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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の出力軸の回転に伴い回転駆動され、同回転駆動に応じてプランジャが往復動
しそのプランジャ往復動により燃料吸入及び吐出を繰り返し実行する高圧燃料ポンプにつ
いて前記プランジャの上死点又は下死点であるポンプ基準時期を算出する高圧燃料ポンプ
の基準時期算出装置であり、
　前記内燃機関に対する燃料噴射を休止させる休止手段と、
　前記高圧燃料ポンプの燃料吐出部よりも下流側の高圧燃料部において燃料リークが発生
する燃料リーク状態下で、前記高圧燃料ポンプにより燃料吐出を行わせるポンプ制御手段
と、
　前記ポンプ制御手段によるポンプ運転中において前記高圧燃料部の燃料圧力を検出する
圧力検出手段と、
　前記燃料噴射が休止されている休止状態で、前記圧力検出手段により検出した燃料圧力
に基づいて前記ポンプ基準時期を算出する基準時期算出手段と、
を備えることを特徴とする高圧燃料ポンプの基準時期算出装置。
【請求項２】
　前記基準時期算出手段は、
　前記休止手段により燃料噴射の休止が実施される前に、前記高圧燃料部において所定の
燃料リーク量が生じる状態になっているか否かを判定する手段と、
　前記所定の燃料リーク量が生じる状態になっていないと判定される場合に燃料リーク量



(2) JP 5556209 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

を増やす制御を実施する手段と、
を備え、前記燃料リーク量を増やす制御が実施されかつ前記燃料噴射が休止されている状
態下で、前記圧力検出手段により検出した燃料圧力に基づいて前記ポンプ基準時期を算出
する請求項１に記載の高圧燃料ポンプの基準時期算出装置。
【請求項３】
　前記ポンプ制御手段は、前記ポンプ基準時期の算出に際し、前記高圧燃料部の燃料圧力
が維持されるように前記高圧燃料ポンプの燃料吐出量を制御する請求項１又は２に記載の
高圧燃料ポンプの基準時期算出装置。
【請求項４】
　前記燃料リーク状態下で生じる燃料リーク量を算出する手段を備え、
　前記ポンプ制御手段は、前記ポンプ基準時期の算出に際し、前記算出した燃料リーク量
に基づいて前記高圧燃料ポンプの燃料吐出量を制御する請求項１乃至３のいずれか一項に
記載の高圧燃料ポンプの基準時期算出装置。
【請求項５】
　前記高圧燃料部における燃料リーク量を制御するリーク量制御手段を備え、
　前記ポンプ制御手段は、前記リーク量制御手段により燃料リーク量が制御された状態下
で前記燃料吐出を行わせる請求項１乃至４のいずれか一項に記載の高圧燃料ポンプの基準
時期算出装置。
【請求項６】
　前記高圧燃料ポンプから圧送される燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室を備える蓄圧式燃料
システムに適用され、
　前記圧力検出手段は、前記蓄圧室の耐圧又はその近傍の圧力となる状態で前記燃料圧力
を検出し
　前記基準時期算出手段は、前記蓄圧室の耐圧又はその近傍の圧力となる状態で検出した
燃料圧力に基づいて前記ポンプ基準時期を算出する請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の高圧燃料ポンプの基準時期算出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高圧燃料ポンプの基準時期算出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ディーゼルエンジンの燃料供給システムとしてコモンレールシステムが知られ
ており、同システムでは高圧燃料ポンプにより燃料が高圧化され、その高圧燃料がエンジ
ンの燃焼室内に噴射される。高圧燃料ポンプとしては一般にエンジン出力軸の回転により
回転駆動される機械式ポンプが用いられ、エンジン出力軸の回転によりプランジャが往復
