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置して、
前記第１のパネル（１）の前記底面（４）の部分が、前記第２の係止プロファイル（３６
）の前記第１の縁（１７）と前記第２の縁（１８）との間に挟まれるように前記第１のパ
ネル（１）の一部と協働し、前記第３の縁（１９）が、第３のパネルの前記第４の溝（３
５）に嵌合するように構成され、それによって、前記第３のパネルを前記第１のパネル（
１）に係止し、
　前記第２の係止プロファイル（３６）の少なくとも前記第２の縁（１８）が、前記第２
の係止プロファイル（３６）の全長に沿って連続的である
ことを特徴とするパネルの組（１、２）。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載のパネルの組において、前記第１および第２の辺
（６、７）が、舌部および溝システムを画定するように構成されることを特徴とするパネ
ルの組。
【請求項１２】
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　パネルの組（１、２）の製造方法において、前記方法が、
ａ．
　頂面（５）および底面（４）と、
　第１の辺（６）および前記第１の辺（６）に平行な第２の辺（７）であって、前記辺（
６、７）が前記頂面（５）と底面（４）との間で延在する、第１の辺（６）および前記第
１の辺（６）に平行な第２の辺（７）と、
　各パネル（１、２）の前記底面（４）に設けられる第１の溝（１０）であって、前記第
１の溝（１０）が前記パネルの前記第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在す
る、第１の溝（１０）と、
　各パネル（１、２）の前記底面（４）に設けられる第２の溝（１１）であって、前記第
２の溝（１１）が前記パネルの前記第２の辺（７）に沿って前記第１の溝（１０）に平行
に延在する、第２の溝（１１）と
を有する第１のパネル（１）を提供することと、
ｂ．基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少なく
とも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える前記係止プロファイル（３）を提供する
ことであって、第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置する少なくとも第２の
縁（１８）が前記係止プロファイル（３）の全長に沿って連続的である、提供することと
、
ｃ．前記第１のパネル（１）の当接面（１５）に対して前記係止プロファイル（３）の前
記第２の縁（１８）を配置することと、
ｄ．前記係止プロファイル（３）の前記第１の縁（１７）を前記第１のパネル（１）の前
記第１の溝（１０）に圧入し、それにより、前記パネルの部分（１３）が前記係止プロフ
ァイル（３）の前記第１の縁（１７）と前記第２の縁（１８）との間に挟まれることと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、
ｅ．前記第１の縁（１７）を前記第１のパネル（１）の前記第１の溝（１０）に押し込ん
だ後、前記係止プロファイル（３）の前記第１の縁（１７）を前記第２の縁（１８）の方
向に曲げること
をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　パネルの組（１、２）の２枚の隣接するパネルを係止するための係止プロファイル（３
）において、前記係止プロファイル（３）が、基部（１６）と、互いに平行に前記係止プ
ロファイル（３）の長手方向に延在する少なくとも突縁（１７、１８、１９）とを備え、
それによって、第１の縁（１７）、および前記第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との
間に位置する第２の縁（１８）は、その間にパネルの部分を挟むことを可能にするクラン
プを画定し、それによって、前記第２の縁（１８）が、前記係止プロファイル（３）の全
長にわたって連続的である
ことを特徴とする係止プロファイル（３）。
【請求項１５】
　請求項１乃至１２の何れか１項に記載のパネルの組（１、２）を備えるパネルの組立て
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、床、天井、または壁を覆うためのパネルの組の分野に関し、特に、そ
れらの隣接する辺で接合される複数のパネルを備えるパネルの組に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高い頻度で重い荷重を受ける環境で使用される建築用パネルおよび特に床は、必然的に
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、２枚の隣接するパネル間の係止された辺が開くことを防止する強い係止を必要とする。
そのような床に対して、隣接する辺に沿ったパネルの一方に設けられる係止プロファイル
を備える係止システムを提供することが知られており、上記係止プロファイルは、プラス
