
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）燃料噴射圧に相当する高圧燃料を蓄圧すると共に、この蓄圧された高圧燃料を内
燃機関の気筒毎に搭載された複数の燃料噴射弁に分配供給する蓄圧容器と、
　（ｂ）加圧室内に吸入された燃料を加圧して前記蓄圧容器内に圧送する燃料供給ポンプ
と、
　（ｃ）前記加圧室内に燃料を供給するための燃料供給路の開口度合を調整して、前記蓄
圧容器内の燃料圧力を低圧から高圧に昇圧させる電動または電磁式の第１圧力制御弁と、
　（ｄ）前記蓄圧容器内から燃料を排出させるための燃料排出路の開口度合を調整して、
前記蓄圧容器内の燃料圧力を高圧から低圧に減圧させる電動または電磁式の第２圧力制御
弁と、
　（ｅ）前記蓄圧容器内の燃料圧力を検出する燃料圧力検出手段と、
　（ｆ）少なくとも前記燃料圧力検出手段によって検出される前記蓄圧容器内の燃料圧力
と前記内燃機関の運転条件または運転状態に応じて設定される要求燃料圧力との偏差に応
じて算出される同一の制御弁駆動信号を前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御弁に
印加

する１つの制御弁駆動回路を有する制御ユニットと
を備えた蓄圧式燃料噴射装置。
【請求項２】
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し、前記同一の制御弁駆動信号により、前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御
弁をそれぞれ駆動

（ａ）燃料噴射圧に相当する高圧燃料を蓄圧すると共に、この蓄圧された高圧燃料を内



　前記第１圧力制御弁は、前記燃料供給路の開口度合を調整する第１弁体を有し、
　前記第２圧力制御弁は、前記燃料排出路の開口度合を調整する第２弁体を有し、
　前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御弁は、前記第１弁体および前記第２弁体を
開弁方向または閉弁方向に駆動する同一のソレノイドコイルを有することを特徴とする蓄
圧式燃料噴射装置。
【請求項３】
　

　前記第１圧力制御弁は、前記燃料供給路の開口度合を調整する第１弁体、およびこの第
１弁体を開弁方向または閉弁方向に駆動する第１ソレノイドコイルを有し、
　前記第２圧力制御弁は、前記燃料排出路の開口度合を調整する第２弁体、およびこの第
２弁体を開弁方向または閉弁方向に駆動すると共に、前記第１ソレノイドコイルと直列接
続または並列接続された第２ソレノイドコイルを有することを特徴とする蓄圧式燃料噴射
装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の蓄圧式燃料噴射装置において、
　前記第１圧力制御弁は、前記同一の制御弁駆動信号に対応した同一の駆動電流値または
同一の駆動電圧値が第１所定値以上の時に、前記第１弁体が全開状態となるノーマリクロ
ーズタイプの電磁弁であり、
　前記第２圧力制御弁は、前記同一の駆動電流値または前記同一の駆動電圧値が前記第１
所定値よりも小さい第２所定値以下の時に、前記第２弁体が全開状態となるノーマリオー
プンタイプの電磁弁であることを特徴とする蓄圧式燃料噴射装置。
【請求項５】

10

20

30

40

50

(2) JP 3885652 B2 2007.2.21

燃機関の気筒毎に搭載された複数の燃料噴射弁に分配供給する蓄圧容器と、
　（ｂ）加圧室内に吸入された燃料を加圧して前記蓄圧容器内に圧送する燃料供給ポンプ
と、
　（ｃ）前記加圧室内に燃料を供給するための燃料供給路の開口度合を調整して、前記蓄
圧容器内の燃料圧力を低圧から高圧に昇圧させる電動または電磁式の第１圧力制御弁と、
　（ｄ）前記蓄圧容器内から燃料を排出させるための燃料排出路の開口度合を調整して、
前記蓄圧容器内の燃料圧力を高圧から低圧に減圧させる電動または電磁式の第２圧力制御
弁と、
　（ｅ）前記蓄圧容器内の燃料圧力を検出する燃料圧力検出手段と、
　（ｆ）少なくとも前記燃料圧力検出手段によって検出される前記蓄圧容器内の燃料圧力
と前記内燃機関の運転条件または運転状態に応じて設定される要求燃料圧力との偏差に応
じて算出される同一の制御弁駆動信号を前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御弁に
印加する１つの制御弁駆動回路を有する制御ユニットと
を備え、

（ａ）燃料噴射圧に相当する高圧燃料を蓄圧すると共に、この蓄圧された高圧燃料を内
燃機関の気筒毎に搭載された複数の燃料噴射弁に分配供給する蓄圧容器と、
　（ｂ）加圧室内に吸入された燃料を加圧して前記蓄圧容器内に圧送する燃料供給ポンプ
と、
　（ｃ）前記加圧室内に燃料を供給するための燃料供給路の開口度合を調整して、前記蓄
圧容器内の燃料圧力を低圧から高圧に昇圧させる電動または電磁式の第１圧力制御弁と、
　（ｄ）前記蓄圧容器内から燃料を排出させるための燃料排出路の開口度合を調整して、
前記蓄圧容器内の燃料圧力を高圧から低圧に減圧させる電動または電磁式の第２圧力制御
弁と、
　（ｅ）前記蓄圧容器内の燃料圧力を検出する燃料圧力検出手段と、
　（ｆ）少なくとも前記燃料圧力検出手段によって検出される前記蓄圧容器内の燃料圧力
と前記内燃機関の運転条件または運転状態に応じて設定される要求燃料圧力との偏差に応
じて算出される同一の制御弁駆動信号を前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御弁に
印加する１つの制御弁駆動回路を有する制御ユニットと
を備え、



