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小特集 農村におけるジェンダー

農作業とジェンダー

―農業機械の利用方法に注目して一

芦田裕介＊

〔キーワード〕 ：性別分業 農業機械機械操作，

男性性，ジェンダー関係

l 農業労働における性別分業

本稿では農家における農業機械の利用方法に注

目することで，蔑作業におけるジェンダー J)の問題，

とくに稲作の農業労働における性別分業の固定化

がもたらす問題について論じる ．

歴史的にみて，農家女性は家族股業労働を支える

重要な存在である．囮 lは， 1960年代以降の殿業従

事者数 2) の推移を示したものである.70年代まで

は総数として減少傾向にあるなかで，女性の方が多

いことがわかる．とくに高度経済成長期においては，

農家男性の兼業や出稼ぎが進むなかで，高齢者や女

性が股作業を担う「3ちゃん股業」が注目を集めた．

80年代以降になると男性の数が上回り，以降は総数

に占める男女の比率はそのままで減少の一途を辿
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る．近年では，若年層の女性従事者数が減少し，将

来的に女性展業者の「絶滅」が危ぶまれる状況にあ

る（秋津 2012: IO). 

この過程において注目すべきデータがある.2000 

年の農業センサスにおいて農業従事者数をみると，

その比率は男女であまり変わらないが，そのうち農

業機械を操作 した人数をみると ，男性の約 236万人

に対し，女性は約26万人とおよそ 10分の 1である．

こうしたデータが示すように，日本の農業労働にお

いて機械を使うのは主に男性の役割となっている．

これまでの研究の成果によると，機械化以前の

1950年代後半まで，稲の生育管理や畜力を用いた仕

事は男性世帯主の仕事であり ，女性を含むその他の

労働力は田植え，除草，稲運びなど単純で最も苦労

の多い労働を任されていたことが指摘される（吉田

2001). この時点での農業労働は，筋力や熟練度に

応じた機能的な役割分担があった（吉田 2001: 224). 

●総数

● 男

□女

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

年

因 l 日本における蔑業従事者数の推移
出所 ：殿業センサス各年度版より笙者作成．
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その後， 1970年代になると乗用トラクター，田植機，

自脱型コンバインが普及したことで労働時間は大

幅に減少したその際に，作業の指揮権は男性のま

まで，「機械作業を行うのは男性，女性は人力によ

る補助作業」という性別分業が存在したが，男性世

帯主不在の場合には，女性の機械オペレーターは珍

しくなくなる（吉田 2001: 227). 

しかし，その後は男性世帯主の在宅兼業化が進む

なかで，週末・休日の男性による機械作業でかなり

の部分がまかなえるようになり，その結果，稲作作

業において女性はますます周縁化されるか，そもそ

も女性が稲作労働に参入しなくなる（秋津 2012:9). 

その一方で，戦後の農家において再生産労働を担っ

てきたのは一貫して女性である（熊谷 2011).

