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１．はじめに１．はじめに

 さらなる成長の実現のため、2003年以来、
積極的に自由貿易協定（以下、FTA）を推進

これまでのFTAの進捗状況（第1表） これまでのFTAの進捗状況（第1表）

 既に、チリ、シンガポール、EFTA、ASEAN、
インド、ペルー等とのFTAが発効

 米国とのFTA：07年4月に交渉妥結。6月に正
式署名。

EUとのFTA：2010年10月に署名 11年7月に EUとのFTA：2010年10月に署名。11年7月に
発効。

 現在全てのTPP交渉参加国に対し、FTA発効
済みか、交渉中（第1表）。

第第11表表 韓国韓国ののFTAFTAの推進状況の推進状況

相手国 1) 　　　現況 交渉開始
交渉妥結
（仮署名）

正式署名
批准案国
会通過
（韓国）

発効

チリ 2004年4月　発効 99/12 02/10 03/2 04/2
(年/月）

シンガポール 2006年3月　発効 04/1 04/11 05/8 05/12
EFTA 2006年9月　発効 05/1 05/7 05/12 06/6
ASEAN（商品分野） 2007年6月　発効 05/2 06/4 06/8 07/4

（サービス分野） 2009年5月　発効 05/2 07/11
              （投資分野） 2009年9月　発効 05/2 09/4 09/6
インド 2010年1月　発効 06/3 09/2 09/8 09/11
EU 2011年7月　発効 07/5 09/10 10/10 11/4
ペルー 2011年8月　発効 09/3 10/11 11/3

署名

米国 2007年6月　正式署名 06/6 07/4 07/6

1)赤字はTPP（環太平洋戦略的経済連携協定、Trans-Pacific Partnership）加盟

国（シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランド）と参加交渉国を示す。
ASEANにおけるTPP加盟国・交渉国は、シンガポール、マレーシア、ベトナム、
ブルネイ。
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相手国 1) 　　　現況 交渉開始
交渉妥結
（仮署名）

正式署名
批准案国
会通過
（韓国）

FTA交渉推進中

カナダ 2008年3月　第13回交渉 05/7
メキシコ 2008年6月　第2回交渉 07/12
GCC 2) 2009年7月　第3回交渉 08/7
豪州 年 月 第 回交渉豪州 2010年5月　第5回交渉 09/5
ニュージーランド 2010年5月　第4回交渉 09/6
コロンビア 2010年10月　第4回交渉 09/12
トルコ 2011年3月　第3回交渉 10/4
日本 2003年12月に第1回交渉。04年11月の第6回交渉後、中断。

11年5月に第2回日韓FTA局長級協議開催。

交渉環境の調整段階（主要なもの）

中国 2010年9月 政府間事前協議第1回会議開催中国 2010年9月　政府間事前協議第1回会議開催

中国・日本 2011年6月　産学官共同研究第5回会議開催

MERCOSUR 3) 2007年10月　共同研究結果発表会

ロシア 2008年7月　経済同伴者協定の共同研究グループ第2回会議

イスラエル 2010年8月　FTA共同研究終了

南アフリカ共和国 2008年12月　民間共同研究開始に合意

ベトナム 2011年3月　共同作業班第3回会議

南米　4) 2011年5月　共同研究終了

１．はじめに１．はじめに 目的目的

本稿では、米国・EUとの
FTAに焦点を当て、交渉FTAに焦点を当て、交渉

妥結までの経過、決定し
た譲許案、国内対策など
について整理分析。
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２．韓国農業の動向２．韓国農業の動向

農家戸数（第2図）

◦ 70年から一貫して減少。09年に70年の半数
以下の119万戸以下の119万戸。

農家人口

◦ 70年代前半に1500万人弱。06年には4分の1
以上減少した312万人。

このような過程で、農村の高齢化も急
速に進行

◦ 第2図：高齢者は、70年（71万人）から09
年（106万人）まで50%増加。

進む高齢化進む高齢化

高齢化率

◦ 若年層が農村から都市に移動した影響で、
急激に上昇急激に上昇。

◦ 70年に4.9%。80年代前半に高齢化社会（高
齢化率が7～14%）。93年には高齢社会（高
齢化率が14～21%）。99年に超高齢社会。

このように韓国農業では高齢化が急激
に進んでおり、その結果として、深刻
な担い手問題に直面。

◦ 担い手問題の解決は、韓国農業の大きな政
策課題。
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第第22図図 韓国の農家の現況韓国の農家の現況
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註:1）高齢者人口は65歳以上の人口。高齢化率は、農家人口で高齢者が占める比率。
注:2）全国の高齢化率は、2007年（9.9%）、08年（10.3%）、09年（10.6%）であった。

