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(57)【要約】
　エネルギー蓄積・解放システム（２００）が提供され
る。システム（２００）は水中に展開され、プラットフ
ォーム（２２０）を備える。システムは、また、水底に
貯蔵される少なくとも１つの重量物と、第１の上昇位置
および第２の上昇位置の間で少なくとも１つの重量物を
移動可能なホイストシステムと、を備える。システムの
遠隔操作付加装置はホイストシステムに結合され、水底
の少なくとも１つの重量物を位置決めして、少なくとも
１つの重量物に結合されるよう構成される。ホイストシ
ステムは、少なくとも１つの重量物が遠隔操作付加装置
に結合されたときに、少なくとも１つの重量物を、第１
の上昇位置から第２の上昇位置へ選択的に引き上げる。
システムは第１の上昇位置および第２の上昇位置の間で
前記少なくとも１つの重量物を移動させる際に、エネル
ギーを蓄積および解放する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中に設置されるエネルギー蓄積・解放システムであって、
　前記システムは、
　プラットフォームと、
　水底に貯蔵される少なくとも１つの重量物と、
　第１の上昇位置および第２の上昇位置の間で少なくとも１つの重量物を移動可能なホイ
ストシステムと、
　前記ホイストシステムに結合される遠隔操作付加装置と、
を備え、
　前記遠隔操作付加装置は水底の前記少なくとも１つの重量物を位置決めして、前記少な
くとも１つの重量物に結合されるよう構成され、
　前記ホイストシステムは、前記少なくとも１つの重量物が前記遠隔操作付加装置に結合
されたときに、前記少なくとも１つの重量物を、前記第１の上昇位置から前記第２の上昇
位置へ選択的に引き上げ、
　前記システムは前記第１の上昇位置および前記第２の上昇位置の間で前記少なくとも１
つの重量物を移動させる際に、エネルギーを蓄積および解放することを特徴とするシステ
ム。
【請求項２】
　前記プラットフォームは水上を移動可能であり、前記システムは前記水底の第１の座標
位置に配置された前記少なくとも１つの重量物の第１の重量物を位置決めして前記第１の
重量物に結合され、前記水底の第２の座標位置に配置された前記少なくとも１つの重量物
の第２の重量物を位置決めして前記第２の重量物に結合されることを特徴とする、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ホイストシステムが第１端部および第２端部を有する引張部材を備え、前記引張部
材は前記少なくとも１つの重量物を支持することが可能であり、前記第１の上昇位置およ
び前記第２の上昇位置の間で移動するための長さを有し、前記プラットフォーム上に載置
されるウィンチシステムは、前記引張部材の前記第１端部に操作によって結合され、前記
ウィンチシステムは制御によって前記引張部材の長さを調整するよう構成されていること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の上昇位置は前記第２の上昇位置より低い位置であり、前記システムは、さら
に、操作によって前記ホイストシステムに結合されるモータ／発電機を備え、前記モータ
／発電機は前記少なくとも１つの重量物を前記第１の上昇位置から前記第２の上昇位置へ
移動させることでエネルギーを蓄積し、前記少なくとも１つの重量物を前記第２の上昇位
置から前記第１の上昇位置へ移動させることでエネルギーを生成することを特徴とする請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムは前記モータ／発電機を介して送電線網にエネルギーを送電することを特
徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記システムは前記水底に第１のパターンで複数の重量物を配置するよう構成され、前
記水底から前記複数の重量物を前記プラットフォームへ引き上げ、前記プラットフォーム
上で前記複数の重量物を第２のパターンで貯蔵することを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記プラットフォームは前記複数の重量物を前記第１のパターンに配置するために、前
記水面上を移動するよう構成されていることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
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　前記遠隔操作付加装置は、前記プラットフォームに対して前記複数の重量物の位置に移
動し、前記複数の重量物と結合して前記水底から引き上げることを特徴とする請求項７に
記載のシステム。
【請求項９】
　前記システムは、前記複数の重量物を前記プラットフォームから前記水底に引き下げ、
前記水底でパターンを形成するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
システム。
【請求項１０】
　前記プラットフォームは前記水底の前記複数の重量物のパターンを形成するよう、前記
水上を移動することを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記遠隔操作付加装置は前記遠隔操作付加装置を水中で移動可能とする推進システムを
備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記遠隔操作付加装置は、前記水底の前記少なくとも１つの重量物を検出可能な重量物
