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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械的に係止可能な矩形フロアボード（１、１’）を含むフローリングシステムであっ
て、
　各個々のフロアボードは、前記フロアボード（１）を同様の隣接したフロアボード（１
’）の長側部に対して垂直方向及び水平方向（夫々、Ｄ１及びＤ２である）の両方向で互
いに係止するための一対の対向する連結手段をその長側部（４ａ、４ｂ）に沿って有し、
一対の対向する連結手段をその短側部（５ａ、５ｂ）に沿って有し、
　前記フロアボードの前記連結手段は、長側部を上接合縁に沿って傾けることによって互
いに係止できるように設計されている、フローリングシステムにおいて、
　前記短側部（５ａ、５ｂ）の前記一対の対向する連結手段は、隣接したフロアボードの
長側部および短側部に対して前記フロアボードを水平方向（Ｄ２）でだけ係止するように
なっており、
　前記システムは、二つの異なる種類のフロアボード（夫々、Ａ及びＢである）を含み、
　一方の種類のフロアボード（Ａ）の一対の長側部に沿った連結手段（９、１０）は、他
方の種類のフロアボード（Ｂ）の同じ対をなした長側部に沿った対応する連結手段（９、
１０）に対して鏡像対称の構造をもつ、ことを特徴とするフローリングシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、前記フロアボードの前記短側部（５
ａ、５ｂ）に設けられた連結手段は、本質的に垂直方向の移動によって水平方向に係止で
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きるように設計されている、ことを特徴とするフローリングシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のフローリングシステムにおいて、前記フロアボード（１、１’
）は、下張り床から遠ざかる方向への角度移動によって外すことができる、ことを特徴と
するフローリングシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、前記フロアボード（１、１’）の前
記連結手段は、前記長側部（４ａ、４ｂ）を上接合縁に沿って傾けることによって、及び
前記短側部（５ａ、５ｂ）を実質的に垂直方向に移動することによって互いに係止できる
ように設計されており、第１短側部（５ａ）は第１長側部（４ａ）に垂直方向及び水平方
向（夫々、Ｄ１及びＤ２である）で係止でき、第２短側部（５ｂ）は第２長側部（４ｂ）
に実質的に垂直方向に移動することによって水平方向（Ｄ１）だけで係止でき、
　前記短側部（５ａ、５ｂ）に設けられた垂直方向連結手段（８、１２）の協働係止面は
、前記長側部の水平方向連結手段（８、１２）の協働係止面と形態が異なる、ことを特徴
とするフローリングシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のフローリングシステムにおいて、前記短側部（５ａ、５ｂ）の前記協
働係止面は、前記フロアボードの前側に対する係止角度（ＬＡ）が前記長側部（４ａ、４
ｂ）の前記協働係止面の係止角度よりも大きい、ことを特徴とするフローリングシステム
。
【請求項６】
　請求項４に記載のフローリングシステムにおいて、前記長側部（４ｂ）及び短側部（５
ａ）に設けられた前記フロアボードの前記協働係止面の係止角度（ＬＡ）は前記フロアボ
ードの前記表面に対して本質的に垂直であり、前記短側部（５ａ、５ｂ）の前記協働係止
面は、垂直方向長さが前記長側部（４ａ、４ｂ）の前記協働係止面よりも大きい、ことを
特徴とするフローリングシステム。
【請求項７】
　請求項４又は５に記載のフローリングシステムにおいて、垂直方向連結手段の部品は、
前記フロアボードに機械的に接合された、ファイバボードを基材とする別体のストリップ
を含む、ことを特徴とするフローリングシステム。
【請求項８】
　請求項４又は５に記載のフローリングシステムにおいて、前記水平方向連結手段の部品
は、曲げによって形成されたアルミニウムシート製の別体のストリップを含み、これはフ
ロアボードに機械的に接合される、ことを特徴とするフローリングシステム。
【請求項９】
　機械的に係止される矩形のフロアボードでフローリングを形成するための方法であって
、これらのフロアボードは、前記フロアボードを同様の隣接したフロアボードの長側部に
対して垂直方向及び水平方向（夫々、Ｄ１及びＤ２である）の両方向で互いに係止するた
めの一対の対向する連結手段を長側部（４ａ、４ｂ）に沿って有し、前記フロアボードを
同様の隣接したフロアボードの長側部および短側部に対して水平方向（Ｄ２）で互いに係
止できる一対の対向する連結手段を短側部（５ａ、５ｂ）に沿って有する、方法であって
、
　前記フロアボードの前記長側部の前記連結手段は、前記上接合縁に沿った角度移動によ
って互いに係止できるように設計されており、
　前記フロアボードの前記短側部（５ａ、５ｂ）に設けられた連結手段は、本質的に垂直
方向移動によって互いに係止できるように設計されており、前記フロアボードは、第１及
び第２の種類のフロアボードを含み、これらのフロアボードは、第１の種類のフロアボー
ド（Ａ）の一対の長側部に沿った連結手段が、第２の種類のフロアボード（Ｂ）の同じ対
をなした長側部に沿った対応する連結手段に対して鏡像対称の構造をもつ、方法において
、
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　新たな列（Ｒ６）の前記第２の種類のフロアボード（Ｂ）を、前の列（Ｒ５）の最後に
敷設した前記第１の種類のフロアボード（Ａ）に接合する工程を含む、ことを特徴とする
