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IEA PVPS技術協力プログラム（IEA PVPS TCP）について 
 

1974年に設立された国際エネルギー機関（IEA）は、経済協力開発機構（OECD）の枠組みの中

での独立組織体である。技術協力プログラム（TCP）は、エネルギー安全保障及び持続可能性の

未来は国際協力から始まるという信念によって創設された。同プログラムは、産学官の6,000名の

専門家で構成されており、共通の研究と特定のエネルギー技術の応用推進に尽力している。 
国際エネルギー機関・太陽光発電システム研究協力プログラム（IEA PVPS）は、IEAの枠組み

における技術協力プログラム（TCP）のひとつで、1993年に制定された。IEA PVPSの使命は、「国

際協力を推進して持続可能なエネルギー・システムへの転換における太陽光発電の礎石としての

役割を促進すること」である。これを達成するために、加盟国・機関は、太陽光発電システムの

応用に関する種々の共同研究プロジェクトを遂行してきた。各国・機関の代表で構成される執行

委員会はプログラム全体を統括し、研究プロジェクトであり活動領域でもある各「タスク」活動

を規定する。 
IEA PVPS加盟国は、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、中国、デンマ

ーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イスラエル、イタリア、日本、韓国、マレーシア、メ

キシコ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、

スイス、タイ、トルコ、米国である。また、欧州委員会（EC）、SolarPower Europe、米・Smart Electric 
Power Alliance（SEPA）、米国太陽エネルギー産業協会（SEIA）、及びCopper Allianceはスポンサー・

メンバーである。 
IEA PVPSウェブサイト：www.iea-pvps.org 

 
IEA PVPSのタスク1について 

IEA PVPSのタスク1の目標は、太陽光発電システムの技術的、経済的、環境的及び社会的な側

面に関する情報の交換と普及を促進することである。タスク1の活動は、太陽光発電のコスト低減

への貢献、太陽光発電システムのポテンシャルと価値に関する認識の向上、技術的及び非技術的

障壁の克服の推進、技術的協力活動の強化等、IEA PVPSの広範な目標を支援している。  
 
著者 
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分析： Gaëtan Masson、Elina Bosch（Becquerel Institute） 
編集：Gaëtan Masson（IEA PVPSタスク1 OA） 
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免責事項 
IEA PVPS技術協力プログラム（IEA PVPS TCP）は、IEAの後援を受けて組織されているが、機能的にも法
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エグゼクティブ・サマリー 
 

