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(57)【要約】
【課題】油圧モータにおいて低圧弁の閉弁時にキャビテ
ーションエロージョンの発生を抑制しつつ、小型化要請
に対応する。
【解決手段】油圧モータは、回転軸と、シリンダとピス
トンとによって形成される作動室に設けられる高圧弁及
び低圧弁と、を備える。高圧弁の弁体は、高圧の作動油
が流れる高圧ラインに接続される供給ポートと、流路切
替機構によって高圧ライン又は高圧ラインより低圧な他
のラインのいずれか一方を選択的に連通可能に構成され
たパイロット室との間に設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータであって、
　前記高圧弁は、
　弁座と、
　前記弁座に対して移動可能な弁体と、
を備え、
　前記弁体は、前記高圧ラインに接続される供給ポートと、流路切替機構によって前記高
圧ライン又は前記高圧ラインより低圧な前記作動油が流れる他のラインのいずれか一方を
選択的に連通可能に構成されたパイロット室との間に設けられる、油圧モータ。
【請求項２】
　前記流路切替機構によって前記他のラインが前記パイロット室に連通された場合、前記
弁体が開弁位置に移動可能に構成される、請求項１に記載の油圧モータ。
【請求項３】
　前記供給ポートと前記パイロット室は、前記作動油の供給源に対して直列に接続される
、請求項１又は２に記載の油圧モータ。
【請求項４】
　前記弁体を前記弁座に対して付勢するための付勢部材と、
　前記付勢部材の付勢力に抗して前記弁体に駆動力を付加可能なアクチュエータと、
を備える、請求項１から３のいずれか一項に記載の油圧モータ。
【請求項５】
　前記弁体の前記供給ポートに対する受圧面積ＡＨＰＶ、及び、前記弁体の前記パイロッ
ト室に対する受圧面積ＡＰは、１より大きな定数ｋを用いて、次式
ＡＰ／ＡＨＰＶ＜ｋ
を満たすように設計される、請求項１から４のいずれか一項に記載の油圧モータ。
【請求項６】
　前記ピストンの往復運動に対応して、前記低圧弁及び前記高圧弁を制御するための弁制
御部を更に備え、
　前記弁制御部は、前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低
圧弁を閉状態に制御し、前記低圧弁を閉状態に制御中から閉状態にある前記高圧弁を開状
態に制御するように構成される、請求項１から５のいずれか一項に記載の油圧モータ。
【請求項７】
　前記弁制御部は、前記低圧ラインにおける前記作動油の流速が閾値以下になるように前
記低圧弁を閉制御するように構成される、請求項６に記載の油圧モータ。
【請求項８】
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータの制御装置であって、
　前記ピストンの往復運動に対応して、前記低圧弁及び前記高圧弁を制御するための弁制
御部を備え、
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　前記弁制御部は、前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低
圧弁を前記低圧ラインにおける前記作動油の流速が閾値以下になるタイミングで閉制御し
、その後、閉状態にある前記高圧弁を開制御するように構成される、油圧モータの制御装
置。
【請求項９】
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータの制御方法であって、
　前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低圧弁を前記低圧ラ
インにおける前記作動油の流速が閾値以下になるタイミングで閉じ、その後、閉状態にあ
る前記高圧弁を開く、油圧モータの制御方法。
【請求項１０】
　高圧の作動油が流れる高圧ライン上に設けられる油圧モータ用油圧弁であって、
　弁座と、
　前記弁座に対して移動可能な弁体と、
を備え、
　前記弁体は、前記油圧ラインに接続される供給ポートと、流路切替機構によって前記高
圧ライン又は前記高圧ラインより低圧な他のラインのいずれか一方を選択的に連通可能に
構成されたパイロット室との間に設けられる、油圧モータ用油圧弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、作動油を用いて駆動可能な油圧モータ、当該油圧モータの制御装置及び制御
方法、並びに、油圧モータ用油圧弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、作動油を用いて駆動可能な油圧機械の一つとして油圧モータが知られている
。例えば特許文献１には、シリンダ及びピストンにより形成される作動室の周期的な容積
変化を利用し、作動油の流体エネルギを回転軸の回転運動に変換するように構成された油
圧モータが開示されている。また特許文献２には、油圧モータを油圧ポンプと組み合わせ
て構成した油圧トランスミッションを用いた風力発電装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１２４８４８号公報
【特許文献２】米国特許第７８６３７６７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　油圧モータでは、シリンダ内におけるピストンの往復運動に伴って作動室の容積が周期
的に変化する際に、所定のタイミングで高圧弁・低圧弁を開閉することで、高圧ラインか
らの作動油の供給、及び、低圧ラインへの作動油の排出が行われる。ピストンが下死点か
ら上死点に向けて移動するシリンダ圧縮工程では、開状態にある低圧弁を所定のタイミン
グを閉じた後、閉状態にある高圧弁が開かれる。このように高圧弁を開く前に低圧弁を閉
じることで、シリンダ内の作動油の圧力を高圧ラインと同等程度に増加させ、高圧の作動
