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(57)【要約】
【課題】走行電力供給システムの一部に異常が発生した
場合にも、走行動作を継続可能な作業車両を提供するこ
と。
【解決手段】蓄電装置１１と、インバータ装置７，１０
と、インバータ装置７，１０が接続された回路の電圧を
変換するコンバータ装置１２と、インバータ装置７から
の交流電流によって油圧ポンプ４を駆動する発電電動機
６と、インバータ装置１０からの交流電流によって車輪
６１を駆動する電動機９と、インバータ装置７，１０を
制御するための制御装置２００とを備え、制御装置２０
０において、電動機９に電流を供給するために必要な装
置に異常が発生したときには、当該異常が発生した装置
が異常発生前に実行していた処理に相当する他の処理を
他の正常な装置で実行することで電動機９を駆動する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　前記エンジンによって駆動され、油圧アクチュエータを駆動するための油圧ポンプと、
　直流電力を蓄えるための蓄電装置と、
　直流電流と交流電流の変換を行う第１及び第２インバータ装置と、
　前記第１及び第２インバータ装置が接続された回路の電圧を変換するコンバータ装置と
、
　前記第１インバータ装置からの交流電流によって前記油圧ポンプの駆動トルクを発生す
る発電電動機と、
　前記第２インバータ装置からの交流電流によって車両の駆動トルクを発生する電動機と
、
　前記第１及び第２インバータ装置を制御するための制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記回路に接続され前記電動機に電流を供給するために必要な各種装
置に異常が発生したときには、当該異常が発生した装置が異常発生前に実行していた処理
と同一又は当該処理に相当する他の処理を他の正常な装置で実行することで、前記第２イ
ンバータ装置を介して前記電動機を駆動することを特徴とする作業車両。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業車両において、
　前記制御装置は、前記異常が発生したとき、前記電動機のトルクの応答性及び大きさの
少なくとも一方を異常発生前と比較して制限することを特徴とする作業車両。
【請求項３】
　請求項２に記載の作業車両において、
　前記制御装置は、前記蓄電装置、前記コンバータ装置、前記発電電動機及び前記第１イ
ンバータ装置のいずれかに異常が発生したかを判定し、当該異常が発生した装置に対応し
た駆動方式で前記電動機を駆動することを特徴とする作業車両。
【請求項４】
　請求項３に記載の作業車両において、
　前記駆動方式は、前記蓄電装置又は前記コンバータ装置に異常が発生したときに利用さ
れるものであり、
　前記制御装置は、前記駆動方式において、前記コンバータ装置が実行していた電圧変換
処理を前記第１インバータ装置に実行させることで前記電動機を駆動することを特徴とす
る作業車両。
【請求項５】
　請求項４に記載の作業車両において、
　前記駆動方式は、さらに前記電動機のトルクの応答性を異常発生前よりも制限するもの
であり、
　前記制御装置は、前記駆動方式において、前記電動機のトルク応答速度を、前記エンジ
ンの出力応答速度に近づくように制限することを特徴とする作業車両。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の作業車両において、
　前記制御装置は、前記駆動方式において、前記油圧ポンプによってパワーが要求されて
いるときには、前記エンジンのパワーを前記油圧ポンプに優先的に供給することを特徴と
する作業車両。
【請求項７】
　請求項３に記載の作業車両において、
　前記駆動方式は、前記発電電動機又は前記第１インバータ装置に異常が発生したときに
利用されるものであり、
　前記制御装置は、前記駆動方式において、前記コンバータ装置で実行される前記電動機
への電力供給制限処理の制限量の大きさを異常発生前よりも大きくすることを特徴とする
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作業車両。
【請求項８】
　請求項７に記載の作業車両において、
　前記駆動方式おいて前記コンバータ装置で実行される電力供給制限処理の制限値の大き
さは、前記蓄電装置の残容量に基づいて算出されることを特徴とする作業車両。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の作業車両において、
　前記蓄電装置、前記コンバータ装置、前記発電電動機及び前記第１インバータ装置の状
態を表示するための表示装置をさらに備えることを特徴とする作業車両。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の作業車両において、
　前記異常が発生した装置が異常発生前に実行していた処理と同一又は当該処理に相当す
る他の処理を他の正常な装置で実行することで前記電動機を駆動することを前記制御装置
に許可するための指示装置をさらに備えることを特徴とする作業車両。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は動力源としてエンジン及び蓄電装置を備えるハイブリッド式の作業車両に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題、原油価格高騰などの点から、各工業製品に対して省エネ志向が強まっ
ている。これまでディーゼルエンジンによる油圧駆動システムが中心であった建設車両、
作業用車両等の分野においても、その傾向にあり、電動化による高効率化、省エネルギー
化の事例が増加してきている。例えば、前述の建設車両や作業用車両の駆動部分を電動化
、すなわち駆動源を電動機（電気モータ）にした場合、排気ガスの低減のほか、エンジン
の高効率駆動（ハイブリッド機種の場合）、動力伝達効率の向上、回生電力の回収など多
くの省エネルギー効果が期待できる。このような建設車両・作業用車両分野では、フォー
クリフトの電動化が最も進んでおり、バッテリの電力を用いてモータを駆動する、いわゆ
る「バッテリーフォークリフト」が他車両に先駆けて実用化されており、小型フォークリ
フトを中心にかなり普及している。また最近では、これに引き続いて、油圧ショベル、エ
ンジン式フォークリフトなどにおいて、ディーゼルエンジンと電気モータを組み合わせた
「ハイブリッド車両」が製品化され始めている。
【０００３】
　ところで、上記のように電動化による環境対応・省エネルギー化が進む建設車両・作業
用車両の中で、ハイブリッド化した場合に比較的大きな燃費低減効果が見込まれる車両と
してホイールローダがある。従来のホイールローダは、例えば、トルクコンバータ（トル
コン）およびトランスミッション（Ｔ／Ｍ）を介してエンジンの動力を車輪に伝えて走行