　請求項３に記載の蓄圧式燃料噴射装置において、
　前記第１圧力制御弁は、前記同一の制御弁駆動信号に対応した同一の駆動電流値または
同一の駆動電圧値が第１所定値以下の時に、前記第１弁体が全開状態となるノーマリオー
プンタイプの電磁弁であり、
　前記第２圧力制御弁は、前記同一の駆動電流値または前記同一の駆動電圧値が前記第１
所定値よりも小さい第２所定値以下の時に、前記第２弁体が全開状態となるノーマリオー
プンタイプの電磁弁であることを特徴とする蓄圧式燃料噴射装置。
【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸入調量弁を経て加圧室内に吸入される燃料を加圧して高圧化し蓄圧容器に圧
送する吸入調量型の燃料供給ポンプを設置した蓄圧式燃料噴射装置に関するもので、特に
燃料供給ポンプより吐出された高圧燃料を蓄圧すると共に、この蓄圧された高圧燃料を内
燃機関の気筒毎に搭載された燃料噴射弁に分配供給する蓄圧容器に、燃料噴射圧に相当す
る蓄圧容器内の燃料圧力を高圧から低圧へ減圧させるための減圧弁を設置した蓄圧式燃料
噴射装置に係わる。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ディーゼルエンジン用の燃料噴射システムとして、燃料噴射圧に相当する高圧
燃料を蓄圧する蓄圧容器（コモンレール）と、このコモンレール内の高圧燃料を内燃機関
の気筒内に噴射供給する電磁式燃料噴射弁と、加圧室内に吸入される燃料を加圧して高圧
化しコモンレールに圧送する吸入調量型の燃料供給ポンプ（サプライポンプ）とを備えた
蓄圧式燃料噴射システムが知られている。
【０００３】
なお、この蓄圧式燃料噴射システムにおいては、燃料噴射圧に相当するコモンレール圧を
低圧から高圧へ昇圧させる昇圧性能に優れる吸入調量弁（ＳＣＶ）をサプライポンプに内
蔵させて、例えば加速時に、燃料タンクと加圧室とを連通する燃料供給路の開口度合を調
整して、サプライポンプより吐出されるポンプ吐出量を変更して速やかにコモンレール圧
を昇圧するように構成されている。また、燃料噴射圧に相当するコモンレール圧を高圧か
ら低圧へ減圧させる降圧性能に優れる減圧弁をコモンレールの端部に設置して、例えば減
速時に、コモンレールと燃料タンクとを連通する燃料排出路を開弁して、速やかにコモン
レール圧を減圧するように構成されている。
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　（ａ）燃料噴射圧に相当する高圧燃料を蓄圧すると共に、この蓄圧された高圧燃料を内
燃機関の気筒毎に搭載された複数の燃料噴射弁に分配供給する蓄圧容器と、
　（ｂ）加圧室内に吸入された燃料を加圧して前記蓄圧容器内に圧送する燃料供給ポンプ
と、
　（ｃ）前記加圧室内に燃料を供給するための燃料供給路の開口度合を調整して、前記蓄
圧容器内の燃料圧力を低圧から高圧に昇圧させる電動または電磁式の第１圧力制御弁と、
　（ｄ）前記蓄圧容器内から燃料を排出させるための燃料排出路の開口度合を調整して、
前記蓄圧容器内の燃料圧力を高圧から低圧に減圧させる電動または電磁式の第２圧力制御
弁と、
　（ｅ）前記蓄圧容器内の燃料圧力を検出する燃料圧力検出手段と、
　（ｆ）少なくとも前記燃料圧力検出手段によって検出される前記蓄圧容器内の燃料圧力
と前記内燃機関の運転条件または運転状態に応じて設定される要求燃料圧力との偏差に応
じて算出される同一の制御弁駆動信号を前記第１圧力制御弁および前記第２圧力制御弁に
印加する１つの制御弁駆動回路を有する制御ユニットと
を備え、
　前記同一の制御弁駆動信号は、同一の電流値または同一の電圧値であることを特徴とす
る蓄圧式燃料噴射装置。



【０００４】
ここで、図８および図９に従来の電子制御ユニット（ＥＣＵ）によるＳＣＶのソレノイド
コイル１０１および減圧弁のソレノイドコイル１０２にＳＣＶ駆動電流値および減圧弁駆
動電流値を算出するための制御ロジックを示し、図１０にＳＣＶ駆動電流および減圧弁駆
動電流に対するポンプ吐出量の制御特性および減圧弁流量（燃料還流量）の制御特性を示
す。
【０００５】
先ず、ＳＣＶ駆動回路１０３を含んで構成されるＥＣＵ１００によるＳＣＶ駆動電流値の
算出方法は、公知のＰＩＤ（比例積分微分）制御によって、要求噴射量算出マップを用い
て算出した要求噴射量（ＱＦＩＮ）と要求燃料圧力算出マップを用いて算出した要求燃料
圧力（ＰＦＩＮ）と燃料圧力センサによって検出された実燃料圧力（ＮＰＣ）とから要求
吐出量（ＱＰＭＰ）を算出する。次に、ＳＣＶ駆動電流値算出マップを用いて要求吐出量
（ＱＰＭＰ）と実燃料圧力（ＮＰＣ）とからＳＣＶ駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出し、Ｓ
ＣＶ駆動回路１０３を介してＳＣＶ駆動電流をＳＣＶのソレノイドコイル１０１に印加す
る。これにより、ＳＣＶのリフト量（弁開度）がＳＣＶ駆動電流値に応じて調整されるの
で、サプライポンプからコモンレールへ圧送されるポンプ吐出量がＳＣＶ駆動電流値に応
じて変更される。これにより、ポンプ吐出量（実燃料圧力）が要求燃料圧力に略一致する
ようにフィードバック制御される。
【０００６】
また、減圧弁駆動回路１０４を含んで構成されるＥＣＵ１００による減圧弁駆動電流値の
算出方法は、公知のＰＩＤ（比例積分微分）制御によって、要求燃料圧力算出マップを用
いて算出した要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と燃料圧力センサによって検出された実燃料圧力
（ＮＰＣ）とから要求減圧弁流量（ＱＬ）を算出する。次に、減圧弁駆動電流値算出マッ
プを用いて要求減圧弁流量（ＱＬ）と実燃料圧力（ＮＰＣ）とから減圧弁駆動電流値（Ｉ
ＱＬ）を算出し、減圧弁駆動回路１０４を介して減圧弁駆動電流を減圧弁のソレノイドコ
イル１０２に印加する。これにより、減圧弁のリフト量（弁開度）が減圧弁駆動電流値に
応じて調整されるので、コモンレールから燃料タンクへ戻される燃料還流量が減圧弁駆動
電流値に応じて変更される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来の蓄圧式燃料噴射システムにおいて、コモンレール内の燃料圧力の制御性
は、燃料噴射量の制御性に係わる重要な制御項目であり、コモンレール内の燃料圧力を低
圧から高圧に速やかに昇圧させるための吸入調量弁をサプライポンプに内蔵し、コモンレ
ール内の燃料圧力を高圧から低圧に速やかに減圧させるための減圧弁をコモンレールの端
部に設置し、それぞれ吸入調量弁と減圧弁とを個別の駆動電流値で調整して、コモンレー
ル内の燃料圧力が要求燃料圧力と略一致するようにフィードバック制御しているが、吸入
調量弁と減圧弁とを個別に制御しているので、図８および図９に示したように、制御ロジ
ックが複雑化し、更にＥＣＵ１００内の駆動回路も個々に必要となり、ＥＣＵ１００がコ
ストアップとなるという問題があった。
【０００８】
【発明の目的】
本発明の目的は、従来の第１制御弁駆動回路と第２制御弁駆動回路を共通化することで、
蓄圧容器内の燃料圧力を制御する制御ユニットのコストダウンを図ることのできる蓄圧式
燃料噴射装置を提供することにある。また、蓄圧容器内の燃料圧力制御の昇圧から減圧ま
でを、１つの制御弁駆動信号に対する制御流量特性で制御することにより、制御ユニット
による蓄圧容器内の燃料圧力の制御性を向上することのできる蓄圧式燃料噴射装置を提供
することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明によれば、少なくとも燃料圧力検出手段によって検出される蓄圧
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容器内の燃料圧力と内燃機関の運転条件または運転状態に応じて設定される要求燃料圧力
との偏差に応じて同一の制御弁駆動信号を算出する制御ユニットに、１つの制御弁駆動回
路を介して算出した同一の制御弁駆動信号を第１圧力制御弁および第２圧力制御弁に印加

