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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械式係止システムを備えた建材パネル等の一組の本質的に同一のパネル（１、１’）
の組であって、前記機械式係止システムは、第１パネル（１）の第１縁部の変位溝（４０
）に配置された変位可能なタング（３０）と、隣接した第２パネル（１’）の前記第１縁
部に対向する第２縁部の第１タング溝（２０）とを含み、前記変位可能なタング（３０）
は、前記第１縁部及び第２縁部を垂直位置で係止するため、前記第１タング溝（２０）と
協働するように形成されており、前記変位溝は第１開口部を含み、前記第１タング溝は第
２開口部を含む、組において、
　前記変位可能なタングの一部は前記第１パネルと前記第２パネルを組み立てる際、前記
変位溝（４０）内に押し込まれ、かつ前記変位可能なタングの外部分が前記第１タング溝
（２０）と係合して垂直方向に停止する位置まで弾性変位して戻され、前記第１開口部の
高さ（４１）は、前記第２開口部の高さ（２１）よりも大きくなっており、
　前記変位可能なタングの外部分が、凹所（３１）を有し、
　前記変位可能なタングの上面が、前記第１パネルと前記第２パネルを組み立てる際、前
記変位溝の上壁に沿って変位し、
　前記変位可能なタングの下面が前記第１パネルと前記第２パネルを組み立てる際、前記
変位溝の下壁に沿って変位し、
　前記凹所（３１）は、前記変位可能なタングの長手方向全長に渡って延び、
　前記凹所（３１）は互いに鈍角を形成する第１凹面（８１）と第２凹面（８５）とを有
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し、
　前記凹所（３１）の前記第１凹面（８１）は、垂直方向で停止するため前記第１タング
溝と協働する、
ことを特徴とするパネルの組。
【請求項２】
　請求項１に記載のパネルの組において、
　前記第１開口部及び前記第２開口部は水平方向に開放しており、前記第１開口部の高さ
は垂直方向高さであり、前記第２開口部の高さは垂直方向高さである、パネルの組。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のパネルの組において、前記変位溝（４０）の最大高さは、前記
第１タング溝の最大高さよりも大きい、パネルの組。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記変位可能なタングの上面と第１凹面（８１）との間の角度は、約５°乃至約１５°
の範囲にある、パネルの組。
【請求項５】
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記変位可能なタングの上面と前記第１凹面（８１）との間の角は、約７°乃至約８°
の範囲にある、パネルの組。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記パネルの厚さは、約３ｍｍ乃至約１０ｍｍの範囲にある、パネルの組。
【請求項７】
請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載のパネルの組において、
前記パネルの厚さは、約４ｍｍ乃至約８ｍｍの範囲にある、パネルの組。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちのいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記機械式係止システムは、第１係止エレメント（８）が設けられた、第１縁部又は第
２縁部の第１係止ストリップ（６）を含み、前記第１係止エレメントは、前記第１縁部又
は第２縁部のうちの他方の縁部の第１係止溝（１４）と水平方向で係止するように協働す
るように形成されている、パネルの組。
【請求項９】
　請求項８に記載のパネルの組において、
　前記第１係止ストリップは前記第１縁部に配置されており、前記変位可能なタング（３
０）の外下部分には凹所（３１）が設けられている、パネルの組。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載のパネルの組において、
　前記パネルは矩形であり、前記機械式係止システムは、第２係止エレメント（１８）が
設けられた第２係止ストリップ（１６）を前記パネルの残りの縁部であって互いに対向す
る第３縁部又は第４縁部に含み、前記第２係止エレメントは、隣接した第３パネル（１’
’）の前記第３縁部又は第４縁部のうちの他方の縁部の第２係止溝（２４）と水平方向で
係止するように協働するように形成されている、パネルの組。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のパネルの組において、
　前記第１係止ストリップの第１上面（９）は、前記第２係止ストリップ（１６）の第２
上面（１９）と同じ平面（６０）に配置される、パネルの組。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載のパネルの組において、
　前記第３縁部及び前記第４縁部の前記機械式係止システムは、傾け移動によって組み立
てられるように形成されている、パネルの組。
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【請求項１３】
　請求項１乃至１２のうちのいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記第１縁部及び前記第２縁部の前記機械式係止システムは、垂直方向移動によって組
