
JP 2011-511891 A 2011.4.14

(57)【要約】
【課題】突出部及びキャビティが設けられたタング及び
溝を含む機械的係止システムを持つフロアパネル（１、
１’）を提供する。
【解決手段】突出部及びキャビティは互いに関して変位
可能であり、突出部は、キャビティと合った垂直方向非
係止位置及び突出部が互いに重なった垂直方向係止位置
をとることができるように形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１フロアパネルの縁部のタング（１０、３０）及び同様の第２フロアパネルの隣接し
た縁部のタング溝（２０）を含み、これらの縁部を垂直方向で連結するための係止システ
ムを備えた一組のフロアパネル（１、１’）からなり、
　前記タング（１０、３０）及び前記タング溝（４０）は互いに関して変位可能であり、
前記タングは、前記縁部の上部分を越えて水平方向に延びる突出部を含み、前記タング溝
は、突出部及びキャビティを含み、前記隣接した縁部は、前記タングの前記突出部が前記
タング溝の前記キャビティと合った垂直方向非係止位置、及び前記タングの前記突出部が
前記タング溝の前記突出部と垂直方向で重なる垂直方向係止位置をとることができるよう
に構成されている、ことを特徴とするフロアパネルの組。
【請求項２】
　請求項１に記載のフロアパネルの組において、
　前記タング（３０）及び前記溝（２０）は、各々、突出部及びキャビティを含む、フロ
アパネルの組。
【請求項３】
　請求項２に記載のフロアパネルの組において、
　前記タング及び前記溝は、各々、幾つかの突出部及びキャビティを含む、フロアパネル
の組。
【請求項４】
　請求項３に記載のフロアパネルの組において、
　前記タング及び前記溝は、前記縁部の上部分を、本質的に垂直方向の移動で接触でき、
前記縁部のうちの一方に沿った変位によって、前記垂直方向係止位置を得ることができる
ように形成されている、フロアパネルの組。
【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フロアパネルの組において、
　前記タングは、前記第１パネルの変位溝（４０）内の変位可能なタング（３０）である
、フロアパネルの組。
【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フロアパネルの組において、
　前記溝の前記突出部及び前記キャビティは下リップ（２２）に設けられており、前記下
リップは、前記第２パネルに関して変位可能である、フロアパネルの組。
【請求項７】
　請求項５に記載のフロアパネルの組において、
　前記パネルには、前記フロアパネルと一体の第１及び第２のコネクタ（６、８、１４、
２０、３０）が設けられ、これらのコネクタは隣接した縁部を連結するように形成されて
おり、
　前記第１コネクタは、前記縁部を前記隣接した縁部に対して垂直な水平方向Ｄ２で連結
するため、一方のフロアパネルの縁部に設けられ上方に差し向けられた係止エレメント（
８）を有する係止ストリップ（６）と、別のフロアパネルの隣接した縁部に設けられた下
方に開放した係止溝（１４）とを含み、
　前記第２コネクタは、前記隣接した縁部を垂直方向Ｄ１で連結するため、一方のフロア
パネルの縁部に設けられた変位可能なタング（３０）と、別のフロアパネルの隣接した縁
部に設けられた水平方向に開放したタング溝（２０）とを含み、
　前記コネクタは、傾け又は垂直方向移動で係止されるように形成されており、
　前記変位可能なタング（３０）はプレス縁部（３２）を有し、このプレス縁部（３２）
は、初期位置では、パネルの縁部に配置されており、
　前記プレス縁部は、本質的に水平方向に及び本質的に一方向のみに、前記隣接した縁部
に沿って、前記初期非係止位置から最終的な係止位置まで変位される、フロアパネルの組
。
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【請求項８】
　請求項５に記載のフロアパネルの組において、
　第１列のパネルの前記変位可能なタング（３０）は、前記プレス縁部（３２）に加えら
れた、第２列のパネルの力によって押される、フロアパネルの組。
【請求項９】
　請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記タング（１０、３０）は、本質的に、前記隣接した縁部に沿って及びこれらの隣接
した縁部と平行に変位される、フロアパネルの組。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記タング（１０、３０）の前記幅は、前記タングの前記長さ方向で変化する、フロア
パネルの組。
【請求項１１】
　請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記溝及び／又は前記タングの前記突出部及び前記キャビティは、前記パネルと一部品
をなして形成されている、フロアパネルの組。
【請求項１２】
　請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記溝の前記突出部及び前記キャビティは、前記縁部に連結された別体の材料で形成さ
れている、フロアパネルの組。
【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フロアパネルの組において、
　少なくとも一つの突出部は、水平方向及び垂直方向で楔形状を有する、フロアパネルの
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フロアパネルの組において、
　前記少なくとも一つの突出部の外部分の幅又は厚さは、内部分よりも小さい、フロアパ
ネルの組。
【請求項１５】
　請求項５乃至１０のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　少なくとも一つの突出部は、前記変位可能なタング（３０）が前記接合部に沿って変位
されるとき、垂直方向圧力を増大するため、楔状断面を有する、フロアパネルの組。
【請求項１６】
　請求項５乃至１０のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記変位溝（４０）及び前記タング溝（２０）は、互いに関して垂直方向にオフセット
している、フロアパネルの組。
【請求項１７】
　第１フロアパネル（１）の一つの縁部の別体の部品（３０）及び同様の第２フロアパネ
ル（１’）の隣接した縁部の溝（２０）を含み、前記縁部を垂直方向及び／又は水平方向
に連結するための係止システムを備えた一組のフロアパネル（１、１’）において、
　前記別体の部品（３０）は、前記隣接した縁部に沿って変位可能であり、前記隣接した
縁部は、前記別体の部品を前記隣接した縁部に沿って及びこれらの縁部と平行に変位させ
るだけで垂直方向及び／又は水平方向に係止される、フロアパネルの組。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のフロアパネルの組において、
　前記別体の部品（３０）及び前記溝（２０）は、各々、突出部（３１ａ、３１ｂ）及び
キャビティ（３３ａ、３３ｂ）を含み、これらの突出部及びキャビティは、隣接した縁部
が、前記隣接した縁部のうちの一方の突出部が前記隣接した縁部のうちの他方のキャビテ
ィと合う非係止位置、及び夫々の縁部の突出部の幾つかが垂直方向及び／又は水平方向で
互いに重なった係止位置をとることができる、ことを特徴とするフロアパネルの組。
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【請求項１９】
　請求項１８に記載のフロアパネルの組において、
　前記別体の部品（３０）は、第２列のパネルによって前記別体の部品のプレス縁部（３
２）に加えられた力（Ｐ）によって押される、フロアパネルの組。
【請求項２０】
　請求項１７、１８、又は１９に記載のフロアパネルの組において、
　前記別体の部品（３０）の幅は、前記タング（３０）の長さ方向で変化する、フロアパ
ネルの組。
【請求項２１】
　請求項１７乃至２０のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　少なくとも一つの突出部は、前記別体の部品が前記接合部に沿って変位されたとき、垂
直方向及び／又は水平方向圧力を増大するため、楔状断面を有する、フロアパネルの組。
【請求項２２】
　請求項１７乃至２１のうちのいずれか一項に記載のフロアパネルの組において、
　前記少なくとも一つの突出部の外部分の幅又は厚さは内部分よりも小さい、フロアパネ
ルの組。
【請求項２３】
　突出部及びキャビティを各々有するタング（１０、３０）及びタング溝を含むとともに
、長縁部（５ａ、５ｂ）に設けられた機械的傾け係止システム及び短縁部（４ａ、４ｂ）
に設けられた機械的係止システムによって、フロアパネルを設置するための方法において
、
　新たなパネル及び第２パネルを、これらのパネルの短縁部の上部分が接触した所定位置
にする工程であって、この位置では、前記新たなパネル及び前記第２パネルは同じ平面内
にあり且つ第２列にあり、長縁部がオフセットしており、短縁部が垂直方向で係止されて
いないが、好ましくは水平方向で係止されている、工程と、
　一方のパネルを、短縁部に沿って変位させ、長縁部同士が整合し、一方の短縁部の突出
部の幾つかが他方の短縁部の突出部の幾つかと垂直方向で重なって、前記短縁部を垂直方
向及び水平方向で係止する工程と、
　整合した長縁部同士を、第１列の第１パネルの長縁部と接触させる工程と、
　第２パネル及び新たなパネルを、整合した長縁部に沿って下方に傾け、第１パネル、第
２パネル、及び新たなパネルの長縁部を垂直方向及び水平方向で係止する工程とを含む、
方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法において、
　前記第２パネル及び前記新たなパネルは、前記短縁部が接触しているとき、前記第１パ
ネルに関して傾け位置にある、方法。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の方法において、
　前記第１パネル、前記第２パネル、及び前記新たなパネルの長縁部の前記上部分は、前
記短縁部が接触しているとき、接触している、方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法において、
　前記短縁部の前記上部分を、本質的に垂直方向の移動によって接触させる工程を含む、
方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、
　垂直方向移動によって前記短縁部を水平方向で係止する工程を含む、方法。
【請求項２８】
　長縁部（５ａ、５ｂ）に設けられた機械的傾け係止システム及び短縁部に設けられた機
械的係止システムでフロアパネルを設置するための方法であって、前記係止システムは、
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隣接した短縁部が垂直方向非係止位置及び垂直方向係止位置をとることができるように形
成された突出部（３１ａ、３１ｂ）及びキャビティ（３３ａ、３３ｂ）が各々設けられた
、タング溝（４０）及び変位可能なタング（１０、３０）を有し、前記垂直方向非係止位
置では、隣接した短縁部の一方の突出部が他方の隣接した短縁部のキャビティと合い、前
記垂直方向係止位置では、隣接した短縁部の夫々の突出部の幾つかが垂直方向で重なる、
方法において、
　第２列（Ｒ２）の第２パネル（１）及び新たなパネル（１’）の長縁部を第１列（Ｒ１
）の第１パネル（１’’）の長縁部に傾けで連結する工程と、
　前記第２パネル及び前記新たなパネルを本質的に同じ平面内に位置決めし、これらのパ
ネルの隣接した短縁部（４ａ、４ｂ）を接触する工程と、
　前記変位可能なタング（３０）を、前記隣接した短縁部に沿って変位させ、前記隣接し
た短縁部の夫々の突出部の幾つかが互いに重なって前記隣接した短縁部を垂直方向で係止
する位置に達する工程とを含む、方法。
【請求項２９】
　長縁部に設けられ、突出部（３１ａ、３１ｂ）及びキャビティ（３３ａ、３３ｂ）を含
む機械的係止システム、及び短縁部に設けられ、短縁部の水平方向スナップ嵌めを可能に
する変位可能な係止エレメントを含む機械的係止システムでフロアパネルを設置するため
の方法であって、前記長縁部は、一つの長縁部の突出部が別の隣接した長縁部のキャビテ
ィと合う垂直方向及び／又は水平方向非係止位置、及び夫々の長縁部の突出部の幾つかが
垂直方向及び／又は水平方向で互いに重なる垂直方向及び／又は水平方向係止位置をとる
ことができる方法において、
　第１列（Ｒ１）の第１パネル（１’’）の長縁部を第２列（Ｒ２）の第２パネル（１）
の長縁部に、少なくとも部分的に垂直方向及び水平方向で係止する工程と、
　前記第２列（Ｒ２）の新たなパネル（１’）の長縁部を、前記第１列（Ｒ１）の前記第
１パネル（１’’）に、隣接した長縁部の上部分を接触させることによって連結する工程
と、
　前記新たなパネルを前記第１パネルの前記長縁部に沿って変位させ、前記新たなパネル
及び前記第１パネルの突出部の幾つかが互いに重なり、前記新たなパネルの短縁部が前記
第２パネルの隣接した短縁部にスナップ嵌めする工程とを含む、方法。
【請求項３０】
　フロアパネルの縁部に沿って互いに配置された突出部（３１ａ、３１ｂ）及びキャビテ
ィ（３３ａ、３３ｂ）を、回転軸線（ＡＲ）を持つ回転工具（７２、７３）で製造する方
法において、
ａ）前記フロアパネルの縁部を前記工具と接触させる工程と、
ｂ）前記パネルの縁部を前記工具に対し、前記回転軸線に関して本質的に平行に変位する
工程とを含む、方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法において、
　前記工程はねじ形カッター（７２）である、方法。
【請求項３２】
　長縁部及び短縁部を持つフロアパネル（１、１’）を取り外す方法であって、短縁部を
垂直方向（Ｄ１）で連結するため、短縁部には、第１フロアパネル（１）の一つの縁部に
設けられた変位可能なタング（３０）及び同様の第２フロアパネル（１’）の隣接した縁
部のタング溝（２０）を含む係止システムが設けられ、前記タング及び前記溝は、各々、
突出部（３１ａ、３１ｂ）及びキャビティ（３３ａ、３３ｂ）を含み、これらの突出部及
びキャビティは、隣接した短縁部のうちの一方の突出部が、前記隣接した短縁部のうちの
他方のキャビティと合う垂直方向非係止位置、及び隣接した短縁部の夫々の突出部のうち
の幾つかが互いに垂直方向に重なった垂直方向係止位置を前記短縁部がとることができる
ように形成されている、方法において、
　垂直方向係止位置において、前記変位可能なタングの縁部（３２）に圧力（Ｐ）を加え
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る工程と、
