
JP 5410329 B2 2014.2.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の可変容量型の第１，２メインポンプと、これら第１，２メインポンプに接続する
とともに複数の操作弁を設けてなる第１，２回路系統と、これら第１，２回路系統と上記
第１，２メインポンプとの間に設けたメイン切換弁と、これらメイン切換弁を介して上記
第１，２メインポンプに接続したアシストポンプとを備えた建設機械の制御装置において
、上記第１，２回路系統に接続した各メイン切換弁は、ノーマル位置において第１，２メ
インポンプをそれに接続した第１，２回路系統に接続するメイン通路とアシストポンプの
吐出油を上記第１，２メインポンプにチェック弁を介して合流させる合流通路とを開き、
切換位置において上記メイン通路を開いて合流通路を閉じる構成にしたことを特徴とする
建設機械の制御装置。
【請求項２】
　上記メイン切換弁を介して上記第１，２メインポンプに接続した発電用油圧モータと、
この発電用油圧モータに連係した発電機と、この発電機が発電した電力を蓄えるバッテリ
ーとを備え、少なくともいずれか一方の上記回路系統に接続した上記メイン切換弁がそれ
に接続したいずれか一方のメインポンプを発電用油圧モータに連通する位置にあるとき、
いずれか他方の回路系統に接続したメイン切換弁はいずれか他方のメインポンプをいずれ
か他方の回路系統に連通させる構成にした請求項１記載の建設機械の制御装置。
【請求項３】
　上記メイン切換弁は、メインポンプを発電用油圧モータに接続する位置にあるとき、メ
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イン切換弁内の絞り通路を介してメインポンプをそれに接続した回路系統に連通させる構
成にした請求項２記載の建設機械の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ハイブリッド型の建設機械の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、この種の建設機械を、特願２００９－１６４２７９号にかかわる出願とし
てすでに提供している。
　上記特願２００９－１６４２７９号にかかわる発明（以下「従来の建設機械」という）
は、サブポンプの吐出油をメインポンプの吐出油と合流させてアクチュエータに供給する
ためには、メイン切換弁をノーマル位置以外の位置に切り換えなければならなかった。
【０００３】
　したがって、アシストポンプの吐出油をメインポンプの吐出油と合流させてアクチュエ
ータに供給するためには、メイン切換弁をノーマル位置以外の位置に切り換えるために、
必要なバルブのソレノイドを励磁させなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２７５９４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のようにした従来の装置では、メインポンプおよびアシストポンプの吐出油を合流
させるたびに、必要なバルブのソレノイドを励磁しなければならないので、消費電力が多
くならざるを得ないという問題があった。
【０００６】
　この発明の目的は、メインポンプおよびアシストポンプの吐出油を合流させるときに必
要以上の電力を消費しないようにした建設機械の制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、一対の可変容量型の第１，２メインポンプと、これら第１，２メインポ
ンプに接続するとともに複数の操作弁を設けてなる第１，２回路系統と、これら第１，２
回路系統と上記第１，２メインポンプとの間に設けたメイン切換弁と、これらメイン切換
弁を介して上記第１，２メインポンプに接続したアシストポンプとを備えた建設機械の制
御装置において、上記第１，２回路系統に接続した各メイン切換弁は、ノーマル位置にお
いて第１，２メインポンプをそれに接続した第１，２回路系統に接続するメイン通路とア
シストポンプの吐出油を上記第１，２メインポンプにチェック弁を介して合流させる合流
通路とを開き、切換位置において上記メイン通路を開いて合流通路を閉じる構成にした点
に特徴を有する。
【０００８】
　第２の発明は、上記メイン切換弁を介して上記第１，２メインポンプに接続した発電用
油圧モータと、この発電用油圧モータに連係した発電機と、この発電機が発電した電力を
蓄えるバッテリーとを備え、少なくともいずれか一方の上記回路系統に接続した上記メイ
ン切換弁がそれに接続したいずれか一方のメインポンプを発電用油圧モータに連通する位
置にあるとき、いずれか他方の回路系統に接続したメイン切換弁はいずれか他方のメイン
ポンプをいずれか他方の回路系統に連通させる構成にした点に特徴を有する。
【０００９】
　第３の発明は、上記メイン切換弁は、メインポンプを発電用油圧モータに接続する位置
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にあるとき、メイン切換弁内の絞り通路を介してメインポンプをそれに接続した回路系統
に連通させる構成にした点に特徴を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、メイン切換弁を切り換えなくても、アシストポンプの吐出油とメイ
