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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　前記エンジンからの駆動力によって車両を走行させる走行機構と、
　前記エンジンによって駆動されることによって作動油を吐出する作業機用油圧ポンプと
、
　前記作業機用油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される作業機と、
　前記作業機を操作するための作業機操作部と、
　車速を検知する車速検知部と、
　車両の牽引力を検知する牽引力検知部と、
　エンジン回転速度とエンジン出力トルクの上限値との関係を規定する出力トルク線と、
前記車速と前記牽引力とに応じて変化する前記エンジン出力トルクの上限値を規定するト
ルク上限値情報と、を記憶している記憶部と、
　前記車両の走行状態が前進であるか否かを判定する走行状態判定部と、
　前記作業機の作業状態が積荷であるか否かを判定する作業状態判定部と、
　前記作業機操作部によって前記作業機を上昇させるための上げ操作が行なわれているか
否かを判定する上げ操作判定部と、
　少なくとも、前記走行状態が前進であり、且つ、前記作業状態が積荷であり、且つ、前
記上げ操作が行われていることを含む判定条件を満たすときには、前記トルク上限値情報
に基づいて前記エンジン出力トルクを制御し、前記判定条件を満たさないときには、前記
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エンジン回転速度の少なくとも一部の範囲において前記出力トルク線による前記エンジン
出力トルクの上限値に１００％より小さい所定比率を乗じて得られる所定のトルク特性に
基づいて前記エンジン出力トルクを制御するエンジン出力トルク制御部と、
を備えるホイールローダ。
【請求項２】
　前記トルク上限値情報は、前記所定のトルク特性による前記エンジン出力トルクの上限
値以上の前記エンジン出力トルクの上限値を規定する、
請求項１に記載のホイールローダ。
【請求項３】
　前記トルク上限値情報は、前記出力トルク線による前記エンジン出力トルクの上限値と
前記所定のトルク特性による前記エンジン出力トルクの上限値との間の範囲で、前記車速
と前記牽引力とに応じて変化する前記エンジン出力トルクの上限値を規定する、
請求項１又は２に記載のホイールローダ。
【請求項４】
　前記トルク上限値情報は、前記車速の増大に応じて減少する前記エンジン出力トルクの
上限値を規定する、
請求項１から３のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項５】
　前記トルク上限値情報は、前記牽引力の増大に応じて減少する前記エンジン出力トルク
の上限値を規定する、
請求項１から４のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項６】
　前記トルク上限値情報は、前記車速が所定の速度閾値以下であり且つ前記牽引力が所定
の牽引力閾値以上である範囲での前記車速と前記牽引力とに対して、前記所定のトルク特
性と同じ大きさの前記エンジン出力トルクの上限値を規定する、
請求項１から５のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項７】
　前記トルク上限値情報は、前記出力トルク線による前記エンジン出力トルクの上限値に
対する低減率と、前記車速と、前記牽引力との関係を規定する、
請求項１から６のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項８】
　前記出力トルク線は、前記エンジンの出力馬力が第１馬力で一定となる第１等馬力線を
含み、
　前記所定のトルク特性は、前記第１馬力を１００％として、前記第１馬力に前記所定比
率を乗じて得られる第２馬力で前記エンジンの出力馬力が一定となる特性を有し、
　前記トルク上限値情報における前記低減率は、前記第１馬力に対して乗じられる比率で
あって、１００％より小さく且つ前記所定比率より大きい値を含む、
請求項７に記載のホイールローダ。
【請求項９】
　前記トルク上限値情報は、マップ化されている、
請求項１から８のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項１０】
　前記走行機構は、前記エンジンによって駆動されることによって作動油を吐出する走行
用油圧ポンプと、前記走行用油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される油圧モ
ータとを有する、
請求項１から９のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項１１】
　第１駆動回路と第２駆動回路とカットオフ弁とを含む油圧回路をさらに備え、
　前記第１駆動回路を介して前記走行用油圧ポンプから前記油圧モータに作動油が供給さ
れるときには前記第２駆動回路を介して前記油圧モータから前記走行用油圧ポンプに作動
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油が戻り、
　前記第２駆動回路を介して前記走行用油圧ポンプから前記油圧モータに作動油が供給さ
れるときには前記第１駆動回路を介して前記油圧モータから前記走行用油圧ポンプに作動
油が戻り、
　前記カットオフ弁は、前記第１駆動回路の油圧と前記第２駆動回路の油圧とのいずれか
が所定のカットオフ圧以上になると開かれることによって、前記第１駆動回路の油圧と前
記第２駆動回路の油圧とが所定のカットオフ圧を超えないように調整し、
　前記牽引力検知部は、車両の最大牽引力に、トラクション比率を乗じることによって前
記牽引力を算出し、
　前記牽引力検知部は、前記油圧モータの容量と、前記油圧モータの最大容量と、前記カ
ットオフ弁が開かれているときの前記第１駆動回路と前記第２駆動回路との間の差圧と、
現在の前記第１駆動回路と前記第２駆動回路との間の差圧と、に基づいて、前記トラクシ
ョン比率を算出する、
請求項１０に記載のホイールローダ。
【請求項１２】
　前記出力トルク線は、前記エンジン回転速度に対する前記エンジンの最大出力トルクを
規定する、
請求項１から１１のいずれかに記載のホイールローダ。
【請求項１３】
　車速を検知するステップと、
　車両の牽引力を検知するステップと、
　前記車両の走行状態が前進であるか否かを判定するステップと、
　作業機の作業状態が積荷であるか否かを判定するステップと、
　前記作業機を上昇させるための上げ操作が行なわれているか否かを判定するステップと
、
　少なくとも、前記走行状態が前進であり、且つ、前記作業状態が積荷であり、且つ、前
記上げ操作が行われていることを含む判定条件を満たすか否かを判定するステップと、
　前記判定条件を満たすときには、トルク上限値情報に基づいて前記エンジン出力トルク
を制御するステップと、
　前記判定条件を満たさないときには、所定のトルク特性に基づいて前記エンジン出力ト
ルクを制御するステップと、
を備え、
　出力トルク線は、前記エンジン回転速度と前記エンジン出力トルクの上限値との関係を
規定しており、
　前記所定のトルク特性は、エンジン回転速度の少なくとも一部の範囲において、前記出
力トルク線による前記エンジン出力トルクの上限値に１００％より小さい所定比率を乗じ
て得られ、
　前記トルク上限値情報は、前記車速と前記牽引力とに応じて変化する前記エンジン出力
トルクの上限値を規定する、
ホイールローダの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホイールローダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホイールローダは、車両を走行させるための走行機構と、掘削等の各種の作業を行なう
ための作業機を備えている。走行機構と作業機とは、エンジンからの駆動力によって駆動
される。すなわち、エンジンからの駆動力は、走行機構と作業機とに分配される。このた
