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(57)【要約】
　マルチローター風力タービン１０を組み立てる方法が
開示される。キャリア構造体１、１ａ、１ｂは、タワー
構造体２に対して周方向に配置され、ワイヤウィンチ機
構３、４、８等のホイスト機構を用いてタワー構造体２
の上部へと吊り上げられる。更に、エネルギー発生ユニ
ット５は、ホイスト機構３、４、８を用いてキャリア構
造体１、１ａ、１ｂへと吊り上げることができる。マル
チローター風力タービン１０を分解する同様の方法も開
示される。マルチローター風力タービン１０は、外部の
クレーンを必要とすることなく組立て又は分解すること
ができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチローター風力タービン（１０）を組み立てる方法であって、前記風力タービン（
１０）は、タワー構造体（２）と、それぞれナセル（１３）と１組の風力タービンブレー
ド（７）を保持するハブ（６）とを備える少なくとも２つのエネルギー発生ユニット（５
）と、それぞれ１つ以上のエネルギー発生ユニット（５）を保持するように構成されてい
る少なくとも１つのキャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）とを備え、該方法は、
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を、前記タワー構造体（２）の下部において、
該タワー構造体（２）に対して周方向に配置するステップと、
　ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記
タワー構造体（２）の上部へと吊り上げるステップと、
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）に固定するステップ
と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）に対して周方向に配
置する前記ステップは、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）の２つ以上の部分を前記
タワー構造体（２）に対して周方向に配置することと、前記２つ以上の部分を組み付けて
前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を形成することとを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）の上部へと吊り上げ
る前記ステップは、前記キャリア構造体を前記タワー構造体（２）の前記上部へと吊り上
げる間、前記タワー構造体（２）の外面と前記キャリア構造体の内面との間の隙間を制御
することを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記隙間を制御することは、前記隙間内に複数のばね付勢ローラー及び／又はばね付勢
摺動パッドを配置することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ホイスト機構は、前記キャリア構造体に取り付けられる複数のワイヤ（３）を備え
、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）の上部へと吊り上げ
る前記ステップは、前記キャリア構造体を前記タワー構造体（２）の前記上部へと吊り上
げる間、前記ワイヤを監視するとともに、前記ワイヤを互いに対して調整することによっ
て、前記吊上げを制御することを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ワイヤを監視及び調整することは、ワイヤ長さ、ワイヤ張力、ワイヤ牽引力、及び
ワイヤ牽引速度による群のうちの１つ以上を含むパラメーターを監視及び調整することを
含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ホイスト機構は、前記キャリア構造体と前記地面との間に延びる１つ以上のワイヤ
（３）を備える、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）は、リング（１１）と、該リング（１１）から
延出する１つ以上のアーム（１２）とを備え、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を
前記タワー構造体（２）に対して周方向に配置する前記ステップは、前記１つ以上のアー
ム（１２）が前記タワー構造体（２）から延出するように、前記リング（１１）を前記タ
ワー構造体（２）に対して周方向に、該タワー構造体（２）に隣接して配置することを含
む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記タワー構造体（２）は、円錐形状を有し、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）
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を前記タワー構造体（２）の上部へと吊り上げる前記ステップは、前記キャリア構造体（
１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）の前記上部へと吊り上げる間、前記キャリア
構造体（１、１ａ、１ｂ）によって規定される内径を、前記円錐形タワー構造体（２）に
よって規定される外径に適合するように調整することを含む、請求項１～８のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タワー構造体（２）は、２つ以上のタワーセグメントを含み、前記方法は、前記２
つ以上のタワーセグメントを組み付けることによって前記タワー構造体（２）を組み立て
るステップを更に含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タワー構造体（２）を組み立てる前記ステップは、第１のタワーセグメントを基礎
構造体に取り付け、その後、１つ以上の更なるタワーセグメントを前記第１のタワーセグ
メントに取り付けることを含み、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構
造体（２）に対して周方向に配置する前記ステップは、前記第１のタワーセグメントを前
記基礎構造体に取り付けた後かつ前記２つ以上の更なるタワーセグメントを前記第１のタ
ワーセグメントに取り付ける前に行われる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）の上部へと吊り上げ
る前記ステップは、前記タワー構造体（２）を組み立てる前記ステップが完了すると行わ
れる、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記２つ以上のエネルギー発生ユニット（
５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り上げるステップと、
　前記エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）に固定す
るステップと、
を更に含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの少なくとも１つに関して、前記ナセル（１
３）及び前記ハブ（６）を組み付けるステップを更に含み、前記２つ以上のエネルギー発
生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り上げる前記ステップ
は、前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記組み付けられたエネルギー発生ユニ
ット（５）を吊り上げることを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り
