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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフロアボード（１、１’）と、これらフロアボード（１、１’）を接合平面（Ｖ
Ｐ）のところで機械的に接合するための係止システムとを備えたフロアボードシステムで
あって、前記フロアボード（１、１’）は、コア（３０）、前側（２、３２）、後側（３
４）、及び向き合った接合縁部分（４ａ、４ｂ）を含み、これらの接合縁部分のうちの一
方の接合縁部分（４ａ）は、上下のリップ（３９、４０）によって画成されており且つ底
端（４８）を持つタング溝（３６）として形成されており、他方の接合縁部分（４ｂ）は
、上方に差し向けられた部分（８）を自由外端に備えたタング（３８）として形成されて
おり、
　前記タング溝（３６）は、前記接合平面（ＶＰ）から見て、開口部、内部分（３５）、
及び内係止面（４５）を持つアンダーカット溝（３６）の形状を有し、　前記下リップ（
４０）の少なくとも幾つかの部分は、前記フロアボードの前記コア（３０）と一体成形さ
れており、
　前記タング（３８）は、二つのこのようなフロアボード（１、１’）を、それらの前側
（４ａ、４ｂ）が同じ表面平面（ＨＰ）内に位置決めされ且つこの平面に対して垂直方向
に差し向けられた接合平面（ＶＰ）のところで出会うように機械的に接合するとき、隣接
したフロアボードのタング溝（３６）の前記内係止面（４５）と協働するように形成され
た係止面（６５）を有する、係止システムにおいて、
　前記タング溝の前記底端（４８）の大部分が、前記表面平面（ＨＰ）と平行に見て、前
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記タング（３８）の前記外端（６９）よりも接合平面（ＶＰ）から所定距離だけ離間した
位置に位置決めされており、
　前記タング溝（３６）の前記内係止面（４５）は、前記タング（３８）の対応する係止
面（６５）と協働するため、前記タング溝の前記アンダーカット部分（３５）内で前記上
リップ（３９）に部分的に形成されており、前記係止面（６５）は、機械的に接合された
二つのボードの前記接合平面（ＶＰ）に対して直交する方向（Ｄ２）での引き離しに抗す
るため、前記タング（３８）の前記上方に差し向けられた部分（８）に形成されており、
　前記下リップ（４０）は、前記タング（３８）の対応する支持面（７１）と協働するた
めの支持面（５０）を前記アンダーカット溝の前記底端（４８）から所定距離離間したと
ころに有し、前記２つの支持面（７１，５０）は、機械的に接合された二つのボードの前
記表面平面（ＨＰ）に対して垂直な方向（Ｄ１）での相対的変位に抗するように協働する
ようになっており、
　前記表面平面（ＨＰ）及び前記接合平面（ＶＰ）の交差点（Ｃ）から見て前記コアに連
結された前記下リップ（４０）の全ての部分が、平面（ＬＰ２）の外側に配置されており
、この平面（ＬＰ２）は、この平面と平行であり且つ前記係止面が前記表面平面（ＨＰ）
に対して最も傾斜した前記タング溝（３６）及び前記タング（３８）の協働する係止面（
４５、６５）に接する係止面（ＬＰ１）よりも、前記点から遠くに配置されており、
　前記接合縁部分（４ａ、４ｂ）の前記上リップ（３９）及び前記下リップ（４０）、及
びタング（３８）は、前記一方のフロアボード（１’）の前記タング（３８）と他方のフ
ロアボード（１）の前記タング溝（３６）とを外すため、一方のフロアボードを前記表面
平面（ＨＰ）と前記接合平面（ＶＰ）との間の交差点に近い枢動中心（Ｃ）を中心として
他方のフロアボードに対して上方に枢動させることによって、機械的に接合された二つの
フロアボードを外すことができるように設計されている、ことを特徴とするフロアボード
システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のフロアボードシステムにおいて、前記接合縁部分（４ａ、４ｂ）の前
記上リップ（３９）及び前記下リップ（４０）、及びタング（３８）は、前記一方のフロ
アボードの前記タングを他方のフロアボードの前記タング溝に接合するため、二つのフロ
アボードが本質的に互いに接触した状態で一方のフロアボードを前記表面平面（ＨＰ）と
前記接合平面（ＶＰ）との間の交差点に近い枢動中心（Ｃ）を中心として他方のフロアボ
ードに対して下方に枢動させることによって二つのフロアボード（１、１’）を接合でき
るように設計されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のフロアボードシステムにおいて、前記アンダーカット溝（３６
）及び前記タング（３８）は、同様のボードに機械的に接合されたフロアボード（１’、
１）を接合平面（ＶＰ）に沿って方向（Ｄ３）に変位できるような設計を備えている、こ
とを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４】
　請求項１、２、又は３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３８）及
び前記アンダーカット溝（３６）は、前記表面平面（ＨＰ）と前記接合平面（ＶＰ）との
間の交差点に近いボードの接合縁部分上の点（Ｃ）のところでボード間に接触を維持しな
がら、一方のボードを他方のボードに対して枢動することにより、一方のボードを他方の
ボードに連結でき及び取り外すことができるように設計されている、ことを特徴とするフ
ロアボードシステム。
【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ボードシステムにおいて、前記タ
ング（３８）及び前記アンダーカット溝（３６）は、前記表面平面（ＨＰ）と前記接合平
面（ＶＰ）との間の交差点に近いボードの接合縁部分上の点のところでボード間に接触を
維持した状態で、一方のボードを他方のボードに対して枢動することにより、前記表面平
面（ＨＰ）から遠ざかる方向に面する前記タング（３８）の側部と前記下リップとの間に
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本質的に接触なしでボードの連結及び取り外しを行うことができるように設計されている
、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項６】
　請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タ
ング（３８）及び前記アンダーカット溝（３６）は、前記表面平面（ＨＰ）と前記接合平
面（ＶＰ）との間の交差点に近いボードの接合縁部分上の点のところでこれらのボード間
に接触を維持した状態で、前記タング（３８）の前記表面平面（ＨＰ）に面する側部及び
前記表面平面（ＨＰ）から遠ざかる方向に面する側部と前記上リップ（３９）及び前記下
リップ（４０）の夫々との間を本質的に線接触させた状態で一方のボードを他方のボード
に対して枢動することによって、ボード（１、１’）の連結及び取り外しを行うことがで
きるように設計されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【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フロアボードシステムにおいて、前記係
止平面（ＬＰ２）とこれと平行な前記平面（ＬＰ１）との間の距離の外側に、前記コア（
３０）に連結された前記下リップ（４０）の全ての部分が配置されており、前記距離は、
前記フロアボードの厚さ（Ｔ）の少なくとも１０％である、ことを特徴とするフロアボー
ドシステム。
【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フロアボードシステムにおいて、前記上
リップ（３９）及び前記タング（３８）の係止面（４５、６５）は、前記表面平面（ＨＰ
）に対し、９０°よりも小さいが少なくとも２０°の角度を形成する、ことを特徴とする
フロアボードシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のフロアボードシステムにおいて、前記上リップ（３９）及び前記タン
グ（３８）の係止面（４５、６５）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、少なくとも３０°
の角度を形成する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【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ボードシステムにおいて、前記ア
ンダーカット溝（３６）及び前記タング（３８）は、前記タング（３８）の前記外端（６
９）が、前記上リップ（３９）及び前記タング（３８）の互いに係合した前記係止面（４
５、６５）から、前記下リップ（４０）及び前記タング（３８）の協働する支持面（５０
、７１）までの本質的に全長に沿って、前記アンダーカット溝（３６）から所定距離のと
ころに配置されるように設計されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３８）の前記外端（
６９）と前記アンダーカット溝（３６）との間で接触した任意の表面部分の寸法は、二つ
のこのようなボード（１、１’）が機械的に接合された場合、垂直平面で前記係止面（４
５、６５）よりも小さい、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、タン
グ（３８）及びタング溝（３６）を持つ縁部（４ａ、４ｂ）は、二つのフロアボードを接
合したとき、これらの縁部（４ａ、４ｂ）間で、前記フロアボードの上側から下側まで計
測して、前記タングを支持する縁部（４ｂ）の縁部表面の最大３０％に沿って表面が接触
するように設計されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【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ボードシステムにおいて、前記
タング（３８）及び前記下リップ（４０）の協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面
（ＨＰ）に対し、平行であるように、又はこれに対して所定角度で差し向けられており、
この角度は、前記アンダーカット溝の前記底端（４８）に最も近い点で互いに係合する支
持面に接し且つ前記ボードを通る断面で見て表面平面（ＨＰ）と接合平面（ＶＰ）とが交
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差する点（Ｃ）ところに中心を持つ円弧への接線と等しいか或いは小さい、ことを特徴と
するフロアボードシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び前記下リ
ップ（４０）の前記協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対して０°乃
至３０°の角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び前記下リ
ップ（４０）の前記協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対して少なく
とも１０°の角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び
前記下リップ（４０）の前記協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し
て最大２０°の角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１７】
　請求項１３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び前記下リ
ップ（４０）の前記協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記支
持面（５０、７１）に接しており且つ前記ボードを通る断面で見て前記表面平面（ＨＰ）
と前記接合平面（ＶＰ）とが交差する点に中心を持つ円弧への接線と本質的に同じ角度に
設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項１８】
　請求項１３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び前記下リ
ップ（４０）の前記協働支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記ア
ンダーカット溝の前記底端に最も近い点で互いに係合する前記支持面（５０、７１）に接
しており且つ前記表面平面（ＨＰ）と前記接合平面（ＶＰ）とが交差する点に中心を持つ
円弧への接線よりも大きい角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステ
ム。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング（３０）及び前記下リップ（４０）の、協働するように設計された前記支持面（５
０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記上リップ（３９）及び前記タング（３
８）の前記協働係止面よりも小さい角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボー
ドシステム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３０）及び前記下リ
ップ（４０）の、協働するように設計された前記支持面（５０、７１）は、前記表面平面
（ＨＰ）に対し、前記上リップ（３９）及び前記タング（３８）の前記協働係止面（５０
、７１）と同じ方向に、しかしこれよりも小さい角度で傾斜している、ことを特徴とする
フロアボードシステム。
【請求項２１】
　請求項１３乃至２０のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前
記支持面（５０、７１）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記係止面（４５、６５）よ
りも少なくとも２０°大きい角度を形成する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）の前記係止面（４５）の部分は、前記支持面（５０、７１）の部分より
も前記タング溝の前記底端（４８）の近くに配置されている、ことを特徴とするフロアボ
ードシステム。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
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上リップ（３９）及び前記タング（３８）の前記係止面（４５、６５）は、少なくとも、
二つのこのようなボードが互いに接合されたときに協働するようになった表面部分内で本
質的に平面である、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３８）は、前記接合
平面（ＶＰ）から見て、前記タング（３８）の前記係止面の外側に配置された案内面を有
し、この案内面の前記表面平面に対する角度は、この係止面よりも小さい、ことを特徴と
するフロアボードシステム。
【請求項２５】
　請求項１乃至２４のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）は、前記上リップの前記係止面（４５）よりも前記タング溝（３６）の
前記開口部の近くに配置された案内面（４２）を有し、この案内面の角度は、前記表面平
面（ＨＰ）に対し、前記上リップの前記係止面（４５）よりも小さい、ことを特徴とする
フロアボードシステム。
【請求項２６】
　請求項１乃至２５のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
下リップ（４０）は、前記接合平面（ＶＰ）から所定距離まで延び、又は好ましくはここ
で終端する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項２７】
　請求項１乃至２６のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
下リップ（４０）は、前記上リップ（３９）よりも短く、前記接合平面（ＶＰ）から所定
距離のところで終端し、前記下リップ（４０）及び前記タング（３８）の前記支持面（５
０、７１）の少なくとも部分は、前記接合平面（ＶＰ）から、前記上リップ（３９）及び
前記タング（３８）の前記傾斜した係止面（４５、６５）よりも大きい距離のところに配
置されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項２８】
　請求項１乃至２７のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング（３８）の前記係止面（６５）は、前記タング（３８）の前記先端（６９）から、
前記フロアボード（１、１’）の前記厚さ（Ｔ）の少なくとも０．１倍の距離のところに
配置されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項２９】
　請求項１乃至２８のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
協働係止面（４５、６５）の垂直方向長さは、前記接合平面（ＶＰ）から前記表面平面（
ＨＰ）と平行に見て、前記アンダーカット（３５）の垂直方向長さの半分よりも小さい、
ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３０】
　請求項１乃至２９のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
係止面（４５、６５）は、前記フロアボードを通る垂直断面で見て、前記フロアボードの
前記厚さ（Ｔ）の最大１０％の寸法を有する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３１】
　請求項１乃至３０のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング（３８）の前記長さは、前記接合平面（ＶＰ）から垂直方向に遠ざかる方向で見て
、前記フロアボードの前記厚さ（Ｔ）の少なくとも０．３倍である、ことを特徴とするフ
ロアボードシステム。
【請求項３２】
　請求項１乃至３１のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タングを支持する前記接合縁部分（４ｂ）及び／又は前記タング溝を支持する前記接合縁
部分（４ａ）は、前記タングの上方に位置決めされており且つ前記表面平面（ＨＰ）から
所定距離のところで終端する凹所（６３）を有する、ことを特徴とするフロアボードシス
テム。
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【請求項３３】
　請求項１乃至３２のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）及び前記タング（３８）は、係止状態で互いに協働する接触面（４３、
６４）を有し、これらの接触面は、前記接合平面（ＶＰ）と前記タング（３８）及び前記
上リップ（３９）の係止面（４５、６５）との間の領域内に配置されており、係止状態で
互いに協働する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記接触面（４３、６４）は本質
的に平面である、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３５】
　請求項３３又は３４に記載のフロアボードシステムにおいて、前記接触面（４３、６４
）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記接合平面（ＶＰ）に向かう方向で上方に傾斜し
ている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３６】
　請求項３３又は３４に記載のフロアボードシステムにおいて、前記接触面（４３、６４
）は、前記表面平面（ＨＰ）と本質的に平行である、ことを特徴とするフロアボードシス
テム。
【請求項３７】
　請求項１乃至３６のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング溝（３６）の前記下リップ（４０）は可撓性である、ことを特徴とするフロアボー
ドシステム。
【請求項３８】
　請求項１乃至３７のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、一方
のボード（１’）を他方のボード（１）に対して上方へ傾けることによって開放できるス
ナップ係止体として形成されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項３９】
　請求項１乃至３８のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前に
敷設したフロアボードを新たなフロアボードに接合するように形成されており、この接合
は、前記係止システムの部分を互いにスナップ嵌めするため、前記前に敷設したフロアボ
ードの前記表面平面（ＨＰ）と本質的に平行に互いに押し付ける移動によって行われる、
ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４０】
　請求項１乃至３９のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
アンダーカット溝（３６）は、断面で見て、漏斗状をなして内方にテーパした外開口部を
有する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４１】
　請求項４０に記載のフロアボードシステムにおいて、前記上リップ（３９）は、その外
縁部に前記表面平面（ＨＰ）から遠ざかる面取り部（４２）を有する、ことを特徴とする
フロアボードシステム。
【請求項４２】
　請求項１乃至４１のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タングは、断面で見て、テーパした先端（６９）を有する、ことを特徴とするフロアボー
ドシステム。