ンポンプの吐出油とを合流させられるので、メイン切換弁を切り換えるための電力の消費
量を節約できる。
【００１１】
　また、メインポンプを発電用油圧モータに接続している間でも、メインポンプの吐出油
が操作弁側に導かれるので、操作弁が冷えすぎたりしない。したがって、冷えた操作弁に
油温の高いメインポンプの吐出油が供給されることによって発生する従来のような不都合
は生じない。
【００１２】
　さらに、メインポンプを発電用油圧モータに接続している間でも、第１，２回路系統の
いずれかに油温の高いメインポンプの吐出油が導かれる。したがって、第１，２回路系統
の操作弁を互いに積層した構造のもとでは、いずれか一方の回路系統が温められれば、そ
れが他方の回路系統にも伝達される。つまり、一方の回路系統のみを温めるだけで足りる
ので、省エネに役立つことになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態の回路図である。
【図２】制御系のフローチャート図である。
【図３】第２実施形態の回路図である。
【図４】第３実施形態の回路図で、操作弁を切り換えるパイロット操作機構とそのパイロ
ット圧をレギュレータに導く構成を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１に示した第１実施形態は、パワーショベルの制御装置で、図示していない回転数セ
ンサーを備えたエンジンＥで駆動する可変容量型の第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２
を設けているが、これら第１，２メインポンプＭＰ１、ＭＰ２は同軸回転するものである
。なお、図中符号１はエンジンＥに設けたジェネレータで、エンジンＥの余力を利用して
発電機能を発揮するものである。
【００１５】
　上記第１メインポンプＭＰ１は第１回路系統に接続しているが、この第１回路系統は、
その上流側から順に、旋回モータを制御する操作弁２、アームシリンダを制御する操作弁
３、ブームシリンダを制御するブーム２速用の操作弁４、予備用アタッチメントを制御す
る操作弁５および左走行用のモータを制御する操作弁６を接続している。
【００１６】
　上記各操作弁２～６のそれぞれは、中立流路７およびパラレル通路８を介して第１メイ
ンポンプＭＰ１に接続している。
　上記中立流路７であって、左走行モータ用の操作弁６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９を設けている。この絞り９はそこを流れる流量が多
ければ、その上流側に高いパイロット圧を生成し、その流量が少なければ低いパイロット
圧を生成するものである。
【００１７】
　また、上記中立流路７は、上記操作弁２～６のすべてが中立位置もしくは中立位置近傍
にあるとき、第１メインポンプＭＰ１から吐出された油の全部または一部を、絞り９を介
してタンクＴに導くが、このときには絞り９を通過する流量も多くなるので、上記したよ
うに高いパイロット圧が生成される。
【００１８】
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　一方、上記操作弁２～６がフルストロークの状態で切り換えられると、中立流路７が閉
ざされて流体の流通がなくなる。したがって、この場合には、絞り９を流れる流量がなく
なり、パイロット圧はゼロを保つことになる。
　ただし、操作弁２～６の操作量によっては、ポンプ吐出量の一部がアクチュエータに導
かれ、一部が中立流路７からタンクに導かれることになるので、絞り９は、中立流路７に
流れる流量に応じたパイロット圧を生成する。言い換えると、絞り９は、操作弁２～６の
操作量に応じたパイロット圧を生成することになる。
【００１９】
　また、上記中立流路７であって、操作弁６と絞り９との間にはパイロット流路１０を接
続しているが、このパイロット流路１０は、電磁切換弁１１を介して、第１メインポンプ
ＭＰ１の傾転角を制御するレギュレータ１２に接続している。
　上記レギュレータ１２は、パイロット流路１０のパイロット圧と逆比例して第１メイン
ポンプＭＰ１の傾転角を制御し、その１回転当たりの押し除け量を制御する。したがって
、操作弁２～６をフルストロークして中立流路７の流れがなくなり、パイロット圧がゼロ
になれば、第１メインポンプＭＰ１の傾転角が最大になり、その１回転当たりの押し除け
量が最大になる。
【００２０】
　また、上記電磁切換弁１１には、電磁可変減圧弁１３を介してパイロット油圧源ＰＰに
接続しているが、この電磁切換弁１１が図示のノーマル位置である通常制御位置にあると
き、レギュレータ１２がパイロット流路１０に接続し、ソレノイドが励磁して回生エネル
ギー制御位置に切り換わるとレギュレータ１２が電磁可変減圧弁１３に接続する。
【００２１】
　また、上記第１メインポンプＭＰ１と第１回路系統の最上流の操作弁２との間にはメイ
ン切換弁１４を接続している。そして、このメイン切換弁１４はその両端に設けたパイロ
ット室１４ａ，１４ｂに作用するパイロット圧によって切り換わるもので、一方のパイロ
ット室１４ａは電磁制御弁１５ａを介して上記パイロット油圧源ＰＰに接続し、他方のパ
イロット室１４ｂは電磁制御弁１５ｂを介してパイロット油圧源ＰＰに接続している。
【００２２】
　上記のようにしたメイン切換弁１４は、図示の中立位置である第１位置と、図面左側位
