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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料タンクの燃料が高圧ポンプによりコモンレールへ加圧、圧送され、当該コモンレー
ルに接続されたインジェクタを介して内燃機関へ高圧燃料の噴射を可能としてなると共に
、前記コモンレールの圧力が、前記コモンレールの圧力を検出する圧力センサの検出信号
に基づいて制御可能に構成されてなるコモンレール式燃料噴射制御装置における圧力セン
サ診断方法であって、
　目標レール圧を変化させた際に、前記燃料の高圧化前の温度と、前記燃料の高圧化後に
リリースされた燃料の温度の差である実測温度差を求める一方、前記目標レール圧の変化
により得られると推定される、前記燃料の高圧化前の温度と前記燃料の高圧化後にリリー
スされた燃料の温度の差である推定温度差を、所定演算式より算出し、前記推定温度差と
前記実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えた場合に前記圧力センサの故障と判定す
ることを特徴とする圧力センサ診断方法。
【請求項２】
　目標レール圧を複数回変化させ、目標レール圧を変化させた度毎に、それぞれ推定温度
差と実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えたか否かを判定し、所定閾値を超えた場
合に圧力センサの故障と判定することを特徴とする請求項１記載の圧力センサ診断方法。
【請求項３】
　燃料タンクの燃料が高圧ポンプによりコモンレールへ加圧、圧送され、当該コモンレー
ルに接続されたインジェクタを介して内燃機関へ高圧燃料の噴射を可能としてなると共に
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、電子制御ユニットにより前記コモンレールの圧力が、前記コモンレールの圧力を検出す
る圧力センサの検出信号に基づいて制御可能に構成されてなるコモンレール式燃料噴射制
御装置であって、
　前記電子制御ユニットは、
　前記コモンレールの目標レール圧を変化させ、その際、前記燃料の高圧化前の温度と、
前記燃料の高圧化後にリリースされた燃料の温度の差である実測温度差を算出する一方、
前記目標レール圧の変化により得られると推定される、前記燃料の高圧化前の温度と前記
燃料の高圧化後にリリースされた燃料の温度の差である推定温度差を、所定演算式より算
出し、前記推定温度差と前記実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えたか否かを判定
し、所定閾値を超えたと判定された場合に前記圧力センサの故障と判定するよう構成され
てなることを特徴とするコモンレール式燃料噴射制御装置。
【請求項４】
　電子制御ユニットは、目標レール圧を複数回変化させ、目標レール圧を変化させた度毎
に、それぞれ推定温度差と実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えたか否かを判定し
、所定閾値を超えたと判定された場合に圧力センサの故障と判定するよう構成されてなる
ことを特徴とする請求項３記載のコモンレール式燃料噴射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コモンレール式燃料噴射制御装置におけるレール圧を検出する圧力センサの
診断方法、及び、それを用いたコモンレール式燃料噴射制御装置に係り、特に、低コスト
で簡易な構成による圧力センサの故障検出を可能としたものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるコモンレール式燃料噴射制御装置において、圧力センサは、レール圧制御にお
いて必要とされる実レール圧の検出のため必須のものであり、その故障は、レール圧制御
に大きな影響を与えるため、従来から種々の診断方法、装置などが、提案、実用化されて
いる。
　例えば、コモンレールの燃料圧が大気圧まで低下していると判断される状態において圧
力センサの検出信号を得ると共に、その検出信号に対応する燃料圧力を算出し、算出され
た燃料圧力と大気圧との差が所定以上ある場合に圧力センサの故障と判断するいわゆるオ
