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〈研究ノート〉

韓国における「韓牛」1）飼養の特徴に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する一考察

申 海　　植

1．問題の所在

2。　韓牛飼養の展開過程

　1）役畜的段階（1960～1971）

　2）役畜から役肉畜への転換期（1971～1981）

　3）役肉畜の展開期（1981～）

3．韓牛飼養の経営経済的役割

　1）対象地域の概要

　2）経営的役割

　3）経済的役回

4．今後の方向と問題点

　1）生産上の問題

　2）経営管理上の問題

　3）価格安定上の問題

1．　問題の所在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
　モンスーン地帯におかれている韓国の伝統的な農業は「米麦作偏重」の家族労作

的な零細経営がその中心であった。このような耕種農業においては、労働四丁とし

て田畑の耕転に適合した役用牛を飼養することが有利であったため、耕種農業と韓

牛飼養は不可分の関係で発展してきた。それゆえ、多くの飼養形態は耕種副産物と

山野草を利用する役畜飼養がその主体であった。勿論、肉畜としての飼養目的もあ

ったがそれはあくまでも副産物的利用（老廃牛）にすぎなかった。

　しかしながら、1970年代以降、国民所得の変化に伴い、．牛肉の需要量が増加す
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　　年　度

諱@分
1960年 1965年 1970年 1975年 1981年 1983年

GNP（ド　ル） 80 106 234 532 1，636 1，880

肉　　　　　類 2．6 33 5．2 6．4 10．2 13．1

牛　　肉 0．6 0．9 三．2 2．0 2．5 2．9

豚－ 1．4 1．9 2．6 2．8 5．4 7．2

鶏　　肉 ◎．6 0．5 L4 1．6 2．3 3．0

鶏　　　　　　卵 32 30 76 82 114 115

牛　　　　　　乳 0．1 0．4 エ．5 4．6 14．4 15．1

ことによって（表エ）、韓牛の飼養目的が役畜を主体とした飼養から役肉畜を目的

とする飼養への転換が見えはじめたのである。

　従って、従来の役畜段階の生産基盤のままでは需要量の変化に応じて牛肉の自給

ができず、供給不足現象が生じることになった。このような需給不均衡をめぐって。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国から多量の

　第1表　国畏1人当り肉類消費の推移　　　　　　　　　　　　牛肉を輸入する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈単位；臨個〉　　ことによって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛肉の自給政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は崩れ、韓牛生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産の方向を失っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまったので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある（表2）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうした情勢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の変化に伴って、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別農業経営に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おける韓牛生産

　資料：農水三部「農林統計年報」　　　　　　　　　　　　　　　　の安定的な飼料

基盤と効率的な生産体制のあり方が今日の課題となっている。

　そこで本研究では、韓牛の飼養目的が役畜から役肉畜に移行した転換期の前後を

中心に大まかなデータによってその展開過程の動きを概観したうえで、次には韓牛

飼養の実態を深めるために、　「農家実態調査」の経験を素材として個別韓牛経営の

現状と特徴点について整理し、最後には韓牛飼養の今後の望まれる方向と問題点に

ついて検討してみる。

2　韓牛飼養の展開過程

　韓国における韓牛飼養の過去20年間の動きを図1からふりかえってみると飼養頭

数についても、飼養農家数についても、かなり顕著な起伏現象を繰り返しながら大

幅な変動を含みつつ推移していることがわかる○

　そこでζれまでの飼養頭数と飼養農家数のもろもろの変化がどのような過程で動

いたのか、その過程を明らかにするために過去20年聞の動きを整理すると次の3つ
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の時期に分けて考えることができる。

