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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各層が木材、木製材料もしくは紙からなり、少なくとも一層以上がアミノプラスチック
を有する紙であり、複数の層が圧力と熱の影響のもとでプレスされ、それぞれの層の全面
が接続されてなる遮音層付きパネルの製造方法であって、前記複数の層を遮音層と共にプ
レスし、前記遮音層はアミノプラスチックを含浸した前記紙の全面に接続してなり、プレ
ス後、錠止素子を設けることを特徴とする遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記遮音層が弾性変形材料で構成されていることを特徴とする請求項１に記載の遮音層
付きパネルの製造方法。
【請求項３】
　前記遮音層が再生ポリウレタン材料、ゴム、コルク、発泡材料、熱可塑性材料、つや消
し繊維、低密度材料（ＬＤＦ）もしくはポリエチレンで構成されていることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項４】
　前記遮音層の密度が２０～２５００ｋｇ／ｍ3であることを特徴とする請求項１ないし
請求項３のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項５】
　支持板がプレス対象層として用いられ、かつ前記遮音層が前記支持板よりも薄いことを
特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
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【請求項６】
　高密度材料(ＨＤＦ)、中密度材料(ＭＤＦ)、ボール紙または木材で構成する支持板がプ
レス対象層として用いられることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれかに記載
の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項７】
　アミノプラスチックを含浸した紙類がプレス対象層として用いられることを特徴とする
請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項８】
　支持板と遮音層とを、両者の間に配したアミノプラスチックを含浸した紙と共にプレス
することを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製
造方法。
【請求項９】
　前記アミノプラスチックとしてメラミン樹脂及び／または尿素樹脂を用いることを特徴
とする請求項１ないし請求項８のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記プレス対象層系列の上層を形成すべき少なくとも一層が木材で形成されたことを特
徴とする請求項１ないし請求項９のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項１１】
　前記遮音層が１００℃を超す高温、好ましくは２００℃を超す高温で温度耐性を持つこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方
法。
【請求項１２】
　上記のごとく製造されるパネルをプレス後に鋸で切断することを特徴とする請求項１な
いし請求項１１のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項１３】
　プレス後に錠止素子、特に横断方向のさね部及びはぎ部をパネル側面に設けることを特
徴とする請求項１ないし請求項１２のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法。
【請求項１４】
　請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載の遮音層付きパネルの製造方法によって製
造されるパネルであって、アミノプラスチックを含浸した紙によって遮音層を前記パネル
の下部に付与し、パネルの横断方向にはぎ部とさね部とを含むことを特徴とするパネル。
【請求項１５】
　前記遮音層が弾性変形材料で構成されていることを特徴とする請求項１４に記載のパネ
