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水素 水素 

水素化 脱水素 貯蔵 貯蔵 

メチルシクロヘキサン（MCH） 

トルエン 

トルエンと水素の結合でMCH (SPERA水素) を生成 MCH から水素を生成 

CH 3 CH 3 

+ 3H 2 

トルエン MCH MCH 

ΔH=  -205kJ/mol 

トルエン 

CH3 

CH3 

CH 3 CH 3 

+ 3H 2 ΔH= +205ｋJ/mol 

有機ケミカルハイドライド
（OCH） 法 

輸送 

輸送 

SPERA 水素技術の紹介 －技術概要－ 

All Right Reserved. CHIYODA 2017 

■ トルエンに水素を反応させてメチルシクロヘキサン（MCH）に転換。このMCHの状態で
水素を輸送。トルエン、MCHともに常温・常圧で液体状態。 

 ⇒ 常温・常圧の水素ガスを 1/500 の体積の常温・常圧の液体として貯蔵・輸送可能。 
 

■ 輸送先の水素利用地で触媒反応により MCH から水素を分離、供給。同時に得られる
トルエンは再び MCH 生成の原料として利用。 

 

■ 千代田化工は MCH の脱水素触媒の開発・工業化に成功。 
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長期間貯蔵・ 
長距離輸送が可能 

ハンドリングが容易 

既存の石油流通 
インフラ 

の利用が可能 

化学的に安定な状態にあるため、 
長期間貯蔵・長距離貯蔵によるロスがきわめて少ない 

MCH、トルエンとも常温常圧で液体 
であるため、貯蔵・輸送における 
ハンドリングが容易 

MCH、トルエンともガソリンと同じ 
危険物第4類第一石油類であり、 
既存の石油流通インフラが活用可能 

実証済技術の 
組み合わせ 

実証された技術の組み合わせであり、 
世界に先駆けて日本で商用化が可能 

水素貯蔵・輸送の 
リスクの低減 

水素の貯蔵・輸送において他の方法に 
比べてリスクが石油製品なみに低減化。 

SPERA 水素技術の紹介 －特徴－ 

All Right Reserved. CHIYODA 2017 
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水素供給シナリオ (1) 
2020 2025 2030 2040 2050 

建設 運転 

制度設計 

建設 水素供給 

2nd ﾁｪｰﾝ実績を 

見て本格導入開始 

水素専焼ＧＴ技術確立 

建設 水素供給 

1st ﾁｪｰﾝ(実証) 2nd ﾁｪｰﾝ 3rd ﾁｪｰﾝ 

水素源 
副生又は 

改質水素 

副生又は 

改質水素 

改質水素 (水力電源
ﾍﾞｰｽの水素も検討) 

水素ﾀｰｹﾞｯﾄ 
価格＊ 

--- ¥40-50/Nm3 ¥30-40/Nm3 

水素供給量 240万Nm3/年 
5-10億Nm3/年 

（8-15万Nm3/h） 
33億Nm3/年 

（50万Nm3/h） 

供給先 
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ 
石油脱硫 

GTCC(20vol%混焼) 

2100-4000MW 

GTCC(専焼) 

1000MW 

・・ 

将来像 
再ｴﾈﾍﾞｰｽの水素、CCSを伴う

褐炭・天然ｶﾞｽ・石油等 

¥25-30/Nm3(目標) 

水素需要に応じて 
 

GTCC(専焼)、産業用等 
 

1st ﾁｪｰﾝ 

3rd ﾁｪｰﾝ 

将来像 

2nd ﾁｪｰﾝ 

(＊)脱水素後の大手需要家向けプラント渡し価格 
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水素供給シナリオ (2) 

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟによる価格低減ｲﾒｰｼﾞ 

これまでにFS検討依頼のあった水素源の例 

 東南アジア  副生水素            11万Nm3/h 

 中東            副生水素            11万Nm3/h 

 東南アジア  副生水素            2.4万Nm3/h 

 北アジア      再エネ由来水素  18万Nm3/h 

 オセアニア   再エネ由来水素  15万Nm3/h 

 その他、北米  再エネ由来水素等 

設備規模
(Nm3/h) 

50万～ 

(将来像、2040年～) 

