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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】屠殺された家禽の体部位を加工するための改良
された方法及び改良されたシステムを提案する。
【解決手段】体部位１は、プロセスの開始時点で、胸郭
の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の
関節の少なくとも一部を有する骨部分と、前記胸郭の存
在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、内
側の胸肉の少なくとも一部と、少なくとも、前記内側の
胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、当該デ
バイスは、前記外側の胸肉の少なくとも一部を第１の位
置に保持する外側の胸肉ガイド７０１と、叉骨の自由端
を第２の位置に保持する鎖骨ガイド７０２と、前記腱を
切断する少なくとも１つのブレード７１０、７１１と、
を備える、デバイス。
【選択図】図６０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領
域に入れ、前記領域における前記切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れ、前記領域における前記
切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法。
【請求項３】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　腹筋組織の少なくとも一部と、
　胸肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記腹筋組織との間の領域に入れ、前記領域における前記
切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法。
【請求項４】
　前記体部位は、前記腹筋組織の少なくとも一部をさらに含み、
　前記切込みは、前記腹筋組織と前記胸肉との間をさらに延びる、請求項２に記載の方法
。
【請求項５】
　前記体部位上に手羽又はその一部が存在している場合、前記切込みは、背側を、手羽の
関節があるはずの前記体部位上のロケーションを超えて延びる、請求項１～４のいずれか
に記載の方法。
【請求項６】
　前記切込みは、曲がった経路を有する、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　生産物キャリアは、前記体部位を支持し、
　前記切込みを切断デバイスのブレードによって入れ、前記切込みの曲りを前記生産物キ
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ャリアと前記ブレードとの相対動作によって達成する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記体部位は、手羽の少なくとも一部をさらに含み、前記胸肉を、前記手羽を引っ張る
ことによって前記体部位の前記骨部分から引き離す、請求項１～７のいずれかに記載の方
法。
【請求項９】
　前記胸肉を掻き取りによって前記体部位から引き離す、請求項１～７のいずれかに記載
の方法。
【請求項１０】
　前記体部位における前記脊椎の方向、または前記体部位に存在していたとする場合の前
記脊椎の方向を、前記切込みが入れられている間は実質的に水平方向へ向ける、請求項１
～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　生産物キャリアは前記体部位を支持し、前記生産物キャリアは前記体部位の内側に係合
する、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記体部位は、少なくとも一方の脚の少なくとも一部をさらに含み、
　生産物キャリアは、前記脚部上に係合して前記体部位を支持する、請求項１～１０のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記切込みは、前記胸郭の骨部分の少なくとも一部も切断する、請求項１～１２のいず
れかに記載の方法。
【請求項１４】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織と
の間の領域に入れられ、前記領域における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブ
レードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の前記輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータ
と、
を含むデバイス。
【請求項１５】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れられ、前記領域
における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブレードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータと、
を含むデバイス。
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【請求項１６】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　腹筋組織の少なくとも一部と、
　胸肉の少なくとも一部と、
を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記腹筋組織との間の領域に入れられ、前記領域
における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブレードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータと、
を含むデバイス。
【請求項１７】
　前記デバイスは、前記体部位上に存在する任意の手羽部分を前記ブレードから離して保
つための少なくとも１つの手羽ガイドをさらに備える、請求項１４～１６のいずれかに記
載のデバイス。
【請求項１８】
　前記デバイスは、
　１つまたは複数の軸の周りに旋回可能である、加工されるべき体部位を支持するための
生産物キャリアと、
　前記生産物キャリアの前記ブレードに対する前記旋回を制御するための制御要素と、
をさらに備える、請求項１４～１７のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記デバイスは、前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離すためのフィレッティ
ングデバイスをさらに備える、請求項１４～１８のいずれに記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記フィレッティングデバイスは、少なくとも１つのスクレーパ部材を備える、請求項
１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記加工されるべき体部位は少なくとも１つの手羽部分を含み、
　前記フィレッティングデバイスは、手羽部分に係合しかつ１つまたは複数の手羽部分に
引張り力を加えることによって前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離すように適
合される、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記ブレードは、前記胸郭の前記骨部分の少なくとも一部を切開するようにも適合され
る、請求項１４～２１のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２３】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れる工程と、
　前記背部の肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法。
【請求項２４】
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　前記体部位は前記胸肉の少なくとも一部をさらに含み、
　当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで第２の切
込みを入れる工程をさらに含み、
　前記第２の切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間
の領域に入れ、前記領域における前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る、請
求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記体部位は前記胸肉の少なくとも一部も含み、
　当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで第２の切
込みを入れる工程をさらに含み、前記第２の切込みを、前記胸肉と前記背部の肉との間の
領域に入れ、前記領域における前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る、請求
項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記体部位は前記胸肉の少なくとも一部も含み、
　当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで第２の切
込みを入れる工程をさらに含み、前記第２の切込みを、前記胸肉と前記腹筋組織との間の
領域に入れ、前記領域における前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る、請求
項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　少なくとも前記第１の切込みは、前記体部位の下に存在する前記骨部分に対して実質的
に垂直に延びる、請求項２３～２６のいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の切込みは、前記背部の肉と前記胸郭の下側との結合部のすぐ上を進む、請求
項２３～２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　前記背部の肉と前記胸肉との間の遷移領域における前記切込みは、少なくとも前記腹筋
組織の、前記背部の肉を前記体部位の背上の前記骨部分に結合する部分の輪郭を実質的に
辿る、請求項２３又は２６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記背部の肉に沿う切込みと、前記胸肉と前記腹筋組織との間の遷移領域における前記
切込みとは、１つの連続する切込みに統合される、請求項２３又は２６に記載の方法。
【請求項３１】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、 胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れるためのブレードを有する切断デバイス、
を含むデバイス。
【請求項３２】
　前記ブレードは、回転ブレードである、請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記ブレードは、固定ブレードである、請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記ブレードは、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで第２
の切込みを入れるようにも適合され、
　前記第２の切込みは、前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れられ、前記部位にお
ける前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る、請求項３１～３３のいずれかに
記載のデバイス。
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【請求項３５】
　前記デバイスは、第２のブレードをさらに備え、
　前記第２のブレードは、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分ま
で第２の切込みを入れるように適合され、
　前記第２の切込みは、前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れられ、前記領域にお
ける前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る、請求項３１～３３のいずれかに
記載のデバイス。
【請求項３６】
　体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は少なくとも付着した皮を有する肉を含み、
　当該デバイスは、
　前記体部位の肉から前記皮を引き離すための皮剥ぎ手段と、
　前記皮剥ぎ手段が前記体部位の肉から前記皮を引き離す前に、前記皮をたくり上げるた
くり上げ手段と、を備え、
　前記たくり上げ手段は、
　前記加工されるべき体部位の前記皮に係合するための複数の歯と、
　入口と出口とを含む空気ダクトと、を有し、
　給気装置は、前記空気ダクトの前記入口へ連接されることができ、前記空気ダクトの前
記出口は前記複数の歯内に、または前記複数の歯の間近に、前記空気ダクトの空気流が前
記複数の歯上に存在する場合のある任意の汚染を吹き飛ばすことができるようにして位置
づけられる、デバイス。
【請求項３７】
　前記たくり上げ手段は、各歯内に空気ダクトの出口が存在するよう、幾つかの空気ダク
トを備えている、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記たくり上げ手段は、前記皮がたくり上げられている間に前記たくり上げ手段に加わ
る力の影響下で前記たくり上げ手段が旋回することを可能にする旋回軸を備える、請求項
３６または３７に記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記デバイスは、１つまたは複数の空気ダクトの出口への給気を開閉するバルブを備え
、
　前記バルブは、前記たくり上げ手段の旋回によって起動される、請求項３８に記載のデ
バイス。
【請求項４０】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該方法は、
　前記体部位の前記背側に２つの切込みを入れる工程であって、前記切込みは前記脊椎の
両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前記脊椎から前記背部の肉を分離する工
程と、
　前記体部位上に自然に存在する前記背部の肉の少なくとも一部をスクレーパを使用して
引き離す工程と、を含み、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎の方向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エ
ッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、前記背部の肉と前記体部位の前記骨部分との結合が切断されるほど
鋭く、
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　前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しは、前記脊椎に沿った前記切込みから開
始され、
　前記体部位と前記スクレーパとは、前記肉が引き離されている間に互いに対して移動す
る、方法。
【請求項４１】
　加工中、前記体部位の前記背を下向きにする、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記スクレーパが前記背部の肉を引き離している間、前記体部位を前記スクレーパによ
って支持する、請求項４０または４１に記載の方法。
【請求項４３】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　背の少なくとも一部と、
　前記背上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記加工されるべき体部位を前記デバイスに対して案内しかつ位置合わせするためのガ
イドと、
　前記体部位の背側に２つの切込みを入れるための少なくとも１つのブレードであって、
前記切込みは前記体部位の前記脊椎の両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前
記脊椎から前記背部の肉を分離するブレードと、
　前記体部位上に存在する前記背部の肉の少なくとも一部を引き離すためのスクレーパと
、を備え、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎が延びる方向に垂直に延びる平面に曲がった形の
切断エッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、鋭く、かつ前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しが前記脊
椎に沿った前記切込みから開始されるように前記ブレードに直近している、デバイス。
【請求項４４】
　前記ガイドは、互いからある程度の距離に位置合わせされる２つの平行なプレートを備
える、請求項４３に記載のデバイス。
【請求項４５】
　前記平行なプレートは、細長く、且つ実質的に作業中は前記体部位と前記スクレーパと
の相対動作の方向である方向に延びる、請求項４４に記載のデバイス。
【請求項４６】
　前記ブレードは、互いに平行に取り付けられる２つの回転ブレードを備える、請求項４
３～４５のいずれかに記載のデバイス。
【請求項４７】
　前記スクレーパの前記切断エッジは、前記スクレーパに対する前記体部位の相対動作の
上流方向に持ち上がる、請求項４３～４６のいずれかに記載のデバイス。
【請求項４８】
　前記切断エッジは、前記スクレーパに対する前記体部位の相対動作の方向を横断する方
向から見て曲がった形を有する、請求項４７に記載のデバイス。
【請求項４９】
　前記スクレーパは、弾性的に取り付けられる、請求項２３～４８のいずれかに記載のデ
バイス。
【請求項５０】
　前記スクレーパは、前記回転ブレードの回転軸に一致する回転軸を中心にして弾性的動
作が生じるように弾性的である、請求項４６又は４９に記載のデバイス。
【請求項５１】
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　前記スクレーパは、２つのスクレーパ部材を備え、
　各スクレーパ部材は、前記脊椎の片側の前記体部位の前記骨部分から前記背部の肉の少
なくとも一部を引き離すように適合され、互いの鏡像として形成される、請求項４３から
５０のいずれかに記載のデバイス。
【請求項５２】
　前記スクレーパ部材は、互いからある程度の距離に位置合わせされる、請求項５１に記
載のデバイス。
【請求項５３】
　前記スクレーパは、前記背部の肉と前記肩甲骨との結合部を掻き取って遊離する少なく
とも１つの持ち上がったリップを有する、請求項４３～５２のいずれかに記載のデバイス
。
【請求項５４】
　前記スクレーパは、前記手羽の関節の通過を許容する凹部を有する、請求項４３から５
３のいずれかに記載のデバイス。
【請求項５５】
　請求項４３～５４のいずれかに記載のデバイスにおける使用に適するスクレーパであっ
て、
　実質的に前記脊椎が延びる方向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは鋭い、スクレーパ。
【請求項５６】
　請求項５１または５２に記載のデバイスにおける使用に適するスクレーパ部材であって
、
　前記スクレーパ部材は、前記体部位の前記脊椎の片側の前記骨部分から前記背部の肉の
少なくとも一部を引き離すように適合され、実質的に前記脊椎の方向に垂直に延びる平面
に曲がった形の切断エッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは鋭い、スクレーパ部材。
【請求項５７】
　図３５及び／または３６に示されているスクレーパ部材。
【請求項５８】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記体部位の下に存在する骨部分から前記背部の肉の一部を引き離す工程と、
　前記引き離される背部の肉の少なくとも一部に係合し、次いで前記体部位の前記骨部分
から前記背部の肉を剥ぎ取る工程と、
を含む方法。
【請求項５９】
　前記背部の肉を少なくとも２つの回転するローラによって係合させ、
　前記ローラの各々は輪郭を備え、前記ローラも前記体部位の前記骨部分から前記背部の
肉を剥ぎ取る、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記体部位を、係合及び／または剥ぎ取りの間、前記ローラに対して運搬方向に前進さ
せる、請求項５８または５９に記載の方法。
【請求項６１】
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　前記回転するローラは、前記背部の肉を前記運搬方向とは反対の方向へ移動させる、請
求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記体部位を、少なくとも部分的に前記ローラ間で移動させる、請求項６０または６１
に記載の方法。
【請求項６３】
　前記背部の肉の係合の間、前記体部位を、前記背部の肉の先に引き離された部分が前記
体部位の前記骨部分から離れてぶら下がるように配向する、請求項５８～６２のいずれか
に記載の方法。
【請求項６４】
　前記背部の肉を剥ぎ取る間、前記体部位を、前記体部位の対称面に対して実質的に垂直
に存在する軸を中心にして旋回させる、請求項６０～６３のいずれかに記載の方法。
【請求項６５】
　前記体部位を生産物キャリア上へ配置し、前記生産物キャリアは前記体部位の内側に係
合する、請求項５８～６４のいずれかに記載の方法。
【請求項６６】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
前記背部の肉は前記体部位の前記骨部分から既に部分的に引き離されており、
　当該デバイスは、
　前記先に引き離された背部の肉の少なくとも一部に係合するためのグリッパと、
　前記体の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取るためのピーラと、
を備える、デバイス。
【請求項６７】
　少なくとも２つの回転するローラを備え、前記ローラの各々は外周に輪郭を備え、
　前記ローラは前記グリッパ及び前記ピーラの両方の一部を形成する、請求項６６に記載
のデバイス。
【請求項６８】
　前記ローラ上の前記輪郭は螺旋状である、請求項６７に記載のデバイス。
【請求項６９】
　前記ローラは実質的に平行に取り付けられる、請求項６７又は６８に記載のデバイス。
【請求項７０】
　作業中、前記体部位は前記ローラに対して運搬方向に移動され、前記ローラの軸方向と
前記体部位の前記運搬方向とは前記ローラのロケーションにおいて相対角度を成す、請求
項６７～６９のいずれかに記載のデバイス。
【請求項７１】
　前記ローラは、互いからある程度の距離に位置合わせされる、請求項６７～７０のいず
れかに記載のデバイス。
【請求項７２】
　前記ローラ間の距離は、前記体部位が前記ローラ間で少なくとも部分的に移動すること
を許容するような寸法を有する、請求項７１に記載のデバイス。
【請求項７３】
　前記ローラは、弾性的に取り付けられる、請求項６７～７２のいずれかに記載のデバイ
ス。
【請求項７４】
　実質的に平行な４つのローラが利用され、前記ローラの各々は、前記背部の肉に係合し
かつ前記体の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取るための輪郭を備える、請求項６７～
７３のいずれかに記載のデバイス。
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【請求項７５】
　前記輪郭は、螺旋状である、請求項７４に記載のデバイス。
【請求項７６】
　前記ローラは、互いに対し、前記ローラの軸方向から見て、前記ローラが前記脊椎の方
向から見た前記体部位の輪郭に近似するように配置される、請求項７４または７５に記載
のデバイス。
【請求項７７】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の少なくとも一部を含む骨部分と、
　外側の胸肉の少なくとも一部及び内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸郭上に自
然に存在する肉の少なくとも一部と、
　前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間に自然に存在する膜の少なくとも一部と、を含
み、
　当該方法は、
　胸骨の両側に仮の切込みを入れる工程であって、前記仮の切込みは、前記内側の胸肉と
前記外側の胸肉との間に存在する膜の一部を原形のまま残す工程と、
　第１のスクレーパを使用して、両側で前記胸骨にもたれて存在する肉を掻き取って遊離
する工程と、
　第２のスクレーパを使用して、前記胸郭から前記内側の胸肉の肉の少なくとも一部を掻
き取って遊離する工程と、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する工程と、
　前記体部位の前記骨部分から前記外側の胸肉及び前記内側の胸肉を取り外す工程であっ
て、前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との結合部は原形のまま残る工程と、
を含む方法。
【請求項７８】
　両側で前記胸骨に対して存在する前記肉を掻き取って遊離し、前記肉を外側へ押しやる
、請求項７７に記載の方法。
【請求項７９】
　前記体部位は少なくとも手羽部分を含み、前記外側の胸肉及び前記内側の胸肉を、前記
手羽部分を引っ張ることによって前記体部位の前記骨部分から一緒に取り外す、請求項７
７または７８に記載の方法。
【請求項８０】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部と、
　胸骨の少なくとも一部と、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部及び前記内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸
郭上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記胸骨の両側に仮の切込みを入れるためのブレードであって、前記仮の切込みは、前
記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間の膜を原形のまま残すブレードと、
　両側で前記胸骨に対して存在する肉を掻き取って遊離するための第１のスクレーパと、
　前記胸郭から前記胸郭上に自然に存在する前記内側の胸肉の肉の一部を掻き取って遊離
するための第２のスクレーパと、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する第２のブレードと、
を備える、デバイス。
【請求項８１】
　前記第１のスクレーパは２つのスクレーパ部材を備え、前記各スクレーパ部材は前記胸
骨の片側で動作することに適する、請求項８０に記載のデバイス。
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【請求項８２】
　前記第１のスクレーパのスクレーパ部材は非切断設計を有する、請求項８１に記載のデ
バイス。
【請求項８３】
　前記第１のスクレーパは弾性的に取り付けられる、請求項８０～８２のいずれかに記載
のデバイス。
【請求項８４】
　前記第１のスクレーパは２方向に弾性的に動作可能であり、前記２方向は主として互い
に対して垂直である、請求項８３に記載のデバイス。
【請求項８５】
　前記第２のスクレーパは２つのスクレーパ部材を備え、前記各スクレーパ部材は前記胸
郭の片側で作業することができる、請求項８０～８４のいずれかに記載のデバイス。
【請求項８６】
　前記第２のスクレーパのスクレーパ部材は非切断設計を有する、請求項８５に記載のデ
バイス。
【請求項８７】
　前記第２のスクレーパのスクレーパ部材は互いに連結される、請求項８５または８６に
記載のデバイス。
【請求項８８】
　前記第２のスクレーパは弾性的に取り付けられる、請求項８０～８７のいずれかに記載
のデバイス。
【請求項８９】
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の前記結合膜を切断するための第２のブレードは前記
第２のスクレーパに統合される起動可能なブレードであり、前記起動可能なブレードは、
前記内側の胸肉と前記胸郭との間の前記結合膜を切断する、請求項８０～８８のいずれか
に記載のデバイス。
【請求項９０】
　前記起動可能なブレードは弾性的に取り付けられる、請求項８９に記載のデバイス。
【請求項９１】
　前記デバイスは、前記内側の胸肉と前記胸郭との間の前記結合膜を切断するための２つ
の回転可能な円板形のブレードを備え、前記２つのブレードは両者間に上流よりも下流側
でより大きい距離を有する、請求項８０～８８のいずれかに記載のデバイス。
【請求項９２】
　前記回転可能なブレードは各々鋸歯形のエッジを有する、請求項９１に記載のデバイス
。
【請求項９３】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、プロセスの開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部とを
有する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部を第１の位置に保持する外側の胸肉ガイドと、
　叉骨の自由端を第２の位置に保持する鎖骨ガイドと、
　前記腱を切断する少なくとも１つのブレードと、
を備える、デバイス。
【請求項９４】
　前記デバイスは、前記腱を切断する２つの回転可能な円板形のブレードを備える、請求
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項９３に記載のデバイス。
【請求項９５】
　前記２つの回転可能なブレードは、運搬方向に前後して位置合わせされる、請求項９４
に記載のデバイス。
【請求項９６】
　作業中、前記ブレードは反対方向に回転する、請求項９４または９５に記載のデバイス
。
【請求項９７】
　前記ブレードは鋸歯形のエッジを装備する、請求項９３から９６のいずれかに記載のデ
バイス。
【請求項９８】
　請求項９３に記載のデバイスを使用して、屠殺された家禽の体部位を加工するための方
法であって、
　前記体部位は、加工開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該方法は、
　外側の胸肉ガイドを使用して、前記外側の胸肉の少なくとも一部を前記鎖骨の自由端か
ら離れた第１の位置まで押しやり、かつ叉骨ガイドを使用して、前記鎖骨の自由端を前記
外側の胸肉から離れた第２の位置まで押しやることによって前記腱を露出させる工程と、
　前記外側の胸肉が前記第１の位置にありかつ前記鎖骨の自由端が前記第２の位置にある
間に前記腱を切断する工程と、
を含む方法。
【請求項９９】
　前記体部位上の、一方の前記外側の胸肉及び前記叉骨と他方の前記手羽の関節との間の
結合部を先に破壊する、請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　前記体部位を加工の間に経路に沿って移動し、前記体部位の長手方向は実質的に前記経
路を横断して延びる、請求項９８または９９に記載の方法。
【請求項１０１】
　屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　加工デバイスを使用して前記体部位に対し加工を実行する工程であって、前記体部位は
、前記加工デバイスに対して所定の位置及び方向性を有し、前記加工の間、前記体部位の
少なくとも１つの採収可能な部分を前記体部位の他の部分から分離する工程と、
　給送デバイスを使用して、前記採収可能な部分をトレイまで運ぶ工程であって、前記給
送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイスに対する前記採収
可能な部分の前記方向性を基礎として既知である工程と、
　前記体部位の前記採収可能な部分を前記トレイに所定の位置及び所定の方向性で置く工
程と、
を含む方法。
【請求項１０２】
　前記採収可能な部分を、前記トレイに置く前にバッファ内に所定の方向性で置く、請求
項１０１に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記給送デバイスはコンベヤを備え、前記採収可能な部分は前記コンベヤ上へ所定の方
向性で載る、請求項１０１または１０２に記載の方法。
【請求項１０４】
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　前記採収可能な部分を前記トレイにドロップ式コンベヤによって置く、請求項１０３に
記載の方法。
【請求項１０５】
　前記給送デバイスはロボットを備える、請求項１０１から１０４のいずれかに記載の方
法。
【請求項１０６】
　前記ロボットは前記採収可能な部分を前記トレイに入れる、請求項１０５に記載の方法
。
【請求項１０７】
　前記採収可能な部分を前記体部位の残りから分離する間、前記ロボットは前記採収可能
な部分を保持する、請求項１０５または１０６に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記ロボットは前記採収可能な部分を、前記採収可能な部分が前記体部位の残りから分
離される時点から、前記採収可能な部分が前記トレイに置かれるまで保持する、請求項１
０６又は１０７に記載の方法。
【請求項１０９】
　前記ロボットは少なくとも１つの第１のアームを備える、請求項１０５～１０８のいず
れかに記載の方法。
【請求項１１０】
　前記第１のアームは第１の回転軸の周りに回転可能であり、前記第１の回転軸は、前記
第１のアームの長手方向に対して実質的に垂直に配置されている、請求項１０９に記載の
方法。
【請求項１１１】
　前記第１のアームは可変長を有する、請求項１０９または１１０に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記ロボットは前記第１のアームへ蝶番で連接される第２のアームを有し、前記第２の
アームは固定された延長可能または旋回可能な取付けを有する、請求項１０９～１１１の
いずれかに記載の方法。
【請求項１１３】
　体部位の採収可能な部分を幾つか連続して置く場合、前記ロボットは常に同じ動作をす
る、請求項１０５～１１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１１４】
　前記給送デバイスはグリッパを備え、前記採収可能な部分を前記トレイに供給する間、
前記グリッパを前記採収可能な部分を掴むために使用する、請求項１０１～１１３のいず
れかに記載の方法。
【請求項１１５】
　前記グリッパはステンレス鋼製である、請求項１１４に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記グリッパをロボットアームへ偏心的に取り付ける、請求項１１４または１１５に記
載の方法。
【請求項１１７】
　前記グリッパは前記ロボットアームに対して回転可能である、請求項１１６に記載の方
法。
【請求項１１８】
　前記体部位の残りから前記採収可能な部分を分離する間、前記グリッパは前記体部位の
前記採収可能な部分を保持する、請求項１１４～１１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１１９】
　前記採収可能な部分は望ましくない骨部分に関してチェックを受ける、請求項１０１～
１１８のいずれかに記載の方法。
【請求項１２０】
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　望ましくない骨部分の前記チェックを、Ｘ線装置を使用して実行する、請求項１１９に
記載の方法。
【請求項１２１】
　前記採収可能な部分を視覚的に検査する、請求項１０１～１２０のいずれかに記載の方
法。
【請求項１２２】
　前記視覚的な検査を、カメラを使用して実行する、請求項１２１に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記チェックまたは検査を、前記採収可能な部分を前記トレイに置いた後に実行する、
請求項１１９～１２２のいずれかに記載の方法。
【請求項１２４】
　１つまたは複数の体部位からの幾つかの採収可能な部分をトレイに置く、請求項１０１
～１２３のいずれかに記載の方法。
【請求項１２５】
　前記採収可能な部分を前記トレイで互いに対して所定の位置に置く、請求項１２４に記
載の方法。
【請求項１２６】
　前記トレイで両方の採収可能な部分の所望される相互位置を達成するために、前記トレ
イを、前記トレイに置かれる第１の採収可能な部分と後続の採収可能な部分との間で移動
させる、請求項１２４または１２５に記載の方法。
【請求項１２７】
　幾つかの採収可能な部分を前記トレイに同時に置く、請求項１２４～１２６のいずれか
に記載の方法。
【請求項１２８】
　前記体部位の前記採収可能な部分は胸肉である、請求項１０１～１２７のいずれかに記
載の方法。
【請求項１２９】
　前記体部位の前記採収可能な部分は脚または脚の一部である、請求項１０１～１２７の
いずれかに記載の方法。
【請求項１３０】
　前記採収可能な部分には衣がつけられている、請求項１０１～１２９のいずれかに記載
の方法。
【請求項１３１】
　前記トレイは前記採収可能な部分の輸送用パッケージも形成する、請求項１０１～１３
０のいずれかに記載の方法。
【請求項１３２】
　前記トレイを、デスタッカから、採収可能な部分が前記トレイに置かれるロケーション
まで供給する、請求項１０１～１３１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３３】
　少なくとも２つのトレイより成るスタックをホルダに置く工程と、
　キャリアを使用して、前記トレイのスタックを支持する工程であって、前記キャリアは
同時に動作可能な２つのガイドを備え、前記ガイドの各々は連続する第１、第２及び第３
のベアリングプレートを備え、前記第１及び第３のベアリングプレートは互いにほぼ同一
線上にあり、前記第２のベアリングプレートは前記第１及び第３のベアリングプレートよ
り高く、前記トレイのスタックは前記第１のベアリングプレートに支持されている、工程
と、
　前記第２のベアリングプレートが前記スタックの底から２番目のトレイを支持し、且つ
前記スタックの底のトレイが支持されなくなるように、前記ガイドを同時に移動させる工
程と、
　前記第３のベアリングプレートがその時点で前記スタックの底になったトレイを支持す
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るように、前記ガイドを同時にさらに移動させる工程と、
をさらに含む、請求項１３２に記載の方法。
【請求項１３４】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのシステムであって、
　前記体部位を保持するための生産物キャリアと、
　前記体部位に加工を実行するための加工デバイスであって、前記体部位は加工方向に対
して所定の位置及び方向性にあり、前記加工の間に前記体部位の少なくとも１つの採収可
能な部分が前記体部位の他の部分から分離されている、加工デバイスと、
　前記体部位の前記採収可能な部分をトレイ内へ供給するための起動可能な給送デバイス
であって、前記給送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイス
に対する前記採収可能な部分の前記方向性を基礎として既知であるデバイスと、
　前記給送デバイスが前記採収可能な部分を所定の位置及び所定の方向性で置くことがで
きるトレイを保持するためのパッケージステーションと、
を備える、システム。
【請求項１３５】
　さらに、１つまたは複数の採収可能な部分をこれらが前記トレイ内へ置かれる前に受け
入れるためのバッファを備え、前記バッファに前記採収可能な部分が留まる間の各採収可
能な部分の方向性は既知である、請求項１３４に記載のシステム。
【請求項１３６】
　前記給送デバイスはコンベヤを備える、請求項１３４または１３５に記載のシステム。
【請求項１３７】
　前記給送デバイスは、前記採収可能な部分を前記トレイに置くためのドロップ式コンベ
ヤをさらに備える、請求項１３６に記載のシステム。
【請求項１３８】
　前記給送デバイスはロボットを備える、請求項１３４～１３７のいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１３９】
　前記ロボットは第１のアームと第２のアームとを備える、請求項１３８に記載のシステ
ム。
【請求項１４０】
　前記第２のアームは第１の回転軸の周りで旋回可能であり、前記第１の回転軸は前記第
２のアームの長手方向に対して実質的に垂直に配置される、請求項１３９に記載のシステ
ム。
【請求項１４１】
　少なくとも前記第２のアームは可変長である、請求項１３８または１３９に記載のシス
テム。
【請求項１４２】
　前記第１のアームは固定式の取付けを有する、請求項１３８～１４１のいずれかに記載
のシステム。
【請求項１４３】
　前記給送デバイスは、前記採収可能な部分が前記トレイに供給される間に前記採収可能
な部分を掴むためのグリッパを備える、請求項１３４～１４２のいずれかに記載のシステ
ム。
【請求項１４４】
　前記グリッパはステンレス鋼製である、請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１４５】
　前記グリッパはロボットアーム上へ偏心的に取り付けられる、請求項１４３または１４
４に記載のシステム。
【請求項１４６】
　前記グリッパは前記ロボットアームに対して回転可能である、請求項１４５に記載のシ
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ステム。
【請求項１４７】
　前記システムはさらに、前記採収可能な部分を望ましくない骨部分に関してチェックす
るためのチェックデバイスを備える、請求項１３４～１４６のいずれかに記載のシステム
。
【請求項１４８】
　前記チェックデバイスはＸ線装置を備える、請求項１４７に記載のシステム。
【請求項１４９】
　前記採収可能な部分を視覚的に検査する検査ステーションをさらに備える、請求項１３
４～１４８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５０】
　前記検査ステーションはカメラを備える、請求項１４９に記載のシステム。
【請求項１５１】
　前記トレイに両方の採収可能な部分の所望される相互位置を達成するために、前記トレ
イに置かれる第１の採収可能な部分と後続の採収可能な部分との間で前記トレイを変位さ
せる変位デバイスをさらに備える、請求項１３４～１５０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５２】
　採収可能な部分がトレイ内へ置かれるロケーションへ前記トレイを供給するデスタッカ
をさらに備える、請求項１３４～１５１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５３】
　前記デスタッカは、
　トレイのスタックを包含する容器と、
　前記トレイのスタックを支持するキャリアであって、同時に動作可能な２つのガイドを
有し、前記ガイドの各々は連続する第１、第２及び第３のベアリングプレートを有し、前
記第１及び第３のベアリングプレートは互いに実質的に同一線上にあり、前記第２のベア
リングプレートは前記第１及び第３のベアリングプレートより高いキャリアと、
　前記ガイドを同時に動作させる駆動装置と、
を備える、請求項１５２に記載のシステム。
【請求項１５４】
　前記第２のベアリングプレートは、前記スタックから除去されるべきトレイを押し下げ
