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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業機械（１０、７０）に付属する２つ以上のアクチュエータ（８４）のそれぞれに対
する液圧流体の流量を制御する液圧弁作動指令を提供するための作業機械の制御器（５０
）であって、
　２つ以上のアクチュエータ（８４）を制御する操作者の指令を受け取る制御入力部（１
０２）と、
　操作者の指令を第１および第２弁制御指令（１０４）に翻訳する翻訳モジュール（１０
３）と、
　対応する第１および第２の調整された弁指令（１０８）を生成するために第１および第
２弁制御指令（１０４）を調整する均衡化モジュール（１０６）であり、この場合、最大
利用可能流量（３０３）が第１および第２弁制御指令（１０４）に応じるには不十分で、
かつ、最大利用可能流量（３０３）と第２弁制御指令に対応する流量との間の差異が、第
１弁制御指令に対応する流量より小さい時には、第１の調整された弁指令が、第１弁制御
指令および作業機械のエンジン速度のしきい値関数（３０４）の小さい方である、均衡化
モジュール（１０６）と、
を含む制御器（５０）。
【請求項２】
　第１弁制御指令がしきい値関数（３０４）を超過し、かつ、最大利用可能流量（３０３
）と第２弁制御指令に対応する流量との間の差異が、しきい値関数（３０４）より小さい



(2) JP 5250631 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

時には、第１の調整された弁指令がしきい値関数（３０４）上の点に対応する、請求項１
に記載の制御器（５０）。
【請求項３】
　最大利用可能流量（３０３）と第２弁制御指令に対応する流量との間の差異が、第１の
調整された弁指令に対応する流量より大きい時には、第１の調整された弁指令が第１弁制
御指令に合致する、請求項１に記載の制御器（５０）。
【請求項４】
　調整された弁指令（１０８）の精度を改善するために、システムセンサーのデータ（１
０５）に応答して調整された弁指令（１０８）を修正する閉ループの変換モジュール（１
０９）をさらに含む、請求項１に記載の制御器（５０）。
【請求項５】
　操作者の指令が１つ以上の操作者作動制御装置（２２、２４）から発せられる、請求項
１に記載の制御器（５０）。
【請求項６】
　１つ以上の操作者作動制御装置（２２、２４）がペダル制御装置（２４）および多軸操
作者インターフェース装置（２２）を含む、請求項５に記載の制御器（５０）。
【請求項７】
　優先しきい値（３０４）流量が、エンジン速度の関数であり、最大値（３０１）まで増
大する第１の直線的増大部分と、その最大値（３０１）における第２の一定部分とを含む
２つの連続する直線部分を有する、請求項１に記載の制御器（５０）。
【請求項８】
　翻訳モジュール（１０９）および均衡化モジュール（１０６）が、コンピュータ読み取
り可能な媒体上に記録されたコンピュータ読み取り可能な指示を含み、制御器（５０）が
、そのコンピュータ読み取り可能な指示を実行する少なくとも１つのマイクロプロセッサ
をさらに含む、請求項１に記載の制御器（５０）。
【請求項９】
　コンピュータ読み取り可能な指示を実行する第２のマイクロプロセッサをさらに含む、
請求項８に記載の制御器（５０）。
【請求項１０】
　均衡化モジュール（１０６）が、利用可能な流体流量の推定値を受け取るために、流量
推定器（１０７）に連結される、請求項８に記載の制御器（５０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的には液圧システムに関し、さらに具体的には、作業工具選択に関連す
る機能構成可能な流量制御を有する液圧システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの作業機械が多様な仕事を遂行するために多数の液圧アクチュエータを使用する。
このような作業機械の非限定的な例として、ブルドーザ、ローダ、掘削機、自動グレーダ
、およびその他のタイプの重機械が含まれる。このような作業機械の液圧アクチュエータ
は、流体の流れラインを介して、液圧アクチュエータに加圧流体を供給する作業機械付属
のポンプに連結される。種々のアクチュエータ内部のチャンバは、加圧流体を、操作者の
要求または他の信号に応じて、制御された流量および／または圧力において受け入れる。
このような作業機械は、ほとんど、多数のアクチュエータを同時に使用し得るように設計
されるが、いくつかの状況においては、要求される流体流量が、特に単一ポンプが用いら
れている場合に、流体ポンプの出力能力を超えることがある。アクチュエータの１つに供
給される流体の流量が、作業機械の操作者または制御システムが要求する流量よりも少な
くなると、影響を受けるアクチュエータは、過度に緩慢に、過度に穏やかに応答し、ある
いはそれ以外に、予期しない態様に挙動する可能性がある。
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【０００３】
　この問題に対して、当該技術分野においては種々の解決策が開発されてきた。付属する
ポンプの能力よりも大きい流体流量の要求に適応する１つの方法が、Ｄｅｖｉｅｒらによ
る「優先度に基づく流量制御を備えた液圧システム」という表題の（特許文献１）に記述
されている。この（特許文献１）は、複数個の流体アクチュエータの第１タイプまたは第
２タイプのいずれかへの分類を示す入力を受け取るように構成される液圧システム制御器
を説明している。複数個の流体アクチュエータに対する所望の流量を示す入力を受け取る
