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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建造物（１）の基部領域から前記建造物（１）の他の領域へ積荷要素（１１，１２，１
Ａ，１Ｂ，１５）を持ち上げるため、及び／又は前記建造物（１）の他の領域から前記建
造物（１）の前記基部領域へ前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を下降させ
るためのアセンブリ（２０）であって、該アセンブリが、
－前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を支持するためのプラットフォーム要
素（２０Ａ）と、
－前記建造物（１）の前記基部領域から前記建造物（１）の前記他の領域へ前記プラット
フォーム要素（２０Ａ）を持ち上げるための、及び／又は前記建造物（１）の前記他の領
域から前記建造物（１）の前記基部領域へ前記プラットフォーム要素（２０Ａ）を下降さ
せるための持上げ手段と、
－前記プラットフォーム要素（２０Ａ）における積荷持上げ位置から前記建造物（１）に
おける積荷取付位置へ前記建造物（１）の前記他の領域における前記積荷要素（１１，１
２，１Ａ，１Ｂ，１５）を移動するために前記プラットフォーム要素（２０Ａ）に対して
その位置を変更することができるよう配置された変位要素（２７）と
を含む前記アセンブリにおいて、
　前記持上げ手段が、前記建造物（１）の頂部領域に固定されることが可能な固定アセン
ブリ（２）によって支持されていること、及び前記積荷取付位置において前記プラットフ
ォーム要素（２０Ａ）が少なくとも部分的に前記建造物（１）の頂部の下方に配置されて
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おり、前記プラットフォーム要素（２０Ａ）上の前記変位要素が、前記プラットフォーム
要素（２０Ａ）上に支持されたＣ字状のフレームであり、該Ｃ字状のフレームが、水平な
はりによって結合された２つの垂直なはりで構成されており、複数の支持ジャッキ（８５
）が前記Ｃ字状のフレームの前記水平なはりに設けられていることを特徴とするアセンブ
リ。
【請求項２】
　前記固定アセンブリ（２）が、前記積荷取付位置において前記プラットフォーム要素（
２０Ａ）を機械的に固定するために設けられていることを特徴とする請求項１記載のアセ
ンブリ。
【請求項３】
　前記固定アセンブリ（２）が前記建造物（１）の表面から延びる積荷支持部（５）を含
んでいることを特徴とする請求項２記載のアセンブリ。
【請求項４】
　前記建造物（１）の前記基部領域から前記建造物（１）の前記頂部領域へ前記プラット
フォーム要素（２０Ａ）を持ち上げるための前記持上げ手段が、前記固定アセンブリ（２
）に固定された持上げケーブル（９）を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記建造物（１）の前記基部領域から前記建造物（１）の前記頂部領域へ前記プラット
フォーム要素（２０Ａ）を持ち上げるための前記持上げ手段が、前記持上げケーブル（９
）に結合された少なくとも１つの持上げ装置を含むことを特徴とする請求項４記載のアセ
ンブリ。
【請求項６】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）上の前記変位要素が、前記プラットフォーム要素
（２０Ａ）上に支持されたそり（２７）であることを特徴とする請求項１～５のいずれか
１項に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が、該プラットフォーム要素（２０Ａ）の重心を
ほぼ一定な位置又はあらかじめ設定された位置に維持するために用いられ得る少なくとも
１つの、変位可能なカウンタウェイトを含むことを特徴とする請求項１～６のいずれか１
項に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が、持上げプロセス中に前記積荷要素（１１，１
２，１Ａ，１Ｂ，１５）を支持し、及び／又は取り付けるための手段を含むことを特徴と
する請求項１～７のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項９】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が、前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１
５）の位置を微調整するための少なくとも１つの調整ジャッキを含むことを特徴とする請
求項１～８のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　建造物（１）の基部領域から前記建造物（１）の他の領域へ積荷要素（１１，１２，１
Ａ，１Ｂ，１５）を請求項１に記載のアセンブリを用いて持ち上げるための方法であって
、以下のステップ：
－前記建造物（１）の頂部領域に固定アセンブリ（２）を設けるステップと、
－前記建造物（１）の前記基部領域に前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を
支持するために、及びプラットフォーム要素（２０Ａ）を持上げケーブル（９）と係合さ
せるために前記プラットフォーム要素（２０Ａ）を組み立てるステップと、
－持ち上げられるべき前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を前記建造物（１
）の前記基部領域に設けるステップと、
－前記プラットフォーム要素（２０Ａ）上に前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１
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５）を搭載し、前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）と共に前記プラットフォ
ーム要素（２０Ａ）を前記建造物（１）の前記他の領域における積荷持上げ位置へ持ち上
げるか、又は前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）なしに前記プラットフォー
ム要素（２０Ａ）を持ち上げ、前記建造物（１）の前記他の領域における前記積荷持上げ
位置に前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が到達した後に前記プラットフォーム要素（
２０Ａ）上に前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を搭載するステップと、
－前記プラットフォーム要素（２０Ａ）における変位要素（２７）を用いて前記積荷要素
（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を移動させるステップと、
－前記建造物（１）における移動させたその位置へ前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１
Ｂ，１５）を搭載するステップと、
－前記プラットフォーム要素（２０Ａ）を前記建造物（１）の前記基部領域へ下降させる
ステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が前記建造物（１）の前記他の領域へ到達した後
に前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を移動させるステップが実行されるこ
とを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）の持上げ中に前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，
１Ｂ，１５）を移動させるステップが実行されることを特徴とする請求項１０又は１１記
載の方法。
【請求項１３】
　前記プラットフォーム要素（２０Ａ）が、固定アセンブリ（２）を用いて前記積荷持上
げ位置に機械的に固定されていることを特徴とする請求項１０～１２のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記その位置へ搭載するステップの前に、前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１
５）の位置が少なくとも１つの調整ジャッキによって調整されることを特徴とする請求項
１０～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を有する前記プラットフォーム要素（
２０Ａ）を前記建造物（１）の前記他の領域における前記積荷持上げ位置へ持ち上げる間
に、及び／又は前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を前記積荷持上げ位置か
ら積荷取付位置へ移動させる間に、及び／又は前記建造物（１）におけるその位置に前記
積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を搭載する間に、前記プラットフォーム要素
（２０Ａ）の重心が、変位可能なカウンタウェイトを用いてほぼ一定の位置又はあらかじ
