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(57)【要約】
【課題】油圧ポンプが吸収するパワーに応じてエンジン
回転数を変更しても、油圧ポンプの吐出流量が変化せず
、ハイブリッドではない通常の建設機械と同様の操作感
覚が得られるハイブリッド建設機械を提供する。
【解決手段】　油圧アクチュエータに作動油を供給する
可変容量型の油圧ポンプ１、油圧ポンプ１を回転駆動で
きるように備えられたエンジン２、油圧ポンプ１を回転
駆動できるように備えられた電動モータ３、エンコンダ
イヤル４、コントローラ４及び操作レバー５を備える。
コントローラは、エンジン２の発生するパワーに応じて
、燃料消費量が少なくなるようにエンジン２の回転数を
変更し、エンジン２の回転数とエンコンダイヤル４のダ
イヤル位置と操作レバー５の操作量に基づいて、油圧ポ
ンプ１の容量を変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧アクチュエータの作動油を吐出する可変容量型の油圧ポンプと、前記油圧ポンプを
駆動するエンジンと、前記エンジンにより駆動され、発電電力を蓄電装置に充電すると共
に、前記蓄電装置に充電された電力により駆動され、前記エンジンによる前記油圧ポンプ
の駆動をアシストする電動モータと、前記油圧ポンプ、前記エンジン及び前記電動モータ
の駆動を制御するコントローラとを備えたハイブリッド建設機械において、
 前記コントローラは、前記エンジンが発生するパワーを演算するエンジンパワー演算手
段と、前記エンジンパワーを発生するために必要な燃料が最小となる前記エンジンの第１
回転数を演算する第１回転数演算手段と、前記エンジンの目標回転数の下限値である第２
回転数を演算する第２回転数演算手段と、前記第１回転数と前記第２回転数とに基づいて
前記エンジンの目標回転数を演算する目標回転数演算手段と、前記エンジンの実回転数が
前記目標回転数に近づくように前記エンジンを制御するエンジン制御手段を備えることを
特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項２】
　請求項１に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記コントローラに、前記油圧ポンプから吐出される作動油の目標流量を演算する目標
流量演算手段と、前記目標流量と前記エンジンの実回転数に基づいて前記油圧ポンプの容
量を制御する油圧ポンプ制御手段を更に備えることを特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項３】
　請求項１に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記コントローラに、前記油圧ポンプから吐出される作動油の目標流量を演算する目標
流量演算手段と、前記目標流量と前記エンジンの目標回転数に基づいて前記油圧ポンプの
容量を制御する油圧ポンプ制御手段を更に備えることを特徴とするハイブリッド建設機械
。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記目標流量演算手段は、エンジンコントロールダイヤルのダイヤル位置と操作レバー
の操作量に基づいて目標流量を演算することを特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記エンジンパワー演算手段は、前記エンジンの燃料噴射量と回転数に基づいてエンジ
ンパワーを演算することを特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記エンジンパワー演算手段は、前記油圧ポンプの吐出流量と吐出圧と前記電動モータ
のパワーと補機の負荷に基づいてエンジンパワーを演算することを特徴とするハイブリッ
ド建設機械。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記エンジンと前記電動モータの合計パワーの目標最大値を演算する目標最大合計パワ
ー演算手段を備え、
 前記第２回転数演算手段は、前記目標最大合計パワーを前記エンジンと前記電動モータ
で発生させるために最低限必要な前記エンジンの回転数を演算することを特徴とするハイ
ブリッド建設機械。
【請求項８】
　請求項７に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記目標最大合計パワー演算手段は、エンジンコントロールダイヤルのダイヤル位置に
基づいて目標最大合計パワーを演算することを特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項９】
