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あげたとは言えず、大規模経営を中心に負債問

はじめに

題が深刻化している。2005年の開放拡大の時期
は刻一刻と近づいており、農政転換は差し迫っ

WTO体制下における韓国の市場開放は90年代
の成長作物に始まり2005年の米市場開放拡大へ

たものとなっている。

本稿では、90年代のWTO体制編入による韓国

と向かっている。当初韓国は、農家の農業所得
依存度と農業の稲作依存度が高いことから、米

農業への影響を検討していくが、具体的には、

市場開放に際しては日本よりも影響が大きいと

94年のガット・ウルグアイラウンド妥結にとも

見られていた。しかし94年のガット・ウルグア

なう農産物市場開放と、2005年の開放拡大へ向

イラウンド妥結以後は、WTO体制下の目本市場

けての構造政策、及びその国内農業への影響等

開放に乗じて対日輸出を伸ばし、バラや疏菜類

に触れる。

等の成長作物で日本市場を席巻した。韓国では

WTO対策をめぐる議論の検討に先立って、韓

市場開放対策として政府が施設現代化資金融資

国農業の特徴を浮き彫りにするために、日本農

等の政策を実施しており、これらの支援を受け

業との比較を行う。類似の農業構造を持つよう

て生産を伸ばした幾つかの成長作物の分野では、

に見える日韓両国は、WTO対策でも共通する点

日本の競争上の地位が相対的に低下して、韓国

が少なくない。しかし、前提条件は同じではな

農産物の対日輸出が増加した。一見不利に見え

く、日韓両国の農業構造には、隔絶した差異が

るWTO体制が韓国農業に有利に作用しており、

存在する。本稿で韓国の農政転換を議論するに

WTO体制は日韓両国の問で複雑な様相をみせて

は、韓国農業の基本構造の理解が前提となるが、

いる。

ここでは日本との比較から韓国農業の特徴部分

しかし、WTO体制下の両国間の競争関係は

のみを示している。市場開放の影響を議論する

徐々に変わりつつある。一旦は伸長した韓国の

際に、国内構造との連関を論ずる上でも、その

成長作物も、農業施設への過剰投資や経済危機

特徴を把握することは重要である。

次いで、90年代における韓国農業の構造変化

の影響、及び中国農産物の輸出攻勢で、近年は
停滞傾向にあり、稲作への回帰現象が見られる。

を、統計数値を追いながら確認して、WTO体制

この間に、先述した稲作依存の農業構造につい

編入による国内農業への影響を検討する。特に

ては、市場開放に耐えうる農業構造への転換が

ここでは、80年代との比較で90年代韓国農業の

試みられてきた。しかしそれらは十分な成果を

特徴を示している。同時期の日本との比較に、
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他の時期と90年代韓国農業との比較が加わり、

討が必要とされている。

90年代の韓国農業が、地理的、時間的に相対化

以上のように課題は山積しているが、環境直
接支払い高等、一部のWTO対策は始動しており、

される。

そして、最後に、最近の農政転換をめぐる議

しかも一定の成果をあげつつある。これからは

論について検討し、新たな農政の方向を探る。

それらの評価を踏まえて、広範な地域への制度

90年代の構造政策のインパクトは小さくなかっ

の導入が検討されることになるであろう。

た。莫大な資金が投じられて、農業全般が揺れ

1．WTO体制下の国際農業政策

動いた。施設農業や大規模経営が発展する一方
で負債問題が残された。農地流動化による規模
拡大が推進されたが、高齢化の進展で農地の流

（1）WTO体制下の国際農業政策

動化事業は困難に直面した。種々の事業は一定

WTO体制下の一般的な国際農業政策とは、世

の成果をあげながらも、多くの問題を残してい

界的貿易体制下の特定の理念と具体的な政策調

る。

整に関するものである。

これらの政策はそもそも、構造政策の推進で

UR（ガット・ウルグアイラウンド）は、米欧

競争力ある農業経営を育成しようとするもので

の妥協により1993年末に決着し、95年から

あった。けれども、それらは最終的に、農業農

WTO（World

民すべてを丸抱えしたものとならざるをえな

関）が発足した。WTOは、それまでのGATTと異

かった。当初の計画通りに、十分にターゲット

なり、国内法に優越する立法権と司法権を有す

を絞り込めなかったことに政策としての限界が

る国際機関であり、その農業協定は「市場指向

ある。結果的に政府の融資金は広範な農民階層

型の農業貿易体制の確立」を目的とする。具体

に散布されることになり、過剰な生産力を刺激

的には、①すべての非関税障壁の関税化、及び、

する一方で、負債問題を惹起した。経済危機も

②市場歪曲的・生産刺激的な国内政策の削減、

手伝って、農家の負債問題は深刻なものとなっ

を追求している1）。この目的のもとに国内農業

た。

保護の削減・撤廃を要求される国々は、要求を

今後の構造政策の見直しはWTO体制に沿うも

Trade

Organization：世界貿易機

そのまま呑み込むのではなく、国際的な交渉の

のとならざるをえないだろう。WTO体制下に要

場においてこれまでに、幾つかの例外事項を勝

求される国内補助の削減で、今度は否応なく、

ち取ってきた。

WTO農業協定の下で削減を免れる政策は「グ

農政のターゲットの絞り込みが要求される。丸
抱え的な価格支持政策から、環境保全や条件不

リー一・一ンボックス」と呼ばれるが、その典型は、

利地域に絞り込んだ直接支払い制への移行が検

生産を刺激しないように、生産や価格にリンク

討されており、農政のあり方は大きく変わると

させない直接支払い政策である2）。従来の農政

予想される。しかしながら、これらの政策転換

は価格支持政策が中心であり、これではすべて

がスムー・一一ズに農民に受け入れられるかどうかに

1）田代洋一「農業政策」田代洋一他編『現代の経済

ついては、不安な側面が少なくない。また、従

政策』有斐閣2000年、203頁。
2）同上。

来の構造政策との整合性についても、今後の検
一
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の農民階層を保護することになる。過剰な生産

と貿易をゆがめる政府介入」の漸進的削減、と

力が刺激され、生産物は過剰在庫として積み増

いう義務を抱えるようになった。単相茂氏によ

されることから、価格支持政策は過剰生産の元

れば90年代には、①急激な市場開放の衝撃を和

凶とされてきた。対する直接支払いは、対象農

らげるために関税化を進めたものの、輸入は着

家の性格規定を行い、対象農家を絞り込んで支

実に増えた。②日本の市場開放を利用して対日

持を行うものであり、過剰生産力を刺激しない

輸出をふやしたが目立った拡大は見られない。

ような形での支持が条件次第では可能となる。

③農業基盤整備等の国内農業支援策がとられた

欧州の直接支払いは、その条件を環境や条件不

が、これも目立った効果はあげていない5）。

利地域とリンクさせることで、対象の絞り込み

WTO農業交渉で韓国だけが持つ争点としては、

を行ってきた。WTO協定では、環境農業推進の

①米関税化の猶予と開発途上国としての地位の

ための直接支払いについては、

維持問題がある。現行協定では、開発途上国に

「グリーンボッ

クス」のなかにあるものとして、農業協定の削

は、補助金などの削減幅と移行期間を長くして

減対象から免除されることとなった。このため

いる。農産物輸出国は韓国を途上国とは見なさ

各国農政は、環境農政や地域農政への傾斜を強

ない方針であるが、韓国は途上国の立場を主張

めることで、農業保護の生き残りを摸索してお

している。②日本は、国内事情から早期関税化

り、農業・農民丸抱えの農政から、支持対象農

しており、韓国の味方にはならない。③韓国の

家のターゲットを絞り込んだ農政への転換すす

場合、米の農業生産及び農家所得に占める割合

めている。

が日本に比べて高いため、早期関税化は難しい。

こういう状況を背景として、欧米の農政は、

李相判氏はこのような認識を示している。加え

価格支持政策から直接支払い政策へ、農業政策

てさらに、韓国の農政方向と交渉戦略としては、

から農業環境政策への転換を図るようになる3）。

①最近制定された農業・農村基本法で、市場原

日本では、1999年に米が関税化され、新農基法

理の追求と環境保全などの公益機能を含めたこ

（食料・農業・農村基本法）が制定された。新

と、②OECD勧告により直接支払い制度の拡大

農基法の基本理念は、食料安全保障と農業の多

（条件不利地域及び環境農業）を進めているこ

面的機能の発揮を骨格としている4）。

と、③セイフティネットの構築、等が挙げられ
ている6）。

このような政策課題と目標は90年代の市場開

（2）韓国のWTOへの対応

放と構造政策を背景としている。河瑞飯氏によ
一方、韓国でも、WTO体制下の農業問題は、

れば90年代には、2004年まで関税化が猶予され

国内農政に大幅な改革を迫るものと認識されて

た米を除いて、ほとんどの農産物市場が開放さ

いる。URの結果、農業協定が生まれることとな

れ、食料自給率は穀物ベースで99年に29．4％

り、各国は農産物市場開放を一層拡大するとと

まで低下した7）。

もに、国内農業政策の推進において、「農業生産
5）李相茂「UR以降韓国における農政の変化と次期農産
物交渉の対応戦略」『農業と経済』1999年7，月号、33頁。

3）同上、田代洋一、203頁。
4）同上、田代洋一、206頁。

6）同上、李相茂、38頁。
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加えて、巨額の資金を投じて構造政策が実施