　前記変位可能なタングを変位させ、垂直方向非係止位置を得る工程と、
　一方のパネルをその長縁部に沿って上方に傾けることによって、前記短縁部を互いから
分離する工程とを含む、方法。
【請求項３３】
　幾つかの変位可能なタング（３０）を含むタングブランク（ＴＢ）の一部である変位可
能なタング（３０）をパネル縁部の変位溝（４０）に連結する方法において、
　前記変位可能なタング（３０）を前記タングブランク（ＴＢ）から分離する工程と、
　前記変位可能なタング（３０）を前記縁部に沿って側方に挿入することによって、前記
変位可能なタング（３０）をパネル縁部の前記変位溝（４０）に連結する工程とを含む、
方法。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の方法において、
　前記タングブランク（ＴＢ）は、前記パネルの主平面に対して本質的に垂直に位置決め
される、方法。
【請求項３５】
　フロアパネル（３０）の縁部に挿入されるようになった幾つかの変位可能なタング（３
０）を含むタングブランク（ＴＢ）において、
　前記変位可能なタングは、各列に少なくとも二つのタングを含む幾つかの列をなして配
置されている、ことを特徴とするタングブランク。
【請求項３６】
　パネル縁部に挿入される別体の部品（３０）を含む係止システムを製造する機器であっ
て、幾つかの切削工具が設けられた両端ほぞ取り盤、前記別体の部品を前記パネル縁部に
挿入するようになったプッシャ（４６）を持つ挿入デバイス（５９）、パネルを切削工具
及び挿入デバイスに対して変位するようになった移送デバイス、及び制御システム（６５
）を含む機器において、
　前記挿入デバイスは、一つの製造ユニットとして前記両端ほぞ取り盤と一体化されてお
り、前記プッシャ及び前記移送デバイスは、前記移送デバイス及び前記プッシャを制御す
る同じ制御システムに連結されている、ことを特徴とする機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、容易に設置できる別体の変位可能なタングを含む機械的係止シ
ステムを持つフロアパネルの分野に関する。本発明は、新たな改良された係止システム、
及び建物用パネル特にフロアパネルを設置する方法及び取り外すための方法、及び係止シ
ステムを製造するための方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　詳細には、非限定的ではあるが、本発明は、長縁部及び短縁部を持つ矩形のフロアパネ
ル用の機械的係止システムに関する。このようなフロアパネルは、一般的には、長縁部の
傾けによって設置される。短縁部の連結は、傾け、水平方向スナップ嵌め、又は短縁部に
沿った挿入によって行うことができる。係止状態で変位するには、四つの縁部全てが係止
されていることを必要とするため、設置には三つの作用が必要とされる。
【０００３】
　更に、米国特許第２００３／０１０１６８１　Ａ１号から、タング及び溝を持つ係止シ
ステムを短縁部に形成できるということが周知である。タング及び溝は、突出部及び窪み
を含み、これらの突出部及び窪みは、短縁部を水平方向に移動して接触した後、短縁部に
沿って変位し、係止できる。その後、長縁部を傾けで係止する。この係止システム及び設
置方法は、周知の短縁部の挿入と同じ原理に基づく。唯一の利点は、短縁部の変位が、約
０．１ｍ乃至０．２ｍ（従来のフロアパネルの幅）から数センチまで減少するということ
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である。この小さな利点は、一般的には、フロアの製造で使用される種類の機械加工によ
る突出部及び窪みの形成に要する追加の費用で消えてしまう。このような係止システムは
市場では使用されていない。
【０００４】
　長縁部や短縁部等の用語は、単に説明を簡単にするために使用されたということを強調
しておかなければならない。パネルは正方形であってもよく、四つ以上の縁部を備えてい
てもよく、隣接した縁部の角度が９０°以外の角度であってもよい。しかしながら、本発
明は、一般的な建物用パネルにも適用できる。更に詳細には、本発明は、主として、機械
的係止システムの種類に関する。これらの機械的係止システムは、長縁部の傾け及び短縁
部の垂直方向移動により、一般的に垂直方向重ねと呼ばれる一回の作用で、パネルの四つ
の縁部全てを他のパネルに係止できる。しかしながら、本発明の主な原理は、上文中及び
下文中に説明した他の種類の周知の機械的係止システムでも使用できる。
【０００５】
　この種のフロアパネル（図１ａ参照）は、ＷＯ２００６／０４３８９３（出願人はベー
リンゲ・イノベーションＡＢである）に記載されている。これには、水平方向で係止する
ため、係止溝と協働する係止エレメントを含み、垂直方向で係止するため、可撓性の変位
可能なタング（３０）がタング溝（２０）と協働する係止システムを含むフロアパネルが
開示されている。図１ｂに示す可撓性タングは、フロアパネルの連結中、水平方向平面内
で曲がり、タング溝にスナップ嵌めする。これにより、パネルを垂直方向「スナップ」重
ねによって、又は単に垂直方向移動によって設置できる。更に、同様のフロアパネルがＷ
Ｏ２００３／０１６６５４に記載されている。これには、可撓性タブを備えたタングを含
む係止システムが開示されている。タングは、本質的に垂直に延びており且つ曲がり、垂
直方向で係止するため、タブの先端がタング溝と協働する。
【０００６】
　この種の垂直方向係止及び垂直方向重ねは、長縁部の傾け中に可撓性タング又はタング
の可撓性部分が水平方向に二つの作用で変位するとき、短縁部に分離圧力を発生する。係
止の最初の部分中、タングの部分は内方に変位し、その後、係止作用の最後の部分中に初
期位置に向かって変位する。本発明者は、幾つかの種類のフロアパネルを分析し、設置中
に短縁部が互いから押し離されることがあり、短縁部の縁部部分間に隙間が形成されるこ
とがあるという大きな危険があることを発見した。このような隙間は、これ以上の設置を
阻止し、フロアパネルを連結することができなくなる。更に、短縁部の係止システムに重
大な損傷をもたらす場合がある。設置中、フロアボードを短縁部に向かって側方に押すこ
とにより、隙間をなくすことができる。しかしながら、このような設置方法は、複雑であ
り、使用が困難である。これは三つの作用を組み合わせなければならず、長縁部を下方に
傾けるのと関連して同時に使用しなければならないためである。
【０００７】
　更に、図１ｃに示すように、第１列の二つの隣接した短縁部を変位可能なタング（３０
）で係止してもよい。この変位可能なタング（３０）は、隣接した短縁部を下方に重ねて
同じ平面内に位置決めしたとき、一つの縁部区分（３２）のところで側方に押されること
によって、図１ｄに示すように変位され、例えば曲げられる。このような設置は、ドイツ
国特許第ＤＥ１０２００６０３７６１１４Ｂ３号及びベーリンゲ・イノベーションＡＢの
予備公開されたＰＣＴ出願に記載されている。一般的には、第２列の第３パネル及ぼされ
る長縁部からの圧力によるこの垂直方向「（側方）押し」重ねにより、別体のタングを短
縁部接合部に沿って変位するが、接合方向に対して垂直方向にも変位し、タングの一部が
隣接した短縁部の溝内に変位する。接合方向に対して垂直なこの変位により、垂直方向重
ね中の分離力をなくすが、パネルを下張り床に平らに敷設するとき及びタングを隣接した
パネルのタング溝に押し込むとき、分離力を発生する。多くの垂直方向押し重ねシステム
、特に接合部の長さ方向に曲がる可撓性タングを含むシステムは、最初の列及び最後の列
の設置時に係止するのが困難である。
【０００８】
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　図２ａ、図２ｂ、図２ｃ、図３ａ、及び図３ｂは、短縁部を周知の垂直方向スナップ重
ね技術に従って係止するのに使用できる周知の可撓性タング３０の断面の例を示す。図２
ａは、下方に延びる可撓性スナップタブを備えた別体のタング３０を示す。図２ｂは、可
撓性スナップタブが変位溝内に配置された別体のタング３０を示す。図２ｃは、係止中に
水平方向に曲がる、図１ａ及び図１ｂによる可撓性タング３０を示す。図３ａは、旋回及
びスナップ作用の組み合わせで係止する可撓性タングの一実施例を示す。このような係止
システムは、全く分離力なしで係止できる。しかしながら、係止中に大きな抵抗を発生す
るのが困難である。図３ｂは、予備張力が加わった状態で溝内に連結され、予備張力が解
放されたときにタング溝内に外方にぽんと拡がる可撓性タングを示す。
【０００９】
　図３ｃは、図１ｃ及び図１ｄによる可撓性タングを示す。この可撓性タングは、側方か
らの圧力により一方の溝から隣接したタング溝内に変位する。
【００１０】
　周知の技術による垂直方向重ねは、上述のように、縁部を係止するとき、係止システム
の幾つかの部分、一般的には別体のタングの幾つかの部分が曲げられ又は圧縮されること
を必要とする。これは、側方に押す技術を使用する楔状の別体のタングによりなくすこと
ができる。このような楔状タングは、一般的には二つの部分を含み、又は溝に連結される
。これらの溝は縁部と平行でない。これは、高価な材料又は複雑な製造技術を使用しなけ
ればならないということを意味する。
【００１１】
　これらの周知の実施例は、全て、垂直方向重ねによる設置中に分離圧力又は係止抵抗を
発生する。これにより短縁部を分離してしまい、その結果、係止システムが損傷し、又は
パネルの設置が困難になる。周知の垂直方向係止システムの幾つかの係止強度、係止品質
、及び製造費は、傾け及び水平方向スナップ嵌めの組み合わせで設置される従来の機械的
係止システムとは比べ物にならない。
【００１２】
　垂直方向重ね設置方法を使用する係止システムは、分離及び抵抗の問題点をなくすこと
ができれば、そして製造費及び係止品質が改善されれば、かなり大きな市場占有率を得る
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第２００３／０１０１６８１　Ａ１号
【特許文献２】ＷＯ２００６／０４３８９３
【特許文献３】ＷＯ２００３／０１６６５４
【特許文献４】ドイツ国特許第ＤＥ１０２００６０３７６１１４Ｂ３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の主な目的は、このような係止中の分離及び抵抗の問題点をできるだけなくす解
決策を提供することである。好ましくは、可撓性でない材料又は一つの別体の部品ででき
たタングだけを使用できる。
【００１５】
　本発明の実施例では、上文中に説明した周知の係止原理及び設置方法のうちの幾つかを
使用でき、係止システム、設置方法、及び製造方法の特定の部分と関連した本発明の基本
的原理は、周知の従来技術の係止システムでも使用できる。
【００１６】
幾つかの用語の定義
　本明細書中において、設置したフロアパネルの目に見える方の表面を「前面」と呼び、
下張り床に面するフロアパネルの反対側を「後面」と呼ぶ。前面と後面との間の縁部を「
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接合縁」と呼ぶ。特段の定義をしていないけれども、上及び下というのは、前面に向かう
及び後面に向かうということを意味する。内及び外というのは、パネルの中心に向かって
、及びパネルの中心から遠ざかる方向にということを意味する。「水平方向平面」という
用語は、表面層の外部分と平行に延びる平面を意味する。接合された二つのフロアパネル
の二つの隣接した接合縁の直近に並置された上部分は、互いに、水平方向平面に対して垂
直な「垂直方向平面」を形成する。「水平方向」という用語は、水平方向平面と平行であ
るということを意味し、「垂直方向」という用語は、垂直方向平面と平行であるというこ
とを意味する。
【００１７】
　「接合部」又は「係止システム」という用語は、フロアパネルを垂直方向及び／又は水
平方向で連結する協働する連結手段を意味する。「機械的係止システム」という用語は、
接合を接着剤なしで行うことができるということを意味する。「と一体化した」という用
語は、パネルと一部品で形成されたということを意味し、又は工場でパネルに連結された
ということを意味する。「別体の」部分、構成要素、エレメント、等の用語は、これらが
別々に製造されたものであって、パネルのコアや主本体と一部品ではないということを意
味する。別体の部品は、一般的には工場で連結され且つパネルと一体化されるが、パネル
の設置中に使用されるようになった別々の部分として供給できる。
【００１８】
　「別体のタング」というのは、別の材料で形成され、パネルの一つの縁部に連結され、
接合縁に沿って長さ方向を有し、垂直方向係止システムの一部を形成するタングを意味す
る。
【００１９】
　「変位可能なタング」というのは、隣接した縁部を垂直方向で連結する、別の材料で形
成された、フロアパネルに連結された、全体又は一部が非係止位置と係止位置との間で変
位できる任意の種類のタングを意味する。変位可能なタングは、可撓性であってもよいし
剛性であってもよい。
【００２０】
　「タング」というのは、一般的には、上縁部を越えて延び、縁部が垂直方向で係止され
るように、隣接した縁部の溝と協働する縁部区分の一部を意味する。タングは、一般的に
はパネルと一部品で形成される。
【００２１】
　「傾け」というのは、旋回移動によって行われる連結を意味し、傾け中、連結される又
は取り外される二つの部分の間で角度の変化が起こる。傾けが二つのフロアパネルの連結
と関連して行われる場合には、移動の少なくとも一部の間に、少なくとも互いに部分的に
接触した接合縁の上部分で角度移動が起こる。
【００２２】
　「傾け係止システム」という用語は、傾けによって垂直方向及び水平方向で連結できる
機械的係止システムを意味する。傾け係止システムは、隣接した二つの縁部を垂直方向で
係止するタング及び溝と、「ストリップパネル」と呼ばれるパネルの一つの縁部に設けら
れた係止エレメントを持つ係止ストリップとを含む。係止ストリップは、「溝パネル」と
呼ばれるパネルの別の縁部に設けられた係止溝と協働し、これらの縁部を水平方向で係止
する。係止エレメント及び係止溝は、係止エレメントを係止溝内に案内する全体に丸味の
あるガイド面と、縁部を係止し、これらの縁部間の水平方向分離を阻止する係止面とを有
する。
【００２３】
　「垂直方向係止」という用語は、二つの縁部を互いに対して本質的に垂直方向に変位し
たときに生じる係止を意味する。
【００２４】
　「垂直方向重ね」という用語は、長縁部の傾けによりパネルを設置することを意味する
。この長縁部の傾けは、短縁部を水平方向及び／又は垂直方向で係止するのにも使用でき
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る。「垂直方向スナップ重ね」という用語は、長縁部の傾けの最終工程中に短縁部が可撓