を行いながら、車両前方に取り付けられた作業装置のバケット部分で土砂等を掘削・運搬
する作業用車両である。このようなホイールローダの走行駆動部分を電動化すると、トル
コン及びトランスミッション部分における動力伝達効率を電気による動力伝達効率まで向
上させることが可能となる。さらにホイールローダでは、作業中、頻繁に発進・停止の走
行動作を繰り返すため、走行駆動部分を電動化した場合には、走行用の電動機から制動時
の回生電力回収が見込める。
【０００４】
　ハイブリッド式のホイールローダとしては、走行部分を電動化した構成、すなわち、シ
リーズ型ハイブリッドシステムがある。この種のシステムでは走行部を完全に電動化して
いるため、当該走行部の駆動源である走行用電動機に電力を供給するためのシステム（走
行電力供給システム）の一部に故障等の異常が発生した場合には、その後の走行動作が実
施できなくなるおそれがある。ホイールローダなどの車輪を有する作業車両は公道を走行
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する場合や作業現場内を走りまわる場合があり、故障により走行不能となった際には、そ
の場で立ち往生することも考えられる。そこで、走行電力供給システムの一部に異常が発
生した場合でも、車両の走行動作を継続可能とする機能が求められる。
【０００５】
　このような故障時の非常運転方法については、例えば特開２０１０－１３３２３５号公
報に示されたものがある。この技術によれば、ショベルなどのハイブリッド型建設機械に
おいて、発電電動機（Ｍ／Ｇ）または電動作業要素（旋回モータ等）の制御系の異常が検
出された場合に、昇降圧コンバータ（DCDCコンバータ）によるDCバスの昇降圧制御を継続
するとの記載がある。これにより、電動発電機（Ｍ／Ｇ）または電動作業要素の制御系が
故障した場合においても正常な蓄電系を利用した駆動の継続が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３３２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記技術では、発電電動機または電動作業要素の制御系に異常が発生した場合において
、正常な蓄電系の電力により電動作業部の駆動を継続するため、図３の蓄電装置がバッテ
リに比べ容量の小さいキャパシタであった場合や、発電系とは反対に蓄電系側が故障した
場合では、車両を動作させることが困難となる可能性が考えられる。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、走行駆動部を電動化した作業車両において、走行電力供給シ
ステムの一部に異常が発生した場合にも、走行動作を継続できる作業車両を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するために、エンジンと、前記エンジンによって駆動され、
油圧アクチュエータを駆動するための油圧ポンプと、直流電力を蓄えるための蓄電装置と
、直流電流と交流電流の変換を行う第１及び第２インバータ装置と、前記第１及び第２イ
ンバータ装置が接続された回路の電圧を変換するコンバータ装置と、前記第１インバータ
装置からの交流電流によって前記油圧ポンプの駆動トルクを発生する発電電動機と、前記
第２インバータ装置からの交流電流によって車両の駆動トルクを発生する電動機と、前記
第１及び第２インバータ装置を制御するための制御装置とを備え、前記制御装置は、前記
回路に接続され前記電動機に電流を供給するために必要な各種装置に異常が発生したとき
には、当該異常が発生した装置が異常発生前に実行していた処理と同一又は当該処理に相
当する他の処理を他の正常な装置で実行することで、前記第２インバータ装置を介して前
記電動機を駆動するものとする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、走行部を電動化した作業車両において、走行電力供給システムに異常
が発生した場合にも、その場に立ち往生することなく支障の無い場所に走行することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係るハイブリッド式ホイールローダのシステム構成図。
【図２】従来のホイールローダの代表的な構成例を示す図。
【図３】本発明の実施の形態に係る走行電力供給システムの構成図。
【図４】本発明の実施の形態に係る制御装置２００の構成図。
【図５】本発明の実施の形態に係る非常運転管理部３０の構成を示す図。
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【図６】本発明の第１の実施の形態に係るインバータ制御装置２３で実行されるインバー
タ装置７（発電電動機６）の制御処理に係るブロック図。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係るインバータ制御装置２３で実行されるインバー
タ装置１０（走行用電動機９）の制御処理に係るブロック図。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係るホイールローダにおいて第１駆動方式から第２
駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャート。
【図９】本発明の第１の実施の形態の変形例に係るホイールローダにおいて第１駆動方式
から第２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャート。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係るコンバータ制御装置２４で実行されるＤＣＤ
Ｃコンバータ装置１２の制御処理に係るブロック図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係るホイールローダにおいて第１駆動方式から第
２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャート。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の他の変形例に係るホイールローダにおいて第１駆
動方式から第２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。図１は本発明の実施の形態に係る
ハイブリッド式ホイールローダのシステム構成図である。
【００１３】
　この図に示すホイールローダは、バケット及びリフトアーム（図示せず）を有し車体前
方に取り付けられた作業装置５０と、ディーゼルエンジン（内燃機関）１と、エンジン１
によって駆動され、油圧アクチュエータ（バケットシリンダ５１、リフトシリンダ５２及
びステアリングシリンダ５３）を駆動するための油圧ポンプ４と、油圧ポンプ４から油圧