業・高齢化等の数値を単純に比較することでは

された。米以外の品目については市場開放と同

なく、各項目から、韓：国農業の構造問題の所在

時に施設現代化のための資金の手当が行われた。

を探ることであるので、こういう大要を示す数

米についても、2005年の開放拡大に先立って国

値でも十分であると考えられる。

際競争力を引き上げるべく、経営規模拡大を目
（1）農地利用と農家の比較

標に、農地流動化と機械化を促進する事業が行
われている。

韓国は日本ほどに急峻な山岳地帯が多くなく、

以下ではこれら：事業の行われた90年代の構造

変動について、統計的に明らかにし、その上で、

また、日本ほどには都市化による農地転用が進

構造変動と政策との連関についての諸説を検討

んではいない。このために、国土面積対比の耕

する。さらに、構造政策の見直しをめぐる議論

地比率は日本の13

について触れた後に、新たな農政転換の方向に

い。この耕地の利用について、日本では、耕作

ついて展望を示す。

放棄地が増えて、利用率が94．4％と低下してい

o／・に対して韓国は19％と大き

統計的検討に際しては先ず、日韓比較により

るのに対して、韓国ではいまだ、耕地利用が

韓国農業の構造的特徴を、次に、80年代との比

111．1％と比較的高い。耕地を、水田と畑の割

較で90年代韓国農業の特徴を示す。同じ時期の

合で見ると、韓国の方が僅かに水田の占める面

日本との比較、韓国の他の時期と90年代韓国農

積が大きく、しかも水田利用率は、日本の

業の比較。この二つから、90年代韓国農業を相

67．7％に対して韓：国は93．3％と、相対的に高い

対化することで、WTO体制下における農業構造

水準を維持している。これらから韓国ではいま

の変動を探る。

だ、農業に占める稲作の比重がかなり大きいこ
とが推察される。

2．韓国農業の把握

次に、農家についてみると、総人口対比の農

一日本との比較一

家人口は、8．7％と日本以下にまで低下してい
日韓農業の比較に際しては、農地・兼業・高

る。この間の農村から都市への農家人口の流出

齢化などの現象に着目して検討し、韓国農業の

が急速なだけでなく、農家人口がほぼ払底とい

特徴を示している。データには両国の基本的な

うところまでに減少したことを示している。農

統計を用いたが、比較の基準が不統一な部分も

家人口の減少は、スピードだけではなく、後に

あり、基準を無理に揃えることも難しいことか

見るように、韓国農業の構造を形作る要因と

ら、一定の留保条件を示した後に、数値を掲げ

なっている。

農家人口とは反対に、農家戸数の総世帯数に

て比較している。これらは比較という観点から

は精度に欠ける点のあることは否めない。しか

占める比率で見ると、韓国の方が日本よりも、

しながら、本稿の目的は、両国の、農地・兼

まだまだ高い数値を示している。日本が農家戸

数比率で6．6％であるのにたいして、韓国は
7）河瑞鉱「WTO体制下二対応スル韓目ノ農政比較」

9．7％である。農家人口と農家戸数の、この逆

『農…業経営・政策研究』第28巻第3号2001年9．月419
頁。

転現象の理由は、戸当り世帯員数の差異にある。
一
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表1

日本との比較に見る韓国農家・農業の特徴（2000年）
、
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資料：韓：国事林部『農林業主要統計』2001年、韓国統計庁『2000年農業センサス暫定結果』2001年5月、農林水産省『農林水産統
計』2001年。
注：（1）日本の利用面積と稲作作付け面積は、1999年の数値。
（2）韓国の農業就業者には林業就業者を含む。

（3）韓国の「農家の農業就業者比率」は、農林業就業者を農家人口で除したもの。
（4）第1種兼業農家：農家全体の収入中、農業収入が農業以外の収入より多い農家。
第2種兼業農家：農家全体の収入中、農業以外の収入が、農業収入より多い農家。
（5）韓国の年齢階層別農業就業人口には、林業及び漁業を含む。
（6）年齢階層別農家人口は1999年の数値であり、L／EとM／Eでは、 Eには1999年の農家人口値を用いた。
また、N／L及び0／Mについても、2000年については、1999年の農林漁業就業者人口を農家人口で除した。

日本では戸当り世帯員数が4．31人と比較的大き

ていることから、全体としての、韓国の農業就

いため、小さい農家戸数比率にも関わらず、大

業者比率が、大きく現れているものと考えられ

きな農家人口比率を維持している。これに対し

る。つまり日本のように平均世帯数が大きけれ

て、韓国は、戸当り世帯員数が2．91人と比較的

ば、リタイアーしえたであろう高齢者が、高齢

少なく、日本とは反対に、少ない農家人口にも

者のみの世帯となった場合に、独立して家計を

かかわらず、相対的に多くの世帯が農村に存在

支えるべく、最小限の就労を余儀なくされて、

している。これら少数家族で農村に存在する農

いわば自給的な営農を継続するという状況と推

家の大多数は、後に示すように、高齢一世代世

測される。もちろんこれには、高齢化問題や、

帯であり、日本とは隔絶した韓国農村の構造的

世帯員数の少なさ、ということに加えて、兼業

特徴となっている。また、この逆転現象がさら

機会の少なさという、韓国農業の特徴が関係し

に顕著なのが、農業就業者の比率であり、韓国

ている。即ち、兼業の多い日本では、農村にい

．では1割を超えているのに対して日本では5％

ながらにして、農業を片手間にする農家人口が

を下回っている。日本の方では、4．31人の平均

大多数であり、多くの農家人口と少ない農業就

世帯員数のうちに、教育を受ける学齢期の子供

業者という構造を形成している。これに対して、

や、リタイアーした高齢者が、含まれるのに対

韓国では農村兼業機会が少ないために、農家人

して、韓国では高齢一世代世帯が多数を占めて、

口のほとんどが、農業を生計維持の手段として

生計のためにリタイアーせずに、農作業を続け

選択せざるをえず、農業就業者の比率が日本に
一
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比べて高く現れている。戸当り農業就業者数は、

れるものと推測され、高齢化と専業比率の上昇

日本の1．25人に対して、韓国では、1．59人で

は、比例関係にあるものと思われる。後に示す

あり、日本では4．31人の農家世帯中の1．25人し

ように90年代後半になって、専業比率は再度上

か農業に従事していないのに対して、韓国では

昇しており、これは同時期の高齢化進展と関係

2．91人中の半分を超える1．59人が従事している。

があるものと考えられる。

その高齢化の状況について、年齢階層別農家

これを全体として見ると、農家の農業就業者比
率という数値で確認することができる。磯業就

人口をみると、韓国よりも日本の高齢化の方が

業者を農家人口で除した結果は、日本の28．9％

進んでいる。15〜59歳の農家人口に比べて60歳

に対して、韓国は54．6％である。韓国では、青

以上の農家人口の比率は、日本の方が大きい。

壮年層の都市への流出により、農家人口が高齢

年齢別農業就業人口では、より一層、日本の農

一世代化しており、しかも、兼業機会の乏しい

業就業者の高齢化が目立っている。これらの数

農村で、農業専業となることから、いきおい高

値を見る限りでは、韓国の農村高齢化現象は、

齢者の農業就業率が、後述するように高くなっ

日本ほどには深刻ではない、ということになり

ている。

そうである。日本では60歳以上の農業就業者が

65．9％を占めるのに対して、韓国ではいまだ
（2）専・聖別農家戸数と高齢化現象の比較

46．2％にすぎないからである。これを、先ほど
の韓国の高齢化の特徴ということと関係させて、
どのように考えればよいのであろうか。

専・兼別農家戸数は、両国農業構造の違いを

実はこの疑問は、農業就業人口を農家人口と

明確に示している。専業比率は日本の38．8％に
対して韓国では67．1％と倍近い。これはまた、

比較することによって解決される。農業就業人

韓国の兼業比率が日本のほぼ半分であることを

口を農家人口で除した数値は、60歳以上につい

意味している。加えて、日本の場合、同じ兼業

て、韓国の方が74．9％と高い数値を示している。

でも「農業以外の収入が農業収入より多い」第

日本の方は兼業比率が大きいために、15〜59歳

2種兼業農家が大半を占めて、いわば「脱農」

でも農業に就労する人の割合は、韓国の約3分

した農家が大半ともいえる。これに対して、韓

の1程度に過ぎない。60歳以上になると、日本

国ではこういう農家の占める割合も、いまだ日

では約半分の人が農業に就労しているが、韓国

本ほどではなく、農業所得が、農家の生計を支

では約4分の3とこれも、日本よりは、高齢者

える主な手段となっている。先に示した、少な

の就労の割合が高いことを示している。

い家族数と高齢化という韓国農家の特徴に、専

以上のように見てくると、日本と比較した場

業の多さということをもう一つ加えれば、兼業

合の韓国農家・農業の特徴は、高い水田利用率、

機会の少なさから、青壮年が脱農せざるを得ず、

小家族数、高齢化、高い専業比率、高齢者の就

その結果として高齢一世代世帯が増えたものの、

労、という5点に特徴づけられる。これらの5

その世帯も、兼業機会の少なさから、農業を所

点から浮かび上がってくる平均的な農家の姿は、

得源とせざるをえないといったパターンを描い

稲作を中心とする専業の高齢一世代世帯であり、

ている。高齢者であるほどに兼業の機会は限ら

実際に農村調査でも、集落の約7割が、こうい
一
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う世帯であるとの印象を受ける。最近の韓国で

