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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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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、
　前記ピエゾインジェクタへ所定の駆動電流を所定駆動時間の間通電し、当該通電期間中
において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化を取得し、当
該取得された前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化に対して生ずべ
き標準レール圧を、予め定められた前記端子電圧の変化と標準レール圧との所定の相関関
係に基づいて求め、
　前記圧力センサにより得られた検出レール圧と、前記所定の相関関係に基づいて得られ
た標準レール圧との差が所定閾値より大である場合に、前記圧力センサの異常と判定する
ことを特徴とする圧力センサ診断方法。
【請求項２】
ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化は、前記ピエゾインジェクタへの
所定駆動時間の通電期間中において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の脈動にお
ける前記所定の駆動電流の通電開始後に現れる第１のピーク電圧と第２のピーク電圧の電
位差であ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。
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【請求項３】
ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化は、前記ピエゾインジェクタへの
所定駆動時間の通電期間中において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の脈動にお
ける前記所定の駆動電流の通電開始後に現れる第１のピーク電圧と第２のピーク電圧の電
位差の前記第１のピーク電圧に対する比であ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４】
エンジンの気筒に対応して設けられたピエゾインジェクタ毎に順に、圧力センサにより得
られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧との差が所定閾
値より大であるか否かを判定し、所定数を超えるピエゾインジェクタにおいて、圧力セン
サにより得られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧との
差が所定閾値より大であると判定された場合に、圧力センサが異常であるとすることを特
徴とする請求項１乃至請求項３いずれか記載の圧力センサ診断方法。
【請求項５】
エンジンの運転状態が安定している場合に、ピエゾインジェクタへの所定の駆動電流によ
る通電を開始することを特徴とする請求項１乃至請求項４いずれか記載の圧力センサ診断
方法。
【請求項６】
エンジン冷却水の水温変化量、燃料温度の温度変化量及びアクセル開度の少なくともいず
れか１つに基づいてエンジンの運転状態が安定しているか否かを判定することを特徴とす
る請求項５記載の圧力センサ診断方法。
【請求項７】
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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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、
　前記ピエゾインジェクタへ所定の駆動電流を所定駆動時間の間通電し、当該通電期間中
において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化を取得し、当
該取得された前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化に対して生ずべ
き標準レール圧を、予め定められた前記端子電圧の変化と標準レール圧との所定の相関関
係に基づいて算出し、
　前記圧力センサにより得られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標
準レール圧との差が所定閾値より大であるか否かを判定し、前記圧力センサにより得られ
た検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧との差が所定閾値よ
り大であると判定された場合に、前記圧力センサの異常と判定す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８】
ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化は、前記ピエゾインジェクタへの
所定駆動時間の通電期間中において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の脈動にお
ける前記所定の駆動電流の通電開始後に現れる第１のピーク電圧と第２のピーク電圧の電
位差であることを特徴とする請求項７記載のコモンレール式燃料噴射制御装置。
【請求項９】
ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化は、前記ピエゾインジェクタへの
所定駆動時間の通電期間中において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の脈動にお
ける前記所定の駆動電流の通電開始後に現れる第１のピーク電圧と第２のピーク電圧の電
位差の前記第１のピーク電圧に対する比であることを特徴とする請求項７記載のコモンレ
ール式燃料噴射制御装置。
【請求項１０】
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電子制御ユニットは、
　エンジンの気筒に対応して設けられたピエゾインジェクタ毎に順に、圧力センサにより
得られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧との差が所定
閾値より大であるか否かを判定し、所定数を超えるピエゾインジェクタにおいて、圧力セ
ンサにより得られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧と
の差が所定閾値より大であると判定された場合に、圧力センサが異常であると判定するよ
う構成されてなることを特徴とする請求項７乃至請求項９いずれか記載のコモンレール式
燃料噴射制御装置。
【請求項１１】
電子制御ユニットは、エンジンの運転状態が安定しているか否かを判定し、
　エンジンの運転状態が安定していると判定された場合に、ピエゾインジェクタへの所定
の駆動電流による通電を開始するよう構成されてなることを特徴とする請求項７乃至請求
項１０いずれか記載のコモンレール式燃料噴射制御装置。
【請求項１２】
電子制御ユニットは、
　エンジン冷却水の水温変化量、燃料温度の温度変化量及びアクセル開度の少なくともい
ずれか１つに基づいてエンジンの運転状態が安定しているか否かを判定するよう構成され
てなることを特徴とする請求項１１記載のコモンレール式燃料噴射制御装置。
【請求項１３】
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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動における最初のピーク
電圧と前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧に基づいて前記圧力センサ
の異常の有無を判定することを特徴とする圧力センサ診断方法。
【請求項１４】
ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動における最初のピーク電圧と
前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧との差が所定の閾値を超える場合
に圧力センサの異常と判定することを特徴とする請求項１３記載の圧力センサ診断方法。
【請求項１５】
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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧と
、前記通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧の目標電圧とに基づいて前
記圧力センサの異常の有無を判定することを特徴とする圧力センサ診断方法。
【請求項１６】
ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧と、前記
通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧の目標電圧との差が所定の閾値を