動し、それに伴い高圧燃料ポンプでの燃料吸入及び吐出が行われるようになっている。
【０００３】
　ここで、高圧燃料ポンプの燃料吐出タイミングはエンジンの回転位相に対応付けて定め
られることが望ましく、工場出荷前において高圧燃料ポンプの位相合わせを行うための技
術として特許文献１等が知られている。特許文献１では、ポンプ駆動軸に突起を設けると
ともに、ポンプ駆動軸の回転位置が高圧燃料ポンプの燃料吐出タイミングに対応する基準
回転位置となるときに前記突起が所定の位置決め部材に対向するようにポンプ回転位置が
調整されるものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－４２１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、工場出荷前におけるエンジンへのポンプ組み付け時に高圧燃料ポンプの
位相合わせを行う場合には、その組み付け時における位相合わせ精度が要求され、ポンプ
組み付け作業の煩雑化を招くおそれがあった。また、工場出荷前に位相合わせ作業を行っ
たとしても、位相誤差等が生じていることが考えられ、この位相誤差等により、エンジン
運転時の燃料吐出制御又は燃料噴射弁による燃料噴射制御に際して制御性の低下を招くお
それがあった。また、ポンプ組み付け作業の容易化を図るべく、高圧燃料ポンプの位相合
わせを行わないとすれば、やはり燃料吐出制御等に際しての制御性の低下が懸念されるこ
ととなる。例えば、高圧燃料ポンプによる燃料吐出時期とエンジンでの燃料噴射時期とが
重複すると、燃料噴射量の精度を維持できないと考えられる。
【０００６】
　本発明は、高圧燃料ポンプにおけるプランジャ上死点／下死点である基準時期を好適に
算出することができる高圧燃料ポンプの基準時期算出装置を提供することを主たる目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　高圧燃料ポンプにおいて燃料の吸入と吐出とにより燃料圧送が行われる際、燃料吐出に
伴いポンプ下流側において燃料圧力が上昇する。ただし燃料吐出後の燃料吸入時には、ポ
ンプ吐出部よりも下流側の高圧燃料部における種々のリーク要因により燃料リークが生じ
ることに起因して燃料圧力の低下が生じる。本発明は、高圧燃料ポンプの燃料吸入及び燃
料吐出の都度、高圧燃料部で燃料圧力の上昇及び低下が繰り返されることに着眼し、その
圧力変化に基づいてポンプ基準時期を算出するものである。
【０００８】
　要するに、第１の発明では、高圧燃料ポンプの燃料吐出部よりも下流側の高圧燃料部に
おいて燃料リークが発生する燃料リーク状態下で、前記高圧燃料ポンプにより燃料吐出を
行わせるポンプ制御手段と、前記ポンプ制御手段によるポンプ運転中において前記高圧燃
料部の燃料圧力を検出する圧力検出手段と、前記圧力検出手段により検出した燃料圧力に
基づいて前記ポンプ基準時期を算出する基準時期算出手段と、を備えることを特徴として
いる。
【０００９】
　本発明によれば、高圧燃料ポンプによる燃料圧送が行われる過程で燃料圧力が上昇と低
下とを交互に繰り返すことを利用して、プランジャ上死点／下死点であるポンプ基準時期
を算出することができる。つまり、例えば、プランジャ上死点で燃料吐出が終了される場
合には、同プランジャ上死点で燃料圧力が上昇から下降に転じ、プランジャ下死点で燃料
吐出が開始される場合には、同プランジャ下死点で燃料圧力が下降から上昇に転じる。こ
うした圧力変化を判定することで、高圧燃料ポンプの基準時期を好適に算出することがで
きる。ポンプ基準時期が分かることで、内燃機関の回転位相との対応付けを正確に行うこ
とができる。
【００１０】
　第２の発明では、前記ポンプ制御手段は、前記ポンプ基準時期の算出に際し、前記高圧
燃料部の燃料圧力が維持されるように前記高圧燃料ポンプの燃料吐出量を制御する。この
場合、燃料リークによる燃料圧力の低下を補うようにして高圧燃料ポンプの燃料吐出量が
制御されることで、高圧燃料部の燃料圧力が維持される。燃料圧力と燃料リーク量とには
