
JP 6891079 B2 2021.6.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作レバーの傾倒角に応じた旋回操作信号を出力する旋回操作装置と、
　旋回モータと、
　一対の給排ラインにより閉ループを形成するように前記旋回モータと接続された可変容
量型の両傾転ポンプと、
　前記両傾転ポンプの傾転角を調整するレギュレータと、
　前記両傾転ポンプと回転軸同士が連結され、逆止弁が設けられた吸入ラインを通じてタ
ンクから作動油を吸入し、前記旋回モータ以外の油圧アクチュエータへ吐出ラインを通じ
て作動油を供給するメインポンプと、
　圧油を蓄積するアキュムレータと、
　前記アキュムレータを前記吐出ラインと連通させる蓄圧位置と、前記アキュムレータを
前記吸入ラインにおける前記逆止弁の下流側部分と連通させる放圧位置と、前記アキュム
レータを前記吐出ラインおよび前記吸入ラインにおける前記逆止弁の下流側部分から遮断
する中立位置との間で切り換えられる切換弁と、
　前記レギュレータおよび前記切換弁を制御する制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、旋回減速操作が行われるときに、前記旋回操作装置から出力される旋
回操作信号の減少に対応して前記両傾転ポンプの傾転角が減少するように前記レギュレー
タを制御し、かつ、
　旋回減速操作が単独で行われることを含む蓄圧条件を満たすときに前記切換弁を前記蓄
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圧位置に切り換え、放圧条件を満たすときに前記切換弁を前記放圧位置に切り換え、前記
蓄圧条件と前記放圧条件のどちらも満たさないときに前記切換弁を前記中立位置に切り換
える、建設機械の油圧駆動システム。
【請求項２】
　前記建設機械は、油圧ショベルであり、
　前記メインポンプとして、ブームシリンダへ作動油を供給する第１メインポンプと、ア
ームシリンダへ作動油を供給する第２メインポンプを備え、
　前記切換弁は、蓄圧ラインにより前記第２メインポンプの吐出ラインと接続されている
とともに、放圧ラインにより前記第２メインポンプの吸入ラインと接続されている、請求
項１に記載の建設機械の油圧駆動システム。
【請求項３】
　前記蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減速操作がブーム下げ操
作と同時に行われることである、請求項２に記載の建設機械の油圧駆動システム。
【請求項４】
　前記建設機械は、油圧ショベルであり、
　前記メインポンプは、ブームシリンダおよびアームシリンダへ作動油を供給する、請求
項１に記載の建設機械の油圧駆動システム。
【請求項５】
　前記蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減速操作がその他の操作
と同時に行われるときであって前記メインポンプの吐出圧が閾値よりも低いことである、
請求項４に記載の建設機械の油圧駆動システム。
【請求項６】
　前記放圧条件は、旋回減速操作が行われないときであって前記メインポンプの吐出圧が
閾値よりも高いことである、請求項１～４の何れか一項に記載の建設機械の油圧駆動シス
テム。
【請求項７】
　前記放圧条件は、旋回減速操作が行われないときであって前記メインポンプの吐出圧が
前記閾値とは異なる閾値よりも高いことである、請求項５に記載の建設機械の油圧駆動シ
ステム。
【請求項８】
　前記メインポンプは、最低吐出流量がゼロよりも大きく設定された可変容量型のポンプ
であり、
　前記吐出ラインから分岐するアンロードラインに設けられたアンロード弁をさらに備え
、
　前記制御装置は、旋回減速操作が単独で行われるときに前記アンロード弁を全閉にする
、請求項１～７の何れか一項に記載の建設機械の油圧駆動システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建設機械の油圧駆動システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　油圧ショベルや油圧クレーンのような建設機械では、油圧駆動システムによって各部が
駆動される。このような油圧駆動システムとしては、従来、走行回路に油圧式無段変速機
（ＨＳＴ）を用いたものがあったが、近年では、旋回回路にＨＳＴを用いたものが提案さ
れている。
【０００３】
　旋回回路にＨＳＴを用いた油圧駆動システムでは、両傾転ポンプ（オーバーセンターポ
ンプともいう）が一対の給排ラインにより閉ループを形成するように旋回モータと接続さ