【請求項４３】
　請求項１乃至４２のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング（３８）は、断面で見て、上タング部分（３８ａ）及び下タング部分（３８ｂ）を
持つスプリットチップを有する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４４】
　請求項４３に記載のフロアボードシステムにおいて、前記タング（３８）の前記上タン
グ部分（３８ａ）及び前記下タング部分（３８ｂ）は、材料特性が異なる別の材料で形成
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されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４５】
　請求項１乃至４４のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング溝及び前記タング（３８）は前記フロアボード（１、１’）と一体成形されている
、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４６】
　請求項１乃至４５のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
係止面（４５、６５）は、前記表面平面（ＨＰ）に対し、前記アンダーカット溝の前記底
端（４８）に最も近い点で互いに係合する前記係止面（４５、６５）に接し且つ前記表面
平面（ＨＰ）と前記接合平面（ＶＰ）とが交差する点のところに中心を持つ円弧への接線
よりも大きい角度に設定されている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項４７】
　請求項１乃至４６のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）は前記下リップ（４０）よりも厚い、ことを特徴とするフロアボードシ
ステム。
【請求項４８】
　請求項１乃至４７のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
アンダーカット（３５）と隣接した前記上リップ（３９）の最小厚さは、前記支持面（５
０）と隣接した前記下リップ（４０）の最大厚さよりも大きい、ことを特徴とするフロア
ボードシステム。
【請求項４９】
　請求項１乃至４８のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
支持面（５０、７１）の寸法は、最大で、前記フロアボードの前記厚さ（Ｔ）の１５％で
ある、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５０】
　請求項１乃至４９のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
支持面（４３）の外端のところで前記接合平面（ＶＰ）と平行に計測した前記上リップ（
３９）と前記下リップ（４０）との間の前記タング溝（３６）の寸法は、前記フロアボー
ドの前記厚さ（Ｔ）の少なくとも３０％である、ことを特徴とするフロアボードシステム
。
【請求項５１】
　請求項１乃至５０のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
接合平面（ＶＰ）から計測した前記タング溝（３６）の深さは、前記タング（３８）の前
記対応する寸法よりも少なくとも２％大きい、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５２】
　請求項１乃至５１のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
タング（３８）は、前記上リップ（３９）又は前記下リップ（４０）と異なる材料特性を
有する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５３】
　請求項１乃至５２のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）は、前記下リップ（４０）よりも剛性である、ことを特徴とするフロア
ボードシステム。
【請求項５４】
　請求項１乃至５３のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
上リップ（３９）及び前記下リップ（４０）は、材料特性が異なる材料で形成されている
、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５５】
　請求項１乃至５４のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、前記
係止システムは第２機械式係止体を更に有し、この第２機械式係止体は、
　前記タング（３８）を支持する前記接合縁部分（４ｂ）の下側に形成され、前記接合平
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面（ＶＰ）と平行に延びる係止溝（１４）、及び
　前記ボードの前記接合縁部分（４ａ）に前記タング溝（３６）の下に一体に取り付けら
れており、前記接合縁部分の本質的に全長に沿って延びる係止ストリップであって、二つ
のこのようなボードを機械的に接合するとき、隣接したボード（１’）の係止溝（１４）
に受け入れられる係止構成要素（６）が前記ストリップから突出している、係止ストリッ
プを含む、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５６】
　請求項５５に記載のフロアボードシステムにおいて、前記係止ストリップ（６）は前記
接合平面を越えて突出している、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５７】
　請求項１乃至５６のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、木材
繊維をベースとした材料でできたコアを持つボードに形成されている、ことを特徴とする
フロアボードシステム。
【請求項５８】
　請求項５２に記載のフロアボードシステムにおいて、木製コアを持つボードに形成され
ている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項５９】
　請求項１乃至５８のうちのいずれか一項に記載のフロアボードシステムにおいて、四辺
形であり、対をなして平行な側部を持つ、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項６０】
　請求項５９に記載のフロアボードシステムにおいて、その四つの側縁部分全てに機械式
係止システムが設けられている、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項６１】
　請求項６０に記載のフロアボードシステムにおいて、二つの幅の側縁部分に機械式スナ
ップ係止システムを有する、ことを特徴とするフロアボードシステム。
【請求項６２】
　請求項６１に記載のフロアボードシステムにおいて、前記ボードの二つの反対側の短側
部に設けられた前記機械式係止システムは、互いにスナップ作用で係止するための前記ア
ンダーカット溝（３６）及び前記タング（３８）を有する、ことを特徴とするフロアボー
ドシステム。
【請求項６３】
　フロアボード（１、１’）と、これらフロアボード（１、１’）を接合平面（ＶＰ）の
ところで機械的に接合するための係止システムとを備えた請求項１乃至６２のいずれかに
記載のフロアボードシステムに用いられるフロアボード（１、１’）であって、
　前記フロアボード（１、１’）は、コア（３０）、前側（２、３２）、後側（３４）、
及び向き合った接合縁部分（４ａ、４ｂ）を含み、これらの接合縁部分のうちの一方の接
合縁部分（４ａ）は、上下のリップ（３９、４０）によって画成されており且つ底端（４
８）を持つタング溝（３６）として形成されており、他方の接合縁部分（４ｂ）は、上方
に差し向けられた部分（８）を自由外端に備えたタング（３８）として形成されており、
　前記タング溝（３６）は、前記接合平面（ＶＰ）から見て、開口部、内部分（３５）、
及び内係止面（４５）を持つアンダーカット溝（３６）の形状を有し、　前記下リップ（
４０）の少なくとも幾つかの部分は、前記フロアボードの前記コア（３０）と一体成形さ
れており、
　前記タング（３８）は、二つのこのようなフロアボード（１、１’）を、それらの前側
（４ａ、４ｂ）が同じ表面平面（ＨＰ）内に位置決めされ且つこの平面に対して垂直方向
に差し向けられた接合平面（ＶＰ）のところで出会うように機械的に接合するとき、隣接
したフロアボードのタング溝（３６）の前記内係止面（４５）と協働するように形成され
た係止面（６５）を有する、係止システムにおいて、
　前記タング溝の前記底端（４８）の大部分が、前記表面平面（ＨＰ）と平行に見て、前
記タング（３８）の前記外端（６９）よりも接合平面（ＶＰ）から所定距離だけ離間した
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位置に位置決めされており、
　前記タング溝（３６）の前記内係止面（４５）は、前記タング（３８）の対応する係止
面（６５）と協働するため、前記タング溝の前記アンダーカット部分（３５）内で前記上
リップ（３９）に部分的に形成されており、前記係止面（６５）は、機械的に接合された
二つのボードの前記接合平面（ＶＰ）に対して直交する方向（Ｄ２）での引き離しに抗す
るため、前記タング（３８）の前記上方に差し向けられた部分（８）に形成されており、
　前記下リップ（４０）は、前記タング（３８）の対応する支持面（７１）と協働するた
めの支持面（５０）を前記アンダーカット溝の前記底端（４８）から所定距離離間したと
ころに有し、前記２つの支持面（７１，５０）は、機械的に接合された二つのボードの前
記表面平面（ＨＰ）に対して垂直な方向（Ｄ１）での相対的変位に抗するように協働する
ようになっており、
　前記表面平面（ＨＰ）及び前記接合平面（ＶＰ）の交差点（Ｃ）から見て前記コアに連
結された前記下リップ（４０）の全ての部分が、平面（ＬＰ２）の外側に配置されており
、この平面（ＬＰ２）は、この平面と平行であり且つ前記係止面が前記表面平面（ＨＰ）
に対して最も傾斜した前記タング溝（３６）及び前記タング（３８）の協働する係止面（
４５、６５）に接する係止面（ＬＰ１）よりも、前記点から遠くに配置されており、
　前記接合縁部分（４ａ、４ｂ）の前記上リップ（３９）及び前記下リップ（４０）、及
びタング（３８）は、前記一方のフロアボード（１’）の前記タング（３８）と他方のフ
ロアボード（１）の前記タング溝（３６）とを外すため、一方のフロアボードを前記表面
平面（ＨＰ）と前記接合平面（ＶＰ）との間の交差点に近い枢動中心（Ｃ）を中心として
他方のフロアボードに対して上方に枢動させることによって、機械的に接合された二つの
フロアボードを外すことができるように設計されている、ことを特徴とするフロアボード
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フロアボードを機械的に接合するための係止システム、このような係止システ
ムを持つフロアボード、これらのフロアボードの設置方法、これらのフロアボードの製造
方法、フロアボードを設置するための工具、並びにこのような工具の使用に関する。
【０００２】
【従来の技術】
本発明は、木材をベースとした、通常は木製のコアを持つ、機械的に接合されるようにな
ったフロアボードに特に適している。従って、従来の技術、及び本発明の目的及び特徴の
以下の説明は、この適用分野に関し、とりわけ、長側部並びに短側部が接合された矩形の
寄木フロアに関する。本発明は、フローティングフロア、即ちベースに関して移動できる
フロアに特に適している。しかしながら、本発明は、均質な木製フロア、板状コア又は合
板コアを持つ木製フロア、ベニヤでできた表面及び木材繊維でできたコアを持つフロア、
薄い貼り合わせフロア、プラスチックコアを持つフロア等の現存の全ての種類の硬質フロ
アに使用できるということは強調しておかなければならない。本発明は、勿論、切削工具
で機械加工できる合板やパーティクルボードでできた下張り床等の他の種類のフロアボー
ドでも使用できる。好ましくはないけれども、フロアボードは、その設置後にベースに固
定できる。
【０００３】
〔本発明の技術的背景〕
機械式接合体は、主にその優れた敷設性、接合強度及び接合品質のため、短時間のうちに
市場を大きく専有してきた。以下に更に詳細に説明するＷＯ９４２６９９９によるフロア
及びアロック（アロック（Ａｌｌｏｃ）は登録商標である）の商標で販売されているフロ
アは、従来の接着フロアと比較して大きな利点を有するが、更なる改良が望ましい。
【０００４】
機械式接合システムは、貼り合わせフロアの接合ばかりでなく、木質フロア及び複合フロ
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アの接合を行う上での非常に便利である。このようなフロアボードは、表面、コア、及び
後側に多数の様々な材料を含む。以下に論じるように、これらの材料は、ストリップ、係
止エレメント、及びタング等の接合システムの様々な部品にも含まれる。しかしながら、
例えばＷＯ９４２６９９９又はＷＯ９７４７８３４に従って形成された、水平方向接合部
を提供する一体化ストリップを含み、更に垂直方向接合部を提供するタングを含む解決策
では、ボード材料の機械加工による機械式接合部の形成と関連した材料の無駄のかたちで
費用がかかる。
【０００５】
最適の機能のため、例えば１５ｍｍ厚の寄木フロアは、幅がフロアの厚さとほぼ同じ、即
ち約１５ｍｍのストリップを含まなければならない。約３ｍｍのタングに関し、無駄の量
は１８ｍｍとなる。フロアボードの幅は、通常は約２００ｍｍである。従って、材料の無
駄は約９％となる。一般的には、無駄となる材料の費用は、フロアボードが高価な材料で
できている場合、厚い場合、又はフォーマットが小さく、そのためフロアの１ｍ2 当たり
の接合部の敷設メートル数が大きくなる場合に大きくなる。
【０００６】
特定的には、別に製造したアルミニウム製ストリップの形態のストリップを使用し、これ
をフロアボードに工場で予め固定した場合、材料の無駄を減らすことができる。更に、ア
ルミニウム製ストリップは、多くの用途において、コアから機械加工によって形成したス
トリップよりも良好であり且つ安価な接合システムを提供する。しかしながら、アルミニ
ウム製ストリップは、投資の費用がかなり大きく、このような機械式接合システムを持つ
フロアボード製造できるように現存の従来の生産ラインを変更するためには工場の徹底的
な再構成が必要となるため不利である。しかしながら、従来技術のアルミニウム製ストリ
ップの利点は、フロアボードの開始フォーマットを変更する必要がないということである
。
【０００７】
フロアボード材料を機械加工することによってストリップを製造する場合には逆になる。
かくして、ストリップ及びタングの形成に十分な材料があるようにフロアボードのフォー
マットを調節しなければならない。貼り合わせフロアについて、多くの場合、使用される
装飾紙の幅も変更する必要がある。更に、これらの調節及び変更は全て、製造機器の費用
のかかる変更及び製品の大きな適合性を必要とする。
【０００８】
望ましからぬ材料の無駄及び製造費用、及び製品の適合性に関する上述の問題点に加え、
ストリップには、輸送中及び設置中の損傷の影響が大きいという欠点がある。
【０００９】
要約すると、機械式接合部を低い製造費用で提供する大きな必要があり、これと同時に、
目的は、敷設、取り外し、接合部の品質及び強度に関する現在の優れた性質を維持するこ
とである。従来技術の解決策では、強度及び／又は敷設機能の標準を下げないと価格を下
げることができない。
【００１０】
従って、本発明の目的は、価格を引き下げると同時に強度及び機能を保持することを目的
とした解決策を示すことである。
【００１１】
本発明は、コア、前側、後側、及び両接合縁部分を持つフロアボードから出発する。これ
らの接合縁部分は、一方が上下のリップによって画成された底端を持つタング溝として形
成されており、他方が上方に差し向けられた部分を自由外端に備えたタングとして形成さ
れている。タング溝は、開口部、内部分、及び内係止面を持つアンダーカット溝の形状を
有する。下リップの少なくとも一部はフロアボードのコアと一体成形されており、タング
は、二つのこのようなフロアボードを機械的に接合するとき、隣接したフロアボードのタ
ング溝の内係止面と協働するように設計された係止面を有し、そのため、これらのフロア
ボードの前側は同じ表面平面（ＨＰ）内に配置され、これに対して垂直方向に差し向けら
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れた接合平面（ＶＰ）のところで合一する。この技術は、とりわけ、ドイツ国特許第ＤＥ
－Ａ－３０４１７８１号に開示されている。これを以下に更に詳細に論じる。
【００１２】
しかしながら、その前に、フロアボード及びこれらのフロアボードを互いに機械的に係止
するための係止システムに関する一般的な技術を本発明の背景として説明する。
【００１３】
〔従来技術の説明〕
本発明、並びに本発明が解決しようとする問題点の理解を促し説明するため、ＷＯ９４２
６９９９及びＷＯ９９６６１５１によるフロアボードの基本的構造及び機能の両方を図１
乃至図１７を参照して以下に説明する。適用可能な部分では、従来技術の以下の説明は、
後に説明する本発明の実施例にも適用される。
【００１４】
図３のａ及びｂは、ＷＯ９４２６９９９によるフロアボード１を上方から及び下方からの
夫々で示す。ボード１は矩形であり、上側２、下側３、接合縁部分４ａ及び４ｂを持つ二
つの反対側の長側部、及び接合縁部分５ａ及び５ｂを持つ二つの反対側の短側部を有する
。
【００１５】
長側部の接合縁部分４ａ、４ｂ並びに短側部の接合縁部分５ａ、５ｂは、接合平面ＶＰ（
図２のｃ参照）で出会うように及び、敷設状態でそれらの上側が共通表面平面ＨＰ（図２
のｃ参照）となるように、図１のｃの方向Ｄ２で接着剤を用いずに機械的に接合できる。
【００１６】
ＷＯ９４２６９９９によるフロアボードの一例である図示の実施例（図１乃至図３参照）
では、ボード１は、工場で取り付けられた平らなストリップ６を有する。このストリップ
は、長側部４ａ全体に沿って延び、可撓性弾性アルミニウムシート製である。ストリップ
６は接合縁部分４ａのところで接合平面ＶＰを越えて外方に延びる。ストリップ６は、図
示の実施例に従って機械的に、又は接着剤で、又は何らかの他の方法で取り付けることが
できる。前記文献に記載されているように、フロアボードに工場で取り付けられるストリ
ップについての材料として、何らかの他の金属製のシートやアルミニウム又はプラスチッ
ク製の形材等の他のストリップ材料を使用することもできる。ＷＯ９４２６９９９に記載
されているように、及びＷＯ９９６６１５１に説明されており且つ図示されているように
、例えばボード１のコアを適当に機械加工することによって、ストリップ６をボード１と
一体成形できる。
【００１７】
本発明は、ストリップ又はストリップの一部がコアと一体成形されたフロアボードに使用
でき、このようなフロアボード及びその製造で生じる特別の問題点を解決する。フロアボ
ードのコアは均等な材料で形成されていなくてもよいが、好ましくは、均等な材料で形成
されている。しかしながら、ストリップ６は常にボード１と一体化されている。即ち、ス
トリップ６はボードに形成されているか或いは工場で取付けられていなければならない。
【００１８】
上文中で言及したＷＯ９４２６９９９及びＷＯ９９６６１５１による周知の実施例では、
ストリップ６の幅は約３０ｍｍであってもよく、厚さは約０．５ｍｍであってもよい。
【００１９】
同様であるが短いストリップ６’がボード１の一つの短側部５ａに沿って配置されている
。接合平面ＶＰを越えて突出したストリップの部分には、ストリップ６の全体に沿って延
びる係止エレメント８が形成されている。この係止エレメント８は、接合平面ＶＰに面す
る作用係止面１０をその下部分に備えている。作用係止面１０の高さは、例えば０．５ｍ
ｍである。係止面１０は、敷設時に、隣接したボード１’の向き合った長側部の接合縁部
分４ｂの下側３に形成された係止溝１４と協働する。短側部に沿って設けられたストリッ
プ６’には対応する係止エレメント８’が設けられ、向き合った短側部の接合縁部分５ｂ
には対応する係止溝１４’が設けられている。接合平面ＶＰから遠ざかる方向に向いた係
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止溝１４、１４’の縁部は、係止エレメントの作用係止面１０と協働するための作用係止
面１０’を形成する。
【００２０】
長側部並びに短側部を垂直方向（図１のｃにおける方向Ｄ１）でも機械的に接合するため
、ボード１には、その一方の長側部（接合縁部分４ａ）及びその一方の短側部（接合縁部
分５ａ）に沿って、上側が接合縁部分４ａ、５ａの上リップによって画成されており且つ
下側が夫々のストリップ６、６’によって画成された向き合った横方向開放凹所即ちタン
グ溝１６が更に形成されている。縁部分４ｂ、５ｂには、凹所即ちタング溝１６（図２の
ａ参照）と協働する係止タング２０を画成する上凹所１８が設けられている。
【００２１】
図１のａ乃至ｃは、このような二つのボード１、１’の二つの長側部４ａ、４ｂを、ベー
スＵ上で、ボードを本質的に互いに接触した状態に保持しながら、表面平面ＨＰと接合平
面ＶＰとの間の交差部近くの中心Ｃを中心として枢動させて下方へ傾けることによって、
互いに接合する方法を示す。
【００２２】
図２のａ乃至ｃは、ボード１、１’の短側部５ａ、５ｂをスナップ作用で互いに接合する
方法を示す。長側部４ａ、４ｂは両方法によって接合できるのに対し、先ず最初に第１フ
ロアボード列を敷設した後に行われる短側部５ａ、５ｂの接合は、通常は、長側部４ａ、
４ｂを最初に接合した後にスナップ作用だけで行われる。
【００２３】
新たなボード１’及び前に敷設したボード１を図１のａ乃至ｃに従ってそれらの長側縁部
分４ａ、４ｂに沿って接合しようとする場合、新たなボード１’の長側縁部分４ｂを前に
敷設したボード１の長側縁部分４ａに、図１のａに従って押し付け、その結果、係止タン
グ２０が凹所即ちタング溝１６に挿入される。次いで、ボード１’を、図１のｂに従って
、下張り床Ｕに向かって下方に傾ける。係止タング２０が凹所又はタング溝１６に完全に
入り込むと同時に、ストリップ６の係止エレメント８が係止溝１４にパチンと嵌まる。こ
のように下方に傾けるとき、係止エレメント８の上部分９は、新たなボード１’を前に敷
設したボード１に向かって案内するように作用できる。
