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(57)【要約】
【課題】建設機械が通常備えている既存のシステムを有
効に利用することにより、低温時でもエンジンを支障な
く起動させ得る建設機械のエンジン始動システムを提供
する。
【解決手段】シリンダ１２，１３，１４を駆動するため
の油圧を発生する可変容量型の油圧ポンプ１と、この油
圧ポンプ１を駆動するエンジン２とを備えた建設機械に
設けられ、低温時にエンジン２を支障なく起動させ得る
ようにするための建設機械のエンジン始動システムにお
いて、油圧ポンプ１の傾転角を制御する流量制御レギュ
レータ４と、このレギュレータ４を制御するコントロー
ラ６と、エンジン回転数検出センサ３とを設けて、エン
ジン２の回転開始時からエンジン回転数検出センサ３で
のエンジン回転数の検出結果が少なくともアイドリング
回転数になるまでの間は、油圧ポンプ１の傾転角を最小
傾転角にするように、コントローラ６で流量制御レギュ
レータ４を制御するように構成した。
【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と、この油圧アクチュエータを駆動するための油圧を発生する可変
容量型の油圧ポンプと、この油圧ポンプを駆動するためのエンジンとを備えた建設機械に
設けられ、低温時にエンジンを支障なく起動させることができるようにするための建設機
械のエンジン始動システムにおいて、可変容量型の油圧ポンプの傾転角を制御するための
レギュレータと、このレギュレータを制御するためのコントローラと、エンジン回転数を
検出するためのエンジン回転数検出センサとを設けて、エンジンの回転開始時からエンジ
ン回転数検出センサでのエンジン回転数の検出結果が少なくともアイドリング回転数にな
るまでの間は、可変容量型の油圧ポンプの傾転角を最小傾転角にするように、コントロー
ラによりレギュレータを制御するように構成したことを特徴とする建設機械のエンジン始
動システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧アクチュエータと、この油圧アクチュエータを駆動するための油圧を発
生する可変容量型の油圧ポンプと、この油圧ポンプを駆動するためのエンジンとを備えた
建設機械に設けられ、低温時にエンジンを支障なく起動させることができるようにするた
めの建設機械のエンジン始動システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建設機械は、通常、走行体と、この走行体に設置した作業機と、同走行体に設置した運
転席や建屋とを備えている。そして、運転席のオペレータが操作手段を操作することによ
り、走行体を適宜走行させながら、作業機により、掘削作業、クレーン作業、資材の運搬
作業等、建設機械の種類に応じて種々の建設作業を行う。そのため、建設機械は、走行体
を走行させるための油圧アクチュエータとして走行用油圧モータを備え、作業機の作業具
を駆動するための油圧アクチュエータとして、例えば、ブームやアーム等を駆動するため
のブームシリンダやアームシリンダ等の油圧シリンダを備えている。さらに、こうした油
圧アクチュエータのほか、例えば旋回フレームやアタッチメントを駆動するための油圧モ
ータや油圧シリンダを備えており、多種多様の油圧アクチュエータを備えている。そのた
め、これらの油圧アクチュエータを駆動するための圧油を発生する可変容量型の油圧ポン
プと、この油圧ポンプを駆動するためのエンジンとを備え、建屋に設置している。
【０００３】
　こうした建設機械を、気温が例えば－２０°Ｃというような酷寒の環境下で使用したと
きには、温度低下に起因する作動油の粘性抵抗の増加により油圧ポンプの摺動抵抗が増加
する等のため、油圧ポンプを駆動するためのエンジンが起動しにくくなるという問題が発
生することがあった。建設機械においては、このような問題に対応して低温時にエンジン
を支障なく起動させることができるようにするためのエンジン始動システムに係る技術が
これまで種々提案されているが、その一つとして、特許文献１に記載されている「油圧建