　1）役畜的段階（1960～エ971）

　この時期における主要な農

瓢策は儂工雛灘期？）

であって自立経済体制を確立

ずるために食糧自給生産（主

に米）が強力に要求された。

これと同時に国民経済の安定

成長のため、農工業の並進的

な発展が要請され、1962年

から「第1次経済開発5ケ年

計画」（玲62～1966年）がはじ

まった。また工業の急速な成

長のために農村経済の安定化

第2表 牛肉の生産、消費、輸入：量

　　　　　　　　　　（単位1トン）

年度 生産量 消費量 輸入量 自給率

1960銀 12，950 12，950 『 王00　％

エ970年 37，340 37，340 『 100

1975年 70，292 70，292 … 100

1976奪 74，516 75，516 LOOO 98．5

1977年 77，423 81，623 4，200 95

1978年 74，287 114，731 40，444 65

1980年 93，074 99，974 6，900 93

1982年 61，500 106，500 45，000 58

1983隼 69，000 118，500 49，000 58

資料：第1表と同じ

が要求され、食糧自給に必要な基礎的な産業（肥料、農薬など）が発展しはじめた

のである。

　そして、1967年には農業経営を近代化し、農業生産力を発展させ、食糧及び農

村の生活と文化水準を向上させる目的で歴史的な「農業基本法」が制定されたが、

これは農民にとって重要かつ特徴的な時期でもあった。

　従って、この時期における韓牛生産は国民所得水準が低く牛肉消費量が少くなか

ったため、割合に安定して飼われていた。図1からみると総農家戸数がピーク（約

250万戸）に達した時の1965年には亭亭の飼養頭数及び飼養農家数がそれぞれ

131万頭と116万戸、そして、普及率（飼養農家数／総農家戸数）は464％にとど

まっている。この時期における韓牛の飼養目的は役畜の段階で晶晶飼養のほとんど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
が「大農」と「中農」によって飼われており、r小農」にとっては：食糧の自給自足

によって生計水準（subsistence　level）を支える時期であったため、資金の供

給能力面では無理があったといえよう。

　従って、この時期における飼養頭数及び飼養農家数の特徴は「大農」と「中農」

によって1戸1～2頭を平均とする併進的推移が韓牛生産の性格を端的に現わして

いることに注目しなければなるまい◎
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　2）役畜から役肉畜への転換期（1971～1981）

　この蒔期における韓国農業の特微は農村社会と農村下部構造が近代化される転換
　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
の瞳期であった。それは「セマウル運動」の展開と新しい稲作晶種の普及によって

従来よりはるかに農村の生活環境と経済的条件が大きく向上され、韓牛飼養にも変

化が見えはじめた時期である。図1力疹韓牛飼養の動きをみて注目されるのは、19

71年以降、飼養頭数と飼養農家数が傾向的な増加を迎え、1974年にはいままでのピ

ークに達し、飼養頭数及び飼養農家数がそれぞれ178万頭と136万戸、普及率は57．

1％までおよんでいた。このような韓牛の飼養増加が現われるようになった直接的

な契機としては、個別農家の農業経営改善策としてとられた「韓牛増殖事業」の一

第1図　韓牛の飼養頭数及び飼養農家数の推移
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環として、約245万戸の全農家の中で韓牛を飼養していない「無畜農家」の135万

戸を対象に韓牛めす子牛を中期融資条件で個別農家に導入したことと同時に韓国の
　　　　　　　　　　　　　　　　6）
農村の伝統的な「稲わら屡根の改良」によって稲わらの飼料化（養畜化）が可能と