市場データの速報値によれば、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行が2年目

に突入した年であったにもかかわらず、2021年の世界の太陽光発電市場は再び大きく成長した。

2021年には、世界で少なくとも175GWの太陽光発電システムが設置され、稼働を開始した。これ

により、2021年末時点の累積導入量は少なくとも942GWに達した。これらのデータは今後数ヶ月

以内に確定される予定であるが、速報値からいくつかの重要な動向を抽出することができる。 

・中国の太陽光発電市場は、2021年、サプライチェーンにおける供給不足があったにも関わらず、

前年に続いて成長し、世界最多となる54.9GWの年間導入量を記録した（2020年：48.2GW、2019

年：30.1GW）。累積導入量でも308.5GWと中国が依然として世界最多で、世界の約3分の1を占

めた 

・2021年の中国を除いた世界の太陽光発電市場は、2020年の97GWから24%増の120GW以上へと大

幅に拡大した 

− 米国市場は26.9GWに成長し、2020年世界第2位の欧州連合（EU）を抜いて第2位と

なった。電力事業用が新規設置の約75%を占めた 

− 26.5GWを導入したEUは、世界第2位の地位を明け渡し、第3位となった。その他の

欧州諸国は約3GWを導入した。2021年の欧州における導入量上位国は、ドイツ

（5.3GW）、スペイン（4.9GW）、フランス（3.4GW）、オランダ（3.3GW）、ポーラン

ド（3.3GW）、ギリシャ（1.2GW）、イタリア（944MW）、ベルギー（850MW）であ

った 

− 第3位はインド（推定13GW）、第4位は日本（6.5GW）であった 

− 2021年は、一部の主要市場の導入量が増加し、世界の年間導入量に大きく貢献した

（ブラジル：5.5GW（第5位）、オーストラリア：4.6GW（第8位）、韓国：4.2GW（第

9位）、メキシコ：1.8GW）。速報値によれば、台湾及びパキスタンがそれぞれ2GW近

くを導入した 

− 年間導入量上位10ヶ国の地域別内訳は、アジア太平洋地域が5ヶ国（オーストラリア、

中国、インド、日本、韓国）、欧州が3ヶ国（ドイツ、スペイン、フランス）、米州が

2ヶ国（ブラジル、米国）であった 

 
・2021年に上位10ヶ国入りするための導入量は前年比横ばいの約3.0GW（2019年比では倍増） 

・上位10ヶ国が世界全体の年間導入量に占める割合は約74%で前年比微増となった 

・オーストラリア、スペイン、ギリシャ、ホンジュラス、オランダ、チリ及びドイツは、理論的1

にはそれぞれ国内の年間電力需要の10%以上を太陽光発電によって賄うのに充分な容量の太陽

光発電システムを保有している。太陽光発電は世界の電力需要の約5%を賄っている 
  

エネルギー・ミックスの脱炭素化において、太陽光発電の貢献度が向上し、太陽光発電により

 
1 年末の太陽光発電導入量の理論的発電量に基づく 
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11億tCO2-eqもの排出削減を達成した。しかしながら、完全な脱炭素化を実現するには依然とし

て取り組むべきことが山積しており、フランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回

締約国会議（COP21）で策定された目標を達成するには太陽光発電導入量をTWレベルに拡大しな

ければならない。 
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1. Snapshot of The Global PV Market in 2021（2021年における世界の

太陽光発電市場概説） 
 

IEA PVPSは、政府機関及び信頼できる産業界からの情報に基づいた世界の太陽光発電市場の動

向に関する中立的な報告書を刊行しており、長年にわたりその存在を認められている。今回、第

10版として公刊した本報告書「世界の太陽光発電市場の導入量速報値に関する報告書（Snapshot of 

Global PV Markets）」では、2021年の太陽光発電市場動向の速報を提供することを目的としている。

IEA PVPSによる包括的な報告書「太陽光発電応用の動向報告書（Trends Report）」第27報は、2022

年第4四半期に刊行予定となっている。 

2021年、世界では少なくとも175GW（DC）の太陽光発電システムが稼働を開始し、そのうち

132GWはIEA PVPS加盟国によるものであった。 

IEA PVPS加盟国における累積導入量は、2021年末時点で767GWで、世界の太陽光発電システム

累積導入量の81%以上を占めている。 

IEA PVPS加盟国以外の主要市場における累積導入量は、2021年末時点で少なくとも175GWであ

った。 

現時点で確証を持って発表できる、IEA PVPS加盟国及びその他の主要市場における2021年末時

点の累積導入量は、少なくとも約922GWと考えられる。このほかにも世界では推定20GWが新規

に導入されており、合計すると世界の累積導入量は約942GW（DC）となる可能性がある。報告シ

ステムが整備されていない第三国における設置が大幅に増加しているため、世界の累積導入量に

関する統計の不確実性が高まっている。 

2021年に太陽光発電システムの年間導入量が1GWを超えた国は、少なくとも20ヶ国あった。現

在、累積導入量が10GWを超えている国は15ヶ国、40GWを超えている国は5ヶ国である。累積導

入量は、中国が単独で308.5GW、次いで長年にわたって首位の座を維持した後2015年以降第2位と

なっている欧州連合（EU）（EU27ヶ国）が178.5GW、米国が第3位（123GW）、日本が第4位（78.2GW）

であった。EUに関するIEA PVPSの数値は、IEAPVPS加盟国のみの数値ではなく、EU全体の数値

である。 
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図1 太陽光発電システム年間導入量の推移（単位：GW（DC）） 

出典：IEA PVPS 
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地域別太陽光発電市場の発展 

2021年の太陽光発電市場の成長の大部分は、中国、米国、欧州、インド及び新興市場の市場成

長によってもたらされた。その他の市場においてもある程度の成長が見られた。図2は、世界の太

陽光発電の市場力学の変遷及び中国の太陽光発電市場の影響力の大きさを示している。しかし、

中国以外の国々においても、局地的にマイナスの影響（2021年は2020年よりも限定的であった）

を受けたにも関わらず市場動向は上向きで、過去数年の継続的な進展が読み取れる。 

 

 

 
図2 太陽光発電システム市場の地域別成長の推移（単位：GW（DC）） 

出典：IEA PVPS 

 
国際貿易の混乱による影響 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行（パンデミック）が2021年の太陽光発電