ル。
【請求項１６】
　前記遮音層が再生ポリウレタン材料、ゴム、コルク、発泡材料、熱可塑性材料、つや消
し繊維、低密度材料（ＬＤＦ）もしくはポリエチレンで構成されていることを特徴とする
請求項１４または請求項１５に記載のパネル。
【請求項１７】
　前記遮音層の密度が２０～２５００ｋｇ／ｍ3であることを特徴とする請求項１４ない
し請求項１６のいずれかに記載のパネル。
【請求項１８】
　支持板がプレス対象層として用いられ、かつ前記遮音層が前記支持板よりも薄いことを
特徴とする請求項１４ないし請求項１７のいずれかに記載のパネル。
【請求項１９】
　高密度材料（ＨＤＦ）、中密度材料（ＭＤＦ）、ボール紙または木材で構成する支持板
がプレス対象層として用いられることを特徴とする請求項１４ないし請求項１８のいずれ
かに記載のパネル。
【請求項２０】
　前記遮音層の近傍にアミノプラスチックを介して紙を設けたことを特徴とする請求項１
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４ないし請求項１９のいずれかに記載のパネル。
【請求項２１】
　前記アミノプラスチックとしてメラミン樹脂及び／または尿素樹脂を用いることを特徴
とする請求項１４ないし請求項２０のいずれかに記載のパネル。
【請求項２２】
　前記プレス対象層系列の上層を形成すべき少なくとも一層が木材で形成されたことを特
徴とする請求項１４ないし請求項２１のいずれかに記載のパネル。
【請求項２３】
　前記遮音層が１００℃を超す高温、好ましくは２００℃を超す高温で温度耐性を持つこ
とを特徴とする請求項１４ないし請求項２２のいずれかに記載のパネル。
【請求項２４】
　錠止素子、特に横断方向のさね部及びはぎ部を設けたことを特徴とする請求項１４ない
し請求項２３のいずれかに記載のパネル。
【請求項２５】
　前記遮音層が側部において前記パネルと同一平面で終端することを特徴とする請求項１
４ないし請求項２４のいずれかに記載のパネル。
【請求項２６】
　前記パネルの厚みが５～２０ｍｍであり、前記遮音層の厚みが５ｍｍ以下であることを
特徴とする請求項１４ないし請求項２５のいずれかに記載のパネル。
【請求項２７】
　少なくとも１本の溝を前記パネルの下部からフライス加工し、前記遮音層が両側部でこ
の溝に同一平面で接続することを特徴とする請求項１４ないし請求項２６のいずれかに記
載のパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床張りパネルに床上での足音を低減させるための層を付与する方法ならびに
そのようなパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　床張りに際して、貼り合わせ床もしくは寄せ木張り床でのパネルが知られている。貼り
合わせの床張りパネルは、高密度材料（ＨＤＦ）、低密度材料（ＬＤＦ）またはボール紙
で形成した、いわゆる支持板によって構成される。上面の摩擦に対して適度な耐性を確保
するいわゆる表装紙および他の層をこの支持板の上に配置する。しかしながら、表装紙に
は耐摩擦性が既に配慮されている。支持板の下には、いわゆる反作用紙を配置する。
【０００３】
　特にこれらの紙には主として尿素樹脂及び／またはメラミン樹脂を有するアミノプラス
チックスを含浸する。これらの樹脂は紙類を圧力と熱の影響のもとで支持板とプレスする
と軟化し、再び硬化する。
【０００４】
　表装紙はパネルで形成した床の視覚的外観を所望の外観とする。反作用紙は複数層及び
／または紙類のプレスの間に支持板及び／またはパネルが歪むことのないように設ける。
【０００５】
　寄せ木張りパネルは特に表面に関して貼り合わせパネルと異なる。所望の視覚効果は印
刷紙を用いる代わりに木材によって達成する。寄せ木張り床面は固体木材で形成するが、
高密度材料（ＨＤＦ）、低密度材料（ＬＤＦ）またはボール紙で形成しても良い。この場
合、ベニヤ板や紙が上面に適用され、特殊木材もしくは紙層が反作用層として裏面に適用
される。これらのパネルを床下に敷設して、床面上を歩くと比較的大きな足音が発生する
。このような音の発生を防止するために、従来の技術ではいわゆる足音の絶縁を提供して
いる。この絶縁は音響減衰性層及び／または音響吸収性層をパネルの下に適用して得る。
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また、この他に、前記層によって発生音の周波数や振幅をずらして主観的に障害の少ない
