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(57)【要約】
【課題】オーバーシュートが過大になることを防止でき
、クッション荷重の制御精度を向上させることができる
クッション装置の制御装置を提供する。
【解決手段】スライド５は、スライドの運転モーション
に従って移動制御させられ、制御装置１０は、スライド
速度予測部１１とクッション荷重予測部１３とクッショ
ン荷重制御部１５を備える。スライド速度予測部１１は
、スライドの運転モーションに基づいて、現時点から所
定時間だけ未来の時点のスライド速度をスライド速度予
測値として算出する。クッション荷重予測部１３は、ス
ライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッション
荷重を荷重予測値として算出する。クッション荷重制御
部１５は、荷重予測値が、設定荷重目標値から許容最大
オーバーシュート量よりも大きく上回る場合には、発生
するクッション荷重を減少させる制御を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クッション装置の制御装置であって、
前記クッション装置は、該クッション装置に向けて移動してくるスライドに後退させられ
ながらクッション荷重を発生させる装置であり、前記スライドは、スライドの運転モーシ
ョンに従って移動制御させられ、前記制御装置は、スライド速度予測部とクッション荷重
予測部とクッション荷重制御部を備え、
　スライド速度予測部は、前記スライドの運転モーションに基づいて、現時点から所定時
間だけ未来の時点のスライド速度をスライド速度予測値として算出し、
　クッション荷重予測部は、前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッショ
ン荷重を荷重予測値として算出し、
　クッション荷重制御部は、前記荷重予測値が、設定荷重目標値から許容最大オーバーシ
ュート量よりも大きく上回る場合には、発生するクッション荷重を減少させる制御を行う
、ことを特徴とするクッション装置の制御装置。
【請求項２】
　前記クッション荷重予測部は、現時点のクッション荷重を検知する荷重検知部を有し、
検知した現時点のクッション荷重と前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のク
ッション荷重を算出する、ことを特徴とする請求項１に記載のクッション装置の制御装置
。
【請求項３】
　前記クッション荷重予測部は、荷重予測モデルを記憶し、前記スライド速度予測値を前
記荷重予測モデルに適用して、未来の時点のクッション荷重を算出する、ことを特徴とす
る請求項１または２に記載のクッション装置の制御装置。
【請求項４】
　クッション装置は、前記スライドに後退させられる可動部と、前記スライドに向け前記
可動部を押す力であるクッション荷重を発生させる駆動部と、を有し、
　前記クッション荷重制御部は、前記駆動部を制御することで前記クッション荷重を制御
する、ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のクッション装置の制御装置。
【請求項５】
　前記クッション装置は、上金型と下金型との間で被加工物をプレス成形するプレス機械
のダイクッション装置であり、
　前記スライドには、前記上金型が取り付けられ、
　前記クッション装置は、前記上金型との間に被加工物を挟んだ状態で上金型と共に下降
する装置である、ことを特徴とする請求項１～４のいずれかにクッション装置の制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クッション装置の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クッション装置は、該クッション装置に向けて移動してくるスライドに後退させられな
がらクッション荷重をスライドに作用させる装置である。スライドは、スライドの運転モ
ーションに従って移動制御させられる。
【０００３】
　クッション装置は、例えばプレス機械のしわ押え成形に利用される。プレス機械は、図
３に示すように、上金型２１と下金型２３との間に被加工物１を挟んでプレス成形を行う
。上金型２１は、昇降するスライド５に取り付けられている。被加工物１のしわ押え成形
を行う場合には、クッション装置３は、プレス成形時に前記上金型２１との間に被加工物
１を挟んだ状態で上金型２１と共に下降する可動部７を有する。
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　可動部７は、例えば、プレス成形時に被加工物１と接触して上金型２１との間に被加工