超える場合に圧力センサの異常と判定することを特徴とする請求項１５記載の圧力センサ
診断方法。
【請求項１７】
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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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
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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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動における最初のピーク
電圧と前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧とに基づいて前記圧力セン
サの異常の有無を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１８】
電子制御ユニットは、前記ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動に
おける最初のピーク電圧と前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧との差
が所定の閾値を超える場合に圧力センサの異常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１７記載のコモンレール式燃料噴射制御装置。
【請求項１９】
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
に接続されたピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧を
取得し、当該取得されたピエゾインジェクタの端子電圧と、前記ピエゾインジェクタの通
電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧の目標電圧とに基づいて前記圧力セ
ンサの異常の有無を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２０】
電子制御ユニットは、ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェク
タの端子電圧と、前記ピエゾインジェクタの通電終了時における前記ピエゾインジェクタ
の端子電圧の目標電圧との差が所定の閾値を超える場合に圧力センサの異常と判定するよ
う構成されてなることを特徴とする請求項１９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、センサ動作の異常診断に係り、特に、専用部品を用いることなく簡易な構成
による異常診断の実現等を図ったものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ディーゼルエンジンに代表される自動車の内燃機関の電子制御装置においては
、様々なセンサが設けられており、その検出信号が内燃機関の動作制御に供されるように
なっている。
　そのようなセンサの一つとして、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は、適切な燃料噴射を実現する上で重要であり、故障検出のための方
策が種々提案されている。
【０００３】
　このようなコモンレール式燃料噴射制御装置における圧力センサの故障診断の一つとし
て、例えば、圧力センサの故障診断に際し、レール圧を意図的に上げる指令を行うと共に
、インジェクタの通電時間の減少を指令することで、結果的に燃料噴射量の変化がなく、
排ガス特性に変化が生じないと判定された場合に、圧力センサの故障はないと推定する方
法などが提案されている（例えば、特許文献１等参照）。
【０００４】
　しかしながら、上述の故障診断方法においては、圧力センサの故障検出のために、本来
の燃料噴射とは無関係に不要なレール圧の引き上げを指令する必要があり、制御動作の冗
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長を招くだけでなく、何らかの原因により、不要なレール圧の上昇が実際に生じ、燃料噴
射動作に影響を与えかねないという虞もある。
【特許文献１】特開平１０－３２５３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、圧力センサの異常、故障等の動作診断の
ための専用の回路を設けることなく、簡易な構成で異常の有無の診断を可能とする圧力セ
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】
【０００６】
　本発明の第１の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
弁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、
　前記ピエゾインジェクタへ所定の駆動電流を所定駆動時間の間通電し、当該通電期間中
において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化を取得し、当
該取得された前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化に対して生ずべ
き標準レール圧を、予め定められた前記端子電圧の変化と標準レール圧との所定の相関関
係に基づいて求め、
　前記圧力センサにより得られた検出レール圧と、前記所定の相関関係に基づいて得られ
た標準レール圧との差が所定閾値より大である場合に、前記圧力センサの異常と判定する
よう構成されてなる圧力センサ診断方法が提供される。
　本発明の第２の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
弁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、
　前記ピエゾインジェクタへ所定の駆動電流を所定駆動時間の間通電し、当該通電期間中
において生ずる前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化を取得し、当
該取得された前記ピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間における変化に対して生ずべ
き標準レール圧を、予め定められた前記端子電圧の変化と標準レール圧との所定の相関関
係に基づいて算出し、
　前記圧力センサにより得られた検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標
準レール圧との差が所定閾値より大であるか否かを判定し、前記圧力センサにより得られ
た検出レール圧と、所定の相関関係に基づいて得られた標準レール圧との差が所定閾値よ
り大であると判定された場合に、前記圧力センサの異常と判定するよう構成されてなるコ
モンレール式燃料噴射制御装置が提供される。
　本発明の第３の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動における最初のピーク
電圧と前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧に基づいて前記圧力センサ
の異常の有無を判定するよう構成されてなる圧力センサ診断方法が提供される。
　本発明の第４の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
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弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電開始後に生ずる端子電圧の脈動における最初のピーク
電圧と前記ピエゾインジェクタの通電終了時における端子電圧とに基づいて前記圧力セン
サの異常の有無を判定するよう構成されてなるコモンレール式燃料噴射制御装置が提供さ
れる。
　本発明の第５の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧と
、前記通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧の目標電圧とに基づいて前
記圧力センサの異常の有無を判定するよう構成されてなる圧力センサ診断方法が提供され
る。
　本発明の第６の形態によれば、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ピエゾインジェクタを用いてなる燃料噴射
弁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、
　前記ピエゾインジェクタへの通電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧を
取得し、当該取得されたピエゾインジェクタの端子電圧と、前記ピエゾインジェクタの通
電終了時における前記ピエゾインジェクタの端子電圧の目標電圧とに基づいて前記圧力セ
ンサの異常の有無を判定するよう構成されてなるコモンレール式燃料噴射制御装置が提供
