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DEA徒然草
刀根　薫

私の DEA との付き合いもかれこれ 30 余年になる．そこで徒然なるままに，越し方行く末などを備忘録とし
て，はたまた同好の士への参考として記してみる．DEA は 1978 年の Charnes–Cooper–Rhodes 論文 [1] に
よって世に出た．この論文は最初アメリカの学術誌に投稿したが，単なる LP の応用という理由で reject され，
創刊間もない EJOR (European Journal of Operational Research) に採択される．Management Scienceと
しての革新性が評価された結果である．EJOR の歴代 Editor たちはこのことを大変誇りにしている．引用件数
は現在まで 3 万件におよび EJOR の代表論文として位置づけられている．
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1. 起

1984 年が私にとっての事始めであった．この年
IFORS ’84（8月 6～10日）がWashington D. C.で
開催され，日本 OR学会から森口繁一先生を団長とす
る視察団が組織されたが，私はその一員として参加し
た．IFORS の後，AT&T Bell Lab や IBM Watson

Research Centerを視察して，New Yorkで解団した．
その後，U. Rochesterで住田潮氏のお世話になり，最
後に U. Texas at Austinの Abraham Charnes 先生
（愛称Abe）を訪問した（9月 20～26日）．先生からは
DEA研究の現状について教えられるとともに，共同研
究を強く要請された．また日本での DEA普及に助力
してほしいと依頼された．ここで衝撃的なニュースが
飛び込む．それは 9月 21 日号の雑誌 Science の記事
である．“A Fast Way to Solve Hard Problem”とい
う見出しで，「線形計画の新解法はあまりに速いので，
専門家もびっくり」「5000変数の問題を IBMプログラ
ムより 50倍も速く解いた」と続いている．Karmarkar

法の出現である．このようなリーク記事がソースも明
らかにしないまま，論文の所在も明示せずに学術誌以
外の場所に突如として出現したために，Charnes先生
は極めて懐疑的で Bell Labの Karmarkarの上司に電
話でこの非学術的開示を厳しく抗議していた．しかし
これが内点法の始まりで世界中の数理計画研究者の血
を沸き立たせる．私も半分ほど酔っていたが，1986年
の暮れに Charnes先生から国際電報が届いた．
当時は E-mail がなかったので air mail が主な文
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通の手段であったがせっかちな先生は電報を用いてい
た．その冒頭は “No Karmarkar, no, no, no” とあ
り，DEAのあるテーマについて共同研究をしたいので
Texas に来てほしいという主旨で，その 10 日後には
10 cmほどの厚さの資料が届いた．というわけで二度
目のTexas行きは 1987年 1月 25日から 2月 7日まで
の 2週間であった．テーマは無限個の DMU (decision

making unit)に対するDEAの解法．通常 DEAでは
DMUの個数は有限個であるが，これが無限個になっ
た場合どう解くかという問題である．研究結果は “A

computational method for solving DEA problems

with infinitely many DMUs” by Charnes and Tone

(Research Report CCS 561, Center for Cybernetic

Studies, The University of Texas at Austin, January

1987)として出されたが，今度 John Wiley & Sonsか
ら出版する本 [2] に再録した．この論文は私の最初の
DEA 論文であったが，先生と文字どおり tête-ā-tête

で論文の細部まで検討できたことは貴重な体験であっ
た．この論文には Referenceとして，K. O. Kortanek

(1979) “Interpolation and error bounds for semi-

infinite programs and solution of nonlinear systems

of equations,” Manuscript．のみが記載されていた．
Wileyの本を出すにあたり，出典を確認しようと思っ
たが，Charnes先生亡き後（1992年没：享年 75歳）探
しあぐねていた．Kortanek 先生とは面識がなかった
が，ネットを利用して「友人の友人」でたどり着き 3日
後には返信が届いた．その冒頭には “Dear Professor

Tone; Both of us have greatly benefited from know-

ing Professor Charnes! Our scientific lives benefited

greatly.” とあり，原典は S. A. Gustafson and K. O.

