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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関に設けられた筒内圧センサと、
　前記筒内圧センサの出力に、所定値の直流成分からなる信号が重畳されるように、該筒
内圧センサを操作する手段と、
　所定期間において前記筒内圧センサの出力を積分し、該内燃機関の筒内圧を算出する筒
内圧算出手段と、
　前記算出された筒内圧に基づいて、該筒内圧のドリフトの量を表すドリフトパラメータ
を算出するドリフトパラメータ算出手段と、
　前記所定値の直流成分を前記所定期間で積分することにより、該直流成分からなる信号
に起因して蓄積されるべきドリフト量を推定する手段と、
　前記推定されたドリフト量を、前記ドリフトパラメータから減算する手段と、
　前記減算の結果のドリフトパラメータの値が所定範囲内になければ、前記筒内圧センサ
が故障していると判定する故障判定手段と、
　を備える、筒内圧センサの故障を判定する装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記筒内圧の挙動に基づいて、前記所定範囲を設定する手段を備える、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　さらに、
　前記内燃機関の運転状態に応じて、前記ドリフトパラメータを補正するための係数を求
める手段と、
　前記ドリフトパラメータを、前記補正係数で補正する手段と、を備え、
　前記故障判定手段は、該補正されたドリフトパラメータが前記所定範囲内になければ、
前記筒内圧センサに故障があると判定する、
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ドリフトパラメータ算出手段は、さらに、
　所定のタイミングで、前記筒内圧を基準値にリセットするリセット手段と、
　前記リセット手段によるリセット操作の前に得られた前記筒内圧と、該リセット操作の
後に得られた前記筒内圧との差に基づいて、前記ドリフトパラメータを算出する手段と、
　を備える、請求項１から３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　さらに、ドリフトを含まないよう前記筒内圧を補正する筒内圧補正手段を備えており、
該筒内圧補正手段は、
　前記筒内圧センサの出力を補正する補正手段と、
　前記補正手段からの出力を積分して、前記筒内圧を算出する積分手段と、
　前記算出された筒内圧に基づいて、該筒内圧に含まれるドリフトの変化率を算出するド
リフト変化率算出手段と、を備え、前記算出されたドリフト変化率を、前記補正手段にフ
ィードバックして、該補正手段が、該ドリフト変化率で前記筒内圧センサの出力を補正し
、
　前記ドリフトパラメータ算出手段は、前記ドリフト変化率に基づいて、前記ドリフトパ
ラメータを算出する、請求項１から３のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　さらに、前記算出された筒内圧を、該筒内圧におけるドリフトを除去するためのドリフ
ト補正量で補正する手段を備えており、
　前記ドリフトパラメータ算出手段は、前記ドリフト補正量に基づいて、前記ドリフトパ
ラメータを算出する、請求項１から３のいずれかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内燃機関の筒内圧を検出するセンサの故障を判定する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内燃機関のシリンダ（気筒）には、該シリンダ内の圧力（以下、筒内圧と呼ぶ）
を検出する筒内圧センサが設けられる。該センサにより検出される筒内圧は、内燃機関の
制御に用いられる。
【０００３】
　筒内圧センサの故障を検出する手法が提案されている。以下の特許文献１に記載の手法
によると、内燃機関の運転状態に基づいて、燃焼が正常である時に筒内圧センサにより検
出される筒内圧の予測値を算出する。該予測値と、筒内圧センサにより検出された実測値
との偏差を算出する。該偏差が所定値より大きいとき、筒内圧センサが故障していると判
定する。
【０００４】
　以下の特許文献２に記載の手法によると、燃焼光の強度を検出するセンサが設けられる
。該センサにより検出された燃焼光強度と、筒内圧センサにより検出された値との間の相
関値を求める。該相関値が所定値以下であるとき、筒内圧センサが故障していると判定す
る。
【特許文献１】特開平７－３１０５８５号公報
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【特許文献２】特開平７－３１８４５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内燃機関のあらゆる運転状態に対応して、筒内圧の予測値を算出することは困難である
。予測値が適切に設定されないと、筒内圧センサの故障を正確に検出することができない
。
【０００６】
　燃焼光の強度を検出するセンサは、コスト高を招く。また、このようなセンサは、レイ
アウトの観点から、内燃機関によっては取り付けるのが困難である。
【０００７】
　したがって、コスト高を招くことなく、また既存の内燃機関のレイアウトを変更するこ
となく、より正確に筒内圧センサの故障を検出する手法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の一つの側面によると、筒内圧センサの故障を判定する装置は、内燃機関に設
けられた筒内圧センサの出力に基づいて、該内燃機関の筒内圧を算出し、該筒内圧に基づ
いて、該筒内圧のドリフトの量を表すドリフトパラメータを算出する。該ドリフトパラメ
ータが所定範囲内になければ、筒内圧センサが故障していると判定する。一実施形態では
、該所定範囲は、筒内圧の挙動に基づいて設定されることができる。
【０００９】
　この発明の一実施形態によると、内燃機関の運転状態に応じて補正係数を求め、該補正
係数で、上記のドリフトパラメータを補正する。該補正されたドリフトパラメータが所定
範囲内になければ、筒内圧センサに故障があると判定する。
【００１０】
　この発明の他の実施形態によると、筒内圧センサの故障を判定する装置は、さらに、筒
内圧センサの出力に所定の信号（探査信号）が重畳されるように、筒内圧センサを操作す
る手段を備える。上記筒内圧は、該所定の信号が重畳された筒内圧センサの出力に基づい
て算出される。
【００１１】
　この発明の他の実施形態によると、それぞれが筒内圧センサを有する複数の気筒を備え
た内燃機関について、いずれかの気筒についての筒内圧センサに故障があるかどうかを判
定する装置が提供される。該装置は、それぞれの気筒について、該気筒の筒内圧センサの
出力に基づいて、該気筒の筒内圧を算出し、該筒内圧に基づいて、該気筒の筒内圧のドリ
フトの量を表すドリフトパラメータを算出する。該装置は、さらに、ドリフトパラメータ
の相関を、複数の気筒間で算出し、該相関に基づいて、いずれかの気筒についての筒内圧
センサに故障があるかどうかを判定する。
【００１２】
　上記のドリフトパラメータを算出する手法について、いくつかの実施形態が提案される
。一実施形態によると、所定のタイミングで、筒内圧を基準値にリセットするリセット手
段が設けられる。リセット手段によるリセット操作の前に得られた筒内圧と、該リセット
操作の後に得られた筒内圧との差に基づいて、ドリフトパラメータを算出する。
【００１３】
　他の実施形態によると、筒内圧センサの故障を判定する装置は、さらに、ドリフトを含
まないよう筒内圧を補正する筒内圧補正手段を備える。該筒内圧補正手段は、筒内圧セン
サの出力を補正する補正手段と、補正手段からの出力を積分して、筒内圧を算出する積分
手段と、該算出された筒内圧に基づいて、該筒内圧に含まれるドリフトの変化率を算出す
るドリフト変化率算出手段と、を備える。筒内圧補正手段は、該算出されたドリフト変化
率を補正手段にフィードバックして、該補正手段が、該ドリフト変化率で筒内圧センサの
出力を補正する。ドリフトパラメータは、こうして算出されたドリフト変化率に基づいて
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算出される。
【００１４】
　さらに他の実施形態によると、筒内圧センサの故障を判定する装置は、算出された筒内
圧を、該筒内圧におけるドリフトを除去するためのドリフト補正量で補正する手段を備え
る。ドリフトパラメータは、該ドリフト補正量に基づいて算出される。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によると、筒内圧に含まれるドリフトに基づいて、筒内圧センサの故障を検出