される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の第１及び第２の形態並びに第９の形態によれば、ピエゾインジェクタの端子電
圧の変化とレール圧との相関関係に基づいて、あるべき本来のレール圧を求め、圧力セン
サの検出圧力と比較することで、圧力センサの異常の有無を検出できるようにしたので、
異常の有無の診断のための専用の回路を新たに設けることなく、ソフトウェアによる簡易
な構成で圧力センサの異常検出を実現することができるという効果を奏すると共に、かか
る診断方法を適用することで、信頼性の高いコモンレール式燃料噴射制御装置を提供する
ことができるという効果を奏するものである。
　本発明の第３乃至及第９の形態によれば、ピエゾインジェクタの駆動時における所定の
タイミングの端子電圧とレール圧との相関関係に基づいて、圧力センサの異常の有無を検
出できるようにしたので、異常の有無の診断のための専用の回路を新たに設けることなく
、ソフトウェアによる簡易な構成で圧力センサの異常検出を実現することができるという
効果を奏すると共に、かかる診断方法を適用することで、信頼性の高いコモンレール式燃
料噴射制御装置を提供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】
【０００８】
【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
料噴射制御装置の一構成例を示す構成図である。
【図２】図１に示されたコモンレール式燃料噴射制御装置を構成する電子制御ユニットに
より実行される本発明の第１及び第９の形態における圧力センサ診断処理の第１の構成例
における全体的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】図２に示された圧力センサ診断処理の中で実行される診断処理の具体的な処理手
順を示すサブルーチンフローチャートである。
【図４】図２に示された圧力センサ診断処理の中で実行される最終診断処理の具体的な処
理手順を示すサブルーチンフローチャートである。
【図５】第１及び第９の形態における圧力センサ診断処理の第２の構成例における圧力セ
ンサ診断処理の全体的手順を示すサブルーチンフローチャートである。
【図６】第１及び第９の形態の圧力センサ診断処理の基本原理を説明するためのピエゾイ
ンジェクタの駆動時における端子電圧の時間変化例を模式的に示す模式図である。
【図７】第３及び第５の形態並びに第９の形態の圧力センサ診断処理の全体的手順を示す
サブルーチンフローチャートである。
【図８】図７に示された圧力センサ診断処理の中で実行される診断処理の具体的な処理手
順を示すサブルーチンフローチャートである。
【図９】図７に示された圧力センサ診断処理の中で実行される最終診断処理の具体的な処
理手順を示すサブルーチンフローチャートである。
【図１０】第７及び第９の形態の圧力センサ診断処理の具体的な処理手順を示すサブルー
チンフローチャートである。
【図１１】第３及び第５の形態並びに第９の形態の圧力センサ診断処理の基本原理を説明
するためのピエゾインジェクタの駆動時における端子電圧の時間変化例を模式的に示す模
式図である。
【図１２】第７及び第９の形態の圧力センサ診断処理における基本原理を説明するための
ピエゾインジェクタの駆動時における端子電圧の時間変化例を模式的に示す模式図である
。
【符号の説明】
【０００９】
１…コモンレール
２－１～２－ｎ…燃料噴射弁
３…ディーゼルエンジン
４…電子制御ユニット
１１…圧力センサ
５０…高圧ポンプ装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図１乃至図１２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、本発明の第１の形態及び第９の形態における圧力センサの診断方法が適用され
る内燃機関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。
　この図１に示された内燃機関噴射制御装置は、具体的には、特に、コモンレール式燃料
噴射制御装置が構成されたものとなっている。
【００１１】
　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ディーゼルエンジン（以下「エンジン」と称する
）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
する圧力センサ診断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。
【００１２】
　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
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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、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。
【００１３】
　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、燃料噴射弁２－１～２－ｎは、ピエゾインジェクタを用
いてなるものである。かかるピエゾインジェクタ（図示せず）は、本発明特有のものでは
なく、従来の構成を有してなるものであり、電子制御ユニット４によって、その駆動制御
が行われ、エンジン３の気筒への高圧燃料の噴射を可能としてなるものである。なお、ピ
エゾインジェクタは、駆動電圧の印加によって、燃料噴射弁２－１～２－ｎの噴射孔（図
示せず）が開成される構成のものが一般的であり、本発明の実施の形態においても、かか
る構成のものであるとする。
【００１４】
　かかるピエゾインジェクタの駆動制御は、一般に、大凡２つの形態（制御パターン）に
大別される。
　すなわち、その２つの内の一方の制御パターンは、燃料噴射弁２－１～２－ｎの駆動電
圧がレール圧毎に設定されており、レール圧に応じた駆動電圧で燃料噴射弁２－１～２－
ｎが駆動されるものである。なお、かかる制御パターンを、便宜的に「駆動電圧選択型」
と称することとする。
【００１５】
　そして、他方の制御パターンは、レール圧によらず所定の駆動電圧で燃料噴射弁２－１
～２－ｎの駆動を行うものである。ここで、所定の駆動電圧は、最大レール圧で噴射を可
能とする駆動電圧であり、予め試験等により求められた値が設定されるものである。なお
、かかる制御パターンを、便宜的に「駆動電圧固定型」と称する。
　いずれの制御パターンを選択するかは、車両の種類や排気量等を考慮して定められるべ
きものである。
【００１６】
　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を通電駆動するための回路（図示せず）や、調量弁６等を通電駆動
するための回路（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。
　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、アクセル開度、エンジン冷却水温、燃料温度な
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に供するために入力される
ようになっている。
　また、電子制御ユニット４には、後述する本発明の実施の形態における圧力センサ診断
処理において必要とされるピエゾインジェクタの端子電圧が読み込まれるようになってい
る。
【００１７】
　次に、かかる電子制御ユニット４によって実行される本発明の第１の形態における圧力
センサ診断処理の第１の構成例について、図２乃至図５を参照しつつ説明する。
　この第１の構成例は、電子制御ユニット４による燃料噴射弁２－１～２－ｎの駆動制御
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が、先に述べた駆動電圧選択型の制御パターンで行われるように構成されたものである場
合に適するものである。
　まず、図２には、この第１の構成例における圧力センサ診断処理の全体的な手順がサブ
ルーチンフローチャートに示されており、以下、同図を参照しつつ、その内容について説
明する。
【００１８】
　本発明の実施の形態における圧力センサ診断処理は、電子制御ユニット４において車両
の動作制御のための種々実行され制御処理の１つとしてサブルーチン処理されるものとな
っている。
　電子制御ユニット４による圧力センサ診断処理が開始されると、最初に、車両の動作状
態が、圧力センサ診断を行うに適した状態か否か、すなわち、エンジン３の運転状態が安
定しているか否か、オーバーランの状態にあるか否かの判断処理が行われる（図２のステ
ップＳ１０２～Ｓ１１２参照）。
【００１９】
　以下、具体的に各処理内容について説明すれば、まず、電子制御ユニット４により、エ
ンジン冷却水の水温変化量ΔＴcが取得される（図２のステップＳ１０２参照）。すなわ
ち、電子制御ユニット４に入力されたエンジン冷却水温に基づいて、所定の単位時間（例
えば、一分間隔）におけるエンジン冷却水の水温変化量が演算算出されることとなる。
　次いで、演算算出により取得された水温変化量ΔＴcが所定水温変化量Ｋ１より小さい