方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記短側部（５ａ、５ｂ）に設けられた水平方向連結
手段（８、１２）は、前記長側部（４ａ、４ｂ）に設けられた協働係止面（８、１２）と
設計が異なる協働係止面を有する、ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の方法において、前記フロアボード（１、１’）は、平行な列
をなして敷設される、ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　機械的に係止される矩形のフロアボードでフローリングを形成するための方法であって
、これらのフロアボードは、前記フロアボードを同様の隣接したフロアボードの長側部に
対して垂直方向及び水平方向（夫々、Ｄ１及びＤ２である）の両方向で互いに係止するた
めの一対の対向する連結手段を長側部（４ａ、４ｂ）に沿って有し、前記フロアボードを
同様の隣接したフロアボードの長側部および短側部に対して水平方向（Ｄ２）だけで互い
に係止できる一対の逆の連結手段を短側部（５ａ、５ｂ）に沿って有する、方法であって
、
　前記フロアボードの前記長側部（４ａ、４ｂ）の前記連結手段は、前記上接合縁に沿っ
た角度移動によって互いに係止できるように設計されており、前記フロアボードは、第１
及び第２の種類のフロアボードを含み、これらのフロアボードは、第１の種類のフロアボ
ード（Ａ）の一対の長側部に沿った連結手段が、第２の種類のフロアボード（Ｂ）の同じ
対をなした長側部に沿った対応する連結手段に対して鏡像対称の構造をもつ、方法におい
て、
　前記第１の種類のフロアボード（Ａ）の少なくとも二つのフロアボード（Ａ６、Ａ７）
の二つの長側部を、同じ種類（Ａ）の二つの同様のフロアボード（Ａ１、Ａ３）に向かっ
て傾けることによって互いに係止する工程、及び
　前記第２の種類のフロアボード（Ｂ）の別のフロアボード（Ｂ９、Ｂ１０）を、同じ種
類（Ｂ）の同様のフロアボード（Ｂ２、Ｂ４）に向かって内方に傾けることによって互い
に係止する工程を含む、ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、フロアボード用係止システムの技術分野に関する。本発明は、
一方では、様々なパターンで機械的に接合できるフロアボード用係止システムに関し、他
方では、このような係止システムを備えたフロアボード並びに設置方法に関する。更に詳
細には、本発明は、とりわけ、主としてフローティングフロアの敷設を進んだパターンで
行うことができる係止システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、重厚感のある木製フロア、寄木フロア、高圧積層体でできた表面層や直接積
層体を持つ積層体フロア等の木製フローティングフロアや積層体フロアで使用するのに特
に適している。積層体フロアは、メラミン含浸紙を含む、加熱しながら圧力を加えること
により圧縮した表面を有する。
【０００３】
　従来技術、周知のシステムの問題点、並びに本発明の特徴についての以下の説明は、主
に本適用分野についての非限定的例である。しかしながら、本発明は、機械的接合システ
ムによって様々なパターンで接合されるようになったフロアボードで使用できるというこ
とを協調しておかなければならない。かくして、本発明は、プラスチック、リノリウム、
コルク、又はニードルフェルト製の表面、又はワニス仕上げを施したファイバボード表面
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等を持つフロアに適用できる。
【０００４】
　本明細書中下文において、設置したフロアボードの目に見える表面を「前側」と呼ぶの
に対し、下張り床に面するフロアボードの反対側を「後側」と呼ぶ。「水平方向平面」は
、表面層の外部分と平行に延びる平面に関する。互いに接合された二つのフロアボードの
二つの隣接した接合縁の直接隣接した上部分が、水平方向平面に対して垂直な「垂直方向
平面」を画成する。
【０００５】
　前側と後側との間のフロアボードの縁部のところにあるフロアボードの外部分を「接合
縁」と呼ぶ。概して、接合縁は幾つかの「接合面」を有し、これらの接合面は、垂直であ
っても、水平であっても、角度をなしていても、丸味を備えていても、面取りが施してあ
ってもよい。これらの接合面は、様々な材料、例えば積層体、ファイバボード、木材、プ
ラスチック、金属（特にアルミニウム）、又はシーリング材料で形成できる。「接合縁部
分」は、フロアボードの接合縁及び接合縁と近接したフロアボード部分に関する。「接合
」、「接合システム」、又は「係止システム」は、フロアボードを垂直方向及び／又は水
平方向で相互連結する協働連結手段を意味する。「機械式接合システム」は、接着剤を用
いないで接合を行うことができるということを意味する。機械式接合システムは、多くの
場合、接着剤で接合してもよい。「垂直方向係止」は、垂直方向平面に対して平行な係止
を意味し、「水平方向係止」は、水平方向平面に対して平行な係止を意味する。「溝側」
という用語は、水平方向係止体の部分が、面が後側に対して開放した係止溝を含む、フロ
アボードの側部を意味する。「係止側」という用語は、水平方向係止体の部分が、係止溝
と協働する係止エレメントを含む、フロアボードの側部を意味する。「係止角度」という
用語は、水平方向平面に対する係止面の角度を意味する。係止面が湾曲している場合には
、係止角度は、曲線に対する最も大きい角度の接線である。
【０００６】
　従来の積層体フロア及び寄木フロアは、通常、フローティング状態で、即ち接着剤を用
いないで現存の下張り床に設置される。下張り床は、完全に滑らかであったり平らであっ
