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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平平面（ＨＰ）内を延びる前面（２）及び後面（３）と、コア（５）と、フロアボー
ドを他のフロアボード（１’）に水平方向および垂直方向で連結するため、少なくとも二
つの両縁部に配置された連結手段と、弾性表面層（４）とを各々含む、一組の本質的に同
じ耐水性フロアボードにおいて、
　前記弾性表面層（４）はプラスチック層を含み、前記コア（５）はＨＤＦボード、ＭＤ
Ｆボード、パーティクルボードまたは合板ボードを含み、
　前記フロアボード（１）の各々の少なくとも一方の縁部は、前記弾性表面層（４）にシ
ール手段を有し、該シール手段は他の隣接したフロアボードの縁部にある前記弾性表面層
の別のシール手段と協働してシールを提供し、
　シール手段のうち一方のシール手段は垂直方向に延びる突出部であり、他方のシール手
段は垂直方向に開放した溝であり、
　前記連結手段は前記フロアボードの縁部に設けられた機械的係止システムからなり、
　前記シール手段の一方又は両方にシール剤が設けられている、一組の本質的に同じ耐水
性フロアボード。
【請求項２】
　請求項１に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボードにおいて、
　前記シール剤は、パラフィンワックス及び／又はパラフィンオイルを含む、一組の本質
的に同じ耐水性フロアボード。



(2) JP 4938031 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【請求項３】
　請求項１に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボードにおいて、
　前記シール剤は膨張性である、一組の本質的に同じ耐水性フロアボード。
【請求項４】
　請求項３に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボードにおいて、
　前記シール剤は水との接触時に膨張できる、一組の本質的に同じ耐水性フロアボード。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボード
において、
　前記連結手段は、フロアボードを他のフロアボード（１’）に、垂直方向で重ねること
によって垂直方向で連結するように形成されている、一組の本質的に同じ耐水性フロアボ
ード。
【請求項６】
　請求項５に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボードにおいて、
　前記連結手段は、垂直方向で係止するため、タング溝（１０）と協働するように形成さ
れた変位自在のタング（８’）を含む、一組の本質的に同じ耐水性フロアボード。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載の一組の本質的に同じ耐水性フロアボード
において、
　前記フロアボード（１）の各々の少なくとも一つの縁部には、前記弾性表面層（４）の
装飾溝（６）を含み、この装飾溝は底部（７）を有し、この底部（７）は前記前面（２）
と本質的に平行である、一組の本質的に同じ耐水性フロアボード。
【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一組のフロアボードを含む耐水性フロー
リング。
【請求項９】
　請求項８に記載のフローリングにおいて、
　少なくとも二枚のフロアボードを、隣接した縁部のところで、水平方向及び垂直方向で
機械的に接合した、フローリング。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装飾溝及び／又はシール手段を含む弾性表面層を持つ耐水性フロアボード組
及びフローリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、詳細には、限定的ではないが、機械式係止システムが少なくとも二つの両縁
