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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海底に係留された基部に取り付けられるためのマストに支持されたナセル及びブレード
を備えた少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を搬送して沖合で設置するための
構造において、
　－　移動機構を用いて船体に対して垂直に移動可能な少なくとも１つの脚部を夫々有す
る２つの平行な側方腕部を備えたＵ字状の浮体式船体と、
　－　互いに対向し、前記脚部と夫々結合されて一対の上腕部及び一対の下腕部を夫々有
する２つのシャトルから構成されており、前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発
電機を支持するための少なくとも１つの組立体と
　を備えており、
　前記一対の上腕部及び一対の下腕部は、引込位置と前記風力タービン又は水中発電機の
マストに対して傾けられた動作位置との間で水平軸の周りを回転移動可能であり、
　前記一対の上腕部の腕部は、前記マストが前記基部に導入されて、前記一対の下腕部が
前記引込位置に傾けられた後、前記マストに対して前記船体の水平移動を相殺するための
相殺手段を含んでいることを特徴とする構造。
【請求項２】
　風力タービン又は水中発電機のマストを夫々支持する２つの対称的な組立体を備えてい
ることを特徴とする請求項１に記載の構造。
【請求項３】
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　各シャトルは、対応する脚部に固定するための手段を含んでいることを特徴とする請求
項１又は２に記載の構造。
【請求項４】
　前記一対の上腕部の腕部は夫々、前記マストの高さと略等しい長さを有していることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の構造。
【請求項５】
　前記一対の上腕部の腕部は夫々、該腕部の長さを調整するための手段を備えていること
を特徴とする請求項４に記載の構造。
【請求項６】
　前記一対の下腕部の腕部は夫々、前記船体の２つの側方腕部の内縁を分離する間隔の半
分に略等しい長さを有していることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の構造
。
【請求項７】
　前記一対の下腕部の腕部の自由端部が、前記マストを把持するための把持組立体を含ん
でいることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の構造。
【請求項８】
　前記一対の上腕部の腕部の自由端部に取り付けられた前記相殺手段は、前記マストを前
記基部に導入して前記一対の下腕部を前記引込位置に傾けた後、前記マストに形成された
鍔部と、前記マストに対する前記船体の水平移動のための摺動手段とを介して前記マスト
を支持するための支持組立体を含んでいることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに
記載の構造。
【請求項９】
　前記支持組立体の摺動手段は、一方では、Ｕ字状のハウジングを有して、前記一対の上
腕部の腕部の内の一方の腕部の自由端部に固定されて、前記一対の上腕部の別の腕部の自
由端部に取り付けられた固定システムと協働するための板を備えており、他方では、Ｕ字
状のハウジングを有して、前記マストを支持するための前記支持組立体と平行な面に沿っ
て前記板上で転動部材によって移動可能なプラテンを備えていることを特徴とする請求項
８に記載の構造。
【請求項１０】
　前記板上での前記プラテンの移動方向間の角度は、夫々120 度であることを特徴とする
請求項９に記載の構造。
【請求項１１】
　前記プラテンは、前記Ｕ字状のハウジングを閉じるためのラッチを含んでいることを特
徴とする請求項９又は10に記載の構造。
【請求項１２】
　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングは、前記船体の長
手軸に垂直な方向を向いていることを特徴とする請求項９乃至11のいずれかに記載の構造
。
【請求項１３】
　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングは、前記船体の開
放部分に向いた前記船体の長手軸に方向付けられていることを特徴とする請求項９乃至11
のいずれかに記載の構造。
【請求項１４】
　請求項９乃至１３のいずれかに係る構造を用いて少なくとも１つの風力タービン又は水
中発電機を搬送して沖合で設置するための方法であって、
　－　前記風力タービン又は水中発電機の載置ゾーンの近くに前記構造を位置付ける工程
と、
　－　前記一対の上腕部及び一対の下腕部の腕部を引込位置に置いた状態で、前記脚部を
高位置に置き、前記シャトルを前記船体にある下部位置に置く工程と、
　－　前記風力タービン又は水中発電機を引き上げて、前記風力タービン又は水中発電機
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のマストを前記船体の２つの側方腕部間に置く工程と、
　－　前記一対の上腕部のＵ字状のハウジングを含む腕部を動作位置に傾けて、前記マス
トを前記鍔部の下方で前記Ｕ字状のハウジングに置く工程と、
　－　前記一対の上腕部の別の腕部を前記動作位置に傾けて、前記腕部を互いに固定する
工程と、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングをラッチを用いて閉じる工程と、
　－　前記鍔部を前記プラテン上に位置付けるために前記マストを降ろす工程と、
　－　前記マストの下部分を保持するために、前記一対の下腕部の腕部を前記動作位置に
同時に傾ける工程と、
　－　前記プラテンを前記腕部に固定する工程と、
