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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タワー（１）の基部領域（４）から前記タワー（１）の頂部領域へ積荷（４６，５０）
を昇降させるためのクレーン装置であって、
　前記タワー（１）の前記頂部領域で支持された１つ又は複数のクレーン昇降ケーブル（
３）を用いて、前記タワー（１）におけるクレーン取付位置（２）へ当該クレーン装置を
昇降させるためのクレーン昇降手段（３２，３）と、
　前記タワー（１）の前記頂部領域から外側へ延在し、当該ブームアーム（２６）の端部
領域が１つ又は複数の積荷昇降ケーブル（４５）を支持するためのケーブル支持手段（３
５，３１）を備えた２つのブームアーム（２６，２７）と、
　前記ブームアーム（２６，２７）が当該クレーン装置の前記クレーン取付位置への昇降
中に前記タワー（１）の側方に配置され得るよう、及び／又は前記積荷（４６，５０）の
昇降中に前記積荷（４６，５０）の側方に前記ブームアーム（２６，２７）が配置され得
るよう、前記ブームアーム（２６，２７）を支持するためのブーム支持フレーム（４２，
２５）と、
　前記ブームアーム（２６，２７）のいずれか又は両方の前記端部領域において支持され
、当該積荷昇降手段（３１，４５）が１つ又は複数の前記積荷昇降ケーブル（４５）を用
いて前記頂部領域へ積荷（４６，５０）を昇降するためのものである、積荷昇降手段（３
１，４５）と
を備えていること、
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　前記ブーム支持フレーム（４２，２５）が少なくとも１つのクロスメンバ（２５）によ
って連結された２つのジブフレーム（４２）を備えており、該ジブフレーム（４２）及び
前記又は各クロスメンバ（２５）が、当該クレーン装置が前記タワー（１）の側方におけ
る１つのジブフレーム（２０）を有する前記タワー（１）を跨いで組み立てられ得るよう
配置されていること、及び
　当該クレーン装置がタワー（１）において上方又は下方へ変位する際に、２つの前記ジ
ブフレーム（２０）間の離間距離を変更するための離間調整手段を備えていることを特徴
とするクレーン装置。
【請求項２】
　前記積荷昇降手段（３１）が、前記積荷昇降ケーブル（４５）への引張作用を及ぼすた
めに配置された１つ又は複数の第１のストランドジャッキ（３１）を備えること、及び／
又は前記クレーン昇降手段（３２，３）が前記クレーン昇降ケーブル（３）への引張作用
を及ぼすために配置された１つ又は複数の第２のストランドジャッキ（３２）を備えてい
ることを特徴とする請求項１記載のクレーン装置。
【請求項３】
　前記ブーム支持フレーム（４２，２５）が、引っ込められた状態と配置された状態の間
で前記ブーム支持フレーム（４２，２５）に対して前記ブームアーム（２６，２７）をず
らすためのブームずらし手段を備えていることを特徴とする請求項１又は２記載のクレー
ン装置。
【請求項４】
　前記ブームアーム（２６，２７）が当該クレーン装置の昇降中にその引っ込められた状
態にある場合に、当該クレーン装置の重心が前記クレーン昇降ケーブル（３）上の１つ又
は複数の前記第２のストランドジャッキ（３２）の作用点の下方にあるよう、前記ブーム
アーム（２６，２７）、前記ブーム支持フレーム（４２，２５）及び１つ又は複数の前記
第２のストランドジャッキ（３２）が互いに配置されていることを特徴とする請求項３記
載のクレーン装置。
【請求項５】
　前記ブーム支持フレーム（４２，２５）が、前記頂部領域での前記積荷（４６，５０）
の昇降中及び／又は前記積荷（４６，５０）の取付中に前記ブームアーム（２６）を当該
ブーム支持フレーム（４２，２５）に対して相対的に回動させるためのブームアーム回動
手段（２２，４４）を備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
クレーン装置。
【請求項６】
　前記ブーム支持フレーム（４２，２５）及び／又は前記ブームアーム（２６，２７）の
いずれか若しくは両方が、前記積荷昇降手段（３１）又は各積荷昇降手段（３１）からの
引張を受けない下で、前記積荷昇降ケーブル（４５）若しくは各積荷昇降ケーブル（４５
）又は前記重い昇降ケーブル（４５）若しくは各重い昇降ケーブル（４５）の一部を保管
するための、少なくとも１つの積荷昇降ケーブル巻取手段（２４）を備えていることを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のクレーン装置。
【請求項７】
　前記ブーム支持フレーム（４２，２５）が、第１の回動軸を形成するために前記タワー
（１）のクレーン取付点に設けられたタワー回動手段（７）に係合するためのフレーム回
動手段（３４）を備えており、前記第１の回動軸周りに前記ブーム支持フレーム（４２，
２５）が回動可能であり、当該クレーン装置が、更に前記ブーム支持フレーム（４２，２
５）を前記第１の回動軸周りに回動させるための少なくとも１つの回動アクチュエータ（
３３）を備えていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のクレーン装置
。
【請求項８】
　前記第１のストランドジャッキ（３１）又は各第１のストランドジャッキ（３１）が前
記ブームアーム（２６）のいずれかの前記端部領域に固定されていること、及び
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　前記重い昇降ケーブル（４５）が、前記積荷（４６）が引き上げることによって上昇さ
れ得るか、又は引き下げることによって下降され得るように前記第１のストランドジャッ
キ（３１）又は各第１のストランドジャッキ（３１）の引張作用によって前記ブーム支持
フレーム（４２，２５）に対して相対的に垂直に移動され得るとともに、前記積荷昇降ケ
ーブル（４５）が１つ又は複数の前記第１のストランドジャッキ（３１）を用いることを
特徴とする請求項２～７のいずれか１項に記載のクレーン装置。
【請求項９】
　１つ又は複数の第１のストランドジャッキ（３１）の１つ又は複数が、前記積荷（３１
）が前記重い昇降ケーブル（４５）の昇降する１つ又は複数の上昇ジャッキによって昇降
され得るよう前記積荷（４６）に固定可能な上昇ジャッキとして配置されていることを特
徴とする請求項２～８のいずれか１項に記載のクレーン装置。
【請求項１０】
　前記積荷（４６）の重量を平衡させるための積荷平衡化手段（１８，１９）を備え、該
積荷平衡化手段（１８，１９）が当該クレーン装置の後背領域と前記タワー（１）の前記
基部領域（４）又は下側領域の間の引張力を及ぼすために配置されており、前記後背領域
