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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧ポンプと、この油圧ポンプから作動油の供給を受けるとともに内部の作動油を排出
することにより駆動される油圧アクチュエータとを有する油圧駆動装置であって、
　前記油圧ポンプに対しこの油圧ポンプを駆動可能となるように連結され、当該油圧ポン
プから作動油の供給を受けることにより駆動される回生モータと、
　前記油圧ポンプから油圧アクチュエータに作動油を供給するための供給油路と、前記油
圧アクチュエータから排出された戻り油をタンクに導く戻り油路と、これら両油路内を流
れる作動油の流量を同時に調整可能な給排調整部とを有する給排回路と、
　前記戻り油を前記給排調整部を介さずにタンクに導くように前記戻り油路から分岐する
導出油路と、
　前記戻り油を前記給排調整部を介さずに前記回生モータへ導く回生油路と、
　前記導出油路及び回生油路を流れる戻り油の流量をそれぞれ調整可能な分配流量調整手
段と、
　前記戻り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、前記給排調整部を
介してタンクに導かれるもの以外の戻り油のうち、回生油路に導くことができる回生流量
とこの回生流量以外の余剰流量とを前記油圧ポンプに要求される動力に基づいて特定し、
前記回生流量の戻り油を前記回生油路に導くとともに、前記余剰流量の戻り油が導出油路
に導かれるように前記分配流量調整手段を制御する制御部とを備えていることを特徴とす
る油圧駆動装置。



(2) JP 4844363 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記制御部は、前記回生モータに戻り油を回生しない場合における戻り油の流量である
回生可能流量によって前記油圧ポンプに生じさせ得る回生可能動力が、前記油圧ポンプに
目標となる流量を吐出させるために前記回生モータに要求される負荷動力以下である場合
に、前記回生可能流量以下の流量を前記回生流量に設定することを特徴とする請求項１に
記載の油圧駆動装置。
【請求項３】
　前記分配流量調整手段は、前記回生モータが受け入れる戻り油の流量が調整可能となる
ように前記回生モータの傾転を調整可能な傾転調整部と、前記導出油路に設けられた導出
弁とを備え、前記制御部は、前記回生可能流量が前記回生モータに予め設定された最大受
入流量以下である場合に、前記回生可能流量を受け入れることが可能となるように前記傾
転調整部を操作するとともに前記導出弁を全閉にすることを特徴とする請求項２に記載の
油圧駆動装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記回生可能流量が前記最大受入流量を超える場合に、前記最大受入流
量を回生流量に設定するとともに、前記回生可能流量から最大受入流量を減じた流量を前
記余剰流量として設定することを特徴とする請求項３に記載の油圧駆動装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記回生可能動力が負荷動力を超える場合に、当該負荷動力を生じさせ
るために前記回生モータに必要となる流量である必要流量以下の流量を前記回生流量に設
定することを特徴とする請求項２に記載の油圧駆動装置。
【請求項６】
　前記分配流量調整手段は、前記回生モータが受け入れる戻り油の流量が調整可能となる
ように前記回生モータの傾転を調整可能な傾転調整部と、前記導出油路に設けられた導出
弁とを備え、前記制御部は、前記必要流量が前記回生モータに予め設定された最大受入流
量を超える場合に、前記最大受入流量により規定される回生モータの最大傾転となるよう
に前記傾転調整部に操作するとともに、前記回生可能流量から最大受入流量を減じた流量
を流すことができるように前記導出弁の開口面積を調整することを特徴とする請求項５に
記載の油圧駆動装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記必要流量が最大受入流量以下である場合に、前記必要流量を回生流
量に設定するとともに、前記回生可能流量から必要流量を減じた流量を前記余剰流量に設
定することを特徴とする請求項６に記載の油圧駆動装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の油圧駆動装置と、作業アタッチメントとを備えた作
業機械であって、前記油圧アクチュエータは前記作業アタッチメントを駆動する油圧シリ
ンダからなり、前記制御部は、前記作業アタッチメントの自重が付加されて前記油圧シリ
ンダから排出される戻り油圧が当該油圧シリンダに供給される作動油圧を超える外力付加
期間中に、前記戻り油のうち前記油圧ポンプに要求される動力に基づいて前記戻り油のう
ち回生油路に導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを特定し、前記
回生流量の戻り油を前記回生油路に導くとともに、前記余剰流量の戻り油が前記導出油路
に導かれるように前記分配流量調整手段を制御することを特徴とする作業機械。
【請求項９】
　請求項１～７の何れか１項に記載の油圧駆動装置と、旋回体とを備えた作業機械であっ
て、前記油圧アクチュエータは前記旋回体を駆動する油圧モータからなり、前記制御部は
、旋回駆動に基づく前記旋回体の慣性力が付加されて前記油圧モータから排出される戻り
油圧が当該油圧モータに供給される作動油圧を超える外力付加期間中に、前記油圧ポンプ
に要求される動力に基づいて前記戻り油のうち回生油路に導くことができる回生流量とこ
の回生流量以外の余剰流量とを特定し、前記回生流量の戻り油を前記回生油路に導くとと
もに、前記余剰流量の戻り油が導出油路に導かれるように前記分配流量調整手段を制御す
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ることを特徴とする作業機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ポンプによって駆動される油圧アクチュエータからの戻り油を、前記油