現代農村においては，個人化や女性の自立を前提

とした農家家族経営の再編が必要であり，そのため

には現在のジェンダー関係が否定され，固定の性別

分業ではなく，生産労働も再生産労働も，男性女性

どちらによっても担われ得ることが必要である（熊

谷 1995). 熊谷の指摘から 20年以上が経過したが，

農業労働における性別分業は依然として存在して

おり，それがなぜ強固なのかについては，現在にお

いてもなお問うべき問題なのである．

本稿では，農作業におけるジェンダーの問題を研

究するために，渡辺 (2009) と同様に当事者の労働

の意味づけを重視し，農作業の分担理由を明らかに

するアプローチを取るが，その際に「男性性町の

問題に注目したい現代社会の労働過程や組織のあ

り方は，きわめて男性中心主義であり，農業労働に

おける性別分業の問題についても，農家男性が女性

を従属的地位に置き続ける過程に目を向けること

が重要となるからである (Saugeres2002 : 144). 本

稿では，農業労働における当事者の農家，とく農家

男性が農業機械を使う理由に注目して事例の記

述• 分析をおこなう．

本稿では岡山県岡山市南区興除地域（旧児島郡興

除村）を事例とした凸この地域では，新たな機械

を積極的に導入して農業労働の編成が進んでおり，

農作業・農業機械とジェンダーの問題についても先

駆的な知見を得やすいからである．本稿は， 2011

年 6 月 ~2012 年 2 月， 2014 年 9 月に実施したフィー

ルドワークで得られたデータにもとづく．調査では，

15農家に戦後の農業労働の変化に関する聞き取り

をおこなった．調査は主に世帯主の男性，可能であ

ればその配偶者にも行った．すべての農家で家事・

育児等の再生産労働を担っているのは，主に女性で

あった．また，ほとんどの農家女性が農外就労の経

験がある．

興除地域では，農地改革以前に農業機械化を推進

する社会的・経済的条件が存在しており，日本にお

ける機械化先進地域となった.1930年代後半に耕転

機が普及するが，これは日本の一般的な農家より 20

年近く早い.1960年代には乗用トラクター，バイン

ダー，自脱型コンバインが普及し，この頃から徐々

に家族外部の労働力に依存しなくなった.1960年代

以降，農家における兼業化とともに農家女性の隈業

労働力化が進み，農家女性が農業労働を支えてきた．

ただし， 1980年代以降は女性の農業従事者数の減少

率が，男性に比べて大きい.1990年代以降になると，

グレンタンク式コンバインのような利便性は高い

反面，高価な機械が普及する．一方で，農家の高齢

化と後継者不足によって機械の購入を控える，機械

を手放す農家が現れてきた機械操作に関しては男

女で顕著な差があり， 2000年において機械を操作し

た人数の男女比は，約 9: 1である．

2. 農作業の分担にみるジェンダー

2. 1 男性が機械操作を担当する理由

機械操作は， 15農家のうち約半数で女性も行って

おり，とくに耕作面積が 3ha以上の場合は，必ず女

性も使っている．操作する機械には違いがあり，収

穫に使うコンバインは多くの農家女性が使った経

験がある．この理由としては，コンバインは，「あ

まりスピードを出さずに作業する」⑦ （以下数字は

調査農家の世帯主を示す）「まっすぐ進んでいけば

よいからそんなに難しくない」⑨といったことが挙

げられた．そして，なにより大きいのは，かつての

コンバインに存在したモミ袋を運ぶ作業である．コ

ンバインで刈り取ったモミは，機械の装置によって

脱穀され，搭載している袋に送られる．この袋は約

30kgでいっぱいになるので刈り取り作業中に何度

か交換するのだが，その際には取り外した上で圃場

の端まで運ぶ必要がある．この交換作業はかなり重

労働になるため，体力的に女性より男性の方が滴し

ており，女性は機械操作をしている方が楽なので操

作を覚える．
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⑥によれば， 1970年代のコンバイン導入当初は本

