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日本の稲作全要素生産性における地域間格差の動向
デル による知

The Trend of Regional Gaps in Japanese Rice Total Factor Productivity: Fact findings 

from spatial econometric analysis 

Yoji Kunimitsu (National Institute for Rural Engineering of NARO) 

To continue Japanese rice production under strong pres 
sure from trade liberalization, it is important to improve 

rice total factor productivity （τFP). This study quantified 
Japanese ric巴 TFPby the Tiirnqvist悶Thileindex and 
Malmquist index and estimated chronological trends of rice 

TFP by applying a spatial econometric model with consid-
eration of spatial interaction. The r巴gionalconvergence 

criterion, p convergence, and the absolute convergence 
criterion，σconvergence, were taken into account to 

reveal the trends. The results demonstrated that statistical 
testing power becam巴weakin the p convergence model, if 

1. はじめに

貿易自由化の流れのなかで日本の主食である米の

自給力をまffj守していくため， Jilli内における稲作の側

格競争力の強化が震姿な政策諜fillとなっている そ

のときに鍵となるのが，稲作の総合的な生Eh'tl：を表

す全要素生産性（TFP）の向 l二で、ある． 日本；の稲作

は，歴史的な経粋，地域経済における稲作のウェイ

トの差，稲作を担う農家の状況~¥iが黙なり，現状で

はTFPに:ttll:I:或lliJ格差が存在する可能性が尚L、 こ

の地域間絡援が将来的に解消され，生産性の｛！互い地

域がおい地域にキャッチプップしていくので、あれ

日本の稲作 TFPi主全体として底上げされよう．

しかし i廷に地域間絡主主が持続ないしt広大していれ

ネ£~業・食品活2業J支｛お総合研究機構・民村工＂￥：研究所

spatial interaction effects were ignored. 1 his is probably 
due to the regionally synchronized effects of climate 

change. Second, there were some periods which show 
different trends between T凸rnqvist』Thileind巴xand 
Malmquist index as well as p convergence andσconv巴r-
gence criteria. Third, most indexes suggested that Japanese 
rice TFP converged a口1ong38 prefectures during the 

1990s, but that the convergence trend stopped in the 
2000s. Based on these findings, policy support needs to be 

reconsidered to allow i巴ssproductive regions to catch up to 
highly productive ones. 

ば， より生産性が低い地域の稲作が

していく危検性がある．その観点から， Elヌドの

稲作 TFPの地域間絡差がどのように推移している

のかを実説的に解明することが主要であると考一えら

れる．

した｛i立

で示1'11IUできる． これに止すし TFPは，すべての投入

要素を考慮した総合的た生産性指潔て、ある. TFP 

の計illlJは，生産関数理論を援！日し毎年の：地収益の

変化本から生産コストの変化率を主主しヲ｜し、て求める

ソロー残差による方法が台くからJlJいられている．

この方法では，生産コストの変化率を求めるときに，

を一定と仮定することが多い．そ

のため，生産主主索開の代幸子が生じている場合は， ~j

iJllJ結果にバイアスが生じることになる．その点を改

）
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蓄し，偏向的な技術進歩にも対応できるように分配

率の時系列的な変化を考滋して TFP合計測するのが

Tomqvist-Thile指数（以下， トルンクピスト指数と称

す）による方法である．また，最適生産状態に達して

いない生産主体の存在を前提としてDat丘Envelopmeは

お1alysis(DEA）を用いて TFPを計澱する Malmquist

指数（以下，マルムクイスト指数と称す）による方

法も先行研究では用いられている口．

日本の農業の生産性の動向に関する笑託研究とし

て出口・陳 (1999）は， 1人当たり

域間格差が 1965～90年のi習にi以来傾向？こないこと

を示している．これに対し，出水他（2007）では，

El本稲作の TFPの成長において， 1990年代の主主主主

フロンテ fアの拡大速度が鈍化し相対的に生産性

の低L、地j或がフロンティア地j或にキャッチアップす

る効果が強くなったと結論づけている．つまり，稲

作の地域間格差は収束する傾向にあることが示唆さ

れていると解釈できる． と稲作の違いはあ

るものの，このようなi以来傾向の格途が，生産性な

計測する手法によるものなのか，それとも分析期間

の遠いによるものなのか，さらには，後で述べるよ

うな地域防］の相互：作用を考慮していないことによる

バイアスの影響なのかは，解明すべき重要な研究課

題と言えよう．

そこで本稿では， トノレンクピスト指数とマノレムク

イスト指数を適用して稲作の TFPを定最化し，二

つの指数を比較して 1980年代以降の TFPにおける

向を明らかにする．分析に当たり，

SalaふMartin(1998）の分析にならい，各時点におけ

るTFPの地域的な分敢に者悶した σ収束（絶対的

収束）と各地域の成長速度に着践した pi以来（給対

的収束）の両国から格設の動向を明らかにする．加

えて， P以来の検証では空間計量経済モデル

して地域開の相互作用の影響を考慮する．

以下の通りである． く第

2節で，先行研究の結果をレビューし今回の分析

における視座を示す第3節で，稲作 TFP

イヒ手法であるトノレンクピスト指数とマルムクイスト

指数について説明しそれら指数で定最イとした

TFPの地域間格差の動向に関する分析モデルを説

明する．合わせて，本線で用いるデータについても

？言及する．第4節では，分析結果に関する考察をお

こない，最後の第5節では，得られた結果をまとめ

( 2 ) 