物１を挟んだ状態で上金型２１と共に下降するブランクホルダ７ａと、ブランクホルダ７
ａを下方から支持するクッションピン７ｂと、クッションピン７ｂを下方から支持するク
ッションプレート７ｃと、クッションプレート７ｃを下方から押圧する押圧部材７ｄと、
を有する。クッション装置３が、油圧シリンダを用いたものである場合、押圧部材７ｄは
、油圧シリンダのピストンである。
【０００４】
　油圧シリンダを用いたクッション装置３では、プレス成形時に、位置制御によりピスト
ン７ｄを所定の待機位置に保持し、下降してきたスライド５にピストン７ｄが押されたこ
とを検知すると、荷重制御（即ち、油圧制御）に切り替えている。即ち、荷重制御に切り
替えると同時に、流量計算で算出した開度までサーボ弁を開く必要がある（サーボ弁は、
油圧シリンダの下室から下室外部に流れ出る油量と、油圧シリンダの上室に上室外部から
流れ込む油量とを制御するものである）。上記の切り替えタイミングが早いとクッション
荷重の立ち上りが遅くなり、逆に遅いと過大なオーバーシュートを生じるため、適切なタ
イミングで切り替えを行わなければならない。
【０００５】
　このような切り替えを実行するための判定条件には、例えば次の（１）、（２）のもの
がある。
（１）クッション荷重値が、切替荷重判定値（例えば、設定荷重目標値の５０％の値）以
下になり、かつ、ピストンストロークが切替ストローク判定値以下になる。
（２）プレス角度が切替角度を通過する。なお、プレス角度は、例えばスライドを昇降す
るためのクランク軸の回転角であり、切替角度は、上金型がクッション装置に接触するプ
レス角度や設定荷重目標値やプレス速度などに基づいて求めておく。
【０００６】
　なお、本発明の先行技術文献として、例えば下記特許文献１がある。
【特許文献１】特開２００７―３０１５９１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の（１）の方法には、高速運転において設定荷重目標値が低いとオーバーシュート
が過大になるという問題がある。
　一方、上述の（２）の方法は、設定荷重目標値とプレス速度から最適な切替角度を求め
る計算式が確立しておらず、実機調整の結果に基づいて切替角度を調整する必要があった
。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、新たな手法により、オーバーシュートが過大になることを防
止でき、クッション荷重の制御精度を向上させることができるクッション装置の制御装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明によると、クッション装置の制御装置であって、
前記クッション装置は、該クッション装置に向けて移動してくるスライドに後退させられ
ながらクッション荷重を発生させる装置であり、前記スライドは、スライドの運転モーシ
ョンに従って移動制御させられ、前記制御装置は、スライド速度予測部とクッション荷重
予測部とクッション荷重制御部を備え、
　スライド速度予測部は、前記スライドの運転モーションに基づいて、現時点から所定時
間だけ未来の時点のスライド速度をスライド速度予測値として算出し、
　クッション荷重予測部は、前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッショ
ン荷重を荷重予測値として算出し、
　クッション荷重制御部は、前記荷重予測値が、設定荷重目標値から許容最大オーバーシ
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ュート量よりも大きく上回る場合には、発生するクッション荷重を減少させる制御を行う
、ことを特徴とするクッション装置の制御装置が提供される。
【００１０】
　上述の本発明のクッション装置の制御装置では、スライド速度予測部は、前記スライド
の運転モーションに基づいて、現時点から所定時間だけ未来の時点のスライド速度をスラ
イド速度予測値として算出し、クッション荷重予測部は、前記スライド速度予測値に基づ
いて、未来の時点のクッション荷重を荷重予測値として算出し、クッション荷重制御部は
、前記荷重予測値が、設定荷重目標値から許容最大オーバーシュート量よりも大きく上回
る場合には、発生するクッション荷重を減少させる制御を行うので、未来のクッション荷
重が許容最大オーバーシュート量を超えそうになる場合、クッション荷重が抑えられる。
これにより、オーバーシュートが過大になることを防止でき、クッション荷重の制御精度
が向上する。
【００１１】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記クッション荷重予測部は、現時点のクッショ