圧ポンプの動力として回生する油圧駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、油圧ショベル等の作業機械には、油圧シリンダや油圧モータ等の油圧アクチュ
エータが設けられている。
【０００３】
　この種の油圧アクチュエータは、作動油の供給を受けるとともに作動油を排出すること
により駆動されるため、当該油圧アクチュエータを停止させる操作を行ない実際に油圧ア
クチュエータが停止するまでの間には、駆動対象物の自重やそれまでの駆動による慣性力
によって、油圧アクチュエータに供給された作動油よりも高圧の戻り油が油圧アクチュエ
ータから排出されることになる。
【０００４】
　従来、このような戻り油はタンクに回収されていたため、当該戻り油のもつエネルギー
は他に利用されることなくそのまま廃棄されていた。特に、メータアウト制御を行う場合
や油圧アクチュエータの背圧を保持する場合等においては、絞り弁等を介して戻り油をタ
ンクに回収することが行われるため、このときの戻り油のエネルギーは熱として廃棄され
ることになる。
【０００５】
　このような問題を解消すべく、例えば、特許文献１には、油圧アクチュエータからの戻
り油を油圧ポンプに駆動連結された油圧モータに導いて当該油圧モータを駆動することに
より、前記戻り油を油圧ポンプの動力として利用する技術が開示されている。
【０００６】
　具体的に、特許文献１の技術では、油圧アクチュエータに接続された油圧回路を保護す
るためのリリーフ弁と、油圧アクチュエータと油圧モータとの間の油路に設けられた切換
弁とを備え、この切換弁の切換操作に応じて油圧アクチュエータから油圧モータへ供給さ
れる戻り油の流量を調整することにより、前記リリーフ弁の開放を阻止して本来リリーフ
弁の開放のために浪費されていた作動油のエネルギーを油圧ポンプの動力として回生する
ことが行なわれている。
【特許文献１】特開２００３－１２０６１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記特許文献１の技術では、リリーフ弁の開放を阻止するために設定さ
れた流量の戻り油を油圧モータに供給しているので、この戻り油の供給を受けて生じる油
圧ポンプの動力が本来要求される動力を超える場合には、油圧ポンプから必要以上の作動
油が吐出されることになるため、この作動油の供給を受けた油圧アクチュエータの駆動速
度が急激に増加してしまうという問題があった。
【０００８】
　例えば、オペレータによる操作レバーの操作量が急激に変化した場合や、油圧アクチュ
エータに対する負荷が急激に増加した場合等、油圧アクチュエータの駆動速度が増加する
と、これに応じて当該油圧アクチュエータから排出される戻り油の流量が増加するため、
この増加に伴い油圧モータへ供給されるべきものとして設定される流量は非常に大きなも
のとなり、油圧ポンプから吐出される作動油の流量も急激に増加することになる。この場
合、油圧ポンプの吐出流量の増加に応じて油圧アクチュエータの駆動速度もオペレータの
意図とは無関係に変化してしまい、操作性が悪化する要因となっていた。
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【０００９】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、油圧アクチュエータの駆動速度を維
持しながら戻り油を有効に利用することができる油圧駆動装置及びこれを備えた作業機械
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、油圧ポンプと、この油圧ポンプから作動油の供
給を受けるとともに内部の作動油を排出することにより駆動される油圧アクチュエータと
を有する油圧駆動装置であって、前記油圧ポンプに対しこの油圧ポンプを駆動可能となる
ように連結され、当該油圧ポンプから作動油の供給を受けることにより駆動される回生モ
ータと、前記油圧ポンプから油圧アクチュエータに作動油を供給するための供給油路と、
前記油圧アクチュエータから排出された戻り油をタンクに導く戻り油路と、これら両油路
内を流れる作動油の流量を同時に調整可能な給排調整部とを有する給排回路と、前記戻り
油を前記給排調整部を介さずにタンクに導くように前記戻り油路から分岐する導出油路と
、前記戻り油を前記給排調整部を介さずに前記回生モータへ導く回生油路と、前記導出油
路及び回生油路を流れる戻り油の流量をそれぞれ調整可能な分配流量調整手段と、前記戻
り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、前記給排調整部を介してタ
ンクに導かれるもの以外の戻り油のうち、回生油路に導くことができる回生流量とこの回
生流量以外の余剰流量とを前記油圧ポンプに要求される動力に基づいて特定し、前記回生
流量の戻り油を前記回生油路に導くとともに、前記余剰流量の戻り油が導出油路に導かれ
るように前記分配流量調整手段を制御する制御部とを備えていることを特徴とする油圧駆
動装置を提供する。
【００１１】
　本発明によれば、戻り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、回生
油路に導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを予め特定し、前記回
生流量の戻り油だけを回生モータに供給するようにしているので、油圧ポンプに要求され
る動力を生じさせる流量以上の戻り油が回生モータに供給されるのを防止することができ
る。
【００１２】
　したがって、本発明によれば、油圧ポンプの吐出流量が必要以上に増加するのを防止す
ることにより、油圧アクチュエータの駆動速度を維持しながら戻り油を有効に活用するこ
とができる。
【００１３】
　具体的に、前記制御部は、前記回生モータに戻り油を回生しない場合における戻り油の
流量である回生可能流量によって前記油圧ポンプに生じさせ得る回生可能動力が、前記油