検出装置を備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記遠隔操作付加装置は無線位置システムを用いて前記少なくとも１つの重量物の位置
決めをすることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記無線位置システムは前記少なくとも１つの重量物に対応する受信機と通信する前記
遠隔操作付加装置と対応する送信機を備えることを特徴とする請求項１３に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記無線位置システムはさらに前記水底の位置ビーコンを備えることを特徴とする請求
項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの重量物は実質的に浮揚性である空気バラストを含み、制御する形
状であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの重量物は前記第１および第２の上昇位置の間で移動する間の抵抗
力を最小とする形状であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記プラットフォームは前記少なくとも１つの重量物の複数の重量物を貯蔵・準備する
重量物上部管理システムを備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記重量物上部管理システムは、前記ホイストシステムに前記複数の重量物を装備する
、または前記ホイストシステムから前記複数の重量物を離すよう構成されていることを特
徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記システムは前記プラットフォームから前記水底に、連続的に前記複数の重量物のそ
れぞれを引き下げるよう構成されていることを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本発明は２０１３年３月１４日に出願された米国仮特許出願番号61/782,153の優先権を
主張しており、その全体が参照として本願に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は全体としてエネルギー蓄積システムに関し、特に水中に設置されるエネルギー
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蓄積システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　発電所規模のエネルギー蓄積システムは、エネルギー生成の幾つかの相互に関連したゴ
ールを実現することを必要とする。現在、これらのゴールはエネルギー生成システムの効
率性の増加、消費者の需要変化への適応、および代替再生可能なエネルギー源の配備への
支持を含む。多くのエネルギー蓄積システムおよび方法が存在する。これらの既存のシス
テムおよび技術は一連の制約に遭遇し、そのために、発電所規模での設置要求に完全には
適応できない。
【０００４】
　エネルギー生成システムの効率性は、電気エネルギーは生成されると直ちに使用しなけ
ればならないという事実に直面している。そうでないと電気エネルギーは消失する。電気
エネルギーの需要は日々の時間帯により変化し、夜間等のオフ・ピーク時間帯にはエネル
ギーは余剰となり、昼間のピーク時間帯には要求エネルギー需要に対し不足する。オフ・
ピーク時間帯の余剰エネルギーを蓄積可能とし、蓄積されたエネルギーをピーク時間帯に
送電することで、エネルギー蓄積システムはエネルギー生成システムおよび送電するエネ
ルギーの効率性および価値が増加する。
【０００５】
　消費者は使用したい時に電気エネルギーがそこに存在することを期待している。この期
待に応えるため、電力会社は蓄積エネルギーの形態で利用可能な十分な予備容量を確保す
る必要がある。このエネルギーは電力送電システムの安定性を確保するために、数秒また
は数分で使用可能とする必要がある。
【０００６】
　風力発電、太陽光発電等の再生可能エネルギー源は化石燃料への依存を減少させ、グロ
ーバル環境変化の原因である二酸化炭素の生成を減少させる。しかしながら、風力発電、
太陽光発電等の再生可能エネルギー源は、その間欠的な特性のために、定常的な送電を可
能とするエネルギー蓄積方法を必要とする。風力発電の場合には、風力の増加・減少によ
って出力が大きく変動する。同様な問題は太陽光エネルギーシステムにおいても発生し、
昼間時間帯にのみ動作するだけでなく、雲の通過が太陽光エネルギーシステムの出力を減
少、あるいは消失させる。風力発電、太陽光発電等の間欠的なエネルギー源と連結して動
作するエネルギー蓄積システムは、送電線網および消費者に対して、間欠的エネルギーの
遅延した定常供給を提供する。
【０００７】
　効率性を増加し、消費者需要に適応し、風力発電、太陽光発電等の代替再生可能エネル
ギーの展開を可能とする、多数の種類の発電所規模のエネルギー蓄積方法が存在する。こ
れらの蓄積システムは、バッテリー、キャパシタ電気蓄積等の化学的蓄積、フライホイー
ル等の運動エネルギー蓄積、揚水式の重力位置エネルギー蓄積を含む。化石燃料でさえ（
非再生可能だが）、数１００万年に亘る植物への太陽光エネルギーの自然の圧力によるエ
ネルギー蓄積である。
【０００８】
　エネルギー蓄積の既存の方法は、コスト、技術、環境問題等の１つ以上の制約を有する
。これらの制約のために、エネルギー蓄積システムは効率性増加の要請と、風力発電、太
