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(57)【要約】
　支持タワーの頂上に装着された風力タービン又は水中
に係留された水力タービンは、ハイドロポンプシステム
を駆動する。タービンは、風又は水のエネルギーをハイ
ドロポンプに加えられる駆動トルクに変換する。ハイド
ロポンプは、パイプ輸送システムを通じて水を陸上施設
に送り込む。陸上では、結果として得られた加圧流体流
が、水力発電システムを駆動させて電気を生成し、或い
は、最初に逆浸透脱塩プロセスにおいて使用することが
でき、その副産物を部分的に使用して、水力発電システ
ムを駆動し電気を生成することができる。水力発電シス
テム及び／又は脱塩プロセスからの低温水排出物は、陸
上の地域又は発電プラント冷却の目的で使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の流体の運動エネルギーを変換するためのシステムであって、
　第２の流体を加圧するため少なくとも１つの流体ポンプを各々が駆動する少なくとも１
つの流体駆動タービン（１００、１０２、１０４、１０６、１０８）を備え、
前記少なくとも１つの流体ポンプが輸送パイプラインに連結されて、加圧された前記第２
の流体を前記輸送パイプラインに提供し、前記輸送パイプラインが、前記加圧された第２
の流体のエネルギーを利用する少なくとも１つの装置に連結される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記加圧流体のエネルギーを利用する装置が、発電用装置である、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのポンプによって加圧される流体が水である、
請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記加圧流体のエネルギーを利用する装置が脱塩装置である、
請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムが、前記加圧された第２の流体のエネルギーを利用する２つの装置、すな
わち電気を生成する装置と脱塩装置とを備え、前記両装置が、前記輸送パイプラインに連
結することができ、前記装置を通って伝導される前記加圧流体の量が個々に調節可能であ
る、
請求項３又は４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記脱塩装置が、前記電気を生成する装置の上流側に配置され、前記脱塩装置の加圧さ
れた塩水流が、前記電気を生成するための装置にパイプ輸送することができる、
請求項４又は５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記システムが下流側に水処理施設を備え、該水処理施設において、前記加圧流体のエ
ネルギーを利用する少なくとも１つの装置から排出される低温水が冷却プロセスに使用さ
れる、
請求項３から６の何れかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記システムが、前記輸送パイプラインに連結された空気充填エネルギー貯蔵装置を備
え、
　前記貯蔵装置内の空気が、前記エネルギー貯蔵装置における水噴射によって圧縮するこ
とができる、
請求項３から７の何れかに記載のシステム。
【請求項９】
　風又は水の運動エネルギーを変換する方法であって、
　前記風又は水の運動エネルギーを用いてタービンを駆動するステップと、
　前記タービンによって提供されるエネルギーを用いて、流体を加圧するポンプを駆動す
るステップと、
　前記加圧流体のエネルギーを利用する少なくとも１つの装置に前記加圧流体を輸送パイ
プラインを介してパイプ輸送するステップと、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記加圧水が、発電用の水力発電施設（１１２）内にパイプ輸送される、
請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記加圧水が、脱塩装置（１０９）にパイプ輸送され、前記加圧水が、濾過プロセスを
通して低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流（１１１）とを生成する、
請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記塩水流（１１１）が、発電用の前記水力発電施設（１１２）内にパイプ輸送される
、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記淡水流（１１３）が、飲料水又は灌漑用水を得るため及び／又は冷却プロセスのた
めの水処理施設（１２２）にパイプ輸送される、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記水力発電施設（１１２）から排出された塩水流（１１５）が、冷却プロセスに使用
され、又は前記水処理施設にパイプ輸送される、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　流体駆動タービン（１００、１０２、１０４、１０６、１０８）によって利用されるエ
ネルギーが、加圧流体流（１１０、４７２）を介して陸上発電所にエネルギーを伝送する
システムにおいて、前記加圧流体流（１１１）がハイドロ装置（１１２）を駆動する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記加された流体流（４７２）が水である、
請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記加圧流体流（４７２）が圧縮空気である、
請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ハイドロ装置が、電気（１１４）を生成する水力発電システムである、
請求項１５、１６又は１７の何れかに記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ハイドロ装置が、淡水と、発電に使用される塩水流とを生成する脱塩システム（１
０９）である、
請求項１５、１６又は１７の何れかに記載のシステム。
【請求項２０】
　前記タービンを駆動する流体が、気流、海流、潮流又は河川流の内の１つ又はそれ以上
のものである、
請求項１５、１６、１７又は１８の何れかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記流体駆動タービン（４００、４０２）が、水中で係留される、
請求項１５から２０の何れかに記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ハイドロ装置（１１２）から排出される水（１２１）が、地域冷却用の水処理施設
（１２２）で使用される、
請求項１５から１９の何れかに記載のシステム。
【請求項２３】
　Ａ．加圧された海水源（１１０）を脱塩処理装置（１０９）にパイプ輸送して、これに
より水源水が濾過装置を通過し、低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流（１１１）とを生成
するようにするステップと、
　Ｂ．前記塩水流（１１１）を発電用の水力発電施設（１１２）にパイプ輸送するステッ