なったことがあげられるQこの政策は個別農業経営に1つの部門としての韓牛飼養「

を導入し、飼料給源は経営内副産物（主に稲わら）と山野草（労働飼料）の利用の

強化により農家において、若干の現金収入の獲i得と現金支出（金肥購入）の節約を

図ろうとしたためであると思われる。ともかく、上述のような事情から現金収入と

耕地面積が少くない「小農」にとっても韓牛を飼養することが可能となり、　「有畜

経営」による若干の現金収入の獲得の機会を得られることができた。

　しかしながら、社会経済的条件の変化に伴い、図1からわかるように1974年から

飼養頭数と飼養農家数は急激な滅少現象が見えはじめた。この動きの直接的な契機

となったのは生産者受取価格の暴落であったが、基本的には国民所得の向上による

牛肉需要の増大と動力耕転機の普及によってもたらされた。この頃から部分的なが

ら、経営形態（家族経営、共同経営、企業経営）の分化がはじまり、飼養の目的が

役畜から役肉畜飼養への移行に向かうようになったのである。

　特にこの時期に注呂されるのは、1973年に世界的なオイル．シ．ックが起ったに

もかかわらず、1974年の副耳の飼養頭数が過去20年間のピークに達した点であるQ

これは購入（濃厚）飼料の価格変動に関係なしに耕種副産物及び山野草によって1

～2頭ずつ飼われていたからである。

　しかしながら、1978年の第2次オイルショックがあった時には経営形態の分化

がさらに進むことによって、講入飼料の依存度が高くなり、それの影響をうけるよ

うになった。それに加え、経済成長の沈滞による生産者受取価格の暴落及び1980

年の異常低温現象（冷害と病害）による稲作の収穫量の減少が農家所得の不安定を

もたらし、牛肉の「食いつぶし」を署しく加速化させ、1974年につづいて一段と

減少する傾向が現われるようになった◎特に、ここで注目したいのは養畜農家（韓

牛。豚。鶏）にとっては大きな試験の時期であったことである。

　3）役肉畜の展開期（1981～）

　1978年から減少傾向を続けていた飼養頭数及び飼養農家数は、1981年半はそれぞ

れ128万頭と85万戸まで低下し、普及率も40％にまでおちてしまった。しかし、

1981年を起点として再び増加に転じ、表3からみると1戸当り平均飼養頭数も拡大

傾向を示し始め、1983年には飼養頭数は175万頭に増加し（図1）、1戸平均飼養
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頭数も1β6頭まで上昇している（表3）oこのような変化をもたらした背景には、

1981年から農業政策が農業経営の複合化の推進を基本施策に位置づけたことがあげ

られるQ特に畜産部門は複合経営の最も有利な作目とされ、有畜複合化によって農

家所得と肉類供給（特に韓牛増殖）の増大という2つの冒標を同時に図ろうとした

のである。

　～方、この時期に飼養頭数が著しく伸び、1戸当り平均飼養頭数の規模拡大が見

られるが裏面では外国産肉牝牛の導入と牛肉輸入の増大、そして、濃厚飼料（原料）

の輸入増大という問題に直面してことも看過してはいけない。

第3表韓藍の飼養規模別割合

年度 藻講繕 1～2頭 3～4 5～9 10～19 20～29 30～49 50～

1960隼 1．13頭 　　％
X8．1

　　％
P．64

　　％
O．2

　　％
O．03

　　％
O．01

　　％
O．01

　　％
O．0玉

65年 1．14 98．12 1．62 0．2 0．03 0．01 0．01 0．01

70年 三．ま5 97．35 226 α31 0．05 0．0ユ 0．01 αOi

74年 1．31 97．68 2．04 0．．21 0．04 0，0王 0．01 0．01

78年 工，39 97．12 2．36 0．42 0．06 0．02 0．01 0．01

80年 129 9491 4．27 0．71 0．07 0．02 0．01 0．01

82年 1．？0 93．84 5．0 0．99 0．11 0．03 0．02 0．01

83年 1．86 93．45 5．3 LO5 α12 0．04 α03 0．01

資料：第1表と同じ

3．海牛飼養の経営経済的役割

　個別農業経営における重重飼養と耕種部門が適切に結合された場含、役畜利周と

地力の維持増進だけでなく、肉畜の邑的として得られる効果も農業経営上重要な意

義を持っている。表4からみると、部落の1戸当り平均耕地面積は0．88融で畜力利

用による農作業は少なく、韓牛飼養の目的は役畜としてよりは、むしろ肉畜として

の性格を多分に有している。

　そこで、一本章では個別農業経営における曲論飼養とはどのような性格を持ち、農

家経済とどのように結びついて飼われているのか、血糖飼養の現状と特徴点につい

て整理するために1980年10月に筆者が直接「農家実態調査」に参加して得られた

多少の知見をまとめてみることにしよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　一120一



　1）調査地域の概要

　調査部落である「江原道　横城郡　空根面　水白里」は比較的山間地帯に位置し、

韓牛の普及率が71％（表4）で古くから他の部落より飼養率が高い。この部落は山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　にかこまれで山野薫が豊富で韓牛の飼養（