設機械のトルク制御装置」と称する建設機械のエンジン始動システムを挙げることができ
る。ここでは、この特許文献１に記載の技術を従来の技術として位置付けて、その技術内
容を以下に概説する。その際、特許文献１で使用されている符号を括弧内に付記しながら
、本発明に関連する部分の技術内容を中心に説明する。
【０００４】
　この従来の技術が適用された特許文献１の実施例に記載の建設機械は、後輪（１０３）
が駆動されるホイール式油圧ショベルの走行体と、この走行体を走行させるための走行用
油圧モータ（４）と、同走行体に設置した油圧ショベルの作業機と、この作業機のブーム
（１０４）等の油圧ショベルの作業具を駆動するための作業用油圧シリンダ（２１）とを
備えている。また、これらの走行用油圧モータ（４）や作業用油圧シリンダ（２１）の油
圧アクチュエータを駆動するための圧油を発生する可変容量油圧ポンプ（１）と、この油
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圧ポンプ（１）を駆動するためのエンジン（２７）とを備えている。
【０００５】
　さらに、この特許文献１に記載の建設機械は、可変容量油圧ポンプ（１）を制御するた
めの手段として、可変容量油圧ポンプ（１）の傾転角（θｓ）を制御するための傾転角制
御装置（４０）と、この傾転角制御装置（４０）を制御するためのコントローラ（５０）
とを備えている。そして、このコントローラ（５０）は、ロードセンシング制御のための
目標ポンプ傾転角（θＬ）を演算するロードセンシング制御部（６１）と、入力トルク制
限制御のための目標ポンプ傾転角（θＴ）を演算するトルク制御部（６２）とを備え、両
目標ポンプ傾転角（θＬ），（θＴ）のうちの小さい方の値を目標傾転角（θｒ1 ）とし
て選択して採用するようにしている。また、前記目標ポンプ傾転角（θＴ）を求めるため
、エンジン（２７）の回転数（Ｎｒ）を検出するための回転数センサ（５３）を設けて、
これの検出結果をトルク制御部（６２）へ入力するようにしている。これらの傾転角制御
装置（４０）、コントローラ（５０）及び回転数センサ（５３）は、建設機械が通常備え
ている既存の制御システムである。
【０００６】
　この従来の技術に係る建設機械のエンジン始動システムでは、こうした仕組の既存の制
御システムを有する建設機械において、低温時における油圧ポンプの摺動抵抗の増加等に
よるエンジンの始動直後のエンストを防止するため、作動油の温度ｔｏを検出するための
油温センサ（５６）を付設するとともに、コントローラ（５０）に、関数発生器６５と乗
算回路（６６）とを特設している。そして、関数発生器６５では、油温センサ（５６）の
検出結果が入力され、その検出結果の値に応じて、目標傾転角（θｒ1 ）に掛け合わせる
定数α（０～１の数値）を決定する。すなわち、この定数αは、検出された作動油の温度
ｔｏが所定値ｔｏ1 以上の場合には、１に固定し、所定値ｔｏ1 未満の低温の場合には、
作動油の温度ｔｏが低くなるほど小さくするように決定している。
【０００７】
　このエンジン始動システムでは、こうして決定された定数αと目標傾転角（θｒ1 ）と
を乗算回路（６６）に入力する。そして、この乗算回路（６６）では、その定数αを目標
傾転角（θｒ1 ）に乗算して、その乗算結果に基づいて可変容量油圧ポンプ（１）の傾転
角（θｓ）を制御するように構成している。なお、特許文献１では、このトルク制御装置
において、油温センサ（５６）に代えて、エンジン冷却水の温度（ｔｗ）を検出する水温
センサ（１５６）を設け、検出されたエンジン冷却水の温度（ｔｗ）が所定値（ｔｗ1 ）
未満の低温の場合には、油温センサ（５６）での検出結果が所定値（ｔｏ1 ）未満の低温
の場合と同様の制御を行うようにすることができるとされている。
【０００８】
　以上のように構成された従来の技術に係る建設機械のエンジン始動システムでは、油温
センサ（５６）で検出された作動油の温度ｔｏが所定値（ｔｏ1 ）未満の低温の場合、又
は水温センサ（１５６）で検出されたエンジン冷却水の温度（ｔｗ）が所定値（ｔｗ1 ）
未満の低温の場合には、目標傾転角（θｒ1 ）に掛け合わせる定数αがコントローラ（５
