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個別報告論文 037J 

韓国稲作生産性変化に対する地域別貢献度分析

近藤功庸(旭川大学経済学部)

山本 康貴(北海道大学大学院農学研究院)

慎 鋪光(韓国農村経済研究院)

Regiona1 Contributions to the Changes in Korea's Rice Productivity 

Katsunobu Kondo (Asahikawa University) 

Yasutaka Yamamoto (Hokkaido University) 

Yongkwang Shin (Korea Rural Economic Institute) 

The purpose of this paper is to analyze the 

regional contributions to the changes in Korea's rice 

productivity for a sample of eight Korean provinces 

over the period 199ι2006. We calculate the national 

aggregate total factor productivity (TFP) level by 

using the share of each province's rice output as a 

1. はじめに

アジアの一員であるわが国では，稲作生産性が停

滞しつつあるとの分析結果が示されている(山本・

近藤・笹木 [8J). 1990年代以降，アジアにおける

稲作生産性が停滞しつつあるとの指摘(菊池 [3J)

もある.ただし，わが国稲作生産性の停滞は，必ず

しも全地域で一律な動きを示している訳ではない.

この点を，近藤・山本 [4J[5Jは， どの地域がど

れだけわが国全体の稲作生産性の変化に貢献したか

を，地域別貢献度分析によって解明している.

一方，同じアジアで日本の隣国である韓国につい

ても，稲作生産性の停滞が危倶されるところである.

しかしながら，韓国の稲作生産性を地域別に分析し

た既存研究は見られるものの (Kwonand Lee [7J， 

近藤・山本・慎 [6J)，韓国全体の稲作生産性の変

化に対し， どの地域がどの程度の貢献を果たしたか

という視点からの分析は見られない.

そこで本稿では，近藤・山本・慎 [6Jがインデッ

クス・ナンバー・アプローチによって算出した総合

生産性を用いて，韓国全体の稲作生産性に対する地

域別貢献度分析を試みる.なお，以下において地域

とは道を指す.

weight. Then， we decompose the change in the 

national aggregate TFP over the abovementioned 

period into provincia1 contributions. The result shows 

South Chungchong Province to be the largest con-

tributor to the change in Korea's rice productivity. 

2. 分析方法

近藤・山本・慎 [6Jが道別の韓国稲作生産性の

分析に適用したインデックス・ナンバー・アプロー

チとは，具体的にTornkvist生産性指数である.また，

近藤・山本・憤 [4Jは道別 Tornkvist生産性指数の

結果を用いて， Tornkvist生産性指数の全国集計値を

計測した.その過程で，全国の生産性集計値TFPK.'

は道別米産出額シェアをウェイトとして，以下のよ

うに算出される. (1)式のように，t年目における各

道の対数化生産性水準lnTFP
a
/をウェイト W

a
/により

加重平均すると，対数化した全国の生産性集計値

lnTFP仰が求められる.なお，添え字Gは道を示し

次節で述べるように，道の数は8個である.

lr四 PK.t=乞加a刈TFPa) )
 

唱

E
A(
 

近藤・山本 [5J と同様， Bernard and Jones [1J 

に従って全変数の変分をとると， (1)式は (2)式のよ

うに展開される.

d.lnTFPK，，= ~:::C企wa.t' lnTFえ)+工(wa/ ð.lnTF凡) (2) 

(2)式において，右辺第 1項をシェア効果，右辺

第2項を個別成長効果と定義し，シェア効果と個別

(137) 
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成長効果の合計を全体効果という.

(2)式の左辺を右辺に移項すると， (3)式が得られる.

玄(llwa/lnTFι)工(ωa/lllnTFι)
.!!.="'---------+ a-J •• ~~_ (3) 

企lnTF九 lllnTFPK.I

(3)式をさらに展開すると， (4)式のようになる

主~ II巾
(MarlnTFP，t)2wat-74) 

uL 
l=1ATFFLf+ATFFLf 

TFPK.1 TF~ 

(4) 

で算出された各年次の道別米産出額シェアを用いる.

4. 分析結果

最初に地域別貢献度分析の結果を見る前に，表 I

で各道の米産出額シェアの変動を確認したい.表 l

は 1994年と 2006年の道別米産出額シェアおよび両

年の差を提示したものである.

