
II 海外における農業資材の供給に関する
調査結果
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Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（肥料・農薬・農業機械）

稲作栽培における日本とアメリカ合衆国（米国）及びスペインの状況

○ 良質かつ低廉な農業資材の供給に向けて、日本の各農業資材の価格水準が海外と比べてどの程
度の水準なのかを調査するため、水稲の栽培が盛んな米国及びスペインを調査対象国として、農
業資材価格の調査を実施。各国とも総じて安い傾向。

○ なお、米国及びスペインにおいては、
・ 稲作経営者の平均作付面積がそれぞれ約257ha、約11haと、日本の約２haと比べて大きいなど、
農業者の生産条件が大きく異なること

・ 肥料や農薬等の農業資材の市場規模も、我が国に比べて非常に大きく、農業資材を取り巻く
状況も大きく異なっていること

などに留意が必要。

※ 農業資材価格は、各国の現地事例の訪問等により調査を実施。
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品目
比較銘柄の
考え方

日 本 米国（テキサス州）
価格差

（対日本）

肥 料
両国で使用されている単

肥を選定し、価格を比較。

・尿素 1,748円/20kg
・硫安 1,271円/20kg
・重過リン酸石灰 2,180円/20kg
・塩化カリウム 1,960円/20kg
・高度化成（15-15-15） 1,914円/20kg
・高度化成（17-17-17） 2,508円/20kg
・高度化成（17-0-17） 1,793円/20kg

・尿素 905円/20kg
・硫安 661円/20kg 
・重過リン酸石灰 1,199円/20kg 
・塩化カリウム 889円/20kg 
・高度化成（15-15-15） 852円/20kg 
・高度化成（17-17-17） 899円/20kg 
・高度化成（17-0-17） 756円/20kg （※単位換算）

▲５割 ～ ▲６割

農 薬
両国で使用され、有効成分
濃度や剤型が類似している
農薬を選定し、価格を比較。

【除草剤】
・ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤 48% 7,382円/5L
・ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ乳剤 30%   1,992円/100ml
【殺虫剤】
・ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤 5% 3,072円/250ml
・ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 20% 866円/100g
・ﾏﾗｿﾝ乳剤 50%             950円/500ml
【殺菌剤】
・ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 20%  3,585円/250ml
・ﾎｾﾁﾙ水和剤 80% 2,117円/500g
・ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ乳剤 25%    3,803円/500ml

【除草剤】
・ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤 48.7%  2,766円/5L
・ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ乳剤 29.6%     790円/100ml
【殺虫剤】
・ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤 5%     988円/250ml
・ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 20%        588円/100g
・ﾏﾗｿﾝ乳剤 50%               575円/500ml
【殺菌剤】
・ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 22.9%  1,284円/250ml
・ﾎｾﾁﾙ水和剤 80%           1,679円/500g
・ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ乳剤 41.8%    1,174円/500ml（※単位換算）

▲２割 ～ ▲７割

農業機械

日本で使用される100馬力
超級と米国で使用される300
馬力級のトラクターについ
て、馬力（PS)あたりの価格
を比較。

・170馬力 12.1万円/馬力 ・310～320馬力 12.3万円/馬力 同程度

注１ 価格は、株式会社メロス（令和元年度農業資材に関する外国調査委託事業）による現地調査事例。
２ 肥料及び農薬については、日・米で販売量目が異なるため、米国の価格を次のとおり換算して算定。
・肥料については、ショートトン当たりの単価を日本で標準的な20kg当たりの単価に換算。
・農薬については、2.5ガロン（9.46L）～265ガロン（1,000L）当たりの単価を日本の標準的な規格の単価に換算。

※ 税込み価格（日本：消費税10％、テキサス州：販売税非課税）。
※ 為替レート：１ドル＝108.802円（2019年11月）。

【農業資材の価格比較について（米国（テキサス州））】

Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（肥料・農薬・農業機械）
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【農業資材の価格比較について（スペイン（バレンシア州））】