陽光発電等の代替再生可能エネルギーの設置とに完全に適応できない。
【０００９】
　エネルギー蓄積システムの既存の方法の一群の制約は、大規模エネルギー蓄積システム
の設置要求とコストに関する。エネルギー蓄積方法の投資コストは非常に高く、方法から
得られる利益を上回る。加えて、方法の設置場所の要求は、現在の環境あるいは場所にお
いて商用的な価値、あるいは可能性において、あまりに制約的である。例えば、ある場所
はポンプ揚水式エネルギー蓄積用の大規模貯水槽を建造するには、環境保護のための地域
規制によって適切ではない。人口増加のために、大がかりな発電所規模を可能とする設置
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場所を探すことがますます困難となっている。さらに、蓄積方法は典型的な発電所規模の
要求に適合する規模拡張性を持たない可能性がある。例えば、化学的バッテリーで１キロ
ワットを蓄積するための空間は膨大である。
【００１０】
　エネルギー蓄積方法の基本的な技術に基づく他の制約が提起される。１つの共通的制約
は、充電／放電サイクルの回数が発電所規模への適用を可能としなくなる可能性がある。
例えば化学的バッテリーの場合には、周期的に莫大な費用で取り換えが必要となる。加え
て、可動部品の摩擦によってフライホイールは徐々にエネルギーを浪費するように、蓄積
エネルギーは時間経過とともに劣化する。
【００１１】
　加えて、現在可能なエネルギー蓄積システムに対する環境意識が高揚している。例えば
、ポンプ式揚水システムは低位置貯水池から高位置貯水池に水をポンプ揚水することで動
作する。これらの大規模貯水池は、典型的には、既に存在する生態系を排除した場所に建
設される。他の例としては、限定的なライフサイクルを有する化学的バッテリーは、寿命
とともに環境廃棄されるという問題を発生する。
【００１２】
　エネルギー蓄積システムの必要性を既存システムの制約に沿って考慮すると、エネルギ
ー生成の効率性を増加し、風力発電、太陽光発電のような代替再生可能エネルギーの展開
を可能とし、コスト、規模拡張性、および環境インパクトに関連する制約の無いエネルギ
ー蓄積システムが必要である。
【発明の概要】
【００１３】
　先行技術の欠点が克服され、エネルギー蓄積・解放システムを、ある態様で設置するこ
とによって付加的な利点が提供される。システムは水中に設置され、プラットフォームを
含む。システムは少なくとも１つの水底に貯蔵された（例えば、置かれた）重量物、およ
び少なくとも１つの重量物を第１の上昇位置と第２の上昇位置の間で移動可能であるホイ
ストシステムを含む。システムの遠隔操作付加装置はホイストシステムに結合され、水底
の少なくとも１つの重量物に結合されて配置される。ホイストシステムは、遠隔操作付加
装置に結合された時に、第１の上昇位置から第２の上昇位置へと、少なくとも１つの重量
物を選択的に引き上げる、あるいは引き下げる。システムは少なくとも１つの重量物が第
１の上昇位置と第２の上昇位置の間を移動する際にエネルギーを蓄積および解放する。
【００１４】
　本発明の技術によって、追加の特徴および利点が実現される。本発明の他の実施形態は
以下に詳細に記載し、本発明の特許請求の範囲で考慮される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明の１つ以上の形態が、明細書の結論として、例えば特許請求の範囲として特に指
摘し厳格に規定される。本発明の、前述あるいは他の特徴、利点は、図面を参照して説明
する以下の詳細な説明から明らかである。
【００１６】
【図１】本発明の１つ以上の態様に基づくネルギー蓄積・供給システムのブロック図であ
る。
【００１７】
【図２】本発明の１つ以上の態様に基づく水中に設置されるエネルギー蓄積・解放システ
ムを示す。
【００１８】
【図３】本発明の１つ以上の態様に基づく、システムのプラットフォームの実施形態を示
す。
【００１９】
【図４】本発明の１つ以上の態様に基づくシステムのプラットフォームの他の実施形態を
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示す。
【００２０】
【図５】本発明の１つ以上の態様に基づく、ホイストシステムの実施形態を示す。
【００２１】
【図６】本発明の１つ以上の態様の、ウィンチを含んでも良い、ホイストシステムの実施
形態を示す。
【００２２】
【図７】本発明の１つ以上の態様に基づく、遠隔操作付加装置の１つの実施形態を示す。
【００２３】
【図８】本発明の１つ以上の態様に基づく、水底の複数の重量物によって形成されるパタ
ーンを示す。
【００２４】
【図９】本発明の１つ以上の態様に基づく、重量物を貯蔵し準備する構成を示す。
【００２５】
【図１０】本発明の１つ以上の態様に基づく、重量物の１つの実施形態を示す。
【００２６】
【図１１】本発明の１つ以上の態様に基づく、重量物上位管理部の上面図を示す。
【００２７】
【図１２】本発明の１つ以上の態様に基づく、図１１の重量物上位管理部と共に使用する
重量物の実施形態を示す。
【００２８】
【図１３】本発明の１つ以上の態様に基づく、重量物上位管理部を有するプラットフォー
ムの実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図面を参照して、本発明の態様、特徴、利点、および詳細の非限定的例示を以下に説明
する。既知の材料、加工ツール、処理技術の説明、等は本発明の詳細を不必要に曖昧にし
ないよう省略する。しかしながら、本発明の詳細な説明および個別の例示は、本発明の実
施形態を示す際に、非限定的な例示として与えられることを理解すべきである。当業者で
