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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　旋回回路に設けられた旋回モータと、
上記旋回モータの旋回圧力を検出する圧力センサと、
上記旋回モータと連通するとともに、旋回モータから導かれる圧力流体によって回転する
可変容量型の流体圧モータと、
上記流体圧モータの傾角を制御する流体圧モータの傾角制御手段と、
上記流体圧モータと一体的に回転する電動・発電機と、
上記流体圧モータの傾角制御手段に接続されたコントローラとを備えたハイブリッド建設
機械の制御装置であって、
上記コントローラは、
上記圧力センサで検出した旋回圧力に基づいて上記旋回モータからの旋回回生流量を予測
する機能と、
上記予測した旋回回生流量になるように上記流体圧モータの上記傾角制御手段を制御して
上記流体圧モータの傾角を制御する機能と
を備えたハイブリッド建設機械の制御装置。
【請求項２】
　上記旋回回路と上記流体圧モータとを接続する通路過程であって、上記旋回回路から上
記流体圧モータへの流れに対して上記圧力センサよりも下流側に開閉弁を設け、
上記開閉弁を上記コントローラに接続するとともに、
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上記コントローラは、上記圧力センサで検出した圧力がしきい値に達したとき、上記開閉
弁を開弁する機能を備え、上記開閉弁が開かれたとき上記旋回回生流量が上記流体圧モー
タに導かれる構成にした
請求項１に記載のハイブリッド建設機械の制御装置。
【請求項３】
　ブームシリンダを備え、
上記コントローラは、
上記ブームシリンダの回生流量及び上記旋回圧力から予測した上記旋回回生流量の合計流
量になるように上記傾角制御手段を制御して上記流体圧モータの傾角を制御する機能を備
えた請求項1又は２に記載のハイブリッド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、例えばパワーショベル等の建設機械の駆動源を制御する制御装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　パワーショベル等の建設機械におけるハイブリッド構造は、例えば、エンジンの余剰出
力で発電機を回転して発電したり、あるいはアクチュエータからの排出エネルギーで電動
・発電機を回転して発電したりするとともに、この電力を利用して電動・発電機を回転さ
せて油圧モータ等を作動させるようにしていた。
　例えば、特許文献１にある装置では、下降時のブームシリンダから排出される流体や、
旋回モータの旋回圧力を利用して流体圧モータを回転させ、電動・発電機を回転させて発
電したり、この流体圧モータに連結したアシストポンプを作動したりしていた。
【０００３】
　そして、旋回モータの旋回圧力を回生エネルギーとして利用する従来の装置では、旋回
モータの旋回圧力を常時検出するとともに、その旋回圧力があらかじめ設定したしきい値
を維持するように、流体圧モータの傾角を制御する構成にしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２３５７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の装置は、旋回圧力があらかじめ設定したしきい値を超えると、流体圧モータ
の傾角を制御するとともに、旋回圧力を検出し、その検出された旋回圧力が維持されるよ
うに、流体圧モータの傾角にフィードバックする構成としていた。
　そのため、流体圧モータの傾角制御機構に応答遅れが発生すると、旋回モータと流体圧
モータとを連通する回路内の圧力変動が生じ、それが振動の原因になるという問題があっ
た。
【０００６】
　この発明の目的は、圧力センサで検出した旋回圧力に応じて回生流量を予測し、その予
測した流量に応じて流体圧モータの傾角を制御するようにしたハイブリッド建設機械の制
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】
　この発明は、旋回回路に設けられた旋回モータと、この旋回モータの旋回圧力を検出す
る圧力センサと、上記旋回モータと連通するとともに、旋回モータから導かれる圧力流体
によって回転する可変容量型の流体圧モータと、この流体圧モータの傾角を制御する流体
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圧モータの傾角制御手段と、上記流体圧モータと一体的に回転する電動・発電機と、上記
流体圧モータの傾角制御手段に直接または間接的に接続されたコントローラとを備えたハ
