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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床下地（１０）上に配置される第１床板（１）及び第２床板（２）を含み、機械的固定
システムを設けられた床板であって、
　前記第１床板（１）の第１端部（３）から突出する固定ストリップ（５）を備え、
　前記固定ストリップ（５）は、前記第２床板（２）の第２端部（４）の前記床下地（１
０）の方を向くことになる下側面（１８）における固定溝（７）と協働するように構成さ
れ且つ水平方向に前記第１端部（３）と前記第２端部（４）とを固定するための固定要素
（６）を設けられ、
　前記第１端部（３）と前記第２端部（４）とが、前記第１端部（３）に向けた前記第２
端部（４）の垂直方向における下方の移動によって、組み立てられるように構成されてお
り、
　前記第２端部（４）は、前記固定溝（７）に隣接する校正溝（１１）を設けられており
、
　前記校正溝（１１）は、前記第２端部（４）の前記下側面（１８）に設けられ、前記第
２床板（２）が前記床下地（１０）上に配置された際に水平方向に延びる又は傾斜状とな
る底面（１９）を有し、前記校正溝（１１）は、前記第２端部（４）が前記床下地（１０
）に向けて押されるとともに曲げられることを可能とし、前記第１床板（１）と前記第２
床板（２）の間の厚さの相違を調整するために設けられていることを特徴とする、床板。
【請求項２】



(2) JP 6392847 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

　少なくとも前記第２端部（４）は、可撓性を有している、請求項１に記載の床板。
【請求項３】
　少なくとも前記第２床板（２）は、可撓性を有している、請求項１又は２に記載の床板
。
【請求項４】
　少なくとも前記第２床板（２）は、プラスチック材料、好ましくは、熱可塑性材料又は
エラストマーを有している、請求項１乃至３のいずれかに記載の床板。
【請求項５】
　前記第２床板（２）の芯材は、プラスチック材料、好ましくは、熱可塑性材料又はエラ
ストマーを有している、請求項１乃至４のいずれかに記載の床板。
【請求項６】
　前記校正溝（１１）は、前記固定溝（７）に向けて開放している、請求項１乃至５のい
ずれかに記載の床板。
【請求項７】
　前記校正溝（１１）の深さは、前記床板の間での厚さの平均差に対して実質的に等しい
か又は超えている、請求項１乃至６のいずれかに記載の床板。
【請求項８】
　前記校正溝（１１）の深さは、前記第１床板（１）と前記第２床板（２）の間の厚さの
相違に対して実質的に等しくなっている、請求項１乃至７のいずれかに記載の床板。
【請求項９】
　前記校正溝（１１）は、前記第２床板（２）の下側面（１８）に配置されている、請求
項１乃至８のいずれかに記載の床板。
【請求項１０】
　前記固定要素（６）は、湾曲状の外側上部（３０）を有している、請求項１乃至９のい
ずれかに記載の床板。
【請求項１１】
　前記第１端部（３）及び前記第２端部（４）を垂直方向に固定するために、前記第１端
部（３）又は前記第２端部（４）は、前記第１端部（３）又は前記第２端部（４）のうち
の他方における舌部溝（９；１４）と協働するように構成される舌部（８；１３）を、設
けられている、請求項１乃至１０のいずれかに記載の床板。
【請求項１２】
　前記舌部（１３）は、前記第１端部（３）又は前記第２端部（４）と同じ材料から形成
されている、請求項１１に記載の床板。
【請求項１３】
　前記舌部（１３）は、前記第２端部（４）に設けられ、前記第２床板（２）の上側面（
１７）から垂直方向で下方に延びている、請求項１２に記載の床板。
【請求項１４】
　前記舌部（１３）の幅は、前記第２床板（２）の前記上側面（１７）からの距離ととも
に増加している、請求項１３に記載の床板。
【請求項１５】
　前記舌部は、移動溝（１２）に配置された移動可能舌部である、請求項１１に記載の床
板。
【請求項１６】
　床下地（１０）上に配置される第１床板（１）及び第２床板（２）の端部（３，４，２
３，２４）での機械的固定システムの製造方法であって、
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）を準備する工程であって、前記第１床板（
１）は第１の厚さを有し、前記第２床板（２）は前記第１の厚さとは異なる第２の厚さを
有する、工程と、
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）のうちの第２端部（４，２４）の前記床下
地（１０）の方を向くことになる下側面（１６，１８）に固定溝（７，２７）を形成する
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工程と、
