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米韓 FTA の本質と韓国農業への変化
弘前大学 農学生命科学部国際園芸農学科 准教授 柳

京熙

米韓 FTA は 2012 年 3 月 15 日に発効され、2021 年 11 月時点でもう 10 年になろうとして
いる。しかしその道のりは決して順調ではなかった。交渉開始から妥結までの過程はもち
ろんのこと、発効されてからも様々な問題に直面してきた。一方、米国産農産物の輸入は
順調に進み、韓国農業に大きな打撃を与えている。また米韓 FTA の発効当初から懸念され
ていたことが現実となった。それは、米韓 FTA で決められていた国際条約がいつでも変え
られる（破られる）ということである。実際、米韓 FTA は 2018 年に米国の要求とおりに
改正が行われた。
本稿はこれまでの米韓 FTA を概観しながら、ここ 10 年間、米韓 FTA によって韓国経済及
び農業にもたらされた影響について考察を行うことにしたい。
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１．はじめに
第１回米韓 FTA 実務者事前会議がソウルで開催されてから約２年の歳月を経て、
2007 年４月２日に米韓 FTA 交渉は妥結された。しかし、交渉の過程は非常に険し
いものであった。韓国は、同年 12 月には任期５年の大統領選挙が控えていたことか
柳 京熙

ら、新大統領の下で 2008 年早々に国会批准が通ると誰もが思っていた。選挙の結果、
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10 年ぶりに政権交代が実現し、新大統領に当選された李 明 博氏が米韓 FTA を強く
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支持していたために、李大統領の支持基盤である与党が国会の過半数を占めることと

准教授。専門は、国際農

なり、米韓 FTA の国会批准は楽観的に思えた。しかし米国産牛肉の輸入再開によっ

業、国際貿易、農産物市

て勃発した国民によるデモが激しさを増す中で、米韓 FTA の推進と引き換えに、BSE

場、協同組合。主な著書

によって中断されていた米国産牛肉の輸入再開が進められたことが明るみになり、政

に「韓 国の FTA 戦 略と日
本農業への示唆」
（筑波書

権自体が危ぶまれる事態にまで発展していた。結果、両国の議会批准同意案がなかな

房、2011 年）、
「日中韓農
協の脱グローバリゼーショ
ン戦略―地域農業再生と
新しい貿易ルールづくりへ
の展 望 」
（ 農 文 協、2013
年）、
「営農経済事業イノ
ベーション戦略論 : 農産物
マーケティング論 」
（筑波
書房、2018 年）がある。
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注１）韓国政府は再交渉

か通らず、2009 年５月 14 日に、新たな再交渉注 1）を経て 2012 年３月 15 日にやっ

ではなく、追加交渉とい

と発効された。妥結から批准まで長い道のりであった。

う表現を用いた。
注 ２） 北 米 自 由 貿 易 協

当時の米韓 FTA は、貿易に関わる全てを含む包括的なものであった。韓国外交通

定（North America Free

商部によれば、米韓 FTA の経済規模は 14.1 兆 US ドルで、北米自由貿易協定（NAFTA）

Trade Agreement）とは、

注 2）

米国・カナダ・メキシコ
の３か国による域内の貿
易自由化を目指す協定。

の 15.1 兆 US ドルに次ぐ規模であるという。しかしここで注意すべきことは、米

国からの農産物輸入は FTA とは関係なく、その前から着実に進行していたことである。
本稿は米韓 FTA によってもたらされた韓国経済、主に農業への影響について分析
を行い、米韓 FTA の本質に迫りたい。