たりする必要はない。この種のフローティングフロアは、通常、接着剤を用いたさねはぎ
（即ち、一方のフロアボードにタングが設けられており且つ隣接したフロアボードにタン
グ溝が設けられた接合部）によって長側部及び短側部で接合される。敷設にあたっては、
ボードを互いに水平方向で合わせ、一方のボードの接合縁に沿った突出タングを隣接した
ボードの接合縁に沿ったタング溝に挿入する。同じ方法を長側部並びに短側部で使用し、
ボードは、通常、長側部を長側部に当て且つ短側部を短側部に当てた平行な列をなして敷
設される。
【０００７】
　接着剤を用いたタング／タング溝接合によって接合されたこのような従来のフロアに加
え、接着剤を使用することを必要としない代わりにいわゆる機械式接合システムによって
機械的に接合されるフロアボードが開発された。これらのシステムは、ボードを水平方向
及び垂直方向で係止する係止手段を含む。機械式接合システムは、ボードのコアを機械加
工することによって形成できる。別の態様では、係止システムの部分を別の材料で形成し
、これをフロアボードと一体化してもよい。即ち、工場でのフロアボードの製造と関連し
てフロアボードに予め接合できる。フロアボードは、傾け、スナップ嵌め、及び係止位置
で接合縁に沿って挿入することの様々な組み合わせによって接合され、即ち相互連結され
、又は互いに係止される。
【０００８】
　機械式接合システムを持つフローティングフロアの主な利点は、これらを内方への傾け
及びスナップ嵌めの様々な組み合わせによって迅速に且つ容易に敷設できるということで
ある。更に、取り外して別の場所で再使用するのが容易である。
【０００９】
　接着剤によって接合されるようになっている現存の全ての機械式接合システム及びフロ
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アは、フロアボードをこれらのボードの表面平面に亘って係止する垂直方向係止手段を有
する。垂直方向係止手段はタングを含み、タングは隣接したフロアボードの溝に入る。か
くして、ボードは、溝を溝に当てて、又はタングをタングに当てて接合することはできな
い。更に、水平方向係止システムは、概して、一方の側に係止エレメントを有し、この係
止エレメントが他方の側の係止溝と協働する。かくして、ボードは、係止エレメントを係
止エレメントに当てて、又は係止溝を係止溝に当てて接合することはできない。このこと
は、敷設が、実際には、平行な列に限定されているということを意味する。かくして、こ
の技術を使用して従来の寄木パターンを敷設することはできない。従来の寄木パターンで
は、ボードは、長側部を短側部に当てて「杉綾パターン」で、又は菱形パターンの様々な
形態で接合される。フロアボードを従来の寄木部分と対応するフォーマットで、及び鏡像
対称の接合システムを持つＡ設計及びＢ設計で製造できるということは周知であり、この
ようなフロアボードは、傾け及びスナップ嵌めの様々な組み合わせによって杉綾パターン
で機械的に接合できる（ベーリンゲアルミニウムＡＢ／ベーリンゲイノベーションＡＢが
所有するＷＯ　０３／０２５３０７を参照されたい）ということは周知である。このよう
なフロアボードは、接合システムが適当な方法で設計されている場合には、平行な列をな
して接合することもできる。これは、同じ種類のフロアボードで様々なパターンを提供で
きるため、有利である。
【００１０】
　例えば長側部の傾け及び短側部のスナップ嵌めによるフロアボードの設置は、特にフロ
アが多くの小さなフロアボードで形成される場合に時間がかかる。
【００１１】
　フロアボードを、長側部の傾けだけで、特に杉綾パターン及び他のパターンで手早く且
つ容易に設置できれば有利である。平行な列をなして設置した場合、特にフロアボードが
例えば６０ｍｍ乃至１２０ｍｍと狭幅である場合、及び小さな短側部が大きなパネルと同
じ大きな収縮力を取り扱うことができなければならない場合、このような簡単な敷設方法
を短側部で十分な水平方向強度を持つ接合システムと組み合わせなければならない。
【００１２】
　狭幅で小さなフロアボードは、通常、平行な列をなして設置する場合、通常のフロアボ
ードよりも長い時間がかかる。様々な平行な列の敷設と関連した簡単な接合及び小さな移
動によって設置時間を短くできれば有利である。かくして、内方への傾けだけで杉綾パタ
ーン並びに平行な列をなして敷設される、特に狭幅のフロアボードを設置する場合、係止
システム及び敷設方法を改良する大きな必要がある。
【００１３】
　本発明は、フローティングフロアを、下張り床に向かう傾け移動だけで、今日知られて
いるよりも手早く、容易に、及び大きな強度で、長側部を短側部に当てた先進のパターン
で及び平行な列をなして設置できるようにする、接合システム、フロアボード、フロア、
及び設置方法に関する。更に、逆の方法によって取り外しを手早く且つ容易に行うことが
できる。
【００１４】
　長側部及び短側部という用語は、理解を容易にするために使用する。ボードは、本発明
によれば、正方形であってもよいし、正方形及び矩形が交互になっていてもよいし、随意
であるが、様々なパターン又は他の装飾的特徴を様々な方向で形成する。
【特許文献１】ＷＯ　０３／０２５３０７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の第１の目的は、長側部を短側部に当てた先進のパターンで機械的に接合された
矩形のフロアボードでできた、取り外して再使用できるフロアを提供できる、フロアボー
ド、接合システム、設置方法、及び取り外し方法を提供することである。フロアボード及
び係止システムは、ボードの長側部に沿って内方に傾けるだけで接合及び取り外しを行う
