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 2019 年 1 月 24 日 

スマイル会資料 

太陽光発電について 

堀尾哲一郎 

 

はじめに 

 ２１世紀に入り、地球環境問題、エネルギー枯渇の問題、貧富の差の拡大、金融危機など世界規

模の問題がクローズアップされている。人類がその人口を増大させ、豊かな生活を求めて、化石燃

料の多くを消費してきた結果、化石燃料の消費の増大、その結果、大気中の CO2 の増大を引き起こ

し、温暖化など気候変動に直面している。無尽蔵な太陽エネルギーを直接電気に転換し利用する太

陽光発電はこれらの問題の解決の助けになると思われる。 

 スマイル会の例会では片岡康昭氏が 2001.11.21.に「宇宙太陽光発電システム」と題し、また、

浅井和子氏が 2008.04.09.に「太陽光発電について」と題し発表をされているが、その後の太陽光

発電の普及は著しく、再度、このテーマで最近の状況を報告したい。 

 

1.太陽光発電の基礎情報 

1.1. 太陽の諸元 

太陽光発電を論じる場合、その根源となる太陽エネルギーについて概要を知る必要がある。 

 

・地球から太陽までの距離：約１億 5000 万ｋｍ 

・直径：約 139 万ｋｍ（地球の 109 倍） 

・質量：1.99ｘ1030㎏（地球の 33 万倍）恒星 

・推定年齢：約 48 億歳 

・寿命：50 億年 

・中心温度：約 1500 万℃ 

・気圧：2500 億気圧 

・エネルギー源：核融合反応（4 つの水

素が 1 つのヘリウムに変化する）・エネ

ルギー放射量：約 3.85ｘ1023ｋW 

（1 秒間のエネルギー放出量は地球の

文明が始まって以来の全人類が消費し

てきたエネルギーの総量より大きい。） 

太陽から地球にもたらされるエネル

ギー：大気圏の表面で 1 平方メートル

あたり約1.366キロワット（太陽定数）、

地上では晴れた日で 1 平方メートルあたり約 1 キロワットである。 
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1.2. 太陽電池のしくみ 

太陽光発電システムの中心になっているのが、太陽電池である。太陽電池は、太陽の光エネル

ギーを吸収して直接電気に変えるエネルギー変換素子である。シリコンなどの半導体で作られて

おり、この半導体に光が当たると、日射強度に比例して発電する。「電池」という名前がついて

いるが、電気をためる機能はない。ちなみに、太陽光発電は英語では Photovoltaic（PV）power 

generation と呼ばれている。現在最も多く使われている太陽電池は、シリコン系太陽電池であ

る。この太陽電池では、電気

的な性質の異なる 2 種類（p 型

（微量のホウ素を含む））、n

型（微量のリンを含む））の

半導体を重ね合わせた構造を

している。 

太陽電池に太陽の光が当たる

と、電子（－）と正孔（＋）

が発生し、正孔は p 型半導体

へ、電子は n 型半導体側へ引

き寄せられる。このため､表面

と裏面につけた電極に電球や

モータのような負荷をつなぐ

と電流が流れ出す。 

 

 

1.3. 変換効率とは 

変換効率とは、太陽電池に入射した光のエネルギーのうち電気エネルギーに変換した割合を表

す数値で、下記の計算で求められる。 

 

つまり、太陽電池モジュール 1m2当り、1kW の光エネルギーを何％電気エネルギーに変換できるか

を表わす。 

(例) 変換効率が 10%とは、晴天時の地上で 1kW/m2のエネルギー(日射強度の標準)があり、このエ

ネルギーを 1m2の太陽電池に照射したとき、太陽電池の発電電力が 100W となることを意味する。 
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1.4. 太陽光発電の発電能力 

 

 

 

 土地 2 ヘクタール（100ｍ X 200ｍ）におかれたソーラーパネルは約 1MW（1,000kW）の定格出力

の電力を生み出すことができる。ただ、夜もあれば、曇りの日もあるので。ずっと発電し続ける

ことはできない。  

太陽光発電は、年間のうちおおよそ 13％の利用（発電）を見込むことができる。 

つまり、約 1MW（1,000kW）のソーラーパネルで発電される年間の発電量は  

（約 1,000kW×24 時間×365 日）×13％＝約 1,138,800kWh  

一般家庭が年間に消費する電力量は平均で約 3,600kWh であるから、約 1MW のメガソーラー発電所

が作る一年間分の電力量で、およそ 316 世帯分の年間使用電力量をまかなうことができる。  

1MW X 24ｈ・365 日・13％＝316 世帯 

 

