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カーボンニュートラルに向けたエネルギートランジション技術
Energy Transition Technologies Driving Towards Carbon-neutral Society
三菱重工グループのエネルギートランジション方針

Strategy for Energy Transition by MHI

三菱重工グループは2050年のカーボンニュートラル社会実現に
向け脱炭素化技術と水素バリューチェーン構築で貢献します。

MHI will contribute to the realization of a carbon-neutral
society in 2050 by decarbonizing technology and building a
hydrogen value chain.
水素バリューチェーンの構築
Building a hydrogen value chain

ネットゼロカーボンの達成
Achievement of NET Zero Carbon

カーボンリサイクルの推進
Promotion of carbon recycling

水素ガスエンジン
Hydrogen gas engine

産業エナジーの効率的活用
Eﬃcient use of industrial energy

CO2 回収プラント
CO2 Capture Plant

火力発電の脱炭素化
Decarbonization of thermal
power generation

地球環境への寄与

CO2回収プラント

CO2 Capture Plant

Contribution to the global environment
三菱重工グループの技術で、CO2排出低減とCO2回収を
推進します。

マグナムデべロップメント社およびユタ州政府と共
に水素貯蔵PJに取り組み中。

We MHI Group will promote CO2 emission
reduction and CO2 capture with our technologies.

Mitsubishi Power has a project underway with
Magnum Development and the State of Utah, USA

MHI has the world ‘s top share in
the field of CO2 capture and
effective utilization (CCUS),
which captures CO2 emitted from
fossil fuels
and effectively
utilizes it or
stores it
underground.
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モビリティ・ライフ・インダストリーの脱炭
素化・電化
Decarbonization and electriﬁcation of Mobility Life Industry
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カーボンニュートラル達成
Achieved carbon neutral society

CO2 Capture and Convention ,

CO 2 回収 CO2 Capture
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インターマウンテン電力向け水素焚き発電所プロジェクト

Hydrogen GTCC Project for Intermountain Power Agency
CO2↓ 4.6Mt/year
米国インターマウンテン電力に、840MW級水素焚
きJAC型ガスタービンを2025年に導入予定。

地球環境への寄与

Contribution to the global environment

Hydrogen power generation will assist in
transforming the future global environment
into a carbon-neutral society through a
virtuous cycle of the economy and the
environment.

Decarbonization of energy supply
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水素ガスタービン
Hydrogen gas turbine

水素発電は、経済と環境の好循環により、地球
環境の未来をカーボンニュートラル社会へ変革
をもたらします。

Hydrogen Storage Project

三菱重工は化石燃料から排出される
CO2を回収し、有効活用または地中
に貯留するCO2回収・有効活用
（CCUS）分野で世界トップシェア
を誇ります。

水素発電技術 Technology for hydrogen power generation*

高効率石炭火力 IGCC
High-eﬃciency coal-ﬁred IGCC

水素貯蔵プロジェクト

投資コストの抑制
Minimal investment

キャリアへの柔軟性
Carrier agnostic

最小限の改造で水素発電可能

低純度な水素、多様なキャリア

minimal modifications for
hydrogen power generation

less pure forms of H2,
any type of carrier

日本語 URL：https://power.mhi.com/jp/special/hydrogen
English URL：https://power.mhi.com/special/hydrogen

需要喚起
Driver of demand
コスト削減の促進

further cost reduction

Mitsubishi Power will deliver hydrogen gas
turbine (840MW) to Intermountain Power
Agency in 2025.
2045年に水素専焼予定。

This Gas Turbine will be fired with
100%Hydrogen by 2045.
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