るための少なくとも１つの縁をさらに備える、請求項１５３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、屠殺された家禽の体部位を加工することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術は、屠殺された家禽の体部位を加工して、分離した内側及び／または外側の胸
肉、まだ互いに繋がっている内側及び外側の胸肉、内側の胸肉がまだくっついている場合
もそうでない場合もある外側半分の胸肉（即ち、鶏の片側からの外側の胸肉）、１つ、２
つ、または３つの部位を有する手羽、背部の肉、クォーター、ドラム肉等の消費者にとっ
て魅力のある生産物にする方法を開示している。
【０００３】
　加工は、必要とされる最終生産物、または必要とされる最終生産物グループに依存して
、特定のタイプの体部位に対して実行される。このような体部位の例は、例えば、全生産
物（あとはオーブンに入れるだけのものにつくられる）、手羽なしのフロントハーフ、一
方または両方の手羽の第１の部位が付いたフロントハーフ、一方または両方の手羽の第１
及び第２の部位が付いたフロントハーフ、一方または両方の手羽の第１、第２及び第３の
部位が付いたフロントハーフ、上述のタイプの１つの皮付き、または皮なしのフロントハ
ーフ、ブレストキャップ、ロングリブ付きのブレストキャップ、ミディアムリブの付いた
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ブレストキャップ、ハーフブレストキャップ、胸肉、ショートリブの付いた胸肉、手羽な
しの背部分、１つまたはそれ以上の手羽の付いた背部分または手羽の一部である。加工の
始点としては、これらのタイプの体部位の変形も可能である。
【０００４】
　加工されるべき体部位は生産物キャリア上へ置かれ、この生産物キャリアは加工される
べき体部位を経路に沿って前進させる。体部位上に特定の加工を実行する加工デバイスは
、この経路に沿って配置される。熟練者は、概して、このような加工デバイスを「モジュ
ール」と呼ぶ。本特許出願は、いくつかのこのようなモジュール、及びこれらが実行する
プロセスに関する。生産物キャリアは、加工されるべき体部位の内側に係合することがで
きる。体部位がまだ一方もしくは両方の脚または一方もしくは両方の脚の一部を備えてい
れば、生産物キャリアは、代わりに、存在する脚、存在する複数の脚、存在する脚部分ま
たは存在する複数の脚部分に係合することができる。
【０００５】
　体部位が加工されている屠殺場または加工工場の制御システムは、好適には、個々の体
部位についてどの加工を実行すべきか、及び実行すべきでないかを決定することができる
。どの加工を実行すべきかの選択は、例えば、個々の体部位に特有の特徴によって、また
は特定の日時に必要とされる特有の生産物の出荷によって決定することができる。
【０００６】
　体部位に特定の加工を実行しない場合、これは、加工されるべき体部位を、体部位が関
連モジュールの加工コンポーネント（例えば、ブレードまたはスクレーパ等）に接触する
ことにならないように関連のモジュールを通過して案内することにより達成することがで
きる。有利な変形例では、あらゆるモジュールのオンまたはオフを個々に切換することが
できる。
【０００７】
　従って、このタイプのシステムでは、ユーザは、どのプロセスが実行されるかに関して
多大な融通性を有し、かつ特定のプロセスが実行される順序に融通性を導入することも可
能である。加工順序に関する融通性は、モジュールを経路に沿って互いにどこに配置する
かを選択する能力に起因して、設計、セットアップ及び加工ラインとの調節に存在する。
【０００８】
　ＥＰ１４３０７８０は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法及びデバイスを
記述している。加工されるべき体部位は、骨部分及び骨に自然に存在する肉の両方を含む
。ＥＰ１４３０７８０は、このような体部位の加工の様々な最適化について記述し、特に
骨部分から可能な限り多くの肉を取り出すことを強調している。
【０００９】
　このアプローチの欠点は、視覚的に消費者を引き付けるようにしてトレイに載せること
ができるまでには、取り出された肉をさらにまだトリミングする必要がある場合が多いこ
とにある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、屠殺された家禽の体部位を加工するための改良された方法及びデバイ
スを提案することにある。
【００１１】
　本発明の様々な態様によれば、改良は、１つまたは複数の切込みの位置合わせを最適化
することによって達成される。この方法では、消費者に望まれる可能な限り大量の肉を、
望まれない肉及び他の組織（脂肪または骨片等）を望まれる肉と共に採収する代わりに、
制御された方法で採収することができる。望まれる肉だけを採収することにより、その後
のトリミングは不要となり、または、先行技術による方法及びデバイスの場合に必要とさ
れる範囲では不要となる。
【００１２】
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　さらに、現代の屠殺場では、屠殺された家禽の体はオーブンに入れるだけの状態にされ
た後にかなりの割合で切り離され、冷却される。脚、胸肉、ドラム、手羽等の生産物は、
別々に、または幾つかの類似の生産物と共に消費者向け販売用にパックされる。パックす
る間は、生産物をパッケージに入れる方法が極めて重要であり、結局のところ、生産物は
魅力的に提示されなければならない。これを達成するために、パック部門における作業の
多くはいまだ手作業で行われることが多い。
【００１３】
　先行技術は、肉製品を自動的にパックするためのシステムを開示している。この既知の
システムは、カメラを使用するビジョンシステムを備える。このシステムは、パックされ
るべき各肉製品の位置及び方向を決定する。このビジョンシステムは、生産物を取り上げ
て必要とされる方法でパッケージに入れる多大な自由度を有するロボットを制御するため
に使用される。この既知のシステムは複雑であり、高価である。
【００１４】
　本発明の目的は、屠殺された家禽の体部位を加工するための改良された方法及び改良さ
れたシステムを提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　以下、本発明の様々な態様について記述する。これらの態様は各々、好適にはオン、オ
フを切換できる別のデバイス（熟練者の用語で「モジュール」と記述されることが多い）
を使用して実装されることが可能である。屠殺場または加工工場の制御システムは、各体
部位について、関連の体部位が関連のモジュールによって加工されるべきか、それとも関
連モジュールを飛び越えて前進されるべきかを決定できることが好ましい。
【００１６】
　本発明の第１の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／叉は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領
域に入れ、前記領域における前記切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法が提案される。
【００１７】
　本発明の第１の態様はまた、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであっ
て、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／又は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織と
の間の領域に入れられ、前記領域における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブ
レードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の前記輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータ
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と、を含むデバイスが提案される。
【００１８】
　胸肉上に存在する肉と、存在はするが胸肉の一部ではない他の筋肉組織との間に入れる
仮の切込みは、体部位上に存在する肉のどの部分が胸肉として採収され、どの部分が採収
されないかをはっきりと画定する。これは、切込みの深さは体部位の少なくとも骨部分ま
で延びるように選ばれる、という事実の結果でもある。
【００１９】
　仮の切込みを入れることの利点としては、採収される胸肉をトリミングする後続の手作
業が不要になることが考えられる。その結果、人件費を節約することができる。さらに、
本発明による仮の切込みは胸肉の解剖学的構造に従う点では後続の手作業によるトリミン
グの間に手作業による切込みで平均的に可能となるものより正確であることから、より多
い肉収量を得ることができる。手作業による切込みは、結局のところ、迅速かつ自由裁量
で実行される必要があり、正確さに関しては有益ではない。加えて、自動の切込みは、手
作業による切込みとは違って一様である。その結果、とりわけ、生産物を、具体的には胸
肉を一様に提示することができる。
【００２０】
　本発明による体部位上に存在する他の筋肉組織の一例は、胸郭及び脊椎の少なくとも一
部に自然に存在する背部の肉である。この背部の肉は、本発明の第１の態様による切込み
が行われた後に、胸肉から分離して採収されることが好適である。従って、存在する背部
の肉と胸肉上に存在する肉との間に仮の切込みを入れることは、体部位上に存在する肉の
どの部分が胸肉として採収されるべきであり、かつどの部分が背部の肉として採収される
べきかを明確に画定する。
【００２１】
　他の筋肉組織の別の例は、腹筋組織である。図１Ａの斜線領域はこれを示す。この斜線
領域の筋肉組織が、本出願において「腹筋組織」として指定される筋肉組織である。図１
Ａのこの斜線領域における筋肉組織は「環状筋」と称される場合もあるが、当然ながら関
連の筋肉組織が体部位において閉リングを形成するものである必要はない。本出願が意味
するところの腹筋組織は、図１Ａの斜線領域に存在する少なくとも外腹斜筋部分、少なく
とも内腹斜筋部分及び少なくとも腹横筋部分を含む。腹筋組織は、胸肉と、側小柱または
デルタボーン等の体部位の特定の骨部分との間の丈夫な結合部を形成する。本出願が意味
するところのデルタボーンは、図１Ｂにおいて符号１２で示されている。
【００２２】
　本発明による方法のこの変形例では、胸肉と腹筋組織とは、主として胸肉の輪郭に沿っ
て体の少なくとも骨部分まで延びる切込みにより互いに分離される。
【００２３】
　胸肉と腹筋組織とを分離することには、２つの異なる利点がある可能性がある。第１に
、腹筋組織は比較的大量の脂肪を含む。この脂肪は望ましいものではなく、採収の間に胸
肉と一緒に採収されない。第２に、腹筋組織と胸肉との結合が強いことに起因して、胸肉
と体部位の骨部分との付着度は前者より低く、これは、胸肉の採収に必要な力が少ないこ
とを意味する。この点について考えられる利点は、胸肉が採収される間にデルタボーンが
壊れる可能性、続いて、採収される肉に、具体的には胸肉に骨の裂片が残る可能性が少な
いことにある。
【００２４】
　本発明の第１の態様の達成に際しては、切込みを図１Ａにおける斜線領域の境界線に正
確に沿って入れる必要はなく、よって、図１Ａにおける斜線領域に含まれる全ての腹筋組
織を胸肉から分離する必要がない。実際には、本発明の第１の態様による切込みは、図１
Ａの斜線領域における他の任意のロケーションに入れることができる。この場合、腹筋組
織の一部は胸肉と共に採収される。このことにおける利点は、より多い重量の肉が採収さ
れることにあるが、欠点は、腹筋組織にまだ骨の裂片が存在し得ることである。図１Ａに
おける斜線領域における、または前記斜線領域の近くに沿った切込みの正確な位置合わせ
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の選択は、本発明の第１の態様によるデバイスのユーザ及び方法によって行うことができ
る。本発明の第１の態様によるデバイスは、切込みのロケーションの正確な設定を許容す
ることが好適である。
【００２５】
　有利な実施形態では、加工されるべき体部位は、背部の肉の少なくとも一部及び腹筋組
織の少なくとも一部の両方を含み、存在する背部の肉の前記一部及び存在する腹筋組織の
前記一部の両方から胸肉を分離する切込みが入れられる。
【００２６】
　背部の肉及び／または腹筋組織と胸肉との最適な分離は、切込みが体部位上の、手羽ま
たは手羽の一部が体部位の背側で体部位上に存在していれば手羽の関節が存在するはずの
ロケーションを通って延びるときに達成される。
【００２７】
　体部位上で、切込みを入れる領域における胸肉及び／または背に皮が残っていれば、当
然ながら、切込みが入る際にこの皮も切断される。このことによるさらなる利点は、切込
みの結果、皮剥ぎの間に皮と一緒に必ず皮下の腹膜が除去されることであると考えられる
。従って、腹膜が実際に除去されているかどうかを確認する必要はなくなる。
【００２８】
　本発明の第１の態様による切込みを入れることにおける他の利点は、ＥＰ１４３０７８
０Ａ１に開示されているような手羽の下の切込みが不要になること、及び胸から皮を容易
に除去することができることであると考えられる。結局のところ、既知の方法では、皮は
常に背中の皮等の他の皮部分から引き裂かれるが、これに対して本発明の第１の態様では
、皮は、除去される前に既に切断して引き離されている。この時点で、胸部の皮は切断に
より既に背中の皮から離れていることから、皮の画定された部分が除去される。各プロセ
ス操作では皮全体の僅かな部分しか除去されないことから（例えば、まずは胸部の皮だけ
、次に後のプロセスにおいて背中だけ）、皮を除去するために必要な力は少なくなる。
【００２９】
　切込みは真っ直ぐであってよいが、曲がった経路に沿うものであってもよい。曲がった
経路は、体部位に切込みを入れるブレードに対して生産物キャリアを旋回させることによ
って達成することができる。また、代替方法として、生産物キャリアに対してブレードを
旋回または移動させることもできる。曲がった切込みにより、胸肉の輪郭にさらに正確に
沿うことができる。
【００３０】
　切込みが入った後は、胸肉及びおそらくは例えば背部の肉等の他の利用可能な肉を体部
位の骨部分から取り外すことができる。体部位がまだ手羽の少なくとも一部を含んでいれ
ば、例えばＥＰ１４３０７８０Ａ１に記述されているような方法で、胸肉はこの手羽部分
を引っ張ることによって体部位の骨部分から取り外されることが好適である。代替方法と
して、または体部位が手羽部分を含んでいなければ、掻き取りによって胸肉を体部位の骨
部分から引き離すことができる。
【００３１】
　実際に、掻き取りは、切込みが行われている間に体部位が主として水平方向に向けられ
る場合には好都合であることが見出されている。
【００３２】
　本発明の第１の態様による方法は、様々なタイプの生産物キャリアと組み合わせて使用
することができる。選ばれる生産物キャリアのタイプは、実際には、主に加工されている
体部位のタイプによって決定される。従って、例えば、フロントハーフまたはブレストキ
ャップまたはショート、ミディアムまたはロングリブを伴うブレストキャップを加工する
場合、生産物キャリアは体部位の内側に係合するものが選ばれ、脚の少なくとも一部を含
む体部位を加工する場合、脚の部分に係合する生産物キャリアが選ばれることは明らかで
ある。
【００３３】
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　加工されるべき体部位がフロントハーフであるとすると、本発明の第１の態様による方
法は、切込みが胸郭の骨部分の少なくとも一部も切り開くように実装されることが予見さ
れる。この方法では、ブレストキャップは体部位から切断され、よってこのブレストキャ
ップは後に加工されることが可能である。
【００３４】
　本発明の第１の態様はまた、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであっ
て、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／叉は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織と
の間の領域に入れられ、前記領域における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブ
レードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の前記輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータ
と、
を含むデバイスにも関する。
【００３５】
　本発明の第１の態様によるデバイスは、体部位上に存在する手羽部分を何れもブレード
から離して保つ少なくとも１つのガイドを備えることが好適である。
【００３６】
　また、本発明の第１の態様によるデバイスは、ブレードに対する生産物キャリアの旋回
を制御する、または生産物キャリアに対するブレードの旋回または他の動作を制御する制
御要素も備えることが好適である。この方法では、胸肉の自然な輪郭に厳密に沿って進む
曲がった切込みを効果的に入れることができる。
【００３７】
　本発明の第２の態様においても、主な考慮事項は、望まれない肉及び望まれない他の組
織（脂肪または骨片等）が望まれる肉と共に採収されることを許容するのではなく、消費
者に望まれる可能な限り最大量の肉が制御された方法で採収されることを保証することで
ある。望まれる肉だけを採収することにより、後続のトリミングは限定的に留まるか、不
要にすらなる。
【００３８】
　本発明の第２の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れる工程と、
　前記背部の肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法を使用してこの目的を達成する。
【００３９】
　本発明の第２の態様はまた、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであっ
て、
　前記体部位は、 
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　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れるためのブレードを有する切断デバイス、
を含むデバイスを使用してこの目的を達成する。
【００４０】
　本発明の第２の態様に従って加工される体部位は、とりわけ、腹筋組織を含む。図１Ａ
は、斜線領域を示す。この斜線領域における筋肉組織は、本出願において「腹筋組織」と
して指定されている筋肉組織である。本出願が意味するところの腹筋組織は、図１Ａの斜
線領域に存在する少なくとも外腹斜筋部分、少なくとも内腹斜筋部分及び少なくとも腹横
筋部分を含む。腹筋組織は、胸肉と、側小柱またはデルタボーン等の体部位の特定の骨部
分との間の丈夫な接続部を形成する。本出願が意味するところのデルタボーンは、図１Ｂ
において符号１２で示されている。
【００４１】
　腹筋組織は、比較的大量の脂肪を含む。そのため、この筋肉組織（またはその一部）が
背部の肉または胸肉と共に採収されることは望ましくない。加えて、腹筋組織は、背部の
肉を体部位の骨部分に、具体的にはデルタボーンに強く繋いでいる。実際には、腹筋組織
に起因して、背部の肉とデルタボーンとの結合はデルタボーン自体より強力であり、その
結果、体部位の骨部分から背部の肉を分離する際にデルタボーンが壊れることはよくある
。その結果、採収される背部の肉に骨の裂片が存在することになるが、当然これは望まし
くない。
【００４２】
　本発明の第２の態様による方法及びデバイスにおいては、第１の切込みは背部の肉に入
れられ、この第１の切込みが背部の肉と腹筋組織とを互いから分離する。この方法では、
腹筋組織はデルタボーンに付着したままである。背部の肉が体部位の骨部分から取り外さ
れると、腹筋組織はここで骨部分の背後に留まる。さらに、体部位から肉を分離する際に
はデルタボーンに何ら力を加える必要がない。この方法では、肉が分離される間に、デル
タボーンがデルタボーンに加わる力によって壊れる危険性がない。
【００４３】
　本発明の第２の態様による切込みの実行は、本発明の第１の態様による切込みの実行と
容易に組み合わせることができ、２つの切込みが別々に入れられてもよい。この方法では
、第１の態様による切込みがまず実行されてよく、次に、第２の態様による切込みが実行
されてよい。しかしながら、逆順も可能である。また、これらの２つの切込みを組み合わ
せて、好適には腹筋組織の輪郭の少なくとも一部に沿って進む単一の切込みにすることも
可能である。
【００４４】
　実際には、腹筋組織と背部の肉との間の切込みが主として体部位の骨部分に対して垂直
に延びていれば、優れた結果を達成できることが見出されている。さらに、胸肉と、例え
ば背部の肉及び／または腹筋組織等の他の筋肉組織との間の切込みが主として体部位の骨
部分に対して垂直に延びていれば、より好都合である。
【００４５】
　腹筋組織と背部の肉との間の切込みは、背部の肉と胸郭の下側との結合部のすぐ上を進
むことが好適である。この文脈における「上」及び「下」は、生きている家禽の自然な姿
勢に関連している。従って、切込みは、背部の肉が胸郭に繋がる、生きた家禽に頭部が載
っている側と同じ側に入る。
【００４６】
　背部の肉と腹筋組織との間の切込み、及び／又は背部の肉と胸肉との間の切込みは、腹
筋組織の輪郭に可能な限り厳密に沿うことが好適である。この方法では、可能な限り最大
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量の望まれる肉を採収することができる。
【００４７】
　本発明の第２の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、 
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れるためのブレードを有する切断デバイス、
を含むデバイスにも関する。
【００４８】
　このデバイスには、背部の肉から少なくとも体部位の骨部分に至る切込みを入れるブレ
ードが設けられ、この切込みは、腹筋組織を背部の肉から、腹筋組織がデルタボーンに付
着したままになるように分離する。
【００４９】
　このブレードは、胸肉と背部の肉との間の切込み及び／または胸肉と腹筋組織との間の
切込み等の、胸肉と他の筋肉組織との間に切込みを入れるためにも使用できる。しかしな
がら、この切込みは、別のブレードを使用して入れられてもよい。
【００５０】
　ブレードは、回転ブレードの形式に設計されてもよいが、固定ブレードを使用すること
も同等に可能である。
【００５１】
　本発明の第３の態様は、皮剥ぎの準備をすることに関連する。フィレッティングシステ
ムでは、例えば体部位の胸部上に残っている皮が除去されることが多い。
【００５２】
　ＥＰ１４３０７８０が記述している皮を除去するためのデバイス及び方法では、皮はた
くり上げられ、次に例えばたくり上げられた皮に係合する皮剥ぎローラによって除去され
る。
【００５３】
　ＥＰ１４３０７８０は、歯付きのたくり上げ部材について記述している。歯付きたくり
上げ部材の欠点は、何回か使用した後に、歯が皮及び／または脂肪で塞がってくることに
ある。この汚染物により、たくり上げ部材は比較的早く効力を失ってくる。
【００５４】
　本発明の第３の態様の目的は、屠殺された家禽の体部位の皮を剥ぐための改良されたデ
バイスを提案することであり、このデバイスは、具体的には、改良されたたくり上げ部材
を設ける。
【００５５】
　本発明の第３の態様は、体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は少なくとも付着した皮を有する肉を含み、
　当該デバイスは、
　前記体部位の肉から前記皮を引き離すための皮剥ぎ手段と、
　前記皮剥ぎ手段が前記体部位の肉から前記皮を引き離す前に、前記皮をたくり上げるた
くり上げ手段と、を備え、
　前記たくり上げ手段は、
　前記加工されるべき体部位の前記皮に係合するための複数の歯と、
　入口と出口とを含む空気ダクトと、を有し、
　給気装置は、前記空気ダクトの前記入口へ連接されることができ、前記空気ダクトの前
記出口は前記複数の歯内に、または前記複数の歯の間近に、前記空気ダクトの空気流が前
記複数の歯上に存在する場合のある任意の汚染を吹き飛ばすことができるようにして位置
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づけられる、デバイスを使用してこの目的を達成する。
【００５６】
　このデバイスにおいては、各々が歯に、または歯の直近に出口のある１つまたは複数の
空気ダクトを有する改良されたたくり上げ部材が設けられる。大気圧より高い圧力で空気
を供給できる空気供給装置を空気ダクトへ連接することにより、空気は連接された各空気
ダクトの出口から流れ出す。この空気の流れは、歯に存在する場合がある皮及び／または
脂肪残物等の汚染物を吹き飛ばす。この方法では、歯は清浄を保ち、汚染物で塞がらない
。これにより、たくり上げ手段は、延長された連続使用期間後も正常に機能し続けること
ができる。
【００５７】
　有利な実施形態では、たくり上げ手段上の歯付けの各歯に空気ダクトからの出口が設け
られる。
【００５８】
　有利な実施形態では、たくり上げ手段は、皮がたくり上げられている間に加わる力の影
響下で動作する、好適には旋回することができる。たくり上げ手段は、弾性的に取り付け
られることが好適である。この弾性的取付けは、引張りばね、捻りばねまたは圧縮ばねを
使用して、またはカウンターウェイトを有するレバーを使用して達成することができる。
【００５９】
　有利なさらなる実施形態では、１つまたは複数の空気ダクトの出口への空気供給を開閉
するバルブが設けられ、必要な場合（即ち、歯上に除去する必要がある汚染物が存在して
いる場合）にのみ空気を供給することにより、エネルギーを節約することができる。
【００６０】
　有利な変形例では、バルブはたくり上げ手段の動作によって、より具体的にはその旋回
によって起動される。
【００６１】
　有利なさらなる変形例では、空気ダクト内に低圧力を生成することもできる。この低圧
力を適用することにより、体部位がたくり上げ手段を押し下げると、加工されるべき体部
位の皮はより大きい抵抗を受け、これによりたくし上げをより効果的に行うことができる
。
【００６２】
　たくし上げの後、皮剥ぎ手段は体部位の皮に係合し、体部位の肉から皮を引き離す。
【００６３】
　これは既知の方法で、例えば並行に配置された１つまたは複数のローラ対を使用して行
うことができ、前記ローラは、好適には螺旋形の輪郭を有する。
【００６４】
　本発明の第４の態様は、背部の肉の分離を改良することに関連している。
【００６５】
　本発明の第４の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって
、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該方法は、
　前記体部位の前記背側に２つの切込みを入れる工程であって、前記切込みは前記脊椎の
両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前記脊椎から前記背部の肉を分離する工
程と、
　前記体部位上に自然に存在する前記背部の肉の少なくとも一部をスクレーパを使用して
引き離す工程と、を含み、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎の方向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エ
ッジを有し、
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　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、前記背部の肉と前記体部位の前記骨部分との結合が切断されるほど
鋭く、
　前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しは、前記脊椎に沿った前記切込みから開
始され、
　前記体部位と前記スクレーパとは、前記肉が引き離されている間に互いに対して移動す
る、方法を使用して達成される。
【００６６】
　本発明の第４の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであ
って、
　前記体部位は、
　背の少なくとも一部と、
　前記背上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記加工されるべき体部位を前記デバイスに対して案内しかつ位置合わせするためのガ
イドと、
　前記体部位の背側に２つの切込みを入れるための少なくとも１つのブレードであって、
前記切込みは前記体部位の前記脊椎の両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前
記脊椎から前記背部の肉を分離するブレードと、
　前記体部位上に存在する前記背部の肉の少なくとも一部を引き離すためのスクレーパと
、を備え、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎が延びる方向に垂直に延びる平面に曲がった形の
切断エッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、鋭く、かつ前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しが前記脊
椎に沿った前記切込みから開始されるように前記ブレードに直近している、デバイスを使
用しても達成される。
【００６７】
　体部位が本発明の第４の態様によるデバイスに進入すると、体部位の背はガイドによっ
て案内され、位置合わせされる。好適な実施形態では、このガイドは、互いから僅かに離
れた距離に位置合わせされる２つの主として平行なプレートを備える。これらのプレート
は、主として体部位の運搬方向に延びる。
【００６８】
　体部位の背が位置合わせされると、脊椎の両側で背部の肉と体部位の骨部分との結合が
破壊される。これは、回転するブレードまたは固定式ブレードを使用して達成することが
できる。互いに隣接して設置される２つの回転ブレードは、好適な実施形態では、ガイド
の並行するプレート間の空間へと延びるものが使用される。
【００６９】
　次に、背部の肉は、体部位の骨部分から掻き取られ、少なくとも部分的に遊離される。
これは、スクレーパに沿った体部位の相対動作によって行われる。スクレーパは、主とし
て固定的な取付けを有してよい。この場合、生産物キャリアは体部位をスクレーパに沿っ
て前進させる。反対に、スクレーパが動作してもよく、生産物キャリアは主として加工さ
れるべき体部位を静止状態に保ってもよい。さらに、加工されるべき体部位の動作とスク
レーパの動作との組合せも可能である。
【００７０】
　スクレーパは中空形状を有し、その内側の形状は、主として加工されるべき体部位の骨
部分のシステムの背側組織の外側の輪郭に一致する。さらに、スクレーパは、体部位の運
搬方向から見て両側に隆起する切断エッジを有する。このエッジは、体部位の運搬方向か
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ら見てスクレーパの前側にあり、よって各体部位が接触するスクレーパの最初の部分にな
る。切断エッジは、曲がった形を有することが好適である。
【００７１】
　鋭利な掻き取りエッジの使用により、先行技術により開示されているデバイス及び方法
の場合のように別のブレードを使用して背部の肉の分離を開始する必要はなくなる。切断
エッジは、背部の肉と体部位の骨部分との当初の強力な結合を断つ。
【００７２】
　スクレーパは、切断エッジが脊椎の両側で背部の肉の起点を切断するブレードに直に隣
接するように配置される。その結果、スクレーパの切断エッジは、関連のブレードによっ
て作られている切込み内に入り込む。ブレードに対するスクレーパの正しい位置合わせは
、スクレーパの弾性的配置によって達成することができる。回転ブレードを使用して背部
の肉と脊椎との結合部が切断されれば、スクレーパは、好適には回転ブレードの回転軸に
一致する軸の周りを弾性的に移動することができる。
【００７３】
　スクレーパは、手羽の関節が損傷することなくスクレーパを通過できることを保証する
少なくとも１つの凹部を備えることが好適である。
【００７４】
　掻き取りの間、体部位はスクレーパ上に支持されることが好適である。
【００７５】
　スクレーパは、互いの鏡像として形成される２つのスクレーパ部材を備えることが好適
である。より好適には、これらのスクレーパ部材は、体部位の運搬方向に対して横断方向
に動作することができる。このことによる利点は、横断方向動作を制御することにより、
体部位の骨部分の形状によりよく沿わせることができることと、スクレーパのオン、オフ
を切換できることにある。
【００７６】
　スクレーパは、掻き取りによって遊離される背部の肉が体部位の骨部分から遠ざけられ
るような形状を有することが好適である。
【００７７】
　本発明の第４の態様によるデバイスでは、加工されるべき体部位は、体部位の加工の間
に脊椎は主として運搬方向に存在しかつ背は下向きになるようにしてデバイス内へ案内さ
れることが好適である。
【００７８】
　本発明の第４の態様による方法の実行後に、背部の肉が体部位の骨部分から完全に分離
されている場合もあるが、いまだ体部位の背部の肉と骨部分とを結合させておくことも可
能である。これは、本発明の第４の態様による方法を使用して、次に詳述する本発明の第
５の態様による方法を準備する場合に特に効果的である。
【００７９】
　本発明の第５の態様は、背部の肉の採収を改良することに関連している。
【００８０】
　本発明の第５の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって
、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記体部位の下に存在する骨部分から前記背部の肉の一部を引き離す工程と、
　前記引き離される背部の肉の少なくとも一部に係合し、次いで前記体部位の前記骨部分
から前記背部の肉を剥ぎ取る工程と、
を含む方法によって達成される。
【００８１】
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　本発明の第５の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであ
って、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
前記背部の肉は前記体部位の前記骨部分から既に部分的に引き離されており、
　当該デバイスは、
　前記先に引き離された背部の肉の少なくとも一部に係合するためのグリッパと、
　前記体の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取るためのピーラと、
を備える、デバイスによっても達成される。
【００８２】
　先行技術によれば、背部の肉は骨プレス内で体部位の骨部分から採収される。この方法
の欠点は、背部の肉の高品質な構造がほぼ完全に失われることにある。高品質の肉に対す
る需要を考慮すれば、骨プレスを使用する背部の肉の採収は不都合である。加えて、プレ
スされない肉に対してはより高い価格を要求することができ、加工された体部位当たりの
収益は上がる。
【００８３】
　背部の肉を体部位から剥がし取れば、背部の肉の比較的高品質な構造が保たれる。さら
に、本発明の第５の態様によるデバイスは、体部位から背部の肉を取り外すための既知の
デバイスより小型で、単純かつ安価である。
【００８４】
　「剥ぎ取り」の意味は、下記の通りである。当初、背部の肉は、その表面のかなりの部
分に渡って体部位の骨部分に付着している。従って、背部の肉と体部位の骨部分との間に
は結合面が存在する。しかしながら、背部の肉の一部では、体部位の骨部分との結合部が
例えば掻き取りによって既に切断されている。次に、この遊離したぶら下がり状態にある
肉は掴持され、この後、剥離する力がこの遊離した肉に加えられる。この剥離する力は遊
離した肉を介して、まだ付着している背部の肉と体部位の基底の骨部分との結合部に作用
する。剥離する力を適用することにより、背部の肉は、先行技術のように多かれ少なかれ
単一の引張りで分離される代わりに、体部位の骨部分から段階的に引き離される。その結
果、背部の肉はほぼその原形を保つ。体部位の骨部分との結合面のロケーションでは、既
知の方法及び既知のデバイスと比較すると、本発明に従って分離される背部の肉はより完
全な形である。
【００８５】
　実際には、背部の肉の剥ぎ取りは、その各々が既に分離されている背部の肉の一部に係
合する輪郭を外側に備える少なくとも２つのローラを有することにより、効果的な方法で
達成できることが見出されている。次に、これらのローラは肉をしっかりと保持し、かつ
体部位の骨部分から肉を剥ぎ取る。
【００８６】
　ローラの輪郭は、螺旋形であってよい。螺旋は、連続する隆起したエッジによって、ま
たは螺旋状の線に沿って位置合わせされている、互いからある程度の距離を隔てて存在す
る複数の突起によって形成されてよい。
【００８７】
　背部の肉の最も効果的な剥ぎ取りは、体部位がローラに対して移動される場合に、具体
的には、体部位が主としてローラの軸方向へ移動する場合に達成される。これとは別に、
肉の効果的な剥ぎ取りは、体部位を主として脊椎方向へ移動させ、これにより、ローラの
軸方向が体部位の運搬方向と共に鋭角を囲むことによって達成することが可能である。
【００８８】
　好適には、選択されるローラの螺旋形の輪郭は、剥ぎ取りの間にローラが背部の肉を運
搬方向とは反対の方向へ移動させるようなものである。
【００８９】
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　体部位をローラ間で移動させて、ローラと体部位の側面との係合を強めることができる
ように、ローラ間には幾分かの空間が存在することが好適である。ローラ間における空間
の存在には、背部の肉がローラ間で潰されず、その元の高品質な構造を保つという重要な
利点がある。
【００９０】
　体部位の骨部分から既に分離されている背部の肉の一部は、グリッパが背部の肉に係合
するとき体部位の骨部分からぶら下がっていれば有利である。この方法では、グリッパは
背部の肉をより容易に掴むことができる。
【００９１】
　体部位は、背が下向きにされた位置において本発明の第５の態様によるデバイスに供給
されることが好適である。この方法では、背部の肉の先に分離された部分が重力によって
下に引っ張られる。
【００９２】
　体部位は、背部の肉が引き剥がされる間に、好適には主として体部位の対称面に対して
垂直に延びる軸を中心にして旋回することもできることが好適である。この方法において
、背部の肉が剥がれる力の方向は、体部位の解剖学的構造に適合される。
【００９３】
　本発明の第５の態様による方法及びデバイスは、体部位の内側に係合する生産物キャリ
アの使用と容易に組み合わせることができる。
【００９４】
　ローラは、主として平行に取り付けられることが好適である。実際には、これにより最
も良い結果が生まれる。さらに、ローラは弾性的に取り付けられることが好適である。
【００９５】
　有利な実施形態では、係合及び剥ぎ取りは、４つのローラの組合せによって達成される
。これらのローラは、これらがローラの軸方向から見ると、加工されるべき体部位の脊椎
方向から見た輪郭に近似するようにして、互いに対して位置合わせされることが好適であ
る。これは、確実な係合及び剥ぎ取りを保証する。
【００９６】
　本発明の第６の態様は、胸肉の採収を改良することに関連する。
【００９７】
　本発明の第６の態様によれば、この改良は、屠殺された家禽の体部位を加工するための
方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び胸骨の少なくとも一部を含む骨部分と、
　外側の胸肉の少なくとも一部及び内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸郭上に自
然に存在する肉の少なくとも一部と、
　前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間に自然に存在する膜の少なくとも一部と、を含
み、
　当該方法は、
　胸骨の両側に仮の切込みを入れる工程であって、前記仮の切込みは、前記内側の胸肉と
前記外側の胸肉との間に存在する膜の一部を原形のまま残す工程と、
　第１のスクレーパを使用して、両側で前記胸骨にもたれて存在する肉を掻き取って遊離
する工程と、
　第２のスクレーパを使用して、前記胸郭から前記内側の胸肉の肉の少なくとも一部を掻
き取って遊離する工程と、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する工程と、
　前記体部位の前記骨部分から前記外側の胸肉及び前記内側の胸肉を取り外す工程であっ
て、前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との結合部は原形のまま残る工程と、
を含む方法によって実現される。
【００９８】
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　本発明の第６の態様によれば、この改良は、屠殺された家禽の体部位を加工するための
デバイスであって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部と、
　胸骨の少なくとも一部と、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部及び前記内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸
郭上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記胸骨の両側に仮の切込みを入れるためのブレードであって、前記仮の切込みは、前
記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間の膜を原形のまま残すブレードと、
　両側で前記胸骨に対して存在する肉を掻き取って遊離するための第１のスクレーパと、
　前記胸郭から前記胸郭上に自然に存在する前記内側の胸肉の肉の一部を掻き取って遊離
するための第２のスクレーパと、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する第２のブレードと、
を備える、デバイスによっても実現される。
【００９９】
　胸肉を採収する既知の方法では、胸肉は、まず胸骨に沿った両側の二重の切込みによっ
て二分される。既知の仮の切込みにより、内側の胸肉（「第２の胸肉」）と外側の胸肉と
の間の結合膜が切断される。その結果、内側の胸肉は、外側の胸肉が除去されるとき、加
工されるべき体部位の骨部分の裏側に残る。よって、内側の胸肉は別に採収される必要が
ある。
【０１００】
　本発明の第６の態様による方法及びデバイスでは、内側の胸肉と外側の胸肉との間の結
合膜は仮の切込みが入るとき無傷のままである。その結果、外側の胸肉と外側の胸肉とを
同時に採収することができる。内側の胸肉と外側の胸肉との間の膜を無傷に保つことは、
実際には、胸骨に沿った仮の切込みを体部位の骨部分まで至らせないことによって達成で
きる。本発明の第６の態様による仮の切込みは、胸肉の両半分を胸骨の両側で互いに結合
しかつ胸骨に結合する腱を、肉を介して内側の胸肉の始まりまで切断する。
【０１０１】
　仮の切込みは、可能な限り胸骨に沿って入れられることが好適である。
【０１０２】
　本発明の第６の態様による方法及びデバイスでは、次に、胸骨の両側の肉、具体的には
内側の胸肉が部分的に掻き取りによって遊離される。実際には、この場合、切断エッジの
ないスクレーパが良い結果を生むことが見出されている。しかしながら、この場合も、所
望により切断エッジを使用することができる。
【０１０３】
　胸骨の両側の肉を引き離すためのスクレーパは、各々が胸骨の片側に作用する２つのス
クレーパ部材を備えることが好適である。このスクレーパは、可能な限り胸骨に沿って移
動し、かつこのプロセスの間は胸骨の輪郭に従って進むことが好適である。これは、胸骨
の両側で肉を掻き取って遊離させるスクレーパ（第１のスクレーパ）のスクレーパ部材を
弾性的に取り付ける設計において容易に達成することができる。この方法では、胸骨の形
