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(57)【要約】
【課題】屠殺された豚の個々の部分を、効果的に処理お
よび／または搬送すること。
【解決手段】豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠
殺体の一部を処理するためのシステムであって、一次的
搬送システムと、複数の処理ステーションと、二次的搬
送システムと、を具備し、屠殺体の一部が、個々の豚の
脚部分とされ、個々の豚の脚部分が、豚の脚の少なくと
も一部と、豚の足と、を備えている場合に、各キャリア
が、１つの豚足用の保持アセンブリを備え、保持アセン
ブリが、キャリアから吊り下げられた状態で、豚の脚部
分を保持することができる。
【選択図】図３３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシステムであっ
て、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　前記システムが、
　－一次的搬送システムであるとともに、
　　－オーバーヘッドコンベヤであるとともに、トラックと複数のトロリーとを備え、前
記トロリーが前記トラックに沿って移動可能とされた、オーバーヘッドコンベヤと、
　　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各々のキャリアが
前記トロリーに対して連結された、キャリアと、
を備えた一次的搬送システムと、
　－複数の処理ステーションであるとともに、前記トラックに沿って配置され、各々の処
理ステーションが屠殺体の一部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得る
よう構成され、前記少なくとも１つの処理ステーションにおいては、屠殺体の一部から部
分を切り離すというステップを行うものとされた、複数の処理ステーションと、
　－前記処理ステーションに隣接して配置された二次的搬送システムであるとともに、前
記屠殺体の一部から切り離された部分を受領し得るよう構成された二次的搬送システムと
、
を具備し、
　前記屠殺体の一部が、個々の豚の脚部分とされ、
　個々の豚の脚部分が、豚の脚の少なくとも一部と、豚の足と、を備えている場合に、
　前記一次的搬送システムの前記キャリアが、前記トラックに沿って移動可能とされた豚
の脚部分用のキャリアであるとともに、各キャリアが、個々の豚の脚部分を搬送し得るよ
う構成され、
　各キャリアが、１つの豚足用の保持アセンブリを備え、
　前記保持アセンブリが、単一の豚の足上に係合し得るよう構成され、これにより、前記
キャリアから吊り下げられた状態で、豚の脚部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、豚の足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を有している
、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記二次的搬送システムが、オーバーヘッドコンベヤと、ベルトコンベヤと、ホイール
付き容器と、のうちの少なくとも１つを備えている、
および／または、
　前記システムが、複数の二次的コンベヤを具備し、複数の二次的コンベヤの各々が、様
々な箇所において、屠殺体の一部から切り離された各部分を搬送し得るよう構成されてい
る、
および／または、
　前記二次的コンベヤが、この二次的コンベヤに関連した処理ステーションから落下して
くる切り離された部分を受領し得るように配置されている、
および／または、
　前記二次的コンベヤが、前記切り離された部分を受領するための移動可能な表面を備え
ている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記二次的コンベヤが、前記切り離された部分を受領するための移動可能な表面を備え
、
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　前記二次的コンベヤの前記移動可能な表面が、前記切り離された部分どうしが互いに重
なり合うことがなく前記切り離された部分が前記移動可能な表面上にわたって分散される
ような速度でもって、移動し得るよう構成されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの処理ステーションが、システム制御デバイスに対して接続された
処理ステーション制御ユニットを備え、
　前記システム制御デバイスが、さらに、プロセス測定デバイスを備え、
　このプロセス測定デバイスが、前記処理ステーションの上流側および／または下流側に
おいて１つまたは複数のプロセスパラメータを測定し得るよう構成され、
　その測定結果が、前記処理ステーションでのプロセスステップを制御するに際して、前
記処理ステーション制御ユニットによって、使用される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　複数の処理ステーションが、前記オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って搬送ライ
ンを形成するように列状で配置され、
　前記一次的搬送システムのキャリアによって搬送された個々の屠殺体の一部が、前記搬
送ラインの処理ステーションの少なくとも１つをバイパスすることができ、これにより、
前記処理ステーションをバイパスした屠殺体の一部が、その処理ステーションによって処
理を受けることがない、
ことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、前記一次的搬送システムのキャリア内へと屠殺体の一部を配置し得る
よう構成された少なくとも１つの処理ステーションを具備し、
　この少なくとも１つの処理ステーションが、前記一次的搬送システムの前記トラックに
沿って前記一次的搬送システムの下流側に、
　－前記屠殺体の一部の皮剥ぎのための１つまたは複数の処理ステーションと、
　－前記屠殺体の一部の解体のための１つまたは複数の処理ステーションと、
を備え、
　前記解体のための処理ステーションのすべてが、前記皮剥ぎのための処理ステーション
よりも下流側に配置されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項６記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、屠殺体の一部を冷却するための冷却ユニットを具備し、
　前記冷却ユニットが、皮剥ぎのための前記１つまたは複数の処理ステーションの上流側
に配置されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　屠殺体の一部に関しての脂肪測定ユニットが設けられ、
　前記脂肪測定ユニットが、屠殺体の一部に関して脂肪層の厚さを測定し得るよう構成さ
れ、および／または、屠殺体の一部に関して脂肪の比率を測定し得るよう構成され、
　前記一次的搬送システムの前記オーバーヘッドコンベヤの前記トラックに沿って、
　－前記トラックに沿って移動可能とされたキャリア内へと屠殺体の一部を配置し得るよ
う構成された処理ステーションであって、前記作業を操作者が手動で行うものとされた処
理ステーションとされたあるいは前記作業を自動的に行うロボットが設けられた処理ステ
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ーションとされた処理ステーションと、
　－屠殺体の一部に関して脂肪層の厚さを測定するためのおよび／または屠殺体の一部に
関して脂肪の比率を測定するための前記脂肪測定ユニットが設けられた少なくとも１つの
ステーションであるとともに、キャリア内へと屠殺体の一部を配置し得るよう構成された
前記処理ステーションよりも下流側に配置された少なくとも１つのステーションと、
　－前記屠殺体の一部から脂肪を除去するための１つまたは複数の処理ステーションと、
のうちの少なくともいずれかが配置されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項８記載のシステムにおいて、
　前記システムが、屠殺体の一部から脂肪を除去するための少なくとも１つの処理ステー
ションを具備し、
　個々の屠殺体の一部から除去されるべき脂肪の量が、個々の屠殺体の一部に関しての脂
肪層の厚さの測定結果および／または個々の屠殺体の一部に関しての脂肪比率の測定結果
に基づくものとされ、
　脂肪除去が、自動化されたデバイスによって実行され、この自動化されたデバイスが、
前記測定結果に基づいて制御され、あるいは、脂肪除去が、操作者によって実行され、操
作者のために、操作ステーションのところにはディスプレイデバイスが設けられ、このデ
ィスプレイデバイスが、前記測定結果に基づいて前記操作者に対して脂肪除去指示を提供
し得るよう構成されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、操作者が屠殺体の一部に対して手動プロセスを
実施し得るよう構成され、その処理ステーションが、前記手動プロセスを実施する操作者
のための操作者位置を備え、および／または、１つまたは複数のツール、を備えている、
および／または、
　少なくとも１つの処理ステーションには、自動化されたデバイスが設けられ、その自動
化されたデバイスが、自動化された態様で屠殺体の一部に対してプロセスを実施し得るよ
う構成され、さらに、その自動化されたデバイスが、屠殺体の一部から部分を除去し得る
よう構成されている、
および／または、
　前記一次的搬送システムの前記オーバーヘッドコンベヤの前記トラックが、グループを
なす複数の処理ステーションに沿って通っており、このグループをなす複数の処理ステー
ションが、操作者によって手動で操作を行い得るよう構成され、前記複数の処理ステーシ
ョンが、前記トラックの側部に複数の操作者が列をなして立ち得るようにして、配置され
ている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記一次的搬送システムの少なくとも１つのトラックが、無端ループとして具現されて
いる、
および／または、
　前記一次的搬送システムが、２つのオーバーヘッドコンベヤを備え、２つのオーバーヘ
ッドコンベヤの各々が、トラックを備え、これらトラックが、これらトラックに沿って屠
殺体の一部を移動可能に支持し、前記２つのオーバーヘッドコンベヤの前記トラックが、
それらトラックがグループをなす複数の処理ステーションを通るところにおいては、互い
に平行なトラック部分を備え、各グループ内の複数の処理ステーションの各々が、操作者
によって手動で操作し得るよう構成され、前記処理ステーションが、平行なトラック部分
の両サイドに複数の操作者が列状で立ち得るように、構成されている、
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ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記一次的搬送システムが、２つのオーバーヘッドコンベヤを備え、２つのオーバーヘ
ッドコンベヤの各々が、トラックを備え、これらトラックが、これらトラックに沿って屠
殺体の一部を移動可能に支持し、前記２つのオーバーヘッドコンベヤの前記トラックが、
それらトラックがグループをなす複数の処理ステーションを通るところにおいては、互い
に平行なトラック部分を備え、各グループ内の複数の処理ステーションの各々が、操作者
によって手動で操作し得るよう構成され、前記処理ステーションが、平行なトラック部分
の両サイドに複数の操作者が列状で立ち得るように、構成され、
　前記２つのトラック（７７３）の各々が、無端ループとして具現され、
　その際、一方のトラックが、外側ループを形成し、他方のトラックが、内側ループを形
成する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　フレーム（１２０１）には、１つまたは複数の製品支持ガイド（７９０）が設けられ、
　その１つまたは複数の製品支持ガイド（７９０）が、処理されるべき屠殺体の一部を、
所定の向きに維持し得るよう構成されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムにおいて、
　前記１つまたは複数の製品支持ガイド（７９０）が、操作者によって手動で操作される
処理ステーションのところにおいて、キャリアから吊り下げられた向きに、なおかつ、操
作者（１２００）に向けて傾斜した向きに、屠殺体の一部を維持し得るよう構成されてい
る、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４記載のシステムにおいて、
　一次的搬送システムの少なくとも１つのトラックに関し、１つまたは複数の水平方向の
製品支持ガイド（７９０）が、フレーム（１２０１）に取り付けられ、
　前記１つまたは複数の水平方向の製品支持ガイド（７９０）が、前記キャリア（７５０
）に対する係合ポイントに対しての複数の互いに離間した位置において、屠殺体の一部を
支持して案内する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項８記載のシステムにおいて、
　前記脂肪測定ユニットが、前記一次的搬送システムの前記トラックに沿って設けられて
いる、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するための方法であって、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　この方法においては、
　－オーバーヘッドコンベヤとされた搬送システムのキャリア内に屠殺体の一部を配置し
、この場合、前記キャリアを、前記オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って移動可能
とされた１つまたは複数のトロリーに対して連結し、
　－処理ステーションに対して前記屠殺体の一部を搬送し、
　－前記処理ステーションにおいては、前記屠殺体の一部から部分を切り離し、
　－前記切り離された部分を、前記処理ステーションに対して隣接して配置された二次的
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コンベヤ内へとまたは前記処理ステーションに対して隣接して配置された二次的コンベヤ
上へと配置し、
　－前記屠殺体の一部の残部を、前記オーバーヘッドコンベヤを使用して、前記処理ステ
ーションから離間させる向きに搬送し、
　－前記切り離された部分を、前記二次的コンベヤを使用して、前記処理ステーションか
ら離間させる向きに搬送し、
　この方法においては、
　前記屠殺体の一部を、個々の豚の脚部分とし、
　個々の豚の脚部分を、豚の脚の少なくとも一部と、豚の足と、を備えているものとし、
　前記キャリアを、トラックに沿って移動可能なものとするとともに、各キャリアを、個
々の豚の脚部分を搬送し得るよう構成し、
　各キャリアを、１つの豚足用の保持アセンブリを備えたものとし、
　前記保持アセンブリを、単一の豚の足上に係合し得るよう構成し、これにより、前記キ
ャリアから吊り下げられた状態で、豚の脚部分を保持し得るものとし、
　前記保持アセンブリを、豚の足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を有したもの
とする、
ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の方法において、
　前記切り離された部分を、前記処理ステーションから前記二次的コンベヤへと、重力に
よって移動させる、
および／または、
　前記二次的コンベヤ上におけるすべての前記切り離された部分を、前記二次的コンベヤ
に対して、同じ向きを有したものとする、
および／または、
　前記二次的コンベヤから前記切り離された部分を取り出すに際しては、その特定の向き
を利用する、
および／または、
　前記処理ステーションに沿った経路に沿っての測定箇所において屠殺体の一部に関して
測定および／または解析を行い、その測定および／または解析の結果を、前記測定箇所の
上流側または下流側の少なくとも１つの処理ステーションを制御するに際して、使用し、
および／または、選択されたデバイスにおいて個々の屠殺体の一部に関して行うべき処理
ステップを決定する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８記載の方法において、
　－前記屠殺体の一部の皮剥ぎを行い、
　－前記屠殺体の一部の解体を行う、
ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法において、
　前記皮剥ぎを行った後に、前記解体を行う、
および／または、
　屠殺体の一部を冷却し、その冷却を行った後に、屠殺体の一部の皮剥ぎを行う、
ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１９または２０記載の方法において、
　前記一次的搬送システムの前記キャリア内へと屠殺体の一部を配置し、その後、前記皮
剥ぎを行う、
および／または、
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　前記皮剥ぎを行った後に、前記一次的搬送システムの前記キャリア内へと屠殺体の一部
を配置し、その後、前記屠殺体の一部の解体を行う、
ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項１７～２１のいずれか１項に記載の方法において、
　－前記屠殺体の一部に関して脂肪層の厚さの測定および／または脂肪比率の測定を行い
、
　－前記屠殺体の一部から所望量の脂肪を除去する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法において、
　前記一次的搬送システムの前記キャリア内へと屠殺体の一部を配置し、その後、前記屠
殺体の一部に関して脂肪層の厚さの測定および／または脂肪比率の測定を行う、
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２１または２２記載の方法において、
　前記屠殺体の一部に関しての脂肪層の厚さの測定および／または脂肪比率の測定によっ
て得られた測定データを、制御システム内に格納し、および／または、脂肪除去プロセス
において使用する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２４記載の方法において、
　個々の屠殺体の一部に関する前記測定データを使用して、前記屠殺体の一部から除去す
べき脂肪の量を決定する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１７記載の方法において、
　－前記一次的搬送システムのキャリア内へと豚の脚部分を配置し、その際、豚の脚部分
を、豚の脚の少なくとも一部と、豚の足と、を備えているものとし、－豚の脚部分から足
をカットし、この場合、前記キャリア内へと豚の脚部分を配置した後に、足をカットし、
前記キャリア内へと豚の脚部分を配置した後に、豚の脚部分を解体し、その後、足をカッ
トする、
および／または、
　－前記屠殺体の一部に参照カットを形成し、－前記参照カットを開始場所として使用し
て、前記屠殺体の一部に関して皮膚除去および／または皮剥ぎおよび／または脂肪除去を
行い、屠殺体の一部を、豚の脚部分とし、その際、豚の脚部分を、豚の脚の少なくとも一
部と、豚の足と、を備えているものとし、皮膚除去および／または皮剥ぎおよび／または
脂肪除去を行った後に、豚の脚部分から足をカットする、
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシス
テムおよび方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　赤身肉動物の屠殺、および、その後の、屠殺体のカットは、食肉処理場および／または
食肉加工工場において、行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平０５－０３８２５０号公報
【特許文献２】特開２００６－２３０３２１号公報
【特許文献３】特表２００２－５３４０６９号公報
【特許文献４】特開平９－１６７１８１号公報
【特許文献５】特開２００７－２４６１９９号公報
【特許文献６】国際公開第２００８／０１３４４６号
【特許文献７】登録実用新案第３０９２４４９号公報
【特許文献８】国際公開第２００５／０２０６９５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年の食肉処理場や食肉加工工場においてさえも、多くの処理が、部分的にまたは全体
的に、人手で行われる。これは、少なくとも部分的には、処理対象をなす屠殺体またはそ
の一部の形状やサイズや重量が互いに相違するからであり、過酷な環境が食肉処理場や食
肉加工工場の処理領域内に存在するからである。このような手動でのまたは半自動的な処
理により、労働者には過酷な労働環境がもたらされることとなり、人件費コストがかさむ
こととなる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書においては、豚という用語は、雌豚や、ギルトや、バローや、イノシシや、雄
豚や、家畜豚、を含む。
【０００６】
　本明細書においては、牛という用語は、畜牛や、去勢牛や、若い雄牛や、雌牛や、雄牛
や、バッファロー、を含む。
【０００７】
　本明細書においては、羊という用語は、ヒツジや、子羊、を含む。
【０００８】
　本明細書においては、山羊という用語は、ゴートを含む。
【０００９】
　これらのすべては、本明細書においては、赤身肉と見なされる。
【００１０】
　本発明は、最も主要には、屠殺された豚の個々の部分を、特に豚の脚部分や豚の大腿部
分や豚の肩部分を、処理および／または搬送することに関するものである。後述するよう
に、本発明の様々な見地は、他の動物に対しても同様に適用することができる。
【００１１】
　一般に、例えば豚といったような赤身肉動物が屠殺される際には、まず最初に、赤身肉
動物が屠殺され、その後、内部の器官が除去される。その後、屠殺体は、背骨に沿って半
身にカットされる。これにより形成された半身は、一般に、３つの部分へとカットされる
。すなわち、前端と、中央部分と、大腿部分と、へとカットされる。前端は、その後、ピ
クニックショルダーおよびボストンバットへとカットすることができる。しかしながら、
これは、本発明にとって必須ではない。例えば牛や羊や山羊といったような他の家畜動物
に関しては、様々な部位に対して付与される名称は、異なるものとすることができる（例
えば、前足および／または後足、前駆および／または後駆、前脚および／または後脚）。
しかしながら、部位自体は、同様である。通常は、羊や山羊といったような動物は、長手
方向の半身にはカットされない。しかしながら、そうすることもできる。動物が長手方向
に分割されない場合には、前部および／または後部などを、豚に関して詳細に後述するよ
うに（片足がワークピースとされている）、片足または両足から吊り下げて、利用するこ
とができる。
【００１２】
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　本発明は、特に豚といったような、また牛や羊や山羊といったような、赤身家畜肉の処
理に関するものである。
【００１３】
　屠殺体を分割することによって形成された屠殺体の一部は、その後、１つまたは複数の
追加的なプロセスを受ける。このさらなる処理は、例えば皮剥ぎや皮膚除去や解体や脂肪
除去や膜または他の組織の除去やより小さな部分またはユニットへのカットといったよう
な多様な操作とすることができる。また、スモーキングや硬化や乾燥やマリネ漬けや塩漬
けやコーティングやボイリングやグリルといったような処理も可能である。１つまたは複
数の操作の前にあるいは後にあるいは最中に、屠殺体の一部の冷却を行うことができる。
【００１４】
　家畜動物は、カットすることができ、その後、多様な態様でもって処理することができ
る。真に無限数の最終製品の組合せを、単一の家畜動物から形成することができる。個々
の家畜動物の各々に関して、どのような最終製品を形成するのかが、決定されなければな
らない。これにより、行うべき処理操作とそれらの順序とが、決定される。
【００１５】
　個々の屠殺体の一部のカットに影響を与えるパラメータの１つは、屠殺場または食肉加
工工場の所望出力である。所望出力は、時間的な特定のポイントにおいてどの程度の最終
製品が利用可能であるかという点において、構成される。これは、屠殺場または食肉加工
工場のクライアントの要求によって、決定される。屠殺場または食肉加工工場の所望出力
に基づいて、および、利用可能な屠殺体の数に基づいて、個々の屠殺体の各々をどのよう
にカットするかを決定することができる。
【００１６】
　個々の屠殺体の各々がどのようにカットされるかが決定された後に、そして、各部分に
対してどのような操作を行うかが決定された後に、屠殺体およびそれから得られた屠殺体
の一部に対しての経路を、決定することができる。この経路は、１つまたは複数の処理ス
テーションに沿って、屠殺体および／または屠殺体の一部を搬送する。各処理ステーショ
ンにおいては、１つまたは複数の処理またはその一部が行われる。
【００１７】
　屠殺体の一部は、１つの処理ステーションから次なる処理ステーションへと搬送されな
ければならない。これは、多様な態様で行うことができる。例えば、レールから吊り下げ
られたフックを使用して、あるいは、コンベヤベルト上において、あるいは、容器内にお
いて、あるいは、移動可能なプラットホーム上において、あるいは他の態様で、行うこと
ができる。搬送は、機械によって駆動することができる、あるいは、手動で行うことがで
きる。
【００１８】
　特定のタイプの屠殺体の一部に対して複数の順次的な操作を行い得るよう、複数の処理
ステーションをグループ化することが公知である。公知のグループ化の一例は、豚の大腿
部分を解体するための一群をなす複数の処理ステーションである。そのような公知のシス
テムにおいては、大腿部分は、グループ化されたうちの最初の処理ステーションへと搬送
される。その最初の処理ステーションにおいては、皮膚除去が行われる。屠殺体の一部は
、その後、例えばコンベヤベルトを使用して、次なる処理ステーションへと搬送される。
この次なる処理ステーションにおいては、操作者は、コンベヤベルトから大腿部分を採取
し、過剰な脂肪を除去する。その後、大腿部分は、コンベヤベルト上へと戻される。大腿
部分は、コンベヤベルトによって、次なる処理ステーションへと搬送される。この次なる
処理ステーションにおいては、大腿部分は、コンベヤベルトから、他の操作者によって採
取される。この他の操作者は、骨に対してアクセス可能とするための予備的カットを行う
。その後、再度、大腿部分は、コンベヤベルト上へと戻される。これにより、大腿部分は
、次なる処理ステーションへと搬送される。ここでは、次なる操作者が、コンベヤベルト
から大腿部分を採取し、大腿部分から骨を除去する。操作者は、その後、解体された大腿
部分と骨とを、再度コンベヤベルト上へと戻す。骨および解体された大腿部分は、グルー
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プのうちの最後の処理ステーションへと搬送される。この最後の処理ステーションにおい
ては、次なる操作者が、解体された大腿部分と骨とを分別し、それぞれを、専用の容器内
へとあるいは専用のコンベヤベルト上へと、配置する。
【００１９】
　その最後の処理ステーションにおいては、例えば、ホイール付き容器が利用される。ホ
イール付き容器内には、除去された骨が収集され、他のホイール付き容器内には、解体さ
れた大腿部分が収集される。骨を収容した容器が満杯となったときには、その満杯となっ
た容器は、最後の処理ステーションから取り出されて、廃棄場所へと、あるいは、例えば
ゼラチン製造工場や接着剤製造工場といったような場所への搬送のための貯蔵場所へと、
搬送される。解体された大腿部分を収容した容器が満杯となったときには、その満杯とな
った容器は、例えば、例えばボイリングやグリルやスモーキングや乾燥やシーズニングと
いったような大腿肉のさらなる処理のための処理ステーションへと、搬送される。
【００２０】
　屠殺プロセスおよびさらなる処理の最中においては、屠殺体の一部は、様々なキャリア
によって、支持および／または搬送される。そのようなキャリアの例としては、移動可能
なキャリア（移動可能なキャリアは、機械によってあるいは手動で駆動される）を備えた
オーバーヘッドコンベヤや、コンベヤベルトや、固定テーブルや、屠殺体の一部の内部に
侵入するフックや、ホイール付き容器や、ホイール無し容器、がある。キャリアは、単一
の屠殺体の一部を、あるいは、同タイプの複数の屠殺体の一部を、あるいは、様々なタイ
プの複数の屠殺体の一部を、保持または支持することができる。
【００２１】
　屠殺プロセス内における様々なステップに関しては、通常、様々なタイプのキャリアが
使用される。１つのキャリアから他のキャリアへの搬送は、通常、手動で行われる。
【００２２】
　上述した赤身家畜動物の屠殺およびさらなる処理のための公知のシステムおよび方法は
、搬送という観点からは、あまり効率的ではない。また、多くの場合、屠殺体の一部は、
最大の付加価値をもたらすような態様ではカットされない。また、公知のキャリアおよび
搬送デバイスは、通常、屠殺体の一部の正確な処理を可能とするものではない。
【００２３】
　公知のキャリアにおいては、屠殺体の一部は、通常、その端部が係合され、屠殺体の一
部は、キャリアに対して、１つまたは複数の自由度でもって、自由に相対移動することが
できる。また、公知のシステムにおいては、キャリアが屠殺体の一部に対して係合する場
所は、正確に規定されているわけではなく、再現可能でもない。キャリアは、解剖学的に
規定された部分においてというよりもむしろ、ある種の領域において、屠殺体の一部に対
して係合する。
【００２４】
　通常、足は、大腿部分または前端が処理される際に、屠殺体の一部から既に除去されて
いる。したがって、大腿部分および／または前端の処理に際して使用される公知のキャリ
アは、通常、膝の領域において、あるいは、肘の領域の前端において、大腿部分に対して
係合する、あるいは、脚部分は、足ではなくて、「小さな骨」と称される部分によって係
合される。
【００２５】
　本発明の目標は、赤身肉家畜動物および／またはその一部の処理において使用される公
知の設備および方法に関して、改良を提供することである、あるいは、少なくとも代替案
を提供することである。
【００２６】
　本発明の第１見地においては、屠殺された豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺
体の一部を処理するためのシステムが提供される。主に想定される応用は、豚の屠殺体の
一部の処理であり、例えば、豚の脚部分または肩部分の処理である。
【００２７】



(11) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

　屠殺体の一部は、保持領域を備えている。保持領域は、骨と、骨上の軟組織と、を備え
ている。システムは、屠殺体の一部を搬送するための少なくとも１つのキャリアを備えて
いる。キャリアは、保持領域によって屠殺体の一部を保持するための保持アセンブリを具
備しており、保持アセンブリは、軟組織の外面上において係合し得るよう構成されている
。
【００２８】
　本発明の第１見地は、また、屠殺された豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体
の一部を処理するための方法が提供される。本発明の第１見地による方法においては、豚
や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を準備し、この場合、屠殺体の一部を
、保持領域を備えたものとし、保持領域を、骨と、この骨上に位置した軟組織と、を備え
たものとし、保持領域を認識し、保持領域によって屠殺体の一部を保持するための保持ア
センブリを備えたキャリアを準備し、保持アセンブリを保持領域の軟組織に対して係合し
、屠殺体の一部を処理する。
【００２９】
　好ましくは、本発明の第１見地による保持アセンブリは、軟組織内へと侵入しない。
【００３０】
　屠殺体の一部が脚部分である場合には、保持領域は、例えば、足や、膝や、脚部分の肘
頭の近傍の領域、とすることができる（そのような解剖学的部分が存在する場合）。
【００３１】
　好ましくは、保持領域は、屠殺体の一部の重心の近傍として選択される。
【００３２】
　本発明の第２見地においては、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を
処理するためのシステムであって、屠殺体の一部が、第１端部と、第２端部と、第１端部
と第２端部との間に位置した参照部分と、を備え、システムが、屠殺体の一部を搬送する
ための少なくとも１つのキャリアを具備し、キャリアが、参照部分によって屠殺体の一部
を保持するための保持アセンブリを備え、保持アセンブリが、好ましくは、参照部分の形
状およびサイズに適合し得るよう構成された形状を有しているシステムが提供される。
【００３３】
　好ましくは、参照部分は、屠殺体の一部の両端部の間に位置し、両端部から離間したと
ころに位置する。
【００３４】
　好ましくは、参照部分は、屠殺体の一部の重心の近傍として選択される。
【００３５】
　例えば、豚といったような屠殺体の一部の脚部分においては、参照部分は、足（例えば
、中足骨を有した領域）や膝や肘頭といったような解剖学的部分として選択することがで
きる（そのような解剖学的部分が存在する場合）。
【００３６】
　本発明の第２見地は、また、 豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を
処理するための方法であって、屠殺体の一部が、第１端部と、第２端部と、第１端部と第
２端部との間に位置した参照部分と、を備え、
　この方法においては、
　－屠殺体の一部を準備し、
　－参照部分を認識し、
　－本発明の第２見地によるシステムを準備し、
　－保持アセンブリを使用して、参照部分によって屠殺体の一部を保持し、
　－キャリアによって屠殺体の一部を保持しつつ、屠殺体の一部を処理する、
という方法に関するものである。
【００３７】
　本発明の第２見地は、また、個々の豚の肩部分を搬送するための、屠殺された豚の肩部
分用のコンベヤデバイスであって、
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　個々の豚の肩部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－トラックに沿って移動可能とされた豚の肩部分用の１つまたは複数のキャリアである
とともに、各キャリアが、個々の豚の肩部分を搬送し得るよう構成された、キャリアと、
を具備し、
　各キャリアが、肩部分用の保持アセンブリを備え、
　保持アセンブリが、単一の豚の肩部分上に係合し得るよう構成され、これにより、豚の
肩部分を保持することができ、
　保持アセンブリが、肘頭に対して係合し得るよう構成された肘頭保持アセンブリとされ
ているコンベヤデバイスに関するものである。
【００３８】
　本発明による第２見地は、また、屠殺された豚の大腿部分のためのコンベヤデバイスで
あって、
　豚の大腿部分が、
　－膝と、
　－膝に隣接した大腿骨の少なくとも一部と、
　－膝に隣接した頸骨および腓骨の少なくとも一部と、
　－大腿骨と頸骨と腓骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－トラックに沿って移動可能とされた豚の大腿部分用の１つまたは複数のキャリアであ
るとともに、各キャリアが、個々の豚の大腿部分を搬送し得るよう構成された、キャリア
と、
を具備し、
　各キャリアが、１つの豚の大腿部分用の保持アセンブリを備え、
　保持アセンブリが、単一の豚の大腿部分上に係合し得るよう構成され、これにより、豚
の大腿部分を保持することができ、
　保持アセンブリが、膝保持アセンブリとされ、この膝保持アセンブリが、豚の大腿部分
の膝に対して係合し得るよう構成されているというコンベヤデバイスに関するものである
。
【００３９】
　本発明の第３見地は、個々の豚の脚部分を搬送するための、屠殺された豚の脚部分用の
コンベヤデバイスであって、個々の豚の脚部分が、豚の脚の少なくとも一部と、豚の足と
、を備えている場合に、
　コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－トラックに沿って移動可能とされた豚の脚部分用の１つまたは複数のキャリアである
とともに、各キャリアが、個々の豚の脚部分を搬送し得るよう構成された、キャリアと、
を具備し、
　各キャリアが、１つの豚足用の保持アセンブリを備え、
　保持アセンブリが、単一の豚の足上に係合し得るよう構成され、これにより、キャリア
から吊り下げられた状態で、豚の脚部分を保持することができ、
　保持アセンブリが、豚の足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を有しているコン
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ベヤデバイスに関するものである。
【００４０】
　特許請求の範囲と発明の詳細な説明と図面とによって説明されるように、本発明の第１
見地と第２見地と第３見地との組合せが、可能であり、例えば、任意の付加的な特徴点を
有した特徴点に関して、例えば保持アセンブリやキャリアやキャリアを支持する１つまた
は複数のトロリーやトラックに関する任意の付加的な特徴点を有した特徴点に関して、お
よび、任意の処理ステーションに関して、可能である。
【００４１】
　本発明は、特に、新鮮な赤身肉の処理に関して応用することができる。本明細書におい
ては、新鮮な赤身肉の処理とは、タンパク質構造の実質的な変化に基づく屠殺体の一部の
軟組織の天然のフレキシブルさを不可逆的に低減する保存プロセスを受けていない肉処理
を意味している。タンパク質構造におけるそのような実質的な変化は、例えば、例えばパ
ルマハムまたはセラーノハムの製造時に、硬化時にまた熟成時に起こる。
【００４２】
　キャリアは、好ましくは、個々の屠殺体の一部を搬送し得るよう構成されている。よっ
て、１つのキャリアごとに、１つの屠殺体の一部が搬送される。
【００４３】
　キャリアは、例えば豚といったような屠殺体の一部の個々の脚部分を搬送し得るよう構
成することができる。よって、単一の脚（あるいは、少なくともその一部）と、可能であ
れば、例えば肩部分といったような、脚の頂部に取り付けられた部分と、を搬送すること
ができる。
【００４４】
　好ましくは、キャリアは、屠殺体の一部を搬送するための単一手段として機能するよう
に構成される。このことは、単一のキャリアが、屠殺体の一部の重量を支持することがで
きなければならないことを意味している。豚の大腿部分の肩部分の場合には、重量は、典
型的には、約１５ｋｇである。
【００４５】
　好ましくは、キャリアは、さらに、例えばカットや移送といったような処理時に屠殺体
の一部に対して印加される外力の少なくとも一部を支持する。
【００４６】
　本発明の第１見地においては、屠殺体の一部は、所定の保持領域において、すなわち、
軟組織が上部に存在している骨のところにおいて、キャリアによって係合される。
【００４７】
　軟組織は、例えば、皮膚や、皮や、腱や、靱帯や、肉や、脂肪、等とすることができる
。軟組織は、フレキシブルなものであり、ある種の弾性を有している。「フレキシブル」
という用語は、過度の力を使用することなく変形し得ることを意味している。そして、こ
の弾性により、外力が解除されたときには、元々の形状へと少なくとも実質的に復帰する
ことができる。
【００４８】
　本発明の第１見地によるキャリアの保持アセンブリは、屠殺体の一部の搬送時には、好
ましくは、屠殺体の一部が受けるすべてのプロセスステップ時には、軟組織の外面に対し
て係合する。保持アセンブリが軟組織上に係合したときには、軟組織のフレキシブルさに
より、屠殺体の一部に対して案内力または配向力を印加することにより、屠殺体の一部を
、保持アセンブリに対して、よってキャリアに対して、移動させることができる、例えば
、回転させることができる。これにより、キャリアに対しておよび／または保持アセンブ
リに対して追加的な自由度を付与することなく、屠殺体の一部の位置決めに関して、いく
らかの融通性を提供することができる。あるいは、保持アセンブリが所定の位置にロック
された際には、例えばインデックス機構等によって、いくらかの融通性を提供することが
できる。
【００４９】
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　保持領域のうちの、保持アセンブリが軟組織に対して係合している外面は、好ましくは
、案内力または配向力が印加された際に、保持アセンブリに対して移動しない。その場合
、案内力または配向力が屠殺体の一部から解除されたときには、屠殺体の一部は、屠殺体
の一部がキャリア内に配置されていた際の向きへと、復帰する。初期向きへのこの復帰は
、少なくとも部分的に、軟組織の弾性に由来するものである。
【００５０】
　キャリアの保持アセンブリが屠殺体の一部に対して軟組織を介して係合することのさら
なる利点は、屠殺体の一部に関しての、多種多様な解剖学的サイズおよび形状の保持領域
を、保持アセンブリによって係合することができる。軟組織は、ある程度、変形すること
ができる、例えば、圧縮されることができる。これにより、保持アセンブリが、保持領域
を収容するための開口であって剛直な構成のすなわち一定寸法を有した開口を有している
場合であってさえも、保持アセンブリは、様々な保持領域に対して係合することができる
。
【００５１】
　本発明の第１見地と第２見地との組合せにおいては、キャリアは、屠殺体の一部の参照
部分上において、屠殺体の一部の軟組織の外面に対して係合し得るよう構成される。
【００５２】
　保持領域が屠殺体の一部の参照部分であるならば、そして、保持領域のうちの、保持ア
センブリが軟組織に対して係合している外表面が、好ましくは、案内力または配向力が印
加されたにしても、保持アセンブリに対して移動することがないならば、保持領域は、案
内力または配向力が屠殺体の一部から解除された後でも、なおも、参照部分として機能す
ることができる。
【００５３】
　軟組織保持領域の断面は、保持アセンブリが屠殺体の一部を保持しているときには、保
持アセンブリによって変形することができる。保持領域における軟組織のフレキシブルさ
が、この変形を可能としている。しかしながら、この変形のために必要とされた力（およ
び、軟組織の弾性に基づく反力）は、屠殺体の一部の保持領域と保持アセンブリとの間に
おいて、実質的に摩擦を提供する。したがって、この変形に基づき、屠殺体の一部は、保
持アセンブリによって堅固に保持される。しかしながら、軟組織は、なおも、保持アセン
ブリに対しての屠殺体の一部の相対移動を可能とする。
【００５４】
　有利な実施形態においては、保持アセンブリは、足の領域において、屠殺体の一部に対
して係合し得るよう構成される。この実施形態は、豚の大腿部分または前端が搬送および
／または処理される場合に、特に有利である。
【００５５】
　有利な実施形態においては、保持アセンブリは、中足骨の領域において、豚の足に係合
し得るよう構成される。この領域における屠殺体の一部の軟組織は、中央の中足骨に対し
て、側方の中足骨を相対移動させることができる。中立的な位置においては、側方の中足
骨は、中央の中足骨よりも、少なくとも部分的に、背面側に配置されている。キャリアの
保持アセンブリが、側方の中足骨を中央の中足骨に近接した位置へと移動させるように、
足領域の断面を変形させることが特に有利である、ことが判明している。この変形は、比
較的小さな力で行うことができ、これにより、足領域の断面のかなりの平坦化を引き起こ
すことができる。これは、有利である。その理由は、この天然の変形を引き起こすために
移動可能な部材が使用されなかった場合であってさえも、すなわち、保持アセンブリが、
足領域を受領するための一定の寸法を有した開口を有している場合であってさえも、例え
ば剛直な部材内のスロットとして開口が形成されている場合であってさえも、例えば金属
プレート内に形成されたスロットとして開口が形成されている場合であってさえも、保持
アセンブリが、様々な寸法の足領域を有した豚の脚部分を受領し得るからである。
【００５６】
　有利な実施形態においては、保持アセンブリは、スロット付きプレートを有している。
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スロット付きプレートには、屠殺体の一部の保持領域を収容するためのスロットが設けら
れている。好ましくは、このスロットは、屠殺体の一部の保持領域のうちの、キャリアに
よって保持されるべき断面の最小寸法よりも小さな幅を有している。このようにして、ス
ロットは、例えば足領域といったような保持領域において軟組織の変形を引き起こすこと
ができ、これと同時に、堅固な把持を提供する。軟組織は、なおも、キャリアの保持アセ
ンブリに対しての、屠殺体の一部のいくらかの移動を可能とする。
【００５７】
　スロットには、スロットの保持部分と、スロットの入口部分と、の間に、突起を設ける
ことができる。突起は、スロットを局所的に狭めるものであり、なおかつ、軟組織内へと
侵入することがない。スロットは、例えば、丸められた隆起箇所として具現される。これ
により、屠殺体の一部が偶発的に取り外れてしまう可能性を低減することができる。例え
ば板バネといったような弾性部材は、また、スロットの保持部分とスロットの入口部分と
の間におけるスロットの局所的な狭まりを提供するように、機能することができる。
【００５８】
　可能な実施形態においては、保持アセンブリは、屠殺体の一部をクランプする２つのジ
ョーを備えている。すなわち、２つのジョーの間に、屠殺体の一部の保持領域をクランプ
することができる。ジョーは、例えば、回転可能に取り付けることができる、あるいは、
スプリング的に取り付けることができる。あるいは、ジョーは、板バネから形成すること
ができる。
【００５９】
　一実施形態においては、保持アセンブリは、フォーク状部材を備えている。フォーク状
部材は、保持領域内へと侵入することなく、屠殺体の一部の保持領域に対しての、受領空
間を形成する。このキャリアが、トラックを有したコンベヤ内に設けられたときには、キ
ャリアに対して連結されていないもののトラックのそばに配置されたガイドレールが設け
られる。このガイドレールは、屠殺体の一部が、フォーク状部材から落下することを、防
止する。例えば、屠殺体の一部が処理を受ける処理ステーションのところにおいて、フォ
ーク状部材から落下することを、防止する。ガイドレールの機能は、ガイドプレートシス
テムによって代替することができる。ガイドレールやガイドプレートといったようなガイ
ド手段は、代替的には、１つまたは複数の作業ステーションの少なくともいくらかの長さ
部分においては、屠殺体の一部と一緒に移動し得るものとして構成することができる。
【００６０】
　有利な実施形態においては、１つまたは複数の回転可能構造が設けられる。これにより
、１つまたは複数の回転軸線まわりにおける移動可能性が得られる。このような回転は、
保持アセンブリと一緒に屠殺体の一部を、キャリアのための搬送デバイスのあるいは固定
支持体の例えばトラックに対して、移動させることができる。
【００６１】
　回転は、例えば、全角度にわたっての回転とすることも、また、所定角度範囲に限って
の回転とすることも、できる。
【００６２】
　インデックス機構を、１つまたは複数の回転構造に対して関連づけることができる。回
転構造は、少なくとも１つの、好ましくは複数の、所定の角度位置を決定する。
【００６３】
　しかしながら、また、軟組織のフレキシブルさは、屠殺体の一部に対して、十分な移動
自由度を付与することもできる。また、いくつかの移動方向においては、回転軸線または
並進ガイド構成が、キャリア内に設けられる。一方、他の移動方向においては、軟組織の
フレキシブルさが、十分な移動自由度を提供する。
【００６４】
　また、キャリアに対しての保持アセンブリの１つまたは複数の移動方向に関しては、保
持アセンブリは、複数の互いに離間した所定位置をとることができる。一方、軟組織のフ
レキシブルさにより、これら所定位置に対して、屠殺体の一部を移動させることができる
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。同じことは、トラック（設けられている場合）上にキャリアを支持している１つまたは
複数のトロリーに対しての、または、固定支持構造に対しての、キャリアの移動可能性に
ついても、当てはまる。
【００６５】
　保持アセンブリは、屠殺体の一部の割り当てられた保持領域の外面上に係合し得るよう
構成されたときには、好ましくは、保持領域および／または屠殺体の一部の参照部分の解
剖学的構造を考慮する。これは、保持アセンブリのうちの、屠殺体の一部に対して係合し
ている１つまたは複数の部分が、屠殺体の一部のうちの、係合対象をなす部分の幾何形状
に適合した形状を有していることを、意味している。
【００６６】
　可能な実施形態においては、キャリアによって保持された屠殺体の一部上において処理
動作によってカットを行うべき正確な場所は、カメラ画像システムによって、あるいは、
走査（例えば、画像やＸ線やＣＴスキャンを使用して）によって、あるいは、参照ポイン
ト（例えば、屠殺体の一部の保持領域、あるいは、保持アセンブリ、あるいは、キャリア
の他の部分）からの距離や方向を測定することによって、あるいは、例えば触診に基づい
て（可能であれば触診センサによって）解剖学的に、決定することができる。
【００６７】
　上述したように、可能な実施形態においては、例えばキャリアに対してあるいは固定支
持構造に対してあるいは搬送デバイスのトラックに対して、屠殺体の一部と保持アセンブ
リとを一緒に移動させ得るような構成上の特徴点を、設けることができる。この移動は、
並進移動、および／または、回転移動、および／または、これらの組合せ、とすることが
でき、１つまたは複数の平面内において引き起こすことができる。複数の異なる平面内に
おける移動を、同時的にあるいは順次的に、引き起こすことができる。１つまたは複数の
これら移動の可能性により、例えばキャリアに対してのおよび／または固定支持構造に対
してのおよび／または搬送デバイスのトラックに対しての、また、例えば１つまたは複数
のナイフといったような処理設備に対しての、あるいは、そのような処理設備内の１つま
たは複数の引っ張りロールに対しての、屠殺体の一部の位置および／または向きを操作す
ることができる。
【００６８】
　これらの移動は、制御および／または抑制することができる。これにより、屠殺体の一
部を、処理ステップの実行前にあるいは実行最中に、所望の位置および／または向きとす
ることができる。好ましくは、屠殺体の一部は、処理ステップの実行前に、自動的に、所
望の位置および／または向きとされる。そして、屠殺体の一部は、処理時には、所望の位
置および／または向きに維持される。これにより、操作者が屠殺体の一部に対しての作業
を開始する前に屠殺体の一部の位置および／または向きを処理に適したように調整する必
要がないことのために、操作者にとっての時間の節約になる。これにより、そのような調
整操作が屠殺体の一部の処理にとっては労力を要するものであることにより、操作者に関
しての物理的ストレスが低減される。加えて、操作者は、屠殺体の一部を所望の位置およ
び／または向きに維持するための労力を要することがない。いくつかの状況においては、
これは、片方の手で屠殺体の一部を所定位置に保持しながら他方の手で処理を行うことに
代えて、操作者が両手で処理を行い得ることさえをも、意味している。
【００６９】
　本発明によるシステムには、処理ステップ時にキャリアおよび／または保持アセンブリ
の位置および／または向きを制御するための手段を設けることができる。これにより、例
えば、屠殺体の一部の位置および／または向きを、例えばナイフやスクレイパーやロール
といったような処理設備に対して、変更することができる。これにより、例えば関連する
設備および／または操作者が同じ位置に留まったまま、例えば、屠殺体の一部の両サイド
において処理ステップを行うことができる。また、複数の複雑なプロセスを自動的に行う
ことができる。例えば、屠殺体の一部をキャリアによって移動させつつ、湾曲した切開口
を形成することができる。
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【００７０】
　可能な実施形態においては、キャリアは、搬送デバイスの１つまたは複数のトロリーに
よって支持される。トロリーは、関連するトラックに沿って、例えば、オーバーヘッドレ
ールといったようなレールに沿って、移動可能とされる。
【００７１】
　好ましくは、キャリアは、搬送デバイスの１つまたは複数の支持トロリーに対して移動
可能とされ、１つまたは複数の支持トロリーに対してのキャリアの移動を制御するための
制御手段が設けられる。
【００７２】
　例えば、キャリアは、鉛直方向の回転軸線を有した回転構造によって、１つまたは複数
の支持トロリーに対して連結することができる。このようにして、操作を行うに際して、
屠殺体の一部の異なる面を、操作者に対して、あるいは、自動化されたデバイスに対して
、提示することができる。例えば、キャリアには、インデックス機構を設けることができ
る。インデックス機構は、鉛直方向軸線まわりにおいて、トロリーに対して、複数の、好
ましくは４つの、向きを提供する。各向きは、例えば、互いに隣接するものに対して、例
えば９０°だけ離間する。その場合、キャリアは、ある好ましい向きから次なる好ましい
向きへと、例えばカムトラック／カムフォロワ機構を使用することによって、移動するこ
とができる。
【００７３】
　移動可能に支持されたキャリアには、カムフォロワを設けることができる。カムフォロ
ワは、キャリアのアーム上に取り付けられる。屠殺体の一部の再配置を必要とする処理を
行う処理ステーションにおいては、カムトラックが設けられる。この処理ステーションへ
と近づいたときには、カムフォロワは、カムトラック内へと持ってこられる。カムトラッ
クは、その場合、カムフォロワを案内し、カムフォロワと協働して、キャリアに対して所
望の移動をもたらす。
【００７４】
　例えば、水平方向の回転軸線構造が設けられている場合には、屠殺体の一部を付帯した
キャリアは、傾斜することができる、好ましくは、トラックに対して側方に傾斜すること
ができる、例えば、トラックに沿って位置した操作者に向けて上向きに傾斜することがで
きる。これにより、屠殺体の一部を操作者に対して人間工学的に良好な態様で供すること
ができる。例えば、キャリアは、カムトラックと協働するカムフォロワを有することがで
きる。これにより、カムトラックは、カムフォロワを、全体的に下向きにまたは上向きに
移動させることができる。これにより、キャリアの傾斜を引き起こすことができる。
【００７５】
　トラックに対してのおよび／または処理ステーションに対しての、屠殺体の一部の位置
および／または向きを調節するための上記特徴点を使用することにより、また、ある種の
処理ステーションをバイパスさせることができる。
【００７６】
　保持領域が、処理されるべき屠殺体の一部の参照部分である場合には、保持アセンブリ
に対しての屠殺体の一部の様々な部分の位置が、少なくとも大まかには既知とされる。こ
れにより、実施すべき操作に関しての適切な位置を見つけるに際して、屠殺体の一部の全
体を走査および／または分析する必要がない。いくつかの状況においては、分析および／
または測定を、それ以上に実行する必要がない。なぜなら、参照部分の場所が既知である
ことにより、操作を実行すべき場所が十分に正確に推定され得るからである。
【００７７】
　保持アセンブリは、屠殺体の一部の端部ではなくむしろ中央部分とされた参照部分のと
ころにおいて、処理対象をなす屠殺体の一部に対して係合することができる。保持アセン
ブリは、屠殺体の一部の参照部分に対して係合する。保持アセンブリは、参照部分を堅固