あれば明らかな本発明の概念を特徴付ける範囲内において、本開示に対する様々な代替、
修正、追加、そして／または、調整が可能である。
【００３０】
　エネルギーの収集、蓄積、生成用システムを開示する。１つの実施形態では、システム
は受信したエネルギーを位置エネルギーに変換し、その位置エネルギーを蓄積し、後でそ
の位置エネルギーを電気エネルギーに変換する機械的プラットフォームを提供する。１つ
の実施形態では、システムは、例えば、海、湖、あるいは他の水中に、浮動、潜水、半潜
水するプラットフォームを含む。ここで使用する用語「プラットフォーム」は、潜水可能
浮動物または半潜水可能な船体、荷船、船舶、他の構造物、それらの複合物、等の全ての
構造物を意味する。１つの実施形態では、プラットフォームは引張部材またはケーブルか
ら懸架される１つ以上の重量物を支持するよう構成されている。重量物は１つ以上のホイ
ストシステム（例えば、ウィッチまたは滑車装置）によって重力に逆らって引き上げられ
、第１の上昇位置から第２の上昇位置へ重力によって引き下げられる。１つの個別の例で
は、ホイストシステムはウィンチ、巻き上げドラム、モータおよび発電機を含んでも良い
。他の実施形態では、ホイストシステムは全ての一般的な昇降システムであっても良い。
発電機は引張部材を経由しての重量物の第１から第２の上昇位置への移動によって電気を
生成する引張部材に結合される。１つの例では、水中内の個別の環境条件に依存して、引
張部材に加えてヒーブ緩衝装置を使用しても良い。蓄積されたエネルギーは重量物が引き
下げられた際に、解放される。重量物の引き下げは、電気エネルギーを生成するようにモ
ータ／発電機を駆動する。１つの実施形態では、これはウィンチのドラムを回転させるこ
とで実現される。電気エネルギーは、次に、例えば送電線網へ送電されるように条件付け
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られていても良い。
【００３１】
　１つの実施形態では、１つ以上の重量物がプラットフォームの近傍に貯蔵される、また
は引張部材に何らの付属物無しに水底に置かれる。単独の引張部材またはケーブルが、例
えば水底に貯蔵された多数の重量物用に使用することが可能である。引張部材はスプーリ
ング・ドラムまたは滑車に巻かれ、例えば、水底へ重量物を引き下げる、プラットフォー
ムへ他の重量物を引き上げる等のような、複数の操作が可能なように構成されている。
【００３２】
　他の実施形態では、システムは、例えば、無線位置システムを介しての重量物の動的管
理を含む。無線位置システムは、例えば水底に貯蔵された重量物の位置および識別の信号
送受が可能である。１つの態様では、システムは引張部材の端部に取り付けられた、１つ
以上の遠隔操作付属装置（「ＲＯＡＤ」）を使用する。１つの実施形態では、ＲＯＡＤは
三方向に移動可能であり、三軸の回りを回転可能であり、水底に貯蔵された１つの重量物
を探し出し回収可能である。少数のＲＯＡＤ、例えば、ホイストシステムあたり、１つ以
下のＲＯＡＤを、重量物を回収あるいは位置決めの目的に用いても良い。他の実施形態で
は、ＲＯＡＤは、例えば水底より上位の上昇位置に重量物を配置する、重量物上位管理部
用に用いても良い。
【００３３】
　以下に図面を参照して説明する。理解の容易のため寸法は図示せず、各図面を通して同
一構成物または類似の構成物には同じ参照番号を付与する。さらに、下２桁が同じ数字で
ある異なる参照番号は同一または類似の構成物である。
【００３４】
　図１は、本発明の１つ以上の態様での、エネルギー蓄積・解放システム１００のブロッ
ク図である。図示した実施形態では、システム１００は、第１の上昇位置と第２の上昇位
置との間で、少なくとも１つの重量物１０３を移動可能であるホイストシステム１０１を
含む。１つの例では、第１の上昇位置および第２の上昇位置は１０００メートルから５０
００メートル離れている。
【００３５】
　実施形態に図示されているように、遠隔操作付加装置（「ＲＯＡＤ」）１０２はホイス
トシステム１０１に結合され、水底の少なくとも１つの重量物１０３の位置に位置決めさ
れ、結合されるよう構成されている。ＲＯＡＤ１０２は、また、少なくとも１つの重量物
１０３を識別するよう構成されていても良い。ホイストシステム１０１は、ＲＯＡＤ１０
２へ装着された少なくとも１つの重量物１０３を、第１の上昇位置から第２の上昇位置へ
選択的に引き上げる、あるいは引き下げる。システム１００は少なくとも１つの重量物１
０３が第１の上昇位置および第２の上昇位置の間で移動する際に、エネルギーを蓄積およ
び解放する。
【００３６】
　１つの実施形態では、システム１００はホイストシステム１０１に操作的に結合される
モータ／発電機１１０を含む。そのような実施形態では、モータ／発電機１１０（例えば
、モータ／発電機１１０のモータ構成要素）は、少なくとも１つの重量物１０３を低位の
第１の上昇位置から、高位の第２の上昇位置へ移動させるエネルギー（例えば、電気エネ
ルギー）を使用する。そして、電気エネルギーは少なくとも１つの重量物１０３の重力位
置エネルギーの形態で蓄積される。
【００３７】
　同様に、システム１００は少なくとも１つの重量物１０３が、（例えば、モータ／発電
機１１０の発電機構成要素を用いて）、高位の第２の上昇位置から、低位の第１の上昇位
置へ移動するときに、エネルギー（例えば、電気エネルギー）を発生する。システム１０
０はモータ／発電機１１０を介して送電線網１０６へエネルギーを送電しても良い。
【００３８】
　操作中に、システム１００は送電線網内に余剰エネルギーが存在する、オフ・ピークエ