油が流れる高圧ラインと作動室との間に位置する高圧弁を、差圧に抗して開くことが可能
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になる。
【０００５】
　ところでシリンダ圧縮工程における低圧弁の閉操作は、低圧弁を通る作動油の流速が大
きいタイミングで実施されると、低圧弁の弁座近傍において渦流や流体慣性力の影響で負
圧が生じ、弁座にキャビテーションエロージョンによる磨耗が発生してしまうことがある
。またこの種の油圧モータには、商品価値を向上させるために小型化が求められているが
、油圧モータを小型化すると、低圧弁において閉弁時の弁座近傍における作動油の流速が
増加し、前述のキャビテーションエロージョンが発生しやすくなってしまう。
【０００６】
　本発明の少なくとも一実施形態は上述の事情に鑑みなされたものであり、低圧弁の閉弁
時におけるキャビテーションエロージョンの発生を抑制しつつ、小型化要請に対応可能な
油圧モータ、油圧モータの制御装置及び制御方法、並びに、油圧モータ用油圧弁を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータは上記課題を解決するために、
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータであって、
　前記高圧弁は、
　弁座と、
　前記弁座に対して移動可能な弁体と、
を備え、
　前記弁体は、前記高圧ラインに接続される供給ポートと、流路切替機構によって前記高
圧ライン又は前記高圧ラインより低圧な前記作動油が流れる他のラインのいずれか一方を
選択的に連通可能に構成されたパイロット室との間に設けられる。
【０００８】
　上記（１）の構成によれば、油圧モータが備える高圧弁は、弁座に対して移動可能な弁
体が、高圧ラインに接続される供給ポートと、パイロット室との間に配置される。パイロ
ット室は、流路切替機構によって高圧ライン又は高圧ラインより低圧な作動油が流れる他
のライン（例えば低圧ライン、ドレンライン、油タンクに連通するラインなどを含む）の
いずれか一方が選択的に連通可能に構成される。これにより、パイロット室に高圧ライン
が連通する状態では弁体に印可される供給ポートとパイロット室との間の差圧が小さいが
、パイロット室に他のラインが連通するように流路が切り替えられると弁体に印可される
差圧が増加し、弁体の移動が可能となる。このように高圧弁では、パイロット室に供給さ
れる作動油の圧力を切り替えることで弁体の移動が可能となるため、低圧弁の開閉状態に
依存しない開閉が可能である。すなわち、シリンダ圧縮工程において高圧弁の開操作を行
うために低圧弁の閉操作を行うタイミングが制限されない。これにより、低圧弁を閉じる
タイミングを柔軟に設定することができ、キャビテーションエロージョンによる磨耗発生
を効果的に抑制できる。
【０００９】
（２）幾つかの実施形態では上記（１）の構成において、
　前記流路切替機構によって前記他のラインが前記パイロット室に連通された場合、前記
弁体が開弁位置に移動可能に構成される。
【００１０】
　上記（２）の構成によれば、パイロット室に他のラインを連通させることで、弁体に印
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可される供給ポートとパイロット室との間の差圧が増加し、弁体の移動が可能となる。
【００１１】
（３）幾つかの実施形態では上記（１）又は（２）の構成において、
　前記供給ポートと前記パイロット室は、前記作動油の供給源に対して直列に接続される
。
【００１２】
　上記（３）の構成によれば、供給ポートとパイロット室とが作動油の供給源に対して直
列に接続される。これにより、高圧ラインから供給ポートとパイロット室への高圧な作動
油の供給構造を簡略化でき、より小型化に適した油圧モータを実現できる。
【００１３】
（４）幾つかの実施形態では上記（１）から（３）のいずれか一構成において、
　前記弁体を前記弁座に対して付勢するための付勢部材と、
　前記付勢部材の付勢力に抗して前記弁体に駆動力を付加可能なアクチュエータと、
を備える。
【００１４】
　上記（４）の構成によれば、高圧弁を構成する弁体は付勢部材によって弁座に付勢され
ており、アクチュエータによって付勢力に抗する駆動力が付与されることで弁体が移動し
、開操作が行われる。このような高圧弁の開操作は、前述のように流路切替機構によって
供給ポートとパイロット室との間における差圧を調整することで、アクチュエータからの
駆動力が比較的小さい場合であっても的確な開閉制御が可能である。
【００１５】
（５）幾つかの実施形態では上記（１）から（４）のいずれか一構成において、
　前記弁体の前記供給ポートに対する受圧面積ＡＨＰＶ、及び、前記弁体の前記パイロッ
ト室に対する受圧面積ＡＰは、１より大きな定数ｋを用いて、次式
ＡＰ／ＡＨＰＶ＜ｋ
を満たすように設計される。
【００１６】
　上記（５）の構成によれば、弁体の供給ポート及びパイロット室に対するそれぞれの受
圧面積が上記条件式を満足するように設定される。これにより、供給ポートに対して供給
される作動油の圧力を流路切替機構によって切り替えた際に、供給ポート及びパイロット
室間の差圧に基づいて弁体の移動を実施し、高圧弁の開閉操作を好適に実現できる。例え
ば定数ｋを大きくとるほど弁体の加速力が増大し、弁の応答速度が速くなることで安定性
が向上する。
【００１７】
（６）幾つかの実施形態では上記（１）から（５）のいずれか一構成において、
　前記ピストンの往復運動に対応して、前記低圧弁及び前記高圧弁を制御するための弁制
御部を更に備え、
　前記弁制御部は、前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低
圧弁を閉状態に制御し、前記低圧弁を閉状態に制御中から閉状態にある前記高圧弁を開状
態に制御するように構成される。
【００１８】