表 lを見る限り， 13年間で忠清南道が 4.26%ポイ

ントのシェアを伸ばしたものが最高であるが，韓国

の穀倉地帯と言われている全羅北道のみならず 2)

(4)式において，右辺第 l項を全国の稲作生産性 全羅南道も 2%ポイント以上シェアを低下させてい

変化におけるシェア効果の貢献度右辺第 2項を全 る.しかしながら 全体としてはシェアの変動は絶

国の稲作生産性変化における個別成長効果の貢献度 対値で 5%ポイント未満であるため，シェア効果の

と定義し，シェア効果の貢献度と個別成長効果の貢 貢献度はあまり大きくないことが予想される.

献度の合計を全体効果の貢献度という. 次に地域別貢献度の分析結果を表 2で見ていく

ただし実際の計測においては近藤・山本 [5J と とへシェア効果の貢献度は忠清南道が最大の 8.00%

同様， Bernard and ]ones [IJに従い，変分をとら となっている外は絶対値で 2%にも満たない状況で

ない変数に関しては分析期間の平均値を用いる.ま ある.個別成長効果の貢献度に関しては忠清南道が

た，変分は l年当りの変化分を用いる.つまり， (2) 

式を用いると， (5)式のように書き換えられる.よっ

て，以下の式では時間tの添え字を省く.

lllnTFPK=玄(llWa・lnTF~)+工(w;企lnTF~) (5) 
a=l a=l 

後述するように，分析期聞は 1994年から 2006年

までの 13年間であり， (5)式右辺の α地域に関する

各変数は具体的に以下のように計算される.

lnTF凡=(lnTFPa，剖十lnTFPa，95+…+lnTFft，師).;-13

(5-1) 

企lnTFPa= (1nTFPa同
lnTFPa，94).;-12 (5-2) 

ω'a =(ωa，94 +W a，95 +…+wa佃).;-13 (5-3) 

企ωa=(ωα同一ωa，94).;-12 (5-4) 

3. データ

生産性変化の全国集計値に対する地域別貢献度の

計測に用いるデータは近藤・山本・慎 [6J で算出

された道別の稲作生産性水準の計測値である 1) 分

析対象期間は近藤・山本・慣 [6J と同様， 1994年

から 2006年であり，対象地域は京畿道，江原道，

忠清北道，忠清南道，全羅北道，全羅南道，慶尚北

道，慶尚南道の 8道である

一方，米産出額シェアのデータも近藤・山本・慎 [6J

(138) 

表 1. 道別米生産額シェアとその変動

(単位:%) 

1994年 2006年 両年の差

① ② ②ー①

京畿道 13.72 13.04 0.68 

江原道 4.87 6.27 1.39 

忠清北道 5.90 6.55 0.65 

忠清南道 16.94 21.20 4.26 

全羅北道 15.65 13.41 2.24 

全羅南道 15.74 12.96 -2.78 

慶尚北道 15.72 14.87 0.85 

慶尚南道 11.46 11.70 0.25 

表 2. 生産性変化の全国集計値に対する道別貢献度

(単位:%) 

全体効果 シェア効果個別成長効果

(①=②+③) ② ③ 

京畿道a 16.11 -0.69 16.80 

江原道b 5.25 1.42 3.83 

忠清北道c 19.92 1.47 18.45 

忠清南道d 50.73 8.00 42.72 

全羅北道e 0.76 -0.10 0.87 

全羅南道t 1.35 -1.82 3.17 

慶尚北道g 9.32 -0.35 9.66 

慶尚南道h 一3.44 -0.06 -3.38 

全国 (=a+・・ +h) 100.00 7.87 92.13 
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突出して高く， 42.72%となっている.次いで忠清

北道が 18.45%，京畿道 16.80%となっており，この

3道の合計で 77.98%を占める.慶尚南道のみマイ

ナスの貢献度 (-3.38%) となっているが，その大

きさは小さい.

また，全体効果の貢献度に関しては，個別成長効

果の貢献度と大差はないが，最も貢献度の高い忠清

南道は 50.73%と韓国稲作生産性上昇の半分を占め，

韓国全体の生産性をリードしている.忠清南道と忠

清北道，京畿道の 3道だけで全体効果貢献度の合計

は 86.76%と韓国全体の稲作生産性向上の貢献に 9

割近い寄与を果たしていることが分かる.換言すれ

ば，穀倉地帯である全羅北道の全体効果貢献度が

0.76%と低いことが，韓国稲作生産性の停滞を大き

く左右しているものと言えよう.