め設定された位置に維持されることを特徴とする請求項１０～１４のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を有する前記プラットフォーム要素（
２０Ａ）を前記建造物（１）の前記他の領域における前記積荷持上げ位置へ持ち上げる間
に、及び／又は前記積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を前記積荷持上げ位置か
ら積荷取付位置へ移動させる間に、及び／又は前記建造物（１）におけるその位置に前記
積荷要素（１１，１２，１Ａ，１Ｂ，１５）を搭載する間に、前記プラットフォーム要素
（２０Ａ）の重心が、前記変位要素（２７）を拘束するか、又はずらすことでほぼ一定の
位置又はあらかじめ設定された位置に維持されることを特徴とする請求項１０～１５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】
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　本発明は、一般的な形態において、特に重い要素が建造物の頂部へ持ち上げられ、及び
／又はこの建造物のいずれかの部分から地面へ下降される場合の高い建造物の形成の技術
分野に関するものである。より詳細な形態においては、本発明は、積荷を高い建造物へ持
ち上げ、及び／又は積荷を高い建造物から下降させるアセンブリ及びこれに対応する方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、世界において建設された高い建造物の数において重要な増加がみられる。過去１
０年において、ラジオ及びテレビの放送用タワーがこのタイプの主な建造物であった。し
かしながら、エネルギーの代替（又は新たな）源の強い必要性により、最近では、しばし
ば風力タービンと呼ばれる風力発電設備の建造の必要性が増加している。
【０００３】
　最近建設された風力タービンの多くは、発電機ユニットに結合され、高いタワーの頂部
に配置されたロータ（一般にはエアスクリュに類似した形状）で構成されている。ギアボ
ックス、ドライブトレイン、ブレーキなどのような他の構成要素を有する発電機ユニット
は、ナセルと呼ばれるカバーハウジング内に収容されている。最新の風力タービンのうち
いくつかは、サービス員及び必要な工具をヘリコプタから風力タービンへ巻下げすること
が可能なヘリコプタ巻上げプラットフォームを含んでいる。
【０００４】
　一般に、風力タービンは、タワーを建造し、そして、ロータ及びナセルをその頂部に持
ち上げ、配置することで建設される。この目的のために、タワー及び発電機設備の個々の
構成要素は、従来から従来のクレーン及び他の類似の装置を用いて持ち上げられてきた。
【０００５】
　しかしながら、全世界の風力タービンの数と並行して過去１０年にわたってその大きさ
も絶えず増大してきた。いままでの最大の風力タービンは、約７．５ＭＷの発電容量と約
１５０～２００ｍの高さであるが、様々な会社が既に１０ＭＷまでの容量を有する風力タ
ービンの開発における活動を報告している。
【０００６】
　これらの新たな風力タービンは、従来のクレーンでは及ばないより高いタワー及び／又
はより重い発電機が必要となることがあり得る。
【０００７】
　最近の風力タービンを建設するために用いることが可能な積荷の持ち上げのためのいく
つかの新しいシステム及び方法が既に提案されている。しかしながら、提案された装置及
びシステムは、一般的に複雑で重く大きな体積を占めるとともに、その組立、解体及び搬
送が非常に複雑である。これらの装置及びシステムの多くは、立ち上げ中に風の負荷を非
常に受けやすく、すなわち立ち上げは無風又は非常に遅い風速においてのみ行うことが可
能である。これは、しばしば風力タービンの建設中のかなりのタイムロスを伴うものであ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　高い建造物の建設のために、重い積荷を持ち上げるための改善されたシステム及び方法
が必要とされる。したがって、本発明の目的は、高い建造物上への重い積荷の持上げに関
する上述の問題のうち少なくともいくつかを克服することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の形態によれば、請求項１による、積荷要素を持ち上げ、及び／又は下降
させるためのアセンブリが提供される。
【００１０】
　より具体的には、本発明の第１の形態によれば、建造物の基部領域から前記建造物の他
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の領域へ積荷要素を持ち上げるため、及び／又は前記建造物の他の領域から前記建造物の
前記基部領域へ前記積荷要素を下降させるためのアセンブリが提供され、該アセンブリは
、前記積荷要素を支持するためのプラットフォーム要素と、前記建造物の前記基部領域か
ら前記建造物の前記他の領域へ前記プラットフォーム要素を持ち上げるための、及び／又
は前記建造物の前記他の領域から前記建造物の前記基部領域へ前記プラットフォーム要素
を下降させるための持上げ手段と、前記プラットフォーム要素の積荷持上げ位置から前記
建造物における積荷取付位置へ前記建造物の前記他の領域における前記積荷要素を移動す
るために前記プラットフォーム要素に対してその位置を変更することができるよう配置さ
れた変位要素とを含み、前記持上げ手段が、前記建造物の頂部領域に固定されることが可
能な固定アセンブリによって支持されており、前記積荷取付位置において前記プラットフ
ォーム要素が少なくとも部分的に前記建造物の頂部の下方に配置されている。
【００１１】
　本発明の第２の形態によれば、建造物、特に風力タービンのタワー、の基部領域から前
記建造物の他の領域へ積荷要素を持ち上げるための方法が提供され、該方法は、以下のス
テップ：
－前記建造物の頂部領域に固定アセンブリを設けるステップと、
－前記建造物の前記基部領域に前記積荷要素を支持するために、及びプラットフォーム要
素を持上げケーブルと係合させるために前記プラットフォーム要素を組み立てるステップ
と、
－持ち上げられるべき前記積荷要素を前記建造物の前記基部領域に設けるステップと、
－前記プラットフォーム要素に前記積荷要素を搭載し、前記建造物の前記他の領域におい
て前記積荷要素と共に前記プラットフォーム要素を積荷持上げ位置へ持ち上げるか、又は
前記積荷要素なしに前記プラットフォーム要素を持ち上げ、前記建造物の前記他の領域に
おける前記積荷持上げ位置に前記プラットフォーム要素が到達した後に前記プラットフォ
ーム要素に前記積荷要素を搭載するステップと、
－前記プラットフォーム要素における変位要素を用いて前記積荷要素を移動させるステッ
プと、
－前記建造物におけるその位置へ前記積荷要素を搭載するステップと、
－前記プラットフォーム要素を前記建造物の前記基部領域へ下降させるステップと
を含む。
【００１２】
　いずれにしても、様々な積荷要素の持上げを同時に又は別々に次々と行うことが可能で
あることに留意すべきである。また、本発明は、例えば風力タービンの要素の交換又はタ
ワーの解体の場合に、建造物のいかなる領域からも建造物の基部領域へ積荷要素を下降さ
せるための方法に関するものでもあることに留意すべきである。
【００１３】
　提案されたアセンブリ及び方法は、高い構造物における持ち上げられた領域へ積荷を持
ち上げるための（又はこのような構造物から積荷を下降させるための）新たな、革新的な
解決手段を提供する。提案されたアセンブリは、軽量かつシンプルであり、類似の装置に
比べて少ない点数の要素のみを有している。本発明による持上げアセンブリの組立、解体
及び搬送（移転）は、非常に迅速であり、したがって迅速なターンアラウンドタイムを達
成することが可能である。また、本発明による持上げアセンブリ及び／又は下降アセンブ
リにより、様々な要素を同時に持ち上げ、及び／又は下降することが可能である。したが
って、この重い積荷の取付プロセス全体を、代替的な持上げ装置を用いるよりもより迅速
に行うことが可能である。さらに、提案されたアセンブリを、タワー自体を建設するため
に用いることが可能であり、また、不利な天候状況、特に強風により従来の持上げ装置を
満足に用いることができない状況において適用することも可能である。
【００１４】
　本発明の他の形態は、添付の従属請求項及び明細書に記述されている。
【００１５】
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　本発明の他の特徴及び利点は、（風力タービンが示されているが本発明は全ての高い構
造物に適用される）制限されていない例示的な実施例の、添付の図面を参照した以下の説
明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ロータ及びナセルを持ち上げるステップ前の風力タービンタワーの頂部領域の斜
視図である。
【図２】持上げプロセスの開始前の、本発明による第１の実施例によるプラットフォーム
要素を有する図１の風力タービンタワーの基部領域の斜視図である。
【図３】持上げ工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第１の実施例
による持上げ装置の斜視図である。
【図４】所定の位置へナセルを配置するプロセスを示す積荷取付位置での本発明の第１の
実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図５】所定の位置へロータを配置するプロセスを示す積荷取付位置での本発明の第１の