るとともに，今後の分析で注意すべき点，合意を述

べて結論にかえる．

2. 先行研究と分析の課鹿

胡（1995）は， 1960～80年代の農業全体の TFP

をトノレンクピスト指数により計測し，小規模震の効

TFP成長に大きな影響力を

もっているとし、う結果を示している．稲作について

は，高山・高橋（2010）が 2003年までの穏作TFP

をトノレンクピスト指数により定量化している．彼ら

もとに｜翁光（2011）では， トノレンクピ

スト指数による農業TFPtこ対し，経営競撲の拡大，

研究開発投資の促進，さら

トックの増加がヅラスに影響することを実証してい

る．一般に，経営規模の拡大は地域差が存在するの

で， この研究結果からは， TFPの格去さが舷大する

可能性が示されていることが類推できる．

マノレムクイスト指数を用いた先行研究とし

て，先に挙げたLU本他（2007）のほかに，近藤他（2010,

2005）がある． これらで、は，マノレムクイスト指数で

定量化した 1995年までの稲作 TFPの地域的］格差が

縮小傾向にあったことを， i以来速度と初期時点の

TFP水準の関係を示す p収束モデルを推定するこ

とにより実証的に示している．また， 日本の稲作

TFPに関するトルンクビスト指数とマノレムクイス

ト指数を比絞した研究として滋！光（2013）では，ほ

とんどの燥において二つの指数による TFPの計測

を示すこと， トノレンクピスト指数

より？ノレムクイスト指数の方が TFPの年次毎の地

域主主を大きめに計測する傾向が見られること，肥料

のような経常財投入の時系列的な傾向が他県と災な

る燥では，二つの指数で計測した TFPの伸びE容に

大きな主主が生じることが示されている． この結果か

ら， 臼本の稲作生産性における地域開絡差を切らか

にするためには， トルンクビスト指数とマルムクイ

スト指数の両方を適用して計測した TFPの動向を

比較分析することが重要と言えよう．

ところで， TFPは生産技術の変化を表すことか

ら，生産技術の；地域的（空間的）な伝播・伝達によ

る相互作用も無視できない．空間的な結五作用

慮して説明変数と被説明変数の関係を分析するに

は，勝接地域の経済状況が当該地域に直接影響する

効梁を想定した空間ラグ（笠間自己回帰）モデルや
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変数自体に笠間的な相互関係はないが，各地域の誤 に拡張したトノレンクビスト指数で近似すれば，

じる状況を想定した空間誤差モデ、ノレ

が適用できる（Anselinet al., 2004; LeSage and Pace, 

2008). Esposti (2010）は，イタリアの 20地域に

関する 1951から 2002年のパネノレデータに空路ラグ

モデルを適応して農業の TFPにおける:1lli域間格差

の収束を促進する要因を分析し，空間的な技術のス

ピノレ・オーバー効巣が地域i習務羨の収束？こ影響して

いると結論づけている．ぎた， DiGiacintoand Nuzzo 

(2006）は，イタリアの製造業部門内の TFPにおけ

る地域間格差の動向に影響する姿悶を分析し空間

ラグモデルよりも

れて，近隣地域に共通する何らかの潜在的要照（デー

タで表せない） ると母子釈してし、る． ただし，

空間ラグモデノレと空間誤議モデノレの推定係数には，

大きな惑が無い結果となっている 2).

モデルは比較的新しい手法で，世界的にも適用が始

まったばかりである．そのため， 日本の稲作にl*lし

デノしを適用した実証分析の余地は

多く残されている．

3. 分析の方法

(1）穏作TFPの定量化

指数型の生産関数を仮定すれば，金要素今生産性

(TFP）は，

五
五一日

pr 
F
 

7
 

のように表せる．ここに r, t及びiは，それぞれ地

域，

アから求める．

(1）式の路辺を対数変換し， tとtイ年の間の差

分形式で表せば，

ln(TFJ; ITFJ;_1 )=[ln（耳）－ln(J1;_1)]
寸（2)

ーエトム11n(Xu）一九1In（呉川］

となる．式の右辺第2項のデピジア指数を離数変数

ln(TFJ;!TF凡1)=[ln（時）－ln(Y;_1)]