圧ポンプに目標となる流量を吐出させるために前記回生モータに要求される負荷動力以下
である場合に、前記回生可能流量以下の流量を前記回生流量に設定する構成とすることが
できる。
【００１４】
　このようにすれば、回生モータに要求される負荷動力よりも回生可能流量の戻り油によ
り生じさせ得る回生可能動力の方が小さいときに、回生可能流量以下の流量を回生流量と
することによって、油圧ポンプの吐出流量が目標となる流量を超えることを防止すること
ができる。
【００１５】
　さらに、前記分配流量調整手段は、前記回生モータが受け入れる戻り油の流量が調整可
能となるように前記回生モータの傾転を調整可能な傾転調整部と、前記導出油路に設けら
れた導出弁とを備え、前記制御部は、前記回生可能流量が前記回生モータに予め設定され
た最大受入流量以下である場合に、前記回生可能流量を受け入れることが可能となるよう
に前記傾転調整部を操作するとともに前記導出弁を全閉にすることが好ましい。
【００１６】
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　このようにすれば、回生可能流量が傾転調整部に設定された最大受入流量以下となる場
合に、この回生可能流量を前記回生流量とするとともに導出弁を全閉（余剰流量を０）と
することにより、戻り油の全てを有効に活用することができる。
【００１７】
　一方、前記制御部は、前記回生可能流量が前記最大受入流量を超える場合に、前記最大
受入流量を回生流量に設定するとともに、前記回生可能流量から最大受入流量を減じた流
量を前記余剰流量として設定することが好ましい。
【００１８】
　このようにすれば、回生可能流量のうち最大受入流量を回生モータへ供給する一方、余
剰の流量を導出弁を介してタンクへ導くことができるので、回生モータに過剰の戻り油が
供給されるのを防止して当該回生モータの保護を図ることができる。
【００１９】
　そして、前記制御部は、前記回生可能動力が負荷動力を超える場合に、当該負荷動力を
生じさせるために前記回生モータに必要となる流量である必要流量以下の流量を前記回生
流量に設定するように構成することができる。
【００２０】
　このように、回生可能動力が負荷動力を超える場合、つまり、回生可能流量の戻り油を
そのまま回生モータに供給すると回生モータに必要以上の動力が生じてしまう場合に、回
生可能流量のうち必要流量以下の流量を回生流量に設定することができるため、負荷動力
以上の動力が回生モータに生じるのを防止することができる。
【００２１】
　さらに、前記分配流量調整手段は、前記回生モータが受け入れる戻り油の流量が調整可
能となるように前記回生モータの傾転を調整可能な傾転調整部と、前記導出油路に設けら
れた導出弁とを備え、前記制御部は、前記必要流量が前記回生モータに予め設定された最
大受入流量を超える場合に、前記最大受入流量により規定される回生モータの最大傾転と
なるように前記傾転調整部に操作するとともに、前記回生可能流量から最大受入流量を減
じた流量を流すことができるように前記導出弁の開口面積を調整することが好ましい。
【００２２】
　このようにすれば、回生可能流量のうち最大受入流量を前記回生モータに供給する一方
、それ以外の流量を導出弁を通してタンクに導くことができるので、最大受入流量を超え
る流量の戻り油が回生モータに供給されるのを防止することにより当該回生モータの保護
を図ることができる。
【００２３】
　一方、前記制御部は、前記必要流量が最大受入流量以下である場合に、前記必要流量を
回生流量に設定するとともに、前記回生可能流量から必要流量を減じた流量を前記余剰流
量に設定することが好ましい。
【００２４】
　このようにすれば、回生可能流量のうち必要流量の戻り油を回生モータに供給すること
ができるので、回生モータにとって必要な流量の戻り油を供給しながら余剰の流量の戻り
油を導出弁からタンクへ導くことができる。
【００２５】
　また、本発明は、前記油圧駆動装置と、作業アタッチメントとを備えた作業機械であっ
て、前記油圧アクチュエータは前記作業アタッチメントを駆動する油圧シリンダからなり
、前記制御部は、前記作業アタッチメントの自重が付加されて前記油圧シリンダから排出
される戻り油圧が当該油圧シリンダに供給される作動油圧を超える外力付加期間中に、前
記戻り油のうち前記油圧ポンプに要求される動力に基づいて前記戻り油のうち回生油路に
導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを特定し、前記回生流量の戻
り油を前記回生油路に導くとともに、前記余剰流量の戻り油が前記導出油路に導かれるよ
うに前記分配流量調整手段を制御することを特徴とする作業機械を提供する。
【００２６】
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　本発明によれば、戻り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、回生
油路に導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを予め特定し、前記回
生流量の戻り油だけを回生モータに供給するようにしているので、油圧ポンプに要求され
る動力を生じさせる流量以上の戻り油が回生モータに供給されるのを防止することができ
る。
【００２７】
　具体的に、作業アタッチメントを有する作業機械において、油圧シリンダには常に作業
アタッチメントを倒伏させる方向の力（作業アタッチメントの自重）が付加されているこ
とになるため、倒伏動作期間中には、油圧シリンダに供給される作動油圧よりも油圧シリ
ンダから排出される戻り油圧が大きくなる（外力付加期間が生じる）ことになるが、本発
明では、この期間中に油圧シリンダから排出される戻り油を有効に活用することができる
。
【００２８】
　さらに、本発明は、前記油圧駆動装置と、旋回体とを備えた作業機械であって、前記油
圧アクチュエータは前記旋回体を駆動する油圧モータからなり、前記制御部は、旋回駆動
に基づく前記旋回体の慣性力が付加されて前記油圧モータから排出される戻り油圧が当該