か否かが判定され（図２のステップＳ１０４参照）、所定水温変化量Ｋ１より小さいと判
定された場合（ＹＥＳの場合）には、電子制御ユニット４による処理は、次述するステッ
プＳ１０６の処理へ進むこととなる。一方、ステップＳ１０４において、電子制御ユニッ
ト４により、エンジン冷却水の水温変化量が所定水温変化量Ｋ１より小さくない、換言す
れば、エンジン冷却水の水温変化量が所定水温変化量Ｋ１を超えていると判定された場合
（ＮＯの場合）には、車両の動作状態が圧力センサ診断を行うに適した状態ではないとし
て一連の処理が終了され、図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
　なお、Ｋ１は、車両の規模等によって種々適切な値が異なるので、特定の値に限定され
る必要はないが、本発明の実施の形態においては、例えば、Ｋ１＝５℃と設定されている
。
【００２０】
　次に、ステップＳ１０６においては、電子制御ユニット４により、燃温変化量ΔＴfが
取得される。すなわち、電子制御ユニット４に入力された燃料温度に基づいて、所定の単
位時間（例えば、一分間隔）における燃料温度の変化量（燃温変化量）ΔＴfが演算算出
されることとなる。
　次いで、演算算出により取得された燃温変化量ΔＴｆが所定燃温変化量Ｋ２より小さい
か否かが判定され（図２のステップＳ１０８参照）、所定燃温変化量Ｋ２より小さいと判
定された場合（ＹＥＳの場合）には、電子制御ユニット４による処理は、次述するステッ
プＳ１１０の処理へ進むこととなる。
【００２１】
　一方、ステップＳ１０８において、電子制御ユニット４により、燃温変化量ΔＴｆが所
定燃温変化量Ｋ２より小さくない、換言すれば、燃温変化量が所定燃温変化量Ｋ２を超え
ていると判定された場合（ＮＯの場合）には、車両の動作状態が圧力センサ診断を行うに
適した状態ではないとして一連の処理が終了され、図示されないメインルーチンへ一旦戻
ることとなる。
　なお、Ｋ２は、車両の規模等によって種々適切な値が異なるので、特定の値に限定され
る必要はないが、本発明の実施の形態においては、例えば、Ｋ２＝５℃と設定されている
。
　このように、本発明の実施の形態においては、エンジン冷却水の水温変化量、燃料温度
の燃温変化量によって、エンジン３の運転状態が安定状態にあるか否かを判定するように
している。
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【００２２】
　次に、ステップＳ１１０においては、アクセル開度検出信号が電子制御ユニット４に読
み込まれ、次いで、アクセル開度Ａccが０％、すなわち、アクセル（図示せず）が踏み込
まれていない状態にあるか否かが判定される（図２のステップＳ１１２参照）。
　そして、ステップＳ１１２において、電子制御ユニット４によりアクセル開度Ａccが０
％であると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、車両がオーバーラン状態にあるとして
、電子制御ユニット４の処理は、ステップＳ２００へ進み、次述する診断処理が実行され
、しかる後、図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００２３】
　このように、診断処理を実質的に行う前に、オーバーラン状態か否かを判断するのは、
次述するような理由によるものである。
　この第１の構成例における圧力センサ診断処理は、先に述べたように、電子制御ユニッ
ト４による燃料噴射弁２－１～２－ｎの駆動制御のパターンが、駆動電圧選択型であるこ
とを前提としているが、この駆動電圧選択型の場合、車両の動作状態がオーバーラン状態
、すなわち、アクセル（図示せず）が踏まれていない状態、換言すれば、アクセル開度が
零の状態において、診断処理を行うことが車両動作への影響を極力少なくし、ドライバー
へ違和感を与えないと考えられるからである。これは、詳細は後述するように、診断処理
における燃料噴射弁２－１～２－ｎへの通電電流が比較的高く設定されているため、車両
の動作状態によっては、診断処理による燃料噴射弁２－１～２－ｎへの通電による噴射に
よって、エンジン回転数に大きな変動を生じさせ、さらには、ドライバー、乗員に不快感
を与えかねない虞があるからである。
【００２４】
　図３には、診断処理の具体的な処理手順がサブルーチンフローチャートに示されており
、以下、同図を参照しつつ、その具体的な処理手順について説明する。
　まず、この図３に示された一連の処理は、燃料噴射弁２－１～２－ｎの１つ１つに対し
て、それぞれ実行されるものとなっている。すなわち、図３に示された一連の処理は、予
め定めた順番に沿って燃料噴射弁２－１～２－ｎ毎に実行されるものとなっている。これ
は、本発明の実施の形態における圧力センサ診断では、詳細は後述するように、それぞれ
の燃料噴射弁２－１～２－ｎにおける診断処理の結果を総合的に判断して、最終的に、圧
力センサ１１の異常か否かを判定するようにしているためである。
【００２５】
　しかして、電子制御ユニット４により、診断処理が開始されると、予め定められた順番
に沿って、燃料噴射弁２－１～２－ｎの内のいずれか１つに対して、所定駆動電流Ｉsで
の通電駆動が開始され、予め定められた所定通電時間ＥＴの間、通電が継続される（図３
のステップＳ２０２参照）。
　ここで、図６を参照しつつ、本発明の実施の形態における所定駆動電流Ｉsの通電によ
る診断処理の基本原理について説明することとする。
　図６は、燃料噴射弁２－１～２－ｎを通電駆動した際の端子電圧の時間変化の一例を示
したもので、横軸は通電開始からの経過時間を、縦軸は電圧を、それぞれ表している。
【００２６】
　図６において、二点鎖線で表された特性線は、燃料噴射弁２－１～２－ｎの通常の駆動
状態における電圧変化の一例を示すものである。
　一方、実線で表された特性線は、駆動電流Ｉｓで燃料噴射弁２－１～２－ｎを駆動した
場合の電圧変化を示すものである。
　本願発明者は、ピエゾインジェクタの動作とレール圧との関連性について鋭意研究を行
った結果、ある一定値以上の高い駆動電流でピエゾインジェクタを駆動すると、ピエゾイ
ンジェクタの端子電圧の変化は、ピエゾインジェクタの大きさが違ってもレール圧に対し
て同じ傾向を示すという結論を得るに至った。
【００２７】
　しかも、本願発明者は、通電開始後、ピエゾインジェクタの端子電圧が上下に変化する
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いわゆる脈動において、最初のピーク値（図６において時刻ｔ１の箇所の電圧値）と、そ
の最初のピーク値（以下「第１のピーク値」と称する）の後の電圧下降から上昇に転じた
際の第２のピーク値（図６において時刻ｔ２の箇所の電圧値）との差が、レール圧と一定
の相関関係を有しており、具体的には大凡比例関係にあるという結論を導くに至った。
　さらに、上述のような第１のピーク値と第２のピーク値との電位差とレール圧との相関
関係のみならず、例えば、第１のピーク値に対する電位差（第１のピーク値と第２のピー
ク値との差）の比の絶対値とレール圧との間にも同様な相関関係が成立するという結論を
得るに至った。
　本発明の実施の形態における圧力センサ診断は、本願発明者によって得られたかかる知
見に基づくもので、概括的に言えば、ピエゾインジェクタへ所定の駆動電流を所定駆動時
間の間通電し、その通電期間中において生ずるピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間
における変化を取得し、その取得されたピエゾインジェクタの端子電圧の所定区間におけ
る変化に対して生ずべき標準レール圧を、予め定められたピエゾインジェクタの端子電圧
の所定区間における変化と標準レール圧との所定の相関関係に基づいて求め、圧力センサ
１１により得られた検出レール圧と、先の所定の相関関係に基づいて得られた標準レール
圧との差によって圧力センサ１１の異常の有無を診断するようにしたものであるというこ
とができるものである。
【００２８】
　ここで、再び、図３の説明に戻れば、先に説明したように所定駆動電流Ｉsの通電によ
る燃料噴射弁２－１～２－ｎの１つに対する駆動が開始された後、ピエゾインジェクタの
端子電圧の最初のピーク電圧（第１ピーク電圧）Ｖ１が電子制御ユニット４において検出
され、その値が電子制御ユニット４内の所定の記憶領域（図示せず）に暫定的に読み込ま
れることとなる（図３のステップＳ２０４参照）。
　ここで、最初のピーク電圧Ｖ１は、図６に例示された電圧変化の実線の特性線において
、時刻ｔ１の時点の電圧である。
【００２９】
　次いで、第２ピーク電圧Ｖ２が同様にして読み込まれる（３のステップＳ２０６参照）
。すなわち、ピエゾインジェクタの端子電圧は、先の第１のピーク電圧Ｖ１に達した後、
一旦、下降してゆき（図６参照）、ある程度電圧低下した後、再び上昇に転じ、第１のピ
ーク電圧Ｖ１より低い電圧Ｖ２でピークとなり（図６の時刻ｔ２の箇所参照）、再び下降
に転じてゆく変化を示すものとなっている。ピエゾインジェクタが正常であれば、通常、
これらの変化は、予め定められた所定通電時間ＥＴ内に出現する。なお、所定通電時間Ｅ
Ｔは、所定駆動電流Ｉsと共に、試験やシミュレーション結果等に基づいて、適切な値を
設定するのが好適である。
　ステップＳ２０６においては、電子制御ユニット４により、かかる第２ピーク電圧が検
出され、電子制御ユニット４内の所定の記憶領域（図示せず）に暫定的に記憶されること
