
参考資料１：電力・エネルギー部門の関連技術の中長期展望

小項目 ～２，３年 ５年 １０年

オンライン化 機器診断IoT化 自動検針 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 診断,予測,保全 系統監視 ｵﾝﾗｲﾝｺﾐｭ高度化 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾂｲﾝ ﾌｫﾛｸﾞﾗﾑ ｽﾏｰﾄﾄﾞｸﾀｰ

人の支援技術 AR,VR AI,ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ活用 行動分析・予測 AR,VR AI,ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ活用 自動運転 高度ｾﾝｼﾝｸﾞ 自動故障復帰 全自動運転

輸送・物流 ﾄﾞﾛｰﾝ 無人運転 ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ ﾄﾞﾛｰﾝ 無人運転 高速無線  ﾊｲﾊﾟｰﾙｰﾌ AR拡張実現 遠隔存在技術

モノの製造生産 ｱｼﾞｬｲﾙ産業ﾛﾎﾞ 新型ｾﾝｻｰ ｱﾅﾘｽﾃｨｸｽ AI活用製造 ３Dﾌﾟﾘﾝﾀ ﾏﾃﾘｱﾙｽ,ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 高度SCMｼｽﾃﾑ

監視・制御・保守 AI活用による自動化 省力化（ｽﾏｰﾄｸﾞﾗｽ等） データ収集 AI活用による自動化 AIによる完全自動化

保安通信網 5G・高速光通信 6G・ﾃﾗﾍﾙﾂ光

自動化・ロボテクニクス 遠隔存在技術 ｾﾝｻ計測画像診断 非接触給電 遠隔存在技術 ｾﾝｻ計測画像診断 非接触給電 遠隔存在技術 ｾﾝｻ計測画像診断 非接触給電

スマートシティ ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ高度利用 ｴﾈﾏﾈｼｽﾃﾑ DC給電・ｾｷｭﾘﾃｨ ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ高度利用 DC給電・ｾｷｭﾘﾃｨ  ITS ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ高度利用  ITS DC給電・ｾｷｭﾘﾃｨ

セキュリティ
ﾘﾓｰﾄ対応拡充とｾｷｭﾘ
ﾃｨ強化

系統情報ｵｰﾌﾟﾝ化・ｻｲ
ﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ強化

分散型電源取引の情報
秘匿方式

量子暗号（普及）

パワーと情報 配電IT化(実証) ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(実証) 配電IT化(実用化) ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(実用化) 配電IT化(社会実装) ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(社会実装)

脱炭素に向けた３R ﾘﾕｰｽ,ﾘｻｲｸﾙ技術 寿命診断技術 ３Rビジネスモデル
生分解性材料の部分適
用

ﾘﾕｰｽ,ﾘｻｲｸﾙ蓄電池普
及技術(国内)

PCB処理技術
生分解性材料の全面適
用

ﾘﾕｰｽ,ﾘｻｲｸﾙ蓄電池普
及技術(世界)

資源循環型電力機器

プラ・環境材料・バイオ生産
プラ・環境材料の
開発技術

ﾌﾟﾗｽﾞﾏを利用した新機
能材料創製

植物由来素材の活用 メタネーション 新素材の量産化

再エネ・エネシス 大規模洋上風力関連技術 ｽﾏｰﾄｲﾝﾊﾞｰﾀ関連技術 水素製造,運搬,利用技術
再ｴﾈ導入拡大に伴う電
力系統課題対応

再エネ電源出力の予測
精度向上

DC遮断器大容量化 浮体式風力の技術確立 蓄エネ,創エネ（水素）

鉄道・リニア 直流遮断技術 ｴﾈﾙｷﾞｰ回生技術 雷害対策，EMC 半導体型直流遮断器 水素車両（水素ﾈｯﾄﾜｰｸ） 雷害対策，EMC 雷害対策，EMC

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(PV,WF) 雷観測技術 直流絶縁,遮断技術 直流送電の絶縁設計 直流送電の耐雷設計 直流送電のEMC設計 超ｽﾏｰﾄ社会の実現 水素発電 直流配電