1.5. 太陽電池の種類と特徴 

 太陽電池とは太陽光のエネルギーによって、電気を生み出す装置。「電池」という名はついてい

るが、乾電池のような蓄電能力はない。いわば、「発電所」。 

太陽電池の種類と特徴を次に示す。 

 

・単結晶シリコン 

  メリット：1.最も古くから利用されている。信頼性が高い。２.単独での変換効率は、市販品

では最高。 

  デメリット：1.各種太陽電池の中で最も高い。2.薄膜シリコン太陽電池と比較すると、高温下

で変換効率の低下が大きい。 

 

・多結晶シリコン（世界の主流） 

  メリット：１.変換効率は単結晶シリコンにはおよばないが、他の種類の太陽電池より高い。 
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寿命は２０年以上。 

  デメリット：1.薄膜シリコン太陽電池と比較して高温下での変換効率の低下が大きい。2.各種

太陽電池の中で、単結晶シリコンに次いで高価。 

 

・薄膜シリコン太陽電池 

  メリット：1.大面積の大量生産が可能。2.布のようにうすいことから、屋根置き以外にも、円

柱、スロープなど、さまざまな場所に設置できる。3.加工がしやすく、シースルー型としての利用

も可能。4.結晶シリコンよりも高温に強い。 

  デメリット：最も普及している多結晶シリコン太陽電池と比べると、変換効率が 5％前後低い。 

 

・化合物系太陽電池 

  銅、ガリウム、カドミウム、インジウム、ヒ素、セレン、テルルなどが使用される。いずれも、

単独では半導体にはならないが、複数種を組み合わせることで半導体の性質をもつようになる。 

  メリット：１.シリコンの供給問題の影響をうけない。2.薄膜化も可能。3.CIS や CdTe などは、

最も普及している結晶シリコン太陽電池より安価。 

  デメリット：1.最も普及している多結晶シリコン太陽電池と比べると、変換効率が 4％前後低

い。2.とくに CIS 型は、希少な元素（In）を使用している 

 

・色素増感太陽電池 

  1991 年にグレッツェル教授により、二酸化チタン微粒子の表面に色素を吸着することで飛躍的に

起電力が増加することが見出され、実用的な低コスト太陽電池として注目を得るようになった。 

  メリット：1.マルチカラーでインテリアなどにも利用可能。2.蓄電タイプも開発中。  

  デメリット：1.液体を使用していることから、耐久性が大きな課題。2.現段階では、変換効率

がまだ低い。 

 

・有機薄膜太陽電池（将来の主流になるか？） 

  導電性高分子やフラーレン等導電性高分子を組み合わせた有機薄膜半導体を用いる太陽電池。 

  メリット：1.印刷技術を使うことで、安価で大量生産が可能。 

  デメリット：1.変換効率が低く、市販品はまだ開発されていない。 

 
1.6. 太陽電池の構成単位  

太陽電池の構成単位は「セル」「モジュール」

「アレイ」である。 

 
・セル：太陽電池の基本単位で、太陽電池素子その

ものをセルと呼ぶ。 

・モジュール：セルを必要枚配列して、屋外で利用

できるよう樹脂や強化ガラスなどで保護し、パッケ
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ージ化したものである。このモジュールは、太陽電池パネルとも呼ばれる。市販品は、このモジ

ュール単位で製品化される。 

・アレイ：モジュール（パネル）を複数枚並べて接続したものをアレイと呼ぶ。 

 太陽光発電を家庭で利用する場合は、このほかにパワーコンディショナー、中継端子箱、分電

盤、売電メータ、買電メータが必要となる。パワーコンディショナーは太陽電池から発生する直

流電流を制御し、家庭用の交流電流に変換する装置である。 

 

 

 

 

 

1.7. 製造業者 

  国内メーカーと主な製品 

 

シャープ：スタンダードモデル、ルーフフィット設計対応モデル 

京セラ：SAMURAI、ECONOROOTS 

パナソニック：HIT230 シリーズ 13230T 

三菱電機：単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール、多結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 

カネカ：瓦一体型太陽電池 VISOLA、化粧スレート瓦専用太陽電池 SOLTILEX 

ソーラーフロンティア：CIS 太陽電池モジュールフラットタイプ SF150-K 
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三菱重工：微結晶タンデム型太陽電池 

東芝：アメリカのサンパワー社 

長洲産業  

  

 海外メーカー 

ハンファ Qセルズ、サンパワー、カナディアンソーラー、トリナソーラー、インリーソーラ

ー、ファーストソーラー、サンテックパワー、アップソーラー、ジンコソーラー、レネソーラ 

 