に把持する。しかしながら、保持アセンブリに対しての屠殺体の一部のいくらかの移動は
、屠殺体の一部が係合されているときでも、なおも可能である。
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【００７８】
　可能な実施形態においては、保持アセンブリは、２つのジョーを備えている。２つのジ
ョーは、これらジョーどうしの間に、屠殺体の一部の参照部分をクランプする。
【００７９】
　保持アセンブリは、屠殺体の一部内へと侵入するピンを備えることができる。突出ピン
を有した保持アセンブリは、さらに、当接部材を備えることができる。当接部材は、突出
ピンと協働することにより、屠殺体の一部の参照部分を所定位置に保持することができる
。
【００８０】
　屠殺体の一部の所定の参照部分上への保持アセンブリの係合は、屠殺体の一部を良好に
保持し得るという利点を有しているだけでなく、保持アセンブリに対しての屠殺体の一部
の様々な部分の位置が既知であるという利点をも有している。これは、１つまたは複数の
プロセスステップが自動化された態様で実施される際に、有効なものとすることができる
。例えば、解体プロセスは、多くの場合、特定の腱が切断されることを必要とする。処理
対象をなす屠殺体の一部の解剖学的形状は、キャリアの保持アセンブリ内に保持された屠
殺体の一部の参照部分に対しての、そのような腱の位置を決定する。当然のことながら、
個々の屠殺体の一部に関しては、形状およびサイズには、いくらかの天然のばらつきが存
在する。しかしながら、保持アセンブリが屠殺体の一部の参照部分を保持する際には、切
断されるべき腱の位置は、極めて正確に既知である。
【００８１】
　例えば骨からの肉の剥ぎ取りや処理対象をなす屠殺体の一部上における引っ張りやソー
イングやカットや皮剥ぎや皮膚除去といったような処理ステップは、キャリアによって保
持されつつ、処理対象をなす屠殺体の一部の特定部分上において、行うことができる。
【００８２】
　保持アセンブリ内に屠殺体の一部の参照部分を保持することにより、そして、処理デバ
イスに対しての保持アセンブリの位置が既知であることにより、さらに、追加的な測定や
分析を実施できることにより、処理対象をなす部分の位置が、同様に既知である。これに
より、手動での操作を容易に実行することができる。なぜなら、操作者が、保持アセンブ
リに対しての、操作対象をなす部分の位置を、知っているからである。また、処理対象を
なす屠殺体の一部の少なくとも一部に関しては、自動的な処理を行うことができる。
【００８３】
　可能な実施形態においては、キャリアは、例えば豚といったような屠殺された動物の肩
部分を備えた屠殺体の一部を保持し得るよう構成されている。この肩部分は、上腕骨の少
なくとも一部と、橈骨の少なくとも一部と、尺骨の少なくとも一部と、肘頭と、上腕骨と
橈骨と尺骨と肘頭との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、を備えている。そのよ
うな屠殺体の一部が処理される場合には、参照部分として肘頭が使用されることが有利で
ある。
【００８４】
　例えば肘頭が通常は処理対象をなす屠殺体の一部の重心の近くに位置していることのた
めに、従来技術において公知であるように自由端やその近傍によって保持するのではなく
、肘頭によって屠殺体の一部を保持することが有利である。肘頭によって屠殺体の一部を
保持することにより、比較的重い屠殺体の一部を、容易に操作することができる。なぜな
ら、屠殺体の一部が自由端によって保持されている状況と比較して、屠殺体の一部が、保
持ポイントからそれほど遠くにまで延出しないからである。屠殺体の一部の質量がおおよ
そ肘頭の近傍に集中していることのために、肘頭による屠殺体の一部の保持は、屠殺体の
一部の回転に際してより小さな回転モーメントで済むことを意味している。これにより、
システムに関する機械的負荷がより小さくなる。
【００８５】
　さらに、肘頭保持アセンブリ内における肘頭による屠殺体の一部の保持は、キャリアに
対しての肘頭の位置が明らかに既知であることを意味している。肘頭の位置が既知である
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ことにより、他の部分の位置を、決定することができる。この決定の正確さは、通常、固
定されたポイントから離れるにつれて、減少する。よって、肘頭によって屠殺体の一部が
保持されている際には、処理対象をなす屠殺体の一部の他の部分の位置は、例えば足部分
または肩甲骨といったような自由端によって屠殺体の一部が保持されている状況と比較し
て、より正確に決定することができる。
【００８６】
　さらに、肘頭保持アセンブリは、橈骨や尺骨や肘頭に対しての上腕骨の移動を隠すこと
となる。これは、肘頭保持アセンブリが、一方においては上腕骨と、他方においては橈骨
や尺骨や肘頭と、の間の関節の近傍において、屠殺体の一部に対して係合するからである
。これは、肘頭の既知の位置に基づいての、屠殺体の一部の他の部分の位置の決定を、よ
り信頼性高く行うことができる。
【００８７】
　可能な実施形態においては、肘頭上に天然に存在する肉の少なくとも一部が、肘頭から
切り離される。肉は、屠殺体の一部から切り離すことができる。しかしながら、また、屠
殺体の一部において、１つまたは複数のカットを行うこともできる。そのようなカットは
、肘頭とその上に天然に存在する肉との間の１つまたは複数の天然の連結を切断するもの
であり、これにより、骨表面の一部を、露出することができる、あるいは、少なくともア
クセス可能なものとすることができる。
【００８８】
　他の可能な実施形態においては、ロックが肘頭に対して係合したときには、肘頭上には
、肉または他の軟組織（皮膚、皮、腱、靱帯、肉、脂肪、等）が、なおも存在する。軟組
織は、ある程度の弾性を有している。ロックが屠殺体の一部を保持したときには、この弾
性により、屠殺体の一部に対して外力を印加することによって、屠殺体の一部を、ロック
に対して移動させることができる、例えば、回転させることができる。そのような外力が
屠殺体の一部から解除されたときには、屠殺体の一部は、元の状態へと復帰する。これに
より、一方においては、屠殺体の一部の取扱い性に対して融通性を提供することができ、
他方においては、参照部分を使用することによって、屠殺体の一部の他の部分の位置を決
定することができる。
【００８９】
　肘頭保持アセンブリは、好ましくは、肘頭の様々な面に対して係合するような好ましく
は肘頭の両サイドに対して係合するような、第１ジョーおよび第２ジョーを備えている。
このようにして、肘頭を、キャリアの肘頭保持アセンブリの第１ジョーと第２ジョーとの
間にクランプすることができる。
【００９０】
　可能な実施形態においては、肘頭保持アセンブリの両ジョーは、各ジョーと肘頭骨との
間に全く肉が存在していない態様で、肘頭に対して直接的に係合する。このようにして、
解体時にキャリア上において、屠殺体の一部の固定に基づく肉の損失を発生させることが
ない。なぜなら、屠殺体の一部の解体を行う操作者またはデバイスは、肉に対してアクセ
スする際に、ジョーによって隠されないからである。
【００９１】
　他の可能な実施形態においては、肘頭保持アセンブリの両ジョーが肘頭に対して係合し
た際には、肘頭上には、なおも軟組織が存在する。その場合、この軟組織の弾性により、
上述したように、外力を印加することによって、ロックに対しての屠殺体の一部の位置を
、一時的に変更することができる。
【００９２】
　肘頭保持アセンブリは、好ましくは、第１ジョーと第２ジョーとを互いに対して移動さ
せるためのアクチュエータを備えている。これにより、肘頭保持アセンブリを、開閉する
ことができる。
【００９３】
　好ましさの程度の小さな他の実施形態においては、肘頭保持アセンブリは、ピンを備え
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ている。このピンは、肘頭の近傍において、屠殺体の一部内へと侵入することができる。
ピンは、肘頭保持アセンブリのジョーに対して、肘頭を押しつけることができ、これによ
り、肘頭を所定位置に保持することができる。これに代えて、ピンは、キャリアを移動さ
せる搬送デバイスのトラックに沿って配置されたガイドレールまたはガイド表面に対して
、肘頭を押圧することができる。
【００９４】
　一実施形態においては、屠殺体の一部は、キャリアの肘頭保持アセンブリから吊り下げ
られた状態とすることができる。これは、ジョーの形状、および／または、肘頭上にジョ
ーがもたらすクランプ力が、屠殺体の一部が肘頭保持アセンブリによって支持されていな
いときに、肘頭保持アセンブリから屠殺体の一部を落下させないようなものとしなければ
ならないことを意味する。特に処理時には、重力とは別に、屠殺体の一部に対して作用す
る他の力が存在する。肘頭保持アセンブリは、そのような力の作用に対しても、屠殺体の
一部を保持し得るものでなければならない。肘頭保持アセンブリが第１ジョーおよび第２
ジョーを備えている場合には、キャリアは、好ましくは、アクチュエータを備えている。
アクチュエータには、駆動力の供給源が設けられている。駆動力の供給源は、肘頭保持ア
センブリのジョーに対して、十分なクランプ力を提供する。これにより、必要なクランプ
力を供給することができる。
【００９５】
　キャリアは、キャリアに対して保持アセンブリを連結する連結部分を備えることができ
る。このキャリアは、肘頭保持アセンブリを、固定支持体に対して、あるいは、搬送デバ
イスの１つまたは複数のトロリーに対して、連結することができる。
【００９６】
　肘頭保持アセンブリの連結部分は、好ましくは、少なくとも１つの回転構造を備えてい
る。回転構造は、固定支持体またはトロリーに対して、屠殺体の一部を回転させることが
できる（全回転、または、限られた角度範囲内での回転）。当業者であれば、この回転構
造を、様々な態様のものや様々な形状のものや様々なサイズのものとし得ることは、理解
されるであろう。例えば、ピンとブッシングとからなる構成を使用することができる。こ
れにより、単一平面内における回転を可能とすることができる。しかしながら、例えば、
ボールジョイントを使用することもできる。これにより、好ましさの度合いは小さいけれ
ども、複数の平面内において回転させることができる。
【００９７】
　肘頭保持アセンブリが、第１ジョーと第２ジョーとを備えている場合には、有利には、
第１ジョーは、フォーク状とされる。フォーク状の第１ジョーは、２つの歯を有しており
、それら歯の間にはスロットが形成されている。肘頭は、そのスロット内に収容されるこ
とができる。歯は、肘頭の両サイドに位置している。肘頭は、自由端のところに位置した
広い部分と、他端のところに位置した狭い部分と、を有している。好ましくは、スロット
の幅は、肘頭の狭い部分を受領し得るものとされ、なおかつ、肘頭の広い部分を通し得な
いものとされている。これは、肘頭を所定位置にロックすることを補助する。このスロッ
トは、Ｖ字形状を有することができる。あるいは、互いに平行な辺を有したものとするこ
とができる。歯は、直線的なエッジを有することも、あるいは、湾曲したエッジを有する
ことも、できる。歯の自由端は、尖鋭なものとも、また、鈍いものとも、することができ
る。
【００９８】
　第２ジョーは、有利には、アンビル（あるいは、金床）として形成される。第２ジョー
は、肘頭に対して押圧される。肘頭に係合するサイドは、フラットな表面または湾曲した
表面とすることができる。アンビル状の第２ジョーは、有利には、フォーク状の第１ジョ
ーと組み合わせることができる。
【００９９】
　有利には、スロットの開口サイドは、第２ジョーを収容し得るよう十分に広いものとさ
れる。このようにして、肘頭は、肘頭保持アセンブリの２つのジョーによって、囲まれる
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。
【０１００】
　キャリアは、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部の大腿部分を支持し
得るよう構成することができる。ここでは、想定される主要な応用は、豚の大腿部分であ
る。
【０１０１】
　大腿部分が、膝と、膝に隣接した大腿骨の少なくとも一部と、膝に隣接した頸骨および
腓骨の少なくとも一部と、大腿骨と頸骨と腓骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一
部と、を備えている。
【０１０２】
　例えば膝が処理対象をなす屠殺体の一部の重心の近くに位置していることのために、従
来技術において公知であるように自由端やその近傍によって保持するのではなく、膝によ
って屠殺体の一部を保持することが有利である。膝によって屠殺体の一部を保持すること
により、比較的重い屠殺体の一部を、容易に操作することができる。なぜなら、屠殺体の
一部が自由端によって保持されている状況と比較して、屠殺体の一部が、保持ポイントか
らそれほど遠くにまで延出しないからである。屠殺体の一部の質量がおおよそ膝の近傍に
集中していることのために、膝による屠殺体の一部の保持は、屠殺体の一部の回転に際し
てより小さな回転モーメントで済むことを意味している。これにより、システムに関する
機械的負荷がより小さくなる。
【０１０３】
　さらに、膝保持アセンブリ内における膝による屠殺体の一部の保持は、キャリアに対し
ての膝の位置が明らかに既知であることを意味している。膝の位置が既知であることによ
り、他の部分の位置を、決定することができる。この決定の正確さは、通常、固定された
ポイントから離れるにつれて、減少する。よって、膝によって屠殺体の一部が保持されて
いる際には、処理対象をなす屠殺体の一部の他の部分の位置は、例えば足部分または骨盤
といったような自由端によって屠殺体の一部が保持されている状況と比較して、より正確
に決定することができる。
【０１０４】
　さらに、膝保持アセンブリは、頸骨や腓骨に対しての大腿骨の移動を隠すこととなる。
これは、膝保持アセンブリが、一方においては大腿骨と、他方においては頸骨や腓骨と、
の間の関節の近傍において、屠殺体の一部に対して係合するからである。これは、膝の既
知の位置に基づいての、屠殺体の一部の他の部分の位置の決定を、より信頼性高く行うこ
とができる。
【０１０５】
　可能な実施形態においては、膝上に天然に存在する肉の少なくとも一部が、膝から切り
離される。肉は、屠殺体の一部から実際に切り離すことができる。しかしながら、また、
屠殺体の一部において、１つまたは複数のカットを行うこともできる。そのようなカット
は、膝とその上に天然に存在する肉との間の１つまたは複数の天然の連結を切断するもの
であり、これにより、骨表面の一部を、露出することができる、あるいは、少なくともア
クセス可能なものとすることができる。
【０１０６】
　他の可能な実施形態においては、保持アセンブリが膝に対して係合したときには、膝上
には、肉または他の軟組織（皮膚、皮、腱、靱帯、肉、脂肪、等）が、なおも存在する。
軟組織は、ある程度の弾性を有している。保持アセンブリが屠殺体の一部を保持したとき
には、この弾性により、屠殺体の一部に対して外力を印加することによって、屠殺体の一
部を、保持アセンブリに対して移動させることができる、例えば、回転させることができ
る。そのような外力が屠殺体の一部から解除されたときには、屠殺体の一部は、元の状態
へと復帰する。これにより、一方においては、屠殺体の一部の取扱い性に対して融通性を
提供することができ、他方においては、参照部分を使用することによって、屠殺体の一部
の他の部分の位置を決定することができる。
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【０１０７】
　膝保持アセンブリを有したキャリアは、膝の様々な面に対して係合するような好ましく
は膝の両サイドに対して係合するような、第１ジョーおよび第２ジョーを備えている。こ
のようにして、膝を、キャリアの膝保持アセンブリの第１ジョーと第２ジョーとの間にク
ランプすることができる。
【０１０８】
　可能な実施形態においては、膝保持アセンブリの両ジョーは、各ジョーと膝骨との間に
全く肉が存在していない態様で、膝に対して直接的に係合する。このようにして、解体時
にキャリア上において、屠殺体の一部の固定に基づく肉の損失を発生させることがない。
なぜなら、屠殺体の一部の解体を行う操作者またはデバイスは、肉に対してアクセスする
際に、ジョーによって隠されないからである。
【０１０９】
　膝保持アセンブリは、さらに、第１ジョーと第２ジョーとを互いに対して移動させるた
めの、あるいは、第２ジョーとフックとを互いに対して移動させるための、アクチュエー
タを備えている。これにより、膝保持アセンブリを、開閉することができる。
【０１１０】
　好ましい実施形態においては、例えば最大で１５ｋｇといったような屠殺体の一部は、
キャリアの膝保持アセンブリから吊り下げられた状態とすることができる。これは、膝保
持アセンブリの形状、および／または、膝上にジョーがもたらす保持力が、屠殺体の一部
が膝保持アセンブリによって支持されていないときに、膝保持アセンブリから屠殺体の一
部を落下させないようなものとしなければならないことを意味する。特に処理時には、重
力とは別に、屠殺体の一部に対して作用する他の力が存在する。膝保持アセンブリは、そ
のような力の作用に対しても、屠殺体の一部を保持し得るものでなければならない。膝保
持アセンブリが第１ジョーおよび第２ジョーを備えている場合には、キャリアは、好まし
くは、アクチュエータを備えている。アクチュエータには、駆動力の供給源が設けられて
いる。駆動力の供給源は、膝保持アセンブリのジョーに対して、十分なクランプ力を提供
する。これにより、必要なクランプ力を供給することができる。
【０１１１】
　一実施形態においては、膝保持アセンブリは、膝に対して係合するための第２ジョーと
、例えば湾曲したピンやあるいは例えばフックのような形状のピンといったようなピンを
有した第１ジョーと、を備えている。このピンまたはフックは、膝の近傍において屠殺体
の一部内へと侵入するようにして、配置される。好ましくは、ピンは、頸骨と腓骨との間
を通過するようにして、配置される。
【０１１２】
　第２ジョーと、ピンまたはフックを有した第１ジョーと、を備えた実施形態が使用され
る場合には、駆動力の供給源は、膝に隣接したところにおいて、頸骨と腓骨との間におい
てピンまたはフックを貫通させるだけの十分な力を供給する。
【０１１３】
　第２ジョーは、有利には、アンビル（あるいは、金床）として形成される。第２ジョー
に対して、膝を押圧することができる。アンビルのうちの、膝に係合するサイドは、フラ
ットな表面または湾曲した表面とすることができる。アンビル状の第２ジョーは、有利に
は、ピンまたはフックとされた第１ジョーと組み合わせることができる。
【０１１４】
　特に有利な実施形態においては、アンビル状の第２ジョーは、膝の背面において、屠殺
体の一部に対して係合する。その場合、第１ジョーは、例えば、頸骨と腓骨との間におい
て、膝の背面から膝の前面へとピンが肉を貫通するようにして、配置される。好ましくは
、ピンは、湾曲したものとされる。これにより、ピンの先端が屠殺体の一部の肉を貫通し
た後には、この先端は、膝の前面に向けて湾曲し、第２ジョーのアンビル面に向けて膝を
後方に押圧する。
【０１１５】
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　本発明の第３見地においては、豚の個々の屠殺体の一部に対して足によって係合する保
持アセンブリを備えたキャリアであって、豚とされた屠殺体の一部をキャリアから吊り下
げられるような、キャリアが提供される。
【０１１６】
　豚とされた個々の屠殺体の一部をこのようにして搬送することが、豚とされた屠殺体の
一部の処理に際して有利であることが、判明している。
【０１１７】
　可能な実施形態においては、保持アセンブリが、豚足を受領するための豚足用のスロッ
トを備え、スロットが、端部が開口したものとされ、これにより、このスロット内へと側
方から豚足を導入し得るとともに、このスロットから側方に豚足を取り出すことができる
。これにより、豚足用スロットに対しての導出入を、容易なものとすることができ、また
、機械的に行うことができる。これにより、キャリアの保持アセンブリ内への屠殺体の一
部の配置、および／または、キャリアの保持アセンブリからの屠殺体の一部の取り出しを
、容易に行うことができ、また、自動化することができる。
【０１１８】
　可能な実施形態においては、豚足用開口が、剛直な参照面を有し、保持アセンブリが、
豚足の中央の中足骨を剛直な参照面に隣接させた状態で豚足を受領し得るよう構成され、
保持アセンブリが、豚足の側方の中足骨を参照面に向けて押圧し得るよう構成されている
。
【０１１９】
　好ましくは、この実施形態においては、開口が、一方の端部が開口した豚足用スロット
とされ、これにより、豚足を、スロット内へと側方から導入し得るとともに、豚足を、ス
ロットから側方へと取り出し得るものとされ、スロットが、スロットの保持部分に連接す
る開口端部のところに、狭められた入口部分を有し、保持部分が、参照面を有し、スロッ
ト内へと豚足を側方導入する際には、狭められた入口部分が、側方の中足骨の天然の状態
から、参照面に接近した位置へと、側方の中足骨を押圧する。
【０１２０】
　豚足の領域を保持領域として使用することには、いくつかの利点がある。第１の利点は
、この領域の直径が、前脚と後脚とに関してほぼ同じことである。これにより、多くの場
合、同一のキャリアを使用して、個々の前脚部分とに対してもまた個々の後脚部分とに対
しても係合することができる。また、この領域を、キャリアが屠殺体の一部に対して係合
する領域として使用することは、キャリア内に豚の脚部分を配置する前に、豚の脚部分の
プレカットが必要とされないことを意味している。
【０１２１】
　上述したすべてのキャリアに関する有利な実施形態においては、キャリアが移動可能と
され、さらに、ロック手段が設けられる。ロック手段は、例えば、係止体とされる。ロッ
ク手段は、固定支持構造に対しての、または、キャリアが取り付けられている１つまたは
複数のトロリーに対しての、キャリアの向きをロックする。これにより、処理時には屠殺
体の一部を所定位置に保持することができる。あるいは、少なくとも１つの自由度をロッ
クすることができる。赤身肉の屠殺体の一部の処理に関する公知のシステムにおいては、
多くの場合、操作者は、処理時に屠殺体の一部を所定位置に保持しなければならない。こ
れは、重労働であり、不健康な作業である。さらに、処理に際して両手を使用することが
できない。
【０１２２】
　上述したすべてのキャリアに関する有利な実施形態においては、キャリアには、さらに
、固定支持構造に対しての、または、キャリアが取り付けられているトロリーに対しての
、保持アセンブリの向きを制御する制御手段が設けられる。制御手段は、固定支持構造に
対しての、または、キャリアが取り付けられているトロリーに対しての、屠殺体の一部の
向きを動的に変更することができる。例えば、屠殺体の一部の反対サイド上にカットを形
成する場合に、屠殺体の一部の向きを動的に変更することができる。公知のシステムにお



(24) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

いては、多くの場合、操作者は、屠殺体の一部を様々な向きとしなければならない。これ
は、重労働であり、不健康な作業である。
【０１２３】
　上述したすべてのキャリアに関する有利な実施形態においては、保持アセンブリは、複
数の平面内において回転可能とされる、あるいは、全回転可能とされる。好ましくは、こ
れら平面の少なくとも２つは、互いに垂直とされる。これにより、屠殺体の一部を、複数
の自由度にわたって操作することができる。
【０１２４】
　本発明によるシステムにおいては、好ましくは、複数のキャリアが設けられる。これら
キャリアは、例えば、各々が単一の肩部分を搬送し得るよう構成されたキャリアとするこ
とができる、あるいは、屠殺された豚の単一の大腿部分を搬送するためのキャリアとする
ことができる。
【０１２５】
　システムには、有利な実施形態においては、さらに、トラックに沿って複数のキャリア
を搬送するためのコンベヤが設けられる。一般に、単一のコンベヤには、１つのタイプの
キャリアが設けられる。しかしながら、ある種の状況においては、あるいは、屠殺体処理
工場のある種の構成においては、単一のコンベヤ上において、様々なタイプのキャリアを
使用することができる。
【０１２６】
　コンベヤは、好ましくは、複数のトロリーを備えており、その場合、キャリアは、１つ
または複数の、例えば２つの、トロリーによって支持される。
【０１２７】
　トラックに沿って、好ましくは１つまたは複数の処理ステーションが設けられる。これ
ら処理ステーションは、操作者が屠殺体の一部に対して処理を行いつつ、例えばカットを
行いつつあるいは解体処理を行いつつ、操作者が直立または着座するための場所を提供す
ることができる。処理ステーションとトラックとは、互いに協働して、処理ラインを形成
する。
【０１２８】
　処理ステーションには、例えばナイフや他のタイプのカッタや屠殺体の一部のための追
加的な支持体（例えば、処理時に特定の位置および向きを保持するための支持体）といっ
たような、操作者のためのツールを設けることができる。それらツールは、処理ステーシ
ョンに対して連結することができる。例えば、フレキシブルなケーブルから吊り下げるこ
とができる。
【０１２９】
　また、処理ステーションにおいては、１つまたは複数の処理を、自動的にまたは半自動
的に行うことができる。その場合、処理ステーションには、回転円形ナイフや、ウォータ
ジェットカッタや、センサや、ガイドレールや、自動処理あるいは半自動処理を行い得る
他の構成部材、を設けることができる。
【０１３０】
　すべての処理ステーションにおいては、様々なプロセスステップを行うことができる。
しかしながら、また、いくつかの処理ステーションにおいては、同じプロセスステップを
行うことができる。これにより、複数の屠殺体の一部が、同時に同じプロセスステップを
受けることができる。
【０１３１】
　処理ステーションは、トラックの直線状部分に配置することができる。よって、処理ス
テーションによる屠殺体の一部の処理を、直線的なラインで行うことができる。しかしな
がら、また、処理ステーションを、トラックの湾曲したところに配置することもできる。
【０１３２】
　これは、処理ステーションにおいてプロセスを自動的に行う場合に、特に有利である。
その場合、処理ステーションは、カルーセルを備えることができる。カルーセル内には、
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複数の処理ユニットが設けられる。トラックは、カルーセルの周縁の一部に沿って、キャ
リアを付帯したトロリーを案内する。使用時には、カルーセルは、トラックが追従するカ
ルーセルの周縁の一部上にわたって、処理ユニットがキャリアと一緒に動くような速度で
、回転する。互いに隣接する処理ユニットどうしの間の間隔は、各処理ユニットがキャリ
アと併走し得るように、選択される。この併走移動時には、処理ユニットは、キャリアに
よって保持された屠殺体の一部に対して、プロセスを行う。キャリアと処理ユニットとが
、トラックがカルーセルの周縁から離間するポイントに到達した際には、処理ユニットは
、処理の仕上げを行う。トラックは、処理ラインに沿ってさらに下流側へとキャリアを案
内し、カルーセルの回転は、処理ユニットを、トラックがカルーセルの周縁と遭遇する上
流側のポイントへと戻す。そして、処理ユニットは、他のキャリアと遭遇して併走する。
よって、キャリアによって保持された屠殺体の一部に対して処理を行うことができる。
【０１３３】
　カルーセルの使用は、キャリアを付帯したトロリーが連続的に駆動される場合に、有利
である。なぜなら、処理ユニットを、初期位置へと戻すための単純な手法を提供するから
である。よって、処理ユニットは、次なる屠殺体の一部に対する処理を開始することがで
きる。また、処理ラインによって使用される場所または空間を実質的に増大させることな
くプロセスを行うための特別のトラック長さと特別の時間とを提供することができる。
【０１３４】
　カルーセルが、例えば１．２ｍといったような標準的な処理ステーションの幅であると
、特に有利である。
【０１３５】
　コンベヤは、連続的にでも、また、ステップ的にでも、トロリー（キャリアを付帯した
トロリー）を受領することができる。
【０１３６】
　有利な実施形態においては、複数のキャリアを付帯したコンベヤは、オーバーヘッドコ
ンベヤとされる。その場合、キャリアの保持アセンブリは、キャリアが連結されたトロリ
ーの下方において、屠殺体の一部をキャリアから吊り下げられた態様で、配置される。好
ましくは、キャリアおよびコンベヤは、屠殺体の一部のうちの、処理されるべき部分を、
キャリアの下方に吊り下げることができる。これにより、プロセスステップの実施を、キ
ャリアの部材またはコンベヤの部材によって、隠されることがない。
【０１３７】
　有利な実施形態においては、屠殺体の一部は、皮膚除去または皮剥ぎまたは脂肪除去の
少なくとも１つの際には、キャリアから吊り下げられる。これにより、操作者は、皮膚除
去または皮剥ぎまたは脂肪除去の際に、皮膚除去または皮剥ぎまたは脂肪除去のためのツ
ールを、下向きに移動させることができる。
【０１３８】
　皮膚除去または皮剥ぎまたは脂肪除去のための公知の方法においては、操作者は、プロ
セスの実行時に、ツールを操作者自身から離間する向きに移動させる。公知の方法におい
ては、処理時には、屠殺体の一部を、積極的に所定位置に保持しなければならない。吊り
下げられた屠殺体の一部に対して操作する場合には、皮膚除去または皮剥ぎまたは脂肪除
去のためのツールを操作者が下向きに移動させるときに、屠殺体の一部に対して印加され
る処理力が、重力と同じ向きに作用する。よって、処理時に屠殺体の一部を所定位置に積
極的に保持する必要はない。これは、操作者が、プロセスを実行するに際して両手を使用
し得ることを意味する。あるいは、片手を自由なものとし得ることを意味する。
【０１３９】
　皮膚除去または皮剥ぎまたは脂肪除去におけるこの改良は、屠殺体の一部内に骨が存在
していることのために処理対象をなす屠殺体の一部が安定しているという理由のために有
利であり、および／または、水平方向に印加された処理力に抗して、例えば固定ガイドに
よる支持によって、屠殺体の一部を支持し得るという理由のために有利である。そのよう
なガイドを使用することにより、また、屠殺体の一部の処理時に人間工学的に検出可能な
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位置に維持しつつ、操作者にとって適切な角度で、屠殺体の一部を操作者に対して供する
ことができる。
【０１４０】
　有利な実施形態においては、コンベヤは、さらに、キャリアに対してのあるいはキャリ
アに対して連結されたトロリーに対しての、キャリアおよび／または保持アセンブリの向
きを制御するための制御手段を備えている。そのような制御手段は、トラックに沿って配
置されている。この制御手段は、例えば、カムトラックレールとすることができ、キャリ
ア上のレバー等を操作する。
【０１４１】
　有利な実施形態においては、コンベヤは、ロック手段を備えている。ロック手段は、キ
ャリアが連結されたトロリーに対しての、キャリアの向きを、および／または、キャリア
の保持アセンブリの向きを、ロックすることができる。このロック手段は、例えば、ガイ
ドレールとすることができる。ロック手段は、キャリア上のレバー等を、例えば空気圧的
なまたは電気的なまたは液圧的な駆動レールによって固定位置に保持する、あるいは、例
えば空気圧シリンダによって駆動されるピンを固定位置に保持する。そのようなピンは、
キャリアのある種の構成部材の移動を阻止する。
【０１４２】
　キャリアをトラックに沿って駆動するという可能な実施形態においては、ガイドが、ト
ラックの少なくとも一部に沿って配置される。これらガイドは、キャリアによって搬送さ
れる屠殺体の一部に対して係合し、屠殺体の一部を、操作者が人間工学的に作業し得る位
置へと、配置する。ガイドは、さらに、屠殺体の一部を処理しながら、屠殺体の一部を支
持することができる。
【０１４３】
　トラックに沿って搬送される屠殺体の一部がガイドに対して当接したときには、ガイド
と屠殺体の一部との間に、摩擦が発生することができる。この摩擦に基づき、キャリアと
屠殺体の一部との間の相対的配置および／または相対的向きを、変更することができる。
例えば、屠殺体の一部がキャリアから吊り下げられている場合、屠殺体の一部がガイドに
対して接触していない場合には、屠殺体の一部が、キャリアから鉛直方向にまっすぐに下
向きに配向していることが推定される。屠殺体の一部がガイドに対して接触している場合
には、なおかつ、同時に、キャリアが屠殺体の一部をトラックに沿って搬送している場合
には、屠殺体の一部とガイドとの摩擦により、屠殺体の一部は、もはやキャリアからまっ
すぐに下向きに配向するわけではなく、鉛直方向に対して相対的な角度を形成する。屠殺
体の一部は、キャリアの後方向きに引きずられる。
【０１４４】
　これは、屠殺体の一部が処理時にトラックに沿って移動する際には、問題となる。特に
、処理が自動的に行われている場合には、問題となる。処理が自動的に行われている場合
には、屠殺体の一部の位置および向きが既知であることが重要である。なぜなら、そうで
ない場合には、屠殺体の一部の間違った位置においてカットを行ってしまいかねないから
である。処理が手動で行われている場合には、キャリアに対しての、屠殺体の一部の位置
および／または向きの変更のために、操作者は、処理を行う前に、屠殺体の一部を手動で
再配置しなければならない。このことは、時間および効率において損失が発生することを
意味する。加えて、操作者に対して、物理的ストレスが追加されてしまう。
【０１４５】
　有利な実施形態においては、この問題は、トラックの一部に沿って屠殺体の一部と一緒
にガイドを移動させ得るようにして、ガイドを設けることにより、解決される。ガイドは
、例えば、円形やループ形状のものとすることができ、中央軸線まわりに、トラックに沿
って屠殺体の一部の移動と一緒に、回転させることができる。ピンのような突起は、屠殺
体の一部がガイドに沿ってスライドすることを防止する。代替例においては、ガイドは、
屠殺体の一部が追従する経路の向きに移動可能であるように、弾性的に取り付けることが
できる。
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【０１４６】
　この問題を解決するための他のアプローチは、キャリアを見ることである。キャリアに
は、位置保持手段を設けることができる。位置保持手段は、屠殺体の一部が、ガイドに対
しての摩擦に基づいて、キャリアに対して位置および／または向きを変更してしまうこと
を防止する。位置保持手段は、本発明による他のキャリアと組み合わせて、使用すること
ができる。
【０１４７】
　可能な実施形態においては、キャリアは、トロリーに対して取り付けられる。トロリー
は、トラックに沿って移動され、キャリアを付帯する。トロリーは、ホイールまたはスラ
イドブロックを備えている。ホイールまたはスライドブロックは、使用時には、トラック
に対して接触する。トラックに沿っての屠殺体の一部およびキャリアの移動時には、キャ
リア内において屠殺体の一部に対して外力が印加される。これは、例えば、屠殺体の一部
に対して行われる処理のためである。あるいは、屠殺体の一部がキャリアに対して移動す
るからである。これにより、屠殺体の一部を、人間工学的な態様で処理を行い得る位置に
配置することができる。このような外力は、トラックに対して垂直なものとすることがで
きるあるいはトラックに対して傾斜したものとすることができる。これにより、トラック
のホイールまたはスライドブロックは、および／または、トラックの構成部材は、好まし
くない機械的負荷を受ける。
【０１４８】
　したがって、有利な実施形態においては、トロリーは、ローラまたはストッパブロック
を備えている。ローラまたはストッパブロックは、それら機械的負荷を支持する。これに
より、トロリー部材上にまたはトラック上に、望ましくない程度の摩耗を引き起こすこと
がない。
【０１４９】
　可能な実施形態においては、キャリアの保持アセンブリは、搬送デバイス内においてキ
ャリアが連結されているトロリーの上方に、配置される。このシステムにおいては、トロ
リーは、フロアの上方において比較的小さな程度で配置される。好ましくは、屠殺体の一
部は、人間工学的な作業高さのところにおいて操作者に対して供される。
【０１５０】
　本発明によるシステムは、屠殺場または食肉加工工場の一部において使用することがで
きる。屠殺場または食肉加工工場の他の部分においては、公知のシステムを使用すること
ができる。例えば、キャリアを有した公知のシステムを、屠殺体の一部を小さな部分へと
カットするに際して使用することができ、なおかつ、上述したタイプのキャリアを有した
本発明によるシステムを、解体プロセスにおいて使用することができる。
【０１５１】
　有利な実施形態においては、分級ステーションが存在する。分級ステーションは、例え
ば、解体ラインの上流側に配置される。解体ラインには、好ましくは、本発明によるキャ
リアが設けられる。分級ステーションにおいては、分級ステーションを通過する個々の屠
殺体の一部に関して、個々の屠殺体の一部が受けるべき以降の処理を決定する。よって、
例えば、本発明によるシステムが、解体プロセスと組み合わせて使用される場合には、分
級ステーションによって、個々の屠殺体の一部のうちのどれが解体されるかどうかが決定
される。洗練された実施形態においては、分級ステーションにおいて、解体に際してどの
プロセスステップを使用するかさえもが決定される。分級ステーションは、例えば重量や
骨と肉との比率や脂肪比率等といったような、個々の屠殺体の一部のパラメータに基づい
て、決定することができる。各パラメータは、分級ステーションの上流側の１つまたは複
数の測定箇所において、測定される。通常は、決定は、そのようなパラメータの組合せに
基づいて、決定される。
【０１５２】
　例えば、有利な実施形態においては、脂肪層の厚さが、処理対象をなす各大腿部分また
は各前端または各肩部分に関して測定される。好ましくは、この測定は、屠殺体の一部の
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残部からの、大腿部分または前端または肩部分の分離後に、行われる。より好ましくは、
屠殺体の一部の冷却後に、行われる。なおも好ましくは、脂肪層の厚さの測定は、皮膚除
去または皮剥ぎまたは脂肪除去が行われる直前に、行われる。個々の大腿部分または前端
または肩部分に関して行われた脂肪層の厚さに基づいて、それぞれの大腿部分または前端
または肩部分に関してどの程度の脂肪を除去するかが決定され、また、どの製品を有利に
形成し得るかが決定される。屠殺体の一部の他の部分から脚部分がカットされたカット表
面は、脂肪の厚さを測定するのに理想的な位置とすることができる。
【０１５３】
　例えば、大腿部分または前端または肩部分が、薄い脂肪層しか有していない場合には、
有利には、赤身製品が形成される。それは、少量の脂肪しか除去する必要がないからであ
る。これは、労力を節約する。また、処理時の重量損失が少ない。
【０１５４】
　公知のシステムにおいては、皮剥ぎおよび脂肪除去の後に製品上に残存する脂肪の量は
、個々の製品に関してではなく、複数の屠殺体の一部からなるバッチに関して、決定され
る。公知のシステムにおいては、操作者は、バッチごとに、そのバッチの製品上に残すべ
き脂肪の量が指示される。本発明においては、個々の屠殺体の一部のそれぞれに関して、
各製品上に残すべき脂肪の量を決定することができる。
【０１５５】
　可能な実施形態においては、個々の屠殺体の一部の脂肪の厚さの測定は、制御システム
内に格納される。制御システムは、独立型のものとすることができる、あるいは、食肉加
工工場のまたはその中の処理ラインの全体的制御システムの一部とすることができる。そ
の場合、制御システムは、個々の屠殺体の一部の各々（例えば、大腿部分または前端また
は肩部分）に関して、どの程度の量の脂肪を除去すべきであるかを決定する。一般に、グ
レードシステムが使用される。グレードシステムにおいては、例えば、１Ｄ，２Ｄ，３Ｄ
，４Ｄ，５Ｄといったような５つのグレードが使用される。このシステムにおいては、５
Ｄ製品は、脂肪除去プロセスの後には、脂肪をほぼ残さない。これに対し、１Ｄ製品は、
脂肪除去プロセスの後に、比較的多くの脂肪層が残っている。屠殺体の一部の各々に関し
て、１Ｄ，２Ｄ，３Ｄ，４Ｄ，５Ｄのうちのどの製品を形成するかが決定される。これは
、例えば、（過剰の）脂肪を除去している操作者に対して指示される。
【０１５６】
　この指示は、様々な方法で、提供することができる。例えば、各キャリアに対してディ
スプレイが設けられる。このディスプレイは、キャリア内において、１Ｄ，２Ｄ，３Ｄ，
４Ｄ，５Ｄのうちのどの製品が形成されるかを表示する。この指示は、多様な方法で提供
することができる。例えば、数字によって、あるいは、カラーコードによって、提供する
ことができる。また、指示を提供するための特定の位置に、ピンやノブ等を設けることが
できる。
【０１５７】
　自動化された処理ステーションによって（部分的にまたは全体的に）脂肪除去が行われ
る場合には、測定データを格納した制御システムを使用することにより、処理ステーショ
ン内のツールの設定値を制御することができる。これにより、個々の屠殺体の一部の各々
から適切な量の脂肪を除去することができる。
【０１５８】
　洗練された実施形態においては、個々の屠殺体の一部自体に関連しないさらなる情報が
、次なるプロセスまたは次なるプロセスステップに関する決定の際に、考慮される。その
ような情報は、例えば、特定の日（あるいは、他の関連期間）に関する製品のある種のタ
イプに関する要求や、その日のそれら製品に関する要求に関連してその日に既に製造され
た特定のタイプの製品の量や、分級システムの下流側の処理ステーションの１つまたは複
数の処理ラインの利用度に関する情報、とすることができる。
【０１５９】
　屠殺体の一部は、多様な方法で、分級システムに対して供給することができる。例えば
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、手動で供給することができる。あるいは、オーバーヘッドコンベヤシステムによって供
給することができる。あるいは、ベルトコンベヤによって供給することができる。あるい
は、本発明によるシステムによって供給することができる。あるいは、これらの組合せに
よって供給することができる。
【０１６０】
　有利な実施形態においては、搬送ステーションが、分級ステーションからキャリアへと
屠殺体の一部を搬送するために、設けられる。搬送ステーションには、自動的な搬送デバ
イスを設けることができる。搬送デバイスは、分級ステーションから屠殺体の一部を受領
し、屠殺体の一部を、本発明によるシステムのキャリア内へと配置する。洗練された実施
形態においては、搬送ステーションは、分級ステーションからの屠殺体の一部を、屠殺体
の一部に対して様々な処理の各々を行う様々なシステムへと、分散させる。
【０１６１】
　洗練された実施形態においては、分級ステーションにおいて行われるべき決定の目的の
ために行われる測定結果を使用することにより、また、そのような測定を行う場所の上流
側および／または下流側の処理ステーションを制御することができる。例えば、そのよう
な測定によって、比較的軽量の製品が多いことが判明した場合には、測定場所の上流側の
カッターの位置を調節することができる。これにより、上流側の屠殺体の一部に、より多
くの肉または骨を、残すことができる。他方、測定場所よりも下流側の１つまたは複数の
カッターの位置を調節することにより、カッターによって、より正確なカットを行うこと
ができる。
【０１６２】
　複数の分級システムおよび／またはより多数の測定場所を、屠殺場または食肉加工工場
内に設けることができる。
【０１６３】
　一実施形態においては、キャリアは、固定支持構造上に配置される。固定支持構造は、
屠殺場または食肉加工工場内に固定位置を設けるために、配置される。通常は、キャリア
は、固定支持構造に対して、固定位置を有することとなる。しかしながら、好ましくは、
キャリアは、固定支持構造に対してのキャリアの向きを変更し得るようにして、配置され
る。これは、例えば、固定支持構造上にキャリアをヒンジ的に取り付けることにより、得
ることができる。ヒンジにより、１つまたは複数の平面内において、キャリアを回転させ
ることができる。
【０１６４】
　これに代えて、あるいは、これに加えて、キャリアを、固定支持構造上において移動可
能に取り付けることができる。これにより、固定支持構造に対してのキャリアの位置を、
変更することができる。この実施形態においては、キャリアは、例えば前後に移動するこ
とができる。これにより、処理対象をなす屠殺体の一部を、より多くの自由度でもって、
操作することができる。
【０１６５】
　好ましくは、固定支持構造の近傍に、１つまたは複数の処理ステーションが配置される
。そのような処理ステーションは、操作者が立ったり座ったりする場所を提供することが
できる。なおかつ、操作者は、屠殺体の一部に対して処理を行うことができる。例えば、
カットや、解体プロセスの一部を、行うことができる。処理ステーションには、操作者の
ためのツールを設けることができる。例えば、ナイフや、他のタイプのカッターや、屠殺
体の一部に対しての追加的な支持体（例えば、処理時に特定の位置または向きに屠殺体の
一部を保持するための支持体）、を設けることができる。そのようなツールは、処理ステ
ーションに対して連結することができる。例えば、フレキシブルなケーブルから吊り下げ
ることができる。
【０１６６】
　また、処理ステーション内において、１つまたは複数の処理を、自動的にまたは半自動
的に行うことができる。その場合、処理ステーションには、回転円形ナイフや、ウォータ
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ジェットカッターや、センサや、ガイドレールや、自動的な処理または半自動的な処理を
行い得る他の構成部材、を設けることができる。
【０１６７】
　赤身肉処理工場は、各々が１つまたは複数のキャリアを有した複数の固定支持構造を備
えることができる。
【０１６８】
　本発明のいくつかの見地によるキャリアにより、自動的に参照カットを形成することが
できる。参照カットは、皮膚除去や皮剥ぎや脂肪除去のための開始場所として使用するこ
とができる。
【０１６９】
　本発明のいくつかの見地によるキャリアにより、自動的に、足を、あるいは、足の下部
の少なくとも一部を、除去することができる。
【０１７０】
　第４見地においては、本発明は、プロセスの物流に関するものである。
【０１７１】
　本発明の第４見地においては、豚や牛や羊や山羊といったような赤身肉動物の屠殺体の
一部の処理の物流を、様々な態様で改良することができる。豚に関する応用が、主に想定
される。
【０１７２】
　第４見地は、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシ
ステムであって、
　処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　システムが、搬送システムを具備し、
　搬送システムが、
　－オーバーヘッドコンベヤであるとともに、トラックと複数のトロリーとを備え、トロ
リーがトラックに沿って移動可能とされた、オーバーヘッドコンベヤと、
　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各々のキャリアがト
ロリーに対して連結された、キャリアと、
　－複数の処理ステーションであるとともに、トラックに沿って配置され、各々の処理ス
テーションが屠殺体の一部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得るよう
構成された、複数の処理ステーションと、
　－屠殺体の一部に対してどのような処理ステップを実行するかを決定するための選択デ
バイスと、
を備え、
　選択デバイスが、
　－処理対象をなす屠殺体の一部の少なくとも２つの特性を決定するための測定ユニット
と、
　－システムの所望の出力に関するデータに関し、測定ユニットから測定データを受領す
るためのデータ収集ユニットと、
　－データ収集ユニットによって収集されたデータを処理するためのプロセッサであり、
これにより、個々の屠殺体の一部に関し、屠殺体の一部に対してどのような処理ステップ
を実行するためのプロセッサと、
　－割当制御デバイスを有したシステム制御デバイスと、
を備え、
　割当制御デバイスが、
　－屠殺体の一部に対してどのような処理ステップを実行するかに関して選択デバイスか
らの情報を受領するための入力ユニットと、
　－各屠殺体の一部に対して割り当てられた処理ステップを行い得るよう、搬送システム
および／または処理ステーションを制御するための出力ユニットと、
を備え、
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　割当制御デバイスの出力ユニットが、屠殺体の一部が受けるべきでない処理を行う処理
ステーションをバイパスさせ得るように構成されていることを特徴とするシステムに関す
るものである。
【０１７３】
　第４見地は、また、処理方法に関するものであり、その場合、そのようなシステムが使
用される。
【０１７４】
　第４見地は、また、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するた
めの方法であって、
　処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　この方法においては、
　－オーバーヘッドコンベヤとされた搬送システムのキャリア内に屠殺体の一部を配置し
、この場合、キャリアを、オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って移動可能とされた
１つまたは複数のトロリーに対して連結し、
　－屠殺体の一部の少なくとも２つの特性を測定し、
　－得られるべき最終製品の所望量およびタイプを決定し、
　－屠殺体の一部に関して測定された特性に基づいて、および、得られるべき最終製品の
所望量およびタイプに基づいて、屠殺体の一部を処理するための最も有利な手法を決定し
、その後、屠殺体の一部を処理するためのその最も有利な手法のためのシーケンスのため
に行うべきプロセスステップを決定し、
　－屠殺体の一部を処理するための最も有利な手法として決定された少なくとも１つのプ
ロセスステップを行い得る複数の処理ステーションに沿って、屠殺体の一部を駆動するた
めの経路を決定し、
　－オーバーヘッドコンベヤによって経路に沿って屠殺体の一部を駆動し、
　－経路に沿って位置する処理ステーションのうち、屠殺体の一部を処理するための最も
有利な手法には該当しない１つまたは複数のプロセスステップを行うすべての処理ステー
ションを、バイパスさせる、ことを特徴とする方法に関するものである。
【０１７５】
　第４見地は、また、そのような方法において使用されるシステムに関するものである。
【０１７６】
　本発明の第４見地によるすべてのシステムにおいては、オーバーヘッドコンベヤを使用
することによって、処理対象をなす屠殺体の一部を、処理ステーションを行う複数の処理
ステーションに沿って、搬送することができる。オーバーヘッドコンベヤは、本発明の第
４見地によるシステムにおける使用において、最も適切である。なぜなら、オーバーヘッ
ドコンベヤは、処理対象をなす屠殺体の一部を、コンベヤに対して制御および操作するこ
とを可能とするからである。
【０１７７】
　物流を改良し得る第１態様は、個々の屠殺体の一部の各々をカットする経路の決定を最
適化することによって、得られる。公知のシステムにおいては、この決定は、主に処理シ
ステムの要求された出力に応じて、行われる。特定の日または特定の週に関してのクライ
アントからの要求が、追加される。これにより、どれくらいの項目数の最終製品またはど
れくらいの重量の最終製品を作製すべきであるかが確立される。時には、加えて、屠殺体
の一部の各々に関して、測定結果が考慮される。これにより、屠殺体の一部の特定部位に
おける重量または脂肪比率を決定することができる。この追加情報に基づき、屠殺体の一
部をカットする態様が決定される。
【０１７８】
　公知のシステムにおいては、屠殺体の一部が受けるプロセスステップにおける変更可能
性や融通性が少ない。屠殺体の一部は、複数の処理ステーションに沿った固定された経路
に追従し、すべての処理ステーションにおいて、通過するすべての屠殺体の一部に関して
、所定の操作が実行される。公知のシステムにおいては、通常は、２～３の異なる経路が
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存在し、また、複数の処理ステップの組合せが利用可能である。
【０１７９】
　本発明の第４見地によるシステムは、屠殺体の一部の各々に関して行われる複数の処理
ステップの組合せを最適化することを目的とする。これにより、屠殺体の一部ごとの収率
を最適化することができ、および／または、最終製品の最適の組合せを屠殺体の一部の各
々から作製することができる。これにより、屠殺体の一部ごとに使用されるコストを、最
適化することができる。
【０１８０】
　この最適化には、いくつかの見地が存在する。一見地は、屠殺体の一部の各々に関して
行い得る処理ステップの数やタイプや組合せに関して、より大きな融通性を提供すること
に関するものであり、特定の屠殺体の一部に関して、より多くの選択肢および処理方法を
提供する。屠殺体の一部の各々に関して行い得る処理ステップの数やタイプや組合せに関
して、より大きな融通性を提供することは、従来技術において公知なような複数の処理ス
テップの固定された組合せを提供する複数の製造ラインを提供することによって、行うこ
とができる。
【０１８１】
　より有利には、それに代えてあるいはそれに加えて、製造の融通性は、個々の屠殺体の
一部が処理ステーションをバイパスさせる可能性を提供することによって、得られる。こ
のようにして、複数の処理ステーションは、トラックに沿って配置され、各々の処理ステ
ーションは、１つまたは複数の処理ステップを行い得るように構成される。屠殺体の一部
に関して実行すべきではない処理ステップを実行し得るよう構成された処理ステーション
に関しては、屠殺体の一部をバイパスさせる。バイパスは、処理ステーションに届かない
位置へと屠殺体の一部を移動させることにより（特に、処理ステーションのツールに届か
ない位置へと屠殺体の一部を移動させることにより）、あるいは、処理ステーションのツ
ールを経路外へと移動させることにより、あるいは、処理ステーションの全体を経路外へ
と移動させることにより、得ることができる。これにより、処理ステーションのツールは
、屠殺体の一部に対して係合することがない。当然のことながら、これらの組合せを使用
することができる。
【０１８２】
　個々の屠殺体の一部の各々に関して行われる複数の処理ステップの組合せを最適化する
ことに関する他の見地は、屠殺場または食肉加工工場内の少なくとも１箇所に、例えば分
級ステーションといったような選択デバイスを設けることにより、具現される。選択デバ
イスは、利用可能なデータに基づいて、屠殺体の一部の各々に関しての複数の処理ステッ
プの最適な組合せを決定する。データは、好ましくは、そのような決定を行うべき特定の
個々の屠殺体の一部に関しての測定によって得られたデータを備えている、および／また
は、特定の屠殺体の一部よりも前に処理された複数の屠殺体の一部に関しての測定によっ
て得られたデータを備えている、および／または、特定の屠殺体の一部よりも後に処理さ
れた複数の屠殺体の一部に関しての測定によって得られたデータを備えている、および／
または、要求された需要に関するデータを備えている、あるいは、屠殺体の一部の処理に
よってどの程度の需要が既に満たされているかに関するデータを備えている。
【０１８３】
　好ましくは、各屠殺体の一部が処理ステーションを通過する経路に沿って、複数の選択
デバイスを利用することができる。これにより、処理時における個々の屠殺体の一部に関
しての経路選択を、微調整することができる。