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）のうちの少なくとも一方の前記第２端部（
４，２４）の前記下側面（１６；１８）に、工具（４０）を用いて校正溝（１１）を形成
する工程であって、前記校正溝（１１）は、前記第１床板（１）又は前記第２床板（２）
が前記床下地（１０）上に配置された際に水平方向に延びる又は傾斜状となる底面（１９
）を有し、前記校正溝（１１）は、前記第２端部（４）が前記床下地（１０）に向けて押
されるとともに曲げられることを可能とし、前記第１床板（１）と前記第２床板（２）の
間の厚さの相違を調整するために設けられたものであり、前記工具（４０）は、前記第１
床板（１）及び前記第２床板（２）の上側面（１５，１７）に対して固定された位置に配
置される工程と、を備える、機械的固定システムの製造方法。
【請求項１７】
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）の上側面（１５，１７）からの固定された
位置に、前記校正溝（１１）の底面（１９）を配置する工程をさらに備えている、請求項
１６に記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項１８】
　前記校正溝（１１）の底面（１９）は、前記校正溝（１１）の深さが、前記第１床板（
１）及び前記第２床板（２）の間での厚さの平均差に対して実質的に等しいか又は超える
ように、配置される、請求項１６に記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項１９】
　前記校正溝（１１）の底面（１９）は、前記校正溝（１１）の深さが、前記第１床板（
１）及び前記第２床板（２）の間での厚さの相違に対して実質的に等しくなるように、配
置される、請求項１６に記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項２０】
　前記固定溝及び前記校正溝は、互いに隣接して形成される、請求項１６乃至１９のいず
れかに記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項２１】
　前記校正溝（１１）は、前記固定溝（７，２７）に向けて開放する、請求項１６乃至２
０のいずれかに記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項２２】
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）の第１端部（３，２３）に、固定要素（６
，２６）を設けられた固定ストリップ（５，２５）を形成する工程であって、前記固定要
素（６，２６）は、前記固定溝（７，２７）と協働するように構成される工程を、さらに
備える、請求項１６乃至２１のいずれかに記載の機械的固定システムの製造方法。
【請求項２３】
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）の前記第１端部（１）又は前記第２端部（
２）に、舌部溝（９，２９；１４）を形成する工程と、
　前記第１床板（１）及び前記第２床板（２）の前記第１端部（３）及び前記第２端部（
４）のうちの他方に、舌部（８；１３）を設ける工程と、を備え、前記舌部（８；１３）
は、前記舌部溝（９，２９；１４）と協働するように構成される、請求項１６乃至２２の
いずれかに記載の機械的固定システムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、機械的固定システムを設けられた床板、及び床板の端部における機械的固定
システムを製造するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製造時に許容される公差に起因して、異なる床板の厚さは、わずかに異なり得る。その
ため、機械的固定システムの異なる部分が床板の異なる高さに配置され得る。例えば、床
板が配置される床下地から第１床板に配置される舌部までの距離は、床下地から垂直方向
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における固定のために舌部が挿入されるようになる第２床板の舌部溝までの距離とは異な
ることがあり、このことが図１に示されている。このことは、床板が固定位置とならない
場合があるため、床板の連結時の困難性を生じさせ得る。しかしながら、そのような床板
の厚さの相違は、床板が床下地に設けられた発泡体に配置されるときには、一般に、床板
を互いに固定するときの困難性を生じさせるものではない。そのような発泡体は、一般に
、圧縮可能である。圧縮可能な発泡体は、厚さのある床板上の舌部溝が隣接する床板の舌
部と同じ高さに位置付けられるように、厚さのある床板を床下地に向けて圧縮されること
を可能とする。
【０００３】
　そのような下層発泡体は、積層床や、エンジニアード木質床等の設置のときに従来から
