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(57)【要約】
波の影響の結果として移動する浮体（２）と、浮体の動
きを発電機に伝達するエネルギー伝達手段とを含む波エ
ネルギーの吸収装置であって、上部にガスを含み、下部
に水を含む浸漬容器（３２）をさらに含み、容器（３２
）の内部は周囲の水と圧力連通しており、容器（３２）
内のガスの容量は容器を包囲している圧力に依存してい
るため、容器（３２）の重量及びその内容に影響を及ぼ
し、容器（３２）は、波が装置を通過する際に、浮体（
２）の上下移動に関して主に垂直に、かつ、逆位相で移
動するように装置の他の部分に接続しており、容器（３
２）は、その動きを発電機に伝達するエネルギー伝達手
段に接続されることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波の影響の結果として移動するようになっている浮体（２）と、前記浮体の動きを発電
機に伝達するエネルギー伝達手段とを含む波エネルギーの吸収装置であって、
　上部にガスを含み、下部に水を含む浸漬容器（３２）をさらに含み、前記容器（３２）
の内部は周囲の水と圧力連通しており、前記容器（３２）内の前記ガスの容量は前記容器
を包囲している圧力に依存しているため、前記容器（３２）の重量及びその内容に影響を
及ぼし、
　前記容器（３２）は、波が前記装置を通過する際に、前記浮体（２）の上下移動に関し
て主に垂直に、かつ、逆位相で移動するように前記装置の他の部分に接続しており、
　前記容器（３２）は、その動きを発電機に伝達するエネルギー伝達手段に接続されるこ
とを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記容器（３２）が上端で閉じられ、かつ、下端で開いているシリンダ形状であること
を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記容器（３２）及び前記浮体（２）が、共通のガイドロッド（１）と垂直に摺動可能
に取り付けられることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記容器が、リニアロッド（３０）を含むエネルギー伝達手段に接続されることを特徴
とする請求項１、請求項２、又は請求項３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記容器が、少なくとも１つの駆動ベルトを含むエネルギー伝達手段に接続されること
を特徴とする請求項１、請求項２、又は請求項３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　別のギアシステムが、前記浮体に接続された各エネルギー伝達手段に接続されており、
前記浮体が上方向に移動する場合、第１のエネルギー伝達手段に接続される第１の再制御
ローラの第１の方向における回転は、第１のギアシステムを介して第１のヘルプローラに
伝達され、これを前記第１の方向に回転させると同時に、第２のエネルギー伝達手段に接
続される第２の再制御ローラの第２の方向における回転は、第２のギアシステムを介して
第２のヘルプローラに伝達され、これを前記第２の方向に回転させ、かつ、前記浮体が下
方向に移動する場合、前記第１の再制御ローラの前記第２の方向における回転は、第３の
ギアシステムを介して前記第２のヘルプローラに伝達され、これを前記第２の方向に回転
させると同時に、前記第２の再制御ローラの前記第１の方向における回転は、第４のギア
システムを介して前記第１のヘルプローラに伝達され、これを前記第１の方向に回転させ
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の裝置。
【請求項７】
　別個のギアシステムが、前記容器に接続された各エネルギー伝達手段に接続されており
、前記容器が下方向に移動する場合、第１のエネルギー伝達手段に接続される第１の再制
御ローラの第１の方向における回転は、第１のギアシステムを介して第１のヘルプローラ
に伝達され、これを前記第１の方向に回転させると同時に、第２のエネルギー伝達手段に
接続される第２の再制御ローラの第２の方向における回転は、第２のギアシステムを介し
て第２のヘルプローラに伝達され、これを前記第２の方向に回転させ、かつ、前記容器が
上方向に移動する場合、前記第１の再制御ローラの前記第２の方向における回転は、第３
のギアシステムを介して前記第２のヘルプローラに伝達され、これを前記第２の方向に回
転させると同時に、前記第２の再制御ローラの前記第１の方向における回転は、第４のギ
アシステムを介して前記第１のヘルプローラに伝達され、これを前記第１の方向に回転さ
せることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の裝置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、添付請求項１の導入部分による波エネルギーの吸収装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのような装置は、出願人が所有するノルウェー特許出願公開第２００３　２８８３号
（特許文献１）で知られている。本出願では、波力発電機に使用される装置を説明してい
る。装置は、水中又は水の表面近傍に浮くように配置された浮体を含む。ピストンロッド
は、浮体からシリンダに延びており、これは、次に、固定具にクランプされる。この固定
具は、フロート上に載置される。
【０００３】
　さらに、出願人が所有するＰＣＴ出願の国際公開第２００４／１１３７１８号（特許文
献２）パンフレットから、上述のタイプの波エネルギーの吸収装置を備えたプラットホー
ム構造体が知られている。本出願は本願明細書において参照により援用される。プラット
ホーム構造体は、一般的に、水面上のプラットホームと、水面下に延びている多くの、例
えば、４本の脚からなっており、プラットホームを水面上で安定に保持するのに十分な浮
力を有している。
【０００４】
　国際公開第２００４／１１３７１８号（特許文献２）パンフレットの図１０の原理によ
る試験プラットホーム（「Ｂｕｌｄｒａ」）は、２００４年後半に構築され、２００５年
２月に初めて使用された。これは、満足いく形でうまく機能した。「Ｂｕｌｄｒａ」の試
験によって生成される試験結果に基づき、波エネルギーを吸収する装置とプラットホーム
構造体自身のいくつかの改善作業が行われてきた。本発明は、これらのいくつかの改善に
関しており、特に、エネルギー伝達手段を目的とする。
【０００５】
　波力発電機に対する別の公知の解決策は、米国特許第６２５６９８７号（特許文献３）
に開示されており、ここでは、浅瀬の底に載置した多くのユニットが記載されている。全
てのユニットは、フレームに対して垂直に移動するように配置されたフードを含む。フー
ドの内部には、ガスが充填されている。波がユニットの上を通過すると、フードは波に従
って上下移動する、即ち、フードは、波の谷が通過すると上方向に移動し、波の山が通過
すると下方向に移動する。ユニットの下部には、水が充填されている。この水量は変更で
き、ガス量を抑制することにより、共振周波数を波周波数に適合させることが可能である
。
【０００６】
　この解決策の最大の欠点は、海の底に載置しなければならない点である。そのため、保
守及び修理のためユニットにアクセスするのが困難になる。さらに、ユニットは浅瀬に載
置しなければならず、そのため、船舶や漁業にとって危険となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ノルウェー特許出願公開第２００３　２８８３号
【特許文献２】国際公開第２００４／１１３７１８号
【特許文献２】米国特許第６２５６９８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、波の影響の結果として移動するように配置されている浮体と、浮体の
動きを発電機に伝達するエネルギー伝達手段とを含む、波エネルギーのより効率的な吸収
装置であって、
　上部にガスを含み、下部に水を含む浸漬容器をさらに含み、容器の内部は周囲の水と圧
力連通しており、容器内のガスの容量は容器を包囲している圧力に依存しているため、容
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器の重量及びその内容に影響を及ぼし、
　容器は、波が装置を通過する際に、浮体の上下移動に関して主に垂直に、かつ、逆位相
で移動するように装置のその他の部分に接続しており、
　容器は、その動きを発電機に伝達するエネルギー伝達手段に接続されることを特徴とす
る吸収装置を提供することである。
【０００９】
　本発明のさらに有利な実施形態は、従属請求項にさらに開示している。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態の本発明による波吸収装置を示す。
【図２】改善された浮体を示す。
【図３】下方より見た図２の浮体を示す。
【図４】本発明の別の実施形態を示す。
【図５】波の山が通過する際の図４の実施形態を示す。
【図６】波の谷が通過する際の図４の実施形態を示す。
【図７】図４の実施形態による駆動システムの詳細を示す。
【図８】本発明によるいくつかの波吸収装置を有するプラットホームを示す。
【図９】波エネルギーのさらなる吸収用の羽根車を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　添付図面に示す実例としての実施形態を参照して本発明を以下にさらに説明する。
【００１２】
　図１は、本発明による波エネルギー吸収装置を示す。波エネルギー吸収装置はガイドロ
ッド１を備え、浮体２はそれに沿って可動する。ガイドロッド１は、上端が上部デッキ３
にクランプされるチューブ状に形成された本体である。ガイドロッド１は、ある間隔を有