ン荷重を検知する荷重検知部を有し、検知した現時点のクッション荷重と前記スライド速
度予測値に基づいて、未来の時点のクッション荷重を算出する。
【００１２】
　このように、前記クッション荷重予測部は、現時点のクッション荷重と未来の時点のス
ライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッション荷重を算出することができる。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記クッション荷重予測部は、荷重予測モデルを
記憶し、前記スライド速度予測値を前記荷重予測モデルに適用して、未来の時点のクッシ
ョン荷重を算出する。
【００１４】
　このように、予め作成した荷重予測モデルに基づいて未来の時点のクッション荷重を算
出することができる。
【００１５】
　また、本発明の好ましい実施形態によると、クッション装置は、前記スライドに後退さ
せられる可動部と、前記スライドに向け前記可動部を押す力であるクッション荷重を発生
させる駆動部と、を有し、
　前記クッション荷重制御部は、前記駆動部を制御することで前記クッション荷重を制御
する。
【００１６】
　このように、前記クッション荷重制御部は、クッション装置の前記駆動部を制御するこ
とで前記クッション荷重を制御できる。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記クッション装置は、上金型と下金型との間で
被加工物をプレス成形するプレス機械のダイクッション装置であり、
　前記スライドには、前記上金型が取り付けられ、
　前記クッション装置は、前記上金型との間に被加工物を挟んだ状態で上金型と共に下降
する装置である。
【００１８】
　このように、前記クッション装置をダイクッション装置として用いることで、ダイクッ
ションの制御精度が向上し、より高品質のプレス成形品を生産できる。
【発明の効果】
【００１９】
　上述した本発明によると、新たな手法により、オーバーシュートが過大になることを防
止でき、クッション荷重の制御精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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　本発明を実施するための最良の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図におい
て共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００２１】
　図１は、本発明によるクッション装置の制御装置をプレス機械に適用した場合を示す。
プレス機械の構成は、図４に基づいて説明したものと同じであってよい。
【００２２】
　本発明の実施形態では、クッション装置３は、該クッション装置３に向けて移動してく
るスライド５に後退させられながらクッション荷重を発生させる装置である。図１の例で
は、クッション装置３は、油圧シリンダを用いたものである。クッション装置３は、前記
スライド５に後退させられる可動部７と、前記スライド５に向け前記可動部７を押す力で
あるクッション荷重を発生させる駆動部９と、を有する。図１の例では、駆動部９は、油
圧シリンダ９ａと、油圧シリンダ９ａの下室に油圧を供給する油圧源９ｂと、油圧源９ｂ
と下室とを接続する管路９ｃと、この管路９ｃに設けられたサーボ弁９ｄと、から構成さ
れる。
　スライド５は、スライドの運転モーションに従って移動制御させられる。スライドの運
転モーションは、例えば、プレス成形時における各プレス角度または各スライド位置とス
ライド速度との関係を定めたモーションデータや、プレス成形時における各時点とスライ
ド位置との関係を定めたモーションデータであってよい。なお、プレス角度は、例えば、
スライド５を昇降させるために回転するクランク軸の回転角であってよい。また、スライ
ド５は、例えばクランク軸を介してサーボモータにより駆動させるものであってよい。例
えば、現時点のスライド５の速度または位置が検知され、その検知した値とスライドの運
転モーションとに従って前記サーボモータが制御されることで、スライド５の運動が制御
されてよい。
【００２３】
　本発明の実施形態によると、クッション装置３の制御装置１０は、スライド速度予測部
１１とクッション荷重予測部１３とクッション荷重制御部１５を備える。
　スライド速度予測部１１は、前記スライドの運転モーションに基づいて、現時点から所
定時間だけ未来の時点のスライド速度をスライド速度予測値として算出する。具体的には
、プレス角度もしくはスライド位置の検出値、または、プレス速度もしくはスライド速度
