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(57)【要約】
【課題】減速制御実施中の油圧アクチュエータに供給さ
れる圧油の温度上昇を、比較的簡単な構成で抑制するこ
とができる作業機械のアクチュエータ速度制御装置の提
供。
【解決手段】作業機械、例えばフロント作業機３を有す
る油圧ショベルに設けられ、油圧アクチュエータ２３に
供給される圧油の流量を制限して、油圧アクチュエータ
２３の作動速度の制御を行う減速制御弁２５，２６を備
えるとともに、油圧アクチュエータ２３に供給される圧
油の油温を検出する油温センサ２７，２８と、これらの
油温センサ２７，２８で検出された圧油の温度上昇に応
じて、レギュレータ２２を可変容量油圧ポンプ２１の傾
転角が小さくなるように制御し、併せて減速制御弁２５
，２６による減速制御を緩和させるように制御するコン
トローラ２９から成る制御処理手段を備えた構成にして
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、このエンジンによって駆動する可変容量油圧ポンプと、この可変容量油圧
ポンプの傾転角を制御するレギュレータと、作業の実施に際して上記可変容量油圧ポンプ
から吐出される圧油によって作動する油圧アクチュエータと、上記可変容量油圧ポンプか
ら上記油圧アクチュエータに供給される圧油の流れを制御するコントロールバルブとを有
する作業機械に設けられ、
　上記油圧アクチュエータに供給される圧油の流量を制限し、上記油圧アクチュエータの
作動速度の減速制御を行なう減速制御手段を備えた作業機械のアクチュエータ速度制御装
置において、
　上記油圧アクチュエータに供給される圧油の温度を検出する油温検出手段と、
　この油温検出手段で検出された圧油の温度の上昇に応じて、上記レギュレータを上記可
変容量油圧ポンプの傾転角が小さくなるように制御し、併せて減速制御をそれまでよりも
緩和させるように上記減速制御手段を制御する制御処理手段とを備えたことを特徴とする
作業機械のアクチュエータ速度制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業機械のアクチュエータ速度制御装置において、
　上記制御処理手段は、コントローラから成り、
　このコントローラは、
　上記油温検出手段からの信号を入力する入力部と、
　上記減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和させる制御の開始時点を規定す
る圧油の温度を、閾値として予め記憶する記憶部と、
　上記入力部を介して入力された上記油温検出手段の信号に基づいて、この油温検出手段
で検出された温度が、上記記憶部に記憶される上記閾値以上となったかどうか判断する閾
値判断手段を含み、上記油温検出手段で検出された温度が上記閾値判断手段で閾値以上と
判断したときに、上記レギュレータに上記可変容量油圧ポンプの傾転角をそれまでに比べ
て小さくする第１処理、及び上記減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和させ
る第２処理を行なう演算部と、
　この演算部における上記第１処理に応じた制御信号を上記レギュレータに出力し、上記
第２処理に応じた制御信号を上記減速制御手段に出力する出力部とを含むことを特徴とす
る作業機械のアクチュエータ速度制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の作業機械のアクチュエータ速度制御装置において、
　上記減速制御手段は、上記コントロールバルブと上記油圧アクチュエータとの間に配置
され、上記コントローラの上記出力部から出力される制御信号に応じて作動する減速制御
弁から成り、
　上記油温検出手段は、上記コントロールバルブと上記油圧アクチュエータとを連絡する
管路を流れる圧油の温度を検出する油温センサから成ることを特徴とする作業機械のアク
チュエータ速度制御装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の作業機械のアクチュエータ速度制御装置において、
　上記作業機械が、
　走行体と、この走行体上に配置され上記エンジン、上記可変容量油圧ポンプ、上記レギ
ュレータ、及び上記コントロールバルブが搭載される旋回体と、この旋回体に取り付けら
