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(57)【要約】
【課題】作動油の供給不足時に油圧アクチュエータの作
動速度が大きく低下しないようにする油圧アクチュエー
タ速度制御装置を提供する。
【解決手段】各油圧アクチュエータに対する速度コマン
ドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて各コントロールバルブの
開度をそれぞれ制御する油圧アクチュエータ速度制御装
置であって、各油圧アクチュエータの作動が略停止する
油圧アクチュエータ作動停止時を検出し（ステップ６、
９、１２参照）、その作動が略停止した油圧アクチュエ
ータに対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を小さく補
正し（ステップ７、１０、１３参照）、流量分配率Ｑｒ
（＝供給可能流量Ｑａ／必要流量Ｑｂ）に基づいて各油
圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７
、Ｃ８、Ｃ９を補正する（ステップ１８）。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧ポンプから吐出される作動油を複数の油圧アクチュエータにそれぞれ分配する各コ
ントロールバルブを備え、
　各油圧アクチュエータに対する速度コマンドに基づいて各コントロールバルブの開度を
それぞれ制御する油圧アクチュエータ速度制御装置であって、
　前記各油圧アクチュエータの作動が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を検出す
る油圧アクチュエータ作動停止時検出手段と、
　その作動が略停止した前記油圧アクチュエータに対する速度コマンドを小さく補正する
油圧アクチュエータ作動停止時速度コマンド補正手段と、
　前記油圧ポンプの供給可能流量Ｑａを計算する供給可能流量計算手段と、
　前記各油圧アクチュエータに対する速度コマンドに基づいて前記各油圧アクチュエータ
に対する必要流量Ｑｂを計算する必要流量計算手段と、
　前記供給可能流量Ｑａと前記必要流量Ｑｂに基づいて流量分配率Ｑｒを計算する流量分
配率計算手段と、
　前記流量分配率Ｑｒに基づいて前記各油圧アクチュエータに対する速度コマンドを補正
する供給流量不足時速度コマンド補正手段とを備えたことを特徴とする油圧アクチュエー
タ速度制御装置。
【請求項２】
　前記油圧アクチュエータ作動停止時速度コマンド補正手段は、その伸縮作動が略停止し
た前記油圧アクチュエータに対する速度コマンドを０より大きい微少な値にすることを特
徴とする請求項１に記載の油圧アクチュエータ速度制御装置。
【請求項３】
　前記油圧アクチュエータ作動停止時検出手段は、前記各油圧アクチュエータに導かれる
負荷圧をそれぞれ検出する各圧力センサを備え、各圧力センサの検出信号に基づいてこの
負荷圧が所定値を超えて上昇する重負荷時を前記油圧アクチュエータ作動停止時として検
出することを特徴とする請求項１または２に記載の油圧アクチュエータ速度制御装置。
【請求項４】
　前記油圧アクチュエータ作動停止時検出手段は、各油圧アクチュエータの作動ストロー
クをそれぞれ検出するストロークセンサを備え、各ストロークセンサの検出信号に基づい
て各油圧アクチュエータが所定のストロークエンド域に達する状態を前記油圧アクチュエ
ータ作動停止時として検出する請求項１または２に記載の油圧アクチュエータ速度制御装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ポンプから吐出される作動油を複数の油圧アクチュエータに分配する油
圧アクチュエータ速度制御装置の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の油圧ショベル（建設機械）は、複数の油圧アクチュエータを作動させてブーム、
アーム、バケット等を駆動する。これに設けられる油圧アクチュエータ速度制御装置とし
て、運転者による操作レバーの操作量に応じて各油圧アクチュエータに対する速度コマン
ドを計算し、この速度コマンドに応じて各油圧アクチュエータに対する作動油の供給量を
制御するものがある。
【０００３】
　また、特許文献１には、油圧アクチュエータをストロークエンド付近まで操作させた際