【００２４】
図１のｃによる接合位置では、ボード１、１’は、Ｄ１方向並びにＤ２方向でそれらの長
側縁部分４ａ、４ｂに沿って或る程度係止されているが、ボード１、１’は互いに対し、
長側部に沿った長さ方向接合方向に（即ち方向Ｄ３）に変位できる。
【００２５】
図２のａ乃至ｃは、新たなボード１’を前に敷設したボード１に向かって本質的に水平方
向に変位させることによって、ボード１、１’の短側縁部５ａ及び５ｂを方向Ｄ１並びに
方向Ｄ２で機械的に接合する方法を示す。これは、詳細には、ボード１’の長側部を、図
１のａ乃至ｃに従って内方に傾けることによって、前に敷設したボード１に隣接した列を
なして接合した後に行うことができる。図２のａの第１工程では、短側縁部５ａ、５ｂを
互いに合わせることの直接的結果としてストリップ６’が押し下げられるように凹所１６
の面取り面及び係止タング２０が協働する。最終的に互いに合わせているとき、係止エレ
メント８’が係止溝１４’に進入したときにストリップ６’がスナップ嵌めし、その結果
、係止エレメント８’の作用係止面１０、１０’及び係止溝１４’が互いに係合する。
【００２６】
図１のａ乃至ｃ及び図２のａ乃至ｃに示す作業を繰り返すことによって、フロア全体を接
着剤なしで全ての接合縁部分に沿って敷設できる。かくして、上文中に説明した種類の従
来技術のフロアボードは、一般的には、先ず最初に長側部を下に傾けることによって、及
び長側部の係止後に新たなボード１’を前に敷設したボード１の長側部に沿って水平方向
（方向Ｄ３）に変位させることによって短側部を互いにスナップ嵌めすることによって機
械的に接合できる。これらのボード１、１’は、接合部を損傷することなく、敷設と逆の
順序で取り外すことができ、次いで一回以上敷設できる。これらの敷設原理の部分は、本
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発明と関連して適用できる。
【００２７】
最適に機能するため、及び敷設及び取り外しを容易にするため、従来技術のボードは、接
合後、それらの長側部に沿って、係止エレメントの作用係止面１０と係止溝１４の作用係
止面１０’との間に僅かな遊びがある位置をとることができなければならない。しかしな
がら、実際の突き合わせ接合部では、ボードの上側（即ち表面ＨＰ）近くの接合平面ＶＰ
でボード間に遊びは不要である。このような位置を取ろうとする場合には、一つのボード
を他のボードに押し付ける必要がある。この遊びの更に詳細な説明は、ＷＯ９４２６９９
９に記載されている。このような遊びは、隣接したボードの長側部を互いに押し付けた場
合に作用係止面１０、１０’間で０．０１ｍｍ乃至０．０５ｍｍ程度であるのがよい。こ
の遊びにより、係止エレメント８を係止溝１４、１４’に入れてそこに残すのが容易にな
る。しかしながら、上述のように、表面ＨＰと接合平面ＶＰとがフロアボードの上側で交
差する場合にはボード間の接合部には遊びは不必要である。
【００２８】
接合システムにより、随意の側部の接合後の係止位置で、接合縁部に沿った変位を可能に
する。従って、三つの基本的方法の変形例である多くの様々な方法で敷設を行うことがで
きる。
【００２９】
＊長側部を傾け、短側部をスナップ嵌めする。
＊長側部をスナップ嵌めし、短側部をスナップ嵌めする。
＊短側部を傾け、二つのボードを上に傾け、新たなボードを前のボードの短側縁部に沿っ
て変位し、最後に二つのボードを下に傾ける。
【００３０】
最も一般的であり且つ最も安全な敷設方法は、先ず最初に長側部を下に傾け、別のフロア
ボードに係止する方法である。その後、係止位置で第３フロアボードの短側部に向かって
変位を行い、その結果、短側部をスナップ嵌めできる。敷設は、一方の側部、即ち長側部
又は短側部を別のボードに一緒にスナップ嵌めすることによっても行うことができる。次
いで係止位置で、他の側部が第３ボードと互いにスナップ嵌めするまで変位を行う。これ
らの二つの方法は、少なくとも一つの側部をスナップ嵌めする必要がある。しかしながら
、敷設はスナップ作用なしで行うこともできる。第３の変形例は、第１ボードの短側部を
、長側部が第３ボードに既に接合された第２ボードの短側部に向かって最初に内方に傾け
る。このように互いに合わせた後、第１及び第２のボードを僅かに上に傾ける。第１ボー
ドは、第１及び第３のボードの上接合縁部分が互いに接触するまで、その短側部に沿って
上方に傾けた位置に変位され、その後、二つのボードを接合されたまま下に傾ける。
【００３１】
上述のフロアボード及びその係止システムは、市場において、厚さが約０．６ｍｍのアル
ミニウム製ストリップ６を持つ厚さが約７ｍｍの貼り合わせフロアと関連して非常に成功
を収めた。同様に、図４のａ及びｂに示すＷＯ９９６６１５１によるフロアボードの商業
的変形例も成功を収めた。しかしながら、この技術は、寄木フロアを形成するための木材
－繊維ベース材料、詳細には質量のある木材や接着剤で貼り合わせた木質材料でできたフ
ロアボードに特に適した技術ではないということがわかっている。この周知の技術がこの
種の製品に適していない理由の一つは、必要な深さを持つタング溝を形成するために縁部
を機械加工するために大量の材料の無駄が生じることである。
【００３２】
この問題に部分的に対処するため、添付図面のうちの図５のａ及びｂに示す技術を使用で
きる。この技術は、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３３４３６０１号に記載されており且つ示
されている。即ち、両接合縁部分を別体のエレメントで形成し、これらのエレメントを長
側縁部に取り付けるのである。更に、この技術では、高価なアルミニウム形材及びかなり
大きな加工費用が必要である。更に、形材エレメントを縁部に費用効果に優れた方法で取
り付けるのが困難である。しかしながら、図示の形状は、大きな遊びなしでは、上下夫々
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に傾けることによって取り付け及び取り外しを行うことができない。これは、これらの構
成要素が締まり嵌めで製造された場合、構成要素がこれらの移動中に互いにうまく嵌まら
ないためである（図５のｂ参照）。
【００３３】
機械式係止システムを持つフロアボードの別の周知の設計を添付図面のうち図６のａ乃至
ｄに示す。この設計は、カナダ国特許第ＣＡ－Ａ－０９９１６１７号に記載されており且
つ示されている。この機械式係止システムを使用する場合、ボードの長側部を引き離そう
とする全ての力は、ストリップの外端に設けられた係止エレメントによって吸収される（
図６のａ参照）。フロアの敷設時及び取り外し時に、材料は同時に二つの中心を中心とし
て回転させることによってタングを外すことができるように可撓性でなければならない。
全ての表面の間の締まり嵌めにより、係止位置での合理的な製造及び変位を不可能にする
。短側部６ｃには水平方向係止体がない。しかしながら、この種の機械式係止体は、大き
な係止エレメントの設計のため大量の材料の無駄を出す。
【００３４】
ボード用機械式係止システムの一つの更に周知の設計は、英国特許第ＧＢ－Ａ－１４３０
４２９号及び図７のａ及びｂに示してある。このシステムは、基本的には、タング溝の一
方の側部の延長リップに保持フックが追加に設けられ、タングの上側に対応する保持押縁
が形成されたさねはぎ接合部である。このシステムは、フックが設けられたリップがかな
りの弾性を備えていることを必要とし、ボードの接合縁部分を壊さないと取り外しを行う
ことができない。締まり嵌めのため製造が困難であり、接合部の幾何学的形状のため大量
の材料の無駄が出る。
【００３５】
フロアボード用機械式製造システムの別の周知の設計は、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－４２
４２５３０号に開示されている。このような係止システムは、添付図面のうち図８のａ及
びｂにも示してある。この周知の係止システムには幾つかの欠点がある。製造時に大量の
材料の無駄が出るばかりでなく、高品質のフロアで高品質の接合部が所望である場合に効
率的な方法で製造するのが困難である。タング溝を形成するアンダーカット溝は、シャン
ク端ミルを使用してこのミルを接合縁部分に沿って移動することによってしか形成できな
い。かくして、ボードを側縁部から機械加工するために大型の円板状切削工具を使用する
ことができない。
【００３６】
様々な種類のボード、特にフロアボードを機械的に接合するため、無駄となる材料の量が
少なく、製造を効率的に行うことができ、更に木材－繊維ボード材料及び木材をベースと
したボード材料を使用する場合、多くの教示がある。かくして、ＷＯ９６２７７２１（添
付図面のうち図９のａ及びｂ参照）及び日本国特許第ＪＰ３１６９９６７号（添付図面の
うち図１０のａ及びｂ参照）には、材料の無駄が少ししか出ない二種類のスナップ接合部
が開示されているが、これらは上に傾けることによってフロアボードを取り外すことがで
きない。これらの接合システムは、大型の円板状切削工具を使用して効率的に製造できる
が、上に傾けて取り外すと係止システムに重大な損傷が加わるため、ボードを機械的係止
によって再び敷設することができない。
【００３７】
別の周知のシステムは、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－１２１２２７５号に開示されており、
添付図面のうち図１１のａ及びｂに示してある。この周知のシステムはプラスチック材料
製のスポーツ用フロアに適しているが、シャープなアンダーカット溝を形成するために大
型の円板状切削工具を使用することによって製造することができない。更に、この周知の
システムは、アンダーカット溝を取り囲む上下のリップが引き離し時に大きく変形するよ
うに大きな弾性を備えていないと、上に傾けることによって取り外すことができない。従
って、この種の接合部は、高品質の接合部が所望である場合には、木材－繊維をベースと
した材料に基づくフロアボードに適していない。
【００３８】
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傾斜した溝及びタングを持つさねはぎ接合部もまた、米国特許第１１２４２２８号に従っ
て提案されている。添付図面のうち図１２のｃ乃至ｄに示すこの種の接合部により、前に
敷設したボードの斜め上方に差し向けられたタング上で新たなボードを下に押すことによ
って取り付けることができる。新たに敷設したボードを固定するために釘を使用する。こ
れらの釘は、斜め上方に差し向けられたタングの上方でボードを通して斜めに打ち込まれ
る。図１２のａ及びｂによる実施例では、この技術を使用できない。これは、ありつぎ接
合部が使用されているためである。この技術は、材料の無駄が特に少ないが、取り付け及
び取り外しが損傷なしで簡単に行われる高品質の接合部を持つ個々のフロアボードでフロ
ーティングフロアを提供しようとする場合には全く適していない。
【００３９】
ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４１７８１号は、ボードを接合するための、特に、プラス
チック材料製のローラースケーティングリング及びボウリングアレイを製造するための係
止システムを開示し且つ図示する。このような接合システムは、更に、添付図面のうちの
図１３のａ乃至ｄに示してある。このシステムは、ボードの一方の縁部に沿って長さ方向
アンダーカット溝を有し、ボードの反対側の縁部に沿って上方に湾曲した突出タングを有
する。断面では、アンダーカット溝は、平行な表面部分によって画成されており且つボー
ドの主平面に関して平行な第１部分、及び台形又は半台形をなした第２内部分を有する（
添付図面のうち、図１３のａ及びｂ、及び図１３のｃ及びｄの夫々を参照されたい）。断
面では、タングは、互いに対して角度をなした平面が平行な二つの部分を有する。ここで
、ボードの中心に最も近い部分は、ボードの主平面に関して平行であり外自由部分は、ア
ンダーカット溝の台形部分内の対応する表面部分と対応して上方に角度をなしている。
【００４０】
さねはぎ並びにボードの縁部は、二つのこのようなボードを機械的に接合するとき、一方
ではタングの表面部分とアンダーカット溝の対応する表面部分との間でタングの上側及び
外端の全体に沿って、並びにタングの内側平面平行部分の下側に沿って係合がなされ、他
方では、接合されたボードのさねはぎの上下の夫々の縁部表面間で係合がなされるように
設計されている。新たなボードを前に敷設したボードに接合しようとする場合、新たなボ
ードを、角度をなしたタング外部分を前に敷設したボードの溝の外側平面平行部分に挿入
するのに適当な角度で上に傾ける。その後、新たなボードを下に傾けた状態でタングを溝
に挿入する。タングが角度をなした形状をしているため、この挿入及び内方に傾けるのを
行うために溝の第１部分にかなりの量の遊びが必要である。フロア材料のかなりの程度の
弾性が必要である。フロア材料は、文献によれば、プラスチック材料でできていなければ
ならない。敷設接合位置では、タング及びアンダーカット溝の表面の大部分が、タングの
上方に傾いた外部分の下を除き、係合する。
【００４１】
ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４１７８１号による係止システムの重大な欠点は、製造が
困難であるということである。製造方法として、タング溝の台形断面の内部分を形成する
マッシュルーム型シャンク端ミルを使用することが提案されている。このような製造方法
は、特に合理的という訳ではなく、高品質の接合部を持つ壁パネル又は寄木フロアボード
を形成するための木材製のフロアボード又は他のボードの製造に使用しなければならない
場合、許容差が大きいという問題点を生じる。
【００４２】
上述のように、この従来技術の機械式係止システムの欠点は、角度をなしたタングを溝に
挿入するのに、ボード材料にかなりの量の弾性がない場合には、下に傾けるのにタングと
溝との間にかなりの量の遊びが必要であるということである（ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－
３０４１７８１号の図５及び添付図面のうちの図１３のｂを参照されたい）。更に、新た
なボードと前に敷設したボードをタング及び溝の夫々の上方にあるボードの上縁部の近く
で互いに接触するように互いに合わせる際に下方に傾ける運動の枢動中心がこの点に位置
決めされるようにこのように下方に傾けることができない。
【００４３】
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かなり厚味のある木材ボードと関連したドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４１７８１号によ
る従来技術の機械式係止システムの一つのその外の欠点は、新たなボードを前に敷設した
ボードに沿って、敷設位置又は部分持ち上げ位置で変位するのが困難であるということで
ある。これは、これらのボードが大きな表面部分に沿って互いに係合するためである。木
製ボード又は木材繊維をベースとしたボードの機械加工が非常に正確に行われるとしても
、これらの表面部分は、当然のことながら、平滑ではなく、繊維が突出しており、そのた
め摩擦が非常に大きくなる。寄木フロア等を敷設する場合、長いボード（多くの場合、長
さが２ｍ乃至２．４ｍであり、幅が０．２ｍ乃至０．４ｍのボード）及び本質的に天然材
料が使用される。この種の長いボードは反ってしまい、従って、多くの場合完全に浮いた
形状から逸脱してしまう（これらのボードは「バナナ」形状をとる）。このようなとき、
新たに敷設するボード及び前に敷設したボードを短側部でも互いに機械的に合わせるのが
望ましい場合、新たに敷設するボードを前に敷設したボードに沿って変位させるのが更に
困難になる。
【００４４】
ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４１７８１号による機械式係止システムのこの他の欠点は
、木材や木材繊維をベースとした材料でできた高品質のフロアに全く適しておらず、従っ
て、割れが起こらないようにするためにタングと溝との間で垂直方向でぴったりと嵌め込
むことが必要であるということである。
【００４５】
ＷＯ９７４７８３４には、様々な種類の機械式係止システムを持つフロアボードが開示さ
れている。ボードの長側部を互いに係止するようになったこれらの係止システム（上記文
献の図２乃至図４、図２２乃至図２５を参照されたい）は、連結－傾け移動によって取り
付け及び取り外しが行われるように設計されているが、ボードの短側部を互いに係止する
ようになっているもの（図５乃至図１０参照）の大部分は、スナップ係止体によって連結
するために互いに向かって並進的に押すことによって互いに連結されるように設計されて
いるが、ボードの短側部に設けられたこれらの係止システムは壊さないと、又は何れにせ
よ損傷なしで取り外すことができない。
【００４６】
ＷＯ９７４７８３４に開示されており、連結及び取り外しが傾け運動によって行われるよ
うに設計されたこれらのボードの幾つか（ＷＯ９７４７８３４の図２、図３、及び図４、
及び添付図面の図１４のａ乃至ｃを参照されたい）は、一方の縁部に溝を有し、ストリッ
プが、溝の下方で突出しており、接合された二つのボードの上側が出会う接合平面を越え
て延びている。ストリップは、二つの同様のボードを接合できるように、ボードの反対側
の縁部に本質的に相補的に形成された部分と協働するように設計されている。これらのフ
ロアボードの共通の特徴は、ボードのタングの上側及び溝の対応する上境界面が平らであ
り、フロアボードの上側即ち上面と平行であるということである。ボードは、専ら、一方
ではタングの下側に設けられた係止面によって、及び他方では溝の下に設けられた下リッ
プ又はストリップの上側に設けられた係止面によって、接合平面の横方向に引き離されな
いように連結される。更に、これらの係止システムには、接合平面を越えて延びるストリ
ップ部分を必要とするという欠点がある。これにより、溝が形成される接合縁部分内で材
料の無駄を生じる。
【００４７】
ＷＯ９７４７８３４には、更に、円弧状タング及び対応する形態の溝がフロアボードの向
き合った側縁部に設けられた機械式接合システムが開示されている（添付図面のうち、図
１４のｄ及びｅを参照されたい）。このような係止システムを連結するとき、タング先端
を円弧状溝の開口部に向けた後、下方への傾けを開始する。このように下方へ傾けるにあ
たり、タング及び溝の全ての円弧状表面間で大きな表面が接触する。木材や木材繊維をベ
ースとした材料でできた長いボードにこの種の接合システムを使用する場合、滑らかに且
つ簡単に互いに合わせるのが非常に困難である。更に、円弧状表面間及びタングの先端と
溝の底部との間の摩擦のため、接合状態で一方のボードを別のボードに沿って変位させる
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のにかなりの力を必要とする。この従来技術は、上述のドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４
１７８１号に開示された技術よりも確かに良好であるが、多くの欠点がある。
【００４８】
米国特許第２７４０１６７号（添付図面のうち、図１５のａ及び平面を参照されたい）は
、幾つかの寄木タイルを列をなして敷設する時に互いにフック止めされる縁部分が両縁部
に形成された木製の寄木ボード又はタイルを開示する。一方の縁部分には下方に差し向け
られたフックが設けられており、反対側の縁部分には上方に差し向けられたフックが設け
られている。新たな寄木ボードを前に敷設した寄木ボードの下に挿入できるようにするた
め、上方に差し向けられたフックの下側に面取りが施してある。垂直接合平面のところで
接合された寄木ボードは、接合平面の水平方向横方向でだけ固定される。ボードを寄木ボ
ードの上側に対して垂直方向でも固定するため、寄木フロアが配置されるべきベースに前
もって塗り広げた接着剤層を使用する。従って、前に敷設した寄木ボードは、接着剤層を
結合する前にしか持ち上げることができない。従って、実際には、この寄木フロアは、敷
設後にベースに永久的に固定される。
【００４９】
カナダ国特許第ＣＡ－Ａ－２２５２７９１号には、特別設計の溝が一方の長側部に沿って
形成されており且つ他方の長側部に沿って相補的タングが形成されたフロアボードが示し
てあり且つ説明してある。この特許明細書及び添付図面のうち図１６のａ及び平面に示し
てあるように、タング及び溝には丸味が付けてあり、斜め方向上方に角度をなしている。
これにより、敷設してあるボードの近くに配置された新たなボードの持ち上げ及び傾けを
同時に行った後、これらのボードを互いに合わせ且つ下に傾けるのを同時に行う最中に溝
を斜め方向上方に差し向けられたタング上に引き下ろすことによって一方のボードを別の
ボードに接合できる。タング及び溝が相補的に形成されているため、連結が困難であり、
隣接したフロアボードを再び引き離すのが困難である。平面形態をなしていないため、即
ち「バナナ形状」をなしているため、二つのこのようなボードを連結するのが更に困難で
ある。従って、タングを損傷する危険が大きく、また、この設計はタング及び溝の表面間
に大きな摩擦力を生じる。
【００５０】
米国特許第５７９７２３７号には、寄木ボードを接合するためのスナップ係止システムを
開示する。添付図面では、図１７のａは、接合された二つのボードを通る断面図であり、
図１７のｂは、ボードを、残った敷設されたフロアボードに対して上に傾けることによっ
て、このような周知のフロアボードを取り外すことができないということが示してある。
その代わりに、特許明細書の図４のｂに示すように、タングを溝から引き出すため、取り
外されるべきボード及びこのボードが連結された残されるべきボードの両方を持ち上げな
ければならない。このシステムは、上述の米国特許第２７４０１６７号（添付図面のうち
、スナップ１５のａ及びｂを参照されたい）と非常に類似しているが、フック形状上突出
部即ちリップの下に短い下リップが形成されているという点で異なっている。しかしなが
ら、二つのボードを接合するときにタングの下側とこの短いリップの上側との間に隙間が
あるため、この短い下リップには接合効果がない。また、この遊びは図１７のｃに示す取
り外し方法に必要である。確かに、接合システムはスナップ接合部であるが、恐らくは、
敷設したボードを僅かに上に傾けてタングをこのボードのフック状リップの下に置く。こ
の機械式係止システムは、特許明細書に示されているように、大型の円板状切削工具を使
用して製造できる。この係止システムでは、アンダーカット溝がなく、挿入されたタング
に上下のリップが当接し、これを垂直方向及び水平方向の両方で係止する。かくして、溝