０）により１よりも小さく決定されるため、可変容量油圧ポンプ（１）の傾転角（θｓ）
が平常時の目標傾転角（θｒ1 ）よりも小さい目標傾転角に基づいて制御される。その結
果、可変容量油圧ポンプ（１）の入力トルクを平常時よりも低下させることができ、これ
により、可変容量油圧ポンプ（１）の入力トルクがエンジン（２７）の出力トルクを超え
ることが少なくなってエンストを抑制することができるとされている。
【特許文献１】特開平５ー２８００７０号公報（第２－５頁、図１－４、図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、この従来の技術に係る建設機械のエンジン始動システムでは、これを製
作する場合に、既存の制御システムに対し各種の機器類を追加して設けることが必要とな
り、製作工程もそれだけ煩雑となる。すなわち、この従来の技術では、エンストを抑制す
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るため、既存の制御システムに対し、油温センサ（５６）乃至は水温センサ（１５６）を
付加して、その何れかの検出結果をコントローラ５０へ入力できるように組み込むことが
必要となる。また、油温センサ（５６）及び水温センサ（１５６）の何れかの検出結果の
値に応じて定数αを決定するための関数発生器（６５）と、この定数αと目標傾転角（θ
ｒ1 ）とを入力して乗算するための乗算回路（６６）とを付加してコントローラ５０に組
み込むことも必要となる。
【００１０】
　そのため、従来の技術によれば、油温センサ（５６）又は水温センサ（１５６）、関数
発生器（６５）及び乗算回路（６６）を入手するための費用を要することに加え、これら
の機器類を既存の制御システムに組み込むための手間を要して製作工程が煩雑化して製作
コストが少なからず増加する。こうしたことから、低温時にエンジンを支障なく起動させ
得るようにするための建設機械のエンジン始動システムについて、その仕組を単純化して
組立工程を省力化する方策を種々研究した。その結果、可変容量型の油圧ポンプやエンジ
ンを有する建設機械が通常備えている既存のシステムであっても、これを巧みに活用すれ
ば、従来の技術で付加しているような機器類を追加しないでも、前記の機能を果たす建設
機械のエンジン始動システムを製作できることに想到した。
【００１１】
　本発明は、こうした技術的背景の下に創作されたものであって、その技術的課題は、可
変容量型の油圧ポンプ及びエンジンを有する建設機械が通常備えている既存のシステムを
有効に利用することにより、機器類の追加を必要とせずに製作することができて、低温時
でもエンジンを支障なく起動させることができる建設機械のエンジン始動システムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、前記の技術的課題を達成するため、
　油圧アクチュエータと、この油圧アクチュエータを駆動するための油圧を発生する可変
容量型の油圧ポンプと、この油圧ポンプを駆動するためのエンジンとを備えた建設機械に
設けられ、低温時にエンジンを支障なく起動させることができるようにするための建設機
械のエンジン始動システムにおいて、
　可変容量型の油圧ポンプの傾転角を制御するためのレギュレータと、このレギュレータ
を制御するためのコントローラと、エンジン回転数を検出するためのエンジン回転数検出
センサとを設けて、エンジンの回転開始時からエンジン回転数検出センサでのエンジン回
転数の検出結果が少なくともアイドリング回転数になるまでの間は、可変容量型の油圧ポ
ンプの傾転角を最小傾転角にするように、コントローラによりレギュレータを制御するよ
うに構成した。
【００１３】
　実験で確認したところによれば、エンジンの回転開始時以降、エンジン回転数が少なく
ともアイドリング回転数になるまでの間において、可変容量型の油圧ポンプの傾転角を最
小傾転角にすると、酷寒の環境下でも、エンスト等のエンジントラブルが発生せずに、エ
ンジンを支障なく起動させることができることが判明した。本発明に係る建設機械のエン
ジン始動システムでは、こうしたエンジン回転数との関連において行う可変容量型の油圧