されて、様々な事業が開始され、農民の生活は

は、これら農家群が農村の大部分を占めるよう

大きな影響を受けた。

ここでは、94年のUR妥結後の市場開放の影響

になっているのが現状であり、農業構造改革に
おいても、高齢化した専業零細規模の農家世帯

を、農民側の対応、政策側の対応、政策実施に

の対策が難しい問題となっている。こういう問

よる農業構造への影響などに分けて、この間の

題は日本農業がかつて経験したことのない、韓

経過を検証する。90年代を前半期（90・一・95年）

国農業独特の構造的な問題でもある。日本の場

と、後半期（95−00年）に分けてみると、その

合であれば、都市における独居老人は問題化し

変化は両者で、大きく異なっている。特にUR妥

ても、農村においては、まだまだ三世代家族の

結時期を含む前半期（90・一・95年）に、激変とも

構成員として暮らす人々が少なくない。韓国で

いえる動きがあり、韓国農業は大きな変化を示

は、こういう家族構成の多くは崩れ去っている。

した。後半期（95−00年）には、その揺り戻し

日本の場合であれば、兼業所得を得ながら、土

のような現象が生じている。そういう変化の性

地資産を守るという兼業農家は、三世代、ある

格やその背景を探るために、ここでは、増減率

いは二世代世帯を維持するだけの所得基盤を保

を用いたトレンド分析と、構成比を用いた構造

持することが可能である。しかし、兼業所得に

分析の二つを行った。トレンド分析の方は、90

期待できない韓国では、専業世帯のみが農村に

年代の変化を相対化するために、80年から5年

とどまり、非農業へ就労可能な青壮年は農外へ

刻みの変化を増減率という数値で示した。90年

流出することから、いきおい残された家族は少

や95年など5の倍数の年には農業センサス調査

数家族世帯となり、また高齢化して、農業専業

が行われており、数値が比較的正確である。10

化せざるをえない。こういう事情が現在の韓国

年前のセンサス調査は、調査後3年を経過して

農業と農家を造り上げ、また特徴づけており、

その数値が発表される。2000年調査は2003年を

農地の流動化と構造改革を難しいものにしてい

待たねばならないが、幸いに速報値を入手した

る。

ので、2000年の数値にはセンサス調査のその速

報値を用いた。この手法とは別に各5か年平均
3．90年代の韓国農家・農業の特徴

の増減率を示すという手法もあるが、以上の理
由に加えて、ここでは趨勢を見ることが目的で

あるので、5年刻みの正確なセンサスの数値を

90年代にはUR交渉が妥結して、稲作以外の農
産物市場が実質的に市場開放され、米について

比較した。構造分析の方も、構成比の数値を5

も10年後2004年の市場開放を目途に、ミニマム

年刻みで算出し、各時期の特徴を示している。

アクセス（ma、最低輸入枠）が開始された。こ

2000年や1995年の数値をそれ以前と比較するこ

れを受けて国内では、WTO体制下の農業改革が

とで、韓国農業の構造変化を読み取ることがで

開始され、米を含む農産物の全面市場開放に耐

きる。各指標は表1の日本との比較とほぼ同じ

えうるような農業基盤作り、及び農業国際競争

ものを用いており、日本との比較で明らかと

力の向上を目的として、農業構造の大改革が開

なった韓国農業の構造的特質が、過去20年間の

始された。42兆ウォンという莫大な資金が投下

変化の中で、如何にして生じてきたものである
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のか、わかりやすく示している。

ていくと、耕地率が低下を続ける中で、耕地利

用率は95年期に低下を止め、00年期には若干で
（1）耕地利用と農家人ロ

はあるが増えている。この背景には水田面積や
水田利用の変化があったようである。水田率は、

表2から、90年代の特徴を耕地利用と農家人

87年民主化措置期の収買価格引き上げ等を受け

口について見ると、耕地利用については稲作面

て、80年代に上昇を続けたが、90年代前半期に

積の変化、農家人口については、世帯員数の減

入り低下し、後半期には下がり止まった。水田

少という、特徴が見て取れる。

利用率は、水田率ほどではないにせよ、80年代

耕地面積のトレンドを見ると、耕地面積の減少

には高い水準を維持した。80年代の水田利用率

は90年代に入って加速している。耕地利用面積

は漸減傾向だが、この時期の作付け面積自体は

は90年代前半にはいったん大幅に落ち込んだも

増え続けている。95年期になるとこの数値は急

のの、後半には減少が鈍化した。この耕地利用

に落ち込んでおり、00年には反転し回復してい

面積の減少は水田面積の減少を原因とするもの

る。

であり、90年代前半の90−95年には、稲作作付

以上のように見てくると、耕地利用で特徴的

け面積がマイナス15．1％と大幅な減少を示した。

なことは、90年代前半期の稲作作付け面積の急

ただし、稲作作付け面積は、次の95−00年には

減少と水田利用率の大幅な低下、及び00年期の

プラス1．5％と回復しており、前半と後半で、

反転、急回復。この2点である。

稲作を巡る環境に大きな変化のあったことが推

このうち、前半期の低下は、UR妥結による稲

測される。

作の将来展望不安や、収奪価格低迷、土地利用

これを構造変化を示す構成比の数値で確認し

表2

型農業から施設型成長農業への転換、等を理由

90年代の韓国農家・農業の特徴

1（耕地利用と農家人ロ）
藷

単位

』

面

ha
ha
ha
ha

A
面

B

田面 C
首
・1面
人口

E

D

人
戸
人

F
G

00
00
00
00

A／国

1用
田

BA

C／A

田l

D／C

人口
E／ミ人口
戸 比混 F／』
比・ G／』

の

比・

戸wり
戸

り

戸wり

G／E

EF

人

GF
面

A／F

00
00
00
00

ha

80年

85年

90年

2196

2，144

95年

2，765

2592

1，233
10，827
2，155
4，429

1，325
1，237
8，521
1，926
3，554

2，109
2，409
1，345
1，244
6，661
1，767
3，100

22．2
125．9
59．5
94．3

21．6
120．9
61．8
93．4

21．2
l14．2
63．8
92．5

1307

28．4
27．0
32．4
40．9
5．02
2．06
1．02

20．9
20．1
23．7
41．7
4．42

1889
2，098
1，149
1，072

1206

1，056
4，851
1，501
2，419
20．0
110．7
60．8
87．6

4．02
1，384
2，203

8．7

11．6
11．8

10．5

49．9
3．23

54．6
2．91

1．32

85−90

▲2．4
▲6．3

▲1．6
▲7．1

1．4

1．5

0．3

0．6

▲21．3
▲10．6
▲19．8

▲21．8
▲8．3
▲12．8

19．0

10．8

1．62

80−85

111．1
60．8
93．3

15．6

46．5
3．82
1．75
1．19

1．ll

1985
2，197

15．5
17．1

1．85

2000年

9．7

L59

1．36

資料：韓国農林部『農林業主要統計』2001年、韓国統計庁『2000年農業センサス暫定結果』2001年5月。
注：（1）農家の農業就業者比率G／Eは、農林業就業者を農家人口で除したもの。

（2）農業就業者には林業就業者を含む。
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90−95
▲5．9
▲8．8
▲10．3
▲15．1
▲27．2
▲15．1
▲22．0

95−00

▲4．8
▲4．5
▲4．7
1．5

▲13．2
▲7．8
▲8．9
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年で約3分の1にまで減少した。

