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(57)【要約】
【課題】遮断フローリングシステム、振動減衰デバイス
、及びこれらの使用方法を提供する。
【解決手段】本発明には、可動部品を最少にし、設置及
び検査が極めて容易であるという利点がある。好ましい
実施例では、本発明は、壊れ易い対象を地震振動から完
全に遮断する方法に関する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地震遮断フローリングシステムにおいて、
ａ）上面及び下面を各々有する一つ又はそれ以上の水平なフローリングパネルと、
ｂ）前記フローリングパネルを支持するようになったフレームと、
ｃ）前記フレームから垂直方向下方に延びる複数の負荷支持フローリング受台と、
ｄ）複数の地震遮断ベアリングとを含み、これらのベアリングの各々は、下向きの剛性負
荷面を持つ上負荷プレートと、上向きの剛性負荷面を持つ下負荷プレートとを含み、前記
面のうちの少なくとも一方が、凹状又は円錐形のキャビティを形成する凹状負荷面を形成
し、前記プレート間にボールが挟んであり、
　前記ベアリングの各々は、フローリング受台に直接的に又は間接的に固定されており、
前記パネルの前記上面に加わった負荷は、前記フレーム、受台、及びベアリングを通して
基礎に伝達される、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、
　少なくとも一つの前記ベアリングの前記上負荷プレートは、対応する受台の下端に固定
されており、前記ベアリングの前記下負荷プレートは、前記基礎の上に直接的に又は間接
的に配置される、フローリングシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記ベアリングの各々の前記上負荷プレートは、対応する受台の下端に固定されており
、前記ベアリングの各々の前記下負荷プレートは、前記基礎の上に直接的に又は間接的に
配置される、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、
　少なくとも一つの前記ベアリングの前記上負荷プレートは前記フレームに固定され、前
記ベアリングの前記下負荷プレートは対応する受台の上端に固定され、前記受台は、前記
基礎の上に直接的に又は間接的に配置される、フローリングシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹状負荷面は、中央頂部、凹状周囲、及びこれらの間を延びる円錐形領域を含む、
フローリングシステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記円錐形領域は一定の傾斜によって形成されている、フローリングシステム。
【請求項７】
　請求項５に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹状周囲は、前記凹状負荷面をその中に形成する周囲を含む、フローリングシステ
ム。
【請求項８】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記基礎、前記フレーム、及び前記パネルは、前記フロアと前記基礎との間にキャビテ
ィを形成する、フローリングシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記負荷は電気機器を含み、一つ又はそれ以上のケーブルが前記機器に接続されており
、前記機器から前記空間を通って延びる、フローリングシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記ケーブルは電力ケーブルである、フローリングシステム。
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【請求項１１】
　請求項９に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記ケーブルは、個々の機器モジュール間で電気通信を伝送する、フローリングシステ
ム。
【請求項１２】
　請求項９に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記ケーブルは、前記フローリングが動いた場合に前記機器と前記フローリングとの間
の前記ケーブルの長さが実質的に変化しないように前記フレームに固定されている、フロ
ーリングシステム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記フローリングには、実質的に一定の復元力が作用する、フローリングシステム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記フローリングには、１００％重力による復元力が作用する、フローリングシステム
。
【請求項１５】
　請求項１に記載のフローリングシステムにおいて、更に、
　振動イベント中に前記フロアの加速度を低下する減衰手段を含む、フローリングシステ
ム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記減衰手段は、基端が前記基礎に直接的に又は間接的に取り付けられており且つ先端
が前記フレーム又は前記フローリングに直接的に又は間接的に取り付けられた少なくとも
一つのエネルギ吸収エレメントを含む、フローリングシステム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記少なくとも一つのエネルギ吸収エレメントは、弾性構成要素及び空気圧エレメント
からなる群から選択される、フローリングシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記エネルギ吸収エレメントは空気圧構成要素を含む、フローリングシステム。
【請求項１９】
　請求項１６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記減衰手段は弾性構成要素を含む、フローリングシステム。
【請求項２０】
　請求項１６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記エネルギ吸収エレメントは、基端が、前記基礎の上に支持されたハブに直接的に連
結されており、先端が負荷支持受台に直接的に連結されている、フローリングシステム。
【請求項２１】
　請求項１６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記減衰手段は、基端が前記基礎に直接的に又は間接的に取り付けられており且つ先端
が前記フレーム又は前記フローリングに直接的に又は間接的に取り付けられた三つ又はそ
れ以上のエネルギ吸収エレメントを含む、フローリングシステム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記少なくとも一つのエネルギ吸収エレメントは、弾性構成要素及び空気圧エレメント
からなる群から選択される、フローリングシステム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のフローリングシステムにおいて、