と、制御器は加圧源の現在の流量を決定する。要求される全流量に対処できる場合は、制
御器はこの流量を要求する。そうでない場合は、制御器は、第１タイプの流体アクチュエ
ータのみに対して所望流量を要求し、第２タイプの流体アクチュエータについては所望流
量を減少させる。第１タイプの流体アクチュエータに対する所望流量だけでも、それのみ
で加圧源の現在の流量を超える場合には、制御器は、すべての流体アクチュエータに対す
る所望流量を減少させる。従って（特許文献１）の制御器の操作には３つの作動態様があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６００９０４５９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本明細書に開示する液圧システムは前記の問題点の１つ以上を解決することを目指して
いる。上記の背景技術に関する議論は、読者への便宜としてのみ意図されたものであるこ
とが理解されるべきである。すなわち、それは、本開示または請求項を限定するようには
意図されておらず、従って、先行システムのいかなる特定の要素も使用に適していないこ
とを示していると解釈されるべきではなく、また、いかなる要素も、動機となった問題の
解決を含めて、本明細書に記載の例または類似の例を実行するのに必須であることを示す
ものとは意図されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、一態様において、作業機械のアクチュエータ間に液圧流体を割り当てる方法
を記述する。この方法は、第１の要求流体流量を第１アクチュエータに供給するための第
１の指令と、第２の要求流体流量を第２アクチュエータに供給するための第２の指令とを
受け取る。この場合、この第１アクチュエータは、その流体流量が上界および下界の間に
制限される有界制限アクチュエータであり、第２アクチュエータは有界制限されないアク
チュエータである。本システムは、この第１および第２の指令を次のように調整して、調
整された第１および第２の流体流量に対応する調整された第１および第２の指令を生成す
る。すなわち、本システムは、調整された第１および第２の流体流量の合計が、最大利用
可能流量よりも少ないかまたはそれに等しくなるように、かつ、調整された第１の流体流
量が、第１の要求流体流量と、エンジン速度の関数であるしきい値曲線との小さい方に合
致するかまたはそれを超えるように、第１および第２の指令を調整する。
【０００７】
　本明細書に開示するシステムおよび方法の他の態様、特徴および実施形態は、添付の図
面に関連付けてなされる以下の議論から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】例示的な作業機械の概略側面図である。
【図２】例示的な作業機械の概略平面図である。
【図３】図１および２のような作業機械用の例示的な液圧システムの概略的系統図である
。
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【図４】図１および２のような作業機械の制御回路を説明する概略図である。
【図５】有界制限器具および非有界制限器具の間の液圧流体の割り当てを示す流量割り当
て図である。
【図６】図１および２のような作業機械の内部における有界制限器具および非有界制限器
具の間に流体流量を割り当てる制御器が使用し得る代表的なプロセスを示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示は、作業機械の複数個の平行回路における液圧流体の流量を制御するシステムお
よび方法に関する。特に、制御器は、全回路に対して要求される流量が、例えば作業機械
の液圧ポンプからの利用可能な流量を超える時に、平行回路の中の流量の優先度を管理す
るために１つ以上のしきい値を適用する。本開示は２つ以上のポンプを備えた作業機械に
関係するが、本開示の技術は、単一のポンプのみが利用可能である作業機械において特に
有利である。単一ポンプの使用は、作業機械の大きさ、エンジンの出力限界またはコスト
の要件から決められる場合が多いが、このような作業機械においては、不適切な機械性能
を防止するために的確に管理された液圧流体の流量を供給することが特に重要である。
【００１０】
　図１は一例としての作業機械１０を示す。作業機械１０は固定式または移動式の機械と
することができ、採掘、建設、農作業、並びに他の産業および環境に関係する作業を支援
する。液圧回路を用いる作業機械には、掘削機、ブルドーザ、ローダ、バックホウ、自動
グレーダ、およびダンプトラック、並びに多くの他のタイプの作業機械が含まれる。図示
の例においては、作業機械１０は、フレーム１２と、少なくとも１つの器具または工具１
４と、操作者インターフェース１６と、動力源１８と、少なくとも１つの牽引装置２０と
を含む。
【００１１】
　フレーム１２は、一般的に、作業機械１０および／または工具１４の動きを支持する構
造ユニットを含む。フレーム１２は、例えば、動力源１８を牽引装置２０に連結する定置
式のベースフレーム、リンク機構の可動フレーム部材、あるいは当該技術分野で知られる
他のフレーム装置とすることができる。
【００１２】
　工具１４は、作業機械に支援される作業の遂行に用いられる任意の種類の装置の１つと
することができる。例えば、工具１４は、バケット、ブレード、ショベル、リッパ、ダン
プベッド、ハンマー、オーガ、または他の適切な作業遂行装置を含むことができる。工具
１４は、回動、回転、滑動、揺動するように、あるいは当該技術分野で知られる態様でフ
レーム１２に対して相対的に動くように操作可能とすることができる。
