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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、このエンジンにより駆動される油圧ポンプと、この油圧ポンプからの吐出
油により作動される油圧アクチュエータと、エンジンと組み合わされる電動機と、エンジ
ンにより駆動される発電機と、この発電機による発電電力を充電するバッテリを備えるハ
イブリッド式建設機械において、
　操作レバーまたは操作パネルにパワーアップ用スイッチが設けられるとともに、このパ
ワーアップ用スイッチからの信号が入力されるコントローラが設けられ、
　前記パワーアップ用スイッチの操作時に、前記コントローラは、前記油圧ポンプの吸収
トルクとエンジンの定格出力点トルクとを比較し、
　前記吸収トルクがその定格出力点トルクよりも低いと判断したとき、エンジンの回転数
を一定に制御するとともに、その定格出力点トルク近傍まで助勢するトルクを出力するよ
うに前記電動機の出力トルクを制御し、
　前記吸収トルクがその定格出力点トルクを含むその近傍であると判断したとき、エンジ
ンの回転数を一定に制御するとともに、その定格出力点トルクを超えて助勢するトルクを
出力するように前記電動機の出力トルクを制御する
ことを特徴とするハイブリッド式建設機械。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、パワーアップ機能を備えたハイブリッド式建設機械に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パワーアップ機能を備えた建設機械として、例えば本出願人の先願に係る特開平５
－２１４７４６号公報にて提案された油圧式掘削機がある。この油圧式掘削機は、エンジ
ンにより駆動される可変容量型の油圧ポンプと、作動油流れを制御する操作弁と、作業機
等を駆動する油圧アクチュエータを備え、操作弁の切換操作にて油圧ポンプから吐出され
る圧油を油圧アクチュエータに給配し作業機等を作動させるように構成されている。この
油圧式掘削機には、油圧ポンプの最高圧を２段階で規定する２段リリーフ弁や、この２段
リリーフ弁の下位の設定圧におけるリリーフ動作の前に油圧ポンプの吐出圧の最高値を規
定するカットオフ弁、油圧ポンプの容量制御装置、油圧ポンプの吸収トルクを制御する吸
収トルク可変弁、パワーアップ用スイッチなどが設けられている。
【０００３】
そして、前記パワーアップ用スイッチを操作することにより、制御圧源の制御圧を２段リ
リーフ弁の圧力設定用ばねカセットシリンダに供給してその２段リリーフ弁の上位のリリ
ーフ圧に設定し、かつ同制御圧をカットオフ弁の圧力設定用ばねカセットシリンダに供給
してカットオフ機能（油圧ポンプの吐出圧がリリーフ圧近くになると油圧ポンプの吐出量
を減少させてリリーフロスを低減させる機能）を停止させ、更に吸収トルク可変弁用コン
トローラを介して吸収トルク可変弁に吸収トルク増加信号および／またはガバナ駆動装置
用コントローラを介してガバナ駆動装置にエンジン出力増加信号を出力することにより、
油圧ポンプの吸収トルクおよび／またはエンジン出力を増加させることができるようにさ
れている。この油圧式掘削機によれば、パワーアップ用スイッチのワンタッチ操作で、作
業機の全速域における作業力を増加させることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記油圧式掘削機では、油圧ポンプの吸収トルクを増加させる一手段とし
て２段リリーフ弁が採用されているため、パワーアップ用スイッチの操作時にリリーフロ
スが増加するという問題点がある。またエンジン出力の増加により油圧ポンプの吸収馬力
は増加するものの、これはエンジンの隠し馬力を顕在化させたに過ぎず、エンジンのフル
馬力以上の作業力アップは不可能であるという問題点がある。また、エンジン出力を高め
るためにエンジン回転数が増加されるため、騒音が大きくなるという問題点もある。
【０００５】
本発明は、このような問題点を解消するためになされたもので、エンジンの出力エネルギ
を有効に活用することができ、また騒音レベルを維持しつつ作業スピードを向上させるこ
とができるとともに、エンジン性能以上の作業力を得ることができるハイブリッド式建設
機械を提供することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段および作用・効果】