市場に及ぼした影響を特定することは困難である。太陽光発電市場は成長を続けたが、国際物流

及び一部の国の太陽電池製造への影響がなければ、市場はさらに成長していたと考えられる。た

だし、2021年に中国において観察された状況は、パンデミックの直接的な影響ではなく、経済に

おいて（特に原材料の消費に関して）太陽光発電の存在が大きくなっていることを反映している。 

2021年には、ポリシリコン、ガラス、さらにアルミニウムの価格が高騰し、太陽電池モジュー

ルの末端価格に影響を及ぼした。太陽光発電の開発事業者は契約取り消しや価格高騰といった影

響を受け、その結果、多くの地域で市場成長が鈍化した可能性がある。また2021年にはパンデミ

ックの影響で発生した輸送コストの上昇は、太陽電池製品のさらなる価格上昇を招き、いくつか

の非常に競争力の高いビジネスモデルの終了につながった可能性がある。 

同時に、エネルギー・コスト、特に電力価格が上昇し、多くの国で太陽光発電の競争力が高ま

った。この加速効果と、太陽光発電のハードウェア製品の価格高騰による減速効果の強弱を分析

することは困難である。 

全体として、2021年にはCOVID-19のパンデミックは太陽光発電市場の進展にそれほど大きな影



11 

響を及ぼさなかったと考えられる。上述した各国市場の後退や停滞は、規制による負担と関連づ

けることができる。しかし、主要市場の大部分においては、全般に市場は進展した。 

経済や物流に大きな混乱が生じたにもかかわらず、太陽光発電市場のレジリエンスは顕著であ

り、COVID-19のパンデミックによる経済停滞や社会的なダメージを抑制する技術の可能性を示し

た。これは、各国のグリーン・リカバリー計画や規制の整備により、（パリ協定の目標達成のため

に必要な）現在の導入動向をはるかに上回る太陽光発電産業の進展を促す可能性があることを示

している。 
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2. 2021年の上位10ヶ国 
 

中国市場は2021年に再び成長し、54.9GWを導入して世界市場の31%を占めた。中国に次いで

、米国は約26.9GWを導入して世界第2位となった。続く欧州連合（EU）も市場が拡大し26.5GW

を導入して第3位、推定13GWを導入したインドが第4位となった。第5位は推定6.5GWを導入した

日本であった。 

上位国に次ぐその他の国々では、いくつかのかなり顕著な変化がみられた。ブラジルは5.5GW

を導入して中南米で最もダイナミックな市場としての地位を固めた。韓国は4.2GWと市場が安定、

オーストラリアは市場が成長し4.6GWを導入した。EU加盟国をより詳細にみると、ドイツは約

5.3GWを導入して引き続き市場が拡大し、スペインは過去最高の4.9GWを導入した。フランスは

市場が3倍以上に成長し、3.4GWを導入した（訳注：表1では3.3GW）。ポルトガルでも顕著な成長

が見られ、572MWを導入した（2020年：151MW）。ポルトガルほど顕著な成長ではなかったもの

の、イタリアは944MWを導入した（2020年：785MW）。オランダは3.3GWで、2020年（3GW）

に続く大規模導入となった。ポーランドはGW規模の拡大を続けた。ギリシャは長年にわたり市

場が停滞していたが、2021年には導入が再開した。概して、欧州市場は全体的な成長の恩恵を受

けた。 

2020年と同様、2021年には、太陽光発電システム年間導入量上位10ヶ国は3GW以上を導入した

（2018年：1.5GW）。過去数年間に相当量の太陽光発電システムを導入した国のうち、ベトナムな

ど、年間導入量の上位10ヶ国から外れた国も複数ある。これらの国では、市場が大きく成長した

ものの、上位10ヶ国圏内を維持するほどの導入量には届かなかった。累積導入量上位10ヶ国は、

過去の累積導入量の実績を積み重ねていることから、それほど大きな順位の変動はなかった。イ

タリアや英国は過去数年、年間導入量では上位国入りを逃していたが、イタリアは過去の市場の

発展によって、累積導入量では上位10ヶ国に留まっている。英国は2021年、累積導入量上位10ヶ

国から外れ、代わってスペインがランクインした。 

次章で詳しく解説するが、太陽光発電システムの導入量を交流（AC）出力で報告している数ヶ

国の導入量は、比較を容易にするため直流（DC）出力に換算されている。そのため、日本、イン

ドなど一部の国の太陽光発電に関する公的なデータと本報告書のデータには差異が生じている可

能性がある。 
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表1 2021年の太陽光発電システム年間導入量及び累積導入量上位10ヶ国   （単位：GW（DC）） 

年間導入量 累積導入量 

 国名 年間導入量  国名 累積導入量 

1位  中国 54.9GW 1位  中国 308.5GW 

2位  米国 26.9GW 2位  米国 123GW 

3位  インド 13GW 3位  日本 78.2GW 

4位  日本 6.5GW 4位  インド 60.4GW 

5位  ブラジル 5.5GW 5位  ドイツ 59.2GW 

6位  ドイツ（EU） 5.3GW 6位  オーストラリア 25.4GW 

7位  スペイン（EU） 4.9GW 7位  イタリア 22.6GW 

8位  オーストラリア 4.6GW 8位  韓国 20.1GW 

9位  韓国 4.2GW 9位  スペイン 18.5GW 

10位  フランス 3.3GW 10位  ベトナム 17.4GW 

  欧州連合（EU）* 26.5GW   欧州連合（EU）* 178.5GW 

出典：IEA PVPS 
数値は四捨五入による 
* 2021年のEU加盟27ヶ国のうち、ドイツ、スペイン、フランス、オランダ及びイタリアが累積導入量

または年間導入量のいずれかで上位10ヶ国入りを果たしている。EUは、欧州委員会（EC）の共同研

究センター（JRC）を通じてIEA PVPSに加盟している 
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3. 交流（AC）・直流（DC）表記 
 
