
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のタイルと、隣り合う前記タイルの角部の下に配置された複数の板状支持体と、前記
タイルを前記板状支持体へ取り外し可能に固定するための固定手段と を備えたフローリ
ングにおいて、
前記固定手段は

前記板状支持体 と関連づけられており、
、

ことを特徴とするフローリング。
【請求項２】
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、

ねじ及び金属インサートを有し、前記ねじは、前記タイルの各角部及び前
記板状支持体にそれぞれ形成された孔を通って延伸し、前記金属インサートは、前記板状
支持体と別個のものであり、 の下面 且つ前記ねじ
が係合するねじ孔を備えており
前記板状支持体は、各板状支持体が隣り合う４つのタイルの１つの角を支持するように前
記タイルに対して配置され、前記板状支持体は、前記タイルの寸法と実質的に同じ寸法を
有する

複数のタイルと、隣り合う前記タイルの角部の下に配置された複数の板状支持体と、前記
タイルを前記板状支持体へ取り外し可能に固定するための固定手段と、を備えたフローリ
ングにおいて、
前記固定手段は、隣り合うタイルの角部の各々と前記板状支持体自体の間に延伸するプレ
スボタンにより形成され、前記プレスボタンは、前記板状支持体と関連付けられた基部か
ら突出しているマッシュルーム形状の要素と、タイルに形成された座部と、を備え、



【請求項３】
請求項１ に記載のフローリングにおいて、
前記板状支持体の各々は、隣り合う前記タイルの間の充填材を構成する隆起部分を備える
ことを特徴とするフローリング。
【請求項４】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記タイルは方形であり、
前記隆起部分はギリシャ十字状の形状をしている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項５】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記板状支持体は、方形であり、互いに接触している
ことを特徴とするフローリング。
【請求項６】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
各々の前記板状支持体の隆起部分は、隣り合う前記板状支持体の隆起部分と互いに接触し
ている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項７】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記ギリシャ十字状の隆起部分のためのカバーであって、短い長さの腕部を有する十字部
及び隣り合う前記十字部の間に伸びる細長い部材から形成されたカバーを備える
ことを特徴とするフローリング。
【請求項８】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記腕部及び前記細長い部材は、ひっくり返されたＵ字形状の断面を有し、片持ち梁の態
様で突出している足部を備えている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項９】
請求項１ に記載のフローリングにおいて、
隣り合う板状支持体の間に結合部を備えている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１０】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記結合部は、隣り合う前記板状支持体の対面する側部にそれぞれ設けられた、ハンマー
形状の突出部と、前記突出部と噛み合うハンマー形状の座部とを備える
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１１】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記板状支持体の各々は、同じ数の突出部と凹部とを有する
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１２】
請求項１ に記載のフローリングにおいて、
前記板状支持体の各々は、下面に少なくとも一つのチャンネルを形成されている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１３】
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前記板状支持体は、各板状支持体が隣り合う４つのタイルの１つの角を支持するように前
記タイルに対して配置され、前記板状支持体は、前記タイルの寸法と実質的に同じ寸法を
有する
ことを特徴とするフローリング。

又は請求項２
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又は請求項２
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又は請求項２



請求項１ に記載のフローリングにおいて、
前記タイルの各々は、補強用コアと、前記コアの端部の回りに折り曲げられたカバーと
を備える
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１４】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記板状支持体の各々は、前記カバーの前記端部を収容する寸法のさねはぎの溝を備える
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１５】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記カバーは、ステンレス鋼からなるシートである
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１６】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記タイルは、前記ステンレス鋼からなるカバーの反対側に、前記補強用コアと関連した
第２のカバーを備え、
前記第２のカバーとして熱伝導率の低い材料が選択されている
ことを特徴とするフローリング。
【請求項１７】
請求項 に記載のフローリングにおいて、
前記第２のカバーは、木材からなるシートである
ことを特徴とするフローリング。
【発明の詳細な説明】
本発明は、一般的に床に関するものであって、さらに詳しく言えば請求項１の序文（ドイ
ツ特許公開第Ａ－２２２５８９２号参照）による床に関するものである。
最新技術によれば、タイルは、床張りをすべき面の全体が覆われるまで互いに近接して置
かれる。このようにして得られた床は、種々の点において利点を有するものであるが、例
えば、床張りと同時に配置されたケーブル、パイプ等にアクセスするために、又はこれら
をその後に配置するために、床の一部を取り去らなければならないときに現れる欠点があ
る。この欠点は、タイルの除去が骨の折れることであり、また、取り去るべきタイルの全
てでなくても多くが破壊され、結果としてそれらを交換する必要が生じることである。
本発明に潜在する問題は、上記欠点を克服しうる構造的及び機能的特性を有する上記タイ
プの床を案出することにある。
この問題は、請求項１に係るフローリングによって解決される。
本発明による床のさらなる特徴及び利点は、好ましい実施の形態に関する下記の記載から
明らかになるであろう。なお、この記載は、添付の図面に言及する非限定的な例として示
されるものである。
図１は、本発明によるフローリングの平面略図である。
図２は、一部を取り除いた図１のフローリングの詳細の透視図である。
図３は、一部を取り除いた図１のフローリングの詳細の部分断面図である。
図４は、本発明の別の実施態様におけるフローリングの一部を取り除いた透視図である。
図５は、一部を取り除いた図４のフローリングの詳細の部分断面図である。
図６は、本発明のさらに別の実施態様におけるフローリングの一部を取り除いた透視図で
ある。
図７は、一部を取り除いた図６のフローリングの詳細の部分断面図である。
図８は、本発明のさらに別の実施態様におけるフローリングの一部を取り除いた透視図で
ある。
図９は、別の機能状態における図８のフローリングの詳細の断面図である。