【００１３】
　操作者インターフェース１６は、一般的に、作業機械１０および／または工具１４の所
望の動きを指示する入力を、作業機械の操作者から受け取るように構成される。さらに、
作業機械１０および／または工具１４を動かす入力は、付加的にまたは代替的に、自動シ
ステムからのコンピュータ発生指令であってもよい。
【００１４】
　図示の例においては、操作者インターフェース１６は、第１操作者インターフェース装
置２２および第２操作者インターフェース装置２４を含む。例えば、第１操作者インター
フェース装置２２は、運転席の片側に配置される多軸の操作レバーを含むことができ、工
具１４を位置決めおよび／または方向決めするように構成される比例制御器とすることが
できる。この構成においては、工具１４の動きの速さは、第１操作者インターフェース装
置２２の作動軸周りの作動位置に関係付けられる。
【００１５】
　第２操作者インターフェース装置２４は、例えば、操作者の足によって作動するように
構成されるスロットルペダルを含むことができ、また同様に、牽引装置２０の駆動回転を
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制御するように構成される比例制御器としてもよい。この構成においては、牽引装置２０
の回転速度が、第２操作者インターフェース装置２４の作動位置に関係付けられる。追加
的なまたは異なる操作者インターフェース装置を、同様に操作者インターフェース１６の
中に含める場合がよくあることが考えられる。例えば、ハンドル、ノブ、プッシュプル器
具、スイッチおよび当該技術分野で知られる他の操作者インターフェース装置を、操作者
インターフェース１６に含めることができる。
【００１６】
　動力源１８は、通常、例えばディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、天然ガスエンジ
ンまたは当該技術分野で知られる他のエンジンのようなエンジンである。但し、動力源１
８は、代わりの方式として、燃料電池、動力貯蔵装置、電気モータまたは当該技術分野で
知られる他の動力源のような他の動力源を含むことができる。図示の例においては、牽引
装置２０は、作業機械１０の各側面に配置される履帯を含む（片側のみが図示されている
）。しかし、牽引装置２０は、車輪、ベルトまたは他の牽引装置を含むことも可能である
。牽引装置２０は操舵可能であってもなくてもよい。
【００１７】
　上記の例は、１つの特定のタイプの作業機械に関係するものであるが、他のタイプの作
業機械も同様に同じ作業例を遂行することができる。図２に示される移動式機械７０はホ
イールローダシステムであり、このシステムは、可動構成部材７１と、可動構成部材７１
を動かす動力を供給する動力源７２と、可動構成部材７１の動作を制御する制御装置７３
とを含む。この移動式機械７０は推進系７４を含む。可動構成部材７１は、移動式機械７
０を操舵するための操舵力を伝達する操舵装置７５、７６を含む。操舵装置７５、７６は
、図示の例においては車輪であるが、付加的にまたは代替的に他のタイプの装置を含んで
もよい。可動構成部材７１は、操舵装置７５、７６に連結されると共に操舵装置７５およ
び操舵装置７６の間の操舵角度θの調節を可能にする構成要素を含むことができる。例え
ば、可動構成部材７１は、操舵装置７５が取り付けられるフレーム部分７７と、操舵装置
７６が取り付けられるフレーム部分７８とを含むことができる。フレーム部分７７、７８
の間のピボット結合７９によって、フレーム部分７７、７８が軸８０の回りに互いに相対
的に回動し得ることになり、操舵角度θの調節が可能になる。
【００１８】
　動力源７２は、ハウジング８１および駆動部材８２を有する液圧シリンダに加圧流体を
供給する。制御装置７３は、通常、必ずではないが、操作者入力装置８３と、可動構成部
材７１および／またはアクチュエータ８４の動作に関する情報を収集する手段と、アクチ
ュエータ８４を制御する手段とを含むであろう。アクチュエータ８４は、リニアアクチュ
エータ、回転アクチュエータ、あるいは純粋な回転または直線運動以外の動きを生成する
タイプのアクチュエータとすることができる。
【００１９】
　アクチュエータ８４は可動構成部材７１に駆動連結される。例えば図２に示すように、
アクチュエータ８４を、各フレーム部分７７、７８に直接駆動連結して、各フレーム部分
７７、７８を介して操舵装置７５、７６に間接的に駆動連結することができる。これによ
って、アクチュエータ８４がフレーム部分７７、７８および操舵装置７５、７６を駆動す
ることが可能になる。いくつかの実施形態においては、アクチュエータ８４が、フレーム
部分７７および操舵装置７５をフレーム部分７８および操舵装置７６に対して軸８０の回
りに回動させることによって、操舵角度θを調節し得るような態様で、アクチュエータ８
４がフレーム部分７７、７８に連結される。
【００２０】
　以下の議論は主として図１の作業機械１０を参照してなされるが、同じ液圧的および機
械的原理は、図２その他に示すような他の作業機械にも等しく当てはまることが理解され
るであろう。図３に一般的に表現されるように、作業機械１０は、工具１４を作動させ、
および／または、作業機械１０を推進させるために共同して動作する複数個の流体機器を
備えた液圧システム２６を含む。特に、液圧システム２６は、供給流体を貯留するタンク
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２８と、加圧源３０とを含む。この加圧源３０は、流体を加圧して、加圧された流体を、
１つ以上の液圧シリンダ３２ａ～ｃ、１つ以上の液圧モータ３４、および／または当該技