２．米韓 FTA による経済的動向
１）米韓 FTA 妥結以降の経済的状況と改正の経過
ドナルド・トランプ氏が米国大統領に就任した直後の 2017 年１月 23 日、環太平
洋パートナーシップ（TPP）を永久に離脱する旨を大統領令に署名した。続いて就
任前から公言していたとおり、全ての FTA についての見直しが行われた。その後、
2017 年７月 12 日に米国から一方的に改正を求められ、2017 年 10 月４日午前（米
国時間）、米国ワシントンで FTA 共同委員会が開かれ、韓国は米韓 FTA の再交渉に入
ることとなった。翌年の 2018 年１月５日に、第１回目の米韓 FTA の再交渉が米国
ワシントンで行われた。しかしわずか３回の交渉の末に妥結し、2018 年 9 月 25 日
に署名が行われた。その経過について簡単に紹介したい。
米国通商代表部（USTR）が、韓国に米韓 FTA 改正及び修正交渉を公式要請する際
（2017 年７月 12 日〈現地時間〉）、その理由として、米国の対韓国貿易赤字が米韓
FTA 発効前の 2011 年の 116 億ドルから 2016 年に 232 億ドルに増えたことを挙げ
ている（表１）。また、米国産自動車の対韓国輸出は、韓国の非関税障壁、その中で
乗用車燃費規制が大きな障害になっていると具体的な政策批判まで行った。他に、韓
国を経由した中国産鉄鋼のダンピング輸出を不公正貿易の事例として挙げている。し
かし、後者はともかく、前者はあくまで一国固有の政策である。環境政策を推進する
ことは国民の便益に適うことであり、特に外国産車を差別しているわけでもない。な
ぜなら国産自動車にも同じ基準が適用されるからである。米国は軽自動車への税制優
遇が気に入らないようであるが、だから米韓 FTA の改正の理由にはならないはずで
ある。また現に公正な貿易を侵害する場合、WTO に提訴は可能であるが、一度も発
動せず、FTA の改正を要求したのである。さらに米韓 FTA の附則で決められた米韓
FTA 共同委員会の開催は米韓両国のいずれの国が開催を要求した場合、自動的に応じ
る仕組みになっており、必要であれば話し合えるチャンスはあったはずである。この
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ような米国の主張に対して、韓国政府は米韓 FTA 締結後、米国産自動車の輸入増加
率が韓国自動車の対米国輸出増加率よりも３倍高く、韓国を経由して米国に行く中国
の鉄鋼も韓国の全鉄鋼輸出量の 2％に過ぎないという点を挙げて反論している。また
米国の貿易赤字の原因が米韓 FTA ではなく、両国の経済構造と需要の違い、マクロ
経済的要因が複合的に絡んでいると主張した。このような双方の意見の食い違いとは
別に、結局、2017 年 10 月４日（米現地時間）、ワシントンで会合を開き、米韓 FTA
の再交渉に合意したのである。韓国に対する貿易赤字を減らしたいトランプ米政権が
再交渉を求め、韓国はそれまで難色を示していたが、協定破棄をちらつかせる米国側
に押し切られた形となったのである。
キムヒョンジョン