イブリッド建設機械の制御装置に関する。
【０００８】
　そして、上記コントローラは、圧力センサで検出した旋回圧力に基づいて上記旋回モー
タからの旋回回生流量を予測する機能と、その予測した旋回回生流量になるように上記流
体圧モータの傾角制御手段を制御して上記流体圧モータの傾角を制御する機能とを備えた
点に特徴を有する。
 
【発明の効果】
【０００９】
　この発明では、旋回モータの旋回圧力を検出して、当該旋回モータからの旋回回生流量
を予測し、その予測した旋回回生流量になるように流体圧モータの傾角を制御する構成に
したので、流体圧モータの傾角がオープン制御となり、従来のようにフィードバック制御
に基づく圧力振動などは発生しない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施形態を示す回路図である。
【図２】この実施形態のコントローラの処理手順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】
【００１１】
　図１に示した実施形態は、パワーショベルの制御装置で、可変容量型の第１，２メイン
ポンプＭＰ１，ＭＰ２が備えられるとともに、第１メインポンプＭＰ１には第１回路系統
が接続され、第２メインポンプＭＰ２には第２回路系統が接続されている。
　第１メインポンプＭＰ１に接続された第１回路系統には、その上流側から順に、旋回モ
ータＲＭを制御する旋回モータ用の操作弁１、図示していないアームシリンダを制御する
アーム１速用の操作弁２、ブームシリンダＢＣを制御するブーム２速用の操作弁３、図示
していない予備用アタッチメントを制御する予備用の操作弁４及び図示していない左走行
モータを制御する左走行モータ用の操作弁５が接続されている。
【００１２】
　上記各操作弁１～５のそれぞれには、中立流路６及びパラレル通路７を介して第１メイ
ンポンプＭＰ１に接続されている。
　上記中立流路６であって、左走行モータ用の操作弁５の下流側にはパイロット圧生成機
構８が設けられている。このパイロット圧生成機構８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が生成され、その流量が少なければ低いパイロット圧が生成さ
れるものである。
【００１３】
　また、上記中立流路６は、上記操作弁１～５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から吐出された流体の全部または一部をタンクＴに
導くが、このときにはパイロット圧生成機構８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。
　一方、上記操作弁１～５がフルストロークの状態で切り換えられると、中立流路６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、パイロット圧生成機構８を
流れる流量がなくなり、パイロット圧はゼロに保たれる。
【００１４】
　ただし、操作弁１～５の切換量によっては、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６からタンクＴに導かれることになるので、パイロット圧生成機構
８は、中立流路６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、パイロ
ット圧生成機構８は、操作弁１～５の切換量に応じたパイロット圧を生成することになる
。
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【００１５】
　そして、上記パイロット圧生成機構８にはパイロット流路９が接続されるとともに、こ
のパイロット流路９が、第１メインポンプＭＰ１の傾角を制御するレギュレータ１０に接
続されている。
　このレギュレータ１０は、パイロット流路９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、第1メインポンプＭＰ１の吐出量を制御する。したがって
、操作弁１～５をフルストロークして中立流路６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って吐出量が最大になる。
　上記のようにしたパイロット流路９には第１圧力センサ１１が接続されるとともに、こ
の第１圧力センサ１１で検出した圧力信号をコントローラＣに入力するようにしている。
【００１６】
　一方、上記第２回路系統には、その上流側から順に、図示していない右走行モータを制
御する右走行モータ用の操作弁１２、図示していないバケットシリンダを制御するバケッ
ト用の操作弁１３、ブームシリンダＢＣを制御するブーム１速用の操作弁１４及び図示し
