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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える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給する燃料ポンプと、前記
蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記蓄圧室内の燃料を燃料タンクへと
流出させる減圧弁とを備える車載内燃機関の燃料噴射装置について、該噴射装置を操作す
ることで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置において、
　前記蓄圧室内の燃圧を検出する検出手段の検出結果を取り込む手段と、
　車両のイグニッションスイッチがオフとされた後、診断を行なうために定められる所定
期間の経過後に検出される燃圧と大気圧との比較に基づき前記検出手段の異常の有無を診
断する第１の診断手段と、
　前記減圧弁を操作したときに前記検出手段によって検出される前記蓄圧室内の燃圧の挙
動に基づき前記減圧弁の異常の有無を診断する第２の診断手段とを備え、
　前記第２の診断手段は、前記車両のイグニッションスイッチがオフとされた後、前記減
圧弁を開操作する開手段と、前記所定期間の経過以前における前記減圧弁の開操作に伴う
燃圧の挙動に基づき前記減圧弁の異常の有無の仮の診断を行なう仮診断手段と、該仮診断
手段により前記減圧弁に異常ある旨の仮の判断がなされることと、前記第１の診断手段に
より前記検出手段に異常がない旨の判断がなされることとの論理積が真のときに、前記減
圧弁に異常があると判断する判断手段とを備えることを特徴とする燃料噴射制御装置。
【請求項２】
　前記車載内燃機関の冷却水の温度を検出する検出手段の検出結果及び前記燃料の温度を
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検出する検出手段の検出結果の少なくとも一方を取り込む手段を更に備え、
　前記第１の診断手段は、前記冷却水の温度が低いほど前記所定期間を長く設定する処理
、及び前記燃料の温度が低いほど前記所定期間を長く設定する処理の少なくとも一方を行
なうことを特徴とする請求項１記載の燃料噴射制御装置。
【請求項３】
　前記仮診断手段は、前記蓄圧室内の燃圧に応じて前記仮の診断における異常がある旨の
判断基準を可変設定することを特徴とする請求項１又は２記載の燃料噴射制御装置。
【請求項４】
　前記車載内燃機関の冷却水の温度を検出する検出手段の検出結果及び前記燃料の温度を
検出する検出手段の検出結果の少なくとも一方を取り込む手段を更に備え、
　前記仮診断手段は、前記冷却水の温度及び前記燃料の温度の少なくとも一方に応じて前
記仮の診断における異常がある旨の判断基準を可変設定することを特徴とする請求項１～
３のいずれかに記載の燃料噴射制御装置。
【請求項５】
　前記第１の診断手段は、前記仮診断手段により前記減圧弁に異常がある旨の仮の判断が
なされているとき、異常がない旨の仮の判断がなされているときより前記所定時間を長く
設定することを特徴とする請求項１～４のいずれか１に記載の燃料噴射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給する燃料ポン
プと、前記蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記蓄圧室内の燃料を燃料
タンクへと流出させる減圧弁とを備える車載内燃機関の燃料噴射装置について、該噴射装
置を操作することで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディーゼル機関の各気筒の燃料噴射弁に高圧の燃料を供給する共通の蓄圧室（コモンレ
ール）を備える燃料噴射装置が周知である。このコモンレール式のディーゼル機関によれ
ば、機関運転状態に応じて、コモンレール内の燃圧を自由に制御することができ、ひいて
は燃料噴射弁に供給される燃料の圧力を自由に制御することができる。
【０００３】
　具体的には、通常、アクセルペダルの操作量と燃料噴射弁に対する指令噴射量とに基づ
き、コモンレール内の燃圧として適切な値が目標値（目標燃圧）として設定される。そし
て、検出される燃圧が目標燃圧に追従するようにフィードバック制御がなされる。
【０００４】
　ところで、アクセルペダルが踏み込まれる加速要求時から、アクセルペダルが解放され
る減速要求時へと移行する際等には、上記態様にて設定される目標燃圧が急激に低下する
こととなる。このため、検出される燃圧が目標燃圧を大きく上回る状況が生じ得る。
【０００５】
　そこで従来は、下記特許文献１に見られるように、コモンレール内の燃料を燃料タンク
へと流出させる減圧弁を、燃料噴射装置に設けることも提案されている。これにより、コ
モンレール内の燃圧が目標燃圧を過度に上回ることを回避することができる。
【０００６】
　ただし、減圧弁を設ける場合には、減圧弁が閉状態で動かなくなる固着異常等の減圧弁
そのものの異常や、減圧弁を駆動する駆動回路等の異常等、減圧弁に作動不良が生じるお
それがある。このため、減圧弁を備える燃料噴射装置における燃料噴射制御の信頼性を高
く維持するためには、減圧弁の作動不良の有無の診断（減圧弁の異常の有無の診断）を行
なうことが望まれる。
【特許文献１】特開２００４－０１１４４８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、減圧弁を備え
る燃料噴射装置を操作することで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置にあって、減圧
弁の異常の有無の診断を適切に行なうことのできる燃料噴射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、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果について記載する。
【０００９】
　請求項１記載の発明は、燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給
する燃料ポンプと、前記蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記蓄圧室内
の燃料を燃料タンクへと流出させる減圧弁とを備える車載内燃機関の燃料噴射装置につい