み立てられるように形成されている、パネルの組。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のうちのいずれか一項に記載のパネルの組において、
　前記パネルは、ＨＤＦ等の木質ファイバを基材としたコア、又はＰＶＣ等の熱可塑性プ
ラスチックでできたコアを持つフロアボードである、パネルの組。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械式係止システムが設けられた、建材パネル、フロアボード、壁パネル、
天井パネル、家具構成要素等のパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　垂直方向で係止するため、タング溝と協働する変位可能な弾性タングを含む機械式係止
システムが設けられた建材パネルは周知であり、例えばＷＯ２００６／０４３８９３及び
ＷＯ２００７／０１５６６９に開示されている。タングは、別体の部品であり、例えばプ
ラスチック製であり、パネルの縁部の変位溝に挿入されている。タングは、パネルの垂直
方向組み立て中、変位溝に押し込まれ、パネルが係止位置に達したとき、ばね作用で戻り
、隣接したパネルのタング溝に入る。
【０００３】
　更に、パネルの縁部に沿って変位可能であり、垂直方向で係止するためにタング溝と協
働するタングを含む、パネル用の係止システムが公知である。例えば、ＷＯ２００９／１
１６９２６を参照されたい。タングは、別体の部品であり、タング溝の凹所と最初に適合
する幾つかの突出部が設けられている。パネルは、垂直方向移動によって組み立てられて
もよく、タングは、垂直方向係止がなされるようにするため、突出部が凹所ともはや適合
しない所定の位置まで変位する。
【０００４】
　別の公知の係止システムは、例えば楔エレメントが設けられたタングを含む。二つの隣
接した縁部に沿ってタングを変位することによって、これらの隣接したパネル縁部が係止
される。例えば、ＷＯ２００８／００４９６０を参照されたい。
【０００５】
　以下の説明はフロアパネルに関するが、その技術及び問題点の説明は、例えば壁パネル
、天井パネル、家具構成要素等の他の目的用のパネル等の他の用途にも適用できる。
【０００６】
　公知のシステムの欠点は、変位可能なタングを含む係止システムが、係止システムの強
度必要条件を確保するため、比較的厚いパネルを必要とするということである。
【０００７】
　様々な周知の態様の以上の説明は、本出願人が把握したこうした態様の特徴であり、以
上の説明のうちの任意の説明が従来技術と考えられることを許容するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＷＯ２００６／０４３８９３
【特許文献２】ＷＯ２００７／０１５６６９
【特許文献３】ＷＯ２００９／１１６９２６
【特許文献４】ＷＯ２００８／００４９６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　本の特定の実施例の目的は、上文中に説明した技術及び公知の技術を越える改良を提供
することである。特に、本発明の実施例により、公知の係止システムの強度を改善する。
【００１０】
　本の実施例の別の目的は、変位可能なタングを含む係止システムを持つ比較的薄いパネ
ルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下の説明から明らかになるこれらの及び他の目的及び利点の少なくとも幾つかは、本
発明の第１の態様によって達成される。本発明の第１の態様は、第１パネルの第１縁部の
変位溝に配置された変位可能なタングと、隣接した第２パネルの第２縁部の第１タング溝
とを含む機械式係止システムを備えた、本質的に同一の一組のパネルを含む。変位可能な
タングは、第１及び第２の縁部を垂直方向で係止するため、第１タング溝と協働するよう
に形成されている。変位溝には第１開口部が設けられており、第１タング溝には第２開口
部が設けられており、第１開口部の高さは、第２開口部の高さよりも大きい。好ましくは
、変位可能なタングの少なくとも一部は、第１及び第２のパネルの組み立て中に変位溝に
押し込まれ、垂直方向で係止するため、ばね作用で戻り、変位可能なタングの外部分が第
１タング溝と協働する所定位置まで移動するように形成されている。
【００１２】
　第２開口部の高さは、第１開口部の高さの約２０％乃至約７５％の範囲にあってもよく
、好ましくは、第１開口部の高さの約２０％乃至約５０％の範囲にあってもよい。
【００１３】
　第１開口部及び第２開口部は、好ましくは、水平方向に開放しており、第２溝の垂直方
向高さは、好ましくは、第１開口部の垂直方向高さよりも大きい。
【００１４】
　変位溝の最大高さは、第１タング溝の最大高さよりも大きくてもよい。第１タング溝の
最大高さは、変位溝の最大高さの約２０％乃至約７５％の範囲にあってもよく、好ましく
は、変位溝の最大高さの約２０％乃至約５０％の範囲にあってもよい。
【００１５】
　変位可能なタングの外部分には、好ましくは、凹所が設けられている。第１タング溝の
開口部が比較的小さく、第１タング溝が細いため、第１タング溝が設けられた第２縁部で
の係止システムの強度が向上する。好ましくは、縁部即ち第１縁部に比較的大きな変位溝
が設けられている。これにより、変位溝について更に多くの材料を利用でき、又は比較的
強い材料を利用できる。
【００１６】
　凹所は、第１凹面及び第２凹面を含んでいてもよい。これらの凹面は、互いに対して鈍
角をなして配置されている。凹所の第１凹面は、垂直方向で係止するため、好ましくは第
