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|| シンポジウム論文01 〔農業経営研究第51巻第4号， 2014J 

韓国における家族経営の変容と展望

李

序

本稿では，韓国の家族農業経営の変容を捉えよ

うとしている。この課題へのアプローチに当って，

先行研究のレピューを行ったが，概ね三つのパ

ターンに区分することができる。一つ目 (1960年

代)は，農業基本法が標祷する協業化の方向を

探った研究である (1)-(3)。二つ目 (1970-80年

代)は，農家の階層分化に注目し農業の構造変化

を捉えた，いわゆる農民層分解論である注1)。三

つ目 (1990年代以降)は，家族農業経営の危機の

実態を確認しそれを補完もしくは代替しうる新

しい経営体を見いだそうとする研究である (5)-

(7)注2)。いずれも農業構造改革という政策サイ

ドのニーズに応じた研究や家族経営の外形的変化

に注目した研究がほとんどを占めている。これら

の研究は，日本の関連研究の問題意識，研究の視

点，帰着する結論において共通している点が少な

くない。

ところが，韓国の経済成長の過程，家族制度，

農村社会の構造から家族経営の特質を捉えると，

日本とは似て非なる，韓国固有の家族農業経営の

存在が浮かび、上がってくる。そこで，家族経営の

変容実態や経営構造を探る前に，韓国における家

族経営の特質を整理した。

従来の(農業の)企業形態論(8)において家族

経営は，雇用労働力を持たない理由から(資本主

義的)企業ではなく，所有と経営が未分離状態の
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「企業以前(9)p.68Jの経営形態という扱いをされ

ている。このような企業形態論を韓国の農家に適

用すれば，後にみる雇用労働力や農業機械を持た

ない大規模農家については，家族経営の後進性ば

かりが目立っきらいがあることを否めない。韓国

の農家を捉えるにあたって，企業形態論が抱える

大きなジレンマである。

こうした理由から，本研究においては， I企業

の経済学」が用いる企業の定義やその分析枠組み

を韓国の家族農業経営に適用してみた。そこでは，

購入した財やサービスを 一定の技術をもって変

換をしそれを市場で販売する経済主体であれば，

いずれも「企業Jとみなされる (10)p.2， (1l)p.2。但し，

企業の定義には， I人々の組織」としての「一つ

の管理組織の下で」という条件が付されているこ

とから，経営主のみで行われる家族経営が企業と

いえるかは判断しかねる。ともあれ，このような

企業の定義に基づけば，農業を営む経営体は.I生
産要素の所有と経営・支配の構造的関係(12)p.40J 
を問わず，単なる企業であることに変わりはない。

また，家族経営を捉える視点についても，家族経

営がとる「企業としての行動」とりわけ，企業自

らが，取引コストやリスクを意識した上で，市場

との聞に選択する取引のメカニズム(市場・企

業・中間的市場)が観察の対象となる (ll)p.lOl。

こうしてみれば，韓国では，農地の賃貸借や農

作業受委託に，地縁性に基づく集落営農，受託組

織などが関与するケースは稀であり，個別相対に

よる取引がベースとなっている。雇用労働力につ

いても，内部労働市場(10)p.l33が目指されている

ケースは余り見られず，どちらかといえば，市場
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から必要に応じて繰り返し購入する傾向が強

