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はじめに 研究の背景と目的 

 本レポートは 2019年に発表した『日本の太陽光発電の発電コスト：現状と将来推計』（以下、2019 年

レポートと略記する）の続編であり、日本の太陽光発電のコストについて最新動向を分析する。分析手法

は、2019 年レポートと同様に、資本費および運転維持費について、発電事業者から得られたコスト情報

にもとづき、改めて現況の太陽光発電のコスト構造について検討を行い、日本における太陽光発電の発

電コストの現況を分析する。 

研究の方法 

現況の太陽光発電のコスト構造とその規定要因を明らかにするため、本研究では、2021 年 7 月に、実

際に太陽光発電所を有する事業者のうち、無作為抽出で約 1000社を対象にアンケート調査を行った。事

業者対象のため、必然的に個人が所有している太陽光発電（事業規模によらず）は対象外となっている。

コスト情報の提供をもとめたのは、2018 年から 2021 年にかけてすでに稼働を開始した発電所に対して

である。 

コスト分析の対象は、資本費と運転維持費である。さらに、それぞれの費目について、より詳細な費目

に分けて、アンケート対象者に聞いている（表 1）。さらにコスト分析に関連する様々な情報（発電所の

設備容量等）も合わせて聞いている。 

表 1 コスト項目の諸元 
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データの概要 

今回得られたデータの概要を示す（表 2）。コストデータ数は 62 件であり、そのうち高圧の発電所（発

電所の設備容量が 50kW 以上 2000kW未満）が 52件ともっとも多い。発電所の設備容量の合計は 9.3万

kW である。発電容量としては、特別高圧がもっとも多く、約 5.7 万 kW を占め、特別高圧の発電所の平

均設備容量は 1.4 万 kW となる。データ数がもっとも多い高圧設備は約 3.6 万 kWあり、平均発電所規模

は 694kW であった。また、太陽光発電は、発電所の設備容量より多くの太陽電池が導入されている傾向

がある。全体としては、設備の容量に対して 123%の発電容量の太陽電池が導入されている（以下、この

比率を過積載率と呼ぶ）。過積載率は、低圧設備で最も高く過積載率が 267％に達する。高圧以上になる

と平均でおおよそ 120％前後の過積載率となっている。 

表 2 収集されたデータの概要 

このように、発電所の設備容量と太陽電池の発電容量とは異なる。このことから、以下の分析におい

て、1kW あたりの単価を議論する際に、発電設備容量あたりの単価か、太陽電池容量あたりの単価のど

ちらの単価で議論するかを明確にしなければならない。上記のように過積載はどの規模レベルでも一般

的に行われていること、また太陽電池モジュールのコストや架台のコスト、施工等のコストは、太陽電池

の容量によく比例すると考えられる。このため、特に断りがない限り、本調査では、太陽電池容量あたり

の単価で分析を行う。 
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1 資本費の構造の特徴 

1.1 資本費のコスト推移 

まず、近年のコスト傾向として、2020 年を除いておおむね下落傾向が観察される（図 1）。2018年には

1kW あたり 20 万円を超える設備が多かったが、2019 年には、20 万円を下回る設備が増え、2021 年に

は 15万円近傍にまでコストの下落がみられる。以上より、傾向として、資本費は下落傾向にあると考え

られる。2020 年については、データのばらつきが大きく、非常にコストが高いものから安価なものまで

幅広く分布していることが特徴である。  

2020 年の資本費が高くなっている可能性

の一つとして、政府の制度変更による影響が

考えらえる。2018年に資源エネルギー庁は、

未稼働設備に対する対応として、2012年度か

ら 2014 年度に再エネ特措法の認定を取得し

たもののうち、未稼働であり、かつ運転開始

期限が定められていない設備に対して、早期

の運転開始を義務付ける新たな制度措置を導

入した。これによって、規模によって多少異

なるが 2020 年以内の運転開始が義務付けら

れた1。上記の設備が駆け込みで運転開始をし

たのが 2020 年であった可能性がある。実際

に、本調査で得られたサンプルデータにおい

て、2020年運転開始した発電所のうち、2012

年度から 14 年度に認定を取得したものの比

率が突出して高かった。 

次に、費用項目別にみると、太陽電池モジュール、架台、変電設備及びその据付費といった単価が、