フセットテストと称される方法などが提案されている（例えば、特許文献１等参照）。
【０００３】
　また、オフセットテストのみならず、圧力センサの傾きが正常か否かを診断するための
方法や装置なども種々提案、実用化されている。
　例えば、コモンレールに電磁式の安全弁を設けた構成を採るものにあっては、その電磁
式安全弁の動作特性を、いわゆる学習処理によって学習するものがあるが、その学習値の
範囲が所定範囲を越えた場合に、圧力センサの故障と診断する方法などが用いられること
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３２９０３３号公報（第５－８頁、図１－図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された方法では、大気圧における圧力センサの出力が
正常か否かの大凡の診断は可能であるが、圧力センサの出力特性の傾きが正常か否かを判
断することはできないため、圧力センサの出力特性の傾き診断の要請に応えることができ
ないという問題がある。
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　一方、電磁式安全弁の動作特性を、いわゆる学習処理によって学習するものがあるが、
その学習値の範囲が所定範囲を越えた場合に、圧力センサの故障と診断する方法は、電磁
式安全弁を備える構成が前提となるが、安全弁として必ずしも電磁式が用いられる訳では
なく、機械式安全弁が用いられる場合もあり、また、安全弁自体を備えない構成となる場
合もあり、診断方法としての汎用性に欠けるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、安全弁の有無に関わらず、簡易な構成で
、圧力センサの故障の有無を簡易に診断することのできる圧力センサ診断方法、及び、コ
モンレール式燃料噴射制御装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記本発明の目的を達成するため、本発明に係る圧力センサ診断方法は、
　燃料タンクの燃料が高圧ポンプによりコモンレールへ加圧、圧送され、当該コモンレー
ルに接続されたインジェクタを介して内燃機関へ高圧燃料の噴射を可能としてなると共に
、前記コモンレールの圧力が、前記コモンレールの圧力を検出する圧力センサの検出信号
に基づいて制御可能に構成されてなるコモンレール式燃料噴射制御装置における圧力セン
サ診断方法であって、
　目標レール圧を変化させた際に、前記燃料の高圧化前の温度と、前記燃料の高圧化後に
リリースされた燃料の温度の差である実測温度差を求める一方、前記目標レール圧の変化
により得られると推定される、前記燃料の高圧化前の温度と前記燃料の高圧化後にリリー
スされた燃料の温度の差である推定温度差を、所定演算式より算出し、前記推定温度差と
前記実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えた場合に前記圧力センサの故障と判定す
るよう構成されてなるものである。
　また、上記本発明の目的を達成するため、本発明に係るコモンレール式燃料噴射制御装
置は、
　燃料タンクの燃料が高圧ポンプによりコモンレールへ加圧、圧送され、当該コモンレー
ルに接続されたインジェクタを介して内燃機関へ高圧燃料の噴射を可能としてなると共に
、電子制御ユニットにより前記コモンレールの圧力が、前記コモンレールの圧力を検出す
る圧力センサの検出信号に基づいて制御可能に構成されてなるコモンレール式燃料噴射制
御装置であって、
　前記電子制御ユニットは、
　前記コモンレールの目標レール圧を変化させ、その際、前記燃料の高圧化前の温度と、
前記燃料の高圧化後にリリースされた燃料の温度の差である実測温度差を算出する一方、
前記目標レール圧の変化により得られると推定される、前記燃料の高圧化前の温度と前記
燃料の高圧化後にリリースされた燃料の温度の差である推定温度差を、所定演算式より算
出し、前記推定温度差と前記実測温度差の差の絶対値が、所定閾値を超えたか否かを判定
し、所定閾値を超えたと判定された場合に前記圧力センサの故障と判定するよう構成され
てなるものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によればコモンレールに安全弁が設けられた構成か否かに関わらず、高圧化後に
