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(57)【要約】
【解決手段】本システム(16)は、船舶に接続される充填
台(40)と、台(40)の上に開口する少なくとも１つのマニ
ホールド(42)とを備える。システムは、マニホールド(4
2)を配給設備によって運ばれる液体配給ホースに接続す
る着脱可能な管状接続部(44)を備える。システム(16)は
、接続部(44)を台(40)の上で搬送するための少なくとも
1つの台車(82)を備える。台車(82)は、格納位置と接続
部がマニホールド(42)に固定される作動位置との間で、
台(40)の上で管状接続部(44)を搬送するために台(40)の
端から端まで移動する。液化天然ガスの沖合の貯蔵設備
からタンカ船舶への移送に適用可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を船舶(14)に移送する装置(16)であり、
　－　前記船舶(14)と一体とすべく意図された積載台(40)
　－　該台(40)の上に開口する少なくとも１つのマニホールド(42)
　－　前記マニホールド(42)を、液体配給設備(12)に支持されており、液体を配給するた
めの可撓性ホース(22)に接続すべく意図された少なくとも１つの移動可能な管状接続部(4
4)
を備えたタイプの前記装置において、
　前記管状接続部(44)を前記台(40)の上で搬送するための少なくとも１つの台車(82)を備
え、
　該台車(82)は、格納位置と前記接続部が前記マニホールド(42)に固定される作動位置と
の間で前記管状接続部(44)を搬送するために、前記台(40)の上で移動可能であることを特
徴とする装置(16)。
【請求項２】
　前記台(40)の作動固定位置に対する所定の位置に前記台車(82)をロックする手段(87)を
備え、該ロック手段(87)は、前記台車(82)上に前記管状接続部がない状態で作動し得るこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置(16)。
【請求項３】
　前記台(40)に対して前記台車(82)を運ぶ手段(86)を備え、該手段は、前記船舶(14)に支
持されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の装置(16)。
【請求項４】
　前記台(40)と一体である前記台車(82)を導くトラック(88A,88B) を備え、前記格納位置
と前記作動固定位置との間の台(40)の上での前記台車(82)の移動は、前記ガイドトラック
(88A,88B) に沿って制御され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
装置(16)。
【請求項５】
　前記台車(82)は、前記台(40)の上で転動する車輪を含むことを特徴とする請求項１乃至
４のいずれかに記載の装置(16)。
【請求項６】
　前記作動固定位置の近傍では、前記台車(82)は前記台(40)に対して第１方向に移動可能
であり、前記接続部(44)が前記台車(82)に取り付けられるとき、前記接続部(44)は、前記
台車(82)に対して第１方向に固定されて、前記台車(82)に対して前記第１方向と異なる第
２方向(X-X')に前記マニホールド(42)に向かって移動され得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装置(16)。
【請求項７】
　前記台車(82)は、接続部(44)を回転可能に支える受け台(96)と、該受け台(96)に対して
前記接続部の回転(44)を阻止するための調整可能な手段(112)とを含むことを特徴とする
請求項１乃至６のいずれかに記載の装置(16)。
【請求項８】
　前記調整可能な阻止手段(112) は、前記管状接続部(44)又は前記受け台(96)のいずれか
一方と一体である少なくとも1つの阻止リブ(116) と、該リブ(116) に又は該リブ毎に、
前記管状接続部(44)又は前記受け台(96)の他方に設けられ、前記阻止リブ(116) を支える
溝(124) とを含むことを特徴とする請求項７に記載の装置(16)。
【請求項９】
　前記管状接続部(44)は、前記台車(82)が前記接続部(44)と関係なく移動可能な、前記船
舶(14)の格納領域の格納配置(50)と、前記管状接続部(44)及び前記台車(82)が共に移動可
