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第３章 韓国の農業保護政策と食料供給政策 

 
1． 韓国における大型FTAと農業生産者支援制度 

 

【要 旨】 

 
韓国における農業政策は 1980 年代の終わりからグローバル化の影響を強く受けるよう

になった。盧泰愚政権（1988～1993 年）、金泳三政権（1993～1997 年）は自由化を睨み、

農業の構造改善、競争力の向上を意図した農業支援を実施してきた。1992～1998 年の間

に約 57 兆ウォンもの資金が農業の競争力強化のために投じられたが、大量の資金投入は、

設備投資に伴う農家債務の累増、過剰生産、非適格者に対する事業認定等の問題を生じさ

せることにもなった。 
そうした中、1997 年に韓国は通貨危機によって極度の経済不振にみまわれ、多様な構造

改革が進められた。輸出依存度の高い韓国にとって、輸出による経済回復の優先度は高く、

チリを皮切りに、次々と自由貿易協定（FTA）交渉が進められ、2010 年末までに 5 件の

FTA が発効、米国及び EU を相手とする FTA 交渉を妥結させた。FTA の農業合意の内容

では、即時撤廃品目や短期（5 年以内）の関税撤廃履行対象品目が全体に占める割合は高

まる傾向にあるが、コメを除外品目としている点、センシティブ品目に関して 10 年～20
年という長期の関税撤廃履行期間を設定している点、農産物緊急制限措置等の例外措置を

設けている点は変わらない。 
自由化に対しては「先対策・後開放」の方針が打ち出され、2004 年 2 月に「農業・農

村総合対策」が策定された。農業については、市場指向型の体質改善や親環境農業の推進、

新しい成長分野の拡充等によって競争力を高める一方で、農家・農村については所得保障

や経営の安定が目指された。 
個別の FTA をきっかけとする対策も講じられている。韓国・チリ FTA 対策では最も大

きな影響が想定された果樹部門に対して、経営安定を目的とする所得補填直接支払事業と

廃業支援事業が導入された。また、競争力強化を目的に、果樹園の大規模化、生産流通施

設の近代化、果樹生産基盤の整備などの支援策が講じられた。韓国・米国 FTA 対策として

は、大別すると、①品目別競争力強化、②体質改善、③直接的被害補填が実施される。品

目別競争力強化における支援の中核は畜産分野である。体質改善においては、効率的な農

家支援のために、農家のタイプにあわせた「オーダーメイド型」の支援と新しい成長の原

動力の育成が行われる。 
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(1) FTAと農業政策 
1） 韓国における農業政策の変遷 
韓国における農業政策は 1980 年代の終わりから、グローバル化の影響を強く受けるよ

うになった。盧泰愚政権下（1988～1993 年）では、GATTウルグアイラウンド（以下、

UR）の交渉の進捗をにらんで、1989 年に「農漁村発展総合計画」を策定し、構造転換に

着手したが、1990 年に貿易収支条項の卒業 1

金泳三政権（1993～1997 年）は、自由化時代の農政である「新農政」を本格化し、1993
年に競争力の向上をうたった「新農業政策 5 か年計画」を策定した。その際、約 42 兆ウ

ォンの投融資計画の 1998 年までの前倒し実施が決定された。同年末、URが妥結し、韓国

はコメの関税化は 2004 年まで猶予されたものの

を余儀なくされ、構造転換の加速が必要とな

った。そこで、1991 年に「農漁村構造改善対策」が策定されるとともに、「農漁村構造改

善特別会計」が新設され、1992～2001 年の間に約 42 兆ウォンの投融資計画が策定された。

「農漁村構造改善対策」は、施設型農業への転換や作業の機械化、輸出戦略品目の専門団

地育成を通じて農業の競争力向上を目指すものであった。 

2

そうした中、1997 年に韓国は通貨危機によって極度の経済不振にみまわれ、金利上昇と

需要低迷は融資を受けて設備投資を行った農家を苦しめることにもなった。金大中政権下

（1998～2003 年）では農政についても刷新を図った。方向性としては、1990 年代に入っ

て強まった設備投資等のハード偏重の傾向を改め、親環境農業、農家経営の改善等に注力

しようとするものであった。親環境農業は中小規模の農家に適した生産方式であり、1999
年に「親環境農業」への転換を図る農家に対して、所得補填の直接払制度が導入された。 

、1997 年に豚肉、鶏肉、柑橘類、2001
年に牛肉の市場開放を開始することとなった。そうした動きが農業支援に対する国民の共

感をよび、1994 年に農漁村の競争力強化事業の財源として「農漁村特別税」が導入された。

その結果、農漁村構造改善特別会計とあわせて多額の資金が農業の競争力強化のために投

じられることとなった。しかし、大量の資金投入は、設備投資に伴う農家債務の累増、過

剰生産、非適格者に対する事業認定等の問題を生じさせることとなった。 

一方、WTO ドーハ開発アジェンダ（以下、DDA）の停滞を受けて、世界的に自由貿易

協定（FTA）や経済連携協定（EPA）といった二国間協定を締結する動きが活発化した。

韓国でも、チリを皮切りに、次々と交渉を開始した。FTA の推進は盧武鉉政権（2003～
2008 年）にも引継がれ、それとともに、次々と FTA 対策が講じられた。この点について

は後述する。 
 韓国の農業予算は 3

                                                   
1 韓国が行った牛肉の輸入制限に対して、米国が GATT に提訴、その判決として、貿易収支を

理由に輸入制限を行うことができる貿易条項を卒業することとなった。 

、1990 年代半ばから、中長期の投融資計画に基づき策定されるのが

慣行となった。中長期計画は通常 10 年間を期間としているが、政権交代や計画の変更に

2 その後、コメの関税化の猶予期間を 2014 年まで延長した。 
3 この部分の記述は、Agriculture Korea 2010, Korean Rural Economic Institute に拠った。 
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伴い、調整が行われ、実際は 1992～1998 年を第 1 期、1999～2003 年を第 2 期、2004～
2013 年を第 3 期と考えることができる。農業支援に投じられた金額は第 1 期で約 52 兆ウ

ォン、第 2 期で約 65 兆ウォンに達する。農業関連予算は 1990 年代以降、ほぼ一貫して増

加しており、1995 年には国家予算全体の 14.8％を占めた。その後、金額自体は減少して

いないが、全国家予算に占める割合は低下しており、2010 年では 5.9％となっている。 
 

図表 3-1-1 韓国における農業政策の変遷 

’03 農漁村特別税改
正（’14年まで延長）

’93 農漁村特別税財源関
連

’09 海外農業開発10
か年計画

’10 ビジョン2020

’04 農業・農村総合対
策（～’13）

`04 韓チリFTA対策
（～’10）

’08 韓米FTA国内補
完対策（～’17）

’98 農業・農村発展計
画

’93 新農業政策5か年
計画

’94農漁村発展対策
及び農政改革の推進

’89 農漁村発展総合
計画

’92 農漁村構造改善
対策（～’01）

計画

’04 FTA支援特別法

’04 債務軽減特別法

’04 生活の質向上法

’98 環境農業育成法

’99 農業・農村基本法

’90 農漁村発展特別
措置法

法律

’03 農漁村特別税改
正（’14年まで延長）

’93 農漁村特別税財源関
連

’09 海外農業開発10
か年計画

’10 ビジョン2020

’04 農業・農村総合対
策（～’13）

`04 韓チリFTA対策
（～’10）

’08 韓米FTA国内補
完対策（～’17）

’98 農業・農村発展計
画

’93 新農業政策5か年
計画

’94農漁村発展対策
及び農政改革の推進

’89 農漁村発展総合
計画

’92 農漁村構造改善
対策（～’01）

計画

’04 FTA支援特別法

’04 債務軽減特別法

’04 生活の質向上法

’98 環境農業育成法

’99 農業・農村基本法

’90 農漁村発展特別
措置法

法律

盧泰愚政権
1988-1993

金泳三政権
1993-1998

金大中政権
1998-2003

盧武鉉政権
2003-2008

李明博政権
2008-

123.2兆ウォンの投融資計画（’04～’13）
－韓・チリFTA対策（1.2兆ウォン ’04～’10）
－韓・米FTA対策（20.4兆ウォン ’08～’17）

42兆ウォンの投融資計
画（’92～’98）

（資料）農林水産食品部資料および関連報告書等を基に作成。

（注１）財源関係は、実際の支出ではなく政権交代によって変更があったものも含めて、「計画」を記している。

（注2） 2014年以降の韓国・米国FTA対策費は「2004～2013年の投融資計画」には含まれない。

（注3）2004～2013年の投融資計画は当初は119.3兆ウォンが予定されていが、韓国・米国FTA対策として3.9兆ウォンが追加され
た。

45兆ウォンの投融
資計画（’99～’04）

 

2） FTAの進捗 
 FTAの進捗という点からみると、韓国の交渉着手は決して早くなかった。1990 年代後半

以降、通商交渉の比重が多国間から二国間に移行し、世界的にFTA交渉が活発化したのは

周知のとおりであるが 4、韓国が最初に合意した韓国・チリFTAの交渉が開始したのは 1999
年 2 月のことであり、日本とあまり変わらない 5

                                                   
4 WTO に報告された世界の FTA 締結件数の累計は、1991 年には約 100 件であったが、2000
年は約 250 件、2009 年には約 450 件へと急増している。

（http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm#top） 

。しかし、その後の動きは早く、2010 年

末には 5 件のFTAが発効している。かつ、2007 年 6 月に米国、2009 年 7 月にはEUとい

う世界の二大市場との間で交渉が妥結したことによって、周辺国の注目を集めた。 

5 日本が締結した初の FTA である日本・シンガポール EPA は、1999 年 12 月に両国による検

討が開始され、2002 年 1 月に署名、2002 年 12 月に発効した。 
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 韓国における FTA 交渉の推進要因としては、次の点が挙げられる。第 1 に、大統領制

であり、大統領が強いリーダーシップを発揮できる点である。第 2 に、1997 年の通貨危

機による甚大な被害によって経済回復が最優先課題となったことである。韓国経済の輸出

依存度は極めて高く、輸出の中核を担う輸送機器、エレクトロニクス製品等の工業製品の

輸出に有利な条件を獲得する重要性は高い。通貨危機後に金大中政権が打ち出した FTA
戦略では、「巨大交易圏」として米国、EU、日本、「地域の橋頭堡」としてチリ、タイ、

ニュージーランド、カナダ、南アフリカ等が候補に挙げられ、この方針に基づいて交渉が

着々と開始された。また、後述するように、貿易自由化の抑制要因という意味での農業の

存在は、日本と韓国では構造的に異なっており、その影響力は日本ほど大きくはない。第

3 に、交渉の窓口が通商外交部に一本化されていることである。かつ、他省庁との調整に

必ずしも十分な時間が割かれなかった。ただし、この点には弊害も大きく、合意後、頭越

しに交渉を進められた担当省庁、利害関係者団体との間で紛糾が生じて調整に手間取り、

批准までに時間を要するケースが多くみられたとされている。 
 

図表 3-1-2 韓国における FTAの進捗 

進行段階 相手国 進捗 
 
 
発効（ 5
件、 
16 ヶ国） 

チリ 1999年 12月協商開始、2003年 2月署名、2004年 4月発効 
シンガポール 2004年 1月協商開始、200５年８月署名、200６年３月発効 
EFTA(4 ヶ国) 2005年 1月協商開始、2005年 12月署名、2006年 9月発効 
ASEAN 
(10 ヶ国) 

2005年 2月協商開始、2006年 8月商品貿易協定署名、2007年 6月発効、2007
年 11月サービス協定署名、2009年 5月発効、2009年 6月投資協定署名、2009
年 9月発効 

インド 2006年 3月協商開始、2009年 8月署名、2010年 1月発効 
 
 
妥結（ 3
件、 
29 ヶ国） 

米国 2006年 6月協商開始、2007年 6月協定署名 
2010年 12月再交渉妥結 

EU 2007年 5月協商開始、2009年 7月協商実質妥結、2009年 10月 15日仮署名、
2010年 10月 6日署名（2011年 7月発効見通し） 

ペルー 総 4回協商開催（2009年 3月、5月、6月、10月）、2010年 8月 31日妥結 
 
 
 
 
 
協商進行
（7 件、
12 ヶ国） 

カナダ 2005年 7月協商開始、2008月 3月第 13次協商開催 
GCC（6ヶ国） 2007 年 11 月事前協議開催、総 3 回協商開始（2008 年 7 月、2009 年 3 月、7

月） 
メキシコ 2007年 12 月既存の SECAを FTA に格上げして協商再開、2008年 6月第２次協

商開催 
豪州 2007年 5月～2008年 4月民間共同研究、政府間予備協議 2回開催（2008年 10

月、12 月）総 5回協商開催（2009年 5月、9月、12月、2010年 3月、5月） 
ニュージーラ
ンド 

2007年 2 月～2008年 3月民間共同研究、政府間予備協議 2回開催（2008年 9
月、11 月）総 3回協商開催（2009年 6月、9月、12月） 

コロンビア 2009年 3月～2009年 9月民間共同研究 総 3回協商開催（2009年 12月、2010
年 3月、6月） 

トルコ 2008年 6月～2009年 5月民間共同研究  
2010年 1月局長レベル協議開催 
2010年 7月第２次協商開催 

（資料）外交通商部資料より作成 
（注）2010 年 12 月末時点 
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3） 農業の自由化を取巻く環境 
韓国の農家数は 1990 年の 177 万戸から 2007 年に 123 万戸へ減少している。同様に、

農家人口も約 666 万人から約 330 万人へと半減しており、農家人口が人口全体に占める割

合は 7％を下回っている。かつ、農家人口に占める 65 歳以上人口の割合は 30％を超えて

いる。 
農家を耕作地規模別にみると、0.5ha 未満の農家が約 40％を占めるのに対して、3ha 以

上の農家は 10％に満たず、小規模農家が多い。農家全体に占める専業農家の割合は約 60％
と高く、かつ、稲作農家の割合も約 70％と高い。 
農家の平均所得水準は、都市勤労者世帯の約 70％であり、直近では格差が拡大する傾向