Kortanek (1973) “Numerical treatment of a class

of semi-infinite programming problems,” Naval Re-
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search Logistics Quarterly, 20(3), pp. 477–507．で
あると教えていただいた．これで 30年来の疑問が解け
た．Charnes先生のおかげで DEA研究の第一世代の
プレイヤーたちの知遇を得たことは幸運であった．先
生の揺籃には第二世代のプレイヤーが続々と誕生してい
て，さながら梁山泊もかくやと思わせる情景であった．
その後，先生とは 1988年の ISMP（東京），1990年

の IFORS（アテネ）でお会いした．時として，という
か常に likes and dislikesを明確に表したが，その強く
て熱い人格にはいつも感銘を受けた．
この数理界の巨星のいささか早い逝去は惜みても余

りある．

2. 承

Charnes先生との約束もあり，本誌の 1987 年から
1988年に連載講座「企業体の効率性分析手法」[3]を発
表した．当時の山田善靖編集長のお世話によるもので
ある．同時に留学生用に英文の小冊子も作成した．連
載講座に加筆して日科技連出版から 1993 年に『経営
効率性の測定と改善―包絡分析法DEAによる―』[4]

を出版した．
さて，DEAのもう一人の創始者であるWilliam W.

Cooper先生（愛称 Bill）にはすでに Texasで紹介さ
れていたが，先生が 1993 年に青山学院の招待で来日
してから本格的な交流が始まった．そこで本を共著で
書くことになったが，それまで出版されていたような，
ProceedingsやMonographではなくて本格的なText

Book で章ごとに問題と解答をつけるということで合
意した．初稿は私が書き，Cooper先生がそれに加筆修
正することで合意した．当時は現在のようなWordの
機能がなかったので，原稿のやり取りは，FedEx便で
太平洋を数十回往復することになる．ここで Cooper

式英文の洗礼を受けた．私がほんの数行で書いた原稿
が，接続詞と関係代名詞でつながった数ページになって
戻ってくる．私のmonophonicな英文に対して，poly-
phonicな修正がなされる．そこには行列簿記のように
行の小計の和と列の小計の和が一致するというような論
理展開が一貫している（先生は米会計学会の重鎮であっ
た）．また Introduction と Background and History

Survey が詳細に追加され，さすがは創始者の自負を
感じさせた．私は今を去る 60 数年前大学の教養部の
学生の頃，Reclam文庫で哲学者 Emmanuel Kantの
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,

die als Wissenschaft wird auftreten können を読ん
だとき，この高名な哲学者が多重構造の長い文章で自

分の思考を表現するのに驚嘆したことがあるが，それ
に相当するような体験を Cooper 先生の文章から受け
た．最後に Lawrence W. Seiford（U. Massachusetts,

現：U. Michigan）の書誌と私の Solverが追加されて，
Kluwer Academic Publishersから 1999年に出版され
た [5]．この本は世に好評で迎えられたが，Kluwerの
名編集者Gary Folvenから「クラシックと呼ばれる本
は Second Editionから始まる」と“おだて”とも“おど
し”とも取れる要請があり，さらに六つの章を追加して
2006 年に Springer から出版した．Kluwer は M&A

で Springerに吸収されていた．初版の 318ページが，
2版は 490 ページに膨れ上がった．この間の DEAの
発展を反映したものである．
先生と最後にお会いしたのは 2010 年 Austin で行

われた INFORMS の年次大会であったが，ここでは
Special Session “In Honor of Bill Cooper”がもたれ
た．そこには第一，第二，第三世代の DEAプレイヤー
が揃っていた．先生は 2012年に 97歳で天寿を全うさ
れた．Austinから届いた訃報に接したときの深い悲し
みは言葉に表せない．
ちなみに，先生は高校中退でゴルフのキャディーや

プロボクサー（63 戦 58 勝）で家計を助けた後，U.