することができる。筒内圧を予測する必要がないので、良好な精度で故障を検出すること
ができる。追加のセンサを設ける必要がないので、コスト高を招くことなく、筒内圧セン
サの故障を検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。図１は、この発明の実施形態に
従う、内燃機関（以下、エンジンと呼ぶ）およびその制御装置の全体的な構成図である。
【００１７】
　電子制御ユニット（以下、「ＥＣＵ」）という）１は、車両の各部から送られてくるデ
ータを受け入れる入力インターフェース１ａ、車両の各部の制御を行うための演算を実行
するＣＰＵ１ｂ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）を有するメモリ１ｃ、および車両の各部に制御信号を送る出力インターフェース１ｄを
備えている。メモリ１ｃのＲＯＭには、車両の各部の制御を行うためのプログラムおよび
各種のデータが格納されている。この発明に従う筒内圧センサの故障を検出するためのプ
ログラムは、該ＲＯＭに格納される。ＲＯＭは、ＥＰＲＯＭのような書き換え可能なＲＯ
Ｍでもよい。ＲＡＭには、ＣＰＵ１ｂによる演算のための作業領域が設けられる。車両の
各部から送られてくるデータおよび車両の各部に送り出す制御信号は、ＲＡＭに一時的に
記憶される。
【００１８】
　エンジン２は、たとえば４サイクルのエンジンである。エンジン２は、可変圧縮比機構
を備えたものでもよい。
【００１９】
　エンジン２は、吸気弁３を介して吸気管４に連結され、排気弁５を介して排気管６に連
結されている。吸気弁３および排気弁５は、連続可変動弁系でもよい。ＥＣＵ１からの制
御信号に従って燃料を噴射する燃料噴射弁７が、吸気管４に設けられている。代替的に、
燃料噴射弁７は、燃焼室８に設けられてもよい。
【００２０】
　エンジン２は、吸気管４から吸入される空気と、燃料噴射弁７から噴射される燃料との
混合気を、燃焼室８に吸入する。燃料室８には、ＥＣＵ１からの点火時期信号に従って火
花を飛ばす点火プラグ９が設けられている。点火プラグ９によって発せられた火花により
、混合気は燃焼する。
【００２１】
　筒内圧センサ１５は、点火プラグ９のシリンダに接する部分に埋没されている。代替的
に、燃料噴射弁７が燃焼室８に設けられる場合には、筒内圧センサ１５を、該燃料噴射弁
７のシリンダに接する部分に埋没させてもよい。筒内圧センサ１５は、燃焼室８内の筒内
圧の変化率に応じた信号を生成し、それを、ＥＣＵ１に送る。
【００２２】
　エンジン２には、クランク角センサ１７が設けられている。クランク角センサ１７は、
クランクシャフト１１の回転に伴い、パルス信号であるＣＲＫ信号およびＴＤＣ信号をＥ
ＣＵ１に出力する。
【００２３】
　ＣＲＫ信号は、所定のクランク角で出力されるパルス信号である。ＥＣＵ１は、該ＣＲ
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Ｋ信号に応じ、エンジン２の回転数ＮＥを算出する。ＴＤＣ信号は、ピストン１０のＴＤ
Ｃ位置に関連したクランク角度で出力されるパルス信号である。
【００２４】
　エンジン２の吸気管４には、スロットル弁１８が設けられている。スロットル弁１８の
開度は、ＥＣＵ１からの制御信号により制御される。スロットル弁１８に連結されたスロ
ットル弁開度センサ（θＴＨ）１９は、スロットル弁１８の開度に応じた信号を、ＥＣＵ
１に供給する。
【００２５】
　吸気管圧力（Ｐｂ）センサ２０は、スロットル弁１８の下流側に設けられている。ＰＢ
センサ２０によって検出された吸気管圧力ＰＢはＥＣＵ１に送られる。
【００２６】
　エンジン水温（ＴＷ）センサ２１は、エンジン２のシリンダブロックの冷却水が充満し
た気筒周壁（図示せず）に取り付けられ、エンジン冷却水の温度ＴＷを検出し、それをＥ
ＣＵ１に送る。
【００２７】
　ＥＣＵ１に向けて送られた信号は入力インターフェース１ａに渡され、アナログデジタ
ル（Ａ／Ｄ）変換される。ＣＰＵ１ｂは、該デジタル信号を、メモリ１ｃに格納されてい
るプログラムに従って処理し、車両のアクチュエータに送るための制御信号を作り出す。
出力インターフェース１ｄは、これらの制御信号を、燃料噴射弁７、点火プラグ９、スロ
ットル弁１８、およびその他の機械要素のアクチュエータに送る。
【００２８】
　図２は、筒内圧センサ１５の取り付けの一例を示す図である。シリンダヘッド２１のね
じ孔２２に点火プラグ９がねじ込まれている。シリンダヘッド２１の点火プラグの取り付
け座面２３と、点火プラグ座金部２４との間に、筒内圧センサのセンサ素子部２５が、ワ
ッシャ２６と共に挟み込まれている。センサ素子部２５は、圧電素子からなる。
【００２９】
　センサ素子部２５は、点火プラグ９の座金として締め付けられるので、該センサ素子部
２５には、所定の締め付け荷重（初期荷重）が与えられる。燃焼室８内の圧力が変化する
と、該センサ素子部２５に印加される荷重が変化する。筒内圧センサ１５は、該所定の締
め付け荷重に対する荷重の変化を、筒内圧の変化として検出する。該筒内圧の変化を積分
することにより、筒内圧が求められる。
【００３０】
　圧電素子を用いた場合、一般に、筒内圧の変化と、筒内圧センサの出力との間の関係に
、ヒステリシス特性が存在する。また、圧電素子の温度上昇に伴って、筒内圧センサの出
力も上昇する。このような筒内圧センサを内燃機関に搭載すると、内燃機関から発生する
熱に依存して、筒内圧センサの出力にバラツキが生じる。その結果、積分により得られる
筒内圧の波形に、“ずれ”すなわちドリフトが生じるおそれがある。
【００３１】
　一例を示すと、図３の（ａ）は、筒内圧センサ１５の出力、すなわち筒内圧の変化率Ｖ
ｐｓが示されている。
【００３２】
　筒内圧を算出するため、式（１）に示されるように、筒内圧センサの出力Ｖｐｓを積分
する。
【数１】

【００３３】
　図３の（ｂ）および（ｃ）は、積分により得られる筒内圧Ｐｃｙｌの波形を示す。図３
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の（ｂ）は、ドリフトが現れていない筒内圧Ｐｃｙｌの例であり、図３の（ｃ）は、ライ
ン２００に示すようなドリフトが現れている筒内圧Ｐｃｙｌの例である。
【００３４】
　このようなドリフトの大きさは、温度だけではなく、筒内圧センサがどの程度劣化して
いるかに依存して変化することが知られている。筒内圧センサの劣化の程度が大きくなる
につれ、該ドリフトの大きさも大きくなる。本願の発明者は、この知見に着目し、筒内圧
センサの故障を検出するいくつかの手法を提案する。
【実施例１】
【００３５】
　図４は、本願発明の第１の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロッ
ク図である。これらの機能ブロックは、典型的には、ＥＣＵ１に記憶されたコンピュータ
プログラムにより実現される。代替的に、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
およびこれらの組み合わせにより、これらの機能を実現してもよい（以下のブロック図に
ついても同様である）。
【００３６】
　筒内圧センサ１５の出力は、アナログデジタル変換され、Ｖｐｓとして筒内圧センサの
故障判定装置に入力される。該アナログデジタル変換は、１燃焼サイクルよりも短い時間
間隔Ｔｋで行われる。積分装置３１は、上記の式（１）に従い、筒内圧センサ１５の出力
を積分して、筒内圧Ｐｃｙｌを算出する。該積分操作は、好ましくは、筒内圧センサの出
力をアナログデジタル変換する周期Ｔｋに同期して行われる。
【００３７】
　ドリフトパラメータ算出部３２は、１燃焼サイクル中における筒内圧のドリフトの大き
さを表すドリフトパラメータを算出する。この実施例では、ドリフトパラメータとして、
１燃焼サイクル中における筒内圧のドリフト量Ｐｄｆｔを逐次的に統計処理した値Ｐｄｆ
ｔａｖｅを用いる。故障検出部３３は、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅに基づいて、
筒内圧センサ１５が故障しているかどうかを判断する。
【００３８】
　図５は、第１の実施例に従う筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフローチャート
である。該プロセスは、１燃焼サイクルにつき１回実行される。好ましくは、筒内圧が大
気圧付近にまで低下し、かつ安定している排気行程中に実行される。一実施例では、１燃
焼サイクルは、クランク角度７２０度に相当する。
【００３９】
　ステップＳ１において、筒内圧のドリフトパラメータを算出するルーチン（たとえば、
図７）により算出されたドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを取得する。ステップＳ２に