置である第２位置と、図面右側位置である第３位置とに切り換え可能にしている。
　そして、このメイン切換弁１４が上記第１位置（中立位置）を保っているときには、第
１メインポンプＭＰ１の吐出油を第１回路系統に導くメイン通路ａが開かれるとともに、
アシストポンプＡＰの吐出油を第１メインポンプＭＰ１の吐出側に導く合流通路ｂも開か
れる。
【００２３】
　また、メイン切換弁１４が上記左側位置である第２位置に切り換えられたときには、第
１メインポンプＭＰ１の吐出油を第１回路系統に導く絞り通路ｃが開かれるとともに、第
１メインポンプＭＰ１の吐出油を発電用油圧モータＭに導く回生通路ｄも開かれる。
　したがって、メイン切換弁１４が上記のように第２位置に切り換えられたときには、第
１メインポンプＭＰ１の吐出油が、回生通路ｄを経由して発電用油圧モータＭに供給され
るとともに、その吐出油の一部が絞り通路ｃを経由して第１回路系統にも供給される。
【００２４】
　さらに、メイン切換弁１４が上記右側位置である第３位置に切り換えられたときには、
上記メイン通路ａのみが開かれる。したがって、この場合には、第１メインポンプＭＰ１
の吐出油は、第１回路系統にのみ供給されることになる。
【００２５】
　なお、図中符号１８は第１メインポンプＭＰ１からアシストポンプＡＰへの流れを防止
するチェック弁である。
【００２６】
　そして、上記電磁切換弁１１および電磁制御弁１５ａ，１５ｂのソレノイドはコントロ
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ーラＣに接続して、それらの切り換え動作をコントローラＣが制御するようにしている。
　また、上記電磁可変減圧弁１３のソレノイドもコントローラＣに接続し、当該減圧弁１
３の二次圧をコントローラＣで制御できるようにしている。
【００２７】
　一方、上記第２メインポンプＭＰ２は第２回路系統に接続しているが、この第２回路系
統は、その上流側から順に、右走行用モータを制御する操作弁１９、バケットシリンダを
制御する操作弁２０、ブームシリンダを制御する操作弁２１およびアームシリンダを制御
するアーム２速用の操作弁２２を接続している。
【００２８】
　上記各操作弁１９～２２は、中立流路２３を介して第２メインポンプＭＰ２に接続する
とともに、操作弁２０および操作弁２１はパラレル通路２４を介して第２メインポンプＭ
Ｐ２に接続している。
　上記中立流路２３であって、操作弁２２の下流側にはパイロット圧制御用の絞り２５を
設けているが、この絞り２５は、第１回路系統の絞り９と全く同様に機能するものである
。
【００２９】
　そして、上記中立流路２３であって、最下流の操作弁２２と上記絞り２５との間には、
パイロット流路２６を接続しているが、このパイロット流路２６は、電磁切換弁２７を介
して、第２メインポンプＭＰ２の傾転角を制御するレギュレータ２８に接続している。
【００３０】
　上記レギュレータ２８は、パイロット流路２６のパイロット圧と逆比例して第２メイン
ポンプＭＰ２の傾転角を制御し、その１回転当たりの押し除け量を制御する。したがって
、操作弁１９～２２をフルストロークして中立流路２３の流れがなくなり、パイロット圧
がゼロになれば、第２メインポンプＭＰ２の傾転角が最大になり、その１回転当たりの押
し除け量が最大になる。
【００３１】
　また、上記電磁切換弁２７には、上記電磁可変減圧弁１３を介してパイロット油圧源Ｐ
Ｐに接続しているが、この電磁切換弁２７が図示のノーマル位置である通常制御位置にあ
るとき、レギュレータ２８がパイロット流路２６に接続し、ソレノイドが励磁して回生エ
ネルギー制御位置に切り換わるとレギュレータ２８が電磁可変減圧弁１３に接続する。つ
まり、電磁可変減圧弁１３に対して、上記電磁切換弁１１，２７が並列に接続され、これ
ら電磁切換弁１１，２７には、電磁可変減圧弁１３で制御された同じ圧力が導かれること
になる。
【００３２】
　また、上記第２メインポンプＭＰ２と第２回路系統の最上流の操作弁１９との間にはメ
イン切換弁２９を接続している。そして、このメイン切換弁２９はその両端に設けたパイ
ロット室２９ａ，２９ｂに作用するパイロット圧によって切り換わるもので、一方のパイ
ロット室２９ａは電磁制御弁１６ａを介して上記パイロット油圧源ＰＰに接続し、他方の
パイロット室２９ｂは電磁制御弁１６ｂを介してパイロット油圧源ＰＰに接続している。
【００３３】
　上記のようにしたメイン切換弁２９は、図示の中立位置である第１位置と、図面左側位
置である第２位置と、図面右側位置である第３位置とに切り換え可能にしている。そして
、このメイン切換弁２９が上記第１位置（中立位置）に切り換えられたときには、第２メ
インポンプＭＰ２の吐出油を第２回路系統に導くメイン通路ａが開かれるとともに、アシ
ストポンプＡＰの吐出油を第２メインポンプＭＰ２の吐出側に導く合流通路ｂも開かれる
。
【００３４】
　また、メイン切換弁２９が上記左側位置である第２位置に切り換えられたときには、第
２メインポンプの吐出油を第２回路系統に導く絞り通路ｃが開かれるとともに、第２メイ
ンポンプＭＰ２の吐出油を発電用油圧モータＭに導く回生通路ｄも開かれる。
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したがって、メイン切換弁２９が上記のように第２位置に切り換えられたときには、第２