実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図６】下降工程中の中間位置における、本発明の第１の実施例によるプラットフォーム
要素と風力タービンタワーの斜視図である。
【図７】ロータ及びナセルの持上げのステップ前の本発明の第２の実施例による他の風力
タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図８】持上げプロセス前の、本発明による第２の実施例によるプラットフォーム要素を
有する、図７の風力タービンタワーの基部領域の斜視図である。
【図９】所定の位置へナセルを配置するプロセスを示す積荷取付位置での本発明の第２の
実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図１０】所定の位置へロータ及びナセルを配置するプロセスを示す積荷取付位置での本
発明の第２の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視
図である。
【図１１】下降工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第２の実施例
によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図１２】持上げプロセスの開始前の、本発明の第３の実施例によるプラットフォームを
有する図１の風力タービンタワーの基部領域の斜視図である。
【図１３】持上げ工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第３の実施
例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図１４】所定の位置へナセルロータアセンブリを配置するプロセスを示す積荷取付位置
での本発明の第３の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域
の斜視図である。
【図１５】所定の位置へナセルロータアセンブリが配置された後の本発明の第３の実施例
によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図１６】持上げプロセスの開始前の、本発明の第４の実施例によるプラットフォームを
有する図１の風力タービンタワーの基部領域の斜視図である。
【図１７】持上げ工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第４の実施
例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図１８】プラットフォーム要素がタワーの頂部領域へ到達した後の、風力タービンタワ
ーと本発明の第４の実施例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図１９】所定の位置へナセルロータアセンブリを配置するプロセスを示す、風力タービ
ンタワーと本発明の第４の実施例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図２０】所定の位置へロータの第３のブレードを配置するプロセスを示す、風力タービ
ンタワーと本発明の第４の実施例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図２１】持上げプロセスの開始前の、本発明による第５の実施例によるプラットフォー
ム要素を有する沖合プラットフォーム上に配置された風力タービンタワーの基部領域の斜
視図である。
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【図２２】積荷要素の搭載中の、本発明による第５の実施例によるプラットフォーム要素
を有する沖合プラットフォームの斜視図である。
【図２３】持上げ工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第５の実施
例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図２４】持上げ工程中の中間位置における、風力タービンタワーと本発明の第５の実施
例によるプラットフォーム要素の斜視図である。
【図２５Ａ】プラットフォーム要素の頂部における積荷要素の側方の変位を示す、風力タ
ービンタワーの頂部領域と本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素の側方から
見た図である。
【図２５Ｂ】プラットフォーム要素の頂部における積荷要素の側方の変位を示す、風力タ
ービンタワーの頂部領域と本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素の側方から
見た図である。
【図２６】プラットフォーム要素の下降前の段階における風力タービンタワーの頂部領域
と本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素の側方から見た図である。
【図２７】持上げプロセスの開始前の、本発明による第６の実施例によるプラットフォー
ムを有する部分的に組み立てられたタワーの基部領域の斜視図である。
【図２８】積荷取付位置にあり、タワーセグメントをプラットフォーム要素へ搭載する前
の、本発明の第６の実施例によるプラットフォームを有するタワーの斜視図である。
【図２９】持ち上げられたタワーセグメントが所定の位置へもたらされる前の積荷取付位
置における、本風力タービンタワーの頂部領域と発明の第６の実施例によるプラットフォ
ーム要素の斜視図である。
【図３０】所定の位置へ１つのタワーセグメントを配置するプロセスを示す、本発明の第
６の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である
。
【図３１】プラットフォーム要素をタワーから取り外し、プラットフォーム要素をタワー
の次のセグメントへ持ち上げるプロセスを示す、本発明の第６の実施例によるプラットフ
ォーム要素とタワーの頂部領域の斜視図である。
【図３２】プラットフォーム要素をタワーの新たな頂部に固定するプロセスを示す、本発
明の第６の実施例によるプラットフォーム要素とタワーの頂部領域の斜視図である。
【図３３】プラットフォーム要素を次のタワーセグメントへ搭載する前の位置における、
本発明の第６の実施例によるプラットフォーム要素とタワーの斜視図である。
【図３４】持上げの準備ができた２つの追加的なタワーセグメントを有する、本発明の第
７の実施例によるプラットフォーム要素を有する部分的に組み立てられたタワーの基部領
域の斜視図である。
【図３５】取り付けられたブラケットアセンブリを有するタワーの頂部領域の斜視図であ
る。
【図３６】１つのタワーセグメントを所定の位置へもたらすプロセスとこのタワーセグメ
ントを部分的に立ち上げられたタワーの頂部へ搭載するステップを示す、本発明の第７の
実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図３７】１つのタワーセグメントを所定の位置へもたらすプロセスとこのタワーセグメ
ントを部分的に立ち上げられたタワーの頂部へ搭載するステップを示す、本発明の第７の
実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図である。
【図３８】本発明の第７の実施例によるプラットフォーム要素をタワーの新たな頂部にお
いてブラケットアセンブリに結合するステップを示す、タワーの頂部領域の斜視図である
。
【図３９】第２のタワーセグメントを所定の位置へもたらすプロセスとこの第２のタワー
セグメントを部分的に立ち上げられたタワーの頂部へ搭載するステップを示す、本発明の
第７の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図であ
る。
【図４０】第２のタワーセグメントを所定の位置へもたらすプロセスとこの第２のタワー
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セグメントを部分的に立ち上げられたタワーの頂部へ搭載するステップを示す、本発明の
第７の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図であ
る。
【図４１】第２のタワーセグメントを所定の位置へもたらすプロセスとこの第２のタワー
セグメントを部分的に立ち上げられたタワーの頂部へ搭載するステップを示す、本発明の
第７の実施例によるプラットフォーム要素と風力タービンタワーの頂部領域の斜視図であ
る。
【図４２】解体及び下降のプロセスにおける本発明の第７の実施例によるプラットフォー
ム要素の斜視図である。
【図４３】解体及び下降のプロセスにおける本発明の第７の実施例によるプラットフォー
ム要素の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明のいくつかの実施例を添付の図面を参照しつつより詳細に記述する。異
なる図に現れる同一の機能及び構造上の要素には同一の参照番号が割り当てられている。
容易性のために、様々な図における特定の参照符号は、図面の良好な理解のために必要な
その機能的及び構造上の要素に対してのみ付されている。しかしながら、特定の図におけ
るその省略がこれらが存在しないことを自動的に意図するものではない。
【００１８】
　また、異なる複数の実施例が風力タービンすなわちロータ及びナセルを頂部に有するタ
ワーを備えた構造を組み立てることに関して詳細に記述されているものの、この具体的な