(4) JP 2010-540816 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

プと、
　Ｃ．前記淡水流（１１３）を飲料又は灌漑用水及び冷却用エネルギーを得るために水処
理施設（１２２）にパイプ輸送するステップと、
　Ｄ．前記水力発電施設（１１２）から排出される塩水流（１１１）を用いて冷凍用エネ
ルギーを得るようにするステップと、
を含む方法。
【請求項２４】
　複数の流体駆動タービンによって利用されるエネルギーが、加圧流体流を介して共通マ
ニフォルド（６００、６０２、６１０）に伝送され、次いで前記加圧流体流を輸送パイプ
ライン（６１２）を用いて陸上発電所に供給するシステムであって、
前記加圧流体流が、大規模商用発電のためのハイドロ装置（１１２）を駆動するようにす
る、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　エネルギー貯蔵能力を前記システム内に組み込むために、アキュムレータ（６１４）が
出力パイプ（６１０）に設けられ、前記タービンが、エネルギー貯蔵ネットワークの空気
充填キャビティ内への流体の噴射によって前記貯蔵アキュムレータ（６１４）を加圧し、
これにより圧縮空気の形態で蓄えられた貯蔵エネルギーを用いて、加圧流体を前記陸上発
電所に供給し、前記加圧流体流が大規模商用発電のため前記ハイドロ装置（１１２）を駆
動する、
請求項２３又は２４に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体駆動タービン及びこのような流体駆動タービンを作動させるための方法
に関し、より具体的には、タービンを駆動する流体の運動エネルギーを変換するための装
置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフショア（沖合）用途のための再生可能エネルギー発電技術は、主として、風力ター
ビン、並びに最近出現しつつある潮汐タービン、波力タービン、及び海流タービンに基づ
いており、これらの全ては、現在のところ又は計画として、発電機を駆動して高圧電気海
底ケーブルを介して陸上に電力を伝送する。多くの接続部及び電子制御装置を備えたこの
電気設備は高価であり、高度のメンテナンスを必要とし、厳しい環境に曝されること並び
に広大な海面状態の海洋環境におけるアクセス及び保守整備が困難であることに起因して
、機能不良及び故障を起こし易い。上述の問題点の内の幾つかは、高架高圧電気ケーブル
でも生じる。
【０００３】
　単一又は多タービン構成及びこれらに関連する電磁界における複数の近接した高電圧シ
ステムはまた、塩水中での腐食促進及び海洋生物に対する電磁界（ＥＭＦ）の影響の点で
多くの未知の要素を抱えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７，０６９，８０２Ｂ２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の１つの目的は、流体の運動エネルギーを変換するためのシステム、及
び高電圧ケーブルを介した送電を回避するこのような装置を作動させるための方法を提供
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することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のこの目的は、第１の流体の運動エネルギーを変換するシステムによって解決さ
れ、このシステムは、少なくとも１つの流体駆動タービンを含み、各タービンは、第２の
流体を加圧するため少なくとも１つの流体ポンプを駆動する。少なくとも１つの流体ポン
プは、輸送パイプラインに連結されて、該輸送パイプラインに加圧された第２の流体を提
供し、輸送パイプラインは、加圧された第２の流体のエネルギーを利用するための少なく
とも１つの装置に連結される。
【０００７】
　以下において本明細書は、少なくとも１つのタービン及び少なくとも１つのポンプに対
して用語「タービン」及び「ポンプ」を使用する。すなわち、用語「タービン」とは、只
一つのタービンに限定されず、複数のタービンも包含する。同じことが用語「ポンプ」に
対しても当てはまる。
【０００８】
　本発明のシステムは、第１の流体すなわち少なくとも１つのタービンを駆動する流体の
運動エネルギーを、加圧された第２の流体の提供に変換する。この加圧流体は、第２の流
体のエネルギーを利用するために少なくとも１つの装置にパイプ輸送される。この装置は
、例えば、加圧流体のエネルギーを電気に変換することができる（より詳細な説明は以下
による）。本発明によれば、エネルギーは、この加圧された第２の流体によって伝送され
、従って、高電圧ケーブルは必要ではない。
【０００９】
　一般に、このシステムのタービンは、沖合、すなわち湖、河川、又は海洋中もしくはそ
の上に位置付けられる。タービンを駆動する第１の流体は、風、海流、潮流又は河川流の
内の１つ又は複数であり、すなわちタービンは、水面下（第１の流体として水を使用する
）又は水面上（第１の流体として風を使用する）に配置することができる。しかしながら
、タービンはまた、陸上に配置／位置させることができる。この場合、タービンは、常に
気流によって駆動される。
【００１０】
　タービンは、第２の流体を加圧するため流体ポンプを駆動する。タービンと同様に、流
体ポンプは、沖合又は陸上の何れにも配置することができる。タービン及び流体ポンプの
配置、すなわち陸上、沖合、水中又は水面上の何れにあるかに関係なく、流体ポンプによ
って加圧される第２の流体は、第１の流体と同じ流体とすることができ、或いは、第１の
流体と異なる流体であってもよい。
【００１１】
　例えば、タービン及びポンプが水中に配置され、且つポンプを用いてタービンを駆動す
る水を加圧する場合には、第１の流体と第２の流体は同一である。タービンが風力駆動さ
れ、すなわち水面上に置かれ、例えば、近くの河川又は海からの水を流体ポンプを用いて
加圧する場合、すなわち、タービンが沖合に置かれるが水面上に配置される場合には、第
２の流体と第１の流体は異なる。
【００１２】
　タービン及びポンプは、陸上又は沖合の何れに配置してもよいが、タービン及びポンプ
の両方は沖合に配置されるのが好ましい。流体ポンプが水中に配置されるか、又は水面上
に配置されるかどうかは、現在の用途によって決まる。同様のことが第２の流体にも当て
はまる。これらの流体が同じか又は異なるかは、用途によって決まる。
【００１３】
　上述のように、タービンは、流体ポンプを駆動するのに使用される。ポンプの駆動は、
機械的又は電気的に構成することができる。後者の場合、タービンの回転運動は、例えば
タービンを流体ポンプと連結する歯車装置装置により機械的に流体ポンプに伝達される。
しかしながら、流体ポンプを電気によって駆動することも可能である。この場合には、タ
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ービンの回転運動は、流体ポンプを駆動する電気を発生させるのに使用される。流体ポン
プが電気によって駆動されるか、又は機械的に駆動されるかは、用途に応じて決まる。
【００１４】
　加圧された第２の流体のエネルギーを利用する装置は、通常は陸上の装置であり、この
場合加圧流体流がハイドロ装置を駆動する。
【００１５】
　加圧された第２の流体のエネルギーを利用する多くの方式及び方法がそれぞれ存在する
。しかしながら、加圧流体のエネルギーを利用する装置は、発電用装置であるのが好まし