油圧モータに供給される作動油圧を超える外力付加期間中に、前記油圧ポンプに要求され
る動力に基づいて前記戻り油のうち回生油路に導くことができる回生流量とこの回生流量
以外の余剰流量とを特定し、前記回生流量の戻り油を前記回生油路に導くとともに、前記
余剰流量の戻り油が導出油路に導かれるように前記分配流量調整手段を制御することを特
徴とする作業機械を提供する。
【００２９】
　本発明によれば、戻り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、回生
油路に導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを予め特定し、前記回
生流量の戻り油だけを回生モータに供給するようにしているので、油圧ポンプに要求され
る動力を生じさせる流量以上の戻り油が回生モータに供給されるのを防止することができ
る。
【００３０】
　具体的に、旋回体を有する作業機械において、油圧モータには常に旋回駆動方向の旋回
体の慣性力が付加されることになるため、旋回動作期間中には、油圧モータに供給される
作動油圧よりも油圧モータから排出される作動油圧が大きくなる（外力付加期間が生じる
）ことになるが、本発明では、この期間中に油圧モータからの戻り油を有効に利用するこ
とができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、戻り油の圧力が油圧ポンプの吐出圧を超える外力付加期間中に、回生
油路に導くことができる回生流量とこの回生流量以外の余剰流量とを予め特定し、前記回
生流量の戻り油だけを回生モータに供給するようにしているので、油圧ポンプに要求され
る動力を生じさせる流量以上の戻り油が回生モータに供給されるのを防止することができ
る。
【００３２】
　したがって、本発明によれば、油圧ポンプの吐出流量が必要以上に増加するのを防止す
ることにより、油圧アクチュエータの駆動速度を維持しながら戻り油を有効に活用するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。
【００３４】
　図１は、本発明の実施形態に係る油圧ショベルを示す側面図である。
【００３５】
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　図１を参照して、作業機械の一例としての油圧ショベル１は、クローラ２ａを有する下
部走行体２と、この下部走行体２上に旋回可能に搭載された上部旋回体（旋回体）３と、
この上部旋回体３に起伏可能に支持された作業アタッチメント４と、この作業アタッチメ
ント４の駆動を制御する制御装置（図２参照）５とを備えている。
【００３６】
　作業アタッチメント４は、ブーム６と、このブーム６の先端部に連結されるアーム７と
から構成されており、そのアーム７の先端部にバケット８が揺動可能に取り付けられてい
る。
【００３７】
　ブーム６は、ブームシリンダ９の伸縮動作によって起伏し、アーム７は、アームシリン
ダ１０の伸縮動作によって揺動し、バケット８は、バケット用シリンダ１１の伸縮動作に
よってアーム７に対して揺動する。本実施形態では、各シリンダ９～１１が油圧アクチュ
エータの一例を構成している。
【００３８】
　下部走行体２には、旋回モータ１２（図７参照）が設けられ、この旋回モータ１２の回
転駆動に応じて下部走行体２に対し上部旋回体３が垂直軸回りに旋回するようになってい
る。
【００３９】
　図２は、図１の油圧ショベルに設けられた制御装置の電気的及び油圧的構成を示す回路
図である。
【００４０】
　図２を参照して、制御装置５は、前記シリンダ９～１１を含む油圧回路１４と、この油
圧回路１４における作動油の流通を電気的に制御するコントローラ（制御部）１５とを備
えている。なお、シリンダ９～１１のうちブームシリンダ９を例に挙げて以下説明するこ
ととし、図２ではシリンダ１０及び１１の図示を省略している。
【００４１】
　油圧回路１４は、エンジン１６によって駆動される油圧ポンプ１７と、この油圧ポンプ
１７に駆動連結された可変容量式の回生モータ１８と、油圧ポンプ１７から吐出された作
動油をシリンダ９に供給するとともに、このシリンダ９から排出された作動油をタンクＢ
１に導くための給排回路１９と、この給排回路１９から分岐してシリンダ９から排出され
た戻り油をタンクＢ２に導くための導出油路２０と、この導出油路２０に設けられたメー
タアウト弁（以下、ＭＯ弁と称す：導出弁）２１と、前記給排回路１９に設けられた回生
回路２２とを備えている。
【００４２】
　油圧ポンプ１７は、可変容量式のポンプである。
【００４３】
　回生モータ１８は、可変容量式の油圧モータであり、その傾転調整用のレギュレータ（
傾転調整部）２３を備えている。このレギュレータ２３は、後述するコントローラ１５に
対し電気的に接続されている。
【００４４】
　給排回路１９は、前記油圧ポンプ１７から吐出された作動油をコントロールバルブ（給
排調整部）２４を介してシリンダ９へ供給するとともに、このシリンダ９から排出された
作動油をコントロールバルブ２４を介してタンクＢ１に導くようになっている。
【００４５】
　具体的に、給排回路１９は、油圧ポンプ１７とコントロールバルブ２４とを連結する吐
出油路２５と、コントロールバルブ２４と各シリンダ９のロッド側ポートとを連結するロ
ッド側油路２６と、コントロールバルブ２４と各シリンダ９のヘッド側ポートとを連結す
るヘッド側油路２７と、コントロールバルブ２４とタンクＢ１とを連結する回収油路２８
と、前記コントロールバルブ２４に対しパイロット圧を供給するための操作レバー２９と
を備えている。
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【００４６】
　吐出油路２５には、前記油圧ポンプ１７による作動油の吐出圧Ｐ１を検出可能な第一セ
ンサ３０が設けられている。この第一センサ３０は、後述するコントローラ１５に電気的
に接続されている。
【００４７】
　ヘッド側油路２７には、前記各シリンダ９から排出された戻り油の圧力Ｐ２を検出可能
