


総括 「2021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 

 
2021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20%増の175GW（速報値）となった。累積導入量は2021年末に942GWに到達した。 

 
※DCベースの設置容量 

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（2021年末） 
出典：㈱資源総合システム調べ 

 
2021年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行の影響も継続していたが、経済復興策の

一環で太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入政策の強化もあり、前年の145GWを

上回る175GWの太陽光発電システムが新設された。中国では、各省・自治区ごとに電力消費にお

ける再生可能エネルギー比率の達成義務が課せられたため、導入量が増加した。また2021年は住

宅用太陽光発電システム向けの補助金適用の最終年であったことから、住宅用太陽光発電システ

ムの設置も増加した。欧州連合（EU）は加盟27ヶ国の合計で約27GWを導入した。また、米国は

過去最高となる26.9GWを導入し、世界2位となった。インドは2020年にCOVID-19の影響を受けて

導入量が減少していたが、2021年は過去最高となる13GWを導入し再び成長基調に転じた。一方、

2020年に約11GWを導入し市場が急拡大したベトナムは、フィードイン・タリフ（FIT）制度の後

継プログラムが発表されず、2021年は市場が大幅に縮小した。このほか日本（6.5GW）、ブラジル

（5.5GW）、オーストラリア（4.6GW）、韓国（4.2GW）などが世界市場の拡大に貢献した。 

2021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36%増の242GW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（2021年） 

出典：㈱資源総合システム調べ（一部推定） 

 
生産国・地域別では、中国がセルで前年比47%増・198GW、モジュールで同46%増・182GWを生

産し、世界全体の約8割を占めた。中国の占有率は、前年から増加した。中国以外では貿易摩擦に

よる関税回避や新興市場向けとして、マレーシアやベトナムなど東南アジア、国内生産支援政策

を実施しているインドで生産量と生産能力が増加した。太陽電池種類別では、市場での高効率化

指向や、シリコン・ウエハーの供給増加により単結晶シリコン製品の生産量が同47%増の215GW

に増加、シェアは前年の82%から89%に増加した。大手メーカー各社では、2021年には年間の生産

量と出荷量が20GWを超える企業が複数社登場した。中・LONGi Green Energy Technologyは、セル

31GW、モジュール39GWを生産し、前年と同じく各々世界第2位と首位となった。2022年は生産能

力が50GW/年超となる企業が4社程度登場する見込みである。 
 

  
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（2022年6月末発表時点） 

出典：PVinsights.comデータを基に㈱資源総合システムが作成 

 
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。ポリシリコンの価格は2020年下期から値上がりが続いている。2021年は太陽電池

の需要増に対してポリシリコン生産能力の増加が見込めなかったことに加え、中国で「能耗双控
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（エネルギー消費の強度・総量のダブル抑制）政策」によって電力の供給が制限されたことなどで、