に油圧アクチュエータに対する作動油の供給量を絞って衝撃を緩和させるものが開示され
ている。
【特許文献１】特開平０９－０９５９８０号公報



(3) JP 2008-267460 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来の油圧ショベル等にあっては、ブーム、アーム、バケッ
トを同時に高速作動させるような場合、油圧ポンプから各油圧アクチュエータに供給され
る作動油の流量が不足し、油圧アクチュエータの作動速度が大きく低下することがある。
【０００５】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、作動油の供給不足時に油圧アクチ
ュエータの作動速度が大きく低下しないようにする油圧アクチュエータ速度制御装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、油圧ポンプから吐出される作動油を複数の油圧アクチュエータにそれぞれ分
配する各コントロールバルブを備え、各油圧アクチュエータに対する速度コマンドに基づ
いて各コントロールバルブの開度をそれぞれ制御する油圧アクチュエータ速度制御装置で
あって、各油圧アクチュエータの作動が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を検出
する油圧アクチュエータ作動停止時検出手段と、その作動が略停止した油圧アクチュエー
タに対する速度コマンドを小さく補正する油圧アクチュエータ作動停止時速度コマンド補
正手段と、油圧ポンプの供給可能流量Ｑａを計算する供給可能流量計算手段と、各油圧ア
クチュエータに対する速度コマンドに基づいて各油圧アクチュエータに対する必要流量Ｑ
ｂを計算する必要流量計算手段と、供給可能流量Ｑａと必要流量Ｑｂに基づいて流量分配
率Ｑｒを計算する流量分配率計算手段と、流量分配率Ｑｒに基づいて各油圧アクチュエー
タに対する速度コマンドを補正する供給流量不足時速度コマンド補正手段とを備えたこと
を特徴とするものとした。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、油圧アクチュエータに重負荷がかかってその作動が略停止する場合か
、あるいは油圧アクチュエータがストロークエンドに達してその作動が略停止する場合、
その作動が略停止した油圧アクチュエータに対する作動油の供給が行われないことに対応
して必要流量Ｑｂが的確に計算される。これにより、各油圧アクチュエータのうち作動が
停止していないものの作動速度が必要以上に低く調整されることを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【０００９】
　図１に示すように、油圧ショベル（建設機械）１は、走行する走行体６と、この走行体
６の上部に旋回可能に設けられた車体（旋回体）２と、この車体２上に設けられた多間接
型フロントアタッチメント２０とを備える。このフロントアタッチメント２０はこの車体
２に対してブーム支持軸７を介して回動可能に連結されるブーム３と、このブーム３を駆
動する２本の油圧アクチュエータ７と、ブーム３の先端にアーム支持軸（図示せず）を介
して回動可能に連結されるアーム４と、このアーム４を駆動する１本の油圧アクチュエー
タ８と、アーム４の先端にバケット支持軸（図示せず）を介して回動可能に連結されるバ
ケット５と、このバケット５を駆動する１本の油圧アクチュエータ９とを備える。
【００１０】
　車体２には油圧源ユニット２１が搭載され、この油圧源ユニット２１は油圧ポンプ２２
をエンジン１７（図２参照）によって駆動される。この油圧源ユニット２１から導かれる
作動油圧によって各油圧アクチュエータ９～１０が伸縮作動することによってバケット５
、アーム４、ブーム３をそれぞれ動かして地面の掘削や土砂の搬送作業等を行う。なお、
アーム４の先端に連結されるバケット５は地面の掘削や土砂の搬送作業を行うものに限ら
ず、他の作業を行うもの（アタッチメント）でも良い。
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【００１１】
　対で設けられるブーム用油圧アクチュエータ（油圧シリンダ）７は、ブーム３を左右か
ら挟むように配置される。各ブーム用油圧アクチュエータ７は図示しないピストンに受け
る油圧によってシリンダチューブ１１に対してピストンロッド１２が移動して伸縮作動す