世界の出力保障のスタンダードは、25 年に延びているが、そうでない国内メーカーも出てきそう

である。それでも国内メーカーの安心感は残るであろう。 

1.8. 地域別年間生産量 

太陽電池の地域別年度別年間生産量は図に示す通り、中国の生産量の伸びが著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. 国別年間導入量 

 太陽電池の国別年度別年間導入量は図に示す通り、中国と日本の導入量の伸びが著しい。 
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1.10. 太陽光発電の国内導入量とシステム価格 

導入量は 2010 年以降急速に伸びている。住宅用より全導入の伸びが大きい。 
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1.11.太陽光発電のメリット、ディメリット 

 

メリット 

1.光熱費を削減できるから家庭の電気料金が安くなる 

2.余った電気は売電（電気を売ってお金に変える）できる 

3 性能向上で太陽電池が安価になってる 

4.災害時や台風時の停電などでも使える 

5.経年劣化が緩やかなので寿命が長く故障しない 

6.設置場所を選ばない 

7.補助金制度がある 

8.曇りや雨の日でも発電する 

9.蓄電池をつければメリットも大きくなる 

 

ディメリット 

 

1.発電量は日射量に左右される 

2.設置後の影の影響で発電量が減る 

3.発電量が不安定 

4.パワーコンディショナーなどの電気機器の交換がある 

5.初期費用（設置価格）が高い 

6.メンテナンス費用が発生する（保証期間内は無料） 

7.台風や竜巻、火災などで壊れる恐れがある 

8.積雪による発電量が減る 

9.雨漏りのリスクがある 

10.売電価格が年々下がっている 

 

それでは、何故、太陽光発電でなければならないか。また、日本において、他の再エネの先導役

となり成長をリードしていかなければならない理由は次の通りである。 

  

①  純国産のエネルギー資源として賦存量が最も多い太陽エネルギーを直接活用できる。  

 ② 近年、コスト競争力の向上が目覚ましく、将来、最もコスト競争力のある電源の一つに

なる可能性が高い（経済合理性）。  

③ 地域偏在性が少なく、国内のどの地域でも導入が可能である（地域創生）。  

④腕時計やモバイル機器の充電用、住宅用等の人の活動域から、宇宙開発、メガソーラー

までの幅広い用途、またあらゆる場所で活躍できる。  

⑤ 長期的な観点ではFIT制度等に由来する国民の負担を上回る大きな便益が期待できる。  
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2. 我が国の太陽光発電の現状  

2.1. 太陽光発電所の実例 

 我が国の太陽光発電所の主な例を以下に示す。 

       

2.1.1. 移動式太陽光発電機 

    相光技研の 1立方米に格納できる携帯型電源（625W）。東日本大震災の際にも活躍した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  愛川ソーラーパーク  

平成２５年(2013)５月運転開始、パネル２９０２枚、最大出力１８９６KW、年間発電量 

１８８万 KW 
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2.1.3. 浮島太陽光発電 東京電力  

平２３年(2011)８月運転開始、パネル枚数 ３７９２６枚、最大出力 7000KW、年間発電量 

7400MWH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. 川崎大規模太陽光発電所 

メガソーラー発電所とは、最大出力 1000KW 超える大規模発電所である。 

神奈川県川崎市には２０１１年浮島太陽光発電所と扇島太陽光発電所のメガソーラー発電所が運

転を開始した。浮島には約３万８000 枚、扇島には約 6 万 4000 枚の太陽光パネルが置かれてい

る。合わせて約２万 KW 発電している。年間発電量約２１１０万ｋWh。  

「かわさきエコ暮らし未来館」から浮島発電所の全体を見渡せる。 

 

2.1.5. 北杜サイト太陽光発電所（山梨県北杜市） 

パネル数約１万 2000 枚、最大出力 2000ｋW、年間発電量、約２００万ｋWh 

 

2.1.6. 堺太陽光発電所（大阪府堺市） 

パネル数約７万 4000 枚、最大出力１万ｋW、年間発電量１１００万ｋWh 

 

2.1.7. アメリカ合衆国最大のクーパーマウンテン太陽光発電所（ネバダ州） 

パネル数約１００万枚、最大出力、５万 8000ｋW、年間発電量約１億ｋWh 

 

2.1.8. ドゥルシネア太陽光発電所（スペイ

ン クエンカ県） 

パネル数約１４万枚、最大出力約３万 2000ｋ

W、年間発電量 4780 万ｋWh 

 

2.1.9.東京工業大学図書館 

建造物の一面に見える細長い黒色のパネルは

CIS 太陽電池である。 
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2.1.10. 南相馬市の太陽光発電事業（住友グループ） 