ポンプの傾転角の制御を、レギュレータとこのレギュレータを制御するためのコントロー
ラとエンジン回転数検出センサとにより行うようにしたものである。
【００１４】
　これらの機器類のうち、レギュレータとコントローラとは、可変容量型の油圧ポンプを
有する建設機械がそのポンプの傾転の制御をする必要上、通常具備している機器である。
また、エンジン回転数検出センサは、従来の技術からも分かるように、エンジン制御をす
る必要上、エンジンに通常付設されている機器である。したがって、本発明に係る建設機
械のエンジン始動システムは、基本的には、可変容量型の油圧ポンプ及びエンジンを有す
る建設機械が通常備えている機器により、実質上、機器類の追加を必要とせずに製作する
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ことができる。以上のように、本建設機械のエンジン始動システムでは、可変容量型の油
圧ポンプ及びエンジンを有する建設機械が通常備えている既存のシステムを有効に利用す
ることにより、機器類の追加を必要とせずに製作することができて、低温時でもエンジン
を支障なく起動させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以下の説明から明らかなように、本発明は、建設機械のエンジン始動システムを構成す
る場合に、前記の「課題を解決するための手段」の項に示したように構成しているので、
本発明に係る建設機械のエンジン始動システムによれば、可変容量型の油圧ポンプ及びエ
ンジンを有する建設機械が通常備えている既存のシステムを有効に利用することにより、
機器類の追加を必要とせずに製作することができて、低温時でもエンジンを支障なく起動
させることができる。その結果、既存のシステムに対し従来追加して設けることを必要と
していた機器類に関する費用を節減することができるとともに、その機器類を既存の制御
システムに組み込むための手間も省いて製作工程を省力化することができ、製作コストを
少なからず節減することができる。
【００１６】
　また、このように既存のシステムに対し機器類を追加して設ける必要はないので、その
分、故障も少なくメンテナンスに手間を要しない。本建設機械のエンジン始動システムで
は、エンスト等のエンジントラブルが発生する恐れのない通常運転を行い得る温暖な環境
下でも、エンジンの回転開始時からエンジン回転数が少なくともアイドリング回転数にな
るまでの間は、可変容量型の油圧ポンプの傾転角を最小傾転角にするという低温時と同様
の制御を行うが、こうした温暖な環境下では、エンジンが回転開始時後アイドリング回転
数になるまでに要する時間は、低温の環境下にある場合と比べて短いため、本発明に係る
建設機械のエンジン始動システムは、温暖な環境下における建設機械の通常の起動運転に
対して何ら悪影響をもたらすようなことはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明が実際上どのように具体化されるのかを図１に基づいて説明することによ
り、本発明を実施するための望ましい形態を明らかにする。
【００１８】
　図１は、本発明の建設機械のエンジン始動システムを具体化するための建設機械の油圧
回路の一例を概略的に示す油圧回路図である。
【００１９】
　以下に述べる建設機械のエンジン始動システムは、すでに述べた従来の技術に係る建設
機械のエンジン始動システムと同様、油圧アクチュエータと、この油圧アクチュエータを
駆動するための油圧を発生する可変容量型の油圧ポンプと、この油圧ポンプを駆動するた
めのエンジンとを備えた建設機械に設けられ、低温時にエンジンを支障なく起動させるこ
とができるようにするためのものである。また、従来の技術に係るものと同様、エンジン
回転数を検出するためのエンジン回転数検出センサを設けている。ここでは、本発明に係
る建設機械のエンジン始動システムについて、油圧ショベルに適用した例を中心に説明す
るが、このエンジン始動システムは、クレーン、ホイールローダ等の他の建設機械にも適
用することができる。
【００２０】