る。各シリンダチューブ１１の基端部が支持軸１３を介して車体２に回動可能に連結され
、各ピストンロッド１２の先端部が支持軸１４を介してブーム３に回動可能に連結される
。２本のブーム用油圧アクチュエータ７はコントロールバルブ１５を介して作動油が給排
され、この作動油圧によって互いに同期して伸縮作動し、ブーム３を駆動する
　アーム４を駆動するアーム用油圧アクチュエータ（油圧シリンダ）８は、ブーム３の背
部に配置される。アーム用油圧アクチュエータ８は図示しないピストンに受ける油圧によ
ってシリンダチューブ３１に対してピストンロッド３２が移動して伸縮作動する。シリン
ダチューブ３１の基端部が支持軸３３を介してブーム３に回動可能に連結され、ピストン
ロッド３２の先端部が支持軸３４を介してアーム４に回動可能に連結される。アーム用油
圧アクチュエータ８はコントロールバルブ３５を介して作動油が給排され、この作動油圧
によって伸縮作動し、アーム４を駆動する。
【００１２】
　バケット５を駆動するバケット用油圧アクチュエータ（油圧シリンダ）９は、アーム４
の背部に配置される。シリンダチューブ４１の基端部が支持軸４３を介してアーム４に回
動可能に連結され、ピストンロッド４２の先端部が支持軸４４を介してバケット５に回動
可能に連結される。
【００１３】
　図２に示すように、バケット用油圧アクチュエータ９のシリンダチューブ４１内にはピ
ストンロッド４２が進退自在に挿入され、このピストンロッド４２の基端部にはピストン
４６が連結される。このピストン４６はシリンダチューブ４１の内周に沿って摺動自在に
介装され、シリンダチューブ４１内に反ロッド側油室４７とロッド側油室４８とを画成す
る。この反ロッド側油室４７とロッド側油室４８にはコントロールバルブ４５を介して作
動油が給排され、バケット用油圧アクチュエータ９はこの作動油圧によって伸縮作動し、
バケット５を駆動する。
【００１４】
　図２はバケット用油圧アクチュエータ９に設けられる油圧回路を示している。コントロ
ールバルブ４５は４つの電磁弁Ｖ１～Ｖ４がブリッジ回路に介装され、コントローラ５０
からの出力によって油圧アクチュエータ９を伸縮作動させるように開閉作動する。
【００１５】
　油圧ポンプ２２の吐出側には、油圧アクチュエータ９に供給される作動油が流通する供
給通路２５が接続され、供給通路２５は２方向に枝分かれした分岐通路２６、２７に接続
され、分岐通路２６、２７は再度合流し油圧アクチュエータ９から排出される作動油が流
通する戻し通路２３に接続され、戻し通路２３は油圧ポンプ２２の吸込側に接続される。
【００１６】
　分岐通路２６、２７には、油圧アクチュエータ９の反ロッド側油室４７に供給される作
動油の流量を制御するメータイン用電磁弁Ｖ１と、ロッド側油室４８に供給される作動油
の流量を制御するメータイン用電磁弁Ｖ３とがそれぞれ並列になるように介装される。
【００１７】
　また、分岐通路２６、２７には、油圧アクチュエータ９の反ロッド側油室４７から排出
される作動油の流量を制御するメータアウト用電磁弁Ｖ２と、ロッド側油室４８から排出
される作動油の流量を制御するメータアウト用電磁弁Ｖ４とがそれぞれ並列になるように
介装される。
【００１８】
　このように、分岐通路２６には、メータイン用電磁弁Ｖ１とメータアウト用電磁弁Ｖ２
とが直列に介装され、分岐通路２７には、メータイン用電磁弁Ｖ３とメータアウト用電磁
弁Ｖ４とが直列に介装される。
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【００１９】
　分岐通路２６におけるメータイン用電磁弁Ｖ１とメータアウト用電磁弁Ｖ２との間は、
第１給排通路２８を介して反ロッド側油室４７に連通する。分岐通路２７におけるメータ
イン用電磁弁Ｖ３とメータアウト用電磁弁Ｖ４との間は、第２給排通路２９を介してロッ
ド側油室４８に連通する。
【００２０】
　メータイン用電磁弁Ｖ１、メータアウト用電磁弁Ｖ２、メータイン用電磁弁Ｖ３、メー
タアウト用電磁弁Ｖ４は、電磁式の制御弁（流量調整弁）であり、各電磁弁Ｖ１～Ｖ４は
、コントローラ５０から出力される電流によって駆動され、この電流に応じて開口面積が
調整され、各電磁弁Ｖ１～Ｖ４を通過する作動油の流量が個別に制御される。コントロー
ラ５０は第１給排通路２８と第２給排通路２９の圧力をそれぞれ検出する圧力センサ１８
、１９の信号を入力される。
【００２１】