-2).5（αi,t河川）［ln(X；介ln(X;,1-1)J 

(3) 

となる． この式を適用して TFPの毎年の変化率を算

定するのがトノレンクピスト指数によるすFPである．

よる TFPの変化は，

（金三産地域）が

存在することを前提に以 Fの式により求める．

TFP..,1/TFPri-' =I ~ 1（川）」任孔1ν2(4) 
リ リネ Id;1cxは必 1) d~ （Xt 1必dI 

ここに， d,'・lはι1J協の生ffフロンティアを基準に

計ったr地域の技術効率性値， d＇はti協の生ffフロ

ンティアを基準に計ったr

る この技術効来性｛邸主，規模に関する

仮定のもとでDEAを適用して計算される生産フロ

ンティアと各生産主体（生産地域）と

(Fare et al., 1994; Coelli, 2008). 

トルンクピスト指数とマノレムクイスト

）
 

1
2
A
 

（
 

iii~における非効率を認めるか否かという点で分析の

仮定が異なるため，雨指数で計測した TFPは一一致

しない．しかし，効率的な生産が？？われている場合

には，向者の計測結果が比較的一致すると言われて

いる（若林， 2008).

ところで，（3）式と（4）式からはTFPの伸び率

しか分からないが，｝1主j或間格差を分析するときには，

分析期間の初期の値が重姿である．そこで， トノレン

クビスト指数の場合は，（1）式から付期の項をi徐

いた式である ln(TFJ;)=ln（均一工的，t・ln(X;,1）に 1979

年の Y と x~ど代入して直接カリヅレートした｛践を初

郊の TFP水準とする．このときに TFP

として計測するため， YとXの尺j立を金額単位に

そろえて代入する．マルムクイスト指数の場合は，

1979年のみのデータに DEAの規模に号還する収穫一

定を仮定したモデルを適用して地域別の TFP水準

(0～lの｛践で表される）を求め，この TFP水準にト

ルンクビスト指数と比絞するために係数（トノレンク

ピスト指数の標準偏差／もともとのマノレムクイスト

指数の標準偏差）を乗じて初期優の値を誠整する 31.

( 3 ) 
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その後の TFP水準は，それぞれの初期の値に（3)

式ないし（4）式で求めた伸び率を乗じて求める．

(2）地域額格差の分析

Sala-i伊Martin(1998）は，地域間格差の動向を絶

対的な収束（σ収束）と相対的な収束（戸収束）の

両面から分析する必要があることを指摘している．

絶対的な収束は，各地域の指糠そのものの分数が待

問的にどのように変化しているのかをみるもので，

TFPの標準偏差を年次別に比較することにより定

量的に示しうる．すなわち，

σi収束指標 1= std[ln(TFP,.,1)] (5) 

である．ここで， std［けはt年における地域聞の

標準係室長を表すの．

σ収束の指標では，途中段階で追い抜きがある場

合やグノレーフマiJHこ異なる水準に収束する状況を十分

に捉えきれない場合がある．これに対処するため，

各地域の収束速度に着践するのが台収束である. ~ 

収束は，初期時点、において TFP水準が低い地域が

他の地域よりも高い成長率ですFPさと上昇させてい

る状態を指し，初期の水準とその後の上昇率に負の

粉擦があるかどうかをみることにより検証できる

すなわち， pJl文京は，以下のモデノレを推定すること

により倹誌できる．

ト（間川'Pr,o)=/31÷jJ2ln(TF,耳 内 削

ここに， TFPTは初期から T年後の TFPで，左辺カミ

TFPの変化速度を表し， TFPOl主初期の TFP水準，

B l主推定すべきパラメータである．この式の被説明

変数と説明変数をベクトノレ yとx

ラグ項と空間誤義項を追加すれば，

y=xl3＋ρWy+),Wμ＋ε 

し，空間

(7) 

となる ここに， y=i~ln(TFP1,rl問ρ ，

~ln(TFPR.T ／向。）｝及び←｛In(TFP1,0,
である． ρとλは，それぞれ空間ラグ係数と空間誤

差係数である． μとεはそれぞれ隣接地域の誤差項

と当該地域の誤差項であり，いずれも期待値を Oと

仮定する．また， Wは空間重み行殉で隣接地域と

の関係、を表す． この行列｛直は，外部情報として与え

てやる必要があるので，先行研究で最も一般的？こ用

( 4 ) 

