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1．本稿の目的・先行研究・現状 

1－1．目的 

国が経済発展する過程においては、人口全体の増加に伴い、全産業就業者に占める農業就

業人口の割合は小さくなる傾向にある。実際、近年大きな経済発展を遂げている東南アジア

諸国においても、1990 年から 2015 年の間に、タイ（64％→32％）、マレーシア（26％→12％）、

フィリピン（45％→29％）とその割合は総じて大きく減少している。一方、絶対的な農業就

業人口については、1990 年から 2014 年の間に、タイでは大きく減少しているが（19.7 百万

人→12.7 百万人）、マレーシアでは変化がなく（1.7百万人→1.7 百万人）、フィリピンでは

増加が見られている（10.2 百万人→11.6 百万人）。GDP 規模がタイ、マレーシア、フィリピ

ンの順であること、日本を含めた先進国では農業従事者数が減少傾向であることを考慮す

ると、いずれマレーシア、フィリピンの農業従事者数も減少に転じることが予想され、この

3 国は農業従事者数の増減を指標としてみた場合の経済発展段階の異なるフェーズにある

と言える（表 1）。本稿では、これらの農業従業者数の挙動が異なるフェーズにある東南ア

ジアの 3 つの国の農業について計量解析を行い、農業の技術進歩という観点から比較検証

を行うことを目的とする。 

 

表 1 農業従業員数を指標とした経済発展フェーズの分類 

農業従事者数 増加 変化なし 減少 

国全体の経済発展フェーズ 進度：小 進度：中 進度：大 

国名 フィリピン マレーシア タイ 

 

 本稿は、東南アジア（フィリピン、マレーシア、タイ）農業の比較分析のため計量経済モ

デルを用いている。これら国々の個別分析や、ある特定の分野に焦点を絞った分析はあるが、

農業全体を概括した計量的分析はほとんどない。その理由は、資本ストックなどの統計デー

タが揃っておらず、かつ、実証分析に適合できる経済モデルがないからである。本稿は、こ

れら問題解決のため、京都大学環太平洋データベースから各国農業データを推計し、水野が
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1986 年に開発した経済モデルを用いる。 

ここでは、1996－2012 年の各国の国民経済データ、農業データおよび産業データを用い

た MAIDO モデルにて、東南アジアのフィリピン、マレーシア、タイの農業について技術進歩

率を計測する。計測に当たり、本稿では次の 3つのオリジナル理論を展開した。 

第 1 は、現在は広く活用されている一般化残差法である。1 次同次ではなく１/γ次同次

で全要素生産性を計測する理論（水野 1986）の活用である。 

第 2 は、MAIDO モデルの活用である。第 1、第 2の特徴を発揮するのに必要な 1/γを計測

するのに活用されるのが、MIZUNO, K. et al.（2016）で生み出した MAIDO モデルである。 

第 3 は、これまで我々が使用した経済モデルでは、価格パラメータにスルツキー対称性の

仮定を置かないで推定することである。（注１） 

上述の経済モデルにより計測を行った結果、フィリピン、マレーシア、タイの農業は、技

術進歩を着実に進めてきたことがわかる。現状の安価での生産は、労働費用の相対的な低さ

からだけではなく、技術進歩のもたらした結果とも考えられる。 

 

1－2．先行研究 

 京都大学環太平洋データベースを用いて、農業を含めてタイ経済について分析した研究

に上原秀樹（2008）がある。タイ経済について、資本係数計測での生産性分析を行うととも

に、ハロッド・ドーマーモデルでの成長率の計測を行い、そのモデルが 80年代にはタイ経

済分析に当てはまり、90 年代になると当てはまらないことを説明した。本稿も東南アジア

の資本ストックのデータについては、京都大学環太平洋データベースを用いて、上原氏と同

じ手法により推計した。 

 東南アジア経済のマクロ計量経済モデルの分析としては「カンボジアのマクロ計量モデ

ルと経済・社会統計」を編集した植村（2009）が積極的である。アジア経済研究所で開発し

た東南アジアのマクロ計量経済モデルの先行例などを紹介しながら、カンボジアについて

の計量経済分析を行った。東南アジア経済の計量経済分析の先駆者と言えよう。アジアでの

全要素生産性の計測理論の先駆者は、黒田（1981）や Jorgenson, D.W. et al.(1990)であ

る。黒田（1981）による日本分析では、資本ストックデータが不十分であったため、産業の

全要素生産性を、価格との双対性を使いながら計測する工夫がなされ、生産関数には 1次同

次が仮定されていた。本稿の理論的基盤は、ここでの 1次同次性の仮定を外した水野（1986）

の一般化残差理論に立脚している。 

 

