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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械式ロッキングシステムで接合される矩形状の床板（１，１′）からなる浮床であっ
て、前記ロッキングシステムにおいて、接合された床板が、床面（３１）に平行である水
平面（ＨＰ）と、水平面に垂直である垂直面（ＶＰ）とを有し、前記ロッキングシステム
が、垂直面に平行である垂直方向接合及び水平面に平行である水平方向接合のための、第
１及び第２ジョイント縁（それぞれ４ａ及び４ｂ）からなる、機械的に協働するロック手
段を有し、前記ロッキングシステムにおいて、垂直方向ロック手段は、舌片溝（９）と協
働する舌片（１０）からなり、且つ、水平方向ロック手段は、ロック溝（１２）と協働す
るロック面（１５）を備えたロック要素（８）からなる浮床において、
　前記ロック要素（８）及び前記ロック溝（１２）は、協働するロック面（１４，１５）
を有し、
　前記舌片（１０）及び前記舌片溝（９）の上部部分並びに前記床面（３１）により画成
されるジョイント縁の領域に、上部ジョイント縁部分（１８，１９）が形成され、
　前記床板（１，１′）が水平方向（Ｄ２）において互いに接合及び押圧されるときに、
第１ジョイント縁（４ａ）の前記上部ジョイント縁部分（１８，１９）の一つが第２ジョ
イント縁（４ｂ）の下部ジョイント縁部分（１６，１７）の一つに重なり合うとともに、
前記ロック面（１４，１５）の間に遊び（２０）が形成され、
　前記床板（１，１′）が反対の水平方向に引き離されるときに、前記上部ジョイント縁
部分（１８，１９）の間にジョイント間隙（２１）が現れ、
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　これらの上部ジョイント縁部分（１８，１９）が一緒になるように押圧されたとき及び
引き離されたときに、前記遊び（２０）は前記ジョイント間隙（２１）より大きくまたは
前記ジョイント間隙（２１）と等しくなり、
　床板の形式、据え付けパターン及びロッキングシステムは、床板が水平面（ＨＰ）内で
圧縮荷重又は引張り荷重を受けたときに、１×１ｍの床面が少なくとも一方向において少
なくとも１ｍｍの長さの変化（ΔＴＬ）を生じることが可能であるように設計され、当該
長さの変化（ΔＴＬ）は、平均遊び（ＡＰ）に１ｍの床の長さ（ＴＬ）毎のジョイントの
総数（Ｎｊ）を掛けることで計算され、
　この長さの変化（ΔＴＬ）が、視認可能なジョイント間隙（２１）のない状態で生じる
ことが可能であり、且つ、
　表面層が積層板又は木製薄板であり、床板の芯材がＭＤＦ（中密度繊維板）又はＨＤＦ
（高密度繊維板）のような木材をベースとした板であり、前記水平面（ＨＰ）において１
００ｋｇｆ／ｍの力（Ｆ）がジョイント縁で用いられたときの床の長さの変化（ΔＴＬ）
が少なくとも１．０ｍｍであり、前記水平面（ＨＰ）において２００ｋｇｆ／ｍの力（Ｆ
）がジョイント縁で用いられたときの床の長さの変化（ΔＴＬ）が少なくとも１．５ｍｍ
であり、前記水平面（ＨＰ）における力（Ｆ）がジョイント縁で１００ｋｇｆ／ｍである
ときの平均ジョイント間隙が０．１５ｍｍを超えず、前記水平面（ＨＰ）における力（Ｆ
）がジョイント縁で２００ｋｇｆ／ｍであるときの平均ジョイント間隙が０．２０ｍｍを
超えないことを特徴とする浮床。
【請求項２】
　床板の形式、据え付けパターン及びロッキングシステムは、１２ｍを超える長さ又は幅
を持つ、広い連続的な浮床面が、拡張用ジョイントを用いることなく据え付け可能である
ように、設計されて組み合わせられていることを特徴とする、請求項１に記載の浮床。
【請求項３】
　床面が、２０ｍを超える長さ又は幅を持つ、連続的な床面であることを特徴とする、請
求項２に記載の浮床。
【請求項４】
　床板が、１００ｍｍを超えない幅を持つことを特徴とする、請求項２又は請求項３に記
載の浮床。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の分野
　本発明は、概略的に言えば、床板用のロッキングシステムの技術分野に関する。本発明
は、一方で、機械的に接合されることが可能な床板用のロッキングシステムに関する、他
方で、このようなロッキングシステムが設けられた床板及び床組、及び、このような床板
を製造する製造方法に関する。より具体的には、本発明は、とりわけ、主に広い連続的な
表面をなす浮床を配置すること、及び、据え付け後に相当程度の形状の変化を示す床板を
配置することを可能にするロッキングシステムに関する。
【０００２】
応用分野
　本発明は、特に、重厚感のある木製床、寄木張り床、薄板の表面を持つ床、高圧積層板
又は直接積層板からなる表面層を持つ積層床等のような、木製浮床及び積層床での使用に
適したものである。
【０００３】
　従来技術、既知のシステムの問題、並びに本発明の目的及び特徴についての以下の説明
は、このため、非限定的な例として、主にこの応用分野に向けられる。しかしながら、本
発明は、機械式ロッキングシステムにより異なったパターンで接合されることを意図した
如何なる床板においても使用することが可能である、ということは強調されるべきである
。本発明は、従って、下地床に接着剤で付けられたり又は釘や鋲などで付けられる床、又
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は、芯材を備えた床であって、プラスチックやリノリウム、コルクからなる表面や、ニス
塗装された繊維板からなる表面等を備えた床にも応用することが可能である。
【０００４】
幾つかの用語の定義
　以下の文中において、据え付けられた床板の視認可能な表面は「前面」と呼ばれ、これ
に対して、下地床に面する床板の反対面は「後面」と呼ばれる。「床面」とは、後面の反
対側にあり且つ単一平面に位置付けられている、床板の主な外側の平坦部分を意味する。
傾斜面、溝及び同様の装飾的な特徴は前面の部分をなしているが、それらは床面の部分を
なしてはいない。「積層床」とは、圧力及び熱が加えられた状態で圧縮されたメラミン含
浸紙からなる表面を有する床を意味する。「水平面」とは、床面の外側部分に平行に延在
した平面に関連したものである。「垂直面」とは、水平面に垂直である平面に関連したも
のである。
【０００５】
　前面と後面との間にある床板の縁のところの、床板の外側部分は、「ジョイント縁」と
呼ばれる。「ジョイント縁部分」とは、床板のジョイント縁の一部を意味する。「ジョイ
ント」又は「ロッキングシステム」とは、床板を垂直方向及び／又は水平方向に互いに連
結する、協働する連結手段を意味する。「機械式ロッキングシステム」とは、接着剤なし
で接合を行うことができることを意味する。機械式ロッキングシステムは、多くの場合、
接着剤によって接合されることもまた可能である。「垂直方向ロック」とは、垂直面に平
行なロッキングを意味する。原則として、垂直方向ロックは、舌片溝と協働する舌片から
なっている。「水平方向ロック」とは、水平面に平行なロッキングを意味する。「ジョイ
ント開口」とは、二つの接合された床板の二つのジョイント縁により画成される溝であっ
て、前面に開口したものを意味する。「ジョイント間隙」とは、前面と、前面に隣り合う
舌片の上部とにより画成された領域内における、二つの接合された床板のジョイント縁部
分の間の最小距離を意味する。「開口したジョイント間隙」とは、前面へ向けて開口した
ジョイント間隙を意味する。「視認可能なジョイント間隙」とは、床の上を歩く人が前面
から肉眼で視認可能なジョイント間隙、又は、各種の型の床向けの産業で確立されている
ジョイント間隙の一般的な要求よりも大きいジョイント間隙を意味する。「連続的な浮床
面」とは、拡張用ジョイントを用いることなく、ひとまとまりのものとして据え付けられ
る床面を意味する。
【背景技術】
【０００６】
本発明の背景
　従来の積層床及び寄木張り床は、通常、既存の下地床上に浮いた状態で据え付けられる
。床板のジョイント縁が接合されて床面が形成されることとなるが、床面全体は下地床に
対して移動することが可能である。一年を通して変化する相対湿度ＲＨに関連して床板が
収縮したり膨張したりするにつれて、床面全体はその形状が変化する。
【０００７】
　この種の浮床は、通常、接着剤が付けられた舌片及び溝のジョイント（さねはぎジョイ
ント）により接合される。配置の際には、板が水平方向に関して一緒になるように結合さ
れるが、このとき、一つの板のジョイント縁に沿って突出した舌片が、隣接する板のジョ
イント縁に沿って舌片溝に挿入される。さねはぎジョイントは、床板を垂直方向に位置付
け及びロックし、接着剤が板を水平方向に関してロックする。同様の方法が長辺及び短辺