　図１に示すブーム用コントロールバルブ１５、アーム用コントロールバルブ３５も上記
のバケット用コントロールバルブ４５と同様の構成を持ち、各コントロールバルブ１５、
３５、４５は油圧アクチュエータ７、８、９の近傍に分散して配置される。
【００２２】
　油圧ショベル１は以上のように構成されて、各コントロールバルブ１５、３５、４５か
ら各油圧アクチュエータ７、８、９に対する作動油の給排を切換えて各油圧アクチュエー
タ７、８、９を伸縮作動させ、ブーム３、アーム４、バケット５によって構成される多間
接型のフロントアタッチメント２０を駆動し、アーム４の先端に連結されるバケット５を
介して地面の掘削や土砂の搬送作業を行う。
【００２３】
　コントローラ５０は、運転者による操作レバーの操作量に応じて各油圧アクチュエータ
７、８、９に速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を計算し、この速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ
９に応じて各コントロールバルブ１５、３５、４５の開度を制御する。これにより、各油
圧アクチュエータ７、８、９が伸縮作動する速度が操作レバーの操作量に応じて調整され
る。
【００２４】
　ところで、ブーム３、アーム４、バケット５を同時に高速作動させるような場合、油圧
ポンプ２２から吐出される作動油の流量が不足することがある。
【００２５】
　これに対処して、コントローラ５０は、油圧ポンプ２２を駆動するエンジン１７の馬力
と各油圧アクチュエータ７、８、９の負荷情報とに基づいて油圧ユニット２１の各油圧ア
クチュエータ７、８、９に対する供給可能流量Ｑａを計算する一方、各油圧アクチュエー
タ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて各油圧アクチュエータ７
、８、９に対する必要流量Ｑｂを計算し、供給可能流量Ｑａを必要流量Ｑｂで除算して流
量分配率Ｑｒを求め、流量分配率Ｑｒを各油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コ
マンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に積算して速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９の指令値を補正する。
これにより、油圧ユニット２１の供給可能流量Ｑａがフロントアタッチメント２０の作動
に必要な流量Ｑｂより少ない油圧ユニット２１の供給流量不足時に、各油圧アクチュエー
タ７、８、９のうち伸縮作動が停止していないものの作動速度が一律に低くなるように調
整され、フロントアタッチメント２０の作動性が大きく損なわれないようにしている。
【００２６】
　ところで、各油圧アクチュエータ７、８、９の一つが負荷の増大に伴ってその伸縮作動
を略停止したり、各油圧アクチュエータ７、８、９の一つがストロークエンドに達してそ
の伸縮作動を略停止した場合に、伸縮作動を略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に
は作動油が供給されなくなって、油圧ユニット２１の供給流量不足が解消されているのに
もかかわらず、操作レバーの操作量に応じた速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を出力し続け
ると、必要流量Ｑｂがフロントアタッチメント２０が実際に必要する流量よりも多く計算
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されてしまい、各油圧アクチュエータ７、８、９が伸縮作動する速度が必要以上に低くな
るように調整されるという問題が生じる。
【００２７】
　これに対処して、図３に示すように、コントローラ５０は、各油圧アクチュエータ７、
８、９の伸縮作動が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を検出し、その伸縮作動が
略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を小さ
く補正する。なお、各油圧アクチュエータ７、８、９の伸縮作動が０もしくは０に近い所
定値以下の微少速度になった作動状態を油圧アクチュエータ作動停止時とする。
【００２８】
