
日本 韓国 米国ワシントン州 EU ドイツ
規格の数 169 90 211 21 57

単一化合物 64 52 180 29

動植物肥料 40 13 25 １

副産物肥料 17 13 6 6

配合肥料 40 12 － 10 21

主成分の種類
（表示可能な
成分）

・窒素：窒素全量、アンモ
ニア性窒素、硝酸性窒素
・りん酸：りん酸全量、可
溶性りん酸、く溶性りん酸、
水溶性りん酸
・加里：加里全量、く溶性
加里、水溶性加里
・アルカリ分
・けい酸：可溶性けい酸
・マグネシウム：可溶性苦
土、く溶性苦土、水溶性苦
土
・マンガン：可溶性マンガ
ン、く溶性マンガン、水溶
性マンガン
・ホウ素：く溶性ホウ素、
水溶性ホウ素

・窒素：窒素全量、アンモニア性
窒素、硝酸性窒素
・りん酸：りん酸全量、可溶性り
ん酸、く溶性りん酸、水溶性りん
酸
・加里：加里全量、く溶性加里、
水溶性加里
・アルカリ分
・けい酸：可溶性けい酸
・マグネシウム：可溶性苦土、く
溶性苦土、水溶性苦土
・マンガン：く溶性マンガン、水
溶性マンガン
・ホウ素：く溶性ホウ素、水溶性
ホウ素
・石灰：可溶性石灰、水溶性石灰
・有機物
・鉄：水溶性鉄、く溶性鉄
・モリブデン：水溶性モリブデン
・亜鉛：水溶性亜鉛、く溶性亜鉛
・銅：水溶性銅、く溶性銅
・保証微生物の属名・種名、菌数

・窒素：全窒素、アンモニ
ア性窒素、硝酸性窒素、不
溶性窒素、尿素性窒素
・りん酸：可溶性りん酸
・加里：水溶性加里
・カルシウム
・硫黄
・ほう素
・塩素
・コバルト
・銅
・鉄
・マンガン
・モリブデン
・ナトリウム
・亜鉛

・窒素全量、有機態窒素、硝酸態窒素、アンモ
ニア性窒素、尿素性窒素、ホルムアルデヒド加
工尿素性窒素、イソブチルアルデヒド縮合尿素
性窒素、アセトアルデヒド縮合尿素性窒素、シ
アナミド性窒素
・りん酸全量、水溶性りん酸、クエン酸アンモ
ニウム溶性りん酸、ギ酸溶性りん酸
・加里全量、水溶性加里
・カルシウム全量、水溶性カルシウム
・苦土全量、水溶性苦土
・ナトリウム全量、水溶性ナトリウム
・硫黄全量、水溶性硫黄
・有機態炭素
・有機態炭素/窒素 比
・ほう素全量、水溶性ほう素、キレートほう素
・コバルト全量、水溶性コバルト、キレートコ
バルト
・銅全量、水溶性銅、キレート銅
・鉄全量、水溶性鉄、キレート鉄
・マンガン全量、水溶性マンガン、キレートマ
ンガン
・モリブデン全量、水溶性モリブデン、キレー
トモリブデン
・亜鉛全量、水溶性亜鉛、キレート亜鉛

・窒素全量、硝酸性窒素、アンモニア性窒
素、尿素性窒素、シアナミド性窒素、アセ
トアルデヒド縮合尿素性窒素、ホルムアル
デヒド加工尿素性窒素、イソブチルアルデ
ヒド縮合尿素性窒素、ジシアンジアミド性
窒素、メチロール尿素性窒素
・水溶性りん酸、クエン酸アンモニウム溶
性りん酸、クエン酸アンモニウム及び水溶
性りん酸、無機酸可溶性りん酸、ペーテル
マン液溶性りん酸、2%クエン酸溶性りん
酸、りん酸全量（うち75％以上がペーテル
マン液溶性）、りん酸全量（うち55％以上
が2%ギ酸溶性）、りん酸全量（うち45％
以上が2%ギ酸溶性、20％以上が水溶性）、
２％クエン酸及びペーテルマン液溶性りん
酸、りん酸全量
・水溶性加里
・硫黄、水溶性硫黄
・カルシウム、酸化カルシウム、炭酸カル
シウム
・マグネシウム、酸化マグネシウム、炭酸
マグネシウム
・ほう素、コバルト、銅、鉄、水溶性鉄、
モリブデン、亜鉛