2020年度を除いて一貫して下落している（図 2）。また、据付費用についても下落傾向がみられる。他方

で、その他設備費や造成費はやや上昇傾向がみられ、パワーコンディショナ（以下、パワコンと記す）、

開発設計費、接続費については変化が見られなかった。 

 
1 資源エネルギー庁 （2018)「FIT 制度における事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応について（修正点の概

要）」によると、対象の設備の運転開始期限は、2MW未満の設備については 2020年 3 月 31日、2MW以上の設備は

2020年 9月 30日、条例アセス対象設備は、2020 年 12 月 31日とされた。 

 

図 1 資本費の経年推移 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。
棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 
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図 2 費用項目別平均単価 

1.2 太陽電池モジュールのコスト 

資本費全体のなかでもっとも大きな比率を占めるのが太陽電池モジュールのコストである。モジュー

ル単価の推移は、図 3 に示したとおり、顕著な下落傾向がみられる。2018年には中央値ベースで約 6万

円/kW だったものが、2021年には約 3万円/kW とおおよそ半額にまで下落している。 

 

 

図 3 太陽電池モジュール単価の推移 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 
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太陽電池モジュールのメーカーの国別比率は図 4 に示したとおりであり、中国・台湾メーカーが市場

のおよそ半分を占める。日本メーカーの割合は 36％となっている。メーカー別の太陽電池モジュール単

価をみると、中国・台湾メーカーのモジュール単価がもっとも安く、中央値ベースで 4.2 万円/kW であ

った（図 5）。一方で、日本メーカーのモジュール単価はもっとも高く、中央値ベースで 5.6万円/kWで

あった。日本メーカーモジュールの特徴として、一部に非常に高額なモジュール単価のものが使われて

おり、kW単価で 20 万円を超えるものがみられた。 

  
図 4 メーカー地域別シェア（発電所数） 図 5 メーカー地域別のモジュール単価 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を

示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 

1.3 パワコンのコスト 

パワコンについて、経年推移をみると、全体的に一貫したコストの変化が見られない。2019 年から 2020

年にかけて、25％値と 75％値の乖離がおおきくなるなど、コストに大きなばらつきがみられるようにな

った（図 6）。中央値でみると、2020 年に大きくコストが上昇し、2021 年には元に戻った形になってい

る。こうした傾向は、本調査のデータ数が多い高圧設備にみられる傾向で、低圧や特別高圧については

年々のコストの下落がみられている。2020年のコストが高い理由は、上述の制度的要因である可能性が

ある（脚注 1 参照）。 
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図 6 パワコン単価の推移（四分位） 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 

1.4 架台費用 

架台費用の推移をみると、一貫した下落傾向が観察され、中央値で約 3 万円/kW から 2020 年には、

1.5 万円/kW にまで約半額に低下している（図 7）。 

 

図 7 架台費用の推移（四分位） 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 

架台種類は、図 8 にあるように、大きく４種類に分けられる。各架台の単価を図 9 に示しているが、

アーススクリュー方式およびラミング方式の架台単価が安価であることがわかる。もっともコストが高

い架台はコンクリート方式である。  
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図 8 代表的な架台の設計と工法の種類 

出典：稲葉・渡辺 （2012）「太陽光発電システムの技術動向と東芝の取組み」『東芝レビュー』Vol.67, No.1 

 