の検出値と、前記スライドの運転モーションとに基づいて、スライド速度予測値を算出す
る。このような処理が、プレス成形１サイクルの間、スライド速度予測部１１により時々
刻々となされる。プレス成形１サイクルは、スライド５が下降を開始する時点から、上金
型２１が被加工物１に接触しさらにスライド５が下死点まで下降し再び所定位置まで上昇
する時点までの期間である。
【００２４】
　クッション荷重予測部１３は、前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッ
ション荷重を荷重予測値として算出する。具体的には、クッション荷重予測部１３は、現
時点のクッション荷重を検知する荷重検知部１３ａを有し、検知した現時点のクッション
荷重と前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッション荷重を荷重予測値と
して算出する。クッション荷重は、油圧シリンダ９ａの下室の油圧の検出値に基づいて検
知されてよい。油圧シリンダ９ａの上室にも油圧が供給される場合には、下室の油圧検出
値と上室の油圧検出値とに基づいてクッション荷重が検知されてよい。
　また、前記クッション荷重予測部１３は、荷重予測モデルを記憶し、現時点の前記スラ
イド速度予測値と検知した現時点のクッション荷重値とを、前記荷重予測モデルに適用し
て、未来の時点のクッション荷重を荷重予測値として算出する。荷重予測モデルの詳細は
、後述する。
　このような処理が、プレス成形１サイクルの間、クッション荷重予測部１３により時々
刻々となされる。
【００２５】
　クッション荷重制御部１５は、前記駆動部９（図１の例では、サーボ弁９ｄ）を制御す
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ることで前記クッション荷重を制御する。本実施形態によると、クッション荷重制御部１
５は、前記荷重予測値が、設定荷重目標値から許容最大オーバーシュート量よりも大きく
上回る場合には、発生するクッション荷重を減少させる制御を行う。クッション荷重制御
部１５は、フィードバック制御部１５ａと、オーバーシュート抑制部１５ｂと、加算部１
５ｃとを有する。
　フィードバック制御部１５ａは、検知した現時点のクッション荷重値と現時点の設定荷
重目標値とを比較し、両者が一致している場合には、直前に出力したサーボ弁開度指令値
と同じ値のサーボ弁開度指令値を出力し現時点のサーボ弁９ｄの開度を維持し、両者が一
致しない場合には、両者の偏差に応じたサーボ弁開度指令値を出力する。例えば、検知し
た現時点のクッション荷重値が設定荷重目標値より小さい場合には、直前に出力したサー
ボ弁開度指令値を、両者の偏差に応じた分だけ小さくした値のサーボ弁開度指令値を出力
することで、サーボ弁９ｄの開度を小さくする。一方、検知した現時点のクッション荷重
値が設定荷重目標値より大きい場合には、直前に出力したサーボ弁開度指令値を、両者の
偏差に応じた分だけ大きくした値のサーボ弁開度指令値を出力することで、サーボ弁９ｄ
の開度を大きくする。これにより、実際のクッション荷重を設定荷重目標値に追従させる
フィードバック制御がなされる。なお、設定荷重目標値は、フィードバック制御部１５ａ
に記憶されている。
　オーバーシュート抑制部１５ｂは、未来の時点の前記荷重予測値と当該未来の時点の設
定荷重目標値とを現時点で比較し、前記荷重予測値が未来の時点の設定荷重目標値から許
容最大オーバーシュート量よりも大きく上回る場合（即ち、前記荷重予測値と未来の時点
の設定荷重目標値との差が、許容最大オーバーシュート量より大きい場合）には、現時点
（または、現時点と対象とする前記未来の時点との間の所望の時点）で補正値を出力する
。例えば、当該荷重予測値と当該未来の時点の設定荷重目標値との偏差に応じた値の補正
値を出力する。好ましくは、補正値は、この偏差が大きいほど大きい。一方、前記荷重予
測値が前記未来の時点の設定荷重目標から許容最大オーバーシュート量よりも大きく上回
らない場合には、補正値を出力しない（または、値がゼロの補正値を出力する）。なお、
設定荷重目標値と許容最大オーバーシュート量は、オーバーシュート抑制部１５ｂに記憶
されている。
　加算部１５ｃは、フィードバック制御部１５ａからのサーボ弁開度指令値に、オーバー
シュート抑制部１５ｂからの前記補正値を加算する。このように補正されたサーボ弁開度
指令値がサーボ弁９ｄに入力され、サーボ弁９ｄの開度が当該サーボ弁開度指令値が示す
開度にされる。
　このような処理が、プレス成形１サイクルの間、クッション荷重制御部１５により時々
刻々となされる。
【００２６】