が、前記タワー（１）の、昇降される前記積荷（４６）とは反対側での当該クレーン装置
の領域であることを特徴とする請求項２～９のいずれか１項に記載のクレーン装置。
【請求項１１】
　タワー（１）の頂部領域への積荷（４６）の昇降方法であって、
　ブーム支持手段（４２，２５）及び２つのブームアーム（２６，２７）を備え、該ブー
ムアーム（２６，２７）の端部において積荷昇降手段（３１）を備えた前記ブームアーム
（２６，２７）のいずれか又は両方を備え、更に当該クレーン昇降ステップ中に積荷昇降
ケーブル（４５）を支持するための積荷昇降ケーブル支持手段（３１，３５，２４）を備
えた請求項１～１０のいずれか１項に記載のクレーン装置が前記タワー（１）におけるク
レーン取付位置（２）へ上昇され、前記タワー（１）の上方領域で支持されたクレーン昇
降ケーブル（３）に作用する前記クレーン装置のクレーン昇降手段（３２）を用いて成し
遂げられるクレーン昇降ステップと、
　前記クレーン装置が前記タワー（１）の前記クレーン取付位置（２）で取り付けられる
取付ステップと、
　前記ブームアーム（２６，２７）が前記ブーム支持フレーム（４２，２５）に対して相
対的に引っ込められた状態から配置された状態へ前記ブーム支持フレーム（４２，２５）
に対して相対的に移動されるブームアーム配置ステップと、
　前記積荷（４６）が前記積荷昇降手段（３２）によって昇降される積荷昇降ステップと
を含むことを特徴とする昇降方法。
【請求項１２】
　前記クレーン昇降ステップ中に前記クレーン昇降ケーブル（４５）を支持するためのク
レーン昇降ケーブル支持手段を備えるブラケットアセンブリ（２，１３，１４）が前記タ
ワー（１）の頂部領域に取り付けられる、クレーン昇降ステップ前に行われるタワー（１
）準備ステップを含むことを特徴とする請求項１１記載の昇降方法。
【請求項１３】
　タワー（１）の頂部領域からの積荷（４６）の下降方法であって、
　ブーム支持手段（４２，２５）及び２つのブームアーム（２６，２７）を備え、該ブー
ムアーム（２６，２７）の端部において積荷昇降手段（３１）を備えた前記ブームアーム
（２６，２７）のいずれか又は両方を備え、更に当該クレーン昇降ステップ中に積荷昇降
ケーブル（４５）を支持するための積荷昇降ケーブル支持手段（３１，３５，２４）を備
えた請求項１～１０のいずれか１項に記載のクレーン装置が前記タワー（１）におけるク
レーン取付位置（２）へ上昇され、前記タワー（１）の上方領域で支持されたクレーン昇
降ケーブル（３）に作用する前記クレーン装置のクレーン昇降手段（３２）を用いて成し
遂げられるクレーン昇降ステップと、
　前記クレーン装置が前記タワー（１）の前記クレーン取付位置（２）で取り付けられる
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取付ステップと、
　前記ブームアーム（２６，２７）が前記ブーム支持フレーム（４２，２５）に対して相
対的に引っ込められた状態から配置された状態へ前記ブーム支持フレーム（４２，２５）
に対して相対的に移動されるブームアーム配置ステップと、
　前記積荷（４６）が前記積荷昇降手段（３２）によって下降される積荷下降ステップと
を含むことを特徴とする下降方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重い積荷を高い構造物への持上げの分野に関するものであるが、特に、地上
と風力タービンタワーの頂部の間の風力タービン発電機ユニット、ロータ及び／又はブレ
ードの持上げに限定されるわけではない。
【背景技術】
【０００２】
　風力タービンの高さは、高くなり続けており、また、このようなタワーに取り付けられ
るべき発電機ユニットの大きさ及び重量もそれに応じて増大している。１５０ｍ又は２０
０ｍのタワー高さは、５００又は６００トン以上の重量であり得る発電機ユニットに関し
て考慮され、未来の風力タービンがまだより高いタワー及び／又はまだより重い発電機ユ
ニットを必要とすることが見込まれる。このような高さ及び重量は、従来のクレーンでは
達成し得ない。したがって、重い積荷をこのようなタワーの頂部へ持ち上げるのに必要な
新たな手法が必要である。
【０００３】
　特許文献１（Ｔｙｍｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）には、タワーの頂部へ上昇され得
る回動可能なクレーン装置が提案されており、このクレーン装置は、発電機ユニットの持
上げのために使用される。従来技術のクレーンは、２つのジブフレームとして構成されつ
つタワーを跨ぐものであり、タワーの基部におけるウインチによって所定の位置へ持ち上
げられ、頂部からいくらか離して、タワーに取り付けられた旋回軸上に取り付けられる。
発電機ユニットの持上げは、同様にタワーの基部におけるウインチによってなされる。発
電機持上げ装置の機械的な利点を改善するために、記載された単純なプーリ装置の代わり
に複滑車を用いることが提案されている。タワー上の発電機ユニットの位置は、ここでも
地上におけるケーブル及びウインチによってジブ要素の回動によってなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第９７／２１６２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来技術の持上げ装置は、比較的複雑であるとともに、発電機を持ち上げる
ために使用される特に引張のためのウインチの固定のための強固な基礎を必要とする。こ
のような装置は、タワーの臨界的な構造的な設計条件を課し得るタワー構造において大き
な一時的な積荷の持上げを与えることが可能である。従来技術の方法も、地上及びタワー
における人員のチーム並びに／又はタワーと地上の間のコミュニケーションのための信頼
性の高いリモートコントロールシステムを必要とする。従来技術によるシステムも、持ち
上げられる積荷の重量において大きく制限されている。プーリ又は複滑車装置は、プーリ
の周囲で湾曲可能で、一方、引張時には強度を失わない比較的フレキシブルなロープによ
ってのみ使用されることができ、この制限は、同様に、従来の持上げシステムの負荷能力
を制限することになる。この制限は、持ち上げられるべき主な積荷の重量にのみ当てはま
るのではなく、同様にロープ及びプーリを用いてタワーにおいて吊り上げられるクレーン
自体にも当てはまる。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従来技術の重量昇降装置及び方法の上記の、又は他の欠点を克服するために、本発明は
、タワーの基部領域から前記タワーの頂部領域へ積荷を昇降させるためのクレーン装置で
あって、