し、[13)。

注1)同期間における農民層分解論については，李

[4)の参考文献に網羅されている。

注2)(7)については，第2章(金聖美「韓国農業

の展開論理Jpp.l10-156)が該当する。

I 韓国における家族農業経営の
特質

家族農業経営を論ずるに当つては， ["農業・農

村を取り巻く経済構造や政策体系[7)，p.l3 Jととも

に， ["家族内部の歴史的・風土的な構造[l4)p.l7J 

としての家族制度の違いにも注意を払う必要があ

る。このような視点から韓国の家族経営の持つ特

質たるものを整理した。

1 特徴を規定する諸要因

(1) 階層分化のメカニズム

韓国における農家の階層分化については，農家

聞の生産力格差より， ["農村労働力の変化に対す

る農家の対応形式[7)p.l39Jが階層分化の主たる要

因であるという主張が説得力を増してきた。

1970年代を通して，モスムという住込み年雇を

はじめ，作業適期のずれを利用し産地を移動する

出稼ぎ労働者，雇只(隊)という農作業請負組織

が普遍的に見られ，これを活用した，農家の経営

面積規模拡大が比較的に容易であったとい

う[15)[16)。ところが，農村地域は，工業化の進展

に伴う農外部門への労働力の流出を余儀なくさ

れ， 1980年代には農家への労働力の供給源を失っ

た。それにより雇用を基盤とする一部の大規模農

家が，次第に経営規模を縮小する傾向が見られた。

その後，農業労働力を農業機械が代替していく中

で，農業機械の導入に積極的な農家が経営規模の

拡大を図る傾向が強まり， 1980年半ば頃から再び

階層分化が動き出す契機となった，というのが共

通した見解である [4)。

(2) 産業政策と農村労働力流出のパターン

韓国の農村人口の流出については， ["世帯離村」

もしくは「挙家離村型[17)Jという特殊なパター

ンを示しており， ["在宅兼業型J，["手稼ぎ型」と

いった日本のそれと大きく異なっている。

それには， ["拠点開発方式」と称される工業立

地政策[18)p.80が関係しており，工業立地政策の対

象から外れた農村地域には，在宅兼業機会が乏し

いために，農村人口の都市部への移動が世帯ごと

離村する形で進んだことが，農家数と農業就業人

口の同時減少につながった。そこで，農地の所有

権を持ったまま離村する農家が増加するにつれ，

次第に貸付地の発生が目立つようになる。これに

対して，農業という収入源しか持たない，残され

た「生計維持を目的とする [6)p.84J専業農家は，

離農・離村農家が手放した農地を借地として確保

することが，限られた収入拡大の手段であった。

このような，韓国に特殊な「拠点開発方式」の経

済開発やそれがもたらした労働力の流出パターン

(挙村離村)が，大量の不在村地主の存在ととも

に，高い借地農家割合といった結果を生み出し

た。

(3) rいえJと「むらJの関係

韓国には，日本の「むらjに匹敵する「マウル」

という村落共同体があり，これを日本の「むら」

と比較した研究成果が少なくない。そこには，韓

国では， ["血縁的関係がコミュニティ形成の最も

基礎的な要因[19)p.21Jとなっており，地縁性に基

づく「むら」というフォーマルな運営組織は存在

せず[20)p.73 属人集団としての性格を有している

ために，人・世帯の地域間移動(転入・転出)は

比較的に自由である [21)p.213という特徴が上げられ

ている。それ故に， ["むら」が農家の組織的な活

動に関与する余地は少ないといえる。

例えば，韓国の農村部には，農繁期に地域の農

家が出役し共同で作業を行う.1デユレJ.Iプアシ」
といった共同作業組織があった。これらは，農家

にとって，家族労働力に完結しない営農活動を補

う重要な選択肢ではあるが，必ずしも(少なくと

も戦後においては)参加や利用が(半ば)義務も

しくは(半ば)強制されるものではなかったとい



う[16)，[22)。また， 1980年代以降は，農業機械の

共同利用組織[23) 農作業受託組織[24)といった営

農組織の存在が確認できるものの，集落農家のほ

ぼ全戸が関わりをもっ組織などはないに等しく，

単なる属人的機能集団[7)p，15であるといってよ

U、。
一方，加藤〔初)，p.61は，韓国には， 日本のような

「むら」における「いえ」の格式的なものとして

「経営規模の階層性Jが存在しないことを指摘し

ている。誰でもその意志があれば，農地の借地を

容易に確保できることから判断している。このこ

とを，農業への参入障壁に関連づけていえば，農

業に新規参入を図るにあたって， Iむら」のしき

たりや「家格」が関与する余地はなく，これと

いった制限がないまま，誰でもの借地の確保が可

能であるということを意味する。

(4) 家族制度

日本では， I家族の連綿たる継承性の中に経営

の継承が含まれ[25)p.l4Jており， I農地相続問題

=経営継承問題〔お)p.62Jという共通の認識がある。

また，日本の農家色欧米の一世代限りの属人主

義的なファミリー・ファームと区分して， I直系

家族制度の下で，家産のあととり問題に悩む属地

主義的な農家[l4)p.l7Jと特徴づけている。

これに対して，韓国の家族制度においては，

古くから家産とりわけ農地を， I長子優待不均

等[27)p.21OJとはいえ，子息に分配する相続慣習を

維持しており，家の継承に家産と家業をセットし

た一括継承が含まれるケースは珍しい。家(系)

の継承は，血縁の原理に充実した直系家族とりわ

け長男を後継者とした上で¥家の代表権，家督権，

祭市E権のみを対象に行われてきたが，なかんずく

祭杷権の継承は家系の継承の象徴でもある [19)p.21。

このような家族制度を前提とすれば，韓国の家族

農業経営は「一世代限り」の欧米の家族経営に近

く，経営の継承は相続を受けた人の選択に委ねら

れているといってよい。また，相続を受けた農地

の活用に，これといった制約はなく，相続を受け

た人にその処分権が帰属する。
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2 家族経営と租税制度

日本では，全国一律のみかん作所得標準による

均一課税 (1957年)の適用に抵抗し，税負担の軽

減を図った農家が，有限会社を設立したことを契

機に，やがては農業法人の農地権利取得を農地法，

農経法の一部改正 (1962年)により認めるといっ

た一連のプロセスをもって農業法人制度が誕生

した〔刻印3-5。今日において，法人化へのインセ

ンテイブとしての節税効果の作用は弱まったとは

いえ，税務対策に敏感な農家の一面をみる重要な

出来事である。

韓国[29)p.22では， 2009年以降に農業所得税が廃

止となった。それ以前からも農家が作物栽培に

よって得る所得に対して徴税する税金はないに等

しかった。そのほかにも，自営農地に対する譲渡

所得税，農地および農業機械および関連施設の取

得税，付加価値税などにおいて，軒並み50%以上

の減免措置を受けている。また，農業法人につい

ても農家同様の税制の優遇措置が与えられてい

る。このように，所得税に対する納税義務を持た

ない農家には，申告納税額の基礎となる記録，そ

してその記録のルールたる会計処理が不要で、あ

る。このことは，農業経営にとって，計数的管理

による経営の合理化とともに，経営管理の高度化

に応じた企業的経営への移行[30)を妨げる重大な

要因であることを否めない。まして，現行の税制

の下では，節税効果や経営の合理化を目指した，

企業形態の転換とりわけ農業法人の設立などは期

待しにくい。

E 家族経営にみる変容実態

1 農家にみる外形的変化

(1) 農家数および農業就業人口

統計にみる韓国の農家数と農家人口は， 1965年

から2010年にかけて専ら減少の一途を辿ってきた

(第 l表)01980年代の半ばまでは， I挙家離村」

による農家数・農家人口の同時減少が注目された

ものの，その後においては農家人口の減少スピー

ドが農家数の減少を上回っていることから，世帯
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第1表韓国の農家にみる変化

