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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド建設機械の制御システムであって、
　作動流体を供給する流体圧ポンプと、
　負荷側圧力室への作動流体の供給によって伸長して負荷を上昇させ、前記負荷側圧力室
からの作動流体の排出によって収縮して前記負荷を下降させる流体圧シリンダと、
　パイロット流体の圧力によって制御され、前記負荷側圧力室から排出される作動流体の
流量を調整する回生流量制御弁と、
　前記負荷側圧力室から排出される作動流体によって回転する回生用の回生モータと、
　前記回生モータに連結された回転電機と、
　前記回生流量制御弁と前記回生モータとの間の回生通路の圧力をパイロット圧として切
り換えられ、前記回生通路の圧力が設定圧力未満の場合には、前記負荷側圧力室から排出
される作動流体の流量を絞るように前記回生流量制御弁へのパイロット流体の圧力を低下
させるフェールセーフ用切換弁と、を備えることを特徴とするハイブリッド建設機械の制
御システム。
【請求項２】
　前記フェールセーフ用切換弁は、前記回生通路の圧力が前記設定圧力未満の場合には、
前記回生流量制御弁に供給されるパイロット流体の一部をタンクに還流して減圧するブリ
ード絞り位置に切り換えられることを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド建設機械
の制御システム。
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【請求項３】
　前記フェールセーフ用切換弁は、前記ブリード絞り位置と、前記回生通路の圧力が前記
設定圧力以上である場合にブリード絞りを遮断して前記回生流量制御弁にパイロット流体
を供給する連通位置と、を有することを特徴とする請求項２に記載のハイブリッド建設機
械の制御システム。
【請求項４】
　前記回生流量制御弁を切り換えるパイロット圧を絞る絞りを備え、
　前記フェールセーフ用切換弁は、前記絞りの下流から分岐してタンクに連通する通路に
設けられることを特徴とする請求項２に記載のハイブリッド建設機械の制御システム。
【請求項５】
　前記回生流量制御弁を切り換えるパイロット流体によって切り換えられ、前記負荷の下
降時に前記負荷側圧力室から前記タンクに導かれる作動流体の一部を再生流量として前記
流体圧シリンダの反負荷側圧力室に導く再生流量制御弁をさらに備えることを特徴とする
請求項２から４のいずれか一つに記載のハイブリッド建設機械の制御システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクチュエータから導かれる作動流体を利用してエネルギ回生を行う回生装
置を備えるハイブリッド建設機械の制御システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のハイブリッド建設機械として、油圧シリンダから導かれる作動油を利用して油圧
モータを回転させてエネルギ回生を行うものが知られている。
【０００３】
　特許文献１には、ブームを上下に回動させるブームシリンダを備えるハイブリッド建設
機械が開示されている。このハイブリッド建設機械では、ブームを下降させる際にブーム
シリンダから戻される作動油を利用して油圧モータを回転させ、油圧モータの回転トルク
で発電機を駆動している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７９５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のハイブリッド建設機械では、何らかの要因でブーム
シリンダから油圧モータに導かれる作動油の圧力が低下した場合には、ブームを下降させ
る際の回動速度が、オペレータが意図した速度よりも速くなるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、負荷を下降させる際のフェール
セーフ性能を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ハイブリッド建設機械の制御システムであって、作動流体を供給する流体圧
ポンプと、負荷側圧力室への作動流体の供給によって伸長して負荷を上昇させ、前記負荷
側圧力室からの作動流体の排出によって収縮して前記負荷を下降させる流体圧シリンダと
、パイロット流体の圧力によって制御され、前記負荷側圧力室から排出される作動流体の
流量を調整する回生流量制御弁と、前記負荷側圧力室から排出される作動流体によって回
転する回生用の回生モータと、前記回生モータに連結された回転電機と、前記回生流量制
御弁と前記回生モータとの間の回生通路の圧力をパイロット圧として切り換えられ、前記
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回生通路の圧力が設定圧力未満の場合には、前記負荷側圧力室から排出される作動流体の
流量を絞るように前記回生流量制御弁へのパイロット流体の圧力を低下させるフェールセ
ーフ用切換弁と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、何らかの要因で流体圧シリンダの負荷側圧力室と回生モータとの間の回生
