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(57)【要約】
　アクチュエータのための油圧駆動システムは、１つの
装置の制御された圧力を変化させることによって、アク
チュエータの駆動チャンバに流入する、またはチャンバ
から流出する流れを制御するために、一対の圧力補正さ
れた油圧装置を使用している。その装置は機械的に連結
されて、アキュムレータが供給エネルギーを貯蔵するた
めに、回復および蓄積することを可能にしている。駆動
システムは、車両内に含まれるトランスミッションを含
んだ他の供給部と一体とされてもよい。トランスミッシ
ョンは補正された圧力の供給および車輪のトルク制御に
使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動部材によって分離され、前記駆動部材に対向方向に駆動力を付与するように配置さ
れた一対のチャンバを備え、各々の駆動部材は、一対の可変容量装置のそれぞれの１つず
つに接続されているアクチュエータ、を具備した油圧駆動システムにおいて、
　前記一対の可変容量装置の少なくとも１つはチャンバに流体を供給するためのポンピン
グモードにおいて操作可能であり、前記一対の可変容量装置の少なくとも他の１つは前記
チャンバから吐出された流体を消費するためのドライブモードにおいて操作可能であり、
　それぞれの前記装置は、前記チャンバ内の個々の設定圧力を維持するために前記装置を
調整する圧力補正制御部と、　前記装置の少なくとも１つにおいて前記設定圧力を調節す
るための操作が可能な外部制御部と、を備えており、
　それによって、前記駆動部材に作用する駆動力を変化させていることを特徴とする油圧
駆動システム。
【請求項２】
　それぞれの前記可変容量装置は、ポンピングモードまたはドライブモードの各々におい
て操作可能となるように可逆性があり、前記制御部は、他方がドライブモードにあるとき
に、ポンピングモードにおいて前記装置の１つを調整するために操作可能であることを特
徴とする、請求項１に記載の油圧駆動システム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記ドライブモードで調節された前記可変容量装置において、前記圧力
を減少させることで前記設定圧力を調整していることを特徴とする、請求項２に記載の油
圧駆動システム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記ドライブモードにおける前記可変容量装置において圧力を減少して
いるときに、前記ポンピングモードで調整された前記装置において前記設定圧力を維持し
ていることを特徴とする、請求項３に記載の油圧駆動システム。
【請求項５】
　それぞれの前記可変容量装置が、可変容量の斜板装置であることを特徴とする、請求項
３に記載の油圧駆動システム。
【請求項６】
　前記可変容量装置は、その間でエネルギーを移送するために機械的に連結されているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の油圧駆動システム。
【請求項７】
　前記ドライブモードにおいて操作可能な前記他方の可変容量装置は、アキュムレータに
流体を供給するための付加的な油圧装置に機械的に連結されていることを特徴とする、請
求項１に記載の油圧駆動システム。
【請求項８】
　前記付加的な油圧装置は、可変容量装置であることを特徴とする、請求項７に記載の油
圧駆動システム。
【請求項９】
　前記付加的な油圧装置の容量は、前記他方の可変容量装置からのエネルギーを吸収する
よう調整可能であると共に、前記他方の可変容量装置の設定された操作状態を維持してい
ることを特徴とする、請求項８に記載の油圧駆動システム。
【請求項１０】
　前記付加的な油圧装置の容量は、前記操作状態を維持するために、前記アキュムレータ
から前記機械的連結へエネルギーを供給するように調整可能であることを特徴とする、請
求項９に記載の油圧駆動システム。
【請求項１１】
　前記一方の可変容量装置と前記他方の可変容量装置と前記付加的な油圧装置とは、それ
ぞれの間でエネルギーの移送を可能にするために機械的に連結されていることを特徴とす
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る、請求項１０に記載の油圧駆動システム。
【請求項１２】
　それぞれの前記装置は、可逆的可変容量装置であることを特徴とする、請求項１１に記
載の油圧駆動システム。
【請求項１３】
　補助的な機能を提供するために、補機が前記装置に機械的に連結されていることを特徴
とする、請求項１２に記載の油圧駆動システム。
【請求項１４】
　前記補助的な機能は、トランスミッションであることを特徴とする、請求項１２に記載
の油圧駆動システム。
【請求項１５】
　前記トランスミッションは、前記付加的な油圧装置と機械的に連結された可逆的可変容
量装置と、前記付加的な油圧装置に油圧的に接続された油圧駆動ユニットとを含むことを
特徴とする、請求項１０に記載の油圧駆動システム。
【請求項１６】
　前記可逆的可変容量装置は、前記付加的な油圧装置と前記油圧駆動ユニットとの間の油
圧的接続において、設定された圧力を維持するために補正された圧力であることを特徴と
する、請求項１５に記載の油圧駆動システム。
【請求項１７】
　前記駆動ユニットは、前記設定された圧力で供給されるトルクを変化させるために可変
容量であり、前記制御部はその容量を変化させていることを特徴とする、請求項１６に記
載の油圧駆動システム。
【請求項１８】
　前記駆動ユニットは、可逆的とされていることを特徴とする、請求項１７に記載の油圧
駆動システム。
【請求項１９】
　複数の駆動ユニットが前記可逆的可変容量装置に接続されていることを特徴とする、請
求項１８に記載の油圧駆動システム。
【請求項２０】
　それぞれの前記駆動ユニットは回転出力を提供しており、前記制御部は、前記出力の回
転の相対速度を監視し、かつ所定の比率における前記出力の前記速度を維持するために前
記容量を調節していることを特徴とする、請求項１９に記載の油圧駆動システム。
【請求項２１】
　出力速度は、相当する駆動ユニットの容量を減少させることで低減され、発生トルクを
低下させていることを特徴とする、請求項２０に記載の油圧駆動システム。
【請求項２２】
　前記比率は、前記制御部によって可変とされていることを特徴とする、請求項２０に記
載の油圧駆動システム。
【請求項２３】
　前記比率は、前記制御部への外部からの入力によって可変とされていることを特徴とす
る、請求項２２に記載の油圧駆動システム。
【請求項２４】
　前記駆動ユニットは、前記制御部への外部からの入力のアプリケーションによって可逆
的とされていることを特徴とする、請求項１８に記載の油圧駆動システム。
【請求項２５】
　油圧モータが前記可変容量装置の容量を変化させるために使用され、前記モータは、前
記設定された圧力と前記チャンバ内の圧力との間の差を表す信号に応答するバルブによっ
て制御されていることを特徴とする、請求項１に記載の油圧駆動システム。
【請求項２６】
　前記バルブは、前記信号を調整するために、前記バルブの状態を示すフィードバックを
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適用していることを特徴とする、請求項２５に記載の油圧駆動システム。
