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(57)【要約】
　風力タービンブレードの強化構造体９が、Ｕ字形状チ
ャネル２８内で支持される引抜き成形繊維複合材ストリ
ップ層３１の細長いスタック２７の形態にある。各層３
１の長さはスタックの端部においてテーパーを形成する
ように僅かに異なる。スタック２７の中央部は５つの層
３１を有し、各端部は単一の層３１を有する。各層３１
の端部は面取りされ、スタックは、スタック２７の全長
を延在する薄い可撓性の引抜き成形繊維複合材ストリッ
プ３３によってコートされる。強化構造体９はブレード
の外側シェル内の曲路に沿って延在する。金型３７内で
のブレード構成部材の構築中、強化構造体９は、チャネ
ル２８を金型３７内の細長いウェッジ２９の表面に沿っ
て曲路に沿って摺動させることによって金型３７に挿入
される。ウェッジ２９は、強化構造体９を所望の位置に
案内するように、ウェッジ２９の長さに沿ってその位置
における通路の湾曲に応じた或る角度で向き付けられる
。ブレードの外側シェルの領域は強化構造体９のどちら
の側でも構造発泡材１７によって充填され、強化構造体
９及び発泡材１７は、双方とも、内板１８と外板１９と



(2) JP 2015-500942 A 2015.1.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略中空構造であり、対向する第１のシェル半体及び第２のシェル半体から形成される風
力タービンブレードであって、
　各シェル半体は、内板及び外板と、前記内板と前記外板との間に位置付けられる第１の
細長い強化構造体及び第２の細長い強化構造体とを備え、
　各強化構造体は前記ブレードの長さ方向に沿って延在して層のスタックを備え、
　各スタックは前記ブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
　各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、その幅は前記ブレードの長さ方
向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも１つ
の事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
　各シェル半体は、前記内板及び前記外板間に配置されるとともに、（ａ）前記第１の細
長い強化構造体と前記第２の細長い強化構造体との間に、（ｂ）前記第１の細長い強化構
造体から前記ブレードの前縁に向かって、（ｃ）前記第２の細長い強化構造体から前記ブ
レードの後縁に向かって延在するコア材料を更に備え、
　前記風力タービンブレードは、前記第１のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少
なくとも１つと、前記第２のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも１つと
の間に延在する細長いウェブを更に備える風力タービンブレード。
【請求項２】
　請求項１に記載の風力タービンブレードであって、前記細長い強化構造体と前記コア材
料とは前記風力タービンブレードの前記表面に対して略垂直である当接縁を画定する風力
タービンブレード。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の風力タービンブレードであって、各シェル半体内で、前記外板
と前記細長い強化構造体のうちの少なくとも１つとの間に位置付けられる事前硬化メッシ
ュを更に備える風力タービンブレード。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、各シェル半体
内で、前記内板と前記細長い強化構造体のうちの少なくとも１つとの間に位置付けられる
事前硬化メッシュを更に備える風力タービンブレード。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記シェル半
体のうちの少なくとも一方内で、前記外板と前記細長い強化構造体のうちの１つ及び前記
コア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービン
ブレード。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記シェル半
体のうちの少なくとも一方内で、前記内板と、前記細長い強化構造体のうちの１つ及び前
記コア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービ
ンブレード。
【請求項７】
　請求項３から６のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記又は各事
前硬化メッシュはガラス織布と事前硬化樹脂とから形成される風力タービンブレード。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記スタック
の前記厚さが少なくとも一方の端部に向かってテーパーになるように、前記層は異なる長
さを有する風力タービンブレード。
【請求項９】
　請求項８に記載の風力タービンブレードであって、各層の前記２つの端部のうちの少な
くとも一方は面取りされている風力タービンブレード。
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【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、各層は前記層
の前記全幅にわたって延在する単一の引抜き成形繊維複合材ストリップを備える風力ター
ビンブレード。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の風力タービンブレードあって、各層は複数の
引抜き成形繊維複合材ストリップを備える風力タービンブレード。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の風力タービンブレードであって、前記複数の引抜き成形繊維複合材
ストリップは前記層内のストリップの並列構成を有する風力タービンブレード。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックの各層内の前記スト
リップの長手方向縁は他の層にある前記ストリップの縁と位置合わせされる風力タービン
ブレード。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックの各層内の前記スト
リップの長手方向内側縁は前記又は各隣接する層内の前記ストリップの前記長手方向内側
縁に対してジグザグに変位している風力タービンブレード。
【請求項１５】
　請求項１１から１４のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記複数
の引抜き成形繊維複合材ストリップは、端と端とをつなげて配置される複数のストリップ
を備える風力タービンブレード。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記スタッ
クは前記スタックの全長を延在する被覆層を更に備える風力タービンブレード。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の風力タービンブレードであって、前記被覆層の厚さは前記スタック
内の他の層の厚さよりも実質的に薄い風力タービンブレード。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記引抜き
成形繊維複合材ストリップは、カーボン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、並びに、木質
繊維及び有機繊維を含む天然繊維から選択される繊維から形成される風力タービンブレー
ド。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記層のス
タックを支持する細長い支持部材を更に備える風力タービンブレード。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の風力タービンブレードであって、前記支持部材は略Ｕ字形状の断面
を有するチャネルを有し、前記層のスタックは前記チャネル内で支持される風力タービン
ブレード。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載の風力タービンブレードであって、前記支持部材はガラス強
化プラスチック（ＧＲＰ）材料から形成される風力タービンブレード。
【請求項２２】
　請求項１から２１のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記ウェブ
は弾性材料から形成される風力タービンブレード。
【請求項２３】
　請求項１から２２のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、内部に細長
い強化構造体を支持できる、略Ｕ字形状の断面を有する少なくとも１つの細長いチャネル
を有する風力タービンブレード。
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【請求項２４】
　請求項１から２３のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記内板及
び前記外板は、前記コア材料及び前記強化構造体にわたって略途切れることなく延在する
風力タービンブレード。
【請求項２５】
　略中空構造であり、対向する第１のシェル半体及び第２のシェル半体から形成される風
力タービンブレードを製造する方法であって、
　内板及び外板から各シェル半体を構築することと、
　前記ブレードの長さ方向に沿って延在するように、前記外板に第１の細長い強化構造体
及び第２の細長い強化構造体を位置付けることであって、
　各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックは前記ブレードの表面に対して略垂直
な方向に延在する厚さを有し、
　各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、前記幅は前記ブレードの長さ方
向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも１つ