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　請求項７又は請求項８に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記油圧ポンプの目標流量を確保するために最低限必要な前記エンジンの回転数を演算
する第３回転数演算手段を更に備え、
 前記目標回転数演算手段は、前記第１回転数演算手段から出力される第１回転数と、前
記第２回転数演算手段から出力される第２回転数と、前記第３回転数演算手段から出力さ
れる第３回転数の中から、最も大きい値を選択することを特徴とするハイブリッド建設機
械。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のハイブリッド建設機械において、
 前記第２回転数演算手段は、前記油圧ポンプの目標流量を確保するために最低限必要な
前記エンジンの回転数を演算することを特徴とするハイブリッド建設機械。
【請求項１１】
　油圧アクチュエータの作動油を吐出する可変容量型の油圧ポンプと、前記油圧ポンプを
駆動するエンジンと、前記エンジンにより駆動され、発電電力を蓄電装置に充電すると共
に、前記蓄電装置に充電された電力により駆動され、前記エンジンによる前記油圧ポンプ
の駆動をアシストする電動モータと、前記油圧ポンプ、前記エンジン及び前記電動モータ
の駆動を制御するコントローラとを備えたハイブリッド建設機械において、
 前記エンジンが発生するパワーが増加した時に、前記エンジンの回転数が増加し、前記
エンジンが発生するパワーが減少した時に、前記エンジンの回転数が減少することを特徴
とするハイブリッド建設機械。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のハイブリッド建設機械において、
 操作レバーの操作量が増加したとき又は前記エンジンの回転数が減少したときに、前記
油圧ポンプの容量が増加し、操作レバーの操作量が減少したとき又は前記エンジンの回転
数が増加したときに、前記油圧ポンプの容量が減少することを特徴とするハイブリッド建
設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン及び電動モータの双方で油圧アクチュエータの油圧源である油圧ポ
ンプを駆動するハイブリッド建設機械に係り、特に、油圧アクチュエータの操作性を変更
することなく燃料消費量を低減する手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題や原油高騰の問題などに対処するため、各工業製品に対して省エネ志向
が強まっている。これを受けて、これまでエンジンのみで油圧駆動システムを駆動する方
式が主流であった建設機械についても、エンジン及び電動モータを併用するハイブリッド
化が検討されている。建設機械をハイブリッド化した場合、排気ガスの低減効果のほか、
エンジンの高効率駆動、伝達効率の向上及び回生電力の回収などの省エネルギ効果を期待
できる。
【０００３】
　従来、この種のハイブリッド建設機械としては、油圧ポンプが吸収するパワーに応じて
電動モータ（発電電動機）を力行又は回生させ、これによりエンジンと電動モータのパワ
ー配分を変更し、エンジンを高効率範囲で運転することによって、燃料消費量の低減を図
るものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９０６０７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
 特許文献１に記載のハイブリッド建設機械において、燃料消費量を更に少なくするため
には、油圧ポンプが吸収するパワーに応じてエンジン回転数を変更すれば良い。しかしな
がら、特許文献１に記載の構成でエンジン回転数を変更すると、油圧ポンプの吐出流量も
変化するため、レバー操作量に対する油圧アクチュエータの動作が、ハイブリッドではな
い通常の建設機械と異なるようになり、オペレータに操作上の違和感を与えることになる
。
【０００６】
　本発明の目的は、油圧ポンプが吸収するパワーに応じてエンジン回転数を変更しても、
油圧ポンプの吐出流量が変化せず、ハイブリッドではない通常の建設機械と同様の操作感
覚が得られるハイブリッド建設機械を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するため、油圧アクチュエータの作動油を吐出する可変容量
型の油圧ポンプと、前記油圧ポンプを駆動するエンジンと、前記エンジンにより駆動され
、発電電力を蓄電装置に充電すると共に、前記蓄電装置に充電された電力により駆動され
、前記エンジンによる前記油圧ポンプの駆動をアシストする電動モータと、前記油圧ポン
プ、前記エンジン及び前記電動モータの駆動を制御するコントローラとを備えたハイブリ