おいて、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが、上限値（たとえば、２ｍＶ）および下限
値（たとえば、－２ｍＶ）により規定される所定範囲内にあるかどうかを調べる。ドリフ
トパラメータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内になければ、筒内圧センサが故障している可
能性があると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＮＧを設定する（Ｓ３）。ドリフトパラ
メータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内にあれば、筒内圧センサは正常であると判断し、フ
ラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＯＫを設定する（Ｓ４）。
【００４０】
　図６は、筒内圧センサが故障しているかどうかを最終的に判定するプロセスのフローチ
ャートである。該プロセスは、所定の時間間隔（たとえば、１０ミリ秒）で実施される。
【００４１】
　ステップＳ７において、フラグＦｓｋ＿Ｐｃｙｌの値ＮＧへの設定が、所定時間（たと
えば、５００ミリ秒）にわたって継続したかどうかを判断する。ステップＳ７の判断がＹ
ｅｓならば、筒内圧センサが故障していると判定する（Ｓ８）。このような判断により、
より正確に、筒内圧センサの故障を判定することができる。
【００４２】
　代替的に、図５に示されるステップＳ３において、フラグＦｓｋ＿Ｐｃｙｌが値ＮＧに
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設定されることに応じて、筒内圧センサが故障していると判定してもよい。
【００４３】
　図７は、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフローチャートを示す。該プロセス
は、１燃焼サイクルにつき１回実行される。好ましくは、筒内圧が大気圧付近にまで低下
し、かつ安定している排気行程中に実行される。
【００４４】
　ステップＳ１１において、積分装置３１により算出された筒内圧Ｐｃｙｌを取得する。
ステップＳ１２において、筒内圧の今回値Ｐｃｙｌから、前回値Ｐｃｙｌ１を減算して、
筒内圧のドリフト量Ｐｄｆｔを算出する。該ドリフト量Ｐｄｆｔは、１燃焼サイクル中の
ドリフトの量を表す。前述したように、該プロセスが排気行程中に実行されるので、筒内
圧Ｐｃｙｌが、大気圧付近まで確実に低下し、かつ安定しているタイミングでサンプリン
グされ、よって、ドリフト量Ｐｄｆｔを正確に算出することができる。ステップＳ１３に
おいて、筒内圧の今回値Ｐｃｙｌを、前回値Ｐｃｙｌ１にシフトする。
【００４５】
　ステップＳ１４において、式（２）に従い、係数Ｋｐｄｒｉｆｔを算出する。Ｐｄｒｉ
ｆｔは、後述するステップＳ１６で算出される可変ゲインであり、初期値はゼロに設定さ
れる。
【００４６】
Ｋｐｄｒｉｆｔ＝Ｐｄｒｉｆｔ／（１＋Ｐｄｒｉｆｔ）　　（２）
　ステップＳ１５において、式（３）に従って、ドリフト量を統計処理した値Ｐｄｆｔａ
ｖｅを算出する。
【００４７】
Ｐｄｆｔａｖｅ＝Ｐｄｆｔａｖｅ
　　　　＋Ｋｐｄｒｉｆｔ×（Ｐｄｆｔ－Ｐｄｆｔａｖｅ）　　（３）
　こうして、統計処理値Ｐｄｆｔａｖｅが、その時点におけるドリフト量Ｐｄｆｔとの偏
差（Ｐｄｆｔ－Ｐｄｆｔａｖｅ）が最小になるように、逐次的に算出される。
【００４８】
　ステップＳ１６において、可変ゲインＰｄｒｉｆｔを式（４）に従って算出する。Ａｖ
ｅｗは、固定の重みパラメータ（たとえば、０．９９１）である。
【００４９】
Ｐｄｒｉｆｔ＝Ｐｄｒｉｆｔ／Ａｖｅｗ
　　　　＋（１－Ｐｄｒｉｆｔ／（Ａｖｅｗ＋Ｐｄｒｉｆｔ））　　　（４）
　こうして、燃焼サイクルごとに、筒内圧のドリフト量Ｐｄｆｔおよびドリフトパラメー
タ（統計処理値）Ｐｄｆｔａｖｅが算出される。
【００５０】
　ノイズの影響および内燃機関の運転状態の影響により、筒内圧センサの出力にはバラツ
キが生じることがある。逐次的に統計処理した値Ｐｄｆｔａｖｅを用いることにより、こ
のバラツキに起因する故障検出への影響を最小にすることができる。
【００５１】
　しかしながら、代替の実施形態では、ドリフトパラメータとして、ドリフト量Ｐｄｆｔ
を用いて故障判定を実施してもよい。たとえば、ドリフト量Ｐｄｆｔが所定範囲内にない
とき、フラグＦｓｋ＿Ｐｃｙｌに値ＮＧを設定することができる。
【実施例２】
【００５２】
　図８は、本願発明の第２の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロッ
ク図である。第１の実施例と異なる点は、ドリフト量だけでなく、筒内圧の挙動をも考慮
して、筒内圧センサの故障を検出することである。
【００５３】
　積分装置３１およびドリフトパラメータ算出部３２は、第１の実施例の図４に示される
ものと同じである。最大値算出部４４は、１燃焼サイクル中における筒内圧Ｐｃｙｌの最
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て、筒内圧センサの故障を判定するための所定範囲を設定する。故障検出部４３は、ドリ
フトパラメータＰｄｆｔａｖｅが、該所定範囲内にあるかどうかに従い、筒内圧センサの
故障を検出する。
【００５４】
　筒内圧のドリフトの量は、筒内圧の挙動に応じて変化する。第２の実施例によれば、筒
内圧センサの故障を判定するための所定範囲が、筒内圧の挙動に応じて設定されるので、
筒内圧センサの故障を、より正確に検出することができる。
【００５５】
　図９は、第２の実施例に従う筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフローチャート
である。該プロセスは、たとえば、燃焼サイクルごと、好ましくは排気工程中に実施され
る。一実施例では、１燃焼サイクルは、クランク角度７２０度に相当する。
【００５６】
　ステップＳ２１において、筒内圧のドリフトパラメータを算出するルーチン（たとえば
、図７）により算出されたドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを取得する。ステップＳ２
２において、今回の燃焼サイクル中における筒内圧の最大値ＰｃｙｌＭａｘを求める。ス
テップＳ２３において、筒内圧の最大値ＰｃｙｌＭａｘに応じて、所定範囲の上限値およ
び下限値を設定する。
【００５７】
　該所定範囲の設定の一例を、図１０に示す。筒内圧の最大値ＰｃｙｌＭａｘが１００ｋ
Ｐａより小さいとき、上限値および下限値は、それぞれ１ｍＶおよび－１ｍＶに設定され
る。筒内圧の最大値ＰｃｙｌＭａｘが１００ｋＰａより大きいときは、該最大値Ｐｃｙｌ
Ｍａｘが大きくなるにつれ、上限値および下限値の絶対値も大きくなるよう設定される。
これは、筒内圧センサが故障しているとき、筒内圧の変動が大きいほど、ドリフトの変動
も大きくなるからである。
【００５８】
　図９に戻り、ステップＳ２４において、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが、ステッ
プＳ２３で設定された上限値および下限値により規定される所定範囲内かどうかを調べる
。ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内になければ、筒内圧センサが故障し
ている可能性があると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＮＧを設定する（Ｓ２５）。ド
リフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内にあれば、筒内圧センサは正常であると
判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＯＫを設定する（Ｓ２６）。
【００５９】
　第１の実施例に従う、図６に示される故障判定プロセスは、第２の実施例にも同様に適
用される。また、第１の実施例と同様に、ドリフトパラメータとして、統計処理値Ｐｄｆ
ｔａｖｅの代わりに、ドリフト量Ｐｄｆｔを用いてもよい。
【００６０】
　第２の実施例において、筒内圧の最大値ＰｃｙｌＭａｘの代わりに、筒内圧Ｐｃｙｌの
変動の大きさを表す他のパラメータを用いてもよい。例えば、図示平均有効圧を用いても
よい。図示平均有効圧は、当業者には周知のパラメータである。エンジンの燃焼工程に従
い、筒内圧は変化する。吸気行程が開始すると、吸気弁が開くので、筒内圧は下がる。圧
縮行程においては、筒内圧は増加する。混合気が燃焼すると、筒内圧は急激に増加する。
ピストンが押し下げられ、筒内圧は減少を開始する。排気工程に入ると、排気弁が開くの
で、筒内圧はさらに減少する。式（５）に示されるように、図示有効平均圧は、典型的に
