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特集：カーボンニュートラルに
貢献する内燃機関
2030 年、2050 年を見据えたとき、内燃機関はもう必要ないものと思われてないだろ
うか。それはひとつの見方であり、2050 年を過ぎても内燃機関はさまざまな分野で活躍
している可能性は高い。本号では、内燃機関は過去のものというイメージを払拭すべく、
燃料、燃焼技術、熱マネ、他分野の状況を中心に、さまざまな選択肢がある内燃機関の
将来をいくつかの面から展望します。まず、燃料がなければ話にならないのでその状況
を取り上げ、次にそれら（さまざまな種類の燃料）を燃焼させる技術、さらに内燃機関
でまだ研究の余地があり今後進歩する熱マネージメント（断熱）の状況、最後に他分野
での燃料や内燃機関に関する技術と課題についても紹介します。
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特集：カーボンニュートラルに貢献する内燃機関

《技術の窓》
タイトル未定
（日立 Astemo ㈱）

● 内燃機関の進化の方向性

● 熱効率の向上

熱効率のさらなる改善のための ICE からの熱損失を低減する方法
内田

登 氏（㈱新エィシーイー）

内燃機関のさらなる高効率化を実現するための

内燃機関におけるカーボンニュートラルの実現可能性

先進熱マネージメント

大聖泰弘 氏（早稲田大学）

青木仁孝 氏（IAV㈱）

カーボンニュートラルに向けた内燃機関の挑戦

エンジンの熱効率向上・CO₂削減に向けた MBD 技術

北村高明 氏（（一財）日本自動車研究所）

〜ガソリンエンジン筒内の熱伝達率モデルの構築〜
野村佳洋 氏（㈱豊田中央研究所 パワートレーン研究領域）

● 次世代燃料の選択肢

カーボンニュートラル液体合成燃料の内燃機関へ
利用に向けた取組み
岡本憲一 氏（JPEC 石油基盤技術研究所 合成燃料研究室）

燃料および水素キャリアとしてのアンモニア利用技術
神原信志 氏（岐阜大学）

自動車用バイオ燃料技術の最前線
山根浩二 氏（滋賀県立大学）

● 他分野での動向

舶用エンジンの変遷と今後について
髙橋伸輔 氏（㈱IHI原動機）

液体アンモニア直接噴霧燃焼ガスタービンの開発
内田正宏 氏（㈱IHI）

アンモニア燃焼によるカーボンニュートラル発電技術
藤森俊郎 氏（㈱IHI 技術開発本部）

再生可能エネルギー資源を活用する
水素キャリアの製造・利用技術
辻村

拓 氏（産業技術総合研究所）

《Hot Topics》
振動騒音

SOEC メタネーション技術革新による
都市ガスのカーボンニュートラル化へ挑戦
大西久男 氏（大阪ガス エネルギー技術研究所 SOEC メタネーション開発室）

● 燃焼技術の進化

水素エンジンの実用化に関する研究

CAE
熱・流体
環境・エネルギー・資源
安全・安心・人間工学

伊東明美 氏（東京都市大学）

新分野・その他
カーボンニュートラル燃料で進化する内燃機関
野寄高宏 氏（AVL ジャパン㈱）

火花点火内燃機関におけるアンモニア使用の展望
Juan C. Gonzalez Palencia 氏（群馬大学）

将来乗用車・軽量車向け水素エンジンの検討
角井

啓 氏（ボッシュ㈱）

＊記事のタイトル及び執筆者は変更になる場合がございます
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パソコン、タブレットやスマートフォン等のデバイスからアクセスいただけます。
サンプルページもご覧ください。

https://jsae.meclib.jp/JSAE̲sample/book/index.html
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普通版（ノンブリード）原稿
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ブリード版原稿
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制作上の注意事項
＊PDF 入稿は印刷対応高解像度データ（PDF/X-1a）でお願いします。
＊フルデータ原稿で入稿してください（イラストレータファイル推奨）。
＊入稿データは、イラストレータ及び PDF の 2 種類データをご用意ください。 ・フォントは全て埋め込んでください。
＊イラストレーター作成原稿は、文字イキの原稿及び、
・裁ち落としトンボは不要です。
全てのフォントのアウトライン化済み原稿の 2 種類をご用意ください。
＊イラストレーター

＊パワーポイント・ワード・エクセル原稿入稿は、基本不可。

オーバープリントについて

「属性」パレットの「塗り・線にオーバープリント」に注意してください。
白文字・白罫線にはチェックしないでください。

データ変換料金が別途かかります。
＊データ原稿をメールまたは CD-ROM などのメディアにてご送付下さい。
＊作成指示書と出力見本（1 枚）添付をお願いいたします。

動画ファイルを原稿上に配置することができます。
●動画ファイル形式：MP4
動画配置指示書

※MP4形式の動画ファイルは［H. 264］の
AIを用いたデータ解析ツール

ビデオコーデックでご用意ください。
※閲覧環境により正常に再生されない場合があります。

Monolith AI
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デ ー タ 処 理

データのインポート

・アスペクト比

CAD、CAE、実験データを

16：9

・動画ファイルサイズ

読み込み、解析可能

10MB 目安

AI モデルの構築

動画ファイル
配置スペース

AI モデルを構築するための前処理
として、データの相関関係を明示

ディープラーニングを含む、
最先端の多様な A I モデルを

AI による予測

構築可能

・長編動画は外部サイトへのリンク等の表記を原稿内に願います。

要件を満たすような設計
モデルの提案や、テスト
結果を予測し、設計モデ
ルの妥当性を確認可能

●データ入稿の仕方について
・広告原稿データ（イラストレータファイル）と
動画ファイル（MP4形式）を、別途ご用意ください。
・広告原稿内に動画を配置する場所を示す指示書を別途ご用意ください。

製品開発プロセス（設計、シミュレーション、実験）
デザイン設計

シミュレーション

試作品作成

実 験

設計モデルの妥当性確認

Monolithで性能検証

デザイン設計

性能検証

設計モデルの最適化

過去の設計モデルのテストデータから AI モデルを構築し、
テストを行わずとも新モデルの性能を予測可能

設計要件

最適な設計モデル提案

過去の設計モデルのテストデータから AI モデルを構築し、
設計要件を満たすような設計モデルを提案

実 用 事 例

タービンブレードの CFD

インジェクターの燃料噴射試験

自動車の実験モーダル

ブレーキの性能試験

主翼の CFD

etc…
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大 阪 支 店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） TEL.06-6399-9771
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）TEL.052-253-6271
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）

TEL.028-678-9117

●動画ファイルを配置する原稿、
静止画像を配置した原稿の2種類をご用意ください
・自動車技術は4月号より電子媒体として、
スマホでもお読み頂ける「デジタルブック版」と
ファイル保存に適した「PDF版」の
2 バージョンの対応となります。
・PDF版では動画が再生されないため、
デジタルブック版に動画やスライドを投稿される場合、
当該スペースに静止画を配置した原稿もご用意ください。

動画ファイル（MP4形式）