　これにより、その伸縮作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コ
マンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて計算される必要流量Ｑｂが少なくなり、供給可能流量
Ｑａを必要流量Ｑｂで除算して求められる流量分配率Ｑｒが高められ、各油圧アクチュエ
ータ７、８、９が伸縮作動する速度が必要以上に低く調整されることを回避し、フロント
アタッチメント２０の作動速度が大きく低下しないようにする。
【００２９】
　コントローラ５０は、その伸縮作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対す
る速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を０より大きい微少な値にする。
【００３０】
　これにより、各油圧アクチュエータ７、８、９が負荷の増大に伴ってその伸縮作動を略
停止する前後で、各油圧アクチュエータ７、８、９に供給される作動油圧が維持され、各
油圧アクチュエータ７、８、９の駆動力が低下することを回避できる。
【００３１】
　コントローラ５０は、各圧力センサ１８、１９の信号に基づいて、各油圧アクチュエー
タ７、８、９に供給される作動油圧（負荷圧）が所定値を超えて上昇する重負荷時を各油
圧アクチュエータ７、８、９の伸縮作動が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時とし
て検出する。
【００３２】
　図３のフローチャートは上記した制御ルーチンを示しており、コントローラ５０におい
て一定周期毎に実行される。
【００３３】
　まず、ステップ１にて、各油圧アクチュエータ７、８、９の負荷情報を読み込み、続く
ステップ２にて、予め設定されたマップに基づきこの負荷情報に応じて油圧ポンプ２２の
吐出圧を設定する。
【００３４】
　ステップ３にて、油圧ポンプ２２を駆動するエンジン１７の馬力を読み込む。
【００３５】
　ステップ４にて、油圧ポンプ２２の吐出圧とエンジン１７の馬力とに基づいて油圧ポン
プ２２の供給可能流量Ｑａを計算する。
【００３６】
　なお、ステップ１、２、３、４で行われる処理が油圧ポンプ２２の供給可能流量Ｑａを
計算する供給可能流量計算手段に相当する。
【００３７】
　ステップ５にて、運転者による操作レバーの操作量に応じてブーム用油圧アクチュエー
タ７の速度コマンドＣ７を計算する。この速度コマンドＣ７に応じてブーム用コントロー
ルバルブ１５の開度が制御されることにより、運転者が要求するブーム３の作動速度が得
られる。
【００３８】
　続くステップ６にて、ブーム用油圧アクチュエータ７の伸縮作動が略停止する油圧アク
チュエータ作動停止時か否かを判定し、この油圧アクチュエータ作動停止時であると判定
された場合、ステップ７に進んで、ブーム用油圧アクチュエータ７に対する速度コマンド
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Ｃ７を小さく補正する。一方、前記ステップ６にて油圧アクチュエータ作動停止時でない
と判定された場合、前記ブーム用油圧アクチュエータ７に対する速度コマンドＣ７の補正
をしない。
【００３９】
　また、ステップ８にて、運転者による操作レバーの操作量に応じてアーム用油圧アクチ
ュエータ８の速度コマンドＣ８を計算する。この速度コマンドＣ８に応じてアーム用コン
トロールバルブ３５の開度が制御されることにより、運転者が要求するアーム４の作動速
度が得られる。
【００４０】
　続くステップ９にて、アーム用油圧アクチュエータ８の伸縮作動が略停止する油圧アク
チュエータ作動停止時か否かを判定し、この油圧アクチュエータ作動停止時であると判定
された場合、ステップ１０に進んで、アーム用油圧アクチュエータ８に対する速度コマン
ドＣ８を小さく補正する。一方、前記ステップ９にて油圧アクチュエータ作動停止時でな
いと判定された場合、前記アーム用油圧アクチュエータ８に対する速度コマンドＣ８の補
正をしない。
【００４１】
　また、ステップ１１にて、運転者による操作レバーの操作量に応じてバケット用油圧ア
クチュエータ９の速度コマンドＣ９を計算する。この速度コマンドＣ９に応じてバケット
用コントロールバルブ４５の開度が制御されることにより、運転者が要求するバケット５
の作動速度が得られる。
【００４２】