南相馬市において震災から１年後の２０１２年、津波で工作不適地となった農地や宅地１５０ヘク

タール（東京ドーム約３０個分）を活用し復興に寄与すべく、太陽光発電所（９２．２メガワット、

パネル約２２万枚）の建設を検討。第一期工事は２０１８年３月完工し、商業運転を開始。第二期

工事は２０１８年１２月完工予定。住友商事ビジネスレポートより   

 
 

2.1.11. 藤沢市スマートタウン 

2014.11.27.開業 
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2.1.12. 自動販売機 

販売機の上部に設置した太陽光パネルで発電した電気を夜間照明に使用。 

 
2.1.13. ソーラー船 プラネットソーラー号  

最大出力 93.5ｋW 船の長さ 31ｍ、巾 15ｍ 甲板 537ｍ2 に

太陽光パネルが設置されている。 

太陽光発電のみを動力源とする世界最大のソーラーボート「ト

ゥラノール・プラネットソーラー（Turanor PlanetSolar）」が

18 日、米ニューヨーク（New York）に寄港した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.14. ソーラーシェアリング 

ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）とは、農業を続けながら太陽光発電を行う設備であ

る。耕作地の上約 3m の位置に、藤棚の様に架台を設置。そのうえに細幅の太陽光パネルを並べ、

作物とパネルで光を分け合います。この設備によりパネルから電気を、土地からは作物を創り出す

仕組みである。電気は販売するこ

とも、自家消費として使用するこ

とも可能である。農業の収益性を

高める仕組みとして注目されて

いる。 

 現在、日本の耕作放棄地は約

40 万 ha 存在するといわれてお

り、これは年間原発 10 基分の発

電容量に相当する。戸別保証は

5000 億円。 長期減反地はその

10 倍ある。 
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2.1.15. SB エナジーのソーラ－パーク 

SB エナジーはソフトバンクの子会社で全国にソー

ラーパーク（33 か所）を建設しており、昨年 12 月の月

間の発電電力量は 19,392,344kwh であった。これは一

般家庭平均電力使用量 3600kwh と仮定すると 20.6 万

世帯分となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 水素の活用 

太陽光発電エネルギーの移動と貯蔵手段として水素が考えられる。例えば、砂漠で太陽光発電

を行い、そこで、一旦、電気を水素に変換して貯蔵し、その後、消費地に輸送し、電気に還元

使用するケースなどである。 

 

3.1. 燃料電池と MH タンク、固体高分子型水素製造装置 

太陽光で発電した電気は、水電解装置用電源の DC/DC コンバータにより直流 20V で水素発生装

置に供給し、1時間で平均 5Nm3の水素を製造し、水素タンクに貯めておく。晴天時には 1日に

40Nm3の水素を製造できる設計。貯めた水素は燃料電池で電気に変換し、隣接する太陽光関連の

見学施設に供給される。太陽光パネルを電源に使った P2G システムでは、天気によって変動する

電気から、いかに安定的に水素を製造し、貯められるかが課題になったが、水電解装置用電源の

制御によって太陽光パネルの変動電源から 2300A 程度の電流で 25kW 級の出力を確認できたこと

や、MH タンクの運用に関し 6Nm3/h の水素流量・7時間で 41.3Nm3 に達したとの報告がある。 

3.2. 水電解装置用電源で太陽光からの出力を安定化 

P2G システムを太陽光出力などの時間単位の長周期変動を平準化する蓄電技術と位置付け、燃

料電池の排熱利用や燃料電池自動車などでの水素利用を考慮すると、蓄電池システムよりもトー

タルでのシステム効率が高く、コストも安くなると試算している。国の掲げるエネルギーミック

ス（30 年のあるべき電源構成）の水準は、県内にある住宅太陽光のほかに 188MW のメガソーラー

（大規模太陽光発電所）導入に相当するとしており、それによる長周期変動を緩和し、太陽光へ

の出力抑制を回避するには、1.5MW の水電解装置 42 台が必要になると試算している。 
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4. 固定価格買い取り制度 FIT 法《FIT は（Feed-in Tariff）の略》 