め、エンジンに求められる出力トルクは、走行機構と作業装置との使用状況に応じて異な
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る。一方、ホイールローダには燃費を低減することが求められている。
【０００３】
　そこで、特許文献１に開示されている作業車両では、車両が掘削又は登坂走行を行って
いるか否かを判定する。そして、車両が掘削又は登坂走行を行っているときには、高出力
のエンジン出力トルク線に基づいてエンジンを制御する。また、車両が掘削及び登坂走行
のいずれも行っていないときには、低出力のエンジン出力トルク線に基づいてエンジンを
制御する。
【０００４】
　上記の作業車両では、車両が掘削及び登坂走行のいずれも行っていないときには、低出
力のエンジン出力トルク線に基づいてエンジンが制御されることにより、燃料の消費量が
抑えられる。これにより、燃費が向上する。また、車両が掘削又は登坂走行を行っている
ときには、エンジン出力トルク線が低出力のトルク線から高出力のトルク線に切り換えら
れて、エンジンが制御される。これにより、掘削又は登坂走行に必要な高い出力トルクを
確保することができ、作業性又は走行性を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００５／０２４２０８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の作業車両では、エンジン出力トルク線の切換時に、エンジンの出力特性
が大きく変化する。このため、オペレータが車両の操作に違和感を感じる場合がある。例
えば、ホイールローダは、土砂などの対象物をバケットに掬い取ってダンプトラックの荷
台に積み込む作業を行なう場合がある。この場合、ホイールローダは、掘削、後退、ダン
プアプローチ、排土、後退という一連の作業を繰り返し行なう。
【０００７】
　これらの作業のうち、ダンプアプローチでは、ホイールローダは、ダンプトラックに向
かって前進しながら、対象物が積み込まれた作業機を上昇させる動作を行なう。このため
、ダンプアプローチには、他の作業と比べて大きなエンジン出力トルクが必要となる。し
かし、ダンプアプローチ時に、エンジン出力トルク線を低出力のトルク線から高出力のト
ルク線に切り換えると、ダンプアプローチ中と他の作業中との切換時に、エンジンの出力
特性が大きく変化する。このように、一連の作業のうち一部の作業でエンジンの出力特性
が大きく変化すると、オペレータが車両の操作に違和感を感じる。
【０００８】
　また、同じ作業であっても、必要とされるエンジンの出力トルクは、車両の状態に応じ
て異なる。例えば、ダンプアプローチにおいても、車両が低速度で前進しているときと、
高速度で前進しているときとでは、必要とされるエンジンの出力トルクが異なる。しかし
、上記の作業車両では、所定の条件が満たされたときには、一律に高出力のトルク線に切
り換えられる。これは、燃費を低下させる一因となっている。
【０００９】
　本発明の課題は、燃費を向上させることができると共に、操作性の良いホイールローダ
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様に係るホイールローダは、エンジンと、走行機構と、作業機用油圧
ポンプと、作業機と、作業機操作部と、車速検知部と、牽引力検知部と、記憶部と、走行
状態判定部と、作業状態判定部と、上げ操作判定部と、エンジン出力トルク制御部と、を
備える。
【００１１】
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　走行機構は、エンジンからの駆動力によって車両を走行させる。作業機用油圧ポンプは
、エンジンによって駆動されることによって作動油を吐出する。作業機は、作業機用油圧
ポンプから吐出された作動油によって駆動される。作業機操作部は、作業機を操作するた
めの装置である。車速検知部は、車速を検知する。牽引力検知部は、車両の牽引力を検知
する。
【００１２】
　記憶部は、出力トルク線と、トルク上限値情報とを記憶している。出力トルク線は、エ
ンジン回転速度とエンジン出力トルクの上限値との関係を規定する。トルク上限値情報は
、車速と牽引力とに応じて変化するエンジン出力トルクの上限値を規定する。
【００１３】
　走行状態判定部は、車両の走行状態が前進であるか否かを判定する。作業状態判定部は
、作業機の作業状態が積荷であるか否かを判定する。上げ操作判定部は、作業機操作部に
よって作業機を上昇させるための上げ操作が行なわれているか否かを判定する。
【００１４】
　所定の判定条件を満たすときには、エンジン出力トルク制御部は、トルク上限値情報に
基づいてエンジン出力トルクを制御する。所定の判定条件は、少なくとも、走行状態が前
進であり、且つ、作業状態が積荷であり、且つ、上げ操作が行われていることを含む。判
定条件を満たさないときには、エンジン出力トルク制御部は、所定のトルク特性に基づい
てエンジン出力トルクを制御する。所定のトルク特性は、エンジン回転速度の少なくとも
一部の範囲において出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限値に１００％より小さ
い所定比率を乗じて得られる。
【００１５】
　本発明の第２の態様に係るホイールローダは、第１の態様のホイールローダであって、
トルク上限値情報は、所定のトルク特性によるエンジン出力トルクの上限値以上のエンジ
ン出力トルクの上限値を規定する。
【００１６】
　本発明の第３の態様に係るホイールローダは、第１又は第２の態様のホイールローダで
あって、トルク上限値情報は、出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限値と所定の
トルク特性によるエンジン出力トルクの上限値との間の範囲で、車速と牽引力とに応じて
変化するエンジン出力トルクの上限値を規定する。
【００１７】
　本発明の第４の態様に係るホイールローダは、第１から第３の態様のいずれかのホイー
ルローダであって、トルク上限値情報は、車速の増大に応じて減少するエンジン出力トル
クの上限値を規定する。
【００１８】
　本発明の第５の態様に係るホイールローダは、第１から第４の態様のいずれかのホイー
ルローダであって、トルク上限値情報は、牽引力の増大に応じて減少するエンジン出力ト
ルクの上限値を規定する。
【００１９】
　本発明の第６の態様に係るホイールローダは、第１から第５の態様のいずれかのホイー
ルローダであって、トルク上限値情報は、車速が所定の速度閾値以下であり且つ牽引力が
所定の牽引力閾値以上である範囲での車速と牽引力とに対して、所定のトルク特性と同じ
大きさのエンジン出力トルクの上限値を規定する。
【００２０】
　本発明の第７の態様に係るホイールローダは、第１から第６の態様のいずれかのホイー
ルローダであって、トルク上限値情報は、出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限
値に対する低減率と、車速と、牽引力との関係を規定する。
【００２１】
　本発明の第８の態様に係るホイールローダは、第７の態様のホイールローダであって、
出力トルク線は、エンジンの出力馬力が第１馬力で一定となる第１等馬力線を含む。所定
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のトルク特性は、第２馬力でエンジンの出力馬力が一定となる特性を有する。第２馬力は
、第１馬力を１００％として、第１馬力に１００%より小さい所定比率を乗じて得られる
値である。トルク上限値情報における低減率は、第１馬力に対して乗じられる比率であっ
て、１００％より小さく且つ所定比率より大きい値を含む。
【００２２】
　本発明の第９の態様に係るホイールローダは、第１から第８の態様のいずれかのホイー
ルローダであって、トルク上限値情報は、マップ化されている。
【００２３】
　本発明の第１０の態様に係るホイールローダは、第１から第９の態様のいずれかのホイ
ールローダであって、走行機構は、走行用油圧ポンプと油圧モータとを有する。走行用油
圧ポンプは、エンジンによって駆動されることによって作動油を吐出する。油圧モータは