術分野で知られる他の任意の付加的な流体アクチュエータに導くように構成される。液圧
システム２６は、また、液圧システム２６のいくつかまたはすべての機器と連絡する制御
システム３６を含む。図示されていないが、液圧システム２６は、一般的に、例えば、ア
キュムレータ、制限オリフィス、チェック弁、圧力リリーフ弁、メークアップ弁、圧力均
衡化流路、および当該技術分野で知られる他の機器のような他の構成機器を含むであろう
ことが考えられる。
【００２１】
　タンク２８内の流体としては、例えば、専用の液圧作動油、エンジン潤滑油、変速機潤
滑油、または当該技術分野で知られる他の適切な流体が含まれる。作業機械１０内部の１
つ以上の液圧システムが、タンク２８から流体を引き抜き、それをタンク２８に戻す。一
実施形態においては、液圧システム２６が多数の分離した流体タンクに接続される。
【００２２】
　ここでは流体ポンプとも呼称される加圧源３０は、加圧流体の流れを作り出すためのも
のであり、それは、可変容量型ポンプ、固定容量型ポンプ、可変吐出量型ポンプ、または
他の加圧流体源とすることができる。加圧源３０は、例えば、中間軸３８、ベルト（図示
なし）、電気回路（図示なし）または他の適切な方式によって動力源１８に連結すること
ができ、あるいは、トルクコンバータ、ギヤボックスを介して、または他の適切なシステ
ムで動力源１８に間接的に連結してもよい。前記のように、加圧流体を液圧システム２６
に供給するために、加圧流体の多数個の加圧源を相互接続してもよい。
【００２３】
　開示された技術においては、加圧源３０が供給する流体の流量を測定し得ることが有用
である場合が多い。加圧源３０からの利用可能な流量は、例えば、加圧源３０内部の斜板
の角度の検出によって、加圧源３０に送られる指令の観察によって、または他の適切な手
段によって決定することができる。流量は、また別の方式として、加圧源３０から吐出さ
れる実際の流量を測定するように構成されるコリオリセンサーのような流量センサーまた
はその他の方法によって測定してもよい。他の入力および／またはパラメータに基づいて
予想流量を推定することも可能である。加圧源３０からの利用可能な流量は、通常、種々
の理由から、実際の制限の範囲内で低減または増大することが可能である。例えば、高い
ポンプ圧力において、要求されるポンプ動力が動力源１８からの利用可能な動力を超えな
いことを確実にするために、加圧源の排出量を低下させることができ、あるいは、液圧シ
ステム２６内部の圧力を低減または増大するために加圧源の排出量を変化させることがで
きる。
【００２４】
　液圧シリンダ３２ａ～ｃは、工具１４を、直接回動軸を介して、また、リンク機構、但
し各液圧シリンダ３２ａ～ｃがそのリンク機構の１つの要素を形成するリンク機構（図１
参照）を介して、あるいは他の何らかの適切な方式で、フレーム１２に連結する。各液圧
シリンダ３２ａ～ｃは、筒体４０と、その筒体４０の中に配備されるピストン組立品（図
示なし）とを含む。筒体４０およびピストン組立品の片側をフレーム１２に回動可能に連
結することができ、筒体４０およびピストン組立品のもう一方の側を工具１４に回動可能
に連結する。またその代わりに、筒体４０および／またはピストン組立品を、フレーム１
２または作業器具１４のいずれかに固定的に連結するか、あるいは、フレーム１２の２つ
以上の部材間に連結してもよい。ピストンは反対側の２つの液圧面を含むことができるが
、その一方が第１および第２チャンバのそれぞれと関連している。２つの面に作用する流
体圧力に不均衡が生じると、ピストン組立品が筒体４０の内部で軸方向に動くことができ
る。例えば、第１の液圧面に作用する第１液圧チャンバ内の流体圧力が、反対側の第２の
液圧面に作用する第２液圧チャンバ内の流体圧力よりも高ければ、ピストン組立品が押し
出されて、液圧シリンダ３２ａ～ｃの有効長さを増大させることができる。同様に、第２
の液圧面に作用する流体圧力が、第１の液圧面に作用する流体圧力よりも高ければ、ピス
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トン組立品は筒体４０の内部に引き込まれて、液圧シリンダ３２ａ～ｃの有効長さを短縮
させることができる。
【００２５】
　筒体４０の内壁とピストンの外側の円筒面との間の流体の流れを抑止するために、Ｏリ
ングのようなシール材（図示なし）をピストンに装着することができる。液圧シリンダ３
２ａ～ｃの伸張および短縮は、工具１４の動きを支援するように機能することができる。
【００２６】
　各液圧シリンダ３２ａ～ｃは、加圧源３０からの加圧流体を第１および第２液圧チャン
バのいずれかに計量供給するように機能する少なくとも１つの比例制御弁４４と、第１お
よび第２液圧チャンバのもう一方の側から流体をタンク２８に排出させるように機能する
少なくとも１つのドレーン弁（図示なし）とを含む。一実施形態においては、比例制御弁
４４はスプリング付勢される比例弁機構を含む。この比例弁機構は、ソレノイド作動され
、流体が第１および第２チャンバのいずれかに流入できる第１位置と、流体の流れが第１
および第２チャンバから遮断される第２位置との間で動作するように構成される。第１お
よび第２位置間の弁機構の位置が、関連する第１および第２チャンバに送り込まれる加圧
流体の流量を決定する。この弁機構は、工具１４の所望の動きを作り出す要求流量に応答
して、第１および第２位置の間で動くことができる。ドレーン弁は、通常、スプリング付
勢される弁機構を含み、この弁機構は、ソレノイド作動され、流体が第１および第２チャ
ンバから流出できる第１位置と、第１および第２チャンバからの流体の流出が遮断される
第２位置との間で動作するように構成される。以上に説明した例はソレノイド弁を用いる
