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(57)【要約】
【課題】排気通路への燃料噴射を制御するバルブ、及び
燃料の圧力を検出するセンサの故障を精度良く判定する
。
【解決手段】本発明に係る故障診断装置は、排気通路１
１に噴射する燃料を調量する調量バルブ７６と排気通路
１１に噴射する燃料を調量バルブ７６へ送るシャットオ
フバルブ７２を制御するバルブ制御部６２と、シャット
オフバルブ７２と調量バルブ７６の間に配置された第１
のセンサユニット７４から燃料圧力の検出値を取得する
バルブ上流圧力取得部６４と、シャットオフバルブ７２
及び調量バルブ７６を所定の状態に制御した状態で、少
なくとも第１のセンサユニット７４の検出値に基づいて
故障を判定する故障判定部６９と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気通路に噴射する燃料を調量する調量バルブを制御する調量バルブ制御部と、
　排気通路に噴射する燃料を前記調量バルブへ送るシャットオフバルブを制御するシャッ
トオフバルブ制御部と、
　前記シャットオフバルブと前記調量バルブの間に配置された第１の圧力センサから燃料
圧力の検出値を取得する調量バルブ上流圧力取得部と、
　前記シャットオフバルブ及び前記調量バルブを所定の状態に制御した状態で、少なくと
も前記第１の圧力センサの検出値に基づいて故障を判定する故障判定部と、
　を備えることを特徴とする、故障診断装置。
【請求項２】
　前記調量バルブの下流側に配置された第２の圧力センサから燃料圧力の検出値を取得す
る調量バルブ下流圧力取得部と、
　前記シャットオフバルブが閉状態であり且つ前記調量バルブが開状態の場合に、前記第
１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値とを比較する比較部と、を備え
、
　前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果に基づいて、前記調量バルブ、前記第
１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサのいずれかに故障が発生しているか否かを判
定することを特徴とする、請求項１に記載の故障診断装置。
【請求項３】
　前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果、前記第１の圧力センサの検出値と前
記第２の圧力センサの検出値との差分が所定のしきい値よりも小さい場合は、前記調量バ
ルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサが正常であると判定し、前記第
１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値との差分が前記所定のしきい値
以上の場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサのい
ずれかに故障が発生していると判定することを特徴とする、請求項２に記載の故障診断装
置。
【請求項４】
　前記シャットオフバルブが開状態であり且つ前記調量バルブが閉状態の場合に、前記第
１の圧力センサの検出値と所定のしきい値とを比較する比較部を備え、
　前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果に基づいて、前記シャットオフバルブ
、前記第１の圧力センサ及び前記シャットオフバルブに燃料を供給する燃料回路のいずれ
かに故障が発生しているか否かを判定することを特徴とする、請求項１に記載の故障診断
装置。
【請求項５】
　前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果、前記第１の圧力センサの検出値が前
記所定のしきい値を超えている場合は、前記シャットオフバルブ、前記第１の圧力センサ
、及び前記燃料回路が正常であると判定し、前記第１の圧力センサの検出値が前記所定の
しきい値以下の場合は、前記シャットオフバルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記燃料
回路のいずれかに故障が発生していると判定することを特徴とする、請求項４に記載の故
障診断装置。
【請求項６】
　前記シャットオフバルブ、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧
力センサは、一体の調量ユニットとして構成されていることを特徴とする、請求項２に記
載の故障診断装置。
【請求項７】
　排気通路に噴射する燃料を調量する調量バルブを制御するステップと、