IEA PVPSでは、系統連系形及び独立形を含めたすべての太陽光発電システムの導入量を報告し

ている。慣例により、本報告書の数値は設置された太陽光発電システムの公称出力値であり、W

（またはWp）で表記されている。一部の国では、報告の数値に太陽光発電用インバータ（太陽光

発電システムによる直流（DC）出力を標準的な電力系統と互換性のある交流（AC）出力に変換

する装置）の出力値（AC）、あるいは系統連系出力値を使用している。標準的なDC出力（W）と

AC出力の差異は、少ないもので5%（インバータを直流電力の水準にセットした場合の変換損失）

から最大60%の範囲である。系統連系規定の中には、過去数年間に設置された住宅用太陽光発電

システムの出力をピーク電力の70%に制限するよう義務づけているものもある。2021年に建設さ

れた電力事業用太陽光発電所の大半において、AC/DC比率（太陽電池モジュールの積み増し比率）

は、1.1～1.6となっている。本報告書では、報告書全体の一貫性を保つために、一部の国について

はDCに換算した数値を掲載している。 

IEA PVPSは通常、太陽光発電システムをDC出力値とAC出力値の両方で登録することを推奨し

ている。DC出力値は、系統連系の有無にかかわらず（太陽電池モジュールの）設置容量をより正

確に理解するのに役立ち、確度（信頼性）の高い発電量算出を可能にする。一方、AC出力値は、

系統運用者が太陽光発電設備の最大出力をより正確に把握するのに役立つ。しかしながら多くの

インバータでは、短時間ではあるがAC出力が定格出力値を超過することがあるため、AC出力値

は正確に定義されなければならない。その反面、系統連系側のAC出力値の上限は、太陽光発電所

の定格出力値を必ずしも反映するわけではない。太陽光発電所を適切に登録するための推奨事項

についての詳細は、下記報告書を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEA PVPS による報告書 
 
「Data Model for PV Systems Data Model and 
Data Acquisition for PV Registration Schemes 
and Grid Connection Evaluations–Best Practice 
and Recommendations 2020（太陽光発電システ

ムのデータモデル：太陽光発電システム登録制度

及び系統連系評価のためのデータモデル及びデ

ータ取得－ベストプラクティスと推奨事項 

2020 年版）」 

報告書のダウンロードはこちら 
https://iea-pvps.org/ 
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4. 市場分野 

 
速報データによれば、2021年の電力事業用の太陽光発電市場は2020年比で絶対値は増加した。

自家消費下での分散型太陽光発電の難しさ（エネルギー・コミュニティではさらに困難）や健全

な規制の導入と比較して、電力事業用太陽光発電を開発する方が容易であるため、多くの国で同

様の傾向がみられた。2021年には、中国、オーストラリア、ドイツ及び米国の成長により、屋根

設置型太陽光発電市場が絶対値で拡大した。またスペインでは、分散型市場が大きく拡大した

（2020年比で100%増）。しかし、屋根設置型太陽光発電と電力事業用太陽光発電の相対的なシェア

は2020年と同等であった。 

   

 
図3 太陽光発電システム市場分野別年間導入量の推移（単位：GW（DC）） 

出典：IEA PVPS、Becquerel Institute  

 
この他の応用種別では、電力事業用市場に加えて水上設置型太陽光発電（FPV）システムが導

入され、市場は多様化に向かい始めた。建築分野では、建材一体型太陽光発電（BIPV）システム

が建物据付型太陽光発電（BAPV）システムを補完し始めている。また、営農型太陽光発電などの

新興分野は、まだ顕著な市場にはなっていないものの、注目は高まっており、急速に進展してい

る。技術面では、両面受光型太陽電池の普及が始まるなど、いくつかの注目すべき進展が見られ

た。車載型太陽光発電（VIPV/VAPV）は、太陽光発電コンポーネントのさらなる多様化の可能性

を秘めているが、現在の市場水準は極めて低く、本報告書には記載していない。 
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5. 世界の太陽光発電システム累積導入量 
 