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　前記エネルギ吸収エレメントは空気圧構成要素を含む、フローリングシステム。
【請求項２４】
　請求項２２に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記減衰手段は弾性構成要素を含む、フローリングシステム。
【請求項２５】
　請求項２１に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記エネルギ吸収エレメントは、基端が、前記基礎の上に支持されたハブに直接的に連
結されており、先端が負荷支持受台に直接的に連結されている、フローリングシステム。
【請求項２６】
　地震遮断フローリングシステムにおいて、
ａ）上面及び下面を各々有する一つ又はそれ以上の水平なフローリングパネルと、
ｂ）前記フローリングパネルを支持するようになったフレームと、
ｃ）前記フレームに直接的に又は間接的に取り付けられた複数の負荷支持フローリング受
台と、
ｄ）複数の地震遮断ベアリングとを含み、これらのベアリングの各々は、下向きの剛性負
荷面を持つ上負荷プレートと、上向きの剛性負荷面を持つ下負荷プレートとを含み、前記
面のうちの少なくとも一方が、円錐形のキャビティを形成する凹状負荷面を形成し、前記
プレート間にボールが挟んであり、
　前記ベアリングの各々は、フローリング受台に固定されており、前記パネルの前記上面
に加わった負荷は、前記フレーム、受台、及びベアリングを通して基礎に伝達される、フ
ローリングシステム。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記遮断ベアリングは、各々、凹所をなした上向きの負荷面及び下向きの負荷面を含む
、フローリングシステム。
【請求項２８】
　請求項２７に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、少なくとも約６°である、フロ
ーリングシステム。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、約６°乃至約８°である、フロ
ーリングシステム。
【請求項３０】
　請求項２８に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、約６．１°である、フローリン
グシステム。
【請求項３１】
　請求項２８に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、６．１°である、フローリング
システム。
【請求項３２】
　請求項３０に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、約７．７°である、フローリン
グシステム。
【請求項３３】
　請求項２８に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の各々の直線状部分の傾斜は、７．７°である、フローリング
システム。
【請求項３４】
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　請求項２６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面は、中央頂部と、凹状周囲と、これらの間を延びる円錐形領域
とを含む、フローリングシステム。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記円錐形領域は、傾斜が一定の領域を含む、フローリングシステム。
【請求項３６】
　請求項３４に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹状周囲は、前記凹所をなした負荷面を内部に形成する周囲を含む、フローリング
システム。
【請求項３７】
　請求項３６に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の直径は、約２０．３２ｃｍ乃至３５．５６ｃｍ（約８インチ
乃至約１４インチ）である、フローリングシステム。
【請求項３８】
　請求項３７に記載のフローリングシステムにおいて、
　前記凹所をなした負荷面の直径は、約２０．３２ｃｍ乃至３０．４８ｃｍ（約８インチ
乃至約１２インチ）である、フローリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００５年２月１４日に出願された米国仮特許出願第６０／６５１，９７６
号の優先権を主張する、２００５年８月２２日に出願された米国特許出願第１１／２０８
，５８４号の一部継続出願であり、２００３年７月１５日に出願された国際特許出願ＰＣ
Ｔ／ＵＳ０３／２１９３０の３５ＵＳＣ§３７１に拠る米国国内出願である、§３７１日
時が２００６年４月４日の米国特許出願第１０／５２２，２１１号の一部継続出願であり
、更に、２００６年６月２６日に出願された米国仮特許出願第６０／８１６，６８１に対
して３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）による優先権を主張するものである。出典を明示すること
により、これらの特許出願に開示された全ての内容は本明細書の開示の一部とされる。
　本発明は、重量のある、貴重な、高価な、及び／又は壊れ易い対象(object)又は機器を
収容した建物を振動させる地震イベント又は他のイベント中、このような対象及び機器の
変位による人的傷害及び財産に対する損傷を回避するのを補助するための遮断(isolation
)フローリング構成要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　こうした機器には、メインフレームコンピュータ及び他のコンピュータ等のコンピュー
タ構成要素、発電機等の電気機器、危険な化学物質を貯蔵するキャビネット（かくして、
起こり得る受傷、爆発、火災、等を阻止する）、芸術作品（例えば彫刻や絵画等であるが
これらに限定されない）、機械類、人間、等が含まれるが、これらに限定されない。損傷
や受傷から保護されるべきものを、本明細書中、集合的に「対象」と呼ぶ。
【０００３】
　地震の揺れ及び損傷は、三つの基本的な種類の弾性波によりもたらされる。これらの弾
性波のうちの二つは、岩石を通って移動できる。これらの三つの弾性波のうちの第１の弾
性波はＰ波である。この波は圧縮波であり、岩石及び流体を通って、移動方向に直線的に
伝播する。この波は最も速く進行する地震波である。第２の波即ちＳ波は、全体として、
Ｐ波よりもゆっくりと移動し、その波の移動は、移動方向に対して直角（上下及び／又は
側方）である。構造に対して最も大きな損傷をもたらすのはＳ波である。
【０００４】
　第３の種類の波は表面波と呼ばれ、地表面に限定される。この種の波は水面のさざ波と
同様に移動する。二種類の表面波がある。第１の表面波はラブ波(Love wave)と呼ばれ、