アクチュエータ５１，５２，５３に供給される圧油を制御するためのコントロールバルブ
５５と、直流電力を蓄えるための蓄電装置１１と、直流電流と交流電流の変換を行うため
のインバータ装置７，１１と、インバータ装置７，１１が接続された電気回路の電圧（イ
ンバータ装置７，１１間のＤＣバス電圧）を変換するためのＤＣＤＣコンバータ装置１２
と、インバータ装置７からの交流電流によって油圧ポンプ４の駆動トルクを発生してエン
ジン１をアシストする発電電動機（モータ／ジェネレータ（Ｍ／Ｇ））６と、インバータ
装置１１からの交流電流によって車両（走行体６０）の駆動トルクを発生する走行用電動
機９と、油圧アクチュエータ５１，５２，５３を駆動するための操作信号を操作量に応じ
て出力する操作装置（操作レバー５６及びステアリングホイール（図示せず））と、イン
バータ装置７，１１及びコンバータ装置１２等を制御するための制御装置２００を備えて
いる。
【００１４】
　発電電動機６は、さらにエンジン１と接続されており、エンジン１によって駆動される
ことで発電機としても動作する。発電電動機６によって発生された電力は、走行用電動機
６に供給されたり、蓄電装置１１に蓄えられたりする。発電電動機６の力行運転（エンジ
ンアシスト）と発電運転の切り換えは、制御装置２００においてエンジン１の負荷に応じ
て行われる。
【００１５】
　走行体６０は、ディファレンシャルギア（Ｄｉｆ）及びファイナルギア（Ｇ）を介して
プロペラシャフト８に適宜取り付けられた４つの車輪６１を有しており、プロペラシャフ
ト８の軸上に取り付けられた走行用電動機９の駆動トルクによって各車輪６１が回転駆動
される。
【００１６】
　バケットシリンダ５１及びリフトシリンダ５２は、キャブ内に設置された操作レバー５
６の操作量に応じて出力される操作信号（油圧信号）に基づいて駆動される。リフトシリ
ンダ５２は、車体前方に回動可能に固定されたリフトアームに取り付けられており、操作
レバー５６からの操作信号に基づいて伸縮してリフトアームを上下に回動させる。バケッ
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トシリンダ５１は、リフトアームの先端に回動可能に固定されたバケットに取り付けられ
ており、操作レバー５６からの操作信号に基づいて伸縮してバケットを上下に回動させる
。ステアリングシリンダ５３は、キャブ内に設置されたステアリングホイール（図示せず
）の操舵量に応じて出力される操作信号（油圧信号）に基づいて駆動される。ステアリン
グシリンダ５３は、各車輪６１に連結されており、ステアリングホイールからの操作信号
に基づいて伸縮して車輪６１の舵角を変更する。
【００１７】
　蓄電装置１１はＤＣＤＣコンバータ装置１２を介してインバータ装置７，１０と電気的
に接続されており、インバータ装置７，１０の間で直流電力の収受を行う構成となってい
る。なお、蓄電装置１１は、比較的大電力の出し入れが高速に実施できるものであれば特
に種類は限定されないが、リチウム電池等の二次電池又は大容量電気二重層キャパシタを
用いることが好適である。そこで、ここでは、蓄電装置１１は大容量電気二重層キャパシ
タであるものとして説明する。
【００１８】
　上記のように構成されるハイブリッドホイールローダでは、土砂などの掘削作業を行う
ための作業装置５０に油圧ポンプ４によって適宜油圧を供給することで目的に応じた作業
を実施する。また、走行体６０の走行動作は、蓄電装置１１とＤＣＤＣコンバータ装置１
２によってシステム電圧（各インバータ間７，１０のＤＣバス電圧）を所定の値に制御し
ながら、主にエンジン１で発電電動機６を駆動し、これによって発電された電力で走行用
電動機９を駆動することにより行う。その際、蓄電装置１１では、車両制動時に走行用電
動機９が発生する回生電力を吸収したり、発電電動機６又は走行用電動機９に蓄電電力を
供給することでエンジン１に対する出力アシストを行ったりすることで、車両の消費エネ
ルギー低減に寄与する。
【００１９】
　なお、本発明が対象とするハイブリッドシステムは、図１の構成例に限られるものでは
なく、走行部パラレル型等の多様なシステム構成にも適用可能である。
【００２０】
　図２は従来のホイールローダの代表的な構成例を示す図である。なお、先の図と同じ部
分には同じ符号を付して説明は省略する（後の図も同様とする）。この図に示した従来の
ホイールローダは、主な駆動部として走行体６０と作業装置５０（リフト／バケット部分
）を備えており、トルクコンバータ（トルコン）２およびトランスミッション（Ｔ／Ｍ）
３を介してエンジン１の動力を車輪６１に伝えて走行を行い、さらに油圧ポンプ４によっ
て駆動される作業装置５０で土砂等を掘削・運搬する。トルコンの動力伝達効率は電気に
よる動力伝達効率より劣るため、図２に示したホイールローダの走行駆動部分を電動化（
パラレル式ハイブリッド構成も含む）すると、エンジン１からの動力伝達効率を向上させ
ることが可能となる。さらに、作業中のホイールローダでは頻繁に発進・停止の走行動作
が繰り返されるため、上記のように走行駆動部分を電動化した場合には走行用電動機９か
ら制動時の回生電力の回収が見込めるようになる。このようにホイールローダの駆動装置
の一部を電動化してハイブリッド化すると、一般に燃料消費量を数１０%程度低減するこ
とができる。
【００２１】
　ところで、本実施の形態に係るホイールローダは、走行用電動機９に電流を供給するた
めに必要な種々の装置から構成される走行電力供給システムを備えている。このシステム
を構成する各装置は、走行用電動機９を制御するためのインバータ装置１０が接続された
電気回路に接続されており、図１に示した例では、蓄電装置１１と、ＤＣＤＣコンバータ
１２と、発電電動機６と、インバータ装置７が該当する。
【００２２】
　図３は本発明の実施の形態に係る走行電力供給システムの構成図である。この図に示す
走行電力供給システムは、蓄電装置１１と、ＤＣＤＣコンバータ装置１２と、発電電動機
６を制御するためのインバータ装置７と、走行用電動機９を制御するためのインバータ装
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置１０と、平滑コンデンサ４１を備えており、これらはＤＣバス４０を介して適宜接続さ
れている。
【００２３】
　制御装置２００は、蓄電装置１１と、ＤＣＤＣコンバータ装置１２と、インバータ装置
７と、インバータ装置１０と、車内パネル（表示装置）６５と、非常運転スイッチ６６に
接続されている。
【００２４】
　表示パネル６５は、走行電力供給システムを構成する各装置の状態（異常が発生してい
るか否か）を表示するためのもので、ホイールローダのキャブ内に設置されている。非常
運転スイッチ６６は、制御装置２００による非常運転（後述）の実行を許可するか否かを
指示するための装置（指示装置）であり、ホイールローダのキャブ内に設置されている。
【００２５】
