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はじめに

地球温暖化対策に対する必要性の高まりは世

界に様々な「温暖化対策市場」を生み出している。

太陽光発電、風力発電、ハイブリッド車、電気自

動車、バイオエタノール etc …京都議定書が議決

された 1997 年当時は“未来技術”、あるいはせい

ぜい“小規模導入”程度の段階でしかなかった技

術やシステムが今や世界中で巨大な市場を形成し

始め、世界各国のメーカーがその市場に注目して

いるという例は少なくない。

その中で太陽光発電は、国別導入量で長く日本

がトップの地位を保ち、同時に太陽電池生産では

日本メーカーが世界の上位を独占するという状況

が長く続いたことから、技術においてもマーケッ

トにおいても、日本が世界を大きくリードする状

況が続いた。

しかし、最近数年間の爆発的とも言える太陽光

発電市場の拡大と、太陽電池参入ラッシュによっ

て太陽電池の市場構造・業界構造はグローバルレ

ベルで急激な変動期を迎えている。「太陽光発電

の導入量で日本がドイツやスペインに抜かれた」

「太陽電池生産の世界シェアトップの座がドイツ

企業に奪われた」といったニュースは既にご存知

と思うが、こういった急激かつ大きなマーケット

構造の変化を生み出したのは純粋な“市場原理”

ではなく、その背景にある“国家政策原理”に他

ならないと言える。

元々、環境装置や新エネルギー機器などの

マーケットは「規制・政策型市場」という性格が

ドイツ太陽光発電市場 現地調査報告
―“国家政策原理”が生み出す“新・市場原理”―

岩谷 俊之（いわやとしゆき）
産業技術調査部

1982 年上智大学新聞学科卒業。（株）富士経済などで環境・エネルギー、機械
関連分野を中心にリサーチャーとして活動し、2006 年より現職。経済産業省、
NEDO、（財）機械振興協会等の調査を担当する他、（社）日本機械工業連合会
のEU環境規制調査検討専門部会でも過去3年間にわたって調査を担当。

Point
1 ドイツをはじめとした欧州の太陽光発電市場は、いまや年間設置量で日本に大きく水をあけて圧倒

的成長をみせているが、それを誘導するのは「技術」でも「市場原理」でもなく、大胆な国家政

策＝フィードインタリフ（FIT）制度に他ならない。
2 太陽光発電に「有利な投資商品」としての性格を付与し、大量の投資資金を集めて市場を拡大させ

る FIT 制度は、太陽電池市場拡大施策の切り札とみなされ、欧州中心に導入国が急増している。
3 一方、これまでの太陽光発電助成策を打ち切った日本の市場はむしろ縮小傾向。導入補助は来年度に

も再開される見通しだが、従来の「イニシャルコスト助成型」制度ではフィードインタリフほどの効

果は期待薄。
4 しかし、投資需要が中心を占めるFIT制度は、経済環境・投資マインドの変化による影響も考えられ

る。日本のように住宅所有者による屋根設置型の需要は極めて“健全な”市場とも言える。
5 欧州では市場の成長性を保ちつつ、需要の健全性を高める動きが既に見られている。わが国は需要の

健全性を保ちつつ、市場成長を促進する施策を投入できるかがカギ。
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強い。ある物質の排出規制が厳しくなればその物

