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太陽電池の世界市場を調査
■世界太陽電池市場（モジュール販売ベース[メーカー出荷]）
２０１３年見込 出力ベースは順調に拡大 金額ベースでも２０１２年の落ち込みから回復
２０２０年予測 出力ベースは８４．１ＧＷ 金額ベースは３兆６，０３５億円へ拡大
■国内太陽光発電システム市場（導入量ベース）
２０１３年度見込 産業用の急拡大が牽引し、世界トップの導入量に
２０２０年度予測 出力ベースで８．０ＧＷに成長 住宅用が拡大を続ける
総 合 マーケティングビジネスの株 式 会 社 富 士 経 済 （東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 伝 馬 町 社 長 阿 部 界
03-3664-5811）は、今年４月から７月にかけて、地球温暖化対策やエネルギーミックスなどの観点から、年々
導入量が拡大している太陽光発電に関連する市場を調査した。その結果を報告書「２０１３年版 太陽電池関
連技術･市場の現状と将来展望」にまとめた。
この報告書では、産業の川上から川下までの一連のバリューチェーンを捉えることで、太陽電池関連ビジネ
スを俯瞰しており、製造技術は確立されているのか、部材／原料の供給は追い付いているのか、太陽電池及
び周辺機器は需給バランスを保つことができているのか、それら機器を受容するだけの需要量があるのか、と
いった複眼的な考察を行えることを特徴とした。また、市場環境の変化、メーカーの動き、コスト構成、採用素
材、新技術の研究開発など、変動の激しい世界の太陽電池関連市場のトピックスを整理した。さらに、２０１２
年７月の固定価格買取制度（以下、ＦＩＴ）導入以降、注目が集まる国内の太陽光発電システム、太陽電池、パ
ワーコンディショナの技術・市場動向を分析した。
＜調査結果の概要＞
■世界太陽電池市場（モジュール販売ベース[メーカー出荷]）
２０１１年

２０１２年

２０１３年見込

２０２０年予測

２０１２年比

出力合計

３３，０２８ＭＷ

３５，０６３ＭＷ

４１，９０５ＭＷ

８４，１４５ＭＷ

２．４倍

結晶系

２８，２５０ＭＷ

３０，４００ＭＷ

３５，０００ＭＷ

６０，０００ＭＷ

２．０倍

薄膜系

４，７００ＭＷ

４，５１０ＭＷ

６，６００ＭＷ

２１，５００ＭＷ

４．８倍

その他

７８ＭＷ

１５３ＭＷ

３０５ＭＷ

２，６４５ＭＷ

１７．３倍

４兆２８６億円

２兆６，２５６億円

３兆８８９億円

３兆６，０３５億円

１．４倍

金額

結晶系（結晶シリコン太陽電池）：単結晶シリコン太陽電池、多結晶シリコン太陽電池、シリコンリボン太陽電池
薄膜系（薄膜太陽電池）：薄膜シリコン太陽電池、ＣＩ（Ｇ）Ｓ太陽電池、ＣｄＴｅ太陽電池
その他：集光型太陽光発電システム、色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池、球状シリコン太陽電池、カーボ
ン太陽電池、量子ドット太陽電池など