能な搬送配置との間で、前記台車(82)に対して移動可能であることを特徴とする請求項１
乃至８のいずれかに記載の装置(16)。
【請求項１０】
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　前記台車(82)の作動固定位置では、前記管状接続部(44)は、前記台(40)を越えて突出し
、前記マニホールド(42)は前記台(40)の上の後退した位置に配置されていることを特徴と
する請求項１乃至９のいずれかに記載の装置(16)。
【請求項１１】
　同一の台車(82)に取り付けられ得る複数の接続部(44)を備えることを特徴とする請求項
１乃至１０のいずれかに記載の装置(16)。
【請求項１２】
　前記台車(82)は、前記マニホールド(42)の高さに対する前記接続部(44)の高さを調節す
るための手段(150) を含むことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の装置(1
6)。
【請求項１３】
　液体を移送する船舶(14)において、
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の移送装置(16)と、前記マニホールド(42)に接続さ
れる液体用タンク(34)とを備え、
　前記台(40)は、前記船舶(14)と一体であることを特徴とする船舶。
【請求項１４】
　液体を移送する組立体(10)において、
　－　水域に接して配置され、液体を配給するための可撓性ホース(22)を含む、液体を移
送するための設備(12)
　－　水域上に浮ぶ請求項１３に係る船舶(14)
を備え、
　前記可撓性ホース(22)は、前記管状接続部(44)に接続されていることを特徴とする組立
体。
【請求項１５】
　液体を請求項１４に係る組立体(10)で船舶(14)に移送する方法において、
　－　前記船舶(14)と一体である台(40)上に配置され、静止しているときに前記船舶(14)
に格納されている管状接続部(44)を支持する台車(82)を備えるステップ
　－　前記台車(82)を格納位置と作動固定位置との間で前記台(40)と接して維持しながら
、前記管状接続部(44)を前記台(40)の上で搬送するために、前記格納位置と前記作動固定
位置との間で前記台車(82)を前記台(40)の上で移動するステップ
　－　前記管状接続部(44)を前記マニホールド(42)に固定するステップ
　－　前記可撓性ホース(22)を前記管状接続部(44)に接続するステップ
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記管状接続部(44)は、該管状接続部が前記台車(82)から離れて前記船舶(14)の格納領
域(50)に配置される格納配置と、前記管状接続部が前記台車(82)に取付けられる搬送配置
との間で、前記台車(82)に対して移動可能であり、
　前記台車を備えるステップは、接続部(44)の前記格納配置から前記搬送配置への移動を
含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、
　－　船舶と一体とすべく意図された積載台
　－　台の上に開口する少なくとも１つのマニホールド
　－　マニホールドを、液体配給設備に支持されており、液体を配給するための可撓性ホ
ースに接続すべく意図された少なくとも１つの移動可能な管状接続部
を備えたタイプの液体を船舶に移送する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　このタイプの装置は、輸送船舶と、ターミナルとして知られている液化天然ガスを貯蔵
するための沖合の設備及び／又は液化天然ガスを積降ろすための設備との間で、液化天然
ガス（LNG ）を移送するために特に適している。
【０００３】
　液化天然ガスを沖合の生産領域と沿岸近くの貯蔵地域との間で輸送するために、タンカ
を沖合の積載ターミナル又は積降ターミナルに係留することにより、海上で前記タンカに
積載する又は前記タンカから積降ろすことが知られている。
【０００４】
　これらのターミナルは、好ましくは、ターミナル上に設けられたガントリークレーンか
ら吊るされた可撓性低温ホースを備えている。
【０００５】
　船舶へのLNG の積載又は船舶からのLNG の積降ろしを可能にするために、可撓性低温ホ
ースは、タンカの「マニホールド」と呼ばれる積載パイプシステムに接続される必要があ
る。
【０００６】