リリースされた燃料温度の検出のために安価な温度センサを１個だけ新たに設けることで
、簡易な手法で圧力センサの故障の有無を診断することができるという効果を奏するもの
である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態における圧力センサ診断方法が適用されるコモンレール式燃
料噴射制御装置の構成例を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態における圧力センサ診断方法の第１の構成例における処理手
順を示すサブルーチンフローチャートである。
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【図３】本発明の実施の形態における圧力センサ診断方法の第２の構成例における処理手
順の前半部分を示すサブルーチンフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態における圧力センサ診断方法の第２の構成例における処理手
順の後半部分を示すサブルーチンフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図１乃至図４を参照しつつ説明する。
　なお、以下に説明する部材、配置等は本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨の
範囲内で種々改変することができるものである。
  最初に、本発明の実施の形態における圧力センサ診断方法が適用されるコモンレール式
燃料噴射制御装置の構成例について、図１を参照しつつ説明する。
　このコモンレール式燃料噴射制御装置は、高圧燃料の圧送を行う高圧ポンプ装置５０と
、この高圧ポンプ装置５０により圧送された高圧燃料を蓄えるコモンレール１と、このコ
モンレール１から供給された高圧燃料をエンジン３の気筒へ噴射供給する複数の燃料噴射
弁２－１～２－ｎと、燃料噴射制御処理や後述する開閉成判定処理などを実行する電子制
御ユニット（図１においては「ＥＣＵ」と表記）４を主たる構成要素として構成されたも
のとなっている。
　かかる構成自体は、従来から良く知られているこの種の燃料噴射制御装置の基本的な構
成と同一のものである。
　このようなコモンレール式燃料噴射制御装置は、自動車両に搭載される他、例えば、発
電設備において用いられることもある。すなわち、自動車両にあっては、エンジン３は車
両用エンジンであり、発電設備においては、エンジン３は、発電機（図示せず）の駆動源
として用いられる。
【００１１】
　高圧ポンプ装置５０は、供給ポンプ５と、調量弁６と、高圧ポンプ７とを主たる構成要
素として構成されてなる公知・周知の構成を有してなるものである。
　かかる構成において、燃料タンク９の燃料は、供給ポンプ５により汲み上げられ、調量
弁６を介して高圧ポンプ７へ供給されるようになっている。調量弁６には、電磁式比例制
御弁が用いられ、その通電量が電子制御ユニット４に制御されることで、高圧ポンプ７へ
の供給燃料の流量、換言すれば、高圧ポンプ７の吐出量が調整されるものとなっている。
　なお、高圧ポンプ７の燃料流入側の適宜な部位には、燃料温度を検出する第１の温度セ
ンサ１３が設けられており、その出力は電子制御ユニット４に入力されるようになってい
る。
【００１２】
　なお、供給ポンプ５の出力側と燃料タンク９との間には、戻し弁８が設けられており、
供給ポンプ５の出力側の余剰燃料を燃料タンク９へ戻すことができるようになっている。
　また、供給ポンプ５は、高圧ポンプ装置５０の上流側に高圧ポンプ装置５０と別体に設
けるようにしても、また、燃料タンク９内に設けるようにしても良いものである。
　燃料噴射弁２－１～２－ｎは、エンジン３の気筒毎に設けられており、それぞれコモン
レール１から高圧燃料の供給を受け、電子制御ユニット４による噴射制御によって燃料噴
射を行うようになっている。
　本発明の実施の形態においては、燃料噴射弁２－１～２－ｎの余剰燃料を戻すための戻
し通路１５の適宜な位置に、第２の温度センサ１４が設けられ、リターン燃料の温度が検
出可能となっており、その出力は、電子制御ユニット４に入力されるようになっている。
【００１３】
　本発明の実施の形態におけるコモンレール１には、余剰燃料をタンク９へ戻すリターン
通路（図示せず）に、安全弁１０が設けられており、コモンレール１内のレール圧が、安