　図１において、１は後述する油圧ショベルの種々の油圧アクチュエータを駆動するため
の圧油の発生源となる可変容量型の油圧ポンプ、１ａはこの油圧ポンプ１の押しのけ容積
可変機構としての斜板、２は可変容量型の油圧ポンプ１を駆動するための動力源となるエ
ンジン、３はこのエンジン２に取り付けられてエンジン回転数を検出するためのエンジン
回転数検出センサ、４は可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角（斜板１ａの傾転角）を制御
するための流量制御レギュレータ、５はコントローラ６からの指令により切り換えられ流
量制御レギュレータ４を通じて可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角をその指令に従って制
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御する流量制御電磁弁、６はエンジン回転数検出センサ３の検出結果が入力され、流量制
御電磁弁５及び流量制御レギュレータ４を通じて可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角を制
御したり、エンジン回転数を制御したりするコントローラである。
【００２１】
　建設機械において、エンジン回転数は、オペレータがスロットルを操作して指定するこ
とにより、所望の回転数になるように制御するが、こうしたエンジン回転数の制御は、エ
ンジン回転数検出センサ３でのエンジン回転数の検出結果をコントローラ６へ入力するこ
とにより、コントローラ６においてフィードバック制御をして行われる。したがって、エ
ンジン回転数検出センサ３は、こうしたエンジン回転数の制御をする必要上不可欠の機器
として、エンジン２に通常付設されており、それゆえ、この種のセンサは、エンジンを有
する建設機械であれば、常備している機器である。流量制御レギュレータ４は、可変容量
型の油圧ポンプ１の斜板１ａを傾動させるための油圧シリンダを備え、流量制御電磁弁５
の切換によりこの油圧シリンダを油圧パイロット圧により駆動して斜板１ａを傾転させ、
油圧ポンプ１の吐出容量を変えることができる。
【００２２】
　コントローラ６は、建設機械の通常運転時において、エンジン回転数センサ３によるエ
ンジン回転数の検出結果が入力され、このエンジン回転数の検出結果に基づいて、前記の
エンジン回転数の制御を行うほか、可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角の制御を、流量制
御レギュレータ４を通じて行う。このように、コントローラ６は、通常運転時にエンジン
回転数の制御や可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角の制御をする必要上不可欠の機器とし
て、建設機械が常備している機器である。また、流量制御レギュレータ４や流量制御電磁
弁５も、可変容量型の油圧ポンプ１を備えた建設機械であれば、当然に常備している機器
である。
【００２３】
　本建設機械のエンジン始動システムは、こうした建設機械が常備しているエンジン回転
数センサ３、流量制御レギュレータ４、流量制御電磁弁５及びコントローラ６を設けた既
存のシステムを活用して新たな機器類の追加を要することなく製作することができて、低
温時でもエンジン２を支障なく起動させることができるようにしたものである。その具体
的な内容については、後に詳述する。
【００２４】
　７は油圧パイロット圧を発生するための油圧パイロット圧発生源としてのパイロットポ
ンプ、８はこのパイロットポンプ７や可変容量型の油圧ポンプ１に油を供給し、パイロッ
トポンプ７からのパイロット油の戻り油や油圧ポンプ１からの圧油の戻り油を貯溜する油
タンク、９はパイロットポンプ７で発生した油圧パイロット圧の上限値を所定の値に調整
する働きをするパイロットリリーフ弁である。
【００２５】
　図に示す例では、パイロットポンプ７は、可変容量型の油圧ポンプ１を駆動するための
エンジン２の駆動軸に連結されて油圧ポンプ１と同じエンジン２で駆動されるとともに、
油圧ポンプ１と同じ吸入管路ａを通じて油を吸入するように構成しているが、このパイロ