な第二センサ３１が設けられている。この第二センサ３１は、後述するコントローラ１５
に電気的に接続されている。
【００４８】
　操作レバー２９は、オペレータによる操作に応じて前記コントロールバルブ２４に対す
るパイロット圧を調整することが可能とされており、当該操作に応じた電気信号Ｏ１が後
述するコントローラ１５に出力されるようになっている。
【００４９】
　導出油路２０は、前記ヘッド側油路２７から分岐した油路であり、この油路がＭＯ弁２
１に接続されている。このＭＯ弁２１は、図外の弁体を備えており、この弁体の開度を調
整することにより前記導出油路２０からタンクＢ２への作動油流量を調整することが可能
とされている。なお、前記弁体の開度は、後述するコントローラ１５から出力される電気
的信号に応じて操作される。
【００５０】
　回生回路２２は、前記ヘッド側油路２７から分岐して前記回生モータ１８に接続された
回生油路３２と、この回生油路３２に設けられたホールディングバルブ３３とを備えてい
る。このホールディングバルブ３３は、回生油路３２内の圧力が予め設定された圧力以上
となったときに開放するようになっている。
【００５１】
　一方、前記コントローラ１５は、前記第一センサ３０により検出された圧力Ｐ１、第二
センサ３１により検出された圧力Ｐ２、前記操作レバー３０の操作に応じた信号Ｏ１、及
び回転数センサ３４により検出された前記エンジン１６の回転数Ｒ１が入力され、これら
の情報に基づいて前記ＭＯ弁２１及びレギュレータ２３を制御するための情報を以下のよ
うに特定する。
【００５２】
　（１）回生を行わないときのＭＯ弁２１の開口面積Ａ１
　コントローラ１５は、前記操作レバー２９からの入力信号Ｏ１と、予め記憶された図５
に示すマップとに基づいて、回生を行わないときのＭＯ弁２１の開口面積Ａ１（以下、非
回生開口面積Ａ１と称す）を特定する。
【００５３】
　（２）油圧ポンプ１７の目標傾転ｑ１
　コントローラ１５は、前記操作レバー２９からの入力信号Ｏ１と、予め記憶された図６
に示すマップとに基づいて、目標とすべき油圧ポンプ１７の傾転ｑ１を特定する。
【００５４】
　（３）油圧ポンプ１７の目標流量Ｑ１
　Ｑ１＝ｑ１×Ｒ１・・・［１］
　コントローラ１５は、上記式［１］に従い、前記目標傾転ｑ１とエンジン１６の回転数
Ｒ１とに基づいて、油圧ポンプ１７の目標流量Ｑ１を算出する。
【００５５】
　（４）エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１
　Ｗ１＝Ｐ１×Ｑ１＋Ｗ３・・・［２］
　コントローラ１５は、上記式［２］に従い、前記目標流量Ｑ１、油圧ポンプ１７の吐出
圧Ｐ１、及びエンジン１６のアイドリング動力Ｗ３に基づいて、エンジン１６に要求され
る負荷動力Ｗ１を算出する。
【００５６】
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　（５）負荷動力Ｗ１を生じさせるために回生モータ１８に必要な流量Ｑ２
　Ｑ２＝Ｐ２÷Ｗ１・・・［３］
　コントローラ１５は、上記式［３］に従い、前記負荷動力Ｗ１とシリンダ９～１１の戻
り油圧Ｐ２とに基づいて、負荷動力Ｗ１を生じさせるために回生モータ１８に供給する必
要のある流量Ｑ２（以下、必要流量Ｑ２と称す）を算出する。
【００５７】
　（６）回生モータ１８への回生を行なわない場合における戻り油の流量Ｑ３
　Ｑ３＝Ｃｖ×Ａ１×√（２ｇ×Ｐ２×γ）・・・［４］
　コントローラ１５は、上記式［４］に従い、流量係数Ｃｖ、前記非回生開口面積Ａ１、
重力加速度ｇ、戻り油圧Ｐ２及び作動油の比重γに基づいて、回生モータ１８への回生を
行なわない場合における戻り油の流量Ｑ３（以下、回生可能流量Ｑ３と称す）を算出する
。
【００５８】
　（７）回生を行なわない場合の戻り油により得ることができる動力Ｗ２
　Ｗ２＝Ｐ２×Ｑ３・・・［５］
　コントローラ１５は、上記式［５］に従い、前記戻り油圧Ｐ２及び回生可能流量Ｑ３に
基づいて、回生を行わない場合の戻り油により得ることができる動力Ｗ２（以下、回生可
能動力Ｗ２と称す）を算出する。
【００５９】
　（８）回生モータ１８に流すことができる最大の流量Ｑmax
　Ｑmax ＝ｑmax×Ｒ１・・・［６］
　コントローラ１５は、上記式［６］に従い、回生モータ１８の最大傾転ｑmax及びエン
ジン１６の回転数Ｒ１に基づいて、回生モータ１８に流すことができる最大の流量Ｑmax
（以下、最大流量Ｑmaxと称す）を算出する。
【００６０】
　さらに、コントローラ１５は、その他の数値の算出も行うが、その点については以下の
具体的な処理内容と併せて説明する。
【００６１】
　図３は、コントローラ１５により実行される処理の前半分を示すフローチャートである
。図４は、コントローラ１５により実行される処理の後半分を示すフローチャートである
。
【００６２】
　まず、図３を参照して、処理が実行されると、前記操作レバー３０からの入力信号Ｏ１
と、図５に示すマップとに基づいて、非回生開口面積Ａ１を特定する（ステップＳ１）。
【００６３】
　すなわち、このステップＳ１では、メータアウト制御用の開口面積を特定する。具体的
に、図５のマップは、油圧ポンプ１７が特定の傾転に操作された際に設定されるべき旋回
モータ１２の駆動速度に基づいて、当該駆動速度を実現するためのＭＯ弁２１の開口面積
が規定されている。
【００６４】
　次いで、前記入力信号Ｏ１と図６に示すマップとに基づいて目標傾転ｑ１を特定し（ス
テップＳ２）、この目標傾転ｑ１とエンジン１６の回転数Ｒ１とに基づいて、油圧ポンプ
１７の目標流量Ｑ１を算出する（ステップＳ３）。
【００６５】
　このように算出された目標流量Ｑ１と油圧ポンプ１７の吐出圧Ｐ１とに基づいて、エン
ジン１６に要求される負荷動力Ｗ１を算出し（ステップＳ４）、この負荷動力Ｗ１と戻り
油圧Ｐ２とに基づいて、回生モータ１８の必要流量Ｑ２を算出する（ステップＳ５）。
【００６６】
　そして、戻り油圧Ｐ２と前記非回生開口面積Ａ１とに基づいて、回生可能流量Ｑ３を算
出し（ステップＳ６）、この回生可能流量Ｑ３と戻り油圧Ｐ２とに基づいて、回生可能動