部に設けられており、弾性表面層に装飾溝が設けられたフロアボードに関する。従来技術
、周知のシステムの問題点、及び本発明の特徴の以下の説明は、とりわけ、非限定的例と
して、適用分野に関する。本発明は、パネルを水平方向及び垂直方向で連結する、少なく
とも二つの隣接した側部に設けられた機械式係止システムを使用してフロアボードを接合
しようとする任意のフロアボードで使用でき、全ての種類の周知の係止システムと組み合
わせることができるということを強調しておかなければならない。
【０００３】
　弾性表面層を持つフロアボードには、例えばＷＯ０３／０１２２２４に記載されている
ように、ベベルの形体の装飾的接合部分を設けることができる。
【０００４】
　装飾的継手部分を持つ弾性表面層を備えたフロアボードには、これまで、幾つかの欠点
があった。弾性表面層の厚さよりも小さいベベルを持つ縁部を設けることしかできなかっ
た。ベベルを大きくすると、ベベルは水分の影響を受け易いコアまで延びてしまう。弾性
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層は通常は薄く、及び従って、見栄えのよくない小さなベベルしか形成できない。別の欠
点は、見栄えをよくし、装飾的継手部分の全幅を大きくするため、二つのフロアボードの
接合された隣接した縁部の両方にベベルを設けなければならないということである。弾性
表面層を持つ二枚のフロアボード間の周知の継手には、更に、水分が継手に入り込んでし
まうという問題点がある。これにより、水分の影響を受け易いコアや下張り床を壊してし
まう。接合部にベベルが設けられたフロアボードの場合には、二つの隣接したベベルによ
って形成されたＶ字形状溝の底部にゴミや水分が溜まるため、及び弾性材料の薄い障壁部
分しか残らないため、この問題が大きくなる。
【特許文献１】ＷＯ０３／０１２２２４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、様々な利点を持つ新たな実施例を提供する、装飾溝を持つ弾性表面層を備え
た耐水性フローリング及び一組の耐水性フロアボードに関する。フロアボードが有用な場
所は、公共のフローリング、例えば店舗、飲食店、船舶、ホテル、空港、又は汚れに露呈
されることが多く、及び従って、モップ掛けによる清掃を頻繁に行う家庭の部屋である。
この他の有用な場所は、水回りである。耐水性フロアボードという用語は、フロアボード
の前面に耐水性材料が設けられているということ、フロアボードの連結手段及び縁部が、
フロアボードと他の隣接したフロアボードとの間に耐水性の接合部を提供するように形成
されているということを意味する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の特徴によれば、本発明は、前面及び後面と、コアと、フロアボードを同様のフロ
アボードに連結するため、少なくとも二つの両縁部に設けられた連結手段と、前面に設け
られた好ましくはゴム製及びプラスチック製の弾性表面層とを含む、一組の耐水性フロア
ボードを提供する。弾性表面層は、フロアボードの縁部に装飾溝を含む。装飾溝の底部は
本質的に平らであり且つ前面と平行である。
【０００７】
　第１の利点は、装飾溝の幅に制限がないということである。大きな装飾溝が防水性であ
っても、コア又は下張り床を保護する。第２の利点は、加工しなければならない縁部の量
が半分しかないということである。これは、二つの狭幅の溝の代わりに一つの幅を使用で
きるためである。
【０００８】
　好ましくは、装飾溝を持つ縁部には、他の隣接したフロアボードの縁部の弾性層の他の
シール手段と協働してシールを得るように形成されたシール手段を持つ弾性層が設けられ
ている。一実施例では、シール手段は、水平方向に延びる突出部を含み、他のシール手段
は、側方に開放した溝を含む。最も好ましい実施例では、これらのシール手段の一方又は
両方にシール剤が設けられている。
【０００９】
　別の好ましい実施例では、両シール手段の各々に、側方に開放した溝が設けられており
、これらの溝にシール剤が設けられている。
【００１０】
　好ましくは、連結手段は、フロアボードの少なくとも二つの両縁部に形成された機械式