　前記タワーの前記頂部領域で支持された１つ又は複数のクレーン昇降ケーブルを用いて
、前記タワーにおけるクレーン取付位置へ当該クレーン装置を昇降させるためのクレーン
昇降手段と、
　前記タワーの前記頂部領域から外側へ延在し、当該ブームアームの端部領域が１つ又は
複数の積荷昇降ケーブルを支持するためのケーブル支持手段を備えた２つのブームアーム
と、
　前記ブームアームが当該クレーン装置の前記クレーン取付位置への昇降中に前記タワー
の側方に配置され得るよう、及び／又は前記積荷の昇降中に前記積荷の側方に前記ブーム
アームが配置され得るよう、前記ブームアームを支持するためのブーム支持フレームと、
　前記ブームアームのいずれか又は両方の前記端部領域において支持され、当該積荷昇降
手段が１つ又は複数の前記積荷昇降ケーブルを用いた前記頂部領域への積荷の昇降のため
のものである、積荷昇降手段とを備えるクレーン装置を構想する。
【０００７】
　クレーン昇降手段をクレーン装置自体へ統合することで、クレーンは、例えば地上から
操作される長いケーブル及びウインチを必要とすることなく、その取付点へタワーにおい
て持ち上げられることが可能となる。積荷昇降手段をクレーン装置のブームアームに設け
ることで、主な積荷昇降操作が、地上から操作される長いケーブル及びウインチを必要と
することなく、同様に行われ得る。したがって、クレーンは、タワーの基部で組み立てら
れ得るとともに、それ自体頂部まで自動的に持ち上げられ、地上からの重大な干渉なく取
り付けられ、配置され得るとともに、地上からの重大な干渉なく積荷昇降動作が実行され
得る。したがって、本発明のクレーン装置は、地上の人員及び装置からより独立して動作
することができ、これは、その配置がタワーの高さからほぼ独立してなされることを意味
している。
【０００８】
　本発明のクレーン装置の１つの形態によれば、前記積荷昇降手段が、前記積荷昇降ケー
ブルへの引張作用を及ぼすために配置された１つ又は複数の第１のストランドジャッキを
備えることができ、及び／又は前記クレーン昇降手段が前記クレーン昇降ケーブルへの引
張作用を及ぼすために配置された１つ又は複数の第２のストランドジャッキを備えること
ができる。ストランドジャッキは、そのサイズ及び重量に関して非常に大きな積荷昇降能
力を有しており、したがって、その使用により、クレーン装置の全体的な重量が最小に維
持され得るか、又はクレーン装置の昇降能力全体が最大化され得る。
【０００９】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブーム支持フレームが、引っ込められ
た状態と配置された状態の間で前記ブーム支持フレームに対して前記ブームアームをずら
すためのブームずらし手段を備えている。このようにして、クレーン装置の寸法を削減す
るために、比較的長いブームアームが昇降中に安全に収容されままとなり得る。
【００１０】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブームアームが当該クレーン装置の昇
降中にその引っ込められた状態にある場合に、当該クレーン装置の重心が前記クレーン昇
降ケーブル上の１つ又は複数の前記第２のストランドジャッキの作用点の下方にあるよう
、前記ブームアーム、前記ブーム支持フレーム及び１つ又は複数の前記ストランドジャッ
キが互いに配置されている。これにより、クレーン装置がタワーにおいて昇降する際にク
レーン装置を安定化させることができる。
【００１１】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブーム支持フレームが、前記頂部領域
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での前記積荷の昇降中及び／又は前記積荷の取付中に前記ブームアームを当該ブーム支持
フレームに対して相対的に回動させるためのブームアーム回動手段を備えている。これに
より、従来技術によるクレーン装置において必要であったようにクレーン装置延滞の回動
の代わりに、ブーム支持フレームに対してブームが相対的に回動されることで、積荷がタ
ワーへ向かって内側へ、又はタワーから外側へ移動しても、クレーン装置のフレームが、
タワーの頂部のほぼ静的な位置に安定して維持され得る。
【００１２】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブーム支持フレームが少なくとも１つ
のクロスメンバによって連結された２つのジブフレームを備えており、該ジブフレーム及
び前記又は各クロスメンバが、当該クレーン装置が前記タワーの側方における１つのジブ
フレームを有する前記タワーを跨いで組み立てられ得るよう配置されている。
【００１３】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、当該クレーン装置がタワーにおいて上方又
は下方へ変位する際に、２つの前記ジブフレーム間の離間距離を変更するための離間調整
手段を備えている。
【００１４】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブーム支持フレーム及び／又は前記ブ
ームアームのいずれか若しくは両方が、前記又は各積荷昇降手段からの引張を受けない下
で、前記若しくは各積荷昇降ケーブル又は前記若しくは各重い昇降ケーブルの一部を保管
するための、少なくとも１つの積荷昇降ケーブル巻取手段を備えている。
【００１５】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記ブーム支持フレームが、第１の回動軸
を形成するために前記タワーのクレーン取付点に設けられたタワー回動手段に係合するた
めのフレーム回動手段を備えており、前記第１の回動軸周りに前記ブーム支持フレームが
回動可能であり、当該クレーン装置が、更に前記ブーム支持フレームを前記第１の回動軸
周りに回動させるための少なくとも１つの回動アクチュエータを備えている。
【００１６】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記又は各第１のストランドジャッキが前
記ブームアームのいずれかの前記端部領域に固定されており、前記重い昇降ケーブルが、
前記積荷が引き上げることによって上昇され得るか、又は引き下げることによって下降さ
れ得るように前記又は各第１のストランドジャッキの引張作用によって前記ブーム支持フ
レームに対して相対的に垂直に移動され得るとともに、前記積荷昇降ケーブルが１つ又は
複数の前記第１のストランドジャッキを用いる。
【００１７】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、１つ又は複数の第１のストランドジャッキ