にある。農家間の所得格差も拡大している。韓国農業経済研究院によれば、農家の所得上

位 20％世帯（５分位）の平均所得を下位 20％（１分位）の平均所得で割った場合の倍率

が 1995 年の 5.6 から 2008 年は 11.2 へと拡大しており、高齢世帯ほど低所得層に属する

比率が高い 6

韓国と日本には、農家数及び農家人口の減少や高齢化、小規模農家の多さなど、共通点

が多く、URなどの多国間の交渉の農業交渉の場では立場を同じくすることが多かった。

しかし、昨今のFTA交渉の進捗においては、韓国が主要市場との交渉妥結で日本に先行し

ていることに対して、日本の主として財界は危機感を感じており、しばしば市場開放と農

業の構造改革の推進をセットにして提言している

。 

7

韓国の農業政治の根幹の 1 つには済州島の問題がある。韓国では、コメを除けば、済州

島の生産物であるミカン、お茶、熱帯果物、豚肉などがセンシティブ品目であり、これら

品目については市場開放には慎重な意見が強いが、その他品目の関係者の抵抗は相対的に

小さいとされる。また、民主化の歴史が浅い中で急速に都市化が進み、農村の過疎化が進

行したため、農業者や農村を選挙基盤とする政治勢力が実質的に存在しないとされる。そ

の結果、農業者団体が政治力を背景に既得権を備え、それを主張するという傾向も小さい。

むしろ、韓国における貿易自由化に対する最大の圧力団体はNGOといえるが、NGOは農

業保護というよりも反グローバリズム、反米ナショナリズムをテーマとして活動を行う傾

向が強い

。韓国においても、市場開放のハード

ルが農業において高いことは日本と共通しているが、農業政治の構図が日本と韓国では大

きく異なっており、その抵抗力にも違いがある。 

8

URの妥結をきっかけに、農業支援は国民的なコンセンサスを得て「農漁村構造改善特

別会計」、「農漁村特別税」などの財源を確保したのは既にみたとおりである。しかし、1992

。 

                                                   
6 2010 年 2 月 18 日付ソウル・聯合ニュース 
7 近年では例えば、（社）日本経済団体連合会「経済連携協定の一層の推進を改めて求める」

（2010 年 10 月）、「ＴＰＰ(環太平洋経済連携協定)交渉への早期参加を求める」（2010 年 11 月）

など。 
8 市場開放と政治的敏感性については、深川由起子「米韓自由貿易協定（FTA）と韓国国の農

業支援策－国内の反応等を中心に」平成 19 年、農水省 PP.14-17 を参照。 
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～2003 年の間に 93 兆ウォンを超える予算を投じながら、非効率的な運営ゆえに構造転換

を実現することができず、都市勤労者と農業者の間の所得格差拡大や農家債務の増加とい

う結果を招いたことによって、国民の意識は農業保護から自由化に移行したとされる 9

また、日本と比較すると、輸入品に対する国民の意識にも違いがある。日本においては、

食の安全面・品質面において、総じて国産品への支持が高いが、韓国では必ずしもそうし

た傾向はみられない。貿易自由化への対応のなかで親環境農業の振興が打ち出されたのも、

輸入品との差別化策の 1 つであったが、現状のところ安全性を理由とする国産品志向は高

くない。現在、韓国では、かつて日本においてメロン、グレープフルーツなど、国産品に

はなかった種類の果実類が浸透した時期のように、輸入によって多様な農産品がもたらさ

れ、選択の幅が広がることを歓迎するという食の多様化の時期にある。従って、一部農産

物を除けば国民の輸入農産物の増加に対する抵抗感は比較的小さいと言われている。 

。 

また、国民の意識という点では、農業及び農村に期待する役割として、現在も将来的に

も最も大きなものは「安全な食品の安定供給」であるが、農業者をみると、将来的な役割

として「安全な食品の安定供給」を挙げる人の割合は大幅に低下しており、代わりに「旅

行・余暇のための場」、「農村生活の場」などの回答が上昇している。このことは、農村に

居住を続けながらも、農業生産に固執しない層の存在を示している可能性がある。 
 

図表 3-1-3 農業・農村に期待する役割 

（単位：％）

現在 将来 現在 将来 現在 将来
安全な食品の安定供給 42.4 42.0 42.9 23.8 47.7 40.6

自然環境の保全 23.0 16.6 25.5 19.7 25.8 22.7

国土の均衡ある発展 15.7 13.1 16.1 14.1 19.5 17.2

伝統の継承 8.4 12.3 4.5 9.0 - 3.1

旅行・余暇のための場 3.7 9.5 3.4 14.9 1.6 7.0

農村生活の場 6.6 6.4 7.7 18.3 3.1 7.0

その他 0.1 0.1 - 0.1 - -

無回答 0.1 - - - - -

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（資料）Agriculture Korea 2010, Korean Rural Economic Institute

（注）2010年10～11月実施。サンプル数は都市生活者1500名、農業者816名、専門家64名

都市生活者 農業者 専門家

 

 

(2) 大型FTAにおける農業合意の内容 
 これまでに締結された FTA のなかから、韓国が締結した最初の FTA となった韓国・チ

リ FTA と、韓国・米国 FTA 及び韓国・EU FTA という「大型 FTA」における農業合意の

内容をみると、即時撤廃品目や短期（5 年以内）の関税撤廃履行対象品目が全体に占める

                                                   
9 米国・韓国 FTA 当時の国民意識の変化については姜暻求・柳京熙「米韓 FTA における農業

保護から自由化への転換に関する研究」（南九州大学研報 No.38B、2008 年）を参照。 
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割合は高い傾向にあるが、コメを除外品目としている点、センシティブ品目に関して 10
年～20 年という長期の関税撤廃履行期間を設定している点、農産物セーフガード（以下、

ASG）等の例外措置を設けている点は変わらない。以下では、3 つの FTA における農業分

野の合意事項を整理する。 
 

1） 韓国・チリFTAにおける合意事項 
韓国にとって、最初のFTA交渉相手となったチリは畜産品・果実類などの農産物の競争

力が強い国である。韓国の農業分野における譲許結果をみると、関税の即時撤廃は 224 品

目（全体の 15.6％）であり、更に 5 年以内に 545 品目（同 38.1％）を撤廃し、半数以上

の品目が無関税となる。一方、コメ、リンゴ、ナシ（21 品目）は譲許対象から除外され、

また、唐辛子、ニンニク、たまねぎ等の 373 品目の扱いはDDA終了後の再交渉ということ

で先送りされた。牛肉、ホエイ、柑橘類については輸入割当（以下、TRQ）を設けたが、

その他の扱いはDDA終了後の再交渉で決定されることになった。国内生産への影響が懸念

される果樹の 1 つであるブドウについては、季節関税を適用し、11～4 月期（韓国の非生

産期）に限り、関税引き下げを行うこととなった 10

対チリ FTA では、農産物セーフガード（以下、ASG）も盛り込まれた。これは WTO
の一般的なセーフガード（SG）と異なり、被害の立証を行わなくても、輸入量が一定基準

以上増加した場合や輸出国の価格が一定価格以下に低下した場合に発動することができ、

FTA関税の引き下げ停止やMFN 税率を超えない範囲での関税引き上げを行うことができ

るものであった。 

。 

 
図表 3-1-4 韓国・チリ FTAにおける農業分野の譲許結果 

措置 品目数 構成比 主要品目 

譲許除外 21 1.5 コメ、リンゴ（生鮮）、ナシ（生鮮） 

季節関税 1 0.1 ブドウ（生鮮） 

DDA交渉終了後論議 373 26.0 唐辛子、ニンニク、たまねぎ、粉ミルクな
ど 

TRQ・DDA 交渉終了後論議 18 1.3 牛肉、ホエイ、スモモ、柑橘類など 

16 年以内に撤廃 12 0.8 調剤粉ミルク、果実混合ジュースなど 

10 年以内に撤廃 197 13.7 桃、豚肉、柿、きゅうり、いちご、キウイ、
トマト、メロンなど 

9 年以内に撤廃 1 0.1 果実混合以外のジュース 

7 年以内に撤廃・TRQ 40 2.8 桃缶詰、種子用トウモロコシ、ジャムなど 

5 年以内に撤廃 545 38.1 ワイン、バラ、糖類、チョコレート、麺類、
まつたけ、七面鳥など 

即時撤廃 224 15.6 種牛、種豚、ライ麦、動物性油脂、コーヒ
ー、サトウキビ、原皮など 

全体 1,432 100.0 － 

（資料）農林水産食品部 
（注）TRQ：輸入割当、DDA：WTO ドーハ開発アジェンダ 

                                                   
10 協定発効後、現行関税率を毎年均等比率で引き下げ、10 年間で撤廃する。 
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2） 韓国・米国FTAにおける合意事項 
韓国・米国 FTA の農業合意においては、1,531 品目中 578 品目（全体の 37.8％）の関

税が即時撤廃の対象となった。更に、5 年以内には 356 品目（同 23.3％）が撤廃されるこ

とになった。除外品目はコメ及び同製品（16 品目）のみであり、韓国・チリ FTA におけ

る譲許を上回る内容となった。しかし、センシティブ品目については、多様な例外的措置

が適用され、急激な輸入増加を防ぐ内容となった。 
例えば、ジャガイモと大豆では食用と加工用の関税番号（以下、税番）を分離すること

によって、国内産との競合が大きい食用以外については関税を引下げるが、食用は現行関

税を維持する。オレンジについては 7 年間の季節関税を付与する。リンゴ、ナシについて

も国内で生産している品種とそうでない品種で税番を分離し、国内生産のない品種は 10
年以内に撤廃を行うが、国内生産のある品種については 20 年以内という長期の関税撤廃

履行期間を設けた。リンゴには 23 年間の ASG 期間も設けている。 
牛肉、豚肉、唐辛子、ニンニク、たまねぎ等のセンシティブ品目についても、TRQ は設

けるものの、15 年以内という長期の関税撤廃履行期間を付与するとともに ASG の適用対

象とした。 
 

図表 3-1-5 韓国・米国 FTAにおける農業分野の譲許結果 

内容 主要品目 

譲許除外 コメ、コメ製品 

現行関税・TRQ オレンジ（収穫期）、食用大豆、食用ジャガイモ、脱脂粉乳、全脂粉
乳、練乳、天然蜜 

季節関税 ブドウ、チップ用ジャガイモ 

税番分離・長期撤廃（20
年以内） 

リンゴ、ナシ 

長期撤廃（15年以内）・
ASG 

牛肉、豚肉（冷蔵）、唐辛子、ニンニク、高麗人参（18 年）、麦、
麦種麦、麦芽 

15 年以内に撤廃 クルミ、栗、韓国松の実、柑橘類、松茸、シイタケ、タバコ 

12 年以内に撤廃 鶏肉（冷凍胸肉・手羽）、冷凍たまねぎ、スイカ、補助飼料 

10 年以内に撤廃 桃、柿、甘柿、柑橘ジュース、葉タバコ 

9 年以内に撤廃 いちご 

7 年以内に撤廃 ビール、アイスクリーム、アンズ、ポップコーン用トウモロコシ 

2014年 1月 1日撤廃 豚肉 

6 年以内に撤廃 コーン油、クルミ（脱殻） 

5 年以内に撤廃 エンドウ、ジャガイモ（冷凍）、トマトジュース、オレンジジュース
（冷凍以外）、ウイスキー、ブランデー 

3 年以内に撤廃 海藻類 

2 年以内に撤廃 アボガド、レモン 

即時撤廃 オレンジジュース（冷凍）、生きた動物、花き類、コーヒー、ワイン、
小麦、飼料用トウモロコシ、採油用大豆、アーモンド 

（資料）外交通商部 

 

3） 韓国・EU FTAにおける合意事項 
2010 年 10 月に合意に至った韓国・EU FTA では、農産品 1,449 品目中 610 品目（全体
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の 42.0％）で関税の即時撤廃を行うこととなった。5 年以内に撤廃される品目数は 295 品

目（同 20.4％）であり、合わせて 60％を超える品目が無関税となる。金額でみると、即

時撤廃品目の合計輸入額は 2004～2006 年の平均額で総輸入額の 19.5％に、5 年以内撤廃

品目は同 45.8％に相当する。 
一方、韓国・米国 FTA と同様に、コメ及びコメ関連製品（16 品目）が関税譲許対象か

ら除外された。その他、センシティブ品目に対する例外措置として、ミカン(ウンシュウミ

カン)、唐辛子、ニンニク、たまねぎ、ジャガイモ、大豆、高麗人参等で現行関税が維持さ

れることになった。また、オレンジ（9～2 月）に対しては季節関税と TRQ、ブドウ（5
月～10 月 15 日）に対しては季節関税が付与された。リンゴとナシについては、韓国・米

国 FTA と同様に、特定品目（リンゴではフジ、ナシでは東洋梨品種）の税番を分離して、

関税撤廃履行期間を 20 年(ASG 適用期間 23 年間)と長く取っている。残りの品種に関する

関税撤廃履行期間は 10 年(ASG 適用期間 10 年間)である。ただし、ナシには ASG は適用

されない。リンゴ以外に ASG が適用されるのは、牛肉、豚肉、砂糖、高麗人参、麦芽、

ビール麦、発酵アルコール、変成でん粉、ジャガイモでん粉等となった。 
EU 側が強い関心を示した豚肉についても、韓国は 10 年の関税撤廃履行期間を確保した。

酪農製品については 10年または 15年以内といった長期の関税撤廃履行期間を設定する代

りに、TRQ を付与した。 
 

図表 3-1-6 韓国・EU FTAにおける農業分野の譲許結果 

 品目数 主要品目 

譲許除外 16 コメ、コメ製品 

現行関税維持 25 ミカン、唐辛子、ニンニク、たまねぎ、ジャガイモ、大豆、麦（大
麦、ハダカムギ）、高麗人参（朝鮮人参の細根、本参、生の朝鮮
人参、チャプサム）、黒砂糖など 

現行関税＋TRQ 12 全脂粉乳、脱脂粉乳、練乳、天然蜜 

季節関税＋TRQ 1 オレンジ 

季節関税 1 ブドウ 

15 年以内+ TRQ 6 チーズ、麦（ビール麦、麦芽） 

12 年以内＋TRQ 6 補助飼料、変成でん粉 

10 年以内＋TRQ 11 バター、調整粉ミルク、ホエイ（食料） 

20 年以内撤廃 2 リンゴ（フジ）、梨（東洋梨） 

18 年以内撤廃 7 ゴマ油、ゴマ、落花生、緑茶、ショウガ 

16 年以内撤廃 1 白砂糖 

15 年以内撤廃 90 肉牛、乳牛、牛肉、タマゴ、牛乳、シイタケ、アルコール、ソバ、
松茸、デンプン類、緑豆、鹿茸、鹿角、ナツメ、朝鮮松の実、く
るみ、キウイ、高麗人参類、混合調味料等 

13 年以内撤廃 27 鶏肉（冷凍胸肉、冷凍手羽）、鴨肉、さつまいも、冷凍ナツメ、
ポップコーン用トウモロコシ、スウィートコーン（乾燥）等 

12 年以内撤廃 16 ワラビ、エゴマ油、タマネギ（冷凍）、メロン、スイカ等 

10 年以内撤廃 275 豚肉、柿、羊肉、混合粉ミルク、キャベツ、ニンジン、ダイコン、
エゴマ、モモ、マンゴー、パイナップル、レモン、果実ジュース
等 

（資料）外交通商部 
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(3) FTAに対応した農業生産者支援制度 
 韓国における農業政策の概略は１節でみたとおりである。以下では、FTA に対応した農

業政策の方向性と農業生産者支援制度を整理する。 
 

1） 農業・農村総合対策（2004～2013 年） 
①策定の目的 
韓国は 2004 年 1 月に WTO におけるコメの関税化猶予交渉を開始し、2005 年から 2014