人のみが運転していたが，あるとき妻に操作を教え

て機械に乗り出すと「こっちの方が楽でええわ」と

言われ，その後は妻がコンバインを使い，自分が補

助作業に回ることが多くなった．しかし，近年では

グレンタンク式のコンバインが導入されたことに

より，籾はコンバインから直接コンテナなどに排出

されるため，補助作業は不要になったこの場合に

は男性のみが操作することが多く，逆に女性のみが

操作するという事例は皆無であった．

他方で，耕起に使う乗用トラクターや田植機は基

本的に男性が操作している.1960年代まで耕起作業

に使っていたのは耕転機であった．初期の耕転機は，

「重くて使うのに力が要った」② 「持ち上げて曲が

るのがしんどかった」⑨ため，女性が操作するのは

大変だったまた，「壊れやすうて，自分で修理せ

んといけんかった」⑧こともあり，ほとんど男性が

使った．ちなみに，耕転機導入以前は牛を利用して

おり，牛を使うのは男性の仕事であったという．

よって耕起作業に限っていえば，牛耕の延長線上で，

その代替といえる機械を，そのまま男性が使用して

いたとも考えられる．

1970年代に乗用トラクターが普及する．乗用にな

れば手押しの耕転機と違い男女の体格の差異は問

題にならない．しかし， トラクターは，コンバイン

よりもスピードが出やすく，操作についても「慣れ

んとまっすぐ進むのが結構大変」⑩なので，男性が

使用することが多い．ただし，乗用トラクターが普

及する頃には「勤めに出る男の人が増えた」ため，

「女の人もやらざるをえん」⑦ようになったという

農家もあった．

田植機については，作業時に苗箱を運ぶという補

助労働があり，これは機械操作よりも力が必要な作

業である．それにもかかわらず，男性のみが機械を

操作することが多いこの理由について多くの農家

男性が，「田植機の操作は難しい」からであると述

べた．田植機は作業を行う際に圃場内でバランスを

取るのが構造的に難しい．特に興除地域の士壌は重

粘士であるため，機械操作の難易度がより高くなる．

しかも作業が失敗した場合に，「後から直すのが大

変」⑪である．そのため，必然的に機械操作のスキ

ルが高い男性が使うようになる．また，田植えの作

業は収量にもっとも直結する作業でもある．農家に

とって収量増加のためには，限られた圃場内に「ど

んだけ苗を効率よく植えられるか」⑤が重要となる．

しかも生育を良くするためには，距離をあけて真っ

直ぐに苗の列を作っていくことが必要である．この

ように田植えは稲作において収入を大きく左右す

るので，男性が「経営に重要なポイント」を担って

いるともいえる（渡辺 2009: 185). 

ただし，こうした田植えの重要性は機械化以前か

ら存在していた．機械化以前の田植えは「一家総出

の仕事」であったと多くの農家は語った．その場合

に，指揮権は男性にあったが，苗を植える作業自体

には女性もかなり関与できていたこのように考え

ると，機械化によって男性が「経営に重要なポイン

• ト」を囲い込んでいったとも理解できる．

2.2 機械操作のスキルの獲得機会の格差

男性が機械を操作する理由として，「男性の方が

機械の操作が上手い」ということがあった．それで

はなぜ男性の方が機械の操作スキルが高いのだろ

ぅヵ'・
農協やメーカーの機械の販売担当者は，機械を売

るために家長である男性にアクセスする．そして機

械の購入を決定し，使用方法の説明をきくのも主に

男性である．農協職員 Sによれば，この流れは戦後

の耕転機の販売から現在に至るまで基本的に変化

していない機械の導入時点から，売る側は家長や

後継者といった男性に説明し，そのことによって男

性は機械操作のスキルを優先的に獲得できる．その

ため，女性が機械を使えるかどうかは，「男の教育

次第」⑥ということになるのである.sによれば，

とくに家長の男性は，妻や娘よりも「後継者になる

可能性がある息子に教える」ことを重視するという．

一般的に，ジェンダー間で農作業スキルに格差が生

じた場合には，女性がこの格差を埋めるような研修

の機会等を得ることは難しい（渡辺 2009: 185). 

逆にいえば，女性でも操作説明を聞くことがあれ

ば，機械操作を行える．農家⑬では， 1990年代に購

入した機械が届いた際に世帯主や長男が不在だっ

たため，操作の説明を最初に聞いたのが「長男の嫁」

であり，結果的にその後も彼女が機械操作を行うよ

うになった，というエピソードがある．また，農家

①や⑨では長女が婿取りをしているが，これらの農

家ではいずれも女性が機械を操作できる．すなわち，
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農家出身者であれば機械操作のスキルを身に付け