韓国の金 鉉 宗 通産交渉本部長（閣僚級）は韓国メディアに対し、トランプ大統領
が米韓 FTA を破棄する書簡をすでに作成していたことを明らかにし、破棄される恐
れが実際にあったと述べた。つまり再交渉は政治的決着であることを示唆している。
米通商代表部（USTR）のライトハイザー代表は「公正で互恵的な貿易を実現する
ため、間もなく協定改定を始めることを期待している」との声明を発表した。米国の
FTA 戦略が常に政治的判断を優先していることが分かる。なぜなら、米国が韓国との
貿易において、一方的に経済的損失を被ることは事実ではないからである。サービス
分野において米国は一貫して黒字を出しており、2015 年には 140 億ドルを超えてい
る（表２）
。
また 2016 年の韓国の対米
国への直接投資額を見ると、
180 億ドルであるのに対し、
米 国 の 対 韓 国 投 資 額 は 38.8
億 ド ル に 過 ぎ な い（ 表 ３）。
特に、米韓 FTA 妥結の年であ
る 2012 年 か ら、
韓国の対米投資額
は３倍近く増加し
て い る の に 対 し、
米国のそれはほと
んど変化が見られ
ない。必ずしも韓国が経済的利益を独占しているとは言えない。米国も同じく経済的
利益を享受している。正確に言えば、米国の方が韓国より経済的利益が大きい。
その後、新たな米韓 FTA 交渉は 2018 年９月 25 日にあっけなく妥結したが、翌日
の９月 26 日（米国時間）に、当時の安倍首相はトランプ米大統領とニューヨークで
会談し、新たな２国間の関税交渉である「日米物品貿易協定（TAG）」の協議に入る
ことで合意した。事実上の日米 FTA である。既にカナダ、メキシコと北米自由貿易
協定（NAFTA）の再交渉を始めていることもあり、トランプ政権はいずれ韓国や日
本に対し、さらなる農産物の自由化を求めることは当然予想されていた。短期間で成
果を上げたい米国の要求を韓国がそのまま受け入れる形となった。結果 2021 年に撤
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廃予定であった貨物自動車の関税 25％を 2040 年（20 年追加延長）に先伸ばすこと
になり、韓国の対米国向けの自動車輸出に不利な結果となった。
幸い農業部門の再交渉がなかったため、韓国では成功ともいわれている。しかし、
米国の対韓国向けの農産物輸出が順調に増加していたことから、わざわざ交渉のテー
ブルに上げる必要がなかったことが事実である。いずれにせよ、米国の意図とおりに
FTA が運用されているという事実だけが明確となった。
２） 米国 FTA と農業
以上、FTA に関わる米韓両国の経済状況について考察したが、次は農業について見
ることにしたい。
表４を見れば一目瞭然である。米国からの農産物輸入は増減を繰り返しながらも、
確実に増加していることが分かる。さらにここで注目したいのは、2011 年の動向で
ある。米韓 FTA 発効直後の 2012 年に比べると、異常に高いことが分かる。これは
ほぼ牛肉輸入による結果であるが、増加した理由が釈然としない。図１は韓国にお
ける肉牛飼養頭数であるが、2010 年から 13 年には国内生産がピークの時期であり、
なぜここまで米国産牛肉の輸入が増加したのかは謎である。
筆者が考える仮説は以下のとおりである。
まず、米韓 FTA は建前のことであり、すでに以前から米国からの輸入増加は規定
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路線であったと推察される。実際、2012 年に米国で BSE が発生したにもかかわらず、
輸入中止の措置を取らなかった。米国で BSE が発生した場合、韓国は直ちに輸入中
止が出来る立場であったが、自分の正当な権利を行使しなかった。FTA 交渉で勝ち取っ
た権利と言えども、政府の判断によっては意味を持たないことが証明されたのである。
再び表４に戻り、2017 年以降の牛肉輸入に注目したい。米韓 FTA 改正において、農
産物の交渉は除外されていたが、なぜか再び米国産牛肉の輸入は大幅に増加してい
ることが分かる。図１を合わせて見てほしいが、韓国の肉牛飼養頭数は 2016 年から
注 ３） 米 韓 FTA が 妥 結

2019 年にかけて上昇傾向であり、最高値を更新している注 3）。

してからすぐ関税がなく
なることはない。むしろ
一定期間、既存の関税を

３．米韓 FTA による韓国畜産への影響と今後の対応

維持して、自由化に向け
て猶予期間を設けること
が一般的である。しかし
実際の輸入量を見ると、

前傾表４に戻って、もう一度韓国の対米国の農産物の輸出・入（金額）の推移に
ついて見ると、米韓 FTA の発効年である 2012 年の赤字は 60 億ドルであったが、