添付された図面を参照する。参照符号１は、一般に本発明によるフローリングを示す。
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又は請求項２
、

１３

１４

１５

１６

図面の詳細な説明



フローリング１は、複数のタイルからなる。全てのタイルは符号２を付されている。この
複数のタイルは、この例では正方形であり、規則的に、本質的に直角方向の列に並べて配
置されている。各々のタイル２は、４つのコーナー３及び４つの側部４を有する。
フローリング１は、この例では方形をしている板形状の支持部をも複数個備えている。板
形状の支持部は、全て符号５が付されている。板形状の支持部５の各々は、中央部６及び
４つの側部７を有している。
板形状の支持部５は、タイル２の下に、規則的に、かつ、各々の板状支持体５の中央部６
が隣り合う４つのタイル２の角部３の下に位置するように複数のタイルとの関係において
本質的に５の目型となるように配列されている。
この例では、板状支持体は、適当なエラストマー、例えばゴムをモールディングすること
により製造される。
以下に説明する固定手段８は、タイル２を板状支持体５に取り外し可能な方法で固定する
ために備えられている。
板状支持体５は、互いに側部を接触させる状態で並んでいる。互いに接触している側部に
は、ジョイント９が備えられている。ジョイント９は、隣り合う板状支持体を互いの関係
において安定に維持する。ジョイント９は、ハンマー形状の突出部１０を備えている。突
出部１０は、板状支持体の側部７に沿って途中まで形成されている。また、ジョイント９
は、ハンマー形状の凹部１１を備えている。凹部１１は、突出部１０と噛み合うものであ
り、隣接する板状支持体の側部７に沿って途中まで形成されている。
各板状支持体５は、突出及び凹部を同じ数だけ有し、全ての板状支持体が互いに全く同じ
になれるように、特に突出部を２つ、凹部を２つ、各側部に一つずつ有している。
各板状支持体５は、その下面５ａに、複数のチャンネル１２を有する。チャンネル１２は
、側部に平行であり、互いに直角に交差し、符号１３で図式的に示されているケーブル、
パイプ等を通すことができる寸法の２つのグループのチャンネルに分配される。
各板状支持体は、その上面５ｂに、隆起部分１４を有する。隆起部分１４は、ギリシャ十
字の形状をしており、腕部１５が、本質的に直角な領域を有する中心部６に集っている。
隆起部分１４は、隣り合うタイル間の充填材又はビードを構成している。
好ましくは、各板状支持体の隆起部分１４は、隣り合う板状支持体の隆起部分と互いに接
触する。言い換えると、腕部１５は、中心部６の反対側に自由端１６を有し、自由端１６
は、隣り合う板状支持体の腕部の自由端にその先端部で接する。
符号１７を付したカバーリングが隆起部分１４の上にはめられている。カバーリング１７
は、好ましくは、厚さが薄い、例えば真鍮などの金属材料のシートからなり、ひっくり返
されたＵ字型の断面を有し、十字１８の形状をしている。カバーリング１７は、腕部１９
を有する。腕部１９は、長さが短く、中心部６に位置された領域において隆起部分１４を
覆っている。カバーリング１７は、４つの細長い部材２０をも有する。細長い部材２０は
、それぞれ十分な長さがあり、隣り合う十字の腕部２０の間で広がり、十字１８の腕部１
９の端部の先端にその先端を接する。符号２１は、足部を示している。足部は、腕部及び
細長い部材から片持ち梁の態様で突出し、板状支持体の上におかれ、その上にタイルが載
せられている。
タイル２は、補強用コア２２を有する。補強用コア２２は、鉄を含む材料、例えば普通鋼
、からなる板の形態をとっており、上面２ａとカバー２３とを有する。カバー２３は、ス
テンレス鋼のシート等の高価な材料からなるシートの形態をとり、補強用コアの回りに折
り曲げられ、エッジ２４を形成している。エッジ２４は、タイルの下面２ｂにおける補強
用コアの周囲に沿って補強用コアを取り囲む。
タイル２は、タイル２の下に配置された４つの隣り合う板状支持体５の上面５ｂの上にそ
の下面２ｂで支持される。
エッジ２４は、隆起部分の腕部１５に沿って、板状支持体に形成されたさねはぎの溝の中
におかれる。
固定手段８は、ねじ２６を備える。ねじ２６は、各々の角部３及び板状支持体自体の間に
伸びる。各々の角部３とは、板状支持体の上に配置された隣り合うタイル２のそれぞれに
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おける４つの角部をいう。前述のねじは、タイル及び板状支持体の中にそれぞれ形成され
た孔２６ａ及び２６ｂを通って伸びている。
固定手段８は、好ましくは、金属インサート２７を備えている。金属インサート２７は、
板状支持体に関連づけられており、ねじ２６がねじ込まれるねじ山２８を装備している。
この例では、４つの角部のねじ２６がねじ結合をしているインサート２７、言い換えると