　上述の未来の時点がどれだけ未来の時点であるか（即ち、前記所定時間Ｔ１）を、フィ
ードバック制御部１５ａの制御サイクル時間Ｔ２に基づいて説明する。
　フィードバック制御部１５ａの１制御サイクルに要する時間をＴ２（例えば、１～５ｍ
ｓｅｃ）とする。即ち、Ｔ２は、次の（１）～（３）を１回行うのに要する時間である。
（１）荷重検知部１３ａがクッション荷重を検知し、（２）検知したクッション荷重値に
基づいてフィードバック制御部１５ａが前記サーボ弁開度指令値を出力し、（３）このサ
ーボ弁開度指令値によりサーボ弁９ｄの開度が調整される。（１）～（３）はこの順で繰
り返される。この場合、上述の未来の時点は、例えば、現時点から１Ｔ２～１０Ｔ２だけ
未来の時点であってよい（即ち、Ｔ１＝１Ｔ２～１０Ｔ２）。なお、現時点から前記未来
の時点までの時間Ｔ１と、次の（Ａ）～（Ｅ）を１回行うのに要する時間とは同じであっ
てよい。（Ａ）荷重検知部１３ａがクッション荷重を検知し、（Ｂ）スライド速度予測部
１１が前記スライド速度予測値を出力するとともに、（Ａ）で検知した現時点のクッショ
ン荷重値と前記スライド速度予測値に基づいてクッション荷重予測部１３が前記荷重予測
値を出力し、（Ｃ）この荷重予測値に基づいてオーバーシュート抑制部１５ｂが前記補正
値を出力し、（Ｄ）この補正値に基づいて加算部１５ｃが補正された前記サーボ弁開度指
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令値を出力し、（Ｅ）このサーボ弁開度指令値によりサーボ弁９ｄの開度が調整される。
（Ａ）～（Ｅ）はこの順で繰り返される。また、前記Ｔ２と前記Ｔ１とを互いに対し調整
したい場合には、信号を遅らせる遅延回路を適切な箇所に設けてもよい。
【００２７】
　次に、荷重予測モデルについて説明する。
【００２８】
　荷重予測モデルは、次の[数１]を用いたものである。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　ｄＰは、油圧シリンダ９ａの下室の油圧変動を示す。即ち、現時点より前記所定時間だ
け未来の時点における下室の油圧をＰｆとし、現時点の下室の油圧をＰｃとすると、ｄＰ
＝Ｐｆ－Ｐｃである。
　Ｋは、体積弾性率である。Ｋは、固定値（例えば９８０ＭＰａ）であってよい。なお、
体積弾性率は、圧力と大気圧における気泡の体積混合比によって変化する。例えば、体積
混合比はデータ計測結果より算出できる。算出した体積混合比と、スライド接触前（即ち
、スライド５がクッション装置３に力を作用させる前）の圧力値を使用して、体積弾性率
を計算し、固定として使用してよい。
　Ｓは、円筒形の油圧シリンダ９ａの断面積である。
　Ｖは、油圧シリンダ９ａの下室の体積である。好ましくは、Ｖは、サーボ弁９ｄから油
圧シリンダ９ａ下室までの管路９ｃの体積も含めたものである。
　ｄｘは、油圧シリンダ９ａのピストン７ｄの押し込みストロークである。即ち、現時点
より前記所定時間だけ未来の時点におけるピストン位置をｘｆとし、現時点のピストン位
置をｘｃとすると、ｄｘ＝ｘｆ－ｘｃ（≧０）である。
　ａは、サーボ弁９ｄの開度によって油圧シリンダ９ａの下室から下室外部へ流出する油
量係数である。ａは、現時点の油圧シリンダ９ａの下室の圧力の関数であってよい。
　Ｉｓｖは、現時点のサーボ弁開度指令値である。
ａとＩｓｖの積は、現時点のサーボ弁開度指令値を維持した場合に、現時点から前記未来
の時点までの間に、油圧シリンダ９ａの下室から下室外部へ流出する油量となる。
【００３１】
　[数１]において、Ｋ、Ｓ、ａ、Ｉｓｖは、予め設定されており、前記クッション荷重予
測部１３に記憶されている。
　ｄｘは、現時点のスライド速度検出値（または前記スライド速度予測値）と前記所定時
間との積として前記クッション荷重予測部１３により算出されてよい。前記クッション荷
重予測部１３は、算出したｄｘを[数１]に代入して、ｄＰを算出し、検知した現時点の前
記クッション荷重値に算出したｄＰを加算することで、前記未来の時点のクッション荷重
（即ち、荷重予測値）を算出する。
【００３２】
　上述の[数１]が実際に使用可能であることを説明する。
【００３３】
　油が密閉された状態でピストン７ｄを押し込んだ場合の押し込みストロークと油圧シリ
ンダ９ａ下室の昇圧の関係式を[数２]に示す。[数２]における各記号は、［数１］の場合
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と同じである。
【００３４】
【数２】

【００３５】
　図２は、クッション荷重制御部１５による制御の説明図である。この図において、白丸
は、未来の時点の荷重予測値を示し、黒丸は、検知された現時点のクッション荷重値を示
す。