1－3．実態―農業生産額― 

 フィリピン、マレーシア、タイの農業生産額（付加価値額）の推移を見る。1990 年の生産

額の順位は、フィリピン、タイ、マレーシアの順番であったが、2014 年には、タイ、フィリ

ピン、マレーシアと上位が入れ替わっている。2014 年には、タイは、フィリピンの生産額

の約 1.3 倍にまで伸び、大きく引き離している。 
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本稿はこのように生産額に差が生まれた要因の一部について解明する。後述するように、

タイとフィリピンの資本ストックの伸びと労働の伸びの加重平均であるディビジア数量指

数がマイナスにもかかわらず、生産額が増えているのは一見したところ不可思議である。 

 

表 2 タイ・フィリピン・マレーシアにおける農業生産額（付加価値額（名目）） 

単位：100 万 US＄ 

暦年 フィリピン マレーシア タイ 

1990 9366 6956 8835 

1991 9196 7325 10441 

1992 11155 8951 11648 

1993 11334 9577 10347 

1994 13607 10566 12657 

1995 15468 11946 15375 

1996 16483 12233 16592 

1997 14996 11547 13617 

1998 10658 9977 11666 

1999 12624 8912 11268 

2000 11317 8260 10747 

2001 10068 7612 10324 

2002 10695 9280 11679 

2003 10660 10503 14382 

2004 12157 11845 16069 

2005 13054 11859 17414 

2006 15116 14008 20859 

2007 18665 19329 24587 

2008 23069 23009 29358 

2009 22019 18646 27580 

2010 24578 25648 35902 

2011 28514 34086 42995 

2012 29616 30623 45985 

2013 30552 29140 47489 

2014 32204 29614 42438 

 

2．経済モデル 

2－1．MAIDO モデルの解説 
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 本稿で活用するモデルについて説明しよう。MAIDO モデルとは Mizuno,K. et al.（2016

で開発した経済モデル全体を指す。生産面、消費面での規模の弾力性を 1以外にして、経済

理論を展開した理論である。ここでは、そのうち Theil, H.（1980a）（1980b）のシステム

－ワイド・アプローチを活用して、規模の弾力性を計測する理論部分を使う。 

システム－ワイド・アプローチの根幹は投入需要方程式である。生産要素の需要量を求め

る式である。第１財を資本ストック、第２財を労働量とすれば、次式で表される。 

 

    ｆ1dlnq1=γθ1dlnY+π11dlnp1+π12dlnp2 

    ｆ2dlnq2=γθ2dlnY+π21dlnp1+π22dlnp2   －（1） 

 

q1：資本ストック  

q2：労働   

Y：生産量  

p1：資本ストックの価格（実質金利）  

p2：労働の価格（賃金）  

θ1：限界シェア（増加した費用に占める資本費用の割合）  

θ2：限界シェア（増加した費用に占める労働費用の割合） 

γ：規模の弾力性の逆数 

π11、π12、π21、π22：スルツキー係数 

f1：費用に占める資本（K：農業資本ストック）の費用のシェア  

f2：総費用に占める労働費用（L：農業従事者数）のシェア 

 

とすれば、fKと fLは資本と労働のシェアである。総費用に占める各費用の割合を指す。（注 2） 

 そのほかの制約として、限界シェアの合計が 1である。 

 

θ1＋θ2＝1 

 

式は資本ストック、労働の投入需要を生産量、各生産要素の価格で説明した式になってい

る。ここで特徴的なのは dlnY のように増加率や上昇率の変数で構成されることである。な

お、dlnY は生産量増加率を意味している。 

 