は、筒内圧の変化率ΔＰｃｙｌを１燃焼サイクルにわたって積分した値を、エンジンの全
工程容積Ｖで割ることにより、算出されることができる。
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【数２】

【実施例３】
【００６１】
　図１１は、本願発明の第３の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
ック図である。
【００６２】
　筒内圧のドリフトの量は、エンジンの運転状態に応じて変動するおそれがある。第３の
実施例によれば、エンジンの運転状態に応じてドリフトパラメータを補正するので、ドリ
フトパラメータに対する運転状態の影響を抑制することができ、よって、筒内圧センサの
故障をより正確に検出することができる。
【００６３】
　積分装置３１およびドリフトパラメータ算出部３２は、第１の実施例の図４に示される
ものと同じである。運転状態検出部５３は、吸気管圧力センサ２０（図１）により検出さ
れた吸気管圧力ＰＢに基づいて、補正係数ＫＬＯＡＤを算出する。吸気管圧力ＰＢは、エ
ンジンの負荷を表している。
【００６４】
　補正部５４は、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを、補正係数ＫＬＯＡＤを用いて補
正する。故障検出部５５は、補正済みドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅ’が所定範囲内
にあるかどうかに従い、筒内圧センサの故障を検出する。
【００６５】
　図１２は、第３の実施例に従う筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフローチャー
トである。該プロセスは、たとえば、燃焼サイクルごと、好ましくは排気工程中に実施さ
れる。一実施例では、１燃焼サイクルは、クランク角度７２０度に相当する。
【００６６】
　ステップＳ３１において、筒内圧のドリフトパラメータを算出するルーチン（たとえば
、図７）により算出されたドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを取得する。ステップＳ３
２において、吸気管圧力センサにより検出された吸気管圧力ＰＢに基づいて、所定のマッ
プを参照し、補正係数ＫＬＯＡＤを求める。
【００６７】
　図１３に、該所定のマップの一例を示す。エンジン負荷が高くなるに従って、すなわち
吸気管圧力ＰＢが大きくなるに従って、エンジン温度が上昇する。エンジン温度が上昇す
ると、筒内圧センサが正常であってもドリフトの量が増加する傾向がある。したがって、
エンジン負荷が大きくなるほど、補正係数ＫＬＯＡＤを小さく設定し、これにより、ドリ
フトパラメータをエンジン負荷に依存しない値にする。
【００６８】
　ステップＳ３３において、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅに補正係数ＫＬＯＡＤを
乗算して、補正済みドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅ’を算出する。ステップＳ３４に
おいて、補正済みドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅ’が、上限値（たとえば、２ｍＶ）
および下限値（たとえば、－２ｍＶ）により規定される所定範囲内にあるかどうかを調べ
る。補正済みドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅ’が該所定範囲内になければ、筒内圧セ
ンサが故障している可能性があると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＮＧを設定する（
Ｓ３５）。補正済みドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅ’が該所定範囲内にあれば、筒内
圧センサは正常であると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＯＫを設定する（Ｓ３６）。
【００６９】
　第１の実施例に従う、図６に示される故障判定プロセスは、第３の実施例にも同様に適
用される。また、第１の実施例と同様に、ドリフトパラメータとして、統計処理値Ｐｄｆ
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ｔａｖｅの代わりに、ドリフト量Ｐｄｆｔを用いてもよい。
【００７０】
　エンジン負荷の代わりに、エンジンの運転状態を表す他のパラメータを用いても良い。
一実施形態では、エンジン水温センサ２１（図１）により検出されるエンジン水温ＴＷを
用いることができる。たとえば、エンジン水温の時間あたりの変化量を用いてもよい。
【実施例４】
【００７１】
　図１４は、本願発明の第４の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
ック図である。この実施例では、筒内圧センサに意図的にドリフトを含ませることにより
、筒内圧センサの故障をより正確に判定する。
【００７２】
　探査信号重畳部６０は、筒内圧センサ１５の出力に所定の直流成分（以下、探査信号と
呼び、たとえば、１ｍＶである）が重畳されるように、筒内圧センサのセンサ素子部２５
（図２）に意図的に所定の荷重を加える。たとえば、探査信号重畳部６０は、筒内圧セン
サに連結されたアクチュエータであり、ＥＣＵ１からの制御信号に応答して、該センサ素
子部２５に所定の荷重を加える。その結果、筒内圧センサの出力には探査信号が重畳され
る。
【００７３】
　筒内圧センサの出力は、（Ｖｐｓ＋直流成分）となる。積分装置６１は、式（６）に示
されるように、該筒内圧センサの出力を積分して、筒内圧Ｐｃｙｌを算出する。探査信号
の重畳により、筒内圧Ｐｃｙｌには、該探査信号に応じたドリフトが意図的に含まれる。

【数３】

【００７４】
　ドリフトパラメータ算出部６２は、第１の実施例の図４に示されるドリフトパラメータ
算出部３２と同様の手法で、ドリフトパラメータを算出する。探査信号積分器６３は、探
査信号を、１燃焼サイクルにわたって積分した値を算出する。減算器６４は、ドリフトパ
ラメータＰｄｆｔａｖｅから、探査信号の積分値を減算する。故障検出部６５は、ドリフ
トパラメータＰｄｆｔａｖｅが、所定範囲内にあるかどうかに従い、筒内圧センサの故障
を検出する。
【００７５】
　筒内圧センサが正常な時、該探査信号の重畳により生じる”意図的なドリフト”の量は
、該探査信号から推定することができる。筒内圧センサが故障していると、該意図的なド
リフトの量も増大する。したがって、ドリフトパラメータから、該探査信号から推定され
たドリフトの量を減算することにより、筒内圧センサが故障しているかどうかを、より容
易に判断することができる。
【００７６】
　筒内圧センサのセンサ素子部２５には、図２を参照して説明したように、初期荷重がか
かっている。該初期荷重には、バラツキが生じるおそれがある。このような初期荷重のバ
ラツキは、ドリフト量を変動させるおそれがある。ドリフト量が変動すると、筒内圧セン
サの故障に誤判定が生じるおそれがある。
【００７７】
　この実施例によれば、意図的なドリフトを筒内圧に生じさせることにより、筒内圧セン
サが故障している時のドリフトの量が増大するので、このような初期荷重のバラツキに影
響を受けることなく、筒内圧センサの故障を判定することができる。より正確に筒内圧セ
ンサの故障を判定するため、好ましくは、探査信号の大きさは、意図的なドリフトの量が
、該初期荷重のバラツキに対して十分大きくなるよう設定される。
【００７８】
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　代替的に、減算器６４による減算を行うことなく、該意図的なドリフトを含むドリフト
パラメータに基づいて、筒内圧センサが故障しているかどうかを判断してもよい。
【００７９】
　図１５は、第４の実施例に従う筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフローチャー
トである。該プロセスは、たとえば、燃焼サイクルごと、好ましくは排気工程中に実施さ
れる。一実施例では、１燃焼サイクルは、クランク角度７２０度に相当する。
【００８０】
　ステップＳ４１において、筒内圧のドリフトパラメータを算出するルーチン（たとえば
、図７）により算出されたドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを取得する。ステップＳ４
２において、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅから、探査信号の積分値、すなわち（探
査信号×１燃焼サイクル）を減算する。