状及び大きさの自然な変形に容易に対応することができる。第１のスクレーパのスクレー
パ部材は、これらが複数の方向へ、例えば主として互いに対して垂直である水平及び垂直
等の２つの別々の方向へ移動することができるようにして、弾性的に取り付けられること
が好適である。
【０１０４】
　胸骨の両側で肉を掻き取って遊離させることは、胸骨の両側の肉が外側へ押される、即
ち胸骨から離れて押されることにも繋がる。第１のスクレーパは、肉がすでに胸郭に沿っ
て少し押されるように形成されることが好適である。
【０１０５】
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　次は、第２のスクレーパが、胸郭上に自然に存在する肉を掻き取って遊離させる。第２
のスクレーパは、各々が胸郭の片側に作用する２つのスクレーパ部材を備えることが好適
である。さらに、より好適には、２つのスクレーパ部材は互いに連結される。
【０１０６】
　実際には、これらのスクレーパ部材も切断エッジを有する必要がないことが見出されて
いる。このことにおける利点は、スクレーパ部材のサービス寿命が長くなること、または
より硬度の低い物質から製造できることにある。結局のところ、スクレーパ部材は、切断
エッジが摩耗によって鈍くなると早急に研ぐ、または交換しなければならなくなる。第１
及び第２のスクレーパに使用できるスクレーパ部材は、切断エッジを設ける必要がないこ
とから、この問題に悩まされることがない。
【０１０７】
　第２のスクレーパも、胸郭の形状及び大きさの自然な変形に対応できるように弾性的に
取り付けられることが好適である。
【０１０８】
　胸郭から肉が掻き取られて遊離された後も、内側の胸肉または外側の胸肉と胸郭との間
には結合膜がまだ存在する。この結合膜は比較的強く、掻き取りによってさらに損傷され
ない限り破れない。従って、第６の態様は、この膜が切断によって破壊されるという規定
を含む。
【０１０９】
　この切断は、本発明によるデバイスにおいて、好適には起動され得るブレードとして設
計されるブレードにより実行される。有利な実施形態では、このようなブレードは、第２
のスクレーパの２つのスクレーパ部材の各々に嵌合される。回転する２つのブレードも、
起動可能なブレードの代替例として包含されてもよい。
【０１１０】
　ここで、内側の胸肉及び外側の胸肉を体部位の骨部分から一緒に取り除くことができる
。加工されるべき体部位に関しては、さらに１つまたは複数の手羽部分を含むことが好適
であり、内側の胸肉及び外側の胸肉は、少なくとも一方の手羽部分に引張り力を加えるこ
とによって一緒に除去される。
【０１１１】
　本発明の第７の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための改良された方法及び
改良されたデバイスに関連している。
【０１１２】
　本発明の第６の態様は、外側の胸肉及び内側の胸肉を、採収後もこれらが互いに結合さ
れたままであるようにして採収することを可能にする。常套的に、まずは外側の胸肉が胸
郭から少なくとも部分的に引き離され、その間、存在する１つまたは複数の内側の胸肉は
体部位の骨部分に結合したままである。外側の胸肉を引き離すことにより、内側の胸肉及
び内側の胸肉と体部位の骨部分との間の結合部が露出される。このプロセスの間、内側の
胸肉を手羽の関節に結合している腱も露出される。この腱は主としてトリオセウス管内へ
延び、採収された胸肉内では白い腱組織の細長い一片のように見ることができる。
【０１１３】
　高い品質要件を設定する胸肉の購入者は、概して、この腱の存在が可能な限り少ないこ
とを要求する。腱は、胸肉上に遊離してぶら下がった腱がもはや存在しないようなロケー
ションで断たれていることが好適である。
【０１１４】
　ＥＰ１０７０４５６は、存在している胸郭部分からまず外側の胸肉の大部分が引き離さ
れる方法について記述している。その結果、外側の胸肉の引き離された部分はぶら下がり
、必然的に、内側の胸肉及びその体の骨部分との結合部が露出状態になる。この後、関連
の腱が切断される。
【０１１５】
　上述の既知の方法は、本出願に記述している本発明の第６の態様と組み合わせた使用に
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は適切でない。外側の胸肉はまだ胸郭から引き離されていないことから、ＥＰ１０７０４
５６に記述されている方法が使用されれば外側の胸肉が切断されることになり、望ましく
ない。
【０１１６】
　別の既知の方法では、まず外側の胸肉が体部位から引き離される。第１の例では、内側
の胸肉は体部位の裏側に留まっている。次に、内側の胸肉を体部位の骨部分へ結合してい
る腱が掻き取られて遊離され、かつ／または切断されて遊離され、この後、内側の胸肉が
ラインの隣に配置されている少なくとも２名の人員によって採収される。これは、困難か
つ単調な作業である。さらに、この方法は幾つかの機械の使用を必要とし、かつこの方法
の使用では、関連の外側の胸肉にまだ結合されている内側の胸肉を採収することは不可能
である。
【０１１７】
　本発明の第７の態様によるデバイス及び方法を使用する目的は、内側の胸肉と手羽の関
節との間の腱を、加工されるべき体部位上に存在する胸郭部分に外側の胸肉がまだ付着し
ている間に切断することにある。これにより、本発明の第６の態様による方法と第７の態
様による方法とを組み合わせることが可能であり、このプロセスの間、内側の胸肉及び外
側の胸肉は互いに結合された状態で一緒に採収されることが可能であって、一方で白い腱
もまだ巧みに切断されることが可能である。この目的は、屠殺された家禽の体部位を加工
するためのデバイスであって、
　前記体部位は、プロセスの開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部を第１の位置に保持する外側の胸肉ガイドと、
　叉骨の自由端を第２の位置に保持する鎖骨ガイドと、
　前記腱を切断する少なくとも１つのブレードと、
を備える、デバイスによって達成される。
【０１１８】
　この目的はまた、本発明の第７の態様によるデバイスを使用して、屠殺された家禽の体
部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、加工開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該方法は、
　外側の胸肉ガイドを使用して、前記外側の胸肉の少なくとも一部を前記鎖骨の自由端か
ら離れた第１の位置まで押しやり、かつ叉骨ガイドを使用して、前記鎖骨の自由端を前記
外側の胸肉から離れた第２の位置まで押しやることによって前記腱を露出させる工程と、
　前記外側の胸肉が前記第１の位置にありかつ前記鎖骨の自由端が前記第２の位置にある
間に前記腱を切断する工程と、
を含む方法によって達成される。
【０１１９】
　本発明の第７の態様による方法を実装するために、一方の手上の関節及び外側の胸肉と
他方の手上の叉骨との結合は、加工されるべき体部位上で破壊されている。これにより、
体部位の首側の外側の胸肉には体部位の骨部分に対して幾分かの融通性が達成される。
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【０１２０】
　可能な実施形態では、本発明の第７の態様による方法は、叉骨を取り外された体部位上
で実行される。このプロセスでは、体部位の首側に比較的大きい開口が生成される。
【０１２１】
　体部位が本発明の第７の態様によるデバイス内に供給されると、外側の胸肉は外側胸肉
ガイドに接触する。この外側胸肉ガイドは、叉骨が取り外されたときに生成された開口側
で、よって先に首が存在していた側で外側の胸肉に係合する。外側胸肉ガイドは、それが
係合している外側の胸肉の部分を鎖骨から遠位へ押しやる。外側胸肉ガイドは、腱を切断
するブレードの脇を通る間、外側の胸肉を押しつけた状態に保つ。外側の胸肉の上部の押
しやられる位置は、「第１の位置」として知られる。
【０１２２】
　体部位が本発明の第７の態様によるデバイス内に供給されると、鎖骨の自由端は鎖骨ガ
イドに係合される。鎖骨ガイドは、通過する腱を切断するブレードのそばを通る間、鎖骨
の自由端を第２の位置に保つ。
【０１２３】
　本発明の第７の態様による加工作業の間、体部位は生産物キャリア上にある。この生産
物キャリアは、加工されるべき体部位を本発明の第７の態様によるガイド及び１つまたは
複数のブレードを通過して前進させることが好適である。生産物キャリアは、体部位を、
体部位の胸部が下向きになりかつ脊椎は体部位が本発明の第７の態様によるデバイスを通
って従う経路に対して主として水平かつ横断的であるようにして保持することが好適であ
る。胸部が下向きである場合、外側胸肉ガイドは外側の胸肉の上部を押し下げて保持し、
鎖骨ガイドは、腱が切断される間に鎖骨の自由端が１つまたは複数のブレードによって押
し上げられることを防止する。脊椎（存在する場合；脊椎が存在しない場合には、これが
存在すると仮定した場合の脊椎を意味する）が主として経路に対し横断的に方向づけられ
るものとすれば、外側胸肉ガイド及び鎖骨ガイドを経路に対して平行に位置合わせするこ
とが可能である。
【０１２４】
　この実施形態では、さらに、生産物キャリアは体部位を押し上げてガイドに当てること
が有利である。これにより、外側の胸肉及び鎖骨の自由端は共に小さい圧力でその個々の
ガイドにもたれかかることになる。
【０１２５】
　外側の胸肉を押し下げ、かつ鎖骨の自由端が早急に上へ移動することを防止すると、切
断されるべき腱が露出する。これにより、腱はブレードにアクセスできるようになる。
【０１２６】
　腱は、回転するブレードによって切断されることが好適である。代替として、固定式の
ブレードが使用されてよい。有利な実施形態では、経路沿いに互いに隣接して配置された
２つの回転ブレードが使用される。これらのブレードは、反対方向へ回転することが好適
である。１つまたは複数の回転ブレードが使用されれば、ブレードに鋸歯形のエッジを装
備することが好適である。
【０１２７】
　これまでの説明では、「腱」に多く言及している。しかしながら、内側の胸肉は各々、
それ自体を関連の手羽の関節に結合する腱を有する。概して、本発明の第７の態様による
方法及びデバイスは、いまだ両方の内側の胸肉が存在する体部位の加工に使用される。こ
の場合は、本発明による方法及びデバイスを使用して両方の腱が切断される。
【０１２８】
　本発明の第８の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって
、
　加工デバイスを使用して前記体部位に対し加工を実行する工程であって、前記体部位は
、前記加工デバイスに対して所定の位置及び方向性を有し、前記加工の間、前記体部位の
少なくとも１つの採収可能な部分を前記体部位の他の部分から分離する工程と、
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　給送デバイスを使用して、前記採収可能な部分をトレイまで運ぶ工程であって、前記給
送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイスに対する前記採収
可能な部分の前記方向性を基礎として既知である工程と、
　前記体部位の前記採収可能な部分を前記トレイに所定の位置及び所定の方向性で置く工
程と、
を含む方法が提案される。
【０１２９】
　本発明の第８の態様によれば、屠殺された家禽の体部位を加工するためのシステムであ
って、
　前記体部位を保持するための生産物キャリアと、
　前記体部位に加工を実行するための加工デバイスであって、前記体部位は加工方向に対
して所定の位置及び方向性にあり、前記加工の間に前記体部位の少なくとも１つの採収可
能な部分が前記体部位の他の部分から分離されている、加工デバイスと、
　前記体部位の前記採収可能な部分をトレイ内へ供給するための起動可能な給送デバイス
であって、前記給送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイス
に対する前記採収可能な部分の前記方向性を基礎として既知であるデバイスと、
　前記給送デバイスが前記採収可能な部分を所定の位置及び所定の方向性で置くことがで
きるトレイを保持するためのパッケージステーションと、
を備える、システムも提案される。
【０１３０】
　本発明の第８の態様による方法及びシステムでは、加工されるべき体部位の加工デバイ
スに対する既知の方向性が利用される。従って、採収可能部分の加工中の位置及び方向性
も既知である。採収可能部分をパックする際にも、採収可能部分のこの既知の方向性及び
位置を利用することができ、これは下記のように行われる。給送デバイスは、体部位から
の採収可能部分を受け入れ、これをパッケージとして機能するトレイ内に入れる。体部位
からの各採収可能部分を同じように受け入れることにより、各採収可能部分は給送デバイ
スに対して同じ方向性を有する。給送デバイスが採収可能部分に係合する点も常に同じで
あり、明らかにこれは、採収可能部分の形状及びサイズの自然な変形以外である。
【０１３１】
　パック作業の間の意図は、各採収可能部分をパッケージに同じ、再現可能かつ消費者を
誘うような方法で置くことにある。給送デバイスは、同じ方向性及び同じロケーションで
各採収可能部分に係合することから、給送デバイスが加工デバイスとトレイとの間で採収
可能部分に加える給送動作は、あらゆる場合で同じであることが可能である。これにより
、複雑な制御及び複雑な調整は不要になり、給送デバイスの設計を非常に単純にすること
ができる。
【０１３２】
　本発明による方法及びシステムにおける使用に適する採収可能部分の例は、例えば、胸
肉（片方、両方）、脚、クォーター、皮なし腿、ドラム、手羽または手羽の一部である。
体部位の残りの部分から分離された後、所望により、採収可能部分はコーティングされて
いてよい。
【０１３３】
　加工されるべき体部位に依存して、生産物キャリアは、体部位を加工デバイスに対して
位置合わせしかつ方向づけることができる。このプロセスの間、生産物キャリアは、例え
ば体部位の胸腔または腹腔内に、あるいは１つまたは複数の脚部上に係合することができ
る。
【０１３４】
　採収可能部分が体部位の他の部分から分離された時点から採収可能部分がトレイ内に供
給されるまでの間、採収可能部分はバッファ内に置かれることが予見される。この工程で
は、採収可能部分は、採収可能部分をトレイ内に供給する給送デバイスが既知の方向性か
つ既知の位置で採収可能部分を再び供給されるように、バッファ内に所定された方向性で
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置かれる。
【０１３５】
　給送デバイスは、コンベヤを備えることが予見されていて、採収可能部分はコンベヤ上
に所呈の方向性で載ることになる。この実施形態は、例えばＥＰ１４３０７８０Ａ１に記
述されているような、体部位の胸郭から胸肉を引っ張って遊離させる加工デバイスと組み
合わせて容易に使用することができる。この既知のデバイスでは、引き離された胸肉は常
に同じようにしてコンベヤにより前記デバイスから受け入れられる。従って、全ての胸肉
は、同じ方向性でコンベヤ上へ載ることになる。これを達成するために、コンベヤは、胸
肉が加工デバイスを出る吐出点から短い距離に位置合わせされることが好適である。
【０１３６】
　コンベヤは、採収可能部分を、コンベヤの端に配置されるトレイ内へ直接置くことがで
きる。採収可能部分をコンベヤからトレイまたは小さいトレイに入れるための別の可能性
は、所謂ドロップ式のコンベヤである。これは、採収可能部分がトレイより上に来ると即
時引き返すコンベヤである。
【０１３７】
　また、給送デバイスがロボットを備えることも予見される。ロボットは、採収可能部分
をコンベヤから取り出してトレイに供給することができるが、例えば、バッファから採収
可能部分を取り出すこともできる。別の有利な実施形態では、ロボットは、採収可能部分
が、加工デバイスによって体部位の他の部分から分離される前に既にこの採収可能部分を
保持している。採収可能部分が体部位の他の部分から分離されるとすぐ、給送デバイスが
採収可能部分を既に保持している。その結果、追加の移送は回避され、給送デバイスに対
する採収可能部分の必要な位置及び方向性を高精度で保証することができる。
【０１３８】
　ロボットは、採収可能部分をトレイに直接置くことができるが、これをバッファに置く
こともできる。次に、同じロボットまたは別のロボットがこの採収可能生産物をバッファ
から再度抽出し、トレイ内に置くことができる。
【０１３９】
　ロボットの設計は、非常に単純であってよい。結局のところ、採収可能部分が掴持され
るべき位置、及び採収可能部分が置かれるべきトレイ内の位置は常に同じである。従って
、ロボットは、ある範囲の異なる動作を行う必要がない。従って、ロボットが実行する必
要のある動作の複雑さは、加工デバイスと、存在すればバッファと、１つまたは複数の採
収可能部分を受け入れることができるようにトレイが配置される場所との相互位置に依存
する。動作が多かれ少なかれ直進性であれば、単一の拡張可能かつ／または旋回可能なア
ームで充分である可能性がある。
【０１４０】
　当然ながら、特定の状況では、より複雑な動作を実行できるより高性能のロボットを使
用する必要がある場合がある。その場合は、例えば、蝶番によって互いに接続される２つ
のアームを有するロボットが考察される可能性もある。それでもこのようなロボット及び
その制御は、本発明によるロボットは所定の１つまたは少数の異なる動作を実行する能力
を有するだけでよいことから、既知のシステムにおけるロボットよりまだ遙かに単純であ
る。
【０１４１】
　有利な実施形態では、給送デバイスは、採収可能部分がトレイに供給されている間に採
収可能部分を掴むグリッパを備える。グリッパは、その生肉との接触に起因して、ステン
レス鋼で製造されることが好適である。有利な実施形態では、グリッパはロボットアーム
上へ偏心的に取り付けられる。次に、グリッパは、ロボットアームに対して回転可能であ
ることが好適である。
【０１４２】
　この有利な実施形態は、具体的には、採収可能部分を体部位の他の部分から分離する間
に給送デバイスが採収可能部分を掴んでいる本方法の変形例に適する。
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【０１４３】
　本発明による方法及びシステムでは、採収可能部分は、例えばＸ線装置を使用して望ま
しくない骨部分または割れた骨をチェックされることが予見される。これは、採収可能部
分がトレイに置かれた後に実行されることが好適である。採収可能部分の位置及び方向性
は常時知られていることから、任意の骨部分の可能性のあるロケーションも知られている
。これは、検査を大幅に単純化する。
【０１４４】
　また、本発明による方法及びシステムでは、採収可能部分は、例えばカメラを使用して
視覚的に検査されることも予見される。視覚検査は、採収可能部分の品質を目的として行
われてもよいが、例えば採収可能部分のトレイでの望まれる提示の確認として実行されて
もよい。
【０１４５】
　本発明の意味合いにおけるトレイは、１つまたは複数の採収可能部分を保持することに
適していてよい。これは、採収可能部分を入れて消費者に提示する浅いトレイであっても
よいが、例えば、小売業者への運搬に使用される木箱であってもよい。ほとんどの場合、
トレイは１つまたは複数の隆起した縁を有するが、これは、本発明の概念における要件で
はない。
【０１４６】
　トレイに幾つかの採収可能部分が置かれる場合は、提示の観点から、採収可能部分が互
いに対して所定の位置を取ることが望ましい。従って、常に同じ動作であればロボットで
十分に行えることを保証するために、トレイは、次の採収可能部分を正しい位置に置ける
ように、次の採収可能部分のトレイへの配置の前に毎回給送デバイスに対して移動されれ
ば有利である。
【０１４７】
　給送デバイスは、トレイに幾つかの採収可能部分を同時に置くことが予見される。例え
ば、給送デバイスがバッファまたはコンベヤから幾つかの採収可能部分を同時に集める場
合、または幾つかの採収可能部分が体部位の残りから同時に分離される場合がそうである
と思われる。
【０１４８】
　また、幾つかの採収可能部分は、体部位の残りから分離された後にバッファに互いに対
して所定の位置及び所定の方向性で置かれ、次にトレイに群として、その相互的な位置及
び方向性が保たれるように配置されることも予見される。
【０１４９】
　トレイは、デスタッカから、給送デバイスがトレイに採収可能部分を置くロケーション
へ送られることが好適である。
【０１５０】
　有利な実施形態では、デスタックプロセスは：
　－　少なくとも２つのトレイより成るスタックをホルダ内に置く工程と、
　－　トレイのスタックを、キャリアを使用して支持する工程であって、前記キャリアは
、各々が第１、第２及び第３のベースプレートを連続して装備する同時に動作可能な２つ
のガイドを備え、第１及び第３のベースプレートは主として互いに一直線上にあり、第２
のベースプレートは第１及び第３のベースプレートより高く、トレイのスタックは第１の
ベースプレート上に支持されている、工程と、
　－　第２のベースプレートがスタックの底からの１つのトレイを支持し、そのスタック
の底のトレイが支持されなくなるように、ガイドを同時に動作させる工程と、
　－　次いでそのスタックの底のトレイであるトレイを第３のベースプレートが支持する
ように、さらにガイドを同時に動作させる工程と
を含む。
【０１５１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の様々な態様によるデバイス及び方法をより詳細
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に説明する。これらの図面は、何ら限定を含意するものではなく、例示的な実施形態を示
す。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明の第１の態様による切込みを含む体部位の例を示す。
【図１Ａ】体部位の解剖学的構造の概観であり、腹筋組織を示す。
【図１Ｂ】体部位の解剖学的構造の概観であり、デルタボーンを示す。
【図１Ｃ】上にフロントハーフを含む生産物キャリアを示す。
【図１Ｄ】生産物キャリア上のブレストキャップの配置を示す。
【図１Ｅ】生産物キャリア上のブレストキャップの配置を示す。
【図１Ｆ】生産物キャリアの代替例を示す。
【図１Ｇ】加工されるべき体部位として手羽付きのブレストキャップを含む図１Ｆの代替
生産物キャリアを示す。
【図１Ｈ】加工されるべき体部位として手羽なしのブレストキャップを含む図１Ｆの代替
生産物キャリアを示す。
【図２】本発明の第１の態様による方法及びデバイスの一部の第１の例を示す。
【図３】本発明の第１の態様による方法及びデバイスの一部の第２の例示的な実施形態を
示す。
【図４】図３によるデバイスの一部を示す。
【図５】体部位を示す線画である。
【図６】本発明の第２の態様によるデバイスにおける、本発明の第２の態様による方法の
第１の段階を示す。
【図７】本発明の第２の態様によるデバイスにおける、本発明の第２の態様による方法の
第２の段階を示す。
【図８ａ】屠殺された家禽の体部位内の切込みの可能な実施形態を示す。
【図８ｂ】屠殺された家禽の体部位内の切込みの可能な実施形態を示す。
【図９】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様によ
る方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１０】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様に
よる方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１１】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様に
よる方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１２】体部位の背からの背部の肉の剥ぎ取りを図式的に示す。
【図１３】本発明の第５の態様による方法の第２の実施形態の第１の段階を示す。
【図１４】本発明の第５の態様による方法の第２の実施形態の第２の段階を示す。
【図１５】本発明の第５の態様による方法及びデバイスの変形例の一部を示す。
【図１６】本発明の第５の態様による方法及びデバイスの変形例の一部であって、本発明
の第５の態様による方法の幾分か後の段階を示す。
【図１７ａ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｂ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｃ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｄ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｅ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｆ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１８】本発明の第６の態様によるデバイスの一実施形態の概観を示す。
【図１９】胸骨の両側に仮の切込みを入れることを示す。
【図２０】生産物キャリア５０によって保持される間に体部位を第１のスクレーパを渡っ
て案内することを示す。
【図２１】生産物キャリア５０によって保持される間に体部位を第１のスクレーパを渡っ
て案内することを示す。
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【図２２】胸骨の両側に仮の切込みを入れることを示す断面図である。
【図２３】掻き取りの間の体部位、第１のスクレーパ部材及びガイドを示す断面図である
。
【図２４】第１のスクレーパによる掻き取りを示す詳細図である。
【図２５】第２のスクレーパ部材による掻き取りを示す断面図である。
【図２６】第２のスクレーパによる掻き取りを示す詳細図である。
【図２７】起動可能なブレードの非活動位置を示す。
【図２８】体部位における切込みの位置及び掻き取って遊離されるべき胸肉の部分を示す
。
【図２９】本発明の第４の態様によるデバイスの概観を示す。
【図３０】本発明の第４の態様による方法の第１の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３１ａ】図３０の状況を示す断面図である。
【図３１ｂ】図３０の状況を示す断面図である。
【図３２】本発明の第４の態様による方法の第２の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３３】本発明の第４の態様による方法の第３の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３４】図３３の状況を示す断面図である。
【図３５】本発明の第４の態様の好適な一実施形態によるスクレーパ部材を示す立面斜視
図である。
【図３６】図３５によるスクレーパ部材の側面図である。
【図３７】本発明の第８の態様による方法及びシステムの第１の実施形態を示す。
【図３８】図３７によるシステムの変形例を示す。
【図３９】図３７によるシステム及び方法の第２の変形例を示す。
【図４０】異なる生産物キャリアを使用する、図３９のシステムを示す。
【図４１】本発明によるシステム及び方法の第２の実施形態を示す。
【図４２】本発明によるシステム及び方法の第３の実施形態を示す。
【図４３】図４２に示す実施形態の変形例である。
【図４４】本発明によるシステム及び方法の第４の実施形態を示す。
【図４５】図４４に示す実施形態の変形例である。
【図４６】図４５に示すシステム及び方法の変形例である。
【図４７】図４４－４６に示す実施形態の変形例である。
【図４８】本発明によるシステム及びデバイスの第５の実施形態を示す。
【図４９】図４８によるシステム及び方法の変形例を示す。
【図５０】本発明によるシステム及びデバイスの第６の実施形態を示す。
【図５１】適切なデスタッカの一実施形態を示す。
【図５２ａ】図５１のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５２ｂ】図５１のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５２ｃ】図５１のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５３ａ】デスタックされているトレイを図式的に示す。
【図５３ｂ】デスタックされているトレイを図式的に示す。
【図５４】本発明の第３の態様によるたくり上げ手段を示す。
【図５５】本発明の第３の態様によるデバイスの一部の概観を示す。
【図５５Ａ】図１Ｆの代替生産物キャリアと組み合わされた、本発明の第３の態様による
デバイスの例を示す。
【図５５Ｂ】図５５Ａに示すデバイスの代替実施形態である。
【図５５Ｃ】図５５Ａに示すデバイスの別の代替実施形態である。
【図５６】本発明の第６の態様による方法を実行するためのデバイスの代替実施形態を示
す。
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【図５７】図５６によるデバイスの一部を上から見たものである。
【図５８】図５６によるデバイスの一部の側面図である。
【図５９ａ】図５６－５８によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図５９ｂ】図５６－５８によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図５９ｃ】図５６－５８によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図６０】本発明の第７の態様によるデバイスの一実施形態を示す。
【図６１】図６０による実施形態の側面図である。
【図６２】叉骨が除去された後の体部位の首側の開口を示す。
【図６３】手羽の関節領域における筋肉を示す。
【図６４】図１Ｆの代替生産物キャリアと組み合わされた図６１によるデバイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【０１５３】
　図１は、本発明の第１の態様による切込み１１０が入った体部位１の例を示す。屠殺さ
れた家禽のこの体部位１は、背２の少なくとも一部を含む。図１には示されていないが、
本例では、体部位１内に胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部が存在する。図１は、体部
位１が背２上及び胸郭上に自然に存在する肉の少なくとも一部を含むことを示す。胸郭上
の肉は、胸部３上の肉の少なくとも一部、即ち、胸肉８の少なくとも一部を含む。
【０１５４】
　図１に示す例における加工されるべき体部位１は、フロントハーフである。しかしなが
ら、本発明の第１の態様によるデバイス及び方法を使用して、例えばブレストキャップ等
の他のタイプの体部位を加工することも可能である。
【０１５５】
　図１Ａ及び１Ｂは、家禽の胴の解剖学的構造を示す。図１Ａにおける斜線部分は、腹筋
組織１１が存在する部位を示す。サークルによっては、図１Ａの斜線領域における筋肉組
織は、「環状筋」という専門用語で知られる。腹筋組織は、図１Ａの斜線領域内に含まれ
る少なくとも外腹斜筋部分、少なくとも内腹斜筋部分及び少なくとも腹横筋部分を含む。
図１Ｂは、デルタボーン１２の位置を示す。
【０１５６】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本「Ａｔｌａｓ　ｄｅ　ａｎａｔｏｍｉａ　ｄｅ　ｌａｓ　ａｖ
ｅｓ　ｄｏｍｅｓｔｉｃａｓ」［家禽の解剖学的構造図］、ＩＳＢＮ　８４－２８３－１
１３８－２、１９８１年発行、に載せられている図に基づいている。これらの図に示す筋
肉のラテン語名は、本出願に添付している別のリストに包含されている。
【０１５７】
　図１に示す例では、体部位１は、両方の手羽及びこれらの最小部分４も含む。しかしな
がら、これは、本発明の第１の態様による方法を実装するための要件ではない。
【０１５８】
　図１Ｃは、生産物キャリア５０を生産物キャリア上に置かれているフロントハーフを伴
って示している。図１Ｃに示す生産物キャリア５０は、軸５１の周りに、かつ軸５２の周
りに旋回することができる。このタイプの生産物キャリアは、本明細書に記載している発
明の全ての態様と組み合わせた使用に適する。しかしながら、このタイプの旋回を実行す
る能力のある生産物キャリアを使用する必要はない。ほとんどの場合、本明細書に記載し
ている加工作業は、加工されるべき体部位１と、体部位１に直接係合する、例えばブレー
ドまたはスクレーパ等のデバイス部分との間の相対動作を必要とする。望まれる相対動作
は、デバイスの加工コンポーネントを主として固定位置に留めながら体部位１を保持して
いる生産物キャリアを動作させることによって（当然ながら、これは特定のコンポーネン
トの弾性的動作及び回転ブレードの回転とは別である）、但し当然ながら、加工コンポー
ネントの一方で体部位１を主として一定の位置に保つことによっても達成することができ
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る。当然ながら、体部位１の動作と様々な態様によるデバイスの加工コンポーネントの動
作とを組み合わせて、体部位とデバイスとの所望される相対動作を達成することは可能で
ある。
【０１５９】
　図１Ｄ及び図１Ｅは、生産物キャリア５０へ付着されるブレストキャップを示す。図１
Ｄ及び図１Ｅにおける生産物キャリア５０は、図１Ｃに示すものと同じタイプである。生
産物キャリアは、ブレストキャップを生産物キャリア５０にしっかりと保持するフック５
３を装備している。当然ながら、ブレストキャップを加工する際には、示されている生産
物キャリアの旋回能力を持たないタイプの生産物キャリアも使用することができる。
【０１６０】
　図１Ｆは、代替生産物キャリア５０＊の例を示す側面図である。この例では、生産物キ
ャリア５０＊は、ＥＰ０２５４３３２から知られる生産物キャリアを基礎としている。こ
の生産物キャリアは、単に矢印５２＊に従って回転可能である。この回転は、歯車５４＊
に係合する制御要素によって制御することができる。生産物キャリア５０＊は、経路５３
＊に沿って運搬方向Ｔ１に動作可能である。生産物キャリア５０＊は各々、プロファイル
５６＊に渡って案内されることが可能なトロリ５５＊へ連結される。トロリ５５＊は、（
線描されている）鎖またはケーブル５７＊によって互いに接続される。
【０１６１】
　図１Ｇは、加工されるべき体部位１として手羽付きのブレストキャップを装備する図１
Ｆの代替生産物キャリアを示す。図１Ｈは、加工されるべき体部位１として手羽なしのブ
レストキャップを装備する図１Ｆの代替生産物キャリアを示す。手羽付きまたは手羽なし
のブレストキャップの加工は、図１Ｃ、１Ｄ及び１Ｅに示されているようなタイプの生産
物キャリア５０を使用して行われてもよい。反対に、図１Ｆ、１Ｇ及び１Ｈに示す生産物
キャリア５０＊は、例えば、手羽つきのフロントハーフ、及び手羽なしのフロントハーフ
等を加工するために使用されてもよい。
【０１６２】
　本発明の第１の態様による方法では、切込み１１０は、体部位１に存在する肉を介して
入れられる。この切込み１１０は、背部の肉１５と胸肉８との間の領域及び腹筋組織１１
と胸肉８との間の領域で実質的に胸肉８の輪郭に沿って延びる。切込みの深さは、肉が体
部位の骨部分（胸郭の少なくとも一部を含む）に至るまで切り開かれるように選ばれる。
図１から分かるように、切込みは、背側で、手羽部分４が体部位１の残りへ連結される領
域に沿って延びる。
【０１６３】
　示されていない代替実施形態では、切込み１１０は胸肉を腹筋組織から分離するが、背
部の肉からは分離しない。この実施形態は、腹筋組織及び背部の肉を分離する利点を使用
するが、例えばＥＰ１４３０７８０に記載されている方法を使用して、背部の肉と胸肉と
を一塊の肉として採収することも依然として可能である。
【０１６４】
　図１は、曲がった経路を有する切込み１１０を示している。この方法では、切込みは、
胸肉８の解剖学的形状に比較的正確に従う。しかしながら、切込み１１０が直線であるこ
とも可能である。この場合でも、実質的には胸肉８の形状に沿っている。
【０１６５】
　図５も、切込み１１０の可能なロケーションを示している。図５に示す切込み１１０の
ロケーションの場合、腹筋組織は胸肉から完全に分離される。しかしながら、本発明の第
１の態様によるデバイス及び／または方法のユーザが切込み１１０を僅かに上へ、矢印Ｙ
の方向へ移動させることを決定し、結果として例えば切込み１１０＊にすることもまた可
能である。
【０１６６】
　図２は、本発明の第１の態様による方法及びデバイスの一部の第１の例を示す。この例
示的な実施形態では、体部位１（例えば、示されているようなフロントハーフまたはブレ
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ストキャップ；手羽付き、または手羽なしのフロントハーフ及びブレストキャップ）は、
体部位１の内側に係合する生産物キャリア５０によって保持される。生産物キャリア５０
は、体部位１を所定の経路に沿って運搬方向Ｔ１へ移動させる。経路沿いには、幾つかの
加工デバイスが配置されることが好適であり、その各々が通過していく体部位１上へ加工
を実行する。
【０１６７】
　図２に示す例示的な実施形態では、体部位１は、本発明の第１の態様による方法を実行
される前に冷却される。この場合、体部位１がまだ手羽部分４も含んでいれば、手羽は、
本発明の第１の態様による方法に従って加工される前に広げられることが有利である。こ
のことによる利点は、手羽部分４の位置が多かれ少なかれ既知であって、本発明の第１の
態様、及び適切であればさらなる態様による加工作業が実行される間に邪魔にならないこ
とである。手羽部分を伸ばすためには、それ自体既知である摘採フィンガに嵌合される手
羽ストレッチャが使用されてもよい。代替または追加として、手羽のガイドが使用されて
もよい。
【０１６８】
　図２に示す本発明の第１の態様によるデバイス部分は、２つの回転ブレード１０１を備
え、その各々は円形（円盤形）であり、かつその各々は関連の軸１０４におけるその中心
点の周りで回転可能である。各ブレード１０１は、付属のモータ１０３によって駆動され
る。これらの回転ブレード１０１は、図２に示すデバイスが体部位１をしっかりと保持す
る生産物キャリア５０を受け入れる空間１０５の両側に配置される。このように、これら
の回転ブレード１０１が本デバイスのブレードを形成する。
【０１６９】
　図２は、さらに、ガイド１０２の存在を示している。ガイド１０２は、好適には前もっ
て伸びている手羽部分４を回転ブレード１０１のリーチ外に保持する。図２の例では、体
部位１は図２に示すデバイスを介して、背２が上を向いた状態で前進される。この場合、
存在する脊椎またはその一部は多かれ少なかれ水平に置かれ、即ち、まだ存在している脊
椎または脊椎の一部の向きは、明確に、かつ意図的に加えられた垂直からの偏向を有する
。また、加工されるべき体部位１は例えばブレストキャップであることから、加工される
べき体部位１はもはや脊椎を有していない可能性もある。この場合の体部位は、加工され
るべき体部位が、仮に脊椎がまだ存在していればその脊椎は明確かつ意図的に加えられた
垂直からの偏向を有することを想定して方向づけられるように方向づけられる。
【０１７０】
　ブレード１０１は、体部位１の骨部分まで切断する。体部位１の内側に係合する生産物
キャリア５０が使用される場合、ブレード１０１は生産物キャリア５０に数ミリメートル
まで接近する結果となる。従って、生産物キャリア５０が安定していて、振動または他の
制御不能な動作がほとんどないことも一つの利点である。実際には、ＥＰ１１９１８５２
から知られる生産物キャリアが満足のいくものであるように思われる。さらに、各ブレー
ド１０１の位置は調節可能であることが好適である。この方法では、屠殺される様々な家
禽群間の体部位１の平均サイズの変動に対応することができる。また、ブレード１０１を
調節することにより、加工からの収量に影響を与えることができ、胸肉に対する切込み１
１０の位置を決定することができる。ブレードは、切込み１１０が図１Ａに示す斜線領域
に隣接するように、またはこの領域を通って進むように調節されてもよい。調節は、経路
に対するブレード１０１と付属のモータ１０３との組合せをシフトすることによって達成
することができる。
【０１７１】
　ガイド１０２は、弾性的に取り付けられれば有利である。手羽部分４が遠方へ、図２に
示す例では下方へ押されるとき、ガイド１０２は生産物キャリア５０内の全ての遊動も同
じ方向へ押しやる。これは、生産物キャリアがより安定し、ブレード１０１が生産物キャ
リア５０を損傷する危険性が少なくなることを意味する。
【０１７２】
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　示されていない有利な変形例では、各ガイド１０２は第１及び第２の部分に分割される
。第１の部分と第２の部分との間の分割部は、運搬方向Ｔ１から見てブレード１０１の上
流に存在する。各ガイドの第２の部分は、次にモータ１０３でのサスペンションへ連結さ
れることが好適である。この方法では、保全作業のためにブレード１０１及び付属のモー
タ１０３へアクセスすることが容易になる。
【０１７３】
　図２に示すように、切込み１１０は曲がった経路を有してよい。これは、回転ブレード
１０１を旋回可能式に配置することにより、構造設計において有利に達成することができ
る。生産物キャリア５０に対して旋回する回転ブレードの能力を、図２の矢印Ｒ２で示す
。回転ブレード１０１の旋回Ｒ２と、生産物キャリア５０による体部位１の方向Ｔ１への
運搬との組合せが、切込み１１０の所望される曲りをもたらす。旋回可能な配置を有する
回転ブレード１０１の代わりに、例えばＥＰ１１９１８５２から知られる生産物キャリア
のような生産物キャリア５０も旋回可能であることが可能である。この目的に沿って、生
産物キャリアは回転軸５１を備える。この変形例では、回転ブレード１０１は固定式に取
り付けられてよい。生産物キャリア５０は、体部位１を固定式に配置された回転ブレード
１０１に対して方向Ｒ３へ旋回させる。また、回転ブレード１０１及び生産物キャリア５
０の両方が旋回可能であることも可能である。
【０１７４】
　図２に示すデバイスは、体部位１の骨部分から胸肉８を除去するためのデバイスも備え
ることが好適である。このフィレッティングデバイスは、運搬方向Ｔ１から見て、図２に
示す本発明によるデバイスの一部の下流に配置される。よってフィレッティングデバイス
は、体部位１を伴う生産物キャリア５０の運搬方向Ｔ１に起因して、回転ブレード１０１
により切込み１１０が入れられた後に初めて動作中になる。フィレッティングデバイスは
、体部位の骨部分から胸肉８を掻き取って遊離することを基礎とする動作原理を有してい
てもよい。代替として、ＥＰ１４３０７８０Ａ１に記載されているフィレッティングデバ
イスが使用されてもよい。このフィレッティングデバイスは、存在する手羽部分４に係合
し、これらに引張り力を加える。この方法では、手羽部分４は体部位の骨部分から、具体
的には胸郭から胸肉８と共に引き離される。
【０１７５】
　図３は、本発明の第１の態様による前記方法及びデバイスの一部の第２の例示的な実施
形態を示す。この例示的な実施形態では、体部位は、図２に関連して既に述べた部分に加
えて、まだ脚部分５も含む。図３に示す例では、生産物キャリア５０はこれらの脚部分５
に係合する。生産物キャリア５０は、体部位１を主な運搬方向Ｔ１へ運ぶ。
【０１７６】
　図３に示すデバイスも、やはり体部位１を受け入れるための空間１０５を含む。図３に
示すデバイスに進入すると、体部位の背２は支持体１０７に接触する。図３における例で
は、支持体１０７は回転式のコンベヤベルトである。支持体は、体部位１に存在する脊椎
または脊椎の一部が実質的に水平に横たわる結果となることを保証する。生産物キャリア
５０は、体部位１を、空間１０５の両側に配置されている回転ブレード１０１まで前進さ
せる。回転ブレードは、切込み１１０を入れる。この例においても、一方の胸肉と別の背
部の肉及び腹筋組織とが互いから分離されるように、（腹筋組織の長手方向から見て）同
じく背部の肉に沿って、かつ腹筋組織に沿って延びる切込み１１０が存在する。ガイド１
０２は、存在する手羽部分４が回転ブレード１０１のリーチ内に入らないことを保証する
。
【０１７７】
　図４は、図３に示すデバイスの一部を示す。図４では、回転ブレード１０１によって入
れられている切込み１１０を見ることができる。
【０１７８】
　図３及び４は、明らかに、体部位１がこの時点では胸部が上向きになる位置で加工され