とするものと考えられる。また、後半期の回復

一方、農家の農業者比率、農家人口のうち実

は、土地基盤整備などの構造政策の成果が現れ
たことや、米以外の農産物市場開放で外国産農

際に就農している人の比率はだんだんと増えて

産物が大量流入し、施設型農業の農産物価格不

来ている。表1で見たように、日本に比べた場

安定化で成長農業がダメージを受けて、稲作へ

合の韓国の特徴として、この比率の高いことが

の回帰現象が生じたもの、と思われる。先の表

注目されるが、80年代から90年代にかけては、

1では、水田利用率の高さが韓国の特徴であっ

ますますこういう韓国的な特徴が強まって来て

たが、この特徴は00年期に一層強まっている。

いる。日本では兼業比率が高く、農家人口と

多様な農作物形態ではなく、稲作形態への専一

言っても、そのうちの農業就業者は限られてい

化が強まることで、稲作への依存度の高さとい

る。対する韓：国では兼業比率が低く、農家人口

う従来からの韓国農業の独自色を強めていると

の多くが就農している。都市化、工業化の進展

いえよう。

に伴い、韓国でも、日本に似た現象が、進みっ
つあるかに思えるが、実際には、その反対に、

このような耕地利用を巡る動きは農家の性格
にも反映している。80年代以降農家人口は減り

ますます日本との差異を大きくして、就農者の

続けているが、90−95年期には、27．2％という

比率が増えてきている。この背景には、高齢一

大幅な減少を示した。UR妥結で農業の将来に希

世代世帯における、高齢者の就農増加という現

望を失い離農した人々も少なくないと思われる。

象があるものと推測される。日本との差異を大

同時期には、世帯数や就業者数も減少したが、

きくしている点では戸当り世帯員数もおなじで

世帯数が農家人口ほどの減少を示していない。

あり、80年代から低落を続けて、2000年には

世帯数減少の約2倍のスピードで農家人口が減

2．91まで落ちている。戸当りの農業就業者数は、

少するという傾向は、80年代より一貫しており、

世帯員数ほどには、減少していない。80年には

青壮年層の都市への流出により、高齢化世帯が

平均的な農家の世帯員数は約5名で、そのうち

増えて、結果的に、農村に大量の高齢一世代世

約2名が就農していたが、00年には世帯員数約

帯を残すことになった。ただし、農家人口と世

3名で、その半分強が就農している。このよう

帯の減少は95−00年期にはテンポを緩めており、

に、農家人口における就業者比率が高いという

水田利用率の反転・回復と連動した、稲作農業

特徴は、農業全体としてだけではなく、戸当り

への回帰現象の一端を示すものと思われる。

の数値においても確認される。

以上を構成比で見ていくと、農家人口率は80

さて、表2に示されるように、90年代におけ

年以降5年中とに約5ポイントずつ減り続けて

る韓国の農家・農業の特徴を、耕地利用と農家

きたが、00年期には下げ止まっている。農家戸

人口についてみると、90年代の前半期と後半期

数比率は、農家人口率より減少傾向が緩やかで

で対照的である。90年代前半期にURなどの影響

あるが、やはり同じく00年期に下げ止まり現象

から、一旦は落ち込んだ水田利用率も、後半期

を示している。農林業就業者比率はこの20年間

には反転回復して、高い水田利用率という、日

で最も大きく変化している。特に80年と95年の

本との違いが再度明瞭になった。稲作離れの日

対比で見ると、農業で働く人の割合は、この15

本に対して、韓国は依然として稲作を農業の中
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心にすえている。このことは、目前に迫る2005

齢化の状況を示したものである。専・兼業農家

年の米市場開放拡大に際して、韓国農業が厳し

の戸数統計については、80年代の数値変動が大

い環境におかれていることを意味する。米市場

きく、80年代と90年代では、統計数値の基準が

開放拡大に際しては、稲作依存度の高い国内農

変わったのではないかと推測される。詳細が不

業者からの強い反発が予想される。そういう農

明であるので、ここでは数値の安定している90

業者は、大きく分けて二つの階層として特徴づ

年代のみを示した。表3から専業農家戸数をみ

けられる。表には示されていないが、筆者の農

ると、90年代前半には減少したが、後半期には

村調査からは8）、農村の階層分化について、ご

増加している。兼業農家戸数は減少を続けてい

く一部の大経営と、残された大半の高齢一世代

るが、一様ではなく、第1種兼業農家について

世帯という図式として把握される。この大経営

は両時期ともに減少する一方、第2種兼業農家

と多数の高齢世帯は、多くの村では、営農委託

については前半期に増加したものの後半期には

を通じて、一定の経営協力関係にある。しかし

減少に転じている。兼業の主体をなすのは、農

ながら、90年代における両極分解の結果は、韓

業収入より農外収入の大きい第2種兼業農家で

国農業の発展を保証するものではない。現状を

ある。経済危機等の影響から、後半期には、第

見ると、大経営は政策融資を受けて、償還すべ

2種兼業農家が大幅に減少して、第1種兼業農

き負債を抱えているケースが少なくない。高齢

家のゾーンに入り、加えて第1種兼業農家のな

の農家には自給的農業に近いケースがあり、今

かで兼業機会喪失者が増えたことから、以上の

後の生産力発展の担い手になるとは期待できな

ような結果を招いたものと推測される。専・兼

い。むしろ、高齢世帯を中心とする農村コミュ

別構成比にもこれは示されている。専業農家比

ニティを維持するために、政策支援が必要にな

率は前半期に一旦は低下したものの、後半期に

るほどである。これらの経済的に困難な状況に

は上昇している。兼業農家比率の動きはその反

ある二つの階層が、90年代には稲作経営への依

対であり、後半期の兼業減少には、第2種兼業

存度を強めており、その稲作経営を巡る状況が、

農家減少の影響が大きいようである。このよう

米市場開放拡大を目前に、急速に悪化しつつあ

な動きから明らかなように、日本との比較で専

る。これが現在の韓国農業の一つの姿である。

業比率が高いという韓国の特徴は、90年代後半
期にますます強まっている。この原因の一つと
しては、経済危機の影響による兼業機会の減少

（2）専・兼業の状況

等が、想定される。加えて、高齢化の昂進等に
次には、このような特徴的な農民階層成立の

より、兼業困難な高齢者世帯の増加に伴う専業

背景となった、専・兼業、及び高齢化問題につ

比率の増加等も考えられ得る。いずれにせよ各

いて検討する。表3は、表2と同じく、トレン

者の要因は相互に絡み合って影響を及ぼしなが

ドと構造変化の両面について、専・兼業及び高

ら、韓国農業の特徴を構成しているようである。

その高齢化現象についても、日本との比較で
8）拙稿「韓国における農地賃貸借の実態把握」九州
大学『経済学研究』第66巻第4号，1999年。同論文の

は、先にみたように興味深い数値が示されてい

個票参照、227−231頁。

る。農家人口と農業就業者人口では、日本の方
一
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表3

90年代の韓国農家・農業の特徴

専・面面農家戸数

戸

家戸

うち

1

う

2

1

J
K

比率H／F
比・・1／F

う
っ

1
2

90年

単位

H

比興J／F
比率K／F

皿（専・兼業別農家）

95年

千戸

1，052

戸
千戸
戸

715
389
326

00
00
00
00

849
652
277
374
56．6
43．4
18．5
25．0

59．6
40．4
22．0
18．4

浅、

2000年

90−95

928
456
203
253

95−00

▲19．3
▲8．8
▲28．8

9．3

▲30．1
▲26．7
▲32．4

14．7

67．1

32．9
14．6
18．3

資料：韓国農林部『農林業主要統計』2001年、韓国統計庁『2000年農業センサス暫定結果』2001年5月。
注：第1種兼業農家：農家全体の収入中、農業収入が農業以外の収入より多い農家。
第2種兼業農家：農家全体の収入中、農業以外の収入が、農業収入より多い農家。

表4

別

15〜59
60 以
15〜59
60 以

15〜59
60 以

L／E
M／E
別
，．、

15〜59
60 以

単位

80年

85年

90年

95年

2000年

人
人
OO
00

6，459
1，138

5，230
1，177
61．4

4，104

2，916
1，255

2，345
1，356

人
人
00
OO

4，134

3，169

2，471

1，619

520

564

766

915

88．8

84．9

11．2

15．1

76．3
23．7

63．9
36．1

46．2

64．0
45．7

60．6
47．9

60．2
64．5

55．5
72．9

56．8
74．9

率
80−85

85−90

90−95

95−00

N／G
0／G
人口／

59．7
10．5

13．8

1，187
61．6
17．8

60．1

55．7

25．9

32．2

▲19．0

▲21．5
0．9

3．4

▲29．0
5．7

▲19．6
8．1

人口

N
0

。．、

皿（高齢化）

人口

L
M

15〜59
60 以

90年代の韓国農家・農業の特徴

1，232
1，056

▲23．3

▲22．0

▲34．5

▲23．9

8．5

35．8

19．5

15．4

53．8

人口

N／L
0／M

00
00

、

資料：韓：国農林部『農林業主要統計』2001年、韓国統計庁『2000年農業センサス暫定結果』2001年5月。
注：（1）N／しと0／Mについては、農林漁家人口の数値がないために、これに代えて農家人口で除した。
この数値は、農業就業人口の年齢構成の指標となるもので、正確な数値ではない。
（2）年齢階層別農家人口は1999年の数値であり、L／EとM／Eでは、

Eには1999年の農家人口値を用いた。

また、N／L及び0／Mについても、2000年については1999年の農林漁業就業者人口を農家人口で除した。
（3）年齢階層別農家人口の15歳〜59歳について、80年と85年の数値には、14歳を含む。

