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農工間賃金格差と農地貸借

一一効率賃金の視点から一一

中川聡司・草 苅 仁

1.はじめに

2.分析の枠組み

3. 実証分析

4. 結論

1 はじめに

1970年代の中盤以降、わが国における農地の権

利移動は、高度経済成長期の地価高騰を背景に、

売買形態から貸借形態へと変化してきた。2005

年の権利移動面積のうち、約 8害IJが貸借によるも

のである。このような背景のもとで、貸借による

農地の権利移動は、大規模農家の剰余が小規模農

家の米作所得を上回る程の生産性格差が生まれる

ことで進行するであろうと考えられてきた1)。主

な根拠として、生産関数分析や費用関数分析によ

って、長期の平均費用に逓減領域がみられたこと

が上げられる 2)。米作生産構造に規模の経済が存

在していることが確認されたため、生産性格差が

広がれば、長期均衡に向かう過程で、小規模農家

から大規模農家に土地の権利は移動するであろう

というものである。 しかし、約 30年もの問、生

産性格差が存在し続けている一方で、権利移動の

伸びは年々鈍化傾向にある 3)。

小規模な兼業農家にとって、離農し土地を貸し

出すことが最適となる経済条件下でも、兼業農家

としての現状を維持し続ける農家が多く存在する。

農地の貸し手である小規模兼業農家が、農地を手

放さずに自作することを選択すれば、仮に借り手

の候補が存在していても貸借がおこなわれない。

そのため農地市場への農家の参入数が抑えられ、

結果として流動化は停滞する。これら小規模な兼

業農家の滞留が貸借による流動化を阻害している

要因としてあげることができる。

わが国の米作農家は兼業率が高く、農業の労働

力は高齢者による割合が大きい。兼業が進んでい

るということは、農家はフルタイムで農外労働を

行った上で、農業を行っているため、それ以上の農

外就業は不可能であると考えられる。また高齢者

の農外就業機会は少ないとしづ現状は、農外労働

市場に大きな制約が存在していると見ることもで

きる。 しかし米作に関する先行研究では、農外労

働賃金における最適労働投入を仮定しており、そ

のため農外労働に関しての制約を考慮、したモデ、ル

での分析は少ない。このような労働市場の制約を

考慮することができるモデ、ルとして Sonodaand 

Maruyama[7]がある。このモデルでは、労働市場

の制約が存在することで、農工間賃金格差が発生

することを示している。

労働市場の制約が農地貸借に与える影響を考察

することが本研究の課題である。以下の構成は次の

通りである。第2節では、 Sonodaand Maruyama 

[7]と同様に、効率賃金仮説の枠組みを組み込んだ

ハウスホールド、モデルを用いて農家行動を捉え、

農工聞に生じている賃金格差が農家の農地貸借行

動に与える影響を理論的に整理するとともに、分

析の枠組みを提示する。第 3節で、は計測モデ‘ルを

提示するとともに実証分析をおこない、最後に第

4節で結論を述べる。
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2.分析の枠組み

Sonoda and Maruyama[7]で、は効率賃金仮説の

枠組みを組みこんだハウスホールドモデルを用い

て、農外労働において雇用需要に上限制約が存在

している場合、農工間賃金格差が発生することを

示している。この枠組みでは、賃金格差によって

離農は促進しない。むしろ離農促進を阻害するよ

うな制約が労働市場に存在しているために賃金格

差が生じる、といった因果関係の逆転が起こって

いる 4)。 そのため一見、離農を選択することが最

適と考えられる経済条件下においても、兼業農家

が現状維持を選択している可能性がある。小規模

な兼業農家が離農し、土地を貸し出すことが最適

となるには、要素市場において完全競争的な仮定

が前提となると考えられる。

本研究では Sonodaand Maruyama[7]が用い

ている枠組みに、可変生産要素として土地を組み

込んだモデルを用いる 5)。このモテ守ルの特徴は農

家の農外労働就業時間に上限制約が存在している

点である。まず、この上限制約の存在が、農外雇

用労働と農業労働における賃金率に格差を発生さ

せることを示す。

max U(CpC2，Z) (1) 

S.t. L2 = Te-Z -L， ~ L = constant (2) 

m
A 
+A = Tcα(3)  

p，C， + P2C2 +WLZ ~ wLTe+wATa+π 

(4) 

1r = p，X -{wAA+ wLL， + wFF} (5) 

X=f(LpF，A) (6) 