ることを示している。これは、図２に示す実施形態とは逆である。
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【０１７９】
　図２に示すデバイス及び方法のみならず、図３及び４に示すデバイス及び方法もフィレ
ッティングデバイスを備えることが好適である。このフィレッティングデバイスの意図は
、手羽部分４の同時の除去の有無に関わらず、体部位１から胸肉８を引き離すことにある
。フィレッティングデバイスは、胸肉８の引き離しを、図２に関連して記述したように掻
き取りによって、または手羽部分４を引っ張ることによって行うことができる。
【０１８０】
　概して、本発明の第１の態様によるデバイスが、通過する体部位１毎にオン／オフを切
換できれば有利である。この目的に沿って、本デバイスは生産物検出器１０８を装備して
いる。生産物検出器１０８は、生産物キャリア５０に体部位１が存在しているか、それと
も生産物キャリア５０が空であるかを検出する。検出は、幾つかの方法で、例えば光学的
または機械的に実行することができる。例えば後者の場合、ガイドは通過する体部位１に
よって押し下げられるが、空の生産物キャリア５０が通過しても押し下げられない。よっ
て生産物検出器１０８は、ガイドが押し下げられたかどうかを検出する。体部位１が検出
されれば、本発明の第１の態様によるデバイスは動作中になり、切込み１１０が入れられ
る。これは、ブレード１０１を例えば体部位へと送り出すこと、または生産物キャリア５
０に体部位１をブレードの範囲内に進ませることの何れかによって行われてもよい。しか
しながら、体部位１が検出されなければ、ブレード１０１と生産物キャリア５０とは互い
に離れて保たれる。このことによる利点は、ブレード１０１が通過していく空の生産物キ
ャリア５０を傷つけ得ないことにある。
【０１８１】
　本発明の第１の態様によるデバイス及び方法、故に同じく図２、３及び４に示すデバイ
ス及び方法は、フロントハーフからブレストキャップを切断するために使用されてもよい
。この目的に沿って、切込み１１０は、切込み１１０が胸郭の骨部分の一部も切開できる
ほど深く入れられる。これにより、屠殺された家禽の解剖学的構造が考慮されたブレスト
キャップが生成される。このようにして得られるブレストキャップは、消費者に望まれな
い肉を全く、またはほとんど含まない。
【０１８２】
　本発明の第１の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／叉は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領
域に入れ、前記領域における前記切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法を含む。
【０１８３】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記体部位は、前記腹筋組織の
少なくとも一部、及び、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部
を含み、前記切込みは、前記腹筋組織と前記胸肉との間、及び、前記背部の肉と前記胸肉
との間に延びる。
【０１８４】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記体部位上に手羽又はその一
部が存在している場合、前記切込みは、背側を、手羽の関節があるはずの前記体部位上の
ロケーションを超えて延びる。
【０１８５】
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　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記切込みは、曲がった経路を
有し、好適には、生産物キャリアは、前記体部位を支持し、前記切込みを切断デバイスの
ブレードによって入れ、前記切込みの曲りを前記生産物キャリアと前記ブレードとの相対
動作によって達成する。
【０１８６】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記胸肉を掻き取りによって前
記体部位から引き離す、又は、前記体部位は、手羽の少なくとも一部をさらに含み、前記
胸肉を、前記手羽を引っ張ることによって前記体部位の前記骨部分から引き離す。
【０１８７】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記体部位における前記脊椎の
方向、または前記体部位に存在していたとする場合の前記脊椎の方向を、前記切込みが入
れられている間は実質的に水平方向へ向ける。
【０１８８】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、生産物キャリアは前記体部位を
支持し、前記生産物キャリアは前記体部位の内側に係合する、又は、前記体部位は、少な
くとも一方の脚の少なくとも一部をさらに含み、生産物キャリアは、前記脚部上に係合し
て前記体部位を支持する。
【０１８９】
　本発明の第１の態様による方法の好適な実施形態では、前記切込みは、前記胸郭の骨部
分の少なくとも一部も切断する。
【０１９０】
　本発明の第１の態様はまた、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであっ
て、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／又は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織と
の間の領域に入れられ、前記領域における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブ
レードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の前記輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータ
と、を含むデバイスを含む。
【０１９１】
　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記デバイスは、前記体部
位上に存在する任意の手羽部分を前記ブレードから離して保つための少なくとも１つの手
羽ガイドをさらに備える。
【０１９２】
　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記デバイスは、１つまた
は複数の軸の周りに旋回可能である、加工されるべき体部位を支持するための生産物キャ
リアと、前記生産物キャリアの前記ブレードに対する前記旋回を制御するための制御要素
と、をさらに備える
【０１９３】
　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記デバイスは、前記胸肉
を前記体部位の前記骨部分から引き離すためのフィレッティングデバイスをさらに備える
。
【０１９４】
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　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記フィレッティングデバ
イスは、少なくとも１つのスクレーパ部材を備える。
【０１９５】
　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記加工されるべき体部位
は少なくとも１つの手羽部分を含み、前記フィレッティングデバイスは、手羽部分に係合
しかつ１つまたは複数の手羽部分に引張り力を加えることによって前記胸肉を前記体部位
の前記骨部分から引き離すように適合される。
【０１９６】
　本発明の第１の態様によるデバイスの好適な実施形態では、前記ブレードは、前記胸郭
の前記骨部分の少なくとも一部を切開するようにも適合される。
【０１９７】
　図５が示す体部位１は、胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、胸郭及
び脊椎に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、腹筋組織の少なくとも一部とを含
む。示されている例では、体部位１は、手羽部分４を伴うフロントハーフである。体部位
１には、胸肉８の少なくとも一部と、背部の肉１５の一部とが存在している。腹筋組織１
１のロケーション及びデルタボーン１２のロケーションについては、図１Ａ及び図１Ｂを
参照されたい。
【０１９８】
　図５は、本発明の第２の態様による切込み１１０の位置及び切込み２１０の位置を図式
的で示している。切込み１１０＊は、切込み１１０の代替例を示す。切込み１１０＊が使
用されれば、好適には、切込み２１０が切込み１１０＊によって限定される。切込み２１
０のロケーションについては、後に詳述する。図５は、胸肉８を背部の肉１５から、及び
腹筋組織１１から分離する切込み１１０を示している。
【０１９９】
　図６及び７は、本発明の第２の態様による方法及びデバイスを示す。示されている例で
は、体部位１は生産物キャリア５０によって保持されている。この生産物キャリア５０は
、体部位を本発明の第２の態様によるデバイスに関して運搬方向Ｔ１へ運ぶ。
【０２００】
　図６及び７における例では、本発明の第２の態様による切込み１１０は既に、本発明の
第１の態様によって体部位１に入れられている。これは１つの利点であるが、方法を実装
するための要件ではない。この例では、切込み１１０は、胸肉を背部の肉及び腹筋組織の
両方から分離する。しかしながら、これは、本発明の第１の態様と本発明の第２の態様と
を組み合わせるための要件ではない。
【０２０１】
　図６及び７に示す例示的な実施形態では、本発明の第２の態様によるデバイスは、体部
位１を受け入れるための空間２０５を含む。２つの回転ブレード２０１は、この空間２０
５の両側に配置される。これらの２つの回転ブレードは、体部位に体部位の骨部分まで切
込み２１０を入れる。この切込みは、腹筋組織１１を背部の肉１５から、腹筋組織１１が
デルタボーン１２に付着したままになるようにして分離する。図６及び７に示すデバイス
は、さらに、手羽部分４が回転ブレード２０１のリーチ外に留まることを保証するガイド
２０２を備える。この例では、ガイド２０６も存在する。これは、体部位が回転ブレード
２０１に対して中心取りされることを保証する。
【０２０２】
　示されていない代替実施形態では、加工されるべき体部位１は固定式であり、ブレード
２０１は加工されるべき体部位１に沿って移動する。
【０２０３】
　ガイドの少なくとも１つは、生産物検出器２０８を装備してもよい。図６に示す例では
、これはセンタリングガイド２０６である。このガイド２０６は、例えば、ガイド２０６
が垂直方向へ移動できることを保証する圧縮ばねによって弾性的に取り付けられる。体部
位１が付着された生産物キャリア５０が通過すると、ガイド２０６は垂直方向へ幾分変位
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される。この変位は生産物検出器によって検出され、生産物検出器は生産物キャリア５０
に体部位１が存在するという信号を発する。しかしながら、空の生産物キャリア５０が通
過すれば、ガイド２０６は垂直に押しやられない。空の生産物キャリア５０が回転ブレー
ド２０１によって損傷されることを防止するために、生産物キャリア及び回転ブレード２
０１は、この場合、例えば生産物キャリアがブレード２０１の間ではなくブレード２０１
の上を進むように、生産物キャリア５０を回転軸５１の周囲から離して回転させることに
よって互いから離れて保たれる。代替例として、生産物検出器は、キャリア５０での体部
位の存在を直接検出する、またはガイド２０６の垂直変位を検出する光センサであっても
よい。
【０２０４】
　本発明の第１の態様の場合のように、ブレード２０１は体部位１の骨部分まで切断する
。体部位１の内側に係合する生産物キャリア５０が使用される場合、ブレード１０１は生
産物キャリア５０に数ミリメートルにまで接近する結果となる。従って、生産物キャリア
５０が安定していて、振動または他の制御不能な動作がほとんどないことも一つの利点で
ある。実際には、ＥＰ１１９１８５２に記述されている生産物キャリアが満足のいく作業
をするように思われる。
【０２０５】
　さらに、各ブレード２０１の位置は調節可能であることが好適である。この方法では、
屠殺される様々な家禽群間の体部位１の平均サイズの変動に対応することができる。また
、ブレード２０１を調節することにより、肉の最終的な除去による収量に影響を与えるこ
とができる。
【０２０６】
　ガイド２０２は、弾性的に取り付けられれば有利である。手羽部分４が遠方へ、図６及
び７に示す例では下方へ押されるとき、ガイド２０２は生産物キャリア５０からの全ての
遊動も同じ方向へ押しやる。これは、生産物キャリアがより安定し、ブレード２０１が生
産物キャリア５０を損傷する危険性が少なくなることを意味する。
【０２０７】
　１つまたは複数の回転ブレード２０１によって実行される代わりに、背部の肉１５と腹
筋組織１１とを分離するための切込み作業は、１つまたは複数の固定ブレードによって実
行されてもよい。
【０２０８】
　図６及び７に示す例では、切込み２１０は、それが体部位の骨部分に実質的に垂直に延
びるようにして入れられる。この例では、切込み２１０は、背部の肉１５と胸郭との結合
部の直近を進む。よって当然ながら、切込みは、採収されるべき背部の肉１５がこの結合
部から切断されるように存在する。実際には、これは、切込みが背部の肉１５と胸郭との
付着部と体部位１の首のロケーションとの間に存在することを意味する。
【０２０９】
　切込みは、切込み２１０が可能な限り厳密に腹筋組織１１の輪郭に沿うような形にされ
れば有利である。この方法では、可能な限り最大量の望まれる背部の肉１５を採収するこ
とができる。屠殺された家禽の体部位の解剖学的構造を可能な限り考慮した曲がった切込
みの生成は、ブレード２０１と体部位１との相対的な旋回によって達成することができる
。これは、ブレード２０１の旋回可能な配置によって、または回転軸５１の周りで旋回可
能な生産物キャリア５０を使用することによって達成されてもよい。また、これらの組合
せも可能である。
【０２１０】
　図８ａ及び８ｂは、屠殺された家禽の体部位内の切込みの可能な実施形態を示す。図８
ａは、本発明の第１の態様と第２の態様との組合せを示している。図８に示す例では、切
込み１１０がまず、本発明の第１の態様に従って背部の肉１５と胸肉８との遷移領域に入
れられる。次に、本発明の第２の態様に従って切込み２１０が入れられる。まず切込み１
１０を入れ、次いで切込み２１０を入れることは、最も実際的な順序である。しかしなが
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ら、これらの切込みの順序は逆転されることも考えられる。
【０２１１】
　図８ｂは、組み合わされた切込み２１５を示す。この切込みは、胸肉と背部の肉１５と
の間の遷移領域の一部に第１の部分２１５ａを有する。切込みの第２の部分２１５ｂは、
腹筋組織１１を背部の肉１５から分離する。これらの２つの切込みを組み合わせて単一の
切込み２１５にすることは、一方で、腹筋組織１２が体部位１の骨部分に繋がったままで
あって、採収される肉と一緒に取り出されない、かつ他方で、ＥＰ１４３０７８０Ａ１に
記述されているように、背部の肉と胸肉とを一緒に単一の肉塊として採収できる、という
効果をもたらす。
【０２１２】
　本発明の第２の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するための方法を含み、体部位は
、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れる工程と、
　前記背部の肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む。
【０２１３】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位は前記胸肉の少な
くとも一部も含む。この実施形態では、当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の
下に存在する前記骨部分まで第２の切込みを入れる工程をさらに含み、前記第２の切込み
を、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領域に入れ、前記
領域における前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る。
【０２１４】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位は前記胸肉の少な
くとも一部も含む。この実施形態では、当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の
下に存在する前記骨部分まで第２の切込みを入れる工程をさらに含み、前記第２の切込み
を、前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れ、前記領域における前記第２の切込みは
実質的に前記胸肉の形状を辿る。
【０２１５】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位は前記胸肉の少な
くとも一部も含む。この実施形態では、当該方法は、前記肉を介して少なくとも前記肉の
下に存在する前記骨部分まで第２の切込みを入れる工程をさらに含み、前記第２の切込み
を、前記胸肉と前記腹筋組織との間の領域に入れ、前記領域における前記第２の切込みは
実質的に前記胸肉の形状を辿る。
【０２１６】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、少なくとも前記第１の切込み
は、前記体部位の下に存在する前記骨部分に対して実質的に垂直に延びる。
【０２１７】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記第１の切込みは、前記背
部の肉と前記胸郭の下側との結合部のすぐ上を進む。
【０２１８】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記背部の肉と前記胸肉との
間の遷移領域における前記切込みは、少なくとも前記腹筋組織の、前記背部の肉を前記体
部位の背上の前記骨部分に結合する部分の輪郭を実質的に辿る。
【０２１９】
　本発明の第２の態様による方法の好ましい実施形態では、前記背部の肉に沿う切込みと
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、前記胸肉と前記腹筋組織との間の遷移領域における前記切込みとは、１つの連続する切
込みに統合される。
【０２２０】
　本発明の第２の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスも含み、前記
体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び脊椎の一部を含む骨部分と、
　前記胸郭及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、
　前記腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記腹筋組織の近くで前記背部の肉を介して少なくとも前記体部位の下に存在する前記
骨部分まで第１の切込みを入れるためのブレードを有する切断デバイス、
を含む。
【０２２１】
　本発明の第２の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記ブレードは、回転ブ
レード、または、固定ブレードであるである。
【０２２２】
　本発明の第２の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記ブレードは、前記肉
を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで第２の切込みを入れるようにも
適合され、前記第２の切込みは、前記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れられ、前記
部位における前記第２の切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿る。
【０２２３】
　本発明の第２の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記デバイスは、第２の
ブレードをさらに備え、前記第２のブレードは、前記肉を介して少なくとも前記肉の下に
存在する前記骨部分まで第２の切込みを入れるように適合され、前記第２の切込みは、前
記胸肉と前記背部の肉との間の領域に入れられ、前記領域における前記第２の切込みは実
質的に前記胸肉の形状を辿る。
【０２２４】
　図５４及び図５５は、本発明の第３の態様によるデバイスの一部を示す。
【０２２５】
　図５４は、たくり上げ手段８００を示している。このたくり上げ手段８００は、歯８０
１を有する。この側面図では、歯８０１から成る複数の歯８０２は、直線状ではなく弧状
に配置されている。
【０２２６】
　たくり上げ手段８００内には、空気ダクト８１０が収容されている。これらの空気ダク
ト８１０は各々、入口８１１と、出口８１２とを有する。入口８１１は、全て共通の給気
装置８１５へ結合されている。給気の前に、空気は大気圧より高い圧力で空気ダクト８１
０まで供給されてよい。この空気は、歯８０１より成る複数の歯８０２内に導入されてい
る出口８１２を介して空気ダクトを出る（図５４における矢印Ｌ参照）。
【０２２７】
　空気流Ｌは、歯８０１の裏に残っている、皮及び／または脂肪等の汚染物を吹き飛ばす
。
【０２２８】
　たくり上げ手段８００は、旋回軸８２０の周りで旋回可能である。体部位がたくり上げ
手段８００上を運搬方向Ｔへガイドされれば、たくり上げ手段８００は、たくり上げ手段
により生じる抵抗と、旋回軸８２０に対する歯８０１（通過する体部位に係合している）
の位置との組合せによって押し下げられる。
【０２２９】
　カウンターウェイト８２１は、アーム８２２から吊り下げられ、旋回軸へ、その方向に
関連して、体部位が歯８０１によって係合されているときに旋回軸へかけられるモーメン
トと反対のモーメントをかける。体部位が通過すると、カウンターウェイト８２１によっ
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てアーム８２２へ課されるモーメントは、たくり上げ手段をその始動位置へ戻す。
【０２３０】
　カウンターウェイト８２１を使用する構造の代替として、ばねを使用してたくり上げ手
段をその始動位置へ戻すことも可能である。これは、例えば、たくり上げ手段を圧縮ばね
に置くことによって達成されてよい。すると、加工されるべき体部位は、通過しながら（
よって、皮をたくし上げられながら）圧縮力に対抗してたくり上げ手段を押し下げる。体
部位が通過すると、圧縮ばねの圧縮力は、たくり上げ手段が再びその始動位置へ移動する
ことを保証する。
【０２３１】
　歯８０２の弧に沿った配置には、体部位１がたくり上げ手段を通過する際にたくり上げ
手段８００が旋回する間、これらの歯と皮とが良好な係合状態であり続けるという利点が
ある。
【０２３２】
　特有の体部位１上で皮をたくり上げる必要がない場合、その体部位は、たくり上げ手段
がその体部位に接触することなく、たくり上げ手段を通り過ぎて案内される。これは、関
連の体部位１を伴う生産物キャリアをたくり上げ手段の方向から反らすこと、たくり上げ
手段を生産物キャリアの経路から離して移動させること、または両者の組合せによって達
成されてもよい。
【０２３３】
　たくり上げ手段が体部位において優れた係合を達成するために、生産物キャリア５０は
、体部位１をたくり上げ手段に、例えば軸５１の周りで旋回することによって押し当てる
ものが使用されてもよい。代替として、たくり上げ手段が体部位１の方へ移動されてもよ
い。また、当然ながら、これらの可能性の組合せが使用されてもよい。
【０２３４】
　図５５は、本発明の第３の態様によるデバイスの一部の概観を示す。
【０２３５】
　図５５は、それ自体が既知である皮剥ぎ手段８４０を示し、これは、合同して動作する
２対の皮剥ぎローラ８４１を備える。皮剥ぎローラ８４１は各々、螺旋形の輪郭８４２を
有する。図５５に示す例は、その長手軸を運搬方向にして配置された皮剥ぎローラ８４１
を示している。代替として、皮剥ぎローラは、その長手軸を運搬方向Ｔに対して実質的に
垂直にして配置されることも可能である。皮剥ぎローラは主として水平に取り付けられる
ことが好適であるが、垂直の取付けも可能である。
【０２３６】
　図５５の実施形態は、さらに、給気装置８１５にバルブ８２５を備える。給気装置８１
５は、例えばエアボトルまたは圧縮空気供給装置である増大された圧力下にある空気源８
２７との接続または分離をバルブ８２５によって行うことができる。バルブ８２５は、た
くり上げ手段８００がその始動位置にあるとき、即ち、通過する体部位によってたくり上
げ手段８００が押し下げられていないときに源８２７からの給気装置８１５を開く。この
ようにして、汚染物は、連続する２つの体部位の通過の間に歯から吹き飛ばされる。
【０２３７】
　図５５の実施形態は、さらに、たくり上げ手段８００の位置を検出するセンサ８２３を
備える。センサ８２３は、例えば光センサ、超音波検出器またはフィーダ付きの機械セン
サであってもよい。
【０２３８】
　体部位が通過した後にたくり上げ手段が上昇すると、これは、センサ８２３によって検
出される。次に、センサ８２３は制御ユニット８３０へ信号を送信し、今度は制御ユニッ
ト８３０がバルブ８２５へ信号を送るとバルブ８２５が開かれ、空気流は空気ダクト８１
０の出口８１２へ方向づけられる。この時点では、たくり上げ手段上に体部位は存在しな
いことから、単に汚染物を吹き飛ばすことができる。
【０２３９】
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　通過する体部位によってたくり上げ手段８００が実質的に押し下げられると、これはセ
ンサ８２３により検出される。その結果、センサ８２３は制御ユニット８３０へ信号を送
る。この時点で、制御ユニット８３０は、バルブ８２５へバルブを閉じるように信号を送
る。バルブ８２５は閉止し、給気装置８１５から空気ダクト８１０の出口８１２へ空気は
流れない。
【０２４０】
　体部位１が通過した後、たくり上げ手段は再び持ち上がる。これにより、先に述べたよ
うな空気ダクト８１０の出口８１２への空気流が再始動する。
【０２４１】
　ある変形例では、制御ユニット８３０は、センサ８２３からの信号受信と、バルブ８２
５への信号送信との間の時間遅延を増す。
【０２４２】
　代替実施形態では、バルブ８２５は、例えば本発明の第３の態様によるデバイスを通過
する間にバルブを起動する生産物キャリアによって、機械的に起動される。有利な実施形
態では、生産物キャリアは、垂直軸の周りで回転を許容する回転機構に嵌合される。この
ような回転機構は、マルタクロスまたは円板セットを装備してもよい。次に、バルブ８２
５は、通過する生産物キャリアの回転機構によって機械的に直接起動されてもよい。また
、回転機構及び／または生産物キャリアの通過は１つまたは複数のセンサによって検出さ
れることも可能であり、次いでこれらのセンサが制御ユニットを介してバルブ８２５を起
動する。
【０２４３】
　さらなる代替実施形態では、給気装置は生産物キャリアの通過のタイミングを基礎とし
て制御される。屠殺場の制御システムでは、頭上のレールコンベヤの速度を使用して空気
ダクト８１０の出口８１２への空気流を制御することができる。
【０２４４】
　デバイスが使用するエネルギーは、空気ダクトの出口８１２への給気を連続して行わな
いことによって制限される。
【０２４５】
　本発明の第３の態様によるデバイスの変形例は、さらに、体部位１がたくり上げ手段を
押し下げると空気ダクト８１０に低圧力を生み出すシステムを装備してもよい。空気ダク
トでの低圧力は、たくり上げ手段が皮でより強力な掴みを得ることを可能にし、その結果
、たくり上げをより効果的に行うことができる。低圧力は、熟練者には既知の方法で、例
えばポンプを使用して達成されてもよい。
【０２４６】
　このような変形例は、三方弁を装備してもよい。このバルブの起動は、例えば先に述べ
た方法のうちの１つにおいて発生してもよい。
【０２４７】
　この変形例では、低圧力は、たくり上げ手段上へ体部位が案内されると空気ダクト８１
０で生成される。この段階では、三方弁はその第１の位置にある。空気流は、２つの連続
する体部位が通過する間で空気ダクトの出口８１２に向けて生成され、歯から汚染物を吹
き飛ばす。この段階では、三方弁はその第２の位置にある。三方弁が第３の位置にくると
、空気ダクトは閉止される。
【０２４８】
　図５５Ａは、図１Ｆに示す代替生産物キャリアと組み合わされた、本発明の第３の態様
によるデバイスの例を示す。図５５Ａに示す例の場合、加工されるべき体部位１は手羽な
しのブレストキャップである。しかしながら、図５５Ａ、５５Ｂまたは５５Ｃによるデバ
イスは、例えば手羽付きのブレストキャップ、手羽なしのフロントハーフまたは手羽付き
のフロントハーフを加工するためにも使用可能である。
【０２４９】
　図５５Ａによるデバイスでは、本例では手羽なしのブレストキャップである加工される
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べき体部位１は、生産物キャリア５０＊によって固定的に保持される。生産物キャリア５
０＊は各々、輪郭５６＊上を運搬方向Ｔ１へ移動できるトロリ５５＊への回転可能な連結
部を有する。トロリ５５＊同士は、鎖またはケーブル５７＊によって互いに連結される。
【０２５０】
　生産物キャリア５０＊は、関連のトロリに対して矢印５２＊が示すように回転可能であ
る。この回転は、生産物キャリアが辿る経路に沿って配置される、生産物キャリア５０＊
の歯車５４＊に係合する制御要素によって制御される。制御要素は、通過する各体部位に
ついて、それが回転されるべきか否かを個々に決定できるようにオン／オフを切換できる
ことが好適である。
【０２５１】
　生産物キャリア５０＊が加工されるべき体部位１を図５５Ａによるデバイスを通過して
運ぶと、体部位１は、まずたくり上げ手段８４０にぶつかる。このたくり上げ手段は、図
５４及び５５に関連して先に述べたようなタイプのものである。
【０２５２】
　たくり上げ手段８００はまた、旋回軸８２０の周りで旋回可能である。従って、たくり
上げ手段８００は、たくり上げ手段の歯内へ放出する空気ダクト（不図示）も装備してい
る。給気装置８１５（例えば、可撓性空気ホースとして実装される）からたくり上げ手段
８００の複数の歯へは、増大された圧力下にある空気が導かれることが可能であり、また
は、先に述べたように、皮のたくり上げをより効果的に行うために低圧力の生成が可能で
ある。
【０２５３】
　図１Ｆによるタイプの生産物キャリア５０＊が回転できる回転の中心軸の数は、図１Ｃ
によるタイプの生産物キャリア５０のそれより少ないことから、本発明の第３の態様によ
るデバイスのこの実施形態では、本デバイス自体が通過する生産物キャリア５０＊に対し
て１つまたは複数の方向に移動可能であれば効果的である。
【０２５４】
　図５５Ａの例では、例えば、たくり上げ手段が矢印８６０、８６１及び／または８６５
に従って移動可能であれば好適である。この可動性は、体部位１を加工する必要のない時
点で生産物キャリアに対するたくり上げ手段８００の位置を調節する可能性によって実現
されてもよい。この方法では、例えば、加工されるべき次の家禽群の予想されるサイズ、
または、例えばブレストキャップからフロントハーフへ、もしくはその逆に変わる場合の
加工されるべき体部位の形状を考慮することができる。
【０２５５】
　しかしながら、本デバイスは、たくり上げ手段８００の動作を、例えば空気圧または油
圧シリンダを使用する起動によって、または１つまたは複数のサーボモータ（不図示）に
よって、体部位１の加工の間にも実行できるようにして設計されることが好適である。こ
のことにおける利点は、（体部位１を支持する）生産物キャリア５０＊及びたくり上げ手
段８００の動作との組合せが、図１Ｃに示すタイプの比較的複雑な生産物キャリア５０を
使用する必要なしに、体部位１とたくり上げ手段８００との間の最適な相対動作を達成で
きることにある。
【０２５６】
　たくり上げ手段８００を通過後、加工されるべき体部位１は皮剥ぎ手段に到達する。図
５５Ａに示す例では、皮剥ぎ手段８４０は、それ自体既知であるタイプの４つの皮剥ぎロ
ーラ８４１を備える。これらの皮剥ぎローラは全て螺旋形の輪郭８４２を備え、作動中は
対で反対方向へ回転する。皮剥ぎローラによる矢印８６２方向への集合的動作は、皮剥ぎ
ローラ８４１を加工されるべき体部位１へ押し当てる。その結果、輪郭８４２はたくり上
げられた皮に係合し、皮剥ぎローラ８４１の回転と皮剥ぎローラ８４１に対する生産物キ
ャリア５０＊の運搬方向Ｔ１への動作とが組み合わさって、加工されるべき体部位から皮
７５（本例では、胸部の皮）が１つまたは複数の小片となって引き離される。示されてい
る皮剥ぎローラ８４１の代替として、ディラインディングローラが使用されてもよい。
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【０２５７】
　図５５Ａの例では、皮剥ぎローラは、その長手軸を実質的に運搬方向Ｔ１に向けて取り
付けられる。代替として、これらのローラは、運搬方向Ｔ１に対して水平または垂直、実
質的には直角に取り付けられてもよい。
【０２５８】
　また、ローラが実質的に水平に、但しこの場合、運搬方向Ｔ１に対して角度をつけて、
よって好適には、加工されるべき体部位１の経路と皮剥ぎローラとの間隔が皮剥ぎローラ
８４１の下流端より皮剥ぎローラ８４１の上流端において大きくなるように取り付けられ
る変形例を考えることもできる。これは、加工されるべき体部位の皮剥ぎ手段８４０への
正しい進入を促進する。図５５Ａによるデバイスの単純な実施形態では、皮剥ぎローラ８
４１のこのような配置は、皮剥ぎローラ８４１の方向８６２への動作を部分的または完全
に冗長にすることができる。
【０２５９】
　また、加工されるべき体部位１と皮剥ぎローラ８４１との相対動作を最適化するために
、皮剥ぎローラは矢印８６３、８６４の一方またはそれ以上の方向へ移動するように製造
されてもよく、または、皮剥ぎローラ８４１はこれらの方向の一方またはそれ以上におい
て調節可能であってよい。
【０２６０】
　図５５Ａの例では、センサ８２３＊は、給気装置の開閉、及び適切であればたくり上げ
手段の空気ダクトにおける低圧力の制御及び時間調節に使用される。たくり上げ手段８０
０の位置を検出する図５５の例のセンサ８２３とは対照的に、センサ８２３＊は、給気装
置の開閉を制御しかつ時間調節し、かつ必要であれば、たくり上げ手段の空気ダクトに低
圧力を適用するために、生産物キャリア５０＊を伴うトロリ５５＊の通過を検出する。
【０２６１】
　図５５Ｂは、図５５Ａによるデバイスの変形例を示す。一致する符号は、一致するパー
ツを示している。図５５Ｂに示す変形例では、たくり上げ手段８００と皮剥ぎ手段８４０
との間に制御要素６０＊が配置されている。この制御要素６０＊は、生産物キャリア５０
＊が制御要素６０＊を通過すると生産物キャリア５０＊の歯車５４＊に係合し、矢印５２
＊に従った回転を実行する。この係合は、生産物キャリア５０＊が、例えば４５度または
９０度を超えて回転される体部位１が皮剥ぎ手段８４０を通り過ぎて案内されるように回
転することを保証する。皮剥ぎローラ８４１に対する体部位１の位置は、１つまたは複数
の制御要素６０＊を使用することによって最適化されてもよい。
【０２６２】
　図５５Ｃは、図５５Ａ及び５５Ｂに示すデバイスのさらなる変形例である。この変形例
では、各々が螺旋形の輪郭８４２を有する１対の皮剥ぎローラ８４１が装着される。この
例では、皮剥ぎローラ８４１は垂直から僅かな角度を付けて取り付けられる。しかしなが
ら、完全に垂直な配置も可能である。この場合もやはり、皮剥ぎローラ８４１は、好適に
は少なくとも矢印８６６に従って、かつ好適には作動中も集合的に移動されてもよい。
【０２６３】
　熟練者には、図５５、５５Ａ、５５Ｂ及び５５Ｃに示されているものの組合せも可能で
あることが明らかであろう。
【０２６４】
　本発明の第３の態様は体部位を加工するためのデバイスを含み、前記体部位は少なくと
も付着した皮を有する肉を含み、
　当該デバイスは、
　前記体部位の肉から前記皮を引き離すための皮剥ぎ手段と、
　前記皮剥ぎ手段が前記体部位の肉から前記皮を引き離す前に、前記皮をたくり上げるた
くり上げ手段と、を備え、
　前記たくり上げ手段は、
　前記加工されるべき体部位の前記皮に係合するための複数の歯と、
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　入口と出口とを含む空気ダクトと、を有し、
　給気装置は、前記空気ダクトの前記入口へ連接されることができ、前記空気ダクトの前
記出口は前記複数の歯内に、または前記複数の歯の間近に、前記空気ダクトの空気流が前
記複数の歯上に存在する場合のある任意の汚染を吹き飛ばすことができるようにして位置
づけられる。
【０２６５】
　本発明の第３の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記たくり上げ手段は、
各歯内に空気ダクトの出口が存在するよう、幾つかの空気ダクトを備えている。
【０２６６】
　本発明の第３の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記たくり上げ手段は、
前記皮がたくり上げられている間に前記たくり上げ手段に加わる力の影響下で前記たくり
上げ手段が旋回することを可能にする旋回軸を備える。この実施形態では、好ましくは、
前記デバイスは、１つまたは複数の空気ダクトの出口への給気を開閉するバルブを備え、
前記バルブは、前記たくり上げ手段の旋回によって起動される。
【０２６７】
　図２９は、本発明の第４の態様によるデバイスの概観を示す。このデバイスはガイド６
０２を備え、ガイド６０２は、示されている例示的な実施形態では平行する２つのプレー
ト６０２ａ、ｂを備える。プレート６０２ａ、ｂは、実質的に細長く、体部位１の運搬方
向Ｔ１に延設される。プレート６０２ａ、ｂは、互いから等距離に位置合わせされ、これ
により、２つのプレートの間には空間６０４が生成される。また、プレート６０２ａ、ｂ
間には接続部６０４＊を有することも可能であり、よってプレート６０２ａ、ｂ及び接続
部６０４＊はトラフを形成する。よって、プレート６０２ａ、ｂ間の空間６０４は、ブレ
ード６０１にしか存在しない。
【０２６８】
　ガイド６０２は支持体６２０上に搭載され、この支持体６２０と共に、矢印Ｔ３が示す
ように垂直に動作することができる。支持体６２０は、蝶番６２１によってレバー６２２
へ連結される。レバー６２２は、旋回点６２３を有する。レバー６２２には、カウンター
ウェイト６２４が取り付けられる。カウンターウェイト６２４は、蝶番６２１とは反対側
の旋回点６２３側へ配置される。この設計の結果として、ガイド６０２は垂直に跳ねるこ
とができる。カウンターウェイトを有するレバーの設計の代替として、ばねが使用されて
もよい。しかしながら、カウンターウェイトを有するレバーの設計における利点は、その
方が頑丈であることにある。
【０２６９】
　ガイド６０２は、体部位１を伴う生産物キャリア５０が通過すると垂直方向へ変位され
るが、空の生産物キャリアが通過すると変位されないように調節されてもよい。次に、ガ
イド６０２の垂直変位は、例えば光センサまたは近接スイッチとして設計され得る生産物
検出器６２５によって記録されてもよい。空の生産物キャリア５０が通過すると、生産物
検出器は起動されず、スクレーパ６０５は動作中にならない。また、生産物キャリア５０
は回転ブレード６０１及びスクレーパ６０５からそれて回転されてもよい。この方法では
、空の生産物キャリア５０への損傷が防止される。
【０２７０】
　図２９の例示的な実施形態によるデバイスは、２つの回転ブレード６０１を備える。回
転ブレード６０１の各々は円板形であり、関連の軸６０３の周りで回転可能である。回転
ブレード６０１は、各々が体部位１内へ切込みを入れることができるように、平行するプ
レート６０２ａ、ｂ間の空間６０４内に延びる。代替実施形態では、回転ブレードの代わ
りに固定ブレードが使用されてよい。
【０２７１】
　スクレーパ６０５は、ブレード６０１の背後に直接隣接して位置合わせされる。この例
では、プレート６０２ａ、ｂの後縁の形状はスクレーパ６０５の形状に適合されている。
【０２７２】
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　スクレーパ６０５は、形状に関して互いの鏡像である２つのスクレーパ部材６０６ａ、
ｂを備える。スクレーパ部材は、プレート６０２ａ、ｂと同様に、互いから幾分かの距離
を隔てて位置合わせされる。スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、回転ブレード６０１の回転
シャフト６０３に一致する軸の周りで弾力的である。これを達成するために、スクレーパ
部材６０６ａ、ｂの各々は、カップリングプレート６１１によって回転シャフト６０３へ
連結される。カップリングプレート６１１は、回転シャフト６０３に対して回転可能であ
る。
【０２７３】
　スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、運搬方向Ｔ１を横断して内側及び外側へ移動すること
ができる。このことにおける利点は、こうすることにより、体部位の骨部分の形状に遙か
に良く沿うことができることにある。この方法では、スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、例
えば上側へ移動して、手羽の関節に近い体部位の比較的広い部分を手羽の関節を損傷する
ことなく通過させることができる。
【０２７４】
　図２９に示す例では、スクレーパ部材６０６ａ、ｂの内外への動作は、各々がスクレー
パ部材６０６ａ、ｂの一方へ連接される制御機構６１０ａ、ｂによって達成される。各制
御機構６１０は、空気圧シリンダ６１２ａ、ｂによって起動される。
【０２７５】
　シリンダ６１２ａ、ｂ及びこれに伴う制御機構６１０ａ、ｂの制御は、生産物検出器６
２５からの信号にリンクされることが好適である。この方法では、スクレーパ部材６０６
ａ、ｂに動作及び非動作位置を割り当てることが可能である。動作位置では、スクレーパ
部材６０６ａ、ｂは通過する体部位１を加工するが、スクレーパ部材６０６ａ、ｂが非動
作位置にあれば、これらは通過する体部位を加工しない。実際には、非動作位置にあるス
クレーパ部材６０６ａ、ｂは、その動作位置よりさらに外側に位置する。制御機構６１０
ａ、ｂの制御を生産物検出器６２５と結合することにより、スクレーパ部材は、例えば、
体部位１が実際に到着するときに限ってその動作位置へ送られてよい。追加的に、または
代替的に、スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、空の生産物キャリア５０が接近している場合
にその非動作位置へ送られてよい。
【０２７６】
　示されている例における制御機構６１０ａ、ｂは、１つまたは複数のレバーを使用する
。熟練者には、制御機構の他の実施形態も可能であることが明らかであろう。
【０２７７】
　図３０は、本発明の第４の態様による方法の第１の段階を実行中の図２９のデバイスを
示す。制御機構６１０ａ、ｂは、部分的にしか示されていない。
【０２７８】
　生産物キャリア５０は体部位１を載せ、この体部位を本デバイスに対する運搬方向Ｔ１
へ運搬する。示されている例では、本発明の第１の態様に従って体部位に切込み１１０が
入れられている。これは有利ではあるが、本発明の第４の態様の使用に際しての必要条件
ではない。必要であれば、本発明の第２の態様による切込み２１０が既に入っていてもよ
い。
【０２７９】
　図３０に示す段階では、体部位１はガイド６０２によって案内され、かつ本デバイスに
対して、具体的には回転ブレード６０１及びスクレーパ部材６０６ａ、ｂに対して位置合
わせされる。この目的に沿って、本例におけるプレート６０２ａ、ｂは、水平面に対して
角度をつけて位置合わせされる（図３１参照）。これにより、事実上トラフが生成され、
これが体部位を効果的に位置合わせする。
【０２８０】
　生産物キャリア５０は、体部位１を、本発明の第４の態様によるデバイスに関する運搬
方向Ｔ１へさらに運搬する。体部位がガイド６０２によって位置合わせされると、回転ブ
レード６０１が体部位１に接触する。各回転ブレード６０１は、体部位１の脊椎の両側に