用いられている。ビニル床、例えばＬＶＴ（Luxury Vinyl Tiles）のようなプラスチック
から形成される床の設置のときには、そのような発泡体は、従来、用いられていない。
【０００４】
　その結果、異なる床板の間の厚さの相違は、床板を互いに固定するとき、特に、いわゆ
るフォルドダウン（fold down）技術によって床板を連結するときの困難性を生じさせ得
る。フォルドダウン技術は、一方の床板の一端の垂直方向下方の移動によって床板を組み
立てる工程を含む。上述したように、異なる厚さを有する床板は、一方の床板の舌部溝が
隣接する床板の舌部と異なる高さに位置付けられることを生じさせることがあり、床板が
固定位置とならない場合があるので、床板の連結時の困難性を生じさせる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の少なくとも或る実施の形態の目的は、上述した技術及び公知技術に対する改良
を提供することである。
【０００６】
　本発明の少なくとも或る実施の形態のさらなる目的は、機械的固定システムによる床板
の固定を容易にすることである。
【０００７】
　本発明の少なくとも或る実施の形態の他の目的は、床板が異なる厚さを有するときの機
械的固定システムによる床板の固定を容易にすることである。
【０００８】
　本発明の少なくとも或る実施の形態のさらなる目的は、下層発泡体が用いられないとき
の機械的固定システムによる床板の固定を容易にすることである。
【０００９】
　本開示から明らかとなり得る、これら及び他の目的、並びに利点の少なくとも幾つかは
、機械的固定システムを設けられた床板であって、第１床板の第１端部から突出する固定
ストリップを備え、前記固定ストリップが、第２床板の第２端部の下側面における固定溝
と協働するように構成され且つ水平方向に第１端部と第２端部とを固定するための固定要
素を設けられた床板によって、達成されている。第１端部と第２端部とが、第１端部に向
けた第２端部の垂直方向における下方の移動によって、組み立てられるように構成されて
いる。第２端部は、固定溝に隣接する校正溝を設けられている。
【００１０】
　本発明の実施の形態の利点は、校正溝が、異なる厚さを有する床板、特に床板の端部に
おける厚さの相違を補償することである。校正溝は、床板が配置される床下地に向けて第
２端部が押されることを可能とする。これにより、第２端部は、第２床板の厚さが第１床
板の厚さを超える場合であっても、第１端部及び第２端部のそれぞれで、第２床板の上側
面が第１床板の上側面に整列するように、配置され得る。
【００１１】
　本発明の実施の形態の他の利点は、床板の固定が容易化され得ることである。従来にあ
っては、異なる厚さを有する異なる床板によって、舌部及び舌部溝のような機械的固定シ
ステムの部分的な固定が、妨げられる場合がある。舌部は、上述のように、固定のための
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舌部溝に嵌り込む状態に進入することに困難性を有する場合がある。本開示の校正溝を設
けることによっては、第２端部は、舌部が舌部溝に進入する固定位置に到達するまで、下
方に曲げられ得る。
【００１２】
　少なくとも第２端部は、可撓性を有していてもよい。
【００１３】
　少なくとも第２床板は、可撓性を有していてもよい。第２端部又は床板の可撓性あるい
は弾性は、第２端部が床下地に向けて曲げられることを可能とする。
【００１４】
　少なくとも第２床板は、プラスチック材料、好ましくは、熱可塑性材料又はエラストマ
ーを有していてもよい。
【００１５】
　第２床板の芯材は、プラスチック材料、好ましくは、熱可塑性材料又はエラストマーを
有していてもよい。
【００１６】
　前記校正溝は、固定溝に向けて開放していてもよい。
【００１７】
　前記校正溝の深さは、前記床板の間での厚さの平均変化量に対して実質的に等しいか又
は超えるようになっていてもよい。
【００１８】
　前記校正溝の深さは、第１端部及び第２端部における第１床板と第２床板の間の厚さの
相違に対して実質的に等しくてもよい。
【００１９】
　前記校正溝は、第２床板の下側面に配置されていてもよい。
【００２０】
　固定要素は、湾曲状の外側上部を有していてもよい。固定溝は、固定要素の形状に相補
的な形状を有していてもよい。
【００２１】
　前記第１端部及び前記第２端部を垂直方向に固定するために、前記第１端部又は前記第
２端部は、前記第１端部又は前記第２端部のうちの他方における舌部溝と協働するように
構成される舌部を、設けられていてもよい。
【００２２】
　前記舌部は、前記第１端部又は前記第２端部と同じ材料から形成されていてもよい。
【００２３】
　前記舌部は、前記第２端部に設けられ、前記第２床板の上側面から垂直方向で下方に延
びていてもよい。
【００２４】
　前記舌部の幅は、前記第２床板の上側面からの距離とともに増加してもよい。