て、該噴射装置を操作することで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置において、前記
蓄圧室内の燃圧を検出する検出手段の検出結果を取り込む手段と、車両のイグニッション
スイッチがオフとされた後、診断を行なうために定められる所定期間の経過後に検出され
る燃圧と大気圧との比較に基づき前記検出手段の異常の有無を診断する第１の診断手段と
、前記減圧弁を操作したときに前記検出手段によって検出される前記蓄圧室内の燃圧の挙
動に基づき前記減圧弁の異常の有無を診断する第２の診断手段とを備え、前記第２の診断
手段は、前記車両のイグニッションスイッチがオフとされた後、前記減圧弁を開操作する
開手段と、前記所定期間の経過以前における前記減圧弁の開操作に伴う燃圧の挙動に基づ
き前記減圧弁の異常の有無の仮の診断を行なう仮診断手段と、該仮診断手段により前記減
圧弁に異常ある旨の仮の判断がなされることと、前記第１の診断手段により前記検出手段
に異常がない旨の判断がなされることとの論理積が真のときに、前記減圧弁に異常がある
と判断する判断手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　減圧弁に異常があるときには、減圧弁を操作したときの蓄圧室内の燃圧の挙動が、減圧
弁が正常であるときに想定される挙動とは異なる。しかし、減圧弁を操作したときの蓄圧
室内の燃圧の挙動が、減圧弁が正常であるときに想定される挙動とは異なることは、減圧
弁に異常があることの十分条件ではない。これは、燃圧を検出する検出手段自体に異常が
あるときには、たとえ減圧弁に異常がなくても、検出される燃圧の挙動が減圧弁が正常で
あるときに想定される挙動とは異なり得るからである。
【００１１】
　この点、上記構成では、上記論理積条件の成立（論理積が真であること）に基づき減圧
弁に異常がある旨判断することで、検出手段の異常を誤って減圧弁の異常と判断すること
を回避することができ、ひいては減圧弁の異常の有無の診断を適切に行なうことができる
。
【００１３】
　また、イグニッションスイッチのオフ後の蓄圧室内の燃圧の挙動は、減圧弁の状態以外
の他の要因による影響を受けにくい。このため、上記構成によれば、イグニッションスイ
ッチのオフ後の減圧弁の開操作に伴う燃圧の挙動に基づき、減圧弁の異常の有無の診断を
高精度で行なうことができる。
【００１５】
　また、一般に、イグニッションスイッチがオフされた後には、蓄圧室内の燃圧が大気圧
へと移行する傾向がある。このため、上記構成では、上記所定期間を、蓄圧室内の燃圧の
大気圧への移行が完了すると想定される時間に設定することで、検出手段の異常の有無を
診断することができる。しかも、上記イグニッションスイッチがオフされた後には、蓄圧
室内の燃圧の挙動に影響を与える要因がイグニッションオン状態時よりも少ないため、上
記診断を高精度で行なうこともできる。
　さらに、上記構成では、イグニッションスイッチがオフとされた後、まず第１に減圧弁
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の異常の有無の仮の診断がなされる。そして、この仮の診断の後であって所定期間経過後
に、検出手段の異常の有無を診断する。これにより、検出手段に異常がない旨判断される
ときには、上記仮の診断結果を、減圧弁の異常診断結果として確定することができる。ま
た、検出手段に異常がある旨判断されるときには、仮の診断結果を無効とすることができ
る。
【００１６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記車載内燃機関の冷却水の温
度を検出する検出手段の検出結果及び前記燃料の温度を検出する検出手段の検出結果の少
なくとも一方を取り込む手段を更に備え、前記第１の診断手段は、前記冷却水の温度が低
いほど前記所定期間を長く設定する処理、及び前記燃料の温度が低いほど前記所定期間を
長く設定する処理の少なくとも一方を行なうことを特徴とする。
【００１７】
　一般に、燃料の温度が低いほど燃料の粘性が高くなるため、蓄圧室内の燃料が外部へと
流出する流出速度が低下する。この点、上記構成では、燃料の粘性と相関を有するパラメ
ータである燃料の温度そのものや冷却水の温度が低いほど所定期間を長く設定することで
、蓄圧室内の燃圧が大気圧へと確実に移行した後に検出手段の異常の有無を診断すること
ができる。
【００１８】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、前記仮診断手段は、前記
蓄圧室内の燃圧に応じて前記仮の診断における異常がある旨の判断基準を可変設定するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　一般に、蓄圧室内の燃圧が高いほど、減圧弁の開弁に伴う燃圧の低下速度は大きくなる
傾向にある。この点、上記構成では、蓄圧室内の燃圧の変化により減圧弁の低下速度が変
化した場合であれ、異常がある旨の判断基準を適切に設定することができる。
【００２０】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、前記車載内燃
機関の冷却水の温度を検出する検出手段の検出結果及び前記燃料の温度を検出する検出手
段の検出結果の少なくとも一方を取り込む手段を更に備え、前記仮診断手段は、前記冷却
水の温度及び前記燃料の温度の少なくとも一方に応じて前記仮の診断における異常がある
旨の判断基準を可変設定することを特徴とする。
【００２１】
　一般に、燃料の温度が低いほど燃料の粘性が高くなるため、減圧弁の開弁に伴う蓄圧室
内の燃料の流出速度が低下する。この点、上記構成では、燃料の温度と相関を有するパラ
メータである燃料の温度そのものや冷却水の温度に応じて異常がある旨の判断基準を可変
設定することで、流出速度の変化に応じた適切な判断基準にて異常の有無の診断を行なう
ことができる。
【００２４】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の発明において、前記第１の診
断手段は、前記仮診断手段により前記減圧弁に異常がある旨の仮の判断がなされていると
き、異常がない旨の仮の判断がなされているときより前記所定時間を長く設定することを
特徴とする。
【００２５】
　上記構成において、減圧弁を開操作したにもかかわらず減圧弁が正常であるときに想定
されるようには検出される燃圧が低下しないときには、減圧弁が十分に開状態とならない