３．韓国が３．韓国がFTAFTAを推進する理由を推進する理由

 世界的に地域主義が広がっていく中で、
FTAネットワークの域外国家としての被害FTAネットワ クの域外国家としての被害
を 小化。積極的に地域主義に対応。

 第6図：韓国の貿易依存度は、2000年以
降、60%超。日本と比べかなり大。

 輸出依存度：90年代以降30%以上。近年に
は40%以上は40%以上。

 →主要競争相手国がFTAを推進している状

況で、既存の輸出市場を維持、新たな市場
に進出するため、FTAに全力を傾ける。
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第第66図図 韓国の貿易依存度韓国の貿易依存度1)1)とと
輸輸出依存度出依存度2)2)の推移の推移
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註：3）日本の2008年の値は、輸出依存度が
15.3%、貿易依存度が29.8%。

４．韓米４．韓米FTAFTAへのへの取組取組

（１）妥結内容

◦ 農産物の譲許水準は EUとのFTAと比較◦ 農産物の譲許水準は、EUとのFTAと比較
すると、相対的高い。

◦ しかし衝撃のを 小化するために様々な
例外的取り扱い。

◦ 主要なセンシティブ品目に対し、譲許除
外 現行関税の維持 季節関税の導入外、現行関税の維持、季節関税の導入、
税番の分離、農産物セーフガード
（ASG）などを適用

◦ 関税撤廃期間も15年以上の長期に渡る
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センシティブな品目センシティブな品目ののコメコメ

主要個別品目の譲許内容（第3表）

コメは、いかなる追加的な市場開放条
件なしに譲許対象から除外。

営農形態別農家比率における稲作の高
さからいうと（第7図）、コメの譲許
除外は国内の農業関係団体のFTAに対除外は国内の農業関係団体のFTAに対
する反発を抑えるため。

第第33表表 主要な農産物の譲許内容主要な農産物の譲許内容

品目 ＥＵとのＦＴＡ 米国とのＦＴＡ

コメ 米及び米関連品目（HS16品目） 譲許除外 譲許除外

大豆 食用大豆（487%） 現行関税維持 現行関税維持+TRQ

醤油粕用（487%）を分離 - 即時撤廃

馬鈴薯 食用（304%） 現行関税維持 現行関税維持+TRQ

ポテトチップス用（304%）を分離 - 季節関税

冷凍(27%) 5年 5年

麦 大麦(324%)、裸麦(299.7%) 現行関税維持 15年+ASG+TRQ
麦芽(269%)、ビール麦(513%) 15年+ASG+TRQ 15年+ASG+TRQ

とうもろこ
し

ポップコーン用とうもろこし
(630%)

13年 7年+ASG

種子用とうもろこし(328%) 5年 5年
デンプン 馬鈴薯澱粉(455%) 15年+ASG 15年+ASG

キャッサバ澱粉(455%)、甘薯澱

粉(241 2%)
15年 15年+ASG

粉(241.2%)

変性澱粉(385.7%) 12年+ASG+TRQ 12年+ASG+TRQ
牛肉 生鮮、冷蔵、冷凍牛肉(40%) 15年+ASG 15年+ASG

（生きている）肉牛(40%)、食用

くず肉(18%)、牛肉加工品(72%)
15年 15年

豚肉 冷凍三枚肉(25%) 10年 2014.1.1
冷蔵三枚肉、冷蔵その他(22.5%) 10年+ASG 10年+ASG
豚足(18%)、密閉加工品(30%) 6年 2014.1.1

鶏肉 冷凍むね肉、冷凍手羽(20%) 13年 12年

切断しない鶏(18-20%) 12年 12年
冷蔵肉(18%)、鶏肉加工品(30%) 10年 10年
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第第33表表
続き続き
（（ ））

脱脂・全脂粉乳(176%)、練乳

（36%)
現行関税維持+TRQ 現行関税維持+TRQ

混合粉乳(36%)、発酵乳(36%) 10年 10年

調整粉乳(36-40%) 10年+TRQ 10年+TRQ

チーズ
フレッシュ、加工、その他チー
ズ(36%)