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ネルギー消費時間帯にエネルギーを蓄積するよう使用されても良い。続いて、ピークエネ
ルギー消費時間帯では、システム１００は送電線網にエネルギーを送電しても良い。その
ような操作は送電線網あるいはシステムを通して、電力の最適消費を可能とする。
【００３９】
　図２は、本発明の１つ以上の態様での、水中に設置されたエネルギー蓄積・解放システ
ム２００を図示する。図示された実施形態では、システム２００はプラットフォーム２２
０を含む。１つの実施形態では、プラットフォーム２２０は水上で移動可能である。プラ
ットフォーム２２０の移動は、プラットフォーム２２０の低部位２３０内に配置されてい
る推進システムを介して実現されても良い。システム２００は重量物２０３を位置決めし
て結合されるように構成されている。多数の重量物２０３が異なる場所に配置され、水底
において適切な座標によって識別されても良い。１つの例では、推進システムは舵あるい
は操舵力を含んでも良い。他の例では、推進システムはプラットフォーム上、あるいはプ
ラットフォームより上位位置に位置しても良い。
【００４０】
　１つの実施形態では、システム２００は沖設置変電所２０５、および水中から離れた、
送電線網２０７に近接した沿岸に配置された沿岸設置変電所２０６を含む。沖設置変電所
２０５および沿岸設置変電所２０６はエネルギー蓄積・解放システム２００を具備し、例
えば、直流または交流高電圧線等の適切なエネルギー送電技術を使用しても良い。
【００４１】
　図３は、本発明の１つ以上の態様における、エネルギー蓄積・解放システムのプラット
フォーム３２０の１つの実施形態を示す。プラットフォーム３２０は、１つ以上のホイス
トシステムを含んでも良い。図示された実施形態では、１０個のホイストシステムが図示
されている。１つの個別の実施例としてのみ図示されたように、ホイストシステムのそれ
ぞれは、引張部材３０４およびウィンチシステム３０５を含む。
【００４２】
　１つの実施形態では、引張部材３０４は、第１の端部および第２の端部を有し、そこに
結合された少なくとも１つの重量物３０３を支持することが可能であり、第１の上昇位置
（例えば、水底）および第２の上昇位置（例えば、プラットフォーム）の間で移動するた
めの長さを有する。この図示された非限定的な実施形態では、ウィンチシステム３０５は
プラットフォーム３２０上に設置されている。プラットフォーム３２０は、例えば、船舶
または他の浮遊構造体であっても良い。ウィンチシステム３０５は引張部材３０４の第１
の端部へ操作的に装着され、引張部材３０４の長さは制御によって調整可能に構成されて
いる。例えば、ウィンチシステム３０５は、水底から重量物３０３を取り出し、重量物３
０３を貯蔵するよう、引張部材３０４と結合して使用されても良い。図示されているよう
に、システム３００は巻きドラム無しのウィンチシステムに対応し、引張部材の両端部は
交互に重量物を運搬可能である。
【００４３】
　図３に図示された実施形態において、プラットフォーム３２０は複数の重量物３０３を
貯蔵・準備するよう構成されている重量物上位管理システムを含む。重量物を貯蔵・準備
するために、重量物上位管理システムは重量物を操縦し、そして／または、移動させる。
例えば、重量物３０３はレール・システム上に貯蔵されても良い。ピークエネルギー消費
時間帯ではエネルギーは送電線網に送電され、重量物３０３は多数のホイストの全てに配
置され、制御状態で水底へ引き下げられる。このことによって、ホイストシステムに連動
して設置されている１つ以上のモータ／発電機を使用して、重量物の重力位置エネルギー
が電気エネルギーに変換されることになる。重量物上位管理システムは複数の重力物３０
３をホイストシステムに取り付ける、あるいはホイストシステムから離すように構成され
ている。特に、重量物をプラットフォーム３２０から重量物のそれぞれを連続的に水底に
引き下げるように構成されている。１つの構成では、重量物はぶどうのふさ状パターン３
０８に配置される。
【００４４】
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　１つの例では、システムによって送電線網に送電されるエネルギーが実質的に平坦とな
るよう、多数のホイストは重なりあって動作する。他の例では、沖設置変電所は生成され
たエネルギーを調整するために、例えば、送電線網への途中にある沿岸変電所に送電する
前に、電圧または電流特性を修正しても良い。
【００４５】
　図４は、本発明の１つ以上の態様に基づく、エネルギー蓄積・解放システムのプラット
フォームの他の実施形態を示す。これらの実施形態は例示的に示すものであり、これらの
１つ以上の実施形態は本発明のシステムのプラットフォームを提供するために結合されて
も良い。多様な実施形態の態様を設置条件に依存して適用可能であり、移動プラットフォ
ームの場合には波浪に基づく動作および引張りを最小化するよう使用しても良い。これら
のプラットフォームの全ては、プラットフォームが完全に移動可能、または、例えば、制
限領域内で円形、曲線、または線形に移動可能となるように、推進システムを含んで設計
しても良い。他の実施例では、プラットフォームの移動は必要な限り正確に、または、固
定位置に動的に維持されても良い。
【００４６】
　１つの実施形態では、単一点固定式の貯水槽形状（「ＳＰＡＲ」形状）プラットフォー
ム４００を使用しても良い。ＳＰＡＲ形状プラットフォーム４００はデッキ部分を支持す
る大きな円筒形状部分を含む。円筒は水の密度より高密度材料を用いて底部に重みが置か