　海上には多数のタンカがあるので、一方では可撓性ホースに適合でき、他方では特定の
船舶のマニホールドに適合できる移動可能な堅い接続部を設けることが必要である。
【０００７】
　この目的のために、欧州特許出願公開第１３２４９４４号明細書は、管状接続部が、静
止しているとき沖合のLNG 積載／積降設備上に格納されて、次に船舶が設備に係留された
後、クレーンによって船舶のマニホールドに接続される前述のタイプの移送装置を開示し
ている。
【０００８】
　このタイプの装置は完全に満足のいくものではなく、海が荒いとき、設備に対する船舶
の相対移動により、堅い管状接続部をマニホールドに固定することがかなり困難になる。
これらの操作の難しさのため、液体の移送に時間がかかり、それほど確実ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１３２４９４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、荒い海でも、液体を積載するか積降ろすための設備と船舶とが迅速に確実な
方法で接続されることが可能な、液体を設備と船舶との間で移送する装置の提供に関する
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的のために、本発明は、前述のタイプの装置に関し、該装置は、管状接続部を台
の上で搬送するための少なくとも１つの台車を備え、該台車は、格納位置と接続部がマニ
ホールドに固定される作動位置との間で管状接続部を搬送するために、台の上で移動可能
であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る装置は、以下の一又は複数の特徴を、単独で又は任意の技術的に実現可能
な組合せで備えてもよい。
　－　装置は、台の作動固定位置に対する所定の位置に台車をロックする手段を備え、ロ
ック手段は、台車上に管状接続部がない状態で作動し得る。
　－　装置は、台に対して台車を運ぶ手段を備え、該手段は、船舶に支持されている。
　－　装置は、台と一体である台車を導くトラックを備え、格納位置と作動固定位置との
間の台の上での台車の移動は、ガイドトラックに沿って制御されている。



(5) JP 2009-541114 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

　－　台車は、台の上で転動する車輪を含む。
　－　作動固定位置の近傍では、台車は台に対して第１方向に移動可能であり、接続部が
台車に取り付けられるとき、接続部は、台車に対して第１方向に固定されて、台車に対し
て第１方向と異なる第２方向にマニホールドに向かって移動され得る。
　－　台車は、接続部を回転可能に支える受け台と、受け台に対して接続部の回転を阻止
するための調整可能な手段とを含む。
　－　調整可能な阻止手段は、管状接続部又は受け台のいずれか一方と一体である少なく
とも1つの阻止リブと、リブに又はリブ毎に、管状接続部又は受け台の他方に設けられ、
阻止リブを支える溝とを含む。
　－　管状接続部は、台車が接続部と関係なく移動可能な、船舶の格納領域の格納配置と
、管状接続部及び台車が一緒に移動可能な搬送配置との間で、台車に対して移動可能であ
る。
　－　台車の作動固定位置では、管状接続部は、台を越えて突出し、マニホールドは台の
上の後退した位置に配置されている。
　－　装置は、同一の台車に取り付けられ得る複数の接続部を備える。
　－　台車は、マニホールドの高さに対する接続部の高さを調節するための手段を含む。
【００１３】
　本発明は、更に、上述された移送装置と、マニホールドに接続される液体用タンクとを
備え、台は船舶と一体であることを特徴とする船舶に関する。
【００１４】
　本発明は、更に、
　－　水域に接しており、液体を配給するための可撓性ホースを含む、液体を移送するた
めの設備
　－　水域上に浮ぶ上述されたような船舶
を備え、可撓性ホースは管状接続部に接続されていることを特徴とする液体を移送する組
立体に関する。
【００１５】
　本発明は、更に、
　－　船舶と一体である台上に配置され、静止しているときに船舶に格納されている管状
接続部を支持する台車を備えるステップ
　－　台車を格納位置と作動固定位置との間で台と接して維持しながら、管状接続部を台
の上で搬送するために、格納位置と作動固定位置との間で台車を台の上で移動するステッ
プ
　－　管状接続部をマニホールドに固定するステップ