質の処理・浄化装置の需要が伸び、特定の新エネ

ルギー普及に向けた導入助成制度が実施されれば

その装置の市場が急拡大するといったケースはこ

れまでにも見られ、ここ数年の太陽光発電市場の

激変も基本的にはこの構図の上にある。ただ、今

回の場合はドイツを中心に欧州各国で自然エネル

ギー普及に向けてフィードインタリフ制度と呼ば

れるこれまでにない導入助成策が実施され、それ

が劇的とも言える市場拡大効果をもたらしたこと

で、世界中の太陽光発電マーケット、そして太陽

電池メーカーを巻き込む大きな市場変動に結びつ

いたと言える。

2008 年の 9 月、筆者は財団法人機械振興協会

経済研究所の委託調査の 1 一環で、ドイツ太陽光

発電市場の現地調査の機会を与えられた。今回は

現地動向調査の報告を交えつつ、太陽光発電市場

の背景にあるドイツ“国家政策原理”の状況と、

日本との差などについて考察してみたい。

フィードインタリフとは？

ドイツの太陽光発電マーケットを劇的に拡大

させる契機になったのがフィードインタリフ：

Feed in Tariff（以下 FIT と表記）制度であること

は既に周知の事実になりつつある。

FIT は一言で言えば「太陽光発電にビジネス、

投資としての魅力を付加することで太陽電池に対

する需要を半強制的に喚起させる制度」であり、

そのポイントを整理すると以下の通りとなる。

太陽光発電からの電力を通常の電力の 2 倍以

上という高額な固定価格で電力会社が 20 年間買

い取ってくれるとなれば、高い初期投資を払って

も設備費を回収した上で更に確実な利益確保が見

込め、大変魅力的な“発電ビジネス”になる。実

際、ドイツをはじめとする FIT 導入国では、太

陽光発電システムは「環境にやさしいから」

「CO2 削減に寄与するから」といった奇麗ごとで

はなく、ずばり「高利回りの期待できる投資商品

だから」という理由で市場が拡大している。ここ

には純粋な市場原理などというものは存在しない

と言ってよい。マーケットは巧妙とも強引とも言

える国家政策によって“半強制的に拡大させられ

た”のであり、それを支えるのは再生可能エネル

ギーシステムを普及させなければならないという

国家政策原理に他ならない。

市場が拡大すれば太陽電池の生産規模も連動

して急拡大し、コストは下がるという前提の元、

１ ：この調査は（財）JKAの補助を受けて実施している

①太陽光発電は一般電力料金より大幅に高い（一般家庭用電力が 20 セント/kWh 程度なの
に対し、買取価格は最も高いクラスで 08 年 9 月現在 43 セント/kWh）価格で 20 年間に
わたって電力会社が買い取ることが保証されている。

②この価格であれば、イニシャルコストの補助がない現在のシステム価格でも太陽光発電が
“儲かるビジネス”となり、期待できる利回りが高い（8～ 10 ％/年程度）。

③電力買取のための原資は広く一般向けの電力料金をわずかに高くすることで賄う＝国庫の
直接的負担はない。

④設置者は自分が設置した太陽電池で発電した電気を全量、電力会社に売電。自分で使う分
は電力会社から通常の商用電力を購入する。

⑤ FIT による電力買取価格は年々少しずつ下げ、太陽電池やモジュール等のメーカーに更な
るコストダウンを促す。



買取価格も徐々に下がることが前提になっている

ため、ユーザーの間には「買取価格が高いうちに

早めに設置しよう」という意識が生まれる。ドイ

ツでもスペインでも太陽光発電システム市場は制

度スタートと同時に爆発的と言えるほどに拡大し

ているが、その背景には、「早く導入した者ほど

買取価格が高い」という仕組みが大きく影響して

いるのは確かであろう。

太陽光発電からの電力を買うのは電力会社だ

が、電力会社は購入のための原資を自身で負担し

ているわけではなく、一般ユーザー向けの電力価

格をわずかに値上げして転嫁している。言うなれ

ば国民すべてが少しずつ負担し合って太陽光発電

に対するインセンティブを支えているわけで、国

の直接的な資金出動がない制度という点でも非常

に巧妙な仕組みであると言わざるを得ない。

日本の「イニシャルコスト助成型制度」

ここで日本の助成策に目を転じてみよう。日本

は 2005 年にドイツにその座を明け渡すまで、太陽

光発電のトータル導入量や年間導入量では毎年世

界のトップの位置を保っていた（現在、年間導入

量では日本はスペイン、米国にも抜かれて 4位）。

そのように当時としては世界をリードしていた日

本の太陽電池市場を牽引したのが 2005 年度まで続

いた「住宅用太陽光発電導入促進事業」である。

この制度はイニシャルコストを安くする（補

助する）ことで太陽光発電設置のモチベーション

を喚起しようというタイプの補助で、FIT と同じ

ようにポイントを整理すると以下のようになる。

つまり、日本における太陽光発電助成では、設

置者は「商用電力購入量が減ることでコスト削減

になる」「余った電力は電力会社が買ってくれるか

ら多少の収入にもなる」といった経済的メリット

を期待できないことになる。高額な太陽光発電シ

ステムを設置して “浮いた”電力料金で設置コス

トを回収しようとしても10年、15年といったレベ

ルでは到底無理と言われていたが、国が助成して

イニシャルコストが安くなることで結果的にコス

ト回収の期間が短縮され、「高いシステムを設置し

ても回収可能」という期待が持てるようになった。

この助成制度は 1994 年度にスタートし、多少

の変更を経ながら 2005 年度まで続いたが、国が

一般の住宅所有者を対象に新エネルギー設備導

入補助金を出すという、我が国では珍しい形の

助成制度だったこともあり、多くの申し込みを

集めたのはご存知の通りである。当時は一般家

庭には遠い存在というイメージの強かった太陽

光発電システムを「我が家の屋根に付けられる

新エネルギーシステム」という身近なレベルに

引き寄せ、「地球環境にやさしい住宅に住む」と

いう意欲を一般戸建住宅所有者レベルに喚起し

たという意味で、この制度の功績が大きかった

のは間違いない。
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①一般住宅をターゲットの中心に据え、国が設置費用の一部を補助する。