通路の圧力が設定圧力未満に低下すると、フェールセーフ用切換弁が切り換えられ、回生
流量制御弁へのパイロット流体の圧力を低下させて、負荷側圧力室から排出される作動流
体の流量が絞られる。よって、負荷を下降させる際の回動速度が速くなることを抑制でき
る。したがって、負荷を下降させる際のフェールセーフ性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係るハイブリッド建設機械の制御システムを示す回
路図である。
【図２】本発明の第二の実施の形態に係るハイブリッド建設機械の制御システムを示す回
路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係るハイブリッド建設機械の制御システ
ムについて説明する。
【００１１】
　以下の各実施の形態では、ハイブリッド建設機械が油圧ショベルである場合について説
明する。また、以下の各実施の形態では、負荷は、油圧ショベルのブームであり、流体圧
シリンダは、ブームを昇降させるためのブームシリンダＢＣである。
【００１２】
　（第一の実施の形態）
　以下、図１を参照して、本発明の第一の実施の形態に係るハイブリッド建設機械の制御
システム１００について説明する。
【００１３】
　図１に示すように、ハイブリッド建設機械の制御システム１００は、可変容量型の第一
メインポンプＭＰ１と、可変容量型の第二メインポンプＭＰ２と、可変容量型のアシスト
ポンプＡＰとを備える。
【００１４】
　第一メインポンプＭＰ１の吐出ポートは、第一切換弁Ｖ１を介して第一回路系統に接続
される。第二メインポンプＭＰ２の吐出ポートは、第二切換弁Ｖ２を介して第二回路系統
に接続される。アシストポンプＡＰの吐出ポートは、第一切換弁Ｖ１を介して第一メイン
ポンプＭＰ１の吐出ポートに合流可能であると共に、第二切換弁Ｖ２を介して第二メイン
ポンプＭＰ２の吐出ポートに合流可能である。第一メインポンプＭＰ１と、第二メインポ
ンプＭＰ２と、アシストポンプＡＰとは、作動油（作動流体）を加圧供給する流体圧ポン
プである。
【００１５】
　第一切換弁Ｖ１は、４ポート２ポジションのスプール式の切換弁である。第一切換弁Ｖ
１は、スプールの一端に臨んでパイロット室が設けられ、スプールの他端がスプリングで
支持される。第一切換弁Ｖ１は、パイロット室にパイロット圧が供給されていない状態で
は、スプリングの付勢力によってノーマル位置に保持される（図１に示す状態）。
【００１６】
　第一切換弁Ｖ１は、ノーマル位置に保持されている状態では、第一メインポンプＭＰ１
の吐出油を第一回路系統に供給すると共に、アシストポンプＡＰの吐出油をチェック弁を
介して第一メインポンプＭＰ１の吐出ポートに合流させる。
【００１７】
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　第一切換弁Ｖ１は、パイロット室のパイロット圧によって切換位置（図１中右側位置）
に切り換えられると、アシストポンプＡＰの吐出油の第一メインポンプＭＰ１の吐出ポー
トへの合流が遮断される。このとき、第一メインポンプＭＰ１の吐出油は、依然として第
一回路系統に供給される。
【００１８】
　第二切換弁Ｖ２は、６ポート３ポジションのスプール式の切換弁である。第二切換弁Ｖ
２には、スプールの両端に臨んでパイロット室がそれぞれ設けられる。スプールは、両端
に各々設けられる一対のセンタリングスプリングによって中立状態に支持される。第二切
換弁Ｖ２は、センタリングスプリングのばね力によって、通常はノーマル位置に保持され
る（図１に示す状態）。
【００１９】
　第二切換弁Ｖ２は、ノーマル位置に保持されている状態では、第二メインポンプＭＰ２
の吐出油を第二回路系統に供給すると共に、アシストポンプＡＰの吐出油を第二メインポ
ンプＭＰ２の吐出ポートに合流させる。
【００２０】
　第二切換弁Ｖ２は、一方のパイロット室のパイロット圧によって第一切換位置（図１中
右側位置）に切り換えられると、アシストポンプＡＰの吐出油の第二メインポンプＭＰ２
の吐出ポートへの合流が遮断される。このとき、第二メインポンプＭＰ２の吐出油は、依
然として第二回路供給系統に供給される。
【００２１】
　第二切換弁Ｖ２は、他方のパイロット室のパイロット圧によって第二切換位置（図１中
左側位置）に切り換えられると、アシストポンプＡＰの吐出油の第二メインポンプＭＰ２
の吐出ポートへの合流と、第二メインポンプＭＰ２の吐出油の第二回路供給系統への供給
とが、共に遮断される。
【００２２】
　このとき、第二メインポンプＭＰ２の吐出油は、アシストポンプＡＰを駆動する回生モ
ータＭに供給される。なお、ノーマル位置及び第一切換位置においては、第二メインポン
プＭＰ２の吐出油の油圧モータＭへの供給は遮断される。
【００２３】
　第一切換弁Ｖ１のパイロット室には、パイロット油圧源ＰＰから電磁弁１を介してパイ
ロット圧が供給される。電磁弁１は、ソレノイドが非励磁のノーマル位置では、パイロッ
ト室をパイロット油圧源ＰＰから遮断する（図１に示す状態）。電磁弁１は、ソレノイド
が励磁されることで、パイロット油圧源ＰＰの吐出油をパイロット室に供給する連通位置
（図１中下側位置）に切り換わる。
【００２４】
　第二切換弁Ｖ２の一方のパイロット室は、電磁弁２ａを介してパイロット油圧源ＰＰに
接続される。第二切換弁Ｖ２の他方のパイロット室は、電磁弁２ｂを介してパイロット油