性タングのスナップ嵌めで垂直方向に係止される設置を意味する。このような係止システ
ムは、例えば長縁部に設けられた傾け係止システム及び短縁部に設けられた垂直方向係止
システムの単なる組み合わせではない。これは、垂直方向作用及び傾け作用を組み合わせ
、短縁部を鋏のように互いに重ねるためである。係止は、長縁部と隣接した、傾けられた
一つの縁部区分から、他の反対側の長縁部と隣接した他の縁部区分まで徐々に行われる。
「垂直方向押し重ね」という用語は、二枚のパネルが傾け後に下張り床に平らに敷設され
るとき、これらの二枚のパネルの短縁部を係止する設置を意味する。垂直方向係止は、側
部を押し、別体のタングを短縁部の長さ方向に変位することによって行われる。水平方向
係止は、従来の下方に重ねるシステムでは、ストリップパネルの一つの縁部に係止エレメ
ントが設けられ、この係止エレメントが溝パネルの他方の縁部に設けられた係止溝と協働
する傾けシステムと同じ方法で行われる。
【００２５】
　本発明は、一組の建物用パネル、特にフロアパネル、又は短縁部に機械的係止システム
が設けられたフローティングフロアを目的とする。機械的係止システムは、垂直方向重ね
で設置されるフロアパネルの設置を改善するように形成されており、設置中の短縁部の分
離に抗する又は阻止する。本発明の目的は、更に、このような係止システム及び同様の係
止システムの設置、強度、品質、及び製造費を改善することである。特定の目的は、薄い
フロアボード、例えば厚さが５ｍｍ乃至１０ｍｍのフロアボードの係止に使用できる係止
システムを提供することである。
【００２６】
　本発明は、主として、隣接した縁部のタング及びタング溝を含む係止システムを備えた
フロアパネルに関する。タング及びタング溝は、隣接した縁部を垂直方向で連結でき、突
出部がキャビティと合った垂直方向非係止位置をとるように形成された突出部及びキャビ
ティを含む。タング及びタング溝は、幾つかを突出部が互いに重なり、これによって隣接
した縁部が垂直方向で係止されるように、互いに関して、及び隣接した縁部に沿って変位
できる。
【００２７】
　このような係止システムは、垂直方向係止中、本質的に全ての垂直方向スナップ抵抗及
び隣接した縁部間の全ての分離力をなくす。隣接した縁部を変位し、垂直方向で係止する
ために必要とされる唯一の圧力は、パネルの隣接した上縁部が接触した状態でこれらのパ
ネルを下張り床に平らに敷設するとき、縁部に沿った一方向だけの力である。垂直方向移
動によって垂直方向に係止できる全ての周知の係止システムは、垂直方向移動中にスナッ
プ抵抗を発生し、又はタングを接合部に沿って及び接合部に対して垂直に一方の縁部から
隣接した縁部に押圧するとき、縁部に対して垂直な分離圧力を発生する。
【００２８】
　本発明は、好ましくは短縁部に、係止システムの新たな実施例を提供するが、長縁部に
も異なる特徴に従って係止システムの新たな実施例を提供し、夫々が利点を提供する。本
発明の有用な領域は、壁パネルの用途、天井の用途、イクステリアの用途、及び任意の形
状及び材料のフロアパネルの用途である。フロアパネルの材料は、例えば積層体であり、
特に表面材料として熱硬化性樹脂、木材、ＨＤＦ、ベニヤ、又は石材を用いた積層体であ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明は、第１の特徴によれば、第１フロアパネルの縁部のタング及び同様の第２フロ
アパネルの隣接した縁部のタング溝を含み、これらの縁部を垂直方向で連結するための係
止システムを備えた一組のフロアパネルが提供される。タング及びタング溝は、互いに関
して変位可能である。タングは、縁部の上部分を越えて水平方向に延びる突出部を含み、
タング溝は、突出部及びキャビティを含み、これらの突出部及びキャビティは、隣接した
縁部が、タングの突出部がタング溝のキャビティと合った垂直方向非係止位置、及びタン
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グの突出部がタング溝の突出部と垂直方向で重なる垂直方向係止位置をとることができる
ように構成されている。
【００３０】
　係止システムは、タングに設けられた唯一の突出部及びタング溝及びタング溝に設けら
れた一つのキャビティを備えて形成されていてもよい。しかしながら、タング及びタング
溝は、幾つかの突出部及びキャビティを含んでいてもよい。これらの突出部及びキャビテ
ィは、好ましくは、接合縁に沿って形成され、互いの間の中間距離が本質的に同じである
。突出部は、好ましくは、本質的に同じでなければならない。キャビティもまた、好まし
くは、本質的に同じでなければならない。キャビティは、突出部よりも大きくなければな
らず、突出部の中間距離と合う。
【００３１】
　本発明は、第１の特徴の第１の好ましい実施例によれば、係止システムが設けられた一
組のフロアパネルを含む。変位可能なタングが第１フロアパネルの縁部と一体化してある
。これは、変位可能なタングを受け入れるための溝を持つ同様の第２パネルの隣接した縁
部に第１フロアパネルの縁部を垂直方向で連結するためである。変位可能なタングは、こ
の変位可能なタングの縁部区分に側方への圧力が加えられたとき、接合縁に沿って本質的
に水平方向に変位されるように形成されている。変位可能なタング及び溝は、突出部及び
キャビティを各々有する。突出部は、初期非係止位置ではキャビティと合い、変位可能な
タングを接合部に沿った側方への圧力によって変位したとき、互いに垂直に重なる。
【００３２】
　変位可能なタングの接合部に沿った変位は、本発明のこの第１の特徴の第２の好ましい
実施例によれば、例えば、第１パネル、第２パネル、及び第３パネルを、これらのパネル
の短縁部を接触させた状態で本質的に同じ平面内に配置するとき、傾けて第１パネル及び
第２パネルに連結される第３パネルの長縁部によって行われる。この好ましい実施例によ
れば、同じ列の二枚のパネルは、続く列の第３パネルを連結するまで、垂直方向で非係止
状態にある。下方への傾け及び上方への傾けを、周知の技術に従って簡単に行うことがで
きる。これは、何らかの抵抗を生じる、垂直方向で係止するタングがないためである。垂
直方向係止は、先ず最初に、パネルの新たな列を設置するときに開始される。次いで、変
位可能なタングを接合部に沿って、好ましくは、縁部と平行に変位する。圧力は接合部に
沿ってのみ加えられ、隣接した縁部を互いから押し離す分離力は発生しない。これは、垂
直方向係止を行う全ての周知の下方重ねシステムに対する主要な利点である。例えば変位
可能なタングを曲げるため、前に設置したパネルからカウンタ圧力を必要としないため、
第１列でも突出部を重ねることができる。
【００３３】
　変位可能なタング及び以下に説明する全ての別体の部品は、可撓性材料又は剛性材料で
、例えば金属、好ましくはアルミニウム形材又はアルミニウムシート材料、木材、例えば
ＨＤＦ等のファイバボード、又はプラスチック材料で形成できる。周知の技術に従って可
撓性タングで使用される全ての材料を使用でき、タングは、押出し、射出成形、機械加工
、打抜き、又はこれらの製造技術の組み合わせによって製造できる。ＰＡ（ナイロン）、
ＰＯＭ、ＰＣ、ＰＰ、ＰＥＴ、又はＰＥ、等の任意の種類のポリマー材料、又は様々な実
施例で上文中に説明した性質を持つ同様の材料を使用できる。これらのプラスチック材料
は、例えば射出成形を使用した場合、例えばガラスファイバ、ケブラーファイバ、カーボ
ンファイバ、又はタルク又はチョークで強化できる。好ましい材料は、ガラスファイバ、
好ましくは超長ガラスファイバで強化したＰＰ又はＰＯＭである。
【００３４】
　突出部は、パネルと一部品で形成されていてもよく、又はストリップパネル又は溝パネ
ルに連結した別体の材料で形成されていてもよい。変位可能なタングは、ストリップパネ
ル又は溝パネルの縁部に連結できる。
【００３５】
　上文中に説明した特徴は、長縁部及び短縁部を持つパネルに関して説明した。これらの
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パネルは、四つ以上の縁部を備えていてもよく、正方形であってもよい。
【００３６】
　別の態様では、隣接した短縁部の変位により、突出部を変位可能なタングとともに変位
できる。
【００３７】
　第１の特徴の第３の好ましい実施例は、タング及び溝が突出部及びキャビティを含み、
パネルの長縁部が互いに対してずらされた初期垂直方向非係止位置において突出部がキャ
ビティと合い、長縁部が互いに合い、本質的に同じ直線に沿って配置される位置まで短縁
部を接合部に沿って変位したとき、突出部が互いに垂直に重なることを特徴とする。
【００３８】
　この第１の特徴の別の好ましい実施例によれば、変位溝及びタング溝は、垂直方向で、
互いに対してずらされており、即ちオフセットしている。このようにオフセットした溝は
、特に薄いパネルにおいて、垂直方向で遥かに強い係止を提供できる。垂直方向でオフセ
ットした溝は、変位可能なタングが縁部に対して垂直方向に一方の溝から隣接した溝内に
変位する、又は垂直方向スナップ嵌めを使用する周知の係止システムでは使用されていな
い。オフセットした溝は、上文中に説明した周知の従来技術のシステムの場合でも、係止
強度の改善に使用できる。
【００３９】
　突出部及びキャビティは、隣接した縁部の一方又は両方で、パネルと一部品をなして形
成でき、又は隣接した縁部の一方又は両方に連結される別体の材料で形成でき、長縁部及
び／又は短縁部に形成できる。別体の材料の突出部及びキャビティは、例えば木材、ＨＤ
Ｆ、又はプラスチック等の可撓性材料又は剛性材料で形成できる。変位可能なタングの形
成に使用された、上文中に説明した全ての材料を使用でき、突出部及びキャビティは、押
出し、射出成形、及び機械加工によって製造できる。
【００４０】
　別体の部品は、好ましくは、少なくとも一つの突出部及び一つのキャビティを含む。例
えば、別体の部品を接合部に沿って変位させるだけで垂直方向及び／又は水平方向係止を
行うため、垂直方向で係止するための変位可能なタング又は水平方向で係止するための変
位可能な係止エレメント、又は垂直方向係止及び水平方向係止が可能な組み合わせエレメ
ントを、少なくとも一つの突出部及びキャビティを含む水平方向溝及び／又は垂直方向溝
と組み合わせて使用してもよい。曲げ、又は一つの溝から別の溝内への変位は必要とされ
ず、別体の部品の外突出部は、接合部に沿った変位中及び係止中、縁部から同じ距離のと
ころに配置できる。水平方向分離力及び／又は垂直方向分離力を低減し又はなくすことが
でき、別体の部品を比較的簡単な構成要素として形成できる。
【００４１】
　本発明は、第２の特徴によれば、第１フロアパネルの一つの縁部の別体の部品及び同様
の第２フロアパネルの隣接した縁部の溝を含む、縁部を垂直方向及び／又は水平方向に連
結するための係止システムを備えた一組のフロアパネルを提供する。別体の部品は、隣接
した縁部に沿って変位可能であり、これらの隣接した縁部は、別体の部品を隣接した縁部
に沿って及びこれらの縁部と平行に変位させだけで垂直方向及び／又は水平方向に係止さ
れるように形成されている、
　第１の特徴の第３の好ましい実施例による係止システムでは、垂直方向移動及び接合部
に沿った短縁部の変位との組み合わせにより、短縁部を係止できる。これは、特に長いパ
ネルを設置する場合、従来の傾け／傾け方法又は傾け／スナップ嵌め方法よりも容易な新
たな方法に従ってフロアパネルを設置するのに使用できる。
【００４２】
　本発明は、第３の特徴によれば、突出部及びキャビティを各々有するタング及びタング
溝を含む、長縁部に設けられた機械的傾け係止システム及び短縁部に設けられた機械的係
止システムによってフロアパネルを設置するための方法において、
　新たなパネル及び第２パネルを、これらのパネルの短縁部の上部分が接触した所定位置
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にする工程であって、この位置では、新たなパネル及び第２パネルは同じ平面内にあり且
つ第２列にあり、長縁部がオフセットしており、短縁部が垂直方向で係止されていないが
、好ましくは水平方向で係止されている、工程と、
　一方のパネルを、短縁部に沿って、長縁部が整合し、一方の短縁部の突出部の幾つかが
他方の短縁部の突出部の幾つかと垂直方向で重なるまで変位し、短縁部を垂直方向及び水
平方向で係止する工程と、
　整合した長縁部を、第１列の第１パネルの長縁部と接触させる工程と、
　第２パネル及び新たなパネルを、整合した長縁部に沿って下方に傾け、第１パネル、第
２パネル、及び新たなパネルの長縁部を垂直方向及び水平方向で係止する工程とを含む、
方法を提供する。
【００４３】
　この第３の特徴は、新たなパネルの短縁部を、垂直方向移動及び接合部に沿った変位に
よる非常に簡単な方法で連結でき、傾けやスナップ嵌めを必要としないという利点を提供
する。
【００４４】
　短縁部は、これらの短縁部が下張り床上に平らに敷設されたとき、又は第１パネルに対
して角度をなした位置にあり、好ましくは、第１及び第２のパネルの長縁部の上部分が接
触しているとき、連結できる。
【００４５】
　好ましくは、第１及び第２の特徴による変位可能なタング又は係止エレメントを含む係
止システムを持つフロアパネルは、垂直方向押し重ねによって設置される。この場合、パ
ネルの短縁部が本質的に同じ平面内で整合した状態でパネルが下張り床上に平らに敷設さ
れたとき、変位可能なタング又は部分を短縁部の接合部に沿って所定位置に押し込む。
【００４６】
　本発明は、第４の特徴によれば、長縁部に設けられた機械的傾け係止システム及び短縁
部に設けられた機械的係止システムでフロアパネルを設置するための方法であって、前記
係止システムは、隣接した短縁部が垂直方向非係止位置及び垂直方向係止位置をとること
ができるように形成された突出部及びキャビティが各々設けられた、タング溝及び変位可
能なタングを有し、垂直方向非係止位置では、隣接した短縁部の一方の突出部が他方の隣
接した短縁部のキャビティと合い、垂直方向係止位置では、隣接した短縁部の夫々の突出
部の幾つかが垂直方向で重なる、方法において、
　第２列の第２パネル及び新たなパネルの長縁部を第１列の第１パネルの長縁部に傾けで
連結する工程と、
　第２パネル及び新たなパネルを本質的に同じ平面内に位置決めし、これらのパネルの隣
接した短縁部を接触する工程と、
　変位可能なタングを、隣接した短縁部に沿って変位させ、隣接した短縁部の夫々の突出
部の幾つかが互いに重なって隣接した短縁部を垂直方向で係止する位置までもってくる工
程とを含む、方法を提供する。
【００４７】
　長縁部に設けられた突出部及びキャビティは、例えば傾けでは係止が困難であるか或い
は不可能であるパネルの設置を改善するのに使用できる。このような設置の問題点は、例
えば、ドアの周囲や、前面及び後面に二つの異なる装飾層が設けられた両側パネルとして
使用されるようになったパネルで起こる。両側パネルの場合、使用者には、パネルの前側
