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－－太太陽陽光光社社会会のの到到来来をを目目指指ししてて－－  
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2030年 国内150GW導入への行動計画提言 

主力電源となる太陽光発電の今後の基軸 
－ 太陽光社会の到来を目指して － 

 
急速かつ持続的に拡大が続く太陽光発電の国際的な潮流を踏まえ、弊社では、予てより、わが

国においてこれを基幹エネルギーとして活用することの重要性を指摘し、太陽光発電産業の発展

に向けて2030年における150GW（累積）導入を2018年2月に提言した。 

折から、2018年7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画において、太陽光発電を含む再

生可能エネルギー発電は「主力電源化を目指す」と明記され、2030年に向けて推進すべき主な施

策とその先への方向性が示された。 

本稿では、太陽光発電を取り巻く国内外の環境を分析し、今後のあるべき姿を想定しつつ、上

記150GW導入を実現するための考え方と行動計画について提案する。 

 

 
〈エグゼクティブ・サマリー〉 

 
世界の太陽光発電の現状と潮流 
世界の太陽光発電の導入量は、2017年 98GW（年間）、401GW（累積）の規模に膨らんだ。29

ヵ国が累積導入量1GWを突破し、8ヵ国が年間導入量1GW以上を記録した。世界の太陽光発電の

発電量（理論値）は、世界の総発電量の2%を上回った。 
太陽光発電の発電コストも低下し、日照条件の良好な地域では、電力調達契約価格が2～3セン

ト/kWhとなり、太陽光発電システムの経済性は、国際的には在来型発電システムと競合できる水

準に到達した。 

 2017年には新設発電所の発電容量260GWのうち再エネ発電が176GW（このうち太陽光発電

98GW）を占めるに到り、エネルギーの安全保障と環境問題を主題とする政策が各国の重要テーマ

となる中、太陽光発電は、エネルギーの重要な一選択肢として認知されるようになった。 

ただし、自然エネルギーという変動型電源をより効果的に利用するためには、従来型の発送電

システムを変革する必要があり、供給および需要の両サイドにおけるエネルギー管理の理念や仕

組みの変革が求められ、各所で検討・試行が進められている。 

 
日本の太陽光発電の現状と今後の潮流 
 日本では、1974年にスタートしたサンシャイン計画以来、太陽光発電の技術開発と市場導入を

促進する政策に支えられて、実用化と普及が進展してきた。太陽電池技術においては現在も国際

的にトップクラスの水準を維持し、系統連系型システムをいち早く普及させ、かつては、世界一

の太陽電池生産・導入国でもあった歴史を有し、今また、太陽光発電導入量において世界のトッ

プグループに復帰する等の成果を挙げてきた。 

 日本における太陽光発電の導入量は、2012年7月に固定価格買取制度（FIT制度）が開始される

と一気に増加した。年間導入量は、2015年に年間10GW強を記録し、累積導入量は、制度開始前の



約5GWから55.5GW（2018年末 推定）へと大きく拡大した。2020年初頭には、国の2030年の導入

目標64GW（累積）に到達する可能性が高い。 

第5次エネルギー基本計画では、再エネは経済的に自立した脱炭素化の「主力電源」を目指すと

明記され、実現の必達に向けた課題克服への対応が意欲的に進められている。 

 
太陽光発電の導入見通し 

昨今の状況を踏まえて、日本における2030年までの太陽光発電の導入と需要の動向を精査し、

現状成長ケース（現状で想定されている技術開発、導入施策、エネルギー政策が進む状況／特段

の加速要因、マイナス要因が働かない場合）および導入・技術開発加速ケース（太陽光発電の導

入環境が大きく改善され、導入が加速する場合）の各々について、システム規模別・用途別に年

間導入量を算定した。2020年および2030年における累積導入量は図1に示すように、現状成長ケー

スでは各々66GWおよび121GWに、導入・技術開発加速ケースでは各々70GWおよび153GWになっ

た。 

 