圧源ＰＰに接続される。電磁弁２ａと電磁弁２ｂとは、ソレノイドが非励磁のノーマル位
置では、パイロット室をパイロット油圧源ＰＰから遮断する（図１に示す状態）。電磁弁
２ａと電磁弁２ｂとは、ソレノイドが励磁されることで、パイロット油圧源ＰＰの吐出油
をパイロット室に供給する連通位置に切り換えられる。
【００２５】
　電磁弁１と電磁弁２ａと電磁弁２ｂとの各々のソレノイドは、コントローラＣに接続さ
れる。
【００２６】
　コントローラＣは、中央演算装置（ＣＰＵ），読み出し専用メモリ（ＲＯＭ），ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ），及び入出力インタフェース（Ｉ／Ｏ　インタフェース）を
備えたマイクロコンピュータで構成される。コントローラＣを、単一のマイクロコンピュ
ータではなく複数のマイクロコンピュータで構成することも可能である。
【００２７】
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　コントローラＣは、ハイブリッド建設機械のオペレータからの入力信号に応じて、電磁
弁１と電磁弁２ａと電磁弁２ｂとの各々のソレノイドを励磁し、あるいは非励磁にする。
【００２８】
　第一メインポンプＭＰ１と第二メインポンプＭＰ２とは、回転速度センサ（図示省略）
を備えたエンジンＥによって回転駆動される。エンジンＥには、余剰トルクを用いて発電
を行なう発電機３が付設される。
【００２９】
　第一メインポンプＭＰ１に接続される第一回路系統には、上流側から、旋回モータを制
御する切換弁４，アームシリンダを制御する切換弁５，ブームシリンダＢＣを制御するブ
ーム二速用の切換弁６，予備用アタッチメントを制御する切換弁７，及び左走行用のモー
タを制御する切換弁８が設けられる。切換弁４～８は、中立通路９とパラレル通路１０と
を介して相互に接続され、第一切換弁Ｖ１を介して第一メインポンプＭＰ１に接続される
。
【００３０】
　中立通路９における左走行モータ用の切換弁８の下流には、パイロット圧を生成するた
めのパイロット圧制御用の絞り１１が設けられる。絞り１１は、流量が多ければ上流側に
高いパイロット圧を生成し、流量が少なければ上流側に低いパイロット圧を生成する。
【００３１】
　具体的には、中立通路９は、切換弁４～８が中立位置もしくは中立位置近傍にあるとき
には、第一メインポンプＭＰ１から第一回路系統に供給された作動油の全部又は一部を絞
り１１を通じてタンクＴに導く。このとき、絞り１１を通過する作動油の流量が多くなる
ため、高いパイロット圧が生成される。
【００３２】
　一方、中立通路９は、切換弁４～８がフルストロークの状態に切り換えられると、流体
の流通がなくなる。この場合、絞り１１を流れる作動油の流量がなくなるため、パイロッ
ト圧はゼロとなる。切換弁４～８の操作量によっては、作動油の一部がアクチュエータに
導かれ、残りが中立通路９からタンクＴに導かれる。そのため、絞り１１は、中立通路９
を流れる作動油の流量に応じたパイロット圧を生成する。このように、絞り１１は、上流
側に位置する切換弁４～８の操作量に応じたパイロット圧を生成する。
【００３３】
　中立通路９における切換弁８と絞り１１との間には、パイロット通路１２が接続される
。パイロット通路１２は、電磁切換弁１３を介して第一メインポンプＭＰ１の斜板の傾転
角を制御するレギュレータ１４に接続される。
【００３４】
　電磁切換弁１３は、レギュレータ１４にパイロット圧を供給するバルブである。電磁切
換弁１３は、そのポジジョンに応じて、パイロット通路１２とパイロット油圧源ＰＰとか
ら選択したパイロット圧源をレギュレータ１４に接続する。電磁切換弁１３は、ノーマル
位置では、パイロット通路１２の圧力をパイロット圧としてレギュレータ１４に供給する
（図１に示す状態）。電磁切換弁１３は、励磁電流の供給を受けると切換位置（図１中下
側位置）に切り換わり、パイロット油圧源ＰＰの圧力をパイロット圧としてレギュレータ
１４に供給する。
【００３５】
　電磁切換弁１３のソレノイドは、コントローラＣに接続される。コントローラＣは、ハ
イブリッド建設機械のオペレータからの入力信号に応じて、電磁切換弁１３に励磁電流を
供給して切換位置に切り換える。一方、コントローラＣは、オペレータによって信号が入
力されない限り、ソレノイドを非励磁にして、電磁切換弁１３をノーマル位置に保持する
。
【００３６】
　レギュレータ１４は、第一メインポンプＭＰ１の斜板の傾転角をパイロット圧に比例（
比例定数は負の数）するように制御し、第一メインポンプＭＰ１の一回転あたりの作動油
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吐出量を設定する。
【００３７】
　電磁切換弁１３は、切換弁４～８のすべてがノーマル位置に維持される場合、すなわち
旋回モータ，アームシリンダ，ブームシリンダＢＣ，予備用アタッチメント，及び左走行
モータの非稼働時には、第一メインポンプＭＰ１の吐出量をその他の場合よりも少なくす
る役割をもつ。例えば、エネルギーロスを少なくしたい暖機運転時などが、この条件に相
当する。
【００３８】
　第二メインポンプＭＰ２に接続される第二回路系統には、上流側から、右走行用モータ
を制御する切換弁１５，バケットシリンダを制御する切換弁１６，ブームシリンダＢＣを
制御するブーム用切換弁１７，及びアームシリンダを制御するアーム二速用の切換弁１８