【００８１】
　ステップＳ４３において、ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが、上限値（たとえば、
２ｍＶ）および下限値（たとえば、－２ｍＶ）により規定される所定範囲内にあるかどう
かを調べる。ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内になければ、筒内圧セン
サが故障している可能性があると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＮＧを設定する（Ｓ
４４）。ドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅが該所定範囲内にあれば、筒内圧センサは正
常であると判断し、フラグＦｓｋ＿ＰｃｙｌにＯＫを設定する（Ｓ４５）。
【００８２】
　第１の実施例に従う、図６に示される故障判定プロセスは、第４の実施例にも同様に適
用される。また、第１の実施例と同様に、ドリフトパラメータとして、統計処理値Ｐｄｆ
ｔａｖｅの代わりに、ドリフト量Ｐｄｆｔを用いてもよい。
【実施例５】
【００８３】
　図１６は、本願発明の第５の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
ック図である。この実施例では、複数の気筒間の筒内圧センサの出力の相関を用いる。
【００８４】
　積分装置７１およびドリフトパラメータ算出部７２は、第１の実施例の図４に示される
積分装置３１およびドリフトパラメータ算出部３２と同様の手法で、それぞれの気筒につ
いて、筒内圧センサを算出し、ドリフトパラメータを算出する。図１を参照して説明した
ように、この実施例では４気筒のエンジンを用いている。したがって、第１～第４気筒に
ついて、筒内圧Ｐｃｙｌ１～Ｐｃｙｌ４が得られ、その後ドリフトパラメータＰｄｆｔａ
ｖｅ１～Ｐｄｆｔａｖｅ４が得られる。
【００８５】
　相関部７３は、複数の気筒間のドリフトパラメータの相関をとる。この実施例では、得
られた４個のドリフトパラメータから、最大値および最小値を求める。代替的に、他の相
関をとってもよい。たとえば、４個のドリフトパラメータの平均値を求める、または、４
個のドリフトパラメータの中心値を求める、等により、相関をとることができる。故障検
出部７４は、求めた最大値および最小値が、所定範囲内にあるかどうかに従い、いずれか
の気筒の筒内圧センサに故障があるかどうかを判断する。
【００８６】
　この実施例によれば、複数の気筒間のドリフトパラメータの相関をとるので、筒内圧セ
ンサの故障をより正確に検出することができる。
【００８７】
　図１７は、第５の実施例に従う筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフローチャー
トである。該プロセスは、たとえば、燃焼サイクルごと、好ましくは排気工程中に実施さ
れる。一実施例では、１燃焼サイクルは、クランク角度７２０度に相当する。
【００８８】
　ステップＳ５１において、第１～第４気筒のそれぞれについて、筒内圧のドリフトパラ
メータを算出するルーチン（たとえば、図７）により算出されたドリフトパラメータＰｄ
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ｆｔａｖｅ１～Ｐｄｆｔａｖｅ４を取得する。ステップＳ５２において、ドリフトパラメ
ータＰｄｆｔａｖｅ１～Ｐｄｆｔａｖｅ４の中から、最大値および最小値を選択し、Ｐｄ
ｆｔａｖｅ＿ｍａｘおよびＰｄｆｔａｖｅ＿ｍｉｎにそれぞれ設定する。
【００８９】
　ステップＳ５３において、ドリフトパラメータの最大値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍａｘが、上
限値（たとえば、２ｍＶ）および下限値（たとえば、－２ｍＶ）により規定される所定範
囲内にあり、かつドリフトパラメータの最小値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍｉｎが、該所定範囲内
にあるかどうかを調べる。最大値および最小値のいずれかが該所定範囲内になければ、い
ずれかの気筒の筒内圧センサが故障している可能性があると判断し、フラグＦｓｋ＿Ｐｃ
ｙｌにＮＧを設定する（Ｓ５４）。最大値および最小値の両方が該所定範囲内にあれば、
すべての気筒についての筒内圧センサは正常であると判断し、フラグＦｓｋ＿Ｐｃｙｌに
ＯＫを設定する（Ｓ５５）。
【００９０】
　代替的に、ドリフトパラメータの最大値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍａｘが、上記所定範囲内に
なければ、該最大値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍａｘが得られた気筒について、故障の可能性があ
ると判断してもよい。同様に、ドリフトパラメータの最小値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍｉｎが、
上記所定範囲内になければ、該最小値Ｐｄｆｔａｖｅ＿ｍｉｎが得られた気筒について、
故障の可能性があると判断してもよい。
【００９１】
　第１の実施例に従う、図６に示される故障判定プロセスは、第５の実施例にも同様に適
用される。また、第１の実施例と同様に、ドリフトパラメータとして、統計処理値Ｐｄｆ
ｔａｖｅの代わりに、ドリフト量Ｐｄｆｔを用いてもよい。
【実施例６】
【００９２】
　図１８は、本願発明の第６の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
ック図である。この実施例には、筒内圧をリセットするための機構が設けられる。リセッ
ト操作により、ドリフトパラメータを正確かつ容易に求めることができる。
【００９３】
　積分装置８１は、筒内圧センサの出力Ｖｐｓを積分して、筒内圧Ｐｃｙｌを算出する。
リセット機構８２は、所定のタイミングでリセット信号を発生する。リセット信号は、筒
内圧を所定の基準値（たとえば、ゼロ）にリセットする信号である。この実施例では、リ
セット信号は、各燃焼サイクルの所定のタイミングで生成される。積分装置８１は、リセ
ット信号に応答して、該所定の基準値にリセットされた筒内圧Ｐｃｙｌを出力する。
【００９４】
　ドリフトパラメータ算出部８３は、リセットされる前の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｒｅと、リ
セットされた後の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｏｓｔとの差に基づいて、ドリフトパラメータＰｄ
ｆｔａｖｅを算出する。
【００９５】
　故障検出部８４は、第１～第５の実施例のうちのいずれかの手法に従って、筒内圧セン
サの故障を検出することができる。すなわち、第１の実施例に従えば、ドリフトパラメー
タが所定範囲内にあるかどうかに従って、筒内圧センサの故障を判定する。第２の実施例
に従えば、該所定範囲が、筒内圧の最大値に応じて設定される。第３の実施例に従えば、
ドリフトパラメータは、エンジンの運転状態に応じて補正され、該補正されたドリフトパ
ラメータが所定範囲内にあるかどうかに従って、筒内圧センサの故障を判定する。第４の
実施例に従えば、筒内圧センサの出力に探査信号が重畳される。第５の実施例に従えば、
複数の気筒間についてドリフトパラメータの相関をとり、該相関に基づいて、筒内圧セン
サの故障を判定する。
【００９６】
　図１９を参照して、リセット機構の一例およびリセット信号の働きを説明する。図１９
の（ａ）は、積分装置８１の回路の一例を示す。該積分回路は、スイッチング素子８５、
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コンデンサ８６および演算増幅器８７を備える。リセット信号に応じて、スイッチング素
子８５が閉じられる。該素子を閉じると、コンデンサ８６の前後の電位差が無くなり、よ
って演算増幅器８７の出力が基準値にリセットされる。
【００９７】
　図１９の（ｂ）には、このようなリセット操作を行った場合の、積分回路８１から出力
される筒内圧Ｐｃｙｌの波形の一例が示されている。リセット操作は、時間ｔ１、ｔ２、
ｔ３、ｔ４およびｔ５において実施される。このようなリセット操作により、筒内圧Ｐｃ
ｙｌが基準値（ここでは、ゼロ）にリセットされる。リセット操作の前後の筒内圧の差が
、１燃焼サイクル中のドリフトの量を表している。
【００９８】
　図２０は、リセット操作の前後における筒内圧の変化量を算出するプロセスのフローチ
ャートである。該プロセスは、１燃焼サイクルよりも短い時間間隔で（たとえば、クラン
ク角度１度ごとに）実施される。
【００９９】
　ステップＳ６１において、リセット信号に応じて筒内圧がリセットされたかどうかを判