【請求項２７】
　前記制御部は、前記圧力が増加し、前記設定された圧力の信号に近づいたときに、前記
信号を修正していることを特徴とする、請求項２５に記載の油圧駆動システム。
【請求項２８】
　前記制御部は、前記バルブの応答を減少させるために前記信号を修正していることを特
徴とする、請求項２７に記載の油圧駆動システム。
【請求項２９】
　前記可変容量装置は回転装置であり、前記制御部は前記斜板の位置を監視し、それに応
じて前記信号の修正を調整していることを特徴とする、請求項２８に記載の油圧駆動シス
テム。
【請求項３０】
　前記修正の開始は、前記速度が増加して差が大きくなるところにおいて発生することを
特徴とする、請求項２９に記載の油圧駆動システム。
【請求項３１】
　前記可変容量装置は斜板回転装置であり、前記制御部は、前記斜板の位置を監視し、そ
れに応じて前記信号の修正を調整していることを特徴とする、請求項２８に記載の油圧駆
動システム。
【請求項３２】
　前記調整の開始は、前記斜版の位置が増加して差が大きくなるところにおいて発生する
ことを特徴とする、請求項３１に記載の油圧駆動システム。
【請求項３３】
　原動力によって駆動される第１の可変容量の油圧装置と、
　少なくとも１つの可変容量の油圧ユニットと、
　前記第１の装置と前記ユニットとに接続された油圧導管と、
　前記第１の装置上で操作可能であり、前記第１の装置の容量を変化させ、前記導管内の
設定された圧力を維持するための圧力補正制御部と、
　前記駆動ユニット上で操作可能であり、前記駆動ユニットの容量を変化させて、前記駆
動ユニットによる発生トルクを変化させている外部制御部と、を具備していることを特徴
とする油圧トランスミッション。
【請求項３４】
　前記第１の装置と前記駆動ユニットとは可逆的であり、
　前記外部制御部は、前記導管内の流体を消費する状態から前記導管内の流体を供給する
位置まで前記ユニットの容量を変化させるために操作可能であり、
　これにより、前記圧力補正制御部は、前記第１の装置が、前記設定された圧力を維持す
るための操作へと逆転させていることを特徴とする、請求項３３に記載の油圧トランスミ
ッション。
【請求項３５】
　前記第１の装置は、アキュムレータに流体を供給するための付加的な可変容量装置に機
械的に連結されていることを特徴とする、請求項３４に記載の油圧トランスミッション。
【請求項３６】
　前記付加的な油圧装置の容量は、前記他方の可変容量装置からのエネルギーを吸収する
ために調整可能であり、前記他方の装置の設定された操作状態を維持していることを特徴
とする、請求項３５に記載の油圧トランスミッション。
【請求項３７】
　前記付加的な油圧装置の容量は、前記操作状態を維持するために、前記アキュムレータ
から前記機械的連結へエネルギーを供給するよう調整可能であることを特徴とする、請求
項３６に記載の油圧トランスミッション。
【請求項３８】
　複数の駆動ユニットが前記導管に接続されており、
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　それぞれの前記駆動ユニットが回転出力を提供し、
　前記制御部は、前記出力の回転の相対速度を監視し、かつ前記出力の前記速度を所定の
比率に維持するために前記容量を調節していることを特徴とする、請求項３４に記載の油
圧トランスミッション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、タイトル３５、米国コード、セクション１１９（ｅ）の２００４年１２月１日
出願の米国仮出願第６０／６３２，１７６号および第６０／６３２，１７８号、ならびに
２００５年５月３日出願の第６０／６７７，１０３号に基づく利益を主張している。
【０００２】
　本発明は、エネルギー伝達装置システムに関する。特にエネルギー伝達媒体としての油
圧流体を利用するようなシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　油圧駆動システムの媒体を介して負荷をかけるために、モータまたは内燃機関のような
ものが、源動力からエネルギーを伝達する方法としてよく知られている。そのようなシス
テムは、典型的に原動力によって駆動されるポンプおよび負荷に接続されたモータを有し
ている。ポンプとモータとの間の流体の流れを調整することによって、負荷に動作を与え
ることが可能であり、固定位置において維持し、そうでなければその配列に影響を与える
。
【０００４】
　流体の流れの制御は、バルブ機構によって典型的に達成され、その最も単純なものは、
ポンプとモータとの間の流れを単純に開放または閉塞するように形成されており、それに
よって負荷の動作を規制している。そのようなバルブシステムは、バルブを通過するエネ
ルギーの損失の点から見て、比較的効率が悪い。典型的な導入において、バルブはリリー
フバルブに対抗して圧力を供給するためのポンプを要求することで、クローズドセンター
となっている。流体に供給されるエネルギーは、従って、熱として消費される。オープン
センターの装置において、注意深くバルブを製造することは、流量０と最大流量との間の
遷移を得るために要求されており、一方で負荷の制御が維持され、かつエネルギー損失の
原因となるバルブを通過する流れを測定している。
【０００５】
　従って、流れを制御するために使用されるバルブは、比較的複雑であり、必要な制御関
数に到達するために、高度に精密に製造されている。そのように、バルブは専門化する傾
向があり、異なる制御方法の導入において柔軟性を提供していない。最も顕著なことは、
オリフィスを通過する流れの測定によって制御が達成されるために、流体の流れを制御す
るときに、本質的に著しいエネルギー損失があるということである。制御バルブは、装置
への流入における狭いポートを通過する流れを制御することによって、動作を規制してい
る。なぜなら、制御バルブは、典型的に１片のスプールであり、類似の狭いポートは、流
出する流体に存在し、結果として著しいエネルギーの損失となっているからである。
【０００６】
　バルブに要求される操作力を減少するために、サーボバルブの使用が知られており、そ
れは、パイロット操作が流体の流れの制御に使用されている。そのような装置において、
回転バルブはパイロット流れの一対と釣り合っており、１方の流れを増加させ、他方を減
少させるように動くことが可能である。流れにおける変化は、制御バルブを動かし、油圧
装置を操作するために使用されている。パイロットバルブを動かすために要求される力は
、制御バルブに要求される力よりも小さく、従って、高度な制御が得られる。しかしなが
ら、パイロットバルブを通過する高圧の連続的な流れが、結果的に重大な損失となる。制
御バルブ自身も、狭いポートを通過する流れの測定によるエネルギー損失の影響を受け、
従って、高度な制御を提供しているにもかかわらず、エネルギー損失は重大である。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って本発明の目的は、上述の欠点を取り除く、または軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一般的な事項として、本発明は油圧駆動を提供しており、装置からの流れは、可変容量
油圧装置によって制御されている。その装置は、アクチュエータ内の圧力を保持するため
に、圧力補正される。制御信号は、保持された圧力を維持するために提供され、それによ