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ことができることを特徴とする。傾け方法は、スナップ嵌めよりもかなり簡単であり、内
方への傾けによって係止された係止システムは、スナップ嵌めによって係止された係止シ
ステムよりも強い。特別の目的は、高圧積層体又は直接積層体でできた表面層を持つこの
ようなフロアを提供することである。
【００１６】
　本発明の第２の目的は、長側部及び短側部の水平方向係止システムが、タング溝及びア
ンダーカット溝と協働する係止エレメントを持つタングを含むことを特徴とする、上述の
必要条件を満たす矩形フロアボード及び係止システムを提供することである。このような
係止システムは、フロアボードと一部品で形成でき、材料の無駄を少なくする形状を備え
ている。
【００１７】
　本発明の第３の目的は、短側部に長側部の係止手段と異なる水平方向係止手段が設けら
れたフロアボード及び係止システムを提供することである。好ましくは、短側部の水平方
向係止手段は、長側部よりも係止角度が大きい係止面を有する。この場合、短側部を短側
部に当てて大きな強度で接合できる。
【００１８】
　本発明の第４の目的は、係止面が水平方向平面に対して本質的に垂直であり、長側部を
長側部に、及び短側部を短側部に接合した場合に強度を大きくできる水平方向係止システ
ムが長側部及び短側部に設けられたフロアボード及び係止システムを提供することである
。
【００１９】
　本発明の第５の目的は、上述のフロアボードで使用するのに適しており、フロアボード
に接合された別体の材料を部分的に含む様々な接合システムを提供することである。
【００２０】
　本発明の第６の目的は、特に、小さく且つ狭幅のフロアボードを平行な列をなして敷設
する場合に敷設時間を短縮する、敷設方法を提供することである。
【００２１】
　本明細書中に説明した接合システムの組み合わせは、適当な実施例の例に過ぎないとい
うことを特に協調しておかなればならない。全ての接合システムは、長側部及び／又は短
側部で別々に、並びに長側部及び短側部で様々な組み合わせで使用できる。水平方向係止
手段及び垂直方向係止手段を持つ接合システムは、傾け及び／又はスナップ嵌めによって
接合できる。接合システム及び水平方向及び垂直方向の積極的係止手段の形状は、フロア
ボードの縁部の機械加工によって、又は別の材料を形成することによって、又は別の態様
では、フロアボードの接合縁部分への接合の前後に機械加工することによって形成できる
。
【００２２】
　この目的は、全体又は部分が、独立項に記載のフローリングシステム及び方法によって
達成される。実施例は、従属項、以下の説明、及び図面に記載してある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　第１の特徴によれば、本発明は、機械的に係止可能な矩形フロアボードを含むフローリ
ングシステムを提供する。このフローリングシステムでは、個々のフロアボードの各々は
、前記フロアボードを同様の隣接したフロアボードに垂直方向及び水平方向の両方向で互
いに係止するための一対の対向する連結手段をその長側部に沿って有し、一対の逆の連結
手段をその短側部に沿って有する。更に、フロアボードの連結手段は、長側部を上接合縁
に沿って傾けることによって互いに係止できるように設計されている。このフローリング
システムは、前記短側部の前記対をなした対向する連結手段がフロアボードを水平方向だ
けで係止するようになっており、このシステムは、二つの異なる種類のフロアボードを含
み、一方の種類のフロアボードの一対の両縁部分に沿った連結手段は、他方の種類のフロ
アボードの同じ対をなした両縁部分に沿った対応する連結手段に対して鏡像対称をなして
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逆になるように構成されている、ことを特徴とする。
【００２４】
　一実施例では、フロアボードの連結手段は、長側部を上接合縁に沿って傾けることによ
って、及び短側部を実質的に垂直方向移動によって互いに係止できるように設計されてお
り、第１短側部は、第１長側部に垂直方向及び水平方向で係止でき、第２短側部は第２長
側部に水平方向だけで実質的に垂直方向移動によって係止でき、短側部に設けられた水平
方向連結手段は、長側部の水平方向連結手段の協働係止面と異なる形態の協働係止面を有
する。
【００２５】
　設計が異なるということは、例えば、
ａ）接触面の角度、形状、長さ、及び接合システムでのそれらの垂直方向位置、
ｂ）材料の種類、材料の組み合わせ、性質を変化させる化学物質の含浸、
ｃ）強度、圧縮、及び係止面間の相対位置に影響を及ぼす、接合システムの部分の設計、
に関して異なるということを意味する。
【００２６】
　上掲の項目ｃ）の一例として、特に水平方向長さに関する係止エレメントの様々な設計
により、引張荷重が加わった場合の係止面の強度にかなりの影響が及ぼされると言うこと
ができる。係止面間の様々な遊び又は遊びがないことにより、接合システムにの性質を様
々に変化させる。
【００２７】
　第２の特徴によれば、本発明は、鏡像対称の接合システムを持つ２種類のフロアボード
Ａ及びＢでフロアを敷設するための方法を提供する。
【００２８】
　一実施例では、敷設は、少なくとも二つの第１の種類のフロアボードの二つの長側部を
、同じ種類の二つの同様のフロアボードに向かって傾けることによって互いに係止し、第
２の種類のフロアボードを、同じ種類の同様のフロアボードに向かって内方に傾けること
によって互いに係止することによって、杉綾パターンで行われる。
【００２９】
　別の実施例によれば、敷設は、新たな列の第１Ｂボードが前の列の最後に敷設したＡボ
ードに接合されるように傾けることによって、平行な列をなして行われる。
【００３０】