　排気通路に噴射する燃料を前記調量バルブへ送るシャットオフバルブを制御するステッ
プと、
　前記シャットオフバルブと前記調量バルブの間に配置された第１の圧力センサから燃料
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圧力の検出値を取得するステップと、
　前記シャットオフバルブ及び前記調量バルブを所定の状態に制御した状態で、少なくと
も前記第１の圧力センサの検出値に基づいて故障を判定するステップと、
　を備えることを特徴とする、故障診断方法。
【請求項８】
　前記調量バルブの下流側に配置された第２の圧力センサから燃料圧力の検出値を取得す
るステップと、
　前記シャットオフバルブが閉状態であり且つ前記調量バルブが開状態の場合に、前記第
１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値とを比較するステップと、備え
、
　前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果に基づいて、
前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサのいずれかに故障が
発生しているか否かを判定することを特徴とする、請求項７に記載の故障診断方法。
【請求項９】
　前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果、前記第１の
圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値との差分が所定のしきい値よりも小
さい場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサが正常
であると判定し、前記第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値との差
分が前記所定のしきい値以上の場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前
記第２の圧力センサのいずれかに故障が発生していると判定することを特徴とする、請求
項８に記載の故障診断方法。
【請求項１０】
　前記シャットオフバルブが開状態であり且つ前記調量バルブが閉状態の場合に、前記第
１の圧力センサの検出値と所定のしきい値とを比較するステップを備え、
　前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果に基づいて、
前記シャットオフバルブ、前記第１の圧力センサ及び前記シャットオフバルブに燃料を供
給する燃料回路のいずれかに故障が発生しているか否かを判定することを特徴とする、請
求項７に記載の故障診断方法。
【請求項１１】
　前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果、前記第１の
圧力センサの検出値が前記所定のしきい値を超えている場合は、前記シャットオフバルブ
、前記第１の圧力センサ、及び前記燃料回路が正常であると判定し、前記第１の圧力セン
サの検出値が前記所定のしきい値以下の場合は、前記シャットオフバルブ、前記第１の圧
力センサ、及び前記燃料回路のいずれかに故障が発生していると判定することを特徴とす
る、請求項１０に記載の故障診断方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、故障診断装置及び故障診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載される内燃機関の排気ガス中には、窒素酸化物（以下、「ＮＯｘ」と
称する。）や微粒子状物質（以下、「ＰＭ(Particulate　Matter)」と称する。）が含ま
れている。このうち、ＰＭを捕集して排気ガスを浄化するための装置としてディーゼルパ
ティキュレートフィルタ（以下、「ＤＰＦ」と称する。）がある。ＤＰＦは、内燃機関の
排気通路に配設され、排気ガスが当該ＤＰＦを通過する際に排気ガス中のＰＭを捕集する
。ＤＰＦを備えた排気浄化システムでは、ＤＰＦの目詰まりを防止するために、ＤＰＦの
温度を３００℃～６００℃程度に上昇させてＤＰＦに堆積したＰＭを強制的に燃焼させる
強制再生制御が適時に行われる。
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【０００３】
　下記の特許文献１には、排気通路に燃料を添加する燃料添加弁を備えたシステムにおい
て、燃料添加弁から添加された燃料がＤＰＦに到達したと推定される到達推定時期に排気
