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(57)【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、前記エンジンの回転数に応じて圧油の吐出量を変化さ
せる第１油圧ポンプおよび第２油圧ポンプと、
　前記第１油圧ポンプから吐出された圧油を所定の高圧回路に送るための第１流路と、
　低圧回路に接続される第２流路と、
　前記第２油圧ポンプに接続される第３流路と、
　前記第１流路と前記第２流路とを接続するリリーフ流路と、
　前記第１流路を流れる圧油が所定のリリーフ圧以下の場合には前記リリーフ流路を閉じ
、前記第１流路を流れる圧油が前記リリーフ圧よりも高い場合には前記リリーフ流路を開
いて前記第１流路の圧油を前記第２流路へとリリーフさせるリリーフバルブと、
　前記第３流路を前記第１流路に接続して前記第１油圧ポンプから吐出された圧油と前記
第２油圧ポンプから吐出された圧油とを合流させて前記第１流路へと送る合流状態と、前
記第３流路を前記第２流路に接続して前記第１油圧ポンプから吐出された圧油を前記第１
流路へ送り且つ前記第２油圧ポンプから吐出された圧油を前記第２流路へ送る分流状態と
、に切換可能な流路切換バルブと、
　前記リリーフバルブのリリーフ圧を、所定の高リリーフ圧と、前記高リリーフ圧よりも
低い低リリーフ圧とに切換可能なリリーフ圧切換部と、
　前記エンジンの回転数が所定の閾値より低い場合には、前記流路切換バルブを合流状態
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にすると共に前記リリーフ圧切換部によって前記リリーフ圧を低リリーフ圧にし、前記エ
ンジンの回転数が前記閾値以上である場合には、前記流路切換バルブを分流状態にすると
共に前記リリーフ圧切換部によって前記リリーフ圧を高リリーフ圧にする制御部と、
を備える油圧システム。
【請求項２】
　前記リリーフバルブは、前記リリーフ流路を開閉する弁体と、前記リリーフ流路を閉じ
る方向に前記弁体を付勢する付勢部材とを有し、
　前記リリーフ圧切換部は、前記付勢部材と反対側にパイロット受圧部が形成されており
前記パイロット受圧部にパイロット圧が作用することによって前記リリーフ流路を閉じる
方向に前記付勢部材を押圧する押圧部材を有し、
　前記制御部は、前記流路切換バルブにパイロット圧を作用させて前記合流状態から前記
分流状態に切り換えるための圧油と、前記押圧部材の前記パイロット受圧部にパイロット
圧を作用させるための圧油とを送るためのパイロット流路と、前記パイロット流路への圧
油の供給及び排出を制御するためのパイロット圧制御部と、を有する、
請求項１に記載の油圧システム。
【請求項３】
　第１油圧ポンプから吐出された圧油を所定の高圧回路に接続するための第１流路、低圧
回路に接続される第２流路、第２油圧ポンプに接続される第３流路および前記第１流路と
前記第２流路とを接続するリリーフ流路を有するケーシングと、
　前記ケーシング内に設けられ、前記第３流路を前記第１流路に接続させる合流状態と、
前記第３流路を前記第２流路に接続させる分流状態とに切換可能な流路切換バルブと、
　前記リリーフ流路内に設けられ、前記リリーフ流路を開閉する弁体と、前記リリーフ流
路を閉じる方向に前記弁体を付勢する付勢部材とを有するリリーフバルブと、
　前記ケーシング内に設けられ、パイロット圧の作用により前記付勢部材を押圧する方向
に移動する押圧部材を有するリリーフ圧切換部と、
　前記ケーシング内に設けられ、前記流路切換バルブを、前記合流状態から前記分流状態
に切り換えるためのパイロット圧を前記流路切換バルブに導くと同時に、前記パイロット
圧を前記リリーフ圧切換部に導くことにより、前記付勢部材を押圧する方向に前記押圧部
材を移動させて、前記リリーフバルブのリリーフ圧を低リリーフ圧から高リリーフ圧に切
り換えるパイロット流路と、
を備えるバルブ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧システム、特に、高圧回路の圧力を補償するためのリリーフバルブを備
える油圧システムおよび油圧システムに用いるバルブ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、固定容量ポンプから吐出した圧油をクラッチなどの高圧回路へ供給するとともに
、この高圧回路の圧油をリリーフバルブにより減圧して潤滑用回路などの低圧回路に供給
するシステムが知られている（例えば、特許文献１に従来の技術として説明される図２参
照）。
【０００３】
　このような従来のシステムを、図７を用いて説明する。この従来の油圧システム２００
は、エンジン２０１と、油圧ポンプ２０２と、第１流路２０３と、リリーフ流路２０４と
、リリーフバルブ２０５とを備えている。油圧ポンプ２０２は、エンジン２０１により駆
動され、エンジン２０１の回転数に応じて圧油の吐出量を変化させる。第１流路２０３は
、所定の高圧回路に接続されており、油圧ポンプ２０２から吐出された圧油を高圧回路に
送るための流路である。リリーフ流路２０４は、第１流路２０３と低圧回路とを接続する