有害成分の
種類

・ひ素
・カドミウム
・水銀
・ニッケル
・クロム
・鉛
・亜硝酸
・チタン
・亜硫酸
・硫青酸化物
・ビウレット性窒素
・スルファミン酸

・ひ素
・カドミウム
・水銀
・ニッケル
・クロム
・鉛
・亜硝酸
・チタン
・亜硫酸
・硫青酸化物
・ビウレット性窒素
・スルファミン酸
・銅
・亜鉛

・ひ素
・カドミウム
・コバルト
・水銀
・モリブデン
・ニッケル
・鉛
・セレン
・亜鉛

・カドミウム
・クロム
・水銀
・ニッケル
・鉛
・無機ひ素
・ビウレット性窒素
・過塩素酸塩
・銅（異物）
、亜鉛（異物）
・サルモネラ菌
・大腸菌

・ひ素
・鉛
・カドミウム
・クロム
・ニッケル
・水銀
・タリウム
・フッ素系界面活性剤
・ダイオキシン類

〇肥料の規格の比較（全体像）
・肥料の分類ごとに主成分及び有害成分の規格を設ける仕組みは各国共通。
・規格の数や、主成分・有害成分の種類は、各国の実情に応じて異なっている。
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（出典）
日本「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」（農林水産省告示）、「分析検査成績に適用する許容差について」（農林水産省HP）
韓国「肥料公定規格設定及び指定」（2007年4月20日改正、農村振興庁告示第2007-3号）
ワシントン州「Code of Washington 2017－The products regulated under the Fertilizers, Minerals, and Limes law - 」

「Washington Administrative Code 2017－The Rules Relating to Fertilizers, Minerals and Limes -」（ワシントン州ＨＰ）
「Official Publication of AAPFCO 2017」（ AAPFCO発刊）

ＥＵ「Regulation (EU) 2019/1009 」（ＥＵ法令検索システム）
ドイツ「Order on Fertilisers」（ドイツ連邦司法・消費者保護省HP ）

※肥料に係る米国連邦法は存在せず、州法により管理。
※ＥＵ域内では、ＥＵ共通の肥料法と、各国ごとの肥料法とが併存している。

EU共通の肥料法に基づき認証された肥料はEU域内を流通できる。EU各国ごと
の法律は、EU共通の肥料法に基づいていないその他の肥料について、各国での生
産や流通を規制している。

11（原料リストあり）



肥料の種類 日本 韓国 米国ワシントン州 EU ドイツ
硫酸アンモニア 硫酸アンモニア 硫酸アンモニア Sulfur of Ammonia Straight solid 

inorganic 
macronutrient 
fertilizer

Ammonium 
Sulphate

主成分規格 アンモニア性窒素
≧20.5％

アンモニア性窒素
≧20%

アンモニア性窒素
≧20.5％

窒素全量≧10％ 窒素全量≧20％
アンモニア性窒素
≧20％

有害成分
規格（※）

アンモニア性窒素1.0％
につき、
硫青酸化物：0.01％
ヒ素：0.004％
スルファミン酸：
0.01％

アンモニア性窒素
1%につき、
硫青酸化物：
0.05%
ヒ素：0.005%
スルファミン酸：
0.01%

①45年間施用して蓄積する最
大許容量
ひ素：15 kg/ha 
カドミウム：4 kg/ha 
コバルト:30  kg/ha 
クロム：210 kg/ha 
銅:150 kg/ha 
水銀:1 kg/ha 
モリブデン:4 kg/ha 
ニッケル:36 kg/ha 
鉛:100 kg/ha 
セレン:2.8  kg/ha 
亜鉛: 370  kg/ha 
ダイオキシン及びフラン：
5.355 mg-TEQ/ha
②施用量上限
0.72kg/10a（N換算）