　前記目的を達成するために、本発明によるハイブリッド式建設機械は、
　エンジンと、このエンジンにより駆動される油圧ポンプと、この油圧ポンプからの吐出
油により作動される油圧アクチュエータと、エンジンと組み合わされる電動機と、エンジ
ンにより駆動される発電機と、この発電機による発電電力を充電するバッテリを備えるハ
イブリッド式建設機械において、
　操作レバーまたは操作パネルにパワーアップ用スイッチが設けられるとともに、このパ
ワーアップ用スイッチからの信号が入力されるコントローラが設けられ、
　前記パワーアップ用スイッチの操作時に、前記コントローラは、前記油圧ポンプの吸収
トルクとエンジンの定格出力点トルクとを比較し、
　前記吸収トルクがその定格出力点トルクよりも低いと判断したとき、エンジンの回転数
を一定に制御するとともに、その定格出力点トルク近傍まで助勢するトルクを出力するよ
うに前記電動機の出力トルクを制御し、
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　前記吸収トルクがその定格出力点トルクを含むその近傍であると判断したとき、エンジ
ンの回転数を一定に制御するとともに、その定格出力点トルクを超えて助勢するトルクを
出力するように前記電動機の出力トルクを制御する
ことを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明においては、油圧アクチュエータにおける作業負荷が小さく、油圧ポンプの吸収
トルク（油圧アクチュエータを駆動するために油圧ポンプがエンジンに要求するトルク）
がエンジンの出力トルクよりも小さいときに、エンジンの余裕出力トルクによる発電機の
駆動によって電力が発生され、この発生電力がバッテリに蓄電される。したがって、エン
ジンの余剰エネルギを回収することができる。また、パワーアップ用スイッチの操作によ
り、バッテリから供給される電力にて電動機から油圧ポンプの駆動を助勢するトルクが出
力され、これにより油圧アクチュエータの出力が増加される。したがって、エンジンの出
力エネルギを有効に活用することができ、省エネルギ化を図ることができる。
【０００９】
　本発明によれば、パワーアップ用スイッチの操作時に、油圧ポンプの吸収トルクがその
定格出力点トルクよりも低い場合には、エンジン回転数一定状態で、電動機によるトルク
が油圧ポンプに付加されるので、騒音レベルを維持しつつ油圧ポンプの最大流量を増加さ
せることができ、作業スピードを向上させることができる。また、パワーアップ用スイッ
チの操作時に、油圧ポンプの吸収トルクが定格出力点トルクを含むその近傍である場合に
は、油圧ポンプの最大流量を保持しつつ、エンジン性能以上の作業力を得ることができる
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明によるハイブリッド式建設機械の具体的な実施の形態につき、図面を参照し
つつ説明する。なお、本実施形態は、ハイブリッド式建設機械の一種であるハイブリッド
式油圧ショベルに本発明が適用された例である。
【００１１】
図１には、本発明の一実施形態に係るハイブリッド式油圧ショベルの側面図が示されてい
る。また、図２には、本実施形態におけるハイブリッドシステムのブロック図が示されて
いる。
【００１２】
本実施形態に係るハイブリッド式油圧ショベル１は、図１に示されるように、下部走行体
２と、この下部走行体２に旋回機構３を介して設けられる上部旋回体４と、この上部旋回
体４に取着される作業機６を備えて構成されている。前記作業機６は、上部旋回体４側か
ら順にブーム７、アーム８、バケット９がそれぞれ回動自在に連結されて構成され、これ
らブーム７、アーム８、バケット９は、それぞれブームシリンダ１０、アームシリンダ１
１、バケットシリンダ１２の伸縮動作により回動駆動されるようになっている。また、前
記上部旋回体４は、油圧モータ（図示省略）の駆動により旋回自在となっている。この上
部旋回体４には、運転室５が設けられ、この運転室５の内部にブーム、アーム、バケット
等を操作する操作装置（図示省略）が搭載されている。
【００１３】
このハイブリッド式油圧ショベル１は、図２に示されるように、エンジン２１と、可変容
量式の油圧ポンプ２２と、作動油流れを制御するコントロールバルブ２３と、このコント
ロールバルブ２３や後述する各種機器の作動を制御するコントローラ２４を備えている。