流路である。リリーフバルブ２０５は、第１流路２０３を流れる圧油が所定のリリーフ圧
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以下の場合にはリリーフ流路２０４を閉じ、第１流路２０３を流れる圧油がリリーフ圧よ
りも高い場合にはリリーフ流路２０４を開く。すなわち、リリーフバルブ２０５は、高圧
回路の圧力を補償しながら低圧回路へ圧油を供給する役割を持つ。
【０００４】
　ここで、油圧ポンプ２０２は固定容量ポンプであるので、図８（ｂ）に示すようにエン
ジン２０１の回転数の増大に伴って第１流路２０３へ供給される圧油の流量が増大する。
油圧ポンプ２０２は、エンジン２０１がローアイドル回転数Ｎ１のときに必要油量Ｑ１を
供給できる仕様のものが選定される。なお、図８（ｂ）は、第１流路２０３を介して高圧
回路に供給される圧油の流量とエンジン回転数との関係を示している。
【０００５】
　ところで、一般的に、低圧回路は高圧回路よりも多くの油量を必要とする場合が多い。
上述の従来のシステムにおいては、低圧回路へは常に高リリーフ圧にセットされたリリー
フバルブ２０５を経由して圧油が供給されることになるため、動力の損失が大きい。
【０００６】
　この問題を解消するために、特許文献１に示されるような高圧回路用の少容量高圧ポン
プと、低圧回路用の大容量低圧ポンプを用いた油圧システムが考案されている。特許文献
１の技術においては、高圧回路であるクラッチ回路と低圧回路との間に優先バルブを設け
、クラッチ作動時に優先バルブを作動させて大容量低圧ポンプの吐出油を高圧回路側に供
給する技術が開示されている。
【特許文献１】実開平５－２７４２３号公報
【発明の開示】
【０００７】
　また、上記問題を解決するために、図９に示すような油圧システム３００（以下、「参
考例に係る油圧システム」と呼ぶ）が案出されている。この参考例に係る油圧システム３
００は、エンジン３０１と、第１油圧ポンプ３０２と、第２油圧ポンプ３０３と、第１流
路３０４と、第２流路３０５と、リリーフ流路３０６と、リリーフバルブ３０７と、流路
切換バルブ３０８とを備えている。
【０００８】
　第１油圧ポンプ３０２および第２油圧ポンプ３０３は、エンジン３０１により駆動され
、エンジン３０１の回転数に応じて圧油の吐出量を変化させる。
【０００９】
　第１流路３０４は、高圧回路に接続されており、第１油圧ポンプ３０２から吐出された
圧油を高圧回路に送るための流路である。第２流路３０５は、低圧回路に接続されており
、第２油圧ポンプ３０３から吐出された圧油を低圧回路に送るための流路である。リリー
フ流路３０６は、第１流路３０４と第２流路３０５とを接続する流路である。
【００１０】
　リリーフバルブ３０７は、第１流路３０４を流れる圧油が所定のリリーフ圧以下の場合
にはリリーフ流路３０６を閉じ、第１流路３０４を流れる圧油がリリーフ圧よりも高い場
合にはリリーフ流路３０６を開く。
【００１１】
　流路切換バルブ３０８は、図示せぬコントローラからの指令により、合流状態と分流状
態とに切換可能である。流路切換バルブ３０８が合流状態である場合には、第１油圧ポン
プ３０２から吐出された圧油と第２油圧ポンプ３０３から吐出された圧油とが合流して第
１流路３０４へと送られる。すなわち、第１油圧ポンプ３０２と第２油圧ポンプ３０３と
の２つのポンプから吐出された圧油が第１流路３０４を介して高圧回路に送られる（以下
、この状態を「２ポンプ状態」と呼ぶ）。また、流路切換バルブ３０８が分流状態である
場合には、第１油圧ポンプ３０２から吐出された圧油は第１流路３０４へ送られ且つ第２
油圧ポンプ３０３から吐出された圧油は第２流路３０５へ送られる。すなわち、第１油圧
ポンプ３０２からの圧油のみが第１流路３０４を介して高圧回路に送られる（以下、この
状態を「１ポンプ状態」と呼ぶ）。
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【００１２】
　そして、この油圧システム３００では、エンジン回転数が所定の閾値より低い場合には
、流路切換バルブ３０８が合流状態とされ、エンジン回転数が所定の閾値以上である場合
には、流路切換バルブ３０８が分流状態とされる。
【００１３】
　図９に示した参考例に係る油圧システムにおける、リリーフ圧とエンジン回転数との関
係を図１０（ａ）に示し、第１流路３０４に供給される圧油の流量とエンジン回転数との
関係を図１０（ｂ）に示す。図１０（ｂ）に示すように、第１油圧ポンプ３０２と第２油
圧ポンプ３０３は、エンジン回転数がローアイドル回転数であるＮ１のときの必要油量Ｑ
１を満足し、かつ、エンジン回転数がハイアイドル回転数であるＮ２のときの必要油量Ｑ
２を満足するように選定される。したがって、図１０（ｂ）に破線で示す従来システムに
比べ、エンジン回転数が閾値Ｎａより高い場合には、高圧回路へ送られる圧油の流量が低
減される。これにより、この参考例に係る油圧システム３００では、従来の油圧システム
２００よりも、エンジン馬力のロスを低減することができる。
【００１４】
　ところで、リリーフバルブのリリーフ圧は、常に一定というわけではなく、リリーフバ