第4表　調査農家の概要

区　　　　　　　　　分

計 130
部　落　世　帯　数

@　（戸）
農　家 127

非農家 3

計 88
1芦当り耕地面積

@　（α）
田 53

畑 35

韓牛　飼養農家（戸） 90

普　　　及　　　率（％） 71

1戸当り家族蛍働力（入） 6．05

濁　1．上記の表は調査時点での部落の

　　　現況を現わしている。

　　2．普及率躍（下血飼養農家＋農家

　　　数）×100

飼料）条件が有利な地域で1戸当り家族労

働力は60．5人であった。そして、産地家畜

市場は12㎞の距離より比比的近い所に位置

している。

　2）経営的役割

　　（1）　農作業について

　面起を飼養していない「小農」の場合、

畜力利用による農作業は耕地面積が小さい

ため、使役日数は少くないが、もしも韓牛
を織していない「鰭麟1㍉応酬を

必要とする時には「有畜農家」から牛を借

りて農作業を行なわざるを得ない◎従って、

「無畜農家」が耕転整地を行ないたい時に

は「判8s、醐を行ないたい線，は熱

雲」を借りて農作業を行なっている。その

際、牛の場合人間労働力1～2日、牛車の場合人間労働力s～7日分（牛の作業能

力によって決まる）の労働力の交換もしくはそれの日数分の労賃を賃借料として支

払うことになる。

　　（2）　飼養管理及び飼料給毒：方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ほとんどの農家が一般に飼料給源を農繁期には山野草に依存して韓牛を飼養して

いる。基幹労働力（主に男子）が非常に忙しく、耕種部門の農作業と競合関係にあ
る場合には老幼婦好の燭力を瀾する「放し飼い」％行な叩合もあるが、通

常、基幹労働力が1日平均1～2時間の労働によって飼料を調達している。

　そして、農閑期には稲わら、いも類の茎、豆類のカラ、ヌカ（米、麦類）などの

農業副産物（主に稲わら）を主体にして飼料を調達し、飼養管理は経営主が主に行

なっている。また経営主が、柴刈りや出稼ぎに出た場含には老人や婦女子が動員さ

れることになるQ

　特に役繁殖牛生産（使役と子牛生産）を目的として飼養している農家は、親牛の

　　　　　　　　　　　　　　　　　一121一



妊娠と出産後あるいは疾病にかかると穀類、かぼちゃ、薮、薬草などを煮て食べざ

せ、韓牛の健康管理を行なっている。

　飼料の給与方法は、農繁期の場合山野草を生で給与しているが、冬期農閑期にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）
ける給与方法はほとんどの農家がr熱飼」を実施している。　「熱飼」の実施は飼料