I~.. ••••• 農家 l戸当たり
1 一一一一一一一1 農業 |専業 |借地 ト

年度 l農家数 i過去5年 l農家 i過去5年 l就業 |農家 | 面 積 | 経 営 ( 農 業 i農業
| 人口 : ~::.'~:: ..~~~ I ~~ I ム|耕地!従事!就業

;間増減率 I ，，~ :問増減率| 人口 |割合| 割ロ | 
I : '"r~"~~ I I --- I --- I面積 l者数 l人口

単位 I (千戸) : (%) I (千人) : (%) I (千人)I (%) I (%) I (h心 : (人) (人)

1951 I 2.184 :一|ー;ー| ー 89.2I 8.1 I 0.90 : - : 

1960 I 2，329 : 6.6 I 14，242 : 11.0 I - I 90.7 I 13.5 I 0.86 : - : 
1965 I 2，507 : 7.6 I 15，812 :ム8.8I 4，538 I 90.8 I 16.4 I 0.90 : 3.2 : 1.8 
1970 I 2，443 :ム2βI 14，422 :ム8.2I 4，756 I 67.7 I 17βI 0.93: 2.9 : 1.9 

1975 I 2，285 : 66.5 I 13，244 :ム18.2I 5，041 I 80β13.7 I 0.94 : 2.9 : 2.2 

1980 I 2.155 :ム5.7I 10，827 :ム21.3I 4，429 I 76.2 I 21.3 I 1.02 : 2.5 : 2.1 
1985 I 1，926 :ム10.6I 8，521 :ム21.8I 3，554 I 78.8 I 30.5 I 1.11 : 2.5 : 1.8 

1990 I 1，767 :ム8.3I 6，661 :ム31.2I 3，152 I 59.6 I 37.4 I 1.19 : 2.2 : 1.8 
1995 I 1，501 :ム15.1I 4，581 : 612.0 I 2，289 I 56.6 I 42.2 I 1.32 : 2.1 : 1.5 

2000 I 1.383 : ム7.9I 4，031 :ム14.8I 2，162 I 65.2 I 43.6 I 1.37 : 2.2 : 1.6 
2005 I 1.273 : ム且oI 3.434 : ム10.8I 1，747 I 62.5 I 39.1 I 1.43 : 2.3 : 1.4 
2010 I 1，177 : ム7.5I 3，063 :ム10.8I 1.566 I 53.3 I 47.9 I 1.47 : 2.2 : 1.3 

資料。「農林水産主要統計」および「農家経済調査」各年度。

員のみの離村のパターンが強まっていることが見

てとれる [6)[17)。なお， 2000年以降は，農家数・

農家人口の両者とも，それまでの急減から漸減へ

と収束している。

(2) 世帯規模と家族労働力

農家経済調査によれば， 1965年当時には農家 l

戸当りの世帯員数は6.31人であったが， 2010年に

は2.61人へと減少している(第 l表)。とりわけ，

2010年の農家の平均世帯員数 (2，6人)は都市部

の世帯員数 (2，9人)を下回っているほか，独身

世帯 (10.3%) や夫婦 l世帯 (24.4%)の占める

シェアは，都市部の世帯のそれ (23.1%， 13.3%) 

を上回っている [31)p.l12。この農村世帯の核家族化

に加え，農家人口の高齢化率は， 1990年の11.5%

から2010年の32，0%へと高まった。

農家 1戸当りの農業従事者は，未だ2人以上と

なっているものの，農家1戸当りの就業人口数は，

1985年には既に 2人を下回っている。さらに，農

家の農業経営主の高齢化は著しい。 2010年農業セ

ンサスによれば，経営主を60歳以上とする農家は

全体の60.8%を占めている。

(3) 農家の経営規模

農家 l戸当りの経営耕地面積は， 1980年以降に

1 haを超え， 2010年には1.47haに達した。借地

面積率は， 1985年にすでに30%を示しており，そ

の後においても拡大し続け， 2010年 (47.9%) に

は50%に肉薄している。このような高い借地面積

率は，経営耕地面積 3ha以上の農家数割合を，

1960年の0.3%から2010年の8.3%へと引き上げた。

とはいえ，現在 (2010) においても， 1 ha未満

層に農家の65.2%が堆積しており，経営耕地面積

50a未満を有する農家数割合は40.6%である。と

ころが， 1990年までに約30% を占めていた 1~2

ha層は， 2010年には19.7%へと確実に低下して

いることから， i1.5haを分岐点とする両極分

解[31)p.189Jが確実に進んでいるという。但し，

2010年の経営面積 5ha以上農家数シェアは3.4%

(39，590戸)， 10ha以上のそれは， 0.8% (9，385戸)

