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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関のラジエータに設けられた電動冷却ファンを制御するラジエータの冷却ファン
制御装置であって、
　前記機関に燃料を供給する経路内の燃料の温度相関値を検出する燃料温度検出手段と、
　前記経路内の燃料圧力を検出する燃料圧力検出手段と、
　前記機関の運転が停止中であることを検出する機関停止検出手段と、
　前記機関停止検出手段によって前記機関の運転が停止中であることが検出されるとき、
所定時間毎に前記燃料温度検出手段により前記温度相関値を検出するとともに前記燃料圧
力検出手段により前記燃料圧力を検出してそれら所定時間毎に検出される温度相関値及び
燃料圧力と燃料の飽和蒸気圧との関係に基づいて燃料の相状態を都度判定し、同燃料が気
体状態であると判定される度に前記電動冷却ファンが駆動されるように前記電動冷却ファ
ンを制御する制御手段と
　を備えることを特徴とするラジエータの冷却ファン制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のラジエータの冷却ファン制御装置において、
　前記制御手段は、前記燃料の飽和蒸気圧と前記温度相関値と前記燃料圧力とに基づいて
同燃料が液体状態になると判定されるときに前記電動冷却ファンを停止する
　ことを特徴とするラジエータの冷却ファン制御装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載のラジエータの冷却ファン制御装置において、
　前記制御手段は、前記電動冷却ファンの駆動期間と停止期間とからなる駆動周期を前記
温度相関値及び前記燃料圧力が前記機関の再始動に影響のない所定の範囲に包含されるま
で繰り返す
　ことを特徴とするラジエータの冷却ファン制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のラジエータの冷却ファン制御装置において、
　前記温度相関値及び前記燃料圧力から求められる前記燃料の状態と同燃料の飽和蒸気圧
との乖離度に基づいて前記電動冷却ファンの回転速度を変更する
　ことを特徴とするラジエータの冷却ファン制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内燃機関のラジエータに設けられた電動冷却ファンを制御する冷却ファン制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のエンジンルームには機関の冷却水を冷却するためのラジエータが備えられている
。このラジエータ内を通過する冷却水とラジエータを通過する走行風との間で熱交換が行
われることによって冷却水が冷却される。また、ラジエータを冷却する冷却ファンが備え
られ、車両停止時や低速走行時のように十分な量の走行風を見込むことができない場合に
は、この冷却ファンが駆動されることによってラジエータを通過する空気の流量が確保さ
れている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、高速走行等によって機関温度が高くなった直後に機関の稼動を
停止した場合における冷却ファンの駆動制御に関する発明が記載されている。機関温度が
高い状態で車両を停止すると、ラジエータを通過する走行風による冷却水の冷却がなくな
るために機関は高温に保たれることとなる。そして、高温の機関から放射される熱や伝達
される熱によってデリバリパイプやインジェクタ内の燃料が加熱されると、気化が促進さ
れて燃料内にベーパが発生する。その結果、機関を再始動した際に機関運転状態に見合っ
た量の燃料がインジェクタから噴射されず機関運転が不安定になる虞がある。
【０００４】
　そこで同公報に記載の発明では、機関停止直前に検出された冷却水温を燃料温度の代替
とし、これに基づいて機関停止時の冷却ファン駆動の有無及び駆動期間を決定する、若し
くは機関停止時から冷却水温が所定温度以下となるまでの間冷却ファンの駆動を継続する
ことによって機関再始動時における運転の不安定化を抑制している。
【特許文献１】特開平７－１０３０２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、燃料温度の代替である冷却水温が同一であっても機関停止直前の機関運
転状況に応じて燃料の気化が促進される場合とされない場合とがある。よって冷却ファン
の駆動を行う判定を機関停止時の冷却水温が所定の温度以上であるか否かによって判定す