するように構成することで、制御ロジックを簡略化することができ、更に第１圧力制御弁
に制御弁駆動信号を印加する第１制御弁駆動回路と第２圧力制御弁に同一の制御弁駆動信
号を印加する第２制御弁駆動回路とを共通化および一体化することができるので、制御ユ
ニットのコストダウンを図ることができる。
【００１０】
請求項２に記載の発明によれば、第１圧力制御弁および第２圧力制御弁に、燃料供給路の
開口度合を調整する第１弁体、および燃料排出路の開口度合を調整する第２弁体を開弁方
向または閉弁方向に駆動する同一のソレノイドコイルを設けたことにより、蓄圧容器内の
燃料圧力制御の昇圧から減圧までを、１つの制御弁駆動信号に対する制御流量特性で制御
することができるので、制御ユニットによる蓄圧容器内の燃料圧力の制御性を向上するこ
とができる。
【００１１】
請求項３に記載の発明によれば、第１圧力制御弁の第１弁体を開弁方向または閉弁方向に
駆動する第１ソレノイドコイルと第２圧力制御弁の第２弁体を開弁方向または閉弁方向に
駆動する第２ソレノイドコイルとを、同一の制御弁駆動信号に対応した例えば同一の駆動
電流値で制御できるように直列接続したり、あるいは同一の制御弁駆動信号に対応した例
えば同一の駆動電圧値で制御できるように並列接続したりすることにより、請求項１およ
び請求項２に記載の効果を更に向上させることができる。
【００１２】
請求項４に記載の発明によれば、第１圧力制御弁としてノーマリクローズタイプの電磁弁
を採用し、且つ第２圧力制御弁としてノーマリオープンタイプの電磁弁を採用したことに
より、第１ソレノイドコイルへの通電が停止していても、第１圧力制御弁の第１弁体と燃
料供給路を形成する弁孔との間に異物が噛み込んで第１弁体が閉弁せず、第１圧力制御弁
が閉弁異常となり、これに伴って燃料供給ポンプより圧送されるポンプ圧送量が過剰圧送
（例えば全量圧送）となり、燃料供給ポンプ、蓄圧容器、燃料噴射弁および高圧配管を含
むシステム内の燃料圧力が異常高圧となる場合が考えられる。この場合、第２ソレノイド
コイルへの通電が停止している際には、第２圧力制御弁の第２弁体が全開状態となってい
るので、上記のような第１圧力制御弁の閉弁異常故障時であっても、蓄圧容器内の燃料圧
力を低くすることができる。これにより、システム内の異常高圧を逃がすことができるの
で、フェイルセーフとなる。
【００１３】
　請求項５に記載の発明によれば、第１圧力制御弁および第２圧力制御弁としてノーマリ
オープンタイプの電磁弁を採用したことにより、制御弁駆動回路と第１、第２ソレノイド
コイルとを結ぶワイヤーハーネスの断線、あるいは制御ユニットの制御異常によって第１
、第２ソレノイドコイルへの通電が停止している際に、第１弁体が全開状態となり、第１
圧力制御弁が全開異常となる。これに伴って燃料供給ポンプより圧送されるポンプ圧送量
が過剰圧送（例えば全量圧送）となり、燃料供給ポンプ、蓄圧容器、燃料噴射弁および高
圧配管を含むシステム内の燃料圧力が異常高圧となる。この場合、第２ソレノイドコイル
への通電が停止している際には、第２圧力制御弁の第２弁体も全開状態となっているので
、上記のような第１圧力制御弁の開弁異常故障時であっても、蓄圧容器内の燃料圧力を低
くすることができる。これにより、システム内の異常高圧を逃がすことができるので、フ
ェイルセーフとなる。
　

【００１４】
【発明の実施の形態】
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し、同一の制御弁駆動信号により、第１圧力制御弁および第２圧力制御弁をそれぞれ駆動