太陽電池の世界市場は、出力ベースでは拡大を続けているが、２０１２年は ３５，０６３ＭＷ（ ２０１１年比６．
２％増）と成長が鈍化した。これまで市場を牽引してきた欧州の減退が大きな要因となった。２０１３年は欧州
の割合がさらに縮小するが、中国やインドをはじめとした新興国、北米や日本などが好調で、４１，９０５ＭＷ（２
０１２年比１９．５％増）が見込まれる。
金額ベースでは、販売単価の下落により、２０１２年は縮小した。単価の下落は、主流の結晶シリコン太陽
電池におけるシリコン材料を中心とする部材コストの低下を主な要因とする。部材コストの低下は、太陽電池
の販売量が想定よりも少なかったため、生産能力を高めてきた部材との需給ギャップが生じたことで引き起こ
された。さらに、太陽電池メーカーも生産能力を拡大していたため、利益を削ってでも販売量を確保する動きが
ある一方で、利益を確保しようとするために部材への低コスト要求を強めた側面もあった。また、結晶シリコン
太陽電池の価格低下に連動して、対抗する薄膜太陽電池の価格も下がったため、２０１２年は２兆６，２５６億
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円（２０１１年比３４．８％減）に縮小した。
２０１３年は、ポリシリコン価格の下げ止まり、太陽電池メーカーによる価格設定などを含めた戦略の見直し、
更には欧州で中国製太陽電池の価格統制が敷かれるなど、太陽電池価格が安定化する状況が整いつつあり、
改善の兆しがみられる。そのため、２０１３年は３兆８８９億円（２０１２年比１７．６％増）が見込まれる。
太陽電池の種類別では、２０１２年は出力ベースで結晶シリコン太陽電池の構成比が８割以上を占めている。
コストパフォーマンスや高い変換効率、過去の実績に基づく信頼性が評価されている。シリコン部材の調達コ
ストが大幅に低減したことで、価格競争力が高まったことも強みとなっている。薄膜系は、薄膜シリコン太陽電
池が２０１０年から２０１２年まで構成比を下げていたが、一部の中国太陽電池メーカーが大規模発電所向けを
ターゲットに積極的に取り組む動きがあり、２０１３年の構成比は上昇する見込みである。また、ＣＩ（Ｇ）Ｓ太陽
電池は、潜在的には変換効率とコスト競争力が結晶シリコン太陽電池を上回る可能性があり、強気な計画を
立てる企業も見受けられ、今後構成比が高まっていくと予測される。
中長期的にも世界の太陽電池市場は拡大が予測される。需要地も広がっており、ドイツやイタリア、米国、
日本だけでなく、中国やインドでの需要が顕在化し、今後は東南アジアや南米、アフリカなどの日照条件の良
好な地域での需要増加も期待される。２０２０年には出力ベースで８４ ，１４５ＭＷ（２０１２年比２．４倍）、金額

ベースで３兆６，０３５億円（同１．４倍）が予測される。
■世界太陽光発電システム市場（導入量ベース）
２０１１年
出力合計

２０１２年

２９，７２８ＭＷ

２０１３年見込

３１，３５０ＭＷ

３７，５００ＭＷ

２０２０年予測

２０１２年比

７５，０００ＭＷ

２．４倍

先進需要地
２６，４５２ＭＷ
２４，２００ＭＷ
２７，０５０ＭＷ
４３，０００ＭＷ
新興需要地
３，２７６ＭＷ
７，１５０ＭＷ
１０，４５０ＭＷ
３２，０００ＭＷ
先進需要地：欧州、北米、日本 ＊ 、オーストラリア
新興需要地：中国、インド、南米、アフリカ、東南アジア、東アジア（日本除く）、中東など

１．８倍
４．５倍

世界の太陽光発電システムの導入量は、２０１２年に３１，３５０ＭＷ（２０１１年比５．５％増）となった。２０１３
年は増加ペースが上昇し、３７，５００ＭＷ（２０１２年比１９．６％増）となる見込みである。
２０１２年時点では欧州、北米、日本、オーストラリアの先進需要地の構成比が７割を超えているが、今後は
その他の国々の構成比が高まると予測される。最大の太陽電池生産地である中国での需要は大きく、またイ
ンドでの需要も顕在化し始めている。更に、今後は日照条件が良好な未開拓地である南米やアフリカ、東南ア
ジアなどでの需要が期待される。また、２０１２年に低迷した欧州市場は、２０１３年も導入量の大きなドイツやイ
タリアでの不調を受けて更に市場は縮小すると見込まれる。とは言え、最近ではブルガリアやウクライナなどの
東欧諸国で需要が増加しており、欧州地域での２０１４年以降の成長を牽引すると考えられる。流れとして、需
要地は先進国から中進国、更には新興国へシフトしつつあり、２０２０年には世界合計で７５，０００ＭＷ（２０１２
年比２．４倍）が予測される。
日本市場は、２０１２年７月にＦＩＴが導入され、産業用での導入に拍車が掛かった。ＦＩＴをはじめとする優遇
支援策の効果は大きく、２０１３年の日本の導入量は世界最大となる可能性がある。ただし、普及と共に支援
策は見直される方向にあり、数年後には収束に向かうとみられ、企業間の競争が激化すると予想される。その
ため、経済的優遇政策に依存せずに、安価になった太陽光発電システム市場が自律成長できる方策を探究
すべき時期に差し掛かっていると言える。今後は、環境に優しい太陽光発電を活かす仕組みづくりなど、電力
インフラシステムの構造的変革が必要になってくると考えられる。結果として、その仕組みは太陽光発電を必
要とし、太陽光発電の普及を促進する時代が到来すると予想する。
＊日本については年度（４～３月）ベース