が、比例制御弁４４およびドレーン弁は、代わりの方式として、液圧作動、機械作動、空
圧作動、または他の適切な作動方式で作動するものとしてもよい。
【００２７】
　作業機械１０の駆動に関しては、モータ３４は、可変容量型モータまたは固定容量型モ
ータとすることができ、加圧源３０から加圧流体の流れを受け入れるように構成される。
モータ３４を通過する加圧流体の流れによって、牽引装置２０に連結される出力軸４６の
回転が惹起され、それによって、作業機械１０を推進および／または操舵することができ
る。モータ３４は、代わりの方式として、ギヤボックスを介して、または当該技術分野で
知られる他の方式で、牽引装置２０に間接的に連結することもできる。さらに、モータ３
４または他のモータを、牽引装置２０以外の、作業機械１０上の別の機構に連結してもよ
い。例えば、モータ３４または他のモータを、回転作業器具、操舵機構、または当該技術
分野で知られる他の機械機構に連結することができる。モータ３４は、モータ３４に供給
される加圧流体の流量を制御する比例制御弁４８を含むことができる。この比例制御弁４
８はスプリング付勢される比例弁機構を含むことができる。この比例弁機構は、ソレノイ
ド作動され、流体がモータ３４を通過して流れることができる第１位置と、流体の流れが
モータ３４から遮断される第２位置との間で動作するように構成される。第１および第２
位置間の弁機構の位置が、モータ３４に送り込まれる加圧流体の流量を決定する。
【００２８】
　制御システム３６は、液圧システム２６の操作を制御する制御器５０を含む。この制御
器５０は、アプリケーションまたはプログラムを動作させるための、単一のマイクロプロ
セッサまたは多重マイクロプロセッサと、関連する標準的な電子システム、例えば、バッ
ファ、メモリ、マルチプレクサ、ディスプレイドライバ、電源回路、信号調節回路、ソレ
ノイド駆動回路その他とにおいて具現化される。多くの商業的に入手可能なマイクロプロ
セッサを、制御器５０の機能を実行するように構成することができる。制御器５０は、作
業機械の多数の機能を制御できる一般的な機械用マイクロプロセッサにおいて具現化し得
ることが理解されるであろう。
【００２９】
　制御器５０は、操作者インターフェース１６から入力を受け取って、その入力に応答し
て、液圧シリンダ３２ａ～ｃおよびモータ３４への加圧流体の流量を制御するように構成
される。特に、制御器５０は、それぞれ通信線５２、５４および５６を介して液圧シリン
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ダ３２ａ～ｃの比例制御弁４４と連絡し、通信線５８を介してモータ３４の比例制御弁４
８と連絡し、通信線６０を介して第１操作者インターフェース装置２２と連絡し、通信線
６２を介して第２操作者インターフェース装置２２と連絡している。この実施形態におい
ては、制御器５０は、第１操作者インターフェース装置２２が発生する比例信号を受け取
って、所望の工具の動きを作り出すために、関係する液圧シリンダ３２ａ～ｃの第１また
は第２作動チャンバを選択的に充満させるように１つ以上の比例制御弁４４を選択的に作
動させる。制御器５０は、また、第２操作者インターフェース装置２４が発生する比例信
号を受け取って、牽引装置２０の所望の回転動作を作り出すために、モータ３４の比例制
御弁４８を選択的に作動させる。
【００３０】
　制御器５０は、通信線６４を介して加圧源３０と連絡しており、加圧流体に対する要求
に応答して加圧源３０の運転を変えるように構成される。特に、制御器５０は、作業機械
の操作者が所望する作業機械の動きで、第１および／または第２操作者インターフェース
装置２２、２４によって指示される機械の動きを作り出すために必要な加圧流体の所望の
流量（全所望流量）を決定するように構成することができる。制御器５０は、さらに、加
圧源３０の現在の流量と、加圧源３０の最大吐出容量とを決定するように構成することが
できる。制御器５０は、全所望流量が現在の流量よりも大きく、かつ、現在の流量が加圧
源３０の最大吐出容量よりも小さければ、加圧源３０の現在の流量を増大するように構成
することができる。
【００３１】
　一実施形態においては、制御器５０は、また、以下に詳述する特定の条件の下において
は、液圧シリンダ３２ａ～ｃおよび／またはモータ３４への加圧流体の所望流量を選択的
に低減するように構成することができる。特に、指令される全流量が利用可能な流量を超
える場合は、液圧シリンダ３２ａ～ｃおよび／またはモータ３４の１つ以上が加圧流体の
十分な流量を受け取らず、作業機械１０の関連する動作が予期し得ないものになる可能性
がある。
【００３２】
　概括的に、全所望流量が加圧源３０の利用可能な流量を超えることを制御器５０が決定
すると、液圧シリンダ３２ａ～ｃおよび／またはモータ３４の１つ以上に対する要求流量
を、関連する比例制御弁４４、４８を第２位置の方向に動かすことによって低下させる。
これによって、操作者インターフェース１６を介して受け取る入力に応答して、加圧流体
の予測可能な流量を、それぞれのこのような実体要素に対して利用できるようにすること
が可能になり、従って、作業機械１０および工具１４の予測可能な動作が提供される。
【００３３】
　以上の説明から、システムの種々の液圧構成要素が相互作用しかつ制御可能である態様
が理解されるであろう。以下においては、流量および動きを制御するための電気機械的シ
ステムについては、詳述または言及しないが、制御器５０が実行するステップは、そのシ
ステムおよび上記の相互関係を用いて遂行されることが理解されるであろう。
【００３４】