状態で受容されるようにしても良い。
【０００６】
　足音の絶縁を提供する層を以下、一般に「遮音層」と称する。
【０００７】
　遮音層は特に下記のとおりに設計する。
【０００８】
　遮音層は上記にて定義したパネルと対照的に一般に弾性変形可能である。この種の層は
、例えば、再生ポリウレタン材料、ゴム、コルク、発泡体、熱可塑性材料、つや消し繊維
または低密度材料（ＬＤＦ）で構成する。密度は一般におよそ２００～１０００ｋｇ／ｍ
3である。そのほかに、いわゆる重箔が遮音層として用いられる。重箔は重さが１０００
～５０００ｇ／ｍ２である特徴がある。
【０００９】
　貼り合わせパネルに重箔を糊付けすると、床下との接触が良くなり、下側に配する表面
への適用性を改善するので床面を歩く時の音の受容を高める。重箔は通常充填剤入りのポ
リエチレンで形成する。
【００１０】
　従来の技術では、遮音層を後続の製造段階で貼り合わせパネルに糊付けするので不便で
あった。従って、パネルはまず多層及び／または紙類と糊結合してプレス製造していた。
遮音層は後続の作業段階で糊付けしていた。遮音層の付与には、例えばＰＶＡ糊、熱可塑
性糊または木材糊が用いられていた。
【００１１】
　遡及的な糊付けや関連した付加的な作業段階は製造プロセスを高価なものにするばかり
でなく、端部封止も比較的粗末であった。遮音層が別々の作業段階で付与される場合には
、完全な端部同一平面封止を達成することは困難であった。従って、同一平面封止は実用
上達成困難で良好な品質が得られないため、一般にパネルの下に遮音層の無い領域が設け
られる。それ故、遮音層の所望の効果が損なわれる。この領域は一般にパネルのさね部及
びはぎ部に近接しているので、床面を歩くと、これらの錠止素子に働く機械的応力は特に
増大する。更に、後続の処理段階や床張りの間に遮音層が脱落するというリスクも伴う。
【００１２】
　更にまた、熱可塑性の糊は遮音層をパネルにしっかりと固着し得ず、遮音層が容易に脱
落するという欠点がある。このことは、例えば連結要素を寸法合わせのために切断する際
に、生産における取り扱いの問題や不便を誘導する。
【００１３】
　遮音層がパネルから脱落し易いと、床張りの間に遮音層がパネルから脱落してしまうの
で、床張りの間にパネルをずらすたびに問題が生じる。遮音層とパネルが改善された状況
で連結し、端部封止が改善され、かつ生産コストがより好適な方法ならびに関連パネルを
提供することが好ましい目標である。
【００１４】
　使用する接着材料も環境問題と関連し得る。例えば、接着剤は溶剤を含むが、溶剤は環
境を汚染する。このことは、接着剤の廃却に関係した問題に進展する。さらに、接着剤は
生産工程で求められる付加的な要件である。従って、パネルに遮音層を付加するために余
分な接着剤の使用を避けることも望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、従来技術よりも改善された、足音と室内音を遮音する性能を備え、コ
スト性が良好な方法ならびに関連するパネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　本発明の上記の目的は主請求項に記載の特徴を有する方法ならびに副次請求項に記載の
特徴を有する関連するパネルによって達成される。従属請求項においては好ましい実施態
様を特定している。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、パネルの生産が迅速に進められ、製造方法のコスト適性が確保できる
。また、本発明のパネルにおいて、遮音層とパネルとの結合はかなり安定している。さら
にまた、本発明は環境にやさしい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明では、支持板、表装紙、反作用紙、及び／またはベニヤ板を有するパネルの製造
方法において、好ましくはシート状またはロール状の付加層を提供する。このロールまた
はシート製品の材料は上記の所望の遮音特性を提供及び／またはパネル上の歩行時の遮音
特性を提供する。このロールまたはシート製品はプレスによって設けられ、１００℃以上
の温度で他の成分と共にプレスする。プレスの最中ではより高い温度、特に１２０℃を超