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れる。両傾転ポンプの傾転角は、レギュレータにより調整される。レギュレータが電気信
号により作動する場合、レギュレータは、旋回操作装置から出力される旋回操作信号に基
づいて制御装置により制御される。
【０００４】
　さらに、特許文献１には、旋回回路にＨＳＴを用いた油圧駆動システムであって、旋回
減速時のエネルギーを回生できるように構成された油圧駆動システムが開示されている。
この油圧駆動システムでは、両傾転ポンプが、旋回モータ以外の油圧アクチュエータへ作
動油を供給するメインポンプと連結されている。そして、旋回減速操作が行われるときに
は、旋回操作装置から出力される旋回操作信号の減少に対応して両傾転ポンプの傾転角が
減少するようにレギュレータが制御される。これにより、両傾転ポンプがモータとして機
能するようになり、旋回モータから排出される作動油からエネルギーが回生され、この回
生エネルギーがメインポンプの駆動をアシストする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－８０００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された油圧駆動システムでは、旋回減速操作が行われ
るときに、その他の操作が同時に行われなければ、メインポンプの駆動に必要な動力が小
さい故に両傾転ポンプの入口側の圧力が十分高くならず、旋回モータに十分なブレーキ力
が発生しない問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、旋回回路にＨＳＴを用いた構成で、旋回操作以外の操作の有無に拘
らず十分なブレーキ力を確保することができる建設機械の油圧駆動システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明の建設機械の油圧駆動システムは、操作レバーの傾
倒角に応じた旋回操作信号を出力する旋回操作装置と、旋回モータと、一対の給排ライン
により閉ループを形成するように前記旋回モータと接続された可変容量型の両傾転ポンプ
と、前記両傾転ポンプの傾転角を調整するレギュレータと、前記両傾転ポンプと回転軸同
士が連結され、逆止弁が設けられた吸入ラインを通じてタンクから作動油を吸入し、前記
旋回モータ以外の油圧アクチュエータへ吐出ラインを通じて作動油を供給するメインポン
プと、圧油を蓄積するアキュムレータと、前記アキュムレータを前記吐出ラインと連通さ
せる蓄圧位置と、前記アキュムレータを前記吸入ラインにおける前記逆止弁の下流側部分
と連通させる放圧位置と、前記アキュムレータを前記吐出ラインおよび前記吸入ラインに
おける前記逆止弁の下流側部分から遮断する中立位置との間で切り換えられる切換弁と、
前記レギュレータおよび前記切換弁を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、旋
回減速操作が行われるときに、前記旋回操作装置から出力される旋回操作信号の減少に対
応して前記両傾転ポンプの傾転角が減少するように前記レギュレータを制御し、かつ、旋
回減速操作が単独で行われることを含む蓄圧条件を満たすときに前記切換弁を前記蓄圧位
置に切り換え、放圧条件を満たすときに前記切換弁を前記放圧位置に切り換え、前記蓄圧
条件と前記放圧条件のどちらも満たさないときに前記切換弁を前記中立位置に切り換える
、ことを特徴とする。
【０００９】
　上記の構成によれば、旋回減速操作が行われるときには、旋回操作信号の減少に対応し
て両傾転ポンプの傾転角が減少するので、両傾転ポンプがモータとして機能するようにな
る。従って、旋回モータから排出される作動油からエネルギーが回生され、この回生エネ
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ルギーがメインポンプの駆動をアシストする。このため、切換弁が中立位置に位置する場
合には、旋回減速操作が他の操作と同時に行われると、旋回モータ以外の油圧アクチュエ
ータの作動に回生エネルギーが直接的に利用される。その結果、旋回モータに対して十分
なブレーキ力が得られる。
【００１０】
　一方、蓄圧条件を満たすとき（代表的には、旋回減速操作が単独で行われるとき）には
切換弁が蓄圧位置に切り換えられるので、旋回減速操作がその他の操作と同時に行われな
くても、回生エネルギーを圧力としてアキュムレータに蓄積することができる。換言すれ
ば、アキュムレータを蓄圧させることによりメインポンプがある程度大きな動力を必要と
する状態となって旋回モータの出口側の圧力を高くできるので、減速するのに必要なブレ