温室効果ガス削減 SF６代替ガス機器実用化 使用済SF6ガス処理技術

ゼロエミッション火力 水素・ｱﾝﾓﾆｱ発電(混焼) 慣性力、需給調整市場整備 水素・ｱﾝﾓﾆｱ発電 CCS付ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

水素 水素製造,運搬,利用技術 水素・ｱﾝﾓﾆｱ発電(混焼) 水素利用バスの一般化 ｴﾈﾙｷﾞｰｷｬﾘｱとしての水素利用 ｸﾞﾘｰﾝ/ﾌﾞﾙｰ水素製造 メタネーション(P2C)

再エネ・エネシス ｽﾏｰﾄｲﾝﾊﾞｰﾀ関連技術 災害時の再エネ自立運転 電力系統解析の自動化 ｽﾏｰﾄｲﾝﾊﾞｰﾀ関連技術
再エネ電源出力の予測
精度向上

短工期,短寿命設備開発 次世代太陽光発電
大容量高速高効率ｲﾝ
ﾊﾞｰﾀｼｽﾃﾑ

送配変電設備の撤去技
術

直流系統 多端子自励式直流送電
交直電力変換設備の低
損失化と低ｺｽﾄ化

直流海底ｹｰﾌﾞﾙによる
地域間連系線

デジタル化 仮想空間拡張技術 ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析技術 実空間とｻｲﾊﾞｰ空間の融合 高度ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ活用技術 ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝｼﾃｨの実現

電化の促進 EV, HPシフト VPP, V2G 船舶の電動化 ﾊﾞｯﾃﾘｰR&Dでのｺｽﾄ低下 航空機の電動化 超電導ﾓｰﾀｰ 完全自動運転EV

二酸化炭素吸収分離 イオン液体の開発
排ガス中CO2のｲｵﾝ液
体静電噴霧による選択
吸収分離

水素燃焼利用効率化・高速出力調
整電源

水素燃焼ﾌﾟﾗｽﾞﾏ技術
水素利用MHD発電ｼｽﾃ
ﾑ解析技術の開発

脱SF6
代替ガスによる大容量
遮断技術

温暖化ｶﾞｽﾌﾘｰ電流遮断
技術

超高圧へのVCB適用

核融合による脱炭素化 核融合技術

電化 乗用車のEVシフト
EV充放電設備の拡充
(VPP)

熱利用のHPシフト V2G普及 HP等を含むVPP普及
自動運転EVとV2Gの連
動

EV等のVPP普及時の電
力ｼｽﾃﾑの 適運用

セクターカップリング
電力設備(電柱,鉄塔)へ
の5Gｱﾝﾃﾅ設置

通信ﾈｯﾄﾜｰｸと電力系統
の連携によるｴﾈﾙｷﾞｰ効
率向上

再エネ
分散ｴﾈﾘｿｰｽを 大限
活用できるﾏｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
開発

多様化する需給形態に応じたｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの構築

横断的なエネルギーの
整合性調査

各種情報提供システム
の整合性調査

各種情報提供システム
のGIS統合

多様なｴﾈﾙｷﾞｰ資源の
確率的な不確実性を統
合的に扱う系統管理手
法

需給双方向予測技術の
実用化

ｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ計画手
法の確立(次世代型系
統計画手法の確立)

送配電 需給予測
直流送電・配電(変換器,
遮断機,絶縁・診断)