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側方移動を含むが垂直方向変位がほとんど又は全くなく、Ｓ波と同様である。これらの波
は、実際上全てのエネルギを水平平面内で使用するため、対象に対して大きな損傷をもた
らす。第２の表面波はレイリー波(Rayleigh wave)と呼ばれ、海の波と同様であり、移動
方向に対して垂直平面及び水平平面の両方で変位を生じる。
【０００５】
　Ｐ波及びＳ波は、揺れに更なる効果をもたらす特徴がある。これらの波は、地殻の岩石
層を通って移動するとき、種類が異なる岩石間の界面で反射したり屈折したりする。反射
又は屈折するのがいずれの波であろうと、一方の種類の波のエネルギが他方の種類の波の
エネルギに変換する。例えば、Ｐ波が上方に移動して沖積層の底部に当たったとき、その
エネルギの一部が沖積層を上方にＰ波として通過し、一部が、変換されたＳ波運動として
上方に通過する。このことは、所与の場所での揺れの方向（例えば左右方向、前後方向、
又は斜行方向）を完全に予測するのは通常は不可能であるということを意味する。これは
、波の移動方向及び揺れが加わるおおよその位置における地殻の性質（密度や均質性等）
を含む要因で決まるためである。これは、破壊により波動を発生する欠陥の位置で決まる
。
【０００６】
　従来、地震イベントによる対象の損傷又は受傷をなくすため又は制限するため、二つの
異なる態様の方策が講じられてきた。第１の方法では、特に構造自体について使用され、
予想される最大の地震に耐えるのに十分に強く対象を形成した。しかしながら、最大震度
及び揺れの方向は予想が比較的困難であることに加え、この方法には比較的費用がかかり
、構造内に収容されるべき対象もついて必ずしも適していない。
【０００７】
　第２の方法では、地震波の大部分が対象に加わらないように、対象を振動から遮断する
。特定の場合では、遮断フローリング、例えば「地震遮断フローリング」が使用され、又
は提案された。このようなフローリングは、全体として、スライディングプレートと、低
摩擦エレメントを間に置いてこのプレートに摺動自在に取り付けられた支持フレームと、
支持フレームとプレートとの間で水平方向に配置された複数のばねと、垂直方向に配置さ
れたばねにより支持フレーム上に取り付けられたフロアと、支持フレームとプレートとの
間で垂直方向に配置された多数のダンパーと、通常使用中に垂直なばねを固定するための
ラッチとを含む。
【０００８】
　このようなこれまでのシステムの特定の欠点には、ラッチ手段を解放する最小加速度を
定めるのが困難であるということ、フロアの解放後にラッチ手段を再設定するのが困難で
あるということ、フロアがひとたび水平方向に移動された後にフロアを復元するのが困難
であるということ、垂直なばね上で揺動する危険があるということ、垂直なばねの横方向
剛性を水平なばねに関して無視できないため、水平なばねを形成し、これらのばねの有効
性を概算するのが困難であるということが含まれる。
【０００９】
　イシダ等の米国特許第４，３７１，１４３号には、改良遮断フロアが提案されている。
この遮断フロアは、フローリングの遮断効果を開始するのに必要な最小加速度を予備設定
するための長さ調節手段を含む。これは、部分的には、ばねの長さを調節することによっ
て行われる。フロアは、地震波が加わった後、その通常状態に自動的に戻る。
【００１０】
　ヤマダ等の文献には、基礎とフロアスラブとの間に配置した地震遮断装置が記載されて
いる。この地震遮断装置は、地震の加速度から保護されるべき対象に取り付けられた、オ
イルを含浸した材料で形成された上摩擦プレートと、硬質のクロム又はニッケルのプレー
トで形成された下摩擦プレートと、対象及び基礎に取り付けられた、復元力を提供するた
めの水平に配置されたばねシステムとを含む。対象の応答加速度を更に減少するため、摩
擦プレートのうちの特定のプレートをボールベアリングに代えてもよい。
【００１１】
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　スタール（米国特許第４，８０１，１２２号）には、フロア及びフレームに連結された
ベースプレートを含む地震遮断装置が開示されている。枢動レバー等の可動部材がフレー
ムのばね及びベースプレートに連結されている。対象は、フレームの上に配置される。基
礎及びベースプレートがフレーム及び対象に対して移動することによりレバーが圧縮され
、ばねが延び、これにより、ベースプレートに固定されたアンカーを通して復元力が及ぼ
される。慣性に対する初期抵抗が、ベースプレートとフレームとの間の摩擦によってもた
らされる。この摩擦は、テフロン（テフロン（ＴＥＦＬＯＮ）は登録商標である）又は他
の低摩擦材料を使用することによって低減できる。
【００１２】
　コンド等の米国特許第４，６６２，１３３号には、フロアシステム上に置かれた対象を
地震から遮断するためのフロアシステムが記載されている。このフロアシステムは、基礎
の上に配置したフロアと、このフロアが基礎に対して水平方向に移動できるようにフロア
を支持するための複数の支持部材と、基礎とフロア部材との間に配置された多数の復元デ
バイスとを含む。復元部材は、二対の摺動自在の部材を含む。摺動自在の部材の各対は、
互いに向かって、及び互いから遠ざかるように移動でき、一対の摺動自在の部材が、水平
平面内に互いに直角に配置されている。
【００１３】
　スタイルス等の米国特許第６，３２４，７９５号には、フロアと基礎との間の地震遮断
システムが開示されている。このシステムは、フロアと複数の基礎パッド又は支柱との間
に配置された複数の玉継手を含む。この遮断デバイスでは、フロアは、玉継手の上面上に
配置された硬質エラストマー材料（又はばね）の上方に配置されており、及びかくしてフ
ロアと玉継手との間に挟まれている。玉継手は、フロアの重量の一部を支持する上ソケッ
ト部分と、基礎パッド又は支柱に取り付けられたプレートから上方に突出したボールを形
成する下部分とを含む。フロアは、従って、基礎支柱の下の地面の歪みによる座屈圧力に
合わせて調節できる。しかしながら、開示のデバイスは、加速度に抵抗する態様で水平方
向に移動するように設計されていない。
【００１４】
　フジモトは、コンドのデバイス、並びにフロアから下方に突出したストラットの先端に
、転動ボールが、ボールペンと同様の態様で配置されたデバイスを含む様々なその他のデ
バイスと同様の地震遮断デバイスを開示する。ストラットは、ディッシュ状ボール受け入
れプレートに受け入れられる。ストラットは、所定量の減衰力及び復元力を垂直方向に提
供するため、随意であるが、垂直に配置されたばねに連結されていてもよい。
【００１５】
　バッカーの米国特許第２，０１４，６４３号は、建物用バランスブロックに関する。こ
れは、ベアリングボールが間に位置決めされた向き合った凹状の内面を含み、建物の上部
構造の重量を支持する。
【００１６】
　ケメニーの米国特許第５，５９９，１０６号には、ボールインコーンベアリングが開示
されている。
　本願で引用した全ての特許及びその他の刊行物に開示された全ての内容は、任意の特定
の引用が特定的に且つ明確になされたかどうかに関わらず、本明細書の開示の一部とされ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】米国特許第４，３７１，１４３号