ーキ力を確保できる。従って、旋回操作以外の操作が無くても、十分なブレーキ力が得ら
れる。
【００１１】
　また、放圧条件を満たすときには、切換弁が放圧位置に切り換えられるので、アキュム
レータからメインポンプの吸入側へ高い圧力の作動油が供給される。従って、蓄積した回
生エネルギーを利用して、メインポンプが行うべき動力、延いては仕事量を減少させるこ
とができる。このように、本発明では、回生エネルギーを有効に活用することができる。
【００１２】
　前記建設機械は、油圧ショベルであり、上記の油圧駆動システムは、前記メインポンプ
として、ブームシリンダへ作動油を供給する第１メインポンプと、アームシリンダへ作動
油を供給する第２メインポンプを備え、前記切換弁は、蓄圧ラインにより前記第２メイン
ポンプの吐出ラインと接続されているとともに、放圧ラインにより前記第２メインポンプ
の吸入ラインと接続されていてもよい。この構成によれば、圧油を供給するメインポンプ
を２つ備える（中型または大型の油圧ショベルに適した）油圧回路を構築することができ
る。
【００１３】
　前記蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減速操作がブーム下げ操
作と同時に行われることであってもよい。この構成によれば、旋回減速操作が単独で行わ
れるときだけでなく、旋回減速操作がブーム下げ操作と同時に行われるときにも、回生エ
ネルギーをアキュムレータに蓄積しつつ十分なブレーキ力を確保することができる。
【００１４】
　前記建設機械は、油圧ショベルであり、前記メインポンプは、ブームシリンダおよびア
ームシリンダへ作動油を供給してもよい。この構成によれば、圧油を供給するメインポン
プを１つだけ備える（小型の油圧ショベルに適した）部品点数の少ない油圧回路を構築す
ることができる。
【００１５】
　前記蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減速操作がその他の操作
と同時に行われるときであって前記メインポンプの吐出圧が閾値よりも低いことであって
もよい。この構成によれば、旋回減速操作が単独で行われるときだけでなく、旋回減速操
作が特殊な操作と同時に行われるときにも、回生エネルギーをアキュムレータに蓄積しつ
つ十分なブレーキ力を確保することができる。
【００１６】
　前記放圧条件は、旋回減速操作が行われないときであって前記メインポンプの吐出圧が
閾値（前記蓄圧条件の閾値とは異なる閾値）よりも高いことであってもよい。この構成に
よれば、アキュムレータに蓄積した回生エネルギーを、メインポンプから作動油が供給さ
れる油圧アクチュエータの負荷が比較的に大きなときに利用することができる。
【００１７】
　前記メインポンプは、最低吐出流量がゼロよりも大きく設定された可変容量型のポンプ
であり、上記の油圧駆動システムは、前記吐出ラインから分岐するアンロードラインに設
けられたアンロード弁をさらに備え、前記制御装置は、旋回減速操作が単独で行われると
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きに前記アンロード弁を全閉にしてもよい。この構成によれば、旋回減速操作が単独で行
われるときには、アンロードラインを通じたブリードオフを中断して回生エネルギーを蓄
積することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、旋回回路にＨＳＴを用いた構成で、旋回操作以外の操作の有無に拘ら
ず十分なブレーキ力を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る建設機械の油圧駆動システムの概略構成図である。
【図２】建設機械の一例である油圧ショベルの側面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る建設機械の油圧駆動システムの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（第１実施形態）
　図１に、本発明の第１実施形態に係る建設機械の油圧駆動システム１Ａを示し、図２に
、その油圧駆動システム１Ａが搭載された建設機械１０を示す。図２に示す建設機械１０
は油圧ショベルであるが、本発明は、油圧クレーンなどの他の建設機械にも適用可能であ
る。
【００２１】
　図２に示す建設機械１０は自走式であり、走行体１１と、走行体１１に旋回可能に支持
された旋回体１２を含む。旋回体１２には、運転席を含むキャビンが設けられているとと
もに、ブームが連結されている。ブームの先端にはアームが連結され、アームの先端には