圧センサによって取得された圧力に基づいて燃料添加弁を診断することが記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　排気通路に適量の燃料を噴射するためには、燃料の圧力に応じて燃料を調量する調量バ
ルブの開弁・閉弁を制御する必要がある。この際、調量バルブの上流の燃料圧力が高い場
合は、調量バルブの開弁時間は比較的短い時間に設定される。また、調量バルブの上流の
燃料圧力が低い場合は、調量バルブの閉弁時間は比較的長い時間に設定される。
【０００６】
　このため、排気通路に適量の燃料を噴射するためには、調量バルブ、及び燃料の圧力を
検出する圧力センサが正常に動作していることが要求される。しかしながら、特許文献１
に記載された技術では、燃料を調量する調量バルブ、及び燃料の圧力を検出する圧力セン
サの故障を診断することは困難である。また、特許文献１に記載された技術は、排気圧セ
ンサによって取得された圧力に基づいて燃料添加弁を診断するものであるが、排気圧セン
サに異常が発生していた場合は正確な診断ができない問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、排気通路への燃料噴射を制御するバルブ、及び燃料の圧力を検出するセンサの故障を
精度良く判定することが可能な、新規かつ改良された故障診断装置及び故障診断方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、排気通路に噴射する燃料を調
量する調量バルブを制御する調量バルブ制御部と、排気通路に噴射する燃料を前記調量バ
ルブへ送るシャットオフバルブを制御するシャットオフバルブ制御部と、前記シャットオ
フバルブと前記調量バルブの間に配置された第１の圧力センサから燃料圧力の検出値を取
得する調量バルブ上流圧力取得部と、前記シャットオフバルブ及び前記調量バルブを所定
の状態に制御した状態で、少なくとも前記第１の圧力センサの検出値に基づいて故障を判
定する故障判定部と、を備える故障診断装置が提供される。
【０００９】
　前記調量バルブの下流側に配置された第２の圧力センサから燃料圧力の検出値を取得す
る調量バルブ下流圧力取得部と、前記シャットオフバルブが閉状態であり且つ前記調量バ
ルブが開状態の場合に、前記第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値
とを比較する比較部と、を備え、前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果に基づ
いて、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサのいずれかに
故障が発生しているか否かを判定するものであっても良い。
【００１０】
　また、前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果、前記第１の圧力センサの検出
値と前記第２の圧力センサの検出値との差分が所定のしきい値よりも小さい場合は、前記
調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサが正常であると判定し、
前記第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値との差分が前記所定のし
きい値以上の場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力セン
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サのいずれかに故障が発生していると判定するものであっても良い。
【００１１】
　また、前記シャットオフバルブが開状態であり且つ前記調量バルブが閉状態の場合に、
前記第１の圧力センサの検出値と所定のしきい値とを比較する比較部を備え、前記故障判
定部は、前記比較部による比較の結果に基づいて、前記シャットオフバルブ、前記第１の
圧力センサ及び前記シャットオフバルブに燃料を供給する燃料回路のいずれかに故障が発
生しているか否かを判定するものであっても良い。
【００１２】
　また、前記故障判定部は、前記比較部による比較の結果、前記第１の圧力センサの検出
値が前記所定のしきい値を超えている場合は、前記シャットオフバルブ、前記第１の圧力
センサ、及び前記燃料回路が正常であると判定し、前記第１の圧力センサの検出値が前記
所定のしきい値以下の場合は、前記シャットオフバルブ、前記第１の圧力センサ、及び前
記燃料回路のいずれかに故障が発生していると判定するものであっても良い。
【００１３】
　また、前記シャットオフバルブ、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第
