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Point
1 太陽光発電市場は「政策主導型マーケット」の性格が強い。市場拡大のためには強力な公的施策の

投入が必要であり、それが FIT 制度であることは今や明白。
2 欧州の後を追って我が国も FIT 制度導入を決め、11 月から制度スタート。だが、その制度内容

を検証すると、市場拡大効果という面で疑問が残る部分もある。
3 政権交代によって日本版 FIT 制度が改訂される可能性はある。普及支援策の成否は我が国の太陽

光発電システム市場の行方を左右するだけではなく、新政権の「2020 年に CO2 排出 25 ％削

減」という目標における家庭部門排出量削減にも大きく影響する。

はじめに

昨年度、筆者は（財）機械振興協会経済研究所

の委託調査で 1 太陽光発電市場の将来マーケット

評価に関する調査を行い、その一環として実施し

たドイツ現地調査結果については本誌の 2008 年

11 月号でご報告させていただいた。

その中でも懸念したように、拡大を続けていた

太陽光発電マーケットも今回の世界的な経済危

機・景気低迷には“無傷”ではいられず、昨年 9

月に筆者がヒアリング訪問した Q-Cells も 2008

年業績見通しの下方修正、2009 年第 1 四半期の

赤字転落といったニュースが伝えられるなど、太

陽光発電市場は一時的な成長鈍化局面を迎えたと

言える。

しかし、これはあくまで一時的･短期的なもの

であって、太陽光発電市場が比較的早く成長回復

軌道に戻るという見方は強い。本稿では世界同時

不況を経た後の太陽光発電市場の見通しと我が国

の市場拡大施策の内容検証、更に鳩山新内閣が打

ち出した「2020 年 25 ％」の温暖化ガス削減目標

に対する太陽光発電の寄与などについて考察して

みたい。

FIT 制度に支えられる政策型マーケット

そもそも、多くの製造業が景気後退の影響に苦

しみ続けている状況の中にあって、なぜ太陽光発

電市場だけは早期の回復･再成長が確実と言って

しまえるのであろうか？　その理由は、現在の太

1   この調査は（財）JKAの補助を受けて実施している。
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陽光発電市場が「政策主導型マーケット」という