２表面の第１タング溝と協働するように形成された第１表面であってもよい。変位可能な
タングの上面と第１凹面との間の角度は、約５°乃至約１５°の範囲にあってもよく、好
ましくは、約７°乃至約８°の範囲にあってもよい。凹所及び角度は、係止強度の向上と
いう利点をもたらす。これは、第１表面及び第２表面が、係止位置において、変位可能な
タングを変位溝に押し込むのに大きな力を必要とする角度に配置されるためである。
【００１７】
　変位可能なタングは、好ましくは、細長い形状をなしており、変位可能なタングの長さ
方向外縁部は、好ましくは、タングの本質的に全長に沿って直線状である。傾け移動によ
る第１及び第２のパネルの組み立てを容易にするため、長さ方向縁部の少なくとも一端に
、即ち変位可能なタングの短縁部に面取り面が設けられていてもよい。
【００１８】
　凹所は、好ましくは、変位可能なタングの本質的に長さ方向全長に沿って延びている。
【００１９】



(5) JP 6397009 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

　本発明の実施例の利点は、薄いパネル、例えば６ｍｍよりも薄いパネルについて更に顕
著である。こうしたパネルは、約３ｍｍ乃至約１０ｍｍの範囲にあってもよく、好ましく
は、約４ｍｍ乃至約８ｍｍの範囲にあってもよく、好ましくは、約４ｍｍ乃至約６ｍｍの
範囲にあってもよい。
【００２０】
　機械式係止システムは、第１縁部又は第２縁部に第１係止ストリップを含んでいてもよ
い。第１係止ストリップには、水平方向で係止するため、第１縁部又は第２縁部のうちの
他方の縁部の第１係止溝と協働するように形成された第１係止エレメントが設けられてい
る。
【００２１】
　第１開口部の高さが第２開口部の第２高さよりも大きいため、第１係止ストリップは、
好ましくは、第１縁部に配置されており、第１係止溝は第２縁部に配置されている。変位
可能なタングの外下部分には、好ましくは、凹所が設けられている。
【００２２】
　パネルは矩形であってもよく、機械式係止システムは、第２係止エレメントが設けられ
た第３縁部又は第４縁部の第２係止ストリップを含んでいてもよい。第２係止エレメント
は、水平方向で係止するため、隣接した第３パネルの第３縁部又は第４縁部のうちの他方
の縁部に設けられた係止溝と協働するように形成されている。第３縁部又は第４縁部には
、好ましくは、垂直方向で係止するため、隣接した第３パネルの第３縁部又は第４縁部の
うちの他方の縁部に設けられた第２タング溝と協働するように形成された第２タングが設
けられている。係止溝が設けられた各縁部には、好ましくは、隣接したパネルの係止スト
リップの上面と協働するように形成された下縁表面が設けられている。従って、下縁表面
は、好ましくは、隣接したパネルの係止ストリップの上面と同じ平面に配置される。
【００２３】
　第１係止ストリップの上面は、好ましくは、第２係止ストリップの上面と同じ平面に設
けられる。第３縁部及び第４縁部の機械式係止システムは、通常は、第１縁部及び第２縁
部の機械式係止システムよりも前に形成される。前記上面が同じ平面内にある場合、又は
本質的に同じ平面内にある場合、パネルの隅部にある第３縁部及び第４縁部の機械式係止
システムの残りの部分は自動的に除去される。これらの残りの部分は全体に薄く、後に、
例えば包装中、輸送中、又は組み立て中に外れる。
【００２４】
　第３縁部及び第４縁部の機械式係止システムは、傾け移動によって組み立てられるよう
に形成されていてもよい。
【００２５】
　第１縁部及び第２縁部の機械式係止システムは、垂直方向移動によって組み立てられる
ように形成されていてもよい。
【００２６】
　本発明の第２の態様は、第１パネルの第１縁部の変位溝に配置された変位可能なタング
と、第２パネルの第２縁部の第１タング溝とを含む、機械式係止システムが設けられた一
組の本質的に同一のパネルである。変位可能なタングは、第１及び第２の縁部を垂直位置
で係止するため、第１タング溝と協働するように形成されている。変位可能なタングは、
少なくとも二つの可曲部品を含み、これらの可曲部品の少なくとも一方に、可曲部品の変
位溝の最内部分から所定距離のところに、下及び／又は上摩擦連結部が設けられている。
この距離により、変位可能なタングを変位溝に配置するのが容易になる。変位可能なタン
グの少なくとも一部は、好ましくは、第１及び第２のパネルの組み立て中に変位溝に押し
込まれ、変位可能なタングの外部分が、垂直方向で係止するため、第１タング溝と協働す
るような処置位置にばね作用で戻るように形成されている。
【００２７】
　変位溝は、上壁と、下壁と、下壁と上壁との間を延びる内壁とを含んでいてもよい。内
壁は、好ましくは、丸みを帯びた形状を備えており、又は上壁及び／又は下壁と隣接して
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丸みを帯びた区分が設けられた平面区分を含んでいてもよい。丸みを帯びた形状及び丸み
を帯びた区分により、機械式係止システムの強度が増大する。この実施例の利点は、例え
ば６ｍｍより薄い薄型パネルにとって重要である。パネルの厚さは、約３ｍｍ乃至約１０
ｍｍの範囲にあってもよく、好ましくは、約４ｍｍ乃至約８ｍｍの範囲にある。
【００２８】
　上摩擦連結部は、好ましくは、上壁の平面区分と協働するように形成されている、上摩
擦連結部は、変位可能なタングの残りの部分の上方に延びる可曲部品の突出部分を含んで
いてもよい。変位可能なタングの上面は、第１及び第２のパネルの組み立て中、上壁に沿
って変位するように形成されていてもよい。変位可能なタングの下面は、第１及び第２の