　続くステップ１２にて、バケット用油圧アクチュエータ９の伸縮作動が略停止する油圧
アクチュエータ作動停止時か否かを判定し、この油圧アクチュエータ作動停止時であると
判定された場合、ステップ１３に進んで、バケット用油圧アクチュエータ９に対する速度
コマンドＣ９を小さく補正する。一方、前記ステップ１２にて油圧アクチュエータ作動停
止時でないと判定された場合、前記バケット用油圧アクチュエータ９に対する速度コマン
ドＣ９の補正をしない。
【００４３】
　なお、ステップ６、９、１２で行われる処理が各油圧アクチュエータ７、８、９の作動
が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を検出する油圧アクチュエータ作動停止時検
出手段に相当する。
【００４４】
　また、ステップ７、１０、１３で行われる処理が各油圧アクチュエータ７、８、９の作
動が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を検出する油圧アクチュエータ作動停止時
検出手段に相当する。
【００４５】
　ステップ１４にて、各油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８
、Ｃ９に基づいて必要流量Ｑｂを計算する。
【００４６】
　なお、ステップ１４で行われる処理が各油圧アクチュエータ７、８、９に対する必要流
量Ｑｂを計算する必要流量計算手段に相当する。
【００４７】
　ステップ１５にて、供給可能流量Ｑａと必要流量Ｑｂを比較し、供給可能流量Ｑａが必
要流量Ｑｂ以上となる供給可能時か、供給可能流量Ｑａが必要流量Ｑｂより少なくなる供
給流量不足時かを判定する。
【００４８】
　ここで、供給可能時と判定された場合はステップ１６に進んで、流量分配率Ｑｒを１と
する。
【００４９】
　一方、供給流量不足時と判定された場合はステップ１７に進んで、流量分配率ＱｒをＱ
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ｒ＝Ｑａ／Ｑｂとして計算する。このとき必要流量Ｑｂが供給可能流量Ｑａより多いため
、流量分配率Ｑｒは１より小さい値となる。
【００５０】
　その後、ステップ１８にて、流量分配率Ｑｒを各油圧アクチュエータ７、８、９に対す
る速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に積算して速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９の指令値を補
正する。
【００５１】
　なお、このステップ１８で行われる処理が流量分配率Ｑｒに基づいて各油圧アクチュエ
ータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を補正する供給流量不足時速度コ
マンド補正手段に相当する。
【００５２】
　以上のように構成されて、各油圧アクチュエータ７、８、９に重負荷がかかってその伸
縮作動が略停止する場合か、あるいは各油圧アクチュエータ７、８、９がストロークエン
ドに達してその伸縮作動が略停止する場合、この油圧アクチュエータ作動停止時を検出し
、その伸縮作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、
Ｃ８、Ｃ９を小さく補正することにより、速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて計算
される必要流量Ｑｂが油圧アクチュエータ７、８、９が実際に必要する流量よりも多くな
ることが回避され、流量分配率Ｑｒが的確に計算される。これにより、各油圧アクチュエ
ータ７、８、９のうち伸縮作動が停止していないものの作動速度が必要以上に低く調整さ
れることがなく、多間接型のフロントアタッチメント２０の作動速度が大きく低下しない
ようにする。
【００５３】
　本実施の形態では、油圧ポンプ２２から吐出される作動油を複数の油圧アクチュエータ
７、８、９にそれぞれ分配する各コントロールバルブ１５、３５、４５を備え、各油圧ア
クチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて各コントロー
ルバルブ１５、３５、４５の開度をそれぞれ制御する油圧アクチュエータ速度制御装置で
あって、各油圧アクチュエータ７、８、９の作動が略停止する油圧アクチュエータ作動停