を装飾フロア表面として設置するか或いは後側を装飾フロア表面として設置するかの選択
肢が与えられる。
【００４８】
　本発明は、第５の特徴によれば、長縁部に設けられた、突出部及びキャビティを含む機
械的係止システム、及び短縁部に設けられた、短縁部の水平方向スナップ嵌めを可能にす
る変位可能な係止エレメントを含む機械的係止システムでフロアパネルを設置するための
方法であって、長縁部は、一つの長縁部の突出部が別の隣接した長縁部のキャビティと合
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う垂直方向及び／又は水平方向非係止位置、及び夫々の長縁部の突出部の幾つかが垂直方
向及び／又は水平方向で互いに重なる垂直方向及び／又は水平方向係止位置をとることが
できる方法において、
　第１列の第１パネルの長縁部を第２列の第２パネルの長縁部に、少なくとも部分的に垂
直方向及び水平方向で係止する工程と、
　第２列の新たなパネルの長縁部を、第１列の第１パネルに、隣接した長縁部の上部分を
接触させることによって連結する工程と、
　新たなパネルを第１パネルの長縁部に沿って変位させ、新たなパネル及び第１パネルの
突出部の幾つかが互いに重なって、新たなパネルの短縁部が第２パネルの隣接した短縁部
にスナップ嵌めする工程とを含む、方法を提供する。
【００４９】
　新たなパネル及び第１パネルの長縁部は、垂直方向移動及び水平方向移動に続き、長縁
部の接合部に沿った変位によって、垂直方向及び水平方向で係止できる。このような係止
は、垂直方向スナップ嵌め又は水平方向スナップ嵌めなしで行うことができる。短縁部の
スナップ嵌めは、変位可能な係止エレメントを持つ機械的スナップ嵌めシステムが使用さ
れる場合には、低いスナップ嵌め抵抗で行うことができる。勿論、従来の一部品スナップ
システムを使用してもよい。
【００５０】
　変位可能なタングを含む短縁部は、変位可能なタングを引き戻すため、隅部区分から挿
入できるフック状工具で連結解除できる。次いで、他方のパネルを下張り床上に置いたま
ま、一方のパネルを上方に傾けることができる。勿論、これらのパネルは、上方に傾ける
ことによって、又は接合部に沿って変位することによっても連結解除できる。
【００５１】
　短縁部は、変位可能なタングが、接合部に沿って非係止位置まで更に押すことができる
ように形成されている場合にも連結解除できる。
【００５２】
　本発明は、第６の特徴によれば、長縁部及び短縁部を持つフロアパネルを取り外す方法
であって、短縁部を垂直方向で連結するため、短縁部には、第１フロアパネルの一つの縁
部に設けられた変位可能なタング及び同様の第２フロアパネルの隣接した縁部のタング溝
を含む係止システムが設けられている、方法を提供する。タング及び溝は、各々、突出部
及びキャビティを含み、これらの突出部及びキャビティは、隣接した短縁部のうちの一方
の突出部が、隣接した短縁部のうちの他方のキャビティと合う垂直方向非係止位置、及び
隣接した短縁部の夫々の突出部のうちの幾つかが互いに垂直に重なった垂直方向係止位置
を短縁部がとることができるように形成されている、方法において、
　垂直方向係止位置において、変位可能なタングの縁部に圧力を加える工程と、
　変位可能なタングを変位し、垂直方向非係止位置を得る工程と、
　一方のパネルをその長縁部に沿って上方に傾けることによって、短縁部を互いから分離
する工程とを含む、方法を提供する。
【００５３】
　この第６の特徴は、新たなパネルの短縁部を非常に簡単な方法で係止解除でき、タング
を引き出すためにタングの縁部を掴む必要がないという利点を提供する。変位可能なタン
グは、縁部が、前に設置した隣接した列の既設のパネルの長縁部と出会っている場合には
常に非係止位置にあるように設計できる。この方法は、縁部を垂直方向及び／又は水平方
向に係止し及び係止解除する変位可能なタングを含むパネルの係止解除に使用できる。
【００５４】
　本発明は、第７の特徴によれば、フロアパネルの縁部に沿って互いに配置された突出部
及びキャビティを、回転軸線を持つ回転工具で形成する方法を提供する。この方法は、
ａ）フロアパネルの縁部を工具と接触させる工程と、
ｂ）パネルの縁部を工具に対し、回転軸線に関して本質的に平行に変位する工程とを含む
。
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【００５５】
　この形成方法により、突出部及びキャビティを非常に合理的な方法で高精度で形成でき
る。パネルの短縁部は、例えば、従来の方法で、製造ライン内で移動でき、突出部及びキ
ャビティを形成するためにパネルを停止したり工具を移動したりする必要がない。
【００５６】
　切削歯が工具の外部分の限られた区分にしか配置されていないスクリューカッターや大
型の回転工具等の幾つかの工具形体を使用できる。
【００５７】
　薄いフロアパネルで使用するのに適した、パネル縁部を垂直方向及び水平方向の両方向
で係止するのに適した変位可能なタングは、一般的には、タングが接合部に垂直に挿入さ
れ、摩擦連結を使用する従来のタングよりも、変位溝への固定が困難である。従来の可撓
性の又は変位可能なタングは、一般的には、ストリップの係止エレメントの上部分に亘っ
て延びる平面に配置された変位溝に挿入される。変位可能なタングを溝に固定するための
このような従来の係止システム及び方法は、上文中に説明した種類のパネルについては適
当でない。
【００５８】
　この問題点を解決するため、本発明は、第７の特徴によれば、変位可能なタングを変位
溝に連結する方法を提供する。この方法は、
１．幾つかの変位可能なタングを含む変位可能なタングをタングブランクから分離する工
程と、
２．変位可能なタングを接合部に沿って側方に挿入することによって、変位可能なタング
をパネル縁部の変位溝に連結する工程とを含む。
【００５９】
　多数のタング列を含むタングブランクでタングを提供できる場合には、好ましくは変位
可能なタングを製造し、これをパネルの縁部に固定する上での費用構造、製造能力、及び
融通性を大幅に改善できる。このようなタングブランクは、上文中に説明した実施例ばか
りでなく、周知の係止システム、例えば図１乃至図３を参照して説明したシステムでも使
用できる。本発明は、第９の特徴によれば、各列に少なくとも二つのタングが設けられた
、幾つかの列をなして配置された幾つかの変位可能なタングを含むタングブランクを提供
する。
【００６０】
　変位可能なタングが少なくとも一つの部分、好ましくは、上下の接触面が隣接した溝に
係止する中間部分を持つ場合、薄いフローリングの係止を改善できる。このようなタング
は、上文中に説明した実施例ばかりでなく、例えば図１ａ及び図２ｃに示すシステムの周
知の係止システムでも使用できる。
【００６１】
　本発明は、第１０の特徴によれば、フロアパネルの側方に開放した溝に受け入れられる
ようになった細長い形状のタングを提供する。このタングは、溝に受け入れられたとき、
フロアパネルの主平面と実質的に平行な平面内で変位できるように形成されている。タン
グは、面取りを施した又は丸味を付けた縁部部分及び上下の接触面を含む中間区分を含む
。これらの接触面は、隣接した溝内に係止し、隣接した縁部が垂直方向に変位しないよう
になっている。
【００６２】
　上述の実施例又は図１ｃ及び図３ｃに示す周知の係止システムに従って、例えば新たな
列のパネルの長縁部タングによって変位可能なタングの縁部に加えられた側方への圧力に
より接合部に沿って変位する変位可能なタング又は係止エレメントを含む係止システムは
、長縁部タングの傾け中に上方への圧力を発生する。この圧力により、変位可能なタング
の縁部のところの隅部区分が、制御されていない態様で持ち上げられる場合がある。これ
は、縁部及び好ましくは長縁部タングの先端が、傾け中に発生する垂直方向摩擦力を低減
するようになっている場合には、回避できる。
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【００６３】
　本発明は、第１１の特徴によれば、フロアパネルの側方に開放した溝に受け入れられる
ようになった細長い形状のタングを提供する。このタングは、溝に受け入れられたとき、
前記タングの縁部部分に側方への圧力が加わったときに接合部に沿って変位できるように
形成されている。前記縁部部分は、係止中の垂直方向摩擦力を低減するように、本質的に
面取りが施された縁部を有する。
【００６４】
　本発明は、第１２の特徴によれば、パネルの縁部に挿入される別体の部品を含む係止シ
ステムを製造する機器を提供する。この機器は、幾つかの切削工具が設けられた両端ほぞ
取り盤、別体の部品をパネル縁部に挿入するようになったプッシャを持つ挿入デバイス、
パネルを切削工具及び挿入デバイスに対して変位するようになった移送デバイス、及び制
御システムを含む。挿入デバイスは、一つの製造ユニットとして両端ほぞ取り盤と一体化
されており、プッシャ及び移送デバイスは、移送デバイス及びプッシャを制御する同じ制
御システムに連結されている。
【００６５】
　「単一の／特定の（エレメント、デバイス、構成要素、手段、工程、等）」についての
全ての言及は、特段の記載のない限り、少なくとも一つのエレメント、デバイス、構成要
素、手段、工程、等に関するものと広く解釈されるべきである。
【００６６】
　ほぼ全ての実施例は、主として説明を簡単にするため、隣接した縁部を水平方向で係止
する係止ストリップ及び係止エレメントを持つストリップパネルに設けられた別体のタン
グに関して説明したものである。別体のタングは、係止エレメントと協働する係止溝を含
む溝パネルの縁部に配置できる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１ａ乃至図１ｄは、従来技術の係止システムを示す図である。
【図２】図２ａ乃至図２ｃは、従来技術の係止システムの実施例を示す図である。
【図３】図３ａ乃至図３ｃは、従来技術の係止システムの実施例を示す図である。
【図４】図４ａ乃至図４ｃは、本発明の基本的実施例による係止システムを示す図である
。
【図５】図５ａ乃至図５ｃは、変位可能なタングを側方に押すことによる係止を示す図で
ある。
【図６】図６ａ乃至図６ｈは、短縁部の係止の幾つかの工程を示す図である。
【図７】図７ａ乃至図７ｄは、本発明の一つの特徴による四枚のパネルの係止を示す図で
ある。
【図８】図８ａ乃至図８ｆは、設置中のパネルの断面を示す図である。
【図９】図９ａ乃至図９ｄは、パネルと一部品をなして形成された係止システムを示す図
である。
【図１０】図１０ａ乃至図１０ｃは、一部品係止システムを持つパネルの設置を、係止中
のパネルの変位と組み合わせて示す図である。
【図１１】図１１ａ乃至図１１ｃは、傾け位置連結に基づく変形例の設置方法を示す図で
ある。
【図１２】図１２ａ乃至図１２ｆは、パネルと一部品をなして形成された、長縁部に設け
られた係止システムを示す図である。
【図１３】図１３ａ乃至図１３ｆは、長縁部の変位及び短縁部のスナップ嵌めによりパネ
ルを係止する方法を示す図である。
【図１４】図１４ａ乃至図１４ｅは、長縁部に突出部を持つ幾つかのパネルの係止を示す
図である。
【図１５】図１５ａ乃至図１５ｅは、長縁部及び短縁部に突出部を持つパネルの係止方法
を示す図である。
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【図１６】図１６ａ乃至図１６ｃは、垂直方向変位及び／又は水平方向変位で連結できる
一部品係止システムを示す図である。
【図１７】図１７ａ乃至図１７ｅは、カッター原理に従って突出部を形成する方法を示す
図である。
【図１８】図１８ａ乃至図１８ｅは、鋸ブレード原理で突出部を形成する方法を示す図で
ある。
【図１９】図１９ａ乃至図１９ｅは、スクリューカッター原理に従って突出部を形成する
方法を示す図である。
【図２０】図２０ａ乃至図２０ｄは、スクリューカッター工具の一例を示す図である。
【図２１】図２１ａ乃至図２１ｃは、特別に設計された鋸ブレードで木製フローリングに
突出部を形成する方法を示す図である。
【図２２】図２２ａ乃至図２２ｆは、別体の部品をパネル縁部に連結する機器を示す図で
ある。
【図２３】図２３ａ乃至図２３ｅは、別体の部品を接合部に沿って挿入することによって
縁部に連結する方法及び幾つかのタングを含むタングブランクを示す図である。
【図２４】図２４ａ乃至図２４ｃは、係止システムの幾つかの実施例を示す図である。
【図２５】図２５ａ乃至図２５ｄは、変位可能なタングの幾つかの実施例を示す図である
。
【図２６】図２６ａ乃至図２６ｅは、垂直方向に延びるスナップフックを持つ楔状タング
突出部及び係止システムを示す図である。
【図２７】図２７ａ乃至図２７ｆは、垂直方向でオフセットした溝を持つ係止システムの
実施例を示す図である。
【図２８】図２８ａ乃至図２８ｅは、側方から押す代わりに接合部に沿ってスナップ嵌め
を行う実施例を示す図である。
【図２９】図２９ａ乃至図２９ｅは、側方から押す代わりに旋回作用を行う実施例を示す
図である。
【図３０】図３０ａ乃至図３０ｄは、隣接した縁部を垂直方向（Ｄ１）及び水平方向（Ｄ
２）に係止する変位可能なタングの実施例を示す図である。
【図３１】図３１ａ乃至図３１ｅは、隣接した縁部を垂直方向及び水平方向で係止する変
位可能なタングの実施例を示す図である。
【図３２】図３２ａ乃至図３２ｄは、隣接した縁部を垂直方向及び水平方向で係止する変
位可能なタングの実施例を示す図である。
【図３３】図３３ａ乃至図３３ｃは、変位可能なタングが係止ストリップの外部分に設け
られた溝に係止する実施例を示す図である。
【図３４】図３４ａ乃至図３４ｄは、アンダーカット溝を形成する製造方法を示す図であ
る。
【図３５】図３５ａ乃至図３５ｃは、アンダーカット溝を形成する変形例の製造方法を示
す図である。
【図３６】図３６ａ乃至図３６ｄは、接合部に沿った挿入により別体の部品を縁部に連結
する方法を示す図である。
【図３７】図３７ａ乃至図３７ｃは、別体の部品の連結を示す図である。
【図３８】図３８ａ乃至図３８ｃは、別体の可撓性部分を含む係止システムの連結を示す
図である。
【図３９】図３９ａ乃至図３９ｄは、別体の部品の連結及びタングブランクの垂直方向供
給を示す図である。
【図４０】図４０ａ乃至図４０ｄは、旋回を用いた別体の部品の連結を示す図である。
【図４１】図４１ａ乃至図４１ｅは、別体の部品を縁部に連結するための変形例の方法を
示す図である。
【図４２】図４２ａ乃至図４２ｂは、変位可能なタングを打抜きによって形成する方法を
示す図である。
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【図４３】図４３ａ乃至図４３ｇは、従来技術の係止システムで本発明の原理を使用する
方法を示す図である。
【図４４】図４４ａ乃至図４４ｄは、係止中の摩擦を低減するため、変位可能なタングの
縁部部分を形成する方法を示す図である。
【図４５】図４５ａ乃至図４５ｄは、可撓性縁部区分を持つ実施例を示す図である。