係止エレメントを含み、これらのエレメントにより、同様のフロアボードの接合が容易に
なる。傾けによって接合される機械式係止システムは、例えば、ＷＯ９４／２６９９９か
ら周知である。これは、特に有利には、矩形フロアの長側部に設けられる。他の係止シス
テムは、特に有利には、短側部に設けられており、特に、ＷＯ９４／２６９９９に記載の
システムと同様の傾け係止システムと組み合わせた場合が、ＰＣＴ／ＳＥ２００５／００
１５８６に記載されている。上記ＰＣＴの所有者は、ヴェーリンゲ・イノベーションＡＢ
である。係止システムの上述の組み合わせにより、フロアパネルを幾つかの方法で、好ま
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しくは、単アクション方法によって接合できる。この場合、長縁部を傾けで設置し、可撓
性タングを持つ短側部を垂直方向で重ねることによって設置する。この組み合わせは、更
に、取り外しが非常に容易である。傾け－傾け、傾け－スナップ嵌め、又はスナップ嵌め
－スナップ嵌めによって接合が行われるこの他の機械式係止システムも周知であり且つ使
用できる。機械式係止システムを持つフロアボードは、一般的にはフローティング状態で
、即ち接着剤を用いないで、現存の下張り床に敷設される。
【００１１】
　明らかに、通常は釘や接着剤等のファスニング手段と組み合わせるさねはぎ継ぎを使用
することもできる。
【００１２】
　第１の特徴の実施例によれば、木材をベースとしたコアは、ＭＤＦ又はＨＤＦで形成さ
れ、好ましくは、厚さが６ｍｍ乃至９ｍｍである。弾性表面層の厚さは、好ましくは、１
ｍｍ乃至３ｍｍである。
【００１３】
　一実施例によれば、弾性表面層は、一番上の透明な磨耗層、装飾的中間層、及びコアに
一番近い強化層の三つの層でできている。パターンを透明な磨耗層の後側又は強化層の上
側に印刷することもできる。好ましくは、装飾溝は、透明層にだけ設けられており、随意
であるが着色してある。しかし、溝は、装飾溝又は強化層まで下方に延びていてもよい。
溝を別の層まで下方に延長することによって、これらの層の様々な色彩により所定の視覚
的効果を発生し、着色を必要としない。別の実施例は、透明層、及び着色したプラスチッ
ク層又はコルク層でできた強化層だけしか含まない。変形例では、装飾層が木材ベニヤ又
はコルク層であり、又は弾性表面層が、透明な磨耗層及びコルク製の強化層の二つの層を
含む。
【００１４】
　別の特徴によれば、本発明は、前面及び後面と、コアと、フロアボードを同様のフロア
ボードに連結するため、少なくとも二つの両側に配置された連結手段と、前面に設けられ
た、好ましくはゴム製又はプラスチック製の弾性表面層とを含む一組の耐水性フロアボー
ドを提供する。耐水性フロアボードの縁部の弾性層には、他の隣接したフロアボードの縁
部の弾性層の他のシール手段と協働してシールを形成するするように形成されたシール手
段が設けられている。
【００１５】
　好ましくは、シール手段は、水平方向に延びる突出部を含み、他のシール手段は、側方
に開放した溝を含む。最も好ましい実施例では、これらのシール手段の一方又は両方にシ
ール剤が設けられている。
【００１６】
　別の好ましい実施例では、両シール手段に、シール剤が設けられた側方に開放した溝が
設けられている。
【００１７】
　シール手段及びシール剤は、接合部及びコアへの水分及び水の侵入に対する抵抗を高め
る。その目的は、接合部を完全にシールすることである。
【００１８】
　第２の目的によれば、本発明は、隣接した縁部に沿って、好ましくは、機械的に接合さ
れた少なくとも二枚の上述のフロアボードを含むフローリングを提供する。
【００１９】
　以上に鑑み、本発明の目的は、上文中に論じた問題点を解決するか或いは少なくとも低
減することである。
【００２０】
　詳細には、本発明の目的は、明瞭に見える装飾溝が設けられた弾性表面層を持つフロー
リング及びフロアボードを提供することである。更に、フロアボードは耐水性であり、大
きな音響特性を示す。
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【００２１】