2－2．推定 

ここでは推定にスルツキーの対称性の制約を用いず、残差項に正規分布を仮定して最尤

法で推定した（注 3）。その結果は表 2である。上表がパラメータ推定値、そして下表がｔ値で

ある。なお、推定期間は次のとおりである。 
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フィリピン：1991－2013 年 

マレーシア：1991－2014 年 

タイ：1991－2013 年 

 

表 3 計算結果 

国別 q1、q2の数式 γθi πK πL 

マレーシア q1の数式 0.0801 -0.0001 -0.0264 

マレーシア q2の数式 0.8036 -0.0001 -0.7985 

フィリピン q1の数式 0.1875 -0.0007 -0.1117 

フィリピン q2の数式 1.0655 0.0005 -0.0857 

タイ q1の数式 0.1913 -0.0097 -0.1989 

タイ q2の数式 0.5190 0.0109 -0.5878 

 

θ１とθ２ には、合計して 1という制約がある。よって、 

 

 γθ1 +γθ2＝γ 

 

が成り立つ。同時に、逆数 1/γも求まり、これが規模の弾力性を意味している。それを 3国

について計算すると次表のようになる。 

 

表 4 規模の弾力性の測定 

国 γ 1/γ 

マレーシア 0.8836 1.1317 

フィリピン 1.2530 0.7981 

タイ 0.7103 1.4078 

 

各国の農業の規模の弾力性を見ると、タイとマレーシアは 1を超えるのに対して、フィリ

ピンは 1以下である。タイとマレーシアの農業は規模に関して収穫逓増であり、フィリピン

の農業は規模に関して収穫逓減であるということである。タイは 1.4078 次同次、マレーシ

アは 1.1317 次同次、そしてフィリピンは 0.7981 次同次である。 

 

3．全要素生産性 

3－1．全要素生産性の計測 

水野（1986）が開発した一般化残差法を説明しよう。生産関数に 1次同次を仮定した通常

の全要素生産性の計測式は次式で表される。 
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ρ＝dlnY－1/γ（fKdlnK＋fLdlnL）  －（2） 

 

ρ：全要素生産性 

 Y：生産量     

 

 生産量の増加率から、資本と労働の増加率の加重平均（ディビジア数量指数）に規模の弾

力性 1/γを乗じたものを差し引いて計算されている。つまり、生産量の伸びのうち、資本

と労働の伸びで説明できない部分が全要素生産性にあたる。各国の全要素生産性を計測す

ると次のようになる。 

 

図 1 フィリピン・マレーシア・タイの全要素生産性（非同次性を仮定） 
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全要素生産性は技術進歩率である。これら東南アジア 3国の技術進歩率を比較すると、タ

イが高く、フィリピンは低いことが窺われる。このことを明確化するために、平均値を計算

してみる。 

 

表 5 全要素生産性の平均値 

 国名 フィリピン マレーシア タイ 

平均 0.0029 0.0267 0.0755 

 

全要素生産性の平均値は 3国ともプラスとなっている。フィリピンが約 0.3％、マレーシ

アが 2.6％、タイが 7.5％となっている。タイが高く、フィリピンはゼロに近いことが分か

る。農業の分野においては、タイの技術進歩が最も大きく、次にマレーシア、最後にフィリ

ピンという結果が計量分析から得られた。 

 

3－2．ディビジア数量指数 

（1）式の右辺第 2項のカッコ内がディビジア数量指数に当たる。3か国について、1991 年

から 2013 年までのそれを計算してみよう。次表のようになる。 
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図 2 フィリピン・マレーシア・タイのディビジア数量指数 

 

表 6 ディビジア数量指数の平均 

国名 フィリピン マレーシア タイ 

平均 -0.0128 0.0014 -0.0017 

 

 ディビジア数量指数がマイナスであるとき、もし規模に関して収穫逓増であるならば、ラ

チェット効果が働く。（1）式の右辺第 2項のカッコ内のディビジア数量指数がマイナスであ

れば、そのケースでは全要素生産性が大きくなるからである。 

 