ると、冷却水温が所定温度以下であっても気化が促進されている場合には適切な冷却手段
がとられないために機関再始動性を確保することは困難となり、一方冷却水温が所定温度
以上であっても気化が促進されない場合には冷却ファンを稼動するためのバッテリが無駄
に消費されるという問題が生じる。
【０００６】
　また、機関停止時から冷却水温が所定温度以下となるまでの間冷却ファンの駆動を継続
した場合には、燃料の気化が促進されることを抑制することはできるものの、必要以上に
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冷却ファンが稼動されてバッテリが無駄に消費される虞がある。
【０００７】
　この発明は、こうした従来の実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷却ファ
ンの駆動を適切に制御することによってバッテリの無駄な消費を抑制しつつ、再始動時に
おける機関運転の不安定化を抑制することのできるラジエータの冷却ファン制御装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明は、内燃機関のラジエータに設けられた電動冷却ファンを制御す
るラジエータの冷却ファン制御装置であって、前記機関に燃料を供給する経路内の燃料の
温度相関値を検出する燃料温度検出手段と、前記経路内の燃料圧力を検出する燃料圧力検
出手段と、前記機関の運転が停止中であることを検出する機関停止検出手段と、前記機関
停止検出手段によって前記機関の運転が停止中であることが検出されるとき、所定時間毎
に前記燃料温度検出手段により前記温度相関値を検出するとともに前記燃料圧力検出手段
により前記燃料圧力を検出してそれら所定時間毎に検出される温度相関値及び燃料圧力と
燃料の飽和蒸気圧との関係に基づいて燃料の相状態を都度判定し、同燃料が気体状態であ
ると判定される度に前記電動冷却ファンが駆動されるように前記電動冷却ファンを制御す
る制御手段とを備えることをその要旨とする。
【０００９】
　内燃機関を搭載した車両等をその機関温度が高い状態で停止すると、ラジエータを通過
する走行風による冷却水の冷却及び冷却水の循環がなくなるために機関は高温に保たれる
。この高温の機関から放射される熱や伝達される熱によってデリバリパイプやインジェク
タ内の燃料は加熱され燃料温度が上昇し、それに伴って飽和蒸気圧も上昇する。一方、機
関運転停止中には燃料の加圧がなくなるために燃料圧力は下降する。従って、燃料圧力が
飽和蒸気圧以下となり、燃料の気化が促進されベーパが発生する虞がある。
【００１０】
　この点、請求項１に記載の発明によれば、機関停止検出手段によって機関の運転が停止
中であることが検出されるとき、所定時間毎に燃料温度検出手段により温度相関値を検出
するとともに燃料圧力検出手段により燃料圧力を検出してそれら所定時間毎に検出される
燃料温度相関値及び燃料圧力と燃料の飽和蒸気圧との関係に基づいて燃料の相状態を都度
判定し、同燃料が気体状態であると判定される度に電動冷却ファンを駆動することにより
、例えば現在の燃料温度相関値及び燃料圧力と燃料の飽和蒸気圧との関係に基づいて燃料
が気体状態になると判定される場合、即ち燃料の気化が促進され燃料内にベーパが発生す
る可能性が高い場合に、電動冷却ファンを駆動させてベーパの発生を抑制することができ
る。そしてこのように、機関停止検出手段によって機関の運転が停止中であることが検出
されるときに、所定時間毎に燃料温度相関値及び燃料圧力を検出してそれら所定時間毎に
検出される燃料温度相関値及び燃料圧力と燃料の飽和蒸気圧との関係に基づいて電動冷却
ファンを適切に制御することにより、バッテリの無駄な消費を抑制しつつ燃料の気化を好
適に抑制することが可能となるため、再始動時における機関運転の不安定化を抑制するこ
とが可能となる。なお、燃料の温度相関値・燃料圧力とは、燃料温度センサ・燃料圧力セ
ンサ等によって直接検出される燃料温度・燃料圧力であってもよいし、例えば燃料温度と
相関関係を有する機関冷却水温のような値、或いはその補正値であってもよい。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段は、前記燃料
の飽和蒸気圧と前記温度相関値と前記燃料圧力とに基づいて同燃料が液体状態になると判
定されるときに前記電動冷却ファンを停止することをその要旨とする。
【００１３】
　上記構成によれば、燃料の飽和蒸気圧と温度相関値と燃料圧力とに基づいて同燃料が液
体状態になると判定されるときに電動冷却ファンの駆動を停止しているため、燃料が実際