15年+TRQ 15年+TRQ

チェダーチーズ（36%) 10年+TRQ 10年+TRQ
バター バター(89%) 10年+TRQ 10年+TRQ

蜜 然 蜜

粉乳、練
乳、発酵乳

（（22）） 蜂蜜 天然蜂蜜(243%) 現行関税維持+TRQ 現行関税維持+TRQ

人造蜂蜜(243%)、ローヤルゼ

リー（8%)、蜂蜜調整品（8%)
10年 10年

飼料 補助飼料(50.6%) 12年+TRQ 12年+TRQ
飼料用とうもろこし(328%) 5年 即時撤廃

温州みかん(144%) 現行関税維持 15年
マンダリン、タンゼリン(144%) 15年 15年

オレンジ(50%) 季節関税+TRQ 季節関税+TRQ
リンゴ(45%) 富士20年(その他品種

10年) ASG
富士20年(その他品種

10年) ASG

柑橘類、オ
レンジ

リンゴ、な
し ぶどう 10年)+ASG 10年)+ASG

なし(45%) 東洋ナシ20年(その他

品種10年）

東洋ナシ20年(その他

品種10年）

ぶどう(45%) 季節関税 季節関税

唐辛子 生鮮、冷蔵、乾燥唐辛子(270%) 現行関税維持 15年+ASG
冷凍唐辛子(27%) 15年 15年

ニンニク
生鮮、冷蔵、一時貯蔵、乾燥ニ
ンニク(360%)

現行関税維持 15年+ASG

冷凍ニンニク(27%) 15年 15年
調製保存処理ニンニク（30%) 10年 10年

し、ぶどう

第第33表表 続き（続き（33））

タマネギ
生鮮、冷蔵、乾燥タマネギ
（135%)

現行関税維持 15年+ASG

冷凍タマネギ(27%) 12年 12年
調製保存処理タ ネギ（30%) 5年 10年調製保存処理タマネギ（30%) 5年 10年

ゴマ(630%) 18年 15年+ASG
ゴマ油(630%) 18年 15年+ASG

砂糖 原糖(3%) 即時撤廃 即時撤廃

白砂糖(40%) 16年+ASG 16年+ASG
着色・着香された砂糖(40%) 現状維持 16年
水参、紅参、白参など根参類7
つの税番（222.8-754.3%)

現状維持 18年+ASG+TRQ

その他の高麗人参加工品等 10-15年＋ASG 10-15年＋ASG

ゴマ、ゴマ
油

高麗人参類

酒類 ぶどう酒(15%) 即時撤廃 即時撤廃

ビール（30%) 7年 7年
スコッチウィスキー(20%) 3年 5年
ウォッカ(20%) 5年 5年

茶類 コーヒー(生豆)(2%) 即時撤廃 即時撤廃

紅茶(40%) 即時撤廃 5年
緑茶(513.6%) 18年 15年＋ASG

麺類 ラーメン(8%)、パスタ（8%) 即時撤廃 即時撤廃
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第第77図図 全農家に占める営農形態全農家に占める営農形態
別農家の割合別農家の割合 （（%%））
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（３）韓米（３）韓米FTAFTAを受けての韓国のを受けての韓国の
国内農業対策国内農業対策
 １）投融資計画

◦ 韓国農林部は 07年に国内農業対策案を発表。韓国農林部は、07年に国内農業対策案を発表。
10年間20.4兆ウォンの投融資を骨子とした補完
対策を公表。→第10図
◦ 20.4兆ウォンの投融資は、

◦ 図の（A）：既存の119兆ウォン投融資計画にあ
る7兆ウォンに、

◦ B：実績不振の他事業からの振替分3.1兆ウォン

◦ C：新たな増額分2兆ウォン、

◦ D：計画後の14～17年分8.3兆ウォン

◦ 以上を計上
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第第1010図図 FTAFTA対策事業と対策事業と119119兆ウォン投融資調整との兆ウォン投融資調整との
関係関係

20.4兆ウォン韓米ＦＴＡ対策 1)

1.9兆ウォン(04～07の
(C)2兆ウォン

韓チリ対策・1．2兆ウォン

農
業
・
農
村
発
展

(A)7兆ウォン

(B)3.1兆ウォン

119兆ウォン投融資計画(119.3
兆ウォンから123.3兆ウォンに

兆
超過分)