チック材料またはアルミニウムなどの金属材料の何れかで製造される。
【０００３】
　現在までのところ、国際公開第９８／２４９９４号パンフレットおよび国際公開第９８
／２４９９５号パンフレットで開示されているように、そのような係止プロファイル、特
に金属製係止プロファイルは、その後その辺に沿ってパネルに固定される所望の形状に打
ち抜かれる金属板から製造が開始される。
【０００４】
　従来技術において開示されている方法および係止機構の第１の欠点は、パネルへの係止
プロファイルの機械的な固定がパネルの製造工程全体を減速させる非常に遅い工程である
ということである。別の欠点は、金属板の打ち抜きは、非常に限定された設計の選択肢の
み提供し、係止プロファイルの設計における各変形例のために大きな資本支出を必要とす
る遅い工程であるということである。したがって、この係止システムのさらなる改善はき
わめて少なかった。
【０００５】
　しかしながら、この係止システムをさらに改善することが本発明の目的である。
【発明の概要】
【０００６】
　第１の態様において、本発明はパネルの組（１、２）であって、各パネルは、
　頂面（５）および底面（４）と、
　第１の辺（６）および第１の辺（６）に平行な第２の辺（７）であって、上記辺（６、
７）が上記頂面（５）と上記底面（４）との間で延在する、第１の辺（６）および第１の
辺（６）に平行な第２の辺（７）と、
　各パネルの底面（４）に設けられる第１の溝（１０）であって、上記第１の溝（１０）
がパネルの第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在する、第１の溝（１０）と
、
　各パネルの底面（４）に設けられる第２の溝（１１）であって、上記第２の溝（１１）
がパネルの第２の辺（７）に沿って第１の溝（１０）に平行に延在する、第２の溝（１１
）と
を備え、係止プロファイル（３）は、第１のパネル（１）をその第１の辺（６）で第２の
パネル（２）の第２の辺（７）に係止することを可能にし、上記係止プロファイル（３）
は、基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少なく
とも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備え、第１の縁（１７）は第１のパネル（１）
の第１の溝（１０）に圧入され、第２の縁（１８）は各係止プロファイル（３）の第１の
縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置して、第１のパネル（１）の底面（４）の部
分（１３）が係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）と第２の縁（１８）との間に挟
まれるように第１のパネル（１）の一部と協働し、第３の縁（１９）は、第２のパネル（
２）の第２の溝（１１）に嵌合するように構成され、それによって、第２のパネル（２）
を第１のパネル（１）に係止する、パネルの組（１、２）において、少なくとも第２の縁
（１８）は、係止プロファイル（３）の全長に沿って連続的であることを特徴とするパネ
ルの組（１、２）に関する。
【０００７】
　床についての一般的想定とは対照的に（国際公開第９４／２６９９９号パンフレット参
照）、出願人はここで、驚くべきことに、連続的な第２の縁を設けることによって、係止
プロファイルの設計のはるかに良好な制御および係止プロファイルの設計のはるかに大き
な自由度を得ることができ、係止されたパネルの係止強度のさらなる改善を可能にし、一
方、同時に、係止プロファイルの製造時間および係止プロファイルをパネルに固定できる
速度が大幅に改善することを発見した。
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【０００８】
　特に、出願人は、連続的な第２の縁を有する係止プロファイルを製造することによって
、打ち抜かれた金属板から作られる係止プロファイルと比較したとき、パネルと相互作用
する係止プロファイルの縁の角度を、たとえば係止強度が強力に増加するように設計する
ことができ、強度の増加に加えて、本発明による係止プロファイルによる、隣接するパネ
ル間の係止が、係止の安定性を改善することを発見した。
【０００９】
　従来技術による係止プロファイルで組み立てられた２枚のパネルの底面の部分投影図を
示す図１Ａ、および本発明による係止プロファイルによる同様の図を示す図１Ｂに示され
るように、本発明は、係止プロファイルの部分的な破損（打ち抜き）を必要としない。
【００１０】
　本発明によるパネルの組の係止プロファイルの好ましい製造方法は、押出成形によるも
のである。
【００１１】
　第２の態様において、本発明はパネルの組（１、２）の製造方法に関し、その方法は、
ａ．
　頂面（５）および底面（４）と、
　第１の辺（６）および第１の辺（６）に平行な第２の辺（７）であって、上記辺（６、
７）が上記頂面（５）と上記底面（４）との間で延在する、第１の辺（６）および第１の
辺（６）に平行な第２の辺（７）と、