利罵の効率化とともに韓国の伝統的な農村の家屋の構造から「部屋の暖房（オンド
　　11）
ル）」の熱源という意味も併せもっているQ

　　（3）交配方法について

　二二の人工授精事業は1965年により開始されたが従来の自然交配よりはるかに体格が

大きく発育も良いという事実が認識され、入工授精を利用する農家が増加している。と

はいえいまだに20～30％は従来の慣習的な自然交配の方法に依存しているが、そ

の理由としては人工授精によって妊娠する場合、出産時の獣医師による入工出産の

煩しさと危険負担を伴うことがあげられる。自然交配の方法による場合、種付料は

穀物で支払うことになる。すなわち、牝牛を所有している農家は種付がおわれば種

牡牛を所有している農家に、種付料として大豆あるいは米を1斗（圭8Z）支払う。

一方、種牡牛を所有している農家は種牡牛の栄養補充のために種付料として受け取

った大豆あるいは自己所有のかぼちゃ、いも類等を煮て食べさせる農家もいる。層

　3）経済的役割
　　（1）飼養形態及び飼養期間

　六四の飼養形態及び飼養期間は各農家の間でさまざまな形式が存在している。各

農家における飼養形態および飼養温品は、生産の担い手である農家経済の主体や生

産要素（資金事情、農耕地所有面積、家族労働力等）の規模によって決定されてい

る○

　たとえば、各種現金支出が韓牛販売の収入にあまり左右されない「大農」の場合、

飼養形態は「役繁殖牛経営」がその主流をなしていることから、飼養期間（販売周期）

は1年以上の長期となっている。それは農繁期には役畜として利用し、出産時期は

できるだけ農繁期をさけて、子牛がうまれれば約6ヵ月間育てて販売しているが、

親牛は5～6回の出産後、使役と出産能力が低下すると老廃牛（屠殺用）として売

却される◎そして新しい牝牛を購入して再び「役繁殖牛経営」に向かう。

　しかし、「中農」と「小農」の場合には農業生産による現金収入が少ないことか

ら資金回転の円滑化のため、「役肉用牛経営」が主な経営形態である。飼養期間（販

売周期）は約6ヵ月間で年2回の販売行為を通じて、その差額（牛の販売収入一新
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しい牛の購入費用）で資金ぐりを行なっている。一般的には農繁期に入る前の春耕

前に牛を売り、新しい2～3才前後の農作業の経験のない「非熟練牛」を購入する。

購入された牛は農作業を通じて「熟練牛」と化し、農繁期がおわると秋に売却され、

親たな2～3才前後の「産肉能力」が良い牛を購入する。そして冬期（農閑期）の

間に肥育にかかって春耕前に売るという年間のサイクルをとっている。従って、「中

農」と「小農」においては、資本回転率が低い「役繁殖牛経営」を曵ける傾向がある。

　　（2）販売時期について

　二三を売買しようとする売り手や買い手が農閑期に多いのは農繁期の農作業の影

響もあるが、入学期（3月）と伝統的な晶出（正月1駄旧暦8月15臥旧暦10月）

等農民の各種現金支出及び資金の回収（公共債と私債の借入金）が要求される時期

でもあるからである。感温の各種現金支出及び資金畷収が季節的に偏ることによっ

て生産者受取価格の下落にもかかわらず、販売せざるを得ない事情があることに注

意しなければならないQ

　　（3）　現金収入の用途について

　現金収入（牛の販売収入一購入費用）は農業生産に使われる生産：的支出と家計費

及び借入金の償還に使われる非生産的七二に区分されるQ

　生産的支出は、主に龍料、農薬、小農具の購入、その他雑費等の農業生産に必要

な経費に使われている。

　非生産的支出の借入金の償還の場合、周知のように「小農」は農業生産による収

入が少ないため、農家経済基盤が脆弱で資金の相当部分を借入金で充当せざるを得

ないためであろうが、農家借入金の借入高は主に公共債と私債に依存している。

1960年代には農民の私債依存度が公共債依存度より高かったが1970年代に入って

から農業金融制度が整備され、農業協同組合を通じる農業金融の拡大策によって1

978年度には私債依存度が398％、公共債依存度が60．2％で私債依存度がかな
　　　　　　　　王2）
り低くなっている。

　しかしながら、農家が農業協同組合から資金（各目上営農資金）を借入したくて
も借入ができない場含に齢なり高禾噸である二三二階「契楊私記、嚇しな

ければならない。

　また農村の家計費支出は都市と比べて交際贈一与費、冠婚葬祭費が大きく、それに
子女の教韻を厭れば家識娼の相当綱を鋤ている15嫌子女の入学期が、

「醐期桜ある、別、な。ているため、韓牛の販売収入は教韻の充当に大きな

役割を果している。そして、都市と比べて交際贈与費、冠婚葬祭費が多いのは伝統
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的に農畏は近隣との紐帯関係が強く、結婚式と還暦のお祝い等の交際贈与費、同族