ルブを通過する圧油の流量が増加するほどリリーフ圧も増加するという特性（オーバーラ
イド特性）を有する。
【００１５】
　図７に示した従来システム２００について、オーバーライド特性によるリリーフ圧の変
化を図８を用いて説明する。前述のように、油圧ポンプ２０２は固定容量ポンプであるの
で、図８（ｂ）に示すようにエンジン２０１の回転数の増大に伴って吐出量が増大する。
油圧ポンプ２０２から吐出した圧油は所定量が高圧回路へ供給され、残りがリリーフバル
ブ２０５を経由して低圧回路へ供給される。リリーフバルブ２０５を通過する油量はエン
ジン２０１の回転数の増大に伴って増大する。したがって、オーバーライド特性により、
図８（ａ）に示すように、エンジン２０１の回転数が増大するほど、リリーフバルブ２０
５のリリーフ圧も増大することとなる。なお、図８（ａ）は、リリーフ圧とエンジン回転
数との関係を示している。
【００１６】
　また、前述した、参考例に係る油圧システム３００においては、エンジン回転数に応じ
て１ポンプ状態と２ポンプ状態とを切り換えることにより、特にエンジン回転数が高い１
ポンプ状態である場合のエンジン馬力のロスを低減することができる。しかし、この参考
例に係る油圧システム３００の場合、上述したオーバーライド特性のために、エンジン回
転数が低い２ポンプ状態のときのリリーフ圧が、上記の従来の油圧システム２００におけ
るリリーフ圧よりも大きくなり、エンジン馬力のロスが増大する恐れがある。例えば、図
１０（ａ）において実線Ｌ１で示すように、エンジン回転数が比較的高回転のＮ２である
場合においてリリーフ圧がＰ４となるように油圧システムが設計されると、エンジン回転
数が比較的低く２ポンプ状態である場合（Ｎ＜Ｎａ）のリリーフ圧は、破線Ｌ２で示す従
来の油圧システム２００におけるリリーフ圧よりも大きくなり、エンジン馬力にロスが生
じてしまう。
【００１７】
　本発明の課題は、エンジン馬力のロスを低減することができる油圧システムを提供する
ことにある。
【００１８】
　第１発明に係る油圧システムは、エンジンと、第１油圧ポンプと、第２油圧ポンプと、
第１流路と、第２流路と、第３流路と、リリーフ流路と、リリーフバルブと、流路切換バ
ルブと、リリーフ圧切換部と、制御部と、を備える。第１油圧ポンプおよび第２油圧ポン
プは、エンジンによって駆動され、エンジンの回転数に応じて圧油の吐出量を変化させる
。第１流路は、第１油圧ポンプから吐出された圧油を所定の高圧回路に送るため流路であ
る。第２流路は、所定の低圧回路に接続される流路である。第３流路は、第２油圧ポンプ
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に接続される流路である。リリーフ流路は、リリーフバルブを介して第１流路と第２流路
とを接続する流路である。リリーフバルブは、第１流路を流れる圧油が所定のリリーフ圧
以下の場合にはリリーフ流路を閉じ、第１流路を流れる圧油がリリーフ圧よりも高い場合
にはリリーフ流路を開いて第１流路の圧油を第２流路へとリリーフさせる。流路切換バル
ブは、合流状態と分流状態とに切換可能である。合流状態では、第３流路は第１流路に接
続されて第１油圧ポンプから吐出された圧油と第２油圧ポンプから吐出された圧油とは合
流して第１流路へと流れる。分流状態では、第３流路は第２流路に接続されて第１油圧ポ
ンプから吐出された圧油は第１流路へ流れ且つ第２油圧ポンプから吐出された圧油は第２
流路へ流れる。リリーフ圧切換部は、リリーフバルブのリリーフ圧を、所定の高リリーフ
圧と、高リリーフ圧よりも低い低リリーフ圧とに切換可能である。制御部は、エンジンの
回転数が所定の閾値より低い場合には、流路切換バルブを合流状態にすると共に、リリー
フ圧切換部によってリリーフ圧を低リリーフ圧にする。また、制御部は、エンジンの回転
数が閾値以上である場合には、流路切換バルブを分流状態にすると共に、リリーフ圧切換
部によってリリーフ圧を高リリーフ圧にする。
【００１９】
　この油圧システムでは、エンジンの回転数が所定の閾値より低い場合には、流路切換バ
ルブが合流状態にされる。これにより、第１油圧ポンプから吐出された圧油と、第２油圧
ポンプから吐出された圧油とが合流して第１流路を介して高圧回路に送られる。また、エ
ンジンの回転数が閾値以上である場合には、流路切換バルブが分流状態にされる。これに
より、第１油圧ポンプから吐出された圧油は第１流路を介して高圧回路に送られる。また
、第２油圧ポンプから吐出された圧油は第２流路を介して低圧回路に送られる。これによ
り、過剰な量の圧油が高圧回路へ送られることが抑えられ、エンジン馬力のロスを低減す
ることができる。また、流路切換バルブが合流状態の場合には、リリーフ圧切換部によっ
てリリーフ圧が低リリーフ圧にされる。これにより、合流状態でのリリーフ圧の上昇を抑
えることができ、エンジン馬力のロスを低減することができる。
【００２０】
　第２発明に係る油圧システムは、第１発明の油圧システムであって、リリーフバルブは
、リリーフ流路を開閉する弁体と、リリーフ流路を閉じる方向に弁体を付勢する付勢部材
とを有する。また、リリーフ圧切換部は、押圧部材を有する。押圧部材には、付勢部材と