で高齢化が顕著であるが、各農家世帯における

（3）高齢化の状況

高齢者の就農の割合では、韓国の方が大きく
なっている。農業専業者の多い韓国の農家では、

こういう韓国高齢者の就農の特徴を、トレン

青壮年層の就農の度合いが大きいのはもちろん

ドと構成変化で見たものが表4である。年齢階

のこと、高齢層についても、リタイアーせずに、

層別農家人口の増減率で見ると、90年代の変化

その多くが就農している。

が大きく、前半期に15〜59歳層が大幅に減少し、
後半期には60歳以上層の増加率が上昇している。
一一
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これは前半期におけるUR交渉妥結を契機に将来

大型機械を擁する大経営が数軒と、残りの多数

展望を失った農民の多くが離農したためと推測

の高齢世帯という、階層の2極化が顕著である。

され、農林漁業就業人口についても、この年齢

大経営は営農受託により、生産の実質的な担い

階層はマイナス34．5という数値を示している。

手ではあっても、農村コミュニティの中心的担

以上を5年ごとの構成変化で見ていくと、まず

い手までには、なり得ていないものと思われ、

農家人口については90年代における60歳以上層

今後の農村社会の維持は困難であろうことが予

の構成比上昇が顕著である。就農者についても

想される。

同様であり、80年代から90年代における高齢化

高齢者には農村が終の住処となりつつある。

の急進は、想像以上に、農村に劇的な変化をも

就業者を人口と対比した数値を見ると、15〜59

たらしたと思われる。80年頃には60歳以上の高

歳層よりも、60歳以上層の方が、就農比率が高

齢者は農家人口の約1割に過ぎず、農村社会で

く現れている。本来この比率は反対で、60歳を

見られる高齢者・老人は、わずかに過ぎなかっ

超えるとりタイアーして、働かないというのが

た。それが2000年には、60歳以上の人が農家人

韓国の農村の姿であったものと思われる。80年

口の3割を占めるようになり、農村社会は高齢

代まではそれが数値に現れていた。これが逆転

者が中心になりつつある。またこの60歳以上層

したのが同表では90年で、15〜59歳の青壮年層

は、80年頃には農家の働き手の約1割に過ぎず、

よりも、60歳以上の高齢者の方で、就業の割合

年老いてなお元気な人を除いては高齢者が農作

が大きいという、それまでの韓国農村社会では

業に従事することはなかった。それが韓国農村

みられなかったような、高齢者就業社会という

社会の本来の姿であったとも思われる。その60

新たな状況に突入している。

歳以上層の働き手は、この20年間で急増し、

以上に見てきたように、韓国農村では、日本

2000年には、農家の働き手の約半分が60歳以上

との比較で見た場合に、いくつかの特徴が見ら

となってしまった。地域的差異を勘案して純農

れたが、その特徴は、90年春後半期に入って、

村地域を想定すれば様相はより明確となる。都

ますます明確となり、性格上に日本農業との距

市近郊の成長作物栽培は年間作業日数が300日

離が開きつつある。このことは根本的に両国農

を超えるのが普通であるために、高齢者には不

業が構造的な違いを有するためと考えられる。

適である。これに対して、農村平野部の稲作は

歴史的に工業化の制約された韓国では、戦後の

年間作業日数が50日程度と比較的少ない。最近

経済開発の過程において、拠点開発方式の工業

の平野部稲作農村では営農委託関係が発展して

化が進められたために、商工業の地域偏在が著

おり、作業中の大部分を機械化大農に委託して、

しい。政策側はこれを意識し、農工団地の開発

軽作業のみ自分で行えば済むために、さらに年

等で改めようとしたが成功したとは言えない10）。

間作業日数は減少しており、高齢者でも営農可

このために韓国農業は日本に比べて、高い専業

能である。このため全国平均以上に、平野部農

比率を示している。これは農業自体の条件がよ

村には高齢の就農者が多く、筆者の調査では、

ければ健全な農業発展の姿でもあるのだが、

約7割が60歳以上の高齢一世代世帯という集落

9）拙稿「韓国における農地賃貸借の実態把握」227−

も見られた9）。そういう農村では、就農者は、

231頁。
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WTOによる市場開放等のなかでは、国際的な農

ぐる議論について検討する。

業生産性の競争が厳しくなりつつあり、農業だ
けで農家経済を支持するという専業農家の存続

4．韓国の構造政策

は難しくなりつつある。

かつてはこういう韓国農業のおかれた諸条件

1994年にWTO出帆に備えて、

「農漁村発展対

を利用して農業の発展を図る政策が指向された。

策及び農政改革推進方案」が発表された。この

90年代前半期において、韓国の農政当局は、専

方案は、競争力の向上、農村生活の改善、農村

業農家育成を通じた構造改革推進を試みた。UR

福祉増進という3部門の対策を包含していた。

交渉妥結に伴うミニマムアクセス受け入れと、

この対策を推進するために、構造改善事業費42

2004年までの米市場開放に備えて、国内稲作農

兆ウォン、特別税15兆ウォン、を確保して、約

業の構造改善を図り、大規模な稲作専業農家を

10年間にわたり、農漁村に投資することとした。

育成することによって、国際競争力のある農業

特に、生産基盤整備、構造改善、食糧管理制度、

経営の実現を目指した。そのために、大規模な

農地制度改善、農産物流通構造革新等、競争力

構造改革資金が投じられ、土地・機械等の購入

向上の施策に、重点投資が行われることとなっ

について、規模拡大を指向する農家への支援が

た12）。

行われた。90年代前半期には、この政策の効果

そして90年代には、これらの政策が実施され、

で、大規模な経営体があちこちに登場した。し

韓国農業には大きな変化が起きた。

かしながらこの構造政策は、十分な投資の受け
皿のないままに資金を投じたことが問題となっ

（1）施設型農業の崩壊と稲作農業への回帰

て11）、90年代後半期になると、政策の見直しを
余儀なくされることとなった。

そのうちの一つは、90年代前半期における稲

加えて、WTO体制下では、国内補助削減に関

作作付け面積の減少である。李哉玄氏によれば、

する国際的な合意形成がなされ、価格支持等を

この時期に稲作は、作付け面積を大幅に減らし

通じた保護の削減と、直接農家補助への移行が、

た。1991年まで100％に達していた米の自給率

回避不可能な状況にある。韓国政府もこれに従

は、1996年には89％まで低下した。それに伴い

い、価格支持の見直しと、グリーンボックス内

在庫量も、FAOの勧告水準にも満たない10％未

の環境直接支払い等への移行を進めており、農

満にまで減少した。このような米不足の原因は、

政の重心を、価格支持から直接支払いへ移す構

1992年から3年間続いた不作の影響もあるもの

えである。

の、それ以上に、稲作作付面積が大幅に減少し

以下ではこのような構造政策と農政転換をめ

たことが最大の要因として働いている。特に、
非農地への転用や耕作放棄地の増加に比べて、

10）拙稿「韓国における農地の賃貸借について」九州
大学『経済学研究』第58巻第3号，1992年。94頁の注

稲作以外の、高収益が得られる作物への転作に
よる稲作作付面積の減少が目立っている13）。

16参照。

11）ソウル大学校鄭英一教授の講演録（2001年12，月1

日の九州大学韓国研究センターのシンポジウム講

12）前掲、河瑞鉱、424頁。
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このような作目転換の多くは政策支援を受け