ていないアームシリンダを制御するアーム２速用の操作弁１５が接続されている。なお、
上記ブーム１速用の操作弁１４には、その操作方向及び切換量を検出するセンサ１４ａが
設けられている。
【００１７】
　上記各操作弁１２～１５は、中立流路１６を介して第２メインポンプＭＰ２に接続され
るとともに、バケット用の操作弁１３及びブーム１速用の操作弁１４にはパラレル通路１
７を介して第２メインポンプＭＰ２に接続されている。
　上記中立流路１６であって、アーム２速用の操作弁１５の下流側にはパイロット圧生成
機構１８が設けられているが、このパイロット圧生成機構１８は、先に説明したパイロッ
ト圧生成機構８と全く同様に機能するものである。
【００１８】
　そして、上記パイロット圧生成機構１８にはパイロット流路１９が接続されるとともに
、このパイロット流路１９は、第２メインポンプＭＰ２の傾角を制御するレギュレータ２
０に接続されている。このレギュレータ２０は、パイロット圧と逆比例して第２メインポ
ンプＭＰ２の吐出量が制御される。したがって、操作弁１２～１５をフルストロークして
中立流路１６の流れがゼロになったとき、言い換えるとパイロット圧生成機構１８が生成
するパイロット圧がゼロになったとき、第２メインポンプＭＰ２の吐出量が最大に保たれ
る。
　上記のようにしたパイロット流路１９には第２圧力センサ２１が接続されるとともに、
この第２圧力センサ２１で検出した圧力信号がコントローラＣに入力されるようにしてい
る。
【００１９】
　上記のようにした第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２は、一つのエンジンＥの駆動力
で同軸回転するものである。このエンジンＥにはジェネレータ２２が設けられ、エンジン
Ｅの余剰出力でジェネレータ２２を回して発電できるようにしている。そして、ジェネレ
ータ２２が発電した電力は、バッテリーチャージャー２３を介してバッテリ２４に充電さ
れる。
　なお、上記バッテリーチャージャー２３は、通常の家庭用の電源２５に接続した場合に
も、バッテリ２４に電力を充電できるようにしている。つまり、このバッテリーチャージ
ャー２３は、当該装置とは別の独立系電源にも接続可能にされている。
　また、上記バッテリ２４はコントローラＣに接続され、コントローラＣはバッテリ２４
の充電量を監視する機能が備えられている。
【００２０】
　また、第１回路系統に接続された旋回モータ用の操作弁１のアクチュエータポートには
、旋回モータＲＭに連通する通路２６，２７が接続されるとともに、両通路２６，２７の
それぞれにはリリーフ弁２８，２９が接続されている。そして、旋回モータ用の操作弁１
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を図示の中立位置に保っているときには、上記アクチュエータポートが閉じられて旋回モ
ータＲＭは停止状態を維持する。
　なお、上記通路２６，２７及びリリーフ弁２８，２９によってこの発明の旋回回路を構
成している。
【００２１】
　上記の状態から旋回モータ用の操作弁１を例えば図面右側位置に切り換えると、一方の
通路２６が第１メインポンプＭＰ１に接続され、他方の通路２７がタンクＴに連通する。
したがって、通路２６から圧力流体が供給されて旋回モータＲＭが回転するとともに、旋
回モータＲＭからの戻り流体が通路２７を介してタンクＴに戻される。
　旋回モータ用の操作弁１を上記とは逆に左側位置に切り換えると、今度は、通路２７に
ポンプ吐出流体が供給され、通路２６がタンクＴに連通し、旋回モータＲＭは逆転するこ
とになる。
【００２２】
　上記のように旋回モータＲＭを作動しているときには、上記リリーフ弁２８あるいは２
９がリリーフ弁の機能を発揮し、通路２６，２７が設定圧以上になったとき、リリーフ弁
２８，２９が開弁して高圧側の流体を低圧側に導く。また、旋回モータＲＭを回転してい
る状態で、旋回モータ用の操作弁１を中立位置に戻せば、当該操作弁１のアクチュエータ
ポートが閉じられる。このように操作弁１のアクチュエータポートが閉じられても、旋回
モータＲＭはその慣性エネルギーで回転し続けるが、旋回モータＲＭが慣性エネルギーで
回転することによって、当該旋回モータＲＭがポンプ作用をする。この時には、通路２６
，２７、旋回モータＲＭ、リリーフ弁２８あるいは２９で閉回路が構成されるとともに、
リリーフ弁２８あるいは２９によって、上記慣性エネルギーが熱エネルギーに変換される
ことになる。
【００２３】
　ただし、この実施形態では、上記ブレーキ時の慣性エネルギーや、旋回動作時の旋回圧
力が、上記リリーフ弁２８あるいは２９を開弁させる設定圧を超える圧力になったときに
は、そのエネルギーを熱エネルギーとして消費するのではなく、上記旋回回路の流体を、