パネルの組み立て中、下壁に沿って変位するように形成されていてもよい。
【００２９】
　下摩擦連結部は、好ましくは、下壁の平面区分と協働するように形成されている。下摩
擦連結部は、変位可能なタングの残りの部分の下方に延びる可曲部品の突出部分を含んで
いてもよい。
【００３０】
　可曲部品の最内部分には、上及び／又は下面取り部が設けられていてもよい。上及び／
又は下面取り部は、変位溝への変位可能なタングの挿入を容易にする。
【００３１】
　変位可能なタングは、細長い形状を備えていてもよく、変位可能なタングの長さ方向外
縁部は、好ましくは、本質的に、変位可能なタングの長さ方向全長に沿って直線状である
。傾け移動による第１及び第２のパネルの組み立てを容易にするため、長さ方向縁部の少
なくとも一端に、変位可能なタングの短縁部に面取り部が設けられていてもよい。
【００３２】
　変位可能なタングの外部分には、本質的にタングの長さ方向全長に沿って延びる凹所が
設けられていてもよい。凹所の第１表面は、好ましくは、垂直方向で係止するため、第１
タング溝の第２表面と協働するように形成されている。
【００３３】
　機械式係止システムは、第１係止エレメントが設けられた第１係止ストリップを第１又
は第２の縁部に含んでいてもよく、第１係止エレメントは、水平方向で係止するため、第
１又は第２の縁部のうちの他方の縁部の第１係止溝と協働するように形成されている。
【００３４】
　第１縁部の変位溝の大きさは、第２縁部の第１タング溝の大きさよりも大きくてもよい
。第１係止ストリップは、好ましくは、第１縁部に配置されており、第１係止溝は、第２
縁部に配置される。
【００３５】
　変位溝は第１開口部を含んでいてもよく、第１タング溝は第２開口部を含んでいてもよ
く、第１開口部の第１高さは、好ましくは、第２開口部の第２高さよりも大きい。
【００３６】
　第１及び第２の縁部の機械式係止システムは、垂直方向移動によって組み立てられるよ
うに形成されていてもよい。
【００３７】
　本発明の第３の態様は、第１パネルの第１縁部の変位溝に配置された変位可能なタング
と、隣接した第２パネルの第２縁部の第１タング溝とを含む機械式係止システムが設けら
れた一組の本質的に同じパネルである。変位可能なタングは、第１及び第２の縁部を垂直
位置で係止するため、第１タング溝と協働するように形成されている。変位可能なタング
の少なくとも一部は、垂直方向で係止するため、好ましくは、第１及び第２のパネルの組
み立て中、変位溝に押し込まれ、変位可能なタングの一部が第１タング溝と協働する位置
にばね作用で戻るように形成されている。変位可能なタングは、第１及び第３の表面を含
み、第１タング溝は、第２及び第４の表面を含む。第２表面と第２パネルの前面との間の
第１角度は、第４表面と連結前面との間の第２角度よりも大きい。変位可能なタングの第
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１表面は、機械式係止システムに第１負荷が加わった状態で、タング溝の第２表面と協働
するように形成されている。変位可能なタングの第３表面は、機械式係止システムに第２
負荷が加わった状態で、タング溝の第４表面と協働するように形成されている。第１負荷
は、通常状態での負荷と対応し、第２負荷は、例えば椅子、ソファ、又は本箱を第１パネ
ル又は第２パネル上に配置した場合の大きな負荷と対応する。第１角度には、変位可能な
タングの小さな変位により、第２パネルの前面が、本質的に、第１パネルの前面と同じ垂
直方向位置にある所望の係止位置まで、第１及び第２のパネルを互いに押すという利点が
ある。第２角度には、第３及び第４の表面が比較的大きな負荷を支持でき、変位可能なタ
ングが第１タング溝から押し出されないようにするという利点がある。第２角度の別の利
点は、第１タングの開口部の高さを小さくできるということである。高さが小さくなると
、機械式係止システムの強度が増大する。第１角度は、約３０°乃至約４５°の範囲にあ
ってもよく、第２角度は、約１０°乃至約２５°の範囲にあってもよい。第１角度と第２
角度との間の差は、約１０°乃至約３５°の範囲にあってもよい。
【００３８】
　第１及び第２の態様で説明した機械式係止システムは、第３の態様で説明した第１表面
、第２表面、第３表面、及び第４表面を含んでいてもよい。
【００３９】
　第１及び第２の縁部の機械式係止システムは、垂直方向移動によって組み立てられるよ
うに形成されていてもよい。
【００４０】
　第１、第２、及び第３の態様によるパネルは、フロアボード、壁パネル、天井パネル、
家具構成要素等であってもよい。
【００４１】
　第１、第２、及び第３の態様によるパネルのコアは、木材を基材としたコアであっても
よく、好ましくは、ＭＤＦ、ＨＤＦ、ＯＳＢ、ＷＰＣ、合板、又はパーティクルボードで
形成される。コアは、例えばビニル、ＰＶＣ、ＰＵ、又はＰＥＴ等の熱硬化性プラスチッ
ク又は熱可塑性プラスチックで形成されたプラスチックコアであってもよい。プラスチッ
クコアは、充填体を含んでいてもよい。比較的細い第１タング溝は、合板でできたコア等
の積層コアを持つパネルについては、コアの層に関する望ましい位置に配置するのが容易
である。
【００４２】
　第１、第２、及び第３の態様によるパネルの前面には、好ましくは、装飾層が設けられ
、後面には、好ましくは、バランシング層が設けられる。
【００４３】
　第１及び第２の係止ストリップ、第１及び第２の係止エレメント、第１及び第２の係止
溝、及び第１及び第２のタング溝等の係止システムの部分である、第１、第２、及び第３
の態様によるパネルの縁部は、コア材料で形成されていてもよい。
【００４４】