請求項６に記載の発明によれば、同一の制御弁駆動信号は、同一の電流値または同一の
電圧値である。



発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。
［第１実施例の構成］
図１ないし図４は本発明の第１実施例を示したもので、図１は蓄圧式燃料噴射システムの
全体構成を示した図で、図２はＥＣＵの制御ロジックを示した図で、図３はＥＣＵに内蔵
されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した図である。
【００１５】
本実施例の蓄圧式燃料噴射システムは、例えば自動車等の車両に搭載された４気筒のディ
ーゼルエンジン等の内燃機関（以下エンジンと呼ぶ）の各気筒に噴射供給する燃料噴射圧
に相当する高圧燃料を蓄圧する蓄圧容器としてのコモンレール１と、このコモンレール１
にそれぞれ接続されて、エンジンの各気筒内に燃料を噴射するための複数個（本例では４
個）の電磁式燃料噴射弁（インジェクタ）２と、エンジンにより回転駆動される燃料供給
ポンプ（サプライポンプ）３と、複数個のインジェクタ２およびサプライポンプ３を電子
制御する制御部としての電子制御ユニット（以下ＥＣＵと呼ぶ）１０とを備えている。こ
の図１では、４気筒エンジンの１つの気筒に対応するインジェクタ２のみを示し、他の気
筒については図示を省略している。
【００１６】
コモンレール１には、連続的に燃料噴射圧に相当する高い圧力が蓄圧される必要があり、
そのためにコモンレール１に蓄圧される高圧燃料は、高圧配管１１を介してサプライポン
プ３から供給されている。そして、コモンレール１には、燃料タンク５に連通する燃料排
出路（燃料還流路）１５、１６への燃料排出路（燃料還流路）１３の開口度合を調整する
ことが可能な常開型の減圧弁（本発明の第２圧力制御弁に相当する）７が設置されている
。
【００１７】
各気筒のインジェクタ２は、コモンレール１より分岐する複数の高圧配管１２の下流端に
接続されて、エンジンの各気筒内への燃料噴射を行なう燃料噴射ノズル、この燃料噴射ノ
ズル内に収容されたノズルニードルを開弁方向に駆動する電磁式アクチュエータ、および
ノズルニードルを閉弁方向に付勢するスプリング等のニードル付勢手段等から構成された
電磁式燃料噴射弁である。
【００１８】
これらのインジェクタ２からエンジンの各気筒への燃料噴射は、ノズルニードルに連結し
たコマンドピストンの背圧制御室内の圧力を制御する電磁式アクチュエータとしての噴射
制御用電磁弁４への通電および通電停止により電子制御される。つまり、各気筒のインジ
ェクタ２の噴射制御用電磁弁４が開弁している間、コモンレール１内に蓄圧された高圧燃
料がエンジンの各気筒に噴射供給される。
【００１９】
サプライポンプ３は、燃料タンク５からフィルタ９を介して吸入される低圧燃料を高圧に
加圧してコモンレール１へ圧送し、例えば加速時またはエンジン始動時に速やかにコモン
レール１内の燃料圧力、所謂コモンレール圧を低圧から高圧へ昇圧させる昇圧性能に優れ
る吸入調量型の高圧供給ポンプである。このサプライポンプ３は、エンジンのクランク軸
の回転に伴ってポンプ駆動軸が回転することで、燃料タンク５から低圧燃料を汲み上げる
周知のフィードポンプ（低圧供給ポンプ：図示せず）と、ポンプ駆動軸により回転駆動さ
れるカム（図示せず）と、このカムに駆動される複数個のプランジャ（図示せず）と、こ
れらのプランジャがシリンダ内を往復摺動することにより吸入された燃料を加圧する複数
個の加圧室（プランジャ室：図示せず）と、これらの加圧室内の燃料圧力が所定値以上に
上昇すると開弁する吐出弁（図示せず）とを有している。
【００２０】
また、サプライポンプ３には、内部の燃料温度が高温にならないように、リークポートが
設けられており、サプライポンプ３からのリーク燃料は、燃料還流路１４から燃料還流路
１６を経て燃料タンク５にリターンされる。このサプライポンプ３内に形成される燃料流
路、フィードポンプから加圧室に至る燃料供給路（図示せず）には、その燃料流路の開口
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度合（開度）を調整することで、サプライポンプ３からコモンレ－ル１への燃料の吐出量
（ポンプ吐出量、ポンプ圧送量）を変更するリニアソレノイドアクチュエータとしての吸
入調量弁（本発明の第１圧力制御弁に相当する：ＳＣＶ）６が取り付けられている。
【００２１】
ＳＣＶ６は、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０を介してＥＣＵ１０から印加される駆動電流値
によって電子制御されることにより、サプライポンプ３の加圧室内に吸入される燃料の吸
入量を調整する。このＳＣＶ６は、フィードポンプから加圧室内へ燃料を送るための燃料
供給路の開度を調整するバルブ（本発明の第１弁体に相当する：図示せず）、バルブを閉
弁方向に駆動するリニアソレノイド（第１電磁コイル：本発明の第１ソレノイドコイルに
相当する）２１、およびバルブを開弁方向に付勢するスプリング等のバルブ付勢手段（図
示せず）を有している。
【００２２】
ＳＣＶ６は、図４（ａ）に示したように、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０を介してリニアソ
レノイド２１に印加される駆動電流値の大きさに比例して、サプライポンプ３の加圧室か
ら、コモンレール１へ吐出される高圧燃料の圧送量（ポンプ吐出量）を調整して、コモン
レール１内の燃料圧力、つまり各インジェクタ２からエンジンの各気筒内へ噴射供給する
燃料噴射圧に相当するコモンレール圧を変更する。
【００２３】
なお、本実施例のＳＣＶ６は、図４（ａ）に示したように、駆動電流値が第１所定値（例
えば１Ａ：Ｉ１ａ）以下の時に、バルブのリフト量が最大、つまりバルブが全開状態とな
るノーマリオープンタイプ（常開型）の電磁弁である。また、ＳＣＶ６は、図４（ａ）に
示したように、第１所定値よりも大きい所定値（Ｉ１ｂ）と所定値（例えば２Ａ：Ｉ１ｃ
、Ｉ１ｃ＞Ｉ１ｂ）との間では駆動電流値が大きくなる程、バルブのリフト量が小さくな
り、ポンプ吐出量も少なくなる制御特性を有している。
【００２４】
減圧弁７は、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０を介してＥＣＵ１０から印加される駆動電流値
によって電子制御されることにより、例えば減速時またはエンジン停止時に速やかにコモ
ンレール１内の燃料圧力、所謂コモンレール圧を高圧から低圧へ減圧させる降圧性能に優
れる電磁弁である。この減圧弁７は、コモンレール１から燃料タンク５へ燃料を還流させ