は、垂直方向寸法がタングの対応する部分よりも大きい。従って、敷設したフロアは、ベ
ースに向かって及びベースから遠ざかる方向に移動でき、そのため接合部で軋みが生じ、
受け入れることができない垂直方向変位が生じる。係止が不十分であるため、高品質の接
合部を得ることができない。
【００５１】
フランス国特許第ＦＲ－Ａ－２６７５１７４号には、両縁部分が相補的に形成されたセラ
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ミックタイル用の機械式接合システムが開示されている。このような場合、互いから所定
距離のところに取り付けられた別々のばねクリップを使用する。これらのクリップは、隣
接したタイルの縁部分のビードを把持するように形成されている。この接合システムは、
取り外しを枢動によって行うように設計されていない。これは、添付図面のうち図１８の
ａから、及び詳細には図１８のｂで明らかである。
【００５２】
図１９のａ及びｂは、日本国特許第ＪＰ７１８０３３３号に従って金属材料の押出しによ
って形成されたフロアボードを示す。取り付け後にこのようなフロアボードを取り外すこ
とは、図１９のｂから明らかな接合部形状のため、実際上不可能である。
【００５３】
最後に、図２０のａ及びｂは、英国特許第ＧＢ－Ａ－２１１７８１３号に開示された、大
型の断熱壁パネル用の別の周知の接合システムを示す。このシステムは、カナダ国特許第
ＣＡ－Ａ－２２５２７９１号による上述のシステム及び添付図面のうち図１４のｄ及びｅ
に示すＷＯ９７４７８３４のシステムと非常に類似している。このシステムには、最後に
言及したこれらの二つのシステムと同じ欠点があり、特に高品質のフロアの高品質の接合
部が望ましい場合、木材や木材繊維材料をベースとしたフロアボードの効率的製造に適し
ていない。この英国特許による構造は、金属製形材を連結エレメントとして使用し、上に
傾けることによって開放することができない。
【００５４】
この他の従来技術のシステムは、例えば、ドイツ国特許第２００１３３８０Ｕ１号、日本
国特許第ＪＰ２０００１７９１３７Ａ号、ドイツ国特許第ＤＥ３０４１７８１号、ドイツ
国特許第ＤＥ１９９２５２４８号、ドイツ国特許第ＤＥ２０００１２２５号、欧州特許第
ＥＰ０６２３７２４号、欧州特許第ＥＰ０９７６８８９号、欧州特許第ＥＰ１０４５０８
３号に開示されている。
【００５５】
以上の記載から明らかなように、従来技術のシステムは欠点及び利点の両方を有する。し
かしながら、製造技術、材料の無駄、敷設及び取り外し機能に関して最適の係止システム
を持ち、敷設状態で高品質であり、強度があり、且つ機能的であるフロアボードの合理的
生産に非常に適した係止システムはない。
【００５６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、この必要を満たし、フロアボード用の最適の係止システム及びこのよう
な最適のフロアボードを提供することである。本発明の別の目的は、このような係止シス
テムを持つフロアボードの合理的製造方法を提供することである。本発明の更に別の目的
は、従来技術よりも容易に且つ更に合理的に敷設できる新たな設置方法を提供することで
ある。本発明の別の目的は、フロアボードを上に傾けて接合することによってフロアボー
ドの敷設を容易にする工具を提供することである。本発明の更に別の目的は、フロアボー
ドを敷設するためのこのような工具の使用を提供することである。本発明の別の目的は、
以上の説明並びに以下の説明から明らかである。
【００５７】
【課題を解決するための手段】
従って、フロアボード及び開放可能な係止システムは、フロアボードの一方の長側部にア
ンダーカット溝を有し、フロアボードの反対側の長側部に突出タングを有する。アンダー
カット溝は、対応する上方に差し向けられた内係止面をその先端から所定距離のところに
有する。タング及びアンダーカット溝は、枢動移動によって互いに合わせられるように及
び引き離されるように形成されている。枢動の中心は、二つの隣接したフロアボードの表
面平面と共通の接合平面との間の交差部の近くにある。このような係止システムの溝のア
ンダーカットは、最初に溝のアンダーカット部分の内部分を形成した後、溝の開口部の近
くに位置決めされた係止面を形成するように回転シャフトが互いに対して傾斜した円板状
切削工具によって形成される。このようなボードでできたフロアの敷設方法は、新たなボ
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ードを前に敷設したボードと隣接して敷設する工程、新たなボードのタングを前に敷設し
たボードのアンダーカット溝の開口部内に移動する工程、新たなボードを上に傾けると同
時にタングをアンダーカット溝に挿入し、これと同時に新たなボードを下方に最終位置に
まで傾ける工程を含む。
【００５８】
しかしながら、本発明による係止システム、フロアボード、及び敷設方法の特徴は、独立
項に記載されている。従属項には、本発明による特に好ましい実施例が記載してある。本
発明のこの他の利点及び特徴は、以下の説明から明らかである。
【００５９】
本発明の特定の好ましい実施例を添付図面を参照して説明する前に、本発明の基本的概念
、及び強度及び機能についての必要条件を説明する。
【００６０】
本発明は、平行な第１側部対及び平行な第２側部対を持つ矩形のフロアボードに適用でき
る。説明を簡単にするため、下文において、第１対を長側部と呼び、第２対を短側部と呼
ぶ。しかしながら、本発明は正方形のボードにも適用できるということを指摘しておかな
ければならない。
【００６１】
〔高い接合品質〕
高い接合品質という用語は、係止位置でフロアボード間が垂直方向及び水平方向の両方で
ぴったりと嵌まるということを意味する。フロアボードを、負荷が加わっていない状態並
びに通常の負荷が加わっている状態で、非常に大きな目に見える隙間なしで又は接合縁部
分間に高さの差がないように接合しなければならない。高品質のフロアでは、接合隙間及
び高さの差は夫々０．２ｍｍ及び０．１ｍｍ以上であってはならない。
【００６２】
〔接合縁部のところでの回転による下方への傾け及び案内〕
以下の説明から明らかなように、少なくとも一つの側部、好ましくは長側部を下方に傾け
ることによって係止できなければならない。ボードが互いに接触したときにフロアボード
の表面平面と接合平面との間の交差部近く、即ちボードの「上接合縁」近くにある中心を
中心として回転させることにより、下方に傾けることができなければならない。これ以外
の方法では、係止位置でぴったりとした接合縁を持つ接合部を形成できない。
【００６３】
フロアボードが遊びなしで垂直方向で係止された水平位置で回転を終了できなければなら
ない。これは、遊びにより、接合縁間の望ましからぬ高さの差が生じるためである。フロ
アボードを互いに向かって同時に案内し、ぴったりとした接合縁を形成し、バナナ形状、
即ちフロアボードの真っ直ぐな平らな形状からのずれを真っ直ぐにする方法で内方に傾け
ることができなければならない。係止エレメント及び係止溝は、内方への傾け中に互いに
協働する案内手段を備えていなければならない。内方への傾けは、非常に安全に、ボード
が動かなくなったり互いに挟まったりすることなく行われなければならない。ボードが動
かなくなったり互いに挟まったりすると、係止システムが損傷する危険が生じる。
【００６４】
〔接合縁を中心とした上方への傾け〕
フロアボードを外すことができるように長側部を上に傾けることができなければならない
。開始位置のボードは、ぴったりとした接合縁で接合されており、かくして、この上方へ
の傾けは、上接合縁を互いに接触させて、及び接合縁を中心とした回転により行うことが
できなければならない。フロアボードを交換するときばかりでなく、フロアを移動する場
合にもこのように上に傾けることができるのが非常に重要である。多くのフロアボードは
、設置中、扉と隣接して、隅部で、等で試行敷設され、誤った方法で敷設される。接合シ
ステムを損傷することなくフロアボードを容易に外すことができない場合、これは重大な
欠点である。内方に傾けることができるボードは、必ずしも、再び上に傾けることができ
るとは限らない。下に傾けることと関連して、ストリップが通常は僅かに下方に湾曲する
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ため、係止エレメントが後方及び下方に湾曲し、開放する。接合システムに適当な角度及
び半径が形成されていない場合には、ボードは、敷設後、取り外しが不可能であるように
係止される。短側部は、長側部の接合部を上に傾けることによって開放した後、通常は、
接合縁に沿って引き出されるが、上に傾けることによって短側部も開放できるのが有利で
ある。これは、詳細には、ボードが長く、例えば２．４ｍであり、短側部の引出しが困難
である場合に特に有利である。上に傾けることを非常に安全にボードが動かなくなったり
互いに挟まったりすることなく行うことができなければならない。ボードが動かなくなっ
たり互いに挟まったりすると、係止システムが損傷する危険が生じる。
【００６５】
〔スナップ嵌め〕
水平方向スナップ嵌めによって短側部を係止できなければならない。これは、接合システ
ムの部品が可撓性であり且つ曲げることができなければならないということを必要とする
。長側部を内方に傾ける方がスナップ嵌めよりも遙に容易であり且つ迅速である場合でも
、長側部もまたスナップ嵌めできるのが有利である。これは、特定の敷設作業、例えば円
形扉が、ボードを水平方向で接合することを必要とするためである。
【００６６】
〔長側部及び短側部での材料費〕
フロアボードが例えば１．２×０．２ｍである場合、フロア表面の各平方メートルは、長
側部の接合部は短側部の接合部よりも約６倍大きい。従って、大量の材料の無駄及び高価
な接合部材料は、短側部では長側部程重要でない。
【００６７】
〔水平方向強度〕
高い強度を得るためには、係止エレメントは、概して、係止角度が大きくなければならず
、そのため係止エレメントはスナップ作用で外れることがない。係止エレメントは、フロ
アが冬季に低い相対湿度により収縮したために高い引張荷重が加わったときに壊れないよ
うに、高く且つ広幅でなければならない。これは、他方のボードの係止溝に最も近い材料
にも適用される。短側部の接合部は、長側部の接合部よりも強度が高くなければならない
。これは、冬季の収縮中の引張荷重が、長側部に沿ってではなく短側部に沿って短側部接
合部の長さに亘って分配されるためである。
【００６８】
〔垂直方向強度〕
垂直方向負荷が加わるときにボードを平らに保持できなければならない。更に、圧力が加
わって互いに対して移動する表面、平らな上接合縁が軋みを生じるため、接合部が動かな
いようにしなければならない。
【００６９】
〔変位可能性〕
四つの側部全てを係止できるようにするため、新たに敷設するボードは、係止位置で前に
敷設したボードに沿って変位できなければならない。これは、適当な量の力を使用して、
平らなブロック及びハンマーを使用して互いに打ち込むことによって、接合縁を損傷せず
に、及び接合システムに目に見える遊隙を水平方向及び垂直方向で形成することなく、行
われなければならない。変位可能性は、短側部についてよりも長側部で重要である。これ
は、長側部の方が接合部が長く、そのために摩擦が本質的に大きいためである。
【００７０】
〔製造〕
精度及び性能が極めて良好な大型の回転切削工具を使用して接合システムを合理的に製造
できなければならない。
【００７１】
〔計測〕
良好な機能、製造許容差、及び品質は、接合部の輪郭を連続的に計測でき且つ検査できる
ことを必要とする。機械式接合システムの重要な部品は、製造及び計測が容易であるよう
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に設計されなければならない。数百分の一ｍｍの許容差で製造できなければならず、従っ
て、大きな精度で、例えばいわゆる輪郭投影器で計測できなければならない。接合システ
ムが線型切削加工で製造される場合、接合システムは、所定の製造上の許容差を除き、縁
部全体に亘って同じ輪郭を有する。従って、接合システムは、フロアボードから鋸断する
ことによって幾つかの試料を切り出し、輪郭投影器又は計測顕微鏡でこれらの試料を計測
することによって大きな精度で計測できる。しかしながら、合理的製造には、接合システ
ムを迅速に且つ容易に非破壊法で、例えばゲージを使用して計測できることが必要とされ
る。これは、係止システムの重要部品ができるだけ少数である場合に容易に行われる。
【００７２】
〔長側部及び短側部の最適化〕
フロアボードを最適に最小の費用で製造するため、長側部及び短側部を上文中に説明した
様々な特徴に関して最適にしなければならない。例えば、長側部は、下に傾けること、上
に傾けること、配置性及び取り外し性について最適でなければならず、これに対して短側
部はスナップ嵌め及び高い強度について最適でなければならない。かくして、最適に設計
されたフロアボードは、長側部及び短側部に様々な接合システムを備えていなければなら
ない。
【００７３】
〔接合縁を横方向に移動する可能性〕
木材をベースとしたフロアボード及び全体に木材繊維を含むフロアボードは、相対湿度の
変化に従って膨潤し収縮する。膨潤及び収縮は、通常は上方から始まり、従って、表面層
が、接合システムの一部を形成するコアよりも大きく移動できる。上接合縁が持ち上がっ
たり、膨潤の程度が大きい場合に圧壊したりしないようにするため、乾燥時に接合部の隙
間が持ち上がったりしないようにするため、接合システムは、膨潤及び収縮を補償する移
動が可能であるように形成されている。
【００７４】
〔従来技術のシステムの欠点〕
図４のａ及びｂは、傾けて互いにスナップ嵌めできる突出ストリップを持つアロック（ア
ロック（Ａｌｌｏｃ）は登録商標である）オリジナル及びアロックホーム型の従来技術の
システムを示す。
【００７５】
図９乃至図１６による従来技術のシステムは、機械加工が施された突出したストリップを
持つ機械式係止システムよりも少ない無駄で機械式接合部を形成できる。しかしながら、
これらは全て上文中に言及した必要条件を満たさず、本発明が解決しようとする問題点を
解決しない。
【００７６】
図７、図９、図１０、図１１、図１２、図１８、図１９によるスナップ接合部は、係止及
び開放を接合縁の上部分を中心とした枢動によって行うことができず、図８、図１１、図
１９による接合部は、工具直径が大きい回転式切削工具でボード材料を機械加工すること
によって合理的に製造することができない。
【００７７】
図１２のａ及びｂによるフロアボードは、傾けたりスナップ嵌めすることができないが、
先ず最初に接合縁と平行に押すことによって挿入しなければならない。図１２のｃ及びｄ
による接合部は、スナップ嵌めできない。内方に傾けることができるが、その場合、接合
システムの遊びが大きくなり過ぎる。上下の係合面が平行であるため、垂直方向での強度
が小さい。接合部は、更に、製造が困難であり且つ係止位置での変位が困難である。これ
は、自由表面を全く含まないためである。更に、斜め方向上方に延びるタングの上からフ
ロアボードに斜めに打ち込んだ釘を使用してベースに釘付けすることが示唆されている。
【００７８】
図６のｃ及びｄ、図１５のａ及びｂ、及び図１７のａ及びｂによる接合システムは、垂直
方向係止体を持たない、即ち、ボードの上側に対して垂直方向に移動できる接合部の例で
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ある。
【００７９】
図１４のｄ及びｅによる内方に傾ける接合部には多くの欠点がある。これは、この接合部
が、ぴったりと嵌着しなければならず、タング及び溝の上下の部品が、上接合縁のところ
即ち接合部と表面平面との間の交差部に中心を持つ円弧をなして移動するという原理に従
って製造され且つ構成されているためである。この接合部は、必要な案内部品を備えてお
らず、接合部は設計が正しくなく、係合面が大きすぎるため、一緒に傾けるのが困難であ
る。そのため、内方に傾けているときにいわゆる引出し作用を被る。水平方向での強度が
低過ぎる。これは、低い上係止角度が低く、及び上下の係合面間の角度の差が小さ過ぎる
ことで決まる。更に、タング溝の前方及び上方で上に向かって角度をなした部分が、高品
質の接合システムに必要とされる力に対処するには小さ過ぎる。タングと溝との間の接触
表面が大き過ぎるため、必要な接触なしの自由表面がなく、接合部全体をぴったりと嵌着
させるための必要条件のため、接合縁に沿ったフロアボードの横方向変位がかなり困難に
なり、更に、良好な許容差の差を達成する可能性を以て合理的に製造するのが困難である
。
【００８０】
図１６のａ及びｂによる接合システムは、材料をかなりの程度に変形させないと互いに傾
けることができない設計を有する。これは、フロアに適した通常のボード材料では不可能
である。また、この場合には、タング及び溝の全ての部品が互いに接触する。これは、係
止位置でのボードの横方向変位を困難にし又は不可能にする。又は、全ての表面が互いに
接触しているため、合理的な機械加工が不可能である。スナップ嵌めも行うことができな
い。
【００８１】
図６のａ及びｂの接合システムは、二つの枢動中心を中心として同時に移動するように形
成されているため、互いに傾けることができない。タング溝で水平方向で係止されていな
い。全ての表面は互いに締まり嵌めで接触している。実際には、接合システムの変位及び
製造を合理的に行うことができない。図６のｃ及びｄに示す係止システムを備えて使用す
るようになっており、このシステムは、ボードの隣接した垂直方向に設定された縁部に形
成され、連結の目的で横方向に変位させることを必要としない。
【００８２】
図８のａ及びｂによる接合システムは、工具直径が大きな回転切削工具で製造できないタ
ング溝を有する。これはスナップ嵌めできず、初期応力及びストリップの垂直方向外部分
と隣接した締まり嵌めによって、横方向に変位しないように構成されている。
【００８３】
図５のａ及びｂによる接合システムは、二つのアルミニウム製形材を含む。タング溝を形
成するための工具直径が大きな回転切削工具による製造は不可能である。この接合システ
ムは、新たなボードの上接合縁を前に敷設したボードの上接合縁と接触した状態に保持す
ることによって、新たなボードを内方に傾けることができないように形成されており、そ
のため、内方への傾けは、接合平面及び表面平面との間の交差部のところにある枢動中心
を中心として行われる。この従来技術のシステムを使用する場合に内方に傾けることがで
きるようにするためには、高品質の美観に優れた接合部を必要とする通常のフロアボード
で受け入れられるよりも大きなかなりの遊びを設けるのが必要である。図１３のａ乃至ｄ
による接合システムは、タングの外部分及びタング溝の大きな表面部分に亘って接触する
ことを必要とするため、製造が困難である。更に、これにより係止位置での横方向変位が
困難になる。この接合部形状は、上接合縁を中心として上に傾けるのを不可能にする。
【００８４】
〔本発明〕
本発明は、適当な製造方法を使用することによって、本質的には機械加工及び工具直径が
ボードの厚さよりもかなり大きい工具を使用することによって、最新の形状を、合理的に
高い精度で、木材、木材をベースとしたボード、及びプラスチック材料で形成できるとい
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う第１の理解に基づく。この種の機械加工は、タング溝で、接合平面から所定距離のとこ
ろで行うことができる。かくして、接合システムの形状を、非常に小さな許容差で行うこ
とができなければならない合理的生産に適合させなければならない。しかしながら、この
ような適合は、フロアボード及び係止システムの他の重要な特徴を犠牲にせずに行うこと
はできない。
【００８５】
本発明は、更に、最適の機能のために機械式接合システムによって満たさなければならな
い必要条件についての知識に基づく第２の理解に基づく。この理解により、これらの必要
条件は、従来知られていなかった方法で、即ちａ）例えばシステムの様々な部分間の特定
の角度、半径、遊び、自由表面、及び比に関する接合システムの設計、及びｂ）圧縮、延
伸、曲げ、引張強度、及び圧縮強度等のコアの材料特性の使用の組み合わせによって満た
すことができる。
【００８６】
本発明は、更に、接合システムを低価格で提供できると同時に、機能及び強度を保持でき
、又は場合によっては、機能及び強度を製造技術、接合部設計、材料の選択、及び長側部
及び短側部の最適化によって改善できるという第３の理解に基づく。
【００８７】
本発明は、接合システム、製造技術、及び計測技術を開発し、許容差小さいことを必要と
する重要な部品ができるだけ少数であるようにこれらを調節しなければならず、更に、連
続的製造で計測及び検査を行うことができるように設計しなければならないという第４の
理解に基づく。
【００８８】
本発明の第１の特徴によれば、かくして、フロアボードの四つの側部全てを、第１垂直方
向Ｄ１、第２水平方向Ｄ２、及び第２水平方向に対して垂直な第３方向Ｄ３で、他のフロ
アボードの対応する側部に独自の係止システムで機械的に接合するための係止システム及
びこのような係止システムを持つフロアボードが提供される。
【００８９】
フロアボードは、取り外し可能な機械式接合システムを二つの側部に備えているのがよい
。この機械式接合システムは、周知の種類のシステムであり、係止位置で横方向に変位で
き、上接合縁を中心として内方に傾けることによって、又は水平方向スナップ嵌めによっ
て係止できる。フロアボードは、他の二つの側部に本発明による係止システムを備えてい
る。フロアボードは、更に、本発明による係止システムを四つの側部全てに備えていても
よい。
【００９０】
かくして、フロアボードの少なくとも二つの反対側に本発明に従って設計された接合シス
テムが設けられている。この接合システムは、タング及び上下のリップによって画成され
たタング溝を有する。タングは、その外上部分に上方に差し向けられた部分を有し、タン
グ溝の内上部分にはアンダーカットが設けられている。タングの上方に差し向けられた部
分及び上リップに設けられたタング溝のアンダーカットは、接合平面に対して横方向の方
向Ｄ２で水平方向に分離しないように協働する係止面を有する。タング及びタング溝は、
更に、接合平面と平行な方向Ｄ１で垂直方向に分離しないようにする協働支持面を有する
。このような支持面は、少なくとも、タングの下部分に、及びタング溝の下リップ上に設
けられている上部分では、協働係止面は上支持面として役立つが、タング溝の上リップ及
びタングは、有利には、別の上支持面を更に備えていてもよい。タング、タング溝、係止
エレメント、及びアンダーカットは、直径がフロアボードの厚さよりも大きい工具を使用
した機械加工によって製造できるように設計されている。タングは、接合平面と表面平面