、走行用油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される。
【００２４】
　本発明の第１１の態様に係るホイールローダは、第１０の態様のホイールローダであっ
て、油圧回路をさらに備える。油圧回路は、第１駆動回路と第２駆動回路とカットオフ弁
とを含む。第１駆動回路を介して走行用油圧ポンプから油圧モータに作動油が供給される
ときには第２駆動回路を介して油圧モータから走行用油圧ポンプに作動油が戻る。第２駆
動回路を介して走行用油圧ポンプから油圧モータに作動油が供給されるときには第１駆動
回路を介して油圧モータから走行用油圧ポンプに作動油が戻る。カットオフ弁は、第１駆
動回路の油圧と第２駆動回路の油圧とのいずれかが所定のカットオフ圧以上になると開か
れる。これによって、カットオフ弁は、第１駆動回路の油圧と第２駆動回路の油圧とが所
定のカットオフ圧を超えないように調整する。
【００２５】
　牽引力検知部は、車両の最大牽引力に、トラクション比率を乗じることによって牽引力
を算出する。牽引力検知部は、油圧モータの容量と、油圧モータの最大容量と、カットオ
フ弁が開かれているときの第１駆動回路と第２駆動回路との間の差圧と、現在の第１駆動
回路と第２駆動回路との間の差圧と、に基づいて、トラクション比率を算出する。
【００２６】
　本発明の第１２の態様に係るホイールローダは、第１から第１１の態様のいずれかのホ
イールローダであって、出力トルク線は、エンジン回転速度に対するエンジンの最大出力
トルクを規定する。
【００２７】
　本発明の第１３の態様に係るホイールローダの制御方法は、以下のステップを備える。
第１ステップでは、車速を検知する。第２ステップでは、車両の牽引力を検知する。第３
ステップでは、車両の走行状態が前進であるか否かを判定する。第４ステップでは、作業
機の作業状態が積荷であるか否かを判定する。第５ステップでは、作業機を上昇させるた
めの上げ操作が行なわれているか否かを判定する。第６ステップでは、少なくとも、走行
状態が前進であり、且つ、作業状態が積荷であり、且つ、上げ操作が行われていることを
含む判定条件を満たすか否かを判定する。第７ステップでは、判定条件を満たすときには
、トルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクを制御する。第８ステップでは、判定
条件を満たさないときには、所定のトルク特性に基づいてエンジン出力トルクを制御する
。出力トルク線は、エンジン回転速度とエンジン出力トルクの上限値との関係を規定して
いる。所定のトルク特性は、エンジン回転速度の少なくとも一部の範囲において、出力ト
ルク線によるエンジン出力トルクの上限値に１００％より小さい所定比率を乗じて得られ
る。トルク上限値情報は、車速と牽引力とに応じて変化するエンジン出力トルクの上限値
を規定している。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の第１の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たさないときには、所定
のトルク特性に基づいてエンジン出力トルクが制御される。所定のトルク特性によるエン
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ジン出力トルクの上限値は、出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限値よりも小さ
い。このため、燃費を向上させることができる。
【００２９】
　判定条件を満たすときには、トルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクが制御さ
れる。判定条件は、車両がダンプアプローチを行なっていることを示す条件である。従っ
て、ダンプアプローチ中には、トルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクが制御さ
れる。トルク上限値情報は、車速と牽引力とに応じて変化するエンジン出力トルクの上限
値を規定する。このため、車速と牽引力との大きさに応じて、エンジン出力トルクを適切
に制御することができる。従って、車速と牽引力との大きさに関わらず、出力トルク線に
基づいてエンジン出力トルクが制御される場合と比べて、燃費を向上させることができる
。また、複数の出力トルク線が切り換えられる場合と比べて、操作性を向上させることが
できる。
【００３０】
　本発明の第２の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たすときに、エンジン出
力トルクを増大させることができる。これにより、走行状態又は作業状態に応じて必要な
エンジン出力トルクを得ることができる。
【００３１】
　本発明の第３の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たすときに、出力トルク
線と所定のトルク特性との間の値のエンジン出力トルクの上限値を得ることができる。
【００３２】
　本発明の第４の態様に係るホイールローダでは、車速が大きいほどエンジン出力トルク
の上限値を低減させる。車速が大きいときには、走行機構あるいは作業機への負荷が小さ
い場合が多いので、エンジン出力トルクの上限値を低減させても操作性への影響は少ない
。また、エンジン出力トルクの上限値を低減させることによって燃費を向上させることが
できる。
【００３３】
　本発明の第５の態様に係るホイールローダでは、牽引力が大きいほどエンジン出力トル
クの上限値を低減させる。従って、牽引力が十分に大きいときには、エンジン出力トルク
の上限値を低減させることによって燃費を向上させることができる。逆に言えば、牽引力
が小さいほどエンジン出力トルクの上限値を増大させる。これにより、牽引力を増大させ
て、作業性を向上させることができる。
【００３４】
　本発明の第６の態様に係るホイールローダでは、車速が小さく且つ牽引力が大きいとき
には、ダンプアプローチ中であっても、エンジン出力トルクの上限値を所定のトルク特性
から得られる値と同じ大きさに維持する。これにより、エンジン出力トルク値を不必要に
増大させることを抑えることができる。
【００３５】
　本発明の第７の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たすときには、出力トル
ク線によるエンジン出力トルクの上限値よりも低減された値に、エンジン出力トルクの上
限値が設定される。
【００３６】
　本発明の第８の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たすときには、エンジン
の出力馬力が、出力トルク線の第１馬力と所定のトルク特性の第２馬力との間の値となる
ように、エンジン出力トルクの上限値が設定される。
【００３７】
　本発明の第９の態様に係るホイールローダでは、マップにより、エンジン出力トルクの
上限値を求めることができる。
【００３８】
　本発明の第１０の態様に係るホイールローダは、いわゆるＨＳＴ（Hydro Static Trans
mission）を備える。従って、ＨＳＴを備えるホイールローダにおいて、燃費を向上させ
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ることができると共に、操作性を向上させることができる。
【００３９】
　本発明の第１１の態様に係るホイールローダでは、牽引力を精度よく算出することがで
きる。
【００４０】
　本発明の第１２の態様に係るホイールローダでは、車速と牽引力との大きさに関わらず
、出力トルク線に基づいてエンジン出力トルクが制御される場合と比べて、燃費を向上さ
せることができる。また、複数の出力トルク線が切り換えられる場合と比べて、操作性を
向上させることができる。
【００４１】
　本発明の第１３の態様に係るホイールローダでは、判定条件を満たさないときには、所
定のトルク特性に基づいてエンジン出力トルクが制御される。所定のトルク特性によるエ