異常がある可能性がある。そして、実際にこの異常があるときには、減圧弁を開操作した
ときよりも蓄圧室内の燃圧の低下が緩やかになる。この点、上記構成では、減圧弁に異常
があるとの仮の判断がなされるときには異常があるとの仮の判断がなされないときよりも
所定期間を長くすることで、燃圧が大気圧へと移行するのに要する時間に応じて所定期間
を適切に設定することができ、ひいては、検出手段の異常の有無の診断を適切なタイミン
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グにて行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明にかかる燃料噴射制御装置をコモンレール式のディーゼル機関の燃料噴射
制御装置に適用した第１の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２７】
　図１に、本実施形態にかかるエンジンシステムの全体構成を示す。
【００２８】
　図示されるように、燃料タンク２内の燃料は、燃料フィルタ４を介して燃料ポンプ６に
よって汲み上げられる。この燃料ポンプ６は、ディーゼル機関の出力軸であるクランク軸
から動力を付与されて燃料を吐出するものである。詳しくは、燃料ポンプ６は、吸入調量
弁８を備えており、この吸入調量弁８が操作されることで、外部に吐出される燃料量が決
定される。また、燃料ポンプ６は、いくつかのプランジャを備えており、これらプランジ
ャが上死点及び下死点間を往復運動することで、燃料が吸入及び吐出される。
【００２９】
　燃料ポンプ６からの燃料は、コモンレール１０に加圧供給（圧送）される。コモンレー
ル１０は、燃料ポンプ６から圧送された燃料を高圧状態で蓄え、これを高圧燃料通路１２
を介して各気筒（ここでは、４気筒を例示）の燃料噴射弁１４に供給する。燃料噴射弁１
４は、低圧燃料通路１６を介して燃料タンク２と接続されている。なお、コモンレール１
０には、減圧弁１８が設けられており、この減圧弁１８を介してコモンレール１０内の燃
料が低圧燃料通路１６を介して燃料タンク２へと流出可能となっている。
【００３０】
　上記エンジンシステムは、コモンレール１０内の燃圧を検出する燃圧センサ２０や、燃
料ポンプ６内の燃料の温度を検出する燃温センサ２２、ディーゼル機関の冷却水の温度を
検出する水温センサ２４、ディーゼル機関の排気中の酸素濃度を検出する酸素センサ２６
等、ディーゼル機関の運転状態や運転環境等を検出する各種センサを備えている。
【００３１】
　一方、電子制御装置（ＥＣＵ３０）は、マイクロコンピュータ（マイコン３２）を主体
として構成され、上記各種センサの検出結果を取り込み、これに基づきディーゼル機関の
出力を制御するものである。このＥＣＵ３０には、イグニッションスイッチ４０、メイン
リレー４２、給電ラインＬ１を介してバッテリＢの電力が給電されている。
【００３２】
　ここで、メインリレー４２は、イグニッションスイッチ４０がオンされるか、信号ライ
ンＬ２から駆動信号が入力されることで、バッテリＢと給電ラインＬ１とを短絡させる。
このため、イグニッションスイッチ４０がオンとされると、メインリレー４２によってバ
ッテリＢと給電ラインＬ１とが導通状態とされるため、ＥＣＵ３０にバッテリＢの電力が
供給される。
【００３３】
　一方、ＥＣＵ３０では、バッテリＢにより電力が供給されているときに、信号ラインＬ
３を介してイグニッションスイッチ４０のオン・オフ状態を監視する。そして、イグニッ
ションスイッチ４０がオフとされると、ＥＣＵ３０の停止の前に行なう後処理を完了する
までＥＣＵ３０への給電を継続するために、信号ラインＬ２を介してメインリレー４２に
駆動信号を出力する。これにより、イグニッションスイッチ４０がオフとされた後であっ
ても、ＥＣＵ３０において上記後処理が完了するまではバッテリＢの電力がメインリレー
４２及び給電ラインＬ１を介してＥＣＵ３０に供給される。
【００３４】
　イグニッションスイッチ４０がオンとされると、ＥＣＵ３０は、ディーゼル機関の出力
制御を適切に行なうべく、燃料噴射制御を行う。そして、この燃料噴射制御に際しては、
コモンレール１０内の燃圧を、ディーゼル機関の運転状態や運転環境に応じて設定される
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目標燃圧にフィードバック制御すべく、燃料ポンプ６（詳しくは吸入調量弁８）を操作す
る。ただし、目標燃圧が急激に減少するとき等には、コモンレール１０内の実際の燃圧が
目標燃圧を大きく上回ることがある。このため、本実施形態では、図２（ａ）に示す態様
にて減圧弁１８に対する通電操作を行なうことで、図２（ｂ）に示すように減圧弁１８を
開弁させて、コモンレール１０内の燃圧が目標燃圧を過度に上回ることを回避する。
【００３５】
　次に、この減圧弁１８に電流を流しているにもかかわらず減圧弁１８が開弁しない等の
減圧弁１８の作動不良の有無（減圧弁１８の異常の有無）の診断にかかる処理について説
明する。この減圧弁１８の異常の有無の診断は、基本的には、減圧弁１８の開操作（減圧
弁１８に対する通電操作）にもかかわらず、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が低
下しないことに基づき行なうことができる。ただし、燃圧センサ２０に異常がある場合に
は、コモンレール１０内の燃圧として精度の良い値を得ることができないため、燃圧セン
サ２０によって検出される燃圧に基づき減圧弁１８の異常の有無の診断をしたのでは、そ
の診断を高精度で行なうことができない。
【００３６】
　そこで本実施形態では、減圧弁１８の開操作に伴うコモンレール１０内の燃圧の挙動と
、燃圧センサ２０の異常の有無の診断結果とに基づき、減圧弁１８の異常の有無を診断す
る。図３に、本実施形態にかかる減圧弁１８の異常の有無の診断の処理手順を示す。この
処理は、ＥＣＵ３０により、例えば所定周期で繰り返し実行される。
【００３７】
　この一連の処理では、まずステップＳ１０において、イグニッションスイッチ４０がオ
フとされたか否かを判断する。そして、オフとされたと判断されるときには、ステップＳ
１２において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断が完了しているか否かを判断する。初
めてこの図３に示す一連の処理が起動されるときには、診断が完了されていないと判断さ