となる。
【００３０】
　次いで、電子制御ユニット４の処理は、ステップＳ２０８の処理へ進み、第１ピーク電
圧Ｖ１と第２ピーク電圧Ｖ２との電位差ΔＶが演算算出されることとなる。
　次いで、上述のようにして算出された電位差を基に、電位差・レール圧換算処理が行わ
れる（図３のステップＳ２１０参照）。
　かかる電位差・レール圧換算処理は、先に図６を参照しつつ説明したように、所定駆動
電流Ｉsによるピエゾインジェクタの駆動においては、第１ピーク電圧Ｖ１と第２ピーク
電圧との電位差ΔＶが、その際のレール圧と相関関係を有していることに基づくものであ
る。
【００３１】
　具体的には、電位差ΔＶとレール圧との相関関係を予め求め、これを、例えば、マップ
化して電子制御ユニット４の所定の記憶領域（図示せず）に記憶しておき、ステップＳ２
０８で求められた電位差ΔＶに対して、その際あるべき本来のレール圧（標準レール圧）
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Ｐvが求められるようにすると好適である。なお、マップ化に代えて、相関関係を演算式
化し、その演算式を用いることで、ある電位差ΔＶに対するレール圧Ｐvが求められるよ
うにしても好適である。
【００３２】
　次いで、電子制御ユニット４により、センサ検出圧Ｐacが取得される（図３のステップ
Ｓ２１２参照）。すなわち、電子制御ユニット４には、圧力センサ１１の検出信号が入力
されるようになっているが、電子制御ユニット４においては、入力された圧力センサ１１
の検出信号に基づいて、予め定められた演算式やマップなどにより、その検出信号に対応
するレール圧（検出レール圧）Ｐacが決定されるようになっている。
【００３３】
　次いで、電子制御ユニット４により、電圧差・レール圧換算により得られたレール圧Ｐ
vと、圧力センサ１１の検出信号に基づく検出レール圧Ｐacとの差の絶対値Ｌが、Ｌ＝｜
Ｐv－Ｐac｜として算出されることとなる（図３のＳ２１４参照）。なお、以下、Ｌを、
説明の便宜上、「絶対圧力差」と称することとする。
　そして、上述のようにして求められた絶対圧力差Ｌが、所定の閾値を超えているか否か
が電子制御ユニット４により判定され（図３のステップＳ２１６参照）、所定の閾値を超
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は正常であるとして一
連の処理が終了され、電子制御ユニット４における処理は、一旦、図示されないメインー
チンへ戻ることとなる。
【００３４】
　一方、ステップＳ２１６において、絶対圧力差Ｌが、所定の閾値を超えていると電子制
御ユニット４により判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ１１が異常（セン
サ異常）であるとされ（図３のステップＳ２１８参照）、一連の処理が終了され、電子制
御ユニット４における処理は、一旦、図示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
　ここで、ステップＳ２１８におけるセンサ異常との判定は、燃料噴射弁２－１～２－ｎ
の内の１つに対して、上述した一連の診断処理を実行した結果であるので、この１つのセ
ンサ異常との判定のみで、即座に異常報知などの対応処理を行うよりは、診断の慎重を記
する観点から、後述するように、複数の燃料噴射弁における診断処理においてセンサ異常
と判定された場合に、異常報知などの処理を行うようにすると好適である。
【００３５】
　なお、上述の処理例においては、第１のピーク電圧Ｖ１と第２のピーク電圧Ｖ２との差
ΔＶと標準レール圧Ｐvとの相関関係を、ある電位差ΔＶに対して生ずべき標準レール圧
を求めるのに用いるようにしたが、次述するようにしても好適である。
　すなわち、先に述べたように、第１のピーク電圧Ｖ１に対する第１のピーク電圧Ｖ１と
第２のピーク電圧Ｖ２との差ΔＶの比、すなわち、ΔＶ／Ｖ１とレール圧（標準レール圧
）との間にも相関関係が成立する。
　そこで、このΔＶ／Ｖ１とレール圧（標準レール圧）との相関関係に基づいて、ΔＶ／
Ｖ１を取得する毎に、そのΔＶ／Ｖ１に対する標準レール圧を求め（図３のステップＳ２
１０の処理に相当）、以下、図３のステップＳ２１４以降の処理を同様に行うことでも、
圧力センサ１１の診断が可能である。
【００３６】
　次に、最終診断処理について、図４に示されたサブルーチンフローチャートを参照しつ
つ説明する。
　本発明の実施の形態においては、先に説明したように、図３に示された一連の処理は、
燃料噴射弁２－１～２－ｎの１つ１つ、換言すれば、エンジン３の気筒の１つ１つに対し
て順に実行されるものとなっており、その１つの燃料噴射弁における診断処理によってセ
ンサ異常と判定されても、直ぐに、異常報知などの対応処理を行うのではなく、次述する
ように、最終診断処理によって、異常報知の要否を選択するようにしている。
【００３７】
　以下、具体的に、最終診断処理について説明する。
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　電子制御ユニット４により、処理が開始されると、最初に、電子制御ユニット４の所定
の記憶領域（図示せず）に記憶されている、各燃料噴射弁２－１～２－ｎにおける先の図
３に示された診断処理の結果Ｊ１～Ｊｎが読み出されることとなる（図３のステップＳ２
１６及びＳ２１８並びに図４のステップＳ３０２参照）。
　次いで、上述のようにして読み出された診断結果の中で、診断結果がセンサ異常（図３
のステップＳ２１８参照）とされている数が電子制御ユニット４により計数され、異常診
断数の計数値Ｎが確定される（図４のステップＳ３０４参照）。
【００３８】
　そして、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大であるか否かが電子制御ユニット４に
より判定され（図４のステップＳ３０６参照）、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大
ではないと判定された場合（ＮＯの場合）には、圧力センサ１１は、異常ではないとして
一連の処理が終了され、図示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
　一方、ステップＳ３０６において、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大であると電
子制御ユニット４により判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ１１が異常で
あるとして、電子制御ユニット４により異常報知が行われることとなる（図４のステップ
Ｓ３０８参照）。
　なお、異常報知は、警報の発生や異常表示等を適宜行うようにすると好適であるが、勿
論、これらに限定される必要はなく、適宜任意に選定されるべきものである。
【００３９】
　次に、第２の構成例について、図５を参照しつつ説明する。
　この第２の構成例は、電子制御ユニット４による燃料噴射弁２－１～２－ｎの駆動制御
が、先に述べた駆動電圧固定型の制御パターンで行われるように構成されたものである場
合に適するものである。
　図５は、この第２の構成例における圧力センサ診断処理の全体的な手順をサブルーチン
フローチャートに示したものであるが、先に第１の構成例における圧力センサ診断処理の
全体的な手順が示された図２のサブルーチンフローチャートと異なる点は、図２における
ステップＳ１１０及びＳ１１２の処理が省かれている点のみである。なお、図５において
は、図２の処理内容と同一処理の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することとする。
【００４０】
　すなわち、この第２の構成例は、電子制御ユニット４による燃料噴射弁２－１～２－ｎ
の駆動制御が、駆動電圧固定型の制御パターンで行われるようになっている場合、エンジ
ン冷却水温の水温変化量ΔＴc、及び、燃料温度の燃温変化量ΔＴfが、それぞれ所定値よ
り小さいと判断される際に（図５のステップＳ１０２～Ｓ１０８参照）、電子制御ユニッ
ト４による診断処理（図５のステップＳ２００参照）を実行するようにしたものである。
　なお、診断処理の具体的な内容は、先に図３及び図４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こととする。
【００４１】
　なお、ピエゾインジェクタの経年劣化により、その端子電圧の変化が、圧力センサ１１
が正常であるにも関わらず、上述した圧力センサ診断処理によって圧力センサ１１の異常
と判定されるような状態となる場合がある。
　このような場合に対する対処として、次述するようにして、ピエゾインジェクタの経年
劣化の有無を診断する処理を実行してピエゾインジェクタの経年劣化に起因する圧力セン
サ１１を異常とするような誤診断の発生を回避するようにしても好適である。
【００４２】
　すなわち、まず、ピエゾインジェクタの通電駆動の毎に、電子制御ユニット４により、
先に述べた第１のピーク電圧と第２のピーク電圧の電位差ΔＶを取得すると共に、電子制
御ユニット４の記憶素子（図示せず）の適宜な領域に逐次記憶してゆくようにする一方、
新たな電位差ΔＶが取得された際に、記憶素子に記憶されている直近のΔＶと比較を行い
、その差が所定閾値Ａ以下であればピエゾインジェクタの経年変化があるとしても、圧力