ットポンプ７は、可変容量型の油圧ポンプ１と別系統に設けることもできる。図示はして
いないが、操作レバー等の操作手段の操作により油圧パイロット圧を出力して、これによ
り、後述する方向制御弁１２，１３，１４を切り換えてシリンダ１５，１６，１７をそれ
ぞれ操作するパイロット弁が各方向制御弁１２，１３，１４に対応して設けられている。
パイロットリリーフ弁９で圧力調整されたパイロットポンプ７からのパイロット油は、斜
板１ａの傾転角の制御のために流量制御電磁弁５を通じて流量制御レギュレータ４へ送ら
れるほか、方向制御弁１２，１３，１４の制御のためにパイロット弁にも送られる。流量
制御電磁弁５やパイロット弁へ供給されるパイロット圧油のうちの余剰のものは、パイロ
ットリリーフ弁９を通じて作動油タンク８に戻される。
【００２６】
　１０は以下に述べる種々の弁やこれらの周辺の管路の集合体として形成されてユニット
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をなすバルブユニット、１１は吐出管路ｂに供給される可変容量型の油圧ポンプ１の圧油
を逃がしてその圧油の最大圧力を制限するメインリリーフ弁、１２は油圧ポンプ１からブ
ームシリンダ１５へ供給される圧油の流れや流量を切り換えて同シリンダ１５の運動を制
御するブーム用の方向制御弁、１３は油圧ポンプ１からアームシリンダ１６へ供給される
圧油の流れや流量を切り換えて同シリンダ１６の運動を制御するアーム用の方向制御弁、
１４は油圧ポンプ１からバケットシリンダ１７へ供給される圧油の流れや流量を切り換え
て同シリンダ１７の運動を制御するバケット用の方向制御弁、１５は伸縮させてブームを
回動（傾動）させるように駆動するブームシリンダ、１６は伸縮させてアームを回動（揺
動）させるように駆動するアームシリンダ、１７は伸縮させてバケットを回動させるよう
に駆動するバケットシリンダである。
【００２７】
　ここに示す例では、メインリリーフ弁１１及び方向制御弁１２，１３，１４がバルブユ
ニット１０としてユニット化されて一体の弁ブロックをなすように形成されているが、こ
れらの各弁１１，１２，１３，１４をそれぞれ別個に形成してもよい。図１には、油圧シ
ョベルの油圧回路を例示しているため、油圧アクチュエータとして、油圧ショベルの作業
具を駆動するためのブームシリンダ１５、アームシリンダ１６及びバケットシリンダ１７
を図示している。油圧ショベルの油圧アクチュエータは、このほか、下部走行体を走行さ
せるための走行用油圧モータや上部旋回体を旋回させるための旋回モータ等、種々の油圧
アクチュエータを備えているが、図示を省略している。
【００２８】
　各方向制御弁１２，１３，１４は、操作レバー等の図示しない操作手段の操作方向によ
り、前記パイロット弁からの油圧パイロット圧が各信号受け部に出力されて中立位置から
左右何れかの位置に切り換えられる。そして、右位置に切り換えられたときには、油圧ポ
ンプ１の圧油を各シリンダ１５，１６，１７のボトム側に供給するとともに、これのロッ
ド側の圧油を作動油タンク８に排出し、これにより、各シリンダ１５，１６，１７を伸長
させることができる。また、左位置に切り換えられたときには、油圧ポンプ１の圧油を各
シリンダ１５，１６，１７のロッド側に供給するとともに、これのボトム側の圧油を作動
油タンク８に排出し、これにより、各シリンダ１５，１６，１７を縮小させることができ
る。その場合に、操作手段の操作量に応じて開口量を調節して、各シリンダ１５，１６，
１７の伸縮する速度を制御することができる。
【００２９】
　以上、本発明に係る建設機械のエンジン始動システムを具体化するためのベースとなる
建設機械の油圧回路の一例を述べたが、次に、こうした油圧回路に具体化するための建設
機械のエンジン始動システムについて説明する。
【００３０】
　本建設機械のエンジン始動システムは、可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角を制御する
ための流量制御レギュレータ４と、この流量制御レギュレータ４を制御するためのコント
ローラ６と、エンジン回転数を検出するためのエンジン回転数検出センサ３とを設けて、