断する。この判断がＮｏならば、その時点で積分装置８１から出力される筒内圧Ｐｃｙｌ
を、リセット操作前の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｒｅとして記憶する（Ｓ６２）。この判断がＹ
ｅｓならば、その時点で積分装置８１から出力される筒内圧Ｐｃｙｌを、リセット操作後
の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｏｓｔとして記憶する（Ｓ６３）。ステップＳ６４において、リセ
ット前の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｒｅとリセット後の筒内圧Ｐｃｙｌ＿ｐｏｓｔを、変化量Δ
Ｐｃｙｌとして算出する。
【０１００】
　図２１は、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフローチャートを示す。ステップ
Ｓ７１において、図２０のステップＳ６４で算出された変化量ΔＰｃｙｌを、筒内圧のド
リフト量Ｐｄｆｔに設定する。ドリフト量Ｐｄｆｔは、１燃焼サイクル中の筒内圧のドリ
フトの量を表す。ステップＳ７２～７４は、図７のステップＳ１４～Ｓ１６と同じである
ので、説明を省略する。
【０１０１】
　前述したように、こうして算出されたドリフトパラメータに、第１～第５の実施例のう
ちのいずれかの故障判定手法を適用して、筒内圧センサの故障を判定することができる。
【実施例７】
【０１０２】
　図２２は、本願発明の第７の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
ック図である。ドリフトを含まない筒内圧を算出するため、ドリフト補正量を算出する機
構が設けられることがある。本実施例では、この機構を利用して、ドリフトパラメータを
算出する。
【０１０３】
　補正装置９１は、筒内圧センサ１５の出力、すなわち筒内圧の変化率Ｖｐｓから、ドリ
フト補正量Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを減算することにより、筒内圧の変化率を補正する。積分
装置９２は、該補正により得られた筒内圧変化率Ｖｐｓ’を積分し、筒内圧Ｐｃｙｌを算
出する。ドリフト補正量算出装置９０は、ドリフト補正量Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出する
ための装置である。ドリフト補正量Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐは、補正装置９１にフィードバッ
クされる。
【０１０４】
　このフィードバック操作は、所定の時間間隔で繰り返し行われる。したがって、所定の
時間間隔ごとに、筒内圧センサの出力Ｖｐｓから、ドリフト成分Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐが除
去される。ドリフト成分が除去された筒内圧センサの出力Ｖｐｓ’を積分するので、得ら
れる筒内圧Ｐｃｙｌの波形に、ドリフトが現れることを抑制することができる。
【０１０５】
　この実施例では、ドリフト補正量算出装置９０による処理は、１燃焼サイクルの長さに
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等しいＴｎの周期で行われ、補正装置９１および積分装置９２による処理は、Ｔｎよりも
短いＴｋの周期で行われる。好ましくは、Ｔｋは、筒内圧センサの出力をアナログデジタ
ル変換するサイクルの長さに一致するように決められる。こうすることにより、筒内圧セ
ンサの出力がデジタル値Ｖｐｓとして得られるたびに、該Ｖｐｓをドリフト補正量Ｐｃｙ
ｌ＿ｃｏｍｐで補正することができる。
【０１０６】
　ドリフトパラメータ算出部９６は、ドリフト補正量Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐに基づいて、ド
リフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを算出する。故障検出部９７は、第６の実施例の所で述
べたように、第１～第５の実施例のうちのいずれかの手法に従って、筒内圧センサの故障
を判定することができる。
【０１０７】
　ドリフト補正量算出装置９０は、サンプリング回路９３、ドリフト量算出回路９４およ
びドリフト変化率算出回路９５を備える。サンプリング回路９３によるサンプリングは、
Ｔｎの周期で行われる。サンプリング回路９３は、各燃焼サイクルの所定のクランク（Ｃ
ＲＫ）角度で、筒内圧Ｐｃｙｌをサンプリングする。好ましくは、吸気行程中の所定のク
ランク角度で、筒内圧Ｐｃｙｌをサンプリングする。該サンプリングにより得られた筒内
圧サンプルＰｓａｍｐｌｅは、次のサンプリングまでサンプリング回路９３に保持される
。図２３の（ａ）に、筒内圧サンプルＰｓａｍｐｌｅの波形の一例を示す。
【０１０８】
　ドリフト量算出回路９４は、サンプリング回路９３により筒内圧サンプルＰｓａｍｐｌ
ｅが生成されることに応じて、式（７）を実行し、ドリフト量Ｐｄｆｔを算出する。ドリ
フト量Ｐｄｆｔは、１燃焼サイクル中のドリフト量を表す。
【０１０９】
ドリフト量Ｐｄｆｔ＝筒内圧Ｐｓａｍｐｌｅ－基準値　　　　（７）
　基準値は、ドリフトの影響がないときの筒内圧を示すように設定される。一例では、基
準値として、サンプリング回路９３によるサンプリングと同じタイミングでサンプリング
された、吸気管圧力センサ２０（図１）の出力ＰＢを用いる。吸気行程中は吸気バルブが
開いているので、ドリフトの影響がなければ、筒内圧と吸気管圧力とはほぼ同じ圧力とな
る。筒内圧Ｐｃｙｌから吸気管圧力ＰＢを減算することにより得られる値は、該燃焼サイ
クル中に蓄積されたドリフト量Ｐｄｆｔとなる。
【０１１０】
　図２３の（ｂ）に、ドリフト量Ｐｄｆｔの一例を示す。第１の燃焼サイクルにおける吸
気行程中の時間ｔ１にサンプリングされた筒内圧サンプルＰｓａｍｐｌｅ１は、次の筒内
圧サンプルが得られるまで、サンプリング回路９３に保持される。時間ｔ１にサンプリン
グされた吸気管圧力ＰＢとの差が、該第１の燃焼サイクルについてのドリフト量Ｐｄｆｔ
１である。同様に、第２の燃焼サイクルにおける吸気行程中の時間ｔ２にサンプリングさ
れた筒内圧サンプルＰｓａｍｐｌｅ２が、次の筒内圧サンプルが得られるまで、サンプリ
ング回路９３に保持される。時間ｔ２にサンプリングされた吸気管圧力ＰＢとの差が、該
第２の燃焼サイクルについてのドリフト量Ｐｄｆｔ２である。こうして、燃焼サイクルご
とに、ドリフト量Ｐｄｆｔが算出される。
【０１１１】
　図２２に戻り、ドリフト変化率算出回路９５は、式（８）を実行し、ドリフト変化率Ｐ
ｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出する。ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐは、時間Ｔｋあたりの
ドリフト変化率を表す。
【０１１２】
ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐ
＝ドリフト量Ｐｄｆｔ／所定のサンプリング回数　　　（８）
ここで、所定のサンプリング回数＝１燃焼サイクル／Ｔｋ
　前述したように、一実施例では、Ｔｋは、筒内圧センサの出力をアナログデジタル変換
するサイクルの長さに等しい。こうして、時間Ｔｋごとに得られる筒内圧センサの出力Ｖ
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ｐｓを、時間Ｔｋあたりのドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐで補正することができる。
【０１１３】
　図２３の（ｃ）に、ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを示す。時間ｔ１において、ド
リフト量算出回路９４がドリフト量Ｐｄｆｔを算出する。該ドリフト量Ｐｄｆｔを、所定
のサンプリング回数で除算することにより、時間Ｔｋあたりのドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿
ｃｏｍｐを算出することができる。こうして算出されたドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍ
ｐが、ドリフト補正量として、補正装置９１（図２２）にフィードバックされる。
【０１１４】
　図２４は、ドリフト補正量（ドリフト変化率）を算出するプロセスのフローチャートで
ある。このプロセスは、所定のクランク角度（たとえば、１度）ごとに実施される。
【０１１５】
　ステップＳ８１において、アップカウンタＤｃｎｔが所定値Ｄｓａｍｐｌｅに達したか
