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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧ポンプ装置と、前記油圧ポンプ装置から圧油が供給され第１被駆動体を駆動する第
１油圧アクチュエータと、前記油圧ポンプ装置から圧油が供給され第２被駆動体を駆動す
る第２油圧アクチュエータと、前記油圧ポンプ装置から前記第１油圧アクチュエータに供
給される圧油の流れを制御する第１流量調整装置と、前記油圧ポンプ装置から前記第２油
圧アクチュエータに供給される圧油の流れを制御する第２流量調整装置と、前記第１被駆
動体の動作を指令する操作信号を出力し前記第１流量調整装置を切り換える第１操作装置
と、前記第２被駆動体の動作を指令する操作信号を出力し前記第２流量調整装置を切り換
える第２操作装置とを備え、
　前記第１油圧アクチュエータは、前記第１操作装置が前記第１被駆動体の自重落下方向
に操作されたときに、前記第１被駆動体の自重落下によりボトム側油室から圧油を排出し
ロッド側油室から圧油を吸入する油圧シリンダである作業機械の油圧駆動システムにおい
て、
　前記油圧シリンダのボトム側油室を前記油圧ポンプ装置と前記第２油圧アクチュエータ
との間に接続する再生通路と、
　前記油圧シリンダのボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部を前記再生通路
を介して前記油圧ポンプ装置と前記第２油圧アクチュエータの間に、その流量を調整して
供給する再生流量調整手段と、
　前記油圧シリンダのボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部を、その流量を
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調整してタンクに排出する排出流量調整手段と、
　前記再生流量調整手段と前記排出流量調整手段とを同時に制御する１つの電気駆動手段
と、
　前記再生流量調整手段による再生流量の多少にかかわらず、前記第１被駆動体の落下速
度が大きく変化しないように、前記電気駆動手段へ制御指令を出力する制御装置を備えた
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業機械の油圧駆動システムにおいて、
　前記再生流量調整手段と前記排出流量調整手段は、再生側絞りと排出側絞りを有する１
つの再生制御弁であり、
　前記電気駆動手段は、パイロット油圧源から供給されたパイロット圧油の１次圧を所望
の２次圧に減圧する電磁弁であり、
　前記再生制御弁は、前記電磁弁の２次圧により制御されるように構成した
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の作業機械の油圧駆動システムにおいて、
　前記再生流量調整手段は再生流量を調整する再生弁であり、前記排出流量調整手段は排
出流量を調整する排出弁であり、
　前記電気駆動手段は、パイロット油圧源から供給されたパイロット圧油の１次圧を所望
の２次圧に減圧する電磁弁であり、
　前記再生弁及び前記排出弁は、前記電磁弁の２次圧により同時に制御されるように構成
した
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の作業機械の油圧駆動システムにおいて、
　前記再生流量調整手段と前記排出流量調整手段は、その弁体部に再生側絞りと排出側絞
りを有する１つの再生制御弁であり、
　前記電気駆動手段は、前記再生制御弁に組み込まれた電磁ソレノイド部であり、
　前記再生制御弁は、前記電磁ソレノイド部により直接駆動されるように構成した
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の作業機械の油圧駆動システムにおいて、
　前記油圧ポンプ装置は少なくとも１つの可変容量型の油圧ポンプを含み、
　前記油圧シリンダのボトム側油室から排出された圧油を前記油圧シリンダのロッド側油
室へ供給可能とする連通通路と、
　前記連通通路に設けられ、前記第１操作装置の前記第１被駆動体の自重落下方向の操作
信号に基づいて開弁する連通制御弁とを備え、
　前記第１被駆動体の自重落下時に、前記油圧シリンダのボトム側油室から排出された圧
油を前記油圧シリンダのロッド側油室に再生することにより、前記油圧ポンプ装置から前
記油圧シリンダのロッド側油室への圧油の供給を不要とした
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の作業機械の油圧駆動システムにおいて、
　前記油圧ポンプ装置は少なくとも１つの可変容量型の油圧ポンプを含み、
　前記排出流量調整手段の上流側に分岐して他の排出流量調整手段を配置し、前記他の排
出流量調整手段は、前記第１操作装置から出力される操作信号に応じて、前記油圧シリン
ダのボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部を、その流量を調整してタンクに
排出する
　ことを特徴とする作業機械の油圧駆動システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業機械の油圧駆動システムに係り、詳しくは、被駆動部材（例えばブーム
）の自重落下等、被駆動部材の慣性エネルギにより油圧アクチュエータから排出された圧
油を他のアクチュエータの駆動に再利用（再生）する再生回路を備えた油圧ショベル等の
作業機械の油圧駆動システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブームの自重落下によりブームシリンダから排出された圧油を例えばアームシリンダに
再生する再生回路を備えた作業機械の油圧駆動システムが知られており、その例が特許文
献１と特許文献２に記載されている。特許文献１に記載の油圧駆動システムでは、ブーム
シリンダのボトム側油室からの排出油をアームシリンダへ再生するときに、その分、アー
ムシリンダに圧油を供給する油圧ポンプの吐出流量を減少させ、エンジンの燃費の向上を
図っている。
【０００３】
　また、特許文献２に記載の油圧駆動システムでは、ブームシリンダのボトム側油室から
の排出油を所定の条件の成立を判断した上で、センターバイパス油路を介してアームシリ
ンダへ再生させることで、油圧回路の大型化及び複雑化を回避している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２９６５７０号公報
【特許文献２】特許第５３０１６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の油圧駆動システムでは、ブームシリンダのボトム側油室からアームシリン
ダへの圧油の再生分、油圧ポンプの吐出流量を減少させ燃費向上を図るため、省エネルギ
化を図ることができる。しかし、回生弁を制御する電磁比例弁とメータアウト弁を制御す
る電磁比例弁の２個の電磁比例弁が必要となるため、作業機械への搭載性能が悪化すると
共に、生産コストが増大するという課題がある。
【０００６】
　一方、特許文献２の油圧駆動システムにおいては、１個の電磁比例弁で構成するため、
このような課題は生じない。　