２の圧力センサは、一体の調量ユニットとして構成されているものであっても良い。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、排気通路に噴射する燃
料を調量する調量バルブを制御するステップと、排気通路に噴射する燃料を前記調量バル
ブへ送るシャットオフバルブを制御するステップと、前記シャットオフバルブと前記調量
バルブの間に配置された第１の圧力センサから燃料圧力の検出値を取得するステップと、
前記シャットオフバルブ及び前記調量バルブを所定の状態に制御した状態で、少なくとも
前記第１の圧力センサの検出値に基づいて故障を判定するステップと、を備える、故障診
断方法が提供される。
【００１５】
　前記調量バルブの下流側に配置された第２の圧力センサから燃料圧力の検出値を取得す
るステップと、前記シャットオフバルブが閉状態であり且つ前記調量バルブが開状態の場
合に、前記第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値とを比較するステ
ップと、備え、前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果
に基づいて、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサのいず
れかに故障が発生しているか否かを判定するものであっても良い。
【００１６】
　また、前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果、前記
第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値との差分が所定のしきい値よ
りも小さい場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記第２の圧力センサ
が正常であると判定し、前記第１の圧力センサの検出値と前記第２の圧力センサの検出値
との差分が前記所定のしきい値以上の場合は、前記調量バルブ、前記第１の圧力センサ、
及び前記第２の圧力センサのいずれかに故障が発生していると判定するものであっても良
い。
【００１７】
　また、前記シャットオフバルブが開状態であり且つ前記調量バルブが閉状態の場合に、
前記第１の圧力センサの検出値と所定のしきい値とを比較するステップを備え、前記故障
を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果に基づいて、前記シャッ
トオフバルブ、前記第１の圧力センサ及び前記シャットオフバルブに燃料を供給する燃料
回路のいずれかに故障が発生しているか否かを判定するものであっても良い。
【００１８】
　また、前記故障を判定するステップは、前記比較するステップによる比較の結果、前記
第１の圧力センサの検出値が前記所定のしきい値を超えている場合は、前記シャットオフ
バルブ、前記第１の圧力センサ、及び前記燃料回路が正常であると判定し、前記第１の圧
力センサの検出値が前記所定のしきい値以下の場合は、前記シャットオフバルブ、前記第
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１の圧力センサ、及び前記燃料回路のいずれかに故障が発生していると判定するものであ
っても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、排気通路への燃料噴射を制御するバルブ、及び燃料の圧力を検出する
センサの故障を精度良く判定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態にかかるシステムの全体構成を示す模式図である。
【図２】調量ユニット及び噴射ユニットの構成を示す模式図である。
【図３】本発明の一実施形態のシステムに備えられる制御装置の構成を示す模式図である
。
【図４】制御装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】制御装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
１．排気浄化システム
（１）全体構成
　図１は、本実施形態にかかるシステム１００の全体構成を示している。このシステム１
００は、ＤＰＦ２２を有する排気浄化ユニット２０と、ＤＰＦ２２の強制再生制御、燃料
のパージ制御を含む動作制御を行う制御装置（ＤＣＵ；Dosing　Control　Unit）６０を
含んでいる。このシステム１００は、内燃機関５からの排気ガス中に含まれるＰＭをＤＰ
Ｆ２２によって捕集する機能を有している。
【００２３】
　また、システム１００は、内燃機関５と、内燃機関５を制御するＥＣＵ（Electronic　