一時的に工場の操業を縮小する企業もあり、ポリシリコン価格は大きく値上がりした。これに加

え世界的な物流コストの上昇もあり、太陽電池モジュールに関するコストは大きく上昇したが、

全てを販売価格に転嫁することはできず、太陽電池モジュールの価格の上昇はポリシリコンと比

べると緩やかであった。 

2021年は、米国でバイデン政権が誕生し、世界第2位の市場規模を持つ米国がエネルギー転換を

推進する方針を表明した。また欧州では、COVID-19からの経済復興に「グリーン・リカバリ」が

提唱され、経済復興とエネルギー転換を同時に進める取り組みが発表された。また、太陽光発電

システムの導入拡大を目指す中で、欧州、インド、米国等で、太陽電池の内製化を目指す動きも

活発化した。インドは生産連動型インセンティブ（PLI）制度に基づいてポリシリコンから太陽電

池モジュールまで垂直統合型の工場を設立する企業を募集する入札を実施した。 

前述のとおり、原材料価格の上昇と輸送費高騰による機器価格が値上がりし、太陽光発電シス

テムのコストが上昇した。これにより今後、開発を延期・中止するプロジェクトが増加すること

が懸念されている。 

2021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表1にまとめる。 

 
表1 2021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 

分野 動向 

市況 
2021年の世界の太陽光発電システム年間導入量は175GWに拡大、累積導入量は942GWへ 

原料・部材の価格と輸送コストが上昇（ポリシリコン、鉄・アルミ・半導体・ガラス、パ

ワーコンディショナ（PCS）向け半導体、ケーブル、架台） 

政策 

COP26（第26回気候変動枠組条約締約国会議）において各国が再エネ導入政策を強化 

米国でバイデン政権が誕生し、脱炭素に向けてエネルギー政策を大転換、2035年までにク

リーン電力100%を目標 

貿易摩擦、人権問題が今後の太陽電池サプライチェーンに影響 

産業 

経済復興及び太陽光発電普及のため、欧州、インド、米国等で太陽電池サプライチェーン

構築に向けた動き 

ヘテロ接合太陽電池をはじめとしたn型単結晶シリコン太陽電池工場の設立計画が増加 

建材一体型（BIPV）製品の商業化が活発化 

大手エネルギー企業による再生可能エネルギー事業の強化 

技術 大型シリコン・ウエハー採用品の台頭、高出力・高効率太陽電池モジュールの商品化 

応用 

発電コスト（LCOE）低減のために、両面発電型太陽電池モジュール、一軸追尾システムの

採用が増加 

営農型、水上設置など太陽光発電システムの設置場所が多様化 

太陽光発電を利用したグリーン水素プロジェクトが増加（日照条件のよい地域） 

再生可能エネルギー導入のための国際送電の取り組みの発表（フィジビリティスタディ） 

出典：㈱資源総合システム作成 
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＜2021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、2021年1～12月に前年比20%増

の175GWに増加し、累積では942GWとなった。太陽電池の原材料や輸送コストの上昇による

導入の減速も懸念されたが、中国（54.9GW）、米国（26.9GW）、EU加盟国（26.6GW）及びイ

ンド（13GW）が大きく成長した。このほか、日本（6.5GW）、ブラジル（5.5GW）、オースト

ラリア（4.6GW）、韓国（4.2GW）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、

2021年のモジュール生産量が前年比36%増の242GWとなった。生産地は引き続き、中国

（182GW・シェア75%）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、東南アジアやインド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97%
（234GW）を占めた。単結晶品の生産量は同47%増の215GW、シェアは前年の82%から89%へ

と増加した。大手太陽電池メーカー各社は、生産能力>40GW/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39GW（市場シェ

ア16%）を出荷し、2年連続の世界第1位となった。上位10社が占める割合は69%で大手企業の

寡占化傾向が続いている。 

• 太陽電池関連商品の市況価格は、ポリシリコン価格の高騰を発端とする製造コストの上昇、中

国市場での需要増加、輸送コスト上昇により、2020年に引き続き2021年も太陽電池の価値連鎖

全体で値上がりの傾向となった。2021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20.7米セント/W、単結晶PERC品で24.6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

2022年に入り、ヘテロ接合型26.5%、TOPCon型25.7%が達成された。ペロブスカイト系では

2022年7月までに単接合で25.7%、タンデム型で31.25%の研究成果が得られた。更なる高効率

化に向けて、結晶シリコンや薄膜系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（≧182mm角）、ハーフカットセル、マルチバスバー（MBB）、
新インターコネクション技術を用いた500～700W+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、2021年度末平均で、住宅用22.9万円/kW、産業用

16.4～18.8万円/kW、大規模発電事業用12.7万円/kWに低下、発電コストは住宅用13.1円/kWh、
産業用13.6～15.6円/kWh、発電事業用13.2円/kWh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、

初期費用ゼロモデルや卒FIT電力買取サービスが引き続き活発なことに加え、コーポレート

PPAなど需要家主導モデルが拡がりつつある。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。新市場として、水上設置や営農型太陽光発電の導入が

拡大している。RE100や脱炭素を目指す企業も引き続き増加している。 

• 今後の太陽光発電市場は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行の中でも引き続き成長

を続け、2022年1～12月の世界市場（DCベース）は192～249GW、日本市場は5～7GW（年度7
～8GW）になると予測される。ロシアによるウクライナ侵攻等によるエネルギー価格の高騰、

世界的なインフレなど世界情勢は変化しているが、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方向である。 
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太陽光発電マーケット 2022 
～市場レビュー・ビジネスモデル・将来見通し～ 
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