全弁１０において設定された所定圧を越えると、安全弁１０が開弁状態となり、コモンレ
ール１の燃料を低圧側のリターン通路（図示せず）を介してタンク９へ排出することで、
レール圧の不用意な上昇が制限されるようになっている。
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　なお、安全弁１０は、後述する圧力センサ診断方法が適用されるコモンレール式燃料噴
射制御装置としては、必ずしも必要なものではなく、安全弁１０を設けないコモンレール
式燃料噴射制御装置の構成を採っても良い。
【００１４】
　電子制御ユニット４は、例えば、公知・周知の構成を有してなるマイクロコンピュータ
（図示せず）を中心に、ＲＡＭやＲＯＭ等の記憶素子（図示せず）を有すると共に、燃料
噴射弁２－１～２－ｎを駆動するための駆動回路（図示せず）や、調量弁６の通電を行う
ための通電回路（図示せず）を主たる構成要素として構成されたものとなっている。
【００１５】
　かかる電子制御ユニット４には、コモンレール１の圧力を検出する圧力センサ１１の検
出信号が入力される他、エンジン回転数、第１の温度センサ１３の検出信号Ｔｓ１、第２
の温度センサ１４の検出信号Ｔｓ２などの各種の検出信号がエンジン３の動作制御や燃料
噴射制御、さらには、後述する圧力センサ診断処理に供するために入力されるようになっ
ている。
　なお、上述した信号の他に入力される信号としては、コモンレール式燃料噴射制御装置
が自動車両に用いられる場合には、アクセル開度や大気圧等がある。
【００１６】
　次に、電子制御ユニット４により実行される本発明の実施の形態における圧力センサ診
断処理の手順について図２を参照しつつ説明する。
　この図２に示された圧力センサ診断処理は、コモンレール式燃料噴射制御装置が、自動
車両以外、例えば、発電装置などのいわゆるオフ・ハイウェイ機器に用いられる場合に適
するものである。
　電子制御ユニット４による処理が開始されると、最初にレール圧が安定しているか否か
の判定が行われる（図２のステップＳ１０２参照）。
【００１７】
　レール圧が安定しているか否かの判断基準としては、例えば、レール圧が、目標のレー
ル圧を中心に所定の偏差の範囲に所定時間以上留まっているか否かを判断基準とすると好
適である。この場合、所定の偏差範囲、及び、所定時間は、各装置毎の実際の諸条件を考
慮して、試験やシミューレーション結果等に基づいて定められるべきものである。
　また、上述の判断基準に限定される必要はなく、各装置毎の実際の諸条件を考慮してよ
り好適な判断基準を定めても良いことは勿論である。
【００１８】
　しかして、ステップＳ１０２においてレール圧が安定したと判定（ＹＥＳの場合）され
ると、高圧化手前温度Ｔs1の測定が実行される（図２のステップＳ１０４参照）。
　ここで、高圧化手前温度とは、燃料が高圧ポンプ７によって高圧化される前の燃料温度
を言い、本発明の実施の形態においては、高圧ポンプ７の燃料流入側の適宜な部位に設け
られた第１の温度センサ１３によって検出されるようになっている。
　ステップＳ１０４においては、第１の温度センサ１３の出力信号が電子制御ユニット４
に読み込まれ、適宜な記憶領域に記憶されることとなる。
【００１９】
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2の測定が行われる（図２のステップＳ１０６参照）
。
  ここで、高圧化後リリース温度とは、燃料が高圧ポンプ７によって高圧化された後に燃
料タンク９へ戻される燃料温度を言い、具体的には、コモンレール１から余剰燃料として
安全弁１０を介して戻された燃料の温度、燃料噴射弁２－１～２－ｎから余剰燃料として
戻された燃料の温度である。本発明の実施の形態においては、燃料噴射弁２－１～２－ｎ
の余剰燃料を戻すための戻し通路１５の適宜な位置に設けられた第２の温度センサ１４に
よって検出されるようになっている。
　ステップＳ１０６においては、第２の温度センサ１４の出力信号が電子制御ユニット４
に読み込まれ、適宜な記憶領域に記憶されることとなる。
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【００２０】
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2と高圧化手前温度Ｔs1との温度差が演算算出される