Xは生産量、 C，はそのうちの家計消費量、 C2

は市場購入財、 Zは余暇、L，は農業労働時問、 L2

は農外労働時問、 Teは利用可能時間、 m
A
は土地

の貸付面積、 Taは土地の賦存面積、 Aは耕作面

積、 Fは経常財、 p，は生産物価格、 P2はC2
の価

格、 WLは市場賃金率、 WAは小作料、 WFはFの

価格である。農外雇用労働時間の上限制約をLで

表す。

(2)式の時間制約のラグランジュ乗数をμ、(4)

式に(3)、(5)、(6)式を代入した予算制約のラグラ

ンジュ乗数をλとする。このとき以下の式が成り

立つ。

w・ 三 WL-~ ~WL . 
forμ=0 Mノ'L= wL 

θζ 
BL-= p， メ-WLむ 壬O

θ5 
一 =pJト-WF~ O 。F
θ5 
od=p，ん WA壬O

θζ 
一一=U，-λp¥~ O 
θCl l 

θζ 
θC;-= U2-λP2:5. 0 

θC 
一一 =Uz 一 λW~ ~ O 
θZ 

p，C， + P2C2 + w~Z 

-w~Te-(wL -w~)L- 1r-~ O 

Te-L， -Z ~ L 

π= p¥X -{wAA+w~L， +wFF} 

-W 

(7・1)

(7-2) 

(7・3)

(7-4) 

(7-5) 

(7・6)

(7・7)

(7-8) 

(7-9) 

(7・10)

(7-11) 

， wL，Y) 

Z司五司ι=l--A，;可Z -L 

つτ~ L2 ...ー+Z" 

図1 主体均衡賃金と家計肉労働需要、労働供給

註) Sonoda and Maruyama[7] p135を参照
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(7-3)、(7-6)、(仔7-8叫8ω)式より

昨 w叫←μ;トL=Pマp引l

w叫，~ =wL(ppP2，wp wA，wF，I) 

(8) 

(9) 

農外雇用労働における賃金率は市場賃金率 WL

で与えられる一方、農業労働、及び余暇時間は農

家の主体均衡価格として WLで与えられる。これ

らの値は農外労働時間の上限Lが影響しない場

合は、 μ=0となるため、w;=WLであるが、上

限制約が影響を与えた場合、農外雇用賃金と農業

賃金に格差が発生する。

図 1に家計内労働需要と労働供給を示す。それ

ぞれ LD(ppWL' 
WA' WF) は WL= pJ;から、

LS
(PPP2' WL，Y)はWL= p， UZ/U，から導かれた

関数である。横軸下のιι，z.は労働市場の上限

制約が存在した場合の、ど¥ζ，z..は存在しない

場合の最適時間配分である。

(広，+ん=広である。)

このとき、農家の最適行動は主体均衡賃金であ

るWLを用いて以下のように表すことができる。

<消費行動>

需要関数

C， =C，(PPP2'W:，Y.) 

C2 = C2(PPP2' w~ ， Y-) 

Z=Z(PPP2'W~ ，Y. ) 

完全所得

(10・1)

(10・2)

(10・3)

y・=w:Te+ (WL -w:)I +;r. (10-4) 

(π =p，X+町内 -W:L，-wFF)(10・5)

<生産行動>

供給関数

X = X(pp w~ ， WA
' 
WF) 

派生需要関数

L， = L，(pp w~ ， WA
' 
WF) 

A = A(p" w~ ， WρWF) 

F =F(pp W:， WA' 
WF) 

(10・6)

(10・7)

(10-8) 

(10-9) 

土地の貸付関数

nら=Ta-A(pp W:， WA' 
WF) (11) 

Sonoda and Maruyama[7]で5は、 主体均衡賃金

は農家の米作供給行動に影響を与え、生産物価格

に対する供給弾力性が全体として負になり、極端

な場合、供給関数が右下がりになることが示され

ている。同様に波及的な影響が生産要素需要にも

影響を与えていると考えられる。

θmA dA 

dp， dp， 

=-{乱。+間)ω
δmAー δIA

ふVA δWA

|θIA I dA dw: I 
= -~一一+一一一一土(12包)

