
大規模電解
によるグリーン
水素製造

#1 
電解プラント＆機器の

サプライヤー

600件
プロジェクト実績

1 GW/年 

生産能力
> 10 GW 

電力ベースでの
納入実績



20MW モジュール

水素製造量 4000 Nm³/h

電解効率 4.5 kWh/Nm³ （DC）

純水消費量 <1L/Nm³ H2

標準運転範囲 10% - 100%

電解槽出口での水素品質 > 99.9%の純度（Dry basis）

精製後の水素品質 (オプション） ～ 99.999% （ご要望に応じて）

電解槽出口の水素圧 ～ 300 mbar

運転温度 ～ 90 °C

ティッセンクルップが提案 
する事業プラン： 
工業規模のグリーン水素製造に 
よる気候変動対策への貢献

ティッセンクルップの 20MW水電解ユニット

主な特徴
• スキッドマウント型モジュール
設計

• 低消費電力
• 完全自動化運転
• 再生可能エネルギーの変動負荷
への追従性を有する運転

• 量産化のための製造設備 
およびサプライチェーンの構築

• 年間 1GWの電解セルの 
生産能力

• 豊富な EPCプロジェクト実績
• グローバルなサービス提供

既存市場における水素製造方法を代替する 
ためのギガワット規模のグリーン水素製造

電解プラントのスケールアップによる
大幅なコスト削減

既存の化学原料製造のグリーン化
商用規模の Power-to-Xアプリケーション

大規模水素製造による 
国際間水素輸送の効率化

高効率な運転を可能にするスケールアップ技術

記載の数値は期待値であり、運転条件により変わる場合があります。
* 水素による鉄鉱石の直接還元

水素 

~ 800
GW

アンモニア 

~ 300
GW

鉄鋼 * 

~ 1,2
TW

1200 MW 3000 tpd

水電解 アンモニア合成
CO₂ 

フリー
アンモニア

1 2

3 4

(400 Nm3/h H2)2 MW

(4,000 Nm3/h H2)20 MW

(20,000 Nm3/h H2)100 MW

(200,000 Nm3/h H2)1.000 MW
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ティッセンクルップでは、世界最先端の食塩電解技術と、商用規模の電解 

アプリケーションにおける豊富な経験を駆使し、大規模水素製造用に 

モジュール化されたコスト効率の高いソリューションを開発しています。
製造されたグリーン水素に炭素は含まれず、CO2も排出しません。
当社が提供する水素プラントは、現場での作業の簡素化およびコストダウン 

を可能にする組み立て式のスキッドマウント型モジュールを採用しています。
プロジェクトの規模に合わせてユニットを増やすことで、数百ワットから
ギガワット規模まで生産能力を上げることが可能です。
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工業規模での脱炭素化と 
新たなグリーンバリューチェーンの構築グリーン水素による 

包括的なセクターカップリングの実現
ティッセンクルップは、化学プロセスおよびプラント建設のスペシャリストとして、グリッドス
ケールでの再生可能エネルギーの統合や、グリーンアンモニア、回収した CO2との反応によって
製造されるグリーンメタノールなど高効率の生産を可能とする工業規模の水素利用に対応可能な
ターンキー Power-to-Gasソリューションを提供しています。グリーン水素は、新規に構築される
バリューチェーンの中で温暖化ガスのネットゼロ排出を目指す産業を中心となって支えます。
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1GW

リモートおよび現場でのプラント運用と
最適化のサポート

電解槽スタックの改修

予測、予防、修正の
メンテナンスサポートと実行

プラントの信頼性、可用性、
保守性の分析
運転およびメンテナンス戦略と実行、
操業指導

ティッセンクルップは、
研究開発を通じて設備の
改良に継続的に取り組み、
常に高効率かつ収益向上
を実現する最先端の技術
を提供いたします。

5GW規模のサプライチェーンへ

の包括的
サービス

グリーン水素のアプリケーションに おける 360°の包括的ソリューション
コンセプトモデリングと
最適化による事業プラン構築

グローバルな EPC 実績 プラントの全ライフサイクルを
網羅するサービス

主な提供情報
• 最適化された水素バリューチェーンのコンセプトフローシート
• 素材およびエネルギー部門のセクターカップリングの提案
• グリーン水素製造 /uhde®グリーンアンモニア、グリーンメタノール、
グリーン SNG製造 /グリーンスチール製造