直流送電・配電
（DC/DC 変換）

ﾄﾞﾛｰﾝ等の小型機器ﾜｲ
ﾔﾚｽ送電

超電導回転機ｼｽﾃﾑの
要素技術の実証

直流送電・配電（ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ）

ﾏﾙﾁﾎｯﾌﾟ型ﾜｲﾔﾚｽ送電
超電導発電、送電ｼｽﾃﾑ
の導入

高効率発電 核融合技術

サーマルマネージメント 長距離熱輸送
磁性流体によるﾎﾟﾝﾌﾟﾌ
ﾘｰ冷却ﾃﾞﾊﾞｲｽの高機能
化

低熱源の有効利用
生活空間の温度能動制
御と 適化

極限環境適応型の長距
離熱輸送技術

高熱源の冷却技術の確
立と実装

レジリエント対応（災害復旧） DC配電 災害復旧用移動式変電所 対災害用ﾜｲﾔﾚｽ給電技術

スマートシティ
電力,ｶﾞｽ供給のﾈｯﾄﾜｰｸ
化

長期的な設備投資や維
持管理

地域性,ﾕｰｻﾞｰ特性に合
わせたｼｽﾃﾑ移行

ｴｺｼｽﾃﾑの検証
ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ活用ﾓﾃﾞﾙ検
証

大規模集中,分散供給ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ 適化実用化

DC/AC遮断器の高性能
化

遮断器の高調波対策
ｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消のｴｺｼ
ｽﾃﾑ実装

電池 二次電池長寿命化

電源 水素発電 燃料電池 水素インフラ

マイクログリッド スマートPCS
公共交通機関ｵﾌﾋﾟｰｸ化
反映したｴﾈﾏﾈ推進

離島における再ｴﾈ活用
周波数安定化技術の多
様化

自立運転可能なﾏｲｸﾛｸﾞ
ﾘｯﾄﾞの実運用

地産地消のｴﾈﾙｷﾞｰ活用
ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ間の連系、
電力取引

DERMS
PV,蓄電池等を用いた小
規模負荷のｵﾌｸﾞﾘｯﾄﾞ化

エネルギー地産地消
ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ技術開発(単
独・連携)

ｴﾈﾙｷﾞｰ効率に優れた
直流ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ技術の
開発

農林業機械電化・漁船
電化

ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ同士の高度
な連系によるﾚｼﾞﾘｱﾝｽ
向上

分散電源
ｲﾝﾊﾞｰﾀで構成された電
力系統の制御技術

働き方 働く場所の分散化 労働時間の分散化

電力システム・事故検出
分散電源連系下の事
故・断線検出

分散電源導入下のｼｽﾃ
ﾑ制御

再エネ 再エネの促進 蓄電池による平準化 連系線強化 変動型再ｴﾈの実用化 非変動型再ｴﾈの実証 電力貯蔵技術の多様化 変動・非変動型再エネ複合社会 沖合洋上風力からの電力輸送 長距離/長尺,直流,電力貯蔵

地域間連系（多極化、集中化）
電力の世界連系開発検
討

グリッド関連系・Iot化検
証

電力の世界部分連系
グリッド関連系・Iot化実
用化

電力の世界連系の社会
実装

ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ社会実装 ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ実用化

系統運用高度化
電力取引のための監視
制御

柔軟性資源のｱｸﾞﾘｹﾞｰ
ｼｮﾝ技術

送配電系統の電圧,電流
制御機器の高度化

再エネ電源用出力制御
技術,制度整備

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚｲﾃｨﾝｸﾞによる
設備限界運用

他業種と連動した分散
化方式の創案

高解像度な系統混雑管
理技術

需給一体的な運用によ
る系統の 適利用

ＶＰＰ
電力取引のための監視
制御

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟなど需要家機
器のVPP制御

蓄電池群としての調整
力活用の監視制御

電力のP2P取引
VPPの普及と取引監視
のﾋﾞｼﾞﾈｽ化

海洋活用 浮体式発電 潮力発電
海洋活用に向けたDC遮
断器の大容量化

海洋資源由来電池技術

環境保全 ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いた排ｶﾞｽ,水処理 磁気分離による水処理 環境調和(絶縁油) ﾌﾟﾗｽﾞﾏ農業応用 磁気分離による水処理 排水浄化による中水への利用 ﾌﾟﾗｽﾞﾏによる水環境の浄化 環境水中の難分解性物質の除去 SF6代替ｶﾞｽ

資源有効活用のためのリユース・リ
サイクル

ﾒﾀﾙｻｲｸﾙ推進 生分解性材料の検討 完全ﾒﾀﾘｻｲｸﾙ 電気自動車ﾊﾞｯﾃﾘｰのﾘﾕｰｽ 太陽光ﾊﾟﾈﾙ,ｶﾞｲｼ他の再利用 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池のﾘｻｲｸﾙ 資源循環型電線・ｹｰﾌﾞﾙ 生分解性材料の全面適用