バケットが連結されている。ただし、建設機械１０は自走式でなくてもよい。
【００２２】
　本実施形態では、圧油を供給するメインポンプを２つ備える油圧回路であって、中型ま
たは大型の油圧ショベルに適した油圧回路が構築されている。具体的に、油圧駆動システ
ム１Ａは、油圧アクチュエータとして、図２に示すブームシリンダ１３、アームシリンダ
１４およびバケットシリンダ１５を含むとともに、図１に示す旋回モータ１６ならびに図
略の左走行モータおよび右走行モータを含む。また、油圧駆動システム１Ａは、旋回モー
タ１６専用の両傾転ポンプ５１と、旋回モータ１６以外の油圧アクチュエータへ作動油を
供給する第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１を含む。なお、図１では、図
面の簡略化のために、旋回モータ１６、ブームシリンダ１３およびアームシリンダ１４以
外の油圧アクチュエータを省略している。
【００２３】
　両傾転ポンプ５１、第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１の回転軸同士は
、互いに連結されている。また、両傾転ポンプ５１、第１メインポンプ２１および第２メ
インポンプ３１の回転軸は、エンジン１７の出力軸と連結されている。すなわち、両傾転
ポンプ５１、第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１は、同一のエンジン１７
により駆動される。
【００２４】
　第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１のそれぞれは、傾転角が変更可能な
可変容量型のポンプ（斜板ポンプまたは斜軸ポンプ）である。第１メインポンプ２１の傾
転角はレギュレータ２２により調整され、第２メインポンプ３１の傾転角はレギュレータ
３２により調整される。ただし、第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１の最
低吐出流量は、ゼロよりも大きく設定されている。
【００２５】
　レギュレータ２２，３２のそれぞれは、例えば、電気信号により作動する。例えば、レ
ギュレータ（２２または３２）は、メインポンプ（２１または３１）が斜板ポンプである
場合、メインポンプの斜板と連結されたサーボピストンに作用する油圧を電気的に変更す
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るものであってもよいし、メインポンプの斜板と連結された電動アクチュエータであって
もよい。
【００２６】
　本実施形態では、第１メインポンプ２１がブームシリンダ１３および図略の左走行モー
タへ作動油を供給し、第２メインポンプ３１がアームシリンダ１４および図略の右走行モ
ータへ作動油を供給する。ただし、ブームシリンダ１３へは、第１メインポンプ２１およ
び第２メインポンプ３１の双方から作動油が供給されてもよい。この場合、ブーム下げ時
には、第１メインポンプ２１のみからブームシリンダ１３へ作動油が供給されることが望
ましい。同様に、アームシリンダ１４へは、第１メインポンプ２１および第２メインポン
プ３１の双方から作動油が供給されてもよい。バケットシリンダ１５（図２参照）へは、
第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１のどちらから作動油が供給されてもよ
い。
【００２７】
　第１メインポンプ２１は、吸入ライン２３によりタンクと接続されているとともに、吐
出ライン２４によりブーム制御弁４１および図略の左走行制御弁と接続されている。ブー
ム制御弁４１は、一対の給排ライン４２によりブームシリンダ１３と接続されている。つ
まり、第１メインポンプ２１は、吸入ライン２３を通じてタンクから作動油を吸入し、吐
出ライン２４、ブーム制御弁４１および一方の給排ライン４２を通じてブームシリンダ１
３へ作動油を供給する。
【００２８】
　第１メインポンプ２１の吐出圧は、図略のリリーフ弁によってリリーフ圧以下に保たれ
る。また、吐出ライン２４からはアンロードライン２５が分岐しており、このアンロード
ライン２５にアンロード弁２６が設けられている。
【００２９】
　第２メインポンプ３１は、吸入ライン３３によりタンクと接続されているとともに、吐
出ライン３４によりアーム制御弁４３および図略の右走行制御弁と接続されている。アー
ム制御弁４３は、一対の給排ライン４４によりアームシリンダ１４と接続されている。つ
まり、第２メインポンプ３１は、吸入ライン３３を通じてタンクから作動油を吸入し、吐
出ライン３４、アーム制御弁４３および一方の給排ライン４４を通じてアームシリンダ１