れ、作業を実施するフロント作業機とを有し、
　上記フロント作業機が駆動されたことを検出する駆動検出手段を備え、
　上記コントローラの上記演算部は、上記駆動検出手段から出力される信号に基づいて上
記フロント作業機が駆動したかどうか判断する駆動判断手段を含み、この駆動判断手段で
上記フロント作業機が駆動したと判断し、併せて上記油温検出手段で検出された温度が上
記閾値判断手段で閾値以上と判断したときに、上記第１処理、及び上記第２処理を実施す
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ることを特徴とする作業機械のアクチュエータ速度制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ショベル等の作業機械に設けられ、ブームシリンダ等の油圧アクチュエ
ータの通常の作動速度制御とは別に、油圧アクチュエータの減速制御を優先的に行うこと
ができる減速制御手段を備えた作業機械のアクチュエータ速度制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来技術として、特許文献１に示されるものがある。この特許文献１に示され
る従来技術は、バックフォーすなわち油圧ショベルの油圧シリンダ制御装置である。この
油圧シリンダ制御装置が備えられる油圧ショベルは、エンジンと、ブーム、アーム、バケ
ットを含むフロント作業機と、このフロント作業機を駆動するブームシリンダ、アームシ
リンダ、バケットシリンダ等の油圧アクチュエータと、これらの油圧アクチュエータの作
動を制御する電磁式比例流量制御弁、すなわちコントロールバルブとを備えている。また
、特許文献１中には説明がないが、この種の油圧ショベルは通常、エンジンによって駆動
し上述の油圧アクチュエータを作動させる圧油を吐出する可変容量油圧ポンプと、この可
変容量油圧ポンプの傾転角を制御するレギュレータとを備えている。
【０００３】
　このような油圧ショベルに備えられる従来の油圧シリンダ制御装置、すなわちアクチュ
エータ速度制御装置は、ブームシリンダが上昇側ストロークエンドに近づくに連れて、こ
のブームシリンダを操作する操作レバーの位置に拘わらず、複数の電磁式比例流量制御弁
のうちのブーム用電磁式比例流量制御弁に対する供給電流値を徐々に低減させて、その開
度を減少させ、ブームシリンダの作動速度を減速させる制御を優先的に行う減速制御手段
を備えている。また、油圧配管系の作動油の温度を検出する油温センサと、この油温セン
サで検出される作動油温度が高ければ弁開度に対して流量が多めになるので減速制御手段
による減速量を大きく制御し、作動油温度が低ければ減速量を小さめに制御する手段とを
備えている。
【特許文献１】特開平５－３０６５３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来技術は、一般的な作業環境における通常作業時には、減速制御手段によっ
てブームシリンダ等の油圧アクチュエータの作動速度の減速制御を支障なく実施できると
考えられるが、作業環境の温度が高温となる場合の不具合については考慮がなされていな
い。すなわち、従来技術に係る油圧ショベルを、熱帯地域等の高温度の作業環境で稼動さ
せた場合、減速制御手段による減速制御で、油圧アクチュエータに圧油を供給する管路が
絞られて、この管路を流れる圧油が発熱し、圧油の温度が例えば１００℃前後まで上昇し
てしまい、これによって油圧アクチュエータを含む油圧機器が破損する虞がある。
【０００５】
　なお、減速制御手段による減速制御中における上述のような油圧アクチュエータに供給
される圧油の温度上昇に対処するために、周知の技術に基づいて、温度上昇したときにエ
ンジン回転数を低下させる制御手段や、このときエンジンストールを生じさせないように
ポンプ出力を低下させる制御手段などを備える構成にすることが考えられる。しかし、こ
のような構成は油圧アクチュエータの駆動回路の複雑化を招き、これに伴って製作コスト
が高くなってしまう別の問題を生じる。
【０００６】
　本発明は、上述した従来技術における実状からなされたもので、その目的は、減速制御
実施中の油圧アクチュエータに供給される圧油の温度上昇を、比較的簡単な構成で抑制す
ることができる作業機械のアクチュエータ速度制御装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、本発明に係る作業機械のアクチュエータ速度制御装置は、