• エネルギーの収益化戦略の策定
• Power-to-Xにおける炭素排出原単位の算出
• リスクと機会の明確化
• パートナーや投資家候補との契約支援
• 資本コストの算定や、経済性評価を行うための手法の立案
• 資金調達のためのコンセプトの詳細設計
• プロジェクトロードマップの作成

1 32
プロジェクト開発プロセスでは、経済的実行可能性を見極めることが重要です。特にコンセプト開発の初期段階で
は、その後の設備投資や運転コストに大きな影響を与えるため、多くの意思決定を慎重に行う必要があります。
事業プランにより、低コストでの最適な機会を特定し、コスト増の原因となる変更作業やスケジュール遅延などを
回避することができます。
当社経験に基づくノウハウおよび独自の技術・経済的スタディーによって、グリーン水素製造を中心とする Power-

to-Xバリューチェーンを調査・評価するとともに、想定される各種用途やセクターカップリングのためのグリーン化
技術の統合について、お客様にとって最適なコンセプトを選定の上、提供いたします。

ティッセンクルップは電解プラントに
おける世界有数の EPCコントラクター
として、電解装置の納入やソリュー
ションの提案などのサービスを提供し
ています。
600件以上の電解プラントのプロジェ
クト実績 （計画、据付、試運転など）
の実績があり、これまで世界中のお客
様に納入した電解プラントの製造能力
は 10GWを超えています。電気分解技
術における豊富な経験をもとに、プラ
ントのスムーズかつ安定した稼働に貢
献いたします。

ティッセンクルップでは、完全自動化による連続生産によってアル
カリ水電解プラントの全体的なコスト削減を目指しており、電解槽
セルやスタックの更なる最適化設計の検討も進めています。
また、長期的なギガワット規模の水素サプライチェーンを効率的に
実現するため、製造・組立工程の完全自動化に注力しています。
当社は水素技術全体の競争力を高めることに貢献します。また、
完全に自動化・統合化された大規模水素サプライチェーンを構築し、
水素利用の拡大、コスト削減に努め、新しい市場の確立を目指します。

ティッセンクルップは、株主かつパートナーのデノラ社とともに電解事業を
行っており、セル製造、電極コーティング、修理などに対応可能なスペシャ
リストを保有しています。
デノラ社が有する 20以上のグローバル拠点とティッセンクルップの 70以上
のネットワーク拠点の連携により、世界中のどこでも迅速かつ効率的なサー
ビスを展開いたします。水電解用セルについては、デノラ社との食塩電解に
おける長年の信頼関係のもと、サプライチェーン体制を構築しています。
現在、当社では年間合計 1GWの電解プラントの供給体制を整えており、5GW

規模へのサプライチェーン拡大を準備しています。

当社が保有する豊富なノウハウを駆使し、
プラントの運転開始から現場でのサポート
まで、プラントライフサイクルを通じて当社
のエンジニア、技術専門エキスパート、操業
指導者がお客様をサポートいたします。
さらに、あらゆるメンテナンス、スペアパーツ
供給、増産対応などのサービスにおいても
当社が一括で対応いたします。
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ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町 1-13-12 
さくら日本橋ビル 7階 
03-5614-8211  
sales.tkuce-japan@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-uhde-chlorine-engineers.com/jp/

thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers 
Vosskuhle 38, Harpen-Haus 
44141 Dortmund 
Germany 
P: +49 231 547 0  
F: +49 231 547 2334  
info-uce@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-uhde-chlorine-engineers.com

thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (Shanghai) Co., Ltd. 
7F, Tower 2, 988 Shenchang Road, Minhang District 
Shanghai 201106, P.R. China 
P: +86 21 6922 8988 
sales.tkuce-shanghai@thyssenkrupp.com 

thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (Italia) S.r.l 
Via L.Bistolfi, 35 
Milano 20134, Italy 
Toll free no.: 800 652300 (within Italy only) 
P: +39 02 21291 
F: +39 02 2154873 
sales.tkuce-italia@thyssenkrupp.com 

thyssenkrupp Uhde Chlorine Electrolysis (USA) Inc. 
16285 Park Ten Place, Suite 150 
Houston TX 77084, United States of America 
P: +1 713 337 8700 
sales.tkuce-usa@thyssenkrupp.com