れ、結果として、ＳＰＡＲ形状プラットフォーム４００の重心は構造体の低位箇所に位置
する。好ましくは、ＳＰＡＲ形状プラットフォームは潮流に関連する移動を最小化する。
プラットフォームの他の実施例では、プラットフォームは固定式システム、または貯水槽
である必要はない。
【００４７】
　他の実施形態では、半潜水型プラットフォーム４０１が使用されても良い。半潜水型プ
ラットフォーム４０１はその浮力を水面下に位置する平底部分から得る。そのことによっ
て、水面での波動を避け良い安定性を提供する。
【００４８】
　さらなる実施形態では、非常に大規模可変バラスト型の多目的メガプラットフォーム４
０２が設置されても良い。メガプラットフォーム４０２は本発明のシステムの大規模実施
形態を支持するよう使用しても良い。１つの実施例では、メガプラットフォーム４０２は
様々な水深に柔軟に設置可能となり、エネルギー蓄積・解放システムを有する他の機能ま
たは設備と共同設置することが可能となる。
【００４９】
　他の実施形態では、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（「ＦＰＳＯ形状」」スタ
イルのプラットフォームが使用されても良い。ＦＰＳＯ形状プラットフォーム４０３はス
ピードおよび／または設置の容易性が課題である場所での確実な適用において好ましい。
１つの実施形態では、ＦＰＳＯ形状プラットフォーム４０３は油輸送タンカーまたは他の
船舶の改装船舶から建造されても良いし、それを目的に建造されても良い。
【００５０】
　図５は本発明の１つ以上の態様でのホイストシステムの実施形態を示す。
【００５１】
　図示されているように、２個のウィンチ５０１，５０２を含む、２重ウィンチ実施形態
は単独のモータ／発電機と協働動作する。このような構成では、引張部材の１つの端部は
ウィンチ軸に結合され、引張部材は、引張部材が巻き上げ動作である時に、ウィンチの回
りに巻き上げられる。そのような構成では、２個のウィンチは連続動作のために、クラッ
チ５０３と共に動作しても良い。例えば、エネルギー解放では、ウィンチ５０１は、制御
されてより低い位置に引き下げられ、モータ／発電機が電気エネルギーを生成するよう、
第１の重量物に装着されても良い。第１の重量物が水底に達するとすぐに、第２の重量物
がウィンチ５０２を使用して降下し始める。そのような方法で、エネルギーの連続フロー
がモータ／発電機によって、送電線網へ送電される。図示された実施形態では、ウィンチ
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５０１、５０２は線形動作である。他の実施形態では、ウィンチ５０１、５０２を有する
２重ウィンチシステムは互いに並行動作するように構成されても良い。
【００５２】
　他の実施形態では、引張部材の各端部は、連続動作するように、ＲＯＡＤに装着するよ
う構成すべきである。さらに、ウィンチおよびモータ／発電機の異なる回転比が可能とな
るようギアボックス５０５が含まれるべきである。例えば、そのような構成は、沖設置変
電所へ適切に条件付けられた電力を供給するために、発電機の高速回転を可能とする。他
の実施形態では、ウィンチは受動的または能動的なヒーブ補償システムを含むべきである
。さらなる例では、ヒーブ補償システムはＲＯＡＤによって行なわれる、または装備され
ても良い。
【００５３】
　図６は本發明の１つ以上の態様におけるウィンチの実施形態を示す。１つの実施形態に
図示されているように、単独ウィンチ・ソリューションは単独ドラム６００を含んでも良
い。ドラム６００は楕円形状断面であっても良い。引張部材６０３、６０４はドラム６０
０から延びる。他の実施形態では、単独ウィンチ・ソリューションは２つ以上のドラム６
０６、６０７を含んでも良い。２つ以上のドラムはウィンチシステムおよび引張部材６０
９、６１０の信頼性と堅固性を増加させる点で好ましい。個別の実施形態では遠隔操作付
加装置（図６参照）は引張部材の各端部に設置されても良い。例えば、２つのＲＯＡＤが
引張部材６０３、６０４のそれぞれの上に１つずつドラム６００に連結されて設置される
。他の実施形態ではシステムは巻き取りドラム無しで、すなわち、重量物の引き上げ、引
き下げが可能な引張部材の各端部を有して、フックシステムおよび／またはカウンタ重量
物として動作可能なＲＯＡＤを有して、動作可能である。さらなる例では、ウィンチ無し
システムが使用されても良い。
【００５４】
　図７は、本発明の１つ以上の態様における遠隔操作付加装置７００の１つの実施形態を
示す。図示した実施形態では、ＲＯＡＤ７００は水底の複数の重量物を位置決めし、重量
物と結合し、引き上げるよう、プラットフォームに対して移動するよう構成される。水底
から引き上げるあるいは水底へ引き下げるために、ＲＯＡＤ７００はカプラー７０１を用
いて、１つ以上のホイストシステムに結合される。
【００５５】
　１つの実施形態では、ＲＯＡＤ７００は自動エネルギー源、および水中内で移動可能な
推進システムを含む。ＲＯＡＤ７００は三方向に移動する１つ以上のスラスタ７０６を含
む。例えば、ＲＯＡＤ７００はＸ方向、Ｙ方向、および回転方向に動作するスラスタ７０
６の使用によって移動できる。システムのプラットフォームが移動する１つの例では、Ｒ
ＯＡＤ７００は水底に貯蔵された複数の重量物を位置決めし、結合するためにプラットフ
ォームに対して相対的に移動する。
【００５６】
　１つの実施形態では、ＲＯＡＤ７００は重量物検出装置７０４を含む。重量物検出装置
７０４は、水底の少なくとも１つの重量物を検出可能である。１つの例ではソナー・シス
テムを含んでも良い。他の例では重量物検出装置７０４は、重量物を検出する光学的、無