上げる前に、１つ以上の風力タービンブレード（７）を、前記エネルギー発生ユニット（
５）のうちの少なくとも１つのエネルギー発生ユニット（５）の前記ハブ（６）に取り付
けるステップを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り
上げる前記ステップは、前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの少なくとも１つに関
して、
　前記風力タービンブレード（７）が実質的に前記地面と平行に延在するように前記エネ
ルギー発生ユニット（５）を配置するステップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）を前記
キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り上げるステップと、
　前記エネルギー発生ユニット（５）を、前記風力タービンブレード（７）が実質的に前
記地面と垂直に延在する位置に傾けるステップと、
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り
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上げる前記ステップは、前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの少なくとも１つに関
して、
　前記ハブ（６）を、前記ナセル（１３）に対して、前記風力タービンブレード（７）が
実質的に前記地面と平行に延在する位置に傾けるステップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）を前記
キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）へと吊り上げるステップと、
　前記ハブ（６）を、前記ナセル（１３）に対して、前記風力タービンブレード（７）が
実質的に前記地面と垂直に延在する位置に傾けるステップと、
　前記ハブ（６）を前記ナセル（１３）に回転式に取り付けるステップと、
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ホイスト機構は、ワイヤウィンチ機構（３、４、８）である、請求項１～１７のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　マルチローター風力タービン（１０）を少なくとも部分的に分解する方法であって、前
記風力タービン（１０）は、タワー構造体（２）と、それぞれナセル（１３）と１組の風
力タービンブレード（７）を保持するハブ（６）とを備える少なくとも２つのエネルギー
発生ユニット（５）と、それぞれ１つ以上のエネルギー発生ユニット（５）を保持するよ
うに構成されている少なくとも１つのキャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）とを備え、該キ
ャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）は、前記タワー構造体（２）の上部において、該タワー
構造体（２）に対して周方向に配置され、該方法は、
　前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記タワー構造体（２）から取り外すステッ
プと、
　ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）を前記
タワー構造体（２）の下部へと下降させるステップと、
を含む、方法。
【請求項２０】
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）のうち
の１つ以上を前記地面へと下降させるステップを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの１つ以上を前記地面へと下降させる前記ス
テップは、
　エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）から取り外す
ステップと、
　前記エネルギー発生ユニット（５）を、前記風力タービンブレード（７）が実質的に前
記地面と平行に延在する位置に傾けるステップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）を前記
地面へと下降させるステップと、
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの１つ以上を前記地面へと下降させる前記ス
テップは、
　エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）から取り外す
ステップと、
　前記ハブ（６）を、前記ナセル（１３）に対して、前記風力タービンブレード（７）が
実質的に前記地面と平行に延在する位置に傾けるステップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）を前記
地面へと下降させるステップと、
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
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　前記エネルギー発生ユニット（５）のうちの少なくとも１つは、３つの風力タービンブ
レード（７）を備え、１つ以上のエネルギー発生ユニット（５）を前記地面へと下降させ
る前記ステップは、
　１つの風力タービンブレード（７）をエネルギー発生ユニット（５）から取り外すステ
ップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記取り外された風力タービンブレード（
７）を前記地面へと下降させるステップと、
　前記エネルギー発生ユニット（５）の前記ハブ（６）を、残りの２つの風力タービンブ
レード（７）が上向きの方向に延在する位置に回転させるステップと、
　前記エネルギー発生ユニット（５）を前記キャリア構造体（１、１ａ、１ｂ）から取り
外すステップと、
　前記ホイスト機構（３、４、８）を用いて、前記エネルギー発生ユニット（５）を前記
地面へと下降させるステップと、
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ホイスト機構は、ワイヤウィンチ機構（３、４、８）である、請求項１９～２３の
いずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチローター風力タービンを組み立てる方法及びマルチローター風力ター
ビンを少なくとも部分的に分解する方法に関する。本発明の方法は、外部のクレーン機器
の使用を必要とすることなく、マルチローター風力タービンを組み立てる又は少なくとも
部分的に分解することを可能にする。
【背景技術】
【０００２】
　通常、風力タービンは、１つ以上のエネルギー発生ユニットを備え、各エネルギー発生
ユニットは、１つ以上の風力タービンブレードを保持するハブを備える。風が風力タービ
ンブレードに作用することにより、ハブを回転させる。ハブの回転運動は、ギア機構を介
して、又はいわゆるダイレクトドライブ型の風力タービンの場合には直接、発電機に伝達
される。発電機において、電気エネルギーが発生し、この電気エネルギーは、電力網に供
給することができる。
【０００３】
　一部の風力タービンでは、１つの非常に大型の、ひいては大重量のエネルギー発生ユニ
ットを風力タービンに設ける必要なく、風力タービンによって生成される総電力を増加さ
せるために、２つ以上のエネルギー発生ユニットが設けられる。このような風力タービン
は、「マルチローター風力タービン」と呼ばれることがある。
【０００４】
　風力タービンを組立て又は分解する場合、通常、タワーを組み立て、１つ以上のナセル
、ハブ、風力タービンブレード等をタワーの頂部へと持ち上げるのに、外部のクレーン機