後で説明する合流通路４３を介して上記流体圧モータＡＭへ供給し、旋回回生制御を行な
うようにしている。
　この旋回回生制御時には、上記コントローラＣが上記合流通路４３に設けられた電磁開
閉弁４６を開位置に切り換える。
【００２４】
　なお、上記合流通路４３には電磁開閉弁４６を設けたが、この電磁開閉弁４６の代わり
にパイロット圧の作用で切り換わる開閉弁を用いてもよい。この場合には、パイロット圧
を制御する図示していないパイロット電磁制御弁を別に設けなければならず、このパイロ
ット電磁制御弁は上記コントローラＣからの信号によって開閉制御される。
【００２５】
　一方、ブーム１速用の操作弁１４を中立位置から図面右側位置に切り換えると、第２メ
インポンプＭＰ２からの圧力流体は、通路３０を経由してブームシリンダＢＣのピストン
側室３１に供給されるとともに、そのロッド側室３２からの戻り流体は通路３３を経由し
てタンクＴに戻され、ブームシリンダＢＣは伸長することになる。
【００２６】
　反対に、ブーム１速用の操作弁１４を図面左方向に切り換えると、第２メインポンプＭ
Ｐ２からの圧力流体は、通路３３を経由してブームシリンダＢＣのロッド側室３２に供給
されるとともに、そのピストン側室３１からの戻り流体は通路３０を経由してタンクＴに
戻され、ブームシリンダＢＣは収縮、すなわち下降することになる。なお、ブーム２速用
の操作弁３は、上記ブーム１速用の操作弁１４と連動して切り換わるものである。
【００２７】
　上記のようにブームシリンダＢＣを下降させるときの戻り流量は、上記ブーム１速用の
操作弁１４の切換量で決まるとともに、上記戻り流量によってブームシリンダＢＣの下降
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速度が決まることになる。
　言い換えると、オペレータが上記ブーム１速用の操作弁１４を切り換えるためのレバー
を操作するときの操作量に応じて上記ブームシリンダＢＣの下降速度が制御されることに
なる。
【００２８】
　上記のようにしたブームシリンダＢＣのピストン側室３１とブーム１速用の操作弁１４
とを結ぶ通路３０には比例電磁弁３４を設けているが、この比例電磁弁３４はそのノーマ
ル状態で全開位置を保つようにしている。そして、この比例電磁弁３４の開度は、コント
ローラＣの出力信号で制御されるようにしている。
【００２９】
　次に、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２の出力をアシストする可変容量型のアシス
トポンプＡＰについて説明する。
　このアシストポンプＡＰには、電動・発電機ＭＧを接続しているが、この電動・発電機
ＭＧには流体圧モータＡＭを機械的に連係して、これら上記電動・発電機ＭＧと流体圧モ
ータＡＭとは同軸回転する構成にしている。
　そのため、上記アシストポンプＡＰは、電動・発電機ＭＧあるいは可変容量型の流体圧
モータＡＭの駆動力で回転するが、上記電動・発電機ＭＧと流体圧モータＡＭとは同軸回
転する構成にしている。
【００３０】
　そして、上記電動・発電機ＭＧにはインバータＩが接続されるとともに、このインバー
タＩはコントローラＣに接続され、このコントローラＣがインバータＩを介して電動・発
電機ＭＧの回転数等を制御する。
　また、上記のようにしたアシストポンプＡＰ及び流体圧モータＡＭの傾角はこの発明の
傾角制御手段である傾角制御器３５，３６で制御されるが、この傾角制御器３５，３６は
、コントローラＣに接続され、このコントローラＣの出力信号で制御されるものである。
【００３１】
　上記アシストポンプＡＰには吐出通路３７が接続されているが、この吐出通路３７は、
第１メインポンプＭＰ１の吐出側に合流する第１合流通路３８と、第２メインポンプＭＰ
２の吐出側に合流する第２合流通路３９とに分岐するとともに、これら第１，２合流通路
３８，３９のそれぞれには、コントローラＣの出力信号で開度が制御される第１，２比例
電磁絞り弁４０，４１が設けられている。
【００３２】
　一方、流体圧モータＡＭには接続用通路４２が接続されているが、この接続用通路４２
は、上記合流通路４３及びチェック弁４４，４５を介して、旋回モータＲＭが接続された
通路２６，２７に接続している。しかも、上記合流通路４３にはコントローラＣで開閉制
御される電磁開閉弁４６が設けられるとともに、この電磁開閉弁４６とチェック弁４４，
４５との間には、旋回モータＲＭの旋回時の圧力あるいはブレーキ時の圧力である旋回圧
力を検出する圧力センサ４７が設けられ、この圧力センサ４７の圧力信号がコントローラ
Ｃに入力されるようにしている。
【００３３】
　また、合流通路４３であって、旋回モータＲＭから接続用通路４２への流れに対して、
上記電磁開閉弁４６よりも下流側となる位置には、安全弁４８が設けられているが、この
