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【太陽エネルギー特集】太陽光発電 

 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－太陽光発電 

 
本稿では、欧州委員会（EC）は2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状

と展望－欧州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討1」

から「太陽光発電」を取り上げその全文を紹介する。 
 

 
 
 
 
 

 
1. 概要：研究の主要分野と主要関連国 
太陽光発電(PV)は、2050年後の長期的視点の欧州の電力供給の主要な割合に寄与す

る可能性を持っている。しかしながら、2030 年までのその貢献は、欧州電力需要の
1%以下と、やや限られている 2。全体の目標は、2030年までに欧州の太陽光発電によ
る意味がありかつ成長する浸透性を持って電力セクターのグリッド接続太陽光発電シ

ステムの使用拡大、ならびに 2020年までの非グリッド市場での重要な浸透を拡大する
ことである。このような目標は、材料と製造工程の新しい開発を必要とし、太陽電池

素子の物理を製造工程技術にリンクさせるであろう。 
 
  太陽光発電 

研究開発領域 結晶シリコン、薄膜、新しい概念、統合化構築 

商業化 隙間産業あるいは副次的計画 

主要国 日本、米国、ドイツ 

期待される EUエネルギ
ー政策目標への貢献 

2030年以前は欧州電力供給の 1％ 
大きなシェアは 2050年以降 

ECの政策による後押し EU指令 

主要加盟国 
ドイツ、オランダ、イタリア 

（加盟国の太陽光発電研究開発資金の～65％を占める） 

 
現在まで明確な完成技術を持っていない、2 つの異なる目的と戦略は、基本的に異

なる技術ラインによっていると考えることができる。 
                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios”。この報告書については本号の「風力エネルギー」の項の冒頭
参照。 

2 例えば、欧州のエネルギーと輸送-2030年の動向と比較。 

― 太陽光発電： 目 次 ― 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 
2．EC、加盟国およびその他の国の研究対象 
3．太陽光発電の研究資金 
4．評価と結論 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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－ 結晶シリコンの分野は、非常によく確立されている。 (一部では非常に奨励さ
れた)市場のための製造が既に存在している。長期的戦略は、研究開発活動と規
模の経済に基づいた発展的改善によってコストを下げることである。 

－ 例えば、色素増感太陽電池、有機太陽電池あるいはナノテク関連概念のような
薄膜や新しい概念は、まだほとんど市場には参入していないし、また、これま

でのところは研究所または実証段階に限られている。戦略の目標は、この新し

い概念や新しい材料の導入によりコスト削減で大きな進歩を達成することで

ある。 
 
経済面においては、日本は主として太陽光発電システムの設置のための国家の強い

支援活動の実施により、市場力および産業ノウハウの点から米国から国際的リーダー

シップを奪った。しかしながら、欧州は設置量と産業生産能力の両方に関して追いつ

いてきている。 
 

2. EC、加盟国およびその他の国の研究対象 
 
ECの研究優先順位は、太陽電池から生産された電力のコスト低減の方へ強く方向付

けられている。現在、太陽光発電についての EC研究には 3つの焦点がある。 
 
－ 結晶シリコン分野の EC資金提供研究は、加盟国によって行われている既存の
アプローチと調整活動を向上させことを目標としている。いくつかの長期的活

動に加えて、製造工程を向上させることを目指し、さらにシリコン供給材料を

含んだ大量の短期的中期的な研究がある。 
－ 結晶シリコン代替は、徹底的なコスト低減になる技術的な進歩を達成する意図
で研究されている。ここでの EC研究の焦点は薄膜技術にある。例えば、色素
増感太陽電池、ナノテクノロジーなどの新しい概念や新しい材料についての研

究は、明確な長期的視点で行われている。 
－ 太陽光発電システムおよび特にビルディング（建物）一体化などの統合化問題
についての研究は、短期的基盤で行われている。この研究は、一部は特定プロ

ジェクトで取り組まれ、また上の 2 つの問題についても統合プロジェクト(IP)
へ一部が統合されている。 

 
強調されるべき興味あるプロジェクトは PV MIPS3である。これは、材料、電池お

よびモジュールに注目する大きな統合プロジェクトによって占められている現在の太

陽光発電ポートフォリオの中で非常に例外的である。このこととは非常に対照的に、

PV MIPS は、コストを削減し、太陽光発電を市場へもたらすことを目標としており、
短中期的な計画期間を持っている。 
                                                  
3 Photovoltaic Module with Integrated Power conversion and interconnection System 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PV MIPSは、プロジェクトの大きさが 1,050万ユーロで 440万ユーロの EC資金提供を持