の事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備える、前記外板に第１の細長い強
化構造体及び第２の細長い強化構造体を位置付けることと、
　各シェル半体内で、（ａ）前記第１の細長い強化構造体と前記第２の細長い強化構造体
との間に、（ｂ）前記第１の細長い強化構造体から前記ブレードの前縁に向かって、（ｃ
）前記第２の細長い強化構造体から前記ブレードの後縁に向かって延在するように前記外
板上にコア材料を配置することと、
　前記第１の細長い強化構造体及び前記第２の細長い強化構造体並びに前記コア材料の上
面に前記内板を配置することと、
　前記第１のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも１つと、前記第２のシ
ェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも１つとの間に延在するように細長いウ
ェブを配置することと、
を含む方法。
【請求項２６】
　略中空構造であり、第１のシェル半体及び第２のシェル半体を備える風力タービンブレ
ードを製造する方法であって、
　第１の細長い金型半体及び第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの外板
用の１つ又は複数の繊維布を配置することと、
　前記第１の細長い金型半体及び前記第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞ
れの前記金型半体の長さ方向に沿って延在するように、前記外板用の前記繊維布上に第１
の細長い強化構造体及び第２の細長い強化構造体を位置付けることであって、
　各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはそれぞれの前記金型半体の表面に対
して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
　各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、前記幅はそれぞれの前記金型半
体の長さ方向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少な
くとも１つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
　それぞれの前記金型半体のそれぞれ内で、（ａ）前記第１の細長い強化構造体と前記第
２の細長い強化構造体との間に、（ｂ）前記第１の細長い強化構造体からそれぞれの前記
金型半体の前縁に向かって、（ｃ）前記第２の細長い強化構造体からそれぞれの前記金型
半体の後縁に向かって延在するように前記外板用の前記繊維布上にコア材料を配置するこ
とと、
　第１の細長い金型半体及び第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、前記第１の細長
い強化構造体及び前記第２の細長い強化構造体並びに前記コア材料の上面にそれぞれの内
板用の１つ又は複数の繊維布を配置することと、
　前記第１の金型半体及び前記第２の金型半体内に樹脂を供給することと、
　続いて、前記第１のシェル半体及び前記第２のシェル半体を形成するように前記樹脂を
硬化させることと、
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を含む方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法であって、続いて、前記金型半体のうちの一方に細長いウェブ
を配置することと、前記細長いウェブが、前記第１のシェル半体にある前記強化構造体の
うちの少なくとも１つと前記第２のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも
１つとの間に延在するように、前記第１の金型半体を第２の金型半体の上方の位置に枢動
させることとを含む方法。
【請求項２８】
　請求項２６又は２７に記載の方法であって、前記金型半体のうちの少なくとも一方内で
、前記外板と前記細長い強化構造体のうちの１つ及び前記コア材料の当接領域との間に事
前硬化メッシュを位置付けることを更に含む方法。
【請求項２９】
　請求項２６から２８のいずれか一項に記載の方法であって、前記金型半体のうちの少な
くとも一方内で、前記内板と前記細長い強化構造体のうちの１つ及び前記コア材料の当接
領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを更に含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力タービンのローターブレード及び風力タービンブレードを製造する方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常の風力タービンが図１に示されている。風力タービン１は、タワー２と、タワー２
の頂部に取り付けられるナセル３と、ナセル３内の発電機５に動作可能に連結されるロー
ター４とを備える。風力タービン１は風の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する。
発電機５に加えて、風力エネルギーを電気エネルギーに変換するのに必要な種々の構成部
材と、また、風力タービン１を動作させるとともに風力タービン１の性能を最適化するの
に必要な種々の構成部材とをナセル３は収容する。タワー２は、ナセル３と、ローター４
と、ナセル３内の他の風力タービン構成部材とによって生じる荷重を支持する。
【０００３】
　ローター４は、中央ハブ６と、中央ハブ６から径方向外方に延び、略平面形状である３
つの細長いローターブレード７ａ、７ｂ、７ｃとを備える。動作の際、ブレード７ａ、７
ｂ、７ｃは、通過する空気流と相互作用して、中央ハブ６を中央ハブ６の長手方向軸の回
りに回転させる揚力を生成するように構成される。最小レベルを超える風速によりロータ
ー４が作動し、風の方向に対して略垂直な平面内でローター４が回転することが可能にな
る。回転は発電機５によって電力に変換され、通常、電力供給網に供給される。
【０００４】
　従来のローターブレードは、外側シェルと、略矩形の断面の内側で中空の細長い翼桁と
から作製される。翼桁は回転するブレードから風力タービンのハブに荷重を伝達する役割
を果たす。このような荷重は、ブレードの円運動から生じてブレードの長さに沿って方向
付けられる引張荷重及び圧縮荷重と、風から生じてブレードの厚さに沿って、すなわちブ
レードの風上側から風下側に方向付けられる荷重とを含む。
【０００５】
　外側シェルに高引張強度を有する１つ又は複数の繊維強化構造体を組み込むことにより
、内側翼桁の必要性を回避する代替的なタイプのローターブレードが既知である。１つ又
は複数の繊維強化構造体はブレードの長さ方向に沿って延在する。このような構成の例は
特許文献１及び特許文献２に記載されている。また、他の構成が特許文献３及び特許文献
４に記載されている。
【０００６】
　これらの構成では引抜き成形繊維材料ストリップが使用される。引抜き成形は押出し成
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形と同様の連続プロセスである。引抜き成形では、繊維が液体樹脂の供給部から引き抜か
れ、次にオープンチャンバーにおいて加熱され、オープンチャンバーにおいて樹脂が硬化
される。プロセスは連続的であるため、その結果得られる硬化繊維材料は一定の断面を有
し、一旦形成された材料はいかなる任意の長さに切断してもよい。このようなプロセスは
特に安価であり、したがって、風力タービンブレードの強化構造体の製造にとって魅力的
な選択肢である。
【０００７】
　硬化された引抜き成形ストリップの使用により、非硬化繊維が風力タービンブレードの
部分を形成するように金型に注入される従来の構成に関連する問題が克服される。ここで
、従来の構成では繊維が不整列になるリスクがある。
【０００８】
　さらに、引抜き成形ストリップは風力タービンブレードの回転中に生じる非常に高い曲
げモーメントを吸収する性質を有する。
【０００９】
　上記の２つの既知の構成では、比較的多くの別個の部材を用いて強化構造体が形成され
る。各部材は、シェルの構造内で別個に位置決めされなければならない。
【００１０】
　より単純な構造であり、ひいては製造するのがより安価である、この代替的なタイプの
風力タービンブレード用の好適な強化構造体を提供することが望ましい。
【００１１】
　特許文献５は樹脂を含浸させた積層繊維布から形成される細長い構成部材を備える風力
タービンブレードを記載している。
【００１２】
　しかし、この構成では、繊維布はその場で硬化される。このことは、成形の前に、布が
慎重に位置決めされ、シェルの表面上で正確に向き付けられることを必要とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】欧州特許第１５２０９８３号
【特許文献２】国際公開第２００６／０８２４７９号
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１２／００１４８０４号
【特許文献４】国際公開第２０１１／０８８３７２号
【特許文献５】米国特許出願公開第２００９／０２６９３９２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、既知の風力タービンブレードの上記不都合点のいくつか若しくは全てを、
克服又は少なくとも軽減する風力タービンブレードを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　したがって、本発明の第１の態様によれば、略中空構造であり、対向する第１のシェル
半体及び第２のシェル半体から形成される風力タービンブレードであって、各シェル半体
は、内板及び外板と、内板と外板との間に位置付けられる第１の細長い強化構造体及び第
２の細長い強化構造体とを備え、各強化構造体はブレードの長さ方向に沿って延在して層
のスタックを備え、各スタックはブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを
有し、各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、その幅はブレードの長さ方向に
対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも１つの事前硬化さ