に留まっていることから 大規模経営たる農家は

まだ点的な存在であることが推測できょう(第3

表)。

一方，鄭と金は，センサス個票を用いた分析を

通して，農家の経営規模と農業機械の保有状況は，

経営主の年齢，世帯員数と強い相闘があることを

確認し依然として家族周期が農家の経営規模を

規定していることを実証している [6)[31)。

(4) 農家類型別の変化

韓国の専業農家率は1980年代までに80%前後を

維持してきた。ところが，未だ専業農家率は

53，3% (2010) と，先進国の中では相対的に高い

とはいえ，同割合が1990年以降は徐々に低下して

いることに鑑み，農家の兼業化が着実に進んでい

るといってよかろう(第 1表)。



さて，農家の経営形態にも大きな変化があった。

米を主食とする韓国は，稲作を主位作とする農家

が圧倒的に高いシェアを占めていた。例えば，

1990年では，農産物販売額のうち米販売額が最も

高い農家数割合が69.7%である(第 2表)。とこ

ろが，同割合は， 20年経った現在 (2010年)に

44.4%へと急速に低下している。稲作を主位作と

する農家数は， 1990年の123万2，000戸から2010年

の52万3，000戸へと半分以上が減少した。これに

対して， 2010年において，果樹 (170万戸)や野

菜 (224万戸)を主位作とする園芸農家数の割合

は33.5%を占め，稲作を主位とする農家数割合を

上回る勢いである。ちなみに，第3表によれば，

農家の50.3%(2010年)が水田と畑を同時に保有

しており，水田経営のみに特化している農家は僅

か17.1%である。とりわけ，経営規模が大きくな

るにつれ，次第に田畑複合経営のシェアが高まっ

ている。このように，韓国の農家については，米

に傾斜した経営構造からの脱却が急速に進んで、い

る。

一方，野菜と畜産については， 1990年から1995

年にかけて，前者は75万戸，後者は67万戸の急激

な増加を示していることが注目に値する。農漁村

発展特別措置法 (1990年)に端を発した，施設園

芸や畜産なと守の集約部門への誘導を図った構造政

策とともに，野菜や肉類の囲内消費量の拡大にも

刺激された結果である (32)。品目転換に速やかに

対応する農家の行動を垣間みることができる。

第2表販売金額1位部門別の農家数の変化
単位 (千戸. %) 

合計 1 1 J I l jその他，--v-:-:o;:，その
:水稲:果樹:野菜:工芸 l花井 l畜産i畑作 I EH J!':E. ，他

1990A 1 ~!~:i l，~!:i l~:i l::i !~i _ ~i 114: 89: 8 
100.0: 69.7: 6.1: 9.7: 2.2: 0.3: 6.5: 5.0: 0.5 

1995 1 ~~~:i ~~~i l~i _Z~~i !~i _l~i 70: 156: 5 
100.0: 54.8: 9.6: 16.5: 3.1: 0.7: 4.7: 1M  0.3 

2000 I ~~~~i 7~:i .1!~i _z~~i :~i ~ ~i 92: 72: 5 
100.0: 56.9: 10.3: 17.2: 2.7: 0.6: 6.7: 5.2: 0.4 

2005 1.1:!~i ~~4~i .1.4~i ?:?i ::i ~l~i 125: 83: 4 
100.0: 50.9: 11.5: 18.1: 2.1: 0.8: 9.8: 6.5: 0.3 

2010B 1.1:::i 523i .17~i _Z:~i :~i .1~i 116: 81: 9 
l∞0: 44.4: 14.4: 19.0: 3.0: 1.6: 9.9: 6.9: 0.8 

B-Aム590;.6709; 63: 52; ム4: 13: 2; ム8;

資料 「農業センサスJ当該年度
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2 農家の経営構造

(1) 農家における所得

かつて，韓国の農家所得の多くを移転所得が占

めていることが大きな特徴であった。「農家経済

調査」によれば， 1983年の農家所得 (512万8，244

ウォン)の内，移転所得の占める割合は17.2%(88 

万4，671ウォン)であるが，他出子女の仕送りや

被贈補助謝礼が97%を占めていた。ちなみに，当

時の農外所得 (91万2，612ウォン)が農家所得に

占めるシェアは17.8%であった。加藤(33)p.230は，

農外所得に匹敵する，この他出した世帯員の支

援・補助こそが韓国の「農家経済の再生産メカニ

ズム」と称しているが， ['家族や個人間のパト

ロン・クライアント関係を主軸とした社会関

係国)p.214Jに基づくものである。

しかしながら， 2011年の農家経済調査によれば

農家所得 (3，103万1，135ウォン)のうち移転所得

(506万472ウォン)が占める割合 (18.9%) は，

1983年のそれを上回っているものの，移転所得の

86.5%は， ['直接支払いを含む公的補助金」が占

めている。また，同年の兼業所得シェアは43.8%

である。近年は，加藤と同様な脈略でいえば，少

なくとも兼業収入に加えた公的補助金が農家経済

の再生産を支えているといってよかろう。

(2) 農地の賃貸借

第3表には，水田と畑を区分した上で，経営面

積規模別の借地農家数および面積のシェアを示し

ている。以下に，その特徴を整理した。

一点目は，借地農家数シェア(水田:37.9%， 

畑:30.2%)と借地面積シェア(水田:40.3%， 

畑:33.2%)に大きな格差はなく，どの経営規模

階層においても借地農家が広範にみられる。借地

の需給が措抗していることを意味する。そうした

中で，二点目は，借地農家の多くが， 1 ha未満

層(水田:52.6%，畑:75.2%)に集中している

ものの，借地面積シェアからみれば， どの階層に

も万遍なく配分されているということである。三

点目は，借地面積は，相対的に規模の大きい農家

に集積されつつあるということである。 3ha以

上農家数シェア(水田:6.5%，畑:2.7%)は小
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さいとはいえ，これら農家の借地面積シェア(水