線、レーザ、または他の技術を用いる、全ての他の検出装置を使用しても良い。例えば、
ＲＯＡＤ７００は無線位置システム７０３を用いて少なくとも１つの重量物を位置決めし
ても良い。そのような場合には、無線位置システム７０３は少なくとも１つの重量物に装
備された受信機と通信するＲＯＡＤ７００と連携する送信機を含み、システムは水底の位
置ビーコンを含む。他の例では、ＲＯＡＤ７００は、命令を受信、またはデータを送信す
るプラットフォームの監視制御およびデータ獲得システムと通信しても良い。あるいは、
ＲＯＡＤ７００は自動操作用にプログラムされても良い。
【００５７】
　さらなる実施形態では、ＲＯＡＤ７００は少なくとも１つの重量物上に配置された受動
フックと相互接続するよう設計されている能動フックシステム７０９を含む。ＲＯＡＤ７
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００が重量物と接続する際に、ＲＯＡＤ７００は重量物の空気取入れ、解放バルブを活性
化する活性機７０８を使用しても良い。
【００５８】
　図示した実施形態では、ＲＯＡＤ７００は調整可能バラスト７１０を含む。調整可能バ
ラスト７１０を使用することで、ＲＯＡＤ７００の重量物はホイストシステムの最適動作
に適合する。
【００５９】
　図８は本発明の１つ以上の実施形態における水底での複数の重量物によって形成される
パターンを示す。図示した例では、四角形で示すプラットフォームは、図３を参照して説
明したプラットフォームと同様に、１から１０の番号を付与した１０個のホイストシステ
ムを有しても良い。図示した実施形態では、５個のホイストシステムのそれぞれは、プラ
ットフォームの相対する端部に配置される。他の実施形態では、あらゆる数のホイストシ
ステムがプラットフォーム上においてあらゆる構成で配置される。
【００６０】
　１つの例では、プラットフォーム８０３は左から右方向へ水面上を移動し、システムは
、複数の重量物をプラットフォーム８０３から水底へと引き下げるよう構成されている。
図示した例では、システムは、水底にパターンを形成するよう連続的に奇数番号の重量物
を引き下げ、次に偶数番号の重量物を引き下げる。プラットフォーム８０３の移動は水底
に複数の重量物のパターンを形成する。他の例ではシステムは逆に移動し、それ以前に引
き下げられていた重量物をパターンに基づいて位置決めし、重量物を引き上げるよう動作
しても良い。
【００６１】
　他の例ではシステムは他のパターンで水底に配置されている複数の重量物の位置に移動
し、水底から複数の重量物をプラットフォーム８０４に引き上げ、プラットフォーム８０
４上に複数の重量物を第２のパターンで貯蔵するよう構成されている。そのような場合に
は、ＲＯＡＤはプラットフォーム８０４に対して移動し、水底の複数の重量物の位置に移
動・結合し、重量物を引き上げるように構成されている。１つの実施形態では、重量物は
水面上で自由に浮遊して貯蔵される。他の実施形態では重量物は、水面上に位置するよう
、または水面より僅かに下の位置、例えば、波浪あるいは天候の影響を受けない位置で動
作するよう設計されている第２の軽重量船舶上に貯蔵される。
【００６２】
　図９は本発明の１つ以上の態様による重量物を貯蔵・準備する構成（例えば、パターン
）を示す。これらのパターンは固定されたプラットフォームを含むエネルギー蓄積・解放
システムの構成のために選択される。そのような場合、ＲＯＡＤは重量物をその最終位置
に移動するよう使用される。
【００６３】
　図９は、内部に重量物を保持する機械的な構造体を用いる異なる容器棚構成を示す。構
造９０１は隣接容器パターン内に重量物を貯蔵することができる。構造９０２は並行した
列内に重量物を貯蔵できる。構造９０３は単一列内に重量物を貯蔵できる。他の構成は構
造体を用いなくても良く、安定板９１０を有する、または適切な形状を有し機械的構造体
を必要としなで重量物を貯蔵可能とする重量物分散輪郭を有する重量物９０７を使用して
も良い。
【００６４】
　図１０は、本発明の１つ以上の態様における重量物１０００の１つの実施形態を示す。
図示した実施形態では、重量物１０００は実質的に浮揚性であるように、空気バラストを
収容・制御する形状である。そのような実施形態では、バルブ１００１は重量物１０００
内に、特にチャンバー１００４内に、空気を満たし、バルブ１００２から水を注入あるい
は排出する。１つの例では、重量物１０００は同期した操作を行う多数のチャンバーを含
んでも良い。バルブはプラットフォームの装置から操作される、またはＲＯＡＤから操作
されても良い。図示したように、重量物１０００は水中での移動に対する抵抗力が最小と
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なる形状である。他の例では、重量物１０００を水底で直立姿勢に保つ形状、および／ま
たは、構造をしていても良い。１つの実施形態では、重量物１０００は、その重心を低く
し、水底において重量物１０００が直立するよう、その低位端部に配置される高密度物質
の部位１００５を含む。システムコストを最小化するために、重量物１０００は低コスト
であるが、コンクリートまたは他の可能な充填剤のように、長期間使用可能材料で製造さ
れるべきである。個別の例では、重量物１０００は２００から１０００トンであり、０．
５から３ｍ／ｓの速度で引き上げあるいは引き下げられても良い。
【００６５】
　エネルギー蓄積・解放システム内で操作するために、１つの実施形態では、重量物１０
００はＳＯＮＡＲシステム１００７と、ＲＯＡＤが重量物１０００を識別し、位置決めし