ここで，本稿と同じ方法でわが国稲作生産性の地

域別貢献度分析を行った近藤・山本 [5J の結果と

比較してみたい.近藤・山本 [5J では，わが国最

大の米産出額シェアを有する東北がマイナスの貢献

度を示しており，わが国稲作生産性停滞の主因であ

ることが示された.韓国でも穀倉地帯の全羅北道に

おける生産性停滞が見られる.つまり， 日韓両国の

稲作生産性が停滞している主因は，稲作の主産地な

いしは穀倉地帯と言われている東北(日本)や全羅

北道(韓国)における生産性向上の不振という点で

類似していることは注目される

5. おわりに

本稿の課題は地域別稲作生産性変化が韓国全体の

稲作生産性変化に及ぼす貢献度を計量的に明らかに

することであった.主な分析結果は次の4点である.

①シェア効果の貢献度は忠清南道が最大の 8.00%

となったが，他の道は絶対値で2%未満で、あった.

②個別成長効果および全体効果の貢献度が最大で

あった地域は忠清南道であった.

③全体効果の貢献度に関しては忠清南道と忠清北

道，京畿道の 3道だけで 86.76%を占めていた.

④穀倉地帯である全羅北道の全体効果貢献度は

0.76%と低い.

以上の分析結果から， 日韓両国全体における稲作

生産性停滞の主因は，両国稲作の主産地における生

産性向上の不振である点が示された. よって，両国

稲作全体の生産性向上のためには，米主産地の生産

性の停滞要因に対し，実態面などを含めて多角的に

究明し，究明された停滞要因の改善をすすめて行く

ことが重要であると示唆される.

注1)近藤・山本・慣 [6Jが韓国稲作生産性の分析に

用いたデータは韓国統計庁『農産物生産費統計』に

掲載されている「米生産費」である.生産物は 1

戸当り粗穀(籾米)の評価額を用いた.生産要素

は労働，資本，土地，経常財とし，これらの要素

投入量に関するデータとして，労働は労働時間(=

自家労働時間+雇用労働時間)，資本は畜力費と

農具費，土地は作付面積，経常財は種苗費，肥料費，

農薬費，その他諸材料費を用いた.デフレ-jlは，

農業協同組合中央会『農協年鑑』から，生産物の

デフレータとして米穀の農家販売価格指数を用い

た 資本と経常財においては，各費目に対応した

農家購入価格指数を用いて資本と経常財の Tornkvist

要素価格指数をそれぞれ作成し，資本と経常財の

名目値データを実質化した ただし本稿で用い

た生産性のデータに関し，近藤・山本・慎 [6Jと

異なる点がある.具体的な相違点は，資本と経常

財のデフレータ (TornkvIst要素価格指数)の作成

における各費目シェアの算出方法(近藤・山本・

償 [6Jでは道別平均値の l戸当たり費目データか

らシェアを算出したが，本稿では韓国全国平均値

の1戸当たり費目データからシェアを算出)とデ

フレータの基準年変更(近藤・山本・慎 [6Jでは

資本と経常財のデフレ-jlと生産物のデフレ -jl

における基準年が2000年であったが，本稿では両

デフレータの基準年が 1994年)である.なお，注

3で詳述するように，計測結果の相違は極めて小

さく，近藤・山本・慎 [6Jの結論や本稿の結論へ

の影響は無い.

2)深川 [2J(p. 125)は，全羅北道と忠清南道が比較

的米に特化した地域であるが，特に全羅北道は韓

国の穀倉地帯であると述べている.

(139) 

3) 分析対象期間(1994 年~2006年)における韓国

全体の稲作生産性の年平均成長率は，近藤・山本・

様 [6Jでは0.59%であり，本稿では 0.58%であっ

た.なお，本稿で計測された道別の稲作生産性の

年平均成長率は，京畿道が0.78%，江原道が0.44%，

忠清北道が1.61%，忠清南道が1.39%，全羅北道

が0.03%，全羅南道が0.12%，慶尚北道が0.39%，

慶尚南道が 0.19%であり，近藤・山本・慣 [6J

の道別結果と殆ど同じである.
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