【００２５】
　前記舌部は、移動溝に配置された移動可能舌部であってもよい。移動可能舌部は、床板
が固定位置となるときに、前記舌部溝に嵌り込む状態に進入するように構成されていても
よい。
【００２６】
　本発明の第２の態様によれば、本発明は、第１床板及び第２床板の端部での機械的固定
システムの製造方法によって、実現される。当該方法は、
　第１床板及び第２床板を準備する工程であって、前記第１床板は第１の厚さを有し、前
記第２床板は前記第１の厚さとは異なる第２の厚さを有する、工程と、
　前記第１床板及び前記第２床板のうちの第２端部の下側面に固定溝を形成する工程と、
　前記第１床板及び前記第２床板のうちの少なくとも一方の前記第２端部の下側面に、工
具を用いて校正溝を形成する工程であって、前記工具は、前記第１床板及び前記第２床板
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の上側面に対して固定された位置に配置される工程と、
　を備える。
【００２７】
　本発明の第２の態様による方法は、上述された前記床板の利点を組み入れることができ
、上述のことは、機械的固定システムの製造方法にも適用される。
【００２８】
　当該方法は、前記第１床板及び前記第２床板の上側面からの固定された位置に、前記校
正溝の底面を配置する工程をさらに備えていてもよい。
【００２９】
　前記校正溝の底面は、前記校正溝の深さが、前記床板の間での厚さの平均変化量に対し
て実質的に等しいか又は超えるように、配置されてもよい。
【００３０】
　前記校正溝の底面は、前記校正溝の深さが、前記第１床板及び前記第２床板の間での厚
さの相違に対して実質的に等しくなるように、配置されてもよい。
【００３１】
　前記固定溝及び前記校正溝は、互いに隣接して形成されてもよい。
【００３２】
　前記校正溝は、前記固定溝に向けて開放していてもよい。前記校正溝は、前記第２床板
の下側面に配置されてもよい。
【００３３】
　当該方法は、前記第１床板及び前記第２床板の第１端部に、固定要素を設けられた固定
ストリップを形成する工程であって、前記固定要素は、前記固定溝と協働するように構成
される工程を、さらに備えていてもよい。前記固定要素は、水平方向での固定のために、
前記固定溝と協働するように構成されていてもよい。
【００３４】
　当該方法は、前記第１床板及び前記第２床板の前記第１端部又は前記第２端部に、舌部
溝を形成する工程と、前記第１床板及び前記第２床板の前記第１端部及び前記第２端部の
うちの他方に、舌部を設ける工程と、を備え、舌部は、舌部溝と協働するように構成され
ていてもよい。前記舌部は、垂直方向での固定のために、前記舌部溝と協働するように構
成されていてもよい。
【００３５】
　舌部を設ける工程は、前記第１床板及び前記第２床板の前記第１端部及び前記第２端部
のうちの他方に、移動溝を形成する工程と、前記移動溝に前記舌部を挿入する工程とを含
み、前記舌部は、前記移動溝において移動可能であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　本発明は、本発明の実施の形態を示す添付された図を参照しつつ、例示を通して、より
詳細に説明され得る。
【図１】図１は、従来技術による床下地に配置された床板を示している。
【図２】図２は、本発明の実施の形態による床板を示している。
【図３】図３は、固定位置における図２の床板を示している。
【図４】図４は、本発明の他の実施の形態による床板を示している。
【図５】図５は、固定位置における図４の床板を示している。
【図６ａ】図６ａは、第１床板の断面を示している。
【図６ｂ】図６ｂは、第２床板の断面を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図２，３，４及び５は、少なくとも第１床板１と第２床板２とを有する床板のセットの
機械的固定システムを示している。図６ａ，６ｂはそれぞれ、第１床板１と第２床板２と
を示している。第１及び第２床板１，２は、床下地１０上に配置されている。第１床板１
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は、床下地１０から離れる側を向く上側面１５と、床下地１０の方を向く下側面１６と、
を有する。第２床板２は、床下地１０から離れる側を向く上側面１７と、床下地１０の方
を向く下側面１８と、を有する。
【００３８】
　第１及び第２床板１，２は、機械的固定システムを設けられている。機械的固定システ
ムは、固定ストリップ５を有する。固定ストリップ５は、第１床板１の第１端部３から突
出している。固定ストリップ５は、固定要素６を設けられている。固定要素６は、第２床
板２の第２端部４の下側面１８に配置された固定溝７と協働するように構成されており、
固定要素６は、水平方向での第１及び第２端部３，４の固定のためのものである。
【００３９】