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力Ｗ２を算出するとともに（ステップＳ７）、回生モータ１８の最大傾転ｑmaxとエンジ
ン１６の回転数Ｒ１とに基づいて、回生モータ１８の最大流量Ｑmaxを算出する（ステッ
プＳ８）。
【００６７】
　そして、前記操作レバー２９の操作量Ｏ１に基づいて、外力付加期間中にあるか否かが
判定される（ステップＳ９）。すなわち、本実施形態では、図１に示すように、ブーム６
の自重がシリンダ９のロッドを短縮させる方向に作用するので、ブーム６の倒伏動作期間
中にはシリンダ９に供給される作動油の圧力よりも当該シリンダ９の戻り油圧の方が大き
くなる。したがって、このステップＳ９では、ブーム６を倒伏するための操作が操作レバ
ー２９により行われているか否かを判断することにより、外力付加期間中にあるか否かを
判定している。
【００６８】
　前記ステップＳ９で外力付加期間中ではないと判定されると（ステップＳ８でＮＯ）、
前記ステップＳ１を繰り返し実行する一方、外力付加期間中にあると判定されると（ステ
ップＳ９でＹＥＳ）、図４に示す処理に以降する。
【００６９】
　図４に示す処理では、まず、エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１が回生可能動力Ｗ
２以上であるか否かを判定する（ステップＳ１０）。すなわち、このステップ１０では、
回生モータ１８への回生を行なわない場合に戻り油によって得ることができる回生可能動
力Ｗ２と、エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１との大小関係を比較することにより、
回生可能動力Ｗ２の全てを負荷動力Ｗ１の一部として利用できるか否かを判定する。
【００７０】
　このステップＳ１０で負荷動力Ｗ１が回生可能動力Ｗ２以上であると判定されると（ス
テップＳ１０でＹＥＳ）、次いで、回生モータ１８への回生を行なわない場合における戻
り油の回生可能流量Ｑ３が回生モータ１８に流すことができる最大流量Ｑmax以下である
か否かを判定する（ステップＳ１１）。つまり、このステップＳ１１では、戻り油の最大
の流量である回生可能流量Ｑ３の全てを、回生モータ１８が受け入れることができるか否
かを判定している。
【００７１】
　このステップＳ１１で回生可能流量Ｑ３の全てを受け入れることができると判定される
と（ステップＳ１１でＹＥＳ）、当該回生可能流量Ｑ３を流すための回生モータ１８の傾
転ｑ２を算出するとともに、回生モータ１８をこの傾転ｑ２に調整する（ステップＳ１２
）。
【００７２】
　ｑ２＝Ｑ３÷Ｒ１・・・［７］
　つまり、このステップＳ１２では、上記式［７］に従い、回生可能流量Ｑ３とエンジン
１６の回転数Ｒ１とに基づいて、回生可能流量Ｑ３を流すことができる回生モータ１８の
傾転ｑ２を算出して、回生モータ１８を傾転ｑ２に調整する。
【００７３】
　そして、続くステップＳ１３において、前記ＭＯ弁２１を全閉とすることにより、回生
可能流量Ｑ３の全てが回生モータ１８に流れることになる。
【００７４】
　一方、前記ステップＳ１１で回生モータ１８の最大流量Ｑmaxよりも回生可能流量Ｑ３
の方が大きいと判定されると（ステップＳ１１でＮＯ）、当該最大流量Ｑmaxの全てを回
生モータ１８が受け入れることができないものとして（余剰流量が存在するものとして）
、回生モータ１８を最大傾転ｑmaxに調整するとともに（ステップＳ１４）、余剰の流量
をＭＯ弁２１を通してタンクＢ２に導くことができるように、当該ＭＯ弁２１の開口面積
Ａ２を調整する（ステップＳ１５）。
【００７５】
　Ａ２＝（Ｑ３－Ｑmax）÷｛Ｃｖ×√（２ｇ×Ｐ２×γ）｝・・・［８］
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　つまり、ステップＳ１５では、上記式［８］に従い、回生モータ１８へ流すことができ
ない余剰流量（Ｑ３－Ｑmax）と、戻り油圧Ｐ２とに基づいてＭＯ弁２１の開口面積Ａ２
を算出する。
【００７６】
　前記ステップＳ１４及びＳ１５により、回生可能流量Ｑ３のうち流量Ｑmax（回生流量
）を回生モータ１８に回生する一方、余剰の流量（Ｑ３－Ｑmax）をＭＯ弁２１を通して
タンクＢ２に導くことができる。
【００７７】
　一方、前記ステップＳ１０において、戻り油によって得ることができる回生可能動力Ｗ
２がエンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１を超えると判定された場合（ステップＳ１０
でＮＯ）には、負荷動力Ｗ１を生じさせるために回生モータ１８に供給すべき必要流量Ｑ
２が、回生モータ１８の最大流量Ｑmax以下であるか否かを判定する（ステップＳ１６）
。
【００７８】
　つまり、ステップＳ１６では、負荷動力Ｗ１を補うための必要流量Ｑ２の全てを回生モ
ータ１８に流すことができるか否かを判定し、必要流量Ｑ２が最大流量Ｑmax以下である
と判定されると（ステップＳ１６でＹＥＳ）、当該必要流量Ｑ２を流すための回生モータ
１８の傾転ｑ３を算出し、この傾転ｑ３に回生モータ１８を調整する（ステップＳ１７）
。
【００７９】
　ｑ３＝Ｑ２÷Ｒ１・・・［９］
　すなわち、ステップＳ１７では、上記式［９］に従い、必要流量Ｑ２とエンジン１６の
回転数Ｒ１とに基づいて傾転ｑ３を算出する。
【００８０】
　次いで、回生可能流量Ｑ３のうち余剰となる流量（Ｑ３－Ｑ２）を流すためのＭＯ弁２
１の開口面積Ａ３を算出するとともに、ＭＯ弁２１をこの開口面積Ａ３に調整する（ステ
ップＳ１８）。
【００８１】
　Ａ３＝（Ｑ３－Ｑ２）÷｛Ｃｖ×√（２ｇ×Ｐ２×γ）｝・・・［１０］
　すなわち、ステップＳ１８では、上記式［１０］に従い、余剰流量（Ｑ３－Ｑ２）を戻
り油圧Ｐ２で流すことができるＭＯ弁２１の開口面積Ａ３を算出し、ＭＯ弁２１を開口面
積Ａ３に調整する。
【００８２】
　そして、前記ステップＳ１６で必要流量Ｑ２が回生モータ１８の最大流量Ｑmaxを超え
ると判定されると（ステップＳ１６ＮＯ）、回生モータ１８を最大傾転ｑmaxに調整する
とともに（ステップＳ１９）、余剰の流量（Ｑ３－Ｑmax）を流すことができるＭＯ弁２