メインポンプＭＰ２の吐出油が、回生通路ｄを経由して発電用油圧モータＭに供給される
とともに、その吐出油の一部が絞り通路ｃを経由して第２回路系統にも供給される。
　さらに、メイン切換弁２９が上記右側位置である第３位置に切り換えられたときには、
上記メイン通路ａのみが開かれる。したがって、この場合には、第２メインポンプＭＰ２
の吐出油は、第２回路系統にのみ供給されることになる。
【００３５】
　なお、符号３１は第２メインポンプＭＰ２からアシストポンプＡＰへの流れを防止する
チェック弁である。
　また、上記電磁切換弁２７および電磁制御弁１６ａ，１６ｂのソレノイドはコントロー
ラＣに接続して、それらの切り換え動作をコントローラＣが制御できるようにしている。
【００３６】
　上記のようにした操作弁２～６および１９～２２には、その中立位置を検出するための
図示していない中立位置検出手段を設けているが、この中立位置検出手段は、操作弁２～
６および１９～２２の中立位置を電気的なセンサーを利用して検出してもよいし、油圧的
に検出するようにしてもよい。操作弁２～６および１９～２２の中立位置を油圧的に検出
するとは、例えば、各操作弁２～６および１９～２２に、それらを直列につなぐパイロッ
トラインを設け、上記操作弁を中立位置から切り換え位置に切り換えたとき、上記パイロ
ットラインがふさがれてその圧力が変化する構成が考えられるが、この圧力変化を電気信
号に変換する。
　いずれにしても、操作弁２～６および１９～２２が中立位置にあるかどうかの電気信号
はコントローラＣに入力されるようにしている。
【００３７】
　さらに、上記発電用油圧モータＭは発電機３２に連係し、発電用油圧モータＭが回転す
ることによって、発電機３２が回転して発電機能を発揮するとともに、この発電機３２で
発電された電力は、インバータ３３を介してバッテリー３４に充電されるようにしている
。そして、このバッテリー３４はコントローラＣに接続し、バッテリー３４の充電量をコ
ントローラＣが把握できるようにしている。
　上記のようにした発電用油圧モータＭは、可変容量型であって、その傾転角を、コント
ローラＣに接続したレギュレータ３５で制御できるようにしている。
【００３８】
　なお、図中符号３６はバッテリーチャージャーで、ジェネレータ１で発電された電力を
バッテリー３４に充電するためのものであるが、この実施形態では、バッテリーチャージ
ャー３６を、家庭用の電源などの別系統の電源３７にも接続している。
【００３９】
　また、上記のようにした発電用油圧モータＭにはアシストポンプＡＰを連係しているが
、このアシストポンプＡＰは発電用油圧モータＭに連係して回転する構成にしている。た
だし、このアシストポンプＡＰは、可変容量型にするとともに、その傾転角をレギュレー
タ３８で制御できるようにしている。したがって、発電用油圧モータＭが発電機能を発揮
しているときには、アシストポンプＡＰの傾転角を最小にして、その負荷が発電用油圧モ
ータＭにほとんど作用しない状態に設定できる。そして、発電機３２を電動モータとして
機能させれば、上記アシストポンプＡＰが回転してポンプ機能を発揮させることができる
。
【００４０】
　上記のようにした実施形態において、コントローラＣは、すべての操作弁２～６，１９
～２２が中立位置に保たれていなければ、これら操作弁に接続したアクチュエータが作動
状態にあると判定して、電磁切換弁１１，２７、電磁制御弁１５ａ，１５ｂ，１６ａ，１
６ｂおよび電磁可変減圧弁１３のソレノイドを励磁せず、それら各弁をノーマル状態に保
つ。また、上記のように電磁制御弁１５ａ，１５ｂ，１６ａ，１６ｂをノーマル位置に保
った状態では、メイン切換弁１４，２９のパイロット室１４ａ，１４ｂおよび２９ａ、２
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９ｂのそれぞれには、パイロット圧が作用しないので、メイン切換弁１４，２９も図示の
中立位置である第１位置を維持し、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出油を、そ
れぞれの回路系統に導く。
【００４１】
　また、メイン切換弁１４，２９が上記のように中立位置にあれば、それらのメイン通路
ａとともに合流通路ｂも開くので、この状態で発電機３２を電動モータにしてアシストポ
ンプＡＰを回転させれば、アシストポンプＡＰの吐出油を、上記合流通路ｂを通って第１
，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出油と合流させることができる。
　したがって、アシストポンプＡＰの吐出油を第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２に合
流させるときには、発電機３２のみを回せばよく、電磁制御弁１５ａ，１５ｂ，１６ａ，
１６ｂ等のソレノイドを励磁させなくてもよいので、その分、電力の消費量が少なくてす
む。
【００４２】
　さらに、メイン切換弁１４，２９が中立位置にある状態では、当該操作弁の操作量に応
じて中立流路７，２３に流れる流量が変化する。そして、中立流路７，２３に流れる流量
に応じて、パイロット圧発生用の絞り９，２５の上流側に発生するパイロット圧が変化す
るが、このパイロット圧に応じてレギュレータ１２，２８は第１，２メインポンプＭＰ１
，ＭＰ２の傾転角を制御する。すなわち、パイロット圧が小さくなればなるほど、上記傾