いられている以下の方法によって計算する（古谷

江7〕） すなわち，；地域間に関係があるとみなす場

合に l，そうでない場合に 0':¥1どとる（対象地域数x

対象地域数）の行列を決め，行列の横方向の合計ーが

lとなるように課整して祭器重み行列とする．

(7）式でW が乗じられた説明変数は， W の要素

がOと異なる燥の空間ラグ項ρWyや空間誤差項A

Wμ， が当該県の yl'こ影響し，Oとなる県（自県を含む）

については，空間ラグ項や空路誤差項がOとなって

通常の回帰式と陪じになる．なお，（7）式でρヱニ 0,

Aニ Oを仮定するのが通常の最小二乗法（OLS）に

よるそデノレ， ρ＊ o, ;i = oと仮定するのが空間ラ

グ（空間自己回！帰）モデノレ（SpatialAuto-Regression, 

SAR), ρ＝ o, ..1 * oと仮定するのが空間誤差モ

デノレ（SpatialError Model, SEM）である． これらモ

デルの他に，説明変数と被説努変数の時方に空間的

従属性を取り入れたそデ、ノしも提案されているが，本

稿では，解釈を容易にするため， SAR及びSEMの

みを賂いることとする．

推定の結果， SARが統計的に妥当であれば， W

で定義した隣接県の TFP成長速度が当該県の TFP

成長に影響することを表す．この場合，技術の空間

的スピル・オーバー効果により隣接県の TFP成長の

成果が当該！和こも波及していると解釈できる（LeSage

and Pace, 2008）.例えば，成長速度の速い燥が燐に

あれば，技術的スピノレ・オーバー効果により，成長

速度が引き上げられるが， i設に成長速度の遅い！！芸と

隣接していれば成長速度が横並びに抑制される状況

を想定する．

近接する

, SEMが統計的に妥当であれば，

して影響する溶在変数が存夜

すると解釈できる．例えば， TFPの成長速度自体

には相関がないが，気候姿函や競合する市場環境の

変化が特定の隣接！尽の稲作に持じような影響を及ぼ

し近隣降三二で、誤楚項に相関関係が生じる状況であ

る．その場合，

て，誤差；疫の分散が不均ーとなるので，分散均一性

を前提とする OLSでJ設定すれば，推定｛症の統計的

な検定力が低下する

(3）データ

臼本稲作の TFPを計測するデータには，「米及び

麦類の生産費調査J（農林水産省）と「耕地及び作

付け面積統計J（農林水産省）にある組生産額，労

働費（ヱニ労賃×労働時間入資本ストック額，肥料
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関 1. 空路震み行列を作成するためのドローネア
角網

や農薬等の中関投入額及び：t地投入額（＝荒ti,~ x作

付節積）の県f涯の｛疫を用いる これらのデータから

価格変動の影響を除去するため，労働と土地につい

ては基準年の倣格に臨定して金額換算し，生産額と

その他の投入額については f農業・食料関連産業の

（農林水蔵省）のデフレータを用いて実

質化して 38l奈の 1979～ 2010年のパネルデータを

作成する 5）.分析の対象期間は，生産調整が本格化

した 1980年代から分析時点で最新データが得られ

る年までである．このときに，生産費調査のデータ

が揃わない（すなわち，稲作生産額が椴対的に小さ

い）策京，神奈川， LL!梨，大阪，奈良，和歌山，長

崎，佐賀，沖縄を除くとともに，有数の稲作県であ

る青森，岩手，宮城のデータが欠落している極端な

冷容年の 1993年以外の 31年間を対象とする 6）.隣

接関係を定義する空間重み行列は，これら都府県を

除いた 38燃の県庁所在地の間に， 1J'也点からの結

節を 4地点を限定したドローネア三角網を描き，結

節関係のある燥を l，それ以外をOとする行列を作

成した後，行売の；憐方向の合計が 1となるように調

整した値（したがって， 0.25と0）を用い

る（図 1) 7）.例えば， W の北海道の行は，青森，

4. 分析結果

(1) TFPの地域間格差の動向

関2と陸3は， トルンクピスト指数とマルムクイ

スト指数により日本稲作の TFPを定量化した結楽

である．この閣では，気候変動による年次変動と生

、て毎年サンフソしが入れ替えられてい

ることによる統計値の変動の影響をなるべく小さく

するため， 3カ年の移動平均を取った！県5JljのTFP

をプロットしている．紙数の関係で 38道府県の動

向をまとめて凶化しているので，詳細な｛訟を読み取

ることは臨難であるが，間から以下の特徴が読み取

れよう．すなわち，①各地域の TFPが時系列的に

上昇傾向にあること（全県平均の TFPは 1980～

2009年にかけてトノレンクピスト指数で約 1.5倍，マ

ノレムクイスト指数で約 1.4倍に向上），②TFPの水

準に関する地域的な順位は，年により大きく変動し

ている（グラフが交差している）こと，③マノレムク

3. 5 

E 中四時.（！；刻 一一1l1形

3. 0 叩一裕蕗 一一茨h/;

2. 5 

2 0 

1.5 
…~.(l,lf,( …ぬ絞
……箔j山 由均一広島

。守 5
四80 1990 2000 20的

~12. TFP （トルンクピスト指数）の計泌結果（3ヵ

年移動王子均値）

3. 5 

3. 0 

2. 5 

兵隊

！際｜苅，宮城，秋田が 0.25で後はゼロを要素とし，宮 1. 5 

~の行では，盛時，秋田，山形，福島が 0.25 でそ

の他はゼロを要素とするように決める

( 5 ) 

1. 0 

o. 5 
1980 1990 20朗 2009

大分

筏lU!