るための燃料還流路１３の開度を調整するバルブ（本発明の第２弁体に相当する：図示せ
ず）、バルブを閉弁方向または開弁方向に駆動するリニアソレノイド（第２電磁コイル：
本発明の第２ソレノイドコイルに相当する）２２、およびバルブを開弁方向または閉弁方
向に付勢するスプリング等のバルブ付勢手段（図示せず）を有している。
【００２５】
なお、減圧弁７のリニアソレノイド２２は、図３に示したように、ＳＣＶ６および減圧弁
７を、ＥＣＵ１０のマイクロコンピュータの出力回路に接続されたＳＣＶ、減圧弁駆動回
路２０より出力される同一の駆動電流値でリニアに弁開度を可変制御できるようにするた
めに、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１に直列接続されている。そして、減圧弁７は、図
４（ｂ）に示したように、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０を介してリニアソレノイド２２に
印加される駆動電流値の大きさに比例して、コモンレール１内から燃料還流路１３、１５
、１６を経て燃料タンク５に還流される燃料の還流量（減圧弁流量）を調整して、コモン
レール圧を変更する。
【００２６】
なお、本実施例の減圧弁７は、図４（ｂ）に示したように、駆動電流値が上記の第１所定
値（例えば１Ａ）よりも小さい第２所定値（最小値、Ｍｉｎ値：例えば０Ａ）以下の時に
、バルブのリフト量が最大、つまりバルブが全開状態となるノーマリオープンタイプ（常
開型）の電磁弁で、また、駆動電流値が最大値の時に、バルブのリフト量が最大、つまり
バルブが全開状態となる電磁弁である。
【００２７】
また、減圧弁７は、図４（ｂ）に示したように、第２所定値（Ｍｉｎ値：Ｉ２ａ）とこの
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第２所定値よりも大きい第３所定値（Ｉ２ｂ：Ｉ２ｂ＞Ｉ２ａ、Ｉ２ｂ＜Ｉ１ｂ）との間
では駆動電流値が大きくなる程、バルブのリフト量が小さくなり、減圧弁流量（燃料還流
量）も少なくなる制御特性を有している。さらに、減圧弁７は、図４（ｂ）に示したよう
に、上記の第３所定値よりも大きい第４所定値（Ｉ２ｃ：Ｉ２ｃ＞Ｉ１ｃ）と最大値（Ｍ
ａｘ値：Ｉ２ｄ）との間では駆動電流値が大きくなる程、バルブのリフト量が大きくなり
、減圧弁流量（燃料還流量）も多くなる制御特性を有している。
【００２８】
ＥＣＵ１０には、制御処理、演算処理を行なうＣＰＵ、各種プログラムおよびデータを保
存する記憶装置（ＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリ）、入力回路、出力回路、電源回路、インジ
ェクタ駆動回路（ＥＤＵ）２４等の機能を含んで構成される周知の構造のマイクロコンピ
ュータが設けられている。そして、各種センサからのセンサ信号は、Ａ／Ｄ変換器でＡ／
Ｄ変換された後にマイクロコンピュータに入力されるように構成されている。また、上記
したＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０は、マイクロコンピュータの出力回路に接続されている
。
【００２９】
そして、ＥＣＵ１０は、回転速度センサ３１によって検出されたエンジン回転速度（ＮＥ
）とアクセル開度センサ３２によって検出したアクセル開度（ＡＣＣＰ）とに応じて設定
される要求噴射量（ＱＦＩＮ）を算出する噴射量決定手段と、エンジン回転速度（ＮＥ）
と要求噴射量（ＱＦＩＮ）とから要求噴射時期（ＴＦＩＮ）を算出する噴射時期決定手段
と、要求噴射量（ＱＦＩＮ）と燃料圧力センサ３５によって検出される実燃料圧力（＝コ
モンレール圧：ＮＰＣ）とから指令噴射パルス時間（ＴＱ）を算出する噴射期間決定手段
と、インジェクタ駆動回路（ＥＤＵ）２４を介して各気筒のインジェクタ２の噴射制御用
電磁弁４にパルス状のインジェクタ駆動電流を印加するインジェクタ駆動手段とから構成
されている。
【００３０】
そして、ＥＣＵ１０は、多気筒エンジンの運転条件または運転状態に応じた最適な燃料噴
射圧を演算し、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０を介してＳＣＶ６のリニアソレノイド２１お
よび減圧弁７のリニアソレノイド２２を駆動する制御流量制御手段を有している。すなわ
ち、ＥＣＵ１０は、要求噴射量（ＱＦＩＮ）とエンジン回転速度（ＮＥ）とに応じて要求
燃料圧力（ＰＦＩＮ）を算出し、この要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）を達成するために、ＳＣ
Ｖ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２に印加する駆動電流
値（＝ＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値）を調整して、サプライポンプ３よりコモンレール１内
へ吐出される燃料の吐出量（ポンプ吐出量）またはコモンレール１から燃料タンク５へ還
流させる減圧弁流量（燃料還流量）を制御するように構成されている。
【００３１】
さらに、より好ましくは、燃料噴射量の制御精度を向上させる目的で、燃料圧力センサ３
５によって検出されるコモンレール圧（以下実燃料圧力と言う：ＮＰＣ）が要求燃料圧力
（ＰＦＩＮ）と略一致するように、ＰＩＤ制御によって、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２
１および減圧弁７のリニアソレノイド２２への駆動電流値をフィードバック制御すること
が望ましい。なお、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド
２２への駆動電流値（＝ＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値）の制御は、デューティ（ＤＵＴＹ）
制御により行なうことが望ましい。すなわち、実燃料圧力（ＮＰＣ）と要求燃料圧力（Ｐ
ＦＩＮ）との偏差（ΔＰ）に応じて単位時間当たりの制御パルス信号のオン／オフの割合
（通電時間割合・デューティ比）を調整して、ＳＣＶ６および減圧弁７の弁開度を変化さ
せるデューティ制御を用いることで、高精度なデジタル制御が可能になる。
【００３２】
ここで、本実施例のＥＣＵ１０は、図２の制御ロジックに示したように、エンジン回転速
度（ＮＥ）とアクセル開度（ＡＣＣＰ）とに応じて要求噴射量（ＱＦＩＮ）を算出する噴
射量決定手段と、要求噴射量（ＱＦＩＮ）とエンジン回転速度（ＮＥ）とに応じて要求燃
料圧力（ＰＦＩＮ）を算出する燃料圧力決定手段と、エンジン回転速度（ＮＥ）と実燃料