エンジンと、このエンジンによって駆動する可変容量油圧ポンプと、この可変容量油圧ポ
ンプの傾転角を制御するレギュレータと、作業の実施に際して上記可変容量油圧ポンプか
ら吐出される圧油によって作動する油圧アクチュエータと、上記可変容量油圧ポンプから
上記油圧アクチュエータに供給される圧油の流れを制御するコントロールバルブとを有す
る作業機械に設けられ、上記油圧アクチュエータに供給される圧油の流量を制限し、上記
油圧アクチュエータの作動速度の減速制御を行なう減速制御手段を備えた作業機械のアク
チュエータ速度制御装置において、上記油圧アクチュエータに供給される圧油の温度を検
出する油温検出手段と、この油温検出手段で検出された圧油の温度の上昇に応じて、上記
レギュレータを上記可変容量油圧ポンプの傾転角が小さくなるように制御し、併せて減速
制御をそれまでよりも緩和させるように上記減速制御手段を制御する制御処理手段とを備
えたことを特徴としている。
【０００８】
　このように構成した本発明は、例えば、熱帯地域等の高温度の作業環境において油圧ア
クチュエータの作動による作業が実施され、また減速制御手段によって油圧アクチュエー
タの減速制御が実施されているときに、油温検出手段によって検出される油圧アクチュエ
ータに供給される圧油の温度が上昇した場合には、制御処理手段によるレギュレータ及び
減速制御手段に対する制御によって、可変容量油圧ポンプの傾転角が小さくなり、また、
減速制御手段による減速制御がそれまでよりも緩和される。
【０００９】
　可変容量油圧ポンプの傾転角が小さくなることにより、この可変容量油圧ポンプから油
圧アクチュエータに供給される流量がそれまでよりも減少する。また、減速制御手段によ
る減速制御が緩和されることにより、この減速制御手段の圧油に対する流動抵抗がそれま
でよりも小さくなり、圧油の発熱作用が抑えられる。これらによって、油圧アクチュエー
タに供給される圧油の温度の上昇を抑えながら、油圧アクチュエータの減速制御を実施す
ることができる。また、このような制御を、エンジン回転数を低下させる制御手段やポン
プ出力を低下させる制御手段等を設けるなどの複雑な駆動回路構成を要することなく、油
温検出手段と、コントローラ等で構成し得る制御処理手段とを設けるだけの簡単な構成で
実現できる。
【００１０】
　また、本発明に係る作業機械のアクチュエータ速度制御装置は、上記発明において、上
記制御処理手段は、コントローラから成り、このコントローラは、上記油温検出手段から
の信号を入力する入力部と、上記減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和させ
る制御の開始時点を規定する圧油の温度を、閾値として予め記憶する記憶部と、上記入力
部を介して入力された上記油温検出手段の信号に基づいて、この油温検出手段で検出され
た温度が、上記記憶部に記憶される上記閾値以上となったかどうか判断する閾値判断手段
を含み、上記油温検出手段で検出された温度が上記閾値判断手段で閾値以上と判断したと
きに、上記レギュレータに上記可変容量油圧ポンプの傾転角をそれまでに比べて小さくす
る第１処理、及び上記減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和させる第２処理
を行なう演算部と、この演算部における上記第１処理に応じた制御信号を上記レギュレー
タに出力し、上記第２処理に応じた制御信号を上記減速制御手段に出力する出力部とを含
むことを特徴としている。
【００１１】
　このように構成した本発明は、高温度の作業環境において、油圧アクチュエータの減速
制御が実施されているときに、油温検出手段によって検出され、コントローラの入力部に
入力された油圧アクチュエータに供給される圧油の温度が、記憶部に記憶される閾値以上
となったことが演算部の閾値判断手段で判断されると、この演算部で可変容量油圧ポンプ
の傾転角を小さくする第１処理と、減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和さ
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せる第２処理とが行われ、それぞれの処理結果に応じた制御信号が出力部からレギュレー