【図４６】図４６ａ乃至図４６ｂは、タングを隣接した溝内に変位するのに使用できるキ
ャビティが係止ストリップに形成された実施例を示す図である。
【図４７】図４７ａ乃至図４７ｃは、従来技術の係止システムを改良するためにキャビテ
ィを使用する方法を示す図である。
【図４８】図４８ａ乃至図４８ｈは、可撓性タング及び変位可能なタングの幾つかの実施
例を示す図である。
【図４９】図４９ａ乃至図４９ｂは、別体の部品を縁部に二つのプッシャで連結する方法
を示す図である。
【図５０】図５０ａ乃至図５０ｇは、係止中に自動的に正しい位置に変位される変位可能
な部分を持つ実施例を示す図である。
【図５１】図５１ａ乃至図５１ｅは、変位可能なタングを持つ係止システムの係止解除及
び突出部を一つしか備えていない変位可能なタングによる係止を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　図４ａは、本発明による垂直方向押し重ね係止システムを持つパネルの一実施例を示す
。短縁部４ａ及び４ｂは、一方の縁部の変位溝４０に連結された変位可能なタング３０を
含む。このタングは、一方の縁部を隣接した縁部にを垂直方向で係止するため、隣接した
縁部のタング溝２０と協働する。変位可能なタング３０及びタング溝２０は、突出部３１
ａ、３１ｂ、及びキャビティ３３ａ、３３ｂを含む。変位可能なタング３０に設けられた
突出部３１ａは、垂直平面ＶＰ及び縁部の上部分を越えて水平方向に延びている。更に、
短縁部の一方の縁部には、係止エレメント８を含む係止ストリップ６が設けられている。
係止ストリップ６は、これらの短縁部を水平方向で係止するため、隣接した縁部の係止溝
１４と協働する。パネルの設置は以下のように行われる。第１列Ｒ１の第１パネル１’’
を第２列Ｒ２の第２パネル１に連結する。新たなパネル１’の長縁部５ａを第１パネル１
’’の長縁部５ｂに向かって、約２５°乃至３０°の一般的な設置角度で移動し、隣接し
た縁部に押し付け、その長縁部５ａを第１パネル１’’の長縁部５ｂに傾けによって連結
する。この傾け作用は、更に、新たなパネル１’の短縁部４ｂを第２パネル１の短縁部４
ａに連結する。重ねパネル１’は、垂直平面ＶＰに沿った複合垂直方向旋回移動及び第２
パネル１の上縁部と新たなパネル１’の上縁部との間の接触によって、ストリップパネル
１に水平方向で係止できる。上タング突出部３１ａは、傾け中、タング溝２０のキャビテ
ィ３３ｂを通過する。縁部４ａ、４ｂは、この段階では垂直方向で係止されておらず、再
び上方に傾けることができる。プレス縁部３２を持つ変位可能なタング３０の縁部区分が
、第２パネル１の長縁部５ｂのところで露呈している。プレス縁部は、新たなパネル１’
及び第２パネル１を下張り床上に平らに敷設したとき、短縁部４ａに沿って側方に押すこ
とができる。変位可能なタング３０は、上タング突出部３１ａが下タング溝突出部３１ｂ
と重なるように短縁部４ａと本質的に平行に変位でき、このように重ねることにより、隣
接した短縁部４ａ、４ｂを垂直方向で係止する。圧力は、接合部と平行に加えられ、係止
中に縁部が分離する危険がなくされる。設置前に縁部が幾分歪んでいる場合でも、全押圧
力を使用してパネルを同じ平面内に係止できる。係止システムは、縁部が尖っている（面
取りが施してない）木製フローリングの係止に特に適している。
【００６９】
　突出部及びキャビティは、幾つかの方法で形成できる。鋸ブレード原理を使用でき、こ
の場合、好ましくは幾つかの鋸ブレードが突出部及びキャビティを形成する。カッター原
理を使用してもよい。この場合、各キャビティに一つづつの幾つかのカッターを使用する
。非常に効率がよい方法は、スクリューカッター原理である。特にパネル位置が工具位置
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及び工具の回転速度に関して正確に同期された場合、突出部及びキャビティを、非常に対
費用効果に優れた方法で、連続的製造ラインで、非常に高精度で製造できる。外工具部分
の限られた区分だけに切削歯が配置された大型の回転工具を使用してキャビティ及び突出
部を形成してもよい。この他にレーザーカッティング法又は打抜き法がある。全ての方法
を別々に使用してもよいし組み合わせて使用してもよい。
【００７０】
　図４ｂは、非係止位置の変位可能なタング３０を示す平面図である。タング突出部３１
ａは、垂直方向で、溝キャビティ３３ｂと重ねて配置されている。図４ｃは、タング突出
部３１ａ及び溝突出部３１ｂが互いに重なるように、側方圧力Ｐにより変位可能なタング
３０を変位した係止位置を示す。
【００７１】
　係止システムは、タングに設けられた一つの突出部３１ａ、及びタング溝に設けられた
一つのキャビティ３３ｂで形成されていてもよい。しかしながら、タング及びタング溝は
、好ましくは接合縁に沿って形成された、互いの間の中間距離が本質的に同じ幾つかの突
出部及びキャビティを含むのが好ましい。突出部は、好ましくは、本質的に同じでなけれ
ばならない。キャビティもまた、好ましくは、本質的に同じでなければならない。これら
は、突出部よりも大きくなければならず、突出部の中間距離と適合しなければならない。
【００７２】
　図５ａは、本発明による係止システムの断面を示す。変位溝４０は、垂直方向変位を必
要としないため、従来技術のシステムにおけるよりも遥かに小さくできる。例えば、溝深
さＧＤがフロア厚ＦＴの約０．５倍又はこれよりも小さい変位溝及び溝深さＧＤ’がフロ
ア厚ＦＴの約０．４倍又はこれよりも小さいタング溝により、十分な係止強度を得ること
ができる。非限定的例として、タング幅ＴＷは、好ましくは、約５ｍｍ乃至６ｍｍであっ
てもよいと言うことができる。これは、タングの幅がフロア厚よりも小さくてもよいとい
うことを意味する。タングの厚さＴＴは、フロア厚の約０．２倍又はこれよりも小さくて
もよい。非限定的例として、タング厚は、好ましくは、約１．５ｍｍであってもよいと言
うことができる。これにより、厚さが５ｍｍ乃至１０ｍｍの薄いフロアパネルを垂直方向
（Ｄ１）及び水平方向（Ｄ２）で係止するのに非常に適した係止システムが提供される。
幅が５ｍｍよりも小さく、厚さが１ｍｍよりも小さい変位可能なタング３０により、強固
な係止が得られた。変位溝及びタング溝の各々の深さが２ｍｍよりも小さい実施例もまた
製造されてきた。
【００７３】
　図５ｂは、非係止位置の変位可能なタング３０を示す平面図である。タング突出部３１
ａは、このような非係止位置では、垂直方向で、溝キャビティ３３ｂと重ねて配置される
。突出部の大部分は、この実施例では、好ましくは、同じであり、中心から中心まで計測
した中間距離３４は本質的に同じである。好ましい距離は、フロア厚の１倍乃至２倍であ
る。中間距離が約１０ｍｍの突出部で強固な係止が得られた。図５ｃは、好ましくは変位
可能なタング３０の突出縁区分３２に加えられた側方圧力Ｐにより、変位可能なタング３
０を、タング突出部３１ａ及び溝突出部３１ｂが互いに重なるように、接合部に沿って変
位した係止位置を示す。変位は、好ましくは、突出部３５の長さとほぼ同じでなければな
らない。長さが約４ｍｍの突出部で強固な係止が得られた。変位可能なタング３０は、好
ましくは、例えば可撓性摩擦連結部３６を用いる方法、ワックスを用いる方法、又はタン
グと溝との間の摩擦だけを使用する方法等の多くの方法で変位溝４０に連結できる。摩擦
連結部３６は、図示の実施例では、変位溝４０の上部分又は下部分に対して垂直方向圧力
を発生する可撓性タップとして形成されている。このような摩擦連結部には、製造中に溝
の開口部が変化しても、変位可能なタング３０が変位溝４０内に確実に固定されるという
利点がある。このような摩擦連結部により、所定の摩擦力で変位を行うことができる。
【００７４】
　図６ａ乃至図６ｈは、本発明による短縁部の一区分の係止を四つの工程で示す。この実
施例では、図６ａ及び図６ｂに示すように、新たなパネル１’の短縁部を第２パネル１に
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向かって垂直に移動する。タング突出部３１ａはキャビティ３３ｂと合っており、溝突出
部３１ｂに関してオフセットしており、溝突出部３１ｂの下の平面内に配置される。更に
垂直方向に移動することにより、タング突出部３１ａが溝キャビティ３３ｂに入り、勿論
、溝突出部３１ｂがタングキャビティ３３ａに入る。図６ｅ乃至図６ｆは、パネル１、１
’が垂直方向で連結されており、下張り床上の同じ平面内に平らに敷設された位置を示す
。図６ｇ及び図６ｈは、最終的垂直方向係止位置を示す。この位置では、変位可能なタン
グ３０を接合縁に沿って変位することにより、突出部３１ａ、３１ｂが互いに重なってい
る。
【００７５】
　この設置方法及び係止システムを図７ａ乃至図７ｄに更に詳細に説明する。図７ａは、
新たな列を設置するとき、長縁部５ａの傾け中に長縁部タング１０が発生する側方圧力Ｐ
によってプレス縁部３２を接合部に沿って変位する方法を示す。変位は、最初の工程では
、主として、長縁部タング１０を、長縁部５ａ、５ｂの上部分が互いに近づき、好ましく
は接触するまで、直線的に変位することによって行われる。図７ｂは、変位可能なタング
３０がその最終係止位置にある、係止位置を示す。最終的な係止は、旋回作用によって行
われる。旋回作用により、タング１０の先端及び変位可能なタング３０を長縁部のタング
溝９内に更に変位する。この係止距離ＬＤは、タング１０の先端及びプレス縁部３２の形
状に応じて、例えばフロア厚ＦＴの０．０５倍乃至０．１５倍で変化してもよい。係止エ
レメント８及び係止溝１４は、この傾け－変位工程の主部に亘り、全体に接触している。
長縁部５ａに設けられたタング１０は、この最終係止工程中、プレス縁部３２に大きな圧
力を発生し、短縁部４ａ、４ｂは、垂直方向で互いにしっかりと係止できる。図７ｃは、
短縁部４ａ、４ｂが垂直方向で係止する前の第２パネル１及び新たなパネル１’の位置を
示し、図７ｄは、第３パネル１ａのタング１０が変位可能なタング３０をその最終係止位
置まで変位した場合の係止位置を示す。
【００７６】
　設置中に設置者によって、第３パネルの傾けによってでなく例えば工具で加えられた圧
力Ｐをプレス縁部３２に加えることによって、タングを変位してもよいということは明ら
かである。更に、変位可能なタング３０を、設置中に、パネルの縁部に連結してもよいと
いうことは明らかである。
【００７７】
　図８ａ及び図８ｂは、これらの図において木製フローリングであるフロアボードの係止
、及び垂直方向押し重ね原理による係止を示す。変位可能なタング３０は、この実施例で
は、一つの長縁部５ａのタング側１０のほぼ上縁部のところで終端し、そのプレス縁部３
２が他方の長縁部５ｂの溝側９から突出するようにフロアボードに固定されている。これ
を図８ａ、図８ｃ、及び図８ｄに示す。図８ｅに示すように、第３パネル１ａを傾けによ
って第２パネル１に連結する。そのタング１０は、変位可能なタング３０のプレス縁部３
２に押し付けられる。図８ｆは、第１パネル１’’の長縁部のタング溝９の内部分から間
隔が隔てられた一方の縁部区分Ｅｓ１、及び第３パネル１ａのタング１０の先端と接触し
た他方の縁部区分即ちプレス縁部３２を持つタング３０を変位する方法を示す。この設置
原理により、変位可能なタング３０の初期位置に応じて、ストリップに設けられた長縁部
タング部分を又はタングの下の長縁部ストリップを用いて、フロアを両方向に設置できる
。約０．５ｍｍ乃至３ｍｍの変位により非常に強固な係止がなされると言うことができる
。
【００７８】
　図９ａ乃至図９ｄは、本発明の第１の特徴による一実施例を示す。この実施例では、短
縁部の垂直方向係止は、パネルを短縁部に沿って変位することによって行われる。タング
及びタング溝に設けられた突出部３１ａ、３１ｂ、及びキャビティ３３ａ、３３ｂは、パ
ネルコアと一部品で形成されていてもよいし、別体の材料で形成され、パネルに連結され
ていてもよい。図９ｄは、ストリップ６及びその係止エレメント８が突出部及びキャビテ
ィを含む実施例を示す。このような実施例は、タング突出部３１ａの形成を簡単にするの
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に使用できる。これは、タング突出部３１ａを形成するとき、ストリップ６を通して切削
を行うことができる工具を使用できるためである。
【００７９】
　図１０ａ、図１０ｂ、及び図１０ｃは、変位不能な固定タング３１ａ、３１ｂを持つ実
施例の設置を示す図である。新たなパネル１’の短縁部４ｂを、同じ列の第２パネルの隣
接した短縁部４ａに、突出部３１ａがキャビティ３３ｂを通過するように、好ましくは垂
直方向移動で連結し、水平方向で係止する。その後、短縁部４ａ、４ｂを、互いに関し、
隣接した縁部に沿って、長縁部５ａ、５ａ’が、図１０ｂに示すように、同じ直線に沿っ
て整合するように水平方向係止位置まで変位させ、垂直方向及び水平方向で係止し、これ
によって突出部３１ａ、３１ｂを互いに重ねる。その後、二つのパネル１、１’の長縁部
５ａ、５ａ’を、第１パネル１’’に、好ましくは、図１０ｃに示すように傾けによって
連結する。
【００８０】
　図１１ａ、図１１ｂ、及び図１１ｃは、互いに対して角度をなした位置にあり、長縁部
の上部分が接触した第１パネル１’’及び第２パネル１についてこのような連結を行うこ
とができることを示す。次いで、新たなパネル１’の短縁部を、下張り床に対して角度を
なした位置にある第２パネル１の隣接した短縁部に、図１０ａに示すのと同じ方法で垂直
方向移動により連結する。次いで、新たなパネル１’を、その短縁部が第２パネル１の短
縁部に連結された角度をなした位置で、その長縁部が第１パネル１’’の長縁部と出会う
まで変位させる。次いで、新たなパネル１’及び第２パネル１を下ろし、新たなパネル１
’を、第１パネル１’’及び第２パネル１に対し、垂直方向及び水平方向で機械的に係止
する。
【００８１】
　上述の設置方法の利点は、短縁部を傾けなしで連結でき且つ水平方向に係止できるとい
うことである。これは、パネルが長い場合や、傾けを使用できない部屋の隅やドアの周囲
で設置が行われる場合に有利である。
【００８２】
　図１２ａ乃至図１２ｆは、垂直方向移動による係止を可能にする突出部を短縁部に形成
する基本的原理を示す。この原理は、長縁部５ａ、５ｂに突出部３７ａ、３７ｂ及びキャ
ビティ３８ａ、３８ｂを形成するのにも使用できる。これらの突出部及びキャビティによ
り、一つの長縁部を別の隣接した長縁部に向かって水平方向に移動することにより係止を
行うことができる。図１２ｅ及び図１２ｆ及び図１２ａは、二つの長縁部５ａ及び５ｂを
同じ平面内で水平方向で連結でき、ストリップパネル５ｂの突出部３７ａが溝パネル５ａ
のキャビティ３８ｂと合い、溝パネル５ａの突出部３７ｂがストリップパネル５ｂのキャ
ビティ３８ａと合うように互いに垂直方向で係止できるということを示す。その後、前記