（図２のステップＳ１０８参照）。
　すなわち、高圧化後リリース温度Ｔs2から高圧化手前温度Ｔs1を減算した温度差ｄＴ＝
Ｔs2－Ｔs1が求められることとなる。なお、以下の説明においては、説明の便宜上、上述
の温度差ｄＴを「実測温度差ｄＴ」と称することとする。
　次いで、代表温度差ｄｔと上述の実測温度差ｄＴの差の絶対値が、閾値温度差Ｔdthを
越えているか否かが判定される（図２のステップＳ１１０参照）。
【００２１】
　このように、代表温度差ｄｔと実測温度差ｄＴの差の絶対値が、閾値温度差Ｔdthを越
えているか否かの判定を行うのは、代表温度差ｄｔと実測温度差ｄＴの差の絶対値と圧力
センサ１１の故障との関係について本願発明者が鋭意試験、研究を行った成果に基づくも
のである。
　すなわち、上述のステップＳ１１０の処理は、本願発明者は鋭意試験、研究を行った結
果、圧力センサ１１が故障状態になく、レール圧制御が正常に行われている状態にあって
は、代表温度差ｄｔと実測温度差ｄＴの差の絶対値が閾値温度差Ｔdthの範囲に維持され
るという法則を見出すに至ったことに基づくものである。
【００２２】
　ここで、代表温度差ｄｔは、試験やシミューレーション結果に基づいて予め求められた
高圧化後リリース温度Ｔs2と高圧化手前温度Ｔs1との温度差の標準値である。
　この図２に示された圧力センサ診断処理が実行される装置は、先に説明した発電装置の
ように、一定のレール圧、一定のエンジン回転数で用いられるものを前提としており、そ
のため、高圧化後リリース温度Ｔs2と高圧化手前温度Ｔs1との温度差は、装置の使用条件
等が定まれば、大凡の値に定まるものであり、かかる値が代表温度差ｄｔとされ、電子制
御ユニット４の適宜な記憶領域に予め記憶されている。
　また、閾値温度差Ｔdthは、装置の種類や、その具体的な構成等に応じて適宜な値が、
試験やシミュレーション結果に基づいて定められるべきものである。
【００２３】
　しかして、ステップＳ１１０において、代表温度差ｄｔと上述の実測温度差ｄＴとの差
の絶対値が、閾値温度差Ｔdthを越えていると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧
力センサ１１は故障（異常）であると判定されて（図２のステップＳ１１２参照）、図示
されないメインルーチンへ戻ることとなる。なお、メインルーチンにおいては、圧力セン
サ１１が故障であるとの判定結果（図２のステップＳ１１２参照）に基づいて、予め定め
られている故障対応の制御処理などが実行されるようになっている。
【００２４】
　一方、ステップＳ１１０において、代表温度差ｄｔと上述の実測温度差ｄＴとの差の絶
対値が、閾値温度差Ｔdthを越えていないと判定された場合（ＮＯの場合）には、圧力セ
ンサ１１は正常であると判定されて（図２のステップＳ１１４参照）、図示されないメイ
ンルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００２５】
　次に、コモンレール式燃料噴射制御装置が、いわゆるオン・ハイウェイの自動車両に用
いられる場合に適する圧力センサ診断処理手順の第１の構成例について、図３を参照しつ
つ説明する。
　まず、電子制御ユニット４による処理が開始されると、車両がオーバラン状態にあるか
否かの判定が行われる（図３のステップＳ２０２参照）。
  すなわち、エンジン３の動作状態が無噴射状態にあり、アクセル開度が零であるか否か
が判定され、オーバーラン状態にあると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、次述する
ステップＳ２０４の処理へ進む一方、オーバーラン状態にはないと判定された場合（ＮＯ
の場合）には、図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００２６】
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　次いで、ステップＳ２０６以降の圧力センサ診断処理に移行可能な条件が成立している
か否かが判定される（図３のステップＳ２０４参照）。
　ここで、移行可能な条件が成立しているか否かを判定するのは、オーバーラン状態にお
いては、この一連の圧力センサ診断処理のみならず、他の種々の処理が行われているため