年への猶予期間延長を勝ち取る形で決着させた。しかし、WTO における関税化猶予交渉

に向けた準備や FTA 交渉の活発化は、韓国に農産物のみが市場開放を回避することの難し

さを改めて認識させるものであった。そこで、政府は「先対策・後開放」の方針を打ち出

し、農業・農村の市場開放への適応を促進するために、2004 年 2 月に「農村と都市が共

に生きる均衡発展社会」をビジョンとする「農業・農村総合対策」を策定した。 
 
②概要 
「農業・農村総合対策」の政策的な枠組みは下の表のとおりである。農業については、

市場指向型への体質改善や親環境農業の推進や新しい成長分野の拡充等によって競争力を

高める一方で、農家・農村については所得保障や経営安定化、社会的セーフティーネット

や福祉インフラの拡充によって生活水準と安心感を向上させるようとしている。 
 

図表 3-1-7 「農業・農村総合対策」の政策的枠組み 

農業 農家 農村 

・ 市場指向的体質改善の

推進 

・ 親環境農業推進 

・ 高品質・安心安全農業の

推進 

・ 新しい成長原動力拡充 

・ 直接支払制拡充 

・ 経営安定システムの強化 

・ 農外所得の増大 

・ 農村地域開発 

・ 社会的セーフティーネッ

トの強化 

・ 福祉インフラの拡充 

（資料）「韓国のコメ関税化猶予延長に対するコメ対策と親環境農業政策」（倉持和雄、平成17年度農
水省調査）P.67 より抜粋（原典は農林部解説資料「新しい時代を開く農業・農村総合対策」2004 年） 

 

「農業・農村総合対策」は、今後 10 年間で重点的に推進すべき 9 つの革新課題を掲げ

ている。 
第 1 に、韓国農業の中核である専業農家の育成・強化である。米作農家については、2010

年までに経営耕地 6ha規模の専業農家を 7 万戸育成することとした。園芸産業は産地流通

センターを中心にブランド力を持つ共同マーケティング組織 11

                                                   
11 2004 年、自由化と量販店の拡大に対して集出荷組織を支援し、産地流通の組織化を図るた

を育成し、畜産業は優良ブ
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ランドを中心に専業化を促進することとした。 
第 2 に、将来の農業をリードする若手人材の確保である。そのために、専門知識と経営

能力を備えた有能な人材の育成に注力することとした。 
第 3 に、農家所得の安定である。そのために、多様な直支払制度を導入するとともに、

農村観光の活性化等によって農外所得を拡充し、災害や価格下落などにも対応しうる経営

の安定化を図ることとした。 
第 4 に、農食品の安全性向上である。そのために、先進国水準の食品安全性を「農場か

ら食卓まで」保障できる制度を構築することとした。 
第 5 に、親環境農業の普及である。親環境営農への切り替えを促進するために各種制度

及び支援策などの整備を進めることとした。 
第 6 に、科学的営農の推進である。バイオテクノロジー等を活用した技術開発によって、

新しい成長の原動力を拡充することとした。 
第 7 に、品質向上による新市場開拓である。そのために、洗浄・選別・包装・加工など

高品質な商品化施設の拡充、IT 技術を活用した科学的農業経営の促進によって、農食品輸

出を拡大し、2013 年には 50 億ドルの輸出を達成することとした。 
第 8 に、農業従事者の生活の質の向上である。そのために、年金・健康保険料支援を拡

大し、農村社会のセーフティーネットを拡充するなど福祉インフラを強化することとした。 
第 9 に、農村のアメニティの向上である。生活しやすい農村開発のために、地方自治体

と住民が主導するボトムアップ式の開発を推進し、中核拠点となる都市を中心に後背地の

農村においても均衡ある発展を実現することとした。また、規制緩和等によって人と資本

の農村への流入促進を図ることとした。 
「農業・農村総合対策」が 2013 年まで円滑に推進された場合、韓国の農業は専業農家

中心の持続可能な産業に改編され、農業従事者の 1 人当り所得も都市勤労者と同等の水準

を実現するとされている。 
 
③中長期投融資計画（2004～2013 年） 
「農業・農村総合対策」の財政的な裏づけとなる「中長期投融資計画(2004～2013 年)」

の総投融資規模は約 119.3 兆ウォンである。上述した 9 つの革新課題を実現するための予

算措置とともに、FTA 対策費のかなりの部分がこの中から拠出されている。 
現状のところ、韓国・チリ FTA 対策費として約 1.2 兆ウォン、韓国・米国 FTA 対策費

として約 20.4 兆ウォン、韓国・EU FTA 対策費として約 2 兆ウォンの支出が予定されて

いる。ただし、韓国・EU FTA 対策費及び韓国・米国 FTA 対策費の 2014 年以降の分は当

投融資計画には含まれていない。韓国・米国 FTA 対策費のうち、119.3 兆ウォン投融資計

                                                                                                                                                   
めに、「共同マーケティング組織」制度が導入された。3 年間にわたって金利 1％で総額 150 億

ウォンの融資が利用できるほか、マーケティング活動、流通施設への支援を受けられる。 
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画に含まれているのは、下図の（A）及び（B）の部分となる。 
なお、韓国・米国 FTA 対策の検討過程で、3.9 兆ウォンが増額されたことから、現状で

は「中長期投融資計画(2004～2013 年)」の総投融資規模は約 123.2 兆ウォンに増加してい

る。 
 

図表 3-1-8 投融資計画の全体像 

 
（資料）奥田聡・渡辺雄一「韓国農業と国内支援策の動向」アジア経済研究所、2011 年 2 月

（http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/1102.html） 

 

韓国農林水産食品部資料によれば、119.3 兆ウォン投融資の前半（2004～2008 年）の投

融資計画は総額 50.5 兆ウォンが予定され、事業分野別の内訳は、「農業の体質改善及び競

争力向上」36.5％、「所得・経営安定強化」25.6％、「直接支払事業」18.3％、「農業生産基

盤整備」15.8％、「農村福祉及び地域開発」12.2％、「農産物流改善」9.9％であった。2004
～2006 年までの予算額の合計をみると、区分が異なっているために厳密な比較にはならな

いが、「体質強化及び競争力向上」に 29.6％、「農家所得及び経営安定」に 25.9％、「農業

生産基盤整備」に 19.9％が配分されている。直接支払事業に対する配分の割合は不明であ

るが、仮に「農家所得及び経営安定」に含まれているとすれば、当初の計画よりも予算化

は進んでいないことになる。 
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図表 3-1-9 中長期投融資計画（2004-2013年）の当初 3年間の予算 

（単位：兆ウォン、％）

2004 2005 2006 計 構成比

ㅇ農業体質強化 競争力向上 2.4 2.9 3.5 8.8 29.6

分 ㅇ農家所得および経営安定 2.3 2.4 3.0 7.7 25.9

野 ㅇ農村福祉増進および地域開発 0.8 1.0 1.2 3.0 10.1

別 ㅇ農産物流通革新 0.7 0.8 0.8 2.3 7.7

ㅇ山林資源育成 0.6 0.7 0.7 2.0 6.7

ㅇ農業生産基盤整備 2.0 2.0 1.9 5.9 19.9

8.8 9.8 11.1 29.7 100.0

　 ㅇ農林部 7.2 8.2 9.3 24.7 83.2

所  - 予算 5.4 6.0 6.3 17.7 59.6

管  - 基金 1.8 2.2 3.0 7.0 23.6

別 ㅇ 農村振興庁(予算) 0.3 0.3 0.3 0.9 3.0

ㅇ 山林庁(予算) 0.7 0.8 0.9 2.4 8.1

ㅇ 他部署(農特税予算) 0.6 0.5 0.6 1.7 5.7

合　計

 
（資料）農林水産食品部 
（注）2004 年投融資には FTA 対策予備費 5,539 億ウォンを含む。 

 

④農業・農村総合対策の進捗 
 「農業・農村総合対策」は 3 年ごとに進捗を点検・評価されることになっている。現時

点で最新の評価報告書である「農業・農村総合対策執行評価及び調整方案研究」（韓国農業

経済研究院、2007 年）によると、当総合対策の問題点として次の点が指摘されている。 
第 1 に、総合対策と投融資計画の事業分類が異なる体系となっており、戦略事業単位の

一貫した管理が難しい点である。総合対策では農業体質強化のための新しい成長原動力拡

充事業として、技術開発、輸出農業育成、食品産業育成、消費促進などの個別事業を包摂

しているが、投融資計画上の事業分類では、様々な施策分野に分散しているため、効率性

が落ちている。また、事業分類が過度に細分化されていることも、事業別モニタリングや

事後管理を難しくしている。 
 第 2 に、予算確保のバラツキである。総合対策と関連した投融資の場合、全体的に計画

のとおり資金投入がなされている。しかし、農村福祉の増進と地域開発、農産物流通革新

分野の事業では予算確保率（予算額／計画投融資額）は 74～81%程度に留まっている。ま

た、主要戦略部門である親環境農業支援と農産物商品価値及び安全性向上分野の予算確保

率も 60～84%であった。 
 

2） 韓国・チリFTA履行支援対策（2004～2010 年） 
①経緯 
2004 年 2 月 16 日に韓国・チリ FTA の批准同意案が国会を通過すると、FTA の履行に

よる被害が予想される農業生産者に対する支援に必要な財源を確保するために、同年 3 月

22 日には「自由貿易協定締結による農漁民などの支援に関する特別法」が制定され、同法
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の第 10 条(基金の設置)を根拠として、FTA 基金が設置された。 
FTA 基金の財源は、①政府の出資金、②政府外の団体等による出資金または寄付金、③

韓国馬事会法第 42 条第 4 項の規定による特別積立金からの出資金、④韓国銀行、金融機

関、その他の基金またはその他の会計からの借入金、⑤関税割当(TRQ)に対する公売納入

金または輸入利益金、⑥基金の運用収益である。FTA 基金の管理主体は、農林水産食品部

農業政策課であり、基金の運用計画、支出限度配分、受託機関指導監督などを行うことと

された。FTA 基金の管理は、FTA 支援特別法 13 条（FTA 基金の運用・管理）に基づいて

農水産物流通公社に委託され、同公社は基金の収入と支出の管理、資金運用及び基金決算

などを行うこととされた。 
 
②支援の内容 
韓国・チリ FTA 履行支援対策（以下、韓国・チリ FTA 対策）として 9 つの事業が計画

された。推進方式からみると、中央政府推進事業と地方自律計画事業に大別される。後者

は果樹産業を対象に自治体が中心となって作成する「果樹産業発展計画」に基づいて実施

される。 
韓国・チリ FTA 発効後、最も大きな被害が見込まれたのは、施設ブドウをはじめとする

果樹栽培であったため、韓国・チリ FTA 対策は果樹部門に集中した。目的別にみると、経

営安定支援事業と競争力強化支援事業があり、前者に相当するのは所得補填直支払事業と

廃業支援事業である。後者には、果樹園の大規模化、生産流通施設の近代化、果樹生産基

盤の整備、流通センターの建設等が含まれている。韓国・チリ FTA 対策実施のための投融

資計画（2004～2010 年）の総額は約 1.2 兆ウォンであり、目的別にみた配分は、経営安

定支援事業に 26.0％、競争力強化支援事業に 74.0％である。 
 

図表 3-1-10 韓国・チリ FTA対策事業の概要 

（単位：億ウォン）

1.所得補填直支払 480

2.廃業支援 2,600

3.果樹園営農大規模化 2,100

4.果樹優良苗木の生産支援 190

5.高品質果実生産施設の近代化 4,100

6.生産団地基盤整備 516

7.拠点産地流通センター建設 1,649

8.果実加工品品質向上 100

9.果樹専用農機械賃貸 96

11,831合計

区分 事業
投融資計画額
（2004-2010）

中央政府推進事業

地方自律計画事業

 

（資料）農林水産食品部 
（注）廃業支援は 2008 年に終了 
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（ア）経営安定支援事業 
経営安定支援事業として、施設ブドウ、キウイ、モモ農家を対象に、輸入品の増加によ

って価格が低下した際の所得補填直接支払と、廃業支援が行うこととされた。それぞれの

事業の概要は次のとおりである。 
■所得補填直接支払 

 「FTA特別法」第 5 条（経営安定のための所得保全)を根拠とする。所得補填直接支払の

対象は、告知日（2004 年 5 月 24 日）以前から施設ブドウ、キウイの生産を行っていた農

業生産者とする。支払の要件は、当該年度の平均価格 12が基準価格 13

 

未満に下落した場合

であり、支払額は、「支給単価×当該農業者の生産面積×単位面積当りの全国平均生産量×
調整係数」によって算出される。支給単価は、基準価格と当該年度の平均価格の差額に 80％
を乗じたものとする。 

 ■廃業支援 
「FTA 特別法」第 6 条（廃業支援)を根拠とする。廃業支援の対象は、告知日（2004 年 5
月 24 日）以前から施設ブドウ、キウイ、モモの生産を行っていた農業生産者であり、廃

業にあたっては、当該園地をすべて廃園するか、産地内の果樹生産者への譲渡が求められ

る。廃園の場合は過去 3 年分の純収入額、売却の場合は過去 1 年分の純収入額に相当する

金額が支払われる。 
 
（イ）競争力強化支援事業 

 競争力強化支援事業には、融資事業と補助事業がある。それぞれの概要は次のとおりで

ある。 
 
■融資事業 

図表 3-1-11 融資事業の概要 

事業名 支援規模 金利 融資期間 

果樹園営農 
大規模化事業 

果樹園売買：既存所有規模含む 5ha 年利 2% 年齢により 15-30 年
(均分、据置式、逓増式
償還) 

果樹園賃貸借：既存賃借り規模含む
5ha 

無利子 5-10年(元金均分償還) 

高糖度果実の
生産施設近代
化支援 

支援単価：15,500千ウォン/ha  
土壌マルチング:10,200 千ウォン
/ha,点滴ライン:5,300 千ウォン/ha 

年利 3% 3 年据置き、7年均分償
還 

生産施設現代 細部事業別支援単価例示 年利 3%  3 年据置、7年均分償還 

                                                   
12 平均価格はソウル市ガラク洞農水産卸売市場の管理公社の集計に基づき算出する。 
13 基準価格は、支援事業告知日直前 5 年間の主出荷時期の平均価格のうち、最高価格と最低価

格を除外した 3 年間の平均価格に 80％を乗じて算出する。 
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化 

果樹優良苗木
の生産支援 
 

箇所当たり 1年目 564 百万ウォン、2
～3年目 160 百万ウォン(10ha 基準) 
(事業規模により事業費調整可能) 

年利 3%  3 年据置、7年均分償還 

施設園芸品質
改善 

箇所当たり(10ha基準) 
-施設現代化:70 億ウォン/団地 
-団地増築及び改築:31 億ウォン/団
地 

年利 3% 3 年据置、7年均分償還 

（資料）農林水産食品部 

 

■補助事業 
補助事業としては、ミカン加工時に発生する副産物をリサイクルするためのミカン副産

物乾燥処理施設支援、ミカンの品質向上を目的とした高糖度果実の生産支援、果実主要産

地の地域別拠点産地流通センターの建設支援、果実専門生産団地における用水・排水路・

耕作路等の生産・出荷基盤整備、国内果実ブランド育成のためのブランド育成資金支給、

輸出潜在力がある園芸専門生産団地の施設改善支援などがある。 
 
④支援の実績 
韓国・チリ FTA 対策に関する 2004～2006 年までの予算計画額及び実行状況は下記のと

おりである。廃業支援の実行率（実行額／計画額）が 100％であるのに対して、所得補填

直支払事業の実績は皆無であった。それ以外の事業では、生産団地基盤調整、拠点産地流

通センター建設で実行率が高く、果実加工品品質向上、果実専用農機械貸与では低い。 
 

図表 3-1-12 韓国・チリ FTA対策の事業別実行率 

（単位：百万ウォン・％）

当初 変更（A）
1.所得補填直支払 33,795 12,592 - -

2.廃業支援 112,012 144,495 144,495 100.0

3.果樹園営農大規模化 76,100 76,100 76,100 100.0

4.果樹優良苗木の生産支援 8,430 9,535 6,330 64.4

5.高品質果実生産施設の近代化 180,789 180,093 142,932 79.4

6.生産団地基盤整備 26,040 25,870 24,389 94.3

7.拠点産地流通センター建設 55,603 55,603 53,546 96.3

8.果実加工品品質向上 8,000 8,675 2,030 23.4

9.果樹専用農機械賃貸 10,500 9,586 5,431 56.7

合計 511,269 522,549 455,253 87.1

計画（2004-2006） 実行額（B）
（2004-2006）

実行率
（B/A）

 