やすいと考えられる．

2.3 機械操作の意味

ここまでは，主に農業経営や機械操作のスキルに

関する側面に注目してきたが，さらに細かい語りに

ついてみていくと，別の側面から男性が機械を使う

理由がみえてくる．

男性からは「機械を使えてようやく一人前の男に

なれる」というような語りが数多く出てきた機械

を使えるということは，農家男性の必須条件なので

ある．しかも，ただ使えればよいというわけではな

く，「うもう（うまく）使えんと恥ずかしい」⑥と

いう．とくに「田んぼの四隅まできれいに耕して，

苗を植える」⑨というようなこだわりがある．こう

した作業は生産性を高める意図があると思われる

が，農家の話を聞くと，そうした経済合理性のみで

は説明できない．たとえば⑬は次のように語ってい

る．

トラクターならズーッと進んでいって，跡を見

てみりやきれいに畝がたっとるわけ．これが気

持ちええ．んでそれが（圃場の）隅から隅まで

できとらんといけん（ダメだ）．（農業は）機械

が使えにやあ（ないと）いけんし，機械が嫌い

じやあできんと思う．

このように農家男性は機械操作に対して強いこ

だわりがある．さらに「下手くそは四隅が高うなる」

①, 「真っ直ぐできとらんと人に笑われるけん（か

ら）気をつかう」⑩という語りからは，周囲の農家

の目を気にしながら，農家が互いのスキルを競って

いるようにみえる．圃場とは，農家が農作業のスキ

ルを存分に披露できる場なのである．「この辺の田

んぼは四角いから曲がっとると特に目立つんじゃ」

⑤というように，地域における正条区画の圃場形態

がこの傾向に一層の拍車をかけている．

農家男性が農家女性に対する優位を示す際に，重

要なキーワードが「craftmanship(職人芸）」である

(Dessein and Nevens 2007) . 農家男性にとって機械

を巧みに使いこなして圃場で農作業を行うことは，

男性としてのアイデンテイティやプライドと結び

ついている．そして操作スキルを競うということは，

農家男性としてのアイデンティティを維持してい

くために必要な行為なのである．興除地域の農家男

性にとって， トラクターで真っ直ぐ進み，「田んぼ

の四隅まできれいに耕して，苗を植える」ことには，

同様の意味があると考えられる．一方で⑥や⑬の妻

からは，「機械をうまく使えんかったら男の人から

文句を言われた」ことがあり，積極的に機械を使い

たくないという話があった．⑬の妻は， トラクター

の操作では「まっすぐ進んでない」と怒られたこと

があり，「そんなこといわれても，少しくらいええ

がなと思った」という．

2.4 機械利用をめぐる意識

以上のような状況について，当事者の農家の機械

利用をめぐる意識を確認しておく．

多くの農家男性は，農業機械について「どっちが

使ってもええ」⑧と語った．購入資金を出すのは主

に男性だが，機械自体は「自分の家のもん（モノ）」

⑭という語りが多くみられた．その一方で，「おな

ごはなんも知らん」⑥というように，機械は主に自

分や後継者の男性が使うモノと捉えていた．

これに対して⑬の妻は次のように語っている．

兼業化で男の人が出ていったから機械操作も

やらざるをえんかったそりやおらん（いない）

のじゃから，女でもやらにやあいけんでしょ．

それでトラクターから田植機，コンバインまで

ー通り使ったわけ．それでも男の人がおるん

だったら， 自分は使わんでもええかなって．

じゃけん（だから）息子が機械を使えるように

なったら任せましたし，主人がいるときは主人

がやるしで．そんなんで最近はまあ前ほど使わ

んようになった．

こうした語りに見られるように，女性には積極的

に機械を使おうという意思はみられず，あくまで

「機械は男性のモノ」で「女性は補助者」というス

タンスがうかがえる 5).

実はこうした傾向は，現在における日本の農業機

械メーカーのカタログにも表れていたたとえば，

2008年に発売されて人気を博したクボタの田植機

「ニューウェルスターポップ」シリーズのカタログ

では，「これからの田植えは夫婦でうれしい」とい
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うキャッチコピーとともに，田植機と並んで笑顔の