図3.TFP （マルムクイスト指数）の計測結果（3ヵ

年移動平均値）
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イスト指数の方が地域勾の分散が大きくなる傾向が

強いこと（トノレンクピスト指数の標準偏差は 1980

～ 89年平均： 0.30, 1990～ 99年平均： 0.32, 2000 

～ 09年王子均： 0.37, マルムクイスト指数

差は 1980～89年平均：0.32,1990～ 99年平均：0.42,

2000～09年平均： 0.55）である．

なお，次節以降の分析では， 3カ年の移動平均を

取った値を用いるので，年次は移動平均中央の年を

表し，例えば， 1980年は正確には 1979～1981年

の移動平均値を意味することに留意されたい．

(2）戸収束の状況

表 l及び表 2＇主，それぞれトルンクピスト指数と

マルムクイスト指数による TFPについて（7）式の

。収束モデ、ルを推定した結果である．推定は， 1980

～2009年を過して推定した結果， 1980～90年（80

年代）' 1990～2000年（90年代）， 2000～2009年

(2000 年代）のt{:JJI認に区切って推定した結果を載せ

ている．また推定方法の加に OLS, SEM及び SAR

による結果を載せている．これらの表から以下の点

が読み取れる．

第 lに， ラグランジュー采数検定の結果（LM検定

のど依）， λのLR-test値，さらには赤池情報量基

準（AIC）で比較した結果， トルンクピスト指数で

は全期間（1980～ 2009年） と80生ド代， マノレムク

イスト指数でl主会：期間， 80年代及び 90年代の推定

結果で SEMが統計的に妥当であると判断できる．

他の期間については， OLSのブゴが妥当とみなしう

る結果となっている s) SARが統計的に優位となっ

た期間はない. SEMが支持された期間についてみ

ると， トノLンクピスト指数とマノレムクイスト指数の

全期間に関して，通常’の OLSによる結果では TFP0

に係る係数が非有志：となっているのに対し SEM

1980-1990 2000同2009
琴i@l 

I長tiζ係数 tor z fil'[ :tit'定係数 tor z {u立 z官l'i.

切H 0.016,i 8.2 *** 0.0064 1.4 

~ ofln(TFP。） 0.0086 -1.9 + 0.0058 0.6 

R' 0.1 0.0 
OLS 

3.7 十 0.3 

15U 120.3 

AIC 234.5 -285.l -249.3 

切片 。‘0155 3.0 0.0236 9.5 キ均本 0.0140 3.5 

~ ofln(TFP。） -1.5 -0.0273 -6.l 0.0106 1.6 

λ，LR-test ff[i 13.0 0.1717 0.6 0.4427i 1.5 

SEM I 決定係数R' 0.義 0.5 0.1 

Wald統計お 28.1 0.6 2.6 

対数オニ／Jt 15務.3 12らふ 145.8 128.4 

AIC 283.6 248.9 

LM-test fr([ 12・2 0.7 

切）十 0.012 0.006 1.6 3.0 キネネ

p ofln(TFP。） …0.Gl 11 0.005 …0.7 0.8 

p,LR司testMi 0.429 3.9 0.596 11.4 0.7 

R' 0.2 0.4 0.0 0.0 

0.9 

128.0 

248.0 

0.5 

Ci± )1. OLS （通常の最小二乗法）， SEM （空間j誤去をそデノレ）及びSAR（主主主；iラグモデノレ）である．
2. t-11陸及びz－総長選jの有芯：伎は， 地認が・ 0.001未満， ‘W ・0.001～O.Ql, 》町 0.01～0.05, ‘イ・ 0.05～0.1である
3. AIC lii1J'i1ll情報:Ii＼：益率i, LMテスト｛自主ラグランジュの衆議文検定統計fil（χ2）である．

( 6 ) 
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の傾向の強度が異なる結采となる期間jがある 例え

ば， 80年代では， トノレンクピスト指数の係数はゼ

ロに近く統計的に有意伎が低いのに対してマノレムク

イスト指数の係数は有意であり， 90年代では， ト

ルンクビスト指数とマノレムクイスト指数の有意性が

l隣光；日本の稲作余要素生産般における地域防1格差の動的j

峨鱗綿綿織トノレンクピス

ト指数

．．．．．．．．・て7!1'1λヴベ

スト指数

。円十刊行ーで寸？？？？刊一「「「←で「「で一一門
0 N 甲え0 ＂＇む判明ド民ー円 L.D r- c, 
∞∞∞∞∞品。出品出 c 0 0 c ロ
岳町田町町出出品岱 σ~00000
－ーーー『同町刊日目 N N N N N 

i玄I4. CT板東の状況
ほ；）グラフのrfCJのまミi土，戸i以来の結果の絞医？？を示す. I 」
はTFP。の総定係数が右浪、にマイナスとなってi以来傾向を
ま2すこと，？ことjl土問推定係数が統計約；こ手I;10；でなく， i以
来傾向が検出されなかったことを表すー