図4に示すように、2021年末時点の世界の太陽光発電システム累積導入量は942GW以上に達した。 

中国の累積導入量は308.5GWで、世界一の座を維持した。欧州連合（EU）（178.5GW）、米国

（122.9GW）、日本（78.2GW）、インド（60.4GW）がこれに続いている。2021年末時点の累積導入

量は、オーストラリアが25.4GW、韓国が20.1GWとなった。 

EU加盟国の中では、ドイツが59.2GWで第1位、次いでイタリア（22.6GW）、スペイン（18.5GW）、

フランス（14.3GW）、オランダ（13.2GW）であった。 

 

 

 
図4 世界の太陽光発電システム累積導入量の推移（単位：GW（DC）） 

出典：IEA PVPS   

 
稼働停止容量、リパワリング及びリサイクル 
これまでのところ、IEA PVPSが公表している数値は、報告国の公式データに基づく年間導入量

と累積導入量を考慮している。一部の国ではすでに、稼働を停止した太陽光発電所を累積導入量

から差し引く形で累積導入量の数値に織り込んでいる。しかし、多くの国では稼働を停止した発

電所を適切に追跡していないと考えられる。さらに課題となっているのがリパワリングによる導

入量の増加である。 

太陽光発電所は、2005年頃に本格的な市場が始まった後に設置されていることから、その運用

年数を考慮すると、稼働停止は比較的少数であるとみられる。コンポーネントの交換、特に太陽

電池モジュールやインバータの交換は、通常の運用保守業務の一部であるが、一般的には累積導

入量には影響を与えない。リサイクルの数値を見ると、この分野で何が起こっているかを垣間見

ることができる。しかし、リサイクルの枠組みはまだ一般的ではなく、データの入手可能性を改
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善しなければならない。 

今後数年間、IEA PVPSは太陽光発電所の稼働停止容量、リパワリング、リサイクルのダイナミ

ックな進化を綿密に追跡し、導入量への影響、リパワリングの市場予測、太陽光発電システムの

老朽化による性能低下などを予測していく。 
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太陽光発電システムの地域別累積導入量の推移 
 

欧州市場は、太陽光発電の初期の進展において先進的な役割を担っていたが、アジア市場が2012

年を境に急速な伸びを見せており、以来成長を続けている（図5）。中国、インド、日本、韓国、

そして最近ではベトナムに牽引されて、アジアは2021年、世界の太陽光発電システム累積導入量

の約57%を占めた（2020年と同水準）。その他の大陸・地域では、太陽光発電導入量の分布は2020

年と同様であった。欧州は、4年連続で市場が大きく成長・回復したものの、世界の累積導入量に

占めるシェアは21%で、このうちEUが92%を占めた。米州のシェアは、米国とブラジルをはじめ

とする一部の中南米諸国の成長により16%となった。残りの6%は、中東・アフリカ（MEA）地域

及びその他の地域によるものである（導入量の詳細は未確認）。 

 

 

 
図5 太陽光発電システム地域別累積導入量の推移（単位：GW（DC）） 

出典：IEA PVPS 

 

アジアは、中国を世界の牽引役として、引き続き世界の太陽光発電市場の大半を占めている。

中国、インド、日本、韓国、台湾及びマレーシア等、すでに確立されたアジアの主要市場は2021

年に成長を遂げた。タイ、シンガポール、インドネシア、フィリピン等のその他の市場では、こ

こ数年間は市場成長が停滞もしくは断続的である。ベトナムは3年連続で上位にランクインしてい

るが、2021年には市場が大幅に縮小したため、このような導入水準が今後も継続するかどうかは

不明である。アジア市場は2021年の世界の太陽光発電年間市場の約52%を占め、2020年比では微

減となったものの、過去数年横ばいで推移している。 

米州では、2021年に成長が加速（新規導入量：26.9GW）した米国市場を中心に、市場が成長し

た。米州における2021年の太陽光発電システム導入量は、米国に次いでブラジルが約5.5GWで第2

位となり、次いでメキシコが約1.8GW、チリが1.3GW、アルゼンチンが2020年と同水準の約200MW
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であった。カナダ市場も成長し、2021年には約400MWを導入した。米州は、2021年の世界の太陽

