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(57)【要約】
【課題】エンジンの始動性を改善する。
【解決手段】この方法は、停止及び始動を繰り返すエン
ジンの始動性を改善する方法である。この方法は、エン
ジンのシリンダにおいて予測される最初の燃焼中にスタ
ータを離脱させる。この方法は、スタータのワンウェイ
クラッチの劣化を防止することができる。さらに、この
方法は、エンジン始動中の電流消費を低減することがで
きる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの始動方法であって、
　エンジンを停止させることと、
　エンジン停止から、シリンダにおける最初の、空気及び燃料の混合気を燃焼させる燃焼
サイクルを予測することと、
　スタータを係合させることと、
　前記スタータを、前記予測された最初の燃焼サイクル中に離脱させることとを含むエン
ジンの始動方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記シリンダは、エンジン停止から、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリン
ダであるエンジンの始動方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータは、膨張行程中に離脱させられ、
　前記空気及び燃料の混合気は、前記エンジン停止から最初の燃焼に用いられるエンジン
の始動方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータのピニオンは、前記スタータを係合させるときには第１速度で回転し、前
記エンジンをクランキングするときは第２速度で回転するエンジンの始動方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記予測することは、前記スタータを係合させる前に、エンジン停止時のエンジンの位
置に応じて行われるエンジンの始動方法。
【請求項６】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記予測することは、前記スタータを係合させた後であって前記エンジンの回転中に行
われるエンジンの始動方法。
【請求項７】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータを離脱させることは、前記エンジンの速度の閾値と関連しているエンジン
の始動方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のエンジンの始動方法において、
　前記速度の閾値は、高度が高くなるほど小さくなり、高度が低くなるほど大きくなるエ
ンジンの始動方法。
【請求項９】
　請求項１に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータは、前記シリンダのサイクル中の所定のクランクシャフト角度において離
脱させられるエンジンの始動方法。
【請求項１０】
　エンジンの始動方法であって、
　エンジン停止から、シリンダにおける最初の、空気及び燃料の混合気を燃焼させる燃焼
サイクルを予測することと、
　スタータを係合させることと、
　前記スタータを、前記予測された最初の燃焼サイクル中に離脱させることと、
　前記エンジンの速度が所定の閾値未満であるときに前記スタータを再係合させることと
を含むエンジンの始動方法。
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【請求項１１】
　請求項１０に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータを再係合させることは、前記シリンダのサイクルの排気行程の終わりより
も前に行われるエンジンの始動方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータのピニオンの速度は、前記スタータを再係合させるときにはエンジン速度
と実質的に一致するように制御されるエンジンの始動方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータは、膨張行程中に離脱させられるエンジンの始動方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載のエンジンの始動方法において、
　前記速度の閾値は、高度が低くなるほど大きくなり、高度が高くなるほど小さくなるエ
ンジンの始動方法。
【請求項１５】
　請求項１０に記載のエンジンの始動方法において、
　前記空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測される２番目のシリンダのサイクル中の
所定のクランクシャフト角度において前記スタータを離脱させることをさらに含むエンジ
ンの始動方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のエンジンの始動方法において、
　前記空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測される前記２番目のシリンダのサイクル
中に前記エンジンの速度が所定の閾値未満となったときに前記スタータを再係合させるこ
とをさらに含むエンジンの始動方法。
【請求項１７】
　エンジンの始動方法であって、
　第１状態においては、
　　スタータを係合させて、停止したエンジンを回転させることと、
　　該エンジンの速度が所定の閾値を超えたときに該スタータを離脱させることとを含み
、
　前記第１状態と異なる第２状態においては、
　　エンジンを停止させることと、
　　エンジン停止から、シリンダにおける最初の、空気及び燃料の混合気を燃焼させる燃
焼サイクルを予測することと、
　　スタータを係合させることと、
　　該スタータを、前記予測された最初の燃焼サイクル中に離脱させることとを含むエン
ジンの始動方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のエンジンの始動方法において、
　前記第１状態は、エンジンの温度が所定の閾値未満の状態であるエンジンの始動方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のエンジンの始動方法において、
　前記第２状態は、エンジンの温度が所定の閾値よりも大きい状態であるエンジンの始動
方法。
【請求項２０】
　請求項１７に記載のエンジンの始動方法において、
　前記スタータは、前記第２状態であって前記予測された最初の燃焼サイクルにおける膨
張行程中に離脱させられるエンジンの始動方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンの始動を改善するためのシステムに関するものである。本方法は、