れて、ステップＳ１４に移行する。ステップＳ１４においては、減圧弁１８の異常の有無
の診断がなされる。
【００３８】
　ステップＳ１４に示す処理は、詳しくは、図４に示す処理となる。すなわち、ここでは
、まずステップＳ６０において、減圧弁１８に対する通電により減圧弁１８を開操作する
。続くステップＳ６２では、減圧弁１８の開操作時（好ましくは、開操作直前）の燃圧セ
ンサ２０の検出値を取り込む。そして、ステップＳ６４では、取り込まれた燃圧センサ２
０の検出値に基づき、減圧弁１８が正常であるときに想定される減圧弁１８の開操作に伴
う燃圧の低下速度についての閾値αを算出する。この閾値αは、減圧弁１８の開弁に伴う
燃料の流出による燃圧の低下速度と、静的リークによる燃圧の低下速度との和から所定の
マージン量εを減算することで算出される。ここで、上記減圧弁１８の開操作に伴う燃圧
の低下速度は、減圧弁１８の開操作時のコモンレール１０内の燃圧が高いほど大きくなる
ものとして算出される。一方、静的リークに伴う燃圧の低下速度は、燃料噴射弁１４のク
リアランスを介して高圧燃料通路１２から低圧燃料通路１６へと燃料が流出することによ
る燃圧の低下速度である。この低下速度は、コモンレール１０内の燃圧が高いほど上記静
的リーク量が多くなることに鑑み、減圧弁１８の開操作時の燃圧センサ２０の検出値に基
づき算出される。
【００３９】
　続くステップＳ６６では、燃圧センサ２０の検出値の時系列データに基づき、燃圧の低
下速度を算出する。ここでは、少なくとも２つの時系列データを用いることで、燃圧の低
下速度を算出することができる。なお、３つ以上の時系列データを用いる場合には、互い
に隣接する時系列データにより局所的な低下速度を算出し、これら各低下速度を平均する
ことで、最終的な低下速度を求めるようにすればよい。
【００４０】
　続くステップＳ６８では、ステップＳ６６にて算出される低下速度がステップＳ６４に
て算出される閾値α以上であるか否かを判断する。そして、閾値α以上であると判断され
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るときには、ステップＳ７０において減圧弁１８が正常である旨判断する。一方、閾値α
未満であると判断されるときには、ステップＳ７２において減圧弁１８が異常である旨判
断する。
【００４１】
　なお、ステップＳ７０、Ｓ７２の処理が完了するときには、先の図３に示したステップ
Ｓ１４の処理が完了したものとして、ステップＳ１６に移行する。ステップＳ１６では、
ステップＳ１４の処理により減圧弁１８が正常である旨判断されているか否かを判断する
。そして、ステップＳ１４において減圧弁１８が正常である旨判断されているときには、
ステップＳ１８において、減圧弁１８が正常である旨の仮の判断を行なう。一方、ステッ
プＳ１４において減圧弁１８が異常である旨判断されているときには、ステップＳ２０に
おいて減圧弁１８が異常である旨の仮の判断を行なう。なお、これらステップＳ１８、Ｓ
２０の処理による仮の診断結果は、マイコン３２内のメモリに記憶される。
【００４２】
　続くステップＳ２２では、上記水温センサ２４によって検出される冷却水温と、上記燃
温センサ２２によって検出される燃料の温度を取り込む。そして、ステップＳ２４では、
これら燃料ポンプ６内の燃料の温度と冷却水温と、減圧弁１８の状態とに基づき、燃圧セ
ンサ２０の異常の有無の診断のタイミングを設定する。このタイミングは、イグニッショ
ンスイッチ４０がオフとされてから、コモンレール１０内の燃圧が大気圧へと移行するの
に要する時間が経過したと考えられるタイミング以降とされる。すなわち、イグニッショ
ンスイッチ４０がオフとされた後には、通常、コモンレール１０内の燃圧は大気圧へと低
下していくため、燃圧が大気圧まで低下したと考えられる所定期間の経過後に燃圧センサ
２０によって検出される燃圧が大気圧よりも高いときには燃圧センサ２０に異常があると
判断することができる。
【００４３】
　ここで、燃料ポンプ６内の燃料の温度や冷却水温は、コモンレール１０内の燃料の温度
と相関を有するパラメータである。そして、コモンレール１０内の燃料の温度が低いほど
、燃料の粘性が大きくなるため、コモンレール１０から燃料タンク２へと流出する燃料の
流出速度が低下すると考えられる。このため、燃料ポンプ６内の燃料の温度や冷却水温が
低いほど、コモンレール１０内の燃圧が大気圧へと移行するのに要する時間が伸長すると
考えられる。したがって、燃料ポンプ６内の燃料の温度や冷却水温が低いほど、燃圧セン
サ２０の異常の有無の診断の実施タイミングを遅らせる。
【００４４】
　また、減圧弁１８の状態は、コモンレール１０内の燃圧の低下に影響を及ぼす要因とな
る。すなわち、減圧弁１８の開操作がなされないときには、静的リークのみによってコモ
ンレール１０内の燃圧が低下していくために、開操作がなされるときよりも燃圧の低下速
度が小さくなる。また、減圧弁１８の開操作をしたとしても、減圧弁１８に異常があると
きには、実際には減圧弁１８が開弁しないことがあり、この場合には、開操作を行なわな
い場合と同様の状況となると考えられる。このため、ステップＳ２４では、イグニッショ
ンスイッチ４０のオフ後に、減圧弁１８の開操作をしないときや、減圧弁１８に異常があ
るとの判断がなされているときには、減圧弁１８を開操作して且つ減圧弁１８が正常であ
ると判断されているときよりも、燃圧センサ２０の異常の有無の診断の実施タイミングを
遅らせる。
【００４５】
　続いて、ステップＳ２６において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断の実施タイミン
グとなったと判断されると、ステップＳ２８において、燃圧センサ２０によって検出され
る燃圧が大気圧近傍であるか否かを判断する。そして、大気圧近傍であると判断されると
きには、ステップＳ３０において燃圧センサ２０が正常であると判断する。続くステップ
Ｓ３２では、減圧弁１８の仮の診断がなされているか否かを、換言すれば、ステップＳ１
８又はステップＳ２０の処理が完了しているか否かを判断する。そして、仮の診断がなさ
れていると判断されるときには、ステップＳ３４において、ステップＳ１８又はステップ
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Ｓ２０によってなされている仮の診断結果を、減圧弁１８の最終的な診断結果として確定
する。
【００４６】
　これに対し、ステップＳ２８において、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が大気