　ＤＣＤＣコンバータ装置１２から制御装置２００にはコンバータ電流が入力されており
、制御装置２００からＤＣＤＣコンバータ装置１２にはコンバータ電圧指令が入力されて
いる。インバータ装置７から制御装置２００には発電電動機６の電流値（モータ電流）が
入力されており、制御装置２００からインバータ装置７には発電電動機６の電圧指令（モ
ータ電圧指令）が入力されている。インバータ装置１から制御装置２００には走行用電動
機９の電流値（モータ電流）が入力されており、制御装置２００からインバータ装置１０
には走行用電動機９の電圧指令（モータ電圧指令）が入力されている。ＤＣバス４０に取
り付けられた検出器（図示せず）から制御装置２００にはＤＣバス４０の電圧（Ｖｄｃ）
が入力されている。また、制御装置２００から車内パネル６５には表示指令が入力されて
おり、非常運転スイッチ６６から制御装置２００にはスイッチ指令が入力されている。
【００２６】
　また、制御装置２００には、発電電動機６および走行用電動機９のトルク及び回転数、
オペレータによって操作される操作レバー５６及びペダル類（図示せず）の操作量並びに
車速などの車両情報や、蓄電装置１１の電流値及び電圧値等が入力されている。また、制
御装置２００は、上記各入力信号に基づいて、発電電動機６および走行用電動機９へのト
ルク指令を計算する機能も備えている。
【００２７】
　上記のように構成される走行電力供給システムにおいて、当該システムを構成する各装
置に異常が発生していないときには、蓄電装置１１及びＤＣＤＣコンバータ装置１２によ
ってシステム電圧（各インバータ間７，１０のＤＣバス電圧）を所定の値に制御しながら
、発電電動機６又は蓄電装置１１からの電流をインバータ装置１０を介して走行用電動機
９に供給する。これにより走行用電動機６が駆動される。以下では、このように走行用電
動機６を駆動する方式を第１駆動方式と称することがある。
【００２８】
　図４は本発明の実施の形態に係る制御装置２００の構成図である。この図に示すように
、本実施の形態に係るホイールローダ（車両）には、制御装置２００として、図１に示し
たハイブリッドシステム全体のエネルギーフローやパワーフロー等の制御を行うコントロ
ーラであるハイブリッド制御装置２０と、コントロールバルブ（Ｃ／Ｖ）５５や油圧ポン
プ４を制御するための油圧制御装置２１と、エンジン１の制御を行うためのエンジン制御
装置２２と、インバータ装置７，１０を制御するためのインバータ制御装置２３と、ＤＣ
ＤＣコンバータ装置１２を制御するためのコンバータ制御装置２４が搭載されている。
【００２９】
　各制御装置２０，２１，２２，２３，２４は、処理内容や処理結果が記憶される記憶装
置（ＲＡＭ、ＲＯＭ等）（図示せず）と、当該記憶装置に記憶された処理を実行する処理
装置（ＣＰＵ等）（図示せず）を備えている。また、各制御装置２０，２１，２２，２３
，２４は、ＣＡＮ（Controller Area Network）を介して互いに接続されており、相互に
各機器の指令値及び状態量を送受信している。ハイブリッド制御装置２０は、図４に示す
ように、油圧制御装置２１、エンジン制御装置２２、インバータ制御装置２３及びコンバ
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ータ制御装置２４の各コントローラの上位に位置し、システム全体の制御を行っており、
システム全体が最高の作業性能を発揮するように他の各制御装置２１～２４に具体的動作
の指令を与える。
【００３０】
　なお、図４に示した各制御装置２０～２４は、図１に示すハイブリッドシステムの各駆
動部分を制御するために必要なコントローラのみを示している。実際車両を成立させる上
では、その他にモニタや情報系のコントローラが必要となってくるが、それらは図示して
いない。また、各制御装置２０～２４は、図４に示すように他の制御装置と別体である必
要はなく、ある１つの制御装置に２つ以上の制御機能を実装しても構わない。
【００３１】
　ところで、本発明で対象としているホイールローダにはいくつかの基本的動作パターン
があり、ハイブリッド制御装置２０はその各動作に応じて車両を最適に稼働させる。たと
えば、最も代表的な作業パターンとしてはＶサイクル掘削作業がある。Ｖサイクル掘削作
業は実際のホイールローダの作業全体に対して、約７割以上を占める主動作パターンであ
る。ホイールローダはこのとき、まず砂利山などの掘削対象物に対して前進し、砂利山の
掘削対象物に突っ込むような形で砂利等の運搬物をバケット内に積み込む。その後、後進
して元の位置に戻り、ステアリングホイールを操作しながら、かつリフトアーム及びバケ
ットを上昇させながらダンプトラック等の運搬車両に向かって前進する。そして、バケッ
トをダンプさせて運搬車両に運搬物を積み込んで（放土して）再び後進し、車両は元の位
置に戻る。車両は以上の説明のようにＶ字軌跡を描きながらこの作業を繰り返し行う。こ
のような動作を図１に示すホイールローダで行う際は、ハイブリッド制御装置２０により
、ハイブリッドシステム全体で最も燃費および作業効率が高くなるように、エンジン１お
よび蓄電装置１１からの出力を作業装置５０および走行用電動機９に配分する。
【００３２】
　また、ホイールローダは上記の様な基本的作業パターンであるＶサイクル掘削作業の他
、作業現場から別の現場に移動するために公道も走行できるようになっている。ここで、
上記のような公道走行とＶサイクル掘削作業に共通して必要となる機能に非常運転機能が
挙げられる。非常運転とは、システムのある一部分が故障して本来の機能が失われた場合
においても、その他の正常な部分で最小限必要の動作を継続することを意味する。
【００３３】
　例えば、公道走行時において、走行電力供給システムが故障して走行用電動機への電力
供給が遮断されることで走行不能になった場合には、車両を安全な場所に速やかに移動す
る必要がある。走行不能になった場所が交差点の真ん中であったり、踏切上であったりし
た場合には、車両移動の重要性はさらに高まる。また、作業現場内においてもＶサイクル
掘削作業時に走行電力供給システムが故障し走行不能になった場合、その場に立ち往生し
てしまうと掘削作業自体が滞ってしまうことが考えられる。すなわち、この場合も速やか
に作業の支障とならない場所に移動する必要が生じる。よって、そのような場合において
は上記の非常運転機能が必要となるが、ハイブリッド式のホイールローダを含め、走行用
電動機で走行するホイールローダの従来の制御機能では、走行電力供給システムの一部が
故障した場合には、車両の走行動作を継続することは困難であった。
【００３４】
　そこで、本発明では、上記の非常運転機能を発揮するために、制御装置２００内に非常
運転管理部（非常運転管理手段）３０を備えることとした。これにより、本実施の形態に
係る制御装置２００は、走行用電動機６の駆動方式として、走行電力供給システムを構成
する各装置に異常が発生していないとき（通常時）に利用する方式（第１駆動方式（上述