安全弁４８は、例えば電磁開閉弁４６など、接続用通路４２、合流通路４３系統に故障が
生じたとき、通路２６，２７の圧力を維持して旋回モータＲＭがいわゆる逸走するのを防
止するものである。
　なお、上記旋回回路から流体圧モータＡＭへの流れに対して上流側から順に、上記圧力
センサ４７、上記電磁開閉弁４６、上記安全弁４８のそれぞれが設けられている。
【００３４】
　上記ブームシリンダＢＣと上記比例電磁弁３４との間には、接続用通路４２に連通する
通路４９が設けられるとともに、この通路４９にはコントローラＣで制御される電磁開閉
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弁５０が設けられている。なお、この実施形態では、上記比例電磁弁３４と電磁開閉弁５
０とで分配手段を構成しているが、電磁開閉弁５０は必ずしも設けなければならないとい
うものではない。例えば、流体圧モータＡＭにブームシリンダＢＣの戻り流体を導かない
ための流路切換手段などがあれば、上記電磁開閉弁５０は不要になる。
　上記電磁開閉弁５０が開位置に切り換えられると、上記比例電磁弁３４の開度に応じて
、ブームシリンダＢＣからの戻り流量は、流体圧モータＡＭに導かれる流量と、ブーム１
速用の操作弁１４からタンクに導かれる流量とに分配される。
【００３５】
　そして、コントローラＣは、上記電磁開閉弁５０を開くときには、ブームシリンダＢＣ
のブーム１速用の操作弁１４を操作するレバーの操作量に応じて、オペレータが求めてい
るブームシリンダＢＣの下降速度を演算し、流体圧モータＡＭに導かれる流量と、ブーム
１速用の操作弁１４からタンクに導かれる流量との合計流量で、ブームシリンダＢＣの上
記下降速度を維持できるように比例電磁弁３４の開度を決める。
【００３６】
　上記のようにしたコントローラＣには、上記各操作弁のレバーの操作量を検出する図示
していない切換量検出手段が接続されている。なお、この切換量検出手段は、操作弁のレ
バーの切換量を検出するもののほか、各操作弁のスプールの移動量を直接検出したり、ス
プールに作用させるパイロット圧を検出したりするなど、どのようなものでも構わない。
【００３７】
　さらに、コントローラＣには、ブーム回生制御時の回転数Ｎｂが記憶されるとともに、
この回転数Ｎｂ以外に、回転数Ｎａ、Ｎｒが記憶されている。
　上記回転数Ｎａは、ブーム回生制御及び旋回回生制御を行なわず、アシストポンプＡＰ
のみを作動するときの電動・発電機ＭＧの回転数である。
　上記回転数Ｎｒは、ブーム回生制御を行なわずに旋回回生制御のみを実行するとき、及
び旋回回生制御とアシスト制御の両方を実行するときの電動・発電機ＭＧの回転数である
。
【００３８】
　また、コントローラＣには、旋回圧力のしきい値Ｐｔも予め記憶させている。このしき
い値Ｐｔは、上記旋回モータＲＭの旋回回路に設けたリリーフ弁２８，２９の設定圧より
僅かに低い圧力である。
　そして、コントローラＣは、上記圧力センサ４７によって検出した旋回圧力が上記しき
い値に達したときに上記電磁開閉弁４６を閉位置から開位置に切り換えて、上記リリーフ
弁２８あるいは２９を介してタンクへ排出される分の流量を上記合流通路４３へ供給する
ようにする。
　さらに、上記コントローラＣには、上記旋回圧力と旋回圧力のしきい値によって、旋回
回生流量を演算する演算式があらかじめ記憶されている。したがって、コントローラＣは
、上記演算式を用いて、圧力センサ４７で検出した圧力に基づいて旋回回生流量を予測す
ることができる。
　なお、旋回回生流量の予測は、例えば、圧力センサ４７で検出される圧力と旋回回生流
量との関係をあらかじめテーブルとしてコントローラＣに記憶させておくこともできる。
このようにコントローラＣに圧力と旋回回生流量との相関関係をテーブルとして記憶させ
ておけば、コントローラＣは、上記のように演算機能を備えていなくもよいことになる。
【００３９】
　以下に、ブーム回生制御時及び旋回回生制御時におけるコントローラの処理手順を、図
２に示すフローチャートを用いて説明する。
　コントローラＣは、ステップＳ１でアシスト制御指令に対応するアシスト流量Ｑａ及び
あらかじめ記憶されている電動・発電機ＭＧの回転数Ｎａを設定する。上記アシスト制御
指令とは、上記アシストポンプＡＰを作動させる指令であり、ブーム１速用の操作弁１４
が上げ方向に操作されているか、その他の操作弁１，２，４，５，１３，１５が操作され
ていることを検出する信号であり、各操作弁の切換量を検出する上記切換量検出手段から
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入力される信号である。ただし、ブームシリンダＢＣの下降制御のみの時には、アシスト
制御指令が行わない。
【００４０】