器を使用する必要がある。風力タービンのサイズが増大するにつれ、これらの作業を行う
のに必要なクレーンのサイズも増大する。この種のクレーン機器を賃借すること、及びク
レーン機器を風力タービンの運用地へ、またそこから移送することは、非常に困難かつ高
価である場合がある。場合によっては、クレーン機器を賃借するコストは、風力タービン
を製造するコストを超過する場合さえある。したがって、風力タービンを組立て及び分解
するのに外部のクレーン機器の使用を回避することは非常に望ましい。
【０００５】
　特許文献１は、タワーと、タワーから外方に突出する少なくとも２つのアームとを備え
る風力タービン機構を開示している。ローター及びナセルを備える風力タービンが、各ア
ームの端部に取り付けられる。ナセル及びローターは、風力タービン構造体に一時的又は
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恒久的に取り付けられたウィンチによって、個別に持ち上げる又は取り外すことができる
。
【０００６】
　特許文献２は、タワーと、転がり軸受によって、タワー上に支持されている支持体に取
り付けられる少なくとも１つのローターユニットとを備える風力設備を開示している。支
持体は、ローターユニットのうちの１つが可能な最下点に配置される位置へと回転するこ
とができ、ローターユニットは、下降ケーブル装置によって支持体から下降させることが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】英国特許第２４４３８８６号明細書
【特許文献２】欧州特許第１４７６６５９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の実施形態の一目的は、マルチローター風力タービンをコスト効果的に組み立て
る方法を提供することである。
【０００９】
　本発明の実施形態の更なる目的は、マルチローター風力タービンをコスト効果的に少な
くとも部分的に分解する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の態様によれば、本発明は、マルチローター風力タービンを組み立てる方法であっ
て、風力タービンは、タワー構造体と、それぞれナセルと１組の風力タービンブレードを
保持するハブとを備える少なくとも２つのエネルギー発生ユニットと、それぞれ１つ以上
のエネルギー発生ユニットを保持するように構成されている少なくとも１つのキャリア構
造体とを備え、本方法は、
　キャリア構造体を、タワー構造体の下部において、タワー構造体に対して周方向に配置
するステップと、
　ホイスト機構を用いて、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げるステップ
と、
　キャリア構造体をタワー構造体に固定するステップと、
を含む、方法を提供する。
【００１１】
　本発明の第１の態様に係る方法は、マルチローター風力タービンを組み立てることに関
する。本文脈において、「マルチローター風力タービン」という用語は、１つのタワー構
造体に２つ以上のローター又はエネルギー発生ユニットが取り付けられる風力タービンを
意味するものと解釈すべきである。
【００１２】
　風力タービンは、タワー構造体と、少なくとも２つのエネルギー発生ユニットと、少な
くとも１つのキャリア構造体とを備える。各キャリア構造体は、１つ以上のエネルギー発
生ユニットを保持するように構成され、風力タービンが組み立てられると、キャリア構造
体（複数の場合もある）がタワー構造体に取り付けられる。したがって、エネルギー発生
ユニットは、キャリアユニット（複数の場合もある）を介してタワー構造体に取り付けら
れる。
【００１３】
　各エネルギー発生ユニットは、ナセルと、１組の風力タービンブレードを保持するハブ
とを備える。風力タービンブレードは、風を捕捉することにより、ハブをナセルに対して
回転させる。ハブの回転運動は、直接又はギア機構を介して発電機に伝達される。それに
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より、電気エネルギーが発生し、この電気エネルギーは、電力網に供給することができる
。ナセルは、通常、発電機、ギア機構、及び場合によっては、ハブの回転運動を電気エネ
ルギーに変換するために必要な他の構成要素を収容する。したがって、エネルギー発生ユ
ニットは、風力タービンのうち、風のエネルギーを電気エネルギーに実際に変換する部分
を形成する。
【００１４】
　本発明の第１の態様の方法によれば、キャリア構造体は、最初に、タワー構造体の下部
において、タワー構造体に対して周方向に配置される。
【００１５】
　次に、キャリア構造体は、ホイスト機構を用いてタワー構造体の上部へと吊り上げられ
る。それにより、キャリア構造体は、エネルギー発生ユニットを配置することが所望され
る位置、特に高さへと吊り上げられる。キャリア構造体は、外部のクレーンを用いる代わ
りにホイスト機構を用いて、タワー構造体の上部へと吊り上げられることが有利である。
なぜなら、そのようなホイスト機構を用いるコストは、外部のクレーンを用いるコストよ
りも大幅に低いためである。ホイスト機構の少なくとも一部を、一時的又は恒久的に風力
タービン内に配置するか又は風力タービンに取り付けることができる。それにより、必要
なときにホイスト機構が利用可能であることが確実になり得る。
【００１６】
　最後に、キャリア構造体は、タワー構造体の上部において、タワー構造体に固定される
。
【００１７】
　キャリア構造体をタワー構造体に対して周方向に配置するステップは、キャリア構造体
の２つ以上の部分をタワー構造体に対して周方向に配置することと、２つ以上の部分を組
み付けてキャリア構造体を形成することとを含むことができる。
【００１８】
　この実施形態によれば、キャリア構造体は、最終的なキャリア構造体を形成するために
組み付けられる２つ以上の部分を有する。これにより、タワー構造体のサイズに関わらず
、及びタワー構造体全体が既に組み立てられているか否かに関わらず、キャリア構造体を
タワー構造体に対して周方向に配置することが可能になる。
【００１９】
　キャリア構造体の２つ以上の部分は、例えば、可逆的な接続により、例えばねじ又はボ
ルトを用いて組み付けることができる。代替的には、キャリア構造体の２つ以上の部分は
、不可逆的に、例えば溶接によって組み付けることができる。
【００２０】
　一代替形態として、キャリア構造体は、タワー構造体上を摺動する一部品として製造す
ることができる。この場合、キャリア構造体は、タワー構造体が完全に組み立てられる前
に、タワー構造体に対して周方向に配置しなければならない。例えば、タワー構造体は、
タワー構造体を形成するために組み付けられる複数のタワーセグメントを備えることがで
きる。この場合、キャリア構造体は、第１のタワーセグメント、すなわち最下のタワーセ
グメント上を、このタワーセグメントが風力タービンの基礎構造体に取り付けられた後で
あって、次のタワーセグメントが第１のタワーセグメントに取り付けられる前に摺動させ
ることができる。
【００２１】
　一実施形態において、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げるステップは
、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げる間、タワー構造体の外面とキャリ
ア構造体の内面との間の隙間を制御することを含む。キャリア構造体は、リング構造体を
備えることができ、この場合、キャリア構造体の内面は、リング構造体の内面である。タ
ワー構造体の外面及びキャリア構造体の内面は、２つの表面間の隙間がタワーの周りでお
およそ同じサイズを有することができるように、互いに適合することができることが好ま
しい。隙間のサイズは、キャリア構造体が吊り上げられるにつれて変化することができる
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。これは、例えば、タワーの長さに沿ってタワー構造体の断面が不均一であること（例え