突出部が水平方向で互いに重なるように、長縁部５ａ、５ｂを長縁部に沿って変位させる
。この場合、一つの突出部が他の突出部の後側に位置決めされ、図１２ａに示すようにこ
れらの突出部が縁部を水平方向に係止する。
【００８３】
　図１３ａ－図１３ｅは、図１２ａ乃至図１２ｆに示す長縁部係止システムを持つフロア
パネルの設置を詳細に示す。図１３ａ及び図１３ｂに示すように、長縁部５ａ及び５ｂを
同じ平面内で水平方向に連結し、互いに対して垂直方向で係止する。これはストリップパ
ネル５ｂの突出部３７ａが溝パネル５ａのキャビティ３８ｂと合い、溝パネル５ａの突出
部３７ｂがストリップパネル５ｂのキャビティ３８ａと合うように行われる。次いで、前
記突出部が水平方向で互いに重なるように長縁部５ａ及び５ｂを互いに沿って変位し、縁
部を垂直方向で係止する。短縁部４ａ及び４ｂは、水平方向スナップ嵌めによって係止さ
れてもよい。このスナップ嵌めは、好ましくは、図１３ｄに示す可撓性係止エレメント８
’を含むスナップ嵌めシステムによって行われる。このような設置方法は、図１３ｆに示
すように、両側に装飾面が設けられた両面パネルの係止に使用できる。
【００８４】
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　図１４ａ及び図１４ｂは、二つのフロアボードの短縁部を連結する場合、長縁部に設け
られた突出部３７ａ、３７ｂ及びキャビティ３８ａ、３８ｂが、縁部に沿って、良好に定
められたパターンを形成するように、好ましくは、同じ中間距離で分配されることが重要
であり、このようなパターンは個々のパネルの主パターンと対応するということを示す。
この好ましい実施例によるフロアボードは、連結された二つのフロアボード１ａ、１’’
の隣接した突出部３７ａ’、３７ａ’’の中間距離が、これらの二つのフロアボード１ａ
又は１’’のうちの一方の二つの突出部３７ａ’’、３７ａの中間距離と本質的に同じで
あることを特徴とする。図１４ｃは、接合されており且つ垂直方向及び水平方向で係止さ
れた第１列の二つの連結されたフロアボード１ａ、１’’に沿って変位させた第２フロア
ボード１を示す。図１４ｄ及び図１４ｅは、第２列の新たなパネル１’の長縁部を第１列
の第１パネル１’’の長縁部に向かう水平方向移動で係止し、前記長縁部に沿って摺動し
、最終的には、同じ第２列の第２パネル１の隣接した短縁部に水平方向スナップ嵌めで連
結する方法を示す。
【００８５】
　図１５ａ乃至図１５ｅは、長縁部に突出部が設けられたパネルの別の設置方法を示す。
図１５ａは、第２列の第２パネル１及び新たなパネル１’の隣接した短縁部を、例えば傾
け、水平方向スナップ嵌め、又は接合部に沿った挿入によって垂直方向及び水平方向で係
止できるということを示す。次いで、第２パネル１が完全には係止されていない場合、新
たなパネル１’を変位し、第１列の第１パネル１’’の隣接した長縁部に連結する。これ
により、突出部を長縁部に設けられたキャビティと合わせることができる。その後、第２
パネル１及び新たなパネル１’を、連結された長縁部に沿って変位させ、垂直方向及び水
平方向で係止できる。
【００８６】
　図１５ｂ乃至図１５ｅは、別の設置方法を示す。第２パネル１及び新たなパネル１’の
短縁部を、これらの短縁部を垂直方向及び水平方向で連結することによって係止できる。
これに続き、突出部が互いに重なるように、及び隣接した長縁部の上部分が図１５ｂ乃至
図１５ｄに示すように接触するまで短縁部に沿って変位させる。長縁部は、最終的には、
第２パネル１及び新たなパネル１’の両方を、隣接した列に設置されたパネルの長縁部に
沿って変位させることによって係止される。これにより、隣接した長縁部の突出部を、図
１５ｅに示すように、水平方向で重なった位置にする。
【００８７】
　長縁部は、列全体が変位されるまで、摩擦により互いに保持されるような形態を備えて
いる。突出部は、縁部に沿った変位により自動的に整合される。好ましくは、これらの突
出部は、縁部を互いに押し付けるように、長さ方向で楔状をなしていてもよい。個々の列
は、一つの列の最初のパネル及び最後のパネルと隣接した壁との間に挿入された、例えば
摩擦、接着剤、又は可撓性材料により、設置後に互いに対して摺動しないようにできる。
スナップ嵌めし、又は係止システムとの摩擦一体化を形成し、パネルを長さ方向位置で係
止し、摺動を阻止する機械的デバイスを使用してもよい。
【００８８】
　図１６ａ、図１６ｂ、及び図１６ｃは、図９及び図１２に示す実施例を組み合わせるこ
とができ、適合する突出部３１ａ、３１ｂ及びキャビティ３３ａ、３３ｂを含む隣接した
短縁部を垂直方向移動及び／又は水平方向移動で連結でき、突出部３１ａ、３１ｂが互い
に重なり、隣接した縁部を垂直方向で係止し、係止エレメント８が係止溝１４に進入し、
隣接した縁部を水平方向で係止するように隣接した縁部に沿って変位することにより垂直
方向及び水平方向で係止できるということを示す。このような係止システムは、短縁部を
図１５ｂ乃至図１５ｄに従って係止するのに使用できる。
【００８９】
　図１７ａ乃至図１７ｅは、キャビティ３３ｂ及び突出部３１ｂをカッター原理に従って
形成する製造方法を示す。各キャビティに一つづつ、幾つかのカッター７０を使用できる
。この原理は、長縁部及び短縁部でタング及び／又はタング溝側について使用できる。形
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成は、輪郭の切断前に行ってもよいしその後で行ってもよい。
【００９０】
　図１８ａ乃至図１８ｅは、上述の形成方法を鋸ブレード原理で使用してもよいというこ
とを示す。鋸ブレード原理では、好ましくは同じ軸線に取り付けられた幾つかの鋸ブレー
ドが突出部３１ｂ及びキャビティ３３ｂを形成する。
【００９１】
　図１９ａ乃至図１９ｅは、上述の突出部３１ｂ及びキャビティ３３ｂをスクリューカッ
ター原理で形成する方法を示す。このような形成方法は、特にパネル位置が工具位置及び
工具の回転速度に関して正確に同期される場合、非常に対費用効果に優れた方法で連続的
生産ラインで高精度で行うことができる。スクリューカッター７２は、別の機器として使
用でき、又は更に好ましくは、両端ほぞ取り盤の一体の工具位置として使用できる。別体
の制御システムを備えていてもよく、又は更に好ましくは、両端ほぞ取り盤の主制御シス
テム６５と一体の制御システムを備えていてもよい。縁部を、スクリューカッター工具７
２の回転軸線ＡＲに対し、本質的に平行に変位する。任意の形状の丸味のある、又は尖っ
た部分を製造できる。切削は、輪郭の切断前に、後に、又は輪郭の切断と関連して行うこ
とができる。短縁部を形成する場合、長縁部及び少なくとも短縁部係止システムの主部を
形成した後、最終工程の一つとしてこの方法を使用するのが好ましい。幾つかの実施例で
は、タング溝２０の形成前に突出部及びキャビティを溝側に形成するのが好ましい。これ
により、キャビティ及び突出部の内壁に残る繊維屑や細屑の量を低減する。
【００９２】
　パネル縁部に形成されたキャビティ３３ｂの長さ方向位置は、図１９ｃに示すように、
パネル縁部と接触する第１進入工具歯５６ａの位置で決まる。これは、工具の回転を、工
具に向かって移動するパネル縁部に合わせて調節しなければならないということを意味す
る。このような調節は、移送チェーン又はベルト、又はチェーンやベルトを移動する駆動
デバイスの速度を計測することによって行うことができる。これは、短縁部を形成する場
合には適当である。これは、チェーンが、一般的には、非常に正確な中間距離で位置決め
されたチェーンドッグでパネルを変位するためである。別の態様では、スクリューカッタ
ー工具７２に近づく場合のパネルの位置を計測することによって調節を行ってもよい。こ
の態様は、例えば、長縁部を機械加工する場合に使用してもよい。
【００９３】
　図示のスクリューカッター工具７２の直径５３は、好ましくは、入口側ＥＳの直径が反
対側の出口側の直径よりも小さくなければならない。しかしながら、スクリューカッター
工具７２は、全長５４に亘って同じ直径５３を備えていてもよい。このような工具形体で
は、パネル縁部の送り方向に関して回転軸線を僅かに角度をなして配置することによって
、切削深さを大きくできる。
【００９４】
　工具形体のピッチ５５がキャビティ及び突出部の中間距離を決定する。従って、接合部
のかなりの長さに亘り、多数のキャビティ及び突出部を非常に正確な中間距離で形成する
のが非常に容易である。
【００９５】
　スクリューカッターの歯５６は、好ましくは、工業用ダイヤモンドで形成されなければ
ならない。工具の直径５３は、好ましくは約５０ｍｍ乃至１５０ｍｍであり、工具の長さ
５４は、約３０ｍｍ乃至１００ｍｍである。各工具の切削深さは、好ましくは、０．０５
ｍｍ乃至０．２ｍｍである。
【００９６】
　図２０ａ、図２０ｂ、及び図２０ｃは、ＨＤＦ材料製のコアを持つ厚さが６ｍｍ乃至１
０ｍｍの積層フローリングの縁部にキャビティ及び突出部を形成するように設計されたス
クリューカッター７２の一例を示す。このスクリューカッター７２は３２個の歯５６を備
えている。各歯の切削深さは０．１ｍｍであり、これにより３．２ｍｍの壁を持つキャビ
ティを形成できる。ピッチは１０ｍｍであり、歯は５列の螺旋をなして位置決めされてい
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る。直径５３は８０ｍｍであり、長さ５４は５０ｍｍである。回転速度は約３０００ｒｐ
ｍである。このことは、送り速度が、３０００×１０＝３００００ｍｍ／分、即ち毎分３
０ｍであるということを意味する。送り速度は、回転速度が４０００ｒｐｍまで上昇する
場合には、毎分４０ｍまで上昇できる。ピッチは２０ｍｍまで増大でき、これにより送り
速度を更に毎分８０ｍまで上昇できる。スクリューカッターは、短縁部係止システムの製
造で一般的に使用されている毎分５５ｍの従来の送り速度を容易に満たすことができる。
更に、スクリューカッターは、短縁部に立体的な溝を形成するとき、必要な場合に送り速
度を毎分２００ｍにできるように設計されていてもよい。
【００９７】
　スクリューカッターは、一つ以上の入口５６ａ及び二つの螺旋状歯列を備えていてもよ
く、これにより送り速度を大幅に上昇できる。
【００９８】
　縁部の隅部に関するキャビティの位置は、１．０ｍｍよりも小さい許容差で形成できる
。これは、本発明に従って高品質の係止システムを形成する上で十分である。
【００９９】
　チェーンドッグ間の中間距離は、ドッグ間の０．３００ｍｍのピッチで均等に分配され
ているのが有利である。１０ｍｍのピッチは、同じ位置を教示するためにスクリューカッ
ターが正確に３０回転しなければならないということを意味する。このことは、正確な位
置に達するため、及び最終的製造許容差を越えるため、スクリューカッターを小さく調節
しさえすればよいということを意味する。
【０１００】
　図２０ｄは、図２０ａ、図２０ｂ、及び図２０ｃに示すスクリューカッター７２で形成
した、厚さが８ｍｍの積層フローリングの縁部分１’を、表面を下に向けた状態で示す。
タング溝２０の下リップ２２に突出部３１ｂ及びキャビティ３３ｂが形成されている。キ
ャビティ３３ｂの内部分は外部分よりも小さく、工具の歯と同じ形状を有する。キャビテ
ィは、歯が工具内でずらされている場合、又は歯の回転がパネルの送りに合わせて完全に
は調節されていない場合には、歯よりも大きくてもよい。しかしながら、中間距離は、こ
の場合でも同じである。
【０１０１】
　フローリングの製造で使用されたことがなかったスクリューカッター原理は、不連続で
平行でない立体的形状を持つ新たな係止システムを、特に長縁部に形成する可能性を開い
た。この新たな製造方法により、突出部及びキャビティを含む上文中に説明した係止シス
テムを非常に合理的で対費用効果に優れた方法で製造できる。この原理は、長さ方向で変
化する装飾溝及び面取りの製造にも使用できる。
【０１０２】
　図２１ａ及び図２１ｂは、突出部の形成を輪郭の切断前に行ってもよいということを示
す。突出部３１ａ及びキャビティ３３ａを持つ別体の材料６２即ちパネルコアをフロアボ
ードの縁部に連結してもよく、好ましくは木製フロア又は積層フロアの表面層６０とバラ
ンシング層６１との間に接着してもよい。上文中に説明した任意の製造方法を突出部の形
成に使用できる。
【０１０３】
　図２１ｃは、鋸ブレードと同様の大型の回転工具７３によって突出部及びキャビティを
形成してもよいということを示す。回転工具７３には、切削歯が工具本体の一部だけに設
けられている。これは、スクリューカッター原理の簡単な変形例であり、各回転毎に一つ
のキャビティを形成する。工具の回転速度又はパネルの送り速度を調節することによって
、キャビティ間の中間距離を変化できるという利点が得られる。しかしながら、高い速度
に達すること及び十分な許容差を得ることが比較的困難である。更に、大きな直径は、幾
つかの用途では不利である。
【０１０４】
　図２２ａ乃至図２２ｆは、別体の部品、好ましくは、変位可能なタング３０をパネル、
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好ましくはフロアパネルの縁部に挿入し固定するための方法及び挿入デバイス５９を示す
。幾つかの可撓性タング３０を含むタングブランクＴＢを積み重ねデバイス５８から分離
デバイス５７まで変位し、分離デバイス５７のところで変位可能なタング３０をタングブ
ランクＴＢから分離し、好ましくは下平面まで垂直方向に変位する（図２２ａ及び図２２
ｂ参照）。下平面のところでプッシャ４６が変位可能なタング３０をパネル縁部の変位溝
４０に押し込む（図２２ｄ参照）。その後、図２２ｅ及び図２２ｆに示すように新たなタ
ングをブランクから分離できる。挿入デバイス５９は、好ましくは、機械的係止システム
を機械加工し形成する両端ほぞ取り盤（図示せず）と一体でなければならない。この原理
の第１の利点は、フロアボードの縁部の変位及び位置決めに同じチェーン即ち移送デバイ
スを使用できるということである。第２の利点は、挿入デバイス及び両端ほぞ取り盤の制
御に同じ制御システム６５を使用できるということである。第３の利点は、チェーンドッ
グの中間距離が良好に、好ましくは同じであるように定められるようにチェーン及びチェ
ーンドッグを適合できるということである。これにより、別体の部品を溝に正確に且つ容
易に固定できる。第４の利点は、二つの別々の制御システムを持つ二つの別々の機器を使
用する場合よりも投資費用が遥かに少なくて済むということである。この機器及び製造方
法は、上文中に説明した実施例ばかりでなく、別体の部品を含む全ての係止システムで使
用できる。
【０１０５】
　本発明は、別体の部品が縁部に挿入された係止システムを製造するための機器を提供す
る。この機器は、両端ほぞ取り盤、並びにパネルを変位する移送デバイス、別体の部品を
挿入するプッシャ４６を持つ挿入デバイス５９、及び制御システム６５を含む。挿入デバ