った統合プロジェクトである。プロジェクトの主要な目標は、統合化電力変換システムを持

った新しい世代の太陽光発電モジュールの開発と実証であり、グリッド連系システムによる

発電電力のコストを低減させることである。 
この研究は、建物一体化統合化太陽光発電への強い関心を持ち、それにより、欧州の人口

密集地域での利用へ太陽光発電技術の展望を向上させる。ドイツ、オランダ、オーストリア

およびギリシアからの主要な研究および産業パートナーがこのプロジェクトに関与している。

プロジェクトは 2009年の完成後に評価に入る。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
非技術的障壁ならびに市場の太陽光発電利用促進支援は、2003年の終わりに EC委

員会によって始められた新しいプログラムの「知的エネルギーの欧州 4」によって取り

組まれている。 
特に再生可能エネルギーに対応するプログラムの ALTENER構成要素は、電力供給

システムへ統合された大型太陽光発電機と同様に個々の住居での小規模太陽光発電利

用の準備を行う。特に熱電併給概念への太陽光発電統合化の実証は、CONCERTO5の

下で資金提供されたいくつかのプロジェクトでもまた取り組まれる。 
国際協力に対応するプログラムの COOPENER構成要素は、エネルギー効率と共に、

再生可能エネルギーサービス(太陽光発電を含む)の提供を通じて、開発途上国の田舎や
市街地両方での有望な持続可能な開発および貧困緩和を目標としたプロジェクトを支

援している。 
 
加盟国の太陽光発電研究開発ポートフォリオは、ECポートフォリオと比較的密着し

ている。しかしながら、加盟国レベルの太陽光発電への研究は、非常に種々雑多であ

る。また、活動的な国々は異なるレベルの取り組みで異なる太陽電池形式の研究を行

っている。多くの場合、研究もまた産業活動にリンクしている。欧州ではこの分野で

活発な多数の中小企業に方向付ける傾向が全国的に存在する。 
 
すべての国々の一般的な焦点はコスト低減にある。研究は、一般に、太陽電池レベ

ルの非常に基本の基礎研究から、産業レベルの実装を目指す応用研究にまで及ぶ。欧

州の主要な関係国はドイツ、オランダおよびスイスである。 
 
－ ドイツは、多くの研究分野で活発である。技術的目標は、シリコン供給材料技
術、薄膜技術(研究所から市場へ)およびシステム統合の強化を含んでいる。 

－ オランダでは、研究された主要な技術は、ウェーハ基盤(多)結晶シリコンおよ
                                                  
4 Intelligent Energy-Europe( http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html)。この中のプロジ
ェクト（構成要素）として ALTENER、COOPENERなどが含まれている。 

5 FP6で行われたプロジェクトの一つ
（http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/rtd/concerto/index_en.htm） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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び薄膜技術(特に低温薄膜シリコン)の両方である。 
－ スイスでは、色素増感太陽電池、有機太陽電池などの新しい材料分野で強い知
識基盤がある。システム開発と実証分野で特に重点を置いているのは建物一体

化太陽光発電である。 
 
EU レベルで太陽光発電研究開発活動の調整を向上させるために、様々な活動が企

てられてきた。太陽光発電欧州技術プラットフォーム 6 を立ち上げる会議が 2004年 9
月 28 日にブリュッセルで開催されている。別の活動には、太陽光発電分野の 11 ヵ国
の省庁とエネルギー機関の国および地域の研究プログラムを一緒に集める PV 
ERA-NET7がある。PV ERA-NETの最初の仕事は、国および地域レベルでの進行中の
研究活動の評価であった 8。 