、各板状支持体のインサートは、方形の金属板２９の形態の単一片を構成する。金属板２
９は、板状支持体の下面５ａに形成された凹部３０に収容されている。
図４及び図５を参照しつつ、本発明の異なる実施形態を説明する。図４及び図５では、同
じままである部材に同じ符号を付している。
フローリング１は、プレスボタン３２により形成された固定手段３１を備える。固定手段
３１は、板状支持体の上に配置された、隣り合うタイルの４つの角部の各々の間に伸びて
いる。
プレスボタンは、マッシュルーム形状の要素３３及びタイルに形成された座部３５を備え
る。マッシュルーム形状の要素３３は、板状支持体と関連づけられた基部３４から突出し
ている。都合よくは、各板状支持体における基部は、方形金属板３６の形態の単一片を構
成しており、板状支持体に形成された凹部３７に収容されている。
図６及び図７を参照しつつ、さらに別の実施形態を説明する。これらの図では、同一のま
まである要素には、同一の参照符号が維持されている。
フローリング１は、固定手段３８を備えている。固定手段３８は、粘着性要素３９から構
成されており、自己粘着性材料４０のコードの形態をとっている。自己粘着性材料４０は
、ギリシャ十字状の隆起部分の腕部の領域に収容されている。
図８及び図９を参照しつつ、さらに別の実施形態を記載する。これらの図では、機能的及
び構造的に同じままである要素には、同じ参照符号を維持している。フローリング１は、
タイル４１を備える。各々のタイル４１は、補強用コア４２並びに相対する面４１ａ及び
４１ｂ上にそれぞれ第１のカバー４３及び第２のカバー４４を備えている。
第１のカバー４３は、ステンレスシートの形態をとっている。一方、第２のカバーとして
は、低熱伝導率の材料が選択されている。この例では、第２のカバーは、高価な木材のシ
ートである。
各々のタイル４１は、ねじ固定手段が設けられており、板状支持体に２つの面４１ａ及び
４１ｂの一方又は他方のどちらかを選択して固定されることができる。
使用時において、既に配置されたケーブルにアクセスする必要があるとき、又は、ケーブ
ルを敷くときは、板状支持体の一列にアクセスし、順に取り去るために、隣り合うタイル
の２つの列を取り去るだけでよい。
この過程を反対にするだけで、フローリングは、再び完璧に配置することができる。
固定手段のねじを外し、そして再びねじ込むことにより、季節の変わるごとにタイルを簡
単にひっくり返し、より適したカバーを表に出すことができることに着目すべきである。
本発明によるフローリングの主たる利点は、要求に応じて局所的に迅速に取り去られるこ
とができ、いつでも再び同一の外観を期待できるように、それが何回取り去られたことの
あるものであっても、再び同じタイルを用いて、完全に再取付をすることができるという
ことにある。
本発明によるフローリングのさらなる利点は、これを迅速に配置することができることに
ある。
さらなる利点は、クリーニング中における水の浸透に対し大きな耐性を有することである
。これは、板状支持体に設けられた十字状の隆起部分の存在によるものである。
本発明によるフローリングのさらなる利点は、審美的な品質を達成するように造られるこ
とに適していることにある。これは、タイル用及び隆起部分のカバー用の材料の適当な選
択によるものである。
本発明によるフローリングは、例えば冬または夏の種々の気象状態に対して上記の２種類
のカバーのどちらかを事情に応じて敷くことによって対応できる床を提供する。
本発明によるフローリングは、構造的にも簡単であり、丈夫である。これは、サービスラ
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イフが長いことが予定される製品に関し特に有利な点である。固定手段は、タイルを板状
支持体に強固に固定するだけではなく、板状支持体を用いてタイルを互いの関係において
に強固に固定し、フローリングを一つの統一体とする。
本発明は、環境的な観点からも好ましく、また、特に騒音公害を克服することに効果的で
ある。これは、本発明が、それが空気を伝わってくるものでも足音によるものでも、衝撃
、振動及び騒音をなくす良好な能力を有するからである。
本発明によるフローリングは、種々の形状のタイルから造られることにも適している。
例えば、損傷を受けたときに、一のタイルのみを迅速に替えることも可能である。
不慮の出来事及び特定の要求に合わせる目的のために、当業者は、上記したフローリング
について種々の改良及び変更を行うことができるが、以下のクレームにより定義される発
明の保護の範囲にそれらが含まれることは明らかである。
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【 図 ３ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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