ンジン出力トルクの上限値は、出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限値よりも小
さい。このため、燃費を向上させることができる。
【００４２】
　判定条件を満たすときには、トルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクが制御さ
れる。判定条件は、車両がダンプアプローチを行なっていることを示す条件である。従っ
て、ダンプアプローチ中には、トルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクが制御さ
れる。トルク上限値情報は、車速と牽引力とに応じて変化するエンジン出力トルクの上限
値を規定する。このため、車速と牽引力との大きさに応じて、エンジン出力トルクを適切
に制御することができる。従って、車速と牽引力との大きさに関わらず、出力トルク線に
基づいてエンジン出力トルクが制御される場合と比べて、燃費を向上させることができる
。また、複数の出力トルク線が切り換えられる場合と比べて、操作性を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施形態に係るホイールローダの構成を示す側面図。
【図２】ホイールローダに搭載されたＨＳＴシステムを示す油圧回路図。
【図３】ホイールローダに搭載されたＨＳＴシステムを示す油圧回路図。
【図４】エンジンの出力トルク線の一例を示す図。
【図５】車速－牽引力線図の一例を示す図。
【図６】ホイールローダの制御系を示すブロック図。
【図７】出力トルク線と所定のトルク特性の一例を示す図。
【図８】トルク情報の一例を示す図。
【図９】トルク情報に基づいて算出されたエンジン出力トルクの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明の一実施形態に係るホイールローダ５０について、図面を用いて説明する
。図１は、ホイールローダ５０の側面図である。ホイールローダ５０は、車体５１と、作
業機５２と、複数のタイヤ５５と、キャブ５６と、を備えている。作業機５２は、車体５
１の前部に装着されている。作業機５２は、ブーム５３とバケット５４とリフトシリンダ
５７とバケットシリンダ５８とを有する。ブーム５３は、バケット５４を持ち上げるため
の部材である。ブーム５３は、リフトシリンダ５７によって駆動される。バケット５４は
、ブーム５３の先端に取り付けられている。バケット５４は、バケットシリンダ５８によ
ってダンプおよびチルトされる。キャブ５６は、車体５１上に載置されている。
【００４５】
　図２及び図３は、ホイールローダ５０に搭載された油圧回路の構成を示すブロック図で
ある。ホイールローダ５０は、主として、エンジン１、作業機用油圧ポンプ２、チャージ
ポンプ３、走行機構４、エンジンコントローラ８、車体コントローラ９を有している。
【００４６】
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　エンジン１は、ディーゼル式のエンジンであり、エンジン１で発生した出力トルクが、
作業機用油圧ポンプ２、チャージポンプ３、走行機構４等に伝達される。エンジン１の実
回転速度はエンジン回転速度センサ１ａによって検知される。また、エンジン１には、燃
料噴射装置１ｂが接続されている。後述するエンジンコントローラ８は、設定された目標
エンジン回転速度に応じて燃料噴射装置１ｂを制御することにより、エンジン１の出力ト
ルク（以下、「エンジン出力トルク」と呼ぶ）と回転速度とを制御する。
【００４７】
　走行機構４は、エンジン１からの駆動力によってホイールローダ５０を走行させる。走
行機構４は、走行用油圧ポンプ５と、第１油圧モータ１０ａと、第２油圧モータ１０ｂと
、駆動油圧回路２０とを有する。
【００４８】
　走行用油圧ポンプ５は、エンジン１によって駆動されることにより作動油を吐出する。
走行用油圧ポンプ５は、可変容量型の油圧ポンプである。走行用油圧ポンプ５から吐出さ
れた作動油は、駆動油圧回路２０を通って第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０
ｂへと送られる。走行用油圧ポンプ５は、作動油の吐出方向を変更可能である。具体的に
は、駆動油圧回路２０は、第１駆動回路２０ａと第２駆動回路２０ｂとを有する。
【００４９】
　作動油が、走行用油圧ポンプ５から第１駆動回路２０ａを介して第１油圧モータ１０ａ
及び第２油圧モータ１０ｂに供給されることにより、第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧
モータ１０ｂが一方向（例えば、前進方向）に駆動される。この場合、第２駆動回路２０
ｂを介して第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂから走行用油圧ポンプ５に作
動油が戻る。作動油が、走行用油圧ポンプ５から第２駆動回路２０ｂを介して第１油圧モ
ータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂに供給されることにより、第１油圧モータ１０ａ及
び第２油圧モータ１０ｂが他方向（例えば、後進方向）に駆動される。この場合、第１駆
動回路２０ａを介して第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂから走行用油圧ポ
ンプ５に作動油が戻る。
【００５０】
　そして、第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂが駆動軸１１を介して上述し
たタイヤ５５を回転駆動することにより、ホイールローダ５０が走行する。すなわち、ホ
イールローダ５０では、いわゆる１ポンプ２モータのＨＳＴシステムが採用されている。
【００５１】
　駆動油圧回路２０には、駆動回路圧検知部１７が設けられている。駆動回路圧検知部１
７は、第１駆動回路２０ａ又は第２駆動回路２０ｂを介して第１油圧モータ１０ａ及び第
２油圧モータ１０ｂに供給される作動油の圧力（以下、「駆動回路圧」）を検知する。具
体的には、駆動回路圧検知部１７は、第１駆動回路圧センサ１７ａと第２駆動回路圧セン
サ１７ｂとを有する。第１駆動回路圧センサ１７ａは、第１駆動回路２０ａの油圧を検知
する。第２駆動回路圧センサ１７ｂは、第２駆動回路２０ｂの油圧を検知する。第１駆動
回路圧センサ１７ａと第２駆動回路圧センサ１７ｂとは、検知信号を車体コントローラ９
に送る。また、走行用油圧ポンプ５には、走行用油圧ポンプ５の吐出方向を制御するため
の前後進切換弁２７とポンプ容量制御シリンダ２８とが接続されている。
【００５２】
　前後進切換弁２７は、車体コントローラ９からの制御信号に基づいてポンプ容量制御シ
リンダ２８への作動油の供給方向を切り換える電磁制御弁である。前後進切換弁２７は、
ポンプ容量制御シリンダ２８への作動油の供給方向を切り換えることにより、走行用油圧
ポンプ５の吐出方向を切り換える。具体的には、前後進切換弁２７は、第１駆動回路２０
ａへの吐出と第２駆動回路２０ｂへの吐出とに走行用油圧ポンプ５の吐出方向を切り換え
る。
【００５３】
　ポンプ容量制御シリンダ２８は、ポンプパイロット回路３２を介して作動油を供給され
ることにより駆動され、走行用油圧ポンプ５の傾転角を変更する。ポンプ容量制御シリン
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ダ２８は、ポンプパイロット回路３２を介してポンプ容量制御シリンダ２８に供給される
作動油の圧力（以下、「ポンプパイロット圧」と呼ぶ）に応じて走行用油圧ポンプ５の容
量を制御する。また、ポンプ容量制御シリンダ２８は、ポンプ容量制御シリンダ２８に供
給される作動油の供給方向に応じて走行用油圧ポンプ５からの作動油の吐出方向を切り換
える。
【００５４】
　ポンプパイロット回路３２には、圧力制御弁２９が配置されている。圧力制御弁２９は
、ポンプ容量制御シリンダ２８をポンプパイロット回路３２と作動油タンクとのいずれか
に接続する。圧力制御弁２９は、車体コントローラ９からの制御信号に基づいて制御され