ってアクチュエータからの流れを規制している。
【０００９】
　従って、本発明の１つの形態は、駆動部材の方向と対向したチャンバ内の流れから供給
された駆動力を適用するように配置された一対のチャンバを具備したアクチュエータを有
する油圧駆動システムを提供する。それぞれのチャンバは、一対の可変容量油圧装置のそ
れぞれの１つずつに接続され、それぞれはチャンバ内の設定された圧力を保持するために
、装置の容量を維持する操作が可能な圧力補正制御部を備えている。最重要の制御は、容
量を変化させるための装置の少なくとも１つを可能であり、チャンバの１つからの流れの
流出を可能にしており、それは駆動部材の動きに相当している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の実施形態は、添付図面を参照することのみで、例に挙てここに記載される。
【００１１】
　図１を参照すると、油圧駆動システム１０は、シリンダ１２内に支持されたピストン１
４を備えたシリンダ１２を有するアクチュエータ１１を含んでいる。ピストン１４は、ピ
ストンロッド１６に接続されており、ピストンロッド１６は、シリンダ１２の反対側の端
部から伸びている。ピストン１４は、シリンダ１２をチャンバ１８と２０とにさらに分割
しており、それらは個々にポート２６および２８によって供給ライン２２および２４に接
続されている。ロッド１６は、負荷３０に接続されており、それは水平スライド負荷とし
て概略的に示されている。
【００１２】
　供給ライン２２および２４は、一対の可変容量油圧装置３２および３４の流出口に接続
されている。その装置３２および３４は典型的には斜板装置であり、斜板の傾斜の角度は
、装置の容量を決定している。代替的に、その装置はラジアルピストンポンプでもよく、
制御リング(control ring)の同心度を変化させることにより、ポンプの容量を決定してい
る。その装置３２および３４は、それぞれがポンピングモード（pumping mode）またはド
ライブモード（motoring mode）において操作可能であるために、可逆的とされている。
そのような装置の詳細は知られており、さらに記述する必要はないであろう。特に、その
ような装置の好適な実施形態は、同時係属出願の国際特許出願PCT/US2005/0042723号に記
載されており、その内容は、参照することで本願に含められている。
【００１３】
　その装置３２および３４は、共通のドライブシャフト３６によって原動力（prime move
r）３８に連結されており、その原動力は、典型的には電気モータまたは内燃機関である
。その装置３２および３４は、油だめ４０からの流体を受け、かつ油だめ４０へ流体を戻
している。それぞれの装置は、容量調整機構４２および４４を持っており、その配置は、
斜板調整モータ４６および４８によって調整されてもよい。そのモータ４６および４８は
、独立して操作可能であり、個々の制御ユニット４７および４９によって制御されている
。図２にさらに詳細に見られるように、それぞれの制御ユニット４７および４９は、手動
制御５１の操作の結果として制御モジュール５０からの制御信号を受け取る。その制御モ
ジュール５０は、制御ユニット４７および４９と、個々の信号線５２および５４を通して
通信を行っている。それぞれの信号線５２および５４は、基準圧力信号６１と斜板位置フ
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ィードバック信号５７とを含んでいる。制御モジュールへの入力は、コントローラ５１に
よって提供され、そのコントローラは、手動制御部として示されている。これが他の制御
関数から自動的に生成され、またはシーケンスプログラムの一部であることが好ましいで
あろう。
【００１４】
　制御ユニット４７および４９は同様であり、従って、１つのみが詳細に記載されている
。その制御ユニット４７および４９は、個々の供給ライン２２および２４からの圧力フィ
ードバック信号を、内部信号線５６を通して受け取っている。フィードバック信号は、信
号線５７を通して斜板位置のフィードバックと信号線５８を通して装置の回転速度とを得
ている。
【００１５】
　圧力基準信号６１と圧力フィードバック信号５６とは、圧力制御駆動部６３において比
較され、制御線６５を通して斜板駆動部６７に接続されている。その斜板駆動部６７は、
エラー信号６８の出力を生成している。そのエラー信号６８は、バルブ駆動部６９に適用
され、その出力は駆動信号６２である。
【００１６】
その駆動信号６２は、クローズドセンターバルブ６６の動作コイル６４に適用され、モー
タ４６の動き、すなわち果個々の装置３２の容量を制御している。そのバルブ６６は、バ
ルブ位置フィードバック信号７０を有しており、駆動信号６２がエラー信号６８とバルブ
位置信号７０との間の差異となるように、バルブ駆動部６９に送られている。
【００１７】
　操作において、負荷３０は初期において静止しており、容量調整部材４２および４４は
、初期的には装置３２および３４に配置されている。そのとき原則的に最大のシステム圧
力は０であり、それぞれのポート２６および２８においては典型的に５０００ｐｓｉのオ
ーダーである。その装置３２および３４は、この状態を基準信号６１が圧力制御駆動部６
３において適用される基準信号として獲得し、あらゆる圧力損失が流体を供給するための
斜板を動かす斜板駆動部への信号を提供しているであろう。このことは、フィードバック
線５６で感知された圧力の増加に起因しており、駆動部６７において正味合計０になって
いる。この状態において、ドライブシャフト３６は、供給ライン２２および２４における
出力を出すことなく、単純に装置３２および３４を回転させている。その流体は、原則的
にチャンバ１８および２０内にとどまっており、従って、シリンダ１２と相対的なピスト
ン１４の位置の動きは、抑制されている。システムからのあらゆる漏れは、個々のライン
２２および２４の圧力低下の原因となり、圧力を維持する個々の部材４２および４４を調
整するための、圧力制御駆動部６３からの間接的なエラー信号の原因となる。
【００１８】
　負荷３０が動くために、手動制御部５１は、負荷が動かされる方向に動かされ、その方
向は、図1中の矢印Ｘで示された方向である。初期の記述の目的に関して、制御部５１は
、制御モジュール５０に対して、ステップ関数すなわち“入”または“切”の数値を単純
に固定していると仮定されるであろう。次の実施形態は、代替的な制御方法を記載してい
る。手動制御部５１で、信号３３が制御モジュールに提供されており、そのモジュールは
、制御線５３および５４中の信号に一致するものを生成しており、この場合は５２である
が、要求された方向に動きを生じる。
【００１９】
　圧力基準信号６１は、例えばポート２６において１００ＰＳＩのように公称最小圧力を
要求するように設定され、制御線６５の信号も、ポート２６の圧力を減少させるためのド
ライブモードにおいて、装置３２の容量の増加を示している。従って斜板駆動部６７は、
エラー信号６８をバルブ駆動部６９に提供し、そのバルブ駆動部は、装置３２がポート２
６内の圧力を減少させ、チャンバ１８からの流体の流れを可能にするためのドライブモー
ドに起因している、バルブの要求された位置を示している。バルブ位置フィードバック信
号７０は、バルブ６６の中立位置を示しており、バルブ駆動信号６２は、エラーを減少す