【特許文献２】米国特許第４，８０１，１２２号
【特許文献３】米国特許第４，６６２，１３３号
【特許文献４】米国特許第６，３２４，７９５号
【特許文献５】米国特許第２，０１４，６４３号
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【特許文献６】米国特許第５，５９９，１０６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、地震又は対象を支持する基礎のその他の振動による損傷及び／又は受傷から
対象を保護するための上げ遮断フローリング(raised isolation flooring)システムを提
供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の顕著な特徴では、フローリングはフレームを含み、又はフレームによって支持
されており、フレームは、複数の受台によって基礎の上方に支持されている。フローリン
グに作用する対象の重量は、少なくとも一つの凹状の又は円錐形の表面を含む複数のベア
リングによって支持される。このようなベアリングの各々は、ボールを含む。好ましくは
、ベアリングはボールインコーンベアリングである。フロアを支持するようにシステムを
適合する特定の方法に、多くの態様のうちの任意の態様を加える。これらの多くの態様は
全て、本発明の範疇に含まれる。
【００２０】
　多くの場合、基礎は、構造の地面レベルの連続したコンクリート又は他のスラブを含み
、又はその上に建設されるが、他の実施例では、基礎は、ベースレベルから上方に延びる
一連の支柱又は他の突出部を含んでいてもよい。基礎は、地面レベル以外のレベルに設け
られていてもよい。例えば、「基礎」という用語は、予め設けられたフロア又は注文製作
のフロアを含んでいてもよく、このフロアは、地面レベルに設けられていてもよいし、二
階又はこれよりも上階の構造レベルに設けられていてもよい。
【００２１】
　同様に、本発明では、「フロア」という用語は、何らかの特段の記載のない限り、又は
使用された文脈から明らかでない限り、遮断されるべき対象が置かれた本発明のシステム
の層を意味する。特定の実施例では、フロアは、フレームなしで使用できる、又はフレー
ムを組み込んだ強化プラットホームである。
【００２２】
　かくして、一つの好ましい実施例では、本発明は、地震遮断フローリングシステムにお
いて、
ａ）上面及び下面を各々有する一つ又はそれ以上の水平なフローリングパネルと、
ｂ）前記フローリングパネルを支持するようになったフレームと、
ｃ）前記フレームから垂直方向下方に延びる複数の負荷支持フローリング受台と、
ｄ）複数の地震遮断ベアリングとを含み、これらのベアリングの各々は、下向きの剛性負
荷面を持つ上負荷プレートと、上向きの剛性負荷面を持つ下負荷プレートとを含み、前記
面のうちの少なくとも一方が、凹状又は円錐形のキャビティを形成する凹状負荷面を形成
し、前記プレート間にボールが挟んであり、
【００２３】
　前記ベアリングの各々は、フローリング受台に直接的に又は間接的に固定されており、
パネルの上面に加わった負荷は、前記フレーム、受台、及びベアリングを通して基礎に伝
達される、フローリングシステムである。
【００２４】
　余り好ましくはないけれども完全に機能する実施例では、本発明は、地震遮断フローリ
ングシステムにおいて、
ａ）上面及び下面を各々有する一つ又はそれ以上の水平なフローリングパネルと、
ｂ）前記フローリングパネルを支持するようになったフレームと、
ｃ）複数の地震遮断ベアリングと、
ｄ）基礎から垂直方向上方に延びる複数の負荷支持フローリング受台とを含み、
　このようなベアリングの各々が、下向きの剛性負荷面を持つ上負荷プレート及び上向き
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の剛性負荷面を持つ下負荷プレートを含み、前記面のうちの少なくとも一方が、凹状又は
円錐形のキャビティを形成する凹状負荷面を形成し、前記プレート間に剛性のボールが挟
んであり、
　前記ベアリングの各々の上プレートは、前記フレームに固定されており、前記ベアリン
グの下負荷プレートはフローリング受台に固定されており、前記パネルの上面に加えられ
た負荷は、前記フレーム、ベアリング、及び受台を通して基礎に伝達される、フローリン
グシステムである。
【００２５】
　更に別の実施例では、本発明は、地震遮断フローリングシステムにおいて、
ａ）フロアと、
ｂ）前記フロアから垂直方向下方に延びる複数の負荷支持フローリング受台と、
ｃ）基礎の上に配置された複数の地震遮断ベアリングとを含み、
　このようなベアリングの各々が、下向きの剛性負荷面を持つ上負荷プレート及び上向き
の剛性負荷面を持つ下負荷プレートを含み、前記面のうちの少なくとも一方が、凹状又は
円錐形のキャビティを形成する凹状負荷面を形成し、前記プレート間に剛性のボールが挟
んであり、
　前記ベアリングの各々の上プレートは、前記受台に固定されており、前記パネルの上面
に加えられた負荷は、前記フレーム、ベアリング、及び受台を通して基礎に伝達される、
フローリングシステムである。
【００２６】
　特に好ましい実施例では、フローリングシステムは、基礎とフロア自体との間に空所、
キャビティ、又は空間を形成する。空所は、電力ケーブル及び／又はコンピュータ構成要
素と外部通信デバイスとの間で通信するためのネットワークケーブル又は他のデジタルケ
ーブル等のケーブルや導線を延ばすのに使用できる。空所は、更に、サーバー（例えばマ
ルチブレードサーバー）を含む情報技術（ＩＴ）設備や電子顕微鏡を含む研究設備、又は
高度で繊細なスキャニング機器等を含む医療設備等の厳密な冷却要求がある、壊れ易い電
気機器、電子機器、及びコンピュータを含む設備の対象を冷却するのに十分な空気流を提
供できる。
【００２７】
　本願で特許請求した地震遮断フローリングシステムの重要な利点は、部品点数が最少で
あり、部品それ自体が、検査、製造、設置、及び保守を行う上で簡単であるということで
ある。主としてばね、コイル、レバー、スピンドル、又はケーブルに多くを依存する従来
のフローリングシステムとは異なり、本発明のフローリングシステムは、設置後、機能を
果たすために遮断されるべき対象の質量に基づいて「調整」を行う必要がない。本発明の
最も大きな特徴により、剛性ボールと、このボールによって支持されたフロア及び／又は
フレームとの二つの可動部品しかないという利点が得られる。フロアに対する基礎の移動
を緩衝し即ち減衰するため、例えばゴム、非ゴムエラストマー材料、鋼、等で形成された
弾性ダンパー、コイル、ばね、空気式ショックアブソーバー又はスナッバー等の他の「可
動部品」構成要素を追加してもよいが、従来の遮断フローリングシステムと比較して非常
に簡単であるという、本願で特許請求したフローリングシステムの主要な特徴は保持され
る。
【００２８】
　かくして、本願で特許請求した遮断フローリングシステムでは、横方向振動力が基礎に
加わったとき、遮断されるべき対象の質量による慣性により、ベアリングの上プレートが
下プレートに対して変位する。各ベアリングは、少なくとも一つの、及び好ましくは二つ