どうかを判断する。アップカウンタは、各燃焼サイクルの吸気行程中の開始時点、すなわ
ちクランク角度がゼロになった時に、ゼロにリセットされる。アップカウンタは、クラン
ク角センサ１７（図１）からのクランク信号に従ってカウントする。一実施例では、アッ
プカウンタは、０から７２０までカウントする。Ｄｓａｍｐｌｅは、筒内圧Ｐｃｙｌをサ
ンプリングすべきクランク角度を示し、予め決められている。
【０１１６】
　ステップＳ８１の答えがＮｏならば、筒内圧をサンプリングすべき時ではないので、カ
ウンタＤｃｎｔをインクリメントする（Ｓ８２）。ステップＳ８１の答えがＹｅｓならば
、アップカウンタの値をゼロにセットする（Ｓ８３）。ステップＳ８４において、筒内圧
Ｐｃｙｌをサンプリングし、筒内圧サンプルＰｓａｍｐｌｅを得る。また、吸気管圧力セ
ンサからの出力ＰＢをサンプリングする。ステップＳ８５において、筒内圧サンプルＰｓ
ａｍｐｌｅと、吸気管圧力ＰＢとの差を、ドリフト量Ｐｄｆｔとして算出する。ステップ
Ｓ８６において、ドリフト量Ｐｄｆｔを、所定のサンプリング回数で除算し、ドリフト変
化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出する。この実施例では、式（８）を参照して前述したよう
に、１燃焼サイクルに対応するクランク角度は７２０度である。Ｔｋに対応するクランク
角度をＤとすると、所定のサンプリング回数は、７２０／Ｄである。
【０１１７】
　図２５は、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフローチャートを示す。該プロセ
スは、Ｔｋの周期で実施される。ステップＳ９１において、式（９）に示されるように、
ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐの積分操作を実行する。すなわち、Ｄのクランク角あ
たりのドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを、筒内圧のドリフト量Ｐｄｆｔｉの前回値に
加算し、ドリフト量Ｐｄｆｔｉの今回値を算出する。
【０１１８】
Ｐｄｆｔｉの今回値＝Ｐｄｆｔｉの前回値＋Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐ　　（９）
　こうして算出されるドリフト量Ｐｄｆｔｉは、今回の演算サイクルの時点における筒内
圧のドリフト量を示す。１燃焼サイクル中、ドリフト量Ｐｄｆｔｉは、一次的に変化する
よう算出される。
【０１１９】
　代替的に、１度のクランク角度の周期で該プロセスを実施する場合には、式（９）に示
される積分操作では、（Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐ／Ｄ）が加算される。
【０１２０】
　ステップＳ９２～９４は、図７のステップＳ１４～Ｓ１６と同じであるので、説明を省
略する。こうして算出されるドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅは、ドリフト量Ｐｄｆｔ
ｉに応じて、よりきめ細かく曲線的に変化するよう算出される。
【０１２１】
　前述したように、こうして算出されたドリフトパラメータに、第１～第５の実施例のい
ずれかに従う故障判定手法を適用して、筒内圧センサの故障を判定することができる。
【０１２２】
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　ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出するための他の実施例を以下に説明する。
【０１２３】
　図２６は、図２２に示されるドリフト補正量算出装置９０についての代替形態を示す。
サンプリング回路９３およびドリフト量算出回路９４は、図２２に示されるものと同じで
ある。図２２に示されるドリフト補正量算出装置と異なる点は、ドリフト量Ｐｄｆｔから
ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出する手法である。この実施例によると、オーバ
ーサンプリング、移動平均、および微分という一連の操作により、ドリフト変化率Ｐｃｙ
ｌ＿ｃｏｍｐを算出する。この手法について、図２７を参照して説明する。
【０１２４】
　図２７の（ａ）には、各燃焼サイクルにおいて（すなわち、Ｔｎの周期で）ドリフト量
算出回路９４により算出されたドリフト量Ｐｄｆｔの波形が示されている。オーバーサン
プリング回路１０１は、Ｔｋの周期で、ドリフト量Ｐｄｆｔをオーバーサンプリングする
。
【０１２５】
　１燃焼サイクルにおけるサンプリング回数ｍは、（１燃焼サイクル／Ｔｋ）である。図
２７の（ａ）には、ｍ＝６の例が示されている。
【０１２６】
　移動平均回路１０２は、オーバーサンプリングによってサンプル値が得られるたびに、
式（１０）に従い、サンプルＰｄｆｔ（ｋ－（ｍ－１））～Ｐｄｆｔ（ｋ）を平均する。
こうして、時間Ｔｋあたりのドリフト量ΔＰｄｆｔを算出する。
【数４】

【０１２７】
　こうして得られるドリフト量ΔＰｄｆｔは、図２７の（ｂ）に示されるようなラインで
表される。該ドリフト量ΔＰｄｆｔは、時間Ｔｋあたりに蓄積されるドリフト量を示す。
したがって、図２７の（ｂ）に示されるラインの傾きを求めることにより、すなわち該ド
リフト量ΔＰｄｆｔを微分することにより、ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出す
ることができる。
【０１２８】
　一例として、ｍ＝６の時に時間ｔ１で算出されるドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐが
示されている。該ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐは、Ｐｄｆｔ（ｋ－５）～Ｐｄｆｔ
（ｋ）を移動平均することにより得たΔＰｄｆｔを微分することにより、算出される。こ
うして、Ｔｋの周期でドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出すると、図２７の（ｃ）
に示されるような波形が得られる。算出されたドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐは、補
正装置９１（図２２）にフィードバックされる。
【０１２９】
　前述したように、Ｔｋは、筒内圧センサの出力をアナログデジタル変換するサイクルの
長さに等しい。こうして、Ｔｋの周期で得られる筒内圧センサの出力Ｖｐｓを、時間Ｔｋ
あたりのドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐで補正することができる。
【０１３０】
　上記の実施形態では、オーバーサンプリングされたサンプル値の平均に、移動平均法を
用いた。代替的に、他のフィルタリング（たとえば、ローパスフィルタ）を用いてもよい
。
【実施例８】
【０１３１】
　図２８は、本願発明の第８の実施例に従う、筒内圧センサの故障を判定する装置のブロ
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ック図である。ドリフトを含まない筒内圧を算出するため、ドリフト補正量を算出する機
構が設けられている点は、第７の実施例と同様である。この機構を利用し、ドリフトパラ
メータが算出される。第７の実施例と異なるのは、ドリフト補正量を算出する手法が異な
る点である。
【０１３２】
　積分装置１１１は、筒内圧センサの出力Ｖｐｓを積分して、筒内圧Ｐｃｙｌを算出する
。補正装置１１２は、該筒内圧Ｐｃｙｌを、ドリフト補正量ΔＰｄｆｔで補正して、補正
済み筒内圧Ｐｃｙｌ’を算出する。該補正により、補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’は、ドリフ
トを含まない。ドリフト補正量算出装置１１０は、筒内圧Ｐｃｙｌに基づいて、ドリフト
補正量ΔＰｄｆｔを算出するための装置である。
【０１３３】
　この実施例では、ドリフト補正量算出装置１１０による処理は、１燃焼サイクルの長さ
に等しいＴｎの周期で行われ、積分装置１１１および補正装置１１２による処理は、Ｔｎ
よりも短いＴｋの周期で行われる。好ましくは、Ｔｋは、筒内圧センサの出力をアナログ
デジタル変換するサイクルの長さに一致するように決められる。こうすることにより、筒
内圧センサの出力がデジタル値Ｖｐｓとして得られるたびに、該Ｖｐｓに対応する筒内圧
Ｐｃｙｌをドリフト補正量ΔＰｄｆｔで補正することができる。
【０１３４】
　ドリフトパラメータ算出部９６は、第７の実施例と同様の手法で、ドリフト補正量ΔＰ
ｄｆｔに基づいてドリフトパラメータＰｄｆｔａｖｅを算出する。故障検出部９７は、第