４へ作動油を供給する。
【００３０】
　第２メインポンプ３１の吐出圧は、図略のリリーフ弁によってリリーフ圧以下に保たれ
る。また、吐出ライン３４からはアンロードライン３５が分岐しており、このアンロード
ライン３５にアンロード弁３６が設けられている。
【００３１】
　ブーム制御弁４１は、ブーム操作装置７１が操作されることによって、中立位置からブ
ーム上げ作動位置またはブーム下げ作動位置に切り換えられる。本実施形態では、ブーム
制御弁４１が油圧パイロット式であり、一対のパイロットポートを有する。ただし、ブー
ム制御弁４１は、電磁パイロット式であってもよい。
【００３２】
　ブーム操作装置７１は、操作レバーを含み、操作レバーの傾倒角に応じたブーム操作信
号を出力する。つまり、ブーム操作装置７１から出力されるブーム操作信号は、操作レバ
ーの傾倒角（操作量）が大きくなるほど大きくなる。
【００３３】
　本実施形態では、ブーム操作装置７１がブーム操作信号として電気信号を出力する電気
ジョイスティックである。ブーム操作装置７１から出力されるブーム操作信号は、制御装
置８に入力される。例えば、制御装置８は、ＲＯＭやＲＡＭなどのメモリとＣＰＵを有す
るコンピュータであり、ＲＯＭに格納されたプログラムがＣＰＵにより実行される。
【００３４】
　制御装置８は、ブーム制御弁４１がブーム操作信号に応じた開口面積となるように、図
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略の一対の電磁比例弁を介してブーム制御弁４１を制御する。ただし、ブーム操作装置７
１は、ブーム操作信号としてパイロット圧を出力するパイロット操作弁であってもよい。
この場合、ブーム制御弁４１のパイロットポートがパイロットラインによりパイロット操
作弁であるブーム操作装置７１と接続される。また、ブーム操作装置７１がパイロット操
作弁である場合、ブーム操作装置７１から出力されるパイロット圧が圧力センサにより検
出されて制御装置８へ入力される。
【００３５】
　制御装置８は、上述したレギュレータ２２およびアンロード弁２６も制御する。ただし
、図１では、図面の簡略化のために一部の信号線のみを描いている。通常、制御装置８は
、ブーム操作信号が大きくなるにつれて、第１メインポンプ２１の吐出流量が大きくなる
とともにアンロード弁２６の開口面積が小さくなるように、レギュレータ２２およびアン
ロード弁２６を制御する。
【００３６】
　アーム制御弁４３は、アーム操作装置７２が操作されることによって、中立位置からア
ーム引き作動位置またはアーム押し作動位置に切り換えられる。本実施形態では、アーム
制御弁４３が油圧パイロット式であり、一対のパイロットポートを有する。ただし、アー
ム制御弁４３は、電磁パイロット式であってもよい。
【００３７】
　アーム操作装置７２は、操作レバーを含み、操作レバーの傾倒角に応じたアーム操作信
号を出力する。つまり、アーム操作装置７２から出力されるアーム操作信号は、操作レバ
ーの傾倒角（操作量）が大きくなるほど大きくなる。
【００３８】
　本実施形態では、アーム操作装置７２がアーム操作信号として電気信号を出力する電気
ジョイスティックである。アーム操作装置７２から出力されるアーム操作信号は、制御装
置８に入力される。
【００３９】
　制御装置８は、アーム制御弁４３がアーム操作信号に応じた開口面積となるように、図
略の一対の電磁比例弁を介してアーム制御弁４３を制御する。ただし、アーム操作装置７
２は、アーム操作信号としてパイロット圧を出力するパイロット操作弁であってもよい。
この場合、アーム制御弁４３のパイロットポートがパイロットラインによりパイロット操
作弁であるアーム操作装置７２と接続される。また、アーム操作装置７２がパイロット操
作弁である場合、アーム操作装置７２から出力されるパイロット圧が圧力センサにより検
出されて制御装置８へ入力される。
【００４０】
　制御装置８は、上述したレギュレータ３２およびアンロード弁３６も制御する。通常、
制御装置８は、アーム操作信号が大きくなるにつれて、第２メインポンプ３１の吐出流量
が大きくなるとともにアンロード弁３６の開口面積が小さくなるように、レギュレータ３
２およびアンロード弁３６を制御する。
【００４１】
　上述した両傾転ポンプ５１は、傾転角が軸方向に対して両方向に変更可能な可変容量型
のポンプである。両傾転ポンプ５１の傾転角は、レギュレータ５２により調整される。本
実施形態では、両傾転ポンプ５１が、斜板がセンターから両側に傾倒可能な斜板ポンプで
ある。すなわち、センターに対する斜板の角度が傾転角である。ただし、両傾転ポンプ５
１は、斜軸がセンターから両側に傾倒可能な斜軸ポンプであってもよい。
【００４２】