、それら他の処理との競合状態を回避するためである。ここで、他の処理としては、例え
ば、微小噴射量学習処理等がある。
【００２７】
　本発明の実施の形態における車両は、詳細は後述するように、オーバーラン状態におい
て行われる種々の制御処理の一つとして微小噴射量学習処理が実行されるものであること
を前提としている。
  かかる微小噴射量学習処理は、燃料噴射弁２－１～２－ｎの劣化や故障等に起因して、
特に、パイロット噴射における燃料噴射量の本来の燃料噴射量からのずれを補正するため
のものである。すなわち、概説すれば、微小噴射量学習処理は、まず、オーバーラン状態
において、微小の燃料噴射を行い、その際に生ずるエンジン回転数の変動の周波数成分を
基に、実際に噴射されたであろう燃料量の推定値（推定噴射量）が算出される。
【００２８】
　そして、推定噴射量を得るに要した通電時間ＥＴと、基準通電時間との差ΔＥＴが、差
分通電時間学習値として取得され、通電時間学習値マップに記憶される。ここで、基準通
電時間は、燃料噴射弁２－１～２－ｎの使用開始の際の通電時間であり、レール圧と燃料
噴射量とに対応する通電時間がマップ化されて、電子制御ユニット４に予め記憶されてい
るものである。
  このようにして差分通電時間学習値ΔＥＴが取得された以後は、基準通電時間が差分通
電時間学習値ΔＥＴによって補正された時間が通電時間として用いられ、燃料噴射量と通
電時間のずれを補正可能としたものである。
【００２９】
　しかして、ステップＳ２０４において、圧力センサ診断処理に移行可能な条件が成立し
ていると判定されると（ＹＥＳの場合）、目標レール圧の変更が行われ、例えば、レール
圧が第１の目標レール圧Ｐcheck1に変更される。
　ここで、この目標レール圧の変更は、この圧力センサ診断処理の中で独自に行っても良
いが、例えば、先に説明した微小噴射量学習処理において行われる目標レール圧の設定を
流用するようにしても好適である。すなわち、微小噴射量学習処理において、目標レール
圧が変更されたと判定された際に、レール圧が安定しているか否かの判定（図３のステッ
プＳ２０８参照）を行うようにすると好適である。微小噴射量学習処理と、この圧力セン
サ診断処理は、いわゆるタイムシェアリングで、それぞれ実行せしめることで、処理が競
合して不都合を生ずるようなことは回避可能である。
【００３０】
　ステップＳ２０８におけるレール圧が安定しているか否かの判定は、具体的には、実際
のレール圧が、ステップＳ２０６で設定された目標レール圧に所定の条件で安定した状態
にあるか否かが判定される。
　ここで、所定の条件は、装置の規模等に応じて種々設定するのが好適であるが、例えば
、安定状態にあるべき時間を、所定の条件としても良い。また、他の条件としては、例え
ば、実際のレール圧が、目標のレール圧を中心に所定の偏差の範囲に所定時間以上留まっ
ていることとしても好適である。この場合、所定の偏差範囲、及び、所定時間は、各装置
毎の実際の諸条件を考慮して、試験やシミューレーション結果等に基づいて定められるべ
きものである。
　また、上述の判断基準に限定される必要はなく、各装置毎の実際の諸条件を考慮してよ
り好適な判断基準を定めても良いことは勿論である。
【００３１】
　そして、ステップＳ２０８において、レール圧が安定していると判定（ＹＥＳの場合）
されると、高圧化手前温度Ｔs1の測定が実行される（図３のステップＳ２１０参照）。す
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なわち、第１の温度センサ１３の出力信号が電子制御ユニット４に読み込まれ、適宜な記
憶領域に記憶されることとなる。
　なお、「高圧化手前温度」については、先に図２のステップＳ１０４で説明した通りで
あるので、ここでの再度の詳細な説明は省略する。
【００３２】
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2の測定が行われる（図３のステップＳ２１２参照）
。すなわち、第２の温度センサ１４の出力信号が電子制御ユニット４に読み込まれ、適宜
な記憶領域に記憶されることとなる。
　なお、「高圧化後リリース温度」については、先に図２のステップＳ１０６で説明した
通りであるので、ここでの再度の詳細な説明は省略する。
【００３３】