れた引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、各シェル半体は、内板及び外板間に配置さ
れるとともに、（ａ）第１の細長い強化構造体と第２の細長い強化構造体との間に、（ｂ
）第１の細長い強化構造体からブレードの前縁に向かって、（ｃ）第２の細長い強化構造
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体からブレードの後縁に向かって延在するコア材料を更に備え、風力タービンブレードは
、第１のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも１つと、第２のシェル半体にあ
る強化構造体のうちの少なくとも１つとの間に延在する細長いウェブを更に備える風力タ
ービンブレードが提供される。
【００１６】
　スタックは、風力タービンブレード内で翼桁キャップとして機能する。各スタックの幅
は、使用の際、ブレード内でブレードの表面に対して略平行な平面内で略翼弦方向に延在
することが好ましい。各スタックは、ブレードの長さ方向に対して横断方向に向く断面が
長方形の形状を有することが好ましい。スタックの厚さは矩形の短辺に対して平行であり
、矩形の幅は矩形の長辺に対して平行である。
【００１７】
　ウェブは、ブレードの長さ方向に細長い。ウェブは、第１のシェル半体にある強化構造
体のうちの少なくとも１つと、第２のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも１
つとの間で横断方向に延在する。以下で例示するように、ブレードは、２つのＩ字形状又
はＣ字形状のウェブを有することができ、このウェブはそれぞれが、第１のシェル半体に
ある強化構造体のうちの１つと、第２のシェル半体にある強化構造体のうちの１つとの間
に延在する。他の実施形態のうちのいくつかを以下で記載するが、それらの実施形態にお
いて、ブレードは、第１のシェル半体にある２つの強化構造体と、第２のシェル半体にあ
る２つの強化構造体との間に延在するＸ字形状断面を有するウェブを有する。
【００１８】
　各シェル半体内に少なくとも２つのこのような強化構造体を設けることの主な技術的利
点は、風力タービンブレードの湾曲から生じる。所望の湾曲を達成するために、シェル半
体を製造するのに用いる金型の内面も湾曲している。これにより、成形プロセス中に、対
応する湾曲が内板及び外板に伝達される。スタックの上面及び下面は略平面であるため、
これにより、スタックの表面と、湾曲した内板及び外板との間に隙間が生じる。この隙間
は成形中に樹脂によって充填される。その結果のタービンブレードの強度を最適化するた
めに、隙間の大きさを低減することが望ましい。本発明によれば、これは、各シェル半体
内に少なくとも２つの強化構造体を設けることによって達成される。それにより、各構造
体が、１つのみの強化構造体が設けられる場合に必要とされる幅よりも狭い幅を有するこ
とができる。
【００１９】
　細長い強化構造体及びコア材料は、風力タービンブレードの表面に対して略垂直である
ことが好ましい当接縁を画定する。このような構成は、強化構造体を低コストで製造する
ことを可能にする点で有利である。さらに、成形動作中、強化構造体を配置する前に金型
にコア材料を配置することと、金型における強化構造体の位置付けを補助するようにコア
材料の縁を用いることとが可能である。これは、強化構造体の当接縁が垂直でない場合に
は必ずしも常に可能ではない。垂直方向は、風力タービンブレードの厚さ方向でもある。
【００２０】
　風力タービンブレードは、各シェル半体内で、外板と、細長い強化構造体のうちの少な
くとも１つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備えることが好ましい。加え
て又は代替的には、風力タービンブレードは、各シェル半体内で、内板と、細長い強化構
造体のうちの少なくとも１つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備えること
が好ましい。各場合に、メッシュはガラス織布及び事前硬化樹脂から作製してもよい。ブ
レードは、シェル半体のうちの少なくとも一方内で、外板と、細長い強化構造体のうちの
１つ及びコア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを備えることが好
ましい。ブレードは、シェル半体のうちの少なくとも一方内で、内板と、細長い強化構造
体のうちの１つ及びコア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを備え
ることが好ましい。
【００２１】
　このようなメッシュは強化構造体とコア材料との間の遷移領域において追加の剛性をも
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たらす。さらに、メッシュは、タービンブレードの内板及び外板のしわよりを効果的に防
止する。しわよりは、防止しなければ、下方にある強化構造体及びコア材料間に隙間があ
る場合、又は強化構造体の厚さがコア材料の厚さとは異なる場合に生じる可能性がある。
【００２２】
　スタックは、スタックの長さにわたって略矩形の断面を有することが好ましい、及び／
又は略一定の幅を有することが好ましい。さらに、引抜き成形繊維複合材ストリップは、
ほぼ均一な断面を有することが好ましい。
【００２３】
　層のスタックから強化構造体を形成することにより、強化構造体全体を別個の部材とし
て形成し、次に、単一の動作において強化構造体全体を組み込むことが可能である。
【００２４】
　さらに、引抜き成形繊維複合材ストリップは製造するのが安価であり、任意の所望の長
さに容易に切断することができるため、したがって、その結果の強化構造体は低コストで
好都合に構築することができる。
【００２５】
　この構成の追加の利点は、スタックの厚さを、風力タービンブレードの外側シェルの所
望の厚さの断面に適合するように、スタックの長さに沿った任意の地点において調整する
ことが可能になることである。これは、単に、その地点においてスタックに組み込まれる
層の数を選択することによって行われる。したがって、タービンブレードのテーパー形状
に一致する任意の所望の厚さの断面を有する強化構造体を形成することが可能である。
【００２６】
　通常、風力タービンブレードにおいては、ブレードの長手方向軸に沿ったブレードの中
央部に沿って、すなわちブレードの根元部及び先端部間の中間領域に沿って、より高い程
度の強化をもたらすことが望ましい。なぜなら、この中間領域は、ブレードが引張応力の
ほとんどを受ける場所だからである。このように、特に望ましい厚さの断面は、強化構造
体の中央部が最大厚さを有し、端部のうちの一方又は双方が最小厚さを有するものである
。
【００２７】
　したがって、スタックの厚さが少なくとも１つの端部に向かってテーパーになるように
、強化構造体内の層が異なる長さを有することが好ましい。
【００２８】
　このことにより、スタックの各層がスクエア切断されている端部を有する最も単純な構
成において、段状テーパーを有するスタックが得られる。各段の高さは各層の厚さである
。層の端部における応力集中を低減するように、スタックの端部における厚さ外形はより
滑らかであることが望ましい。したがって、各層の２つの端部のうちの少なくとも一方が
面取りされることが好ましい。このようにして、スタックの上面を、スタックの全長に沿
ってより滑らかにすることができる。
【００２９】
　またさらに、面取り部が十分に小さい角度を有する限り、依然として、テーパー端部に
沿った勾配に不連続性がある。
【００３０】
　滑らかさを更にいっそう高めるように、スタックはスタックの全長を延在する被覆層を
更に備えることが好ましい。このような被覆層は、スタック内の他の層の厚さよりも実質
的に薄い厚さを有してもよい。例えば、被覆層は他の層の１／４の厚さであってもよい。
このことにより、被覆層がスタックの上面に「横たわる」のに十分な可撓性となり、した
がって、下方にある表面の向きの変化を滑らかにすることが可能になる。
【００３１】
　例えば、好ましい実施形態では、各スタック内に５つの層が存在する。各層の厚さはお
よそ４ｍｍ、すなわち３．５ｍｍ～４．５ｍｍである。一方、被覆層の厚さはたったおよ
そ１ｍｍ、すなわち０．５ｍｍ～１．５ｍｍである。各層の厚さが４ｍｍであることの利
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点は、引抜き成形ストリップをロールにおいて供給することができることである。
【００３２】
　各層の幅は、約１５０ｍｍ、すなわち１４０ｍｍ～１６０ｍｍであることが好ましい。
なぜなら、これにより、実質的に沿層方向の振動を防止するのに必要な程度の沿層方向の
剛性がもたらされるからである。
【００３３】
　他の実施形態では、各スタック内に、４層ほどに少なく存在しても、１２層ほどに多く
存在してもよいことが想定される。
【００３４】
　被覆層以外のスタック内の各層は、設けられる場合、層の全幅にわたって延在する単一
の引抜き成形繊維複合材ストリップを備えていてもよい。このような構成は、単純性、ひ
いては低製造コストという利点を有する。なぜなら、各層内に１つのストリップしか必要
とされないからである。さらに、スタック内の各層は同じ幅を有するため、被覆層以外の
引抜き成形繊維複合材ストリップの全ては、設けられる場合、同じ引抜き成形装置から作
製することができるか、又はまさに同じ引抜き成形ストリップから切り出してもよい。
【００３５】
　代替的には、各層は、並列構成の複数の引抜き成形繊維複合材ストリップを備えていて
もよい。並列構成の複数の引抜き成形繊維複合材ストリップは第１の構成の形態をとって
もよい。第１の構成では、スタックの各層内のストリップの側縁、すなわち長手方向縁が
、他の層のストリップの側（長手方向）縁と位置合わせされる。この場合、各ストリップ
は、各層が１つのみのストリップを備える上記の構成の場合よりも狭い幅を有する。しか
し、ストリップは、依然として同じ幅を有し、したがって、同じ引抜き成形装置から形成
するか又は同じ引抜き成形ストリップから切り出すことができる。第２の構成では、スタ
ックの各層内のストリップの内側（長手方向）縁は、上記又は各隣接する層内のストリッ
プの内側縁に対してジグザグに変位している。このことは、ストリップの全てが、同じ幅
を有するのではなく、したがって２つ以上の引抜き成形装置から形成されなければならな
いことを意味するが、このことによってより安定したスタックを得ることができる。実際
にこのような構成は、典型的には、れんが壁において見出される。