　上記（６）の構成によれば、シリンダ圧縮工程において、シリンダの筒内圧力の如何に
よらず（低圧弁の開閉状態に関わらず）、任意のタイミングで高圧弁の開弁操作が可能に
なる。
【００１９】
（７）幾つかの実施形態では上記（６）の構成において、
　前記弁制御部は、前記低圧ラインにおける前記作動油の流速が閾値以下になるように前
記低圧弁を閉制御するように構成される。
【００２０】
　上記（７）の構成によれば、低圧ラインにおける作動油の流速が閾値以下になるように
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低圧弁の閉制御を実施することで、キャビテーションエロージョンによる磨耗発生を好適
に防止できる。
【００２１】
（８）本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータの制御装置は上記課題を解決する
ために、
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータの制御装置であって、
　前記ピストンの往復運動に対応して、前記低圧弁及び前記高圧弁を制御するための弁制
御部を備え、
　前記弁制御部は、前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低
圧弁を前記低圧ラインにおける前記作動油の流速が閾値以下になるタイミングで閉制御し
、その後、閉状態にある前記高圧弁を開制御するように構成される。
【００２２】
　上記（８）の構成によれば、上記構成を有する油圧モータでは、シリンダ圧縮工程にお
いて、高圧弁の開制御の前に低圧弁の閉制御が実施される。このとき低圧弁の閉制御は、
低圧ラインにおける作動油の流速が閾値以下になるタイミングで実施されることで、キャ
ビテーションエロージョンによる磨耗が発生することを好適に防止できる。
【００２３】
（９）本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータの制御方法は上記課題を解決する
ために、
　回転軸と、
　シリンダと、
　前記シリンダとともに作動室を形成するピストンと、
　高圧の作動油が流れる高圧ラインと前記作動室との間に設けられる高圧弁と、
　低圧の前記作動油が流れる低圧ラインと前記作動室との間に設けられる低圧弁と、
　前記ピストンの往復運動を前記回転軸の回転運動に変換するための変換機構と、
を備える油圧モータの制御方法であって、
　前記ピストンが下死点から上死点に向かう際に、開状態にある前記低圧弁を前記低圧ラ
インにおける前記作動油の流速が閾値以下になるタイミングで閉じ、その後、閉状態にあ
る前記高圧弁を開く。
【００２４】
　上記（９）の構成によれば、上記構成を有する油圧モータでは、シリンダ圧縮工程にお
いて、高圧弁の開制御の前に低圧弁の閉制御が実施される。このとき低圧弁の閉制御は、
低圧ラインにおける作動油の流速が閾値以下になるタイミングで実施されることで、キャ
ビテーションエロージョンによる磨耗発生を好適に防止できる。
【００２５】
（１０）本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータ用油圧弁は上記課題を解決する
ために、
　高圧の作動油が流れる高圧ライン上に設けられる油圧弁であって、
　弁座と、
　前記弁座に対して移動可能な弁体と、
を備え、
　前記弁体は、前記油圧ラインに接続される供給ポートと、流路切替機構によって前記高
圧ライン又は前記高圧ラインより低圧の前記作動油が流れる低圧ラインのいずれか一方を
選択的に連通可能に構成されたパイロット室との間に設けられる。
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【００２６】
　上記（１０）の構成によれば、高圧弁では、弁座に対して移動可能な弁体が、高圧ライ
ンに接続される供給ポートと、パイロット室との間に配置される。パイロット室は、流路
切替機構によって高圧ライン又は高圧ラインより低圧な作動油が流れる他のライン（例え
ば低圧ライン、ドレンライン、油タンクに連通するラインなどを含む）のいずれか一方が
選択的に連通可能に構成される。これにより、パイロット室に高圧ラインが連通する状態
では弁体に印可される供給ポートとパイロット室との間の差圧が小さいが、パイロット室
に他のラインが連通するように流路が切り替えられると弁体に印可される差圧が増加し、
弁体の移動が可能となる。このように高圧弁では、パイロット室に供給される作動油の圧
力を切り替えることで弁体の移動が可能となる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の少なくとも一実施形態によれば、低圧弁の閉弁時におけるキャビテーションエ
ロージョンの発生を抑制しつつ、小型化要請に対応可能な油圧モータ、油圧モータの制御
装置及び制御方法、並びに、油圧モータ用油圧弁を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁が閉弁位置にある時の内部構造を
示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁が開弁位置にある時の内部構造を
示す断面図である。
【図３】本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁２８を含む油圧モータ
を備える風力発電装置の概略図である。
【図４】図３の油圧モータの概略構成図である。
【図５】本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータにおける高圧弁及び低圧弁の開
閉タイミングを示す概略図である。
【図６】図５の高圧弁及び低圧弁の開閉タイミングを採用した場合における作動室の圧力
、低圧ラインの圧力、高圧弁の弁体のストローク量、及び、低圧弁の弁体のストローク量