　図４は、本開示を理解するための手助けとして、作業機械１０の制御回路を概念段階に
おいて示す概略図１００である。操作者制御装置１０１は、１つ以上の信号１０２を、所
望の機械の動きに対応する弁制御指令１０４を出力する翻訳アルゴリズム（翻訳モジュー
ル）１０３に提供する。アルゴリズム１０２は、上記のいくつかのシステムセンサー１０
５からの入力とも連携して機能することが理解されるであろう。弁制御指令１０４は、流
量推定器１０７からの利用可能な流体流量を反映するデータと連携して機能する液圧優先
度アルゴリズム（均衡化モジュール）１０６によって処理され、調整された弁指令１０８
が生成される。
【００３５】
　調整された弁指令１０８は、さらに、システムセンサー１０５からのフィードバックに
基づく閉ループ変換器（閉ループ変換モジュール）１０９によって精巧化される。これが
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必要であるのは、弁制御指令１０４および調整された弁指令１０８が経験に基づくもので
あり、作業機械１０の実際の操作環境および／または条件がこれらの値に不正確さをもた
らす可能性があるからである。閉ループ変換器１０９は精巧化された弁制御信号１１０を
出力する。精巧化された弁制御信号１１０は、当該弁１１１に供給されて、関連するアク
チュエータ１１２の動作を発現させ、質的には所望の作業機械の動きを発生させる。但し
この場合、その動きの大きさおよび／または速度は、操作者制御装置１０１によって指令
されるものより低くなる可能性がある。
【００３６】
　液圧流量の優先度を律するしきい値が、要求流量および利用可能流体流量に関して、図
５のチャート３００に表現されている。チャート３００は２つの機能の間の流体に対する
競合を想定しており、その１つの機能への流量は最大許容流量３０１および最小許容流量
３０２の間に有界制限される。供給に利用し得る流体流量は、最大利用可能流量３０３（
ＭＡＰＦ）として示される。最大利用可能流量３０３は、トルク限界、動力限界、排出量
限界、流量限界その他のような機械的停止または電子的停止によって制限されるものとす
ることができる。曲線３０３は、中央部分ではエンジン速度に関して線形であるが、より
高いエンジン速度においては、流量限界のために平坦な最大値になっている。図示の例に
おいては、最大利用可能流量３０３は、また、低エンジン速度においては、電子制御器に
よって課せられる制限のために落ち込んでいる。
【００３７】
　優先しきい値３０４は、第１の器具に供給される流量が常にその優先しきい値３０４に
等しいかまたはそれを超えることになるように、第１器具への流量の最低レベルを設定す
る。図示の例においては、優先しきい値３０４はエンジン速度の関数であるが、それは、
付加的にまたは代替的に、１つ以上の他の機械変数またはパラメータ、例えば作業機械の
速度、リンク機構の位置、バケットおよび／またはリフトアームの位置、ポンプ速度、ポ
ンプ圧力等の関数としてもよい。最後に、曲線３０５は、最大利用可能流量３０３と、第
２（非有界制限）器具に対する全要求器具流量との間の差異を表す。
【００３８】
　運転において、有界制限される器具は、要求流量と、優先しきい値３０４が設定する流
量との低い方に等しい流量を常に受け取ることが保証される。従って、チャート３００は
、流体流量の優先度が異なる形で調整される４つの操作領域を表現している。この４つの
操作領域に、領域１、領域２、領域３および領域４の符号が付されている。領域１におい
ては、最大利用可能流量３０３と非有界制限器具に対する要求流量との間の差異が、この
領域の内部に含まれる。この場合は、第１（有界制限）器具および第２（非有界制限）器
具の間の流体流量を優先付けする必要はなく、従って、各器具はその要求流量を受け取る
。
【００３９】
　領域２（非有界制限器具優先領域）においては、最大利用可能流量３０３と非有界制限
器具に対する要求流量との間の差異が、有界制限器具に対する最大流量限界以下に落ち込
むという点で、システムが流量制限される可能性がある。従って、この領域においては、
有界制限器具に対する要求流量が、最大利用可能流量３０３と非有界制限器具に対する要
求流量との間の差異を超えると、有界制限器具に対する流量が優先しきい値３０４に低減
される。
【００４０】
　領域３（非有界制限器具優先領域）においては、最大利用可能流量３０３と非有界制限
器具に対する要求流量との間の差異が、有界制限器具に対する最大流量限界以下に落ち込
むという点で、システムが同様に流量制限される可能性がある。しかし、この領域におい
ては、有界制限器具に対する要求流量が、最大利用可能流量３０３と非有界制限器具に対
する要求流量との間の差異を超えると、有界制限器具に対する流量が優先しきい値３０４
に増大される。有界制限器具流量に対するこの増大は、非有界制限器具が要求流量よりも
幾分少ない流量を受け取ることによって可能になるのである。
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【００４１】
　領域４（非有界制限器具優先領域）においては、最大利用可能流量３０３と非有界制限
器具に対する要求流量との間の差異が有界制限器具に対する要求流量よりも大きいという
点から、システムは流量制限されない。この領域においては、各器具はその要求流量を受
け取る。
【００４２】
　一実施形態においては、制御器５０は、チャート３００に示される優先度システムを実
行して、有界制限器具と少なくとも１つの非有界制限器具とを制御する。制御器５０が遂
行する最終的な制御指示が、図６のフローチャート４００によって概略的に表現されてい
る。初期状態４０１において、制御器は、ＭＡＰＦと非有界制限器具の流量要求（Ｕｉｍ
