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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料を高圧状態で蓄圧するコモンレールと、
　エンジンにより回転駆動されて燃料を吸入及び吐出し、前記コモンレールに燃料を高圧
化して供給する高圧供給ポンプと、
　エンジンとは別の駆動源により回転駆動され、燃料タンクから燃料を吸入し前記高圧供
給ポンプへ供給する低圧供給ポンプと、
　この低圧供給ポンプと前記高圧供給ポンプとの間の燃料流路に設けられ、前記低圧供給
ポンプから吐出された燃料の圧力を調節する圧力レギュレータと、
　前記高圧供給ポンプの吸入側で燃料が保持する駆動力と相関を有する特定パラメータを
監視することで、前記高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する異常検出手段
とを備える燃料噴射装置であって、
　前記コモンレールに蓄圧される燃料の圧力を検出するレール圧センサを備え、
　前記高圧供給ポンプは、弁開度が可変である吸入調量弁を介して燃料を吸入し、
　前記異常検出手段は、前記エンジンが停止しているときに、前記吸入調量弁を開弁して
前記コモンレールと前記低圧供給ポンプとを連通させ、前記吸入調量弁の弁開度を所定値
に略一致するように制御し、前記低圧供給ポンプを作動させて、燃料を前記コモンレール
に供給し、
　前記特定パラメータとして、前記レール圧センサで検出される圧力を監視することを特
徴とする燃料噴射装置。
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【請求項２】
　燃料を高圧状態で蓄圧するコモンレールと、
　エンジンにより回転駆動されて燃料を吸入及び吐出し、前記コモンレールに燃料を高圧
化して供給する高圧供給ポンプと、
　エンジンとは別の駆動源により回転駆動され、燃料タンクから燃料を吸入し前記高圧供
給ポンプへ供給する低圧供給ポンプと、
　この低圧供給ポンプと前記高圧供給ポンプとの間の燃料流路に設けられ、前記低圧供給
ポンプから吐出された燃料の圧力を調節する圧力レギュレータと、
　前記コモンレールに蓄圧される燃料の圧力を検出するレール圧センサと
　を備えた燃料噴射装置の異常検出方法において、
　前記高圧供給ポンプは、弁開度が可変である吸入調量弁を介して燃料を吸入し、
　前記エンジンが停止しているときに、前記吸入調量弁を開弁して前記コモンレールと前
記低圧供給ポンプとを連通させ、前記吸入調量弁の弁開度を所定値に略一致するように制
御し、前記低圧供給ポンプを作動させて、燃料を前記コモンレールに供給し、
　前記高圧供給ポンプの吸入側で燃料が保持する駆動力と相関を有する特定パラメータと
して、前記レール圧センサで検出される圧力を監視することで、前記高圧供給ポンプの吸
入側の燃料の圧力異常を検出することを特徴とする燃料噴射装置の異常検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンに燃料を噴射供給する燃料噴射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、エンジンに搭載され、エンジンの気筒内に燃料を噴射するインジェクタと、
燃料を高圧状態で蓄圧するとともに、蓄圧された燃料をインジェクタに分配するコモンレ
ールと、エンジンにより回転駆動され、コモンレールに燃料を高圧化して供給する燃料供
給ポンプと、インジェクタや燃料供給ポンプ等を駆動制御する制御手段とを備えた蓄圧式
の燃料噴射装置が公知である。
【０００３】
　この蓄圧式の燃料噴射装置では、燃料供給ポンプにおいて、燃料タンクから燃料を汲み
上げる低圧供給ポンプを、高圧供給ポンプと切り離して燃料タンクに取り付け、エンジン
とは別の駆動源（例えば、車載電源から給電を受けて回転する電動モータ）により回転駆
動させるものが考えられている。そして、低圧供給ポンプから吐出された燃料は、圧力レ
ギュレータにより所定の圧力に調節された後、高圧供給ポンプに吸入される。
【０００４】
　近年、低圧供給ポンプを高圧供給ポンプと別体とする燃料噴射装置では、高圧供給ポン
プの性能向上および耐久性向上等の観点から、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力異常を
簡便に検出したい、との要請が高まっている。そこで、高圧供給ポンプの吸入側の燃料流
路に圧力センサを設置し、直接的に、高圧供給ポンプに吸入される燃料の圧力を検出して
監視する方法が考えられている。
【０００５】
　しかし、この方法によれば、圧力センサを新規に設置することになるため、コストアッ