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るためにアクチュエータ６４に適用され、そこでバルブ６６が開かれる。
【００２０】
　初期段階において、装置３２の容量は、下降させるためにポート２６の圧力を十分に増
加させ、信号５７はコントローラ５０からの基準信号６１に一致しているであろう。従っ
て制御信号６５は、０まで減少する。従ってバルブ位置フィードバック信号７０は、バル
ブ駆動部６９を介してバルブ６６を閉じるように働きかけ、斜板４２のさらなる動きを抑
制する。装置の容量のさらなる任意の増加は、基準圧力６１によって設定されているより
も低く、ポート２６の圧力を減少し、制御信号６５は、容量を減少するために働きかけ、
基準値６１で設定された圧力まで回復させるであろう。
【００２１】
　ポート２６の圧力が減少するとき、チャンバ２０内の圧力は、最大設定値において維持
され、制御ユニット４９に関連した基準信号６１は、修正されない。ピストン１４を通過
するように働きかける圧力の差は、ピストン１４の動作を開始させ、順にポート２８の圧
力を減少する。従って制御ユニット４９の圧力制御駆動部６３は、制御信号６５を生成し
、斜板駆動部６７にエラー出力を発生し、装置３４が基準圧力を調整するためのポンピン
グモードにおいて、容量を増加する。ピストン１４の動きは、ポート２６からの流れを引
き起こし、ポート２６の圧力は、再度公称設定圧力よりも高くまで増加する。そして、圧
力制御信号６５は、ドライブモードにおいて、斜板駆動部６７を介して装置３２の容量を
増加させるために操作可能となるであろう。一方で要求された公称圧力を調節している。
ピストン１４を通過する圧力の差は、そこで負荷３０を加速させる。負荷３０が加速する
とき、装置３４の容量はポンピングモードにおいて増加し続け、流体を供給して基準圧力
を調節し、装置３２の容量は、同様にドライブモードにおいて増加し、公称設定圧力を調
節するであろう。負荷３０は加速し続け、装置３２および３４の容量は、ポート２６およ
び２８における個々の設定圧力を調節するために、制御を補正する圧力の下で調整される
。装置３４が最大容量に到達した場合に、負荷はすでに加速される能力はなく、一定速度
に到達し、ポート２８の圧力は最大基準圧力において調節され、ポート２６の圧力は公称
低圧力において調節される。
【００２２】
　手動制御部５１によって提供される最も単純な制御の形態において、アクチュエータ１
０は、制御部５０によって設定された方向で負荷３０を動かし続けるであろう。負荷３０
の所望の位置が得られた場合、オペレータによって観察されるように、手動アクチュエー
タ５１は中立位置に戻され、基準圧力６１が最大圧力まで増加する原因となる。基準信号
６１によって示された圧力に到達するために、装置３２の容量はポート２８の圧力が設定
値まで増加する原因となるように減少するであろう。ピストン１４を通過する圧力差は除
去され、負荷３０は減速する。従って装置３４の容量も、設定値において圧力を維持する
ために減少し、負荷が減速したとき、装置３２および３４は両方とも最小容量に徐々に減
少する。ポート２６および２８の圧力は、その後一致し、負荷３０を静止させるように調
節する。動作中、基準圧力６１の変調は、装置３２のみに適用され、装置３４はピストン
１４の動作を追随するための単純に補正されたモードの圧力で操作している。
【００２３】
　反対方向における手動制御部５１の動作は、制御ユニット４９のバルブ６６の駆動信号
を発生するために、信号線５４を介して制御を適用されることと同じであり、要求された
圧力の減少は装置３４の容量を増加させ、反対方向において一致する動作を発生する。
【００２４】
　負荷３０の動作中、斜板位置フィードバック信号５７は、制御モジュール５０に供給さ
れ、例えばポンピングまたはドライブのような、装置の操作モードの指示を提供し、基準
圧力信号６１の調節において、先行した制御を提供する。
【００２５】
　図９に示されているように、操作状態の差に適合するために、回転フィードバック信号
５８が、ランプ関数の開始の変化に使用され、圧力制御において最適な応答を得ている。
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基準圧力６１の増加の応答における供給において圧力が上昇した場合、圧力感知線５６で
感知されるため、傾斜開始点Ｔは、制御部５０が制御部６３への圧力信号を調節している
点に到達する。制御部５０は、速度フィードバック信号５８も受け取り、感知された速度
に反比例したＴ１およびＴ２で示された初期位置を調節する。回転の低速度域において、
圧力ゲイン（圧力増加の比率）は低く、それは、装置３２および３４内のポンピングおよ
びドライブの比率が比較的低いことを考慮すると、システム応答の時間が長くなっている
ためである。しかしながら、高回転速度においては、圧力ゲインの比率は非常に高くなる
。従って、高いＲＰＭ（毎分回転数）において、初期位置Ｔ１は低圧力となっており、低
いＲＰＭにおいては、初期位置Ｔ２は高圧力になっている。このように、システム応答は
そのシステムの操作状態の変化に合わせられることが可能である。
【００２６】
　フィードバック５８を介した装置回転速度の提供は、装置の応答の変化に利用され、基
準圧力信号６１に変化する。好適な応答の提供、すなわちオーバーシュートの抑制および
アンダーシュートの最小化するために、バルブ６６の制御信号はランプ関数によって調節
されている。
【００２７】
　代替的に、斜板４２および４４の傾斜配置は、修正の開始を手直しするために使用され
ても良い。この場合、基準信号６１の増加の応答の供給における圧力上昇のために、圧力
感知線５６内に感知された場合、傾斜開始点Ｔは制御部５０が制御部６３への圧力信号を
修正する点に用達する。制御部５０も斜板フィードバック信号５７を受け取り、開始点を
修正し、感知位置に反比例してＴ１およびＴ２によって示されている。低斜板角において
、圧力ゲイン（圧力増加の比率）は低く、それは装置３４および３２内のポンピングおよ
びドライブの比率が比較的低いことを考慮すると、システム応答の時間が長くなっている
ためである。しかしながら、より高斜板角においては、圧力ゲインの比率は非常に高くな
る。従って、高斜板角において、初期位置Ｔ１は低圧力となっており、低斜板角において
は、初期位置Ｔ２は高圧力になっている。このように、システム応答はそのシステムの操
作状態の変化に合わせられることが可能である。
【００２８】
　フィードバック５８を介した装置回転速度の提供は、装置の応答の変化に利用され、基
準圧力信号６１に変化する。好適な応答の提供、すなわちオーバーシュートの抑制および
アンダーシュートの最小化するために、バルブ６６の制御信号はランプ関数によって調節
されている。
【００２９】
　潰れていくチャンバから放出される流体のエネルギーが、シャフト３６を介して互いの
原動力へと向きを変えるということは、共通の駆動部上の可変容量装置３２および３４を
利用することによって好ましいこととなり、その装置はポンピング状態にあるか、さらに
詳細に後述されているようなまたは付加的な装置である。
【００３０】
　潰れていくチャンバ（上述の例の１８）からの流体の流れはトルクを生成し、それは個
別の装置３２を介して伝達される。トルクの生成は、装置の容量の一部に依存しており、
ドライブシャフト３６に適用されて原動力３８によって適用されたトルクを補完する。い