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に気体状態になるまでは電動冷却ファンを停止することにより必要以上に電動冷却ファン
を駆動するという無駄を省き、バッテリの消費電力量を低減させることができる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記制御手段は、前
記電動冷却ファンの駆動期間と停止期間とからなる駆動周期を前記温度相関値及び前記燃
料圧力が前記機関の再始動に影響のない所定の範囲に包含されるまで繰り返すことをその
要旨とする。
【００１５】
　上記構成によれば、燃料の温度相関値及び燃料圧力が再始動に影響のない所定の範囲に
包含されるまで電動冷却ファンの駆動周期を繰り返し行っているため、電動冷却ファンの
駆動を終了した後においても燃料の気化を実質的に抑制することが可能となり、再始動時
の機関運転の不安定化を抑制することができる。
【００１６】
　また、請求項４に記載の発明のように、燃料の温度相関値及び燃料圧力から求められる
燃料の状態と燃料の飽和蒸気圧との乖離度に基づいて冷却ファンの回転速度を変更するこ
とにより、例えば燃料の状態が気体状態にあって飽和蒸気圧との乖離度が大きいときほど
冷却ファンの回転数を増加して単位時間あたりの空気の流量を増加させることにより冷却
効率を上げることが可能となり、他方乖離度が小さいときほど冷却ファンの回転数を減少
させることにより、冷却ファンを稼動するために必要とされる単位時間あたりの電力量も
減ることとなり消費されるバッテリの総電力量を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図４を参照して説明する。
　図１は車両に搭載される内燃機関及びその水冷式冷却装置の概略構成を示している。同
図１に示されるように、内燃機関１０にはデリバリパイプ１６が設けられるとともに、同
デリバリパイプ１６にはシリンダ（図示略）内に燃料を噴射するインジェクタ１７が接続
されている。また、シリンダブロック（図示略）には機関冷却水が流通する通路であるウ
ォータジャケット１１が備えられている。このウォータジャケット１１とラジエータ１２
とは冷却水通路１３ａ、１３ｂによって連通されている。車両の前進方向を前方として、
このラジエータ１２の後方にはモータ１４によって駆動される電動冷却ファン１５が備え
られている。
【００１８】
　また、この内燃機関１０には、その機関運転状態を含め種々の情報を検出するための各
種センサが設けられている。例えば、デリバリパイプ１６には燃料圧力ＰＦを検出する燃
圧センサ２２が設けられている。また、ウォータジャケット１１には機関冷却水温ＴＨＷ
を検出する冷却水温センサ２１が設けられている。なお、この機関冷却水温ＴＨＷは、機
関温度や燃料温度と相関があるため、それらの代替値として用いられる。
【００１９】
　これら各種センサの検出信号及びイグニッションスイッチ２３のオン操作及びオフ操作
に対応する信号はいずれも内燃機関１０の電子制御装置２４に入力される。この電子制御
装置２４は、各種制御プログラムや演算用マップ、各種制御の実行に際して算出されるデ
ータ等を記憶保持する記憶部２５を備えている。なお、記憶部２５は、ＲＯＭ及びＲＡＭ
の他、機関運転が停止された場合、換言すれば電子制御装置２４に対する給電が停止され
た場合においても、バッテリ（図示略）の給電によりその記憶内容を保持するバックアッ
プＲＡＭを含んでいる。電子制御装置２４は、実行する各種制御のうちの一つとして、こ
れらセンサの検出信号及びイグニッションスイッチ２３の信号に基づいて、電動冷却ファ
ン１５の駆動を制御する。
【００２０】
　次に、この電子制御装置２４により実行される電動冷却ファン駆動制御について図２及
び図３を参照して説明する。
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　図２は、電動冷却ファン駆動の処理手順を示すフローチャートである。このフローチャ
ートに示す一連の処理は、電子制御装置２４によって所定の周期をもって繰り返し実行さ
れる。
【００２１】
　同図２に示すように、この一連の処理においてはまず、内燃機関１０の運転が停止して
いるか否かが判断され（ステップＳ２００）、機関運転が停止していない旨判断された場
合（ステップＳ２００：ＮＯ）、機関運転時における電動冷却ファン１５の駆動制御が実
行され（ステップＳ２１０）、この一連の処理は一旦終了される。具体的には、イグニッ
ションスイッチ２３のオフ操作に相当する信号が電子制御装置２４に入力されている場合