タ、減速制御手段に出力される。これにより、油圧アクチュエータに供給される圧油の温
度が閾値以下に保たれながら、油圧アクチュエータの減速制御を実施することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る作業機械のアクチュエータ速度制御装置は、上記発明において、上
記減速制御手段は、上記コントロールバルブと上記油圧アクチュエータとの間に配置され
、上記コントローラの上記出力部から出力される制御信号に応じて作動する減速制御弁か
ら成り、上記油温検出手段は、上記コントロールバルブと上記油圧アクチュエータとを連
絡する管路を流れる圧油の温度を検出する油温センサから成ることを特徴としている。
【００１３】
　このように構成した本発明は、油温センサによって検出され、コントローラの入力部に
入力された油圧アクチュエータに供給される圧油の温度が閾値以上のとき、演算部で可変
容量油圧ポンプの傾転角を小さくする第１処理と、減速制御弁が小さい開口量に保たれて
いる状態から、大きな開口量となるように変更させる第２処理とが行われ、それぞれの処
理結果に応じた制御信号が出力部からレギュレータ、減速制御弁に出力される。
【００１４】
　また、本発明に係る作業機械のアクチュエータ速度制御装置は、上記発明において、上
記作業機械が、走行体と、この走行体上に配置され上記エンジン、上記可変容量油圧ポン
プ、上記レギュレータ、及び上記コントロールバルブが搭載される旋回体と、この旋回体
に取り付けられ、作業を実施するフロント作業機とを有し、上記フロント作業機が駆動さ
れたことを検出する駆動検出手段を備え、上記コントローラの上記演算部は、上記駆動検
出手段から出力される信号に基づいて上記フロント作業機が駆動したかどうか判断する駆
動判断手段を含み、この駆動判断手段で上記フロント作業機が駆動したと判断し、併せて
上記油温検出手段で検出された温度が上記閾値判断手段で閾値以上と判断したときに、上
記第１処理、及び上記第２処理を実施することを特徴としている。
【００１５】
　このように構成した本発明は、フロント作業機を駆動して行われる作業時のみに、コン
トローラの演算部で、可変容量油圧ポンプの傾転角をそれまでに比べて小さくする第１処
理、及び減速制御手段による減速制御をそれまでよりも緩和させる第２処理が実施されて
、フロント作業機を駆動する油圧アクチュエータの供給流量を低減させて行われる減速制
御を実施することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、油圧アクチュエータに供給される圧油の温度を検出する油温検出手段と、こ
の油温検出手段で検出された圧油の温度の上昇に応じて、レギュレータを可変容量油圧ポ
ンプの傾転角が小さくなるように制御し、併せて減速制御をそれまでよりも緩和させるよ
うに減速制御手段を制御する制御処理手段とを備えたことから、減速制御実施中の油圧ア
クチュエータに供給される圧油の温度上昇を、比較的簡単な構成で抑制することができる
。これによって、熱帯地域等の高温度の作業環境における作業機械による作業を、圧油の
温度上昇による油圧アクチュエータを含む油圧機器の破損を生じることなく、また、製作
コストの高騰化を招くことなく実現させることができ、優れた実用性を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る作業機械のアクチュエータ速度制御装置を実施するための最良の形
態を図に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は本発明に係るアクチュエータ速度制御装置の一実施形態が備えられる作業機械の
一例として挙げた油圧ショベルを示す側面図である。
【００１９】
　図１に示すように、この油圧ショベルは、走行体１と、この走行体１上に配置される旋
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回体２と、この旋回体２に取り付けられ、土砂の掘削作業などを行うフロント作業機３と
を備えている。旋回体２上には、前側位置に運転室４を配置してあり、後側位置に重量バ
ランスを確保するカウンタウエイト５を配置してある。運転室４とカウンタウエイト５と
の間には、エンジン室６を配置してある。フロント作業機３は、旋回体２に上下方向の回
動自在に取り付けられるブーム７と、このブーム７の先端に取り付けられ、上下方向の回