（資料）農林水産食品部 
（注）2004～2006 年の実績 

 

果樹産業に対する廃業支援実績をみると、対象面積では、モモが全体の 90.1％、キウイ

が同 1.8％、施設ブドウが同 8.1％を占めており、モモの廃業が圧倒的に多くなった。支給
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金額に占める割合も、モモが 75.5％、キウイが 2.1％、施設ブドウが 22.3％となった。事

業費として当初計画で 2,600 億ウォンが予定され、実際には 2,376 億ウォン（91.4％）が

支給された。 
農家戸数でみると、2004 年から 2008 年までに廃業した農家数は 16,860 戸となった。

品目別の内訳は、施設ブドウ農家 1,560 戸、キウイ農家 397 戸、モモ農家は 14,903 戸で

あった。農家一戸当りの廃業面積は平均 0.34ha、支給された廃業支援金は一戸当り約 1,410
万ウォンであった。 

一方、被害補填直接支払は要件を充足しないことから、過去 5 年間利用されていない。

同事業の予算として 2004 年に 126 億ウォン、2005 年に 134 億ウォン、2006 年に 65 億

ウォン、2007 年に 10 億ウォンが計上されていたが、全額廃業支援事業に転用された 14

 
。 

図表 3-1-13 韓・チリ FTA対策に関する廃業支援実績 

（単位：ha、億ウォン）

面積 金額 面積 金額 面積 金額 面積 金額

2004年 69 72 14 6 490 169 573 247 247

2005年 106 109 30 15 1,202 406 1,338 530 530

2006年 146 150 36 17 1,516 501 1,698 668 668

2007年 89 106 18 8 1,335 450 1,442 564 603

2008年 62 93 7 5 682 269 751 367 552

合計 472 530 105 51 5,225 1,795 5,802 2,376 2,600

合計
予算

ブドウ キウイ モモ

 

（資料）農林水産食品部 

 

3） 韓国・米国FTA国内補完対策（2008～2017 年） 
①経緯 
韓国・米国 FTA の交渉は 2006 年 2 月に開始され、2007 年 4 月に妥結した。大型 FTA

ながら、その交渉期間はこれまでに発効した 5 つの FTA と比べてもかなり短かった。農

業部門の合意内容は、2 節でみたとおりであるが、農林水産食品部は、畜産部門を中心に

少なからぬ被害が発生すると予想し、交渉妥結と同時に国内補完対策の基本方針を発表し、

その後、2007 年 6 月に韓国・米国 FTA 国内補完対策を発表した。更に、農業団体などの

追加要求事項と具体的な財政調達方案を検討して 2007年 11月に追加的な補完対策を発表

した。 
 しかし、その後、両国で FTA の批准手続きは進まず、米国議会などから批判の高まりに

応じて、韓国・米国 FTA は 2010 年 11 月に追加的な再交渉を開始し、12 月に妥結した。

追加交渉では、自動車の米国における関税撤廃時期の延長など、韓国は自動車に関する譲

歩を余儀なくされたが、農業分野については牛肉で現状の合意を維持したのに加えて、豚

                                                   
14 「2009 年予算案及び基金運用計画案検討報告書」 



 134 

肉の関税撤廃時期を 2014 年から 2016 年 1 月 1 日に延長することで合意した。韓国・米

国 FTA は今後、両国における議会の批准をもって発効する予定となっている。 
 
②支援の内容 

 韓国・米国 FTA 対策は、大きく、①品目別競争力強化、②農業の体質改善、③直接的被

害補填の 3 つに分けられる。韓国・チリ FTA 対策に比べると、品目別競争力強化におい

て畜産分野が支援の中核となっている。また、支援の内容において体質改善など、産業の

基盤整備が拡大したのを受けて、予算も大規模化している。上述の 3 分野 61 事業に対し

て、2008～2017 年の間に総額約 20.4 兆ウォンの投融資が計画されている。分野ごとの投

融資の配分は、①品目別競争力強化が 34.4％、②体質改善が 59.6％、③直接的被害補填が

6.0％である。 
 

図表 3-1-14 韓国・米国 FTA対策の投融資計画 

（単位：万ウォン）
2008（A） 2009～2017年（B） （A）+（B） % 事業数

①品目別競争力強化 6,108 63,860 69,968 34.4 33

　穀物 58 148 206 0.1 17

　園芸 2,508 20,314 22,822 11.2 14

　畜産 3,542 43,398 46,940 23.1 17

②体質改善 6,190 115,269 121,459 59.6 26

　オーダーメイド型農政 3,753 84,995 88,748 43.6 8

　新成長原動力 2,437 30,274 32,711 16.1 18

③直接的被害補填 2,200 10,000 12,200 6.0 2

合計 14,498 189,129 203,627 100.0 61  

（資料）農林水産食品部 

 

（ア）品目別競争力強化 
 品目別の競争力強化策は次のとおりである。 
■園芸分野 

 園芸作物のうち果樹については、韓国・チリ FTA 対策において構築された支援のための

体系が継続しているが、そのなかでも生産施設の近代化、品質向上・ブランド化などが高

い比重を占めている。園芸分野の支援策は、韓国・チリ FTA 対策の期間（2004～2010 年）

終了後、韓国・米国 FTA 対策として、継続されるものが多いとみられる。韓国・米国 FTA
対策として新たに着手されたのは、高麗人参の生産・流通の近代化事業である。国内の栽

培面積を 2008 年の 1,815 ヘクタールから、2015 年には 4,405 ヘクタールへと拡大すると

ともに、流通施設の整備が計画されている。 
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■畜産分野 
 畜産分野は韓国・米国 FTA 発効後、最も影響が懸念される分野であるため、計画期間中

の投融資額計画が最も大きい。事業内容としては、老朽化した畜産施設（約 5,000 か所）

の近代化支援、ブランド経営体の支援、牛肉のトレーサビリティシステムの強化及び飲食

店における原産地表示の促進、家畜糞尿の共同資源化施設の設置などが挙げられている。

米国にとっての最大の関心は牛肉にあるが、開放の時期は豚肉の方が早い。 
 
■穀物分野 

 穀物分野は計画期間中の投融資計画額も小さく、事業も高冷地ジャガイモの流通改善・

ブランド化などに限られている。 
 

図表 3-1-15 韓国・米国 FTA対策における品目別競争力強化事業 

区分 事業名 

園芸分野 
計画期投融資額：約
2.3兆ウォン 

1.ミカン副産物乾燥処理施設 

2.高糖度果実生産支援 

3.生産施設現代化 

4.果実専門生産団地基盤調整 

5.拠点産地流通センター建設 

6.果実ブランド育成支援 

7.果実優良苗木生産 

8.果樹園営農規模化 

9.高麗人参生産・流通施設現代化事業 

10.施設園芸品質改善事業 

畜産分野 
同：約 4.7兆ウォン 

11.畜産施設近代化 

12.牛肉のトレイサビリティ強化 

13.韓牛ブランド育成支援 

穀物分野 
同：約 200億ウォン 

14.高冷地ジャガイモ流通改善 

15.ブランド育成支援 

（資料）韓国農水産物流通公社 

 

（イ）体質改善 
■オーダーメイド型農政 

 農業者支援策をより効率的に推進するために、農家のタイプにあわせた「オーダーメイ

ド型」の支援を行うこととしている。当該事業の計画期における投融資総額は約 8.9 兆ウ

ォンである。2008 年から全農業生産者を対象とした農家登録制を開始し、登録された情報

を基に農家を類型別に区分して、類型に合わせた方策による支援を行う。また、「(仮称)農
業経営体育成法」を制定し、農業法人を韓国農業の中枢勢力として育成することとしてい

る。 
 
■新成長部門の創出 
農水産業を担う、新しい成長分野を育成するために、食品クラスターの育成、新市場開
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拓、技術開発等を支援する。この事業の計画期投融資総額は約 3.3 兆ウォンとなっている。

2017 年までに、1,000ha 規模の耕種と畜産を連係させた自然循環型広域親環境農業団地を

77 か所造成する。また、親環境農産物の消費地流通を活性化するために首都圏に親環境農

産物物流センターを 1 か所建設するとともに、親環境農産物消費地販売所の設置費用を

200 か所に対して支援することになっている。食品関連研究機関、大学と食品企業が集積

した世界的水準の大規模先端食品クラスターを 2 か所造成する計画になっている。 
 
（ウ）直接被害補填制度 
■所得補填直接支払 
所得補填直接支払は、韓国・チリ FTA 対策として開始された支援策と基本的には同じ内

容であるが、対象品目は設定せずに、輸入動向、粗収入変化などに応じて年度ごとに対象

を決定する点が異なっている。 
 
■廃業支援 
廃業支援では、FTA の履行によって事業の継続が難しい農家が廃業を希望する場合に支

援金を支給することになっている。趣旨は、基本的に韓国・チリ FTA 対策と同様であるが、

韓国・チリ FTA 対策の際の廃業支援では被害が生じる前の段階でも支援金を支給したが、

韓国・米国 FTA 対策の廃業支援は実際に被害が発生してから支給される点が大きく異なっ

ている。対象品目は、所得補填直接支払制の発動基準を満たす品目であり、実質的には適

用は難しくなったと考えられる。 
 

4） その他 
2010 年 11 月 17 日、韓国政府は、韓国・EU FTA の発効によって大きな影響を受ける

畜産分野に 10 年間（2011～2020 年）で 2 兆ウォン規模の支援をすると発表した。具体的

な内容は不明であるが、韓国・米国 FTA 対策で導入された畜産分野の支援の拡充及び継

続になるものとみられる。同事業の投融資額は、119.3 兆ウォンとは別枠となる。 
現在、韓国は、上述の国・地域以外にシンガポール、EFTA（アイスランド、ノルウェ

ー、スイス、リヒテンシュタイン）、ASEAN、インド、ペルーとの間で FTA を発効また

は妥結させているが、これらに対応した特定の農業支援は導入されていない。農業合意の

内容、貿易の規模、相手国・地域の農業の特性などからみて、個別の対策が必要とみなさ

れなかったためであると考えられる。 
 
(4) 農業生産者支援策の成果と今後の見通し 

1） 農水産輸入における変化 
韓国における農水産物（ここでは肉類、魚介類、野菜類、果実類を対象とする）の 2010

年の輸入額は 62 億ドルである。輸入額の推移をみると、韓国・チリ FTA が発効した 2004
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年以降、拡大基調にある。2004年から 2010年の年平均伸び率を比較すると、肉類（12.8％）、

魚介類（6.0％）、果実類（11.9％）、野菜類（10.4％）であり、韓国・チリ FTA が発効し

た 2004 年と 2010 年を比較すると、肉類、果実類の輸入額は約 2 倍になっている。 
 

図表 3-1-16 韓国の農水産物輸入額の推移 
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（資料）World Trade Atlas（原典は韓国関税統計） 

 

国際貿易研究院「韓国・チリ FTA 発効 5 年評価報告書」（2009 年 3 月）は、発効前に

憂慮されたチリ産農産物輸入の国内農業に対する影響は限定的であったと結論づけている。

しかし、果実類の輸入総額に占めるチリのシェアは確実に上昇しており、金額的には小さ

いものの、一定の効果はあったと思われる。米国は協定発効前の現状でも肉類、果実類で

高いシェアを有しており、関税率の低下とともに輸入の増加が生じる可能性は高い。 
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図表 3-1-17 上位輸入相手先のシェアの変化 

（資料）World Trade Atlas（原典は韓国関税統計） 

 

 しかし、農業統計からみると、国内における果実の作付面積は、2000 年代を通じて大き

な変化はない。果実の生産額も 2001～2004 年にかけて、一時的な落ち込みがあったもの

の、その後、回復して 2009 年の生産額は過去のピークである 1999 年を上回った。畜産物

の生産額も一貫して増加しており、現状では、輸入増加によって国内生産が減少している

という現象はみられない。 
 

2） 農業生産者の評価 
 農業生産者団体による支援策への評価は、下記のインタビュー概要にもみられるように、

総じて良いとはいえない。韓国・米国 FTA 対策における所得補填直接支払の要件の厳しさ、

海外市場及び親環境農業に関する情報不足、廃業後の生活の安定に対する不安感、企業型

農業優先に対する懸念などが表明されている。 
一方、政府の農業支援策に対して、一般国民から厳しい目が向けられているのは、既に

みた通りである。この場合の厳しい評価は、政策だけではなく、多額の財政支援を受けな

がら構造改善を果たせなかった農業生産者にも向けられている。 
 
①全国農民会総連盟に対するインタビューの概要 15

＜本連盟の立場＞ 
 

本連盟は、（ア）外国の農産物の輸入により、韓国内の農産物生産量や農家収入が減少す

る、(イ)世界的な穀物価格上昇や異常気候に対し食料安保問題が重要となる、(ウ)環境面で

も大規模農業よりも小規模農業のほうが CO2 排出量は少なく環境にやさしい、という観

                                                   
15 本インタビュー概要は、2010 年 12 月 17 日の株式会社クロスインデックス及び同社の韓国

提携先企業による往訪ヒアリングを基に取りまとめた。同連盟は 1990 年に設立され、加盟農

民団体は百数十に及んでいる。農業部門の市場開放や農畜産物の輸入開放に反対する活動を行

っている。 

（単位：％、ポイント）
肉類（HS02） 2004 2010 2010-2004 野菜類（HS07） 2004 2010 2010-2004
米国 14.8 32.4 17.6 中国 61.6 82.9 21.3
豪州 36.4 31.4 ▲ 5.0 タイ 6.6 5.8 ▲ 0.8
チリ 5.4 5.4 0.0 ベトナム 8.3 2.0 ▲ 6.3
ニュージーランド 3.9 5.9 2.0 米国 14.1 3.0 ▲ 11.1

その他 39.5 24.9 ▲ 14.6 その他 9.3 6.3 ▲ 3.0

合計金額（百万ドル） 1,003.0 1,677.8 674.8 合計金額（百万ドル） 313.9 394.7 80.8

魚介類（HS03） 2004 2010 2010-2004 果実類（HS08） 2004 2010 2010-2004
中国 41.8 34.0 ▲ 7.8 米国 47.3 43.8 ▲ 3.5
ロシア 14.0 17.7 3.7 フィリピン 26.9 31.1 4.2
ベトナム 5.5 10.8 5.3 チリ 3.8 10.8 7.0
日本 8.7 7.7 ▲ 1.0 ニュージーランド 9.4 6.2 ▲ 3.2

その他 29.9 29.8 ▲ 0.1 その他 12.7 8.1 ▲ 4.6

合計金額（百万ドル） 1,958.3 2,335.3 377.0 合計金額（百万ドル） 420.5 600.9 180.4
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点から市場開放に反対している。 
＜「農業・農村総合対策」に対する認識＞ 
「農業・農村総合対策」は前政権による政策で、ポイントは 6ha 以上の農家を 7 万戸以