記述は少しも制限して理解されるべきではない。なぜなら、本発明が高い構造物及び建造
物に適用されるためである。また、本発明の異なる複数の実施例が積荷の持上げのための
方法を用いて詳細に記述されているものの、建造物の基部領域への積荷の下降のための対
応する方法は等しく本発明の一部であると理解されるべきである。
【００１９】
　図１には、ロータ及びナセルが持ち上げられて取り付けられる風力タービンタワーの頂
部領域が斜視図で示されている。図１から見て取れるように、ブラケットアセンブリ２が
タワー１の頂部領域に設けられている。
【００２０】
　ブラケットアセンブリ２は３つのブラケット要素３を備えている。しかしながら、ブラ
ケットアセンブリ２は他の数のブラケット要素３を備えることもできる。これらブラケッ
ト要素のそれぞれははり状の１つの積荷支持部５を有しており、この積荷支持部は、タワ
ー１の表面に対して約９０°の角度でタワー１から外方へ延在している。しかし、ブラケ
ット要素３の積荷支持部５は、タワー１の表面に対して他の角度で配置されることも可能
である。
【００２１】
　図１のブラケットアセンブリ２における積荷支持部５のそれぞれ１つは、ブラケット要
素３を補強するために、積荷支持部５からタワー１の表面へ延びる支持ストラット７によ
って支持されている。図１から見て取れるように、積荷支持部５とタワー１の間の支持ス
トラット７は、斜角で配置されているが、支持ストラット７の他の配置も一般に可能であ
る。しかし、例えば図７に見て取れるように、いかなる支持ストラットも有さない（すな
わち片持ちばり構造を有する）ブラケット要素３も可能である。
【００２２】
　持上げケーブル９は、積荷支持部５のそれぞれ１つから垂直に下方へ吊るされている。
しかし、これらケーブル９の角度の他の配置、特にタワー１に対して平行に配置された持
上げケーブル９についてその平行な位置と垂直な位置の間又は垂直に越える他の位置も一
般に可能である。これら持上げケーブル９は、一般にタワー１の基部領域へ延びている。
持上げケーブル９は、タワーの基礎に結合可能であるか、又は結合可能でない。ここで用
いられる用語「ケーブル」はロープ、ワイヤ、ストランド、ストリップ、バー又はこれら
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要素の束のような一般に強く、伸長した要素をさす。
【００２３】
　このブラケットアセンブリ２は、自己上昇式又は従来のクレーンを用いてタワー１の頂
部領域へ上昇されるように構成されている。また、ブラケットアセンブリ２は、（例えば
本発明のいくつかの実施例に関連して表されているように）タワー又はタワーセグメント
にあらかじめ取り付けられることが可能である。ブラケットアセンブリ２が自己上昇式に
設定されていれば、このブラケットアセンブリは、複数の自己クローリングジャッキ又は
他の適切な自己上昇方法を用いてタワー１の頂部領域へ上昇されることが可能である。別
な方法では、タワー１の頂部領域における取付点から吊るされた持上げケーブル（持上げ
ケーブル９とは異なるもの）は、タワー１の頂部領域へブラケットアセンブリ２を上昇さ
せるために従来の方法で用いられることが可能である。
【００２４】
　ブラケットアセンブリ２の積荷支持部５は、これらが積荷上昇段階中及び取付過程中の
いかなる時間において重い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、積荷の重さの周直方向の負荷力がタワーへ伝達されるように積荷支持部
５がタワー１の頂部に適切に保持されることが好ましい。タワー１へのブラケットアセン
ブリ２の結合は、例えばピンシステム又はタワー１を貫通することが可能な類似のものに
よって保持されることが可能である。各ブラケット要素３は、１つ又は複数の結合点によ
ってタワー１に結合されることが可能である。
【００２５】
　図２は、本発明の第１の実施例によるアセンブリ２０のプラットフォーム要素２０Ａと
、タワー１の頂部へ持ち上げられるために配置されるナセル１１及びロータ１２とを有す
る図１の風力タービンタワー１の基部領域の斜視図である。
【００２６】
　図２において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａは、フレームの形状を有
するとともに、タワー１の基部に組み立てられている。プラットフォーム要素２０Ａ（及
びそのアセンブリ２０）は一般に鋼で構成されているが、他の適当な材料も用いることが
可能である。そり２７（例えば図４により良好に表されている）及びＣ字状のフレーム２
３が図２におけるプラットフォーム要素２０Ａの頂部に取り付けられている。アセンブリ
２０のプラットフォーム要素２０Ａは、２つの比較的短い他のストラップ要素２２によっ
て結合された２つの比較的長いストラップ要素２１を含むフレーム構造である。比較的短
いストラップ要素２２のうちの１つは、比較的長いストラップ要素２１の２つの先端部を
結合する。一方、比較的短いストラップ要素２２のうち他方のものは第１の比較的短いス
トラップ要素２２と両比較的長い要素２１の中心点との間の任意の距離に配置される。当
然、正確な位置及び比較的短いストラップ要素２２の総数は、本発明の概念を逸脱するこ
となく変更することが可能である。
【００２７】
　アセンブリ２０のプラットフォーム要素２０Ａは、２つの比較的長いストラップ要素２
１がタワー１の異なる側に配置されるようにタワー１の基部周辺に配置されている。この
位置に一度取り付けられると、プラットフォーム要素２０Ａは、ブラケットアセンブリ２
の積荷支持部５から吊るされる持上げケーブル９に結合される。
【００２８】
　図２におけるプラットフォーム要素２０Ａの頂部におけるＣ字状のフレーム２３はほぼ
垂直な２つの単一ばり２５で構成されており、これら単一ばりは、ほぼ水平な単一ばり２
４によって結合されている。当然、Ｃ字状のフレーム２３についての他の構造も考えられ
る。
【００２９】
　図２に戻れば、ナセル１１及びロータ１２がプラットフォーム要素２０Ａを用いてタワ
ー１の頂部へ持ち上げられるための位置へもたらされたことが見て取れる。風力タービン
のロータ１２は、３つのブレード（斜視図においてはそのうち１つが視認できない）とハ
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ブ１３とで構成されている。ナセル１１は、一般に、発電機ユニット及び他の必要な機器
を含んでいる。ナセル１１及びロータ１２は、持上げ操作前にあらかじめ組み立てられて
いる。
【００３０】
　ナセル１１は、プラットフォーム要素２０Ａ上のそり２７の頂部に配置されている。こ
の目的のために、従来のクレーン又は他の適切な方法を用いることが可能である。ナセル
１１は、必要であれば、そり２７及び／又は直接プラットフォーム要素２０Ａに保持され
ることができる。他方、ロータ１２は、地面に対して平行に延びる複数のブレードと共に
配置されているとともに、例えば取付ケーブル２４（図４において良好に視認可能）を用
いてＣ字状のフレーム２３に取り付けられている。この位置において、ロータ１２及びナ
セル１１は、タワー１の頂部領域へ持ち上げる準備ができている。
【００３１】
　図３は、タワー１の頂部領域への途中におけるプラットフォーム要素２０Ａの中間位置
を表している。図２を参照して説明されるようにロータ１２及びナセル１１がプラットフ
ォーム要素２０Ａ上に配置された後、プラットフォーム要素２０Ａ全体がロータ１２及び
ナセル１１と共に持上げケーブル９を用いた適切な方法で持ち上げられる。特に、ウイン
チ及びこれに類する装置を用いることができるが、当業者は、他の適切な持上げ装置及び
／又は方法を用いることができることは容易に理解するであろう。持上げスピードは、変
更可能であり、一般的には約４０ｍ／ｈである。しかし、約１００ｍ／ｈに達するような
より大きな持上げスピードを用いることも可能である。
【００３２】
　プラットフォーム要素２０Ａの持上げ操作中に、Ｃ字状のフレーム２３に取り付けられ
たロータ１２を平坦な位置（すなわち地面に対してほぼ平行）から直立位置へ回転させる
必要がある。一般的なケースでは、ロータ１２は、このロータ１２が重力の影響の下で直
立位置に適合するよう自動的に強いられるようにケーブル２４によりＣ字状のフレーム２
３に吊るされる。しかしながら、サービスクレーン３０又はこれに類する装置は、ロータ
１２の配向の調整を補助するため及びブレード１５を支持するために用いられることも可
能である。位置調整は、ロータ１２が完全に直立位置（すなわち地面に対して垂直）に達
した後に完了する。
【００３３】
　プラットフォーム要素２０Ａは、１つ又は複数のカウンタウェイト（不図示）を含むこ
とができる。これらカウンタウェイトは、適当な方法を用いてプラットフォーム要素２０
Ａに対して変位することができる。これらカウンタウェイトは、持上げ操作中に、タワー
の中心に対してアセンブリ２０全体（すなわちプラットフォーム要素２０Ａ、ナセル１１
及びロータ１２）の重心のあらかじめ設定された位置を補償するために適切な方法で用い
られることが可能である。
【００３４】
　当該プラットフォーム要素２０Ａの上に取り付けられたナセル１１及びロータ１２を有
するプラットフォーム要素２０Ａがタワー１の頂部領域に到達した後、持上げ操作を停止
することができる。ブラケットアセンブリ２は、プラットフォーム要素２０Ａをこの位置
で保持し、及び固定するために用いることが可能である。当然、他の固定方法及び保持方
法も用いることができる。また、ここではいかなる固定方法又は保持方法を用いず、持上