|θWAI品村 δWLδWA I 

土地が正常要素であれば、主体均衡賃金の影響

を無視した(12・1)式の右辺第一項は正、 (12・2)式の

右辺第一項は負となることが理論的に要請される。

しかし土地と労働が粗補完的であるとすれば、そ

れぞれ第二項の効果が第一項と符号が逆となる。

つまり、労働市場の制約で市場賃金から訴離した

主体均衡賃金の影響は、農地需要の自己価格弾力

性、生産物価格弾力性を小さくするといった形で

現れる。その結果、農地貸借行動は生産物価格や

地代に対して非弾力的になるため、兼業農家は現

状維持を選択する傾向となっていると考えられる。

3.実証分析

1)仮説

上記の枠組みから次の仮説が導出される。

仮説 主体均衡賃金においての最適化行動は農家

の農地貸借行動を非弾力的にする。
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2)計測lモデル

上記の仮説を検証するため、主体均衡賃金関数

の(9)式をトランスログ型に、供給関数と派生需要

関数の(10・ 6)~ (10・9)式をコブダグラス型生産関

数x=λLQAβFsから導出される形で特定化し、

(13)~(17)式を用いて同時推計をおこな う。簡便

化のため労働市場における制約Lは一定とし、計

測モデ、ルには含まれていなし、。

lnX =cox +一色町一ーとlnW; 
^ 1-17' .. 1-17' 

-JLIMP，-lーInWr+τνlnt 
1-17' n 1一ψ

(13) 

1nLI=COf+-LlnP1一Inw;
目 " 1-17' ・ b

-JLhw，--Llrlwr+T，lnt 
1-17' n 1-17' 

(14) 

lnA =COd +-LlnP1-J乙lnw.
n 

1-17' 
.. 

1-17' 

-lnw.-ーと-lnwr+Llnt
n 

1一ψ

(15) 

lnF=COF+-LlnPl-JLhw. 
一ψ . 1-ψ L 

-JLlnwa-IMFF+TF lnt 
1-17' 

(16) 

lnw~ =仇+dpllnP1+dp2lnP2 + δ~ ln).¥ノL

+ιln wA +dF ln wF +1'"， lnt 

(17) 

ただし、 ψ=α+β+rである。

期待される理論的符号条件は

のlnw一
一一ーム=δ〓 >0.
θlnp， 

oln W~ 
一一ーム=ι <0‘

olnwA 

A
U
 

〉
l
一片伽

A

一nm

h

一h

《

U
士
C

A
V
 

く

一ψ
α
一一

d
一J
町

h
一h

，

E
一

《

U

を満たすことである。

3)計測データ

計測データは 1971~2003 年の期間をプーノレし

た、農林水産省統計情報部『米及び麦類の生産費』

の「作付規模別生産費(都府県)J、農林水産省統

計情報部『農村物価賃金統計』、及び総務省統計

局『消費者物価指数年報』を用いる。耕作面積(A)

は「作付面積J、小作料(W)は実勢地代で、ある。

農業労働(L，)は家族の直接労働時間を用い、女性

の労働時間は 0.8を乗じている。市場賃金率(WL)

は「家族労働費」を L，で除したものである 6)。経

常財(F)は、「種苗」、「肥料j、「薬剤j、「その他諸

材料J、「建物J、「農具」、「光熱」、「賃料」を含ん

でおり、経常財価格(W
F

)はこれらについての費用

比率をウエイトとするマルチラテラル価格指数を

用いた。生産物価格upは、米作粗収益を収量で

除した値である。市場購入財価格(J;)は総務省統

計局『消費者物価指数年報~ i中分類指数Jの「消

費者物価指数(総合)Jの値で代理した。また主体

均衡賃金(W~ )は、遠藤 ・草苅[1]の土地、労働を固

定要素とした可変利潤関数からシャドウプライス

を求め、用いた。

4)計測結果

計測結果を表 1 に示す。 計測は(13)~ (1 7)にお

ける WLの内生性を考慮するため、 SURで計測し

た値を初期値として、完全情報最尤法用いた。理

論的に要請された符号条件はすべて満たしている。

(12-1)、(12-2)式について、計測されたパラメー

タから弾力性の関係を用いて確認する。土地の労

iθlnAi 
働価格弾力性を求めると |ーーマ|は・0.888とな

~ oln w~) 

るため、主体均衡価格において、土地と労働は粗

補完要素の関係にあることが、明らかとなった。

また、それぞれの弾力性についてパラメータを用

いて計算すると次のような結果となる。

elnA I θInA I 
一一一一 =3.894 一 一 一 一 =-1.000 
δlnp，1伽 'L=。 θlnwAI伽 >0

βln W~ 
一一一一ι=3.291 
olnp， 

βln W~ 
一一ーム=-0.385 
olnwA 
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(12・1)、(12・2)式の関係について整理すると次の 賃金においての最適化行動は農家の農地貸借行動