　－　前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を支持する前記構造を、海底に
既に設置された基部の設置箇所に移動させる工程と、
　－　前記脚部を降ろして、各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて、前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を用いて前
記マストを引き上げる工程と、
　－　前記マストを前記基部と一列に並べるために前記構造を移動させる工程と、
　－　前記マストを前記基部に係合するために、前記脚部を用いて前記シャトル、一対の
上腕部及び一対の下腕部を降ろす工程と、
　－　前記プラテンを前記腕部から外す工程と、
　－　前記一対の下腕部の腕部を前記引込位置に傾けて、前記船体の水平移動を前記一対
の上腕部の相殺手段によって吸収する工程と、
　－　前記マストを前記基部に置くために、前記脚部を用いて前記シャトル、一対の上腕
部及び一対の下腕部を降ろす工程と、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングを開放する工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を外す工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を前記引込位置に傾ける工程と、
　－　前記構造を移動させる工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項９乃至１３のいずれかに係る構造を用いて少なくとも１つの風力タービン又は水
中発電機を搬送して沖合で設置するための方法であって、
　－　前記船体のドアを開放する工程と、
　－　前記脚部を中間位置に置き、前記シャトルを前記船体にある下部位置に置く工程と
、
　－　前記一対の上腕部の腕部を動作位置に置いて、前記プラテンのＵ字状のハウジング
を用いて前記腕部を互いに固定する工程と、
　－　前記構造を移動させて、少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を含むポン
ツーンを前記船体の側方腕部間に置く工程と、
　－　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングに前記マスト
を係合する工程と、
　－　前記プラテンのハウジングを、ラッチを用いて閉じる工程と、
　－　前記マストの下部分を保持するために前記一対の下腕部の腕部を同時に傾ける工程
と、
　－　各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を引き上げて
、前記プラテンを前記マストの鍔部に接触させる工程と、
　－　前記脚部を引き上げることにより前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を
介して前記ポンツーンから前記マストを上昇させる工程と、
　－　少なくとも１つの風力タービンを支持する前記構造を移動させて、該構造を前記ポ
ンツーンから離す工程と、
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　－　前記脚部を再度降ろして、前記シャトルを前記船体にある下部位置に再度置く工程
と、
　－　各シャトルを対応する脚部から外す工程と、
　－　前記脚部をより高い位置に引き上げる工程と、
　－　前記構造のドアを閉じる工程と、
　－　前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を支持する前記構造を、海底に
既に設置された基部の設置箇所に移動させる工程と、
　－　前記脚部を低位置又は中間位置に降ろす工程と、
　－　各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて、前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を用いて前
記マストを引き上げる工程と、
　－　前記マストを前記基部と一列に並べるために前記構造を移動させる工程と、
　－　前記脚部を用いて前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を降ろして、前記
マストを前記基部に係合する工程と、
　－　前記一対の下腕部の腕部を引込位置に傾けて、前記船体の水平移動を前記一対の上
腕部の相殺手段によって吸収する工程と、
　－　前記脚部、シャトル及び一対の上腕部を降ろして、前記マストを基部に置く工程と
、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングを開放する工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を外す工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を引込位置に傾ける工程と、
　－　前記構造を移動させる工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を搬送して沖合で設置するた
めの構造に関する。
【０００２】
　本発明は、更に、このような構造を用いて少なくとも１つの風力タービン又は水中発電
機を搬送して沖合で設置するための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、風力タービン又は水中発電機は、ブレードによって駆動される発電手段を内蔵す
るナセルを有するマストを備えている。
【０００４】
　マストは、沖合に設置するために、地面又は海底に固定された基部に取り付けられる。
【０００５】
　風力タービンの場合には、ナセルはマストの上端部に固定されて、ブレードは風によっ
て回転駆動される。
【０００６】
　水中発電機の場合には、マストに支持されたナセルが水面下に置かれて、ブレードが水
の干満によって回転駆動される。
【０００７】