くつかの場合、例えば負荷３０の動作の場所が重力によって補助されている場合、１つの
装置から得たトルクは、他の装置における設定圧力を維持するために十分であるが、他の
場合において、原動力３８からのエネルギーは、追加的にトルクが補助されることを要求
される。どこで追加的なトルクが要求されても、原動力制御部は、要求（例えば圧縮点火
式内燃機関の場合の速度の低下による）の増加を感知し、それに応じて応答する。
【００３１】
　負荷３０の減速も、エネルギー源を提供しており、装置３２および３４の機械的リンク
を介して補助されてもよい。上述したように、制御部５１が中立位置に戻る場合に、装置
３２は最大基準圧力を維持された状態となる。その動エネルギーによって負荷３０が動き
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続けることは、従って、依然としてドライブモードにある装置３２を介した最大圧力に対
抗して働きかけなければならない。従って装置３２は、チャンバ１８から吐出される流体
によって駆動され、十分なトルクがドライブシャフト３６に適用されている。トルクは、
両方の斜板が原則的に容量０に戻って負荷が静止するまで適用されている。
【００３２】
　いくつかの場合において、負荷３０は、制御部５１を動かすオペレータによって、反対
方向に、例えば中立位置を通って最大の比率で減速されてもよい。そのような動作は、ポ
ート２８において要求されている公称低圧力を示し、ポート２６において最大圧力を示す
ために、信号線５４を通して適用される信号に起因している。従って、装置３２はその容
量が減少して最大圧力を維持し、装置３４は同様にその容量を減らすが、ポート２８にお
ける公称低圧力のみを調節する比率である。そして最大圧力の差は負荷の減速と静止とに
適用される。斜板は変位０に向かって徐々に動き、その時点で制御部５１は解放され、そ
れぞれのチャンバに等圧力バランスが適用される。制御部５１が逆の位置において調節さ
れた場合、装置３４はドライブモードに入り、装置３２はポンピングモードに入り、そし
て反対方向の負荷の動作が開始する。
【００３３】
　上記に論じられたように、手動制御部５１は“入”または“切”であるが、比例信号は
手動制御部５１内に含まれており、負荷の動作の比率が中立位置からの制御部５１の動作
に比例しているような、漸進的応答を得ている。この場合において、制御信号５３の強さ
は、制御部５１の動作に比例している。信号５２は、圧力補正のための基準圧力信号を規
定しており、それは制御部５０の変位に比例している。矢印Ｘの方向における負荷の動作
が要求されていると仮定すると、装置３２の容量は、ポート２６の圧力がこの数値に到達
するように調整される。ポート２８の圧力は、基準レベルに維持され、従ってピストン１
４にかかる圧力差が調節され、加速度が制御されてもよい。
【００３４】
　図１に示されている装置は、単純な手動フィードバックを提供しているが、制御信号は
、図３に示されているようなアクチュエータ１８の一制御のために修正されてもよく、そ
こで参照符号に相当するものが、明確にするために添え字“ａ”を付加された構成要素に
相当するものを意味するために使用される。図３の実施形態において、手動制御部５１ａ
は、制御モジュール５０ａに比例制御信号を提供している。位置フィードバック信号７２
ａは、アクチュエータ１１ａのピストンロッド１６ａから得られており、それは制御部５
０ａにも提供されて、手動制御部５１ａによって表された所望の位置と信号７０ａによっ
て表された実際の位置との間の差を示しているエラー信号を得ている。制御モジュール５
０ａは、圧力基準信号６１ａを制御信号線５２ａ上に生成しており、モータ４６ａの個々
の制御ユニット４７ａに適用されて装置３２ａの状態を調整しており、要求された方向に
ピストン１４ａを動かしている。図３に示した矢印Ｘの方向における負荷３０の動作が要
求されていると仮定すると、装置３２ａは容量を増加させて、基準制御信号６１ａによっ
て設定された圧力に相当する、ポート２６における減少された圧力に到達しようと試み、
流体はチャンバ１８ａから流出する。装置３４ａは最大基準圧力を適用して負荷３０を動
かし、容量を変化させて圧力を維持している。所望の位置が得られた場合、位置信号７２
ａは変化し、手動制御部５１ａと位置信号７２ａとの間の差は原則的に０に減少する。斜
板は徐々に０まで変位し、この所望の位置からの任意の動作は、制御モジュール５０ａに
おいてエラー信号を生成し、適当な圧力基準信号６１ａに調節して、負荷を所望の位置に
戻す。従って、装置３２の容量は、徐々に減少して圧力が増加し、負荷３０が所望の位置
で停止するまで、装置３４ａの容量を減少させて一致させる。
【００３５】
　図１の装置の制御も修正されて、速度制御を提供し、そこで最大速度が限定される。構
成要素に相当するものは、明確化のために添え字ｂを付加した参照符号を意味する。図４
の実施形態において、負荷のピストンを監視するよりも、図３に示されたように、装置３
２ｂおよび３４ｂの容量が監視され、速度の指標として使用されたほうがよい。従って、
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図４を参照すると、５１ｂにおける手動制御は、所望の速度に比例した信号出力を提供し
て、制御信号５２ｂを生成する信号を得て、装置３２ｂがドライブモードに入り基準圧力
が公称の低数値に減少する原因となる。装置３２ｂの容量はドライブモードにおいて増加
し、ポート２６ｂにおいて減少して、その結果として負荷を加速させる。
【００３６】
　装置３２ｂおよび３４ｂの容量は、フィードバック信号５７ｂを介して、制御部５１ｂ
で設定された容量と一致する容量を示すまで増加する。従ってエラー信号は除去され、装
置３２ｂの容量は減少して基準圧力に安定する。装置３４ｂの基準圧力は最大値になり、
負荷は、装置３２ｂの容量が、フィードバック信号５７ｂを介して、制御部５１ｂからの
入力信号５２ｂに一致するまで再び加速する。装置の容量が徐々に減少していく場合、装
置３２ｂが圧力を減少するために容量を増加する斜板位置フィードバック信号５７ｂは、
エラー信号を再び生成し始める。従って、速度の安定、装置の最大容量で限定される中間
位置は達成される。そのような制御は、工作機械の駆動または同様のものの自動化工程に
役立たせることが可能である。
【００３７】
　上述のリニアアクチュエータは、両側式アクチュエータとして記載されているが、片側
式アクチュエータに等しく使用されてもよい。すなわちピストンロッドがアクチュエータ
の一側から突出しており、チャンバが異なる領域を有するようなピストンである。基準信
号６１との一致は、ロッドとピストン側のチャンバとの間の領域の差に比例して調整され
てもよく、それは上述の図１に記載されたものと同様の規則性にあるシリンダの動作を制
御するためである。
【００３８】
　同様の制御構造は、同様のアプリケーションに利用され手もよいように、回転駆動に利
用されてもよい。そのような装置は図５に示されており、同様の参照符号が同様の構成要
素を意味するものとして使用されているが、記載を明確にするために、接頭辞として１を
付けている。一対の可変容量油圧装置１３２および１３４は、固定容量回転装置１８０と
油圧配管１２２および１２４を介して油圧的に接続されている。原動力１３８は、それぞ