の１つ又は複数が、前記積荷が前記重い昇降ケーブルの昇降する１つ又は複数の上昇ジャ
ッキによって昇降され得るよう前記積荷に固定可能な上昇ジャッキとして配置されている
。
【００１８】
　本発明のクレーン装置の別の形態によれば、前記積荷の重量を平衡させるための積荷平
衡化手段を備え、該積荷平衡化手段が当該クレーン装置の後背領域と前記タワーの前記基
部領域又は下側領域の間の引張力を及ぼすために配置されており、前記後背領域が、前記
タワーの、昇降される前記積荷とは反対側での当該クレーン装置の領域である。
【００１９】
　本発明は、タワーの頂部領域への積荷の昇降方法も構想する。この方法は、
　ブーム支持手段及び２つのブームアームを備え、該ブームアームの端部において積荷昇
降手段を備えた前記ブームアームのいずれか又は両方を備え、更に当該クレーン昇降ステ
ップ中に積荷昇降ケーブルを支持するための積荷昇降ケーブル支持手段を備えたクレーン
装置が前記タワーにおけるクレーン取付位置へ上昇され、前記タワーの上方領域で支持さ
れたクレーン昇降ケーブルに作用する前記クレーン装置のクレーン昇降手段を用いて成し
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遂げられるクレーン昇降ステップと、
　前記クレーン装置が前記タワーの前記クレーン取付位置で取り付けられる取付ステップ
と、
　前記ブームアームが前記ブーム支持フレームに対して相対的に引っ込められた状態から
前記ブーム支持フレームに対して相対的に配置された状態へ移動されるブームアーム配置
ステップと、
　前記積荷が前記積荷昇降手段によって昇降される積荷昇降ステップと
を含んでいる。
【００２０】
　本発明の方法の別の形態によれば、前記クレーン昇降ステップ中に前記クレーン昇降ケ
ーブルを支持するためのクレーン昇降ケーブル支持手段を備えるブラケットアセンブリが
前記タワーの頂部領域に取り付けられる、クレーン昇降ステップ前に行われるタワー準備
ステップを含んでいる。
【００２１】
　本発明の方法の別の形態によれば、積荷昇降ステップが積荷昇降ケーブルにおいて引っ
張るための１つ又は複数の第１のストランドジャッキを用いることを備えることができ、
及び／又はクレーン昇降ステップがクレーン昇降ケーブルにおいて引っ張るための１つ又
は複数の第２のストランドジャッキを備えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】風力タービン用のタワー及び本発明の重量昇降方法の準備段階を示す斜視図であ
る。
【図２ａ】図１に図示されたタワーの頂部の詳細な拡大部を示す斜視図である。
【図２ｂ】図１に図示されたタワーの基部の詳細な拡大部を示す斜視図である。
【図３ａ】準備段階が完了し、クレーン持上げ段階の準備ができた風力タービンタワーの
側面図である。
【図３ｂ】準備段階が完了し、クレーン持上げ段階の準備ができた風力タービンタワーの
正面図である。
【図４ａ】図３ａ及び図３ｂに示されたタワーの頂部の側面図である。
【図４ｂ】図３ａ及び図３ｂに示されたタワーの頂部の正面図である。
【図４ｃ】図３ａ及び図３ｂに示されたタワーの頂部の平面図である。
【図５】本発明によるクレーン装置がタワーの基部においてどのように運搬され、組み立
てられるかを概略的に示す斜視図である。
【図６】図５のクレーン装置がその組立状態においてどのようにクレーン持上げ段階のた
めに準備されるかを概略的に示す斜視図である。
【図７】クレーン取付段階の準備ができたタワー及びクレーン装置を概略的に示す正面図
である。
【図８】図７に示すクレーン装置の側面図である。
【図９】図７に示すクレーン装置の平面図である。
【図１０】クレーン取付段階開始時の図６のクレーン装置の斜視図である。
【図１１】クレーン取付段階の完了時における図６及び図１０のタワー及びクレーン装置
の斜視図である。
【図１２】図１１に示すクレーン装置の側面図である。
【図１３】図１１に示すクレーン装置の平面図である。
【図１４】図１１に示すクレーン装置の拡大斜視図である。
【図１５】タワー頂部におけるクレーン装置の第１の回動動作を示す側面図である。
【図１６】タワー頂部におけるクレーン装置の第１の回動動作を示す斜視図である。
【図１７】クレーン装置のブームアーム配置動作を示す斜視図である。
【図１８】クレーン装置のブームアームの第２の回動動作を示す平面図である。
【図１９】本発明による方法の主な積荷持上げ段階を示す側面図である。
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【図２０】本発明による方法の主な積荷持上げ段階を示す側面図である。
【図２１】クレーン装置の拡大された詳細及びタワーの頂部において取り付けられるべき
積荷を示す斜視図である。
【図２２】図２１に示されたブームアームの第３の回動動作を示す斜視図である。
【図２３】本発明による方法の更なる積荷持上げ段階を示す側面図である。
【図２４】本発明による方法の更なる積荷持上げ段階を示す側面図である。
【図２５】本発明による方法の更なる積荷持上げ段階を示す側面図である。
【図２６】本発明による方法の更なる積荷持上げ段階を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、添付図面を参照しつつ本発明を説明する。
【００２４】
　本発明のクレーン装置及び昇降方法を図１～図２６を参照しつつより詳細に説明する。
各図は、説明の目的のためのものであり、本発明がどのように実現されるかの一例を単に
示すためのものであるということに留意されたい。各図は、保護の範囲を制限するものと
みなされるべきではなく、この保護の範囲は、付随する特許請求の範囲において提示され
ている。異なる図における同一の符号の使用は、同一の特徴についての符号であることを
示すものとなっている。
【００２５】
　上述のとおり、図１～図２６は、本発明による方法及び装置の実施例を示すものである
。図示された技術は、本質的に５つの主な段階で構成されている：
【００２６】
　準備段階（図１～図４）、この段階では、比較的軽量なブラケットアセンブリ（２，３
トンの重量であり得る）がタワーの頂部に取り付けられる。
【００２７】
　クレーン組立段階（図５～図６）、この段階では、クレーン装置（持ち上げるべき積荷
の重量に応じて二、三十トンの重量であり得る）がタワーの基礎周囲に組み立てられる。
【００２８】
　クレーン持上げ段階（図７～図１４）、この段階では、組み立てられたクレーン装置が
、タワーでブラケットアセンブリに取り付けられたケーブルを使用して持ち上げられる。
【００２９】
　クレーン装置配置段階（図１５～図１８）、この段階では、クレーン装置の様々な部分