【０１８４】
　特定の屠殺体の一部に関して行われるべきプロセスステップの決定は、個々の屠殺体の
一部の各々に関してより多くの情報が得られた場合には、改良される。このようにして、
複数の処理ステップの利用可能な組合せにおける改良された融通性を、良好に使用するこ
とができる。より多くの情報を得るために、個々の屠殺体の一部の各々に関して、様々な
測定が行われる。これら測定は、例えば、様々な場所における脂肪比率の測定や、サイズ
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および形状の測定や、例えばカメラや他の光学的センサやＣＴセンサやＸ線測定によるサ
イズおよび形状の測定、とすることができる。これにより、骨または他の部位の位置を決
定することができる。
【０１８５】
　実行し得る測定の１つは、屠殺体の一部の重量の測定である。オーバーヘッドコンベヤ
から吊り下げられる屠殺体の一部の重量は、処理時において任意の関連タイミングで決定
し得るだけでなく、これにより、屠殺体の一部から切り離された部分の重量を決定するこ
ともできる。好ましくは、重量の測定は、ライン内において行われる。例えば、計量ブリ
ッジの上方にオーバーヘッドコンベヤのトロリーを配置することにより、キャリアから吊
り下げられた状態で屠殺体の一部の重量を測定することにより、行われる。これに代えて
、計量器を、ベルトコンベヤ内に組み込むことができる。
【０１８６】
　例えば、有利な実施形態においては、脂肪層の厚さが、処理対象をなす大腿部分または
前端または肩部分に関して、測定される。好ましくは、この測定は、屠殺体の一部の残部
から大腿部分または前端または肩部分を分離した後に、行われる。より好ましくは、屠殺
体の一部の冷却後に行われる。さらに好ましくは、脂肪の厚さの測定は、皮膚除去および
／または皮剥ぎおよび／または脂肪除去が行われる直前に、行われる。公知のシステムに
おいては、脂肪比率または脂肪層厚さは、屠殺プロセス時にのみ行われる。測定は、通常
、胸または腹の近傍において、屠殺体の一部の側部において行われる。得られる測定結果
は、屠殺体の全体を代理しているものと考えられる。しかしながら、実際には、これは、
常に成立するわけではない。例えば、全体的に赤身の豚は、脂肪のある肩領域または脚を
有することができる。
【０１８７】
　脂肪測定は、測定対象をなす領域がある種の圧力を受ける際に、行うことができる。こ
れにより、脂肪層を平坦化することができ、脂肪層の厚さの測定を正確なものとすること
ができる。測定は、また、プローブを使用して行うこともできる。
【０１８８】
　個々の大腿部分または前端または肩部分に関して測定された脂肪厚さに基づいて、その
特定の大腿部分または前端または肩部分に関してどの程度の脂肪が除去されるかが決定さ
れ、その特定の大腿部分または前端または肩部分からどのような製品が形成されるのが有
利であるかが決定される。
【０１８９】
　例えば、大腿部分または前端または肩部分が、薄い脂肪層しか有していない場合には、
有利には、その大腿部分または前端または肩部分からは、赤身製品が形成される。なぜな
ら、その場合には、比較的少量の脂肪しか除去されないからである。これは、労力を節約
する。また、処理時に、より少ない重量損失しか発生しない。これは、コスト的に有利で
ある。
【０１９０】
　公知のシステムにおいては、皮剥ぎおよび脂肪除去の後に製品上に残る脂肪の量は、個
々の製品に関してではなく、屠殺体の一部のバッチに関して、決定される。公知のシステ
ムにおいては、操作者は、バッチごとに、そのバッチの製品に関してどの程度の脂肪を残
すべきであるかが、指示される。本発明においては、屠殺体の一部の各々に関して、個別
的にこれを決定することができる。
【０１９１】
　可能な実施形態においては、個々の屠殺体の一部の脂肪厚さの測定結果は、制御システ
ム内に格納される。制御システムは、独立型のものとすることができる、あるいは、食肉
加工工場のまたはその中の処理ラインの全体的制御システムの一部とすることができる。
その場合、制御システムは、個々の屠殺体の一部の各々（例えば、大腿部分または前端ま
たは肩部分）に関して、どの程度の量の脂肪を除去すべきであるかを決定する。一般に、
グレードシステムが使用される。グレードシステムにおいては、例えば、１Ｄ，２Ｄ，３
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Ｄ，４Ｄ，５Ｄといったような５つのグレードが使用される。このシステムにおいては、
５Ｄ製品は、脂肪除去プロセスの後には、脂肪をほぼ残さない。これに対し、１Ｄ製品は
、脂肪除去プロセスの後に、比較的多くの脂肪層が残っている。屠殺体の一部の各々に関
して、１Ｄ，２Ｄ，３Ｄ，４Ｄ，５Ｄのうちのどの製品を形成するかが決定される。
【０１９２】
　そのような実施形態においては、例えば、脂肪除去に関して５つの処理ステーションを
設けることができる。すなわち、１Ｄ製品を形成するための処理ステーションと、２Ｄ製
品を形成するための処理ステーションと、３Ｄ製品を形成するための処理ステーションと
、４Ｄ製品を形成するための処理ステーションと、５Ｄ製品を形成するための処理ステー
ションと、を設けることができる。脂肪層厚さの測定に基づいて、２Ｄ製品を形成すべき
屠殺体の一部は、１Ｄ製品のための処理ステーションと、３Ｄ，４Ｄ，５Ｄ製品のための
処理ステーションと、をバイパスする。この実施形態においては、各屠殺体の一部は、脂
肪除去に関して、５つの処理ステーションの中の１つの処理ステーションによって処理さ
れる。
【０１９３】
　この実施形態の変形例においては、脂肪除去に関して複数の処理ステーションが設けら
れる。例えば、脂肪除去に関して３つの処理ステーションが設けられる。各処理ステーシ
ョンにおいては、脂肪を除去することができる。屠殺体の一部から少量の脂肪が除去され
るべきである場合には、そのことが、ただ１つの処理ステーションの操作者または自動脂
肪除去装置に対して提示され、他の処理ステーションがバイパスされる。しかしながら、
屠殺体の一部から大量の脂肪が除去されなければならない場合には、そのことが、脂肪除
去に関するすべての処理ステーションの操作者または自動脂肪除去装置に対して提示され
、すべての処理ステーションにおいて、脂肪が除去される。
【０１９４】
　有利には、処理の途中において、追加的な測定が行われる。これら追加的な測定は、プ
ロセスの初期においては得ることができなかった情報を得るために、使用することができ
る（例えば、測定箇所がそれ以前にはアクセスできないことのために）。また、追加的な
測定結果を使用することにより、個々のプロセスステップの１つまたは複数のものを制御
することができる。
【０１９５】
　当然のことながら、測定は、屠殺体の一部が処理ラインに沿って移動する際に、屠殺体
の一部に関して行うことができる。しかしながら、屠殺体の一部から切り離された部分に
関して、例えば屠殺体の一部から切り離された肉片に関して、測定を行うことができる。
【０１９６】
　得られた測定データは、特定の屠殺体の一部のための複数の処理ステップの最適な組合
せを選択するに際して、使用することができる。しかしながら、それに代えてあるいはそ
れに加えて、他の目的のために使用することができる。例えば、１つまたは複数の処理ス
テーションを制御するために使用することができる。例えば、測定データが、ある種の処
理ステーションの上流側において、比較的多数の小さな屠殺体の一部が存在していること
を示している場合には、その処理ステーションにおいて、カットツールの位置は、小さな
屠殺体の一部を処理するのに適したものであるような位置とすることができる。他の例に
おいては、測定データが、ある種の処理ステーションの下流側において、比較的多数の小
さな屠殺体の一部が存在していることを示している場合には、その処理ステーションにお
いて、カットツールの位置は、通過する屠殺体の一部をより小さくカットするのに適した
ものであるような位置とすることができる。
【０１９７】
　測定から得られたおよび／または選択デバイスから得られた情報を使用するための他の
手法は、処理ステーション内の１人または複数の操作者に対して、情報を提供することで
ある。例えば、操作者の前方のスクリーン上に表示される画像を使用することによって、
操作者に対して、操作者の前方の特定の屠殺体の一部から、肉のどの部分をカットすべき
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かを提示することができる。
【０１９８】
　本発明の第４見地によるシステムおよび方法は、本発明の第１～第３見地に関して上述
したような付加的な特徴点も含めて、任意の特徴点と組み合わせることができる。
【０１９９】
　本発明の第５見地は、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理に際
しての物流を改良することに関するものである。
【０２００】
　本発明の第５見地は、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理する
ためのシステムであって、
　処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　システムが、
　－一次的搬送システムであるとともに、
　　－オーバーヘッドコンベヤであるとともに、トラックと複数のトロリーとを備え、ト
ロリーがトラックに沿って移動可能とされた、オーバーヘッドコンベヤと、
　　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各々のキャリアが
トロリーに対して連結された、キャリアと、
を備えた一次的搬送システムと、
　－複数の処理ステーションであるとともに、トラックに沿って配置され、各々の処理ス
テーションが屠殺体の一部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得るよう
構成され、少なくとも１つの処理ステーションにおいては、屠殺体の一部から部分を切り
離すというステップを行うものとされた、複数の処理ステーションと、
　－処理ステーションに隣接して配置された二次的搬送システムであるとともに、屠殺体
の一部から切り離された部分を受領し得るよう構成された二次的搬送システムと、
を具備していることを特徴とするシステムに関するものである。
【０２０１】
　本発明の第５見地は、また、処理に際してのそのようなシステムの使用に関するもので
ある。
【０２０２】
　本発明の第５見地は、豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理する
ための方法であって、
　処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　この方法においては、
　－オーバーヘッドコンベヤとされた搬送システムのキャリア内に屠殺体の一部を配置し
、この場合、キャリアを、オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って移動可能とされた
１つまたは複数のトロリーに対して連結し、
　－処理ステーションに対して屠殺体の一部を搬送し、
　－処理ステーションにおいては、屠殺体の一部から部分を切り離し、
　－切り離された部分を、処理ステーションに対して隣接して配置された二次的コンベヤ
内へとまたは処理ステーションに対して隣接して配置された二次的コンベヤ上へと配置し
、
　－屠殺体の一部の残部を、オーバーヘッドコンベヤを使用して、処理ステーションから
離間させる向きに搬送し、
　－切り離された部分を、二次的コンベヤを使用して、処理ステーションから離間させる
向きに搬送する、
ことを特徴とする方法に関するものである。
【０２０３】
　本発明の第５見地によるシステムにおいては、複数の処理ステーションの少なくとも１
つにおいて、屠殺体の一部は、屠殺体の一部の残部から切り離される。屠殺体の一部は、
オーバーヘッドコンベヤによって処理ステーションを通過する。
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【０２０４】
　本発明の第５見地においては、二次的コンベヤが、処理ステーションに隣接して配置さ
れる。この二次的コンベヤは、切り離された部分を受領し得るよう構成されている。屠殺
体の一部の残部は、オーバーヘッドコンベヤによって、さらに搬送される。
【０２０５】
　公知のシステムにおいては、切り離された部分および屠殺体の一部の残部は、一連をな
す複数の処理ステーションの端部に向けて、一緒に搬送される。この場合には、操作者は
、様々な製品および／または様々な中間製品の組合せに直面する。様々なタイプの製品は
、さらなる搬送の前に、並び替えられなければならない。通常は、製品は、操作者に対し
て、様々な不揃えな向きで提供される。このため、操作者は、向きを調節しなければなら
ない。これにより、操作者に対して物理的な負担がかかり、時間を消費してしまう。
【０２０６】
　本発明の第５見地によるシステムにおいては、切り離された部分は、順序だった態様で
もって、屠殺体の一部の残部から、離間される。物流に関するこの改良により、一連をな
す複数の処理ステーションの端部における並べ替え操作は、もはや不要である。
【０２０７】
　可能な実施形態においては、二次的コンベヤは、例えば高付加価値部位といったような
ただ１種類の切り離された部分を受領する、あるいは、テンダーロインのような例えば特
定の筋肉部位といったようなただ１種類の最終製品または中間製品さえをも受領する。そ
の後、二次的コンベヤは、切り離された部分を、貯蔵のためにパッケージングステーショ
ンへと搬送する、あるいは、その特定の切り離された部分を処理し得るよう構成された処
理ステーションへと搬送する。
【０２０８】
　二次的コンベヤは、互いに並置された複数のコンベヤベルトを備えることができる。あ
るいは、二次的コンベヤは、複数のトラックを有した１つのコンベヤベルトを備えること
ができる。そのような実施形態においては、有利には、コンベヤベルトの各々は、あるい
は、複数のトラックの各々は、同じ種類の製品を受領する。例えば、３つのコンベヤベル
トが互いに並置されている場合には、コンベヤベルトが３つのトラックを有している場合
には、１つめのコンベヤベルトあるいは１つめのトラックは、主要なカット部分を受領し
て搬送するために使用することができ、２つめのコンベヤベルトあるいは２つめのトラッ
クは、スクラップおよび（使用可能な）肉の小さな部分を受領して搬送するために使用す
ることができ、３つめのコンベヤベルトあるいは３つめのトラックは、廃棄物を受領して
搬送するために使用することができる。
【０２０９】
　複数の処理ステーションには、二次的コンベヤを設けることができる。好ましくは、屠
殺体の一部の残部から部分が切り離される各処理ステーションには、それぞれの二次的コ
ンベヤが設けられる。また、処理ステーションにおいては、２つまたはそれ以上の部分を
順次的に切り離すことができる。その場合、部分が切り離される処理ステーション内の各
箇所には、有利には、専用の二次的コンベヤが設けられる。
【０２１０】
　処理ステーションは、例えば通常のナイフまたはウィザードナイフを使用して手動で所
望のカットを行う操作者によって、操作することができる。その場合、操作者は、例えば
、屠殺体の一部から部分を切り離し、その後、切り離された部分を、二次的コンベヤ上に
あるいは二次的コンベヤ内に配置する。
【０２１１】
　また、切り離された部分は、屠殺体の一部の残部から切り離される際には、保持されな
い。その場合、切り離しの完了時には、切り離された部分は、屠殺体の一部の残部から落
下する。二次的コンベヤは、好ましくは、切り離された部分が二次的コンベヤ上へとある
いは二次的コンベヤ内へと直接的に落下するように、配置される。これに代えて、シュー
ト等を配置することができ、これにより、切り離された部分をキャッチして、二次的コン
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ベヤへと搬送することができる。
【０２１２】
　好ましい実施形態においては、すべての切り離された部分は、二次的コンベヤ上におい
てあるいは二次的コンベヤ内において、同じ向きで配置することができる。このことは、
以降の処理を容易なものとする。なぜなら、切り離された部分を二次的コンベヤから受領
する操作者または機械が、すべての切り離された部分を、同じ向きで受領するからである
。通常は、これは、比較的単純な態様で達成することができる。特に、処理ステーション
が自動的に動作する場合には、比較的単純な態様で達成することができる。自動的に動作
する処理ステーションは、屠殺体の一部の残部から、同一の態様で、常に部分を切り離す
こととなる。部分が自動処理ステーションによって切り離される際に直接的に部分をキャ
ッチすることによって、向きが揃えられることとなる。
【０２１３】
　好ましくは、二次的コンベヤは、移動表面上へと、あるいは、移動ホルダ内へと、ある
いは、キャリア内へと、切り離された部分を受領する。好ましくは、受領表面またはホル
ダまたはキャリアの速度は、切り離された部分どうしが重なり合わないような速度とされ
る。このようにして、切り離された製品は、個々に存在する。これにより、二次的コンベ
ヤからの切り離された製品の採取を容易なものとすることができる。採取は、自動的に行
うことさえできる。
【０２１４】
　切り離された部分は、最終製品や、中間製品や、あるいは、廃棄物、とすることができ
る。
【０２１５】
　本発明の第５見地によるシステムにおいては、１つまたは複数の選択デバイスを設ける
ことができ、選択デバイスは、個々の屠殺体の一部に関して行わなければならない処理ス
テップを決定する。選択ステーションは、好ましくは、個々の屠殺体の一部に関しての以
降の適切な処理ステップを、特定の屠殺体の一部に関して測定されたデータに基づいて、
および／または、特定の屠殺体の一部の上流側のまたは下流側の他の屠殺体の一部に関し
て測定されたデータに基づいて、および／または、例えば特定の日または特定の期間にお
ける特定の最終製品に対しての需要といったような一般的なデータに基づいて、選択する
。
【０２１６】
　測定は、オーバーヘッドコンベヤに対して連結されたキャリア内に配置された屠殺体の
一部に関して、行うことができる。しかしながら、測定は、また、二次的コンベヤ上に既
に位置した屠殺体の一部に関して、行うこともできる。
【０２１７】
　得られた測定データは、特定の屠殺体の一部に関しての複数のプロセスステップの最適
な組合せの選択に際して使用することができる。しかしながら、それに代えてあるいはそ
れに加えて、他の目的において使用することができる。例えば、得られた測定データを使
用して、１つまたは複数の処理ステーションを制御することができる。例えば、測定デー
タが、特定の処理ステーションの上流側のいくつかのポイントにおいて、比較的多数の小
さな屠殺体の一部が存在していることを示している場合には、カットツールの位置を、処
理ステーションにおいて、小さな屠殺体の一部の処理に適した位置とすることができる。
他の例においては、測定データが、特定の処理ステーションの下流側のいくつかのポイン
トにおいて、比較的多数の小さな屠殺体の一部が存在していることを示している場合には
、カットツールの位置を、処理ステーションにおいて、通過する屠殺体の一部から少量の
カットを行うような位置とすることができる。
【０２１８】
　測定から得られたおよび／または選択デバイスから得られた情報を使用する他の態様は
、処理ステーション内の１人または複数の操作者に情報を提供することである。例えば、
操作者の前方のスクリーン上に表示される画像を使用することによって、操作者に対して
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、操作者の前方の特定の屠殺体の一部から、肉のどの部分をカットすべきかを提示するこ
とができる。
【０２１９】
　本発明の第５見地は、有利には、冷却プロセスを受けた屠殺体の一部を処理するために
使用することができる。冷却プロセスの際には、屠殺体の一部は、皮膚によってなおも被
覆されている。
【０２２０】
　有利には、本発明の第５見地が適用される際には、屠殺体の一部は、解体および／また
は一次的カットを行う前に、皮膚除去および／または皮剥ぎされる。これは、有利には、
プロセスの物流に関するものとすることができる。解体および／または一次的カットの前
に皮膚除去および／または皮剥ぎを行うことの結果として、切り離された部分（例えば、
一次的カット）に関して皮膚除去および／または皮剥ぎを行う必要がない。よって、切り
離された部分は、より適切な態様でもって、パッケージングしたり貯蔵したり処理したり
することができる。さらに、有利には、屠殺体の一部が内部に骨を有している場合には、
屠殺体の一部をより安定させた状態で、皮膚除去および／または皮剥ぎを行うことができ
る。よって、屠殺体の一部は、皮膚除去および／または皮剥ぎの際に印加されるプロセス
力の影響によって変形することがない。これにより、皮膚除去および皮剥ぎが容易なもの
とされる。また、屠殺体の一部の皮膚除去および／または皮剥ぎを個別的に行う場合と比
較して、屠殺体の一部の皮膚除去および／または皮剥ぎを、効率的に行うことができる。
【０２２１】
　本発明の第５見地によるシステムおよび方法は、本発明の第１～第３見地に関して上述
したような付加的な特徴点も含めて、任意の特徴点と組み合わせることができる。
【０２２２】
　本発明は、添付図面を参照して、より詳細に後述される。添付図面においては、本発明
の非限定的な実施形態が図示されている。
【図面の簡単な説明】
【０２２３】
【図１】豚の骨格を示す図である。
【図２Ａ】本発明によるキャリアの第１実施形態を示す側面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの実施形態を示す斜視図である。
【図２Ｃ】図２Ａの実施形態を示す背面から見た斜視図である。
【図３Ａ】図２Ａの肘頭保持アセンブリ３０を示す図であって、開放状態を示している。
【図３Ｂ】図２Ａの肘頭保持アセンブリ３０を示す図であって、閉塞状態を示している。
【図４Ａ】肘頭保持アセンブリのアクチュエータの代替可能な実施形態を示す図である。
【図４Ｂ】肘頭保持アセンブリのアクチュエータの代替可能な実施形態を示す図である。
【図５】本発明によるキャリアを示す図であって、搬送デバイスのトロリーに対して連結
されている。
【図６】自動操縦の態様を概略的に示す図である。
【図７】固定された支持構造上に配置されたキャリアを示す図である。
【図８】大腿部を備えた屠殺体の一部の一例を示す図である。
【図９】膝保持アセンブリの一例を示す図である。
【図１０】図９の膝保持アセンブリの一例を示す図であって、ロック状態を示している。
【図１１】大腿部を備えた屠殺体の一部の一例を示す部分的な破断図であって、屠殺体の
一部は、膝保持アセンブリを備えた本発明によるキャリア内に配置されている。
【図１２】図１１の実施形態を示す図であり、この図においては、膝保持アセンブリがロ
ック状態とされている。
【図１３Ａ】本発明による保持アセンブリの他の実施形態を示す図である。
【図１３Ｂ】本発明による保持アセンブリの他の実施形態を示す図である。
【図１４】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図１５】本発明によるキャリアの一例を示す図である。
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【図１６Ａ】図１５におけるＡ－Ａ線に沿って示す概略的な矢視断面図である。
【図１６Ｂ】図１５におけるＡ－Ａ線に沿って示す概略的な矢視断面図である。
【図１７】本発明によるキャリアのスロット付き保持アセンブリの好ましい実施形態を示
す図である。
【図１７Ａ】本発明によるキャリアのスロット付き保持アセンブリの好ましい実施形態を
示す図である。
【図１７Ｂ】本発明によるキャリアのスロット付き保持アセンブリの好ましい実施形態を
示す図である。
【図１７Ｃ】本発明によるキャリアのスロット付き保持アセンブリの好ましい実施形態を
示す図である。
【図１７Ｄ】本発明によるキャリアのスロット付き保持アセンブリの好ましい実施形態を
示す図である。
【図１８Ａ】豚の前脚および後脚の骨構造を示す図である。
【図１８Ｂ】豚の前脚および後脚の骨構造を示す図である。
【図１８Ｃ】豚の足の骨構造を示す図である。
【図１９】中足骨の領域において豚の足を示す横断面図である。
【図２０】図１９の豚の足を、図１７の保持アセンブリ内に配置された状態で示す図であ
る。
【図２１】図１７および図２０の保持アセンブリと、関連するキャリアと、を示す図であ
る。
【図２２Ａ】インデックス部材または回転部材の２つの可能な実施形態を示す図である。
【図２２Ｂ】インデックス部材または回転部材の２つの可能な実施形態を示す図である。
【図２２Ｃ】インデックス部材または回転部材の２つの可能な実施形態を示す図である。
【図２２Ｄ】図２２Ｂおよび図２２Ｃの回転部材を備えたキャリアを示す図である。
【図２３】屠殺体の一部を本発明によるキャリア内へと配置するための搬入ステーション
または移送ステーションを示す図である。
【図２３Ａ】本発明による搬入ステーションの他の実施形態を示す図である。
【図２４Ａ】第１コンベヤの１つのキャリアから、第２コンベヤのキャリアへの移送を示
す図である。
【図２４Ｂ】第１コンベヤの１つのキャリアから、第２コンベヤのキャリアへの移送を示
す図である。
【図２５】図２１のキャリアの他の実施形態を示す側面図である。
【図２５－】（「図２５＊」に代えて、便宜的に「図２５－」と表記した。以下同様。）
図２１のキャリアの他の実施形態を示す側面図である。
【図２５－－】（図２５＊＊）図２１のキャリアの他の実施形態を示す側面図である。
【図２５－－－】（図２５＊＊＊）ローラを有したトロリーの他の可能な実施形態を示す
図である。
【図２５－－－Ａ】（図２５＊＊＊Ａ）図２５＊＊＊の実施形態の変形例を示す図である
。
【図２５ａＡ】（「図２５＃Ａ」に代えて、便宜的に「図２５ａＡ」と表記した。以下同
様。）本発明による他の実施形態を示す図である。
【図２５ａＢ】（図２５＃Ｂ）図２５＃Ａの実施形態を、チェーンコンベヤシステムと組
み合わせて示す図である。
【図２５ａＣ】（図２５＃Ｃ）図２５＃Ａの実施形態と組み合わせて使用し得る他のコン
ベヤを示す図である。
【図２５ａＤ】（図２５＃Ｄ）処理ステーションに対して適用された実施形態を示す図で
ある。
【図２６】例えば大腿部分または前端といったような屠殺体の一部を処理するためのシス
テムへと、図２１のキャリアが適用された様子を示す図である。
【図２６－】（図２６＊）キャリア内の屠殺体の一部と、固定された製品支持ガイドと、
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の間の摩擦の効果を示す図である。
【図２６－－】（図２６＊＊）屠殺体の一部と製品支持ガイドとの間の摩擦の効果を低減
するための回転可能な製品支持ガイドを示す図である。
【図２６－－－】（図２６＊＊＊）適応されたキャリアを示す図である。
【図２６Ｘ】皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去のために適用された図２６の実
施形態を示す図である。
【図２６Ｘ１】本発明による手動での皮膚除去プロセスをより詳細に示す図である。
【図２６Ｘ２】本発明による脂肪除去プロセスを示す図である。
【図２６Ｘ３】半自動での皮剥ぎツール１５５２を示す図である。
【図２６Ｘ４】参照カット７９９を形成するための処理ステーションの実施形態を示す図
である。
【図２６Ｘ５】屠殺体の一部の両側面上に参照カットを形成し得るような処理ステーショ
ンの実施形態を示す図である。
【図２６Ｘ６】屠殺体の一部から肩甲骨を（部分的にあるいは全体的に）除去するための
処理ステーションの実施形態を示す図である。
【図２６Ｘ７Ａ】自動的な足カッターの実施形態を示す図である。
【図２６Ｘ７Ｂ】自動的な足カッターの実施形態を示す図である。
【図２６Ｘ７Ｃ】自動的な足カッターの実施形態を示す図である。
【図２７Ａ】本発明によるキャリアを示す図であって、保持アセンブリのための可能な自
由度を示している。
【図２７Ｂ】本発明によるキャリアを示す図であって、保持アセンブリのための可能な自
由度を示している。
【図２７Ｃ】本発明によるキャリアを示す図であって、保持アセンブリのための可能な自
由度を示している。
【図２８】屠殺体の一部を処理するためのシステムにおいて使用されたときの、本発明に
よるキャリアを備えたコンベヤを示す図である。
【図２９】屠殺体の一部を処理するためのシステムにおける、本発明によるキャリアのさ
らなる使用を示す図である。
【図３０】屠殺体の一部を処理するためのシステムにおける、本発明によるキャリアのさ
らなる使用を示す図である。
【図３１】屠殺体の一部を処理するためのシステムにおける、本発明によるキャリアのさ
らなる使用を示す図である。
【図３２】屠殺体の一部を処理するためのシステムにおける、本発明によるキャリアのさ
らなる使用を示す図である。
【図３２－】（図３２＊）本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図３２－Ａ】（図３２＊Ａ）図３２＊の実施形態の変形例を示す図である。
【図３２－Ｂ】（図３２＊Ｂ）図３２＊および図３２＊Ａの実施形態の他の変形例を示す
図である。
【図３２－Ｃ】（図３２＊Ｃ）図３２＊Ｂの実施形態によるシステムを示す平面図である
。
【図３２－Ｄ】（図３２＊Ｄ）図３２＊Ｃの実施形態を示す図であって、この図において
は、図示のように複数の個別部材を受領するためのコンテナ１２１５が示されている。
【図３２－Ｅ】（図３２＊Ｅ）図３２＊の実施形態によるシステムを示す平面図である。
【図３２－Ｆ】（図３２＊Ｆ）図３２＊（および図３２＊Ｅ）の実施形態において、図示
のような複数のコンテナを備えている。
【図３２－－】（図３２＊＊）図３２＊の実施形態を示すより洗練されたバージョンを示
す図である。
【図３２－－Ａ】（図３２＊＊Ａ）図３２＊＊の実施形態の変形例を示す図である。
【図３２－－Ｂ】（図３２＊＊Ｂ）図３２＊＊および図３２＊＊Ａの実施形態のさらなる
変形例を示す図である。
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【図３２－－Ｃ】（図３２＊＊Ｃ）図３２＊＊によるシステムの実施形態の変形例を示す
平面図である。
【図３２－－Ｄ】（図３２＊＊Ｄ）図３２＊＊Ｃの実施形態の変形例を示す図である。
【図３２－－－Ａ】（図３２＊＊＊Ａ）本発明によるシステムの他の実施形態を示す図で
ある。
【図３２－－－Ｂ】（図３２＊＊＊Ｂ）図３２＊＊＊Ａの実施形態の変形例を示す図であ
る。
【図３２－－－Ｃ】（図３２＊＊＊Ｃ）図３２＊＊＊Ａおよび図３２＊＊＊Ｂの実施形態
のさらなる変形例を示す図である。
【図３２－－－Ｄ】（図３２＊＊＊Ｄ）本発明によるシステムの他の実施形態を示す図で
ある。
【図３２－－－Ｅ】（図３２＊＊＊Ｅ）図３２＊＊＊Ｄのシステムの変形例を示す図であ
る。
【図３２－－－Ｅ１】（図３２＊＊＊Ｅ１）計量の様子をより詳細に示す図である。
【図３２－－－Ｅ２】（図３２＊＊＊Ｅ２）処理ステーションをより詳細に示す図である
。
【図３２－－－Ｅ３】（図３２＊＊＊Ｅ３）処理ラインの端部を示す図である。
【図３２－－－Ｆ】（図３２＊＊＊Ｆ）ロボットを備えた処理ステーションを示す図であ
る。
【図３２－－－Ｇ】（図３２＊＊＊Ｇ）走査デバイスを備えた処理ステーションを示す図
である。
【図３２－－－Ｈ】（図３２＊＊＊Ｈ）処理対象をなす屠殺体の一部１に関してデータが
収集される処理ステーションを示す図である。
【図３３】本発明によって赤身肉からなる屠殺体の一部を処理するためのシステムの実施
形態を示す図である。
【図３４】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図３４Ａ】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図３５】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図３６】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【図３７】本発明によるシステムの他の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０２２４】
　図１は、豚の骨格を示す図である。前方部分においては、肩甲骨１１と、上腕骨１２と
、橈骨１３と、尺骨１４と、肘頭１５と、が示されている。大腿領域においては、骨盤１
６と、大腿骨１７と、膝１８と、頸骨１９と、腓骨２０と、が示されている。
【０２２５】
　図２Ａは、本発明によるキャリア５０の第１実施形態を示す側面図である。
【０２２６】
　図２の実施形態においては、キャリア５０は、屠殺された豚の肩部分を搬送し得るよう
構成されている。肩部分は、上腕骨１２の少なくとも一部と、橈骨１３の少なくとも一部
と、尺骨１４の少なくとも一部と、肘頭１５の少なくとも一部と、を備えている。肩部分
は、上腕骨１２と橈骨１３と尺骨１４との近くに天然に存在する肉２１の少なくとも一部
を備えている。
【０２２７】
　この例においては、好ましくはキャリア５０と組み合わされたときには、肘頭１５は、
少なくとも部分的に、好ましくは完全に、肉２１から切り離される。これにより、図２に
示すように、肘頭１５の骨構造が露出される。
【０２２８】
　キャリア５０は、肘頭に対して係合し得るよう構成された肘頭保持アセンブリ３０を備
えている。好ましくは、この例に示すように、アセンブリ３０は、アセンブリ３０が肩部
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分に対しての何らの追加的な支持を必要とすることなく、豚の肩部分の全体を支持し得る
ようなものとされる。
【０２２９】
　図示の例においては、肘頭保持アセンブリは、第１ジョー３１と、第２ジョー３２と、
を備えている。これらジョーは、互いに対して移動可能とされている。これらジョー３１
，３２の開放状態においては、肘頭１５を、ジョー３１，３２の間に配置することができ
る。これらジョー３１，３２の閉塞状態においては、肘頭１５は、これらジョー３１，３
２の間に固定的に保持される。
【０２３０】
　肘頭保持アセンブリ３０は、第１ジョー３１と第２ジョー３２とを互いに対して相対移
動させるためのアクチュエータ３３を備えている。
【０２３１】
　この実施形態においては、第１ジョー３１は、肘頭保持アセンブリ３０の連結部分４０
に対して一体的なものとされている。連結部分４０は、肘頭保持アセンブリ３０をキャリ
ア５０に対して連結するように機能する。
【０２３２】
　第２ジョー３２は、第１ジョー３１に対しておよび連結部分４０に対して、軸体３４ま
わりに回転可能とされている。
【０２３３】
　この例においては、第１ジョー３１は、上腕骨１２のサイドにおいて、肘頭１５に対し
て係合する。一方、第２ジョー３２は、橈骨１３および尺骨１４のサイドにおいて、肘頭
１５に対して係合する。この例においては、第１ジョー３１は、２つの歯３９ａ，３９ｂ
と、これら歯３９ａ，３９ｂの間に位置しなおかつ好ましくはＶ字形状とされたスロット
３８と、を有している。スロット３８は、第１ジョー３１の各歯が肘頭１５の両端部に位
置した状態で、肘頭１５を内部に受領し得るような、形状とされている。
【０２３４】
　図２の例においては、第２ジョー３２は、第１ジョー３１のスロット内へと肘頭１５を
押し込み得るものとして、さらに、肘頭１５をスロット３８内に保持し得るものとして、
構成されている。この例においては、第２ジョー３２は、肘頭１５がスロット３８内に位
置した際には、第１ジョー３１の２つの歯の間に適合する。
【０２３５】
　図２Ｂは、図２Ａの実施形態を、斜視図によって示している。図２Ｂにおいては、肘頭
１５が、歯３９ａ，３９ｂの間において第１ジョー３１のスロット３８内に配置されてい
ることが、明瞭に図示されている。
【０２３６】
　第２ジョー３２は、ここでは金床（アンビル）として構成されているものであって、肘
頭１５に対して係合するとともに肘頭１５をスロット３８内へと押し込むための表面３２
＊を有している。アクチュエータ３３は、第２ジョー３２に対して、閉塞力を提供する。
これにより、肘頭１５をスロット３８内に安定的に保持することができる。
【０２３７】
　図２Ｃは、図２Ａの実施形態における肘頭保持アセンブリ３０を背面側から示している
。図２Ｃにおいては、屠殺体の一部の図示は省略されている。第１ジョー３１のスロット
３８と歯３９ａ，３９ｂとが明瞭に図示されており、第２ジョー３２も図示されている。
【０２３８】
　一般に、ジョー３１，３２どうしをロック状態に維持し得るよう、ジョー３１，３２に
関連して、ロック機構を設けることが好ましい。これにより、例えば移送時の肩部分の動
きによっておよび／または肩部分の向きの変更によっておよび／または肩部分に対しての
例えばカットといったような処理を行う際に印加される力によってといったような様々な
要因に基づいて肩部分によってジョーに対して追加的な力が印加された場合であってさえ
も、肩部分に対しての保持アセンブリによる保持が、大いに信頼性の高いものとなる。
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【０２３９】
　図２の例においては、アクチュエータ３３は、トグルレバー機構を備えている。トグル
レバー機構により、トグルレバー機構がオーバーセンター位置とされたときには、保持ア
センブリをここでは両ジョー３１，３２を、閉塞状態にロックすることができる。このロ
ック作用は、アクチュエータを操作することによってのみ、解除することができる。肩部
分によって保持アセンブリに対して印加された力によっては、ロック解除を行うことがで
きない。この例においては、トグルレバー機構は、第１アーム３５と、第２アーム３６と
、を備えている。第１アーム３５の一方の端部は、支点軸体３７ａを介して、連結部分４
０に対して回転可能に連結されている。第１アーム３５の他方の端部は、支点軸体３７ｂ
を介して、第２アーム３６に対して回転可能に連結されている。第２アーム３６の他端は
、支点軸体３７ｃを介して、第２ジョー３２に対して回転可能に連結されている。支点軸
体３７ｃは、軸体３４からは離間している。すべての軸体３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３４
は、互いに平行とされている。
【０２４０】
　図３Ａは、図２Ａの肘頭保持アセンブリ３０を、開放状態で示している。この状態にお
いては、肘頭１５を受領するための待ち受け状態とされている。この例においては、アク
チュエータ３３のトグルレバー機構の両アーム３５，３６は、１８０°よりも小さな相対
角度αを形成している。
【０２４１】
　図３Ｂは、図２Ａの肘頭保持アセンブリ３０を、閉塞されたロック状態で示している。
この状態においては、第２ジョー３２が、肘頭１５（図示せず）を、第１ジョー３１のス
ロット内へと押し込んでおり、これにより、肘頭１５（図示せず）を、両ジョー３１，３
２の間にクランプしている。
【０２４２】
　図３Ｂにおいては、両アーム３５，３６の間の角度αは、１８０°よりも大きなものと
されている。これは、両アーム３５，３６のオーバーセンター位置を提供する。このこと
は、両ジョー３１，３２の開放が、アクチュエータ３３を駆動することによって両アーム
を１８０°未満の角度を形成する状態へと駆動することによってのみ、可能であることを
意味している。
【０２４３】
　可能な実施形態においては、トグルレバー機構は、両アーム３５，３６のうちの一方に
対して取り付けられたハンドルによって手動で操作される。操作者は、ハンドルを手動で
操作することにより、肘頭保持アセンブリ３０を開閉することができる。しかしながら、
キャリアを、高度に自動化されたシステムの一部とすることもでき、その場合には、操作
者が直接的にハンドルを操作するのではなく、ハンドルを制御システムによって操作する
ことができる。また、トグルレバー機構は、キャリアを、例えばキャリアが走行するトラ
ックに沿って配置されたガイドバーといったような外部操作部材に対して移動させること
によって、操作することもできる。その場合、ガイドバーは、トグルレバー機構に対して
係合し（直接的に、あるいは、例えばハンドルを介して）、トグルレバー機構の両アーム
の相対位置を変更する。
【０２４４】
　好ましくは、保持アセンブリ３０の連結部分４０は、キャリア５０に対して回転可能と
される。図３，４，５，７の例においては、連結部分４０は、キャリアのボディに対して
、水平軸線４１まわりにおいて、好ましくは３６０°にわたって、回転可能とされている
。好ましくは、水平軸線４１は、両ジョー３１，３２の間の、肘頭１５が受領されている
スペースを通って延在する。
【０２４５】
　図４は、肘頭保持アセンブリ３０のアクチュエータの代替可能な実施形態を示している
。符号４６は、キャリア５０のボディの一部を示している。図４Ａは、両ジョー３１，３
２が開放状態とされている、肘頭保持アセンブリ３０を示している。図４Ｂにおいては、
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肘頭保持アセンブリ３０は、閉塞状態とされている。
【０２４６】
　好ましくは、保持アセンブリの連結部分４０は、キャリア５０のボディに対して、ここ
ではボディ部分４６に対して、水平軸線４１まわりに回転可能とされる。
【０２４７】
　図４の実施形態においては、アクチュエータは、駆動ロッド１３５を備えている。駆動
ロッド１３５は、アーム１３６を備えた機構によって、両ジョー３１，３２のうちの一方
に対して、連結されている。図４の例においては、駆動ロッド１３５は、アーム１３６を
介して、回転可能な第２ジョー３２に対して連結されている。
【０２４８】
　第１ジョー３１は、肘頭保持アセンブリ３０の連結部分４０に対して、固定的に連結さ
れている。当業者であれば、これに代えて、駆動ロッド１３５を第１ジョー３１に対して
連結し得るとともに第２ジョー３２を肘頭保持アセンブリ３０の連結部分４０に対して固
定的に連結し得ることは、理解されるであろう。あるいはこれに代えて、第１ジョーと第
２ジョーとの双方を、肘頭保持アセンブリ３０の連結部分４０に対して移動可能なものと
することができ、その場合、単一の駆動ロッド１３５を介して共有することも、あるいは
、各ジョーが駆動ロッドをまたは他のタイプのアクチュエータを有することも、できる。
【０２４９】
　図４の実施形態は、以下のようにして動作する。すなわち、肘頭保持アセンブリ３０の
開放状態においては、駆動ロッド１３５が、退避位置とされる。この状況は、図４Ａに図
示されている。アーム１３６が、駆動ロッド１３５に対して、ピン１３７によって、回転
可能に連結されている。ピン１３８は、アーム１３６を第２ジョー３２に対して連結して
おり、第２ジョー３２は、ピン１３４によって、連結部分４０のボディ１３９に対して、
回転可能に連結されている。これにより、第２ジョー３２は、ボディ１３９に対して回転
することができる。
【０２５０】
　図４Ｂは、前方位置とされた駆動ロッド１３５を示している。駆動ロッド１３５が前方
位置とされたときには、肘頭保持アセンブリ３０の両ジョー３１，３２は、閉塞状態とさ
れている。ここで、リンク１３５およびピン１３７，１３８，１３４の位置および寸法は
、駆動ロッド１３５が退避位置から前方位置へと駆動された際には、肘頭保持アセンブリ
３０の両ジョー３１，３２が開放状態から閉塞状態へと移行し得るような、ものとされる
。同様に、駆動ロッド１３５が、前方位置から退避位置へと移動した際には、両ジョー３
１，３２は、閉塞状態から開放状態へと移行する。駆動ロッド１３５自体は、例えば空気
圧シリンダや油圧シリンダや電気モータといったような任意の適切なドライバによって、
あるいは、手動によって、駆動することができる。ドライバは、屠殺体の一部の重量に対
抗しつつ、また、屠殺体の一部の処理に際して印加される外力に対抗しつつ、肘頭保持ア
センブリの中に屠殺体の一部を保持するのに必要な駆動力を供給し得るように、構成する
ことができる。
【０２５１】
　図４の実施形態においては、駆動ロッド１３５のドライバによって供給される任意の連
続的な駆動力に加えてあるいはそのような任意の連続的な駆動力に代えて、ラチェット１
３０が設けられている。ラチェット１３０は、複数の歯１３１を有している。駆動ロッド
１３５にも、好ましくは局所的に、複数の歯１３２が設けられている。ラチェット１３０
の歯１３１と、駆動ロッド１３５の歯１３２とは、ラチェットによって駆動ロッド１３５
を退避位置から前方位置へと移動させ得るとともに、前方位置から退避位置への駆動ロッ
ド１３５の移動を阻止し得るような、ものとされている。これにより、ラチェット１３０
は、肘頭保持アセンブリ３０の開放を阻止することができる。肘頭保持アセンブリ３０を
再度開放することが要望された際には、例えば、保持されている屠殺体の一部の肘頭を解
放するために肘頭保持アセンブリ３０を再度開放することが要望された際には、ラチェッ
トを、軸体１３３まわりに、戻る向きに回転させる。これにより、駆動ロッド１３５が解
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放され、肘頭保持アセンブリ３０を開放することができる。
【０２５２】
　図４の例の有利な実施形態においては、駆動ロッド１３５は、バンドとして配置された
複数の歯１３２を有している。複数の歯１３２は、周縁回りに延在している。バンドの幅
は、ラチェットのサイズに適合したものとされ、一般に、駆動ロッドの長さよりも短いも
のとされている。この構成の利点は、駆動ロッドの、円滑な、歯が設けられていない部分
を、ヒンジの一部として使用し得ることである。これにより、屠殺体の一部を、肘頭保持
アセンブリが連結されている固定構造に対して、あるいは、肘頭保持アセンブリが連結さ
れている搬送システムのトロリーに対して、回転させることができる。
【０２５３】
　図５は、本発明による、豚の肩部分の各々に関する搬送デバイス（あるいは、コンベヤ
デバイス）の一例を示している。搬送デバイスは、トラック６２を備えている。トラック
６２は、ここでは、オーバーヘッドレール（好ましい）として形成されている。１つまた
は複数のトロリー６１は、レール６２に沿って移動可能とされている。１つまたは複数の
トロリー６１は、可能であれば、例えばケーブルまたはチェーンといったような部材によ
って、相互連結されている。可能であれば、駆動機構が、トラックに沿ってトロリーを駆
動するために設けられている。キャリアアセンブリ５０は、搬送デバイス６０の１つまた
は複数のトロリー６１に対して、ここでは単一のトロリー６１に対して、連結されている
。キャリア５０を２つのトロリーに対して連結する構成とすることもできる。図５の例に
おけるキャリアは、図２によるキャリアとされる。しかしながら、例えば本明細書内にお
いて詳細に説明するような他のキャリア構成を使用することもできる。
【０２５４】
　搬送デバイス６０を使用することにより、トラックに沿って、キャリア５０によって保
持された屠殺体の一部を搬送することができる。トラックは、１つまたは複数の処理ステ
ーションに沿って延在している。処理ステーションにおいては、例えば手動プロセスによ
ってあるいは自動化されたプロセスによって、搬送されてきた屠殺体の一部を処理するこ
とができる。屠殺体の一部は、搬送方向Ｔにおいて、連続的に、あるいは、ステップ的な
態様でもって、搬送することができる。
【０２５５】
　キャリア５０は、肘頭保持アセンブリの支持体４０を備えている。肘頭保持アセンブリ
の支持体４０は、ヒンジ４１を備えている。この例においては、ヒンジ４１は、水平方向
に延在した回転軸線を有している。この回転軸線は、搬送方向Ｔに対して平行とされてい
る。付加的な特徴点においては、キャリア５０は、さらに、保持アセンブリのための第２
の水平方向回転軸線４２を有している。第２の水平方向回転軸線４２は、第１の水平方向
回転軸線４１に対して平行ではなく、ここでは垂直なものである。よって、保持アセンブ
リは、キャリアのボディ４６に対して、２つの回転軸線４１，４２まわりに回転すること
ができる。この例においては、連結部材４０は、中間部材４５上において、軸線４１まわ
りに回転可能に取り付けられている。中間部材４５は、キャリアのボディに対して、ここ
ではキャリアのアーム４６に対して、回転可能に取り付けられている。
【０２５６】
　この例においては、中間部材は、ガイドプレート４５を有している。ガイドプレート４
５は、第２軸線４２まわりにおける肘頭保持アセンブリ３０の移動の自由度を制限する目
的で、設けられている。ガイドプレート４５は、スロット４４を有している。スロット４
４を貫通して、アーム４６上に設けられたピン４３が突出している。
【０２５７】
　好ましい付加的な特徴点として、キャリア５０は、垂直軸線４７まわりにおいて、１つ
または複数のトロリー６１に対して回転可能に取り付けられている。
【０２５８】
　保持アセンブリが２つの非平行な水平方向軸線を介してキャリアに対して連結されてお
りなおかつキャリアが第３の垂直軸線を介して１つまたは複数のトロリーに対して連結さ
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れている実施形態においては、屠殺体の一部は、基本的に、３つの回転自由度でもって、
操作することができる。この操作は、屠殺体の一部に対して例えば切り離し処理といった
ような処理を行っている操作者によって、行うことができる。しかしながら、操作は、例
えばある処理ステーションから次なる処理ステーションへの移送時に、自動的に行うこと
もできる。
【０２５９】
　図５の実施形態においては、ガイドディスクまたは他のフォロワ４８が、例えばカムト
ラックと協働しているカムフォロワが、設けられている。これにより、軸線４７まわりに
おけるキャリアの自動的な回転を引き起こすことができる。
【０２６０】
　図５の実施形態の変形例においては、ガイドプレート５４には、連続的なスロット４４
が設けられておらず、複数の個別の穴が設けられている。それら穴の中には、ピン４３が
装着されている。肘頭保持アセンブリが様々な向きを取らなければならない場合には、ピ
ン４３は、装着された穴から引き抜かれ、ガイドプレート４５の他の穴内へと装着される
。
【０２６１】
　図６は、自動的な操作が得られる態様の一例を概略的に示している。一点鎖線６５は、
トロリーが追従するトラックを示している。トロリーが位置Ａとされているときには、関
連する支持アーム４６は、搬送方向Ｔに対して実質的に直交して延在している。トロリー
が位置Ｂに到達したときには、ガイドディスク４８は、例えばガイドレールといったよう
なガイド７０に対して、当接するようになる。トロリーが位置Ｆに向けて前進する際には
、ガイド７０は、一点鎖線６５に向けて支持アーム４６を押圧する。これにより、支持ア
ーム４６を、トラックに対して（一点鎖線６５に対して）実質的に平行に延在するものと
する。トロリーが位置Ｆに対して到着した際には、ガイドディスク４８の反対側には、第
２ガイド７１が存在している。ガイド７０，７１は、一緒になって、トラックに対して平
行な向きに、支持アーム４６を保持する。
【０２６２】
　図６の例においては、搬送システムのトラックに沿って、肘頭保持アセンブリの向きを
制御するための手段（ガイド７０）と、少なくとも１つの自由度において肘頭保持アセン
ブリの向きを固定するための手段（ガイド７０の後段部分、および、ガイド７１）と、が
設けられている。しかしながら、そのような手段をキャリアアセンブリ内に組み込むこと
もできる。例えば、この目的のために、サーボモータを使用することができる。
【０２６３】
　操作のための手段、および／または、キャリアアセンブリ内における向きを固定するた
めの手段は、例えば図７に示すように、固定された支持構造８０上にキャリアアセンブリ
が設けられている場合に、特に有効である。そのような場合においては、固定された支持
構造８０が、一般に、食肉処理場や食肉加工工場内において固定された位置を有している
ことのために、キャリアアセンブリとその周囲部材との相対移動を使用することができな
い。
【０２６４】
　図７は、キャビティアセンブリ内に組み込まれた３つのサーボモータ９０を概略的に示
している。３つのサーボモータは、３つの回転自由度の各々に対応して設けられている。
当然のことながら、３つよりも少数のまたは３つよりも多数のモータを使用することもで
きる、および／または、並進移動を引き起こすためのモータを設けることもできる。
【０２６５】
　図８に示すように、本発明によるデバイスおよびシステムは、屠殺体の一部が、屠殺さ
れた豚の大腿である場合を開示している。その場合、大腿は、膝と、膝の近傍において大
腿骨の少なくとも一部と、膝の近傍において頸骨および腓骨の少なくとも一部と、大腿骨
や頸骨や腓骨上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、を備えている。
【０２６６】
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　豚の大腿部分２００の一例は、図８に示されている。大腿部分は、膝２０１と、大腿骨
２０２と、坐骨２０３と、恥骨２０４と、腸骨２０５と、頸骨２０６と、腓骨２０７と、
を備えている。大腿部分は、さらに、それら骨上に天然に存在する肉２０８の少なくとも
一部を備えている。膝領域内における肉の少なくともいくらかは、骨から除去されている
あるいは緩められている。膝領域における骨は、好ましくは、完全にまたは部分的に露出
されている、あるいは、それら骨に対して、緩められた肉の横を押すことにより、少なく
とも部分的に到達することができる。しかしながら、本発明は、また、膝が肉によって完
全に覆われている場合にも、適用することができる。
【０２６７】
　図９においては、膝保持アセンブリ２１０の好ましい実施形態が示されている。
【０２６８】
　豚の大腿部分を保持するための膝保持アセンブリは、好ましくは、例えば図２～図７の
１つまたは複数の図面を参照して説明された１つまたは複数の特徴点を有したキャリアと
いったような、また、搬送デバイスの一部をなすキャリアといったような、キャリア内に
取り付けられている。
【０２６９】
　膝保持アセンブリは、第１ジョー２１２と、第２ジョー２１１と、を備えている。これ
らジョーは、これらジョーどうしの間に膝を配置し得る開放位置と、これらジョーどうし
の間に膝をクランプし得る閉塞位置と、の間にわたって、互いに対して移動可能とされて
いる。
【０２７０】
　この好ましい実施形態においては、膝保持アセンブリ２１０は、ここではフック２１２
という態様とされた突出した肉貫通ピンを有した第１ジョーと、ここでは当接部材または
ブロックとして形成された第２ジョー２１１と、を備えている。
【０２７１】
　膝保持アセンブリは、さらに、アクチュエータを備えている。アクチュエータは、第１
ジョー２１２と第２ジョー２１１との相対移動を引き起こす。この例においては、アクチ
ュエータは、リンク機構２１４を備えており、最も好ましくは、図３を参照して上述した
ようなトグルレバー機構を備えており、アーム２１４ａ，２１４ｂを有している。
【０２７２】
　使用時には、当接ブロック２１１は、膝関節のところにおいてまたは膝関節の近傍にお
いて、生体の豚に向けて面したサイドから骨に対して係合し得るように、構成される。当
接ブロック２１１は、好ましくは、フロント面２１５を有している。フロント面２１５の
形状は、フロント面２１５に対して係合することとなる骨の形状に適合したものとされる
。
【０２７３】
　図９の例においては、第２ジョーのフロント面２１５は、１つまたは複数の凹所を有し
ている、好ましくは、この例に示すように、２つの凹所２１６，２１７を有している。こ
れら凹所２１６，２１７の各々は、頸骨１９の一部を受領し得るように構成されている。
一時的には、一方の凹所だけが使用される。２つの凹所２１６，２１７が設けられている
ことにより、第２ジョー２１１を有した保持アセンブリは、左右の脚の双方を処理するに
際して使用することができる。
【０２７４】
　有利な実施形態においては、第２ジョー２１１は、２つの状態に適合することができる
。１つの状態は、２つの凹所２１６，２１７のうちの一方が、左脚の頸骨１９を受領し得