　固定要素６は、外側上部３０を有する。固定溝７は、外側下部３１を有する。図２及び
３に示される実施の形態では、固定要素６は、湾曲状又は弧状の外側上部３０を有する。
湾曲状の上部３０は、円又は楕円の一部として形成されていてもよい。固定溝７は、固定
要素６の形状を補う形状を有していてもよい。すなわち、固定溝７の外側下部３１は、湾
曲状又は弧状であってもよい。図４及び５に示される実施の形態では、固定要素６は、傾
斜状の外側上部３２を有する。固定溝７は、固定要素６の形状を補う形状を有していても
よい。すなわち、固定溝７の外側下部３３は、傾斜していてもよい。また、床下地１０に
向く固定要素６の下部は、図４及び５に示されるように、床下地１０に対して傾斜してい
てもよい。
【００４０】
　第１及び第２端部３，４は、第１端部３に向けた第２端部４の垂直方向における下方の
動きによって、互いに組み付けられ且つ固定されるように構成されている。
【００４１】
　また、機械的固定システムは、舌部８及び舌部溝９を有していてもよい。舌部８は、第
１端部３又は第２端部４に配置されてもよい。舌部溝９は、第１端部３及び第２端部４の
他方に配置されてもよい。舌部８は、垂直方向での第１端部３及び第２端部４の固定のた
めに、舌部溝９と協働するように構成されている。舌部８は、図２及び３に示されるよう
に、第１床板１の上側面１５に対して傾斜して、第１端部３から突出していてもよい。こ
れに代えて、舌部８は、第１端部３から水平方向に傾斜して突出してもよい。
【００４２】
　図２及び３に示されるように、舌部８は、第１端部３又は第２端部４における移動溝１
２に配置される移動可能舌部であってもよい。移動可能舌部８は、別の部分として、形成
されていてもよい。すなわち、移動可能舌部８は、第１及び第２床板１，２の材料とは異
なる材料から形成されていてもよい。このような移動可能舌部８は、例えばＷＯ２００７
／０１５６６９に示されている。図２及び３に示される実施の形態では、舌部８は、第１
端部３における移動溝１２に配置される移動可能舌部である。舌部溝９は、第２端部４に
配置されている。移動可能舌部８は、移動溝１２内で移動可能となっている。移動可能舌
部８は、垂直方向での第１端部３及び第２端部４の固定のために、舌部溝９と協働するよ
うに構成されている。
【００４３】
　図４及び５に示される実施の形態では、舌部１３は、第１端部３又は第２端部４と同じ
材料から形成されていてもよい。舌部１３は、第１端部３又は第２端部４の一体部分であ
ってもよい。図４及び５において、舌部１３は、第２端部４と同じ材料から形成されてい
る。舌部溝１４は、第１端部３に形成されている。舌部１３は、好ましくは、垂直方向で
の第１端部３及び第２端部４の固定のために、舌部溝１４と協働するように構成されてい
る。図４及び５に示される実施の形態では、舌部１３は、上側面１７から垂直方向で下方
に延び、水平方向に突出する。舌部１３の幅は、第２板２の上面１７からの距離とともに
、増加する。舌部１３は、断面で見た場合に、ありほぞ形状を有していてもよい。
【００４４】
　第１及び第２端部３，４はそれぞれ、第１及び第２床板１，２の短辺端部であってもよ
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い。また、第１及び第２床板１，２の長辺端部が、機械的固定システムを設けられてもよ
い。例えば、長辺端部は、曲げることにより床板を固定するために構成された機械的固定
システムを設けられてもよい。これに代えて、長辺端部は、上述のタイプの機械的固定シ
ステムを設けられてもよい。また、床板が、正方形形状、長方形形状又は他の多角形形状
であってもよいことは、考慮される。
【００４５】
　実施の形態において、少なくとも第２端部４は、当該第２端部４が垂直方向に押される
ように、可撓性、伸縮性又は弾性を有する。第２端部４は、好ましくは、床下地１０に向
けて垂直方向において下方に押される。ある実施の形態では、第１及び第２床板１，２は
、可撓性、伸縮性又は弾性を有する。第１及び第２床板１，２は、この実施の形態におい
て、プラスチック材料、好ましくは、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ及
び／又はＰＵＲ）、ポリプロピレン（ＰＰ）又はポリエチレン（ＰＥ）、あるいはそれら
の組み合わせのような熱可塑性材料を有していてもよい。熱可塑性材料は、ポリスチレン
（ＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビ
ニルブチラール、又はそれらの組み合わせであってもよい。また、第１及び第２床板１，
２は、エラストマーを有していてもよい。また、第１及び第２床板１，２は、ＷＰＣ（Ｗ
ｏｏｄ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）を有していてもよい。また、第２端部４の