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センサ診断処理の診断結果に影響を及ぼす程ではないとして、圧力センサ診断処理（図２
のステップＳ２００参照）を実行するようにする。
【００４３】
　一方、新たな電位差ΔＶと直近のΔＶの差が所定閾値Ａより大きい所定閾値Ｂ（所定閾
値Ａ＜所定閾値Ｂ）を超える場合には、圧力センサ診断処理（図２のステップＳ２００参
照）を行うに適した状態ではないとして、圧力センサ診断処理の実行を見合わせるように
する。
　ここで、所定閾値Ａを比較的小さな値（微少値）に設定し、所定閾値Ｂを比較的大きな
値に設定することで、ピエゾインジェクタの経年劣化の可能性の有無を検出することが可
能である。これは、ピエゾインジェクタの経年劣化により、ピエゾインジェクタの端子電
圧に、上述の微少値に相当する電圧のずれが徐々に積み重ねられてゆき、換言すれば、微
少値のずれが積分されたと等価な状態となり遂には、圧力センサ１１の異常の有無を診断
するに適した端子電圧の変化状態ではなくなると考えられるからである。
【００４４】
　なお、上述のようなピエゾインジェクタの経年劣化の有無の診断処理は、図２における
ステップＳ１１２においてＹＥＳの判定がされた場合、又は、図５のステップＳ１０８に
おいてＹＥＳの判定がされた場合に、ステップＳ２００の処理実行の直前に行うようにす
ることが考えられるが、これに限定される必要は無く、例えば、図２又は図５のステップ
Ｓ１０２の処理実行の前に行い、ピエゾインジェクタの経年劣化があるとしても圧力セン
サ診断処理の診断結果に影響を及ぼす程ではないと判定された場合に、ステップＳ１０２
以降の処理を実行するようにしても良い。
【００４５】
　次に、本発明の第３乃至第９の形態について、図１、図７乃至図１２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。
　まず、本発明の実施の形態における圧力センサの診断方法は、先に図１を参照しつつ説
明した構成を有する内燃機関噴射制御装置において適用されるのに適するものである。
　ここで、図１に示された内燃機関噴射制御装置の構成について、再度説明することとす
る。
【００４６】
　図１に示された内燃機関噴射制御装置は、具体的には、特に、コモンレール式燃料噴射
制御装置が構成されたものとなっている。
　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ディーゼルエンジン（以下「エンジン」と称する
）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
する圧力センサ診断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。
【００４７】
　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、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。
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　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。
【００４８】
　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、燃料噴射弁２－１～２－ｎは、ピエゾインジェクタを用
いてなるものである。かかるピエゾインジェクタ（図示せず）は、本発明特有のものでは
なく、従来の構成を有してなるものであり、電子制御ユニット４によって、その駆動制御
が行われ、エンジン３の気筒への高圧燃料の噴射を可能としてなるものである。なお、ピ
エゾインジェクタは、駆動電圧の印加によって、燃料噴射弁２－１～２－ｎの噴射孔（図
示せず）が開成される構成のものが一般的であり、本発明の実施の形態においても、かか
る構成のものであるとする。
【００４９】
　かかるピエゾインジェクタの駆動制御は、一般に、大凡２つの形態（制御パターン）に
大別される。
　すなわち、その２つの内の一方の制御パターンは、燃料噴射弁２－１～２－ｎの駆動電
圧がレール圧毎に設定されており、レール圧に応じた駆動電圧で燃料噴射弁２－１～２－
ｎが駆動されるものである。なお、かかる制御パターンを、便宜的に「駆動電圧選択型」
と称することとする。
【００５０】
　そして、他方の制御パターンは、レール圧によらず所定の駆動電圧で燃料噴射弁２－１
～２－ｎの駆動を行うものである。ここで、所定の駆動電圧は、最大レール圧で噴射を可
能とする駆動電圧であり、予め試験等により求められた値が設定されるものである。なお
、かかる制御パターンを、便宜的に「駆動電圧固定型」と称する。
　いずれの制御パターンを選択するかは、車両の種類や排気量等を考慮して定められるべ
きものである。
【００５１】
　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を通電駆動するための回路（図示せず）や、調量弁６等を通電駆動
するための回路（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。
　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、アクセル開度、エンジン冷却水温、燃料温度な
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に供するために入力される
ようになっている。
　また、電子制御ユニット４には、後述する本発明の実施の形態における圧力センサ診断
処理において必要とされるピエゾインジェクタの端子電圧が読み込まれるようになってい
る。
【００５２】
　次に、かかる電子制御ユニット４によって実行される本発明の第３及び第５の形態並び
に第９の形態における圧力センサ診断処理について、図７乃至図９、並びに図１１を参照
しつつ説明する。
　まず、図７には、この第１の構成例における圧力センサ診断処理の全体的な手順がサブ
ルーチンフローチャートに示されており、以下、同図を参照しつつ、その内容について説
明する。
【００５３】
　本発明の実施の形態における圧力センサ診断処理は、電子制御ユニット４において車両
の動作制御のための種々実行され制御処理の１つとしてサブルーチン処理されるものとな
っている。
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　電子制御ユニット４による圧力センサ診断処理が開始されると、最初に、車両の動作状
態が、圧力センサ診断を行うに適した動作状態にあるか否か、すなわち、エンジン３の運
転状態が安定しているか否かの判断処理が行われる（図７のステップＳ５０２～Ｓ５１２
参照）。
【００５４】
　以下、具体的に各々の処理内容について説明すれば、まず、電子制御ユニット４により
、エンジン冷却水の水温変化量ΔＴcが取得される（図７のステップＳ５０２参照）。す
なわち、電子制御ユニット４に入力されたエンジン冷却水温に基づいて、所定の単位時間
（例えば、一分間隔）におけるエンジン冷却水の水温変化量が演算算出されることとなる
。
　次いで、演算算出により取得された水温変化量ΔＴcが所定水温変化量Ｋ１より小さい
か否かが判定され（図７のステップＳ５０４参照）、所定水温変化量Ｋ１より小さいと判
定された場合（ＹＥＳの場合）には、電子制御ユニット４による処理は、次述するステッ
プＳ５０６の処理へ進むこととなる。
【００５５】
　一方、ステップＳ５０４において、電子制御ユニット４により、エンジン冷却水の水温
変化量が所定水温変化量Ｋ１より小さくない、換言すれば、エンジン冷却水の水温変化量
が所定水温変化量Ｋ１を超えていると判定された場合（ＮＯの場合）には、車両の動作状
態が圧力センサ診断を行うに適した状態ではないとして一連の処理が終了され、図示され
ないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
　なお、Ｋ１は、車両の規模等によって種々適切な値が異なるので、特定の値に限定され
る必要はないが、本発明の実施の形態においては、例えば、Ｋ１＝５℃と設定されている
。
【００５６】
　次に、ステップＳ５０６においては、電子制御ユニット４により、燃温変化量ΔＴfが
取得される。すなわち、電子制御ユニット４に入力された燃料温度に基づいて、所定の単
位時間（例えば、一分間隔）における燃料温度の変化量（燃温変化量）ΔＴfが演算算出
されることとなる。
　次いで、演算算出された燃温変化量ΔＴｆが所定燃温変化量Ｋ２より小さいか否かが判
定され（図７のステップＳ５０８参照）、所定燃温変化量Ｋ２より小さいと判定された場
合（ＹＥＳの場合）には、電子制御ユニット４による処理は、次述するステップＳ５１０
の処理へ進むこととなる。
【００５７】
　一方、ステップＳ５０８において、電子制御ユニット４により、燃温変化量ΔＴｆが所
定燃温変化量Ｋ２より小さくない、換言すれば、燃温変化量が所定燃温変化量Ｋ２を超え
ていると判定された場合（ＮＯの場合）には、車両の動作状態が圧力センサ診断を行うに
適した状態ではないとして一連の処理が終了され、図示されないメインルーチンへ一旦戻
ることとなる。
【００５８】
　なお、Ｋ２は、車両の規模等によって種々適切な値が異なるので、特定の値に限定され
