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はじめに

住宅の太陽光パネルで発電した電力を決まった高価格で買い取る制度が 2019 年から終
わるのが、
「2019 年問題」とされています。送り先がなくなり、宙に浮く太陽光発電設備
を持つ家庭を取り込もうという動きが電力会社大手で広がっています。自由化で顧客獲得
競争を繰り広げる各社にとって、大きな商機が浮上しようとしています。
住宅の屋根などに置く太陽光パネルによる発電を長期間、固定した価格で買い取る制度
は 09 年 11 月から開始されました。住宅で使い切れずに余った電気を電力会社に売る仕組
みです。10 年目となる 19 年に初めて期限を迎えます。対象は、19 年の 11 月と 12 月だけ
で 53 万件に達し、23 年度までに 165 万件に達する見通しです。19 年 11 月に期限が切れる
家庭の場合、1kW 時当たり 48 円という、高価格で売買できなくなります。太陽光パネルが
ある家庭は電力を自宅で使うか、新たな電力会社が示す価格で売ることになります。ここ
で電力各社は商機を見出そうとしています。
サービスの提供の手段として注目されるのが、
定置用蓄電池です。例えば、東京電力ホールディングスは、傘下の新電力で 18 年 11 月か
ら 19 年問題をにらんだ新プランを設置しています。
一般家庭を対象に他社の人口知能
（AI）
を使った電力利用の最適化サービスと蓄電池を組み合わせ、電気代を抑える仕組みとして
います。
本レポートの序章では、2019 年問題と 2050 年予測、第Ⅰ章では、住宅用太陽光発電市
場の動向や展望について記載しています。第Ⅱ章では、電力自由化の動向と事業用太陽光
発電の国内市場の動向と展望について、調査及び分析を行っています。第Ⅲ章では、太陽
光発電の世界／国内市場の動向や展望について述べています。第Ⅳ章では、太陽光発電の
部材市場の動向や展望を掲載。また第Ⅴ章では、太陽電池メーカーの動向や今後の展望に
ついて述べています。
弊社は本年、創業 53 周年を向かえる市場調査・マーケティング会社です。本レポート
は、専門のスタッフにより調査・編集されています。本レポートは、太陽光発電を、事業・
生産・製品動向などを踏まえながら 1 冊（P220）にまとめたものです。将来展望シリーズ
は、新規参入される企業様を含めた事業計画書の立案、事前調査、実行、検証など幅広く
活用されています。
平成 31 年 1 月
株式会社 日本エコノミックセンター
スマートエネルギーグループ
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※発電事業：売電を目的とした 500kW 以上の出力太陽光発電装置の地上での設置事業
※一般事業：オフィス、CO 工場、学校、病院、役所、公共施設等の 500kW 未満の設置
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生産拠点
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太陽電池出荷量・出荷額推移予測
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単位:kW / 百万円
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合 計（kW）
伸び率（%）
太陽電池出荷額※
※ 日本エコノミックセンター推定を含む
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