が設けられる。切換弁１５～１８は、中立通路１９を介して相互に接続され、第二切換弁
Ｖ２を介して第二メインポンプＭＰ２に接続される。また、切換弁１６とブーム用切換弁
１７とは、パラレル通路２０を介して相互に接続される。
【００３９】
　中立通路１９におけるアーム二速用の切換弁１８の下流側には、パイロット圧を生成す
るためのパイロット圧制御用の絞り２１が設けられる。絞り２１は、上流側の圧力を、パ
イロット通路２２を介して第二メインポンプＭＰ２のレギュレータ２３にパイロット圧と
して供給する。絞り２１は、絞り１１と同様に機能するものであるため、ここでは詳細な
説明は省略する。
【００４０】
　レギュレータ２３は、第二メインポンプＭＰ２の斜板の傾転角をパイロット圧に比例（
比例定数は負の数）するように制御し、第二メインポンプＭＰ２の一回転あたりの作動油
吐出量を設定する。
【００４１】
　ブームシリンダＢＣは、ピストン側室（負荷側圧力室）２５とロッド側室（反負荷側圧
力室）３０とを内部に画成するピストンと、ピストンとブームとを連結するピストンロッ
ドとを有する。ブームシリンダＢＣは、ピストン側室２５への作動油の供給によって伸長
してブームを起立（上昇）させ、ピストン側室２５からの作動油の排出によって収縮して
ブームを倒伏（下降）させるものである。
【００４２】
　ブーム用切換弁１７は、６ポート３ポジションのスプール式の切換弁である。ブーム用
切換弁１７は、入力ポートとして、中立通路１９に接続されるポートと、パラレル通路２
０に接続されるポートと、タンクＴに接続されるポートとを有する。また、ブーム用切換
弁１７は、出力ポートとして、一対のアクチュエータポートと、中立通路１９に接続され
るポートとを有する。
【００４３】
　一対のアクチュエータポートの一方は、通路２４を介してブームシリンダＢＣのピスト
ン側室２５に接続される。一対のアクチュエータポートの他方は、通路２９を介してブー
ムシリンダＢＣのロッド側室３０に接続される。
【００４４】
　ブーム用切換弁１７の３つのポジションは、中立位置，下降位置，及び上昇位置からな
る。これらの３つのポジションは、ハイブリッド建設機械のオペレータの操作によって選
択される。
【００４５】
　ブーム用切換弁１７は、中立位置では、中立通路１９を介して供給される第二メインポ
ンプＭＰ２の吐出油を、下流側の中立通路１９に供給すると共に、一対のアクチュエータ
ポートを遮断状態とする（図１に示す状態）。この状態では、ブームシリンダＢＣにおけ
るピストン側室２５とロッド側室３０とのいずれもが密閉状態となる。よって、ブームは
、現状の角度位置のまま保持される。
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【００４６】
　ブーム用切換弁１７は、下降位置（図１中左側位置）では、パラレル通路２０を介して
供給される第二メインポンプＭＰ２の吐出油をロッド側室３０に供給すると共に、ピスト
ン側室２５の作動油をブリード通路１７ａを介してタンクＴに還流させる。これにより、
ブームシリンダＢＣは、収縮してブームを倒伏（下降）させる。
【００４７】
　ブーム用切換弁１７は、上昇位置（図１中右側位置）では、パラレル通路２０を介して
供給される第二メインポンプＭＰ２の吐出油をピストン側室２５に供給すると共に、ロッ
ド側室３０の作動油をタンクＴに還流させる。これにより、ブームシリンダＢＣは、伸長
してブームを起立（上昇）させる。
【００４８】
　ブーム用切換弁１７の一方のアクチュエータポートとピストン側室２５とを連通する通
路２４には、回生流量制御弁としての回生制御スプール弁２６が設けられる。回生制御ス
プール弁２６は、パイロット圧油（パイロット流体）の圧力によって制御され、ピストン
側室２５から排出される作動油の流量を調整する。回生制御スプール弁２６は、スプール
の一方に臨むパイロット室２６ａと、スプールの他方を弾性支持するスプリング２６ｂと
を有する。
【００４９】
　回生制御スプール弁２６は、ピストン側室２５の作動油を回生モータＭに排出しないノ
ーマル位置２６ｃと、ピストン側室２５の作動油の流量を絞って回生モータＭに排出する
絞り位置２６ｄと、ピストン側室２５の作動油をそのまま回生モータＭに排出する排出位
置２６ｅとを有する。
【００５０】
　回生制御スプール弁２６は、パイロット室２６ａにパイロット圧が供給されない状態で
は、スプリング２６ｂのばね力でノーマル位置２６ｃを保つ（図１に示す状態）。回生制
御スプール弁２６は、パイロット室２６ａにパイロット圧が供給されると、絞り位置２６
ｄに切り換えられ、そこからさらにパイロット圧が上昇すると排出位置２６ｅに切り換え
られる。
【００５１】
　回生制御スプール弁２６は、ノーマル位置２６ｃに維持された状態では、通路２４を連
通させると共に、ブームシリンダＢＣのピストン側室２５と回生モータＭとを接続する回
生通路２７を遮断する。
【００５２】
　回生制御スプール弁２６は、絞り位置２６ｄに切り換えられると、ブームシリンダＢＣ
のピストン側室２５から通路２４に排出される作動油を絞ると共に、回生通路２７に排出
される作動油を絞る。
【００５３】
　回生制御スプール弁２６は、排出位置２６ｅに切り換えられると、通路２４を遮断する
と共に、回生通路２７を全開にする。その結果、ピストン側室２５とブーム用切換弁１７