転角を大きくして第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の１回転当たりの押し除け量を多
くする。反対にパイロット圧が大きくなればなるほど、上記傾転角を小さくして第１，２
メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の１回転当たりの押し除け量を少なくする。
　したがって、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２は、操作弁の操作量に応じた要求流
量に見合った流量を吐出することになる。
【００４３】
　また、電磁制御弁１５ａ，１６ａのソレノイドを励磁して、電磁制御弁１５ａ，１６ａ
を図示のノーマル位置から切り換え位置に切り換えると、メイン切換弁１４，２９の一方
のパイロット室１４ａ，２９ａにパイロット圧が導かれ、メイン切換弁１４，２９は図面
左側位置である第２位置に切り換わる。メイン切換弁１４，２９が上記第２位置に切り換
われば、これらメイン切換弁１４，２９の回生通路ｄおよび絞り通路ｃが開かれる。
【００４４】
　したがって、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出油は回生通路ｄを通って発電
用油圧モータＭに供給される。このように発電用油圧モータＭに圧油が供給されれば、発
電用油圧モータＭが回転して発電機３２を回転させるので、発電機３２が発電機能を発揮
するとともに、その発電された電力はインバータ３３を介してバッテリー３４に充電され
る。
【００４５】
　また、上記のようにメイン切換弁１４，２９が第２位置に切り換えられた状態では、絞
り通路ｃも開くので、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出油の一部は絞り通路ｃ
を経由して第１，２回路系統に供給される。そして、このときの第１，２メインポンプＭ
Ｐ１，ＭＰ２からの吐出油は、発電用油圧モータＭとの間で循環したものなので、油温が
高く保たれている。したがって、上記のように第１，２回路系統に導かれた作動油によっ
て、それら回路系統における操作弁２～６，１９～２２が温められる。
【００４６】
　さらに、電磁制御弁１５ｂ，１６ｂのソレノイドを励磁して、これら電磁制御弁１５ｂ
，１６ｂを図示のノーマル位置から切り換え位置に切り換えると、メイン切換弁１４，２
９の他方のパイロット室１４ｂ，２９ｂにパイロット圧が導かれ、メイン切換弁１４，２
９は図面右側位置である第３位置に切り換わる。メイン切換弁１４，２９が上記第３位置
に切り換われば、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２と第１，２回路系統とがそれぞれ
各メイン通路ａを介して接続される。
【００４７】
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　上記のようにメイン切換弁１４，２９に第３切換位置を設けたのは、一方の回路系統の
みにアシストポンプＡＰの吐出油を合流させて、他方のメインポンプの吐出量を最少に保
つようにするためである。
　例えば、第１回路系統の操作弁に接続したアクチュエータのみを作動させ、第２回路系
統の操作弁をすべて中立位置に保っているときには、メイン切換弁１４を中立位置に保つ
とともに、電磁制御弁１６ｂのソレノイドのみを励磁してメイン切換弁２９を右側位置で
ある第３位置に切り換える。
【００４８】
　メイン切換弁１４が上記のように中立位置を保てば、そのメイン通路ａと合流通路ｂと
が開くので、第１メインポンプＭＰ１とアシストポンプＡＰとの吐出油が合流して第１回
路系統に供給される。
　一方、第３位置に切り換えられたメイン切換弁２９は、メイン通路ａのみが開いて、合
流通路ｂは閉じられる。
　したがって、第２メインポンプＭＰ２の吐出油は上記メイン通路ａを通って、すべての
操作弁１９～２２が中立位置に保たれている第２回路系統の中立流路２３にのみ流れると
ともに、絞り２５の上流側の圧力を上昇させ、第２メインポンプＭＰ２の吐出量を最少に
保つ。
【００４９】
　上記のように一方のメイン切換弁１４側では、電磁制御弁１５ａ，１５ｂのソレノイド
を励磁させず、他方のメイン切換弁２９側における電磁制御弁１６ｂのみを励磁させるだ
けで足りるので、いろいろなソレノイドを励磁する場合に比べて電力の消費量が少なくな
るメリットがある。
【００５０】
　次に、図２に基づいてこの実施形態の制御フローを説明する。
　コントローラＣは、上記中立位置検出手段の信号に基づいて各アクチュエータの作動状
態を読み込む（ステップＳ１）。そして、コントローラＣは、すべての操作弁２～６、１
９～２２が中立位置にあるか否かを判定し（ステップＳ２）、いずれかの操作弁が中立位
置以外の切り換え位置にあるときには、操作弁に接続されたアクチュエータが作業中であ
ると判断してステップＳ３に移行する。
【００５１】
　そして、上記ステップＳ３では、オペレータの入力信号に応じて、アシストポンプＡＰ
のアシストを必要としているか否かを判定し、オペレータがアシストを必要とする旨の信
号を入力していれば、コントローラＣは、ステップＳ４に移行して、電磁制御弁１５ａ，
１５ｂ，１６ａ，１６ｂのソレノイドを非励磁状態に保ち、メイン切換弁１４，２９を中