止時を検出する油圧アクチュエータ作動停止時検出手段（ステップ６、９、１２）と、そ
の作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ
９を小さく補正する油圧アクチュエータ作動停止時速度コマンド補正手段（ステップ７、
１、１３）と、油圧ポンプ２２を駆動するエンジン１７の馬力と各油圧アクチュエータ７
、８、９の負荷情報とに基づいて油圧ポンプ２２の供給可能流量Ｑａを計算する供給可能
流量計算手段（ステップ１、２、３、４）と、各油圧アクチュエータ７、８、９に対する
速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９に基づいて各油圧アクチュエータ７、８、９に対する必要
流量Ｑｂを計算する必要流量計算手段（ステップ１４）と、供給可能流量Ｑａと必要流量
Ｑｂに基づいて流量分配率Ｑｒを計算する流量分配率計算手段（ステップ１７）と、流量
分配率Ｑｒに基づいて各油圧アクチュエータ７、８、９に対する速度コマンドＣ７、Ｃ８
、Ｃ９を補正する供給流量不足時速度コマンド補正手段（ステップ１８）とを備えたため
、各油圧アクチュエータ７、８、９に重負荷がかかってその作動が略停止する場合か、あ
るいは各油圧アクチュエータ７、８、９がストロークエンドに達してその作動が略停止す
る場合、その作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する作動油の供給が行
われないことに対応して必要流量Ｑｂが的確に計算される。これにより、各油圧アクチュ
エータ７、８、９のうち作動が停止していないものの作動速度が必要以上に低く調整され
ることを回避し、多間接型のフロントアタッチメント２０の作動速度が大きく低下しない
ようにする。
【００５４】
　本実施の形態では、その伸縮作動が略停止した油圧アクチュエータ７、８、９に対する
速度コマンドＣ７、Ｃ８、Ｃ９を０より大きい微少な値にするため、各油圧アクチュエー
タ７、８、９が負荷の増大に伴ってその作動を略停止する前後で、各油圧アクチュエータ
７、８、９に供給される作動油圧が維持され、各油圧アクチュエータ７、８、９の駆動力
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【００５５】
　本実施の形態では、各油圧アクチュエータ７、８、９に導かれる負荷圧をそれぞれ検出
する各圧力センサ１８、１９を備え、各圧力センサ１８、１９の検出信号に基づいてこの
負荷圧が所定値を超えて上昇する重負荷時を各油圧アクチュエータ７、８、９の伸縮作動
が略停止する油圧アクチュエータ作動停止時として検出するため、各油圧アクチュエータ
７、８、９の作動速度を検出するセンサ等を設ける必要がなく、構造の簡素化がはかれる
。
【００５６】
　他の実施の形態として、各油圧アクチュエータ７、８、９の作動ストロークをそれぞれ
検出するストロークセンサを備え、各ストロークセンサの検出信号に基づいて各油圧アク
チュエータ７、８、９が所定のストロークエンド域に達する状態を油圧アクチュエータ作
動停止時として検出しても良い。この場合、各油圧アクチュエータ７、８、９がストロー
クエンド域に達してその伸縮作動を略停止する油圧アクチュエータ作動停止時を的確に検
出できる。
【００５７】
　他の実施の形態として、油圧アクチュエータとして油圧シリンダに限らず、油圧モータ
を設けても良い。
【００５８】
　本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の
変更がなしうることは明白である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施の形態を示す油圧ショベルの側面図。
【図２】同じく油圧回路図。
【図３】同じく制御内容を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６０】
　　３　ブーム
　　４　アーム
　　５　バケット
　　７　バケット用油圧アクチュエータ
　　８　アーム用油圧アクチュエータ
　　９　ブーム用油圧アクチュエータ
　１５　ブーム用コントロールバルブ
　３５　アーム用コントロールバルブ
　４５　バケット用コントロールバルブ
　５０　コントローラ
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