える温度が好ましい。この温度はプレス時間を短縮するためには、通常２００℃を超える
が、好ましくは２３０℃ないし２５０℃である。プレス時間を短縮すれば、パネルの生産
が迅速に進められ、製造方法のコスト適性が確保できる。
【００１９】
　前記ロールまたはシート製品は適度な温度耐性を持つことが必要である。プレスが２０
０℃で行われると、遮音層を形成する材料は前記選択温度に耐え得る必要がある。
【００２０】
　コスト適性のある製造プロセスを達成するため、対応するプレス圧力に応じた適当な材
料を選択することは、当業者に委ねられる。
【００２１】
　貼り合わせパネルの製造において、反作用紙にはアミノプラスチックを含浸する。プレ
スの間、アミノプラスチック材料は遮音層をパネルと結合する。
【００２２】
　従来技術と比較して、遮音層とパネルとの結合はかなり安定している。
【００２３】
　作業段階が一工程省かれているので、製造プロセスもさらにコスト適性がある。コスト
性に直結する余分な接着剤も不要である。更に又、この方法は余分に廃棄される接着剤が
不要なので、環境にやさしい。接着剤に付随する溶剤も回避できる。
【００２４】
　経験的には、大フォーマットのパネルの製造の後に、パネルは例えば１．４０ｍ×０．
２０ｍに鋸切断され、さね部及びはぎ部の如き錠止素子がパネルにフライス加工される。
パネルと遮音層との間の同一平面端部封止が達成されるので、このことに関連する前記の
不都合も回避できる。
【００２５】
　遮音層とパネルとの間の結合は非常に強度なので、フライス加工段階も困難を伴うこと
なく実行できる。従来技術では、パネルと足音遮音層との間の結合が比較的不安定であっ
たので、この工程は困難を伴うものであった。
【００２６】
　遮音層が寄せ木張りパネルに適用される場合には、短周期プレスが採用される。アミノ
プラスチックの提供にはパネルの最下層と遮音層との間に紙を挿入する。この場合、紙に
はアミノプラスチックを含浸するか、別の手法で供給する。
【００２７】
　本発明の一実施態様において、再生ポリウレタン材料が使用され、この材料で遮音層を
形成する。再生ポリウレタン材料はコスト適性があり、非常に良好な遮音性能を持つ。再
生ポリウレタン材料はリサイクル産業から供給されるので、環境上の共存性がある。
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【００２８】
　この場合、消費者に受け入れられるべき良好な遮音特性を得るためには、遮音層は０．
５ｍｍ以上の厚みを有することが必要である。実用上、再生ポリウレタン材料の遮音層は
５ｍｍ以下である。遮音層が非常に厚いと、熱伝導に関連して注目すべき不都合が生じる
。床暖房を設置するか使用する場合には、良好な熱伝導が重要である。過度に厚い貼り合
わせ床は設置後に構造上の高さが問題となるので、望ましくない。このような事態は、日
常繰り返される改築に際して例えば扉を適合させねばならないので、不都合である。
【００２９】
　前記アミノプラスチックスとしては、メラミン樹脂及び／または尿素樹脂及び／または
両者の混合物が好ましい。これらは、表装紙及び反作用紙として代表的に用いられる樹脂
である。これらの樹脂を用いる場合には、本発明製品の製造に際して新たに素材成分を追
加する必要がない。
【００３０】
　プレス時の圧力は代表的には５～７０ｋＰａである。一般的には遮音層はプレス工程に
て加圧圧着される。ポリウレタン（ＰＵＲ）を用いる場合、遮音層は例えば１．２ｍｍ～
０．５ｍｍに加圧圧着するのが一般である。しかしながら、質量保全のため、遮音特性に
は重大な変化を加えない。
【００３１】
　出発材料としては、例えば密度が１１０ｋｇ／ｍ3～７５０ｋｇ／ｍ3の再生ポリウレタ
ン材料を用いる。
【００３２】
　本発明によって製造される製品は、従来技術と較べて特にパネル及び遮音層間の結合が
アミノプラスチックによって達成されているという点で異なる。特に、結合はアミノプラ
スチックスを基礎としてなしとげられ、アミノプラスチックスはまた、パネルの製造にも
使われる。このことは付加材料の使用を回避できるので好都合である。
【００３３】
　本発明の別の実施態様において、再生ポリウレタン材料に代わるものとして、重箔を製
造するための材料も使うことができる。充填材を有するポリエチレンが、この関係におい
て好ましい。
【００３４】
　実験によれば上記の材料、すなわち再生ポリウレタン材料および充填剤を有するポリエ