の両方で用いられ、そして、板は、通常、長辺が長辺に突き当てられ、短辺が短辺に突き
当てられて、平行な列をなして配置される。
【０００８】
　接着剤付きのさねはぎジョイントにより接合された、このような従来の浮床に加えて、
近年、接着剤の使用を必要とせずに、その代わりとして、いわゆる機械式ロッキングシス
テムにより機械的に接合される床板が開発されている。これらのシステムは、接着剤なし
で板を水平方向及び垂直方向に機械的にロックするロック手段を備えている。垂直方向ロ
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ック手段は、一般的に、舌片溝と協働する舌片として形成されている。水平方向ロック手
段は、ロック溝と協働するロック要素からなっている。ロック要素は、舌片溝の下部から
延びるストリップ上に形成することが可能であり、又は、舌片上に形成することも可能で
ある。機械式ロッキングシステムは、板の芯材を機械加工することにより形成することが
可能である。代替的には、舌片及び／又はストリップのようなロッキングシステムの部分
は、床板に一体化される（すなわち工場でのその製造に関連して床板に予め接合される）
別の材料から作られることも可能である。
【０００９】
　床板は、曲げ入れ、スナップ挿入、いわゆる垂直折り畳みのような垂直方向位置変化、
及びジョイント縁に沿った挿入といったものの各種の組み合わせにより機械的に接合され
ることが可能である。垂直折り畳みを除く、これらの据え付け方法の全ては、床板の一辺
（長辺又は短辺）がロック位置に移動し得ることを必要としている。市販されている多く
のロッキングシステムは、移動を容易にするためにロック要素とロック溝との間に小さな
遊びを持つように製造されている。その意図するところは、移動が可能で、且つ同時に、
できるだけ緊密な嵌合いで互いに連結される床板を製造することにある。例えば０．０１
～０．０５ｍｍの非常に小さな移動遊びは、しばしば、木質繊維の間の摩擦を相当程度減
少させるのに十分である。欧州規格ＥＮ１３３２９によれば、積層床において、床板間の
ジョイント開口は、平均して０．１５ｍｍ以下であり、且つ、床での最大レベルは０．２
０ｍｍ以下であるべきである。浮床の全ての製造者の目標は、ジョイント開口をできるだ
け減少させることにある。ロック位置にあるロック要素を備えたストリップが下地床へ向
けて後方に曲げられ、且つ、ロック要素及びロック溝が互いに対してパネルをしっかりと
押圧するように、プレテンションをかけた状態で製造される床さえも存在している。この
ような床は据え付けるのが困難である。
【００１０】
　木製床及び積層床は、また、下地床に対して接着剤で付けたり又は釘や鋲などで付けた
りすることにより接合される。このような接着剤で付ける方法又は釘や鋲などで付ける方
法は、湿気に起因した移動を抑え、床板が接合された状態を保つ。床板の移動は、各床板
の中心のあたりで生じる。膨張及び収縮は、単にそれぞれの床板だけで生じ得るものであ
り、従って、床面全体の形状を変化させるものではない。
【００１１】
　下地床に対して接着剤で付けたり又は釘や鋲などで付けたりすることにより接合される
床板は、ロッキングシステムを何ら必要としない。しかしながら、それらは、垂直方向位
置付けを容易にするように、従来のさねはぎジョイントを有することが可能である。それ
らは、また、床板をその配置に関連して垂直方向及び／又は水平方向にロックし及び位置
付ける、機械式ロッキングシステムを有することが可能である。
【００１２】
従来技術及びその問題
　浮床の利点は、相対湿度ＲＨの種々の度合いに起因した形状の変化が幅木の下方に隠さ
れた状態で生じ得ることであり、また、床板が、それらが膨張及び収縮するにもかかわら
ず、視認可能なジョイント間隙なしで接合され得ることである。据え付けは、特に機械式
ロッキングシステムを用いることにより、手早く且つ容易に行うことが可能であり、且つ
、床は、取り外して異なった位置に再び配置することが可能である。欠点は、繊維板の芯
材を備えた積層床、又は種々の繊維の方向を持つ幾つかの層を備えた木製床のように、床
が相対的に寸法安定性のある床板からなる場合であっても、連続的な床面が原則として制
限されてしまうことにある。その理由は、このような寸法安定性のある床は、原則として
、ＲＨが２５％（冬場）と８５％（夏場）との間で変化するときに約０．１％（１ｍ当た
り約１ｍｍに対応する）となるような寸法変化を有しているからである。このような床は
、例えば、１０ｍの距離では、約１０ｍｍだけ収縮及び膨張するであろう。広い床面は、
例えば１０ｍ又は１５ｍごとに、拡張用ストリップを備えたより小さな面に分割されなけ
ればならない。このような分割がなされないと、幅木によってもはや隠しきれない程度に
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収縮時に床の形状が変化してしまう恐れがある。また、広い連続的な表面が移動するとき
に大きな荷重が伝達されてしまうので、ロッキングシステムへの荷重も大きなものとなる
であろう。荷重は、異なった部屋の間の通路において特に大きなものとなるであろう。
【００１３】
　欧州積層床材製造者協会（ＥＰＬＦ）によって定められた実施基準によれば、拡張用ジ
ョイントプロファイルは、個々の床材厚板の長さ方向に関して１２ｍよりも大きい表面、
及び幅方向に関して８ｍよりも大きい表面に据え付けられるべきである。このようなプロ
ファイルは、また、部屋の間の出入り口に据え付けられるべきである。同様の据え付けガ
イドラインが、木の表面を備えた浮床の製造者により用いられている。拡張用ジョイント
プロファイルは、一般に、二つの分離した床ユニットの間の床面に固定されたアルミニウ
ム又はプラスチック製の区分片である。それらは、泥を集め、望まれない外観を与え、且
つ、かなり高価である。最大床面についてのこれらの制限に起因して、積層床材は、ホテ
ル、空港及び大規模なショッピングエリアのような商業的な用途において小さな市場シェ
アにしか達していない。
【００１４】
　均質木製床のような不安定な床は、さらに大きな形状の変化を示すであろう。とりわけ
、均質木製床の形状の変化に影響を与える要因は、繊維の方向及び木の種類である。均質
オーク床は、繊維の方向、すなわち床板の長手方向に沿って、非常に安定している。横方
向においては、ＲＨが一年を通して変化するにつれて、３％（１ｍ当たり約３０ｍｍに対
応）又はそれよりも多くの移動があり得る。他の種類の木は、さらに大きな形状の変化を
示す。大きな形状の変化を示す床板は、原則として、浮いた状態では取り付けることがで
きない。このような据え付けがたとえ可能であったとしても、連続的な床面はかなり限定
されたものとなってしまう。
【００１５】
　下地床に対して接着剤で付けたり又は釘や鋲などで付けたりすることの利点は、広い連
続的な床面が拡張用ジョイントプロファイルなしで提供され得ることであり、また、床が
大きな荷重を引き受けることができることである。さらなる利点は、床板が垂直方向及び
水平方向のロッキングシステムを何ら必要としないことであり、また、それらが、例えば
長辺が短辺に接合されるといった、発展したパターンで据え付けられ得ることである。下
地床への取り付けを含む、このような据え付け方法は、しかしながら、幾つかの重大な欠
点を有している。主な欠点は、床板が収縮したときに板の間に視認可能なジョイント間隙
が現れてしまうということである。ジョイント間隙は、特に床板が湿気に敏感な木質材料
から作られているときに比較的大きくなり得る。下地床に釘や鋲などで付けられた均質木
製床は、３～５ｍｍのジョイント間隙を持ち得る。板の間の距離は、幾つかは小さく幾ら
かは大きい間隙として不規則的に分布し得るものであり、また、これらの間隙は常に平行
というわけではない。従って、ジョイント間隙は、床板の長さに亘って変化し得るもので
ある。大きなジョイント間隙は、大量の泥（舌片まで落ちて入り込み、膨張時に床板がそ
れらの元の位置をとらないようにするもの）を収容するものである。この据え付け方法は
、多くの時間がかかるものであり、且つ、多くの場合、下地床が、当該下地床に対して接
着剤で付けたり又は釘や鋲などで付けたりできるように調整されなければならない。
【００１６】
　このため、上述した欠点のない浮床、特に、
　（ａ）　拡張用ジョイントプロファイルのない広い連続的な表面からなる浮床、
　（ｂ）　一年を通してＲＨが変化するときに大きな寸法的な変化を示す、湿気に敏感な
床板からなる浮床、
を提供することが可能であれば、大きな利点となるであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
本発明の概要