の負荷面（一方が上向きの負荷面であり、他方が下向きの負荷面である）を有する。これ
らの負荷面は、凹状の、好ましくは円錐形の窪みを備えている。振動は、負荷プレート間
に挟まれた剛性ボールを中央窪みから変位し、これによりボールは比較的高い高さまで持
ち上げられる。かくして、ボールが横方向に転動し、比較的高い高さまで持ち上げられる
とき、ボールを変位する横方向エネルギの特定の部分が吸収され、位置エネルギ（実質的
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に垂直方向のエネルギ）として蓄えられる。この重力の増大は、次いで、ボールを下方に
転動して中央窪みに戻す重力によって消費され、及びかくして位置エネルギは、部分的に
、横方向「復元」エネルギに再び変換される。
【００２９】
　フローリング（及び設けられている場合にはフレーム）を最初に横方向に移動するのに
必要な振動エネルギの量は、大部分が、窪みの形状（凹状又は円錐形）、窪みの大きさ、
窪みが円錐形である場合には下負荷面の凹所をなした円錐形の傾斜、遮断されるべき対象
の質量及び分布、及び傾斜の変化率等のファクタで決まる。
【００３０】
　別の実施例では、本発明は、地震遮断アクセスフロアアッセンブリを提供する。このア
ッセンブリは、ベースフロアと、このベースフロアに連結されたベアリングプレートと、
このベアリングプレートと重なった遮断プレートと、ベアリングプレートと遮断プレート
との間に配置されており且つこれらのプレートと接触したボールとを含む。フロアプレー
トは遮断プレートに連結されており、ベースフロア又は基礎に対して上げた位置に配置さ
れるアクセスフロアを遮断プレートとともに形成する。特定の実施例では、フレームが遮
断プレートに連結されており、このフレームは、フロアプレートを受け入れて支持でき、
特定の実施例では、フロアプレートがフレームによって支持される。更に、本発明によれ
ば、下部構造がベースフロア又は基礎に取り付けられ、ベアリングプレートが下部構造に
取り付けられており、ベースフロアに対して上げた位置決めに配置される。下部構造は、
一端がベースフロアに連結されており且つ反対端がベアリングプレートに連結された少な
くとも一つの直立した受台を含む。受台は、短縮状態と延長状態との間で調節自在である
。第１キャビティがベアリングプレート内に形成され、第２キャビティが遮断プレート内
に形成され、第１キャビティは第２キャビティと向き合っており、ボールが第１及び第２
のキャビティと接触する。好ましくは、第１及び第２のキャビティは、各々凹状である。
【００３１】
　本発明の更に別の実施例では、ベースフロアと、このベースフロアに連結されたベアリ
ングプレートと、このベアリングプレートと重なった遮断プレートと、ベアリングプレー
トと遮断プレートとの間に配置されており且つこれらのプレートと接触したボールと、遮
断プレートに連結されており、ベースフロアに対して上げた位置に配置されたアクセスフ
ロアを遮断プレートとともに形成する第１フロアプレートとを含む地震遮断アクセスフロ
アアッセンブリが提供される。更に、本発明によれば、フロアが遮断プレートに連結され
、第１フロアプレートがフレームによって支持される。フレームを受け入れるフロアプレ
ートは、遮断プレートに連結され、第２フロアプレートがフロアプレート受け入れフレー
ムによって支持される。下部構造がベースフロアに取り付けられており、ベアリングプレ
ートが下部構造に取り付けられ、ベースフロア又は基礎に対して上げた位置決めに配置さ
れる。下部構造は、一端が基礎又はベースフロアに連結されているか或いはこれと接触し
ており、反対端がベアリングプレートに連結された少なくとも一つの直立した受台を含む
。受台は、短縮状態と延長状態との間で調節自在である。第１キャビティがベアリングプ
レート内に形成され、第２キャビティが遮断プレート内に形成され、第１キャビティは第
２キャビティと向き合っており、ボールが第１及び第２のキャビティと接触する。好まし
くは、第１及び第２のキャビティは、各々、凹状キャビティ及び円錐形キャビティからな
る群から選択される。
【００３２】
　本発明の別の特徴によれば、アイソレータプレート及びフロアプレートが取り付けられ
たアッセンブリが提供される。これらのプレートは、ベースフロア又は基礎に対して上げ
た高さに配置されたアクセスフロアを形成する。アイソレータプレートの各々は、ベース
フロアに連結されたベアリングプレートと重なり、第１キャビティが形成されており、こ
の第１キャビティは、ベアリングプレートに形成された向き合った第２キャビティ上に配
置されたボールと接触する。アイソレータプレートの各々と関連したベアリングプレート
は、ベースフロアに連結された下部構造に取り付けられる。下部構造は、少なくとも一つ
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の受台を含む。受台は、短縮状態と延長状態との間で調節自在である。第１及び第２のキ
ャビティは、各々、好ましくは凹状である。特定の実施例では、フレームが少なくとも一
つのアイソレータプレートに取り付けられており、少なくとも一つのフロアプレートがフ
レームによって支持される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、浅い凹状の円錐形負荷面の半分の断面図であり、この円錐形表面の傾斜
は、その横方向距離の大部分に亘って一定である。
【図２】図２は、ボールインコーンベアリングの分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明の上げ遮断フローリングシステムの一実施例の図である。
【図４】図４は、上端がフレームに取り付けられており且つ他端がボールインコーンベア
リングの上プレートに取り付けられた受台を含む、本発明の一実施例の概略図である。
【図５】図５は、地震等の振動中、本発明の遮断フローリングシステムが基礎に対して動
かないようにフレームをエネルギ吸収エレメントによって減衰する、本発明の別の実施例
の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明は、新規な遮断フローリングシステム、及び高価な及び／又は壊れ易い対象（人
及び財産を含む）を地震又は他の同様の振動活動による受傷及び損傷から保護し、及び／
又はこのような活動中にこのような対象の中断のない作動を可能にするための方法に関す
る。本発明は、かくして、このような対象を地震又は他の巨大な振動エネルギに対して保
護し、又はこのようなエネルギによる損傷を限定的にするための、精密であり且つ簡潔で
あり、対費用効果に優れ、簡単であり且つ実際的な解決策である。
　好ましい実施例では、本発明のフローリングシステムは、建物の上部構造を支持せず、
又は建物上部構造の支持に適していない。
【００３５】
　本願で特許請求するフローリングシステムは、一連の受台によって直接的に又は間接的
に支持される上げ床を含む。本発明の現在の好ましい実施例では、先ず最初に、フローリ
ング上に置かれるべき対象の重量を支持するのに十分に強い材料で形成されたフレームに