4.1. 固定価格買い取り制度(Feed-in Tariff, FIT)とはエネルギーの買い取り価格を法律

（2009.11.01.実施）で定める方式の助成制度である。固定価格制度、フィードイン・タリ

フ制度、電力買い取り補償制度などとも呼ばれる。２００９年から施行されている電力の

買い取り制度。太陽光発電システムによって生みだされた電力量のうち、家庭で使用され

なかった分が電力会社に買い取られる。買い取り価格は２００９年１１月～２０１１年３

月までに設置した場合、１キロワット時当たり４８円で１０年間固定される。２０１１年

４月～２０１２年３月までに導入した場合、１キロワット時当たり４２円で１０年間固定

される。その後、３～５年で２４円（一般的な売電価格）まで下げることを目標としてい

る。 

買い取りの財源は電力需要家全員が負担。検針票に太陽光発電促進付加金として記載されて

いる。 

 

 

地球温暖化への対策やエネルギー源の確保、環境汚染への対処などの一環として、主に再生可

能エネルギーの普及拡大と価格低減の目的で用いられる。設備導入時に一定期間の助成水準が法

的に保証されるほか、生産コストの変化や技術の発達段階に応じて助成水準を柔軟に調節できる

制度である。適切に運用した場合は費用当たりの普及促進効果が最も高くなるとされる。世界 50

カ国以上で用いられ、再生可能エネルギーの助成政策としては一般的な手法となっている。その

一方、買い取り価格の設定次第で過大な設置や利用家庭の負担が増大する危険性がある。 



 
 

15 
 

 

 

 

4.2. 系統連系システムとは？ 

電力会社の電気の配電線網を「系統」という。電線は、電力会社から電気の供給を受けるのに欠

かせないものである。この「系統」に太陽光発電システムを接続し、電気のやり取りを行うこと

を「系統連系」といい、それが出来るようにした設備を「系統連系システム」という。系統連系

することで、電力会社との間で「売電」「買電」ができるようになる。昼間、太陽光発電システ

ムで発電した電気は、家庭内で使用し、余った電気は電力会社の系統に送る。これが「売電」で

ある。電力が、電力会社の系統に戻るので「逆潮流」とも呼ぶ。逆に、夜間や、日中でも発電量

の少ない曇りや雨のときには、これまで通り電力会社から電力の供給を受ける。これが「買電」

である。 

「売電量」「買電量」を計測するために、「売電メーター」「買電メーター」という 2つのメー

ターが取り付けられる。系統連系には、電力会社との間で電力受給契約の締結が必要である。 

 

4.3. 2019 年問題とは？ 
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「2019 年問題」を簡単にまとめると「売電期間の終了後、余剰電力の取り扱いをどうするか」と

いった問題である。即ち、2009 年にスタートした固定価格買取制度の初めのグループの 10 年の

期限が来て、買い取り価格が市場価格となる。この場合、買電価格より売電価格が低くなると自

家消費が有利となる。下図は 2050 年までの単年度設置数の推移とその間の政策変化を示してい

る。政策により増加の速度は変化するが毎年、確実に増加している。 

2013 年 FIT 制度による導入の加速 

2017 年 改正 FIT・停滞案件解消・着実な導入継続 

2020 年 送配電分離・新たな電力システム運用開始 

2017～2027 年 系統広域運用での接続促進 

2018～2039 年 長期計画による系統増強進展 

2039～2050 年 分散電源対応新ネットワーク 

2025～2050 年 電力の非化石化加速・利用エネルギー転換（電力化）・社会変革 

 

ある家庭での 1 日の電力量の変化をみると

（右図）、昼間は発電量が使用量を上回り余剰

の電力を売電に回すことになる一方、夜間は

その逆に使用量が発電量を上回り電力を買電

することになる。売電価格が買電価格を下回

るようになると、なるべくこの夜間の買電を

なくす処置が望まれる。この場合、 

エコキュートを活用して昼間の余剰電力によ
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り電気をお湯に転換し利用することが望まれる。 

 

注：エコキュートとは自然冷媒（二酸化炭素）ヒートポンプ式電気給湯機と呼ばれ、電気でお湯を

沸かす機器である。昼間の余剰電力を利用してお湯を作り、貯湯し夜間の必要な時に使用する。  

 

5. 太陽光発電の将来 

太陽光発電の今後については次の報告がある。 

（1）2017 年 6 月 JREA PV outlook2050“太陽光発電 2050 年の黎明”太陽光発電協会（JREA） 

（2）太陽光発電ロードマップ（PV2030+） 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 （3）IEA International Energy Agency TRENS 2017 in Photovoltalic Applications   

 