(54) JP 2013-46635 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

切込みを入れる。この切込みは、体部位の骨部分まで切断することが好適である。
【０２８１】
　図３１Ａ及びＢは、図３０の状況を示す断面図である。ここで、図３１Ｂは、図３１Ａ
の部分拡大図である。図３１では、ブレード６０１が脊椎の両側で体部位に切込みを入れ
ることが分かる。
【０２８２】
　図３２は、本発明の第４の態様による方法の第２の段階を実行中の図２９のデバイスを
示す。制御機構６１０ａ、ｂは、部分的にしか示されていない。
【０２８３】
　脊椎に沿った切込みは既に入り、掻き取りが開始されている。スクレーパ部材６０６ａ
、ｂは図示されているような形状を有し、ブレード６０１に対して、スクレーパ部材６０
６ａ、ｂがブレード６０１によって既に入れられている切込み内へ突き出すように位置合
わせされる。よって、スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、これらの切込みから掻き取り行動
を開始する。
【０２８４】
　スクレーパ部材６０６ａ、ｂは各々、鋭い前縁６０７を装備している。この切断エッジ
は、体部位の背部の肉１５と骨部分との間の結合膜を切り開くことにより、最初の瞬間に
背部の肉を引き離す。
【０２８５】
　図３２では、スクレーパ部材６０６ａ、ｂの各々が凹部６０８を含むことがはっきりと
分かる。これらの凹部６０８は、体部位１の他の骨部分よりも少し突き出している加工さ
れるべき体部位１の手羽の関節がスクレーパ部材を損傷されずに通過できることを保証す
る。図３４の断面図は、これを示す。
【０２８６】
　さらに、図３２では、隆起したリップ６０９がはっきりと分かる。このリップは、具体
的には、背部の肉と肩甲骨との結合部を掻き取って遊離することに適する。
【０２８７】
　図３３は、本発明の第４の態様による方法の第３の段階を実行中の図２９のデバイスを
示す。制御機構６１０ａ、ｂは、部分的にしか示されていない。
【０２８８】
　体部位１は、本デバイスをさらに前進される。これにより、スクレーパ部材６０６ａ、
ｂはさらに背部の肉を掻き取って漸次遊離していく。しかしながら、示されている実施形
態では、図３３において「Ａ」で示された部位の肉は体部位の骨部分に繋がったままであ
る。実際には、部位Ａはさらに大きくなり、本発明の第４の態様による方法の実行に先立
って切込み２１０が入っていなければ、胸骨の方向にさらに延びる。
【０２８９】
　背部の肉を体部位１の骨部分から完全に引き離さないことにより、本発明の第４の態様
による加工は、本発明の第５の態様による加工のための良好な調製となる。
【０２９０】
　体部位１内に切込み１１０及び２１０が入っていれば、スクレーパ部材６０６ａ、ｂに
よって引き離されるべき背部の肉１５の部分が明確に画定される。体部位１において背部
の肉１５が引き離される領域は、切込み１１０及び２１０によって限定される。スクレー
パ部材６０６ａ、ｂが切込み２１０を超えて体部位の骨部分から肉を引き離そうとするこ
とを防止するために、スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、切込み２１０に達すると即時、体
部位１から離れて移動される。図２９－３３の例では、これは、制御機構６１０を使用し
て達成される。また、スクレーパ部材６０６ａ、ｂは、例えば「Ｂ」で示された部位等の
より大きい部位に渡って肉が繋がったままになるように、早期に外側へ移動されてもよい
。これは、本発明の第４の態様による方法を使用して本発明の第５の態様による方法が準
備される場合に特に有利である。
【０２９１】
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　この点に関しては、切込み１１０及び／または２１０が入っていなければ、本発明の第
４の態様による方法及びデバイスを適用することもまた可能である。実際には、本発明の
第４の態様による方法を使用して本発明の第５の態様による方法が準備される場合では、
本発明の第４の態様による方法に先立って切込み１１０を入れ、その後、切込み２１０を
入れることが好適であることが証明されている。
【０２９２】
　また、本発明の第４の態様による方法及びデバイスは、背部の肉１５が体部位１の骨部
分から完全な形で分離されるように適用されることも可能である。
【０２９３】
　図３４は、図３３に示す状況を断面図で示している。制御機構６１０ａ、ｂは、部分的
にしか示されていない。図３４では、スクレーパ部材６０６ａ、ｂにおける凹部６０８に
より、手羽の関節３１が損傷されることなくスクレーパ部材６０６ａ、ｂを通過できるよ
うになることがはっきりと分かる。また図３４からは、背部の肉が部分的に体部位１の骨
部分に繋がったままであることも分かる。
【０２９４】
　図３５及び３６は、本発明の第４の態様の好適な実施形態によるスクレーパ部材を示す
。両図では、曲がった形を有する隆起した切断エッジ６０７、凹部６０８及び隆起したリ
ップ６０９がはっきりと分かる。くぼみ６１５の曲がった形は、図３６に示されているよ
うに、ブレード６０１の形状に調節されている。
【０２９５】
　これまでの説明において、加工が実行されている間に体部位に係合しているデバイスの
加工コンポーネントに対する加工されるべき体部位の動作が言及されている場合、この相
対動作は、体部位をデバイスの加工コンポーネントに対して移動させること、デバイスの
加工コンポーネントを体部位に対して移動させること、または両者の組合せによって達成
されてもよいことは、熟練者には明らかであろう。
【０２９６】
　本発明の第４の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するための方法を含み、前記体部
位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該方法は、
　前記体部位の前記背側に２つの切込みを入れる工程であって、前記切込みは前記脊椎の
両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前記脊椎から前記背部の肉を分離する工
程と、
　前記体部位上に自然に存在する前記背部の肉の少なくとも一部をスクレーパを使用して
引き離す工程と、を含み、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎の方向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エ
ッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、前記背部の肉と前記体部位の前記骨部分との結合が切断されるほど
鋭く、
　前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しは、前記脊椎に沿った前記切込みから開
始され、
　前記体部位と前記スクレーパとは、前記肉が引き離されている間に互いに対して移動す
る。
【０２９７】
　本発明の第４の態様による方法の好ましい実施形態では、加工中、前記体部位の前記背
を下向きにする。
【０２９８】
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　本発明の第４の態様による方法の好ましい実施形態では、前記スクレーパが前記背部の
肉を引き離している間、前記体部位を前記スクレーパによって支持する。
【０２９９】
　本発明の第４の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスも含み、
　前記体部位は、
　背の少なくとも一部と、
　前記背上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記加工されるべき体部位を前記デバイスに対して案内しかつ位置合わせするためのガ
イドと、
　前記体部位の背側に２つの切込みを入れるための少なくとも１つのブレードであって、
前記切込みは前記体部位の前記脊椎の両側で延び、かつ前記切込みは前記脊椎の両側で前
記脊椎から前記背部の肉を分離するブレードと、
　前記体部位上に存在する前記背部の肉の少なくとも一部を引き離すためのスクレーパと
、を備え、
　前記スクレーパは、実質的に前記脊椎が延びる方向に垂直に延びる平面に曲がった形の
切断エッジを有し、
　前記曲がった形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体
部位の前記骨部分の輪郭の背側に実質的に一致し、
　前記切断エッジは、鋭く、かつ前記スクレーパによる前記背部の肉の引き離しが前記脊
椎に沿った前記切込みから開始されるように前記ブレードに直近している。
【０３００】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記ガイドは、互いから
ある程度の距離に位置合わせされる２つの平行なプレートを備える。好ましくは、前記平
行なプレートは、細長く、且つ実質的に作業中は前記体部位と前記スクレーパとの相対動
作の方向である方向に延びる。
【０３０１】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記ブレードは、互いに
平行に取り付けられる２つの回転ブレードを備える。
【０３０２】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記スクレーパの前記切
断エッジは、前記スクレーパに対する前記体部位の相対動作の上流方向に持ち上がる。好
ましくは、前記切断エッジは、前記スクレーパに対する前記体部位の相対動作の方向を横
断する方向から見て曲がった形を有する。
【０３０３】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記スクレーパは、弾性
的に取り付けられる。
【０３０４】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記ブレードは、互いに
平行に取り付けられる２つの回転ブレードを備え、前記スクレーパは、弾性的に取り付け
られ、前記回転ブレードの回転軸に一致する回転軸を中心にして弾性的動作が生じるよう
に弾性的である。
【０３０５】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記スクレーパは、２つ
のスクレーパ部材を備え、各スクレーパ部材は、前記脊椎の片側の前記体部位の前記骨部
分から前記背部の肉の少なくとも一部を引き離すように適合され、互いの鏡像として形成
される。好ましくは、記スクレーパ部材は、互いからある程度の距離に位置合わせされる
。
【０３０６】
　本発明の第４の態様は、本発明の第４の態様によるデバイスのこの好ましい実施形態に
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おける使用に適するスクレーパ部材も含み、前記スクレーパ部材は、前記体部位の前記脊
椎の片側の前記骨部分から前記背部の肉の少なくとも一部を引き離すように適合され、実
質的に前記脊椎の方向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エッジを有し、前記曲がっ
た形は、脊椎方向から見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体部位の前記骨
部分の輪郭の背側に実質的に一致し、前記切断エッジは鋭い、スクレーパ部材。
【０３０７】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記スクレーパは、前記
背部の肉と前記肩甲骨との結合部を掻き取って遊離する少なくとも１つの持ち上がったリ
ップを有する。
【０３０８】
　本発明の第４の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記スクレーパは、前記
手羽の関節の通過を許容する凹部を有する。
【０３０９】
　本発明の第４の態様は、本発明の第４の態様によるデバイスのこの好ましい実施形態に
おける使用に適するスクレーパ部材も含み、スクレーパは、実質的に前記脊椎が延びる方
向に垂直に延びる平面に曲がった形の切断エッジを有し、前記曲がった形は、脊椎方向か
ら見て、前記背部の肉が引き離される必要がある前記体部位の前記骨部分の輪郭の背側に
実質的に一致し、前記切断エッジは鋭い。
【０３１０】
　本発明の第４の態様は、図３５及び／または３６に示されているスクレーパ部材も含む
。
【０３１１】
　図９から図１４までは、本発明の第５の態様による背部の肉１５の採収に関連している
。
【０３１２】
　図９及び１０は、本発明の第５の態様による方法及びデバイスの第１の実施形態の一部
を示す。この場合、キャリア５０は体部位１を保持している。生産物キャリア５０は、体
部位の内側に係合する。体部位は、背の少なくとも一部及び背に自然に存在する肉の少な
くとも一部を含む。本例では、体部位は、胸肉の少なくとも一部及び手羽４の少なくとも
一部も含む。
【０３１３】
　図９、１０及び１１は、本発明の第５の態様による方法の様々な段階を示す。
【０３１４】
　体部位には、本発明の第１の態様による切込み１１０と、本発明の第２の態様による切
込み２１０とが入っている。切込み１１０及び２１０の代わりに、例えば、図８ｂに示す
ように、組み合わされた切込み２１５が入っていてもよい。本発明の場合、切込み１１０
、２１０、２１５のうちの１つまたはそれ以上を入れることは要件ではない。しかしなが
ら、このような切込みが入れられることは有利である。
【０３１５】
　本発明の第５の態様による方法における第１の段階として、背部の肉１５の一部が体部
位１の骨部分から引き離される。これは、例えば、本発明の第４の態様によるデバイス及
び／または方法によって達成されてよい。
【０３１６】
　生産物キャリア５０が体部位１を本デバイスの図９に示されている部分まで前進させる
と、生産物キャリア５０は体部位を、背部の肉１５の引き離された部分が体部位１の骨部
分から離れてぶら下がるような位置に保持する（図９参照）。本例では、体部位１は背を
下向きにしてデバイスに進入し、よって、背部の肉１５の引き離された部分は垂れ下がる
。
【０３１７】
　図９、１０及び１１に示す例では、背部の肉１５は、切込み２１０の近くでは体部位１
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の骨部分にまだ繋がっているが、体部位１の首側（即ち、体部位の首が載っていた側）で
は、体部位の骨部分から既に引き離されている。
【０３１８】
　生産物キャリア５０は、体部位をさらに主たる方向Ｔ１へ運搬する。背部の肉１５の先
に引き離された部分の垂れ下がり部分がローラ３２１、３２２、３２３及び３２４の範囲
内に入ると直ぐに、ローラ３２１－３２４に適用されている輪郭３２５が背部の肉１５の
垂れ下がった部分に係合する。生産物キャリアは、体部位１を幾分上下に移動させること
が好適である。これは、遊離して垂れ下がる肉がローラによって確実に係合されることを
保証する。
【０３１９】
　ローラ３２１－３２４は、様々なローラの輪郭３２５の間に空間が存在するようにして
、互いに相対的に位置合わせされる。この空間は、背部の肉１５が隣接するローラの輪郭
間で圧潰されることを防止する。ローラ間の距離により、除去される背部の肉１５の構造
は無傷のままである。
【０３２０】
　輪郭が背部の肉１５の垂れ下がった部分に係合すると直ぐに、ローラは体部位の骨部分
から背部の肉１５を剥ぐ（図１０参照）。ローラは、背部の肉に剥離する力をかけ、よっ
て背部の肉は体部位の骨部分から段階的に引き離される。この剥離する力は、背部の肉１
５の遊離して垂れ下がった部分が運搬方向とは反対の方向へ押しやられることによって生
成される。
【０３２１】
　この場合、生産物キャリア５０は体部位１を運搬方向Ｔ１へ運搬し続ければ有利である
。このプロセスでは、ローラ３２１－３２４の輪郭３２５が背部の肉１５の引き離された
部分をＴ１とは反対の方向Ｔ２へ押しやるような手を有していればなおさらに有利である
。当然ながら、ローラは、デバイスの正しい動作を保証するためにその長手軸の周りで回
転する必要があることは明らかである。図１０は、これを示す。
【０３２２】
　図１１は、背部の肉１５がローラ３２１－３２４によって除去されている段階を示す。
【０３２３】
　図９、１０及び１１の例示的な実施形態では、４つのローラが装着される。しかしなが
ら、本発明は、２つのローラを使用することによっても実行可能である。４つであれ、２
つであれ、ローラは弾性的に取り付けられることが好適である。結果として、ローラは体
部位にプレテンションによって押し当たることができ、かつ続いて加工される様々な体部
位１の大きさの自然な変動に沿うことができる。
【０３２４】
　図９、１０及び１１に示す例示的な実施形態では、ローラは、リブ形式の螺旋輪郭を装
備している。しかしながら、ローラは、背部の肉１５の先に引き離された部分に係合する
複数の突起を装備することも可能である。これらの突起は、可能性として、螺旋状のライ
ンに沿って配置されていてよい。
【０３２５】
　ローラの相互位置は、ローラの長手軸から見て、実質的に体部位１のローラ上に案内さ
れる部分の輪郭に準じていれば有利である。
【０３２６】
　体部位から背部の肉１５を剥ぐとき、ローラは、ローラが係合している背部の肉１５に
力を加える。力の方向を最適化するためには、体部位１とローラ３２１－３２４とが互い
に相対的に旋回できれば有利である。本設計では、これは、生産物キャリア５０を旋回軸
５１の周りで旋回させることにより、最も容易に達成される。
【０３２７】
　図１２は、体部位１の背２から剥ぎ取られる背部の肉１５を図式的に示す。ローラ３２
１－３２４の輪郭３２５は、背部の肉１５の垂れ下がった部分を掴む。このプロセスの間
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、ローラ３２１－３２４は図１１に示すように回転する。結果として、これらのローラは
、体部位１の骨部分から背部の肉１５を引っ張って遊離させる。ローラのこの配置に起因
して、ローラは、背部の肉１５が体部位の骨部分から剥ぎ取られるような方向へ力を加え
る。
【０３２８】
　ローラ３２１と３２３の間には、空間３２６が存在する。類似の空間３２６は、ローラ
３２２と３２４の間に存在する。これらの空間３２６の存在によって、背部の肉１５はロ
ーラ間で圧潰されず、その高品質の肉構造を高度に保つ。
【０３２９】
　図１３及び１４は、本発明の第５の態様による方法の変形例の連続する段階を示す。図
１３では、体部位１がローラ３２１－３２４に接近している。背部の肉１５の一部は既に
引き離されていて、ローラ３２１－３２４により容易に係合され得るように垂れ下がって
いる。図１４は、ローラ３２１－３２４が体部位１の骨部分から背部の肉１５を剥ぎ取る
ところを示す。ローラでの螺旋輪郭３２５の手は、輪郭が剥ぎ取られる背部の肉を方向Ｔ
２へ押しやるように選択される。方向Ｔ２は、生産物キャリア５０が体部位１を運搬する
主たる運搬方向Ｔ１とは反対の方向である。図１４は、背部の肉１５が体部位１の骨部分
から引き離されているところを示す。
【０３３０】
　図９、１０及び１１に示す実施形態では、生産物キャリア５０は、加工されるべき体部
位１を体部位１の内側に係合することによって保持する。しかしながら、体部位１がまだ
脚部分５を含んでいれば、脚部分５に係合する生産物キャリア５０が使用されてもよい。
図１３及び１４は、これを示す。この実施形態では、生産物キャリア自体は体部位を、脊
椎または体部位にまだ存在する脊椎の一部が主として水平になるように旋回させることは
できない。従って、図１３及び１４の実施形態では、体部位はローラ３２１－３２４によ
って背で支持されている。ガイド３３０は、体部位を側方の正しい位置に保持する。図１
３及び１４に示す実施形態の不図示の変形例では、体部位１の背をローラ３２１－３２４
にしっかりと押しつける追加のガイドが存在していることが予見される。
【０３３１】
　図１５及び１６は、本発明の第５の態様によるデバイス及び方法の一部の変形例を示す
。この変形例では、ローラ３２１－３２４の軸方向は、生産物キャリア５０が体部位を運
搬する主たる運搬方向Ｔ１との間で、好適には鋭い角度αを成す。
【０３３２】
　図１５及び１６に示す変形例では、ローラ３２１－３２４はさらに、互いに対して、加
工されるべき体部位１がローラ３２１－３２４間で少なくとも部分的に移動されるように
して位置合わせされる。
【０３３３】
　ローラのこの配置に起因して、背部の肉は、体部位の骨部分から多少なりとも横方向へ
剥がされる。
【０３３４】
　この変形例では、生産物キャリア５０は、ローラ３２１－３２４に対して、例えば旋回
軸５１の周りで旋回可能であることが好適である。この方法では、ローラ３２１－３２４
により背部の肉１５上へ加えられる力の方向を最適化することができる。
【０３３５】
　図１５及び１６の実施形態は、実際に極めて効果的であることが証明されている。
【０３３６】
　また、図１５及び１６に示す変形例は、手羽なしのフロントハーフの加工にも特に適す
る。
【０３３７】
　概して、本発明の第５の態様によるデバイスに生産物検出器が取り付けられていれば有
利である。生産物検出器は、生産物キャリア５０に体部位１が存在しているか、または生
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産物キャリア５０が空であるかを検出する。検出は、様々な方法で、例えば光学的または
機械的に実行することができる。後者の場合、ガイドは例えば通過する体部位１によって
押し込まれるが、空の生産物キャリア５０が通過しても押し込まれない。よって生産物検
出器は、ガイドが押し込まれているかどうかを検出する。体部位１が検出されれば、本発
明の第５の態様によるデバイスは動作中になり、背部の肉が除去される。これは、例えば
、生産物キャリア５０に体部位１をローラの範囲内に至らせることによって行われてもよ
い。しかしながら、体部位１が検出されなければ、ローラと生産物キャリア５０とは互い
に離れて保たれる。このことによる利点は、ローラが通過していく空の生産物キャリア５
０を傷つけ得ないことにある。
【０３３８】
　これまでの説明において、加工されるべき体部位の動作が、加工が実行されている間に
体部位に係合しているデバイスの加工コンポーネントに関連して生じる場合、この相対動
作は、体部位をデバイスの加工コンポーネントに対して移動させること、加工コンポーネ
ントを体部位に対して移動させること、または両者の組合せによって達成されてもよいこ
とは、熟練者には明らかであろう。
【０３３９】
　本発明の第５の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するための方法を含み、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　前記体部位の下に存在する骨部分から前記背部の肉の一部を引き離す工程と、
　前記引き離される背部の肉の少なくとも一部に係合し、次いで前記体部位の前記骨部分
から前記背部の肉を剥ぎ取る工程と、
を含む。
【０３４０】
　本発明の第５の態様による方法の好ましい実施形態では、前記背部の肉を少なくとも２
つの回転するローラによって係合させ、　前記ローラの各々は輪郭を備え、前記ローラも
前記体部位の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取る。
【０３４１】
　本発明の第５の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位を、係合及び／ま
たは剥ぎ取りの間、前記ローラに対して運搬方向に前進させる。好ましくは、前記回転す
るローラは、前記背部の肉を前記運搬方向とは反対の方向へ移動させる。好ましくは、前
記体部位を、少なくとも部分的に前記ローラ間で移動させる。
【０３４２】
　　本発明の第５の態様による方法の好ましい実施形態では、前記背部の肉の係合の間、
前記体部位を、前記背部の肉の先に引き離された部分が前記体部位の前記骨部分から離れ
てぶら下がるように配向する。好ましくは、この好ましい実施形態、または、前述された
好ましい実施形態にでは、前記背部の肉を剥ぎ取る間、前記体部位を、前記体部位の対称
面に対して実質的に垂直に存在する軸を中心にして旋回させる。
【０３４３】
　本発明の第５の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位を生産物キャリア
上へ配置し、前記生産物キャリアは前記体部位の内側に係合する。
【０３４４】
　本発明の第５の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスも含み、
　前記体部位は、
　胸郭の背の少なくとも一部及び脊椎を含む骨部分と、
　前記胸郭の背及び前記脊椎上に自然に存在する背部の肉の少なくとも一部と、を含み、
前記背部の肉は前記体部位の前記骨部分から既に部分的に引き離されており、
　当該デバイスは、
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　前記先に引き離された背部の肉の少なくとも一部に係合するためのグリッパと、
　前記体の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取るためのピーラと、
を備える。
【０３４５】
　本発明の第５の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、少なくとも２つの回転す
るローラを備え、前記ローラの各々は外周に輪郭を備え、前記ローラは前記グリッパ及び
前記ピーラの両方の一部を形成する。好ましくは、前記ローラ上の前記輪郭は螺旋状であ
る。好ましくは、前記ローラは実質的に平行に取り付けられる。好ましくは、作業中、前
記体部位は前記ローラに対して運搬方向に移動され、前記ローラの軸方向と前記体部位の
前記運搬方向とは前記ローラのロケーションにおいて相対角度を成す。好ましくは、前記
ローラは、互いからある程度の距離に位置合わせされ、さらに好ましくは、前記ローラ間
の距離は、前記体部位が前記ローラ間で少なくとも部分的に移動することを許容するよう
な寸法を有する。好ましくは、前記ローラは、弾性的に取り付けられる。
【０３４６】
　好ましくは、実質的に平行な４つのローラが利用され、前記ローラの各々は、前記背部
の肉に係合しかつ前記体の前記骨部分から前記背部の肉を剥ぎ取るための輪郭を備え、前
記輪郭は、螺旋状である。好ましくは、前記ローラは、互いに対し、前記ローラの軸方向
から見て、前記ローラが前記脊椎の方向から見た前記体部位の輪郭に近似するように配置
される。
【０３４７】
　図１７は、本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【０３４８】
　図１７Ａは、本発明の第６の態様による加工が開始する前の加工されるべき体部位１の
一部を示す断面図である。図１７Ａには、胸郭２０、胸骨２１、内側の胸肉または第２の
胸肉２３及び外側の胸肉２２が図式的に描かれている。外側の両胸肉２２間及び胸骨２１
を横断して、腱結合部２５がまだ存在している。
【０３４９】
　図１７Ｂは、仮の切込みが胸骨２１の両側に入れられている状態を示す。入れられる切
込みは、既知の方法の場合のように、胸郭２０までは至っていない。切込みがさほど深く
ないことにより、内側の胸肉の周囲の膜は無傷のままである。この膜は、とりわけ、内側
の胸肉２３と外側の胸肉２２とを結合するものとなる。膜が無傷のままであることから、
内側の胸肉２３と外側の胸肉２２との結合部も無傷のままである。しかしながら、外側の
両胸肉２２間の腱結合部２５は、切断されている。
【０３５０】
　胸骨の両側に仮の切込みを入れるブレード４０１は、この例では、可能な限り厳密に胸
骨２１に沿って切断するように配置される。
【０３５１】
　図１７Ｃは、本方法における次の工程、即ち、胸骨２１の両側に存在する、具体的には
内側の胸肉２３である肉を掻き取って遊離する工程を示す。２つの第１のスクレーパ部材
４１２ａ、ｂを備える第１のスクレーパ４０２は、胸骨２１から内側の胸肉２３を引き離
す。この目的に沿って、スクレーパ部材４１２ａ、ｂは、可能な限り胸骨２１の両側近く
を移動する。仮の切込みに起因して、スクレーパは胸骨２１の場所を容易かつ効果的に特
定することができる。
【０３５２】
　本例では、スクレーパ部材４１２ａ、ｂは切断エッジを装備せず、よって、内側の胸肉
２３の周囲の膜が損傷される危険性は制限される。
【０３５３】
　横方向へ可能な限り厳密に胸骨２１の輪郭に従うために、スクレーパ部材４１２ａ、ｂ
は、胸骨２１を横断する方向へ弾性的に取り付けられることが好適である。スクレーパ部
材４１２ａ、ｂは既に、胸骨の両側の肉（内側の胸肉、よって外側の胸肉も）を胸骨２１
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から僅かに押し離している。スクレーパ部材４１２ａ、ｂの形状は、具体的にはその下流
側の端の形状がこのことに特に適合されている。関連の端は、胸骨が通る場所から、スク
レーパ部材４１２ａ、ｂの先端よりも少し遠くに直立していることが好適である。結果と
して、これらの端は、引き離された肉を胸骨から幾分大きく距離を隔てて運ぶ。
【０３５４】
　図１７Ｄは、胸骨２１と胸骨２１に直近する肉との結合部が第１のスクレーパ４０２の
通過によって破壊されることを示す。
【０３５５】
　図１７Ｅは、同じく切断エッジのない２つのスクレーパ部材４１３ａ、ｂを備える第２
のスクレーパ４０３が通過した後の状態を示す。第２のスクレーパ４０３のスクレーパ部
材４１３ａ、ｂは、胸郭２０から内側の胸肉２３を大きく掻き取って遊離させている。大
概は、内側の胸肉２３と胸郭２０との間の結合膜２４のみが残る。
【０３５６】
　この結合膜２４は、比較的強い。従って、内側の胸肉２３と外側の胸肉２２との結合部
の望ましくない破壊を同時に引き起こすことなくこの結合膜２４を破る最も確実な方法は
、この結合部を切断することである。図１７Ｆは、これを示す。この膜の切断は、２つの
ブレード４０４によって実行される。先行技術から、結合膜を引っ張って遊離させること
は知られている。しかしながらこの場合、膜は、胸肉から引き裂かれて遊離される間に体
部位１の骨部分に部分的または完全に繋がったままになる。この膜は、内側の胸肉と外側
の胸肉とを互いに結合するものでもあることから、これにより、内側の胸肉と外側の胸肉
とが互いから分離される。従って、この既知の方法及びデバイスの使用では、内側の胸肉
と外側の胸肉とを一緒に採収することは不可能であった。ここで、本発明の第６の態様に
よるデバイス及び方法はこれを可能にする。
【０３５７】
　膜２４が切断して遊離された後は、胸郭２０から各外側の胸肉２２を関連の内側の胸肉
２３と共に引き離すことが可能である。胸肉２２、２３をこれらがまだ互いに繋がってい
る間に採収することにより、高品質の比較的大きい肉片（内側の胸肉及び外側の胸肉の双
方を含む）がもたらされる。胸肉の採収は、ＥＰ１４３０７８０Ａ１に記載されている方
法に従って実行されることが好適である。
【０３５８】
　図１８は、本発明の第６の態様によるデバイスの実施形態の概観を示す。
【０３５９】
　図１８によるデバイスは、脊椎の両側に仮の切込みを入れる二重の回転ブレード４０１
を備える第１の部分を有する。各回転ブレードは円板形であり、関連の軸の周りで回転す
る。
【０３６０】
　第１の部分には、体部位１をそれが回転ブレード４０１上を前進する間に支持しかつ位
置合わせする第１のガイド４０５も設けられる。第１のガイド４０５は支持体４５０に搭
載され、この支持体４５０と共に、矢印４５５が示すように垂直に動作することができる
。支持体４５０は、蝶番４５４を介してレバー４５２へ連結される。レバー４５２は、旋
回点４５１を有する。レバー４５２には、カウンターウェイト４５３が取り付けられる。
カウンターウェイト４５３は、蝶番４５４とは反対側の旋回点４５１側へ配置される。こ
の設計の結果として、第１のガイド４０５は垂直に跳ねることができる。カウンターウェ
イトを有するレバーの設計の代替として、ばねが使用されてもよい。しかしながら、カウ
ンターウェイトを有するレバーの設計における利点は、その方が頑丈であることにある。
【０３６１】
　ガイド４０５は、体部位１を伴う生産物キャリア５０が通過すると垂直方向へ変位され
るが、空の生産物キャリアが通過すると変位されないように調節されてよい。次に、ガイ
ド４０５の垂直変位は、例えば光センサまたは近接スイッチとして設計され得る生産物検
出器４５６によって記録されてよい。空の生産物キャリア５０が通過すると、生産物検出
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器は起動されず、共に本デバイスの第２の部分に存在する第２のスクレーパ４０３及び起
動可能なブレード４０４は動作中にならない。さらに、生産物キャリア５０は本デバイス
の第２の部分に存在する回転ブレード４０１及びスクレーパ４０２、４０３からそれて回
転されてよい。この方法では、空の生産物キャリア５０への損傷が防止される。
【０３６２】
　両回転ブレード４０１は、単一の駆動可能軸４０９に一緒に取り付けられることが好適
である。この方法では、両ブレード４０１は単一のモータ４０８によって駆動される。代
替として、各々がその固有のシャフト上へ取り付けられかつその固有の駆動装置によって
駆動される２つの回転ブレード４０１も使用できることは明らかである。回転ブレードの
代わりに、仮の切込みを入れる固定ブレードが存在してもよい。
【０３６３】
　図１８に示すデバイスの第２の部分は、第１のスクレーパ４０２を備える。このスクレ
ーパは、２つの実質的に平行するスクレーパ部材４１２ａ、ｂを備える。スクレーパ部材
４１２ａ、ｂは非切断設計を有し、即ち、鋭い機能的な切断エッジは存在しない。スクレ
ーパ部材４１２ａ、ｂは、共に本デバイスの残りに対して、かつ互いに対して水平及び垂
直面で移動できるように、弾性的に取り付けられる。この方法では、胸骨の形状及び家禽
群内のその変形に厳密に沿うことができる。
【０３６４】
　図１８に示すデバイスは、さらに、体部位１をそれが第１のスクレーパ４０２上を前進
される間に支持しかつ位置合わせする少なくとも第２のガイド４０６を備える。第２のガ
イド４０６は、支持体４６０に取り付けられる。また、この支持体４０６には、安全上の
理由からデバイスを遮蔽する遮蔽プレート（不図示）が取り付けられてもよい。
【０３６５】
　明確のために、図１８では、突起４６２を有するガイドプレート４６１は点線で示され
ている。このガイドプレート４６１は、第２のガイド４０６へ連結され、水平に対して傾
斜されて存在し、デバイスを横断する方向へ延びる。ガイドプレートは、デバイスの長手
方向（即ち、作動中の体部位１の運搬方向Ｔ１と同じ方向）へ、第１のスクレーパ４０２
の前側の点から第２のスクレーパ４０３の少なくとも一部へ隣接するまで延びる。本デバ
イスにはこのようなガイドプレート４６１が２つ存在し、これらはスクレーパ４０２の両
側にある。ガイドプレートは、先に引き離された肉の部分がスクレーパ４０２、４０３の
近傍に入らないようにする。各ガイドプレート４６１における突起４６２は、引き離され
た肉をもう少し遠くへ案内することによってこの機能を継続する。
【０３６６】
　図１８に示すデバイスの第３の部分は、第２のスクレーパ４０３を備える。この場合も
同じく、スクレーパはやはり、互いに実質的に平行に取り付けられる２つのスクレーパ部
材４１３ａ、ｂを備える。第２のスクレーパのスクレーパ部材４１３ａ、ｂも非切断設計
であり、弾性的に取り付けられる。
【０３６７】
　第２のスクレーパ４０３には、２つの起動可能なブレード４０４が連結される。これら
のブレード４０４は各々、制御要素４０７によって起動される。この例では、各制御要素
４０７は空気圧シリンダとして設計される。
【０３６８】
　回転ブレード４０１、第１のスクレーパ４０２及び第２のスクレーパ４０３は、生産物
キャリア５０により図１８に示すデバイスを介して案内される体部位１がまず回転ブレー
ド４０１に遭遇し、次に第１のスクレーパ４０２、次に起動可能なブレード４０４を有す
る第２のスクレーパ４０３に遭遇するようにして、互いに対して配置される。
【０３６９】
　図１９は、生産物キャリア５０によって保持されている体部位１を示す。生産物キャリ
ア５０は、体部位をラインに沿いに幾つかの加工ステーションを通って前進させることが
好適である。幾つかの生産物キャリアは、図１９－２１で分かるようなラインに沿って移
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動する。生産物キャリア５０は、生産物キャリア５０が保持している体部位１を、本発明
の第６の態様によるデバイスに対して主たる運搬方向Ｔ１へ移動させる。
【０３７０】
　この場合、体部位１はまだ各手羽の少なくとも一部４を含んでいる。
【０３７１】
　図１９及び２２は、胸骨２１の両側に仮の切込みが入れられることを示す。ガイド４０
５は、胸骨及び胸骨に隣接する肉を回転ブレード４０１に対して位置合わせする。図２２
は、回転ブレード４０１が胸郭２０に至るまでは切り進まないことを明らかに示している
。回転ブレードは胸骨２１の両側に切込みを入れ、これは、可能な限り厳密に胸骨２１に
沿って行われる。
【０３７２】
　図２０は、生産物キャリア５０によって保持される体部位１が第１のスクレーパ４０２
上へ案内されることを示す。生産物キャリア５０は体部位１を、第１のスクレーパ４０２
に対して主たる運搬方向Ｔ１へ移動させる。第１のスクレーパは、互いに実質的に平行に
取り付けられるスクレーパ部材４１２ａ、４１２ｂを備える。スクレーパ部材４１２ａ、
４１２ｂは、実質的な水平面及び実質的な垂直面において互いに対して弾性的に配置され
る。原則的には、他の平面が選択される可能性もあり、これにより、両平面が実質的に互
いに垂直であれば好適である。
【０３７３】
　スクレーパ４０２は、軸４４５の周りで、矢印Ｒ１０が示す方向へ旋回可能である。こ
れは、スクレーパ４０２のオン／オフの切換を可能にする。オンに切換されると、スクレ
ーパ４０２は動作位置にあり、これにより、通過している体部位１がスクレーパ４０２に
よって加工される。オフに切換されると、スクレーパ４０２は非動作位置になる。体部位
１が通過するとしても、この体部位１はスクレーパ４０２によって加工されない。この選
択肢を生産物検出器４５６と組み合わせることが有利である。よって、体部位１を伴う生
産物キャリア５０が通過する場合にのみ、スクレーパ４０２をオンに切換することが可能
になる。生産物キャリアが空である場合、スクレーパは、空の生産物キャリア５０用のそ
の非動作位置に留まる。これは、スクレーパ４０２が通過していく空の生産物キャリア５
０を損傷することを防止する。スクレーパのその非動作位置からその動作位置への旋回、
及びその逆の旋回は、例えば、空気圧シリンダ（不図示）によって駆動されてよい。
【０３７４】
　図２３は、掻き取りの間の体部位１、スクレーパ部材４１２ａ、ｂ及びガイド４０６を
示す断面図である。スクレーパ部材４１２ａ、ｂは、胸骨２１の両側の肉を掻き取って胸
骨２１から遊離させる。ガイド４０６は、胸骨がスクレーパ部材４１２ａ、ｂに対して正
しい位置に達するように体部位１を案内する。二次的効果として、有利な実施形態におけ
るガイド４０６は、このプロセスの間に体部位１を支持する。また本図には、スクレーパ
４０２のスクレーパ部材４１２ａ、ｂが容易なアクセスを有するように胸肉を脇へ案内す
るガイドプレート４６１も描かれている。
【０３７５】
　図２４は、第１のスクレーパ４０２による掻き取りを示す詳細図である。明確のために
、図２４には、手羽部分４及びガイドプレート４６１を示していない。
【０３７６】
　図２１は、生産物キャリア５０によって保持される体部位１が第１のスクレーパ４０３
上へ案内されることを示す。生産物キャリア５０は体部位１を、第２のスクレーパ４０３
に対して主たる運搬方向Ｔ１へ移動させる。第２のスクレーパは、互いに実質的に平行に
配置されるスクレーパ部材４１３ａ、４１３ｂを備える。
【０３７７】
　スクレーパ４０３は、軸４４０の周りで、矢印Ｒ１１が示す方向へ旋回可能である。こ
れは、スクレーパ４０３のオン／オフの切換を可能にする。オンに切換されると、スクレ
ーパ４０３は動作位置にあり、これにより、通過している体部位１がスクレーパ４０３に
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よって加工される。オフに切換されると、スクレーパ４０３は非動作位置になる。体部位
１が通過するとしても、この体部位１はスクレーパ４０３によって加工されない。この選
択肢を生産物検出器４５６と組み合わることが有利である。よって、体部位１を伴う生産
物キャリア５０が通過する場合にのみ、スクレーパ４０３をオンに切換することが可能に
なる。生産物キャリアが空である場合、スクレーパは、その非動作位置に留まる。これは
、スクレーパ４０３が通過していく空の生産物キャリア５０を損傷することを防止する。
スクレーパ４０３のその非動作位置からその動作位置への旋回、及びその逆の旋回は、例
えば、空気圧シリンダ４４６によって駆動されてよい。
【０３７８】
　追加的に、または代替的に、スクレーパ部材４１３ａ、ｂは、垂直方向へ弾性的に動作
できるように配置されていてよい。
【０３７９】
　スクレーパ部材４１３ａ、ｂは、連結プレートによって（体部位の運搬方向に対して）
横断方向に互いに連結されることが好適である。連結プレートは、スクレーパ部材の各々
に対して旋回可能であることが好適である。スクレーパは互いの動作を相互に補正できる
ことから、これは、体部位の変形が成功裏に対応されることを可能にする。
【０３８０】
　図２５は、第２のスクレーパ部材４１３ａ、ｂによる掻き取りを示す断面図である。図
２６は、第２のスクレーパ４０３による掻き取りを示す詳細図である。明確のために、体
部位の手羽部分４を示していない。
【０３８１】
　ブレード４０４は、内側の胸肉２３と胸郭２０との間の強力な結合膜２４を引き離すた
めに備えられる。各ブレードは、切断エッジ４１４を有する。各ブレード４０４は、図２
６に示すように、スクレーパ部材４１３ａ、ｂの一方に旋回可能式に取り付けられる。ブ
レード４０４と、これらが取り付けられる個々のスクレーパ部材４１３ａ、ｂとの相対位
置は、制御要素４０７によって変更されてよい。図２２及び図２６における例では、制御
要素４０７は、各々がブレード４０４を制御する２つの空気圧シリンダを備える。
【０３８２】
　ブレード４０４は、動作位置と、非動作位置とを有する。図２６は、その動作位置にあ
るブレード４０４を示し、図２７は、その非動作位置にあるブレード４０４を示す。非動
作位置では、各ブレード４０４の切断エッジ４１４は、関連のブレード４０４が取り付け
られるスクレーパ部材４１３ａ、ｂの上端に多かれ少なかれ一致している。動作位置では
、切断エッジは、関連のスクレーパ部材４１３ａ、ｂの上端に対して上昇される。ブレー
ド４０４は、膜２４がブレード４０４の範囲内へ来ると、その非動作位置からその動作位
置へ運ばれる。
【０３８３】
　示されていない代替実施形態では、ブレード４０４及びその制御要素４０７は存在しな
い。よって、膜２４の切断は、例えば手作業で行われてよい。
【０３８４】
　図２８は、体部位１上の切込みの位置、及び掻き取って遊離されるべき胸肉８の部分を
示す。図２８には、背２、手羽４及び胸肉８が図式的に描かれている。さらに、胸郭２０
、デルタボーン１２及び胸骨２１も示されている。
【０３８５】
　回転ブレード４０１によって入れられた仮の切込み４３１は、胸骨２１に沿って延びる
。第１のスクレーパ４０２は、部位４３２における胸肉８を引き離す。次に、第２のスク
レーパ４０３が部位４３３における肉を引き離す。最後に、起動可能なブレード４０４が
切込み４３４の入った膜２４を切断する。
【０３８６】
　本発明の第６の態様による方法が実行された後、体部位の骨部分から肉が除去される。
これは、ＥＰ１４３０７８０Ａ１に記述されているように、手羽を引っ張って行われるこ
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とが好適である。
【０３８７】
　図５６は、本発明の第６の態様による方法を実装するためのデバイスの代替実施形態を
示す。図５７は、図５６によるデバイスの一部を上から見たものであり、図５８は、図５
６によるデバイスの一部の側面図である。
【０３８８】
　図５６－５８による実施形態の第１の部分は、図１８による実施形態の第１の部分と同
じである。この場合もやはり、回転ブレード４０１並びに弾性的に取り付けられたガイド
４０５及び生産物検出器４５６が備えられている。図５６－５８による実施形態の第１の
部分が動作する方法は、図１８による実施形態の第１の部分が動作する方法と同じである
。
【０３８９】
　図５６－５８による実施形態の第２の部分は、図１８による実施形態の第２の部分と大
体は同じである。図５６－５８Ａによる例では、異なる形式の第１のスクレーパ部材４７
１ａ、ｂが装着される。図５６－５８の例では、スクレーパ部材４７１ａ、ｂの下流端は
上流端より高く位置合わせされる。この場合の「下流」及び「上流」は、加工されるべき
体部位の主たる運搬方向Ｔ１に関連している。図５７及び図５８は、本例に適用されるス
クレーパ部材４７１ａ、ｂの形状をより詳しく示している。掻き取りエッジ４７１ａ、ｂ
は、非切断的に設計され（即ち、鋭い機能的な切断エッジは存在しない）、側面４７３ａ
、ｂは斜めに下降する。スクレーパ部材４７１ａ、ｂは、軸４４５の周りで矢印Ｒ１０に
従って傾斜角を変更可能である。スクレーパ部材４７１ａ、ｂは、スクレーパ部材４１２
ａ、ｂと全く同じようにオン／オフを切換することができる。スクレーパ部材４７１ａ、
ｂのオン／オフ切換は、生産物検出器４５６からの信号を基礎として制御されることが好
適である。
【０３９０】
　スクレーパ部材４７１ａ、ｂは、水平面及び垂直面内で共にデバイスの他の部分に対し
て、及び互いに対して動作できるように、弾性的に取り付けられる。この方法では、これ
らは胸骨の形状及び家禽群における変形に容易に沿うことができる。
【０３９１】
　図５６－５８によるもののようなスクレーパ部材４７１ａ、ｂは、図１８に示すデバイ
スにも使用されてもよい。反対に、図５６－５８によるスクレーパ部材４１２ａ、ｂが、
図５６によるデバイスに使用されてもよい。
【０３９２】
　図５６－５８によるデバイスは、さらに、体部位１をそれが第１のスクレーパ４０２上
を前進される間に支持しかつ位置合わせするための少なくとも第２のガイド４０６を備え
る。第２のガイド４０６は、支持体４６０に取り付けられる。また、この支持体４６０に
は、安全上の理由からデバイスを遮蔽する遮蔽プレート（不図示）が取り付けられてもよ
い。
【０３９３】
　また、図５６－５８の例示的な実施形態に示すデバイスの第２の部分は、ガイドプレー
ト４６１も備える。このガイドプレート４６１は、第２のガイド４０６へ連結され、水平
に対して傾斜されて存在し、デバイスを横断する方向へ延びる。ガイドプレートは、デバ
イスの長手方向（即ち、作動中の体部位の運搬方向Ｔ１と同じ方向）へ、第１のスクレー
パ４０２の前側の点から第２のスクレーパ４０３の少なくとも一部へ隣接するまで延びる
。本デバイスにはこのようなガイドプレート４６１が２つ存在し、これらはスクレーパ４
０２の両側にある。ガイドプレートは、先に引き離された肉の部分がスクレーパ４０２の
近傍に入らないようにする。
【０３９４】
　図５６－５８の例において、本デバイスの第３の部分の設計は、図１８における設計と
は異なる。図５６－５８の例では、図１８の起動可能なブレード４０４を有する第２のス
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クレーパ４０３が、スクレーパ部材４７５ａ、ｂ及び回転ブレード４８０ａ、ｂに置換さ
れている。スクレーパ部材４７５ａ、ｂは、合わせて第２のスクレーパ４０３を形成する
。
【０３９５】
　図５７において明らかに分かるように、回転ブレード４０８ａ、ｂはＶ字形に配置され
る。回転ブレード４８０ａ、ｂは、上流側で下流側よりも大きく離隔されている。さらに
、回転ブレードの回転軸は、水平に対して傾斜されていれば有利である。この方法では、
体部位の解剖学的構造を十分に考慮した正確な切込みを入れることができる。
【０３９６】
　従って、回転ブレード４８０ａ、ｂは、互いに平行には配置されない。よって、各回転
ブレード４８０ａ、ｂは、駆動を供給するその固有のモータ４８２ａまたは４８２ｂを伴
うその固有のシャフト４８１ａまたは４８１ｂに付着される。回転ブレード４８０ａ、ｂ
は円板形であり、滑らかな切断エッジまたは鋸歯形エッジ４８３を有してよい。鋸歯形エ
ッジ４８３の適用は、概して、加工されるべき体部位上により優れた掴みをもたらす。
【０３９７】
　図５６－５８の例示的な実施形態を使用する際に、回転ブレード４８０ａ、ｂが深く切
断しすぎないことを保証するために、生産物キャリア５０は体部位を、それが回転ブレー
ド４８０ａ、ｂを通過する間に垂直面で旋回させることが好適である。図５９は、この旋
回を示す。明確のために、図５９は回転ブレード４８０ａのみを示し、図５６－５８によ
るデバイスの他の部分を省略している。
【０３９８】
　図５９ａは、体部位１の進入を示す。体部位１は生産物キャリア５０に付着され、生産
物キャリア５０は体部位を、胸部を下向きにして実質上水平位置に保持している。表面９
９７は、線９９８（生産物キャリア５０の表面９９７の線に一致して存在する）が示すよ
うに、水平面９９９に実質的に平行に保持される。
【０３９９】
　体部位１が、図５９ｂに示すように、主たる運搬方向Ｔ１を回転ブレード４８０ａ、ｂ
に向かってさらに前進すると、生産物キャリア５０は体部位１を持ち上げる。ここで、線