すなわち、

「農業生産増加と価格低迷による

ていた。転作農家の多くは、政府の施設現代化

農業所得下落の原因は、WTOによる市場開放で

資金の融資を受けて、施設型の成長作物栽培へ

農産物輸入が増えたことだけではない。相対的

の転換を進めた。国際的な競争の難しい土地利

に高所得作物の野菜・果樹・畜産部門に農業資

用型の稲作農業から、高収益の期待できる施設

源が集中し、過剰生産と価格不安定をもたらし

農業への作目転換であった。この作目転換によ

ている」16）。加えて「市場開放で、輸入農産物

り90年代前半には稲作作付け面積が減少してい

の価格以上に国内価格は上昇せず、高収益部門

る。また、成長農業成功の証左として、一部の

への資源集中は過剰生産による価格下落を惹起

農産品で対日輸出増加等も見られた。しかし、

した。経済危機による投入財価格の上昇と農産

政策支援を受けた施設農業は、90年代後半に入

物販売価格の下落で、農業交易条件は悪化し、

ると、経済危機後のウォンの暴落による資材価

農業所得は大きく下落した」17）。

こうして、90年代前半期の、施設作物への資

格の高騰と、市場開放後の農産物流入による価
格変動の影響i等を受けた。例えば、河瑞鉱氏に

源集中傾向、90年代後半期の経済危機後のウォ

よれば、畜産は、90年代に、零細農が経営から

ンの暴落による資材価格の高騰、市場開放によ

離脱し、大規模経営が比較的増えたが、飼料穀

る農産物流入と価格変動。これらにより、政策

物を海外に依存していることから、経済危機及

融資を受けた農家は負債を抱えることとなり、

び、為替レート変動による、飼料価格の不安定

負債問題から破綻に直面した農家も少なくない。

と、経営め不安定が、つきまとっている14）。ま

そして次の段階にはこの反動で、比較的安定

た、安部淳氏によれば、97年の通貨危機は、成

した稲作が見直されることとなる。90年代後半

長著しい施設園芸部門を直撃し、ウォン安の結

期には、稲作農業への回帰現象が起きて、先の

果、重油、ビニールシートなどの輸入生産資材

表で見たように稲作作付面積が増加した。米は

の価格が急騰している15）。

2004年まで市場開放が先送りされて、他の農産

かくして政府支援を受けた成長農業は90年代

物に比較すると相対的に安定しているとみなさ

後半には不安定な状態に陥った。最も深刻なの

れたためであろう。成長作物が後退し、稲作回

は、施設農業における負債増加の社会問題化で

帰現象が起きて、結果的に、農業全体の稲作依

ある。韓国農村経済研究院の『農業展望2001』

存度が上昇することとなった。

は、農業所得の低迷と負債問題を、市場開放に

しかしながら、この稲作農業についても、大

よる海外農産物流入や経済危機だけでなく、高

規模化を促進する政府の融資拡大で負債問題が

所得作物への資源集中による過剰生産という視

深刻化している。負債問題は、零細農よりも、

点から説明している。

多くの融資を受けた大規模農家の階層において

深刻である。韓国農業の中核を担うべき大規模
13）李哉玄「アジア諸国のWTO対応一韓国司農林統計
協会『農林統計調査』2000年2月号33頁。

農家階層の経済的基盤が負債問題で脆弱化して

14）前掲、河瑞鉱、421頁。

15）安部淳「WTO体制下における韓国の農政転換」村
田・三島編『農政転換と価格・所得政策』筑波書房

16）韓国農村経済研究院『農業展望2001』2001年1月、
78頁。

2000年9．月、103頁。

17）同上。
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いるところへ、2004年の米市場全面開放の時期

農外就業者数は、農家人口高齢化による農外

が、だんだんと近づいており、従来の構造政策

就業人力自体の減少によって、95年の戸当り

の見直しと抜本的な農政転換が差し迫ったもの

0．37人から、99年には、0．22人へと減少してい

となっている。

る21）。この場合の「高齢化」とは、同一の兼業

所得機会という条件下においても、高齢化の進
行で高齢者が農外就業困難となり、兼業者及び

（2）稲作経営の負債

兼業所得が平均として減少するという問題であ
る。また、

稲作は元来、韓国農業の中心に位置するもの

「農村地域の農外所得源の制約」と

であり、政策当局は9Q年代に重点投資を行い構

は、商工業等の農外産業の都市偏在から、農村

造改革を試みた。経営耕地の規模拡大や、農業

部の兼業機会が一般的に少ないという韓国の特

機械化推進の事業などがそれである18）。しかし

徴を意味するものである。日本のように、農業

ながら、この稲作の分野においても、農家経済

所得減少を兼業所得で補完し、農家所得のバラ

は困難に直面している。その困難とは農家種別

ンスを取る場合に比べると、農外就業困難な高

で見ると大きく二つに分かれる。零細規模で、

齢化世代の急増は、韓国農家の存続条件を難し

高齢一世代世帯の稲作専業農家における所得減

いものにしている。

農家所得の減少は、すべての農家に等しく現

少と、大規模な稲作専業農家が政策資金融資の

れることなく、特定の階層に集中した。

返済不能に陥り負債を抱える、という問題であ

この時期には、耕地規模0．5ha未満階層の所

る。

韓国農村経済研究院の『農業展望2001』は、

得が大幅に下落した。こういう階層別の、農家

農家経済の分析から、その問題点を指摘してい

所得の減少は、耕地規模の下層では、農業所得

る。同書によれば、農家経済は90年代後半から

と農外所得の双方で生じており、これには、高

所得増加が鈍化して負債が急増した。94年以降

齢化が関係している。高齢化に伴い農外就業の

に農業所得が実質的に減少し、しばらくは、農

機会を失った零細農家層は、農業においても条

外所得と移転収入の増加で、農家所得は増加趨

件悪化に伴い所得を減らした。こうして農業及

勢を維持したが、経済危機の影響で、農外所得

び農外所得双方の減少から、零細層の所得が大

と移転収入も減少し一く、大幅に農家所得が下落

きく影響を受けることとなった。これに対して、

することとなった19）。

大農層は構造農政における規模拡大支援等を受
けて、所得を大きく伸ばすこととなり、零細農

平均として見た場合の農家の所得下落には、
経済危機以外に、
力の減少、

との格差を広げた。高齢化した零細農の下降と、

「高齢化」による農外就業人

上層の上向から、両極分解が進行した。所得は

「農村地域の農外所得源の制約」と

いった構造的な問題が関係している20）。

0．5ha未満の階層で減少し、2．

Oha以上の階層で

増加している。負債は若い専業農と大農層に集

18）この政策の詳細とその問題点については拙稿参照。

「韓国のガット・ウルグアイラウンド対策」九州大
学『韓国経済研究』第1巻第1号（2001年），93−

中した22）。

109頁。

20）同上、78頁。

19）前掲、韓国農村経済研究院『農業展望2001』77頁。

21）同上、83頁。
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第68巻第4・5号
ことを意味している。また、実際に、負債額を