プにつながるとともに、設置スペースを検討する必要もある。
　なお、高圧供給ポンプの吐出側で、新規にリリーフ弁を追加する等のコストアップを行
うことなく燃料の圧力を調節することができる技術が考えられている（例えば、特許文献
１参照）。しかし、この技術は、高圧供給ポンプの吐出側の圧力調節に適するものであり
、高圧供給ポンプの吸入側の圧力調節に適用することは困難である。
【特許文献１】特開平８－１５８９７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、低圧供給ポンプを高圧
供給ポンプと別体とする燃料噴射装置において、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力を直
接的に監視することなく、簡便に、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力異常を検出するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　〔請求項１の手段〕
　請求項１に記載の燃料噴射装置は、燃料を高圧状態で蓄圧するコモンレールと、エンジ
ンにより回転駆動されて燃料を吸入及び吐出し、コモンレールに燃料を高圧化して供給す
る高圧供給ポンプと、エンジンとは別の駆動源により回転駆動され、燃料タンクから燃料
を吸入し高圧供給ポンプへ供給する低圧供給ポンプと、低圧供給ポンプと高圧供給ポンプ
との間の燃料流路に設けられ、低圧供給ポンプから吐出された燃料の圧力を調節する圧力
レギュレータと、高圧供給ポンプの吸入側で燃料が保持する駆動力と相関を有する特定パ
ラメータを監視することで、高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する異常検
出手段とを備える。
【０００８】
　燃料が保持する駆動力（燃料保持力）は燃料の圧力に相当するから、高圧供給ポンプの
吸入側の燃料保持力と相関を有する特定パラメータを監視すれば、高圧供給ポンプの吸入
側の燃料の圧力を監視することができる。また、燃料保持力は、低圧供給ポンプ等のポン
プにより駆動力を与えられることにより増加し、流路抵抗により減少する（以下、低圧供
給ポンプ等のポンプにより燃料に与えられる駆動力を「ポンプ付与力」と呼ぶ）。よって
、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持力は、燃料タンクから高圧供給ポンプの吸入口に至
る燃料流路の流路抵抗と、低圧供給ポンプによるポンプ付与力とが大幅に変動しなければ
、所定の範囲で推移する。
【０００９】
　したがって、特定パラメータを監視すれば、容易に、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保
持力の異常、つまり、高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出することができる
。そこで、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持力と相関を有する既存の指令値や検出値等
の中から、特定パラメータを選択すれば、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力を直接的に
監視することなく、簡便に、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力異常を検出することがで
きる。
【００１０】
　また、請求項１に記載の燃料噴射装置は、コモンレールに蓄圧される燃料の圧力を検出
するレール圧センサを備える。そして、高圧供給ポンプは、弁開度が可変である吸入調量
弁を介して燃料を吸入し、異常検出手段は、エンジンが停止しているときに、吸入調量弁
を開弁してコモンレールと低圧供給ポンプとを連通させ、吸入調量弁の弁開度を所定値に
略一致するように制御し、低圧供給ポンプを作動させて、燃料をコモンレールに供給し、
特定パラメータとしてレール圧センサで検出される圧力（コモンレールに蓄圧される燃料
の圧力（レール圧））を監視する。
【００１１】
　エンジンが停止していれば、高圧供給ポンプからコモンレールまでの燃料流路における
ポンプ付与力はゼロであり、吸入調量弁の弁開度が所定値に略一致していれば、高圧供給
ポンプからコモンレールまでの燃料流路の流路抵抗も一定である。このため、エンジンが
停止しており、吸入調量弁の弁開度が所定値に略一致するように制御されている時、レー
ル圧は、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持力に応じて増加する。