立位置である第１位置に保持する。メイン切換弁１４，２９が第１位置に保持されれば、
アシストポンプＡＰの吐出油が第１，２メインポンプＭＰ１,ＭＰ２の吐出油と合流して
第１，２回路系統に供給され、アシスト付きの作業が実施される（ステップＳ５）。
【００５２】
　また、上記ステップＳ３において、オペレータからアシストを必要とする信号が入力さ
れていなければ、コントローラＣは、ステップＳ６に移行し、電磁制御弁１５ｂ，１６ｂ
のソレノイドを励磁して、メイン切換弁１４，２９を右側位置である第３位置に切り換え
る。したがって、このときにはアシストポンプＡＰからのアシストがない状態での作業が
実施されることになる（ステップＳ７）。
【００５３】
　上記ステップＳ２ですべての操作弁が中立位置にあると判定したときには、上記各アク
チュエータが非作業状態にあると判断してステップＳ８に移行する。このステップＳ８に
おいて、オペレータからのスタンバイ回生信号が入力されているかどうかを判定し、スタ
ンバイ回生信号が入力されていなければ、ステップＳ１に戻る。
【００５４】
　上記ステップＳ８においてスタンバイ回生信号が入力されていると、コントローラＣは
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、ステップＳ９に移行してバッテリー３４がフル充電近傍の状態にあるかどうかを判定す
る。
　バッテリー３４がフル充電近傍の状態にあれば、コントローラＣは、ステップＳ１０，
Ｓ１１に移行して、電磁切換弁１１，２７を非励磁状態に保つとともに、電磁制御弁１５
ａ、１５ｂ、１６ａ、１６ｂを非励磁し、メイン切換弁１４，２９を図示のノーマル位置
に切り換えるとともにステップＳ１に戻る。
【００５５】
　上記のようにメイン切換弁１４，２９がノーマル位置を保てば、第１，２メインポンプ
ＭＰ１，ＭＰ２の吐出油は、メイン切換弁１４，２９のメイン通路ａを通って中立流路７
，２３からパイロット流路１０，２６を経由するとともに、電磁切換弁１１，２７を通っ
てレギュレータ１２，２８にいたる。
　したがって、レギュレータ１２，２８は、絞り９，２５の上流に発生するパイロット圧
によって、可変容量型のメインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量を最少すなわちスタンバイ
流量に保つとともに、そのスタンバイ流量は絞り９，２５を介してタンクＴに戻される。
【００５６】
　また、コントローラＣが上記ステップＳ９においてバッテリー３４の充電量が不足して
いると判定すると、コントローラＣは、ステップＳ１２に移行し、電磁制御弁１５ａ，１
６ａのソレノイドを励磁し、電磁制御弁１５ｂ，１６ｂを非励磁状態に保つ。したがって
、パイロット油圧源ＰＰからの圧力が、メイン切換弁１４，２９のパイロット室１４ａ，
２９ａに導かれるので、メイン切換弁１４，２９は図示の左側位置である第２位置に切り
換わり、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２を発電用油圧モータＭに連通させる。
【００５７】
　さらに、コントローラＣは、ステップＳ１３に移行して電磁切換弁１１，２７をノーマ
ル位置である通常制御位置から回生エネルギー制御位置に切り換えて、レギュレータ１２
，２８とパイロット流路１０，２６との連通を遮断するとともに、電磁可変減圧弁１３を
上記レギュレータ１２，２８に連通させる。
【００５８】
　上記のように第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２を発電用油圧モータＭに連通させる
とともに、電磁可変減圧弁１３をレギュレータ１２，２８に連通させたら、コントローラ
Ｃは、ステップＳ１４に移行し、エンジンＥに備えた上記回転数センサーからの信号に基
づいて、現状のエンジンＥの回転数が高速か低速かを判定する。なお、高速か低速かの判
定基準は、コントローラＣにあらかじめ記憶されているものである。
　そして、エンジン回転数が高速の場合に、コントローラＣは、ステップＳ１５に移行し
、電磁可変減圧弁１３を制御してその二次圧を、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の
一回転当たりの押し除け量が最少近傍になるように設定する。
【００５９】
　上記のようにエンジンＥの回転数が高いときに、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２
の一回転当たりの押し除け量を最少近傍に設定したのは、その一回転当たりの押し除け量
が少なくても、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の単位時間当たりの吐出量はエンジ
ンＥの回転数で確保できるからである。
【００６０】
　また、上記ステップＳ１４においてエンジン回転数が低いと判定されたときには、コン
トローラＣは、ステップＳ１６でバッテリー３４の充電状況を判定する。このときバッテ
リーの充電量が多いと判定したときには、コントローラＣは、現状の充電量を基準にして
必要充電量を演算するとともに、その必要充電量に応じたポンプ吐出量を決定する（ステ
ップＳ１７）。
【００６１】
　そして、コントローラＣは、ステップＳ１９に移行して、電磁可変減圧弁１３の励磁電
流を制御するが、この励磁電流に応じて電磁可変減圧弁１３の二次圧が制御されるととも