カドミウム:3mg/kg
クロム:2mg/kg
水銀:1mg/kg
ニッケル:100mg/kg
鉛:120mg/kg
ひ素:40mg/kg
ビウレット性窒
素:12g/kg
過塩素酸塩：50mg/kg
銅（異物）:600mg/kg
亜鉛（異物）:1500mg/kg
サルモネラ菌:不存在
大腸菌：1000個体/1g

ひ素:40mg/kg
鉛:150mg/kg
カドミウム:
1.5mg/kg
クロム：2mg/kg
ニッケル:
80mg/kg
水銀:1mg/kg
タリウム：1mg/kg
フッ素系界面活性
剤:0.1mg/kg
ダイオキシン類:
30ng/kg

原料規格 なし なし なし あり なし

許容差 絶対値として-0.15％
（出荷先の場合、絶対値
として-0.35％）

なし 絶対値として-4％ 絶対値として±1.5％ 絶対値として
±0.3％

・ＥＵ以外の各国において化合物の種類ごとの規格を設けており、主成分規格の水準は概ね同等である。

（対応方針）
⇒単一化合物の分類は、我が国の肥料の流通・利用上、必要とされており、化合物の種類ごとの規格を維持。
⇒主成分規格についても、海外の各国と同等であり、濃度の低い（純度の低い）単一化合物のニーズはなく、
引き下げる必要はない。
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〇個別の規格の比較 ①単一化合物

（※）米国ワシントン州やドイツは肥料の種類にかかわらず同じ有害成分規格を適用



肥料の種類 日本 韓国 米国ワシントン州 EU ドイツ
大豆油かす 大豆油かす及びその

粉末
大豆かす Oilseed Meal Solid organic 

fertilizer
Organic 
N,P,K,NP,NK,PK 
or NPK fertilisers

主成分規格 窒素全量≧4.5％
りん酸全量≧2.0％
加里全量≧1.0％

窒素全量≧6.0%
りん酸全量≧2.0%
加里全量≧1.0％

なし 窒素全量≧1%
りん酸全量≧1％
加里全量≧1％

窒素全量≧1%
りん酸全量≧0.3%
加里全量≧0.5%

有害成分規格 なし ひ素：50mg/kg
カドミウム：5mg/kg
水銀：2mg/kg
鉛：150mg/kg
クロム：300mg/kg
銅：300mg/kg
ニッケル50mg/kg
亜鉛：900mg/kg

①45年間施用して蓄積する最
大許容量
ひ素：15 kg/ha 
カドミウム：4 kg/ha 
コバルト:30  kg/ha 
クロム：210 kg/ha 
銅:150 kg/ha 
水銀:1 kg/ha 
モリブデン:4 kg/ha 
ニッケル:36 kg/ha 
鉛:100 kg/ha 
セレン:2.8  kg/ha 
亜鉛: 370  kg/ha 
ダイオキシン及びフラン：
5.355 mg-TEQ/ha
②施用量上限
0.72kg/10a（N換算）

カドミウム:1.5mg/kg
クロム:2mg/kg
水銀:1mg/kg
ニッケル:50mg/kg
鉛:120mg/kg
ひ素:40mg/kg
ビウレット性窒素:不検出
銅（異物）:300mg/kg
亜鉛（異物）:800mg/kg
サルモネラ菌:不存在
大腸菌：1000個体/1g

ひ素:40mg/kg
鉛:150mg/kg
カドミウム:
1.5mg/kg
クロム：2mg/kg
ニッケル:
80mg/kg
水銀:1mg/kg
タリウム：1mg/kg
フッ素系界面活性
剤:0.1mg/kg
ダイオキシン類:30ng/kg

原料規格 なし なし なし あり あり
許容差 ・窒素

絶対値として-0.10％（出荷先の
場合、絶対値として-0.30％）
・りん酸
絶対値として-0.15％（出荷先の
場合、絶対値として-0.35％）
・加里
絶対値として-0.20％（出荷先の
場合、絶対値として-0.35％）