25-30 

8-15万  

(2nd ﾁｪｰﾝ、2025年～) 

40-50 

水素価格 

(¥/Nm3) 
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課題 

2nd ﾁｪｰﾝ (2020～) 3rd ﾁｪｰﾝ (2025～) 本格普及期 (2040～) 

技術開発 ――― 

効率化・最適化によるｺｽﾄ減 

- 触媒の高効率化及び長寿命化 

- 触媒改良による不純物削減 

- ﾌﾟﾛｾｽ改良による用役費削減 

- 省ｴﾈ技術による用役費削減 

 

効率化・最適化によるｺｽﾄ減 

- 触媒の高効率化及び長寿命化 

- 触媒改良による不純物削減、 

低炭素燃料・排熱利用 

- ﾌﾟﾛｾｽ改良による用役費削減 

- 省ｴﾈ技術による用役費削減 

輸送面 ――― 
専用ﾀﾝｶｰによる大型化 

(10万ﾄﾝｸﾗｽ） 
専用ﾀﾝｶｰによる大型化 

(VLCC：20-30万ﾄﾝｸﾗｽ) 

既存施設 

活用 

既存のﾊﾞｰｽ・ﾀﾝｸ等の 

有効利用 

既存のﾊﾞｰｽ・ﾀﾝｸ等の 

有効利用 

既存のﾊﾞｰｽ・ﾀﾝｸ等の 

有効利用 

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ 水素供給規模の確保 専焼化の為の安定供給性向上 専焼化の為の安定供給性向上 

制度設計 

水素発電へのインセンティ
ブ制度導入、政府による
水素発電への初期導入支
援策 

水素発電へのインセンティブ付与 水素発電へのインセンティブ付与 
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水素 水素 

水素化 脱水素 貯蔵 貯蔵 

ﾒﾁﾙｼｸﾛｴｷｻﾝ（MCH） 

ﾄﾙｴﾝ 

CH3 

CH3 

輸送 

輸送 

本格導入時に日本側で必要なインフラ概要 (2030年頃) 

All Right Reserved. CHIYODA 2017 

前提条件 

①水素専焼ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝの技術確立により1000MW規模の火力発電所に水素供給（50万Nm3/h) 
②稼働率は75%を想定 
③物価は現状と同様 (為替ﾚｰﾄ：￥110/$)  
④一定の技術開発によるｺｽﾄﾀﾞｳﾝを見込む 
⑤国内側のﾊﾞｰｽ・ﾀﾝｸは既設利用を想定 

熱量 C重油 *MCH 

MJ / kg 43.6 7.33 

MJ / L 41.0 5.5 

(参考)石油（C重油）との比較 

タンカー 

10万ﾄﾝ級専用ﾀﾝｶｰ 

隻数:(東南ｱｼﾞｱ) 5-6隻
 (中東)  9-10隻 

タンク 

トルエン： 7万kL×3-4基 

MCH： 7万kL×3-4基 

共通予備： 7万kL×1基 

用地： 約20万ｍ２ 

 

プラント 
規模： 50万Nm3/h 

用地： 6-8万m２ 

        

(*)熱量(MJ)はMCHに含まれる水素による値、
重さ(kg)と体積(L)はMCHの値を用いる 
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水素発電導入量ターゲット（2050年頃） 

All Right Reserved. CHIYODA 2017 

2050年頃における1000MW水素専焼発電所数 ： 16ヶ所 （注） 
       水素供給量 ： 800万Nm3/h 

                  530億Nm3/年 

導入ターゲット想定の条件 

有機ケミカルハイドライド法（MCH)による大規模水素サプライチェーン
の構築には、水素需要地（日本側）における貯蔵施設及び用地を確保
できることが重要であるため、以下が候補となり得る。 

①一定規模のタンク容量を持つ製油所近傍発電所での水素発電実施 

②既設火力発電所(石油・石炭等)の水素発電への転換 
 

※長期的には大型貯蔵施設から水素発電需要地へのMCHの二次転送を        

行うことにより、貯蔵施設から離れたサイトでの水素発電も可能となりうる。 

 

（注）現時点の国内火力発電所の発電能力ベースの約11% 
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項目 種類 主要国 