光発電年間市場の約21%を占めた。 

EUでは、ドイツが4年連続で大幅に市場を拡大し、2021年の新規導入量5.3GWで首位に立った。

第2位のスペインは2020年から大きな伸びを見せ、4.9GWを導入した。2020年比で約3倍増の急成

長を果たしたフランスは3.4GWを導入して第3位となった。オランダは2020年と同水準の3.3GWで

第4位、次いでポーランドが3.3GW、ギリシャが1.2GWを導入した。導入量が1GWをわずかに下回

った国がいくつかあった（イタリア：944MW、ベルギー：850MW、ハンガリー：800MW）。ポル

トガル（572MW）、スウェーデン（500MW）、オーストリア（450MW）、デンマーク（312MW、

チェコ（68MW）がこれに続いた。 

EU加盟国以外では、ノルウェーが45MWを導入した。スイス（616MW）等、欧州の他の国でも

興味深い進展がみられた。また、注目すべき点として、ウクライナでは近年多くの太陽光発電シ

ステムが導入されている。欧州全体で、2021年の世界の太陽光発電年間市場の17%超を占めた。 

中東・アフリカ（MEA）地域では、イスラエルが前年比大幅増の935MWを導入した。アラブ首

長国連邦（UAE）では、過去数年間に入札が実施されたが、稼働開始したプロジェクトはごくわ

ずかであった。しかし、今後の成長が期待される。トルコ市場は2020年から安定して推移し、約

1GWを導入した。 

MEA地域は、2021年の世界の太陽光発電システム新規導入量の約3%を占めた。独立形システム

の設置が急速に増加したほか、多くの国で規制の枠組みに頼らない屋根設置型太陽光発電システ

ムの設置も急速に進展している。 
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6. 太陽光発電による発電量 
 

太陽光発電による発電量については、個別の太陽光発電所の発電量を計測することは容易であ

るが、国全体の発電量の集計ははるかに複雑な作業となる。まず、日射量は各地の気候によって

異なり、天候も年によって大きく異なることがある。さらに、12月に設置されたシステムは、標

準の年間発電電力量のほんの一部しか発電しないことになる。建物に設置された太陽光発電シス

テムの中には最適方位を向いていないものや、日中、部分的に日陰となるものもあるかもしれな

い。このような理由から、図6に示す国別の太陽光発電による電力量の割合は、2021年末時点の太

陽光発電システム累積導入量に基づいた推定値であり、最適立地、最適方位、長期平均天候条件

に近い条件で算出されている。 

 
 

 
 

 
図6 2021年の電力需要に占める太陽光発電の

割合（理論値） 

出典：IEA PVPS 

 

 