2010 年から 2019 年の間

2019 年には 80 億ドルまで増加している。当然米国産畜産物の輸入は 2012 年にお

に、 国 産 牛 肉 供 給 は 18

よそ 14 億ドルから 2019 年には 29 億ドルと、２倍以上の増加である。米韓 FTA の

万 6 千 ト ン か ら 24 万 5

再交渉のテーブルにわざわざ上げる必要はなかっただろう。もっと深刻なのは韓国が

千トンとわずかに増加し
たのに対し、輸入は同期

輸入している農産物全体のうち、米国産が占める割合の高さである。米国産の農産物

間に 24 万 5 千トンから

は全体輸入ではおよそ 30％を占めていることが分かる。特に畜産物は全体のおよそ

42 万 6 千 ト ン と、 ほ ぼ

40％を米国産が占めている（図２）。ここまで農産物を一国に依存して本当によいの

２倍増加した。

だろうか。
次は米国産の畜産物輸入
を中心により詳しく見るこ
とにしたい。
図３で、米国産牛肉輸入
の推移を見ると、米国産牛
肉の輸入が顕著であるこ
とが分かる。2009 年には
わずか５万トンだったが、
2012 年 に は 10 万 ト ン、
2018 年 に は 20 万 ト ン に
まで増加した。その結果、
牛肉輸入全体に占める米国
産の割合は、2009 年まで
は 20％台で止まっていた
が、2018 年には 53.3％まで伸び、全体輸入の半分以上を占めるまでに増加した。ま
た乳製品輸入を見るとさらに米国産の割合の大きさに驚く。2012 年に米国産の乳製
品は全体の 30％を占めていたが、17 年時点では 60％まで増加している（図４）。わ
ずか 5 年間の変化である。いくら米韓 FTA の影響とはいえ、異常と言える水準であ
る。表５は、肉牛のと畜頭数を示しているが、同時期のと畜頭数は飼養頭数と同様に
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順調に増加していた。2013 年から 2015 年の３年間、
100 万頭をキープしており、非常に安定的な供給が
行われたことが分かる。今後、米韓 FTA のロードマッ
プに従えば、2026 年には米国産牛肉や乳製品の関
税が撤廃される。このままの勢いに加え、関税がな
くなると、韓国の牛肉や乳製品市場は米国産農産物
の独壇場になることは容易に予想される。
２） 米韓 FTA による韓国畜産への影響
以上考察したように、米国産農産物の輸入の増加
に伴い、韓国の畜産とりわけ肉牛と酪農は大きなダ
メージを受けている。図５は牛肉の供給を示してい
るが、2019 年時点で自給率は 40％を切っており、急速に増加している牛肉需要に
対し、ほぼ輸入に頼る状況となっている。2009 年以降、急速に伸びている輸入に対し、
国産の牛肉供給は 2018 年以降、低下し始めている。
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また酪農に関しては、牛肉より状況が悪い。図６は牛乳とチーズの自給率を示し
ているが、軒並み低下している。牛乳の自給率は 2009 年に 70％であったが、2019
年には 48％まで低下している。チーズの自給率は同じ時期に 10％から２％まで急速
に低下している。これに対し、輸入チーズを国産原乳に換算した原乳還元量で見ると、
2009 年に 28％から 2019 年には 77％まで急速に増加していることが分かる。
これまで見てきたように、米国産牛肉や乳製品の輸入増加に伴い、国内生産の衰退
が進行していることが分かった。一方、消費者のベネフィット（便益）の立場から、
輸入自由化によって消費者のメリットが増すと主張する識者は多くいるが、果たして
それは事実なのか、検証して見ることにしたい。
図７は輸入牛肉価格の推移（物価上昇の影響を排除した消費者物価指数）を示して
いるが、2012 年の米韓 FTA 以降、むしろ急速に上昇していることが分かる。輸入自
由化によって安く買えるはずだが、現実はそうでもないことが分かる。輸入乳製品の
ＪＣＡ／研究REPORT／No.32／2022.1
米韓FTAの本質と韓国農業への変化

7

場合も同じく、米韓 FTA 以降、さらに上昇していることが確認できる（図８）。

４．おわりに
本稿では米韓 FTA が韓国経済及び農業に与える影響について、とりわけ影響が大
きいといわれた畜産部門（牛肉・酪農）の動向について紹介した。米韓 FTA によっ
て米国産農産物への依存が年々高くなっていることが確認された。牛肉や乳製品と
いった畜産物の依存率は非常に高くなっていることが分かった。米国なしではもう対
応できない水準にまで来ている。
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一方、輸入自由化によって価格が安くなり、消費者のベネフィットが上昇するとい
う主張に対して考察を行ったが、いずれの品目においても消費者物価指数は米韓 FTA
以降上昇しており、輸入量増加に伴う価格面でのメリットは見られなかった。また様々
なデータに基づいて言えば、すでに輸入増加が決められていた印象を拭えない。FTA
などの国際貿易に関わる分析において、特に注意すべきことは、経済的分析のみでは
その全貌の把握になかなか至らないことである。本稿で取り上げた韓国の事例で分か
るように、経済的分析のみでは不可解なことが多い。今後、データのみならず合理的
推論に基づいた分析が望まれる。米国産の農産物の急増の背景は、このような分析な
しでは解明できない。
最後になるが、米韓 FTA の本質について筆者なりの定義を行い、本稿をまとめたい。
“ 米韓 FTA とは国際条約である以上、守るべき国と国との約束である。しかし米国
の都合によってはいつでも変えられる（破られる）。果たして守るべき国際条約であ
るだろうか。廃棄を考慮にいれて、新たな国際貿易のあり方について議論すべきであ
ろう ”。
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