の一方のアクチュエータポートとの接続が遮断され、ピストン側室２５と回生通路２７と
が接続される。
【００５４】
　なお、回生制御スプール弁２６は、理解を容易にするために３つのポジションを図示し
て説明したが、これらのポジションを択一的に適用するだけでなく、パイロット室２６ａ
のパイロット圧に応じて、通路２４と回生通路２７とをともに部分的な連通状態に保持す
るとともに、パイロット圧に応じてそれらの開度を制御する機能を有する。
【００５５】
　回生通路２７には、ブームシリンダＢＣのピストン側室２５から回生モータＭに排出さ
れる作動油の流れを許容し、逆方向の流れを阻止するチェック弁２８が設けられる。
【００５６】
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　ブームシリンダＢＣのピストン側室２５に連通する通路２４と、ブームシリンダＢＣの
ロッド側室３０に連通する通路２９とは、再生流量制御弁３２が設けられる再生通路３１
を介して接続される。再生流量制御弁３２はスプール弁で構成される。再生流量制御弁３
２は、スプールの一端に臨むパイロット室３２ａと、スプールの他端を弾性支持するスプ
リング３２ｂとを備える。
【００５７】
　再生流量制御弁３２は、回生制御スプール弁２６を切り換えるパイロット圧油によって
切り換えられ、ブームの下降時にブームシリンダＢＣのピストン側室２５からタンクＴに
導かれる作動油の一部を再生流量としてブームシリンダＢＣのロッド側室３０に導く。こ
のように、ブームの下降時にピストン側室２５の作動油の一部をロッド側室３０に導いて
再生させることで、ブームシリンダＢＣの下降速度が速くなってもロッド側室３０が負圧
になることが抑制されるため、異音の発生を防止できる。
【００５８】
　再生流量制御弁３２は、パイロット室３２ａにパイロット圧が供給されていないノーマ
ル位置では、再生通路３１を遮断する（図１に示す状態）。一方、再生流量制御弁３２は
、パイロット室３２ａにパイロット圧が供給された切換位置（図１中右側位置）では、パ
イロット圧に応動する可変絞りとして再生通路３１の流量を制御する。
【００５９】
　再生流量制御弁３２のスプリング３２ｂのばね力は、回生制御スプール弁２６のスプリ
ング２６ｂのばね力より大きく設定される。よって、同じパイロット圧に対して再生流量
制御弁３２が再生通路３１を連通するタイミングは、回生制御スプール弁２６が絞り位置
２６ｄに切り換えられるタイミングよりも遅くなるように設定される。
【００６０】
　再生通路３１には、ピストン側室２５から通路２９への作動油の流れを許容し、逆方向
の流れを阻止するチェック弁３３が設けられる。
【００６１】
　回生制御スプール弁２６のパイロット室２６ａと再生流量制御弁３２のパイロット室３
２ａとには、比例電磁弁３４とフェールセーフ用切換弁６０とを介して、パイロット油圧
源ＰＰが接続される。
【００６２】
　比例電磁弁３４は、ソレノイド３４ａと、弁体を弾性支持するスプリング３４ｂとを備
える。ソレノイド３４ａは、コントローラＣからの電流により励磁され、スプリング３４
ｂに抗して弁体を駆動する。
【００６３】
　比例電磁弁３４は、ソレノイド３４ａの非励磁状態では、スプリング３４ｂのばね力で
ノーマル位置を保つ（図１に示す状態）。比例電磁弁３４は、コントローラＣからソレノ
イド３４ａへ励磁電流が供給されると、切換位置に切り換わり、励磁電流に応じた開度で
パイロット室２６ａとパイロット室３２ａとをパイロット油圧源ＰＰに接続する。このよ
うに、パイロット室２６ａとパイロット室３２ａとのパイロット圧は、コントローラＣか
ら比例電磁弁３４に供給される励磁電流に応じた圧力に制御される。
【００６４】
　フェールセーフ用切換弁６０は、回生制御スプール弁２６と回生モータＭとの間の回生
通路２７ａの圧力をパイロット圧として切り換えられる。フェールセーフ用切換弁６０は
、パイロット室６０ａと、弁体を弾性支持するスプリング６０ｂとを備える。パイロット
室６０ａは、回生制御スプール弁２６とチェック弁２８との間の回生通路２７ａに接続さ
れる。
【００６５】
　チェック弁２８が設けられることによって、他の回生時（図１では、Ｖ２のスタンバイ
回生時や、図示しない旋回回生時）に回生通路２７の圧力が回生通路２７ａへ伝わらない
ので、フェールセーフ用切換弁６０が勝手に切り換わってしまうことはない。例えば、チ
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ェック弁２８が設けられない場合には、スタンバイ回生からブーム回生になったときに、
フェールセーフ用切換弁６０が後述する連通位置６０ｄに切り換わる。そのため、比例電
磁弁３４が切り換わったときに、パイロット油圧源ＰＰからの圧力が急にパイロット室２
６ａにかかるおそれがある。
【００６６】
　フェールセーフ用切換弁６０は、回生制御スプール弁２６に供給されるパイロット圧油
の一部をタンクＴに還流して減圧するブリード絞り位置６０ｃと、回生通路２７ａの圧力
が設定圧力以上である場合に回生制御スプール弁２６にパイロット圧油の全量を供給する
連通位置６０ｄとを有する。
【００６７】
　フェールセーフ用切換弁６０は、連通位置６０ｄに切り換えられると、パイロット油圧
源ＰＰから比例電磁弁３４を通じて供給されるパイロット圧油をそのままパイロット室２
６ａ及びパイロット室３２ａに供給すると共に、タンクＴとの連通を遮断する。よって、