【００１２】
　つまり、エンジンが停止しており、吸入調量弁の弁開度が所定値に略一致するように制
御されている時、レール圧は、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持力と正の相関を有する
ので、特定パラメータとして選択することができる。
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【００１３】
　以上により、エンジンが停止しており、吸入調量弁の弁開度が所定値に略一致するよう
に制御され、低圧供給ポンプが作動している時に、既存の検出値であるレール圧を監視す
れば、簡便に、高圧供給ポンプ吸入側の燃料の圧力異常を検出することができる。
【００１４】
　〔請求項２の手段〕
　請求項２に記載の燃料噴射装置の異常検出方法は、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持
力と相関を有する特定パラメータとしてコモンレールに蓄圧される燃料の圧力（レール圧
）を監視することで、高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　最良の形態１の燃料噴射装置は、燃料を高圧状態で蓄圧するコモンレールと、エンジン
により回転駆動されて燃料を吸入及び吐出し、コモンレールに燃料を高圧化して供給する
高圧供給ポンプと、エンジンとは別の駆動源により回転駆動され、燃料タンクから燃料を
吸入し高圧供給ポンプへ供給する低圧供給ポンプと、低圧供給ポンプと高圧供給ポンプと
の間の燃料流路に設けられ、低圧供給ポンプから吐出された燃料の圧力を調節する圧力レ
ギュレータと、高圧供給ポンプの吸入側の燃料保持力と相関を有する特定パラメータを監
視することで、高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する異常検出手段とを備
える。
【００１６】
　また、コモンレールに蓄圧される燃料の圧力を検出するレール圧センサを備え、高圧供
給ポンプは、弁開度が可変である吸入調量弁を介して燃料を吸入する。
そして、異常検出手段は、エンジンが停止しており、吸入調量弁の弁開度が所定値に略一
致するように制御され、低圧供給ポンプが作動している時に、特定パラメータとしてレー
ル圧を監視する。
【実施例１】
【００１７】
　〔実施例１の構成〕
　実施例１の燃料噴射装置１の構成を、図１を用いて説明する。
　なお、燃料噴射装置１は、ディーゼルエンジン等の直噴型エンジン（以下、エンジンと
呼ぶ）の気筒内に燃料を噴射供給するものである。
【００１８】
　この燃料噴射装置１は、エンジンに搭載され、エンジンの気筒内に燃料を噴射するイン
ジェクタ２と、燃料を高圧状態で蓄圧するとともに、蓄圧された燃料をインジェクタ２に
分配するコモンレール３と、エンジンにより回転駆動され、コモンレール３に燃料を高圧
化して供給する高圧供給ポンプ４と、エンジンとは別の駆動源により回転駆動され、燃料
タンク５から燃料を吸入し高圧供給ポンプ４へ供給する低圧供給ポンプ６と、低圧供給ポ
ンプ６と高圧供給ポンプ４との間の燃料流路７、８に設けられ、低圧供給ポンプ６から吐
出された燃料の圧力を調節する圧力レギュレータ１０と、インジェクタ２や高圧、低圧供
給ポンプ４、６等を駆動制御する制御手段１１とを備える。
【００１９】
　インジェクタ２は、噴孔を開閉するニードル状の弁体、この弁体を、開弁方向に駆動す
るアクチュエータとしてのソレノイドコイルを有する。そして、インジェクタ２は、ソレ
ノイドコイルへの通電および非通電を繰り返すことで、弁体の反噴孔側において燃料を給
排させて噴孔を開閉する。
【００２０】
　ソレノイドコイルへの通電は、制御手段１１からの指令に基づいて実行される。すなわ
ち、制御手段１１は、エンジン回転数等のエンジンの状態を示す検出値に応じて噴射を開
始する時期（つまり、ソレノイドコイルに通電を開始する時期：通電開始時期）、および
噴射を持続する期間（つまり、ソレノイドコイルに通電を持続する期間：通電期間）を算
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出する。
【００２１】
　そして、制御手段１１は、通電開始時期や通電期間等の指令値に基づく指令信号を合成
するとともに、この指令信号に応じて車載電源からソレノイドコイルに通電させる。これ
により、インジェクタ２は、エンジンの状態に応じた時期に、エンジンの状態に応じた量
の燃料を噴射することができる。
【００２２】
　コモンレール３は、燃料を高圧状態で蓄圧する蓄圧容器として機能するとともに、蓄圧
された燃料をインジェクタ２に分配する分配容器として機能する。コモンレール３の一端