水素供給 

ポテンシャル 

（億N㎥/年） 

発電容量 

（MW) 

副生水素 

メタノール 

中国、イラン、サウジアラビア、アメリカ、 

マレーシア、ニュージーランド、オマーン、
エジプト、インドネシア、カタール 

220 6,600 

エチレン 
アメリカ、サウジアラビア、中国、イラン、
ＵＡＥ、インド、タイ、マレーシア、カター
ル、インドネシア 

360 11,000 

苛性ソーダ アメリカ、中国、サウジアラビア、インド 36 1,100 

油田随伴ガ
ス 

フレア ロシア、イラン、イラク、インドネシア 1,500 45,000 

再圧入 
アメリカ、イラン、カナダ、ＵＡＥ、イエメン、
マレーシア 

5,500 170,000 

褐炭 アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア、
インドネシア、インド、トルコ、タイ、カナ
ダ、パキスタン 

6,700 200,000 

水素供給ポテンシャル 化石燃料由来 

地理的に日本に輸送可能な、アジア、オセアニア、北米西海岸、ロシア極東、中東を対象に調査。 

副生水素源としてメタノール・エチレン・苛性ソーダについては、プラント情報をリストし、その中で水素回収可
能性の高いプラントを選出し集計した。水素供給ポテンシャルは、稼働時間7,500h/年として推計。 

褐炭に関しては、輸送が困難な内陸部を排除し、主要炭鉱の生産量から供給可能な水素量を推定。 

発電容量は水素専焼発電として算定。 

出典：千代田化工による調査 
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項目 主要国 

電力供給 

ポテンシャル 

（億kWh/年） 

水素供給 

ポテンシャル 

（億N㎥/年） 

発電容量 

（MW) 

太陽光 

（太陽熱） 

オーストラリア、イラン、サウジアラ
ビア、オマーン、イエメン、インドネシ
ア、インド、パキスタン、ミャンマー 

2,700,000 530,000 16,000,000 

風力 

オーストラリア、ロシア（極東）、イラ
ン、イエメン、サウジアラビア、オ
マーン、パキスタン、アメリカ（西海
岸） 

320,000 64,000 1,900,000 

水力 
中国、インドネシア、ロシア（極東）、
ニュージーランド、オーストラリア、
パプアニューギニア 

120,000 23,000 700,000 

地熱 
インドネシア、フィリピン、ニュージー
ランド、パプアニューギニア、ロシア
（極東）、中国、台湾 

3,300 650 20,000 

水素供給ポテンシャル 再生可能エネルギー電力由来（水電解） 

地理的に日本に輸送可能な、アジア、オセアニア、北米西海岸、ロシア極東、中東を対象に調査。 

 

推定に当り、腑存量、他の需要地への送電の可能性、沿岸部までのアクセス、地形を考慮。 

 

発電容量は水素専焼発電として算定。 

 

出典：千代田化工による調査 
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（参考）水素ターゲット価格内訳 

（上図は普及期（2030年以降）における目安であり、水素コストは、水素源の種
類・地域、タンク・バース等のインフラ状況、扱い量（規模）等によって変わる。） 
（将来的に、排熱利用による脱水素コストの低減等も検討中。） 

38% 

2% 

16% 
3% 

41% 

水素製造・水素化 積荷 海上輸送（トルエンの調達コストを含む） 揚荷 脱水素 
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（参考）燃料貯蔵エリア比較（火力発電所） 

名称 出力 燃料貯蔵エリア 

石油火力 A発電所 50万kW ×2 系列 タンクヤード：約4万m2 

（3万kL×4基） 

石炭火力 B発電所 50万kW ×2 系列 

 

石炭ストックヤード：約14万m2 

GTCC 

（LNG) 

C発電所 70万kW ×2 系列 

 

LNGタンクヤード：約3万m2 

（地上タンク 8万kL × 6基） 

MCH 

（水素） 
100万kW 
(1000MW) クラス 

脱水素プラント：6万～8万m2 

タンクヤード：7万kL×9基と想定 

  約20万m2（新設の場合） 
  約12万m2（既設利用の場合） 

（設備容量（総出力）100万kWクラスの既存火力発電所について、千代田化工に
て推計・分析したもの） 