通りになる。 を非弾力的にする。Jとし、う本研究の仮説が支持さ

日
ommA 一{3.894-2.922}=-0.972 (18) 
θInpl 

dlnm 
~ :'~"'A =-{-1.000+0.342} =0.658 (19) 
δln w

A 

それぞれ(18)、(19)式においても、 (12-1)、(12-2)

の第二項に対応する値が第一項に対応する値と逆

の符号となり、全体として弾力性を小さくするこ

とが説明された。このような結果から「主体均衡

表 1 計測結果

パラメータ 推計値 t11直

4 ー0.7368 *** -2.857 

OPI 3.291 *** 18.385 

δP2 0.744 *** 4.195 

δL ー0.397 *** -5.928 

δ A ー0.385 *** -4.374 

δ F -2.25 *** -10.778 

COx ー0.716 ** -2.079 

COL 0.776 *村 2.729 

COA -0.682 * -1.925 

COF -0.504 -1.583 

α 0.228 *** 19.515 

β 0.112 *** 21.573 

y 0.403 *** 15.345 

"w 0.170 * 1.895 

"x 0.095 0.729 

τ L -0.437 *** -4.044 

τ A 0.081 0.621 

"F 0.052 0.430 

決定係数(完全情報最尤法)

(13)式 0.037 

(14)式 0.849 

(15)式 0.215 

(16)式 0.792 

(17)式 0.258 

(注)帥*は 1%水準、 H は 5%水準、勺ま 10%水準で有意を

示す。

0，は同時性制約から事後的に算出した。

れた。

4.結論

兼業農家が離農するような経済条件下で‘あって

も、現状維持をしている農家が多数存在 しており、

農地の流動化は停滞しつつある。本研究では、農

地の貸し手となる兼業農家の滞留を流動化阻害要

因のーっとして捉え、賃金格差が存在しつつも現

状維持を選択しているという点について考察をお

こなった。労働市場に制約があると仮定すれば、

賃金格差は流動化を促すことはなく、むしろ労働

市場に存在する制約条件が離農を阻害し、賃金格

差を発生させている。その結果、農家内で決定さ

れる主体均衡賃金は農地貸借に対する行動を非弾

力的にするということが明らかとなった。農地貸

借がおこなわれる経済条件下においても現状維持

をすることが最適となっている可能性が示唆され

る。またこの結果は、賃金格差が発生している規

模においては、潜在的な貸し手のみではなく 、借

り手となる農家の行動についても非弾力的にする

ことを示している。

本研究では、 制約の強いコブダクラス型生産関

数を用いて計測をおこなっている。より伸縮的な

型での分析をおこなうことが今後の課題となる。

また本研究では農地市場自体は競争的であるよう

に扱っているが、農地貸借自体にも様々な制約が

存在していると考えられる。そのため、これらを

考慮した要素市場聞の影響を同時に考察すること

が可能となるモデルでの分析が必要である。また

完全情報最尤法を用いた場合の決定係数が低い点

も今後の課題である。

注 1)農地流動化に関する研究は「梶井仮説(階層間生

産力格差による流動化仮説)J (梶井[2])の判別条件

(上層農の剰余ミ下層農の米作所得)が満たされれ

ば小規模農家から大規模農家へ農地は移動するで

あろうという見通しのもとで、この分野で多くの分

析がなされた。

2)米作生産構造について、規模の経済の存在を示し、

大規模借地農の成立可能性について考察した研究
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には、加古[3)、近藤[4)、新谷[6)などがある。

3)例えば 2005年の『食料 ・農業 ・農村白書』には

「農地の利用集積面積は…(中略)…全体として

増加しているが、査を近はその伸び率が鈍化傾向にあ

るJと記載されている。

4)草苅[5)は同様の視点で農地市場を捉え、農地貸

借市場に発生している取引費用が流動化阻害をし

ているため、規模開の地代格差が存在していると述

べている。

5) Sonoda and Maruyama[7)では労働と経常財のみ

が可変生産要素であり、耕作面積は固定生産要素と

なっている。

6)家族労働評価は厚生労働省『毎月勤労統計調査』

における他産業の賃金データを基にしているため、

この数値を市場賃金とした。
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