Chicagoに入学したという克己勉励体育知育徳育兼備
の人．Charnes, Cooper先生の詳しい経歴などは IN-

FORMSの HPを参照されたい．

3. 転

私が関係した DEAの適用例の要点を紹介する．
3.1 首都機能移転計画 [6, 7]

首都機能移転は，東京一極集中の是正，国政改革の
契機および災害対応力の強化を目的とした，世紀を超
える国家の大事業である．国会の同意を経て内閣総理
大臣が任命した 19名からなる国会等移転審議会は平成
11年（1999年）12月に移転先候補地 10地域を選定し
た．私は国土庁（現：国土交通省）の依頼で首都機能移
転企画課の高村義晴氏（当時）と協力してこの審議会
のためにグループデシジョン合意形成法をAHP [8]と
DEAをもとに開発し，適用した．まず，候補地を評価
するためのAHPを作成した．最終的な評価項目として
18個を選んだ．たとえば，「文化形成の方向」，「地震災
害に対する安全性」，「火山災害に対する安全性」，「外国
とのアクセス容易性」，「東京とのアクセス容易性」，「環
境との共生」などである．AHPの一対比較によって各
評価項目の重要度（ウエイト）を委員ごとに決めた．次
に，各評価項目に対する 10の候補地の得点を 5点満点
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で評価した．この評価には 14の検討会に 70余名の専
門家（たとえば「地震災害」，「情報ネットワーク」，「環境
問題」などの専門家）が参画した．DEAではこの値が
各候補地 (DMU)の評価項目に対する得点（出力）とな
る．入力は共通で 1である．出力に対するウエイトを
制限するために，AHPによって求めた各委員の重要度
をもとに DEAの領域限定法を適用した．こうして各
候補地の有利度を測定した．同時に，山田善靖先生らの
考案した Inverted DEA [9]を用いて各候補地の不利度
も測定した．この結果，有利度が高く，不利度が低い栃
木・福島，岐阜・愛知の 2地域が選ばれた．三重・畿央
地域については高速道路網が整備された場合に有力な
候補地になりうるとした．1999年 12月 20日に内閣総
理大臣に移転先候補地について答申し，同答申は直ちに
国会に報告された．その後の経済不況などのため実行
に移されていないが，国土交通省のホームページには
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/として
記載されて残されている．
東日本大震災（2011 年），熊本地震（2016 年），さ

らに首都直下地震の発生が想定される状況下でこの課
題は再び国家的関心事となっている．

3.2 NTTの上限価格算定 [10]

郵政省（現：総務省）では 1998年に規制緩和推進計
画の一環として電話料金の個別認可制を廃止し，届出
制とするとともに加入電話などの基本的なサービスに
ついては上限価格（プライスキャップ）方式とするこ
とを決め，2000年 10月からこの方式を採用すること
にした．郵政省は「上限価格方式の運用に関する研究
会」（1999年，座長：岡野行秀東京大学名誉教授）を
設けこの新方式に関する検討を行った．私はこの研究
会に委員として参加し，主として，DEAによる NTT

東・西のコスト効率性測定を行った．公共財の料金設
定は大きな社会問題である．上限価格方式はそのため
の有力な手段として英米などで，電話，電力，水道な
どの料金設定に採用されている．
上限価格を決定するための重要な要因として「消費

者物価指数 (CPI)」と「生産性向上見込率（X 値）」が
ある．一般に前期の料金指数から今期のそれを決める
ための基本的式は次のとおりである．

［今期の料金指数］
＝ [前期の料金指数](1 + CPI −X) (1)

CPI は公表された値を用いるとして，問題になるの
はX 値である．この式による料金指数の改定が t年間
継続した場合 t年後の収入は予測される収入 (R)に対

して

R × (1 + CPI −X)t

となる．この値が t年後の「費用 (C)」と「適正報酬
額・利益対応税額 (P )」の和に等しくなると考える．す
なわち

R × (1 + CPI −X)t = C + P (2)

この式から X 値は次式により計算される．

X = 1 + CPI − t

√
C + P

R
(3)

収入 (R)，費用 (C)および適正報酬額・利益対応税
額 (P )としては，過去のデータやNTT東・西の「中期
経営改善施策」から予測した値を用いる．その際，費
用の予測値が妥当なものであるかどうかを，NTT の
もっているコスト非効率性という面から検討した．そ
のため DEAのコスト効率性を適用した．
NTTはNTT東（北海道，東北，東京，関東，信越）