について、それぞれ回転位相に対する推移を示す検証結果である。
【図７】図６の第１位相近傍を拡大して示したものである。
【図８】参考技術に係る油圧モータにおいて、高圧弁が閉弁位置にあり、且つ、低圧弁が
開弁位置にある時の内部構造を示す断面図である。
【図９】参考技術に係る油圧モータにおいて、高圧弁が開弁位置にあり、且つ、低圧弁が
閉弁位置にある時の内部構造を示す断面図である。
【図１０】図８及び図９の高圧弁及び低圧弁の開閉タイミングの一例を示す概略図である
。
【図１１】参考技術に係る油圧モータの作動室の圧力、低圧ラインの圧力、高圧弁の弁体
のストローク量、及び、低圧弁の弁体のストローク量の回転位相に対する推移を示す検証
結果である。
【図１２】図１１の第１位相近傍を拡大して示したものである。
【図１３】図１２の負圧積算値と作動室における作動油の流速との相関を示す検証結果で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施
形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相
対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
【００３０】
　まず図１及び図２を参照して本発明の幾つかの実施形態に係る油圧モータ用高圧弁２８
の構成について説明する。図１は本発明の一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁２８が閉
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弁位置にある時の内部構造を示す断面図である。図２は本発明の一実施形態に係る油圧モ
ータ用高圧弁２８が開弁位置にある時の内部構造を示す断面図である。
【００３１】
　尚、図１及び図２に示す実施形態では、油圧モータ用高圧弁２８が、ともに油圧モータ
を構成する油圧モータ用低圧弁と別ユニットとして構成された場合を例示しているが、油
圧モータ用低圧弁と一体的にユニット化されていてもよい。
【００３２】
　一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁２８（以下、適宜「高圧弁２８」と称する）は、
弁体３５を含む可動ユニット４０と、可動ユニット４０を開弁位置と閉弁位置とに移動さ
せるためのアクチュエータとして機能するソレノイドコイル４２と、スプリング４４と、
弁座４６とを備えている。高圧弁２８は、ノーマルクローズ式のポペット型電磁弁であり
、弁座４６が弁体３５に対して作動室２４側に設けられている。高圧弁２８は、作動室２
４と高圧の作動油が流れる高圧ライン１２（例えば図４参照）との連通状態を、ソレノイ
ドコイル４２の電磁力又はスプリング４４の付勢力に起因した可動ユニット４０の移動に
より切り替え可能に構成されている。
【００３３】
　図１に示すように高圧弁２８が閉弁位置にある場合、弁体３５は、高圧の作動油が流れ
る高圧ラインに連通する供給ポート５０と、作動室２４との間を隔離することにより、供
給ポート５０に導かれる高圧の作動油が作動室２４側に漏れないように構成される。また
弁体３５のうち作動室２４とは反対側には、パイロット室５３が設けられる。パイロット
室５３には、後述の流路切替機構６０を介して高圧又は低圧の作動油のいずれか一方が選
択的に供給される。高圧弁２８が閉弁状態にある場合には、パイロット室５３に対して高
圧の作動油が供給されることにより、弁体３５をスプリング４４の付勢力とともに作動室
２４側に付勢し、高圧弁２８の閉弁状態を保持している。
【００３４】
　一方でパイロット室５３に対して低圧の作動油が供給されると、弁体３５は図２の矢印
Ｂのように作動室２４から離れる方向に移動することで、開弁位置に切り替えられる。開
弁位置では、弁体３５が移動することで、閉弁位置では互いに隔離されていた供給ポート
５０と作動室２４とが連通し、図２に示す矢印Ｃのように供給ポート５０から作動室２４
に高圧の作動油が供給される。このときパイロット室５３に低圧の作動油が供給されるこ
とにより、供給ポート５０とパイロット室５３との間の差圧が弁体３５をスプリング４４
の付勢力に抗して作用することで、ソレノイドコイル４２の電磁力によって容易に開弁操
作が可能となる。
【００３５】
　パイロット室５３は、流路切替機構６０によって高圧の作動油が流れる高圧ライン又は
高圧ラインより低圧な作動油が流れる他のラインのいずれか一方が選択的に連通可能に構
成される。ここで他のラインは、図４に示す低圧ライン１４であってもよいし、例えば使
用済の作動油を排出するためのドレンラインや、作動油を貯留するための油タンクに連通
するライン等であってもよい。流路切替機構６０は、高圧の作動油が流れる供給ポート５
０に接続される第１ライン６２と、低圧の作動油が流れる他のラインに接続される第２ラ
イン６４と、パイロット室５３に接続される第３ライン６６とを備え、第１ライン６２又
は第２ライン６４のいずれか一方を第３ライン６６に選択的に連通可能に構成される。
【００３６】
　図１では、流路切替機構６０は、第１ライン６２を第３ライン６６に連通することによ
り（このとき第２ライン６４は第１ライン６２及び第３ライン６６から隔離されている）
、第１ライン６２を流れる高圧の作動油が第３ライン６６を介してパイロット室５３に供
給されている。このとき高圧の作動油が供給されるパイロット室５３と作動室２４との間
の差圧が小さい又はゼロになることで、スプリング４４の付勢力とともに弁体３５を弁座
に付勢することで、閉弁位置が維持される。
【００３７】
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　一方の図２では、流路切替機構６０は、第２ライン６４を第３ライン６６に連通するこ
とにより（このとき第１ライン６２は第２ライン６４及び第３ライン６６から隔離されて