 
産業界レベルでは、活動は比較的よく調整されている。EPIA9は、多くの SSAと調

整活動に関係している。例えば PV Catapult10は、太陽光発電セクターの欧州産業界、

研究社会および他の重要な利害関係者からの 70 人を越えるパートナーが関与する
FP611 内の新しい調整活動である。 

 
最近の 10 年間に、日本は、太陽光発電分野の設備容量、市場力および産業的知識の

点において、米国から世界のリーダーシップを引き継いだ。両国の産業活動は、太陽光

発電システムの設置支援計画に支持されていた。両国は、大きな太陽光発電研究開発資

金提供の長い伝統を持っており、一般的な面に関しては、その研究目標は EUのものに
似ている。システムレベルでのコスト低減および効率向上が主な焦点である。研究は、

非常に基礎から応用までの範囲にわたり、産業界の関係者を含んで実行されている。 
 
日本で設定されている研究優先順位は、産業界の興味に強い焦点を持つややトップ

ダウン的なものであると一般的に見られている。太陽光発電の場合には、このアプロ

ーチは、日本の太陽光発電産業が例えばシャープのような数社の世界的企業が優位を

占めているという事実に支持される。中小企業によって占められる欧州の太陽光発電

産業の構造とは全く対照的である。研究活動の大部分は NEDOによって扱われ、次の
優先順位を決定している。 
－ 先進太陽電池およびモジュールの開発 
－ 革新的な太陽光発電技術のための研究 

                                                  
6 European Technology Platform on Photovoltaics 
7 Photovoltaic European Research Area Network 
8公に利用可能な報告書は、11ヵ国の太陽光発電研究開発活動およびその一般的な目標設定の概要を提
供している。しかしながら、資金提供の外観を提供せず、優先順位を詳細に分析していない。 

9 European Photovoltaic Industry Association. 
10 Coordination Action within the 6th Framework Programme of the EC 
                                           http://www.pvcatapult.org/overview.asp 
11編集部注 FP6：第 6次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006年）。その前が FP5。

FP7が 2007年 1月より始まっている。 
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－ 大量展開用の太陽光発電システム技術 
－ 太陽光発電システム普及の加速技術の開発 
 
米国の優先順位決定 (米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局)は、

EU 太陽光発電研究と同じ範囲をカバーしている傾向がある。エネルギー効率・再生
可能エネルギー局の研究プログラムは、生産チェーンに沿って構造化され、次のもの

に注目している。 
－ 基礎研究 
－ 材料および装置 
－ 技術開発 
 
最も顕著な差は、光集光システムにマウントされた超高効率電池の分野で明らかであ

る。これは、ECの FP5での資金提供をほとんど受けていない技術パスで、EUの現在
の研究活動においても僅かな技術パスである 12。ここで、米国は多角的戦略に従い、そ

れにより、産業界が合理的であると考える技術的アプローチのすべてを支援している。 
 
中国は、太陽光発電研究開発の活動増大を見せ、実質的に全ての面を取り扱っている。

焦点は次のものにある。 
－ 単結晶シリコン太陽電池 
－ 薄膜太陽電池 
－ 化合物半導体太陽電池 
－ 色素増感 TiO2太陽電池 
 
国家改革計画委員会は、太陽光発電システムの設置で支援を増大させている、また、

太陽光発電の戦略的産業ポリシーの点からますます太陽光発電を支援している(例え
ばシリコン供給材料プラントの支援)。この点で、研究社会と産業界の開発の間のより
接近したリンクは、中国の今後数年間に予期することができる。 

 
オーストラリアは、結晶シリコン分野に強い能力を持っており、基礎研究レベルは

さらに強い。 
 

3. 太陽光発電の研究資金 
 

ECが資金拠出する研究 
一般に、太陽光発電は、すべての再生可能エネルギー技術の資金提供で最も高い割

合を持っている。これは、日本や米国の活動と同様に、EC 資金提供研究においても、

                                                  
12 この技術的アプローチは直射日光に依存し、従って、一部の地理的地域に制限される。宇宙応用の太
陽電池に関する研究との研究オーバーラップが存在する。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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また EUレベルの EC加盟国における活動においても同様である。 
 
FP5においては、太陽光発電は ECにより資金提供されたプロジェクトの 60%に相

当していたので、太陽光発電ポートフォリオは明白に中長期的研究の重点に置かれて

いた。FP6では、主な重点は結晶シリコン研究に置かれ、FP6 太陽光発電資金提供合
計の 30%以上を受け取っている。 

 
材料、電池およびモジュールの分野での EU の資金提供(3,720 万ユーロ、これまで

に提供された FP6太陽光発電予算の 65%)の主なシェアは、3つの IP(統合プロジェク
ト)によって説明される。太陽電池レベルの基礎研究から、結晶シリコン、薄膜および
新しい概念等の各々の太陽電池形式のモジュールレベルでの基礎および応用研究まで