間の序礪係、三三三門する「祭副2塒丁丁懐び蔚の下野等力濃

村の家計費支繊を加重させ、ひいては韓牛の販売収入によって現金支出をまかなわ

なければならないからである。

　　（4）　販売形態について

　生産物は、まず次のような流通過程を経て農家の手元からはなれてゆく。その流
麗程には、、つの蕨灘がある。＿つは詠三人である「。モリクンjgたよ

る委託販売や農：家の庭先で直接販売する庭先販売方法、二つは、農民が直接産地家

畜市場を通じて販売する方法、三つは、畜産協同組合を通じて販売する系統出荷方

法である。1960年代までは農家の韓牛販売は農家の庭先で「ソモリクン」に直

接、相対販売する庭先販売や委託販売の方法がかなりあったが、飼養目的が役畜か

ら役肉畜へ転換してから「ソモリクン」による販売方法は減少し、産地家畜市場へ

の直接販売方法と畜産協同組含を通じる系統出荷方法が増加している○

　しかしながら、農家の庭先で「ソモリクン」に相対、販売する方法は旧来からの

取引き形態であって、農家が市場（価格）情報や産地家畜市場が遠くて、輸送手段

に対する困難があるため、生産物の販売を全面的に「ソモリクン」に依存している

農家がかなりいる。特に生産物を「ソモリクン」に委託する場合には、　「ソモリク

ン」は農家の牛を産：地家畜市場へ搬鐵して販売することによって、手数料として農

民から販売価格の一部（食事三十α）を要求し、季数料を受けとる手数料商人にな

る場合もある。

　そして、農畏が直接産地家畜市場を通じて販売する方法は古くから役畜を中心と

して売買が行なわれてきたため、売買方法はほとんどが中間商入の介入による不公

正売買が起り易い目測による仲介方法がその主流をなしている。特に農民が直接家

畜市場に参加して牛を購入あるいは交換する場含、目測による仲介方法を選ばなけ

ればならないが牛の選別基準は食欲、繁殖能力、作業能力、産肉能力（足、首、歯、

骨格、体格）を基準として自己の経済的・技術的に適含した牛を購入あるいは交換

している。

　そして、畜産協同組合を通じて販売している系統出荷方法は農家が飼養していた

老廃牛、あるいは購入飼料によって飼われている肥育牛がその主流をなしている。

　以上、韓牛飼養の現状及び特徴点について検討してみたが、上述のように部落内

の1戸当り農耕地所有面積はα88加の零細規模で稲作の部門以外には農作物の商晶

化率が少なく、農業生産は商品化を目的とする生産でなく、農民自身’と家族の生計
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費のための自給自足的な生産：の性格を有している。それゆえに、個別農業経営にお