　－　可撓性ホースを管状接続部に接続するステップ
を備えることを特徴とする、上記に定義されているような組立体で船舶に液体を移送する
方法に関する。
【００１６】
　本発明に係る方法は、以下の特徴を含んでもよい。
　－　管状接続部は、管状接続部が台車から離れて船舶の格納領域に配置される格納配置
と、管状接続部が台車に取付けられる搬送配置との間で、台車に対して移動可能であり、
台車を備えるステップは、接続部の格納配置から搬送配置への移動を含む。
【００１７】
　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容易に更に明瞭に
理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】配給設備に接続されている本発明に係る移送装置を備えたLNG 移送組立体を示す
概略図である。
【図２】図１の移送装置を示す４分の３概略斜視図である。
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【図３】図２の装置の管状接続部を示す斜視側面図である。
【図４】図３の管状接続部を移動するための台車を示す分解斜視図である。
【図５】配給設備と船舶との間でLNG を移送する間の図１と同様の図である。
【図６】積載された後、船舶が設備から離れている図１と同様の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　液体、特に例えば液化天然ガス（LNG ）から構成される炭化水素を移送するための組立
体10が、図１乃至６に示されている。
【００２０】
　移送組立体10は、LNG の積載及び／又は積降のための沖合の設備12と、LNG を貯蔵し再
ガス化するための船舶14と、船舶14によって運ばれる、設備12と船舶14との間でLNG を移
送するための装置16とを備える。
【００２１】
　積載設備12は、LNG の貯蔵槽18と、LNG を積降ろすための浮動ガントリークレーン20と
、貯蔵槽18をガントリークレーン20に接続する可撓性低温ホース22と、可撓性ホース22を
操作するための操作手段24とを含む。
【００２２】
　貯蔵槽18は、LNG 生産設備によって生産されたLNG を集めて貯蔵することが可能である
。貯蔵槽は、海中に配置されていることが好ましい。
【００２３】
　浮動ガントリークレーン20は操作手段24によって可撓性ホース22を運ぶ。
【００２４】
　可撓性ホース22は、移送装置16に接続されるべき自由端部28を備えた低温ホース26を含
む。ホースは、例えばフレキシ　フランス（FLEXI FRANCE）によって開発され販売されて
いるタイプである。
【００２５】
　自由端部28は、公知のように、国際公開第０３／００４９２５号パンフレットに開示さ
れているタイプの蝶形安全弁30と、低温ホース26に接続され、前記ホース26と平行に、自
由端部28の領域で船舶14の方に延びるガイドスリーブ32とを含む。自由端部28は、例えば
欧州特許出願公開第１３２４９４４号明細書に示されているクランプコネクタ33を更に含
む。
【００２６】
　船舶14は、該船舶の中心部に配置された少なくとも１つのLNG タンク34を含む。以下で
は、用語「内部」、「外部」、「縦」、「横」、「前部」及び「後部」は船舶14に関して
用いられる。
【００２７】
　図２に示されるように、移送装置16は、積載台40と、台40の上に開口する複数のマニホ
ールド42と、マニホールド42を可撓性ホース22に接続することを意図された複数の移動可
能な管状接続部44と、台40の上で各コネクタ44を搬送するための手段46とを含む。
【００２８】
　図１に示されるように、台40は船舶14のデッキと一体である。台は、LNG を移送するた
めの領域48と、管状接続部44を格納するための領域50とを含む。
【００２９】
　移送領域48は、船舶14の側部49を越えて突出することなく、船舶14の側部49に沿って延
びる。
【００３０】
　格納領域50は、例えば船舶の中心部に側部49から離れて配置されている。
【００３１】
　図２に示される実施例では、移送装置16は、移送領域48に縦に間隔を置いて４つのマニ
ホールド42を含む。
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【００３２】
　各マニホールド42は、タンク34と接続端部54との間に略横に延びるLNG 移送パイプ52を
含む。
【００３３】