））に加えて、当該システムを構成する装置のいずれかに異常が発生したときに利用する
方式（第２駆動方式）を実装した。ハイブリッド駆動制御装置２０は、ハイブリッドシス
テムの各駆動部分を制御する制御装置群（制御装置２１，２２，２３，２４）の制御上の
上位に位置しているため、各駆動部分の状態を統括的に把握することが可能であり、走行
電力供給システムを構成する各装置に異常が生じた場合、適切な構成で非常運転に移行す
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ることができる。なお、ここでは、ハイブリッド駆動制御装置２０内に非常運転管理部３
０を備えた場合について説明するが、他の制御装置２０，２１，２２，２３，２４から独
立した制御装置として制御装置２００内に設けても良い。
【００３５】
　図５は本発明の実施の形態に係る非常運転管理部３０の構成を示す図である。この図に
示す非常運転管理部３０は、非常運転判定部３１と、非常運転制御部３２を備えている。
【００３６】
　非常運転判定部３１は、走行電力供給システムを構成する各装置に異常が発生している
か否かを判定し、異常が発生している装置が存在する場合には、さらに当該異常が発生し
ている装置を除外した非常運転の実行が可能か否かを判定する処理を実行する部分である
。異常の発生の有無の判定は、走行電力供給システムに係る各装置を制御する各制御装置
から入力される異常状態の情報に基づいて行う。
【００３７】
　非常運転制御部３２は、非常運転判定部３１において非常運転の実行が可能であると判
定されたときに、異常が発生した装置が実行していた処理と同一又は当該処理に相当する
他の処理を他の正常な装置で実行するための処理を実行する部分である。これにより、走
行電力供給システムに係る正常な装置によって走行用電動機９に電流が供給されるので、
非常運転が実行される。これにより、走行電力供給システムを構成する装置に故障等の異
常が発生しても、当該装置を除外した構成による走行用電動機９への電力供給が確保され
るので、支障の無い場所へ作業車両を移動することができる。このように非常運転監視部
３０によって実行される具体的な制御処理は、異常が発生した装置ごとに設定されており
、以下の各実施の形態の説明ではこれらの制御処理について説明する。
【００３８】
　まず、本発明の第１の実施の形態について説明する。ここでは、走行電力供給システム
における蓄電装置１１又はＤＣＤＣコンバータ装置１２に異常が発生した場合の非常運転
について説明する。
【００３９】
　図３に示した電力供給システムは、ハイブリッドシステムの中で車両性能を左右する最
も重要なサブシステムであり、エンジン１で駆動される発電電動機６で発電された電力Pg
を主電力にして、走行用電動機９に電力Pdを供給しながら車両を駆動している。また、発
電電動機６用のインバータ装置７と走行用電動機９用のインバータ装置１０とを接続する
ＤＣバス４０は、平滑コンデンサ４１を介しているのみである。そのため、電力Pgと電力
Pdに若干の電力差ΔＰが発生すると、ＤＣバス４０の電圧は大きく変動してしまい、その
後の走行用電動機９の駆動が困難となることがある。そこで、ＤＣバス４０に並列接続し
ているＤＣＤＣコンバータ装置１２を用いて、ＤＣバス４０部の電圧を応答性良く制御し
ている。この際、ＤＣＤＣコンバータ装置１２の電力源となるのが蓄電装置１１である。
ＤＣＤＣコンバータ１２は蓄電装置１１の電力を用いてＤＣバス４０部分に生じる電力差
ΔP（すなわちＤＣバス４０部の電圧変動）を抑制する。
【００４０】
　また、ＤＣＤＣコンバータ装置１２と蓄電装置１１は、ＤＣバス４０部分の電圧変動を
抑制するのみならず、走行用電動機９が制動時に発生する回生電力の回収、エンジン１の
パワー不足時のアシスト等、ハイブリッド車両特有の機能を発揮する重要な電機駆動シス
テムの一部分である。よって、ＤＣＤＣコンバータ１２又は蓄電装置１１が故障した場合
には、その後の車両の走行駆動が困難となってくる。例えば、これらの故障が生じた場所
が公道であった場合や作業現場であった場合は、支障の無い場所へ車両を速やかに移動さ
せる必要がある。そのため、電機駆動システム故障時の非常運転機能が必要となってくる
。以下では、異常発生時の非常運転として、通常走行時に比べて機能を制限しながら最小
限の性能で走行を継続する場合について主に説明する。
【００４１】
　図６は本発明の第１の実施の形態に係るインバータ制御装置２３で実行されるインバー
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タ装置７（発電電動機６）の制御処理に係るブロック図を示す。この図におけるスイッチ
６２の切替位置は、蓄電装置１１又はコンバータ装置１２に異常が発生しているか否か（
すなわち、どの駆動方式が利用されているか）に応じて変更される。図示の状態はこれら
装置に異常が発生して第２駆動方式が利用されている状態を示す。
【００４２】
　この図に示すように、インバータ制御装置２３は、走行用電動機９の駆動制御に際して
第１駆動方式が利用されている場合（通常時）には、図６の下側に記載されたルートに従
ってインバータ装置７を制御する。すなわち、インバータ制御装置２３は、上位のハイブ
リッド駆動制御装置２０から入力される発電電動機６のトルク指令を電流変換器６３で電
流指令に変換し、当該電流指令に基づいて発電電動機６の電圧指令（モータ電圧指令）を
制御器６４で生成する。なお、本実施の形態に係る制御器６４には、電流指令の他にモー
タ電流の実測値が入力されており、電流の指令値と実測値の偏差がゼロに近づくように電
圧指令を生成するフィードバック制御が行われている。
【００４３】
　一方、第２駆動方式が利用されている場合（蓄電装置１１又はコンバータ装置１２の異
常時）には、図６の上側に記載されたルートのように、通常時にコンバータ装置１２が実
行していた電圧変換処理を実行するためのＤＣバス電圧制御系４５が追加される。すなわ
ち、ＤＣバス電圧制御系４５の制御器６１において、ハイブリッド駆動制御装置２０から
入力されるＤＣバス電圧指令（Ｖｄｃ指令）に基づいてトルク指令を生成し、当該トルク
指令を電流指令変換器６３に出力する。なお、本実施の形態に係る制御器６１には、Ｖｄ
ｃ指令の他にＤＣバス電圧の実測値（Ｖｄｃ）が入力されており、ＤＣバス電圧の指令値
と実測値の偏差がゼロに近づくようにトルク指令を生成するフィードバック制御が行われ
ている。電流指令変換器６３より以後の処理は第１駆動方式と同じものが行われる。
【００４４】
　図７は本発明の第１の実施の形態に係るインバータ制御装置２３で実行されるインバー
タ装置１０（走行用電動機９）の制御処理に係るブロック図を示す。
【００４５】
　この図に示すブロック図はトルク応答制限部４６を備えている。トルク応答制限部４６
は、第２駆動方式が利用されている場合には、第１駆動方式が利用されている場合（主と