■国内太陽光発電システム市場（導入量ベース）
２０１１年度

２０１２年度

２０１３年度見込

２０２０年度予測

２０１２年度比

出力合計
産業用
住宅用

１，２９５ＭＷ
１９５ＭＷ
１，１００ＭＷ

２，０５０ＭＷ
７００ＭＷ
１，３５０ＭＷ

７，０５０ＭＷ
５，５００ＭＷ
１，５５０ＭＷ

８，０００ＭＷ
５，０００ＭＷ
３，０００ＭＷ

３．９倍
７．１倍
２．２倍

金額

６，８００億円

９，０００億円

２兆４，７００億円

２兆３，０００億円

２．６倍

２０１２年度までは、国内の太陽光発電システム市場は住宅用を中心に構成されていた。特に２００９年１月
に再導入された補助金制度や同年１１月からの余剰電力の買取価格引き上げによる政策が住宅での導入を
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促進してきた。補助金や余剰電力買取価格等のインセンティブは低下しているものの、住宅用太陽光発電シ
ステムの導入量は増加している。既築向け販売量増加に加えて、新築でも搭載率が上昇している。電力会社
から購入する家庭用電気料金は産業用よりも高く、発電コストの改善が進む太陽光発電システムの経済的導
入意義が高いことから、住宅用はインセンティブが低下しても、産業用と比較して導入がしやすい。中長期的に
は、日陰の住宅を除くほとんどの住宅で太陽光発電システムが導入されていくと考えられる。
産業用は、２０１１年度に補助金の打ち切りに加えて、ＦＩＴへの移行を前にした買い控えが起きたため苦戦し
たが、２０１２年度になると７月に施行されたＦＩＴが需要を刺激し、市場は大幅に拡大した。ただし、２０１３年度
以降の完工となる大型案件も多く、それらが市場に反映される２０１３年度には５，５００ＭＷ（２０１２年度比７．
９倍）となる見込みである。ＦＩＴによるプレミアム期間は３年間と言われており、２０１５年度に市場は縮小に転じ
ると予測されるものの、設備認定済の案件が残るため２０１５年度以降もＦＩＴの余波による需要が残ると考えら
れる。また、太陽光発電システムの導入コストは低下しており、将来的に再生可能エネルギーを活かせる電力
インフラや社会システムが構築されれば、長期的にも一定の需要が期待できる。
＜調査対象＞
太陽電池市場編（世界市場）
結 晶 シリコン太 陽 電 池 〔単 結 晶 （ＨＩＴ含 む）・多 結 晶 ・シリコンリボン含 む〕、薄 膜 シリコン太 陽 電 池 、
CI(G)S/CZTS 太陽電池、CdTe 太陽電池、色素増感太陽電池（DSC）、有機薄膜太陽電池（OPV）
部材/原料市場編（世界市場）
ポリシリコン、単結晶/多結晶シリコンインゴット・ウエハ、バックシート、バックシート用原材料〔フッ素フィ
ルム(PVF・PVDF・他 )・フッ素コーティング材 ・ＰＥＴフィルム・バリアフィルム・接 着 剤 ・着 色 剤 〕、封 止 材
（EVA/PVB/アイオノマー等）、封止材用原材料〔原料樹脂（EVA/PVB/アイオノマー/オレフィン/シリコー
ン/TPU）、添加剤〕、電極ペースト（Ag/Al/Cu）・粉体（銀粉・アルミ粉・ガラス粉末）、インターコネクタ/配
線シート、はんだ代 替 材 料〔導 電 性 接 着剤（導 電フィルム/導 電ペースト）〕、ターゲット材〔ＺｎＯ系
（AZO/ZAO・GZO・IZO 等）・Cu-Ga・In・Mo・Ag・ITO〕(透明導電膜窓層/光吸収層/裏面電極層)
製造装置市場編（世界市場）
シリコンインゴット製造装置（単結晶引上装置・多結晶鋳造炉）、シリコンウエハ製造装置（ワイヤソー）、
リサイクル装置（SiC 砥粒・クーラント分離回収装置）
消耗品市場編（世界市場）
炭素材料（ルツボ・耐熱構造材・断熱材・ヒーター等）、ダイヤモンドワイヤ、スチールワイヤ、
クーラント（潤滑油）
太陽光発電システム市場編（国内市場）
産業用太陽光発電システム（公共用含む）、住宅用太陽光発電システム
主要構成機器市場編（国内市場）
太陽電池、パワーコンディショナ
＜調査方法＞
富士経済専門調査員による業界関連企業、団体へのヒアリング調査と一部文献調査
＜調査期間＞
２０１３年４月～７月
以上
資料タイトル ： 「２０１３年版 太陽電池関連技術･市場の現状と将来展望」
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