い。この場合、加圧された第２の流体が発電機を駆動する。
【００１６】
　代替の実施形態では、加圧流体のエネルギーを利用するための装置は、脱塩装置である
。この場合、少なくとも1つのポンプによって加圧される流体は水である。
【００１７】
　場合によっては、電気を発生させるために第２の流体を使用する可能性又は脱塩装置内
で第２の流体を使用する可能性を組み合わせることが望ましいであろう。従って、本発明
の１つの好ましい実施形態では、システムは、加圧された第２の流体のエネルギーを利用
する装置、すなわち電気を発生させる装置と脱塩装置の２つの装置を備え、これら両装置
が輸送パイプラインに連結され、装置を通して供給される加圧流体の量は、別々に調節可
能である。
【００１８】
　脱塩装置は、加圧水を使用して、塩分を含まない飲料水を生成する。脱塩中、関連する
装置は、低圧で塩分を含まない水のプロセスストリームを生成する。更に、脱塩装置は、
比較的高圧で塩水ストリームを生成する。高圧塩水ストリームの残りのエネルギーを利用
するために、脱塩装置は、発電用装置の上流側に配置され、脱塩装置の加圧された塩水流
又はストリームが、発電用装置にパイプ輸送することができるようになる。
【００１９】
　加圧された第２の流体の第１の利用方法とは関係なく、すなわち発電装置を駆動するた
めに第２の流体を使用すること又は脱塩装置内で加圧流体を使用することとは関係なく、
この装置又はこれらの装置（このシステムが、第２の流体のエネルギーを利用するための
１つよりも多い装置を含む場合）からの排出流が極低温であるので、該排出流は依然とし
て使用可能な「エネルギー」を含んでいる。従って、このシステムが下流側に水処理施設
を備えることが好ましく、この施設内では、加圧流体のエネルギーを利用するための少な
くとも１つの装置から排出された低温水が冷却プロセス用に使用される。
【００２０】
　少なくとも、このシステムのタービンを駆動するために海流が使用される場合には、シ
ステムは、第１の流体の運動エネルギーをほぼ定常的に変換する。しかしながら、加圧さ
れた第２の流体に対しての要求はこのような定常的ではない。例えば、システムが発電に
使用される場合、例えば夜間には、この電力需要は減少する。このようなオフピーク時間
中には、第２の流体のエネルギーを地域冷却及び淡水生成に使用することができる。しか
しながら、本発明の好ましい実施形態では、システムは、輸送パイプラインに連結された
空気充填エネルギー貯蔵装置を備え、この貯蔵装置内の空気は、エネルギー貯蔵装置内で
水を噴射することによって加圧することができる。
【００２１】
　本発明のこの実施形態を用いると、加圧された第２の流体のエネルギーは、例えば、オ
フピーク時間中に貯えることができる。例えば、電力需要が増大した場合、エネルギー貯
蔵装置内の圧力を用いて、付加的な加圧流体を加圧流体のエネルギーを利用するための装
置にパイプ輸送することができる。
【００２２】
　本発明の目的は、風又は水の運動エネルギーを変換する方法によって解決される。本方
法は、風又は水の運動エネルギーを使用してタービンを駆動するステップと、タービンに
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よって提供されるエネルギーを使用して流体を加圧するためのポンプを駆動するステップ
と、加圧流体を輸送パイプラインを介して該加圧流体のエネルギーを利用するための少な
くとも１つの装置にパイプ輸送するステップとを含む。
【００２３】
　加圧流体のエネルギーは、多くの方式で使用することができる。しかしながら、電力需
要が増大しているときには、加圧水は、発電のため水力発電施設内にパイプ輸送されるの
が好ましい。
【００２４】
　十分な淡水源がない多くの国がある。従って、多くの場合、海水を脱塩して淡水の飲料
水を生成する。そのため、加圧水を脱塩装置にパイプ輸送することが好ましく、この場合
、加圧水を濾過プロセスに通して、低圧の淡水流と高圧の塩水流とを生成する。
【００２５】
　塩水流は排出してもよい。しかしながら、塩水流は高圧であるので、依然として使用可
能なエネルギーを備えている。従って、塩水流は、発電のために水力発電施設内にパイプ
輸送されるのが好ましい。
【００２６】
　更に、淡水流の温度は極低温であるので、淡水流も使用可能な「エネルギー」の残余を
含んでいる。従って、淡水流は、飲料水又は灌漑用水用の水処理施設及び／又は冷却プロ
セスにパイプ輸送されるのが好ましい。
【００２７】
　同じことは、塩水流、すなわち、使用可能なエネルギーの残余を低温の形態で含む塩水
流についても当てはまる。好ましい実施形態では、水力発電施設から排出される塩水流は
、冷却プロセスに直接使用され、又は水処理施設（冷却プロセスのための）にパイプ輸送
される。
【００２８】
　本発明は、タービンが大量の低速気流又は水流を、すなわち第１の流体の運動エネルギ
ーを取り込み又は集結して、これを高圧高流量のエネルギー（すなわち第２の流体）に変
換し、加圧流体のエネルギーを利用する少なくとも１つの装置にパイプ輸送されるという
利点がある。高電圧ケーブルを必要としないので、メンテナンスコストが低減される。
【００２９】
　本発明は、環境上の大きな利点を有する。完全な水力システムは電力消費を伴わず、空
気汚染及び温室効果ガスの発生が減少する。加えて、冷凍及び他の冷却システムに低温水
を提供する能力によって、他の場合においてこれらのシステムを作動させるために従来の
化石燃料を製造及び使用する際に生じる温室効果ガスが有意に相殺される。
【００３０】
　この新規の流体駆動システムは、沖合で発電して陸上に電力を伝送することに勝る、優
れた信頼性上の利点を有する。海洋環境における高電圧システムには問題が起こる可能性
が高い。
【００３１】
　本発明は、送水ポンプを駆動する気流又は水流タービンにより、遙かに優れた機械簡素
化及び電気関連構成要素の低減が可能になり、タービンの生産性及び信頼性を大いに高め
る利点を有する。
【００３２】
　本発明は、発電に加えて、流体駆動システムが陸上ベースの冷却能力、脱塩、及び水産
資源を提供する融通性を有する利点があり、後者は、幾つかの場所において、低温のより
栄養分に富んだ水を集めて陸上に圧送する可能性に起因する。
【００３３】
　本発明は、このシステムの有用性がエネルギー貯蔵特徴部によって更に増大され、これ
により顧客の要求を最大に満足するようにシステム出力のバランスを最適化することがで
きるといった利点がある。
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【００３４】
　本発明は、常に存在する海流から生成された供給出力が、オフピーク時間中に１００％
電力の形態で販売する必要はないという利点を有する。この出力を用いて、地域冷却のた
めのエネルギーを生成することができ、電力オフピーク時の収益獲得が低いときに商品と
して淡水を製造することができる。
【００３５】
　本発明は、システム出力がプログラム可能であり、これによってユーザが加圧水の用途
をケルよう選択できるという利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明が具体化される流体流システムの一実施形態の全体ブロック図である。
【図２Ａ】図１に示す流体流システムの陸上部分の概略図である。
【図２Ｂ】水域内に係止され且つ図２Ａの流体流システムに連結されたタワー上の風力タ
ービンの概略図である。
【図３】水域内に係止され且つ図２Ａの陸上部分に連結された水中タワー上の水流タービ
ンの概略図である。