②設置者は自分の家の屋根で発電した電気は基本的に自分の家で使う＝商用電力量が減るこ
とで電気代が安くなることが経済的メリット。

③しかし、太陽光発電という原理上、夜間は商用電力を買わざるを得ない。蓄電池機能のつ
いたソーラーシステムはコストの問題からほとんど普及していない。

④昼間、家庭の電力需要の低い時間帯に発電して余った電気は電力会社が購入してくれるが、
その購入価格は昼間の家庭用電力料金の半額程度。
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ただ、こうして我が国の助成制度と前述の FIT

とを比較してみると、その違いは明らかである。

日本のイニシャルコスト助成型制度は「（補助金

があることで）高い太陽光発電を設置しても初期

投資は回収できる」ことを可能にし、需要の拡大

につなげようとしているのに対し、FIT は設置者

にもっと大きな経済的メリット、すなわち「太陽

光発電を導入すれば確実に儲かる」という仕組み

を政策的に作りだすことで市場原理を動かそうと

している。

これはある意味、壮大な社会実験と言える。

国家政策上、成長させたいマーケットを成長させ

るために、国が直接的な費用負担を行わずにこれ

だけの大規模かつ巧妙な仕組みを導入した例は過

去にあまり見られない。新エネルギーシステム普

及拡大のための効果抜群の特効薬として、FIT 導

入国は EU 域内だけで既に 20 カ国にのぼるとさ

れる。

フィードインタリフの内包する問題

9 月にドイツを訪問した筆者は、今やシャープ

を抜いて世界一の太陽電池メーカーとなった Q-

Cells 社をはじめとする太陽光発電関連企業、更

にドイツ連邦環境省やソーラー工業連盟などの関

連機関を訪問し、直接ヒアリングする機会に恵ま

れた。ヒアリングの中でもドイツの FIT 制度に

関する話が何度も出てきたのは当然であり、ドイ

ツのソーラー業界にとってこの制度が自国の市場

拡大に、あるいは自社の業績拡大に決定的な役割

を果たしたとして、肯定的な意見が多かったのも

また当然と言える。

しかし、FIT 制度の導入がドイツから他国に広

がるにつれて、いくつかの問題が指摘され始めて

いるのも事実である。たとえばスペインでは FIT

による太陽光発電導入枠の目標として 1.3GW と

いう高い目標を設定したのに対し、来年は半分以

下の 500MWに制限されると見られている。この

背景には供給を上回りかねないほどの需要創出を

抑制し、加熱したマーケットを沈静化しようとい

う狙いがあるが、Q-Cells 社の担当者の話ではそ

れだけが理由ではなさそうだ。

既に触れたように、FIT は基本的にはその国の

国民すべてが少し電力費負担を増やすことで（あ

るいは税金で）太陽光発電市場を拡大させ、それ

によって太陽電池の技術開発、コストダウンを促

すことが前提になっている。だがスペインで、ド

イツのQ-Cells 社のような「彗星のごとき急成長メ

ーカー」が現れただろうか？

確かにスペインにも太陽電池メーカーはある

が、国際的な重要プレーヤーと言えるまでの存在

ではない。スペインの FIT 制度によって潤ったの

は事実上ドイツや日本、中国などの外国メーカー

ばかりではないか、他国の太陽電池メーカーを儲

けさせるためにスペイン国民はコストを負担して

いるのか？そのような意見がスペイン国内で強ま

ったようだが、これなどは FIT 制度が内包する

問題の一つが顕在化した例と言えよう。

自家消費型設置への誘導

更に筆者が注目したのは、ドイツ連邦環境省

が説明してくれた FIT 制度の改訂である。来年

から FIT 制度による買取価格が 8 ～ 10 ％下がる

という情報は既に日本でもかなり知られている

が、加えて、来年から FIT 制度には「自家消費

優遇」のスキームが新たに導入されることになっ

ている。写真： Thalheim にあるQ-Cells 社屋



現在の FIT 制度は、設置者は「自分で使う分

の電気は電力会社から購入」し、「太陽電池で作

った電気は全量売電」という形が原則である。つ

まり自分の家の屋根で発電した電気も自分の家で

は使わないというのがこれまでの FIT 制度だっ

たことになる。しかし、連邦環境省が来年から導

入しようとしているのは、自家発電電力を自家消

費させるための仕組みなのである。

自分の家の太陽電池で作った電気を売り、た

とえば 43 セント/kWh で売れるとしよう。一方、

これを自家消費すれば確かに商用電力代は払わず

に済むが、“浮いた”家庭用の商用電力料金は 20

セント/kWh 前後。これだけならどう考えても全