構造改善の投資拡大で急激に増加してきた負

債は、90年の所得対比42．9％から、99年には

調べてみると、2001年3H期における負債農家

83．0％水準に達した。所得停滞と経済危機の衝

1件当りの平均負債額は8，266万ウォンであり、

撃で、償還能力を失った農家は、後には、消費

そのうちわけは、私債が263万ウォン（3．2％）、

性負債が増加した。90年代を通してみると、90

相互金融資金が2，731万ウォン（33．0％）、政策

−95年には生産性負債が、95−99年春は消費1生

資金が5，273万ウォン（63．8％）であった27）。

負債が増加している23）。

負債の6割以上が政策資金であることは、それ
だけ負債発生に政策が深く関与したことを意味

この負債は階層別には、大農層において最も
深刻となった。しかも政策性負債の性格が強い。

している。

経営規模の小さい零細農家は生産投資を抑制し、

構造政策の問題点は政策側でも十分に把握さ

負債増加は小さかったが、所得基盤の大きい大

れており、政策転換の必要陛が主張されてきた。

農は、むしろ投資拡大で負債が大きく増えた。

金正鏑氏によれば、

土地利用型農業経営の負債は、5ha以上の階層

合意を契機にたてられた『新農政方案』

で大きく、生産性負債が中心であり。下層が消

6月）では、主として費用節減的な国際競争力

費性負債中心であることと対照的である24）。ま

を高めることにカを注ぎ、規模拡大及び施設現

た、こういう階層のなかでも、30代の農家の負

代化に重点をおいてきた。しかし、総体的な農

債が最も大きく、その後、年齢と反比例して負

業不況の中で大規模農家であるほどに経営収支

債は減少している25）。生産性負債は高齢農家に

の悪化を見せており、従来の外形的な農業発展

は少なく、青壮年の農家に多い。これらの階層

戦略に関する反省の声が高まっている。また、

は、将来への農業の意欲に燃え、政策融資を受

財政緊縮によって農業予算も縮小され、農政基

けて様々な投資を行ったものと推測される。

調はいわゆる内延的発展を重視する国内資源活

「1993年末のUR農業協定の
（94年

用型農業の育成に移っている」28）。また、IMF

経済危機を契機に、従来の農政には、転換が求

（3）構造政策の転換

められており、とくに「農業構造改善：事業の方
向に対する見直しが進められている」29）。

このような負債が生じたことについて、その

このような政策の見直しについて、ソウル大

原因は種々考えられるが、結果的には負債中で
は政策融資が最も大きな位置を占めている。韓

の鄭英一教授は、90年代における韓国の構造政

国農村経済研究院の農民アンケートによれば、

策は、農業投資の受け皿が整わない段階で、大

「負債対策中の最も有効な施策」の一つとして、

量の資金が投下されたことから、種々の問題を

「政策資金の償還延期」が挙げられている26）。

もたらした、と総括している30）。

これは、それだけ政策資金の償還負担の大きい
26）金正鏑他『農家経済・負債ノ実態ト政策課題』韓
国農村経済研究院2001年3月、17頁。

22）前掲、韓国農村経済研究院『農業展望2001』87−88
頁。

27）同上、18頁。

28）金正鏑「転換期の韓国の農業環境政策」『農業と

23）同上、78頁。

経済』1998年11月号、73頁。

24）同上、89頁。
25）同上、93頁。

29）同上。
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5．農政改革の方向

構造政策は、農地の流動化を推し進めて、零
細農の離農と大規模農の育成で、2005年の米市

（1）米市場開放と国内補助の削減

場開放以前に国際競争力のある農業を作り上げ
ることを目的とした。そのために流動化促進と

米に関しては、1995年から関税化猶予の代わ

大規模農の経営効率化を目的として、多くの政

策資金が投じられた。これらは一定の成果を上

りに、ミニマム・アクセスを許容した上、初年

げたが、問題も多く残した。

度は国内消費量の1％（基準年度1988〜1990年、
51，30アトン）を輸入し、1999年まで毎年0．2％

なかでも構造改革推進上の馬路のrつとして
農民の高齢化問題がある。大規模農育成には、

ずつの増量を行うことに合意した。そして開始

農地流動化と離農民発生が不可避であるが、高

年度から10年目となる2004年には再び交渉を行

齢化した大量の農民が農村部に滞留することと

うことになった33）。しかし、日本の米輸入関税

なり、セイ

化により、韓国への早期関税化要求が強まると

tティネット不十分のままに、生計

の手段としての農業・土地に執着せざるを得な

見られており、政府は、米の収買方式変更を発

いことから、離農の難しい状況におかれている。

表している34）。

政府は、国際貿易秩序の変化に対応して、農

これら高齢一世代世帯の零細経営は、構造政策
上には、農地流動化の阻害要因となっている。

業・農村基本法を制定・施行し、

河瑞鉱氏によれば、

から施行）、WTO体制下では農業補助削減が不

「高齢化問題は構造政策の

（2000年1月

障害となり、後継者育成は成果を上げていな

可避であると判断して、稲作の環境保全機能へ

い」31）。李墨型氏によれば、

「農産物自由化や

対する直接支払い制度を導入した。さらに農業

農業補助削減に伴い、国内農業の構造調整を実

生産環境保全と、農産物の安全性保証のために、

施してきたが、農業労働力の高齢化や農地流動

環境農業育成法を制定し、2000年1月から施行

化の停滞が足かせとなっている」32）。

した。しかし、国内農業補助額中で、米の占め

る割合は95％を占めており、UR合意によるAMS

以上の高齢化対策を含めて、ターゲットを絞
り込んだ農政への転換が可能かどうかが、今後

（国内補助、Aggregate

の構造政策の成否を決めることになるであろう。

削減のために、政府収買量及び平岡価格は、漸

以下では具体的に、今後残された問題について、

次引き下げざるを得ない。稲作が農業に占める

いかなる政策が計画されており、それらについ

割合が大きいため、政府は、農家の負担軽減を

てどのような議論が交わされているのか見てみ

狙って、約定収買制度を導入している35）。

Measurement

of

Support）

従来政府は、生産された米の内、市場へ出回

る。

る商品化米からその一部を買い上げる（収買）

ことで、市場をコントロールし、加えて、買い

上げる価格（収買価格）を調整することで、二
30）ソウル大学校鄭英一教授の講演録（2001年12，月1

日の九州大学韓国研究センターのシンポジウム講

33）同上、李哉玄、34頁。
34）前掲、河瑞鉱、424頁。
35）同上、河瑞鉱、423頁。

演）

31）前掲、河三三、421頁。
32）前掲、李哉玄、34頁。
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表5
年次

政府収買米価及び収買実績

生産量

収買実績

@

@

A

第68巻第4・5号
フ入度

B

a／A

千石

％

聞酒価格
80k

単立

千石

1983
1984
1985

37，529
39，457
39，071

8，468
8，436
7，567

22．6

1986
1987
1988
1989
1990

38，936
38，145
42，038
40，958
38，932

6，186
5，473
6，718
11，748
8，357

15．9

1991
1992
1993
1994
1995

37，390
37，023
32，981
35，134
32，601

8，489
9，598
9，977
10，500
9，550

22．7
25．9
30．3

1996
1997
1998
1999
2000

36，959
37，842
35，397
36，550
36，742

8，618
8，500
6，445
6，082
6，291

23．3
22．5

55，970
57，650
60，530

21．4
19．4

16．0
28．7
21．5

29．8
29．3

18．2
16．7
17．1

P上げ率
％
0．0
3．0
5．0

64，160
73，140
84，840
96，720
106，390

14．3

対前年

6．0

14．0
16．0
14．0
10．0

113，840
120，670
126，700
126，700
126，700

7．0
6．0
5．0
0．0
0．0

131，770
131，770
139，020
154，000

4．0
0．0
5．5

10．8
一

一

資料：韓国農林水産部、『農林業主要統計2001』2001年。
注：収買価格は、2等品基準。糧穀年度基準。

重に米市場を管理してきた。この政府介入の度

ントロールに、買い上げ量を積み増す介入度の

合いは、収買価格の引き上げ幅が小さくとも収

引き上げと、買い上げ価格の引き上げという、

買量が多ければ高まり、また反対に、収買量が

二つの手法を用いていることがわかる。80年代

少なくとも収買価格の引き上げ幅が大きければ、

前半には、比較的高い介入度を維持しながら、

高まるという関係にあったものと考えられる。

収買米価を抑えていた。87年の民主化措置前後

80年代からの収買量と収買価格引き上げ幅を見

にはこの政策が大きく転換する。87年には一旦

たものが表5である。収買実績を生産量で除し

介入度は低下するが、収買米価は大きく引き上

たものを仮にここでは「介入度」と呼んでいる。

げられた。民主化に伴う労働運動の成果として

本来は、生産量の内の商品化米で除す必要があ

賃金が全般的に上昇する中で、米価の引き上げ

るが、その数値がないために、生産量で除して

は政治的成果として象徴的なものであり、代わ

おり、正確な「介入度」ではない。対前年比の

りに介入度を抑え込むことで政府負担を軽減し

収買米価変動率もあわせて示している。統計の

たものと推測される。しかし、88年と89年は、

『農林業主要統計』には、収買価格が糧穀年度

米価の引き上げと、介入度引き上げが併行する。

基準で前年度のものを示してあるので、ここで

米市場のコントロールが最も強力に機能した時

は1年前の実際に買い上げられた年の数値を掲

期であろう。87年からの3年間は、統計表上の

げている。

期間（83年から2000年）のなかでは、最高の生
産量水準を示した。しかしこういう時期は長く

さてこの表5を見ていくと、政府は市場のコ
一
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は続かなかった。先ず、90年から米価の引き上

うち、直接支払い制や環境農業育成は、削減対

げ幅が鈍化しはじめ、94年にはゼロ水準まで落

象補助から許容対象補助へ政策の方向を転換し

ち込んだ。介入度は90年代前半も比較的高い水

たものである37）。WTOでは、環境保全のための

準を維持したが、これは93年からの3年間の不

政府支援を、緑色条項（削減免除、直接支払い、

作との関係が考えられる。不作に直面して政府

GREEN

が管理機能を高めたのではないかということで

ている。環境保全へと農業を誘導する政府の支

ある。そして、この不作も96年には回復し介入

援に対しては、国際的に認められた要件を満た

度は徐々に低下しはじめている。あわせて引き

す場合には、制約なく支援できるようになって

上げ率も低いままであるが、99年には久方ぶり

おり、国際的紛争の素地がない。最近では、食

に大きく収買米価が伸びた。

品の安全性と環境保全のための国連規定委員会

以上から気づくことは、介入度が下がる年に

BOX）に含ませて、削減対象から除外し

（CODE

X）が、有機農産物基準を制定しようと

は米価が伸び、米価が伸び悩む年には、一定の

している38）。そしてこのような条項に関連する

介入度を維持するという手法で、米市場対策を

農業の多面的機能については近年多くの議論が

行っているのではないかということである。こ

出ている。

のような政策を維持する限り、コントロール機

農村経済研究院の金正鏑氏は、WTOにおける、

能は比較的安定するが、財政的な負担は軽減さ

農業の多面的機能をめぐる議論を次のように整

れることはないだろう。WTO協定に基づく補助

理している。①農業の多面的機能は、輸出国で

削減要求を呑む限りは、いずれ方向転換が必要

は既に十分政策に反映されているが、輸入国は

となって来る。

いまだ不十分で、この機能をより反映させるべ

そして、その転換期となったのが2001年の糧

きである。しかし、②多面的機能が助成縮小や

穀流通委員会答申であろう。2001年秋の糧穀流

自由貿易原理を妨げる論理として用いられては

通委員会は、初めての米価の引き下げを答申し

ならない。③先進各国では多面的機能は一様で

た36）。これは、WTO体制下における農政転換を

はなく、その重点が異なり、韓国では特に食糧

象徴する出来事であったと言える。今後、農政

安保が重視されている39）。韓国では米以外の自

の方向が、価格支持削減と直接支払いの比重増

給率は低下しており、世界第3位の穀物輸入国

大という体制へ移行するためには、困難が少な

となっている。国際的な穀物需給動向に左右さ

くないであろうが、この答申が農政転換の一つ

れる度合いは大きく不安定性が増している。食

の契機となったことは間違いないと考えられる。

料は特殊な財であり、国際的な食糧需給の逼迫
時には、特殊な財という性格が表面化し、資金力

（2）直接支払い制の実施

が輸入能力に転化しないこともありうる40）。

新しい農政には幾つかの特徴があるが、この

37）前掲、李哉玄、33頁。

38）韓国農村経済研究，院『条件不利地域及ビ環境保全
二関スル直接支払イ制制度ノ調査研究』1998年8，月

36）ソウル大学校鄭英一教授の講演録（2001年12月1
日の九州大学韓国研究センターのシンポジウム講

1頁。

39）金正鏑．FPt国の多面的機能評価と政策展開」『農
業と経済』2000年5月号50−51頁。
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策は、構造政策で、流出する限界人力を残存