　本発明を、本発明の実施例を示す添付の概略図を参照して、以下に例として更に詳細に
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１Ａ及び図１Ｂは、変位可能なタングを備えた公知の係止システムを示す図で
ある。
【図２】図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、別体の変位可能なタングを備えた公知の係止シ
ステムの断面図である。
【図３】図３Ａ及び図３Ｂは、別体の変位可能なタングを備えた公知の係止システムの断
面図である。
【図４】図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の実施例によるパネルの断面図である。
【図５】図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の一実施例によるパネルの断面図である。
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【図６】図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の一実施例によるパネルの長縁部及び短縁部の断面
図であり、図６Ｃは、公知のパネルの断面図である。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の一実施例によるパネルの図である。
【図８】図８Ａ乃至図８Ｄは、本発明の一実施例による変位可能なタングの図である。
【図９】図９Ａは、公知のパネルの断面図であり、図９Ｂ及び図９Ｃは、本発明の実施例
の断面図である。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、本発明の実施例の断面図である。
【図１１】図１１Ａ、図１１Ｂ、及び図１１Ｃは、本発明の実施例の断面図である。
【図１２】図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の一実施例の断面図である。
【図１３】図１３Ａ、図１３Ｂ、及び図１３Ｃは、本発明の一実施例の断面図である。
【図１４】図１４Ａ及び図１４Ｂは、本発明の一実施例の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　第１パネル１の第１縁部の変位可能なタング３０と、第２パネル１’の第２縁部の第１
タング溝２０とを含む公知の建材パネル用機械式係止システムが図１Ａ及び図１Ｂに示し
てある。変位可能なタングは、垂直方向で係止するため、第１タング溝と協働するように
形成されている。変位可能なタング３０は、別体の部品であり、例えばプラスチック製で
あり、第１パネル１の第１縁部の変位溝に挿入されている。タングは、第１及び第２のパ
ネルの第１及び第２の縁部の垂直方向組み立て中、変位溝に押し込まれる。変位可能なタ
ングは、パネルが係止位置に達したとき、ばねの作用で戻り、第２パネル１’の第２縁部
の第１タング溝２０に入る。パネルの第３及び第４の縁部には、第１及び第２の縁部及び
第３及び第４の縁部の同時組み立てを行うため、傾け移動による隣接パネル１’’への組
み立てを可能にする係止システムが設けられている。
【００４７】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃ、図３Ａ及び図３Ｂは、第１及び第２のパネル１、１’の
組み立て中の公知の変位可能なタング３０の様々な実施例の断面を示す。第１タング溝を
持つ第２パネル１’を、変位可能なタング３０を備えた第２パネルに関して変位すると、
変位可能なタング３０は、第２パネルの縁部によって変位溝４０に押し込まれる。パネル
が組み立て位置に達したとき、変位可能なタング３０はばねの作用で戻り、第１タング溝
２０に入り、第１及び第２のパネルを垂直方向で係止する。
【００４８】
　本発明の実施例を、図４Ａ及び図４Ｂ、図５Ａ及び図５Ｂ、図６Ａ及び図６Ｂ、図７Ａ
及び図７Ｂ、図８Ａ乃至図８Ｄ、図９Ｂ及び図９Ｃ、図１０Ａ及び図１０Ｂ、図１１Ａ、
図１１Ｂ、及び図１１Ｃ、図１２Ａ及び図１２Ｂ、及び図１３Ａ、図１３Ｂ、及び図１３
Ｃに示す。本質的に同一の第１及び第２のパネル１、１’の第１及び第２の縁部に機械式
係止システムが形成されている。機械式係止システムは、第１パネルの第１縁部を第２パ
ネルの第２縁部に、垂直方向及び／又は水平方向で係止するように形成されている。機械
式係止システムの一実施例は、第２パネルの第２縁部を第１パネルの第１縁部に対して垂
直方向に変位することによって、第１及び第２のパネルを組み立てることができる。機械
式係止システムは、好ましくは、パネルの縁部にフライス加工、ドリル加工、及び／又は
鋸断等の機械的切削加工を施し、好ましくはプラスチック製の変位可能なタング３０を設
けることによって形成される。変位可能なタングは、屈曲可能であってもよく、ＷＯ２０
０６／０４３８９３及びＷＯ２００７／０１５６６９に開示された変位可能なタングのよ
うに屈曲可能な突出部分を含んでいてもよい。更に、変位可能なタングは、ＷＯ２００９
／１１６９２６及びＷＯ２００８／００４９６０に開示された変位可能なタングのように
、第１及び第２の縁部に沿った移動によって係止されるように形成されていてもよい。
【００４９】
　実施例は、第１パネル１の第１縁部の変位溝４０に配置された変位可能なタング３０を
含む。変位可能なタング３０は、第１及び第２の縁部を垂直方向で係止するため、第２パ
ネル１’の第２縁部に形成された第１タング溝２０と協働する。垂直方向に突出した第１