いる）、第２ライン６４を流れる低圧の作動油が第３ライン６６を介してパイロット室５
３に供給されている。このとき低圧の作動油が供給されるパイロット室５３と作動室２４
との間の差圧が大きくなることで、ソレノイドコイル４２の電磁力による開弁操作が可能
となる。
【００３８】
　また図１及び図２に示すように、供給ポート５０とパイロット室５３とは、高圧の作動
油の供給源である高圧ラインに対して直列に接続される。すなわち高圧ラインを流れる高
圧の作動油は供給ポート５０に導かれるが、当該供給ポート５０に対して更に第１ライン
６２を接続することで、供給ポート５０に導かれる高圧の作動油を流路切替機構６０で油
圧を切替用に利用可能になっている。これにより、供給ポート５０と流路切替機構６０に
対して作動油の供給ラインを別々に設ける場合に比べて、装置構成を簡略化できるため、
より小型化に適した油圧モータを実現できる。
【００３９】
　弁体３５及び弁座４６は、中心軸Ｃを中心に所定の幅を有するリング形状を有しており
、弁体３５の供給ポート５０に対する受圧面積をＡＨＰＶ、弁体３５のパイロット室５３
に対する受圧面積をＡＰとすると、弁体３５は、１より大きな定数ｋを用いて、次式を満
たすように設計される（図１では弁体３５の断面構造とともに受圧面積ＡＨＰＶ及びＡＰ

の投影的な平面図が示されている）。
ＡＰ／ＡＨＰＶ＜ｋ　　　（１）
これにより、供給ポート５０に対して供給される作動油の圧力を流路切替機構６０によっ
て切り替えた際に、供給ポート５０及びパイロット室５３間の差圧に基づいて弁体３５の
移動を実施し、高圧弁２８の開閉操作を好適に実現できる。また定数ｋを大きくとるほど
弁体の加速力が増大し、弁の応答速度が速くなることで安定性が向上する。
【００４０】
　また高圧弁２８は、油圧モータの作動室２４における作動油の圧力を制御するためのバ
ルブであるため、油圧モータの回転数Ｎに応じて高速で切替可能に構成される必要がある
。油圧モータ１０の周期Ｔは回転数Ｎを用いて次式で表される。
Ｔ＝１／Ｎ　　　（２）
　油圧モータではサイクルの半分において作動室２４の圧力を高圧にするとともに、残り
半分において低圧に制御する必要があるため、高圧弁２８に要求される開閉時間を周期Ｔ
の約１／１０としてＴ／１０と仮定する。この場合、高圧弁２８の弁体３５に要求される
移動速度Ｖは次式で表される。
 

　そして上式（３）の移動速度Ｖを達成するために必要な流量Ｑは次式で表される。
 

【００４１】
　また作動室２４に高圧ラインから高圧の作動油が導入されている時の作動室２４の最小
圧力値をＰＨｍｉｎ、作動室２４に他のラインから低圧の作動油が導入されている時の作
動室２４の最大圧力値をＰＬｍａｘとすると、流路切替機構６０の最小差圧ΔＰは次式と
なる。
ΔＰ＝ＰＨｍｉｎ－ＰＬｍａｘ　　　（５）
　また流路切替機構６０の定格流量ＱＲは次式となる。
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【００４２】
　続いて上記構成を有する油圧モータ用高圧弁２８を油圧モータに適用した場合について
説明する。ここでは一例として、油圧モータ用高圧弁２８を含む油圧モータを風力発電装
置に用いる場合を例に説明するが、油圧モータの適用分野は限定されない。
【００４３】
＜風力発電装置の全体構成＞
　図３は、本発明の少なくとも一実施形態に係る油圧モータ用高圧弁２８を含む油圧モー
タ１０を備える風力発電装置１の概略図である。同図に示すように、風力発電装置１は、
少なくとも一本のブレード２及びハブ４を含んで構成されるロータ３を備える。
【００４４】
　ロータ３には、回転シャフト６を介して油圧トランスミッション６５が連結される。油
圧トランスミッション６５は油圧ポンプ８及び油圧モータ１０を含み、回転シャフト６は
、これらのうち油圧ポンプ８に連結される。油圧トランスミッション６５では、油圧ポン
プ８に対して、高圧ライン１２及び低圧ライン１４を介して油圧モータ１０が接続される
。具体的には、油圧ポンプ８の出口が高圧ライン１２を介して油圧モータ１０の入口に接
続され、油圧ポンプ８の入口が低圧ライン１４を介して油圧モータ１０の出口に接続され
る。油圧ポンプ８は、回転シャフト６によって駆動されることにより作動油を昇圧し、高
圧の作動油（圧油）を生成する。油圧ポンプ８で生成された圧油は高圧ライン１２を介し
て油圧モータ１０に供給され、この圧油によって油圧モータ１０が駆動される。油圧モー
タ１０で仕事をした後の低圧の作動油は、油圧モータ１０の出口と油圧ポンプ８の入口と
の間に設けられた低圧ライン１４を経由して、油圧ポンプ８に再び戻される。
【００４５】
　油圧モータ１０には発電機１６が連結される。発電機１６は、例えば、電力系統に連系
されるとともに、油圧モータ１０によって駆動される同期発電機である。
【００４６】
　尚、回転シャフト６の少なくとも一部は、タワー１９上に設置されたナセル１８によっ
て覆われている。前述の油圧トランスミッション６５及び発電機１６は、ナセル１８の内
部に設置される。
【００４７】
　図３１に示す風力発電装置１では、ロータ３の回転エネルギは、油圧ポンプ８及び油圧
モータ１０を含む油圧トランスミッション６５を介して発電機１６に入力され、発電機１
６において電力が生成される。
【００４８】
　図４は図３の油圧モータ１０の概略構成図である。油圧モータ１０は、回転軸３２と、
シリンダ２０と、シリンダ２０と共に作動室２４を形成するピストン２２と、作動室２４
に対して設けられる高圧弁２８及び低圧弁３０と、変換機構２５と、を有する。
【００４９】
　変換機構２５は、回転軸３２の回転運動とピストン２２の往復運動との間の変換を行う
ための機構であり、ピストン２２に当接するカム曲面を有するカム２６を含む。
【００５０】
　ピストン２２は、ピストン２２の往復運動を回転軸３２の回転運動にスムーズに変換す
る観点から、シリンダ２０内を摺動するピストン本体部２２Ａと、該ピストン本体部２２