イスは、一つの製造ユニットとして両端ほぞ取り盤と一体化されており、プッシャ及び移
送デバイスは、移送デバイス及びプッシャを制御する同じ制御システムに連結されている
。
【０１０６】
　図２３ａ乃至図２３ｄは、別体のタング又は任意の同様のばらのエレメントの連結を示
す。変位可能なタング３０を、上文中に説明した方法に従って縁部の溝４０にプッシャで
連結する。プッシャは、好ましくは、タング全体を、又はタングの一つの縁部だけを連結
できる。図２３ｂは、変位可能なタング３０を溝４０内に更に深く連結するのに圧力ホイ
ールＰＷを使用できるということを示す。図２３ｄは、タングを一つの長縁部に関して位
置決めするのに位置決めデバイスＰＤを使用できるということを示す。これは、ラインで
連続した流れで行うことができる。
【０１０７】
　図２３ｅは、変位可能なタング即ち可撓性タング３０を、タングブランクＴＢから、例
えば打抜いた押出し形材から形成する方法を示す。これは、押出しによって形成されたタ
ングブランクＴＢからタングを形成し、これらのタングを分離するために行われる。例え
ば打抜き又は熱によって、摩擦連結部を形成してもよい。変位可能なタング３０は、ＨＤ
Ｆ、合板、広葉樹材等の、木材繊維をベースとした材料から形成してもよい。任意の種類
の材料を使用してもよい。
【０１０８】
　図２４ａ及び図２４ｂは、溝２０の下リップ２２及びその突出部及びキャビティが、縁
部に連結された別体の材料で形成された実施例を示す。係止システムは、変位可能なタン
グ３０及び／又は変位可能な下リップ２２を含んでいてもよい。タング３０は、突出部及
びキャビティと一部品で形成されていてもよく、下リップだけが変位可能であってもよい
ということは明らかである。図２４ｃは、垂直方向係止について上文中に説明した全ての
原理を、フロアボードの水平方向係止に使用できるということを示す。垂直方向に延びる
突出部及びキャビティを持つ別体の係止エレメント８’を、同様の突出部及びキャビティ
を持つ係止エレメント８と組み合わせてもよい。パネルを水平方向で係止するため、係止
エレメント８’又はパネル縁部を変位してもよい。この場合、重なった突出部が互いに係
止する。この図は、垂直方向係止用の可撓性タング３０を持つ実施例を示す。従来の一部
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品タングを使用してもよいということは明らかである。
【０１０９】
　図２５ａ及び図２５ｃは、変位可能なタング３０の実施例を非係止位置で示す。図２５
ｂ及び図２５ｄは、係止位置にある。タング突出部３１ａは楔形状であってもよいし丸味
が付けてあってもよく、タング溝キャビティ３３ｂもまた、矩形や丸味のある形状等の様
々な形状を備えていてもよい。丸味のある形状又は楔形状の突出部は、係止を容易にする
。これは、変位中に徐々に重ねることができるためである。
【０１１０】
　図２６ａ及び図２６ｂは、タング突出部が、水平方向平面に対して上方に傾斜した下接
触面３４を備えていてもよいということを示す。この下接触面は、縁部を垂直方向でしっ
かりと係止するため、変位中に溝突出部３１ｂ及び縁部をストリップ６の上部分に対して
押し上げるのに使用できる。更に、溝突出部３１ｂには、垂直方向で傾斜した壁が形成さ
れていてもよい。
【０１１１】
　図２６ｃ、図２６ｄ、及び図２６ｅは、別体のタング３０がフック３５を備えていても
よいということを示す。これらのフック３５は、垂直方向スナップ重ね中に溝突出部３１
ｂに自動的にスナップ嵌めし、溝突出部３１ｂの上部分に対してグリップを提供する。フ
ックは、垂直方向又は水平方向に延びていてもよく、これらの方向に撓んでもよい。
【０１１２】
　本発明者が行った幾つかの試験によれば、高い垂直方向又は水平方向の負荷により、図
２７ａに示すように、ストリップパネル１に亀裂Ｃが生じる場合がある。このような亀裂
は、主として、タング溝２０の下部分と係止溝１４の上部分との間で生じる。この問題点
は、主として薄いフローリング及び引張強度が低い比較的軟質のコアを持つフローリング
と関係している。一般的には、このような問題点を、変位溝４０’及びタング溝２０’の
位置を上方に移動するだけで解決するのは好ましくない。これは、ストリップパネル１に
薄く壊れ易い上リップ２２が形成されてしまうためである。
【０１１３】
　図２７ｂは、溝側に突出部７を備えた係止システムでこの問題点を解決できることを示
す。この形状により、主に水平方向に延びるストリップ側１の幾つかの表面、例えば下接
触面６ａ、及び変位溝４０の上面４０ａ及び下面４０ｂを同じ工具で形成でき、これによ
り製造許容差を低減できる。
【０１１４】
　図２７ｃは、互いに関して垂直方向でオフセットした変位溝４０及びタング溝３０を含
む係止システムによってもこの問題点を解決できるということを示す。変位溝４０は、好
ましくは、一方のパネル縁部（１）の水平方向第１平面Ｈ１内に配置され、タング溝３０
は、別のパネル縁部（１’）の水平方向第２平面Ｈ２内に配置される。水平方向第２平面
Ｈ２は、水平方向第１平面Ｈ１よりもパネルの前面の近くに配置される。図２７ｄは、オ
フセット溝を持つ係止システムで使用できる変位可能なタング３０を示す。
【０１１５】
　図２７ｅは、係止エレメント８の上部分と交差する部分が水平方向係止平面ＬＰの下に
配置された変位可能なタング３０を持つ係止システムを示す。これにより更に強固に係止
できる。このような変位溝は、幾つかの工具が様々な角度で加工を行う、又はスクレーピ
ング加工やブローチ加工を行う従来の方法で製造できる。
【０１１６】
　図２７ｆは、この原理は、幾つかの変更を加えることにより、従来技術の係止システム
でも使用できるということを示す。この場合、可撓性タング３０が、垂直方向スナップ嵌
め又は側方に押すことにより、一方の溝から隣接したタング溝内に、主として縁部に対し
て垂直に変位する。
【０１１７】
　図２８ａ乃至図２８ｅは、垂直方向スナップ重ね中に変位タング３０が自動的に変位し
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、変位可能なタング３０及びタング溝突出部が互いに重なる別の実施例を示す。変位可能
なタング３０は可撓性縁部区分３２ａを含み、この可撓性縁部区分３２ａは、重ね中、図
２８ｂに示すように圧縮される。この縁部区分３２ａは、パネル縁部が同じ平面内にある
とき、変位可能なタング３０を元の位置に向かって押し戻し、図２８ｃに示すように縁部
を係止する。可撓性縁部区分は可撓性リンク３２ｂとして形成されていてもよい。この可
撓性リンク３２ｂは、変位可能なタング３０を引き戻し、縁部を係止する。これらの原理
は、別々に使用してもよいし組み合わせて使用してもよい。図２８ｄ及び図２８ｅは、重
ね中にタング及びタング溝突出部３１ａ、３１ｂの楔状表面がどのように協働するのか、
及び後方にスナップ嵌めし、垂直方向に係止するように変位可能なタング３０を変位する
のかを示す。このような楔状表面は、重ね中にタングを位置決めし、製造許容差を越える
のにも使用できる。
【０１１８】
　図２９ａ乃至図２９ｅは、側方に押す代わりに、二つのパネル１、１’が同じ平面内に
あるとき、これらのパネルの隣接した縁部を係止する上で旋回作用を使用できるというこ
とを示す。このような係止は、全くスナップ抵抗なしに、及び限定された分離力で行うこ
とができる。図３ａ及び図２９ｂに示す周知の旋回スナップタング３０は、旋回延長部３
８を有する。この旋回延長部３８は、図２９ｃに示すように、タング３０の旋回及び縁部
の係止に使用できる。係止システムは、二つの別体の部品３９、３０を含んでいてもよい
。一方の内部品３９は、幅Ｗが増大する断面を有し、旋回延長部を垂直方向下方に旋回し
たとき、タング３０を隣接した溝に押し込む。長縁部に向かって水平方向に旋回すること
によってもタングを変位できる。
【０１１９】
　図３０ａ乃至図３０ｄは、変位可能なタング３０を持つ係止システムを示す。この係止
システムは、変位可能なタング３０を、接合部に沿って、突出部が互いに重なるように変
位したとき、縁部を、上文中に説明した実施例に従って垂直方向（Ｄ１）で係止するばか
りでなく、水平方向（Ｄ２）でも係止する。変位可能なタング３０は、少なくとも二つの
係止エレメントを有し、各パネル縁部は少なくとも一つの係止エレメントを有する。各パ
ネル縁部の係止エレメントは、好ましくは、パネルコアと一部品で形成される。変位可能
なタング３０は、図３０ａに示す実施例によれば、二つのタング係止エレメント４２ａ、
４２ｂを含む。変位溝４０及びタング溝２０は、更に、パネルと一部品で形成された溝係
止エレメント４３ａ、４３ｂを有する。これらの溝係止エレメントは、突出部３１ａ、３
１ｂが互いに関して変位するとき、タング係止エレメントと協働し、隣接した縁部を水平
方向で係止する。これらは、図８ａ乃至図８ｃに示すように互いに重なる。図３０ａは、
縮尺通りに描いてあり、６．０ｍｍの積層フローリングを示す。係止システムの製造は、
大型の回転工具によって行われる。このような製造を容易にするため、係止システムは、
下リップ縁部４８ａ、４８ｂを含む。下リップ縁部４８ａ、４８ｂは、変位可能なタング
３０と隣接した、外方及び下方に延びる角度をなした部分を有する。下リップ縁部４８ａ
、４８ｂは、係止エレメント４２ａ又は４２ｂとは反対側のタング面に配置されている。
この係止システムには、係止エレメントを持つストリップ及び後側の係止溝が設けられて
いないため、このような垂直方向押し重ねシステムは、非常に薄いフロアパネルでも形成
できる。図３０ｄは、係止エレメント４２ａ、４２ｂ、４３ａ、４３ｂが、水平方向平面
に対して約９０°の角度をなした実質的に垂直な係止面４７を持つ実施例を示す。下リッ
プ縁部４８ａ、４８ｂは、本質的に垂直である。このような係止システムは、垂直方向係
止強度及び水平方向係止強度を高くできる。係止面は、好ましくは、水平方向平面に対し
て３０°よりも大きくなければならない。４５°又はそれ以上の角度が更に好ましい。
【０１２０】
　図３１ａ乃至図３１ｅは、変位可能なタング３０が垂直方向及び水平方向で係止する、
係止システムの別の実施例を示す。図３１ａは、変位可能なタング３０に三つの係止エレ
メント４２ａ、４２ｂ、及び４２ｃが設けられた係止システムを示す。
【０１２１】
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　図３１ｂは、下リップ４８及び４９を持つ係止システムを示す。これらの下リップ４８
及び４９は、互いに垂直方向で重なり、縁部を垂直方向で係止する。変位可能なタング３
０は、重なった下リップ４８及び４９に向かって圧力を発生するように設計されていても
よい。これにより製造許容差及び垂直方向係止強度を改善できる。
【０１２２】
　図３１ｃは、隣接したパネル縁部の各々の下部分に二つの係止エレメント４２ａ、４３
ａ及び４２ｂ、４３ｂが設けられた係止システムを示す。この係止システムは、図８ａの
係止システムを上下逆にしたのと類似している。
【０１２３】
　図３１ｄは、八個の係止エレメント４２ａ、４２ｂ、４２ａ’、４２ｂ’、４３ａ、４
３ｂ、４３ａ’、４３ｂ’を持つ係止システムを示す。変位可能なタング３０は、本質的
に水平方向スナップ嵌めで縁部に連結できる。図３１ｅは、３＋３の係止エレメントを持
つ同様の係止システムを示す。
【０１２４】
　これらの係止原理は全て、組み合わせることができるということは明らかである。例え
ば一方の縁部に図３１ａによる係止エレメントが設けられ、他方の縁部に図３１ｄ又は図
３１ｅによる係止エレメントが設けられていてもよく、全ての係止システムは、重なる下
リップを備えていてもよい。
【０１２５】
　図３０ａ乃至図３０ｄ及び図３１ａ乃至図３１ｅに示す一部品係止エレメントは、アン
ダーカット溝として形成された内部分を備えている。しかしながら、図３２ａ、図３２ｂ
、及び図３２ｃは、一部品係止エレメント４３ａ、４３ｂを溝にでなくパネルの後側に形
成してもよいということを示す。これにより製造が簡単になる。タング係止エレメント４
２ａ、４２ｂの内部分は、この実施例では、アンダーカット溝として形成されている。タ
ング３０は、例えば、機械加工、射出成形、又は押出しによって製造できる。これらの製
造方法は、必要であれば、打抜きと組み合わせてもよい。タング３０は、多くの様々な断
面で形成できる。例えば、図３２ｄに示すように、係止エレメントは、下リップが上リッ
プを越えて延びていてもよい。このような実施例は、パネル縁部又はタングにアンダーカ
ット溝がないため、製造が容易である。このような変位可能なタング３０は、縁部に、傾
け、スナップ嵌め、又は縁部に沿った挿入によって連結できる。
【０１２６】
　図３３ａ、図３３ｂ、及び図３３ｃは、変位可能なタング３０を溝パネル１’に配置で
きる実施例を示す。変位可能なタング３０は、ストリップ６の外部分に配置された溝に係
止する。
【０１２７】
　図３４ａ乃至図３４ｄは、図８ａ、図８ｂ、及び図８ｃに示す係止システムに係止エレ
メント４３ａを形成するための形成方法を示す。第１工具位置Ｔ１は、例えば、水平溝を
形成できる。次の工具位置Ｔ２は、アンダーカット溝４０ａを形成でき、最後に、第３工
具位置Ｔ３で仕上げカッターが縁部の上部分を形成できる。
【０１２８】
　図３５ａ、図３５ｂ、及び図３５ｃは、図３１ｂによる係止システムを形成する方法を
示す。例えば回転工具Ｔ１で水平溝を形成する。この場合では垂直方向係止面を持つアン
ダーカット溝４０ａは、任意の角度を備えていてもよく、ブローチ加工によって形成でき
る。この場合、パネルを固定工具に対して変位する。固定工具は、幾つかの小さな僅かに
オフセットした工具ブレードを持つナイフのように切削を行う。
【０１２９】
　図３６ａ乃至図３６ｄは、変位可能なタング３０を溝と平行に、溝に沿って挿入する、
変位可能なタング３０を変位溝４０に挿入する方法を示す。この方法は、任意のタングに
ついて使用できるが、係止エレメントを持つ変位可能なタングに特に適している。タング
３０を、好ましくは、タングブランクから分離し、変位溝４０と一直線上に並んだ位置ま
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で移動し、ここで一つ又は幾つかのタングホルダ４４ａ、４４ｂによって所定位置に保持
する。パネル１を変位可能なタングと本質的に平行に変位し、縁部分を変位溝４０に挿入
し、好ましくは、一つ又はそれ以上のガイドユニット４５ａ、４５ｂによって溝に更に押
し込む。変位可能なタングを、好ましくはパネル縁部によってタングホルダ４４ａ、４４
ｂから解放する。パネル縁部は、ホルダを、例えば回転により縁部から遠ざける。
【０１３０】
　図３７ａ、図３７ｂ、及び図３７ｃは、タングが溝内に本質的に垂直方向にスナップ嵌
めするようにタングを溝に挿入する方法を示す。タング全体又はタングの一部だけをスナ
ップ嵌めで挿入できる。これによって、プッシャ４６がタング３０の縁部を溝４０の一部