ば、テーパー状風力タービンタワー）を理由として当てはまり得る。隙間のサイズは、保
持構造体が吊り上げられる際に通過する必要がある、例えば、特にタワーセクションの接
続部又は接合部付近のフランジ、表面の段差、ボルト頭部等のような、タワー表面におけ
る局所的な不規則部に起因して変化することもできる。
【００２２】
　キャリア構造体は、特に、キャリア構造体が、エネルギー発生ユニットに取り付けられ
るヨー機構及び／又はタワー構造体から延出するアームを備える場合、かなりのサイズ及
び重量を有する場合がある。したがって、タワーに作用する負荷を制御し、タワー又はキ
ャリア構造体に対するダメージを防ぐために、吊上げ中、キャリア構造体とタワーとの間
の隙間を制御することが非常に有利である。
【００２３】
　キャリア構造体の吊上げの制御が可能であることの重要性は、現行のマルチローター風
力タービンの典型的で現実的ないくつかの寸法を考慮することによって強調され得る。タ
ワーは、長さが約１００メートル～１８０メートルで、タワー直径が約２メートル～４メ
ートルであるであろう。エネルギー発生ユニットは、タワーから４０メートル～５０メー
トル延出するキャリア構造体のアームに配置され、キャリア構造体単独での重量（エネル
ギー発生構造体の重量を含まない）は、約１００トン～１５０トンとすることができ、そ
のうちヨー機構は約２０トンを占める。
【００２４】
　一実施形態によれば、隙間を制御することは、隙間内に複数のばね付勢ローラー及び／
又はばね付勢摺動パッドを配置することを含むことができる。ローラー又は摺動パッドは
、タワーの周りに間隔を置いて配置されることが好ましく、この間隔は、キャリア構造体
がタワー壁と直接接触することを防ぐ程度に十分小さい。ばね付勢ローラーの使用は、ロ
ーラーがタワー表面に沿って転動し、それにより、タワーとキャリア構造体との間のクリ
アランスを維持するとともに、キャリア構造体の良好に制御され安定した吊上げ動作を確
実にしつつ、キャリア構造体を、溶接部、フランジ、又はボルト頭部等のようなタワー表
面にある障害物又は凹凸を越えて吊り上げることができる点で有利である。
【００２５】
　ローラーに代えて又はローラーに加えて、ばね付勢摺動パッドを用いてもよい。ばね付
勢摺動パッドの表面は、タワー表面の凹凸をより容易に越えることができるように角度が
付いていてもよい。
【００２６】
　複数のばね付勢ローラー及び／又はばね付勢摺動パッドは、キャリア構造体の内面にお
いて全て同じ高さに配置してもよいし、好ましくは２つ以上の異なる高さに配置してもよ
い。これにより、キャリア構造体の吊上げ中の傾きは、より効率よく防止される。これに
より、キャリア構造体とタワー構造体との間の直接の接触のリスクが大幅に低減される。
【００２７】
　本発明の更なる実施形態によれば、ホイスト機構は、キャリア構造体に取り付けられる
複数のワイヤを備える。更に、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げるステ
ップは、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げる間、ワイヤを監視するとと
もに、ワイヤを互いに対して調整することによって、吊上げを制御することを含む。これ
により、吊上げは、キャリア構造体とタワーとの間の接触又は吊上げ中のキャリア構造体
の望ましくない動きを回避するように制御される。キャリア構造体のかなり大きくなるこ
とが多い重量及び寸法と、キャリア構造体を適所に吊り上げる際の困難な作業条件とに留
意すると、傾き又はあらゆる振動等の制御されない動きは回避すべきであり、さもなけれ
ば、深刻なダメージ及び安全問題につながりかねない。ワイヤを互いに対して調整するこ
とにより、ワイヤは、キャリア構造体が、吊り上げられると、所望の位置に吊るされ、そ
の位置に留まることが常に確実になるように調整することができる。更に、重量及び負荷
が、意図及び所望のようにワイヤ間で分散される、例えば全てのワイヤ間で均一に分散さ
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れることを確実にすることができる。
【００２８】
　ワイヤを監視及び調整することは、ワイヤ長さ、ワイヤ張力、ワイヤ牽引力、及びワイ
ヤ牽引速度による群のうちの１つ以上を含むパラメーターを監視及び調整することを含む
。ワイヤのうちの１つ、いくつか、又は全てのワイヤのこれらのパラメーターを監視、制
御、及び調整等することにより、良好に制御された条件下でキャリア構造体の吊上げが達
成される。
【００２９】
　一実施形態において、ホイスト機構は、キャリア構造体と地面との間に延びる１つ以上
のワイヤを備える。これにより、ワイヤは、吊上げ中のキャリア構造体の位置決め及びそ
の動きを制御するのを補助することができる。これは、キャリア構造体がタワーから延出
する１つ以上のアームを備え、それにより、キャリア構造体がより不安定で、振動を防ぐ
のがより困難になる場合に、特に有利であり得る。ワイヤは、地面に又は地面近くに配置
されたウィンチに取り付けることができる。ワイヤは、タワー構造体からいくらか距離を
隔てた位置まで延びることができることが好ましい。それにより、ワイヤは、横方向の力
をより多くキャリア構造体に伝達することができる。キャリア構造体と地面との間に延び
るワイヤのうちのいくつか又は全ては、キャリア構造体の中央部分及び／又はアームの端
部のより近くに取り付けることができる。
【００３０】
　キャリア構造体は、リングと、リングから延出する１つ以上のアームとを備えることが
でき、キャリア構造体をタワー構造体に対して周方向に配置するステップは、１つ以上の
アームがタワー構造体から延出するように、リングをタワー構造体に対して周方向に、タ
ワー構造体に隣接して配置することを含むことができる。
【００３１】
　この実施形態によれば、リングは、タワー構造体とキャリア構造体との間の境界部を形
成する。１つ以上のアームは、エネルギー発生ユニットのうちの少なくともいくつかを保
持することができることが有利である。それにより、エネルギー発生ユニットのうちの少
なくともいくつかは、タワー構造体から距離を置いて配置される。
【００３２】
　タワー構造体は、円錐形状を有することができ、キャリア構造体をタワー構造体の上部
へと吊り上げるステップは、キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げる間、キ
ャリア構造体によって規定される内径を、円錐形タワー構造体によって規定される外径に
適合するように調整することを含むことができる。
【００３３】
　タワー構造体が円錐形状を有する場合、タワー構造体によって規定される外径は、タワ
ー構造体の上部においてタワー構造体の下部よりも小さくなる。したがって、一方では、
キャリア構造体がタワー構造体の下部においてタワー構造体の周囲に適合し、他方では、
キャリア構造体が上部においてタワー構造体に適切に固定されることを確実にする手段を
提供する必要がある。これは、例えば、キャリア構造体によって規定される内径が調整可
能であるようにキャリア構造体を設計することによって得ることができる。それにより、
タワー構造体とキャリア構造体との間の密接な適合を、タワー構造体の下部においてもタ
ワー構造体の上部においても確実にすることができる。キャリア構造体によって規定され
る内径を連続的に調整することができる場合、内径は、タワー構造体の長さに沿ってタワ
ー構造体の任意の外径に適合するように調整することもできる。
【００３４】
　キャリア構造体が、上述したようにリング及び１つ以上のアームを備える種類である場
合、調整可能な内径は、リングの内径とすることができる。これは、例えば、キャリア構
造体が動作位置に吊り上げられている場合、キャリア構造体からタワー構造体に向かって
径方向に付勢され、それにより、キャリア構造体をタワー構造体に対して固定する複数の
可動ピンを、キャリア構造体に設けることによって得ることができる。代替的には、リン