の横の統合を目指している。殆どのプロジェクトは、中長期的研究の方向を目指して

いる。したがってこの分野における EUの研究の明瞭な計画対象期間を示している。 
 
高まる重点は、調整と協力の促進に置かれている 13。予算の 15%以下が、太陽光発

電システムと太陽光発電ビルディング統合に向けられている 14。普及と実証の資金提

供は、FP5から FP6で劇的に削減された。しかしながら、さらに 1回の募集があるこ
とと、ECのエネルギー・輸送総局(DG TREN)は FP6の前回の募集では提案が少なか
ったことを考慮に入れるべきである。 

 
EU加盟国レベルの研究 15 
太陽光発電研究に特に活動的な加盟国では、太陽光発電はその再生可能エネルギー

ポートフォリオで最大のシェアを構成している。しかしながら、この分野の欧州の資

金提供レベルは、再生可能エネルギー資金提供と比較して、絶対量、相対量の両方で

低減されている。この低減は、予算削減によるドイツで最も顕著であった。FP5 期間
に活発な研究活動があったイタリアではなおさら多く、資金提供は 1997年と 2003年
の間におよそ 50%削減された。ただ一つの例外はフランスで、資金提供が過去 5年間
にわたって非常に急激に増加した。 

 
 
 
 

                                                  
13注目すべき 2つの調整イニシアティブ：評価・調整 MS活動(PV ERA-NET)および産業統合を目指し
た活動(PV Catapult)。 

14先行プロジェクトと考えられる 1つの IPに加えて、この分野の主な手段は STREPSである(上記の PV 
MIPSを参照)。 

15資金提供データは一般的な IEA資金提供データ(IEAインターネットデータベースによるアクセス)で
あることに注意：他の出所と明白な違いがある。特に IEA 太陽光発電 PSデータは特に異なっている。
いくつかのグラフにおいて、国家間の比較として使用されている。 
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              出典：IEAデータベース 16 

主要な関係国は、2000 年から 2004 年の間に 3,000万ユーロ近い年間資金提供のド
イツと EU で最も高い一人当たり資金提供の年間 1,200 万ユーロを持つオランダであ
り、同様に、資金提供が減少している年間 1,200 万ユーロのイタリア、資金提供が年
間 1,000 万ユーロで増加中のフランスおよび年間 500 万ユーロの英国である。スペイ
ンの例は興味あり、1 年当たり 400 万ユーロのやや少ないスペインの資金提供にもか
かわらず、スペインの研究機関は EC資金提供研究に確実に参加している。 

 
新しい加盟国では、一般に活動はほとんどない。そして、活動があるときは、主と

して新しい材料に集中する傾向がある。非常に活動的な国々は、ポーランド、ハンガ

リーおよびエストニアである。ルーマニアは、実証とシステム関連研究で非常に活動

的である。すべての新しいメンバー10ヵ国を積算した年間資金提供は、100万ユーロ
以下であった(1996 年から 2003 年の間の予算平均) 17。これらの国々のパートナーと

しての EC 資金提供は、ほとんど等しい大きさであった。しかしながら、予算は増加
しており、ポーランドの 2004年の資金提供は 50万ユーロに接近して、上昇している。 

 
さらに、太陽光発電が全体としてまた特に１人当たりでの高いレベルの資金提供を

受けるスイスは重要である。2000 年と 2004 年の間の研究開発資金提供は、1 年当た
りほとんど 1,000 万ユーロであった。しかしながら、再生可能エネルギープログラム

                                                  
16 データは、太陽光発電にはっきりと属する公的資金のみを含む。多くの国々で、太陽光発電のための
追加資金提供はその地方から出ている。ドイツの場合には、ヘルムホルツ・ゲマインシャフトの資金

提供は含まれていない。フランスと米国の資金提供データは 2000年～2003年の年平均に基づく。あ
る年の IEA 太陽光発電 PSによって公表されたデータは、個々の国々に対して 5倍以上も大きく異な
ることに注意。(IEA2001と IEA2004を比較) 