に内燃機関１０の運転が停止していると判断される。
【００２２】
　一方、機関運転が停止している旨判断された場合（ステップＳ２００：ＹＥＳ）、冷却
水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦが読み込まれる（ステップＳ２０１）。なお、本実施形態にお
いては燃料温度と数℃～１０℃程度の差を有する冷却水温ＴＨＷが燃料温度相関値として
用いられているとともに、燃料圧力ＰＦについては圧力相関値を用いるのではなく、燃圧
センサ２２によって直接検出されている。また、冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦは、各
々冷却水温センサ２１と燃圧センサ２２によって所定の周期をもって繰り返し検出される
。その検出値は記憶部２５に記憶され、順次新しい値に更新される。
【００２３】
　そして、冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとから燃料の状態がＡ領域内に含まれるか否か
が判断される（ステップＳ２０２）。Ａ領域とは、具体的には図４に斜線によって示され
る領域のことであって、内燃機関１０の再始動に影響を及ぼさない燃料状態の範囲に相当
する。なお、一旦燃料の状態がＡ領域内に含まれる旨判断された場合（ステップＳ２０２
：ＹＥＳ）、この一連の処理は終了されるとともに、次回の機関始動時まで中断される。
【００２４】
　一方、燃料の状態がＡ領域内に含まれない旨判断された場合（Ｓ２０２：ＮＯ）、図３
に示される演算用マップを通じて、冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとから燃料が気体状態
であるか否かが判断される（ステップＳ２０３）。なお、この演算用マップは実験等を通
じて得られた結果に基づいて予め作成されたものであり、記憶部２５に記憶されている。
具体的には、曲線は燃料の飽和蒸気圧を表しているが、上記のように燃料温度と冷却水温
ＴＨＷとは差を有しているため、実験等を通じてこの差が補正されている。図３の演算用
マップは平衡状態となった場合を示しており、平衡状態にない場合には液体状態の燃料と
気体状態の燃料とが存在する。そして、燃料の状態がＬ領域に含まれる場合には液体状態
への変化が進行し、燃料の状態がＧ領域に含まれる場合には気体状態への変化が進行する
。ここでは、冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとから求められる燃料の状態が、同図３にお
いて曲線よりも上側の領域に相当するＬ領域に含まれる場合、燃料が液体状態である（液
体状態になる）と判断される。また、燃料の状態が曲線よりも下側の領域に相当するＧ領
域に含まれる場合、燃料が気体状態である（気体状態になる）と判断される。
【００２５】
　燃料が気体状態である旨判断された場合（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、電動冷却ファ
ン１５が駆動される（ステップＳ２０４）。
　次に、電動冷却ファン１５が駆動されてから所定期間Ｔが経過したか否かが判断され（
ステップＳ２０５）、所定期間Ｔが経過していない旨判断される場合（ステップＳ２０５
：ＮＯ）、電動冷却ファン１５の駆動が継続され、所定期間Ｔが経過した旨判断される場
合（ステップＳ２０５：ＹＥＳ）、電動冷却ファン１５は停止され（ステップＳ２０６）
、この一連の処理は一旦終了される。ここで、所定期間Ｔは実験等に基づいて適切な期間
に設定され、例えば２分間程度に設定することができる。
【００２６】
　また、燃料が気体状態でない旨判断された場合（ステップＳ２０３：ＮＯ）、換言すれ
ば、燃料が液体状態である（液体状態になる）旨判断された場合、電動冷却ファン１５は
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停止され（ステップＳ２０６）、この一連の処理は一旦終了される。
【００２７】
　図４（ａ）は、図２のフローチャートに示される冷却ファン駆動処理が実行された場合
における燃料の飽和蒸気圧に対する冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦの変化の一例を示し
ている。
【００２８】
　同図４（ａ）には、従来例における冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦの変化が一点鎖線