量売電した方が得であり、自家消費など誰もする

はずがない。

ドイツが来年から導入する「自家消費優遇」政

策のすごいところは、自分の家の太陽光発電シス

テムの電気を自家消費する設置者は、自家消費

1kWh ごとに 25 セント支給されるという点であ

る。これなら設置者は「浮いた商用電力代約 20

セント/ kW h」＋「支給される 2 5 セント

/kWh」＝ 45 セント/kWh となり、通常の売電価

格 43 セント/kWh をわずかに上回る経済メリッ

トを得られることになる。

しかし、自家消費するか全量売電するかとい

うのは「電力の使い方」に関する嗜好の問題であ

り、どちらの使い方を選択しても設置者が獲得す

る経済的メリットにはほとんど差はない。制度を

改訂しても太陽光発電システムを設置して儲けよ

うという需要そのものは変化しないように思える

が、果たしてそうであろうか？

今や日本をはるかに上回るドイツの太陽光発

電市場。そのうち「自分の家の屋根に付ける」ウ

エイトは約 2割程度とされている。残り約 8割は

遊休地などでの設置で占められており、そういっ

た平地型設置需要の大部分は売電ビジネスでのリ

ターンを期待する投資資金によって支えられてい

る。

言うまでもなく FIT によって喚起された太陽

光発電投資需要の目的は年率 8～ 9％とも言われ

る高率のリターンへの期待であって「CO2 を減ら

すため」ではない。だが、こういった“建前論”

にとどまらず、投資需要には必然的にある種の危

うさが付きまとうことも確かであろう。「もっと

利率の高い投資商品があれば太陽光発電への投資

は減少するだろう」という懸念はドイツ国内にも

存在している。

経営センサー　2008.11

経済・産業／トピックス

26

経済・産業／産業技術

26

75
122 123

184
223

287290272

（ 年 ） 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

153

613

866
日本 

ドイツ 

953

8381
4416

0

200

400

600

800

1,000

（MW） 

太陽光発電単年導入量推移

出所：（株）資源総合システム「太陽光発電マーケット 2008」



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.11 経営センサー
27

ドイツ太陽光発電市場 現地調査報告

27

上述の自家消費誘導政策導入の背景には、投資

目的の設置ばかりが膨らんだ市場構造を是正し、

自分の家に設置して環境に貢献しようという“実

需”を増やしたいという政策的意図が見てとれる。

折しも筆者がドイツに出張していた間にリーマ

ン・ブラザーズの破綻が報じられ、その後も世界

的金融危機ムードが高まっているが、経済危機の

懸念が高まれば、今後太陽光発電への投資資金流

入が細る可能性も十分ある。ちょうどそのような

時期だっただけに、ドイツ政府の FIT 制度改訂は

筆者には実に時宜を得たものに映ったのである。

日本の国家政策の目指す方向は？

こうしてみると、自分の家で使う電気を（現

状では昼間だけであるが）自分の屋根の上で発電

し、「環境にやさしい家」にしようという一般家

庭需要が大半を占める我が国の太陽光発電市場が

驚くほど“健全な”性格を持っていることが分か

る。しかし、その一方で日本の太陽光発電市場は

ここ数年むしろ縮小傾向にあり、マーケットとし

ての存在感は世界の中で年々小さくなる一方であ

る。

投機的危うさをはらみながらも爆発的に拡大

する欧州市場。健全ではあってもむしろ縮小気味

と言える日本市場。ドイツ政府が来年から実施す

る予定の FIT 制度の改訂は、欧州市場の現在の

成長性は確保したまま、マーケットの性格だけを

“健全な日本型”に近づけるための新たな一手と

言えるのではないか。

わが国は今年、福田ビジョンによって太陽光

発電の導入量はもちろん、コストダウンについて

も野心的な目標を掲げた。しかし、その福田首相

も既に退任し、日本の太陽光発電普及策は未だ不

透明感が強いのが現状である。とりあえず 2009

年度からは経済産業省が住宅用太陽光発電設置に

対する補助を再開するという見通しだが、果たし

てそれがどんな「国家政策原理」に基づいた、ど

んな助成策になるのか？

自国のエネルギー政策原理に基づいて、強引

とも言える手法で太陽光発電市場を誘導していこ

うとするドイツの現状を見てきた筆者としては、

わが国の来年度以降の政策展開に注目していきた

い。