図 9 方式別の架台費用単価（四分位） 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 

しかし、架台の設計は、施工の手数・工数に大きな影響を与えるため、資本費全体のコストを考えた場

合、架台単価のみで判断するのは早計である。そこで架台方式別の施工費についてみてみると、施工費に

関しては、コンクリート方式がもっとも安いことがわかった（図 10）。他方で、アーススクリュー方式は

非常にばらつきが多い。75％値は 4万円/kW 近くかかっている発電所もあれば、25％値ではコンクリー

ト方式と同レベルの施工費単価（約 1 万円/kW）となっており、同じ方式でも 4倍近いコスト差がある。  
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図 10 方式別の施工費単価（四分位） 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 

以上を踏まえて、架台単価と施工費用単価をあわせた費用を施工関連費として、その費用について検

討した。架台費用単価および施工費用単価の変化が著しいため、施工関連費の年平均値の推移を示す（図 

11）。明確な優劣は見えにくいものの、アーススクリュー方式が比較的安価な傾向がみられる。続いて、

ラミング方式、コンクリート方式の順番になる。キャストイン方式はほとんどサンプルがないため、コス

ト傾向をみることが難しい。 

 

図 11 架台方式別の施工関連費（平均値）の推移 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。  
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1.5 接続費 

接続費は様々な要因によって大きく異なる。接続費に大きな影響を与えると考えられるのが、接続す

る電圧レベルと接続点までの距離である。電圧レベルについて今回は、低圧・高圧・特別高圧の 3 種類

で平均値を比較すると、図 12の結果となった。一般的傾向として、電圧レベルが上がるほど、kWあた

りの接続費が高くなる傾向にある。 

 

図 12 電圧別の平均接続費 

接続費の推移であるが、サンプル数の多い高圧の接続費の推移をみると、おおまかな傾向として上昇

傾向がみられる（図 13）。ただし、2019 年から 2021 年のデータにみられるように、接続費自体はかな

りばらつきがある。これは個々のサイトの状況に大きく左右されることを示唆している。それでも、四分

位 25％値および中央値は、2018 年から 2021 年にかけて継続的に上がっていることから、全体として、

接続費が増加傾向にあると考えられる。 

 

図 13 高圧の接続費の推移（四分位） 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。 
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次に、高圧の接続費について距離との関係を見ていく。図 14に接続費と接続距離との関係をみたとこ

ろ、弱い相関がみられる（単相関係数 R=0.44）。 

 

図 14 高圧の接続費と接続距離との関係 

最後に、接続工事主体別のコストについて検討する。接続工事は、発電事業者が一般送配電事業者に委

託し、電力負担金を支払って、電源線の敷設工事をしてもらうことが多い。他方で、自社で接続点までの

電源線敷設工事を行うケースもある。こうした接続工事主体別の接続費について、高圧設備で調べたと

ころ、図 15のように、1m あたりの接続費は、電力会社に委託するよりも自社で敷設工事を行ったほう

が安くなることがわかった。 

 

図 15 高圧接続案件の接続費単価（万円/m）の比較  
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2 資本費に影響を与える諸要素 

前章では、要素別の資本費を分析してきたが、本節では、資本費に影響を与えるうる他の要因について

検討する。これは 2019 年のレポートでも検討したが、本レポートでも検討する。 

2.1 認定年度別の資本費 

第一に、再エネ特措法の認定年度による

資本費の違いである。日本の再エネ特措法

では、認定された時期によって買取価格が

異なる。2012 年度から 14 年度の買取価格

は 32円から 40 円/kWhであり、2020 年度

の買取価格が 13 円/kWh（以下）と大きく

低下している。こうした買取価格の違いが

資本費に影響を与えている可能性がある。 

図 16に示したように、今回収集されたサ

ンプルの 15％は 2012 年度から 14 年度な

ど再エネ特措法開始初期に認定を取得した

ものである。今回得られたサンプルの多く

は、2019 年度および 2018 年度に認定を受

けた案件が多く合わせて、58％を占める。 

ここでは買取価格と資本費との関係をみ

る。買取価格区分別に資本費の平均値をと

り、当該平均値と買取価格との相関をみた

ところ、単相関係数は、0.567 と相関がみら

れた（図 17）。このことから、買取価格が資

本費に影響をしている可能性がある。  

 

