


 

 

総括 「2020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 

 

2020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、前年比25%増の139GW（弊社推定速報値）となった。累積導入量は2020年末に756GWに

到達した。 

 

※DCベースの系統連系済み設置容量 

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（2020年末） 

出典：㈱資源総合システム調べ 

 

2020年の世界の太陽光発電システム新規導入量は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

世界的な感染拡大の影響により、当初は世界導入量が大きく沈むことも予測されたが、中国、米

国及び欧州市場が堅調で、速報値で前年の111.6GWを上回る139.4GWとなった。中国は補助金適

用プロジェクトの稼働期限を控えた下期に導入が進み、年間導入量は前年の30.1GWから48.2GW

へ増加した。欧州市場は、ドイツ、オランダ及びスペイン市場が引き続き成長し、前年の18GWか

ら約22.5GWへ拡大した。またベトナム市場はフィードイン・タリフ（FIT）政策に後押しされて

11GWを導入し大きな成長を遂げた。このほか、米国（19.2GW）、日本（8.2GW）、インド（4.4GW）、

オーストラリア（4.1GW）、韓国（4.1GW）などが世界市場の拡大に貢献した。 

2020年における世界の太陽電池モジュール生産量は図2に示すように、太陽光発電市場での需要

増加に加え、中国メーカー各社が増産したことにより、前年比27%増の178GWとなった。 
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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（2020年） 

出典：㈱資源総合システム調べ（一部推定） 

 

国・地域別では、中国がセルで前年比22%増・135GW、モジュールで同26%増・125GWを生産

し、世界全体の約7割を占めた。中国以外では、対欧米貿易摩擦による関税回避や新興市場向けと

して、ベトナムやタイなど東南アジアで生産量と生産能力が増加した。太陽電池種類別では、単

結晶シリコン製品が、市場での高効率化指向や、単結晶シリコン・ウエハーの大幅な供給増加と

価格低下により生産量が146GWに増加、シェアは前年の62%から82%へと大幅に拡大した。多結

晶品は前年から半減し、シェアは同34%から14%まで減少した。2020年は結晶シリコン・ウエハー

の大型化が急速に進展し、158.75mm角及び166mm角のウエハーが市場シェアの78%を占め、既存

の太陽電池生産ラインを166mm角向けに改造する企業も増加した。大手メーカー各社では、生産

能力拡張を積極的に進め、2020年には年間の生産量と出荷量が10GWを超える企業が複数社登場し

た。中・LONGi Green Energy Technologyは、前年比で3倍となる20GW超の太陽電池モジュールを

生産および出荷し、企業別で世界第1位となった。出荷量上位10社が占める割合は2019年の64%か

ら71%に拡大し、大手企業の寡占化が更に進んだ。 

 

  

図3 太陽電池向けポリシリコン、太陽電池モジュールのスポット平均価格推移（2021年6月30日発表時点） 

出典：PVinsights.comデータを基に㈱資源総合システムが作成 
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結晶シリコン太陽電池の原料となるポリシリコンと太陽電池モジュールの価格は図3に示すよ

うに推移した。太陽電池モジュール価格は、2020年上期はCOVID-19の影響もあり、低下傾向が続

いたが、7月と8月に発生した中国のポリシリコン工場での事故や洪水被害を受け、原材料のポリ

シリコン価格が急騰した。また同時期にカバーガラスも供給不足により大きく値上がりしており、

太陽電池モジュールのコストは上昇した。中国では2020年12月が補助金適用のプロジェクトの稼

働期限であったことから同時期に太陽電池モジュールの需要が急増し、太陽電池の価値連鎖全体

で値上がりの傾向に転じた。 

表1に2020年の太陽光発電市場および産業における動向のハイライトを示す。 

 

表1 2020年の世界の太陽光発電市場および産業における動向のハイライト 

順位 動向 

1 
COVID-19感染拡大の影響を受けたが世界導入量速報値は2019年（112GWDC）を上回る

139GWDC 

2 各国及び地域で脱炭素化の動きが加速 

3 
COVID-19に対する経済対策で再エネを推進する動き：欧州グリーンディール、マレーシア、韓国

など → 2021年以降の市場成長にも期待 

4 COVID-19の影響で電力需要が低下する中で、再エネ由来電力のシェアが向上 

5 シリコン・ウエハーの大型化、単結晶へのシフト等により太陽電池モジュールの高出力化が実現 

6 ポリシリコン、カバーガラスの不足により太陽電池モジュールの製造コスト上昇 

7 PPA価格の低下が継続、最安値は2セント/kWhを切る 

8 再エネ電力需要が増加し、コーポレートPPAが継続して増加 

9 
太陽光発電＋蓄電プロジェクトが世界各地で増加（米国では、電力事業用プロジェクトの28%に蓄

電池が設置） 

10 大手エネルギー企業が継続して太陽光発電をはじめとした再エネ事業への投資を拡大 

出典：㈱資源総合システム作成 

 