相関があり、燃料圧力が維持された状態では、燃料リーク量が一定になると考えられるた
め、燃料吸入及び吐出の一連の流れにおいて一様の圧力変化結果が得られる。そのため、
ポンプ基準時期の算出精度を高めることができる。
【００１１】
　第３の発明では、前記燃料リーク状態下で生じる燃料リーク量を算出する手段を備え、
前記ポンプ制御手段は、前記ポンプ基準時期の算出に際し、前記算出した燃料リーク量に
基づいて前記高圧燃料ポンプの燃料吐出量を制御する。この場合、燃料リーク量と同量に
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なるようにして高圧燃料ポンプの燃料吐出量を制御することで、高圧燃料部の燃料圧力を
維持することができ、やはり前述のとおりポンプ基準時期の算出精度を高めることができ
る。
【００１２】
　第４の発明では、前記高圧燃料部における燃料リーク量を制御するリーク量制御手段を
備え、前記ポンプ制御手段は、前記リーク量制御手段により燃料リーク量が制御された状
態下で前記燃料吐出を行わせる。この場合、燃料リーク量を意図的に制御することにより
、高圧燃料部で燃料圧力の上昇量と低下量とを、ポンプ基準時期を算出する上で好適に調
整することができる。
【００１３】
　第５の発明では、前記高圧燃料ポンプから圧送される燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室を
備える蓄圧式燃料システムに適用され、前記圧力検出手段は、前記蓄圧室の耐圧又はその
近傍の圧力となる状態で前記燃料圧力を検出し、前記基準時期算出手段は、前記蓄圧室の
耐圧又はその近傍の圧力となる状態で検出した燃料圧力に基づいて前記ポンプ基準時期を
算出する。この場合、蓄圧室の耐圧又はその近傍の圧力では、高圧燃料部で生じる燃料リ
ーク量が多くなり、燃料圧送過程での圧力上昇量と圧力低下量とを大きくすることができ
る。これにより、ポンプ基準時期の算出精度を高めることができる。
【００１４】
　第６の発明では、前記内燃機関に対する燃料噴射を休止させる手段を備え、前記圧力検
出手段は、燃料噴射が休止されている休止状態で前記燃料圧力を検出し、前記基準時期算
出手段は、前記休止状態で検出した燃料圧力に基づいて前記ポンプ基準時期を算出する。
この場合、燃料噴射が休止されている状態では、燃料圧力低下の要因が燃料リークのみと
なり、燃料噴射による燃料圧力低下を考慮しなくてよくなる。ゆえに、ポンプ基準時期の
算出に関して演算処理を簡易化できるとともに、その算出精度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】発明の実施の形態におけるコモンレール式燃料供給システムの概略を示す構成図
。
【図２】高圧ポンプの運転時における燃圧変化等を示すタイムチャート。
【図３】プランジャ上死点算出処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態に係る高
圧燃料ポンプの基準時期算出装置は、ディーゼルエンジン（内燃機関）に対して高圧燃料
を供給するコモンレール式燃料供給システムに適用されたものである。先ず、図１を用い
て燃料供給システムの構成を説明する。
【００１７】
　図示されるように、燃料を貯蔵する燃料タンク２０の燃料は、燃料ポンプ１０によって
汲み上げられ、供給配管２１を介してコモンレール３０（蓄圧室）に供給される。ここで
、燃料ポンプ１０は、燃料タンク２０の燃料を汲み上げる低圧ポンプ１１と、低圧ポンプ
１１により汲み上げられた低圧燃料を高圧化して吐出する高圧ポンプ１２とを備えている
。高圧ポンプ１２の燃料吸入側には、燃料吸入量を調整するための吸入調量弁（以下、Ｓ
ＣＶという）１３が設けられている。
【００１８】
　高圧ポンプ１２には、ＳＣＶ１３の下流側において２つに分岐した燃料通路１４が設け
られるとともに、これら各燃料通路１４に対応して各２つのポンプ室１５及びプランジャ