　風力タービン又は水中発電機の沖合での設置は、基部を海底に置いて固定し、その後、
風力タービン又は水中発電機の他の部分、つまり、ナセル及びブレードを支持するマスト
を、ほとんどの場合搬送船舶によって運ぶことにより行われる。
【０００８】
　ナセル及びブレードを支持するマストは、異なる方法を用いて基部に置かれる。
【０００９】



(5) JP 5411930 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

　公知の１つの方法では、マストを垂直位置に運び、前記マストを巻上装置、例えば船舶
に支持されたクレーンからつるし、その後、クレーンを用いてマストを徐々に降ろしてマ
ストの下端部を基部に係合する。
【００１０】
　別の公知の方法では、ナセル及びブレードを備えたマストを船舶の水平位置に運んで、
その後、マストを垂直位置に傾けて、ガイド支柱を用いてマストを徐々に降ろしてマスト
の下端部を基部に係合する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】独国特許出願公開第20010086号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、これらの公知の方法には著しい欠点がある。
【００１３】
　実際には、マストを徐々に降ろしている間、前記マストは水のうねりの作用を受けた船
舶によって支持されているので、マストが振動する。そのため、マストの下端部が、基部
と係合されるべく保持されることが必要である。
【００１４】
　マストの下端部が基部と係合されても、マストは船舶の動きの影響を受けるので、前記
マストが船舶に接続されている限り、基部が著しい応力又は圧力を受けて、マストが曲げ
られる可能性がある。
【００１５】
　本発明は、このような欠点を回避する少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を
搬送して沖合で設置するための構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　従って、本発明は、海底に係留された基部に取り付けられるためのマストに支持された
ナセル及びブレードを備えた少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を搬送して沖
合で設置するための構造において、
　－　移動機構を用いて船体に対して垂直に移動可能な少なくとも１つの脚部を夫々有す
る２つの平行な側方腕部を備えたＵ字状の浮体式船体と、
　－　互いに対向し、前記脚部と夫々結合されて一対の上腕部及び一対の下腕部を夫々有
する２つのシャトルから構成されており、前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発
電機を支持するための少なくとも１つの組立体と
を備えており、前記一対の上腕部及び一対の下腕部は、引込位置と前記風力タービン又は
水中発電機のマストに対して傾けられた動作位置との間で水平軸の周りを回転移動可能で
あり、前記一対の上腕部の腕部は、前記マストが前記基部に導入されて、前記一対の下腕
部が前記引込位置に傾けられた後、前記マストに対して前記船体の水平移動を相殺するた
めの相殺手段を含んでいることを特徴とする構造に関する。
【００１７】
　本発明の他の特徴によれば、
　－　構造は、風力タービン又は水中発電機のマストを夫々支持する２つの対称的な組立
体を備えている。
　－　各シャトルは、対応する脚部に固定するための手段を含んでいる。
　－　前記一対の上腕部の腕部は夫々、前記マストの高さと略等しい長さを有している。
　－　前記一対の下腕部の腕部は夫々、前記船体の２つの側方腕部の内縁を分離する間隔
の半分に略等しい長さを有している。
　－　前記一対の下腕部の腕部の自由端部が、前記マストを把持するための把持組立体を
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含んでいる。
　－　前記一対の上腕部の腕部の自由端部に取り付けられた前記相殺手段は、前記マスト
を前記基部に導入して前記一対の下腕部を前記引込位置に傾けた後、前記マストに形成さ
れた鍔部と、前記マストに対する前記船体の水平移動のための摺動手段とを介して前記マ
ストを支持するための支持組立体を含んでいる。
　－　前記支持組立体の摺動手段は、一方では、Ｕ字状のハウジングを有して、前記一対
の上腕部の腕部の内の一方の腕部の自由端部に固定されて、前記一対の上腕部の別の腕部
の自由端部に取り付けられた固定システムと協働するための板を備えており、他方では、
Ｕ字状のハウジングを有して、前記マストを支持するための前記支持組立体と平行な面に
沿って前記板上で転動部材によって移動可能なプラテンを備えている。
　－　前記板上での前記プラテンの移動方向間の角度は、夫々120 度である。
　－　前記プラテンは、前記Ｕ字状のハウジングを閉じるためのラッチを含んでいる。
　－　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングは、前記船体
の長手軸に垂直な方向を向いている。
　－　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングは、前記船体
の開放部分に向いた前記船体の長手軸に方向付けられている。
【００１８】
　本発明は、更に、既に定義された構造を用いて少なくとも１つの風力タービン又は水中
発電機を搬送して沖合で設置するための方法であって、
　－　前記風力タービン又は水中発電機の載置ゾーンの近くに前記構造を位置付ける工程
と、
　－　前記一対の上腕部及び一対の下腕部の腕部を引込位置に置いた状態で、前記脚部を
高位置に置き、前記シャトルを前記船体にある下部位置に置く工程と、
　－　前記風力タービン又は水中発電機を引き上げて、前記風力タービン又は水中発電機
のマストを前記船体の２つの側方腕部間に置く工程と、
　－　前記一対の上腕部のＵ字状のハウジングを含む腕部を動作位置に傾けて、前記マス