が積荷の持ち上げのために配置される。
【００３０】
　積荷持上げ段階（図１９～図２６）、この段階では、タワーの頂部に取り付ける発電機
ユニット（４００トンの重量であり得る）のためにクレーン装置が使用される。さらに、
積荷持上げ段階は、例えばタービンブレードの持上げも含み得る。
【００３１】
　ここで説明される各段階は、積荷及びクレーンをタワーの頂部から下ろすために逆に実
行されることとも理解される。したがって、用語「昇降」は、「持上げ」又は「下降」の
意味で理解されるべきである。
【００３２】
　説明された実施は、例としてのみ与えられるものであり、方法及び装置は、他の方法で
実施されることも可能である。例えば、技術がタービン発電機をタワーの頂部へ持ち上げ
るものとして説明されているが、方法は、ある高い構造部における上昇した範囲へある大
きな積荷を持ち上げるために使用されることが可能である。このタワーは、典型的には鉄
筋コンクリート構造物であり得るか、又は金属若しくは混合材料のような他の材料を備え
たものであり得る。
【００３３】
　用語「ケーブル」は、ここでは、ロープ、ワイヤ、ストランド又はストランドの束のよ
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うな、強く、延長された要素について使用されており、この要素は、例えば数百トンの重
量の風力タービンユニットのような重い積荷の昇降のために使用され得る。
【００３４】
準備段階
　図１及び図２ａにおける拡大された図示は頂部における取付点５１の一群と共に組み立
てられたタワーを示している。このような取付点５１は、軽量昇降ケーブル９の取付又は
支持のために使用され、例えば２，３トン以下の重量である比較的軽量な物品の昇降に適
している。例えばタワーの頂部又はタワーの基部に取り付けられたウインチ（不図示）は
、各軽量な昇降ケーブルの引き上げ又は引下げによって装置を昇降させるために使用され
得る。
【００３５】
　図１及び図２ｂにおける拡大された図示は、軽量な昇降ケーブル９を用いたタワー１で
持ち上げられるブラケットアセンブリの要素１３，１４を示している。ブラケットアセン
ブリについては、図４ａ～図４ｃを参照しつつより詳細に説明する。
【００３６】
　ブラケットアセンブリ積荷支持要素１３は、クレーン昇降ケーブル３に取り付けられて
示されている。クレーン昇降ケーブル３は、積荷支持要素がタワー１において持ち上げら
れる際にリール３９から巻き出され得る。
【００３７】
　図２ｂには、タワー１の頂部においてブラケットアセンブリを形成するために共に組み
立てられ得る２つの積荷支持ブラケット要素１３及び結合スプレッダービーム１４がどの
ように軽量昇降ケーブル９から吊り下げられ、タワー１の頂点近傍位置へ引き上げられる
のかが示されている。図示された各積荷支持ブラケット要素１３は、その本体部１３に加
えて、クレーン昇降ケーブル３が吊り下げられ、図示の例ではケーブル固定要素１１にお
いて保持されたアッパークレーン昇降ブラケット部分１０で構成されている。
【００３８】
　図３ａ及び図３ｂには、それぞれ側面図及び正面図において、第１の上昇段階が完了し
た風力タービンタワー１の例が示されている。図４ａ～図４ｃには、図３ａ及び図３ｂに
示されたタワーの側面図、正面図及び平面図が示されている。
【００３９】
　積荷支持ブラケット要素１３は、図示されているように、タワー１の頂部の各側におい
て取り付けられるとともに、互いに、及び例えば高張力のネジ切りされたロッド又は固定
された緊張材１２，１６によってタワーに固定され得る。安定スプレッダービーム１４は
、強度及びブラケットアセンブリに対する剛性を与えるために各積荷支持ブラケット要素
１３間で結合され得る。ブラケットアセンブリは、符号２によって示されている。各積荷
支持ブラケット要素１３は、１つ又はより多く（２つが示されている）のクレーン取付点
７を備えている。クレーン装置が所定の位置へ持ち上げられるときには、クレーン装置は
、後述のようにこのクレーン取付点７に回転可能に固定される。
【００４０】
　積荷支持ブラケット要素１３は、これらがクレーン装置の重量をクレーン持上げ段階中
に支持することができ、かつ、積荷持上げ段階中にクレーンの重量及び積荷の重量を支持
することができるように設定されている。この理由のために、積荷支持ブラケット要素１
３がタワー１の頂部各側に対して適切に固定され、クレーン取付点７によってクレーン及
び積荷の重量の垂直方向の力がタワー１の中央部において十分にタワー１へ移されるよう
に位置決めされることが好ましい。
【００４１】
　符号６によって発電機取付フィッティングが示されており、この発電機取付フィッティ
ングには、後にタービン発電機が取り付けられる。符号５によってケーブルアンカーが示
されており、このケーブルアンカーは、後に、メイン積荷持上げ段階中にカウンタバラン
スケーブルを固定するために用いられる。このケーブルアンカー５は、タワーの基部又は
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基礎に対して固定されているように示されている。例えば海における風力タービンである
、海での取付の場合には、ケーブルアンカー５は、タワー基礎及び海面の上の適当な点に
おいて取り付けられることができる。
【００４２】
　図３ｂから分かるように、クレーン昇降ケーブル３は、クレーン装置の昇降中に特別な
強度及び安定性のためにペアで配置されることが可能である。図３ａ、図３ｂ及び図４ａ
～図４ｃには、準備段階の完了時で、クレーン取付段階の準備ができたタワー１が示され
ている。
【００４３】
クレーン組立段階
　図５には、本発明によるクレーン装置がどのように搬送され、タワー１の基部で組み立
てられるのかが概略的な斜視図において示されている。図示の例では、支持フレーム６１
を備えた２台のトラックが、クレーン昇降ケーブル３を用いてタワーで持ち上げられるク
レーン装置を形成するためにクロスメンバ２５によって互いに結合されるジブフレームア
センブリ２０を運搬する。クレーン装置の組み立て中のクロスメンバ２５を支持する標準
のクレーン４９が示されている。タワー１は、頂部よりも基部において広い断面を有する
テーパ付けされた形状を有するものとして示されている。それゆえ、クロスメンバ２５は
、タワー１の各側における１つのジブフレーム２０を有しつつ、２つのジブフレーム２０
を互いに結合するのに十分に長く構成されている。クレーン装置がタワーを進むとき、ジ
ブフレーム２０及びクロスメンバは、ジブフレーム２０が互いに近づくように調整される
ことができる。
【００４４】
　各ジブフレーム２０は、メインフレーム部分４２と、ブームアーム２６，２７とで構成