圧近傍でないと判断されるときには、ステップＳ３６において燃圧センサ２０に異常があ
ると判断する。そして、ステップＳ３４の処理やステップＳ３６の処理が完了すると、ス
テップＳ３８においてＥＣＵ３０の電源をオフとし、この一連の処理を一旦終了する。
【００４７】
　一方、ステップＳ１２において燃圧センサ２０の診断が完了していると判断されるとき
には、ステップＳ３９において、燃圧センサ２０の診断結果が「正常」であるか否かを判
断する。すなわち、イグニッションスイッチ４０が前回オフとされたときにステップＳ２
８、Ｓ３０、Ｓ３６の処理によりなされた燃圧センサ２０の異常の有無の診断結果がどう
であったかを判断する。
【００４８】
　そして、ステップＳ３９において、診断結果が「正常」であると判断されるときには、
ステップＳ４０において、減圧弁１８の異常の有無の診断を行なう。この処理は、上記ス
テップＳ１４と同様である。ただし、ステップＳ４０において正常であると判断されてい
るときには（ステップＳ４２；ＹＥＳ）、仮ではなく、減圧弁１８が正常であると判断す
る（診断結果の確定）。また、ステップＳ４０において異常であると判断されているとき
には（ステップＳ４２；ＮＯ）、仮ではなく、減圧弁１８に異常があると判断する（診断
結果の確定）。
【００４９】
　また、ステップＳ３９において、燃圧センサ２０が異常であると判断されると、ステッ
プＳ４８において、減圧弁１８の異常の有無の診断結果が既にマイコン３２のメモリに記
憶されているか否かを判断する。そして記憶されていると判断されるときには、この記憶
されている診断結果が保持される（ステップＳ５０）。これに対し、ステップＳ４８にお
いて診断結果が記憶されていないときには、減圧弁１８の異常の有無が不定とされる（ス
テップＳ５２）。
【００５０】
　そして、ステップＳ４４、Ｓ４６、Ｓ５０、Ｓ５２の処理が完了するときには、ステッ
プＳ２２に移行する。
【００５１】
　なお、上記ステップＳ１０において、イグニッションスイッチ４０がオフでないと判断
されるときには、この一連の処理を一旦終了する。
【００５２】
　図５に、図３に示した各種診断の態様を例示する。図５（ａ）は、イグニッションスイ
ッチ４０の状態を示し、図５（ｂ）は、減圧弁１８の操作態様を示し、図５（ｃ）～図５
（ｅ）は、燃圧センサ２０によって検出される燃圧の挙動を示す。
【００５３】
　燃圧センサ２０が正常である場合、時刻ｔ１にイグニッションスイッチ４０がオフ状態
とされ、減圧弁１８が開操作されることで、図５（ｃ）に示す態様にて、検出される燃圧
が低下していく。このため、時刻ｔ１～時刻ｔ２までの間の燃圧の低下速度「ΔＰ１／Δ
Ｔ」は、先の図４のステップＳ６８において、閾値α以上であると判断され、先の図３に
示した処理において減圧弁１８が正常である旨の仮の判断がなされる。その後、時刻ｔ１
から先の図３のステップＳ２４にて定められた所定時間の経過後である時刻ｔ３において
検出される燃圧が大気圧となっているため、先の図４のステップＳ３０において燃圧セン
サ２０が正常であると判断されることとなる。このため、先の図３のステップＳ３４にお
いて、減圧弁１８の仮の診断結果が、最終的な診断結果として確定される。
【００５４】
　これに対し、図５（ｄ）に示すように、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が固定
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される固着異常が生じている場合、イグニッションスイッチ４０のオフ操作にもかかわら
ず検出される燃圧は変化しない。このため、先の図３のステップＳ１４の処理において、
一旦減圧弁１８が異常である旨の仮の診断がなされる。しかし、減圧弁１８が異常である
旨の仮の診断がなされることで、減圧弁１８が閉弁状態であるとの前提の下でコモンレー
ル１０内の燃圧が大気圧へと移行するのに要する所定期間の経過後に、燃圧センサ２０の
異常の有無の診断がなされることとなる。しかし、この所定期間の経過後の時刻ｔ４にお
いても、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が大気圧へと収束しない。このため、先
の図４のステップＳ３６において燃圧センサ２０が異常であると判断され、減圧弁１８の
仮の診断結果が最終的な診断結果として確定されない。このため、燃圧センサ２０に異常
があることによる減圧弁１８の誤診断を回避することができる。
【００５５】
　また、図５（ｅ）に、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が実際の燃圧に対して所
定のオフセット値を加算したものとなるオフセット異常が生じている場合を示す。この場
合、時刻ｔ１～ｔ２までの間の燃圧の低下速度は、先の図５（ｃ）に示したものと同一と
なる。しかし、この場合、減圧弁１８の開操作直前に検出される燃圧が先の図５（ｃ）に
示した場合よりも高いために、先の図４のステップＳ６４において算出される閾値αが、
図５（ｃ）に示した場合よりも大きくなる。このため、先の図３のステップＳ１４に示し
た処理において減圧弁１８が異常であるとの仮の診断がなされるおそれがある。しかし、
この場合であっても、上記所定期間経過後の時刻ｔ４においても検出される燃圧が大気圧
近傍とならないために、先の図３のステップＳ３６において燃圧センサ２０が異常である
と判断され、減圧弁１８の仮の診断結果が最終的な診断結果として確定されない。このた
め、燃圧センサ２０に異常があることによる減圧弁１８の誤診断を回避することができる
。
【００５６】
　ちなみに、上記説明では、先の図３のステップＳ１２で否定判断される場合を想定した
が、図５（ｄ）、図５（ｅ）に示す場合において、一旦燃圧センサ２０に異常があると判
断された後は、上記ステップＳ１２において肯定判断がなされ、減圧弁１８の診断がなさ
れないこととなる。
【００５７】
　なお、燃圧センサ２０の異常診断においては、図５（ｄ）に例示する固着異常と、図５
（ｅ）に例示するオフセット異常とを識別することが望ましい。これらは、イグニッショ
ンスイッチ４０のオフ直後に検出される燃圧と、先の図３のステップＳ２８において用い
られる燃圧との双方を用いることで識別することができる。これにより、オフセット異常
である場合には、燃圧センサ２０によって検出される燃圧を、図５（ｅ）に示すオフセッ
ト値ΔＰ２にて補正をすることができる。そして、この補正のなされた燃圧を用いること