【図４】水中に係留され且つ陸上部分に連結された水流タービンの概略図である。
【図５】図４に示す水流タービンの内の１つの詳細図である。
【図６】複数のタービンモジュールからなる水中アレイの概略図である。
【図７】図５に示す水流タービンの後方斜視図である。
【図８】図５に示す水流タービンの前方斜視図である。
【図９】図５に示す水流タービンの後面図である。
【図１０】図５に示す水流タービンの側面図である。
【図１１】図５に示す水流タービンの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図面を参照しながら本発明を詳細に説明する。
　これらの図において、同じ参照符号は各図面における同じ要素を示す。図中の様々な構
成要素のサイズは、縮尺通り、すなわち正確な比率ではない場合があり、視覚的明瞭さ及
び説明の目的で示されている点を理解されたい。
【００３８】
　図１は、第１の流体の運動エネルギーを変換するためのシステムの実施形態を示してい
る。図１のシステムは、水を加圧するために２つの流体ポンプ（１０６、１０８）を駆動
する１つの流体駆動タービン（１００、１０２、１０４）を含む。流体ポンプは、輸送パ
イプライン（１１０）に連結されて、加圧水流体を輸送パイプラインに提供し、この輸送
パイプライン（１１０）は、水力発電機（１１２）すなわち加圧水のエネルギーを利用す
るための装置に連結される。
【００３９】
　言い換えると、図１は、流体駆動タービン（１００、１０２、１０４）によって利用さ
れるエネルギーが、加圧流体流を介して陸上発電所に伝達され、ここでは加圧流体流がハ
イドロ装置（１１２）を駆動するシステムを示している。装置（１１２）は、
電気を発生する水力発電システムのようなエネルギー回収装置、飲料用又は灌漑用に淡水
（淡水流１１３）を濾過するための脱塩プラント（１０９）、地域（エアコンディショニ
ング）冷却システムで使用するための冷水容器、塩水ペルトンタービン、又は、上記の何
れかの組合せとすることができる。
【００４０】
　図１による実施形態は、加圧水のエネルギーを利用するための２つの装置、すなわち水
力発電機（１１２）及び脱塩装置（１０９）を含む。更に、図１のシステムは、水処理施
設（１２２）を含む。
【００４１】
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　脱塩装置（１０９）は、水力発電機（１１２）の上流側に設けられ、輸送パイプライン
（１１０）に連結される。加圧水が脱塩装置（１０９）に入り、ここで高圧塩水流（１１
１）と低圧淡水流（１１３）とに分離される。高圧塩水流は、水力発電機（１１２）にパ
イプ輸送され、発電機を駆動して電気を発生する。図１に示す実施形態では、淡水流は、
水処理施設にパイプ輸送され、ここで淡水流の低い温度が冷却プロセスに使用される。
【００４２】
　本発明の他の実施形態では、水力発電機からの塩水流もまた、冷却プロセス用に使用す
るのに十分に低温である場合には、水処理施設（１２２）にパイプ輸送することができる
。更に、他の実施形態では、システムは、加圧水のエネルギーを利用するための１つの装
置、例えば、水力発電機（１１２）のみを含むことができる。しかしながら、脱塩装置を
作動させるのに必要なエネルギーは、水力発電装置によって発生させることができ、公共
送電網から取り込む必要はないので、脱塩装置を水力発電機と組み合せることが好ましい
。
【００４３】
　更に、システムの他の実施形態では、輸送パイプラインは、脱塩装置及び水力発電装置
に連結することができ、別々の装置に供給される加圧流体の量を制御して、市場の需要に
適応できるようにする。例えば、オフピーク時間中は、より多くの加圧水を用いて淡水を
製造することができる。
【００４４】
　タービンを駆動する流体は、図１に示されているような気流に限定されない。気流、海
流、潮流又は河川流の内の１つ又はそれ以上を使用することができる。装置は、作動中に
水面上（風による駆動、図１）、又は水中（海流による駆動、図３及び４）にあることが
でき、ポンプシステムは、大気中、圧力容器内、或いは水中環境の何れかにあることがで
きる。ハイドロ装置（１１２）から排出された水（１１５）は、水処理施設（１２２）で
使用することができ、次いで水源（１２３）に戻すことができる。
【００４５】
　タービンは、トルク低減歯車装置（１０４）に連結された回転シャフト（１０２）を転
回させるロータ（１００）を含む。トルク低減歯車装置（１０４）は、好ましくは、Ｍｉ
ｋｈａｉｌ他に付与された米国特許第７，０６９，８０２Ｂ２号に記載されるような、分
散形パワートレインである。ロータ（１００）及び歯車装置（１０４）は、例えば、海底
、川床又は湖底に係止されたタワー構造体の頂上に装着することができる。ロータ（１０
０）は、ヨー制御機構により水平面内、及び支配的な気流又は水流の経路に維持される。
ロータ（１００）は、流体流に応答して回転するブレード（１０１）を有する。各ブレー
ドは、歯車装置を駆動するロータシャフトに取り付けられたブレード基部セクションを有
し、ブレードピッチ角制御機能及び／又は可変直径ロータを提供するために長さが可変の
ブレード延長セクションを有することができる。ロータの直径は、ブレード延長部を伸縮
させて、ロータによってもたらされる又はロータに作用する荷重が設定限度を超えないよ
うに、低流速ではロータを完全に延長し、流速が増大するにつれてロータを後退させるこ
とにより制御することができる。ブレード全体のピッチは、ブレードの一部分だけが延長
されている間に変えることができる。
【００４６】
　トルク分配歯車装置（１０４）は、１つ又はそれ以上の水中ハイドロポンプ（１０６）
、（１０８）を駆動し、これらのハイドロポンプは、ロータ（１００）により駆動されて
水輸送パイプ（１１０）内に水圧を生じさせる。パイプライン（１１０）は、他のユニッ
ト及び／又は陸上脱塩システム（１０９）、水力発電システム（１１２）、地域冷却シス
テム、又はこれらの幾つかの組合せに相互連結することができる（図示せず）。結果とし
て得られる加圧流体流は、水力発電システム（１１２）を駆動して電気（１１４）を発生
させる。障害発生時に絶縁するために、回路遮断器及び／又はヒューズなどの保護装置（
１１６）を設けることができる。パッドマウント変圧器（１１８）は、生成される出力の
電圧を、送電網に接続されたエネルギーファーム収集システム（１２０）の電圧に変圧す
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る。
【００４７】
　分散形パワートレイン（１０４）を用いて、Ｍｉｋｈａｉｌ他に付与された米国特許第
７，０６９，８０２Ｂ号に記載されているような風力タービン内の発電機を駆動して電気
を発生させ、風力タービンが上に配置されているタワーの基部に位置するポンプ（１０６
、１０８）を電気的に作動させることができる。この場合、ポンプ（１０６、１０８）は
、図１に示すように水中に、或いは水源への適切な配管を設けて陸上に配置することがで
きる。しかしながら、ポンプはまた、以下に述べるように機械的に駆動することもできる
。
【００４８】
　脱塩後、最小限の圧力が淡水ストリーム（１１３）内に残される。従って、システムの
別の実施形態では、淡水ストリーム（１１３）は、水力タービン用に用いることができる
。この淡水（１１３）は、そのまま販売されるか、もしくは温度値を抽出するために熱交
換器を通過させた後、飲料／灌漑／その他のための淡水として販売することができる。塩