Ａに取り付けられ、カム２６のカム曲面に当接するピストンローラ又はピストンシュー２
２Ｂと、を含んで構成されている。
【００５１】
　カム２６は、油圧モータ１０の回転軸（クランクシャフト）３２の軸中心Ｏから偏心し
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て設けられた偏心カムである。ピストン２２が上下動を一回行う間に、カム２６及びカム
２６が取り付けられた回転軸３２は一回転するように構成されている。
【００５２】
　他の実施形態では、カム２６は、複数のローブ（凸部）を有する環状のマルチローブド
カム（リングカム）であり、この場合には、カム２６及びカム２６が取り付けられた回転
軸３２が一回転する間に、ピストン２２は上下動をローブの数だけ行うようにしてもよい
。
【００５３】
　高圧弁２８は、作動室２４と作動室２４の外部に設けられた高圧ライン１２との間の高
圧連通ライン３４に設けられており、作動室２４と高圧ライン１２との連通状態を切り替
え可能に構成されている。低圧弁３０は、作動室２４と作動室２４の外部に設けられた低
圧ライン１４との間の低圧連通ライン３６に設けられており、作動室２４と低圧ライン１
４との連通状態を切り替え可能に構成されている。
【００５４】
＜参考技術＞
　ここで、図３及び図４の構成を共通する参考技術に係る油圧モータに使用される高圧弁
２８及び低圧弁３０の具体的構成について説明する。図８は参考技術に係る油圧モータに
おいて、高圧弁２８が閉弁位置にあり、且つ、低圧弁３０が開弁位置にある時の内部構造
を示す断面図である。図９は参考技術に係る油圧モータにおいて、高圧弁２８が開弁位置
にあり、且つ、低圧弁３０が閉弁位置にある時の内部構造を示す断面図である。
【００５５】
　尚、図８及び図９では、高圧弁２８、低圧弁３０及びそれらのケーシング３７をユニッ
ト化してバルブユニット３８とした場合を例示されているが、後述する本発明の幾つかの
実施形態に係る油圧モータ１０のように、高圧弁２８及び低圧弁３０をそれぞれ独立的に
構成することにより別ユニット化してもよい。
【００５６】
　参考技術に係る油圧モータの高圧弁２８は、弁体３５を含む可動ユニット４０と、可動
ユニット４０を開弁位置と閉弁位置とに移動させるためのアクチュエータとして機能する
ソレノイドコイル４２と、スプリング４４と、弁座４６とを備えている。高圧弁２８は、
ノーマルクローズ式のポペット型電磁弁であり、弁座４６が弁体３５に対して作動室２４
側に設けられている。高圧弁２８は、作動室２４と高圧ライン１２（図２参照）との連通
状態を、ソレノイドコイル４２の電磁力又はスプリング４４の付勢力に起因した可動ユニ
ット４０の移動により切り替え可能に構成されている。
【００５７】
　制御装置（不図示）からの制御信号によってソレノイドコイル４２が励磁されていない
時には、高圧弁２８の可動ユニット４０は、スプリング４４によって弁座４６に向かって
付勢されることにより、作動室２４と高圧ライン１２とが連通しない閉弁位置（図８を参
照）に保持される。一方で、制御装置（不図示）からの制御信号によってソレノイドコイ
ル４２が励磁されると、高圧弁２８の可動ユニット４０は、電磁力によってスプリング４
４の付勢力に抗して、作動室２４と高圧ライン１２とが連通する開弁位置（図９を参照）
に移動する。
【００５８】
　参考技術に係る油圧モータの低圧弁３０は、弁体４８及びアーマチュア５１を有する可
動ユニット５２と、ソレノイド５４と、スプリング５６と、弁座５８とを備えている。低
圧弁３０は、ノーマルオープン式のポペット型電磁弁であり、弁体４８が弁座５８に対し
て作動室２４側に設けられている。低圧弁３０は、作動室２４と低圧ライン１４（図２参
照）との連通状態を、ソレノイド５４の電磁力又はスプリング５６の付勢力に起因した可
動ユニット５２の移動により切り替え可能に構成されている。
【００５９】
　制御装置（不図示）からの制御信号によって低圧弁３０が励磁されていない時には、低
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圧弁３０の可動ユニット５２は、スプリング５６によって弁座５８から離間する方向へ付
勢されていることにより、低圧弁３０は作動室２４と低圧ライン１４とが連通する開弁位
置（図８を参照）に保持される。一方で、制御装置（不図示）からの制御信号によって低
圧弁３０が励磁されると、ソレノイド５４の電磁力によってアーマチュア５１が吸引され
、可動ユニット５２は、電磁力によってスプリング５６の付勢力に抗して弁座５８に向か
って移動することにより、作動室２４と高圧ライン１２とが連通しない閉弁位置（図９を
参照）に移動する。
【００６０】
　図１０は図８及び図９の高圧弁２８及び低圧弁３０の開閉タイミングの一例を示す概略
図である。図１０では、ピストン２２の下死点（ＢＤＣ：Ｂｏｔｔｏｍ　Ｄｅａｄ　Ｃｅ
ｎｔｅｒ）を基準（０ｄｅｇ）として時計回りに、ピストン２２の往復運動に関する回転
位相が示されている。０ｄｅｇから１８０ｄｅｇの範囲はシリンダ圧縮工程を示し、１８
０ｄｅｇから３６０ｄｅｇの範囲はシリンダ膨張工程を示している。これら一連のサイク
ルでは作動室２４における作動油の流速は、回転位相が０ｄｅｇ、１８０ｄｅｇにおいて
最小になり、９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇにおいて最大になるように周期的に変化する。
【００６１】
　シリンダ圧縮工程のうち下死点（０ｄｅｇ）近傍では、高圧弁２８は閉弁位置にあり、
且つ、低圧弁３０は開弁位置にある（図８を参照）。この時、作動室２４は低圧連通ライ
ン３６を介して低圧ライン１４に連通することで、作動室２４で仕事を終えた作動油が低
圧弁３０を介して低圧ライン１４に排出される。そしてシリンダ圧縮工程が進行して第１
位相θ１になると、低圧弁３０が閉弁位置に切り替えられる。これにより、作動室２４は