に押し込む。タングの残りの部分は、上文中に説明した方法で、接合部に沿って挿入でき
る。スナップ嵌め連結は、図３７ｂに示すように、パネル縁部に設けられた可撓性リップ
によって、及び／又は図３７ｃに示すように、タング３０に設けられた可撓性リップによ
って行うことができる。
【０１３１】
　図３８ａ及び図３８ｂはパネル縁部を互いに向かって本質的に水平方向に移動すること
により、本発明による係止システムを係止できるということを示す。パネル縁部は、その
後、側方に押すことによって係止できる。更に、係止システムは、変位可能なタングが、
係止前に、突出部が互いの前方で整合する位置に配置された場合には、スナップ嵌めだけ
で係止できる。このような設置は、例えば、パネルの傾けが不可能である場合に使用でき
る。図３８ｃは、摩擦連結の代わりに係止エレメント４２ａ’、４３ａ’を使用してもよ
く、これにより設置中にタングを溝４０内に保持することを示す。
【０１３２】
　図３９ａ乃至図３９ｄは、別体のエレメント、好ましくはタングを溝内に連結するため
の別の方法を示す。タング３０をパネル縁部に向かって垂直方向に供給でき、水平方向プ
ッシャによって連結できるのが有利である。問題点は、幾つかのタング、特に比較的複雑
な立体的形態を持つ変位可能なタング及び可撓性のタングは、主タング平面ＴＰを持つ所
定の断面を持つものしか製造できないということである。主タング平面ＴＰは、その平面
内でタングが溝内に水平方向に配置されるようになった平面であると定義される。即ち、
タングは、タングブランクＴＢの主平面と同じ平面内に配置される。タングブランクＴＢ
は、本発明によれば、図３９ａに示すように、本質的に垂直方向に、即ちパネル１の位置
に対して本質的に垂直方向に位置決めされ、旋回ユニット５０に向かって変位される。タ
ングは、図３９ｂに示すように、旋回ユニット５０に連結され、タングブランクから分離
される。その後、タング３０をパネル１の溝４０にプッシャ４６によって連結できるよう
に、タング３０をその主タング平面ＴＰとともに水平方向位置に置くため、旋回ユニット
５０を約９０°旋回する。プッシャ４６は、タング３０を旋回ユニット５０から溝４０内
に押し出す。これを図３９ｃ及び図３９ｄに示す。パネル１は、前面が下を向いた水平位
置で示してある。
【０１３３】
　突出部を持つ変位可能なタング３０は、比較的簡単な断面を有し、所定の断面で容易に
製造でき、主タング平面ＴＰがタングブランクＴＢの主平面に対して垂直である。これを
図４０ａに示す。この場合、溝への連結が非常に容易であり、図４０ａに示すようにタン
グ３０を溝４０に容易に押し込むことができる。
【０１３４】
　図４０ｂは、タングブランクＴＢに連結された任意の種類のタング３０の方向を、タン
グブランクＴＢからの分離前に及び溝４０内への連結前に変えてもよいということを示す
。このような旋回は、タング３０の上部分及び下部分を押す例えば二つの旋回プッシャ５
１ａ、５１ｂで行うことができる。
【０１３５】
　図４０ｃは、比較的複雑な断面を持ち、比較的複雑な断面で製造され、主タング平面Ｔ
Ｐがタングブランクの主平面に対して垂直なタング３０を示す。タング３０は、スナップ
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嵌めによって連結される。図４０ｄは、タングが内部分及び外部分に突出部３１ａ、３１
ａ’を持つ場合、このような複雑な断面を射出成形で製造できるということを示す。
【０１３６】
　図４１ａは、上ガイドデバイス５２ａ及び／又は下ガイドデバイス５２ｂを使用する場
合、タング３０を溝４０に非常に制御された方法で挿入できるということを示す。溝４０
は、上ガイドデバイス５２ａを係止エレメント８と変位溝４０との間に配置するための空
間を提供するように位置決めされなければならない。パネルは、この図でも前側を下方に
向けた状態で示してある。
【０１３７】
　図４１ｂは、タング３０を水平平面と平行でない平面で挿入する場合のガイドデバイス
について更に大きな空間を形成できるということを示す。
【０１３８】
　図４１ｃ、図４１ｄ、及び図４１ｅは、タング縁部を溝４０の一部にほとんど抵抗なし
に挿入できるように、ストリップ６の係止エレメント８の一部及び／又はタング３０の一
部及び／又は溝４０の一部が除去してある場合、タング縁部３０ａを溝４０に容易に挿入
できるということを示す。タング３０の残りの部分は、その後、接合部に沿って挿入でき
る。
【０１３９】
　図４２ａは、好ましくはＨＤＦ、圧縮積層体、合板、木材、又はアルミニウム、又は任
意の同様の材料でできたシート状材料を打抜くことによって、突出部３１ａを持つ幾つか
の変位可能なタング３０を含むタングブランクＴＢを形成できるということを示す。図４
２ｂは、材料の圧縮、及び楔状突出部３１ａ等の立体的区分の形成に打抜きを使用できる
ということを示す。
【０１４０】
　薄いフローリング又は軟質コア材料において、別体の可撓性タングを使用するのが有利
である。この別体の可撓性タングは、図２７ｂに示すように、タング溝の上下の表面に対
して係止する本質的に水平な上下の接触面を含む。この原理は、垂直方向スナップ重ね方
法を使用する周知の従来技術のシステムでも使用できる。可撓性タング３０には、図４３
ａ、図４３ｂ、及び図４３ｃに示すように、タング溝の上面２０ａ及び下面２０ｂと係止
する突出部３０ａが形成されていてもよい。このようなタングを含む係止システムは、図
４３ｄに示すように、垂直方向移動によって係止するのが困難であるか或いは不可能であ
る。しかしながら、図４３ｅ及び図４３ｆに示すように、水平方向移動及び垂直方向移動
の組み合わせによって係止できる。この方法は、例えば、第１列の係止に使用できる。し
かしながら、変位可能なタング３０の縁部分に面取りが設けられている場合には、重ね中
、突出部３０ａが、図４３ｇに示すように変位溝４０に押し込まれるため、垂直方向重ね
によって係止できる。
【０１４１】
　図４４ａ乃至図４４ｄは、長縁部の係止中、及び短縁部に沿った変位可能なタング３０
の変位中の垂直方向摩擦を低減するため、長縁部タング１０及び変位可能なタングのプレ
ス縁部を形成する方法を示す。係止における第１工程は、一般的には、図４４ａに示すよ
うに、一方の長縁部５ａを角度をなした状態で、下張り床に平らに敷いたパネルの長縁部
５ｂに向かって直線的に変位する工程である。好ましくは、タングを、初期距離即ち変位
距離だけ押す。これにより、例えば楔状突出部を使用した場合、短縁部を本質的に同じ平
面に位置決めできる。図４４ｃに示すように、係止エレメント８及び係止溝１４が接触し
たとき、旋回作用によって最終的な係止が行われる。これにより最終的係止変位が容易に
なる。旋回作用中、変位可能なタング３０は係止距離ＬＤだけ変位する。この最終的な変
位は、好ましくは、短縁部を垂直方向予備張力で係止しなければならない。この場合、例
えば図２７ｂに示すように、溝パネル１’のパネル縁部がストリップパネル１のストリッ
プ６の上部分に垂直に押し付けられる。プレス縁部３２とタング１０の先端との間の摩擦
により、縁部の上部分が上方に押され、長縁部と短縁部との間の隅部分の接合縁に「オー
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バーウッド(overwood)」を形成する。これは、プレス縁部３２を垂直方向平面ＶＰに対し
て水平方向及び内方に傾ける及び／又は丸味を付けた場合には回避できる。好ましい傾き
は２０°乃至４０°である。更に、係止中にプレス縁部３２と接触するタング１０の先端
に丸味が付けてあるのが有利である。係止距離ＬＤは、図示の実施例では、フロアの厚さ
ＦＴの０．０１倍よりも小さい。
【０１４２】
　図４５ａ乃至図４５ｄは、係止中に垂直方向に変位できる可撓性プレス縁部３２により
、垂直方向摩擦力を更に大きく低減できるということを示す。この原理により、必要であ
れば、係止距離ＬＤをゼロにまで低減できる。
【０１４３】
　図４６ａ及び図４６ｂは、縁部にキャビティを形成する上述の方法を使用して周知のタ
ングを一方の溝から隣接した溝内に、図１ｃで説明したように、変位できるということを
示す。ストリップ６を通して切削を行うことによって、水平方向に延びる傾斜した壁を持
つ（図４６ｂ参照）又は水平方向に延びる平行な壁を持つ（図４７ｃ参照）、一つ又は幾
つかのキャビティ３３’を形成できる。このような実施例及び製造方法は、薄い水平方向
切削鋸ブレードを使用してキャビティを形成する周知の方法よりも対費用効果に優れてい
る。
【０１４４】
　図４７ａは、キャビティ３３’と協働して変位を阻止するフック７５が一方の縁部に形
成されている場合、タング溝２０内に湾曲する湾曲可能なタング３０を使用する垂直方向
押し重ね原理を改良できるということを示す。この実施例により、第１列を曲げ原理で係
止できる。図４７ｂは、フック７５は可撓性であってもよく、好ましくは、変位溝４０の
下部分に形成された突出部に垂直方向にスナップ嵌めしてもよいということを示す。
【０１４５】
　図４８ａ乃至図４８ｈは、本発明の別の実施例を示す。図４８ａは、幅が３００ｍｍ乃
至４００ｍｍのタイル状製品に適した、二つの摩擦連結部を持つ長い変位可能なタング３
０を示す。タングが比較的薄い場合でも、かなりの縁部長に亘って縁部を連結できる。こ
れは、変位溝及びタング溝内に位置決めされ、これらの溝内で案内されるためである。長
さは、この実施例では、タングの厚さの約２００倍である。図４８ｂは、係止後に長さ方
向で予備張力を発生するのに使用できる可撓性プレス縁部を持つ変位可能なタング３０を
示す。図４８ｃは、射出成形によって形成したタングブランクＴＢを示す。このタングブ
ランクＴＢは、突出部及びキャビティを持つ二列の変位可能なタング３０、３０を含む。
これにより製造費を大幅に低減でき、例えば２×３２＝６４個のタングを含むタングブラ
ンクで、タングを、数百分の一ｍｍレベルの許容差で製造できる。これらの図示の実施例
は全て、突出部間の中間距離が本質的に等しく、これにより製造を合理的に行うことがで
きる。中間距離は、接合部に沿って変化してもよいということは明らかである。図４８ｄ
は、周知の可撓性タングを、二つの列を含むブランクＴＢで製造できるということを示す
。図４８ｅは、突出部を持つ変位可能なタング３０を示す。これらのタングもまた可撓性
であり、変位溝内に部分的に内方に撓むことができる。これは、製造許容差を吸収し、垂
直方向予備張力を発生するのに使用できる。図４８ｆ及び図４８ｇは、一つの変位可能な
タング３０又は二つのタング３０、３０’、又はそれ以上のタングが縁部に設けられてい
てもよいということを示す。図４８ｆは、好ましくは、垂直方向スナップ重ねで係止する
ため、二列ブランクで製造された幾つかの小さな可撓性タング３０を縁部で使用できると
いうことを示す。これにより、全幅に亘って同じタングを使用できるという利点が得られ
る。
【０１４６】
　図４９は、別体の部品３０をフロアパネルの縁部に連結するための機器を示す。この機
器は、タング３０、３０’が横に及び縦に配置されたタングブランクＴＢを取り扱うよう
に設計されている。機器は、少なくとも二つのプッシャ４６及び４６を含む。第１プッシ
ャ４６は、一つのタング３０を一つのパネル縁部１ａに連結し、他方のプッシャ４６は、
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同じタング列の隣接したタング３０’を第２パネル縁部１ｂに連結する。これにより、非
常に高い速度が可能であり、幾つかの別々の部品を同じ縁部に連結できる。
【０１４７】
　図５０ａ乃至図５０ｇは、一方の縁部の変位可能なタング３０が突出部３１ａを含み、
隣接した縁部の変位可能なタング溝リップ２２が突出部３１ｂを含む実施例を示す。これ
らの突出部は楔形状であり、垂直方向重ねの最初の工程中、それらの楔先端が互いに向き
合う。楔状突出部は、係止中、これらの突出部が図５０ｃ、図５０ｆ、及び図５０ｇに示
すように互いに垂直方向に通過できるように、変位可能な二つの部品を自動的に調節する
。これにより変位可能な二つの部品の一方を、図５０ｇに示すように変位する。その後、
隣接した縁部を垂直方向及び水平方向で係止するため、この部品を押し戻すことができる
。変位可能な二つの部品３０、２２は、本質的に同じであってもよい。
【０１４８】
　図５１ａ、図５１ｂ、及び図５１ｃは、本発明による係止システムで予め係止した二つ
のパネル縁部の係止解除方法を示す。図５１ａは、タング突出部３１ａが溝キャビティ３
３ｂ内に又はこのキャビティの上方に配置された係止解除位置を示す。図５１ｂは、タン
グ突出部３１ａが溝突出部３１ｂと重なった係止位置を示す。変位可能なタング３０は、
図５１ｃに示すように、タング突出部３１ａが溝キャビティ３３ｂと重なって配置される
ように、一工程で縁部内に変位させることができる。変位可能なタング３０の外端３２’
は、この外端３２’が、前の列に設置されたパネルの長縁部４１の一部、好ましくは、長
縁部タング溝の内部分と接触したとき、自動的に係止解除位置が得られるように設計され
ているのが好ましい。タングは、先ず最初に、外端３２’と隣接した長縁部の接触点との
間の距離Ｄ１が二つのタング突出部３１ａ間の距離Ｄ２とほぼ同じであるように位置決め
されるのが好ましい。
【０１４９】
　図５１ｄは、上縁部を越えて水平方向に延びる突出部３１ａが一つだけ設けられた変位
可能なタング３０を含む実施例を示す。タング溝２０は、一つのキャビティ３３ｂ及び一
つの突出部３１ｂを含む。このような実施例は、狭幅パネルの短縁部の中間区分を水平方
向で係止するのに使用できる。長縁部は、隅部区分を係止する。好ましくは、厚く剛性の
パネル及び表面の縁部に面取りが施したパネルでも使用できる。
【０１５０】
　図５１ｅは、薄い水平な切削鋸ブレードでタングキャビティ３３ｂを形成した実施例を
示す。
【０１５１】
　フロアパネルの垂直方向係止について説明した全ての方法及び原理は、縁部を水平方向
で係止するのに使用できる。ストリップの係止エレメント８及び係止溝１４は、例えば、
突出部及び係止溝のキャビティと協働し、パネルを水平方向で係止する突出部及びキャビ
ティを持つ変位可能な係止エレメントに代えてもよい。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　マイクロプロセッサ
　２　記録－読取装置
　３　収集トラック
　４　ごみ収集容器
　４ａ、４ｂ　短縁部
　５ａ、５ｂ　長縁部
　６　係止ストリップ
　８　係止エレメント
　２０　タング溝
　３０　変位可能なタング
　３１ａ、３１ｂ　突出部
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　３２　プレス縁部
　３３ａ、３３ｂ　キャビティ
　４０　変位溝
　１　第２パネル
　１’　新たなパネル
　１’’　第１パネル
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