パイロット油圧源ＰＰから供給されるパイロット圧油のすべてがパイロット室２６ａ及び
パイロット室３２ａに供給される。
【００６８】
　フェールセーフ用切換弁６０は、ブリード絞り位置６０ｃに切り換えられると、パイロ
ット油圧源ＰＰから比例電磁弁３４を通じて供給されるパイロット圧油を第一の絞り６０
ｅを介してパイロット室２６ａ及びパイロット室３２ａに供給するとともに、供給するパ
イロット圧油の一部を第二の絞り６０ｆを介してタンクＴに排出する。このように、フェ
ールセーフ用切換弁６０は、ブリード絞り位置６０ｃに切り換えられた状態では、ブリー
ド回路を形成する。
【００６９】
　フェールセーフ用切換弁６０は、回生通路２７ａの圧力が設定圧力未満の場合には、ブ
リード絞り位置６０ｃに切り換えられ、回生制御スプール弁２６へのパイロット圧油の圧
力を低下させる。これにより、ブームシリンダＢＣのピストン側室２５から排出される作
動油の流量が絞られる。以下、ブームを下降させる際の動作を具体的に説明する。
【００７０】
　ハイブリッド建設機械のオペレータが、ブーム用切換弁１７を下降位置に切り換えると
、第二メインポンプＭＰ２の吐出油がロッド側室３０に供給されると共に、ピストン側室
２５の作動油が排出される。このとき、コントローラＣは、比例電磁弁３４を切換位置に
切り換えて回生モータＭによる回生動作を開始する。
【００７１】
　コントローラＣからの電流によって比例電磁弁３４が切換位置に切り換えられると、パ
イロット油圧源ＰＰからのパイロット圧油が、フェールセーフ用切換弁６０を介してパイ
ロット室２６ａとパイロット室３２ａとに供給される。このとき、フェールセーフ用切換
弁６０は、ブリード絞り位置６０ｃに切り換えられているため、回生制御スプール弁２６
のパイロット室２６ａには、パイロット圧が減圧されて供給される。
【００７２】
　パイロット室２６ａに供給されるパイロット圧が高くなってくると、回生制御スプール
弁２６は、ノーマル位置２６ｃから絞り位置２６ｄに切り換えられる。これにより、ブー
ムシリンダＢＣのピストン側室２５の作動油が回生通路２７に排出されて回生モータＭに
導かれる。この作動油の流れによって回生通路２７ａの圧力が高まると、パイロット室６
０ａに供給されるパイロット圧が高くなる。よって、フェールセーフ用切換弁６０は、ブ
リード絞り位置６０ｃから連通位置６０ｄに切り換えられる。
【００７３】
　フェールセーフ用切換弁６０が連通位置６０ｄに切り換えられると、回生制御スプール
弁２６のパイロット室２６ａに供給されるパイロット圧が高まる。これにより、回生制御
スプール弁２６は、絞り位置２６ｄから排出位置２６ｅに切り換えられる。よって、ブー
ムの下降に伴う回生モータＭの回生量が増加する。
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【００７４】
　ここで、フェールセーフ用切換弁６０が設けられていない場合には、何らかの要因によ
り回生動作中に回生通路２７の圧力が低下すると、ブームが下降する際の速度が、オペレ
ータが意図した速度と比較して速くなるおそれがある。
【００７５】
　これに対して、ハイブリッド建設機械の制御システム１００では、回生通路２７ａの圧
力が設定圧力未満に低下すると、フェールセーフ用切換弁６０のパイロット室６０ａに供
給されるパイロット圧も低下する。そのため、フェールセーフ用切換弁６０は、連通位置
６０ｄからブリード絞り位置６０ｃに切り換えられることとなる。
【００７６】
　これにより、回生制御スプール弁２６のパイロット室２６ａには、パイロット圧が減圧
されて供給される。そのため、パイロット室２６ａに供給されるパイロット圧が低くなり
、回生制御スプール弁２６は、排出位置２６ｅから絞り位置２６ｄに切り換えられる。よ
って、ブームシリンダＢＣのピストン側室２５から排出されて回生モータＭに導かれる作
動油の流量が絞られるため、ブームが下降する際の速度が速くなることを抑制できる。し
たがって、ブームを下降させる際のフェールセーフ性能を向上させることができる。
【００７７】
　なお、ハイブリッド建設機械のオペレータによるブーム用切換弁１７の操作量によって
は、比例電磁弁３４の励磁電流の大きさで、ピストン側室２５から排出されて回生モータ
Ｍに導かれる作動油の流量を大幅に制限するだけでなく、回生制御スプール弁２６を絞り
位置２６ｄからノーマル位置２６ｃに切り換えて、回生通路２７の作動油を遮断すること
も可能である。
【００７８】
　また、フェールセーフ用切換弁６０は、連通位置６０ｄからブリード絞り位置６０ｃに
切り換えられると、再生流量制御弁３２のパイロット室３２ａに供給されるパイロット圧
も低くなる。そのため、再生流量制御弁３２は、切換位置からノーマル位置に切り換えら
れる。よって、ピストン側室２５からロッド側室３０に再生される作動油の流量もまた大
幅に制限されるか又は遮断される。したがって、ブームを下降させる際のフェールセーフ
性能をさらに向上させることができる。
【００７９】
　回生モータＭは、電動モータ兼発電機である回転電機３５に結合し、アシストポンプＡ
Ｐと同軸上で一体回転する。回転電機３５は、回生モータＭに連結され、回生モータＭに
よって回転駆動されることで発電機能を発揮する。回転電機３５が発電した電力は、イン
バータ３６を介してバッテリー３７に充電される。バッテリー３７はコントローラＣに接