げ過程全体中及び下降過程全体中にプラットフォーム要素２０Ａを持上げケーブル９に吊
るすことが可能である。本発明のこの第１の実施例による、しかし他の全ての実施例に適
用可能なアセンブリの重要な特性及び方法は、プラットフォーム要素２０Ａが少なくとも
部分的にタワー１の頂部の下方に配置されるように、より具体的にはタワー１の頂部にお
ける最終位置へ到達するためにプラットフォーム要素２０Ａの頂部における積荷要素（例
えばロータ１２及びナセル１１、またタワー自体の個々のセグメント１Ａ又は１Ｂ）を容
易に動かすことを可能とするように、積荷取付位置にプラットフォーム要素２０Ａが配置
されるという事実である。
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【００３５】
　そり２７及びＣ字状のフレーム２３の両者は、プラットフォーム要素２０Ａの頂部にお
いて水平方向へ、一般的には２つの比較的長いストラップ要素２１に平行な方向へ変位（
すなわち摺動、転動又は他の適切な方法による移動）することができる。しかし、横方向
の移動、すなわちプラットフォーム要素２０Ａの比較的長いストラップ要素２１に対して
垂直な移動も可能である。この目的のために、適当な運動手段例えば油圧ジャッキを用い
ることが可能である。タワー１の頂部にひとたび位置すると、そり２７がナセル１１と共
にそのあらかじめ設定された最終位置までタワー１へ向かって変位することが可能である
。水平方向及び垂直方向にナセル１１の正確な位置を達成するために、微調整のための調
整ジャッキ２９を用いることも可能である。そうすると、ナセル１１は、図４において矢
印で表されているように、そり２７からタワー１の頂部へ移動する。
【００３６】
　持上げプロセス及び／又は取付プロセスの全ての段階においては、重心をほぼ変更しな
いかあらかじめ設定された位置に維持するために、プラットフォーム要素２０Ａのカウン
タウェイトを調製する必要があり得る。当然、重心が所望の位置に維持されることを保証
するための他の手段、特に、ロータ及び／又はナセル、そりをオフセットするための拘束
手段又はこれに類するものも用いることができる。
【００３７】
　図５に示された持上げ方法の次のステップにおいては、ロータ１２が設置される。この
目的のために、ロータ１２を有するＣ字状のフレーム２３もプラットフォーム要素２０Ａ
の中心へ向けて（すなわちタワー１へ向けて）移動する。この移動は、図４において矢印
で示されている。ロータの正確な位置を達成するために、特にロータ１２をナセル１１と
整列させるために、ここでは、ナセル１１へのロータ１２の取付前に微調整のための１つ
又は複数の調整ジャッキ２０００を用いることが可能である。プラットフォーム要素２０
Ａの持上げジャッキも、ナセル１１の位置を微調整するために用いることができる。ここ
でも、持上げ装置２０の重心をほぼ変更することなく又はあらかじめ設定された位置へ維
持するためにカウンタウェイトを調整することが可能である。
【００３８】
　ロータ１２及びナセル１１がひとたびその最終位置にあれば、Ｃ字状のフレーム２３及
びナセル支持そり２７の両者は、風力タービンを通過させるためにプラットフォーム要素
２０Ａに関してその初期位置へ戻されることができる。適当であれば、プラットフォーム
要素２０Ａを、ブラケットアセンブリ２から取り外し、持上げケーブル９へ再び結合する
ことが可能である。
【００３９】
　本発明の一実施例による持上げ方法の最終ステップが図６に示されている。（ロータ１
２及びナセル１１を有さない）プラットフォーム要素２０Ａは、持上げ操作とは逆の方法
でタワー１の基部へ下降される。下降プロセス中には、風力タービンタワー１及び／又は
ロータブレード１５を通過させるためにそり２７の位置を調整する必要があり得る。プラ
ットフォーム要素２０Ａがひとたび完全に下降されると、プラットフォーム要素を持上げ
ケーブル９から取り外し、分解することが可能である。そして、プラットフォーム要素２
０Ａの要素は、次のタワーへ搬送され、再び組み立てられ、他の積荷（例えば他のタワー
のロータ及びナセル）を持ち上げるために同様の方法において用いられ得る。
【００４０】
　本発明によるアセンブリの第２の実施例及び方法が図７～図１１に示されている。
【００４１】
　基本的に、アセンブリ２０及びそのプラットフォーム要素２０Ａの第２の実施例は、上
述の第１の実施例と非常に類似したものである。特に、この第２の実施例も、図１に示さ
れたものに類似のように、ブラケットアセンブリ２に依存する。しかし、本発明のこの第
２の実施例におけるブラケットアセンブリ２は、支持ストラットによって支持されずに片
持ちばり構造を有する対応する積荷支持部を有するブラケット要素３が用いられる。この
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目的のために、ブラケット要素３は内部ストラット３’を用いて相互に結合され得るが、
他の締結手段及び支持手段も考えられる。また、本発明のこの第２の実施例によるアセン
ブリは図１に示されているようなブラケットアセンブリ２によっても可能である。
【００４２】
　図８において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａの第２の実施例も、本発
明の第１の実施例のプラットフォーム要素２０Ａに類似したフレームの形状を有する要素
に基づくものである。特に、図８における特有の実施例において、プラットフォーム要素
２０Ａは、１つの比較的短いストラップ要素２２によって結合され、タワー１の両側に配
置された２つの比較的長いストラップ要素２１を含んでいる。本発明の第１の実施例に関
連して述べたように、ストラップ要素２１，２２の数及び位置は、本発明の概念を逸脱す
ることなく変更可能である。
【００４３】
　本発明の第２の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａも、第１の実施例のプラット
フォーム要素２０Ａに類似の方法において、図９に示すようにＣ字状のフレーム２００を
含んでいる。プラットフォーム要素２０Ａの頂部におけるこのＣ字状のフレーム２００は
、第１の実施例のＣ字状の要素２３に類似するものであるとともに、ほぼ水平なストラッ
プ要素２０２によって結合されたほぼ垂直な２つの要素２０１（これ自体はストラップ要
素２１，２２を有する構造において類似している）によって構成されている。当然、Ｃ字
状のフレーム２００のための他の構造及び特に本発明の第１の実施例におけるような単一
ばりを用いた構造も考えられる。さらに、本発明の第２の実施例によるプラットフォーム
要素２０Ａはポータルフレーム２１０を含んでおり、このポータルフレームもほぼ水平な
要素２１２によって結合されたほぼ垂直な２つの要素２１１で構成されている。
【００４４】
　本発明の第２の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａのわずかに異なる構造が得ら
れると、第２の実施例のこのアセンブリ２０を用いた持上げ方法も、以下に説明するよう
に、本発明の第１の実施例によるアセンブリ２０に適合された持上げ方法とは異なるもの
となる。
【００４５】
　プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の基部領域で組み立てられた後、このプラット
フォーム要素は、タワー１の頂部領域におけるブラケットアセンブリ２のブラケット要素
３に取り付けられた持上げケーブル９に結合される。そして、ナセル１１は、プラットフ
ォーム要素２０Ａにおけるポータルフレーム２１０上へ配置される。次のステップでは、
風力タービンのロータ１２が、地面において完全に組み立てられるとともに、プラットフ
ォーム要素２０ＡにおけるＣ字状のフレーム２００に取り付けられる。これら要素は、持
ち上げられ、適切な方法及びシーケンスを用いるプラットフォーム要素２０Ａ上へ組み立
てられることが可能である。
【００４６】
　そして、当該プラットフォーム要素２０Ａ上に配置されたロータ１２及びナセル１１を
有するプラットフォーム要素２０Ａは、持上げケーブル９を用いて持ち上げられる。プラ
ットフォーム要素２０Ａの持上げ操作中には、ロータ１２を平坦な位置（すなわち地面に
対してほぼ平行）から直立位置へ回転させる必要がある。一般的なケースでは、ロータ１
２のブレード１５は、このブレード１５が重力の影響の下で直立位置に適合するよう自動
的に強いられるようにケーブルに吊るされる。しかしながら、サービスクレーン３０又は
これに類する装置は、ブレード１５及びロータ１２の配向の調整を補助するために用いら
れることも可能である。位置調整は、ロータ１２が完全に直立位置（すなわち地面に対し
て垂直）に達した後に完了する。
【００４７】
　図９において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の頂部領域に
達した後、持上げ操作は、ナセル１１及びロータ１２のその最終位置における取付を許容
するために停止されることができる。また、本発明の持上げ装置２０の第２の実施例によ
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っても、ブラケットアセンブリ２をこの位置におけるプラットフォーム要素２０Ａの保持
及び固定のために用いることができるが、他の方法を用いることも可能である。特に、（
テレスコピック式の）複数の支持アーム２２０をプラットフォーム要素２０Ａの保持に用