　両傾転ポンプ５１は、一対の給排ライン５３，５４により、閉ループを形成するように
旋回モータ１６と接続されている。一対の給排ライン５３，５４同士は、橋架路５５によ
って接続されている。橋架路５５には、互いに逆向きに一対のリリーフ弁５６が設けられ
ている。橋架路５５におけるリリーフ弁５６の間の部分は、逃しライン６２によって、リ
リーフ弁６３と接続されている。
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【００４３】
　リリーフ弁６３の設定圧は、橋架路５５に設けられたリリーフ弁５６の設定圧よりも十
分に小さく設定されている。リリーフ弁６３からは、タンクライン６４がタンクまで延び
ている。本実施形態では、タンクライン６４が両傾転ポンプ５１のドレンラインも兼ねて
いる。
【００４４】
　給排ライン５３，５４のそれぞれは、バイパスライン５７によって逃しライン６２と接
続されている。ただし、各リリーフ弁５６をバイパスするように一対のバイパスライン５
７が橋架路５５に設けられてもよい。各バイパスライン５７には、逆止弁５８が設けられ
ている。
【００４５】
　さらに、逃しライン６２は、補給ライン６１によりチャージポンプ６０と接続されてい
る。チャージポンプ６０は、逆止弁５８を介して給排ライン５３，５４に作動油を補給す
るためのものである。チャージポンプ６０は、両傾転ポンプ５１と連結されており、エン
ジン１７により駆動される。ただし、チャージポンプ６０は、直接的にエンジン１７に連
結されてもよい。
【００４６】
　レギュレータ５２は、電気信号により作動する。例えば、レギュレータ５２は、両傾転
ポンプ５１の斜板と連結されたサーボピストンに作用する油圧を電気的に変更するもので
あってもよいし、両傾転ポンプ５１の斜板と連結された電動アクチュエータであってもよ
い。制御装置８には、旋回操作装置７３から出力される旋回操作信号が入力され、制御装
置８は、この旋回操作信号に基づいてレギュレータ５２を制御する。
【００４７】
　旋回操作装置７３は、操作レバーを含み、操作レバーの傾倒角に応じた旋回操作信号（
右旋回操作信号または左旋回操作信号）を出力する。つまり、旋回操作装置７３から出力
される旋回操作信号は、操作レバーの傾倒角（操作量）が大きくなるほど大きくなる。
【００４８】
　そして、制御装置８は、旋回操作信号が大きくなるにつれて、旋回操作信号の種類（右
旋回か左旋回か）に応じた方向における両傾転ポンプ５１の吐出流量が大きくなるように
、レギュレータ５２を制御する。
【００４９】
　さらに、制御装置８は、旋回減速操作が行われるとき（旋回操作信号が減少するとき）
に、旋回操作装置７３から出力される旋回操作信号の減少に対応して両傾転ポンプ５１の
傾転角が減少するようにレギュレータ５２を制御する。これにより、両傾転ポンプ５１が
モータとして機能するようになる（余剰の作動油はリリーフ弁５６を通じて排出）。従っ
て、旋回モータ１６から排出される作動油からエネルギーが回生され、この回生エネルギ
ーが第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１の駆動をアシストする。
【００５０】
　さらに、本実施形態では、第２メインポンプ３１を利用して回生エネルギーを蓄積する
ための構成が採用されている。
【００５１】
　具体的には、第２メインポンプ３１の吸入ライン３３に逆止弁３７が設けられている。
吸入ライン３３における逆止弁３７の下流側部分は、放圧ライン９２により切換弁９３と
接続されている。また、切換弁９３は、蓄圧ライン９１により吐出ライン３４と接続され
ているとともに、中継ライン９４によりアキュムレータ９５と接続されている。アキュム
レータ９５は、圧油を蓄積する。
【００５２】
　切換弁９３は、中立位置と蓄圧位置（図１の上側位置）と放圧位置（図１の下側位置）
との間で切り換えられる。中立位置では、切換弁９３は、蓄圧ライン９１、放圧ライン９
２および中継ライン９４をブロックし、アキュムレータ９５を吐出ライン３４および吸入
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ライン３３における逆止弁３７の下流側部分から遮断する。蓄圧位置では、切換弁９３は
、蓄圧ライン９１を中継ライン９４とつなぎ、アキュムレータ９５を吐出ライン３４と連
通させる。放圧位置では、切換弁９３は、中継ライン９４を放圧ライン９２とつなぎ、ア
キュムレータ９５を吸入ライン３３における逆止弁３７の下流側部分と連通させる。
【００５３】
　切換弁９３は、制御装置８により制御される。制御装置８は、蓄圧条件および放圧条件