【００３６】
　各層が２つ以上のストリップを含む上記構成のそれぞれにおいて、各層内のストリップ
は、代替的には又はさらには、端と端とをつなげて構成してもよい。これは、例えば、強
化構造体がかなりの長さを有する場合に有利とすることができる。この場合、製造は、強
化構造体を比較的短い複数の引抜き成形ストリップから形成することによって単純化する
ことができる。
【００３７】
　引抜き成形繊維複合材ストリップは、十分な引張強度を有するが、カーボン繊維、ガラ
ス繊維、アラミド繊維、並びに木質繊維及び有機繊維を含む天然繊維から、これらの繊維
タイプのいずれかの組合せを含めて選択される繊維から形成することができることが重要
である。好ましい実施形態では、引抜き成形繊維複合材ストリップは熱硬化性樹脂マトリ
ックスに埋め込まれたカーボン繊維から形成される。カーボン繊維は、ガラス繊維等の他
の繊維と比較して大きい強度対重量比に起因して、特に望ましい。
【００３８】
　好ましい一実施形態において、強化構造体は、層のスタックを支持する細長い支持部材
を備える。これは、形成される場合、強化構造体全体を風力タービンブレード内の所望の
位置に移動するプロセスにおいて役立つ。支持部材の好ましい形態は、略Ｕ字形状の断面
を有するチャネルであり、層のスタックはチャネル内で支持される。このことは、スタッ
クの断面が実質的に矩形であるため、特に好都合である。少なくともＵ字形状断面の幅は
スタックの幅に相当することが特に好ましい。なぜなら、この場合、Ｕ字形状の側方アー
ムが、運搬中、スタック内の層のいかなる不所望の横方向の動きも防止するからである。
【００３９】
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　支持部材は、ガラス強化プラスチック（ＧＲＰ）材料から作製してもよいことが好都合
であり、また、避雷器を備えるか又は収容してもよい。
【００４０】
　上記のように、支持部材はガラス強化プラスチック（ＧＲＰ）材料から形成されること
が好ましく、避雷器を備えていてもよい。
【００４１】
　上記板はＧＲＰから作製されることが好ましい。
【００４２】
　この構成により、各シェル半体は別個に形成し、次に、強化構造体を適所に有するシェ
ル全体を加熱により硬化させる前に、２つの半体をともに結合することができる。
【００４３】
　シェル半体の内板及び外板は、ガラス繊維エポキシ樹脂複合材から作製してもよい。
【００４４】
　風力タービンブレードは、使用の際、風力タービンブレードに作用する剪断力を伝達す
るように、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置付けられる少なくとも１つの細長
いウェブを更に備えることが好ましい。したがって、このようなウェブは、「剪断ウェブ
」と呼ぶ場合がある。２つのこのような強化構造体とウェブとの組合せは、Ｉ字ビームに
匹敵し、Ｉ字ビームの構造的利点を有する。
【００４５】
　１つの実施形態において、各シェルは２つの強化構造体を備え、細長いウェブは断面が
Ｘ字形状である。この場合、Ｘ字形状の２つの対角線のそれぞれが強化構造体のそれぞれ
２つの間に延在することが好ましい。このような構成は、単一のウェブが４つの強化構造
体用に設けられることを可能にする。
【００４６】
　Ｘ字形状ウェブは、ともに結合される２つのＶ字形状ウェブから形成されることが好ま
しい。なぜなら、Ｖ字形状ウェブは容易に積み重ねるか又は入れ子にすることができ、保
管及び運搬が容易になるからである。
【００４７】
　さらに、ウェブは、タービンブレードの製造中に金型の形状により容易に適合するよう
に、弾性材料から作製されることが好ましい。
【００４８】
　Ｘ字形状の弾性ウェブは２つのシェル半体間の距離よりも僅かに大きく作製されること
が好ましい。それにより、ウェブは、シェル半体が合わせられると或る程度撓む。ウェブ
のサイズのより大きい許容差が可能になるだけでなく、ウェブ及びシェル半体間に確立さ
れる良好な接着結合も可能になる。接着剤が硬化すると、ウェブは所望の位置に固定され
、ウェブの高さは２つのシェル半体間の間隔に一致する。
【００４９】
　この場合、ウェブは、剪断力を各強化構造体の全幅からウェブに導くように、Ｘ字形状
断面を有する２つの対角線の各端部にそれぞれのフランジを備えることが好ましい。
【００５０】
　Ｘ字形状ウェブを設けることの代替として、従来のＣ字形状ウェブを設けてもよい。Ｃ
字形状の２つのアームは、ブレードの外側シェル半体間にウェブを取り付けるフランジを
構成してもよい。
【００５１】
　また、Ｚ字形状断面を有する追加のウェブを設けてもよい。これは、６つの強化構造体
が存在する場合に特に望ましい。なぜなら、Ｘ字形状ウェブは、通常、ブレードの前縁内
で４つの対向する強化構造体間の剪断力を吸収するように設けられる場合があり、その場
合、Ｚ字形状ウェブを、通常、ブレードの後縁部内で残りの２つの対向する強化構造体間
の剪断力を吸収するように設けることができるからである。すなわち、Ｚ字形状ウェブは
、Ｘ字形状ウェブとブレードの後縁との間に位置決めされる。「前縁」及び「後縁」とい
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う用語は、以下でより詳細に説明する。
【００５２】
　好ましい一構成において、強化構造体のうちの４つはブレードの長さに沿って略平行な
方向に延在し、一方、残りの２つの強化構造体はより短く、ブレードのより幅広の部分に
ある他の強化構造体から離れるように延在し、「後方ストリンガー」を形成する。結果と
してブレードの幅広部において強化構造体を分離することにより、沿層方向の剛性が向上
する。後方ストリンガーを設けることにより、主な構造体及び後縁間のブレードシェルの
支持されない長さが低減される。これは、ひいては、ブレードの構造発泡材がより薄くな
ることを可能にする。ブレードの根元端部における強化構造体間の分離を維持することに
より、構造体の末端部を、応力の集中が低減した状態で実現することができる。
【００５３】
　Ｚ字形状の上側アーム及び下側アームは、例えば、アームの露出した外面に対して接着
層を取り付けることにより、ブレードの２つの外側シェル半体間でウェブを連結するフラ
ンジとしての役割を果たすことが好ましい。したがって、Ｚ字形状ウェブの中央部のみが
対応する強化構造体間の空間に延在する。
【００５４】
　Ｘ字形状ウェブの場合、２つの隣接するアーム間の角度が他方の２つのアーム間の角度
とは異なるように、Ｘ字形状の対角線は交点において曲がることが好ましい。
【００５５】
　代替的には、ウェブはＹ字形状断面を有してもよい。
【００５６】
　各場合において、単数又は複数のウェブは弾性材料から形成されることが好ましい。こ
れは、上側シェル半体及び下側シェル半体がシェル半体間の適所でウェブによってともに
連結されるが、物理的にはシェル半体のみに取り付けられる場合に特に有益である。なぜ
なら、２つのシェル半体をともに連結する際、接着層を取り付けてもよいウェブの自由端
部が、上側シェル半体に対して、ウェブの自由端部が上側シェル半体に接着されるのに十
分である力をかけるからである。
【００５７】
　上述した構成の全てにおいて、内板及び外板は、コア材料及記強化構造体にわたって略
途切れることなく延在することが好ましい。
【００５８】
　本発明の更なる一態様によれば、略中空構造であり、対向する第１のシェル半体及び第
２のシェル半体から形成される風力タービンブレードを製造する方法であって、内板及び
外板から各シェル半体を構築することと、ブレードの長さ方向に沿って延在するように、
外板に第１の細長い強化構造体及び第２の細長い強化構造体を位置付けることであって、
各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはブレードの表面に対して略垂直な方向
に延在する厚さを有し、各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、幅はブレード
の長さ方向に対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも１つ
の事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備える、外板に第１の細長い強化構
造体及び第２の細長い強化構造体を位置付けることと、各シェル半体内で、（ａ）第１の
細長い強化構造体と第２の細長い強化構造体との間に、（ｂ）第１の細長い強化構造体か
らブレードの前縁に向かって、（ｃ）第２の細長い強化構造体からブレードの後縁に向か
って延在するように外板上にコア材料を配置することと、第１の細長い強化構造体及び第
２の細長い強化構造体並びにコア材料の上面に内板を配置することと、第１のシェル半体
にある強化構造体のうちの少なくとも１つと、第２のシェル半体にある強化構造体のうち
の１つとの間に延在するように細長いウェブを配置することとを含む方法が提供される。
【００５９】
　好ましい一実施形態において、当該方法は上記のタイプの風力タービンブレードを製造
することを含む。上記のタイプの風力タービンブレードでは、１つ又は複数の強化構造体
が、風力タービンブレードの長さに沿った少なくとも途中まで、風力タービンブレードの
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外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。当該方法は、金型内に
、上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けることであって、支
持面は、所定の湾曲に沿って延在し、各位置において、所定の湾曲に沿ってその位置にお
ける湾曲の程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置
決めが容易になる、細長い支持面を設けることと、支持部材を金型に挿入することと、強
化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
【００６０】
　強化構造体を位置決めするステップは、支持面に沿って所定の湾曲に向かって支持部材
を摺動させることによって達成してもよい。
【００６１】
　湾曲部における行路の斜面と同様に、支持面をこのようにして好適に向き付けることに
より、支持部材は、支持面に沿って支持部材を摺動させることによって、金型内で所望の
最終位置に移動することができる。したがって、このようにして、支持面は強化構造体の
誘導表面又はガイド表面として機能する。