特に、頻繁に停止されて再始動されるエンジンにとって有益となり得る。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の製造者は、自動車のエンジンを、ある条件下で、自動的に始動及び停止させる
ことが望ましいことを理解している。特に、自動車が、例えば交通渋滞における場合のよ
うに、長い期間停止しているときには、エンジンを停止させることによって、燃料消費を
低減することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、エンジンを継続的に停止及び始動させると、スタータの劣化、電流消費
、エンジンのノイズ及び振動、並びにスタータのワンウェイクラッチの劣化を増進させて
しまう。
【０００４】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、エンジン
の始動性を改善する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの実施形態は、エンジンの始動方法であって、エンジン停止から、シリン
ダにおける最初の、空気及び燃料の混合気が燃焼させられる燃焼サイクルを予測すること
と、スタータを係合させることと、前記スタータを、前記予測された最初の燃焼サイクル
中に離脱させることとを含むものである。
【０００６】
　エンジンが停止してから、空気と燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダに関連する
所定の位置においてスタータを離脱させることによって、エンジンの始動を改善すること
ができる。例えば、スタータは、エンジンが始動している間、エンジンのフライホイール
に係合し得る。スタータがフライホイールに係合しているときには、スタータは、エンジ
ンのクランクシャフトを回転させ始めることができ、シリンダ内のピストンを往復運動さ
せることができる。クランクシャフトの回転により、シリンダを流通する流れを制御する
バルブが作動する。バルブの作動及びピストンの移動は、それらがエンジンシリンダのサ
イクルを規定又は確立するように関連付けられている。そして、シリンダサイクルは、エ
ンジン位置（即ち、ピストン位置であり、クランクシャフトの角度位置である）と一意的
に関連付けられているため、最初の燃焼がどのシリンダで実行されるかを予測することが
できる。特に、エンジン制御部は、エンジンが停止してからのシリンダ内での最初の燃焼
事象を、エンジンの位置及びシリンダの燃料供給データに基づいて予測することができる
。そのため、エンジンがいつ始動するかを予測して、エンジンの始動時にスタータを早く
離脱させることができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、いくつかの利点がもたらされる。具体的には、この方法は、スタータの
劣化、電流消費、オーバーランによるクラッチの劣化、並びにエンジンのノイズ及び振動
を低減することができる。さらに、この方法は、ハードウェアを追加することなしに、こ
れらの利点をもたらすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】エンジンの概略図である。
【図２】模擬的なエンジンの始動シーケンスを例示した図である。
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【図３】別のエンジンの始動シーケンスを例示した図である。
【図４】エンジン始動ルーティンのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　上記利点及び他の利点、並びに本発明の特徴は、以下の詳細な説明だけで、あるいは、
添付の図面と共に、容易に理解されるだろう。
【００１０】
　上記の概要は、詳細な説明でさらに説明される概念を簡単な形で抽出したものであると
理解されるべきである。それは、特許請求の範囲に記載された主題の要所や本質的な特徴
を特定することを意味するものではなく、発明の範囲は、詳細な説明の後に続く特許請求
の範囲によって一意的に定義される。さらに、特許請求の範囲に記載された主題は、上記
又はこの開示の様々な部分に記された不利な点を解決する実施形態に限定されない。
【００１１】
　ここに開示される利点は、ここに発明を実施するための形態として例示的に説明された
実施形態をそれ単独で、又は添付図面と共に読むことによって、さらに完全に理解される
だろう。
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１３】
　図１を参照すると、内燃エンジン１０は、複数のシリンダを備え、電子的なエンジンコ
ントローラ１２によって制御される。図１には、複数のシリンダのうちの１つが示されて
いる。エンジン１０は、燃焼室３０と、シリンダ壁３２と、クランクシャフトに連結され
、シリンダ壁３２内に配置されたピストン３６とを有している。燃焼室３０は、それぞれ
吸気マニホールド４４及び排気マニホールド４８と、それぞれ吸気バルブ５２及び排気バ
ルブ５４を介して連通する。吸気バルブ５２及び排気バルブ５４はそれぞれ、吸気カム５
１及び排気カム５３によって作動させられる。代わりに、１つ又はそれ以上の吸気及び排
気バルブは、電気的に制御されるコイル及びアーマチャのバルブ組立体によって作動させ
られてもよい。吸気カム５１の位置は、吸気カムセンサ５５によって検出され得る。排気
カム５３の位置は、排気カムセンサ５７によって検出され得る。
【００１４】
　また、吸気マニホールド４４は、エンジンシリンダに連結されている。エンジンシリン
ダには、燃料インジェクタ６６が設けられている。燃料インジェクタ６６は、コントロー
ラ１２からの信号ＦＰＷのパルス幅に比例して液体燃料を供給する。燃料は、燃料タンク
、燃料ポンプ及び燃料レール（図示省略）を含む燃料システム（図示省略）によって燃料
インジェクタ６６へ供給される。図１のエンジン１０は、燃料がエンジンシリンダ内に直
接噴射されるように構成されている。すなわち、エンジン１０は、当業者に知られている
ように、直噴タイプのエンジンである。燃料インジェクタ６６は、コントローラ１２に応
答するドライバ６８から、作動電流が供給される。それに加えて、吸気マニホールド４４
は、任意の電子スロットル６４が設けられている。一例としては、低圧直噴システムが使
用され得る。低圧直噴システムでは、燃料圧力が、およそ２０～３０ｂａｒまで上昇する
。あるいは、さらに高い燃料圧力を発生させる高圧の二段燃料システムが使用され得る。
【００１５】
　分配機無しの点火システム８８は、コントローラ１２に応答して、点火火花を点火プラ
グ９２を介して燃焼室３０へ供給する。ユニバーサル排気ガス酸素（ＵＥＧＯ：Universa
l Exhaust Gas Oxygen）センサ１２６が、排気マニホールド４８において、触媒コンバー
タ７０の上流に配置されている。あるいは、ＵＥＧＯセンサ１２６の代わりに、二段排気
ガス酸素センサを用いてもよい。