１６が設けられている。プランジャ１６は、カム軸１７の回転に伴うカムリング１８の変
位により個別に往復動される構成となっており、カムリング１８の変位により各プランジ
ャ１６が交互に上死点から下死点に向けて変位すると、各燃料通路１４の燃料がポンプ室
１５に吸入される。また、各プランジャ１６が下死点から上死点に向けて変位すると、各
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ポンプ室１５から燃料が吐出される。ここで、カムリング１８の中央部には、カム軸１７
に一体化された偏心カム１９が組み付けられており、カム軸１７の回転に伴い偏心カム１
９が偏心回転することによりカムリング１８が変位する。カム軸１７はエンジン出力軸に
駆動連結されており、エンジン出力軸の回転に合わせて回転駆動される。本実施形態では
、エンジン出力軸とカム軸１７とは１：１の回転比率で回転し、エンジン出力軸の１回転
により２回の燃料吐出が行われる構成となっている。ちなみに、高圧ポンプ１２とともに
低圧ポンプ１１もエンジン出力軸により駆動される構成となっている。なお、高圧ポンプ
１２におけるプランジャの数は２つ以外でもよく、１つ又は３つ以上にすることも可能で
ある。
【００１９】
　例えば、一方のプランジャ１６（図の上側のプランジャ）が図１の位置から下死点へと
変位する場合には、一方の燃料通路１４の燃料が、同プランジャ１６の変位に伴いポンプ
室１５内に吸入される。このとき同時に、他方のプランジャ１６（図の下側のプランジャ
）は上死点に向けて変位するため、他方の燃料通路１４を介してポンプ室１５から外部へ
と高圧燃料が吐出される。要するに、カム軸１７が回転することに伴い、各ポンプ室１５
において各々交互に燃料の吸入及び吐出が繰り返し実行される。なお、２つの燃料通路１
４はその下流で合流して供給配管２１に接続されている。また、燃料通路１４の各々に設
けられた逆止弁２２，２３により、プランジャ１６が変位する際の燃料の逆流を回避して
いる。
【００２０】
　高圧ポンプ１２において、プランジャ１６が下死点に向けて変位する場合にＳＣＶ１３
を開弁状態にすることで、ポンプ室１５内に燃料が吸入される。その際、プランジャ１６
が下死点に向けて変位する途中でＳＣＶ１３が閉弁されることにより燃料吸入量が調整さ
れる。そして、プランジャ１６が下死点に達し、その後上死点に向けて変位する場合にＳ
ＣＶ１３を閉弁状態にすることで燃料吐出が行われる。このとき、燃料吐出量はＳＣＶ１
３により調整される燃料吸入量によって決定され、閉弁タイミングを遅くすれば（プラン
ジャ下死点に近づければ）燃料吐出量が増え、閉弁タイミングを早めれば（プランジャ上
死点に近づければ）燃料吐出量が減ることとなる。
【００２１】
　なお、燃料吐出終了時期は固定であり、それはプランジャ上死点（又はその直前の所定
位置）である。
【００２２】
　高圧ポンプ１２からコモンレール３０に供給された高圧燃料は、高圧配管３２を介して
各気筒（ここでは４気筒を例示）の燃料噴射弁４０に供給される。燃料噴射弁４０は、内
部に燃料通路を形成するとともに先端に噴孔が形成されたボデー４１と、ボデー４１に形
成された摺動孔内で変位して噴孔を開閉するニードル弁４２と、ニードル弁４２を開閉作
動させる電磁ソレノイド４３とを備えて構成されている。また、燃料噴射弁４０には、高
圧燃料を燃料タンク２０に戻すためのリターン配管３４が接続されている。ここで、燃料
噴射弁４０では、ニードル弁４２の摺動部（弁体摺動部）等においては微小隙間が生じて
おり、その微小隙間を通じて高圧燃料のリークが生じるものとなっている。なお、高圧ポ
ンプ１２のポンプ室１５（燃料吐出部）から燃料噴射弁４０の噴孔部までの燃料経路が高
圧燃料部に相当する。
【００２３】
　コモンレール３０には、その内部の燃圧（レール圧）を検出する燃圧センサ３８が設け
られている。燃圧センサ３８は、例えばコモンレール３０において供給配管２１との接続
部付近に設けられている。その他、本システムでは、エンジンの回転位置を検出する回転