【００６２】
　第１のステップとしてスタックを支持部材上に配置することと、完全な強化構造体をこ
のようにして適所に移動することとが好ましい。しかし、当然ながら、第１のステップと
して、支持部材のみを金型内の支持部材の所望の位置に移動させ、次に、例えば、支持部
材に沿ってスタックを摺動させることによって、スタックを金型に挿入することが可能で
ある。代替的には、スタックの個々の層を金型に一度に挿入することが可能である。
【００６３】
　支持面は、金型の表面に配置される細長いウェッジの１つの表面としてもよいことが好
都合である。この場合、ウェッジは構造発泡材から作製してもよい。
【００６４】
　好ましい一実施形態において、風力タービンブレードは少なくとも１つの細長い強化構
造体を備え、少なくとも１つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に
、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在す
る。各強化構造体は略Ｕ字形状の断面を有するチャネル内で支持される強化部材を備える
。方法は、金型内で各強化構造体を位置決めすることを含む。
【００６５】
　この場合、まずチャネルを金型内に位置決めして、次に強化部材をチャネルに配置して
もよい。代替的には、まず強化部材をチャネル内に位置決めしてもよく、次に強化構造体
全体、すなわち強化部材を収容しているチャネルを、金型内に位置決めしてもよい。
【００６６】
　実質的に剛性の細長い支持面を金型内に設けてもよいことが有利である。支持面は、所
定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿った各位置において、その位置における湾曲の
程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決めが容易
になる。方法は、強化構造体を金型に挿入することと、例えば、支持面に沿って所定の湾
曲に向かって支持部材を摺動することによって、強化構造体を支持面に沿って位置決めす
ることとを含むことが好ましい。
【００６７】
　事前硬化させたスタック及び他の構造部材を挿入するステップは、任意の所望の順序に
おいて実施することができる。
【００６８】
　代替的には、上記又は各強化構造体はＵ字形状チャネルから構成してもよく、個々の引
抜き成形ストリップは金型内でその場で構成してもよい。
【００６９】
　好ましい実施形態では、タービンブレード内に６つの強化構造体が存在するが、当然な
がら、タービンブレードのサイズ及び／又は形状並びに必要とされる強化の程度に応じて
より少なくてもより多くてもよい。
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【００７０】
　また、本発明は、略中空構造であり、第１のシェル半体及び第２のシェル半体を備える
風力タービンブレードを製造する方法であって、
　第１の細長い金型半体及び第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの外板
用の１つ又は複数の繊維布を配置することと、
　第１の細長い金型半体及び第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの金型
半体の長さ方向に沿って延在するように、外板用の繊維布上に第１の細長い強化構造体及
び第２の細長い強化構造体を位置付けることであって、
　各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはそれぞれの金型半体の表面に対して
略垂直な方向に延在する厚さを有し、
　各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、幅はそれぞれの金型半体の長さ方向
に対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも１つの事前硬化
された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
　それぞれの金型半体のそれぞれ内で、（ａ）第１の細長い強化構造体と第２の細長い強
化構造体との間に、（ｂ）第１の細長い強化構造体からそれぞれの金型半体の前縁に向か
って、（ｃ）第２の細長い強化構造体からそれぞれの金型半体の後縁に向かって延在する
ように外板用の繊維布上にコア材料を配置することと、
　第１の細長い金型半体及び第２の細長い金型半体のそれぞれにおいて、第１の細長い強
化構造体及び第２の細長い強化構造体並びにコア材料の上面にそれぞれの内板用の１つ又
は複数の繊維布を配置することと、
　第１の金型半体及び第２の金型半体内に樹脂を供給することと、
　続いて、第１のシェル半体及び第２のシェル半体を形成するように樹脂を硬化させるこ
とと、
を含む方法を提供する。
【００７１】
　本方法は、続いて、金型半体のうちの一方に細長いウェブを配置することと、細長いウ
ェブが、第１のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも１つと第２のシェル半体
にある強化構造体のうちの少なくとも１つとの間に延在するように、第１の金型半体を第
２の金型半体の上方の位置に枢動させることとを含むことが好ましい。本方法は、金型半
体のうちの少なくとも一方内で、外板と、細長い強化構造体のうちの１つ及びコア材料の
当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを含むことが好ましい。本方法は、
金型半体のうちの少なくとも一方内で、内板と、細長い強化構造体のうちの１つ及びコア
材料の当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを含むことが好ましい。
【００７２】
　本発明の更なる態様は以下のとおりである。
　（ａ）風力タービンブレードの細長い強化構造体。本構造体は、使用の際、ブレードの
長さ方向に沿って延在するように構成される。本構造体は層のスタックを備え、スタック
は、使用の際、風力タービンブレードの表面に対して略平行な方向に延在する幅を有する
。各層は、スタックの幅にわたって延在するとともに、少なくとも１つの引抜き成形繊維
複合材ストリップを備える。
【００７３】
　このような強化構造体は、既知の構造体よりも単純な構造を有し、ひいては製造するの
がより安価である。
【００７４】
　好ましい一実施形態に関して上述した強化構造体の支持部材は、強化構造体の特定のタ
イプに必ずしも限定されない利点を提供することが理解される。したがって、本発明は、
以下のものにまで拡張される。
　（ｂ）略Ｕ字形状の断面を有する少なくとも１つの細長いチャネルを備える風力タービ
ンブレード。少なくとも１つの細長いチャネルにおいて、細長い強化構造体を支持しても
よい。
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【００７５】
　Ｘ字形状断面を有するウェブを設けることは、必ずしも上述したタイプではない強化構
造体を有する風力タービンブレードに対して利点を提供することが理解される。このため
、本発明は、以下のものにまで拡張される。
　（ｃ）略中空構造である風力タービンブレード。本ブレードは２つの対向するシェル半
体から形成される。各シェル半体は、それぞれがブレードの長さ方向に沿って延在する少
なくとも２つの細長い強化構造体を備え、使用の際、風力タービンブレードに作用する剪
断力を伝達するように、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置付けられるウェブを
更に備える。ウェブはＸ字形状断面を有する。
　（ｄ）略中空構造である風力タービンブレード。本ブレードは対向する第１のシェル半
体と第２のシェル半体とから形成される。第１のシェル半体は少なくとも２つの細長い強
化構造体を備え、第２のシェル半体は、それぞれがブレードの長さ方向に沿って延在する
少なくとも１つの細長い強化構造体を備え、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置
付けられるウェブを更に備える。ウェブはＹ字形状断面を有する。
　（ｅ）上記のタイプの風力タービンブレードを作製する方法。１つ又は複数の強化構造
体が風力タービンブレードの長さに沿った少なくとも途中まで、風力タービンブレードの
外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。本方法は、金型内に、
上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けることであって、支持
面は、所定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿って各位置において、その位置におけ
る湾曲の程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決
めが容易になる、細長い支持面を設けることと、支持部材を金型に挿入することと、強化
構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
　（ｆ）少なくとも１つの細長い強化構造体を備える風力タービンブレードを作製する方
法。少なくとも１つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に、風力タ
ービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。上記
又は各強化構造体は、略Ｕ字形状の断面を有するチャネル内で支持される強化部材を備え
る。本方法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する強化構造体を位置決めすること
を含む。
　（ｇ）少なくとも１つの細長い強化構造体を備える風力タービンブレードを製造する方
法。少なくとも１つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に、風力タ
ービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。本方
法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けるこ
とであって、支持面は所定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿った各位置において、