続され、コントローラＣにはバッテリー３７の蓄電量を示す信号が入力される。
【００８０】
　バッテリー３７には、バッテリーチャージャー３８が付設される。バッテリーチャージ
ャー３８は、発電機３が発電した電力を用いてバッテリー３７を充電する。バッテリーチ
ャージャー３８に家庭用電源など別系統の電源３９を接続することも可能である。
【００８１】
　回生モータＭは、ピストン側室２５から排出される作動油によって回転して電力を回生
する。回生モータＭは、容量可変型であり、斜板の傾転角を制御するためのレギュレータ
４０を備える。レギュレータ４０は、コントローラＣからの信号に応じて、回生モータＭ
の斜板の傾転角を変化させる。
【００８２】
　アシストポンプＡＰもまた可変容量型であり、斜板の傾転角を制御するためのレギュレ
ータ４１を備える。レギュレータ４１は、コントローラＣからの信号に応じて、アシスト
ポンプＡＰの斜板の傾転角を変化させる。
【００８３】
　以上の構成により、回生モータＭが回転電機３５を回転駆動している場合には、アシス
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トポンプＡＰの斜板の傾転角を最小にして、アシストポンプＡＰの駆動負荷が回生モータ
Ｍにほとんど作用しない状態に設定することができる。回転電機３５を電動モータとして
機能させる場合には、回転電機３５の出力トルクと回生モータＭの駆動トルクとでアシス
トポンプＡＰを回転駆動し、アシストポンプＡＰをポンプとして機能させることができる
。
【００８４】
　以上のように構成されたハイブリッド建設機械の制御システム１００では、電磁弁１，
電磁弁２ａ，及び電磁弁２ｂを非励磁にし、第一切換弁Ｖ１と第二切換弁Ｖ２とをそれぞ
れノーマル位置に保った状態でエンジンＥを運転すると、第一メインポンプＭＰ１から第
一回路系統に作動油が供給され、第二メインポンプＭＰ２から第二回路系統に作動油が供
給される。
【００８５】
　同時に、アシストポンプＡＰから作動油を吐出させた場合には、アシストポンプＡＰか
らの吐出油は、第一メインポンプＭＰ１及び第二メインポンプＭＰ２の吐出油に合流して
第一回路系統と第二回路系統とに供給される。
【００８６】
　アシストポンプＡＰを稼働させるには、回転電機３５をバッテリー３７の電力で電動モ
ータとして運転し、その回転トルクでアシストポンプＡＰを回転させる必要がある。その
場合、回生モータＭは、斜板の傾転角を最少にして回転抵抗を小さくし、電動モータとし
て機能する回転電機３５の出力損失を最小にすることが望ましい。回生モータＭの回転力
でアシストポンプＡＰを回転駆動することも可能である。
【００８７】
　ハイブリッド建設機械の制御システム１００は、第一メインポンプＭＰ１のレギュレー
タ１４に供給される圧力を検出する圧力センサ４２と、第二メインポンプＭＰ２のレギュ
レータ２３に供給される圧力を検出する圧力センサ４３とを備える。圧力センサ４２と圧
力センサ４３との圧力信号は、コントローラＣに入力される。
【００８８】
　コントローラＣは、圧力センサ４２と圧力センサ４３とから入力される圧力信号に応じ
てアシストポンプＡＰの斜板の傾転角を制御する。圧力センサ４２と圧力センサ４３との
圧力信号とアシストポンプＡＰの斜板の傾転角との関係は、最も効率的なアシスト出力が
得られるように予め設定される。
【００８９】
　一方、第一切換弁Ｖ１を切換位置に切り換えると、第一メインポンプＭＰ１の吐出油の
みが第一回路系統に供給される。第二切換弁Ｖ２を第一切換位置に切り換えると、第二メ
インポンプＭＰ２の吐出油のみが第二回路系統に供給される。
【００９０】
　第二切換弁Ｖ２を第二切換位置に切り換えると、第二メインポンプＭＰ２の吐出油が回
生モータＭに供給される。したがって、第二回路系統に接続したアクチュエータを稼働さ
せていない場合に、コントローラＣが電磁弁２ｂを介して第二切換弁Ｖ２を第二切換位置
に切り換えれば、回生モータＭを回転させて回転電機３５に発電を行なわせることができ
る。回転電機３５が発電した電力は、インバータ３６を介してバッテリー３７に充電され
る。
【００９１】
　回生モータＭが回転電機３５を回転駆動する際には、発電効率を向上させるためにアシ
ストポンプＡＰの斜板の傾転角を最小に保つことが望ましい。
【００９２】
　コントローラＣは、バッテリー３７の蓄電量を検出し、その蓄電量に応じて回生モータ
Ｍの回転数を制御する機能を有する。
【００９３】
　以上の第一の実施の形態によれば、以下に示す効果を奏する。
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【００９４】
　ハイブリッド建設機械の制御システム１００では、何らかの要因でブームシリンダＢＣ
のピストン側室２５と回生モータＭとの間の回生通路２７の圧力が設定圧力未満に低下す
ると、フェールセーフ用切換弁６０が切り換えられ、回生制御スプール弁２６へのパイロ
ット圧油の圧力を低下させて、ピストン側室２５から排出される作動油の流量が絞られる
。よって、ブームを下降させる際の回動速度が速くなることを抑制できる。したがって、
ブームを下降させる際のフェールセーフ性能を向上させることができる。
【００９５】
　また、フェールセーフ用切換弁６０は、連通位置６０ｄからブリード絞り位置６０ｃに
切り換えられると、再生流量制御弁３２のパイロット室３２ａに供給されるパイロット圧