田:53.6%，畑， 40.9%) は比較的に大きい。四

点目は，経営規模階層別の借地農家数シェアをみ

ると，地目を問わず， 3ha以上層の借地農家数

シェアは軒並み80%以上であることから，これら

の農家では借地に依存した経営耕地面積の規模拡

大が図られているということである。五点目は，

所有地を持たずに，借地のみで、農業経営を行って

いる農家数割合(水田 :31.8%，畑:46.9%)が

目立っているということである。これを経営規模

階層別に確認すると，同割合は 1ha未満の相対

的に経営規模の小さい農家に高く，規模が大きく

なるにつれ徐々に低下しているものの， 50ha以

上の経営面積を有する大規模農家においても，水

田では22.0%が，畑では38.4%が，各々借地のみ

で農業を営んでいることが分かる注3)。

(3) 農作業受委託

韓国の稲作基幹作業の機械化受益面積率 (1農

林水産主要統計J2010) は軒並み100%に近い。

これに対して，農業機械の普及率 (1農業機械保

有現況J2010) は， トラクタが22.5%，田植機が

23.5%，コンパインが6.9%である。この機械化受

益面積率と機械普及率の大きな格差を農作業受委

託が埋め合わせている。韓国の農作業委託農家割

合 (2010年)を見ると，耕起作業が62.8%，田植

え作業が65.9%，収穫作業が83.9%を示している。

いずれの作業においても，委託農家数割合は， 10

年前 (1990年)に比べて年々拡大している (31)p.200.

表7-18 

稲の収穫作業を委託している農家は， 1 ha未

満層の約90%， 1 ~ 3ha層の75.1%， 3 ha以上

層の37.7%，5ha以上層の26.0%，lOha以上層の

19.1 %を，各々占めている。このように，経営規

模が大きくなるにつれ，次第に委託農家数割合が

減少している。とはいえ， 50ha以上層においても，

29.1 %の農家がコンパインを保有しておらず，

33.8%の農家が収穫作業を委託していることが注

目に値する(第3表)。

韓国の農業センサスにおいて，農業生産以外の

事業のうち，農作業受託事業を行った農家数が確

認できる。これら農作業受託事業の実績をもっ農
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家が，水田のある農家数に占める割合は僅か 3%

である。経営面積規模別に農作業受託実績を有す

る農家数シェアをみると， 1 ha未満層において

23.9%， 1 ~ 3ha層に32.9%， 3ha以上層に

37.1 %を示している。なお，水田経営面積3ha以

上の農家においても，同割合はいずれの階層にお

いても 20~30%に留まっている。このように，受

託農家が必ずしも規模の大きい農家に集中してい

るわけではないことが見て取れる。

全作業委託農家の面積(496，662ha) と部分委

託農家の面積 (25，438ha) の50%を合わせたもの

を稲収穫作業の委託面積と仮定し，受託実績をも

っすべての農家数 (23，331戸)で割ってみた。受

託農家 1戸が約22haの稲収穫作業の受託を実施

すれば，同作業のすべての委託面積を受託するこ

とができるという結果が導かれる。これに対して，

李(36)p.76をはじめ，多くの実態調査の結呆には，

受託作業面積規模を5叩Oh凶la~へ-町~、、‘、町

託農家や受託組織が広範に確認されている。すな

わち，農作業受委託については，供給の逼迫によ

り，農作業サービス取引の機能不全がもたらされ

る可能性は想定しにくいと考えて差し支えない。

(4) 家族労働力と雇用

第3表により，経営面積規模別の農業雇用の実

態を確認してみた。雇用期間別の雇用農家数割合

は， 1ヶ月未満において20.5%， 1 ~3 ヶ月に5.0% ，

3~6 ヶ月に1.1%， 6ヶ月以上に1.1%が示され

ている。経営規模を問わず20~30%の農家が 1 ヶ

月未満の農繁期の短期間の雇用を行っている。こ

れに対して，経営規模が大きくなるにつれ，次第

に雇用期間の長い雇用農家数割合が拡大していく

ことが見受けられる。こうした中で，注目すべき

は，経営耕地面積が数十 haに及ぶ大規模経営に

おいても，雇用のない農家の存在が確認できるほ

か， 6ヶ月以上の長期雇用農家の存在も極めて乏

しいということである。これら雇用のない，もし

くは雇用があっても臨時雇いの短期雇用に留まっ

ている大規模経営については，人力会社(13)と呼

ばれる人材派遣会社を介した農作業サービスが活

用されているものの，それがセンサスでは委託農

家として把握されていない可能性も考えられる。
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注3)呉(16Jの研究には，かつて農地を持たず，農村