　接続端部54の近傍に、パイプ52は、台40の移送領域48に配置された脚部56を備える。
【００３４】
　接続端部54は、船舶の側部49に対して後退した位置で、移送領域48の上方で横に開口す
る。従って、前記端部54は、管状接続部44がマニホールド42に接続されていない航行の間
、船舶14によってなされる操作を妨げない。
【００３５】
　接続端部54は、管状接続部44を固定するための複数の穴が形成されている外周フランジ
58を有する。
【００３６】
　マニホールド42は、移送領域48で、各マニホールド42と横に対向し、各組の隣接したマ
ニホールド42間に配置され、図２の左側に示された接続ゾーン59A と、マニホールド42か
ら離れて配置され、図２の右側に示された、搬送手段46を格納するためのゾーン59B とを
画定する。
【００３７】
　接続ゾーン59A は、マニホールド42の軸に略垂直な軸に沿って、最前方端部のマニホー
ルド42と、最後方に配置された端部のマニホールド42との間に延びる。
【００３８】
　本実施例では、格納ゾーン59B は、最後方に配置されたマニホールド42から、後部に向
かって、最前部のマニホールド42から離れる方向に延びる。
【００３９】
　図２及び３に示されるように、各接続部44は堅い中空の金属パイプによって形成されて
おり、その内部は液体の循環路を画定する。
【００４０】
　従って各接続部44は、搬送手段46に支持される内側部分60、肘継手62、及び可撓性ホー
ス22に接続されることを意図された外側部分64を含む。本実施例では、部分60,64 及び肘
継手62は一体に形成されている。
【００４１】
　接続部44がマニホールド42に接続されるとき、内側部分60は、移送領域48に面するパイ
プ52から延びる横軸X-X'に略沿って延びる。
【００４２】
　接続部44は、マニホールド42のフランジ58に固定されるべき補足フランジ67を備えた内
側端部66を有する。フランジ58及びフランジ67は、互いに一致するような寸法を有する。
補足フランジ67は、内側部分60に対して軸X-X'周りに回転するように取り付けられている
。これにより、内側部分60及び外側部分64の軸X-X'周りの角度位置に関係なく、補足フラ
ンジ67とマニホールドのフランジ58とを接続して互いに固定するため、マニホールドのフ
ランジに対する補足フランジの位置合せ及び締付けが容易になる。
【００４３】
　液体の循環路は、フランジ67の中心で内部に開口する。
【００４４】
　肘継手62は、船舶14の側部49をまたぎ、内側部分60を外側部分64に接続する。
【００４５】
　接続部44がマニホールド42に固定されるとき、外側部分64は横に船舶14の側部49を越え
て、領域48から外に下方へ突出する。外側部分の外側端部68の近傍では、外側部分は、内
側部分60の軸X-X'と90°乃至150 °の角度を形成する軸Y-Y'に沿って延びる。
【００４６】
　外側部分64の外側端部68は、可撓性ホース22の自由端部28に接続されるべきカラー70を
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有する。部分64は、外側端部68の近傍に、ガイドスリーブ32に導入されることを意図され
たガイド棒72と、自由端部28を引っ張るためのウィンチ74とを更に備える。棒72は部分64
と平行に延びる。
【００４７】
　接続部44は、外側部分64の外側端部68を内側部分60に接続する補強棒75を更に備える。
可撓性ホース22が接続部44に接続されるとき、外側部分64が内側部分60に対して曲がる範
囲を制限するために、棒75は肘継手62より下に延びる。
【００４８】
　以下に示されるように、各管状接続部44は搬送手段46に対して移動可能である。従って
、各接続部44は、接続部が格納領域50で静止している格納配置と、接続部が搬送手段46に
取り付けられている搬送配置との間で移動可能である。
【００４９】
　異なる沖合の積載設備12での様々なタイプの可撓性ホース22に嵌め込まれるために、船
舶14は、様々な寸法の接続カラー70を有する複数の接続部44を備える。これらの様々な接
続部44は、静止しているとき格納領域50に格納されている。
【００５０】
　図２に示されるように、搬送手段46は、台40の移送領域48に固定されるガイドフレーム
80と、フレーム80により台48の上に移動可能な方法で取り付けられる管状接続部44を搬送