　しかし、特許文献２の油圧駆動システムは、所定の条件が成立せずに再生が行われない
場合、ブームシリンダのボトム側油室からの排出油は１個の流量制御弁によりその流量が
調整されるのに対して、条件が成立した場合、ブームシリンダのボトム側油室からの排出
油は、上述した流量制御弁に加えて他の流量制御弁を介してセンターバイパス油路へ供給
される。このため、再生を行う場合には、再生しない場合に比べて排出油の流量が増加し
、ブームシリンダのピストンロッド速度が増加する可能性がある。このブームシリンダの
ピストンロッド速度の増加は、再生をする場合としない場合における操作性の違和感をオ
ペレータに与える可能性がある。
【０００７】
　本発明は上述の事柄に基づいてなされたもので、その目的は、再生回路用の電磁比例弁
（電気駆動手段）を１個で構成すると共に、油圧アクチュエータから排出された圧油を他
の油圧アクチュエータの駆動に再生する場合としない場合とで、同様のアクチュエータ速
度を確保できる作業機械の油圧駆動システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、第１の発明は、油圧ポンプ装置と、前記油圧ポンプ装置
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から圧油が供給され第１被駆動体を駆動する第１油圧アクチュエータと、前記油圧ポンプ
装置から圧油が供給され第２被駆動体を駆動する第２油圧アクチュエータと、前記油圧ポ
ンプ装置から前記第１油圧アクチュエータに供給される圧油の流れを制御する第１流量調
整装置と、前記油圧ポンプ装置から前記第２油圧アクチュエータに供給される圧油の流れ
を制御する第２流量調整装置と、前記第１被駆動体の動作を指令する操作信号を出力し前
記第１流量調整装置を切り換える第１操作装置と、前記第２被駆動体の動作を指令する操
作信号を出力し前記第２流量調整装置を切り換える第２操作装置とを備え、前記第１油圧
アクチュエータは、前記第１操作装置が前記第１被駆動体の自重落下方向に操作されたと
きに、前記第１被駆動体の自重落下によりボトム側油室から圧油を排出しロッド側油室か
ら圧油を吸入する油圧シリンダである作業機械の油圧駆動システムにおいて、前記油圧シ
リンダのボトム側油室を前記油圧ポンプ装置と前記第２油圧アクチュエータとの間に接続
する再生通路と、前記油圧シリンダのボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部
を前記再生通路を介して前記油圧ポンプ装置と前記第２油圧アクチュエータの間に、その
流量を調整して供給する再生流量調整手段と、前記油圧シリンダのボトム側油室から排出
される圧油の少なくとも一部を、その流量を調整してタンクに排出する排出流量調整手段
と、前記再生流量調整手段と前記排出流量調整手段とを同時に制御する１つの電気駆動手
段と、前記再生流量調整手段による再生流量の多少にかかわらず、前記第１被駆動体の落
下速度が大きく変化しないように、前記電気駆動手段へ制御指令を出力する制御装置を備
えたものとする。
【０００９】
　また、第２の発明は、第１の発明において、前記再生流量調整手段と前記排出流量調整
手段は、再生側絞りと排出側絞りを有する１つの再生制御弁であり、前記電気駆動手段は
、パイロット油圧源から供給されたパイロット圧油の１次圧を所望の２次圧に減圧する電
磁弁であり、前記再生制御弁は、前記電磁弁の２次圧により制御されるように構成したこ
とを特徴とする。
【００１０】
　さらに、第３の発明は、第１の発明において、前記再生流量調整手段は再生流量を調整
する再生弁であり、前記排出流量調整手段は排出流量を調整する排出弁であり、前記電気
駆動手段は、パイロット油圧源から供給されたパイロット圧油の１次圧を所望の２次圧に
減圧する電磁弁であり、前記再生弁及び前記排出弁は、前記電磁弁の２次圧により同時に
制御されるように構成したことを特徴とする。
【００１１】
　また、第４の発明は、第１の発明において、前記再生流量調整手段と前記排出流量調整
手段は、その弁体部に再生側絞りと排出側絞りを有する１つの再生制御弁であり、前記電
気駆動手段は、前記再生制御弁に組み込まれた電磁ソレノイド部であり、前記再生制御弁
は、前記電磁ソレノイド部により直接駆動されるように構成したことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、第５の発明は、第１乃至第４の発明のいずれかにおいて、前記油圧ポンプ装置
は少なくとも１つの可変容量型の油圧ポンプを含み、前記油圧シリンダのボトム側油室か
ら排出された圧油を前記油圧シリンダのロッド側油室へ供給可能とする連通通路と、前記
連通通路に設けられ、前記第１操作装置の前記第１被駆動体の自重落下方向の操作信号に
基づいて開弁する連通制御弁とを備え、
前記第１被駆動体の自重落下時に、前記油圧シリンダのボトム側油室から排出された圧油
を前記油圧シリンダのロッド側油室に再生することにより、前記油圧ポンプから前記油圧
シリンダのロッド側油室への圧油の供給を不要としたことを特徴とする。
【００１３】
　また、第６の発明は、第１乃至第４の発明のいずれかにおいて、前記油圧ポンプ装置は
少なくとも１つの可変容量型の油圧ポンプを含み、前記排出流量調整手段の上流側に分岐
して他の排出流量調整手段を配置し、前記他の排出流量調整手段は、前記第１操作装置か
ら出力される操作信号に応じて、前記油圧シリンダのボトム側油室から排出される圧油の
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少なくとも一部を、その流量を調整してタンクに排出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、油圧アクチュエータから排出された圧油を他の油圧アクチュエータの
駆動に再生する場合としない場合とで、同様のアクチュエータ速度を確保でき、再生回路
用の電磁比例弁（電気駆動手段）を１個で構成することができる。この結果、良好な操作
性が実現できると共に、低コスト化と搭載性の向上が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を示す制御システムの
概略図である。
【図２】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を搭載した油圧ショベ
ルを示す側面図である。
【図３】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を構成する再生制御弁
の開口面積特性を示す特性図である。
【図４】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を構成するコントロー
ラのブロック図である。
【図５】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を示す制御システムの
概略図である。
【図６】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を構成するタンク側制
御弁の開口面積特性を示す特性図である。
【図７】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を構成する再生側制御
弁の開口面積特性を示す特性図である。