なし 成分が10％まで：絶対値
として-2％
成分が10.1～20%：絶対
値として-3％
成分が20.1％以上：絶対
値として-4％

表示値の±50%
（ただし、絶対値
として±1.0%を超
えない範囲）

表示値の±50%
（ただし、絶対値
として±１.0％を
超えない範囲）

・韓国及びワシントン州では、種類ごとの規格を設けており、ＥＵ及びドイツでは、全ての有機質肥料に同一の規格を
設けている。

・ＥＵ及びドイツでは、原料規格を設けた上で、低い水準の主成分規格を設けている。

（対応方針）
⇒有機質肥料の分類は、我が国の肥料の流通・利用上、必要とされており、種類ごとの規格を維持。
⇒主成分規格についても、濃度の低い（不純物が多く含まれる）有機質肥料のニーズはなく、引き下げる必要はない。

3

〇個別の規格の比較 ②有機質（動植物質）肥料



肥料の種類 日本 韓国 米国ワシントン州 EU ドイツ
アミノ酸残渣液
（食品工業由来）

液状副産窒素肥料 アミノ酸発酵副産
肥料（液）

Protein 
Hydrolysate

Straight Liquid 
inorganic 
macronutrient 
fertilizer

N,P,K,NP,NK,PK 
or NPK fertilisers

主成分規格 窒素全量≧5.0％ 窒素全量≧4.0% なし 窒素全量≧5％ 窒素全量≧１%

有害成分規格 窒素全量1.0％につき、
硫青酸化物：0.01％
ヒ素：0.004％
亜硝酸：0.04％
ビウレット性窒素：
0.02％
スルファミン酸：
0.01％

なし ①45年間施用して蓄積する
最大許容量
ひ素：15 kg/ha 
カドミウム：4 kg/ha 
コバルト:30  kg/ha 
クロム：210 kg/ha 
銅:150 kg/ha 
水銀:1 kg/ha 
モリブデン:4 kg/ha 
ニッケル:36 kg/ha 
鉛:100 kg/ha 
セレン:2.8  kg/ha 
亜鉛: 370  kg/ha 
ダイオキシン及びフラン：
5.355 mg-TEQ/ha
②施用量上限
0.72kg/10a（N換算）

カドミウム:3mg/kg
クロム:2mg/kg
水銀:1mg/kg
ニッケル:100mg/kg
鉛:120mg/kg
ひ素:40mg/kg
ビウレット性窒素:
12g/kg
過塩素酸塩:50mg/kg
銅（異物）:600mg/kg
亜鉛（異物）:
1500mg/kg
サルモネラ菌:不存在
大腸菌：1000個体/1g

ひ素:40mg/kg
鉛:150mg/kg
カドミウム:
1.5mg/kg
クロム：2mg/kg
ニッケル:
80mg/kg
水銀:1mg/kg
タリウム：1mg/kg
フッ素系界面活性
剤:0.1mg/kg
ダイオキシン類:
30ng/kg

原料規格 なし なし あり あり あり

許容差 絶対値として-0.10％
（出荷先の場合、絶対
値として-0.30％）

なし 成分が10％まで：絶対値と
して-2％
成分が10.1～20%：絶対値
として-3％
成分が20.1％以上：絶対値
として-4％

表示値の±20%
（ただし、絶対値とし
て±1.5％を超えない範
囲）

成分が１～５％：絶対値
として±0.25％
成分が5％超：表示値の±
５％

・韓国及びワシントン州では、種類ごとの規格を設けており、ＥＵ及びドイツでは、産業副産物由来肥料と
化学肥料を区別せず、全ての主要成分に同一の規格を設けている。

・ワシントン州及びドイツでは、原料規格を設けた上で、主成分規格を設けないか、又は低い水準の主成分
規格を設けている。

（対応方針）
⇒産業副産物由来肥料においては、肥料の分類よりも原料管理の方が重要であり、

①産業副産物由来の肥料の規格を大括り化する。
②濃度の低い肥料の生産ニーズを踏まえ、原料規格を設けた上で低い水準の主成分規格を設ける。
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〇個別の規格の比較 ③産業副産物由来肥料