5.1. 2050 年 脱炭素・持続可能社会の実現に向けて 

2050 年の絵姿を「脱炭素・持続可能社会の実現」とし、具体的には国が掲げる 2050 年温暖化

ガス削減-80％の目標達成への貢献として、200GW の導入を目指し表題を「太陽光発電 2050 年の黎

明」（脱炭素・持続可能社会の実現にむけて）とした。 

国は 2050 年までに温室効果ガスの排出量を 80％削減する目標を掲げている。この目標達成のた

めには、発電時に CO2 を排出しない（CO2 フリー）電源の比率を 9 割に高める必要があるとされて

いる（環境省の長期低炭素ビジョン（2017 年 3 月）より）。CO2 フリー電源の比率 9 割を実現する

ために、太陽光発電に当然求められるであろう貢献のレベルとして 200GW は最低限であり、より高

い貢献（導入量）が求められる可能性が高い。なお、太陽光発電の設備導入量 200GW は、現状の国

内電力供給量の 2割程度に相当する。 

 

 
 

5.2. ジェネシス計画(GENESIS: Global Energy Network Equipped with Solar cells and 

International Superconductor grids) 
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 １９８９年にオーストラリアで開催された国際会議で、太陽光発電技術研究組合の桑野幸徳理事

長が提唱したジェネシス計画である。 

 大規模な太陽光発電所を、世界の砂漠に分散配置し、各砂漠の太陽光発電所と世界の都市を電気

抵抗ゼロの超電導ケーブルで結び、昼の世界から夜の世界へ電気を送る。 

全世界に配置した太陽電池を超電導ケーブルで送電し、日照のある地域が日照の無い地域へ相互送

電する再生可能エネルギー計画のひとつ。 

ゴビ砂漠（130 万ｋｍ2）にその面積の 10％分の変換効率 15％の太陽電池モジュールを置くと、

2010 年の世界の全発電量 21.5PWｈ（ペタワット時）を超える 23PWｈの電力が発電できる。 

 サハラ砂漠（860 万ｋｍ2）にその面積の 12％分の太陽電池モジュールを置くと、2010 年の世界

の全エネルギー需要（148PWｈ）と同じ電力が発電できる。 

 

注：1ペタワット時＝1.000,000,000,000kWh 

 

 
 

 

5.3. 世界規模で考える！これから先の太陽光発電はどうなる？ 

世界規模での太陽光発電導入の傾向を整理すると、2000 年代中盤以降、太陽光発電を牽引してき

たヨーロッパ諸国の導入率が落ち着き始め、代わりに中国や日本、アメリカなど、太陽光発電の 

後進国だった国々の導入率が目立つようになってきている。中国やアメリカでは 2000 年代後半

に、再生可能エネルギー推進のための法制度や政策が設けられ、国家をあげて普及に取り組んで

いるという背景がある。さらに、太陽光発電設備の低価格化や、先進国企業の工場が海外に設置

されるようになっていることを背景として、ベトナムやミャンマーをはじめとする中進国や途上

国でも、太陽光発電の導入が進められている。 

太陽光発電に欠かせないソーラーパネルも、かつては日本産がシェアの大半を占めていたが、よ

り安価な中国産ソーラーパネルが増えてきた。政策や市場の動向や導入コストの面からも、今後

ますます太陽光発電の拡大が見込まれているといえる。 

余剰電力買取制度の開始から 10 年目となる 2019 年には、制度が開始された 2009 年の設置者が

売電期間の満了を迎える。当時の売電価格が 42 円/kWh と非常に高かったこともあり、2009 年を
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境に太陽光発電システムの設置が急増した。そのため 2019 年、売電期間の満了を迎える設置者は

多く、その数は 50 万世帯にのぼるとされている。非常に多くのユーザが期間満了を迎えるという

初めての事態を前に、関係機関の対応が注目される。売電制度が始まって以来初となる売電期間

満了を目前に、11 年目以降の売電をどのように扱うかについての方針決定は急務となっている。

また、「FIT に頼らずに再生可能エネルギー事業の採算をとるため新たな活用モデル」の策定も

今後の課題とされている。「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギー

で発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度である。電

力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコスト

の高い再生可能エネルギーの導入を支えている。この制度により、発電設備の高い建設コストも

回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進む。 

「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の 5つのいずれかを使い、国が定める要

件を満たす事業計画を策定し、その計画に基づいて新たに発電を始められる方が対象である。発

電した電気は全量が買取対象になるが、住宅の屋根に載せるような 10ｋW 未満の太陽光の場合

は、自分で消費した後の余剰分が買取対象となる。 

固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使

用者から広く集められる再エネ賦課金によってまかなわれる。再生可能エネルギーで発電された電

気は、日々使う電気の一部として供給されているため、再エネ賦課金は、毎月の電気料金とあわせ

て請求される。 

 