いることが可能である。なぜなら、これら支持アームを異なるタワー形状（例えばだ円形
状又は長方形状）に適応させることも可能である。
【００４８】
　次のステップにおいては、図１０に示されているように、当該ポータルフレーム上に配
置されたナセル１１を有するポータルフレーム２１０が、ナセル１１がその最終位置へ至
るまで（図９において矢印で示されているように）タワー１へ向けて移動する。調整ジャ
ッキ（第１の実施例に類似するもの）をナセル１１の正確な位置に到達するための微調整
に用いることが可能である。プラットフォーム要素２０Ａの持上げジャッキも、ナセル１
１及びロータ１２の位置の微調整のために用いることが可能である。そして、ナセルがタ
ワー１の頂部へ搭載される。次のステップでは、ロータ１２がＣ字状のフレーム２００を
用いて同様に移動及び配置され、場合によっては完全な風力タービン構造を形成するため
にナセル１１へ結合される。
【００４９】
　図１１において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａは、本発明の第１の実
施例によるプラットフォーム要素２０Ａの下降と同じような方法でタワー１の基部領域へ
下降される。複数の支持アーム２２０は、プラットフォーム要素２０Ａの下降中に連続的
に引っ込められる。
【００５０】
　本発明のこの第２の実施例によるアセンブリ２０のプラットフォーム要素２０Ａは、当
然、持上げプロセス中及び／又は下降プロセス中にほぼ同じ位置又はあらかじめ設定され
た位置に重心を維持するために用いられ得る移動可能なカウンタウェイトを含むことも可
能である。
【００５１】
　本発明によるアセンブリ及び方法の第３の実施例が図１２～図１５に示されている。
【００５２】
　基本的に、プラットフォーム要素２０Ａの第３の実施例は、上述の第１及び第２の実施
例におけるプラットフォーム要素２０Ａにかなり類似している。特に、この第３の実施例
も図１に示されているブラケットアセンブリ２に依存する。また、図１２において見て取
れるように、本発明の第２の実施例によるアセンブリ２０も、フレームの形状を有するプ
ラットフォーム要素２０Ａに基づき、本発明の第１又は第２の実施例によるアセンブリ２
０のプラットフォーム要素２０Ａに類似している。
【００５３】
　しかしながら、本発明のこの第３の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａは、主に
、図１２におけるプラットフォーム要素２０ＡがいかなるＣ字状のフレームも含んでいな
いという事実によって本発明の第１及び第２の実施例とは異なっている。この変更に従い
、このプラットフォーム要素２０Ａに適用される持上げ方法も、以下に説明するように、
本発明の第１及び第２の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａに適用される持上げ方
法とは異なっている。
【００５４】
　プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の基部領域において組み立てられた後、このプ
ラットフォーム要素が、ブラケットアセンブリ２（図１参照）の積荷支持部５に取り付け
られた持上げケーブルに結合される。そして、ロータ１２の２つのブレード１５及びハブ
１３も地面において組み立てられ、ナセル１１へ結合される。そして、このアセンブリは
、持ち上げられ（すなわち従来のクレーンを用いて）、そり２７上でプラットフォーム要
素２０Ａの頂部に配置される。ロータ１２の第３のブレード１５は、タワー１の基部の近
傍における地面で置かれたままである。
【００５５】
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　次のステップでは、プラットフォーム要素２０Ａ（その上にナセル１１及び２つのブレ
ードのロータを有する）が持上げケーブル９を用いて持ち上げられる。ある高さへ到達し
た後、持上げは停止され、サービスクレーン３０又は他の適当な装置が、残りの第３のロ
ータブレード１５を持上げるため、及びこれをロータのハブ１３へ結合するために用いら
れる。図１３は、ロータ１２が完全に組み立てられた後の持上げ方法のこのステップを示
している。
【００５６】
　図１４において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の頂部領域
に達した後、ナセル及びロータ１２をその最終位置において取り付けることを可能とする
ために持上げ操作を停止させることが可能である。また、本発明のプラットフォーム要素
２０Ａの第３の実施例により、ブラケットアセンブリ２を、この位置におけるプラットフ
ォーム要素２０Ａを保持し、固定するために用いることが可能である。しかし、他の方法
も同様に用いることが可能である。そして、アセンブリであるナセル－ロータを有するそ
り２７は、ナセル１１及びロータ１２が図１５に示されたその最終位置へ達するまで、（
図１４において矢印で表されているように）タワー１へ向けて転動又は摺動することが可
能である。ナセル１１及び／又はロータ１２の正確な位置を達成するために、調整ジャッ
キ２９を微調整に用いることが可能である。
【００５７】
　ロータ１２及びナセル１１がその最終位置へ配置された後のプラットフォーム要素２０
Ａの下降は、本発明の第１及び第２の実施例による持上げ装置の下降と同様である。
【００５８】
　本発明の第３の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａも移動可能な複数のカウンタ
ウェイトを含んでいることが言及されるべきであり、これらカウンタウェイトは、上昇プ
ロセス全体の間にほぼ同一の位置又はあらかじめ設定された位置に重心を維持するために
用いられることが可能である。
【００５９】
　図１６～図２０には、本発明の第４の実施例によるアセンブリ２０及び方法が図示され
ている。ここでも、本発明の第１、第２及び第３の実施例のプラットフォーム要素２０Ａ
とかなり類似したプラットフォーム要素２０Ａを用いるものである。特に、本発明のこの
第４の実施例も、図１に示されたブラケットアセンブリ２に依存するとともに、対応する
プラットフォーム要素２０Ａも、一般的に、本発明の第１、第２及び第３の実施例による
プラットフォーム要素２０Ａと同様にフレームの形状を有している。また、プラットフォ
ーム要素２０Ａの構造は、一般に、第１の実施例のプラットフォーム要素２０Ａの構造と
類似しているが、Ｃ字状のフレーム２３の代わりにそり２７に類似した支持フレーム５０
（図１８～図２０において良好に視認可能）を含む点で異なる。
【００６０】
　本発明のこの第４の実施例のプラットフォーム要素２０Ａを用いる、タワー１の頂部領
域へのナセル１１及びロータ１２の持上げの方法は、以下のステップを含んでいる。
【００６１】
　図１６において見て取れるように、プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の基部領域
において組み立てられる場合、このプラットフォーム要素は、ブラケットアセンブリ２の
積荷支持部５に取り付けられた持上げケーブル９に結合される。そして、ロータ１２の２
つのブレード１５及びハブ１３も地面において組み立てられるとともに、支持フレーム５
０に配置される。ナセル１１は、そり２７上に配置される（第１の実施例のプラットフォ
ーム要素２０Ａが用いられる場合と同様）。そして、残りの第３のブレード１５が、適当
な手段例えばケーブル５５を用いてプラットフォーム要素２０Ａに結合される。ケーブル
は、リール又は支持フレーム５０に取り付けられた適当な持上げ装置５６（図１９参照）
に結合されている。
【００６２】
　そして、プラットフォーム要素２０Ａは、本発明の第１の実施例に関連して記述された
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方法で持ち上げられる。しかしながら、プラットフォーム要素２０Ａの持上げ操作中には
、ロータ１２を平坦な位置（すなわち地面に対してほぼ水平）から直立位置へ回転させる
必要がある。これを踏まえて、本発明の第４の実施例による方法は、一般に、上述の第２
の実施例の方法に類似して機能する。
【００６３】
　一般的なケースでは、ブレード１５は、このブレード１５が重力の影響の下で直立位置
に適合するよう自動的に強いられるようにケーブル５５に吊るされる。しかしながら、サ
ービスクレーン３０又はこれに類する装置は、ブレード１５の配向の調整を補助するため
に用いられることも可能である。位置調整は、ブレード１５が完全に直立位置（すなわち
地面に対して垂直）に達した後に完了する。
【００６４】
　図１８に示すように、プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の頂部領域へ達するとき
に、ナセル１１及びロータ１２をその最終位置において取り付けることを許容するために
持上げ操作が停止される。必要があれば、プラットフォーム要素２０Ａをブラケットアセ
ンブリ２に対して固定することが可能である。そして、ナセル１１は、その最終位置まで
そり２７を用いてタワー１へ向けて摺動又は転動される。調整ジャッキは、完全に正確な
位置を達成するために用いられることが可能である。そして、ナセル１１は、そり２７か
らタワー１の頂部へ搬送される。
【００６５】
　次のステップでは、ロータのための支持フレーム５０に結合されたそりも、ロータ１２
がその最終位置へ達するまで、（図１９における矢印で示されているように）タワー１へ