を満たすか否かを判定し、蓄圧条件を満たすときに切換弁９３を蓄圧位置に切り換え、放
圧条件を満たすときに切換弁９３を放圧位置に切り換え、蓄圧条件と放圧条件のどちらも
満たさないときに切換弁９３を中立位置に切り換える。
【００５４】
　本実施形態では、蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減速操作が
ブーム下げ操作と同時に行われることである。なお、制御装置８へは、図略のバケット操
作装置、左走行操作装置および右走行操作装置から出力される操作信号も入力されるため
、制御装置８は、当該制御装置８に入力される全ての操作信号から、蓄圧条件を満たすか
否かを判定することができる。また、蓄圧条件を満たすときは、制御装置８は、アンロー
ド弁３６を全閉にする。あるいは、蓄圧条件は、旋回減速操作が行われるときであって第
２メインポンプ３１の吐出圧が閾値γよりも低いことでであってもよい。このようにすれ
ば、旋回操作装置７３以外の操作装置の状態を制御装置８に入力する必要がない。
【００５５】
　また、制御装置８は、吐出ライン３４に設けられた圧力センサ８１と電気的に接続され
ている。圧力センサ８１は、第２メインポンプ３１の吐出圧を検出する。放圧条件は、旋
回減速操作が行われないときであって圧力センサ８１で検出される第２メインポンプ３１
の吐出圧が閾値α（上述した閾値γと異なる閾値）よりも高いことである。ただし、放圧
条件は、これに限られるものではなく、特定の操作が行われることとしてもよい。放圧条
件を満たすとき、制御装置８は、レギュレータ３２を、通常と同様に制御する。
【００５６】
　以上説明したように、本実施形態の油圧駆動システム１Ａでは、旋回減速操作が行われ
るときには、旋回モータ１６から排出される作動油からエネルギーが回生され、この回生
エネルギーが第１メインポンプ２１および第２メインポンプ３１の駆動をアシストする。
そして、旋回減速操作がブーム上げ操作、アーム操作、バケット操作または走行操作と同
時に行われる場合には、切換弁９３が中立位置に位置する。従って、回生エネルギーが、
旋回モータ１６以外の油圧アクチュエータの作動に直接的に利用される。その結果、旋回
モータ１６に対して十分なブレーキ力が得られる。
【００５７】
　一方、蓄圧条件を満たすとき（旋回減速操作が単独で行われるとき、または旋回減速操
作がブーム下げ操作と同時に行われるとき）には切換弁９３が蓄圧位置に切り換えられる
ので、旋回減速操作がその他の操作と同時に行われなくても、回生エネルギーを圧力とし
てアキュムレータ９５に蓄積することができる。換言すれば、アキュムレータ９５を蓄圧
させることにより第２メインポンプ３１がある程度大きな動力を必要とする状態となって
旋回モータ１６の出口側の圧力を高くできるので、減速するのに必要なブレーキ力を確保
できる。従って、旋回操作以外の操作が無くても、十分なブレーキ力が得られる。
【００５８】
　また、放圧条件を満たすときには、切換弁９３が放圧位置に切り換えられるので、アキ
ュムレータ９５から第２メインポンプ３１の吸入側へ高い圧力の作動油が供給される。従
って、蓄積した回生エネルギーを利用して、第２メインポンプ３１が行うべき動力、延い
ては仕事量を減少することができる。このように、本実施形態では、回生エネルギーを有
効に活用することができる。
【００５９】
　なお、蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることだけであってもよい。ただし、
この場合は、旋回減速操作がブーム下げ操作と同時に行われたときにはブレーキ力が不足
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する。従って、蓄圧条件が本実施形態のように設定されていれば、旋回減速操作が単独で
行われるときだけでなく、旋回減速操作がブーム下げ操作と同時に行われるときにも、回
生エネルギーをアキュムレータ９５に蓄積しつつ十分なブレーキ力を確保することができ
る。
【００６０】
　また、本実施形態では、放圧条件が旋回減速操作が行われないときであって第２メイン
ポンプ３１の吐出圧が閾値αよりも高いことであるので、アキュムレータ９５に蓄積した
回生エネルギーを、第２メインポンプ３１から作動油が供給される油圧アクチュエータの
負荷が比較的に大きなときに利用することができる。
【００６１】
　さらに、本実施形態では、蓄圧条件を満たすときはアンロード弁３６が全閉にされるの
で、蓄圧条件を満たすときには、アンロードライン３５を通じたブリードオフを中断して
回生エネルギーを蓄積することができる。
【００６２】
　（第２実施形態）
　図３に、本発明の第２実施形態に係る建設機械の油圧駆動システム１Ｂを示す。なお、