(6) JP 4642781 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

　本発明は、広い連続的な表面をなし、且つ、相対湿度（ＲＨ）が変化するにつれて大き
な寸法的な変化を示す床板を備えた浮床を据え付けることを可能にする、ロッキングシス
テム、床板及び床に関する。本発明は、また、このような床を製造するための製造方法及
び製造装置に関する。
【００１８】
　本発明の第１の目的は、機械式ロッキングシステムを備えた矩形状の床板からなる浮床
であって、床板の寸法、配置パターン及びロッキングシステムが協働して床板の間の移動
を許容する浮床を提供することにある。本発明によれば、個々の床板は、相対湿度の変化
に起因して、据え付け後に形状が変化、すなわち収縮及び膨張し得る。このことは、広い
視認可能なジョイント間隙のない状態で床板が互いにロックされたままであると同時に、
床面全体の形状の変化が減少され又は好ましくはなくなるような態様で、生じるとよい。
【００１９】
　第２の目的は、広く且つ深い泥収集用のジョイント間隙のない状態で、及び／又は開口
したジョイント間隙がない状態で、床板の間における相当程度の移動を許容する、ロッキ
ングシステムを提供することにある。このようなロッキングシステムは、特に、木材のよ
うな湿気に敏感な材料に適したものであるが、それだけでなく、広い浮床が、幅が広く及
び／又は長さがない床板を用いて、据え付けられるときにも適したものである。
【００２０】
　長辺及び短辺という用語は、この明細書では、理解を助長するために用いられる。本発
明によれば、板は、また、正方形であっても、又は、正方形及び長方形が交互になってい
てもよく、且つ、任意に、種々のパターン及び対向辺間の角度を呈していてもよい。
【００２１】
　この明細書に現れる、床板、ロッキングシステム及び配置パターンの組み合わせは、適
切な実施形態における例に過ぎないものである。非常に多くの代替例が考えられる。本発
明の第１の目的に適した全ての実施形態は、本発明の第２の目的を具現化する実施形態と
組み合わせることが可能である。全てのロッキングシステムは、長辺及び／又は短辺にお
いて個別に用いられ得るものであり、また、長辺及び短辺において各種の組み合わせで同
様に用いられ得る。水平方向及び垂直方向のロック手段を有するロッキングシステムは、
曲げ入れ及び／又はスナップ挿入により接合され得る。ロッキングシステム及び能動的な
水平方向及び垂直方向のロック手段の幾何形状は、床板の縁を機械加工することにより形
成されるか、又は、床板のジョイント縁部分に接合される前又は後に形成されるか又は代
替的に機械加工された別個の材料により形成されてもよい。
【００２２】
　これらの目的は、従属請求項により完全に又は部分的に達成される。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　第１の観点によれば、本発明は、機械式ロッキングシステムで接合される矩形状の床板
からなる浮床を備えている。接合された床板は、床面に平行である水平面と、水平面に垂
直である垂直面とを有している。ロッキングシステムは、垂直面に平行である垂直方向接
合及び水平面に平行である水平方向接合のための、第１及び第２ジョイント縁からなる、
機械的に協働するロック手段を有している。垂直方向ロック手段は、溝と協働する舌片か
らなり、且つ、水平方向ロック手段は、ロック溝と協働するロック面を備えたロック要素
からなっている。床は、床板の形式、据え付けパターン及びロッキングシステムが、床板
が一緒になるように押圧されたり引き離されたときに、１×１ｍの床面が少なくとも一方
向において少なくとも１ｍｍの形状の変化を生じることが可能であるように設計されてい
ることを特徴とする。この形状の変化は、視認可能なジョイント間隙のない状態で生じる
ことが可能である。
【００２４】
　第２の観点によれば、本発明は、床板を機械的に接合するためのロッキングシステムで
あって、このロッキングシステムにおいて、接合された床板が、床面に平行である水平面
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と、水平面に垂直である垂直面とを有するものを備えている。ロッキングシステムは、垂
直面に平行である垂直方向接合及び水平面に平行である水平方向接合のための、第１及び
第２ジョイント縁からなる、機械的に協働するロック手段を有している。垂直方向ロック
手段は、溝と協働する舌片からなり、且つ、水平方向ロック手段は、ロック溝と協働する
ロック面を備えたロック要素からなっている。第１ジョイント縁及び第２ジョイント縁は
、舌片と床面との間に位置する上部ジョイント縁部分及び下部ジョイント縁部分を有して
いる。上部ジョイント縁部分は、下部ジョイント縁部分よりも床面に近い。ロッキングシ
ステムは、床板が互いに接合及び押圧されるときに、二つの上部ジョイント縁部分が互い
に離間し、且つ、第１ジョイント縁にある上部ジョイント縁部分の一つが第２ジョイント
縁の下部ジョイント縁部分に重なり合うことを特徴とする。
【００２５】
　この発明の幾つかの好ましい実施形態によれば、床がかなり小さな床板及び多数のジョ
イントからなり、膨張及び収縮を補償することが可能であると有利である。良好に規定さ
れた遊び及びジョイント開口が概して本発明に係る高い品質の床を製造するのに必要とさ
れるので、製造の公差はかなり小さなものとなるべきである。
【００２６】
　小さな床板は、しかしながら、機械加工中に制御されない態様で回転してしまう傾向に
あるので、要求された公差で製造することが困難である。小さな床板が大きな床板に比べ
て製造が困難である主な理由は、大きな床板であれば、床板の縁を機械加工する際にチェ
ーン及びベルトと接触する、かなり大きな領域を持つということである。このような大き
な接触領域は、床板がベルトによりチェーンに固定されたままとし、（接触領域が小さい
場合に問題となるかもしれない）床板の供給方向に関しての移動又は回転が生じ得ないよ
うにする。
【００２７】
　床板の製造は、本質的に、一組のツール及び床板の未加工物が互いに対して相対的に移
動するような態様で実行される。一組のツールは、好ましくは、当業者に知られた方法で
ロッキングシステムを機械加工するように配置され及び寸法が付けられた一つ又は多数の
ミリングツールからなっている。
【００２８】
　最も多く使用されている装置は、良好に規定された供給方向に沿って床板を高精度に移
動させるのにチェーン及びベルトが用いられる、二重又は一重のエンドテナーである。多
くの用途で、主として垂直方向へのずれを防止するために、チェーン及びベルトとともに
圧力シュー及び支持ユニットが用いられる。床板の水平方向へのずれは、チェーン及びベ
ルトによってのみ防止される。
【００２９】
　問題としては、このことが、多くの用途において、特にパネルが小さいときに、十分な
ものではないということである。
【００３０】
　本発明の第３の目的は、エンドテナーで、ただし既知の技術で実現可能なものよりも良
好な精度で、床板及び機械式ロッキングシステムを製造することを可能にする装置及び製
造方法を提供することにある。本発明は、このため、建築用パネル、特に床板を製造する
ための装置もまた備えるものである。装置は、チェーン、ベルト、圧力シュー及びツール
セットからなっている。チェーン及びベルトは、ツールセット及び圧力シューに対して床
板を供給方向に移動させるように配置されている。圧力シューは、床板の後面を押圧する
ように配置されている。ツールセットは、床板がツールセットに対して移動させられたと
きに床板の縁部分を形成するように配置されている。ツールセットのツールのうちの一つ
は、床板にガイド面を形成する。圧力シューは、ガイド面と協働するガイド装置であって
、供給方向に垂直で且つ床板の後面に平行な方向へのずれを防止するガイド装置を有して
いる。
【００３１】
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　床板の後面に溝が形成されることが可能であること、また、テーブル上に板を移動させ
るベルトにより床板が移動させられるときに、床板をガイドするために溝へ定規を挿入す
ることが可能であることが知られている。圧力シューがチェーンと協働するエンドテナー
において、特別のガイド面及びガイド装置を用いることが可能であることは知られていな
い。
【００３２】
　本発明の第４の目的は、機械式ロッキングシステムを備えた矩形状の床板からなる広い
半浮床であって、床板の形式、据え付けパターン及びロッキングシステムが、１２ｍを超
える長さ又は幅を持つ、広い連続的な半浮床面が、拡張用ジョイントを用いることなく据
え付けられるように設計されている半浮床を提供することにある。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明に係る第１の型Ａ及び第２の型Ｂからなる床板であって、
この実施形態における長辺４ａ及び４ｂが短辺５ａ，５ｂの長さの三倍の長さを有する床
板を例示している。床板の長辺４ａ，４ｂは、垂直方向及び水平方向の連結手段を有して
おり、また、床板の短辺５ａ，５ｂは、水平方向の連結手段を有している。この実施形態
において、二つの型は、ロック手段の位置が鏡面反転されている点を除いて同一である。
ロック手段は、少なくとも内側への曲げ入れにより長辺４ａの長辺４ｂへの接合を可能に
し、また、内側への曲げ入れにより長辺４ａの短辺５ａへの接合を可能にし、また同様に
、垂直動作により短辺５ｂの長辺４ｂへの接合を可能にするものである。長辺４ａ，４ｂ
及び短辺５ａ，５ｂの両方のヘリンボンパターン又は平行横列での接合は、この実施形態
では、単に長辺４ａ，４ｂに沿った角度動作により行われる。床板の長辺４ａ，４ｂは、
この実施形態では、ストリップ６、舌片溝９及び舌片１０からなる連結手段を有している
。短辺５ａは、また、ストリップ６及び舌片溝９を有しており、これに対し、短辺５ｂは
、舌片１０を有していない。複数の変形例があり得るであろう。床板の二つの型は、同一
の形式である必要はなく、また、ロック手段は、上述したようにそれらが長辺が短辺へ突
き当てられて接合され得る限り、異なった形状を有することもまた可能である。連結手段