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2と高圧化手前温度Ｔs1の温度差が演算算出される（
図３のステップＳ２１４参照）。
　すなわち、高圧化後リリース温度Ｔs2から高圧化手前温度Ｔs1を減算した実測温度差ｄ
Ｔ＝Ｔs2－Ｔs1が求められることとなる。
【００３４】
　次に、推定温度差dt(p1)の算定が行われる（図３のステップＳ２１６参照）。
  すなわち、先に設定された目標レール圧（図３のステップＳ２０６参照）の下で、高圧
化後リリース温度Ｔs2と高圧化手前温度Ｔs1との推定される温度差（推定温度差）が推定
温度差演算式により算出される。ここで、推定温度差演算式は、試験やシミュレーション
結果等に基づいて設定されたものである。
【００３５】
　次いで、推定温度差dt(p1)と実測温度差ｄＴの差の絶対値が、閾値温度差Ｔdthを越え
ているか否かが判定される（図３のステップＳ２１８参照）。
　ここで、閾値温度差Ｔdthは、装置の種類や、その具体的な構成等に応じて適宜な値が
、試験やシミュレーション結果等に基づいて定められるべきものである。
【００３６】
　そして、ステップＳ２１８において、推定温度差dt(p1)と実測温度差ｄＴの差の絶対値
が、閾値温度差Ｔdthを越えていると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ
１１は故障（異常）であると判定されて（図３のステップＳ２２０参照）、図示されない
メインルーチンへ戻ることとなる。なお、メインルーチンにおいては、圧力センサ１１が
故障であるとの判定結果（図３のステップＳ２２０参照）に基づいて、予め定められてい
る故障対応の制御処理などが実行されるようになっている。
  一方、ステップＳ２１８において、閾値温度差Ｔdthを越えていないと判定された場合
（ＮＯの場合）には、圧力センサ１１は正常であると判定されて（図３のステップＳ２２
２参照）、図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００３７】
　上述の実施例においては、目標レール圧を１度だけ変更し、それに対応する高圧化手前
温度Ｔs1と高圧化後リリース温度Ｔs1を、それぞれ測定し、その測定結果に基づいて故障
診断を行うようにしたが、目標レール圧の変更は1度に限定される必要はなく、任意の複
数回に設定して良く、目標レール圧の変更の度毎に、高圧化手前温度Ｔs1と高圧化後リリ
ース温度Ｔs2を、それぞれ測定するようにしても良い。
【００３８】
　図４には、目標レール圧の変更を二度行う場合の処理手順が示されており、以下、同図
を参照しつつ、この場合の処理手順について説明する。
　なお、図３に示されたフローチャートにおける処理と同一の処理内容が実行されるステ
ップについては、同一のステップ番号を付して、その詳細な説明を省略し、以下、異なる
点を中心に説明する。
　電子制御ユニット４による処理が開始されると、車両がオーバーラン状態にあるか否か
の判定が行われ（図４のステップＳ２０２参照）、以後、ステップＳ２１８まで、先の図
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３で説明したと基本的に同一の処理が実行されることとなる。
　なお、この図４に示された処理例においては、目標レール圧Ｐcheck1の下での高圧化手
前温度をＴs1－1、高圧化後リリース温度をＴs2－1と表し、目標レール圧Ｐcheck2の下で
の高圧化手前温度をＴs1－2、高圧化後リリース温度をＴs2－2と表している。
【００３９】
　しかして、ステップＳ２１８において、推定温度差dt(p1)と実測温度差ｄＴの差の絶対
値が、第１閾値温度差Ｔｄｔｈ１を越えていると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、
圧力センサ１１は故障（異常）であると判定されて（図４のステップＳ２２０参照）、図
示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
【００４０】
 一方、ステップＳ２１８において、第１閾値温度差Ｔｄｔｈ１を越えていないと判定さ
れた場合（ＮＯの場合）には、２度目の目標レール圧変更が行われることとなる（図４の
ステップＳ２２４参照）。なお、この場合の目標レール圧を便宜的にＰcheck2と表すこと