１の開口面積Ａ４を算出し、この開口面積Ａ４にＭＯ弁２１を調整する（ステップＳ２０
）。
【００８３】
　Ａ４＝（Ｑ３－Ｑmax）÷｛Ｃｖ×√（２ｇ×Ｐ２×γ）｝・・・［１１］
　すなわち、このステップＳ２０では、上記式［１１］に従い、余剰流量（Ｑ３－Ｑmax
）を戻り油圧Ｐ２で流すことができるＭＯ弁２１の開口面積Ａ４を算出し、ＭＯ弁２１を
この開口面積Ａ４に調整する。
【００８４】
　以上説明したように、前記実施形態によれば、戻り油の圧力Ｐ２が油圧ポンプ１７の吐
出圧Ｐ１を超える外力付加期間中に、回生油路３２に導くことができる回生流量とこの回
生流量以外の余剰流量とを特定し、回生流量の戻り油だけを回生モータに供給するように
しているので、油圧ポンプ１７に要求される動力を生じさせる流量以上の戻り油が回生モ
ータ１８に供給されるのを防止することができる。
【００８５】
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　したがって、前記実施形態によれば、油圧ポンプ１７の吐出流量が必要以上に増加する
のを防止することにより、各シリンダ９～１１及び旋回モータ１２の駆動速度を維持しな
がら戻り油を有効に活用することができる。
【００８６】
　前記実施形態のように、回生可能動力Ｗ２が負荷動力Ｗ１以下である場合（ステップＳ
１０でＹＥＳ）に、回生可能流量Ｑ３以下の流量を回生流量に設定する構成とすれば、油
圧ポンプ１７の吐出流量が目標流量Ｑ１を超えることを防止することができる。
【００８７】
　前記実施形態のように、回生可能流量Ｑ３が回生モータ１８の最大流量Ｑmax以下であ
る場合（ステップＳ１１でＹＥＳ）に、回生可能流量Ｑ３を受け入れることが可能となる
ようにレギュレータ２３を操作するとともにＭＯ弁２１を全閉にする（ステップＳ１２及
びＳ１３）構成とすれば、戻り油の全てを有効に活用することができる。
【００８８】
　前記実施形態のように、回生可能流量Ｑ３が最大流量Ｑmaxを超える場合（ステップＳ
１１でＮＯ）に、最大流量Ｑmaxを回生流量に設定するとともに回生可能流量Ｑ３から最
大流量Ｑmaxを減じた流量を余剰流量として設定する（ステップＳ１４及びＳ１５）構成
とすれば、回生モータ１８に余剰の戻り油が供給されるのを防止して当該回生モータ１８
の保護を図ることができる。
【００８９】
　前記実施形態のように、回生可能動力Ｗ２が負荷動力Ｗ１を超える場合（ステップＳ１
０でＮＯ）に、回生モータ１８の必要流量Ｑ２以下の流量を回生流量に設定する構成とす
れば、負荷動力Ｗ１以上の動力が回生モータ１８に生じるのを防止することができる。
【００９０】
　前記実施形態のように、必要流量Ｑ２が最大流量Ｑmaxを超える場合（ステップＳ１６
でＮＯ）に、最大流量Ｑmaxが回生モータ１８を最大傾転ｑmaxに調整するとともに回生可
能流量Ｑ３から最大流量Ｑmaxを減じた流量を流すことができるようにＭＯ弁２１の開口
面積を調整する（ステップＳ１９及びＳ２０）構成とすれば、最大流量Ｑmaxを超える流
量の戻り油が回生モータ１８に供給されるのを防止することにより当該回生モータ１８の
保護を図ることができる。
【００９１】
　前記実施形態のように、必要流量Ｑ２が最大流量Ｑmax以下である場合（ステップＳ１
６でＹＥＳ）に、必要流量Ｑ２を回生流量に設定するとともに回生可能流量Ｑ３から必要
流量Ｑ２を減じた流量を余剰流量に設定する（ステップＳ１７及びＳ１８）構成とすれば
、回生モータ１８にとって必要な流量の戻り油を供給しながら余剰の流量の戻り油をＭＯ
弁２１からタンクＢ２へ導くことができる。
【００９２】
　なお、前記実施形態では、ブームシリンダ９を油圧アクチュエータの一例として説明し
たが、上部旋回体３を旋回するための前記旋回モータ１２の戻り油を回生モータに供給す
る構成とすることもできる。以下、この実施形態について図７を参照して説明する。
【００９３】
　図７は、別の実施形態に係る制御装置の電気的及び油圧的構成を示す回路図である。
【００９４】
　この実施形態に係る制御装置３５は、前記旋回モータ１２を含む油圧回路３６と、この
油圧回路３６における作動油の流通を電気的に制御するコントローラ（制御部）３７とを
備えている。
【００９５】
　油圧回路３６は、前記油圧ポンプ１７と、回生モータ１８と、油圧ポンプ１７から吐出
された作動油を旋回モータ１２に供給するとともに、この旋回モータ１２から排出された
作動油をタンクＢ１に導くための給排回路３８と、この給排回路３８から分岐して旋回モ
ータ１２から排出された戻り油をタンクＢ２に導くための導出油路３９と、この導出油路
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３９に設けられたＭＯ弁（導出弁）４０と、前記給排回路３８に設けられた回生回路４１
とを備えている。
【００９６】
　給排回路３８は、油圧ポンプ１７から吐出された作動油をコントロールバルブ（給排調
整部）４２を介して旋回モータ１２に供給するとともに、この旋回モータ１２から排出さ
れた作動油をコントロールバルブ４２を介してタンクＢ１に導くようになっている。
【００９７】
　具体的に、給排回路３８は、油圧ポンプ１７とコントロールバルブ４２とを連結する吐
出油路４３と、コントロールバルブ４２と旋回モータ１２の両ポートとを連結する第一油
路４４及び第二油路４５と、コントロールバルブ４２とタンクＢ１とを連結する回収油路
４６と、コントロールバルブ４２に対しパイロット圧を供給するための操作レバー４７と
を備えている。
【００９８】
　第一油路４４には、当該第一油路４４内の作動油の圧力Ｐ３を検出可能な第一圧力セン
サ４８が設けられている。この第一圧力センサ４８は、後述するコントローラ３７に電気
的に接続されている。
【００９９】
　第二油路４５には、当該第二油路４５内の作動油の圧力Ｐ２を検出可能な第二圧力セン
サ４９が設けられている。この第二圧力センサ４９は、後述するコントローラ３７に電気
的に接続されている。
【０１００】
　操作レバー４７は、オペレータによる操作に応じて前記コントロールバルブ４２に対す
るパイロット圧を調整することが可能とされており、当該操作に応じた電気信号Ｏ１が後