部に滞留するモスムや転入する貧困世帯が， r階
層上昇(35Jp.l99Jの手段を都市部や他産業への進

出に求めて離農・離村する農家が手放す農地を，

生計手段として積極的に借り入れる姿が描かれ

ている。なお，呉は，これらの農家を「純小作農J
と称し貧困の象徴たるものとして扱っている。

しかしながら，今日にいたるまで，彼らの多く

が大規模借地経営として成長していることは推

測できるものの，そのプロセスは知られていな
し、。

必ずしも世代間継承のみが，農家の再生産の経路

ではないことが分かる。第 4表によれば，現在

(2010) ，農業開始から10年経たない経営主を有す

る農家が11.7%である。同割合は， 2000年以降の

センサスにおいても軒並み10%弱を示しており，

それが徐々に増加してきたことが見てとれよう。

第5表には， 2010年のセンサスに営農経歴5年未

満の経営主が回答した，就農の動機を整理してい

る。同一世帯において経営主の交代を理由とする

農家は13.9%のである。これに対して，他産業か

らの転職に45.0%，他産業と農業などを兼業する

E 家族経営と新しい農業経営体 形での就農に32.5%，その他(分家など)に8.6%

1 家族経営の継承と再生産

農業後継者を有する農家数割合は， 1990年の

16.4%から2010年の3.5%へと下がったが，家族経

営の危機を語る時によく用いられる数値である。

しかしながら，第4表と第 5表を合わせ見れば，

第4表経営主の営農経歴年数別の農家数
単位 (千戸， %) 

年度 2000 2005 2010 

営農歴 |世帯数:(%) 1世帯数:(%) 1世帯数:(%) 

5年未満 55.1: 4.0 1 49.8 : 日 59.9: 5.1 

5~10年 1 62.8 : 4.5 1 67.0 : 5.3 1 77.3 : 6.6 

1O~15年 1 8l.9 : 5.91 79.0 : 6.21 9l.9 : 7.8 

15~20年 68.4 : 4.9 1 48.8 : 3.8 1 49β: 4.2 

20~25年 1 152.9: 11.1 1 ll3.3 : 8.9 1 98.1: 8.3 

25~30年 1 81.1: 5.9 1 67.1: 5.3 1 4ι8: 4β 

30年以上 1 88l.2: 63.71 似7.9:66.6 1 754.3: 64.1 

合計 I 1383.5: 100.0 I 1272.9: 100.0 I 1177.2: 1∞o 

資料:第2に同じ。

第5表営農経歴5年以下の経営主の就農動機

| 従事経歴 !合計
就農動機↓

|l年目 :2年目 :3年目 :4年目 :5年目(戸) : (%) 

同一世態に|

おける経営 11，518: 1，861: 3.015: 1，892: 3，032: 11.318: 13.9 
主の交代

他産業から|
I 5，411: 6.186: 9，367: 6，435: 9.155: 36，554: 45.0 

の転職 l 

他産業と農|
I 3.403: 3，968: 6，774: 4.612: 7，660: 26.417: 32.5 

業を兼業|

そのf也 | 
I 1.082: 1，181: l.908: 1，252: 1，600: 7.023: 8.6 

(分家など)1 

合計 111.414:13.196: 2l.064: 14.191: 21，447: 81.312: 1∞.0 

資料第3表に同じ。

が各々回答している。経営主の交代や分家以外の

新規就農者が，そもそも農家世帯員なのかは定か

ではないものの，農家の後継者として認知されて

いなかったことは確かで、あろう。

これら新規就農者の具体的な年齢，世帯の属性

がどうであれ，第3表を見る限り，農業にピジネ

スチャンスを求め，経営規模を拡大する意志があ

れば，誰でも借地拡大により大規模経営へと成長

する道筋も十分に画きうるのである。ここに，世

帯間継承による農家の再生産メカニズムの断面を

みることができる。

2 家族経営の限界と組織化への取組み

韓国では，農家の組織化という言葉は何時とな

く，農政の大きな課題であった。「農業基本法

(1967)J農政の標梼する協業の助長が唱われ，そ

の後は作目班，農業機械の共同利用組織などを複

数の農家が営農活動に関わりをもっ生産組織の設

立を奨励してきた。その組織化への動機付与は専

ら農家の経営規模の零細性による生産性向上への

制約の克服とともに，家族労働力の弱体化に伴う

自己完結的営農活動への補完であったといってよ

い。予(22Jは農業生産組織の歴史的な形成過程と

その運営実態を詳細に捉えた研究の中で，農繁期

の労働ピークに対応した，集落を単位とする農作

業共同組織(プアシなど)のほか，農協の出荷組

織としての作目班は，多くの農家を組織的な営農

活動に導いているという。但し複数の農家を対

象とする農業機械の補助事業によって，多くの地

域に設立された， r機械化営農回」という機械共



同利用組織については，運営管理に生じるコンフ

リクトを克服できず，償還が終わるいなや個別農

家へ機械の所有権が帰属したほか，共同組織の構

成農家同士で取組んでいた農作業受託b 委託農

家と受託農家との個別相対取引に変わった組織が

多いと指摘している。なお，同様な問題は農作業

受託組織や. (後に見る)委託営農会社も共通し

て抱えていることが確認されている (24)。

3 法人制度の整備と法人経営の展開

韓国では. WTO農業協定の履行に備えた農業

構造改革の一環として，家族経営を補完もしくは

代替する新しい農業経営体の育成を図るために，

戦後はじめて農業法人に法的根拠 (1農漁村発展

特別措置法 1990J)が与えられた。それにより，

「委託営農会社」と「営農組合法人」が適格法人

として誕生した。前者は. 1農業労働力の不足な

どにより農業経営が困難な農家の営農便宜と農業

生産性の向上を図る(同法第7条)Jことを目的

とする法人，すなわち農作業受託に特化した組織

である。後者は. 1農業経営の合理化により農業

生産性向上と農家所得の増大を図る(同法第 6

条)Jことを目的とする法人であった。このよう

な農業法人制度は幾度の制度改正を経て，現在は，

「農漁業経営体育成および支援法 (2004年)Jに根

拠法を移し. 1営農組合法人」は「農業会社法人」

へと名称変更された。そのほかにも，大きな制度

変更として，①出資もしくは組合員資格に対する

種々の制限が撤廃されたこと，②農業会社法人も
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受託事業に限らず農業経営や加工・販売事業など