で、減圧弁１８の異常診断を的確に行なうこともできる。
【００５８】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００５９】
　（１）減圧弁１８を開操作したときに燃圧センサ２０によって検出される燃圧の挙動が
減圧弁１８が正常であるときに想定される挙動と異なることと、燃圧センサ２０に異常が
ない旨判断されることとの論理積条件が成立するときに、減圧弁１８に異常がある旨判断
した。これにより、燃圧センサ２０の異常に起因した減圧弁１８が異常である旨の誤判断
を回避することができ、ひいては、減圧弁１８の異常の有無の診断を適切に行なうことが
できる。
【００６０】
　（２）イグニッションスイッチ４０がオフとされた後、所定期間の経過後に検出される
燃圧と大気圧との比較に基づき燃圧センサ２０の異常の有無を診断した。これにより、燃
圧センサ２０の異常の有無を診断することができる。しかも、イグニッションスイッチ４
０のオフ後には、コモンレール１０内の燃圧の挙動に影響を与える要因がイグニッション
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スイッチ４０のオン状態時よりも少ないため、上記診断を高精度で行なうこともできる。
【００６１】
　（３）イグニッションスイッチ４０がオフとされた後に減圧弁１８の異常の有無の診断
をした。イグニッションスイッチ４０のオフ後には、コモンレール１０内の燃圧の挙動に
影響を与える要因がイグニッションスイッチ４０のオン状態時よりも少ないため、上記診
断を高精度で行なうことができる。
【００６２】
　（３）冷却水の温度が低いほど、また、燃料ポンプ６内の燃料の温度が低いほど、燃圧
センサ２０の異常の有無の診断を行なうまでの所定期間を長く設定した。これにより、コ
モンレール１０内の燃圧が大気圧へと確実に移行した後に燃圧センサ２０の異常の有無を
診断することができる。
【００６３】
　（４）コモンレール１０内の燃圧に応じて減圧弁１８の診断における異常がある旨の判
断基準（閾値α）を可変設定した。これにより、コモンレール１０内の燃圧の変化により
減圧弁１８の低下速度が変化した場合であれ、異常がある旨の判断基準を適切に設定する
ことができる。
【００６４】
　（５）イグニッションスイッチ４０がオフとされた後、まず減圧弁１８の仮の診断を行
い、その後、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を行なって同診断により燃圧センサ２０
に異常がない旨の判断がなされたときに仮の診断結果を最終的な診断結果として確定させ
た。これにより、減圧弁１８の仮の診断結果を、燃圧センサ２０の異常の有無にかかわら
ず最終的な診断結果として確定させる場合と比較して、減圧弁１８の異常の有無の診断を
高精度に行なうことができる。
【００６５】
　（６）減圧弁１８に異常があるとの判断がなされているとき、異常がない旨の判断がな
されているときより、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を開始するまでの所定期間を長
く設定した。これにより、燃圧が大気圧へと移行するのに要する時間に応じて所定期間を
適切に設定することができ、ひいては、燃圧センサ２０異常の有無の診断を適切なタイミ
ングにて行なうことができる。
【００６６】
　（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００６７】
　本実施形態では、減圧弁１８の異常の有無の診断に際し、異常がある旨の判断基準を、
燃圧のみならず、燃料ポンプ６内の燃料の温度及び冷却水温に応じて可変設定する。
【００６８】
　図６に、本実施形態にかかる減圧弁１８の異常の有無の診断にかかる処理の手順を示す
。この処理は、先の図４に示した処理に代わるものであり、先の図３のステップＳ１４、
Ｓ４０の処理の詳細である。
【００６９】
　この一連の処理においても、まず先の図４のステップＳ６０、Ｓ６２の処理を行なう。
続いてステップＳ６４ａにおいて、減圧弁１８の開操作時において検出される燃圧、冷却
水温、燃料ポンプ６内の燃料の温度に基づき閾値αを算出する。ここで、燃料ポンプ６内
の燃料の温度や冷却水温は、コモンレール１０内の燃料の温度と相関を有するパラメータ
である。そして、コモンレール１０内の燃料の温度が低いほど、同燃料の粘性が増大し、
ひいては、減圧弁１８を開弁したときの燃料の流出速度が低下する。このため、燃料ポン
プ６内の温度が低いほど、また、冷却水の温度が低いほど、閾値αを小さく設定する。
【００７０】
　こうして閾値αが設定されると、先の図４のステップＳ６６～Ｓ７２の処理を行なう。



(11) JP 4407611 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

【００７１】
　以上説明した本実施形態によれば、先の第１の実施形態の上記（１）～（６）の効果に
加えて、更に以下の効果が得られるようになる。
【００７２】
　（７）燃料ポンプ６内の燃料の温度及び冷却水の温度に応じて減圧弁１８の異常の有無
の診断における異常がある旨の判断基準を可変設定した。これにより、コモンレール１０
からの燃料の流出速度の変化に応じた適切な判断基準にて異常の有無の診断を行なうこと
ができる。
【００７３】
　（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００７４】
　図７に、本実施形態にかかるエンジンシステムの全体構成を示す。なお、図７では、先
の図１に示した部材と同様の機能を有する部材については、便宜上同一の符号を付した。
【００７５】
　図示されるように、本実施形態では、ＥＣＵ３０が、予めマイコン３２によって設定さ
れた時間の経過後にＥＣＵ３０を起動するソークタイマ３４を備えている。すなわち、ソ
ークタイマ３４は、イグニッションスイッチ４０のオフ操作に伴い、ＥＣＵ３０に対する
通電の停止がなされた後にも通電がなされ、ＥＣＵ３０のオフ後の時間を計時する。そし
て、計時される時間が、マイコン３２により予め設定された時間となると、ＥＣＵ３０を
起動させる。
【００７６】
　図８に、このソークタイマ３４を用いた減圧弁１８及び燃圧センサ２０の異常の有無の
診断にかかる処理の手順を示す。この処理は、ＥＣＵ３０により、例えば所定周期で繰り
返し実行される。なお、図８に示す処理のうち、先の図３に示した処理と同一の処理につ