2020年には、温室効果ガス排出量ネットゼロを目標に掲げる国が増加した。中国は2060年、日

本と韓国は2050年にネットゼロとする目標を掲げている。また、米国ではバイデン大統領が2035

年までに電力部門の脱炭素化の目標を表明しており、世界の多くの地域で最も安価な電源となっ

ている太陽光発電のさらなる貢献が期待されている。 

世界の脱炭素化の流れを受けて、民間企業によるコーポレートPPA締結など、再生可能エネル

ギーの調達も増加した。石油・ガスなどのエネルギー企業による再生可能エネルギー投資も拡大

している。さらにCOVID-19からの経済復興策として、クリーンエネルギーの導入拡大に取り組む

国もあり、世界全体で再生可能エネルギー利用拡大の流れが加速している。2020年は各地で再生

可能エネルギー由来の電力シェアが拡大され、電力ミックスでの再生可能エネルギーの貢献が明

らかになった。変動電源のシェアが増加することで系統運用のために新たな投資や技術の投入が

進展することも予測され、脱炭素の流れにおいて太陽光発電が大きな役割を担っていくことは確

実である。 



 

 

＜2020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、2020年1～12月に前年比25%増

の139GWに増加し、累積では756GWとなった。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世

界的な感染拡大の影響により、当初は世界導入量が大きく沈むことも予測されたが、中国

（48GW）、米国（19GW）及び欧州市場（23GW）が堅調となった。このほか、フィードイン・

タリフ（FIT）政策に後押しされて大きな成長を遂げたベトナム（11GW）、日本（8.2GW）、イ

ンド（4.4GW）、オーストラリア（4.1GW）、韓国（4.1GW）などが世界市場の拡大に貢献した。 

• 世界の太陽電池生産量は、市場での需要増加に加え、中国メーカー各社が増産したことにより、

2020年のモジュール生産量が前年比27%増の178GWとなった。生産地は引き続き、中国

（125GW・シェア70%）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、ベトナムやタイなど東南アジアでの生産も増加した。種類別では、結晶シリコン系が

シェア96%（172GW）を占めた。単結晶品の生産量は同69%増の146GW、シェアは前年の62%

から82%へと大幅に増加した。大手太陽電池メーカー各社は、生産能力>20GW/年体制を実現

した。 

• 世界の太陽電池モジュール出荷量は、中・LONGi Green Energy Technologyが25GW（市場シ

ェア15%）を出荷し、初めて世界第1位となった。上位10社が占める割合は2019年の64%から71%

に拡大し大手企業の寡占化が更に進んだ。 

• 太陽電池関連商品の市況価格は、ポリシリコン、カバーガラス価格の高騰による太陽電池モジ

ュール製造コストの上昇、中国市場での需要増加により、2020年7月以降、太陽電池の価値連

鎖全体で値上がりの傾向に転じた。2020年12月末発表の太陽電池モジュール平均スポット価格

は、多結晶品で16.9米セント/W、単結晶PERC品で19.2米セント/Wとなった。 

• 太陽電池技術開発においては、「ポストPERC技術」として、n型単結晶シリコン・ウエハーを

用いたセルの研究開発と量産化に向けた動きが更に加速した。実用サイズでのセル変換効率は

2021年に入り、ヘテロ接合型25.26%、TOPCon型25.25%が達成された。ペロブスカイト系で

は2020年に単接合で25.5%、タンデム型で29.5%の研究成果が得られた。更なる高効率化に向

けて、結晶シリコンやCIGS系薄膜をボトムセルとしたタンデム型で30%を目指す方向である。

量産モジュールでは、大型ウエハー（>166mm角）、ハーフカットセル、マルチバスバー（MBB）、

新インターコネクト技術を用いた500W/600W+の高出力化に向けた開発も急速に進んだ。 

• 日本における太陽光発電システム・コストは、2020年度末平均で、住宅用23.1万円/kW、産業

用16.5～18.7万円/kW、発電事業用12.8万円/kWに低下、発電コストは住宅用13.4円/kWh、産業

用12.5～13.4円/kWh、発電事業用13.2円/kWhに低減したと推定される。 

• 太陽光発電産業と発電事業では、ビジネスモデルと資金調達が多様化している。日本では特に、

第三者所有（TPO）による初期費用ゼロモデル、卒FIT電力買取サービスが活発化し、コーポ

レートPPAも拡がりつつある。地域PPSによる再エネ地産地消や、JCMを活用した新興市場へ

の設備導入も継続した。RE100や脱炭素を目指す企業や政府・自治体への再エネ調達支援とし

て、非化石証書やJクレジットなども利用した再エネ電力プランが多くの電力会社で登場した。 

• 今後の太陽光発電市場は、COVID-19流行の中でも成長を続け、2021年1～12月の世界市場（DC

ベース）は135～173GW、日本市場は6～9GWになると予測される。中長期的には世界的な脱

炭素潮流と、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの発電コスト低減から、クリーン

エネルギー転換が世界および国内で加速していくとみられる。 



太陽光発電マーケット 2021 
～市場レビュー・ビジネスモデル・将来見通し～ 
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