には、コモンレール３に蓄圧される燃料の圧力（レール圧）を検出するレール圧センサ１
３が装着されている。そして、レール圧センサ１３から出力される検出信号は制御手段１
１にてＡ／Ｄ変換され、レール圧の検出値として各種の指令値の算出に用いられる。
【００２３】
　高圧供給ポンプ４は、エンジンにより回転駆動され、コモンレール３に燃料を高圧化し
て供給する高圧ポンプ１５、高圧ポンプ１５に吸入される燃料を調量する吸入調量弁（Ｓ
ＣＶ）１６等からなる。
【００２４】
　高圧ポンプ１５は、複数のシリンダが形成されたボディ、このシリンダに摺動自在に収
容されたピストン、クランクシャフトから伝達される回転運動を直線往復運動に変換し、
ピストンをシリンダ内で往復動させるカム機構等から構成されている。そして、燃料は、
シリンダの内周面やピストンの端面等で形成される加圧室に吸入され、この加圧室で高圧
化されて吐出される。つまり、カム機構の作動に応じてピストンがシリンダ内を往復する
ことで加圧室が拡縮され、この加圧室の拡縮に応じて、加圧室へ燃料が吸入されて高圧化
され、加圧室から高圧化された燃料が吐出される。
【００２５】
　ＳＣＶ１６は、通電により磁気吸引力を発生させるソレノイドコイル１８、磁気吸引力
を受けて圧力レギュレータ１０から高圧ポンプ１５に向かう燃料流路８を閉鎖する方向に
移動するアーマチャ１９、燃料流路８を開放する方向にアーマチャ１９を付勢するスプリ
ング２０等により構成されている。すなわち、ＳＣＶ１６は、ソレノイドコイル１８が非
通電状態にあるとき、弁開度が１００％（つまり、全開）となる常開型の電磁弁である。
また、ソレノイドコイル１８への通電量は、制御手段１１でデューティ制御されるため、
ＳＣＶ１６は、通電量に応じて弁開度を変更できる可変開度型の電磁弁である。
【００２６】
　ここで、ＳＣＶ１６の弁開度（ＳＣＶ弁開度、と呼ぶ）は、レール圧の検出値に応じて
調節される。すなわち、制御手段１１は、レール圧がエンジンの運転状態に応じて算出さ
れる目標レール圧（つまり、レール圧の指令値）に略一致するように、ＳＣＶ弁開度を調
節する。より具体的には、制御手段１１は、レール圧における検出値と指令値との差、ま
たは指令値に対する検出値の比率を算出するとともに、これらの差または比率の値に応じ
て、ＳＣＶ弁開度の指令値、このＳＣＶ弁開度の指令値を達成するのに必要な通電量の指
令値、さらに、この通電量を達成するのに必要なデューティ比の指令値を算出する。
【００２７】
　そして、制御手段１１は、算出されたデューティ比の指令値に基づいて、指令信号を合
成するとともに、この指令信号に応じて車載電源からソレノイドコイル１８に通電させる
。これにより、ＳＣＶ弁開度は指令値に略一致する大きさに調節され、レール圧の検出値
も、指令値に略一致するようになる。
【００２８】
　低圧供給ポンプ６は、エンジンとは別の駆動源である電動モータにより、周知の羽根車
を回転駆動することで、燃料タンク５から燃料を吸入し高圧供給ポンプ４へ供給するもの
である。
【００２９】



(6) JP 4453623 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

　電動モータは、エンジンの起動とともに作動を開始し、エンジン運転中は略一定の大き
さの通電が行われる。このため、電動モータは、異常がなければ羽根車に略一定のトルク
を与えるので低圧供給ポンプ６により燃料に与えられる駆動力は略一定の大きさになる。
つまり、低圧供給ポンプ６から吐出される燃料の流量および圧力は、エンジン運転中、異
常がなければ略一定になる（以下、高圧、低圧供給ポンプ４、６等のポンプにより燃料に
与えられる駆動力を「ポンプ付与力」と呼ぶ）。
【００３０】
　なお、電動モータは、エンジン停止中であっても、後記のように高圧供給ポンプ４の吸
入側の燃料の圧力異常を検出するため、制御手段１１からの指令により作動することがで
きる。
【００３１】
　圧力レギュレータ１０は、低圧供給ポンプ６から高圧供給ポンプ４に燃料を導くための
燃料流路７、８に設けられ、低圧供給ポンプ６から吐出された燃料の圧力を調節する。圧
力レギュレータ１０は、自身よりも上流側の燃料流路７、下流側の燃料流路８、および低
圧供給ポンプ６から吐出される燃料の一部を燃料タンク５に戻すためのリターン流路２２
に接続する。
【００３２】
　そして、圧力レギュレータ１０には、上流側の燃料流路７と下流側の燃料流路８とを接
続する主内部流路、および主内部流路から分岐してリターン流路２２に接続するリターン
内部流路が形成されている。そして、リターン内部流路には、主内部流路からリターン内
部流路に向かう燃料の流れを阻止する逆止弁が設けられている。この逆止弁は、所定のセ