性格を強く持っているということに尽きる。

太陽電池を設置すればユーザーは確実に儲かる

FIT（Feed-in Tariff ：固定価格買い取り制度）に

よって欧州を中心にして急拡大した現在の太陽光

発電市場は、政策主導型マーケットであるからこ

そ「景気よりも政策・制度に影響される市場」と

考える必要があるのである。

もちろん、前述のように不況の影響はゼロでは

ない。特に投資資金をかき集めて設置するタイプ

が中心だった中～大規模太陽光発電設備などの分

野では投資余力そのものの減退が需要の縮小に結

び付いている。

だが、何度も言うように現在の太陽光発電市場

は景気ではなく、FIT 制度という公的な普及支援

制度に圧倒的に依存したマーケットなのである。

普及支援制度が存続し、「太陽電池を設置すれば

儲かる」という仕組みに変化がない以上、需要の冷

え込みが長期化するとは考えられないのである。

世界的な低炭素化の動きや再生可能エネルギー

ニーズの高まりももちろんであるが、何より FIT

制度という “最強の普及拡大策”が世界各国に

存在していれば、太陽光発電市場が他のマーケッ

トより早く体力を回復し、再び成長･拡大に向

かっていくのは当然と言えよう。

では我が国の市場はどうであろう？　かつて太

陽光発電導入量で毎年世界 No.1 だった日本がド

イツに抜かれ、2007 年にはスペイン･米国に抜か

れて 4位に落ちたことは本誌 2008 年 11 月号で触

れたが、EPIA（欧州太陽光発電工業連盟）の

データによると、2008 年には更にイタリア、韓

国にも抜かれて 6位という凋落ぶりである。一方

で、日本を追い抜いていったのはほとんどが最近

になって FIT 制度を導入した国…と、こうなる

と、太陽光発電市場拡大のための強力かつ即効性

のある政策が FIT 制度導入なのは明らかであろ

う。

実現した「市場予測用・仮想シナリオ」

本稿冒頭で触れた調査研究で、筆者は我が国の

太陽光発電の将来市場を二つのシナリオに基づい

て予測した。その一つは昨年末に復活した「設置

費の 1 割補助」という導入助成策が 2009 年度以

降も継続するというシナリオであり、もう一つが

「日本政府が 2011 年から住宅用を対象に新たに

FIT 制度を導入」というものであった。

前者は我が国政府が 1994 年度から 2005 年度ま

で続けていた住宅用太陽光発電設備導入補助事業

を 2008 年度補正予算で再開させたものであるか

ら、景気刺激策という点からその継続は十分予想

できるものであった。ただ、補助事業とはいって

も海外諸国の FIT 制度と比べるとユーザーに

とって魅力度の低い「設置費 1割補助」であるか

ら、市場拡大政策としての効果は「中」レベルの
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図表 1 主要国の太陽光発電年間導入量推移

出所：EPIA（欧州太陽光発電工業連盟）データを基に筆者作成
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シナリオであり、弊社の予測数値も 2020 年に約

700MW/年、2025 年に 900MW/年というもので

あった。

一方、後者の「住宅用 FIT 制度導入」はドイ

ツと同様の FIT 制度を住宅用に限って導入する

というシナリオであり、この日本版 FIT 制度が

導入されれば強力な市場拡大効果が期待できると

いう前提に立っていた。ただ、この調査を行って

いた段階ではかなり仮想的・希望的なシナリオと

いう面が強かったのも事実である。

ところが、調査終了間近の 2009 年 2 月下旬に、

「平成 22 年度中に太陽光発電からの電力固定買取

制度を導入予定」という計画が経済産業省から発

表された。これはまさに上述の「仮想的・希望的

シナリオ」に近いものであり、遅ればせながら日

本もついに強力な効き目を持つ政策の投入に踏み

切ったことになる。その後、この日本版 FIT 制

度は導入を 1 年前倒しすることが決まり、2009

年 11 月からスタートすることが発表された。

この調査研究において筆者が検討した FIT 導

入シナリオでは 2020 年住宅用システム導入量予

測は 1,520MW。システム 1件平均 4kWとして計

算するとこれは住宅 38 万世帯分の導入に相当し、

同様に 2025 年には 1,800MW・ 45 万世帯の導入

量である（図表 2）。

我が国の住宅着工数はここ数年、おおむね 40

～ 50 万戸/年の規模で推移している（持家と分譲

住宅･一戸建ての合計）。新築住宅数が今後もおお

むね横這いで推移するとすれば、住宅用太陽光発

電導入世帯数 45 万という数字は「ほとんど全て

の新築住宅に太陽光発電が設置される」ことを意

味する。もちろん、実際には新築だけではなく既

設住宅需要などがあることを考えても、弊社の

「仮想的シナリオ」による数字は日本の住宅用太

陽光発電システム年間市場規模としてはほぼ上限

に近い数字と考えることができる。我が国でも

FIT 導入が決まったことで、筆者が想定した「住

宅用 FIT 導入シナリオ」がまさに現実のものに

なると考えられた。

問題は日本型FIT制度の内容

だが、その後日本版 FIT 制度の内容が徐々に

明らかになるにつれ、この助成策がもたらす市場

拡大効果にはいささか疑問符が付きはじめたので

ある。

我が国の新たな太陽光発電普及支援策の内容・効果を検証する
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図表 2 シナリオ別導入量予測

注：2009 年補助予算増額を考慮に入れ、調査報告書とは若干数字を変更している
出所：東レ経営研究所予測
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2009 年 11 月 1 日からスタートすると発表され