ける韓牛飼養の経営経済的役割がきわめて重要であるということはいうまでもない。

それは耕種副産物の有効な利用と余剰労働力の活用（潜在的失業の解消）機能以外

にも農業所得の低位性及び耕種部門の販売収入の季節性による現金収入が偏り、資

金ぐりの供給能力等その機能的な役割が大きいからである。

4．　今後の方向と問題点

　これまで韓牛飼養の目的が役畜から役肉畜へ転換した時に焦点をおき、個別農家

における韓牛飼養の実態について触れてみた。その大部分の農家は1～2頭の零綱

小規模で飼われているため、農家経済は貯蓄する余力がなく、貯蓄する余裕がない

から資本の形成ができず、資本が足りないため、拡大再生産あるいは家畜生産性を

向上させることができない。結局、農家経済は乏しくならざるを得なくなるだろう。

　このような現状に対し、韓牛経営発展のために検討しなければならないと考えら

れる今後の方向と問題点について整理してみるQ

　1）生産上の問題

　　（1）零細規模からの脱皮

　ほとんどの農家が役肉畜的飼養の性格を多分にもちながらも、利潤追求のための

商業的飼養というより経営主やその家族の生計費のための自給自足の飼養形態と充

ったほうがよい実情にある。このような下では飼養意欲もにぶりがちであるから、

政府側の政策的な配慮（資金の支援と融資）によって、零細農家を対象に規模拡大

による生産費節減をはからなければならない。

　　（2）生産：能力の向上

　韓牛の繁殖間隔と繁殖率が屑本和牛の13．5ヵ月と89％に比べて、それぞれ17．5

ヵ月と70．5％で繁殖閥隔は長く、繁殖率は低い。また、産肉能力も生後玉8ヵ月令ま

で肥育しても400～500陶（牝牛）までしかあがらない。これらの家畜単位当生産

能力の改良と普及、そして、交配方法も前近代的な自然交配方法から脱皮して人工

授精事業の拡大策が改善される必要がある。

　　（3）飼養技術の普及

　飼養管理と飼料給与：方法に対する知識水準が低く、新しい飼養技術の習得が遅れ

ているため、資源の効率的な活爾のみならず、生産性も非常に低い。そして、良質
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の飼料供給基盤が弱い状態にとどまっている。韓圏土面積の中で草地造成が可能な

面積は123万加で草地が造成されている面積は1978年のわずか3，6万加（3％）

にすぎない。飼養技術の普及とともに草地造成の開発（粗飼料の確保）が必要であ

ることはいうまでもない◎

　2）経営管理上の問題

　農産物流通の効率化なしに農業発展の近代化ができないが、その意味では様々な

不公正売買（不等価交換）を惹起させている産地家畜市場での目測による仲介方法

と「ソモリクン」に依存している状態では韓牛生産の発展はしがたいのである。い

いかえれば、韓牛生産：は個別農家の飼養技術及び飼養：方法によって支配されるがそ

の結果（価値）は交換（販売）過程、即ち、流通過程の諸条件によって判定される

からである。従って、産地家畜市場での仲介売買方法と「ソモリクン」による庭先

販売のような前近代的な流通構造を改善しなければならない。

　3）価格安定上の問題

　韓牛の市場価格は非常に不安定である○その原闘は2つに考えられる○…つは、

前述したように農民の各種現金支出や資金回収の要求が季飾的（2月と11月）に偏

っていること。二つは、政府の畜産政策に対する不合理性と一貫性の欠如である。

前者の場合は季節的な集中出荷によって発生している価格変動を防ぐための需給調

整対策を強化すべきであるQ後者の場合は、長期的な畜産振興計画が未定着状態に

いるにもかかわらず、物価当局が生産者のための畜産振興を十分に考慮せずに、む

しろ消費者のための物価安定に偏って畜産政策（たとえば牛肉の多量輸入）を樹立

することに起因していると思われる。

　以上のような諸般政策及び問題点が解決され、畜産経営発展の基礎条件を備える

ことによってはじめて二二飼養は個別農家の複合経営に、あるいは広く地力維持対

策の観点からも農業経営の1部門として積極的に取り入れることができるであろう。
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　〈註＞