ット荷重を与えられたスプリングが取り付けられ、常時、リターン内部流路を閉鎖する方
向に付勢されている。
【００３３】
　これにより、主内部流路を通過する燃料の圧力が、セット荷重等から定まる所定値より
大きくなれば、逆止弁が開弁し、低圧供給ポンプ６から吐出される燃料の一部が燃料タン
ク５に戻される。このため、低圧供給ポンプ６から吐出された燃料の圧力は、所定値に略
一致するように調節される。この結果、高圧供給ポンプ４は、圧力がほぼ一定の燃料を吸
入することができる。
【００３４】
　制御手段１１は、各種の制御フローを実行して指令信号を出力する電子制御装置（ＥＣ
Ｕ）、指令信号に基づき車載電源から各機器のアクチュエータ（例えば、ソレノイドコイ
ル）に給電させる駆動回路等からなる。
【００３５】
　ＥＣＵは、制御処理および演算処理を行うＣＰＵ、各種プログラムおよびデータ等を記
憶するＲＯＭ、ＲＡＭ等の記憶手段、入力手段および出力手段等により構成される周知構
造のコンピュータである。そして、ＥＣＵは、レール圧センサ１３等の各種センサから入
力される検出信号をＡ／Ｄ変換して検出値とし、これらの検出値等を用いて各種の制御フ
ローを実行し、各種の指令値を算出したり、これらの指令値に基づき指令信号を合成して
出力したり、各種の異常検出を行ったりする。
【００３６】
　駆動回路は、ＥＣＵから出力される指令信号の入力を受けて作動するスイッチング素子
を有し、このスイッチング素子が作動することで車載電源からインジェクタ２や高圧供給
ポンプ４等のアクチュエータに給電が行われる。
【００３７】
　〔実施例１の特徴〕
　実施例１の燃料噴射装置１の特徴を、以下に説明する。
　実施例１の制御手段１１は、高圧供給ポンプ４の吸入側で燃料が保持する駆動力と相関
を有する特定パラメータを監視することで、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の圧力異常
を検出する異常検出手段２４として機能する（以下、「燃料が保持する駆動力」を「燃料
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保持力」と呼ぶ）。
【００３８】
　そして、実施例１の異常検出手段２４は、エンジンが停止しており、ＳＣＶ弁開度が所
定値に略一致するように制御され、低圧供給ポンプ６が作動している時に、特定パラメー
タとしてレール圧を監視する。
【００３９】
　〔実施例１の異常検出方法〕
　実施例１の燃料噴射装置１による異常検出方法を、図２に示す制御フローを用いて説明
する。なお、この制御フローは、車両の走行距離や、エンジンの作動時間の累積値等に応
じて、ＥＣＵの指令により定期的に実行される。
【００４０】
　まず、ステップＳ１で、エンジンが停止しているか否かを判定する。そして、エンジン
が停止していればステップＳ２に進み（ＹＥＳ）、エンジンが停止していなければ制御フ
ローを終了する（ＮＯ）。
【００４１】
　次に、ステップＳ２で、制御手段１１からの指令により低圧供給ポンプ６を作動させる
とともに、ステップＳ３でＳＣＶ１６を全開とし、低圧供給ポンプ６によるポンプ付与力
のみで、燃料タンク５の燃料をコモンレール３へ供給させる。なお、本実施例のＳＣＶ１
６は常開型であり、全開とするのに特に操作を要しない。
【００４２】
　次にステップＳ４で、レール圧の検出値が所定の範囲内で推移しているか否かを判断す
る。そして、レール圧の検出値が所定の範囲内で推移していると判断すれば（ＹＥＳ）、
制御フローを終了し、レール圧の検出値が所定の範囲内で推移していないと判断すれば（
ＮＯ）、ステップＳ５に進む。そして、ステップＳ５で、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃
料の圧力に異常が発生していると判定する。
以上により、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の圧力異常が検出される。
【００４３】
　なお、レール圧の検出値が所定の範囲よりも低い範囲に逸脱していれば、低圧供給ポン
プ６による供給不足の可能性が高く、レール圧の検出値が所定の範囲よりも高い範囲に逸
脱していれば、圧力レギュレータ１０による圧力規制が不調である可能性が高い。そこで
、レール圧の検出値の逸脱方向に応じて、圧力異常の原因となる機器を特定し修理交換等
を施すことができる。
【００４４】
　〔実施例１の効果〕
　実施例１の燃料噴射装置１によれば、制御手段１１は、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃
料保持力と相関を有する特定パラメータを監視することで、高圧供給ポンプ４の吸入側の