トを前記鍔部の下方で前記Ｕ字状のハウジングに置く工程と、
　－　前記一対の上腕部の別の腕部を前記動作位置に傾けて、前記腕部を互いに固定する
工程と、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングをラッチを用いて閉じる工程と、
　－　前記鍔部を前記プラテン上に位置付けるために前記マストを降ろす工程と、
　－　前記マストの下部分を保持するために、前記一対の下腕部の腕部を前記動作位置に
同時に傾ける工程と、
　－　前記プラテンを前記腕部に固定する工程と、
　－　前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を支持する前記構造を、海底に
既に設置された基部の設置箇所に移動させる工程と、
　－　前記脚部を降ろして、各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて、前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を用いて前
記マストを引き上げる工程と、
　－　前記マストを前記基部と一列に並べるために前記構造を移動させる工程と、
　－　前記マストを前記基部に係合するために、前記脚部を用いて前記シャトル、一対の
上腕部及び一対の下腕部を降ろす工程と、
　－　前記プラテンを前記腕部から外す工程と、
　－　前記一対の下腕部の腕部を前記引込位置に傾けて、前記船体の水平移動を前記一対
の上腕部の相殺手段によって吸収する工程と、
　－　前記マストを前記基部に置くために、前記脚部を用いて前記シャトル、一対の上腕
部及び一対の下腕部を降ろす工程と、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングを開放する工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を外す工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を前記引込位置に傾ける工程と、
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　－　前記構造を移動させる工程と
を備えることを特徴とする方法に関する。
【００１９】
　本発明は、更に、既に定義された構造を用いて少なくとも１つの風力タービン又は水中
発電機を搬送して沖合で設置するための方法であって、
　－　前記船体のドアを開放する工程と、
　－　前記脚部を中間位置に置き、前記シャトルを前記船体にある下部位置に置く工程と
、
　－　前記一対の上腕部の腕部を動作位置に置いて、前記プラテンのＵ字状のハウジング
を用いて前記腕部を互いに固定する工程と、
　－　前記構造を移動させて、少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を含むポン
ツーンを前記船体の側方腕部間に置く工程と、
　－　前記板のＵ字状のハウジング及び前記プラテンのＵ字状のハウジングに前記マスト
を係合する工程と、
　－　前記プラテンのハウジングを、ラッチを用いて閉じる工程と、
　－　前記マストの下部分を保持するために前記一対の下腕部の腕部を同時に傾ける工程
と、
　－　各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を引き上げて
、前記プラテンを前記マストの鍔部に接触させる工程と、
　－　前記脚部を引き上げることにより前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を
介して前記ポンツーンから前記マストを上昇させる工程と、
　－　少なくとも１つの風力タービンを支持する前記構造を移動させて、該構造を前記ポ
ンツーンから離す工程と、
　－　前記脚部を再度降ろして、前記シャトルを前記船体にある下部位置に再度置く工程
と、
　－　各シャトルを対応する脚部から外す工程と、
　－　前記脚部をより高い位置に引き上げる工程と、
　－　前記構造のドアを閉じる工程と、
　－　前記少なくとも１つの風力タービン又は水中発電機を支持する前記構造を、海底に
既に設置された基部の設置箇所に移動させる工程と、
　－　前記脚部を低位置又は中間位置に降ろす工程と、
　－　各シャトルを対応する脚部に固定する工程と、
　－　前記脚部を上昇させて、前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を用いて前
記マストを引き上げる工程と、
　－　前記マストを前記基部と一列に並べるために前記構造を移動させる工程と、
　－　前記脚部を用いて前記シャトル、一対の上腕部及び一対の下腕部を降ろして、前記
マストを前記基部に係合する工程と、
　－　前記一対の下腕部の腕部を引込位置に傾けて、前記船体の水平移動を前記一対の上
腕部の相殺手段によって吸収する工程と、
　－　前記脚部、シャトル及び一対の上腕部を降ろして、前記マストを基部に置く工程と
、
　－　前記プラテンのＵ字状のハウジングを開放する工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を外す工程と、
　－　前記一対の上腕部の腕部を引込位置に傾ける工程と、
　－　前記構造を移動させる工程と
を備えることを特徴とする方法に関する。
【００２０】
　本発明は、添付図面を参照して、単に一例とする以下の記述によって更に明瞭に理解さ
れる。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る少なくとも１つの風力タービンを搬送して沖合で設置するための構
造を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る構造を示す正面図である。
【図３】シャトルを高位置に有する構造を示す斜視図である。
【図４】構造のシャトルを示す斜視図である。
【図５】構造の脚部を移動させるための機械的手段を示す部分垂直断面図である。