に、この制御された二次圧がレギュレータ１２，２８に作用する。したがって、第１，２
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メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量は、上記必要充電量を充電するのに必要な吐出量を
確保することになる。
【００６２】
　一方、ステップＳ１６において、バッテリー３４の充電量が少ないと判定したときには
、コントローラＣは、現状の充電量を基準にして必要充電量を演算するとともに、その必
要充電量に応じたポンプ吐出量を決定する（ステップＳ１８）が、このときには、第１，
２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量がスタンバイ流量よりも多くなるようにしている
。
　なお、上記充電量の多少を判定する基準は、コントローラＣにあらかじめ記憶されてい
るものである。
【００６３】
　そして、コントローラＣは、ステップＳ１９に移行して、電磁可変減圧弁１３の励磁電
流を制御するが、この励磁電流に応じて電磁可変減圧弁１３の二次圧が制御されるととも
に、この制御された二次圧がレギュレータ１２，２８に作用する。したがって、第１，２
メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量は、上記必要充電量を充電するのに必要な吐出量を
確保することになる。
【００６４】
　上記のようにして電磁可変減圧弁１３が制御され、その制御された二次圧に応じて第１
，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量が制御されるとともに、その吐出量に応じて発
電用油圧モータＭが動作して、スタンバイ回生制御が実行される（ステップＳ２０）。
【００６５】
　したがって、この実施形態によれば、電磁可変減圧弁１３を制御してレギュレータ１２
，２８に導かれる圧力を自由に制御できるので、バッテリー３４をチャージするためのエ
ネルギーが不足気味になることもなく、ポンプ効率の良いところを利用しているので、エ
ネルギーロスが少なくなる。
　また、上記のように第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の傾転角を自由に制御できる
ので、当該メインポンプの吐出量を大きくするためにエンジン回転数を上げたりしなくて
もよくなり、その分、エネルギーロスも少なくなる。
【００６６】
　さらに、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２と発電用油圧モータＭおよびアシストポ
ンプＡＰとは、メイン切換弁１４，２９を介して直接接続されるので、第１，２メインポ
ンプＭＰ１，ＭＰ２と発電用油圧モータＭとの間、あるいは第１，２メインポンプＭＰ１
，ＭＰ２とアシストポンプＡＰとの間に、特別なバルブを設ける必要がなくなり、その分
、回路構成も簡素化できる。
【００６７】
　図３に示した第２実施形態は、第１回路系統に接続したメイン切換弁１４を２位置４ポ
ートバルブとしたものである。
　つまり、上記メイン切換弁１４は、その一方にパイロット室を設け、このパイロット室
に対向する側にスプリングのばね力を作用させている。そして、メイン切換弁１４のパイ
ロット室は電磁制御弁１５ｂを介してパイロット油圧源ＰＰに接続している。
【００６８】
　上記のようにしたメイン切換弁１４は、それが図示のノーマル位置であるとき、第１メ
インポンプＭＰ１の吐出油を第１回路系統に導くメイン通路ａを開くとともに、アシスト
ポンプＡＰの吐出油を第１メインポンプＭＰ１の吐出油と合流させる合流通路ｂも開かれ
る
【００６９】
　そして、電磁制御弁１５ｂのソレノイドを励磁して開位置に切り換えると、パイロット
油圧源ＰＰの圧力がメイン切換弁１４のパイロット室１４ｂに導かれるので、そのパイロ
ット圧の作用でメイン切換弁１４が上記スプリングのばね力に抗して図面右側位置に切り
換わる。このようにしてメイン切換弁１４が切り換わると、上記合流通路ｂが閉じて、メ
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イン通路ａのみが開く。
　したがって、この場合には、第１メインポンプＭＰ１の吐出油のみが第１回路系統に供
給されることになる。
【００７０】
　また、他方のメイン切換弁２９は、中立位置である図示の第１位置にあるとき、第１実
施形態と同様にメイン通路ａおよび合流通路ｂを開くが、パイロット室２９ａに導かれた
パイロット圧の作用で図面左側位置である第２位置に切り換わったときには、回生通路ｄ
のみが開く。そして、パイロット室２９ｂに導かれたパイロット圧の作用で図面右側位置
である第３位置に切り換わったときには、メイン通路ａのみが開く。
【００７１】
　上記のようにこの第２実施形態は、メイン切換弁１４において第１メインポンプＭＰ１
を発電用油圧モータＭに連通させるポジションを省略したものである。したがって、第２
実施形態では、第２メインポンプＭＰ２のみが発電用油圧モータＭを駆動する。
【００７２】
　上記のようにした第２実施形態において、メイン切換弁１４，２９を図示のノーマル位