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グには、リングの直径及び円周を調整することを可能にする調整可能な円筒構成を与える
ことができる。
【００３５】
　一代替形態として、タワーは、実質的に円筒形状を有することができる。この場合、キ
ャリア構造体によって規定される内径を調整する必要はなく、したがって、キャリア構造
体をタワー構造体の上部へと吊り上げることがより単純になる。
【００３６】
　タワー構造体は、２つ以上のタワーセグメントを含むことができ、本方法は、２つ以上
のタワーセグメントを組み付けることによってタワー構造体を組み立てるステップを更に
含むことができる。タワーセグメントは、可逆的な方法、例えばねじ又はボルトを用いて
組み付けてもよいし、不可逆的な方法、例えば溶接等によって組み付けてもよい。
【００３７】
　一代替形態として、タワー構造体は、コンクリートから作製することができ、この場合
、タワー構造体は、現場で生コンクリートを打ち込むことによって形成することができる
。コンクリート製タワー構造体は、続いて、例えばタワー構造体内に配置されるワイヤに
よって補強してもよい。
【００３８】
　タワー構造体を組み立てるステップは、第１のタワーセグメントを基礎構造体に取り付
け、その後、１つ以上の更なるタワーセグメントを第１のタワーセグメントに取り付ける
ことを含むことができ、キャリア構造体をタワー構造体に対して周方向に配置するステッ
プは、第１のタワーセグメントを基礎構造体に取り付けた後かつ２つ以上の更なるタワー
セグメントを第１のタワーセグメントに取り付ける前に行うことができる。
【００３９】
　この実施形態によれば、第１のタワーセグメントが、最初に、基礎構造体上に取り付け
られ、それにより、第１のタワーセグメントはタワー構造体の下部を形成する。次に、キ
ャリア構造体が、第１のタワーセグメントに対して周方向に配置される。この時点では第
１のタワーセグメントのみが基礎構造体に取り付けられているため、キャリア構造体は上
方から第１のタワーセグメント上を摺動することが可能であり、それにより、キャリア構
造体は一部品として製造することが可能である。しかし、上述したように、キャリア構造
体が２つ以上の部分を有することができ、それらの部分を第１のタワーセグメントに対し
て周方向に配置し、その後、キャリア構造体を形成するために組み付けることは除外され
ない。キャリア構造体が第１のタワーセグメントに対して周方向に配置されると、１つ以
上の更なるタワーセグメントが、タワー構造体が完成するまで次々と第１のタワーセグメ
ントに取り付けられる。タワーセグメントは、同様にホイスト機構を用いて吊り上げるこ
とができる。
【００４０】
　キャリア構造体をタワー構造体の上部へと吊り上げるステップは、タワー構造体を組み
立てるステップが完了すると行うことができる。この実施形態によれば、キャリア構造体
は、タワー構造体の下部からタワー構造体の上部へと一度に吊り上げられる。
【００４１】
　一代替形態として、キャリア構造体は、より小さいステップで吊り上げることができる
。例えば、タワーセグメントがタワー構造体に追加されるごとに、キャリア構造体を、こ
のタワーセグメントによって規定される位置に吊り上げることができる。
【００４２】
　本方法は、ホイスト機構を用いて、２つ以上のエネルギー発生ユニットをキャリア構造
体へと吊り上げるステップと、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体に固定するステ
ップと、を更に含むことができる。
【００４３】
　この実施形態によれば、キャリア構造体がタワー構造体の上部に吊り上げられ、タワー
構造体の上部に固定されると、エネルギー発生ユニットは、キャリア構造体へと吊り上げ
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られ、キャリア構造体に固定される。エネルギー発生ユニットの吊上げは、同様にホイス
ト機構を用いて、すなわち外部のクレーンを必要とすることなく行われる。これは大きな
利点である。
【００４４】
　エネルギー発生ユニットをキャリア構造体に固定するステップは、例えば、エネルギー
発生ユニットのナセルをキャリア構造体に固定することを含むことができる。
【００４５】
　本方法は、エネルギー発生ユニットのうちの少なくとも１つに関して、ナセル及びハブ
を組み付けるステップを更に含むことができ、２つ以上のエネルギー発生ユニットをキャ
リア構造体へと吊り上げるステップは、ホイスト機構を用いて、組み付けられたエネルギ
ー発生ユニット（複数の場合もある）を吊り上げることを含むことができる。この実施形
態によれば、少なくとも１つのエネルギー発生ユニットのナセル及びハブは、キャリア構
造体へと一度に吊り上げられる。一代替形態として、ナセル、ハブ、及び風力タービンブ
レードは、別個に吊り上げることができ、又は、ナセルとハブとを別個に吊り上げる一方
で、風力タービンブレードのうちの少なくともいくつかをハブとともに吊り上げることが
できる。
【００４６】
　本方法は、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げる前に、１つ以上の
風力タービンブレードを、エネルギー発生ユニットのうちの少なくとも１つのエネルギー
発生ユニットのハブに取り付けるステップを更に含むことができる。この実施形態によれ
ば、エネルギー発生ユニットのうちの少なくとも１つに関して、ナセル、ハブ、及び少な
くとも１つの風力タービンブレードは一度に吊り上げられる。エネルギー発生ユニットを
キャリア構造体へと吊り上げる前に、風力タービンブレードの全てをハブに取り付けても
よい。代替的には、風力タービンブレードのうちのいくつかのみを、エネルギー発生ユニ
ットを吊り上げる前にハブに取り付けることができる。この場合、残りの風力タービンブ
レード（複数の場合もある）は、エネルギー発生ユニットを吊り上げた後に、別個に吊り
上げられ、続いてハブに取り付けられる。
【００４７】
　例えば、エネルギー発生ユニットが３つの風力タービンブレードを備える場合、ナセル
に対するハブの回転位置に関わらず、風力タービンブレードのうちの少なくとも１つが下
方向を向く。したがって、完全に組み立てられたエネルギー発生ユニットが地面に又は地
面近くに配置される場合、風力タービンブレードのうちの少なくとも１つが地面に衝突す
る。この場合、風力タービンブレードのうちの２つをハブに取り付け、ハブをナセルに取
り付けることが望ましいものとなり得る。その場合、ハブは、２つの風力タービンブレー
ドが上方向に向く位置に回転させることができる。これは、「バニーイヤー（bunny ear
：ウサギの耳）」位置と呼ばれることがある。こうして、ナセル、ハブ、及び２つの風力
タービンブレードを、キャリア構造体へと一度に吊り上げることができる。その後、最後
の風力タービンブレードをキャリア構造体へと吊り上げ、ハブに取り付けることができる
。
【００４８】
　エネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げるステップは、エネルギー発生
ユニットのうちの少なくとも１つに関して、風力タービンブレードが実質的に地面と平行
に延在するようにエネルギー発生ユニットを配置するステップと、ホイスト機構を用いて
、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げるステップと、エネルギー発生
ユニットを、風力タービンブレードが実質的に地面と垂直に延在する位置に傾けるステッ
プと、を含むことができる。
【００４９】
　この実施形態によれば、エネルギー発生ユニット全体を、キャリア構造体へと吊り上げ
る前に組み立てることができる。上述したように、風力タービンブレードが地面に衝突す
ることを回避するため、エネルギー発生ユニット全体が、風力タービンブレードが地面と
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平行に延在する状態で配置される。例えば、ブレードは、地面の最も近くに配置され、ハ