よって、フロアを安定的に支持する。フレームで有用な材料の例には、鋼、アルミニウム
、チタニウム、鉄、青銅、ポリマー材料、これらの材料の合金、等が含まれるが、これら
の材料に限定されない。好ましくは、材料は、フレームの組み立て及び分解を現場で行う
ことができ、ベアリングに加わる全負荷を最小に保持するのに十分に軽量である。
【００３６】
　フレームは、フレーム上に配置されるべき対象を適切に支持し、地震時の座屈に耐える
上で十分な構造的支持をフレームに提供する任意の方法（多くの場合、多角形構成である
）で配置されたフレーム部材を使用して形成されていてもよい。本システムが内部に設置
される多くの空間が矩形であるため、フレーム部材は、一般的には、本願の図５に示すフ
レームのように全体に四辺形をなして配置される。しかしながら、平面的又は四面体のい
ずれかの態様で三角形をなして配置されたフレーム部材、又はフレームにその強度を与え
るこの他の幾何学的形態をなして配置されたフレーム部材を含むこの他の構成も可能であ
る。
【００３７】
　強度に対する必要と均衡して、フレーム及びフロアは、最適には、過度に剛性ではない
。地震イベント中にフレームが折れたりばらばらになったりするのは、過剰の剛性により
もたらされる。他方、フレームはある程度撓むことができなければならないけれども、座
屈やたるみ、又はフロアの水平平面の外への大きな移動が起らないように強化してあって
もよい。好ましくは、ボルト、ねじ、ナット、等を使用し、フロアやフレームエレメント
等のフロアのエレメントを、アイソレータベアリングプレートに、及び互いに接合する。
フロアプレートに関し、これらのフロアプレートのうちの特定のプレートは、例えばボル
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ト等を使用して互いに接合又は連結されていてもよいが、他のフロアプレート又はフロア
プレート群は取り外し自在であるように連結されていないままであってもよく、及びかく
してケーブルへのアクセス等を行うためにフローリングの下の空所にアクセスできる。
【００３８】
　現在では余り好ましくない別の実施例では、フレームを追加する必要がないように対象
を十分に良好に支持できるようにフロア自体を実質的に強化してもよい。このような実施
例では、フロア及びフレームは、従って、単一のフローリングユニットに一体化したもの
と考えられ、システムは、この他については、本明細書中に説明したように組み立てられ
且つ使用される。
【００３９】
　本発明の特定の実施例では、本発明の遮断フローリングシステムは、「睡蓮の葉(lily 
pad)」又は「アイランド(island)」のように使用してもよい。かくして、このような特定
の実施例では、従来のモジュール式の上げアクセスフロアシステム（電気ライン、暖房ラ
イン、冷房ライン、及び／又はデータラインを空間又は作業空間内に自在に分配するため
）を、従来の上げアクセスフローリングシステム内に含まれる本発明の遮断フローリング
システムを使用した遮断アイランドを含むように形成してもよい。
【００４０】
　例えば、代表的な上げアクセスフローリングは、複数の四辺形強化パネル、例えば正方
形強化パネルを含んでいてもよい。代表的な実施例では、これらのパネル即ちパネル群は
、格子即ちマトリックス状の構成で土台上に配置した複数の受台によって（例えば各隅部
が）支持される。このようなフローリングは、多くの場合、電気ライン、暖房ライン、冷
房ライン、及び／又はデータライン等のラインを、上げフロア自体に侵入させる必要なし
に、空間又は作業空間内に分配できるようにする上で有用である。下側の空所内のライン
にアクセスするため、一つ又はそれ以上のパネルを取り外すことによってラインを使用す
る。
【００４１】
　かくして、本遮断フローリングシステムは、標準的な上げアクセスフローリングパネル
を取り外し、少なくとも、支持されるべき対象よりも多い「フットプリント」を形成する
ことによって、「アイランド」モードで使用してもよい。この場合、遮断フローリングシ
ステムは、フローリングパネルを取り外すことによって形成された空間内に形成できる。
このような場合には、遮断フローリングシステムのフロアもまた、有利には、パネルから
形成されている。これにより、本遮断フローリングシステムによって、上げアクセスフロ
ーリングの空所内で導線を使用できる。その場合、導線を、遮断フローリングシステム上
に配置した対象に接続できる。
【００４２】
　遮断フローリングシステムの「アイランド」のフロア寸法は、少なくとも、支持される
べき対象の寸法でなければならない。地震時に遮断フローリングを標準的な上げアクセス
フローリングに対して移動できるようにするため、即ち「フローティング」にするため、
アイランドの周囲に隙間を残さなければならない。この隙間の幅は、最適には、少なくと
も、使用されたボールインコーンベアリングの凹状円錐形下負荷面の半径である。好まし
くは、隙間の幅は、最大で、凹状円錐形下負荷面の半径（ｒ１）及び円錐形上負荷面の半
径（ｒ２）の和である（しかし、これを越えてはならない）。このような隙間により、遮
断アイランドは、地震又は他の振動イベント中に全移動範囲を利用できる。一実施例では
、この隙間は、約３０．４８ｃｍ（約１２インチ）であってもよく、他の実施例では、隙
間は、約２０．３２ｃｍ乃至約６０．９６ｃｍ（約８インチ乃至約２４インチ）であって
もよい。
　勿論、本発明の「睡蓮葉」モード又は「アイランド」モードは、従来の基礎の凹所でも
同様に使用できる。
【００４３】
　好ましくは、これに限られないが、本発明の遮断フローリングシステムで使用されるベ
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アリングの凹所をなした凹状の又は円錐形の負荷面の直径は、約１５．２４ｃｍ乃至約３
５．５６ｃｍ（約６インチ乃至約１４インチ）の範囲内にある。これは、部分的には、設
置場所での予想最大震度で決まり、凹状面が円錐形である場合には、円錐形断面の直線状
部分の傾斜で決まる。最も好ましくは、負荷面の直径は、約２０．３２ｃｍ（約８インチ
）、又は約２２．８６ｃｍ（約９インチ）、又は約２５．４０ｃｍ（約１０インチ）、又
は約３０．４８ｃｍ（約１２インチ）である。
【００４４】
　更に、遮断ベアリングの凹状のキャビティが円錐形である場合には、好ましくは、円錐
形断面の直線状部分の傾斜は、約５°乃至約９°の範囲内にある。この場合も、このパラ
メータは、部分的には、設置場所での予想最大震度に基づいて推定できる。有利には、地
震波の方向を予測する必要はない。これは、本発明のフローリングシステムが、単純な前
後方向振動又は側方方向振動でも、斜行波パターン又は円形波パターンを持つ比較的複雑
な波即ち複合波でも同様に良好に機能するためである。フローリング上に置かれるべき対
象の重量の増大並びにフローリング及びフローリングプレート及びエレメント自体の重量
の増大は、これと対応して慣性を増大する。かくして、重量のある対象が載った（負荷が
大きい）遮断フロアは、遮断フローリングシステムを周囲構造と独立して移動する（詳細
には、剛性のボールを中央窪みから移動する）のに比較的大きな振動力を必要とするけれ