高圧ライン１２及び低圧ライン１４の両方に対して隔離された状態になるため、作動室２
４の内部に残留している作動油の圧力はピストン２２の上昇とともに増加する。これによ
り、高圧弁２８では弁体３５の両側における差圧（すなわち高圧連通ライン３４における
作動油の圧力と、作動室２４における作動油の圧力との間の差圧）が減少し、ソレノイド
コイル４２による高圧弁２８の開弁動作が可能な状態が作り出される。そして第２位相θ
２に進むと、ソレノイドコイル４２が励磁されることで高圧弁２８が開弁位置に切り替え
られる（図９を参照）。つまり、シリンダ圧縮工程では、第１位相θ１において低圧弁３
０を閉弁位置に切り替えることで、高圧弁２８の弁体３５の両側における差圧を減少させ
、高圧弁２８を開弁位置に切り替えるための準備動作が行われる。これにより、ソレノイ
ドコイル４２の電磁力が比較的小さい場合においても、高圧弁２８の開弁動作を的確に実
現している。
【００６２】
　このように高圧弁２８が開弁位置に切り替えられると、高圧弁２８を介して高圧ライン
１２から作動室２４に高圧な作動油が導入される。高圧弁２８を介する作動油の導入は、
シリンダ膨張工程において作動室２４の容積が増加するに伴って行われる。
【００６３】
　ところでシリンダ圧縮工程の第１位相θ１における低圧弁３０の閉弁位置への切替操作
は、作動油の流速が大きいタイミングで実施されると、低圧弁３０の弁座５８近傍におい
て渦流や流体慣性力の影響で負圧が生じ、弁座５８にキャビテーションエロージョンによ
る磨耗が発生してしまうことが、発明者の研究により判明した。
【００６４】
　図１１は参考技術に係る油圧モータの作動室２４の圧力Ｐ１、低圧ライン１４の圧力Ｐ
２（より具体的には、低圧ライン１４に連結される低圧連結ラインのうち低圧弁３０の弁
体４８の下流側における圧力）、高圧弁２８の弁体３５のストローク量Ｓ１、及び、低圧
弁３０の弁体４８のストローク量Ｓ２の回転位相θに対する推移を示す検証結果である。
図１２は図１１の第１位相θ１近傍を拡大して示したものである。
【００６５】
　図１１では、第１位相θ１において低圧弁３０のストローク量Ｓ２が増加し、低圧弁３
０が開弁位置から閉弁位置に切り替えられることが示されている。これに伴い、第１位相
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θ１の後、作動室２４の圧力が急増している。また第２位相θ２では、高圧弁２８のスト
ローク量Ｓ１が増加することにより高圧弁２８が閉弁位置から開弁位置に切り替えられる
ことが示されている。
【００６６】
　図１２に示すように第１位相θ１近傍に着目すると、低圧弁３０が開弁位置から閉弁位
置に切り替えられた後、低圧ライン１４の圧力Ｐ２が位相範囲（θ１～θ３）において一
時的に負圧を示していることが確認された。また、このような負圧が発生している位相範
囲（θ１～θ３）における負圧積算値は、作動室２４における作動油の流速と密接な関係
があることが確認された。
【００６７】
　図１３は図１２の負圧積算値と作動室２４における作動油の流速との相関を示す検証結
果である。図１３に示すように、作動室２４における作動油の流速が増加するに従って、
負圧積算値が増加し、それとともにキャビテーションエロージョンが発生しやすくなるこ
とが示された。このような傾向は、複数の温度を有する作動油について検証したところ、
いずれも同様に確認された。
【００６８】
　以上の検証結果から、キャビテーションエロージョンを抑制するためには、低圧弁３０
を閉弁位置に切り替える際の作動室２４における流速が閾値Ｖ０以下になるように調整す
ることが有効であること（すなわち第１位相θ１における作動室２４の流速を低く抑える
こと）が判明した。ここでシリンダ圧縮工程において作動室２４の流速は、下死点（０ｄ
ｅｇ）から位相９０ｄｅｇに向かって流速が上昇し、位相９０ｄｅｇ近傍で最大値を示し
た後、上死点（１８０ｄｅｇ）に向けて減少する振る舞いを有する。そのため流速を閾値
Ｖ０以下に抑えるためには、第１位相θ１を上死点に近づけることが有効とも考えられる
が（図１０の矢印Ａを参照）、この場合、高圧弁２８が開弁状態に切り替えられる第２位
相θ２も必然的に上死点（１８０ｄｅｇ）に近づけなければならず、油圧モータの機械的
動作が成立可能な範囲（機械的限界）を超えてしまうおそれがある。またこの種の油圧モ
ータには、商品価値を向上させるために小型化が求められているが、油圧モータを小型化
すると、作動油の流速が増加しやすい傾向にある。このような課題は、高圧弁２８として
図１及び図２を参照して前述した実施形態を採用することによって解決可能である。
【００６９】
　図１及び図２の構成を有する高圧弁２８では、流路切替機構６０によって弁体３５の両
側に配置された供給ポート５０及びパイロット室５３の間における差圧を切り替えること
で、ソレノイドコイル４２の電磁力によって容易に開閉操作を実施することができる。つ
まり参考技術のように、シリンダ圧縮工程において第２位相θ２で高圧弁２８を開弁する
ために、第１位相θ１で低圧弁３０を閉弁操作することなく、高圧弁２８の開閉が可能に
なる。その結果、シリンダ圧縮工程における低圧弁３０の閉弁操作を行う第１位相θ１を
柔軟に設定できる。
【００７０】
　これにより、シリンダ圧縮工程において低圧弁３０の閉弁位置への切り替えタイミング
である第１位相θ１を、低圧弁３０を通過する作動流体の流速が遅い時期に設定し、低圧
弁３０の閉弁位置への切り替え後に低圧ライン１４に負圧が一時的に生じることを防止で
きる。
【００７１】
　また図４に示すように、油圧モータ１０は高圧弁２８及び低圧弁３０を制御するための
弁制御部７０を備える。弁制御部７０は油圧モータ１０の制御装置であり、高圧弁２８及
び低圧弁３０の開閉タイミングをそれぞれ制御する。本実施形態では、高圧弁２８及び低
圧弁３０の開閉タイミングは前述のように独立的に設定することが可能である。尚、図４