Control　Unit）８を備えている。排気浄化ユニット２０は、酸化触媒２１とＤＰＦ２２
とを排気上流側から順次に備えている。内燃機関５から排出された排気ガスは、排気管１
１に送られ、酸化触媒２１、ＤＰＦ２２を通過して外部へ排出される。なお、ＤＰＦ２２
の下流には、ＳＣＲ触媒（不図示）を配置することができる。
【００２４】
　また、システム１００は、軽油などの燃料を貯蔵する燃料タンク３０と、燃料タンク３
０内の燃料を内燃機関５、及び排気浄化ユニット２０へ供給する燃料ポンプ３２と、燃料
に含まれる異物等を除去するための燃料フィルタ３４と、を備えている。燃料タンク３０
内の燃料は、燃料ポンプ３２により燃料供給管３６を通って燃料フィルタ３４へ送られ、
更に燃料供給管３８を通って排気浄化ユニット２０へ送られる。また、燃料タンク３０内
の燃料は、燃料供給管３７を通って内燃機関５へ燃料を供給するコモンレール（不図示）
に送られる。燃料供給管３７に送られた燃料は、高圧ポンプ（不図示）によりその圧力が
高められてコモンレールに送られる。このため、この高圧ポンプよりも上流の燃料の経路
を低圧燃料回路、高圧ポンプよりも下流のコモンレール側の燃料の経路を高圧燃料回路と
称する。コモンレールに送られた燃料のうち、余剰分の燃料は燃料回収管３９を通って燃
料タンク３０に戻される。
【００２５】
（２）排気浄化ユニット
　排気浄化ユニット２０の構成要素のうち、酸化触媒２１は、内燃機関５でのポスト噴射
等によって排気管１１内に供給された未燃燃料を酸化し、酸化熱を発生させる。酸化触媒
２１は、公知のもの、例えば、アルミナに白金を担持させたものに所定量のセリウム等の
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希土類元素を添加したものを用いることができる。
【００２６】
　また、ＤＰＦ２２は、排気ガスがＤＰＦ２２を通過する際に排気ガス中のＰＭ(微粒子
状物質)を捕集する。ＤＰＦ２２は、公知のもの、例えば、セラミック材料から構成され
たハニカム構造のフィルタを用いることができる。酸化触媒２１で発生した酸化熱により
ＤＰＦ２２に流入する排気ガスが昇温し、ＤＰＦ２２が加熱される。これにより、ＤＰＦ
２２が捕集したＰＭが燃焼し、ＤＰＦ２２の強制再生制御が行われる。
【００２７】
　排気浄化ユニット２０は、酸化触媒２１の上流及び下流にそれぞれ温度センサ５０，５
２を備え、また、ＤＰＦ２２の上流及び下流の圧力をそれぞれ検出する圧力センサ５４を
備えている。これらセンサの検出値は制御装置６０に送られて、それぞれの位置での圧力
や温度が検出される。なお、演算によって推定可能であるならば、これらのセンサは省略
可能である。
【００２８】
　本実施形態のシステム１００では、ＤＰＦ２２に堆積したＰＭを強制的に燃焼させる強
制再生制御が適時行われる。強制再生制御は、圧力センサ５４により検出されたＤＰＦ２
２の上流と下流の圧力の差分が大きくなったときに行われる。圧力の差分が大きいほど、
ＤＰＦ２２に捕集されたＰＭの蓄積量が多くなるためである。
【００２９】
　強制再生制御では、ＤＰＦ２２を３００℃～６００℃程度に昇温させるため、ＤＰＦ２
２及び酸化触媒２１の上流から燃料が噴射される。このため、本実施形態のシステム１０
０は、酸化触媒２１の上流の排気管１１に燃料を噴射する噴射ユニット８０と、噴射ユニ
ット８０による燃料の噴射量を調量する調量ユニット７０を備えている。
【００３０】
　強制再生制御を行う場合、内燃機関５での吸気絞り、ポスト噴射等によって排気ガス温
度が昇温する。排気ガス温度が昇温すると、噴射ユニット８０から燃料が噴射され、酸化
触媒２１における更なる燃焼が行われる。この際、ＤＰＦ２２に流入する排気ガスの温度
が３００℃～６００℃程度となるように、調量ユニット７０により噴射量が調量される。
これにより、酸化触媒２１での燃焼により高温となった排気ガスがＤＰＦ２２へ流入し、
ＤＰＦ２２内のＰＭが燃焼する。噴射ユニット８０からの燃料噴射による強制再生制御は
、ＤＰＦ２２が捕集したＰＭの量に応じて、例えば１５分～３０分程度行われる。
【００３１】
　（３）調量ユニット及び噴射ユニット
　図１に示すように、調量ユニット７０及び噴射ユニット８０は、燃料供給管３８に設け
られている。図２は、調量ユニット７０及び噴射ユニット８０の構成を示す模式図である
。調量ユニット７０は、燃料が流れる方向の上流側から順に、シャットオフバルブ７２、
第１のセンサユニット７４、調量バルブ７６、第２のセンサユニット７８を有して構成さ
れている。
【００３２】
　シャットオフバルブ７２は、調量ユニット７０による燃料の調量を行う際に開かれ、調