　更に、少なくとも、内方への傾けによって水平方向及び垂直方向の両方向で互いに係止
できる一対の対向する連結手段が長側部に設けられた矩形フロアボードを含むフローリン
グシステムが提供される。このフローリングシステムは、積層体でできた表面層を持つフ
ロアボードを含み、前記フロアボードが杉綾パターンで接合され、接合及び取り外しを角
度移動によって行うことができるという特徴を備えている。
【００３１】
　最後に、杉綾パターンで接合された矩形フロアボードを含み、高圧積層体又は直接積層
体でできた表面層を備え、同様の隣接したフロアボードを内方への傾けによって垂直方向
及び水平方向の両方向で互いに係止するための一対の対向する連結手段が個々のフロアボ
ードの長側部に沿って設けられた、フローリングシステムが提供される。この実施例では
、短側部には水平方向係止手段しか設けられていない。フロアボードが狭幅であるため、
及び短側部が長側部によって互いに保持されるため、ボードを杉綾パターンで設置する場
合にはこれで十分である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　図１ａ及びｂは、本発明による第１の種類のフロアボードＡ及び第２の種類のフロアボ
ードＢを示す。これらのフロアボードの長側部４ａ及び４ｂの長さは、この実施例では、
短側部５ａ、５ｂの長さの３倍である。フロアボードの長側部４ａ及び４ｂは垂直方向連
結手段及び水平方向連結手段を有し、フロアボードの短側部５ａ、５ｂは水平方向連結手
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段を有する。この実施例では、二つの種類のフロアボードは、係止手段の位置が鏡像対称
であることを除くと同じである。係止手段により、少なくとも内方に傾けることによって
長側部４ａを長側部４ｂに接合でき、長側部４ａを短側部５ａに内方に傾けることによっ
て、及び短側部５ｂを長側部４ｂに垂直方向移動によって接合できる。この実施例では、
長側部４ａ及び４ｂ及び短側部５ａ、５ｂの両方を、長側部４ａ及び４ｂに沿った角度移
動によって杉綾パターンで接合できる。フロアボードの長側部４ａ、４ｂは連結手段を有
する。この連結手段は、この実施例では、ストリップ６、溝９、及びタング１０を含む。
短側部５ａもまた、ストリップ６及びタング溝９を有するのに対し、短側部５ｂはタング
１０を備えていない。複数の変形例がある。これらの二種類のフロアボードは、上述のよ
うに、長側部を短側部に接合できるのであれば、必ずしも同じ形式でなくてもよく、係止
手段の形状が異なっていてもよい。連結手段は、同じ材料でできていてもよいし異なる材
料でできていてもよく、または同じ材料でできているが材料特性が異なっていてもよい。
例えば、連結手段は、プラスチック製であってもよいし金属製であってもよい。また、フ
ロアボードと同じ材料でできていてもよいが、性質を変化させる含浸等の特性変更処理が
施してあってもよい。
【００３３】
　図２ａ乃至ｅは、互いに連結される二つのボード１、１’の連結手段を示す。図２ａは
、長側部４ａ及び４ｂを示す。垂直方向係止は，溝９によってなされ、この溝９は、タン
グ１０と協働する。水平方向係止は、係止エレメント８を備えたストリップ６によってな
され、これは係止溝１２と協働する。この係止システムは、上接合縁に沿って内方に傾け
ることによって接合できる。これを破線によって図２ａ及びｂに示す。図２ｃでは、ＨＰ
は水平方向平面であり、ＶＰは垂直方向平面である。係止エレメント８及び係止溝１２は
協働係止面を有し、これは、図２ａでは、約６０°の係止角度ＬＡを有する。フロアボー
ド１’は、上接合縁に装飾溝１３３を有する。
【００３４】
　図２ｂは、短側部に設けられた連結手段を示す。この連結手段は、係止エレメント８を
持つストリップ６を含み、この係止エレメント８が係止溝１０と協働し、フロアボード１
、１’を水平方向で係止する。短側部５ａは、長側部及び短側部を互いに係止する場合に
長側部４ａのタング１０と協働するようになった溝９を有する。しかしながら、短側部５
ｂにはタング１０はない。図２ｃ及びｅは、短側部５ｂを長側部４ｂに垂直方向移動によ
って係止する方法を示す。図２ｅの好ましい接合システムは、溝側と呼ばれる短側部５ｂ
を、突出ストリップ６を持つ係止側と呼ばれる長側部又は短側部に配置することによって
のみ、垂直方向で接合できる。この実施例では、係止側を溝側に置くことによって係止を
行うことはできない。図２ｄは、短側部５ａを長側部４ａに内方への傾けを可能にする接
合システムを使用して垂直方向及び水平方向に係止できる方法を示す。図２ｃは、係止溝
１２と係止エレメント８の係止面１４との間に遊びがあるのが有利であることを示す。一
つの好ましい実施例は、パネル５ｂ及び４ｂを互いに押し付けたとき、これらのパネルが
例えば０．０１ｍｍ乃至０．１ｍｍの遊びを伴って所定位置を占有することを特徴とする
。このような遊びにより、湿度が高い場合でも予備張力が作用することがなく、パネル５
ｂは、パネルが予備張力が加わった状態で連結されており且つ垂直方向変位が例えばタン
グによって阻止されていない場合のように、上方に押されることがない。遊びは装飾溝１
３３と組み合わせることができる。装飾溝は、塗装や含浸で色が付けてあってもよい。こ
のような装飾溝１３３は、遊びが比較的大きい場合、例えば０．１ｍｍ乃至０．２ｍｍの
場合でも遊びが見えないようにするのに役立つ。
【００３５】
　図３ａ乃至ｅは、内方への傾けだけで形成できる杉綾パターンのフロアを示す。フロア
ボードは、逆の順序で上方への傾けによって互いから外すこともできる。
【００３６】
　図３ａは、長側部４ａを短側部５ａに当てて傾けることによってＢ型フロアボードをＡ
型フロアボードに接合する方法を示す。フロアボードＢ２の短側部５ｂにタングが設けら