して、蓄電装置１１の電力を利用して走行用電動機９を駆動し、停止状態の車両を発進す
る場合）と比較してトルク応答性を制限する。すなわち、第２駆動方式のときには走行用
電動機９のトルク応答速度が第１駆動方式のときよりも低減される。これは、停止状態の
車両を発進する場合において、蓄電装置１１及びＤＣＤＣコンバータ装置１２が正常なと
きにはトルク応答性の良い蓄電装置１１の電力を一般的に用いるが、これらに異常が発生
している場合には出力応答性に劣るエンジン１で駆動して得られる発電電動機６の電力を
用いる必要があるからである。なお、図７におけるトルク応答制限部４６内のグラフ中に
示した実線７３ａは第１駆動方式のトルク応答性の一例を示したものであり、破線７３ｂ
は第２駆動方式のトルク応答性の一例を示したものである。
【００４６】
　なお、第２駆動方式のときのトルク応答速度は、エンジン１の出力応答速度に近づくよ
うに設定することが好ましい。これは、第２駆動方式のときは、エンジン１で発電電動機
６を駆動して得られる電力で走行用電動機９を駆動することになるが、このときの発電電
動機６の出力応答性はエンジン１の出力応答性に依存するため、走行用電動機９のトルク
指令も同様にエンジン１の出力応答性に近づけることが好ましいからである。
【００４７】
　図７に示すように、インバータ制御装置２３は、上位のハイブリッド駆動制御装置２０
から入力される走行用電動機９のトルク指令をトルク応答制限部４６で所定の値に低減し
て電流指令変換器７１に出力する。そして、当該トルク指令を電流指令変換器７１で電流
指令に変換し、当該電流指令に基づいて走行用電動機９の電圧指令（モータ電圧指令）を
制御器７２で生成する。なお、本実施の形態に係る制御器７２には、電流指令の他にモー
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タ電流の実測値が入力されており、電流の指令値と実測値の偏差がゼロに近づくように電
圧指令を生成するフィードバック制御が行われている。
【００４８】
　図８は本発明の第１の実施の形態に係るホイールローダにおいて第１駆動方式から第２
駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャートである。
【００４９】
　この図に示す各処理は非常運転管理部３０によって実行される。この図に示す処理が開
始されると、非常運転判定部３１は、走行電力供給システムを構成する各装置に係る異常
情報を各制御装置２１，２２，２３，２４から入力する（Ｓ１００）。そして、Ｓ１００
で入力した異常情報に基づいて蓄電装置１１又はＤＣＤＣコンバータ装置１２に異常が発
生したか否かを判定する（Ｓ１０１）。Ｓ１０１において、これら装置１１，１２に異常
が無ければ、Ｓ１００に戻って異常が発生するまで処理を繰り返す。一方、Ｓ１０１にお
いて装置１１，１２に異常が発生したと判定した場合には、非常運転の実行を決定する（
Ｓ１０２）。なお、Ｓ１００からＳ１０２までの処理は、非常運転判定部３１によって実
行される。
【００５０】
　Ｓ１０２が終了したら、次は、Ｓ１０３以降の処理を非常運転制御部３２によって実行
する。まず、非常運動制御部３２は、インバータ制御装置２３で実行される発電電動機６
の制御処理において、ＤＣバス電圧制御系４５（図６参照）を起動する（Ｓ１０３）。こ
れにより、第１駆動方式ではＤＣＤＣコンバータ装置１２によって実行されていた電圧変
換処理に相当する処理がインバータ装置７で実行される。これによりエンジン１によって
駆動された発電電動機６が発生した電力が、ＤＣバス４０を介してインバータ装置１０に
供給される。
【００５１】
　さらに、非常運転制御部３２は、インバータ制御装置２３で実行される走行用電動機９
の制御処理に際して、トルク応答制限部４６（図７参照）において破線７３ｂのトルク応
答性を選択する（Ｓ１０４）。Ｓ１０４が完了したら、非常運転を開始する（Ｓ１０５）
。これにより第１駆動方式よりも走行用電動機９のトルク応答性を制限して、エンジン１
の出力応答性に近づけることができる。Ｓ１０５が終了したら、Ｓ１００に戻ってＳ１０
０以降の処理を繰り返す。
【００５２】
　上記のように、本実施の形態によれば、蓄電装置１１又はＤＣＤＣコンバータ装置１２
に異常が発生した場合でも、非常運転管理部３０において、ＤＣバス電圧制御系４５を正
常な発電電動機６の制御系で起動することができ、さらに走行用電動機９のトルク応答性
をエンジン１の出力応答性に近づけることができるので、ホイールローダの走行を継続す
ることが可能となる。なお、第１の実施の形態の場合は、後述する第２の実施の形態の場
合とは異なり、走行に必要な大きさの出力はエンジン１（発電電動機６）から供給可能で
あるため、走行用電動機９のトルクの応答性能のみを制限すればよい。
【００５３】
　ところで、上記で説明したホイールローダは、走行用電動機９による走行に加えて、車
両前方に設置された作業装置５０による作業が可能な車両である。したがって、前述のよ
うに蓄電装置１１やＤＣＤＣコンバータ装置１２に異常が発生した場合にも、作業装置５
０の動作の継続が必要なこともある。しかしこの場合には、蓄電装置１１やＤＣＤＣコン
バータに異常が発生しているため、発電電動機６による電気的なパワーアシストが得られ
ず、所望の作業が実行できないおそれがある。次に、この点を鑑みた制御処理を第１の実
施形態の変形例として説明する。　
【００５４】
　図９は本発明の第１の実施の形態の変形例に係るホイールローダにおいて第１駆動方式
から第２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャートである。この変形例で
は、上記点を鑑み、油圧ポンプ４によってパワーが要求されているときには、エンジン１
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のパワーを油圧ポンプ４に優先的に供給するものとする。すなわち、作業装置５０が要求
するパワー（油圧パワー：Poil）を油圧制御装置２１で演算し、ハイブリッド駆動制御装
置２０において、エンジン１の出力の上限（エンジン最大パワー：Pengmax）から油圧パ
ワーPoilを減じた値（走行パワー制限値：Psub）以下で走行用電動機の出力（走行パワー
：Prun）が制限されるように制御するものとする。
【００５５】
　図９に示したフローチャートは、Ｓ１０４の処理の代わりにＳ４０１，４０２，４０３
の処理を実行する点で図８のものと異なる。また、図８のフローチャートと同じ処理につ
いては同じ符号を付して説明は省略する。
【００５６】
　図９に示すフローチャートにおいて、S１０３が終了したら、油圧制御装置２１で演算
された油圧パワーPoilと、ハイブリッド駆動制御装置２０から出力されるエンジン最大パ
ワーPengmaxが非常運転制御部３２に入力される（Ｓ４０１）。そして、非常運転制御部
３２は、エンジン最大パワーPengmaxから油圧パワーPoilを減じることで、非常運転時の