3－3．全要素生産性ラチェット効果の実際 

我々が開発した全要素生産性ラチェット効果理論を説明しよう。水野（1986）が開発した

一般化残差理論に基づく理論である。 

規模に関して収穫逓増の時、つまり、規模の弾力性が 1 よりも大きいとき（1/γ＞1）、

かつ、資本ストックや労働の伸びがマイナスの時、（1）式より右辺第 2項の値が大きくな

り、左辺の全要素生産性が大きくなる。このことによって、資本ストックや労働の伸びがマ

イナスである経済状況下においては、技術進歩によって、その産業の衰退を遅らせられると

いうことが分かる。このことを、全要素生産性ラチェット効果理論と呼ぶ。 

1/γ＜1や 1/γ＝1のケースでは、産業衰退期に全要素生産性をあまり押し上げることが

なく、ラチェット効果が小さい。規模に関して収穫逓減や規模に関して収穫一定の時、全要

素生産性ラチェット効果はあまり効かない。これらをまとめると次表の判定基準となる。 

 

表 7 全要素生産性ラチェット効果の判定   

1/γ＜1 効果が小さい 

1/γ＝1 効果が小さい 

1/γ＞1 効果あり 
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各国のラチェット効果についてみてみよう。 

タイは全要素生産性が大きいため、一概に農業構造が良いかと言うとそうでもない。ディ

ビジア数量指数をみると、他の 2国に比べてマイナスの数値をとることが多い。フィリピン

のディビジア数量指数よりも大きい状態と言えるものの、投入する生産要素は減っている

状態である。全要素生産性ラチェット効果が働き、全要素生産性の数値が大きくなっている。

このラチェット効果が働いている間に、農業の課題解決に向けた対策を実施することが望

ましいであろう。 

フィリピンの農業は、ディビジア数量指数が－0.0128 と最も低い。ラチェット効果の二

つの条件のうち、ディビジア数量指数についてはマイナスの値が見られたが、もう一つの条

件の規模の経済性に関しては、規模に関して収穫逓減の状態のためラチェット効果が十分

機能したとは言えない。技術進歩率が平均年 0.3％なので、技術進歩の力が働かなかった。

それが、タイに生産額を追い抜かれた原因の一つと計量的に推測される。 

マレーシアはディビジア数量指数がプラスであることが多く、ラチェット効果は働かな

い。しかし、通常の技術進歩が達成され、その率は平均 2％と安定していた。しかし、タイ

は産業衰退期にもラチェット効果が働いていたため年平均 7.5％の技術進歩であり、生産額

で差がつけられてしまったと言える。 

 

4．総括 

 我々の開発した 3つのモデルを使い、フィリピン、マレーシア、タイにおける農業の全要

素生産性の計測と、ラチェット効果を説明した。その結果、全要素生産性ラチェット効果が

機能したのは農業就業者数の減少フェーズにあるタイだけということが分かった。 

 技術進歩は、好調期に限定して起きる現象と思われがちであるが、全要素生産性の一般化

残差理論を使うと、後退期にこそ歯止め効果として、技術の衰退が阻まれ、技術の進歩が前

進することが分かる。それに照らすと、タイの農業は、ラチェット効果と技術進歩が効率的

に行われ安定的に成長を遂げた農業技術発展国であると言える。3国で生産額の伸びが最も

大きいタイの農業は、技術進歩に支えられてきたと言えよう。フィリピンの農業は 3国の中

では生産額の伸びが一番少ない。やはり、技術進歩の低さが生産額を伸ばさない要因であっ

たのではないだろうか。マレーシアにも、全要素生産性ラチェット効果が働かなかったため、

タイほど生産の伸びが実現しなかった。ただし、資本と労働の投入により、生産の増加を支

えたということは言えよう。 

 また、これら 3国の技術進歩率の大きさは、タイ、マレーシア、フィリピンの順となって

おり、農業就業者数の増減を指標とした場合の経済発展フェーズの順と一致するという興

味深い結果を得た。このことから、国全体の経済が発展するにつれ、一次産業である農業の

技術進歩もより進む傾向にあることが示唆された。 

 本稿では東南アジアにおけるフィリピン、マレーシア、タイの技術進歩率とその背景につ

いて計量的な考察を行った。東南アジアには農業を糧とする国は多い。今後の課題としては、
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データの不完全な国においても、データを収集、加工する工夫を施し、同様の分析により全