反対側にパイロット受圧部が形成されており、押圧部材は、パイロット受圧部にパイロッ
ト圧が作用することによってリリーフ流路を閉じる方向に付勢部材を押圧する。そして、
制御部は、パイロット流路と、パイロット圧制御部とを有する。パイロット流路は、流路
切換バルブにパイロット圧を作用させて合流状態から分流状態に切り換えるための圧油と
、押圧部材のパイロット受圧部にパイロット圧を作用させるための圧油とを送るための流
路である。パイロット圧制御部は、パイロット流路への圧油の供給及び排出を制御するた
めのものである。
【００２１】
　この油圧システムでは、パイロット圧制御部によってパイロット流路へ圧油が供給され
ると、流路切換バルブにパイロット圧が作用して、流路切換バルブが合流状態から分流状
態に切り換えられる。また、パイロット流路へ圧油が供給されると、押圧部材のパイロッ
ト受圧部にパイロット圧が作用して、押圧部材がリリーフバルブの付勢部材をリリーフ流
路を閉じる方向に押圧する。これにより、リリーフバルブのリリーフ圧が低リリーフ圧か
ら高リリーフ圧に変更される。逆に、パイロット流路から圧油が排出されると、流路切換
バルブが分流状態から合流状態に切り換えられる。また、押圧部材による付勢部材への押
圧が解除される。これにより、リリーフ圧が高リリーフ圧から低リリーフ圧に切り換えら
れる。このように、この油圧システムでは、簡易な構成により、流路切換バルブの切り換
えに連動してリリーフ圧を切り換えることができる。
【００２２】
　第３発明に係るバルブ組立体は、ケーシングと、流路切換バルブと、リリーフバルブと
、リリーフ圧切換部と、パイロット流路とを備える。ケーシングは、第１流路、第２流路
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、第３流路、および、リリーフ流路を有する。第１流路は、第１油圧ポンプから吐出され
た圧油を所定の高圧回路に接続するための流路である。第２流路は、低圧回路に接続され
る流路である。第３流路は、第２油圧ポンプに接続される流路である。リリーフ流路は、
第１流路と第２流路とを接続する流路である。流路切換バルブは、ケーシング内に設けら
れ、合流状態と分流状態とに切換可能である。流路切換バルブは、合流状態では、第３流
路を第１流路に接続する。流路切換バルブは、分流状態では、第３流路を第２流路に接続
する。リリーフバルブは、リリーフ流路に設けられ、リリーフ流路を開閉する弁体と、リ
リーフ流路を閉じる方向に弁体を付勢する付勢部材とを有する。リリーフ圧切換部は、ケ
ーシング内に設けられ、パイロット圧の作用により付勢部材を押圧する方向に移動する押
圧部材を有する。パイロット流路は、ケーシング内に設けられ、流路切換バルブを合流状
態から分流状態に切り換えるためのパイロット圧を流路切換バルブに導くと同時に、パイ
ロット圧をリリーフ圧切換部に導くことにより、付勢部材を押圧する方向に押圧部材を移
動させて、リリーフバルブのリリーフ圧を低リリーフ圧から高リリーフ圧に切り換える。
【００２３】
　このバルブ組立体では、パイロット流路へ圧油が供給されると、流路切換バルブにパイ
ロット圧が作用して、流路切換バルブが合流状態から分流状態に切り換えられる。また、
パイロット流路へ圧油が供給されると、リリーフ圧切換部にパイロット圧が作用して、押
圧部材がリリーフバルブの付勢部材をリリーフ流路を閉じる方向に押圧する。これにより
、リリーフバルブのリリーフ圧が低リリーフ圧から高リリーフ圧に変更される。逆に、パ
イロット流路から圧油が排出されると、流路切換バルブが分流状態から合流状態に切り換
えられる。また、押圧部材による付勢部材への押圧が解除される。これにより、リリーフ
圧が高リリーフ圧から低リリーフ圧に切り換えられる。このように、このバルブ組立体で
は、簡易な構成により、流路切換バルブの切り換えに連動してリリーフ圧を切り換えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】油圧システムの構成を示す油圧回路図。
【図２】油圧システムにおける制御内容を示す図。
【図３】バルブ組立体の断面図。
【図４】バルブ組立体の断面図。
【図５】油温が高い場合のリリーフ圧と高圧回路の圧油の流量との変化を示すグラフ。
【図６】油温が低い場合のリリーフ圧と高圧回路の圧油の流量との変化を示すグラフ。
【図７】従来の油圧システムの構成を示す油圧回路図。
【図８】従来の油圧システムにおけるリリーフ圧と第１流路に供給される圧油の流量との
変化を示すグラフ。
【図９】参考例に係る油圧システムの構成を示す油圧回路図。
【図１０】参考例に係る油圧システムにおけるリリーフ圧と第１流路に供給される圧油の
流量との変化を示すグラフ。
【符号の説明】
【００２５】
２　　エンジン
３　　第１油圧ポンプ
４　　第２油圧ポンプ
５　　第１流路
６　　第２流路
７　　リリーフ流路
８　　リリーフバルブ
９　　流路切換バルブ
１０　リリーフ圧切換部
１１　制御部
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１６　第３流路
１９　パイロット流路