　各パネル（１、２）の底面（４）に設けられる第１の溝（１０）であって、上記第１の
溝（１０）がパネルの第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在する、第１の溝
（１０）と、
　各パネル（１、２）の底面（４）に設けられる第２の溝（１１）であって、上記第２の
溝（１１）がパネルの第２の辺（７）に沿って第１の溝（１０）に平行に延在する、第２
の溝（１１）と
を有する第１のパネル（１）を提供することと、
ｂ．基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少なく
とも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える係止プロファイル（３）を提供すること
であって、第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置する少なくとも第２の縁（
１８）が係止プロファイル（３）の全長に沿って連続的である、提供することと、
ｃ．第１のパネル（１）の当接面（１５）に対して係止プロファイル（３）の第２の縁（
１８）を配置することと、
ｄ．上記係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）を第１のパネル（１）の第１の溝（
１０）に圧入し、それにより、パネルの部分（１３）が係止プロファイル（３）の第１の
縁（１７）と第２の縁（１８）との間に挟まれることと
を含む。
【００１２】
　第３の態様において、本発明は、パネルの組（１、２）の２枚の隣接するパネルを係止
するための係止プロファイル（３）に関し、上記係止プロファイル（３）は、基部（１６
）と、互いに平行に係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少なくとも突縁（１７
、１８、１９）とを備え、それによって、第１の縁（１７）、および第１の縁（１７）と
第３の縁（１９）との間に位置する第２の縁（１８）は、その間にパネルの部分を挟むこ
とを可能にするクランプを画定し、それによって、第２の縁（１８）は、係止プロファイ
ル（３）の全長にわたって連続的である。
【００１３】
　第４の態様において、本発明は、請求項１乃至１２の何れか１項に記載のパネルの組（
１、２）を備えるパネルの組立てに関する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１Ａ】図１Ａは、従来技術による係止プロファイルで組み立てられた２枚のパネルの
底面の部分投影図の画像を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明による係止プロファイルで組み立てられた２枚のパネルの底
面の部分投影図の画像を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明のパネルの組の第１のパネルを概略的に表し、図２Ａ．１、
２Ａ．２、および２Ａ．３は、図２Ａに表される第１のパネルおよび第１のパネル上に設
けられる係止プロファイルのいくつかの特定の部分をさらに詳細に表す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明によるパネルの組の組立て方法を概略的に示す。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明によるパネルの組の製造方法を概略的に表す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明によるパネルの組の製造方法を概略的に表す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明によるパネルの組の製造方法を概略的に表す。
【図４】図４は、本発明の代替的な実施形態による係止プロファイルの断面を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の代替的な実施形態による係止プロファイルの断面を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、第１のパネル上に設けられて、第２のパネルと協働する準備ができ
ているときの、図５Ａの係止プロファイルを示す。
【図６】図６は、本発明の代替的な実施形態による係止プロファイルの断面を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、図２Ａの代替的な実施形態を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図２Ｂの代替的な実施形態を示す。
【図８】図８は、その上の複数の係止プロファイルを挟むための２つの代替的な構成を有
する、本発明によるパネルを示す。
【図９】図９は、その上の複数の係止プロファイルを挟むための２つの代替的な構成を有
する、本発明によるパネルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、通常、床、天井、または壁を覆うためのパネルの組に関する。
