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トルコにおける農業生産性と女性の労働参加制約

丸 健(京都大学大学院農学研究科)

Agricultural Productivity and the Constraints on Female Labor Supply in Turkey 

Takeshi Maru (Graduate School of Agriculture， Kyoto University) 

The objective of this paper is to analyze agricul-

tural productivity and the constraints on female labor 

supply in Turkey using a micro回economicapproach. 

In areas where irrigation has been introduced， 

farmers have discontinued animal husbandry and 

now specialize in crop farming. Simultaneously， 

female household members who worked mainly in 

animal husbandry stopped participating in agricul-

tural production activities. This paper clarifies wheth-

1. はじめに

EU加盟を目指しているトルコは現在，農産加工

品に関しては EUから特恵待遇を受けているが，農

産物は例外で， EUからの輸入農産物に対して関税

をかけている.穀物をはじめとした耕種生産物の

EUとの輸出入バランスは純輸出となっているが，

畜産物の EUとの輸出入バランスは純輸入となって

いる.亀山他 [7Jによれば， トルコが EUに加盟

した場合，耕種部門は全体として増大するが，近代

化が進んでいない畜産部門は価格下落により縮小が

予想される.耕種と畜産との聞の生産性・収益性格

差を増大させることとなれば，畜産の地盤沈下に拍

車がかかることが考えられる.

その結果，主に畜産に従事する女性の労働参加に

影響が及ぶことが考えられる. トルコを含むイスラ

ム圏農村部では，社会慣習という「圧力」によって

女性の労働力参加が制約を受けているということ

が，イスラムとジェンダーに関する社会学的研究に

おいて指摘されている (Morvaridi[4J，星山【8J). 

トルコにおいて畜産から耕種への転換が進めば，女

性が耕種に従事することを社会慣習が阻害すること

によって農業生産の効率性が損なわれる可能性があ

る.実際，本稿の調査地域で，濯j慨が導入されてい
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er or not the hypothesis that Islam-specific social 

customs pertaining to female labor as pointed out by 

sociological studies impede agricultural productivity 

is valid. The methodologies adopted are the estima-

tion of the quadratic production function and the 

comparison between the marginal productivity of 

family labor derived from the production function 

and the wage rate of hired-in labor. The result ob-

tained is that the hypothesis cannot be supported. 

る地域(濯瓶地域)では耕種と畜産との聞の生産性

格差が増大し， (Kusadokoro and Maru [3J)畜産を

経営する農家が減少すると同時に女性が労働参加し

なくなる現象がみられている.また労働搾取で、ない

形での女性の労働参加率向上・労働選択の自由も，

EU加盟を目標とするトルコの課題の一つで、あり，

農業における生産性向上だけでなく農村女性の労働

参加という観点からもトルコ農業を分析する必要性

が高まっている.それにもかかわらず， トルコ農村

部における耕種と畜産との聞の生産性格差と女性の

労働参加との関係に関するミクロ経済学的研究は，

これまでのところ皆無である.農業生産形態が変化

している中，もし女性の労働参加制約慣習のもとで

農業生産の効率性が損なわれているとすれば，その

慣習は農業経済的側面からも望ましいものではない

といえる. よって本稿では，従来から指摘されてい

るトルコ農村部における女性の労働参加制約慣習の

存在を確認し，それが農業生産性に及ぼす影響を検

証することを課題とする.

次節では調査地域における耕種と音産，および調

査農家の労働力利用について説明し，耕種における

女性への労働参加制約の実態を明らかにする. 3節

では，農業生産関数を計測し，そこから得られた家
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族労働力の限界生産性を市場賃金と比較すること

で，社会慣習により農業生産の効率性が損なわれて

いるかどうかを検証する.

2.調査地域の農業と標本農家家計の概要

本稿で用いるデータは， 2006年にトルコのアダ

ナ県でおこなった農家家計調査にて収集したもので

ある 1) 調査対象戸数は潅灘地域 2村 50戸，天水

地域3村 49戸である.