ッド建設機械において、前記コントローラは、前記エンジンが発生するパワーを演算する
エンジンパワー演算手段と、前記エンジンパワーを発生するために必要な燃料が最小とな
る前記エンジンの第１回転数を演算する第１回転数演算手段と、前記エンジンの目標回転
数の下限値である第２回転数を演算する第２回転数演算手段と、前記第１回転数と前記第
２回転数とに基づいて前記エンジンの目標回転数を演算する目標回転数演算手段と、前記
エンジンの実回転数が前記目標回転数に近づくように前記エンジンを制御するエンジン制
御手段を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記コントローラに、前記
油圧ポンプから吐出される作動油の目標流量を演算する目標流量演算手段と、前記目標流
量と前記エンジンの実回転数に基づいて前記油圧ポンプの容量を制御する油圧ポンプ制御
手段を更に備えることを特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記コントローラに、前記
油圧ポンプから吐出される作動油の目標流量を演算する目標流量演算手段と、前記目標流
量と前記エンジンの目標回転数に基づいて前記油圧ポンプの容量を制御する油圧ポンプ制
御手段を更に備えることを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記目標流量演算手段は、
エンジンコントロールダイヤルのダイヤル位置と操作レバーの操作量に基づいて目標流量
を演算することを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記エンジンパワー演算手
段は、前記エンジンの燃料噴射量と回転数に基づいてエンジンパワーを演算することを特
徴とする。
【００１２】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記エンジンパワー演算手
段は、前記油圧ポンプの吐出流量と吐出圧と前記電動モータのパワーと補機の負荷に基づ
いてエンジンパワーを演算することを特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記エンジンと前記電動モ
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ータの合計パワーの目標最大値を演算する目標最大合計パワー演算手段を備え、前記第２
回転数演算手段は、前記目標最大合計パワーを前記エンジンと前記電動モータで発生させ
るために最低限必要な前記エンジンの回転数を演算することを特徴とする。
【００１４】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記目標最大合計パワー演
算手段は、エンジンコントロールダイヤルのダイヤル位置に基づいて目標最大合計パワー
を演算することを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記油圧ポンプの目標流量
を確保するために最低限必要な前記エンジンの回転数を演算する第３回転数演算手段を更
に備え、前記目標回転数演算手段は、前記第１回転数演算手段から出力される第１回転数
と、前記第２回転数演算手段から出力される第２回転数と、前記第３回転数演算手段から
出力される第３回転数の中から、最も大きい値を選択することを特徴とする。
【００１６】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、前記第２回転数演算手段は
、前記油圧ポンプの目標流量を確保するために最低限必要な前記エンジンの回転数を演算
することを特徴とする。
【００１７】
　また本発明は、油圧アクチュエータの作動油を吐出する可変容量型の油圧ポンプと、前
記油圧ポンプを駆動するエンジンと、前記エンジンにより駆動され、発電電力を蓄電装置
に充電すると共に、前記蓄電装置に充電された電力により駆動され、前記エンジンによる
前記油圧ポンプの駆動をアシストする電動モータと、前記油圧ポンプ、前記エンジン及び
前記電動モータの駆動を制御するコントローラとを備えたハイブリッド建設機械において
、前記エンジンが発生するパワーが増加した時に、前記エンジンの回転数が増加し、前記
エンジンが発生するパワーが減少した時に、前記エンジンの回転数が減少することを特徴
とする。
【００１８】
　また本発明は、前記構成のハイブリッド建設機械において、操作レバーの操作量が増加
したとき又は前記エンジンの回転数が減少したときに、前記油圧ポンプの容量が増加し、
操作レバーの操作量が減少したとき又は前記エンジンの回転数が増加したときに、前記油
圧ポンプの容量が減少することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、エンジンパワーの増加に応じてエンジンの目標回転数（実回転数）が