述するコントローラ３７に出力されるようになっている。
【０１０１】
　導出油路３９は、前記第一油路４４及び第二油路４５からそれぞれ分岐する第一導出油
路５０及び第二導出油路５１を備え、これら導出油路５０、５１がそれぞれＭＯ弁４０に
接続されている。ＭＯ弁４０は、コントローラ３７からの指令によって、各導出油路５０
、５１を通ってタンクＢ２へ向かう作動油の流量を調整することが可能とされている。
【０１０２】
　回生回路４１は、前記第一油路４４及び第二油路４５からそれぞれ分岐する第一回生油
路５２及び第二回生油路５３と、これら回生油路５２、５３を合流させるとともに回生モ
ータ１８に接続された合流油路５４とを備えている。両回生油路５２、５３には、合流油
路５４側へ向かう作動油の流通を許容する一方、反対側への流通を阻止するチェック弁５
５及びチェック弁５６がそれぞれ設けられている。一方、合流油路５４には、各回生油路
５２、５３内の作動油の圧力が所定値を超えたときに開放するホールディング弁５７が設
けられている。
【０１０３】
　そして、前記コントローラ３７は、前記第一圧力センサ４８により検出された圧力Ｐ３
、第二圧力センサ４９により検出された圧力Ｐ２、操作レバー４７の操作に応じた信号Ｏ
１、回転数センサ５８により検出されたエンジン１６の回転数Ｒ１、及びトルクメータ５
９により検出されたエンジン１６のトルクＴ１が入力され、これらの情報に基づいて前記
ＭＯ弁４０及びレギュレータ２３を制御するための情報を以下のように特定する。なお、
以下の説明では、第二油路４５が旋回モータ１２の排出側である場合について説明し、前
記実施形態と同様の部分の説明を省略する。
【０１０４】
　（１）エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１
　Ｗ１＝Ｔ１×Ｒ１・・・［１２］
　コントローラ３７は、上記式［１２］に従い、エンジン１６のトルクＴ１とエンジン１
６の回転数Ｒ１とに基づいて、エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１を算出する。本実
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施形態では、トルクＴ１と回転数Ｒ１とによって負荷動力Ｗ１を算出することができるの
で、前記実施形態と異なり油圧ポンプ１７の吐出圧を検出するための第一センサ３０（図
２参照）が不要となる。
【０１０５】
　以下、前記コントローラ３７により実行される処理について説明する。
【０１０６】
　図８は、図７に示すコントローラによって実行される処理を示すフローチャートである
。
【０１０７】
　図８を参照して、処理が実行されると、前記実施形態と同様にステップＳ１～Ｓ３が実
行される。つまり、操作レバー４７からの入力信号Ｏ１に応じた非回生開口面積Ａ１及び
目標傾転ｑ１を特定するとともに（ステップＳ１及びＳ２）、この目標傾転ｑ１とエンジ
ン回転数Ｒ１とに基づいて油圧ポンプ１７の目標流量Ｑ１を算出する（ステップＳ３）。
【０１０８】
　次いで、エンジン１６の回転数Ｒ１とトルクＴ１とに基づいて、前記式［１２］に従い
エンジン１６に要求される負荷動力Ｗ１を算出する（ステップＳ４１）。
【０１０９】
　このように算出された負荷動力Ｗ１と旋回モータ１２からの戻り油圧とに基づいて、前
記ステップＳ５と同様に回生モータ１８の必要流量Ｑ２を算出する。
【０１１０】
　続いて、前記実施形態と同様に、ステップＳ６～Ｓ９を行った上で、図４に示す処理が
実行されることになる。なお、本実施形態におけるステップＳ９では、操作レバー４７か
らの入力信号Ｏ１に基づき旋回モータ１２の排出側が第一油路４４、第二油路４５の何れ
であるかを特定し、排出側であると特定された油路（図８の例では第二油路４５）内の圧
力（Ｐ２）が供給側の油路（第一油路４４）内の圧力（Ｐ３）よりも大きいか否かを判定
することにより、外力付加期間中であるか否かを判定する。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の実施形態に係る油圧ショベルを示す側面図である。
【図２】図１の油圧ショベルに設けられた制御装置の電気的及び油圧的構成を示す回路図
である。
【図３】コントローラにより実行される処理の前半分を示すフローチャートである。
【図４】コントローラにより実行される処理の後半分を示すフローチャートである。
【図５】操作レバーの操作量とＭＯ弁開口面積との関係を示すマップである。
【図６】操作レバーの操作量と油圧ポンプの傾転との関係を示すマップである。
【図７】別の実施形態に係る制御装置の電気的及び油圧的構成を示す回路図である。
【図８】図７の実施形態のコントローラによる処理の前半分を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１１２】
　Ｑmax　　最大流量
　Ｑ１　　目標流量
　Ｑ２　　必要流量
　Ｑ３　　回生可能流量
　Ｗ１　　負荷動力
　Ｗ２　　回生可能動力
　ｑmax　　最大傾転
　ｑ１　　目標傾転
　１　　油圧ショベル（作業機械）
　３　　上部旋回体（旋回体）
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　４　　作業アタッチメント
　５　　制御装置
　９　　ブームシリンダ（油圧アクチュエータ）
　１０　　アームシリンダ（油圧アクチュエータ）
　１１　　バケット用シリンダ（油圧アクチュエータ）
　１２　　旋回モータ（油圧アクチュエータ）
　１５　　コントローラ（制御部）
　１７　　油圧ポンプ
　１８　　回生モータ
　１９、３８　　給排回路
　２０、３９　　導出油路
　２１、４０　　ＭＯ弁（導出弁）
　２２、４１　　回生回路
　２３　　レギュレータ（傾転調整部）
　３５　　制御装置
　３７　　コントローラ（制御部）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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