　単数等についての全ての言及（エレメント、デバイス、構成要素、手段、工程、等）は
、特段の記載のない限り、これらのエレメント、デバイス、構成要素、手段、工程、等の
少なくとも一つの場合に関するものであると解釈されるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１ｂ乃至図４に示すように、本発明の第１の特徴は、装飾溝を備えた弾性表面層を持
つ一組の耐水性フロアボード及びフローリングに関する。
【００２３】
　図１ａは、当該技術分野で周知であり、ＷＯ０３／１２２２４に記載の装飾継手部分を
持つフロアボードを示す。フロアボード１は、水平平面ＨＰの方向に延びる前面２及び後
面３と、木材をベースとしたコア５と、前面に設けられた弾性表面層４とを含む。弾性表
面層４は、機能が異なる三つの異なる表面層を含む。最も上側の層は、透明で硬質で丈夫
なプラスチック材料製磨耗層１６であり、中間層は、プラスチックフィルム製装飾層１７
であり、下層は耐水性で吸音性の弾性材料製強化層１８である。プラスチックフィルム製
装飾層１７の代わりに、透明な磨耗層１６の下側に、又は弾性強化層１８の上側に直接印
刷した装飾パターンを使用してもよい。フロアボードには、フロアボードを、その長縁部
及び短縁部（１２ａ、１３ａ、１２ｂ、１３ｂ）のところで傾け及び／又はスナップ嵌め
によって水平方向及び垂直方向で係止するための機械式係止システムが設けられている。
【００２４】
　本発明の第１の特徴によれば、図１ｂ乃至図４ｃに示すように、フロアボード１に関し
、このフロアボード１は、垂直平面ＶＰ内を延びる接合平面のところの隣接した切断縁で
同様のフロアボード１’に接合されるようになっており、水平平面ＨＰ内を延びる前面２
及び後面３と、コア５と、フロアボードを同様のフロアボード１’に垂直方向及び／又は
水平方向で連結するための、少なくとも二つの向き合った縁部に配置された連結手段と、
弾性表面層４とを含み、フロアボード１の少なくとも一つの縁部は、弾性表面層４に装飾
溝６を備えている。この装飾溝の底部７は、本質的に、前面２と平行である。フロアボー
ドが矩形である場合には、好ましくは、一方の長縁部だけに装飾溝が設けられる。特定的
には、一方の長縁部及び一方の短縁部に溝７を設けてもよい。ボードのこの他の形状も可
能であり、縁部の数は、例えば３個、５個、６個、７個、及び８個であってもよい。弾性
表面層４は、好ましくはプラスチック材料製の好ましくは透明な磨耗層１６が一番上に設
けられており、更に、中間装飾層１７が設けられ、及びコア５に一番近い弾性強化層１８
を含む。好ましくはプラスチックフィルム製の装飾層１７の代りに、装飾パターンを使用
してもよい。これらの装飾パターンは、透明な磨耗層１６の下側に、或いは弾性強化層１
８の上側に直接印刷される。一つの変形例では、装飾層は木材ベニヤ又はコルク層である
。図１ｂに示す実施例によれば、溝７は透明層にだけ設けられており、随意であるが、着
色がなされる。
【００２５】
　好ましくは、連結手段は、少なくとも二つの向き合った縁部１２ａ、１３ａ、１２ｂ、
１３ｂに形成された機械式係止システムである。図示の機械式係止システムは、係止エレ
メント９を備えた係止ストリップ１５と、タング８と、タング溝１０とを含む。図４ａ乃
至図４ｃに示すタングロックや、ＰＣＴ／ＳＥ２００５／００１５８６に記載された可撓
性タング等の他の周知のフロアボード用機械式係止システムを使用してもよい。タングの
代りに、図５ｂ乃至図６ｃに示すように変位溝５４に配置された変位自在のタング８’を
使用してもよい。これは、ＰＣＴ／ＳＥ２００５／００１５８６又はＰＣＴ／ＳＥ２００
６／００１２１８に開示された種類の構成である。
【００２６】
　弾性層の層の数、層の材料、及び溝が延びる層には多くの変形例がある。これらの変形
例の幾つかを図１ｂ乃至図２ｄに示す。
【００２７】
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　図２ａに示す弾性表面層４は、透明な表面層１６と、中間装飾層と、コアに最も近い強
化層とを含む。溝６が強化層まで下方に延びており、好ましくは着色してある。図１ｂ乃