増加するので、燃料消費量を低減できる。また、エンジン回転数の増加に応じて油圧ポン
プの傾転角が減少するので、油圧ポンプから吐出される作動油の吐出流量を一定にするこ
とができ、レバー操作量に対する油圧アクチュエータの動作をハイブリッドではない通常
の建設機械と同様にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１に係るハイブリッド建設機械のシステム構成を示すブロック図である。
【図２】エンジンパワー演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図３】第１回転数演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図４】目標最大合計パワー演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図５】第２回転数演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図６】目標流量演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図７】第３回転数演算手段に備えられるマップの１例を示すグラフ図である。
【図８】本発明の動作を示すグラフ図である。
【図９】実施例２に係るハイブリッド建設機械のシステム構成を示すブロック図である。
【図１０】実施例３に係るハイブリッド建設機械のシステム構成を示すブロック図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、油圧ショベルを例にとって、本発明に係るハイブリッド建設機械の実施形態を説
明する。
【実施例１】
【００２２】
 図１に示すように、実施例１に係るハイブリッド建設機械は、図示しない油圧アクチュ
エータの作動油を吐出する可変容量型の油圧ポンプ１と、油圧ポンプ１を駆動するエンジ
ン２と、エンジンにより駆動され、発電電力を図示しない蓄電装置に充電すると共に、こ
の図示しない蓄電装置に充電された電力により駆動され、エンジン２による油圧ポンプ１
の駆動をアシストする電動モータ３と、これら油圧ポンプ１、エンジン２及び電動モータ
３の駆動を制御するコントローラ１Ａとを備える。また、オペレータが操作するエンジン
コントロールダイヤル（以下、「エンコンダイヤル」と略称する。）４と、操作レバー５
とを備える。
【００２３】
 コントローラ１Ａは、エンジン２が発生するパワーを演算するエンジンパワー演算手段
１１と、エンジンパワーを発生するために必要な燃料が最小となるエンジンの実回転数を
演算する第１回転数演算手段１２と、エンジン２と電動モータ３の合計パワーの目標最大
値を演算する目標最大合計パワー演算手段１３と、エンジン２の目標回転数の下限値を定
める第２回転数演算手段１４と、油圧ポンプ１から吐出される作動油の目標流量を演算す
る目標流量演算手段１５と、油圧ポンプ１の目標流量を確保するために最低限必要なエン
ジンの回転数を演算する第３回転数演算手段１６と、第１回転数演算手段１２で演算され
た第１回転数、第２回転数演算手段１４で演算された第２回転数及び第３回転数演算手段
１６で演算された第３回転数の中から最も大きい値を選択する目標回転数演算手段１７と
、エンジンの実回転数が目標回転数演算手段１７で演算された目標回転数に近づくように
エンジン３を制御するエンジン制御手段１８と、エンジン２の実回転数が目標回転数演算
手段１７で演算された目標回転数に近づくように電動モータ３で発生させるトルクを制御
する電動モータ制御手段１９と、目標流量演算手段１５から出力される目標流量とエンジ
ン２の実回転数に基づいて油圧ポンプ１の傾転量（容量）を制御する油圧ポンプ制御手段
２０を備えている。
【００２４】
　可変容量型の油圧ポンプ１は、図示しないブーム、アーム、バケット等の油圧アクチュ
エータに作動油を供給するもので、その容量（１回転で吐出する作動油の量）は、斜板の
傾転角を変更することによって変更することができる。
【００２５】
　エンジン２は、油圧ポンプ１を回転駆動できるように油圧ポンプ１と機械的に接続され
ている。エンジン２は、図示しない燃料タンクに蓄えられた燃料を消費してパワーを発生
する。そのパワーは、燃料噴射量を変更することによって変更することができる。
【００２６】
　電動モータ３は、油圧ポンプ１を回転駆動できるように油圧ポンプ１と機械的に接続さ
れている。よって、電動モータ３は、エンジン２とも機械的に接続されている。電動モー
タ３は、図示しない蓄電装置の電力を消費することによりパワーを発生（力行）すること
もできるし、慣性エネルギやエンジン２で発生したパワーを吸収して発電（回生）し、蓄