９９８と水平面９９９とは角度α１を成す。
【０４００】
　体部位１が、図５９ｃに示すように、主たる運搬方向Ｔ１を回転ブレード４８０ａ、ｂ
に向かってまたさらに前進すると、生産物キャリア５０は体部位１をさらに持ち上げる。
ここで、線９９８と水平面９９９とはより大きい角度α２を成す。
【０４０１】
　回転ブレードによって入れられるべき切込み４８９の望ましい深さ及び望ましい形状は
、回転ブレード４８０ａ、ｂを通過する間の生産物キャリア５０による体部位１の旋回を
調節することによって達成可能である。体部位１の旋回は、体部位１が付着されている生
産物キャリア５０を、軸５１の周りで旋回させることによって達成可能である。
【０４０２】
　加工が実行されている間に体部位に係合しているデバイスの加工コンポーネントに対す
る加工されるべき体部位の動作が言及されている場合、この相対動作は、体部位をデバイ
スの加工コンポーネントに対して移動させること、加工コンポーネントを体部位に対して
移動させること、または両者の組合せによって達成されてもよいことは、熟練者には明ら
かであろう。
【０４０３】
　本発明の第６の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するための方法を含み、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部及び胸骨の少なくとも一部を含む骨部分と、
　外側の胸肉の少なくとも一部及び内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸郭上に自
然に存在する肉の少なくとも一部と、
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　前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間に自然に存在する膜の少なくとも一部と、を含
み、
　当該方法は、
　胸骨の両側に仮の切込みを入れる工程であって、前記仮の切込みは、前記内側の胸肉と
前記外側の胸肉との間に存在する膜の一部を原形のまま残す工程と、
　第１のスクレーパを使用して、両側で前記胸骨にもたれて存在する肉を掻き取って遊離
する工程と、
　第２のスクレーパを使用して、前記胸郭から前記内側の胸肉の肉の少なくとも一部を掻
き取って遊離する工程と、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する工程と、
　前記体部位の前記骨部分から前記外側の胸肉及び前記内側の胸肉を取り外す工程であっ
て、前記内側の胸肉と前記外側の胸肉との結合部は原形のまま残る工程と、
を含む。
【０４０４】
　本発明の第６の態様による方法の好ましい実施形態では、両側で前記胸骨に対して存在
する前記肉を掻き取って遊離し、前記肉を外側へ押しやる。
【０４０５】
　本発明の第６の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位は少なくとも手羽
部分を含み、前記外側の胸肉及び前記内側の胸肉を、前記手羽部分を引っ張ることによっ
て前記体部位の前記骨部分から一緒に取り外す。
【０４０６】
　本発明の第６の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスも含み、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部と、
　胸骨の少なくとも一部と、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部及び前記内側の胸肉の少なくとも一部を含み、前記胸
郭上に自然に存在する肉の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記胸骨の両側に仮の切込みを入れるためのブレードであって、前記仮の切込みは、前
記内側の胸肉と前記外側の胸肉との間の膜を原形のまま残すブレードと、
　両側で前記胸骨に対して存在する肉を掻き取って遊離するための第１のスクレーパと、
　前記胸郭から前記胸郭上に自然に存在する前記内側の胸肉の肉の一部を掻き取って遊離
するための第２のスクレーパと、
　前記内側の胸肉と前記胸郭との間の結合膜を切断する第２のブレードと、
を備える。
【０４０７】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記第１のスクレーパは
２つのスクレーパ部材を備え、前記各スクレーパ部材は前記胸骨の片側で動作することに
適する。好ましくは、前記第１のスクレーパのスクレーパ部材は非切断設計を有する。
【０４０８】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記第１のスクレーパは
弾性的に取り付けられる。好ましくは、前記第１のスクレーパは２方向に弾性的に動作可
能であり、前記２方向は主として互いに対して垂直である。
【０４０９】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記第２のスクレーパは
２つのスクレーパ部材を備え、前記各スクレーパ部材は前記胸郭の片側で作業することが
できる。好ましくは、前記第２のスクレーパのスクレーパ部材は非切断設計を有する。好
ましくは、前記第２のスクレーパのスクレーパ部材は互いに連結される。
【０４１０】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記第２のスクレーパは
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弾性的に取り付けられる。
【０４１１】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記内側の胸肉と前記胸
郭との間の前記結合膜を切断するための第２のブレードは前記第２のスクレーパに統合さ
れる起動可能なブレードであり、前記起動可能なブレードは、前記内側の胸肉と前記胸郭
との間の前記結合膜を切断する。好ましくは、前記起動可能なブレードは弾性的に取り付
けられる。
【０４１２】
　本発明の第６の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記デバイスは、前記内
側の胸肉と前記胸郭との間の前記結合膜を切断するための２つの回転可能な円板形のブレ
ードを備え、前記２つのブレードは両者間に上流よりも下流側でより大きい距離を有する
。好ましくは、前記回転可能なブレードは各々鋸歯形のエッジを有する。
【０４１３】
　図６３は、手羽の関節領域における筋肉を示す。図６３は、本「Ｌｅｈｒｂｕｃｈ　ｄ
ｅｒ　Ａｎａｔｏｍｉｅ　ｄｅ　Ｈａｕｓｔｉｅｒｅ」［家畜の解剖学的構造テキスト］
、第Ｖ巻「Ｖｏｇｅｌ」［鳥類］、ＩＳＢＮ　３－４８９－５７６１６－０、に載せられ
ている図に基づいている。
【０４１４】
　手羽内の骨は符号９０１で示され、９０２は胸骨であり、９０３は叉骨である。
【０４１５】
　符号９１０は、胸筋を示す。これは、飛行中に羽を引き下げる大きい筋肉である。この
筋肉が、外側の胸肉を形成する。
【０４１６】
　符号９１１は、ｓｕｐｒａｃｏｒａｃｉｄｅｕｓ筋を示す。これは、飛行中に羽を引き
上げる小さい筋肉である。この筋肉が、内側の胸肉を形成する。
【０４１７】
　本発明の第７の態様は、ｓｕｐｒａｃｏｒａｃｉｄｅｕｓ筋を手羽の関節に結合する腱
を切断することに関する。この腱は、図６３において９１２で示される部位に存在する。
【０４１８】
　図６０は、本発明の第７の態様によるデバイスの実施形態を示す。図６０では、外側の
胸肉ガイド７０１、鎖骨ガイド７０２及び回転ブレード７１０及び７１１を認識すること
ができる。外側の胸肉ガイドは、回転ブレード７１０、７１１のための凹部を含む。
【０４１９】
　生産物キャリア５０は、体部位１を本デバイスを通って運搬方向Ｔ１へ移動させる。進
入ガイド７０４は、体部位１の滑らかな進入を保証する。図６０から分かるように、体部
位１の胸部３は下向きであり、背２は上向きである。体部位１は、生産物キャリアによっ
て、脊椎（存在する限りにおいて、または脊椎が存在していたとして）が実質的に水平に
延び、かつ運搬方向を実質的に横断して延びるように保持される。ガイド７０１、７０２
は、主たる運搬方向Ｔ１に延びる。
【０４２０】
　両回転ブレードは、図６０に示すように、作動中は反対方向へ回転することが好適であ
る。さらに好適には、第１のブレード７１０は切断されるべき腱へ主たる運搬方向Ｔ１に
力を加え、第２のブレード７１１は主たる運搬方向Ｔ１とは反対の方向へ力を加える。回
転ブレード７１０、７１１は、鋸歯形のエッジを有することが好適である。鋸歯形のエッ
ジは、切断されるべき１つまたはそれ以上の腱上のブレード７１０、７１１の掴みを増大
させる。
【０４２１】
　図６１は、図６０に示す実施形態の側面図である。体部位１は、生産物キャリア５０に
ある。生産物キャリア５０は、軸５１の周りで方向７５０へ旋回可能である。また、生産
物キャリア５０は、矢印７５２が示すようにも回転可能である。加工されるべき体部位１
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が図６０及び図６１に示すデバイスに進入する前に、生産物キャリア５０は、矢印７５１
及び７５２が示すように旋回することによって、体部位１を図６０及び図６１に示す位置
へ移動させる。
【０４２２】
　叉骨は、体部位１が図６０及び図６１に示すデバイスに到達する前に、体部位１から除
去されている。結果として、体部位１における首側に比較的大きい開口７２４が生成され
ている。図６２は、この開口７２４を示す。この開口７２４は大きいことから、外側の胸
肉７２０はこの開口７２４の近くで比較的可撓性である。さらに、叉骨が除去されている
ことから、鎖骨には２つの自由端７２１も生成されている。これは、鎖骨の可動性を著し
く高める。
【０４２３】
　図６０に示すデバイスへ進入する際、生産物キャリア５０は、鎖骨の自由端が進入ガイ
ド７０４の底部に合うような高さに体部位１を持ち揚げる。この持ち揚げは、生産物キャ
リア５０を軸５１の周りで旋回させることによって達成される。進入ガイド７０４を通過
する間、鎖骨の自由端７２１は、この進入ガイド７０４の底部に接触した状態に保たれる
。進入ガイドは、本デバイスに対する体部位１の予備位置調整を保証する。
【０４２４】
　進入ガイド７０４の終わり（主たる運搬方向Ｔ１から見て）で、鎖骨ガイド７０２に代
わる。生産物キャリア５０は、鎖骨の自由端７２１をもう一度ガイド７０２の底部に押し
当てる。これは、図６１において明らかに分かる。
【０４２５】
　生産物キャリア５０が鎖骨の自由端７２１を鎖骨ガイド７０２の底部に押し当てること
により、鎖骨の自由端７２１は、本デバイスに対する定義された位置を想定する。この定
義された位置は、「第２の位置」として表される。
【０４２６】
　体部位１が進入ガイド７０４によって予備位置を調整された後、体部位１及びその外側
の胸肉７２０は外側の胸肉ガイド７０１に接触する。外側の胸肉ガイド７０１は、叉骨の
除去によって生成された外側の胸肉の可撓性部分を鎖骨の自由端７２１から離して、即ち
図６０及び図６１に示す例では下へ押す。
【０４２７】
　この方法では、生産物キャリア５０の位置と組み合わされたガイド７０２、７０１が、
鎖骨の自由端７２１と、外側の胸肉７２０の首側の部分とが引き離されることを保証する
。これにより、内側の胸肉を手羽の関節へ結合する腱７２２が露出される。これは、ブレ
ードによる腱７２２へのアクセスを可能にする。
【０４２８】
　有利な実施形態では、外側の胸肉ガイド７０１は、外側の胸肉に係合する側面に丸みの
ついた縁７０５を有する。このような縁は、外側の胸肉ガイド７０１が外側の胸肉を損傷
することを防止する。
【０４２９】
　図６０及び図６１の例では、鎖骨の自由端７２１と外側の胸肉７２０の首側の部分とは
、腱７２２が張力を受けて置かれるまで互いから離れて移動される。これにより、腱７２
２の切断が単純になる。
【０４３０】
　図６０及び図６１の例では、加工されるべき体部位１にはまだ両方の内側の胸肉及び両
方の手羽の関節が存在する。その結果、体部位１の両側に腱７２２が存在している。図６
０及び図６１に示すデバイスでは、両方の腱７２２が露出されて切断される。
【０４３１】
　体部位に存在する１つまたはそれ以上の腱７２２を切断するために、２つの回転可能な
円板形ブレード７１０、７１１が用意される。これらのブレードは、主たる運搬方向Ｔ１
から見て隣り合わせに配置される。ブレードの回転軸は、体部位が図６０、図６１による
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デバイスを通過する間に辿る経路に対して実質的に垂直である。図示された例では、ブレ
ード７１０、７１１は反対方向へ回転し、かつブレード７１０、７１１が鎖骨の自由端７
２１の通過側で互いに向かって回転するようにして回転する。
【０４３２】
　連なる２つの回転ブレードの使用は、１つまたはそれ以上の腱７２２の信頼性の高い切
断を保証する。しかしながら、代替として単一の回転ブレードまたは固定ブレードが使用
されてもよい。
【０４３３】
　回転ブレード７１０、７１１は、外側の胸肉ガイド７０１における凹部７０３から突き
出す。これは、ブレードが腱７２２に到達できることを保証する。ブレード７１０、７１
１の配置は、ブレード７１０、７１１と外側の胸肉ガイド７０１との間の角度γを変える
ことができるように調節できることが好適である。また、両ブレードから外側の胸肉ガイ
ド７０１までの距離も、例えば矢印Ｘに沿った変位を可能にすることによっても調節でき
ることが好適である。ブレード７１０、７１１の位置及び方向性の調節可能性は、例えば
内側の胸肉の近くである腱７２２が切断される場所を選択することを可能にする。
【０４３４】
　有利な実施形態では、ブレード７１０、７１１は鋸歯形のエッジを有する。鋸歯形のエ
ッジは、腱を切断する間の滑りやすい腱組織上のより優れた掴みを保証する。
【０４３５】
　１つまたはそれ以上の腱７２２が切断されている間、鎖骨ガイド７０２は、鎖骨の自由
端７２１が所望される第２の位置に保持されることを保証する。
【０４３６】
　有利な実施形態では、本デバイスは、関連の生産物キャリアが進入ガイド７０４の範囲
内に入る前に、生産物キャリア５０に体部位１が存在するかどうかを検出する生産物検出
器を装備する。体部位１の存在が検出されれば、生産物キャリア５０は、図６０及び図６
１に示す位置へ運ばれる。検出により、関連の生産物キャリア５０に体部位１が存在しな
いことが明らかになれば、生産物キャリア５０は、例えば軸５１の周りで生産物キャリア
５０を垂直位置まで旋回させることにより、ブレード７１０、７１１から離れて保持され
る。これは、損傷が生じないように、ブレード７１０、７１１と生産物キャリア５０との
間の望ましくない接触を防止する。
【０４３７】
　加工が実行されている間に体部位に係合しているデバイスの加工コンポーネントに対す
る加工されるべき体部位の動作が言及されている場合、この相対動作は、体部位をデバイ
スの加工コンポーネントに対して移動させること、デバイスの加工コンポーネントを体部
位に対して移動させること、または両者の組合せによって達成されてもよいことは、熟練
者には明らかであろう。
【０４３８】
　有利に説明されている本発明の第１から第７までの実施形態では、ＥＰ１１９１８５２
に記述されている生産物キャリアが適用されてもよい。この生産物キャリアは、幾つかの
軸の周りで旋回可能であり、かつ幾つかの所望される位置にロックされることが可能であ
る。しかしながら、このロックは偶発的に解除される可能性があり、よって生産物キャリ
アが、生産物キャリアを加工デバイスの１つまたは複数のコンポーネントに衝突させる位
置において、例えば本発明の態様の１つに記述しているタイプのうちの１つである加工デ
バイスに接近する可能性がある。当然ながら、これは、生産物キャリアまたは加工デバイ
スの損傷に繋がる可能性がある。
【０４３９】
　この望ましくない状況を回避するために、生産物キャリアが辿る経路に隣接してロック
監視デバイスを設置することが好適である。このロック監視デバイスは、加工デバイスの
上流に位置合わせされる。ロック監視デバイスは、ロックされていない、よって垂れ下が
っている生産物キャリアは接触要素に当たるが、ロックされて上昇された生産物キャリア
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は当たらないようにして生産物キャリアの経路内に位置合わせされる接触要素を備える。
【０４４０】
　ロックされていない生産物キャリアは、通過中、接触要素を脇へ押しやる。この場合、
接触要素は、好適には生産物キャリアの経路に対して実質的に垂直に延びる軸の周りで旋
回することが好適である。接触要素のこの動作は、ロックデバイスを起動する。このロッ
クデバイスは、生産物キャリアをロックする生産物キャリアでの部材に係合し、生産物キ
ャリアを再びロックされた状態にする。
【０４４１】
　例えば図１Ｆに示す変形例では、ＥＰ１１９１８５２による生産物キャリアの代わりに
、例えばＥＰ０２５４３３２による生産物キャリアが適用されてもよい。このタイプの生
産物キャリアは、ＥＰ１１９１８５２による生産物キャリアの旋回能力を保有しない。し
かしながら、これは、体部位への加工を実行するデバイスのコンポーネントを加工される
べき体部位を伴う生産物キャリアに対して移動させることにより、補償されることが可能
である。
【０４４２】
　図６４は、図１Ｆに示す代替生産物キャリアと組み合わされた図６１によるデバイスを
示す。一致する符号は、一致するパーツを示している。
【０４４３】
　生産物キャリア５０＊は、軸５２＊の周りで旋回しかできないことから、この生産物キ
ャリアは鎖骨の自由端７２１をガイド７０２の底部に押し当てることができない。しかし
ながら、この例では、ガイド７０２に圧縮ばね７３０が取り付けられ、圧縮ばね７３０が
ガイド７０２を鎖骨の自由端７２１に押し当てる。
【０４４４】
　本発明の第７の態様は屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスを含み、
　前記体部位は、プロセスの開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該デバイスは、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部を第１の位置に保持する外側の胸肉ガイドと、
　叉骨の自由端を第２の位置に保持する鎖骨ガイドと、
　前記腱を切断する少なくとも１つのブレードと、
を備える。
【０４４５】
　本発明の第７の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、前記デバイスは、前記腱
を切断する２つの回転可能な円板形のブレードを備える。好ましくは、前記２つの回転可
能なブレードは、運搬方向に前後して位置合わせされる。好ましくは、作業中、前記ブレ
ードは反対方向に回転する。
【０４４６】
　本発明の第７の態様によるデバイスの好ましい実施形態では、記ブレードは鋸歯形のエ
ッジを装備する。
【０４４７】
　本発明の第７の態様は、本発明の第７の態様によるデバイスを使用して、屠殺された家
禽の体部位を加工するための方法も含み、
　前記体部位は、加工開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
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　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱と、を含み、
　当該方法は、
　外側の胸肉ガイドを使用して、前記外側の胸肉の少なくとも一部を前記鎖骨の自由端か
ら離れた第１の位置まで押しやり、かつ叉骨ガイドを使用して、前記鎖骨の自由端を前記
外側の胸肉から離れた第２の位置まで押しやることによって前記腱を露出させる工程と、
　前記外側の胸肉が前記第１の位置にありかつ前記鎖骨の自由端が前記第２の位置にある
間に前記腱を切断する工程と、
を含む。
【０４４８】
　本発明の第７の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位上の、一方の前記
外側の胸肉及び前記叉骨と他方の前記手羽の関節との間の結合部を先に破壊する。
【０４４９】
　本発明の第７の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位を加工の間に経路
に沿って移動し、前記体部位の長手方向は実質的に前記経路を横断して延びる。
【０４５０】
　図３７は、本発明の第８の態様によるシステム及び方法の第１の実施形態を示す。この
例示的な実施形態では、体部位１は、例えばＥＰ１１９１８５２により知られるもの等の
生産物キャリア５０に配置されている。生産物キャリアは、運搬方向Ｔ１へレール３９に
より決定される経路に沿って前進される。各体部位は、少なくとも１つの採収可能な部分
５０１を含む。この例示的な実施形態では、採収可能な部分は胸肉８と手羽４とを含む。
図３７に示す実施形態によるプロセスの出発点では、体部位１の採収可能な部分５０１は
まだ、体部位１に存在する骨部分に、具体的には胸郭に繋がっている。
【０４５１】
　生産物キャリア５０は、体部位１を加工デバイス５１０へ供給する。この場合、加工デ
バイス５１０は、ＥＰ１４３０７８０Ａ１に記述されているようなフィレッティングデバ
イスである。この加工デバイスでは、手羽部分４を引っ張ることにより、胸肉８が体部位
１の胸郭から引き離される。よって、加工デバイス５１０は、この例示的な実施形態では
胸肉８及び手羽部分４を含む採収可能な部分５０１を１対の回転ブレード５１１へ運び、
回転ブレード５１１は胸肉８から手羽部分４を分離する。
【０４５２】
　生産物キャリア５０の形式は、加工されるべき体部位１が一方向にのみ嵌る類のもので
ある。また、加工デバイス５１０内のガイドは、各体部位が加工デバイス５１０に同じ方
向性で進入することを保証する。結果として、加工デバイス５１０によって加工される各
体部位１は、加工デバイスに、この加工デバイスに対して所定の同じ方向性で到着する。
また、加工デバイス５１０による体部位１の加工の間、体部位１の方向性、及び具体的に
はその採収可能な部分５０１の方向性は知られたままであり、所定の方向性もそうである
。その結果、連続する体部位１の採収可能な部分５０１は、加工デバイス５１０を、常に
この加工デバイスに対して同じ方向性で出て行く。
【０４５３】
　図３７に示す例示的な実施形態では、除去された胸肉８はコンベヤ５３０に受け入れら
れる。実際には、全ての胸肉は事実上加工デバイス５１０を出て、コンベヤ５３０へ同じ
方向性で到達することが分かっている。従って、コンベヤ５３０上の胸肉８の方向性は既
知であり、事前に確定される。この既知の方向性は、これに続く胸肉８のパック作業に使
用される。図３７に示す例示的な実施形態では、コンベヤ５３０の吐出し先はドロップ式
コンベヤ５３１である。これは、コンベヤの運搬方向Ｔ２に可変長を有するコンベヤであ
る。パックされるべき胸肉は、ドロップ式コンベヤ５３１に到達する。ドロップ式コンベ
ヤ５３１は、胸肉をドロップ式コンベヤ５３１のその延長位置における端まで運ぶ。ドロ
ップ式コンベヤはすぐに引き返し、よって胸肉８はドロップ式コンベヤ５３１の下に存在
するトレイ５５０に落ちる。ドロップ式コンベヤの下には、搬出コンベヤ５５２が配置さ
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れることが好適である。この搬出コンベヤ５５２は、トレイ５５０を胸肉８がトレイ５５
０内に置かれるロケーションへ供給する。トレイ５５０がこのロケーションに到達すると
、トレイ５５０は、ドロップ式コンベヤ５３１が胸肉８をトレイに置くまでトレイをその
場所に保持する可動停止装置５５３によって制止されることが好適である。従って、ドロ
ップ式コンベヤ５３１が適用される場合、このロケーションは、ドロップ式コンベヤ５３
１による引き返し部分の下になる。
【０４５４】
　胸肉８がコンベヤ５３０上に到達する方向性は、トレイ５５０における提示として望ま
れる方式に厳密に一致することから、胸肉８は、コンベヤ５３０から直接トレイ５５０に
落とされてもよい。
【０４５５】
　コンベヤ５３０は、胸肉が加工デバイス５１０を出る吐出点５１２から短い距離を隔て
て進むように位置合わせされることが好適である。さらにコンベヤ５３０は、図３７に示
すように、吐出点５１２の直近に傾斜して配置される部分５３０ａを備えていれば有利で
ある。この傾斜した部分５３０ａは、下流方向へ下降する。実際には、胸肉８は、重力に
よって加工デバイスで既に下向きにぶら下がることが分かっている。結果として、傾斜を
つけて位置合わせされるコンベヤでは、胸肉のほぼ全長がコンベヤにほぼ同時に接触する
。実際には、この方法において、コンベヤの傾斜した部分５３０ａが一定の方向性での胸
肉の受入れをより確実にすることが分かっている。
【０４５６】
　トレイ５５０は、スーパーマーケットで消費者に提供される胸肉８を入れる既知の浅い
トレイであることが好適である。個々のパッケージの密封に関しては、浅いトレイはコン
ベヤ５５２によって、好適には透明なプラスチックホイルを胸肉の入った各トレイ上に付
すステーションへ運ばれてもよい。代替として、胸肉は、例えば店舗への輸送用に使用さ
れる大型トレイまたは木箱内へ落とされてもよい。
【０４５７】
　トレイ５５０は、デスタッカ５６０から供給されることが好適である。当然ながら、こ
れは、ドロップ式コンベヤ５３１に対して上流側に位置合わせされる。
【０４５８】
　加工デバイス５１０を再生可能式に出て行くものは胸肉８だけではなく、手羽部分４も
同様である。従って、手羽部分４も同じく、コンベヤ５３０’に所定の再生可能な方式で
載ることになる。コンベヤ５３０’における手羽部分４の既知の方向性も、手羽部分をパ
ックする際に使用できる。その原理は、胸肉８のパック作業と同じである。
【０４５９】
　図３８は、図３７に示す方法及びシステムの変形例を示す。この変形例では、コンベヤ
５５２はトレイ５５０を、胸肉８が加工デバイス５１０を出る、この場合はフィレッティ
ングデバイスであるロケーションへ直接供給する。この例は、本発明と組み合わせた使用
に適するＥＰ１４３０７８０Ａ１から知られるフィレッティングデバイスを使用している
。従って、この変形例では、コンベヤ５３０及びドロップ式コンベヤ５３１はもはや必要
でない。
【０４６０】
　また、図３８に示す変形例では、トレイ５５０はデスタッカ５６０から供給されること
が好適である。
【０４６１】
　図３９は、図３７及び図３８に示す実施形態の第２の変形例を示す。この変形例でも、
加工デバイス５１０は、体部位１から胸肉８及び手羽部分４を除去する。体部位の残り５
０２は、生産物キャリア５０に保持されたままである。生産物キャリア５０は、体部位１
の残り５０２を後続の加工ステーションへ運ぶ。即ち、この点に関しては、図３７、３８
及び４０に示す実施形態でも同様である。
【０４６２】
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　図３９に示す変形例でも、胸肉８は、再生可能かつ所定の方式でコンベヤ５３０に到着
する。このコンベヤ５３０は、胸肉８をロボット５２０へ運ぶ。このロボットは、第１の
アーム５２３と第２のアーム５２４とを備える。アーム５２３、５２４は、互いに対して
旋回可能に配置される。第１のアーム５２３の端には、グリッパ５２２が存在する。この
グリッパは、胸肉８を取り上げてトレイ５５０に入れる。コンベヤ５５２は、デスタッカ
５６０からロボット５２１へトレイを供給する。停止装置５５３は、胸肉８がトレイに入
るまで空のトレイ５５０がロボットを通過できないようにする。胸肉８はグリッパ５２２
に常に同じ方向性で到達することから、ロボットは常に同じ動作を実行し、胸肉８をトレ
イ５５０に所望の方式で入れることができる。
【０４６３】
　グリッパ５２２はステンレス鋼で製造されることが好適であり、かつ好適には、アーム
５２３の長手軸に対して偏心的かつ回転可能に配置される。示されている例では、グリッ
パ５２２は、１つまたは複数の吸着盤を使用して胸肉８を掴む。代替として、グリッパ５
２２は本質的に手の形であってよい。
【０４６４】
　図３９に示す変形例では、システムは検査デバイス４５０も備える。この検査デバイス
は、胸肉８に望ましくない骨部分が残っていないことを確認する、例えばＸ線装置を備え
てよい。検査デバイス４５０の代わりに、システムは採収可能な部分を目視検査する検査
ステーションを備えてもよい。このような検査システムは、画像解析システムへ接続され
るカメラを備えてよい。この方法では、この場合は胸肉８である採収可能な部分５０１の
偏差を視覚的に検査することができる。その際に、例えば、打ち傷または成功裏に除去さ
れなかった皮片も検査される。
【０４６５】
　図３９に示す変形例でも、胸肉８から分離される手羽部分４はコンベヤ５３０’へ供給
される。この場合も手羽部分は、所定の、かつ再生可能な方式でコンベヤ５３０’に落と
される。しかしながら手羽部分の場合、これは、左手羽は全てコンベヤに同様に横たわり
、かつ右手羽は全て同様に横たわる結果となることを意味する。よって図３９に示すシス
テムでは、右の手羽と左の手羽とはコンベヤ５３０’に同じようには横たわらない。しか
しながら、これは必ずしもパック作業の間の問題とはならない。パック方法は、手羽が交
互に横たわり、総じて魅力的な提示となる良好な方法が知られている。さらに、ロボット
を使用してトレイ５５０に手羽部分４を入れることもでき、そのプロセスの間、ロボット
は、左右手羽の方向性の違いを考慮する。当然ながら、この点は、図３７及び３８に示す
実施形態でも同じことである。
【０４６６】
　図４０は、図３に示す実施形態の変形例を示す。この変形例では、生産物キャリアは第
１の内側に係合せず、この変形例では体部位にまだ存在する両脚に係合する。
【０４６７】
　図４１は、本発明によるシステム及び方法の第２の実施形態を示す。この実施形態では
、加工されるべき体部位１は脚である。図４１に示す実施形態では、生産物キャリア５０
は加工されるべき体部位１を加工デバイス５１０へ前進させる。生産物キャリア５０にお
いて、脚は２本ずつ隣り合わせに吊される。生産物キャリアは、脚の足根関節の直ぐ下を
保持する。
【０４６８】
　加工デバイス５１０は、２つの回転ブレード５１１を備える。これらの回転ブレード５
１１は体部位１を、腿片は除去され、ドラムは生産物キャリアにつり下がって残るように
して切断する。この場合は、皮なし腿としても販売される腿片が採収可能な部分５０１と
なり、ドラムが体部位の残り５０２となる。
【０４６９】
　図４１の実施形態では、ロボット５２１を備える給送デバイス５２０が設けられる。こ
の例では、ロボットは、ロボットアーム５２３の長手方向に対して垂直方向へ旋回可能な
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第１のアーム５２３を備える。ロボットアーム５２３には、グリッパ５２２が嵌合されて
いる。このグリッパは、腿片９がドラム６から分離される前に、既に体部位の腿片９を掴
んでいる。回転ブレード５１１がドラムから腿片９を分離する際に、グリッパは腿片が落
下することを防止する。体部位１は生産物キャリアにて既知の所定の方向性で吊り下げら
れることから、腿片９のグリッパに対する方向性もそのまま、よって非曖昧に画定される
。次にロボットは、供給されたトレイ５５０に腿片９を、ロボットアーム５２３の１回の
回転で入れることができる。グリッパに対する腿片９の方向性は非曖昧に画定され、かつ
ロボットアームは常に同じ動作を実行することから、トレイ５５０に入れられる腿片９の
方向性は常に非曖昧に一定である。結果としてこれは、トレイにおける腿片の非曖昧な提
示を達成する。
【０４７０】
　トレイ５５０は、コンベヤ５５２によって空で供給され、いっぱいにされて除去される
ことが好適である。
【０４７１】
　図４１の実施形態では、１つのキャリア５０に２つの体部位１が隣り合わせに配置され
る。従って、図４１によるシステムは、互いに対向して配置される回転ブレード５１５と
、互いに対向して配置される２つの給送デバイス５２０とを備える。よって、当然ながら
、隣り合わせに配置される２つのコンベヤ５５２も存在する。回転ブレード、給送デバイ
ス及びコンベヤは、互いに対して鏡像式に配置される。
【０４７２】
　図４２及び図４３は、様々な加工デバイス５１０において体部位１に様々な作業が連続
して実行される、本発明の第３の変形例によるシステム及び方法の概観を示す。各加工デ
バイス５１０は、関連作業中に採収部分５０１をトレイ５５０に供給するロボットを装備
する。
【０４７３】
　トレイ５５０は、コンベヤ５５２を介して空で供給され、いっぱいにされて除去される
。システム全体は、制御システム５７０によって制御される。コンベヤ５５２は、体部位
１及び／または生産物キャリア５０の運搬方向Ｔ１に対して垂直に配置されてよい。また
、運搬方向Ｔ１に平行な配置も可能である。当然ながら、プロセス全体のレイアウトに依
存して、他の相互的配列も可能である。
【０４７４】
　記述されている本発明によるシステム及び方法の実施形態は、図４２及び図４３に示す
セットアップに使用されてよい。
【０４７５】
　図４４は、本発明によるシステム及び方法の第４の実施形態を示す。図４４の実施形態
では、この場合は例えばドラム６である採収可能な部分５０１がバッファ５８０に所定の
方向性で置かれる。ロボット５２１は、バッファから採収可能な部分５０１を１つずつ抽
出し、それをトレイ５５０に所定の方向性で入れる。ロボット５２１は、このためのグリ
ッパ５２２を装備している。またロボット５２１は、ロボットアーム５２３も備える。こ
のアームは、軸５２５の周りで回転することができる。バッファ５８０とトレイ５５０と
の相互位置にとって必要である場合、アーム５２３は可変長を有してもよい。
【０４７６】
　図４４の例では、幾つかのドラム６が１つのトレイ５５０内に入れられる。幾つかのド
ラム６を１つのトレイ５５０内に入れる魅力的かつ効率的な方法は、トレイに連続するド
ラムを交互に互いに対して１８０゜回転させて置くことである。図４４による実施形態で
は、これは、グリッパ５２２をロボットアーム５２３に対して回転可能にすることによっ
て達成される。
【０４７７】
　図４４の実施形態におけるロボット５２１は、第２のアーム５２４も有する。しかしな
がらこれは、固定された土台に固定して取り付けられる。
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【０４７８】
　図４５は、図４４の実施形態の変形例を示す。図４５に示す変形例では、１つの生産物
キャリアによって２つの採収可能な部分５０１が運ばれる。この例では、採収可能な部分
は脚の一部である。生産物キャリアは、採収可能な部分を緩衝プレートの隣接する２つの
スロット５８１、５８２内へ滑動させる。この例では、緩衝プレート５３８は複数のこの
ようなスロットを備える。スロットが部分的または完全に満たされると、緩衝プレートは
、採収可能な部分５０１がロボット５２１のリーチ内に入るように、軸５８４の周りで回
転される。ロボット５２１は、スロット５８１、５８２から毎回１つの採収可能な部分５
０１を取り出すことのできるグリッパ５２２を装備している。次に、ロボットは、取り出
した採収可能な部分５０１をトレイ５５０へ持っていく。この例では、トレイ５５０は複
数の採収可能な部分５０１を受け入れることができる。当然ながら、トレイが唯一の採収
可能な部分５０１を受け入れることも可能である。図４５に示す例では、採収可能な部分
は各々、互いに１８０゜回転されてトレイに置かれる。当然ながら、別の形状が選ばれて
もよい。しかしながら、ロボット５２１が要求する自由度の値が高くなるほど、形状はよ
り複雑になる。
【０４７９】
　図４５の例では、本システムはカメラ５４１を装備している。このカメラは、例えば、
採収可能な部分５０１が結果としてトレイ５５０の正しい位置に存在していることを確認
するために使用されてよい。カメラ５４１は、画像解析システムにリンクされていること
が好適である。
【０４８０】
　コンベヤ５５２は、空のトレイ５５０を供給し、いっぱいにされたトレイ５５０を除去
する。
【０４８１】
　図４６の変形例は、図４５の変形例に著しく類似している。しかしながら、図４６の変
形例では、グリッパは、隣接するスロット５８１、５８２から同時に２つの採収可能な部
分５０１を取り出すことができるように装備されている。
【０４８２】
　図４７の実施形態は、この概念を拡張したものである。この実施形態では、グリッパは
同じく、緩衝ディスク５８３における隣接するスロットから同時に２つの採収可能な部分
５０１を取り出す。しかしながら、今回のロボットは、同時に取り出した採収可能な部分
５０１をトレイ５５０に互いにある程度離隔させて置く。トレイ内で採収可能な部分５０
１が互いに離隔して置かれる距離は、採収可能な部分５０１の次のペアからの２つの採収
可能な部分の一方を、トレイの先に置かれた２つの採収可能な部分の間へ置くための空間
となる。この方法では、採収可能な部分５０１のトレイ５５０での良好な提示を準備する
ことができる。
【０４８３】
　図４８は、本発明によるシステム及び方法の第５の実施形態を示す。このシステムでは
、グリッパは、生産物キャリア５０から同時に２つの脚部を取り出す。次に、取り出され
た脚部５０１は、同じく例えば図１０または１１に関連して既に述べた方式でトレイ５５
０に置かれる。この実施形態でも、この場合は脚である採収可能な部分５０１がトレイに
望ましい方式で到達していることをカメラ５４１で確認することが好適である。
【０４８４】
　図４９は、ドラムを抽出しかつパックするために使用できるシステムの変形例を示す。
図４９のシステムの構造は、図４８のシステムと同じである。
【０４８５】
　図５０は、衣がついている採収可能な部分５０１と組み合わされた、本システム及び方
法の適用を示す。衣の存在は、できるだけ衣を壊さない特有の生産物キャリア５０’の使
用を必要とする。この変形例では、ロボットアーム５２３の端に取り付けられるグリッパ
５２２は、特有の生産物キャリア５０’と同じ保持原理を基礎とすることが好適である。
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【０４８６】
　図５１－５３は、本発明による方法及びシステムの範囲内の使用に適するデスタッカに
関連している。
【０４８７】
　図５１は、トレイ５５０のスタック５５１が、積層目的の容器５６１に積層される、デ
スタッカ５６０の概観を示す。トレイのスタック５５１は、２つのガイド５６６を備える
支持体５６２によって保持される。ガイド５６６は、トレイのスタックの直角方向に対し
て実質的に垂直である方向へ同時に移動することができる。デスタッカは、両ガイドを制
御する駆動装置５６７を装備している。
【０４８８】
　各ガイド５６６には、３つのベアリングプレート５６２、５６３、５６４が付着される
。前部ベアリングプレート５６３及び後部ベアリングプレート５６５は、ガイド５６６と
ほぼ同じ高さに配置され、真ん中のベアリングプレート５６４はさらに高く配置される。
デスタッカに嵌合されると、両ガイドのベアリングプレートは、図５３で分かるように互
いに向き合う。
【０４８９】
　デスタックは、下記のように行われる。最初の状況では、トレイ５５０のスタック５５
１は第１のベアリングプレート５６３に載っている（図５３Ａ参照）。次に、両ガイド５
６６は同時にその長手方向へ移動される。この移動の大きさ及び方向は、真ん中のベアリ
ングプレート５６４が容器５６１の下に横たわるようにする。真ん中のベアリングプレー
ト５６４は第１の、または前部ベアリングプレート５６３より高く配置されていることか
ら、スタック５６１の底部トレイ５５０は支持されなくなる。ここで、真ん中のベアリン
グプレートはスタック５５１の底から２番目のトレイを支持している。底部トレイ５５０
は、デスタッカの下に位置合わせされているコンベヤ５５２上へ落下する。
【０４９０】
　次に、ガイド５６６は同時に、スタック５５１が第３の、または後部ベアリングプレー
ト５６５によって支持されるようにさらに移動する。この目的に沿って、両ガイド５６６
は、後部または第３のベアリングプレート５６５が容器５６１の下を移動するようにさら
に移動される。ガイド５６６の反対方向への次の移動で、トレイ５５０はもう一度スタッ
クからリリースされる。このようにして、トレイは各ストローク（即ち、ガイドの一方向
への動作）にリリースされる。
【０４９１】
　実際には、全てのトレイが重力の影響下でスタックから落下するわけではない。スタッ
クにおけるトレイは、ときに互いにあまりにぴったりと押しつけられていて、ベアリング
プレートによって支持されなくなってもスタックの底のトレイがその位置に留まることが
ある。これらの状況下でもデスタッカの確実な作業を達成するために、有利な実施形態で
は、真ん中の第２のベアリングプレートは縁５６８、５６８’を有し、第２のベアリング
プレートがスタックの下へ移動されると、これがスタックの底部トレイを押し下げる。図
５２Ｂ及び図５２Ｃは、縁５６８、５６８’の変形例を示す。
【０４９２】
　図５２Ｂに示す変形例では、縁５６８はガイド５６６の軸方向へ延びる。縁５６８の傾
斜した部分は、第２のベアリングプレート５６４がスタック（底部トレイ以外）を支持し
始めると、スタックにて底部トレイを押し下げる。図５２Ｃに示す変形例では、ガイド５
６６の軸方向を横断して延びる第２のベアリングプレート５６４の側面は傾斜した縁５６
８’を装備している。この傾斜した縁５６８’は、ベアリングプレート５６４の関連の縁
を下に曲げることによって容易に形成することができる。
【０４９３】
　代替実施形態では、各ガイド５６６はベアリングプレート５６３及び５６４のみを備え
る。リリースの後、この実施形態におけるガイド５６６はそれ以上同じ方向へは移動され
ず、最初に第２のベアリングプレート５６４に載っていたスタックが次にベアリングプレ
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ート５６３に再度載ることになるように、反対方向へ後退される。よって、ガイドの後続
動作により、次のトレイ５５０がリリースされる。この実施形態では、トレイは各ストロ
ークではリリースされず、往復動作毎に（よって、２ストローク毎に１回）リリースされ
る。
【０４９４】
　両ガイドの駆動装置５７０は、異なる方法で実現されてよい。実際には、空気圧式の駆
動装置の使用によって適切な結果を達成できることが分かっている。他の駆動装置、例え
ば歯車式のギヤラックと組み合わされた電気モータも考えられる。
【０４９５】
　本発明の第８の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法を含み、
　当該方法は、
　加工デバイスを使用して前記体部位に対し加工を実行する工程であって、前記体部位は
、前記加工デバイスに対して所定の位置及び方向性を有し、前記加工の間、前記体部位の
少なくとも１つの採収可能な部分を前記体部位の他の部分から分離する工程と、
　給送デバイスを使用して、前記採収可能な部分をトレイまで運ぶ工程であって、前記給
送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイスに対する前記採収
可能な部分の前記方向性を基礎として既知である工程と、
　前記体部位の前記採収可能な部分を前記トレイに所定の位置及び所定の方向性で置く工
程と、
を含む。
【０４９６】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記採収可能な部分を、前記
トレイに置く前にバッファ内に所定の方向性で置く。
【０４９７】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記給送デバイスはコンベヤ
を備え、前記採収可能な部分は前記コンベヤ上へ所定の方向性で載る。好ましくは、前記
採収可能な部分を前記トレイにドロップ式コンベヤによって置く。
【０４９８】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記給送デバイスはロボット
を備える。好ましくは、前記ロボットは前記採収可能な部分を前記トレイに入れる。好ま
しくは、前記採収可能な部分を前記体部位の残りから分離する間、前記ロボットは前記採
収可能な部分を保持する。この好ましい実施形態において、前記ロボットが前記採収可能
な部分を前記トレイに入れ、前記採収可能な部分を前記体部位の残りから分離する間、前
記ロボットは前記採収可能な部分を保持する場合は、好ましくは、前記ロボットは前記採
収可能な部分を、前記採収可能な部分が前記体部位の残りから分離される時点から、前記
採収可能な部分が前記トレイに置かれるまで保持する。
【０４９９】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記給送デバイスはロボット
を備え、好ましくは、前記ロボットは少なくとも１つの第１のアームを備える。好ましく
は、前記第１のアームは第１の回転軸の周りに回転可能であり、前記第１の回転軸は、前
記第１のアームの長手方向に対して実質的に垂直に配置されている。好ましくは、前記第
１のアームは可変長を有する。好ましくは、前記ロボットは前記第１のアームへ蝶番で連
接される第２のアームをさらに有し、前記第２のアームは固定された延長可能または旋回
可能な取付けを有する。
【０５００】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記給送デバイスはロボット
を備え、好ましくは、体部位の採収可能な部分を幾つか連続して置く場合、前記ロボット
は常に同じ動作をする。
【０５０１】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記給送デバイスはグリッパ
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を備え、前記採収可能な部分を前記トレイに供給する間、前記グリッパを前記採収可能な
部分を掴むために使用する。好ましくは、前記グリッパはステンレス鋼製である。好まし
くは、前記グリッパをロボットアームへ偏心的に取り付ける。好ましくは、前記グリッパ
をロボットアームへ偏心的に取り付け、前記グリッパは前記ロボットアームに対して回転
可能である。好ましくは、前記体部位の残りから前記採収可能な部分を分離する間、前記
グリッパは前記体部位の前記採収可能な部分を保持する。
【０５０２】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記採収可能な部分は望まし
くない骨部分に関してチェックを受ける。好ましくは、望ましくない骨部分の前記チェッ
クを、Ｘ線装置を使用して実行する。
【０５０３】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記採収可能な部分を視覚的
に検査する。好ましくは、前記視覚的な検査を、カメラを使用して実行する。
【０５０４】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記採収可能な部分は望まし
くない骨部分に関してチェックを受け、および／または、前記採収可能な部分を視覚的に
検査し、前記チェックまたは検査を、前記採収可能な部分を前記トレイに置いた後に実行
する。
【０５０５】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、１つまたは複数の体部位から
の幾つかの採収可能な部分をトレイに置く。好ましくは、前記採収可能な部分を前記トレ
イで互いに対して所定の位置に置く。好ましくは、前記トレイで両方の採収可能な部分の
所望される相互位置を達成するために、前記トレイを、前記トレイに置かれる第１の採収
可能な部分と後続の採収可能な部分との間で移動させる。好ましくは、幾つかの採収可能
な部分を前記トレイに同時に置く。
【０５０６】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位の前記採収可能な
部分は胸肉である。
【０５０７】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記体部位の前記採収可能な
部分は脚または脚の一部である。
【０５０８】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記採収可能な部分には衣が
つけられている。
【０５０９】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記トレイは前記採収可能な
部分の輸送用パッケージも形成する。
【０５１０】
　本発明の第８の態様による方法の好ましい実施形態では、前記トレイを、デスタッカか
ら、採収可能な部分が前記トレイに置かれるロケーションまで供給する。好ましくは、こ
の方法はさらに、
　少なくとも２つのトレイより成るスタックをホルダに置く工程と、
　キャリアを使用して、前記トレイのスタックを支持する工程であって、前記キャリアは
同時に動作可能な２つのガイドを備え、前記ガイドの各々は連続する第１、第２及び第３
のベアリングプレートを備え、前記第１及び第３のベアリングプレートは互いにほぼ同一
線上にあり、前記第２のベアリングプレートは前記第１及び第３のベアリングプレートよ
り高く、前記トレイのスタックは前記第１のベアリングプレートに支持されている、工程
と、
　前記第２のベアリングプレートが前記スタックの底から２番目のトレイを支持し、且つ
前記スタックの底のトレイが支持されなくなるように、前記ガイドを同時に移動させる工