要素生産性ラチェット効果の有無を計測する。東南アジア各国の農業の実態を計量的に解

明していく取組である。 

 

 

補論 1 

データ 

GDP デフレータ：国際連合 

農業生産額（100 万 US＄）：国連連合 

実質金利：世界銀行 

 

資本ストック 

各国の資本ストック 98年まで（京大環太平洋計量経済モデル）実質 95 年価格を 2005 年

価格に変換している。単位も 10 億ドルから 100万ドルに変換し、京大モデル減価償却率ｄ

＝0.11（タイ）、ｄ＝0.08214（フィリピン）、ｄ＝0.03（マレーシア）を使い、かつ総資本

形成（2005 年実質 100 万＄）を用い京大の資本ストックのデータを 2014 年まで延長してい

る。上記の各国の資本ストックに GDP と農業性生産額の比率を乗じて農業資本ストック額

を算出した。 

 

賃金 

名目 GNI（100 万＄、国連）から、実質 GNI(GDP デフレータ、国連、2005 年=100)から、

農業実質 GNI（農業生産額/GDP を乗じる）から、農業労働者一人当たり GNI＝農業就業者実

質賃金を算出している。 

 

労働 

労働者数は ILO データである。 

 

補論 2   

（1）式の推定結果 

マレーシア資本ストック 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝75.1185  観測値数＝24 

 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.nterval]  

dlnY .0800 .0393 2.04 0.042 .00303 .1571 

dlnp1 -.0001 .00011 -0.75 0.454 -.0003 .0001 

dlnp2 -.0263 .0330 -0.80 0.425 -.0912 .0384 
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マレーシア労働 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝77.1978  観測値数＝24 

 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.Interval]  

dlnY .8036 .0360 22.29 0.000 .73291 .8741 

dlnp1 -.0001 .0001 -1.37 0.170 -.0003 .0000 

dlnp2 -.7985 .0303 -26.32 0.000 -.8579 -.7390 

 

フィリピン資本ストック 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝69.4124  観測値数＝24 

 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.Interval]  

dlnY .1875 .0781 2.40 0.016 .0344 .3406 

dlnp1 -.0007 .0026 -0.25 0.804 -.0058 .0045 

dlnp2 -.1117 .0869 -1.29 0.199 -.2822 .0586 

 

フィリピン労働 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝63.8322  観測値数＝23 

 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.Interval]  

dlnY 1.0655 .0996 10.69 0.000 .8702 1.2608 

dlnp1 .0004 .0033 0.13 0.894 -.0061 .0070 

dlnp2 -.0857 .1110 -0.77 0.440 -.3033 .1318 

 

タイ資本ストック 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝52.5160  観測値数＝23 

 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.Interval]  

dlnY .1913 .0940 2.04 0.042 .0070 .3756 

dlnp1 -.0097 .0122 -0.79 0.428 -.03381 .0143 

dlnp2 -.1989 .1044 -1.90 0.057 -.4035 .0057 

 

タイ労働 

最尤法推定結果  

Log likelihood＝50.8184  観測値数＝23 
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 係数 標準誤差 ｚ P>|z| [95%Conf.Interval]  

dlnY .5190 .0998 5.20 0.000 .3232 .7147 

dlnp1 .0109 .0132 0.82 0.410 -.0150 .0368 

dlnp2 -.5878 .1117 -5.26 0.000 -.8068 -.3687 

 

脚注 

（注 1）本来ならばスルツキーの対称性の仮定が置かれているが、それがない場合の推定方

法を示す。 

（注 2）各シェアについては次の数式で求める。 

     fK＝rK/（rK＋wL） 

     fL＝wL/（rK＋wL） 

      r：資本価格：金利 

w：労働価格：賃金 

したがって、次式が成り立つ。 

     f1+f2＝1 

（注 3）資本ストックデータの推計は補論１の「資本ストック」の方法をとっている。 
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