は、同一の材料から作られていても、又は異なった材料から作られていても、又は異なっ
た材料特性を持つ同一の材料から作られていてもよい。例えば、連結手段は、プラスチッ
ク又は金属から作られていてよい。それらはまた、床板と同一の材料から作られているが
、それらの特性を改変する、含浸等のような処理を受けさせるようにしてもよい。短辺５
ｂは、舌片を有していてもよく、また、床板はそれから、角度動作及びスナップ動作の異
なった組み合わせにより、従来の方式でダイアモンドパターンで接合されてもよい。短辺
は、また、ロック中に水平方向に移動することが可能な、別個の可撓性のある舌片を有し
ていてもよい。
【００３４】
　図２ａは、互いに接合される二つの床板１，１′の連結手段を示している。この実施形
態において、床板は、積層板からなる表面層３１と、表面層３１よりも柔らかく且つ圧縮
力がある、例えばＨＤＦからなる芯材３０と、バランス層３２とを有している。垂直方向
ロックＤ１は、舌片１０と協働する舌片溝９からなっている。水平方向ロックＤ２は、ロ
ック溝１２と協働するロック要素８を備えたストリップ６からなっている。このロッキン
グシステムは、上部ジョイント縁に沿った内側への曲げ入れにより接合されることが可能
である。水平方向スナップによりロックされるような態様に改変することもまた可能であ
る。ロック要素８及びロック溝１２は、協働するロック面１５，１４を有している。床板
は、水平方向Ｄ２において互いに接合及び押圧されるときに、ロック面１４，１５の間に
遊び２０がある位置をとることができる。図２ｂは、床板が反対方向に引き離され、且つ
、ロック面１４，１５が完全に接触して互いに押圧されたときに、ジョイント間隙２１が
前面のうち上部ジョイント縁の間に現れることを示している。ロック面１４，１５の間の
遊びは、本発明によれば、上部ジョイント縁が一緒になるように押圧されたとき及び上述
したように引き離されたときの上部ジョイント縁の変位に等しいものとして定義される。
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ロッキングシステムにおける、このような遊びは、縁部分及びロッキングシステムの強度
に適合した圧力及び引張り力の下で床板が一緒になるように押圧されたとき及び引き離さ
れたときに生じる最大床移動である。一緒になるように押圧されたときに僅かにのみ圧縮
される、硬い表面層又は縁を備えた床板は、この定義によれば、ジョイント間隙に本質的
に等しい又はジョイント間隙よりも僅かに大きい遊びを有している。より柔らかな縁を備
えた床板は、ジョイント間隙よりも相当に大きな遊びを有することとなるであろう。この
定義によれば、遊びは常にジョイント間隙よりも大きいか、又はジョイント間隙に等しい
。遊び及びジョイント間隙は、例えば０．０５～０．１０ｍｍであるとよい。約０．１ｍ
ｍのジョイント間隙は、許容可能であるものと考えられる。それらは視認が困難であり、
また、通常の泥の粒子は大きすぎて、このような小さなジョイント間隙を通ってロッキン
グシステムに入り込むことはできない。幾つかの用途では、特に、相当程度の圧力及び引
張り力が用いられたときに遊び及びジョイント間隙が測定されるならば、例えば０．２５
ｍｍの遊びの下で、０．２０ｍｍまでのジョイント間隙が許容可能である。この最大ジョ
イント間隙は、湿度が非常に低く（例えば２０％以下）、且つ、床への荷重が非常に高い
、という極端な条件でのみ生じるであろう。通常の条件及び用途では、このような床での
ジョイント間隙は、０．１０ｍｍ以下であり得る。
【００３５】
　図２ｂは、平行横列で据え付けられた、１．２×０．２ｍの大きさの床板を備えた一般
的な積層床を示している。このような積層床は、１ｍ当たり約１ｍｍだけ収縮及び膨張す
る。ロッキングシステムが約０．１ｍｍの遊びを有しているとすれば、横方向Ｄ２Ｂに関
して五つのジョイントがあれば、１ｍ当たり（５×０．１＝０．５ｍｍ）の膨張及び収縮
が可能になるであろう。これは、１ｍｍという最大膨張又は収縮の半分のみを補償する。
長手方向Ｄ２Ａに関しては、１．２ｍ当たり一つのジョイントのみが存在しており、０．
１ｍｍの移動を許容している。ロッキングシステムにおける遊び２０及びジョイント間隙
２１は従って、長辺に平行な方向Ｄ２に関しての床の収縮及び膨張を減少させるのに僅か
に貢献するのみである。床の移動を、遊び２０及びジョイント間隙２１がない床で通常生
じる移動の半分まで減少させるためには、遊び２０を０．６ｍｍまで増加させる必要があ
るが、これは、短辺のジョイント間隙２１をかなり大きくしてしまう。
【００３６】
　図２ｃは、例えば、ＨＤＦのような繊維板からなる芯材３０と、約０．１％（すなわち
１ｍあたり１ｍｍ）の最大寸法変化を有する、積層板又は薄板からなる表面層とを備えた
床板を示している。床板は、平行横列で据え付けられる。この実施形態では、床板は、例
えば０．５×０．０８ｍの寸法を持つ、幅が狭く且つ短いものである。遊びが０．１ｍｍ
であれば、１ｍの床の長さに亘る、１２個のジョイントを備えた１２枚の床板が、横方向
Ｄ２Ｂに関して、床の最大寸法変化よりも大きな１．２ｍｍの移動を許容するであろう。
従って、移動全体は、互いに相対的に移動する床板により生じることができ、且つ、床の
外側寸法は不変とすることが可能である。長手方向Ｄ２Ａに関しては、二つの短辺のジョ
イントにより、１ｍ当たり０．２ｍｍの移動を補償することのみが可能である。例えば１
０ｍ幅で且つ４０ｍ長の部屋においては、現在推奨されている据え付け原理に反して、床
板の長辺が部屋の幅方向に平行で且つ部屋の長さ方向に垂直であるような態様で、据え付
けが適切に行われることが可能である。この好ましい実施形態によれば、大きな視認可能
なジョイント間隙のない、広い連続的な浮床面には、従って、遊びを備えたロッキングシ
ステムを有するとともに、床面の長さ方向に垂直な平行横列で接合された、幅が狭い床板
が設けられているとよい。本発明に係るロッキングシステム、床板及び据え付けパターン
は、従って、１×１ｍの床面が、ロッキングシステム又は床板に損傷を与えることなく、
少なくとも一方向に約１ｍｍ以上だけ拡張したり一緒になるように押圧されたりすること
ができるように、調整されるべきである。家庭用セッティングで据え付けられる浮床の機
械式ロッキングシステムは、少なくとも２００ｋｇ／（１ｍの床の長さ）に対応する引張
り荷重及び圧縮力に耐える機械式ロッキングシステムを有している。より具体的には、上
述した床面がいずれかの方向に２００ｋｇの圧縮荷重又は引張り荷重を受けるとき、及び
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、床板が約４５％の通常の相対湿度の状態にされたときに、上述したような、視認可能な
ジョイント間隙のない寸法変化を実現することが可能であることが好ましいであろう。
【００３７】
　機械式ロッキングシステムの強度は、広い連続的な浮床面で非常に重要なものである。
このような広い連続的な浮床面は、１２ｍを超える長さ及び／又は幅を持つ床面として定
義される。非常に広い連続的な浮床面は、２０ｍを超える長さ及び／又は幅を持つ床面と
して定義される。もし機械式ロッキングシステムが広い浮床で十分な強度を持っていない
のであれば、許容できないジョイント間隙が生じたり、床板が滑って離れたりする恐れが
ある。２００ｋｇ／ｍの引張り荷重が付加されたときに、０．２ｍｍを超える平均ジョイ
ント間隙を示す、積層床のような寸法安定性のある床板は、一般的に、広い高品質の浮床
での使用に適していない。本発明は、２０ｍ又は４０ｍさえも超える長さ及び／又は幅を
持つ連続的な浮床を据え付けるのに使用することが可能である。原理的には、何らの制限
もない。１０，０００ｍ２以上の表面を持つ連続的な浮床を、本発明に従って据え付ける
ことが可能である。
【００３８】
　少なくとも一方向への浮いた状態での移動の主要な部分が、床板の間及び機械式ロッキ
ングシステム内で生じる、このような新規な型の浮床は、以下、半浮床として言及される
。
【００３９】
　図５ｄは、床板が接合状態で十分に可動であること、及び、ロッキングシステムが広い
連続的な浮床面（床が半浮床である）で使用されるのに十分強いことを保証するための、
適切な試験方法を例示している。この例では、１０個のジョイントを備えるとともに１０
０ｍｍ（１ｍの１０％）の長さＬを備えた９個のサンプルが、約１ｍの床の長さＴＬに対
応するように、それぞれの長辺に沿って接合されている。ジョイントの総数（この例では
、１０個のジョイント）は、Ｎｊとして言及される。板は、２００ｋｇの１０％である２
０ｋｇ（２００Ｎ）に対応する力Ｆを用いて、圧縮荷重及び引張り荷重を受ける。床の長
さＴＬの長さの変化（以下、ΔＴＬとして言及される）が測定されるべきである。平均遊
び（以下、ＡＰ、すなわち１個のジョイントあたりの床の移動として言及される）は、Ａ
Ｐ＝ΔＴＬ／Ｎｊとして定義される。例えばΔＴＬ＝１．５ｍｍであれば、平均遊びはＡ
Ｐ＝１．５／１０＝０．１５ｍｍとなる。この試験方法は、また、床板の寸法変化を測定
することとなるであろう。このような寸法変化は、大多数の床板において、遊びに比較し
て極端に小さいものである。以前に述べたように、先端縁の圧縮、及び床板自体の最終的
には幾らかの非常に小さな寸法変化に起因して、平均ジョイント間隙は常に、平均遊びＡ
Ｐよりも小さいものとなるであろう。このことは、ΔＴＬ／Ｎｊが常に平均ジョイント間
隙２１よりも大きいか又は等しいので、床の移動が十分であること（ΔＴＬ）、及び、平
均ジョイント間隙２１が規定された最大レベルを超えないことを確実にするためには、Δ
ＴＬのみが測定及び制御される必要があることを意味している。しかしながら、引張り力
Ｆが付加されたときの、床の実際の平均ジョイント間隙２１の寸法は、例えば一組のすき
まゲージ又は顕微鏡で直接測定することが可能であり、実際の平均ジョイント間隙（＝Ａ
ＡＪＧ）を計算することが可能である。ＡＰとＡＡＪＧとの間の差は、床板の可撓性（＝
ＦＦ（ＦＦ＝ＡＰ－ＡＡＪＧ））として定義される。積層床において、ΔＴＬは好ましく
は１ｍｍを超えているべきである。より低い又はより高い力Ｆが、半浮床として用いられ