【図８】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第３の実施の形態を示す制御システムの
概略図である。
【図９】本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態を示す制御システムの
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の作業機械の油圧駆動システムの実施の形態を図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１は本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を示す制御システムの
概略図である。
【００１８】
　図１において、本実施の形態の油圧駆動システムは、メインの油圧ポンプ１及びパイロ
ットポンプ３を含むポンプ装置５０と、油圧ポンプ１から圧油が供給され、第１被駆動体
である油圧ショベルのブーム２０５（図２参照）を駆動するブームシリンダ４（第１油圧
アクチュエータ）と、油圧ポンプ１から圧油が供給され、第２被駆動体である油圧ショベ
ルのアーム２０６（図２参照）を駆動するアームシリンダ８（第２油圧アクチュエータ）
と、油圧ポンプ１からブームシリンダ４に供給される圧油の流れ（流量と方向）を制御す
る制御弁５（第１流量調整装置）と、油圧ポンプ１からアームシリンダ８に供給される圧
油の流れ（流量と方向）を制御する制御弁９（第２流量調整装置）と、ブームの動作指令
を出力し制御弁５を切り換える第１操作装置６と、アームの動作指令を出力し制御弁９を
切り換える第２操作装置１０とを備えている。油圧ポンプ１は図示しない他のアクチュエ
ータにも圧油が供給されるように図示しない制御弁にも接続されているが、それらの回路
部分は省略している。
【００１９】
　油圧ポンプ１は可変容量型であり、レギュレータ１ａを備え、コントローラ２７（後述
）からの制御信号によってレギュレータ１ａを制御することで油圧ポンプ１の傾転角（容
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量）が制御され、吐出流量が制御される。また、図示はしないが、レギュレータ１ａは公
知の如く、油圧ポンプ１の吐出圧が導かれ、油圧ポンプ１の吸収トルクが予め定めた最大
トルクを超えないように油圧ポンプ１の傾転角（容量）を制限するトルク制御部を有して
いる。油圧ポンプ１は圧油供給管路７ａ，１１ａを介して制御弁５，９に接続され、油圧
ポンプ１の吐出油は制御弁５，９に供給される。
【００２０】
　流量調整装置である制御弁５，９は、それぞれ、ボトム側管路１５，２０又はロッド側
管路１３，２１を介してブームシリンダ４及びアームシリンダ８のボトム側油室或いはロ
ッド側油室に接続され、制御弁５，９の切換位置に応じて、油圧ポンプ１の吐出油は制御
弁５，９からボトム側管路１５，２０又はロッド側管路１３，２１を介してブームシリン
ダ４及びアームシリンダ８のボトム側油室或いはロッド側油室に供給される。ブームシリ
ンダ４から排出された圧油は、少なくともその一部が制御弁５からタンク管路７ｂを介し
てタンクに環流される。アームシリンダ８から排出された圧油は、その全てが制御弁９か
らタンク管路１１ｂを介してタンクに環流される。
【００２１】
　なお、本実施の形態においては、油圧ポンプ１から各油圧アクチュエータ４，８に供給
される圧油の流れ（流量と方向）を制御する流量調整装置を、それぞれ１つの制御弁５，
９で構成する場合を例に説明するが、これに限るものではない。流量調整装置は、複数の
バルブで供給する構成でも良いし、供給と排出を別々のバルブで構成するものでも良い。
【００２２】
　第１及び第２操作装置６，１０は、それぞれ、操作レバー６ａ，１０ａとパイロット弁
６ｂ，１０ｂとを有し、パイロット弁６ｂ，１０ｂは、それぞれ、パイロット管路６ｃ，
６ｄ及びパイロット管路１０ｃ，１０ｄを介して制御弁５の操作部５ａ，５ｂ及び制御弁
９の操作部９ａ，９ｂに接続されている。
【００２３】
　操作レバー６ａがブーム上げ方向BU（図示左方向）に操作されると、パイロット弁６ｂ
は操作レバー６ａの操作量に応じた操作パイロット圧Pbuを生成し、この操作パイロット
圧Pbuはパイロット管路６ｃを介して制御弁５の操作部５ａに伝えられ、制御弁５はブー
ム上げ方向（図示右側の位置）に切り換えられる。操作レバー６ａがブーム下げ方向BD（
図示右方向）に操作されると、パイロット弁６ｂは操作レバー６ａの操作量に応じた操作
パイロット圧Pbdを生成し、この操作パイロット圧Pbdはパイロット管路６ｄを介して制御
弁５の操作部５ｂに伝えられ、制御弁５はブーム下げ方向（図示左側の位置）に切り換え
られる。
【００２４】
　操作レバー１０ａがアームクラウド方向AC（図示右方向）に操作されると、パイロット
弁１０ｂは操作レバー１０ａの操作量に応じた操作パイロット圧Pacを生成し、この操作
パイロット圧Pacはパイロット管路１０ｃを介して制御弁９の操作部９ａに伝えられ、制
御弁９はアームクラウド方向（図示左側の位置）に切り換えられる。操作レバー１０ａが
アームダンプ方向AD（図示左方向）に操作されると、パイロット弁１０ｂは操作レバー１
０ａの操作量に応じた操作パイロット圧Padを生成し、この操作パイロット圧Padはパイロ
ット管路１０ｄを介して制御弁９の操作部９ｂに伝えられ、操作弁９はアームダンプ方向
（図示右側の位置）に切り換えられる。
【００２５】
　ブームシリンダ４のボトム側管路１５とロッド側管路１３との間、アームシリンダ８の
ボトム側管路２０とロッド側管路２１との間には、それぞれ、メイクアップ付きオーバー
ロードリリーフ弁１２，１９が接続されている。メイクアップ付きオーバーロードリリー
フ弁１２，１９は、ボトム側管路１５，２０及びロッド側管路１３，２１の圧力が上がり
すぎることにより油圧回路機器が損傷することを防ぐ機能と、ボトム側管路１５，２０及
びロッド側管路１３，２１が負圧になることによりキャビテーションが発生することを低
減する機能を有している。
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【００２６】
　なお、本実施の形態は、ポンプ装置５０が１つのメインポンプ（油圧ポンプ１）を含む
場合のものであるが、ポンプ装置５０は複数（例えば２つ）のメインポンプを含み、制御
弁５，９に別々のメインポンプを接続し、ブームシリンダ４とアームシリンダ８に別々の
メインポンプから圧油を供給するようにしても良い。
【００２７】
　図２は、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を搭載した油圧ショ
ベルを示す側面図である。
【００２８】
　油圧ショベルは下部走行体２０１と上部旋回体２０２とフロント作業機２０３を備えて
いる。下部走行体２０１は左右のクローラ式走行装置２０１ａ，２０１ａ（片側のみ図示
）を有し、左右の走行モータ２０１ｂ，２０１ｂ（片側のみ図示）により駆動される。上
部旋回体２０２は下部走行体２０１上に旋回可能に搭載され、旋回モータ２０２ａにより
旋回駆動される。フロント作業機２０３は上部旋回体２０２の前部に俯仰可能に取り付け
られている。上部旋回体２０２にはキャビン（運転室）２０２ｂが備えられ、キャビン２