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圧力（ＮＰＣ）と燃料温度（ＴＨＦ）とに応じてインジェクタリーク量（ＱＬＥＡＫ）を
算出するインジェクタリーク量演算手段と、インジェクタリーク量（ＱＬＥＡＫ）と要求
燃料圧力（ＰＦＩＮ）と要求噴射量（ＱＦＩＮ）とに応じて要求制御流量（ＱＰＭＰ）を
算出する要求制御流量決定手段と、実燃料圧力（ＮＰＣ）と要求制御流量（ＱＰＭＰ）と
ＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値算出マップとに応じて駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出する駆動
電流値決定手段と、実燃料圧力（ＮＰＣ）と要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）との偏差（ΔＰ）
に応じてフィードバック補正量（ＩＦＢ）を算出する補正量決定手段とを備えている。な
お、要求噴射量（ＱＦＩＮ）、要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）を、冷却水温センサ３３によっ
て検出される冷却水温（ＴＨＷ）や、燃料温度センサ３４によって検出される燃料温度（
ＴＨＦ）等の補正量を加味して算出するようにしても良い。
【００３３】
［第１実施例の制御方法］
次に、本実施例のＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２
２への駆動電流値（＝ＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値）の制御方法を図１ないし図４に基づい
て簡単に説明する。
【００３４】
ＥＣＵ１０は、回転速度センサ３１によって検出されるエンジン回転速度（ＮＥ）とアク
セル開度センサ３２によって検出されるアクセル開度（ＡＣＣＰ）とによって設定された
基本噴射量（Ｑ）に、冷却水温センサ３３によって検出される冷却水温（ＴＨＷ）や燃料
温度センサ３４によって検出される燃料温度（ＴＨＦ）等の噴射量補正量を加味して要求
噴射量（ＱＦＩＮ）を算出する（噴射量決定手段）。また、ＥＣＵ１０は、要求噴射量（
ＱＦＩＮ）とエンジン回転速度（ＮＥ）とによって要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）を算出する
（燃料圧力決定手段）。
【００３５】
ここで、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２に印加
する駆動電流値（＝ＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値）を、公知のＰＩＤ（比例積分微分）制御
を用いて算出する方法を説明する。
【００３６】
ＥＣＵ１０は、回転速度センサ３１によって検出されるエンジン回転速度（ＮＥ）と燃料
圧力センサ３５によって検出される実燃料圧力（ＮＰＣ）とインジェクタリーク量の基準
値との関係を予め実験等により求めて作成した特性マップまたは演算式を用いてインジェ
クタリーク量の基準値を算出する。次に、インジェクタリーク量の基準値に、燃料温度セ
ンサ３４によって検出される燃料温度（ＴＨＦ）を考慮した燃料温度補正係数を乗算して
インジェクタリーク量（ＱＬＥＡＫ）を算出する（インジェクタリーク量演算手段）。
【００３７】
次に、要求噴射量（ＱＦＩＮ）と要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）とインジェクタリーク量（Ｑ
ＬＥＡＫ）と要求制御流量（ＱＰＭＰ）との関係を予め実験等により求めて作成した特性
マップまたは演算式を用いて要求制御流量（ＱＰＭＰ）を算出する（要求制御流量決定手
段）。次に、要求制御流量（ＱＰＭＰ）と実燃料圧力（ＮＰＣ）と駆動電流値（ＩＰＭＰ
）との関係を予め実験等により測定して作成したＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値算出マップに
基づいて、駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出する（駆動電流量決定手段）。
【００３８】
また、ＥＣＵ１０は、実燃料圧力（ＮＰＣ）と要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）との偏差（＝Δ
Ｐ）とフィードバックゲイン（比例ゲインＫｐ、積分ゲインＫｉ、微分ゲインＫｄ）との
関係を予め実験等により測定して作成したフィードバックゲインマップに基づいて、フィ
ードバックゲイン（比例ゲインＫｐ、積分ゲインＫｉ、微分ゲインＫｄ）を算出する。そ
して、下記の数１の演算式に基づいてフィードバック補正量（ＩＦＢ）を算出する（補正
量決定手段）。
【数１】
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但し、ΔＰは要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と実燃料圧力（ＮＰＣ）との偏差である。
【００３９】
そして、ＥＣＵ１０は、下記の数２の演算式に基づいて、駆動電流値（ＩＰＭＰ）とフィ
ードバック補正量（ＩＦＢ）とを加算して最終的な駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出する。
【数２】
　
　
　
　
【００４０】
そして、ＥＣＵ１０は、この最終的な駆動電流値（ＩＰＭＰ）をＤＵＴＹ発生回路（図示
せず）にて所定の変換係数を用いて制御パルス信号（パルス状のポンプ駆動信号）に変換
する。そして、ＥＣＵ１０は、パルス状のポンプ駆動信号を、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路２
０を介してＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２に印
加する。
【００４１】
これにより、エンジン始動時または加速時等のコモンレール圧を低圧から高圧へ昇圧する
場合には、ＳＣＶ６のバルブのリフト量（燃料供給路の開度）が調整され、サプライポン
プ３の加圧室から高圧配管１１を経てコモンレール１へ加圧圧送される高圧燃料の圧送量
が制御され、ポンプ吐出量およびコモンレール１内の燃料圧力（＝実燃料圧力ＮＰＣ）が
要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と略一致するようにフィードバック制御される。
【００４２】
また、減速時またはエンジン停止時等のコモンレール圧を高圧から低圧へ減圧させる場合