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

の結5誌はこの係数がマイナスで有意になっている．

つまり， OLSの結果からは戸収束の傾向が弱いと

判断されるのに対し， SEMの結果では有意な戸収

束を示唆する． これは空出的な紹互作F誌を無視する

と推定モデノレの統計的な検出力が弱くなることを示

すもので，空間計量経済モテ、ノL適用の必要性を示唆

した結果といえる．

~ 2 ￥こ，期間ごとにみると， 80年代と 90年代の

期間では，一部に統計的な有志：栓がノj、さい期間もあ

るものの， J慨ね~ J以来を示す傾向が認められる こ

の結果は， 1995年までの期間で分析して臼本稲作

の戸収束傾向を析出した近藤ほか（2007）の結果

と概ね整合する． しかし 2000年代に入ってから，

雨指数ともに 0収束の傾向にない結果となり， 90

と2000年以！珍では TFPの収束傾向に変化がみ

られる．

第 3に，いずれの指数でみても初期の TFPの係

数の符号は詞じであるが，二つの指数慌で戸収束

表 2. ~収束モデ、んの推定結果（マノレムクイスト指数）

2000-2009 1990-2000 1980-1990 1980-2009 
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ーし2
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3.1 ネネ

-1.8 

0.1 
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..L 
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0.0233 

…0.0180 

宅夜8

切j十

担ofln(1、FPO)

決定係数R'

F値

対委主尤！交

AIC 
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乏.9
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17命ア
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逆転している．この差は，河ガの指数の背景にある

仮定，すなわちトルンクピスト指数は各地域とも最

適な技術のもとで生産が行われていることを仮定し

ているのに対しマノレムクイスト指数では生産性の

高いi也域（生産フロンティア）と:cw効表幹な生産が行

われている地域が混在することを前提にしているこ

とが影響している． さらに，マノレムクイスト指数で

は，生産投入要素のうち一つでも多投される要素が

あれば，そのような地域の効本性が大柄に｛尽く評価

される傾向があるとともに，データに含まれる誤差

がTFP水準に大きく影響する傾向がある．

調交のデータには，先に述べたよう

による変動分が含まれており，誤差の影響の

度合いが二つの指数で呉なったことが収束傾向の差

として現れた可能性もある．

(3）σ収束の状況

鴎 4は， (5）式を適用して各王子次におけるi也域別

TFPの際準編羨から絶対的な収束の指標である σ

収束の状況を見たものである．この関から，以ドの

点が指摘できる．

第 lに， トルンクピスト指数による TFPの地域

開絡去をは，例年代には差が限くゴ＇ ii匂に変化してい

るが， 90年代には差が縮ノj、している．その後，

2000年代には地域開の主主：が大きくなっている． こ

の傾向は， トルンクピスト指数による戸収束のモ

デル推定結果が示す傾向と概ね整合する．背景にあ

る姿悶としては， 2000年から 2010年までの米の超

過供給傾向や流通の自由化（2004年の主要食糧の

需給及び価格の安定に｜返する法律の改正等）を受け

て，良食l朱米の産地といえども米側引き下げが必要

となり，産地問競争の激化によって生産性の地域間

格差のi収束傾向にストップがかかったことの影響が

考えられる また，供給面では，各年代別の稲作の

平均経営燦伎の拡大スピードは，生産費調査の全悶

値でみて 1990/1980年に 1.18倍， 2000/1990年にし11

｛た 2009/2000王子に 1.27{tcfとなっており， 2000年代

に入りやや力口述する傾向が見られる．地域的には東

北や北謹が，｛也の地域よりも拡大傾向が顕著である．

この；滋模拡大スピードの援が， 2000＇.年代における

TFPの地域開格差に影響したものと：想定される．

努~2 に，マノレムクイスト指数による TFP の地域

全期信jでは右ふがりで差がJJL；大する傾向

を示す．期間ごとに区切ってみると， 80年代にJ格

( 8 ) 