動自在なアーム８と、このアーム８の先端に取り付けられ、上下方向の回動自在なバケッ
ト９とを含んでいる。さらに、ブーム７を駆動するブームシリンダ１０と、アーム８を駆
動するアームシリンダ１１と、バケット９を駆動するバケットシリンダ１２とを含んでい
る。
【００２０】
　図２は図１に示される油圧ショベルに備えられる本実施形態の構成を示す油圧回路図、
図３は図２の要部を示すブロック図である。
【００２１】
　本実施形態に係るアクチュエータ速度制御装置は、図２に示すように、エンジン室６に
配置されるエンジン２０と、このエンジン２０によって駆動する可変容量油圧ポンプ２１
と、この可変容量油圧ポンプ２１の傾転角を制御するレギュレータ２２とを備えている。
また、作業の実施に際して可変容量油圧ポンプ２１から吐出される圧油によって作動する
油圧アクチュエータ２３を備えている。例えば、この油圧アクチュエータ２３は、説明を
容易にするために簡略化させて図示してあるが、前述したブームシリンダ１０、アームシ
リンダ１１、バケットシリンダ１２を含んでおり、フロント作業機３の駆動に際して作動
する。
【００２２】
　可変容量油圧ポンプ２１と、油圧アクチュエータ２３との間には、可変容量油圧ポンプ
２１から油圧アクチュエータ２３に供給される圧油の流れを制御するコントロールバルブ
２４を配置してある。このコントロールバルブ２４も前述した油圧アクチュエータ２３と
同様に、簡略化して描いてあるが、ブームシリンダ１０を制御する方向制御弁、アームシ
リンダ１１を制御する方向制御弁、バケットシリンダ１２を制御する方向制御弁を含んで
いる。また、コントロールバルブ２４と油圧アクチュエータ２３との間に位置する管路３
０，３１には、油圧アクチュエータ２３に供給される圧油の流量を、コントロールバルブ
２０による油圧アクチュエータ２３の制御よりも優先させて制限し、油圧アクチュエータ
２３の作動速度の減速制御を行う減速制御手段、例えば開口量が可変となる減速制御弁２
５，２６をそれぞれ配置してある。
【００２３】
　また、本実施形態に係るアクチュエータ速度制御装置は、油圧アクチュエータ２３に供
給される圧油の温度を検出する油温検出手段、例えばコントロールバルブ２４と油圧アク
チュエータ２３とを連絡する管路３０，３１を流れる圧油の温度を検出する油温センサ２
７，２８を備えている。また、油温センサ２７，２８で検出された圧油の温度の上昇に応
じて、レギュレータ２２を可変容量油圧ポンプ２１の傾転角が小さくなるように制御し、
併せて減速制御弁２５，２６による減速制御をそれまでよりも緩和させるように制御する
制御処理手段、例えばコントローラ２９を備えている。
【００２４】
　なお、図示しないが、本実施形態は、フロント作業機３が駆動されたことを検出する駆
動検出手段も備えている。この駆動検出手段は、例えばブームシリンダ１０、アームシリ
ンダ１１、バケットシリンダ１２を制御するコントロールバルブ２４に含まれる各方向制
御弁を切り換えるパイロット圧を検出する圧力センサによって構成してある。
【００２５】
　図３に示すように、コントローラ２９は、油温センサ２７，２８からの信号を入力する
入力部２９ａと、減速制御弁２５，２６による減速制御をそれまでよりも緩和させる制御
の開始時点を規定する圧油の温度を、閾値Ａとして予め記憶する記憶部２９ｂとを備えて
いる。閾値Ａは例えば９０℃に設定してある。また、上述した圧力センサから成る駆動検
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出手段から出力される信号に基づいて、フロント作業機３が駆動したかどうか判断する駆
動判断手段、及び入力部２９ａを介して入力された油温センサ２７，２８の信号に基づい
て、これらの油温センサ２７，２８で検出された温度が、記憶部２９ｂに記憶されている
閾値Ａ以上となったかどうか判断する閾値判断手段とを含み、駆動判断手段でフロント作
業機３が駆動したと判断し、併せて閾値判断手段で閾値Ａ以上と判断したときに、レギュ
レータ２２による可変容量油圧ポンプ２１の傾転角をそれまでに比べて小さくする第１処
理、及び減速制御弁２５，２６による減速制御をそれまでよりも緩和させる第２処理を行
う演算部２９ｃを備えている。さらに、演算部２９ｃにおける第１処理に応じた制御信号
をレギュレータ２２に出力し、第２処理に応じた制御信号を減速制御弁２５，２６に出力