するための複数の台車82と、台車82毎に接続部44を台車82に着脱可能に固定するための手
段84とを含む。
【００５１】
　搬送手段46は、台車82を運ぶための（図２に示される）手段86と、台車82を所定の位置
にロックするための手段87とを更に含む。
【００５２】
　フレーム80は、Ｉ字形状の縦断面を有する金属外形部分によって形成されている。フレ
ームは、台40の搬送手段46に固定され、交差部材90によって互いに接続される２つの縦レ
ール88A,88B を含む。
【００５３】
　レール88A,88B は、互いに平行であり、マニホールド42に対して垂直に延び、前記マニ
ホールドに面する。外側のレール88A は、台40の外縁部に沿って台48に固定されるが、レ
ール88B は台40の内部の方に固定されている。
【００５４】
　レール88A,88B は、接続ゾーン59A 及び格納ゾーン59B に沿って連続して延びる。
【００５５】
　各レール88A,88B は、台車82が滑動する上面92と、レールから離れる方向に延びる、台
車82を導くための水平縁部94とを含む。
【００５６】
　従ってフレーム80は、台40の上で台車82を移動するための手段を形成する。
【００５７】
　図４に示されるように、各台車82は、接続部44を支持するための受け台96と、レール88
A,88B の上で台車82を導くための２つの滑動トラック98A,98B とを含む。
【００５８】
　受け台96は、２つの側板100A,100B と、板100A,100B を接続する２つの交差部材102A,1
02B とを含む。
【００５９】
　板100A,100B は、台車82がマニホールド42に面するレール88A,88B に配置されるとき、
略横鉛直面に延びる。
【００６０】
　各側板100A,100B は、固定手段84を支えるための水平の上縁部104を含み、上縁部は複
数のネジ穴を有する。
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【００６１】
　交差部材102A,102B は、台車82がマニホールド42に面するレール88A,88B に配置される
とき、縦鉛直面に延びる。
【００６２】
　各交差部材102A,102B は、上方に開くＵ字形状の上端部108 を画定する。
【００６３】
　内側の滑動トラック98A,98B は、板100A,100B の夫々の外側端部及び内側端部を前記板
100A,100B の下で接続する。
【００６４】
　各滑動トラック98A,98B は縦スロット110 を画定し、縦スロットの形状は、レール88A,
88B の縁部94の形状を補足する。スロット110 は水平に開き、互いに面する。スロットは
、夫々のレール88A,88B の夫々の縁部94を支える。
【００６５】
　台車82は、レール88A,88B の一端で格納ゾーン59B にマニホールド42から縦に離れて配
置されている格納位置と、接続ゾーン59A にマニホールド42に対向して夫々配置される複
数の作動固定位置との間で、レール88A,88B に沿って滑動して移動可能である。台車82を
格納するためのゾーン59B は、接続部44を格納するための格納領域50での接続部44と格納
位置での台車82との間の距離を最小限にするために、領域50の近傍に配置されている。
【００６６】
　従ってフレーム80は、台車82を導くためのトラックを形成し、トラックは、レール88A,
88B により台40に接する台車82の移動を制御する。台車82は、このようにして台40に常時
取り付けられている。
【００６７】
　図３及び４に示されるように、固定手段84は、各接続部44に固定される阻止組立体112 
と、台車82に固定される補足阻止組立体114 とを含む。
【００６８】
　阻止組立体112 は、接続部44の内側部分60に沿って軸方向に固定される２本の横棒116 
と、パイプ60に支持される位置で棒116 を保持するカラー118A,118B とを含む。
【００６９】
　棒116 は、外側のカラー118Aと内側のカラー118Bとの間で部分60のいずれかの側に水平
に延びる。各棒116 の端部は、外側のカラー118A及び内側のカラー118Bと一体である。
【００７０】
　各カラー118A,118B は、内側部分60の外周部分を着脱可能に囲む。カラー118A,118B が
外されるとき、接続部44は、内側部分の軸X-X'周りに自由に回転することが可能になる。
【００７１】
　接続部44が台車82上に配置されるとき、交差部材102A,102B は、カラー118Aとカラー11