る状態である。他の状態は、２つの凹所２１６，２１７のうちの他方が、右脚の頸骨１９
を受領し得る状態である。好ましくは、第２ジョー２１１は、右位置にはまることができ
る。
【０２７５】
　第１ジョーまたはフック２１２は、第２ジョーまたは当接ブロック２１１に対して、移
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動可能とされている、ここでは回転可能とされている。第２ジョーに対してのフック２１
２の移動は、リンク機構２１４によって制御される。リンク機構２１４は、任意の適切な
手段によって駆動することができる。
【０２７６】
　フック２１２は、好ましくは、屠殺体の一部を通して頸骨と腓骨との間を通過するよう
な形状とされる。リンク機構２１４は、好ましくは、フック２１２を、フックの先端２１
８が頸骨と腓骨との間を通過した後に第２ジョーに向けて移動するようにして、移動させ
る。これにより、フック２１２の先端２１８は、背面側から膝に対して係合することがで
き、第２ジョーをなす当接ブロックに向けて膝を押し込むことができる。
【０２７７】
　ドライバは、屠殺体の一部をキャリアによって搬送する際に、および／または、屠殺体
の一部を処理する際に、膝保持アセンブリの中に屠殺体の一部を保持するのに必要な駆動
力を供給し得るように、構成することができる。これに代えて、あるいは、これに加えて
、リンク機構自体に駆動力を生成することができる。図９の例においては、リンク機構２
１４は、例えば、ドライバによってオーバーセンターポイントを超えた位置とすることが
できる。これは、図１０に示されている。図１０においては、図９の膝保持アセンブリが
、閉塞位置において示されている。閉塞位置においては、屠殺体の一部の膝をロックする
ことができる。フック２１２を上向きに移動させて屠殺体の一部を膝ロックから解放する
ためには、リンク機構２１４を、死点を通して戻す必要があり、追加的な力を必要とする
。
【０２７８】
　肘頭保持アセンブリの場合と同様に、膝保持アセンブリにおけるアクチュエータは、多
様な態様で具現することができる。例えば、膝保持アセンブリにおいては、図４の駆動ロ
ッドを適用することができる。例えばスプリング式アクチュエータといったような、アク
チュエータの他の実施形態を、双方の保持アセンブリに関して、使用することができる。
【０２７９】
　膝保持アセンブリ自体は、異なる態様のものとすることもできる。上述したような突出
ピンを有した第１ジョーを使用することに代えて、摩擦によって、第１ジョーと第２ジョ
ーとの間において、膝をクランプして保持することができる。他の実施形態においては、
両ジョーのうちの一方は、肘頭保持アセンブリの場合と同様のＶ字形状スロットを有する
ことができる。
【０２８０】
　図１１は、本発明によるキャリア内に保持された豚の大腿部分を示している。図１１に
おいては、膝保持アセンブリを備えたキャリアが、部分的な破断図によって示されている
。
【０２８１】
　図１１においては、膝保持アセンブリ２１０は、図５および図７に示すタイプのキャリ
ア内に配置されている。同様に、図１１のキャリアアセンブリは、搬送デバイスのトロリ
ーに対して、あるいは、固定された支持構造に対して、連結することができる。図１１に
おいて使用されているキャリアアセンブリの参照符号は、図５および図７における構成部
材を示している。
【０２８２】
　図１１においては、大腿部分を有した屠殺体の一部の膝は、当接ブロック２１１のフロ
ント面２１５に対して押圧される。そうすることによって、フック２１２は、頸骨と腓骨
との間にわたって屠殺体の一部を貫通している。屠殺体の一部は、操作者による手動力に
よって、あるいは、自動化された態様でもって、図１１の位置とすることができる。
【０２８３】
　図１２は、図１１の実施形態を示しているものの、図１２においては、膝保持アセンブ
リは、閉塞状態で示されている。リンク機構２１４は、フック２１２の先端２１８が膝２
０１＊の中空部分に対して係合するようにして、移動されている。フック２１２は、膝ロ
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ックの当接ブロック２１１のフロント面に対して、膝のフロント部分を押圧する。このよ
うにして、屠殺体の一部は、膝ロック内にロックされる。
【０２８４】
　図１３は、本発明による保持アセンブリの他の可能な実施形態を示している。この実施
形態においては、保持アセンブリは、搬送デバイスのキャリアの一部を構成するものと考
えることができる。その場合、キャリアは、搬送デバイスのトラックに沿って、例えば図
１３Ｂにおける搬送方向Ｔにおいて、移動可能とされている。図１３Ａは、この実施形態
を、側面図で示している。図１３Ｂは、この実施形態を、部分的な断面図を使用して、平
面図によって示している。この例においては、豚の肩部分は、キャリア内に配置されてい
る。しかしながら、システムのこの実施形態は、屠殺体の一部の大腿部分または他の部分
と組み合わせて、使用することができる。
【０２８５】
　図１３に示すように、豚の肩部分は、上腕骨１２の少なくとも一部と、橈骨１３の少な
くとも一部と、尺骨１４と、肘頭１５と、を備えている。また、肩甲骨１１の少なくとも
一部が存在している。肩部分は、さらに、上腕骨１２と橈骨１３と尺骨１４との近くに天
然に存在する肉２１の少なくとも一部を備えている。この実施形態においては、肘頭は、
なおも肉によって覆われている。
【０２８６】
　図１３の実施形態においては、保持アセンブリには、１つまたは複数の肉貫通歯が、こ
こでは２つの肉貫通歯４３２，４３３が、設けられている。肉貫通歯４３２，４３３は、
ブロック４３１上に取り付けられている。ブロック４３１は、保持アセンブリの連結部分
４４０に対して連結されている。
【０２８７】
　１つまたは複数の肉貫通歯を有したブロックを付帯した連結部分４４０は、キャリアに
対して連結される。キャリアは、図示されていないものの、例えば、他の図面を参照して
説明されている。
【０２８８】
　肉貫通歯４３２，４３３は、屠殺体の一部の参照部分の近傍においてあるいはその参照
部分のところにおいて、屠殺体の一部の肉内へと貫通している。この場合、参照部分は、
肘頭１５とされ、肉貫通歯４３２，４３３は、肘頭１５の両サイドにおいて、屠殺体の一
部の肉内へと貫通している。２つの歯は、すべてのなおかつ１つの自由度へと、ベースブ
ロック４３１に対しての屠殺体の一部の移動を、制限する。肉貫通歯４３２，４３３の長
手方向における並進移動だけが、制限されていない。肉貫通歯４３２，４３３は、屠殺体
の一部の重量を支持する。
【０２８９】
　搬送デバイスのトラックの少なくとも一部に沿って配置された１つまたは複数のガイド
レール４２０は、１つまたは複数の肉貫通歯４３２，４３３の長手方向において、ベース
ブロックから離間する向きにおいて、ブロック４３１に対しての屠殺体の一部の移動を、
制限するとともに、このベースブロック４３１に向けて屠殺体の一部を押しつける。この
ようにして、屠殺体の一部は、ベースブロック４３１と１つまたは複数のガイドレール４
２０との間において、ロックされるようになる。
【０２９０】
　図１３のタイプの保持アセンブリが適用されている本発明のシステムの有利な実施形態
においては、肉貫通歯４３２，４３３とベースブロック４３１とベース部分４４０とが、
搬送システムのキャリア上に設けられている。キャリアは、経路に沿って、屠殺体の一部
を搬送する。そのようなシステムにおいては、ガイドレールは、経路に沿って、キャリア
内における屠殺体の一部のロックが必要とされる場所において、例えば屠殺体の一部に対
してプロセスステップが実行される場所において、固定的に配置することができる。よっ
て、ガイドレール４２０は、処理ステーション内に、非常にうまく組み込むことができる
。ガイドレールに代えて、あるいは、ガイドレールに加えて、例えばガイドプレートやガ
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イドブロックといったようなものを、適用することができる。
【０２９１】
　本発明による、固定された支持構造に図１３によるロックを有した１つまたは複数のキ
ャリアが設けられたシステムにおいては、ガイドレールを、ベースブロック４３１に向け
て移動可能なものとして形成することができる。ガイドレールに代えて、あるいは、ガイ
ドレールに加えて、例えばガイドプレートやガイドブロックといったようなものを、適用
することができる。
【０２９２】
　肉貫通歯４３２，４３３は、図１３に示すものとは異なる形状のものとすることができ
る。例えば、長さの少なくとも一部にわたって一定の横断面積を有したピンを、使用する
ことができる。図１３に示す実施形態においては、肉貫通歯４３２，４３３は、屠殺体の
一部を、肘頭１５の両サイド（左右）において、導入することができる。また、肉貫通歯
４３２，４３３は、例えば、肘頭１５の前方および後方において、導入することもできる
。このようにして、骨構造によって屠殺体の一部を支持している時の安定性を、有利なも
のとすることができる。その場合、屠殺体の一部の重量は、屠殺体の一部の肉部分上に印
加されるだけではなく、骨構造上にも印加される。
【０２９３】
　図１４は、本発明によるシステムの他の実施形態を、部分的な断面図を使用して示す平
面図である。
【０２９４】
　図１４は、経路５６５に沿って搬送方向Ｔにおいて移動可能とされた搬送デバイスの複
数のキャリア５５０を示している。複数のキャリアの各々に対して、ベースブロック５３
１が連結されている。ベースブロック５３１は、少なくとも１つの突出した肉貫通ピン５
３２を有している。このピン５３２は、尖鋭な先端、または、丸められた先端、または、
鈍い先端、を有することができる。ピン５３２は、屠殺体の一部１の肉内へと導入される
。屠殺体の一部１は、図１４の例においては、大腿部分とされている。しかしながら、図
１４の実施形態は、また、他のタイプの屠殺体の一部に対しても、使用することができる
。
【０２９５】
　図１４の例においては、ピン５３２は、頸骨５０６および腓骨５０７に隣接したところ
において、肉５０８内へと導入される。しかしながら、ピン５３２は、頸骨と腓骨との間
のところにおいて、肉内へと導入することもできる。経路５６５の少なくとも一部に沿っ
て、第２コンベヤが延在している。第２コンベヤは、ここでは、ベルト５２１を有したも
のとされている。好ましくは、ベルト５２１は、無端ベルトとされる。ベルト５２１に代
えて、あるいは、ベルト５２１に加えて、１つまたは複数のコードやケーブルやチェーン
等を使用することができる。経路５６５に沿って延在するベルト５２１の少なくとも一部
に関しては、ベルト５２１は、同じ方向において（矢印Ｂ）、同じ速度でもって、キャリ
アと一緒に、移動する。ベルト５２１上においては、規則的な間隔でもって、カウンタブ
ロック５２０が設けられている。カウンタブロック５２０どうしの間のピッチは、キャリ
ア５５０どうしの間のピッチと同じとされている。カウンタブロック５２０の各々には、
屠殺体の一部を受領するための凹所５２３が設けられている。キャリアは、屠殺体の一部
を凹所５２３内へと押圧する。これにより、屠殺体の一部を、キャリア内にロックするこ
とができる。ベルト５２１の背面側には、ガイドプレート５２２を設けることができる。
これにより、ベルト５２１を、カウンタブロック５２０の凹所５２３内へと屠殺体の一部
が押し込まれる力に抗して、支持することができる。同様に、同様のガイドプレート（図
示せず）を、そのような力に抗してキャリアを支持し得るために、設けることができる。
【０２９６】
　図１５は、本発明によるキャリア７５０の一例を示している。この例においては、キャ
リア７５０は、トロリー６１に対して連結される。トロリー６１は、オーバーヘッド型の
搬送デバイス６０のオーバーヘッドトラック６２に沿って走行する。キャリア７５０は、
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連結部材７４０を有した保持アセンブリ７３０を備えている。この例においては、保持ア
センブリ７３０は、屠殺体の一部１に対して係合している。屠殺体の一部１は、この例に
おいては、大腿部分とされている。屠殺体の一部１は、保持領域７０１（図１５において
は、ハッチングによって示されている）において保持されている。図１５に示すキャリア
は、さらに、キャリアおよび搬送デバイスに関して上述した１つまたは複数の特徴点を備
えることができる。図１６は、図１５におけるＡ－Ａ線に沿った矢視断面を概略的に示し
ている。この断面図においては、保持アセンブリ７３０のジョー７３１，７３２が図示さ
れている。両ジョーの間に、屠殺体の一部７０１をクランプすることができる。屠殺体の
一部のうちの、保持アセンブリ７３０が係合している保持領域においては、屠殺体の一部
７０１は、横断面において、骨７０３と軟組織７０２との双方を有している。両ジョー７
３１，７３２は、軟組織に対して係合している。
【０２９７】
　図１６Ａは、保持アセンブリが屠殺体の一部に対して係合した際の、保持アセンブリ７
３０に対しての骨７０３の空間的な向きを示している。
【０２９８】
　図１６Ｂは、ガイド力または配向力が屠殺体の一部に対して印加された際の、骨７０３
の状況を示している。軟組織の状況は、ジョー７３１，７３２に対して、なおも同じ位置
を有している。しかしながら、骨７０３は、図１６Ａの初期位置に対して回転される。軟
組織７０２のフレキシブルさが、これを可能としている。一連のストライプ７０４は、骨
７０３のこの回転に基づく軟組織７０２の変形を可視化している。
【０２９９】
　軟組織の状況に対しての骨の回転は、軟組織内における機械的応力を引き起こす。ガイ
ド力または配向力が、もはや印加されていないときには、軟組織の弾性に基づき、および
、引き起こされた機械的応力に基づき、骨は、図１６Ａの初期的な向きへと復帰する。
【０３００】
　図１７～図２６を参照して、屠殺された豚の脚部分に関しての、本発明による搬送デバ
イスおよびシステムの、好ましくは、本発明の第１，第２，第３見地による搬送デバイス
およびシステムの、いくつかの例示としての実施形態について説明する。
【０３０１】
　搬送デバイスおよびシステムは、特に、屠殺された豚の前脚部分または後脚部分の搬送
および搬送時の処理を想定している。これらの例示においては、前脚部分または後脚部分
は、少なくとも豚の足（後述するように、少なくとも、足に関連する領域）と、豚の脚の
連結部分と、を備えている。例えば、公知なように、前脚部分は、前端である。例えば、
後脚部分は、大腿部分を含んでいる。搬送デバイスは、有利には、搬送されてきた豚の脚
部分の処理を行う１つまたは複数の処理ステーションと組み合わせて、使用することがで
きる。例えば、処理に際しては、脚部分に対して１つまたは複数のカットを行うことがで
きる。例えば、脚部分の一部をカットしたり、および／または、例えば切り離し処理とい
ったような以降の処理のために、事前処理を行うことができる。１つまたは複数の処理を
、自動化されたデバイスを使用して行うことを、想定することができる。また、１つまた
は複数の処理を、例えばナイフのようなツールを使用しておよび／または手持ち式のパワ
ーツールを使用して、手動で行うことを、想定することができる。
【０３０２】
　そのような搬送デバイスにおいては、好ましくはレールといったような、最も好ましく
はオーバーヘッドレールといったような、トラックが設けられる。
【０３０３】
　好ましくは、トラックは、無端タイプのものとされる。トラックは、かなりの長さを有
することができる。例えば、豚屠殺処理場内における複数の処理ステーションの間にわた
っておよび／またはそれら複数の処理ステーションに沿って、延在している。トラックは
、そのような処理場内において、単一の処理ステーションに関して、および／または、単
一の処理機械に関して、専用のものとすることができ、例えば、無端の円形トラックとす
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ることができる。１つまたは複数の、好ましくは多数の、例えば５０以上の、豚の脚部分
用のキャリアが、トラックに沿って移動可能とされる。各キャリアは、豚の個々の脚部分
を搬送し得るよう構成されている。各キャリアは、単一の豚の足に対して係合し得るよう
構成された１つの豚足保持アセンブリを備えている。これにより、キャリアから吊り下げ
られた状態で、豚の脚部分を保持することができる。保持アセンブリは、１つの豚の足を
受領し得るよう構成された豚足開口を備えている。
【０３０４】
　図２１は、そのような搬送デバイスの一例の一部を示している。キャリア７５０は、豚
足スロット７６２を有した保持アセンブリを備えている。豚足スロット７６２は、ここで
は、剛直なスロットプレート７６１の中に形成されている。スロット７６２は、豚足をク
ランプ状態でもって受領し得るような寸法とされている。これにより、豚足を、保持アセ
ンブリから吊り下げられた態様で、支持することができる。スロット７６２は、１つの端
部が開放されており、これにより、スロット内へと豚足を側方から導入したり、スロット
７６２から側方に豚足を取り出したり、することができる。キャリア７５０について詳述
する前に、スロットプレート７６１の第１の好ましい実施形態について説明する。
【０３０５】
　一般に、プレート７６１内のスロット７６２は、豚足のうちの、中足骨が存在している
領域を受領し得るよう構成されている。
【０３０６】
　図１８Ａは、豚の前脚の骨構造を示しており、図１８Ｂは、豚の後脚の骨構造を示して
いる。図１８Ａは、肩甲骨１１と、上腕骨１２と、橈骨１３と、尺骨１４と、肘頭１５と
、を示している。図１８Ｂは、大腿骨１７と、頸骨１９と、腓骨２０と、を示している。
図１８Ｃは、豚の足の骨構造を示している。構造は、基本的には、前脚および後脚と同じ
である。公知なように、豚の足は、４つの指を備えている。ＭＣ３およびＭＣ４によって
示されている中央の指は、機能的に、豚の負荷を支持する。これに対して、側方の指ＭＣ
２，ＭＣ５は、基本的に、無機能である。豚においては、側方の指は、偽蹄と称される。
指ＭＣ２，ＭＣ３，ＭＣ４，ＭＣ５は、豚の足の中手骨または中足骨と称される。図１８
Ｃにおいては、Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３は、豚の足の雄蘂束と称される。
【０３０７】
　図１８Ａおよび図１８Ｂは、中央の中足骨２２および側方の中足骨２３を示している。
同じ骨は、図１９および図２０にも示されている。図１８Ｃにおいては、Ｈは、豚の足の
うちの、保持領域として使用するのに有利であるような領域を示している。この領域は、
足の中足骨２２，２３を備えている。保持領域として豚の足のこの領域を使用することに
は、いくつかの利点がある。第１の利点は、この領域の直径が前脚および後脚と同じであ
ることである。これにより、豚の個々の前脚部分および個々の後脚部分に対しての係合の
ために、同じロックプレート７６１を使用することができる。このことは、大腿部分およ
び前端を、同じロックプレート７６１によって保持し得ることを、意味している。よって
、双方に関して、同一のキャリアを使用することができる。
【０３０８】
　保持領域として足のその領域を使用することの第２の利点は、図１９および図２０に図
示されている。図１９は、中足骨２２，２３の領域において豚足を示す横断面図である。
よって、図１８Ｃにおける領域Ｈを横断しての横断面図である。図１９に示す横断面は、
一般に、前脚または後脚に関して同じである。図１９は、天然の状態で、すなわち、スロ
ットプレート７６１に対しての係合前における、豚の足を示している。図示のように、図
１９に示す天然の位置においては、側方の中足骨２２は、主要な指２３に対して隣接して
配置されている。比較的大きな腱２４が、横断面を通して延在している。横断面の外側層
２５は、皮膚と、外皮と、脂肪と、である。腱２４と中足骨２２，２３の周囲には、主要
な肉２６が存在している。よって、図１９に示す保持領域の横断面においては、中足骨２
２，２３と、これら骨の周囲の軟組織とは、皮膚と外皮と脂肪２５とを備えており、肉２
６が存在している。試験により、矢印Ａで示す向きに圧力を印加することによって中足骨
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の領域において足を変形させるには、かなりの大きさの力が必要であることが、示された
。これは、基本的には、圧力を足に対して側方に印加した時である。他方、圧力を、矢印
Ｂの方向に対して印加したときには、すなわち、足の前後から圧力を印加したときには、
足のこの領域は、ずっと容易に変形しやすい。すなわち、変形を引き起こすのに必要な力
が小さくてよく、最終的に得られる変形が、より大きなものである。この知識は、例えば
図１７に示すようなスロットプレート７６１といったような豚足開口または豚足スロット
を有した保持アセンブリから豚の脚を吊り下げる際に、利用することができる。
【０３０９】
　スロットプレート７６１は、豚足スロット７６２として具現された開口を有している。
スロットプレート７６１は、一端が開口しており、これにより、スロット内へと側方から
豚足を導入したり、また、スロットから側方に豚足を取り出したり、することができる。
【０３１０】
　スロットは、入口部分７６３を有している。ここでは、入口部分７６３は、好ましくは
、スロットプレートのサイドにおいて、狭い入口部分とされている。入口部分は、スロッ
トの主要軸線に対して傾斜して配置された１つまたは複数の入口面を有することができる
。
【０３１１】
　入口部分７６３は、スロットの保持部分７６２へと連接されている。保持部分７６２の
奥は、閉塞されている。適切に導入された豚足が保持部分内に受領されることが、意図さ
れている。
【０３１２】
　好ましくは、スロット７６２は、スロットの保持部分内に剛直な参照面７６２ａを有し
ている。図２０に示すように、豚足は、好ましくは、そのようなスロット内へと導入され
る。その際、中央の中足骨２２は、一般に、剛直な参照面７６２ａに対して隣接している
。すなわち、豚足のフロント面は、剛直な参照面７６２ａに対して対向している。
【０３１３】
　入口部分７６３内への豚足の導入は、豚足領域の漸次的な圧縮を引き起こす。スロット
７６２の保持部分が、スロット内に受領される前の豚足領域の横断面よりも小さいことの
ために、側方の中足骨は、中央の中足骨に向けて、また、参照面７６２ａに向けて、横圧
される。このような豚足のクランプは、豚の脚部分の吊り下げの信頼性を高める。例えば
、最大で１５ｋｇの重量を吊り下げることができる。上述したように、このような向きで
のスロット内への豚足の側向き導入は、導入方向に対して直交した向きにおける豚足の圧
縮と比較して、より小さな力で行うことができ、比較的容易に行うことができる。これに
より、例えば、スロット７６２内への豚足の手動での導入を可能とする。
【０３１４】
　好ましくは、スロットプレート７６２は、さらに、豚足スロットの入口部分と保持部分
との間に、突起７６５を有している。この突起は、一般に、スロットの最も狭い通路を形
成する。これにより、豚足が適切に挿入された後には、豚足を保持部分内に維持すること
ができる。
【０３１５】
　突起７６５に代えて、あるいは、突起７６５に加えて、保持アセンブリは、阻止部材を
備えることができる（図示されていない）。阻止部材は、阻止位置と退避位置との間にわ
たって移動することができる。阻止位置においては、阻止部材は、スロット７６２の幅の
少なくとも一部にわたって延在し、これにより、豚足スロットから豚足が抜け出すことを
阻止することができる。退避位置においては、豚足を、スロットから取り出すことができ
る。例えば、阻止部材は、回転可能なレバーとされる。例えば、阻止部材は、手動で操作
し得るよう構成される。あるいは、阻止部材の操作が要望されたトラックに沿って配置さ
れた専用のカムトラックと協働し得るカムフォロワを設けることができる。
【０３１６】
　スロットの幅は、実用的には、好ましくは、搬送されて処理されることとなる豚の脚部
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分のうちで最も小さな横断面寸法（図１９においては、寸法Ｄによって示されている）を
有した豚足がスロット内への導入時に（寸法Ｄよりも、スロットの幅Ｗの方が小さい）さ
らに圧縮されるように、選択される。豚足の軟組織のこの圧縮および／または他の変形は
、豚足上におけるスロットプレートの緊密な適合および剛直なグリップに寄与する。
【０３１７】
　スロット７６２は、屠殺体の一部の保持領域に適合し得るよう構成されている。しかし
ながら、屠殺体の一部の保持領域は、屠殺体の一部の形状およびサイズにおける天然の変
化に基づく直径の範囲内とされる。幅Ｗは、比較的小さな直径を有した保持領域を備えた
屠殺体の一部がスロット７６２内に保持され得るように、選択されなければならない。好
ましくは、スロット７６２のロック部分７６４の幅Ｗは、保持領域の予想される直径の範
囲のうちの最も小さい寸法と比較して、より小さなものとされる。つまり、保持対象をな
すもののうちの最も小さな直径よりも小さなものとされる。保持領域は、軟組織によって
囲まれた骨を有している。軟組織は、ある程度は、圧縮されることができる、言い換えれ
ば、変形することができる。これにより、屠殺体の一部の保持領域は、比較的狭いスロッ
ト７６２内に配置することができる。突起７６５は、スロット７６２のロック部分７６４
からの保持領域の無用の抜け出しというリスクを低減する。
【０３１８】
　搬送デバイスの可能な実施形態においては、固定されたガイドが、キャリアが追従する
こととなるトラックに沿って配置されており、これらガイドは、人間工学的に有利な態様
を操作者に対してもたらし得るような向きでもって、脚部分を案内して支持し得るように
、構成することができる。例えば、ガイドは、操作者に向けて脚部分を回転させることが
でき、処理時の位置を保持することができる。軟組織のフレキシブルさにより、ロックプ
レート７６１に対して屠殺体の一部をスリップさせることなく、それを行うことができる
。
【０３１９】
　ガイドが、屠殺体の一部を再度解放したときには、屠殺体の一部は、キャリアに対して
の初期的な向きに復帰する。この復帰は、軟組織の弾性によって、および／または、例え
ば重力や他のガイド組といったような外部影響によって、引き起こしたり補助したりする
ことができる。
【０３２０】
　図１７Ａは、スロット７６２のロックプレート７６１の他の実施形態を示している。図
１７Ｂ，Ｃ，Ｄは、ロックプレート７６１の可能な横断面Ａを示している。図１７Ｂ，Ｃ
，Ｄに示すロックプレートは、図１７Ａのロックプレートとすることができる、あるいは
、他の任意のロックプレートとすることができる、特に、本明細書に示されたような他の
任意のロックプレートとすることができる。図１７Ａは、参照面７６２ａと、端面７６２
ｂと、対向面７６２ｃと、を示している。また、入口面７６２ｄが示されている。
【０３２１】
　図１７Ｂ，Ｃ，Ｄに示す実施形態においては、参照面７６２ａおよび対向面７６２ｃに
は、傾斜エッジまたは丸められたエッジが設けられている。このような表面にこのような
構成を付設することの目的は、屠殺体の一部に対して接触するような、２つのラインでは
なく、１つのラインを設けることである。それら表面が平面的であってロックプレートの
上面および底面に対して垂直なものである場合には、ロックプレートに対しての屠殺体の
一部の揺動が、ロックプレートに対して屠殺体の一部を下方移動させることとなる。屠殺
体の一部の揺動は、ある場合には、屠殺体の一部を、参照面７６２ａの上エッジに対して
および対向面７６２ｃの下エッジに対して交互的に接触させ、他の場合には、屠殺体の一
部を、参照面７６２ａの下エッジに対しておよび対向面７６２ｃの上エッジに対して交互
的に接触させる。これにより、重力と組み合わせて、屠殺体の一部は、ロックプレート７
６１に対して、下向きに「歩行する」こととなる。これは、屠殺体の一部とロックプレー
トとの間の交互的な接触ポイントが揺動することを防止することによって、回避すること
ができる。そのための１つの手法は、参照面７６２ａおよび／または対向面７６２ｃに、
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傾斜エッジまたは丸められたエッジを設けることである。屠殺体の一部と接触することと
なる丸められた面または傾斜面のエッジは、図１７Ｂおよび図１７Ｄに示すように、ロッ
クプレート７６１の厚さの中間あたりに、位置することができる。これに代えて、図１７
Ｃに示すように、丸められた面または傾斜面のエッジは、ロックプレート７６１の上面寄
りにまたは底面寄りに配置することもできる。
【０３２２】
　好ましくは、参照面７６２ａと対向面７６２ｃとの双方の形状は、１つの接触ポイント
または１つの接触ラインまたは１つの接触面を形成するように構成される。しかしながら
、参照面７６２ａと対向面７６２ｃとの一方のみに、そのような形状を設けることもでき
る。加えて、端面７６２ｂには、例えば丸められた面または傾斜面といったような形状の
面を設けることができる。要望によっては、そのような構成は、入口面７６２ｄに対して
設けることができる。それは、例えば、製造面から容易なものである場合がある。
【０３２３】
　図２１は、キャリア７５０において使用された場合の、図１７および図２０のロックプ
レート７６１を示している。キャリア７５０は、連結プレート７７５を介して、２つのト
ロリー７７２に対して連結されている。２つのトロリー７７２は、駆動チェーン７７４に
対して連結されている。駆動チェーン７７４は、トラック７７３上にわたってトロリーを
移動させる。トラックは、一連をなす複数の処理ステーションに沿った経路を構成する。
図２１においては、トロリー７７２の搬送方向は、および、キャリア７５０の搬送方向は
、矢印Ｔによって示されている。
【０３２４】
　図２１に示すキャリアにおいては、図１７および図２０に示すロックプレート７６１が
示されている。ロックプレート７６１のスロット７６２は、搬送方向Ｔに対して角度を有
して配置されている。好ましくは、屠殺体の一部は、図２０に示す態様によって、ロック
プレート７６１のスロット７６２内に配置されている。そのような場合、図１７および図
２０に示すような角度で配置されたスロット７６２を使用することにより、屠殺体の一部
は、操作者に対して人間工学的に検出可能であるような初期的な空間的向きを有すること
ができる。処理が自動的にまたは半自動的に実行される場合には、初期的な向きにより、
屠殺体の一部を、処理ツールによって容易にアクセスし得るような向きとすることができ
る。
【０３２５】
　この例においては、キャリア７５０は、２つのフランジ７５１と、ヒンジピン７５３と
、ブラケット７６４と、を備えている。フランジ７５１どうしは、追加的な安定性のため
に、ストリップ７５２によって互いに連結されている。ブラケットは、ガイドブロック７
７０に対して連結されている。ガイドブロック７７０の上部には、回転部材７７１が配置
されている。回転部材７７１は、連結プレート７７５に対して、鉛直方向軸線まわりに回
転可能とされている。回転部材７７１が連結プレート７７５に対して回転駆動されたとき
には、キャリアのうちの、回転部材７７１よりも下方に配置された各部材（ガイドブロッ
ク７７０、ブラケット７５４、ヒンジピン７５３、フランジ７５１、フランジとロックプ
レート７６１との間のストリップ７５２）は、回転部材７７１と一緒に回転する。
【０３２６】
　図２１の実施形態においては、ヒンジピン７５３は、トロリー７７２が設置されている
トラック７７３の一部に対して平行な軸線まわりに、ロックプレート７６１を回転させる
ことができる。よって、トラック７７３が水平方向に延在している場合には、ヒンジピン
７５３により、ロックプレート７６１を水平方向軸線まわりに回転させることができ、ロ
ックプレート７６１と一緒に、ロックプレートに保持されている屠殺体の一部を水平方向
軸線まわりに回転させることができる。
【０３２７】
　インデックス部材または回転部材７７１は、ロックプレート７６１に対して、トロリー
７７２が設置されているトラック７７３の一部に対して垂直な軸線まわりにおける回転可
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能性を提供する。よって、トラック７７３が水平方向に延在している場合には、回転部材
７７１により、ロックプレート７６１を鉛直方向軸線まわりに回転させることができ、ロ
ックプレート７６１と一緒に、ロックプレートに保持されている屠殺体の一部を鉛直方向
軸線まわりに回転させることができる。
【０３２８】
　回転部材７７１を使用することにより、鉛直方向軸線（あるいは、鉛直方向平面内にお
ける軸線、あるいは、特定の部分においてトラック７７３が水平方向に延在していない場
合には、トロリー７７２が設置されているトラック７７３の一部に対して垂直な軸線）ま
わりにおける回転に関して、キャリア７５０のロックプレート７６１の向きを制御するこ
とができる。これは、例えば、図２２Ａに示すタイプの形状を回転部材７７１に対して付
与することにより、得ることができる。図２２Ａは、平面図を示している。
【０３２９】
　インデックス部材または回転部材は、回転中心Ｃと、４つの側面７７６と、回転中心Ｃ
を向く方向において側面どうしの間のコーナーから内向きに延在するスロット７７７と、
を備えている。４つの側面は、図２２Ａにおいて矢印ａ，ｂ，ｃ，ｄによって示されてい
るように、回転中心Ｃから互いに異なる距離のところに配置されている。
【０３３０】
　トラックに沿って、固定された位置のところに、１つまたは複数のピン７７８が配置さ
れている。これら固定位置は、トラックに沿っての、回転部材７７１によってキャリアを
回転させなければならない位置に対応している。トラックに対してのピンの距離は、搬送
方向Ｔにおけるキャリアの移動時に、ピン７７８がいずれかのスロット７７７内に受領さ
れるような、距離とされる。このピンが固定的なものであることのために、また、回転部
材７７１が回転可能であることのために、搬送方向Ｔにおける回転部材７７１とピン７７
８との間の相対移動によって、回転部材７７１は、矢印Ｒの向きにおいて、９０°だけ回
転する。
【０３３１】
　トラックから互いに異なる距離のところに配置された複数のピンの組合せを使用するこ
とにより、単独でもってあるいはシリーズでもって、回転部材７７１（および、回転部材
７７１よりも下方に配置されていて回転部材７７１と一緒に回転駆動される各部材）は、
９０°ステップでもって、回転することができる。これにより、ロックプレートは、屠殺
体の一部を保持し得る４つの回転位置（トラックに対して垂直な鉛直方向平面内における
軸線まわりの回転に関して）を有することができる。軟組織のフレキシブルさにより、屠
殺体の一部を、ロックプレートの４つの回転位置のいずれかのまわりにおいて回転させる
ことができる。
【０３３２】
　図２２Ｂは、回転部材７７１の他の実施形態を示している。この実施形態においては、
回転部材７７１は、２つの偏心ディスク７７９ａ，７７９ｂを備えている。２つの偏心デ
ィスク７７９ａ，７７９ｂは、固定された位置を有しているとともに、互いに積み重ねら
れている。２つの偏心ディスク７７９ａ，７７９ｂは、ベース７７９ｃに対して軸線７７
９ｄまわりに回転可能とされている。軸線７７９ｃは、各ディスクの中心からオフセット
されている。２つの偏心ディスク７７９ａ，７７９ｂの相対位置は、図２２Ｃに示されて
いる。図２２Ｃは、図２２Ｂの回転部材を示す底面図である。ベース７７９ｃは、２つの
トロリー７７２に対して連結されている。２つのトロリー７７２は、この例においては、
図２２Ｄに示すように、オーバーヘッドコンベヤの駆動チェーン７７４に対して連結され
ている。
【０３３３】
　ベース７７９ｃに対しての２つの偏心ディスク７７９ａ，７７９ｂの位置は、オーバー
ヘッドコンベヤによってキャリアに提供された経路に沿って配置されたガイドにより、制
御される。図２２Ｂの回転部材を使用することの利点は、この回転部材により、円滑な回
転移動を可能とし得ることである。
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【０３３４】
　図２２Ｂの回転部材７７１は、さらに、ロック部材７７９ｅを備えている。ロック部材
７７９ｅは、ブロック７７９ｆと協働することにより、ベース７７９ｃに対しての偏心デ
ィスク７７９ａ，ｂの位置を、一時的にロックすることができる。ロック部材７７９ｅは
、オーバーヘッドコンベヤによってキャリアに提供された経路に沿って配置された複数の
ガイドまたは他の部材により、駆動される。これにより、ベース７７９ｃに対しての偏心
ディスク７７９ａ，ｂの位置をロックしたりあるいはロック解除したりすることができる
。
【０３３５】
　図２２Ｄは、図２１に示すタイプのキャリアにおいて使用された際の、図２２Ｂの回転
部材を示している。図２２Ｄには図示していないけれども、図２１に示すガイドブロック
７７０は、図２２Ｄにおいても、使用することができる。当業者であれば、図２２が、ト
ラックに対して垂直な鉛直方向平面内における軸線まわりのキャリアの向きを制御するに
際しての多数の可能な構成のうちのただ２つの構成を示しているに過ぎないことは、理解
されるであろう。
【０３３６】
　ガイドブロック７７０の高さ位置には、支持ガイドを設けることができる。キャリアが
トラックに沿って移動する際には、支持ガイドに当接しつつ、あるいは、支持ガイドどう
しの間に案内されつつ、キャリアのガイドブロック７７０が案内される。支持ガイドは、
ガイドブロック７７０を介してキャリアを支持する。これにより、処理時に印加される力
の影響によっても、キャリアを、鉛直方向軸線まわりに（あるいは、特定の場所において
トラックが水平方向に延在していない場合には、鉛直方向平面内においてトラックに対し
て垂直な軸線まわりに）回転させることがない。
【０３３７】
　図２３は、屠殺体の一部をキャリア内へと配置するための搬入ステーションを示してい
る。この例においては、図２１に示すようなキャリアが使用される。図２３の搬入ステー
ションにおいては、キャリアの回転能力を使用して、ヒンジピン７５３まわりにロックプ
レート７６１を回転させることができる。当業者であれば、キャリアがトラックに対して
平行な軸線まわりに回転可能である限りにおいては、また、ロックがロックの側面から屠
殺体の一部へと適切にスライド可能である限りにおいては、この搬入ステーションを、他
のキャリアと組み合わせて、使用し得ることは、理解されるであろう。
【０３３８】
　搬入ステーションは、トラックに沿って移動する複数のキャリア７５０と一緒に使用し
得るように構成される。図示の明瞭化のために、図２３においては、ただ１つのキャリア
だけが図示されている。搬入ステーションは、コンベヤベルト７８０と、ガイド７８１と
、を備えている。コンベヤベルトの移動表面の上面は、キャリアの搬送方向Ｔと同じ向き
に移動し得るよう構成されている。初期的には、搬入ステーションに到達する直前には、
キャリアは、重力の影響によって、あるいは、キャリアが動的に位置決めされていること
のために、トラックから吊り下げられている。キャリアがコンベヤベルト７８０へと到達
したときには、コンベヤベルトが、キャリアの底面をピックアップし、これにより、キャ
リアは、コンベヤベルトの移動する上面上へと載置される。
【０３３９】
　この状態においては、保持アセンブリは、上向きに回転され、これにより、ロックプレ
ートのスロット７６２の開放端部は、上向きとされる。その後、操作者は、屠殺体の一部
を、コンベヤベルト７８０上に配置する。屠殺体の一部の保持領域は、スロット７６２の
入口部分内に軽く配置される。コンベヤベルトは、ガイド７８１に向けて屠殺体の一部を
移動させる。キャリアは、コンベヤベルトに沿って、実質的に同じ速度で、移動する。屠
殺体の一部は、ガイド７８１に対して係合するようになる。ガイド７８１は、保持領域を
、ロックプレート７６１のスロット７６２の保持部分内へと、押圧する。このようにして
、操作者は、屠殺体の一部１の保持領域を入口部分からロックプレート７６１のスロット
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７６２の保持開口内へと移動させるために力を印加する必要がない。足の軟組織の弾性を
利用することにより、足をスロット内にクランプすることができる。付加的には、追加的
な外部からのクランプ力を印加することができる。しかしながら、通常は、そのような追
加的な外部からのクランプ力は、不要である。
【０３４０】
　図２３Ａは、本発明による搬入ステーションのさらなる実施形態を示している。図２３
Ａの実施形態においては、屠殺体の一部１は、供給コンベヤ１２４０上に受領される。屠
殺体の一部１は、多かれ少なかれランダムな向きでもって、供給コンベヤ１２４０へと到
達する。処理ステーションにおいて作業している操作者１２００は、屠殺体の一部１を把
持し、足１Ｘの下端を、キャリア７５０のスロット７６２の入口開口内へと配置する。操
作者は、足１Ｘの全体をスロット７６２内へと配置する必要はなく、足１Ｘを、入口開口
の広い部分内に配置するだけで十分である。供給コンベヤ１２４０は、トロリー７７２お
よびキャリア７５０と同じ速度で走行する。これにより、屠殺体の一部１は、キャリア７
５０と一緒に移動する。
【０３４１】
　回転するベルトガイド７８１ｂは、屠殺体の一部１がガイド７８１に対して係合するよ
うになる際に、屠殺体の一部１の足領域を支持する。ガイド７８１ａは、さらなる支持と
案内とを提供する。ガイド７８１，７８１ａ，７８１ｂは、互いに協働して、足１Ｘをキ
ャリア７５０のスロット７６２内へと押し込む。屠殺体の一部１が供給コンベヤ１２４０
の端部に到達するまでに、足１Ｘは、キャリア７５０のスロット７６２内に固定的に配置
される。屠殺体の一部は、供給コンベヤ１２４０上に載置され、キャリアは、ヒンジピン
７５３まわりに下方に回転する。屠殺体の一部１は、この時点では、キャリア７５０から
吊り下げられており、トロリー７７２および駆動チェーン７７４によってトラック７７３
に沿って駆動される待ち受け状態となっている。この実施形態の可能な変形例においては
、例えば図３２＊＊＊Ｅ１に示すように、計量器が、供給コンベヤ１２４０の上流側に配
置されている。
【０３４２】
　ガイドによってロックプレート７６１の内外にわたって屠殺体の一部を移動させるのと
同じコンセプトは、また、第１搬送デバイスのキャリアから、第２搬送デバイスのキャリ
アへと、屠殺体の一部を移送するに際しても、適用することができる。あるいは、一般的
に、第１キャリアから第２キャリアへと屠殺体の一部を移送するに際しても、適用するこ
とができる。
【０３４３】
　本発明は、豚の足部分または他の屠殺体の一部が第１コンベヤから第２コンベヤへと直
接的に移送されるものとして移送ステーションを想定することができる。搬送デバイスは
、移送ステーションにおいて、第１コンベヤおよび第２コンベヤの両キャリアの移動が互
いに同期しているようにして、具現される。これにより、初期的には第１搬送デバイスの
キャリアの保持アセンブリから吊り下げられている屠殺体の一部を、第２搬送デバイスの
キャリアの保持アセンブリのスロット内へと、移送することができる。よって、屠殺体の
一部は、移送プロセス時には、少なくとも一方の保持アセンブリによって吊り下げられた
ままである。
【０３４４】
　好ましくは、移送ステーションは、第１搬送デバイスのトラックに沿って、１つまたは
複数の突き出しガイドを備えている。突き出しガイドは、屠殺体の一部に対して接触し得
るようにして配置される。好ましくは、例えば５ｃｍ以内でもって、スロット部材の下方
において屠殺体の一部に対して接触し得るようにして配置される。突き出しガイドは、こ
の突き出しガイドに沿って屠殺体の一部が通過した際には、スロットから屠殺体の一部を
押し出し、第２搬送デバイスのキャリアのスロット内へと押し込む。
【０３４５】
　好ましくは、移送ステーションにおいては、第１搬送デバイスおよび第２搬送デバイス
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の両保持アセンブリのそれぞれの経路は、互いに異なる高さ位置とされる。両アセンブリ
は、移送プロセス時には、平面視においてオーバーラップするものとされる。
【０３４６】
　これを行うために、両キャリアのそれぞれのロックプレートは、両ロックプレートのス
ロットどうしが多かれ少なかれ互いに位置合わせされるように、配置される。しかしなが
ら、一般に、ロックプレートどうしは、互いに異なる高さ位置に配置される。図２４は、
この様子を、側面図（図２４Ａ）によって、および、平面図（図２４Ｂ）によって、示し
ている。
【０３４７】
　図２４Ａは、屠殺体の一部を示している。屠殺体の一部は、例えば豚の脚部分とされ、
足と、豚の脚の少なくとも一部と、を備えている。屠殺体の一部は、第１キャリア７５０
から、第２キャリア７５０＊へと、移送される。移送ガイド７９５（横断面によってのみ
示されている）は、屠殺体の一部１の保持領域を、第１キャリア７５０のロックプレート
のスロットから、第２キャリア７５０＊のロックプレートのスロット内へと、駆動する。
【０３４８】
　図２４Ｂは、このプロセスを、平面図によって示している。図示の明瞭化のために、両
キャリアのそれぞれのロックプレートだけが図示されている。
【０３４９】
　移送プロセスの開始時には、第１キャリアのロックプレート７６１が、保持領域によっ
て屠殺体の一部１を保持している。第１キャリアのロックプレート７６１および第２キャ
リアのロックプレート７６１＊は、互いに近接する向きに移動する。両プレート７６１，
７６１＊は、互いに部分的にオーバーラップした位置とされ、この位置においては、両プ
レート７６１，７６１＊の各スロットは、互いに位置合わせされる。移送ガイド７９５が
、屠殺体の一部１に対して当接する。移送ガイド７９５の形状は、図２４Ｂに示すように
両キャリアが搬送方向Ｔ，Ｔ＊に移動された際には、屠殺体の一部１を、第１キャリアの
ロックプレート７６１から、第２キャリアのロックプレート７６１＊内へと、移動させ得
るようなものとされている。
【０３５０】
　屠殺体の一部１が第２キャリアのロックプレート７６１＊内に配置された後には、両キ
ャリアは、互いに離間する向きに駆動される。
【０３５１】
　図２５は、図２１のキャリアの格別の実施形態を示す側面図である。図２５において各
部材に関して使用されている参照符号は、図２１の参照符号に対応している。図２５の実
施形態においては、キャリアには、カムフォロワ７８７が設けられている。カムフォロワ
７８７は、キャリア７５０が追従する経路の少なくとも一部に対して沿って配置されたカ
ムトラック７８６内に、延在している。カムトラック７８６は、キャリア７５０がトラッ
ク７７３に沿って移動した際には、カムフォロワ７８７の位置を規定する。カムフォロワ
７８７により、ヒンジピン７５３まわりにおけるロックプレート７６１の回転を制御する
ことができる。
【０３５２】
　好ましくは、カムフォロワ７８７は、フランジ７５１が連結されているストリップ７５
２上に設けられている。当業者であれば、カムフォロワを、これに代えて、１つまたは複
数のフランジ上における、あるいは、キャリアの可動部材の他の位置における、様々な位
置に配置し得ることは、理解されるであろう。
【０３５３】
　図２５は、さらに、好ましい実施形態を示している。この好ましい実施形態においては
、１つまたは一対の平行な支持ガイド７８５が、トラック７７３に沿った固定位置に配置
されている。好ましくは、キャリアによって保持された屠殺体の一部が処理される処理ス
テーションのところに、配置されている。１つまたは複数のガイド７８５は、通過するキ
ャリアに対して協働し得るよう構成されている。特に、キャリア７５０のガイドブロック



(60) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

７７０が、１つのガイド７８５に沿ってスライドし得るように、あるいは、互いに離間し
た一対の平行なガイド７８５の間においてスライドし得るように、構成されている。１つ
のガイド７８５または一対のガイド７８５は、鉛直方向軸線まわりにおけるキャリアの回
転を阻止し得るよう構成されているとともに、ガイドブロック７７０上におけるキャリア
の構成部材の側方移動を阻止し得るよう構成されている。単純な実施形態においては、各
ガイド７８５は、小さな摩擦係数を有した材料からなる、例えばプラスチックからなる、
直線形状のバーとされる。
【０３５４】
　図２５＊は、本発明によるキャリア７５０を備えたトロリー７７２の他の実施形態を示
している。図２５＊においては、本発明の第３見地によるキャリアが示されている。しか
しながら、これに代えて、この実施形態においては、本発明の第１見地および第２見地に
よるキャリアを使用することもできる。
【０３５５】
　図２５の実施形態と同様に、図２５＊の実施形態は、一対をなす互いに離間した互いに
平行な支持ガイド７８５を備えている。支持ガイド７８５の間において、トロリーのガイ
ドブロック７７０が延在している。図２５＊の実施形態においては、トロリー７７２には
、ローラ７８８が設けられている。ローラ７８８は、ガイドブロック７７０の両サイドに
設けられている。ローラ７８８も、また、支持ガイド７８５の間に延在している。ガイド
ブロック７７０が図２５＊に示す位置とされたときには、ローラは、好ましくは、支持ガ
イド７８５に対して接触していない。
【０３５６】
　図２５の実施形態においては、キャリアによって保持された屠殺体の一部の処理時にト
ロリーに対して印加される力に基づき、ガイドブロック７７０を、支持ガイド７８５の一
方に対して引っ張ることができる、あるいは、ガイドブロック７７０は、一方のサイドに
おけるガイドブロック７７０の上エッジが一方の支持ガイド７８５に対して押しつけられ
なおかつ他方のサイドにおけるガイドブロック７７０の下エッジが他方の支持ガイドに対
して押しつけられるようにして、傾斜することができる。これにより、ガイドブロック７
７０と支持ガイド７８５との間において、無用の摩擦が発生し、これにより、過度の摩耗
が引き起こされるとともに、トラックに沿ってトロリーを駆動する駆動システムに関して
のパワー消費を増大させる。図２５＊の実施形態においては、そのような状況においても
、ガイドブロック７７０は、支持ガイド７８５に対して直接的にスライド接触することが
ない。その代わりに、１つまたは複数のローラ７８８が、支持ガイド７８５の一方または
双方に対して係合する。好ましくは、ローラ７８８は、球状のローラとされており、ロー
ラの中心の直径は、ローラの端部における直径よりも、大きなものとされている。
【０３５７】
　ローラ７８８は、支持ガイド７８５上における過度の機械的負荷を防止する。ローラ付
きのガイドブロック７７０が、支持ガイド７８５に対してスライド的な摩擦接触を行うこ
とがないことのために、ガイドブロック７７０も、また、過度の機械的負荷を受けること
がなく、その結果としての摩耗を受けることもない。
【０３５８】
　ローラ７８８が、回転軸線７８９まわりに回転可能であることのために、トロリーの各
構成部材と支持ガイド７８５との間の過度の摩擦が防止される。これにより、トロリーと
支持ガイド７８５との双方の摩耗が低減される。また、トロリーの駆動システムに関する
パワー消費も低減される。
【０３５９】
　好ましくは、ガイドブロック７７０が、中立位置（すなわち、ガイドブロックが、トラ
ック７７３の直下の位置からずれていない位置）とされたときには、ローラ７８８と支持
ガイド７８５との間には、いくらかのクリアランスが存在する。このようにして、ガイド
ブロック７７０が中立位置とされたときには、トロリーと支持ガイドとの間には、摩擦が
存在しない。これにより、無用の摩耗と、駆動システムの無用のパワー消費と、を防止す
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ることができる。しかしながら、ガイドブロックが中立位置とされたときには、ローラ７
８８と支持ガイド７８５との間を接触させるように、システムを構成することも可能であ
る。
【０３６０】
　図２５＊の実施形態の他の見地においては、カムフォロワ７８７とカムトラック７８６
とが、図２５の実施形態とは異なる態様で配置されている。当業者であれば、図２５＊に
示す構成を、図２５に示すカムフォロワおよびカムトラックの構成に対して、互換的なも
のとし得ることは、即座に理解されるであろう。カムフォロワおよびカムトラックの構成
は、ガイドブロックおよび支持ガイドの構成とは独立に選択することができる。また、キ
ャリアの向きを制御するに際して、カムトラックおよびカムフォロワを使用しない構成と
することもできる。
【０３６１】
　図２５＊＊は、本発明によるキャリア７５０を備えたトロリー７７２の他の実施形態を
示している。図２５＊＊においては、本発明の第３見地によるキャリアが示されている。
しかしながら、これに代えて、この実施形態においては、本発明の第１見地および第２見
地によるキャリアを使用することもできる。図２５の実施形態と同様に、図２５＊＊にお
いては、一対をなす互いに平行な支持ガイド７８５を備えている。支持ガイド７８５の間
において、トロリーのガイドブロック７７０が延在している。図２５＊の実施形態と同様
に、図２５＊＊の実施形態においては、ローラ７８８が設けられている。しかしながら、
図２５＊＊の実施形態においては、ローラ７８８は、トロリー上に取り付けられているの
ではなく、支持ガイド７８５上に取り付けられている。
【０３６２】
　図２５＊＊は、ガイドブロック７７０が中立位置から引っ張られた際の状況を示してい
る。このような状況は、例えば、屠殺体の一部１が製品ガイド７９０によって処理位置へ
と傾斜され、さらに、ヒンジピン７５３によって形成されたヒンジが妨害された際に、起
こる。図２５＊＊の状況においては、ガイドブロック７７０が、トロリーの残部に対して
傾斜されている。これにより、ガイドブロック７７０は、ローラ７８８に対して接触する
ようになる。これにより、大きな機械的負荷の発生が防止されるとともに、過度の摩擦が
防止される。
【０３６３】
　図２５＊＊＊は、ローラ７８８を有したトロリーの他の可能な実施形態を示している。
この実施形態においては、ローラは、搬送方向に見たときに、互いに隣接して配置されて
いるのではなく、互いに上下に配置されている。この実施形態においては、必要であれば
、ガイドブロックを設けないことさえできる。ローラ７８８’は、ホイール支持体７８４
上に取り付けられている。図示の明瞭化のために、支持ガイド７８５は、図２５＊＊＊に
は図示されていない。支持ガイド７８５は、詳細図Ａにおいてのみ図示されている。図２
５＊＊＊の詳細図Ａは、異なる角度からローラ７８８’を示しており、両支持ガイド７８
５に対してのローラ７８８’の配置を示している。
【０３６４】
　好ましくは、キャリアの上部が、中立位置（すなわち、トロリーの直下のキャリアの上
部が、トラック７７３の直下の位置からずれていない位置）とされたときには、ローラ７
８８と支持ガイド７８５との間には、いくらかのクリアランスが存在する。このようにし
て、キャリアの上部が中立位置とされたときには、トロリーと支持ガイドとの間には、摩
擦が存在しない。これにより、無用の摩耗と、駆動システムの無用のパワー消費と、を防
止することができる。この実施形態においては、ローラ７８８’の配置により、トラック
の方向に対して平行な水平方向軸線まわりにおけるキャリアの傾斜を可能とするだけでな
く、鉛直方向軸線まわりにおけるキャリアの回転をも可能とする。
【０３６５】
　図２５＊＊＊の実施形態においては、回転部材７７１が設けられている。この実施形態
においては、回転部材は、ジュネーブ駆動ホイールとされる。図２５＊＊＊に示す実施形
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態においては、ホイール支持体７８４は、トロリー７７２に対して固定された位置に取り
付けられている。ジュネーブ駆動ホイール７７１と、キャリア７５０とは、トロリー７７
２に対して回転可能である。
【０３６６】
　図２５＊＊＊の実施形態には、トロリー７７２に対してのジュネーブ駆動ホイール７７
１の位置をロックするための手段が設けられている。これにより、ジュネーブ駆動ホイー
ル７７１によって、処理ステップが実施されることとなる処理ステーションへと到達する
前に、処理ステップを実施するに際しての適切な向きで屠殺体の一部を保持したキャリア