も低くなる。そのため、再生流量制御弁３２は、切換位置からノーマル位置に切り換えら
れる。よって、ピストン側室２５からロッド側室３０に再生される作動油の流量もまた大
幅に制限されるか又は遮断される。したがって、ブームを下降させる際のフェールセーフ
性能をさらに向上させることができる。
【００９６】
　（第二の実施の形態）
　以下、図２を参照して、本発明の第二の実施の形態に係るハイブリッド建設機械の制御
システム２００について説明する。以下に示す第二の実施の形態では、上述した第一の実
施の形態と異なる点を中心に説明し、第一の実施の形態と同様の機能を有する構成には同
一の符号を付して説明を省略する。
【００９７】
　ハイブリッド建設機械の制御システム２００では、フェールセーフ用切換弁６０に代え
てフェールセーフ用切換弁１６０が用いられる点で第一の実施の形態とは相違する。
【００９８】
　フェールセーフ用切換弁１６０は、比例電磁弁３４とパイロット室２６ａ，３２ａ間の
パイロット通路から分岐した先に設けられる。フェールセーフ用切換弁１６０は、回生制
御スプール弁２６と回生モータＭとの間の回生通路２７ａの圧力をパイロット圧として切
り換えられる。フェールセーフ用切換弁１６０は、パイロット室１６０ａと、弁体を弾性
支持するスプリング１６０ｂとを備える。また、比例電磁弁３４の下流かつフェールセー
フ用切換弁１６０との接続部の上流には、パイロット油圧源ＰＰから供給されるパイロッ
ト圧油を絞る第一の絞り１６１が設けられる。
【００９９】
　フェールセーフ用切換弁１６０は、第一の絞り１６１の下流側のパイロット圧油をタン
クＴにブリードするブリード絞り位置１６０ｃと、回生通路２７の圧力が設定圧力以上で
ある場合に回生制御スプール弁２６のパイロット室２６ａにパイロット圧油の全量を供給
するブリード遮断位置１６０ｄとを有する。
【０１００】
　フェールセーフ用切換弁１６０は、ブリード絞り位置１６０ｃに切り換えられると、パ
イロット油圧源ＰＰから比例電磁弁３４を通じて供給されるパイロット圧油を第一の絞り
１６１を介してパイロット室２６ａ及びパイロット室３２ａに供給するパイロット圧油の
一部を第二の絞り１６２を介してタンクＴに排出する。このように、フェールセーフ用切
換弁１６０は、ブリード絞り位置１６０ｃに切り換えられた状態では、ブリード回路を形
成する。
【０１０１】
　なお、第二の絞り１６２をフェールセーフ用切換弁１６０の内部に設けるのに代えて、
パイロット油圧源ＰＰからパイロット圧油が供給されるパイロット通路から分岐した先に
、フェールセーフ用切換弁１６０とは別体に設けてもよい。
【０１０２】
　フェールセーフ用切換弁１６０は、ブリード遮断位置１６０ｄに切り換えられると、パ
イロット油圧源ＰＰからタンクＴに排出される作動油の流れを遮断する。よって、比例電
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ット室３２ａに供給される。ただし、このときパイロット油圧源ＰＰから供給されるパイ
ロット圧油は、第一の絞り１６１によって通路が絞られているが、ブリード回路が遮断さ
れているため、減圧されずに供給される。
【０１０３】
　フェールセーフ用切換弁１６０は、フェールセーフ用切換弁６０と同様に、回生通路２
７ａの圧力が設定圧力未満の場合には、ブリード絞り位置１６０ｃに切り換えられ、回生
制御スプール弁２６へのパイロット圧油の圧力を低下させる。これにより、ブームシリン
ダＢＣのピストン側室２５から排出される作動油の流量が絞られる。
【０１０４】
　以上の第二の実施の形態によれば、第一の実施の形態と同様の作用効果を奏すると共に
、２ポート２ポジションのフェールセーフ用切換弁１６０を用いることができるため、コ
ストを低減することができる。
【０１０５】
　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。
【０１０６】
　例えば、上記の実施の形態では、流体圧シリンダからの戻り作動油を利用して回生を行
う例として、ブームシリンダＢＣからの戻り作動油を利用する場合について説明した。し
かしながら、ブームシリンダＢＣに代えて、アーム駆動用のアームシリンダ又はバケット
駆動用のバケットシリンダからの戻り作動油を利用して回生を行うようにしてもよい。ア
ームシリンダ及びバケットシリンダは、切換弁５，１６が中立位置の場合にはロッド側室
によって負荷を保持する状態が多いため、ロッド側室を負荷側圧力室としてもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
１００，２００　ハイブリッド建設機械の制御システム
ＢＣ　　　ブームシリンダ（流体圧シリンダ）
Ｍ　　　　回生モータ
ＭＰ１　　第一メインポンプ（流体圧ポンプ）
ＭＰ２　　第二メインポンプ（流体圧ポンプ）
２５　　　ピストン側室（負荷側圧力室）
２６　　　回生制御スプール弁（回生流量制御弁）
２７　　　回生通路
３０　　　ロッド側室（反負荷側圧力室）
３１　　　再生通路
３２　　　再生流量制御弁
３５　　　回転電機
６０　　　フェールセーフ用切換弁
６０ｃ　　ブリード絞り位置
６０ｄ　　連通位置
１６０　　フェールセーフ用切換弁
１６０ｃ　ブリード絞り位置
１６０ｄ　ブリード遮断位置
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