図 16 認定年度の割合 

 

図 17 資本費と買取価格の相関 
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2.2 発注方法別の資本費 

第二に、発注方法による違いによる資本費の違い

について分析する。これは、発注方法により、設計、

物品調達や建設等について発電事業者の管理・関与

の度合いが異なり、それがコストに影響を与える可

能性があるからである。 

太陽光発電の設計、部材調達、建設をどのように

行っていくかについては、大きく分けて、3 つある。

第一に、設計、調達、建設を一括して引き受ける事

業者（EPC事業者）に発注する方法である。ここで

は、この手法を EPC一括発注方式と呼ぶ。この方式

では、システムの設計、資材調達、様々な下請け業者の手配や工事の監理等を EPC事業者に委託するこ

とになる。第二は、発電所の主要部材のみを自主調達し、それ以外の詳細設計、建設工事等を他の事業者

に一括して発注する方法である。ここでは、これを BOP 発注方式と呼ぶ。第三は、発電所の設計、調達、

建設を自社で取り仕切り、外注についても個別に発注先を選定して委託していく手法である。ここでは、

これを分離発注方式と呼ぶ。 

これらの発注方式別の資本費を比較すると、2019 レポートと同様に EPC 一括発注方式では資本費が

高くなる傾向があり、BOP 発注方式あるいは分離発注方式では低くなる傾向があることがわかった（図 

19）。特に、資本費が 20 万円以上になっている案件は、ほとんどが EPC一括発注である。ただし、EPC

一括発注でも 25％値は、分離発注とそん色ない資本費になっているケースがあり、2019 年レポートとは

状況が若干変化していることが見られる。 

 

図 19 発注方式別資本費：四分位 

注：図の棒グラフは、四分位数の 25％値から 75%値の間を示す。棒グラフ中の区切り線は中央値を示す。  

 

図 18  発注方式の割合 
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3 運転維持費の構造について 

3.1 規模別の運転維持費 

運転維持費は、発電所の規模に大きく影響を受ける。高圧以上の設備に比べて、低圧設備は、運転維持

費の平均値が高い。（図 20）。ただし、高圧設備と特別高圧設備では、平均運転維持費の大きな変化は見

られない。 

費用項目別にみたところ、日常運転管理・監

視費、土地賃借料を除いて、規模が大きい設備

ほど、kWあたりの費用単価が下がる傾向がみ

られる（図 21）。 

日常運転管理・監視費において、規模による

影響が高圧設備と特別高圧設備において、違

いがみられない理由は、2019 年レポートでも

述べたように、電気主任技術者の選任コスト

の影響であると推測される。すなわち、「50kW

以上の太陽光発電の場合、電気事業法に基づいて、電気主任技術者を選任しなければならない。特に

2000kW 以上の発電所（特別高圧）の場合、他の発電所との兼任や外部委託が許可されておらず、専任雇

用しなければならない。（木村, 2019）」専任雇用のコストは特別高圧設備の日常運転管理・監視費のコス

ト高に影響を与えている可能性は 2019年レポートと同様であると考えられる。 

 

図 21  費目別規模別の平均値  

 

図 20  規模別運転維持費の平均値 
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3.2 運転維持費の経年変化 

 次に運転維持費の経年変化についてみてみる。運転維持費は、規模の影響を強くうけるため、規模別に

みていかなければならない。本レポートでは、サンプル数が豊富な高圧設備について、経年変化（平均値）

を見る。図 22にみられるように一貫した傾向はみにくく、おおむね横ばい傾向にあるのではないかと考

えられる。 

 