アダナ県はトルコ共和国中央部の地中海沿岸に位

置しており，セイハンとジェイハンという 2つの川

が地中海に流入している.下流域のチュクロパ平原

は土壌が肥沃であり，濯j既率は高い.中・上流域は

アナトリア高原へと続く丘陵地帯であり，濯j既率は

低い.

潅瓶地域では，小麦や綿花， メイズや果樹・野菜

類の作付面積割合が大きい.畜産は，かつては牛の

他にも山羊・羊を飼育していたが，現在は一部農家

が小頭数の牛を舎飼によって飼育しているのみであ

り，畜役用途はない.家族労働については，男性は

耕起や播種，肥料散布や潅瓶管理など，主に耕種部

門の作業に従事しており，一方女性は畜舎の清掃や

給餌など，主に畜産部門の作業に従事しているが，

男性と一緒に野菜の苗の植付けなどもおこなう.雇

用労働はメイズや果樹をはじめ，作物の植付けや収

穫，濯瓶作業に主として投入されている.収穫には

機械雇用 2)と10人単位の粗雇用めを組み合わせる

場合が多い.

濯j既が導入されていない天水地域では小麦や大麦

の栽培が中心であり，それと畜産とを組み合わせた

農業が営まれている.畜産に関しては，山麓部にお

いて山羊・羊が多く飼育されているが，それ以外は

牛の飼育が主である.畜役用途はない.家族労働に

ついては，男性は耕起や播種，肥料散布など，主に

耕種部門の作業に従事しているが，近隣の森林での

放牧もおこなう.一方女性は畜舎の清掃や給餌など，

主に畜産部門の作業に従事している.雇用労働につ

いては，歩合制で機械雇用を用いて小麦を収穫する

ことが多い.粗雇用に関しては，濯瓶地域と異なり

農作業の補助を親戚や知人に依頼する場合が多く，

粗雇用労働の雇用件数は多くない.

アダナ県では肥沃な土壌に濯濃とそれに関連した

技術の導入が進んだ濯瓶地域の農業と，丘陵地帯と

(149) 

j墓瓶地域

天水地域

表 1. 地域別耕種畜産別収益性

耕種 畜産

土地収益性 労働収益性 労働収益性

(YTL!a) (YTL!day) (YTL!day) 

19.6 

6.1 

87.2 

97.1 

-0.55 

1.33 

出所:2006年農家調査より作成

注:1)土地収益性，純生産額(農業粗収益から物財費

を差し引いたもの)を経営耕地面積で割ったも

の.日本の農業経営学的には生産性.労働収益性;

純生産額を労働量で割ったもの.

2)調査時点 (2006年 2月)で1USD=約1.3YTL.

いう地形制約から技術の導入がさほど進んでいない

天水地域の農業との聞に大きな違いがある.特に，

種子の新品種導入や肥料・農薬の輸入などに関する

1980年代の規制緩和政策によって，果樹や野菜，

メイズなどの生産性が綿花や大麦といった作目と比

較して大幅に向上したこともあり (Gisselquistand 

Pray [IJ)，濯j既地域では果樹・野菜・メイズなど

多様な商品作物が生産されている一方，天水地域で

は依然、，小麦と大麦の生産が主で，耕種部門におけ

る地域聞の土地収益性格差が顕著である(表1)

経営耕地面積は濯瓶地域平均 15.3ha，天水地域

平均 8.7haとなっており，濯j既地域の方が経営耕地

面積規模が大きい.逆に家畜飼育農家は，潅j既地域

で 50戸中 10戸であり，耕地面積規模が大きくなる

と家畜を飼育しなくなる傾向がある.一方，天水地

域では 49戸中 35戸が家畜を飼育しており，家畜飼

育農家の割合が高く耕地規模と家畜飼育頭数との聞

に有意な関係は認められない.