【００１６】
　コンバータ７０は、一例では、多数の、レンガ状の塊の触媒を含んでいる。別の例では
、多数の排ガス規制装置であって、それぞれが多数のレンガ状の塊を有するものを使用す
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ることもできる。コンバータ７０は、一例では、三元触媒であってもよい。
【００１７】
　図１に示された、通常のコンピュータであるコントローラ１２は、マイクロプロセッサ
ユニット１０２と、入出力ポート１０４と、リードオンリメモリ１０６と、ランダムアク
セスメモリ１０８と、キープアライブメモリ１１０と、通常のデータバスとを有している
。コントローラ１２は、エンジン１０に設けられたセンサから様々な信号を受信する。そ
れらの信号には、既に述べた信号に加えて、冷却スリーブ１１４に設けられた温度センサ
１１２からのエンジン冷媒温度（ＥＣＴ）と、アクセルペダル１３０に設けられ、足１３
２により加えられる力を検出するための位置センサ１３４からの信号と、吸気マニホール
ド４４に設けられた圧力センサ１２２からのエンジンのマニホールド圧力（ＭＡＰ）の計
測値と、クランクシャフト４０の位置を検出するホール効果センサ１１８からのエンジン
位置（即ち、クランクシャフトの角度位置）と、センサ１２０からの、エンジンに入って
くる空気質量の計測値と、センサ６２からのスロットル位置の計測値とが含まれる。コン
トローラ１２によるプロセスのために、気圧が検出され得る（センサは図示していない）
。本実施形態の好ましい点は、エンジン位置センサ１１８は、クランクシャフトの一回転
中に、所定の個数の等間隔のパルスを生成する。それにより、エンジンの回転速度（ＲＰ
Ｍ）を求めることもできる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、エンジンは、ハイブリッド自動車の電動モータ／バッテリシ
ステムと結合されているかもしれない。ハイブリッド自動車は、パラレル式であっても、
シリーズ式であっても、それらの変形又は組み合わせであってもよい。
【００１９】
　運転中は、エンジン１０内の各シリンダは、一般的には、４行程サイクルを行う。その
サイクルには、吸気行程と、圧縮行程と、膨張行程と、排気行程とが含まれる。吸気行程
中は、一般に、排気バルブ５４が閉じられ、吸気バルブ５２が開かれる。空気が吸気マニ
ホールド４４を介して燃焼室３０へ導入され、燃焼室３０の容積が増加するようにピスト
ン３０がシリンダの底へ移動する。シリンダの底近傍であって吸気行程の終端となる（そ
のとき燃焼室３０の容積が最大となる）ピストン３６の位置は、一般的に当業者には下死
点（ＢＤＣ）と称される。圧縮行程中は、吸気バルブ５２及び排気バルブ５４が閉じられ
る。ピストン３６は、燃焼室３０内の空気を圧縮するようにシリンダヘッドの方へ移動す
る。その行程の終端であって、ピストンがシリンダヘッドに最も近接した（そのとき燃焼
室３０の容積が最小となる）ピストンの位置は、一般的に当業者には上死点（ＴＤＣ）と
称される。その後の噴射プロセスにおいては、燃料が燃焼室内に導入される。その後の点
火プロセスでは、点火プラグ９２のような既知の点火手段によって、噴射された燃料が点
火され、その結果、燃焼が発生する。膨張行程中は、膨張するガスがピストンをＢＤＣへ
向かって押圧する。クランクシャフト４０は、ピストンの動きを回転シャフトの回転トル
クに変換する。最終的に排気行程において、燃焼後の空気と燃料の混合気を排気マニホー
ルド４８へ排出するために排気バルブ５４が開かれて、ピストンがＴＤＣへ戻っていく。
以上は単に例示であり、正のバルブオーバーラップ（吸気及び排気バルブが共に開いてい
る状態）や、負のバルブオーバーラップ（吸気及び排気バルブが共に閉じている状態）や
、吸気バルブの閉じるタイミングを遅れさせることや、他の変形例のように、吸気及び排
気バルブの開閉タイミングを変えてもよいことに留意しなければならない。
【００２０】
　一の実施形態では、クランクの停止／始動位置センサは、ゼロ速度と双方向性の性能を
有する。いくつかのアプリケーションでは双方向性のホールセンサが使用され、別のアプ
リケーションでは、測定対象に磁石が取り付けられ得る。磁石が測定対象に配置され、セ
ンサが信号振幅の変化を検出可能であれば（例えば、ホイールの特定の場所に強い磁石と
弱い磁石とを配置する）、歯間隙間の欠損を潜在的に取り除くことができる。さらに、双
方向性のホールセンサ又はその均等物を用いると、エンジン位置が停止中に維持され得る
が、再始動時には、エンジンが順方向に回転するように別の戦略が使用され得る。
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【００２１】
　図２を参照すると、図４に示す方法によってシミュレーションしたエンジン始動シーケ
ンスの例示的な図が示されている。時間は、図の左側から開始して、図の右側へ向かって
増えていく。図示されたシーケンスは、特に限定されない４気筒の４サイクルエンジンの
始動を表している。この例では、縦線は、気筒における各行程の上死点又は下死点を表し
ている。そして、各縦線の間で、クランクシャフト角度が１８０°異なる。
【００２２】
　図の一番上の図は、第１シリンダの位置を示している。具体的には、クランクシャフト
と同じように回転に伴う第１シリンダの行程を示している。Ｔ０の左側では、エンジンは
停止している。Ｔ０において、エンジンクランクシャフトが、スタータモータにより供給
されるトルクによって回転し始める。第１シリンダの行程は、エンジン停止時に推定され
るエンジン位置に従って名前が付けられている。例えば、第１シリンダは、時間Ｔ０の以
前のエンジン停止時は、吸気行程中であった。Ｔ０の後、エンジンは回転し、第１シリン
ダは、圧縮行程に入り、その後、膨張行程及び排気行程が続く。その後、第１シリンダの
シリンダサイクルは、繰り返される。４ストロークエンジンでは、シリンダサイクルは７
２０°の回転角を要し、エンジンの完全な１サイクルにおいては各行程ごとにクランクシ
ャフトの回転角は等間隔となっている。星印２００は、エンジンが停止してから最初の燃
焼のための最初の点火を示している。星印２０８は、エンジンの停止後、５番目の燃焼で
あって、第１シリンダにおいてはエンジン停止後の２番目の燃焼を示している。点火は、
点火プラグによって開始させられる。このシーケンスにおいては、第１シリンダのバルブ
は、シリンダに空気を供給するために、吸気行程中の少なくとも一部の期間は開かれる。
燃料は、ポートを介して、又は直噴インジェクタによって、エンジンの気筒に噴射され得
る。燃料及び空気の混合気は、圧縮行程中に圧縮されて点火される。シリンダ圧力のピー
クは、圧縮行程の上死点又は膨張行程中に発生する。
【００２３】
　エンジン位置は、火花及び燃料が停止されたときにエンジン位置を追跡することによっ
て、エンジンの停止時に判定され得ることに留意すべきである。一の実施形態では、エン