されている。図示の例では、ブームアーム２６，２７は、部分的にその長さに沿った回動
点２８を備えている。後述するように、これにより、ブームアーム２６，２７が、メイン
フレーム部分４２を通してブームアーム２６，２７の下部２７がメインフレームの対応す
るブーム保持部分においてその回動点２８においてメインフレーム部分における対応する
回動点３０と一直線となるまで持ち上げられ得る。そして、ピボットピン（不図示）は、
ブームアーム２６，２７の回動点２８をメインフレーム部分の回動点３０と結合するため
、及びブームアーム２６，２７が風力タービン発電機のような重い積荷を支持する場合で
もブームアーム２６，２７が回動できる積荷支持回動軸を形成するために使用され得る。
【００４５】
　図６には、まだトラック６０及び支持フレーム６１によって支持されているジブフレー
ム２０が、タワー１において持ち上げられるクレーン装置を形成するために、クロスメン
バと共に組み立てられたジブフレームと共に示されている。この例では、各ジブフレーム
２０が往復動するクローラジャッキ３２を備えて示されており、このクローラジャッキは
、ジブフレームがクレーン昇降ケーブル３を自動で上昇するよう動作され得る。交互の昇
降サイクルによって動作するクローラジャッキである２つの協働の使用により、クレーン
装置のクレーン昇降ケーブルでの連続した持上げ動作が十分に可能となる。また、ジャッ
キ３２をタワーの頂部に設けること、及びクレーン昇降ケーブル３の引張によるクレーン
の引き上げも可能である。これに代えて、ジブフレーム２０に設けられたウインチを使用
することが可能である。しかしながら、ストランドジャッキが好ましい。なぜなら、これ
らは比較的小さいとともにウインチよりもはるかに大きな持上げ力－重量－比率を提供す
るものであるためである。あるいは、ウインチをタワーの頂部又はタワーの基部に設ける
ことが可能であり、どの場合でも、プーリの配置がタワーの頂部において必要である。し
かしながら、ジャッキ３２のクレーン装置上での配置により、昇降がかなり単純化され、
クレーン装置は自動的にタワー１を昇降する。
【００４６】
　この例のクレーン装置は、重い昇降ケーブル４５を含み、取り付けられ、及びメイン積
荷（例えばタービン発電機ユニット）のその後の昇降のための所定の位置についても自動
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である。クレーン装置は、積荷をタワーにおいて上昇させるために重い昇降ケーブル４５
に作用する重い昇降ジャッキ３１も含むことができる。この目的のために、図示の例の各
ジブフレーム２０は、昇降のために使用されていない場合に重い昇降ケーブルを収容する
ため、又は昇降動作中にケーブルに巻き付けるために巻取リールを備えることが可能であ
る。例示の配置では、積荷の昇降がガイド又はプーリ装置３７の周囲を通過する間に引っ
張られていない各重い昇降ケーブル４５の一部が、リール２４へ巻き取られるか又はリー
ルから巻き出されることが可能である。
【００４７】
　ジャッキ２２は、ジブフレーム要素２３と対応するブームアーム２６の間の引張力をブ
ームピボットケーブル４４によって作用させるためにも設けられている。後述するように
、これらジャッキ２２を、積荷をタワー１から内側へ又は外側へ移動させるためにブーム
アーム２６を回動させるために使用することも可能である。回動可能な結合部分３８は、
ブームピボットケーブル４４をブームアーム２６へ結合するために使用され得る。
【００４８】
　各ジブフレームは、積荷持上げ中に、積荷持上げ中の積荷の重量をカウンタバランスジ
ャッキ１９とタワーの基部又はタワー１の下側の点の間で延びるケーブル（不図示）によ
ってつりあわせるために使用され得るジャッキ１９も備えている。
【００４９】
　図６における符号３３は、タワー１の頂部での取付中にクレーン装置を回動させるため
の油圧ピストンのようなアクチュエータを示している。符号３４は、クレーン装置がタワ
ーの頂部においてブラケットアセンブリ２に回動可能に結合される回動点を示している。
【００５０】
クレーン持上げ段階
　図７～図１０には、組み立てられ、クレーン昇降ケーブル３から吊り下げられ、タワー
１において上昇する準備ができたクレーン装置の様々な視点が示されている。示されたク
レーン昇降ケーブル３は、固定点３９において固定されている。クレーン昇降ケーブル３
は、自動上昇ジャッキの下方のクレーン昇降ケーブルの一部も引張下にあるよう、クレー
ン装置の昇降中に緊張されているのが好ましい。ケーブル上昇ケーブル３の全高が緊張下
にあるため、自動上昇動作中におけるクレーン装置の重大な横方向への移動を妨げる重大
なガイド及び安定性を与えるものとなっている。例えば異常な強風に対抗する必要がある
場合には、タワー１の外表部に設けられたレール又はこれに類するガイド手段によって追
加的なガイドが提供される。
【００５１】
　図７～図１０には、ジブフレーム２０及びクロスメンバ２５が共通の分離間隔を有する
ものとして図示されており、この分離間隔は、タワー構造１に対する適当な隙間を与える
ものである。ジブフレーム２０は、互いに近接されることができ、クレーン装置としてタ
ワー１において上昇する。
【００５２】
　図８には、クレーンアセンブリのリア範囲に配置された人員用リフト２１が示されてい
る。リフトケージ２１は、クレーンの昇降中及び取付段階中並びに次の持上げ段階中に一
人又は複数人のクレーン装置操作員を収容するために使用されることができる。ウインチ
（不図示）又はこれに類する装置は、操作員の地上からの上昇又は下降のために使用され
ることが可能である。
【００５３】
　図８には、クレーン装置が昇降される際に、１つ又は複数のカウンタバランスケーブル
リール１７から巻き出される１つ又は複数のカウンタバランスケーブル１８も示されてい
る。クレーン装置が一度タワー１の頂部における所定位置へ至ると、カウンタバランスケ
ーブル１８は、タワー１の基部４における固定点５に対して固定される（固定点５は、取
り付けられたクレーン装置の下方の適当な固定点において設けられることもできる。）。
【００５４】
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　クレーン装置が一度タワーの頂部に到達すれば、このクレーン装置は、更なる重要な装
備、ケーブル、ジャッキなどが地上から昇降される必要なく、すでにクレーン装置の取付
、ブームアームの配備及び積荷の昇降のために必要な全ての装備で十分に構成されている
。
【００５５】
　図７～図１０には、各ブームアーム２６の下側部分２７が昇降中にどのように吊り下が
るのかが示されている。ブームアーム２６，２７は、クレーン装置の重量の重大な比率を