が可能となったこと，③営農組合法人の事業要件

に農産物の共同出荷および加工・輸出事業が加

わったことが挙げられる (37)。

こうした農業法人に対する規制鰻和が図られた

結果〔謝p.7. 2004年までは足踏み状態であった法

人数が2010年には8.361法人へと急速に増加して

いる。ところが，事業要件の緩和は，多くの農業

法人を農業生産以外の事業へと誘導したことを第

6表から確認することができる。農業法人が行っ

ている事業部門別の売上げ規模を見ると，耕種部

門の生産過程で得られる売上げは僅か9.l%であ

り，またその一部が農作業受託料金収入である

「農業サーピス事業」の売上げシェアは2.0%に過

ぎない(第6表)。

一方，営農組合法人や農業会社法人に「参加も

しくは活動している」農家数割合により，農業法

人と農家の関係を捉えた。そもそも法人経営の構

成農家がセンサス上に農家としてカウントされて

よいのかという問題注4)に注意しなければならな

いが，それを無視してみれば，営農組合法人にお

いては，稲作農家の5.9%が，稲作以外の農家の

5.2%が参加している。農業会社法人の同割合は，

0.2%. 0.3%である。但し，営農組合法人に関し

ては，経営規模の大きい農家の参加率は次第に高

まり. 10ha以上層においては20%に達している

が，農業会社法人については，同割合が10%を満

たない。

第6表 農業法人の事業領域別の売上シェア

区分

年度

法人数(ヶ所)

営農組合法人 農業会社法人 合計

20001 20051 2010: (%) 1 20∞1 20051 2010: (%) 1 20∞1 2∞51 2010: (%) 

2.4281 之9851 6.849: -1 9381 591 1 1.512: -1 3.3661 3，5491 8，361: 

合計 (10億ウォン) 1 1，3931 3.1121 8.679: 100.0 1 3071 860 1 4，193: 100.0 1 1，700 1 3.972 1 12，872: 100β 

農業| 小計 579 1 982 1 2，206: 25.4 1 156 1 262 1 1β88 : 25.9 1 735 1 1必21 3.294: 25.6 

生産| 耕種 -I 326 I 977 : 11.3 I -I 41 I 190 : 4.5 I -I 367 I 1.167: 9.1 

事業|臥| 畜産 1 -1 6561 1，209: 13.91 -1 221 1 898 : 21.41 -1 8771 2.107: 16.4 

4 部門 1 小計 8141 2.1301 6，473: 74.61 1511 5981 三104: 74.01 9651 2.7η28引19弘叩，5貯77円: 7刊4.4
別の l 農業 r一一一一一一一一元王.一一-一F一一r一一一一1一41瓦記引)"一一一-一一-一l-五8&十元'3')"一一1弘.92玩干!γ-一一-一-五忌i話話l一一一一一一一
販売 | 生産 r'ド-一一一一一一一一一一一一一一一一一;玩玩i吉 -ーr....3o.ir....SEU.1"ー一良一;一一面引一一"zin一一i56r工元，6: 41五1''''3301''工01子r-:u3io:"'35.S'
金額| 以外|亙一平二一ーぇ 1....= ~~ 1.... = ~~ 1":: ~~~. j.... '2.~ 1"'" ~~ j""一面|一一面;一一"1.51''''=瓦|一一iiol"':誌i31一一一語‘

事業~-~~一一一 l.....~~l.....:'~l....~'!:.:.....'::.:'.l.....'!~l..一一一ト ・一一一 l.....'!~l....:~:-'.l

収益 l..__Y!'~業竺春一一l一一三|一一~~L. 竺 月引ー 三l一旦L 立L....~.~L. 三| 竺l一一旦: 0.5 
その他 801 2971 1，490: 17.21 7 1 1721 268: 6.41 871 4691 1，758: 13.7 

資料統計庁「農漁業法人調査報告書」当該年度
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注4)李 (36Jは，営農組合法人を「ミニ農協型J.i作
業受託型J.i個別経営拡張型」に類型化している。