17出所：PV-NAS NET 2004 

太陽光発電―年間平均研究開発資金（2000年－2004年） 
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図 1  主要な国際関係国と比較した EU加盟国および ECの太陽光発電研究開発の資金提供 
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中の 20%の一般削減により、個人や産業の資金提供や他の手段がその削減を埋めるこ
とができない場合、実証プロジェクトの急激な下落は次の 3年にわたって予想される。 

 
その他の国の研究 18 
日本の研究開発の取り組みは、過去の市場刺激プログラムにより強く支援された。

日本の太陽光発電研究開発予算のおおよそ 3 分の 1 を占める主要な研究活動の役割は
NEDO(新エネルギー・産業技術開発機構)によってなされた。NEDOは、2004年には、
全体で 4,700万ユーロの予算を持っており、以下のように分けられた(NEDO 2004)。 
－ 先進太陽電池とモジュールの開発： 1,710万ユーロ 
－ 革新的な太陽光発電技術の研究： 1,570万ユーロ 
－ 大量生産用太陽光発電システム技術： 840万ユーロ 
－ 太陽光発電システムの普及を促進する技術の開発： 580万ユーロ 
 
米国では、太陽光発電研究開発予算は、最近では 1996 年にピークに達し(約 8,500

万ユーロ)、急激な減少の後、近頃は非常に安定している。米国の太陽光発電資金提供
の大半は、米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局の研究プログラ

ムから与えられている 19。2006年予算の 6,300万ユーロは以下のように分類された。 
－ 基礎研究： 2,640万ユーロ 
－ 材料と装置：2,400万ユーロ 
－ 技術開発： 1,260万ユーロ 
 
加えて、軍事および宇宙活動と関係するプログラムがある。更に、多くの連邦州が、

一般により短期でまた実証指向である資金を提供している。 
 
2000 年から 2004 年の間のオーストラリアの太陽光発電のための研究開発資金提供

は、1年当たり 400万ユーロになっている(出所 IEA)。 
 

4. 評価と結論 
 

中心的技術 

 
EC、米国、日本ならびに欧州国の先頭に立つドイツ、オランダおよびスイスの資金

提供配分は、具体的な技術パスに対して決定された予算優先順位に関しては非常に類

似している。 
 
                                                  
18資金提供データは一般的な IEA資金提供データであることに注意(IEAインターネットデータベースに
アクセス)：他の情報源とは明瞭な違いがある。特に IEA 太陽光発電 PSデータに変動がある。いくつ
かでグラフの国家間の比較に使用されている。 

19 エネルギー省 2005 
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技術パス 

重要領域 
EC 米国 日本 ドイツ オランダ スイス

材料、電池およびモジュール ＞60％ 80% ＞60％       

システムおよび 

統合構築太陽電池 
            

標準化             

支援行動             

普及と実証             

■高比率(太陽電池への資金拠出の 30％以上) ■中比率(15％以上) ■限定的(15％以下) 
 
技術のどれもがまだ完成技術と見なすことができないという一般的な見解により、

研究トピックスは、すべての国において非常に多様であり、様々な代案が同時に研究

されている。主な焦点は、材料、電池およびモジュールにある。欧州、米国および日

本では、様々なタイプの結晶シリコン、薄膜あるいは他のものすべての技術が、すべ

ての選択の余地を可能とする意図で研究されている。 
 
主要な活動は、電池とモジュールレベルでの改良による、コスト低減と効率向上を

目指しており、基礎的で長期的な研究の割合が高い。効率向上とコスト低減を産業界

の大量生産プロセスに利用可能にすることが一般的な目標である。この目標は、研究

計画と研究目標確立の手続きの両方で産業界の強い関与によって実現される。 
 
どのように研究プログラムが立てられ、優先順位が設定されるかにおいて、違いは

明白である。米国では、明確な目標が、部分的に指標と目標値の形式で、「太陽エネル

ギー技術プログラム(DOE2004)」に記述されている。EC については、FP6 の取り組
みプログラムはやや一般的な戦略トピックを概説しており、参加者は、比較的高い自