【００１６】
　図２Ａは、その上に係止プロファイル（３）が挟まれた、そのようなパネルの組のパネ
ル（１）を示す。パネルの組の各パネルは、底面（４）と、頂面（５）（好ましくは、図
に示されていない、装飾および／または摩耗層で仕上げられる）と、底面と頂面との間で
延在する複数の辺とを有する。
【００１７】
　図２Ａに表された実施形態において、パネルは、一対の平行な縦（長）辺（６－７）お
よび一対の平行な横（短）辺（８－９）で形づくられた長方形である。各縦辺（６、７）
に沿って、各パネルの底面（４）に溝が設けられ、第１の溝（１０）は、パネルの全長に
わたって第１の辺（６）に平行に、かつ、それに沿って延在し、第２の溝（１１）は、第
２の辺（７）に平行に、かつ、それに沿って延在する。
【００１８】
　パネルの第１の辺（６）に最も近接する側部において、第１の溝（１０）は、底面（４
）に垂直の方向に対して傾斜して、好ましくは少なくとも部分的に延在する側壁または当
接面（１２）によって部分的に区切られ、それにより、この側壁は、パネルの底面（４）
から頂面（５）に向けた方向において、パネルの第１の辺の方に傾き、よって、この側壁
（１２）と第１の辺（６）との間のパネルにおいて楔形部分（１３）を画定する。図２Ｂ
に表された実施形態において、この側壁（１２）は、２つの壁部である、底面（４）に垂
直な方向と略平行に延在するパネルの底面（４）に最も近接する第１の壁部（１２．１）
と、上記のような楔形部分（１３）を画定するために第１の壁部（１２．１）に対して傾
斜する第２の壁部（１２．２）とを備える。
【００１９】
　好ましくは、第１のパネル（１）は、この場合、底面（４）に垂直な方向と略平行に延
在するパネルの底面（４）に最も近接する第１の部分（１５．１）と、パネルの底面（４
）から頂面（５）に向けた方向においてパネルの第２の辺（７）の方に傾いて第１の壁部
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に対して傾斜する第２の壁部（１５．２）とを備える側壁（１５）によって区切られ、よ
って、第１の辺（６）と第１の溝（１０）との間のパネルにおいて楔形部分（１３）を画
定する、第１の辺（６）に設けられる凹部（１４）をさらに備える。
【００２０】
　図２Ｂに示されるように、パネルの組の２枚のパネルは、係止プロファイル（３）によ
って、それらの対向する縦辺（６、７）に沿って互いに連結される。係止プロファイル（
３）は、基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３）の長手方向に延在する少
なくとも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える。第１の縁（１７）は第１のパネル
の第１の辺（６）に沿って第１の溝（１０）にはまり込み、パネルの組の組み立てられた
状態において、第２のパネルの第２の辺（７）に沿って第２の溝（１１）にはまり込む第
３の縁（１９）。係止プロファイル（３）の第１の縁と第３の縁との間に位置する第２の
縁（１８）は、第１のパネル（１）の第１の辺（６）の一部と協働し、それにより、第１
のパネル（１）の部分は、係止プロファイルの第１の縁（１７）と第２の縁（１８）との
間に挟まれる。図２Ｂに表された実施形態において、第２の縁（１８）は、第１のパネル
（１）の第１の辺（６）に設けられる凹部（１４）に位置する。
【００２１】
　本発明によると、第２の縁（１８）は連続的であり、係止プロファイル（３）の全長に
わたって延在する。好ましくは、第１の縁（１７）および第３の縁（１９）も連続的で、
係止プロファイル（３）の全長にわたって延在する。
【００２２】
　図２Ｂに表されるように、係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）は好ましくは、
２つの部分である、係止プロファイル（３）がその上で挟まれるときパネル（１）の底面
（４）に略垂直な方向に延在し、基部（１６）に最も近接する第１の部分（１７．１）と
、５０°～９０°、好ましくは６０°～７０°の範囲の角度αを超えて第２の縁（１８）
の方へ第１の部分（１７．１）に対して傾けられる、基部（１６）から最も遠い第２の部
分（１７．２）とを備える。係止プロファイル（３）が第１のパネル（１）上に留められ
るとき、それによって、第１の縁（１７）の第１および第２の部分（１７．１および１７
．２）は、それぞれ、第１の溝（１０）の第１の壁部（１２．１）および第２の壁部（１
２．２）と協働する。係止プロファイル（３）の第２の縁（１８）は好ましくは、２つの
部分である、係止プロファイル（３）がその上で挟まれるときパネルの底面（４）に略垂
直な方向に延在し、基部（１６）に最も近接する第１の部分（１８．１）と、６０°～８
０°、好ましくは６５°～７５°の範囲の角度βを超えて第１の縁（１７）の方へ第１の
部分（１８．１）に対して傾けられる、基部（１６）から最も遠い第２の部分（１８．２
）とを備える。係止プロファイル（３）が第１のパネル（１）上に留められるとき、それ