【図６】図５の線6-6 に沿った断面図である。
【図７】本発明に係る構造の脚部にシャトルを固定するための手段を示す垂直断面図であ
る。
【図８】一対の上腕部と、風力タービンのマストに対する船体の水平移動を相殺するため
の手段とを示す平面図である。
【図９】図８の線9-9 に沿った断面図である。
【図１０】基部に置かれた風力タービンのマストに対する構造の移動を示す平面図である
。
【図１１】基部に置かれた風力タービンのマストに対する構造の移動を示す平面図である
。
【図１２】第１の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１３】第１の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１４】第１の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１５】第１の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１６】第２の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１７】第２の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１８】第２の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【図１９】第２の実施例に係る風力タービンのための異なる搬送及び設置工程を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１乃至３は、少なくとも１つの風力タービン、好ましくは２つの風力タービンを搬送
して設置するための構造10を概略的に示している。
【００２３】
　前記構造10は、少なくとも１つの水中発電機、好ましくは２つの水中発電機を搬送して
設置するためにも用いられ得る。
【００２４】
　以下では、風力タービンの搬送及び設置について説明する。別の風力タービンの搬送及
び設置はこれと同一である。
【００２５】
　一般に、構造10は、Ｕ字状の浮体式船体11を備えており、船体11は、互いに対向し、中
央腕部11b によって互いに接続されている２つの平行な側方腕部11a を含んでいる。
【００２６】
　側方腕部11a は、互いに平行に延びて側方腕部11a 間に空き領域を形成する２つの浮き
によって形成されており、中央腕部11b は、前記側方腕部11a に支持されている横梁11c 
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によって形成されている。
【００２７】
　好ましくは、中央腕部11b を形成する横梁11c は、長手要素によって互いに接続された
網目状の管から構成されている。
【００２８】
　構造10の側方腕部11a は、後で分かるように、側方腕部11a の分離間隔を調整するよう
に横梁11c 上を互いに対して摺動することにより移動可能である。
【００２９】
　このために、各側方腕部11a の浮きは、例えば、ガイドレールと公知のタイプの不図示
のラック・ピニオンシステムとを含む組立体によって形成された移動手段13を横梁11c 上
に含んでいる。
【００３０】
　更に、各側方腕部11a の浮きは、該側方腕部11a 間の分離間隔を確実に一定に維持する
ように横梁11c 上に不図示の固定手段を備えている。
【００３１】
　従って、図１及び３に示されているように、船体11は、船体11の開放部分、つまり中央
腕部11b に対向する位置に、概して参照番号15によって示されているドアを含んでいる。
【００３２】
　前記ドア15は、互いに対向し、側方腕部11a 上で夫々摺動することにより移動可能な２
つの梁部16によって形成されている。
【００３３】
　２つの梁部16は、図３に示されているように、該梁部16が船舶、ドック又は平底荷船を
位置決めするために構造10の入口を開放する分離位置と、図１に示されているように、前
記梁部16がより近接して互いに接して構造10の前記入口を閉鎖する位置との間で移動可能
である。
【００３４】
　このために、船体11の各側方腕部11a は、各梁部16を移動させるための移動手段17を含
んでいる。該移動手段17は、例えば、ガイドレールとラック・ピニオンシステムとを含む
組立体によって、又は他の任意の公知の手段を用いて形成されている。
【００３５】
　各側方腕部11a は更に、対応する梁部16を閉鎖位置又は開放位置で固定するための不図
示の固定手段を含んでいる。
【００３６】
　浮体式船体11は、該船体11に対して垂直方向に移動可能な脚部20を備えている。図面に
示されている実施形態では、船体11は、船体11の各側方腕部11a に対で配置された４本の
脚部20を備えている。
【００３７】
　各脚部20は、例えば、図面に示されているような三角形の断面を有するか、又は正方形
若しくは円形の断面を有している。
【００３８】
　図５及び６に特に示されているように、各脚部20は、網目状の金属桁22又は中実状の脚
部によって互いに接続された３つのフランジ21によって形成されている。各脚部20は、参
照番号23によって示された機械的移動手段と結合されている。
【００３９】
　機械的移動手段23は、船体11に支持された「ジャッキハウス」（jack-house）とも呼ば
れる支持フレーム18に収容されている。
【００４０】
　図５及び６に示されているように、各脚部20の機械的移動手段23は２枚の対向する板24
を含んでおり、各板24は、対応する脚部20のフランジ21に支持されており、２つのフラン
ジ21上でダブルラックを形成する一連の歯部24a を各側面に含んでいる。
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【００４１】
　機械的移動手段23は更に、板24の両側に板24の高さに沿って分配された複数の組立体25
を備えている。各組立体25は、対応する板24の一連の歯部24a と噛合するピニオン27を確