食糧安保の他には、農村地域社会の維持など
の社会的機能がある。若年層の流出による農村

させて、最終的に構造政策を遅らせることに

労働力の高齢化と、活力低下が、農村社会を崩壊

なる、という。しかし、両者は支援対象が異

させんとしている。環境保全と景観造成の機能

なっている。一方は、中山間地域、他方は、

などについて研究が進み、重要性が認識され始

稲作農家対象である。両者は相反するどころ

めている。これらの機能を社会的に説得力ある

か、補完関係にある。また、中山間地域対策

ものとするために、「代替法」を中心として、

は、離農と生産縮小に歯止めをかけて、生産

評価手法の整備も進んでおり、政策手段として

力を維持するものである。

の直接支払い制が整備されはじめている41）。

6．指定地域をめぐる地域間の葛藤、指定基準
の問題、環境農業実施の際の条件履行の監視

このように評価手法は洗練されてきているが、

直接支払い制の導入については、検討項目も少

等の問題。これらの解決のために、情報と効

なくない。忠南大学校の朴珍道教授は、直接支

率的な監視システムが必要である42）。

払い制導入の動向を整理した上で、導入に際し
加えて、朴珍道教授は、稲作農家への直接支

ての検討項目を次のように列挙している。

払い制の適用と僧号政策の問題に関連して、直
1．直接支払い制導入のための社会的与件があ

接支払い制は、政府の構造政策（零細・高齢農

るのかという点。国民一般は、農業について

家の脱農促進）に逆行すると、政策の不整合性

生産の点からの関心はあっても、環境保全や

を指摘している。そしてこういう問題の解決策

多面的機能についての関心は薄い。そういう

の一つとして、農業の共同化（土地利用・機械

状況で、条件不利地域に直接支払い制を導入

利用）に、直接支払い制をリンクさせるという

するのは難しい。

手法を示唆している43）。

2．直接支払い制は、全面導入するのではなく、
（3）近隣諸国との貿易問題

予算も考慮しつつ、WTOの枠内で選択的に導
入しなければならない。

以上のような農政転換は日本においても検討

3．韓国の直接支払い制は、EUや米国等の、過
剰国・輸出国・財政負担の大きい国々とは、

されており、韓国と日本は、WTO体制下におい

全く与件が異なる。韓国は自給率30％の輸入

て同時並行的に農政改革を進めている。両国は

国で、財政支援も従来貧弱であった。

農政転換という課題を抱える点で国際的に協調
できる可能性があるが、他方では、双方の市場

4．先進各国の農政は必ずしも、WTOの規定を

開放が進むことにより、韓国農産品の対目輸出

遵守しているわけではない。

増加も目立っており、競争力格差がむき出しの

5．直接支払い制と構造政策が、衝突するとい
う意見がある。直接支払い制の中山間地域対

42）朴珍道「世界貿易機構（WTO）ト韓国農業政策ノ調

整」農業政策学会『農業政策研究』第26巻第2号

40）同上、51頁。

41）金正鏑「韓国の多面的機能評価と政策展開」『農
業と経済』2000年5月号55−58頁。

1999年12，月、112−114頁。

43）同上、117頁。
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形で現れてきている。よって、WTO体制下の日

放へ向けて、日韓協力体制の構築を摸索してい

韓両国は、農業問題については、協調と対抗の

く必要性も指摘されている。先の安部淳氏によ

双方の可能性を有しているといえる。

れば、「1999年5月、日本と韓国の初の農相会
談が行われ、WTO次期農業交渉に向けて、食糧

このうちの対抗の関係については、安部淳氏
が、韓国からの対日農産物輸出拡大に注目して

輸入国の立場から、WTO農業協定の輸出入国間

いる。日本への輸出基地になっている韓国南部

利害の不均衡の是正、食料安全保障や環境保全

の慶尚南道や、全琴南道では、施設野菜や、花

の多面的機能などの非貿易的関心事項の尊重で

卉栽培の回復が見られ、1999年は日本の生鮮ト

共同歩調を取っていくことで合意」47）しており、

マトの輸入量の79％を韓国産が占め、パプリカ、

今後多方面で、協調関係を維持しながらWTO戦

キュウリ、ナス、イチゴなども日本向け輸出が

略が考案されていくものと思われる。

急増して、生産が勢いづいている。・花卉も韓国

の全輸出額の3分の2が日本向けである。例え

おわりに

ば、バラ（切り花）は、日本の主産地福岡等の

生産者の減少や他作物への転換などで近年、対

韓国農村には、日本との比較で見た場合に、

日輸出が急増している44）。

いくつかの特徴が見られたが、その特徴は、90

武藤明子氏もこのバラに注目している。花卉

年代後半期に入って、ますます明確となり、性

のような施設農業は技術集約的であり、先端技

格上に日本農業との距離が開きつつある。とく

術を導入すれば高収益が期待される。WTO体制

に韓国農業は日本に比べて、高い専業比率を示

下では国際競争力を持つことができるとして、

している。これは農業自体の条件がよければ健

花卉産業の一層の発展が期待されている45）。

全な農業発展の姿でもあるのだが、WTOによる

こうして見てくると、WTO体制は、韓国農業

市場開放等のなかでは、国際的な農業生産性の

すべてを委縮させるものではなく、分野によっ

競争が厳しくなりつつあり、農業だけで農家経

ては、輸出拡大のチャンスを与えたことになる。

済を支持するという専業農家の存続は難しくな

この点について、安部淳氏は「農産物貿易自由

りつつある。

化は、農産物輸入増大が韓国農業に深刻な影響

かつてはこういう韓国農業のおかれた諸条件

を与え強い反発を呼ぶ半面で、国本、中国、香

を利用して農業の発展を図る政策が指向された。

港、東南アジア向けの輸出国として周辺諸国の

90年代前半期において、農政当局は、専業農家

市場開放と農業動向に強い関心を持つという複

育成を通じた構造改革推進を試みた。UR交渉妥

雑さが韓国に見られる」46）、と述べている。

結に伴うミニマムアクセス受け入れと、2005年
までの米市場開放拡大に備えて、国内稲作農業

また同時に、WTO体制下では対抗関係ばかり

の構造改善を図り、大規模な稲作専業農家を育

でなく、両国共通の課題たる2004年の米市場開

成することによって、国際競争力のある農業経
44）前掲、安部淳「WTO体制下における韓国の農政転
換」、103

営の実現が目指された。そのために、大規模な

一105頁。

45）武藤明子「急増する韓国からのバラ輸入」農林統
計協会『農林統計調査』2000年7月号、54頁。

47）同上、安部淳、95頁。

46）前掲、安部淳、104頁。
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構造改革資金が投じられ、土地・機械等の購入

WTO体制下の農政転換では、価格支持削減と

について、規模拡大を指向する農家への支援が

直接支払い制への移行が進められているが、問

行われた。90年代前半期には、この政策の効果

題点も少なくない。価格支持削減は、2001年の

で大規模な経営体があちこちに登場した。しか

糧穀流通委員会の米価引き下げ答申が一つの転

しながら構造政策は、90年代後半期になると、

換期になったが、農民団体の反発は強く、WTO

見直しを余儀なくされることとなる。

体制下における今後の農政転換も難局が予想さ

90年代前半期の農政では、施設作物の分野へ

れる。同時併行して、多面的機能に関する評価

資源を集中させる傾向があったが、90年代後半

手法や、直接支払い制の導入が検討されている。

期の経済危機後の輸入資材価格の高騰、市場開

とくに直接支払い制の導入に関しては、農民側

放による農産物流入と価格変動により、施設現

の理解を得る必要があり、加えて、従来の構造

代化の政策融資を受けた農家の中には負債を抱

政策との整合性も求められよう。

以上のような農政転換は日本においても検討

えるものが現れ、この：負債問題から破綻に直面

した農家も少なくない。そして90年代後半には、

されており、韓国と日本は、WTO体制下の農政

施設作物傾斜への反動から、比較的安定した稲

改革について、同時並行的に農政改革を進めて

作が見直されることとなる。この時期には稲作

いる。両国は農政転換という課題を抱える点で

回帰現象が起きて、農業全体の稲作依存度が上

国際的に協調できる可能性があるが、他方では、

昇した。

双方の市場開放が進むことにより、韓国農産品

しかしながら稲作農業についても、大規模化

の対日輸出増加も目立っており、競争力格差が

を促進する政府の融資拡大で負債問題が深刻化

むき出しの形で現れてきている。WTO体制下の

した。構造政策は、農地の流動化を推し進めて、

日韓両国は、農業問題については、協調と対抗

零細農の離農と大規模農の育成で、2005年の米

の双方の可能性を有しているが、問題解決へ向

市場開放拡大以前に国際競争力のある農業を作

けて対話の道を歩むことは可能であろう。

り上げることを目的とした。そのために流動化

促進と大規模農の経営効率化を目的として、多
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