いては、便宜上、同一のステップ番号を付している。
【００７７】
　この一連の処理においては、ステップＳ２４ａにおいて、燃圧センサ２０の異常の有無
の診断の実施までの所定期間が設定されると、この所定期間をソークタイマ３４にセット
する。そして、ステップＳ２５において、ＥＣＵ２５の電源をオフとする。すなわち、ス
テップＳ１０においてイグニッションスイッチ４０がオフとされたと判断された後は、Ｅ
ＣＵ３０では信号ラインＬ２を介してメインリレー４２に駆動信号を出力することで、バ
ッテリＢからの給電を確保していたのであるが、このステップＳ４０において、駆動信号
の出力を停止する。
【００７８】
　これにより、ソークタイマ３４は、ＥＣＵ３０がオフとされてからの時間の計時を開始
する。そして、所定期間が経過すると、ステップＳ２６ａにおいて、ソークタイマ３４は
、ＥＣＵ３０を起動する。すなわち、ソークタイマ３４は、信号ラインＬ２を介してメイ
ンリレー４２に駆動信号を出力することで、ＥＣＵ３０（マイコン３２）を給電状態とす
る。こうしてＥＣＵ３０が起動されると、先の図３のステップＳ２８～Ｓ３６と同様の処
理を行なう。
【００７９】
　以上説明した本実施形態によっても、先の第１の実施形態の上記（１）～（６）の効果
に加えて、更に以下の効果が得られるようになる。
【００８０】
　（８）ソークタイマ３４を用いることで、燃圧センサ２０の診断が完了するまでＥＣＵ
３０をオン状態とし続けた場合と比較して、バッテリＢの消費電力を低減することができ
る。
【００８１】
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　（第４の実施形態）
　以下、第４の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００８２】
　本実施形態では、減圧弁１８を、通電操作がなされないときに開弁状態となるノーマリ
ーオープン型のものとする。そして、図９（ａ）に示すように、減圧弁１８に対する通電
量に応じて、減圧弁１８を開弁させるコモンレール１０内の燃圧（開弁圧）が調整される
ものとする。そして、図９（ｂ）に一点鎖線にて示す目標燃圧に対し実線にて示す検出さ
れる燃圧が所定値Δだけ高くなると（図中、２点鎖線）減圧弁１８が開弁するように、減
圧弁１８に対する通電量を調整する。
【００８３】
　また、本実施形態では、燃料噴射に伴うディーゼル機関の出力に基づき燃圧センサ２０
の異常の有無を診断する。以下、これについて説明する。
【００８４】
　図１０に、本実施形態にかかる燃圧センサ２０の異常の有無の診断の処理手順を示す。
この処理は、ＥＣＵ３０により行なわれる。
【００８５】
　この一連の処理においては、まずディーゼル機関の出荷直後に、ステップＳ８０におい
て、噴射量と酸素濃度との関係を計測する。すなわち、図１１に三角印にて測定点を示す
ように、燃料噴射弁１４に対する指令噴射量と、酸素センサ２６によって検出される酸素
濃度との関係を測定する。続いて、ステップＳ８２において、この関係の測定結果をＥＣ
Ｕ３０内の適宜のメモリに記憶する。
【００８６】
　続くステップＳ８４～Ｓ９０にかかる処理は、ＥＣＵ３０において、所定周期で繰り返
し実行される処理である。ここでは、まずステップＳ８４において、指令噴射量を変化さ
せつつ酸素センサ２６により酸素濃度を検出する。続いて、ステップＳ８６において、上
記ステップＳ８２において記憶された関係に基づき、酸素濃度から実際の噴射量を推定す
る。すなわち、図１１に示すように、酸素濃度がＱＯ１であるときには、噴射量はＱ１と
推定される。
【００８７】
　続くステップＳ８８では、実際の噴射量と、ステップＳ８４にて行った燃料噴射時の燃
料噴射弁１４に対する指令噴射期間とから、実際の燃圧を推定する。すなわち、ＥＣＵ３
０は、通常、指令噴射量と燃圧とから指令噴射期間を定めるマップを備えているため、こ
のマップを用いて、指令噴射期間とそのときの噴射量の推定値とから燃圧を推定する。
【００８８】
　こうして燃圧が推定されると、ステップＳ９０において、この燃圧と、上記指令噴射期
間を設定する際に用いた燃圧センサ２０の検出値との比較に基づき、燃圧センサ２０の異
常の有無を診断する。なお、このステップＳ９０の処理が完了すると、ステップＳ８４～
Ｓ９０までの処理を一旦終了する。
【００８９】
　次に、本実施形態にかかる減圧弁１８の異常の有無の診断について説明する。図１２に
、減圧弁１８の異常の有無の診断の処理手順を示す。この処理は、ＥＣＵ３０により、例
えば所定周期で繰り返し実行される。
【００９０】
　この一連の処理においては、まずステップＳ１００において、コモンレール１０内の目
標燃圧を取り込む。この目標燃圧は、図示しない別の処理において、例えばアクセルペダ
ルの操作量と指令噴射量とに基づき算出される。続くステップＳ１０２においては、減圧
弁１８を開弁させる燃圧の下限値である閾値βを算出する。これは、目標燃圧に、先の図
９（ｂ）に示した所定値Δを加算することで算出される。こうして閾値βが算出されると
、ステップＳ１０４において、先の図９（ａ）に示した関係から、開弁圧が閾値βとなる
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ときの通電量を算出する。続いてステップＳ１０６においては、ステップＳ１０４におい
て算出された通電量によって、減圧弁１８に対する通電操作がなされる。
【００９１】
　続くステップＳ１０８においては、先の図１０に示した燃圧センサ２０の異常の有無の
診断により、燃圧センサ２０が正常である旨判断されているか否かを判断する。そして、
正常であると判断されているときには、ステップＳ１１０において、燃圧センサ２０によ
って検出される燃圧を取り込む。続くステップＳ１１２においては、検出される燃圧が閾
値βを上回る状態が所定時間継続しているか否かを判断する。すなわち、実際の燃圧が閾
値βを上回るときには、減圧弁１８が開弁されるため、コモンレール１０内の燃圧が低下
する。このため、減圧弁１８の開弁によりコモンレール１０内の燃圧が閾値β以下となる
と想定される時間に基づき、上記所定時間を定めることで、閾値βを上回る状態が所定時
間継続することで減圧弁１８に異常があるとの判断をすることができる。
【００９２】
　そして、所定時間継続していないと判断されるときには、ステップＳ１１４において減
圧弁１８が正常であると判断し、所定時間継続していると判断されるときには、ステップ
Ｓ１１６において減圧弁１８が異常であると判断する。