表すとともに、図示のようにクレーン装置の昇降中に引っ込められた状態で配置されてい
る。このようにして、各ジブフレーム２０の重心及びクレーン装置は、全体として、クレ
ーン装置の上昇ジャッキ３２がクレーン昇降ケーブル３を把持する点のかなり下方に配置
されることが可能である。この低い重量分配は、クレーン装置が昇降中に大幅により安定
的であることを意味している。もちろん、クレーン装置のような大きく、非常に重い構造
物が地上１５０ｍで揺れ始めることは望ましくない。その低い重心と、クレーン昇降ケー
ブル３における緊張とにより、このような望ましくない揺れが回避される。カウンタバラ
ンスケーブル１８は、スイングを回避することで、昇降中にクレーン装置を安定化させる
コントロール手段としても使用することができる。
【００５６】
　図１１～図１４には、ジブフレームがタワー１の頂部でブラケットアセンブリ２に近づ
く際のクレーン装置（ジブフレーム２０）が示されている。クレーン昇降ケーブル３は、
またブラケットアセンブリ２と固定要素３９の間で引っ張られているとともに、クレーン
装置の重量を支えている。カウンタバランス／コントロールケーブル１８は、まだリール
１７から巻き出されているとともに、明示されているようにクレーン装置がクレーン昇降
ケーブル３において上昇クローラジャッキ３２によって吊り下げられている間クレーン装
置を安定化させるために用いられることも可能である。
【００５７】
　図１３から（図９と比較において）分かるように、ジブフレーム２０は、タワー１のテ
ーパを考慮するために互いにずらして示されているとともに、いまやブラケットアセンブ
リ２の支持ブラケット要素１３と一直線なものとして示されている。図１４に示すように
、このずれは、各ジブフレーム２０の回動手段３４を対応するクレーン取付点７と整列す
るようにするものであり、クレーン装置が配備される間に支持ブラケット１３によってク
レーン装置の重量が支持されるように回動可能に固定されることが可能である。例えば油
圧ピストンであり得る回動アクチュエータ３３は、ブラケットアセンブリ２上の回動アク
チュエータ点８に取り付けられているとともに、図１５～図１８を参照しつつ後述するよ
うに、ジブフレームに対応するクレーンの回動をその昇降位置へもたらすために用いられ
る。
【００５８】
クレーン配置段階
　図１５及び図１６には、回動点７においてブラケットアセンブリ２によっていまや支持
され、アクチュエータ接続点８において引っ張ることでアクチュエータ３３によってその
配置位置へ回動されたクレーン装置が示されている。このクレーン装置は、ブームアーム
２６が配備される間、この位置に固定されることができる。しかしながら、アクチュエー
タ３３は、所定の位置にクレーン装置を保持することが可能である。一度積荷昇降が開始
されると、クレーン装置の角ばった位置が昇降される積荷の重量及びカウンタバランス／
コントロールケーブル１８によって規定されるとともに、アクチュエータ３３はこの段階
中にクレーン装置の配備位置を維持する必要がない。
【００５９】
　図１５にも、クレーン昇降ケーブルがどのように引っ張られず、かつ、固定点３９から
外されるのかが示されている。ただし、これらクレーン昇降ケーブルは、このクレーン昇
降ケーブルが揺れ、タワーを損傷したり、人員を危険にさらすことがないよう緩く取り付
けられたままとすることが可能である。各カウンタバランス／コントロールケーブル１８
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は、そのリール１７から解放されているとともに、固定点５に取り付けられている。
【００６０】
　図１７には、各ブームアーム２６，２７の回動点２８が対応するジブフレーム２０の回
動点３０と一直線となり、例えばピボットピンによって回動可能に結合されるように、引
っ込められた状態から上方へその対応するジブフレーム２０を通してずらされたブームア
ーム２６，２７が示されている。ブームアーム２６，２７のその引っ込められた状態から
配備された（伸ばされた）状態への上方へのずれは、例えばジャッキ、ピストン又はウイ
ンチによってなされ、これらは、図には示されていない。この段階においては、回動アク
チュエータ３３は部分的に又は全体的に解放されているとともに、カウンタバランス／コ
ントロールケーブル１８は、ブームアーム２６の重量に対するジブフレームの角度のある
配向を維持するために、例えばカウンタバランス／コントロールジャッキ１９によって緊
張されることが可能である。
【００６１】
　一度各ブームアーム２６がその配備された状態に至り、回動点３０周りに回動可能であ
れば、ブームアームは、いくつかの回動ケーブル４４を解放することで、ピボット引張ジ
ャッキ２２を用いてその積荷昇降位置（図１８に示されている）へ下げられることが可能
である。ブームアーム２６，２７の端部範囲に対して回動可能に固定された積荷昇降ジャ
ッキ３１は、積荷持上げ段階の開始準備ができた状態で示されている。積荷昇降ケーブル
４５は、下げられ、積荷昇降ケーブルリール２４から巻き出されることができる。リール
２４は、迅速に積荷昇降ケーブルを下げるためのウインチとして実行され得る。図１８に
示された積荷昇降ケーブル４５は、昇降されるべき積荷が取り付けられる積荷固定手段５
４に適合されている。
【００６２】
積荷持上げ段階
　図１９～図２２には、上述のようにすでに取り付けられたクレーン装置を用いて実行さ
れる積荷持上げ動作が示されている。積荷昇降ケーブル４５は、例えばリール／ウインチ
２４を用いてまず下げられ、タービン発電機ユニット４６に取り付けられる。図２１及び
図２２から分かるように、例えば積荷回転子５７に設けられたスプレッダービーム５６が
積荷５６を積荷昇降ケーブル４５に取り付けるために用いられ得る。
【００６３】
　持上げ力は、重い昇降ケーブル４５に作用する重い昇降ジャッキ３１によって供給され
る。ジャッキ３１は、積荷４６の十分一定の昇降運動を提供するために、同一のケーブル
における交互の又は変動する昇降ストロークと協働する、引張ジャッキの相補的なセット
（例えばペア）として実行され得る。昇降中には、ジブフレーム２０の角度についての配
向は、カウンタバランス／コントロールケーブル１８によって維持されることができる。
このようにして、積荷４６の重量によるタワー１での負荷力がほぼ完全に垂直であり、ほ
ぼタワー１の中心線を通って作用することを確保することが可能である。
【００６４】
　図２１にはブームアーム２６が図２２に示されているように近傍垂直位置へ向けて後方
へ回動される際にタービン発電機が各ブームアーム２６間を通過するようどのように積荷
回転子５７がタービン発電機４６を回転させるために使用され得るかが示されており、積
荷４６は、タワー１上に設けられた取付フィッティング６上に取り付ける準備ができてい