０２ｂ内には上記第１及び第２操作装置６，１０や図示しない走行用の操作ペダル装置等
の操作装置が配置されている。
【００２９】
　フロント作業機２０３はブーム２０５（第１被駆動体）、アーム２０６（第２被駆動体
）、バケット２０７を有する多関節構造であり、ブーム２０５はブームシリンダ４の伸縮
により上部旋回体２０２に対して上下方向に回動し、アーム２０６はアームシリンダ８の
伸縮によりブーム２０５に対して上下及び前後方向に回動し、バケット２０７はバケット
シリンダ２０８の伸縮によりアーム２０６に対して上下及び前後方向に回動する。
【００３０】
　図１では、左右の走行モータ２０１ｂ，２０１ｂ、旋回モータ２０２ａ、バケットシリ
ンダ２０８等の油圧アクチュエータに係わる回路部分を省略して示している。
【００３１】
　ここで、ブームシリンダ４は、第１操作装置６の操作レバー６ａがブーム下げ方向（第
１被駆動体の自重落下方向）BDに操作されたときに、ブーム２０５を含むフロント作業機
２０３の重量に基づく自重落下により、ボトム側油室から圧油を排出しロッド側油室から
圧油を吸入する油圧シリンダである。
【００３２】
　図１に戻り、本発明の油圧駆動システムは、上述した構成要素に加えて、ブームシリン
ダ４のボトム側管路１５に配置され、ブームシリンダ４のボトム側油室から排出される圧
油の流量を、制御弁５側（タンク側）とアームシリンダ８の圧油供給管路１１ａ側（再生
通路側）とに分配調整可能とする２位置３ポートの再生制御弁１７と、再生制御弁１７の
一方の出口ポートに一端側が接続され他端側が圧油供給管路１１ａに接続される再生通路
１８と、ブームシリンダ４のボトム側管路１５及びロッド側管路１３からそれぞれ分岐し
、ボトム側管路１５及びロッド側管路１３とを接続する連通通路１４と、連通通路１４に
配置され、第１操作装置６のブーム下げ方向BDの操作パイロット圧Pbd（操作信号）に基
づいて開弁し、ブームシリンダ４のボトム側油室の排出油の一部をブームシリンダ４のロ
ッド側油室に再生して供給するとともに、ブームシリンダ４のボトム側油室をロッド側油
室に連通させることでロッド側油室の負圧の発生を防止する連通制御弁１６と、電磁比例
弁２２と、圧力センサ２３，２４，２５，２６と、コントローラ２７とを備えている。
【００３３】
　再生制御弁１７は、ブームシリンダ４のボトム側油室からの排出油をタンク側（制御弁
５側）と再生通路１８側とに流すことができるようタンク側通路（第１絞り）と再生側通
路（第２絞り）とを有している。再生制御弁１７のストロークは１個の電磁比例弁２２（
電気駆動手段）によって制御される。再生制御弁１７の他方の出口ポートは、制御弁５の
ポートと接続している。本実施の形態においては、再生制御弁１７が、ブームシリンダ４



(8) JP 6291394 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

のボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部を再生通路１８を介して油圧ポンプ
１とアームシリンダ８の間に、その流量を調整して供給する再生流量調整手段と、ブーム
シリンダ４のボトム側油室から排出される圧油の少なくとも一部を、その流量を調整して
タンクに排出する排出流量調整手段とを構成する。
【００３４】
　連通制御弁１６は操作部１６ａを有し、第１操作装置６のブーム下げ方向BDの操作パイ
ロット圧Pbdが操作部１６ａに伝えられることにより開弁する。
【００３５】
　圧力センサ２３はパイロット管路６ｄに接続され、第１操作装置６のブーム下げ方向BD
の操作パイロット圧Pbdを検出し、圧力センサ２５はブームシリンダ４のボトム側管路１
５に接続され、ブームシリンダ４のボトム側油室の圧力を検出し、圧力センサ２６はアー
ムシリンダ８側の圧油供給管路１１ａに接続され、油圧ポンプ１の吐出圧を検出する。圧
力センサ２４は、第２操作装置１０のパイロット管路１０ｄに接続され、第２操作装置１
０のアームダンプ方向の操作パイロット圧Padを検出する。
【００３６】
　コントローラ２７は、圧力センサ２３，２４，２５，２６からの検出信号１２３，１２
４，１２５，１２６を入力し、それらの信号に基づいて所定の演算を行い、電磁比例弁２
２とレギュレータ１ａに制御指令を出力する。
【００３７】
　電気駆動手段としての電磁比例弁２２はコントローラ２７からの制御指令により動作す
る。電磁比例弁２２は、パイロット油圧源であるパイロットポンプ３から供給された圧油
の１次圧を所望の圧力（２次圧）に変換して再生制御弁１７の操作部１７ａに出力し、再
生制御弁１７のストロークを制御することで開度（開口面積）を制御する。
【００３８】
　図３は、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を構成する再生制御
弁の開口面積特性を示す特性図である。図３の横軸は再生制御弁１７のスプールストロー
クを示し、縦軸は開口面積を示している。
【００３９】
　図３において、スプールストロークが最小の場合（ノーマル位置にある場合）は、タン
ク側通路が開いており開口面積は最大であり、再生側通路が閉じ開口面積はゼロである。
ストロークを徐々に増やしてゆくと、タンク側通路の開口面積が徐々に減少し、再生側通
路が開いて開口面積が徐々に増加してゆく。ストロークを更に増加させると、タンク側通
路が閉じ（開口面積がゼロとなり）、再生側通路の開口面積は更に増加してゆく。このよ
うに構成されている結果、スプールストロークが最小の場合は、ブームシリンダ４のボト
ム側油室から排出された圧油は再生されることなく、全量が制御弁５側に流入し、ストロ
ークを徐々に右に動かしていくと、ブームシリンダ４のボトム側油室から排出された圧油
の一部が再生通路１８に流入する。また、ストロークを調整することにより、タンク側通
路と再生側通路１８の開口面積を変化させることができ、再生流量を制御することができ
る。
【００４０】
　次に、ブーム下げのみを行う場合の動作の概要について説明する。　
　図１において、第１操作装置６の操作レバー６ａがブーム下げ方向BDに操作された場合
、第１操作装置６のパイロット弁６ｂから発生した操作パイロット圧Pbdは制御弁５の操
作部５ｂと連通制御弁１６の操作部１６ａに入力される。それにより制御弁５は図示左側
の位置に切換られ、ボトム管路１５がタンク管路７ｂと連通することにより、ブームシリ
ンダ４のボトム側油室から圧油がタンクに排出され、ブームシリンダ４のピストンロッド
が縮小動作（ブーム下げ動作）を行う。
【００４１】
　さらに連通制御弁１４が図示下側の連通位置に切換られることにより、ブームシリンダ
４のボトム側管路１５をロッド側管路１３に連通し、ブームシリンダ４のボトム側油室の
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排出油の一部をブームシリンダ４のロッド側油に供給する。このことにより、ロッド側油
室での負圧の発生を防止すると共に、油圧ポンプ１から圧油を供給する必要がなくなるの
で、油圧ポンプ１の出力が抑制され燃費を低減できる。
【００４２】
　次に、ブーム下げとアームの駆動を同時に行う場合の動作の概要について説明する。な
お、原理としてはアームダンプをする場合とクラウドする場合で同様のため、アームダン