品目
比較銘柄の

考え方
日 本 スペイン（ﾊﾞﾚﾝｼｱ州） 価格差

肥 料

両国で使用されて
いる単肥と化成肥料
を選定し、価格を比
較。

・尿素 1,748円/20kg
・硫安 1,271円/20kg
・高度化成（15-15-15） 1,914円/20kg

・尿素 950円/20kg
・硫安 613円/20kg 
・高度化成（15-15-15） 1,058円/20kg 

（※単位換算）
▲５割

農 薬

両国で使用され、
有効成分濃度や剤型
が類似している農薬
を選定し、価格を比
較。

【除草剤】
・ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 40%                  1,907円/500ml
・ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ乳剤 30%              1,992円/100ml
・ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤 48% 11,063円/5L
【殺虫剤】
・ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 1.8%                 4,400円/500ml
・ｱｾﾀﾐﾌﾞﾘﾄﾞ水溶剤 20%              1,619円/100g
・ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 6%                  4,460円/500ml
・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 20%            1,734円/100ml
【殺菌剤】
・ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 20%            3,585円/250ml
・ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 80% 1,740円/1kg＊１

・ﾏﾝｾﾞﾌﾞ・ﾒﾀﾗｷｼﾙM水和剤 64%・3.8% 2,707円/500g  
・ｽﾋﾟﾛﾒｼﾌｪﾝ水和剤 22.9%            3,058円/100ml

【除草剤】
・ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 48%                 1,014円/500ml
・ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ乳剤 20%               628円/100ml
・ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤 48% 5,157円/5L
【殺虫剤】
・ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 1.8%                  896円/500ml
・ｱｾﾀﾐﾌﾞﾘﾄﾞ水溶剤 20%               862円/100g
・ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 5%                   476円/500ml
・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 20%             212円/100ml
【殺菌剤】
・ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 25%             969円/250ml
・ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 75% 747円/1kg
・ﾏﾝｾﾞﾌﾞ・ﾒﾀﾗｷｼﾙM水和剤 64%・3.9% 1,190円/500g
・ｽﾋﾟﾛﾒｼﾌｪﾝ水和剤 24%             2,592円/100ml 

（※単位換算）

▲２割 ～ ▲９割

農業機械

両国で使用される
100馬力級のトラク
ターについて、馬力
（PS)あたりの価格
を比較。

・113馬力 10.6万円/馬力 ・114馬力 9.3万円/馬力 ▲１割

注１ 海外の価格は、株式会社メロス（令和元年度農業資材に関する外国調査委託事業）による現地調査事例（＊１は令和元年度の調査結果の速報値）。
２ 肥料及び農薬については、日・スペインで販売量目が異なるため、スペインの価格を次のとおり換算して算定。
・肥料については、25kg～45kg袋当たりの単価を日本で標準的な20kg当たりの単価に換算。
・農薬については、１L、１kg等当たりの単価を日本の標準的な規格の単価に換算。
３ 税込み価格（日本:消費税10％、スペイン:付加価値税10％）。

※ 為替レート：１ユーロ＝120.221円（2019年11月）

Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（肥料・農薬・農業機械）
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日本 米国（テキサス州） スペイン（バレンシア州）