実に駆動する歯車モータ26を含んでいる。
【００４２】
　図５及び６に示された実施形態では、各板24の二連の歯部24a は、一群の歯車モータ26
によって夫々回転駆動される６つのピニオン27と関連付けられている。
【００４３】
　構造10は更に、各脚部20と結合されて参照番号30で示されたシャトルを備えており、シ
ャトル30は、図１に示されているような浮体式船体11上にある下部位置と、図３に示され
ているようなより高い位置との間で、対応する脚部20によって移動可能である。
【００４４】
　脚部20と結合されたシャトル30は、脚部20によって同時に移動される。
【００４５】
　図４に示された実施形態では、各シャトル30は、対応する脚部20のフランジ21と略平行
に延びる垂直腕部32を含む本体31によって形成されている。
【００４６】
　垂直腕部32は、２つの平行な垂直梁32a によって形成されている。
【００４７】
　垂直腕部32は、一方では、該垂直腕部32に略垂直に延びる板33を垂直腕部32の上部分に
有しており、他方では、以下に説明するように、参照番号60,70 （図２）によって示され
た一対の上腕部及び一対の下腕部を支持するための水平な支持基部35を垂直腕部32の下部
分に有している。
【００４８】
　板33は、対応する脚部20の横断面を補足する形状の断面、本実施形態では三角形の断面
を有する開口部34を含んでいる。板33は梁36を硬化して支持基部35に接続されている。
【００４９】
　各シャトル30は、対応する脚部20で固定するための固定手段40及び／又はシャトル30の
上部分に設けられた一組の小さな梁（不図示）を有しており、該小さな梁は、シャトル30
及び脚部20の内側に向かって摺動することにより移動して、それにより、脚部20を上方に
引き上げて対応するシャトル30を作動することが可能になる。
【００５０】
　図７に更に詳細に示されている前記固定手段40は、板24毎に少なくとも１つの逆ラック
41によって形成されている。
【００５１】
　逆ラック41は、引込位置と、対応する脚部20の一連の歯部24a と係合される固定位置と
の間で逆ラック41を移動させるために、少なくとも１つの作動部材42により、好ましくは
例えば水圧又は空気圧のジャッキによって形成された２つの作動部材42によって移動可能
である。
【００５２】
　逆ラック41及び作動部材42によって形成された組立体は、各シャトル30の板33によって
運ばれる。
【００５３】
　船体11は更に、各脚部20に、低位置（図１）と高位置（図３）との間で対応するシャト
ル30を導くためのガイド手段50を備えている。
【００５４】
　図１及び３に示されているように、各脚部20のシャトル30を導くためのガイド手段50は
、対応する脚部20と略平行に垂直に延びる２本の垂直柱51を含んでいる。各垂直柱51は、
シャトル30の支持基部35に形成された通路52と協働しており、これらの通路52は夫々、対
応する垂直柱51の断面と結合する形状の断面を有している。２本の垂直柱51は、該垂直柱
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51に対して略垂直に延びる接続板53によって互いに接続されており、垂直柱51は、対応す
る脚部20の横断面を補足する形状の断面、本実施形態では三角形の断面を有する中心通路
54（図３）を有している。接続板53は、対応する脚部20のためのガイドを形成している。
【００５５】
　脚部20によるシャトル30の低位置及び高位置間の移動中に、シャトル30の支持基部35は
垂直柱51によって導かれて、図１に示された低位置では、シャトル30の板31は各垂直柱51
の上端部に支持されている。
【００５６】
　一般的には、搬送構造10は、風力タービン1 を支持するための少なくとも１つの支持組
立体を含んでおり、好ましくは、図面に示されているように、風力タービン1 毎に２つの
支持組立体を含んでいる。
【００５７】
　図１及び２に示されているように、風力タービン1 は、ブレード4aによって駆動される
不図示の発電手段を囲むナセル3 を支持するマスト2 から構成されている。マスト2 は、
図１４に示されているように、例えば予め海底に係留された基部4 に内嵌されるべく構成
されている。
【００５８】
　図１及び２に示されているように、マスト2 は、上部分に鍔部5 を含んでいる。
【００５９】
　図１及び２を参照して、風力タービン1 を支持するための支持組立体について説明する
。別の風力タービン1 の別の支持組立体はこれと同一である。
【００６０】
　風力タービン1 の支持組立体は、互いに対向して脚部20と夫々結合される２つのシャト
ル30から構成されている。
【００６１】
　シャトル30は、一対の上腕部60及び一対の下腕部70を有している。
【００６２】
　一対の上腕部60は、第１のシャトル30に支持された第１の腕部61と、第１のシャトル30
に対向した第２のシャトル30に支持された反対側の第２の腕部62とを含んでおり、一対の
下腕部70は、第１のシャトル30に支持された第１の腕部71と、第２のシャトル30に支持さ
れた反対側の第２の腕部72とを含んでいる。第１の腕部61,71 は、第１のシャトル30に支
持された水平軸63の周りを回転することにより移動可能であり、第２の腕部62,72 は、例
えば、図１及び２に示されているように、略垂直な引込位置と風力タービン1 のマスト2 
に対して傾いた動作位置との間で、第２のシャトル30に支持された水平軸64の周りを回転
することにより移動可能である。
【００６３】
　一対の上腕部60の第１の腕部61及び第２の腕部62は夫々、風力タービン1 のマスト2 の
高さと略等しい長さを有しており、一対の下腕部70の第１の腕部71及び第２の腕部72は、
船体11の２つの側方腕部11a の内縁を分離する間隔の半分に略等しい長さを有している。
【００６４】
　代わりに、第１の腕部61及び第２の腕部62の長さは、風力タービン1 のマスト2 の鍔部
5 の高さの相関的要素として調整され得る可変長であってもよい。腕部は、例えば伸縮式