ブ及びナセルは、風力タービンブレードの位置から上方向に延在する場合がある。エネル
ギー発生ユニットは、次いで、この向きでキャリア構造体へと吊り上げられる。
【００５０】
　エネルギー発生ユニットがキャリア構造体の位置に達すると、風力タービンブレードが
地面に衝突するリスクはもはやない。したがって、エネルギー発生ユニットは、動作位置
、すなわち、風力タービンブレードが実質的に地面に垂直に延在する位置に安全に傾ける
ことができ、それにより、風力タービンブレードを風へと向けることが可能になる。エネ
ルギー発生ユニットが動作位置へと傾けられると、エネルギー発生ユニットはキャリア構
造体に固定される。
【００５１】
　一代替形態として、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げるステップ
は、エネルギー発生ユニットのうちの少なくとも１つに関して、ハブを、ナセルに対して
、風力タービンブレードが実質的に地面と平行に延在する位置に傾けるステップと、ホイ
スト機構を用いて、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げるステップと
、ハブを、ナセルに対して、風力タービンブレードが実質的に地面と垂直に延在する位置
に傾けるステップと、ハブをナセルに回転式に取り付けるステップと、を含むことができ
る。
【００５２】
　この実施形態は、上述した実施形態と同様である。しかし、この場合では、エネルギー
発生ユニット全体を傾けるのではなく、風力タービンブレードが地面と平行に向くように
、ハブがナセルに対して傾けられる。したがって、ナセルは、プロセス全体の間、動作位
置にあり続ける。これにより、ハブを動作位置に傾ける前に、ナセルをキャリア構造体に
固定することが可能になる。
【００５３】
　上述したようにエネルギー発生ユニットをキャリア構造体へと吊り上げることに対する
一代替形態として、エネルギー発生ユニットは、キャリア構造体をタワー構造体の上部へ
と吊り上げる前に、キャリア構造体に取り付けることができる。この場合、エネルギー発
生ユニットは、キャリア構造体とともにタワー構造体の上部へと吊り上げられる。
【００５４】
　別の代替形態として、エネルギー発生ユニットの一部をキャリア構造体に取り付け、キ
ャリア構造体とともにタワー構造体の上部へと吊り上げることができる。エネルギー発生
ユニットの残りの部分は、その後、別個にキャリア構造体へと吊り上げることができる。
例えば、ナセルをキャリア構造体とともに吊り上げることができるが、ハブ及び風力ター
ビンブレードは別個に吊り上げられる。又は、ナセル及びハブをキャリア構造体とともに
吊り上げることができるが、風力タービンブレードは別個に吊り上げられる。
【００５５】
　１つの実施形態によれば、風力タービンには、２つ以上のキャリア構造体を設けること
ができる。更に、タワー構造体には、タワー構造体を安定させるために配置される支持ガ
イドワイヤを設けることができ、それにより、最小のタワー寸法で安定したタワー構造体
がもたらされる。この場合、本発明の第１の態様に係る方法は、以下のように行うことが
できる。
【００５６】
　最初に、タワー構造体を、ガイドワイヤを伴わずに組み立てる。次に、２つのキャリア
構造体を、タワー構造体の下部において、タワー構造体に対して周方向に配置する。キャ
リア構造体を互いに直接上下に隣接して配置する。次に、２つのキャリア構造体をともに
最下のキャリア構造体の動作位置に、すなわち、ガイドワイヤの取付け位置の真上の位置
に吊り上げる。次に、ガイドワイヤをタワー構造体に取り付け、それにより、最上のキャ
リア構造体がその動作位置へと吊り上げられる前に、タワー構造体に更なる安定性をもた
らす。ガイドワイヤの取付け位置が最下のキャリア構造体の動作位置よりも下にある場合
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、最下のキャリア構造体は、ガイドワイヤを取り付けた後にその動作位置にまた吊り上げ
られる。
【００５７】
　ガイドワイヤは、キャリア構造体とともに吊り上げることができる。例えば、ガイドワ
イヤは、最下のキャリア構造体に取り付けることができ、最下のキャリア構造体がその動
作位置に達すると、単純に地面に固定することができる。
【００５８】
　この実施形態によれば、ガイドワイヤは、最上のキャリア構造体をその動作位置に吊り
上げる前に、タワー構造体に取り付けることができ、それにより、タワー構造体に相当の
負荷を与えるが、キャリア構造体がガイドワイヤに衝突することなくタワー構造体に沿っ
て摺動することを可能にする。
【００５９】
　ホイスト機構は、ワイヤウィンチ機構とすることができる。ワイヤウィンチ機構は、タ
ワー構造体内又はタワー構造体に沿って適切に配置される複数のワイヤと、ワイヤに接続
される１つ以上のウィンチとを備えることができる。ワイヤは、風力タービンに恒久的に
配置することができ、一方、ウィンチ（複数の場合もある）は可動とすることができる。
それにより、ウィンチ（複数の場合もある）は、関連する風力タービン間でウィンチ（複
数の場合もある）を移動させるだけで、複数の風力タービン、例えばウィンドファームを
形成する風力タービンを組み立てるのに用いることができる。これにより、風力タービン
を組み立てるコストが更に低減される。しかし、ウィンチ（複数の場合もある）は、代替
的には、風力タービンに恒久的に配置してもよい。
【００６０】
　代替的には、ホイスト機構は、摩擦車を用いるホイスト機構、油圧駆動式ホイスト機構
、又は他の任意の好適な種類のホイスト機構等の別の種類のものであってもよい。
【００６１】
　第２の態様によれば、本発明は、マルチローター風力タービンを少なくとも部分的に分
解する方法であって、風力タービンは、タワー構造体と、それぞれナセルと１組の風力タ
ービンブレードを保持するハブとを備える少なくとも２つのエネルギー発生ユニットと、
それぞれ１つ以上のエネルギー発生ユニットを保持するように構成されている少なくとも
１つのキャリア構造体とを備え、キャリア構造体は、タワー構造体の上部において、タワ
ー構造体に対して周方向に配置され、本方法は、
　キャリア構造体をタワー構造体から取り外すステップと、
　ホイスト機構を用いて、キャリア構造体をタワー構造体の下部へと下降させるステップ
と、
を含む、方法を提供する。
【００６２】
　当業者であれば、本発明の第１の態様との組合せで記載された任意の特徴を本発明の第
２の態様と組み合わせることもでき、その反対も可能であることを容易に理解するであろ
うことに留意すべきである。したがって、上記に述べた事項は、ここでも等しく適用可能
である。
【００６３】
　本発明の第２の態様に係る方法によって分解される風力タービンは、本発明の第１の態
様に係る方法によって組み立てられる風力タービンと同じ種類のものである。したがって
、これに関して上記に述べた事項は、ここでも等しく適用可能である。
【００６４】
　本発明の第２の態様の方法によれば、最初に、キャリア構造体をタワー構造体の上部か
ら取り外す。続いて、キャリア構造体を、ホイスト機構を用いてタワー構造体の下部へと
下降させる。したがって、これは、本発明の第１の態様に係る方法の「逆転」とみなすこ
とができる。
【００６５】
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　上述したように、外部のクレーンの使用を必要とすることなく風力タービンを分解する
ことが可能になるため、ホイスト機構を用いてキャリア構造体が下降されることは有利で
ある。それにより、風力タービンを分解するコストは低減される。
【００６６】
　本方法は、ホイスト機構を用いて、エネルギー発生ユニットのうちの１つ以上を地面へ
と下降させるステップを更に含むことができる。これも、エネルギー発生ユニットは吊り
上げられるのではなく下降されるという点を除いて、本発明の第１の態様を参照して上述
した実施形態と同様である。キャリア構造体をタワー構造体から取り外し、地面へと下降