5.4. 太陽光発電の便益とは  

太陽光発電の国内への大量導入がもたらす便益として最も重要なのは、「脱炭素社会の実

現」、「エネルギー自給率の大幅な向上」、「持続可能な社会の実現」である。その他、新しい

産業・雇用の創出、地方創生への貢献、国土強靭化への貢献、ピーク電力需要における供給力と
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しての貢献等が挙げられる。これら便益を可能な限り定量的に評価した試算結果を表3—1に示し

た。 

5.5. 世界から見た日本の太陽光発電！導入量は多い？少ない？ 

日本は 2014 年時点で、ドイツ、中国に続き太陽光発電普及率が 3位となっている。発電量は約

23GW、普及率にして約 13％です。日本は中国と同じく、2010 年代から急速に太陽光発電の導入が

増えていった国のひとつです。その背景としては、度重なる大地震による電力供給への不安、ソ

ーラーパネルの低価格化などがありました。 

また、固定価格買取制度が設置されたため、太陽光発電を事業化する動きが増えたことも背景と

なっています。このように、日本の太陽光発電普及率は世界で 3位と比較的高い位置にいます

が、1年あたりの導入率でみると、実は 2014 年時点で日本が第 1位です。ドイツをはじめとする

ヨーロッパでは、太陽光発電が浸透してきたこともあり、1年あたりの導入率はさほど上がらな

くなってきました。 

それに対して日本や中国は、毎年多くの太陽光発電が導入されており、現在もっとも活動が盛ん

な国のひとつだといっても過言ではありません。ただし、日本では太陽光発電事業者の増大によ

るトラブルに対処するため、2017 年 4 月から改正 fit 法が施行されます。これにより、事業者認

定の厳格化や買い取り価格の低下が見込まれるため、今後の普及率に変化がみられる可能性があ

ります。 

 

5.6. 国際送電網の構築をめざす "Global Energy Interconnection Development and 

Cooperation Organization (GEIDCO)" の創設 

2016 年 3 月、中国国家電網（SGCC）のよびかけにより、自然エネルギーの活用のための世界的

な送電ネットワークの実現をめざす国際的非営利団体、"Global Energy Interconnection 

Development and Cooperation Organization （GEIDCO）" が設立された。 

"Global Energy Interconnection"は、ASG 構想の世界版であり、国際的な自然エネルギーの活用

を促進するものである。GEIDCO には、中国、韓国、ブラジル、ロシアなどの電力会社、大学・研

究機関、送電分野の世界的企業などが参加している。GEIDCO の会長には、中国国家電網会長の劉

振亜（Liu Zhenya）氏が就任し、副会長には、自然エネルギー財団設立者・会長の孫正義氏（ソ

フトバンクグループ株式会社 代表取締役社長）が、元米国エネルギー庁長官のスティーブン・チ

ュー氏とともに就任した。 

 

 

5.7. 今なぜ太陽光発電か 

太陽光発電は、「太陽電池」と呼ばれる装置を用いて、太陽の光エネルギーを直接電気に変換す

る発電方式である。 
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 地球上に到達する太陽光のエネルギー量は 1m2当たり約 1kW。もしも地球全体に降り注ぐ太陽エ

ネルギーを 100％変換できるとしたら、世界の年間消費エネルギーを、わずか 1時間でまかなうこ

とができるほど巨大なエネルギーであり、しかも、枯渇する心配がない。 

 現在、日本は、石油や石炭などのエネルギー資源のほとんどを諸外国からの輸入に頼っているが、

こうした化石燃料は使い続ければいずれなくなってしまうもの。太陽の光という無尽蔵のエネルギ

ーを活用する太陽光発電は、年々深刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策の一つです。 

また、クリーンであることも大きな特長。発電の際に地球温暖化の原因とされている二酸化炭素

（CO2）も発電時にはまったく排出しません。 

 エネルギー源の確保が簡単で、地球にもやさしい太陽光発電。日本は、世界でもトップクラスの

太陽光発電技術を有する国でもあり、その導入量のさらなる増加が期待される。 

 

 

5.8. 環境にはどのぐらい貢献できる？ 

太陽光発電システムを設置することにより、火力発電所から排出される CO2の削減と、そこで消

費される原油量の節約が可能となる。例えば 10kW の太陽光発電システムを設置した場合、年間約

10,000kWh の発電量が期待できる。 これは、原油消費削減量としては年間約 2,270 リットル、CO2

排出削減量としては年間 5.04t-CO2となる。 

5.9. 太陽光発電のロードマップ（PV2030+） 

 変換効率２０２５年までに 7～15％アップ（２００９年より） 

 発電コストを２００９年より数年中に電力会社から買う電気の価並みの１キロワット時あたり

２３円を実現し２０１７年には１キロワット時あたり１４円、２０２５年には１キロワット時あた

り７円達成を目標 

 ２０５０年には日本で消費する全電力量の 5～10％を太陽光発電でまかなえるようになる 

 モジュールの耐久性も大きな開発課題に挙げられており２０２５年には実験室レベルで４０年

寿命、市販レベルで３０年寿命を目標にしている。 

 