では、弁制御部７０が高圧弁２８に関する構成のうちソレノイドコイル４２及び流路切替
機構６０に対して制御信号を送る構成が示されている。
【００７２】
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　尚、弁制御部７０は例えばコンピュータのようなプロセッサを含む電子演算装置からな
るハードウェアを備え、当該ハードウェアに対して所定のプログラムがインストールされ
ることにより、高圧弁２８及び低圧弁３０の開閉制御を含む、本発明の少なくとも一実施
形態に係る制御方法が実施可能に構成される。
【００７３】
　弁制御部７０は、ピストン２２が下死点から上死点に向かうシリンダ圧縮工程において
、開弁位置にある低圧弁３０を低圧ライン１４における作動油の流速が閾値Ｖ０（図１３
を参照）以下になるタイミングで閉弁位置に切り替え、その後、閉弁位置にある高圧弁２
８を開弁位置に切り替えるように制御する。図５は本発明の少なくとも一実施形態に係る
油圧モータ１０における高圧弁２８及び低圧弁３０の開閉タイミングを示す概略図である
。
【００７４】
　図５では、ピストン２２の下死点を基準（０ｄｅｇ）として時計回りにピストン２２の
往復運動に伴う回転位相を示している（具体的には、図５の左半分はピストン２２が下死
点（０ｄｅｇ）から上死点（１８０ｄｅｇ）に向かうシリンダ圧縮工程を示し、図５の右
半分はピストン２２が上死点（１８０ｄｅｇ）から下死点（３６０ｄｅｇ）に向かうシリ
ンダ膨張工程を示している）。
【００７５】
　図５に示されるように、シリンダ圧縮工程において低圧弁３０が閉弁位置に切り替えら
れる第１位相θ１は、参考技術（図１１を参照）に比べて、作動油の流速が閾値Ｖ０以下
になる上死点側に設定されている。これは、高圧弁２８の開弁タイミングが低圧弁３０の
閉弁タイミングに依存せずに柔軟に設定可能なためである。その結果、低圧弁３０を低圧
ライン１４における作動油の流速が比較的遅くなるタイミングで閉弁位置に切り替えるよ
うに第１位相θ１を制御することによりキャビテーションエロージョンの発生を効果的に
防止できる。
【００７６】
　尚、シリンダ圧縮工程における高圧弁２８の開制御タイミングは、前述のように低圧弁
３０の閉制御タイミングとは独立的に設定されるため、図５では第２位相θ２は第１位相
θ１と上死点（＝１８０ｄｅｇ）との間で任意に調整可能である。
【００７７】
　図６は図５の高圧弁２８及び低圧弁３０の開閉タイミングを採用した場合における作動
室２４の圧力Ｐ１、低圧ライン１４の圧力Ｐ２（より具体的には、低圧ライン１４に連結
される低圧連結ラインのうち低圧弁３０の弁体４８の下流側における圧力）、高圧弁２８
の弁体３５のストローク量Ｓ１、及び、低圧弁３０の弁体４８のストローク量Ｓ２につい
て、それぞれ回転位相θに対する推移を示す検証結果であり、図７は図６の第１位相θ１
近傍を拡大して示したものである。図６及び図７によれば、前述の参考技術（図１２及び
図１３）と比較すると、低圧弁３０が閉弁位置に切り替えられた後、低圧ライン１４の圧
力Ｐ２には参考技術のように負圧が発生しておらず、キャビテーションエロージョンが効
果的に防止されていることが示されている。
【００７８】
　以上説明したように、上述の各実施形態によれば、油圧モータ１０が備える高圧弁２８
は、弁座４６に対して移動可能な弁体３５が、高圧ライン１２に接続される供給ポート５
０と、パイロット室５３との間に配置される。パイロット室５３は、流路切替機構６０に
よって高圧ライン１２又は他のラインのいずれか一方が選択的に連通可能に構成される。
これにより、パイロット室５３に高圧ライン１２が連通する状態では弁体３５に印可され
る供給ポート５０とパイロット室５３との間の差圧が小さいが、パイロット室５３に他の
ラインが連通するように流路が切り替えられると弁体に印可される差圧が増加し、弁体３
５の移動が可能となる。このように高圧弁２８では、パイロット室５３に供給される作動
油の圧力を切り替えることで弁体の移動が可能となるため、低圧弁３０の開閉状態に依存
しない開閉が可能である。すなわち、シリンダ圧縮工程において高圧弁２８の開操作を行
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うために低圧弁３０の閉操作を行うタイミングが制限されない。これにより、低圧弁３０
を閉じるタイミングを柔軟に設定することができ、キャビテーションエロージョンによる
磨耗発生を効果的に抑制できる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の少なくとも一実施形態は、作動油を用いて駆動可能な油圧モータ、当該油圧モ
ータの制御装置及び制御方法、並びに、油圧弁に利用可能である。
【符号の説明】
【００８０】
１　風力発電装置
２　ブレード
３　ロータ
４　ハブ
６　回転シャフト
８　油圧ポンプ
１０　油圧モータ
１２　高圧ライン
１４　低圧ライン
１６　発電機
１８　ナセル
１９　タワー
２０　シリンダ
２２　ピストン
２４　作動室
２５　変換機構
２６　カム
２８　高圧弁
３０　低圧弁
３２　回転軸
３４　高圧連通ライン
３５　弁体
３６　低圧連通ライン
３７　ケーシング
３８　バルブユニット
４０　可動ユニット
４２　ソレノイドコイル
４４　スプリング
４６　弁座
４８　弁体
５０　供給ポート
５１　アーマチュア
５２　可動ユニット
５３　パイロット室
５４　ソレノイド
５６　スプリング
５８　弁座
６０　流路切替機構
６２　第１ライン
６４　第２ライン
６５　油圧トランスミッション
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６６　第３ライン
７０　弁制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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