によって、第２の縁（１８）の第１および第２の部分（１８．１および１８．２）は、そ
れぞれ、凹部（１４）の第１の壁部（１５．１）および第２の壁部（１５．２）と協働す
る。第１のパネル（１）の第１の溝（１０）および凹部（１４）の、ならびに、係止プロ
ファイル（３）の第１および第２の縁（１７、１８）の上記の特定の設計により、第１の
パネル（１）上への係止プロファイル（３）の強く、失敗のない挟み留めを得ることが可
能になり、それによって、係止プロファイル（３）の偶発的な解放が防止される。
【００２３】
　係止プロファイル（３）の第３の縁（１９）は好ましくは、２つの部分である、係止プ
ロファイル（３）の基部（１６）に最も近接する第１の部分（１９．１）と、基部（１６
）から最も遠い第２の部分（１９．２）とを備える。第１の部分（１９．１）は、少なく
とも７５°、好ましくは８０°～９０°、最も好ましくは８０°～８６°の係止プロファ
イル（３）の基部（１６）との角度γを超えて、第２の縁（１８）から離れて傾けられる
。
【００２４】
　第１、第２、および第３の縁（１７、１８、１９）の２つの部分の設計の代わりに、一
部または全部は、その全高を超えて同じ方向に延在する縁として設計することができる、
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その場合、上で説明されたように、この方向は好ましくは、それぞれ角度α、β、および
γで傾けられる。
【００２５】
　好ましくは、係止プロファイル（３）は、プラスチック材料（たとえば、ポリスチレン
などのガラス繊維強化プラスチック材料）、または、好ましくは、アルミニウムなどの金
属材料で製造される押出成形プロファイルである。
【００２６】
　パネルの組（１、２）を組み立てるために、図２Ｂに表されるように、第１のパネル（
１）が所定の位置に配置され、その底面（４）および係止プロファイル（３）の基部（１
６）が支持面（図示せず）上に載せられる。この位置において、第２の縁（１８）と第３
の縁（１９）との間の係止プロファイル（３）の部分は露出されて、第２のパネル（２）
の辺部分を受ける準備ができている。第２のパネル（２）の第２の辺（７）を第１のパネ
ル（１）の第１の辺（６）に対して配置して、その後、第２のパネル（２）を支持面の方
へ押すことによって、係止プロファイルの第３の縁（１９）は、第２のパネル（２）の第
２の溝（１１）に押し込まれ、それにより、第２のパネルの第２の辺（７）に最も近接す
るその第２の溝（１１）の側壁（２０）に確実に接触し、それによって、両方のパネル（
１、２）の底面（４）の平面において、第１および第２のパネル（１、２）の第１および
第２の辺（６、７）に垂直な方向に第１のパネルに対して移動しないように第２のパネル
を係止する。このような係止は一般に、パネル間の水平係止と呼ばれる。
【００２７】
　両方のパネル（１、２）の底面（４）の平面において、第１および第２のパネル（１、
２）の第１および第２の辺（６、７）に垂直な方向に両方のパネルを分裂させるのに必要
な力として定義される水平係止の強度は、パネルの材料の破損を除いて、係止プロファイ
ルの強度に依存する。
【００２８】
　アルミニウムで、少なくとも０．４ｍｍ、たとえば０．６ｍｍの厚さを有する基部とと
もに係止プロファイルを製造するとき、ＩＳＯ２４３３４（２００６）に従って測定する
と少なくとも３ｋＮ／ｍ、より好ましくは少なくとも４ｋＮ／ｍの係止強度ＦＭＡＸを実
現することができる。
【００２９】
　基部（１６）および縁（１７、１８、１９）の厚さは好ましくは、０．４ｍｍ～１．２
ｍｍの範囲、好ましくは０．５ｍｍ～０．８ｍｍの範囲である。さらに説明される係止プ
ロファイルのいくつかの実施形態において、第１および／または第２の縁は、これらの範
囲から逸脱してもよい。
【００３０】
　これに加えて、係止プロファイル（３）の基部（１６）の厚さは、第１の縁（１７）と
第２の縁（１８）との間で延在する第１の部分（１６．１）と、第２の縁（１８）と第３
の縁（１９）との間で延在する第２の部分（１６．２）との間で変わってもよいことが言
及される。
【００３１】
　第２の部分（１６．２）に関して、厚さは好ましくは、図７Ｂに示されるような係止プ
ロファイル（３）の弾性曲げを可能にするように選択されて、同時に、十分な耐伸縮性を
さらに提供し、これは、係止プロファイル（３）の第２の縁（１７）と第３の縁（１８）
との間に第２のパネル（２）の第２の辺（７）を挿入することによる、パネルの組（１、
２）の簡単な組立てを可能にし、その一方で、第１の部分（１６．１）の厚さは好ましく
は、第１のパネル（１）上への係止プロファイル（３）の所望の挟み留めを提供するよう
に選択される。
【００３２】
　上記のように、係止プロファイル（３）は好ましくは、押出成形によって製造される。
押出成形されると、係止プロファイル（３）は所望の長さに切断され、その後、切断され
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たプロファイル（３）は、係止プロファイル（３）の第１の層を作成するために、互いに