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係止エレメント８を含む第１係止ストリップ６が、第１パネルの第１縁部に形成されてい
る。第１係止エレメント８は、第１及び第２の縁部を水平方向で係止するため、第２パネ
ル１’の第２縁部に形成された第１係止溝１４と協働する。第２縁部の下縁表面は、第１
係止エレメントの第１上面と同じ平面内に配置されてもよい。下縁表面は、第１及び第２
の縁部を垂直方向で係止するため、第１上面と協働するように形成されていてもよい。図
４Ａ及び図４Ｂ、及び図５Ａ及び図５Ｂは、第１タング溝２０の開口部の高さ２１が、変
位溝４０の高さ４１よりも小さいということを示す。好ましくは、更に、第１タング溝２
０の最大高さは、変位溝４０の最大高さ４２よりも小さい。タング溝及び変位溝には、案
内用の面取り部又は丸みが設けられていてもよい。これらは、溝の高さを計測する場合、
開口部の高さ又は溝の最大高さに含まれない。こうした第１タング溝には、第２パネルの
下側と第１タング溝の底部との間の距離２３を大きくし、第１タング溝２０と係止溝１４
との間の距離５０を大きくするという効果がある。第１タング溝２０と係止溝１４との間
の距離５０が増大することにより、係止システムの強度が向上する。距離及び強度を更に
増大するため、例えば、図４Ｂ、及び図５Ａ及び図５Ｂに示すように、変位溝及び変位可
能なタングを傾けてもよい。変位可能なタングの外部分には、外部分を第１タング溝２０
内に変位できるように、好ましくは、凹所３１が設けられている。
【００５０】
　第１タング溝２０が小さくなると、図５Ｂに示すように、第１パネルの前面と変位溝４
０との間の距離４３が大きくなり、及び／又は係止ストリップ６の厚さが増大し、第１及
び第２のパネルの厚さが同じである場合、第１タング溝２０と係止溝１４との間の距離５
０は、同じであるか或いは増大する。
【００５１】
　更に、第１係止溝は、変位溝を持つ第１パネルに配置されていてもよい。このような実
施例には、好ましくは、変位溝の部分に接着剤で固定された変位可能であり且つ可撓性の
タングが設けられる。可撓性で変位可能なタングの内部分は、好ましくは、変位溝の底面
に接着される。内部分は、更に、変位溝４０の上面及び／又は下面に接着されていてもよ
い。
【００５２】
　実施例は、図７Ａに示すように、第１パネル１と、第２パネル１’と、第３パネル１’
’とを含む本質的に同じ一組のパネルを含む。例えば図６Ａ及び図７Ｂに示すように、各
パネルは矩形形状であってもよく、機械式係止システムは、第２係止エレメント１８が設
けられた第２係止ストリップ１６を第３縁部５ａに含んでいてもよく、第２係止溝２４を
第４縁部５ｂに含んでいてもよい。第２係止エレメント１８は、第３及び第４の縁部を水
平方向で係止するため、第２係止溝２４と協働するように形成されている。機械式係止シ
ステムは、第３縁部５ａに第２タング溝１２を含んでいてもよく、第４縁部５ｂに第２タ
ング１３を含んでいてもよい。第２タング及び第２タング溝は、第３及び第４の縁部５ａ
、５ｂを水平方向で係止するため、協働するように形成されている。第４縁部５ｂの下縁
表面は、好ましくは、第２係止ストリップの第２上面と協働するように形成されている。
従って、下縁表面は、隣接したパネルの第２係止ストリップの第２上面と同じ平面に配置
される。
【００５３】
　図７Ａは、第１パネル１及び第３パネル１’’への第２パネル１’の組み立てを示す。
第２パネル１’の第４縁部５ｂを中心として第２パネル１’を傾け、第２パネル１’の第
４縁部５ｂを第３パネル１’’の第３縁部５ａに係止すると同時に、第２パネル１’の第
２縁部４ｂを第１パネル１の第１縁部４ａに係止する。
【００５４】
　第１係止ストリップの第１上面９は、好ましくは、第２係止ストリップ１６の第２上面
１９と同じ平面に置かれる。第３縁部５ａ及び第４縁部５ｂの機械式係止システムは、通
常は、第１縁部４ａ及び第２縁部４ｂの機械式係止システムよりも以前に形成される。前
記第１及び第２の上面が同じ平面内にある場合、又は本質的に同じ平面内にある場合、パ
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ネルの隅部にある、第３縁部５ａ及び第４縁部５ｂの機械式係止システムの残りの部分は
、自動的に除去されてもよい。これらの残りの部分は、全体に薄く、後に、例えば包装中
、輸送中、又は組み立て中に分離されてもよい。第４縁部５ｂと第１縁部４ａとの間の第
１隅部２ａを持ち、第３縁部５ａと第２縁部４ｂとの間の第２隅部２ｂを持つ一実施例を
図７Ｂに示す。第４縁部５ｂ及び第１隅部２ａの残りの機械式係止システムは、機械式係
止システムを第１縁部に形成するときに自動的に除去される。第３縁部及び第２隅部２ｂ
の残りの機械式係止システムは、機械式係止システムを第２縁部に形成するときに自動的
に除去される。
【００５５】
　図６Ａは、第１パネル１の第３縁部及び第３パネル１’’の第４縁部の断面を示す。第
３縁部及び第４縁部の機械式係止システムは、第４縁部の第２タング１３及び第３縁部の
第２タング溝１２を含む。第３縁部には、第３縁部から突出した、第２係止エレメント１
８を持つ第２係止ストリップ１６が設けられ、第４縁部には、第２係止溝が設けられてい
る。係止ストリップ１６の第２上面１９は、垂直方向で係止するため、第４縁部の下面と
接触する。第３及び第４の縁部の図示の機械式係止システムは、傾け移動によって組み立
てられ、係止されるように形成されている。第２上面は、水平平面６０に位置決めされる
。図６Ｂは、第１パネルの第１縁部及び第２パネルの第２縁部の断面を示す。第１縁部に
は、第１縁部から突出した、第１係止エレメント８を持つ第１係止ストリップ６が設けら