弾性力は、第2端部４から材料を除去することによって、確保されてもよい。
【００４６】
　実施の形態では、第１及び第２床板１，２が、１つ又は複数の層を有していてもよい。
第１及び第２床板１，２は、芯材を有していてもよい。機械的固定システムは、芯材に形
成されていてもよい。また、第１及び第２床板１，２は、芯材の上側面上に配置される表
面層、好ましくは装飾層又は印刷層を有していていもよい。また、表面層は、装飾層又は
印刷層上に配置される耐摩耗層を有していていもよい。また、第１及び第２床板１，２は
、芯材の下側面上に配置される裏地層を有していてもよい。芯材は、第２端部４に可撓又
は弾発特性を提供してもよい。芯材は、プラスチック材料、好ましくは、ポリ塩化ビニル
（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリプロピレン（ＰＰ）又はポリエチレン（ＰＥ）
、あるいはそれらの組み合わせのような熱可塑性材料を有していていもよい。熱可塑性材
料は、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアクリル酸
ナトリウム、ポリビニルブチラール、又はそれらの組み合わせであってもよい。また、芯
材は、ＷＰＣ（Ｗｏｏｄ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）を有していてもよい。ま
た、芯材は、エラストマーを有していてもよい。また、芯材が１つ以上の層を有してもよ
いことが、考慮される。例えば、芯材は、ＭＤＦ又はＨＤＦのような木質繊維系板の第１
層と、プラスチック、好ましくは熱可塑性材料又はエラストマーを有するような弾性材料
の第２層と、を有していてもよい。
【００４７】
　第１及び第２床板１，２は、豪華なビニールタイル又は板、ビニールフリーの床板等の
ような弾性床板であってもよい。第１及び第２床板１，２は、芯材と、芯材の上側面上に
配置される表面層と、選択的に芯材の下側面上に配置される裏地層と、を有していてもよ
い。芯材は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリプロピレン（ＰＰ
）又はポリエチレン（ＰＥ）のような熱可塑性材料を有していてもよい。芯材は、エラス
トマーを有していてもよい。表面層は、印刷層、耐摩耗層及び保護コートのような、１つ
又は複数の層を有していてもよい。印刷層及び／又は耐摩耗層は、熱可塑性箔のような熱
可塑性材料を有していてもよい。印刷層及び耐摩耗層の熱可塑性材料は、ポリ塩化ビニル
（ＰＶＣ）、ポリエステル、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリスチ
レン（ＰＳ）、ポリウレタン（ＰＵＲ）ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリア
クリル酸ナトリウム、ポリビニルブチラール、又はあるいはそれらの組み合わせであって
もよい。保護コートは、ＵＶ硬化コートのような放射線硬化コートであってもよい。
【００４８】
　図２及び３ならびに図４及び５に示されるように、第２端部４は、校正溝１１を設けら
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れている。校正溝１１は、固定溝７に隣接して配置されている。校正溝１１は、第２床板
２の下側面１８に配置されている。校正溝１１は、固定溝７へ延びている。校正溝１１は
、固定溝７に向けて開放している。校正溝１１は、床板２の下側面から垂直方向に延びて
いる。校正溝１１は、水平方向に延びる又は傾斜状となり得る底面１９を有する。
【００４９】
　第２床板２が第２端部４に芯材を有する実施の形態では、校正溝１１は、芯材に形成さ
れていてもよい。第２床板２が、第２端部４に芯材と、芯材の下側面における裏地層とを
有する実施の形態では、校正溝１１は、裏地層又は裏地層と芯材とに、形成されてもよい
。
【００５０】
　校正溝１１は、第１及び第２床板１，２の間の厚さの相違を調整するように構成されて
おり、特に、それぞれ、第１及び第２床板１，２の第１及び第２端部３，４での厚さの相
違を調整するように構成されている。図２及び４に示されるように、第２端部４における
第２床板２の厚さは、第１端部３における第１床板１の厚さを超えている。結果的に、舌
部溝９は、図２に示されるように、舌部８が舌部溝９と協働する状態への進入から妨げら
れるように、舌部８の上方に配置されている。図４に示される実施の形態では、舌部１３
は、舌部溝１４に部分的にのみ挿入されている。舌部１３の固定面及び舌部溝１４は、部
分的にのみ嵌り合った状態となっている。
【００５１】
　床下地１０に配置された際、第２端部４での校正溝１１の存在は、第２端部４での床下
地１０と床板２との間に形成される距離を生じさせる。校正溝１１は、図３及び５に示さ
れている、舌部８，１３が舌部溝９，１４との嵌り合いに移行できる位置へ、第２端部４