ジンが実質的に停止したときに、次のエンジン始動のために、エンジン位置が求められ、
メモリに記憶される。別の実施形態では、エンジン位置は、エンジンが回転し始めた後、
エンジンが始動したときに、クランクシャフト及びクランクシャフトの位置を検出するこ
とによって判定され得る。
【００２４】
　図の上から２番目のシリンダ位置の図は、第３シリンダの位置及び行程を示している。
このエンジンでの燃焼順序は、第１－第３－第４－第２シリンダの順なので、エンジン停
止状態から２番目の燃焼は、星印２０２で開始される。星印２０２は、エンジンが停止し
た後の第３シリンダにおける最初の燃焼であって、全体ではエンジン停止状態から２番目
の燃焼の開始を示している。
【００２５】
　図の上から３番目のシリンダ位置の図は、第４シリンダの位置及び行程を示している。
星印２０４は、エンジンが停止した後の第４シリンダにおける最初の燃焼であって、全体
ではエンジン停止状態から３番目の燃焼の開始を示している。
【００２６】
　図の上から４番目のシリンダ位置の図は、第２シリンダの位置及び行程を示している。
星印２０６は、エンジンが停止した後の第２シリンダにおける最初の燃焼であって、全体
ではエンジン停止状態から４番目の燃焼の開始を示している。
【００２７】
　空気と燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダは、エンジンの停止位置及びエンジン
位置の判定方法に応じて、変更され得ることに留意しなければならない。いくつかの実施
形態では、エンジン位置が確認されるまで、燃料が１又は複数のエンジンシリンダに供給
されない。別の実施形態では、エンジンの停止位置にかかわらず、エンジンが回転し始め
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る前に又は、回転し始めるとすぐに燃料が供給される。
【００２８】
　図の上から５番目の図は、スタータの係合制御を示している。スタータを係合させると
きは、ソレノイドが、回転するピニオンギヤをエンジンのフライホイールから離れた位置
から、該ピニオンがフライホイールに係合する位置へ移動させ、エンジンのクランクシャ
フトを回転させる。一の実施形態では、ピニオンは、始めは、ピニオンがフライホイール
に係合するのに先立って、低速の第１速度で回転させられている。ピニオンがフライホイ
ールに係合した後は、ピニオンの速度は増加する。ピニオンの係合は、空気及び燃料の混
合気を燃焼させると予測される最初のシリンダにおいて、その予測された最初の燃焼サイ
クル中にクランクシャフトが所定の位置に到達するまで維持される。一例では、ピニオン
は、最初の燃焼が開始される最初のシリンダサイクルの膨張行程内の所定の位置に対応す
るクランクシャフト角度となるまで、係合している。図示された例では、エンジンが始動
してから最初の燃焼は、２００において開始される。スタータのピニオンは、第１シリン
ダの膨張行程中の２１０においてフライホイールから離脱させられる。
【００２９】
　一例では、スタータは、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダの膨張行程
中であって、別のシリンダへ火花が供給される前に、フライホイールから離脱させられ得
る。この場合、スタータは、エンジンにおけるシリンダの数に応じて異なるクランクシャ
フト角度において離脱させられ得る。例えば、４気筒エンジンの各シリンダの点火進角が
、クランクシャフトの角度で膨張行程の上死点前１０°に合わされている場合、スタータ
は、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダの膨張行程において、該空気及び
燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダの膨張行程の下死点前１０°となるまでに離脱
させられ得る。このシーケンスでは、膨張行程の上死点からスタータが離脱させられるま
での間のクランクシャフト角度は１７０°である。一方、６気筒エンジンの場合は、スタ
ータは、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダの膨張行程の下死点よりもク
ランクシャフトの角度が７０°手前となるまでに離脱させられる。なぜなら、６気筒の膨
張行程の上死点は、４気筒エンジンの場合の１８０°と異なり、クランクシャフト角度が
１２０°ずつ離れているからである。
【００３０】
　再び、図２に戻ると、上から６番目の図は、エンジンが予測通りに加速できない場合に
おけるエンジン始動時のスタータピニオンの係合を表している。Ｔ０の前は、エンジンが
停止しており、クランクシャフトが停止している。エンジン始動の要求に応答して、スタ
ータピニオンが低速で回転し、ソレノイドがＴ０において回転するピニオンをクランクシ
ャフトに係合させる。その後、エンジンのクランクシャフトが回転し始め、ピニオン速度
がより早い第２速度まで上昇する。ピニオンは、２１２まで係合したままである。ピニオ
ンは、２１２において離脱させられ、２１４において再度、係合させられる。ピニオンは
、２１６において再び離脱させられ、２１８において再び係合させられる。さらに、ピニ
オンは、２２０において離脱させられ、２２２において再び係合させられる。スタータは
、最終的に２２４において離脱させられる。スタータの２１４，２１８，２２２における
各係合は、エンジンの点火順序において次に予定される燃焼の前にエンジンのフライホイ
ールとスタータピニオンとが係合するタイミングとなっている。スタータの２１６，２２
０，２２４における各離脱は、燃焼が発生したと予測されるシリンダの膨張行程中にスタ
ータが離脱するタイミングとなっている。
【００３１】
　スタータピニオンは、２１４～２２４において何度も係合及び離脱を繰り返す。さらに
、スタータピニオンは、様々な条件に応じて再度の係合が行われるかもしれない。例えば
、エンジン速度が所定の閾値に達していない場合、又は、エンジン速度の変化が所定の閾
値に達していない場合には、スタータピニオンは、再び係合させられ得る。
【００３２】
　スタータピニオンは、様々な条件に応じて離脱させられるかもしれない。例えば、クラ
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ンクシャフトが、燃焼が予測されるシリンダの膨張又は排気行程中の所定のクランクシャ
フト角度に対応する所定の位置に達したときに、スタータピニオンは、離脱させられ得る
。別の例では、燃焼が予測されるシリンダの膨張又は排気行程中にエンジン速度が所定の
閾値を超えたとき又はエンジン加速度が所定の閾値を超えたときに、スタータピニオンは
、離脱させられ得る。
【００３３】
　図示されていない別の例では、スタータは、係合させられており、その後、予測される
燃焼が発生するだろうと予期された後に離脱させられる。特に、スタータは、エンジンが