させる前に、エネルギー発生ユニットを下降させることができることが有利である。
【００６７】
　エネルギー発生ユニットのうちの１つ以上を地面へと下降させるステップは、エネルギ
ー発生ユニットをキャリア構造体から取り外すステップと、エネルギー発生ユニットを、
風力タービンブレードが実質的に地面と平行に延在する位置に傾けるステップと、ホイス
ト機構を用いて、エネルギー発生ユニットを地面へと下降させるステップと、を含むこと
ができる。
【００６８】
　この実施形態によれば、ナセルと、ハブと、風力タービンブレードとを含むエネルギー
発生ユニット全体は、エネルギー発生ユニットが地面へと下降される前に傾けられ、それ
により、風力タービンブレードを実質的に地面と平行に延在する位置にする。本発明の第
１の態様を参照して上述した状況と同様に、これにより、風力タービンブレードが地面に
衝突することが防止され、風力エネルギーユニットは、ここでも一度に下降させることが
できる。
【００６９】
　一代替形態として、エネルギー発生ユニットのうちの１つ以上を地面へと下降させるス
テップは、エネルギー発生ユニットをキャリア構造体から取り外すステップと、ハブを、
ナセルに対して、風力タービンブレードが実質的に地面と平行に延在する位置に傾けるス
テップと、　ホイスト機構を用いて、エネルギー発生ユニットを地面へと下降させるステ
ップと、含むことができる。
【００７０】
　この実施形態によれば、風力タービンブレードは、同様に地面と平行に位置決めされ、
それにより、エネルギー発生ユニットが下降される際に地面に衝突することが防止される
。しかし、この場合では、ハブのみが傾けられ、その間、ナセルは動作位置にあり続ける
。この傾けるステップは、ナセルをキャリア構造体から取り外す前又は後のいずれに行っ
てもよい。
【００７１】
　別の代替形態として、エネルギー発生ユニットのうちの少なくとも１つは、３つの風力
タービンブレードを備えることができ、１つ以上のエネルギー発生ユニットを地面へと下
降させるステップは、１つの風力タービンブレードをエネルギー発生ユニットから取り外
すステップと、ホイスト機構を用いて、取り外された風力タービンブレードを地面へと下
降させるステップと、エネルギー発生ユニットのハブを、残りの２つの風力タービンブレ
ードが上向きの方向に延在する位置に回転させるステップと、エネルギー発生ユニットを
キャリア構造体から取り外すステップと、ホイスト機構を用いて、エネルギー発生ユニッ
トを地面へと下降させるステップと、を含むことができる。
【００７２】
　この実施形態によれば、最初に、風力タービンブレードのうちの１つをエネルギー発生
ユニットから取り外し、別個に地面へと下降させる。次に、ハブを、残りの２つの風力タ
ービンブレードの双方が上方向、すなわち「バニーイヤー」位置を向く位置に回転させ、
エネルギー発生ユニットを地面へと下降させる。それにより、エネルギー発生ユニットを
地面へと下降させる際に、風力タービンブレードが地面に衝突することが回避される。
【００７３】
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　この回転させるステップは、風力タービンブレードを取り外す前に行ってもよい。この
場合、ハブは、風力タービンブレードのうちの１つが直下方向に延在するとともに、他の
２つが上方に延在する位置に回転させることができ、直下に延在する風力タービンブレー
ドを、取り外して下降させることができる。
【００７４】
　一代替形態として、３つ全ての風力タービンブレードをハブから取り外して、ナセル及
びハブを地面へと下降させる前に１つずつ地面へと下降させてもよい。
【００７５】
　エネルギー発生ユニットを別個に下降させることに対する一代替形態として、エネルギ
ー発生ユニットは、キャリア構造体とともに下降させてもよく、すなわち、キャリア構造
体を、エネルギー発生ユニットが取り付けられた状態で下降させてもよい。
【００７６】
　上述したように、ホイスト機構は、ワイヤウィンチ機構とすることができる。
【００７７】
　以下、本発明を、添付図面を参照して更に詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示す
図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るキャリア構造体の吊り上げを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げを示す図である。
【図９】２つのエネルギー発生ユニットを保持する１つのキャリア構造体を備えるマルチ
ローター風力タービンの正面図である。
【図１０】４つのエネルギー発生ユニットを保持する２つのキャリア構造体を備えるマル
チローター風力タービンの正面図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げ又は下降を示す
図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げ又は下降を示す
図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げ又は下降を示す
図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げ又は下降を示す
図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るエネルギー発生ユニットの吊り上げ又は下降を示す
図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係るキャリア構造体の吊り上げ又は下降を示す図である
。
【図１７】本発明の一実施形態に係るキャリア構造体の吊り上げ又は下降を示す図である
。
【図１８】本発明の一実施形態に係るキャリア構造体の吊り上げ又は下降を示す図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
　図１～図６は、本発明の一実施形態に係るマルチローター風力タービンを組み立てる方
法を示している。
【００８０】
　図１において、キャリア構造体１は、タワー構造体２の下部において、タワー構造体２
に対して周方向に配置されている。複数のワイヤ３が、キャリア構造体１に取り付けられ
、タワー構造体２の頂部に配置されたプーリー４を介してウィンチ（図示せず）に接続さ
れる。ワイヤ３、ウィンチ、及びプーリー４は、ホイスト機構を形成し、外部のクレーン
を必要とすることなく、キャリア構造体１を、タワー構造体２に沿ってタワー構造体２の
上部における動作位置に吊り上げることを可能にする。それにより、風力タービンを組み
立てるコストが低減される。
【００８１】
　図２は、キャリア構造体１が、上述したようにタワー構造体２に沿って吊り上げられて
いるところを示している。
【００８２】
　図３では、キャリア構造体１は、タワー構造体２の上部における動作位置に吊り上げら
れている。こうして、吊上げプロセスは完了し、キャリア構造体１をタワー構造体２に固
定することができる。
【００８３】
　図４では、図１～図３に関して上述したようにタワー構造体２の上部に吊り上げたキャ
リア構造体１ａに加えて、追加のキャリア構造体１ｂが、タワー構造体２に対して周方向
に配置されている。ワイヤ３は、ここでは追加のキャリア構造体１ｂに接続され、それに
より、ホイスト機構を用いて、追加のキャリア構造体１ｂを同じく動作位置に吊り上げる
ことが可能である。
【００８４】
　図５では、追加のキャリア構造体１ｂは、動作位置に吊り上げられ、タワー構造体２に
固定されている。追加のキャリア構造体１ｂの動作位置は、第１のキャリア構造体１ａの
動作位置よりもいくらか下にあり、それにより、エネルギーユニットが互いに干渉するこ
となく、キャリア構造体１ａ、１ｂの双方にエネルギー発生ユニットを取り付けることが
可能であることを見て取ることができる。
【００８５】
　図６において、ワイヤ３のうちの１つは、ナセル（図示せず）と、ハブ６と、複数の風
力タービンブレード７（そのうちの２つが示されている）とを備えるエネルギー発生ユニ