２９　ケーシング
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　＜構成＞
　　〔油圧システムの構成〕
　本発明の一実施形態に係る油圧システム１を図１に示す。この油圧システム１は、例え
ばブルドーザなどの作業車両に搭載されるものであり、エンジン２と、第１油圧ポンプ３
と、第２油圧ポンプ４と、第１流路５と、第２流路６と、第３流路１６と、リリーフ流路
７と、リリーフバルブ８と、流路切換バルブ９と、リリーフ圧切換部１０と、制御部１１
とを備えている。
【００２７】
　エンジン２は、例えば、ディーゼル式のエンジンであり、図示しない燃料噴射装置から
の燃料の噴射量が制御されることにより、出力トルクと回転数とが制御される。なお、エ
ンジン２の回転数は、エンジン回転数センサ１２により検出され、後述するコントローラ
１３に検出信号として送られる。
【００２８】
　第１油圧ポンプ３および第２油圧ポンプ４は、エンジン２によって駆動され、エンジン
２の回転数に応じて圧油の吐出量を変化させる固定容量型の油圧ポンプである。
【００２９】
　第１流路５は、第１油圧ポンプ３に接続されており、第１油圧ポンプ３から吐出された
圧油を所定の高圧回路に送るための流路である。高圧回路は、後述する低圧回路と比較し
て圧力の高い圧油が流れる油圧回路であり、例えばトランスミッション（Ｔ／Ｍ）の変速
クラッチを駆動するためのＴ／Ｍコントロールバルブを含む。また、高圧回路に送られる
圧油の油温は、油温センサ１５によって検出され、後述するコントローラ１３に検出信号
として送られる。なお、ここでは、油温センサ１５は、トルクコンバータ（Ｔ／Ｃ）の出
口での油温を検出しており、トルクコンバータ（Ｔ／Ｃ）の出口での油温が高圧回路に送
られる圧油の油温として用いられている。しかし、高圧回路に油圧センサが配置され、高
圧回路の圧油の温度を直接的に検出されてもよい。
【００３０】
　第２流路６は、所定の低圧回路に接続される流路である。低圧回路は、高圧回路と比較
して圧力の低い圧油が流れる油圧回路であり、例えばトルクコンバータ（Ｔ／Ｃ）を含む
。
【００３１】
　第３流路１６は、第２油圧ポンプ４に接続される。また、第３流路１６は、第４流路１
７によって逆止弁８を介して第１流路５と接続されている。逆止弁１８は、第３流路１６
から第１流路５へ向かう圧油の流れを許容するが、第１流路５から第３流路１６へ向けて
は圧油が流れないように構成されている。
【００３２】
　第１流路５と第２流路６との間にはリリーフバルブ８を備えたリリーフ流路７が設けら
れる。リリーフ流路７は、第１流路５と第２流路６とを接続する流路である。
【００３３】
　リリーフバルブ８は、第１流路５を流れる圧油が所定のリリーフ圧以下の場合にはリリ
ーフ流路７を閉じる。リリーフバルブ８は、第１流路５を流れる圧油がリリーフ圧よりも
高い場合には、リリーフ流路７を開いて第１流路５の圧油を第２流路２へとリリーフさせ
る。これにより、リリーフバルブ８は、第１流路５を流れる圧油の圧力を補償した上で第
２流路にも圧油を供給する役割を果たす。リリーフバルブ８の具体的な構成については後
に詳細に説明する。
【００３４】
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　流路切換バルブ９は、合流状態と分流状態とに切換可能なバルブである。流路切換バル
ブ９は、合流状態では、第３流路１６を第１流路５に接続させる。これにより、第１流路
５には、第１油圧ポンプ３から吐出された圧油と第２油圧ポンプ４から吐出された圧油と
が合流して流れる。流路切換バルブ９は、分流状態では、第３流路１６を第２流路６に接
続する。これにより、第１油圧ポンプ３から吐出された圧油は、第１流路５へ流れ、且つ
、第２油圧ポンプ４から吐出された圧油は第２流路６へ流れる。流路切換バルブ９は、後
述するパイロット流路１９を介して圧油が供給されてパイロット圧を印可されることによ
り合流状態から分流状態へと切り換えられる。また、流路切換バルブ９は、パイロット圧
が印可されていない状態では、バネの付勢力により合流状態に維持される。
【００３５】
　リリーフ圧切換部１０は、リリーフバルブ８のリリーフ圧を、所定の高リリーフ圧と、
高リリーフ圧よりも低い低リリーフ圧とに切り換えることができる。リリーフ圧切換部１
０は、パイロット流路１９を介して供給される圧油の圧力によってリリーフバルブ８の第
１付勢部材３５の付勢力を変更し、これにより、リリーフ圧を切り換える。リリーフ圧切
換部１０の具体的な構成については後に詳細に説明する。
【００３６】
　制御部１１は、流路切換バルブ９の切換およびリリーフバルブ８のリリーフ圧の切換を
連動して制御するための機構である。制御部１１は、パイロット流路１９と、パイロット
圧制御部２２とを有する。
【００３７】
　パイロット流路１９は、流路切換バルブ９にパイロット圧を作用させて合流状態から分
流状態に切り換えるための圧油を送るための流路である。パイロット流路１９は、第１流
路５に絞り３９を介して接続されている。パイロット流路１９は、第１流路５を流れる圧
油の一部を前記絞り３９を介して減圧し、流路切換バルブ９のパイロット受圧部９ａに導