の 5事業部と NTT西（北陸，東海，関西，中国，四
国，九州）の 6事業部，合計 11事業部からなる．これ
らの事業部の 1994～1997 年の 4年間の活動を対象と
した．したがって，DMU数は 44である．費用効率性
を計測するために，各 DMUについて次のようなデー
タを集めた．
入力 1：労働，入力 2：資本，入力 3：原材料
出力 1：音声伝達，出力 2：専用
コスト 1：労働，コスト 2：資本，コスト 3：原材料
これらのデータを用いて，各 DMUの技術効率，純

粋な技術効率，コスト効率，補正済コスト効率を計測
した．
上限価格決定のためにはまず (3)式によりX 値（生

産性向上見込率）を決める．そのため CPI としては
1999年の変動率−0.3％を用いた．さらに，NTT東の音
声伝送役務（電話＋ ISDN）の場合，収入 (R)=14898億
円（これは重回帰分析とトレンド予測の併用による値），
費用 (C)=13308億円（これはNTT東が「中期経営改
善施策」に示した値で DEAのコスト非効率を除去す
ることによって可能な値である），適正報酬額・利益対
応税額 (P )=843 億円とした．また t=3（年間）とし
た．その結果X=1.9％となる．このX と CPI を (1)

式に代入して NTT東の音声伝送役務の基準料金指数
は 97.8％となる．同様の計算を専用役務，加入者回線
についても行い，電気通信審議会の議を経て 2000 年
6月 21日に郵政大臣から NTT 東・西に通知された．
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表 1 上限価格と値下げによる NTT 指数

音声伝送役務 専用役務
上限価格 NTT 指数 上限価格 NTT 指数

東 97.8％ 97.4％ 97.6％ 95.8％
西 97.8％ 97.8％ 97.6％ 96.3％

NTT東・西はこの通知を受けて，2000年 8月 31日に
料金変更の決定を行い，10月 1日から実施した．郵政
大臣が通知した上限価格と NTTの料金指数は表 1の
とおりである．ほぼ上限価格に近い値に収まっている．

3.3 次世代スーパーコンピュータの設置場所
次世代スーパーコンピュータの開発プロジェクトは

2012年までに 10 Petaflop/sのシステムを開発すると
いう国家的な事業であった．1150億円を投入したこの
プロジェクトは国会の承認を得て理化学研究所（理研）
が担当することになった．2006年 7月に理研はその設
置場所を全国的に公募したが，15の都市が応募した．
理研は場所選定のための委員会（委員長：黒川清日本
学術会議会長（当時））を組織した．14 名のこの委員
会に私は選定方法担当として参加した．ほかの委員は
スーパーコンピュータユーザー，ソフトウエア専門家，
システム設計家からなる．
選定方法としては首都機能移転の場合と同様にAHP

と DEAを併用した．評価項目としては地震，雷，気
候，土地の拡張性，電力，ガス，水，通信ネットワー
ク，近隣災害など 24個を用いた．各評価項目に対する
15の候補地の評点を各分野の専門家によって決めた．
次に各評価項目の重要度を 6名の選定委員がそれぞれ
AHPを用いて評価した．その評価値を用いてDEAの
領域限定法により各候補地の有利度 (Positives)と不利
度 (Negatives)を測定した．その結果，最終候補とし
て 5都市（仙台，和光，横浜，大阪，神戸）が選定され
た．その 5都市について現地視察を重ねて，24個の評
価項目に関するより正確な評点を得た．これをもとに
5都市を再び領域限定法によって評価した．その結果，
有利度，不利度の両面から図 1の結果を得た．2007年
3月 29 日に理研は “The Winner is Kobe”として神
戸に決定した．スーパーコンピュータ「京」はその後
も改良を重ねて利用されている．詳細な内容はWiley

の本 [2]の Chapter 31を参照されたい．

4. 結

Charnes-Cooper が 1978 年に Texas で蒔いた種
は世界各地に移植され増殖されてきた．2017 年の第
15回 International Conference on DEA@Pragueで