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れていないため、フロアボードＡ３に向かって下方に傾けることができる。ここで使用し
た数字１、２、３は適当な設置順序を示す。第１列Ｒ１は、敷設方向ＩＤに対して横方向
で見て、内方への傾け、接合縁に沿った挿入、等によって図３のｂに従って接合できる。
【００３７】
　図３ｃの次の列は、長側部に沿った内方への傾けによって接合された参照番号６、７、
８を付したＡボードによって接合される。ボード７及び８はこの方法で接合できる。これ
は、短側部を長側部に対して下方に傾けるのを阻止する種類のタングがこれらのボードの
短側部５ｂに設けられていないためである。最後に、図３ｅは、フロアボード９及び１０
を内方への傾けによって敷設する方法を示す。かくして、敷設方法は、内方への傾けによ
ってフロア全体を杉綾パターンで敷設できることを特徴とする。長側部を短側部に当てて
敷設することにより、ボードを垂直方向及び水平方向で交互に係止する。この敷設方法に
より、全ての短側部が例えばタングの形態の垂直方向係止手段が設けられていないけれど
も水平方向及び垂直方向の両方向で係止する。敷設は、ボードＢ９を内方に傾けることが
できる前に、同じ種類の二つのボード、例えばボードＡ６及びボードＡ７を敷設しなけれ
ばならないということを特徴とする。本発明の範囲内で、図２ｂによる係止システムに垂
直方向係止手段１０’が更に設けられていてもよい。これにより、図１２ｂで説明するよ
うに、スナップ嵌め効果を持つ垂直方向移動が可能になる。しかしながら、これは、フロ
アの機能に対する重要性が限られており、設置が更に困難になるが、このような接合シス
テムは、ボードを平行な列をなして敷設した場合、短側部に良好な強度を提供できる。
【００３８】
　杉綾パターンで敷設されるようになったフロアボードは、接合システムが便利な方法で
設計されている場合には、平行な列をなして接合することもできる。これは、同じ種類の
フロアボードで更に多くのパターンを提供できるため有利である。また、これにより、製
造及びストックの保持が容易になる。図４ａ及びｂは、新たな列Ｒ２の新たなフロアボー
ドＡ４を前の列Ｒ１の予め敷設してあるフロアボードＡ２に長側部４ａ及び４ｂに沿った
角度移動Ａによって接合する方法を示す。溝側５ｂを持つ新たなボードＡ４の短側部を、
予め敷設してあるボードＡ３の短側部及びその係止側５ａと垂直方向で重ねる。これに続
いて敷設される次の列Ｒ３のボードＡ５は、フロアボードＡ３、Ａ４に接合される。前の
列Ｒ１及び次の列Ｒ３の長側部は短側部５ａ及び５ｂを係止し、溝側５ｂが上方に傾けら
れないようにする。次いで、短側部を垂直方向及び水平方向の両方向で接合する。ボード
の取り外しは逆の手順で行うことができる。係止側５ａのタング溝９は、この敷設方法で
は有効でないが、長側部４ａに接合できるようにする上で必要である。タング溝９は、か
くして、接合が平行な列だけで行われる場合、不必要である。通常、長側部に大きな強度
を与える上で、例えば約６０°の係止角度で十分である。このような角度により、内方へ
の傾けが容易になる。短側部での対応する角度は、特に幅が６０ｍｍ乃至１２０ｍｍの細
いボードに十分な強度を与えることができない。長側部は、係止角度が小さい場合、短側
部を互いに同じ平面内に保持することができない。そのため、ぽんと外れたり接合隙間が
望ましからぬものとなる。ボードが下張り床に向かう垂直方向移動によって敷設される場
合、短側部の大きい係止角度には何の問題もない。
【００３９】
　図５ａは、接合システムの形態のタング係止体を示す。接合システムは、フロア表面に
近い外上部分に係止エレメント８を持つタング１０をフロアボード１の一方の接合縁に有
する。接合システムは、更に、上リップ２１及び下リップ２２並びにアンダーカット溝１
２を持つタング溝９をフロアボード１’の他方の接合縁に有する。このような接合システ
ムは、コンパクトに形成でき、これにより材料の無駄が少なくなる。これは、フロアボー
ドの接合縁の機械加工によってタング１０が形成されるためである。フロアボードが狭幅
で短いため、材料の無駄は重要である。図５ｂ乃至ｇは、このような接合システムを、傾
けによって杉綾パターンの列及び平行な列をなして接合できるように調節する方法を示す
。この実施例では、短側部の溝側５ｂには垂直方向係止を阻止する下リップがない。長側
部は、図５ｅに従って傾けによって接合でき、長側部は、更に、図５ｃ及び図５ｆに従っ



(10) JP 4574613 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

て傾け及び垂直方向で重ねることによって短側部に係止できる。長側部は、係止側を溝側
に当てて、及び溝側を係止側に当てて傾けることができる。接合システムは、更に、別の
材料で形成でされていてもよく、これが接合縁に接合される。フロアボードが例えば平行
な列をなして敷設することしか考えられていない場合には、長側部には、図５ａによるタ
ング係止体が形成されていてもよく、短側部は図２ａによるストリップ係止体を備えて形
成できる。
【００４０】
　図６ａ乃至ｄは、長側部を長側部に当てて及び長側部を短側部に当てて傾け移動を行う
ことによる接合が容易でなければならないと同時に、一方の短側部を他方の短側部にフロ
アに向かう傾け移動によって接合した場合に大きな強度を備えていなければならないとい
う二つの必要条件を満たすようにタング係止体を変更する方法を示す。図６ａ及びｂで長
側部４ｂ及び短側部５ａに設けられた係止エレメントは、フロアボードの表面近くに上係
止面１５を持つ係止エレメントを有する。この上係止面１５の係止角度ＬＡ１は、係止角
度ＬＡ２を持つ下係止面１４よりも小さい。長側部の溝側４ａは小さい係止角度ＬＡ１を