いている。なお、パイロット流路１９には、圧力スイッチ２３が設けられている。圧力ス
イッチ２３は、パイロット流路１９を流れる圧油の圧力が所定値以上となっているか否か
を検出する。圧力スイッチ２３は後述するコントローラ１３に検出信号を送信し、これに
より、流路切換バルブ９の切換状態およびリリーフバルブ８のリリーフ圧の切換状態が検
出される。
【００３８】
　また、パイロット流路１９は、リリーフ圧切換部１０のパイロット受圧部４１（図３、
図４参照））にも接続されている。後述するパイロット圧制御部２２の作動により、パイ
ロット流路１９に所定の油圧が発生している状態では、リリーフ圧切換部１０によってリ
リーフバルブ８のリリーフ圧が低リリーフ圧から高リリーフ圧に切り換えられる。また、
パイロット流路１９を介してリリーフ圧切換部１０から圧油が排出されると、リリーフバ
ルブ８のリリーフ圧が高リリーフ圧から低リリーフ圧に切り換えられる。
【００３９】
　パイロット圧制御部２２は、パイロット流路１９への圧油の供給及び排出を制御するた
めの機構である。パイロット圧制御部２２は、排出流路２４と、電磁切換弁２５と、コン
トローラ１３とを有する。
【００４０】
　排出流路２４は、電磁切換弁２５とタンク２６とを接続する流路である。
【００４１】
　電磁切換弁２５は、排出流路２４とパイロット流路１９の間に設けられている。電磁切
換弁２５が開状態である場合には、排出流路２４を介してパイロット流路１９はタンク２
６と連通される。電磁切換弁２５が閉状態である場合には、パイロット流路１９はタンク
２６との間は遮断され、パイロット流路１９には所定のパイロット圧が発生する。
【００４２】
　コントローラ１３は、ＣＰＵやメモリーなどによって構成されており、電磁切換弁２５
を電気的に制御することができる。コントローラ１３は、エンジン回転数および高圧回路
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に送られる圧油の油温に基づいて電磁切換弁２５を制御する。
【００４３】
　コントローラ１３は、図２（ａ）に示すように、油温が所定温度Ｔ未満である場合には
、エンジン回転数に関わらず電磁切換弁２５を開状態にする。これにより、パイロット流
路１９はタンク２６と連通されてパイロット流路１９に油圧は発生しない。その結果、流
路切換バルブ９が合流状態にされ、２ポンプ状態で高圧回路に圧油が供給される。また、
リリーフバルブ８のリリーフ圧はバネ力のみで規定される低リリーフ圧となる（図２（ｂ
）参照）。このように、油温が低い場合には、流路切換バルブ９が合流状態にされること
により、圧油の粘性が大きい場合にも十分な流量の圧油を高圧回路に送ることができる。
なお、流路切換バルブ９が故障している場合にも、２ポンプ状態で圧油が高圧回路に供給
される。
【００４４】
　また、コントローラ１３は、油温が温度Ｔ以上である場合には、エンジン回転数に応じ
て電磁切換弁２５を切り換える。具体的には、エンジン回転数が所定の閾値Ｎａ（図５参
照）より低い場合には、電磁切換弁２５を開状態にする。これにより、パイロット流路１
９はタンク２６と連通されてパイロット流路１９に油圧は発生しない。その結果、流路切
換バルブ９が合流状態にされ、２ポンプ状態で高圧回路に圧油が供給される。また、リリ
ーフバルブ８のリリーフ圧はばね力のみで規定される低リリーフ圧となる（図２（ｂ）参
照）。コントローラ１３は、エンジン回転数が閾値Ｎａ以上である場合には、電磁切換弁
２５を閉状態にする。これにより、パイロット流路１９には所定のパイロット圧が発生し
て流路切換バルブ９が分流状態にされ、１ポンプ状態で高圧回路に圧油が供給される。ま
た、リリーフバルブ８のリリーフ圧は、バネ力と、リリーフ圧切換部１０に作用するパイ
ロット圧による力との和によって規定されることとなり、リリーフ圧が高リリーフ圧に設
定される。
【００４５】
　　〔リリーフバルブの構成〕
　図３に示すように、リリーフバルブ８は、スプール３０（弁体）と、第１付勢部材３５
と、内部ピストン５０とを備える。また、リリーフバルブ８は、図３に示すバルブ組立体
１００の一部を構成している。バルブ組立体１００は、ケーシング２９を有しており、ケ
ーシング２９内には、リリーフバルブ８の他に、上述した、流路切換バルブ９、リリーフ
圧切換部１０、電磁切換弁２５などが含まれている。
【００４６】
　ケーシング２９には、リリーフバルブ８のスプール３０が収納される第１収納空間Ｓ１
や、流路切換バルブ９が収納される第２収納空間Ｓ２が形成されている。また、ケーシン
グ２９には、上述した各種の流路が形成されているが、図３においては、説明の便宜上、
これらの流路のうち第１流路５、第２流路６、第３流路１６、パイロット流路１９のみに
符号を付している。
【００４７】
　スプール３０は、第１収納空間Ｓ１に配置されており、第１収納空間Ｓ１において軸方
向（図３における左右方向）に移動可能である。スプール３０は、リリーフ流路７（図１
参照）を開閉する。具体的には、図中の左方向に移動して所定のリリーフ位置まで移動す
ることにより、リリーフ流路７を開くリリーフ状態となる。また、リリーフ位置から図中