　このように、ブームシリンダＢＣの下降制御以外で、操作弁が操作されたとき、コント
ローラＣは操作弁の切換量を検出するとともに、その切換量に応じたアシストポンプの吐
出量であるアシスト流量Ｑａを演算する。上記切換量とアシスト流量Ｑａとの関係はコン
トローラＣにあらかじめ設定された演算式に基づいて演算される。
【００４１】
　ステップＳ２で、コントローラＣが、ブーム１速用の操作弁１４の操作状況から、ブー
ムシリンダの下降状態を検出し、その検出信号をこの発明のブーム回生制御指令として、
この下降操作時のブーム１速用の操作弁１４の切換量に基づいてブーム回生流量Ｑｂを演
算する。
　また、コントローラＣは、予め記憶しているブーム回生制御時の電動・発電機の上記回
転数Ｎｂを設定する。
【００４２】
　ステップＳ３で、コントローラＣは旋回回生制御時の電動・発電機ＭＧの回転数Ｎｒと
旋回圧力のしきい値Ｐｔを設定する。
　なお、ステップＳ１～Ｓ３で、コントローラＣに上記回転数Ｎａなどを設定するとは、
このコントローラＣに接続した操作弁や、上記傾角制御器３５，３６などを制御するため
の制御に必要なデータを制御プログラムに設定することである。
【００４３】
　上記のように流量Ｑａ，Ｑｂ、電動・発電機回転数Ｎａ，Ｎｂ，Ｎｒ及びしきい値Ｐｔ
の設定が終了したら、ステップＳ４に進む。
　そして、ステップＳ４で、コントローラＣは、ブーム回生制御動作をするか否か、すな
わち、ブーム回生制御指令があるか否かを判定する。このブーム回生制御指令とは、ブー
ム用制御弁の操作レバーがブームシリンダＢＣを下げる方向に操作されていることを検出
する信号で、上記切換量検出手段からコントローラＣに入力される。
　このステップＳ４で、ブーム回生制御指令があると判定したらステップＳ５へ進み、ブ
ーム回生制御指令がないと判定したらステップＳ１１へ進む。
【００４４】
　上記ステップＳ５で、コントローラＣは、アシスト制御指令、あるいは旋回動作の少な
くともいずれかがあるとコントローラＣが判定して、アシストポンプＡＰ及び旋回モータ
ＲＭを同時に作動するか否かを判定する。アシストポンプＡＰを作動するか否かは、上記
アシスト制御指令の有無で判定し、旋回モータＲＭを作動するか否かは旋回モータ用の操
作弁１の切り換え操作の有無で判定する。
　このステップＳ５で、アシスト制御指令がなく、旋回モータ用の操作弁１の切り換え操
作もしていないと判定したら、ステップＳ６へ進む。また、アシストポンプＡＰあるいは
旋回モータＲＭを作動すると判定したらステップＳ８へ進む。
【００４５】
　アシスト制御指令がなく、旋回モータＲＭを操作する操作弁１の切り換え操作もしてい
ないと判定して、ステップＳ６へ進むと、コントローラＣは、ブーム１速用の操作弁１４
の切換量に応じて、ブームシリンダＢＣの下降速度すなわち下降時の戻り流量を演算する
。また、これと同時に、電磁制御弁５０を開位置に切り換えるとともに、上記演算した戻
り流量に応じて比例電磁弁３４の開度を制御する。
【００４６】
　そして、ブームシリンダＢＣの下げ動作に伴うブーム回生制御を単独で実行するための
制御値を演算する。具体的には、上記比例電磁弁３４の開度に応じて接続用通路４２に導
かれる回生流量Ｑｂを演算する。また、電動・発電機ＭＧの回転数を上記回転数Ｎｂに維
持しながら、上記回生流量Ｑｂに対応するための流体圧モータＡＭの傾角βを演算する。
つまり、この傾角βは、上記回生流量Ｑｂによって回転する流体圧モータＡＭを、回転数
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Ｎｂで回転させるために必要な１回転あたりの押しのけ量に対応する傾角である。
　また、上記回転数Ｎｂで回転する電動・発電機ＭＧと一体的に回転するアシストポンプ
ＡＰの傾角αをゼロにしてその吐出量をゼロにする。
【００４７】
　上記ステップＳ５で、アシスト制御指令がある、あるいは旋回動作中であるとコントロ
ーラＣが判定して、ステップＳ８へ進んだら、コントローラＣは旋回回生制御指令がある
か否か判定する。
　旋回回生制御指令とは、上記合流通路４３に設けた圧力センサ４７が検出する旋回圧力
が、しきい値Ｐｔに達したときの入力信号である。上記圧力センサ４７の検出圧力が上記
しきい値Ｐｔに達したとき旋回回生制御指令があると判定し、ステップＳ９へ進む。もし
、上記しきい値Ｐｔに達していなければ旋回回生制御指令がないと判定して、ステップＳ
１０へ進む。
【００４８】
　上記のようにステップＳ８からステップＳ９に進んだら、コントローラＣは、ブーム回
生制御、旋回回生制御、及びアシスト制御のための制御値を決定する。
　すなわち、コントローラＣは、上記電動・発電機ＭＧの回転数を、ブーム回生制御の単
独制御時（ステップＳ６）と同じ回転数Ｎｂに維持しながら、ブーム回生流量と旋回圧力