センサ３９や、アクセルペダル５１の踏み込み量（アクセル操作量）を検出するアクセル
センサ５２、燃料タンク内の燃料温度を検出する燃圧センサ等が設けられている。回転セ
ンサ３９は、エンジン出力軸の所定の回転角度ごとに回転位置を検出する例えば電磁ピッ
クアップ式センサであり、所定回転角度の回転の都度、パルス信号（ＮＥパルス）が出力
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される。本実施形態では、１２°ＣＡごとにＮＥパルスが出力される構成となっている。
【００２４】
　燃圧センサ３８、回転センサ３９、アクセルセンサ５２等、各種センサの検出値は電子
制御ユニット（ＥＣＵ５０）に取り込まれる。このＥＣＵ５０は、中央処理装置や適宜の
メモリを備えて構成されており、各種センサの検出値に基づき、ＳＣＶ１３を制御対象と
する燃圧制御や、燃料噴射弁４０を制御対象とする燃料噴射制御等、各種アクチュエータ
の制御を実行する。
【００２５】
　燃圧制御について詳しくは、都度のエンジン運転状態（具体的には、燃料噴射量やエン
ジン回転速度）に基づいて目標燃圧を設定するとともに、燃圧センサ３８により検出され
た実燃圧が目標燃圧に一致するように燃圧フィードバック制御を実行する。このとき、目
標燃圧は、例えばアイドル運転時等の低負荷状態では比較的低い圧力値に、全負荷等の高
負荷状態では比較的高い圧力値に設定されるようになっている。
【００２６】
　また、本実施形態では、高圧ポンプ１２におけるポンプ基準時期としてのプランジャ上
死点の回転位置を算出する。ここでは特に、高圧ポンプ１２において燃料の吸入と吐出と
が繰り返し行われる際、燃料吐出時には燃圧（ポンプ下流側の燃料圧力）が上昇し、かつ
それ以外の燃料吸入時等には燃料噴射弁４０等での燃料リークに起因して燃圧が低下する
こと、燃料吐出の終了時期がプランジャ上死点であることに着眼し、燃料吐出時の圧力変
化に基づいてプランジャ上死点の回転位置を算出する。
【００２７】
　こうしたポンプ基準時期の算出は、例えば工場出荷前の工程で実施される。このとき、
エンジンに対して燃料ポンプ１０を組み付けた状態でエンジン試運転を行い、その状態下
でＥＣＵ５０に対して基準位置算出モードであることを設定してポンプ基準時期を算出す
る。ただし、出荷前の時点でポンプ基準時期を算出する以外に、出荷後にポンプ基準時期
を算出する構成でもよい。例えば、車両販売を行う車両ディーラにてポンプ基準時期を算
出すること、ユーザへの車両引き渡し後においてポンプ基準時期を算出することも可能で
ある。
【００２８】
　図２は、高圧ポンプ１２の運転時における燃圧変化等を示すタイムチャートである。図
２では、１８０°ＣＡを１周期としてプランジャ１６が往復動し、プランジャ１６の上死
点（ＴＤＣ）→下死点（ＢＤＣ）の変位過程における燃料吸入期間でＳＣＶ１３が閉弁さ
れる。そして、燃料吐出期間で、燃料吸入量に応じた燃料の吐出により燃圧が上昇する。
また、燃料吐出期間以外では燃圧が低下しており、これは燃料噴射弁４０等での燃料リー
クに起因するものである。その結果、燃圧は上昇と低下とを交互に繰り返すものとなって
いる。このとき、燃料リークによる燃圧低下を補うようにして高圧ポンプ１２の燃料吐出
量がフィードバック制御されており、燃圧は略一定に維持されている。なお、高圧ポンプ
１２においてプランジャの数が２つであることを加味すれば、ＳＣＶ１３は１８０°ＣＡ
期間内において二度開弁されることとなる（図２の一点鎖線の動作参照）。
【００２９】
　ここで、ＮＥパルスは１２°ＣＡ周期で発生し、その都度燃圧Ｐが検出されるとともに
、燃圧の今回値Ｐiと前回値Ｐi-1とから燃圧変化量ΔＰが算出される（ΔＰ＝Ｐi－Ｐi-1
）。この場合、燃圧変化量ΔＰが所定の判定値Ｔｈ（Ｔｈ≒０で、かつＴｈ＞０）よりも
小さいと判定されることで、燃圧が上昇から低下に転じたこと、すなわちポンプ回転位置
がプランジャ上死点に到達したことが判定できる。
【００３０】
　図３は、プランジャ上死点算出処理を示すフローチャートであり、本処理はＥＣＵ５０