以上のことから，耕種の土地生産性・収益性が高

い濯減地域では，耕種に特化する傾向がみられるも

のの，労働生産性は耕種畜産とも両地域で大きな差

が認められないことがわかる

また，女性の労働参加については，表 2に示すよ

うに，濯瓶地域，天水地域双方とも，耕種部門への

労働参加は限られており，畜産部門については，天

水地域のみ多くが参加している.先に述べたように，

濃減地域においては耕種に特化する傾向にあり，そ

のため，天水地域で女性が労働参加している畜産部

門への参加が少なくなっているものと考えられるの.

一方，男性については，濯瓶地域，天水地域を問わ

ず，耕種部門を中心にして畜産部門にも労働参加し
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表 2. 家族主要労働区分

(単位世帯数)

男性
耕地 主要労働区分

規模 無し 耕種 畜産 耕畜両方

濯j銃地域 下位層 。 11 6 

中位層 15 1 

上位層 。 16 。
天水地域 下位層 9 7 

中位層 12 5 

上位層 9 7 

主要労働区分
女性

無し 耕種 畜産 耕畜両方

濯減地域 下位層 10 2 4 I 

中位層 12 2 3 。
上位層 15 。 。

天水地域 下位層 5 。 11 。
中位層 4 10 2 

上位層 5 。 10 

出所:2006年農家調査より作成.

注:地域ごとに耕地面積順に 3分の 1ずつ分類し，耕地

規模階層とした

ていることがわかる.本稿の調査対象地域と同じア

ダナ県で調査をおこなった星山[8Jでは，性別によっ

て参加できる労働の種類が慣習的に決められている

ことが示されており，本稿の調査対象地域でも同様

の慣習制約の影響を受けていることが考えられる.

以上の潅瓶・天水両地域の労働参加の比較は，調

査地域における農業への女性の労働参加について，

耕種部門への参加に制約があることを示唆している.

3.農業生産における効率性の分析

(1)分析手法

農業生産の効率性を検証するには様々な方法があ

るが，ここでは労働利用に焦点を当て，家族労働の

限界生産性 (MPL) と市場賃金率とを比較する.た

だし，調査農家の中には家計外労働(自家農業，雇

用労働)に参加していない家計員が多数存在するの

で，生産関数分析では二次関数型を使用する.多く

の分析で用いられているコブ・ダグラス型やトラン

ス・ログ型の生産関数を用いて MPLを推計しよう

とすると，端点解に近づくと MPLが無限大になり，

ゼロ投入時の MPLを計測することが理論上不可能
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だからである.また， jacoby [2Jや Skoufias[5J 

は本稿と同様，生産関数の推計結果から MPLを算

出しているが，女性が労働していない家計を生産関

数分析から除外するため，女性が労働するかどうか

をプロピット推定し，得られた逆ミルズ比を用いる

ことでサンフ。ルセレクションバイアスに対処する方

法を用いているが， このような方法では男女とも労

働している家計のみを対象にしているため，実際に

女性が労働していない家計の MPLを計算すること

はできない.また，大規模調査データでないと，生

産関数分析に使用するサンプル数が減少してしま

う.本稿のような手法を用いればこれらの問題を解

決できる.また二次関数型のその他の特徴として，

説明変数間の交差項を計測できるメリットがある

が，その一方で説明変数が多くなるデメリットがあ

る.特に係数ダミーを用いる時にはモデルが煩雑に

なり説明力が低下しがちである.

以上のようにして生産関数を計測した後，家族労

働の MPLを算出し，これを雇用労働の市場賃金率

と比較することによって，農業生産の効率性を検証

する.

(2)推計結果と効率性の検証

生産関数の計測に使用した変数は表 3のとおりで

ある.被説明変数は耕種部門と畜産部門の両方を合

わせた粗農業生産額である.各種労働投入に関して

は二次型式を採用した.ただし機械雇用労働に関

しては，燃料代や機械の費用を差し引くことができ

なかったので，投入資本としてモデルに組み込んだ.