る必要はないが、本発明の実施の形態においては、例えば、Ｋ２＝５℃と設定されている
。
　このように、本発明の実施の形態においては、エンジン冷却水の水温変化量、燃料温度
の燃温変化量によって、エンジン３の運転状態が安定状態にあるか否かが判定されるもの
となっている。
【００５９】
　次に、ステップＳ５１０においては、ピエゾインジェクタへの通電駆動開始からの経過
時間（通電時間）ｔが取得され、次いで、その通電時間ｔが所定通電時間Ｔｓを超えてい
るか否かが電子制御ユニット４により判定される（図７のステップＳ５１２参照）。なお
、通電駆動開始からの経過時間である通電時間は、電子制御ユニット４内部において実行
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される周知・公知の計時プログラムによって取得されるようになっている。
【００６０】
　ここで、所定通電時間Ｔｓは、後述する診断処理（図７のステップＳ６００）において
、所望するピエゾインジェクタの端子電圧（詳細は後述）を取得するに十分な通電時間を
確保する観点から定められるものであり、試験やシミュレーション等に基づいて装置毎に
適切な値が設定されるべきものである。なお、本発明の実施の形態においては、Ｔｓは、
大凡３００μｓ程度に設定されている。
　そして、ステップＳ５１２において、通電時間ｔは、所定通電時間Ｔｓより大ではない
と判定された場合（ＮＯの場合）には、診断処理を行うに適した状態ではないとして、一
連の処理が終了され、一旦、図示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
　一方、ステップＳ５１２において、通電時間ｔは、所定通電時間Ｔｓより大であると判
定された場合（ＹＥＳの場合）には、診断処理を行うに適した状態であるとして、電子制
御ユニット４の処理は、ステップＳ６００へ進み、次述する診断処理が実行され、しかる
後、図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００６１】
　図８には、診断処理の具体的な処理手順がサブルーチンフローチャートに示されており
、以下、同図を参照しつつ、その具体的な処理手順について説明する。
  まず、この図８に示された一連の処理は、燃料噴射弁２－１～２－ｎの１つ１つに対し
て、それぞれ実行されるものとなっている。すなわち、図８に示された一連の処理は、予
め定めた順番に沿って燃料噴射弁２－１～２－ｎ毎に実行されるものとなっている。これ
は、本発明の実施の形態における圧力センサ診断では、詳細は後述するように、それぞれ
の燃料噴射弁２－１～２－ｎにおける診断処理の結果を総合的に判断して、最終的に、圧
力センサ１１の異常か否かを判定するようにしているためである。
【００６２】
　しかして、電子制御ユニット４により、診断処理が開始されると、ピエゾインジェクタ
の通電駆動開始後に生ずる最初のピーク値Ｖ１（第１実測電圧）の値が電子制御ユニット
４によって読み込まれる（図８のステップＳ６０２参照）。
　ここで、図１１を参照しつつ、本発明の実施の形態における診断処理の基本原理につい
て説明することとする。
　はじめに、本願発明者は、ピエゾインジェクタの動作とレール圧との関連性について鋭
意研究を行った結果、圧力センサ１１の故障等により出力信号に異常を生じ、電子制御ユ
ニット４において実際のレール圧とは異なる誤ったレール圧が認識されて、ピエゾインジ
ェクタの駆動がなされた場合、ピエゾインジェクタの端子電圧の変化に一定の規則性があ
り、それを利用することによって圧力センサ１１の故障、異常を診断することができると
いう結論を得るに至った。
【００６３】
　図１１は、ピエゾインジェクタを通電駆動した際の端子電圧の時間変化の一例を示した
もので、横軸は通電開始からの経過時間を、縦軸はピエゾインジェクタの端子電圧を、そ
れぞれ表している。
　同図において実線で表された特性線は、圧力センサ１１が正常であり、車両動作全体も
正常である場合において、あるレール圧におけるピエゾインジェクタの通電駆動時の端子
電圧の時間変化例を示したものである。
　すなわち、ピエゾインジェクタの端子電圧は、通電開始後、上下に変化するいわゆる脈
動状態を示すのが一般的であり、通電開始直後、比較的早い変化速度で上昇し、ある電圧
で最初のピーク（図１１において時刻ｔ１の箇所の電圧値）に達し、その直後下降に転じ
、立ち上がりとほぼ同様の時間変化で低下してゆく。
　なお、この通電開始直後における最初のピーク電圧を、便宜的に「充電開始ピーク電圧
」と称することとする。
【００６４】
　そして、ある電圧まで下がると、再び上昇に転じ、上述の最初のピーク電圧よりも低い
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ある電圧で２回目のピークとなる。以後、同様に電圧の上下動を繰り返し、時刻ｔ２にお
いて通電が終了され、ピエゾインジェクタの放電状態となるため、端子電圧は急速に低下
してゆくものとなっている（図１１参照）。なお、時刻ｔ２におけるピエゾインジェクタ
の端子電圧を、便宜的に「放電開始電圧」と称することとする。
　実際には、ピエゾインジェクタの駆動制御は、上述の時刻ｔ１において予め設定した電
圧でピークとなるように、また、通電終了時となる時刻ｔ２における電圧が目標として予
め定められた電圧となるように、ピエゾインジェクタの通電電流の大きさや、通電時間等
が設定されて、駆動されるものとなっている。
　したがって、車両装置全体が正常動作状態にある場合、上述の時刻ｔ１における電圧Ｖ
１、時刻ｔ２における電圧Ｖ２は、予め設定された電圧、又は、所定のずれの範囲内の電
圧となる。
【００６５】
　これに対して、圧力センサ１１により検出されたレール圧が、何らかの原因により実際
のレール圧と異なる場合、ピエゾインジェクタの端子電圧の変化は、実際のレール圧と圧
力センサ１１による検出レール圧との大小関係によって次述するように変化する。
　すなわち、まず、実際のレール圧に対して、圧力センサ１１により検出されたレール圧
が低い場合、ピエゾインジェクタの端子電圧の変化は、例えば、図１１において一点鎖線
で表された特性線のように、時刻ｔ１における電圧Ｖ１は正常時よりも高い電圧にシフト
し、そのシフト量は、本来のレール圧との差に応じたものとなる一方、時刻ｔ２における
電圧Ｖ２は、正常時（図１１において実線の特性線参照）とほぼ同程度となる。
【００６６】
　また、実際のレール圧に対して、圧力センサ１１により検出されたレール圧が高い場合
、ピエゾインジェクタの端子電圧の変化は、例えば、図１１において二点鎖線で表された
特性線のように、時刻ｔ１における電圧Ｖ１は、正常時とほぼ同一の値となる一方、時刻
ｔ２における電圧Ｖ２は、正常時（図１１において実線の特性線参照）よりも高い電圧に
シフトしたものとなり、そのシフト量は、本来のレール圧との差に応じたものとなる。
【００６７】
　これらのことから、時刻ｔ２における実際の電圧Ｖ２と、予め設定された目標電Ｖ２T
との差が所定閾値αより大きい場合には、圧力センサ１１により検出されたレール圧が、
実際のレール圧より高くなる異常な状態にあると判断できる。
　また、時刻ｔ１における実際の電圧Ｖ１と時刻ｔ２における実際の電圧Ｖ２との差が所
定閾値βより大きい場合には、圧力センサ１１により検出されたレール圧が、実際のレー
ル圧より低くなる異常な状態にあると判断できる。
【００６８】
　ここで、再び、図８の説明に戻れば、ステップＳ６０２において読み込まれる第１実測
電圧Ｖ１は、図１１で説明した時刻ｔ１における電圧である。
　次いで、先の図１１で説明した時刻ｔ２、すなわち、換言すれば、ピエゾインジェクタ
への通電終了時における電圧（第２実測電圧）Ｖ２が電子制御ユニット４により読み込ま
れて、電子制御ユニット４内の所定の記憶領域（図示せず）に一時的に記憶されることと
なる（図８のステップＳ６０４参照）。
【００６９】
　次いで、電子制御ユニット４内の所定の記憶領域（図示せず）に予め記憶されている時
刻ｔ２（図１１参照）における目標第２電圧Ｖ２Tが読み出される（図８のステップＳ６
０６参照）。
　目標第２電圧Ｖ２Tは、先に図１１を参照しつつ説明したように、予め定められており
、電子制御ユニット４の所定の記憶領域（図示せず）に記憶されているものである。
【００７０】
　次いで、電子制御ユニット４により第２実測電圧と目標第２電圧との差、Ｖ２－Ｖ２T
が所定閾値αを超えているか否かが判定されることとなる（図８のステップＳ６０８参照
）。
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　そして、電子制御ユニット４により、Ｖ２－Ｖ２T＞αであると判定された場合（ＹＥ
Ｓの場合）には、圧力センサ１１が異常であるとされ（図８のステップＳ６１２参照）、
図示されないメインルーチンへ一旦戻ることとなる。
【００７１】
　一方、ステップＳ６０８において、Ｖ２－Ｖ２T＞αではないと判定された場合（ＮＯ
の場合）には、先に取得された第１実測電圧Ｖ１、第２実測電圧Ｖ２について、その差が
所定閾値βを超えているか否かが電子制御ユニット４により判定されることとなる（図８
のステップＳ６１０参照）。
　そして、Ｖ１－Ｖ２＞βであると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ１
１が異常であるとされ（図８のステップＳ６１２参照）、図示されないメインルーチンへ