プ動作を例に説明する。
【００４３】
　第１操作装置６の操作レバー６ａがブーム下げ方向BDに操作され、同時に第２操作装置
１０の操作レバー１０ａがアームダンプ方向ADに操作された場合、第１操作装置６のパイ
ロット弁６ｂから発生した操作パイロット圧Pbdは制御弁５の操作部５ｂと連通制御弁１
６の操作部１６ａに入力される。それにより制御弁５は図示左側の位置に切換られ、ボト
ム管路１５がタンク管路７ｂと連通することにより、ブームシリンダ４のボトム側油室か
ら圧油がタンクに排出され、ブームシリンダ４のピストンロッドが縮小動作（ブーム下げ
動作）を行う。
【００４４】
　第２操作装置１０のパイロット弁１０ｂから発生した操作パイロット圧Padは制御弁９
の操作部９ｂに入力される。それにより制御弁９は切換られ、ボトム管路２０がタンク管
路１１ｂと連通しかつロッド管路２１が圧油供給管路１１ａと連通することにより、アー
ムシリンダ８のボトム側油室の圧油はタンクに排出され、油圧ポンプ１からの吐出油がア
ームシリンダ８のロッド側油室に供給される。この結果、アームシリンダ８のピストンロ
ッドは縮小動作を行う。
【００４５】
　コントローラ２７には圧力センサ２３，２４，２５，２６からの検出信号１２３，１２
４，１２５，１２６が入力され、後述する制御ロジックによって、電磁比例弁２２と油圧
ポンプ１のレギュレータ１ａに制御指令を出力する。
【００４６】
　電磁比例弁２２は制御指令に応じた制御圧力（２次圧）を生成し、この制御圧力により
再生制御弁１７は制御され、ブームシリンダ４のボトム側油室から排出された圧油の一部
或いは全部が再生制御弁１７を介しアームシリンダ８に再生して供給される。
【００４７】
　油圧ポンプ１のレギュレータ１ａは制御指令に基づいて油圧ポンプ１の傾転角を制御し
、アームシリンダ８の目標速度を保つよう適切にポンプ流量を制御する。
【００４８】
　次に、コントローラ２７の制御機能について説明する。コントローラ２７は、概略、以
下の２つの機能を有している。
【００４９】
　まず、コントローラ２７は、第１操作装置６がブーム２０５（第１被駆動体）の自重落
下方向であるブーム下げ方向BDに操作され、これと同時に第２操作装置１０が操作された
とき、ブームシリンダ４のボトム側油室の圧力が油圧ポンプ１とアームシリンダ８との間
の圧油供給管路１１ａの圧力より高い場合に再生制御弁１７をノーマル位置から切り換え
ることにより、ブームシリンダ４のボトム側油室からの排出油がアームシリンダのロッド
側油室に再生される。このとき、ブームシリンダ４のボトム側油室の圧力と油圧ポンプ１
とアームシリンダ８との間の圧油供給管路１１ａの圧力との差圧を算出し、この差圧に応
じて再生制御弁１７の開度を制御する。
【００５０】
　具体的には、差圧が小さいときには再生制御弁１７のストロークを小さくして再生側通
路の開口面積を絞るとともに、タンク側通路の開口面積を広くする。差圧が大きくなるに
従って、再生側通路の開口面積を広くし、タンク側通路の開口面積を絞る。差圧が一定値
以上に大きいときに、再生側通路の開口面積を最大値として、タンク側開口を閉止するよ
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うに制御する。このように制御することで、再生制御弁１７の切換ショックを抑制する。
【００５１】
　ブーム下げ操作とアーム駆動を同時に行った場合、動き始めは差圧が小さく、時間が経
つにつれて差圧が大きくなる。そのため、差圧に応じて再生側通路の開口面積を徐々に開
くことにより、切換ショックが抑えられ、良好な操作性を実現できる。
【００５２】
　さらに、差圧が小さい場合は、再生側開口を広くしても再生流量が少ないことから、ブ
ームシリンダのピストンロッドの速度が遅くなることがある。そのため、差圧が小さい場
合は、タンク側通路の開口面積を広くすることで、ボトム側油室からの排出流量を増加さ
せ、ブームシリンダのピストンロッドの速度をオペレータの望む速度にするように制御し
ている。一方、差圧が大きい場合は、再生流量が十分多くなることから、タンク側通路の
開口を絞ることで、ブームシリンダのピストンロッドの速度が速くなり過ぎることを防止
している。
【００５３】
　また、コントローラ２７は、再生制御弁１７を制御してブームシリンダ４のボトム側油
室から油圧ポンプ１とアームシリンダ８との間の圧油供給管路１１ａに圧油を供給すると
き、ブームシリンダ４のボトム側油室から圧油供給管路１１ａに供給される再生流量分、
油圧ポンプ１の容量を減少させるように制御する。
【００５４】
　このことにより、油圧アクチュエータから排出された圧油を他の油圧アクチュエータの
駆動に再生する場合としない場合や、圧油の再生流量の多少に関わらず、同様のアクチュ
エータ速度（ブームシリンダ４のピストンロッド速度）を確保することができる。この結
果、いずれの場合でも、同様のブームの落下速度を実現できる。
【００５５】
　図４は、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態を構成するコントロ
ーラのブロック図である。
【００５６】
　図４に示すように、コントローラ２７は、加算器１３０、関数発生器１３１、関数発生
器１３３、関数発生器１３４、関数発生器１３５、乗算器１３６、乗算器１３８、関数発
生器１３９、乗算器１４０、乗算器１４２、加算器１４４、出力変換部１４６を有してい
る。
【００５７】
　図４において、検出信号１２３は第１操作装置６の操作レバー６ａのブーム下げ方向の
操作パイロット圧Pbdを圧力センサ２３により検出した信号（レバー操作信号）であり、
検出信号１２４は第２操作装置１０の操作レバー１０ａのアームダンプ方向の操作パイロ
ット圧Padを圧力センサ２４により検出した信号（レバー操作信号）であり、検出信号１
２５はブームシリンダ４のボトム側油室の圧力（ボトム側管路１５の圧力）を圧力センサ
２５により検出した信号（ボトム圧信号）であり、検出信号１２６は油圧ポンプ１の吐出
圧（圧油供給管路１１ａの圧力）を圧力センサ２６により検出した信号（ポンプ圧信号）
である。
【００５８】
　加算器１３０には、ボトム圧信号１２５及びポンプ圧信号１２６が入力され、ボトム圧
信号１２５とポンプ圧信号１２６の偏差（ブームシリンダ４のボトム側油室の圧力と油圧
ポンプ１の吐出圧との差圧）が求められ、この差圧信号が関数発生器１３１と関数発生器
１３２に入力される。
【００５９】
　関数発生器１３１は、加算器１３０で求めた差圧信号に応じた再生制御弁１７の再生側
通路の開口面積を算出するものであり、図３に示した再生制御弁１７の開口面積特性を基
に特性が設定されている。具体的には、差圧が小さい場合には、再生制御弁１７のストロ
ークを小さくして再生側通路の開口面積を絞り、タンク側通路の開口面積を広げる。一方
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差圧が大きい場合には、再生通路側の開口面積を広くし、差圧が一定値に達すると再生側
通路の開口面積を最大として、タンク側通路の開口を閉じるように制御する。
【００６０】
　関数発生器１３３は、加算器１３０で求めた差圧信号に応じた油圧ポンプ１の低減流量
（以下ポンプ低減流量という）を求めるものである。関数発生器１３１の特性により差圧