る電磁制御弁である。圧力制御弁２９は、ポンプパイロット圧を制御することにより、走
行用油圧ポンプ５の傾転角を調整する。車体コントローラ９による圧力制御弁２９の制御
については後述する。
【００５５】
　ポンプパイロット回路３２は、カットオフ弁４７を介してチャージ回路３３と作動油タ
ンクとに接続されている。カットオフ弁４７のパイロットポートは、シャトル弁４６を介
して第１駆動回路２０ａと第２駆動回路２０ｂとに接続されている。シャトル弁４６は、
第１駆動回路２０ａの油圧と第２駆動回路２０ｂの油圧とのうち大きい方をカットオフ弁
４７のパイロットポートに導入する。これにより、カットオフ弁４７のパイロットポート
には駆動回路圧が印加される。
【００５６】
　カットオフ弁４７は、駆動回路圧が所定のカットオフ圧より低いときには、チャージ回
路３３とポンプパイロット回路３２とを連通させる。これにより、作動油がチャージ回路
３３からポンプパイロット回路３２に供給される。カットオフ弁４７は、駆動回路圧が所
定のカットオフ圧以上になると、開かれる。これにより、カットオフ弁４７は、ポンプパ
イロット回路３２を作動油タンクに連通させて、ポンプパイロット回路３２の作動油を作
動油タンクに逃がす。これにより、ポンプパイロット回路３２の油圧が低下することによ
り、走行用油圧ポンプ５の容量が低減され、駆動回路圧の上昇が抑えられる。すなわち、
カットオフ弁４７は、第１駆動回路２０ａの油圧と第２駆動回路２０ｂの油圧とがカット
オフ圧を超えないように調整する。
【００５７】
　チャージポンプ３は、エンジン１によって駆動され、駆動油圧回路２０へと作動油を供
給するためのポンプである。チャージポンプ３は、チャージ回路３３に接続されている。
チャージポンプ３は、チャージ回路３３を介してポンプパイロット回路３２に作動油を供
給する。
【００５８】
　チャージ回路３３は、第１チェック弁４１を介して第１駆動回路２０ａに接続されてい
る。第１チェック弁４１は、チャージ回路３３から第１駆動回路２０ａへの作動油の流れ
を許容するが、第１駆動回路２０ａからチャージ回路３３への作動油の流れを規制する。
チャージ回路３３は、第２チェック弁４２を介して第２駆動回路２０ｂに接続されている
。第２チェック弁４２は、チャージ回路３３から第２駆動回路２０ｂへの作動油の流れを
許容するが、第２駆動回路２０ｂからチャージ回路３３への作動油の流れを規制する。
【００５９】
　チャージ回路３３は、第１リリーフ弁４３を介して第１駆動回路２０ａに接続されてい
る。第１リリーフ弁４３は、第１駆動回路２０ａの油圧が所定の圧力より大きくなったと
きに開かれる。チャージ回路３３は、第２リリーフ弁４４を介して第２駆動回路２０ｂに
接続されている。第２リリーフ弁４４は、第２駆動回路２０ｂの油圧が所定の圧力より大
きくなったときに開かれる。
【００６０】
　チャージ回路３３は、低圧リリーフ弁４５を介して作動油タンクに接続されている。低
圧リリーフ弁４５は、チャージ回路３３の油圧が所定のリリーフ圧より大きくなったとき
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に開かれる。これにより、駆動回路圧が所定のリリーフ圧を越えないように調整される。
また、低圧リリーフ弁４５の所定のリリーフ圧は、第１リリーフ弁４３のリリーフ圧、及
び、第２リリーフ弁４４のリリーフ圧と比べて、かなり低い。従って、駆動回路圧がチャ
ージ回路３３の油圧より低くなったときには、第１チェック弁４１又は第２チェック弁４
２を介して、作動油がチャージ回路３３から駆動油圧回路２０へ供給される。
【００６１】
　作業機用油圧ポンプ２は、エンジン１によって駆動される。作業機用油圧ポンプ２は、
作業機５２を駆動するための油圧ポンプである。作業機用油圧ポンプ２から吐出された作
動油は、作業機用油圧回路３１を介してリフトシリンダ５７に供給される。これにより、
作業機５２が駆動される。また、作業機用油圧ポンプ２から吐出された作動油は、作業機
用油圧回路３１を介してステアリングシリンダ（図示せず）に供給される。これにより、
車両の向きが変更される。作業機用油圧ポンプ２の吐出圧は、吐出圧センサ３９によって
検知される。吐出圧センサ３９は、検知信号を車体コントローラ９に送る。
【００６２】
　作業機用油圧回路３１には、作業機制御弁１８が設けられている。作業機制御弁１８は
、作業機操作部２３の操作量に応じて駆動される。作業機制御弁１８は、パイロットポー
トに印加されるパイロット圧に応じて、リフトシリンダ５７に供給される作動油の流量を
制御する。作業機制御弁１８のパイロットポートに印加されるパイロット圧は、作業機操
作部２３のパイロット弁２３ａによって制御される。パイロット弁２３ａは、作業機操作
部２３の操作量に応じたパイロット圧を作業機制御弁１８のパイロットポートに印加する
。これにより、作業機操作部２３の操作量に応じてリフトシリンダ５７が制御される。
【００６３】
　作業機制御弁１８のパイロットポートに印加されるパイロット圧（以下、「ＰＰＣ圧」
と呼ぶ）は、ＰＰＣ圧センサ２１ａ，２１ｂによって検知される。また、リフトシリンダ
５７に供給される作動油の圧力は、ブーム圧センサ２２によって検知される。ＰＰＣ圧セ
ンサ２１ａ，２１ｂ及びブーム圧センサ２２は、検知信号を車体コントローラ９に送る。
【００６４】
　図３に示す第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂは、可変容量型の油圧モー
タである。第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂは、走行用油圧ポンプ５から
吐出された作動油によって駆動される。第１油圧モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂ
は、タイヤ５５を回転させるための駆動力を生じさせる走行用のモータである。第１油圧
モータ１０ａ及び第２油圧モータ１０ｂは、走行用油圧ポンプ５からの作動油の吐出方向
に応じて前進方向と後進方向とに駆動方向が変更される。
【００６５】
　第１油圧モータ１０ａには、モータシリンダ１２ａと、モータ容量制御部１３ａとが設
けられている。モータシリンダ１２ａは、第１油圧モータ１０ａの傾転角を変更する。モ
ータ容量制御部１３ａは、車体コントローラ９からの制御信号に基づいて制御される電磁
制御弁である。モータ容量制御部１３ａは、車体コントローラ９からの制御信号に基づい
てモータシリンダ１２ａを制御する。
【００６６】
　モータシリンダ１２ａとモータ容量制御部１３ａとは、モータパイロット回路３４ａに
接続されている。モータパイロット回路３４ａは、チェック弁４８ａを介して第１駆動回
路２０ａに接続されている。チェック弁４８ａは、第１駆動回路２０ａからモータパイロ
ット回路３４ａへの作動油の流れを許容するが、モータパイロット回路３４ａから第１駆
動回路２０ａへの作動油の流れを規制する。モータパイロット回路３４ａは、チェック弁
４９ａを介して第２駆動回路２０ｂに接続されている。チェック弁４９ａは、第２駆動回
路２０ｂからモータパイロット回路３４ａへの作動油の流れを許容するが、モータパイロ
ット回路３４ａから第２駆動回路２０ｂへの作動油の流れを規制する。チェック弁４８ａ
，４９ａにより、第１駆動回路２０ａと第２駆動回路２０ｂとのうち大きい方の油圧、す
なわち駆動回路圧の作動油が、モータパイロット回路３４ａに供給される。
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【００６７】
　モータ容量制御部１３ａは、車体コントローラ９からの制御信号に基づいて、モータパ
イロット回路３４ａからモータシリンダ１２ａへの作動油の供給方向および供給流量を切
り換える。これにより、車体コントローラ９は、第１油圧モータ１０ａの容量を任意に変
えることができる。また、車体コントローラ９は、第１油圧モータ１０ａの容量の上限及
び下限を任意に設定することができる。
【００６８】
　第２油圧モータ１０ｂは、駆動油圧回路２０において第１油圧モータ１０ａと並列に設