を、搬送することができる。キャリアが適切な向きとされたときには、ジュネーブ駆動ホ
イールは、少なくとも処理ステップの実行時には、ロックすることができる。このように
して、処理のための力が、ジュネーブ駆動ホイールを回転させてしまうことが防止される
。これとともに、屠殺体の一部を、適切な向きに維持することができる。好ましくは、ジ
ュネーブ駆動ホイールの回転は、屠殺体の一部の向きをおよびキャリアの向きを変更する
ことが要求されるまでは、ロックされたままとされる。
【０３６７】
　図２５＊＊＊に示す実施形態においては、ジュネーブ駆動ホイール７７１には、４つの
ノッチ７７１ｂを有した突起７７１ａが設けられている。ホイール支持体７８４のところ
には、片持ち支持体が設けられている。片持ち支持体は、第１アーム７８２ａと、第２ア
ーム７８２ｂと、回転軸線７８３と、を有している。ホイール支持体７８４は、ノッチ７
８４ａを有している。ノッチ７８４ａは、ジュネーブ駆動ホイール７７１の４つの位置の
いずれにおいても、ジュネーブ駆動ホイール７７１の突起７７１ａの４つのノッチ７７１
ｂのいずれかに対して位置合わせされている。
【０３６８】
　片持ち支持体７８２の第１アーム７８２ａは、先端７８２ｃを有している。先端７８２
ｃは、互いに位置合わせされたノッチ７８４ａ，７７１ｂ内に適合している。先端７８２
ｃが、互いに位置合わせされたノッチ７８４ａ，７７１ｂ内にあるときには、ジュネーブ
駆動ホイール７７１は、ホイール支持体７８４に対して回転することができない。これに
より、トロリー７７２に対してのキャリア７５０の回転が防止される。
【０３６９】
　キャリアを異なる向きとする必要が生じた場合には、第１アーム７８２ａの先端７８２
ｃを、互いに位置合わせされたノッチ７８４ａ，７７１ｂ内から取り外す必要がある。こ
れを行うためには、片持ち支持体７８２が駆動される。すなわち、片持ち支持体７８２が
、軸線７８３まわりに回転駆動される。片持ち支持体の駆動は、片持ち支持体の第２アー
ム７８２ｂと係合することにより、実施することができる。第２アーム７８２ｂを内向き
に（この場合には、ローラ７８８’に向けて）押すことにより、片持ち支持体の第１アー
ム７８２ａの先端７８２ｃを、ノッチ７８４ａ，７７１ｂから取り外すことができる。そ
の後、ジュネーブ駆動ホイール７７１は、他の３つの配置のいずれかとすることができる
。
【０３７０】
　ジュネーブ駆動ホイール７７１（および、キャリア７５０）が所望の向きとされたとき
には、ジュネーブ駆動ホイール７７１の突起７７１ａのいずれか１つのノッチ７７１ｂが
、ホイール支持体７８４のノッチ７８４ａに対して位置合わせされる。そして、片持ち支
持体７８２は、図２５＊＊＊に示す位置へと戻され、先端７８２ｃは、互いに位置合わせ
されたノッチ７８４ａ，７７１ｂ内へと位置する。そして、トロリーに対してのジュネー
ブ駆動ホイールの向きは、再度ロックされる。
【０３７１】
　片持ち支持体７８２は、多様な代替可能な態様でもって、駆動することができる。例え
ば、所望の時点において、あるいは、トラック７７３に沿った所望のポイントにおいて、
トラック７７３に沿って固定的に配置されたガイド部材が、片持ち支持体の第１アームま
たは第２アームに対して係合することができる。また、先端７８２ｃをノッチから取り外
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すに際して、そのようなガイド部材は、第２アームだけに対して係合することができ、さ
らに、スプリングが、片持ち支持体を、先端がノッチ内に位置した状態へと戻るように、
回転させることができる。
【０３７２】
　図２５＊＊＊Ａは、図２５＊＊＊の実施形態の変形例を示している。図２５＊＊＊Ａの
実施形態においては、キャリア７５０は、単一のトロリーに代えて、２つのトロリーに対
して取り付けられている。
【０３７３】
　当業者であれば、２つのローラ７８８’やジュネーブ駆動ホイールのためのロック機構
といったような図２５＊＊＊および図２５＊＊＊Ａの実施形態における様々な特徴点を、
単独であるいは組み合わせて、他のキャリアにおいて、および／または、他のトロリーま
たは他の搬送システムにおいて、適用し得ることは、理解されるであろう。
【０３７４】
　図２５＃Ａは、本発明による他の実施形態を示している。この実施形態においては、キ
ャリア７５０は、トロリーに対して連結されているのではなく、コネクタプレート７９２
に対して連結されている。コネクタプレートは、キャリア７５０を、搬送システムに対し
て連結する。図２５＃Ｂは、チェーン式搬送システム１５００と組み合わされた場合の、
図２５＃Ａの実施形態を示している。図２５＃Ｂにおける搬送システムは、チェーン１５
０１を備えている。チェーン１５０１は、チェーンホイール１５０２上にわたって案内さ
れる。コネクタプレート７９２は、チェーン１５０１に対して連結される。図２５＃Ｂは
、コンベヤの単純な構成を示している。しかしながら、当業者であれば、チェーンを、よ
り複雑な経路を有した構成とし得ることは、理解されるであろう。図２５＃Ｃは、図２５
＃Ａの実施形態と組み合わせて使用し得る他のコンベヤを示している。この場合、コンベ
ヤは、ガイド梁１５１０を備えている。ガイド梁１５１０は、上部にスロット１５１１を
有している。ガイドホイール１５１２が、コネクタプレート７９２に対して取り付けられ
ている。ガイドホイール１５１２を有したシャフトは、ガイド梁１５１０内のスロット１
５１１を通して延在している。図２５＃Ｃにおいては、直線的なガイド梁が図示されてい
る。しかしながら、当業者であれば、ガイド梁を湾曲したものとし得ることは、理解され
るであろう。図２５＃Ｄは、処理ステーションに適用された図２５＃Ｄの実施形態を示し
ている。処理ステーションにおいては、操作者１２００が、屠殺体の一部１を処理してい
る。当業者であれば、図２５＃Ａ～Ｄの実施形態においては、他のキャリアを使用し得る
ことは、理解されるであろう。
【０３７５】
　図２６は、例えば大腿部分または前端といったような屠殺体の一部のためのシステムに
対して適用された図２１のキャリアを示している。当業者であれば、図２６のシステムを
、他の屠殺体の一部に対しても、使用し得ることは、理解されるであろう。
【０３７６】
　図２６のシステムにおいては、トラック７７３は、トロリー７７２が延在している場所
の上方に、設けられている。トロリー７７２は、駆動チェーン７７４によって駆動される
。システムは、さらに、複数のキャリア７５０を備えている。各々のキャリア７５０は、
１つまたは複数のトロリー７７２に対して連結されている。処理されるべき屠殺体の一部
１の各々は、キャリア７５０内に配置されている。キャリア７５０は、様々な処理ステー
ションに向けて、様々な処理ステーションに沿って、搬送される。図２６においては、Ｔ
が、搬送方向を示している。
【０３７７】
　図２６においては、そのような処理ステーションが図示されている。処理ステーション
においては、３人の操作者７００が、流れてくる屠殺体の一部１に対して、手動での操作
を行っている。例えば、操作者は、肉の一部をカットしている、あるいは、周囲組織から
骨または骨の一部を切断している。
【０３７８】
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　処理ステーションへの導入前には、キャリアの回転部材７７１（例えば、図２１を参照
）は、屠殺体の一部１を、鉛直方向軸線まわりにおける回転に関して適切な向きとする。
　
【０３７９】
　トラック７７２と操作者７００との間には、製品支持ガイド７９０が設けられている。
製品支持ガイド７９０は、処理ステーションへの導入時に屠殺体の一部１に対して係合し
得るように、さらに、その後に、屠殺体の一部１を、ヒンジピン７５３まわりにおける回
転に関して、操作者が行うべき操作に対して適切な向きへと、偏向させ得るように、配置
されており、そのような形状とされている。
【０３８０】
　公知のシステムにおいては、操作者は、屠殺体の一部を採取して位置決めしなければな
らなかった。また、通常は比較的重い屠殺体の一部を取り扱うことは、操作者に対して、
物理的な負担を与える。実行すべき処理に関して既に適切な位置とされた操作者に対して
、屠殺体の一部１を提供することにより、時間が節約されるとともに、操作者７００の作
業を、人間工学的な観点から改良することができる。
【０３８１】
　加えて、図２６のシステムにおいては、操作者は、屠殺体の一部に対する操作を行うに
際して、両手を使用することができる。例えば、操作者は、片方の手で屠殺体の一部を把
持して引き伸ばし、他方の手に持ったナイフでカットすることができる。これは、そのよ
うな操作を行うに際して、自然な態様である。そのため、操作者７００に関する学習期間
を短いものとする。
【０３８２】
　図２６においては、操作者７００と屠殺体の一部１との間には、フェンス７９１が設け
られている。このフェンスの高さは、作業時に操作者がこのフェンスに対して寄りかかり
得るような、ものとされている。これにより、操作者７００は、カット操作に集中するこ
とができる。これにより、作業を容易なものとし得るとともに、作業の学習も容易なもの
とすることができる。
【０３８３】
　図２６のシステムの格別の実施形態においては、処理システムを使用して、切り離しが
行われる。その場合、製品支持ガイド７９０の少なくとも１つが、切除されるべき骨の関
節の高さ位置に配置されていることが有利である。このようにして、操作者は、製品支持
ガイド７９０上において、関節を曲げて開放することができる。製品支持ガイド７９０が
、比較的小さな直径を有したものとして構成されていることにより、操作者は、かなりの
角度でもって、関節を曲げて開放することができる。これにより、操作者は、例えばテー
ブルのエッジ上において関節を曲げた際に、関節の背後の組織へと、より良好に到達する
ことができる。関節の背後において組織を切断することは、切り離しプロセスを容易なも
のとする。
【０３８４】
　製品支持ガイド７９０は、本発明による任意のキャリアと組み合わせて使用することが
できる。キャリア自体が回転可能であることは、必須ではない。屠殺体の一部が製品支持
ガイド７９０に対して係合した際には、キャリアに対して、屠殺体の一部を回転させるこ
ともできる。
【０３８５】
　図２６＊は、２つのトロリー７７２を示している。２つのトロリー７７２に対して、１
つのキャリア７５０が設けられている。双方のトロリーは、駆動チェーン７７４に対して
連結されている。駆動チェーン７７４は、トラック７７３に沿って、トロリー７７２を移
動させる。各キャリア７５０は、例えば豚の脚部分といったような屠殺体の一部１を付帯
している。屠殺体の一部１は、豚の足と、豚の脚の少なくとも一部と、を備えている。ト
ラックに沿ったいくつかのポイントに、製品支持ガイド７９０が配置されている。屠殺体
の一部１が製品支持ガイドに対して係合する際には、操作者が人間工学的に処理を実行し
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得る位置（例えば、図２６に示す位置）とされる、あるいは、自動化された処理ステーシ
ョンがプロセスを実行し得る位置とされる。
【０３８６】
　屠殺体の一部１が、トラック７７３上におけるトロリー７７２の移動に基づき、製品支
持ガイド７９０上において搬送方向Ｔに移動する際には、屠殺体の一部１と製品支持ガイ
ド７９０との間に、摩擦が発生する。屠殺体の一部１が、製品支持ガイド７９０に対して
係合する前には、屠殺体の一部１は、図２６＊において左側で示すように、キャリア７５
０から鉛直方向下向きに吊り下げられている。屠殺体の一部１が、製品支持ガイド７９０
に対して係合したときには、屠殺体の一部１は、製品支持ガイドに対して直交する方向に
おいて傾斜する（図２６に示すように）だけでなく、製品支持ガイド７９０がなす平面内
においても傾斜する。この様子は、図２６＊の右側において、屠殺体の一部１と鉛直方向
平面Ｖ（製品支持ガイドに対して垂直に、鉛直方向に延在する）との間の角度γによって
、図示されている。
【０３８７】
　多くの場合、このことは、問題とはならない。操作者が処理ステーション内において処
理（プロセス）を行う際には、操作者は、おそらくその処理を行い得るであろう。しかし
ながら、操作者は、人間工学的に適切でない体勢でもって、その処理を行わなければなら
ない。
【０３８８】
　しかしながら、いくつかの場合においては、キャリアに対して後方へと引きずられる屠
殺体の一部とトロリーとは、屠殺体の一部と製品支持ガイドとの間の摩擦のために、問題
点を引き起こす。これは、処理ステーション内におけるプロセスが自動的に実行される場
合に、顕著である。そのような場合、処理ステーションのツールに対しての屠殺体の一部
１の位置は、正確に既知でなければならない。そうでなければ、プロセスを、十分な精度
で実行することができないからである。
【０３８９】
　この問題点は、様々な手法によって解決することができる。まず最初に、製品支持ガイ
ド７９０を、キャリア７５０内の屠殺体の一部１と一緒に移動させることができる。これ
は、例えば、図２６および図２６＊に示す固定された製品支持ガイドを、図２８に示すよ
うな補助コンベヤ（図２８における符号８０１）へと交換することにより、達成すること
ができる。
【０３９０】
　屠殺体の一部と一緒に移動する製品支持ガイドを提供するための他の手法は、円形の（
あるいは、少なくともループ形状の）製品支持ガイドを使用することであり、そのような
製品支持ガイドを鉛直方向軸線上に取り付けて、そのような製品支持ガイドをその鉛直方
向軸線まわりに回転可能とすることである。これは、図２６＊＊に図示されている。
【０３９１】
　図２６＊＊は、フレーム１１０１を示している。フレーム１１０１内においては、回転
可能なシャフト１１０２が設けられている。この回転可能なシャフト１１０２に対して、
円形の製品支持ガイド１１０３が取り付けられている。すべての円形の製品支持ガイドは
、互いに同じ直径を有することができる。そのような場合、プロセスが実施される際には
、屠殺体の一部に対して印加された力に抗して、鉛直方向における屠殺体の一部の位置が
、維持される。しかしながら、また、複数の円形の製品支持ガイド１１０３は、互いに異
なる直径を有したものとすることもできる。例えば、最上部の円形の製品支持ガイドは、
比較的小さな直径を有することができ、中央の円形の製品支持ガイドは、いくらか大きな
直径を有することができ、底部の円形の製品支持ガイドは、最も大きな直径を有すること
ができる。このようにして、屠殺体の一部は、プロセスを実施している操作者に向けて、
傾斜される。
【０３９２】
　図２６＊＊の実施形態においては、キャリア７５０は、トロリー７７２に対して取り付
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けられている。トロリーは、トラック７７３上を走行し、トロリーどうしは、駆動チェー
ン（図示せず）によって互いに連結されている。駆動チェーンは、コーナーホイール１１
１０上を走行する。これにより、トロリーは、円形の製品支持ガイド１１０３の近傍にお
いては湾曲したトラック７７３に追従する。コーナーホイール１１１０は、カルーセル機
械が処理ライン内に適用されているのと同じようにして、動作する。
【０３９３】
　１つまたは複数の円形の製品支持ガイド１１０３には、係止部１１０４を設けることが
できる。これら係止部１１０４は、ピンや、ブロックや、他のタイプの突起、とすること
ができる。係止部により、屠殺体の一部１が円形の製品支持ガイド１１０３に対しての所
望位置を維持することを、確実なものとすることができる。他の手法は、屠殺体の一部１
が所望位置から傾斜してしまうことをキャリアが防止し得るように、キャリアを構成する
ことである。これを得るための可能な態様が、図２６＊＊＊に示されている。
【０３９４】
　図２６＊＊＊は、図２１のキャリアの修正されたバージョンを示している。当業者であ
れば、同じ修正または同様の修正を、本発明による他のキャリアに対しても行い得ること
は、理解されるであろう。図２６＊＊＊は、ブレース１１２０を示している。ブレース１
１２０は、キャリア７５０に対して取り付けられている。ブレース１１２０は、ロックプ
レート７６１よりも下方へと曲がっており、その後、戻っている。これにより、ブレース
１１２０は、屠殺体の一部がキャリア内に配置された際には、屠殺体の一部の背後へと回
り込むことができる。ブレース１１２０には、突起１１２１が設けられている。突起１１
２１は、トラック７７３に対して垂直に配置されている、あるいは、トラック７７３に対
して角度を形成して配置されている。キャリア内の屠殺体の一部が、搬送方向Ｔとは逆向
きにある程度離間して傾斜した際には、突起１１２１が、屠殺体の一部に対して係合し、
それ以上離間することを防止することができる。
【０３９５】
　当業者であれば、ブレース１１２０を、キャリアに対して、様々な態様でもって、また
、様々な場所において、取り付け得ることは、理解されるであろう。ブレースは、キャリ
アの残部に対して移動可能なものとすることができる、あるいは、キャリアに対しての固
定位置に維持することができる。ブレースが移動可能な場合には、ブレースの位置は、例
えば、キャリアが追従しているトラックに隣接して配置された固定ガイドによって、制御
することができる。
【０３９６】
　図２６Ｘは、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去のために適用された図２６の
実施形態を示している。当業者であれば、後述のような皮膚や皮やおよび／または脂肪の
除去方法を、これに代えて、本発明による他のタイプのキャリアを使用して行い得ること
は、理解されるであろう。図２６Ｘにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚
部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０３９７】
　操作者が皮膚や皮やおよび／または脂肪を除去する際には、操作者は、通常は、ウィザ
ードナイフまたは他の専用ツールを使用する。操作者は、まず最初に、屠殺体の一部に対
して、ウィザードナイフまたはツールを係合させる。従来技術においては、操作者は、足
領域から離間した部分から操作を開始していた。その場合、図２６Ｘの状況のように屠殺
体の一部が足から取り下げられているならば、操作者は、従来技術に従い、底部から開始
し、その後、矢印Ｐで示す向きに、ウィザードナイフまたは他のツールを上向きに移動さ
せる。このような態様での皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去の実施に際しては
、操作者は、片手で屠殺体の一部を保持する必要がある。処理に際して印加される力が上
向きであることのために、屠殺体の一部が傾斜することとなり、位置ズレが起こり、屠殺
体の一部をキャリアに対して移動させる。
【０３９８】
　また、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去は、比較的ソフトでフレキシブルな
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領域から開始される。したがって、ウィザードナイフまたは他のツールが屠殺体の一部の
外層内の組織に対して係合して把持する前に、屠殺体の一部の外層内の組織が、移動して
しまうこととなる。これは、不便であり、精度を低減させ、安全上の問題点を引き起こす
。
【０３９９】
　本発明による皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去のためのプロセスにおいては
、ウィザードナイフまたは他のツールは、まず最初に、キャリアの直下のところにおいて
、屠殺体の一部に対して係合する。好ましくは、キャリアと、膝または肘と、の間の領域
において、屠殺体の一部に対して係合する。この領域においては、屠殺体の一部は、肉と
脂肪と皮とからなる薄い層だけしか存在していないことのために、むしろ剛直である。こ
の領域においてウィザードナイフまたは他のツールを屠殺体の一部に対して係合させるこ
とにより、ウィザードナイフまたは他のツールは、ほぼ即座に、屠殺体の一部に対してグ
リップする。その後、本発明においては、操作者は、ウィザードナイフまたは他のツール
を、図２６Ｘにおいて矢印Ｄで示す向きに、下向きに移動させる。下向きの力を印加する
ことのために、屠殺体の一部の位置は、キャリアに対して維持される。製品支持ガイド７
９０（設けられている場合）は、また、屠殺体の一部を、処理力に抗して支持する。これ
により、屠殺体の一部が、処理力によって押されてしまうことを防止することができる。
【０４００】
　その結果、操作者は、もはや、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去に際して、
屠殺体の一部を適切な位置に強く保持する必要がない。このことは、操作者に対しての物
理的負担を低減する。
【０４０１】
　本発明による皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去のための方法の有利な実施形
態においては、参照カット７９９が、ウィザードナイフまたは他のツールを屠殺体の一部
に対してまず最初に係合させるところにおいて、すなわち、キャリアの直下のところにお
いて、好ましくは、キャリアと膝または肘との間の領域のところにおいて、屠殺体の一部
に形成される。この参照カット７９９は、その後、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂
肪除去のための開始ポイントとして、使用することができる。参照カット７９９は、係合
時にウィザードナイフまたは他のツールによって屠殺体の一部をグリップすることをより
容易なものとさえすることができ、また、すべての屠殺体の一部を、適切な領域から皮膚
除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去することを確実なものとすることができる。図２
６Ｘに示すシステムにおいては、参照カット７９９は、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／また
は脂肪除去が行われる処理ステーションの上流側において、固定ナイフまたはロータリー
カッターをトラック７７３に近接した適切な高さ位置のところに配置することによって、
自動的に行うことができる。
【０４０２】
　図２６Ｘ－１は、本発明による手動での皮膚除去プロセスを示している。図２６Ｘ－１
において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、
豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０４０３】
　皮膚除去処理ステーションにおいては、屠殺体の一部１は、好ましくは、支持ガイド７
９０によって支持される。支持ガイド７９０は、屠殺体の一部１を、操作者１２００が皮
膚除去プロセスを容易に行い得る位置へと、持ってくる。また、支持ガイド７９０は、皮
膚除去を行う処理力に抗して、屠殺体の一部１を支持する。手動での皮膚除去プロセスに
おいては、操作者１２００は、皮膚除去ツール１５２０を使用する。本発明による皮膚除
去プロセスにおいては、操作者１２００は、皮膚除去ツール１５２０を、キャリアの直下
における領域Ｓにおいて屠殺体の一部１に対して接触させることによって、プロセスを開
始する。そこから、皮膚除去ツールを、屠殺体の一部１の幅広部分に向けて、方向Ｄにお
いて下向きに移動させる。皮膚部分１Ｙは、このプロセスによって除去され、好ましくは
、皮膚部分１Ｙは、コンベヤ上にまたは容器内に落下する。
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【０４０４】
　図２６Ｘ－２は、本発明による脂肪除去プロセスを示している。図２６Ｘ－２において
処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部
分の少なくとも一部と、を備えている。この場合にも、屠殺体の一部１は、好ましくは、
支持ガイド７９０によって支持される。支持ガイド７９０は、屠殺体の一部１を、操作者
１２００が脂肪除去プロセスを容易に行い得る位置へと、持ってくる。また、支持ガイド
７９０は、脂肪除去を行う処理力に抗して、屠殺体の一部１を支持する。
【０４０５】
　手動での脂肪除去プロセスにおいては、操作者１２００は、例えばウィザードナイフ１
５２１といったような脂肪除去ツールを使用する。本発明による脂肪除去プロセスにおい
ては、操作者１２００は、屠殺体の一部のうちの脂肪を除去すべき領域のうちの最も高い
位置において、脂肪除去ツール１５２１を屠殺体の一部１に対して接触させることによっ
て、プロセスを開始する。「最も高いポイント」という用語は、操作者に対して供された
ときに処理対象をなす領域のうちで最も高くに位置したポイントとして理解されたい。屠
殺体の一部１が通常は操作者に対して足を上に向けた状態で供されることにより、操作者
に対して供された際に処理すべき領域のうちの最も高いポイントが、屠殺体の一部が天然
の状態（足を下向きとした状態）とされた場合には、そのような領域のうちの最も低いポ
イントとなる。
【０４０６】
　脂肪除去の場合には、処理対象をなす領域は、屠殺体の一部のうちの膝または肘とキャ
リアとの間の部分にまでは及んでいないことが多い。その場合、本発明においては、好ま
しくは、脂肪除去ツールと屠殺体の一部との間の第１コンタクトは、単純に、操作者に対
して供された際に屠殺体の一部を見たときに、処理対象をなす領域の最も高いポイントで
ある。脂肪除去ツール１５２１を屠殺体の一部１に対して係合させる際には、脂肪除去ツ
ールを、屠殺体の一部１の幅広部分に向けて、方向Ｄにおいて下向きに移動させる。脂肪
１Ｙは、このプロセス時に除去され、好ましくは、脂肪１Ｙは、コンベヤ上にまたは容器
内に落下する。
【０４０７】
　図２６Ｘ－３は、半自動化された皮剥ぎツール１５２２を示している。皮剥ぎツール１
５２２は、支持体１５２３上に配置されている。この実施形態においては、キャリア７５
０は、皮剥ぎツール１５２２上へと屠殺体の一部１を持ってくる。好ましくは、操作者（
図示せず）は、屠殺体の一部の適切な部分が、皮剥ぎツール１５２２に対して当接するこ
とを、および、適切な力が印加されることを、確実に行う。図２６Ｘ－３において処理さ
れる屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少
なくとも一部と、を備えている。
【０４０８】
　図２６Ｘ－４は、参照カット７９９を形成するための処理ステーションの実施形態を示
している。参照カットは、例えば、皮膚除去や皮剥ぎやおよび／または脂肪除去を行うた
めの開始位置として使用することができる。図２６Ｘ－４において処理される屠殺体の一
部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と
、を備えている。この実施形態においては、参照カットを形成するためのデバイス１５３
０は、可動アーム１５３２上に取り付けられた単一の回転ディスクナイフ１５３１を備え
ている。このデバイスは、処理ステーションのフレーム１２０１上に取り付けられる。屠
殺体の一部１は、キャリア７５０によって処理ステーションを通して搬送される。キャリ
アが追従する経路は、屠殺体の一部１を、回転ナイフ１５３１に対して係合させる。スプ
リング１５３３は、カットを形成する際に、適切な力を印加する。
【０４０９】
　可動アーム１５３２は、鉛直方向軸線まわりに回転可能である。これにより、回転ディ
スクナイフ１５３１は、カットの長さの全体にわたって、適切なカット深さを維持するこ
とができる。図２６Ｘ－４の実施形態においては、参照カットは、屠殺体の一部の１つの
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側面上において、形成される。
【０４１０】
　図２６Ｘ－５は、屠殺体の一部の両側面上に参照カットを形成し得る処理ステーション
の実施形態を示している。両側面上における参照カットは、互いに位置合わせされる。こ
れにより、必須ではないけれども、実際、単一のカットが、屠殺体の一部の周囲に形成さ
れる。図２６Ｘ－５の実施形態は、図２６Ｘ－４の実施形態のダブルバージョンである。
すなわち、図２６Ｘ－５の実施形態は、２つの回転ディスクナイフ１５３１ａ，ｂを備え
ている。２つの回転ディスクナイフ１５３１ａ，ｂの各々は、可動の、スプリング付きの
、アーム１５３２ａ，ｂ上に設けられている。回転ディスクナイフは、屠殺体の一部が追
従する経路の両サイドに設けられている。好ましくは、双方の回転ディスクナイフは、互
いに同じ高さに位置に取り付けられる。
【０４１１】
　図２６Ｘ－６は、屠殺体の一部１から肩甲骨Ｚを手動で取り外す（部分的に、あるいは
、全体的に）ための処理ステーションを示している。図２６Ｘ－６において処理される屠
殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくと
も一部と、を備えている。肩甲骨Ｚの取り外しには、たとえ部分的な取り外しであったも
、かなりの力を必要とする。したがって、手動プロセスにおいてさえも、肩甲骨取り外し
ツール１５４０を使用する。
【０４１２】
　キャリア７５０は、処理対象をなす屠殺体の一部１を、肩甲骨取り外し処理ステーショ
ンへと、持ってくる。この実施形態においては、好ましくは、支持ガイド７９０は、屠殺
体の一部が適切な向きでもって操作者１２００に対して供されることを、確保する。肩甲
骨を完全にまたは部分的に取り外すには、操作者は、肩甲骨を操作者自身に向けて引っ張
る必要がある。このことは、支持ガイド７９０が、この場合の処理力に抗して屠殺体の一
部を支持できないことを、意味する。したがって、追加的な製品支持ガイド７９０＊が設
けられている。追加的な製品支持ガイド７９０＊は、屠殺体の一部上に配置されている。
よって、屠殺体の一部１は、製品支持ガイド７９０と、追加的な製品支持ガイド７９０＊
と、の間に保持される。
【０４１３】
　取り外しプロセスの開始時には、操作者は、肩甲骨の背後に、肩甲骨取り外しツール１
５４０の引っ張りプレート１５４１を配置する。ツール１５４０のトリガー１５４２を引
っ張ることにより、引っ張りプレート１５４１を、操作者に向けて移動させ、肩甲骨Ｚを
引っ張って、屠殺体の一部１から少なくとも部分的に緩める。屠殺体の一部１は、追加的
な製品支持ガイド７９０＊によって、所定位置に保持される。
【０４１４】
　ツール１５４０は、屠殺体の一部から大いに自由とされた肩甲骨を引っ張る。肩甲骨と
屠殺体の一部の残部との間におけるすべての残留の連結は、その後、ナイフによってカッ
トすることができる。
【０４１５】
　本発明の他の実施形態においては、自動化された足カッターが、キャリアの直上または
直下において、足または足の下部をカットするために、トラックに隣接して配置される。
自動化された足カッターは、好ましくは、回転ディスクナイフまたは鋏状カッターを備え
ている。図２６Ｘ－７は、そのような自動化された足カッター１５５０の実施形態を示し
ている。図２６Ｘ－７において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とするこ
とができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０４１６】
　図２６Ｘ－７の実施形態においては、自動化された足カッターは、解体処理ラインの端
部に配置される。よって、屠殺体の一部が自動化された足カッター１５５０へと到達した
際には、大きなすべての肉が、屠殺体の一部から取り外される。この時点において、屠殺
体の一部は、単に、足Ｆと、いくつかの骨Ｂと、を備えているだけである。キャリア７５
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０は、屠殺体の一部を搬送方向Ｔに移動させることにより、足カッター１５５０へと屠殺
体の一部を持ってくる。足カッターは、アクチュエータ１５５１と、カッター１５５２と
、を備えている。アクチュエータは、例えば、空気圧シリンダや油圧シリンダとすること
ができる。
【０４１７】
　図２６Ｘ－７Ａにおいては、屠殺体の一部１が足カッター１５５０に近づいている様子
を示している。図２６Ｘ－７Ｂは、足が、キャリア７５０によってカッター１５５２の２
つのジョーの間へと持ってこられる様子を示している。足カッター１５５０は、軸線１５
５３まわりに回転される。これにより、キャリア７５０が屠殺体の一部１に対して課す移
動に追従させることができる。
【０４１８】
　図２６Ｘ－７Ｃは、アクチュエータ１５５１がカッター１５５２を駆動して、カッター
１５５２のジョー部分どうしが挟んでいる様子を示している。カッターは、足Ｆから骨Ｂ
を切り離している。足カッターは、例えば、キャリアから屠殺体の一部を取り外すために
使用することができる。代替可能な実施形態においては、足カッターは、骨を貫通してで
はなく、足の軟組織だけを貫通してカットする。その後には、キャリアから足を容易に取
り外すことができる。
【０４１９】
　図２６Ｘ－１～図２６Ｘ－７の実施形態においては、本発明の第３見地によるキャリア
が示されている。当業者であれば、それに代えて、他のキャリアを同様に使用し得ること
は、理解されるであろう。
【０４２０】
　図２７は、本発明の第１見地によるキャリア５０を示している。図２７は、ロック３０
に関しての、可能な自由度Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３を示している。図２７に示すように、これら
自由度Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は、キャリア５０の単一の実施形態において、すべて具現するこ
とができる。他方においては、また、これら自由度のうちの１つまたは２つだけを設ける
ことができる。
【０４２１】
　図２７Ａは、方向Ｒ１における回転を、鉛直方向回転軸線４７を設けることによって具
現し得ることを示している。図２７Ｂは、方向Ｒ２における回転を、搬送システム６０の
トラック６２の方向とされた水平方向回転軸線４１を設けることによって具現し得ること
を示している。図２７Ｃは、方向Ｒ３における回転を、搬送システム６０のトラック６２
の方向に対して垂直とされた水平方向回転軸線４３を設けることによって具現し得ること
を示している。
【０４２２】
　図２７の実施形態においては、各キャリア５０は、コンベヤデバイスすなわち搬送シス
テム６０の２つのトロリー６１によって支持されている。これにより、屠殺体の一部の重
量を、１つのトロリーではなく、２つのトロリーによって、支持することができる。この
ことは、トロリーに関する機械的要求を低減する。
【０４２３】
　図２７の実施形態においては、保持アセンブリは、屠殺体の一部が２つのトロリー６１
の間の中央平面内に吊り下げられているようにして、配置される。このようにして、機械
的負荷を、２つのトロリーの間にわたって均等に分割され、キャリア上においてまた搬送
システム上において、一切のモーメントが発生しない。一般に、屠殺体の一部の重心が、
トロリーの中心線に対して、また、屠殺体の一部の重量を負担しているトロリーどうしの
中心線に対して、位置合わせされていることが、有利である。
【０４２４】
　当業者であれば、自由度という特徴点が、また、各キャリアを複数のトロリーによって
支持することが、また、トロリーの中心線に対して屠殺体の一部の重心を位置合わせする
ことが、単一の実施形態において組み合わされる必要がないことは、理解されるであろう
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。それらは、互いに独立に使用することができる。また、当業者であれば、図２７の実施
形態をあるいはその特徴点のいくつかを、本発明の他の見地によるキャリアと同様に組み
合わせて使用し得ることは、理解されるであろう。
【０４２５】
　図２８は、屠殺された豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理する
ためのシステムにおいて使用される本発明によるキャリアを示している。当業者であれば
、図２８の実施形態においては、それに代えてあるいはそれに加えて、本発明の他の見地
によるキャリアを同様に使用し得ることは、理解されるであろう。図２８において処理さ
れる屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少
なくとも一部と、を備えている。
【０４２６】
　図２８～図３７によるシステムは、皮膚によってなおも覆われた屠殺体の一部を冷却す
る冷却プロセスを屠殺体の一部に対して実施しなければならない場合に、特に有利である
。
【０４２７】
　図２８の実施形態においては、各キャリア５０は、搬送システム６０の２つのトロリー
６１に対して連結されている。キャリア５０どうしの間には、いくつかの空のトロリー６
１が存在している。これにより、その後のキャリア５０の間のピッチを所望のものとする
ことができる。しかしながら、それら空のトロリーの存在は、必須ではない。搬送システ
ム６０は、トロリーと、トロリーに付帯されたキャリアとを、搬送方向Ｔにおいてトラッ
ク６２に沿って移動させる。
【０４２８】
　操作者８００は、トラック６２に沿って、処理ステーション８１０内に位置している。
この特定の処理ステーションにおいては、屠殺体の一部が、ナイフ８０４を使用してカッ
トされる。屠殺体の一部は、廃棄される部分と、人間の消費のためにカットされた肉とさ
れる部分と、を備えている。操作者の前方には、漏斗８１１が設けられている。漏斗８１
１は、真空引き搬送システムに対して連結されている。真空引きシステムは、排気チュー
ブ８１２を備えている。操作者８００が、廃棄ピースをカットしている際には、廃棄ピー
スを漏斗８１１内へと落下させる。バルブ８１３が開放される。例えば、操作者の前方の
スイッチ８１４を操作者が駆動することによって、バルブ８１３が開放される。これによ
り、真空吸引力が適用される。この真空吸引により、廃棄ピースが真空引きチューブ８１
２内へと吸引され、廃棄場所へと移送される。
【０４２９】
　操作者の前方の適切な場所に漏斗８１１を配置することは、本発明の第４見地をなす。
ここでは、真空引きシステムと一緒に使用される漏斗８１１は、処理ステーション８１０
から離間した場所へと廃棄ピースを搬送するための二次的コンベヤを形成する。操作者８
００に隣接して、第２の二次的コンベヤ８２０が配置されている。操作者が、人間の消費
のための肉をカットしたときには、操作者は、カットした肉を、第２の二次的コンベヤ８
２０上へと載置する。このコンベヤ８２０は、カットされた肉を、処理ステーションから
離間した場所へと搬送する。そして、貯蔵場所へと、あるいは、パッケージ場所へと、あ
るいは、さらなる処理を行う場所へと、搬送する。
【０４３０】
　この構成においては、カットされた肉は、屠殺体の一部の残部からカットされる処理ス
テーションのところにおいて、搬送システムから除去される。このことは、公知のシステ
ムと比較して、有利である。公知のシステムにおいては、カットされた肉は、端部ステー
ションへと、屠殺体の一部の残部と一緒に搬送され、端部ステーションにおいては、様々
なタイプの製品、および／または、残部材料が、貯蔵され、さらに分配される。図２８に
よるシステムにおける輸送は、はるかに効率的である。なぜなら、並べ替え操作（ソーテ
ィング操作）を、それ以上行う必要がないからである。
【０４３１】
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　メイン搬送システム６０のトラック６２の下方には、補助的コンベヤ８０１が配置され
ている。補助的コンベヤ８０１は、支持ブロック８０３を備えている。支持ブロック８０
３どうしは、チェーン８０２によって連結されている。チェーンに代えて、ケーブルを使
用することができる。矢印Ｔａｕｘ は、支持ブロック８０３の搬送方向を示している。
【０４３２】
　処理ステーション８１０のいくらか上流側には、補助的コンベヤ８０１は、メイン搬送
システム６０のトラック６２から下方に離間して配置されている。このため、キャリア５
０内の屠殺体の一部１は、補助的コンベヤ８０１に対して接触することがない。この様子
は、図２８に示されている。図２８においては、屠殺体の一部１は、補助的コンベヤ８０
１に対して干渉することなく、適切に吊り下げられている。
【０４３３】
　処理ステーション８１０に近づくと、補助的コンベヤ８０１は、上向きに傾斜する。こ
れにより、支持ブロック８０３が、上方に位置する屠殺体の一部に対して接触するように
なる。上向き移動が、さらに、継続される。これにより、補助的コンベヤ８０１の支持ブ
ロック８０３は、屠殺体の一部１を傾斜させるとともに、キャリア５０のロック３０を回
転軸線４１まわりに回転させる。この様子は、図２８において、中央に位置した屠殺体の
一部１に関して図示されている。屠殺体の一部１は、処理ステーション８１０においては
、人間工学的に操作しやすい高さ位置でもって、なおかつ、屠殺体の一部のうちのカット
対象をなす面を操作者に向けた状態でもって、操作者８００に対して供される。これによ
り、操作者８００は、不自然な姿勢や複雑な姿勢や動きづらい姿勢をとる必要なく、カッ
トを行うことができる。
【０４３４】
　図２８には図示されていないものの、処理ステーション８１０の下流側においては、補
助的コンベヤ８０１は、屠殺体の一部を、再度解放する。これにより、屠殺体の一部を、
図２８に示すように、初期位置へと復帰させる。必要であれば、その後に、屠殺体の一部
を、鉛直方向軸線４７まわりに回転させる。これにより、次なる処理ステーションのため
に、屠殺体の一部の他の面を正面に向けることができる。図２９は、屠殺体の一部１を処
理するためのシステムにおける本発明によるキャリアの他の使用を示している。当業者で
あれば、図２９の実施形態においては、それに代えてあるいはそれに加えて、本発明の他
の見地におけるキャリアの様々な特徴点を同様に使用し得ることは、理解されるであろう
。
【０４３５】
　図２９は、搬送システム６０のトラック６２に沿って、処理ステーション８１０内に位
置した操作者８００を示している。トロリー６１は、キャリア５０を有しつつ、トラック
６２に沿って延在している。キャリア５０は、屠殺体の一部１を付帯している。操作者８
００は、屠殺体の一部１を手動でカットするためのナイフ８０４を有している。操作者が
屠殺体の一部１から一部分をカットした後には、操作者は、カットした部分を、供給コン
ベヤ８５０上へと載置することができる。供給コンベヤ８５０は、操作者の前方に配置さ
れている。供給コンベヤ８５０は、本発明の第４見地における二次的コンベヤを構成する
。図２９における屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚
の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０４３６】
　図２９の実施形態においては、キャリア５０には、アーム８３０が設けられている。ア
ーム８３０には、カムフォロワ８３１が連結されている。キャリア５０は、トロリー６１
に対して、軸線８３３まわりに回転可能とされている。処理ステーション８１０において
は、カムトラック８３４付きのガイド８３２が配置されている。ガイド８３２とカムトラ
ック８３４とは、処理ステーション８１０へと近づいてくるキャリア５０のカムフォロワ
８３１に対して係合することができる。
【０４３７】
　屠殺体の一部１は、実質的に鉛直方向を向いた長手方向軸線を有した状態で、処理ステ
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ーション８１０へと搬送される。これは、図２９においては、仮想線で示されている。屠
殺体の一部１が操作者８００に対して近づいた際には、カムトラック８３４が、カムフォ
ロワ８３１の下向き移動を引き起こすようにして、向きを変更させる。この場合、ロック
がキャリアの残部に対して固定されていることにより、カムフォロワ８３１の下向き移動
は、屠殺体の一部１を、操作者８００に向けて傾斜させる。このようにして得られた屠殺
体の一部の傾斜状態は、図２９において実線で示されている。
【０４３８】
　傾斜状態は、好ましくは、屠殺体の一部１が、処理ステーション８１０において、人間
工学的に操作しやすい高さ位置でもって、なおかつ、屠殺体の一部のうちのカット対象を
なす面を操作者に向けた状態でもって、操作者８００に対して供されるようなものとされ
る。これにより、操作者８００は、不自然な姿勢や複雑な姿勢や動きづらい姿勢をとる必
要なく、カットを行うことができる。操作者８００が、屠殺体の一部１に対して、カット
や他の操作を行った後には、カムトラック８３４は、再度上向きに傾斜する。これにより
、屠殺体の一部１を、初期位置へと戻す。
【０４３９】
　図３０は、屠殺体の一部１を処理するためのシステムにおける本発明の第１見地による
キャリアの他の使用を示している。当業者であれば、図３０の実施形態においては、それ
に代えてあるいはそれに加えて、本発明の他の見地によるキャリアを同様に使用し得るこ
とは、理解されるであろう。
【０４４０】
　図３０においては、トラック６２およびトロリー６１を有した搬送システム６０は、図
示の明瞭化のために、図示されていない。しかしながら、図２８および図２９に示すもの
と同じシステムを使用することができる。Ｔは、この場合にも、搬送システム６０によっ
て課されたキャリア５０の搬送方向を示している。図３０においては、２つの処理ステー
ション８４０，８１０が示されている。第１処理ステーション８４０においては、自動化
された操作が、屠殺体の一部１の第１面上において、デバイス８４１によって実行される
。キャリア５０は、処理対象をなす面が処理デバイス８４１に向けて回転するように、向
きが調整される。
【０４４１】
　第２処理ステーション８１０においては、引き続く操作が、屠殺体の一部１の他の面上
において、実行される。この例においては、第２操作において、屠殺体の一部１にカット
が形成される。第１処理ステーション８４０と第２処理ステーション８１０との間におい
ては、キャリアは、鉛直方向軸線４７まわりに回転駆動される。このようにして、屠殺体
の一部１は、操作者に対して、比較的好ましい態様でもって、供される。回転は、回転手
段によって引き起こすことができる。回転手段は、キャリアまたはトロリーの一部と協働
する搬送システムのトラックに対して隣接して配置される。例えば、キャリアには、例え
ばカムまたはアームといったような突出部分８４６が設けられている。突出部分８４６は
、固定対象物８４５に対して係合する。固定対象物８４５は、例えばピンまたはブロック
とされ、この固定対象物８４５を通過する際にトラックに隣接して配置される。搬送シス
テムが前方移動を継続した際には、固定対象物８４５は、突出部分８４６を回転させる。
これにより、突出部分８４６は、固定対象物８４５を通過することができる。突出部分８
４６を回転させることにより、キャリアを一緒に回転させることができる。
【０４４２】
　図３０の例においては、カットを形成するために屠殺体の一部を位置決めするためには
、屠殺体の一部１を軸線４１まわりにおいても回転（または傾斜）させる必要がある。こ
の例においては、この回転を自動的に行うための構成は設けられていない。よって、この
例においては、操作者は、屠殺体の一部１を把持して、手動でもって軸線４１まわりに回
転させる。この回転が手動操作であるかどうかにかかわらず、操作者８００に要求される
物理的負担は、公知の方法と比較して、はるかに小さい。なぜなら、キャリアが、屠殺体
の一部の重量を支持しているからであり、また、屠殺体の一部のすべてに関して、操作者
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が１つの移動だけを課すだけでよいからである。このことは、操作者が、屠殺体の一部に
対して複雑な経路を通ってアクセスする必要がないことを意味する。
【０４４３】
　図３１は、屠殺体の一部１を処理するためのシステムにおける本発明によるキャリアの
他の使用を示している。当業者であれば、図３１の実施形態においては、それに代えてあ
るいはそれに加えて、本発明の他の見地によるキャリアの様々な特徴点を同様に使用し得
ることは、理解されるであろう。図３１において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚
の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
図３１においては、屠殺体の一部１は、キャリア５０によって、処理ステーション８１０
へと搬送される。処理ステーション８１０においては、部分１＊が、屠殺体の一部の残部
からカットされなければならない。その後、部分１＊は、処理ステーション８１０内にお
いてさらに処理され、屠殺体の一部の残部は、キャリア５０によって保持されたまま、こ
の処理ステーションにおいては放置される。
【０４４４】
　図３０の場合と同様に、レール６２およびトロリー６１を有した搬送システム６０は、
図示の明瞭化のために、示されていない。しかしながら、図２８および図２９に示すもの
と同じシステムを使用することができる。Ｔは、この場合にも、搬送システム６０によっ
て課されたキャリア５０の搬送方向を示している。処理ステーション８１０においては、
例示するならば、第１コンベヤベルト８５０が設けられている。第１コンベヤベルト８５
０は、屠殺体の一部１に対して係合し得るようにして、さらに、屠殺体の一部を回転させ
得るようにして、配置されている。屠殺体の一部を回転させることにより、屠殺体の一部
を、第１コンベヤベルト８５０上に側面を下にして載置することができる。キャリア５０
の位置および向きは、屠殺体の一部の適切な側面が上向きとなるように、および、カット
されるべき部分１＊が第１コンベヤベルト８５０の側部に位置するように、選択される。
【０４４５】
　この例においては、第１コンベヤベルトには、付加的なガイド８５１が設けられている
。
【０４４６】
　処理ステーション８１０は、さらに、一例として、回転カッター８５２を備えている。
この回転カッター８５２は、第１コンベヤベルト８５０に隣接して配置されている。ここ
では、ガイド８５１の領域において配置されている。屠殺体の一部１の通過時には、ガイ
ド８５１は、部分１＊を持ち上げ、部分１＊を回転カッター８５２に対して係合させる。
回転カッター８５２は、屠殺体の一部の残部から、部分１＊をカットする。屠殺体の一部
の残部は、第１コンベヤベルト８５０上を移動し、第１コンベヤベルト８５０の端部へと
落下する。その場合、キャリア５０は、屠殺体の一部の重量を支持し、屠殺体の一部をさ
らに搬送する。カットされた部分１＊は、二次的コンベヤ８５３上へと落下する。本発明
の第４見地においては、二次的コンベヤ８５３は、カッター８５２の直下に配置されてい
る。二次的コンベヤは、切り離された部分１＊を、カットデバイス８５４へと搬送する。
カットデバイス８５４は、部分１＊上に存在する皮膚内に、カットを形成する。
【０４４７】
　その後、第２コンベヤ８５３は、皮剥ぎ機８５５へと部分１＊を搬送する。皮剥ぎ機８
５５は、部分１＊から皮膚を除去する。除去された皮膚は、皮剥ぎ機８５５から第３コン
ベヤ８５７上へと落下する。シュート８５６は、皮剥ぎされた部分１＊を、この処理ステ
ーション８１０から離間させる。
【０４４８】
　図３２は、屠殺体の一部１を処理するためのシステムにおける本発明によるキャリアの
他の使用を示している。当業者であれば、図３２の実施形態においては、それに代えてあ
るいはそれに加えて、本発明の他の見地によるキャリアの様々な特徴点を同様に使用し得
ることは、理解されるであろう。図３２において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚
の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
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【０４４９】
　図３２においては、処理ステーションは、複数の処理デバイス８６０を備えている。複
数の処理デバイスは、回転カルーセルまたはタレット機械８６１内に配置されている。回
転カルーセルまたはタレット機械８６１は、好ましくは、鉛直方向の回転軸線を有してい
る。この例においては、処理デバイス８６０は、解体デバイスとされている。しかしなが
ら、当業者であれば、他の任意のタイプの処理デバイスをカルーセル内に配置し得ること
は、理解されるであろう。カルーセルが、屠殺場内における操作者のための標準的な処理
ステーションの幅に対応した、例えば１～１．５ｍといったような例えば１．２ｍといっ
たような、直径を有していることが、特に有利である。その場合、屠殺場内における他の
公知の手動処理ステーションの場合と同様に、カルーセルを、処理ライン内に組み込むこ
とができる。
【０４５０】
　図３０および図３１の場合と同様に、レール６２およびトロリー６１を有した搬送シス
テム６０は、図示の明瞭化のために、詳細には示されていない。しかしながら、図２８お
よび図２９に示すものと同じシステムを使用することができる。Ｔは、この場合にも、搬
送システム６０によって課されたキャリア５０の搬送方向を示している。Ｒｃは、カルー
セルの回転方向を示している。デバイス８６０の円形移動は、カルーセル８６０の周縁に
沿ってのキャリア５０の通過に対して同期される。
【０４５１】
　搬送システム６０は、屠殺体の一部１を各々が保持しているキャリア５０を、カルーセ
ルタイプの処理ステーション８１０に対して順次的に搬送し得るよう構成されている。こ
の例においては、屠殺体の一部１は、解体プロセスのために既に準備されている。カルー
セルの円形回転の一部においては、屠殺体の一部１を付帯したキャリア５０は、解体デバ
イス８６０１つと一緒に移動する。この同期された移動時には、解体デバイスは、屠殺体
の一部１の骨１＊＊から軟組織１＊を除去する。デバイス８６０は、例えば、互いに離間
した２つの部材を備えることができる。これら２つの部材は、ここで図示されているよう
に、キャリア５０によって保持された屠殺体の一部の骨１＊＊の両サイドを通過する。除
去された軟組織は、この例においては主に肉とされたものであり、二次的コンベヤ８６５
上へと落下する。二次的コンベヤ８６５は、例えば、軟組織が落下する場所の直下に延在
するベルトコンベヤとされる。このコンベヤ８６５は、除去された軟組織を、カルーセル
から、次なる目的地へと、例えば貯蔵場所へとまたは他の処理場所へと、移動させる。こ
れは、本発明の第４見地の実施である。屠殺体の一部１の残部は、骨１＊＊を有するもの
であって、キャリア５０によってなおも保持されている。屠殺体の一部の残部は、カルー
セル８６１から離間した位置において、次なる処理ステーションへと搬送される。
【０４５２】
　単一のカルーセル８６０を、例えば図３２において概略的に示すように、単一のフレー
ム内に保持することができる。しかしながら、単一のフレーム内に、２つまたはそれ以上
のカルーセルを配置することもできる。
【０４５３】
　図３２においては、カテーテルを使用して、単一の処理ステップを行うことが示されて
いる。しかしながら、単一のカルーセル内において、複数の処理ステップを行うこともで
きる。
【０４５４】
　システム内に、および／または、屠殺場内に、および／または、食肉加工工場内に、１
つまたは複数のカルーセルを備えることができる。単一のオーバーヘッドコンベヤのトラ
ックに沿って、１つまたは複数のカルーセルを配置することができる。
【０４５５】
　図３２＊は、本発明によるシステムの他の実施形態を示すものであって、本発明の好ま
しい態様を詳細に示している。図３２＊において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚
の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
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【０４５６】
　この実施形態においては、２つのトラック７７３は、トラックがグループをなす複数の