る床板、据え付けパターン及びロッキングシステムを設計するのに用いられ得る。例えば
通常の湿気条件を備えた家庭環境における幾つかの用途においては、１ｍ当たり１００ｋ
ｇ（１０００Ｎ）の力Ｆで十分であり得る。非常に広い浮床においては、２５０～３００
ｋｇ又はそれよりも大きい力Ｆが用いられ得る。機械式ロッキングシステムは、１０００
ｋｇ又はそれよりも大きいロック力を持つように設計され得る。このようなロッキングシ
ステムにおけるジョイント間隙は、４００～５００ｋｇの力Ｆが付加されたときでさえ、
０．２ｍｍまでに制限され得る。ロック要素８、ロック面１５，１４及びロックストリッ
プ６により引き起こされるプッシュバック効果は、例えば１００ｋｇのステップで力Ｆを
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増加させたり減少させたりすることにより測定され得る。もし、Ｆが０から１００ｋｇへ
増加したとき（＝ΔＴＬ１）と、Ｆが０から２００ｋｇへ増加してそれから１００ｋｇへ
戻るように減少したとき（＝ΔＴＬ２）とで、ΔＴＬが本質的に同一であれば、プッシュ
バック効果は高いことになる。高いプッシュバック効果を持つ機械式ロッキングシステム
は、半浮床において有利である。好ましくは、ΔＴＬ１は、ΔＴＬ２の少なくとも７５％
であるべきである。幾つかの用途においては、５０％であっても十分であり得る。
【００４０】
　図２ｄは、ダイアモンドパターンで据え付けられた、図２ｃに係る床板を示している。
この据え付け方法は、床の両方向Ｄ２Ａ及びＤ２Ｂに関して１ランニングメータ当たり７
個のジョイントをもたらす。０．１４ｍｍの遊びは、従って、７個のジョイントが７×０
．１４＝１．０ｍｍの総可動性をもたらすので、０．１％の膨張及び収縮を完全に打ち消
すことができる。
【００４１】
　図２ｅは、ヘリンボンパターンで長辺が短辺へ突き当てられた状態で据え付けられた、
上述した床板からなる１ｍ２の床面を示し、また、例えば夏場にそれらが最大の寸法まで
膨張したときの床板の位置を示している。図２ｆは、例えば冬場にそれらが収縮したとき
の床板の位置を示している。固有の遊びを備えたロッキングシステムは、このとき、床板
の全てのジョイント縁の間にジョイント間隙２１をもたらす。床板がヘリンボンパターン
で据え付けられているので、長辺の遊びは、全ての方向に関して床の寸法変化を減少させ
るのに役立つであろう。図２ｆは、また、決定的に重要な方向が、７個のジョイント間隙
が１．４ｍの距離に亘る収縮に耐えるように調整されなければならない、床の対角線方向
Ｄ２Ｃ及びＤ２Ｄであることを示している。このことは、広い床での配置の最適な方向を
決定するのに用いることが可能である。この例では、０．２ｍｍのジョイント間隙があれ
ば、床の全ての方向への移動を完全に打ち消すことができるであろう。このことは、例え
ば接着剤で付けることにより、浮床の外側部分が下地床に取り付けられることを許容する
ものであり、これにより、収縮時に床が幅木の外側へ移動することを防止する。本発明は
、また、間仕切り壁が、据え付けられた浮床に取り付けられることを許容するものであり
、これにより、据え付け時間を減少させることができる。
【００４２】
　実地の実験によれば、薄板又は積層板からなる表面と、繊維板をベースにしたパネル（
例えば寸法安定性のある高品質ＨＤＦ）からなる芯材とを備えた床が、高度に寸法安定性
があるように、且つ、家庭用セッティングで１ｍ当たり約０．５～１．０ｍｍの最大寸法
変化を持つように製造されることが可能であることが実証されている。このような半浮床
は、無制限の寸法の空間に据え付けることが可能であり、また、最大遊びは、床板が好ま
しくは約１２０ｍｍの幅を持つ場合にはまた約０．１ｍｍに制限することが可能である。
例えば０．４×０．０６ｍのような、さらに小さな床板がよりいっそう好ましく、また、
このような床板は、それらが形状の安定性のより少ない材料から作られているときにもま
た広い表面にうまく対処することができる、ということは言うまでもない。第１の実施形
態によれば、本発明は従って、個々の床板が移動することが可能であり且つ床の外側寸法
が変化する必要のない、新規な型の半浮床を提案するものである。このことは、板の寸法
と、小さな遊び及び小さなジョイント間隙を用いたロッキングシステムの可動性と、床板
の据え付けパターンといったものの最適な利用により実現することが可能である。本発明
によれば、遊び、ジョイント間隙、床板の寸法、据え付けパターン及び床板の配置の方向
についての適切な組み合わせは、従って、浮床での移動を全体的に又は部分的に打ち消す
ために用いることが可能である。今日可能なものに比べてよりいっそう広い連続的な浮床
を据え付けることが可能となり、また、床の最大移動は、現在の技術に当てはまる約１０
ｍｍまで減少されるか、又は完全になくなることが可能である。このような全てのことは
、実際には視認不可能なジョイント間隙であって、湿気及び泥の侵入に関して、プレテン
ションにより又は十分な可動性を与えない非常に小さな変位遊びにより平行横列で接合さ
れる従来の０．２ｍ幅の浮床板と異ならないジョイント間隙の下で生じることが可能であ
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る。非限定的な例として、寸法安定性のある床の遊び２０及びジョイント間隙２１は好ま
しくは約０．１～０．２ｍｍであるべきであるということができる。
【００４３】
　本発明に係る特に好ましい実施形態は、次の特徴を備えた半浮床である。すなわち、表
面層が積層板又は木製薄板であり、床板の芯材が、ＭＤＦ又はＨＤＦのような、木をベー
スにした板であり、１００ｋｇ／ｍの力Ｆが用いられたときの床の長さの変化ΔＴＬが少
なくとも１．０ｍｍであり、２００ｋｇ／ｍの力Ｆが用いられたときの床の長さの変化Δ
ＴＬが少なくとも１．５ｍｍであり、力Ｆが１００ｋｇ／ｍであるときの平均ジョイント
間隙が０．１５ｍｍを超えず、且つ、力Ｆが２００ｋｇ／ｍであるときの平均ジョイント
間隙が０．２０ｍｍを超えないものである。
【００４４】
　このような半浮床板の機能及びジョイント品質は、湿度条件が通常どおりで、且つ、床
面の寸法が一般的に推奨される限度内であるときには、従来の浮床板と類似したものとな
るであろう。極端な気候条件下であるか、又は、より広い連続的な床面に据え付けられる
ときには、このような半浮床板は、従来の床板よりも優れたものとなるであろう。力Ｆ、
床の長さの変化ΔＴＬ及びジョイント間隙２１の他の組み合わせが、各種の用途向けの半
浮床を設計するために用いられ得る。
【００４５】
　図３ａは、浮床における湿気に起因した移動により引き起こされる問題を抑えるために
用いられ得る第２の実施形態を示している。この実施形態において、床板は、直接積層板
からなる表面３１と、ＨＤＦからなる芯材とを有している。この積層板の表面の下方には
、メラミンを含浸させた木質繊維からなる層３３がある。この層は、表面層がＨＤＦに積
層され、且つ、メラミンが芯材へ侵入して表面層をＨＤＦ芯材に接合させるときに、形成
される。ＨＤＦ芯材３０は、積層板表面３１及びメラミン層３３よりも柔らかく且つ圧縮
力がある。本発明によれば、積層板からなる表面層３１、及びまた（適切であれば）表面
層の下方にあるメラミン層３３の一部又は全部は、装飾溝１３３が浅いジョイント開口Ｊ
Ｏ１の形状を形成するように取り除かれているとよい。このジョイント開口は、均質木製
床の広いジョイント間隙に似たものである。溝１３３は、一つのジョイント縁のみに作ら
れるとよく、また、ジョイント間隙がより視認されないようにするように、色付けされた
り、被膜されたり、又は含浸されたりするとよい。このような装飾溝又はジョイント開口
は、例えば、例えば１～３ｍｍの幅ＪＯ１と、０．２～０．５ｍｍの深さとを持つことが
可能である。幾つかの用途において、ＪＯ１の幅は、好ましくは、約０．５～１．０ｍｍ
とかなり小さいものとなり得る。床板１，１′が互いに向けて押圧されたときには、上部
ジョイント縁１６，１７が圧縮され得る。このような圧縮は、ＨＤＦにおいて０．１ｍｍ
であろう。このような圧縮の可能性は、上述した遊びに取って代わり得るものであり、ジ
ョイント間隙がなくても移動できるようにし得るものである。上述したような化学プロセ
スは、また、ジョイント縁部分の特性を変化させるとともに、圧縮の可能性を改良するの
に役立ち得るものである。もちろん、第１及び第２の実施形態が組み合わされてもよい。
０．１ｍｍの遊び及び０．１ｍｍの圧縮の可能性の下で、０．２ｍｍの全体の移動には、
０．１ｍｍだけの視認可能なジョイント間隙が与えられ得る。圧縮は、また、ロック要素
８及びロック溝１２の能動的なロック面１５，１４の間でも用いられる。通常の気候条件
において、床板の分離は、ロック面１４，１５が互いに接触して何ら実質的な圧縮が生じ
ないときに避けられる。例えばＲＨが２５％以下に落ちるような極端な気候条件下で追加
的な引張り荷重を受けたときには、ロック面が圧縮されるであろう。このような圧縮は、
ロック面１４，１５の接触面ＣＳが小さいときに促進される。通常の床の厚さ８～１５ｍ
ｍにおいて、この接触面Ｃが約１ｍｍかそれよりも小さいと有利である。この技術におい
て、床板は、約０．１ｍｍの遊び及びジョイント間隙でもって製造され得る。ＲＨが２５
％以下に落ちたり８０％を超えたりするような極端な気候条件において、上部ジョイント
縁及びロック面の圧縮は、例えば０．３ｍｍの移動を許容し得る。上述した技術は、多く
の種々の型の床、例えば高圧積層板、木材、薄板、プラスチック及び同様の材料からなる
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表面を備えた床に適用され得るものである。この技術は、特に、上部ジョイント縁１６及
び／又は１７の一部を取り除くことにより上部ジョイント縁の圧縮を増加させることが可
能な床板に適したものである。
【００４６】
　図３ｂは、第３の実施形態を例示するものである。図３ｃ及び図３ｄは、図３ｂのジョ
イント縁の拡大図である。床板１′は、舌片１０及び溝９の上部部分及び床面３１により
画成されるジョイント縁の領域に、上部ジョイント縁部分１８及び下部ジョイント縁部分
１７を有しており、また、床板１は、対応する領域に、上部ジョイント縁部分１９及び下