けられている。第２油圧モータ１０ｂには、モータシリンダ１２ｂと、モータ容量制御部
１３ｂとが設けられている。モータシリンダ１２ｂは、第２油圧モータ１０ｂの傾転角を
変更する。モータ容量制御部１３ｂは、車体コントローラ９からの制御信号に基づいて制
御される電磁制御弁である。モータ容量制御部１３ｂは、車体コントローラ９からの制御
信号に基づいてモータシリンダ１２ｂを制御する。
【００６９】
　モータシリンダ１２ｂとモータ容量制御部１３ｂとは、モータパイロット回路３４ｂに
接続されている。モータパイロット回路３４ｂは、チェック弁４８ｂを介して第１駆動回
路２０ａに接続されている。チェック弁４８ｂは、第１駆動回路２０ａからモータパイロ
ット回路３４ｂへの作動油の流れを許容するが、モータパイロット回路３４ｂから第１駆
動回路２０ａへの作動油の流れを規制する。モータパイロット回路３４ｂは、チェック弁
４９ｂを介して第２駆動回路２０ｂに接続されている。チェック弁４９ｂは、第２駆動回
路２０ｂからモータパイロット回路３４ｂへの作動油の流れを許容するが、モータパイロ
ット回路３４ｂから第２駆動回路２０ｂへの作動油の流れを規制する。チェック弁４８ｂ
，４９ｂにより、第１駆動回路２０ａと第２駆動回路２０ｂとのうち大きい方の油圧、す
なわち駆動回路圧の作動油が、モータパイロット回路３４ｂに供給される。
【００７０】
　モータ容量制御部１３ｂは、車体コントローラ９からの制御信号に基づいて、モータパ
イロット回路３４ｂからモータシリンダ１２ｂへの作動油の供給方向および供給流量を切
り換える。これにより、車体コントローラ９は、第２油圧モータ１０ｂの容量を任意に変
えることができる。また、車体コントローラ９は、第２油圧モータ１０ｂの容量の上限及
び下限を任意に設定することができる。
【００７１】
　第２油圧モータ１０ｂは、クラッチ１４を介して駆動軸１１に連結されている。クラッ
チ１４は、第２油圧モータ１０ｂから駆動軸１１への駆動力の伝達・非伝達を切り替える
装置である。クラッチ１４には、クラッチ１４の係合・非係合を切り替えるクラッチ制御
弁１５が設けられている。クラッチ制御弁１５は、車体コントローラ９からの制御信号に
基づいてクラッチ１４の係合・非係合を切り替える電磁制御弁である。低速走行時にはク
ラッチ１４が係合状態とされ、第１油圧モータ１０ａおよび第２油圧モータ１０ｂの駆動
力が駆動軸１１に伝達される。高速走行時にはクラッチ１４が非係合状態とされ第１油圧
モータ１０ａの駆動力のみが駆動軸１１に伝達される。
【００７２】
　ホイールローダ５０は、車速検知部１６を備えている。車速検知部１６は、車速を検知
する。車速検知部１６は、車速信号を車体コントローラ９に送る。車速検知部１６は、例
えば、駆動軸１１の回転速度を検知することにより、車速を検知する。
【００７３】
　図２に示すように、ホイールローダ５０は、アクセル操作部材２５と、前後進操作部材
２６とを備えている。アクセル操作部材２５は、オペレータが目標エンジン回転速度を設
定するための部材である。アクセル操作部材２５は、例えばアクセルペダルであり、オペ
レータによって操作される。アクセル操作部材２５は、アクセル操作量センサ２５ａと接
続されている。アクセル操作量センサ２５ａは、ポテンショメータなどで構成されている
。アクセル操作量センサ２５ａは、アクセル操作部材２５の操作量（以下、「アクセル操
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作量」と呼ぶ）を示す開度信号をエンジンコントローラ８へと送る。オペレータは、アク
セル操作量を調整することによって、エンジン１の回転速度を制御することができる。
【００７４】
　前後進操作部材２６は、車両の前後進を切り換えるためにオペレータによって操作され
る。前後進操作部材２６の操作位置は、前進位置と後進位置と中立位置とに切り換えられ
る。前後進操作部材２６は、前後進操作部材２６の位置を示す操作信号を車体コントロー
ラ９に送る。オペレータは、前後進操作部材２６を操作することによって、ホイールロー
ダ５０の前進と後進とを切り換えることができる。
【００７５】
　エンジンコントローラ８は、ＣＰＵなどの演算装置や各種のメモリなどを有する電子制
御部である。エンジンコントローラ８は、設定された目標回転速度が得られるように、エ
ンジン１を制御する。
【００７６】
　図４にエンジン１の出力トルク線を示す。エンジン１の出力トルク線は、エンジン１の
回転速度と、各回転速度でのエンジン出力トルクの上限値（以下、「トルク上限値」と呼
ぶ）との関係を規定する。図４において、実線Ｌ１００は、アクセル操作量が１００％で
あるときの出力トルク線を示している。この出力トルク線は、例えばエンジン１の定格又
は最大のパワー出力に相当する。
【００７７】
　なお、アクセル操作量が１００％とは、アクセル操作部材２５が最大に操作されている
状態を意味する。図４において破線Ｌ７５は、アクセル操作量が７５％であるときの出力
トルク線を示している。エンジンコントローラ８は、エンジン出力トルクが出力トルク線
以下となるようにエンジン１の出力を制御する。このエンジン１の出力の制御は、例えば
、エンジン１への燃料噴射量の上限値を制御することにより行われる。
【００７８】
　車体コントローラ９は、ＣＰＵなどの演算装置や各種のメモリなどを有する電子制御部
である。車体コントローラ９は、各検知部からの出力信号に基づいて各制御弁を電子制御
することにより、走行用油圧ポンプ５の容量と第１油圧モータ１０ａの容量と第２油圧モ
ータ１０ｂの容量とを制御する。具体的には、車体コントローラ９は、エンジン回転速度
センサ１ａが検知したエンジン回転速度に基づいて指令信号を圧力制御弁２９に出力する
。これにより、ポンプ容量と駆動回路圧との関係が規定される。
【００７９】
　車体コントローラ９は、エンジン回転速度センサ１ａおよび駆動回路圧検知部１７から
の出力信号を処理して、モータ容量の指令信号をモータ容量制御部１３ａに出力する。こ
こでは、車体コントローラ９は、車体コントローラ９に記憶されているモータ容量－駆動
回路圧特性を参照して、エンジン回転速度の値と駆動回路圧の値とからモータ容量を設定
する。車体コントローラ９は、この設定したモータ容量に対応する傾転角の変更指令をモ
ータ容量制御部１３ａに出力する。これにより、図５においてＬ１で示すように、ホイー
ルローダ５０は、牽引力と車速とが無段階に変化して、車速ゼロから最高速度まで変速操
作なく自動的に変速することができる。なお、図５は、アクセル操作量が最大であるとき
の車速－牽引力線図である。
【００８０】
　図６は、車体コントローラ９の制御系を示すブロック図である。車体コントローラ９は
、牽引力検知部６１と、記憶部６２と、走行状態判定部６３と、作業状態判定部６４と、
作業局面判定部６５と、上げ操作判定部６６と、エンジン出力トルク制御部６７とを含む
。
【００８１】
　牽引力検知部６１は、車両の牽引力を検知する。牽引力検知部６１は、以下の数１式に
より車両の牽引力を算出する。
【００８２】
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【数１】

【００８３】
Ｆは、車両の牽引力である。βは、トラクション比率である。Fmaxは、車両の最大牽引力
である。最大牽引力Fmaxは、定数であり、記憶部６２に記憶されている。
【００８４】
　トラクション比率βは、以下の数２式により算出される。
【００８５】

【数２】

【００８６】
Pは、現在の第１駆動回路と第２駆動回路との間の差圧である。Pは、駆動回路圧検知部１
７からの検知信号から求められる。Rm1は、第１油圧モータ１０ａの減速比である。Rm2は
、第２油圧モータ１０ｂの減速比である。Rm1、Rm2は、定数であり、記憶部６２に記憶さ
れている。q1は、第１モータ容量であり、第１油圧モータ１０ａの現在の容量である。q2
は、第２モータ容量であり、第２油圧モータ１０ｂの現在の容量である。第１モータ容量
q1及び第２モータ容量q2は、車体コントローラ９からモータ容量制御部１３ａ，１３ｂに
送られる指令値から求められる。
【００８７】
　Pcoは、カットオフ弁４７が開かれているときの第１駆動回路２０ａと第２駆動回路２