が床下地１０に向けて押されることを、可能とする。舌部８，１３が舌部溝９，１４との
嵌り合った際には、第１端部３と第２端部４とが、垂直方向で固定される。図３及び５に
示されるように、校正溝１１の底面１９の少なくとも一部は、床下地１０に接している。
舌部溝９，１４における舌部８，１３の嵌り合いは、第２端部４が床下地１０に向けて曲
がる位置に、第１端部３と第２端部４とを固定する。好ましくは、第２端部４での第２床
板２の上側面１７は、舌部８，１３が舌部溝９，１４と嵌り合う状態に移行した際に、第
１端部３での第１床板１の上側面１５と整列される。
【００５２】
　好ましくは、第２床板２或いは第２床板２の芯材の可撓又は弾発特性は、第２端部４で
の望ましい曲げの達成を助ける。上側面１７に平行且つ接続面３４に直交する水平方向に
おける校正溝１１の幅は、第２床板の材料特性に応じて調整されてもよい。第２床板２が
より硬い場合には、校正溝１１の幅は、第２端部４での望ましい曲げを得るために、増加
されるべきである。第２床板２がより可撓性及び／又は弾性が大きい場合には、校正溝１
１の幅は、より硬い床板に比較して、縮減され得る。校正溝１１の幅を調整することによ
って、床下地１０に向けた第２端部４の曲げを可能とするための望ましい第２床板２の可
撓性及び弾性が得られる。
【００５３】
　校正溝１１は、好ましくは、上側面１７に平行で且つ接続面３４に水平に沿う水平方向
における第２端部４の延長上に延びる。校正溝１１は、好ましくは、連続している。代替
的な実施の形態では、校正溝１１は、上側面１７に平行で且つ接続面３４に水平に沿う水
平方向で、非連続であってもよい。
【００５４】
　好ましくは、校正溝１１の深さは、第１床板１と第２床板２との間の厚さの相違に、実
質的に等しくなっている。好ましくは、校正溝１１の深さは、０．５ｍｍ未満で、好まし
くは０．３ｍｍ未満で、より好ましくは０．２ｍｍ未満である。
【００５５】
　校正溝１１は、機械的固定システムの形成時に、形成され得る。校正溝１１の深さは、
複数の床板の間の厚さの平均差として、又は、複数の床板の間の厚さの平均差を超える深
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さとして、選択され得る。望ましい厚さを超える厚さを有する床板は、校正溝１１を設け
られてもよい。望ましい厚さを超えない厚さを有する床板は、校正溝１１を設けられなく
てもよい。
【００５６】
　図６ａは、断面における第１床板１を示す。第１床板１は、第１端部３と第２端部２４
とを有する。図６ｂは、断面における第２床板２を示す。第２床板２は、第２端部４と第
１端部２３とを有する。図６ａ，６ｂにおける第１及び第２床板１，２は、上述の図２～
５における第１及び第２床板１，２に対応している。図２～５は、第１及び第２床板１，
２の接続を示す一方、図６ａ，６ｂは、床板を分離して示している。図２～５を参照した
、第１及び第２床板１，２の説明は、図６ａ，６ｂを参照して以下に説明する第１及び第
２床板１，２にも適用され、その逆も同様である。
【００５７】
　第１及び第２床板１，２の端部での機械的固定システムの形成方法が、図６ａ～６ｂを
参照して以下に説明される。固定溝２７は、第１の厚さを有する第１床板１の第２端部２
４の下側面１６に形成される。また、固定溝７は、第２の厚さを有する第２床板２の第２
端部４の下側面１８に形成される。第１床板１の厚さは、第２床板２の厚さとは異なって
いてよい。
【００５８】
　固定溝７，２７が形成される第２端部４，２４で好ましくは測定された、第１及び第２
床板１，２のいずれかの厚さが所定の厚さを超える場合、校正溝１１は、その床板に形成
される。厚さが所定の厚さに対して等しい又は小さい場合、校正溝は形成されない。図６
ａ～６ｂにおいて、校正溝１１は、第１及び第２床板１，２の両方に形成されている。
【００５９】
　校正溝１１は、工具４０によって形成される。工具４０は、第１及び第２床板１，２の
上側面１５，１７から固定された距離で、配置される。固定された距離は、第１床板１の
上側面１５と工具４０との間、並びに、第２床板２の上側面１７と工具４０との間で、同
じになっている。固定された距離は、厚さの所定の望ましい値に対応する。所定の望まし
い値は、少なくとも第１及び第２床板の平均厚さに対応していてもよい。
【００６０】
　工具４０が固定された位置に配置されることによって、前記距離を超える厚さを有する
床板は、校正溝１１を設けられる。工具４０は、ナイフ、床板の一部を溶融するように構
成された加熱装置、スクレーパ工具、切断工具等であってもよい。
【００６１】
　第１床板１及び第２床板２は、床板１，２が工具４０を通る際に、好ましくは、同一の
搬送要素によって搬送される。搬送要素と工具４０との間の距離は、固定される。好まし
くは、第１床板１及び第２床板２の上側面１５，１７はそれぞれ、搬送要素に接する。