上養成する「規模の農業政策」であったが、失敗に終わった。原因は、韓国では 1ha 以下

の中小規模農家が 60～70％を占めていること、また、農村の高齢化が進んでおり、高齢者

は土地への執着が強いことから農地の統合が進まなかったためである。一部地域で大規模

化が進んだといっても、その多くは 4ha 程度にとどまった。 
現政権は「企業型農業政策」に方針を転換した。市・郡において農産物流通会社 100 社

の設立を目指しているが、これは資金力がある大手企業しかできない仕組みである。既に、

(株)東部韓農と CJ 流通という大手企業が農業に参入した。こうした動きが進めば、農民は

大手農業企業の下請けとならざるを得ない。企業は下請けコストを下げようとするため、

韓国の農民も第三世界の農業労働者のような立場に転落する恐れがある。 
少数であるが、農業の競争力向上策を積極的に活用しようとする農業者もいない訳では

ない。こうした積極的な農業者は、40～50 代の比較的若い農業者で、営農法人の形態をと

ることが多い。品目としては花き、パプリカなどの野菜類の生産事業者が多い。 
＜韓国・チリ FTA の影響について＞ 
政府は影響が少なかったと発表しているが、本 FTA によってブドウなど果樹農家の廃業

者が増加した。他作物に転換したところも、それによって生産量が増えた作物では競争が

厳しくなった。廃業支援金の支給を受けて都市に移住した人たちは都市庶民に転落し細々

と暮らしている。2000 年の農家人口は約 450 万人だったが、2010 年には約 320 万人にま

で減少した。農村世帯の所得は都市部の 63％の水準であり、所得格差が歴然と存在する。 
＜韓国・米国 FTA 国内補完対策の問題点＞ 

現実には廃業支援を除くと、ほとんど支援は実施されていないと認識している。支援の

条件が厳しく、多くの農家は支援を受けられない。韓国・チリ FTA 対策の時も支援実績は

低かった。補完対策として、安い輸入品の流入により価格が下落した場合、下落分が被害

金額として補填されることになっていたが、2003 年は異常気候で国内生産量が減ったため

価格が上昇し、支援金は出なかった。実際には、輸入の増加と生産量の減少によって多く

の農家の収入が減少したが、価格が下落していなかったため、政府は支援を認めなかった。 
 
②（社）韓国農村指導者中央連合会インタビュー概要 16

＜本連合会の立場＞ 
 

韓国には大きく分けると 2 種類の農業団体がある。1 つは 8 の地域団体で構成される農

民連合で、もう 1 つはコメ、ぶどうのような品目団体で構成される農民団体協議会である。

本連合会は前者に所属している。この 2 団体は団結して、市場開放に反対している。 
                                                   
16 本インタビュー概要は、2010 年 12 月 16 日の株式会社クロスインデックス及び同社の韓国

における提携先企業による往訪ヒアリングを基に取りまとめた。 
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反対の理由は、まだ市場開放の対策が十分にできていないことである。韓国の農家は

60％以上が中小農家であり、競争力を持たない。生産性の点から「小規模農家は不要だ」

という考えもあるが、伝統、文化、価値観という視点も必要である。 
＜農業・農村総合対策に対する認識＞ 
競争力の向上支援の結果として、政府は成功した農業者のケースをよくとり上げるが、

それは花き、養豚農家など一部の品目に限られている。成功者、例えば 1 億ウォン以上の

所得を得た人は１％未満である。更に、実態は輸出による所得の増加ではなく、都市圏の

拡大により都市周辺の養豚農家の所有不動産価格が上昇し、所得が増加したという事例も

多い。 
輸出促進といっても、輸出相手国の顧客ニーズ調査等は行われておらず、情報が不足し

ている。例えば、先進国では農薬使用に関しても制限が厳しいが、これらに関する情報も

提供されていない。韓国の 2～3 人の家族農業が米国の大規模農業と競争するのは実質的

に不可能であろう。農業の大規模化だけを考えて現場の声に耳を傾けていない気がする。

農業の本当の価値に対する理解が足りない。 
＜韓国・チリ FTA の影響について＞ 
政府発表の数値では影響は少なかったとされているが、南米は果実が強いので、ブドウ、

モモ等多くの果樹農家が廃業した。 
＜韓国・米国 FTA 国内補完対策の問題点＞ 

「被害補填直接支払」については、政府に補填額の増額を要請したが、逆に 2011 年予

算は 2010 年対比で 8.5％の削減となった。「廃業支援」については、農業をあきらめ廃業

することはできても、その後の生活が成り立たない。高齢化しており、生活基盤の構築が

必要である。「競争力強化」については、時間が経過したからといって進む訳ではない。農

村に若者がいないこと、また、山岳地帯では機械化が難しいなど、理由はそれぞれである。 
FTA の推進は政府主導で行われていれるが、利益を得る産業と被害を受ける産業がある。

利益を得る産業が利益の一部で基金をつくり、その基金を使って被害を受ける産業を支援

したらどうか。かつ、担い手対策として、農業に対するイメージを改善し、生活の質や価

値を高め、若い女性が住みやすい農村、若者が農業を担っていけるような農村をつくるこ

とが必要である。 
 

3） 今後の見通し 
 韓国においては、5 件の FTA が発効したものの、現状では関税撤廃または引下げによっ

て輸入が拡大している品目は限られており、農水産品の輸入総額も大きくは伸びていない。

輸入額が増加している果実類、肉類では、国内生産額も順調に増加しており、輸入品が国

産品を圧迫しているとはいい難い。自由化に伴う韓国農業への影響が顕在化するのは、米

国及び EU との FTA が発効し、両国・地域からの輸入品に対する関税引下げが本格化す

る発効から 5 年後以降になると考えられる。 
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 FTA に対応した農業生産者支援は、韓国・米国 FTA 対策において形成された、①体質

改善、②品目別競争力強化、③直接被害補填という枠組みで推進されている。対 EUFTA
向けの対策として畜産業に対する支援の拡充が発表されたが、今後は韓国・米国 FTA 対策

の枠組みをベースとしながら、新たな FTA の締結によって大きな影響が想定される場合に

は、相手国・地域の特性に応じて品目別に支援策の拡充が行われるものとみている。 
 問題になるのは運用面である。韓国・チリ FTA 対策の反省を踏まえて、韓国・米国 FTA
対策においては、廃業支援、所得補填直接支払事業の利用条件は厳しくなっている。対チ

リ FTA 対策の際にも実質的に所得補填が受けられなかった農業者側には不満が生じてい

た。対米国 FTA 対策においても、そうした不満が高まる可能性はあり、被害について説得

力のあるデータを整備し、農業者に説明を行っていく必要がある。 
また、体質改善事業では、「オーダーメイド型」の支援が打ち出されているが、農家のタ

イプに応じた支援のあり方の検討は長期的な課題になると考えられる。現在、補助支援の

基本原則の準備が進められている 17

韓国における農家人口の高齢化は日本ほどではないが、後継者難は日本以上に厳しい

。総じていえば、大規模な経営体に対する補助支援は

段階的に廃止されて、長期融資支援が推奨される一方で、小規模経営体に対しては福祉的

な支援への切り替えが進められることになる。福祉的な支援については、高齢者の生活安

定、地域共同体の活性化と雇用の場の創出が掲げられている。高齢者に対しては、農地を

担保とした農地年金（リバースモーゲージ・ローン）制度が施行され、それとともに経営

委譲直支払制度の活性化が図られる。地域共同体については、地域の課題の自律的な解決

を高齢者や女性の雇用に結びつける企画を募集・審査し、優秀な企画提案に対して補助を

つける。2011 年度は 1 か所当り 5000 万ウォンの補助金を 54 か所に対して拠出する。か

つ、農漁村における担い手の育成として、10 万人の「精鋭人材」を育成していく方針であ

る。中央と地方自治体に「農漁村活性化汎国民運動本部（仮称）」を設置し、各地で社会活

動団体等も巻き込みつつ、精鋭人材の活躍の場づくりを行う。こちらも優秀な事例を顕彰

するとともに資金面での集中的な支援を行い、全国でこうした活動を広げていくことを目

指す。 
18。

高齢者の円滑な退出を支援すると共に、活力ある農漁村づくりによって将来に希望を与え

ることが欠かせない。2001 年に三星経済研究所の研究員が設立した若手の農業経営者を育

成する「農業ベンチャー大学」が人気を集め、卒業生のなかから輸出や研究開発型の事業

で成功する事例も生じている 19

                                                   
17 以下の記述は「2011 年度農林水産食品部業務報告」（2010 年 12 月 27 日）に基づく。 

。「精鋭人材」づくりは関心層の顕在化につながる可能性

がある。 

18 板垣啓四郎「韓国における農業の現状と農政の方向及び評価」（平成 20 年、農林水産省）に

よれば、営農後継者があると回答している農家の割合は、韓国 3.5％（2005）、日本 52.9％（2004）
である。 
19 2007 年 5 月 18 日付「朝日新聞」 
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2． 韓国の食料安全保障政策としての海外農業投資 

 

【要 旨】 

 
韓国は 1960 年代後半から海外農業開発を実施してきたが、進出企業による事前妥当性

の検討不足、専門経営者及び現地専門家確保の失敗、生産された農産物販路確保の失敗、

モデル事業後の事後管理不足、政策支援の欠如、ビジョン及び戦略欠如などの問題から成

果を上げることができなかった。しかし、2007～2008 年のグローバル食料危機を契機に

韓国政府は海外農業投資への関心を深めており、2009 年 6 月に「海外農業開発 10 年計画」

を策定した。 
「海外農業開発 10 年計画」における戦略の基本的な方針は、民間主導、需要者中心の

海外開発の推進である。政府の役割は側面支援であり、国際社会と共生する協力モデル創

りを目指すとしている。2010 年度の予算で打出された支援策は、海外事業に対する融資と

海外調査等補助金であり、2010 年度に 240 億ウォンが計上された。 
融資申請者の資格及び条件として、海外農業開発事業経験及び事業基盤、現地における

土地の確保、計画の妥当性、担保能力などが挙げられており、実現可能性が重視されてい

る。また、国内穀物の需給が逼迫した際の搬入命令の受け入れが挙げられており、海外農

業投資振興の目的が穀物の安定確保にあることがわかる。 
支援にあたって優先される条件としては、小麦・とうもろこし・豆など国内農産物と競

合しない作物の開発者であること、穀物輸出余力があり、開発潜在力が大きく、輸出が可

能な制度・基盤が整った国への進出者であることが挙げられている。一方、食糧純輸入貧

困国、政治的不安定など投資、国外旅行などに注意を要する国への進出は原則的に支援対

象から除外される。 
2010 年 10 月の農林水産食品部の発表によれば 、韓国企業による農業投資のための海

外進出企業数は 52 社、進出国はロシア、インドネシア、モンゴル、カンボジアなど 18 カ

国及んでおり、これらの投資によって取得された農地面積は 29 万 7,563 ヘクタールと、

韓国の耕地面積 174 万ヘクタールの 17%に相当する。 
「2011 年度農林水産食品部業務報告」には、①民間中心の農林水産資源開発と ODA の

連携による開発効果の向上と、②農水産分野 ODA の中長期発展戦略の策定が挙げられて

いる。投資相手国による信頼感と関連事業支援の効率性を高め、海外農業開発事業の成功

可能性が高めるために、官民連携に向けた取組が強化されようとしている。 
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(1) 海外農業投資の背景 
韓国は 1960 年代後半から海外農業開発を実施してきたが、進出企業による事前妥当性

の検討不足、専門経営者及び現地専門家確保の失敗、生産された農産物販路確保の失敗、

モデル事業後の事後管理不足、政策支援の欠如、ビジョン及び戦略欠如などの問題から十

分な成果を上げることができなかった。 
しかし、2007～2008 年のグローバル食糧危機を契機に韓国政府は海外農業投資への関

心を深めており、2009 年 6 月に「海外農業開発 10 年計画」を策定した。韓国の 2010 年

の穀物輸入額は約 33 億ドルであるが、穀物価格が高騰した 2007 年には輸入額は約 67 億

ドルに達している。 
韓国の穀物自給率は 26.5％（2010 年）であり、小麦、とうもろこし、大豆の自給率は

いずれも 10％に満たない。日本と同様に畜産業向けの飼料の大半は輸入に依存しており、

安定的な確保が必要になっている。 
 
(2) 海外農業投資に対する政府の計画と支援 

1） 海外農業開発 10 年計画 
「海外農業開発 10 年計画」における戦略の基本的な方針は、民間主導、需要者中心の

海外開発の推進である。政府の役割は側面支援であり、国際社会と共生する協力モデルを

創り出すことを目指すとしている。主要な推進課題を類型別、地域別、品目別に策定して、

進出企業を支援するインフラを構築するとされているが、計画の全貌は明らかにされてい

ない 20

そこで、以下では、2009 年度及び 2010 年度の予算に示された支援策を紹介する。支援

事業は、海外投資に対する融資と海外調査等に対する補助金で構成されており、2010 年度

には融資事業に 210 億ウォン、海外調査等補助金に 30 億ウォンの予算が計上された。 

。 

海外農業開発の推進体制としては、政策の検討と調整を担当する「海外農業開発協力団」

がある。官民合同の協議機構であり、中央政府（農林水産食品部、企画財務部、外交通商

部、知識経済部、農村振興庁）、支援機関（KOICA、韓国農漁村公社、農水産物物流公社、

農協など）、外部専門家及び民間企業等によって構成されている。 
実務組織としては、韓国農漁村公社が関連事務を支援する「海外農業開発支援センター」

があり、営農技術、法律、制度、市場調査、流通など専門分野別に相談に当たる分野別・

地域別の専門家がプールされている。 
 

                                                   
20 2011 年 1 月 17 日付『日本農業新聞』では、2030 年までに国内穀物消費量の 50％を確保す

ることを目標としているが、そのうち半分を韓国企業による海外生産によって賄う想定で、10
年間に 5,420 億ウォンを投じると報道されている。過去 2 年間の年間予算はいずれも約 240 億

ドルであり、総額からみると今後、大幅な拡大がありえる。 
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2） 海外農業投資に対する融資支援策 
①融資の概要 
海外農業開発融資金総額は 210 億ウォンであり、融資業務代行機関は韓国農漁村公社で

ある。融資にあたっての金利は年間 2%で 3 年間据置、7 年均分償還とする。融資限度額は

支援対象となる事業費の 70%までが原則である。ただし、事業者別融資支援限度額及び比

率は予算規模、融資申請規模を勘案して融資審議会が決定する。 
 
②融資資格及び要件 
支援の対象となる事業者は海外で農産物、畜産物の事業開発をするために「海外資源開

発事業法第 5 条」の規定により海外資源開発事業計画を知識経済部長官に申告した者とす

る。 
融資申請者の資格及び条件としては、①海外農業開発事業経験及び基盤を有する事業者

であること、②現地における施設建設及び農産物栽培向けの土地を賃借・購入等によって

確保している、または現地企業への出資が確定している事業者であること、③妥当な計画

を立案・推進し、担保能力など十分な事業遂行能力を備えていることが挙げられている。

担保は国内担保が原則であり、融資業務代行機関の韓国農漁村公社の融資関連細部規定に

準ずる。更に、④該当国で投資承認を受けるなど融資決定後すぐに事業推進が可能である

こと、⑤国内穀物の需給が逼迫した際には、搬入命令を受け入れることが挙げられている。 
更に、支援にあたって優先される条件としては、①小麦・とうもろこし・豆など国内農