が大きくなるほど再生側通路の開口面積が大きくなり再生流量が増加する。このことから
、差圧が大きくなるほど、ポンプ低減流量も多くなるように設定している。
【００６１】
　関数発生器１３４は、第１操作装置６のレバー操作信号１２３に応じて乗算器で用いる
係数を算出するものであり、レバー操作信号１２３が０のときに最小値０を出力し、レバ
ー操作信号１２３の増加にともなって出力を増大させ最大値として１を出力する。
【００６２】
　乗算器１３６は、関数発生器１３１で算出された開口面積と関数発生器１３４で算出さ
れた値とを入力し、乗算値を開口面積として出力する。ここで、第１操作装置６のレバー
操作信号１２３が小さい場合は、ブームシリンダ４のピストンロッド速度を遅くする必要
があるので、再生流量も減らすことが要求される。このため、関数発生器１３４は０以上
１以下の範囲から小さい値を出力し、関数発生器１３１で算出された開口面積をさらに小
さな値として出力する。
【００６３】
　一方、第１操作装置６のレバー操作信号１２３が大きい場合は、ブームシリンダ４のピ
ストンロッド速度を速くする必要があるので、再生流量も増加できる。このため、関数発
生器１３４は０以上１以下の範囲から大きい値を出力し、関数発生器１３１で算出された
開口面積の減少量を減らし、大きな開口面積の値を出力する。
【００６４】
　乗算器１３８は、関数発生器１３３で算出されたポンプ低減流量と関数発生器１３４で
算出された値とを入力し、乗算値をポンプ低減流量として出力する。ここで、第１操作装
置６のレバー操作信号１２３が小さい場合は、再生流量も少ないので、ポンプ低減流量も
少なく設定することが要求される。このため、関数発生器１３４は０以上１以下の範囲か
ら小さい値を出力し、関数発生器１３３で算出されたポンプ低減流量をさらに小さな値と
して出力する。
【００６５】
　一方、第１操作装置６のレバー操作信号１２３が大きい場合は、再生流量が多くなり、
ポンプ低減流量も大きく設定する必要がある。このため、関数発生器１３４は０以上１以
下の範囲から大きい値を出力し、関数発生器１３３で算出されたポンプ低減流量の減少量
を減らし、大きなポンプ低減流量の値を出力する。
【００６６】
　関数発生器１３５は、第２操作装置１０のレバー操作信号１２４に応じて乗算器で用い
る係数を算出するものであり、レバー操作信号１２４が０のときに最小値０を出力し、レ
バー操作信号１２４の増加にともなって出力を増大させ最大値として１を出力する。
【００６７】
　乗算器１４０は、乗算器１３６で算出された開口面積と関数発生器１３５で算出された
値とを入力し、乗算値を開口面積として出力する。ここで、第２操作装置１０のレバー操
作信号１２４が小さい場合は、アームシリンダ４のピストンロッド速度を遅くする必要が
あるので、再生流量も減らすことが要求される。このため、関数発生器１３５は０以上１
以下の範囲から小さい値を出力し、乗算器１３６で補正された開口面積をさらに小さな値
として出力する。
【００６８】
　一方、第２操作装置１０のレバー操作信号１２４が大きい場合は、アームシリンダ４の
ピストンロッド速度を速くする必要があるので、再生流量も増加できる。このため、関数
発生器１３５は０以上１以下の範囲から大きい値を出力し、乗算器１３６で補正された開
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口面積の減少量を減らし、大きな開口面積の値を出力する。
【００６９】
　乗算器１４２は、乗算器１３８で算出されたポンプ低減流量と関数発生器１３５で算出
された値とを入力し、乗算値をポンプ低減流量として出力する。ここで、第２操作装置１
０のレバー操作信号１２４が小さい場合は、再生流量も少ないので、ポンプ低減流量も少
なく設定することが要求される。このため、関数発生器１３５は０以上１以下の範囲から
小さい値を出力し、乗算器１３８で補正されたポンプ低減流量をさらに小さな値として出
力する。
【００７０】
　一方、第２操作装置１０のレバー操作信号１２４が大きい場合は、再生流量が多くなり
、ポンプ低減流量も大きく設定する必要がある。このため、関数発生器１３５は０以上１
以下の範囲から大きい値を出力し、乗算器１３８で補正されたポンプ低減流量の減少量を
減らし、大きなポンプ低減流量の値を出力する。
【００７１】
　なお、ブームシリンダ４のボトム側油室からの排出油を、アームシリンダ８のくどうに
再生する場合としない場合とで、ブームシリンダ４のピストンロッド速度が大きく変わら
ないように、関数発生器１３１、１３３、１３４、１３５の各設定テーブルを調整するこ
とが望ましい。また、ブームシリンダ４のボトム側油室からの排出油をアームシリンダ８
に再生する動作は、主に水平引き動作であるため、このときのブームシリンダ８のボトム
側油室の圧力とアームシリンダ８のロッド側油室の圧力とは、ある程度の決まった傾向の
値になる。このため、水平引き動作時の各部圧力を採取して、圧力波形を分析して、上述
の関数発生器の設定テーブルを調整すれば、再生制御弁１７の開口面積を最適な値に設定
できる。
【００７２】
　関数発生器１３９は、第２操作装置１０のレバー操作信号１２４に応じてポンプ要求流
量を算出するものである。レバー操作信号１２４が０の場合には、最低限の流量を油圧ポ
ンプ１から出力するような特性が設定されている。これは、第２操作装置１０の操作レバ
ー１０ａを入れたときの応答性を良くすることと、油圧ポンプ１の焼付きを防止すること
を目的としてしる。また、レバー操作信号１２４の増加に伴って油圧ポンプ１の吐出流量
を増加させ、アームシリンダ８に流入する圧油の流量を増やす。このことにより、操作量
に応じたアームシリンダ８のピストンロッド速度を実現する。
【００７３】
　加算器１４４には、乗算器１４２で算出されたポンプ低減流量と関数発生器１３９で算
出されたポンプ要求流量とが入力され、ポンプ要求流量からポンプ低減流量すなわち再生
流量が減算されて目標ポンプ流量が算出される。
【００７４】
　出力変換部１４６には、乗算器１４０からの出力と加算器１４４からの出力が入力され
、それぞれ電磁比例弁２２への電磁弁指令２２２及び油圧ポンプ１のレギュレータ１ａへ
の傾転指令２０１が出力される。
【００７５】
　このことにより、電磁比例弁２２は、パイロットポンプ３から供給された圧油の１次圧
を所望の圧力（２次圧）に変換して再生制御弁１７の操作部１７ａに出力し、再生制御弁
１７のストロークを制御することで開度（開口面積）を制御する。また、レギュレータ１
ａが油圧ポンプ１の傾転角（容量）を制御することで、吐出流量が制御される。この結果
、油圧ポンプ１は、ブームシリンダ４のボトム側から圧油供給管路１１ａに供給される再
生流量分、容量を減少させるように制御される。
【００７６】
　次に、コントローラ２７の動作について説明する。
【００７７】
　第１操作装置６の操作レバー６ａをブーム下げ方向BDに操作することにより、圧力セン
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サ２３により検出された操作パイロット圧Pbdの信号はレバー操作信号１２３としてコン
トローラ２７に入力される。第２操作装置１０の操作レバー１０ａをアームダンプ方向AD
に操作することにより、圧力センサ２４により検出された操作パイロット圧Padの信号は
レバー操作信号１２４としてコントローラ２７に入力される。また、圧力センサ２５，２