への電源投入後においてＮＥパルスの立ち上がりエッジごとに実行される。
【００３１】
　まずステップＳ１１では、今現在、プランジャ上死点の回転位置（ポンプ基準時期）を
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算出するための基準位置算出モードになっているか否かを判定する。そして、同算出モー
ドになっていれば後続のステップＳ１２に進み、燃料カット中であるか否か、すなわち燃
料噴射弁４０による燃料噴射が休止されているか否かを判定する。本処理の開始当初は燃
料カットの実行前であり、ステップＳ１２がＮＯとなりステップＳ１３に進む。
【００３２】
　ステップＳ１３では、エンジン運転状態が、所望の燃料リーク量が生じる燃料リーク運
転状態になっているか否かを判定する。具体的には、エンジン回転速度ＮＥが所定の高回
転状態（例えば２２００ｒｐｍ以上）であり、かつエンジン負荷が所定の高負荷状態（例
えば全負荷状態）になっているか否かを判定し、これら各条件が成立していれば燃料リー
ク運転状態になっていると判定する。このとき、燃料リーク運転状態が所定時間継続して
いることを判定条件に加えてもよい。なお、燃料リーク運転状態であることの判定は、燃
圧（レール圧）があらかじめ定めた最大値（レール耐圧１８０ＭＰａ）又はその近傍範囲
にあることが判定されるものであればよく、燃圧が最大値付近の所定の判定値（例えば１
７０ＭＰａ）以上であるか否かを判定するものであってもよい。
【００３３】
　ステップＳ１３がＮＯの場合、ステップＳ１４に進み、エンジン運転状態が燃料リーク
運転状態になるよう制御を実施する。具体的には、エンジン負荷を例えば全負荷状態にな
るまで増加させる。これにより、エンジン回転速度が上昇し、目標燃圧は高燃圧値に設定
される。なお、ステップＳ１４の処理は、燃圧を上昇させるための処理でもある。
【００３４】
　そして、ステップＳ１４でのエンジン制御によりステップＳ１３がＹＥＳになるとステ
ップＳ１５に進み、エンジンの燃料カットを開始する。具体的には、エンジン全気筒につ
いて燃料噴射弁４０による燃料噴射を停止させる。ただしこのとき、燃料カットに伴い負
荷低下、ＮＥ低下が生じるが、目標燃圧は燃料カットの開始時のまま保持され、燃圧フィ
ードバック制御も継続される。
【００３５】
　燃料カットの開始後においてはステップＳ１２がＹＥＳとなりステップＳ１６に進む。
ステップＳ１６では、プランジャ上死点算出の実行条件が成立しているか否かを判定する
。この実行条件には、
・燃圧センサ３８、回転センサ３９等の各種センサが正常であること、
・燃温が所定の温度範囲に入っていること、
・エンジン回転速度ＮＥが所定の回転速度範囲（例えば１８００～２２００ｒｐｍ）に入
っていること、
といった各条件を含み、これらがいずれも成立する場合に、プランジャ上死点算出の実行
条件が成立していると判定する。
【００３６】
　ステップＳ１６がＹＥＳの場合、ステップＳ１７に進み、燃圧Ｐの今回値と前回値とか
ら燃圧変化量ΔＰを算出する（ΔＰ＝Ｐi－Ｐi-1）。続くステップＳ１８では、燃圧変化
量ΔＰと所定の判定値Ｔｈとを大小比較し、前回のＮＥエッジではΔＰ≧Ｔｈであり、か
つ今回のＮＥエッジではΔＰ＜Ｔｈであるか否かを判定する。そして、ステップＳ１８が
ＮＯであればそのまま本処理を終了し、ＹＥＳであれば後続のステップＳ１９に進む。こ
の場合、燃料吐出が行われている状態では燃圧上昇するためΔＰ≧Ｔｈとなり、燃料吐出
が行われていない状態ではΔＰ＜Ｔｈとなる。ゆえに、前回はΔＰ≧Ｔｈであり、かつ今
回はΔＰ＜Ｔｈであると判定されることは、燃料吐出が終了されたこと、すなわちポンプ
回転位置がプランジャ上死点となり、それに伴い燃圧が上昇から下降に転じたことを意味
する。
【００３７】
　ステップＳ１９では、今現在の回転位置がプランジャ上死点であると仮判定する。この
とき、ＮＥパルスには、エンジンの１燃焼サイクル（＝７２０°ＣＡ）を１周期として個