とする。
　なお、目標レール圧の変更は、先に図３のステップＳ２０６で説明したように、微小噴
射量学習処理において行われる目標レール圧の設定を流用すると好適である。
【００４１】
  次いで、レール圧が安定しているか否かが判定される（図４のステップＳ２２６）。な
お、レール圧が安定しているか否かの判断基準は、先の図３のステップ２０８で説明した
と同様であるので、ここでの再度の詳細な説明は省略することとする。
　ステップＳ２２６においてレール圧が安定していると判定（ＹＥＳの場合）されると、
高圧化手前温度Ｔs1－2の測定が実行される（図４のステップＳ２２８参照）。すなわち
、第１の温度センサ１３の出力信号が電子制御ユニット４に読み込まれ、適宜な記憶領域
に記憶されることとなる。
【００４２】
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2－2の測定が行われる（図４のステップＳ２３０参
照）。すなわち、第２の温度センサ１４の出力信号が電子制御ユニット４に読み込まれ、
適宜な記憶領域に記憶されることとなる。
　次いで、高圧化後リリース温度Ｔs2－2と高圧化手前温度Ｔs1－2の温度差である実測温
度差が演算算出される（図４のステップＳ２３２参照）。
【００４３】
　次に、推定温度差dt(p2)の算定が行われる（図４のステップＳ２３４参照）。
  すなわち、ステップＳ２２４で設定された目標レール圧Ｐcheck2の下で、高圧化後リリ
ース温度Ｔs2－2と高圧化手前温度Ｔs1－2の推定される温度差（推定温度差）が推定温度
差演算式により算出される。ここで、推定温度差演算式は、試験やシミュレーション結果
等に基づいて設定されたものである。
【００４４】
　次に、推定温度差dt(p2)と実測温度差ｄＴの差の絶対値が、第２閾値温度差Ｔdth2を越
えているか否かが判定される（図４のステップＳ２３６参照）。
　ステップＳ２３６において、推定温度差dt(p2)と実測温度差ｄＴの差の絶対値が、第２
閾値温度差Ｔdth2を越えていると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、先に説明したス
テップＳ２２０の処理へ進む一方、推定温度差dt(p2)と実測温度差ｄＴの差の絶対値が、
第２閾値温度差Ｔｄｔｈ２を越えていないと判定された場合（ＮＯの場合）には、圧力セ
ンサ１１は正常であると判定されて（図４のステップＳ２３８参照）、図示されないメイ
ンルーチンへ一旦戻ることとなる。
　上述の実施例においては、目標レール圧を２度変更する場合の例を示したが、勿論、目
標レール圧の変更回数はこれに限定されるものではなく、任意の複数に設定しても良いも
のである。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
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　レール圧を検出する圧力センサのより簡易な診断が所望されるコモンレール式燃料噴射
制御装置に適する。
【符号の説明】
【００４６】
１…コモンレール
４…電子制御ユニット
１１…圧力センサ
１３…第１の温度センサ
１４…第２の温度センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】



(12) JP 5807953 B2 2015.11.10

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１７３５０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１９０１８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２１５１３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０８７６３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｄ　　４３／００─４５／００
              Ｆ０２Ｄ　　４１／００─４１／４０
              Ｆ０２Ｍ　　３９／００─７１／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