部ジョイント縁部分１６を有している。床板１，１′が一緒になるように押圧されたとき
に、下部ジョイント縁部分１６，１７は互いに接触するであろう。これは、図３ｄに示さ
れている。上部ジョイント縁部分１８，１９は互いに離間し、一方の床板１′の一方の上
部ジョイント縁部分１８は、他方の床板１の下部ジョイント縁部分１６に重なり合う。こ
の一緒になるように押圧された位置において、ロッキングシステムは、ロック面１４，１
５の間に例えば０．２ｍｍの遊び２０を有している。この一緒になるように押圧された位
置での重なり合いが０．２ｍｍであれば、板は、それらが引き離されたときに、表面から
見える視認可能なジョイント間隙がない状態で、互いに０．２ｍｍだけ離れることが可能
である。この実施形態は、重なり合うジョイント縁部分１８によりジョイント間隙が覆わ
れることとなるので、開口したジョイント間隙を有しないであろう。これは、図３ｃに示
されている。ロック要素８及びロック溝１２が、可能な分離すなわち遊びが重なり合いよ
りも僅かに小さくなるようになっていると有利である。好ましくは、床板が引き離されて
引張り力Ｆがジョイントに付加されているときでも、例えば０．０５ｍｍの小さな重なり
合いがジョイントに存在しているべきである。この重なり合いは、湿気がジョイントに侵
入することを防止するであろう。下部縁部分１６が上部縁部分１８を支持することとなる
ので、ジョイント縁はより強くなるであろう。装飾溝１３３は、非常に浅く作ることが可
能であり、溝に集められた全ての泥は、通常の掃除に関連した掃除機により容易に取り除
くことが可能である。泥も湿気もロッキングシステム内へ侵入して舌片１２まで落ちるこ
とはできない。重なり合うジョイント縁部分を備えたこの技術は、もちろん、同一の辺、
又は長辺及び短辺において他の二つの実施形態と組み合わせることが可能である。例えば
、長辺は第１の実施形態に係るロッキングシステムを有し、短辺は第２の実施形態に係る
ものとすることが可能である。例えば、視認可能な開口したジョイント間隙は０．１ｍｍ
、圧縮は０．１ｍｍ、重なり合いは０．１ｍｍであるとよい。床板における移動の可能性
は、このとき、全部で０．３ｍｍであり、また、このような相当程度の移動は、小さな視
認可能な開口したジョイント間隙、及び、ジョイント縁の弱化を引き起こす必要のない、
重なり合うジョイント縁部分１８の制限された水平方向の広がりと両立することが可能な
ものである。これは、重なり合うジョイント縁部分１８が非常に小さく、また、積層板表
面及びメラミン含浸木質繊維からなる床板の最も強い部分に作られているという事実に起
因したものである。視認可能なジョイント間隙のない状態で相当程度の移動の可能性をそ
れゆえ与える、このようなロッキングシステムは、上述した全ての用途で用いることが可
能である。さらに、このロッキングシステムは、特に、床板が平行横列等で用いられると
きの、幅が広い床板の短辺での使用、すなわち、床の寸法変化を打ち消すためにロッキン
グシステム内に大きな可動性が必要とされる全ての用途での使用に適したものである。そ
れは、フレームＦＲ、すなわち図５ｃに係るヘリンボンパターンで据え付けられた床の周
りのフリーズを構成する床板の短辺で用いることもまた可能である。この実施形態では、
図３ｂ～図３ｄに示すように、重なり合うジョイント縁部分の垂直方向の広がり、すなわ
ちジョイント開口の深さＧＤは、床の厚さＴの０．１倍よりも小さい。本発明に係る特に
好ましい実施形態は、次の特徴を備えた半浮床である。すなわち、表面層が積層板又は木
製薄板であり、床板の芯材が、ＭＤＦ又はＨＤＦのような、木をベースにした板であり、
床の厚さＴが６～９ｍｍであり、且つ、重なり合いＯＬが、１００ｋｇ／ｍの力Ｆが用い
られたときの平均遊びＡＰよりも小さいものである。例として、ジョイント開口の深さＧ
Ｄが０．２～０．５ｍｍ（＝０．０２×Ｔ～０．０８×Ｔ）であるとよいということがで
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きる。重なり合いＯＬは、長辺で０．１～０．３ｍｍ（＝０．０１×Ｔ～０．０５×Ｔ）
であるとよい。短辺での重なり合いＯＬは、長辺の重なり合いと等しいか、又はそれより
も大きいとよい。
【００４７】
　図３ｅは、床板が一緒になるように押圧されたときにジョイント開口ＪＯ１が非常に小
さいか又は存在しない実施形態を示している。床板が引き離されたときに、ジョイント開
口ＪＯ１が生じるであろう。このジョイント開口は、実質的に平均遊びＡＰと同一の寸法
となるであろう。装飾溝は、例えば、床面と調和する何らかの適切な設計で色付けされて
もよく、また、遊びは開口したジョイント間隙をもたらさないであろう。約０．１ｍｍ（
０．０１×Ｔ～０．０２×Ｔ）だけの非常に小さな重なり合い、及び僅かに小さな平均遊
びＡＰにより、十分な床の移動を与えることが可能であり、また、このことは、湿気に強
い高品質のジョイントと両立することが可能なものである。遊びは、また、ロック位置に
おけるロック、アンロック及び移動を促進するものである。このような重なり合う縁部分
は、機械式ロッキングシステムの機能を改良するために、全ての既知の機械式ロッキング
システムで用いることが可能である。
【００４８】
　図４ａ及び図４ｂは、湿気に敏感な材料からなる床板の浮いた状態での据え付けを許容
するようにロッキングシステムがどのようにして設計され得るものであるかを示している
。この実施形態において、床板は、均質木材から作られている。
【００４９】
　図４ａは、引張り荷重を受けた状態のロッキングシステムを示し、図４ｂは、圧縮状態
にあるロッキングシステムを示している。魅力的な外観を持つ床のためには、ジョイント
開口の相対的な寸法が互いにあまり異なっているべきではない。床が移動している間に視
認可能なジョイント開口があまり異ならないことを保証するため、最小のジョイント開口
ＪＯ２は、最大のジョイント開口ＪＯ１の半分よりも大きくなっているべきである。さら
に、深さＧＤは、好ましくは、０．５×ＴＴ（ＴＴは、床面と舌片／溝の上部との間の距
離である）よりも小さくなっているべきである。舌片がない場合には、ＧＤは、床の厚さ
Ｔの０．２倍よりも小さくなっているべきである。このことは、ジョイント開口の掃除を
促進する。また、ＪＯ１が、均質木製床の通常の間隙に対応する約１～５ｍｍであると有
利である。本発明によれば、重なり合うジョイント縁部分は、好ましくは、床面の近くに
位置している。このことは、浅いジョイント間隙を許容すると同時に、垂直方向ロックが
、前面と後面との間にある床板の中央部分（芯材３０が良好な安定性を持つ部分）に本質
的に位置付けられた舌片１０及び溝９を用いて生じることを可能にするものである。移動
を許容する、浅いジョイント間隙を提供する代替的な方法が、図４ｃに例示されている。
舌片１０の上部が床面へ向けて上方へ移動している。この解決法の欠点は、舌片１０の上
方にある上部ジョイント縁部分１８があまりにも弱すぎることである。ジョイント縁部分
１８は、容易にひびが入ったり変形したりし得る。
【００５０】
　図５ａ及び図５ｂは、幅Ｗを持つ三つの床板１，１′，１″の長辺のジョイントを例示
している。図５ａは、ＲＨが低い場合の床板を示し、図５ｂは、ＲＨが高い場合の床板を
示している。均質床に似るようにするため、幅が広い床板は、好ましくは、幅が狭いもの
よりも広いジョイント間隙を有するべきである。ＪＯ２は、適切には、床の幅Ｗの少なく
とも約１％であるべきである。１００ｍｍ幅の床板は、このとき、少なくとも１ｍｍの最
小のジョイント開口を有するであろう。例えば２００ｍｍ幅の厚板における、対応するジ
ョイント開口は、少なくとも２ｍｍであるべきである。他の組み合わせもまた、もちろん
、種々の種類の木材及び種々の気候条件により特別な要求がなされる木製床で特に用いる
ことが可能である。
【００５１】
　図６ａは、幾つかの木材層からなる木製床を示している。床板は、例えば、装飾表面層
３１を構成する、オークのような高級木材からなる上部層からなっているとよい。芯材３
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０は、例えば、他の種類の木材又は対応する種類の木材で異なった品質を持つものから作
り上げられた合板からなっているとよい。代替的には、芯材は、木材薄板からなっている
とよい。上部層３１は、原則として、下部層に比べて種々の繊維方向を有している。この
実施形態において、重なり合うジョイント縁１８及び１９は、上部層に作られている。利
点は、視認可能なジョイント開口ＪＯ１が、表面層３１と同一種類の木材及び繊維方向か
らなり、且つ、外観が均質木製床のものと同一となることにある。
【００５２】
　図６ｂ及び図６ｃは、重なり合うジョイント縁部分１６，１８の間に、ロッキングシス
テムでの水平方向への移動を促進する小さな遊び２２がある実施形態を例示している。図
６ｃは、角度動作による接合の様子、及び上部ジョイント縁部分１８，１９が互いに接触
している様子を示している。ロック要素８のロック面１５とロック溝１２との間にある遊
び２０は、特に必ずしも真っ直ぐでない木製床において、内側への曲げ入れによる接合を
著しく促進するものである。
【００５３】
　上述した好ましい実施形態において、重なり合うジョイント部分１８は、舌片側に、す
なわち舌片１０を有するジョイント縁に作られている。この重なり合うジョイント部分は
、また、溝側に、すなわち溝９を有するジョイント縁に作られていてもよい。図６ｄ及び
図６ｅは、このような実施形態を例示している。図６ｄにおいて、板は、それらの内側位
置にて一緒になるように押圧され、図６ｅにおいては、板は、それらの外側位置へ向けて
引っ張られている。
【００５４】
　図７ａ及び図７ｂは、下部１６に重なり合う上部ジョイント縁１８が舌片側４ａに位置
付けられていると有利であることを例示するものである。溝側４ｂは、このとき、垂直動
作により、図７ｂに係る、舌片のない側４ａに接合されることが可能である。このような
ロッキングシステムは、短辺に特に適したものである。図７ｃは、接合状態及び一緒にな
るように押圧された状態にある、このようなロッキングシステムを示している。図７ｄ及