々にＮＥパルス番号が付与されており、そのＮＥパルス番号に対応付けてプランジャ上死
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点の回転位置が仮判定される。具体的には、本実施形態では、「１～５８」のＮＥパルス
番号が付与されており（７２０°ＣＡ内で欠歯により２個分のパルスが差し引かれている
）、プランジャ上死点であると仮判定された時点で、現在のＮＥパルス番号が読み出され
て一時記憶される。
【００３８】
　続くステップＳ２０では、プランジャ上死点の仮判定が所定回数実施されたか否かを判
定し、ＹＥＳの場合にステップＳ２１に進む。ステップＳ２１では、プランジャ上死点に
関する複数の判定結果に基づいてプランジャ上死点の回転位置を決定（本判定）する。例
えば、プランジャ上死点に関する複数の判定結果の平均値を、プランジャ上死点の回転位
置として決定する。その後、ステップＳ２２では、上記のごとく決定されたプランジャ上
死点の回転位置をＥＣＵ５０内のＥＥＰＲＯＭ等のメモリに書き込み、その後本処理を終
了する。なお、ＥＥＰＲＯＭに既にプランジャ上死点の回転位置（ポンプ基準時期）が記
憶されている場合には、新規な値にて過去値を更新（学習）するとよい。
【００３９】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００４０】
　高圧ポンプ１２による燃料吐出時には燃圧が上昇し、それ以外では燃料リークにより燃
圧が低下することを利用して、燃圧の上昇及び下降の変化に基づき、ポンプ基準時期とし
てのプランジャ上死点の回転位置を算出する構成としたため、プランジャ上死点の回転位
置の算出を好適に実施することができる。プランジャ上死点の回転位置が分かることで、
エンジン回転位相との対応付けを正確に行うことができる。
【００４１】
　こうしてプランジャ上死点を好適に算出できることにより、仮に製造工場でのポンプ組
み付け精度が良くないとしても、エンジンに対する回転位相の誤差を解消できる。また、
エンジンと高圧ポンプ１２との位相合わせのためにキー溝合わせをするといった工程をな
くすことが可能となる。このとき、ポンプ組み付け時における位相合わせをしなくても、
ＥＣＵ５０でのポンプ基準時期算出により、エンジン回転位相との対応付けが可能となる
。
【００４２】
　プランジャ上死点の算出に際し、燃圧（レール圧）が維持されるように高圧ポンプ１２
の燃料吐出量を制御する構成としたため、燃料リーク量を一定に保持でき、燃料吸入及び
吐出の一連のポンプ動作において毎回一様の圧力変化結果を得ることができる。そのため
、プランジャ上死点の算出精度を高めることができる。
【００４３】
　エンジン運転状態が高回転でかつ高負荷状態である場合に燃料リーク運転状態であると
判定し、そのリーク運転状態であることを条件に、プランジャ上死点の算出を実行する構
成とした。つまり、燃圧と燃料リーク量とに相関があることを利用して、燃圧がレール耐
圧付近まで上昇していることをプランジャ上死点の算出条件とした。この場合、レール耐
圧付近の圧力では燃料リーク量が多くなり、燃料圧送過程での圧力上昇量と圧力低下量と
を大きくすることができる。これにより、プランジャ上死点の算出精度を高めることがで
きる。
【００４４】
　プランジャ上死点算出の前に、エンジン運転状態を高回転かつ高負荷状態に制御するこ
とで燃料リーク量を調整する構成としたため、燃料リーク量を、プランジャ上死点を算出
する上で好適なリーク量に意図的に調整できる。
【００４５】
　燃料カット状態で燃圧の変化を検出し、その検出結果に基づいてプランジャ上死点の回
転位置を算出する構成としたため、プランジャ上死点算出時における燃圧低下の要因が燃
料リークのみとなり、燃料噴射による燃圧低下を考慮しなくてよくなる。ゆえに、プラン
ジャ上死点の算出に関して演算処理を簡易化できるとともに、その算出精度を高めること
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ができる。