 
図1 日本市場の導入量予測（2030年まで） 

 
国内導入量推移をシステム規模別にみると、これまでのFIT制度の中心にあったメガソーラー

（≧1MW）の新規認定量は、すでに減少傾向にあり、代わって2020年以降の市場をけん引するの

は、50kW未満の低圧システム（住宅用を含む）である。 住宅用を主体とする10kW未満のシステ

ムは着実に成長する基本市場である。10～50kWのシステムは、多様な設置形態（ルーフトップ等

含む）のもとに発展し、住宅分野と共に中心的市場を形成する。 
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実績 予測

 現状成⻑ケースでは単年導⼊量は、4〜6GWで安定化。
累積導⼊量は、2020年前後には、国の2030年⽬標（64GW）を達成するとみられる

 系統制約克服や蓄電の低コスト化等の技術進展、規制緩和等により、導入が加速化される
場合には、2030年には累積導⼊量が150GWを超えると⾒込まれる 単位：GW（DCベース）



太陽光発電の主力電源化に向けて―PV150の提案― 
 日本の電力需要は、産業・業務・家庭・運輸の4部門に分類でき、総需要量は9,278億kWh（2015

年）である。これを使用目的からみると図2に示すように、主として生産活動に用いられる生産エ

ネルギーと、主として消費行動に用いられる生活エネルギーに大別することができ、前者の電力

需要は、産業界での自家発電量1100憶kWhを含めると年間約5,400億kWh、また、後者は約3,700kWh

と見積もれる。 

 

 
図2 電力需要の特徴と太陽光発電の対応 

 
各分野における、2030年までの太陽光発電のカバー率は以下のように想定できる。 

生産エネルギー（大規模電力供給需要分野）では、太陽光発電は大口需要に対する電力供給が中

心で、今後、メガソーラーなど既存システムの運用最適化や産業分野における自家発電への太陽

光発電利用の活発化が進む。2030年までに、60GWの太陽光発電システムの導入・利用が可能にな

って、太陽光発電はこの分野の電力需要の約10%を賄うと想定した。 

生活エネルギー（民生用分散型需要分野）では、すでに余剰電力買取りなど住宅用システムとし

て導入が進んでいるが、今後、地域における電力の地産地消・自家消費型システムの実現が大き

な流れとなる。住宅や地域社会での各種施設など導入可能な場所を勘案すると、80GWの導入が可

能であり、電力需要の約20％を賄えると想定した。 

新分野の電力需要は、まだ電力需要としての具体的な市場が形成される段階にはないが、当面、

電気自動車用での充電需要や、次世代のエネルギー源と目される水素製造用電源として利用が想

定され、さらに、営農型システムや新たなタイプの独立電源など、2030年には10GW程度の太陽光

発電の利用が期待できる。 

これらの想定を集計すると図3に示すように、2030年までに国内で約150GWの太陽光発電が利用

可能となり、国内総電力需要の15％となる年間約1500億kWhの電力供給が期待される。 

 

 太陽光発電々力の用途別にみたPV150実現への過程では、主に、民生用 家庭部門、民生用 小

口業務分野の2分野の順調な成長が基盤となり、これに大規模 産業用、および、大規模 大口業務

分野が堅調な伸びが上積みされ、次いで新規分野での需要が立ち上がると考えらえる。 

⼤規模電⼒需要
－産業向け電⼒供給－

大企業・産業、大口業務などの“生産エネルギー”に対応
－電⼒系統を通して電⼒を供給

＝集中発電型システム、発電事業
－産業における自家発電

家庭用、商店、病院などの“生活エネルギー”に対応
－地域コミュニティの電⼒需要、地産地消、⾃家消費
－ICTなどを利⽤、スマートコミュニティシステム、BEMSなど
分散型電源として、今後需要拡⼤へ＝都市化、村落電化