ｐ＿ｒｅｑ）との間の差異が０より小さいか否か、すなわち、利用可能な流量が、非有界
制限器具に対する要求流量さえも満たすのに不十分であるか否かを決定する。この条件に
適合する場合は、プロセスは状態４０２に移行し、制御器５０は、最大利用可能流量に等
しい予備的非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ｐｒｅｌｉｍ）を設定して、状態４０３に移
行する。そうでない場合は、プロセスは、直接、状態４０３に移行し、非有界制限器具の
流量要求（Ｕｉｍｐ＿ｒｅｑ）に等しい予備的非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ｐｒｅｌ
ｉｍ）を設定する。
【００４３】
　状態４０３において、制御器５０は、ＭＡＰＦと予備的非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ
＿ｐｒｅｌｉｍ）との間の差異が、有界制限器具の流量要求（Ｂｉｍｐ＿ｒｅｑ）より大
きいかまたはそれに等しいか否かを決定する。この条件に適合する場合は、プロセス４０
０は、状態４０５に移行して、ゼロに等しい流量制限フラグ（ｆｌｏｗ＿ｌｉｍｉｔｅｄ
＿ｆｌａｇ）を設定し、予備的非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ｐｒｅｌｉｍ）に等しい
実際の非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）を設定し、有界制限器具の要求流
量（Ｂｉｍｐ＿ｒｅｑ）に等しい実際の有界制限器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）を
設定して、状態４１２に移行する。
【００４４】
　状態４０３において、上記の条件に適合しない場合は、プロセス４００は、１に等しい
流量制限フラグ（ｆｌｏｗ＿ｌｉｍｉｔｅｄ＿ｆｌａｇ）を設定して、状態４０６に移行
する。状態４０６において、制御器５０は、ＭＡＰＦと予備的非有界制限器具流量（Ｕｉ
ｍｐ＿ｐｒｅｌｉｍ）との間の差異が、優先しきい値（ｐｒｉｏｒｉｔｙ＿ｔｈｒｅｓｈ
ｏｌｄ）を超えているか否かを決定する。この条件に適合する場合は、プロセス４００は
状態４０７に移行する。状態４０７において、プロセス４００は、予備的非有界制限器具
流量（Ｕｉｍｐ＿ｐｒｅｌｉｍ）に等しい実際の非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ａｃｔ
ｕａｌ）と、最大利用可能流量および予備的非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ｐｒｅｌｉ
ｍ）の間の差異に等しい実際の有界制限器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）を設定して
、状態４１１に移行する。上記の条件に適合しない場合は、プロセスは、状態４０６から
、直接、状態４０８に移行する。
【００４５】
　状態４０８において、プロセス４００は、有界制限器具の要求流量（Ｂｉｍｐ＿ｒｅｑ
）が、優先しきい値（ｐｒｉｏｒｉｔｙ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）よりも低いか否かを決定
する。この条件に適合する場合は、プロセス４００は状態４０９に移行する。状態４０９
において、プロセス４００は、最大利用可能流量および有界制限器具の要求流量（Ｂｉｍ
ｐ＿ｒｅｑ）の間の差異に等しい実際の非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）
を設定する。さらに、制御器５０は、有界制限器具の要求流量（Ｂｉｍｐ＿ｒｅｑ）に等
しい実際の有界制限器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）を設定する。プロセス４００は
状態４０９から状態４１０に移行する。
【００４６】
　状態４０８における条件に適合しない場合は、プロセス４００は、最大利用可能流量お
よび優先しきい値（ｐｒｉｏｒｉｔｙ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）の間の差異に等しい実際の
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非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）を設定し、優先しきい値（ｐｒｉｏｒｉ
ｔｙ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）に等しい実際の有界制限器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ
）を設定して、状態４１０に移行する。
【００４７】
　従って、実際の非有界制限器具流量（Ｕｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）および実際の有界制限
器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）が、最大利用可能流量と、優先しきい値３０４と、
操作者要求流量レベルとに応じて、４つの組合せのいずれかに設定されることが理解でき
る。最初の組み合わせにおいては、すべての要求に応じる十分な流量があり、流量が制限
されることはない。残りの３つの組み合わせにおいては、流量は制限されると見做され、
実際の有界制限器具流量（Ｂｉｍｐ＿ａｃｔｕａｌ）は、優先しきい値３０４、要求流量