で示されているとともに、本実施形態における冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦの変化が
破線で示されている。また、実線は燃料の飽和蒸気圧を示している。
【００２９】
　従来例においては、機関運転の停止が検出されると、冷却ファンが駆動される（ａ１）
。その後、冷却水温ＴＨＷが基準冷却水温ＴＨＷＴＨ以下にまで冷却されると冷却ファン
の駆動が停止される（ａ２）。本実施形態においては、機関運転の停止後に燃料が気体状
態であると判断されると、冷却ファンが駆動される（ａ３）。そして、予め設定される冷
却ファンの駆動時間の終了後、再び燃料が気体状態であると判断されると冷却ファンが駆
動される。この冷却ファンの駆動は、燃料の状態が内燃機関１０の再始動に影響のない範
囲に相当する斜線で示されたＡ領域に包含されるまで繰り返し行われる（ａ４）。
【００３０】
　以上説明した本実施形態によれば、以下に列挙する効果を奏することができる。
　（１）燃料の飽和蒸気圧と燃料温度の代替である冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとに基
づいて電動冷却ファン１５の駆動を適切に制御することにより、バッテリの無駄な消費を
抑制しつつ燃料の気化を好適に抑制することが可能となるため、再始動時における機関運
転の不安定化を抑制することが可能となる。
【００３１】
　（２）本実施形態の冷却ファン駆動処理においては、イグニッションスイッチ２３のオ
フ操作に相当する信号が電子制御装置２４に入力され、且つ燃料の飽和蒸気圧と冷却水温
ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとに基づいて同燃料が気体状態になると判定されるときに電動冷却
ファン１５を駆動することにより、例えば現在の冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦと燃料
の飽和蒸気圧とに基づいて燃料が気体状態になると判定される場合、即ち燃料の気化が促
進され燃料内にベーパが発生する可能性が高い場合に、電動冷却ファン１５を駆動させて
ベーパの発生を抑制することができる。
【００３２】
　（３）燃料の飽和蒸気圧と冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとに基づいて同燃料が液体状
態になると判定されるときに電動冷却ファン１５の駆動を停止しているため、燃料が実際
に気体状態になるまでは電動冷却ファン１５を停止することにより必要以上に電動冷却フ
ァン１５を駆動するという無駄を省き、バッテリの消費電力量を低減させることができる
。
【００３３】
　（４）冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦが再始動に影響のない所定の範囲に包含される
まで電動冷却ファン１５の駆動期間と停止期間とからなる駆動周期を繰り返し行っている
ため、電動冷却ファン１５の駆動を終了した後においても燃料の気化を実質的に抑制する
ことが可能となり、再始動時の機関運転の不安定化を抑制することができる。
【００３４】
　尚、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の形態にて実施することもできる。
　・本実施形態においては、冷却ファンの回転速度を一定としているが、冷却水温ＴＨＷ
及び燃料圧力ＰＦから求められる燃料の状態と燃料の飽和蒸気圧との乖離度に基づいて冷
却ファンの回転速度を変更するようにしてもよい。上記構成によれば、新たに（５）例え
ば燃料の状態が気体状態にあって飽和蒸気圧との乖離度が大きいときほど冷却ファンの回
転数を増加して単位時間あたりの空気の流量を増加させることにより冷却効率を上げるこ
とが可能となり、他方乖離度が小さいときほど冷却ファンの回転数を減少させることによ
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り、冷却ファンを稼動するために必要とされる単位時間あたりの電力量も減ることとなり
消費されるバッテリの総電力量を減らすことができる、といった作用効果を奏することが
できる。
【００３５】
　・本実施形態においては、燃料が気体状態になると判定されるときに電動冷却ファン１
５を所定期間駆動しているが、燃料が気体状態になると判定されてから液体状態になると
判定されまで電動冷却ファン１５を駆動するようにしてもよい。同構成によれば、冷却水
温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦの変化を燃料の飽和蒸気圧曲線に更に近付けることができるため