チレンが特に良好な遮音特性を達成することが明らかとなった。さらにこれらの材料は、
容易に処理することができて、貼り合わせまたは寄せ木張りの床張りパネルに付与できる
。
【００３５】
　製造する際にはロール状の製品が好んで使用され、パネルは二重帯プレスを使用して圧
着できる。他の手段では、短周期プレスが必須とおなり、短時間プレスの実現は不可能な
ので、製造コストが甚大となる。
【００３６】
　本発明の方法では、パネルの製造において、アミノプラスチックを用いてパネルの下に
ある層を結合する。鋸切断および溝フライス加工が次の段階で実行されるので、製品は非
常に良好な端部封止の特徴が必須となる。したがって、パネルの下側および遮音層間に空
隙の余地がない。このことは、同一平面端部封止がこの方法によって製造される製品の付
加的かつ重要な特徴であることを意味する。
【００３７】
　遮音層は、特に鋸切断またはフライス加工が実行された位置でパネルと同一平面を保っ
て終端する。たとえば、同一平面封止はまた、たとえばパネル間の糊を使わない接合のた
めにパネルの下側にフライス加工された溝を備え得る。
【００３８】
　したがって、それが他の、次の作業段階において生じない限り、遮音層および床張りパ
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ネル間の可視的な段差は起こらない。
【００３９】
　選択された材料、充填材を有する再生ポリウレタン材料およびポリエチレン、は耐熱性
であるので、これらは熱の影響下でプレスできる。それらはまた、特にこの理由で適して
いる。
【００４０】
　貼り合わせの場合、パネルの厚さは、代表的に５～１４ｍｍである。寄せ木張りパネル
については、厚さは代表的におよそ１０～２０ｍｍである。パネルの下側の遮音層はこれ
に加えられるが、非常に薄くてもよい。
【００４１】
　遮音層はパネルより薄いことが好ましく、特に、支持板より薄いことが好ましい。
【００４２】
　本発明につき、図面に示される代表的な実施態様に関連して、以下に更に詳細に記載す
る。
【００４３】
　図面は貼りあわせパネルの横断面を示し、パネルは支持板１、表装紙２、反作用紙３お
よび耐摩擦層４から作られている。支持板は、中密度材料（ＭＤＦ）／高密度材料（ＨＤ
Ｆ）から成るが、他の材料も使用可能である。この材料は木材繊維から作られ、まず糊を
供給し、次に押圧プレスして板状にする。表装紙２がまず支持板１の上に付与され、つぎ
に耐摩擦層４がその上に付与される。反作用紙３は、支持板１の下側に付与される。紙層
および耐摩擦層は、当初メラミン樹脂および／または尿素樹脂の混合物を備える。熱およ
び圧力の影響で、樹脂は軟化する。各層間の強い結合は、次の硬化によって達成される。
【００４４】
　従来技術と異なり、本発明によれば、さらに遮音層５が上記の他の層と共にプレスされ
る。この場合、遮音層はポリウレタン（ＰＵＲ）から成る。初めの層厚は、１．２ｍｍで
ある。各層のプレスの結果として、この厚さは０．５ｍｍになる。遮音層５は使用する樹
脂によって反作用紙３に結合される。
【００４５】
　層構成の合成材料を製造した後に、はぎ部６およびさね部７は、パネルの側部にフライ
ス加工される。（必要な場合）溝８をパネルの下側に設ける。
【００４６】
　製造方法の結果として、パネルに対する遮音層５からの移行は、同一平面である。これ
は、パネルの横の限界に、更に、溝８と関連して起こる移行にもあてはまる。
【００４７】
　水平方向において一緒に二枚のパネル１を連結する金属板が、床敷設の間、一方のパネ
ルの溝８および他のパネルの対応する溝８に嵌入できる構造となっている。したがって、
溝８は各さね部および各はぎ部に割り当てられる。明快さの理由で、1つの溝８だけを図
面に示す。パネルが完全に描かれれば、さね部７に割り当てられる他の溝８は鏡像反転的
に見える筈である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明による貼り合わせパネルの断面図である。
【符号の説明】
【００４９】
１…支持板
２…表装紙
３…反作用紙
４…耐摩擦層
５…遮音層
６…はぎ部
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８…溝

【図１】
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