(C)2兆ウォン
(D)8.3
兆ウォ
ン（14
～17
年）

~2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 20
年

計
画

兆ウォ ら 兆ウォ に
3.9兆ウォン増額)

重複部分   

2兆ウォン　韓国EUFTA対策 2)　

重点的に推進する重点的に推進する国内対策国内対策

 重点的推進事業を61選定し、資金配分
 →（第5表）
短期的な輸入被害補填 短期的な輸入被害補填
◦ 所得補填直接支払い：7000億ウォン
◦ 廃業支援：5000億ウォン

 農業体質改善
◦ オーダーメード型農政：8.9兆ウォン
 i）経営移譲直接支払制やii）農地年金制度

◦ 新しい成長エンジン：3.3兆ウォン

 品目別競争力向上
◦ 畜産4.7兆ウォン、園芸2.3兆ウォン、食糧200
億ウォン
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第第55表表 20.420.4兆ウォン韓米兆ウォン韓米FTAFTA
対策対策1)1)の財政支援計画（の財政支援計画（20082008～～
1717年）年） （単位：億ウォン）（単位：億ウォン）

合計 財政支援 農協資金

短期的被害補填 12200 12200 0
農業の体質改善 121459 99799 21660

品目別競争力強化 69968 69968 0

投融資
事業内容

合計 203627 181967 21660

（（ii）所得補填直接支払い）所得補填直接支払い

輸入急増の被害に対し、所得補填直払制
を協定発効後の7年間実施を協定発効後の7年間実施。

チリとのFTAでは、キウイとハウスぶど
うが補填対象。米国とのFTAでは事前に

品目を決定せず、輸入増加で被害を受け
たものに。

現行粗収益が基準値以下になった場合、
下落分の一定部分を補填。→第11図
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第第1111図図 輸入被害に対する補填措置輸入被害に対する補填措置

過去5年間の 高値と 低値を除く平
均粗収入を均粗収入をπ

 πの80%を基準値（π1）

輸入増加に起因して、現行粗収益がπA
（≥π1）になると、基準値π1よりも大き
いため補填されない。いため補填されない。

輸入が急増し粗収入がπB（≤π1）となっ
た場合、π1とπBの差額の85%を補填

第第1111図図 輸入被害に対する補填措置輸入被害に対する補填措置

平均粗収入(π)：最高、最低を除く過去5年の平均値

現行粗収入(πA）

基準値(π1= 0.8π)

(π1 - πB)×0.85

を補填

補填なし

現行粗収入(πB）
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（（iiii）廃業支援）廃業支援

 韓米FTA履行で農業継続が困難な農家に、
発効後の5年間、支援

 対象は、輸入増加による被害品目。

 支援金額

◦ 廃業の場合、廃業面積＊単位当たり純収益
（粗収益―生産費）＊3年分

◦ 譲渡した場合、譲渡面積＊単位当たり純収益譲渡した場合、譲渡面積＊単位当たり純収益
（粗収益―生産費）＊1年分。

 韓チリFTAでの実績値：2004～08年に総額
2377億ウォン(16860農家、5812ha)支援

３）農業の根本的な体質改善３）農業の根本的な体質改善

 農業の体質を強化するため、農家登録制を
実施し、主業農に政策支援を集中。
◦ 主業農を中心に所得安定直接支払制度による所
得・経営安定を企図。一定年齢未満で一定規模
以上の主業農に対し、所得支援。

◦ 当該年度の農業所得が基準所得より低くなった
場合、その格差の一部を補填。

 高齢農家の退出を促し 新たな担い手を確 高齢農家の退出を促し、新たな担い手を確
保する計画。
◦ この一環として、引退を促すため経営移譲直払
制や農地年金支援制度を導入。
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（（ii）経営移譲直接支払制）経営移譲直接支払制