その位置における湾曲の程度に応じた金型の表面に対する或る角度で向き付けられ、それ
によって強化構造体の正確な位置決めが容易になる、細長い支持面を設けることと、強化
構造体を金型に挿入することと、例えば、支持面に沿って所定の湾曲に向かって支持部材
を摺動させることによって、強化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
【００７６】
　上記又は各強化構造体は、別個の金型において形成及び事前硬化させ、次に、風力ター
ビンブレードの他の構成部材とともに主型に挿入させてもよい。このような構成によれば
、上述したＵ字形状チャネル又はウェッジ形状支持体の使用を伴わずに、事前硬化させた
強化構造体を主型に挿入することが可能である。
【００７７】
　さらに、このような手順は、上述した強化構造体とは異なる強化構造体の場合に有利で
ある。例えば、引抜き成形ストリップとは異なって、繊維布から作製される強化構造体を
このようにして事前硬化させ、次に、風力タービンブレードを形成する主型に挿入させる
ことができる。この場合、各繊維布は、金型に別個に挿入するか、又は繊維布の完全なス
タックを第１のステップとして形成することができ、次に、この完全なスタックを金型に
配置する。
【００７８】
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　したがって、本発明の更なる一態様によれば、以下のものが提供される。
　（ｈ）少なくとも１つの強化構造体を備える風力タービンブレードを製造する方法。本
方法は、繊維層のスタックを形成することと、第１の金型において繊維層のスタックを事
前硬化することと、事前硬化させたスタックを第２の金型に挿入することと、風力タービ
ンの他の構造部材を第２の金型に挿入することと、スタック及び他の構造部材を第２の金
型においてともに統合することとを含む。
【００７９】
　これより、本発明をより容易に理解することができるように、本発明の好ましい実施形
態を添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】風力タービンの主な構成部材を示す図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態に係る、強化構造体を組み込んだ風力タービンブレ
ードの外側シェルの１つの半体の内面の概略図である。
【図３（ａ）】風力タービンブレードのシェル半体内の強化構造体の構成の断面略図であ
る。
【図３（ｂ）】風力タービンブレードのシェル半体内の強化構造体の構成の断面略図であ
る。
【図４（ａ）】図２に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手
方向概略断面図である。
【図４（ｂ）】図２に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手
方向概略断面図である。
【図４（ｃ）】図２に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手
方向概略断面図である。
【図４（ｄ）】図２に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手
方向概略断面図である。
【図４（ｅ）】図２に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手
方向概略断面図である。
【図５】図２に示されている強化構造体のうちの１つの一部の横方向断面図である。
【図６（ａ）】本発明に係る強化構造体の異なる３つの実施形態の内の１つの実施形態の
長手方向断面図である。
【図６（ｂ）】本発明に係る強化構造体の異なる３つの実施形態の内の１つの実施形態の
長手方向断面図である。
【図６（ｃ）】本発明に係る強化構造体の異なる３つの実施形態の内の１つの実施形態の
長手方向断面図である。
【図７（ａ）】好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの長さに沿った異なる
位置におけるＸ字断面ウェブの２つの概略図の内の１つの概略図である。
【図７（ｂ）】好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの長さに沿った異なる
位置におけるＸ字断面ウェブの２つの概略図の内の１つの概略図である。
【図８】好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの製造中の金型内に載置され
た強化構造体の長手方向断面図である。
【図９（ａ）】本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードを製造する方法
を示す図である。
【図９（ｂ）】本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードを製造する方法
を示す図である。
【図１０（ａ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１０（ｂ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１０（ｃ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
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実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１０（ｄ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１０（ｅ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１０（ｆ）】風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる
実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。
【図１１（ａ）】本発明の実施形態に係るウェブの更なる代替的な形態を示す図である。
【図１１（ｂ）】本発明の実施形態に係るウェブの更なる代替的な形態を示す図である。
【図１２】本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードの製造におけるステ
ップを示すフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施形態に係る風力タービンの製造における代替的な方法を示す図
である。
【図１４】図１２に示されている方法におけるステップを示すフローチャートである。
【図１５（ａ）】風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい
一実施形態を示す図である。
【図１５（ｂ）】風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい
一実施形態を示す図である。
【図１５（ｃ）】風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい
一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００８１】
　本発明の好ましい実施形態の以下の記載を通して、また図面において、同じ参照符号は
同じ又は対応する構造的特徴を示すのに用いられている。
【００８２】
　図２を参照すると、風力タービンブレードの外側シェルの１つの半体８が、３つの細長
い強化構造体９、１０、１１によって形成され、以下でより詳細に説明される。２つの強
化構造体９、１０は、根元部１２からブレード先端部１３までのタービンブレードの全長
に略沿って延在する。ブレードの根元部１２は、ボルトを受けるため、ねじ切り金属イン
サート１４によって形成される。図１を参照して上述したように、このボルトによって、
ブレードが風力タービンの中央ハブに取り付けられる。
【００８３】
　第３の強化構造体１１は、根元部１２からブレードに沿って部分的にのみ延在し、また
、他の２つの強化構造体９、１０からブレードの後縁１５に向かってブレードの前縁１６
から離れるように横方向に変位する。
【００８４】
　２つの強化構造体９、１０は風力タービンブレードの翼桁キャップを形成し、第３の強
化構造体１１は後縁１５の補強材として機能する。
【００８５】
　ブレードの根元部１２内にある３つの強化構造体９、１０、１１の端部は、２つの強化
構造体９、１０の、ブレード先端部１３まで延在する遠位端部がそうであるように、追加
の強度及び安定性のためにガラス強化プラスチック（ＧＲＰ）材料に覆われる。
【００８６】
　外側シェルの残りの部分は構造発泡材１７によって充填され、強化構造体９、１０、１
１、及び構造発泡材１７は全て、以下でより詳細に記載される外板及び内板内に形成され
る。
【００８７】
　構造発泡材１７は軽量のコア材料であり、木材、特にバルサ材及びハニカム材等の他の
コア材料を用いることができることが理解される。
【００８８】
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　完全なタービンブレードは、対応する下側半体及び２つの内部ウェブとともに、図２に
示されている外側シェルの上側半体８から形成される。
【００８９】
　図３（ａ）は、各シェル半体８’が内板１８’及び外板１９’を備える従来の構成の断
面図を示している。内板１８’及び外板１９’間には１つのみの強化構造体９’が設けら
れる。強化構造体９’の各側までの内板１８’及び外板１９’間の領域は構造発泡材１７
’によって充填される。図面から見て取ることができるように、シェル半体８’の幅にわ
たって著しい湾曲がある。強化構造体９’は略矩形の断面を有して形成されるため、結果
として、大きい空隙２０’が、外板１９’と強化構造体９’の中央領域との間、及び内板
１８’と強化構造体９’の端部領域との間に形成される。以下で詳細に記載される成形工
程中、樹脂がこれらの空隙２０’に注入される。このことは複合構造体において望ましく
ない。なぜなら、これによって、ブレードの重量及びコストの双方が増大し、また構造的
問題が生じる可能性があるからである。
【００９０】
　図３（ｂ）は本発明の好ましい一実施形態の断面図であり、各シェル半体８が内板１８
及び外板１９間に少なくとも２つの強化構造体９、１０を設けた状態で提供される。見て
取ることができるように、外板１９と強化構造体９の中央領域との間、及び内板１８と強