平行な第１の向きに複数の係止プロファイルを配置し、その後、係止プロファイルの第１
の層の頂部の上に係止プロファイル（３）の第２の層を作成するために、互いに平行で第
１の向きに垂直な第２の向きに複数の係止プロファイルを配置することによって、重ねら
れる。第１の向きに配置される係止プロファイル（３）の第３の層は、係止プロファイル
およびその他の第２の層の上にその後、配置することができ、それによって、図３Ａに示
される係止プロファイル（３）の交差積み（２１）を得る。
【００３３】
　図３Ａに概略的に表されるように、係止プロファイル（３）はその後、積み重ねがばら
され、係止プロファイル（３）を１つずつパネル組立て機器に供給するためのコンベヤ上
の所定位置に互いに平行に配置される。パネル組立て機器では、図３Ｂに表されるように
、１つの係止プロファイル（３）は初めに、係止プロファイル（３）の第２の縁（１８）
を第１のパネル（１）の第１の辺（６）に対して、好ましくは、第１の辺（６）の側壁（
１５）に対して配置することによって、第１のパネル（１）の第１の辺（６）と位置合わ
せされる。その後、図３Ｃに示されるように、係止プロファイル（３）は、パネル（１）
の底面（４）に対して押しつけられ、それによって、係止プロファイル（３）の第１の縁
（１７）を第１のパネル（１）の第１の溝（１０）に圧入する。この押圧操作は好ましく
は、係止プロファイル（３）上に第１の圧搾ロール（２２）を案内することによって実行
される。
【００３４】
　その後、図３Ｄに表されるように、係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）は、第
１の溝（１０）の当接または側壁面（１２）に対して第１の縁（１７）をしっかりと押圧
することによって、少なくとも部分的に曲げられ、それによって、第１のパネル（１）の
楔形部分（１３）が、関連する係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）と第２の縁（
１８）との間に十分に挟まれることを保証する。この押圧は、好ましくは第１の縁（１７
）の第２の部分（１７．２）を第２の壁部（１２．２）に対してしっかりと、または部分
的にさえ押圧する第２の圧搾ロール組立体（２３）によって好ましくは実行される。
【００３５】
　係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）は、押出成形されるとき、パネル（１）上
に上記係止プロファイル（３）を挟み留めるために、第１の縁（１７）を第２の縁（１８
）の方へ曲げることを可能にするように構成されることが好ましく、同時に、第１の縁（
１７）を後方に曲げることに対する十分な抵抗をさらに提供し、それにより、係止プロフ
ァイル（３）の基部（１６）の平面で測定される係止プロファイル（３）の引張強度は、
ＩＳＯ２４３３４（２００６）に従って測定される少なくとも３ｋＮ／ｍ、好ましくは少
なくとも４ｋＮ／ｍである。
【００３６】
　好ましい実施形態によると、第１の縁（１７）は、屈曲操作によって恒久的に変形する
。係止プロファイルがプラスチック材料で製造される場合、第１の縁の変形を恒久的にす
るために、第１の縁（１７）の屈曲直前、屈曲中、または屈曲後に、第１の縁（１７）に
熱が加えられてもよく、それによって、パネル（１）上での係止プロファイル（３）の挟
み込みを保証する。
【００３７】
　図４～６は、本発明によるパネルの組の係止プロファイル（３）の代替的な実施形態を
表す。
【００３８】
　図４に示される係止プロファイル（３）は、基部（１６）と、係止プロファイル（３）
の長手方向に互いに平行に延在する３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える。第１の
パネル（１）の第１の辺（６）に沿って第１の溝（１０）にはまり込むように構成される
第１の縁（１７）は、この場合、第１の縁（１７）から第２の縁（１８）の方向に突出す
る突起（２４）を備える。この突起（２４）は、係止プロファイル（３）の基部（１６）
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から間隔を空けて配置され、図２Ａに関して説明される係止プロファイルの第１の縁（１
７）の傾斜した第２の部分（１７．２）として、第１のパネル（１）上に係止プロファイ
ル（３）を留めることを容易にする。
【００３９】
　図５に示される係止プロファイルは、基部（１６）と、係止プロファイル（３）の長手
方向に互いに平行に延在する３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える。本実施形態に
おいて、第２の縁（１８）は、第１の翼（２５）と第２の翼（２６）とを備える。
【００４０】
　第１の翼（２５）は、係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）の方へ傾けられ、図
２Ａに関して説明される係止プロファイルの第２の縁（１８）の傾斜した第２の部分（１
８．２）と同じ、第１のパネル（１）上に係止プロファイル（３）を留める機能を有する