水ストリーム（１１１）は、十分に圧力を有し、水力発電機（１１２）を通過する。これ
に低温が残されている場合には、塩水（１１５）を冷却システムに通過させることにより
、ＡＣ／冷却値を抽出することができ、次いで、塩水を廃棄することができる。
【００４９】
　水力発電システム（１１２）からの低温水排出物（１１５）は、冷凍のような水処理施
設（１２２）にエネルギーを供給するのに使用され、次いで、水源（１２３）に戻される
。
【００５０】
　このシステムに対する付加的機能は、脱塩プラント（１０９）が現場に設けられている
場合に、加圧水流（１１０）は、脱塩プラント（１０９）をバイパスして水力発電機（１
１２）に直接流入するよう送給され、流れ（１１１）から１００％の水力発電を得ること
ができる点である。
【００５１】
　要約すると、加圧された海水源（１１０）は、最初に脱塩装置（１０９）に入り、これ
により水源水が濾過プロセスを通過して、低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流（１１１）
とを生成することができる。塩水流（１１１）は、発電のため水力発電施設（１１２）に
パイプ輸送することができる。淡水流（１１３）は、飲料水又は灌漑用水及び冷凍のため
のエネルギーを得るために、水処理施設（１２２）によって使用することができ、水力発
電機（１１２）から排出される塩水流（１１１）は、廃棄される前に冷凍のためのエネル
ギーを得るために使用することができる。
【００５２】
　図２Ａを参照すると、これは、図１に示す流体流システムの実施形態の陸上部分の図で
ある。図２Ｂに示す風力タービンからの高圧海水パイプ（２１０）は、脱塩プラント（２
２３）に入っている。高圧低温塩水は、低温塩水排出パイプ（２２４）を介して排出され
る。脱塩プラント（２２３）によって分離された淡水（２２１）は、淡水パイプ（２２１
）により水処理施設（２２２）に送られる。
【００５３】
　高圧低温塩水（２２４）は水力タービン（２１１）を駆動し、この水力タービンの出力
シャフトは、水力発電プラント（２１３）の構成要素である発電機（２１２）を回転させ
る。水力タービン（２１１）からの低温塩水排出物（２２５）は、水処理施設（２２２）
に送られる。
【００５４】
　加圧水流は、脱塩プラント（２２３）をバイパスし、この流れから１００％の水力発電
を得るように迂回することができる。バイパスは、脱塩プラント（２２３）内のバルブ及
びバイパスパイプによって既知の方式で行うことができる。
【００５５】
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　水力発電プラント（２１３）は、適切な電圧及び電流を変圧器（２１８）に提供するの
に必要な電気機器（２１６）を含む。変圧器（２１８）は、高圧電線（２２０）に接続さ
れる。
【００５６】
　図２Ｂを参照すると、これは、水域に係止定され、図２Ａの流体流システムに連結され
たタワー上の風力タービンの図である。この実施形態では、タービンは、送水ポンプ（２
０６、２０８）を機械的に駆動する。送水ポンプ（２０６、２０８）の機械的駆動は、以
下のように達成される。ロータブレード（２００）は、メインシャフト（２０２）を転回
させ、該メインシャフトが下方シャフト（２０５）に連結された直角歯車装置（２０４）
を駆動し、更に、下方シャフト（２０５）が送水ポンプ（２０６、２０８）を駆動する。
水域に対して開いている送水ポンプは、高圧海水パイプ（２１０）を介して水流タービン
から図２Ａに示す陸上システムに水を圧送する。
【００５７】
　図３を参照すると、これは水域内に係止（３０４）され、図２Ａの流体流システムに連
結された水中タワー（３０１）上の水流タービンの図である。ロータブレード（３００）
はメインシャフトを転回させ、このメインシャフトが、送水ポンプ（３０６）を駆動する
。水域に対して開いている送水ポンプ（３０６）は、高圧海水パイプ（３１０）を介して
水流タービンから図２Ａに示す陸上システムに水を圧送する。
【００５８】
　図２Ｂは、風力発電装置を示している。この風力発電装置は、水域の底に係止されたタ
ワー構造体（２０７）の頂上に装着される。ロータ（２００）は、ヨー制御機構により水
平面内且つ支配的な気流の経路内に維持される。ロータは、風に応答して回転する可変ピ
ッチブレードを有する。各ブレードは、ロータシャフト（２０２）に取り付けられたブレ
ード基部セクションを有し、ブレードピッチ角制御機能、及び／又は可変直径ロータを提
供するために長さが可変のブレード延長セクションを有することができる。ロータの直径
は、ブレード延長部を伸縮させて、ロータによってもたらされる又はロータに作用する荷
重が設定限度を超えないように、低流速ではロータを完全に延長し、流速が増大するにつ
れてロータを後退させることにより制御することができる。ブレード全体のピッチは、ブ
レードの一部分だけが延長されている間に変えることができる。
【００５９】
　発電装置は、ロータ（２００）が気流と整列して水平方向で所定位置に保持されるよう
に、気流の経路内でタワー構造体によって保持される。
【００６０】
　歯車装置（２０４）は、１つ又はそれ以上の水中ハイドロポンプ（２０６）を駆動し、
これらは、ポンプ駆動シャフト（２０５）によって駆動されて、他のユニット及び／又は
陸上水力タービン（２１１）に相互連結することができる水輸送パイプ（２１０）内に水
圧を生成する。水力タービン（２１１）は、発電機（２１２）を駆動して電気を発生させ
る。
【００６１】
　水力タービン（２１１）からの低温水排出物（２２２）は、冷凍などのために水処理施
設に動力を与えるのに使用され、次いで水源に戻される。
【００６２】
　或いは、加圧水源は、最初に脱塩装置に入ることができ、これにより水源水は、濾過装
置を通過して低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流とを生成する。塩水流は、発電のために
水力発電施設／装置内にパイプ輸送することができる。淡水流は、飲料水又は灌漑用水及
び冷凍のためのエネルギーを得るために、水処理施設によって使用することができ、塩水
流は、廃棄される前に冷凍用のエネルギーを得るために使用することができる。
【００６３】
　図３は、水力発電装置を示している。この水力発電装置は、完全に水中にあり、水域の
底に係止（３０４）されたタワー構造体（３０１）の頂上に装着される。タービンロータ
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（３００）は、ヨー制御機構により水平面内且つ支配的な気流又は水流の経路内に維持さ
れる。ロータは、水流に応答して回転する可変ピッチブレード（３０６）を有する。
【００６４】
　ロータは、１つ又はそれ以上の水中ハイドロポンプ（３０６）を駆動し、これらは、ロ
ータ（３００）により駆動されて、他のユニット及び／又は陸上水力タービン（図１に示
すような）に相互連結できる水輸送パイプ（３１０）内に水圧を生成する。水力タービン
は、発電機を駆動して電気を発生させる。
【００６５】
　水力タービンからの低温水排出物は、冷凍を行うために使用され、次いで、図２に関し
て上述したように水源へ戻される。
【００６６】
　或いは、加圧水源は、最初に脱塩プロセス／装置に入ることができ、これにより水源水
は、濾過装置を通過して低圧淡水流と高圧塩水流とを生成する。塩水流は、発電のために
水力発電施設内にパイプ輸送することができる。淡水流は、飲料水又は灌漑用水及び冷凍