化構造体９の端部領域との間に形成される結果の空隙２０の容積は、１つのみの強化構造
体９’が設けられる場合に生じる空隙２０’の容積よりも大幅に小さい。結果として、成
形プロセス中に空隙２０を充填するのに必要とされる樹脂の量は大幅により少ない。
【００９１】
　さらに、図３（ａ）に示されている単一の強化構造体とは異なって、図３（ｂ）に示さ
れているように各シェル半体において２つの強化構造体を用いることにより、強化構造体
の全幅が、風力タービンブレードの外板１９により近接して位置付けられる。これは構造
的な理由で有利である。なぜなら、これにより、風力タービンブレードが曲げに対するよ
り高い耐性を有するように、より高い慣性二次モーメントが提供されるからである。
【００９２】
　図４（ａ）から図４（ｅ）は、ブレードの長さに沿った異なる位置における完全なター
ビンブレードの断面図である。図４（ａ）はブレード先端部１３近くのブレードを示す。
図４（ａ）から、図２に示されている外側シェルの上側半体の長さに沿ったこの位置には
、最初の２つの強化構造体９、１０のみが存在するのを見て取ることができる。また、外
側シェルの下側半体２１が３つの強化構造体２２、２３、２４を有して設けられているが
、同様に、この位置には３つの強化構造体２２、２３、２４のうちの２つの強化構造体２
２、２３のみが存在する。
【００９３】
　細長い弾性ウェブ２５が、２つの外側ＧＲＰ層間に挟まれるバルサ材又は軽量の発泡材
の層から作製され、略Ｘ字形状の長手方向断面を有する。細長い弾性ウェブ２５は、外側
シェル内に設けられ、使用の際にタービンブレードに作用する剪断力を伝達する役割を果
たす。Ｘ字形状の対角線状の２つのアームのうちの一方は第１の組の強化構造体９、２３
間に延在し、他方の対角線状のアームは第２の組の強化構造体１０、２２間に延在する。
【００９４】
　図４（ｂ）は、タービンブレードの長さに沿った、図４（ａ）の位置と中央部との間の
位置を示している。図４（ｂ）では残りの２つの強化構造体１１、２４の端部を見て取る
ことができる。
【００９５】
　図４（ｃ）はタービンブレードの中央部を示している。図４（ｃ）から、略Ｚ字形状の
長手方向断面を有する更なる細長い弾性ウェブ２６が設けられているのを見て取ることが
できる。弾性ウェブ２６はブレードの後縁１５において２つの強化構造体１１、２４間に
延在する。Ｚ字形状の２つの外側リムがＺ字形状ウェブ２６を２つの対応する強化構造体
１１、２４に連結するフランジとして機能する。
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【００９６】
　図４（ｃ）の断面図の詳細図である図４（ｄ）を参照すると、強化構造体２２は内板１
８及び外板１９間に挟まれ、外側シェルの残りの部分は同様に内板１８及び外板１９間に
挟まれる構造発泡材１７の層から形成される。これらの板はＧＲＰから形成される。
【００９７】
　強化構造体２２は、引抜き成形繊維複合材ストリップ層のスタック２７の形態にある。
スタック２７はＵ字形状チャネル２８内で支持される。さらに、Ｕ字形状チャネル２８は
細長いウェッジ２９上に支持され、そのため、チャネル２８のベースがシェルの外板１９
に対して鋭角になる。チャネル２８は、使用の際、避雷器として機能する材料を含む。他
の実施形態において、Ｕ字形状チャネル２８及びウェッジ２９は省略してもよい。
【００９８】
　Ｘ字形状ウェブ２５のアームの端部には、強化構造体２２の全幅にわたってかかる剪断
力をＸ字形状ウェブ２５に導くフランジ３０が設けられる。
【００９９】
　図４（ｄ）に示されている拡大図は、６つの強化構造体９、１０、１１、２２、２３、
２４のそれぞれに等しく当てはまることが理解される。
【０１００】
　図４（ｅ）は図４（ｃ）に示されている中央部と根元部１２との間のブレードの断面図
を示しており、各シェル半体内の強化構造体９、１０、１１、２２、２３、２４が、強化
構造体の湾曲を反映して、ブレードの中央部においてともにより近接していることを見て
取ることができる。
【０１０１】
　図４（ａ）から図４（ｅ）では、強化構造体９、１０、２２、２３は翼桁キャップであ
り、剪断ウェブ２５とともに、風力タービンブレードの主な構造翼桁を形成することを見
て取ることができる。後縁にある強化構造体１１及び２４は、風力タービンブレードを後
縁の領域において補強し、座屈に対する安定性をもたらし、ウェブ２６とともに後縁翼桁
を形成する。
【０１０２】
　強化構造体９、１０、１１、２２、２３、２４のスタック２７のそれぞれは両端部にお
いて長手方向にテーパーになっている。これは、引抜き成形繊維ストリップ層の数を、中
央部における５つから、各端部における単一層のみにまで減少させることによって達成さ
れる。この特徴は図面に示されている。図面において、図４（ａ）及び図４（ｅ）では、
強化構造体９、１０、２２、２３、２４のそれぞれのスタック２７は単一層を有し、一方
、図４（ｃ）に示されている中央部内のスタック２７は５つの層を有する。同様に、図４
（ｂ）では、Ｘ字形状ウェブ２５の端部における強化構造体９、１０、２２、２３のスタ
ック２７は５つの層を有し、一方、Ｚ字形状ウェブ２６の端部における強化構造体１１、
２４のスタック２７は単一層を有する。
【０１０３】
　この特徴により、強化構造体９、１０、１１、２２、２３、２４がブレードの外側シェ
ルの厚さの断面に一致する輪郭をとることが可能になる。
【０１０４】
　これは図５の側方断面図において更に示されている。図５は、５つの層３１のスタック
２７の厚さが、根元端部１２及び遠位端部３２の双方に向かってどのようにテーパーにな
っているかを示している。図面は単にテーパー構成の例示であることが強調されるべきで
ある。実際には、テーパーは、強化構造体の長さの大部分にわたって分布してもよい。
【０１０５】
　好ましい実施形態の２つの更なる特徴によってテーパーの滑らかさが向上し、それによ
り、スタック２７の表面外形の不連続性によって生じる応力の影響が低減される。第１に
、層３１を形成する引抜き成形ストリップの切断中に形成されるスクエア切断の端部を除
去するように、各層３１が両端部において面取りされる。第２に、スタック２７が最上層
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３３によって覆われる。最上層３３は、下方にある層３１の厚さよりも薄い厚さを有する
追加の引抜き成形繊維複合材ストリップから形成される。最上層３３は他の層３１よりも
薄いため、最上層３３はより可撓性もあり、したがって、テーパー端部領域内でスタック
２７の斜めの面取り端部の周囲に曲がって、比較的滑らかな上面を形成することが可能で
ある。
【０１０６】
　スタック内の各層３１はおよそ４ｍｍの厚さを有し、最上層の厚さはおよそ１ｍｍであ
る。
【０１０７】
　図６（ａ）から図６（ｃ）は、引抜き成形繊維複合材ストリップ、すなわち５つの層３
１内の引抜き成形ストリップ３４の３つの異なる構成を示す長手方向断面図である。図６
（ａ）では、各層３１は、各層内に単一のみの引抜き成形ストリップ３４を有する。図６
（ｂ）では、各層３１は、ともに並んで配置された等しい幅を有する並列構成の３つの引
抜き成形ストリップ３４から形成されている。図６（ｃ）では、各層３１は、並列に並ん
だ構成の３つ又は４つの引抜き成形ストリップ３４を有するが、２つの異なる幅を有する
引抜き成形ストリップ３４を含む。
【０１０８】
　好ましい実施形態では、上記３つの構成内の引抜き成形ストリップ３４のそれぞれはそ
れぞれの層３１の全長を延在するが、いくつかの実施形態において、層３１のうちの少な
くともいくつかは、端と端とをつなげて構成されるより短いストリップ３４を含むことが
有益である場合がある。
【０１０９】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）は、Ｘ字形状の弾性ウェブ２５を示す風力タービンブレード
の中央部及び根元部１２をより詳細に示している。強化構造体は明確性のために図面には
示していない。ウェブは２つの略Ｖ字形状の半体２５ａ、２５ｂにおいて形成され、図に
見られるように、各半体２５ａ、２５ｂの下側端部は接着層（図示していない）によって
外側シェルの下側半体に取り付けられ、ウェブ２５の２つの半体２５ａ、２５ｂはボルト
３６によってともに結合される。
【０１１０】
　図８は、下側金型半体３７内の強化構造体２２を含む外側シェルの領域をより詳細に示
す長手方向断面図である。製造中、１つの乾燥繊維布、又は重畳する及び／又は重なり合
う複数の乾燥繊維布の形態にある外板１９をまず金型半体３７の表面に配置する。次に、
強化構造体９、１０、１１、２２、２３、２４が位置決される曲線領域に沿って細長いウ
ェッジ２９を外板１９上に位置決めする。以下で更に記載される内板を、同様に、１つの
乾燥繊維布、又は重畳する及び／又は重なり合う複数の乾燥繊維布によって形成する。乾
燥布は、金型半体において以下に記載する他の構成部材とともに位置決めされると、例え
ば以下に記載する注入プロセス等の注入プロセスにおいて、金型半体内に供給される樹脂
によって含浸される。代替形態として、以下でも言及されるが、内板及び外板はプリプレ
グ（事前含浸繊維）布から準備することができ、この場合、樹脂は布の繊維材料とともに
金型半体内に供給されることが指摘されるべきである。
【０１１１】
　強化構造体はウェッジ２９のそれぞれの上面に沿って位置決めされる。これは、まず各
強化構造体のＵ字形状チャネル２８をウェッジ２９の上面に沿って位置決めし、次に、繊
維複合材ストリップの引抜き成形層のスタック２７をチャネル２８内に挿入するか、又は
代替的には、金型半体３７の外部で強化構造体全体を形成し、次に、ウェッジ２９の上面
に沿って強化構造体全体を配置することにより達成することができる。いずれの場合でも
、強化構造体は、ウェッジ２９上の適所に降下させるか、又はウェッジ２９の表面に沿っ
て適所に摺動させることができる。
【０１１２】
　ウェッジ２９の上面の向きは、強化構造体を所望の位置に保持するように、線形領域の
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湾曲に応じてウェッジ２９の長さに沿って変化する。
【０１１３】
　次に、構造発泡材１７の層を金型半体３７に注入して、強化構造体９、１０、１１、２
２、２３、２４間の領域を充填する。次に、１つの乾燥繊維布、又は重畳する及び／又は
重なり合う複数の乾燥繊維布の形態にある内板１８を強化構造体の上面上に配置し、構造
発泡材１７及び構成部材は真空チャンバーを形成するように気密バッグに包まれる。続い