本実施形態において、第１実施形態と同一構成要素には同一符号を付し、重複した説明は
省略する。
【００６３】
　本実施形態では、圧油を供給するメインポンプを１つだけ備える部品点数の少ない油圧
回路であって、小型の油圧ショベルに適した油圧回路が構築されている。具体的に、油圧
駆動システム１Ｂでは、１つのメインポンプ３１から旋回モータ１６以外の全ての油圧ア
クチュエータへ作動油が供給される。また、本実施形態では、蓄圧位置での切換弁９３の
開度が任意に調整可能である。
【００６４】
　さらに、本実施形態では、蓄圧条件が、旋回減速操作が単独で行われることと、旋回減
速操作がその他の操作と同時に行われるときであってメインポンプ３１の吐出圧が閾値β
よりも低いことである。蓄圧条件に関する閾値βは、放圧条件に関する閾値αよりも大き
いか閾値αと同じである。つまり、旋回減速操作がその他の操作と同時に行われるときで
あっても、メインポンプ３１の吐出圧が閾値βよりも高い場合は、切換弁９３は中立位置
に位置する。
【００６５】
　制御装置８は、第１実施形態と同様に、蓄圧条件を満たすときに切換弁９３を蓄圧位置
に切り換え、放圧条件を満たすときに切換弁９３を放圧位置に切り換え、蓄圧条件と放圧
条件のどちらも満たさないときに切換弁９３を中立位置に切り換える。ただし、蓄圧条件
を満たすときの切換弁９３およびアンロード弁３６の制御が第１実施形態と異なる。
【００６６】
　旋回減速操作が単独で行われるときは、制御装置８は、アンロード弁３６を全閉にする
とともに、切換弁９３の開口面積を最大とする。
【００６７】
　一方、同じ蓄圧条件を満たすときであっても、旋回減速操作がその他の操作と同時に行
われるときであってメインポンプ３１の吐出圧が閾値βよりも低いときは、制御装置８は
、アンロード弁３６を、その他の操作の操作信号に応じた開口面積となるように制御する
。また、制御装置８は、切換弁９３の開口面積を、メインポンプ３１の吐出圧とアキュム
レータ９５の設定圧のどちらが高いかに場合分けして調整する。
【００６８】
　メインポンプ３１の吐出圧がアキュムレータ９５の設定圧より高い場合は、制御装置８
は、切換弁９３の開口面積をそれらの差圧に応じて調整する。逆に、メインポンプ３１の
吐出圧がアキュムレータ９５の設定圧より低い場合は、制御装置８は、切換弁９３を全開
とする（切換弁９３の開口面積を最大とする）と同時に、その他の操作に対応する制御弁
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の開口面積を小さくする。
【００６９】
　本実施形態でも、第１実施形態と同様に、旋回減速操作が単独で行われるときには切換
弁９３が蓄圧位置に切り換えられ、旋回減速操作がその他の操作と同時に行われるときに
は切換弁９３が中立位置または蓄圧位置に切り換えられるので、旋回操作以外の操作の有
無に拘らず十分なブレーキ力を確保することができる。また、アキュムレータ９５に蓄積
された回生エネルギーはメインポンプ３１から作動油が供給される油圧アクチュエータの
負荷が比較的に大きなときに利用される。従って、回生エネルギーを有効に活用すること
ができる。
【００７０】
　なお、蓄圧条件は、旋回減速操作が単独で行われることだけであってもよい。ただし、
蓄圧条件が本実施形態のように設定されていれば、旋回減速操作が単独で行われるときだ
けでなく、旋回減速操作が特殊な操作（例えば、ブーム下げ操作）と同時に行われるとき
にも、回生エネルギーをアキュムレータ９５に蓄積しつつ十分なブレーキ力を確保するこ
とができる。
【００７１】
　（その他の実施形態）
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々の変形が可能である。
【００７２】
　例えば、アンロード弁３６と切換弁９３とを組み合わせて単一のバルブとすることも可
能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１Ａ，１Ｂ　油圧駆動システム
　１０　建設機械
　１３　ブームシリンダ
　１４　アームシリンダ
　１６　旋回モータ
　２１　第１メインポンプ
　３１　第２メインポンプ
　２３，３３　吸入ライン
　２４，３４　吐出ライン
　２５，３５　アンロードライン
　２６，３６　アンロード弁
　３７　逆止弁
　５１　両傾転ポンプ
　５２　レギュレータ
　５３，５４　給排ライン
　７３　旋回操作装置
　８　　制御装置
　９１　蓄圧ライン
　９２　放圧ライン
　９３　切換弁
　９５　アキュムレータ
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