由度でこの枠組み内の研究計画を定義することができる。これらの異なるアプローチ

から生じる結果は、プロジェクトごとの基準で評価されなければならないだろう。こ

の研究で得られた結果の見通しから、研究計画がどの程度まで実際に産業の要求と一

致しているか評価することは可能ではない。 
 
加盟国レベルでは現在は全く種々雑多である太陽光発電研究開発活動のより良い調

整のために、最近、EU レベルでの力強い取り組みが行われている。様々なイニシア

ティブの影響は、今後注意深く評価される必要があろう。しかしながら、加盟国レベ

ルで実質的で詳細な太陽光発電活動の情報を提供する IEA の太陽光発電 PS 実施協定
とのより密接な提携により、ECの調整活動が利益を得ると言えるであろう。多くの利
害関係者が、これらの最近の調整活動を継続し、強める必要を示している。欧州の太

陽光発電産業とそしてその中での調整も同様に確立されていると理解されている。欧

州の産業知識ベースを強化し続けるために、研究プロジェクトに太陽光発電産業を関

与させるだけでなく、将来の研究を設定する優先順位に絶え間なく参画することは重
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要である。 
 
EU と日本／米国の間の関係は非常に競合的な関係である。日本とは、好ましい情

報交換は存在するが、協力関係は存在しない(水素の分野での米国とのような共通プロ
ジェクトは存在していない)。取り決めが難しいかもしれないが、個々の米国連邦州と
の協力であったとしても、米国との協力の発展は有益である。特に、前競争的な分野

では、協力と同様によりよい調整もより効率的な知識の獲得をもたらすであろう。 
 
 

資金拠出 
太陽光発電研究開発のための資金提供は、過去 15年にわたって国際規模で増加して

いる。しかしながら、様々な世界の領域での活動は全く異なる特性を示す。 
 
－ 米国での資金提供は 1980年代の初めにピークとなり、また、1985年から 1年
当たり 5,500万－6,000万ユーロのレベルでかなり一定であった。 

－ 欧州は、1991年に急激にその資金提供を増加させ、過去 15年にわたって 1年
当たりほぼ 9,500万ユーロを費やした。過去 5年で、資金提供の 20%は ECか
ら出され、ドイツ、オランダ、フランスおよびイタリアの最も活動的な加盟国

から 60%が出されている。 
－ 日本は、1980年代と'90年代にその資金提供を 1年当たり 5,000万ユーロから

2004 年に大体 1 億 5,000 万ユーロまで劇的に増加させた。欧州と日本の活動
の比較は、過去 5年の間、太陽光発電研究開発への投資ほとんど等しいレベル
にある。 

 
米国は欧州の太陽光発電予算のおよそ 3 分の 2 を費やしている。相対的には、欧州

と米国は太陽光発電研究に再生可能研究開発予算のおよそ 30%を配分している。一方、
日本は、全体の再生可能研究開発資金提供のおよそ 3分の 2(68%)を太陽光発電に割り
当てている。太陽電池およびモジュールの生産での日本の産業リーダーシップは、主

として、日本で 1990年代中頃に立ち上げられた太陽光発電システム設置への大規模な
支援制度に関連づけることができる。 

 
研究と技術開発 
結論として、太陽光発電は、現実的な発電の点から次の 10年間はごく僅かしか貢献

できないが、優れた長期的可能性を持っていると理解できる長期的な戦略分野と見な

されていると言えるかもしれない。 
 
欧州、日本および米国、そして強烈に成長している中国のような他の国々は、強く

太陽光発電研究開発に投資している。僅かな相違は別にして、太陽光発電の完成技術
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がこの時点で明白ではないので、すべての資金提供国の戦略は、太陽光発電技術の広

い領域を研究する広範囲なアプローチに従うであろう。 
 
現在、欧州の太陽光発電研究は、全般的なコストの低減と高効率化へ向かっている。

高まる焦点は、統合化構築に置かれている。それは人口密度の高い欧州内での大きな

利用可能性があると見なされている。 
 
しかしながら、より長期的には、欧州外の太陽光発電利用の大きな可能性ある。こ

のことは、例えば開発途上国で太陽光発電に融資するビジネスモデルのような経済社

会研究と同様にスタンドアロン型(オフグリッドおよびマイクログリッド)応用のため
の適用を含んで、太陽光発電の輸出戦略をどのように支援することができるかの評価

を必要とする。 
 

( 出典：The State and Prospects of European Energy Research Comparison of 
Commission, , Member and Non-Member States R&D Portfolios, pp3842,  
http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm ) 
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