。第２の翼（２６）は、第３の縁（１９）の方へ傾けられ、よって、係止プロファイル（
３）の基部（１６）と、第２の縁（１８）と、第２の翼（２６）との間で溝（２７）を画
定する。本実施形態において、各パネルの第２の辺（７）は、第２の翼（２６）を収める
ように構成される凹部（２８）を備える。係止プロファイル（３）およびパネルの第２の
辺（７）のこの設計は、パネルの底面に垂直な方向への第１のパネル（１）と第２のパネ
ル（２）との間の移動を防止する（一般に垂直ロックと呼ばれる）。
【００４１】
　図６に示される係止プロファイル（３）は、基部（１６）と、係止プロファイル（３）
の長手方向に互いに平行に延在する３つの突縁（１７、１８、１９）とを備える。この場
合、第２の縁（１８）は、２つ以上の平行に離間した縁（１８１、１８２）を有する複合
縁として設計され、または、他に、中央空隙を有する縁（１８）として説明することがで
きる。
【００４２】
　この場合、両方の離間した縁（１８１および１８２）は翼を備える。第１の縁（１７）
の最も近くに位置する第１の離間した縁（１８１）は、係止プロファイル（３）の第１の
縁（１７）の方へ傾けられる翼（２５）を備える。この縁（１８１）は、図２Ｂに関して
説明された係止プロファイルの第２の縁（１８）と同じ機能を有する。第１の縁（１７）
から最も離れて配置される第２の離間した縁（１８２）は、第３の縁（１９）の方へ傾け
られる第２の翼（２６）を備え、よって、係止プロファイル（３）の基部（１６）と、第
２の縁（１８）と、第２の翼（２６）との間で溝（２７）を画定する。両方の離間した縁
（１８１）および（１８２）の間には、この場合、雌スナップフィットロック手段（３１
）を備えるスロット（３０）があり、対応する雄スナップフィットロック手段（３３）を
有するスペーサ（３２）が配設される。スペーサは、係止プロファイルによって係止され
た第１および第２のパネル（１、２）の対向する辺（６、７）の間に配置される。明らか
に、スペーサ（３２）と係止プロファイル（３）との間の係止は、本発明を逸脱しない範
囲で、多数の代替形態に従って実行することができる。
【００４３】
　図７Ａおよび７Ｂにおいて、組み立てられると、パネル（１、２）の第１および第２の
辺（６、７）が、両方のパネルを垂直方向に係止することを可能にする舌部および溝シス
テムとして構成されるという点で、図２Ａの実施形態とは異なるパネルの組立てが示され
ている。
【００４４】
　表された実施形態において、舌部は第１のパネル（１）の第１の辺（６）上に設けられ
、一方、溝は第２のパネル（２）の第２の辺（７）に設けられ、さらに、明らかに、第２
のパネル（２）の第２の辺（７）上に舌部を設け、第１のパネル（１）の第１の辺（６）
に溝を設けることも可能である。
【００４５】
　さらに、係止プロファイルの基部（１６）の厚さは、第１の縁（１７）と第２の縁（１
８）との間で延在する第１の部分（１６．１）と、第２の縁（１８）と第３の縁（１９）
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との間で延在する第２の部分（１６．２）との間で変わってもよいことが言及される。
【００４６】
　第２の部分（１６．２）に関して、厚さは好ましくは、図７Ｂに示されるような係止プ
ロファイル（３）の弾性曲げを可能にするように選択されて、同時に、十分な耐伸縮性を
さらに提供し、これは、係止プロファイル（３）の第２の縁（１８）と第３の縁（１９）
との間に第２のパネル（２）の第２の辺（７）を挿入することによる、パネルの組（１、
２）の簡単な組立てを可能にし、その一方で、第１の部分（１６．１）の厚さは好ましく
は、第１のパネル（１）上への係止プロファイル（３）の所望の挟み込みを提供するよう
に選択される。
【００４７】
　ここで上記の本発明の詳細説明に関して、２枚の隣接するパネルの対向する辺は、パネ
ルの形状への制限なしに、および、パネルが長方形の場合、当該第１および第２の辺が縦
辺（長辺）または横辺（短辺）であるかどうかを指定することなく、第１および第２の辺
（６および７）によって扱われた。したがって、上記の説明のために、平行な辺の対の位
置または長さへの制限が意図されなかったことは明らかである。
【００４８】
　ここで、場合によっては、隣接するパネルの対向する辺の１つより多い対の上に係止プ
ロファイルを提供することが望ましい。図８および９に表されるように、各パネルは、上
記の第１および第２の辺（６、７）および対応する係止プロファイル（３）に加えて、
　第３の辺（８）および第３の辺（８）に平行な第４の辺（９）であって、上記辺がパネ
ル（１）の頂面（５）と底面（４）との間で延在する、第３の辺（８）および第３の辺（
８）に平行な第４の辺（９）と、
　各パネルの底面（４）に設けられる第３の溝（３４）であって、上記第３の溝（３４）
がパネル（１）の第３の辺（８）に平行に、かつ、それに沿って延在する、第３の溝（３
４）と、
　各パネルの底面（４）に設けられる第４の溝（３５）であって、上記第４の溝（３５）
がパネル（１）の第４の辺（９）に沿って第３の溝（３４）に平行に延在する、第４の溝
（３５）と
を備え、