(81) JP 2013-46635 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

程と、
　前記第３のベアリングプレートがその時点で前記スタックの底になったトレイを支持す
るように、前記ガイドを同時にさらに移動させる工程と、
を含む。
【０５１１】
　本発明の第８の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するためのシステムをさらに含
み、
　当該システムは、
　前記体部位を保持するための生産物キャリアと、
　前記体部位に加工を実行するための加工デバイスであって、前記体部位は加工方向に対
して所定の位置及び方向性にあり、前記加工の間に前記体部位の少なくとも１つの採収可
能な部分が前記体部位の他の部分から分離されている、加工デバイスと、
　前記体部位の前記採収可能な部分をトレイ内へ供給するための起動可能な給送デバイス
であって、前記給送デバイスに対する前記採収可能な部分の方向性は、前記加工デバイス
に対する前記採収可能な部分の前記方向性を基礎として既知であるデバイスと、
　前記給送デバイスが前記採収可能な部分を所定の位置及び所定の方向性で置くことがで
きるトレイを保持するためのパッケージステーションと、
を備える。
【０５１２】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、さらに、１つまたは複数
の採収可能な部分をこれらが前記トレイ内へ置かれる前に受け入れるためのバッファを備
え、前記バッファに前記採収可能な部分が留まる間の各採収可能な部分の方向性は既知で
ある。
【０５１３】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記給送デバイスはコン
ベヤを備える。好ましくは、前記給送デバイスは、前記採収可能な部分を前記トレイに置
くためのドロップ式コンベヤをさらに備える。
【０５１４】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記給送デバイスはロボ
ットを備える。好ましくは、前記ロボットは第１のアームと第２のアームとを備える。好
ましくは、前記第２のアームは第１の回転軸の周りで旋回可能であり、前記第１の回転軸
は前記第２のアームの長手方向に対して実質的に垂直に配置される。好ましくは、少なく
とも前記第２のアームは可変長である。好ましくは、前記第１のアームは固定式の取付け
を有する。
【０５１５】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記給送デバイスは、前
記採収可能な部分が前記トレイに供給される間に前記採収可能な部分を掴むためのグリッ
パを備える。好ましくは、前記グリッパはステンレス鋼製である。好ましくは、前記グリ
ッパはロボットアーム上へ偏心的に取り付けられる。好ましくは、前記グリッパはロボッ
トアーム上へ偏心的に取り付けられ、前記グリッパは前記ロボットアームに対して回転可
能である。
【０５１６】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記システムはさらに、
前記採収可能な部分を望ましくない骨部分に関してチェックするためのチェックデバイス
を備える。好ましくは、前記チェックデバイスはＸ線装置を備える。
【０５１７】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記採収可能な部分を視
覚的に検査する検査ステーションをさらに備える。好ましくは、前記検査ステーションは
カメラを備える。
【０５１８】
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　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、前記トレイに両方の採収
可能な部分の所望される相互位置を達成するために、前記トレイに置かれる第１の採収可
能な部分と後続の採収可能な部分との間で前記トレイを変位させる変位デバイスをさらに
備える。
【０５１９】
　本発明の第８の態様によるシステムの好ましい実施形態では、採収可能な部分がトレイ
内へ置かれるロケーションへ前記トレイを供給するデスタッカをさらに備える。好ましく
は、前記デスタッカは、
　トレイのスタックを包含する容器と、
　前記トレイのスタックを支持するキャリアであって、同時に動作可能な２つのガイドを
有し、前記ガイドの各々は連続する第１、第２及び第３のベアリングプレートを有し、前
記第１及び第３のベアリングプレートは互いに実質的に同一線上にあり、前記第２のベア
リングプレートは前記第１及び第３のベアリングプレートより高いキャリアと、
　前記ガイドを同時に動作させる駆動装置と、
を備える。好ましくは、前記第２のベアリングプレートは、前記スタックから除去される
べきトレイを押し下げるための少なくとも１つの縁をさらに備える。
【０５２０】
　図１Ａ、１Ｂ及び５に示される筋肉のラテン語名リスト
Ａ１　－　Ｍ．ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ　ｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌｉｓ
Ａ２　－　Ｍ．ｏｂｌｉｑｕｕｓ　ｅｘｔｅｒｎｕｓ　ａｂｄｏｍｉｎｉｓ
Ａ３　－　Ｍ．ｏｂｌｉｑｕｕｓ　ｉｎｔｅｒｎｕｓ　ａｂｄｏｍｉｎｉｓ
Ａ４　－　Ｍ．ｃｕｔａｎｅｕｓ　ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ
Ａ５　－　Ｍ．ｃｕｔａｎｅｕｓ　ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ　ｃａｕｄａｌｉｓ
Ａ６　－　Ｍ．ｐａｔａｇｉａｌｉｓ
Ａ７　－　Ｍ．ｔｅｎｓｏｒ　ｐａｔａｇｉｉ　ｌｏｎｇｕｓ
Ａ８　－　ｃｕｔａｎｅｕｓ　ｃｏｓｔｏｈｕｍｅｒａｌｉｓ
Ａ９　－　Ｍ．ｃｕｔａｎｅｕｓ　ｉｌｉａｃｕｓ
Ａ１０　－　Ｍ．ｂｉｃｅｐｓ　ｂｒａｃｈｉｉ
Ａ１１　－　Ｍ．ｔｒｉｃｅｐｓ　ｂｒａｃｈｉｉ，ｃａｐｕｔ　ｍｅｄｉａｌｅ
Ａ１２　－　Ｍ．ｅｘｐａｎｓｏｒ　ｓｅｃｕｎｄａｒｉｕｍ
Ａ１３　－　Ｍ．ｔｒｉｃｅｐｓ　ｂｒａｃｈｉｉ，ｃａｐｕｔ　ｄｏｒｓａｌｅ
Ａ１４　－　Ｍ．ｌａｔｉｓｓｉｍｕｓ　ｄｏｒｓｉ，ｐａｒｓ　ｃｒａｎｉａｌｉｓ
Ａ１５　－　Ｍ．ｔｅｒｅｓ　ｍａｊｏｒ　ｅｔ　ｉｎｆｒａｓｐｉｎａｔｕｓ
Ａ１６　－　Ｍ．ｌａｔｉｓｓｉｍｕｓ　ｄｏｒｓｉ，ｐａｒｓ　ｃａｕｄａｌｉｓ
Ａ１７　－　Ｍ．ｒｈｏｍｂｏｉｄｅｕｓ
Ａ１８　－　Ｍ．ｓｅｒｒａｔｕｓ　ｍａｇｎｕｓ
Ａ１９　－　Ｍ．ｌｅｖａｔｏｒ　ｃａｕｄａｅ
Ａ２０　－　Ｍ．ｌｅｖａｔｏｒ　ｒｅｃｔｒｉｃｕｍ
Ａ２１　－　Ｍ．ｄｅｐｒｅｓｓｏｒ　ｃａｕｄａｅ
Ａ２２　－　Ｍ．ｂａｓｉｒｅｃｔｒｉｃａｌｅｓ
Ａ２３　－　Ｍ．ｄｅｐｒｅｓｓｏｒ　ｒｅｃｔｒｉｃｕｍ
Ａ２４　－　Ｍ．ｃａｕｄａｌｉｓ　ｌａｔｅｒａｌｉｓ
Ａ２５　－　Ｍ．ｌｅｖａｔｏｒ　ａｎｉ
Ａ２６　－　Ｍ．ｔｒａｎｓｖｅｒｓｕｓ　ｐｅｒｉｎｅｉ
Ａ２７　－　Ｍ．ｓｐｈｉｎｃｔｅｒ　ａｎｉ
Ａ２８　－　Ｂｕｒｓａ　Ｆａｂｒｉｃｉｉ
Ｂ１　－　Ｍ．ｂｉｃｅｐｓ　ｂｒａｃｈｉｉ
Ｂ２　－　Ｍ．ｔｒｉｃｅｐｓ　ｂｒａｃｈｉｉ
Ｂ３　－　Ｍ．ｅｘｐａｎｓｏｒ　ｓｅｃｕｎｄａｒｉｕｍ
Ｂ４　－　Ｍ．ｌａｔｉｓｓｉｍｕｓ　ｄｏｒｓｉ
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Ｂ５　－　Ｍ．ｔｅｒｅｓ　ｍａｊｏｒ　ｅｔ　ｉｎｆｒａｓｐｉｎａｔｕｓ
Ｂ６　－　Ｍ．ｓｅｒｒａｔｕｓ　ｍａｇｎｕｓ
Ｂ７　－　Ｍ．ｓｅｒｒａｔｕｓ　ｖｅｎｔｒａｌｉｓ
Ｂ８　－　Ｍｍ．ｌｅｖａｔｏｒｅｓ　ｃｏｓｔａｒｕｍ
Ｂ９　－　Ｍ．ｓｔｅｒｎｏｃｏｓｔａｌｉｓ
Ｂ１０　－　ｏｂｌｉｑｕｕｓ　ｅｘｔｅｒｎｕｓ　ａｂｄｏｍｉｎｉｓ
Ｂ１１　－　Ｍ．Ａｐｏｎｅｕｒｏｉｓ　ｍ．ｏｂｌｉｑｕｉ　ｅｘｔｅｒｎｉ　ａｂｄ
ｏｍｉｎｉｓ
Ｂ１２　－　Ｍｍ．ｉｎｔｅｒｃｏｓｔａｌｅｓ　ｅｘｔｅｒｎｉ
Ｂ１３　－　Ｍｍ．ｓｕｂｃｏｓｔａｌｅｓ
Ｂ１４　－　Ｍ．ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ　ｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌｉｓ
Ｂ１５　－　Ｍ．ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ　ｐｒｏｆｕｎｄｕｓ
Ｂ１６　－　Ｍ．ｃｏｒａｃｏｂｒａｃｈｉａｌｉｓ　ｅｘｔｅｒｎｕｓ
Ｂ１７　－　Ｍ．ｃｏｒａｃｏｂｒａｃｈｉａｌｉｓ　ｉｎｔｅｒｎｕｓ
Ｂ１８　－　Ｍ．ｃｏｒａｃｏｂｒａｃｈｉａｌｉｓ　ｄｏｒｓａｌｕｓ
Ｂ１９　－　Ｍ．ｓｕｂｓｃａｐｕｌａｒｉｓ

【図１】 【図１Ａ】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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【図２９】 【図３０】