から予測した旋回回生流量とを加算した流量に基づいて、流体圧モータＡＭの傾角βを演
算する。
【００４９】
　一方、上記回転数Ｎｂで回転しながら、上記演算されたアシスト流量Ｑａを吐出するア
シストポンプＡＰの傾角αを演算する。この傾角αは、回転数Ｎｂで回転するアシストポ
ンプＡＰが、上記アシスト流量Ｑａを吐出するために必要な１回転あたりの押しのけ量に
対応する傾角である。
　上記ステップＳ８で、旋回圧力がしきい値Ｐｔ未満であるため旋回回生制御はしないと
判定したら、ステップＳ１０へ進むが、このステップＳ１０でコントローラＣは、旋回回
生制御はせずに、ブーム回生制御及びアシスト制御のための制御値を演算する。
【００５０】
　すなわち、コントローラＣは、上記電動・発電機ＭＧの回転数を上記設定された回転数
Ｎｂに維持しながら、上記設定された回生流量Ｑｂになる流体圧モータＡＭの傾角βを演
算する。また、上記回転数Ｎｂで回転しながら上記設定されたアシスト流量Ｑａを維持す
るアシストポンプＡＰの傾角αを演算する。
　また、上記ステップＳ４でブーム回生制御をしないと判定され、ステップＳ１１へ進ん
だら、コントローラＣは、アシストポンプＡＰを作動させるための上記アシスト制御指令
及び旋回モータＲＭの旋回動作の有無を判定し、アシスト制御指令もなく、旋回動作もし
ていないときには、ステップＳ１２へ進み、制御値をゼロにする。
【００５１】
　一方、ステップＳ１１でアシスト制御指令あるいは旋回動作があると判定したら、ステ
ップＳ１３へ進み、旋回回生制御指令の有無を判定する。この旋回回生制御指令の有無は
上記した通り、旋回圧力を検出する上記圧力センサ４７の検出信号に基づいて判定する。
そして、圧力センサ４７が検出した旋回圧力が、上記しきい値Ｐｔに達していればステッ
プＳ１４へ進み、しきい値Ｐｔに達していなければステップＳ１７へ進む。
【００５２】
　上記ステップＳ１３で、旋回回生制御指令があると判定したら、ステップＳ１４でコン
トローラＣはアシスト制御指令の有無を判定し、アシスト制御指令があると判定した場合
には、ステップＳ１５で旋回回生制御とアシスト制御とを行なうための制御値を演算する
。このステップＳ１５では、コントローラＣは、旋回回生制御を行ないながら、ブームシ
リンダＢＣの下げ動作以外の操作を行なう場合の制御値を演算する。
【００５３】
　すなわち、コントローラＣは、上記電動・発電機ＭＧが上記回転数Ｎｒを維持しながら
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、圧力センサ４７で検出した旋回圧力から予測した旋回回生流量に基づいて流体圧モータ
の傾角βを演算するとともに、上記演算されたアシスト流量Ｑａを実現するアシストポン
プＡＰの傾角αを演算する。
　このステップＳ１５で演算した傾角αは、上記回転数Ｎｒで回転するアシストポンプＡ
Ｐが上記アシスト流量Ｑａを吐出するための１回転あたりの押しのけ量に対応する傾角で
ある。同様に、上記傾角βは、上記回転数Ｎｒで回転する流体圧モータＡＭが、旋回圧力
から予測した旋回回生流量に基づいて回転するための傾角である。
【００５４】
　ステップＳ１４でアシスト制御指令がないと判定したら、ステップＳ１６へ進むが、こ
のステップＳ１６でコントローラＣは旋回回生のみの制御のため、上記電動・発電機ＭＧ
の回転数を上記回転数Ｎｒに維持しながら、旋回圧力から予測した旋回回生流量に基づい
て流体圧モータＡＭの傾角βを演算する。
　一方、このステップＳ１６ではアシスト制御は不要なので、上記回転数Ｎｒで回転する
アシストポンプＡＰの傾角α＝０として、アシストポンプＡＰの吐出量をゼロにする。
【００５５】
　また、上記ステップＳ１３で、旋回回生制御指令がないと判定したら、ステップＳ１７
へ進み、コントローラＣはブーム回生制御及び旋回回生制御のないアシスト制御のみのた
めの制御値を演算する。アシスト制御のみの場合には、上記電動・発電機ＭＧの回転数Ｎ
ａを維持しながら、上記アシスト流量Ｑａを吐出するアシストポンプＡＰの傾角αを演算
する。
　一方、このステップＳ１７では、ブーム回生制御及び旋回回生制御はしないので、コン
トローラＣは流体圧モータＡＭの傾角β＝０とする。
【００５６】
　さらに、コントローラＣは上記各ステップで各制御に応じた制御値を演算し終わったら
、ステップＳ７へ進む。
　このステップＳ７では、上記各ステップで特定された流量、回転数が、上記電動・発電
機ＭＧのパワー制限内であることを確認し、制限外であれば制限内に修正して、上記制御
値に応じた制御を実行する。
　なお、この制御の実行には、ただ単に流体圧モータＡＭ及びアシストポンプＡＰの傾角
を制御するだけでなく、上記比例電磁弁３４、電磁開閉弁５０、及び電磁開閉弁４６の制