停止してから、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダの膨張又は排気行程中
に離脱させられ得る。エンジンが予測通りに加速しない場合は、スタータは再度係合させ
られ、エンジン速度がスタータのオーバーランニングクラッチをオーバーランする速度と
なるまで係合させられ得る。このように、この例では、スタータピニオンは、所定のクラ
ンクシャフト角度まで保持されるわけではない。むしろ、スタータピニオンは、エンジン
速度が所定の閾値に達するまで、フライホイールに係合されたまま保持され得る。
【００３４】
　ここで、図３を参照すると、図４の方法による、別のエンジンの始動シーケンスの例示
的な図が示されている。図２と同様に、時間は図の左側から開始して、図の右側へ向かっ
て増えていく。この図示されたシーケンスは、特に限定されない、４気筒の４サイクルエ
ンジンの始動を表している。縦線は、気筒における各行程の上死点又は下死点を表してい
る。そして、各縦線の間で、クランクシャフト角度が１８０°異なる。
【００３５】
　１～４のシリンダの図の説明は、燃焼を除いて、図２と同様である。そこで、簡潔のた
めに、図２の説明を図３にも適用し、同様の特徴についての重複した説明は省略する。図
３においては、第２シリンダが、エンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させ
る１番目のシリンダである。第２シリンダでは、３００において火花により燃焼が開始さ
れる。３００における燃焼は、様々な理由により、３０２における燃焼（図２における最
初の燃焼）よりも早く発生するかもしれない。１つの例では、第２シリンダは、ガスを排
気して吸気行程中に新気を吸い込んだ後にエンジンが停止し、シリンダ内に空気が取り込
まれた状態で、エンジンが停止している。エンジン再始動の要求に応じて、第２シリンダ
の最初の圧縮行程中に、燃料が該シリンダに直接噴射され、燃焼が開始される。このよう
に、エンジンは、より少ないクランクシャフトの回転で始動するかもしれない。
【００３６】
　別の実施形態では、空気及び燃料の混合気がエンジン停止中にシリンダ内に閉じ込めら
れているときには、第２シリンダは早く始動され得る。例えば、エンジンコントローラは
、エンジン停止要求に応じて燃料と火花の供給を停止させ、エンジン速度が低下したとき
に燃料の供給を一時的に再開させ、エンジンが停止したときのシリンダ内に空気及び燃料
の混合気が閉じ込められるようにする。それから、エンジン始動要求に応じて、スタータ
がエンジンを回転させ、３００において火花が第２シリンダ内で燃焼を開始させ、第２シ
リンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダとなり
得る。
【００３７】
　上記の両方の例では、第２シリンダは、該第２シリンダにおける最初の燃焼サイクルが
予測されると共に、エンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させる全体で最初
のシリンダとして予測される。燃料の噴射タイミングを燃料が圧縮行程中に又は圧縮行程
に先立ってシリンダに噴射されるように制御することによって、シリンダの最初の燃焼を
予測することができる。図の例では、第２シリンダは、圧縮行程中であるため、第２シリ
ンダが、エンジン停止後、空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測される最初のエンジ
ンシリンダとなる。一例では、第２シリンダの圧縮行程は、カム及びクランクシャフトの
位置をＴ０において及びエンジンが回転しているときに検出することによって判定可能で
ある。別の例では、エンジンの停止位置は、エンジンコントローラメモリに保持され得る
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。それにより、エンジンの再始動が要求される前にエンジン位置がわかる。
【００３８】
　このように、図３は、第２シリンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃
焼させる最初のシリンダである点で図２と異なる。第１シリンダは、燃焼順序がその次で
あって、空気及び燃料の混合気を３０２において燃焼させる次のシリンダである。それか
ら、第３シリンダが、３０４において、空気及び燃料の混合気を燃焼させ、第４シリンダ
が、３０６において、空気及び燃料の混合気を燃焼させ、第２シリンダが、３０８におい
て、空気及び燃料の混合気を燃焼させる。こうして、この始動シーケンスにおいては、第
２シリンダが、エンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダ
であり、第１シリンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させる２番目
のシリンダであり、第３シリンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼さ
せる３番目のシリンダであり、第４シリンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合
気を燃焼させる４番目のシリンダである。３００－３０６の燃焼は、エンジンが停止して
から各シリンダにおける最初の燃焼であることに留意しなければならない。すなわち、３
００－３０６の燃焼は、各シリンダにおける、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初の
シリンダサイクルである。
【００３９】
　ここで、”スタータシーケンス１”として示された１つのスタータ制御シーケンスにつ
いて説明すると、このシーケンスは、上述のスタータ制御シーケンスの第１～第４シリン
ダのエンジン位置に基づいている。スタータピニオンは、Ｔ０より前に、低速の第１速度
で回転し始める。スタータは、エンジンのフライホイールへ移動し、第２速度まで速度を
上げる。第２シリンダは、エンジン停止時には圧縮行程中であるため、エンジンの始動要
求に応答して燃料が第２シリンダに噴射される。さらに、第２シリンダは、燃料及び火花
の供給を受ける最初のシリンダであるため、第２シリンダがエンジン停止状態から空気及
び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダであると予測することができる。そして、エ
ンジンコントローラは、第２シリンダの膨張行程中の３１２においてスタータピニオンを
離脱させる。一例では、スタータは、所定のクランクシャフト位置において離脱させられ
得る。別の例では、エンジン停止後の最初の燃焼の後の膨張行程中に、エンジン速度又は
エンジンの変化率が所定の閾値を超えたときに、スタータが離脱させられ得る。
【００４０】
　”スタータシーケンス２”として示された第２スタータ制御シーケンスは、上述のシリ
ンダ位置に基づいている。ただし、このシーケンス中は、エンジン速度又は加速度が、ス