、燃料の気化を更に適切に抑制しつつバッテリの消費電力量を低減させることができる。
【００３６】
　・本実施形態においては、機関運転停止後、燃料の飽和蒸気圧と冷却水温ＴＨＷと燃料
圧力ＰＦとに基づいて同燃料が気体状態になるまでは電動冷却ファン１５を停止するよう
にしている。その後、冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦが再始動に影響のない所定の範囲
に包含されるまで電動冷却ファン１５の駆動期間と停止期間とからなる駆動周期を繰り返
し行っている。これに限らず、機関停止時の冷却水温ＴＨＷ及び燃料圧力ＰＦに基づいて
電動冷却ファン１５の駆動時間を決定し、電動冷却ファン１５の駆動を機関停止時から開
始するようにしてもよい。
【００３７】
　上記構成を採用した場合における、冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦの変化の一例を図４
（ｂ）（ｃ）に示す。同図４（ｂ）（ｃ）は、機関停止時の冷却水温ＴＨＷは同一である
ものの燃料圧力ＰＦが異なる場合における変化の一例を示している。詳しくは、図４（ｂ
）は高燃圧時における変化の一例であり、図４（ｃ）は低燃圧時における変化の一例であ
る。
【００３８】
　同図４（ｂ）（ｃ）には、従来例における冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦの変化が一点
鎖線及び二点鎖線で示されているとともに、本実施形態における冷却水温ＴＨＷと燃料圧
力ＰＦの変化が破線で示されている。なお、従来例のうち設定される電動冷却ファン１５
の駆動時間が長い従来例１が一点鎖線で示され、短い従来例２が二点鎖線で示されている
。また、冷却ファン駆動開始時（ｂ１、ｃ１）から駆動終了時（ｂ２、ｂ３、ｂ４、ｃ２
、ｃ３、ｃ４）の各々までの冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦの変化は一様であるから、一
点鎖線のみで示されている。
【００３９】
　機関運転の停止が検出されると、電動冷却ファン１５の駆動が開始される（ｂ１、ｃ１
）。このとき、従来例においては機関停止時の冷却水温ＴＨＷに応じて電動冷却ファン１
５の駆動時間が設定される。他方、本実施形態においては機関停止時の冷却水温ＴＨＷ及
び燃料圧力ＰＦに応じて電動冷却ファン１５の駆動時間が設定される。その後、前述のよ
うに設定された冷却ファンの駆動時間が経過すると冷却ファンの駆動が停止される。この
ときの冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦの変化は、従来例１についてはｂ４及びｃ４、従来
例２についてはｂ２及びｃ２、本実施形態についてはｂ３及びｃ３に相当する。
【００４０】
　よって、冷却水温ＴＨＷと燃料圧力ＰＦとに応じて電動冷却ファン１５の駆動時間を設
定しているため（ｂ３，ｃ３）、電動冷却ファン１５を過剰に駆動することに起因する過
冷却（ｂ４，ｃ４）や、駆動時間の不足による燃料の気化（ｂ２，ｃ２）を抑制すること
ができる。すなわち、上記（１）に準ずる効果を得ることができる。
【００４１】
　・本実施形態においては、燃料温度の代替値として冷却水温ＴＨＷを用いているが、燃
料温度センサを設け、それによって燃料温度を直接検出するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施形態におけるラジエータの冷却ファン制御装置及びその周辺構成
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を示す概略構成図。
【図２】同実施形態における電動冷却ファン駆動制御の処理手順を示すフローチャート。
【図３】燃料の飽和蒸気圧曲線図。
【図４】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）内燃機関停止後における冷却水温と燃料圧力の変化を示
すグラフ。
【符号の説明】
【００４３】
　１０…内燃機関、１１…ウォータジャケット、１２…ラジエータ、１３ａ、１３ｂ…冷
却水通路、１４…モータ、１５…電動冷却ファン、１６…デリバリパイプ、１７…インジ
ェクタ、２１…冷却水温センサ、２２…燃圧センサ、２３…イグニッションスイッチ、２
４…電子制御装置、２５…記憶部

【図１】 【図２】
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