このハイブリッド式油圧ショベル１では、エンジン２１によって駆動される油圧ポンプ２
２から吐出される圧油がコントロールバルブ２３を介して油圧アクチュエータ、すなわち
ブームシリンダ１０、アームシリンダ１１、およびバケットシリンダ１２等の作業機アク
チュエータ１５、並びに走行・旋回用の油圧モータ（図示省略）に供給されるようになっ
ている。なお、符号４６にて示されるのは、油圧ポンプ２２の吐出圧の最高値を規定する
リリーフ弁である。
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【００１４】
前記エンジン２１には、その回転速度を負荷の増減に応じて調整するガバナ２１ａが付設
され、作業時において、このガバナ２１ａにはコントローラ２４から定格回転のガバナ指
令の信号が入力されるようになっている。こうして、エンジン２１は、定格出力点にて定
トルク定回転駆動されるようにされている。
【００１５】
また、前記エンジン２１には、フライホイール２１ｂの外周に形成された歯と噛み合うギ
ヤ２５ｂを介して電動機２５が付設されている。この電動機２５は、誘導電動機であって
、発電機としての機能も兼ねており、エンジン２１の油圧ポンプ駆動を助勢するモータ作
動と、エンジン２１を駆動源として発電する発電作動とを切換可能に構成されている。こ
の電動機２５は、インバータ２６を介してバッテリ２７に接続されており、インバータ２
６は、コントローラ２４からの指令に応じて、電動機２５の発電作動およびモータ作動を
制御している。なお、前記バッテリ２７としては、リチウムイオン電池等の二次電池が用
いられる。
【００１６】
また、運転室５における図示省略される操作装置に設けられたブーム操作レバー、アーム
操作レバー、バケット操作レバーなどの作業機操作レバー８０のそれぞれに設けられた操
作量検出器（例えばポテンショメータ）８０ａからの検出信号がコントローラ２４に入力
されるようになっており、この入力信号に基づいて、コントローラ２４がコントロールバ
ルブ２３の動作を制御し、対応する作業機アクチュエータ１５に供給する圧油の流量を制
御するようにされている。また、前記作業機操作レバー８０のいずれかの操作レバーには
ノブスイッチ（本発明のパワーアップ用スイッチに相当）８１が設けられ、このノブスイ
ッチ８１を押してスイッチをＯＮすると、そのノブスイッチ８１を押している間、後述す
るように作業力が増加するようにされている。
【００１７】
また、コントローラ２４には、エンジン２１の回転数を検出する回転センサ３１、エンジ
ン２１の出力トルクを検出するトルクセンサ３２、油圧ポンプ２２の斜板角を検出する斜
板角センサ３３、油圧ポンプ２２の吐出圧を検出する圧力センサ３４などからの検出信号
が入力されるようになっている。
【００１８】
本実施形態のハイブリッド式油圧ショベル１では、操作パネル５２で作業モード（重掘削
、通常掘削、整正、微操作、ブレーカなど）を選定すると、コントローラ２４が作業内容
に応じた最適なエンジントルクとポンプ出力に調整するエンジン・ポンプ複合制御システ
ムが採用されている。このエンジン・ポンプ複合制御システムにおいて、コントローラ２
４は、燃料ダイヤル５１によるガバナ２１ａのセット回転数と実際のエンジン回転数を検
知して、エンジン２１の各出力点でのベストマッチングのトルクを油圧ポンプ２２が吸収
するように制御するとともに、エンジン２１の燃料効率の高いところでマッチングさせる
ために等馬力制御している。
【００１９】
また、本実施形態のハイブリッド式油圧ショベル１では、ポンプ・バルブ制御システムが
採用されている。このポンプ・バルブ制御システムは、油圧ポンプ２２の斜板を傾転させ
るサーボ弁４１と、作業機負荷を感知して吐出し量を制御するＬＳ弁４２と、作業機の負
荷がエンジン馬力（ポンプ出力）を超えないように制御するＰＣ弁４３と、コントローラ
２４の指令に応じてＬＳ弁４２およびＰＣ弁４３のそれぞれにパイロット圧を付与するＬ
Ｓ弁用電磁式切換弁（ＬＳ－ＥＰＣ弁）４４およびＰＣ弁用電磁式切換弁（ＰＣ－ＥＰＣ
弁）４５を備えて構成される斜板角駆動手段４０を有し、この斜板角駆動手段４０は、図
示省略される圧力補償弁からの作業負荷圧と油圧ポンプ２２の出口圧、並びに作業機操作
レバー８０の操作量に応じたコントローラ２４からの指令により作動されるように構成さ
れている。こうして、油圧ポンプ２２の斜板は、作業機アクチュエータ１５にかかる負荷
、並びにコントローラ２４からの指令に応じて作動する斜板角駆動手段４０により傾転駆