ども、ひとたびこのような移動を開始すると、比較的大きな復元力（重力）がこの移動に
対して反作用を及ぼし、対象を休止状態に戻す。かくして、比較的重量のある機器に関し
、円錐形断面は、有利には、良好な効果を得るために比較的浅からず（即ち大きな傾斜を
持つように）形成される。かくして、最適の傾斜角度は、約６°乃至約８°であり、更に
好ましくは、約６．１°乃至約７．７°であり、更に詳細には約７．７°である。本願に
記載したこの角度範囲及び全ての角度範囲、寸法、等は、０．１°単位の全ての中間値並
びに範囲の各端点の値の明示された開示を含むということは理解されよう。現在の好まし
い傾斜角度は、６．１°及び７．７°を含む。一実施例では、６．１°を、２０．３２ｃ
ｍ（８インチ）のディッシュに関して使用してもよい。７．７°の傾斜は、有利には、特
に比較的大きな負荷に関し、３０．４８ｃｍ（１２インチ）のディッシュに関して使用し
てもよい。
【００４５】
　特定の実施例では、本発明の遮断フローリングシステムの第１及び第２の構成要素は、
連結、係合、取り付け、配置、協働等によって互いに直接的に又は間接的に関連していて
もよい。間接的な連結、係合、取り付け等の例には、一つ又はそれ以上の中間構成要素を
前記第１及び構成要素間に設けることが含まれる。例えば、空気式ショックアブソーバー
等のエネルギ吸収体を基礎に間接的に取り付けてもよい。これは、基礎で支持された又は
その他の態様で基礎に安定的に取り付けられたハブに直接的に連結することによって行わ
れる。別の態様では、空気を用いない支持を使用してもよい。
【００４６】
　ボールインコーン(ball-in-cone)ベアリングで使用するボールは、好ましくは、コーテ
ィングが施してない剛性のボールベアリングである。余り好ましくないが、ゴムやエラス
トマーでコーティングしたボールや合成ボール等を使用してもよい。更に、このようなコ
ーティングが施してない低摩擦のボールを、コーティングを施した高摩擦の多数の剛性ボ
ールと組み合わせて使用してもよい。コーティングを施した高摩擦の剛性ボールは、エネ
ルギを摩擦によって吸収するダンパーとして作用する。ボールは、ステンレス鋼、又は少
なくとも約４５３．５９ｋｇ（約１０００ポンド）の重量を支持できる任意の硬質金属又
は合金で形成されていてもよい。同様に、凹所を形成する凹状の又は円錐形の負荷面は、
同様の強固な材料から製造される。
【００４７】
　更に、本発明のフローリングシステムは、好ましくは、地震振動が発生した場合を除い
て大きな移動を生じることなくフローリングを安定的に支持するのに十分な、複数のこの
ようなベアリングを含む。四辺形フロアについて、このことは、全体として、このような
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ベアリングのうちの少なくとも一つが、フレーム（フロアを独立して強化した場合にはフ
ローリング）の四つの隅部の各々に又はその近くに配置されるということを意味する。更
に、使用されるべきベアリングの総数及び分布を計算するときに個々のベアリングの各々
の負荷許容度（例えば４５３．５９ｋｇ（１０００ポンド））及び全フローリング負荷及
びその分配について適正に斟酌し、フレーム及び／又はフローリングが垂れ下がったり座
屈したりしないように追加のベアリングを配置する。これらのベアリングは、フロアに亘
って取り付けられたベアリングのマトリックスを形成する。
　特に好ましい実施例では、本発明のフローリングシステムは、約０．１５ｇ乃至約０．
２０ｇ（ｇは重力加速度）のフロアの加速度でシステムが約３０．４８ｃｍ（約１２イン
チ）変位するように形成されている。
【００４８】
　本明細書中には、更に、遮断フローリングシステム用の減衰システムが開示されている
。このシステムは、基礎に配置されているか或いは何らかの方法で基礎に取り付けられた
、ハブを含む。このハブは、ハブから外方に延び且つ基礎で終端する複数のブレース部材
によって直立位置に支持されている。好ましくは、ブレース部材は、先端がパッドで終端
し、これにより直立位置のハブを安定する。二つ又はそれ以上（好ましくは三つ又はそれ
以上、更に好ましくは四つ又はそれ以上）のエネルギ吸収エレメントがハブから半径方向
外方に延びている。これらのエネルギ吸収エレメントは、基端がフレーム又はフローリン
グに直接的に又は間接的に取り付けられている。好ましくは、各エネルギ吸収エレメント
の先端は、負荷支持受台に取り付けられている。
【００４９】
　本発明のフローリングシステムで使用されるフローリングパネルは、任意の適当な材料
（金属、ガラスファイバ、プラスチック、又は複合材料を含む）で形成されている。フロ
ーリングシステムは一枚のパネルで形成されていてもよく、又は他の実施例では、一枚以
上のパネルで形成されていてもよい。好ましくは、システムは、二枚又はそれ以上のフロ
ーリングパネルで形成されていてもよく、これらのパネルは、好ましくは矩形形状であり
、及びかくして実質的に相互交換自在である。特定のフローリングパネルを、アクセス穴
を含むように変更してもよい。これらのアクセス穴を通して、例えばケーブル、導線、及
び他の材料を、遮断されるべき被支持対象に接続するために供給できる。好ましくは、フ
ローリングパネルは標準的な多角形形状、例えば正方形であってもよく、標準的な大きさ
であってもよい。特に有利な大きさは、約６０．９６ｃｍ×約６０．９６ｃｍ（約２フィ
ート×約２フィート）である。この大きさは、多くの標準的な上げアクセスフロアタイル
の大きさ及び形状である。冷却要求が厳しいコンピュータ、ＩＴ、及び他の機器について
特に適当であるように、本遮断フローリングシステムは、フローリングと基礎との間で循
環する空気の換気及び冷却を可能にする標準的な有孔タイルを使用してもよい。
【００５０】
　本発明の好ましい実施例では、フレームは、地震又は他の振動発生中に電力ケーブルや
データケーブル等のケーブルが周囲構造とともに移動するのでなく、遮断フローリングと
ともに移動するように、ケーブルトレイ、結着具、又は他の固定手段を備えている。これ
により、このような振動の発生中及び発生後に被遮断対象に電力が供給され且つ作動状態
が保持された状態にでき、これらのケーブルに重大な応力や歪が加わる可能性を低減する
。
　崩壊が起らないようにするため、通常は、フレームエレメントを他のフレームエレメン
ト（ブレース等）及びフローリングパネルに連結し、所々で一つ又はそれ以上のフローリ
ングプレートを互いに連結するのが望ましい。好ましい方法では、これらのエレメントは
互いにボルト止めされる。
【００５１】
　遮断フローリングは、ばねやコネクタを含む弾性構成要素及びゴムやプラスチックのベ
ルト等のエラストマー材料、ブレース、又は空気圧ショックアブソーバー等の空気圧構成
要素等のエネルギ吸収減衰エレメントをとともに使用してもよく、又はこれらのエレメン
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トなしで使用してもよい。好ましい実施例では、本発明のフレーム及び／又は受台は一つ
又はそれ以上のエネルギ吸収減衰エレメントによって緩衝される。このようなエレメント