た日本版 FIT 制度の内容を見ると、住宅用太陽

光発電からの買い取り価格が当初 48 円/kWh 程

度、買い取り対象となるのは自家消費した残りの

余剰電力であり、買い取り保証期間は 10 年とさ

れている。

制度スタート当初、家庭用電力料金の約 3倍近

かったドイツやスペインなどの買い取り価格に比

べ、約 2倍という日本の価格設定がいささか“渋

い”ことには目をつぶるとしても、買い取り保証

期間が 10 年とされているのは問題である。

FIT 制度においては、買い取り保証期間の長短

は採算計画を決定的に左右する要素である。買い

取り期間が 20 年なら「設置者は確実に儲かる」

と言えても、10 年では良くて収支トントン、設

置条件が不利であればそれすら難しいことも十分

あり得る。これではユーザーにとっての魅力度は

低いと言わざるを得ない。

更に問題なのは、買い取り対象を余剰電力に限

定した点である。昨年本誌で触れたようにドイツ

は 2009 年から FIT 制度を一部改訂し、それまで

全量売電型が基本だった住宅用システムユーザー

からの電力買い取りに「自家消費併用型」を新た

に加えた。これは一口で言えば自宅屋根の太陽電

池でつくった電力を全量売電しようが、自分の家

で使おうが、ほぼ同等の経済的インセンティブを

ユーザーが得られる仕組みである。

日本の住宅用太陽光発電ではこれまで「自家消

費し、余剰電力を売電」という形が基本であり、

全量売電というスタイルはもともと存在しなかっ

た。そこに「余剰電力だけを高く買い取り」とい

う仕組みだけを持ち込んだらどうなるか？

日本版 FIT 制度での買い取り価格を 48 円

/kWh、一般の家庭用電力料金を 24 円/kWhとし、

年間消費電力量 5 , 0 0 0 kW h の世帯が年間

5,000kWh 発電できるシステムを導入するという

単純化したモデルで計算してみると、図表 3のよ

うに「自宅屋根で自家発電した電気を自家消費す

ればするほど収益性が低くなる」という制度に

なってしまうのである。

もちろん実際にはパターン C のような「全量

自家消費、購入電力ゼロ」ということは起こりえ

ないが、余剰電力だけを高く買い取る制度である

限り、「自家発電した電気を自家消費すればする

ほど採算悪化」という原理は変わらない。このよ

うに見ていくと、ドイツの制度と比べて日本版

FIT 制度の「魅力度の低さ」は明らかであり、日

本版 FIT 制度の実施によって我が国でもドイツ

やスペインのように劇的な市場拡大効果が得られ

るかとなると、いささか首を傾げざるを得ないの

である。
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収益ゼロ 

A 全量売電パターン 

①売電収入 ①売電収入 ①売電収入 
48円×5,000 kWh＝24万円 
②購入電気代 ②購入電気代 ②購入電気代 
24円×5,000 kWh＝12万円 

差し引き12万円の収益 

B 半分自家消費パターン 

48円×2,500 kWh＝12万円 

24円×2,500 kWh＝6万円 

差し引き6万円の収益 

C 全量自家消費パターン 

48円×0kWh＝0円 

24円×0kWh＝0円 

図表 3 消費電力 5,000kWh/年、太陽光発電での発電量 5,000kWh/年の場合の 3 パターン

注：電力の契約基本料金や昼夜の電力料金差等は考慮していない
出所：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構のデータ等を参考に、筆者が単純モデル化し、試算
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我が国の新たな太陽光発電普及支援策の内容・効果を検証する

