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総括 「2018年における太陽光発電マーケットと世界展望」
Ⅰ. 世界の動向
2018年（1～12月、暦年）の世界の太陽光発電システム導入量（直流DCベース）は、図1に示す
とおり、中国、米国、インドでの導入拡大により、年間導入量が前年比2%増の101GW（弊社推定
速報値）となり、ほぼ前年と同水準となった。累積導入量は2018年末に500GWに到達した。
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図1 世界における地域別太陽光発電システム年間導入量推移および累積導入量（2018年末）
出典：㈱資源総合システム調べ

2018年の太陽光発電市場は、世界各国の固定価格買取制度（FIT制度）やプロジェクト入札制度
などの普及施策が実施されるとともに、太陽光発電の導入コストおよび発電コストの低下により
中国以外の市場拡大への動きが拡大した。地域別では、国の普及政策により大規模導入が進む世
界第1位の中国（44GW）、第2位のインド（10.8GW）、第4位の日本（6.7GW）、第5位のオース
トラリア（3.8GW）等を擁するアジア地域が導入量約70GW・シェア69%となり、6年連続で世界
最大の市場となった。国別導入量第3位の米国（10.6GW）、中南米など新興市場を含む米州は前
年比30%増となりシェアは18%に拡大した。欧州加盟国及びスイスを含む欧州市場においては、
2016年に7GW台へ縮小したが、2018年は約9.2GWが導入され、復調傾向となっている。累積導入
量では、アジア太平洋のシェアが前年の55%から更に拡大して58%となっている。
2018年における世界の太陽電池生産量は、セル、モジュールともに年産110GWを突破した。中
国政府が2018年5月末発表した導入抑制策による影響が懸念されたが、世界市場は100GWレベルを
維持し、これにより、太陽電池生産量も小幅ではあるものの増加傾向を維持した。生産国・地域
別太陽電池モジュール生産量は、図2に示すように中国が年産80GW超で世界全体の約7割を占め、
引き続き世界最大の生産地かつ消費地となっている。
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図2 太陽電池モジュール生産量の生産国・地域別比率および種類別比率
出典：㈱資源総合システム調べ（一部推定）

太陽電池種類別では、結晶シリコン系は前年比10%増の113GWで前年同様97%のシェアを維持
した。このうち単結晶製品は、中国のトップランナー・プログラム等による市場での高効率化指
向や、大手単結晶シリコン・ウエハー製造企業による供給量の増加および価格低下により生産量
が増加し、シェアは47%に拡大している。2018年末の太陽電池生産能力は、セル、モジュールと
もに2年連続で前年比30%以上増加し170GW/年を超えた。大手製造企業各社では、2019年に更な
る生産能力拡張を計画しており、今後の市場動向と生産状況によっては供給過剰が懸念される。
2018年における太陽電池関連の価格推移は、中国政府による5.31問題（導入抑制政策）により
シリコン原料（ポリシリコン）から太陽電池モジュールの価値連鎖全体で価格低下が加速した。
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図3 結晶シリコン太陽電池モジュールのスポット平均価格推移（2019年6月26日時点）
*単結晶セルは、PERC型で、セルサイズは156mm角から2019年5月以降は158.75/161.75mm角

出典：PVinsights.comデータを基に㈱資源総合システムが作成

太陽電池モジュールのスポット価格は、図3に示すように、多結晶品で2018年1月時点の31米セ
ント/Wから、2018年12月26日時点の発表では21.9米セント/Wと30%減の大幅低下となった。さら
に2019年6月末には21.4米セントと報告されている。
太陽光発電は、世界の各地で最安価な電源となっていることから、新設電源としての導入が拡
大している。図4に2019年に予測される世界および主要国・各地域における太陽光発電市場および
太陽電池産業の見通しを示す。
世界全体の導入見通し
• 世界市場は107～129GW、累積導入量は600GW規模に到達、TW時代が視野に
• 入札による導入が各地で拡大
• 大手エネルギー企業のポートフォリオにおいて太陽光発電をはじめとした再エネが拡大
• 水上設置の導入が世界各地で進む

米国
• 年間導入量：11～12GW。
2018年から微増。セーフガー
ド措置の影響は限定的

欧州

中国

• 州政府による再エネ導入目標
の上方修正が継続。蓄電池の
計画導入も拡大

・スペイン市場が成長するほか、
独、仏、蘭で入札で選定
されたプロジェクトが稼動

• 補助金からの自立に向けた転換期に

• 企業による再エネ調達が増加

・補助金なしの発電事業が増加
（スペイン、ポルトガル、英）

• 2020年導入目標上方修正に期待

• 40GW/年市場は維持

・EUの2030年再エネ目標に
向けた取り組みが活発化
アジア・太平洋
・ベトナムで設置ラッシュ

・豪市場が成長

中近東・アフリカ

・台・韓市場は堅調に推移

・エジプト市場及び中東で導入
が進む
・各地で入札プロジェクトの
稼働が進展
・遠隔地でミニグリッドの
導入が進展

・無電化地域ではPay as You
Goモデルによる独立形の普及
が継続

・ASEAN諸国でコーポレー
トPPAが活発化
インド
・2019年：10GW台の導入

中南米

・2022年累積100GW実現に
向けた施策を継続的に実施

・メキシコ、ブラジル市場
が成長

・セーフガード措置の影響
は限定的

・分散型市場も成長基調

太陽電池産業
• 太陽電池メーカーの生き残りをかけた業界再編がさらに進展
• 競争力強化のための太陽電池モジュールの差別化を推進（PERC、両面発電、ヘテロ接合型等）