⺠⽣⽤電⼒需要
－⺠⽣業務⽤電⼒－

新たな電⼒需要
将来の技術進歩、社会変化に対応する“新規エネルギー需要“
例：電気⾃動⾞、⽔素製造、農業、光熱転換利⽤・・・新規電⼒需要

技術進歩、社会変化に対応、機能重視した独⽴電源
例：センサー電源、リモート電源、発電機能付き材料など独⽴した電⼒需要

（国内需要規模：5400億kWh/年）

（国内需要規模：3700億kWh/年）



2030年における用途別発電容量は、民生用2分野が80GW、大規模2分野が60GW、新分野が10GW

程度となる。 

 150GWの太陽光発電システム導入への取り組みによって、年間約10GW規模の安定した市場が

形成されることとなり、太陽光発電システム産業の投資意欲が喚起され、産業の健全な発展に寄

与し、併せて、国際競争力の向上にも繋がる。 

 太陽光発電が国内総電力需要の約15%に相当する年間1500億kWhの電力を供給することで、主

力電源・基幹エネルギーとしての役割を十二分に果たすこととなる。ひいてはエネルギー需給構

造の転換を促進し、脱炭素社会の構築で世界をリードし、エネルギーインフラ産業の本格的海外

展開を可能にすると期待される。 

 
図3 PV150における太陽光発電システム導入量と効果の想定 

 
PV150実現のための基軸となる8つの行動計画 

PV150を実現するための基軸となる8つの行動計画を提言した。この行動計画は図4に示すよう

に、産業サイド、政策サイド、導入サイドが一体となって参画することを基本とし、①経済合理

性、②太陽光発電業界の主体的行動、③新たなビジネスモデル、④技術開発、⑤施策展開、⑥国

家目標とインセンティブ、⑦電力ビジネス環境、⑧導入・利活用サイドからのアプローチで構成

される。 

これらの行動の当事者は、太陽電池・システム・サービスを提供する供給産業であり、太陽電

池・システム・ソフトの技術水準を革新する技術開発セクターであり、国家戦略に整合した利用

環境を提供する政府であり、電力系統の管理・運用セクションであり、需要家サイドに立って太

陽光発電電力を効果的に活用するためのプラットフォーム等を提供する需要産業であり、住民や

企業による太陽光発電導入を支援しつつ、地産地消と環境保全を担保する地域社会である。 

これら関係者がベクトルを合わせ、総力を挙げて取り組むとき、PV150の実現に向けたスピー

ドが一層上がるものと期待される。  



 

図4 PV150実現のための基軸となる8つの行動計画 

 
 今後、政府・自治体・産業界・需要家等の関連部門が一体となった取組みによって、太陽光発

電の主力電源化を推し進める仕組みが構築され、太陽光発電はその存在感を一段と高め、主力電

源へと成長いくと期待される。さらに、2030年の150GW導入実現はその先への通過点となって、

続く第2ステップでは図5に示すように、蓄電機能の拡大と電力需給マッチングへの応用／余剰電

力や変動部分の水素製造等への有効利用システムの実用化／太陽光発電の新規需要先（運輸・農

業等）の開拓／1次エネルギーの電力エネルギーへの転換等の取り組みが継続的に強化され、主力

電源となった太陽光発電が、長期的に持続可能な社会を形成する原動力として機能すると期待し

ている。 

 

 
図5 2030年以降の太陽光発電システムの展開 

主⼒電源化に向け、政府、自治体、産業、電⼒、需要家が一体となった総⼒戦

主⼒電源として持続可能社会形成

第1ステップ：2030年、150GWの導入実現

・太陽光発電による1次エネルギーの電⼒転換推進
（化石エネルギー ⇒ PV電⼒へ）

・蓄電機能の拡⼤と電⼒需要とのマッチング確保

・変動部分や余剰電⼒の有効利⽤の開発・拡大
（水素製造、電解、淡水化・・・・）

・太陽光発電の新需要分野の開拓 （運輸、農業など）

第2
ステップ

道路、
鉄道、
農業、
国有地
の活用
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