持つ上係止面１５と協働するようになっており、短側部の溝側５ｂは大きい係止角度ＬＡ
２を持つ下係止面１４と協働するようになっている。図６ｃ及びｄは、長側部を短側部に
当てた接合を示す。長側部の係止角度が小さいことは、機械加工を行う上で有利である。
これは、この場合、アンダーカット溝１２を大型の回転工具を使用して形成できるためで
ある。大きい係止角度は、例えば、動いている接合縁に定置の工具を押し付けて掻き取る
ことによって形成できる。下リップ２２がないため、溝１２に大きい係止角度を容易に形
成できる。
【００４１】
　図７ａ乃至ｄは、係止エレメント８を備えた突出ストリップ６を持つストリップ係止体
を、短側部５ａを短側部５ｂに係止する場合の係止角度が、長側部を長側部に又は短側部
に係止する場合の係止角度よりも大きくなるように、タング係止体と同様の方法で変更す
る方法を示す。長側部及び短側部の両方に設けられた係止エレメントの上係止面１５の係
止角度は、下係止面１４よりも小さい。短側部５ａの係止エレメント８は、水平方向長さ
が短側部よりも大きい。これにより、短側部の強度が改善されると同時に、材料の無駄の
増大が僅かになる。好ましい全ての係止エレメント８は、このように、短側部で大きくで
き、長側部の係止溝は、短側部の係止エレメント８に接合できるように調節できる。
【００４２】
　図８ａ及びｂは、係止エレメントが長側部及び短側部に設けられたストリップ係止体を
示す。係止エレメントの係止面１４は、水平方向平面に対して本質的に垂直である。長側
部での係止エレメント８と係止溝１２との間の接触面ＫＳ１は、短側部での接触面ＫＳ２
よりも大きい。非限定的例として、長側部の接触面ＫＳ１は、ほんの０．１ｍｍ乃至０．
３ｍｍの垂直方向長さで十分な強度を提供できると言うことができる。材料の圧縮及びス
トリップの曲げにより、係止角度が大きいにも拘わらず、内方への傾け及び上方への傾け
を行うことができる。長側部に設けられたこのような接合システムは、係止角度が大きく
且つ接触面ＫＳ２が例えば０．５ｍｍ乃至１．０ｍｍの短側部の接合システムと組み合わ
せることができる。ボードを互いに水平方向に押し付けたとき、係止面間に例えば０．０
１ｍｍ乃至０．１０ｍｍの小さな遊びが長側部で形成される。これにより上方への傾けが
更に容易になり、製造が容易になる。このような遊びは、目に見える接合隙間を上接合縁
間に生じない。接合システムの係止角度を９０°以上にしてもよい。これが短側部だけで
行なわれた場合には、長側部を例えば上方へ傾けることによって外した後に接合縁と平行
に引っ張ることによってボードを互いから容易に取り外すことができる。
【００４３】
　図９ａ乃至ｄは、例えばファイバボードを基材としたＨＤＦ等の別体の材料でできたス
トリップ係止体を示す。このような接合システムは、フロアボードと一部品で形成された
ものよりも安価にできる。更に、フロアボードと異なる良好な特徴を持ち、接合システム
の機能に合わせて特別に調節されるストリップ材料を使用できる。図９ａのストリップ６
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は、上方に傾けた状態でスナップ嵌めすることによって、工場でフロアボード１に機械的
に取り付けられる。これを図９ｅに示す。図９ａは、ストリップ及びフロアボードの接合
縁部分に協働部分が設けられていることを示す。これによりストリップを高い精度で水平
方向及び垂直方向に係止し、ストリップの外部分７がフロア表面に対して上方に及び後側
に対して下方に移動しないようにする。ストリップは、そのタング１０’がフロアボード
のタング溝９’と協働することによって、及びフロアボードの係止エレメント８’がスト
リップの係止溝１２’と協働することによって、フロアボードに対して水平方向及び垂直
方向に位置決めされ且つ係止される。敷設前の取り扱い中にストリップが緩まらないよう
に、部分Ｄｂ１及びＤｂ２は、引張荷重が加わった場合にストリップの外部分７が下方に
曲がらないようにし、部分Ｕｂ１及びＵｂ２は、外部分７が上方に曲がらないようにする
。部分ＩＰ及びＵＰは、ストリップを垂直方向平面ＶＰに対してその内位置及び外位置に
位置決めする。
【００４４】
　図９ｂは、例えば木製フロアについて便利な実施例を示す。上方への曲げは、部分Ｕｂ
１及びＵｂ２によって、及び係止角度ＬＡが、回転中心Ｕｂ２に中心を持つ円弧Ｃ１に対
する接線よりも大きいことによって阻止される。図９ｃは、ストリップ６がフロアの後側
よりも表面に近い平面に配置された実施例を示す。ストリップ６は、図９ａ及びｂによる
実施例におけるよりも薄いボード材料で形成できる。図９ｄは、短側部をどのように形成
するのかを示す。これらの実施例は全て、上文中に説明した係止角度及び接合部形状と組
み合わせることができる。多くの組み合わせが可能である。長側部は、例えば、別体のス
トリップを含む接合システムを備えていてもよく、短側部は、例えば、上述の好ましい実
施例のうちの幾つかに従って一部品で形成されていてもよい。
【００４５】
　図１０ａ乃至ｄは、大型の回転工具による下リップ２２の形成方法を示す。図１０ａ及
びｂによる接合システムは、接合縁部分を二つの異なる角度で機械加工する二つの工具Ｔ
Ｐ１Ａ及びＴＰ１Ｂを必要とする。ＲＤは、回転方向を示す。接合システムの対応する部
分を図１０ｃ及びｄに従って一つの工具だけを使用して形成してもよい。これらの二つの
実施例では、下リップ２２が垂直方向平面ＶＰから突出している。
【００４６】
　図１１ａ乃至ｊは、ストリップが金属製の、好ましくはアルミニウム製のシートででき
た実施例を示す。この設計は、ストリップ６を曲げだけで形成できるように選択される。
これは、高精度で及び低い費用で行うことができる。厚さが０．４ｍｍ乃至０．６ｍｍの