び図７ｅは、例えばストリップ６及びロック要素８及びまた上部及び下部ジョイント部分
１９，１６の形態にある水平方向ロック手段が、どのようにして単に一つのツールＴＯ（
水平方向に操作するツールシャフトＨＴを有し、これによりジョイント縁全体を形成する
ことが可能なもの）により作製されることが可能であるのかを例示している。このような
ツールは例えば丸鋸上に取り付けることが可能であり、高品質のジョイントシステムがガ
イドバーにより作製されることが可能である。ツールは、また、床板１をのこぎりで引く
ことを可能にする。好ましい実施形態においては、ストリップ６の外側部分２４で床板１
の部分的な（不完全な）分割のみが行われる。最終的な分割は、床板を折り取ることによ
り行われる。このことは、ツールＴＯが、例えばコンクリートの下地床に接触することに
より損傷を受けるという危険性を減少させるものである。この技術は、例えば図５ｃに係
るヘリンボンパターンで据え付けられた床のフレームすなわちフリーズＦＲを製造するの
に用いることができる。ツールは、また、重なり合うジョイント縁部分のない従来の型の
ロッキングシステムを製造するのに用いることもできる。
【００５５】
　図８ａ～図８ｆは、種々の実施形態を例示している。図８ａ～図８ｃは、水平方向ロッ
ク手段が、上部リップ２３により画成された溝９内に作られたロック溝１２（ここでロッ
ク溝１２は上部リップ２３に位置付けられている）と協働するロック要素８を備えた舌片
１０からなるロッキングシステムにおいて、本発明をどのように用いることが可能である
かを例示している。溝は、また、垂直動作による接合を許容するために取り除くことが可
能な下部リップ２４を有している。図８ｄは、例えばアルミニウム製のシートから作られ
た別個のストリップ６を備えたロッキングシステムを示している。図８ｅは、繊維板をベ
ースとした材料、又はプラスチック、金属及び同様の材料から作ることが可能な別個のス
トリップ６を有するロッキングシステムを例示している。
【００５６】
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　図８ｆは、水平スナップ動作により接合されることが可能なロッキングシステムを示し
ている。舌片１０は、ロック要素８，８′を備えたその上部及び下部が、ジョイント縁４
ａ及び４ｂの互いへ向けた水平方向への変位に関連して互いへ向けて曲げられることを許
容する溝９′を有している。この実施形態において、溝９の上部及び下部リップ２３，２
４は、弾力的である必要はない。もちろん、本発明は、リップ２３，２４が弾力的であり
得るような従来のスナップシステムで用いることもまた可能である。
【００５７】
　図９ａ～図９ｄは、本発明の代替的な実施形態を例示している。板が引き離されたとき
に、協働するロック面１４及び１５の分離が避けられる。板が一緒になるように押圧され
たときに、ロッキングシステムの幾つかの代替的な部分が内側位置を規定するのに用いら
れ得る。図９ａにおいては、ロック要素８の外側部分及びロック溝１０で内側位置が決定
される。図９ｂによれば、舌片１０の外側部分及び溝９が協働する。図９ｃによれば、舌
片１０の前方下部部分が溝９と協働する。図９ｄによれば、舌片１０の下部にあるロック
要素１０′がストリップ６上のロック要素９′と協働する。床板の内側位置を規定するた
めに、ロッキングシステムの幾つかの他の部分を、これらの原理に従って用いることが可
能であることは明らかである。
【００５８】
　図１０ａは、本発明に係る製造装置及び製造方法を示している。エンドテナーＥＴは、
床板１をツールセット（この実施形態では、五つのツール５１，５２，５３，５４，５５
及び圧力シュー４２を有している）に対して供給方向ＦＤに移動させるチェーン４０及び
ベルト４１を有している。エンドテナーは、また、二つのチェーン及び二つのベルトを有
していてもよい。図１０ｂは、第１のツールステーションの拡大図である。ツールセット
の第１のツール５１は、ガイド面１２（この実施形態では溝であり、主としてロッキング
システムのロック溝１２として形成されるもの）を形成する。もちろん、他の溝が、好ま
しくは、機械式ロッキングシステムが形成されることとなる床板の部分に形成されてもよ
い。圧力シュー４２′は、溝１２と協働して、供給方向ＦＤで且つ水平面に平行な平面か
らのずれを防止するガイド装置４３′を有している。図１０ｃは、床板が第１のツール５
１を通過するときの、供給方向から見たエンドテナーを示している。この実施形態におい
て、ロック溝１２は、圧力シュー４２に取り付けられたガイド装置４３のためのガイド面
として用いられる。図１０ｄは、全てのツールステーションにおいてガイド面として用い
ることが可能な同一の溝１２を示している。図１０ｄは、どのようにしてツール５４によ
り舌片を形成することが可能であるかを示している。床板１の特定の部分の機械加工は、
この部分が同時にガイド装置４３によりガイドされるときに行われ得るものである。図１
１ａは、ガイド装置が圧力シューの内側に取り付けられる別の実施形態を示している。不
利益は、板の後面に溝が付けられてしまうということである。図１１ｂは、床板の一方又
は両方の外側縁がガイド装置４３，４３′のためのガイド面として用いられる別の実施形
態を示している。エンドテナーは、この実施形態では、圧力シュー４２，４２′と協働す
る支持ユニット４４，４４′を有している。ガイド装置は、代替的には、これらの支持ユ
ニット４４，４４′に取り付けられていてもよい。図１１ｃ及び１１ｄは、どのようにし
て床板が二つのステップで製造され得るのかを示している。舌片側１０は第１のステップ
で形成される。溝側９が形成されるときに同一のガイド溝１２が第２のステップで用いら
れる（図１１ｄ）。このようなエンドテナーは非常に柔軟なものとなるであろう。利点は
、チェーンの幅よりも小さいか又は大きい種々の幅を持つ床板を製造することが可能なこ
とである。
【００５９】
　図１２ａ～図１２ｃは、半浮床が通常の位置（好ましくは、実際のジョイント間隙が最
大ジョイント間隙の約５０％となる位置）に据え付けられることを保証する好ましい実施
形態を示している。例えば、全ての床板が、縁１６，１７が接触した状態で据え付けられ
るのであれば、床板がそれらの最大寸法まで膨張するときに壁の近くで問題が生じるかも
しれない。本発明によれば、ロック要素及びロック溝は、据え付けの際に床板が自動的に
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最適な位置にガイドされるように形成され得る。図１２ｃは、この実施形態のロック要素
８が、水平面に対して９０°に近い、大きなロック角度ＬＡを持つロック面を有すること
を示している。このロック角ＬＡは、上部ジョイント縁のところに中心を有する円Ｃの接
線ＴＬの角度よりも大きい。図１２ｂは、このようなジョイントの幾何形状が、曲げ入れ
の際に、床板４ａを床板４ｂへ向けて押し、且つ、それを、ロック要素８とロック溝１２
との間の遊び、及び先端縁１６，１７の間のジョイント間隙を持つ、上述した好ましい位
置に持っていくことを示している。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１ａ】ロッキングシステムを備えた床板を示す図。
【図１ｂ】ロッキングシステムを備えた床板を示す図。
【図２ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図２ｂ】配置パターンを示す図。
【図２ｃ】配置パターンを示す図。
【図２ｄ】配置パターンを示す図。
【図２ｅ】配置パターンを示す図。
【図２ｆ】配置パターンを示す図。
【図３ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図３ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図３ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図３ｄ】ロッキングシステムを示す図。
【図３ｅ】ロッキングシステムを示す図。
【図４ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図４ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図４ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図５ａ】接合された床板を示す図。
【図５ｂ】接合された床板を示す図。
【図５ｃ】接合された床板を示す図。
【図５ｄ】試験方法を示す図。
【図６ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図６ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図６ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図６ｄ】ロッキングシステムを示す図。
【図６ｅ】ロッキングシステムを示す図。
【図７ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図７ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図７ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図７ｄ】ロッキングシステムを示す図。
【図７ｅ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ｄ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ｅ】ロッキングシステムを示す図。
【図８ｆ】ロッキングシステムを示す図。
【図９ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図９ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図９ｃ】ロッキングシステムを示す図。
【図９ｄ】ロッキングシステムを示す図。
【図１０ａ】製造装置を示す図。