燃料の圧力異常を検出する異常検出手段２４として機能する。
【００４５】
　燃料保持力は燃料の圧力に相当するから、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力と相
関を有する特定パラメータを監視すれば、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の圧力を監視
することができる。また、燃料保持力は、ポンプ付与力を与えられることにより増加し、
流路抵抗により減少する。よって、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力は、燃料流路
７、８および圧力レギュレータ１０の流路抵抗と、低圧供給ポンプ６によるポンプ付与力
とが大幅に変動しなければ、所定の範囲で推移する。
【００４６】
　したがって、特定パラメータを監視すれば、容易に高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の
圧力異常を検出することができる。そこで、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力と相
関を有する既存の指令値や検出値等の中から、特定パラメータを選択すれば、高圧供給ポ
ンプ４吸入側の燃料の圧力を直接的に監視することなく、簡便に、高圧供給ポンプ４の吸
入側の燃料の圧力異常を検出することができる。
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【００４７】
　また、異常検出手段２４は、エンジンが停止しており、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致
するように制御され、低圧供給ポンプ６が作動している時に、特定パラメータとしてレー
ル圧を監視する。
【００４８】
　エンジンが停止していれば、高圧供給ポンプ４からコモンレール３までの燃料流路にお
けるポンプ付与力はゼロであり、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致していれば、高圧供給ポ
ンプ４からコモンレール３までの燃料流路の流路抵抗も一定である。このため、エンジン
が停止しており、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致するように制御されている時、レール圧
は、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力に応じて増加する。つまり、エンジンが停止
しており、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致するように制御されている時、レール圧は、高
圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力と正の相関を有するので、特定パラメータとして選
択することができる。
【００４９】
　以上により、エンジンが停止しており、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致するように制御
され、低圧供給ポンプ６が作動している時に、既存の検出値であるレール圧を監視すれば
、簡便に、高圧供給ポンプ４吸入側の燃料の圧力異常を検出することができる。
【００５０】
　〔参考例の特徴〕
　参考例の燃料噴射装置１の特徴を、以下に説明する。
　参考例の異常検出手段２４は、エンジンがアイドル運転している時に、特定パラメータ
としてＳＣＶ弁開度に相当するＳＣＶ弁開度相当量を監視する。
【００５１】
　ここで、ＳＣＶ弁開度相当量とは、例えば、制御手段１１で算出されるＳＣＶ弁開度の
指令値、このＳＣＶ弁開度の指令値を達成するのに必要な通電量の指令値、この通電量を
達成するのに必要なデューティ比の指令値であり、さらに、レール圧における検出値と指
令値との差、またはレール圧における指令値に対する検出値の比率等である。
【００５２】
　〔参考例の異常検出方法〕
　参考例の燃料噴射装置１による異常検出方法を、図３に示す制御フローを用いて説明す
る。なお、この制御フローは、車両の走行距離や、エンジンの作動時間の累積値等に応じ
て、ＥＣＵの指令により定期的に実行される。
【００５３】
　まず、ステップＳ１１で、エンジンがアイドル運転しているか否かを判定する。そして
、エンジンがアイドル運転していれば（ＹＥＳ）、ステップＳ１２に進み、エンジンがア
イドル運転していなければ（ＮＯ）、制御フローを終了する。
【００５４】
　次に、ステップＳ１２で、ＳＣＶ弁開度相当量が所定の範囲内で推移しているか否かを