(5) JP 4082935 B2 2008.4.30

10

20

30

40

50

動され、油圧ポンプ２２からの圧油の吐出量が制御されるようにされている。なお、本実
施形態においては、作業中負荷が大きくなって油圧ポンプ２２の吐出圧が高くなりリリー
フ圧近くになると、圧力センサ３４がそれを検知し、コントローラ２４は吐出量を減少さ
せる信号を送って、リリーフロスを低減させるようにされている（所謂カットオフ機能）
。
【００２０】
以上述べたように構成される本実施形態のハイブリッド式油圧ショベル１の作動について
図２～図４を参照しつつ説明する。ここで、図３には、エンジンおよび電動機の出力トル
ク特性図が、図４には、油圧ポンプ出力特性図がそれぞれ示されている。
【００２１】
作業時において、コントローラ２４は定格回転ＮＡのガバナ指令をガバナ２１ａに送信し
、これによりエンジン２１は図３において記号ＴＥで示される線図のエンジントルク特性
とされ、またコントローラ２４はそのエンジントルク特性の定格出力点Ｐａにてエンジン
２１が定トルク定回転駆動するようにガバナ２１ａを制御する。また、前述したエンジン
・ポンプ複合制御により、出力点Ｐａにおいて、油圧ポンプ２２の吸収トルク（油圧アク
チュエータを駆動するために油圧ポンプ２２がエンジン２１に要求するトルク）とエンジ
ン２１の出力トルクとがマッチングするように等馬力制御（マッチング点における吸収ト
ルクが得られるように油圧ポンプ２２の吐出量をＰＱカーブ（等馬力曲線）に従い制御す
る）を行う。なお、図３中記号Ｌで示されるそれぞれの曲線は、エンジン２１の等馬力曲
線である。
【００２２】
そして、作業負荷が小さく、油圧ポンプ２２の吸収トルクがエンジン２１の出力トルクよ
り小さい場合には、コントローラ２４は余剰トルクにより電動機２５を発電作動させる。
すなわち、コントローラ２４は、油圧ポンプ２２の吐出圧と斜板角とから求まる吸収トル
クと、エンジン２１の定格トルクとを比較して余剰トルクを算出し、この算出された余剰
トルクが発電トルクとして電動機２５に作用するように、インバータ２６にて電動機２５
に流れる電流を制御する。そして、この余剰トルクにより発電される電気エネルギをバッ
テリ２７に蓄電する。こうして、エンジン２１の出力は、一部が油圧ポンプ２２に吸収さ
れて作業機駆動などに消費され、残りは発電作動する電動機２５に吸収され電気エネルギ
としてバッテリ２７に蓄電される。
【００２３】
また、作業中、ノブスイッチ８１をオンすると、コントローラ２４は、前述したカットオ
フ機能を解除するとともに、油圧ポンプ２２の吸収トルクと、エンジントルク特性の定格
出力点（図３の点Ｐａ）とを比較する。その結果、
（１）定格出力点Ｐａよりも低い任意の点（例えば図３の点Ｐａ'）であると判断した場
合には、マッチング点を出力点Ｐａから点Ｐｄに移行させるように、インバータ２６を介
して電動機２５のトルク制御を行う。このトルク助勢動作は、電動機２５によってトルク
のみを付加する動作であるため、エンジン回転数一定制御にて行われる。これにより、油
圧ポンプ２２の吸収馬力特性が変化して、図４（ａ）におけるＡ'－Ｆ－Ｃ曲線で示され
るポンプ特性からＤ－Ａ'－Ｆ－Ａ曲線で示されるポンプ特性とされる。なお、図４（ａ
）においてＡ－Ａ'曲線で示されるのは、図３におけるエンジントルクカーブＴＥの定格
出力点Ｐａをマッチング点とする油圧ポンプ２２のＰＱ曲線である。また、点Ｄは、点Ｃ
'における吐出油量Ｑ２ラインとＡ－Ａ'曲線の延長線との交点である。
【００２４】
ここで、図３から解るように、ポンプ吸収トルクを増大させるために、エンジン・ポンプ
複合制御にて、エンジントルクカーブＴＥにおける出力点Ｐａ'から出力点Ｐａにマッチ
ング点を移行させたとすると、エンジン回転数がＮ２からＮ１に低下し、これに伴ない油
圧ポンプ２２の吐出量が減少する。したがって、図４（ａ）の点Ｃ'における吐出油量Ｑ