る。
【００６５】
　ブームアーム２６が図２２に示されているように積荷の重量がタワーの中心線を直接越
える方向へ向けて回動される場合には、クレーン装置への力を下向きへ回動させ、ジブフ
レーム２０を後ろへ、ジブフレームがタワーを上昇する位置へ向けて回転させようとする
計略が存在する。したがって、この動作のこの段階のために、回動アクチュエータ３３は
、ジブフレーム２０の角度のある配向を維持するために力を回動させるこの計略を抑止す
るために使用され得る。積荷がタワーの中心線を越えて移動する場合には、より大きなア
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クチュエータ力が必要となる。
【００６６】
　ここに記載された昇降動作のタイプのために、アクチュエータ３３は、クレーン装置の
自重の回動力を支持することのみが要求される。これは、タワーの頂部におけるモーメン
トが最小化され得るとともに、クレーン装置の重量によって及ぼされるモーメントを超過
しないことを意味している。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施において、タワー１に積荷が取り付けられ得る点へ後ろへブー
ムアーム２６が回動される場合にブームアーム２６と積荷４６の間の隙間を許容するため
に、ブームアーム回動点がタワーから更に離れるようにずらされるようにジブフレームが
配置され得る場合には、各ブームアーム２６間の離間距離は、積荷をブームアーム間を通
過させるのに十分ではない。
【００６８】
　ジャッキ３１から吊り下げられた積荷を有するブームアーム２６の回動は、回動コント
ロールケーブル４４に作用する引張手段（例えばジャッキ）２２によって達成することが
可能である。
【００６９】
　図２１及び図２２から、大きな積荷支持引張力がどのように直接積荷昇降ケーブル４５
を通して積荷昇降ジャッキ３１へ、積荷昇降ジャッキ取付点３５へ、回動コントロールケ
ーブル取付点３８へ、回動コントロールケーブル４４を通して回動コントロールジャッキ
２２へ、ジブフレーム２０の結合支柱（符号なし）を直接通してカウンタバランス／コン
トロールジャッキ１９へ、カウンタバランス／コントロールケーブル１８を通して固定点
５（図２１及び図２２では不図示）へ向けられるのかが分かる。分かるように、この配置
により、積荷昇降中に増大する大きな力（例えば数千ｋＮ）をケーブルの直線範囲によっ
て支持することが可能である。重大な負荷下にない積荷支持ケーブル（例えば４５、４４
及び１８）の一部は、プーリ（３７）又はリール（２４）の周りを通過されることが可能
である。積荷支持ケーブルの直線部分のみが重大な引張力を受けるため、これは、太く、
強いケーブルを使用することができることを意味し、そのため、ケーブルの数を多重化す
る必要なくクレーン装置の積荷昇降能力が大幅に高められ得る。多数のケーブルは、より
複雑なジャッキ及びより複雑な引張均一化技術を必要とする。
【００７０】
　明白なように、各ジブフレーム２０は、他のものからほぼ独立し得る力伝達経路を有し
ている。クロスメンバ２５は、積荷昇降を除く昇降段階中に全体としてのクレーン装置の
一定の剛性を提供するために使用されることができ、各ジブフレーム２０は、効果的に分
離積荷支持構造であり得る。クロスメンバ２５は、２つのジブフレーム２０間の相対運動
（例えば回動）の一定の量を許容するよう配置され得る。様々なジャッキ１９，２２及び
３１並びにケーブル１８，４４及び４５は、ジブフレーム２０が互いにほぼ一直線となる
よう維持するために適切に調整され得る。しかし、この調整には高い精度は必要ない。
【００７１】
　図２３～図２６には、第２の、類似した積荷昇降手順が示されており、この手順におい
ては、あらかじめ組み立てられた、３つのタービンブレード５０を有するハブが、所定の
位置へ持ち上げられるとともに、すでに取り付けられた発電機ユニット（ナセル）４６へ
取り付けられる。可動クレーン４９は、ハブ／ブレードアセンブリ５０の下部をこれが地
面から離れて持ち上げられるまで支持するために使用され得る。タービンブレードは、個
々に昇降され得るとともに、クレーン装置を用いて個々にハブに取り付けられ得る。
【００７２】
　一度タービン及びブレードが取り付けられれば、説明された手順は逆に実行され得る。
ブームアーム２６が引っ込められ；クレーン装置が後ろ下方へ回動されてブラケットアセ
ンブリ１から取り外され；クレーン装置がケーブル３において下げられるとともに解体さ
れて現場から除去され；ブラケットアセンブリ２の要素が取り外されるとともに軽量昇降
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ケーブル９を用いて下げられる。
【００７３】
　説明された方法及び装置は、タワーの頂部からのブレード及び／又は発電機の昇降にも
使用することができる。
【００７４】
　上述した例示的な方法は、重大な昇降装置又は取付具がタワーの頂部において残される
必要がなく、小さく、軽作業用の取付点がタワー上に永続的に維持される必要のあるもの
の全てである。したがって、このこじんまりした取付点は、上述の重い昇降の種類を「ブ
ートストラップ」するために使用され得る。ブラケットアセンブリ２が所定の位置に一時
的に残されることも可能であることに留意されたい。これは、発電機ユニット及びロータ
／ブレードが異なる昇降動作、例えば、場合によっては異なる速度のクレーン装置を使用
して異なる日に実行される場合には（例えば発電機に対する重作業、ロータに対する中程
度の作業）、合理的である。タワーの頂部において重作業昇降装置又は取付具が一時的に
残されれば、通常の清掃及びメンテナンスが必要となる。ここで説明されたクレーン装置
は、自己完結型であり、比較的容易に持ち運び可能である上、タービン現場から離れた好
都合な場所で保全されることが可能である。自己完結型でモジュール式であるため、同じ
現場に多数のタービンがある場合に、クレーン装置を１つのタワーから同現場の次のもの
へ移動させやすい。各ジブフレーム２０は、積荷の昇降及び／又はジブフレーム自体のタ
ワーにおける昇降のためのジブフレームによって必要とされる全ての油圧ポンプ、電力発
電機、ピストン、ジャッキ及び／又はウインチなどを備えることが可能である。
【００７５】
　方法は、手順の多くがタワーの頂部にいる人員と地上にいる人員の間の非常に少ないコ
ミュニケーションしか必要としないという追加的な利点を有している。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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