 農業経営を移譲する高齢引退農家に補助金
を支給して所得を安定

農 農規模 援 専業農の営農規模拡大支援を通じて専業中
心の営農規模拡大を促進 →第7表

 事業対象者は、65～70歳の農業者で、支給
対象選定申請日直前まで10年以上継続して
農業をしている必要。

 対象地域は、振興地域では、田、畑、果樹対象地域は、振興地域では、田、畑、果樹
園、振興地域以外でも、耕地整理がなされ
ている田、畑、果樹園が含まれる。

 支給単価は、1ha当たり25万ウォン/月で、
支給上限面積は2ha

第第77表表 高齢農家に対する経営高齢農家に対する経営
移譲制度移譲制度

改善前 現行

対象地域 振興地域の田
振興地域、あるいは振興地域外
でも耕地整理がなされた、田、
畑、果樹園

条件 農地売渡 売渡・引退し賃貸
申し込み年齢 63~69歳 65~70歳

支給期間 70歳まで（最長 8年） 75歳まで（最長 10年）

支給金額
（売渡）月 万ウ （売渡）月 万ウ

支給上限2ha
（売渡）月 24.1万ウォン/ha （売渡）月 25万ウォン/ha
（賃貸） 297.7万ウォン/haを1回 （引退し賃貸）月 25万ウォン/ha

 施行期間 97年～2013年 FTA発効後5年間だが、評価後、

必要時延長
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（（iiii）農地年金制度）農地年金制度 背景背景

第2図：09年の農家高齢化率は34.2%で、
全国の高齢化率（10 6%）と比べ 格段全国の高齢化率（10.6%）と比べ、格段
に高い。

経営主の年齢が65歳以上の農家（59.4万
戸）のうち年金未受給農家は27.2万戸で
45.7%に

これを解決するため、11年から
農地担保老後年金支援を実施。

（（iiii）農地年金制度）農地年金制度

 65歳以上の高齢農家に対し、所有する
農地を担保として 毎月年金を支給農地を担保として、毎月年金を支給

◦ 老後の生活資金が不足する高齢農業家の生
活を安定させ、農村社会のソーシャルセー
フティーネットを拡充、維持

◦ 同時に、農地資産の流動化を促進。
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４）農村活性化の支援と品目別４）農村活性化の支援と品目別
の競争力強化の競争力強化
畜産、園芸、穀物・林産といった主要
品目別に 比較優位を獲得しようとす品目別に、比較優位を獲得しようとす
る政策を準備。

生産・加工・流通段階の脆弱な部分を
補完して効率性を向上

優秀ブランド育成による品質の高級
化、差別化を推進。

◦ その一つとして、親環境農産物

親環境農産物（１）親環境農産物（１）

 親環境農産物の比重を高めるため、二つ直接支払
い制度を実施
◦ 親環境農業直接支払制度、
◦ 親環境安全畜産物直接支払制度

 環境保全型農業に取り組む農家に対し、支援
◦ 初期に被る所得減少への補填、

◦ 環境農業がもたらす環境保全機能などの公益維持への
対価

 なおコメはＦＴＡで例外品目となっているため、 なおコメはＦＴＡで例外品目となっているため、
国内対策では扱われていないことに注意。但し、
廉価な代替財（小麦など）の輸入によって、間接
的な影響を受ける可能性はある。
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親環境農業直接支払い親環境農業直接支払い

支援限度は0.1～5.0ha。支払単価（1ha
当たり）は 時期 田と畑によって異当たり）は、時期、田と畑によって異
なる。

 2006年から、田と畑の支援体系を統合
し、畑は2003～2005年と同一の単価
に。

有機農：79.4万ウォン/ha
無農薬：67.4万ウォン/ha
低農薬：52.4万ウォン/ha

補論補論 第第77表表
親環境農業直接支払単価親環境農業直接支払単価 （単（単
位：万ウォン位：万ウォン/ha/ha））

期間 区分 有機 無農薬 低農薬

2003～04 田 77 65 50
2005 田 87 75 60

2006～08 田 109.2 100.7 91.7

2003～08 畑 79.4 67.4 52.4
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親環境安全畜産物直接支払親環境安全畜産物直接支払

 親環境畜産物認証は，「有機畜産物」と
「無抗生剤畜産物」の二つに区分
「有機畜産物」は 有機畜産物認証基準にあうよ◦ 「有機畜産物」は，有機畜産物認証基準にあうよ
うに栽培，生産された有機飼料を与えつつ，認証
基準を順守してつくられた畜産物

◦ 「無抗生剤畜産物」は，抗生，抗菌剤などが添加
されない一般飼料を給餌しつつ，認証基準を満た
して生産された畜産物

 支給単価（2009年）：韓牛は，有機畜産：
170 000ウォン/頭 無抗生剤畜産：65000ウォ170,000ウォン/頭，無抗生剤畜産：65000ウォ
ン/頭，肉牛の場合，韓牛の50%を減額して支
給。