肥料や飼料といった投入財と機械雇用は二次型式を

採用したが，モデ、ルの簡略化のために経営耕地面

積， トラクタ一所有台数については一次型式を採用

した 5) 各種労働問の交差項の他に，耕地面積規模

に応じた家計男女労働の投入傾向をみるための労働

と耕地面積との交差項を説明変数に加えた. また，

家計の特徴として家長の年齢を，濯j既地域と天水地

域との聞の差をみるために潅瓶・天水ダミーを，畜

産も経営している農家とそうでない農家との差をみ

るために家畜飼育ダミーを説明変数に加えた.推定

方法には OLSを採用した.

結果は表4のとおりである.符号条件をみていく.

各種労働に関しては一次項が正，二次項が負となっ

たが，いくつかは有意とならなかった.耕地面積と

トラクタ一所有台数は正に有意となった 交差項に
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表3.生産関数に用いる変数の定義とその平均

定義
潅j既地域平均天水地域平均

(n=50) (n=49) 

onfmprdv 粗農業生産額(YTL) 5.32E+04 1.23E+04 

mllba 家計男性労働量(人・日 123.82 84.64 

fmlba 家計女性労働量(人・日 52.71 146.22 

wrkra 粗雇用労働量(人・日 281.46 32.45 

tlsize 経営耕地面積(ha) 15.28 8.71 

mptv 投入財(YTL) 1.53E+04 4.41E+03 

mcwv 機械雇用額(YTL) 1.44.E+03 427.53 

岡田 トラクタ一所有数(台1.08 0.65 

age_h 家長年齢(歳 46.86 52.1 

ircode 潅海・天水ダミー(1・潅瓶地域， 0:天水地域)

lvstckcd 家畜飼育ダミー(1:飼育， 0:非飼育)

出所:2006年農家調査より作成田

ついては，女性労働と耕地面積との交差項以外は正

となった.女性労働と耕地面積との交差項が負であ

ることは，耕地面積が大きい場合，何らかの技術変

化によって女性労働の生産性が相対的に低下するこ

とを意味している.濯i飯地域は天水地域と比較して

耕地面積が大きく，また耕種の生産技術に変化が生

じているといえる この結果，潅瓶地域の女性労働

参加が少なくなっていると考えられる 6) 飼料や肥

料などの投入財は一次項，二次項とも正となったが，

二次項は係数がほぼゼロとなっており，投入財と粗

農業生産額との関係は直線的といえる.機械雇用は

一次項が正，二次項が負となったが，各種労働と同

様，一次項と二次項が同時に有意とならなかった.

家長の年齢は負であったが，有意にはならなかった.

濯瓶・天水ダミーは正の符号，家畜飼育ダミーは負

の符号を示したが， どちらも有意ではなかった 7)

次に，生産関数の計測結果をもとに家計男女の

MPLを家計ごとに導出し，各家計が市場賃金率(本

稿で、は家計が雇い入れた雇用労働の賃金率を用い

る)と交差する点で家族労働を投入しているかどう

かを確認することで，家計の家族労働投入行動が生

産技術と整合的であるかどうかを検証する.雇用労

働の賃金率の計算手順は次の通りである.機械雇用

労働の燃料代や機械に関する費用を分離できなかっ

たので，調査対象農家において機械雇用労働に従事

しているケース (10件)の，機械雇用労働で得られ

る(費用を差し引き済みの)労働所得を労働日数で

割ったものの平均を機械雇用労働の賃金率と考え

(151) 

表4.生産関数の計測結果

(No. of Obs. 99) 

係数 t 値 P 11直

mllba 23.942 0.74 0.464 

mllbaxmllba -0.222 -1.77 0.080 

fmlba 58.500 1.77 0.081 

加 lbaxfmlba -0.094 1.57 0.121 

wrkra 12.584 1.66 0.100 

wrkraxwrkra 0.027 3.19 0.002 

tlsize 861.869 2.73 0.008 

mllbax加 Iba 0.050 0.46 0.648 

mllbaxwrkra 0.161 3.31 0.001 

加 Ibaxwrkra 0.032 0.34 0.737 

mllba x t1size 3.591 4.29 0.000 

加 lbaxt1size -1.797 1.86 0.067 

inptv 1.441 3.13 0.002 

inptvxinptv 0.000 1.31 0.194 

mcwv 2.390 0.86 0.394 

mcwvxmc¥¥八r 0.001 1.95 0.055 

trc仕n 4.23.E+03 1.85 0.069 

age_h 140.096 -1.61 0.111 

ircode 2.76.E+03 0.88 0.381 

lvstckcd -6.22.E+03 -1.60 0.114 

cons 1.48.E+03 0.26 0.798 

Ads. R2 0.969 

注 -γ"はそれぞれ 10%，1%有意水準.