て、以下でより詳細に記載するように、真空チャンバーを排気して樹脂を注入する。
【０１１４】
　次に、下側金型半体３７内の構成部材を加熱し、それによって、ブレードの下側の外側
シェル半体を形成するように樹脂を硬化させる。
【０１１５】
　この実施形態では、内板１８及び外板１９はバイアックスガラス布の１つの層から形成
されるが、代替的には、複数の層を用いてもよい。上述したように、Ｕ字形状チャネル２
８及び細長いウェッジ２９を省略することも可能であり、それにより、スタック２７は外
板１９上に直接形成して位置付けられる。構造発泡材１７を外板１９上に位置決めし、次
に、続いてスタック２８を金型３７内に挿入することも可能である。
【０１１６】
　次に、外側シェルを伴う上側金型半体を下側金型半体３７の上方に位置決めし、それに
よりブレードの完全な外側シェルを形成する。
【０１１７】
　図９（ａ）は、下側金型半体３７にあるときの、外側シェルの下側半体の構成部材の構
成全体を示している。図９（ｂ）を参照すると、内板１８が強化構造体２２、２３の表面
及び構造発泡材１７の上面にわたって配置された後、気密シール層（すなわち真空バッグ
）３８が金型に取り付けられ、それにより、構成部材の全てを収容する真空チャンバーが
形成される。次に、チャンバーが真空ポンプ３９を用いて排気される。ポンプ３９が依然
としてエネルギー付与されている状態で液体樹脂４０の供給部がチャンバーに接続され、
それにより構成部材と構成部材間の間隙との双方が含浸される。対応する注入プロセスが
外側シェルの上側半体の構成部材に適用される。ポンプ３９は、続く成形作業中、動作し
続ける。成形作業において、樹脂を硬化させるように金型は加熱されるが、硬化プロセス
中、減圧の程度は低くしてもよい。
【０１１８】
　次に、Ｘ字形状ウェブ２５及びＺ字形状ウェブ２６を、接着剤によって下側金型半体３
７内の強化構造体２２、２３、２４のすぐ上方で内板１８に取り付ける。ウェブ２５、２
６の上側自由端部はそれぞれの接着層によってコートされている。
【０１１９】
　次に、上側金型半体を下側金型半体３７の上方の適所に枢動し、２つの金型半体をとも
に連結する。これにより、上側金型半体内の強化構造体９、１０、１１がウェブ２５、２
６の上側自由端部に接着する。ウェブ２５、２６の弾性により、上側強化構造体９、１０
、１１に対するウェブ２５、２６の付勢力が生じ、それにより、良好な接着が確実になる
。ブレードの前縁はそれぞれの金型半体の前縁に沿って形成され、ブレードの後縁はそれ
ぞれの金型半体の後縁に沿って形成される。
【０１２０】
　次に、金型を開き、仕上がったタービンブレードを金型から持ち上げる。
【０１２１】
　図１０（ａ）から図１０（ｆ）は、ウェブ４１、４２、４３のそれぞれがＩ字形状断面
を有する風力タービンブレードの代替的な実施形態の断面図である。ウェブ４１、４２、
４３は、対応する強化構造体と組み合わせてＩ字ビーム構造になる。ウェブのそれぞれは
各端部にフランジ３０が設けられるため、代替的には、これらのウェブは、Ｃ字形状のア
ームがフランジ３０を構成するＣ字断面ウェブとして考慮することができる。
【０１２２】
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　図１０（ａ）から図１０（ｃ）では、４つのみの強化構造体９、１０、２２、２３が存
在する。図１０（ａ）はブレード先端部近くの断面図を示し、図１０（ｂ）はブレードに
沿った中間点の断面図を示し、図１０（ｃ）は根元端部近くの断面図を示している。図１
０（ｃ）では、強化構造体９、１０、２２、２３の厚さがテーパーになっていることを見
て取ることができる。図面から見て取ることができるように、各シェル半体内の強化構造
体はブレードの先端部近くで、ともにより近接している。
【０１２３】
　図１０（ｄ）から図１０（ｆ）には、６つの強化構造体９、１０、１１、２２、２３、
２４と、各対の対向する構造体９、１９；１０、２３；及び１１、２４を連結するそれぞ
れのＩ字形状ウェブ４１、４２、４３とが存在する。図１０（ｄ）はブレード先端部近く
の断面図を示し、図１０（ｅ）はブレードに沿った中間点の断面図を示し、図１０（ｆ）
は根元端部近くの断面図を示している。ここでも、図１０（ｆ）では、強化構造体９、１
０、２２、２３の厚さがテーパーになっていることを見て取ることができる。
【０１２４】
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）はウェブの更なる２つの形態を示している。図１１（ａ
）では、ウェブ４４はＸ字形状断面を有する。ここでは、２つの対角線が交点４５におい
て曲がり、上側リムが２つの下側リム間の角度βよりも大きい角度αで分岐する。この構
成の利点は、下側リムが２つのシェル間の隙間をブリッジする役割を単に果たす一方で、
上側が広角であることにより、２つの金型半体が閉じられたときに追加の可撓性が生じる
ことである。図１１（ｂ）では、２つの下側リムが結合されて単一のリムになり、Ｙ字形
状断面を有するウェブ４６になっている。このようなウェブは、上述したＸ字形状及び／
又はＺ字形状のウェブと置換することができる。
【０１２５】
　図１２を参照すると、上述した方法は以下のように要約することができる。すなわち、
当該方法は、下側金型半体３７内に支持面を設けるステップ４７と、強化構造体９を下側
金型半体３７に挿入するステップ４８と、ウェッジ２９の表面に沿ってそれぞれの所望の
位置に強化構造体９を摺動させるステップ４９とを含む。
【０１２６】
　図１３は、引抜き成形ストリップ３４が別個の金型に配置される代替的な方法を示して
いる。この別個の金型は、主型半体５０の外部のＵ字形状チャネル２８として、マトリッ
クス（樹脂又は接着剤）とともに設けられる。マトリックスは、スタック２７が別個の金
型２８において形成されるように事前硬化される。次に、事前硬化された硬化スタック２
７は他の構造部材とともに樹脂注入プロセスに向けて主型半体５０に配置される。
【０１２７】
　図１４を参照すると、この方法は以下のように要約することができる。すなわち、この
方法は、以下のステップを含む：（ａ）繊維層のスタックを形成するステップ５１と、（
ｂ）繊維層のスタックを第１の金型において事前硬化させるステップ５２と、（ｃ）事前
硬化させたスタックを第２の金型に挿入するステップ５３と、（ｄ）スタック及び他の構
造部材を第２の金型においてともに統合させるステップ５４。いくつかの実施形態におい
て、スタックは、第１の金型において部分的に硬化させて、次に第２の金型において完全
に硬化させることができる。他の実施形態において、スタックは、第１の金型において完
全に硬化させて、それ自体を第２の金型において他の構造部材とともに統合させることが
できる。ここで、他の構造部材のうちのいくつかが硬化される。
【０１２８】
　図１５（ａ）から図１５（ｃ）は、上述した実施形態のうちのいずれかと組み合わせて
もよい更なる好ましい一実施形態を概略的に示している。明確性を向上させるために、部
材は縮尺どおりには描かれていない。各シェル半体８において、ガラス織布及び事前硬化
樹脂から形成される内側事前硬化メッシュ５５及び外側事前硬化メッシュ５６が設けられ
、内側事前硬化メッシュ５５及び外側事前硬化メッシュ５６は、それぞれの内板１８及び
外板１９と、下方にある強化構造体９、１０との間に位置決めされる。メッシュ５５、５
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。ブレード先端部１３の領域において、２つの強化構造体９、１０は近接して分離してい
る。これは図１５（ｃ）の線Ａ－Ａ’に沿った図１５（ａ）の断面図に示されている。こ
の場合、内側メッシュ５５及び外側メッシュ５６のそれぞれは、強化構造体９、１０及び
コア材料１７間の４つの遷移領域の全てを覆うように、下方にある強化構造体９、１０の
双方にわたって延在する。しかし、ブレードの根元部１２の領域において、２つの強化構
造体９、１０は更に離れている。これは図１５（ｃ）の線Ｂ－Ｂ’に沿った図１５（ｂ）
の断面図に示されている。この場合、内側メッシュ５５及び外側メッシュ５６のそれぞれ
が、それぞれの強化構造体、例えば９と、隣接するコア材料１７との間の２つの遷移領域
のみを覆うように、下方にある強化構造体９、１０のそれぞれ１つのみにわたって延在す
る。
【０１２９】
　内側メッシュ５５及び外側メッシュ５６の機能は、（ａ）下方にある強化構造体９、１
０と、隣接するコア材料１７との間の間隙、及び、（ｂ）下方にある強化構造体９、１０
の厚さとコア材料１７の厚さとの一切の僅かな差に起因して、内板１７及び外板１８にし
わがよることを防止することである。
【０１３０】
　図１５（ｃ）はこの構成の平面図である。図１５（ｃ）から、メッシュ５５、５６が略
Ｖ字形状を形成することを見て取ることができる。内側メッシュ５５及び外側メッシュ５
６間に挟まれる強化構造体９、１０の輪郭は、図面において破線によって示されている。
内側メッシュ５５及び外側メッシュ５６の側縁部は下方にあるコア材料上で約２０ｍｍ延
在する。強化構造体９、１０及びコア材料１７の下方に位置付けられる単一の事前硬化メ
ッシュ５５を設けることも可能である。しかし、実際には、レイアップ、すなわち、内側
層１７及び外側層１８、強化構造体９、１０並びに発泡材１７が、このレイアップの中間
点平面を中心に対称であることが有益である。
【０１３１】
　上記実施形態に対して、本発明の範囲から逸脱せずに数多くの変形を行ってもよいこと
が理解される。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ規定される。例えば
、好ましい実施形態では６つの強化構造体並びにＸ字形状ウェブ及びＺ字形状ウェブの双
方が存在するが、代替的な実施形態は、４つのみの強化構造体及び単一のＸ字形状ウェブ
を備えてもよい。
【０１３２】
　更なる一例において、図９（ｂ）を参照して上述したブレードを製造する樹脂注入方法
を用いるのではなく、樹脂を事前含浸させた繊維（すなわち「プリプレグ」繊維）を内板
及び外板に用いることができ、この場合、樹脂をシェル構造に注入する必要がない。この
構成では、接着フィルム層をスタックになっている個々の層間に設けることができ、それ
により、構造体が硬化されると個々の層がともに接着される。
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【要約の続き】
の間に挟まれる。
【選択図】図８
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