夫婦が表紙を飾っている 6). しかし，実際にカタロ

グの中身の写真を見ると機械を操作しているのは

ほとんど夫であり，一方で苗運びのような補助作業

をしているのは妻である．ここにメーカー側の性別

分業の意識を見出すこともできる．しかし，ここで

考えるべきは，メーカー側はユーザーのニーズを汲

み取って製品を開発し，販売するということである．

すなわち，このカタログの内容も，少なからず農業

の現場の実態を踏まえ，反映していると理解するべ

きであろう．

一般的に「女性は機械に弱い，女性仕様の機械が

ない」という指摘がなされるが，「自動車免許があ

れば大抵の農業機械の操作は可能」であるし，「需

要があればそうした製品も作られるだろう」という

指摘もある（波晏野 2012:194). 実際に近年では，

女性も含めてより多くの人々が操作しやすい機械

がメーカーによって開発され販売されている九

ただし，機械があっても実際に女性が使うかどう

かは別の話である．⑮の妻は，「農業やらんでええ

ならやりません」と語っている．農業労働以外にも，

家事や農外就労等で忙しい農家女性にすれば，かつ

ての男性不在のようなやむを得ない理由がなけれ

ば，わざわざ機械の操作を身につけてまで農業に関

わろうとはしないという考え方もある．

3. 農業労働の再編に向けて

以上の内容について，農業機械とジェンダーの関

係に注目してまとめておく．とくに以下の 3点が重

要だと考える．

第 lに，家長の存在が家族の農業機械の利用に与

える影響である．農業機械は見様見真似だけで使え

ないため，誰かから正確なスキルを学ぶ必要がある．

その際に，家長は優先的にスキルを獲得できる地位

にあり，そのスキルを誰に伝達するかということを

決定できる．農業労働においては，スキルが必要な

「難しい」作業ほど，家長や後継者の男性が担当す

る．こうした機械作業は，収入に直結するような「や

りがい」のある労働であることが多い．一方で，農

家女性は操作スキルの獲得機会を得にくい．また，

農家家族経営において家事労働を担っており，かつ

農外就労をしていることもある．このような状況下

で，農家女性は自身を「補助者」と位置づける，あ

るいは「農業に関わらない」という選択肢を取りや

すいと考えられる．

第2に，農家間の関係が，個別農家の農業労働に

及ぼす影響である．農業機械はオープンスペースで

利用されるために，オペレーターの機械操作のスキ

ルの程度が，視覚的な情報として地域社会の人々に

伝わり，かつその優劣が比較可能である．その際に，

男性は農業機械の扱いにおいてこだわりを持ち，見

た目の美しさや仕上がりのキレイさを追求する．他

方で，こうした男性のこだわりは，女性にとっては，

ときに機械を使うことに対するハードルを上げて

しまうことがあり，農業機械の使用から遠ざける要

因となるのである．

第 3に，農家とメーカーの関係である．メーカー

は男性が使うことを想定して機械の開発・普及をお

こなってきた機械の普及過程においては，販売者

が男性にスキル伝達をおこなうために，農家女性は

男性に比べてスキル獲得の機会が制限され，農業機

械を利用しにくい状況がある．開発については，か

ってのように男性を前提としたデザインからの脱

却が固られている． しかし，販売者が男性を主な

ユーザーとして想定している限りは，その普及過程

で男性が主な機械操作者となりやすい状況がある．

以上の考察から，農家家族内の成員間の権力関係

と農家間の社会関係が，農業機械の利用方法に反映

された結果として，農家男性が農業機械を使い，女

性が補助労働を行うという性別分業が固定化され

るといえる．その際にメーカーは，こうした現場で

の農家の家族関係や社会関係を踏まえた機械の開

発・普及を行うことで，結果的に既存のジェンダー

関係の再生産に加担してきたのである．

ここで留意すべきは，こうした男性中心の労働編

成は，必ずしも「女性が農業労働において周辺化さ

れている」ことだけを意味しない．このような農業

労働の編成の背景には，農業労働の中心であろうと

する男性と農業に積極的に関わろうとしない女性

という，それぞれの思惑が存在する場合があるから

だ．農業労働の編成は男性と女性の相互作用によっ

て成されており，男性の意向だけですべてが決定で

きるというような単純な問題ではない．すなわち，

農家とそれを取り巻く社会構造のなかで，現状の性

別分業が固定化されるような水路づけが行われて

きたことを考慮する必要がある．
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この現状は，農家にとって大きな間題を牢んでい