【００９３】
　なお、ステップＳ１０８において燃圧センサ２０が正常であるとの判断がなされていな
いと判断されるときや、ステップＳ１１４、Ｓ１１６の処理が完了するときには、この一
連の処理を一旦終了する。
【００９４】
　以上詳述した上記実施形態によっても、先の第１の実施形態の上記（１）の効果を得る
ことができる。
【００９５】
　（その他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【００９６】
　・先の第１の実施形態では、前回イグニッションスイッチ４０がオフとされた際に燃圧
センサ２０が正常であると判断されると、今回イグニッションスイッチ４０がオフとされ
るときの減圧弁１８の異常の有無の診断結果が最終的なものとして確定される（ステップ
Ｓ４４、Ｓ４６）。しかし、厳密には、イグニッションスイッチ４０が前回オフされてか
ら今回オフされるまでの間に燃圧センサ２０に異常が生じるおそれがある。そして、この
場合、先の図３に示した処理によれば、燃圧センサ２０の異常に起因して減圧弁１８に異
常がある旨の誤判断がなされることが懸念される。
【００９７】
　減圧弁１８の診断についての上記要因による信頼性の低下は、例えば先の図３のステッ
プＳ５０において、減圧弁１８の診断結果を消去するようにすることで抑制することがで
きる。また、これに代えて、先の図３に示した処理において、ステップＳ１２、Ｓ３９～
Ｓ５２、ステップＳ３２の処理を削除するようにしてもよい。これにより、イグニッショ
ンスイッチ４０がオフとされる度に、まず減圧弁１８の仮の診断がなされ、その後、燃圧
センサ２０の診断が行なわれて、燃圧センサ２０が正常と判断されることを条件に、減圧
弁１８についての仮の診断結果が最終的な診断結果として確定される。
【００９８】
　・先の第３の実施形態において、先の図６に示した処理を行なってもよい。
【００９９】
　・先の第１～第３の実施形態において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を、イグニ
ッションスイッチ４０がオンとされた直後に行なってもよい。すなわち、イグニッション
スイッチ４０がオンとされた直後には、コモンレール１０内の燃圧が大気圧近傍となって
いると考えられるため、燃圧センサ２０によって検出される燃圧が大気圧近傍であるか否
かによって、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を行なうことができる。
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【０１００】
　また、先の第１～第３の実施形態において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を、先
の図１０に例示した態様にて行なってもよい。
【０１０１】
　・先の第４の実施形態において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断に際して、実際の
燃圧を推定するために、噴射量と酸素濃度との関係を測定したが、これに限らない。例え
ば、フューエルカットを行なう車両の減速時において、単発噴射を行なったときの機関出
力軸の回転上昇量に基づき噴射量を推定し、この単発噴射の時の指令噴射期間と推定され
る噴射量とに基づき燃圧を推定してもよい。ちなみに、単発噴射と噴射量との関係につい
ては、特開２００５－３６７８８号公報等に記載されている。
【０１０２】
　・先の第４の実施形態において、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を、先の第１～第
３の実施形態で例示した態様にて行なってもよい。
【０１０３】
　・先の第４の実施形態において、減圧弁１８の異常の有無の診断を、イグニッションス
イッチ４０がオフされた後に、減圧弁１８に対する通電操作をゼロとすることで行なって
もよい。
【０１０４】
　・燃圧センサ２０の異常の有無の診断としては、上述したものに限らず、例えば燃圧セ
ンサ２０を２つ備えて相互監視することにより、燃圧センサ２０の異常の有無を診断する
ようにしてもよい。
【０１０５】
　・減圧弁１８の異常の有無の診断手法としては、先の図４、図６、図１２に例示したも
のに限らない。例えば、燃圧センサ２０の異常の有無の診断を先の図１０に例示した態様
にて行なう場合において、イグニッションスイッチ４０がオフとされたときに減圧弁１８
を開操作し、減圧弁１８が開弁しているとの前提でコモンレール１０内の燃圧が大気圧と
なると想定される時間の経過後、検出される燃圧が大気圧よりも高いことに基づき、減圧
弁１８が異常であるとの判断を行なってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】第１の実施形態におけるエンジンシステムの全体構成を示す図。
【図２】同実施形態における減圧弁の特性を示す図。
【図３】同実施形態における減圧弁及び燃圧センサの異常の有無の診断にかかる処理の手
順を示すフローチャート。
【図４】同実施形態における減圧弁の異常の有無の診断にかかる処理の詳細を示すフロー
チャート。
【図５】同実施形態における上記診断の態様を示すタイムチャート。
【図６】第２の実施形態における減圧弁の異常の有無の診断にかかる処理の詳細を示すフ
ローチャート。
【図７】第３の実施形態におけるエンジンシステムの全体構成を示す図。
【図８】同実施形態における減圧弁及び燃圧センサの異常の有無の診断にかかる処理の手
順を示すフローチャート。
【図９】第４の実施形態にかかる減圧弁の作動特性を示す図。
【図１０】同実施形態にかかる燃圧センサの異常の有無の診断の処理手順を示すフローチ
ャート。
【図１１】上記燃圧センサの異常の有無の診断の処理の一部を示す図。
【図１２】上記実施形態にかかる減圧弁の異常の有無の診断の処理手順を示すフローチャ
ート。
【符号の説明】
【０１０７】
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　２…燃料タンク、４…燃料フィルタ、６…燃料ポンプ、１０…コモンレール、１２…高
圧燃料通路、１４…燃料噴射弁、１６…低圧燃料通路、１８…減圧弁、２０…燃圧センサ
、３０…ＥＣＵ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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