差拡大傾向を示した後， 90年代に入って横這い傾

向を示す マルムクイスト指数における全期間及び

80年代の格差拡大傾向は，マノレムクイスト指数に

よる戸収束の結果と異なる結果である． これは， TFP

の地域毎の水準が毎年大きく変動し特にこの期間

にTFPの低い地域の上昇本が上位地域のそれを上

司る，いわゆる迫い抜きが生じているためで～ある

2000年代にはPi以来指標及びσ収束指標と

もに，顕著な収束傾向を示さない．この地域間格差

の横ばいから拡大への変化は， 9収束の弱い縮小か

ら横這いへの変化と比べ，地域内の追い抜き

変化方向としては概ね整合するとみなせる．

第3に，両指数とも σ収束の結果を示すグラフ

は年次毎に変動している．これは，先にも述べた気

候変動の影響と生産費務査の調査対象が入れ替えら

れたことによる統計五直の変動の影響が3カ年移動平

均をとっても十分に取り払われていないこと，さら

にはTFP成長の追い抜きが生じていることによる．

紙数の都合で数値は載せていないが，各県の動きを

見ると， トルンクピスト指数では，各年代ごとに！順

位が5以上上昇ないしド降した県の数は， 1980年

代に山県， 1990年代に 5県， 2000年代に 10l)fkで

あり，マノレムクイスト指数では 1980年代に 20来，

1990年代に H会， 2000年代に 111宗となっている．

各県の TFPの順位が大きく変化しており， 1990年

代の格差縮小郊にj阪伎の変動がやや小さくなった

後，格主主収束がlとまった時期である 2000年代に入

りJI際位変動が増加する傾向が見られる．また，附指

数とも東海，近畿，中国， IJ1:f固に位置する燃は，

TFPの順位が比較的低いが，地域の中での順位変

動が大きい． この点も，米の供給過剰j切に産地問競

さやが激しくなったこと ると役察される．

5. まとめ

本稿では，日本稲作の地域間格差の動向について，

トルンクピスト指数とマノレムクイスト指数のそれぞ

れを適用して定設化した TFPにどのような違いが

生じるのか，また，地域間の相互作郊の影響が

TFPの地域開絡差の動向に影饗するか否かを定量

的に分析した．その結果から，いくつかのインプワ

ケーションが指摘できる．

第 lに地域防i格差のi収束（[3l奴束）には，空！台i

誤差モデノ＂＇ (SEM）の推定結果が統計的に有誌に
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なったことから示唆されるように，隣接地域と共通

な潜夜変数の影響が無視できない期聞がある 稲作

において隣接地域と共通な潜在変数としては，近隣

地域で類似の影響を及ぼす気候要因や競合する市場

環境の変化が想定できる．特に， SEMが統計的に

となった 1990年代は，東北地方の冷努のよう

な極端な気候変動が生じた期間であり（1993年の

極度の冷害年は除いているものの，この年次の他に

も1994年等の冷害年が存在する），このような広域

的な気候変動は各県の生産性を｛むの期間以上に間一

方向に変動させた首］能性が高い．いずれにせよ，隣

接地域の影響を考慮しない分析結果は， TFPの変

化方向をト分に捉えられない場合が存在するので，

いたような空罰計量経済モデ、ノしを用いて誤

差の不均一性に対応することが必姿である．

第 2に，日本の稲作の TFPの地域防j格差は， σ

~文京（絶対iねな収束）指標と戸収束（相対的な収束）

指標で異なる動向を示唆する時期がある．これは，

TFP 水準の地域順位が大きく入れ替わり，下伎の

燃が上位の県を追い越して TFP~ど上昇ーさせるケー

スが存在するためである また，もとになるデータ

は同じでも， トルンクビスト指数とマルムクイスト

指数で生産性の地域間格差の動向が異なった結果を

示す時期もある．概略的に言えば， トルンクピスト

指数よりマノレムクイスト指数のほうが地域開の

TFPの差が時系列的に拡大合示す傾向がある こ

れは， トノLンクピスト指数が当該燥のみの前期

TFPに対する変化から計算されているのに対し

マルムクイスト指数l主総燥の変化を考慮した指数で

あること，また，マノレムクイスト指数がデータの誤

差の影響を受けやすく，特にフロンティアななす地

域の誤差が全体の生産性格差に大きく影響するた

め， トルンクピスト指数よりも年次毎のデータ変動

にセンシティヅなためである． どちらが妥当なのか

l主一械には判断できないので， この結果は，単一の

TFP計設I］指数ないしi以来指標ではなく複数の指数・

指僚で評価することが主主主さであることを示唆してい

ると解釈すべきであろう．

第3に複数の分析指数・指標に共通する結果か

ら，以下の状況が浮かび上がる．すなわち， 日本の

稲作では， 1980から 1990年代にかけて TFPの地

域間格差が収束i傾向に向かった後， 2000年から

2010年のお］に格去を縮小傾向がストップし，格差が

( 9 ) 