8Bとの間に配置される。
【００７２】
　棒116 毎の補足阻止組立体114 は、縁部104 の内の１つにねじによって夫々固定される
阻止嵌合部120 を含む。各嵌合部120 は、接続部44の方に水平に開き、棒116 を固定する
ためのプラスチック材料のライニング122 を含む。
【００７３】
　ライニング122 は、水平のスロット124 を画定し、スロットは棒116 の形状を略補足す
る形状を有する。スロット124 は、棒116 の方に開き、その外側縁部及び内側縁部で横に
開く。接続部44が台車82に取り付けられるとき、スロット124 は棒116 を支える。
【００７４】
　棒116 とライニング122 との協働により、カラー118A,118B が締められるとき、接続部
44が内側部分60の軸X-X'周りに回転することを防ぐが、接続部44が、台車82に対してカラ
ー118A及びカラー118B間の軸X-X'に沿って並進移動することを依然として可能にする。
【００７５】
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　変形例では、嵌合部120 は、接続部44によって静止して運ばれる。嵌合部120 が縁部10
4 に固定される前に、嵌合部は棒116 と嵌合される。
【００７６】
　固定手段86は、船舶14上に格納される様々な接続部44の内の任意の接続部が、同一の台
車82に選択的に取り付けられることを可能にする。
【００７７】
　運搬手段86は、船舶14によって運ばれ、フレームの一端に配置されるウィンチを例えば
含む。ウィンチは、レール88A,88B に沿って、格納位置と複数の固定位置との間で台車82
を移動するための牽引力を用いることが可能である。
【００７８】
　ロック手段87は、台車82に取り付けられ、レール88A,88B に対して台車82を移動不能に
することが可能なブレーキによって例えば形成されている。
【００７９】
　船舶14は、各接続部44を搬送台車82に配置するために、格納領域50から移送領域48の方
に前記接続部を運ぶことが可能なクレーン126 を更に含む。
【００８０】
　本発明に係る移送組立体10の動作が以下に説明される。
【００８１】
　図６に関して、船舶14が設備12から離れて出航しているとき、接続部44は、マニホール
ド42及び台車82から離れて船舶14の格納領域50に配置されている。
【００８２】
　台車82は、レール88A,88B の端部に設けられた台車の格納位置に格納される。台車は、
接続部44と関係なく台40の上で移動可能である。阻止嵌合部120 が外される。このように
して、船舶14は、タンク34に接続され且つ船舶の側部49を越えて突出するパイプを一本も
有しない。更に、マニホールド42に対向する台40上の接続ゾーン59A 内の空間が空き、外
部からアクセス可能な状態になる。
【００８３】
　船舶14が設備12に接近するとき、前記設備12の可撓性ホース22の寸法と一致した寸法の
外側端部68を有する接続部44が、格納領域50から移送領域48にクレーン126 によって運ば
れる。接続部44は、格納位置にある台車82に配置される。この目的のために、嵌合部120 
はねじ縁部104に配置される。棒116 はライニング122 のスロット124 に導入され、嵌合
部120 は縁部104 にねじ留めされる。
【００８４】
　カラー118A,118B が外されることにより、外側部分64が軸X-X'周りに回転することが可
能になり、その結果、外側部分の軸Y-Y'が水平面に対して所定の傾斜に達することが可能
になる。クランピングカラー118 は、その後固定棒116 を略水平位置に維持しながら、再
度締められる。
【００８５】
　従って、接続部44は、台車82に対して軸X-X'周りに回転可能に固定される。接続部は、
台車82に対して更に縦に固定されるが、依然として軸X-X'に沿った並進移動を自由にでき
る。
【００８６】
　接続部44はその後、内側のカラー118Bが嵌合部120 の内側端部に接するまで、船舶の外
部に向かって横軸X-X'に沿って移動される。
【００８７】
　運搬手段86はその後、台車82を格納位置から接続部44がマニホールド42に固定される位
置まで運ぶために作動される。この移動の間、台車82は、レール88A,88B によって導かれ
ながら、前記レール88A,88B に沿って滑動する。接続部44が台車82に対して縦に固定され