量を行わない場合に閉じられるバルブである。具体的には、シャットオフバルブ７２は、
ＤＰＦ２２の強制再生制御を行う場合に開かれ、強制再生制御を行わない場合に閉じられ
る。
【００３３】
　調量バルブ７６は、噴射ユニット８０から排気管１１へ燃料を噴射する際の噴射量を調
量するバルブである。調量バルブ７６は、制御装置６０から送られるＰＷＭ信号に基づい
て、ＤＵＴＹ駆動され、噴射ユニット８０へ送る燃料量を調量する。
【００３４】
　第１のセンサユニット７４は、調量バルブ７６の上流側の燃料の圧力を測定する圧力セ
ンサと、調量バルブ７６の上流側の燃料の温度を測定する温度センサとを含むユニットで



(8) JP 2015-31187 A 2015.2.16

10

20

30

40

50

ある。調量バルブ７６による燃料の調量は、同じ燃料量を供給する場合、調量バルブ７６
の上流側の燃料圧力が高い場合は調量バルブ７６の開弁時間が短く設定され、調量バルブ
７６の上流側の燃料圧力が低い場合は調量バルブ７６の開弁時間が長くなるように設定さ
れる。
【００３５】
　第２のセンサユニット７８は、調量バルブ７６の下流側の燃料の圧力を測定する圧力セ
ンサである。第２のセンサユニット７８は、主に故障診断用のセンサユニットとして設け
られている。第２のセンサユニット７８による故障診断については後述するが、調量バル
ブ７６を開弁する制御が行われているにも関わらず、第２のセンサユニット７８で測定さ
れる圧力が第１のセンサユニット７４で測定される圧力よりも低い場合は、調量バルブ７
６が故障により閉じているか、第１のセンサユニット７４又は第２のセンサユニット７８
が故障していると判定される。また、調量バルブ７６が閉じている状態で第２のセンサユ
ニット７８で測定される圧力が大気圧と同等である場合は、調量ユニット７０の下流で燃
料供給管３８が破損していることが考えられ、故障していると判定される。
【００３６】
　噴射ユニット８０は、調量ユニット７０から送られる燃料の圧力に応じて開弁する機械
式のバルブである。噴射ユニット８０は、バルブ８２と圧縮バネ８４を備え、調量ユニッ
ト７０から送られる燃料の圧力が圧縮バネ８４の付勢力を超えるとバルブ８２が開弁する
ように構成されている。噴射ユニット８０には内燃機関５の冷却水が循環しており、噴射
ユニット８０の温度は冷却水の温度（８０℃程度）に維持されている。
【００３７】
（４）制御装置
　次に、図３を参照して、本実施形態のシステム１０に備えられる制御装置６０を、バル
ブ制御部６２と、バルブ上流圧力取得部６４と、バルブ下流圧力取得部６６と、比較部６
８と、故障判定部６９と、に大別して、具体的に説明する。これらの各部は、具体的には
マイクロコンピュータによるプログラムの実行によって実現される。すなわち、図３は、
システム１０に備えられた制御装置６０のうち、調量ユニット７０の故障診断に関する部
分を、機能的なブロックで表した構成例である。
【００３８】
　バルブ制御部６２は、シャットオフバルブ７２と調量バルブ７６のそれぞれの開弁、閉
弁動作を制御する。上述した強制再生制御を行う場合、バルブ制御部６２は、シャットオ
フバルブ７２を開き、調量バルブ７６をＰＷＭ制御する。
【００３９】
　バルブ上流圧力取得部６４は、第１のセンサユニット７４から、調量バルブ７６の上流
側の燃料圧力の検出値を取得する。また、バルブ下流圧力取得部６６は、第２のセンサユ
ニット７８から、調量バルブ７６の下流側の燃料圧力の検出値を取得する。
【００４０】
　比較部６８は、バルブ上流圧力取得部６４が取得した調量バルブ７６の上流側の第１の
センサユニット７４の燃料圧力のセンサ値と、バルブ下流圧力取得部６６が取得した調量
バルブ７６の下流側の第２のセンサユニット７８の燃料圧力のセンサ値と、を比較する。
また、比較部６８は、バルブ上流圧力取得部６４が取得した第１のセンサユニット７４の
燃料圧力のセンサ値と、所定のしきい値とを比較する。
【００４１】
　故障判定部６９は、比較部６８による比較の結果に基づいて、故障判定を行う。この際
、故障判定部６９は、比較部６８による比較の結果、調量バルブ７６の上流側の燃料圧力
の検出値と調量バルブ７６の下流側の燃料圧力の検出値とが一致する場合は、調量バルブ
７６、第１のセンサユニット７４、及び第２のセンサユニット７８が全て正常であると判
定する。一方、故障判定部６９は、比較部６８による比較の結果、調量バルブ７６の上流
側の燃料圧力の検出値と調量バルブ７６の下流側の燃料圧力の検出値とが一致しない場合
は、調量バルブ７６、第１のセンサユニット７４、及び第２のセンサユニット７８の少な
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くとも１つに故障が発生していると判定する。
【００４２】