図6は、主要国（IEA PVPS加盟国及びその

他の国）における電力需要に対し、太陽光発

電が理論上どの程度貢献しているかを、2021

年末時点の導入量に基づいて示したもので

ある。これらの数値は年末時点での累積導入

量に基づく推定値であるため、一部の国に関

しては、公式に発表された太陽光発電による

電力量の数値とは若干異なっている可能性

がある。これらの数値は指標的数値として考

慮されるべきである。各国の発電量に関する

信頼性の高い推定値を提供し、各国間の比較

を可能にするものではあるが、公式統計に取

って代わるものではない。 

一部の国においては、太陽光発電による電

力が、電力需要の10%を上回っている。筆頭

はオーストラリアの15.5%、2位のスペインが

14.2%（推定値）、3位のギリシャが13.6%（理

論値）となっている。 

世界全体では、電力需要の約5%が太陽光発

電で賄われている。
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7. 政策と市場動向 
 

7.1 競争入札とマーチャントPV（補助金を利用しない太陽光発電） 
ここ数年太陽光発電の進展を牽引してきた入札は、引き続き世界各地で実施され、日射量の非

常に多い地域では、20ドル/MWhをはるかに下回る極めて競争力の高い価格で落札された。中東で

は、落札価格が約10ドル/MWhまで下落したと報じられており、欧州の一部の入札では（疑問の声

が上がるかもしれないが）14ドル/MWhを下回る価格が記録されている。2021年には、太陽電池モ

ジュール価格の上昇により、価格の下落傾向に歯止めがかかった。今後数年間は、少なくとも原

材料の危機が解消されるまでは価格の低下は見込めないとの見方が大勢を占めている。 

一部の国では、再生可能エネルギー技術を特定しない混合入札に向けてコストを基準とする入

札が進展している。自国の企業に有利になるよう、あるいは製品の環境フットプリントを改善す

るため、環境面あるいは産業面での制約も導入されている。 

マーチャントPV（補助金を受けずに電力市場、または電力購入契約（PPA）を通じて発電電力

を販売する太陽光発電プロジェクト）の開発は、2021年にさらに多くの国で実施された。例えば

スペインでは、年間導入量3.5GWの全量が、PPAに基づいて開発された地上設置型太陽光発電プロ

ジェクトであった。今後数年間に、特に電力の市場価格が引き続き高値で推移した場合には、マ

ーチャントPVはさらに進展するとみられる。これにより、競争力の概念が大きく変わる可能性が

ある。そのため、入札や同様の政策の枠組みの外で電力事業用太陽光発電が進展し始めており、

世界中で安価な電力が供給されている。 
 

7.2 プロシューマーに関する政策 
太陽光発電による電力の生産者が同時にエネルギーの消費者にもなる「プロシューマー」とい

う概念は急速に広まっており、複数の国でそれぞれの状況に応じた施策が打ち出されている。 

建物設置の小規模太陽光発電システム市場を推進するために最も活用されている施策は「ネッ

トメタリング制度」であり、様々に定義され、多くの国で採用されている。本来の「ネットメタ

リング制度」は、系統に逆潮流される太陽光発電電力に対してクレジットを提供するものであり、

これまでにベルギー、カナダ、デンマーク、オランダ、ポルトガル、韓国及び米国において市場

の発展を支えてきた。しかし、リアルタイムの太陽光発電電力の消費を優遇する自家消費施策が、

ネットメタリング制度に取って代わるケースが増加している。自家消費施策は、多くの場合、系

統に逆潮流される太陽光発電システムの余剰電力に対するフィードイン・タリフ制度（あるいは

スポット価格に上乗せするフィードイン・プレミアム制度）を伴っている。その一例がスペイン

である。その結果、自家消費は分散型太陽光発電システム導入の大きな推進力となっている。 

集合住宅の建物における自家消費用太陽光発電システムの利用は、まだ本格的には普及してい

ないが、オランダ、スペイン、オーストリア、スウェーデン、フランス、スイス、ドイツ、イタ

リア等で実施されている。 

分散型（非集中型）太陽光発電システムの自家消費は、発電と消費の場所を分ける考え方とと

もに進展し始めている。これにより、1基以上の太陽光発電システム（電力事業用発電所であって

も）が、妥当な距離内において1人以上の消費者に電力を供給することができるようになり、公共

系統の使用が最小化される。このように発電と消費の場所を分けることにより、地域の自家消費

比率の向上につながり、屋根や土地をよりよく活用することが可能になる。フランス、オランダ
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及びオーストラリアは、形態は異なるが、主に小規模システム向けに分散型システムの自家消費

施策を導入している。 

多くの国では、このような施策が、将来の資金調達を懸念する多くの配電系統運用者から激し

い反発を受けている。分散型太陽光発電及び自家消費のシェアが拡大するにつれて、電力系統を

維持・整備するための資金の調達が、電気自動車（EV）の充電やヒートポンプを使った暖房のた

めに新たに配電系統を使用することと共に、取り組むべき重要課題となっている。 

欧州連合（EU）は、気候変動と再生可能エネルギー分野での今後の政策案をまとめた包括的政

策パッケージ「Clean Energy For All Europeans package」の下、再生可能エネルギー・コミュニティ

（REC）及び市民エネルギー・コミュニティ（CEC）の構想を導入した。RECは、市民が再生可能

エネルギーによって発電した電力を隣人に販売することを認めるもので、その重要な構成要素は、

境界の定義と系統の使用に対する料金である。これらの主要な構成要素は、EU加盟各国における

実施に際して定義づけられている。こうしたエネルギー・コミュニティのコンセプトは、今後、

既存の太陽光発電市場分野に拡大し、太陽光発電システムの設置に投資することができない消費

者のコスト削減につながる見込みである。 

 
7.3 現地生産政策 

2021年には、太陽光発電の価値連鎖の様々な段階で、現地生産を優遇する多くのイニシアチブ

が実施された。エネルギー部門における太陽光発電の重要性が高まっており、成長が予想される

ことから、多くの政府は政策、補助金や規制を通じて現地生産を支援するようになっている。 

近年、貿易摩擦の緊張は緩和されつつあるが、欧州、米国、インド、モロッコやサウジアラビ

アではイニシアチブを通じて現地生産を支援する気運が高まっている。これは、今後数年間に太

陽光発電が担うであろう重要性に関する認識の高まりと、一部の国では戦略的な生産を確保した

いという意欲を反映している。 

この傾向は世界的に拡大している。多くの場合、産業のダイナミクスや太陽電池製造の複雑性

について明確に理解していないため、一部の政府が求めているプロジェクト数よりも実際のプロ

ジェクト数が少ない結果となる。 

このほか、ガラスなど一部の部材の製造において太陽光発電のシェアが拡大しており、総生産

量に占める太陽光発電用途の生産量が増えていることから、2021年に中国で起こった供給不足は、

国外にも影響が及ぶこととなる。この点で、現地生産には世界のサプライチェーンへのアクセス

も含まれるため、既存のグローバル企業の役割を無視するべきではない。 
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8. 広い意味でのエネルギー転換における太陽光発電 
 
8.1 太陽光発電とその他の再生可能エネルギーの進化 

太陽光発電はエネルギー転換において重要な役割を担うであろう。再生可能エネルギー技術の

進化に目を向けると、図 7 で示す通り、この傾向はすでに明白になっている。過去 15 年間に、太

陽光発電技術は技術面及び価格面での進展により、極めて急速な市場成長を遂げた。太陽光発電

は、宇宙や遠隔地における発電のための利用が大半であったニッチな技術から、この 30 年の間に

主要エネルギー源へと進化した。 

 