ｴﾈﾏﾈ/ｽﾏｰﾄｽﾘﾑ化 自立運転技術
屋根置きPVとHPのｾｯﾄ
での普及

ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ可能なﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

CEMS/BEMS
過疎地におけるｺｽﾄﾊﾞﾗ
ﾝｽのとれたﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ
適用ｼｽﾃﾑ

家庭内電気利用と屋根
置PV,自家用車ﾊﾞｯﾃﾘｰ
の連係

スマートシティー/都市
OS

V2G
ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ間の連系、
電力取引

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/設備余寿命推定
ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ解析による設
備余寿命の推定

運転中設備状態監視に
よる設備寿命の推定

託送料金算定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
支援

設備保全・故障にかか
るﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ解析による
設備寿命予測

半導体のｵﾌﾗｲﾝ劣化診
断技術を用いた余寿命
診断

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析を用いた
適な設備投資計画支

援

半導体のｵﾌﾗｲﾝ劣化診
断技術を用いた余寿命
診断

標準化（仕様統一，国際
競争力強化）

設備保守の高度化
画像解析による設備劣
化状況の定量評価

ｽﾏｰﾄｸﾞﾗｽ等IT機器によ
る保全ﾚﾍﾞﾙ向上

AI等による設備異常兆
候把握による保全高度
化

ﾄﾞﾛｰﾝ点検動画の自動
分析によるAI異常判定

高速光通信を用いたﾘｱ
ﾙﾀｲﾑｾﾝｼﾝｸﾞに基づく劣
化診断

AIによる五感ｾﾝｻの導
入による巡視高度化・効
率化

高詳細な衛星画像を用
いた設備巡視の高度化

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾂｲﾝによる絶縁
ｼｽﾃﾑ評価

ﾊﾞｰﾁｬﾙ空間での設備管
理の実現

巡視・点検等の省人化/人口減少対
策

配電線作業用の遠隔操
作ﾛﾎﾞｯﾄ

送変電,配電設備の巡視
用自律飛行ﾄﾞﾛｰﾝ

工事資機材運搬可能な
重量物運搬ﾄﾞﾛｰﾝ

屋外で使用可能な画像
診断技術を用いた設備
点検の自動化

巡視のロボット化・遠隔
制御

ｽｷﾙﾚｽで施工できる送
変電・配電設備の開発

機器故障時、ﾃﾚｲｸﾞｼﾞｽﾀ
ﾝｽ技術による復旧作業

ﾄﾞﾛｰﾝの自動運転の高
機能化による屋外設備
の自動診断

布設/接続作業のロボッ
ト化

レジリエント/強靭化 電線の無電柱化検討
非接触給電技術の高
出力化

乗用車のﾊﾞｯﾃﾘｰ利用ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ普及

電線の無電柱化推進
非接触給電技術の適用
範囲拡大

地中送電線からの給電 電柱レス社会の実現
非接触地中線給電社会
の実現

災害時の緊急電源とな
る蓄電池普及

自然災害対策
設備被害状況把握のた
めの衛星画像解析

停電発生時の早期復旧
システムの構築

停電情報などの迅速な
発信方法

台風被害予測技術の高
精度化

雷予測技術の高精度化
移動式変電所の大規模
化

気象災害に対してﾛﾊﾞｽﾄ
な需給管理技術

健康・医療応用
長寿化に向けた次世代
超高磁場超電導
NMR/MRIの導入

健康促進に向けたMPI
システムの開発

高QOL治療に向けた超
電導ｶﾞﾝﾄﾘｰの市場展開

長寿化に向けた次世代
超高磁場超電導
NMR/MRIの導入

健康促進に向けたMPI
システムの開発

重粒子線治療装置のさ
らなる小型化・高効率化
の実現

次世代超電導装置の普
及による長寿化の進展

健康促進に向けたMPIｼ
ｽﾃﾑの普及

次世代治療装置の実現
と普及による高QOL治
療の一般化

デ
ジ
タ
ル
化

脱
炭
素

エ
ネ
ル
ギ
｜
効
率
の

適
化

分
散
化

持
続
可
能
性