産物と競合しない作物の開発者であること、②穀物輸出余力があり、開発潜在力が大きく、

輸出が可能な制度・基盤が整った国への進出者であることが挙げられている。また、需給

調節、価格安定など公共の目的のために、国家機関(政府事業代行機関含む)が行う事業も

優先される。一方、食糧純輸入貧困国(食糧援助恩恵など)、政治的不安定など投資、国外

旅行などに注意を要する国への進出は原則的に支援対象から除外される。 
 
③融資金の使用用途 
融資金の使用用途は、「農業タイプ」（農産物生産に必要な農機械購入、付帯施設の建設

に必要な費用及び種子代金・肥料代金・農薬代金などの営農費用）と「流通タイプ」（農産

物流通に必要な乾燥、保存、加工などに必要とされる費用）に大別される。土地の賃借、

購入などの費用、海外現地法人の出資費用などは融資支援対象から除外される。 
融資金の用途の細部内訳は支援対象者選定後、融資約定締結時に融資代行機関の韓国農

漁村公社と協議の上で決定する。 
 

3） 海外農業投資に対する補助金 
海外農業投資に関する補助事業は、民間企業を対象とする「海外農業環境調査事業」と

韓国農漁村公社を対象とする「基盤構築事業」があり、2010 年度予算として 30 億ウォン
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が計上されている。各事業の概要は次のとおりである。 
 

図表 3-2-1 海外農業投資補助事業の概要 

補助対象
事業 

予算額（百万ウ
ォン） 

補助対象 
対象事業費 

海外農業
環境調査
事業 

500 

・ 定款と法人登記簿に海外農業開発事業を目的事
業として明記した法人。 

・ 小麦・豆・とうもろこしなど国内農産物と競合し
ない農産物調査者を優先的に支援する。 

・ 非営利法人及び農林水産業事業実施規定(訓令
第 1291 号)第 48 条(農水産法人の志願要件及び
事後管理基準)で規定した星印 4 の農水産法の
志願要件に適していない農業生産法人は対象か
ら除く。 

海外農業開発のための調
査に必要とされる経費。 

基盤構築
事業 

2,500 韓国農漁村公社 

情報ポータルシステム
運営及び維持管理、コン
サルティング、専門人材
養成及び教育訓練、ワー
クショップなど海外農
業開発基盤構築のため
の事業に必要とされる
経費 

合計 3,000   

（資料）韓国農漁村公社 
（注）予算額は事業需要等によって変更する場合がある。 

 

「基盤構築事業」は全額補助であるが、民間企業向けの「海外農業環境調査事業」では

補助限度比率は事業の類型によって異なっており、最大 70％となっている。新規に設立す

る企業、新規に調査する地域ほど補助率は高い。 
 

図表 3-2-2 海外農業環境調査事業の補助比率 

調査事業類型 
補助比率(%) 

新規会社 既存会社 

新規国家調査 70 50 

既に調査した国の新規または周辺地域調査 60 40 

既に調査した国の調査した地域の調査（対象品目が異なる） 50 30 

（資料）韓国農漁村公社 
（注）「周辺地域」の範囲及び上記に分類されなかった類型は事業者選定審議会で判定。 

 

(3) 海外農業投資の現状と成果 
1） 農業分野の海外投資 

 韓国の農林水産業の海外投資額（実行ベース）は下記のように推移している。2000～2004
年の年平均額が 2,100 万ドルだったのに対して、2005～2009 年の年平均額は 6,300 万ド

ルであり、明らかに増加している。特に、穀物価格の急騰を受けて、2007 年の海外投資額
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は跳ね上がっている。2008 年 8 月のリーマン・ショックに端を発する経済停滞がなけれ

ば、より高水準で推移していた可能性がある。 
 

図表 3-2-3 韓国の農林水産業分野の海外投資額 
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（資料）韓国輸出入銀行 
（注）実行ベース 

 

2） 地域別動向 
2010 年 10 月 25 日の農林水産食品部の発表によれば 21

 2009 年 9 月時点の韓国農業経済研究院の資料と比べると、進出企業数は 28 社から 52
社、進出国は 10 か国から 18 か国、取得面積は 19 万 8,765 ヘクタールから 29 万 7,563
ヘクタールへと増加している。調査方法や捕捉対象の範囲が不明なため比較は難しいが、

過去 1 年の間にも進出は増加していることがうかがえる。 

、韓国企業による農業投資のた

めの海外進出企業数は 52 社、進出国はロシア、インドネシア、モンゴル、カンボジアな

ど 18 カ国に及んでおり、これらの投資によって取得された農地面積は 29 万 7,563 ヘクタ

ールと、韓国の耕地面積 174 万ヘクタールの 17%に相当する。最も多くの企業が進出した

国はロシアで、現代重工業など 8 社が 17 万ヘクタールの農地を取得した。しかし、必要

な労力や設備などを確保できず、実際の耕作面積は 3万 284ヘクタールにとどまっている。

ロシアに次ぐのは、ブラジル（6 万 2,126 ヘクタール）、モンゴル（2 万 8,273 ヘクタール）、

フィリピン（2 万 7,300 ヘクタール）、ウクライナ（3,477 ヘクタール）、カンボジア（2,498
ヘクタール）、ラオス（1452 ヘクタール）、インドネシア（998 ヘクタール）などである。 

投資内容が明らかになっている韓国農業経済研究院の資料をみると（下表）、対象となっ

ている事業の栽培作物は小麦、豆、とうもろこしが多く、政策の意図と合致している。韓

国は土地価格の下落を経験したことがなく、恒常的な土地不足傾向にあるため、かつては

                                                   
21 本記述は 2010 年 10 月 25 日付「ソウル・聯合ニュース」に基づく。 



 147 

土地投機の海外版という性格を持つ投資も多かった。しかし、近年の投資主体には農業生

産者や食品関連産業などが多く、実質的な農業投資である可能性が高い。異業種からの参

入という点では、大手企業では現代重工業がロシアに投資しているが、同社の進出目的は

生産飼料の持ち帰りであり、畜産農家の悩みである飼料需給不安や急激な価格変動の解消

を挙げている 22。通信機器メーカーのアロ、半導体関連企業の（株）エコプライムも異業

種からの参入である。（株）エコプライムはバイオ燃料向けの需要に期待して大豆の生産を

開始したが、現状は食用として日本に輸出を行っている 23

 
。 

図表 3-2-4 韓国民間企業による海外農業進出状況 

進出先 企業／団体名 進出 
年度 

面積（ヘクタール） 栽培作物 

目標 確保 耕作 

ロシア
( 沿 海
州) 

（株）ユニベラ ‘98 2,150 200 200 小麦、豆 

ハンノンボックフェ ‘96 106 106 106 豆、野菜など 

(有)相生営農 ‘99 130,923 130,923 30,000 稲、豆、小麦 

（株）パリの夢 ‘99 1,586 1,000 1,000 小麦、豆、野菜 

アロ ‘08 50,000 12,000 3,100 
小麦、とうもろこし、
豆、 

(株)ソウル飼料 ‘08 54,450 3,000 3,000 
小麦、とうもろこし、
豆、 

現代重工業 ‘09 20,000 9,400 3,000 豆、とうもろこし 

小計 (7)  259,215 156,629 40,406  

インド
ネシア 

CDM International ‘09 30,000 100 100 とうもろこし 

(株)パムスコ ‘09 - - - とうもろこし 

DAESANG(株) ‘08 - - - とうもろこし 

小計 (3)  30,000 100 100  

ラオス コラオ ENERGY ‘09 - - - とうもろこし 

(株)エコプライム ‘09 10,000 1,000 383 豆 

ダウム F&B ‘09 450 450 - 稲 

小計 (3)  10,450 1,450 383  

モンゴ
ル 

(株)GOOD MORNING 
FARM 

‘99 3,000 3,000 3,000 豆、小麦 

(株)サンイン情報 ‘01 - - - 
とうもろこし、ジャガ
イモ、豆 

東大門開発 ‘09 12,111 12,111 - 小麦、とうもろこし 

小計  (3)  15,111 15,111 3,000  

フィリ
ピン 

ハンノンボックフェ ‘94 1,000 1,000 1,000 YAKON 

シンミョンアレンデ
ィ 

‘08 18,000 18,000 - とうもろこし 

コパ農産  ‘08 300 300 300 とうもろこし 

小計  (3)  19,300 19,300 1,300  

ベトナ
ム 

カンジン企業 ‘04 0.2 0.2 0.2 
施 設 園 芸
시설원예(蘭) 

ウクラ
イナ 

イクリム KOREA ‘08 3,477 3,477 2,592 豆 

                                                   
22 2009 年 4 月 14 日付「ソウル・聯合ニュース」 
23 本記述は 2011 年 2 月 8 日付「朝日グローブ」

（http://globe.asahi.com/feature/100906/03_2.html）に基づく。 
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カンボ
ジア 

忠南海外農業開発 ‘09 3,842 50 50 とうもろこし 

(株)コジヂュ ‘09 - - - とうもろこし 

イクムソン ‘08 999 999 - とうもろこし 

小計  (3)  4,841 1,049 50  

中国 ソンソンリョル ‘06 1 1 1 キノコ 

ユヨンシン ‘09 230 230 230 豆、とうもろこし 

グリーンピース農場 ‘09 17.9 17.9 17.9 エノキタケ 

小計  (3)  248.9 248.9 248.9  

ブラジ
ル 

ドルナラ通商 ‘09 8,200 1,400 1,400 
とうもろこし、小麦、
豆 

10ヵ国 －  340,393 198,765 55,413  

（資料）韓国農業経済研究院 
（注）2009 年 9 月現在 

 

3） 海外投資の事例 
 ①A社 24

A 社は 1994 年に設立された親環境農産物の生産・加工・流通を業務とする企業である。

資本金は 3,000 億ウォン、直近の売上高規模は 3,500 億ウォンに上る。海外投資経験は 10
年を超えている。進出の初期段階では情報も経験も少なく、言語の問題から土地確保難等

の理由で事業に失敗したことが多かったが、現在は大きな問題はない。 

 

海外投資の目的は、①韓国で確立した有機農業を世界に広げること、②韓国では難しい

大規模農地の確保であり、現在、フィリピン、ロシア、キルギス、ブラジルの 4 か国で農

業投資を行っている。各国における事業の概要は下表のとおりである。生産した作物は基

本的には韓国に輸出しているが、一部は現地販売している。 
 

図表 3-2-5 A社の海外事業 

進出先 事業概要 

フィリピン・

ミンダナオ島 

露地でのヤーコン栽培、ビニールハウスにおける高冷地野菜とサボテンの栽

培。耕作地面積 500ha を確保。 

キルギス 有機栽培稲キルギススター、有機米、野菜、花きを生産。花きと野菜は農場

内にある 3000坪のグリーンハウスで栽培し、現地の米軍、百貨店、韓国料理

店などに販売。 

ロシア沿海州 在ロシア高麗人と提携し、とうもろこしと豆を生産。耕作地面積 500ha を確

保。 

ブラジル 2008年に本格進出。豆、とうもろこし、麦、サトウキビなどを生産。目的 

は食糧及びバイオエネルギー資源の確保であり、安全な食物、NON-GMO農産物

の生産拡大。 

2009 年にサンパウロ州に 300ha のエタノール原料サトウキビ栽培地・牧場を

購入、更に、バイーア州で 1,400ha を賃借。政府融資を利用して大豆を生産

の予定。 

                                                   
24 本事例については、2010 年 12 月 14 日の株式会社クロスインデックス及び同社の韓国にお

ける提携先企業による往訪ヒアリングを基に取りまとめた。 
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投資先決定にあたっては重視したのは、環境である。有機農業の基本条件として土壌の

有機質含有量が豊富で農薬、肥料などによる汚染が少ないことが重要である。同時に、外

国人の投資が自由と安全を確保できることも重要である。キルギスは外国企業による投資

の安全保障に積極的な意志を見せた良い例である。当社は韓国の製粉会社を通じて小麦を

商品化してきたが、2008 年度に現地麦の収穫量が減少したため、各国で輸出制限措置が発

動されたため、中断の危機を迎えた。キルギス政府は長期的な視点に立ち、自国の食糧不

足分は周辺国家からの輸入で充当して、有機栽培麦 2,500 トンの輸出を許可してくれた。

前職、現職大統領が開発農場等を直接訪問し、関心を見せてくれたことも事業の安定的定

着につながった。 
 
＜政府の支援策について＞ 
これまでは政府の支援策を利用せずに事業を行ってきたが、これからは積極的に利用す

る予定である。金融支援は大きく分けると、農業型と流通型がある。農業型は農産物の生

産に必要な農業機械の購入及び附帯施設の設置費用面での支援であり、流通型は農産物の

流通に必要な乾燥・保存・加工などに必要な費用を支援してくれる。2009 年の予算は、総

額 210 億ウォンで、事業費用の 70％まで年 1.5％の利子で融資してくれる。 
「海外農業開発 10 年計画」も認知している。金融支援を利用したいと考えている。し

かし、政府の支援は「計画」の策定ではなく、現場の実態に即した政策が必要である。政

府は、東南アジアの国の無償で農地を供与してくれる地域を推奨しているが、農作に適さ

ない地域が多いのが実態である。もっと現実的な政策が必要である。 
 
 ②B社 25

B 社は 2008 年に設立された畜産事業者である。資本金は 1,692 百万ウォン、2009 年の

売上高は 2,000 万ドルである。設立とほぼ期を同じくして、海外投資を開始した。 

 

海外投資先は、カンボジアとフィリピンである。2008 年の穀物価格高騰に直面し、飼料

原料の需給安定化を目的に進出した。現投資先選定の理由は、①気候と土壌の生育環境が

良好であったこと、②地方政府が協力的であったことである。投資額は約 110 万ドルの単

独進出で、確保した耕地面積は 1,500 万坪である。投資に際しては、政府融資事業者に選

定され、支援を受けた。とうもろこしを生産し、韓国に輸出する。 
 現在も、南米、アフリカ及び東南アジア全域を対象に新たな進出先を探しており、年間

300 万トン以上の穀物を生産できる耕地の確保を目指している。これまでも政府による支

援を活用してきたが、今後も利用していきたい。政府に期待するのは、資金支援の拡大、

政策の一貫性の維持、専門担当者の育成である。 
                                                   
25 本事例については、2010 年 12 月 16 日の株式会社クロスインデックス及び同社の韓国にお

ける提携先企業による往訪ヒアリングを基に取りまとめた。 
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4） 成果と課題 