して下部デッキ４を貫通している。４本の水平シリンダ５は下部デッキ４とガイドロッド
１の間にクランプされる。シリンダ５は互いに直角に位置している。それによって、水平
シリンダ５は、ガイドロッド１が波によって影響される横力を吸収することができる。こ
れらの横力により、水平シリンダ５に水圧を生成させ、発電機（図示せず）により電気エ
ネルギーに変換することができる。
【００１３】
　第１のブラケット６は、浮体２の上端に配置される。２本のリニアロッド７は、ブラケ
ットに取付けられる。リニアロッド７は、上端で第２のブラケット８に取付けられる。第
２のブラケット８は、ガイドロッド１上を摺動可能である。第２のブラケット８は、両側
に１本ずつ２本の駆動ベルト９、１０に接続される。駆動ベルト９、１０は、各下部再制
御ローラ１１（ｏｍｓｔｙｒｎｉｎｇｓｒｕｌｌｅｒ）と各上部再制御ローラ１２ａ、１
２ｂによりリードされる。
【００１４】
　上部再制御ローラ１２の両側には、ギアシステム１３、１４、１５、１６が配置され、
再制御ローラはそれらに取付けられる。ギアシステム１３、１４、１５、１６は、ヘルプ
ローラ１７、１８に取付けられる。ギアシステム１３、１４、１５、１６は、再制御ロー
ラ１２ａ、１２ｂの回転を再制御ローラ１２ａ、１２ｂの回転方向に関係なく同一方向の
回転へと伝達するように構成される。これは、浮体２が下方向に移動する場合、時計方向
で起こっている再制御ローラ１２ａの回転がギアシステム１３に伝達され、ヘルプローラ
を時計方向に回転することで行われる。さらに、反時計方向になる再制御ローラ１２ｂの
回転はギアシステム１５を介してヘルプローラ１８に伝達され、これを反時計方向に回転
させる。ギアシステム１４及び１６は自由輪として機能し、どの回転も伝達しない。
【００１５】
　浮体が上方向に移動する場合、再制御ローラ１２ａからの回転は反時計方向となり、ギ
アシステム１６を介してヘルプローラ１８によって反時計方向の回転に伝達される。時計
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方向に回転している再制御ローラ１２ｂの回転は、ギアシステム１４を介してヘルプロー
ラ１７によって時計方向の回転へと伝達される。ギアシステム１３及び１５は自由輪とし
て走行する。
【００１６】
　このようにして、ヘルプローラ１７は常に時計方向に回転し、ヘルプローラ１８は反時
計方向に回転する。はずみ車（図示せず）をギアシステム内、或いはヘルプローラ上に配
置することで、電力供給が断続的に起こる場合でも、ヘルプローラ１７、１８を略一定の
速度で回転させることができる。駆動ベルトにかかる負荷は、上述の構成により対称的で
ある。
【００１７】
　ヘルプローラ１７、１８からの回転エネルギーは、各ヘルプローラ１７、１８からシャ
フト（図示せず）上に取り出すことができる。シャフトは発電機に接続することができる
。
【００１８】
　下部再制御ローラ１１は、水平に移動可能なブラケット上に配置され、ガイドロッド１
に接続されるのが好ましい。
【００１９】
　浮体２が、例えば、波の山の影響の結果として上方向に移動する場合、発電機が、波の
山の上方向の力よりも１０％未満のオーダで構成している負荷にさらされることにより、
本体２は引き止められる。そのため、浮体２は浮力を要する以上に水に沈められたままと
なり、本体２に対して作用する力はそれにより増加する。
【００２０】
　同様にして、浮体２は、本体２の有効重量（重力マイナス浮力）よりも１０％未満のオ
ーダの力で下方向の動きによって引き止められることもできる。
【００２１】
　上述の国際公開第２００４／１１３７１８号パンフレットでは、そのような浮体の取付
けを水圧システムでどのように行うことができるか詳細に説明している。しかしながら、
本明細書に記載の水圧システムでは、浮体は波動部の下であっても完全に静止して保持さ
れる。しかしながら、電気系統により、浮体を引き止める力をより容易に制御する。電流
制御の当業者であれば、これがどのように行われるべきかを直ちに理解するであろう。
【００２２】
　図１では、浮体は、下端１９に対して直径が徐々に先細っている下部に形成されている
。この形状により、浮体は、水から完全に外に移動していれば、水をより容易に流れさせ
、水に再び戻る場合には水中により容易に入る。
【００２３】
　図２は、別の浮体２を示す。この浮体２は、頂部から底部に浮体２の表面に沿って延び
ている垂直フィン２０を備えている。図２では、浮体２から直交して突出している８つの
フィンを示しているが、数はこれと異なっていてもよい。浮体２の表面からフィンの最も
外側の縁部までを測定したフィンの幅は変えることもできる。しかしながら、フィンの大
きさは、浮体に実浮力を与えないような重量で制限されていることから、重量の大き過ぎ
る部分を有するべきではない。
【００２４】
　フィン２０の機能は、浮体に対して作用する波からの水平力を捕らえることである。水
平波力は垂直波力の２倍のエネルギーを含むことができることが判明している。従って、