する出力部２９ｄを備えている。
【００２６】
　このように構成した本実施形態を備えた油圧ショベルが、例えば環境温度がそれほど高
くない地域に配置され、フロント作業機３を駆動させる掘削作業等が行われる際には、コ
ントロールバルブ２４の切り換え操作に応じて、エンジン２０で駆動される可変容量油圧
ポンプ２１から吐出される圧油が、コントロールバルブ２４、開口量が例えば最大に保た
れている減速制御弁２５または２６を介して、油圧アクチュエータ２３に供給される。こ
れにより、油圧アクチュエータ２３、すなわち図１に示すブームシリンダ１０、アームシ
リンダ１１、バケットシリンダ１２のうちの該当するものが作動して、ブーム７、アーム
８、あるいはバケット９が上下方向に回動し、掘削作業等が実施される。
【００２７】
　このような作業時に、例えば油圧アクチュエータがストロークエンド付近に至ったとき
には、コントローラ２９から減速制御弁２５または２６に制御信号が与えられ、これらの
減速制御弁２５または２６が絞り気味となり、開口量が小さくなるように制御される。こ
れにより油圧アクチュエータ２３に供給される流量が減少し、油圧アクチュエータ２３の
作動速度は遅くなり、油圧アクチュエータ２３が減速する。さらに、油圧アクチュエータ
２３がストロークエンドに至ると、例えば減速制御弁２５、または２６は完全に閉じられ
、油圧アクチュエータ２３への流量の供給が阻止されて油圧アクチュエータ２３は停止す
る。このような制御によって、油圧アクチュエータ２３の停止時のショックを防ぐことが
できる。なお、上述のようなストロークエンド付近における減速制御に限らず、例えば油
圧アクチュエータ２３の作動速度を遅くして、フロント作業機３を微操作させる作業など
を実施したいとき、あるいはフロント作業機３によって保持されたものの位置決め作業を
実施したいときなどにも、上述した減速制御が実施される。
【００２８】
　上述のようにフロント作業機３が駆動されると、油圧アクチュエータ２３を制御するコ
ントロールバルブ２４を切り換えるパイロット圧を検出する図示しない圧力センサからの
信号が、コントローラ２９の入力部２９ａに入力され、演算部２９ｃに備えられる駆動判
断手段でフロント作業機３が駆動したと判断される。また、コントロールバルブ２４と油
圧アクチュエータ２３とを接続する管路３０，３１を流れる圧油の温度が、温度センサ２
７または２８によって検出され、コントローラ２９の入力部２９ａに入力され、演算部２
９ｃに読み込まれる。演算部２９ｃに備えられる閾値判断手段で、入力された油温が記憶
部２９ｂに記憶されている閾値Ａ以上かどうか判断される。しかし、高温環境でない通常
の作業環境にあっては、油温センサ２７あるいは２８によって検出される油温が閾値Ａ以
上、すなわち９０℃以上となる場合は少ない。すなわち、上述のようなフロント作業機３
による通常の作業環境における掘削作業等を、支障を生じることなく実現させることがで
きる。
【００２９】
　また、上述した通常の作業環境とは異なり、当該油圧ショベルが熱帯地域等の高温の作
業環境に配置されて、フロント作業機３による掘削作業等が行われる場合には、コントロ
ールバルブ２４と油圧アクチュエータ２３を接続する管路３０または３１を流れる圧油の
油温が基本的に高くなりやすい。このような状況下において、減速制御弁２５または２６
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によって、管路３０または３１が絞られると、これらの管路３０または３１を流れる圧油
に対する流動抵抗が大きくなって発熱し、この発熱によって圧油の温度が上昇する。
【００３０】
　図４は本実施形態で実行される傾転角－吐出圧特性を示す図、図５は本実施形態で実行
される油圧アクチュエータ供給圧油温度－減速制御弁開口量特性を示す図である。
【００３１】
　フロント作業機３の駆動に伴って、コントローラ２９の演算部２９ｃに備えられる駆動
判断手段でフロント作業機３が駆動していると判断されている状態において、油温センサ
２７または２８から出力され、コントローラ２９の入力部２９ａに入力され、演算部２９
ｃに読み込まれた油温が、記憶部２９ｃの閾値判断手段で閾値Ａ以上になったと判断され
ると、この演算部２９ｃでそれまで用いられていた図４に示す通常作業時の傾転角－吐出
圧特性Ｍを、同図４に示す傾転角－吐出圧特性Ｎに変更させる処理、すなわちレギュレー