電装置に蓄えることもできる。
【００２７】
　エンコンダイヤル４は、そのダイヤル位置を操作者が変更できるようになっている。ハ
イブリッドではない通常の油圧ショベルでは、エンコンダイヤル４のダイヤル位置に基づ
いてエンジン２の目標回転数を決定するが、本発明においては、エンコンダイヤル４のダ
イヤル位置に基づいてエンジン２と電動モータ３の目標最大合計パワーを決定する。目標
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最大合計パワーの決定方法については後述する。
【００２８】
　操作レバー５は、操作者がブーム、アーム、バケット等の油圧アクチュエータを操作す
るためのものである。
【００２９】
 エンジンパワー演算手段１１は、エンジン２の燃料噴射量と回転数から、例えば図２の
ようなマップを用いてエンジンパワーを演算する。このマップは、あらかじめ実験等によ
って、エンジン２の燃料噴射量と回転数と発生パワーの関係を調べて、設定する。
【００３０】
 第１回転数演算手段１２は、エンジンパワー演算手段１１で演算したエンジンパワーか
ら、例えば図３のようなマップを用いて、以下で説明する第１回転数を演算する。即ち、
このマップは、あらかじめ実験等によって、エンジン２のパワーとそのパワーを発生する
ために必要な燃料が最小となるエンジン回転数の関係を調べて、その回転数を第１回転数
として設定する。
【００３１】
 目標最大合計パワー演算手段１３は、エンコンダイヤル４のダイヤル位置から、例えば
図４のようなマップを用いて目標最大合計パワーを演算する。このマップは、あらかじめ
実験等によって、エンコンダイヤル４のダイヤル位置とそのダイヤル位置におけるハイブ
リッドではない通常の油圧ショベルのエンジンで発生可能な最大パワーの関係を調べて、
その最大パワーを目標最大合計パワーとして設定する。なお、本明細書において、「ハイ
ブリッドではない通常の油圧ショベル」とは、そのエンジンパワーが、本発明のエンジン
２と電動モータ３の合計パワーとほぼ等しい機種を意味する。
【００３２】
 第２回転数演算手段１４は、目標最大合計パワー演算手段１３で演算した目標最大合計
パワーから、例えば図５のようなマップを用いて次の第２回転数を演算する。即ち、この
マップは、あらかじめ実験等によって、エンジン２と電動モータ３の合計パワーとそのパ
ワーを発生するために最低限必要なエンジン回転数の関係を調べて、その合計パワーを目
標最大合計パワー、そのエンジン回転数を第２回転数として設定する。
【００３３】
 目標流量演算手段１５は、エンコンダイヤル４のダイヤル位置と操作レバー５の操作量
から、例えば図６のようなマップを用いて目標流量を演算する。このマップは、あらかじ
め実験等によって、エンコンダイヤル４のダイヤル位置と操作レバー５の操作量とハイブ
リッドではない通常の油圧ショベルの油圧ポンプの流量の関係を調べて、その流量を目標
流量として設定する。
【００３４】
 第３回転数演算手段１６は、目標流量演算手段１５で演算した目標流量から、例えば図
７のようなマップを用いて次の第３回転数を演算する。即ち、このマップは、あらかじめ
実験等によって、油圧ポンプ１の流量とその流量を確保するために最低限必要なエンジン
回転数の関係を調べて、その流量を目標流量、そのエンジン回転数を第３回転数として設
定する。
【００３５】
　目標回転数演算手段１７は、第１回転数、第２回転数、第３回転数の最も大きい値を選
択する。
【００３６】
　エンジン制御手段１８は、エンジン２の実際の回転数が、目標回転数演算手段１７で演
算した目標回転数に近づくように、エンジン２の燃料噴射量や燃料噴射タイミングを制御
する。例えば、回転数と目標回転数の偏差と偏差の積分値にそれぞれゲインを乗じ、それ
らを加算した値の燃料を噴射する。
【００３７】
　電動モータ制御手段１９は、エンジン２の実際の回転数が、目標回転数演算手段１７で
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演算した目標回転数に近づくように、電動モータ３で発生させるトルクを制御する。例え
ば、回転数と目標回転数の偏差と偏差の積分値にそれぞれゲインを乗じ、それらを加算し
た値のトルクを発生させる。なお、電動モータ３で発生させるトルクは、蓄電装置の残電
力量が多い時は大きくしても良いし、残電力量が少ない時は小さく、または発電しても良
い。
【００３８】
　油圧ポンプ制御手段２０は、エンジン２の実際の回転数と、目標流量演算手段１５で演
算した目標流量から、マップを用いて油圧ポンプ１の目標傾転角を演算し、傾転角を変更
する。このマップは、あらかじめ実験等によって、エンジン回転数と傾転角と流量の関係
を調べて、設定する。傾転角の変更は、油圧制御、または、電気制御で行う。油圧制御の