図２による実施形態の目的は、これらの力の大部分を集めることである。フィン２０は、
浮体２からいくつかの方向に突出しているので、波は、波が持つ方向と関係なく略同一領
域に接触する。
【００２５】
　図３から分かるように、フィン２０は水流をそらし、乱流を減らすように機能する傾斜
側面２１、２２を有する。それによって、乱流のために生じる波の影響による力の損失も
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減少する。
【００２６】
　水平波力は、浮体２からガイドロッド１に伝達される。ガイドロッド１は僅かに水平（
下部デッキ４での測定値はおよそ１００ｍｍ）に可動するので、力はさらに、水平シリン
ダ５に伝達される。ここから、水圧エネルギーを取り出すことができ、次いで、電気エネ
ルギーに変換することができる。
【００２７】
　垂直波力は、浮体から、浮体と一緒に移動するリニアロッド７に伝達される。リニアロ
ッド７は上部ブラケット８を介して駆動ベルト９、１０に接続されるので、垂直力はさら
に、駆動ベルト９、１０に伝達され、これらからギアシステム１３、１４、１５、１６に
伝達される。上述のように、回転エネルギーはギアシステムから集めることができ、次い
で、電気エネルギーに変換することができる。ギアシステムは、以下の発電機に最適な速
度に回転速度を増す交換機を有する。
【００２８】
　駆動ベルトの代わりに、鎖、ワイヤ、ストラップ、或いはその他のフレキシブルな延長
駆動手段も用いることができる。
【００２９】
　ガイドロッド１から上部デッキ３に大きな動き（ｖｏｌｔａｇｅｓ）が伝達しないよう
に、ガイドロッド１は、例えば、球状層（図示せず）によって、上部デッキ３にフレキシ
ブルに吊下げられるのが好ましい。下部デッキ４を通り抜けることで、水平シリンダ５が
全ての力を吸収できないほど動きが大きくなった場合に、ガイドロッド１からの力を吸収
する弾性ダンパ材料を取付けることができる。下部デッキ４を通り抜ける際に、リニアロ
ッド７に対しても同じことが有効であり、弾性ダンパ材料を取付けることもできる。
【００３０】
　図には示していない別の実施形態では、駆動ベルト９、１０及びギアシステム１３、１
４、１５、１６は、リニアロッド７に直接に接続されるリニア発電機に置き換えることが
でき、それにより、固定子は上部デッキ３に接続され、リニア回転子（英語では「移動機
（ｍｏｖｅｒ）」とも呼ばれる）はリニアロッド７に取付けられる。リニア発電機は、直
線運動エネルギーを電気エネルギーに直接伝達することができる。
【００３１】
　ここで、水圧水平シリンダ５の代わりにリニア発電機を用いることもできる。
【００３２】
　浮体２は、上下移動において水から完全にとび出るように配置されるのが好ましい。そ
れにより、ガイドロッド１は、重力により垂直に真っ直ぐになり、波の横力が一方向にの
み作用する場合でも、ガイドロッド１は中心から離れたところにはみ出ることがない。
【００３３】
　図４は、本発明の別の実施形態を示す。ここでは、追加のリニアロッド３０が浮体２中
のトンネルを貫通しており、ブラケット３１に接続されている。ブラケット３１は、次に
、上端が閉じられ、下端が開いているシリンダ３２の形状の容器に接続されている。シリ
ンダ３２はガイドロッド１上を摺動可能である。
【００３４】
　シリンダ３２には部分的に水が充填されており、閉口頂部に近いシリンダ３２の上部に
は空気が充填されている。このシリンダ３２は、装置を波に載置すると、浮体２と逆位相
に移動する。図５は、波の山が通過する際の装置を示す。浮体２は波の山によって押し上
げられる。同時に、シリンダ３２内の空気に作用する圧力は増加し、より多くの水がシリ
ンダ３２の下側開口端部を流れる。それにより、シリンダ３２の重量が増し、シリンダは
水中に沈む。図６は、波の谷が通過する際の装置を示す。この場合、シリンダの下方へ潜
水する深さは減少する。それにより、シリンダ内の空気が水をシリンダから押し出して、
シリンダの重量を減少させるので、水中で上昇する。これに伴う原理は、米国特許第６２
５６９８５号による、波と歩調を合わせてフードを移動させるのに使用されているものと
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同一である。
【００３５】
　図７は、別のエネルギー伝達装置の詳細を示す。リニアロッド７が上部デッキ３まで貫
通している点で、これは図１の実施形態と異なる。このことは、リニアロッド３０につい
ても同様であり、これはシリンダ３２に接続される。２台の発電機３３、３４は上部デッ
キ３上に戴置される。第１の発電機３３は、シャフト３５を介してリニアロッド３０に取
付けられ、シャフト上に、２つのホイール３６、３７が配置される。これは、リニアロッ
ド３０のそれぞれに対して位置している。各支持ホイール３８、３９は、リニアロッド３
０の反対側に配置される。
【００３６】
　第２の発電機３４は、シャフト４０を介してリニアロッド７に取付けられ、シャフト４