タータピニオンが３２６において最終的に離脱するまでは所定の閾値を超えない。スター
タピニオンは、Ｔ０より前に、低速の第１速度で回転し始める。第２シリンダは、エンジ
ン停止時には圧縮行程中であるため、エンジンの始動要求に応答して燃料が第２シリンダ
に噴射される。上述のように、第２シリンダは、燃料及び火花の供給を受ける最初のシリ
ンダであるため、第２シリンダがエンジン停止状態から空気及び燃料の混合気を燃焼させ
る最初のシリンダであると予測することができる。エンジンコントローラは、第２シリン
ダの膨張行程中の３１４においてスタータピニオンを離脱させる。スタータは、所定のク
ランクシャフト位置において離脱させられ得る。スタータピニオンの速度をエンジン速度
に近い速度に制御して該ピニオンをエンジンホイールへ移動させることによって、スター
タが３１６においてフライホイールに再び係合させられる。一例では、エンジン速度又は
加速度が所定の閾値未満のときに、スタータが再び係合させられる。スタータピニオンは
、エンジンコントローラが第１シリンダが空気及び燃料の混合気を燃焼させる２番目のシ
リンダとなると予測した後であって、エンジンクランクシャフトが第１シリンダの膨張行
程中の所定の位置に到達した後の３１８において離脱させられる。スタータピニオンの速
度をエンジン速度に近い速度に制御して該ピニオンをエンジンホイールへ移動させること
によって、スタータピニオンが３２０においてフライホイールに再び係合させられる。ス
タータピニオンは、エンジンコントローラが第３シリンダが空気及び燃料の混合気を燃焼
させる３番目のシリンダとなると予測した後であって、エンジンクランクシャフトが第３
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シリンダの膨張行程中の所定の位置に到達した後の３２２において離脱させられる。スタ
ータピニオンの速度をエンジン速度に近い速度に制御して該ピニオンをエンジンホイール
へ移動させることによって、スタータピニオンが３２４においてフライホイールに再び係
合させられる。最終的に、スタータピニオンは、エンジンコントローラが第４シリンダが
空気及び燃料の混合気を燃焼させる４番目のシリンダとなると予測した後であって、エン
ジンクランクシャフトが第４シリンダの膨張行程中の所定の位置に到達した後の３２６に
おいて離脱させられる。この例では、ここで、エンジン速度及び加速度が所定の閾値を超
える。そのため、スタータの再度の係合はない。このようにして、エンジン始動中にスタ
ータピニオンを係合及び離脱させることができ、それにより、エンジンが予期する通りに
始動しない場合にはクランクを回転させる追加のトルクを供給しつつ、スタータをスター
タシーケンスにおいて早期に離脱させることができる。
【００４１】
　ここで、図４を参照すると、エンジン始動ルーティンのフローチャートが示されている
。ルーティン４００では、ステップ４０２において、エンジンの始動要求がなされたか否
かが判定される。エンジンの始動要求は、運転者、エンジンコントローラ又は別のシステ
ム（例えば、ハイブリッドのパワートレインコントローラ）によってなされ得る。一の実
施形態では、エンジンコントローラは、メモリからエンジン位置を読み出す。エンジン位
置は、燃料及び火花の供給が停止された後、クランクシャフトが停止するまでの間、エン
ジン位置を追跡することによって、エンジン停止時に判定することができる。エンジン停
止中にエンジン位置を追跡又は監視していない実施形態では、エンジン位置は、カム及び
クランクシャフトの位置センサによって、始動要求の後に測定することができる。エンジ
ンの始動要求がある場合には、ルーティン４００はステップ４０４に進む。そうでない場
合には、ルーティン４００は、終了へ進む。
【００４２】
　ルーティン４００のステップ４０４では、スタータの早期の離脱のための条件が成立し
ているか否かが判定される。１つの実施形態では、周囲温度が所定の閾値未満である場合
には、スタータピニオンが離脱させられる前に、スタータはエンジンによりオーバーラン
される。周囲温度が該閾値よりも大きい場合には、シリンダがエンジン停止状態から空気
及び燃料の混合気を最初に燃焼させるシリンダサイクル中にスタータを離脱させることが
できる。さらに、気圧は、スタータを制御する条件となる場合もある。例えば、気圧が所
定の閾値未満である場合には、エンジンが始動され、該エンジンがスタータの速度を超え
るまではスタータは離脱させられない。気圧が所定の閾値より大きい場合には、エンジン
停止状態から最初の燃焼サイクルにあるシリンダのサイクル中にスタータが離脱させられ
得る。スタータの早期の離脱のための条件が成立している場合には、ルーティン４００は
、ステップ４０６へ進む。そうでない場合には、ルーティン４００は、ステップ４２６へ
進む。ステップ４２６では、スタータは、エンジン速度がスタータ速度を超えて所定の閾
値を超えるまでは、係合されたままとなる。こうして、第１状態のときは、スタータは、
係合させられてエンジンを停止状態から回転させ、エンジン速度が所定の閾値を超えたと
きに離脱させられる。第２状態のときには、第１状態のときとは異なり、空気及び燃料の
混合気が燃焼させられる最初の燃焼サイクルが予測され、該予測された最初の燃焼サイク
ル中にスタータが離脱させられる。
【００４３】
　ステップ４０６では、スタータピニオンがエンジンのフライホイールに係合する前に、
該ピニオンが低速の第１速度で回転させられる。低速の第１速度によって、スタータピニ
オンとフライホールの劣化が低減される。別の実施形態では、スタータは、クランキング
速度で係合させられ得る。スタータピニオンの速度は、スタータの電圧又は電流を調整す
ることによって制御され得る。スタータピニオン速度を調整した後、ルーティン４００は
ステップ４０８へ進む。
【００４４】
　ルーティン４００のステップ４０８では、スタータピニオンがフライホイールに係合さ
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せられる。スタータピニオンは、スタータ係合ソレノイドに電圧を印加することによって
、フライホイールに係合させられ得る。該係合ソレノイドに電圧を印加した後、ルーティ
ン４００はステップ４１０へ進む。
【００４５】
　ルーティン４００のステップ４１０では、スタータピニオンがエンジンのフライホイー
ルに係合したか否かが判定される。１つの実施形態では、該係合ソレノイドの可動範囲の
終端に設けられたスイッチが、ピニオンがフライホイールに完全に係合したことを示し得
る。スタータが係合させられると、ルーティン４００はステップ４１２へ進む。そうでな
い場合には、ルーティン４００は、ステップ４０８へ進む。
【００４６】
　ルーティン４００のステップ４１２では、スタータピニオンの速度が、第２速度まで上
昇させられ、エンジンを始動させる。例えば、ピニオン及びフライホイールの劣化を低減