場合は、電磁弁を駆動することによって、傾転角を変更するための油圧を制御する。電気
制御の場合は、傾転角を変更するための電動モータ（電動モータ３とは別の電動モータ）
を駆動することによって、傾転角を変更する。
【００３９】
 なお、油圧ポンプ１で吸収するパワーが、目標最大合計パワー演算手段１３で演算した
目標最大合計パワーを上回らないように、油圧ポンプ制御手段２０で傾転角の変更に制限
をかけても良いし、目標流量演算手段１５で演算する目標流量に、目標最大合計パワーを
油圧ポンプ１の吐出圧で割った値で制限をかけても良い。
【００４０】
 また、図１の例では、油圧ポンプ１が１つしか備えられていないが、複数であっても良
く、その場合は、目標流量演算手段１５及び油圧ポンプ制御手段２０についても、油圧ポ
ンプ１の数量と同数だけ設ける。そして、第３回転数演算手段１６では、複数の目標流量
演算手段１５で演算した複数の目標流量のうち、最も大きな目標流量から第３回転数を演
算する。
【００４１】
 以下、図８を用いて、実施例１に係るハイブリッド建設機械の動作を説明する。なお、
本例は、エンジン２で大きなパワーを発生する場合、回転数を高くした方が、燃料消費が
小さくなる場合の例である。
【００４２】
 図８（ａ）に示すように、エンコンダイヤル４のダイヤル位置と操作レバー５の操作量
が一定の期間に、油圧アクチュエータにかかる負荷が増加して油圧ポンプ１の吐出圧が増
加すると、それに応じて、図８（ｂ）に示すように、エンジンパワーが増加する。エンジ
ンパワーが増加すると、それに応じて、図８（ｃ）に示すように、第１回転数と目標回転
数が増加する。このとき、第２回転数と第３回転数については、エンコンダイヤル４のダ
イヤル位置と操作レバー５の操作量が一定のため、変化しない。また、目標回転数が増加
すると、それに応じて、図８（ｄ）に示すように、エンジン回転数が増加し、燃料消費量
を最小に抑えられる。また、エンジン回転数が増加すると、それに応じて、図８（ｅ）に
示すように、油圧ポンプ１の容量が減少する。その結果、図８（ｆ）に示すように、油圧
ポンプ１の流量は一定になり、レバー操作量に対する油圧アクチュエータの動作をハイブ
リッドではない通常の建設機械と同様にすることができる。
【実施例２】
【００４３】
 次に、図９を用いて、実施例２に係るハイブリッド建設機械の構成を示す。この図から
明らかなように、本発明の実施例２は、油圧ポンプ制御手段２０で、エンジン２の実回転
数の代わりに、目標回転数演算手段１７で演算した目標回転数を用いたことを特徴とする
。その他については、実施例１に係るハイブリッド建設機械と同じであるので、対応する
部分に同一の符号を付して、説明を省略する。目標回転数は実際の回転数よりも早く変化
するため、油圧ポンプ１の傾転角の変更に時間がかかる場合に有効である。
【実施例３】
【００４４】
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 次に、図１０を用いて、実施例３に係るハイブリッド建設機械の構成を示す。この図か
ら明らかなように、本発明の実施例３は、エンジンパワー演算手段１１で、エンジン２の
燃料噴射量と回転数の代わりに、油圧ポンプ１の流量と吐出圧と電動モータ３のパワーと
エアコン等の補機の負荷を用いることを特徴とする。
【００４５】
 即ち、実施例３のエンジンパワー演算手段１１は、まず、油圧ポンプ１の流量と吐出圧
を乗じて油圧ポンプ１の吸収パワーを演算する。次に、電動モータ制御手段１９の出力に
基づいて電動モータ３の発生パワーを演算する。次に、エアコン等の補機の消費パワーを
、例えばエアコンのスイッチの状態から演算する。最後に、油圧ポンプ１の吸収パワーと
補機の消費パワーの和から、電動モータ３の発生パワーを減じた値を、エンジンパワーと
する。その他については、実施例１に係るハイブリッド建設機械と同じであるので、対応
する部分に同一の符号を付して、説明を省略する。
【００４６】
 なお、エンジンパワー演算手段１１では、油圧ポンプ１の流量の代わりに、目標流量演
算手段１５で演算した目標流量を用いても良い。また、実施例２と同様に、油圧ポンプ制
御手段２０では、エンジン２の実際の回転数の代わりに、目標回転数演算手段１７で演算
した目標回転数を用いても良い。
【符号の説明】
【００４７】
 １　油圧ポンプ
 ２　エンジン
 ３　電動モータ
 ４　エンコンダイヤル
 ５　操作レバー
 １１　エンジンパワー演算手段
 １２　第１回転数演算手段
 １３　目標最大合計パワー演算手段
 １４　第２回転数演算手段
 １５　目標流量演算手段
 １６　第３回転数演算手段
 １７　目標回転数演算手段
 １８　エンジン制御手段
 １９　電動モータ制御手段
 ２０　油圧ポンプ制御手段
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