　1）韓：牛（korean　cattle）とは古くから運搬罵あるいは農耕用に使われている

在来種の役畜牛のことである。その被毛の大部分は黄褐色で体形は台湾や中国南部

地方に分布している黄牛（Yellow　ca雛le）と似ていることから、韓国の黄牛

（Korean　YellOw　cattle）であるとする学説も存在する。

　李寅浩他3人共著r畜産経営学』先進文化社　1981．　PP220～225

　2）　1980年度の農耕地面積の中で稲作6a5％、麦類1乞0％、いも類8エ％、豆類

5，2％、其他3．2％を示している◎

　「経済白書」韓国経済企画院。1981．PP253～265

　3）金文植r韓国農業の近代化過程』韓国農村経済研究院．1980．PP429～

431

　4）以下では便宜上農耕地面積1．5加以上は「大農」、0．5～1．S加は「中農」、α5

加以下は「小農」と定義することにする。

　5）　「セマウル運動」は1970年4月に提案され、1971年から本格的な事業がは

じまった。その主要な事業内容は第1段階（1971～1973）；基盤造成段階（村の

道路や屋根改良などの環境改善事業）、第2毅階（1974～1976）；自助発展段階

（住宅改良）、第3段階（1977～）；自助完成の段階（農業所得増大事業）であ

った0

　6）韓国の農村における伝統的な「屋根」は余程の大農でない限り、　「稲わら屋

根」がその中心であって、1年あるいは2年に叉回ずつ稲わらで「屋根」の改修を

行なってきたが、1971年忌らはじまった「セマウル運動」によって、従来の「稲わ

ら屋根」の代りに「スレート（s霊ate）屋根」にかえるようになった。

　7）部落の中で約71％が牛を飼っていた。残りの29％の「無畜農家」が牛を飼

えない理由は「大農」と「中農」の場合、動力耕転機の購入による牛の処分かある

いは労働力の不足によるものかである◎そして「小農」の場合は韓：牛を購入する経

済的余裕がなかったといえよう。

　8）耕i転整地と運搬に必要な農機具（黎。馬鍬．荷鞍）は「無畜農家」もほとん

ど所有しているため、役牛だけを借りて農作業を行なっている。

　9）ここで「放し飼い」という意味は山野草が豊富である所へ牛をつれていって

人が付き添いながら草をたべさせることを指す◎

　io）かまの中に農業副産物（稲わらの場合は4～5α”の長さで切る）、残飯（水）

若干のヌカなどを入れて混ぜて煮て牛に食べさせる。
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　11）温突房（オンドルヘヤ）というのは焚き口から加熱で保温する装置の部屋

　12）韓国における農業金融供給の特徴の一つは農協を通ずる農業金融を除けば他

の一般銀行の農業金融供給額はわずか1～2％にすぎない。それは韓国のような零

細農業経営形態下で発生する資金供給上の高い危険負担率があるため、他の金融機

関がほとんど参加しないからである。

　金榮詰「農業金融構造の変遷」　r韓国農業の近代化過程』韓国農村経済研究院

王980．　P王》374～420

　13）　「奨励米」とは自給食糧以外に米の余裕がある農家が借入を必要とする相手

に年率3～4割の高利で貸し、収穫期になると米で元金と利子を償還する個人私債

名を指す。

14）　「契」とは冠婚葬祭の支出のために作られた部落内の親睦会（青年会、老人

会、婦人会）の組織で借入を必要とする農家を絹手に現金、穀類（主に米、大豆）

を貸し、現金あるいは穀類で償還する私債名である。利子は年率1～2割で比較的

「奨励米」よりやすい。

15）農村と都市との家計費支出の比較

費　　目　　名 農　　村 都　　市

交　際　贈　与　費 30．0％ 一　％

教　　　育　　　費 2　2．1 2　3，8

冠　婚　葬　祭　費 1　6．4 一

夕　　　療　　　費 1　1．5 1　9．4

交　通　通　信　費 7．7 三＆9

た　　　　ば　　　　こ 4．3 6．2

美　容　衛　生　費 2．6 8．5

教　養　娯　楽　費 L7 6．8

其　　　　　　　他 3．7 1　6．4

計 100．0 100．0

16）

ユ7）

こと。

注）L　農村は細77年の統計値であるQ

　2．都市は1978年の統計値である。
資　料：韓国銀行「経済統計年報」エ979．P254～255

「春窮期」とは3．4月頃に農家で食糧が乏しくなる時期を指すG

「祭紀」とは各節に家族と親族があつまり飲食物を作って先祖に祭りをやる
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18）　「時享祭」とは毎年11月（旧暦10月）に同族達が集まって先粗の墓所で行な

う祭。　この「謄享祭1の準備のためにはかなりの経費がかかるが、資金は同族（

氏族）が共同で所有している現金あるいは田畑の小作料の収入で充当する場合や「

小農」に田畑の小作権を与え、その代りに「時享祭」の準備をやってもらう場合が

ある。

19）　「ソモリクン」とは農繁期には家畜の売買量が少くないために自己の農業に

従事し、農閑期になると産地家畜市場を出入りしながら部落内の牛の委託販売ある

いは庭先で直接農民から購入する行為、または、産地家畜市場での売り手と買い手

との仲介行為を業としている非法定家畜商人を指す。
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