６により検出されたブームシリンダ４のボトム側油室の圧力、油圧ポンプ１の吐出圧の各
信号はボトム圧信号１２５、ポンプ圧信号１２６としてコントローラ２７に入力される。
【００７８】
　ボトム圧信号１２５とポンプ圧信号１２６とが加算器１３０に入力され、差圧信号を算
出する。差圧信号は関数発生器１３１と関数発生器１３３に入力され、それぞれ再生制御
弁１７の再生側通路の開口面積とポンプ低減流量とを算出する。
【００７９】
　レバー操作信号１２３が関数発生器１３４に入力され、関数発生器１３４は、レバー操
作量に応じた補正信号を算出し、乗算器１３６と乗算器１３８へ出力する。乗算器１３６
は関数発生器１３１から出力される再生側通路の開口面積を補正し、乗算器１３８は関数
発生器１３３から出力されるポンプ低減流量を補正する。
【００８０】
　同様にレバー操作信号１２４が関数発生器１３５に入力されると、関数発生器１３５は
、レバー操作量に応じた補正信号を算出し、乗算器１４０と乗算器１４２へ出力する。乗
算器１４０は乗算器１３６から出力される補正された再生側通路の開口面積を更に補正し
て出力変換部１４６へ出力し、乗算器１４２は乗算器１３８から出力される補正されたポ
ンプ低減流量を更に補正して加算器１４４へ出力する。
【００８１】
　出力変換部１４６は、補正された再生側通路の開口面積を電磁弁指令２２２に変換し、
電磁比例弁２２に出力する。このことにより再生制御弁１７のストロークが制御される。
この結果、再生制御弁１７はブームシリンダ４のボトム側油室の圧力と油圧ポンプ１の吐
出圧との差圧に応じた開口面積に設定され、ブームシリンダ４のボトム側油室からの排出
油がアームシリンダ８へ再生される。
【００８２】
　レバー操作信号１２４が関数発生器１３９に入力され、関数発生器１３９は、レバー操
作量に応じたポンプ要求流量を算出して加算器１４４へ出力する。
【００８３】
　演算されたポンプ要求流量とポンプ低減流量とが加算器１４４へ入力され、ポンプ要求
流量からポンプ低減流量すなわち再生流量を減算して目標ポンプ流量を算出して出力変換
部１４６へ出力する。
【００８４】
　出力変換部１４６は、この目標ポンプ流量を油圧ポンプ１の傾転指令２０１に変換し、
レギュレータ１ａに出力する。このことにより、アームシリンダ８は第２操作装置１０の
操作信号（操作パイロット圧Pad）に応じた所望の速度に制御されるとともに、再生流量
分油圧ポンプ１の吐出流量を低減することにより、油圧ポンプ１を駆動するエンジンの燃
費を低減し、省エネルギ化を図ることが可能となる。
【００８５】
　以上の動作により、再生制御弁１７は、ブームシリンダ４のボトム側油室の圧力と油圧
ポンプ１の吐出圧との差圧に応じて、再生側通路の開口面積を徐々に増加させていくので
、切換ショックが抑制され、良好な操作性が実現できる。また、上述した差圧と、第１操
作装置６の操作量と、第２操作装置１０の操作量とがいずれも小さいときには、再生制御
弁１７の再生側通路の開口面積を小さく設定し、タンク側通路の開口面積を大きく設定す
るので、再生流量が少なくても、タンク側流量が多くなる。このことにより、オペレータ
の望むブームシリンダのピストンロッド速度が確保できる。
【００８６】
　一方、差圧と、第１操作装置６の操作量と、第２操作装置１０の操作量とが大きいとき
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には、再生制御弁１７の再生側通路の開口面積を大きく設定し、タンク側通路の開口面積
を小さく設定するので、ブームシリンダのピストンロッド速度が速くなり過ぎることを抑
制し、オペレータの望むブームシリンダのピストンロッド速度を確保できる。また、再生
流量に応じて油圧ポンプ１の吐出流量を低減することにより、アームシリンダ８のピスト
ンロッド速度に関してもオペレータの望む速度を確保できる。
【００８７】
　このことにより、油圧アクチュエータから排出された圧油を他の油圧アクチュエータの
駆動に再生する場合としない場合や、圧油の再生流量の多少に関わらず、同様のアクチュ
エータ速度（ブームシリンダ４のピストンロッド速度）を確保することができる。この結
果、いずれの場合でも、同様のブームの落下速度を実現できる。
【００８８】
　上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第１の実施の形態によれば、油圧アク
チュエータ４から排出された圧油を他の油圧アクチュエータ８の駆動に再生する場合とし
ない場合とで、同様のアクチュエータ速度を確保でき、再生回路用の電磁比例弁２２（電
気駆動手段）を１個で構成することができる。この結果、良好な操作性が実現できると共
に、低コスト化と搭載性の向上が図れる。
【実施例２】
【００８９】
　以下、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を図面を用いて説明す
る。図５は本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を示す制御システム
の概略図、図６は本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態を構成するタ
ンク側制御弁の開口面積特性を示す特性図、図７は本発明の作業機械の油圧駆動システム
の第２の実施の形態を構成する再生側制御弁の開口面積特性を示す特性図である。図５乃
至図７において、図１乃至図４に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、その詳
細な説明は省略する。
【００９０】
　本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態においては、図１に示す再生
制御弁１７に替えてボトム側管路１５に排出流量調整手段としてタンク側制御弁４１を、
再生通路１８に再生流量調整手段として再生側制御弁４０をそれぞれ備えた点が第１の実
施の形態と異なる。タンク側制御弁４１のストロークと再生側制御弁４０のストロークと
は１個の電磁比例弁２２によって制御される。
【００９１】
　電気駆動手段としての電磁比例弁２２はコントローラ２７からの制御指令により動作す
る。電磁比例弁２２は、パイロットポンプ３から供給された圧油の１次圧を所望の圧力（
２次圧）に変換してタンク側制御弁４１の操作部４１ａと再生側制御弁４０の操作部４０
ａとに出力し、タンク側制御弁４１のストロークと再生側制御弁４０のストロークとを制
御することでそれぞれの弁の開度（開口面積）を制御する。
【００９２】
　図６はタンク側制御弁４１の開口面積特性を示し、図７は再生側制御弁４０開口面積特
性をそれぞれ示している。これらの横軸は各弁のスプールストロークを示し、縦軸は開口
面積を示している。これらの特性は、図３に示す第１の実施の形態における再生制御弁１
７の特性において、タンク側と再生側に分離したものと同等に形成されている。
【００９３】
　本実施の形態においては、再生側通路の開口面積とタンク側通路の開口面積とを独立し
て制御できるので、さらに燃費の向上を図ることができる。
【００９４】
　上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態によれば、上述した