れの装置１３２および１３４と機械的に接続されており、ウィンチアセンブリ１３０は装
置１８０に接続されている。装置１３２および１３４は、制御モジュール１５０によって
供給される制御信号１５２および１５４を伴ったモータ１４６および１４８によって制御
されている。負荷の静止と共に、それぞれの調整部材１４２および１４４は、供給ライン
１２２および１２４内の油を固定して原則的に容量０に設定される。装置の圧力補正は、
圧力がシステム内で維持されてモータを確実にロックし、ウィンチの回転を規制している
。
【００３９】
　ウィンチ１３０を回転させるアクチュエータからの信号において、モータ１３２への信
号は、ドライブモードにおいて容量の増加を要求して圧力の減少させることを示している
。供給ライン１２２において流体が供給されるとき、装置１３４の圧力補正制御は、ウィ
ンチアセンブリの回転の原因で制御された設定圧力に、圧力を維持するために調整される
。上述に示された位置および速度制御部は、負荷の動作を制御するために利用されてもよ
く、所望の位置に調整してもよい。一旦位置が到達されると、手動制御部１５１の開放と
位置または速度制御部からのフィードバックとの両方によってエラー信号が除去され、斜
板１４４および１４２は徐々に原則的に位置０に戻り、そこではエネルギーがシステムを
介して移送されずに負荷がモータの両側の圧力によって調整される。
【００４０】
　従って、それぞれの上述の実施形態において、一対の圧力補正可変容量装置は、アクチ
ュエータの操作の制御に利用されてもよいということが見受けられる。
【００４１】
　圧力補正は、アクチュエータを保持するために利用されるエネルギーの最小化を可能に
し、アクチュエータのエネルギー放出において最重要な圧力設定によって、アクチュエー



(12) JP 2008-522117 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

タの動作を制御することが得られている。唯一の装置の変調は、次に圧力を維持し、駆動
力を適用する他の装置と共に要求される。装置の機械的連結は、エネルギーがアクチュエ
ータからの流体の流出から除去されることが可能となるために使用されても良く、装置の
駆動力供給に適用される。
【００４２】
　上述したように、装置３２および３４の機械的連結は、エネルギーがある状態の下で回
復することを可能にしている。エネルギーの回復は、図６に示された装置の採用によって
強化される。同様の参照符号が同様の構成要素を意味するものとして使用されているが、
記載を明確にするために、接頭辞として２を付けている。図６の実施形態において、一対
の可変容量装置２３２および２３４は、負荷２３０に接続されたアクチュエータ２１１に
接続されている。それぞれの装置２３２および２３４は、圧力補正制御部を備えており、
上述の制御部２５０を介して手動制御部２５１から操作される。装置２３２および２３４
は、一対のかみ合った歯車２３６によって機械的に連結されており、それらは一致して回
転する。装置の駆動力は、歯車２８２および２８３を含んでいるギアトレイン（gear tra
in）を介して、原動力２３８によって提供されている。
【００４３】
　補助油圧駆動装置２８４は、歯車２８３に接続され、補助供給部２７６に流体を供給し
ている。駆動装置２８４は、固定または可変容量であってもよく、適当であれば、装置２
３２および２３４のように制御されてもよい。ギアトレイン２８０は、付加的な可変容量
装置２８６を駆動する歯車２８５も含んでいる。装置２８６は、油圧アキュムレータ２８
８に接続されており、それはそうち２８６を介して流体の貯蔵および放出が操作可能であ
り、それによってギアトレイン２８０からのエネルギーを吸収またはギアトレイン２８０
へのエネルギーを寄与している。速度センサ２９０は、ギアトレイン２８０の速度の監視
を提供しており、制御モジュール２５０のインターフェイスとなっている。
【００４４】
　操作中に、アキュムレータは最初は空であり、補助駆動装置２８４は供給部２７６に一
定流量の流体を供給していると仮定される。負荷２３０は装置２３２および２３４の動作
の下に一定速度で動いており、原動力２３８はギアトレイン２８０に、要求を実行するた
めに十番なエネルギーを供給している。負荷２３０が最大の比率で減速した場合、上述の
ように、装置２３２はドライブモードにおいて最大圧力に調整され、かなりのトルクが、
駆動トレイン２８０を加速するために発生する。原動力が圧縮点火式内燃機関と仮定して
、初期的に原動力が燃料不足である場合、装置２３２によって供給されるトルクは装置２
８４の駆動に使用され、補助供給部２７６へ流体が供給される。トルクがこの規則におい
て吸収できない場合、ギアトレインは加速し、速度センサ２９０は制御部２５０がポンピ
ングモードにおいて付加的な装置２８６の容量を増加させる信号を出す。装置２８６は、
従ってトルクの吸収が可能な比率におけるアキュムレータ２８８への圧力の下で流体を供
給し、ギアトレイン２８０の所望の速度を維持する。
【００４５】
　負荷２３０が静止状態となった場合、ギアトレインに供給されたトルクは減少し、速度
が低下する。制御部２５０は、装置２８６がポンプ動作を減少させ、原則的に容量０に戻
す原因となる。それは、アキュムレータ２８８内へのエネルギーの貯蔵に伴う、装置２３
２によって引き出されるエネルギーの不足のためである。同様に、減速中に補助供給部２
７６がより多くのエネルギーを要求した場合、ギアトレイン２８０の速度は減速し、装置
２８６に対して補正される。装置２３２から得られるエネルギーは、従って補助供給部２
７６に向けなおされ、残存分は、もしあったとすれば、アキュムレータ２８８に輸送可能
である。
【００４６】
　供給部２７６によって強制された負荷が増加し続ける場合には、アキュムレータ２８８
内に貯蔵されるエネルギーは、ギアトレイン２８０の所望の速度に維持することを可能と
する。負荷の連続的な増加は、再びギアトレイン２８０の速度を減少させ、制御部２５０
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を、付加的な装置２８６がドライブモードへと移行するようにさせる。アキュムレータ内
に得られた加圧された液体は、装置２８６に適用され、ギアトレインにトルクを生成し、
それによって所望の速度に調節する。装置２８６の斜板は、アキュムレータ２８８が消費
された状態におけるすべてのエネルギーユニットの所望の（または低いしきい値の）レベ
ルに速度を調節するために補正される。そのとき、さらなるエネルギー要求が、燃料供給
をしている原動力２３８によって満足される。装置２８６を介したアキュムレータ２８８
の機械的接続と所望の限度内のギアトレイン２８０の速度を調節する補正とは、回復され
たエネルギーの利用を強化する。-
【００４７】
　上述のシステムは、より複雑な装置の制御方法に統合されてもよく、それは同様の参照
符号が、同様の構成要素を意味するために、接頭辞４を付して使用され、図７および８に
示されている。従って、図７を参照すると、車両Vは駆動輪Wで支持された車体構造Cを含
んでいる。上部構造物Sは、車体構造C上に配置され、ターンテーブルＴ上の垂直軸に関し
て回転可能である。ブームアセンブリＢは、上部構造物Sに垂直平面内で回転可能に組み
つけられている。ブームアクチュエータ４１１は、上部構造物SとブームアセンブリＢと
の間に接続され、ブームを昇降させるように操作可能である。