には、減圧弁７のバルブのリフト量（燃料排出路の開度）が調整され、コモンレール１か
ら燃料還流路１３を経て燃料タンク５に還流する燃料還流量が制御され、コモンレール１
内の燃料圧力（＝実燃料圧力ＮＰＣ）が要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と略一致するようにフ
ィードバック制御される。
【００４３】
［第１実施例の効果］
以上のように、ＥＣＵ１０によるコモンレール１内の燃料圧力をフィードバック制御する
制御ロジックにおいて、コモンレール１内の燃料圧力（＝実燃料圧力ＮＰＣ）を低圧から
高圧へ昇圧させるポンプ吐出量制御と、コモンレール１内の燃料圧力（＝実燃料圧力ＮＰ
Ｃ）を高圧から低圧へ減圧させる減圧弁流量制御（燃料還流量制御）とを、ＳＣＶ、減圧
弁駆動回路２０から出力される同一の制御パルス信号でフィードバック制御している。
【００４４】
すなわち、コモンレール１内の燃料圧力制御の昇圧から減圧までを、図４（ｃ）に示した
ような１つの駆動電流値に対する制御流量特性で制御できるので、ＥＣＵ１０によるコモ
ンレール１内の燃料圧力の制御性を向上することができる。また、従来のＳＣＶ駆動回路
と減圧弁駆動回路を共通化することで、ＥＣＵ１０のマイクロコンピュータの出力回路の
構成を簡略化でき、ＥＣＵ１０のコストダウンを図ることができる。
【００４５】
また、ノーマリオープンタイプのＳＣＶ６と、減圧弁流量特性が駆動電流値の０Ａと最大
値（Ｍａｘ値）で減圧弁流量が最大となる減圧弁７とを組み合わせることにより、ＳＣＶ
、減圧弁駆動回路２０とリニアソレノイド２１、２２とを結ぶワイヤーハーネスの断線ま
たはリニアソレノイド２１の断線、あるいはＥＣＵ１０の制御異常によってリニアソレノ
イド２１、２２への駆動電流値が０Ａの時には、ＳＣＶ６のバルブが全開状態となり、Ｓ
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ＣＶ６が全開異常となる場合がある。
【００４６】
これに伴ってサプライポンプ３の加圧室より圧送されるポンプ圧送量が過剰圧送（例えば
全量圧送）となり、コモンレール１、インジェクタ２、サプライポンプ３および高圧配管
１１を含むシステム内の燃料圧力が異常高圧となる。この場合、リニアソレノイド２２の
駆動電流値が０Ａの時には、減圧弁７のバルブも全開状態となるので、上記のようなＳＣ
Ｖ６の開弁異常故障時であっても、コモンレール１内の燃料圧力を低くすることができる
。これにより、システム内の異常高圧を逃がすことができるので、フェイルセーフとなる
。
【００４７】
［第２実施例］
図５は本発明の第２実施例を示したもので、図５（ａ）は駆動電流値に対するポンプ吐出
量特性を示した特性図で、図５（ｂ）は駆動電流値に対する減圧弁流量（燃料還流量）特
性を示した特性図で、図５（ｃ）は駆動電流値に対する制御流量特性を示した特性図を示
した図である。
【００４８】
本実施例では、ＳＣＶ６として、同一の駆動電流値が第１所定値（例えば２Ａ）以上の時
に、ＳＣＶ６のバルブが燃料供給路の開口度合を全開状態とするノーマリクローズタイプ
（常閉型）の電磁弁を採用し、また、減圧弁７として、同一の駆動電流値が第１所定値よ
りも小さい第２所定値（例えば０Ａ）以下の時に、減圧弁７が燃料排出路の開口度合を全
開状態とするノーマリオープンタイプ（常開型）の電磁弁を用いている。
【００４９】
なお、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１は、ＳＣＶ６および減圧弁７を、ＥＣＵ１０のマ
イクロコンピュータの出力回路に接続されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路２０より出力される
同一の駆動電流値でリニアに弁開度を可変制御できるようにするために、減圧弁７のリニ
アソレノイド２２に直列接続されている。また、ＳＣＶ６は、図５（ａ）に示したように
、最小値（Ｍｉｎ値：例えば０Ａ）よりも大きい所定値（Ｉ１ａ）と第１所定値（例えば
２Ａ：Ｉ１ｂ）との間では駆動電流値が大きくなる程、バルブのリフト量が大きくなり、
ポンプ吐出量も多くなる制御特性を有している。
【００５０】
なお、減圧弁７は、図５（ｂ）に示したように、第２所定値（Ｍｉｎ値：Ｉ２ａ）とこの
第２所定値よりも大きい所定値（Ｉ２ｂ：Ｉ２ｂ＞Ｉ２ａ、Ｉ２ｂ＜Ｉ１ａ）との間では
駆動電流値が大きくなる程、バルブのリフト量が小さくなり、減圧弁流量（燃料還流量）
も少なくなる制御特性を有している。
【００５１】
以上の構成により、リニアソレノイド２１への駆動電流値が０Ａであっても、ＳＣＶ６の
バルブと燃料供給路を形成する弁孔との間に異物が噛み込んでＳＣＶ６が閉弁せず、ＳＣ
Ｖ６が閉弁異常となり、これに伴ってサプライポンプ３の加圧室より圧送されるポンプ圧
送量が過剰圧送（例えば全量圧送）となり、コモンレール１、インジェクタ２、サプライ
ポンプ３および高圧配管１１を含むシステム内の燃料圧力が異常高圧となる場合が考えら
れる。
【００５２】
この場合、リニアソレノイド２２への駆動電流値が少なくとも第２所定値よりも大きい所
定値（Ａ）以下であれば（当然の如くリニアソレノイド２２への駆動電流値は０Ａである
）、減圧弁７のバルブが全開状態となっているので、上記のようなＳＣＶ６の閉弁異常故
障時であっても、コモンレール１内の燃料圧力を低くすることができる。これにより、シ
ステム内の異常高圧を逃がすことができるので、フェイルセーフとなる。また、第１実施
例と同様に、燃料圧力制御の昇圧から減圧までを、図５（ｃ）に示したように、１つの駆
動電流値に対する制御流量特性で制御できるので、ＥＣＵ１０によるコモンレール１内の
燃料圧力の制御性を向上することができる。
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【００５３】
［第３実施例］
図６は本発明の第３実施例を示したもので、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した図である。
【００５４】
本実施例では、ＳＣＶ６のバルブを開弁方向または閉弁方向に駆動するリニアソレノイド
２１と減圧弁７のバルブを開弁方向または閉弁方向に駆動するリニアソレノイド２２とを
、ＥＣＵ１０のマイクロコンピュータの出力回路に接続されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路２
０より出力される同一の駆動電圧値でリニアに弁開度を可変制御できるように並列接続し
ている。
【００５５】
［第４実施例］
図７は本発明の第４実施例を示したもので、ＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した図である。