ット５に取り付けられている。それにより、エネルギー発生ユニット５は、キャリア構造
体１ａ、１ｂをそれぞれの動作位置に吊り上げるのに用いたのと同じホイスト機構を用い
て、キャリア構造体１ｂへと吊り上げることができる。したがって、エネルギー発生ユニ
ット５をキャリア構造体１ａ、１ｂへと吊り上げるために、ここでも外部のクレーンを必
要としない。図６では、エネルギー発生ユニット５は、キャリア構造体１ｂへと吊り上げ
るプロセス中である。
【００８６】
　図１～図６を参照して上述したプロセスを逆にすることにより、ホイスト機構を用いて
風力タービンを少なくとも部分的に分解することが可能になり得ることに留意すべきであ
る。
【００８７】
　図７は、タワー構造体２を、複数のワイヤ３と、２つのプーリー４と、ワイヤ３に接続
されたウィンチ８とを備えるホイスト機構とともに示している。タワー構造体２の一部は
、明確にするために示されていない。ウィンチ８は、輸送カート９上に配置される。それ
により、ウィンチ８は、様々な風力タービン間で輸送することができ、それにより、風力
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タービンを組立て又は分解するために、所与の風力タービンのワイヤ３に接続し、キャリ
ア構造体１及び／又はエネルギー発生ユニット５を吊り上げるのに用いることが可能であ
る。これにより、風力タービンの組立て又は分解のコストが更に一層低減される。
【００８８】
　図８は、図７に示されているホイスト機構を用いて、エネルギー発生ユニット５を、既
に動作位置に吊り上げられているキャリア構造体１へと吊り上げる様子を示している。ワ
イヤ３のうちの１つは、エネルギー発生ユニット５とウィンチ８とに取り付けられ、矢印
で示されているようにウィンチ８を動作させ、それにより、エネルギー発生ユニット５を
キャリア構造体１における適所に吊り上げる。この場所において、エネルギー発生ユニッ
ト５をキャリア構造体１に固定することができる。
【００８９】
　図９は、１つのキャリア構造体１が上部に取り付けられているタワー構造体２を備える
マルチローター風力タービン１０の正面図である。キャリア構造体１は、タワー構造体２
に対して周方向に、タワー構造体２に隣接して配置されるリング１１と、タワー構造体２
から外方に延出する２つのアーム１２とを備える。キャリア構造体１のアーム１２のそれ
ぞれは、エネルギー発生ユニット５を保持し、各エネルギー発生ユニット５は、ナセル（
図示せず）と、３つの風力タービンブレード７を保持するハブ６とを備える。したがって
、図９のマルチローター風力タービン１０は、合計２つのエネルギー発生ユニット５を備
える。
【００９０】
　キャリア構造体１及び／又はエネルギー発生ユニット５は、上述したように吊り上げる
及び／又は下降させることができる。
【００９１】
　図１０は、図１～図６を参照して上述したように、タワー構造体２と、タワー構造体２
に取り付けられた２つのキャリア構造体１ａ、１ｂとを備えるマルチローター風力タービ
ン１０の正面図である。各キャリア構造体１ａ、１ｂは、図９を参照して上述したように
、リング１１及び２つのアーム１２を備え、各アーム１２は、２つのエネルギー発生ユニ
ット５を保持する。したがって、図１０のマルチローター風力タービン１０は、合計４つ
のエネルギー発生ユニット５を備える。
【００９２】
　図１１～図１６は、本発明の種々の実施形態に係るエネルギー発生ユニット５を吊り上
げる又は下降させるところを示している。図１１において、ナセル１３及びハブ６を備え
るエネルギー発生ユニット５は、１組のワイヤ３を介してウィンチ８に接続される。それ
により、ナセル１３及びハブ６は、ともに吊上げ又は下降され、一方、風力タービンブレ
ードは、別個に吊上げ又は下降される。それにより、３つの風力タービンブレードを備え
るエネルギー発生ユニット５は、風力タービンブレードのうちの１つが地面に衝突するリ
スクを冒さずに吊り上げる又は下降させることができる。
【００９３】
　図１２も、１組のワイヤ３を介してウィンチ８に接続されるエネルギー発生ユニット５
を示している。エネルギー発生ユニット５は、この場合では、ナセル１３と、ハブ６と、
ハブ６に取り付けられた２つの風力タービンブレード７（そのうちの１つが示されている
）とを備える。ハブ６は、風力タービンブレード７が上方向を向く位置に回転されている
。これは、「バニーイヤー」位置と呼ばれることがある。それにより、エネルギー発生ユ
ニット５は、風力タービンブレード７が地面に衝突するリスクを冒さずに吊り上げる又は
下降させることができる。３つ目の風力タービンブレードは、別個に吊上げ又は下降され
る。
【００９４】
　図１３も、１組のワイヤ３を介してウィンチ８に接続されるエネルギー発生ユニット５
を示している。エネルギー発生ユニット５は、ナセル１３と、ハブ６と、３つの風力ター
ビンブレード７（そのうちの２つが示されている）とを備える。したがって、この場合で
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は、エネルギー発生ユニット５全体が組み立てられており、一度に吊り上げる又は下降さ
せることができる。風力タービンブレード７のうちの１つが地面に衝突することを回避す
るために、風力タービンブレード７を保持するハブ６は、ナセル１３に対して、風力ター
ビンブレード７が実質的に地面と平行に延在する位置に傾けられている。
【００９５】
　図１４及び図１５も、１組のワイヤ３を介してウィンチ８に接続されるエネルギー発生
ユニット５を示している。エネルギー発生ユニット５は、ナセル１３と、ハブ６と、３つ
の風力タービンブレード７とを備える。図１４は、動作位置にあるエネルギー発生ユニッ
ト５の、それぞれ側面図及び正面図である。図１５では、ナセル１３と、ハブ６と、風力
タービンブレード７とを備えるエネルギー発生ユニット５全体は、旋回軸１４を中心に、
風力タービンブレード７が地面に沿って延在する位置に傾けられている。それにより、エ
ネルギー発生ユニット５は、風力タービンブレード７が地面に衝突するリスクを冒さずに
吊り上げる又は下降させることができる。
【００９６】
　図１６及び図１７は、キャリア構造体１をタワー構造体２に沿って吊り上げる又は下降
させることができる方法の略図を示している。ここでは、キャリア構造体１は、単純に箱
によって示されているが、様々な形状、格子構造等をとることができる。キャリア構造体
は、中央部分（図示せず）から延在する１つ以上のアームを更に備えることができる。キ
ャリア構造体の吊上げ又は下降を制御するために、好ましくは、吊上げ及び下降中、キャ
リア構造体とタワーとの間に隙間２０が常に存在するものとする。これにより、キャリア
構造体とタワーとの間の直接の接触は回避される。図１６では、この隙間は、隙間２０内
に配置される複数のばね付勢ローラー２１によって制御される。図１７では、同じ効果を
、複数のばね付勢摺動パッド２２を使用することで得る。ばね付勢ローラー及び／又はば
ね付勢摺動パッドは、矢印２３によって示されているように、ローラー又はパッドのいく
らかの横方向運動を可能にするように配置される。このようにして、キャリア構造体は、
吊り上げられる（又は下降される）際、タワー表面に沿って上方（又は下方に）転動する
。更に、ばね付勢ローラーは、タワーの長さに沿ってタワー表面にある何らかの不規則部
又は凹凸を、キャリア構造体が傾く又は振動することなく通過することが可能である。タ
ワー表面にある不規則部又は凹凸は、例えば、タワーセクション間の接合部、フランジ、
溶接部、ボルト頭部等であり得る。
【００９７】
　図１８は、キャリア構造体１と地面２４との間に延びる複数の追加のワイヤ３ａの使用
を示している。これらのワイヤは、吊上げ又は下降時のキャリア構造体１の位置及び動き
の追加の制御を与えるのに用いられる。ワイヤ３ａは、ここでは、地面上又は地面近くに
配置されているウィンチ２５に取り付けられる。
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