するためにスタータピニオンが第１速度で回転させられている場合、スタータピニオンの
速度は、スタータが係合した後に上昇させられ、エンジンの始動性が改善される。スター
タピニオンの速度に任意の調整がなされた後、ルーティン４００は、ステップ４１２から
ステップ４１４へ進む。
【００４７】
　ステップ４１４では、エンジンが回転し始める際に、エンジン位置が追跡又は監視され
る。エンジン停止時にエンジン位置がメモリに記録されている実施形態においては、エン
ジン位置は、エンジン位置センサを通過する、カム及びクランクシャフト上の位置指標に
よって修正される。エンジン停止時にエンジン位置がメモリに記録されていない実施形態
においては、エンジンが少し回転して、カム及びクランクシャフト上の位置指標が、正確
なエンジン位置を指示するまではエンジン位置を判定できない。いったん、エンジン位置
が明確になると、エンジンシリンダへの燃料の供給を開始することができる。しかしなが
ら、エンジン停止中に燃料及び空気がシリンダ内に保持される実施形態においては、空気
及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダは、エンジンが停止する前に燃料が供給さ
れたシリンダであると予測することができる。例えば、エンジン速度が低くなって、第３
シリンダの圧縮行程中にエンジンが停止すると予期され、エンジンコントローラが第３シ
リンダへ燃料を噴射した場合には、第３シリンダが、エンジン停止後に空気及び燃料の混
合気を燃焼させる最初のシリンダであると予測され得る。
【００４８】
　エンジン停止中に空気及び燃料の混合気がシリンダ内に保持されず、燃料がシリンダへ
直接噴射される実施形態においては、基礎となる火花タイミング（例えば、始動中のシリ
ンダのための基礎となる火花タイミングは、クランクシャフト角度が、圧縮行程の上死点
前１０～２０°であり得る。）前に燃料噴射が完了するのであれば、圧縮行程中であると
判定される最初のシリンダへ最初の燃料噴射がなされる。基礎となる火花タイミングより
前に燃料噴射が完了しない場合には、燃焼順序が次のシリンダへ燃料が噴射される。燃料
がシリンダのポートに噴射される別の実施形態では、燃料供給を受ける最初のシリンダは
、吸気行程中であると判定されるシリンダとなる。
【００４９】
　いったん、エンジンコントローラが、（例えば、エンジン停止中のエンジン位置を監視
することによって、又は、エンジン停止後に燃料供給を最初に受けるシリンダを追跡し続
けることによって）エンジン停止状態から燃料供給を最初に受けるシリンダかどのシリン
ダかを判定すると、該コントローラは、空気及び燃料の混合気を最初に受ける又は保持す
るシリンダを、空気及び燃料の混合気を燃焼させる最初のシリンダと予測する。同様に、
他のシリンダ（例えば、エンジン停止から２番目に燃料供給を受けるシリンダ、エンジン
停止から３番目に燃料供給を受けるシリンダ等）における、エンジン停止状態から最初及
びそれに続く、空気及び燃料の混合気の燃焼を、エンジン位置及びいつシリンダへ燃料が
噴射されたかに従って予測することができる。そして、最初と予測されたシリンダ又はそ
の次に続くと予測されたシリンダがエンジンを期待通りには加速させない場合には、シリ
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ンダにおけるエンジン停止から最初の燃焼サイクルの予測は、エンジンの点火順序にした
がって、次へ進む。例えば、第１シリンダが空気及び燃料の混合気をエンジン停止後に燃
焼させる最初のシリンダと予測されたが、エンジンが期待された所望の速度又は加速度に
達しない場合には、第３シリンダが、最初の燃焼サイクル中であると次に予測されるシリ
ンダとなる。同様に、エンジンのサイクルにおいてエンジンが回転していき、他のエンジ
ンシリンダが、最初の燃焼サイクル中であると予測されたシリンダとなる。
【００５０】
　１つの実施形態では、各シリンダの行程は、メモリに記憶され、それらは、クランクシ
ャフト角度７２０°（例えば、シリンダサイクルの期間）を基準とする。例えば、４気筒
エンジンの場合、第１シリンダの圧縮上死点が０°とされ、膨張行程がクランクシャフト
角度１～１８０°で表される。第１シリンダの排気行程は、クランクシャフト角度１８１
～３６０°となる。第１シリンダの吸気行程はクランクシャフト角度３６１～５４０°と
なる。第１シリンダの圧縮行程は、５４１～７２０（又は０）°となる。他のエンジンシ
リンダの行程は、同様に、メモリに記憶され、同じ０～７２０°を基準とする。もちろん
、他のシリンダの行程は、７２０°を一区切りとして、ずらして考えることもできる。例
えば、第１シリンダの膨張行程におけるクランクシャフト間隔（１～１８０°）は、第３
シリンダの圧縮行程に、第４シリンダの吸気行程に、第２シリンダの排気行程に対応する
。
【００５１】
　こうして、始動時におけるエンジン位置が２００°と始めに定められると、第１シリン
ダは排気行程中であり、第３シリンダは膨張行程中であり、第４シリンダは圧縮行程中で
あり、第２シリンダは吸気行程中であると判定され得る。そのため、第４シリンダが圧縮
行程中であるため、燃料が第４シリンダに最初に噴射されると、エンジンコントローラは
、第４シリンダが空気及び燃料の混合気をエンジン停止後に燃焼させる最初のシリンダで
あると予測する。こうして、シリンダにおいてエンジン停止から最初の、空気及び燃料の
混合気が燃焼させられる燃焼サイクルが予測される。
【００５２】
　ルーティン４００のステップ４１６では、空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測さ
れたシリンダにおいてクランクシャフト角度が所定の値となったか否かが判定される。１
つの実施形態では、所定のクランクシャフト角度は、空気及び燃料の混合気を燃焼させる
と予測されたシリンダの膨張行程における所定のクランクシャフト角度である。そして、
より具体的な角度は、クランクシャフトの加速度が最大と予測される角度である。例えば
、そのクランクシャフト角度は、シリンダ圧力がピークであると予測されるクランクシャ
フト角度又は、ピークであると予測されたクランクシャフト角度の後の角度である。
【００５３】
　１つの実施形態では、スタータは、空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測されたシ
リンダの圧縮行程中の上死点後４５～１８０°の間に離脱させられる。換言すると、スタ
ータは、空気及び燃料の混合気を燃焼させると予測されたシリンダが膨張行程に突入して
４５～１８０°の間に離脱させられる。
【００５４】
　別の実施形態では、スタータは、最初の燃焼サイクル中であると予測されたシリンダの
排気行程中に離脱させられ得る。シリンダサイクルにおいてスタータを遅く離脱させるこ
とによって、クランクシャフトがスタータが離脱する所望の位置に達するまでに他のシリ
ンダが空気及び燃料の混合気を燃焼させるかもしれないので、エンジンが所望のエンジン