６の実施例の所で述べたように、第１～第５の実施例のうちのいずれかの手法に従って、
筒内圧センサの故障を検出することができる。
【０１３５】
　ドリフト補正量算出装置１１０は、サンプリング回路１１３、ドリフト量算出回路１１
４、オーバーサンプリング回路１１５および移動平均回路１１６を備える。これらの回路
は、第７の実施例の図２６に示されるサンプリング回路９３、ドリフト量算出回路９４、
オーバーサンプリング回路１０１および移動平均回路１０２と同様に動作する。その結果
、移動平均回路１１６により、時間Ｔｋあたりのドリフト量ΔＰｄｆｔが算出される（式
（１０）参照）。補正装置１１２は、該時間Ｔｋあたりのドリフト量ΔＰｄｆｔを、ドリ
フト補正量として受け取る。補正装置１１２は、筒内圧Ｐｃｙｌからドリフト補正量ΔＰ
ｄｆｔを減算することにより筒内圧Ｐｃｙｌを補正し、補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’を算出
する。補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’は、ドリフトを含まない筒内圧を示す。
【０１３６】
　こうして、筒内圧センサの出力がデジタル値Ｖｐｓとして得られるたびに、筒内圧Ｐｃ
ｙｌがドリフト補正量ΔＰｄｆｔで補正される。周期Ｔｋの長さは、燃焼サイクルの長さ
よりも短いので、１燃焼サイクルにわたって筒内圧にドリフトが蓄積されることを回避す
ることができる。
【０１３７】
　上記の実施例では、オーバーサンプリングされたドリフト量のサンプルを平均するのに
、移動平均法を用いた。代替的に、他のフィルタリング（たとえば、ローパスフィルタ）
を用いてもよい。
【０１３８】
　図２９は、第８の実施例に従う、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフローチャ
ートを示す。該プロセスは、この例では、Ｔｋの周期で実施される。ステップＳ１０１に
おいて、時間Ｔｋあたりのドリフト量ΔＰｄｆｔを、ドリフト量Ｐｄｆｔに設定する。ス
テップＳ１０２～１０４は、図７のステップＳ１４～Ｓ１６と同じであるので、説明を省
略する。
【０１３９】
　前述したように、こうして算出されたドリフトパラメータに、第１～第５の実施例のい
ずれかに従う故障判定手法を適用して、筒内圧センサの故障を判定することができる。
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【０１４０】
　第７および第８の実施例で示されるドリフト補正量算出機構は一例であり、他の機構を
用いて、筒内圧センサの出力を補正し、または筒内圧を補正するようにしてもよい。
【０１４１】
　一例として、第７の実施例に従う補正機構に、ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐをゼ
ロに収束させる制御を実施するコントローラを、ドリフト変化率算出部９５と補正装置９
１の間に設けてもよい。ドリフト変化率Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐがゼロになるよう、補正装置
９１への制御入力が算出される。該制御入力を用いて筒内圧センサの出力Ｖｐｓを補正す
ることにより、該筒内圧センサの出力がドリフトを含まないようにする。
【０１４２】
　また、第８の実施例に従う補正機構に、ドリフト量ΔＰｄｆｔをゼロに収束させる制御
を実施するコントローラを、移動平均回路１１９と補正装置１１２の間に設けてもよい。
この場合、ドリフト補正量算出装置１１０の入力は、補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’となる。
補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’に基づいて、ドリフト補正量ΔＰｄｆｔを求め、該ドリフト補
正量ΔＰｄｆｔをゼロに収束させる制御を実施して、補正装置１１２への制御入力を算出
する。該補正装置１１２が、該制御入力によって筒内圧Ｐｃｙｌを補正することにより、
補正済み筒内圧Ｐｃｙｌ’にドリフトが含まれないようにする。
【０１４３】
　本発明は、汎用の（例えば、船外機等の）内燃機関に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】この発明の一実施例に従う、エンジンおよびその制御装置を概略的に示す図。
【図２】この発明の一実施例に従う、筒内圧センサの取り付けを示す図。
【図３】この発明の一実施例に従う、（ａ）筒内圧センサの出力、（ｂ）ドリフトを含ま
ない筒内圧の波形、および（ｃ）ドリフトを含む筒内圧の波形を示す図。
【図４】この発明の第１の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図５】この発明の第１の実施例に従う、筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフロ
ーチャート。
【図６】この発明の第１の実施例に従う、筒内圧センサの故障を最終的に判定するプロセ
スのフローチャート。
【図７】この発明の第１の実施例に従う、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフロ
ーチャート。
【図８】この発明の第２の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図９】この発明の第２の実施例に従う、筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフロ
ーチャート。
【図１０】この発明の第２の実施例に従う、筒内圧の故障を検出するための所定範囲を設
定するためのマップ。
【図１１】この発明の第３の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図１２】この発明の第３の実施例に従う、筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフ
ローチャート。
【図１３】この発明の第２の実施例に従う、運転状態に応じた補正係数を示すマップ。
【図１４】この発明の第４の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図１５】この発明の第４の実施例に従う、筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフ
ローチャート。
【図１６】この発明の第５の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図１７】この発明の第５の実施例に従う、筒内圧センサの故障を検出するプロセスのフ
ローチャート。
【図１８】この発明の第６の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図１９】この発明の第６の実施例に従う、筒内圧をリセットする機構およびその動作を
示す図。
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【図２０】この発明の第６の実施例に従う、リセット操作に応じて、筒内圧の変化量を算
出するプロセスのフローチャート。
【図２１】この発明の第６の実施例に従う、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフ
ローチャート。
【図２２】この発明の第７の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図２３】この発明の第７の実施例に従う、ドリフト補正量Ｐｃｙｌ＿ｃｏｍｐを算出す
る手法を示す図。
【図２４】この発明の第７の実施例に従う、ドリフト補正量を算出するプロセスのフロー
チャート。
【図２５】この発明の第７の実施例に従う、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフ
ローチャート。
【図２６】この発明の第７の実施例に従う、ドリフト補正量を算出する機構の他の形態を
示すブロック図。
【図２７】この発明の第７の実施例に従う、ドリフト補正量を算出する他の機構の動作を
示す図。
【図２８】この発明の第８の実施例に従う、故障判定装置のブロック図。
【図２９】この発明の第８の実施例に従う、ドリフトパラメータを算出するプロセスのフ
ローチャート。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　ＥＣＵ
　２　エンジン
　８　燃焼室
　１５　筒内圧センサ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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