れており、第２縁部には、第１係止溝が設けられている。第１係止ストリップの第１上面
９は、垂直方向で係止するため、第２パネルの下面と接触する。第３縁部及び第２隅部、
及び第４縁部及び第１隅部にある機械式係止システムの残りの部分は、前記第１及び第２
の上面が同じ水平平面６０に位置決めされると自動的に除去されてもよい。図１Ｂに示す
第２隅部の残りの部分７０等の除去されなかった残りの部分は、一般的に薄く、後に、例
えば包装中、輸送中、又は組み立て中に分離されてもよい。
【００５６】
　公知の機械式係止システムの第１及び第２の縁部には、図６Ｃに示すように、第３及び
第４の縁部の第２上面よりも下の水平平面６１に、第１上面９が設けられている。この公
知の機械式係止システムについて、残りの部分を除去するのに追加の作業が必要とされる
。本発明により、第１係止ストリップの厚さを増大でき、これによって、第１係止溝１４
と第１タング溝２０との間の距離５０を大きくすることなく、第１及び第２の上面を同じ
水平平面６０に配置できる。これには、機械式係止システムの強度が向上するという効果
がある。
【００５７】
　変位可能なタング３０の好ましい実施例を図８Ａ乃至図８Ｄに示す。変位可能なタング
は、幾つかの可曲部品３３を含む。これらの可曲部品には、可曲部品の最内部分から所定
距離のところに上下の摩擦連結部３５が設けられている。可曲部品３３の最内部分には、
上下の面取り部３９が設けられている。タングは細長い形状をなしており、変位可能なタ
ングの外縁部は、好ましくは、変位可能なタングのほぼ全長に沿って直線状である。変位
可能なタングの外部分３８には、好ましくは、タングのほぼ全長に沿って延びる凹所３１
が設けられている。凹所の第１凹面８１は、垂直方向で係止するため、第１タング溝の第
１表面と協働するように形成されている。傾け移動による第１及び第２のパネルの組み立
てを容易にするため、変位可能なタングの短縁部の長さ方向縁部の各端に面取り部３７が
設けられている。タングは、各可曲部品３３に溝３４を備えている。組み立て中、可曲部
品３３の少なくとも一部が溝３４に押し込まれる。
【００５８】
　凹所３１は、第１凹面８１に対して鈍角をなして配置された第２凹面８５を含んでいて
もよい。変位可能なタングの上面と第１凹面８１との間の角度は、約５°乃至約１５°の
範囲にあってもよく、好ましくは、約７°乃至約８°の範囲にある。
【００５９】
　変位可能なタングは、好ましくは射出成形によって製造され、図８Ａは、変位可能なタ
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ングの短縁部のキャスティングゲートを示す。
【００６０】
　図８Ｃは、タングを変位溝に押し込む場合の組み立て中の位置で変位溝４０に配置した
変位可能なタング３０を示す。変位溝４０は、上壁と、下壁と、下壁と上壁との間を延び
る内壁とを含む。内壁は丸みを帯びた形状をなしている。内壁は、変形例として、上壁及
び／又は下壁と隣接して丸みを帯びた区分を持つ平面区分を含んでいてもよい。上摩擦連
結部は、上壁の平面区分と協働するように形成されている。下摩擦連結部は、下壁の平面
区分と協働するように形成されている。変位可能なタングの上面は、第１及び第２のパネ
ルの組み立て中に上壁に沿って変位するように形成されていてもよい。変位可能なタング
の下面は、第１及び第２のパネルの組み立て中に下壁に沿って変位するように形成されて
いてもよい。
【００６１】
　図９Ａは、別の公知の機械式係止システムを示し、図９Ｂ及び図９Ｃは、本発明の実施
例による改良態様を示す。変位可能なタング３０の外部分には凹所が設けられており、第
１タング溝２０は比較的小さく作られている。係止ストリップ６の厚さが増しており、変
位溝４０の底部には丸みを帯びた隅部が設けられている。図９Ｃは、変位可能なタングの
上部及び下部に凹所が設けられていてもよいということを示す。特に、例えばＰＶＣ等の
プラスチックコアを含む軟質材料製のフロアボードについて、変位可能なタングの上下の
外部分が第１タング溝と接触する場合、継ぎ目が比較的強くなる。
【００６２】
　本発明の別の実施例を図１０Ａ及び図１０Ｂに示す。第１タング溝２０が比較的小さく
、変位可能なタング３０の外部分に凹所が設けられていることの利点は、図１０Ａの実施
例では、係止ストリップ６を比較的厚くするのに使用される。図１０Ｂは、係止システム
の強度を更に向上するため、丸みを帯びた隅部を備えた変位溝４０と、面取り面が設けら
れた係止溝１４及び係止エレメント８とを含む、実施例を示す。
【００６３】
　図１１Ａは、係止溝が設けられたパネルの縁部に変位可能なタング３０が配置された、
ＷＯ２０１１／１２７９８１に開示された種類の実施例を示す。変位可能なタングの外縁
部の凹所は、変位可能なタングの下縁部に設けられているように示してあるが、この凹所
は、変位可能なタングの上外縁部に設けられていてもよい。
【００６４】
　図１１Ｂ及び図１１Ｃは、第２縁部の下側に突出部分５１が設けられた実施例を示す。
突出部分５１は、第１係止ストリップの上側の凹所５２及び第１係止エレメント８と協働
するように形成されている。このような形態により、係止ストリップの内部分の厚さが増
し、機械式係止システムの強度が向上する。
【００６５】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、変位可能なエレメント３１によって係止されるように形成さ
れた変位可能なタング３０を含む実施例を示す。変位可能なエレメントは、第１及び第２
の縁部を垂直方向で係止するため、変位可能なタング３０を第１タング溝２０に押し込む