金属製シートで十分な強度を得ることができる。全ての実施例は、内位置（ＩＰ）及び外
位置（ＯＰ）を定めることができ、これらの位置は、ストリップ６の上方への角度移動に
抗し（Ｕｂ１、Ｕｂ２）、ストリップ６の下方への角度移動に抗する（Ｄｂ１、Ｄｂ２）
。接合縁部分は、更に、大型の回転工具によって合理的に製造できる。
【００４７】
　図１２ａ乃至ｉは短側部を示す。図１２ｂ及びｆは、小さなタング１０の形態の垂直方
向係止体によっても接合システムを形成できることを示す。これにより、垂直方向スナッ
プ嵌めによって係止できる。図１２ｊは、ストリップを、上方に傾けた状態でスナップ嵌
めを行うことによって工場で取り付ける方法を示す。設置と関連してフロアボードに取り
付けられるように別々のストリップを供給できるということは明らかである。これらのス
トリップの取り付けは、手作業によって、又は例えばフロアボード及びストリップを押圧
ローラーＰＲに通すように形成された工具によって（図９のｅ参照）行うことができる。
これらの工具は、ストリップ６のスナップ嵌め及び傾けを組み合わせる。曲げだけで形成
された、スナップ嵌めによってフロアボードの接合縁に取り付けられた例えばアルミニウ
ムシート製のストリップは、他の周知の態様よりも安価であり且つ製造が容易である。
【００４８】
　フロアボードは、一方の側部、例えば長側部に、好ましい実施例に従ってファイバボー
ドを基材とした材料で又は金属で一部品で形成された一つの種類の接合システムを備えて
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いてもよい。他方の側は別の種類であってもよい。角度、半径、及び寸法を変えることに
よって多くの変更を行うことができるということは明らかである。ストリップは、金属、
プラスチック、及び様々な材料組み合わせに押出し加工を施すことによっても形成できる
。接合システムは、他の製品、例えば壁パネルや天井、及び家具の構成要素を接合するの
にも使用できる。フロアで使用された機械式接合システムを、例えば台所の戸棚を壁に取
り付けるのにも使用できる。
【００４９】
　図１３ａ乃至ｆは、フロアを接合するための敷設方法を示す。図１３ａは、係止側５ａ
及び溝側５ｂを持つＡ型フロアボードを示す。溝側が係止側に重ねられるため、全ての列
の設置が同じ側からなされるようにフロアを設置するのが便利である。概して、フロア層
は、何回も移動させなければならない。大きな表面を設置する場合、これにはかなりの時
間がかかる。設置順序は、Ａ１、Ａ２、・・Ａ９である。
【００５０】
　図１３ｃは、Ｂボードの設置は反対側から行わなければならないということを示す。こ
れは、Ｂボードの短側部に設けられた係止システムがＡボードに対して鏡像対称であるた
めである。
【００５１】
　図１３ｅは、Ａボード及びＢボードを使用する場合、設置を左から右に交互に行うこと
ができるということを示す。これにより、敷設時間が減少する。
【００５２】
　図１３ｆは、設置方向ＩＤで逆方向に設置を行うこともできるということを示す。
【００５３】
　図１４ａ乃至ｄは、鏡像対称の接合システムを持つＡボード及びＢボードを使用して平
行な列をなして合理的に設置することを示す。図１４ａによれば、例えば、最初にＡボー
ドで列Ｒ１－Ｒ５を設置する。次いで、移動を行い、残りのＡボードを図１４ｂに従って
設置する。次の工程でＢボードを設置し、その後、移動を行い、残りのＢボードを設置す
る。かくして、これらの１０個の列を二回の移動だけで行うことができる。この例の方法
は、新たな列Ｒ６でＢボードを前の列Ｒ５で最後に敷設したＡボードに接合することを特
徴とする。かくして、本発明は、更に、平行な列をなして接合される鏡像対称の接合シス
テムを持つ２種類のボードＡ及びＢを含むフロアを含む。
【００５４】
　フロアボードの短側部を長側部と平行な両方向で接合できる場合には、一方の種類のフ
ロアボードだけで上述の好ましい方法に従って傾け及びスナップ嵌めによって設置を行う
こともできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１ａ及びｂは、本発明によるフロアボードを示す図である。
【図２】図２ａ乃至ｆは、長側部及び短側部に設けられた接合システムを示す図である。
【図３】図３ａ乃至ｄは、杉綾パターンでの接合を示す図である。
【図４】図４ａ乃至ｃは、下方への傾けによる接合を示す図である。
【図５】図５ａ乃至ｇは、杉綾パターンでの接合を示す図である。
【図６】図６ａ乃至ｄは、本発明による接合システムを示す図である。
【図７】図７ａ乃至ｄは、本発明による接合システムを示す図である。
【図８】図８ａ乃至ｄは、本発明による接合システムを示す図である。
【図９】図９ａ乃至ｅは、本発明による接合システムを示す図である。
【図１０】図１０ａ乃至ｄは、接合システムの機械加工を示す示す図である。
【図１１】図１１ａ乃至ｊは、本発明による接合システムを示す図である。
【図１２】図１２ａ乃至ｊは、本発明による接合システムを示す図である。
【図１３】図１３ａ乃至ｆは、平行な列をなした接合を示す図である。
【図１４】図１４ａ乃至ｄは、平行な列をなした接合を示す図である。
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【符号の説明】
【００５６】
　１、１’　フロアボード
　４ａ、４ｂ　長側部
　５ａ、５ｂ　短側部
　６　ストリップ
　８　係止エレメント
　９　溝
　１０　タング
　１２　係止溝
　１３３　装飾溝

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２ａ－ｂ】
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