肥料の種類 日本 韓国 米国ワシントン州 EU ドイツ
有機無機配
合肥料

配合肥料 第3種複合肥料 規格なし
（個別審査）

Solid organo-
mineral fertilizer

Organic/mineral
N,P,K,NP,NK,PK or
NPK fertilisers

主成分
規格

窒素全量、りん酸全量又は
加里全量のいずれか２以上
の合計≧10.0％

・窒素全量、りん酸全量
又は加里全量のいずれか
２以上の合計≧12.0％
・有機物≧10.0%

ー 以下のいずれか
・窒素全量≧2.5%（う
ち有機態窒素≧1%）
・りん酸全量≧2％
・加里全量≧2％

・単一成分の場合、
窒素全量、りん酸全量又は加
里全量≧３％
・二成分以上の場合、
窒素全量≧1.5％
りん酸全量≧0.5％
加里全量≧1.0％

有害成分
規格

主成分の合計量1.0％につき
硫青酸化物：0.005％
ひ素：0.002％
亜硝酸：0.02％
ビウレット性窒素：0.01％
スルファミン酸：0.005％
カドミウム：0.000075％
ニッケル：0.005％
クロム：0.05％
チタン：0.02％
水銀：0.00005％
鉛：0.003％

・主成分の合計量1%につ
き
チオシアン化塩：0.025％
ひ素：0.005％
亜硝酸：0.02％
ビウレット性窒素：0.01％
スルファミン酸：0.005％
・可溶性りん酸1%につき
カドミウム：0.00018％

ー カドミウム:3mg/kg
クロム:2mg/kg
水銀:1mg/kg
ニッケル:50mg/kg
鉛:120mg/kg
ひ素:40mg/kg
ビウレット性窒素:12g/kg
サルモネラ菌:不存在
銅（異物）:600mg/kg
亜鉛（異物）:1500mg/kg
大腸菌：1000個体/1g

ひ素:40mg/kg
鉛:150mg/kg
カドミウム:
1.5mg/kg
クロム：2mg/kg
ニッケル:
80mg/kg
水銀:1mg/kg
タリウム:1mg/kg
フッ素系界面活性剤:
0.1mg/kg
ダイオキシン類:30ng/kg

原料規格 なし 水溶性有機物は除外 ー あり あり
許容差 ・窒素

絶対値として-0.10％（出荷先の
場合、絶対値として-0.30％）
・りん酸
絶対値として-0.15％（出荷先の
場合、絶対値として-0.35％）
・加里
絶対値として-0.20％（出荷先の
場合、絶対値として-0.35％）
注）各主成分量が10％未満と仮定

保証値に応じて
各成分保証値の
－10％～200％
注）各成分の合計量が
保証成分の合計量以上
でなければならない
（許容差なし）

ー 無機態窒素:
表示値の±25%（絶対値とし
て±2.0%を超えない範囲）
有機態窒素:
表示値の±50%（絶対値とし
て±1.0%を超えない範囲）
りん酸・加里:
表示値の±25%（絶対値とし
て±1.5%を超えない範囲）

表示値の±50%
（ただし、絶対値
として±１.0％を超
えない範囲）

・ワシントン州、ＥＵ及びドイツにおいて、主成分規格を設けないか、又は低い水準の主成分規格を設けて
いる。

（対応方針）
⇒配合肥料は肥料を原料としており、安全性や有効性の懸念が少ないことから、農業現場のニーズに応じた

柔軟な配合を可能とするため、主成分規格を引き下げる。

〇個別の規格の比較 ④配合肥料

5※ 本資料に記載している内容は、令和元年12月13日までに、HPなどで入手できた情報に基づくものです。情報の正確性については万全を期しておりますが、
農林水産省は本資料の記載内容の情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。
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