だが、9 月の政権交代によってこの問題も流動

化する可能性が高まったと言える。もともと民主

党は日本版 FIT 制度を太陽光発電だけに限定せ

ず風力などもメニューに含め、更に買い取り電力

も余剰電力だけではなく自家消費分も含めるべき

であるという、ドイツなどに近い制度設計を打ち

出していた。

それに加えて「温暖化ガスを 2020 年に 90 年比

で 25 ％削減」という公約である。鳩山首相が言

うように目標達成に向けて「あらゆる政策を総動

員」という前提に立てば、効果に疑問符の残る普

及策ではなく、より高い効果を発揮し得る政策が

求められるのは当然である。11 月 1 日の制度ス

タートには間に合わないとしても、来年度以降、

日本版 FIT 制度が“民主党色”を強めた内容に

改訂される可能性はあると考えるべきであろう。

最大限シナリオによるCO2 削減効果は？

では、自家消費分も買い取り対象に含め、ユー

ザーメリットを拡大した「民主党型 FIT 制度」へ

の改訂がなされ、前掲の「住宅用 FIT 制度導入シ

ナリオ」によるグラフ通りの市場成長が実現した

としよう。2010 年から 2020 年までの 11年間の予

測 数 値 の 累 積 は 発 電 容 量 で ほ ぼ 1 0 G W

（10,000MW）、1世帯当たり平均 4kwとすると導入

世帯数では250万となる。魅力の高いFIT制度が導

入され、2020 年に日本中で 250 万世帯が太陽光発

電導入でCO2 削減に寄与した場合、その削減効果

はどの程度になるのか？

上の図表 4 のように、250 万世帯が住宅用太陽

光発電システムを設置したことによる CO2 削減

効果は約 825 万 t という試算結果が得られる。

825 万 t というと大した量に思えるが、基準年で

ある 1990 年の我が国の CO2 総排出量が約 11.4 億

t であり、上記試算結果 825 万 t のウエイトが

0.7 ％強と聞くと、その貢献度は問題にならない

くらい小さく、25 ％削減までの道もはるか遠い

ものに思えてくる 2。

しかし、この数字は別の見方もできる。この

250 万世帯で 825 万 t 削減という数字は「住宅用

の太陽光発電システム」で見た場合である。住

宅向けシステムであるなら、家庭部門からの

CO2 排出削減にどの程度貢献するかで評価して

みよう。

条件１.発電量：250万世帯がすべて年間5,000kWh/世帯を発電する 
条件２.削減効果：太陽光発電1kWhあたりCO2削減効果を0.66kg/kWhと設定 

従って削減量トータルは250万世帯×5,000kWh×0.66kg ＝ 82.5億kg（825万ｔ） 

・発電量5,000kWhは（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構の太陽光発電年間利用率データを参考に 
  4kW×24h×365ｄ×0.14で計算 
・削減効果0.66kg/kWhは（独）産業技術総合研究所のデータを採用 

図表 4 住宅用太陽光発電システムが 2020 年時点で 250 万世帯に普及したケースでのCO2 削減効果試算

出所：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、（独）産業技術総合研究所などのデータを基に筆者作成

2   1990 年排出量データはすべて温室効果ガスインベントリーオフィスによる数値。



経営センサー　2009.11
2424

1990 年の日本の CO2 総排出量 11.4 億 t の中で

家庭部門の排出量は約 5,666 万 t。従って、家庭

部門排出量に限って考えれば住宅用太陽光発電シ

ステム普及による削減効果 825 万 t は 14.5 ％とい

うウエイトになるのである。

国全体の目標に沿って産業部門、運輸部門、家

庭部門など、それぞれの排出セクターごとに等し

く 25％削減というノルマが課されると仮定した場

合、魅力ある制度投入で住宅用太陽光発電が大幅

かつ急速に普及すれば、家庭部門に課された 25％

という削減ノルマの半分以上は達成されることに

なる。こうなると「問題にならないほどの小さな

ウエイト」どころか、住宅用太陽光発電の急速・

大幅な普及の実現こそが、家庭からのCO2 排出削

減の成否のカギを握るとも考えられるのである。

本誌が発行される 11 月には、すでに日本版

FIT 制度はスタートしているはずである。その制

度内容が現状のままであれば、何度も言うように

その市場拡大効果には疑問が残ると言わざるを得

ない。今後、制度の内容が「より設置者に魅力の

高い方向」で改訂されるかどうかは、我が国の太

陽光発電市場の行方にとって重要なのはもちろん

であるが、25 ％ CO2 削減という目標の実現可能

性にも影響を与える問題と言える。鳩山首相が言

う「政策総動員」がどのように具体化していくの

か、注目していきたいと思う。

経済・産業／業界展望

1990年総排出量に占めるウエイト 1990年家庭部門排出量に占めるウエイト 

約11.4億t 約5,666万t

14.5％ 0.72％ 

図表 5 825 万 t 削減が占めるウエイト比較

出所：前記削減効果試算結果及び温室効果ガスインベントリーオフィスによる 1990 年排出量データを基に筆者作成