 
図7 再生可能エネルギー年間導入量の推移 

出典：IEA PVPS、Bloomberg NEF（BNEF）、世界風力会議（GWEC）及び国際再生可能エネルギー

機関（IRENA）（2021年は推定値） 

 
2021 年に新設された再生可能エネルギー・システムによる総発電量のうち、太陽光発電システ

ムが約 40%を占めた。上記の図 7 との差異は、それぞれの再生可能エネルギー技術の設備利用率

が異なるためである。バイオマス発電システムは一年を通じてほぼ終日発電を行うことができる

一方で、風力及び太陽光発電システムの発電電力量は、地域ごとに変動する風況や日射量に大き

く左右される。 
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図8 2021年に新設された再生可能エネルギーによる発電量 

出典：IEA PVPS、BNEF及びGWEC（2021年は推定値）  

 
8.2 太陽光発電の開発が二酸化炭素排出量に及ぼす影響 

2021年の世界のエネルギー関連の二酸化炭素相当排出量は約33Gt（33GtCO2-eq）2であった。2020
年に排出量が大幅に減少した後に経済が回復したことが主な要因で、前年比7%増となった。実際

、2020年のエネルギー関連の二酸化炭素相当排出量の減少は、主にCOVID-19のパンデミックに

起因し、産業と輸送において世界全体のエネルギー需要に深刻な影響を及ぼした。電力・熱部門

の総排出量は、2021年に146億tCO2-eq近くに達し、前年比約10億tCO2-eqの増加となった3。 
電力部門による二酸化炭素排出削減における太陽光発電の役割は、引き続き拡大している。2021

年末時点の世界の太陽光発電システム累積導入量による総発電電力量に基づくと、年間約11億
tCO2-eqの排出が削減されたことになる。この排出削減量は、全ての国において同量の電力が異

なるグリッド・ミックスによって発電された場合に生じるであろう排出量に基づいて算出されて

おり、太陽光発電システムのライフサイクルにおける排出量を考慮している。これは、電力・熱

部門の総排出量の約7.5%、全エネルギーの排出量の3%である。 
 

8.3 太陽光発電がよりクリーンなエネルギー・システムの開発を促進 
太陽光発電技術の普及は、化石燃料による発電の代替を提供することにより、増加する二酸化

炭素排出量に対して直接的に取り組むことに加え、気候変動に対応する可能性を持つ他の技術の

触媒としての役割を果たすこともできる。実際に、太陽光発電は、いまや一部の市場分野では最

も競争力の高い電源となっている。こうした安価な電力を入手できることにより、「グリーンな」

燃料のブレイクスルーが始まっている。 
シーズナル・ストレージの必要性を考えると、エネルギー転換にとってカギとなる技術のひと

 
2 IEA「Global Energy Review：二酸化炭素排出量」

（https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/co2-emissions） 
3 IEA「Global Energy Review：二酸化炭素排出量 2021 年」（2022 年 3 月） 
（https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2） 
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つとして、おそらくグリーン水素の生成が挙げられる。長年にわたる研究やパイロット・プロジ

ェクトを経て、世界中で商業用のグリーン水素製造プラントが建設されている。グリーン水素は

最終製品となり、化石燃料から生成される水素の代替として産業で使用される可能性があるほか、

アンモニア、メタノール、トルエンなど、輸送が容易なその他の燃料を生成することも可能であ

る。 

 
太陽光発電と他の分野との相乗効果のもうひとつの例：電気自動車（EV） 
 

輸送部門の電化は多くの国で加速しており、IEA PVPS技術協力プログラム（IEA PVPS TCP）の

ほぼ全ての加盟国において活発に進展している。太陽光発電の発展と電気自動車（EV）との直接

的な関連性はまだ解明されていないが、自家消費施策の拡大に伴い、両者の相乗効果は現れつつ

ある。ピーク負荷時間帯にEVを充電することは、発電について再考する機会となることが示唆さ

れている。一方で、仮想自家消費（バーチャル自家消費）のような概念は、太陽光発電の急速な

普及の枠組みを早急に提供できる可能性がある。加速するEV市場の成長は、太陽光発電市場の成

長と比較することができる。2021年のEV販売台数は約700万台で、2020年と比較して100%以上増

加したことから、EVの普及は初期の太陽光発電の普及よりもさらに急速なブレイクスルーを起こ

す可能性がある。 

 

 
図9 EVの年間販売台数と太陽光発電の年間導入量の推移 

出典：IEA PVPS及びEV-volumes 
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