走行パワー制限値Psubを演算する処理を実行する（Ｓ４０２）。
【００５７】
　次に、非常運転制御部３２は、インバータ制御装置２３で実行される走行用電動機９の
制御処理に際して、トルク応答制限部４６において破線７３ｂのトルク応答性を選択する
ことで走行用電動機９のトルクの応答性の制限をするとともに、走行用電動機９のパワー
Prunの上限値が走行パワー制限値Psub以下に保持されるように走行用電動機９のパワーPr
unを制限する（Ｓ４０３）。Ｓ４０３において走行パワーPrunをPsub以下に保持する方法
としては、トルク応答制限部４６において、走行用電動機９のトルクの最大値を制限値Ps
ubに基づいて設定するものがある。これにより蓄電装置１１又はＤＣＤＣコンバータ装置
１２に異常が発生した場合にも、作業装置５０による作業を優先させることができ、さら
に、それでも電力に余剰が生じる場合には作業をしながら走行することができる。
【００５８】
　なお、上記の例では、作業装置５０の要求出力を優先する方式について説明したが、ホ
イールローダの動作によっては、走行用電動機９の要求出力を優先する場合もある。この
ときは、エンジン最大パワーPengmaxから走行パワーPrunを差し引いた残りのパワーで作
業装置５０を駆動することになる。
【００５９】
　次に本発明の第２の実施の形態について説明する。ここでは、走行電力供給システムに
おける発電電動機６又はインバータ装置７に異常が発生した場合の非常運転について説明
する。
【００６０】
　正常時には、車両の走行に必要な電力のほとんどを発電電動機６及びインバータ装置７
を利用して発電供給している。そのため、これらに異常が生じた場合には、発電電動機６
からの電力供給が遮断されたり、少なくなったりするので、車両走行は基本的に困難とな
る。しかしながら、第１の実施の形態でも述べたように、このような異常が生じた場所が
公道であった場合や作業現場であった場合は、車両を速やかに移動させる必要がある。そ
のため、第１の実施の形態と同様に非常運転機能が重要となる。そこで、本実施の形態で
は、主に蓄電装置１１の電力に依存して車両を走行させることにする。
【００６１】
　図１０は本発明の第２の実施の形態に係るコンバータ制御装置２４で実行されるＤＣＤ
Ｃコンバータ装置１２の制御処理に係るブロック図を示す。この図に示すブロック図は電
力供給制限部４７を備えている。電力供給制限部４７は、第１駆動方式が利用されている
場合（通常時）には、ＤＣバス電圧の応答性を優先させて、蓄電装置１１の過放電による
劣化を抑制するための電力供給制限のみを行う。一方、発電電動機６又はインバータ装置
７の異常発生時（第２駆動方式が利用されている場合）には、通常時よりも電力供給制限
量を大きくする。具体的には、走行用電動機９に供給可能な電力量等に基づいて電力供給
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制限量を決定し（後述）、当該電力供給制限量に基づいて走行用電動機９への電力供給を
制限する。これにより、車両走行に最低限必要な電力が確保されるとともに、結果的に走
行用電動機９のトルク制限が実施される。
【００６２】
　図１０に示すように、コンバータ制御装置２４は、上位のハイブリッド駆動制御装置２
０から入力されるＤＣバス電圧指令（Ｖｄｃ指令）に基づいてコンバータ電流指令を制御
器８１で生成し、当該コンバータ電流指令を電力供給制限部４７に出力する。制御器８１
では、Ｖｄｃ指令の他にＤＣバス電圧の実測値Ｖｄｃが入力されており、ＤＣバス電圧の
指令値と実測値の偏差がゼロに近づくように電流指令を生成するフィードバック制御が行
われている。
【００６３】
　電力供給制限部４７では、制御器８１から入力されるコンバータ電流指令を所定の値に
低減して制御器８２に出力する。そして、制御器８２では、電力供給制限部４７からのコ
ンバータ電流指令に基づいてコンバータ電圧指令を生成する。制御器８２では、コンバー
タ電流指令の他にコンバータ電流の実測値が入力されており、コンバータ電流の指令値と
実測値の偏差がゼロに近づくようにコンバータ電圧指令を生成するフィードバック制御が
行われている。
【００６４】
　上記の処理により、発電電動機６又はインバータ装置７に異常が発生した場合にも、Ｄ
Ｃバス４０の電圧が所定の値に制御され、さらに走行用電動機９に対して所定の電力が供
給される。
【００６５】
　図１１は本発明の第２の実施の形態に係るホイールローダにおいて第１駆動方式から第
２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャートである。
【００６６】
　この図に示す処理が開始されると、非常運転判定部３１は、走行電力供給システムを構
成する各装置に係る異常情報を各制御装置２１，２２，２３，２４から入力する（Ｓ２０
０）。そして、Ｓ２００で入力した異常情報に基づいて発電電動機６又はインバータ装置
７に異常が発生したか否かを判定する（Ｓ２０１）。Ｓ２０１において、これら装置６，
７に異常が無ければ、Ｓ２００に戻って異常が発生するまで処理を繰り返す。一方、Ｓ２
０１において装置６，７に異常が発生したと判定した場合には、非常運転の実行を決定す
る（Ｓ２０２）。
【００６７】
　Ｓ２０２で非常運転の実行を決定したら、非常運転判定部３１は、エンジン１で発電電
動機６を駆動したときにインバータ装置７で整流発電動作が可能かどうかを判定する（Ｓ
２０３）。本実施の形態では発電電動機６によって三相交流電流を発生するが、その中の
少なくとも１つの交流電流が整流可能であれば、インバータ装置７での整流発電動作が可
能であると判定してＳ２０４に進む。一方、Ｓ２０３でインバータ装置７内のダイオード
部の異常等で発電電動機６の整流発電動作が困難であると判定した場合にはＳ２０６に進
む。なお、Ｓ２００からＳ２０３までの処理は、非常運転判定部３１によって実行される
。
【００６８】
　Ｓ２０３において整流発電動作が可能であると判定された場合には、回避運転制御部３
２は、エンジン１を所定の回転数で一定速駆動を行う（Ｓ２０４）。これにより発電電動
機６によって所定の電力が発生する。そして、回避運転制御部３２は、蓄電装置１１の残
容量及び発電電動機６の発電量に基づいて、電力供給制限部４７（図１０参照）における
電力供給制限量を決定する（Ｓ２０５）。この電力供給制限量の決定方法としては、車両
の走行に最低限必要な電力と、当該必要最低電力を出力する時間（すなわち、非常運転時
に担保する最小走行距離）に基づいて算出すればよい。その際、蓄電装置１１の残容量及
び発電電動機６の発電量と、前記必要最低電力とから推定走行可能距離を算出し、当該算
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出結果を車内パネル６５に表示しても良い。電力供給制限量が決定したらＳ２０７に進む
。
【００６９】