楔形状エレメント（図示せず）を含んでいてもよい。変位可能なエレメントは、変位可能
なエレメント３２を第２縁部に沿って変位溝４０に押し込むことによって変位されてもよ
く、又は変位可能なエレメントを第２縁部に沿って変位溝４０から引き出すことによって
変位されてもよい。図１２Ａは、実施例を非係止位置で示し、図１２Ｂは、実施例を係止
位置で示す。
【００６６】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、及び図１３Ｃは、三つの区分、即ち、互いに連結された内区分３
０ｂ、外区分３０ａ、及び中間区分３０ｃを含む変位可能なタングを示す。これらの区分
は、好ましくは、プラスチック材料から形成されている。外区分３０ａ及び内区分３０ｂ
は、可撓性タングの可撓性の大部分を提供する中間区分よりも剛性の材料から形成されて
いる。中間区分は、ゴムのような材料でできていてもよく、パネル縁部への連結後に可撓
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性タングが溝４０から抜けないようにするため、摩擦連結部として使用されてもよい。可
撓性中間区分３０ｃは、好ましくは、可撓性タングの下部分に配置される。中間区分３０
ｃは、係止中に圧縮される上部分３１ａと、係止中に拡張する下部分３１ｂとを含む。外
区分３０ａは、好ましくは、パネル１、１’の隣接した上接合縁部と交差する垂直平面Ｖ
Ｐの外に突出している。係止システムにより、係止中、小さな水平方向分離力で係止でき
る。タング溝２０の垂直方向長さは、変位溝４０の垂直方向長さの半分よりも小さくても
よい。内区分３０ｂは、可撓性タングの上部分又は下部分に配置されていてもよい固定縁
部３２を含む。
【００６７】
　可撓性タングは、二つの区分だけで、好ましくは比較的剛性の内区分３０ｂなしで形成
されていてもよい。外区分３０ａは、上文中に説明した中間区分３０ｃと同じ機能を備え
た内区分３０ｂに連結されていてもよく、可撓性は、外区分を内方に曲げたとき、可撓性
内区分の上部分及び下部分の伸び縮みによりもたらされてもよい。これにより、変位溝を
比較的小さくできる。このような二区分タングは、更に、図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃに
示す原理に従ってパネルを係止するのに使用してもよい。外区分３０ａは、ストリップ６
（ストリップパネル）及び係止エレメント８を含むパネル縁部に可撓性タング３０が配置
されている場合、下方に向いていてもよく、可撓性内部分３１ｄは、可撓性タング３０の
上部分に配置されていてもよい。外区分３０ａは、係止溝を含むパネル縁部（設置済パネ
ル）に可撓性タング３０を連結する場合、上を向いていてもよく、可撓性内部分３１ｄは
、可撓性タング３０の下部分に配置されていてもよい。
【００６８】
　機械式係止システムの一実施例を図１４Ａに示す。図１４Ｂは、図１４Ａの円で囲った
部分の拡大図を示す。機械式係止システムは、第１パネル１の第１縁部の変位溝４０に配
置された変位可能なタング３０と、第２パネル１’の第２縁部の第１タング溝２０とを含
む。変位可能なタング３０は、第１及び第２の縁部を垂直方向で係止するため、第１タン
グ溝と協働するように形成されている。好ましくは、変位可能なタングの少なくとも一部
は、第１及び第２のパネルの組み立て中に変位溝に押し込まれ、垂直方向で係止するため
、変位可能なタング３０の一部が第１タング溝２０と協働する位置にばねの作用で戻るよ
うに形成されている。この変位可能なタング３０は、第１表面８１Ａ及び第３表面８３を
含み、第１タング溝は、第２表面８２及び第４表面８４を含む。第２パネル１’の第２表
面８２と前面との間の第１角度は、第４表面８４と前面との間の第２角度よりも大きい。
変位可能なタングの第１表面は、機械式係止システムに第１負荷が加わった状態で、タン
グ溝の第２表面と協働するように形成されている。変位可能なタングの第３表面は、機械
式係止システムに第２負荷が加わった状態で、タング溝の第４表面と協働するように形成
されている。第１負荷は、通常状態での負荷と対応し、第２負荷は、例えば椅子、ソファ
、又は本箱が第１パネル又は第２パネルに置かれた場合の大きな負荷が加わった状態と対
応する。図１４Ａ及び図１４Ｂは、第１負荷が加わった状態での機械式係止システムを示
す。第１角度には、変位可能なタングの小さな変位により、第１及び第２のパネルを、互
いに、所望の係止位置に押すという利点がある。所望の係止位置では、第２パネル１’の
前面は、本質的に、第１パネル１の前面と同じ垂直位置にある。第２角度には、第３表面
及び第４表面が比較的大きな負荷を支持でき、変位可能なタングが第１タング溝から押し
出されないようにするという利点がある。第１角度は、約３０°乃至約４５°の範囲にあ
ってもよく、第２角度は、約１０°乃至約２５°の範囲にあってもよい。第１角度と第２
角度との差は、約１０°乃至約３５°の範囲にあってもよい。変位可能なタング３０の外
部分には、好ましくは、上文中に説明した凹所３１が設けられており、タング溝は、好ま
しくは、高さ及び深さが変位溝よりも比較的小さい。
【符号の説明】
【００６９】
　１　第１パネル
　１’第２パネル
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　２０　第１タング溝
　２１　高さ
　３０　変位可能なタング
　３８　変位可能なタングの外部分
　４０　変位溝
　４１　高さ
　４２　変位溝の最大高さ
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