図 1 有利度と不利度

はCharnes先生生誕 100周年記念の催しがある．私は
YouTube https://youtu.be/Mvn-yTvc2DM (Sou-

venir of Abe Charnes)でビデオ参加する．
私の DEA関連の論文を参考文献 [11–66]に記した．

これらの論文の多くは ResearchGate, Google Scholar

Citations などに記載されている．共著者（以下敬称
略）は第一，第二，第三，第四世代のDEA研究者から
なり，中にはいわゆるメル友で未見の著者もいる．国
籍は日，米，英，豪州，台湾，中国，インド，カナダ，
フランス，イラン，エチオピアである．

[11–21]は主として Radial model

[11] は AHPと DEA を比較しその相補性について
論じたもので，首都移転計画やスーパーコンピュータ
設置場所の選定の方法の基礎をなす．[12]は東京都に
おける公営バスと民営バスの効率性を比較したもの
である．[13]は Radial スコアーに slacksの値を加味
した効率値の提案で，SBM (slacks-based measure)

[35] の魁である．[14] は Cone-Ratio DEA で使われ
る多面体の端点を列挙する方法を開発した．[15–18]は
Cooper, Seiford, Shanling Li (McGill U., Canada),

Robert M. Thrall (Rice U., USA), Joe Zhu (Worces-

ter Polytechnic Institute, USA) との共著を含む．
[19]は Junming Liu (Mitsubishi UFJ Securities)の
GRIPSでの博士学位論文によるもので DEA と SFA

(stochastic frontier analysis)を併用して日本の銀行の
効率を測定したものである．[20]はWade Cook (York

U., Canada), Zhuと共著でDEAのモデル選定につい
て論じたものである．[21]はMahmood Mehdiloozad

(Shiraz U., Iran)らと strictly complementary solu-

tion of LP problemを求めるための新しい方法を提案
したものである．DEAの場合，生産モデルの slackと
双対問題の変数の間に strict complementarityを満た
す解がある．
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[22–29]は Returns-to-Scale related DEA

[24–29]はBiresh Sahoo (Xavier U., India), Kristi-

aan Kerstens (French National Center for Scientific

Research, France)との共著でRTS (returns-to-scale)

について論じたものである．特に [25] は scale econ-

omy と congestion について計量的に分析した論文で
ある．

[30–33]は Cost & Capacity related DEA

従来のコスト効率分析では多く場合，各 DMUにつ
いて共通の入力要素単価を仮定していたが，その不合
理性を指摘し DMUごとに異なる単価を用いるコスト
効率性を [30]で発表した．その方法を筒井美樹（電力
中央研究所）と協力して日米の電力業のコスト効率の
比較を行い [31]に発表した．
Capacity utilization モデルをインドの銀行に適用

したのが [32]，Directional distanceモデルをコスト，
収入，利益効率に適用したのが [33]である．

[34]は DEA Game

この論文は中林健（GRIPS，現防衛省）との共著で，
多基準をもつ個人や団体間の合意形成について論じた．
プレイヤーは自分の長所に重点を置くという意味で自
己中心的であるとする．このような状況に DEAを適
用すると Egoist’s dilemma という現象が起きること
を示した．この現象を協力ゲーム理論の枠内で検討し，
解法を提案した．この方式で公平な費用分担や費用対
効用配分問題も処理できる．

[35–61]は SBM (slacks-based measure)

私はかねてから Radial model で仮定されている入
力間（出力間）の比例的変化に疑問をもっていた．ま
た，入力指向か出力指向のどちらかで，両指向がない
ことも問題であると思っていた．そこで slacks に基
づく Non-radialの新しい効率性指標を提案した [35]．
この指標 SBMは slacksに関して非増加で，単位不変
(units-invariant)である．入力指向，出力指向，両指
向 (non-oriented)のモデルが適用できる．
さらに，効率的 DMUの効率値の上限 (1)を外して

測定する Super-SBM [36] を発表した．また Radial

modelと Non-radial modelを連結するモデル [38]を
Necmi Avkiran (U. Queensland, Australia)，筒井と
共著で発表し，Sahooと共著でRadial and Non-radial

Decomposition of Profit Changeの理論を作成しイン
ドの銀行に適用した [39]．企業体は一般に複数の部門
からなり，それらはネットワーク構造をなしている．従
来のDEAは black box型のものが多く，内部構造まで
分析することは困難であった．ネットワーク構造に着目