２＞点Ａ'における吐出油量Ｑ１という関係になる。しかしながら、本実施形態では、図
３に示されるように、エンジン回転数一定（Ｎ＝Ｎ２）制御にて出力点Ｐａ'から出力点
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Ｐａ近傍の出力点Ｐｄまで電動機２５によりトルクを付加するようにされているので、油
圧ポンプ２２の吐出量が減少することはなく、ポンプ出力特性は、Ａ－Ｄ曲線で示される
ポンプ特性となる。したがって、点Ａ'－Ｃ'－Ｄで囲まれる部分に対応する流量を増加さ
せることができる。したがって、例えば荒すき取り作業等の軽負荷作業を行っているとき
に、ノブスイッチ８１をオンすると、エンジン回転数一定制御にて最大流量が増加される
ので、騒音レベルを維持しつつ作業機６の動作スピードを向上させることができる。
【００２５】
一方、コントローラ２４が油圧ポンプ２２の吸収トルクと、エンジン２１の定格出力点（
図３の点Ｐａ）とを比較した結果、
（２）油圧ポンプ２２の吸収トルクが定格出力点Ｐａを含むその近傍であると判断した場
合には、コントローラ２４はエンジン２１の回転数を維持しつつ、その定格出力点Ｐａを
超えて例えば図３における点Ｐｂまでトルクを付加するようにインバータ２６を介して電
動機２５のトルク制御を行う。このトルク助勢動作は、電動機２５によってトルクのみを
付加する動作であるため、エンジン回転数一定（Ｎ＝Ｎ１）制御にて行われる。これによ
り、油圧ポンプ２２の吸収馬力が増加され、図４（ｂ）におけるＡ－Ａ'曲線で示される
ポンプ特性から吐出量Ｑ１で流量一定の直線Ａ'－Ｂ'におけるその点Ｂ'を含むＢ－Ｂ'曲
線で示されるポンプ特性とされる。なお、図４（ｂ）においてＡ－Ａ'曲線で示されるの
は、図３におけるエンジントルクカーブＴＥの定格出力点Ｐａをマッチング点とする油圧
ポンプ２２のＰＱ曲線である。また、図４（ｂ）においてＢ－Ｂ'曲線で示されるのは、
図３におけるエンジントルクカーブＴＥに電動機２５のトルクカーブＴＭを加算してなる
トルクカーブ（ＴＥ＋ＴＭ）の定格出力点Ｐｂをマッチング点とする油圧ポンプ２２のＰ
Ｑ曲線である。したがって、例えば重掘削作業中に埋まっている岩を掘り起こそうとする
ときに、ノブスイッチ８１をオンすると、コントローラ２４はエンジン回転数一定制御の
まま電動機２５のトルク制御にて助勢トルクを所定量増大させ、油圧ポンプ２２の吸収馬
力を増加させる。これにより、エンジン性能以上の掘削力を得ることができる。
【００２６】
なお、本実施形態では、電動機２５によるトルク助勢動作によってポンプ吸収トルクが増
加されるので、従来技術における２段リリーフ弁が不要となり、油圧回路の簡素化を図る
ことができるとともに、パワーアップ時におけるリリーフロスの低減化を図ることができ
る。
【００２７】
また、本実施形態では、ノブスイッチ８１のオンにて電動機２５によるトルク助勢動作が
行われる例を示したが、これに限られず、操作パネル５２に専用のスイッチを設け、この
スイッチの操作にて電動機２５によるトルク助勢動作が行われるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るハイブリッド式油圧ショベルの側面図である
。
【図２】図２は、本実施形態におけるハイブリッドシステムのブロック図である。
【図３】図３は、エンジンおよび電動機の出力トルク特性図である。
【図４】図４（ａ）（ｂ）は、油圧ポンプ出力特性図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　ハイブリッド式建設機械
１０　　　　　　ブームシリンダ
１１　　　　　　アームシリンダ
１２　　　　　　バケットシリンダ
２１　　　　　　エンジン
２２　　　　　　油圧ポンプ
２４　　　　　　コントローラ
２５　　　　　　電動機（発電機）
２７　　　　　　バッテリ
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５２　　　　　　操作パネル
８０　　　　　　作業機操作レバー
８１　　　　　　ノブスイッチ

【図１】 【図２】
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