のためのエネルギーを得るために、水処理施設によって使用することができ、塩水流は、
廃棄される前に冷凍用のエネルギーを得るために使用することができる。
【００６７】
　他の出力：冷凍、地域空調、脱塩及び水産養殖
　流体駆動システムは、タービン駆動ポンプにより海洋（又は湖）の深領域から汲み出さ
れて発電のために陸上の水力発電所に輸送される低温水に基づいた冷凍フェーズを含むこ
とができる。発電所の低温の海水又は湖水系もまた、熱生成プラントの冷却能力を増強す
るような冷却用途のため、或いは、家庭用、商用、又は他の産業用途の集中冷却システム
のために使用することができる。流体駆動システムはまた、風力タービン又は海流タービ
ンの陸上又は沖合位置での直接脱塩に使用することもできる。水産養殖での利点は、特定
の場所における低温海水が栄養豊富で且つより純粋である点に見出すことができる
【００６８】
　流体又は加圧空気圧送を備えた水中システム
　図４は、本発明の一部が具体化された水中係留装置の後方側面斜視図である。水中係留
装置は、２００７年６月２９日に出願されたＤｅｈｌｓｅｎ他の米国特許出願第６０／９
３７，８１３号に記載されている。このシステムは、支柱（４３０）と、装置係留部（４
２２、４２３、４２４、４２５）により支柱（４３０）に連結された装置（４００、４０
２）とを含む。支柱は、装置の深さを制御するために移動可能である。主係留部（図示さ
れていないが、係留部４４０及び４４２に連結されている）、左側係留部（４６２）及び
右側係留部（４６０）は、支柱を海底に係止する。係留部の内の１つは、可変長係留部で
ある。
【００６９】
　長さ制御装置は、可変長係留部に連結される。長さ制御装置は、可変長係留部にかかる
張力を制御するための支柱（４３０）内のウインチである。可変長係留部がウインチに巻
き上げられると装置が下降し、可変長係留部がウインチから巻き戻されると、装置は、該
装置及び支柱の浮力によって上昇する。
【００７０】
　水中装置は、中央セクション（４０４）からなる水中翼構造体によって互いに連結され
た流体密封ナセル（４００）及び（４０２）内に収容される１対のハイドロポンプを含む
。ハイドロポンプは、図５により明瞭に示されている。中央セクション（４０４）を通る
クロスパイプ（４７０）は、各ナセル内のハイドロポンプの出力を互いに接続する。係留
ライン（４２３、４３８）に沿った下方パイプ（４７２）は、結合したナセル出力を支柱
（４３０）まで下り、更に支柱からアンカー（４６６）まで下り、更にアンカーから海底
に沿って陸地に運ぶ。
【００７１】
　制御セクション（４０４）は、ナセル（４００）及び（４０２）を中央セクション（４
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０４）の下側表面上に位置付けして支持し、ナセルの各々は、中央水中翼構造体（４０４
）の下に配置される。
【００７２】
　各タービンは、可変ピッチブレード（４１８、４２０）をそれぞれ備えたロータ（４１
４、４１６）を有し、これらのブレードは、構造体に加わるトルク力が均衡するように反
対方向に回転する。１対の係留部（４２２、４２４）が、装置（４０２）を水流の経路に
おいて水中に係留する。１対の係留部（４２３、４２５）は、発電装置（４００）を水流
の経路において水中に係留する。係留部（４２２－４２５）は、「装置係留部」と呼ばれ
る。ロータ（４１４）及び（４１６）は、水流が最初に中央セクション（４０４）を通過
し、次いで結合して、ロータ（４１４）及び（４１６）を回転させるように、水中翼（４
０４）に対して位置付けされる。装置係留部（４２２－４２５）は、係留部連結部材から
、各ナセル（４００）及び（４０２）の本体上、更にケーブル支柱（４３０）にまで延び
る。
【００７３】
　図５を参照すると、これは図４のナセル内のハイドロポンプを示している。４つのハイ
ドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）が、水入口又は空気シュノーケル（５０
８）に連結されて示されている。図４で示したクロスパイプ（４７０）は、水出口パイプ
（５１０）に連結されている。ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）の４
つの出力部は、水出口パイプ（５１０）に連結され、この出口パイプは、図４に示す下方
パイプ（４７２）に連結している。
【００７４】
　水又は空気は、ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）によって入口（５
０８）から吸い上げられ、出口パイプ（５１０）から出て下方パイプ（４７２）、海底、
及び海底に沿って陸上施設に送り込まれる。
【００７５】
　水中流体又は圧縮空気アレイ
　図６を参照すると、これは複数のタービンモジュールからなる水中アレイの図である。
このアレイは、図示のパターンで海底に係止された図４の幾つかのタービンモジュールか
らなる。図４に示す水又は圧縮空気下方パイプ（４７２）は、共通輸送パイプ（６００、
６０２）に連結され、これらは、アンカー（６０４、６０８）により海底に係止される。
共通輸送パイプ（６００、６０２）は、マニフォルド（６１０）に連結され、このマニフ
ォルドの出力は、陸上に延びる共通出口パイプ（６１２）である。
【００７６】
　海底に載置又は拘束された大径の空気充填「貯蔵」パイプ又は浮袋のネットワークの形
態で、エネルギー貯蔵能力をシステムに組み込むために出力パイプ（６１０）にアキュム
レータ（６１４）が設けられる。タービンは、エネルギー貯蔵ネットワークの空気充填キ
ャビティ内に水を噴射することによって、貯蔵アキュムレータ（６１４）を加圧するのに
使用される。このようにして、圧縮空気の形で蓄えられた貯蔵エネルギーを用いて、陸上
の発電施設に水を供給することができる。
【００７７】
　各流体駆動タービンは、加圧流体流を共通マニフォルド（６００、６０２、６１０）に
送り、次いで、この加圧流体流を輸送パイプライン（６１２）を用いて陸上の発電所に送
給し、ここで加圧流体流が大規模商用発電用のハイドロ装置を駆動する。
【００７８】
　図７～１１を参照すると、これらは、図５及び６に示された水流タービンのより詳細な
図である。４基のハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）が水マニフォルド
入口又は空気シュノーケルマニフォルド入口ポイント（５０８）に連結されて示されてい
る。
【００７９】
　ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）の４つの入力部（７０１、７０３
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、７０５、７０７）は、これらをマニフォルド入口ポイント（５０９）に連結する水入口
マニフォルドに連結され、この入口ポイントは、図４に示されたパイプ（４７０）に連結
している。図４に示されたクロスパイプ（４７０）は、水出口パイプ（５１０）に連結さ
れる。ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）の４つの出力部（７０９、７
１１、７１３、７１５）は、これらの出力を出口パイプ（５１０）に向ける水出口マニフ
ォルドに連結され、出口パイプ（５１０）は、図４に示された下方パイプ（４７２）に連
結する。
【００８０】
　水又は空気は、ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）によって入口（５