　第２の係止プロファイル（３６）は、第１のパネル（１）をその第３の辺（８）で第３
のパネルの第４の辺（９）に係止することを可能にし、上記第２の係止プロファイル（３
６）は、基部（１６）と、互いに平行に係止プロファイル（３６）の長手方向に延在する
少なくとも３つの突縁（１７、１８、１９）とを備え、第１の縁（１７）は、第１のパネ
ル（１）の第３の溝（３４）に配設され、第２の縁（１８）は、各第２の係止プロファイ
ル（３６）の第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置して、第１のパネル（１
）の部分（１３）が第２の係止プロファイル（３６）の第１の縁（１７）と第２の縁（１
８）との間に挟まれるように第１のパネル（１）の一部と協働し、第３の縁（１８）は、
第３のパネルの第４の溝（３５）に嵌合するように構成され、それによって、第３のパネ
ルを第１のパネル（１）に係止し、第２の係止プロファイル（３６）の少なくとも第２の
縁（１８）は、上記第２の係止プロファイル（３６）の全長に沿って連続的である。
【００４９】
　このような構成において、係止プロファイルが重なることは防止すべきである。したが
って、パネルの長辺に配設される係止プロファイルは、パネルの第１および第３の辺によ
って定義されるコーナー領域に延在することを可能にされ、その一方で、パネルの短辺に
配設される係止プロファイルは、そのコーナー部に延在しないことが好ましい（または、
逆もまた同じ）。
【００５０】
　さらに、本発明によると、パネルの単一の側部に沿って配設される係止プロファイルの
最小および最大長さについては実質的な限界はなく、５ｃｍから数メートルまで変化する
長さを想定することができる。しかしながら、十分な係止強度ＦＭＡＸで堅固な係止を得
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する場合、複数の係止プロファイルはパネルのその同じ辺上に配設され、その辺上に配設
される係止プロファイルの長さの合計は、当該側辺の全長の少なくとも８０％に等しい、
またはそれより大きいことが好ましい。
【００５１】
　すべての上記の実施形態について、パネルは、それらの辺上に上記の保持プロファイル
を作ることが可能である限り、多くの異なる材料または材料の組合せから作ることができ
る。
【００５２】
　パネルは木質系としてもよい（たとえば、無垢木材、繊維板（ＭＤＦ、ＨＤＦ）、また
はパーティクルボード）。パネルはまた、合成材料から作られてもよく、または、少なく
とも、合成材料の層を含む。本発明の文脈で用いられる用語「合成材料」は、単一ポリマ
ーまたは２つ以上のポリマーの混合物とすることができる。合成材料は、たとえば、熱可
塑性ポリマー、熱硬化性ポリマー、ゴム（エラストマ）、またはそれらの任意の組合せと
することができる。１つの特定の例において、ポリマー材料は、ポリ塩化ビニル、ポリ酢
酸ビニル、ポリビニルアルコール、および他のビニルなどの熱可塑性材料を含有するビニ
ルならびにビニリデン樹脂を含む熱可塑性ポリマー、ならびにその共重合体；低密度ポリ
エチレンおよび高密度ポリエチレンなどのポリエチレンならびにその共重合体；ＡＢＳ、
ＳＡＮ、およびポリスチレンなどのスチレンならびにその共重合体、ポリプロピレン、な
らびにその共重合体；飽和および不飽和ポリエステル；アクリル；ナイロン含有型などの
ポリアミド；ポリカーボネート、ポリイミド、ポリスルホン、およびポリフェニレンオキ
シドなどのエンジニアリングプラスチック、ならびに、スルフィド樹脂などである。パネ
ルまたはその層を形成するために使用される合成材料化合物は、良好な衝撃強さ、処理の
容易さ、高い押出速度、良好な表面特性、優れた寸法安定性、および、押込抵抗を有する
ＰＶＣ粉末コンパウンドとすることができる。
【００５３】
　パネルはまた、木質材料および合成材料を含む複合構造に関する、木材プラスチック複
合材（ＷＰＣ）などの、複合材料またはその１つまたは複数の層を備えてもよい。パネル
は、組成および／または物性に関して同じでも異なってもよい複数の層を備えてもよい。
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【要約の続き】
１８）は、各係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）と第３の縁（１９）との間に位置して、第１のパネル（１
）の底面（４）の部分（１３）が係止プロファイル（３）の第１の縁（１７）と第２の縁（１８）との間に挟まれる
ように第１のパネル（１）の一部と協働し、第３の縁（１９）は、第２のパネル（２）の第２の溝（１１）に嵌合す
るように構成され、それによって、第２のパネル（２）を第１のパネル（１）に係止する、パネルの組（１、２）に
おいて、少なくとも第２の縁（１８）は、係止プロファイル（３）の全長に沿って連続的であることを特徴とするパ
ネルの組（１、２）が説明される。さらに、パネルの組の製造方法が説明される。
【選択図】図２Ｂ
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