る.平均機械雇用労働賃金率は当該農家の粗雇用労

働の賃金率の約 2倍であった. 2003年に同じアダナ

県でおこなった調査 8)でも，同様の賃金率比率が得

られているので，これ以降，機械雇用の賃金率を粗

雇用の賃金率を2倍したものとして計算する.また，

2003年の調査では，家計男性が機械操作を伴う労働

に従事する割合が潅甑地域で約4分の 1，天水地域

で約3分の lであった. よって， この家計男性の各

労働従事比率をウェイトとして，機械雇用と粗雇用

の賃金率を調整したものを，家計男性の MPLと比

較すべき雇用労働の調整賃金率とする.家計女性の

MPLと比較すべき雇用労働の賃金率には，調査対

象地域における女性の労働状況から，女性は機械雇

用労働には従事しないものと考え，粗雇用の賃金率

を用いることにする.また，本来ならば当該農家が

参加できる外部労働市場での賃金率と比較するのが

妥当であるが，調査対象地域では外部労働市場で労

働している農家が多くないため，本稿では外部労働
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表 5. MPLと賃金率の平均と差の検定結果

MPL 賃金率 t1U直 P {I直

男性
濯淑地域 45.4 (53.2) 30.0 1.617 0.115 

天水地域 37.8 (52.9) 27.7 0.709 0.489 

女性
濯j既地域 38.9 (31.9) 26.9 1.505 0.140 

天水地域 19.2 (33.6) 18.5 0.077 0.940 

注:カッコ内は標準偏差

市場での賃金率と農家が雇い入れている賃金労働の

賃金率とが等しいと仮定して分析を進める.

家計男女の MPLと雇用労働の調整賃金率とが得

られたので，これらを用いて，家計ごとの差の検定

(t検定)をおこなう.まず， MPLから調整賃金率

をヲ|いたものを各家計で計算する.それがゼロに等

しいという帰無仮説を棄却できれば，有意な差があ

るということができる.逆に，棄却できなければ，

家計は MPLが調整賃金率と等しくなる点で家族労

働投入を決定していると考えられる 結果は表5の

ようになった.

これによると，男女とも濯瓶地域，天水地域の両

地域において MPLと調整賃金率との聞に有意な差

があるとはいえない， という結果になった.調査地

域においては，家計が家族労働力の限界評価を低く

見積もって家族労働を酷使することや，家計員が市

場賃金率と交差する点まで労働しようとするのを社

会慣習制約によって阻害することがないといえ，農

業生産技術と整合的になるように家族労働投入を決

定しているということができる 9) よって，濯灘地

域において女性の労働参加が少なくなることも，生

産技術と整合的な行動の結果といえる.

4. おわりに;要約と含意

本稿では， トルコ農村部における女性の労働参加

制約と農業生産性への影響について，実態調査とミ

クロ経済学的分析により検証した.得られた結果は

次のとおりである.

2節では，耕種部門の生産'1生が高い濯瓶地域と，

低い天水地域とを比較し，①耕種部門における女性

の労働参加が，技術効率的な要因により決定されて

いるのではないこと，および，②天水地域の畜産部

門においては耕種部門とは異なり女性の労働参加が

一般的であることから， この部門においては技術効
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率的に女性の労働参加が決定されていること，を示

唆する観察事実を示した.