判断する。そして、ＳＣＶ弁開度相当量が所定の範囲内で推移していると判断すれば（Ｙ
ＥＳ）、制御フローを終了し、ＳＣＶ弁開度相当量が所定の範囲内で推移していないと判
断すれば（ＮＯ）、ステップＳ１３に進む。そして、ステップＳ１３で、高圧供給ポンプ
４の吸入側の燃料の圧力に異常が発生していると判定する。
以上により、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の圧力異常が検出される。
【００５５】
　なお、ＳＣＶ弁開度相当量としてＳＣＶ弁開度の指令値を選択した場合、ＳＣＶ弁開度
の指令値が所定の範囲よりも低い範囲に逸脱していれば、圧力レギュレータ１０による圧
力規制が不調である可能性が高く、ＳＣＶ弁開度の指令値が所定の範囲よりも高い範囲に
逸脱していれば、低圧供給ポンプ６による供給不足の可能性が高い。そこで、ＳＣＶ弁開
度の指令値の逸脱方向に応じて、圧力異常の原因となる機器を特定し修理交換等を施すこ
とができる。
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【００５６】
　〔参考例の効果〕
　参考例の燃料噴射装置１によれば、異常検出手段２４は、エンジンがアイドル運転して
いるときに、特定パラメータとしてＳＣＶ弁開度に相当するＳＣＶ弁開度相当量を監視す
る。
【００５７】
　エンジンがアイドル運転している時、レール圧は、ＳＣＶ弁開度を調節することで、目
標レール圧に略一致するように制御される。したがって、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃
料保持力が変動すれば、レール圧を目標レール圧に略一致させるためＳＣＶ弁開度も変更
される。ここで、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料保持力（つまり、高圧供給ポンプ４の
吸入側の燃料の圧力）が大きくなれば、ＳＣＶ弁開度は小さくなり、高圧供給ポンプ４の
吸入側の燃料保持力が小さくなれば、ＳＣＶ弁開度は大きくなると予測できる。
【００５８】
　よって、エンジンがアイドル運転している時、ＳＣＶ弁開度は高圧供給ポンプ４の吸入
側の燃料保持力と負の相関を有するので、ＳＣＶ弁開度に相当するＳＣＶ弁開度相当量を
特定パラメータとして選択できる。
【００５９】
　以上により、エンジンがアイドル運転している時に、既存の指令値であるＳＣＶ弁開度
相当量を監視すれば、簡便に、高圧供給ポンプ４の吸入側の燃料の圧力異常を検出するこ
とができる。
【００６０】
　〔変形例〕
　実施例１の制御手段１１は、エンジンが停止しており、ＳＣＶ弁開度が所定値に略一致
するように制御され、低圧供給ポンプ６が作動している時のレール圧を特定パラメータと
して選択し、参考例の制御手段１１は、エンジンがアイドル運転している時のＳＣＶ弁開
度相当量を特定パラメータとして選択したが、これらの形態に限定されない。例えば、制
御手段１１は、アイドル運転時以外のエンジン運転時であっても、レール圧が所定の目標
レール圧に制御される時に、ＳＣＶ弁開度相当量を特定パラメータとして選択することが
できる。
【００６１】
　本実施例のＳＣＶ１６は、常開型の電磁弁であったが、ソレノイドコイル１８が非通電
状態にあるときに弁開度が０％（つまり、全閉）となる常閉型の電磁弁を、ＳＣＶ１６と
して用いることもできる。この場合、実施例１の異常検出方法では、低圧供給ポンプ６に
よりコモンレール３に燃料を供給するため、ソレノイドコイル１８へ通電させＳＣＶ弁開
度を所定の大きさに維持する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】燃料噴射装置の全体構成図である（実施例１）。
【図２】高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する制御フローのフローチャー
トである（実施例１）。
【図３】高圧供給ポンプの吸入側の燃料の圧力異常を検出する制御フローのフローチャー
トである（参考例）。
【符号の説明】
【００６３】
１　燃料噴射装置
３　コモンレール
４　高圧供給ポンプ
５　燃料タンク
６　低圧供給ポンプ
７　燃料流路
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８　燃料流路
１０　圧力レギュレータ
１３　レール圧センサ
１６　ＳＣＶ（吸入調量弁）
２４　異常検出手段

【図１】 【図２】
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【図３】
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