０上に、各リニアロッド７の１つに寄り掛かっている２つのホイール４１、４２が配置さ
れる。各支持ホイール４３、４４は、リニアロッド７の反対側に配置される。
【００３７】
　各発電機は、浮体２、各シリンダ３０が下方向に移動すると時計方向に、浮体、各シリ
ンダ３０が上方向に移動すると反時計方向に回転するよう着座される。それにより、波周
期で交互に変わる各発電機から電流が生じる。従来の電力制御技術により、この交流電流
は、直流電流或いは固定周波数を有する交流電流に変換することができる。
【００３８】
　上述した浮体の固定、及び場合によりシリンダ３２も固定することは、発電機３３及び
３４により非常に容易に行うことができる。これにより、部品による過負荷の恐れがなく
なる。そのため、ホイール３６～３８及び４１～４４は、力が一定値を超えると、リニア
ロッド７、３９に向かって滑ることができる。
【００３９】
　浮体２は、軽量かつ、同時にある程度の衝撃に対応するゴム材料又はゴム状プラスチッ
ク材料で製造するのが好ましい。これに、フェンダーで用いる同一材料を使用することが
できる。シリンダ３２は、スチール又はコンクリートで製造できる。シリンダ３２は、水
と空気／ガスが半々に充填され、かつ、波がない場合、中立浮力を有するべきである。
【００４０】
　図８は、図５及び図６による波吸収装置を数台用いているプラットホーム構造体５０を
示す。原則として、プラットホーム構造体自身は、国際公開第２００４／１１３７１８号
パンフレットに開示のものと同一であり、特に図９において、波エネルギー吸収装置は、
２つのデッキ３及び４（上述のデッキ３及び４に従って）を含むデッキ構造体５１に取付
けられる。デッキ構造体５１の角のそれぞれには、浮力を与えるため空気が充填されてい
る脚５２が取付けられる。脚５２は、下端で枠組５３により互いに連結している。枠組は
、波エネルギー吸収装置のガイドロッド１の制御部を含むものでもある。ダンパ装置５６
は、脚５２の下部に配置され、国際公開第２００４／１１３７１８号パンフレットに記載
のものと同様に形成されることが可能である。
【００４１】
　二次波エネルギー吸収装置５４は、各脚５２のほぼ中間に配置される。これは、脚５２
上に回転可能に支持された羽根車５５からなる。羽根車５５の羽根は、図８に示すように
湾曲させることができる。そのような波エネルギー吸収装置５４は、波の方向とは関係な
く波からエネルギーを吸収する。エネルギーをさらに伝達するため、羽根車５５は、羽根
車５５と脚５２の間に戴置されたローラ又は同様のものと連結することができ、ローラは
、次に、発電機と連結される。
【００４２】
　図９は、羽根車５５の別の実施形態を示す。この実施形態では、羽根車５５は、真っ直
ぐな羽根５７を有しているが、これは、長さ軸の真横に湾曲される。羽根５７は、羽根５
７の内側長辺の各端部におけるシャフト延長部６０で２つのリング５８とリング５９の間
で緊締される。ピン６１は、羽根５７の外側長辺の各端部で配置され、トラック６２に引
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込まれる。それにより、羽根は、羽根が脚５２から突出する羽根５７ａによって示される
ある位置から、羽根が脚５２の表面に略平行に横たわる羽根５７ｂによって示される位置
まで揺動することができる。図９に示す例では、波の向きは、矢印６３で示されている。
脚の右側に配置された羽根５７（矢印６３の方向で見た時に）は、脚５２から外側に延び
るように配置するが、脚５２の左側に配置された羽根５７（矢印６３の方向で見た時に）
は、脚５２の表面と略平行に置かれる。そのため、これらの羽根からの抵抗は軽減する。
羽根車５５は、それにより、流れ方向とは関係なく反時計方向（上から見た時に）に回転
する。
【００４３】
　羽根車５５は、多くのローラ６４上に支持され、次に、脚５２に取付けられたブラケッ
ト６５上に回転可能に支持される。発電機（図示せず）は、各ローラ６４と連結するよう
に配置できる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】



(11) JP 2009-539024 A 2009.11.12

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2009-539024 A 2009.11.12

10

20

30

40



(13) JP 2009-539024 A 2009.11.12

10

20

30

40



(14) JP 2009-539024 A 2009.11.12

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,K
P,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC
,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