、重量物１０００に結合されるようにする受動フックシステム１００３と、を含む。他の
例では、重量物１０００は受動ブレーキシステムを含む。識別を可能とするよう、重量物
１０００はユニークなＩＤタグを含んでも良い。
【００６６】
　図１１は本発明の１つ以上の実施形態における重量物上位管理部の上面図を示す。重量
物上位管理部への２つの異なるアプローチが使用されても良い。第１のアプローチでは重
量物は単に部分的に浮揚性であり、その場合、プラットフォーム、その拡張部、装着構造
体は重量物を上位位置に貯蔵するよう使用されても良い。第２のアプローチでは、重量物
は完全に浮揚性であり、その場合、重量物は水面上に浮揚可能であっても良い。
【００６７】
　図１１に図示した実施形態では、プラットフォーム１１００は水中の潮流の逆方向に移
動しても良い。重量物上位管理システムは各重量物およびプラットフォーム１１００の間
の受動リンク１１０１で構成されても良く、エネルギーがシステムによって蓄積されると
きに、重量物が水底から引き上げられるため、重量物１１１０はプラットフォーム１１０
０に曳航されるよう構成されていても良い。例えば、１つ構成では、重量物は完全にプラ
ットフォームに装着されず、漂流する。続いて、重量物は、例えば、ＲＯＡＤ、または、
ＲＯＡＤ同様の装置を用いて、識別され、位置決めされ、集められても良い。
【００６８】
　システムのエネルギー解放操作の間、低稼働ホイスト１１０３は、プラットフォーム１
１００と、エネルギー解放のために重量物を水底に引き下げるように設計されたホイスト
システムと、に浮揚性重量物を集めるように使用されても良い。
【００６９】
　図１２は図１１を参照して説明した重量物上位管理技術と共に使用される重量物の他の
実施形態を示す。図示したように、重量物１２００はプラットフォーム上に直立姿勢で貯
蔵するための追跡システムへ重量物１２００を接続する能動システム１２０５を含む。１
つの例では、サービス・ボートが重量物１２００を（断面を図示した）レール・システム
１２０６へ接続、およびレール・システム１２０６から切り離すように使用されても良い
。他の例では、多様なキャビンを管理するスキー・リフトで使用されているような、全て
の多様な典型的機械的機構が重量物１２００を管理するために使用されても良い。
【００７０】
　図１３は本発明の１つ以上の態様における重量物上位管理部を有するプラットフォーム
１３００の実施形態を示す。図１３に図示された実施形態では、引張部材１３０１が、水
底からプラットフォーム１３００へ複数の重量物１３０２を引き上げる、および引き下げ
るために使用される。図示したようにレール・システム１３０４が複数の重量物１３０２
を直立姿勢で貯蔵するよう使用されても良い。
【００７１】
　本明細書で使用される用語は、個別の実施形態のみを説明する目的で使用され、発明の
範囲を限定することを意図していない。本明細書で使用されている単数形の“ａ”、“ａ
ｎ”および“ｔｈｅ”は、記載内容が明らかに単数を指すのではない限り、複数形も同様
に含むものとする。さらに、用語“comprise”（“comprises”、“comprising”等の全
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ｎｃｌｕｄｅ”（“ｉｎｃｌｕｄｅｓ”、“ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ”等の全ての変化形）、
“ｃｏｎｔａｉｎ”（“ｃｏｎｔａｉｎｓ”、“ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ”等の全ての変化
形）は相互に変更可能な動詞であると理解すべきである。結果として、１つ以上のステッ
プ、または要素を“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”、“ｈａｓ”、“ｉｎｃｌｕｄｅｓ”または“
ｃｏｎｔａｉｎｓ”する方法または装置はこれらの１つ以上のステップまたは要素を保有
する、しかし、これらの１つ以上のステップまたは要素のみを保有することに限定されな
い。同様に、１つ以上の特徴を“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”、“ｈａｓ”、“ｉｎｃｌｕｄｅ
ｓ”または“ｃｏｎｔａｉｎｓ”する方法のステップ、または装置の要素は、これらの１
つ以上の特徴を保有する、しかし、これらの１つ以上の特徴のみを保有することに限定さ
れない。さらに、ある方法で構成された装置または構造体は少なくともその方法で構成さ
れている、しかし、そこに記載されていない方法で構成されても良い。
【００７２】
　以下の請求項における機能要素を付加した、対応する構造体、材料、動作、および全て
の同等な手段、またはステップは、もしあるなら、特に他の規定された要素と組み合わせ
た機能を実行する全ての構造体、材料、または動作を含むことを意図している。本発明の
記載は、図および記載の目的のために提供されている、しかし、開示された形式の発明に
限定することを意図していない。本発明の特許請求の範囲および意図から乖離しない多く
の修正および変形、本発明の１つ以上の実施形態および個別の適用の原則を最良に説明す
るために実施形態が選択され記載されている。そして、本発明の１つ以上の実施形態を通
常の当業者が理解できる程度に、考えられる個別の用途に適するよう実施形態を様々に修
正することは、通常の当業者の想定の範囲において明らかである。

【図１】 【図２】
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