向けて移動される。調整ジャッキは、ロータ１２が容易にナセル１１に結合され、取り付
けられるようにナセル１１に関してロータ１２の位置を微調整するために用いられる。
【００６６】
　最後の組立ステップは、図２０に示されている。持上げ装置５６は、支持フレーム５０
から吊るされた第３のロータブレード１６を所定の位置へ持ち上げるために用いられる。
タグライン装置又はこれに類する手段をロータ１２に関するブレード１５の位置を微調整
するために用いることが可能である。正確な位置がひとたび達成されると、ブレード１５
は、ハブ１３に結合される。
【００６７】
　ロータ１２及びナセル１１がその最終位置へ配置された後のプラットフォーム要素２０
Ａの下降は、本発明の第１の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａの下降と同様であ
る。また、上述の実施例と同様に、移動可能なカウンタウェイトを、上昇プロセス全体の
間にほぼ同一の位置又はあらかじめ設定された位置に重心を維持するために設けることが
可能である。
【００６８】
　本発明によるアセンブリ及び方法の第５の実施例が図２１～図２６に示されている。本
発明によるアセンブリ及び方法の第５の実施例は、特に、風力タービンの沖合での設置及
び建造に適している。しかし、これらアセンブリ及び方法を、他の類似の構造に関連して
用いることも可能である。
【００６９】
　本発明の第５の実施例のこの特別な応用によれば、タワー１は、地面上に配置されてい
るわけではなく、本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａを有する図１
の風力タービンタワーの基部領域を示す図２１に示されているように、持上げプロセスの
開始前に対応する沖合プラットフォーム１００又はこれに類するものの上へ配置される。
図２１において見て取れるように、本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素２
０Ａは、本発明の上述の最初の４つの実施例におけるプラットフォーム２０Ａとかなり類
似している。しかし、第５の実施例のアセンブリ２０に関連して上述の実施例のうちいず
れかのプラットフォーム要素２０Ａを用いること、及びその逆も考えられる。
【００７０】
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　本発明の第５の実施例の主な特徴は、図２２において見て取れるように、上方から持ち
上げられるべき負荷要素（例えばナセル１１）を支持するために用いられるポータルフレ
ーム７０の存在である。このポータルフレーム７０の移動は、（ハブ軸に対する）長手方
向よりもむしろ横方向である。このポータルフレーム７０は、第２の実施例におけるポー
タルフレーム２１０にいくらか類似しているが、異なるように建造されることも可能であ
る。
【００７１】
　他方、図１のものと類似したブラケットアセンブリ２もタワー１の頂部に設けられてい
る（このブラケットアセンブリ２は図２２において部分的に視認可能である）。このブラ
ケットアセンブリ２は、本発明の上述の実施例におけるブラケットアセンブリ２と同様の
機能を有しているが、わずかに異なる構造を有してもよい。
【００７２】
　本発明の第５の実施例による持上げ方法は以下のステップを有している。
【００７３】
　プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の基部領域に配置された後、ナセル１１及びロ
ータ１２のハブ１３が共に組み立てられ、外部の従来のクレーン３０を用いてプラットフ
ォーム要素２０Ａ上に支持ポータルフレーム７０と共に配置される。図２２において示さ
れているように、このクレーンは、フローティングプラットフォームに取り付けられるこ
とができる。
【００７４】
　忘れてはならないのは、本発明の第５の実施例によるプラットフォーム要素２０Ａも、
好ましくは、重心のほぼ一定の位置又はあらかじめ設定された位置を保証するために用い
られ得る移動可能なカウンタウェイトを含むことが可能であるという詳細である。
【００７５】
　図２３及び図２４に示された次のステップにおいては、プラットフォーム要素２０Ａは
、ハブ１３及びポータルフレーム７０に結合されたナセル１１と共にタワー１の基部領域
とタワー１の頂部領域の間の中間位置に到達するまで持ち上げられる。この位置では、ロ
ータ１２のブレード１５が好ましくは外部のクレーン３０を用いて組み立てられる。ロー
タ１２がひとたび完全に組み立てられると、プラットフォーム要素２０Ａの持上げプロセ
スは、プラットフォーム要素２０Ａがタワー１の頂部領域へ到達するまで再開されること
が可能である。
【００７６】
　持上げプロセス中に、カウンタウェイトは、重心をほぼ一定に、又はあらかじめ設定さ
れた位置に維持するために調整される。タワー１の頂部に至ると、必要であれば、プラッ
トフォーム要素２０Ａが再びブラケットアセンブリ２に対して固定される。
【００７７】
　そして、ポータルフレーム７０と共にナセル１１及びロータ１２は、タワー１の上方の
最終位置へ至るまでプラットフォーム要素２０Ａの頂部上を変位される。この移動は、図
２５Ａ及び図２５Ｂにおいて良好に図示されている。そして、調整ジャッキは、タワー１
の頂部へ搭載されることができるナセル－ロータアセンブリの正確な位置を微調整するた
めに用いられる。積荷（ナセル１１及びロータ１２）の変位は、カウンタウェイトの対応
する調整によって追従される。
【００７８】
　図２６に示された次のステップにおいては、ナセル１１の支持そりも、ナセル１１及び
ロータ１２をすっきりさせるために摺動又は転動によって移動される。プラットフォーム
要素２０Ａがタワー１の基部領域へ下降されるときに、ポータルフレーム７０は除去され
る。
【００７９】
　最後に、本発明は、高い構造物を本来あるべきように直立させるための好ましい方法に
おいて用いられ得る複数のアセンブリ及び方法に関するものである。本発明の第６及び第
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７の実施例は、本発明のこの用途に関するものである。
【００８０】
　本発明の第６の実施例は図２７～図３３に示されている。
【００８１】
　図２７は、タワー１の基部領域における本発明の第６の実施例によるプラットフォーム
要素２０Ａを示すものである。図２７において見て取れるように、（図１を参照して記述
されたブラケット要素３に類似する）タワー支持ブラケット要素８１を有するブラケット
アセンブリ２を含むプラットフォーム要素２０Ａは、タワー１の基部領域において組み立
てられる。従来のクレーン又はこれに類する装置は、このアセンブリを取り付けるために
用いられ得る。ブラケット要素８１は積荷持上げ段階中に持ち上げられた重量を支持する
ため、これらブラケット要素は、タワー１に適切に保持される必要がある。この目的のた
めに、タワーへのブラケット要素８１の結合は、ピンシステム又はこれに類するものを用
いて保証される必要がある。
【００８２】
　本発明のこの実施例においては持上げケーブルは不要であるが、ブラケット要素からタ
ワー１の基部領域へ垂直に吊るされたこのようなケーブルを設けることができる。本発明
の上述の実施例のように、これら持上げケーブルは、タワー１の基礎へ結合可能であるか
、結合可能でない。そして、ポータルフレーム８２（図２８に図示）は、プラットフォー
ム要素２０Ａにおいて組み立てられる。
【００８３】
　持上げプロセス及びタワー１の直立プロセスは、以下のようになされる（図２８及び図
２９はこのプロセスの中間段階を示し、図２７に示す段階に直接つづくものではないこと
に留意されたい）：新たなタワーセグメント１Ａが部分的に完成されたタワーの基部領域
へ搬送される。ポータルフレーム８２及び持上げケーブル９０００（図２８参照）を用い
ることで、この新たなタワーセグメント１Ａが持ち上げられ、プラットフォーム要素２０
Ａに配置される。この目的のために、持上げ装置８３（例えばウインチ又はこれに類する
もの）がタワーセグメント１Ａを有する持上げケーブル９０００を引っ張るために用いら
れる。本発明の他の実施例に関連して上述したように、プラットフォーム要素２０Ａは、
重心のほぼ安定した位置又はあらかじめ設定された位置を保証するために用いられる可動
のカウンタウェイトを有することができる。
【００８４】
　本発明の他の実施例に関連して説明したタワー構成要素の移動と類似したように、タワ
ーセグメント１Ａは、（図３０において示されているように）既に組み立てられたタワー
１の一部の上方における最終位置までプラットフォーム要素２０Ａの頂部においてそり装
置上を摺動又は転動によって移動される。調整ジャッキ又は他の適当な手段は、いまやタ
ワーセグメント１Ａの正確な位置の達成のために用いられることができる。ここでも、プ
ラットフォーム要素２０Ａにおけるカウンタウェイトは、ほぼ変化なく又はあらかじめ設
定された位置に重心の位置を維持するために調整される必要があり得る。
【００８５】
　そして、図３１における図示によれば、持上げ装置８３（例えばウインチ又はこれに類
するもの）は、タワーセグメント１Ａをタワー１の頂部へ搭載するために用いられる。そ
して、ポータルフレーム８２は、タワーセグメント１Ａから取り外され得る。そして、ポ
ータルフレーム８２は、ジャッキ８４又は他の適当な手段を用いるプラットフォーム要素
２０Ａにリンク結合される。同時に、ポータルフレーム８２は支持ジャッキ８５又は他の
適当な手段を介してタワー１の頂部に結合される。そして、これら支持ジャッキ８５（又