る．調査では，多くの男性から「（兼業で）働いと

るときは両方やるのはしんどかった」というような

語りが聞かれた．日本社会全体でみれば，農業とい

う産業自体が周辺化されており，現代の農村社会に

おいて農業をやることは，生活上で必ずしもプラス

にならない 8). 調査した農家のなかでも「後継者あ

り」は半分程度であったが，農家男性の問題は，現

在の農業の中心である高齢者がいなくなったとき，

いっそう顕在化すると思われる．

他方で，農業労働において農家女性は周辺化され

やすく，いくら政策的に女性農業者の育成を訴えた

ところで，このままでは女性はますます農業から離

れていくことが予想される．そうなれば，男性は農

業を担う存在として規定されてしまい，その役割か

ら逃れにくくなる．また，兼業農家の女性にとって

は，望むかどうかにかかわらず，再生産労働を担当

することが固定されやすいという問題も残るだろ

う．

本来はある労働が男性向けや女性向けというこ

とはなく，どのような労働をするかはジェンダーに

関係なく自由に選択できるはずである．農業労働に

おける性別分業の現状を変えていくためには，以下

の2点が必要であると考える．

1点目は従来から指摘されてきたように，女性の

農作業スキル獲得の機会を確保することである．こ

の点については，近年全国各地で少しずつ取り組み

が増えていることが指摘されている（佐藤 2016).

農業関係者においては，女性農業者育成に対する意

識が高まっており，性別分業に関して変化の兆しが

あるといえるかもしれない．

2点目は，「テクノロジーに組み込まれた関係」を

読み解くことである．農家家族内の権力関係と農家

間の社会関係，農家とメーカーの関係が組み込まれ

た農業機械の利用方法によって，既存のジェンダー

関係は再生産されている．本来であれば農業機械の

ようなテクノロジーには，既存のジェンダー体制を

組み替えていく可能性がある．それを発揮するため

には，まず，ューザーである農業者が「テクノロジ一

に組み込まれた関係」を読み解き，社会に埋め込ま

れた人と人の関係が抱える問題を正確に認識する

ことが重要である．

つまり，農村社会における既存のジェンダー関係

を組み替えていくためには，テクノロジ一のあり方

と人々の意識を同時に変えていくことが必要だと

いえる．また，「周辺化された労働を女性に担わせ

る」というような構造にならないよう，農業労働そ

のものの在り方を問うていく姿勢も必要となるだ

ろう．

註

1) 本稿におけるジェンダーとは，女性と男性とい

う非対称の対を生み出すシステムの総体を指すと

もに，その問題を暴き克服するための用語である

（秋津 2007).

2)満 15歳以上の世帯員のうち，農業センサスの調

査期日前 1年間に自営農業に従事した者のこと．

3) ここでの男性性とは，「ある社会で男性と関連付

けて想定される諸特性」のことである（田中 2009:

10-11) . 

4)本稿は芦田 (2016) の第 5章を元に，今回の特

集に合わせて加筆・修正を加えたものである．調査

地域や対象の詳細については，芦田 (2016) の第 5

章を参照されたし．

5)農家女性が男性不在のような特別な理由で機械

操作をする場合に，女性は自身を「真のオペレー

ター」である男性の「代役」と位置づける．そして，

「男性が機械操作，女性が補助労働」という従来の

性別分業は変更されることがなく，むしろ強固にな

る (Brandth2006 : 26) . 

6) この点について筆者の別稿を参照されたし（芦

田 2016: 215). 

7)たとえば， 2015年に始まった「農業女子プロジェ

クト」のなかで，井関農機が「農業女子トラクタ」

として，農業現場の女性の意向を取り入れた農業機

械の開発を進めている http: //www.iseki.eo.jp/noujo/ 

tractor/ (最終アクセス 2017年 5月 1日）．また，ク

ボタの「ラクウエル」シリーズの紹介では，女性が

1人で機械を操作している写真が印象的である

https: //www.jnouki.kubota.eo.jp/product/taueki/racwel_ 

ep8d/ (最終アクセス 2017年 5月 1日）．

8)徳野 (2011) の第 11章や篠崎 (2004) では，農

家後継者になることで，配偶者や職業の選択に苦労

する農家男性の問題が取り上げられている．
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