いずれも，構成メンバーは，生産プロセスが世

帯に完結する農家であり，加工・販売，受託事

業といった事業を単位とする共同経営もしくは

生産組織の性格を有していることを明らかにし

ている。

おわりに一家族経営の展望一

一般に，家族経営の成長とりわけ企業的経営も

しくは企業経営へ移行は，事業多角化という要因

を除けば，大規模借地農家の成長プロセスに表れ

る経営構造の変化とともに進んでいくといって過

言ではなかろう。家族労働力に完結する自作農を

出発点とし借地拡大により経営面積が増えるに

つれ，家族労働力ではカーパーしえない経営規模

に応じた農業機械や雇用労働力への投資を実行し

ていく中で，要求される高度な経営管理に対応し

た企業的経営の出現というプロセスである。

しかしながら，韓国では，大規模借地農家にお

いても，農業機械や雇用労働力を導入している農

家は少なく，どちらかといえば，家族労働力で完

結しえない農作業の遂行は委託という形で外部化

している実態をみてきた。さらに，農作業サービ

スの取引において，取引双方が関わりをもっ「中

間組織[39)Jの出現やその持続的な展開が普遍的

にみられる現象でもなかった。

韓国には，農地を求める人はこれといった制約

がないまま借地を確保し家族労働力が健在なう

ちに機械を導入し借地面積や作業受託面積を積

極的に増やすことができる環境がある。また，受

託者がいる限り，経営規模を問わず多くの農家が

罵跨なく農作業サービスを購入するといった，農

作業サービスの取引メカニズムが存在している。

この環境の下で，農作業受委託が拡大してきたと

いうことは，農作業サービスの取引にかかるコス

ト注5)が，それが内部組織であれ，中間組織であ

れ，農家の組織化を促す要因ではないことの反証

ともいえるのではなかろうか注6)。

農業構造政策に関わる論議では，家族経営は限

界を呈していることから，新しい農業経営体の育

成が急がれているという。ところが，本稿で確認

した農家の再生産メカニズムは，縮小再生産とは

いえ，農家の世代間継承ならぬ世帯間継承により

円滑に進んでいるプロセスであった。さらに，農

業の担い手不足が最も懸念されている，土地利用

型農業の生産過程に展開する法人経営の存在は極

めて乏しい。こうした理由から家族経営の大きな

変容は，今後の農産物価格政策および構造政策と

いった諸制度，農産物交易条件の行方とともに流

通環境の変化によって起きうるにせよ，世代なら

ぬ世帯聞による家族経営の再生産メカニズムを前

提とすれば，家族経営から法人経営等への移行は

展望しにくいと考える。ちなみに，この農家の再

生産メカニズ、ムには，冒頭に述べた日本とは異な

る，韓国特有の家族制，いえとむらの関係が働い

ていることは言うまでもない。

しかしながら世帯間継承に潜む問題，なかんず

く経営資産の確保をめぐる非効率注7)や投資意欲

の低下注8)は，経営の成長を妨げる要因として認

識すべきである。本稿では，この問題を追究する

ことができなかった。今後の研究課題として残し

ておきたい。最後に直接支払を含む公的補助，農

業者年金制度の未整備，農業所得税の免除，税制

優遇を基本とする経営体の支援が，零細・高齢農

家の存立を助ける一方で，能力の高い経営者の育

成や経営管理の合理化・効率化を妨げてはいない

かという疑問をなげかけて終わりにしたい注9)。

注目石田・木南は，市場取引に「適切な取引パー

トナー」と「適切な価格Jの発見のためのコス

トがかかるとした上で， 日本の「稲作では，土

地集積を進める者を社会的に特殊な存在とみな

そうとする農民心情と，稲作の経済的分配とし

ては不適切な価格形成がなされている (p.l45)J 
ために，市場取引がなかなか成立しないと分析

している。この見解や視点を韓国に当てはめれ

ば，すくなくとも前者の農民心情がコストとし

て意識されている気配はないといえる。

注6)但し農作業受委託につきまとうリスクが，

委託農家とりわけ大規模農家にどのように受容

されているか定かで、はない。例えば，受託者が

提供する農作業サービスの質，作業適期への対



応，取引の継続性などが，委託農家の期待を満

たしているのかが問われる。今のどころ，それ

を知る余地がないが，関連研究のほとんどが，

供給サイドとしての受託者のみに注目しており，

委託を積極的に選択する大規模農家などに関心

が示されていなかったことが理由である。今後

の研究課題として認識しなければならない。

注7)例えば，世帯内における親子関係に基づく経

営資源の継承に比べて，世帯が代わる度に，有

形・無形の経営資産を新たに確保しなければな

らない. 1世帯間継承」は，経営資産の確保によ

り多くのコストを支払っていることが考えられ

る。

注8)一世代限りの経営を前提とすれば，長期とり

わけ次世代にその回収が見込まれる，大規模投

資が行われる可能性が希薄となるという意味で

ある。なお，シンポジウム席上での梅本会員の

ご指摘を反映したものである。

注9)韓国では，こうした問題意識の下で.1オーダー

メイド型農政」と名付けた政策を展開している。

農業経営体の登録制度を運用し，零細高齢農家

と担い手たる大規模経営を区分した上で，選別

政策を図っていくというのが趣旨である。前者

に福祉政策，後者には効率性を追求した産業

政策としての政策プログラムを展開するとい

う(31)p.269。まだ具体的な政策プログラムが見え

ないまま，実効性の確認は時間を待たなければ

ならないものの，そのプログラムに農業税制の

見直しが含まれているとは思えない。
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Changes and Perspectives of Korean Family Farms 

J aehyeon Lee (Kagoshima University) 

This paper aims to understand changes in Korean family farm structures. For that purpose， charac-
teristics of families' inheritance system and relations between farm householders and the local com 
munity were ascertained. How family farms procure resources and obtain farm necessary farm labor 
was analyzed with data from the Agricultural Census. Results of the analysis could be summarized as 
follows: 
First， dissimilar to the Japanese case， the family farm inheritance system does not require farm suc-

cession and there are few community restraints to farm management. Therefore， farm succession is 
being promoted favorably with new householders under the conditions of low barriers to entry for be 
ginning farms. Second， the transaction mechanism preferred by family farms is not organizational hi-
erarchy but market transactions. Regardless of farm scale， many Korean family farm operations rely 
on custom work and FLCs without owned farm machinery and employed workers. Third， it is hard to 
expect new forms of farming enterprises， such as group farming or agricultural corporations， being 
developed or substituting for family farms in Korea 
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