との交差部の近くを回転の中心とした内方への傾け移動によって、その上方に差し向けら
れた部分をタング溝及びそのアンダーカットに挿入でき、更に、フロアボードをその上接
合縁が隣接したフロアボードの上接合縁部分と接触した状態で上方に枢動させ即ち傾けた
場合、タング溝からタングを外すことができる。接合部の製造、計測、内方への傾け、上



(24) JP 4405149 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

方への傾け、及び長さ方向での横方向変位を容易にし、及び軋みが起こらないようにし、
フロア材料の膨潤／収縮による問題点を減少する目的で、接合システムは、内方に傾ける
最中及び係止位置の両方で互いに接触しない表面で形成されている。
【００９１】
本発明の第２の特徴によれば、フロアボードは、本発明による接合システムを備えた二つ
の縁部分を有し、この場合、タング及びその上方に差し向けられた部分の両方を、フロア
ボードの接合平面と表面平面との間の交差部の近くの上接合縁部が互いに接触した状態で
、この点近くの枢動中心を中心として枢動が行われるように保持することによって、下に
傾けること及び上に傾けることの夫々によって、タング溝及びそのアンダーカットに挿入
でき、又はタング溝から外すことができる。更に、水平方向変位によって、本質的にはタ
ング溝の下部分を曲げ、タングの係止エレメントを係止溝にスナップ嵌めすることによっ
て、係止システムを互いにスナップ嵌めできる。別の態様では、又は更に、フロアボード
の長側部の接合後に短側部でのこのようなスナップ嵌めを容易にするため、タングを可撓
性にできる。かくして、本発明は、更に、上接合縁が互いに接触した状態で上に傾けるこ
とによって解放できるスナップ接合部に関する。
【００９２】
本発明の第３の特徴によれば、フロアボードは、本発明に従って形成された接合システム
を持つ二つの縁部分を有する。この場合、タングは、ボードが上に傾けた位置に保持され
ている状態でタング溝にスナップ嵌めでき、次いで上接合縁を中心とした枢動によって下
に傾けることができる。上に傾けた位置では、タングは、この位置のボードをタング溝に
、上接合縁が互いに接触するまで並進移動で移動させることによってタング溝に部分的に
挿入され、その後、タング及びタング溝の最終接合を行うため、及び互いに係止するため
に下に傾ける。上リップのアンダーカットの設計時に自由度を大きくできるように、下リ
ップは上リップよりも短くてもよい。
【００９３】
本発明の複数の特徴は、本明細書中に説明した好ましい係止システムと組み合わせたこれ
らの特徴を持たない周知のシステムに適用できる。
【００９４】
本発明は、更に、上接合縁を互いに接触させた状態で内方に傾け、接合部構成要素の曲げ
を最小にしてスナップ嵌めするさねはぎ接合部について満たされるべき基本的原理を説明
する。本発明は、更に、大きな強度を得るため、及び傾け方法、及びスナップ嵌め方法、
並びに敷設方法と関連した費用を低くするために材料特性をどのように使用できるのかを
説明する。
【００９５】
次に、本発明の様々な実施例を示す添付図面を参照して本発明の様々な特徴を以下に詳細
に説明する。図１及び図２の従来技術のボードの部品と等価の本発明のボードの部品には
、全図に亘って同じ参照番号が付してある。
【００９６】
【発明の実施の形態】
本発明による機械式係止システムを備えたフロアボード１、１’の第１の好ましい実施例
を図２１ａ及び図２１ｂを参照して以下に詳細に説明する。理解を促すため、接合システ
ムを概略に示す。以下に説明する他の好ましい実施例で良好な機能を得ることができると
いうことを強調しておかなければならない。
【００９７】
図２１ａ及び図２１ｂは、ボード１の長側縁部分４ａと、これと向き合った別のボード１
’の長側縁部分４ｂとの間の接合部を通る断面を概略に示す。
【００９８】
ボードの上側は、本質的に、共通の表面平面ＨＰに位置決めされており、接合縁部分４ａ
、４ｂの上部分は垂直方向接合平面ＶＰで互いに係合する。機械式係止システムは、ボー
ドを垂直方向Ｄ１及び接合平面ＶＰに対して垂直方向に延びる水平方向Ｄ２の両方で互い
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に対して係止する。しかしながら、フロアを並置ボード列をなして敷設する際、一方のボ
ード（１’）を他方のボード（１）に沿って、接合平面ＶＰに沿って方向Ｄ３（図３のａ
参照）に変位できる。このような変位は、例えば、同じ列に位置決めされたフロアボード
を互いに係止するために使用できる。
【００９９】
垂直平面ＶＰと垂直であり且つ水平平面ＨＰと平行な二つの接合縁部分を接合するため、
フロアボードの縁部は、それ自体周知の方法で、接合平面ＶＰの内側のフロアボードの一
方の縁部分４ａにタング溝３６を有し、接合平面ＶＰを越えて突出したタング３８が他方
の接合縁部分４ｂに形成されている。
【０１００】
この実施例では、ボード１はコア即ち木製コア３０を有する。このコアは、その前側に木
製表面層３２を備え、その後側にバランス層３４を備えている。ボード１は矩形であり、
二つの平行な短側部に第２機械式係止システムを更に有する。幾つかの実施例では、この
第２係止システムは長側部の係止システムと同じ設計を備えていてもよいが、短側部に設
けられた係止システムは、本発明による別の設計であってもよいし従来周知の機械式係止
システムであってもよい。
【０１０１】
例示の非限定的例として、フロアボードは、厚さが１５ｍｍ、長さが２．４ｍ、そして幅
が０．２ｍの寄木型であってもよい。しかしながら、本発明はサイズが異なる正方形寄木
ボードにも使用できる。
【０１０２】
コア３０は、安価の種類の木材でできた狭幅の木質ブロックでできた板状型であってもよ
い。表面層３２の厚さは３ｍｍ乃至４ｍｍであるのがよく、装飾的種類の広葉樹材ででき
ており、ニスが塗被してある。後側のバランス層３４は、２ｍｍのベニヤ層でできている
のがよい。幾つかの場合では、フロアボードの個々の部分内を最適の特性にするため、フ
ロアボードの様々な部分に様々な種類の木材を使用するのが有利である。
【０１０３】
上述のように、本発明による機械式係止システムは、フロアボードの一方の接合縁部分４
ａに設けられたタング溝３６、及びフロアボードの向き合った接合縁部分４ｂに設けられ
たタング３８を有する。
【０１０４】
タング溝３６は上下のリップ３９、４０によって画成され、二つのリップ３９、４０間に
開口部を持つアンダーカット溝の形態を有する。
【０１０５】
タング溝３６の様々な部品は、図２１のｂで最もよくわかる。タング溝は、コア即ちコア
３０に形成されており、フロアボードの縁部から延びている。上方に表面平面ＨＰまで延
びる上縁部分即ち接合縁表面４１がタング溝の上方に設けられている。この実施例におい
て表面平面ＨＰと平行な上係合面即ち上支持面４３がタング溝の開口部内に設けられてい
る。この係合面即ち上支持面は、水平平面ＨＰに対して係止角度Ａをなす傾斜係止面４５
に続く。この係止面の内側には、タング溝のアンダーカット部分３５の上境界面を形成す
る表面部分４６が設けられている。タング溝は、下リップ４０まで下方に延びる底端４８
を有する。下リップの上側には、係合面即ち支持面５０が設けられている。下リップの外
端には接合縁表面５２が設けられ、これは、この場合、接合平面ＶＰを僅かに越えて延び
ている。
【０１０６】
タングの形状もまた、図２１のｂで最もよくわかる。タングは、コア即ちコア３０の材料
で形成されており、この接合縁部分４ｂを隣接したフロアボードの接合縁部分４ａに機械
的に接合するとき、接合平面ＶＰを越えて延びる。接合縁部分４ｂは、更に、接合平面Ｖ
Ｐに沿って下方にタング３８の根元まで延びる上縁部即ち上接合縁表面６１を有する。タ
ングの根元の上側には上係合面即ち上支持面６４が設けられ、これは、この場合、タング
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の先端近くの上方に差し向けられた部分８の傾斜した係止面６５まで延びている。係止面
６５は案内面部分６６を通り、タングの上方に差し向けられた部分８の上面６７で終端す
る。表面６７の後、案内面６８として役立つ面取り部が設けられている。これは、タング
の先端６９まで延びている。先端６９の下端には、斜め方向下方にタングの下縁まで、即
ち係合面即ち支持面７１まで延びる別の案内面７０が設けられている。支持面７１は、二
つのこのようなフロアボードを機械的に接合するとき、これらフロアボードの上側が同じ
表面平面ＨＰ内に位置決めされ、この表面平面に対して垂直な接合平面ＶＰのところで出
会い、ボードの上接合縁表面４１及び６１が互いに係合するように、下リップの支持面５
０と協働するようになっている。タングは、下側まで延びる下接合縁表面７２を有する。
【０１０７】
この実施例では、タング溝内及びタング上の夫々に別々の係合面即ち即支持面４３、６４
が設けられ、これらは係止状態で互いに係合し、下リップ及びタングの夫々に設けられた
下支持面５０、７１と協働し、表面平面ＨＰに対して垂直な方向Ｄ１で係止する。以下に
説明するこの他の実施例では、係止面４５及び６５の両方を、表面平面ＨＰと平行な方向
Ｄ２で互いに係止するための係止面として、及び表面平面に対して垂直な方向Ｄ１での移
動に抗する支持面として使用する。図２１のａ及びｂによる実施例では、係止面４５、６
５及び係合面４３、６４は、システムの上支持面として協働する。
【０１０８】
添付図面から明らかなように、タング３８は接合平面ＶＰを越えて延び、上方に差し向け
られた部分８をその自由外端即ち先端６９に有する。タングは、二つのこのようなフロア
ボードを機械的に接合するとき、これらのフロアボード前側が同じ表面平面ＨＰに位置決
めされ、表面平面に対して垂直方向に差し向けられた接合平面ＶＰで出会うように、隣接
したフロアボードのタング溝３６の内係止面４５と協働するように形成された係止面６５
を更に備えている。
【０１０９】
図２１のｂから明らかなように、タング３８は、係止面５１と接合平面ＶＰとの間に表面
部分５２を有する。二つのフロアボードを接合するとき、表面部分５２は上リップ８の表
面部分４５と係合する。内方への傾けやスナップ嵌めによるアンダーカット溝へのタング
の挿入を容易にするため、タングは、図２１のａ及びｂに示すように、係止面６５と表面
部分６７との間に面取り部６６を有する。更に、タングの表面部分６７と先端６９との間
に面取り部６８が配置されているのがよい。面取り部６６は、表面平面への傾斜角度が係
止面４３、５１の傾斜角度Ａよりも小さい案内部分として役立つ。
【０１１０】
タングの支持面７１は、この実施例では、表面平面ＨＰと本質的に平行である。タングは
、この支持面とタング先端６９との間に面取り部７０を有する。
【０１１１】
本発明によれば下リップ４０の支持面５０は、アンダーカット溝の底端４８から所定距離
のところでタング３８の対応する支持面７１と協働する。二つのフロアボードを互いに接
合するとき、支持面５０、７１間及び上リップ３９の係合面即ち支持面４３とタングの対
応する係合面即ち支持面６４との間の両方で係合が生じる。このように、表面平面ＨＰに
対して垂直な方向Ｄ１でボードを係止する。
【０１１２】
本発明によれば、アンダーカット溝の底端４８の、表面平面ＨＰと平行に見える少なくと
も大部分が、接合平面ＶＰからタング３６の外端即ち先端６９よりも大きく離間されてい
る。この設計により、製造がかなり簡略化され、一方のフロアボードの他方のフロアボー
ドに対する接合平面に沿った変位が容易になる。
【０１１３】
本発明による機械式係止システムの別の重要な特徴は、コア３０に連結された下リップ４
０の部分の全ての部分が、表面平面ＨＰと接合平面ＶＰとが交差する点Ｃから見たとき、
平面ＬＰ２の外側に配置されているということである。この平面は、前記点Ｃから、平面
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ＬＰ２と平行であり且つアンダーカット溝３６及びタング３８の協働する係止面４５、６
５に対して接線をなす係止平面ＬＰ１よりも大きく離れて配置されている。係止面４５、
６５は、表面平面ＨＰに対して最も大きく傾斜している。この設計により、アンダーカッ
ト溝は、以下に更に詳細に説明するように、フロアボードの縁部分を機械加工するための
大型の円板状切削工具を使用して形成できる。
【０１１４】
本発明による係止システムの別の重要な特徴は、接合縁部分４ａ、４ｂの上下のリップ３
９、４０、及びタング３８が、表面平面ＨＰと接合平面ＶＰとの間の交差部の点Ｃと近接
した枢動中心を中心として、フロアボードのタングが枢動により他方のフロアボードのア
ンダーカット溝から外れるように、一方のフロアボードを他方のフロアボードに対して上
方に枢動させることによって、機械的に接合された二つのフロアボードを取り外すことが
できるように設計されているということである。
【０１１５】
図２１のａ及びｂによる実施例では、下リップ４０を下方に僅かに曲げることによってこ
のような取り外しを行うことができる。しかしながら、本発明の他の更に好ましい実施例
では、フロアボードの連結及び取り外しと関連して下リップを下方に曲げる必要がない。
【０１１６】
図２１のａ及びｂによる実施例では、本発明による二つのフロアボードの接合を三つの異
なる方法で行うことができる。
【０１１７】
一つの方法は、ボード１’をベース上に置き、前に敷設したボード１’に向かって、タン
グ３８の狭幅の先端６９がアンダーカット溝３６の開口部に挿入されるまで移動する。次
いで、接合平面ＶＰの両側でボードの上部分４１、６１が互いに接触するように、フロア
ボード１’を上に傾ける。この接触状態を維持しながら、枢動中心Ｃを中心として枢動さ
せることによってボードを下に傾ける。挿入は、タングの面取り部６６が上リップ３９の
係止面４５に沿って摺動すると同時に、タング３８の面取り部７０が下リップ４０の上側
の外縁部に当たった状態で摺動することによって行われる。次いで、表面平面ＨＰと接合
平面ＶＰとの間の交差部近くの枢動中心Ｃを中心として枢動させることによってフロアボ
ード１’を上に傾けることによって、係止システムを開放できる。
【０１１８】
第２の相互係止方法は、接合縁部分４ａにタング溝が形成された新たなボードを、前に敷
設したボードのタングを備えた接合縁部分４ｂに向かって移動することによって提供され
る。次いで、新たなボードを、表面平面と接合平面との間の交差部近くでボードの上部分
４１、６１間が接触するまで上方に枢動させ、その後、ボードを下方に枢動させ、最終係
止位置に達するまでタング及び溝を合わせる。以下の説明によれば、フロアボードは、一
方のボードを上方に傾けた状態で他方のボードに向かって移動することによっても接合で
きる。
【０１１９】
本発明によるフロアボードのこの実施例のフロアボードの第３の接合方法は、新たなボー
ド１’を前に敷設したボード１に向かって水平方向に変位させる。これにより、タング３
８を係止エレメント即ち上方に差し向けられた部分８とともにタング溝３６に挿入し、係
止エレメント８をタング溝のアンダーカット部分３５にスナップ嵌めするために可撓性下
リップ４０を僅かに下方に湾曲させる。この場合でも、取り外しは、上文中に説明したよ
うに上に傾けることによって行われる。
【０１２０】
スナップ嵌め中、互いに接触した溝３６及びタング３８の全ての部分が或る程度圧縮でき
るため、スナップ嵌めと関連して、上リップ３９を僅かに上方に湾曲させることができる
。これは、スナップ嵌めを容易にし、最適の接合システムの形成に使用できる。
【０１２１】
製造、内方への傾け、上方への傾け、及びスナップ嵌めを容易にし、係止位置での変位可
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能性を助長するため、及び軋みが起こらないようにするため、緊密な上接合縁を持つ接合
部を形成する上で及び垂直方向及び水平方向接合部を形成する上で機能しない全ての表面
は、係止位置で、及び好ましくは係止中及び係止解除中に互いに接触しないようになって
いる。これにより、これらの接合部で大きな許容差を必要とせずに製造でき、接合縁に沿
った横方向変位での摩擦を減少する。係止位置で互いに接触した状態にあってはならない
接合システムの表面又は部分の例は、４６－６７、４８－６９、５０－７０、及び５２－
７２である。
【０１２２】
好ましい実施例による接合システムは、材料の幾つかの組み合わせを含む。上リップ３９
は、剛性で硬質の上面層３２、及びコア３０の部分である軟質の下部分で形成できる。下
リップ４０は、同じ軟質の上部分３０及び別の種類の木材であってもよい軟質の下部分３
４でできていていもよい。三種類の木材の繊維の方向は異なっていてもよい。これは、こ
れらの材料特性を使用する接合システムを提供するのに使用できる。従って、係止エレメ
ントは、本発明によれば、硬質で剛性の上部分の近くに位置決めされる。この部分は、か
くして、可撓性及び圧縮性の程度が限定されており、これに対しスナップ機能は軟質の下
可撓性部分によってもたらされる。接合システムは、均質なフロアボードにも形成できる
ということを指摘しておかなければならない。
【０１２３】
図２２は、本発明を使用する場合に点Ｃ（上接合縁）を中心として内方に傾ける基本的原
理を概略に示す。図２２は、上接合縁を中心として内方に傾けることができるように係止
システムを設計する方法を概略に示す。この内方への傾けでは、接合システムの部分は、
従来と同様に、表面平面ＨＰと接合平面ＶＰとの間の交差部に近い中心Ｃを中心とした円
弧を辿る。接合システムの全ての部分間で大きな遊隙が可能である場合、又は内方への傾
け中に大きく変形させることができる場合、タング及び溝は多くの様々な方法で形成でき
る。他方、接合システムが、係合面即ち支持面間に遊隙なしに水平方向及び垂直方向で分
離しないようにするための接触面を持たなければならない場合、及び材料を変形させるこ
とができない場合、接合システムは以下の原理に従って形成されなければならない。
【０１２４】
接合システムの上部分の形成は以下に説明するように行われる。Ｃ１Ｂは、上接合縁４１
、６１にその中心Ｃを持つ円弧であり、この好ましい実施例では、点Ｐ２のところで上リ
ップ３９とタング３８の上部分との間の接触点と交差する。上リップ３９とタング３８の
上部分８との間のＰ２、Ｐ３、Ｐ４、及びＰ５の間、及びこの交差点Ｐ２と垂直平面ＶＰ
との間の全ての他の接触点は、この円弧Ｃ１Ｂ上に又はその内側に位置決めされている。
これに対し、上リップ３９とタング３８の上部分との間のＰ２乃至Ｐ１及びこの交差点Ｐ
２とタング３８の外部分との間の全ての他の接触点は、この円弧Ｃ１Ｂ上に又はその外側
に位置決めされている。これらの状態は、全ての接触点について満たされなければならな
い。接触点Ｐ５及び円弧Ｃ１Ａに関し、Ｐ１とＰ５との間の全ての他の接触点は円弧Ｃ１
Ａの外側に位置決めされており、接触点Ｐ１に関し、Ｐ１とＰ５との間の全ての他の接触
点は円弧Ｃ１Ｃの内側に位置決めされている。
【０１２５】
接合システムの下部分は、対応する原理に従って形成されている。Ｃ２Ｂは、円弧Ｃ１Ａ
と同心の円弧であり、この好ましい実施例では、下リップ４０とタング３８の下部分との
間の接触点と点Ｐ７のところで交差する。Ｐ７、Ｐ８、及びＰ９の間、下リップ４０とタ
ング３８の下部分との間、及びこの接触点Ｐ７と垂直平面との全ての他の接触点は、円弧
Ｃ２Ｂ上に又はその外側に位置決めされており、Ｐ６とＰ７との間及び下リップ４０とタ
ング３８の下部分との間、及びこの交差点Ｐ７とタング３８の外部分との間の全ての他の
接触点は、円弧Ｃ２Ｂ上に又はその内側に位置決めされている。このことは、接触点Ｐ６
及び円弧Ｃ２Ａにも適用される。
【０１２６】
この好ましい実施例に従って形成された接合システムは、良好な内方への傾け特性を備え
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ている。上係合面即ち上支持面４３、６４と容易に組み合わせることができる。上係合面
即ち上支持面は、水平平面ＨＰと平行であるのがよく、かくして優れた垂直方向係止を提
供する。
【０１２７】
図２３のａ及びｂは図２１のａ及びｂによる接合システムの製造方法を示す。通常、従来
技術によるフロアボード１を、その表面２を下にして、フライス盤のボールベアリングチ
ェーンに載せる。ボールベアリングチェーンは、ボードを多くのフライスを通して大きな
精度で搬送する。フライスは、例えば、工具直径が８０ｍｍ乃至３００ｍｍであり、ボー
ドの水平平面に対して最適の角度で設定できる。理解を促すため、及び他の図面と比較す
ると、フロアボードは、その表面平面ＨＰが上方に差し向けられた状態で示してある。図
２３のａは、第１工具が工具位置ＴＰ１で従来のタング溝を形成する方法を示す。工具は
、この場合、０°の工具角度ＴＡ１で、即ち水平方向平面と平行に作動する。回転軸線Ｒ
Ａ１はＨＰに対して垂直である。アンダーカットは第２工具によって形成される。工具の
位置ＴＰ２及び設計は、工具が下リップ４０の形状に影響を及ぼすことなくアンダーカッ
ト３５を形成できるように定められている。この場合では、工具の角度ＴＡ２は、アンダ
ーカット３５の係止面４５の角度と等しい。この製造方法は、前に形成されたタング溝に
工具を挿入できるように接合平面から所定距離のところに係止平面ＬＰ１を配置すること
により、可能である。従って、工具の太さは、図２１のａ及びｂと関連して論じたように
、二つの平面ＬＰ１とＬＰ２との間の距離を越えることができない。この製造方法は従来
の技術であり、以下に説明する本発明による製造方法の部分を構成しない。
【０１２８】
図２４のａ及びｂは、本発明の別の変形例を示す。この実施例は、接合システムが、完全
に、上文中に説明したように、上接合縁を中心として内方に傾ける基本的原理に従って形
成されていることを特徴とする。係止面４５、６５、及び下支持面５０、７１は、この実
施例では平面であるが、異なる形状を備えていてもよい。Ｃ１及びＣ２は、隣接した接合
縁４１、６１の上端にそれらの中心Ｃを持つ二つの円弧である。小さい方の円弧Ｃ１は、
点Ｐ４のところで、係止面４５、６５間の垂直平面に最も近い下接触点に接しており、係
止面ＬＰ１と対応する接線ＴＬ１を有する。係止面４５、６５は、この接線と同じ傾斜を
有する。大きい方の円弧６２は、接線ＴＬ２を持つ点Ｐ７のところでタング溝の内部分４
８に最も近い下支持面５０、７１間の上接触点に接している。支持面５０、７１はこの接
線と同じ傾斜を有する。
【０１２９】
点Ｐ４と垂直平面ＶＰとの間に位置決めされたタング３８と上リップ３９との間の全ての
接触点は、これらの接触点が円弧Ｃ１の内側又はこの円弧上に位置決めされるという条件
を満たすが、Ｐ４とタング溝の内部分４８との間に位置決めされた全ての接触点（この実
施例では係止面４５、６５）は、円弧Ｃ１上又はその外側に位置決めされるという条件を