、または、最大利用可能流量および非有界制限器具の流量要求（Ｕｉｍｐ＿ｒｅｑ）の関
数である他の値に設定されるであろう。この方式によって、有界制限器具に供給される流
量が、優先しきい値と、その器具に対して要求される実際流量との小さい方よりも少なく
なることは決してない。
【００４８】
　一実施形態においては、有界制限器具は、作業機械１０を操舵する１つ以上の操舵アク
チュエータを含み、非有界制限器具は、傾動機能、リフト機能等に関連付けることができ
る他のアクチュエータまたはアクチュエータの組合せを含む。この実施形態における優先
しきい値３０４に関する上界３０１は、操舵アクチュエータが受け入れ得る最大流量であ
り、この実施形態における優先しきい値３０４に関する下界３０２は、ＩＳＯ５０１０に
規定されるような操舵アクチュエータに対する最低受け入れ可能流量である。このため、
操舵アクチュエータへの実際の流量が、最大受け入れ可能流量を超えることはなく、また
同時にＩＳＯ５０１０に規定される必須最小値を下回ることもないであろう。
【００４９】
　これによって、運転においては、安全上および操作者の経験目的上少なくとも容認可能
な操舵能力が、操舵中に他の器具に関する緩慢動作を惹起することなく、かつ同時に、他
の器具の操作中に操舵が望ましくないほど遅くなることなく確保される。従って、例えば
、トラックまたはコンテナへの材料積載用として用いられるバケットを備えた操舵可能作
業機械の場合に、バケットを上昇、下降または傾動させる動作を同時にしながら、作業機
械を自由にかつ安全に操舵することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本明細書に記載の有界制限液圧流量制御システムの産業上の利用可能性は、以上の記述
から容易に理解されるであろう。１つ以上の操舵アクチュエータのような有界制限流量の
器具と、バケット傾動／上昇／下降アクチュエータのような非有界制限流量の器具とに対
する液圧流体の流量を制御する技術を説明している。この制御は、有界制限流量の器具へ
の流量を所定の有界範囲内に維持しながら、非有界制限流量の器具への流量を、残りの利
用可能な流量またはその非有界制限流量の器具に対する要求流量に設定するために行われ
る。
【００５１】
　開示された液圧システムは、流体接続される複数の液圧アクチュエータを含む任意の液
圧作動の作業機械であって、機械の予期不可能なまたは望ましくない動きを抑えるように
流量を分配することが望まれるいかなる液圧作動の作業機械にも適用可能である。開示さ
れた技術原理を使用できる作業機械の限られた例として、ランドフィルコンパクタ、バッ
クホウローダ、ホイールローダ、自動グレーダ、タイヤドーザ、連接トラック等が含まれ
る。開示された液圧システムは、加圧流体源の利用可能な流量（例えば最大利用可能流量
）を、流体接続された複数の液圧アクチュエータの間において、要求される流量並びに有
界制限器具に対する優先しきい値３０４に従って動的に分配する。この方式によって、作
業機械１０および／または工具１４の予期可能な操作が維持され、同時に、有界制限器具
に対する流体流量が最大許容可能流量を超えたり、あるいは所定の優先しきい値曲線３０
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【００５２】
　作業機械１０の運転中は、作業機械の操作者は、第１および／または第２インターフェ
ース装置２２、２４を操作して、作業機械１０を所望のとおりに作動させる。この操作の
過程の間ずっと、第１および／または第２インターフェース装置２２、２４は、所望の動
きを実現するために、液圧シリンダ３２ａ～ｃおよび／またはモータ３４に供給される所
望の流体流量を指示する信号を発生させる。制御器５０は、この信号を受け取ると、当該
器具を動かす実際の流量要求指令を発生させるために、プロット３００に沿って、フロー
チャート４００のプロセスを実行する。
【００５３】
　以上の説明は、開示されたシステムおよび技術の例を提供するものであることが理解さ
れるであろう。しかし、他の実施態様は前記の例とは詳細な点で異なり得ると考えられる
。本明細書における特定の例へのすべての言及は、その時点に議論されている特定の例を
参照することが意図されており、特許請求の範囲に関するなんらかの限定、または開示を
より一般的に意味するようには意図されていない。記述されたシステムまたは現行技術の
いくつかの特徴に関する高評価および低評価のすべての文言は、それらの特徴を優先しな
いことを示すように意図されてはいるものの、別段の指示がない限り、特許請求の範囲か
らそのような特徴を完全に排除しないように意図されている。
【００５４】
　本明細書における値の範囲の列挙は、本明細書において別段の指示がない限り、単に、
その範囲内に含まれるそれぞれ別個の値を個別に言及することを簡略化するように意図さ
れており、各別個の値は、それが本明細書に個別に列挙されたものとして本明細書に組み
込まれる。本明細書に記述されるすべての方法は、本明細書において別段の指示がない限
り、あるいは、文脈によって別段明確に否定されない限り、いかなる適切な順序において
も実施することが可能である。
【００５５】
　以上の結果、添付の特許請求の範囲は、適用可能な法律によって認められるあらゆる変
更および等価物を包含している。さらに、以上に述べた要素の、すべての可能な変形態に
おけるいかなる組合せも、本明細書において別段の指示がない限り、あるいは、文脈によ
って別段明確に否定されない限り、包含される。
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