置に保持しているときには、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出油と、アシスト
ポンプＡＰの吐出油とが合流して第１，２回路系統に供給される。したがって、このとき
には、第１実施形態と同様に電磁制御弁１５ｂ，１６ａ，１６ｂを励磁しなくてもよく、
その分、消費電力を小さくできる。
【００７３】
　また、例えば第１回路系統のアクチュエータのみを作動させ、第２回路系統のアクチュ
エータを非作動状態に保つときには、一方のメイン切換弁１４を図示のノーマル位置に保
持するとともに、他方のメイン切換弁２９を図面右側位置である第３位置に切り換える。
　この状態では、アシストポンプＡＰの吐出油は、第１メインポンプＭＰ１の吐出油のみ
と合流する。そして、第２メインポンプＭＰ２は、スタンバイ流量を維持しながらその吐
出油を第２回路系統に供給する。
【００７４】
　逆に、第２回路系統のアクチュエータのみを作動させ、第１回路系統のアクチュエータ
を非作動状態に保つときには、他方のメイン切換弁２９を図示のノーマル位置に保持する
とともに、一方のメイン切換弁１４を図面右側位置に切り換える。
　この状態では、アシストポンプＡＰの吐出油は、第２メインポンプＭＰ２の吐出油のみ
と合流する。そして、第１メインポンプＭＰ１は、スタンバイ流量を維持しながらその吐
出油を第１回路系統に供給する。
【００７５】
　また、アクチュエータの非作業時に発電用油圧モータＭを回転して発電機３２を回すと
きには、電磁制御弁１６ａのソレノイドを励磁して開位置に切り換え、メイン切換弁２９
を図面左側位置である第２位置に切り換える。
　上記のようにメイン切換弁２９を切り換えると、第２メインポンプＭＰ２の吐出油が発
電機用油圧モータＭに供給されるので、発電機３２が回って発電するとともに、その電力
がバッテリー３４に蓄電される。
【００７６】
　さらに、上記の状態で、電磁切換弁１１のソレノイドを励磁して、それを開位置に切り
換えれば、パイロット油圧源ＰＰのパイロット圧がレギュレータ１２に作用し、第１メイ
ンポンプＭＰ１の吐出量を最少に保つ。したがって、第１メインポンプＭＰ１の最少吐出
量が中立流路７に流れて、操作弁全体を暖める。
【００７７】
　なお、上記のように発電用油圧モータＭを駆動しているときに、油温が高くなっている
作動油を第１回路系統のみに供給するようにしたが、実際には、第１，２回路系統の操作
弁はそれらのバルブ本体を積層しているので、いずれか一方の回路系統に暖気用の作動油
を供給すれば、他方の回路系統の操作弁も暖められることになる。
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【００７８】
　図４に示した第３実施形態は、各操作弁２～６、９～２２を切り換えるためのパイロッ
ト圧を制御するパイロット操作機構ＰＶ１～ＰＶ７を設け、このパイロット操作機構ＰＶ
１～ＰＶ７で発生したパイロット圧を、複数の高圧選択弁３９で選択して、その最高圧を
第１，２可変容量型ポンプＭＰ１，ＭＰ２のレギュレータ１２，２８に導くようにしたも
のである。
【００７９】
　なお、パイロット操作機構ＰＶ１は旋回モータを制御する操作弁２に導くパイロット圧
を制御し、パイロット操作機構ＰＶ２はアームシリンダを制御する操作弁３，２２に導く
パイロット圧を制御し、パイロット操作機構ＰＶ３はブームシリンダを制御する操作弁４
，２１に導くパイロット圧を制御し、パイロット操作機構ＰＶ４は予備のアクチュエータ
を制御する操作弁５に導くパイロット圧を制御し、パイロット操作機構ＰＶ５は一方の走
行モータを制御する操作弁６に導くパイロット圧を制御し、パイロット操作機構ＰＶ６は
他方の走行モータを制御する操作弁１９に導くパイロット圧を制御し、パイロット操作機
構ＰＶ７はバケットシリンダを制御する操作弁２０に導くパイロット圧を制御するもので
ある。
【００８０】
　そして、上記パイロット操作機構ＰＶ１～ＰＶ７で制御されるパイロット圧は、それら
に関連した操作弁２～６，１９～２２のそれぞれを中立位置に保つときにゼロを保ち、操
作弁２～６，１９～２２のそれぞれを切り換えるときに高くなる。
　したがって、第１，２可変容量型ポンプＭＰ１，ＭＰ２に導かれる圧力は、第１，２実
施例とは反対になる。そして、これら第１，２可変容量型ポンプＭＰ１，ＭＰ２に設けた
レギュレータ１２，２８は、上記パイロット圧がゼロのときに第１，２可変容量型ポンプ
ＭＰ１，ＭＰ２の吐出量を最少に保ち、パイロット圧が高くなるにしたがって、第１，２
可変容量型ポンプＭＰ１，ＭＰ２の吐出量を増やす制御をする。
【００８１】
　上記の構成のみが第２実施形態と異なるもので、その他は第２実施形態と同じである。
なお、この第３実施形態の制御機構は、第１実施形態にも利用できること当然である。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　この発明は、パワーショベルに用いるのに最適である。
【符号の説明】
【００８３】
ＭＰ１，ＭＰ２　第１，２メインポンプ
　２～６　　　　操作弁
１４　　　　　　メイン切換弁
１５ａ，１５ｂ　電磁制御弁
１６ａ，１６ｂ　電磁制御弁
１９～２２　　　操作弁
２９　　　　　　メイン切換弁
　Ｍ　　　　　　発電用油圧モータ
３２　　　　　　発電機
３６　　　　　　バッテリー
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