図4

2019年の世界および主要国・各地域における太陽光発電市場および産業の見通し

電力需要が増加している地域においては、入札による導入が主流となっている。2019年は、入
札により選定されたプロジェクトやフィードイン・タリフ（FIT）制度における運転開始期限が設
定されている国での導入が進む見込みである。また、加速する脱炭素に向けた世界的な取り組み
を牽引力に、石油大手をはじめとした大手のエネルギー系企業や、再エネ100%を目指すエンドユ
ーザーが、太陽光発電への投資を拡大することも見込まれる。太陽電池産業では、米国及びイン
ドでのセーフガード措置や米中間の貿易摩擦によるネガティブな影響は2019年も継続するが、太
陽電池モジュールの価格が低下したことでその影響は限定的と考えらえる。太陽電池製造企業で
は、生き残りをかけた業界再編がさらに加速するとともに、競争力強化のために新たな太陽電池
技術を採用することで太陽電池モジュールの差別化を進展させていくと予想される。

＜2018年の太陽光発電をめぐるハイライト＞
• 世界における太陽光発電システム導入量（直流DCベース）は、2018年1月～12月の年間導入量
（市場規模）が前年比2%増の101GW、累積では500GWを超えた。2018年は、中国（44GW）、
インド（10.8GW）
、米国（10.6GW）、日本（6.7GW）を中心に、FIT制度や入札制度、税額控
除などの普及支援施策などを背景に市場が拡大した。欧州（9.2GW）は2011年をピークに市場
は縮小傾向となっていたが、ドイツ（3.0GW）やオランダ（1.3GW）に牽引され、復調傾向と
なっている。その他の新興市場にも10数GW程度が導入された。
• 世界の太陽電池生産量は、太陽光発電市場が100GWを維持したことにより、小幅ながら増加傾
向を維持した。2018年にはモジュール生産量が前年比10%増の116GWとなった。生産地は引き
続き、中国（84GW・シェア73%）が支配的であるものの、貿易摩擦や新興市場での需要拡大
に対応するために米国、台湾、東南アジアを中心としたその他地域での生産が拡がった。種類
別では、結晶シリコン系が97%（113GW）と圧倒的なシェアを占め、特に単結晶品が前年比66%
増となった。薄膜系のCdTe、CIGS系太陽電池の生産量は前年比増加となったが、結晶系の増
産スピードには追いつけず、薄膜太陽電池全体のシェアは前年同様3%（4GW）となった。
• 太陽電池関連商品の市況価格は、中国政府による導入抑制政策によりシリコン原料（ポリシリ
コン）から太陽電池モジュールの価値連鎖全体で価格低下が加速した。2018年12月最終週発表
の平均スポット価格は、ポリシリコンが前年同期比47%減の9.5ドル/kg、156mm角ウエハーは
多結晶で56%減の0.27ドル/枚、単結晶で46%減の0.38ドル/枚、太陽電池セルは多結晶で47%減
の10.5米セント/W、単結晶PERCで35%減の15.2米セント/W、太陽電池モジュールは多結晶で
30%減の21.9セント/W、単結晶PERCで32%減の27.3セント/Wとなった。
• 太陽電池技術開発においては、単結晶シリコンで変換効率記録更新が相次いだ。POLO/IBCで
26.1%、TOPConで24%超が達成され、ヘテロ接合やバックコンタクト型の開発も中国や欧州で
進んでいる。シャープはバックコンタクトとヘテロ接合技術等を用いた6インチ単結晶HBCセ
ルで25.1%を達成した。PERCセルでも24%が達成された。ハーフカットセル・マルチバスバ
ー・Shingle等の新技術採用で、量産モジュールの高効率・高出力化が進んでいる。薄膜系では、
First Solarが大面積CdTeモジュールを量産化、CIGS系はソーラーフロンティアがセル効率
23.35%を達成した。ペロブスカイト系でも23%超の研究成果が得られた。更なる高効率化に向
けては、結晶シリコンをベースとしたタンデム型で30%を目指す方向である。
• 太陽電池以外の産業では、蓄電システム、プロジェクト開発、発電事業、O&Mサービス等の
川下産業が発展するとともに、発電所転売などセカンダリーマーケットも拡大しつつある。
• 太陽光発電事業では、ビジネスモデルが多様化するとともに、様々なタイプの資金が流入して
いる。欧米などでは、FIT制度に依存しない導入・投資モデル（第三者所有（TPO）、コーポレ
ートPPA、自家消費、コミュニティソーラー、CCA、グリーンボンド等）が拡がる中、仮想発
電所（VPP）
、P2P取引などのコンセプトも実証入りしている。日本では、電力自由化に伴い多
くの新電力（PPS）参入による再エネ地産地消や、非化石証書など環境価値取引、RE100企業
への再エネ調達支援、初期費用不要設置モデル、卒FIT電力買取サービス等が活発化した。
• 今後の太陽光発電市場は、脱炭素に向けた再エネ拡大基調に則り拡大の方向である。2019年の
世界市場は、中国市場が前年規模維持となるものの、中国以外の地域での市場拡大により前年
を上回る107～129GWが予測される。日本市場では漸減傾向が止まり2019年は前年比微増の5.5
～7GWになると予測される。