処理ステーションを通過する際に、互いに平行なトラック部分を備えている。その場合、
複数の操作者１２００が、列状でもって、トラックの両サイドに位置している。より単純
なバージョンにおいては、単一のトラック７７３が、１人または複数の操作者１２００の
列に沿って延在している。
【０４５７】
　好ましくは、トラック７７３は、屠殺場のフロア１２０３から１．５～３．０ｍ上方の
高さのところにおいてフレーム１２０１によって保持されたオーバーヘッドトラック７７
３とされる。好ましくは、フレーム１２０１は、安定性の増大化のために、フロアに対し
て取り付けられている。ここでは、フレーム１２０１は、鉛直方向ポスト１２０１ａを備
えている。鉛直方向ポスト１２０１ａは、両トラック７７３の間において中央に配置され
ている。フレーム１２０１は、さらに、水平方向アーム１２０１ｂを備えている。水平方
向アーム１２０１ｂの各々は、トラック７７３を支持している。好ましくは、複数のＴ字
形状フレーム１２０１が、複数のトラック７７３を支持し得るよう、列状で配置されてい
る。トラックは、複数の処理ステーションを通過する。
【０４５８】
　２つのトラック７７３が、グループをなす対向した手動の処理ステーション１２０５を
通して延在している場合には、一方のトラック７７３上において、キャリア７５０が、左
肩または左前端または左大腿部分を受領することができ、他方のトラック７７３上におい
て、キャリア７５０が、右肩または右前端または右大腿部分を受領することができる。ト
ロリー７７２は、各トラック７７３上を走行する。好ましくは、一対をなす平行な支持ガ
イド７８５が、各トラックに関して、フレーム１２０１によって支持されている。例えば
、トロリーは、一対をなすガイド７８５の間を通過するガイドブロックを備えている。キ
ャリア７５０は、１つまたは複数のトロリー７７２から吊り下げられている。
【０４５９】
　図３２＊においては、本発明の第３見地によるキャリア７５０が図示されている。しか
しながら、当業者であれば、他のキャリアを同様に使用し得ることは、理解されるであろ
う。ここでは、各キャリアは、単一の屠殺体の一部１を保持し得るよう構成されている。
【０４６０】
　１つまたは複数の手動の処理ステーション１２０５は、各トラックに沿って配置されて
いる。
【０４６１】
　各処理ステーション１２０５は、好ましくは、プラットホーム１２１０を備えている。
プラットホーム１２１０は、操作者１２００が立つ場所であり、好ましくは、プラットホ
ームは、フロア上において隆起している。好ましくは、フェンス１２１１が、プラットホ
ームの前方のところにおいて、処理ステーションに設けられている。フェンス１２１１は
、操作者１２００の安全性を高めるものであり、操作者１２００のための格別の安定性の
ためのものである。例えば、フェンス１２１１は、操作者の腰領域のところにまで延出さ
れている。例えば、１～１．３ｍという高さのところにまで延出されている。付加的な特
徴点として、例えばツールトレイといったようなトレイ１２１２が、操作者１２００の前
方に設けられている。トレイ１２１２は、例えば、操作者１２００から離間する向きに、
フェンス１２１１に取り付けられている。
【０４６２】
　好ましくは、手動の処理ステーション１２００に関し、フレーム１２０１には、追加的
に、１つまたは複数の製品支持ガイド７９０が設けられている。製品支持ガイド７９０は
、処理対象をなす製品を、所定の向きでもって、好ましくはキャリアから吊り下げられて
おりなおかつ操作者１２００に向けて傾斜した向きでもって、維持し得るよう構成されて
いる。これにより、屠殺体の一部１を、手動で処理することができる。例えば、人間工学
的な態様でもって、操作者１２００によって、手動保持（電動）ツールを使用して、処理
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することができる。ここでは、可能な実施形態においては、各トラックに関して、１つま
たは複数の水平方向製品支持ガイド７９０が、フレーム１２０１上に設けられている（こ
こでは、図示されていない）。これにより、キャリア７５０に対して係合した各ポイント
に関する様々な位置において、屠殺体の一部を支持して案内することができる。
【０４６３】
　各操作者１２００の前方には、一般的には屠殺体の一部１の経路の直下に、１つまたは
複数の、可動の、上面が開口した、容器１２１５が設けられている。容器は、好ましくは
、フロア１２０３上に、または、低い支持構造上に、設けられている。
【０４６４】
　好ましくは、各容器１２１５は、底部と、矩形周縁壁と、を備えている。好ましくは、
各容器１２１５は、フォークリフトによって搬送し得るよう構成されている。例えば、容
器は、フォークリフトの平行フォークを受領するためのポケットを有している。操作者は
、屠殺体の一部１から除去した部分を容器１２１５内へと投げ入れる。あるいは、除去さ
れた部分が、重力の影響によって、容器内へと落下する。製品が容器１２１５内へと直線
的に落下することは、操作者に対して無用の物理的負担が印加されることを、防止する。
除去された部分は、廃棄物とすることができる、あるいは、最終製品とすることができる
、あるいは、中間製品とすることができる。
【０４６５】
　有利な実施形態においては、単一の操作者によって手動で処理が行われる各処理ステー
ション１２０５は、２つの容器１２１５を受領し得るよう構成されている。好ましくは、
トラック７７３の搬送方向において互いに並置された２つの容器１２１５を受領し得るよ
う構成されている。このようにして、１つの容器が満杯となったときには、処理ステーシ
ョンにおいて実施されている作業を中断することなく、その満杯の容器を取り除くことが
できる。その満杯の容器が取り除かれたときには、空の容器へと交換され、操作者は、そ
の空の容器を使用することができる。
【０４６６】
　可能な実施形態においては、プラットホーム１２０５および／またはフェンス１２１１
は、動作位置と退避位置との間にわたって、移動可能なものとされる。例えば、揺動的な
態様で移動可能なものとされる。これにより、容器１２１５を交換することができる。
【０４６７】
　図３２＊Ａは、図３２＊の実施形態の可能な変形例を示している。図３２＊Ａにおいて
処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部
分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊Ａの実施形態においては、少なくともい
くつかの処理ステーション１２０５には、１つまたは複数の追加的な、上面が開口した、
箱１２１６が設けられている。箱は、処理ステーションにおいて、操作者の近くに配置さ
れている。操作者は、肉屑または廃棄物を箱内に投げ入れることができる。例えば、血の
ついた肉や炎症を起こした肉を箱内に投げ入れることができる。好ましくは、１つまたは
複数の箱１２１６は、容器１２１５よりも上方の高さ位置に配置されている。例えば、操
作者１２００の腰の高さ位置に配置されている。好ましくは、箱１２１６は、操作者のサ
イドにおいて、プラットホーム１２０５の上方に配置されている。これにより、箱を、操
作者のサイドにまで延出させることができる。好ましくは、箱１２１６は、操作者から離
間する向きにおいて、フェンス１２１１のサイドに配置される。例えば、ツールトレイ１
２１２に隣接して配置される。箱１２１６を、上面が開口した容器１２０５に対してアク
セスするための開口を有するような寸法のものとし得ることは、理解されるであろう。
【０４６８】
　図３２＊Ｂは、図３２＊および図３２＊Ａの実施形態の変形例を示している。図３２＊
Ｂにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と
、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０４６９】
　図３２＊Ｂの実施形態においては、単一のトラック７７３だけが設けられている。例え
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ば、単一の列をなす手動の処理ステーションに沿って通過する。この構成は、容器が満杯
となったときに、容器を取り除いたりおよび／または容器を交換したりすることを、容易
なものとする。それは、フレーム１２０１が、プラットホーム１２１０から離間したサイ
ドにおいて、例えばフォークトラックやフォークリフトといったような搬送機械によって
容器１２０５に対してアクセスし得るように構成されているからであり、また、フレーム
１２０１が、そのサイドから除去／交換が可能であるように構成されているからである。
当業者であれば、この実施形態を、追加的な箱１２１６を設けることなく構成し得ること
は、理解されるであろう。
【０４７０】
　図３２＊Ｃは、図３２＊Ｂの実施形態による、１つまたは複数の列をなす手動での処理
ステーションを備えた単一トラックの屠殺体処理システムを示す平面図である。図３２＊
Ｃにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と
、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊Ｃにおいては、図示の明瞭化
のために、容器１２１５は、詳細には図示されていない。図３２＊Ｃの平面図においては
、トラック７７３が無端ループを形成していることは、明らかである。実用的には、これ
は、他の特徴点とは無関係に、多数の屠殺場における応用に際して好ましいものである。
キャリアを付帯したトロリーは、搬送方向Ｔにおいて、トラック７７３に沿って駆動され
る。コーナーホイールまたはガイドホイール１２０７は、駆動チェーン７７４（図３２＊
Ｃには図示されていない）を案内する。これにより、駆動チェーンは、トラック７７３の
コースに追従することができる。トラック７７３は、ガイドホイール１２０７のところで
ターンする。好ましくは、ガイドホイール１２０７の１つには、チェーン張力付与ステー
ション１２０８が取り付けられている。このチェーン張力付与ステーション１２０８にお
いては、ホイール１２０７は、移動可能に配置されている。これにより、駆動チェーン７
７４を、張力を維持した状態とすることができる。
【０４７１】
　図３２＊Ｃに示す実施形態においては、互いに並置された１つまたは複数の列をなす複
数の処理ステーションは、トラック７７３によって形成されたループの内部において、例
えばプラットホーム１２１０上において、操作者が立っているように、配置されている。
フレーム１２０１の構造梁またはポスト１２０１ａは、トラック７７３によって形成され
たループの外側に配置されている。このようにして、容器１２１５を容易に取り除いたり
あるいは容易に交換したりすることができる。操作者は、容器１２１５内へと、処理時に
屠殺体の一部から切り離された部材を落下させる。好ましくは、例えばフォークリフト１
２１７といったような搬送器具のための経路１２１８（図３２＊Ｄを参照されたい）が、
手動での処理ステーションがトラック７７３の内部に位置している各部分のところにおい
て、トラック７７３の外部に沿って、設けられている。
【０４７２】
　代替可能な例においては、複数の処理ステーションを、トラック７７３によって形成さ
れたループの外側に操作者が立っているように、配置することもできる。フレーム１２０
１は、代替的には、トラック７７３によって形成されたループの内部に配置することもで
きる。組合せを使用することもできる。いくらかの操作者がループの内部に位置すること
ができ、なおかつ、他の操作者がループの外部に位置することができる。および／または
、フレーム１２０１のいくつかの部材が、ループの内部に位置することができ、なおかつ
、フレーム１２０１の他の部材が、ループの外部に位置することができる。実用的には、
システムの構成は、常に、肉処理設備の特定の状況に最適に適合したように、選択するこ
とができる。
【０４７３】
　図３２＊Ｃは、さらに、搬送方向Ｔに延在する例えばベルトコンベヤといったような供
給コンベヤ１２４０を超えて屠殺体の一部を移動させることが示されている。供給コンベ
ヤ１２４０は、処理されるべき屠殺体の一部を、ループ状トラックを有した処理システム
内へと、供給する。ループ状トラックを有した処理システムは、例えば、図３２＊Ｃに示
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すように、単一トラックのループ状システムとされる。供給コンベヤ１２４０は、通常は
、コンベヤベルトとされる。しかしながら、これに代えて、他のタイプのコンベヤを使用
することもできる。例えば、ローラコンベヤや、個々のキャリアを備えたコンベヤ、を使
用することもできる。これに代えて、供給コンベヤ１２４０に代えて、容器によってシス
テム内へと屠殺体の一部を搬入することができる。
【０４７４】
　ループ状処理システムは、１つまたは複数の搬入ステーション１２４１を備えている。
搬入ステーションにおいては、屠殺体の一部は、キャリア７５０内へと、例えば手動で、
あるいは、例えばロボットを使用したような自動化された態様で、１つずつ配置される。
キャリア７５０は、屠殺体の一部を受領する。キャリア７５０は、トラック７７３に沿っ
て移動することにより、処理ステーション１２０５に沿って受領される。実用的には、各
キャリアは、好ましくは、単一の屠殺体の一部を保持することとなる。例えば、図２３に
よるシステムを使用することにより、キャリア内に屠殺体の一部を自動的に配置すること
ができる。
【０４７５】
　１つまたは複数の搬入ステーション１２４１への屠殺体の一部の供給は、コンベヤ１２
４０によって行うことができる、あるいは、例えば容器を使用することによりバッチ的に
行うことができる。
【０４７６】
　図３２＊Ｄは、図３２＊Ｃの実施形態を示している。しかしながら、図３２＊Ｄにおい
ては、切り離された部分を受領するための容器１２１５を示している。図３２＊Ｄにおい
ては、処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚
の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊Ｄに示す状況においては、処理ス
テーション１２０５の大部分は、内部に配置された容器１２１５を備えている。しかしな
がら、すべての処理ステーションが容器を備えているわけではない。容器を備えていない
処理ステーションは、先の容器が満杯となって除去された後に、空の容器を受領する待ち
受け状態である。フォークリフト１２１７等を使用することにより、満杯の容器１２１５
を除去し得るとともに、空の容器を持ってくることができる。容器が満杯となったために
処理ステーションから容器が除去されたときに図３２＊Ｄのシステム全体における処理が
滞ってしまうことを回避するために、いくつかの選択肢を利用することができる。
【０４７７】
　空の待機容器を、各処理ステーション１２０５の近傍に（あるいは、限られた数の処理
ステーションの近傍に、例えば、２つまたは３つの処理ステーションの近傍に）、常に配
置しておくことができる。これにより、満杯の容器と空の容器との交換を、非常に迅速に
行うことができる。
【０４７８】
　また、各処理ステーションに関し、容器１２１５が満杯となるタイミングを予測するこ
ともできる。例えば、各処理ステーションにおいて実施される処理の経験則に基づいてあ
るいはそのような処理の観測結果に基づいて、予測することができる。処理ステーション
において容器が満杯になると予想される直前に、空の容器を、その処理ステーションの近
傍に配置することができる。これにより、その処理ステーションにおける容器１２１５が
実際に満杯となったときに、満杯の容器と空の容器との交換を、非常に迅速に行うことが
できる。
【０４７９】
　処理ステーションにおいて容器１２１５が満杯となる程度は、処理システムの制御シス
テムによって観測することができる。例えば、ステーション内に存在する各容器１２１５
の重量を連続的にまたは間欠的に観測することにより、あるいは、容器内に設けられたあ
るいは容器の関連部材に設けられたレベルゲージを使用することにより、あるいは、カメ
ラを使用した自動撮影システムを使用することにより、観測することができる。
【０４８０】
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　容器の満杯レベルを観測するための、そして、満杯の容器を空の容器によって交換する
に際しての時間ロスを少なくするための、単純な態様により、処理ステーションにおける
操作者１２００に対して、容器がほぼ満杯となるおよび／または容器が完全に満杯となる
タイミングで、信号を送ることができる。そのような信号により、操作者が位置する処理
ステーションにおけるボタンまたは他のトリガーデバイスを操作者が押すことができる。
このボタンを押すことにより、搬送クルー（満杯の容器を除去して空の容器へと交換する
担当者）に対して信号を送ることができる。これにより、空の容器を、そのような信号が
送出された処理ステーションへと、持ってくることができる。好ましくは、操作者は、処
理ステーションにおける容器１２１５が完全に満杯となる前に、信号をトリガーする。こ
れにより、自身の前方の容器１２１５が完全に満杯となったときに、待ち時間なく、処理
ステーションに空の容器を準備することができる。
【０４８１】
　搬送クルーが受領する信号は、多様な態様とすることができる。処理システムの概略的
な表示上に、インジケータライトを設けることができる。これにより、空の容器を必要と
している（あるいは、すぐに空の容器が必要となるであろう）処理ステーションを示すこ
とができる。また、処理システムの概略的な表示を示すスクリーン上において、空の容器
を必要としている処理ステーションの色を変更することもできる。また、実際の処理ステ
ーションのところに設けられたライトを点灯させることもできる。ライト信号または色信
号に対して、音信号を付随させることができる。
【０４８２】
　異なるアプローチにおいては、すべての時間にわたって、人間の操作者をすべての処理
ステーションに配置しない。例えば、複数の処理ステーションは、対をなす２つの隣接す
る処理ステーションへと、グループ分けされる。対をなす処理ステーションの一方にだけ
、操作者が配置される。操作者が配置された処理ステーションの容器１２１５が満杯とな
ったときに、操作者は、対をなす処理ステーションの他方へと移動し、そこで屠殺体の一
部の処理を継続する。そして、対をなす処理ステーションの他方において行ったのと同じ
操作を実行する。好ましくは、搬送クルーに対して、信号が送出される。これにより、搬
送クルーは、その特定の処理ステーションにおいて容器が満杯であることを知ることがで
きる。搬送クルーは、対をなす処理ステーションにおける容器が満杯となるまでに、空の
容器と交換するのに、十分な時間を有することができる。
【０４８３】
　図３２＊Ｅは、図３２＊の実施形態の細部を備えた、本発明によるシステムを示す平面
図である。図３２＊Ｅにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とするこ
とができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊Ｅにおい
ては、図示の明瞭化のために、容器１２１５は、図示されていない。
【０４８４】
　図３２＊Ｃの平面図においては、２つのループ状処理システムをなす２つのトラック７
７３は、２つの無端ループを形成していることは、明らかである。すなわち、外側ループ
と、内側ループと、を形成している。
【０４８５】
　各トラック構成は、図３２＊Ｃを参照して上述したループ状トラックと全体的に同様で
ある。キャリアを付帯したトロリーは、搬送方向Ｔにおいて、トラック７７３に沿って駆
動される。コーナーホイールまたはガイドホイール１２０７は、駆動チェーン７７４（図
３２＊Ｅには図示されていない）を案内する。これにより、駆動チェーンは、トラック７
７３のコースに追従することができる。トラック７７３は、ガイドホイール１２０７のと
ころでターンする。各トラックのガイドホイール１２０７の１つには、チェーン張力付与
ステーション１２０８が取り付けられている。このチェーン張力付与ステーション１２０
８においては、ホイール１２０７は、移動可能に配置されている。これにより、駆動チェ
ーン７７４を、張力を維持した状態とすることができる。
【０４８６】
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　図３２＊Ｅの実施形態においては、処理ステーション１２０５は、あるいは、それら処
理ステーションの１つまたは複数の部分（例えば、プラットホーム１２１０、フェンス１
２１１、および存在する場合には、トレー１２１２）は、移動可能とされる。これにより
、例えばフォークリフトといったような搬送器具のための空間を形成することができる。
これにより、満杯の容器を、空の容器と交換することができる。図３２＊Ｅおよび図３２
＊Ｆにおいては、処理ステーション１２０５’におけるプラットホームおよびフェンスは
、離間した位置とされる。図３２＊Ｆは、容器が図示された状態で、図３２＊（および図
３２＊Ｅ）の実施形態を示している。
【０４８７】
　図３２＊＊は、図３２＊の実施形態のより複雑化されたバージョンの様々な特徴点を示
している。この実施形態においては、容器１２１５は、一般に、１つまたは複数のコンベ
ヤによって代替されている。図３２＊＊において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚
の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０４８８】
　操作者１２００の各々の前方には、好ましくは、フェンス１２１１のうちの、操作者１
２００に対向した面上に、付加的には、計量デバイス１２２０が設けられている。操作者
１２００が、この操作者に供された屠殺体の一部１から部分をカットした際には例えば一
次的カットを行った際には、その操作者は、その一次的カットを、前方の計量デバイス１
２２０上へと載置する。計量デバイスは、カットされた部分の重量を測定し、このデータ
を、処理システムの全体的制御システム内に格納する。
【０４８９】
　好ましい特徴点においては、バッファベルトコンベヤ１２２１が、各操作者の位置から
、フレーム１２０１に向けて、ここでは操作者１２００がなす２つの列の間の中央領域に
向けて、（全体的に、トラック７７３の向きを横断する向きに）、フレームのポスト１２
０１ａに沿ってトラック７７３の方向に延在するメインコンベヤ１２２２へと、ここでは
ベルトコンベヤへと、一次的カットが収集される例えば収集ステーションへと、例えば１
つまたは複数の容器内へと、延在している。
【０４９０】
　ここでは、各バッファベルト１２２１は、計量デバイス１２２０とメインコンベヤ１２
２２との間に、延在している。計量デバイス１２２０からは、カット部分（すなわち、屠
殺体の一部から切り離された部分）が、例えば一次的カットが、バッファベルトコンベヤ
１２２１上へと、移動される（操作者によって、あるいは、計量デバイス（例えば、計量
デバイスのベルト）によって）。また、計量デバイスを、バッファベルト１２２１内に組
み込むこともできる。
【０４９１】
　バッファベルト１２２１は、一次的カットを、一次的カット用コンベヤすなわちメイン
コンベヤ１２２２へと、移動させる。有利には、処理システムのコンピュータ化された全
体的制御システムは、一次的カット用コンベヤ１２２２上に配置された各一次的カットを
登録する。このようにして、システムは、一次的カット用コンベヤ１２２２の端部におい
て一次的カットが到達するタイミングを知っている。複雑化された実施形態においては、
バッファベルトは、切り離された部分のためのスペースがメインコンベヤ上に残っている
ことが制御システムに対して示されたときにのみ、切り離された部分を、メインコンベヤ
１２２２上へと、載置する。
【０４９２】
　一次的カットは、例えばポークのテンダーロインといったような高価な肉部分である。
所望によっては、容器１２１５は、ここでは、１つまたは複数の平行なコンベヤへと置き
換えられる。平行コンベヤは、切り離された部分を搬送するためのものであり、各々が、
吊り下げられた屠殺体の一部の経路よりも下方において、例えば操作者の膝の高さ位置に
おいて、例えばフロアよりも０．４～０．９ｍ上方において、トラック７７３の方向に延
在している。
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【０４９３】
　ここで図示した実施形態においては、一次的カット用コンベヤ１２２２よりも下方にお
いて、切り離された部分用のコンベヤ１２３５が設けられている。このさらなる切り離さ
れた部分用のコンベヤ１２３５は、複数の、ここでは３つの、平行なトラック１２３０，
１２３１，１２３２を備えている。各トラックは、屠殺体の一部から除去された様々な種
類の切り離された部分を搬送するために使用される。例えば、第１トラック１２３０は、
二次的カット（より小さな肉片であって、人間の消費に関してより適したものである）を
受領する。第２トラック１２３１は、廃棄物を受領し、第３トラック１２３２は、骨を受
領する。
【０４９４】
　各トラック１２３０，１２３１，１２３２の端部においては、各トラック上に載置され
た部分は、各トラック上に載置された部分のタイプに関して特定の目的地へと移動される
。図示の実施形態においては、３つのトラックが設けられている。しかしながら、これに
代えて、異なる数のトラックを設けることができる。より少数の（１つまたは２つ）トラ
ックとすることができる。しかしながら、３つよりも多数の、例えば５つの、あるいは１
０個さえの、トラックを設けることができる。
【０４９５】
　図３２＊＊Ａは、図３２＊＊の実施形態の変形例を示している。図３２＊＊Ａにおいて
処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部
分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊＊Ａの実施形態においては、処理ステー
ションの少なくともいくつかには、１つまたは複数の追加的な箱１２１６が設けられてい
る。１つまたは複数の追加的な箱１２１６は、存在する場合には、計量デバイス１２２０
に隣接して配置されており、処理ステーションにおいて操作者の近傍に配置されている。
操作者は、肉屑または廃棄物を１つまたは複数の追加的な箱内に投げ入れることができる
。例えば、血のついた肉や炎症を起こした肉を１つまたは複数の追加的な箱内に投げ入れ
ることができる。図３２＊＊Ｂは、図３２＊＊および図３２＊＊Ａの実施形態のさらなる
変形例を示している。図３２＊＊Ｂにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚
部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３
２＊＊Ｂの実施形態においては、２つのメインカット用のすなわち一次的カット用のコン
ベヤ１２２２が、中央領域に設けられている。ここでは、鉛直方向ポスト１２０１ａの両
サイドに設けられている。各一次的カット用コンベヤ１２２２は、トラック７７３のいす
れかに沿って搬送された屠殺体の一部からの一次的カットを受領する。
【０４９６】
　一次的カット用コンベヤ１２２２の各々は、それらコンベヤ上に載置された一次的カッ
トを他の場所へと搬送することができる。代替例においては、一次的カット用コンベヤは
、コンベヤ上に配置された一次的カットを、同じ場所へと搬送することもできる。変形例
においては、一次的カット用コンベヤ１２２２は、同じポイントにおいて結合される。結
合ポイントの後方においては、双方のコンベヤからの一次的カットは、さらに一緒に搬送
され、さらなる処理や貯蔵やパッケージングのために一次的カットが収集されるポイント
へと搬送される。
【０４９７】
　図３２＊＊、図３２＊＊Ａ、図３２＊＊Ｂの実施形態においては、さらなる切り離され
た部分用のコンベヤ１２３５は、３つの互いに異なるトラック１２３０，１２３１，１２
３２を備えている。各トラックは、屠殺体の一部から除去された様々な種類の切り離され
た部分を搬送するために使用される。代替可能な実施形態においては、さらなる切り離さ
れた部分用のコンベヤは、異なる数のトラックを備えている。
【０４９８】
　また、さらなる切り離された部分用のコンベヤ１２３５に複数のトラックを設けること
に代えて、互いに並置された複数のコンベヤを使用することができる。一般に、各コンベ
ヤは、コンベヤ上に配置された切り離された部分を、専用の端部ポイントへと搬送するこ
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とができる。専用の端部ポイントにおいては、切り離された部分は、さらなる処理や貯蔵
やおよび／またはパッケージングのために、受領される。各コンベヤまたは各コンベヤト
ラックが、特定の種類の切り離された部分を搬送することのために、各コンベヤまたは各
コンベヤトラックの端部ポイントにおいては、特定の種類の切り離された部分が受領され
る。１つまたは双方のさらなる切り離された部分用のコンベヤが、複数の平行コンベヤの
外部に形成されている場合には、すべてのコンベヤは、コンベヤ上に配置された切り離さ
れた部分を同じ場所へとは搬送しないことができる。
【０４９９】
　図３２＊＊Ｃは、図３２＊＊を参照して上述した様々な特徴点を備えた２つのループ状
処理システムの付加的なおよび／または好ましい特徴点を示している。図３２＊＊Ｃにお
いて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の
脚部分の少なくとも一部と、を備えている。
【０５００】
　この実施形態においては、２つの全体的に平行なループ状トラック７７３を示している
。すなわち、外側トラックと、内側トラックと、が示されている。トロリーは、トラック
７７３に沿って、キャリア（図示せず）を搬送する。各キャリアは、好ましくは、処理対
象をなす単一の屠殺体の一部を保持し得るよう構成されて使用されている。１つのトラッ
ク７７３上においては、例えば外側トラック上においては、キャリアは、左肩または左前
端または左大腿部分を受領することができ、他方のトラック上においては、例えば内側ト
ラック上においては、キャリアは、右肩または右前端または右大腿部分を受領することが
できる。処理されるべき屠殺体の一部は、供給コンベヤ１２４０によって、例えばシステ
ムの各トラックによって、システムに対して供給することができる。ここでは供給コンベ
ヤ１２４０の端部に配置された１つまたは複数の搬入ステーション１２４１においては、
各屠殺体の一部は、キャリア内に配置されている。キャリアは、好ましくは駆動チェーン
またはケーブルによって駆動される複数のトロリーによって、複数のトラック７７３の１
つに沿って、移動される。屠殺体の一部は、それぞれのキャリア内へと、手動であるいは
自動で、配置することができる。
【０５０１】
　屠殺体の一部は、各々のループ状トラック７７３ごとに、列をなす処理ステーション１
２０５に沿って、ここでは２つの列をなす複数の手動での処理ステーション１２０５に沿
って、通過する。
【０５０２】
　例えば、処理時に屠殺体の一部から切り離された一次的カットは、一次的カット用のコ
ンベヤすなわちメインコンベヤ１２２２上に配置される。他の切り離された部分は、さら
なる切り離された部分用のコンベヤ１２３５の一部を形成する１つのコンベヤ上に配置さ
れる。一次的カットとされた切り離された部分は、あるいは、他の切り離された部分は、
操作者によってあるいは自動化された処理ステーションによって、それぞれのコンベヤ上
へと能動的に載置される。しかしながら、また、切り離された部分は、屠殺体の一部から
、コンベヤ上へと落下させることもできる。
【０５０３】
　固定ガイド７９０を、屠殺体の一部を適切な向きに保持するために、例えば操作者１２
００に対して傾斜した状態に保持するために、設けることができる。これにより、切り離
された部分は、適切なコンベヤ上へと落下することができる。
【０５０４】
　切り離された部分用のコンベヤ１２３５は、このコンベヤ上に配置された切り離された
部分を、可動容器１２１８へと搬送する。可動容器は、好ましくは、直線状のものとして
具現化されたコンベヤ１２３５の端部に配置されている。容器１２１８の各々は、特定の
種類の切り離された部分を受領する。その特定の種類の切り離された部分は、コンベヤ上
に配置されたものであり、コンベヤの端部に、容器１２１８が配置されている。
【０５０５】
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　可動容器１２１９が、一次的カット用コンベヤまたはメインコンベヤ１２２２の各々か
ら一次的カットまたは他の切り離された部分を受領するために、設けられている。一次的
カット用コンベヤ１２２２の各々の端部の近傍には、コンピュータ制御されたフリッパー
１２２３が設けられている。フリッパー１２２３は、コンピュータ化された全体的制御シ
ステムに対して連結されている。フリッパー１２２３は、各一次的カットを所望の容器１
２１９内へと導入し得るように制御される。
【０５０６】
　処理システムのコンピュータ化された全体的制御システムは、一次的カット用コンベヤ
１２２２上へと一次的カットが配置された場所と時間とを記録する。その場合、全体的制
御システムは、一次的カット用コンベヤ１２２２の端部１２２４のところへと一次的カッ
トが到達する順序を知っている。その情報に基づき、フリッパー１２２３を、適切なタイ
ミングで適切に駆動することができ、これにより、一次的カットを適切な容器１２１９内
へと集めることができる。これに代えてあるいはこれに加えて、カメラを、一次的カット
用コンベヤ１２２２の上方に配置することができる。カメラは、一次的カットを認識する
ための映像システムへと連結されている。全体的制御システムに対して供給された情報に
基づき、フリッパー１２２３を、適切なタイミングで適切に駆動することができ、これに
より、一次的カットを適切な容器１２１９内へと集めることができる。また、カメラの画
像は、操作者に対して提示することもできる。その場合、操作者は、直接的にまたは間接
的に、フリッパー１２２３を制御する。容器１２１８，１２１９は、複数の処理ステーシ
ョンを有したトラック７７３と同じ空間内に配置することができる、あるいは、他の空間
内に配置することができる。
【０５０７】
　図３２＊＊Ｄは、図３２＊＊Ｃの実施形態の変形例を示している。図３２＊＊Ｄにおい
ては、単一のループ状トラック７７３だけが設けられている。図３２＊＊Ｄにおいて処理
される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の
少なくとも一部と、を備えている。
【０５０８】
　図３２＊＊＊Ａは、本発明によるさらなる可能な詳細を示している。図３２＊＊＊Ａに
おいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚
の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。この実施形態においては、切り離された部
分は、切り離された部分用のコンベヤ１２３５によって、処理ステーションから離間する
向きに搬送される。好ましくは、この切り離された部分用のコンベヤ１２３５は、複数の
トラック１２３０，１２３１，１２３２を備えている。各トラックは、好ましくは、特定
の種類の屠殺体の一部を受領する。例えば、一次的カットをトラック１２３０上へと配置
することができ、二次的カット（使用可能な肉であって、より小さな肉）をトラック１２
３１上へと配置することができ、廃棄物をトラック１２３２上へと配置することができる
。
【０５０９】
　図示の実施形態においては、３つのトラックが設けられている。しかしながら、これに
代えて、異なる数のトラックを設けることができる。より少数の（１つまたは２つ）トラ
ックとすることができる。しかしながら、３つよりも多数の、例えば５つの、あるいは１
０個さえの、トラックを設けることができる。
【０５１０】
　１つまたは複数の漏斗１２４５を、プラットホーム１２１０上に位置した操作者の前方
に、設けられている場合にはフェンス１２１１の内部に、設けることができる。これによ
り、操作者は、適切なトラック１２３０，１２３１，１２３２上へと、屠殺体の一部から
切り離された部分を、より容易に落下させることができる。通常は、処理ステーション１
２０５において、１つの部分だけが切り離される。これにより、処理ステーションにおい
ては、単一の漏斗を設けるだけで十分である。必要であれば、単一の漏斗１２４５は、選
択されたコンベヤに対応した個別の位置どうしの間にわたって、移動可能とされる。これ
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に代えて、複数の漏斗１２４５を、１つまたは複数の処理ステーションに設けることがで
きる。
【０５１１】
　図３２＊＊＊Ｂは、図３２＊＊＊Ａの実施形態の変形例を示している。図３２＊＊＊Ｂ
において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、
豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊＊＊Ｂの実施形態においては、
例えば互いに異なる速度で動作可能とされた３つのコンベヤ１２３０＊，１２３１＊，１
２３２＊が、複数のトラック１２３０，１２３１，１２３２を有した単一のコンベヤ１２
３５に代えて、使用されている。図示の実施形態においては、３つのコンベヤが設けられ
ている。しかしながら、これに代えて、異なる数のコンベヤを設けることができる。より
少数の（１つまたは２つ）コンベヤとすることができる。しかしながら、３つよりも多数
の、例えば５つの、あるいは１０個さえの、コンベヤを設けることができる。
【０５１２】
　図３２＊＊＊Ｃは、図３２＊＊＊Ａおよび図３２＊＊＊Ｂの実施形態の変形例を示して
いる。図３２＊＊＊Ｃにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とするこ
とができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。図３２＊＊＊Ｃの
実施形態においては、操作者１２００の手が届く範囲内に、漏斗１２４５’が設けられて
いる。漏斗１２４５’は、真空引き搬送システム１２４６に対して連結されている。真空
引きシステムは、汚染された廃棄物（例えば、操作者の健康に関してリスクを有した材料
、あるいは、例えば炎症を起こした部分といったような処理された肉の消費者に関してリ
スクを有した材料）を、処理ステーションから安全な態様で除去するに際して、特に好適
である。危険な廃棄物は、処理ステーションから、閉塞システムを使用して除去される。
閉塞システムは、他の処理ステーションの汚染というリスクを、および、１つまたは複数
のコンベヤの汚染というリスクを、意義深く低減することができる。
【０５１３】
　各処理ステーション１２０５には、危険な廃棄物の除去のための真空システムに対して
連結された漏斗１２４５’を設けることができる。これに代えて、危険な廃棄物が存在し
ていそうな処理ステーションにだけ、そのような漏斗を設けることができる。
【０５１４】
　当業者であれば、図３２＊＊＊Ａ，図３２＊＊＊Ｂ，図３２＊＊＊Ｃに示すような漏斗
１２４５（あるいは、一般的には、シュート）を、本発明のすべての実施形態と組み合わ
せて、使用し得ることは、理解されるであろう。また、当業者であれば、図３２＊＊＊Ｃ
に示すような危険な廃棄物の除去のための真空システム１２４６に対して連結された漏斗
またはシュート１２４５’を、本発明のすべての実施形態と組み合わせて、設け得ること
は、理解されるであろう。
【０５１５】
　図３２＊＊＊Ｄは、本発明によるシステムの他の実施形態を示している。図３２＊＊＊
Ｄにおいて処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と
、豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。このシステムは、２つの全体的に平行
なトラック７７３を備えている。各トラックに沿っては、２つの列状をなす複数の手動の
処理ステーションが配置されている。内側トラックの列は、内側トラックの内部に配置さ
れ、外側トラックの列は、外側トラックの外部に配置されている。全体的に、内側の列と
外側の列とは、互いに対向している。図３２＊＊＊Ｄの実施形態においては、処理ステー
ション内における処理は、人間の操作者１２００によって実行される。好ましくは、操作
者は、プラットホーム１２１０上に位置している。フロア上におけるプラットホームの高
さは、好ましくは、処理ステーションが配置されている領域においては、フロアからのト
ラック７７３の距離に対して適合したものとされる。付加的には、フロア上におけるプラ
ットホームの高さは、操作者のボディの長さに応じて調節することができる。
【０５１６】
　屠殺体の一部１は、この例においては、コンベヤ１２３８によってシステムに対して供
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給される。コンベヤ１２３８からは、屠殺体の一部１は、計量デバイス１２３９を超えて
通過する。計量デバイス１２３９のところにおいては、屠殺体の一部１の重量を、個別的
に測定することができる。屠殺体の一部１の各々の重量は、処理システムのコンピュータ
化された全体的制御システム内に格納される。計量デバイス１２３９は、付加的な特徴点
である。計量デバイス１２３９からは、屠殺体の一部が、供給コンベヤ１２４０に対して
供給される。これにより、屠殺体の一部１を搬入ステーション１２４１へと持ってくるこ
とができる。搬入ステーションにおいては、屠殺体の一部１の各々は、キャリア７５０内
に配置されている。この実施形態においては、これは、手動で行われる。搬入プロセスは
、供給コンベヤ１２４０によって実施される。供給コンベヤ１２４０は、屠殺体の一部１
を、キャリア７５０の高さ位置にまで、持ち上げる。このようにして、操作者は、供給コ
ンベヤ１２４０から屠殺体の一部１を持ち上げる必要がない。これにより、屠殺体の一部
をキャリア内に配置することができる。これにより、操作者に関する物理的負担を軽減す
ることができる。
【０５１７】
　キャリアは、一連をなす複数の処理ステーションに沿って、トラック７７３に沿って、
搬送される。好ましくは、第１シリーズをなす処理ステーションにおいて、皮膚や皮やお
よび／または脂肪が、屠殺体の一部から除去される。その後、屠殺体の一部は、次なるシ
リーズの処理ステーションにおいて、解体される。しかしながら、また、処理ステーショ
ンにおいては解体だけを行って、その後に、屠殺体の一部から切り離された肉部分から、
皮膚や皮やおよび／または脂肪を除去することができる。
【０５１８】
　この例においては、操作者１２００は、屠殺体の一部１から切り離した部分を、切り離
された部分用のコンベヤ１２３５上へと、落下させる。切り離された部分は、最終製品と
することも、中間製品とすることも、あるいは、廃棄物とすることも、できる。好ましく
は、切り離された部分用のコンベヤ１２３５は、少なくとも２つの個別の、互いに平行な
、トラックを備えている。いくつかの処理ステーションにおいては、１つまたは複数の漏
斗１２４５を利用することができる。操作者が漏斗１２４５内へと切り離された部分を落
下させる場合には、切り離された部分は、操作者が追加的な努力や注意を払う必要なく、
コンベヤ１２３５の適切なトラック上へと落下する。
【０５１９】
　計量デバイス１２２０を、１つまたは複数の処理ステーションに配置することができる
。そのような処理ステーションにおける操作者は、屠殺体の一部から部分を切り離し、切
り離された部分を計量デバイス上へと配置する。計量デバイスは、個々の部分の重量を測
定し、好ましくは、コンピュータ化された全体的制御システム内に重量を格納する。
【０５２０】
　切り離された部分用のコンベヤ１２３５は、切り離された部分を、排出コンベヤ１２５
１，１２５２に対して供給する。操作者に対して最も近くのコンベヤ１２３５のトラック
上の切り離された部分は、排出コンベヤ１２５１上に供給される。排出コンベヤ１２５１
は、切り離された部分を、容器１２１８内へと落下させる。操作者から遠いコンベヤ１２
３５のトラック上の切り離された部分は、排出コンベヤ１２５２上に供給される。この排
出コンベヤ１２５２に沿って、３人の操作者が位置している。操作者は、排出コンベヤ１
２５２から特定のタイプの切り離された部分を受領して、それらを、隣接して配置された
コンベヤ１２５３上へと配置する。コンベヤ１２５３は、容器１２８１に対して、切り離
された部分を供給する。このようにして、すべての容器１２１８は、特定のタイプの切り
離された部分を受領する。容器１２１８が満杯となったときには、満杯となった容器は、
除去されて、空の容器と交換される。満杯となる容器１２１８の場所は、収容される切り
離された部分の性状に依存する。
【０５２１】
　切り離された部分用のコンベヤ１２３５は、トラック７７３に沿って、キャリアを有し
たトロリーと同じ方向に延在することができる。しかしながら、１つまたは複数の切り離
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された部分用のコンベヤ１２３５は、逆向きに延在することもできる。これは、図３２＊
＊＊Ｄに示されている。コンベヤ１２３５は、図示の前方においては、処理ステーション
１２０５の近傍において、トラック７７３が追従するキャリアと同じ方向に延在している
。図示の後方においては、処理ステーションの近傍には、コンベヤ１２３５とキャリアと
が、逆向きに移動している。
【０５２２】
　図３２＊＊＊Ｅは、図３２＊＊＊Ｄの実施形態の変形例を示している。図３２＊＊＊Ｅ
において処理される屠殺体の一部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、
豚の脚部分の少なくとも一部と、を備えている。システムに対しての屠殺体の一部１の供
給と、切り離された部分を受領するための、切り離された部分用のコンベヤ１２３５と、
排出コンベヤと、容器１２１８とは、図３２＊＊＊Ｄと同じものとされる。しかしながら
、異なる構成とすることもできる。
【０５２３】
　図３２＊＊＊Ｅの実施形態においては、多数の処理ステーションは、ここではすべての
処理ステーションは、自動化された処理ステーションとされる。それでも、トラック７７
３に沿って、数人の操作者が配置されている。しかしながら、操作者は、自動化された処
理ステーションの動作をチェックするに過ぎない。操作者は、必要であれば、検査や、お
よび／または、トリミングを行う。
【０５２４】
　自動化された処理ステーションは、好ましくは、カルーセルタイプのデバイス１２６０
として具現される。
【０５２５】
　１つまたは複数のシュート１２６１が、カルーセル１２６０の各々の下方に配置される
。これにより、自動化された処理ステーション１２５０によって切り離された部分を受領
することができ、受領した部分を、切り離された部分用のコンベヤ１２３５上に配置する
ことができる。
【０５２６】
　図３２＊＊＊Ｅ１は、計量デバイス１２３９による計量の様子を詳細に示している。屠
殺体の一部１は、ベルトコンベヤ１２３８によって、システムに対して供給される。ベル
トコンベヤ１２３８からは、屠殺体の一部は、計量デバイス１２３９を通して、供給コン
ベヤ１２４０へと、通過する。供給コンベヤ１２４０からは、屠殺体の一部は、キャリア
内に配置される。
【０５２７】
　計量デバイス１２３９の操作者は、計量デバイス１２３９上に単一の屠殺体の一部が位
置するものと、する。計量デバイス１２３９のエレクトロニクスが、計量デバイス上に屠
殺体の一部が位置したことを検出した際には、屠殺体の一部の重量を計量する。重量デー
タは、計量デバイスのエレクトロニクス１２３９ａ，１２３９ｂによって処理される。計
量デバイスのエレクトロニクス１２３９からは、データを、スクリーン１２３９ｃ上に表
示することができる。および／または、データを、計量デバイスの下流側の処理ラインの
全体的制御システムに対して、あるいは、肉処理設備全体の制御システムに対して、供給
することができる。
【０５２８】
　図３２＊＊＊Ｅ２は、処理ステーションの様子をより詳細に示している。操作者１２０
０は、手動で屠殺体の一部１をカットしている。屠殺体の一部１は、キャリア７５０によ
って吊り下げられた状態で、処理ステーションを移動する。製品支持ガイド７９０が設け
られている。これにより、屠殺体の一部１は、操作者が人間工学的にカットしやすい位置
および向きで、例えば操作者に向けて傾斜した状態で、提供される。
【０５２９】
　計量デバイス１２２０が、操作者１２００の直接的に前方に設けられており、吊り下げ
られた屠殺体の一部１の下方に設けられている。屠殺体の一部から部分を切り離した後に
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は、操作者１２００は、操作者の前方の計量デバイス１２２０上に、切り離された部分を
配置する。計量デバイス１２２０は、切り離された部分の重量を計測し、付加的には、（
付加的な）ディスプレイ１２２０ａ上に、重量を表示する。重量の計測後には、計量デバ
イス１２２０または操作者１２００は、切り離された部分を、切り離された部分用のコン
ベヤ１２３５（図示せず）上に、あるいは、バッファベルト（設けられている場合）上に
、配置する。
【０５３０】
　この実施形態の変形例においては、切り離された部分の重量が計測されるだけでなく、
キャリア７５０内に残った部分の重量も計測される。これは、例えば、キャリア７５０を
保持したトロリーをトラック内の計量ブリッジ上上へと移動させることにより、あるいは
、製品支持ガイド７９０に計量デバイスを固定することにより、行うことができる。キャ
リア内の屠殺体の一部が計量デバイスに対してもたれかかる力を使用することにより、屠
殺体の一部の重量を計算することができる。他の代替例においては、屠殺体の一部を持ち
上げることができ、水平方向平面内に配置された計量デバイス上に配置することができる
。
【０５３１】
　図３２＊＊＊Ｅ３は、例えば図３２＊＊＊Ｄまたは図３２＊＊＊Ｅに図示された処理ラ
インの端部といったような処理ラインの端部を、より詳細に示している。切り離された部
分１＊は、コンベヤ１２５２によって、システムのこの部分へと到達する。可動のフリッ
パー１２２３は、切り離された部分１＊の各々を、操作者１２００のうちの１人に向けて
、案内する。複雑化された実施形態においては、処理ラインの全体的制御システムは、切
り離された部分の各々が到達するタイミングを知っており、好ましくは、さらに、切り離
された部分の各々の性質をも知っている。そのような実施形態においては、フリッパー１
２２３は、切り離された部分の各々を、所定の操作者の位置へと、案内する。操作者１２
００は、供された切り離された肉部分１Ｘを採取し、前方のワークベンチ１２５６上にお
いて処理（例えば、カット処理）を行う。少なくとも数人の操作者の位置には、計量デバ
イス１２５５が設けられている。これにより、切り離された部分１＊は、操作者による処
理の前においておよび／または後において、重量を計測することができる。操作者によっ
てカットされた廃棄物は、箱１２５７を介して廃棄することができる。
【０５３２】
　図３２＊＊＊Ｅに示すカルーセル１２６０に代えてあるいは加えて、トラック７７３に
沿って配置された自動化処理ステーションにおいては、ロボット１２７０を適用すること
ができる。図３２＊＊＊Ｆに示すように、トラック７７３に沿ってロボット１４００を設
けることができる。図３２＊＊＊Ｆにおいては、ロボットは、フロア上に取り付けられて
いる。しかしながら、これに代えて、ロボットを、天井に対して取り付けることができる
、あるいは、トラック７７３を保持しているフレームに対して取り付けることができる。
他の代替例においては、１つまたは複数のロボットを、カルーセル上に取り付けることが
できる。
【０５３３】
　図３２＊＊＊Ｆに対して示す実施形態においては、ロボットは、２つのアーム１４０２
，１４０２と、３つの関節１４０３，１４０４，１４０５と、を備えている。ロボットの
第２アーム４０２の端部のところには、ツール１４１０（例えば、ウィザードナイフある
いは他の種類のナイフ）が取り付けられている。関節により、図３２＊＊＊Ｆに示すよう
に、方向Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５における回転を可能とする。図３２＊＊＊Ｆに示
すロボットは、行い得る移動において非常に多目的なものである。しかしながら、ロボッ
トは、大いに複雑なものとすることができる。このようなロボットは、処理を行うことが
必要とされた経路に追従する屠殺体の一部１に対して、ツールを、移動させることができ
る。これにより、同時的に、ツールを、トラック７７３に沿って移動する屠殺体の一部１
に対して追従させることができる。
【０５３４】
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　代替例においては、より単純なロボットを使用することができる。例えば、処理対象を
なす屠殺体の一部１に対して移動し得るロボットを使用することができる。ロボット自体
は、キャリッジまたはカルーセル上に取り付けることができる。キャリッジまたはカルー
セルは、トラックに沿って移動している屠殺体の一部１に追従する。
【０５３５】
　特に、少なくともいくつかのカットを屠殺体の一部に形成するに際し、１つまたは複数
の処理が、例えばキャリア７５０といったようなキャリアによって保持された屠殺体の一
部に対して、操作者によってではなく機械を使用して自動的な態様で実施される場合には
、屠殺体の一部の各々の１つまたは複数の部分の空間的位置および／または向きを知って
いることが、および／または、その寸法を知っていることが、および／または、その形状
を知っていることが、非常に有効である。動物における天然のばらつきのために、これら
パラメータは、同じ農場からの同じ動物に由来する屠殺体の一部においてさえも、非常に
大きなばらつきを示す。
【０５３６】
　図３２＊＊＊Ｇは、屠殺体の一部に対しての走査デバイス１４３０を備えた処理ステー
ション１２０５を示している。走査デバイス１４３０は、例えば、光学的な走査デバイス
とされる、あるいは、他の、好ましくは非接触型の、走査デバイスとされる。例えば、レ
ーザー技術を使用することができる。図３２＊＊＊Ｇにおいて走査される屠殺体の一部は
、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と、を
備えている。
【０５３７】
　走査デバイスは、ここでは、例えばＣＴスキャナーといったようなスキャナーを備えた
リング１４３１を備えている。走査プロセスの最初には、リング１４３１が、走査対象を
なす屠殺体の一部の部分まわりに、配置される。走査デバイス１４３０は、例えばフレー
ム１２０１に対して取り付けられたレールといったようなレール１４３２に沿って移動さ
せることにより、トラック７７３に沿っての屠殺体の一部１の移動に追従する。
【０５３８】
　レール１４３２に沿った走査デバイス１４３０の移動時には、走査デバイスも、また、
移動する。これにより、屠殺体の一部の長さに沿って走査を行うことができる。ここでは
、リング１４３１を鉛直方向に移動させる。この鉛直方向移動時には、ＣＴスキャナーは
、リング内の屠殺体の一部１に関して、走査を行う。この走査は、リングの上向き移動時
に、あるいは、リングの下向き移動時に、あるいは、双方において、行うことができる。
【０５３９】
　走査デバイス１４３０がレール１４３２の端部に到達するまでに、走査が完了する。こ
こでは、リング１４３１は、再度、屠殺体の一部１よりも下方における、最も下流側の位
置にある。その後、走査デバイスは、レール１４３２の最も上流側の位置において、初期
位置へと復帰する。走査された屠殺体の一部は、トラック７７３に沿った移動を継続する
。
【０５４０】
　付加的な特徴点においては、図３２＊＊＊Ｇに示す処理ステーションは、補助的コンベ
ヤ１４２０を備えている。補助的コンベヤ１４２０は、屠殺体の一部に関する１つまたは