【００５６】
本実施例では、ＥＣＵ１０のマイクロコンピュータの出力回路に接続されたＳＣＶ、減圧
弁駆動回路２０より出力される同一の駆動電流値または同一の駆動電圧値でリニアにＳＣ
Ｖ６のバルブおよび減圧弁７のバルブの弁開度を可変制御できるようにするために、ＳＣ
Ｖ６のバルブを開弁方向または閉弁方向に駆動すると共に、減圧弁７のバルブを開弁方向
または閉弁方向に駆動するリニアソレノイド２３を設けている。この場合には、ＳＣＶ６
と減圧弁７とを近接配置することが望ましい。
【００５７】
［変形例］
本実施例では、本発明を、ＰＩＤ（比例積分微分）制御によって、ＳＣＶ６のリニアソレ
ノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２またはリニアソレノイド２３に印加す
る駆動電流値（∝駆動ＤＵＴＹ）または駆動電圧値をフィードバック制御する方法に適用
したが、本発明を、ＰＩ（比例積分）制御またはＰＤ（比例微分）制御によって、ＳＣＶ
６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２またはリニアソレノイ
ド２３に印加する駆動電流値（∝駆動ＤＵＴＹ）または駆動電圧値をフィードバック制御
するようにしても良い。
【００５８】
本実施例では、インジェクタリーク量（ＱＬＥＡＫ）と燃料温度（ＴＨＦ）と実燃料圧力
（ＮＰＣ）と要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）とから要求制御流量（ＱＰＭＰ）を算出し、要求
制御流量（ＱＰＭＰ）と実燃料圧力（ＮＰＣ）とＳＣＶ＋減圧弁駆動電流値マップとから
駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出し、この駆動電流値（ＩＰＭＰ）にフィードバック補正量
（ＩＦＢ）を加算して最終的な駆動電流値（ＩＰＭＰ）を求めるようにしているが、要求
噴射量（ＱＦＩＮ）と要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と駆動ＤＵＴＹマップとから駆動ＤＵＴ
Ｙ（％）を算出し、この駆動ＤＵＴＹ（％）にフィードバック補正量（ＦＢＤＵＴＹ）を
加算して、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレノイド２２また
はリニアソレノイド２３に印加する最終的な駆動ＤＵＴＹ（％）を求めるようにしても良
い。この演算式を下記の数３、数４に示す。
【数３】
　
　
　
　
但し、ΔＰは（ＰＦＩＮ－ＮＰＣ）である。
【数４】
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なお、駆動ＤＵＴＹ（％）およびＦＢＤＵＴＹ（％）を駆動電流値（Ａ）および補正電流
値（Ａ）として算出するようにしても良い。
【００５９】
また、本発明を次のようなＰＩＤ制御に用いても良い。要求燃料圧力（ＰＦＩＮ）と実燃
料圧力（ＮＰＣ）との偏差（ΔＰ）を用い、公知のＰＩＤ制御によって、フィードバック
圧力量（ＰＦＢ）を算出する。この演算式を下記の数５に示す。
【数５】
　
　
　
　
【００６０】
このフィードバック圧力量（ＰＦＢ）に、体積弾性係数（Ｋα）をコモンレール体積（Ｖ
）で除算した値を乗算してフィードバック燃料量（ＱＦＢ）を算出する。次に、フィード
バック燃料量（ＱＦＢ）とインジェクタリーク量（ＱＬＥＡＫ）と要求噴射量（ＱＦＩＮ
）とを加算して要求制御流量（ＱＰＭＰ）を算出し、この要求制御流量（ＱＰＭＰ）に所
定の変換係数を乗算して、ＳＣＶ６のリニアソレノイド２１および減圧弁７のリニアソレ
ノイド２２またはリニアソレノイド２３に印加する駆動電流値（ＩＰＭＰ）を算出する。
【００６１】
本実施例では、通電量に応じて起磁力が増減するソレノイドコイルにより第１、第２バル
ブのリフト量（弁開度）が変更される電磁式のＳＣＶ（第１圧力制御弁）６および電磁式
の減圧弁（第２圧力制御弁）７を採用したが、通電量に応じて回転角度または回転速度が
変わる電動モータにより第１、第２バルブのリフト量が変更される電動式の第１圧力制御
弁または電動式の第２圧力制御弁を採用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】蓄圧式燃料噴射システムの全体構成を示した概略図である（第１実施例）。
【図２】ＥＣＵの制御ロジックを示した図である（第１実施例）。
【図３】ＥＣＵに内蔵されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した回路図である（第１実施例
）。
【図４】（ａ）は駆動電流値に対するポンプ吐出量特性を示した特性図で、（ｂ）は駆動
電流値に対する減圧弁流量（燃料還流量）特性を示した特性図で、（ｃ）は駆動電流値に
対する制御流量特性を示した特性図である（第１実施例）。
【図５】（ａ）は駆動電流値に対するポンプ吐出量特性を示した特性図で、（ｂ）は駆動
電流値に対する減圧弁流量（燃料還流量）特性を示した特性図で、（ｃ）は駆動電流値に
対する制御流量特性を示した特性図である（第２実施例）。
【図６】ＥＣＵに内蔵されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した回路図である（第３実施例
）。
【図７】ＥＣＵに内蔵されたＳＣＶ、減圧弁駆動回路を示した回路図である（第４実施例
）。
【図８】ＥＣＵの制御ロジックを示した図である（従来の技術）。
【図９】ＥＣＵに内蔵されたＳＣＶ駆動回路および減圧弁駆動回路を示した回路図である
（従来の技術）。
【図１０】（ａ）は駆動電流値に対するポンプ吐出量特性を示した特性図で、（ｂ）は駆
動電流値に対する減圧弁流量（燃料還流量）特性を示した特性図である（従来の技術）。
【符号の説明】
１　コモンレール（蓄圧容器）
２　インジェクタ（電磁式燃料噴射弁）
３　サプライポンプ（燃料供給ポンプ）
６　ＳＣＶ（第１圧力制御弁、吸入調量弁）
７　減圧弁（第２圧力制御弁）
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１０　ＥＣＵ（制御ユニット）
２０　ＳＣＶ、減圧弁駆動回路
２１　リニアソレノイド（第１ソレノイドコイル）
２２　リニアソレノイド（第２ソレノイドコイル）
２３　リニアソレノイド（同一のソレノイドコイル）
３５　燃料圧力センサ（燃料圧力検出手段）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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