水稲
作付面積

• 147万ha（2019）1 • 103万ha（2019）2

（テキサス 6万ha）
• 11万ha （2018）3

（バレンシア 2万ha）

コメ生産量
（玄米）

• 776万トン（2019）1 • 670万トン（2019）2

（テキサス 40万トン）
• 65万トン（2018）3

（バレンシア 10万トン）

栽培方法
• 移殖 • 乾田直播 • 湛水直播（散播）

品種
・短粒種 • 長粒種が７割 2

（テキサス ９割）
• 長粒種が４割、短粒種が6割 ３

（バレンシア 長粒種10割）

水稲経営面積
• 平均 2.1ha （2019） 4

（北海道平均 12.1ha）
• 平均 215ha （2017）5

（テキサス平均 257ha）
• 11.4ha（2016）6

肥料の消費
（成分量）

・ 103万トン（2017）7 • 2,046万トン（2017年、米国）7 • 191万トン（2017年、スペイン）7

• 1,711万トン（2017、ＥＵ）

農薬の消費
（有効成分量）

• 5万トン（2017）7 • 41万トン（2017、米国）7 • 6万トン（2017、スペイン）7

（36万トン（2017、ＥＵ））

資材の
市場規模

• 肥料 4,000億円（2013）8

• 農薬 3,700億円（2017）9

（出荷額）

• 肥料 218億ドル（2.3兆円） 10

（2014、出荷額、米国）
• 農薬 89億ドル（0.7兆円）11

（2012、出荷額、米国〉

• 肥料 263億ユーロ（2.7兆円）
• 農薬 151億ユーロ（1.5兆円）
（2012、出荷額、ＥＵ）12

※ＥＵ圏は、ＥＵ加盟国間での輸入も多い
ため、市場規模はＥＵとしている。

【水稲・農業資材に係る各国の状況】

※ 1 農林水産省「令和元年産作物統計」、2 米国農務省「Rice Yearbook」、3 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación「ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2019」、
4 農林水産省「平成31年農業構造動態調査」、5 米国農務省「Census of Agriculture」等より算出、 6 Instituto Nacional de Estadística「Encuesta sobre la estructura de 
las explotaciones agrícolas」、7 FAOSTAT、8 経済産業省「工業統計表（平成25年）」より算出、9 （一社）日本植物防疫協会「201年農薬要覧」、10 米国商務省「製造業年次調
査」及びFAOSTATより算出、11 米国環境保護庁「Pesticide Industry Sales and Usage」、12 EU議会 Director-General For International Policies「Overview of the 
Agricultural Inputs Sector in the EU」

※ 為替レート（OECD 「Monthly Monetary and Financial Statistics」より算出）：1ドル＝79.8円（2012年）、105.8円（2014年）、1ユーロ＝102.6円（2012年）
※ 米国及びスペインのコメ生産量は、籾重量×0.8により玄米重量に換算。 23

Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（肥料・農薬・農業機械）（参考資料）



Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（各国取りまとめ）（参考資料）

・ これまでに調査を行った米国、ＥＵ（イタリア、スペイン）、中国、韓国とも総じて日本より
肥料・農薬が安価な状況。

・ その要因は、原料の自国生産や市場規模、大きい経営規模に基づく大ロットでの流通規格等
の環境面の違いに加え、日本と比較して流通体系がシンプルであることや、生産体制の集約化、
市場における熾烈な価格競争等であることが明らかとなった。

国 アメリカ EU（イタリア、スペイン） 中国 韓国

製造・需要構造

・原料の国内製造が多い。
・市場規模が大きい
(肥料：約６倍、農薬：約2倍）

・原料の国内製造が多い。
・EU圏での市場規模が大きい
(肥料：約7倍、農薬：約4倍）

・原料の国内製造が多い。
・市場規模が大きい。
（世界最大のリン鉱石産出国・
農薬使用国）

・原料は輸入中心。
・市場規模も日本より小規模。

流通構造

・メーカーから資材販売業者を通じ
て農家に流通するシンプルな流通体
系。
・バラ売りやフレコン中心の大ロッ
ト販売のため、流通経費が安い。

・メーカーから資材店・農協等を通じ
て農家に流通するシンプルな流通体系。
・フレコンも含めた大ロット販売のた
め、流通経費が安い。
・農協がEU他国から農薬の並行輸入を
実施

・資材販売店等の価格競争が激
しいため、単肥や一般的に販売
されている農薬は利益率を抑え
て販売。
・日本と比較して販売単位が大
きいため、流通経費が安い。

・肥料製造を目的とした大規模工場
を港湾に整備し、集中生産体制を確
立。
・少数銘柄を多量生産しており、
メーカーの製造効率が高い。
・農協中央会が基準価格を設定し、
これを基に個々の農協が、メーカー
と交渉。

その他
・アメリカの経営規模は日本の約
100倍。

・イタリアの経営規模は日本の約30倍。
・スペインの経営規模は日本の約5倍。

・黒龍江省のコメ農家の経営規
模は日本の約5倍。

・韓国の経営規模は日本とほぼ同じ
規模。

価格

【肥料】
▲１～▲６割

【肥料】
▲２～▲６割

【肥料】
▲５～▲７割

【肥料】
▲４～▲６割

【農薬】
▲２～▲７割

【農薬】
＋３～▲９割

【農薬】
▲３～▲７割

【農薬】
＋３～▲７割

（参考）
調査地域

・カリフォルニア州（2017）
・アーカンソー州（2018）
・テキサス州（2019）

・イタリア（ロンバルディア州、ヴェネト
州、ピエモンテ州、ロマーニャ州（2017、
2018））
・スペイン（バレンシア（2019））

・黒龍江省（2018） ・全域（2017）
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Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（配合飼料）