満たす。対応する条件が、下リップ４０とタング３８との間の接触面について満たされる
。点Ｐ７と垂直平面ＶＰとの間に位置決めされたタング３８と下リップ４０との間の全て
の接触点（この場合には下支持面５０、７１だけ）は、円弧Ｃ２上又はその外側に位置決
めされるが、点Ｐ７とタング溝の内部分４８との間に位置決めされた全ての接触点は、円
弧Ｃ２の内側又はこの円弧上に位置決めされる。この実施例では、Ｐ７とタング溝の内部
分４８との間には接触点がない。
【０１３０】
この実施例は、詳細には、接触点Ｐ４と接合平面ＶＰとの間の全ての接触面（この場合に
は点Ｐ５及びタング溝の内部分４８の夫々である）が、円弧Ｃ１の内側及び外側の夫々に
位置決めされ、及びかくして円弧Ｃ１上にないということ特徴とする。同じことが、接触
点Ｐ７についてもいえる。この場合、Ｐ７と垂直平面ＶＰとの間の全ての接触点（この場
合には点Ｐ８及びタング溝の内部分４８の夫々である）が円弧Ｃ２の内側及び外側の夫々
に位置決めされ、及びかくして円弧Ｃ２上にないということ特徴とする。図２４のａに破
線で示す部分から明らかなように、接合システムは、この条件が満たされる場合、本質的
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に全角度移動中に隙間を伴って内方に傾けることができるように設計できる。これは、ボ
ードがそれらの最終水平位置をとったときに締まり嵌めで又はプレス嵌めで係止されるこ
とによって終了できる。かくして、本発明により、内方への傾け及び外方への傾けを抵抗
なく組み合わせることができ、高い接合品質で係止できる。下支持面７１、５０は幾分小
さい角度で形成でき、接合システムを提供でき、内方への傾け中全体に亘り、最終係止位
置に達するまで、及びボードを互いから外すことができるまでの上方への傾け中全体に亘
り、上述の二つの点、即ち上リップ上の点Ｐ４及びタングの下部分上の点Ｐ７だけがタン
グ溝３６とタング３８との間の接触点である。隙間を伴う又は線接触のみを伴う係止は、
摩擦が小さく、システムの部分が動かなくなったり互いに挟まったりして接合システムを
損傷する危険なしにボードを内方及び外方に容易に傾けることができるため、非常に有利
である。特に、強度について、垂直方向でのプレス嵌めが非常に重要である。係合面即ち
支持面間に遊隙がある場合には、ボードは、引張荷重が加わったとき、下係合面即ち支持
面がプレス嵌めで所定位置をとるまで、係合面に沿って摺動する。かくして、接合隙間及
び上接合縁間の高さの相違の両方で遊びが生じる。一例として、係止面が表面平面ＨＰに
対して約４０°の角度をなす場合、及び下係合面即ち支持面が表面平面ＨＰに対して約１
５°の角度をなす場合に締まり嵌め又はプレス嵌めによって高い強度を得ることができる
ということができる。
【０１３１】
係止平面ＬＰ１は、図２４のａでは、水平平面ＨＰに対する係止角度Ａが約３９°である
のに対し、支持面５０、７１に沿った支持平面ＴＬ２の支持角度ＶＬＡは約１４°である
。ＬＰ１と支持平面ＴＬ２との間の角度差は２５°である。高い係止角度及び係止角度と
支持角度との間の大きな角度差を両立しなければならない。これは、これにより水平方向
係止力が大きくなるためである。係止面及び支持面は、円弧状、段状、幾つかの角を備え
た形状等で形成できるが、これは、製造を困難にする。上文中に説明したように、係止面
は、更に、上支持面を構成でき、又は別体の上支持面に対して補足するものであってもよ
い。
【０１３２】
係止面及び支持面は、これらの基本的原理から幾分外れる接触点を持つ場合でも、接合シ
ステムがその接触点又は接触面がフロアの厚さに関して小さいように、及び圧縮、延伸、
及び曲げの形態のボード材料の性質が接触面間の非常に小さな遊隙と組み合わせて最大に
使用されるように調節される場合には、それらの上接合縁のところで内方に傾けることが
できる。これは、係止角度、及び係止角度と支持角度との間の差を大きくするのに使用で
きる。
【０１３３】
かくして、内方に傾けることの基本的原理は、重要な部分が係止面４５、６５、及び下支
持面５０、７１であるということを示す。更に、他の部分、例えば上支持面４３、６４、
係止溝の案内部４４、係止エレメント８の案内部６６及び上面６７、タング溝３６及び下
リップ４０の内部分４８、４９、下リップの案内部及び外部分５１、並びにタングの外／
下部分６９、７０、７２の設計に関して自由度が大きいということを示す。これらは、好
ましくは、二つの円弧Ｃ１及びＣ２の形状から逸脱しなければならず、上支持面４３、６
４を除く全ての部分間に自由空間ができ、そのためこれらの部分は、係止位置並びに内方
への傾け中及び上方への傾け中に互いに接触しない。これにより製造が大幅に簡単になる
。これは、これらの部分を大きな許容差を必要とせずに形成できるためであり、これは安
全な内方への傾け及び上方への傾けに寄与し、更に、接合平面ＶＰに沿った接合されたボ
ードの横方向（方向Ｄ３）変位と関連した摩擦を小さくする。自由空間というのは、垂直
方向変位及び水平方向変位及び係止位置での接合縁に沿った変位が起こらないようにする
摩擦手段を全く持たない接合部を意味する。かくして、緩い木材繊維及び変形可能な小さ
な接触点は、自由表面と等価であると考えられるべきである。
【０１３４】
ボードの接合縁が互いに押し付けられているときに前記係止面４５、６５の間に小さな遊
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びがあるように接合システムが形成されている場合には、上文中に言及したように、上接
合縁を中心として容易に傾けることができる。更に、構成上のこの遊びは、係止位置での
横方向変位を容易にし、軋みが生じる危険を減少し、製造時の自由度を大きくし、係止面
を接線ＬＰ１よりも大きく内方への傾けることができるようにし、上接合縁の膨潤の補償
に寄与する。この遊びにより、ボードの上側での接合隙間が大幅に小さくなり、垂直方向
変位が係合面即ち支持面間の遊びよりも大幅に小さくなる。これは、とりわけ、この遊び
が小さいためであり、及び引張力が加わった状態での摺動が下支持面の角度、即ち係止角
度よりも本質的に小さい角度を辿るためである。係止面間に存在するこの最小の遊びは、
存在する場合には非常に小さく、例えば０．０１ｍｍに過ぎない。通常の接合位置では遊
びは存在せず、即ち０であり、接合システムは、ボードの接合縁を互いに最大に押圧した
ときにだけ遊びが現れるように形成できる。更に大きい約０．０５ｍｍの遊びでも非常に
高い接合部品質が得られるということがわかっている。これは、表面平面ＨＰに形成され
、引張荷重が加わった位置で発生する接合部隙間がほとんど見えないためである。
【０１３５】
係止面間に全く遊びなしで接合システムを形成できるということを指摘しておかなければ
ならない。
【０１３６】
係止面間の遊び及び材料の圧縮、及び係止面のところでの接合部分の曲げは、引張荷重が
加わった接合システム及び接合システムの強度以下の所定荷重で計測した上接合縁４１、
６１のところの接合隙間によって間接的に容易に計測できる。強度という用語は、接合シ
ステムが壊れない即ちスナップ作用で外れないということを意味する。適当な引張荷重は
、強度の約５０％である。非限定的標準値として、長側部の接合部の通常の強度が１ｍ当
たり３００Ｋｇ以上であると言うことができる。短側部の接合部は更に大きい強度を備え
ていなければならない。本発明による適当な接合システムを持つ寄木フロアは、接合部１
ｍ当たり１０００Ｋｇの引張荷重に耐えることができる。高品質の接合システムの上接合
縁４１、６１のところでの接合部隙間は、最大強度の約半分の引張荷重が加わったとき、
約０．１ｍｍ乃至０．２ｍｍである。接合部隙間は、荷重がなくなったときに減少する。
引張荷重を変化させることによって、構造上の遊びと材料の変形との間の関係を決定でき
る。引張荷重が低い場合には、接合部隙間は、本質的には、構造上の遊びの計測値である
。荷重が高い場合には接合部隙間は材料の変形により増大する。接合システムは、更に、
上述の接合部隙間が上述の負荷時に見えないように、内部応力が作用した状態で、及び係
止面と支持面との間をプレス嵌めで形成できる。
【０１３７】
接合システムの形状、上接合縁４１、６１周囲の材料の圧縮と組み合わせた係止表面間の
遊びもまた、接合部を接合縁に対して横方向に鋸断することによって計測できる。接合シ
ステムは、直線的機械加工によって製造されるため、その接合縁全体に沿って同じ輪郭を
有する。唯一の例外は、平行性の欠如の形態の計測許容差である。これは、ボードがフラ
イス盤の様々なフライス工具を通過するとき、随意であるが、垂直方向又は水平方向に回
転したり変位したりしてしまうために生じる。しかしながら、二つの試料を各接合縁から
見ると、接合システムがどのように見えるのかの非常に信頼性のある図面が与えられる。
試料を研削し、鋭い接合輪郭が見えるように緩い繊維を除去した後、これらの試料を接合
部形状、材料の圧縮、曲げ、等に関して分析できる。例えば、接合された二つの部分を、
接合システム、とりわけ上接合縁４１、６１を損傷しないように、力によって圧縮できる
。次いで、係止面間の遊び及び接合部形状を、機器に従って、計測用顕微鏡で０．０１ｍ
ｍ又はそれ以上の精度で計測できる。安定した最新の機械を製造で使用した場合、概して
、平均の遊び、接合部形状、等を決定するために輪郭をフロアボードの二つの小さな領域
で計測するので十分である。
【０１３８】
全ての計測は、約４５％の通常の相対湿度でフロアボードを調節した状態で行われなけれ
ばならない。
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【０１３９】
この場合でも、係止エレメント即ちタングの上方に差し向けられた部分８は案内部分６６
を有する。係止エレメントの案内部分は、係止面の傾斜よりも傾斜が小さい部分を構成し
、この場合、接線ＴＬ１の傾斜よりも小さい部分を構成する。係止面４５を形成する工具
の適当な傾斜度はＴＡ２によって示され、これは、この実施例では、接線ＴＬ１と等しい
。
【０１４０】
タング溝の係止面４５は、案内部分４４を有し、これは内方への傾け中にタングの案内部
分６６と協働する。この案内部分４４は、更に、係止面よりも傾斜が小さい部分を有する
。
【０１４１】
下リップ４０の前部分には丸味を付けた案内部分５１が設けられ、この案内部分は、下係
合面７１と関連したタングの下部分の半径と点Ｐ７のところで協働し、内方への傾けを容
易にする。
【０１４２】
下リップ４０は、弾性であるのがよい。内方への傾けと関連して、タング３８の下部分と
下リップ４０との間の接触点で程度の小さな圧縮が生じる。概して、この圧縮は、係止面
についての場合よりもかなり小さい。これは、下リップ４０が、上リップ３９及びタング
３８の夫々よりもかなり優れた弾性を備えているためである。リップは、内方への傾け及
び上方への傾けと関連して、下方に曲げることができる。僅か十分の一ｍｍ又はそれより
も幾分大きい曲げ特性は、材料の圧縮及び小さな接触表面とあいまって、例えば下支持面
５０、７１の良好な形成性を提供し、そのため、接線ＴＬ２よりも小さい傾斜を持つこと
ができると同時に内方への傾けを容易に行うことができる。可撓性リップは、比較的高い
係止角度と組み合わせなければならない。係止角度が小さい場合には、大量の引張荷重に
よりリップが下方に押圧され、これにより接合縁間の接合部隙間及び高さの差が望ましか
らぬものとなる。
【０１４３】
タング溝３６及びタング３８の両方は、案内部分４２、５１、及び６８、７０を有し、こ
れらは、タングを溝内に案内し、スナップ嵌め及び内方への傾けを容易にする。
【０１４４】
図２５は、下リップ４０が上リップ３９よりも短く、及びかくして垂直平面ＶＰから所定
距離のところに位置決めされた本発明の変形例を示す。利点は、係止溝４５を設計する上
での自由度が大きく、高い工具角度ＴＡで使用できると同時に比較的大型の工具を使用で
きるということである。下リップ４０を下に曲げることによるスナップ嵌めを容易にする
ため、タング溝３６は、タング３８の先端用の空間で必要とされるよりも深く形成されて
いる。点線で示す接合縁部分４ｂは、システムの部分が、上接合縁を中心とした内方への
傾けと関連して互いにどのように関連しているのかを示し、破線で示す接合縁部分４ｂは
、接合縁部分４ｂを接合縁部分４ａに向かって真っ直ぐに変位させることによってタング
をタング溝にスナップ嵌めすることと関連してシステムの部分が互いにどのように関連し
ているかを示す。
【０１４５】
図２６は、上文中に言及した基本的原理の変形例を示す。この場合、接合システムには、
表面平面ＨＰに対して９０°の角度をなす係止面が設けられており、これらの係止面は、
接線ＴＬ１よりもかなり大きな角度をなしている。しかしながら、このような好ましい係
止システムは、係止面を上方に極めて小さく傾けることによって、及び本質的には線接触
のみによって接合部を係止することによって開放できる。コアが硬質である場合には、こ
のような係止システムは高い強度を提供できる。係止エレメント及び係止面の設計により
、下リップを破線で示すように下に僅かに曲げるだけでスナップ嵌めできる。
【０１４６】
図２７のａ、ｂ、及びｃは、内方に傾けることによる敷設方法を示す。説明を容易にする
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ため、一方のボードを溝ボードと呼び、他方をタングボードと呼ぶ。実際には、これらの
ボードは同じである。可能な敷設方法では、タングボードを、接合されていないボードと
して、又は敷設順序／位置決めされた列に応じて他のボードに一つ、二つ、又は三つの側
部が接合された状態で、下張り床に平らに敷設する。溝ボードを、上接合縁が互いに接触
するように、その上リップ３９がタング３８の外部分と部分的に重なった状態に置く。次
いで、溝ボードを下張り床に向かって下方に回転させると同時に、図２７のｃによる最終
係止状態が得られるまでタングボードの接合縁に押し付ける。
【０１４７】
フロアボードの側部は、場合によっては或る程度曲がる。次いで、溝ボードを押し、上リ
ップ３９の部分がタングの上方に差し向けられた部分即ち係止エレメント８と接触し、下
リップ４０の部分がタングの下部分の部分と接触するまで下方に回転させる。この方法で
、側部の湾曲を真っ直ぐにでき、次いでボードをそれらの最終位置まで傾けて係止できる
。
【０１４８】
図２７のａ、ｂ、及びｃは、内方への傾けを、隙間を伴って、又は別の態様ではタング溝
及びタングの上部分だけを接触させ、即ちタングの上下の部分とタング溝との間を線接触
させた状態で行うことができるということを示す。線接触は、この実施例では、点Ｐ４及
びＰ７で生じる。内方への傾けは、大きな抵抗なしに容易に行うことができ、フロアボー
ドを最終位置に高い接合部品質で垂直方向及び水平方向で係止する非常にぴったりと嵌ま
った状態で終了できる。
【０１４９】
要約すると、下方への傾けは、実際には、以下のように行うことができる。溝ボードをタ
ングボードに向かって所定角度で移動する。タング溝がタングの部分を越える。溝ボード
をタングボードに押し付け、下方に徐々に傾ける。これは、例えばボードの中心で、その
後、両縁部で圧縮を使用することによって行われる。上接合縁がボード全体に亘って互い
に近接しており、又は互いに接触しており、ボードが下張り床に対して特定の角度をなし
ている場合に、最終的に下方に傾けることができる。
【０１５０】
ボードは、接合されたとき、係止位置で係止方向に、即ち接合縁に関して平行に変位でき
る。
【０１５１】
図２８のａ、ｂ、及びｃは、例えばボードを溝ボード内に傾けることによって対応する敷
設を行う方法を示す図である。
【０１５２】
図２９のａ及びｂは、スナップ嵌めによる接合を示す。ボードを互いに向かって水平方向
に移動したとき、タングが溝内に案内される。圧縮し続けると、下リップ４０が曲がり、
係止エレメント８が係止溝又はアンダーカット３５にスナップ嵌めする。好ましい接合シ
ステムは、下リップが可撓性である場合のスナップ嵌めの基本的性能を示すということを
強調しなければならない。勿論、接合システムは、材料の曲げ性能及びタング溝３６の深
さ、係止エレメント８の高さ、及び下リップ４０の厚さに合わせて調節されなければなら
ず、スナップ嵌めが容易であるように寸法を定めなければならない。可撓性及び曲げ可能
性の程度が低い材料で使用するのが便利な本発明による接合システムの基本的原理は、以
下の説明及び図３４から明らかになるであろう。
【０１５３】
ここに説明した敷設方法は、随意であるが、四つの側部全てで使用でき、互いに組み合わ
せることができる。一方の側部の敷設後、通常、係止位置で横方向変位が行われる。
【０１５４】
幾つかの場合では、例えば第１の作業として短側部を内方に傾けることと関連して、通常
、二つのボードを上方に傾けることが行われる。図３０は、第１ボード１、上方に傾けた
第２ボード２ａ、及び上方に傾けた新たな第３ボード２ｂを示す。この第３ボードの短側
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部には第２ボード２ａが既に接合してある。新たなボード２ｂを、上方に傾けてあり且つ
短側部係止位置にある第２ボード２ａの短側部に沿って横方向に変位させた後、二つのボ
ード２ａ及び２ｂを下方に傾け、長側部を第１ボード１に接合し係止する。この方法を機
能させるため、ボードを第２ボード２ａと平行に変位するとき、及び第２ボード２ａのタ
ングがタング溝に部分的に挿入されたとき、及びその上接合縁が第１ボード１の上接合縁
と接触したとき、新たなボード２ｂのタングをタング溝に挿入できることが必要である図
３０は、このような設計のタング溝、タング、及び係止エレメントで接合システムを形成
できるということを示し、これが可能であるということを示す。
【０１５５】
全ての敷設方法は、係止位置での変位を必要とする。係止位置で横方向に変位させること
に対する唯一の例外は、幾つかのボードをそれらの短側部で接合した後に列全体を同時に
敷設する方法である。しかしながら、これは、合理的な敷設方法ではない。
【０１５６】
図３１のａ及びｂは、組み合わせ接合部を持つフロアボードの部分を示す。タング溝３６
及びタング３８は、上述の実施例の一つに従って形成できる。溝ボードは、係止エレメン
ト８ｂ及び係止面１０を持つ周知のストリップ６をその下側に備えている。タング側は、
周知の実施例による係止溝３５を有する。この実施例では、係止エレメント８ｂは、内方
への傾けの第１部分中、その比較的大きい案内部分９が優れた案内体として機能し、位置
決めを行う場合のこの内方への傾けの第１部分を大幅に容易にし、バナナ形状を真っ直ぐ
にする。係止エレメント８ｂにより、タングの案内部分が係止溝３５と係合し、最終的な
係合が得られるまで、フロアボードが自動的に位置決めされ圧縮される。敷設がかなり容
易にされ、二つの係止システムの協働によって接合が非常に強固になる。この接合は、特
に公共の空間の大きなフロア表面の接合に非常に便利である。図示の例では、ストリップ
６は溝側に取り付けられているが、タング側に取り付けることもできる。かくして、スト
リップ６の位置は随意である。更に、接合部は、スナップ嵌め及び上方への傾けの両方で
形成でき、係止位置で横方向に変位できる。
【０１５７】
勿論、この接合部は、様々な変形例で長側部及び短側部の両方で随意に使用でき、本明細
書中に説明した全ての接合部の変形例と、及び他の周知のシステムと随意に組み合わせる
ことができる。
【０１５８】
便利な組み合わせは、アルミニウムストリップが設けられていない短側部に設けられたス
ナップシステムである。これにより、幾つかの場合において製造が容易になる。製造後に
取り付けられたストリップにも、これが下リップ４０の部分又は場合によっては全体を形
成できるという利点がある。これは、例えば上リップ３９を切削工具で形成する上で、及
び高い係止角度を持つ係止面を形成する上で非常に大きな自由度を提供する。勿論、この
実施例による係止システムはスナップ嵌め可能であり、随意のストリップ幅で、例えば図
５０による実施例の場合のようにストリップ６が上リップ３９の外部分の外側に突出しな
いように製造できる。ストリップは、接合部の全長に亘って連続している必要はなく、間
に空間を置いて長側部及び短側部に取り付けられた幾つかの小さな部分でできていてもよ
い。
【０１５９】
係止エレメント８ｂ及びその係止溝３５は、分離を阻止するか或いは内方への傾け又はス
ナップ嵌めを容易にするように随意に選択できる様々な角度、高さ、及び半径で形成でき
る。
【０１６０】
図３２のａ乃至ｄは、内方への傾けを行う四つの工程を示す。広幅のストリップ６により
、内方への傾けの開始時にタング３８をストリップ上に容易に置くことができる。タング
は、この場合、下方への傾けと関連して、本質的に自動的にタング溝３６に滑り込むこと
ができる。ストリップ６をタングボードの下に挿入することによって敷設を対応して行う
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ことができる。更に、上文中に説明した全ての敷設機能は、この好ましい組み合わせシス
テムを持つフロアボードで使用できる。
【０１６１】
図３３及び３４は、特に木製コアを持つフロアボードの製造に特化し且つ最適化した接合
システムを示す。図３３は長側部の形成方法を示す。この場合、接合システムは、とりわ
け、内方への傾け、上方への傾け、及び少量の材料の無駄に関して最適化されている。図
３４は、短側部の形成方法を示す。この場合、接合システムは、スナップ嵌め及び高い強
度に関して最適化されている。相違は以下の通りである。短側部５ａのタング３８及び係
止エレメントの方が水平平面で計測して長い。これにより、係止エレメント８の剪断強度
が高くなる。タング溝３６は短側部５ｂで深く、これは、下リップを下方に大きく曲げる
のを補助する。係止エレメント８は、短側部５ａでは垂直方向で低く、これにより、スナ
ップ嵌めと関連した下リップの下方への曲げについての必要を小さくする。係止面４５、
６５は係止角度が大きく、下係合面は角度が小さい。長側部４ａ、４ｂに設けられた係止
エレメント及び係止溝用の案内部分は、最適の案内のために大きく、これと同時に、係止
面間の接触面が小さい。これは、強度の必要条件が短側部について小さいためである。長
側部及び短側部に設けられた接合システムは、様々な材料又は材料特性を上リップ、下リ
ップ、及びタングに備えることができ、これらの特性は、長側部及び短側部の夫々につい
て機能及び強度に関して所望の様々な特性を最適にする上で寄与するように調節できる。
【０１６２】
図３５は、フロアボードの長側部に接合システムを形成する方法を詳細に示す。勿論、本
明細書中に説明した原理を長側部及び短側部の両方に使用できる。上文中に詳細に論じな
かった部分だけを以下に特定的に説明する。
【０１６３】