複数のクランプ１４２２を有している。クランプ１４２２は、コマンドによって、開閉す
ることができる。クランプ１４２２は、クランプされた屠殺体の一部と一緒に移動する。
ここでは、クランプ１４２２は、クランプ１４２２が取り付けられた駆動チェーン１４２
１（例えば、ループ状）によって、駆動される。クランプ１４２２を動作させることによ
り、走査デバイスを有した処理ステーション１２０５にわたっての移動時に屠殺体の一部
１を保持し得るとともに、クランプ１４２２を、処理ステーションにわたって、屠殺体の
一部１と一緒に、移動させることができる。これは、屠殺体の一部に対して、追加的な安
定性を付与し、屠殺体の一部の揺動を低減することができ、それにより、操作時に得られ
るデータの品質を改良することができる。
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【０５４１】
　走査プロセス時に得られたデータは、好ましくは、画像へと変換され、操作者に対して
表示することができる、および／または、コンピュータ化された全体的制御システム内に
格納することができる。データは、これに代えてあるいはこれに加えて、走査デバイスを
備えた処理ステーションよりも下流側に位置する処理ステーションの中の設備および／ま
たはプロセスを制御するために、使用することができる。図３２＊＊＊Ｇは、収集された
データを処理することによって画像を形成する変形例を示している。この画像は、処理シ
ステム内の任意の箇所において、操作者に対して表示することができる。走査デバイスに
よって収集されたデータは、個々の屠殺体の一部に対して結合することができる。しかし
ながら、組み合わされたデータを使用することにより、一連をなす複数の屠殺体の一部（
例えば、同じ農場に由来するすべての屠殺体の一部）に関する傾向を見抜くことができる
、あるいは、処理を最適化するための可能性を検出することができる。この実施形態の変
形例においては、他のタイプの走査デバイスを使用することができる。
【０５４２】
　図３２＊＊＊Ｈは、また、処理対象をなす屠殺体の一部１に関してデータが収集される
処理ステーション１２０５を示している。図３２＊＊＊Ｈにおいて検査される屠殺体の一
部は、例えば、豚の脚部分とすることができ、豚の足と、豚の脚部分の少なくとも一部と
、を備えている。図３２＊＊＊Ｈの処理ステーション１２０５においては、データが、映
像システム１４５０によって収集される。図３２＊＊＊Ｈの映像システムは、複数の、こ
こでは２つの、カメラ１４５１を備えている。カメラ１４５１は、トラック７７３の両サ
イドに設けられている。このようにして、処理対象をなす屠殺体の一部の正面と背面との
双方から、画像を得ることができる。これとともに、これは、屠殺体の一部に関する多く
の情報をもたらす。代替可能な低コストバージョンにおいては、単一のカメラを使用する
ことができる。
【０５４３】
　映像システムによって得られた１つまたは複数の画像は、操作者に対して表示すること
ができる、および／または、全体的制御システム内に格納することができる。データは、
それに代えてあるいはそれに加えて、走査デバイスを備えた処理ステーションよりも下流
側に位置する処理ステーションの中の設備および／またはプロセスを制御するために、使
用することができる。図３２＊＊＊Ｈは、収集されたデータが、それぞれスクリーン１４
６０上に表示される２つの画像の組合せとして処理されるという変形例を示している。画
像は、処理システムの任意の箇所において、操作者に対して表示することができる。映像
システムを使用して得られたデータを使用することにより、脂肪の厚さや、肉の色や、お
よび／または、肉内における血の存在等を、決定することができる。
【０５４４】
　映像システムの収集されたデータは、個々の屠殺体の一部に対して結合することができ
る。しかしながら、組み合わされたデータを使用することにより、一連をなす複数の屠殺
体の一部（例えば、同じ農場に由来するすべての屠殺体の一部）に関する傾向を見抜くこ
とができる、あるいは、処理を最適化するための可能性を検出することができる。例えば
、画像を使用することにより、映像システムを備えた処理ステーションの上流側の自動化
された処理デバイスの誤った設定または最適でない設定を検出することができる。処理ラ
インの初期のところにおいて映像システムを適切に配置することにより、映像システムに
よって、プロセスの初期において、屠殺体の一部のあるいはグループをなす屠殺体の一部
の異常を検出することができる。このようにして、異常さがトラブルを引き起こす前に、
修正を行うことができる。例えば、処理ラインから屠殺体の一部の全体を除去することに
よって、あるいは、屠殺体の一部のうちの、異常を引き起こした部分を除去することによ
って、修正を行うことができる。
【０５４５】
　図３３は、本発明に基づいて、赤身肉家畜動物の屠殺体の一部を処理するためのシステ
ムのの実施形態を示している。特に、図３３のシステムは、例えば豚の前端といったよう
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な前脚を解体するために使用される。コンベヤベルト９０１は、解体対象をなす前端を、
システムに対して導入する。コンベヤ９０１のところには、第１処理ステーション９０２
が配置されている。この第１処理ステーションのところにおいては、２人の操作者が、前
端のいくらかの予備処理を行う。特に、操作者は、カットを行って、骨を露出させる。こ
の第１処理ステーション９０２の直後には、第２処理ステーション９０３が配置されてい
る。第２処理ステーション９０３は、第１処理ステーション９０２から、骨が露出された
前端を受領する。第２処理ステーション９０３においては、単一の操作者によって、前端
が搬入装置９０４内に配置される。
【０５４６】
　第３処理ステーション９０５においては、搬入装置９０４から前端が受領され、オーバ
ーヘッドコンベヤ９５１のキャリア９５０内に自動的に配置される。オーバーヘッドコン
ベヤ９５１は、その後、前端を、第４処理ステーション９０６へと搬送する。第４処理ス
テーション９０６においては、自動的に操作されるナイフによって、脚が、前端からカッ
トされる。カットされた脚は、第４処理ステーション９０６のナイフの直下に配置された
ホイール付き容器９０７内へと、落下する。ホイール付き容器９０７が満杯となったとき
には、満杯となった容器は、除去されて、空の容器へと交換される。第４処理ステーショ
ン９０６からは、オーバーヘッドコンベヤは、前端を、第５処理ステーション９０８へと
搬送される。ここでは、顎のリップ部分は、自動的に操作されるナイフによって、除去さ
れる。除去されたリップ部分は、第５処理ステーション９０７のナイフの直下に配置され
たホイール付き容器９０８内へと、落下する。ホイール付き容器９０８が満杯となったと
きには、満杯となった容器は、除去されて、空の容器へと交換される。
【０５４７】
　その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、第６処理ステーション９０９へと
搬送する。ここでは、顎が、自動的にカットされる。顎９１０は、第６処理ステーション
から、二次的コンベヤ９１１上へと、落下する。二次的コンベヤ９１１は、顎を、さらな
る処理ステーション９１２，９１３，９１４，９１６へと搬送する。第１のさらなる処理
ステーション９１２においては、顎９１０内にプレカットが形成される。その後、第２の
さらなる処理ステーション９１３においては、操作者が、例えば膿瘍といったような何ら
かの異常をチェックする。操作者は、そのような異常を有した顎を、容器９１８内へと配
置する。異常を有した顎は、容器９１８と一緒に、処理ステーションから除去される。第
３のさらなる処理ステーション９１４においては、顎から皮が除去される。除去された皮
は、第３のさらなる処理ステーション９１４の排出箇所のところに配置されたホイール付
き容器９１５へと移送される。
【０５４８】
　第４のさらなる処理ステーション９１６のところにおいては、最終的なチェックが行わ
れ、その後、顎が、ホイール付き容器９１７内へと排出される。容器９１７が満杯となっ
たときには、満杯の容器が貯蔵場所へと移動され、空の容器と交換される。一方、オーバ
ーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、第６処理ステーション９１９へと、さらに移動させ
る。第６処理ステーション９１９においては、２人の操作者が、首ストリップを開放する
。オーバーヘッドコンベヤ９５１の下方に配置された補助的コンベヤ９２０が、前端に対
して係合し、前端の底部を持ち上げる。このようにして、前端は、人間工学的に有利な態
様でもって容易にカットを行い得るようにして、第６処理ステーション９１９の操作者に
対して、提供される。
【０５４９】
　その後、前端は、第７処理ステーション９２１上へと移動される。これは、大きな処理
ステーションであって、この処理ステーションにおいては、６人の操作者が、協働して、
前端の首骨を移動させる。首骨を除去するためのプロセスにおいて生成される廃棄物に関
しては、真空吸引システムに対して連結された漏斗９２２が、廃棄物が生成する場所に、
設けられる。６人の最後の操作者９２４は、前端から首骨を実際に除去する。その操作者
は、二次的コンベヤ９２３上に首骨を載置して、首骨を離間させる。
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【０５５０】
　オーバーヘッドコンベヤ９５１は、その後、第８処理ステーション９２５に沿って、前
端を移動させる。ここでは、操作者は、首骨が適切にかつ完全に除去されたかどうかをチ
ェックする。そうでない場合には、操作者は、それを修正する。操作者は、前端から切り
離したすべての廃棄物を、この場合にも真空吸引システムに対して連結された漏斗９２６
内へと、排出する。漏斗９２６は、第８処理ステーション９２５の操作者に対して直接的
に隣接して配置される。
【０５５１】
　オーバーヘッドコンベヤ９５１は、その後、前端を、第１０処理ステーション９２７へ
と移動させる。そこでは、自動カッターによって、部位（but）がカットされる。部位は
、前端から、二次的コンベヤ９２８上へと、落下する。この例においては、二次的コンベ
ヤ９２８は、ベルトコンベヤとされ、複数のさらなる処理ステーションに沿って、部位を
搬送する。
【０５５２】
　部位のための第１のさらなる処理ステーション９２９においては、操作者は、この処理
のための望ましい位置および向きとする。部位のための第２のさらなる処理ステーション
９３０においては、自動化された皮剥ぎ機によって、皮が除去される。除去された皮は、
自動皮剥ぎ機の排出端部のところに配置されたホイール付き容器９３１内へと、排出され
る。部位のための第３のさらなる処理ステーション９３２においては、４人の操作者が、
部位をトリミングし、パッケージングの準備をする。カットされた廃棄材料は、漏斗９３
３内へと配置することができる。漏斗９３３は、部位のための第３のさらなる処理ステー
ション９３２の操作者の前方に適切に配置されている。漏斗９３３は、真空吸引システム
に対して連結されている。部位のための第４のさらなる処理ステーション９３４において
は、部位が自動的にパッケージングされる。部位のための第４のさらなる処理ステーショ
ン９３４からは、パッケージングされた部位が、貯蔵のために搬送される。
【０５５３】
　一方、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１１処理ステーション９
３５へと移動させる。第１１処理ステーション９３５においては、前端に対して、皮膚マ
ッサージが行われる。ここからは、オーバーヘッドコンベヤ９５１によって、前端が、第
１２処理ステーション９３６へと搬送される。第１２処理ステーション９３６においては
、皮むきのためのプレカットが（自動的に）行われる。
【０５５４】
　オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１３処理ステーション９３７へ
と搬送する。第１３処理ステーションにおいては、１人の操作者が、皮むきの仕上げをす
る。その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１４処理ステーショ
ン９３８へと搬送する。第１４処理ステーションにおいては、５人の操作者が、上腕骨を
露出するための作業を行う。
【０５５５】
　その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１５処理ステーション
９３９へと搬送する。第１５処理ステーションにおいては、１人の操作者が、露出された
上腕骨を除去するように作業する。操作者は、二次的コンベヤ９４０上へと、除去した上
腕骨を配置する。二次的コンベヤ９４０は、除去された上腕骨を、ホイール付き容器９４
１内へと排出する。その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１６
処理ステーション９４２へと搬送する。第１６処理ステーションにおいては、３人の操作
者が、クッションをロールアウトするように作業する。このプロセスにおいてトリミング
された廃棄物は、二次的コンベヤ９４３上に配置することができる。二次的コンベヤ９４
３は、ホイール付き容器９４４内へと廃棄物を排出する。
【０５５６】
　その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１７処理ステーション
９４５へと搬送する。第１７処理ステーションにおいては、２人の操作者が、クッション
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を除去するように作業する。操作者は、切り離されたクッションを、二次的コンベヤ９４
６上へと配置する。二次的コンベヤは、操作者の前方に適切に配置されている。二次的コ
ンベヤ９４６は、クッションを、ホイール付き容器９４７内へと排出する。
【０５５７】
　その後、オーバーヘッドコンベヤ９５１は、前端を、さらに、第１８処理ステーション
９４８へと搬送する。第１８処理ステーションにおいては、肉が、橈骨から自動的に除去
される。除去された肉は、二次的コンベヤ９４９上へと落下する。二次的コンベヤ９４９
は、自動的皮剥ぎ機９５２に対して肉を搬入する。自動皮剥ぎ機は、除去された皮を、ホ
イール付き容器９５３内へと、排出する。ホイール付き容器は、皮剥ぎ機９５２の排出端
部のところに配置されている。
【０５５８】
　皮剥ぎされた肉は、その後、さらなる処理ステーション９５４において、２人の操作者
に対して提供される。操作者は、最終的な検査を行う。必要であれば、いくらかのトリミ
ングを行う。第１８処理ステーション９４８において肉が除去された後には、橈骨だけが
、なおも、オーバーヘッドコンベヤ９５１のキャリア９５０によって、搬送される。最終
処理ステーション９５５においては、橈骨が、キャリア９５０から除去される。橈骨は、
ホイール付き容器９５６内へと直接的に排出される。
【０５５９】
　ここで空となったキャリア９５０は、オーバーヘッドコンベヤ９５１によって、第３処
理ステーションへと戻される。第３処理ステーションにおいては、前端が、再度配置され
る。上記のタイプのプロセスにおいては、屠殺体の一部は、大部分の骨が除去されたとき
には、大部分の剛性を失う。しかしながら、出願人は、大部分の骨が除去される前に皮が
除去されていなかった場合には、皮が、以降のプロセスに関しての十分な安定性を、屠殺
体の一部に対して提供することを見出した。
【０５６０】
　したがって、キャリア内に配置された（特に、キャリアから吊り下げられた）屠殺体の
一部の皮剥ぎが、大部分の骨が除去された後に、行われることが、有利である。この皮剥
ぎは、屠殺体の一部がなおもキャリアから吊り下げられたままで、行うことができる。こ
の態様のさらなる利点は、屠殺体の一部が、なおも、保持領域すなわち参照部分によって
保持されることである。すなわち、プロセスの全部にわたって保持されることである。こ
れは、屠殺体の一部の各部分の位置および向きが、皮剥ぎプロセスに関して、既知のまま
であることを意味する。
【０５６１】
　図３３の実施形態の変形例においては、皮膚除去や皮剥ぎや脂肪除去は、システムのキ
ャリア内に屠殺体の一部を配置した後に、行われる。その場合、処理（例えば、解体）は
、一次的カットを除去する前に、行われる。例えば、顎を除去した後に、行われる。この
変形例は、皮膚が冷却された屠殺体の一部を処理するに際して、特に好適である。
【０５６２】
　図３４は、本発明によるシステムの他の実施形態を示している。
【０５６３】
　図３４の例においては、第１オーバーヘッドコンベヤ３５０が、赤身肉の半身３０１を
、システム内へと供給する。
【０５６４】
　第１処理ステーション３１０においては、屠殺体の一部の半身３０１が、３つの部分へ
とカットされる。すなわち、前端３０２と、中央部分３０３と、大腿部分３０４と、へと
カットされる。図３４Ａは、半身を、より詳細に示している。
【０５６５】
　それらが屠殺体の一部の半身の残部から切り離される前に、前端は、既に、第１前端コ
ンベヤ３６０によって係合されている。屠殺体の一部の半身の残部から前端を切り離した
後に、第１前端コンベヤ３６０は、切り離された前端の重量を支持するとともに、前端処
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理システムに対して前端を搬送する。
【０５６６】
　前端処理システムは、選択ステーション３２１を備えている。この選択ステーションに
おいては、前端に対していくらかの測定が行われる（例えば、重量の測定、および、様々
な場所における脂肪率の測定）。さらに、自動的な視覚的検査が、画像解析システムを使
用して行われる。測定結果に基づき、および、視覚的検査の結果に基づき、個々の前端の
各々に関して、処理ステップを行うかどうかが決定される。
【０５６７】
　選択ステーション３２１の下流側においては、２つの処理ライン上にわたって、複数の
前端を分散させる。いくつかの前端は、排出ステーション３２２によって、第１前端コン
ベヤ３６０から除去される。それら前端は、二次的コンベヤ３２３上へと落下する、二次
的コンベヤは、それら前端を、第１前端処理ライン（図示せず）へと搬送する。第１前端
コンベヤ内に留まっている前端は、搬送ステーション３２５によって第２前端処理ライン
３２０へと搬送される前に、人間の検査者によって、最終チェックを受ける。第２前端処
理ライン３２０は、第２前端コンベヤ３６１を備えている。第２前端コンベヤ３６１は、
オーバーヘッドコンベヤとされる。第２前端処理ライン３２０は、さらに、第２前端コン
ベヤ３６１のトラックに沿って配置された複数の処理ステーション３２６を備えている。
処理ステーションにおいては、通過する前端に対して、手動でもってあるいは自動でもっ
てあるいは半自動でもって、様々なプロセスステップが行われる。
【０５６８】
　前端の処理を補助し得るよう、補助的コンベヤ３２６が、第２前端コンベヤ３６１の下
方に設けられている。補助的コンベヤ３６２は、前端に対して係合して、前端の底部を持
ち上げる。これにより、前端は、操作者に対して傾斜する、あるいは、処理ステーション
のツールに向けて傾斜する。それは、また、追加的な支持を提供する。これにより、処理
のために印加した力が、処理ステーションにおいて使用されるツールに対して、前端を大
きく移動させてしまうことがない。
【０５６９】
　さらに、排出コンベヤ３６３が、処理ステーションにおいて生成されたすべての廃棄物
を受領するために、さらに、前端処理システムから廃棄物を除去するために、設けられて
いる。
【０５７０】
　好ましくは、少なくとも第２前端処理ライン３２０は、実施されるプロセスステップに
対してフレキシブルなものとされる。例えば、１つまたは複数の処理ステップが手動で行
われる処理ステーション３２６において作業する操作者は、処理ステーションを通して搬
送される個々の前端の各々に関して、プロセスステップを行うかどうかについて、例えば
所定位置にカットを形成するかどうかについて、個別的に指示を受ける（例えば、操作者
の前方に位置したあるいは操作者に隣接して位置したスクリーンによって）。指示は、選
択ステーション３２１に由来する。選択ステーション３２１からの情報は、好ましくは、
第２前端処理ステーション３２０の自動化された処理ステーション３２６を制御するため
に使用される。この情報に基づき、処理ステーションを制御することにより、待機したり
、あるいは、特定の前端が通過した際に１つまたは複数の処理ステップを行ったり、ある
いは、所定位置にカットを形成したり、することができる。
【０５７１】
　屠殺体の一部の半身の残部から前端を切り離す前に、中央部分は、中央部分コンベヤ３
７０に対して既に係合している。屠殺体の一部の半身の残部からの中央部分の切り離しが
完了した後に、中央部分コンベヤ３７０は、切り離された中央部分の重量を支持する。そ
の後、切り離された中央部分は、コンベヤ３７１上に配置され、中央部分処理システム（
詳細には図示されていない）に対して中央部分を搬送する。
【０５７２】
　前端および中央部分が除去されたときには、第１オーバーヘッドコンベヤ３５０のキャ
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リア内には、大腿部分だけが配置されている。この第１オーバーヘッドコンベヤは、大腿
部分を、搬送ステーション３８１へと搬送する。搬送ステーション３８１には、大腿部分
が、第１オーバーヘッドコンベヤ３５０のキャリアから取り出され、大腿部分コンベヤ３
８０のキャリア内に配置される。大腿部分コンベヤ３８０も、また、オーバーヘッドコン
ベヤとされている。大腿部分コンベヤ３８０は、第１大腿部分処理ライン（図示せず）と
、第２大腿部分処理ライン３４０と、のいずれかに対して、大腿部分を送出する。
【０５７３】
　大腿部分処理システムは、選択ステーション３４１を備えている。この選択ステーショ
ンにおいては、大腿部分に対していくらかの測定が行われる（例えば、重量の測定、およ
び、様々な場所における脂肪率の測定）。さらに、自動的な視覚的検査が、画像解析シス
テムを使用して行われる。測定結果に基づき、および、視覚的検査の結果に基づき、個々
の大腿部分の各々に関して、処理ステップを行うかどうかが決定される。
【０５７４】
　選択ステーション３４１の下流側においては、２つの処理ライン上にわたって、複数の
大腿部分を分散させる。いくつかの大腿部分は、排出ステーション３４２によって、第１
大腿部分コンベヤ３８０から除去される。それら大腿部分は、二次的コンベヤ３４３上へ
と落下する、二次的コンベヤは、それら大腿部分を、第１大腿部分処理ライン（図示せず
）へと搬送する。
【０５７５】
　第１大腿部分コンベヤ内に留まっている大腿部分は、搬送ステーション３４５によって
第２大腿部分処理ライン３４０へと搬送される前に、人間の検査者によって、最終チェッ
クを受ける。第２大腿部分処理ライン３４０は、第２大腿部分コンベヤ３８１を備えてい
る。第２大腿部分コンベヤ３８１は、オーバーヘッドコンベヤとされる。第２大腿部分処
理ライン３４０は、さらに、第２大腿部分コンベヤ３８１のトラックに沿って配置された
複数の処理ステーション３４６を備えている。処理ステーションにおいては、通過する大
腿部分に対して、手動でもってあるいは自動でもってあるいは半自動でもって、様々なプ
ロセスステップが行われる。
【０５７６】
　大腿部分の処理を補助し得るよう、補助的コンベヤ３４６が、第２大腿部分コンベヤ３
８１の下方に設けられている。補助的コンベヤ３８２は、大腿部分に対して係合して、大
腿部分の底部を持ち上げる。これにより、大腿部分は、操作者に対して傾斜する、あるい
は、処理ステーションのツールに向けて傾斜する。それは、また、追加的な支持を提供す
る。これにより、処理のために印加した力が、処理ステーションにおいて使用されるツー
ルに対して、大腿部分を大きく移動させてしまうことがない。
【０５７７】
　さらに、排出コンベヤ３８３が、処理ステーションにおいて生成されたすべての廃棄物
を受領するために、さらに、大腿部分処理システムから廃棄物を除去するために、設けら
れている。好ましくは、少なくとも第２大腿部分処理ライン３４０は、実施されるプロセ
スステップに対してフレキシブルなものとされる。例えば、１つまたは複数の処理ステッ
プが手動で行われる処理ステーション３４６において作業する操作者は、処理ステーショ
ンを通して搬送される個々の大腿部分の各々に関して、プロセスステップを行うかどうか
について、例えば所定位置にカットを形成するかどうかについて、個別的に指示を受ける
（例えば、操作者の前方に位置したあるいは操作者に隣接して位置したスクリーンによっ
て）。指示は、選択ステーション３４１に由来する。選択ステーション３４１からの情報
は、好ましくは、第２大腿部分処理ステーション３４０の自動化された処理ステーション
３４６を制御するために使用される。この情報に基づき、処理ステーションを制御するこ
とにより、待機したり、あるいは、特定の大腿部分が通過した際に１つまたは複数の処理
ステップを行ったり、あるいは、所定位置にカットを形成したり、することができる。
【０５７８】
　図３５は、本発明によるシステムの他の実施形態を示している。この実施形態において
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は、オーバーヘッドコンベヤが設けられている（図示の明瞭化のために図示されていない
）。このオーバーヘッドコンベヤは、トラック１０５１を備えている。キャリア１０５０
は、搬送方向Ｔにおいて、トラック１０５１に沿って、複数のトロリーによって案内され
る。複数のトロリーは、好ましくは、チェーンまたはケーブルによって、隣接するトロリ
ーに対して連結されている。
【０５７９】
　各々のキャリアは、処理対象をなす赤身肉の屠殺体の一部を搬送する。処理は、処理ス
テーション１０２０，１０３０，１０４０によって行われる。第１処理ステーション１０
２０は、円形ナイフ１０２１を使用して第１カットを形成し得るよう構成されている。第
２処理ステーション１０３０は、円形ナイフ１０３１を使用して第２カットを形成し得る
よう構成されている。第３処理ユニット１０４０は、２つの皮剥ぎステップを行う。２つ
の皮剥ぎステップは、ローラ１０４１，１０４２のそれぞれによって行われる。
【０５８０】
　図３５のシステムは、さらに、選択デバイス１０１０を備えている。この選択デバイス
１０１０は、複数のセンサ１０１１，１０１２，１０１３を有した測定ユニットを備えて
いる。センサ１０１１，１０１２，１０１３は、システムによって処理されることとなる
屠殺体の一部の様々な特性を測定する。測定データは、データ収集ユニット１０１４によ
って収集され、その後、プロセッサ１０１５によって処理される。プロセッサは、また、
データ入力部分１０１６からデータを受領し、どのような最終製品を製造すべきかに関し
て、および、各タイプの最終製品をどれくらいの数だけ製造すべきかに関して、システム
の必要とされた出力を送出する。プロセッサ１０１５は、データ収集ユニット１０１４か
らの情報とデータ入力部分１０１６からの情報との組合せに基づいて、処理対象をなす個
々の屠殺体の一部の各々に関してどの処理ステップを行うかを決定する。
【０５８１】
　この情報は、その後、システム制御デバイス１０６７に対して伝達される。システム制
御デバイス１０６７は、割当制御デバイス１０６０を備えている。割当制御デバイス１０
６０は、それの入力ユニット１０６５内において、個々の屠殺体の一部の各々の処理に関
しての指示を受領する。割当制御デバイス１０６０の出力ユニット１０６６は、図３５の
例においては、カム１０６１，１０６２に対して連結されている。カム１０６１，１０６
２は、オーバーヘッドコンベヤのトラック１０５１に沿った様々な場所に配置されている
。
【０５８２】
　図３５の実施形態においては、すべてのキャリアには、向き制御アーム１０５２，１０
５３が設けられている。さらに、すべてのキャリアは、これらキャリアが連結されている
トロリーに対して、鉛直方向軸線１０５４まわりに回転可能とされている。
【０５８３】
　すべてのカム１０６１，１０６２は、トラックの近傍の位置と、トラックから離間した
位置と、の間にわたって、移動可能とされている。図３５においては、それぞれの位置は
、実線および破線によって示されている。カム１０６１，１０６２がトラックの近傍の位
置とされたときには、カム１０６１，１０６２は、キャリアが通過するアーム１０５２，
１０５３の一方に対して係合する。その係合が起こった際には、カムは、トロリーがキャ
リアを移動させている際に、アームを停止させる。これにより、軸線１０５４まわりにキ
ャリアが回転駆動される。この回転により、キャリアは、屠殺体の一部を、処理ステーシ
ョンのツールが届く位置または届かない位置のいずれかに、保持する。
【０５８４】
　図３５の例においては、屠殺体の一部１００２は、第１処理ステーション１０２０によ
って処理されなければならない。キャリアは、円形ナイフ１０２１が屠殺体の一部１００
２に対して係合し得るような位置とされる。
【０５８５】
　これに対し、屠殺体の一部１００３は、第２処理ステーション１０３０によって処理さ
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れるべきではない。したがって、第２処理ステーション１０３０のすぐ上流側に位置した
カム１０６２は、屠殺体の一部１００３を保持したキャリアが通過する直前に、トラック
の近傍の位置とされる。その結果、このカム１０６２は、屠殺体の一部１００３を保持し
たキャリアのアーム１０５３に対して係合する。これにより、屠殺体の一部１００３は、
円形ナイフ１０３１から離間する向きに回転駆動される。
【０５８６】
　屠殺体の一部１００３が、次なる処理ステーションにおいて処理されるべきである場合
には、処理ステーション１０３０のすぐ下流側のカム１０６１が、トラック１０５１の近
傍の位置に配置される。これにより、カム１０６１は、アーム１０５２に対して係合し、
キャリアを、軸線１０５４まわりに回転させる。同じく、図３５の例においては、屠殺体
の一部１００４は、離間する向きに回転駆動される。これは、ローラ１０５１によって処
理されるべきではないからである。
【０５８７】
　図３５の実施形態においては、さらに、測定デバイス１０６８が設けられている。測定
デバイス１０６８は、第２処理ステーション１０３０の下流側の位置において、通過する
屠殺体の一部の測定を行う。測定データは、システム制御デバイス１０６７に対して伝達
される。システム制御デバイス１０６７は、測定デバイス１０６８からの情報を、処理ス
テーション１０２０，１０３０の制御のための入力として、使用する。測定デバイス１０
６８は、例えば、カメラを備えることができる。カメラは、第１カットおよび第２カット
が適切な位置において行われたかどうかをチェックする。そうでなければ、ナイフ１０２
１，１０３１の位置を、測定デバイス１０６８によって提供された情報に基づいて、修正
することができる。
【０５８８】
　図３６は、本発明によるシステムの他の実施形態を示している。この実施形態において
は、オーバーヘッドコンベヤが設けられている（図示の明瞭化のために図示されていない
）。このオーバーヘッドコンベヤは、トラック１０５１を備えている。キャリア１０５０
は、搬送方向Ｔにおいて、トラック１０５１に沿って、複数のトロリー（図示の明瞭化の
ために図示されていない）によって案内される。複数のトロリーは、好ましくは、チェー
ンまたはケーブルによって、隣接するトロリーに対して連結されている。
【０５８９】
　各々のキャリアは、処理対象をなす赤身肉の屠殺体の一部を搬送する。処理は、処理ス
テーション１０２０，１０３０，１０４０によって行われる。第１処理ステーション１０
２０は、円形ナイフ１０２１を使用して第１カットを形成し得るよう構成されている。第
２処理ステーション１０３０は、円形ナイフ１０３１を使用して第２カットを形成し得る
よう構成されている。第３処理ユニット１０４０は、２つの皮剥ぎステップを行う。２つ
の皮剥ぎステップは、ローラ１０４１，１０４２のそれぞれによって行われる。
【０５９０】
　図３６のシステムは、さらに、選択デバイス１０１０を備えている。この選択デバイス
１０１０は、複数のセンサ１０１１，１０１２，１０１３を有した測定ユニットを備えて
いる。センサ１０１１，１０１２，１０１３は、システムによって処理されることとなる
屠殺体の一部の様々な特性を測定する。測定データは、データ収集ユニット１０１４によ
って収集され、その後、プロセッサ１０１５によって処理される。プロセッサは、また、
データ入力部分１０１６からデータを受領し、どのような最終製品を製造すべきかに関し
て、および、各タイプの最終製品をどれくらいの数だけ製造すべきかに関して、システム
の必要とされた出力を送出する。プロセッサ１０１５は、データ収集ユニット１０１４か
らの情報とデータ入力部分１０１６からの情報との組合せに基づいて、処理対象をなす個
々の屠殺体の一部の各々に関してどの処理ステップを行うかを決定する。
【０５９１】
　この情報は、その後、システム制御デバイス１０６７に対して伝達される。システム制
御デバイス１０６７は、割当制御デバイス１０６０を備えている。割当制御デバイス１０
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６０は、それの入力ユニット１０６５内において、個々の屠殺体の一部の各々の処理に関
しての指示を受領する。割当制御デバイス１０６０の出力ユニット１０６６は、図３６の
例においては、カム１０６１，１０６２に対して連結されている。カム１０６１，１０６
２は、オーバーヘッドコンベヤのトラック１０５１に沿った様々な場所に配置されている
。図３６の実施形態においては、処理ステーションのツールは、トラック１０５１に対し
て接近離間する方向において、移動可能とされている。処理されなければならない屠殺体
の一部が通過した場合には、ツールまたは処理ステーションは、トラックの近傍の位置に
位置することとなる。これにより、処理ステーションの１つまたは複数のツールは、処理
対象をなす屠殺体の一部に対して係合することができる。処理ステーションによって処理
してはいけない屠殺体の一部が通過した際には、処理ステーションまたはそれぞれのツー
ルは、トラックから離間した位置となる。これにより、処理ステーションのツールは、屠
殺体の一部に対して係合することがない。
【０５９２】
　図３６の例においては、屠殺体の一部１００２は、第１処理ステーション１０２０によ
って処理されなければならない。したがって、処理ステーション１０２０は、トラック１
０５１の近傍の位置とされ、これにより、円形ナイフ１０２１は、屠殺体の一部１００２
に対して係合することができる。これにより、第１カットを形成することができる。
【０５９３】
　これに対し、屠殺体の一部１００３は、第２処理ステーション１０３０によって処理さ
れるべきではない。したがって、第２処理ステーション１０３０、および、円形ナイフ１
０３１は、トラック１０５１から離間した位置へと退避される。この場合、屠殺体の一部
１００３は、円形ナイフ１０３１によってカットされることなく、処理ステーション１０
３０を通過することができる。
【０５９４】
　同様に、屠殺体の一部１００４は、第３処理ステーション１０４０の第１ローラ１０４
１によって処理されるべきではない。第３処理ステーション１０４０は、トラック１０５
１に対して固定された位置を有している。しかしながら、第３処理ステーションのローラ
１０４１，１０４２は、トラックに対する接近離間方向に対して移動可能とされている。
屠殺体の一部１００４が、第３処理ステーション１０４０の第１ローラ１０４１によって
処理されてはいけないことのために、第１ローラ１０４１は、トラック１０５１から離間
した位置へと引っ込められる。これにより、屠殺体の一部１００４は、ローラ１０４１に
よって処理されることなく、第３処理ステーション１０４０の第１ローラ１０４１を通過
することができる。
【０５９５】
　屠殺体の一部１００５は、第３処理ステーション１０４０の第２ローラ１０４２によっ
て処理されるべきである。したがって、ローラ１０４２は、トラックの近傍の位置をとる
。これにより、ローラ１０４２は、屠殺体の一部１００５に対して係合することができる
。
【０５９６】
　図示していないけれども、図３６の実施形態には、図３５の実施形態と同様に処理ステ
ーションの制御のための測定デバイスを設けることができる。
【０５９７】
　図３７は、本発明によるシステムの他の実施形態を示している。この実施形態において
は、オーバーヘッドコンベヤが設けられている（図示の明瞭化のために図示されていない
）。このオーバーヘッドコンベヤは、トラック１０５１を備えている。キャリア１０５０
は、搬送方向Ｔにおいて、トラック１０５１に沿って、複数のトロリー（図示の明瞭化の
ために図示されていない）によって案内される。複数のトロリーは、好ましくは、チェー
ンまたはケーブルによって、隣接するトロリーに対して連結されている。各々のキャリア
は、処理対象をなす赤身肉の屠殺体の一部を搬送する。処理は、処理ステーション１０２
０，１０３０，１０４０によって行われる。第１処理ステーション１０２０は、円形ナイ
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フ１０２１を使用して第１カットを形成し得るよう構成されている。第２処理ステーショ
ン１０３０は、円形ナイフ１０３１を使用して第２カットを形成し得るよう構成されてい
る。第３処理ユニット１０４０は、２つの皮剥ぎステップを行う。２つの皮剥ぎステップ
は、ローラ１０４１，１０４２のそれぞれによって行われる。
【０５９８】
　図３７のシステムは、さらに、選択デバイス１０１０を備えている。この選択デバイス
１０１０は、複数のセンサ１０１１，１０１２，１０１３を有した測定ユニットを備えて
いる。センサ１０１１，１０１２，１０１３は、システムによって処理されることとなる
屠殺体の一部の様々な特性を測定する。測定データは、データ収集ユニット１０１４によ
って収集され、その後、プロセッサ１０１５によって処理される。プロセッサは、また、
データ入力部分１０１６からデータを受領し、どのような最終製品を製造すべきかに関し
て、および、各タイプの最終製品をどれくらいの数だけ製造すべきかに関して、システム
の必要とされた出力を送出する。プロセッサ１０１５は、データ収集ユニット１０１４か
らの情報とデータ入力部分１０１６からの情報との組合せに基づいて、処理対象をなす個
々の屠殺体の一部の各々に関してどの処理ステップを行うかを決定する。
【０５９９】
　この情報は、その後、システム制御デバイス１０６７に対して伝達される。システム制
御デバイス１０６７は、割当制御デバイス１０６０を備えている。割当制御デバイス１０
６０は、それの入力ユニット１０６５内において、個々の屠殺体の一部の各々の処理に関
しての指示を受領する。割当制御デバイス１０６０の出力ユニット１０６６は、図３７の
例においては、カム１０６１，１０６２に対して連結されている。カム１０６１，１０６
２は、オーバーヘッドコンベヤのトラック１０５１に沿った様々な場所に配置されている
。
【０６００】
　図３７の実施形態においては、移動可能なガイド１０７０が設けられている。移動可能
なガイド１０７０は、通過する屠殺体の一部に対して係合することができる。ガイド１０
７０は、トラック１０５１の近傍の位置と、トラック１０５１から離間した位置と、の間
にわたって、移動可能とすることができる。ガイド１０７０がトラックの近傍の位置とさ
れたときには、ガイド１０７０は、屠殺体の一部に対して係合し、屠殺体の一部を、ガイ
ドが近傍位置とされた処理ステーションのツールの届かない位置へと、押し込む。
【０６０１】
　図３７の例においては、屠殺体の一部１００２は、第１処理ステーション１０２０によ
って処理されなければならない。したがって、ガイド１０７０は、トラック１０５１から
離間した位置とされる。これにより、円形ナイフ１０２１は、屠殺体の一部１００２に対
して係合することができる。これにより、第１カットを形成することができる。
【０６０２】
　これに対し、屠殺体の一部１００３は、第２処理ステーション１０３０によって処理さ
れるべきではない。したがって、ガイド１０７０は、トラック１０５１の近傍の位置とさ
れる。これにより、屠殺体の一部１００３は、円形ナイフ１０３１の届かないところへと
押し出される。これにより、屠殺体の一部１００３は、円形ナイフ１０３１によってカッ
トされることなく、処理ステーション１０３０を通過することができる。
【０６０３】
　同様に、屠殺体の一部１００４は、第３処理ステーション１０４０の第１ローラ１０４
１によって処理されるべきではない。したがって、ガイド１０７２は、トラック１０５１
の近傍の位置とされる。これにより、屠殺体の一部１００４は、第１ローラ１０４１の届
かないところへと押し出される。これにより、屠殺体の一部１００４は、ローラ１０４１
によって処理されることなく、第３処理ステーション１０４０の第１ローラ１０４１を通
過することができる。
【０６０４】
　屠殺体の一部１００５は、第３処理ステーション１０４０の第２ローラ１０４２によっ
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て処理されるべきである。したがって、ガイド１０７３は、トラックから離間した位置と
される。これにより、第２ローラ１０４２は、屠殺体の一部１００５に対して係合して処
理することができる。
【０６０５】
　図示していないけれども、図３７の実施形態には、図３５の実施形態と同様に処理ステ
ーションの制御のための測定デバイスを設けることができる。
【０６０６】
　図３５，３６，３７の実施形態は、処理ライン内におけるいくつかの特定の処理ステー
ションをバイパスさせ得る手法を示している。これにより、例えば豚の脚といったような
屠殺体の一部は、同じ処理ラインを通して搬送したとしても、様々に処理することができ
る。これは、肉処理システムに対してフレキシブルさ（すなわち、融通性）を追加する。
【０６０７】
　例えば図２５，３６，３７に示す態様でもって、例えば図３２～３４に示す実施形態と
いったような本発明の他の実施形態による処理システムに対して、バイパス手法を組み込
むことができる。
【０６０８】
　本発明は、以下の様々な特徴点のいずれかによるシステム、方法、および、デバイスを
含有するものである。
【０６０９】
特徴点１．
　屠殺された豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシス
テムであって、例えば豚の屠殺体の一部を処理するためのシステムであって、例えば豚の
脚部分または肩部分を処理するためのシステムであって、
　屠殺体の一部が、保持領域を備え、この保持領域が、骨と、この骨上に位置した軟組織
と、を備えている場合に、
　前記システムが、前記屠殺体の一部を搬送するための少なくとも１つのキャリアを具備
し、
　前記キャリアが、前記保持領域によって前記屠殺体の一部を保持するための保持アセン
ブリを備え、
　前記保持アセンブリが、前記軟組織の外部に対して係合し得るよう構成されていること
を特徴とするシステム。
【０６１０】
特徴点２．
　特徴点１記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記屠殺体の一部の重量を支持し得るよう構成されていること
を特徴とするシステム。
【０６１１】
特徴点３．
　特徴点１または２記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、スロット付きプレートを備え、
　前記スロットが、前記保持領域を受領し得るよう構成されていることを特徴とするシス
テム。
【０６１２】
特徴点４．
　特徴点３記載のシステムにおいて、
　前記スロットが、入口部分と、保持部分と、を有し、
　前記入口部分が、前記保持部分よりも広いことを特徴とするシステム。
【０６１３】
特徴点５．
　特徴点３または４記載のシステムにおいて、
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　突起が、前記スロット内へと突出していることを特徴とするシステム。
【０６１４】
特徴点６．
　特徴点１～５のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、複数のキャリアを具備し、
　前記システムが、さらに、コンベヤデバイスを具備し、
　前記コンベヤデバイスが、
　－トラックと；
　－前記トラックに沿って移動可能とされた複数のトロリーと、
　－可能であれば、前記トラックに沿って前記トロリーを駆動するための駆動システムと
、
を備え、
　前記キャリアの各々が、少なくとも１つのトロリーに対して連結されていることを特徴
とするシステム。
【０６１５】
特徴点７．
　特徴点６記載のシステムにおいて、
　前記キャリアが、前記１つまたは複数のトロリーに対して回転軸線まわりに回転可能と
され、例えば鉛直方向軸線まわりに回転可能とされ、
　前記キャリアが、前記回転軸線まわりに前記キャリアを回転駆動するための回転部材を
備えていることを特徴とするシステム。
【０６１６】
特徴点８．
　特徴点６または７記載のシステムにおいて、
　前記回転軸線が、鉛直方向平面内において、なおかつ、前記トラックに対して垂直に、
延在していることを特徴とするシステム。
【０６１７】
特徴点９．
　特徴点１～８のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記キャリアに対して、少なくとも１つの軸線まわりに回転可
能とされている、例えば水平方向軸線まわりに回転可能とされている、ことを特徴とする
システム。
【０６１８】
特徴点１０．
　特徴点６および９記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記１つまたは複数のトロリーに対して、水平方向軸線まわり
に回転可能とされ、
　前記回転軸線が、前記トラックに対して平行とされている、あるいは、前記トラックに
対して平行な向きとすることができる、ことを特徴とするシステム。
【０６１９】
特徴点１１．
　特徴点６～１０のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、カムトラックを具備し、
　前記カムトラックが、前記コンベヤデバイスの前記トラックに沿って配置され、
　少なくとも１つのキャリアには、カムフォロワが設けられ、
　前記カムフォロワが、前記キャリアの少なくとも一部の位置および／または向きを制御
し得るよう、前記カムトラックと協働し得るよう構成されていることを特徴とするシステ
ム。
【０６２０】
特徴点１２．
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　特徴点６～１１のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、前記トラックに沿って配置され、
　前記処理ステーションが、処理時に前記屠殺体の一部を支持するための少なくとも１つ
の製品支持ガイドを備えていることを特徴とするシステム。
【０６２１】
特徴点１３．
　特徴点１２記載のシステムにおいて、
　前記製品支持ガイドが、前記搬送システムの前記トラックに対しての前記屠殺体の一部
の向きを変更し得るよう構成されていることを特徴とするシステム。
【０６２２】
特徴点１４．
　特徴点６～１３のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つのキャリアが、肘頭保持アセンブリと、膝保持アセンブリと、好ま
しくは豚足用のスロットといったような豚足用の開口を有した保持アセンブリと、のいず
れかを備えていることを特徴とするシステム。
【０６２３】
特徴点１５．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するための方法であって、
　この方法においては、
　－豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を準備し、この場合、屠殺体の
一部を、保持領域を備えたものとし、前記保持領域を、骨と、この骨上に位置した軟組織
と、を備えたものとし、
　－前記保持領域を認識し、
　－前記保持領域によって前記屠殺体の一部を保持するための保持アセンブリを備えたキ
ャリアを準備し、
　－前記保持アセンブリを前記保持領域の軟組織に対して係合し、
　－前記屠殺体の一部を処理する、ことを特徴とする方法。
【０６２４】
特徴点１６．
　特徴点１５記載の方法において、
　さらに、
　前記キャリアによって、前記屠殺体の一部の重量を支持することを特徴とする方法。
【０６２５】
特徴点１７．
　特徴点１５または１６記載の方法において、
　さらに、案内力または配向力を、前記屠殺体の一部に対して印加し、これにより、前記
保持アセンブリに対しての前記屠殺体の一部の位置および／または向きを、軟組織の変形
によって変更することを特徴とする方法。
【０６２６】
特徴点１８．
　特徴点１７記載の方法において、
　前記案内力または前記配向力が印加された際には、前記保持領域の表面のうちの、前記
保持アセンブリが前記保持領域を係合している部分を、前記保持アセンブリに対して移動
させないことを特徴とする方法。
【０６２７】
特徴点１９．
　特徴点１５～１８のいずれか１項に記載の方法において、
　前記保持領域が、前記屠殺体の一部の参照部分とされ、
　前記保持領域を、好ましくは、肘頭と、膝と、足と、肩甲骨と、骨盤と、のいずれかと
することを特徴とする方法。
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【０６２８】
特徴点２０．
　特徴点１５～１９のいずれか１項に記載の方法において、
　さらに、
　１つまたは複数のキャリアを、コンベヤデバイスのトラックに沿って移動させることを
特徴とする方法。
【０６２９】
特徴点２１．
　特徴点２０記載の方法において、
　少なくとも１つのキャリアを、前記コンベヤデバイスの前記トラックに対して回転可能
なものとし、例えば鉛直方向軸線まわりに回転可能なものとし、
　前記キャリアを、前記トラックに対して回転させることを特徴とする方法。
【０６３０】
特徴点２２．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシステムであっ
て、
　屠殺体の一部が、第１端部と、第２端部と、前記第１端部と前記第２端部との間に位置
した参照部分と、を備え、
　前記システムが、前記屠殺体の一部を搬送するための少なくとも１つのキャリアを具備
し、
　前記キャリアが、前記参照部分によって前記屠殺体の一部を保持するための保持アセン
ブリを備え、
　前記保持アセンブリが、好ましくは、前記参照部分の形状およびサイズに適合し得るよ
う構成された形状を有していることを特徴とするシステム。
【０６３１】
特徴点２３．
　特徴点２２記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記屠殺体の一部の重量を支持し得るよう構成されていること
を特徴とするシステム。
【０６３２】
特徴点２４．
　特徴点２２または２３記載のシステムにおいて、
　前記屠殺体の一部が、屠殺された動物の肩部分を備え、特に豚の肩部分を備え、
　前記肩部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨と肘頭との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備え、
　前記屠殺体の一部の肘頭が、前記参照部分とされ、
　前記システムの前記キャリアの前記保持アセンブリが、肘頭に対して係合する肘頭保持
アセンブリとされ、好ましくは肘頭の骨構造に対して係合する肘頭保持アセンブリとされ
ていることを特徴とするシステム。
【０６３３】
特徴点２５．
　特徴点２４記載のシステムにおいて、
　前記肘頭保持アセンブリが、
　－肘頭の第１サイドに対して係合するための第１ジョーと、
　－肘頭の第２サイドに対して係合するための第２ジョーと、
　－前記第１ジョーと前記第２ジョーとを互いに対して移動させるためのアクチュエータ
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と、
を備え、
　肘頭を、前記第１ジョーと前記第２ジョーとの間にクランプし得るものとされているこ
とを特徴とするシステム。
【０６３４】
特徴点２６．
　特徴点２２または２３記載のシステムにおいて、
　前記屠殺体の一部が、屠殺された動物の大腿部分を備え、特に豚の大腿部分を備え、
　前記大腿部分が、
　－膝と、
　－前記膝に隣接した大腿骨の少なくとも一部と、
　－前記膝に隣接した頸骨および腓骨の少なくとも一部と、
　－大腿骨と頸骨と腓骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備え、
　前記屠殺体の一部の膝が、前記参照部分とされ、
　前記システムの前記保持アセンブリが、膝に対して係合する膝保持アセンブリとされて
いることを特徴とするシステム。
【０６３５】
特徴点２７．
　特徴点２６記載のシステムにおいて、
　前記膝保持アセンブリが、
　－第１ジョーであるとともに、膝に隣接して頸骨および腓骨の間において前記屠殺体の
一部を貫通するための突出ピンが設けられた第１ジョーと、
　－膝に対して係合するための第２ジョーと、
　－前記突出ピンを有した前記第１ジョーと前記第２ジョーとを互いに対して移動させる
ためのアクチュエータと、
を備えていることを特徴とするシステム。
【０６３６】
特徴点２８．
　特徴点２２～２７のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記キャリアに対して、少なくとも１つの軸線まわりに、例え
ば水平方向軸線まわりに、回転可能とされていることを特徴とするシステム。
【０６３７】
特徴点２９．
　特徴点２２～２８のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、固定された支持構造に対してあるいはコンベヤデバイスの前記
トラックに対して、複数の平面内において回転可能とされていることを特徴とするシステ
ム。
【０６３８】
特徴点３０．
　特徴点２９記載のシステムにおいて、
　内部において前記保持アセンブリが回転可能とされた少なくとも２つの平面が、互いに
垂直とされていることを特徴とするシステム。
【０６３９】
特徴点３１．
　特徴点２２～３０のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリの向きが、ロックデバイスによってロックし得るものとされている
ことを特徴とするシステム。
【０６４０】
特徴点３２．
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　特徴点２２～３１のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記キャリアが、さらに、前記保持アセンブリの向きを制御するための制御手段を備え
ていることを特徴とするシステム。
【０６４１】
特徴点３３．
　特徴点２２～３２のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、
　－少なくとも１つの処理ステーションと、
　－前記処理ステーションが前記トラックに沿って配置されている場合に、前記トラック
に沿って前記キャリアを搬送するためのコンベヤデバイスと、
を具備し、
　前記コンベヤデバイスが、少なくとも１つのトロリーを備え、
　各キャリアが、１つまたは複数のトロリーに対して連結されていることを特徴とするシ
ステム。
【０６４２】
特徴点３４．
　特徴点３３記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、
　前記キャリアが連結されている前記１つまたは複数のトロリーに対しての前記キャリア
の向きを制御するための制御手段を具備し、
　この制御手段が、前記トラックに沿って配置されていることを特徴とするシステム。
【０６４３】
特徴点３５．
　特徴点３３または３４記載のシステムにおいて、
　前記コンベヤデバイスが、オーバーヘッドコンベヤとされ、