エンジン２の回転開始時からエンジン回転数検出センサ３でのエンジン回転数の検出結果
が少なくともアイドリング回転数になるまでの間は、可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角
を最小傾転角にするように、コントローラ６により流量制御レギュレータ４を制御するよ
うに構成したものであり、この点に最大の特徴がある。このように構成することにより、
酷寒の環境下でもエンジンを支障なく起動させることができる。以下、この点について具
体的に説明する。
【００３１】
　このような可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角の制御を具現するため、本建設機械のエ
ンジン始動システムでは、まず、第１に、エンジン２の回転開始時には可変容量型の油圧
ポンプ１の傾転角を最小傾転角にしておく必要があり、こうしたことを可能にするための
制御をコントローラ６で行うこととする。この点について言及すると、可変容量型の油圧
ポンプ１の傾転角を制御するには、パイロットポンプ７からの油圧パイロット圧により流
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量制御レギュレータ４の油圧シリンダを駆動して油圧ポンプ１の斜板１ａを傾動させる必
要があるが、この油圧シリンダを駆動可能な油圧パイロット圧は、エンジン２の回転開始
後に直ちに得られるわけではない。こうしたことから、例えば、エンジン２を停止させる
に際して可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角が最小傾転角になるようにコントローラ６で
制御するというように、エンジン２の回転開始時までには、油圧ポンプ１の傾転角が最小
傾転角になるように事前にセットしておくこととする。
【００３２】
　第２に、こうして最小傾転角になるようにセットされた可変容量型の油圧ポンプ１の傾
転角は、エンジン回転数がアイドリング回転数（例えば１０００ｒｐｍ）になるまでの間
は保持されるように制御する。すなわち、コントローラ６に入力されるエンジン回転数検
出センサ３によるエンジン回転数の検出結果がアイドリング回転数になるまでの間は、コ
ントローラ６からの制御信号により流量制御電磁弁５を切り換えないようにし、そのエン
ジン回転数の検出結果がアイドリング回転数に達したときに、初めて流量制御電磁弁５を
作動可能にして、可変容量型の油圧ポンプ１の通常運転が可能になるようにコントローラ
６で制御する。
【００３３】
　なお、以上の制御に用いられるエンジン２のアイドリング回転数は、エンジンの性能に
応じて一義的に定まる値であって、メーカで製作されたエンジンごとに定まっている固有
の値である。同様にして、可変容量型の油圧ポンプ１の最小傾転角も、油圧ポンプの性能
に応じて一義的に定まる値であって、メーカで製作された油圧ポンプごとに定まっている
固有の値であり、これらの値は、本発明に係る建設機械のエンジン始動システムを実施す
る際には、客観的に特定される。
【００３４】
　ところで、作動油は、ー３０°Ｃになると凍結して、油圧機器を駆動することが困難と
なる。こうしたことを考慮して、温度低下に起因する作動油の粘性抵抗の増加に関係する
問題に対して対策を講じる場合、通常、作動油の温度がー２０°Ｃにまで低下したときの
ことを想定して対策を講じている。作動油の温度がこの程度の温度にまで低下した条件の
下において実験で確認したところによると、エンジン２の回転開始時以降、エンジン回転
数が少なくともアイドリング回転数になるまでの間において、可変容量型の油圧ポンプ１
の傾転角を最小傾転角にすると、作動油がこうした低い温度にまで低下しても、エンジン
２へかかる作動油の粘性抵抗の増加による油圧ポンプ１の負荷を軽減させることができ、
これにより、エンスト等のエンジントラブルが発生せずに、エンジン２を支障なく起動さ
せることができることが判明した。
【００３５】
　本建設機械のエンジン始動システムでは、こうしたエンジン回転数との関連において行