　次に、図４のフローチャートを参照して、制御装置６０による故障判定の処理の流れを
説明する。先ず、ステップＳ１０では、シャットオフバルブ７２及び調量バルブ７６を閉
じる。次のステップＳ１２では、シャットオフバルブ７２を閉じた状態で調量バルブ７６
を開く。次のステップＳ１４では、第１のセンサユニット７４により検出された調量バル
ブ７６の上流側の燃料圧力と、第２のセンサユニット７８により検出された調量バルブ７
６の下流側の燃料圧力とを比較する。具体的には、第１のセンサユニット７４により検出
された調量バルブ７６の上流側の燃料圧力と、第２のセンサユニット７８により検出され
た調量バルブ７６の下流側の燃料圧力との差分の絶対値を計算し、この絶対値が所定のし
きい値よりも小さいか否かを判定する。そして、絶対値がしきい値よりも小さい場合はス
テップＳ１６へ進む。
【００４３】
　ステップＳ１６では、所定の判定時間（ｔ１）を経過したか否かを判定し、判定時間（
ｔ１）を経過した場合はステップＳ１８へ進む。一方、判定時間（ｔ１）を経過していな
い場合はステップＳ１４へ戻る。ステップＳ１８へ進んだ場合、判定時間（ｔ１）の間、
調量バルブ７６の上流側の燃料圧力と調量バルブ７６の下流側の燃料圧力との差分の絶対
値が所定のしきい値よりも小さかったため、調量バルブ７６は正常に開かれていると考え
られる。また、第１のセンサユニット７４と第２のセンサユニット７８の双方の燃料圧力
の検出値も一致しており、第１のセンサユニット７４と第２のセンサユニット７８は正常
であると考えられる。従って、調量バルブ７６、第１のセンサユニット７４又は第２のセ
ンサユニット７８に故障は生じておらず、ステップＳ１８では正常判定を行う。ステップ
Ｓ１８の判定後は、処理を終了する（ＥＮＤ）。
【００４４】
　一方、ステップＳ１４で調量バルブ７６の上流側の燃料圧力と調量バルブ７６の下流側
の燃料圧力との差分の絶対値が所定のしきい値以上の場合は、ステップＳ２０へ進む。ス
テップＳ２０では、所定の判定時間（ｔ２）を経過したか否かを判定し、判定時間（ｔ２
）を経過した場合はステップＳ２２へ進む。一方、所定の判定時間（ｔ２）を経過してい
ない場合はステップＳ１４へ戻る。ステップＳ２２へ進んだ場合、判定時間（ｔ２）の間
、調量バルブ７６の上流側の燃料圧力と調量バルブ７６の下流側の燃料圧力との差分の絶
対値が所定のしきい値以上であったため、第１のセンサユニット７４と第２のセンサユニ
ット７８の双方の燃料圧力の検出値が一致していない。このため、調量バルブ７６が正常
に開いていないか、若しくは、第１のセンサユニット７４又は第２のセンサユニット７８
の少なくとも一方に故障が発生していると考えられる。従って、ステップＳ２２では故障
判定を行う。ステップＳ２２の判定後は、処理を終了する（ＥＮＤ）。
【００４５】
　以上のように、図４の処理によれば、シャットオフバルブ７２を閉じ、且つ調量バルブ
７６を開いた状態で、調量バルブ７６の上流側の燃料圧力と調量バルブ７６の下流側の燃
料圧力との差分が所定のしきい値以上の場合は、調量バルブ７６、第１のセンサユニット
７４又は第２のセンサユニット７８のいずれかに故障が発生していることを判定できる。
従って、故障判定が行われた場合は、調量ユニット７０を交換することで、故障から回復
することが可能となる。
【００４６】
　次に、シャットオフバルブ７２及び調量バルブ７６を共に閉じた状態からシャットオフ
バルブ７２のみを開き、第１のセンサユニット７４で得られた燃料圧力の検出値を所定の
しきい値と比較して、第１のセンサユニット７４、シャットオフバルブ７２、又は調量ユ
ニット７０に燃料を供給する低圧燃料回路（コモンレールシステム側）、のいずれかの故
障を診断する手法について説明する。
【００４７】
　図５は、制御装置６０による故障判定の処理の流れを示すフローチャートである。先ず
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、ステップＳ３０では、シャットオフバルブ７２及び調量バルブ７６を閉じる。次のステ
ップＳ３２では、調量バルブ７６を閉じた状態でシャットオフバルブ７２を開く。次のス
テップＳ３４では、所定の判定時間（ｔ３）が経過したか否かを判定し、所定の判定時間
（ｔ３）が経過した場合はステップＳ３６へ進む。一方、所定の判定時間（ｔ３）が経過
していない場合はステップＳ３４で待機する。
【００４８】
　ステップＳ３６では、第１のセンサユニット７４により検出された調量バルブ７６の上
流側の燃料圧力と所定のしきい値とを比較し、調量バルブ７６の上流側の燃料圧力が所定
のしきい値を超えているか否かを判定する。そして、ステップＳ３６で調量バルブ７６の
上流側の燃料圧力が所定のしきい値を超えていた場合は、ステップＳ３８へ進む。この場