　一方、Ｓ２０３において整流発電動作が困難であると判定された場合には、回避運転制
御部３２は、蓄電装置１１の残容量に基づいて電力供給制限部４７における電力供給制限
量を決定する（Ｓ２０６）。電力供給制限量の決定方法はＳ２０５での考え方と同じであ
り、推定走行可能距離を車内パネル６５に適宜表示しても良い。電力供給制限量が決定し
たらＳ２０７に進む。
【００７０】
　Ｓ２０７では、非常運動制御部３２は、コンバータ制御装置２４で実行されるＤＣＤＣ
コンバータ装置１２の制御処理において、Ｓ２０５又はＳ２０６で決定した電力供給制限
量に基づいて電力供給制限部４７を稼働させる。これにより、走行用電動機９に供給され
る電力が制限される。さらに、第１の実施の形態で説明したＳ１０４の処理と同様に、イ
ンバータ制御装置２３内に構成される走行用電動機９の制御部でトルク指令応答制限部４
６（図７参照）を起動する（Ｓ２０８）。なお、このときの応答制限は、蓄電装置１１の
残容量、発電電動機６の発電量、Ｓ２０５又はＳ２０６での電力供給制限量の大きさに応
じて、可能な限り車両の走行が継続できるように決定することが好ましい。Ｓ２０８が完
了したら、非常運転を開始する（Ｓ２０９）。これにより第１駆動方式よりも走行用電動
機９のトルクの応答性及び大きさを制限しながら、車両を走行させることができる。Ｓ２
０９が終了したら、Ｓ２００に戻ってＳ２００以降の処理を繰り返す。
【００７１】
　上記のように、本実施の形態によれば、発電電動機６又はインバータ装置７に異常が発
生した場合でも、非常運転管理部３０において、車両走行に最低限必要な電力を走行用電
動機９に供給されるとともに、走行用電動機９のトルク応答が制限されるので、ホイール
ローダの走行を継続することが可能となる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においても場合によっては、第１の実施の形態の変形例と同様に作
業装置５０を動作させる必要が生じることがある。しかし、本実施の形態では、走行用電
動機９の出力は電力供給制限部４７により制限されているため、作業装置５０のパワーは
要求通り出力できる。したがって、作業装置５０を動作させる場合も同様に、図１１のフ
ローチャートに従って非常運転を実行すればよい。
【００７３】
　ところで、上記の各実施の形態では、非常運転管理部３０が非常運転の実行が可能と判
定した場合に、自動的に非常運転が実施される場合について説明した。しかし、オペレー
タからの指示により非常運転動作を開始するためのシステム（非常運転開始指示系）を追
加しても良い。その際、非常運転の開始を指示する際に参照するために、走行電力供給シ
ステムを構成する各装置の異常状態及び非常運転可否状態を車内パネル６５に表示するシ
ステム（状態表示系）を追加しても良い。このような非常運転開始指示系及び状態表示系
をホイールローダに設置した場合の処理を例えば第１の実施の形態で示した図８のフロー
チャートに追記すると、図１２に示すフローチャートとなる。
【００７４】
　図１２は本発明の第１の実施の形態の他の変形例に係るホイールローダにおいて第１駆
動方式から第２駆動方式に移行する際に実行される処理のフローチャートである。このフ
ローチャートは、Ｓ３００，３０１の処理を実行する点で図８のものと異なる。図８のフ
ローチャートと同じ処理については同じ符号を付して説明は省略する。
【００７５】
　Ｓ１０２で非常運転実行が決定されたら、非常運転判定部３１は、車内パネル６５に表
示信号を出力して、走行電力供給システムを構成する各装置の状態及び非常運転の可否状
態を表示する（Ｓ３００）。すなわち、Ｓ１００で入力した情報に基づいて異常が発生し
ていると判定される装置名を表示するとともに、Ｓ１００で入力した情報に基づいて正常
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開始するか否かを判断することができる。Ｓ３００が終了したらＳ３０１に進む。
【００７６】
　Ｓ３０１は、オペレータからの非常運転開始指示があるまで非常運転の開始を待機する
ための処理であり、非常運転スイッチ６６の切替位置が「ＯＮ」にあるか否かを判定する
。この判定にはスイッチ６６から制御装置２００に入力されるスイッチ指令の内容を利用
する。非常運転スイッチ６６の切換位置がＯＮの場合には、Ｓ１０３に進んで最終的に非
常運転を実行する。一方、切換位置がＯＦＦの場合には、Ｓ１００に戻って以降の処理を
繰り返す。
【００７７】
　このように構成したホイールローダによれば、オペレータの指示があってはじめて非常
運転が実行されるので、非常運転が実行されていることをオペレータに認知させることが
できる。また、不必要な非常運転を回避することができる。さらに、異常が発生した装置
や非常運転の可否状態が表示されるので、非常運転の実行を決断する前にホイールローダ
の状態を適切に把握することができる。
【００７８】
　以上述べてきたように、本発明によれば、走行電力供給システムの一部に異常が発生し
た場合においても、正常な装置に非常運転に必要な制御機能を付加することができるとと
もに、通常走行に比べ走行用電動機のトルクの応答や大きさを制限することで、その場で
立ち往生することなく、支障の無い場所まで車両を退避させるが可能となる。
【００７９】
　なお、上記の各実施の形態では、予め設定しておいた装置に異常が発生したときのみに
、非常運転が実行される場合について説明してきたが、Ｓ１００やＳ２００で各制御装置
から入力した異常情報に基づいて異常が発生している装置を特定し、当該異常が発生して
いる装置に応じて異なる非常運転を実行するように構成しても良い。すなわち、図８のフ
ローチャートの場合を例に挙げれば、Ｓ１００の情報に基づいて蓄電装置１１又はコンバ
ータ装置１２に異常が発生していると判定した場合には、同じ図８中のＳ１０２以降の処
理を実行し、一方、Ｓ１００の情報に基づいて発電電動機６又はインバータ装置７に異常
が発生していると判定した場合には、図１１のＳ２０２以降の処理を実行するようにホイ
ールローダを構成しても良い。
【符号の説明】
【００８０】
　１…エンジン、４…油圧ポンプ、５０…フロント作業装置、６…発電電動機（モータ・
ジェネレータ：M/G）、７…Ｍ/Ｇインバータ装置、８…プロペラシャフト、９…走行用電
動機、１０…走行用インバータ装置、１１…蓄電装置、１２…ＤＣＤＣコンバータ装置、
２０…ハイブリッド駆動制御装置、２１…油圧制御装置、２２…エンジン制御装置、２３
…インバータ制御装置、２４…コンバータ制御装置、３０…非常運転管理部、３１…非常
運転判定部、３２…非常運転制御部、４０…ＤＣバス、４１…平滑用コンデンサ、４５…
DCバス電圧制御系、４６…トルク応答制限部、４７…電力供給制限部、６５…車内パネル
（表示装置）、６６…非常運転スイッチ、２００…制御装置
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