 海外農業投資に対する支援策が開始されて間もないため、成果に言及するのは難しいが、

支援策の内容が示すように、「海外農業開発 10 か年計画」の穀物の価格高騰と輸出規制に

対応した安定的な供給先の確保という目的は明確であり、実施されている個別の開発案件

にもその要件を満たすものが多い。農林水産業の海外投資額の規模からみると、韓国企業

が「ランドラッシュ」（世界農地争奪戦）のメインプレイヤーであるとはいいがたいが 26

現状のところ、海外農業投資の支援策は、海外進出と事業の拡充を対象としており、海

外投資につきもののトラブルを想定した支援は含まれない。進出経験の長い企業でも初期

段階には失敗を経験しているように、進出件数の増加と共にトラブルに直面する企業は増

加するとみられる。現場の実態を踏まえた情報をタイミングよく提供し、適切なコンサル

テーションにつなぐ窓口が必要になる。韓国農漁村公社の基盤構築事業の価値が問われる

ところである。 

、

時勢を受けて、意欲的な企業は増えているとみられる。しかし、少なくとも政府支援を希

望する企業については、融資条件として企業の事業推進能力と事業の早期実現可能性で選

別を行うことから、これまでの海外投資にみられたように質のバラツキは少なくなるもの

と考えられる。 

もう 1 つの視点としては、ODAとの補完可能性が挙げられる。韓国農業経済研究院のキ

ム・ヨンテク氏は、農業ODAを効率的に活用して海外農業開発の成果を高めるためには、

農業開発協力と海外農業開発の連携が重要であることを指摘している 27

「海外農業開発 10 年計画」の全貌がわからないため、韓国政府の意図する「側面的な

支援」が、単に進出に際しての資金支援と情報の蓄積及び提供に留まるのかどうかは把握

できない。しかし、「2011 年度農林水産食品部業務報告」には、①民間中心の農林水産資

源開発と ODA の連携による開発効果の向上、②農水産分野 ODA の中長期発展戦略の策

定が挙げられている。前者については、政府間の事前協議によって土地を確保した後、民

間企業が参加する官民合同の PPP 方式の導入が掲げられており、2011 年 3 月にフィージ

ビリティ調査が終了する「フィリピン複合産業団地造営」が候補に上がっている。また、

FAO、ゲイツ財団等との国際的な共同協力事業についても推進していく計画である。 

。同氏は、韓国の

海外農業開発投資は民間中心に推進されているが、これらの事業が農業開発協力事業と連

携して推進されれば、投資相手国による信頼感と関連事業支援の効率性が高まり、海外農

業開発事業の成功可能性は高まるとしている。海外農業開発事業が直面する制約をODA事

業で補完することができるからである。 

                                                   
26 2010 年 2 月 10 日に放映された NHK スペシャルの「ランドラッシュ」において、マダガス

カルの全農地の半分を韓国企業に提供しようとした政府が暴動で転覆した事態が紹介され、農

業の海外投資に関する記事でしばしば韓国が取り上げられるようになった。 
27 以下の記述は、キム・ヨンテク「海外農業開発の実態と課題」によった。 
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3． 韓国の農産物輸出拡大計画「農林水産食品・農山漁村ビジョン 2020」 

 

【要 旨】 

 
韓国政府は 2010 年 2 月に、2020 年までに農食品輸出額を 300 億ドル規模に引き上げる

ことを目標に含む「農林水産食品・農山漁村ビジョン 2020」（以下、「ビジョン 2020」）を

策定した。「ビジョン 2020」は輸出拡大のためだけの計画ではなく、韓国の農林水産業の

競争力向上全般を視野に入れた計画であり、内容も包括的である。生産段階から輸出段階

までを対象に、①農漁業の体質改善、②新しい成長の原動力創出、③食品産業グローバル

化、④国家食品システム先進化、⑤地域力及び多元的機能の極大化に関わる 23 の課題を

掲げている。 
農水産物の輸出振興は、1998 年に策定された「農業・農村発展計画」の時期から開始さ

れている。当時、施策として、①農産物輸出団地の造営、②海外市場開拓支援、③輸出金

融制度等が導入され、現状でも、農産物輸出団地は国の支援だけではなく、地方自治体の

支援を受けて造営され、数多くが存在している。 
2004 年に策定された「農業・農村総合対策」では、輸出振興の対象として食品がクロー

ズアップされているのが特徴で、「ビジョン 2020」もそれを踏襲している。「ビジョン 2020」
では輸出拡大に向けて、各種の目標が掲げられているが、直接的な輸出振興策だけではな

く、産業育成、法制度を含めた輸出のための基盤整備、競争力ある商品づくりのための研

究開発等、広範な支援策が設けられている。 
輸出振興については、「農食品輸出を 2009 年の 48 億ドルから 2020 年に 300 億ドルに

拡大する」という目標を実現するために、農食品輸出のための総合商社の育成、零細・小

規模輸出業者の組織化及び輸出窓口の一本化、食品企業の輸出企業化、韓国における国際

展示会である Korea Food Expo の地位向上、韓国料理のグローバルな普及促進を推進す

る。 
輸出の基盤となる産業育成については、中国と日本をターゲットとする北東アジア水産

物ハブの育成とアジア・太平洋食品市場ハブとしての「国家食品クラスター」の形成が掲

げられている。また、輸出環境の整備としては、輸出物流センターや広報センター等の海

外における輸出基盤の拡充と、食品政策・フードシステムを担当する専門研究機関の育成

が挙げられている。研究開発の促進では、世界一流の食品製造加工技術の確保、醗酵技術

の活用・発展によるグローバルな新需要の創出、食品素材・食材料分野における研究開発

の強化が挙げられている。 
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(1) 「ビジョン 2020」策定の背景 
韓国政府は 2010 年 2 月に、2020 年までに食品輸出の 300 億ドル規模への引き上げを目

標に含む「農林水産食品・農山漁村ビジョン 2020」（以下、「ビジョン 2020」）を策定した。 
「ビジョン 2020」は輸出拡大のためだけの計画ではなく、韓国の農林水産業の競争力向

上全般を視野に入れた計画であり、内容は包括的である。また、掲げられた課題のほとん

どは「農業・農村総合対策」または FTA 対策においても取り上げられており、その更新も

含まれる。「ビジョン 2020」は、李明博政権として「農業・農村総合対策」を見直し、改

めて提示した派生的あるいは後継的な性格を持つ計画であるといえよう。「ビジョン 2020」
の冒頭ではこれまでの農業政策の総括と韓国農林水産業の構造問題、韓国の農業を取巻く

対外環境についての認識が述べられている。 
 

1） これまでの政策に関する反省点 
これまでの農林水産業政策に関する反省点としては、第 1 に、農業及び漁業の成長潜在

力に対する認識が不足していたために発展戦略が欠如していたことが挙げられる。農漁業

と食品産業との間のリンケージが不足していたため、収益創出モデルの開発が進まなかっ

た。今後は、これを是正し、農漁業の革新をリードする人材の発掘、体系的な育成、新技

術開発、産業化のための投資拡大が必要である。 
第 2 に、関連産業の活性化と農漁村の資源活用の不足である。食品・加工・流通と農漁

業の連携が不足している。また、農漁村の自然、文化、生態資源を活用した付加価値創出

も遅れている。 
第 3 に、政府への依存増大による農漁業の自活力の弱体化である。行政の事業管理の欠

如によって、コメの直払金や農業者に対する健康保険料の支給等に関連して、非適切な事

業者の選定や農漁業生産者のモラルハザードが生じた。 
第 4 に、化学肥料や農薬などを多用する生産の推進による環境負荷の高まりである。既

に親環境型農業の振興が開始されているが、引き続き、注力すべき分野であると考えられ

る。 
第 5 に、海外進出など新しい市場開拓の不振である。生産・製品化・輸出を行うグロー

バル指向の農食品企業が育っていない。グローバル企業の育成も本ビジョンの優先度の高

い目標である。 
 

2） 韓国農林水産業における構造問題 
世界的にみれば農業は成長しているが、韓国の農業は 2000 年以後、成長率が停滞して

いる。貿易収支の赤字及び食料自給率は OECD 加盟国の中で最低の水準にあり、農薬使用

量も OECD 加盟国中、第 1 位である。食品などの関連産業を含めたアグリ・ビジネスは、

付加価値創出面、雇用面からみて重要な産業である。韓国においても、アグリ・ビジネス



 153 

は国内付加価値創出の 10.1%、雇用の 16.9%占めている（2008 年）。 
また、食料自給率の持続的下落と工場型農業の増加や親環境農業の比重の増大といった

農業自体の変化もある。農家間の所得の二極分化と生産主体の世代交代、ベビーブーマー

世代の帰農・帰村の増加なども、近年の韓国農業にみられる変化である。 
 

3） 対内外環境の変化 
農林水産業を取巻く対外環境の変化も大きい。まず、世界的な FTA の締結・交渉の活発

化である。これによって、関税障壁の低減及び世界市場の統合が加速している。そのほか

にも、世界人口の増加と新興国の経済成長等に伴う農食品需要の拡大、先進国を中心とす

る親環境・安全及び機能性健康食品の需要増大、地球温暖化による気候変化と水・資源不

足の問題の深刻化なども韓国農業に影響を及ぼしている。国内的には、韓国・北朝鮮関係

の変化に備えた生産及び需給政策の必要性、食品・サービスなどへの領域拡大及び産業技

術間融合・複合化の加速と新市場開拓の可能などへの配慮が求められている。 
 
(2) 「ビジョン 2020」における課題と輸出振興策 

1） 推進課題 
上述のような認識に基づき、「ビジョン 2020」では、生産段階から輸出段階までに 23

の推進課題を設定している。分野としては、①農漁業の体質改善、②新しい成長の原動力

創出、③食品産業グローバル化、④国家食品システム先進化、⑤地域力及び多元的機能の

極大化に大別できる。各分野で掲げられた課題は下表のとおりである。 
 

図表 3-3-1 ビジョン 2020の推進課題 

分野 課題 

1.農漁業の

体質改善 

課題 1 創造的経営主体の養成 

－専門農業経営体を 2008年の 25万戸から 2020 年には 34 万戸へ 

課題 2 革新的な農企業活性化及び投資財源の多様化 

－農企業の集積化を通した規模の経済実現 

－政府財政中心から民間資本導入などによる投資財源の多様化 

課題 3 零細・高齢の営農・引退支援 

－零細・高齢農の安定した営農と引退以後の生活安定支援 

課題 4 経営安定装置の制度化 

－直払金制度改編を通じた農漁業家の経営安定 

－環境保全など持続可能な農漁業基盤造成 

課題 5 資源管理型漁業に転換 

－水産資源量を 2008年の 835 万トンから 2020 年には 1,100 万トン(32％増)へ 

－水産物生産量を 2008年の 336万トンから 2020年には 394 万トン(17％増)へ 

2.新しい成

長の原動力

課題 6 動植物資源を活用する生命産業の育成 

－昆虫、愛玩用動・植物資源などを次世代成長産業として育成 
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創出 －2020年まで生命資源輸出 4億ドル(動植物資源 2億ドル、種子 2 億ドル)を実現 

課題 7 低炭素・親環境の緑色産業を活性化 

－産業構造を低投入・高効率体制に転換し、農食品産業の緑色成長を牽引 

課題 8 農業資材産業の新需要創出 

－生物学防除: 2,500ha(2008) →6,500ha(2015) →8,000ha(2020) 

－農業機械輸出: 4 億ドル(2008) →10 億ドル(2015) →15 億ドル(2020) 

課題 9 原材料の安定的供給基盤作り 

－海外資源等の新規開発と国際的ネットワーク強化で原材料価格上昇などに対応 

3.食品産業

グローバル

化 

課題 10 高付加価値食品産業の基盤構築 

－売上額: 120兆ウォン(2008)→  260 兆ウォン(2020) 

－雇用: 169 万人(2008)→  212 万人(2020) 

－世界的食品企業育成: 売上高 1兆クラブ 13社(2009)→  10兆クラブ 5社(2020) 

課題 11 戦略品目開発を通じた新市場開拓 

－未来有望分野食品・技術開発を通じて世界食品市場を先導 

－醗酵技術応用及び技術集約型素材・食材料など新概念商品開発 

課題 12 韓国料理の世界化及びブランド価値の向上 

－米国人の月当り韓国料理飲食頻度: 8％(現在) → 20％(2020) 

－海外における韓国料理店数: 1 万店(2008)→3万店 (2015)→ 4 万店(2020) 

課題 13 2020年まで農食品輸出 300億ドル達成 

－農食品輸出目標: 48 億ドル(2009)→ 100 億ドル(2012)→ 300 億ドル(2020) 

4.国家食品

システム先

進化 

 

課題 14 (仮称)国家食品委員会設置・運営 

－政府と食品企業が協力する国家システムの構築 

－国家及び国民の新需要の充足 

課題 15 農畜水産物の安全性確保 

－農薬使用量: 12.1kg/ha(2009) → 8 kg/ha(2020) 

※日本：12.7 kg/ha、フランス：3.7 kg/ha 

－ GAP実行率: 3％(2009)→ 15％(2015)→ 40％(2020) 

－ HACCP 実行率: 65％（2009）→90％(2015)→100％(2020) 

課題 16 食糧の安定的供給(食糧安保) 

－「国内生産・備蓄・安定的供給」の適切な調和と官民の効率的な役割分担 

課題 17 健康な食生活支援 

－肥満率: 20.6％(1998) → 31.7％(2007) → 20.0％(2020) 

－国民一人一人の安定的に食品供給と健全な食生活確保 

課題 18 持続可能な食品チェーンの構築及び流通の効率化 

－低炭素型食品供給チェーンの強化と流通・物流システム改善を通じた炭素排出及

び流通費用節減 

5.地域力及

び多元的機

能の極大化 

課題 19 地域発展力の強化 

－農漁村地域開発事業を主導する地域リーダーと組織の育成 

－2020年まで 1 万人の地域リーダー育成 

課題 20 地場産業及び健康関連産業など経済活動の多角化 

－地域の中核的な資源の産業化を図るとともに、農漁村に適した新しい経済活動モ

デルを開発し、普及する 

課題 21 農漁村ならではの資源、生態文化資源を活用して競争力を確保 
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－都市追随型の政策ではなく、農漁村らしさの保全、農山漁村における資源発掘及

び価値創出に力点をおく 

課題 22 基礎生活インフラ及び社会安全網の拡充 

－農漁村における基礎生活サービスの拡充及び福祉サービス提供体系の改善 

－上水道普及率:45.2％(2007) → 75.0％(2014) → 90.0％(2020) 

課題 23 都市の緑色空間拡大 

（資料）農林水産食品部 

 

2） 輸出拡大に向けた方策 
農水産物の輸出振興は、1998 年に策定された「農業・農村発展計画」の時期から開始さ

れている。当時、施策として、①農産物輸出団地の造営、②海外市場開拓支援、③輸出金

融制度等が導入された。現在では、農産物輸出団地は国の支援によるものだけではなく、

地方自治体の支援を受けたものなども数多く存在している。 
2004 年に策定された「農業・農村総合対策」では、輸出振興の対象として食品がクロー

ズアップされているのが特徴で、「ビジョン 2020」もそれを踏襲している。「ビジョン 2020」
では輸出拡大に向けて、各種の目標が掲げられているが、直接的な輸出振興策だけではな

く、産業育成、法制度を含めた輸出のための基盤整備、競争力ある商品づくりのための研

究開発等、広範な支援が掲げられている。 
 
①世界 10 位圏内に入る農食品輸出強国への跳躍 
課題の項でみたように、「ビジョン 2020」では、「農食品輸出を 2009 年の 48 億ドルか

ら、2012 年に 100 億ドル、2020 年に 300 億ドルに拡大する」という目標を掲げている。

この数値は、農業・農村総合対策で掲げられた「2013 年に 50 億ドル」を大きく上回って

いる。目標の実現に向けて、次のような 5 つの個別目標が挙げられている。 
第 1 に、農食品輸出のための総合商社の育成である。年間 5 億ドル以上の輸出が可能な