至ｂｄに示す、弾性層の一つの層が、防水性でない、即ち水の影響を受け易い材料で形成
されている場合には、溝は、この層内には延びていない。
【００２８】
　図２ｂに示す弾性表面層４は、実質的に、透明な表面層１６と、コア１８に最も近い強
化層とを含む。溝６が、下方に、好ましくはプラスチック製の強化層まで延びており、好
ましくは着色されている。
【００２９】
　図２ｃに示す弾性表面層４は、実質的に、透明な表面層１６と、コア１８に最も近い強
化層とを含む。溝６は透明層にしか設けられておらず、好ましくは着色されている。強化
層は、好ましくは、着色したプラスチック又はコルク層で形成される。
【００３０】
　図２ｄの弾性表面層４は、実質的に単一の層で形成されている。溝は、好ましくは着色
されている。
【００３１】
　図４ｂには、矩形のフロアボード１を含む本発明の一実施例が示してある。フロアボー
ド１は、長縁部１３ａ、１３ｂ及び短縁部１２ａ、１２ｂに機械式係止システムを備えて
おり、一方の長縁部及び一方の短縁部だけに装飾溝６が設けられている。弾性表面層４に
追加の溝４１が短縁部間に設けられている。図４ａは、同様のフロアボード１’及び１’
’に接合した図４ｂのフロアボード１の、長縁部に対して垂直な断面図である。図４ｃは
、同様のフロアボード１’及び１’’に接合した図４ｂのフロアボード１の、短縁部に対
して垂直な断面図である。
【００３２】
　木材をベースとしたコア材料は、詳細には、パーティクルボード、ＭＤＦボード、ＨＤ
Ｆボード、又は合板ボードである。
【００３３】
　弾性表面層で使用できる材料の非限定的例は、アクリルプラスチックをベースとした材
料、合成ゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等のエラストマー、ポリウレタンをベース
としたホットメルト接着剤、ＰＶＣ、又はポリエチレンである。
【００３４】
　装飾溝は、化学的加工又は機械加工によって、好ましくは、切断又は研削によって形成
される。更に、溝を着色してもよい。研削を使用した場合、非常に浅い溝を形成でき、場
合によっては、単に表面の粗さや光沢を変化させてもよい。研削方法は、樹脂含浸シート
でできた表面層を持つ積層フローリングにも適用できる。別の技術には、弾性表面層の一
部を切断すること、コアに取り付ける前に所望の形状に合わせて切断すること、及びその
代りに色や構造が異なる別の弾性層を使用することが含まれる。
【００３５】
　図５ａ乃至図６ｃに示す本発明の別の特徴は、一組の本質的に同じ耐水性フロアボード
１である。これらのフロアボードの各々は、縁部にシール手段を備えている。各フロアボ
ードは、水平平面ＨＰ内を延びる前面２及び後面３と、コア５と、フロアボードを別のフ
ロアボード１’に垂直方向及び／又は水平方向で連結するために少なくとも二つの両縁部
に配置された連結手段８、９、１０、１１、１５、８’、５４と、弾性表面層４とを含む
。耐水性フロアボードの縁部及び弾性層４には、別の隣接したフロアボードの縁部に設け
られた弾性層の別のシール手段５２と協働してシールを提供するように形成されたシール
手段５１が設けられている。
【００３６】
　シール手段は、図５ａに示すように、水平方向に延びる突出部を含んでいてもよく、他
方のシール手段は側方に開放した溝を含んでいてもよい。最も好ましい実施例では、これ
らのシール手段の一方又は両方にシール剤５３が設けられている。
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【００３７】
　別の実施例では、図６ａに示すように、これらのシール手段５１、５２の両方が、シー
ル剤５３を施与した側方に開放した溝を有する。
【００３８】
　図５ｃにシール手段の一実施例を示す。この実施例は重なり縁部を有し、好ましくは、
これらの縁部にはフック状連結部５１、５２が設けられている。更に、シール剤５３が含
まれていてもよい。
【００３９】
　シール剤は、ワックス、グリス、オイル、又はビチューメンを含んでいてもよい。好ま
しいシール剤は、パラフィンワックスとパラフィンオイルの混合物でできている。別の例
は、マイクロワックス及び天然又は合成ゴムのストリップである。
【００４０】