【００４６】
　（他の実施形態）
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
【００４７】
　・燃料リーク状態下で生じる燃料リーク量を算出する手段を備え、プランジャ上死点の
算出に際し、前記算出した燃料リーク量に基づいて高圧ポンプ１２の燃料吐出量を制御す
るようにしてもよい。この場合、燃料リーク量と同量になるようにして高圧ポンプ１２の
燃料吐出量を制御することで、コモンレール等の燃圧を維持することができる。ここでも
燃圧が維持されることで、前述のとおりプランジャ上死点の算出精度を高めることができ
る。なお、燃料リーク量は、都度の燃圧（レール圧）に基づいて算出されるとよい。
【００４８】
　・高圧ポンプ１２のポンプ室１５と燃圧の検出位置とは少なくとも供給配管２１の長さ
分は離れている。そこで、高圧燃料が供給配管２１を流れる際の輸送遅れを考慮してプラ
ンジャ上死点（ポンプ基準時期）を算出する構成としてもよい。この場合、輸送遅れに要
する遅れ時間をあらかじめ定めておき、その分、プランジャ上死点の算出結果を修正する
とよい。なお、遅れ時間を燃圧に応じて設定する構成でもよい。その他、燃圧検出点での
輸送遅れを無くすべく、供給配管２１にて燃圧を検出する構成を作用することも可能であ
る。
【００４９】
　・上記実施形態では、燃圧変化に基づいてプランジャ上死点の回転位置を算出する構成
としたが、これに代えてプランジャ下死点の回転位置を算出する構成としてもよい。具体
的には、高圧ポンプ１２において、プランジャ１６が上死点に向けて変位する過程におい
て燃料吐出開始時期をプランジャ下死点に固定するとともに、都度の燃料吐出の制御量に
応じて燃料吐出終了時期を可変に制御する構成とする。この場合、プランジャ下死点にお
いてコモンレール等の燃圧が低下から上昇に転じることになるため、この燃圧変化を検出
することでプランジャ下死点を算出することができる。
【００５０】
　・高圧燃料部（コモンレール等）における燃料圧力等に応じて燃料リークが生じる状態
と生じない状態とを切り替えることが可能である場合には、燃料リークが生じる状態に移
行させるためのリーク実行手段を備える構成とする。例えば、燃料圧力が比較的低いと燃
料リークが生じず、比較的高圧になると燃料リークが生じる構成の場合には、ポンプ基準
時期の算出に際し、燃料圧力を、燃料リークが生じる圧力まで積極的に上昇させる手段を
設けるとよい。
【００５１】
　・燃料高圧部（コモンレール等）に、絞りや開閉弁によるリーク調整機構を設ける構成
としてもよい。この場合、リーク調整機構によるリーク量をＥＣＵにより制御することで
、ポンプ基準時期を算出する際の燃料リーク量を任意に調整できる。
【００５２】
　・上記実施形態では、ディーゼルエンジンの燃料供給システムに本発明を適用した場合
について言及したが、例えば火花点火式のガソリンエンジン（特に筒内噴射式エンジン）
等の燃料供給システムについても、基本的には同様に本発明を適用することができる。筒
内噴射式ガソリンエンジンの燃料供給システムでは、燃料（ガソリン）を高圧状態で蓄え
るデリバリパイプを備えており、このデリバリパイプに対して高圧ポンプから燃料が圧送
されるとともに、同デリバリパイプ内の高圧燃料が燃料噴射弁からエンジン燃焼室内に噴
射供給される。
【符号の説明】
【００５３】
　１０…燃料ポンプ、１２…高圧ポンプ（高圧燃料ポンプ）、１５…ポンプ室（燃料吐出
部）、１６…プランジャ、３０…コモンレール（蓄圧室）、４０…燃料噴射弁、５０…Ｅ
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ＣＵ（ポンプ制御手段、圧力検出手段、基準時期算出手段、リーク量制御手段）。

【図１】 【図２】
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【図３】
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