であり、所与の長さで固定する固定手段を備えている。
【００６５】
　一対の下腕部70の第１の腕部71及び第２の腕部72の自由端部が、例えば、把持部材73又
は公知のタイプの他のあらゆる適切な把持手段によって形成された把持組立体を含んでい
る。
【００６６】
　図８及び９に示されているように、一対の上腕部60の第１の腕部61及び第２の腕部62は
、後で説明するように、マスト2 が基部4 に導入されて、一対の下腕部70を引込位置に傾
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けた後マスト2 に対して船体11の水平移動を相殺するための相殺手段80を含んでいる。
【００６７】
　図面に示されているように、相殺手段80は、マスト2 を鍔部5 を介して支持するための
支持組立体を含んでいる。該支持組立体は、一対の上腕部60の第１及び第２の腕部61,62 
の内の一方の自由端部、特には前記一対の上腕部60の第１の腕部61の自由端部に固定され
て、Ｕ字状のハウジング82を有する板81に形成された摺動手段を含んでいる。前記板81は
、図８に示されているように、風力タービン1 のマスト2 に対して傾けられた動作位置で
一対の上腕部60の第２の腕部62の自由端部に取り付けられた公知のタイプの固定システム
83と協働すべく構成されている。このＵ字状の板81には、転動部材85を受けるためのレー
ルが形成されている。
【００６８】
　板81のＵ字状のハウジング82は、マスト2 の直径より大きな幅を有している。
【００６９】
　マスト2 のための支持組立体の摺動手段は、Ｕ字状のハウジング91を有するプラテン90
を備えており、ハウジング91の幅はマスト2 の直径と略等しい。前記プラテン90は、マス
ト2 のための支持組立体と略平行な水平面に沿って転動部材85によって板81上で移動可能
である。このために、プラテン90の下面は３つのレール92を含んでおり、各レール92間の
角度は夫々120 度である。
【００７０】
　プラテン90は、Ｕ字状のハウジング91を閉じるためのラッチ93を含んでおり、ラッチ93
は、板81のハウジング82の内部に加えてプラテン90のハウジング91の内部にマスト2 を位
置付けることを可能にする開放位置と、図８に示されているようなハウジング91の閉鎖位
置との間で移動可能である。
【００７１】
　従って、板81、プラテン90及び転動部材85によって形成された支持組立体の摺動手段は
、マスト2 が基部4 に導入されて、船体11に対してマスト2 の下部分を解放すべく一対の
下腕部70を引込位置に傾けた後、マスト2 に対する船体11の水平移動を相殺する。
【００７２】
　一例として、前記摺動手段は、図１０に示されているように、マスト2 を移動させるこ
となく船体11の方向f1への水平移動を可能にするか、又は図１１に示されているように、
マスト2 を移動させることなく船体11の方向f2への水平移動を可能にする。
【００７３】
　従って、前記摺動手段は、風力タービン1 のマスト2 を前記基部4 に配置した後の基部
4 への応力又は圧力のあらゆる伝導、及びマスト2 のあらゆる曲げを防止する。
【００７４】
　一又は複数の風力タービンが構造10に配置されている様態によれば、板81のＵ字状のハ
ウジング82及びプラテン90のＵ字状のハウジング91は夫々、前記船体11の開放部分に向い
た前記船体11の長手軸に垂直な方向を向いている。
【００７５】
　図１２乃至１５を参照して、少なくとも１つの風力タービン1 を搬送して設置するため
の第１の方法について説明する。
【００７６】
　まず、一対の上腕部60の第１及び第２の腕部61,62 及び一対の下腕部70の第１及び第２
の腕部71,72 が夫々、図１２に示されているように略垂直な引込位置に置かれた状態で、
構造10は、風力タービン1 を載置するための載置ゾーンの近くに位置付けられて、脚部20
が高位置に置かれて、シャトル30が船体にある下部位置に置かれる。
【００７７】
　風力タービン1 は、例えばクレーンのような巻上機関によって引き上げられて、前記風
力タービン1 のマスト2 は、図１２に示されているように船体11の側方腕部11a 間に配置
される。
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【００７８】
　板81のＵ字状のハウジング82及びプラテン90のＵ字状のハウジング91を含む第１の腕部
61が動作位置に傾けられて、マスト2 が、該マスト2 の鍔部5 の下方で前記Ｕ字状のハウ
ジング82,91 内に配置される。その後、一対の上腕部60の第２の腕部62が動作位置に傾け
られて、第１及び第２の腕部61,62 は固定システム83によって互いに固定される（図１３
）。プラテン90のＵ字状のハウジング91はラッチ93によって閉じられる。
【００７９】
　図１３に示されているように、マスト2 は、鍔部5 をプラテン90に位置付けるためにク
レーンによって降ろされて、一対の下腕部70の第１及び第２の腕部71,72 は、マスト2を
マスト2 の下部分で保持するために動作位置で同時に傾けられる。
【００８０】
　第２の風力タービンの構造10上への配置は同様に行われる。
【００８１】
　プラテン90は、板81を搬送している間、固定される。
【００８２】
　１つ又は２つの風力タービン1 を支持する構造10は、１つ又は２つの基部4 が海底に既
に設置されている設置箇所に移動される。
【００８３】
　各風力タービン1 のマスト2 の対応する基部4 への配置は、以下のように行われる。
【００８４】
　脚部20が降ろされて、各シャトル30は対応する脚部20に固定される。
【００８５】
　図１４に示されているように、前記脚部20が上昇させられて、マスト2 は、シャトル30
と一対の上腕部60及び一対の下腕部70とを用いて引き上げられる。梁部16から構成された
ドア15は開いている。構造10は、図１４に示されているように、マスト2 を基部4 と一列
に並べるように移動されて、一対の下腕部70の第１及び第２の腕部71,72 は引込位置に傾