【００４８】
　車両Vは、ギアトレイン４８０を介して油圧駆動システムに接続された原動力４３８を
含んでおり、より詳細には図８に示されている。図８に見られるように、原動力４３８は
、電気モータまたは内燃機関であってもよく、機械的なギアトレインに入力を提供してお
り、駆動力を多くの可変容量油圧装置４３２，４３２ａ，４３４，４３４ａ，４８４およ
び４８６に伝達している。それぞれの油圧装置４３２，４３２ａ，４３４，４３４ａ，４
８４および４８６は、可変容量であり、個々に容量調整部材４４２，４４３，４４４，お
よび４４５を備えている。装置４３２，４３２ａ，４３４，４３４ａ，４８４および４８
６は、典型的に調整可能な斜板装置であり、上述した好適な実施例を参照すると、回転バ
レル内に軸方向に往復するピストンで作動する傾斜した斜板を備えている。
【００４９】
　ブームアクチュエータ４１１の駆動力は、一対の装置４３２および４３４によって手動
制御部４５１を介して提供され、上述の図１および２に参照されるように、その制御部は
ピストン４１４の両側の流れを制御している。同様に、ターンテーブルＴは、回転モータ
４８０によって手動制御部４５１ｂを介して操作可能であり、上述の図５に関する規則に
従って、その制御部は一対の装置４３２および４３４を制御している。付加的な装置４８
６は、図６に関して上述されているように、アキュムレータ４８８とギアトレイン４８０
との間でエネルギーを輸送している。
【００５０】
　油圧装置４８４は、図２に関する上述の圧力補正を行っており、補助供給部４７６は、
供給導管５００によって、車輪駆動部５０２，５０４，５０６および５０８に接続されて
いる。それぞれの車輪駆動部５０２，５０４，５０６および５０８は、個々に１つの車輪
Ｗを駆動しており、それぞれ制御ユニット５４７を備えた可変容量化逆的油圧装置であり
、参照図２に記載されているようなものと同様のものである。それぞれが調整部材５１０
，５１２，５１４，および５１６を備え、個々のバルブによって制御されている。油圧装
置５１０～５１６は、装置３２および３４と同様の構造であり、さらに詳細に記載する必
要はない。
【００５１】
　それぞれの駆動部５０２～５０８の容量は、制御モジュール４５０で生成される斜板位
置制御信号４６１によって制御されている。それぞれの駆動部５０２～５０８は、それぞ
れの装置の操作を監視するための信号線４５２の回転信号４５８の速度も提供している。
【００５２】
　トランスミッションの制御をする作業者は、手動制御部４５１ｃ，４５１ｄおよび４５
１ｅを介した制御モジュール４５０に配置される。手動制御部４５１ｃは、車両Ｖを推進
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する方向および速度を制御している。これらは標準的な制御であり、共通に使用されるイ
ンターフェイスの他のものが採用可能であることは、好ましいことである。
【００５３】
　油圧駆動システムの操作は、初期段階では車両が制しており、ブームは下げられた位置
で固定されていると仮定して記載されている。車両が静止している場合、それぞれの装置
４３２，４３４，４３２ａ，および４３４ａは、原則的に容量０であり、最大設定圧力に
維持されている。車輪駆動部５０２～５０８は、同様にトルク０を供給するように最小容
量に設定され、装置４８４は本質的に容量０であり、動管５００内の最大圧力を調節して
いる。原則的にこの設定はシステム内の任意の漏れを補充するのに十分であるが、車両の
動作は提供されない。
【００５４】
　アキュムレータ４８８は完全に放出され、付加的な装置４８６の容量は、最小になる。
それぞれの装置４３２，４３４，４３２ａ，および４３４ａが最小になった場合、原動力
３０は、出力をまったく出さずに単純に装置を回転させ、従って、最小のパワーを要求す
る。
【００５５】
　車両Ｖが動作を開始すると、作業者は動作の要求された方向に制御部４５１ｃを動かし
、制御モジュール４５０ｎへの最適な制御信号４５３ｃを提供している。典型的に、これ
は車輪で入力される方向だけでなくトルクを示している比例信号であり、車両の動作の比
率を決定している。制御モジュール４５０は、車輪駆動部５０２～５０８への制御信号４
５２を提供して、制御部４５０からの入力信号に一致するようにトルク（変位）設定を達
成する。これは、装置の比例容量に一致していることを示している比例トルク設定である
。最大加速度のために、これは最大変位に相当する。車輪駆動部５０２～５０８が個々の
斜板５１０～５１６の制御の下で増加する場合、供給導管５００内の圧力は減少して、装
置４８４の圧力補正がその装置の容量を増加させる原因となる。導管５００を通じて流体
が流れる結果として駆動部５０２～５０８から得られたトルクは、車輪Ｗを回転させ、車
両を推進させる原因となる。
【００５６】
　車輪駆動部５０２～５０８の容量は、斜板フィードバック信号４５７が所望の容量に到
達したことを示すまで増加し続け、要求されたトルクはそれぞれの車輪に供給される。こ
の間、圧力補正制御の下の導管５００内の圧力は装置４８４の容量の増加によって維持さ
れている。一方で、それに妨げられるように、制御部４５１ｃの調整または車両の負荷の
増加によって、車両Ｖは、装置４８４が外部負荷が得られるトルクに一致するところに到
達するまで加速する。
【００５７】
　車両が所望の速度に到達した場合、作業者は制御部４５１ｃを解放して、車輪駆動部５
０２～５０８の容量を減少させ、その結果としてトルクはさらに加速を規制され、所望の
速度を維持する。装置４８４はその容量を減少させて、圧力を最大値に調節し、一方で、
車輪モータを通じた流れを調節している。定常状態は、車輪Ｗへのルクの供給が車両Ｖの
負荷に一致することで達成される。ある状態において、例えば下り坂を惰性走行している
場合、所望の速度を調節するためにトルクは要求されず、車輪駆動部５０２～５０８およ
び装置４８４は、原則的に容量０にもどる。この状態において、車両は車輪Ｗへの正味の
パワー供給なしに単純に惰性走行している。
【００５８】
　車両Ｖにブレーキをかけるために、ブレーキ制御部４５１ｄが作動される（好ましくは
、それは制御部４５１ｃに統合されていてもよい）。ブレーキ制御部４５１ｄは、制御部
４５０に比例信号４５３ｄを生成し、選択された容量においてポンピングモードのそれぞ
れの車輪駆動部５０２～５０８の状態を調整する。従って、斜板５１０～５１６は、ドラ
イブモードから中央を越えてポンピングモードへと移行し、導管５００内の圧力増加の原
因となる。装置４８４は初期段階ではその容量が減少し、その後中央を越えて、最大設定
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値を維持するための圧力制御部の動作の下で、ドライブモードへと移行する。斜板フィー
ドバック信号４５７は、ブレーキ制御部４５１ｄによって示された容量において、車輪駆
動部を保持し、ポンプは最大圧力の下で装置４８４を通じて流体を流す。このことを行う
ために要求されるトルクは、車両の推進力から供給されており、従って、車両Ｖにブレー
キをかける。ドライブモードへの装置４８４の状態の調節は、結果としてギアトレイン４
８０の装置４８４から供給されたエネルギーである。
【００５９】
　ギアトレイン４８０に供給されたエネルギーは、原動力を含むギアトレインの構成要素
が加速する原因となる。ギアトレインの回転速度は、速度センサ４９０によって監視され