第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００９５】
　また、上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第２の実施の形態によれば、再
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生側通路の開口面積とタンク側通路の開口面積の設計上の自由度が上がるので、より細か
いマッチング設定が可能になる。この結果、燃費低減効果をさらに向上させることができ
る。
【実施例３】
【００９６】
　以下、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第３の実施の形態を図面を用いて説明す
る。図８は本発明の作業機械の油圧駆動システムの第３の実施の形態を示す制御システム
の概略図である。図８において、図１乃至図７に示す符号と同符号のものは同一部分であ
るので、その詳細な説明は省略する。
【００９７】
　本発明の作業機械の油圧駆動システムの第３の実施の形態においては、図１に示す再生
制御弁１７に替えて、再生制御弁１７の弁部と同じスプール等の構成を備えた弁部４２Ｂ
と、弁部４２Ｂに組み込まれ、コントローラ２７から直接制御される電磁ソレノイド部４
２Ａとを備えた電磁比例弁からなる再生制御弁４２を設けた点が第１の実施の形態と異な
る。本実施の形態において、電気駆動手段は、電磁ソレノイド部４２Ａが該当する。また
、再生流量調整手段と、排出流量調整手段とは、再生制御弁４２が構成する。
【００９８】
　本実施の形態においては、電磁比例弁２２を配置する必要がないので、さらなる搭載性
の向上が図れる。
【００９９】
　上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第３の実施の形態によれば、上述した
第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【実施例４】
【０１００】
　以下、本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態を図面を用いて説明す
る。図９は本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態を示す制御システム
の概略図である。図９において、図１乃至図８に示す符号と同符号のものは同一部分であ
るので、その詳細な説明は省略する。
【０１０１】
　本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態においては、図１に示す再生
制御弁１７とブームシリンダ４のボトム側油室との間のボトム側管路１５に、ブームシリ
ンダ４のボトム側油室からの排出油をタンクに排出可能とする制御弁４３を設けた点が第
１の実施の形態と異なる。本実施の形態において、再生流量調整手段は、再生制御弁１７
が構成し、排出流量調整手段は、再生制御弁１７と制御弁４３とが構成する
　制御弁４３は、操作部４３ａを有し、第１操作装置６のブーム下げ方向BDの操作パイロ
ット圧Pbdが操作部４３ａに伝えられることにより開弁し、ブームシリンダ４のボトム側
油室からの排出油をタンクに排出する。制御弁４３の開口面積は、制御弁５のタンク管路
７ｂに接続される開口面積より十分に小さく設定されている。
【０１０２】
　本実施の形態のように構成することで、例えば、制御弁９が閉止しているブーム下げ単
独動作中に、万が一再生制御弁１７がコントローラ２７等の故障により不用意に切り替わ
り、ボトム側油室の排出場所がなくなった場合でも、制御弁４３から排出できるので、ブ
ームの急停止を防止できる。
【０１０３】
　なお、ブームシリンダ４の上げ動作時に圧油を供給するための制御弁は、通常２個以上
で構成することが多い。このため、２個以上の制御弁のいずれか１個に上述した制御弁４
３のような機能を持たせるように構成しても良い。この場合には、制御弁４３を回路上に
追設する必要がなく、従来から配置されている制御弁を流用できる。
【０１０４】
　上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態によれば、上述した
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第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０５】
　また、上述した本発明の作業機械の油圧駆動システムの第４の実施の形態によれば、コ
ントローラの故障等が発生した場合であっても、作業機械の油圧駆動システムの安定した
稼動を可能にする。
【０１０６】
　また、本発明は、上記の各実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲内の様々な変形例が含まれる。例えば、上記実施の形態では、本発明を油圧ショベ
ルに適用した場合について説明したが、本発明は、第１操作装置が第１被駆動体の自重落
下方向に操作されたときに、第１被駆動体の自重落下によりボトム側から圧油を排出しロ
ッド側から圧油を吸入する油圧シリンダを備える作業機械であれば、油圧クレーン、ホイ
ールローダ等、その他の作業機械にも適用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
１　　　　油圧ポンプ
１ａ　　　レギュレータ
３　　　　パイロットポンプ（パイロット油圧源）
４　　　　ブームシリンダ（第１油圧アクチュエータ）
５　　　　制御弁
６　　　　第１操作装置
６ａ　　　操作レバー
６ｂ　　　パイロット弁
６ｃ，６ｄ　パイロット管路
８　　　　アームシリンダ（第２油圧アクチュエータ）
９　　　　制御弁
１０　　　第１操作装置
１０ａ　　操作レバー
１０ｂ　　パイロット弁
１０ｃ，１０ｄ　パイロット管路
７ａ，１１ａ　圧油供給管路
７ｂ，１１ｂ　タンク管路
１２　　　メイクアップ付きオーバーロードリリーフバルブ
１３　　　ロッド側管路
１４　　　連通通路
１５　　　ボトム側管路
１６　　　連通制御弁
１７　　　再生制御弁
１８　　　再生通路
１９　　　メイクアップ付きオーバーロードリリーフバルブ
２０　　　ボトム側管路
２１　　　ロッド側管路
２２　　　電磁比例弁（電気駆動手段）
２７　　　コントローラ
４０　　　再生側制御弁
４１　　　タンク側制御弁
４２　　　再生制御弁
４３　　　制御弁
１２３　　レバー操作信号
１２４　　レバー操作信号
１２５　　ボトム圧信号



(17) JP 6291394 B2 2018.3.14

10

１２６　　ポンプ圧信号
１３０　　加算器
１３１　　関数発生器
１３３　　関数発生器
１３４　　関数発生器
１３５　　関数発生器
１３６　　乗算器
１３８　　乗算器
１３９　　関数発生器
１４０　　乗算器
１４２　　乗算器
１４４　　加算器
１４６　　出力変換部
２０１　　傾転指令
２２２　　電磁弁指令
２０３　　フロント作業機
２０５　　ブーム（第１被駆動体）
２０６　　アーム（第２被駆動体）
２０７　　バケット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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