【００６２】
　校正溝１１は、第１及び第２床板１，２の第２端部４，２４の下側面１６，１８に形成
される。校正溝１１は、切断、削り取り、又は床板一部の溶融によって、形成されてもよ
い。校正溝１１は、当該校正溝１１が固定溝７，２７に向けて開放するように、形成され
てもよい。校正溝１１は、固定溝７，２７に隣接して配置される。好ましくは、第１及び
第２床板１，２は、固定溝７，２７が形成され第１位置と、校正溝１１が形成される第２
位置との間で、水平方向に、搬送される。
【００６３】
　校正溝１１は、底面１９を有する。校正溝１１は、第１床板１の校正溝１１の底面１９
及び第２床板２の校正溝１１の底面１９の各々が、第１及び第２床板１，２の上側面１５
，１７から実質的に同じ距離に配置されるように、形成される。各床板の上側面１５，１
７と、各校正溝１１の底面１９との間の距離は、第１及び第２床板１，２にとって実質的
に同じとなる。第１及び第２床板１，２が異なる厚さを有する場合であっても、各校正溝
１１の底面１９は、第１及び第２床板１，２の各々の上側面１５，１７から実質的に等し
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い距離に配置される。その結果、校正溝１１の深さは、第２端部４，２４での床板の初期
の厚さに応じて、床板の間で、異なることもある。
【００６４】
　また、当該方法は、第１床板１の第１端部３に固定要素６を設けられた固定ストリップ
５を形成する工程と、第２床板２の第１端部２３に固定要素２６を設けられた固定ストリ
ップ２５を形成する工程と、を有していてもよい。固定要素６，２６は、水平方向での固
定のために、固定溝７，２７と協働するように構成される。
【００６５】
　また、当該方法は、第２床板２の第２端部４に舌部溝９を形成する工程と、第１床板１
の第２端部２４に舌部溝２９を形成する工程と、を有していてもよい。移動溝１２は、第
１床板１の第１端部３に形成されてもよく、移動溝２２は、第２床板２の第１端部２３に
形成される。また、当該方法は、図６ａ～６ｂに示されるように、各移動溝１２及び２２
に移動可能舌部８を挿入する工程を有していてもよい。移動可能舌部８は、移動溝１２，
２２内で移動可能である。移動可能舌部８は、垂直方向で床板を固定するように構成され
ている。これに代えて、垂直方向固定が、図４及び５に示されるように、舌部１３及び舌
部溝１４によって確保されてもよい。
【００６６】
　第２床板２の第１端部２３の固定ストリップ２５、固定要素２６及び移動溝２２が、第
１床板１の第１端部３の固定ストリップ５、固定要素６及び移動溝１２に、実質的に対応
すること、及び、図２～５を参照した上述の説明が図６ａ～６ｂにも適用されることが、
理解されるべきである。
【００６７】
　第１床板１の第２端部２４の固定溝２７及び舌部溝２９が、第２床板２の第２端部４の
固定溝７及び舌部溝９に実質的に対応すること、及び、図２～５を参照した上述の説明が
図６ａ～６ｂにも適用されることが、理解されるべきである。
【００６８】
　第１及び第２端部３，４，２３，２４は、第１及び第２床板１，２の短辺端部であって
もよい。第１及び第２床板１，２の長辺端部が、機械的固定システムを設けられてもよい
。例えば、長辺端部は、曲げることにより床板を固定するために構成された機械的固定シ
ステムを設けられてもよい。これに代えて、長辺端部は、上述のタイプの機械的固定シス
テムを設けられてもよい。また、床板が、正方形形状、長方形形状又は他の多角形形状で
あってもよいことは、考慮される。
【００６９】
　床板１，２の上側面１５，１７によって、床板が設置された際の床下地１０から離れる
側を向く側が意味される。しかしながら、製造中、上側面１５，１７は、必ず上方を向い
ていなくてよく、一時的に下方を向いてもよい。
【００７０】
　添付された請求項によって規定されるものとしての本発明の範囲内である、ここに説明
された各実施の形態の多くの変形例があることは、考慮される。
【００７１】
　また、校正溝１１は種々の形状を有してもよいことが考慮される。例えば、校正溝は、
図２～３に示されるように、Ｕ形状であってもよい。さらに、校正溝１１の底面１９は、
図４～５に示されるように、傾斜されてもよい。
【００７２】
　さらに、図２～６を参照した上述の機械的固定システムが、校正溝１１を用いることな
く使用されてもよい。例えば、第１床板１の第１端部３から突出する固定ストリップ５を
備える機械的固定システムを有する床板が、設けられてもよい。固定ストリップ５は、水
平方向での第１端部３及び第２端部４の固定のために、第２床板２の第２端部４の下側面
１８での固定溝７と協働するように構成される固定要素６を、設けられてもよい。固定要
素６は、湾曲状の外側上部３０を有する。固定溝７は、湾曲状の外側下部３１を有してい
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