の右側に移動することにより、リリーフ流路７を閉じる閉状態となる。スプール３０には
、第１内部空間３３と、第１連通路３４と、が形成されている。第１内部空間３３は、第
１端部３１から反対側の第２端部３２方向に陥入して設けられており、内部ピストン５０
の形状に対応した円筒状の形状を有している。なお、第１端部３１は、スプール３０の軸
方向の一端であり、第２端部３２はスプール３０の軸方向の他端である。第１連通路３４
は、スプール３０の側面から第１内部空間３３を構成する凹部の底面までに亘って形成さ
れており、第１流路５に連通している。
【００４８】
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　第１付勢部材３５は、リリーフ流路７を閉じる方向にスプール３０を付勢するバネであ
る。第１付勢部材３５は、第１収納空間Ｓ１にスプール３０と共に設けられており、一端
が後述する押圧部材４２に固定され、他端がスプール３０の第２端部３２に固定されてい
る。これにより、第１付勢部材３５は、スプール３０の第２端部３２側を押圧して、リリ
ーフ流路７を閉じる方向（図３における右方向）に付勢する。
【００４９】
　内部ピストン５０は、スプール３０の第１内部空間３３に収納されており、軸方向に移
動可能となっている。内部ピストン５０は、第１ピストン部５１と、第２ピストン部５２
と、第２付勢部材５３とを有する。
【００５０】
　第１ピストン部５１は、第１内部空間３３において第２ピストン部５２よりも第１端部
３１側に配置されている。第１ピストン部５１の一端には、軸方向に陥入する凹部５６が
設けられている。
【００５１】
　第２ピストン部５２は、第１ピストン部５１と軸方向に並んで第１ピストン部５１より
第２端部３２側に配置されている。第１ピストン部５１と対向する第２ピストン部５２の
一端には、軸方向に陥入した凹部５７が形成されている。また、第２ピストン部５２の他
端は、第１連通路３４と対向している。第２ピストン部５２の凹部５７と、第１ピストン
部５１の凹部５６とは、第２内部空間５５を構成している。この第２内部空間５５は、第
１ピストン部５１と第２ピストン部５２との間に形成されている。また、第２ピストン部
５２には、軸方向に沿って第２連通路５４が形成されている。この第２連通路５４は、第
１内部空間３３のうち内部ピストン５０よりも第１連通路３４側に位置する空間５８と、
第２内部空間５５とを連通している。
【００５２】
　第２付勢部材５３は、第１ピストン部５１と第２ピストン部５２との間に設けられてお
り、第１ピストン部５１と第２ピストン部５２とに互いに反力を生じさせる。第２付勢部
材５３は、第２内部空間５５に収納されている。
【００５３】
　このリリーフバルブ８では、第１流路５の圧油が、第１連通路３４および第２連通路５
４を通って第２内部空間５５に充填される。そして、第２内部空間５５に充填された圧油
が第２ピストン部５２を介してスプール３０を押す力（図３の矢印Ａ２参照）と、第１付
勢部材３５からスプール３０に加えられる付勢力（図３の矢印Ａ３参照）とが釣り合った
状態となる。第１流路５の圧油の圧力が増大すると、スプール３０が第１付勢部材３５の
付勢力Ａ３に抗して図の左方向に移動する。そして、第１流路５の圧油の圧力が所定のリ
リーフ圧に達した場合に、スプール３０がリリーフ流路７を開いたリリーフ状態となり、
圧油のリリーフが行われる。
【００５４】
　　〔リリーフ圧切換部１０の構成〕
　リリーフ圧切換部１０は、押圧部材４２を有する。押圧部材４２は、第１付勢部材３５
を介してスプール３０と同軸上に配置され、スプール３０および第１付勢部材３５の軸方
向に移動可能である。押圧部材４２における第１付勢部材３５と反対側にはパイロット受
圧部４１が形成されている。パイロット受圧部４１は、パイロット流路１９内のパイロッ
ト圧が作用するよう構成される。
【００５５】
　このリリーフ圧切換部１０では、パイロット流路１９に所定のパイロット圧が生じると
、押圧部材４２が第１付勢部材３５を押圧する。これにより、図４に示すように、第１付
勢部材３５が圧縮される。すると、第１付勢部材３５からスプール３０に加えられる付勢
力（図４の矢印Ａ３’ 参照）が増大する。このため、この付勢力に抗してスプール３０
を動かすために必要な力（図４の矢印Ａ２’ 参照）も増大する。これにより、リリーフ
バルブ８のリリーフ圧が高リリーフ圧に設定される。
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【００５６】
　なお、図３および図４においては、電磁切換弁２５の具体的な作動の様子は省略し、電
磁切換弁２５の作動に伴うパイロット流路１９のタンク２６との連通・遮断状態を模式的
に示している。
【００５７】
　パイロット流路１９がタンク２６と連通してパイロット圧がほぼ０になると、第１付勢
部材３５が伸張して元の状態に戻る。すると、第１付勢部材３５からスプール３０に加え
られる付勢力（図３の矢印Ａ３参照）が小さくなる。このため、この付勢力に抗してスプ
ール３０を動かすために必要な力（図３の矢印Ａ２参照）も小さくなる。これにより、リ