はこれに類する手段）は、タワー１から取り外されることができる（図３１において視認
可能）。
【００８６】
　そして、ポータルフレーム８２とプラットフォーム要素２０Ａの間に配置されたリンク
ジャッキ８４は、ブラケット要素８１を含むプラットフォーム要素２０Ａを持ち上げるた
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めに用いられ、ブラケット要素は、タワー１に係合していない。タワー１の組み立てられ
た部分の頂部において最終位置がひとたび達成されると、ブラケット要素８１は上述のよ
うに再びタワー１に保持される。構造全体は、（図３２に図示されているように）ブラケ
ット要素８１から搭載されることが可能である。このとき、支持ジャッキ８５（又はこれ
に類する装置）は取り外される。
【００８７】
　方法の次のステップでは、ポータルフレーム８２とプラットフォーム要素２０Ａの間の
上述のリンクジャッキ８４は、（図３３に図示されているように）ポータルフレームを持
上げ、その側方へ変位できるように用いられる。そして、この方法は、更に全てのタワー
セグメント１Ａが取り付けられ、タワー１が完全に直立されるまで図２８において開始さ
れるステップを繰り返すことで実行され得る。
【００８８】
　本発明の第７の実施例が模式的に図３４～図４３に示されている。
【００８９】
　本発明のこの第７の実施例では、より高いタワーセグメント１Ｂがタワー１の直立のた
めに用いられる。この目的のために、本発明の上述の実施例に関連して用いられるブラケ
ットアセンブリに類似するブラケットアセンブリは、部分的に直立されたタワー１（図３
５参照）に取り付けられる。主な違いは、この実施例では長手方向のプラットフォームの
形状をも有するブラケット要素９０の形状である。
【００９０】
　ブラケットアセンブリ要素９０は、ここでも自己上昇式のものであるか、又は適切な持
上げ装置（例えば従来のクレーン）によって取り付けられ得る。ブラケット要素９０も、
積荷持上げプロセス中に持上げられた重量を支持するために設計されており、そのために
、ブラケット要素はタワー１へ適切に固定される。この目的のために、タワーへのブラケ
ット要素９０の結合はピンシステム又はこれに類するものを用いて保証され得る。ブラケ
ット要素９０のそれぞれは、２つ又はそれ以上の結合点によってタワー１へ結合され得る
。図１の持上げケーブル９に類似する持上げケーブル９１は、ブラケット要素９０のそれ
ぞれ１つに取り付けられている。
【００９１】
　図３４に図示された本発明のこの第７の実施例による方法の次のステップでは、プラッ
トフォーム要素２０Ａがタワー１の基部領域において組み立てられ、そして、持上げケー
ブル９１に結合される。２つのタワーセグメント１Ｂは、適当な持上げ方法を用いるプラ
ットフォーム要素２０Ａに取り付けられる。これらタワーセグメント１Ｂのそれぞれ１つ
がその頂部において上述のようにブラケットアセンブリを保持することに留意されたい。
図３４において見て取れるように、タワーセグメント１Ｂのそれぞれ１つは、サポートフ
レーム９５によってプラットフォーム要素２０Ａにおいて支持されている。プラットフォ
ーム要素２０Ａの頂部における２つの支持フレーム９５のそれぞれ１つは、適切な変位又
は運動手段（例えば油圧ジャッキ又はこれに類するもの）によってプラットフォーム要素
２０Ａの頂部において側方に移動可能なそり９４上に配置されている。
【００９２】
　そして、タワーセグメント１Ｂを有するプラットフォーム要素２０Ａは、本発明の第１
の実施例に関連して説明したものと類似した形態で部分的に直立されたタワー１の頂部に
到達するまで持ち上げられる。方法のこの段階は、図３６に示されている。この位置がひ
とたび達成されると、プラットフォーム要素２０Ａは、タワー１の頂部におけるブラケッ
ト要素９０と好ましくは強固に接続されることができる。そして、第１のタワーセグメン
ト１Ｂは、その最終位置へ至るまでプラットフォーム要素２０Ａの頂部における対応する
そり９４上で横方向に及び／又は垂直方向に変位（例えば摺動）可能である。そして、調
整ジャッキは、既に直立されたタワー１の部分に関してタワーセグメント１Ｂの正確な位
置を達成するために用いられる。
【００９３】
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　そして、図３７に示されているように、タワーセグメント１Ｂは部分的に組み立てられ
たタワー１の頂部へ搭載される。この第１のタワーセグメント１Ｂがひとたび配置される
と、このタワーセグメントは、タワー１をすっきりさせるプラットフォーム要素２０Ａの
側方における初期位置に到達するまで、固定されていない支持フレーム９５が対応するそ
り９４上を移動し得るように、対応する支持フレーム９５から取り外されることができる
。
【００９４】
　本発明の他の全ての実施例のように、持上げ装置２０のプラットフォーム要素２０Ａに
おけるカウンタウェイトは、持上げ装置２０の積荷補償を調整するため、したがってほぼ
一定な又はあらかじめ設定された重心を維持するために用いられ得る。
【００９５】
　そして、図３８に示されているように、方法の次のステップにおいては、プラットフォ
ーム要素２０Ａが新たに建造されたタワー１の一部の頂部においてブラケットアセンブリ
に結合される。持上げ装置（例えばウインチ）９６は、（新たに取り付けられたタワーセ
グメント１Ｂの頂部に対応する）タワー１の頂部へ持上げケーブル９１を引き上げるため
に用いられる。
【００９６】
　図３９及び図４０には、本発明のこの実施例による方法の次のステップが示されている
。
【００９７】
　より具体的には、図３９及び図４０には、残りのタワーセグメント１Ｂと共にプラット
フォーム要素をタワー１の頂部における取付レベルまで持ち上げるためにいまやタワー１
の頂部に固定されている持上げケーブル９１の使用が示されている。このレベルがひとた
び達成されると、プラットフォーム要素は好ましくは対応するブラケットアセンブリに強
固に結合され得る。
【００９８】
　プラットフォーム要素２０Ａがひとたび取付レベルに固定されると、最終位置に到達し
、そして図４１に示されているようにタワー１の頂部へ搭載されるまで、残りのタワーセ
グメント１Ｂがプラットフォーム要素２０Ａにおいて対応するそり９４上で変位する。方
法のこれらステップは、第１のタワーセグメント１Ｂが変位され、タワー１の頂部に搭載
される形態に対応する。調整ジャッキは、ここでもタワーセグメント１Ｂの位置を微調整
するために用いられる。セグメント１Ｂの変位は、ほぼ一定に又はあらかじめ設定された
位置に重心を維持するためのプラットフォーム要素２０Ａ上のカウンタウェイトの調整に
よって相殺される。持上げ装置（例えばウインチ）９６は、（新たに取り付けられたタワ
ーセグメント１Ｂに対応する）タワー１の頂部へ持上げケーブル９１を引き上げるために
用いられる。
【００９９】
　本発明の第７の実施例による方法の最後のステップは、図４２及び図４３に示されてい
る。より具体的には、タワー１の頂部に固定された持上げケーブルは、プラットフォーム
要素２０Ａを支持する第１の組のブラケット要素が取り外され、プラットフォーム要素２
０Ａから吊るされるように、プラットフォーム要素２０Ａをわずかに持ち上げるために用
いられる。そして、プラットフォーム要素は、ブラケット要素の第２の組もプラットフォ
ームから吊るされるまで持上げケーブル上へ下降される。最後に、プラットフォーム要素
２０Ａは通常のように地面へ下降されることができる。
【０１００】
　説明される実施は、例によってのみ得られ、方法及び装置は他の形態で実施されること
ができる。例えば、技術は、タワーの頂部への風力タービン構成要素を持ち上げることに
ついての詳細において記述されているが、本発明の実施例による方法は高い建造物におけ
る持ち上げられた領域へ大きな積荷を持ち上げるために用いられることが可能である。タ
ワーは、典型的には鉄筋コンクリート構造であり得るか、又は金属若しくは複合材料で建
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造され得る。また、タワー１は必ずしも円形状の要素で構成される必要はない。この代わ
りに、他の外形のセグメント１Ａ及び１Ｂ、特にだ円状又は長方形状のタワーが用いられ
得る。さらに、オープン及びトラスタイプの構造物及び／又はセグメントも可能である。
【０１０１】
　本発明が図面及び上記説明において詳細に図示及び記述された一方、このような図示及
び説明は、説明上のものであるとともに例示的なものであることに留意すべきであり、制
限的に本発明が開示された実施例に限定して考慮されるべきではない。他の実施例及びバ
リエーションは、特許請求された発明の実施時に図面、明細書及び添付の請求項の検討に
基づいて当業者によって達成され得るものである。
【０１０２】
　請求項において、「含む」という単語は、他の要素又はステップを除外するものではな
く、冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外するものではない。異なる特徴が相互に異なる
請求項において記述されているという単なる事実は、これら特徴の組合せが有利に用いら
れないということを示すものではない。請求項におけるいかなる参照符号も本発明の範囲
を制限するように解釈されるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】
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