　図６ｂには、弾性層４の側方に開放した溝５１に膨張性シール剤５３’を配置したシー
ル手段の一実施例が示してある。シール剤は、図６ｃに示すように、隣接したフロアパネ
ルの弾性層の側方に開放した溝５２内に膨張するように形成されている。膨張後、二つの
パネルを連結手段によって互いに連結する。膨張性シール剤５３’の一例は、テープを備
えた好ましくはポリウレタン製のストリップである。テープは、二つの隣接したフロアボ
ードの連結直前に取り外す。この他の例は、水分に露呈されたときに膨張する材料である
。
【００４１】
　図５ｂに示すように、装飾層７を含む本発明の第１の特徴を、シール手段５１、５２を
含む第２の特徴と組み合わせてもよい。
【００４２】
　図３及び図４に示す本発明の第２の特徴は、隣接した縁部に沿って好ましくは機械的に
接合された、第１及び／又は第２の特徴による一組のフロアボード１、１’を含むフロー
リングである。
【００４３】
　最も好ましい実施例では、接合された隣接した二つの縁部１２ａ、１３ａ、１２ｂ、１
３ｂのうちの一つの縁部だけに装飾溝が設けられる。
【００４４】
　本発明を、主に幾つかの実施例を参照して上文中に説明した。しかしながら当業者には
容易にわかるように、上文中に開示した実施例以外の実施例も、特許請求の範囲に記載し
た本発明の範疇に含まれる。
【００４５】
　一般的には、特許請求の範囲で使用した全ての用語は、特段の記載のない限り、当該技
術分野におけるそれらの通常の意味に従って解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１ａ】図１ａは、弾性層及び装飾溝を持つ当該技術分野で周知のフロアボードの断面
図である。
【図１ｂ】図１ｂは、本発明の一実施例によるフロアボードの断面図である。
【図２ａ】図２ａは、本発明の変形例の断面図である。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明の変形例の断面図である。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明の変形例の断面図である。
【図２ｄ】図２ｄは、本発明の変形例の断面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による、接合した三枚のフロアボードを示す断面図で
ある。
【図４ａ】図４ａは、本発明の一実施例によるフロアボード及びこれに接合されたフロア
ボードの断面図である。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の一実施例によるフロアボード及びこれに接合されたフロア
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【図４ｃ】図４ｃは、本発明の一実施例によるフロアボード及びこれに接合されたフロア
ボードの他の断面図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明の第２の特徴の実施例による接合されたフロアボードの断面
図である。
【図５ｂ】図５ｂは、第２の特徴によるシール手段を備えた第１の特徴によるフロアボー
ドの一実施例の図である。
【図５ｃ】図５ｃは、本発明の第２の特徴の実施例による接合されたフロアボードの断面
図である。
【図６ａ】図６ａは、本発明の第２の特徴の実施例による接合されたフロアボードの断面
図である。
【図６ｂ】図６ｂは、本発明の第２の特徴の実施例による接合されたフロアボードの断面
図である。
【図６ｃ】図６ｃは、本発明の第２の特徴の実施例による接合されたフロアボードの断面
図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　フロアボード
　２　前面
　３　後面
　４　弾性表面層
　５　コア
　６　装飾溝
　７　溝
　８　タング
　９　係止エレメント
　１０　タング溝
　１５　係止ストリップ
　１６　磨耗層
　１７　装飾層
　１８　強化層
　ＨＰ　水平平面
　ＶＰ垂直平面
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