けられる。プラテン90は板81から外される。
【００８６】
　その後、脚部20、シャトル30及び一対の上腕部60は降ろされて、マスト2 は基部4 に徐
々に係合される。この係合中に、船体11の水平移動は、マスト2 が略垂直な位置にあるよ
うに一対の上腕部60に設けられた相殺手段80によって吸収される。
【００８７】
　マスト2 は基部4 に置かれて、一対の上腕部60の第１及び第２の腕部61,62 は外されて
、プラテン90のラッチ93は、Ｕ字状のハウジング91を開放するために外される。第１及び
第２の腕部61,62 は、図１５に示されているように引込位置に傾けられる。
【００８８】
　その後、構造10は移動されて、別のマスト2 が第２の風力タービンの基部4 に同一の方
法で置かれる。
【００８９】
　図１６乃至１９を参照して、一又は複数の風力タービンがポンツーン8 上で待機してい
る場合の１つ又は２つの風力タービンを搬送して沖合で設置するための別の方法について
説明する。
【００９０】
　図１６に示されているように、船体11のドア15が開いて、脚部20が中間位置に置かれる
一方、シャトル30が船体11にある下部位置に置かれている。
【００９１】
　この場合、板81のＵ字状のハウジング82及びプラテン90のＵ字状のハウジング91は、前
記船体11の開放部分を向いた船体11の長手軸に方向付けられている。一対の下腕部70の第
１及び第２の腕部71,72 は、略垂直な引込位置にある。
【００９２】
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　図１７に示されているように、船体11の前方の一対の上腕部60の第１及び第２の腕部61
,62 は、略垂直な引込位置にあり、船体11の後方の一対の上腕部60の第１及び第２の腕部
61,62 は、動作位置に置かれて互いに固定されている。プラテン90のＵ字状のハウジング
91は開いている。
【００９３】
　構造10は、船体11の側方腕部11a 間にポンツーン8 を置くために、該ポンツーン8 に向
けて移動される。
【００９４】
　図１７に示されているように、第１の風力タービン1 が第１の支持組立体を越えて通過
した後、図１８に示されているように、前記第１の支持組立体の一対の上腕部60の第１及
び第２の腕部61,62 は動作位置に傾けられて、図１９に示されているように、構造10は、
各風力タービンのマスト2 を板81のＵ字状のハウジング82及びプラテン90のＵ字状のハウ
ジング91に夫々係合するために移動される。
【００９５】
　各プラテン90のＵ字状のハウジング91のラッチ93は閉じられて、各支持組立体の一対の
下腕部70の第１及び第２の腕部71,72 は、各マスト2 をマスト2 の下部分で把持するため
に同時に傾けられる。
【００９６】
　各シャトル30は、対応する脚部20に固定されて、該脚部20はシャトル30を引き上げるた
めに上昇させられて、一対の上腕部60及び一対の下腕部70は、各支持組立体のプラテン90
を対応するマスト2 の鍔部5に接触させるためにシャトル30によって引き上げられる。
【００９７】
　各風力タービン1 のマスト2 は、一対の下腕部70が各マスト2 をマスト2 の下部分で夫
々保持しながら、脚部20を上昇させることによりシャトル30及び一対の上腕部60を介して
ポンツーン8 から引き上げられる。
【００９８】
　その後、脚部20は、船体にある下部位置にシャトルを戻すために再度降ろされる。
【００９９】
　その後、各シャトル30は各対応する脚部20から外されて、脚部20は喫水を最小限度に抑
えるために上部位置に引き上げられる。
【０１００】
　その後、風力タービン1 を支持する構造10は、海底に既に設置されている基部4 への各
風力タービン1 の設置箇所に移動される。
【０１０１】
　各風力タービン1 の設置は以下のように行われる。
【０１０２】
　脚部20はシャトル30を用いてマスト2 を上昇させるために引き上げられて、構造10の一
対の上腕部60及び一対の下腕部70は、マスト2 を基部4 と一列に並べるために移動される
。一対の下腕部70の第１及び第２の腕部71,72 は、引込位置で傾けられて、同一の工程が
前の方法と同様に行われる。
【０１０３】
　この場合にも、マスト2 が対応する基部4 に係合されて、一対の下腕部70を傾けた後も
、マスト2 が略垂直な位置にとどまるように、船体の水平移動は、一対の上腕部60の相殺
手段80によって吸収される。
【０１０４】
　構造10の船体11に１つ又は２つの風力タービンを置く別の方法によれば、一又は複数の
風力タービンは、レール上で移動する台車に取り付けられ得る。このために、各台車は、
風力タービンを略垂直な位置に保つために一対の上腕部60及び一対の下腕部70を備えてい
る。風力タービンは、風力タービンを支持する複数対の腕部を対応するシャトルに位置決
めするために、ポンツーンと構造10との間で台車をレール上で転がして移動させることに
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【０１０５】
　水中発電機を搬送して設置するために、同一の工程が行なわれる。しかし、この場合、
基部は水面を越えて延びておらず、マストを基部に置いた後、発電手段を内蔵してブレー
ドを支持するナセルは、マスト上を摺動することにより水面下に降ろされる。本適用例で
は、一対の上腕部の腕部は、風力タービンを設置するための長さより短い。
【０１０６】
　少なくとも１つの風力タービン又は少なくとも１つの水中発電機を配置して設置するた
めの構造は、水のうねりによって生成された船体の動きにより基部に応力又は圧力を与え
る影響を妨げる利点を有する。
【０１０７】
　本発明は、水域の底に置かれた基部4 に支持された風力タービンの設置に限定されない
。代わりに、基部4 は、水面に浮かび、水域の底に係留されてもよい。

【図１】 【図２】
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