3節の生産関数分析では，耕種・畜産を総合した

農業労働の MPLと市場賃金率との聞に有意な差が

認められないことが示され，労働力に関する資源配

分が非効率的で農業生産性に負の影響を与えている

という事実は認められなかった

2節， 3節での分析結果を総合すると，耕種部門

における女性労働への慣習的制約が存在しても，労

働参加制約のない畜産部門で効率的に労働供給が行

われていると解釈でき，女性の労働参加に関する社

会的慣習が農業生産の効率性を損なうという仮説を

支持しないと結論付けることができる.

以上のような分析結果は，諸条件が異なり単純な

比較はできないが，ジェンダー差別が農業生産に負

の影響を及ぼしているとする， Udry [6J をはじめ

とした既往研究とは異なる結果を示している.

ただし，濯1陵地域のように耕種部門の生産性が向

上する一方で畜産部門の技術進歩が促進されないな

らば，農家は耕種部門に特化し，その結果女性の労

働参加制約が生産性や収益性の向上を阻害するよう

になる可能性がある. このような状況に対応するた

めには，畜産部門の生産性を向上し，女性労働の利

用を図ることが，有効な政策といえる.本稿は，従

来あまり指摘されなかった畜産部門に対する技術支

援策の重要性を示したという意味でも，意義がある

と考える.

むろん，今後検討すべき課題もある 分析手法に

関しては，二次関数型を使用することで，労働投入

がない時点、での MPLを計測することを可能にしたも

のの，生産関数の計測時に潅瓶地域と天水地域との

差を明確に取り入れることができなかった.また，

本稿は労働需要側である経営体としての家計からの

分析である.労働供給側からの分析も合わせておこ

なうことが望ましいが， この点についても今後の課

題としたい.さらに，計量経済学的手法に関しては，

内生性バイアスの除去のために操作変数法を適用し

たが，有意な結果が得られなかった.今後， これら

の点を含めてモデルに修正を加えていく必要がある.

注1)この調査は，総合地球環境学研究所の研究プロジェ

クト『乾燥地域の農業生産システムに及ぼす地球

温暖化の影響.1(研究代表者:渡遺紹裕，総合地球
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環境学研究所教授)の一環としておこなわれた.

2) 収穫機やトラクターなどの機械を使用した労働.

機械は労働者が持ち込み，燃料代を含めて単位面

積当たり，もしくは収穫量当たりの報酬を支払う.

3) 機械を使用しない比較的単純な労働.収穫作業は

従量制の場合があるが，それ以外は日当制.

4) 耕種と畜産との聞に競合関係がなければ，そのま

ま畜産を営むことも考えられる. しかし，潅減地

域ではそれまでの耕作限界地であった牧草地も耕

地へと転換されていったため，購入飼料への依存

度が高まって畜産の収益性が低下した.結果とし

て耕種への特化につながったと考えられる.

5) 土地やトラクタ一所有台数は短期的には固定的で

あるため，これらを所与として農家は生産計画を

立てると考え，規模に関して一定と仮定した.

6) 多様化した作付けの管理や，機械作業など，男性

が主に担当する作業の比率が高まり，また女性の

主な労働参加先である畜産の収益性が相対的に低

下し，かつ畜産をおこなわなくなった結果といえ

る.本来ならば厳密に検証することが望ましいが，

この点については今後の課題とする

7) 先程の女性労働と耕地との交差項とともに，多重

共線性を引き起こしている可能性はある.操作変

数法を適用して計測してみたが，有効な結果が得

られなかった

8) この調査も注 lと同ーのプロジェクトの一環とし

ておこなわれたものである.

9) ただし，潅瓶地域の女性の労働参加が少ないこと

の理由として，所得の限界効用が小さくなり，余

暇の限界効用が相対的に高い状態、が考えられる.

しかし，濯j既地域で女性が労働している場合とし

ていない場合とで分けて検定をおこなったところ，

社会的慣習が農業生産の効率性を阻害Lていない

という結果となった よって，限界評価が女性の

労働参加が少ないことに対する決定的な要因では

ないと考えられる.濯1既地域の女性の労働参加が

少ないことの理由に対する労働供給側からのさら

なる分析をおこなうことが望ましいが，この点に

ついては今後の課題とする

(153) 
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