リーフバルブ８のリリーフ圧が低リリーフ圧に設定される。
【００５８】
〔流路切換バルブの構成〕
　流路切換バルブ９のスプール９１は、ケーシング２９の第２収納空間Ｓ２に配置されて
おり、第２収納空間Ｓ２において軸方向（図３における左右方向）に移動可能である。ス
プール９１の一端側には第３付勢部材９２が設けられてスプール９１を一方側（図３の左
側）に向けて付勢している。また、スプール９１の他端側には、パイロット流路１９の油
圧が作用するパイロット受圧部９ａが形成されている。
【００５９】
　パイロット流路１９に所定のパイロット圧が生じると、スプール９１は第３付勢部材９
２の付勢力に抗して移動し、第３流路１６と第２流路６とを連通させる（図４参照）。ま
た、パイロット流路１９のパイロット圧がほぼ０になると、スプール９１は第３付勢部材
９２の付勢力により押し戻され、第３流路１６を第１流路５に連通させる（図３参照）。
【００６０】
　このように、この油圧システム１では、簡易な構成により流路切換バルブ９を切り換え
て合流状態と分流状態とを切り換えることができるともに、リリーフ圧の切換を行うこと
ができる。
【００６１】
　＜特徴＞
　（１）
　この油圧システム１では、油温が温度Ｔ以上である場合には、図５に示すように、リリ
ーフ圧および高圧回路の圧油の流量が変化する。
【００６２】
　すなわち、エンジン２の回転数が所定の閾値Ｎａより低い場合（Ｎ１≦Ｎ＜Ｎａ）には
、流路切換バルブ９が合流状態にされると共にリリーフ圧が低リリーフ圧に設定される。
この場合、第１油圧ポンプ３と第２油圧ポンプ４との両方から高圧回路に圧油が送られ、
その合計流量は、図５（ｂ）において実線ＱＬ１で示すように、エンジン回転数に応じて
Ｑ１～Ｑ２の間で変化する。また、図５（ａ）において実線ＰＬ１で示すように、リリー
フ圧は圧油の流量に応じてＰ１～Ｐ２の間で変化する。これに対して、リリーフ圧が切り
換えられない場合には、破線ＰＬ１’で示すように、リリーフ圧は圧油の流量に応じてＰ
３～Ｐ４の間で変化する。このように、この油圧システム１では、リリーフ圧が抑えられ
ることにより、エンジン馬力のロスを低減することができる。また、リリーフ圧が抑えら
れることにより、高圧回路の構成部品の耐久性を向上させることもできる。
【００６３】
　また、エンジン回転数が閾値Ｎａ以上である場合（Ｎａ≦Ｎ＜Ｎ２）には、流路切換バ
ルブ９が分流状態にされると共にリリーフ圧が高リリーフ圧に設定される。この場合、第
２油圧ポンプ４からは圧油が送られず、第１油圧ポンプ３から高圧回路に圧油が送られ、
その流量は、図５（ｂ）において実線ＱＬ２で示すように、Ｑ１～Ｑ２の間で変化する。
これに対して、２ポンプ状態が維持される場合には、２点鎖線ＱＬ２’で示すように、油
量はＱ２からさらに増大し、Ｑ２～Ｑ３の間で変化する。このように、この油圧システム
１では、高圧回路に送られる圧油の流量の増大が抑えられることにより、エンジン馬力の
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【００６４】
　（２）
　また、この油圧システム１では、油温が温度Ｔ未満又は流路切換バルブ９が故障してい
る場合には、図６に示すように、リリーフ圧および高圧回路の圧油の流量が変化する。
【００６５】
　すなわち、エンジン回転数に関わらず、流路切換バルブ９が合流状態に維持されると共
にリリーフ圧が低リリーフ圧に維持される。これにより、図６（ａ）において実線ＰＬ３
で示すように、エンジン回転数の変化に応じてリリーフ圧がＰ１～Ｐ４の間で変化する。
これに対して、リリーフ圧の切換ができず高リリーフ圧に維持される場合には、破線ＰＬ
３’ で示すように、リリーフ圧がＰ３～Ｐ５の間で変化する。このように、この油圧シ
ステム１では、リリーフ圧が抑えられることによって、エンジン馬力のロスを低減するこ
とができる。なお、この場合、高圧回路の圧油の流量は、図６（ｂ）に示すように、Ｑ１
～Ｑ３の間で変化する。
【００６６】
　＜他の実施形態＞
　（ａ）
　上記の実施形態では、作業車両に搭載される油圧システムが例示されているが、本発明
の適用対象はこれに限られず、高圧回路の油圧を補償するリリーフバルブが備えられた油
圧システムであればよい。
【００６７】
　（ｂ）
　上記の実施形態では、制御部１１は、１ポンプ状態と２ポンプ状態との切換と、リリー
フ圧の切換との連動を機械的な構成によって実現しているが、電気的な制御によって上記
の切換が連動して行われてもよい。ただし、上記の実施形態に係る油圧システム１では簡
易な構成で上記の切換の連動を行うことができるため、コスト低減の観点からは上記の実
施形態に係る構成が望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明に係る油圧システムでは、２ポンプ状態ではリリーフ圧が低リリーフ圧に設定さ
れ、１ポンプ状態では高リリーフ圧に設定される。これにより、２ポンプ状態でのリリー
フ圧の上昇を抑えることができ、エンジン馬力のロスを低減することができる。
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