御も行なうのは当然である。
【００５７】
　例えば、コントローラＣにブーム回生制御指令が入力されたときには、上記比例電磁弁
３４を閉じて、電磁開閉弁５０を開位置に切り換え、ブームシリンダＢＣからの回生流量
を接続用通路４２へ導く。また、旋回回生制御指令が入力されたときには、コントローラ
Ｃは、上記合流通路４３の電磁開閉弁４６を開位置に切り換えて、旋回用モータＲＭから
排出される流体を上記接続用通路４２へ導く。
【００５８】
　なお、この実施形態では、通常、戻り流量が多くなるブーム回生制御時には、比較的大
きな回転数である回転数Ｎｂで電動・発電機ＭＧを回転させるので、上記戻り流量を無駄
なく流体圧モータＡＭに供給できる。
【００５９】
　一方、アシスト制御のみの場合や旋回回生制御のみの場合には、電動・発電機ＭＧの回
転数を、上記回転数Ｎｂよりも小さい回転数Ｎａ，Ｎｒにしている。このように回転数Ｎ
ａ，Ｎｒを小さくした理由は、次の通りである。
　アシストポンプＡＰは、第１，２メインポンプＭＰ１，ＭＰ２と併用するので、それほ
ど大きな吐出量を必要としない。そのためにアシストポンプＡＰの傾角αが小さいところ
で制御されることが多くなる。
【００６０】
　このような状況のときに、電動・発電機ＭＧの回転数を大きくして、アシストポンプＡ
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Ｐの吐出量を微小範囲で制御しようとしたとき、その傾角αの制御範囲も微小になってし
まう。このように微小な制御範囲で傾角αを制御しようとすると、アシストポンプＡＰの
吐出量の制御が難しくなるとともに、アシストポンプＡＰのポンプ効率が悪くなる。
　上記のようにアシスト制御のみのときの上記回転数Ｎａを小さく設定することで、アシ
ストポンプＡＰの吐出量の制御が容易になるとともに、アシストポンプＡＰのポンプ効率
が良くなる。
【００６１】
　また、旋回回生流量も少ないので、旋回回生制御のみの場合に流体圧モータＡＭに供給
される流量は少なくなる。そのため、旋回回生制御のみのときの電動・発電機ＭＧの回転
数Ｎｒを小さくすることによって流体圧モータＡＭの傾角βの制御範囲を広くすることが
できる。
　ただし、ブーム回生制御とアシスト制御あるいは旋回回生制御とを同時に実行するとき
には、電動・発電機ＭＧの回転数を比較的大きな回転数Ｎｂとしたのは、ブーム回生制御
を優先するためである。
　なお、上記アシスト制御時の上記回転数Ｎａと旋回回生制御時の上記回転数Ｎｒは、そ
れぞれブーム回生制御時の上記回転数Ｎｂよりも小さく設定された回転数であるが、上記
回転数ＮａとＮｒとはどちらが大きくてもよいし、等しくても構わない。
【００６２】
　上記のように実施形態は圧力センサ４７で検出した旋回モータＲＭの旋回圧力をもとに
して、旋回回生流量を予測し、その予測した旋回回生流量になるように流体圧モータの傾
角を制御する構成にしているので、流体圧モータの傾角がオープン制御となる。
　これに対して、従来は、旋回圧力があらかじめ設定したしきい値を超えると、流体圧モ
ータの傾角を制御するとともに、旋回圧力を検出し、その検出された旋回圧力が維持され
るように、流体圧モータの傾角にフィードバックする構成としていた。
【００６３】
　そのため、従来は、流体圧モータの傾角制御機構に応答遅れが発生すると、旋回モータ
と流体圧モータとを連通する回路内の圧力変動が生じ、それが振動の原因になるという問
題があった。
　しかし、上記実施形態では、上記のように流体圧モータの傾角がオープン制御になるの
で、振動などがほとんど発生しない。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　この発明の制御装置は、ブームシリンダの下降時や旋回動作時の流体圧エネルギーを回
生するハイブリッド建設機械に最適である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　　旋回モータ用の操作弁
ＢＣ　　　　ブームシリンダ
　Ｃ　　　　コントローラ
１４　　　　ブーム１速用の操作弁
２６，２７　（旋回回路を構成する）通路
３４　　　　（分配手段である）比例電磁弁
３５，３６　（傾角制御手段である）傾角制御器
４２　　　　接続用通路
４３　　　　合流通路
４６　　　　電磁開閉弁
４７　　　　圧力センサ
ＡＰ　　　　アシストポンプ
ＡＭ　　　　流体圧モータ
ＭＧ　　　　発電機兼用の電動・発電機
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ＲＭ　　　　旋回モータ
Ｉ　　　　　インバータ

【図１】 【図２】
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