０ｂとの間の差圧である。Pcoは、定数であり、記憶部６２に記憶されている。q1maxは、
第１油圧モータ１０ａの最大容量である。q2maxは、第２油圧モータ１０ｂの最大容量で
ある。q1max及びq2maxは、定数であり、記憶部６２に記憶されている。
【００８８】
　記憶部６２は、車体コントローラ９によって実行される処理に必要な情報を記憶してい
る。記憶部６２は、上述したエンジン１の出力トルク線を記憶している。図７（ａ）は、
出力トルク線Ｔ１の一例を示している。図７（ｂ）は、出力トルク線Ｔ１から演算される
所定のトルク特性Ｔ２の一例を示している。なお、図７に示す出力トルク線Ｔ１は、アク
セル操作量が１００％であるときの出力トルク線を示している。
【００８９】
　出力トルク線Ｔ１は、エンジン１の最大のパワー出力に相当する。従って、出力トルク
線Ｔ１は、図４において実線Ｌ１００で示す出力トルク線と一致する。出力トルク線Ｔ１
は、エンジンの出力馬力が第１馬力で一定となる第１等馬力線Ｔ１’を含む。
【００９０】
　所定のトルク特性Ｔ２は、エンジン回転速度の一部の範囲において出力トルク線Ｔ１に
よるトルク上限値よりも小さいトルク上限値を規定する。所定のトルク特性Ｔ２は、第２
馬力でエンジンの出力馬力が一定となる特性を有する（Ｔ２’参照）を含む。第２馬力は
、第１馬力を１００％として、第１馬力に１００%より小さい所定比率を乗じて得られる
値である。従って、第２馬力は第１馬力より小さい。このため、エンジン回転速度の一部
の範囲内においてエンジン回転速度が同じであれば、所定のトルク特性Ｔ２に基づいて決
定されるトルク上限値は、出力トルク線Ｔ１に基づいて決定されるトルク上限値よりも小
さい。なお、所定比率は、記憶部６２に記憶されている。
【００９１】
　また、記憶部６２は、トルク上限値情報Ｔ３を記憶している。トルク上限値情報Ｔ３は
、車速と牽引力とに応じて変化するトルク上限値を規定する。トルク上限値情報Ｔ３は、
所定の判定条件が満たされているときに用いられる。トルク上限値情報Ｔ３及び判定条件
については後に詳細に説明する。
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【００９２】
　走行状態判定部６３は、車両の走行状態が前進であるか否かを判定する。走行状態判定
部６３は、前後進操作部材２６からのＦＮＲ信号と、車速検知部１６からの検知信号とに
基づいて、走行状態を判定する。走行状態は、例えば、前進、後進、停止を含む。ＦＮＲ
信号は、前後進操作部材２６の操作位置を示す信号である。走行状態判定部６３は、前後
進操作部材２６が前進位置にあり、車速が所定速度以上であるときに、走行状態が前進で
あると判定する。
【００９３】
　作業状態判定部６４は、作業機５２の作業状態が積荷であるか否かを判定する。作業状
態判定部６４は、掘削フラグと、ブーム角度と、バケット角度と、ＦＮＲ信号とに基づい
て、作業状態を判定する。作業状態は、例えば、積荷、空荷、掘削を含む。積荷は、バケ
ット５４に荷物を積んでいる状態を示す。空荷は、バケット５４に荷物を積んでいない状
態を示す。掘削は、バケット５４を用いて掘削を行なっていることを示す。
【００９４】
　掘削フラグは、ホイールローダ５０が掘削を行なっているか否かを示す。掘削フラグが
オンであることは、ホイールローダ５０が掘削を行なっていることを意味する。例えば、
前後進操作部材２６が前進位置にあり、ブーム角度が所定の角度閾値以下であり、ブーム
ボトム圧が所定の圧力閾値以上であるときに、作業状態判定部６４は掘削フラグをオンに
設定する。ブーム角度は、ブーム５３の水平方向に対する角度であり、所定の角度閾値は
、バケット５４が地面に近い位置にあるときのブーム角度に相当する。ブームボトム圧は
、ブームボトム圧は、リフトシリンダ５７を伸長させるときにリフトシリンダ５７に供給
される油圧である。
【００９５】
　バケット角度は、バケット５４の底面の水平方向に対する角度である。バケット角度は
、例えば、バケット５４に取り付けられた角度センサからの検知信号により検知される。
或いは、バケットシリンダ５８のストローク量からバケット角度が算出されてもよい。
【００９６】
　作業状態判定部６４は、例えば、作業状態が掘削である状態で、前後進操作部材２６の
操作位置が、前進から他の位置に切り換えられたときに、作業状態が積荷であると判定す
る。或いは、作業状態判定部６４は、作業状態が空荷である状態で、ブームボトム圧が所
定の圧力閾値以上である状態が所定時間以上継続しており、且つ、バケット角度が水平以
上であるときに、作業状態が積荷であると判定する。
【００９７】
　作業局面判定部６５は、作業局面が積荷前進であるか否かを判定する。積荷前進は、走
行状態が前進であり、且つ、作業状態が積荷であることを意味する。作業局面判定部６５
は、走行状態判定部６３による判定結果と、作業状態判定部６４による判定結果とに基づ
いて、作業局面を判定する。
【００９８】
　上げ操作判定部６６は、作業機操作部２３によって作業機５２を上昇させるための上げ
操作が行なわれているか否かを判定する。具体的には、上げ操作判定部６６は、作業機操
作部２３によってブーム５３を上昇させるための上げ操作が行なわれているか否かを判定
する。上げ操作判定部６６は、ＰＰＣ圧センサ２１ａ，２１ｂからの検知信号に基づいて
、上げ操作が行われているか否かを判定する。ブーム５３を上昇させるためのＰＰＣ圧が
所定の圧力閾値ｐｔｈより大きいときに、上げ操作判定部６６は、上げ操作が行なわれて
いると判定する。
【００９９】
　エンジン出力トルク制御部６７は、判定条件を満たすときには、トルク上限値情報Ｔ３
に基づいてエンジン出力トルクを制御する。エンジン出力トルク制御部６７は、判定条件
を満たさないときには、所定のトルク特性Ｔ２に基づいてエンジン出力トルクを制御する
。判定条件は、走行状態が前進であり、且つ、作業状態が積荷であり、且つ、上げ操作が
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行われていることを含む。これらの条件は、ホイールローダ５０がダンプアプローチを行
なっていることを示している。
【０１００】
　図８は、トルク上限値情報Ｔ３の一例を示している。本実施形態において、トルク上限
値情報Ｔ３は、マップの形式で記憶部６２に記憶されている。トルク上限値情報Ｔ３は、
低減率と、車速と、牽引力との関係を規定する、低減率は、出力トルク線Ｔ１の第１馬力
に対して乗じられる比率である。図８において、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅは、それぞれ低減率
の比率を表している。同じ文字は同じ値であることを意味する。また、ｖ１＜ｖ２＜・・
・・・＜ｖ９＜ｖ１０である。ｆ１＜ｆ２＜・・・・・＜ｆ９＜ｆ１０である。なお、図
８に示されている値の間の車速及び牽引力に対する低減率は、線形補完により算出される
。
【０１０１】
　エンジン出力トルク制御部６７は、トルク上限値情報Ｔ３を参照して、車速と牽引力と
から低減率を算出する。エンジン出力トルク制御部６７は、出力トルク線Ｔ１の第１馬力
に低減率を乗じて得られる馬力に対応するトルクをトルク上限値として決定する。決定さ
れたトルク上限値を示す制御信号は、車体コントローラ９からエンジンコントローラ８に
送信される。
【０１０２】
　トルク上限値情報Ｔ３の低減率は、１００％より小さく、且つ、上述した所定比率より
大きい値を含む。例えば、図８において、ａは１００％であり、ｅは上述した所定比率と
同じ値である。また、ａ＞ｂ＞ｃ＞ｄ＞ｅである。すなわち、ｂ，ｃ，ｄは、１００％よ
り小さく、且つ、上述した所定比率より大きい。従って、トルク上限値情報Ｔ３は、出力
トルク線によるトルク上限値と所定のトルク特性によるトルク上限値との間の範囲で、車
速と牽引力とに応じて変化するトルク上限値を規定する。
【０１０３】
　図８に示すように、トルク上限値情報Ｔ３は、牽引力が同じであれば、車速の増大に応
じて減少するトルク上限値を規定する。また、トルク上限値情報Ｔ３は、車速が同じであ