係止面４５、６５は、接線ＴＬ１よりも大きい角度ＨＬＡを有する。これにより水平方向
係止力が大きくなる。この過度の湾曲は、内方への傾け及び上方への傾けを行うことがで
きるように、コアの木材に合わせて調節しなければならず、圧縮及び撓み剛性に関して最
適化しなければならない。係止面の接触面は、コアの特性に合わせて最小にし且つ調節し
なければならない。
【０１６４】
ボードを接合するとき、係止エレメントの小さな部分、好ましくは垂直方向寸法の半分以
下が係止エレメント８及び係止溝１４の接触面を構成する。大きな部分は、丸味を帯びた
、傾斜した、又は湾曲した案内部分を構成し、これらの案内部分は、接合位置及び内方へ
の傾け中及び上方への傾け中に互いに接触しない。
【０１６５】
本発明者は、係止面４５、６５間の接触面がフロアの厚さＴに関して非常に小さく、例え
ば数十分の一ｍｍであると、係止力が非常に大きくなり、この係止力が水平平面（即ち表
面平面ＨＰ）での係止エレメントの剪断強度を越えるということを発見した。これは、係
止面に接線ＴＬ１よりも大きな角度を与えるのに使用できる。
【０１６６】
この場合、係止面４５、６５は平らであり且つ平行である。これは、特に、係止溝の係止
面５５に関して有利である。工具を係止面４５と平行に変位する場合、これが接合平面Ｖ
Ｐまでの垂直方向距離に影響することはなく、高い接合部品質を提供するのが容易である
。勿論、平面形態からの小さなずれが同じ結果をもたらす。
【０１６７】
これと対応して、下支持面５０、７１は本質的に平らに形成されており、角度ＶＬＡ２を
なしている。この角度は、この場合、タング溝の底部に最も近い支持面７１上に位置決め
された点Ｐ７までの接線ＴＬ２よりも大きい。これにより、傾け移動の本質的に全体に亘
って、内方への傾けが隙間を伴って行われる。更に、これらの支持面５０、７１は、フロ
ア厚さＴに関して比較的小さい。これらの支持面は、本質的に平面に形成することもでき
る。支持面が平らだと、上文中に説明した原理による製造が容易になる。
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【０１６８】
更に、支持面５０、７１は、接線ＴＬ２の傾斜角度よりも小さな角度を持つように形成で
きる。この場合、傾けは、部分的には、下リップ４０の材料を或る程度圧縮し及び下方に
曲げることによって行うことができる。下支持面５０、７１がフロアの厚さＴに関して小
さい場合には、接線ＴＬ１及びＴＬ２の夫々よりも大きい及び小さい角度の夫々をこれら
の面に付け、大きくすることができる。
【０１６９】
図３６は、図３５による形状を持つボードの上方への傾けを示す。ボードの係止面は、か
くして、接線ＴＬ１よりも大きな傾斜を有し、その支持面は接線ＴＬ２よりも小さな傾斜
を有し、これと同時にこれらの面は比較的小さい。この場合、内方への傾け及び上方への
傾けと関連した点Ｐ４及びＰ７での重なりは極めて小さい。点Ｐ４は、上接合縁Ｋ１、Ｋ
２及び点Ｐ４、Ｋ３、Ｋ４で圧縮される材料の組み合わせで決まる角度で傾けることがで
き、これと同時に、上リップ３９及びタング３８は接触点Ｐ４から方向Ｂ１及びＢ２に曲
げることができる。下リップを下方に接触点Ｐ７から遠ざかるように方向Ｂ３に曲げるこ
とができる。
【０１７０】
上支持面４３、６４は、好ましくは、接合平面ＶＰに対して垂直である。上下の支持面の
平面が平行であり、好ましくは水平である場合には、製造が大幅に容易になる。
【０１７１】
図３５を再度参照する。円形の円弧Ｃ１は、例えば、上支持面を多くの異なる方法で、こ
の円弧Ｃ１内に、これが傾け及びスナップ嵌めの邪魔にならないように形成できるという
ことを示す。同じ方法で、円弧Ｃ２は、タング溝の内部分及びタングの外部分が、前の好
ましくは原理に従って多くの異なる方法で、これが傾け及びスナップ嵌めの邪魔にならな
いように形成できるということを示す。
【０１７２】
上リップ３９は、その全長に亘り、下リップ４０よりも厚い。これは、強度の観点から有
利である。更に、これは、寄木フロアに関して有利である。これは、寄木フロアが、これ
により、硬質の木材でできた厚い表面層を備えて形成できるためである。
【０１７３】
Ｓ１乃至Ｓ５は、少なくとも接合状態で、好ましくは、内方への傾け中にも互いに接触し
てはならない接合面の両側の領域を示す。これらの領域Ｓ１乃至Ｓ５でのタングとタング
溝との間の接触は、Ｄ１方向での係止をほんの僅か改善するのにしか寄与せず、Ｄ２方向
での係止にはほとんど全く寄与しない。しかしながら、接触は内方への傾け及び横方向変
位を阻止し、製造と関連して不必要な許容差の問題を生じ、ボードの膨潤時に軋み等の望
ましからぬ影響が起こる危険を大きくする。
【０１７４】
図３８のｄにおいてＴＡ４で示す工具角度ＴＡは、アンダーカット３５の係止面４４を形
成し、係止面の角度と同じ角度で作用し、垂直平面の内側にタング溝に向かって位置決め
されたこの工具の部分の工具角度ＴＡに対して垂直方向の幅をＴＴで示す。角度ＴＡ及び
幅ＴＴが、下リップ４０の外部分５２を形成する可能性を部分的に決定する。
【０１７５】
最適の製造法、機能、及び強度について複数の比及び角度が重要である。
【０１７６】
接触面の大きさは、最小にしなければならない。これにより摩擦が減少し、係止位置での
変位、内方への傾け、及びスナップ嵌めを容易にし、製造を簡単にし、膨潤の問題及び軋
みの危険性を減少する。好ましい例では、タング３８の表面部分の３０％以下がタング溝
３６との接触面を構成する。係止面６５、４５の接触面は、この実施例では、フロア厚さ
Ｔの２％に過ぎず、下支持面の接触面はフロア厚さＴの１０％に過ぎない。上述のように
、係止システムは、この実施例では、互いに接触しない自由表面を構成する複数の部分Ｓ
１乃至Ｓ５を有する。これらの自由表面間の空間及び接合システムの残りは、本発明の範
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囲内で、接着剤やシーリング剤で充填でき、様々な種類の潤滑剤等で含浸できる。自由表
面と言う用語は、本明細書中では、夫々の切削工具による機械加工と関連して得られる接
合システムの表面の形態を意味する。
【０１７７】
接合部が締まり嵌めである場合には、水平平面ＨＰに対する角度ＨＬＡがゼロ以上である
場合でも、係止面６５、４５により水平方向分離が阻止される。しかしながら、接合シス
テムの引張強度は、この係止角度が大きくなる場合、及び係止面４５、６５の係止角度Ｈ
ＬＡと下支持面５０、７１の係合角度ＶＬＡ２の方が小さい場合のこの角度ＶＬＡ２との
間に角度差がある場合、大幅に向上する。高い強度を必要としない場合、係止面を小さい
角度で、及び下係合面に対する角度差を小さくして形成できる。
【０１７８】
フローティングフロアでの良好な接合部品質のため、係止角度ＨＬＡ及び下支持面に対す
る角度差ＨＬＡ－ＶＬＡ２は、概して、約２０°でなければならない。係止角度ＨＬＡ及
び角度差ＨＬＡ－ＶＬＡ２が、例えば３０°である場合、更に良好な強度が得られる。図
３５による好ましい例では、係止角度は５０°であり、支持面の角度は２０°である。上
述の実施例に示すように、本発明による接合システムは、更に大きな係止角度及び角度差
で形成できる。
【０１７９】
様々な係止角度及び係合角度で多くの試験を行った。これらの試験により、４０°乃至５
５°の係止角度、及び０°乃至２５°の支持面角度を持つ高品質の接合システムを形成で
きるということがわかった。他の比でも満足のいく機能を得ることができるということは
強調されるべきである。
【０１８０】
タングの水平方向長さＰＡは、フロアボードの厚さの１／３を越えなくてはならず、好ま
しくは約０．５ＸＴでなければならない。概して、これは、案内部分が形成されるべき強
い係止システム８について、係止面６５と垂直平面ＶＰとの間で上リップ３９で十分な材
料を利用できるようにする上で必要である。
【０１８１】
タング３８の水平方向長さＰＡは、本質的に等しい部分ＰＡ１及びＰＡ２に分割しなけれ
ばならない。ここで、ＰＡ１は係止エレメントを構成しなければならず、ＰＡ２の大部分
が支持面６４を構成しなければならない。係止エレメントの水平方向長さＰＡ１は、フロ
アの厚さの０．２倍以下であってはならない。上支持面６４は、とりわけ、フロアボード
の長側部で、大き過ぎてはならない。そうでない場合には、横方向変位と関連した摩擦が
大き過ぎることがある。合理的に製造できるようにするため、タング溝の深さＧは、接合
平面ＶＰからのタングの突出量ＰＡよりも２％深くなければならない。係止溝３５と隣接
したフロア表面までの上リップの最小距離は、下支持面７１とフロアボードの後側との間
の下リップの最小距離よりも大きくなければならない。工具幅ＴＴは、フロア厚さＴの０
．１倍以上でなければならない。
【０１８２】
図３７のａ、ｂ、及びｃは、本発明によるフロアボードを示す。この実施例は、特定的に
は、短側部の接合システムが異なる材料及び材料組み合わせ３０ｂ及び３０ｃでできてい
てもよく、これらが長側部の接合材料３０と異なっていてもよいということを示す。例え
ば、短側部のタング溝部分３６は、例えば、硬質であり且つ剛性であり、長側部のコアと
異なる特性を持つタング部分３８よりも硬質で可撓性の木材でできていてもよい。タング
溝３６を備えた短側部では、例えば、タングが形成される他方の短側部の木材３０ｃの種
類よりも可撓性の種類の木材３０ｂを選択できる。これは、上下の側部が種類の異なる木
材でできており、コアが互いに接着したブロックでできている、板状コアを持つ寄木フロ
アで特に便利である。この構造は、機能、強度、及び製造費を最適化するために材料の組
成を大幅に変化させることができる。
【０１８３】
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更に、一方の側部の長さに沿って材料を変化させることができる。かくして、例えば、二
つの短側部間に位置決めされたブロックは、種類の異なる木材又は材料でできていてもよ
く、そのため、それらの幾つかを、敷設や強度等を改善する適当な特性についてのそれら
の寄与に関して選択できる。異なる繊維配向により、長側部及び短側部で様々な特性を得
ることができ、更に、プラスチック材料を、短側部で、及び例えば長側部の様々な部分で
使用できる。フロアボード又はそのコアの部分が、例えば、幾つかの層を持つ合板できて
いる場合には、これらの層は、長側部及び短側部の両方の上リップ、タング、及び下リッ
プが全て、材料組成や繊維配向等が異なるでできた部分を含み、これにより強度、可撓性
、加工性等に関して異なる特性を提供するように選択できる。
【０１８４】
図３８のａ乃至ｄは、本発明による製造方法を示す。図示の実施例では、接合縁及びタン
グ溝の製造は、４つの工程で行われる。使用される工具の工具直径は、フロアの厚さより
も大きい。工具は、係止角度が高いアンダーカット溝をアンダーカット溝を越えて延びる
下リップを持つタング溝に形成するのに使用される。
【０１８５】
理解を簡単にするため、及び上文中に説明した接合システムとの比較を容易にするため、
ボードの縁部は、フロア表面を上方に向けた状態で示してある。しかしながら、ボードは
、機械加工中、通常はそれらの表面を下に向けて位置決めされる。
【０１８６】
第１工具ＴＰ１は、水平平面に対してＴＡ１の角度で作動する粗削りカッターである。第
２工具ＴＰ２は、水平方向に作動し、上下の支持面を形成する。第３工具ＴＰ３は、本質
的に垂直方向に作動できるが、角度をなして作動することもでき、上接合縁を形成する。
【０１８７】
重要な工具は、係止溝の外部分及びその係止面を形成する工具ＴＰ４である。ＴＡ４は、
図３５のＴＡと対応する。図３８のｄから明らかなように、この工具は、最小量の材料し
か除去せず、重要なことには、角度が高い係止面を形成する。工具が壊れないようにする
ため、垂直平面の外側に延びる広幅部分が形成されていなければならない。更に、除去さ
れるべき材料の量は、工具に作用する磨耗及び歪みを小さくするため、できるだけ少なく
なければならない。これは、粗削りカッターＴＰ１の適当な角度及び設計で達成される。
【０１８８】
かくして、この製造方法は、詳細には、タング溝３６の上部分にアンダーカット係止溝３
５を形成するために二つの異なる角度で作動する少なくとも二つの切削工具を必要とする
ことを特徴とする。タング溝は、更に多くの工具を使用して形成でき、これらの工具は異
なる順序で使用される。
【０１８９】
表面平面ＨＰに上側２を持ち、この上側に対して垂直に差し向けられた接合平面ＶＰを持
つ接合縁部分４ａを持つフロアボードにタング溝３６を形成する方法を以下に詳細に説明
する。タング溝は、接合平面４ａから延びており、自由外端を各々有する二つのリップ３
９、４０によって形成される。タング溝は、係止面４５を含むアンダーカット３５を少な
くとも一つのリップに有する。このアンダーカットは、他方のリップの自由外端５２より
も大きく接合平面ＶＰから離れて位置決めされている。本方法によれば、機械加工は、フ
ロアボードの厚さＴよりも直径が大きい複数の回転切削工具によって行われる。この方法
では、切削工具及びフロアボードは、互いに対して及びフロアボードの接合縁と平行に相
対移動するようになっている。この方法は、１）回転シャフトがフロアボードの上側２に
対して様々な角度で傾斜した少なくとも二つのこのような工具によってアンダーカットが
形成され、２）これらの工具のうちの第１工具が、所期のアンダーカットの係止面４５よ
りも接合平面ＶＰから遠いアンダーカットの部分を形成するように駆動され、３）これら
の工具のうちの第２工具がアンダーカットの係止面４５を形成するように駆動されること
を特徴とする。これらの工具のうちの第１工具は、その回転シャフトをフロアボードの上
側２に対してこれらの工具のうちの第２工具よりも大きい角度に設定して駆動される。下
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リップ４０は、接合平面ＶＰを越えて延びるように形成できる。下リップ４０は、更に、
接合平面ＶＰまで延びるように形成できる。別の態様では、下リップ４０は接合平面ＶＰ
から所定距離のところで終端するように形成できる。
【０１９０】
第１工具は、一実施例によれば、その回転シャフトを表面平面ＨＰに対して最大８５°の
角度に設定して駆動できる。第２工具は、一実施例によれば、その回転シャフトを表面平
面ＨＰに対して最大６０°の角度に設定して駆動できる。フロアボードが、回転シャフト
の角度が小さい工具よりも前に、回転シャフトの角度が大きい工具により機械加工される
ように、これらの工具は、表面平面ＨＰに対するそれらの回転シャフトの角度とは無関係
にフロアボードと係合させることができる。
【０１９１】
更に、タング溝３６の下部分を形成するため、第３工具を駆動できる。この第３工具は、
前記第１工具及び前記第２工具との間でフロアボードと接触させることができる。第３工
具は、更に、その回転シャフトを表面平面ＨＰに対して約９０°の角度に設定して駆動で
きる。
【０１９２】
更に、第１工具は、フロアボードの接合縁部分４ａの表面部分を前記第２工具よりも広く
機械加工するために駆動できる。第２工具は、表面平面ＨＰに面するその表面が、工具の
厚さを、回転シャフトと平行に見て、工具の半径方向外部分内で小さくするように賦形す
るように形成できる。タング溝のアンダーカット部分を形成するため、少なくとも三つの
工具をそれらの回転シャフトを異なる設定にして駆動できる。これらの工具は、木製の又
は木材繊維をベースとした材料でできたフロアボードの機械加工に使用できる。
【０１９３】
図３９は、膨潤を補償できるように接合システムを形成する方法を示す。寒冷な気候と温
暖な気候との間の変化での相対湿度が上昇するため、表面層３２が膨潤し、フロアボード
４ａ及び４ｂが押し離される。接合部に可撓性がないと、接合縁４１及び６１が潰れるか
或いは係止エレメント８が壊れてしまう。この問題点は、問題点を小さくするために個別
に及び組み合わせて寄与する以下の特性が得られるように接合システムを形成することに
よって解決できる。
【０１９４】
接合システムは、接合縁が、製造と関連して及び通常の相対湿度で水平方向に互いに押し
付けられたとき、フロアボードが小さい遊びを持つことができるように形成できる。数百
分の一の遊びが、問題点の軽減に寄与する。負の遊び、即ち初期応力は逆の効果を及ぼす
。
【０１９５】
係止面４５、６５間の接触面が小さい場合には、接合システムは、係止面が上接合縁４１
、６１よりも容易に圧縮されるように形成できる。係止エレメント８には、溝６４ａを係
止面と上水平支持面６４との間に形成できる。タング３８及び係止エレメント８を適当に
設計することにより、タングの外部分６９をタング溝の内部分４８に対して外方に曲げる
ことができ、表面層の膨潤及び収縮と関連した弾性エレメントとして作動できる。
【０１９６】
この実施例では、接合システムの下支持面は、垂直方向で最大に係止するため、水平平面
と平行に形成されている。更に、例えば二つの係止面４５、６５間に圧縮性材料を適用す
ることによって、又はタング又は溝の部分の材料に圧縮性材料を選択することによって、
膨張性を得ることができる。
【０１９７】
図４０は、タング３８の高い剛性に対して最適化した本発明による接合システムを示す。
この場合、タングの外部分はタング溝の内部分と接触している。この接触面が小さい場合
、及び接触が大きな圧縮なしに起こる場合、接合システムは係止位置で変位できる。
【０１９８】
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図４１は、下支持面５０、７１が二つの角度を持つ接合システムを示す。接合平面の外側
の支持面の部分は、水平平面と平行である。タング溝の内部分に最も近い接合平面の内側
の角度は、互いに係合する支持面部分の最内縁部に対する接線である円弧３２に対する接
線と対応する。係止面の係止角度は比較的小さい。下リップ４０が硬質に且つ剛性に形成
できるため、及び角度差が下支持面５０、７１の平行な部分に対して大きいため、強度は
十分である。この実施例では、係止面４５、６５は、上支持面としても役立つ。接合シス
テムは、係止面の他に上支持面を備えておらず、かくして、これにより、垂直方向分離が
阻止される。
【０１９９】
図４２のａ及びｂは、短側部の係止に便利であり、係止エレメント８が大きな水平方向剪
断吸収面を持つために軟質の材料でも高い引張強度を持つことができる接合システムを示
す。タング３８の下部分は、円弧Ｃ２の外側に位置決めされており、かくして、上文中に
説明した内方への傾けの基本的原理に従わない。図４２のｂから明らかなように、この接
合システムは、それでも、上接合縁を中心として上方へ傾けることによって解放できる。
これは、タング３８の係止エレメント８が、最初の上方への傾け作業の後、水平方向に引
き外すことによってタング溝から出るためである。上接合縁を中心として内方へ傾けるこ
と及び上方へ傾けることについての上文中に説明した原理は、かくして、接合システムを
何らかの他の方法で、例えば引き外しによって、又は下リップ４０を曲げたときにスナッ
プ作用による外しと組み合わせることによって解放できるまで上方へ傾けることができる
ように、満たされなければならない。
【０２００】
図４３のａ、ｂ、及びｃは、剛性上リップ３９及び可撓性下リップ４０に係止溝を備えた
接合システムで本発明による水平方向スナップ嵌めを容易にするため、タングの下部分を
下リップ４０に関して形成する上での基本的原理を示す。この実施例では、上リップ３９
はかなり剛性が高い。これは、とりわけ比較的厚いため、又は硬質の及び更に剛性の材料
でできているためである。下リップ４０は薄く且つ軟質であるのがよく、従って、スナッ
プ嵌めと関連して下リップ４０で曲げが生じる。とりわけ、下リップ４０の最大曲げをで
きるだけ制限することによって、スナップ嵌めを大幅に容易にできる。図４３ａは、下リ
ップ４０の曲げが、タング溝３６内に大きく挿入されるタング３８によって特徴付けられ
る最大曲げレベルＢ１まで大きくなることを示し、丸味を付けた案内部分が互いに接触す
ることを示す。タング３８を更に深く挿入すると、下リップ４９は、スナップ嵌めが終了
するまで曲がって戻り係止エレメント８は係止溝３５内にその最終位置に一杯に挿入され
る。タング３８の下前部分４９は、下リップ４０を下方に曲げないように設計されていな
ければならず、下リップは、その代わりに、下支持面５０によって下方に押圧されなけれ
ばならない。タングのこの部分４９は、下リップ４０をタング３８の下係合面５０の外部
分を中心として曲げるとき、この下リップ４０の最大曲げレベルと同じか或いはそれより
も小さい形状を備えていなければならない。タング３８がこの位置で下リップ４０と重な
る、破線４９ｂで示す形状を備えている場合には、図４３のｂに示す曲げＢ２がかなり大
きなものとなる。これは、スナップ嵌めと関連して大きな摩擦を生じ、接合部が損傷する
危険が大きくなる。図４３のｃは、タングの下外部分４９と下リップ４０との間に空間Ｓ
４があるように設計されたタング溝３６及びタング３８によって最大曲げを制限できると
いうことを示す。
【０２０１】
概して、長側部の係止後の短側部のスナップ嵌めと関連して水平方向スナップ嵌めを使用
できる。長側部をスナップ嵌めするとき、本発明による接合システムを、僅かに上方に傾
けた位置にある一つのボードとスナップ嵌めできる。上方に傾けたスナップ位置を図４４
に示す。係止エレメントの案内部分６６を係止溝の案内部分４４と接触させるのに下リッ
プ４０の小さな曲げＢ３だけが必要とされ、係止エレメントを下方へ傾けることによって
係止溝３５に挿入できる。
【０２０２】



(41) JP 4405149 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

図４５乃至５０は、長側部及び短側部で使用でき、大型の回転式切削工具を使用して製造
できる本発明の様々な変形例を示す。最新の製造技術によれば、本発明によれば、ボード
材料を低い費用で機械加工することによって、複雑な形状を形成できる。これらの図面及
び上文中で言及した図面に示す形体の多くは、勿論、押出し成形によって形成できるが、
この方法は、通常は、機械加工よりもかなり費用がかかり、フロアで通常使用される多く
のボード材料の形成で不便であるということを指摘しておかなければならない。
【０２０３】
図４５のａ及びｂは、タング３８の外部分が曲げられるように形成された本発明による係
止システムを示す。この曲げ可能性は、タングの先端を二つに別れることによって得られ
る。スナップ嵌め中、下リップ４０が下方に曲がり、タング３８の外下部分が上方に曲が
る。
【０２０４】
図４６のａ及びｂは、二つに別れたタング即ちスプリットタングを持つ本発明による係止
システムを示す。スナップ嵌め中、タングの二つの部分は互いに向かって曲がり、これと
同時に二つのリップが互いから遠ざかる方向に曲がる。