　前記保持アセンブリが、前記キャリアが連結されている前記１つまたは複数のトロリー
の下方に配置されていることを特徴とするシステム。
【０６４４】
特徴点３６．
　特徴点３３または３４記載のシステムにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記キャリアが連結されている前記１つまたは複数のトロリー
の上方に配置されていることを特徴とするシステム。
【０６４５】
特徴点３７．
　特徴点３３～３６のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、前記キャリアが連結されている前記１つまたは複数のトロリ
ーに対して前記キャリアのロックの向きをロックするためのロック手段を具備しているこ
とを特徴とするシステム。
【０６４６】
特徴点３８．
　特徴点２２～３７のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、
　－固定された支持構造であるとともに、この固定された支持構造上に前記キャリアが配
置されている、固定された支持構造と、
　－前記固定された支持構造に関連した配置された処理ステーションと、
　－可能であれば、前記キャリアに対して屠殺体の一部を供給するための供給手段と、
を具備していることを特徴とするシステム。
【０６４７】
特徴点３９．
　特徴点３８記載のシステムにおいて、
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　前記固定された支持構造が、前記固定された支持構造に対しての、前記キャリアおよび
／または前記保持アセンブリの向きを制御するための制御手段を具備していることを特徴
とするシステム。
【０６４８】
特徴点４０．
　特徴点３８または３９記載のシステムにおいて、
　前記固定された支持構造が、前記固定された支持構造に対しての、前記キャリアおよび
／または前記保持アセンブリの向きをロックするためのロック手段を具備していることを
特徴とするシステム。
【０６４９】
特徴点４１．
　特徴点２２～４０のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、前記屠殺体の一部がさらなる処理を受けるかどうかを決定す
るための分級手段を具備していることを特徴とするシステム。
【０６５０】
特徴点４２．
　特徴点４１記載のシステムにおいて、
　前記システムが、さらに、前記屠殺体の一部に対してさらなる処理ステップを実行する
ための複数のさらなる処理ラインを具備し、
　前記複数の処理ラインが、並列して配置され、
　前記処理ラインが、搬送ステーションを備え、
　前記搬送ステーションが、前記分級手段からの入力を使用し得るよう構成され、
　前記搬送ステーションが、さらなる処理ラインへと前記屠殺体の一部を搬送し得るよう
構成され、
　前記分級手段からの情報を使用して、前記搬送ステーションを制御することを特徴とす
るシステム。
【０６５１】
特徴点４３．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するための方法であって、
　屠殺体の一部が、第１端部と、第２端部と、前記第１端部と前記第２端部との間に位置
した参照部分と、を備え、
　この方法においては、
　－屠殺体の一部を準備し、
　－前記参照部分を認識し、
　－特徴点２２に記載されたシステムを準備し、
　－前記保持アセンブリを使用して、前記参照部分によって前記屠殺体の一部を保持し、
　－前記キャリアによって前記屠殺体の一部を保持しつつ、前記屠殺体の一部を処理する
、
ことを特徴とする方法。
【０６５２】
特徴点４４．
　特徴点４３記載の方法において、
　さらに、
　前記キャリアによって、前記屠殺体の一部の重量を支持することを特徴とする方法。
【０６５３】
特徴点４５．
　特徴点４３または４４記載の方法において、
　前記屠殺体の一部が、屠殺された動物の肩部分を備え、特に豚の肩部分を備え、
　前記肩部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
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　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨と肘頭との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備え、
　前記肘頭を、前記参照部分とし、
　肘頭に対する前記保持アセンブリを、肘頭に対して係合させることを特徴とする方法。
【０６５４】
特徴点４６．
　特徴点４３または４４記載の方法において、
　前記屠殺体の一部が、屠殺された動物の大腿部分を備え、特に豚の大腿部分を備え、
　前記大腿部分が、
　－膝と、
　－前記膝に隣接した大腿骨の少なくとも一部と、
　－前記膝に隣接した頸骨および腓骨の少なくとも一部と、
　－大腿骨と頸骨と腓骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備え、
　前記膝を、前記参照部分とし、
　膝に対する前記保持アセンブリを、膝に対して係合させることを特徴とする方法。
【０６５５】
特徴点４７．
　特徴点４５記載の方法において、
　さらに、
　肘頭に対する前記保持アセンブリ内へと肘頭を導入する前に、肘頭から肉を切り離し、
この際、肘頭の骨の一部を、露出させる、あるいは少なくとも、前記屠殺体の一部の外部
からアクセス可能なものとし、
　肘頭に対する前記保持アセンブリを、少なくとも実質的に肉のない場所において肘頭に
対して係合させることを特徴とする方法。
【０６５６】
特徴点４８．
　特徴点４５記載の方法において、
　前記屠殺体の一部が、肘頭であって、軟組織によって少なくとも部分的に被覆された肘
頭骨を備えている場合に、
　前記保持アセンブリを、肘頭骨上の軟組織によって前記屠殺体の一部に対して係合させ
ることを特徴とする方法。
【０６５７】
特徴点４９．
　特徴点４５記載の方法において、
　肘頭に対して対する前記保持アセンブリを、第１ジョーと、第２ジョーと、を備えたも
のとし、
　肘頭を、前記保持アセンブリ内において、肘頭を前記第１ジョーと前記第２ジョーとの
間にクランプすることによって、保持することを特徴とする方法。
【０６５８】
特徴点５０．
　特徴点４６記載の方法において、
　さらに、
　膝に対する前記保持アセンブリ内において膝をロックする前に、膝から肉を切り離し、
この際、膝の骨の一部をあるいは膝に隣接した骨の一部を、露出させる、あるいは少なく
とも、前記屠殺体の一部の外部からアクセス可能なものとし、
　膝に対する前記保持アセンブリを、少なくとも実質的に肉のない場所において膝に対し
て係合させることを特徴とする方法。
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【０６５９】
特徴点５１．
　特徴点５０記載の方法において、
　前記屠殺体の一部が、膝であって、軟組織によって少なくとも部分的に被覆された膝を
備えている場合に、
　前記保持アセンブリを、膝上の軟組織によって前記屠殺体の一部に対して係合させるこ
とを特徴とする方法。
【０６６０】
特徴点５２．
　特徴点５０記載の方法において、
　膝に対する前記保持アセンブリを、フックを有したものとし、
　膝を、前記保持アセンブリ内において、膝に隣接したところにおいて頸骨と腓骨との間
において前記保持アセンブリの前記フックを前記屠殺体の一部を侵入させることにより、
保持することを特徴とする方法。
【０６６１】
特徴点５３．
　個々の豚の肩部分を搬送するための、屠殺された豚の肩部分用のコンベヤデバイスであ
って、
　個々の豚の肩部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　前記コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－前記トラックに沿って移動可能とされた豚の肩部分用の１つまたは複数のキャリアで
あるとともに、各キャリアが、個々の豚の肩部分を搬送し得るよう構成された、キャリア
と、
を具備し、
　各キャリアが、肩部分用の保持アセンブリを備え、
　前記保持アセンブリが、単一の豚の肩部分上に係合し得るよう構成され、これにより、
豚の肩部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、肘頭に対して係合し得るよう構成された肘頭保持アセンブリと
されていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６６２】
特徴点５４．
　特徴点５３記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記肘頭保持アセンブリが、
　－肘頭の第１サイドに対して係合するための第１ジョーと、
　－肘頭の第２サイドに対して係合するための第２ジョーと、
　－前記第１ジョーと前記第２ジョーとを互いに対して移動させるためのアクチュエータ
と、
を備え、
　前記第１ジョーと前記第２ジョーとが、前記第１ジョーと前記第２ジョーとの間に肘頭
を導入し得るものとされた開放位置と、前記第１ジョーと前記第２ジョーとの間に肘頭を
保持する閉塞位置と、の間にわたって、互いに対して移動可能とされていることを特徴と
するコンベヤデバイス。
【０６６３】
特徴点５５．
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　特徴点５４記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記第１ジョーが、２つの歯と、これら歯の間に位置したスロットと、を有し、
　前記スロットが、肘頭の一部を受領し得るよう構成され、
　前記スロットが、好ましくは、Ｖ字形状スロットとされていることを特徴とするコンベ
ヤデバイス。
【０６６４】
特徴点５６．
　特徴点５５記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記第２ジョーが、前記第１ジョーの前記スロット内へと肘頭を押し込み得るよう構成
されているとともに、前記スロット内に肘頭を保持し得るよう構成されていることを特徴
とするコンベヤデバイス。
【０６６５】
特徴点５７．
　個々の豚の肩部分のためのキャリアであって、
　個々の豚の肩部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　前記キャリアが、個々の豚の肩部分を搬送し得るよう構成されているとともに、１つの
肩保持アセンブリを備え、
　前記肩保持アセンブリが、単一の豚の肩部分上に係合し得るよう構成され、これにより
、豚の肩部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、肘頭に対して係合し得るよう構成された肘頭保持アセンブリと
されていることを特徴とするキャリア。
【０６６６】
特徴点５８．
　豚の肩部分を搬送および／または処理するための方法であって、
　特徴点５３～５７のいずれか１項に記載のデバイスおよび／またはキャリアを使用する
ことを特徴とする方法。
【０６６７】
特徴点５９．
　屠殺された豚の大腿部分のためのコンベヤデバイスであって、
　豚の大腿部分が、
　－膝と、
　－前記膝に隣接した大腿骨の少なくとも一部と、
　－前記膝に隣接した頸骨および腓骨の少なくとも一部と、
　－大腿骨と頸骨と腓骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　前記コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－前記トラックに沿って移動可能とされた豚の大腿部分用の１つまたは複数のキャリア
であるとともに、各キャリアが、個々の豚の大腿部分を搬送し得るよう構成された、キャ
リアと、
を具備し、
　各キャリアが、１つの豚の大腿部分用の保持アセンブリを備え、
　前記保持アセンブリが、単一の豚の大腿部分上に係合し得るよう構成され、これにより
、豚の大腿部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、膝保持アセンブリとされ、この膝保持アセンブリが、豚の大腿
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部分の膝に対して係合し得るよう構成されていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６６８】
特徴点６０．
　特徴点５９記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記膝保持アセンブリが、
　－第１ジョーであるとともに、膝に隣接して頸骨および腓骨の間において前記屠殺体の
一部を貫通するための突出ピンが設けられた第１ジョーと、
　－膝に対して係合するための第２ジョーと、
　－前記突出ピンを有した前記第１ジョーと前記第２ジョーとを、前記第１ジョーと前記
第２ジョーとの間に膝を導入し得るものとされた開放位置と、前記突出ピンが前記屠殺体
の一部内へと侵入した状態で前記第１ジョーと前記第２ジョーとの間に膝を保持した閉塞
位置と、の間にわたって、互いに対して移動させ得るよう構成されたアクチュエータと、
を備えていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６６９】
特徴点６１．
　個々の豚の大腿部分のためのキャリアであって、
　個々の豚の大腿部分が、
　－上腕骨の少なくとも一部と、
　－橈骨および尺骨の少なくとも一部と、
　－肘頭と、
　－上腕骨と橈骨と尺骨との上に天然に存在する肉の少なくとも一部と、
を備えている場合に、
　前記キャリアが、個々の豚の大腿部分を搬送し得るよう構成されているとともに、１つ
の肩保持アセンブリを備え、
　前記保持アセンブリが、単一の豚の大腿部分上に係合し得るよう構成され、これにより
、豚の大腿部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、肘頭に対して係合し得るよう構成された肘頭保持アセンブリと
されていることを特徴とするキャリア。
【０６７０】
特徴点６２．
　豚の大腿部分を搬送および／または処理するための方法であって、
　特徴点５９～６１のいずれか１項に記載のデバイスおよび／またはキャリアを使用する
ことを特徴とする方法。
【０６７１】
特徴点６３．
　個々の豚の脚部分を搬送するための、屠殺された豚の脚部分用のコンベヤデバイスであ
って、
　個々の豚の脚部分が、豚の脚の少なくとも一部と、豚の足と、を備えている場合に、
　前記コンベヤデバイスが、
　－トラックと、
　－前記トラックに沿って移動可能とされた豚の脚部分用の１つまたは複数のキャリアで
あるとともに、各キャリアが、個々の豚の脚部分を搬送し得るよう構成された、キャリア
と、
を具備し、
　各キャリアが、１つの豚足用の保持アセンブリを備え、
　前記保持アセンブリが、単一の豚の足上に係合し得るよう構成され、これにより、前記
キャリアから吊り下げられた状態で、豚の脚部分を保持することができ、
　前記保持アセンブリが、豚の足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を有している
ことを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７２】



(111) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

特徴点６４．
　特徴点６３記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、鉛直方向軸線まわりに回転可能とされ、
　前記キャリアには、回転機構またはインデックス機構が設けられ、
　前記回転機構またはインデックス機構が、前記鉛直方向軸線まわりにおける前記保持ア
センブリの所定の複数の角度位置を提供することを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７３】
特徴点６５．
　特徴点６３または６４記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、豚足を受領するための豚足用のスロットを備え、
　前記スロットが、端部が開口したものとされ、これにより、このスロット内へと側方か
ら豚足を導入し得るとともに、このスロットから側方に豚足を取り出し得ることを特徴と
するコンベヤデバイス。
【０６７４】
特徴点６６．
　特徴点６３～６５のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、豚足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を備え、
　この開口が、剛直な参照面を有し、
　前記保持アセンブリが、豚足の中央の中足骨を前記剛直な参照面に隣接させた状態で豚
足を受領し得るよう構成され、
　前記保持アセンブリが、豚足の側方の中足骨を前記参照面に向けて押圧し得るよう構成
されていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７５】
特徴点６７．
　特徴点６６記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記開口が、一方の端部が開口した豚足用スロットとされ、これにより、豚足を、前記
スロット内へと側方から導入し得るとともに、豚足を、前記スロットから側方へと取り出
し得るものとされ、
　前記スロットが、前記スロットの保持部分に連接する開口端部のところに、狭められた
入口部分を有し、
　前記保持部分が、参照面を有し、
　前記スロット内へと豚足を側方導入する際には、前記狭められた入口部分が、側方の中
足骨の天然の状態から、前記参照面に接近した位置へと、側方の中足骨を押圧することを
特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７６】
特徴点６８．
　特徴点６７記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、前記入口部分と、前記豚足用スロットのうちの、前記スロット
の最も狭い通路を規定する保持部分と、の間に、突起を備え、これにより、前記保持部分
内に豚足を維持し得るようになっていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７７】
特徴点６９．
　特徴点６６，６７，または，６８記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、剛直なスロット部材を備え、
　前記剛直なスロット部材が、前記豚足用スロットを形成し、
　前記剛直なスロット部材が、例えば金属プレートから形成されていることを特徴とする
コンベヤデバイス。
【０６７８】
特徴点７０．
　特徴点６５，６７，６８，または，６９記載のコンベヤデバイスにおいて、
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　前記保持アセンブリが、阻止位置と退避位置との間にわたって移動可能とされた阻止部
材を備え、
　前記阻止位置においては、前記阻止部材が、前記スロットの幅の少なくとも一部を横断
して延在しており、これにより、前記豚足用スロットからの豚足の抜け出しを阻止するこ
とができ、
　前記退避位置においては、前記スロットから豚足を取り出し得るものとされていること
を特徴とするコンベヤデバイス。
【０６７９】
特徴点７１．
　特徴点６３～７０のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、水平方向軸線まわりに回転可能とされ、好ましくは自由に回転
可能とされていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８０】
特徴点７２．
　特徴点６３～７１のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、ブラケットを備え、
　前記ブラケットが、内部に前記豚足受領スロットが形成されたスロット部材と、前記ス
ロット部材よりも高い位置に配置された頂部部材と、前記頂部部材と前記スロット部材と
の間に配置された１つまたは複数のフランジと、を有し、
　好ましくは、前記ブラケットが、前記スロット部材を支持するために、互いに離間した
２つのフランジを有していることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８１】
特徴点７３．
　特徴点７２記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記スロット部材内の前記スロットが、前記ブラケットの１つまたは複数の脚から側方
にオフセットして配置されていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８２】
特徴点７４．
　特徴点７１または７２記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記頂部部材が、水平方向の回転部材を有し、
　この水平方向の回転部材により、前記ブラケットを、水平方向軸線まわりに回転させる
ことができることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８３】
特徴点７５．
　特徴点７１記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記コンベヤデバイスが、カムトラックを具備し、
　前記カムトラックが、前記トラックに沿った位置であって前記水平方向軸線まわりに前
記保持アセンブリを回転させることが要望された位置に配置されていることを特徴とする
コンベヤデバイス。
【０６８４】
特徴点７６．
　特徴点６５，６７，６８，６８，７０，または，７１記載のコンベヤデバイスにおいて
、
　前記スロットが、メイン軸線を有し、
　前記メイン軸線が、前記水平方向の回転軸線に対して垂直な平面に対して、５～２０°
という角度とされていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８５】
特徴点７７．
　特徴点６４および７１記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記インデックス機構が、前記水平方向軸線が前記トラックに対して平行な所定位置を
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有していることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８６】
特徴点７８．
　特徴点６４記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記キャリアが、前記インデックス機構に関連したロック構成を備え、
　前記ロック構成が、所定位置に前記保持アセンブリをロックするためのロック部材を備
え、
　可能であれば、前記ロック構成が、外部の操作者によって駆動される可動ロック部材を
備えていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８７】
特徴点７９．
　特徴点６４記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記インデックス機構が、鉛直方向回転軸線を有したジュネーブ駆動ホイールボディと
、このボディの複数の角度位置のところに配置されたスロットと、を備え、
　各スロットが、前記トラックに沿って配置されたピンを内部に受領し得るよう構成され
、これにより、前記鉛直方向回転軸線まわりに前記保持アセンブリを間欠的に回転移動さ
せることができることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６８８】
特徴点８０．
　特徴点７９記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記ボディが、矩形の外形形状を有しているとともに、前記ボディの中心からオフセッ
トされた鉛直方向回転軸線を有し、
　各スロットが、前記オフセットされた鉛直方向回転軸線に対して径方向をなすメイン軸
線を有し、
　好ましくは、各スロットが、前記ボディのコーナー領域に開口を有していることを特徴
とするコンベヤデバイス。
【０６８９】
特徴点８１．
　特徴点６４記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記インデックス機構が、互いに偏心した位置関係でもって積層された２つの円形ディ
スクボディ部分を備え、
　前記ボディが、前記ディスクボディ部分のいずれの中心からもオフセットされた鉛直方
向回転軸線を備え、
　前記コンベヤデバイスが、１つまたは複数のガイド部材を具備し、
　前記１つまたは複数のガイド部材が、前記トラックに沿った位置において、前記鉛直方
向回転軸線まわりに前記保持アセンブリを回転させることが要望された位置に、配置され
、
　前記１つまたは複数のガイド部材が、前記回転をもたらし得るよう、前記ディスクボデ
ィ部分の円形周縁面に対して協働し得るように配置されていることを特徴とするコンベヤ
デバイス。
【０６９０】
特徴点８２．
　特徴点６３～８１のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　各トラックが、レールを備え、好ましくは、オーバーヘッドレールを備え、
　各キャリアが、１つまたは複数のトロリーを介して、前記レールに対して連結されてい
ることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６９１】
特徴点８３．
　特徴点８２記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記キャリアが、２つのトロリーを介して前記レールに対して連結され、



(114) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

　前記２つのトロリーが、前記トラックの方向において互いに離間しており、
　各トロリーが、好ましくは、前記キャリアの共通連結部材に対して、鉛直方向軸線まわ
りに回転可能に連結されていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６９２】
特徴点８４．
　特徴点６３～８３のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、豚足を受領し得るよう構成された豚足用スロットを備え、
　このスロットが、一方の端部において開口しており、これにより、前記スロット内へと
側方から豚足を導入し得るとともに、前記スロットから側方へと豚足を取り出し得るもの
とされ、
　前記コンベヤデバイスが、１つまたは複数の突き出しガイドを具備し、
　前記１つまたは複数の突き出しガイドが、前記トラックに沿った位置において、前記ス
ロットからの豚足の取り出しが要望された位置に、配置され、
　前記突き出しガイドが、豚の脚部分に対して接触し得るようにして配置され、好ましく
は前記スロットの下方において豚の脚部分に対して接触し得るようにして配置され、例え
ば５ｃｍ以内でもって前記スロットの下方において豚の脚部分に対して接触し得るように
して配置され、
　前記突き出しガイドが、前記突き出しガイドのところを豚の脚部分が通過した際には、
前記スロットから豚足を押し出すものとされていることを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６９３】
特徴点８５．
　特徴点６３～８４のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、水平方向軸線まわりに回転可能とされ、好ましくは回転自由と
され、
　豚の脚部分が処理を受ける処理ステーションのところにおいては、例えば１つまたは複
数のカットが脚部分において手動で行われるような手動カットプロセスを豚の脚部分が受
ける処理ステーションのところにおいては、製品支持ガイドが、前記トラックに沿って配
置され、
　前記コンベヤデバイスが、好ましくは、前記トラックに対して平行な水平方向回転軸線
を有した前記処理ステーションへと到達し得るよう構成され、
　前記製品支持ガイドが、脚部分に対して係合し、これにより、脚部分および保持アセン
ブリを、前記トラックに対して側方に傾斜した位置へと、前記水平方向回転軸線まわりに
傾斜させ、
　例えば、前記処理ステーションを、脚部分に対して手動操作を行う操作者のための１つ
または複数の立ち位置を備えたものとし、例えば脚部分に対して手動操作を行う操作者の
ための１つまたは複数のプラットホームを備えたものとすることを特徴とするコンベヤデ
バイス。
【０６９４】
特徴点８６．
　特徴点６３～８４のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　前記保持アセンブリが、水平方向軸線まわりに回転可能とされ、好ましくは回転自由と
され、
　豚の脚部分が処理を受ける処理ステーションのところにおいては、例えば１つまたは複
数のカットが脚部分において手動で行われるような手動カットプロセスを豚の脚部分が受
ける処理ステーションのところにおいては、製品支持部材が、前記処理ステーション内に
おいて前記トラックに沿って移動可能に配置され、
　各製品支持部材が、豚の脚部分と同期して移動するものとされ、
　前記コンベヤデバイスが、好ましくは、前記トラックに対して平行な水平方向回転軸線
を有した前記処理ステーションへと到達し得るよう構成され、
　前記製品支持部材が、脚部分に対して係合し得るよう構成され、これにより、脚部分お
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よび保持アセンブリを、前記トラックに対して側方に傾斜した位置へと、前記水平方向回
転軸線まわりに傾斜させ、
　例えば、前記処理ステーションを、脚部分に対して手動操作を行う操作者のための１つ
または複数の立ち位置を備えたものとし、例えば脚部分に対して手動操作を行う操作者の
ための１つまたは複数のプラットホームを備えたものとすることを特徴とするコンベヤデ
バイス。
【０６９５】
特徴点８７．
　特徴点６３～８６のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスにおいて、
　豚の脚部分が処理を受ける処理ステーションのところにおいては、例えば１つまたは複
数のカットが脚部分において手動で行われるような手動カットプロセスを豚の脚部分が受
ける処理ステーションのところにおいては、１つまたは複数の製品支持ガイドが、前記ト
ラックに沿って配置され、
　前記製品支持ガイドが、前記キャリアのガイド面に対して協働し、例えば前記キャリア
のガイドブロックのガイド面に対して協働し、さらに、鉛直方向軸線まわりにおける前記
キャリアの無用の回転を防止しおよび／または前記キャリアの無用の側方移動を防止する
ことを特徴とするコンベヤデバイス。
【０６９６】
特徴点８８．
　屠殺された豚の脚部分のためのコンベヤシステムであって、
　個々の豚の脚部分を搬送するための、屠殺された豚の脚部分用の第１および第２コンベ
ヤデバイスを具備し、
　個々の豚の脚部分が、豚の脚の少なくとも一部と、豚足と、を備えている場合に、
　前記第１および第２コンベヤデバイスの各々が、好ましくは、特徴点６３～８７のいず
れか１項に記載されたシステムとされ、
　前記第１および第２コンベヤデバイスの各々が、
　－トラックと、
　－前記トラックに沿って移動可能とされた豚の脚部分用の１つまたは複数のキャリアで
あるとともに、各キャリアが、個々の豚の脚部分を搬送し得るよう構成された、キャリア
と、
を具備し、
　各キャリアが、単一の豚足に対して係合し得るよう構成された１つの豚足用の保持アセ
ンブリを備え、これにより、前記キャリアから吊り下げられた状態で豚の脚部分を保持し
得るものとされ、
　前記保持アセンブリが、豚足を受領し得るよう構成された豚足用の開口を備え、
　前記保持アセンブリが、豚足を受領し得るよう構成されたスロットを備え、前記スロッ
トが、一方の端部が開口したものとされ、これにより、豚足を、前記スロット内へと側方
から導入し得るとともに、豚足を、前記スロットから側方へと取り出し得るものとされ、
　前記システムが、前記第１コンベヤから前記第２コンベヤへと直接的に豚の脚部分が搬
送される搬送ステーションを具備し、
　前記コンベヤデバイスが、前記搬送ステーションにおいて前記第１コンベヤおよび前記
第２コンベヤのキャリアの移動が同期しているように、具現され、これにより、前記第１
コンベヤデバイスのキャリアの前記脚保持アセンブリから初期的には吊り下げられた脚部
分が、前記第２コンベヤデバイスのキャリアの前記脚保持アセンブリのスロット内へと搬
送され、その際、前記搬送ステーションにおいては、脚部分が、前記脚保持アセンブリの
少なくとも一方によって吊り下げられたままとされることを特徴とするシステム。
【０６９７】
特徴点８９．
　特徴点８８記載のシステムにおいて、
　前記搬送ステーションが、前記第１コンベヤデバイスの前記トラックに沿って配置され
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た１つまたは複数の突き出しガイドを備え、
　前記突き出しガイドが、豚の脚部分に対して接触し得るようにして配置され、好ましく
は前記スロットの下方において豚の脚部分に対して接触し得るようにして配置され、例え
ば５ｃｍ以内でもって前記スロットの下方において豚の脚部分に対して接触し得るように
して配置され、
　前記突き出しガイドが、前記突き出しガイドのところを豚の脚部分が通過した際には、
前記スロットから豚足を押し出して前記第２コンベヤデバイスのキャリアの前記スロット
内へと豚足を押し込むものとされていることを特徴とするシステム。
【０６９８】
特徴点９０．
　特徴点８８または８９記載のシステムにおいて、
　前記搬送ステーションにおいては、前記第１および第２コンベヤの脚保持アセンブリの
それぞれの経路が、互いに異なる高さ位置とされ、
　前記脚保持アセンブリどうしが、平面視において、互いにオーバーラップした位置関係
とされることを特徴とするシステム。
【０６９９】
特徴点９１．
　特徴点９０記載のシステムにおいて、
　前記第１および第２コンベヤデバイスの脚保持アセンブリの各々が、ブラケットを備え
、
　前記ブラケットが、内部に前記豚足受領スロットが形成されたスロット部材と、前記ス
ロット部材よりも高い位置に配置された頂部部材と、前記頂部部材と前記スロット部材と
の間に配置された１つまたは複数のフランジと、を有し、
　前記スロット部材の前記スロットが、前記ブラケットの１つまたは複数の脚から側方に
オフセットして配置されていることを特徴とするシステム。
【０７００】
特徴点９２．
　個々の豚の脚部分を搬送するための方法であって、
　豚の脚部分の各々が、豚の脚の少なくとも一部と、豚足と、を備えている場合に、
　特徴点６３～９１のいずれか１項に記載のコンベヤデバイスまたはコンベヤシステムを
使用することを特徴とする方法。
【０７０１】
特徴点９３．
　特徴点９２記載の方法において、
　同じコンベヤデバイスを使用して、豚の脚部分の前方部分と背後部分とを搬送すること
を特徴とする方法。
【０７０２】
特徴点９４．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシステムであっ
て、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　前記システムが、搬送システムを具備し、
　前記搬送システムが、
　－オーバーヘッドコンベヤであるとともに、トラックと複数のトロリーとを備え、前記
トロリーが前記トラックに沿って移動可能とされた、オーバーヘッドコンベヤと、
　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各々のキャリアが前
記トロリーに対して連結された、キャリアと、
　－複数の処理ステーションであるとともに、前記トラックに沿って配置され、各々の処
理ステーションが屠殺体の一部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得る
よう構成された、複数の処理ステーションと、
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　－屠殺体の一部に対してどのような処理ステップを実行するかを決定するための選択デ
バイスと、
を備え、
　前記選択デバイスが、
　－処理対象をなす屠殺体の一部の少なくとも２つの特性を決定するための測定ユニット
と、
　－前記システムの所望の出力に関するデータに関し、前記測定ユニットから測定データ
を受領するためのデータ収集ユニットと、
　－前記データ収集ユニットによって収集されたデータを処理するためのプロセッサであ
り、これにより、個々の屠殺体の一部に関し、屠殺体の一部に対してどのような処理ステ
ップを実行するためのプロセッサと、
　－割当制御デバイスを有したシステム制御デバイスと、
を備え、
　前記割当制御デバイスが、
　－屠殺体の一部に対してどのような処理ステップを実行するかに関して前記選択デバイ
スからの情報を受領するための入力ユニットと、
　－各屠殺体の一部に対して割り当てられた処理ステップを行い得るよう、前記搬送シス
テムおよび／または前記処理ステーションを制御するための出力ユニットと、
を備え、
　前記割当制御デバイスの前記出力ユニットが、屠殺体の一部が受けるべきでない処理を
行う処理ステーションをバイパスさせ得るように構成されていることを特徴とするシステ
ム。
【０７０３】
特徴点９５．
　特徴点９４記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの前記処理ステーションが、前記システム制御デバイスによって制御さ
れる処理ステーション制御ユニットを備え、
　前記システム制御デバイスが、さらに、プロセス測定デバイスを備え、
　前記プロセス測定デバイスが、前記処理ステーションの上流側および／または下流側に
おいて１つまたは複数のパラメータを測定し得るよう構成され、
　測定結果が、前記処理ステーションによって実行される前記プロセスステップを制御す
るに際して、前記処理ステーション制御ユニットによって使用されることを特徴とするシ
ステム。
【０７０４】
特徴点９６．
　特徴点９５記載のシステムにおいて、
　前記プロセス測定デバイスが、前記処理ステーションによって処理された屠殺体の一部
に関して測定を行い得るよう構成されていることを特徴とするシステム。
【０７０５】
特徴点９７．
　特徴点９４～９６のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、１つまたは複数のプロセスステップを実行する
ツールを備え、
　そのツールが、活性位置と、不活性位置と、を備え、
　前記活性位置においては、前記ツールが、処理対象をなす屠殺体の一部に対して係合し
、
　前記不活性位置においては、前記ツールによって処理されない屠殺体の一部が、前記ツ
ールをバイパスすることができることを特徴とするシステム。
【０７０６】
特徴点９８．
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　特徴点９４～９７のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、活性位置と不活性位置との間にわたって、前記
搬送システムの前記トラックに対して移動可能とされ、
　前記活性位置においては、前記ツールが、処理対象をなす屠殺体の一部に対して係合し
、
　前記不活性位置においては、前記ツールによって処理されない屠殺体の一部が、前記ツ
ールをバイパスすることができ、
　前記割当制御ユニットが、前記処理ステーションの位置を制御することを特徴とするシ
ステム。
【０７０７】
特徴点９９．
　特徴点９４～９８のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つのキャリアが、前記搬送システムの前記トラックに対して移動可能とさ
れ、
　前記キャリアが、前記トラックに対しての活性位置および／または活性向きと、前記ト
ラックに対しての不活性位置および／または不活性向きと、を備え、
　前記活性位置および／または活性向きにおいては、前記キャリアが、このキャリアが保
持している屠殺体の一部を処理ステーションのツールに対して係合させ、これにより、前
記屠殺体の一部を前記処理ステーションによって処理することができ、
　前記不活性位置および／または不活性向きにおいては、前記キャリアが保持している屠
殺体の一部が前記ツールをバイパスすることができ、
　前記割当制御ユニットが、前記キャリアの位置および／または向きを制御することを特
徴とするシステム。
【０７０８】
特徴点１００．
　特徴点９４～９９のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記搬送システムが、一次的オーバーヘッドコンベヤを備え、
　この一次的オーバーヘッドコンベヤが、
　－トラックと、
　－このトラックに沿って移動可能とされた複数のトロリーと、
　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各キャリアがトロリ
ーに対して連結された、複数のキャリアと、
を備え、
　前記システムが、さらに、
　－複数の一次的処理ステーションであるとともに、前記一次的オーバーヘッドコンベヤ
の前記トラックに沿って配置され、複数の一次的処理ステーションの各々が、屠殺体の一
部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得るよう構成された、複数の一次
的処理ステーションと、
　－二次的オーバーヘッドコンベヤと、
を具備し、
　前記二次的オーバーヘッドコンベヤが、
　－トラックと、
　－このトラックに沿って移動可能とされた複数のトロリーと、
　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各キャリアがトロリ
ーに対して連結された、複数のキャリアと、
　－複数の二次的処理ステーションであるとともに、前記二次的オーバーヘッドコンベヤ
の前記トラックに沿って配置され、複数の二次的処理ステーションの各々が、屠殺体の一
部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得るよう構成された、複数の二次
的処理ステーションと、
　－三次的オーバーヘッドコンベヤと、
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を備え、
　前記三次的オーバーヘッドコンベヤが、
　－トラックと、
　－このトラックに沿って移動可能とされた複数のトロリーと、
　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各キャリアがトロリ
ーに対して連結された、複数のキャリアと、
　－複数の三次的処理ステーションであるとともに、前記三次的オーバーヘッドコンベヤ
の前記トラックに沿って配置され、複数の三次的処理ステーションの各々が、屠殺体の一
部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得るよう構成された、複数の三次
的処理ステーションと、
　－前記一次的オーバーヘッドコンベヤのキャリアから屠殺体の一部を採取して、その屠
殺体の一部を、前記二次的オーバーヘッドコンベヤまたは前記三次的オーバーヘッドコン
ベヤのいずれかへと配置するための、リハンガーと、
を備え、
　前記割当制御システムが、前記屠殺体の一部を前記二次的オーバーヘッドコンベヤまた
は前記三次的オーバーヘッドコンベヤのキャリア内に配置するかどうかを決定することを
特徴とするシステム。
【０７０９】
特徴点１０１．
　特徴点９４～１００のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、カルーセルを備えていることを特徴とするシス
テム。
【０７１０】
特徴点１０２．
　特徴点９４～１０１のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　少なくとも１つの処理ステーションが、単一のフレーム内に配置された複数のカルーセ
ルを備えていることを特徴とするシステム。
【０７１１】
特徴点１０３．
　特徴点９４～１０２のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記キャリアが、特徴点９４～１０２のいずれか１項に基づくキャリアとされているこ
とを特徴とするシステム。
【０７１２】
特徴点１０４．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するための方法であって、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　この方法においては、
　－オーバーヘッドコンベヤとされた搬送システムのキャリア内に屠殺体の一部を配置し
、この場合、前記キャリアを、前記オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って移動可能
とされた１つまたは複数のトロリーに対して連結し、
　－前記屠殺体の一部の少なくとも２つの特性を測定し、
　－得られるべき最終製品の所望量およびタイプを決定し、
　－前記屠殺体の一部に関して測定された前記特性に基づいて、および、得られるべき最
終製品の所望量およびタイプに基づいて、前記屠殺体の一部を処理するための最も有利な
手法を決定し、その後、前記屠殺体の一部を処理するためのその最も有利な手法のための
シーケンスのために行うべきプロセスステップを決定し、
　－前記屠殺体の一部を処理するための最も有利な手法として決定された少なくとも１つ
のプロセスステップを行い得る複数の処理ステーションに沿って、屠殺体の一部を駆動す
るための経路を決定し、
　－前記オーバーヘッドコンベヤによって前記経路に沿って屠殺体の一部を駆動し、
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　－前記経路に沿って位置する処理ステーションのうち、前記屠殺体の一部を処理するた
めの最も有利な手法には該当しない１つまたは複数のプロセスステップを行うすべての処
理ステーションを、バイパスさせる、ことを特徴とする方法。
【０７１３】
特徴点１０５．
　特徴点１０４記載の方法において、
　前記複数の処理ステーションの各々が、１つまたは複数のプロセスステップを行うため
の１つまたは複数のツールを備え、
　前記バイパスさせるに際しては、屠殺体の一部を、前記屠殺体の一部を処理するための
最も有利な手法には該当しないプロセスステップを行う処理ステーションの各ツールに対
して届かない位置へと、駆動することを特徴とする方法。
【０７１４】
特徴点１０６．
　特徴点１０４または１０５記載の方法において、
　前記複数の処理ステーションの各々が、１つまたは複数のプロセスステップを行うため
の１つまたは複数のツールを備え、
　前記バイパスさせるに際しては、前記屠殺体の一部を処理するための最も有利な手法に
は該当しないプロセスステップを行う処理ステーションの各ツールを、屠殺体の一部に対
して届かない位置へと、駆動することを特徴とする方法。
【０７１５】
特徴点１０７．
　特徴点１０４～１０６のいずれか１項に記載の方法において、
　前記複数の処理ステーションの各々が、１つまたは複数のプロセスステップを行うため
の１つまたは複数のツールを備え、
　前記バイパスさせるに際しては、前記屠殺体の一部を処理するための最も有利な手法に
は該当しないプロセスステップを行う処理ステーションを、屠殺体の一部に対して届かな
い位置へと、駆動することを特徴とする方法。
【０７１６】
特徴点１０８．
　特徴点１０４～１０７のいずれか１項に記載の方法において、
　さらに、
　－前記複数の処理ステーションに沿った経路に沿っての測定箇所において、屠殺体の一
部に関しての測定および／または解析を行い、
　－前記測定箇所の上流側または下流側の少なくとも１つの処理ステーションにおける制
御に関して、前記測定および／または前記解析の結果を、使用することを特徴とする方法
。
【０７１７】
特徴点１０９．
　特徴点１０４～１０８のいずれか１項に記載の方法において、
　前記システム内において使用するキャリアを、特徴点１～１０８のいずれか１項に記載
されたキャリアとすることを特徴とする方法。
【０７１８】
特徴点１１０．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するためのシステムであっ
て、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　前記システムが、
　－一次的搬送システムであるとともに、
　　－オーバーヘッドコンベヤであるとともに、トラックと複数のトロリーとを備え、前
記トロリーが前記トラックに沿って移動可能とされた、オーバーヘッドコンベヤと、
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　　－屠殺体の一部を保持するための複数のキャリアであるとともに、各々のキャリアが
前記トロリーに対して連結された、キャリアと、
を備えた一次的搬送システムと、
　－複数の処理ステーションであるとともに、前記トラックに沿って配置され、各々の処
理ステーションが屠殺体の一部に対して１つまたは複数のプロセスステップを実行し得る
よう構成され、前記少なくとも１つの処理ステーションにおいては、屠殺体の一部から部
分を切り離すというステップを行うものとされた、複数の処理ステーションと、
　－前記処理ステーションに隣接して配置された二次的搬送システムであるとともに、前
記屠殺体の一部から切り離された部分を受領し得るよう構成された二次的搬送システムと
、
を具備していることを特徴とするシステム。
【０７１９】
特徴点１１１．
　特徴点１１０記載のシステムにおいて、
　前記二次的搬送システムが、オーバーヘッドコンベヤと、ベルトコンベヤと、ホイール
付き容器と、のうちの少なくとも１つを備えていることを特徴とするシステム。
【０７２０】
特徴点１１２．
　特徴点１１０または１１１記載のシステムにおいて、
　複数の二次的コンベヤを具備し、
　複数の二次的コンベヤの各々が、様々な箇所において、屠殺体の一部から切り離された
各部分を搬送し得るよう構成されていることを特徴とするシステム。
【０７２１】
特徴点１１３．
　特徴点１１０～１１２のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記二次的コンベヤが、この二次的コンベヤに関連した処理ステーションから落下して
くる切り離された部分を受領し得るように配置されていることを特徴とするシステム。
【０７２２】
特徴点１１４．
　特徴点１１０～１１３のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記二次的コンベヤが、前記切り離された部分を受領するための移動可能な表面を備え
ていることを特徴とするシステム。
【０７２３】
特徴点１１５．
　特徴点１１４記載のシステムにおいて、
　前記二次的コンベヤの前記移動可能な表面が、前記切り離された部分どうしが互いに重
なり合うことがなく前記切り離された部分が前記移動可能な表面上にわたって分散される
ような速度でもって、移動し得るよう構成されていることを特徴とするシステム。
【０７２４】
特徴点１１６．
　特徴点１１０～１１５のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの処理ステーションが、カルーセルを備えていることを特徴とする
システム。
【０７２５】
特徴点１１７．
　特徴点１１０～１１６のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの処理ステーションが、単一のフレーム内に配置された複数のカル
ーセルを備えていることを特徴とするシステム。
【０７２６】
特徴点１１８．



(122) JP 2016-154556 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

　特徴点１１０～１１７のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記キャリアが、特徴点１～１１７のいずれか１項に記載されたキャリアとされている
ことを特徴とするシステム。
【０７２７】
特徴点１１９．
　特徴点１１０～１１８のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの処理ステーションが、システム制御デバイスによって制御される
処理ステーション制御ユニットを備え、
　前記システム制御デバイスが、さらに、プロセス測定デバイスを備え、
　このプロセス測定デバイスが、前記処理ステーションの上流側および／または下流側に
おいて１つまたは複数のプロセスパラメータを測定し得るよう構成され、
　その測定結果が、前記処理ステーションでのプロセスステップを制御するに際して、前
記処理ステーション制御ユニットによって、使用されることを特徴とするシステム。
【０７２８】
特徴点１２０．
　豚や牛や羊や山羊といったような動物の屠殺体の一部を処理するための方法であって、
　前記処理においては、複数のプロセスステップを行うものとされ、
　この方法においては、
　－オーバーヘッドコンベヤとされた搬送システムのキャリア内に屠殺体の一部を配置し
、この場合、前記キャリアを、前記オーバーヘッドコンベヤのトラックに沿って移動可能
とされた１つまたは複数のトロリーに対して連結し、
　－処理ステーションに対して前記屠殺体の一部を搬送し、
　－前記処理ステーションにおいては、前記屠殺体の一部から部分を切り離し、
　－前記切り離された部分を、前記処理ステーションに対して隣接して配置された二次的
コンベヤ内へとまたは前記処理ステーションに対して隣接して配置された二次的コンベヤ
上へと配置し、
　－前記屠殺体の一部の残部を、前記オーバーヘッドコンベヤを使用して、前記処理ステ
ーションから離間させる向きに搬送し、
　－前記切り離された部分を、前記二次的コンベヤを使用して、前記処理ステーションか
ら離間させる向きに搬送する、
ことを特徴とする方法。
【０７２９】
特徴点１２１．
　特徴点１２０記載の方法において、
　前記切り離された部分を、前記処理ステーションから前記二次的コンベヤへと、重力に
よって移動させることを特徴とする方法。
【０７３０】
特徴点１２２．
　特徴点１２０または１２１記載の方法において、
　前記二次的コンベヤ上におけるすべての前記切り離された部分を、前記二次的コンベヤ
に対して、同じ向きを有したものとすることを特徴とする方法。
【０７３１】
特徴点１２３．
　特徴点１２２記載の方法において、
　前記二次的コンベヤから前記切り離された部分を取り出すに際しては、その特定の向き
を利用することを特徴とする方法。
【０７３２】
特徴点１２４．
　特徴点１２０～１２３のいずれか１項に記載の方法において、
　前記システム内において使用するキャリアを、特徴点１～１２３のいずれか１項に記載
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【０７３３】
特徴点１２５．
　特徴点１２０～１２４のいずれか１項に記載の方法において、
　さらに、
　－前記複数の処理ステーションに沿った経路に沿っての測定箇所において、屠殺体の一
部に関しての測定および／または解析を行い、
　－前記測定箇所の上流側または下流側の少なくとも１つの処理ステーションにおける制
御に関して、前記測定および／または前記解析の結果を、使用することを特徴とする方法
。
【符号の説明】
【０７３４】
　３０　肘頭保持アセンブリ
　３１　第１ジョー
　３２　第２ジョー
　３３　アクチュエータ
　３８　スロット
　４０　連結部分
　５０　キャリア
１３５　駆動ロッド
１３６　アーム
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