一旦戻ることとなる。
【００７２】
　ここで、ステップＳ６１２におけるセンサ異常との判定は、燃料噴射弁２－１～２－ｎ
の内の１つに対して、上述した一連の診断処理を実行した結果であるので、この１つのセ
ンサ異常との判定のみで、即座に異常報知などの対応処理を行うよりは、診断の慎重を記
する観点から、後述するように、複数の燃料噴射弁における診断処理においてセンサ異常
と判定された場合に、異常報知などの処理を行うようにすると好適である。
【００７３】
　次に、最終診断処理について、図９に示されたサブルーチンフローチャートを参照しつ
つ説明する。
　本発明の実施の形態においては、先に説明したように、図８に示された一連の処理は、
燃料噴射弁２－１～２－ｎの各々、換言すれば、エンジン３の気筒の各々に対して順に実
行されるものとなっており、その１つの燃料噴射弁における診断処理によってセンサ異常
と判定されても、直ちに、異常報知などの対応処理を行うのではなく、次述するように、
最終診断処理によって、異常報知の要否を選択するようにしている。
【００７４】
　以下、具体的に、最終診断処理について説明する。
　電子制御ユニット４により、処理が開始されると、最初に、電子制御ユニット４の所定
の記憶領域（図示せず）に記憶されている、各燃料噴射弁２－１～２－ｎにおける先の図
８に示された診断処理の結果Ｊ１～Ｊｎが読み出されることとなる（図８のステップＳ６
１２及び図９のステップＳ８０２参照）。
　次いで、上述のようにして読み出された診断結果の中で、診断結果がセンサ異常（図８
のステップＳ６１２参照）とされている数が電子制御ユニット４により計数され、異常診
断数の計数値Ｎが確定される（図９のステップＳ８０４参照）。
【００７５】
　そして、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大であるか否かが電子制御ユニット４に
より判定され（図９のステップＳ８０６参照）、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大
ではないと判定された場合（ＮＯの場合）には、圧力センサ１１は、異常ではないとして
一連の処理が終了され、図示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
　一方、ステップＳ８０６において、計数値Ｎが所定の基準計数値Ｎｓより大であると電
子制御ユニット４により判定された場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ１１が異常で
あるとして、電子制御ユニット４により異常報知が行われることとなる（図９のステップ
Ｓ８０８参照）。
　なお、異常報知は、警報の発生や異常表示等を適宜行うようにすると好適であるが、勿
論、これらに限定される必要はなく、適宜任意に選定されるべきものである。
【００７６】
　次に、本発明の第７及び第９の形態について、図１０及び図１２を参照しつつ説明する
。
　最初に、図１２を参照しつつ本発明の第７及び第９の形態における圧力センサ診断処理
の基本的な概念について説明する。
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　図１２は、先の図１１と同様にピエゾインジェクタの通電の際の端子電圧の変化例を示
すもので、横軸は通電開始からの経過時間を、縦軸はピエゾインジェクタ電圧を、それぞ
れ示している。
　同図において、実線の特性線は、圧力センサ１１が正常であると共に、車両装置全体が
正常な動作状態である場合にあって、あるレール圧におけるピエゾインジェクタの端子電
圧の変化例である。
　これに対して、二点鎖線で示された特性線は、圧力センサ１１の出力の異常等により、
本来のレール圧よりも高いレール圧が圧力センサ１１により出力されることにより、ピエ
ゾインジェクタの端子電圧変化が、本来の変化、すなわち、実線の特性線に対して、電圧
が上昇する方向に変位した場合の一例を示すものである。
　なお、図１２における時刻ｔ１，ｔ２は、いずれも先に図１１で説明した時刻ｔ１，ｔ
２と同一である。
【００７７】
　ところで、一般的には、図１２において二点鎖線の特性線で示されたように、ピエゾイ
ンジェクタの端子電圧の変化が、本来の変化を示す実線の特性線に対して偏移することは
、例えば、圧力センサ１１の異常、故障のみならず、特性のばらつきによっても十分生じ
得ることである。
　すなわち、圧力センサ１１の特性のばらつきによって、検出レール圧が本来のレール圧
と異なることによって、電子制御ユニット４によって指示されるピエゾインジェクタへの
駆動電圧が本来の値からずれる結果、図１２において二点鎖線の特性線のようになること
がある。なお、この図１２の二点鎖線の特性線は、圧力センサ１１により検出されたレー
ル圧が、本来の正しいレール圧よりも高い場合のピエゾインジェクタの端子電圧の変化例
である。
【００７８】
　このような圧力センサ１１の特性ばらつきによるピエゾインジェクタの駆動電圧の変化
を補正する観点から、通電終了時の時刻ｔ２におけるピエゾインジェクタの印加電圧を補
正してピエゾインジェクタの駆動制御を行うことが従来から行われている。
　すなわち、まず、ピエゾインジェクタの駆動制御においては、先に図１１を参照しつつ
述べたように時刻ｔ２（図１１参照）における目標とする電圧である目標第２電圧Ｖ２T
がレール圧に応じて定められている。そして、電子制御ユニット４により、ある噴射タイ
ミングにおける時刻ｔ２において検出されたピエゾインジェクタの実際の端子電圧と、そ
の目標第２電圧ＶTとの差が補正量Ｕ２として算出されると、次回の噴射タイミングにお
いては、この補正量Ｕ２を加味した電圧印加（電圧補正）がピエゾインジェクタに対して
行われるようになっている。
【００７９】
　すなわち、時刻ｔ２におけるピエゾインジェクタの端子電圧が目標第２電圧ＶTより高
い場合には、次回のピエゾインジェクタの駆動の際には、前回の印加電圧より補正量Ｕ２
だけ低い印加電圧がピエゾインジェクタへ印加されることとなる（図１２参照）。
　圧力センサ１１の出力特性のばらつきや、ピエゾインジェクタの特性のばらつき等を考
慮すれば、ピエゾインジェクタの端子電圧の目標第２電圧ＶTからのずれは、ある程度生
じ得るものであるが、補正量Ｕ２の大きさが、圧力センサ１１やピエゾインジェクタの特
性のばらつき等の影響によるものと考えられる範囲を大きく逸脱するような場合には、圧
力センサ１１の異常、故障であると考えることが可能である。
　この第７の形態は、かかる点に着目し、補正量Ｕ２の大きさによって圧力センサ１１の
診断を行うようにしたものである。
【００８０】
　次に、図１０を参照しつつ、第７及び第９の形態における圧力センサ診断処理の具体的
内容について説明する。
　まず、上述したように電子制御ユニット４によるピエゾインジェクタの通電制御におい
て、電圧補正が行われていることが前提である。
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　しかして、電子制御ユニット４により処理が開始されると、最初に、所定回数の補正量
Ｕ２の記憶が行われる（図１０のステップＳ７０２参照）。
　ここで、補正量Ｕ２は、先に図１２を参照しつつ説明した通りのものである。
【００８１】
　そして、補正量Ｕ２が所定回数記憶されると、その平均値（以下「平均補正量Ｕ２av」
と称する）が電子制御ユニット４により算出される（図１０のステップＳ７０４参照）。
　そして、上述のようにして得られた平均補正量Ｕ２avと、この時点における最新の補正
量Ｕ２との差の絶対値Ｋが電子制御ユニット４により算出される（図８のステップＳ７０
６参照）。
【００８２】
　次いで、絶対値Ｋが所定閾値Ｋｓを超えているか否かが電子制御ユニット４により判定
され（図１０のステップＳ７０８参照）、所定閾値Ｋｓを超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の異常では無いとして、図示されないメインルーチ
ンへ一旦戻ることとなる。
　一方、ステップＳ７０８において、絶対値Ｋが所定閾値Ｋｓを超えていると判定された
場合（ＹＥＳの場合）には、圧力センサ１１が異常（センサ異常）であるとされ（図１０
のステップＳ７１０参照）、一連の処理が終了され、電子制御ユニット４における処理は
、一旦、図示されないメインルーチンへ戻ることとなる。
【００８３】
　ここで、ステップＳ７１０におけるセンサ異常との判定は、燃料噴射弁２－１～２－ｎ
の内の１つに対して、上述した一連の診断処理を実行した結果であるので、この１つのセ
ンサ異常との判定のみで、即座に異常報知などの対応処理を行うよりは、診断の慎重を期
す観点から、先に図９を参照しつつ説明したように、複数の燃料噴射弁における診断処理
においてセンサ異常と判定された場合に、異常報知などの処理を行うようにすると好適で
ある。なお、図９に示された最終診断処理についてのここでの再度の詳細な説明は、省略
することとする。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　ピエゾインジェクタの端子電圧の変化を、圧力センサの故障診断に用いるようにしたの
で、、ピエゾインジェクタを用いたコモンレール式燃料噴射装置における圧力センサの診
断に適用できる。
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