【０２０５】
これらの二つの製造システムは、係止及び取り外しを行うために内方及び外方に傾けるこ
とができる。
【０２０６】
図４７のａ及びｂは、別体の部品４０ｂが下リップの延長部を構成し、この部品が弾性で
ある組み合わせ接合部を示す。接合システムは傾けることができる。コアの部分を構成す
る下リップの支持面は、このリップを曲げる必要なしにスナップ嵌めを行うことができる
ように形成されている。アルミニウムシートでできているのがよい別体の延長部品だけが
弾性である。接合システムは、リップの両部分が弾性であるように形成されていてもよい
。
【０２０７】
図４８のａ及びｂは、組み合わせ接合部と二つの部分を含む下リップとのスナップ嵌めを
示す。ここでは、別体のリップが支持面を構成する。この接合システムは、例えば短側部
で、本発明による何らかの他の接合システムとともに使用できる。この接合システムの利
点は、例えば、係止溝３５を大きな自由度で合理的に大型の切削工具を使用して形成でき
るということである。機械加工後、外リップ４０ｂを取り付ける。このリップの形状は、
機械加工性に悪影響を及ぼさない。外リップ４０ｂは弾性であり、この実施例では係止エ
レメントを備えていない。別の利点は、この接合システムにより極めて薄いコア材料を接
合できるということである。これは、下リップを非常に薄く形成できるためである。コア
材料は、例えば、薄くコンパクトな積層体であるのがよく、上下の層は、柔らかで吸音性
のあるフロアを提供できる例えばコルクや軟質プラスチック材料でできた比較的厚い層で
あるのがよい。この技術を使用し、コア材料を接合できる。このコア材料の厚さは、概し
て、７ｍｍ以上の通常のコア材料と比較することができ、約２ｍｍとなっている。達成で
きる厚さの節約は、他の層の厚さを大きくするのに使用できる。この接合部は、厚さが更
に大きい材料にも使用できるということは明らかである。
【０２０８】
図４９及び５０は、例えば短側部で他の好ましいシステムと組み合わせて使用できる組み
合わせ接合部の二つの変形例を示す。図４９による組み合わせ接合部は、ストリップがタ
ングの延長弾性部品を構成する実施例で形成でき、このシステムは、図４５に示す実施例
と同様の機能を有する。図５０は、この組み合わせ接合部が、接合平面の内側に位置決め
された外下リップ４０ｂの係止エレメント８ｂを備えて形成できるということを示す。
【０２０９】
図５１のａ乃至ｆは、水平方向で互いに合わせ、上方へ傾け、上方へ傾けた位置でスナッ
プ嵌めし、下方へ傾けることの組み合わせによってフロアボードを接合するのに使用でき
る本発明による敷設方法を示す。この敷設方法は、本発明によるフロアボードに使用でき
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るが、この敷設方法を適用できる特性を持つフロアの随意の機械式接合システムでも使用
できる。説明を簡単にするため、敷設方法を、溝ボードと呼ばれ、タングボードと呼ばれ
る他のボードに接合される一つのボードについて示す。これらのボードは、実際には同じ
である。溝側に同じ方法で接合されるタング側によっても全敷設順序を行うことができる
ということは明らかである。
【０２１０】
タング３８を持つタングボード４ａ及びタング溝３６を持つ溝ボード４ｂは、開始位置で
は、図５１のａに示すように下張り床に平らに置いてある。タング３８及びタング溝３６
は、垂直方向及び水平方向で分離しないようにする係止手段を備えている。次いで、溝ボ
ード４ｂを方向Ｆ１でタングボード４ａに向かって、図５１のｂに示すように、タング３
８がタング溝３６と接触するまで、及びタングの上下の部分がタング溝に部分的に挿入さ
れるまで、水平方向に変位する。この第１作業により、これらのボードの接合縁部分は、
ボードの長さ方向全長に亘って同じ垂直方向相対位置をとり、従って、円弧形状の任意の
相違が真っ直ぐになる。
【０２１１】
溝ボードをタングボードに向かって移動すると、溝ボードの接合縁部分がこの位置から僅
かに持ち上がる。次いで、溝ボード４ｂを角度移動Ｓ１で上方へ傾け、これと同時にタン
グボードと接触した状態に保持するか或いは、図５１のｃに示すようにタングボード４ａ
に向かって方向Ｆ１で押圧する。溝ボード４ｂが、上方へ傾けたスナップ位置と対応する
下張り床に対する角度ＳＡに達したとき、上文中の記載に従って、及び図４４に示すよう
に、溝ボード４ｂをタングボード４ａに向かって移動でき、その結果、上接合縁４１、６
１が互いに接触し、タングの係止手段がタング溝の係止手段にスナップ機能によって部分
的に挿入される。
【０２１２】
上方に傾けた位置でのこのスナップ機能は、タング溝の外部分が広くなり、ばね作用で戻
ることを特徴とする。この広幅化は、水平方向スナップ嵌めと関連して必要とされるより
も本質的に小さい。スナップ角度ＳＡは、溝ボード４ｂを上方へ傾けることと関連してボ
ードを互いに向かって押し付ける力で決まる。方向Ｆ１でのプレス力が高い場合、ボード
は、力が低い場合よりも低い角度ＳＡでスナップ嵌めする。スナップ嵌め位置は、更に、
係止手段の案内部分が互いに接触し、そのためそれらのスナップ嵌め機能を行うことがで
きることを特徴とする。ボードは、バナナ形状である場合、スナップ嵌めと関連して真っ
直ぐになり係止する。次いで、溝ボード４ｂは、接合縁に向かって押圧することと組み合
わせた角度移動Ｓ２で図５１のｅに従って下方へ傾けることができ、その最終位置でタン
グボードに対して係止される。これを図５１のｆに示す。
【０２１３】
接合部の構造に応じて、適当な量の力でスナップ嵌めを行わなければならないという必要
条件、及び係止手段の案内部分がこのような係合状態で互いに何らかのバナナ形状を保持
でき、その結果、接合システムが損傷する危険を全く伴わずに最終的な係止を行うことが
できなければならないという必要条件に関して最良の機能を提供するスナップ角度ＳＡを
高い精度で決定できる。
【０２１４】
フロアボードは、好ましい敷設方法によれば、実際上の補助を全くなしで設置できる。幾
つかの場合では、図５２のａ及びｂによる適当な補助を以て行われる場合、設置を容易に
できる。本発明による適当な補助は、衝撃ブロック又は押圧ブロック８０であり、このブ
ロックは、フロアボードの縁部の下に挿入したときに溝ボードを上方へ傾ける前後部分８
１を持つように設計されている。上方へ傾けた位置にあるときに溝ボードの縁部と接触す
る上衝合縁８２を有する。衝合縁８２がフロアボードと接触した状態にあるように衝撃ブ
ロック８０を溝ボードの下に挿入したとき、溝ボードは所定のスナップ角度をとる。次に
、衝撃ブロックに押圧することによって、又は当てることによって、溝ボード４ａのタン
グ溝をタングボードのタングと互いにスナップ嵌めできる。勿論、衝撃ブロックは、ボー
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ドの様々な部分まで移動できる。これは、他方の補助をボードの他方の部分に押し付ける
ことと組み合わせて行うことができるということは明らかである。これは、複数の衝撃ブ
ロックを使用して、及び同様の結果をもたらす、例えば一方の補助がボードを上方にスナ
ップ嵌め角度まで傾け、他方の補助がボードを互いに押し付けるのに使用される様々な種
類の補助を使用して行われる。新たなボードの溝側を上方へ傾け、これを前に敷設したボ
ードのタング側に接合しようとする場合にも同じ方法を使用できる。
【０２１５】
この説明は、次に、フロアボードを敷設するための工具の様々な特徴に関する。フロアボ
ードのさねはぎ接合部を相互連結することによってフロアボードを敷設するためのこのよ
うな工具は、フロアボードの接合縁部分の接合縁４ａ、４ｂを係合するための係合面８２
を持つブロック８０として設計できる。工具は、フロアボードの下に挿入するための楔と
して形成されており、その係合面８２が楔の厚い方の端部の近くに配置されている。工具
の係合面８２は、フロアボードの接合縁４ａ、４ｂを少なくとも部分的に包囲するように
凹所をなして湾曲している。更に、楔の楔角度Ｓ１及び楔の厚い部分での係合面８２の位
置は、フロアボードが楔８０で持ち上げられ、フロアボードの接合縁が係合面８２と接触
するときにフロアボードの所定の持ち上げ角度が得られるように調節できる。楔８０の衝
合面８２は、フロアボードの向き合った接合縁部分４ａに形成されたアンダーカットタン
グ溝３６を前に敷設したフロアボードのタング３８に接合するために斜め方向上方に差し
向けられたタング３８を持つ接合縁部分４ｂと当接するように形成できる。別の態様では
、楔の衝合面８２は、フロアボードの反対側の接合縁部分４ｂに形成された斜め方向上方
に差し向けられたタング３８に接合するためのアンダーカット溝３６を持つ接合縁部分４
ａに当接するように形成できる。
【０２１６】
上文中に説明した工具は、一方のフロアボードを他方のフロアボードに対して持ち上げ、
これらのフロアボードの機械式係止システムを接合し係止することによってフロアボード
を機械的に接合するために使用できる。工具は、更に、このようなフロアボードをこのよ
うな別のフロアボードに、これらのフロアボードが持ち上げ位置にあるときにこれらのフ
ロアボードの機械式係止システムを互いにスナップ嵌めすることによって機械的に接合す
るために使用できる。更に、工具は、楔の係合面８２が接合縁部分４ｂに当接するように
使用できる。接合縁部分４ｂのタング３８は、フロアボードの反対側の接合縁部分４ａに
形成されたアンダーカット溝３６を前に敷設したフロアボードのタング３８に接合するた
め、斜め方向上方に差し向けられている。別の態様では、工具は、フロアボードの反対側
の接合縁部分４ｂに形成された斜め方向上方に差し向けられたタング３８を前に敷設した
フロアボードのアンダーカット溝３８に接合するため、楔の係合面８２がアンダーカット
溝３６を持つ接合縁部分４ａに当接するように使用できる。
【０２１７】
図５３は、隣接したボードに長側縁部に沿って接合された後のボード２ａ及び２ｂが、他
の二つの側部を互いに水平方向でスナップ嵌めすることによって接合できるように係止位
置で方向Ｆ２に変位できることを示す。
【０２１８】
上方へ傾けた位置で長側部並びに短側部のスナップ嵌めを行うことができる。先ず最初に
一方のボードの短側部を接合した場合には、このボードの係止された短側部をスナップ角
度をとるように上方へ傾けることによって、その長側部を上方へ傾けた位置でスナップ嵌
めできる。次いで、上方へ傾けた位置でスナップ嵌めが行われ、これと同時に短側部に沿
って係止位置での変位が行われる。スナップ嵌め後、ボードを下方へ傾け、長側部及び短
側部の両方で係止される。
【０２１９】
更に、図５３及び５４は、長側部が別の第１ボード１に既に接合された二つのボード２ａ
及び２ｂの二つの短側部のスナップ嵌めと関連して生じる問題点を説明する。フロアボー
ド２ａをフロアボード２ｂにスナップ嵌めするとき、第１ボード１の長側部に最も近い内
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隅部９１及び９２は、同じ平面内に配置されている。これは、二つのボード２ａ及び２ｂ
の夫々の長側部が同じフロアボード１に接合されているためである。断面Ｃ３－Ｃ４を示
す図５４ｂによれば、下リップ４０の下方への曲げを開始するため、タング３８をタング
溝３６に挿入できない。他方の長側部の外隅部９３、９４では、図５４のａに示す断面Ｃ
１－Ｃ２において、タング３８を溝３６に挿入でき、ボード２ｂを係止エレメント８の高
さと対応して自動的に上方へ傾けることによって下リップ４０の下方への曲げを開始する
。
【０２２０】
かくして、本発明者は、同じ平面内での横方向変位で内隅部をスナップ嵌めすることと関
連して問題があるということを発見した。これらの問題点は、スナップ嵌めに対して大き
な抵抗を示し、接合システムが割れる危険がある。この問題点は、複数の接合部分での材
料の変形曲げを可能にする適当な接合部設計及び材料の選択によって解決できる。
【０２２１】
このような特定の設計の接合システムをスナップ嵌めするとき、以下のことが行われる。
横方向変位において、タングの外案内部分４２、６８及び上リップが協働し、タングの係
止エレメント８を上リップ３９の外部分の下に押圧する。タングは下方に曲がり、上リッ
プは上方に曲がる。これを図５４のｂに矢印で示す。図５３の隅部９２は、曲げられるボ
ード２ｂの長側部の下リップ４０によって上方に押圧され、隅部９１は、上方に曲げられ
るボード２ａの長側部に設けられた上リップによって下方に押圧される。接合システムは
、これらの四つの変形の和が非常に大きいため、係止エレメントが上リップに沿って摺動
して係止溝にスナップ嵌めできるように形成されなければならない。スナップ嵌めと関連
してタング溝３６を広げることができなければならないということがわかっている。しか
しながら、通常は剛性でなければならないタングがスナップ嵌めと関連して曲がることが
できるように設計されていると有利であるということがわかっている。このような実施例
を図５５に示す。溝等６３をタングの上内部分に垂直平面ＶＰの内側に形成できる。内部
分から外部分までのタングの全長ＰＢを延ばすことができ、これは、例えば、フロア厚さ
Ｔの半分以上であってもよい。
【０２２２】
図５６及び５７は、二つのフロアボード２ａ及び２ｂの内隅部９１、９２でのスナップ嵌
め（図５７参照）及び外隅部９３、９４（図５６参照）でのスナップ嵌めと関連して、接
合システムの部分がどのように曲がるのかを示す。製造を容易にするため、必要とされる
のは薄いリップ及びタングが曲がることだけである。実際には、勿論、圧力を受ける全て
の部分が圧縮され、材料の厚さ、湾曲性、組成、等に応じて様々な程度に湾曲する。
【０２２３】
図５６のａ及び図５７のａは、ボードの縁部が互いに接触したときの位置を示す。接合シ
ステムは、この位置でもタング３８の最外先端が下リップ４０の外部分の内側に配置され
るように形成されている。ボードを互いに向かって更に移動すると、内隅部９１、９２の
タング３８がボード２ｂを図５６のｂ及び図５７のｂに従って上方に押圧する。タングは
下方に曲がり、ボード２ｂは外隅部９３、９４のところで上方へ傾けられる。図５７のｃ
は、タング３８が内隅部９１、９２のところで下方へ傾けられることを示す。図５６のｃ
によれば、外隅部９３、９４のところで、タング３８は上方への傾けられ、下リップ４０
は下方へ傾けられる。図５６のｄ、図５７のｄによれば、ボードを互いに向かって更に移
動するとき、曲がり続け、次いで下リップ４０は内隅部９１、９２のところで図５７のｄ
に示すように曲がる。図５６のｅ、図５７のｅは、スナップ嵌め位置を示す。かくして、
タング３８を曲げることができる場合、及びフロアボードがその二つの他の側部に沿って
既に係止された後に行われるスナップ嵌めと関連してボードが同じ平面内に配置されたと
きにタング及び溝が互いに接触したとき、タング３８の外部分が下リップ４０の外部分の
内側に位置決めされている場合、スナップ嵌めをかなり容易に行うことができる。
【０２２４】
本発明の範疇に幾つかの変形例が存在する。本発明者は、接合システムの様々な部分が、
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様々な幅、長さ、厚さ、角度、及び半径で、多くの様々なボード材料で、及び均質なプラ
スチック製及び木製のパネルで製造された多数の変形例を製造し、評価した。全ての接合
システムの試験は、裏返した位置で、溝ボード及びタングボードの互いに対するスナップ
嵌め及び傾けに関して、及び長側部及び短側部の本明細書中に説明したシステム及び従来
技術のシステムの様々な組み合わせに関して行われた。上係合面が係止面である係止シス
テム、タング及び溝が複数の係止エレメント及び係止溝を持つ係止システム、及び係止エ
レメント及び係止溝の形体の水平方向係止手段が下リップ及びタングの下部分に形成され
た係止システムが製造されてきた。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ａ、ｂ、及びｃは、ＷＯ９４２６９９９によるフロアボードの長側部を機械的
に接合するために下に傾ける方法を三つの工程で示す図である。
【図２】　ａ、ｂ、及びｃは、ＷＯ９４２６９９９によるフロアボードの短側部を機械的
に接合するためのスナップ嵌め方法を三つの工程で示す図である。
【図３】　ａ及びｂは、ＷＯ９４２６９９９によるフロアボードの上側及び下側の夫々の
図である。
【図４】　ａ及びｂは、ＷＯ９９６６１５１によるフロアボードの二つの異なる実施例を
示す図である。
【図５】　ａ及びｂは、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３３４３６０１号によるフロアボード
を示す図である。
【図６】　ａ乃至ｄは、カナダ国特許第ＣＡ－Ａ－０９９１３７３号によるフロアボード
の長側部及び短側部の夫々の機械式係止システムを示す図である。
【図７】　ａ及びｂは、英国特許第ＧＢ－Ａ－１４３０４２９号による機械式係止システ
ムを示す図である。
【図８】　ａ及びｂは、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－４２４２５３０号によるボードを示す
図である。
【図９】　ａ及びｂは、ＷＯ９６２７７２１によるスナップ接合部を示す図である。
【図１０】　ａ及びｂは、日本国特許第ＪＰ３１６９９６７号によるスナップ接合部を示
す図である。
【図１１】　ａ及びｂは、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－１２１２２７５号によるスナップ接
合部を示す図である。
【図１２】　ａ乃至ｄは、米国特許第１１２４２２８号による、さねはぎに基づく係止シ
ステムの別の実施例を示す図である。
【図１３】　ａ乃至ｄは、ドイツ国特許第ＤＥ－Ａ－３０４１７８１号によるスポーツフ
ロア用機械式係止システムを示す図である。
【図１４】　ａ乃至ｅは、ＷＯ９７４７８３４に示す係止システムの一つを示す図である
。
【図１５】　ａ及びｂは、米国特許第２７４０１６７号による寄木フロアを示す図である
。
【図１６】　ａ及びｂは、カナダ国特許第ＣＡ－Ａ－２２５２７９１号によるフロアボー
ド用機械式係止システムを示す図である。
【図１７】　ａ及びｂは、米国特許第５７９７２３７号による寄木フロア用スナップ係止
システムを示す図である。
【図１８】　ａ及びｂは、フランス国特許第ＦＲ－Ａ－２６７５１７４号によるセラミッ
クタイル用接合システムを示す図である。
【図１９】　ａ及びｂは、日本国特許第ＪＰ７１８０３３３号に記載された、金属材料の
押出しによって形成されたフロアボード用接合システムを示す図である。
【図２０】　ａ及びｂは、英国特許第ＧＢ－Ａ－２１１７８１３号による大きな壁パネル
用接合システムを示す図である。
【図２１】　ａ及びｂは、本発明によるフロアボードの第１の好ましい実施例の平行な接
合縁部分を概略に示す図である。
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【図２２】　本発明を使用するとき、上接合縁を中心として内方に傾ける基本的原理を概
略に示す図である。
【図２３】　ａ及びｂは、本発明によるフロアボードの接合縁の製造を概略に示す図であ
る。
【図２４】　ａ及びｂは、本発明の、生産と関連した変形例を示す図である。
【図２５】　本発明の変形例並びに下リップの曲げと組み合わせたスナップ嵌め及び上方
への傾けを示す図である。
【図２６】　短いリップを持つ本発明の変形例を示す図である。
【図２７】　ａ、ｂ、及びｃは、下方への傾け方法及び上方への傾け方法を示す図である
。
【図２８】　ａ、ｂ、及びｃは、変形例の傾け方法を示す図である。
【図２９】　ａ及びｂは、スナップ嵌め方法を示す図である。
【図３０】　二つのボードが既に短側部で互いに接合されている場合の二つのボードの長
側部を第３ボードの長側部に接合する方法を示す図である。
【図３１】　ａ及びｂは、本発明による組み合わせ接合部を備えた、接合された二つのフ
ロアボードを示す図である。
【図３２】　ａ乃至ｄは、組み合わせ接合部の内方への傾けを示す図である。
【図３３】　長側部を寄木フロアに形成する方法の一例を示す図である。
【図３４】　短側部を寄木フロアに形成する方法の一例を示す図である。
【図３５】　長側部の接合システムを寄木フロアに形成する方法の詳細を示す図である。
【図３６】　接合部材料の曲げ及び圧縮を使用して傾けることができるように接合システ
ムが設計された、本発明によるフロアボードの一例を示す図である。
【図３７】　本発明によるフロアボードを示す図である。
【図３８】　ａ及びｂは、本発明による製造方法を使用する、製造方法の四つの工程を示
す図である。
【図３９】　フロアボードの表面層の膨潤及び収縮を補償するのに適した接合システムを
示す図である。
【図４０】　剛性タングを持つ本発明の変形例を示す図である。
【図４１】　係止システムが上接触面を構成する、本発明の変形例を示す図である。
【図４２】　ａ及びｂは、長いタングを持つ本発明の変形例の傾け及び引き出しを示す図
である。
【図４３】　ａ、ｂ、及びｃは、スナップ嵌めを容易にするための接合システムの設計方
法を示す図である。
【図４４】　傾け位置決めでのスナップ嵌めを示す図である。
【図４５】　ａ及びｂは、可撓性タングを持つ本発明による接合システムを示す図である
。
【図４６】　ａ及びｂは、可撓性スプリットタングを持つ本発明による接合システムを示
す図である。
【図４７】　ａ及びｂは、下リップの一部がコアと異なる材料で形成された本発明による
接合システムを示す図である。
【図４８】　ａ及びｂは、四つの側部全部が係止されたフロアボードのｃ接合部として使
用できる接合システムを示す図である。
【図４９】　例えばフロアボードの短側部で使用できる接合システムを示す図である。
【図５０】　例えばフロアボード短側部で使用できる接合システムの別の例を示す図であ
る。
【図５１】　ａ乃至ｆは、敷設方法を示す図である。
【図５２】　ａ及びｂは、特別設計の工具による敷設を示す図である。
【図５３】　短側部の接合を示す図である。
【図５４】　ａ及びｂは、短側部のスナップ嵌めを示す図である。
【図５５】　短側部のスナップ嵌めを容易にする可撓性タングを持つ本発明の変形例を示
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す図である。
【図５６】　ａ及びｅは、短側部の外隅部のスナップ嵌めを示す図である。
【図５７】　ａ及びｅは、短側部の内隅部のスナップ嵌めを示す図である。
【符号の説明】
１、１’　フロアボード
４ａ、４ｂ　長側縁部分
ＨＰ　表面平面
ＶＰ　接合平面
３６　タング溝
３８　タング
３０　コア
３２　表面層

【図１】 【図２】
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