れば、牽引力の増大に応じて減少するトルク上限値を規定する。
【０１０４】
　トルク上限値情報Ｔ３は、車速が所定の速度閾値以下であり且つ牽引力が所定の牽引力
閾値以上である範囲での車速と牽引力とに対して、所定のトルク特性Ｔ２と同じ大きさの
トルク上限値を規定する。例えば、図８において、車速がｖ２以下であり且つ牽引力がｆ
９以上であるときには、低減率は、ｅである。ｅは、所定比率と同じ値であるため、第１
馬力に低減率ｅを乗じて得られる馬力に対応するトルクは、所定のトルク特性Ｔ２から求
められるトルク上限値と同じ大きさである。
【０１０５】
　以上説明したように、本実施形態に係るホイールローダ５０では、判定条件を満たさな
いときには、所定のトルク特性Ｔ２に基づいてエンジン出力トルクが制御される。このた
め、燃費を向上させることができる。
【０１０６】
　判定条件を満たすときには、トルク上限値情報Ｔ３に基づいてエンジン出力トルクが制
御される。判定条件は、ホイールローダ５０がダンプアプローチを行なっていることを示
す条件である。従って、ダンプアプローチ中には、トルク上限値情報Ｔ３に基づいてエン
ジン出力トルクが制御される。このため、車速と牽引力との大きさに応じて、エンジン出
力トルクを適切に制御することができる。
【０１０７】
　図９は、トルク情報に基づいて算出されたトルク上限値の一例を示す図である。図９に
おいて、Ｐ１は、エンジン回転速度がＮ１であるときに、出力トルク線Ｔ１に基づいて算
出されるトルク上限値を示している。Ｐ２は、エンジン回転速度がＮ１であるときに、所
定のトルク特性Ｔ２に基づいて算出されるトルク上限値を示している。Ｐ３は、エンジン
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回転速度がＮ１であるときに、トルク上限値情報Ｔ３に基づいて算出されるトルク上限値
の一例を示している。Ｐ３は、トルク上限値情報Ｔ３に基づいて、車速と牽引力とに応じ
て決定される。従って、車速及び／又は牽引力の変化に応じて、Ｐ３は連続的に変化する
（図９の矢印参照）。
【０１０８】
　図９に示すように、判定条件を満たすときには、車速と牽引力とに応じて、トルク上限
値がＰ１とＰ２との間の値に設定される。従って、車速と牽引力との大きさに関わらず、
出力トルク線Ｔ１に基づいてエンジン出力トルクが制御される場合と比べて、燃費を向上
させることができる。また、所定のトルク特性Ｔ２に基づいてエンジン出力トルクが制御
される場合と比べて、車速と牽引力とに応じて、エンジン出力トルクが増大される。これ
により、走行性或いは作業性を向上させることができる。
【０１０９】
　また、複数の出力トルク線が切り換えられる場合と比べて、エンジン１の出力特性の変
化が小さい。さらに、所定のトルク特性Ｔ２によるエンジン出力トルクの上限値から出力
トルク線Ｔ１によるエンジン出力トルクの上限値に変更される場合と比べて、エンジン１
の出力特性の変化が小さい。このため、操作性を向上させることができる。
【０１１０】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【０１１１】
　上記実施形態では、走行機構として１つの油圧ポンプと２つの油圧モータを含む１ポン
プ２モータのＨＳＴシステムを搭載したホイールローダを例として挙げて説明した。しか
し、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、１つの油圧ポンプと１つの油圧モ
ータを含む、１ポンプ１モータのＨＳＴシステムを搭載したホイールローダに対して、本
発明を適用してもよい。
【０１１２】
　１ポンプ１モータのＨＳＴシステムでは、上述した数１式の牽引力の演算式において、
数２式のトラクション比率βに代えて、以下の数３式で示すトラクション比率βが用いら
れる。
【０１１３】
【数３】

【０１１４】
数３式のP，Pcoは、数２式のP，Pcoと同様である。qは、油圧モータの現在の容量である
。qmaxは、油圧モータの最大容量である。
【０１１５】
　上記の実施形態では、走行機構としてＨＳＴシステムを例示しているが、走行機構は、
トルクコントローラやトランスミッションを介して駆動軸を駆動する機構であってもよい
。
【０１１６】
　出力トルク線は、エンジンの最大出力トルクよりも小さいトルク上限値を規定するもの
であってもよい。この場合、トルク上限値情報は、出力トルク線によるトルク上限値より
も大きいトルク上限値を規定する情報を含んでもよい。また、トルク上限値情報は、上記
の実施形態で例示したトルク上限値情報Ｔ３と異なるものであってもよい。例えば、トル
ク上限値情報は、所定のトルク特性によるトルク上限値よりも小さいトルク上限値を規定
する情報を含んでもよい。
【０１１７】
　走行状態を判定するための条件は、上記の実施形態で例示した条件と異なる条件が採用
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されてもよい。作業条件を判定するための条件は、上記の実施形態で例示した条件と異な
る条件が採用されてもよい。上げ操作が行なわれているか否かを判定するための条件は、
上記の実施形態で例示した条件と異なる条件が採用されてもよい。
【０１１８】
　上記の実施形態では、エンジンの出力馬力が一定となるエンジン回転速度の範囲で、ト
ルク上限値情報による出力トルクの算出が行なわれている。しかし、上記のエンジン回転
速度の範囲以外で、トルク上限値情報による出力トルクの算出が行なわれてもよい。
【０１１９】
　上記の実施形態では、低減率は、第１馬力に対して乗じられる比率である。しかし、出
力トルク線により規定されるトルク上限値に対して乗じられる比率であってもよい。或い
は、トルク上限値情報は、低減率に変えてトルク上限値を直接的に示す数値を含んでもよ
い。
【０１２０】
　トルク上限値情報は、マップと異なる形式であってもよい。牽引力の算出方法は上記の
実施形態の方法と異なる方法であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明によれば燃費を向上させることができると共に、操作性の良いホイールローダを
提供することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
１　　　エンジン
４　　　走行機構
２　　　作業機用油圧ポンプ
５２　　作業機
２３　　作業機操作部
１６　　車速検知部
６１　　牽引力検知部
Ｔ１　　出力トルク線
Ｔ２　　所定のトルク特性
Ｔ３　　トルク上限値情報
６２　　記憶部
６３　　走行状態判定部
６４　　作業状態判定部
６６　　上げ操作判定部
６７　　エンジン出力トルク制御部
５　　　走行用油圧ポンプ
１０ａ　第１油圧モータ
１０ｂ　第２油圧モータ
２０ａ　第１駆動回路
２０ｂ　第２駆動回路
４７　　カットオフ弁
【要約】
【課題】本発明の課題は、燃費を向上させることができると共に、操作性の良いホイール
ローダを提供することにある。
【解決手段】所定のトルク特性は、エンジン回転速度の少なくとも一部の範囲において、
出力トルク線によるエンジン出力トルクの上限値に１００％より小さい所定比率を乗じて
得られる。トルク上限値情報は、車速と牽引力とに応じて変化するエンジン出力トルクの
上限値を規定する。所定の判定条件を満たすときには、エンジン出力トルク制御部は、ト
ルク上限値情報に基づいてエンジン出力トルクを制御する。所定の判定条件は、少なくと
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も、走行状態が前進であり、且つ、作業状態が積荷であり、且つ、作業機の上げ操作が行
われていることを含む。判定条件を満たさないときには、エンジン出力トルク制御部は、
所定のトルク特性に基づいてエンジン出力トルクを制御する。
【選択図】図９

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 5192605 B1 2013.5.8

【図７】 【図８】

【図９】
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