０８）から吸い上げられ、出口パイプ（５１０）から出て下方パイプ（４７２）、海底、
及び海底に沿って陸上施設に送り込まれる。
【００８１】
　タービンは、ロータ駆動ハブフランジ（７００）を含み、このハブフランジは、トルク
低減歯車装置（７０４）に連結された回転シャフト（７０２）を転回させる。トルク低減
歯車装置（７０４）は、好ましくは、Ｍｉｋｈａｉｌ他に付与された米国特許第７，０６
９，８０２号に記載されているような分散形パワートレインである。代替の駆動システム
、ポンプ構成及びマニフォルドシステムは、単一又は複数のタービンと共に利用して、様
々な物理的パッケージの利点及び様々な生産高を達成することができる。このような構成
は、事例固有のエネルギー需要、タービンサイズ、及び陸上での用途の性質に応じて決ま
る。
【００８２】
　トルク配分歯車装置装置（７０４）は、水中ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４
、５０６）を駆動し、これらのハイドロポンプは、ロータ駆動ハブフランジ（７００）に
よって駆動されて、他のユニット及び／又は陸上水力発電システム、脱塩システム、地域
冷却システム又はこれらの幾つかの組合せに相互連結する水輸送パイプ内に水圧を生成す
る。結果として得られた加圧流体流は、水力発電システムを駆動して電気を生成する。
【００８３】
　エネルギー貯蔵
　流体駆動システムの有用性は、海底に載置又は拘束された大径の空気充填「貯蔵」パイ
プ又は浮袋のネットワークの形態で、エネルギー貯蔵能力をシステムに組み込むことによ
って更に強化することができる。タービンは、何れの場合（風力及び水力）においても、
エネルギー貯蔵ネットワークの空気充填キャビティ内に水を噴射することによって、貯蔵
パイプ又は浮袋を加圧するのに使用することができる。このことは、風のレベルが低下し
ている状況で、圧縮空気の形態で蓄えられた貯蔵エネルギーを用いて、陸上発電施設に水
を供給することができるという利点がある。この再生可能資源は、電力需要が最低（の価
格）である時に常時流れ続けるので、潮流、河川流又は海流タービンにおいてこの貯蔵は
有用である。陸上で発電するためにこのエネルギーを直ちに供給するのではなく貯蔵する
ことで、最も必要な時にエネルギーを伝送するようシステムが指令することができるので
、収益値と送電網の安定化が最適になる。
【００８４】
　このエネルギー貯蔵機能を用いると、システムからの電力供給は、従来の風力発電の性
質が間欠的であるのに対して、信頼性があり且つ迅速に対応可能になる。このエネルギー
貯蔵機能は、送電網市場が「オフピーク」であるときに持続的な流れ環境で作動する海流
タービンにおいて最適である。この機能の更なる利点は、タービンにより「発電時」の電
力供給から最大の電力価値を有する１日の内の時間（「ピーク時間」）中の電力供給への
タイムシフトを可能にすることである。一例として、沖合風力発電ファームは、パイプ貯
蔵ネットワークの空気圧を充填するために１日に１８時間ポンプ動作を行い、次いで、電
力需要が高い（高価格の）６時間の間、電力変換及び供給のために加圧空気の形態で蓄え
られたエネルギーが放出されるようにプログラムすることができる。この実施例では、陸
上の水力発電所で生成される電力は、風力タービンの能力よりも約３倍大きくなるが、こ
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３倍大きな陸上までのパイプ能力及び陸上発電能力を必要とする。ピーク負荷時の電気料
金からのより高い収益は、この大きな能力についての追加コストを上回る必要がある。
【００８５】
　出力を最適化するためのプログラム制御
　流体駆動システムは、プログラム化したアルゴリズムによって制御することができ、こ
れにより、都市又は地方自治体が送電網供給のための１日の時間、季節に応じた発電調整
、予備発電能力、並びに電力の生成及び供給、飲料水及び冷却水に関係する他の機能を最
適にすることが可能になる。本システムはまた、単一の機能すなわち発電から始まり、必
要に応じて他の機能を追加する柔軟性を提供する。
【００８６】
　代替形態：ハイドロポンプに給電する発電機
　図１に関して述べたように、ロータ（１００）を含むタービンは、トルク低減歯車装置
（１０４）に連結された回転シャフト（１０２）を転回させる。トルク低減歯車装置は、
好ましくは、Ｍｉｋｈａｉｌ他に付与された米国特許第７，０６９，８０２Ｂ２号に記載
されるような分散形パワートレインである。ロータ及び歯車装置は、海底、川床又は湖底
に係止されたタワー構造体の頂上に装着される。歯車装置は、水中にあるハイドロポンプ
（１０６、１０８）を駆動する。
【００８７】
　発電用タービンにおいて、歯車装置（１０４）は、電気を発生する発電機を駆動する。
この代替形態においては、歯車装置のシャフトがハイドロポンプ（１０６、１０８）を直
接駆動するのではなく、発電機がハイドロポンプ（１０６、１０８）を駆動し、該ハイド
ロポンプは、該ポンプと直列にされた電動機を有する。輸送システムと陸上システムとの
均衡は、依然として本明細書の内容と一致する。
【符号の説明】
【００８８】
１００　ロータ；　１０１　ブレード；　１０２　シャフト；　
１０４　トルク低減歯車装置；　１０６、１０８　流体ポンプ； 
１０９　脱塩プラント；　１１０　輸送パイプライン；　１１１　高圧塩水流；　
１１２　水力発電機；　１１３　低圧淡水流；　１２２　水処理施設。



(16) JP 2010-540816 A 2010.12.24

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月6日(2009.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の流体の運動エネルギーを加圧された第２の流体に変換するシステムであって、
　少なくとも１つの流体駆動タービン（１００、１０２、１０４、１０６、１０８）を備
え、
　前記各タービンが、２つ又はそれ以上のハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５
０６）を駆動して第２の流体を加圧し、且つ、
　マニフォルド入口ポイント（５０８）と、
　前記マニフォルド入口ポイント（５０８）に連結された前記ハイドロポンプ（５００、
５０２、５０４、５０６）の入力部（７０１、７０３、７０５、７０７）と、
　下方パイプ（４７２）と、
　前記下方パイプ（４７２）と連結した出口パイプ（５１０）に前記ハイドロポンプ（５
００、５０２、５０４、５０６）の出力を向ける出口マニフォルドに連結された前記ハイ
ドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）の出力部（７０９、７１１、７１３、７
１５）と、
を含み、
　前記下方パイプ（４７２）が、前記加圧された第２の流体のエネルギーを利用する少な
くとも１つの装置に連結されたている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記加圧流体のエネルギーを利用する装置が、発電用装置である、
【請求項３】
　クロスパイプ（４７０）が、前記１つのタービンの出口パイプを第２のタービンの前記
マニフォルド入口ポイント（５０８）に連結する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第２の流体が水であり、前記加圧流体のエネルギーを利用する装置が脱塩装置であ