(18) JP 4642781 B2 2011.3.2

10

【図１０ｂ】製造装置を示す図。
【図１０ｃ】製造装置を示す図。
【図１０ｄ】製造装置を示す図。
【図１１ａ】製造装置を示す図。
【図１１ｂ】製造装置を示す図。
【図１１ｃ】製造装置を示す図。
【図１１ｄ】製造装置を示す図。
【図１２ａ】ロッキングシステムを示す図。
【図１２ｂ】ロッキングシステムを示す図。
【図１２ｃ】ロッキングシステムを示す図。

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２ａ】



(19) JP 4642781 B2 2011.3.2

【図２ｂ】

【図２ｃ】

【図２ｄ】

【図２ｅ】

【図２ｆ】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】



(20) JP 4642781 B2 2011.3.2

【図３ｄ】

【図３ｅ】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図５ａ－ｂ】

【図５ｃ】

【図５ｄ】



(21) JP 4642781 B2 2011.3.2

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】

【図６ｄ】

【図６ｅ】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図７ｃ】

【図７ｄ】

【図７ｅ】



(22) JP 4642781 B2 2011.3.2

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図８ｃ】

【図８ｄ】

【図８ｅ】

【図８ｆ】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図９ｃ】

【図９ｄ】

【図１０ａ】

【図１０ｂ】



(23) JP 4642781 B2 2011.3.2

【図１０ｃ】

【図１０ｄ】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１１ｃ】

【図１１ｄ】

【図１２ａ】

【図１２ｂ】

【図１２ｃ】



(24) JP 4642781 B2 2011.3.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  ダルコ、ペルバン
            スウェーデン国ビッケン、キルコグレンデン、１

    審査官  鉄　豊郎

(56)参考文献  特開平０８－１０９７３４（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５２０３１２（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５２６７５２（ＪＰ，Ａ）
              独国特許出願公開第１９７１８３１９（ＤＥ，Ａ１）
              特開２００２－３３２７４１（ＪＰ，Ａ）
              特表平０８－５１００２２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E04F  15/02
              B27M   3/04


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