速度又は加速度に達する可能性が高くなる。
【００５５】
　ここで、他の条件又は他の条件の組み合わせをスタータピニオンをいつ離脱させるかを
判定するのに適用してもよいことに留意すべきである。例えば、エンジンがスタータを離
脱させる所望のクランクシャフト角度まで回転して、エンジン速度が所定の閾値未満又は
予期した通りには加速されていない場合には、エンジン速度又は加速度が所定の閾値を超
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えると共に最初の燃焼サイクル中であると予測されたシリンダの、スタータピニオンを離
脱させるクランクシャフト角度に達するまで、スタータピニオンは係合したままとされ得
る。さらに、スタータを離脱させるエンジン速度は、高度が低くなるほど、又は気圧が高
くなるほど、大きくなる。さらにまた、スタータを離脱させるエンジン速度は、高度が高
くなるほど、又は気圧が低くなるほど、小さくなる。
【００５６】
　１つの実施形態では、停止／始動における再始動の間、最初のシリンダの吸気は、ＰＶ
＝ｍＲＴ、又はｍ＝ＰＶ／（ＲＴ）の関数として計算される。ここで、Ｐは、ＭＡＰ（Ma
nifold Absolute Pressure）又は気圧センサによって測定し得る。ＭＡＰ及びシリンダの
気圧は、急速に大気圧に収束する。Ｔは、シリンダの空気温であり、この空気温は、エン
ジンの冷媒温度の関数として調整されて計算される。容積は、取り込まれた吸気の容積で
ある。最初に点火されるシリンダが、吸気バルブが閉じられる（ＩＶＣ）前の状態にある
とき、容積は、ＩＶＣからＴＤＣまでの容積を掃引することによって求められる。吸気カ
ムの位置を正確に測定できるＶＣＴシステムを有する特定のエンジンの場合には、これを
用いることによって最初のシリンダの燃焼トルクも推定することができる。これは、ピス
トンに伝達される燃焼エネルギ（例えば、燃焼力／トルク）を低減する、進角させたＥＶ
Ｏ（Exhaust Valve Opening）として排気カムの位置にも適用することができる。最初に
点火されるシリンダがＩＶＣ後の状態にある場合には、最初のエンジン位置は、取り込ん
だ空気質量に影響を与え、ひいては、トルクに影響を与える。最初のエンジン位置は、双
方向型のホール素子又はその均等物で構成されたクランク位置センサによって検出するこ
とができる。
【００５７】
　エンジンが、最初の燃焼サイクルであると予測されたシリンダにおいて、スタータピニ
オンを離脱させる予定の位置まで達していない場合、又はスタータを離脱させる状態とな
っていない場合には、ルーティン４００は、ステップ４１４へ進む。そうでない場合には
、ルーティン４００は、ステップ４１８へ進む。
【００５８】
　ステップ４１８においては、スタータは離脱させられる。スタータは、スタータ係合ソ
レノイドへの電圧の印加を停止することによって離脱させられ得る。それに加えて、ピニ
オンモータへの電流及び電圧の印加も停止され、ピニオンは、惰性で回転し、やがて停止
する。
【００５９】
　ルーティン４００のステップ４２０では、エンジンが始動したか否かが判定される。エ
ンジン速度が所定の閾値よりも大きいとき又はエンジンの加速度が所定の閾値を超えたと
きに、エンジンが始動したと判定され得る。エンジンが始動したと判定された場合には、
ルーティン４００は終了へ進む。そうでなければ、ルーティン４００はステップ４２２へ
進む。
【００６０】
　ルーティン４００のステップ４２２では、スタータピニオンが、エンジン速度に合った
速度で回転させられる。一例では、エンジン速度は、クランクシャフト位置センサから求
めることができ、スタータモータは、エンジン速度と一致するスタータの回転速度に対応
するレートで電流が供給される。例えば、スタータ速度の関数であってスタータモータの
電流を出力する関数の指標として現在のエンジン速度が使用される。このようにして、ス
タータモータ電流がオープンループの形式でスタータに供給されるので、スタータモータ
又はピニオン速度を監視しておく必要がない。ピニオン速度が出力された後、ルーティン
４００はステップ４２４へ進む。
【００６１】
　ステップ４２４では、スタータはフライホイールに再係合させられる。一例では、所定
のクランクシャフト角度においてスタータソレノイドに電圧が印加される。例えば、スタ
ータピニオンは、エンジン停止から最初の燃焼サイクル中であると予測されたシリンダの
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排気行程の終わりよりも前に再係合させられ得る。別の例では、スタータピニオンは、エ
ンジン停止から最初の燃焼サイクル中であると予測されたシリンダの膨張行程の終わりよ
りも前に再係合させられ得る。別の例では、スタータピニオンは、エンジンが始動してい
ないと判定されるとすぐに係合させられ得る。
【００６２】
　ここで、スタータが再係合させられるエンジンの位置は、エンジンによって異なる。エ
ンジンが所定のクランクシャフト位置に到達する前にエンジン速度又は加速度が所定の閾
値未満となったときには、スタータが再係合させられてもよい。例えば、空気及び燃料の
混合気を燃焼させると予測されるシリンダの膨張行程の終端までにエンジン速度又は加速
度が所定の閾値よりも増加しない場合には、スタータは再係合され得る。
【００６３】
　当業者によって十分に理解されるように、図４で説明したルーティンは、イベント駆動
、割り込み駆動、マルチタスク、マルチスレッド等のような１又は複数の処理戦略を表し
ている。図示された様々なステップや機能は、図示されたシーケンスで実行されてもよい
し、並行に実行されてもよいし、いくつかは省略されてもよい。同様に、処理の順序は、
ここに記載された目的、特徴及び利点を達成するために必ずしも必須ではない。上記の順
序とすることで、説明を簡便にすることができる。明確には説明していないが、当業者は
、１又は複数の上記ステップ又は機能は、使用する特定の戦略に応じて繰り返し実行し得
るとわかるだろう。
【００６４】
　これで説明を終了する。当業者がこれを読むことによって、この説明の精神と範囲から
逸脱することなく、多くの代替案や変形例を思い起こすだろう。例えば、天然ガス、ガソ
リン、ディーゼル又は他の燃料配置で作動するＩ３、Ｉ４、Ｉ５、Ｖ６、Ｖ８、Ｖ１０、
Ｖ１２エンジンは、本説明を有利に使用することができる。
【００６５】
　尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるい
はその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　以上説明したように、本発明は、エンジンの始動を改善するためのシステムについて有
用である。
【符号の説明】
【００６７】
１０　　エンジン
１２　　エンジンコントローラ
４０　　クランクシャフト
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