る、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムが、前記加圧された第２の流体のエネルギーを利用する２つの装置、すな
わち電気を生成する装置と脱塩装置とを備え、前記両装置が、前記輸送パイプラインに連
結することができ、前記装置を通って伝導される前記加圧流体の量が個々に調節可能であ
る、
請求項２又は４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記脱塩装置が、前記電気を生成する装置の上流側に配置され、前記脱塩装置の加圧さ
れた塩水流が、前記電気を生成する装置にパイプ輸送することができる、
請求項４又は５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記システムが下流側に水処理施設を備え、該水処理施設において、前記加圧流体のエ
ネルギーを利用する少なくとも１つの装置から排出される低温水が冷却プロセスに使用さ
れる、
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請求項３から６の何れかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記システムが、前記輸送パイプラインに連結された空気充填エネルギー貯蔵装置を備
え、
　前記貯蔵装置内の空気が、前記エネルギー貯蔵装置における水噴射によって圧縮するこ
とができる、
請求項３から７の何れかに記載のシステム。
【請求項９】
　風又は水の運動エネルギーを変換する方法であって、
　前記風又は水の運動エネルギーを使用してタービンを駆動し、前記エネルギーを２つ又
はそれ以上の経路に分割するステップと、
　前記タービンによって提供されたエネルギーを使用して、水入口又は空気シュノーケル
（５０８）に連結された２つ又はそれ以上のハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、
５０６）を駆動し、これにより流体を加圧するようにするステップと、
　前記ハイドロポンプ（５００、５０２、５０４、５０６）の出力部を水出口パイプ（５
１０）に連結するステップと、
　前記加圧流体のエネルギーを利用する少なくとも１つの装置に前記加圧流体を輸送パイ
プライン（４７２）を介してパイプ輸送するステップと、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記加圧水が、発電用の水力発電施設（１１２）内にパイプ輸送される、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記加圧水が、脱塩装置（１０９）にパイプ輸送され、前記加圧水が、濾過プロセスを
通して低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流（１１１）とを生成する、
請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記塩水流（１１１）が、発電用の前記水力発電施設（１１２）内にパイプ輸送される
、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記淡水流（１１３）が、飲料水又は灌漑用水を得るため及び／又は冷却プロセスのた
めの水処理施設（１２２）にパイプ輸送される、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記水力発電施設（１１２）から排出された塩水流（１１５）が、冷却プロセスに使用
され、又は前記水処理施設にパイプ輸送される、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　流体駆動タービン（１００、１０２、１０４、１０６、１０８）によって利用されるエ
ネルギーが、加圧流体流（１１０、４７２）を介して陸上発電所にエネルギーを伝送する
システムにおいて、前記加圧流体流（１１１）がハイドロ装置（１１２）を駆動する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記加された流体流（４７２）が水である、
請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記加圧流体流（４７２）が圧縮空気である、
請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
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　前記ハイドロ装置が、電気（１１４）を生成する水力発電システムである、
請求項１５、１６又は１７の何れかに記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ハイドロ装置が、淡水と、発電に使用される塩水流とを生成する脱塩システム（１
０９）である、
請求項１５、１６又は１７の何れかに記載のシステム。
【請求項２０】
　前記タービンを駆動する流体が、気流、海流、潮流又は河川流の内の１つ又はそれ以上
のものである、
請求項１５、１６、１７又は１８の何れかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記流体駆動タービン（４００、４０２）が、水中で係留される、
請求項１５から２０の何れかに記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ハイドロ装置（１１２）から排出される水（１２１）が、地域冷却用の水処理施設
（１２２）で使用される、
請求項１５から１９の何れかに記載のシステム。
【請求項２３】
　Ａ．加圧された海水源（１１０）を脱塩処理装置（１０９）にパイプ輸送して、これに
より水源水が濾過装置を通過し、低圧淡水流（１１３）と高圧塩水流（１１１）とを生成
するようにするステップと、
　Ｂ．前記塩水流（１１１）を発電用の水力発電施設（１１２）にパイプ輸送するステッ
プと、
　Ｃ．前記淡水流（１１３）を飲料又は灌漑用水及び冷却用エネルギーを得るために水処
理施設（１２２）にパイプ輸送するステップと、
　Ｄ．前記水力発電施設（１１２）から排出される塩水流（１１１）を用いて冷凍用エネ
ルギーを得るようにするステップと、
を含む方法。
【請求項２４】
　複数の流体駆動タービンによって利用されるエネルギーが、加圧流体流を介して共通マ
ニフォルド（６００、６０２、６１０）に伝送され、次いで前記加圧流体流を輸送パイプ
ライン（６１２）を用いて陸上発電所に供給するシステムであって、
前記加圧流体流が、大規模商用発電のためのハイドロ装置（１１２）を駆動するようにす
る、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　エネルギー貯蔵能力を前記システム内に組み込むために、アキュムレータ（６１４）が
出力パイプ（６１０）に設けられ、前記タービンが、エネルギー貯蔵ネットワークの空気
充填キャビティ内への流体の噴射によって前記貯蔵アキュムレータ（６１４）を加圧し、
これにより圧縮空気の形態で蓄えられた貯蔵エネルギーを用いて、加圧流体を前記陸上発
電所に供給し、前記加圧流体流が大規模商用発電のため前記ハイドロ装置（１１２）を駆
動する、
請求項２３又は２４に記載のシステム。
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