　時点ｔ１、ｔ２、ｔ５では、荷重予測値は、未来の時点の設定荷重目標値以下であるの
で、オーバーシュート抑制部１５ｂは、機能せず、ゼロの補正値を出力する。従って、フ
ィードバック制御部１５ａからのサーボ弁指令値が、補正されずにそのままサーボ弁９ｄ
に入力される。
　一方、時点ｔ３、ｔ４では、前記荷重予測値が未来の時点の設定荷重目標から許容最大
オーバーシュート量よりも大きく上回るので、オーバーシュート抑制部１５ｂは、上述の
補正値を出力する。従って、補正されたサーボ弁開度指令値がサーボ弁９ｄに入力される
。
　時点ｔ６では、荷重予測値は、設定荷重目標値より大きいが、前記荷重予測値が未来の
時点の設定荷重目標から許容最大オーバーシュート量よりも大きく上回らないので、オー
バーシュート抑制部１５ｂは、機能せず、ゼロの補正値を出力する。従って、フィードバ
ック制御部１５ａからのサーボ弁指令値が、補正されずにそのままサーボ弁９ｄに入力さ
れる。
【００３６】
　上述した本発明の実施形態によるクッション装置３の制御装置１０では、スライド速度
予測部１１は、前記スライドの運転モーションに基づいて、現時点から所定時間だけ未来
の時点のスライド速度をスライド速度予測値として算出し、クッション荷重予測部１３は
、前記スライド速度予測値に基づいて、未来の時点のクッション荷重を荷重予測値として
算出し、クッション荷重制御部１５は、前記荷重予測値が、未来の時点の設定荷重目標値
から許容最大オーバーシュート量よりも大きく上回る場合には、発生するクッション荷重
を減少させる制御を行うので、未来のクッション荷重が許容最大オーバーシュート量を超
えそうになる場合、クッション荷重が抑えられる。これにより、オーバーシュートが過大
になることを防止でき、クッション荷重の制御精度が向上する。
　前記クッション荷重予測部１３は、現時点のクッション荷重と未来の時点のスライド速
度予測値に基づいて、未来の時点のクッション荷重を算出することができる。この場合、
予め作成した荷重予測モデルに基づいて未来の時点のクッション荷重を算出することがで
きる。
【００３７】
　本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更
を加え得ることは勿論である。
【００３８】
　設定荷重目標値は、一定であってもよいし、検知されたプレス角度、スライド位置、ピ
ストン位置または時間などに応じて変化してもよい。この場合、前記未来の時点の設定荷
重目標値は、検知されたプレス角度、スライド位置、ピストン位置または時間などから予
測値として算出してもよい。
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　なお、精度は下がるが、前記未来の時点の設定荷重目標値の代わりに、現時点の設定荷
重目標値を使用することもできる。
【００３９】
　　スライド速度予測値は、スライド５のフィードフォワード制御に使用してもよい。
【００４０】
　本発明のクッション装置の制御装置は、プレス機械のダイクッション装置以外のクッシ
ョン装置に適用してもよい。
【００４１】
　上述のように過大なオーバーシュートを防止するために、油圧シリンダ９ａの下室から
下室外部に流れ出る油量を制御するだけでなく、油圧シリンダ９ａの上室に上室外部から
流れ込む油量も制御する場合には、これに合わせて上述した荷重予測モデルなどを変更し
てよい。
【００４２】
　また、本発明は、油圧シリンダを用いたクッション装置だけでなく、エアシリンダを用
いたクッション装置にも適用可能である。この場合、油圧シリンダの上記体積弾性率など
をエアシリンダの体積弾性率に変更する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明のクッション装置の制御装置をプレス機械のクッション装置に適用した場
合の構成図である。
【図２】クッション荷重制御部による制御の説明図である。
【図３】プレス機械のクッション装置を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
１　被加工物、３　クッション装置、５　スライド、７　可動部、７ａ　ブランクホルダ
、７ｂ　クッションピン、７ｃ　クッションプレート、７ｄ　押圧部材（ピストン）、９
　駆動部、９ａ　油圧シリンダ、９ｂ　油圧源、９ｃ　管路、９ｄ　サーボ弁、１０　制
御装置、１１　スライド速度予測部、１３　クッション荷重予測部、１３ａ　荷重検知部
、１５　クッション荷重制御部、１５ａ　フィードバック制御部、１５ｂ　オーバーシュ
ート抑制部、１５ｃ　加算部、２１　上金型、２３　下金型、
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