【図３１ａ】 【図３１ｂ】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】

【図４４】 【図４５】
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【図４６】 【図４７】

【図４８】 【図４９】
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【図５０】 【図５１】

【図５２ａ】

【図５２ｂ】

【図５２ｃ】

【図５３ａ】
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【図５４】 【図５５】

【図５５Ａ】 【図５５Ｂ】
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【図５５Ｃ】 【図５６】

【図５７】

【図５８】

【図５９ａ】
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【図６０】 【図６１】

【図６２】

【図６３】 【図６４】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月22日(2012.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５２】
【図１】本発明の第１の態様による切込みを含む体部位の例を示す。
【図１Ａ】体部位の解剖学的構造の概観であり、腹筋組織を示す。
【図１Ｂ】体部位の解剖学的構造の概観であり、デルタボーンを示す。
【図１Ｃ】上にフロントハーフを含む生産物キャリアを示す。
【図１Ｄ】生産物キャリア上のブレストキャップの配置を示す。
【図１Ｅ】生産物キャリア上のブレストキャップの配置を示す。
【図１Ｆ】生産物キャリアの代替例を示す。
【図１Ｇ】加工されるべき体部位として手羽付きのブレストキャップを含む図１Ｆの代替
生産物キャリアを示す。
【図１Ｈ】加工されるべき体部位として手羽なしのブレストキャップを含む図１Ｆの代替
生産物キャリアを示す。
【図２】本発明の第１の態様による方法及びデバイスの一部の第１の例を示す。
【図３】本発明の第１の態様による方法及びデバイスの一部の第２の例示的な実施形態を
示す。
【図４】図３によるデバイスの一部を示す。
【図５】体部位を示す線画である。
【図６】本発明の第２の態様によるデバイスにおける、本発明の第２の態様による方法の
第１の段階を示す。
【図７】本発明の第２の態様によるデバイスにおける、本発明の第２の態様による方法の
第２の段階を示す。
【図８ａ】屠殺された家禽の体部位内の切込みの可能な実施形態を示す。
【図８ｂ】屠殺された家禽の体部位内の切込みの可能な実施形態を示す。
【図９】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様によ
る方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１０】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様に
よる方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１１】本発明の第５の態様による方法の第１の段階における、本発明の第５の態様に
よる方法及びデバイスの第１の実施形態の一部を示す。
【図１２】体部位の背からの背部の肉の剥ぎ取りを図式的に示す。
【図１３】本発明の第５の態様による方法の第２の実施形態の第１の段階を示す。
【図１４】本発明の第５の態様による方法の第２の実施形態の第２の段階を示す。
【図１５】本発明の第５の態様による方法及びデバイスの変形例の一部を示す。
【図１６】本発明の第５の態様による方法及びデバイスの変形例の一部であって、本発明
の第５の態様による方法の幾分か後の段階を示す。
【図１７ａ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｂ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｃ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｄ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｅ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１７ｆ】本発明の第６の態様による方法の例における様々な段階を示す。
【図１８】本発明の第６の態様によるデバイスの一実施形態の概観を示す。
【図１９】胸骨の両側に仮の切込みを入れることを示す。
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【図２０】生産物キャリア５０によって保持される間に体部位を第１のスクレーパを渡っ
て案内することを示す。
【図２１】生産物キャリア５０によって保持される間に体部位を第１のスクレーパを渡っ
て案内することを示す。
【図２２】胸骨の両側に仮の切込みを入れることを示す断面図である。
【図２３】掻き取りの間の体部位、第１のスクレーパ部材及びガイドを示す断面図である
。
【図２４】第１のスクレーパによる掻き取りを示す詳細図である。
【図２５】第２のスクレーパ部材による掻き取りを示す断面図である。
【図２６】第２のスクレーパによる掻き取りを示す詳細図である。
【図２７】起動可能なブレードの非活動位置を示す。
【図２８】体部位における切込みの位置及び掻き取って遊離されるべき胸肉の部分を示す
。
【図２９】本発明の第４の態様によるデバイスの概観を示す。
【図３０】本発明の第４の態様による方法の第１の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３１ａ】図３０の状況を示す断面図である。
【図３１ｂ】図３０の状況を示す断面図である。
【図３２】本発明の第４の態様による方法の第２の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３３】本発明の第４の態様による方法の第３の段階を実行中の図２９のデバイスを示
す。
【図３４】図３３の状況を示す断面図である。
【図３５】本発明の第４の態様の好適な一実施形態によるスクレーパ部材を示す立面斜視
図である。
【図３６】図３５によるスクレーパ部材の側面図である。
【図３７】本発明の第８の態様による方法及びシステムの第１の実施形態を示す。
【図３８】図３７によるシステムの変形例を示す。
【図３９】図３７によるシステム及び方法の第２の変形例を示す。
【図４０】異なる生産物キャリアを使用する、図３９のシステムを示す。
【図４１】本発明によるシステム及び方法の第２の実施形態を示す。
【図４２】本発明によるシステム及び方法の第３の実施形態を示す。
【図４３】本発明によるシステム及び方法の第４の実施形態を示す。
【図４４】図４３に示す実施形態の変形例である。
【図４５】図４４に示すシステム及び方法の変形例である。
【図４６】図４３－４５に示す実施形態の変形例である。
【図４７】本発明によるシステム及びデバイスの第５の実施形態を示す。
【図４８】図４７によるシステム及び方法の変形例を示す。
【図４９】本発明によるシステム及びデバイスの第６の実施形態を示す。
【図５０】適切なデスタッカの一実施形態を示す。
【図５１ａ】図５０のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５１ｂ】図５０のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５１ｃ】図５０のデスタッカに使用されるガイドを示す。
【図５２ａ】デスタックされているトレイを図式的に示す。
【図５２ｂ】デスタックされているトレイを図式的に示す。
【図５３】本発明の第３の態様によるたくり上げ手段を示す。
【図５４】本発明の第３の態様によるデバイスの一部の概観を示す。
【図５４Ａ】図１Ｆの代替生産物キャリアと組み合わされた、本発明の第３の態様による
デバイスの例を示す。
【図５４Ｂ】図５４Ａに示すデバイスの代替実施形態である。
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【図５４Ｃ】図５４Ａに示すデバイスの別の代替実施形態である。
【図５５】本発明の第６の態様による方法を実行するためのデバイスの代替実施形態を示
す。
【図５６】図５５によるデバイスの一部を上から見たものである。
【図５７】図５５によるデバイスの一部の側面図である。
【図５８ａ】図５５－５７によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図５８ｂ】図５５－５７によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図５８ｃ】図５５－５７によるデバイスを使用して本発明の第６の態様による方法を実
行する間の、体部位と、Ｖ字形に取り付けられた回転ブレードとの相対動作を示す。
【図５９】本発明の第７の態様によるデバイスの一実施形態を示す。
【図６０】図５９による実施形態の側面図である。
【図６１】叉骨が除去された後の体部位の首側の開口を示す。
【図６２】手羽の関節領域における筋肉を示す。
【図６３】図１Ｆの代替生産物キャリアと組み合わされた図６０によるデバイスを示す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２４】
　図５３及び図５４は、本発明の第３の態様によるデバイスの一部を示す。 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２５】
　図５３は、たくり上げ手段８００を示している。このたくり上げ手段８００は、歯８０
１を有する。この側面図では、歯８０１から成る複数の歯８０２は、直線状ではなく弧状
に配置されている。 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２６】
　たくり上げ手段８００内には、空気ダクト８１０が収容されている。これらの空気ダク
ト８１０は各々、入口８１１と、出口８１２とを有する。入口８１１は、全て共通の給気
装置８１５へ結合されている。給気の前に、空気は大気圧より高い圧力で空気ダクト８１
０まで供給されてよい。この空気は、歯８０１より成る複数の歯８０２内に導入されてい
る出口８１２を介して空気ダクトを出る（図５３における矢印Ｌ参照）。 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３４】
　図５４は、本発明の第３の態様によるデバイスの一部の概観を示す。 
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３５】
　図５４は、それ自体が既知である皮剥ぎ手段８４０を示し、これは、合同して動作する
２対の皮剥ぎローラ８４１を備える。皮剥ぎローラ８４１は各々、螺旋形の輪郭８４２を
有する。図５４に示す例は、その長手軸を運搬方向にして配置された皮剥ぎローラ８４１
を示している。代替として、皮剥ぎローラは、その長手軸を運搬方向Ｔに対して実質的に
垂直にして配置されることも可能である。皮剥ぎローラは主として水平に取り付けられる
ことが好適であるが、垂直の取付けも可能である。 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３６】
　図５４の実施形態は、さらに、給気装置８１５にバルブ８２５を備える。給気装置８１
５は、例えばエアボトルまたは圧縮空気供給装置である増大された圧力下にある空気源８
２７との接続または分離をバルブ８２５によって行うことができる。バルブ８２５は、た
くり上げ手段８００がその始動位置にあるとき、即ち、通過する体部位によってたくり上
げ手段８００が押し下げられていないときに源８２７からの給気装置８１５を開く。この
ようにして、汚染物は、連続する２つの体部位の通過の間に歯から吹き飛ばされる。 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３７】
　図５４の実施形態は、さらに、たくり上げ手段８００の位置を検出するセンサ８２３を
備える。センサ８２３は、例えば光センサ、超音波検出器またはフィーダ付きの機械セン
サであってもよい。 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４８】
　図５４Ａは、図１Ｆに示す代替生産物キャリアと組み合わされた、本発明の第３の態様
によるデバイスの例を示す。図５４Ａに示す例の場合、加工されるべき体部位１は手羽な
しのブレストキャップである。しかしながら、図５４Ａ、５４Ｂまたは５４Ｃによるデバ
イスは、例えば手羽付きのブレストキャップ、手羽なしのフロントハーフまたは手羽付き
のフロントハーフを加工するためにも使用可能である。 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４９】
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　図５４Ａによるデバイスでは、本例では手羽なしのブレストキャップである加工される
べき体部位１は、生産物キャリア５０＊によって固定的に保持される。生産物キャリア５
０＊は各々、輪郭５６＊上を運搬方向Ｔ１へ移動できるトロリ５５＊への回転可能な連結
部を有する。トロリ５５＊同士は、鎖またはケーブル５７＊によって互いに連結される。
 
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５１】
　生産物キャリア５０＊が加工されるべき体部位１を図５４Ａによるデバイスを通過して
運ぶと、体部位１は、まずたくり上げ手段８４０にぶつかる。このたくり上げ手段は、図
５３及び５４に関連して先に述べたようなタイプのものである。 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５４】
　図５４Ａの例では、例えば、たくり上げ手段が矢印８６０、８６１及び／または８６５
に従って移動可能であれば好適である。この可動性は、体部位１を加工する必要のない時
点で生産物キャリアに対するたくり上げ手段８００の位置を調節する可能性によって実現
されてもよい。この方法では、例えば、加工されるべき次の家禽群の予想されるサイズ、
または、例えばブレストキャップからフロントハーフへ、もしくはその逆に変わる場合の
加工されるべき体部位の形状を考慮することができる。 
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５６】
　たくり上げ手段８００を通過後、加工されるべき体部位１は皮剥ぎ手段に到達する。図
５４Ａに示す例では、皮剥ぎ手段８４０は、それ自体既知であるタイプの４つの皮剥ぎロ
ーラ８４１を備える。これらの皮剥ぎローラは全て螺旋形の輪郭８４２を備え、作動中は
対で反対方向へ回転する。皮剥ぎローラによる矢印８６２方向への集合的動作は、皮剥ぎ
ローラ８４１を加工されるべき体部位１へ押し当てる。その結果、輪郭８４２はたくり上
げられた皮に係合し、皮剥ぎローラ８４１の回転と皮剥ぎローラ８４１に対する生産物キ
ャリア５０＊の運搬方向Ｔ１への動作とが組み合わさって、加工されるべき体部位から皮
７５（本例では、胸部の皮）が１つまたは複数の小片となって引き離される。示されてい
る皮剥ぎローラ８４１の代替として、ディラインディングローラが使用されてもよい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５７】
　図５４Ａの例では、皮剥ぎローラは、その長手軸を実質的に運搬方向Ｔ１に向けて取り
付けられる。代替として、これらのローラは、運搬方向Ｔ１に対して水平または垂直、実
質的には直角に取り付けられてもよい。 
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【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５８】
　また、ローラが実質的に水平に、但しこの場合、運搬方向Ｔ１に対して角度をつけて、
よって好適には、加工されるべき体部位１の経路と皮剥ぎローラとの間隔が皮剥ぎローラ
８４１の下流端より皮剥ぎローラ８４１の上流端において大きくなるように取り付けられ
る変形例を考えることもできる。これは、加工されるべき体部位の皮剥ぎ手段８４０への
正しい進入を促進する。図５４Ａによるデバイスの単純な実施形態では、皮剥ぎローラ８
４１のこのような配置は、皮剥ぎローラ８４１の方向８６２への動作を部分的または完全
に冗長にすることができる。 
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２６０】
　図５４Ａの例では、センサ８２３＊は、給気装置の開閉、及び適切であればたくり上げ
手段の空気ダクトにおける低圧力の制御及び時間調節に使用される。たくり上げ手段８０
０の位置を検出する図５４の例のセンサ８２３とは対照的に、センサ８２３＊は、給気装
置の開閉を制御しかつ時間調節し、かつ必要であれば、たくり上げ手段の空気ダクトに低
圧力を適用するために、生産物キャリア５０＊を伴うトロリ５５＊の通過を検出する。 
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２６１】
　図５４Ｂは、図５４Ａによるデバイスの変形例を示す。一致する符号は、一致するパー
ツを示している。図５４Ｂに示す変形例では、たくり上げ手段８００と皮剥ぎ手段８４０
との間に制御要素６０＊が配置されている。この制御要素６０＊は、生産物キャリア５０
＊が制御要素６０＊を通過すると生産物キャリア５０＊の歯車５４＊に係合し、矢印５２
＊に従った回転を実行する。この係合は、生産物キャリア５０＊が、例えば４５度または
９０度を超えて回転される体部位１が皮剥ぎ手段８４０を通り過ぎて案内されるように回
転することを保証する。皮剥ぎローラ８４１に対する体部位１の位置は、１つまたは複数
の制御要素６０＊を使用することによって最適化されてもよい。 
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２６２】
　図５４Ｃは、図５４Ａ及び５４Ｂに示すデバイスのさらなる変形例である。この変形例
では、各々が螺旋形の輪郭８４２を有する１対の皮剥ぎローラ８４１が装着される。この
例では、皮剥ぎローラ８４１は垂直から僅かな角度を付けて取り付けられる。しかしなが
ら、完全に垂直な配置も可能である。この場合もやはり、皮剥ぎローラ８４１は、好適に
は少なくとも矢印８６６に従って、かつ好適には作動中も集合的に移動されてもよい。 
【手続補正１９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２６３】
　熟練者には、図５４、５４Ａ、５４Ｂ及び５４Ｃに示されているものの組合せも可能で
あることが明らかであろう。 
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３８７】
　図５５は、本発明の第６の態様による方法を実装するためのデバイスの代替実施形態を
示す。図５６は、図５５によるデバイスの一部を上から見たものであり、図５７は、図５
５によるデバイスの一部の側面図である。 
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３８８】
　図５５－５７による実施形態の第１の部分は、図１８による実施形態の第１の部分と同
じである。この場合もやはり、回転ブレード４０１並びに弾性的に取り付けられたガイド
４０５及び生産物検出器４５６が備えられている。図５５－５７による実施形態の第１の
部分が動作する方法は、図１８による実施形態の第１の部分が動作する方法と同じである
。 
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３８９】
　図５５－５７による実施形態の第２の部分は、図１８による実施形態の第２の部分と大
体は同じである。図５５－５７Ａによる例では、異なる形式の第１のスクレーパ部材４７
１ａ、ｂが装着される。図５５－５７の例では、スクレーパ部材４７１ａ、ｂの下流端は
上流端より高く位置合わせされる。この場合の「下流」及び「上流」は、加工されるべき
体部位の主たる運搬方向Ｔ１に関連している。図５６及び図５７は、本例に適用されるス
クレーパ部材４７１ａ、ｂの形状をより詳しく示している。掻き取りエッジ４７１ａ、ｂ
は、非切断的に設計され（即ち、鋭い機能的な切断エッジは存在しない）、側面４７３ａ
、ｂは斜めに下降する。スクレーパ部材４７１ａ、ｂは、軸４４５の周りで矢印Ｒ１０に
従って傾斜角を変更可能である。スクレーパ部材４７１ａ、ｂは、スクレーパ部材４１２
ａ、ｂと全く同じようにオン／オフを切換することができる。スクレーパ部材４７１ａ、
ｂのオン／オフ切換は、生産物検出器４５６からの信号を基礎として制御されることが好
適である。 
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０３９１】
　図５５－５７によるもののようなスクレーパ部材４７１ａ、ｂは、図１８に示すデバイ
スにも使用されてもよい。反対に、図５５－５７によるスクレーパ部材４１２ａ、ｂが、
図５５によるデバイスに使用されてもよい。 
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９２】
　図５５－５７によるデバイスは、さらに、体部位１をそれが第１のスクレーパ４０２上
を前進される間に支持しかつ位置合わせするための少なくとも第２のガイド４０６を備え
る。第２のガイド４０６は、支持体４６０に取り付けられる。また、この支持体４６０に
は、安全上の理由からデバイスを遮蔽する遮蔽プレート（不図示）が取り付けられてもよ
い。 
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９３】
　また、図５５－５７の例示的な実施形態に示すデバイスの第２の部分は、ガイドプレー
ト４６１も備える。このガイドプレート４６１は、第２のガイド４０６へ連結され、水平
に対して傾斜されて存在し、デバイスを横断する方向へ延びる。ガイドプレートは、デバ
イスの長手方向（即ち、作動中の体部位の運搬方向Ｔ１と同じ方向）へ、第１のスクレー
パ４０２の前側の点から第２のスクレーパ４０３の少なくとも一部へ隣接するまで延びる
。本デバイスにはこのようなガイドプレート４６１が２つ存在し、これらはスクレーパ４
０２の両側にある。ガイドプレートは、先に引き離された肉の部分がスクレーパ４０２の
近傍に入らないようにする。 
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９４】
　図５５－５７の例において、本デバイスの第３の部分の設計は、図１８における設計と
は異なる。図５５－５７の例では、図１８の起動可能なブレード４０４を有する第２のス
クレーパ４０３が、スクレーパ部材４７５ａ、ｂ及び回転ブレード４８０ａ、ｂに置換さ
れている。スクレーパ部材４７５ａ、ｂは、合わせて第２のスクレーパ４０３を形成する
。 
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９５】
　図５６において明らかに分かるように、回転ブレード４０８ａ、ｂはＶ字形に配置され
る。回転ブレード４８０ａ、ｂは、上流側で下流側よりも大きく離隔されている。さらに
、回転ブレードの回転軸は、水平に対して傾斜されていれば有利である。この方法では、
体部位の解剖学的構造を十分に考慮した正確な切込みを入れることができる。 
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【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９７】
　図５５－５７の例示的な実施形態を使用する際に、回転ブレード４８０ａ、ｂが深く切
断しすぎないことを保証するために、生産物キャリア５０は体部位を、それが回転ブレー
ド４８０ａ、ｂを通過する間に垂直面で旋回させることが好適である。図５８は、この旋
回を示す。明確のために、図５８は回転ブレード４８０ａのみを示し、図５５－５７によ
るデバイスの他の部分を省略している。 
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９８】
　図５８ａは、体部位１の進入を示す。体部位１は生産物キャリア５０に付着され、生産
物キャリア５０は体部位を、胸部を下向きにして実質上水平位置に保持している。表面９
９７は、線９９８（生産物キャリア５０の表面９９７の線に一致して存在する）が示すよ
うに、水平面９９９に実質的に平行に保持される。 
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３９９】
　体部位１が、図５８ｂに示すように、主たる運搬方向Ｔ１を回転ブレード４８０ａ、ｂ
に向かってさらに前進すると、生産物キャリア５０は体部位１を持ち上げる。ここで、線
９９８と水平面９９９とは角度α１を成す。 
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４００】
　体部位１が、図５８ｃに示すように、主たる運搬方向Ｔ１を回転ブレード４８０ａ、ｂ
に向かってまたさらに前進すると、生産物キャリア５０は体部位１をさらに持ち上げる。
ここで、線９９８と水平面９９９とはより大きい角度α２を成す。 
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４１３】
　図６２は、手羽の関節領域における筋肉を示す。図６２は、本「Ｌｅｈｒｂｕｃｈ　ｄ
ｅｒ　Ａｎａｔｏｍｉｅ　ｄｅ　Ｈａｕｓｔｉｅｒｅ」［家畜の解剖学的構造テキスト］
、第Ｖ巻「Ｖｏｇｅｌ」［鳥類］、ＩＳＢＮ　３－４８９－５７６１６－０、に載せられ
ている図に基づいている。 
【手続補正３３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４１７】
　本発明の第７の態様は、ｓｕｐｒａｃｏｒａｃｉｄｅｕｓ筋を手羽の関節に結合する腱
を切断することに関する。この腱は、図６２において９１２で示される部位に存在する。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４１８】
　図５９は、本発明の第７の態様によるデバイスの実施形態を示す。図５９では、外側の
胸肉ガイド７０１、鎖骨ガイド７０２及び回転ブレード７１０及び７１１を認識すること
ができる。外側の胸肉ガイドは、回転ブレード７１０、７１１のための凹部を含む。 
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４１９】
　生産物キャリア５０は、体部位１を本デバイスを通って運搬方向Ｔ１へ移動させる。進
入ガイド７０４は、体部位１の滑らかな進入を保証する。図５９から分かるように、体部
位１の胸部３は下向きであり、背２は上向きである。体部位１は、生産物キャリアによっ
て、脊椎（存在する限りにおいて、または脊椎が存在していたとして）が実質的に水平に
延び、かつ運搬方向を実質的に横断して延びるように保持される。ガイド７０１、７０２
は、主たる運搬方向Ｔ１に延びる。 
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２０】
　両回転ブレードは、図５９に示すように、作動中は反対方向へ回転することが好適であ
る。さらに好適には、第１のブレード７１０は切断されるべき腱へ主たる運搬方向Ｔ１に
力を加え、第２のブレード７１１は主たる運搬方向Ｔ１とは反対の方向へ力を加える。回
転ブレード７１０、７１１は、鋸歯形のエッジを有することが好適である。鋸歯形のエッ
ジは、切断されるべき１つまたはそれ以上の腱上のブレード７１０、７１１の掴みを増大
させる。 
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２１】
　図６０は、図５９に示す実施形態の側面図である。体部位１は、生産物キャリア５０に
ある。生産物キャリア５０は、軸５１の周りで方向７５０へ旋回可能である。また、生産
物キャリア５０は、矢印７５２が示すようにも回転可能である。加工されるべき体部位１
が図５９及び図６０に示すデバイスに進入する前に、生産物キャリア５０は、矢印７５１
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及び７５２が示すように旋回することによって、体部位１を図５９及び図６０に示す位置
へ移動させる。 
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２２】
　叉骨は、体部位１が図５９及び図６０に示すデバイスに到達する前に、体部位１から除
去されている。結果として、体部位１における首側に比較的大きい開口７２４が生成され
ている。図６１は、この開口７２４を示す。この開口７２４は大きいことから、外側の胸
肉７２０はこの開口７２４の近くで比較的可撓性である。さらに、叉骨が除去されている
ことから、鎖骨には２つの自由端７２１も生成されている。これは、鎖骨の可動性を著し
く高める。 
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２３】
　図５９に示すデバイスへ進入する際、生産物キャリア５０は、鎖骨の自由端が進入ガイ
ド７０４の底部に合うような高さに体部位１を持ち揚げる。この持ち揚げは、生産物キャ
リア５０を軸５１の周りで旋回させることによって達成される。進入ガイド７０４を通過
する間、鎖骨の自由端７２１は、この進入ガイド７０４の底部に接触した状態に保たれる
。進入ガイドは、本デバイスに対する体部位１の予備位置調整を保証する。 
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２４】
　進入ガイド７０４の終わり（主たる運搬方向Ｔ１から見て）で、鎖骨ガイド７０２に代
わる。生産物キャリア５０は、鎖骨の自由端７２１をもう一度ガイド７０２の底部に押し
当てる。これは、図６０において明らかに分かる。 
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２６】
　体部位１が進入ガイド７０４によって予備位置を調整された後、体部位１及びその外側
の胸肉７２０は外側の胸肉ガイド７０１に接触する。外側の胸肉ガイド７０１は、叉骨の
除去によって生成された外側の胸肉の可撓性部分を鎖骨の自由端７２１から離して、即ち
図５９及び図６０に示す例では下へ押す。 
【手続補正４２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４２９】
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　図５９及び図６０の例では、鎖骨の自由端７２１と外側の胸肉７２０の首側の部分とは
、腱７２２が張力を受けて置かれるまで互いから離れて移動される。これにより、腱７２
２の切断が単純になる。 
【手続補正４３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４３０】
　図５９及び図６０の例では、加工されるべき体部位１にはまだ両方の内側の胸肉及び両
方の手羽の関節が存在する。その結果、体部位１の両側に腱７２２が存在している。図５
９及び図６０に示すデバイスでは、両方の腱７２２が露出されて切断される。 
【手続補正４４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４３１】
　体部位に存在する１つまたはそれ以上の腱７２２を切断するために、２つの回転可能な
円板形ブレード７１０、７１１が用意される。これらのブレードは、主たる運搬方向Ｔ１
から見て隣り合わせに配置される。ブレードの回転軸は、体部位が図５９、図６０による
デバイスを通過する間に辿る経路に対して実質的に垂直である。図示された例では、ブレ
ード７１０、７１１は反対方向へ回転し、かつブレード７１０、７１１が鎖骨の自由端７
２１の通過側で互いに向かって回転するようにして回転する。 
【手続補正４５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４３６】
　有利な実施形態では、本デバイスは、関連の生産物キャリアが進入ガイド７０４の範囲
内に入る前に、生産物キャリア５０に体部位１が存在するかどうかを検出する生産物検出
器を装備する。体部位１の存在が検出されれば、生産物キャリア５０は、図５９及び図６
０に示す位置へ運ばれる。検出により、関連の生産物キャリア５０に体部位１が存在しな
いことが明らかになれば、生産物キャリア５０は、例えば軸５１の周りで生産物キャリア
５０を垂直位置まで旋回させることにより、ブレード７１０、７１１から離れて保持され
る。これは、損傷が生じないように、ブレード７１０、７１１と生産物キャリア５０との
間の望ましくない接触を防止する。 
【手続補正４６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４４２】
　図６３は、図１Ｆに示す代替生産物キャリアと組み合わされた図６０によるデバイスを
示す。一致する符号は、一致するパーツを示している。 
【手続補正４７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０４７２】
　図４２は、様々な加工デバイス５１０において体部位１に様々な作業が連続して実行さ
れる、本発明の第３の変形例によるシステム及び方法の概観を示す。各加工デバイス５１
０は、関連作業中に採収部分５０１をトレイ５５０に供給するロボットを装備する。 
【手続補正４８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４７４】
　記述されている本発明によるシステム及び方法の実施形態は、図４２に示すセットアッ
プに使用されてよい。 
【手続補正４９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４７５】
　図４３は、本発明によるシステム及び方法の第４の実施形態を示す。図４３の実施形態
では、この場合は例えばドラム６である採収可能な部分５０１がバッファ５８０に所定の
方向性で置かれる。ロボット５２１は、バッファから採収可能な部分５０１を１つずつ抽
出し、それをトレイ５５０に所定の方向性で入れる。ロボット５２１は、このためのグリ
ッパ５２２を装備している。またロボット５２１は、ロボットアーム５２３も備える。こ
のアームは、軸５２５の周りで回転することができる。バッファ５８０とトレイ５５０と
の相互位置にとって必要である場合、アーム５２３は可変長を有してもよい。 
【手続補正５０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４７６】
　図４３の例では、幾つかのドラム６が１つのトレイ５５０内に入れられる。幾つかのド
ラム６を１つのトレイ５５０内に入れる魅力的かつ効率的な方法は、トレイに連続するド
ラムを交互に互いに対して１８０゜回転させて置くことである。図４３による実施形態で
は、これは、グリッパ５２２をロボットアーム５２３に対して回転可能にすることによっ
て達成される。 
【手続補正５１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４７７】
　図４３の実施形態におけるロボット５２１は、第２のアーム５２４も有する。しかしな
がらこれは、固定された土台に固定して取り付けられる。 
【手続補正５２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０４７８】
　図４４は、図４３の実施形態の変形例を示す。図４４に示す変形例では、１つの生産物
キャリアによって２つの採収可能な部分５０１が運ばれる。この例では、採収可能な部分
は脚の一部である。生産物キャリアは、採収可能な部分を緩衝プレートの隣接する２つの
スロット５８１、５８２内へ滑動させる。この例では、緩衝プレート５３８は複数のこの
ようなスロットを備える。スロットが部分的または完全に満たされると、緩衝プレートは
、採収可能な部分５０１がロボット５２１のリーチ内に入るように、軸５８４の周りで回
転される。ロボット５２１は、スロット５８１、５８２から毎回１つの採収可能な部分５
０１を取り出すことのできるグリッパ５２２を装備している。次に、ロボットは、取り出
した採収可能な部分５０１をトレイ５５０へ持っていく。この例では、トレイ５５０は複
数の採収可能な部分５０１を受け入れることができる。当然ながら、トレイが唯一の採収
可能な部分５０１を受け入れることも可能である。図４４に示す例では、採収可能な部分
は各々、互いに１８０゜回転されてトレイに置かれる。当然ながら、別の形状が選ばれて
もよい。しかしながら、ロボット５２１が要求する自由度の値が高くなるほど、形状はよ
り複雑になる。 
【手続補正５３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４７９】
　図４４の例では、本システムはカメラ５４１を装備している。このカメラは、例えば、
採収可能な部分５０１が結果としてトレイ５５０の正しい位置に存在していることを確認
するために使用されてよい。カメラ５４１は、画像解析システムにリンクされていること
が好適である。 
【手続補正５４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８１】
　図４５の変形例は、図４４の変形例に著しく類似している。しかしながら、図４５の変
形例では、グリッパは、隣接するスロット５８１、５８２から同時に２つの採収可能な部
分５０１を取り出すことができるように装備されている。 
【手続補正５５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８２】
　図４６の実施形態は、この概念を拡張したものである。この実施形態では、グリッパは
同じく、緩衝ディスク５８３における隣接するスロットから同時に２つの採収可能な部分
５０１を取り出す。しかしながら、今回のロボットは、同時に取り出した採収可能な部分
５０１をトレイ５５０に互いにある程度離隔させて置く。トレイ内で採収可能な部分５０
１が互いに離隔して置かれる距離は、採収可能な部分５０１の次のペアからの２つの採収
可能な部分の一方を、トレイの先に置かれた２つの採収可能な部分の間へ置くための空間
となる。この方法では、採収可能な部分５０１のトレイ５５０での良好な提示を準備する
ことができる。 
【手続補正５６】
【補正対象書類名】明細書



(115) JP 2013-46635 A 2013.3.7

【補正対象項目名】０４８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８３】
　図４７は、本発明によるシステム及び方法の第５の実施形態を示す。このシステムでは
、グリッパは、生産物キャリア５０から同時に２つの脚部を取り出す。次に、取り出され
た脚部５０１は、同じく例えば図１０または１１に関連して既に述べた方式でトレイ５５
０に置かれる。この実施形態でも、この場合は脚である採収可能な部分５０１がトレイに
望ましい方式で到達していることをカメラ５４１で確認することが好適である。 
【手続補正５７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８４】
　図４８は、ドラムを抽出しかつパックするために使用できるシステムの変形例を示す。
図４８のシステムの構造は、図４７のシステムと同じである。 
【手続補正５８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８５】
　図４９は、衣がついている採収可能な部分５０１と組み合わされた、本システム及び方
法の適用を示す。衣の存在は、できるだけ衣を壊さない特有の生産物キャリア５０’の使
用を必要とする。この変形例では、ロボットアーム５２３の端に取り付けられるグリッパ
５２２は、特有の生産物キャリア５０’と同じ保持原理を基礎とすることが好適である。
 
【手続補正５９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８６】
　図５０－５２は、本発明による方法及びシステムの範囲内の使用に適するデスタッカに
関連している。 
【手続補正６０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８７】
　図５０は、トレイ５５０のスタック５５１が、積層目的の容器５６１に積層される、デ
スタッカ５６０の概観を示す。トレイのスタック５５１は、２つのガイド５６６を備える
支持体５６２によって保持される。ガイド５６６は、トレイのスタックの直角方向に対し
て実質的に垂直である方向へ同時に移動することができる。デスタッカは、両ガイドを制
御する駆動装置５６７を装備している。 
【手続補正６１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８８】
　各ガイド５６６には、３つのベアリングプレート５６２、５６３、５６４が付着される
。前部ベアリングプレート５６３及び後部ベアリングプレート５６５は、ガイド５６６と
ほぼ同じ高さに配置され、真ん中のベアリングプレート５６４はさらに高く配置される。
デスタッカに嵌合されると、両ガイドのベアリングプレートは、図５２で分かるように互
いに向き合う。 
【手続補正６２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４８９】
　デスタックは、下記のように行われる。最初の状況では、トレイ５５０のスタック５５
１は第１のベアリングプレート５６３に載っている（図５２Ａ参照）。次に、両ガイド５
６６は同時にその長手方向へ移動される。この移動の大きさ及び方向は、真ん中のベアリ
ングプレート５６４が容器５６１の下に横たわるようにする。真ん中のベアリングプレー
ト５６４は第１の、または前部ベアリングプレート５６３より高く配置されていることか
ら、スタック５６１の底部トレイ５５０は支持されなくなる。ここで、真ん中のベアリン
グプレートはスタック５５１の底から２番目のトレイを支持している。底部トレイ５５０
は、デスタッカの下に位置合わせされているコンベヤ５５２上へ落下する。 
【手続補正６３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４９１】
　実際には、全てのトレイが重力の影響下でスタックから落下するわけではない。スタッ
クにおけるトレイは、ときに互いにあまりにぴったりと押しつけられていて、ベアリング
プレートによって支持されなくなってもスタックの底のトレイがその位置に留まることが
ある。これらの状況下でもデスタッカの確実な作業を達成するために、有利な実施形態で
は、真ん中の第２のベアリングプレートは縁５６８、５６８’を有し、第２のベアリング
プレートがスタックの下へ移動されると、これがスタックの底部トレイを押し下げる。図
５１Ｂ及び図５１Ｃは、縁５６８、５６８’の変形例を示す。 
【手続補正６４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４９２】
　図５１Ｂに示す変形例では、縁５６８はガイド５６６の軸方向へ延びる。縁５６８の傾
斜した部分は、第２のベアリングプレート５６４がスタック（底部トレイ以外）を支持し
始めると、スタックにて底部トレイを押し下げる。図５１Ｃに示す変形例では、ガイド５
６６の軸方向を横断して延びる第２のベアリングプレート５６４の側面は傾斜した縁５６
８’を装備している。この傾斜した縁５６８’は、ベアリングプレート５６４の関連の縁
を下に曲げることによって容易に形成することができる。 
【手続補正６５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
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【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図１Ａ】
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【図１Ｂ】 【図１Ｃ】

【図１Ｄ】 【図１Ｅ】

【図１Ｆ】
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【図１Ｇ】

【図１Ｈ】

【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８ａ】 【図８ｂ】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７ａ】

【図１７ｂ】

【図１７ｃ】

【図１７ｄ】

【図１７ｅ】

【図１７ｆ】

【図１８】



(124) JP 2013-46635 A 2013.3.7

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１ａ】 【図３１ｂ】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】
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【図４５】 【図４６】

【図４７】 【図４８】
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【図４９】 【図５０】

【図５１ａ】

【図５１ｂ】

【図５１ｃ】

【図５２ａ】

【図５２ｂ】
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【図５３】 【図５４】

【図５４Ａ】 【図５４Ｂ】
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【図５４Ｃ】 【図５５】

【図５６】

【図５７】

【図５８ａ】

【図５８ｂ】

【図５８ｃ】
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【図５９】 【図６０】

【図６１】

【図６２】 【図６３】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月6日(2012.12.6)
【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】
　屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであって、
　前記体部位は、プロセスの開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱とを含み、
　当該デバイスは、
　前記外側の胸肉の少なくとも一部を第１の位置に保持する外側の胸肉ガイドと、
　叉骨の自由端を第２の位置に保持する鎖骨ガイドと、
　前記腱を切断する少なくとも１つのブレードとを備えるデバイス。
【請求項２】
　前記デバイスは、前記腱を切断する２つの回転可能な円板形のブレードを備える請求項
１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記２つの回転可能なブレードは、運搬方向に前後して位置合わせされる請求項２に記
載のデバイス。
【請求項４】
　作業中、前記ブレードは反対方向に回転する請求項２または３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ブレードは鋸歯形のエッジを装備する請求項１～４のいずれかに記載のデバイス。
【請求項６】
　請求項１に記載のデバイスを使用して、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法
であって、
　前記体部位は、加工開始時点で、
　胸郭の少なくとも一部、鎖骨の少なくとも一部、及び手羽の関節の少なくとも一部を有
する骨部分と、
　前記胸郭の存在する部分に繋がる外側の胸肉の少なくとも一部と、
　内側の胸肉の少なくとも一部と、
　少なくとも、前記内側の胸肉を前記手羽の関節へ結合する腱とを含み、
　当該方法は、
　外側の胸肉ガイドを使用して、前記外側の胸肉の少なくとも一部を前記鎖骨の自由端か
ら離れた第１の位置まで押しやり、かつ叉骨ガイドを使用して、前記鎖骨の自由端を前記
外側の胸肉から離れた第２の位置まで押しやることによって前記腱を露出させる工程と、
　前記外側の胸肉が前記第１の位置にありかつ前記鎖骨の自由端が前記第２の位置にある
間に前記腱を切断する工程とを含む方法。
【請求項７】
　前記体部位上の、一方の前記外側の胸肉及び前記叉骨と他方の前記手羽の関節との間の
結合部を先に破壊する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記体部位を加工の間に経路に沿って移動し、
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　前記体部位の長手方向は、実質的に前記経路を横断して延びる請求項６または７に記載
の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の第１の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／又は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領
域に入れ、前記領域における前記切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法が提案される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　本発明の第１の態様はまた、屠殺された家禽の体部位を加工するためのデバイスであっ
て、
　前記体部位は、
　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／又は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該デバイスは、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れるためのブレ
ードであって、前記切込みは前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織と
の間の領域に入れられ、前記領域における前記切込みは実質的に前記胸肉の形状を辿るブ
レードと、
　前記ブレードと体部位との間で相対動作を実現するためのアクチュエータであって、前
記相対動作は実質的に前記胸肉の前記輪郭に沿って延びる切込みに繋がるアクチュエータ
と、
を含むデバイスにも関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８２】
　本発明の第１の態様は、屠殺された家禽の体部位を加工するための方法であって、
　前記体部位は、
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　胸郭の少なくとも一部を含む骨部分と、
　胸肉の少なくとも一部と、
　前記胸肉の部分を形成しない他の筋肉組織、例えば、前記胸郭及び脊椎上に自然に存在
する背部の肉の少なくとも一部、及び／又は、腹筋組織の少なくとも一部と、を含み、
　当該加工方法は、
　肉を介して少なくとも前記肉の下に存在する前記骨部分まで切込みを入れる工程であっ
て、前記切込みを、前記胸肉と前記胸肉の部分を形成しない前記他の筋肉組織との間の領
域に入れ、前記領域における前記切込みは、実質的に前記胸肉の形状を辿る工程と、
　前記胸肉を前記体部位の前記骨部分から引き離す工程と、
を含む方法を含む。
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