タ２２によって制御される可変容量油圧ポンプ２１の傾転角をそれまでに比べて小さくす
る第１処理が行われる。なお、上述した図４に示す傾転角－吐出圧特性Ｍ，Ｎは、記憶部
２９ｂに予め記憶させてある。
【００３２】
　また、上述した傾転角を小さくする制御に併せて、図５に示すように、減速制御弁２５
または２６の開口量を閾値Ａ以上に対応する開口量Ｄ以上に開き気味に変更する制御、す
なわち減速制御弁２５または２６による減速制御をそれまでよりも緩和させる第２処理も
行われる。なお、この第２処理は、油温が閾値Ａよりもわずかに低いＢに低下するまで継
続される。閾値ＡからＢまで油温が低下する間は、例えば減速制御弁２５または２６の開
口量はＤに保たれる。油温がＢに低下したことが検出されると、図５の特性Ｎから通常時
の特性Ｍによる減速制御弁２５または２６の減速制御に再び移行する。
【００３３】
　上述のように演算部２９ｃにおける第１処理、第２処理の後は、コントローラ２９の出
力部２９ｄから演算部２９ｃの第１処理に応じた制御信号がレギュレータ２２に出力され
、第２処理に応じた制御信号が減速制御弁２５または２６に出力される。
【００３４】
　このように本実施形態によれば、コントローラ２９の演算部２９ｃで行われる第１処理
に応じてレギュレータ２２が制御されて可変容量油圧ポンプ２１の傾転角が小さくなるこ
とにより、この可変容量油圧ポンプ２１から油圧アクチュエータ２３に供給される流量が
それまでよりも減少する。また、演算部２９ｃで行われる第２処理に応じて減速制御弁２
５または２６が制御されて、これらの減速制御弁２５または２６がそれまでよりも開き気
味になり、これらの減速制御弁２５または２６の圧油に対する流動抵抗がそれまでよりも
小さくなり、圧油の発熱作用が抑えられる。これらによって、油圧アクチュエータ２３に
供給される圧油の温度の上昇を抑えながら、油圧アクチュエータ２３の減速制御を実現さ
せることができる。
【００３５】
　したがって、熱帯地域等の高温の作業環境における当該油圧ショベルのフロント作業機
３による作業を、圧油の温度上昇による油圧アクチュエータ２３を含む油圧機器の破損を
生じることなく実現させることができる。また、上述した油圧アクチュエータ２３の減速
制御を、エンジン回転数を低下させる制御手段や、ポンプ出力を低下させる制御手段等を
設けるなどの複雑な駆動回路構成を要することなく、油温センサ２７，２８と、コントロ
ーラ２９から成る制御処理手段を設けるだけの簡単な構成で実現でき、したがって製作コ
ストの高騰化を招くことがない。これらによって、優れた実用性を確保することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係るアクチュエータ速度制御装置の一実施形態が備えられる作業機械の
一例として挙げた油圧ショベルを示す側面図である。
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【図２】図１に示される油圧ショベルに備えられる本実施形態の構成を示す油圧回路図で
ある。
【図３】図２の要部を示すブロック図である。
【図４】本実施形態で実行される傾転角－吐出圧特性を示す図である。
【図５】本実施形態で実行される油圧アクチュエータ供給圧油温度－減速制御弁開口量特
性を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　走行体
　２　　旋回体
　３　　フロント作業機
　４　　運転室
　５　　カウンタウエイト
　６　　エンジン室
　７　　ブーム
　８　　アーム
　９　　バケット
　１０　　ブームシリンダ（油圧アクチュエータ）
　１１　　アームシリンダ（油圧アクチュエータ）
　１２　　バケットシリンダ（油圧アクチュエータ）
　２０　　エンジン
　２１　　可変容量油圧ポンプ
　２２　　レギュレータ
　２３　　油圧アクチュエータ
　２４　　コントロールバルブ
　２５　　減速制御弁（減速制御手段）
　２６　　減速制御弁（減速制御手段）
　２７　　油温センサ（油温検出手段）
　２８　　油温センサ（油温検出手段）
　２９　　コントローラ（制御処理手段）
　２９ａ　　入力部
　２９ｂ　　記憶部
　２９ｃ　　演算部
　２９ｄ　　出力部
　３０　　管路
　３１　　管路
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