 支援限度額は，農家当たり年間2,000万ウォン
 3年間のみ支給され，不連続の場合は合計3回

５．韓５．韓EU FTAEU FTAへのへの取組取組
 07年5月にソウルで交渉を開始した韓EU・FTAは、8
回の交渉を経て、10年10月に正式署名、11年7月に
発効。主要な品目の譲許内容は第3表の通り。

米 様 譲許除外 コメは、米国とのFTA同様に、譲許除外品目。

 唐辛子、ニンニク、タマネギなどは現行関税維
持。

 被害が甚大とされる畜産、果樹は？
 温州みかん：関税の現状維持
 オレンジ：季節関税を設定、しかしTRQ

ハウスみかんや済州島ミカンの被害が想定◦ ハウスみかんや済州島ミカンの被害が想定。

 ブドウ：季節関税を17年で撤廃。
 畜産：牛肉が15年、鶏肉が13年、豚肉が10年で関
税撤廃
◦ ブドウや畜産は、撤廃までの期間が長い。構造を改革す
るための時間を得たといえる。
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譲許水準譲許水準の比較の比較

 譲許水準を韓米FTAと比べると（第9譲許水準を韓米FTAと比 ると（第9
表）

 即時撤廃の比率が韓米よりも大
 センシティブ品目は、関税の現状維
持を韓米FTAよりも多

 韓米ＦＴＡと比べると、農業部門に
とっては有利な条件で妥結とっては有利な条件で妥結。

第第９９表表 EUEU、米国との、米国とのFTAFTAにおにお
ける農産物の譲許水準ける農産物の譲許水準

品目数(%) 輸入額(%) 品目数(%) 輸入額(%)
即時撤廃 42.1 19.5 38.1 55.2

2-3年で撤廃 1.2 17.9 0.4 0.2
5年で撤廃 19.2 27.9 20.7 11.6
6-7年で撤廃 3.3 4.1 4.3 4.4
10年で撤廃 19.9 21.9 23.3 4.7

10年超過 11.5 8.5 12.1 23

譲許類型
韓EUFTA 韓米FTA

38

譲許除外/現状維持 2.8 0.2 1.1 0.9

合計 100 100 100 100

資料：『韓EUFTA詳細説明資料』2009年、関係部署合同
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（３）国内対策（３）国内対策

 EUからの農産物の輸入増大で、畜産
や果樹での打撃が懸念や果樹での打撃が懸念。

 10年11月に、国内対策を発表。

これまでのFTA国内対策に畜産の競争
力向上対策が加えられた内容。

 2011～20年の10年間に既存事業に追加年の 年間に既存事業に追加
して、補助金6000億ウォン、融資1.4
兆ウォン、合計2兆ウォンを投入→第
10図

まとめまとめ FTAFTAによる農業再生による農業再生

 FTAで農業部門の資源配分を改善
廃業支援 経営移譲直払制 農地年金な◦ 廃業支援・経営移譲直払制・農地年金な
どで、非効率農家・高齢農家の生活をサ
ポートしつつ（セーフティーネットの拡
充）、退出を促進

◦ 非効率な農家数が縮小する過程で、農地
銀行を利用した賃貸借などと通じて、土
地を含む生産要素を主業農に集積

競争力強化政策とも平行して、構造
改革を推進

40
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まとめ２まとめ２ 食料安全保障食料安全保障

 FTAで農業部門の生産性を向上させ食
料自給率を改善させることを優先料自給率を改善させることを優先

自給率向上の費用便益を考慮しつつ、

◦ 食料を備蓄すること

◦ 米国やEUと友好関係を構築し安定した食
料供給源を確保することで対処料供給源を確保する 対処

今後の課題今後の課題

 本稿では国内対策を整理。
◦ 実際の効果等には触れなかった。

 国内対策の根底
◦ 貿易の自由化を通じた農業の再生

 基本的な経済学による処方箋に従った韓国に
とって、FTAが薬となるか毒となるか、今後
の農業の推移を見守っていく必要。

 特に コメは譲許除外であるため 他の部門 特に、コメは譲許除外であるため、他の部門
からコメ部門へ資源が移動する可能性

◦ 効率性の基準でみて、構造改善政策がどの程度
成功するのかを調べることは、今後の重要な研
究課題。