う可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角の制御を、流量制御レギュレータ４や流量制御電磁
弁５とこれらの機器を制御するためのコントローラ６とエンジン回転数検出センサ３とに
より行うようにしたものである。これらの機器は、すでに述べたように、可変容量型の油
圧ポンプ１及びエンジン２を有する建設機械であれば、常備している機器である。したが
って、本発明に係る建設機械のエンジン始動システムは、基本的には、可変容量型の油圧
ポンプ１及びエンジン２を有する建設機械が通常備えている機器により、実質上、機器類
の追加を必要とせずに製作することができる。
【００３６】
　以上のように、本建設機械のエンジン始動システムでは、可変容量型の油圧ポンプ及び
エンジンを有する建設機械が通常備えている既存のシステムを有効に利用することにより
、機器類の追加を必要とせずに製作することができて、低温時でもエンジンを支障なく起
動させることができる。その結果、既存のシステムに対し従来の技術において追加して設
けることを必要としていた油温センサや関数発生器や乗算回路のような機器類について、
これらを入手するための費用を節減することができるとともに、これらの機器類を既存の
制御システムに組み込むための手間も省いて製作工程を省力化することができ、製作コス
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【００３７】
　また、既存のシステムに対し機器類を追加して設ける必要はないので、その分、故障も
少なくメンテナンスに手間を要しない。本建設機械のエンジン始動システムでは、エンス
ト等のエンジントラブルが発生する恐れのない通常運転を行い得る温暖な環境下でも、エ
ンジン２の回転開始時からエンジン回転数が少なくともアイドリング回転数になるまでの
間は、可変容量型の油圧ポンプ１の傾転角を最小傾転角にするという低温時と同様の制御
を行うが、こうした温暖な環境下では、エンジン２が回転開始時後アイドリング回転数に
なるまでに要する時間は、低温の環境下にある場合と比べて短いため、本建設機械のエン
ジン始動システムは、温暖な環境下における建設機械の通常の起動運転に対して何ら悪影
響をもたらすようなことはない。
【００３８】
　ここに示す例では、エンジン２の駆動軸に、可変容量型の油圧ポンプ１のほかにパイロ
ットポンプ７も連結されていて、理論上は、前記の傾転角の制御を行う油圧ポンプ１の負
荷だけでなく、パイロットポンプ７の負荷もエンジン２にかかるようになっている。しか
しながら、メインリリーフ弁１１で制限される吐出管路ｂ内の圧油の最大圧力が例えば３
５０Ｋｇ／ｃｍ2 であるのに対し、パイロットリリーフ弁９で調整されるパイロット管路
ｃ内の油圧パイロット圧の上限値が例えば４０Ｋｇ／ｃｍ2 であるということからも分か
るように、エンジン２にかかる負荷は、パイロットポンプ７よりも可変容量型の油圧ポン
プ１の方が桁違いに大きいので、可変容量型の油圧ポンプ１について前記の傾転角の制御
を行えば、初期の目的は達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の建設機械のエンジン始動システムを具体化するための建設機械の油圧回
路の一例を概略的に示す油圧回路図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　可変容量型の油圧ポンプ
　１ａ　（可変容量型の油圧ポンプ１の）斜板
　２　　エンジン
　３　　エンジン回転数検出センサ
　４　　流量制御レギュレータ
　５　　流量制御電磁弁
　６　　コントローラ
　７　　パイロットポンプ
　８　　油タンク
　９　　パイロットリリーフ弁
　１０　　バルブユニット
　１１　　メインリリーフ弁
　１２　　ブーム用の方向制御弁
　１３　　アーム用の方向制御弁
　１４　　バケット用の方向制御弁
　１５　　ブームシリンダ
　１６　　アームシリンダ
　１７　　バケットシリンダ
　ａ　　吸入管路
　ｂ　　吐出管路
　ｃ　　パイロット管路
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