持続する状況へと転換している．さらに， 2000年

代に入り TFPの燥J.lljの！綴位変動が激しくなる傾向

も見られる．背景にある要因としては， 2000年か

ら2010年までの米の超過供給傾向や流通の自由化

のような需姿聞の影響と，稲作における経営規模拡

大スピードの地域差のような供給街の影響が想定で

きる．今後とも産地路競争の激化が進むとすれば，

ブランド化に立ち後れた地域の稲作振興のため，地

域条件に適合する良質米品種の開発・普及と規模拡

大を推進する政策が重要であるといえよう．

設後に残された課題としては，より説得的な政策

提言に向けて要因分析のための実証分析を行うこと

が挙げられる．また， SEMは，外生的に地域開の

隣接関係に関する情報を設問重み行列として与えて

やる必要があり，この情報が異なれば別の結果をも

たらすという弱点がある．もちろん本稿では，

の空間重み行列をもちいて，結果の頑健在主（係数の

符号が変わらないこと）さとある程度確認しているが．

完全であるとはいえない． この点に5きする改議も必

：契である．その他に，稲作以外の他の農産物や資産

物の生産性格援について分析すること，稲作につい

てもデータを更新し，政策が大きく変わった 2011

:t1三以降の動向を含めて分析すること，さらには，本

毛布では ~J以来の分析でクロスセクション分析を行っ

たが， このf也に時系列よそう亡、ノレを適用して分析する方

法もあり，その適用を行うことが今後の重要な研究

課題であることを付け加えておきたい
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tl: 1) J~ 体的；こは， トノレンクピスト指数による TFPI主，対

象地主主の＇tfil'i伎の変化をその地域の過去の状態のみと

iとや土して定認イヒするのに九Jl，マノレムクイスト指数は，

i当地淡の過去の状況に加え，他地域の状況を比絞して

ヨヅ＇€！11＇な5Ettc化するという J誌に特徴がある したがっ

て，マノレムクイストJ旨数による TFPの計測には，パ

ネパノデータの務官誌が司三五f欠である，

2）実際，従！日J;]l'tfl'！三モデノしとき：＂!BJラグモデんを上七絞してい

る多くの先行研究の終；！誌は， H在者のプ1が統計約；こ支持

されるj待合が多い（Fingletonand Lppez-Bazo, 2006). 

3）全てのj也j戒にj弓じ係数を乗じており，また，後の分析

で月iL、る地域防j十おまをの分析のための防総式は対数線形

なので，地域IBJ絡去をの分析ti]~［｛ （説ザj没、愛交の後主主係数
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やt値号事の検定統計議：）は変わらない

4) TFPそのものの際H偏差なみる方法や対護士を耳元った

TFPの変動係数を許認ljする方法も：在、定されるが，本研

究では Sala-i-Martin(1998）；こしたがって， TFPの:tt

数値のま器移綴去をにより σJ奴東を分析する．

5）投入婆索のうち労働投入iこは， 5号女の途いや自家労働

と長室浴労働のj愛いをそれぞれのまを金によりii"l＇仰するた

めに労働認を用い，土地役人？こは，地域iJj.の土地の詰Ii

if(fO）迷いを考隠するため， i也1＼：に｛＇Ffす泌総を言語じた伎

を用いた． まずこ，実質｛威で算定するため，労官金と土地

については， 3まi終生干の毛主地主支における711ミと地代主ど各

ij'.の労働H寺u号と f'p付jj'fift己主じてヲ~'fi級会求めた 1'.im 

'ifl'.i，中間投入の実質化については， Illミ議・食料隠漆

産会さの絞済語j・f,lj のそれぞれに対応するデフレータな

用い，資本ストックについては間資料の淡議後校投資

のデフレークをHJI,、た．

6）冷~!f-iドである 1993 ijニを除く場合と，青森，えヨヲ1・笈

主主主ど除く 35際で分析する湯合な上七絞すれば， llli者（31

iF×38 !fr',= 1178）のブJが後表.(32年× 35民l=1120) 

よりデータ総数が多くなる

7）この｛むに，空i!flJJ没み行列の際彩fとには， variance-

stabilizing coding scheme (Tiefelsdorf et al., 1999）によ

る方法，区＂ i¥主化さとf子わない方法，近接関係さど変えたド

口ネア三ffJ寄せを：1/1＼いてきを!HE立み行列を；jとめる刀法，一

定の問1綴ドォにある滋府民主rm~どしそれ以外を 0 として

きE.fill没み行列を作成する方法等がある．後数の方法を

試行し，係数の符：診や統計的1r¥J}j;純二が本裁の絞来と

大きくi包日記しないことを≪it認している

8）戸J以来モデノレの決定係護士は最高でも 0.5緩皮とねくな

い このそデノしは， t!5務姿泌さとgm：するものではない

ので，決定係護士がi尽くても姶定が灸放していることを

；訟：l来しない．決定係数が低い場合は， i也lj/Z務主主？こ変化

がみられないことを淡し，緩いこと Elf;本が震設iなファ

クト・ 7ァインディングスだからである．
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