合、シャットオフバルブ７２が開かれているため、第１のセンサユニット７４は、正常な
状態であれば燃料供給管３８から供給される燃料の圧力を検出し、検出された圧力は所定
のしきい値よりも大きくなる。従って、第１のセンサユニット７４により検出された燃料
圧力が所定のしきい値を超えている場合は、シャットオフバルブ７２が正常に開いており
、且つ第１のセンサユニット７４による燃料圧力の検出値も正常な値であると考えられる
。従って、ステップＳ３８では、正常判定を行う。ステップＳ３８の後は処理を終了する
（ＥＮＤ）。
【００４９】
　一方、ステップＳ３６で第１のセンサユニット７４により検出された調量バルブ７６の
上流側の燃料圧力が所定のしきい値以下の場合は、ステップＳ４０へ進む。ステップＳ４
０では、所定の判定時間（ｔ４）が経過したか否かを判定し、所定の判定時間（ｔ４）が
経過した場合はステップＳ４２へ進む。一方、所定の判定時間（ｔ４）が経過していない
場合はステップＳ３６へ戻る。
【００５０】
　ステップＳ４２へ進んだ場合は、所定の判定時間（ｔ４）の間、第１のセンサユニット
７４により検出された調量バルブ７６の上流側の燃料圧力が所定のしきい値以下であった
ことになる。このため、第１のセンサユニット７４に故障が発生しているか、シャットオ
フバルブ７２が閉じた状態で固着しているか、又は低圧燃料回路の不具合により燃料供給
管３８へ燃料が正常に供給されていない、といった故障が生じていることが想定される。
従って、ステップＳ４２では、故障判定を行う。ステップＳ４２の後は処理を終了する（
ＥＮＤ）。
【００５１】
　以上のように、図５の処理によれば、シャットオフバルブ７２を開き、且つ調量バルブ
７６を閉じた状態で、調量バルブ７６の上流側の燃料圧力が所定のしきい値以下の場合は
、シャットオフバルブ７２、第１のセンサユニット７４又は低圧燃料回路のいずれかに故
障が発生していることを判定できる。従って、故障判定が行われた場合は、調量ユニット
７０の交換、又は低圧燃料回路の修復を行うことで、故障から回復することが可能となる
。
【００５２】
　以上説明したように本実施形態によれば、調量ユニット７０の調量バルブ７６を開き、
シャットオフバルブ７２を閉じた状態で、第１のセンサユニット７４、第２のセンサユニ
ット７８が検出した圧力を比較する。そして、第１のセンサユニット７４が検出した圧力
と第２のセンサユニット７８が検出した圧力とが一致しない場合は、第１のセンサユニッ
ト７４の検出値、第２のセンサユニット７８の検出値、または調量バルブ７６のいずれか
に異常が生じていると判定することができる。
【００５３】
　また、本実施形態によれば、調量ユニット７０のシャットオフバルブ７２を開き、調量
バルブ７６を閉じた状態で、第１のセンサユニット７４で検出された燃料圧力と所定のし
きい値を比較する。そして、第１のセンサユニット７４で検出された燃料圧力が所定の閾
値を超えている場合は、シャットオフバルブ７２、第１のセンサユニット７４、及び低圧
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燃料回路が正常であると判定することができる。また、第１のセンサユニット７４で検出
された燃料圧力が所定のしきい値以下である場合は、第１のセンサユニット７４、シャッ
トオフバルブ７２、又は低圧燃料回路のいずれかに異常が生じていることを判定すること
が可能となる。
【００５４】
　なお、本発明の実施形態の故障診断装置においては、図４のフローチャートに示す故障
診断、又は、図５のフローチャートに示す故障診断のいずれか一方を実行可能に構成され
ていてもよく、あるいは、両方の故障診断を順次実行可能に構成されていてもよい。
　図４に示す故障診断、及び図５に示す故障診断をともに実行する場合において、図５の
故障診断を先に実行すると調量バルブ７６の上流側の燃料圧力が昇圧されるため、引き続
き図４の故障診断を実行する際に調量バルブ７６が開かれて、燃料が排気管１１に噴射さ
れることとなる。したがって、排気管１１に噴射される燃料を低減するためには、図４に
示す故障診断を先に実行することが好ましい。
【００５５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５６】
　６０　　制御装置
　６２　　バルブ制御部
　６４　　バルブ上流圧力取得部
　６６　　バルブ下流圧力取得部
　６８　　比較部
　６９　　故障判定部
　７０　　調量ユニット
　７２　　シャットオフバルブ
　７４　　第１のセンサユニット
　７６　　調量バルブ
　７８　　第２のセンサユニット
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