日本とアメリカ（米国）の配合飼料関連産業の状況

25

○ 良質かつ低廉な農業資材の供給に向けて、日本の各農業資材の価格水準が海外と比べて
どの程度なのかを調査するため、世界有数の畜産物生産国である米国の配合飼料価格や
業界構造等を調査し、日本国内との比較・分析を行った。

○ なお、米国は、
・ とうもろこし等の飼料原料を国内で自給可能であること
・ 養豚産業を中心に、飼料生産から肉の生産、加工、販売までの一連の生産行為全てを

インテグレーション企業（同一資本企業）が行っている場合が多いこと
・ 豚肉の場合、加工食品に供される割合が多く、均一な肉質が求められる一方、
テーブルミート向けに多くが生産されている日本では、肉質の差別化が求められており、
飼料の設計に違いがあること

・ 畜産物をめぐる市場規模及び生産規模が我が国に比べて非常に大きいことから、
配合飼料を取り巻く状況も大きく異なっていること

などに留意が必要。

※ 配合飼料価格は、米国への現地訪問等により調査を実施。



Ⅱ 海外における農業資材の供給に関する調査（配合飼料）

日本と米国の養豚飼料の比較

26

資料：（公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報（令和２年２月）」「配合飼料産業調査（令和元年12月）」、農林水産省「農業物価統計調査（2018年）」、
現地取材（令和２年１月、プルーヴ株式会社）

注：１ドル＝110円（2019年12月TTS相場）で計算。

品目 特徴 日 本 米国

原料構成比
（重量ベース）

・とうもろこしが全体の半数前後を占めるのは日米共通

・米国では、とうもろこしを原料としたエタノール生産
が盛んに行われていることから、その副産物であるDDGS
の使用割合が高くなっている。

※DDGS：トウモロコシをハンマーミルなどで乾式製粉し
てから糖化/発酵/蒸留などの工程に入る方法で生産され
る燃料エタノール製造の副産物（米国穀物協会HP）

・トウモロコシ：51.7％
・DDGS ： 1.4％
・大豆かす ：10.3％
・脂肪分 ： 0.9％
・その他 ：35.7％
（菜種油かす：6.0％、小麦：4.7％、
こうりゃん：4.6％など）

【A社の事例】

・トウモロコシ：45.0％
・DDGS ：12.0％
・大豆かす ：27.0％
・脂肪分 ： 6.0％
・その他 ：10.0％

飼料メーカーの
コスト構造

・原料費の割合は７割前後とさほど変わりが無い一方、
製造費（日本：23.0％、米国：10.0％）及び営業利益
（日本：0.7％、米国：6.0％）において、大きな差が生
じている。

・原料が自給できる米国は原料費を圧倒的に抑えられる
ほか、製造コストについては、加工向けの肉質に適した
一様な飼料設計を行う米国は低く、テーブルミート用に
多様化されたブランド向けに緻密な飼料設計を行う日本
は高くなる。

・原料費 ： 66.0％ 31,557円
・製造費 ： 23.0％ 10,997円
・事務管理費： 10.2％ 4,877円
・営業利益 ： 0.7％ 334円
・合計 ：100.0％ 47,815円

【B社の事例】

・原料費 ： 74.0％ 19,536円
・製造費 ： 10.0％ 2,640円
・事務管理費： 10.0％ 2,640円
・営業利益 ： 6.0％ 1,584円
・合計 ：100.0％ 26,400円

【参考】
配合飼料価格

・配合飼料製造コストは米国の方が低いことから、販売
価格も同様と推察されるが、米国における配合飼料の販
売価格及び購入価格に関する統計資料は存在しないこと
から、現地で収集した価格情報と日本国内の価格統計を
比較した。

【小売価格（バラ）】

・豚（肥育用）：66円/kg
・肉牛肥育用 ：65円/kg

【ホームセンター価格（袋）】

・豚（肥育用）：51円/kg
・肉牛肥育用 ：48円/kg
※ 飼料生産から肉の販売までをインテグレーション

企業（同一資本企業）が行っているため、一貫体系
内の飼料の小売価格が把握出来ない
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