「総合商社」を 2020 年までに 10 社育成する。第 2 に、零細・小規模輸出業者の組織化・

輸出窓口の一本化である。年間 1000 万ドル以上の輸出が可能な輸出先導組織を 2010 年の

23 社から 2020 年には 50 社に増やす。第 3 に、食品企業の輸出企業化である。現在は内

需中心の食品企業から年間 1,000 万ドル以上を輸出する企業を 100 社育成する。第 4 に、

韓国で開催される国際展示会、Korea Food Expo の地位向上である。同展示会を世界的な

食品展示会としての認知を高め、世界各国の有力バイヤーとの商談の場とする。第 5 に、

韓国料理のグローバルな普及促進である。定期的に韓国料理製品を利用する海外消費者を

2 億人確保する。 
 
②産業育成 
輸出の基盤となる産業育成については 2 つの目標が挙げられている。1 つは中国と日本

をターゲットとする北東アジア水産物ハブの育成である。西南海岸の干潟を親環境養殖漁
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場として開発し、年間 5 億ドル規模の魚介類輸出を実現する。また、35 か所の外海養殖場

を造成し、年間 1 兆ウォン規模の輸出を実現する。物流面では、合計 252 か所の水産物流

通インフラを改善・拡充する。北東アジア水産ハブの育成に関わる 2020 年までの支出総

額は約 4,090 億ウォンであり、そのうち 2,399 億ウォンを国、1,691 億ウォンを地方自治

体が負担する。 
もう 1 つの目標は、国家食品クラスターをアジア・太平洋食品市場ハブとする「国家食

品クラスター」の形成である。2013 年に益山（イクサン）市の食品クラスターが完成し、

2015 年には同クラスターへの企業の入居が完了する。イクサンの食品クラスターは 2020
年には売上高 10 兆ウォン、雇用 10 万人を達成する計画である。食品クラスターの形成は

2 か所を予定しており、所要予算は 2010 年に 33 億ウォン、2015 年に 340 億ウォン、2020
年に 220 ウォンが計画されている。 
 
③輸出基盤及び法制度基盤の整備 
輸出環境の整備としては、以下の 2 点に注力する。1 つは、輸出物流センターや広報セ

ンター等の海外における輸出基盤の拡充であり、2009 年で 49 か所の海外流通網を 2020
年には 500 か所に拡充する。もう 1 つは、食品政策・フードシステムを担当する専門研究

機関の育成である。それとともに、各種農食品の品質管理に関する法律の統合を検討する。 
 
④研究開発の促進 
研究開発の促進では、3 つの目標を掲げている。第 1 に、世界一流の食品製造加工技術

の確保である。研究開発投資の対売上高比率を 2008 年の 0.7％から 2020 年には 3.0％へ

と拡大する。それによって、現在では先進国の 50～60％の水準にある技術レベルを 2020
年には同等のレベルに引き上げる。また、産業界・大学・研究機関による共同研究や技術

移転・商用化を拡大する。 
第 2 に、醗酵技術の活用・発展によって世界食品市場において新需要を創出する。具体

的には、①醗酵食品の健康イメージ強化による海外進出の拡大、②マッコリ、キムチ、コ

チュジャン、塩辛類、天日塩などの高付加価値化、③民間資本の誘導、品質高級化及びプ

レミアム製品の開発促進、④醗酵技術を応用した健康食品の開発強化、⑤発酵原理を利用

した有用菌選抜などの醗酵技術中長期プロジェクトの推進、⑥世界キムチ研究所(2011 年

完工)の「世界醗酵食品研究院」への改組などを実施する。 
第 3 に、食品素材・食材料分野の世界一流国への発展である。高付加価値技術集約型食

品素材の開発、便宜食品(即席・冷凍・HMR)及び非加熱加工技術(急速冷凍・超高圧殺菌)
の開発を強化する。 
 
農水産物の輸出振興は FTA 対策にも盛り込まれている。FTA の締結は市場を開放する

だけではなく、開放されることでもあり、かつ、競争力の向上は輸出促進だけではなく、
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輸入品への抵抗力にもつながるからである。特に、韓国・米国 FTA 対策においては農業の

体質改善に重点が置かれ、新たな成長の原動力として、海外市場開拓支援が行われること

になっている。  
 
(3) 農水産品輸出の現状と今後の見通し 

1） 輸出額の推移 
2010 年の韓国の農水産品（ここでは肉類、魚介類、野菜類、果実類を対象とする）の輸

出額の合計金額は約 17 億ドルである。輸出額の推移をみると、2007 年以降、順調に拡大

しているようにみえる。しかし、農水産品が輸出全体に占めるシェアは 1990 年代後半の

約 1％から 2010 年には 0.4％へと低下しており、輸出の伸びは鈍い。農水産品の構成比で

は魚介類が最大であり、全体の約 80％を占める。農業・農村総合対策が策定された 2004
年から 2010 年の年平均伸び率を比較すると、肉類（12.7％）、魚介類（7.3％）、果実類（6.1％）、

野菜類（4.2％）であるが、肉類は輸出額が極めて小さく、安定的な拡大が期待できる段階

にあるとはいえない。「ビジョン 2020」が認識する 2009 年の農水食品の輸出額 48 億ドル

と比較すると、農水食品輸出に占める農水産品の占める割合は高いとはいえない。 
 

図表 3-3-2 韓国の農水産物輸出の推移 
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（資料）World Trade Atlas（原典は韓国関税統計） 

 
 主要な輸出相手先をみると、肉類を除いて日本は上位に位置しており、特に野菜類では

輸出全体の約 60％を占める。しかし、2004 年～2010 年の間に、韓国の農水産品輸出に占

める日本向けのシェアはいずれの品目でも大きく低下している。 
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図表 3-3-3 農水産物輸出の主要相手先別構成比の変化 

（単位：％、％ポイント）
肉類（HS02） 2004 2010 2010-2004 野菜類（HS07） 2004 2010 2010-2004
ベトナム 0.0 71.0 71.0 日本 91.0 60.9 ▲ 30.1
中国 0.0 12.3 12.3 中国 0.9 5.1 4.2
香港 0.0 9.1 9.1 香港 0.0 7.8 7.8
米国 14.8 3.2 ▲ 11.6 米国 1.2 7.7 6.5

その他 85.2 4.4 ▲ 80.8 その他 6.9 18.5 11.6

合計金額（百万ドル） 14.9 30.5 15.6 合計金額（百万ドル） 101.5 131.0 29.5

魚介類（HS03） 2004 2010 2010-2004 果実類（HS08） 2004 2010 2010-2004
日本 66.0 47.7 ▲ 18.3 台湾 20.7 28.7 8.0
中国 12.8 13.9 1.1 米国 17.9 20.9 3.0
タイ 3.3 7.6 4.3 日本 26.2 10.1 ▲ 16.1
米国 2.6 5.4 2.8 中国 21.1 11.5 ▲ 9.6

その他 15.4 25.4 10.0 その他 14.1 28.8 14.7

合計金額（百万ドル） 913.8 1,395.7 481.9 合計金額（百万ドル） 101.5 144.5 43.0  

（資料）World Trade Atlas（原典は韓国関税統計） 

 

2） 輸出事業の事例－C社 28

C 社は各地の農業協同組合の全国レベルの連合会である農業中央会の 100％出資によっ

て 1990 年に設立された貿易会社である。事業内容は農林畜・水産物品目の輸出入及びこ

れと関連した加工、収穫、製造、販売と政府・農業中央会から委託を受けた貿易業及び付

帯業務である。輸出を開始したのは 1997 年であり、IMF 危機で国内販売が停滞した状況

下で突破口として海外市場を開拓し、組合農家の所得を確保することが目的であった。 

 

1999 年に輸出額は 5,000 万ドルを達成、2009 年の輸出額は 6,084 万ドルである。農業協

同組合の輸出全体の約 35％が当社を通じて輸出されている。  
輸出品目は、野菜、果実類、加工食品、花き、キムチ、高麗人参、畜産物などであり、

輸出量が多いのはパプリカ、バラ、ナスである。約 25 か国に輸出を行っているが、2009
年の農産品の輸出先別構成比は日本 30％、米国 15％、中国・台湾 20％と主要市場の占め

る割合が高い。パプリカの輸出は約 1,000 万ドルで、99％が日本向けである。輸出は現地

で品目別に専門業者を選び、そこを通じて行っている。日本に対する輸出依存度が高いた

めリスク分散をしたいが、香港、台湾などからの引き合い価格は日本に比べると安いため、

日本に販売している。中国は検疫の規制が厳しく、野菜を輸出するために中国政府と農林

水産部が交渉中である。 
農業協同組合の立場としては、輸出を通じた農家所得の拡大を目標としているが、「ビジ

ョン 2020」では輸出振興の重点が生鮮品から加工食品に移っているように見えることに問

題を感じている。生鮮品の輸出が伸びないため、政府は菓子やラーメンなど加工食品メー

カーに支援をして輸出を拡大し、トータルの輸出金額で帳尻を合わせようとしている。そ

のために、輸出をしている中小食品製造業の若手経営者による協議会等をつくり、そこを

                                                   
28 2010 年 12 月 17 日の株式会社クロスインデックス及び同社の韓国における提携先企業によ

る往訪ヒアリングを基に取りまとめた。 
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補助金の受け皿にすることで支援を容易にするなど、加工業に対する支援の円滑化を図っ

ている。また、韓国食文化の海外への普及にも力点が置かれている。食文化が浸透すれば、

食材の輸出も期待できる。しかし、加工品については、必ずしも農業に恩恵がある訳では

ない。例えば、中国から白菜を輸入して海外にキムチを輸出しているような食品企業も補

助金を受けている。これは農民の所得増加にはつながらない。 
これまでの公的支援策として有益だったのは「物流費用支援」である。金融支援や海外

マーケティング費用支援も実現は難しそうであるが、期待している。 
 

3） 今後の見通し 
韓国の農水産品輸出の成功例として、しばしばパプリカの対日輸出が取り上げられてき

た 29

 パプリカのモデルを踏襲するとすれば、日本が一定規模の輸入を行っている品目におい

て既存の輸入相手国のシェアを侵食していくというあり方が、成功率が高いと考えられる。

その場合、競合相手に比べて、コスト的に有利か、安全性で優れる、距離的に近く鮮度上

有利などの質的な差別化が可能でないとシェアの侵食は難しいと思われる。 

。生産技術・設備をオランダから輸入して安定的な品質の商品を生産し、慎重なマー

ケティングによって市場に参入するというモデルである。貿易統計からみると、韓国にと

って農水産品の輸出市場としての日本の魅力は低下しているが、それに代わる規模と自由

度を提供する市場が近隣にはほかにない。C社でも述べていたように、中国のポテンシャ

ルは大きいが、検疫の問題があり、生鮮品の輸出は難しい。 

日本の輸入額が 10 億円を超える野菜・果実及び切花の輸入の現状から韓国にそれなり

の輸出実績がある品目を候補と考えると、生鮮野菜に関する品質アピールによって中国と

差別化する、切花に関してマレーシアと異なる花種に特化する、メロンに関してメキシコ

と異なる価格帯を攻略するなどに可能性があるかもしれないが、将来的な伸びの持続は期

待しにくい。 
「ビジョン 2020」が包括的な農業の強化策であり、輸出振興はその一部を構成するもの

であるように、韓国の農水産物食品の輸出においては、農業・加工業・流通業のリンケー

ジ強化、新市場開拓、研究・開発の促進が重視されている可能性が大きい。 
 

                                                   
29 例えば、柳京熙・姜暻求「補論 パプリカの日本向け輸出の現状」（『韓国園芸産業の発展過

程』2009 年、筑波書房所収） 
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図表 3-3-4 日本における野菜・果実類等の輸入（2009年） 

品目 輸入額（億円） 最大輸入国 最大国シェア 韓国シェア

冷凍野菜 1,049.0 中国 39.8 0.1

切花 283.1 マレーシア 22.3 6.0

オレンジ 93.5 米国 69.7 -

たまねぎ 78.7 中国 38.4 0.9

さくらんぼ 74.0 米国 98.4 -

かぼちゃ 68.9 ニュージーランド 61.5 0.3

アスパラガス 59.8 メキシコ 25.6 0.1

生鮮野菜 58.2 中国 37.8 11.0

ブロッコリー 48.0 米国 99.9 -

メロン 27.9 メキシコ 73.3 6.8

いちご 26.6 米国 85.0 -

にんにく 20.7 中国 97.2 -

ぶどう 16.0 チリ 58.8 -

マンダリン 13.0 米国 74.4 0.1

しいたけ 11.0 中国 100.0 -

（資料）財務省貿易統計2009年より作成
（注）輸入額が10億円以上の品目のみ  

 

おわりに 
 
 本調査は韓国における大型FTAと農業生産者支援制度、食料安全保障政策としての海外

農業投資、農産物輸出拡大計画という 3 つのテーマを扱ってきた。いずれのテーマも日本

の農業が共有する課題であるが、当然のことながら、韓国が採用している施策が直接日本

の参考になる訳ではない。以下では、韓国と日本の相違点を整理しながら、どのような部

分を参考にすべきかを述べたい 30

 まず、韓国と日本の相違点として大きいのは、韓国においては FTA が成長戦略と連動し

ており、その恩恵が農業にも回るということが農業者も含めた国民に広く浸透しているこ

とである。韓国は過去 10 年にわたって 5％近い経済成長を遂げており、税収も順調に伸び

た。その結果、農業に関する予算も一貫して増加している。かつ、1 節でも述べたように

政治の構造が異なることから農業が相対的に政治問題化しにくく、自由化に対する抵抗は

小さい。 

。 

 自由化の進め方という点では、韓国は、進度は遅くても一貫して開放を進めている、コ

メだけは開放の例外としているなど、比較的ぶれのない進め方をしている。コメの例外に

強く拘るのは土地集約性の高いコメの開放を行うには土地問題に触れざるをえず、その部

分は韓国にとっても容易にクリアできないことがわかっているためである。ちなみに、韓

                                                   
30 本調査の実施にあたっては、専門委員による委員会を 3 回にわたって開催し、意見を頂戴し

た。以下の部分は委員によるコメントと議論に多くを負っている。もちろんあり得べき誤りは

すべて調査実施者に帰すものである。 
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国は例外設定に厳しい TPP ではなく、FTA を通じた自由化を推進しているが、既に FTA
が発効または妥結している国・地域が TPP の参加国・地域のかなりの部分をカバーしてい

る。 
また、国内農業保護を自給率と関連づけていないことも自由化に関する議論の拡散を防

いでいる。農業の海外投資の振興の目的に穀物の安定供給を挙げているが、これは必ずし

も国内生産だけが供給源ではないという考え方を示しているともみられる。 
 一方、韓国では日本に比べて農業支援に対する官の関与は広く、深いという特徴がある

が、これは民の弱さの裏返しでもある。日本の農業は、農商工連携によって高い水準の冷

凍技術、包装技術、商品開発力などを他の産業と共有できるという強みを持ち、創意に富

む農業者も多い。韓国とは置かれた環境が異なることを認識しつつ、冷静に方針設定を行

うべきであろう。韓国の最大の強みは、「危機を機会に変える」という姿勢と推進力であり、

その点が現在、日本の農業にも強く求められている。 
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