住宅用太陽電池の仕組み 

 

世界の人口増、中国などの新興国の経済発展から世界のエネルギー消費は大幅に増大し、一方、 

2005年には温暖化ガスの削減に関する京都議定書も発効した。2008年の洞爺湖サミットでは

「2050年までに温暖化ガスの排出を半減する」との長期目標がグローバルに共有され、国内でも

各種施策が動きだしている。この中で太陽光発電は重要な技術として注目され、2020年頃までに

現状の約20倍の太陽光発電システムを導入する目標が掲げられ、2009年からは住宅向けの導入補

助が開始されるとともに余剰電力の優遇価格購入制度の導入が検討されている。 

太陽光発電市場はドイツでFIT制度が導入されたことにより欧州市場を中心に大きく発展してい

る。また、技術面では装置産業の本格参入によりターンキーでの太陽電池事業参入が可能とな 

り、これを利用したアジア諸国の発展も著しい。太陽光発電産業はこの4年間で大きく発展した。 
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世界の太陽電池生産量は0.7GWから3.7GWに拡大し、生産能力も大幅に拡大している。この中で 

我が国の生産量も2倍程度に増加しているが、シェア（世界の中での比率）は50%から25%に、生 

産能力でも40%から20%に低下している。 

一方、技術開発に関して、我が国では2008年度から超高効率太陽電池のシーズ探索研究プロジ 

ェクト「革新的太陽光発電技術研究開発」がスタートした。欧州では欧州委員会の「枠組みプロ 

グラム（FP）」の中で太陽電池やシステム利用技術など広い分野で基礎技術から応用技術の開発

を進められており、2005年には、「欧州太陽光発電技術プラットフォーム（PVTP）」が設立され

た。 

また、米国では、「ソーラー・アメリカ計画（SAI）」が策定され、「太陽電池技術ロードマッ

プ」を見直し、達成時期を5年間前倒して各種技術開発を進めている。 

 

10. 宇宙太陽光発電システム SSPS(Space Solar Power Systems) 

 日本政府が２００９年に決定した宇宙基本計画の中の「実施すべき施策」の９つのプログラムの

うちの一つに「宇宙太陽光発電研究開発プログラム」がある。  

１９６８年にピーター・グレーザー(Peter E. Glaser)が提唱。Solar Power Satellite 

宇宙空間に大型の太陽電池パネルを広げて発電し、そのエネルギーをマイクロ波に変換して地上に

伝送するというアイデア 

1970 年代後半アメリカでリファレンス・システム(Reference System)と呼ばれる太陽発電衛星が

検討された。大きさ１０キロメートル X ５キ

ロメートル、重さ５万トン、発電出力 5 ギガ

ワットの衛星６０基という壮大な計画。 

・宇宙太陽光発電を構想する 

・世界をリードする日本の研究 

・宇宙空間における発電方法 

・宇宙から地球への送電方法 

あまりにも巨大なシステムを対象としたた

め、技術的・社会的な飛躍が大きく作業は中

断した。１９８０年代に検討が再開されたが、

現在の高コストの宇宙技術で SSPS を構築す

る場合、その電力コストは地上の発電所の電

力コストの５００倍程度にもなり、現状では

受け入れられないとの結論なっているが、今

後の技術革新と輸送量の増大による輸送コス

トの低下により実現の可能性はある。わが国

では世界をリードする形で宇宙航空研究開発

機構や宇宙システム開発利用推進機構で検討

が進められている。 

太陽エネルギー密度：地球近傍の宇宙空間で焼く 1.35ｋW/m2 
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まとめ： 

 温暖化に伴う諸現象が各地で観測されるなど、エネルギー資源の枯渇や地球温暖化への懸念が顕

在化しつつあり、太陽光発電はこれに対する重要な技術として大きな期待がかけられている。本論

では無尽蔵なエネルギー源としての太陽、それを活用して電気や湯を作る仕組み、消費者が再エネ

促進付加金として負担する固定価格買い取制度（FIT）による PV の導入促進、ジェネシス計画、宇

宙太陽光発電システムなど太陽光発電の現状を鳥瞰し、今後、重要なエネルギー源となることを明

らかにした。 
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