、制御モジュール４５０によって検出された速度が増幅される。これは、アキュムレータ
４８８がポンピングモードに移行し、加圧下においてアキュムレータ４８８に流体を供給
することに関連した装置４８６の状態を調整している。装置４８６の配置は制御されて、
設定速度にギアトレイン４８０の速度を維持している。従って、アキュムレータには車両
のブレーキから回収したエネルギーが蓄えられる。
【００６０】
　エネルギーの蓄積は、装置４８６が所望のレベルにギアトレインの速度を維持するため
に、容量を調節することにともなうブレーキの効果に依存している。
【００６１】
　ブレーキ制御部４５１ｄの除去および速度制御部４５１ｃの再適用において、車輪駆動
部５０２～５０８は、再度ドライブモードへと状態を調整し、装置４８４はポンピングモ
ードに戻って、導管５００内の圧力を維持する。
【００６２】
　装置４８４が動き、導管５００内にエネルギーを供給する場合、ギアトレイン４８０の
初期の回転速度の減少が感知され、装置４８６はドライブモードへと状態を調節されて、
アキュムレータ４８８からギアトレイン４８０へのエネルギーを供給する。従って、ブレ
ーキ操作の間にアキュムレータ４８８内に貯蔵されたエネルギーは、さらなる加速サイク
ルの間に車両に伝達可能となる。アキュムレータ４８８のエネルギー放出において、エン
ジン速度の減少が顕著になり、エンジンへの燃料供給が調節され、速度を一定に維持する
。
【００６３】
　ブームBは装置４３２および４３４の変調を通して操作される。ブームアクチュエータ
４１１を伸ばすために、制御信号が作業者４５１から圧力および方向を示す制御部４５０
へ送られる。その後制御部４５０は、装置４３４に関連した圧力制御部４６３に適用され
る基準信号４６１を調整する。これは、装置４３２がドライブモードにおいて容量を増加
させ、それによって低基準圧力へと圧力を減少させる原因となる。装置４３４は、ドライ
ブモードにおいて、圧力制御部がその容量を増加させることを通じて応答し、上述したよ
うにシリンダ４１１を伸ばす。動作の比率は調整部材４５１ａの変調を調整して、要求さ
れた動作の比率を得てもよい。
【００６４】
　ブームＢを下げる場合、ドライブモードにおいて装置４３４の容量が増加する、逆の操
作がある。ブームＢが下げられる場合、装置４３４を通じて吐出される流体から得られる
エネルギーの、積極的な回復があってもよく、これはギアトレイン４８０に伝達される。
再度、エネルギー伝達がギアトレインの速度の増加に十分な潦であれば、アキュムレータ
４８８は装置４８６の操作を介して供給されることが可能であり、逆に言えば、上昇サイ
クルの間にアキュムレータに蓄積された流体は、装置４８６を介してギアトレイン４８０
に適用されて、装置４３４または装置４８４の回転を補助している。
【００６５】
　同様のエネルギー伝達は、上部構造物Ｓの回転から得られ、上部構造物の慣性が、次に
使用するためのアキュムレータ内のエネルギー貯蔵に使用されても良い。従ってこの基本
的な操作において、油圧トランスミッション４１０は異なる消費装置からエネルギーを伝
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達するために操作可能であり、要求されたようにアキュムレータ４８８の使用を通じてエ
ネルギーを貯蔵するということは顕著なことであろう。回転駆動部４８０はターンテーブ
ルＴとして示され、５０２に似た駆動ユニットは同じ規則で使用されることが可能である
。
【００６６】
　車輪Ｗの個々の制御部も、個々の車輪Ｗの回転速度の監視を介して、個々の車輪の信号
線４５８を通じて制御可能である。とにかく、加速または原則の間、１つの車輪Ｗは氷や
ぬかるみのような低摩擦面とかみ合っており、その速度は他の車輪Ｗと異なっている。そ
の速度差は、制御部４５０によって顕著になり、装置の容量は、特殊な車輪に適用される
トルクの減少に従って減少している。非常時において、装置の容量は、その特殊なホイー
ルがトルクの供給なしに惰性で進むと考えられてもよいように、０まで減少される。しか
しながら、そのような状態において、導管５００内の圧力は、車輪のバランスを保つよう
に維持され、それによって、それらの車輪にトラクションまたはブレーキの効果を与える
ように調節する。一旦車輪が減速すると、トルクが再度適用されてもよい。このことは、
トラクションコントロール（traction control）およびＡＢＳが実行されることを可能に
している。
【００６７】
　車輪への個々の駆動力は、同一の車軸の車輪に適用されるトルクを調整することによっ
て、車両のステアリング（steering）に含まれてもよい。制御部４５１ｅの回転は、一対
の車輪の回転を要求する信号を生成し、それは他の組とはちがった比率となっている。従
って、その容量、つまりトルクは、より高い回転速度を要求する外輪に増加されてもよく
、その速度は内輪にあわせた減少と一致することによって供給される。おのおのの車輪に
適用された圧力は、装置４８４の圧力補正によって一定に残存し、従って、外輪の加速は
、装置４８４を通したエネルギーの誘導なしに、車両のステアリング操作を行う原因を引
き起こしている。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】リニアアクチュエータのための油圧駆動の回路図である。
【図２】図１の駆動装置に使用された要素のより詳細な回路図である。
【図３】図１の回路と同様の調整された制御部を備えたリニアアクチュエータの回路図で
ある。
【図４】図１の回路と同様のさらなる制御関数を組み合わせたリニアアクチュエータの回
路図である。
【図５】回転駆動部の回路図である。
【図６】エネルギー回復機能を増強させた駆動部のさらなる実施形態の回路図である。
【図７】油圧トランスミッションを含んだ車両の外観である。
【図８】図７において利用された油圧トランスミッションの回路図である。
【図９】異なる操作状態の下での異なる応答を示した応答曲線である。
【符号の説明】
【００６９】
１０　　　　　　　　油圧駆動システム
１１　　　　　　　　アクチュエータ
１２　　　　　　　　シリンダ
１４　　　　　　　　ピストン
１６　　　　　　　　ピストンロッド
１８，２０　　　　　チャンバ
２２，２４　　　　　供給ライン
２６，２８　　　　　ポート
３０　　　　　　　　負荷（水平スライド体）
３２，３４　　　　　可変容量油圧装置
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３６　 ドライブシャフト
３８　 原動力
４２，４４　　　　　容量調整機構
４６，４８　　　　　調整モータ
４７，４９　　制御ユニット
５０　 制御モジュール
５１　 コントローラ
５２，５４　　信号線
５７　 斜板位置フィードバック信号
６１　 圧力基準信号
６３　 圧力制御駆動部
６４　 コイル
６５　 制御線
６６　 バルブ
６７　 斜板駆動部
７０　 バルブ位置フィードバック信号
１３０ ウィンチアセンブリ
２７６ 補助供給部
２８０ ギアトレイン
２８６ 付加的可変容量装置
２９０ 速度センサ
４１１ ブームアクチュエータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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