は、例えば、フロア及び／又はフレームを座屈や垂れ下がりから保護し、又はこのような
エレメントが設けられていない場合よりも迅速にフロアをその休止位置に戻す。特に好ま
しい実施例では、ハブが基礎に配置されているか或いは取り付けられており、二つ又はそ
れ以上のエネルギ吸収エレメントがハブ及び受台又はフレームの取り付け位置から半径方
向に連結されている。この実施例では、地震又は他の振動イベント中、ハブが基礎ととも
に移動し、フローリングがこのような移動から遮断される。ハブは、パッド及びストラッ
トを強化することによって直立姿勢に支持できる。
【００５２】
　本遮断フローリングシステムにより、フローリングを基礎の上方に最大約１２１．９２
ｃｍ（約４フィート）、又は約９１．４４ｃｍ（約３フィート）、又は約６０．９６ｃｍ
（約２フィート）、又は約３０．４８ｃｍ（約１フィート）のレベルまで持ち上げること
ができ、又は機器の冷却を行う上で、又は例えば電気ケーブル、データ伝送ケーブル、及
び他のケーブル、導線、又は他のラインを延ばす上で必要なフローリングと基礎との間の
キャビティ又は空所を考慮に入れて、遮断されるべき対象に適した任意の他の高さまで持
ち上げることができる。
　以下の例は、本発明の幾つかの好ましい実施例を例示するものであるが、本発明の範囲
をこれらの実施例に限定しようとするものではない。
【００５３】
　次に図１を参照すると、凹状円錐形下負荷面の浅い円錐形領域の半分の断面及び含まれ
る幾何学的寸法が示してある。円錐形の頂部（２）は、ボールの載止点（Ｃ）である。半
径（ｒ）の剛性ボールが、接触点Ａから接触点Ｂまで移動でき、この接触点Ｂのところで
凹所点（Ｄ）とも接触する。この変位中、ボールの中心点がＪからＫまで移動し、従って
、横方向距離（ｄ）で垂直方向上げ（ｈ）が得られる。休止時の接触角はαであり、上げ
角はδである。距離（ａ）は、休止時の接触半径である。ＣＤと対応する全水平距離は円
錐形半径並びに凹所半径である。線ＡＢが直線状傾斜を形成するため、ベアリングに加わ
る復元力は一定である。即ち、ベースに関する傾斜の一階の微分は定数である。
【００５４】
　図２を参照すると、ボールインコーンベアリングの一実施例の分解図が示してある。図
示のように、ベアリングは、凹状円錐形負荷面を各々有する上プレート（１０）及び下プ
レート（１１）を含み、これらのプレート間に剛性ボール（１２）が挟んである。凹状円
錐形負荷面は、各々、頂部（１７）と、傾斜が実質的に一定の領域（１５）と、凹状周囲
（１６）とを含む。この実施例では、上下のプレートは、フレーム及び／又はフローリン
グ及び基礎の夫々に直接的に又は間接的にボルト止めされる。ボルト止めは、ボルト（１
４）及びプレートに設けられた対応する穴（１３）によって行われる。幾つかの実施例で
は、ベアリングの上プレートは、フレーム又はフローリングから下方に突出した受台にボ
ルト止め等で取り付けられ、及びかくして前記フレーム又はフローリングに間接的に取り
付けられる。他の実施例では、上プレートは、フレーム又はフローリングに直接的に取り
付けられていてもよい。同様に、下プレートは、支柱又は受台等によって基礎に間接的に
取り付けられていてもよいし、基礎に直接的に取り付けられていてもよい。
【００５５】
　図３は、本発明の上げアクセス遮断フローリングシステムの一実施例の図である。この
システムは、一連の受台（２６）によって支持された上げフロア（２０）を含む。これら
の受台（２６）は、基礎（２２）に置いた、又は基礎に取り付けたボールインコーンベア
リング（２４）に取り付けられている。本発明のこの実施例では、フローリングは、例え
ば、複数のコンピュータサーバー又はメインフレーム（２８）を支持する。
【００５６】
　図４は、本発明の現在の好ましい実施例を示す。この実施例では、受台（３６）の下端
には中空チップ（３８）又は他の継手が設けられている。これは、ボール及びコーンベア
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リング（４０）の上ベアリングプレート（４４）に配置されたポスト又はニップル（４６
）を受け入れるためである。ベアリングは、更に、剛性ボール（４２）を含み、このボー
ルは、下ベアリングプレート（４８）に載っている。受台（３２）の上部分は、フロアを
支持するフレーム（３０）に設けられた継手、空所、又は凹所（３４）によって受け入れ
られる。本発明のこの部分の他の実施例は、本開示に照らして当業者に直ちに明かになる
であろう。こうした実施例には、受台のいずれかの端部又は両端がボルト止め等でフレー
ム又はフローリング及び／又は基礎に取り付けられた実施例、又は受台の下端が上ベアリ
ングプレートの凹所に挿入されるようになった実施例が含まれる。
【００５７】
　本発明の他の実施例には、減衰システムが示してある。図５では、フローリングシステ
ムのフレームは、実質的に等間隔に間隔が隔てられた第１フレーム部材（６０）及びこれ
らの部材と交差する等間隔に間隔が隔てられた第２フレーム部材（６２）を含む。第１及
び第２のフレーム部材は、この図では、直角に交差する。ボールインコーンベアリング（
６４）がフレーム及びフローリングを受台（６６）を介して支持する。受台には、ベアリ
ング及びフレームの両方が固定されている。別の受台が、スナッビング(snubbing)手段即
ち緩衝手段によって中央ハブ（７０）とリンクしている。こうした手段は、この場合には
、空気圧ショックアブソーバー（６８）の基端である。空気圧ショックアブソーバーの先
端は、近くの受台に取り付けられている。かくして、このような受台は全て、中央ハブに
よってリンクしている。ハブ自体は、基礎に設けられたストラット（７２）及びパッド（
７４）によって支持されている。
　出典を明示することにより、本明細書中で引用した全ての参考文献、刊行物、及び特許
及び特許出願に開示された全ての内容は本明細書の開示の一部とされる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明を様々な特定の例及び実施例に関して説明したが、本発明はこれらに限定されず
、以下の特許請求の範囲に範疇で様々な態様で実施できるということは理解されるべきで
ある。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　上プレート
　１１　下プレート
　１２　剛性ボール
　１３　穴
　１４　ボルト
　１５　傾斜が実質的に一定の領域
　１６　凹状周囲
　１７　頂部
　２０　フロア
　２２　基礎
　２４　ボールインコーンベアリング
　２６　受台
　２８　メインフレーム
　３０　フレーム
　３２　受台
　３４　凹所
　３６　受台
　３８　中空チップ
　４０　ボール及びコーンベアリング
　４２　剛性ボール
　４４　上ベアリングプレート
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　４６　ニップル
　４８　下ベアリングプレート

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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