ているので、接続部は、接続部がマニホールド42に固定される位置に達するまで前記台車
82と共に移動される。
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【００８８】
　この位置では、内側部分60の内側端部66は、マニホールド42の移送端部54に対向して、
前記端部から離れて配置されている。
【００８９】
　その後台車82のブレーキ87は、台車の固定位置に台車82をロックすべく作動される。そ
の後接続部44は、内側端部66のフランジ67が移送端部54でフランジ58と接触するまで、棒
116 をスロット124 内で滑動することにより軸X-X'に沿って移動される。その後フランジ
58,67 は、ねじによって一緒に固定される。
【００９０】
　接続部44が、台車82により台40の上を搬送されるので、接続部44は、台車82及びフレー
ム80によって常時台40と接触したままである。このため、海が荒くても、接続部44は、マ
ニホールド42に容易に固定されることが可能である。
【００９１】
　船舶14は、続いて設備12に船舶自体を係留するために、前記設備12に接近する。
【００９２】
　変形例では、船舶14は設備12から離れて配置された４つのアンカーブイに係留される。
これらのブイは、船舶14を係留するために、例えば設備12から20m 乃至25m にあるゾーン
を画定する。
【００９３】
　図１に示されるように、その後操作手段24は、接続部44の外側端部68の近傍に可撓性ホ
ース22の自由端部28を搬送すべく作動される。
【００９４】
　この動作は、外側端部68を、船舶14を越えて突出するように配置することにより容易に
なる。
【００９５】
　その後ガイド棒72は、スリーブ32の入口に位置付けられ、自由端部28がカラー70と接触
するまで、前記自由端部28はカラー70の方へウィンチ74によって引っ張られる。自由端部
28はその後、可撓性ホース22を管状接続部44に接続するために、コネクタ33によりカラー
70に固定される。
【００９６】
　その後LNG が、海中の貯蔵槽18から、可撓性ホース22、接続部44の循環路及びマニホー
ルド42のパイプ52を介して船舶14のタンク34に移送され得る。
【００９７】
　一旦移送が完了すると、可撓性ホース22は接続部44から離され、接続部44は、マニホー
ルド42から外され、その後船舶14の格納領域50に戻される。
【００９８】
　本発明に係る移送装置16は、このようにして、格納位置と作動固定位置との間で移動可
能な台車82により台40の上で搬送される堅い管状接続部44を用いて、可撓性ホース22をマ
ニホールド42に接続する動作をかなり単純化する。
【００９９】
　変形例では、台車82は、格納領域50の近傍の格納位置と固定位置との間の台40の上の転
動による移動を可能にすべく動力駆動されてもよい車輪を有する。
【０１００】
　従って、台車82は、例えばその張力がターンバックルによって調節可能な吸着器及び／
又は支え線を含み、所定の位置に前記台車をロックするための手段87を備えている。
【０１０１】
　別の変形例では、接続部44は、台車82に常時取り付けられている。従って、台車82は、
台40に略常時接しながら、格納領域50にある格納位置から台40の移送領域48に移動される
。
【０１０２】
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　図４の破線で示される変形例では、台車42は、マニホールド42に対して内側部分60の高
さを調節するためのブロック150 を含む。
【０１０３】
　所定の高さのブロック150 は、嵌合部120 が台車42にねじ留めされるとき、縁部106 と
嵌合部120 との間に配置される。
【０１０４】
　別の変形例では、マニホールド42のフランジ58及び接続部44のフランジ67が異なる直径
を有する場合、直径を調整可能なパイプ（図示せず）が、フランジ58と補足フランジ67と
の間に固定される。
【０１０５】
　調整可能なパイプは、フランジ58の直径及びフランジ67の直径に夫々適合可能なように
円錐形状である。

【図１】 【図２】



(13) JP 2009-541114 A 2009.11.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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