図 22  運転維持費の平均値の経年推移（高圧設備） 

 項目別にみると、項目ごとに傾向が異なる（図 23）。下落傾向がみられるのは、保険費と土地賃借料で

ある。保険費は一般的に資本費に比例するため、資本費の下落に合わせて下がっているのではないかと

推察される。土地賃借料が低下している理由については本データからは不明である。傾向の変化が見ら

れないのは、日常運転管理・監視費、定期検査費、除草作業費である。費用の増加傾向がみられるのは、

事故対応・修繕費（積立含む）である。もととも事故対応・修繕費は計上しておくのが、適切であるが、

2018年、2019 年値をみるとほとんど計上されていないことがわかる。2020年以降、これらの費用が 0.06

万円/kW・年計上あるいは支出されていることがわかる。本調査では、2020年以降の上昇要因が、実際

の支出なのか積み立て計上なのかは判別ができない。 
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図 23  運転維持費の項目別平均値の経年推移（高圧設備） 

3.3 認定年度別の運転維持費 

運転維持費についても認定年度、すなわち買取価格による影響を受けているかどうかを検討した。資

本費と同様に、同じ買取価格の設備の平均運転維持費と買取価格との相関関係を調べた。図 24にその結

果を示す。単相関係数は、0.659 と関連がある水準となっている。資本費と同じく、高い買取価格の案件

ほどより高い運転維持費となっていることがわかった。 

 

図 24  買取価格別の平均運転維持費 
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分析結果のまとめ 

本コスト調査は、2019 年に行った太陽光発電事業者へのコストアンケート調査の継続調査という位置

づけで行った。分析の手法も基本的には 2019 年レポートの手法を踏襲している。本調査で得られた結果

は、2019 年レポートの分析結果を覆すような結果ではなく、おおむね 2019 年レポートの議論を補強す

る結果となった。 

太陽光発電の資本費は、経年的な下落傾向がみられる。資本費の最大の割合を占める太陽電池モジュ

ール単価の下落傾向は明らかである。施工費や架台費用も低下しており、施工面での熟練も年々進んで

いる可能性がある。他方で、パワコンのコストは横ばい傾向であることは 2019 年レポートとは異なる傾

向であるが、2020 年については制度の影響があると考えられる。また、接続費についてはやや増加傾向

にあることが確認できた。これは条件のよい接続可能な場所が減少してきていることを示唆している可

能性がある。 

また、資本費を左右する要素について、再エネ特措法による買取価格の水準による影響、および発注方

式による影響の 2 点を検討した。その結果、買取価格の水準と資本費については相関がみられた。また

発注方式によっても資本費の変化がみられる。特に EPC 一括発注方式については資本費が高くなる傾向

がみられた。ただし、EPC 一括発注方式でも 25％値は、分離発注方式と変わらない水準になっている。 

運転維持費については、全体的に規模の影響を受けることが明確である一方で、運転管理・監視費につ

いては特別高圧設備が規模の恩恵を受けられていない。これは、2019 年レポートにも記載したように、

依然として電気主任技術者の専任コストの負担が影響している可能性がある。運転維持費の経年変化に

ついては明確な傾向はみられないが、横ばい傾向である可能性がある。運転維持費を左右する要素とし

て、買取価格の水準が関連していることが改めて確認された。 

以上、太陽光発電のコストは資本費の低下が継続してみられていることから、発電コストもまた下落

傾向がある。他方で、買取価格が費用水準に影響与えている可能性は、2019 年レポートに引き続いて、

本調査でも確認された。特に、2020 年の資本費の上昇は、資源エネルギー庁で 2018 年に導入された未

稼働案件への追加的運転開始期限の影響を受けている可能性がある。さらに、電気主任技術者の専任コ

ストの影響も無視できないであろう。これらの点は、制度的な影響であり、制度を変更することによっ

て、コストの低下に寄与できる部分ではないかと考えられる。 
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