し，各部門の効率と同時に全体の効率を測定するSBM

モデルを Network-SBM として筒井と共著で [40] に
発表した．その拡張として時系列的な効率の変化を測
定する Dynamic-SBM [43]，ネットワーク構造の時系
列的な効率を測定する Dynamic and Network-SBM

[49]を展開し，そのモデルを河口洋行（成城大），筒井
と協力して日本の病院に適用した [45]．このモデルを
Andrew Johnson (Texas A&M U., USA), Brandon

Pope (Purdue U., USA)と協力して米国の病院に適用
した [46]．Ming Lei, Xinna Zhao (Peking U., China)

とともに中国の 40 の工業分野のエネルギー効率と環
境効率を dynamic network Malmquist productivity

index (DNMPI)を用いて分析した [47]．Ming-Minn

Yu, Li-Hsueh Chen (National Taiwan Ocean U.,

Taiwan), Kuan-Chen Chen (Taipei Medical U., Tai-

wan)と協力して台湾の 22の銀行の overall, deposit,

lending, period, deposit-period, lending-periodの効
率性を dynamic network SBMをもとに分析した [48]．
SBM を Malmquist index に適用したのが [37]，

PCA (Principal Component Analysis)と併用したの
が [41]，Undesirable outputsに適用したのが [44]で
ある．SBMの variationを提案したのが [42]である．
また福山博文（福岡大），橋本敦夫（福岡大院），William

L. Weber (Southeast Missouri State U., USA)と協
力して日本の都道府県の活動成果を人的資源と物理的
資源の面から Dynamic-Network 構造として分析した
[49]．
Ownership が異なる DMU から成るネットワーク

DEAの解析をTsung-Sheng Chang (National Chiao

Tung U., Taiwan), Quanling Wei (Renmin U. of

China, China)と共同で行った [51]．
さまざまな予測法が現在用いられているが，それらの

評価はほとんど単一基準によるものである．そこで予
測法を多基準で評価する方法を Jamal Ouenniche (U.

Edinburgh, UK), Bing Xu (Herriot-Watt U., UK)

と協力して開発し [54, 55]に発表した．
多くの DEAモデルでは凸型のフロンティアを仮定

しているが，現実には非凸型のフロンティアが存在す
る．このような場合に対応できるモデルを筒井と共同
で開発し，日本の大学の場合に適用した [56]．このモ
デルを Kidanemariam Hailu (FDRE Policy Study

and Research Center, Ethiopia)とともにエチオピア
の産業の評価に適用した [59]．
DEAの効率値の信頼区間については Simar–Wilson

のBootstrappingがあるが，私はかねてから疑問に思っ

2017 年 7月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（7）399



図 2 SBM-Min, CCR, SBM-Max

ていたことがある．それは個々の入力，出力項目の変
動が考慮されていないことである．時系列データから
個々の項目の変動と項目間の相関をもとに効率値の信
頼区間を推定する方法を Ouenniche とともに開発し
[57]に発表した．
Dynamic-SBMを将来予測に展開するためにエント

ロピー最大原理を採用する方式を Chang, Chen-Hui

Wu (National Chung Cheng U., Taiwan) と協力し
て開発し [58]に発表した．
銀行の倒産予測を SBM を適用して行う方法を

Joseph C. Paradi, Xiaopeng Yang (U. Toronto,

Canada) と協力して開発した [60]．
Out-of-Sample法を用いてデータを取捨選択しなが

ら予測を行うための DEAをOuennicheとともに開発
し，銀行の破綻予測問題に適用して [61]に発表した．

[62–66]は SBM-Max

SBM（以下 SBM-Minと呼ぶ）モデルの欠点は，非
効率的な DMUの参照点が遠く離れたフロンティア点
になることである（図 2参照）．
非効率点 P は SBM-Minでは遠く離れた点 Qに参

照される．CCR の場合は原点 O と結ぶ線上の点 R

と比較される．それに対して最も近い点は S である．
この点を近似的に求める方法 [62]を INFORMS 2015

@ Philadelphiaで発表した．その会場にいたGeraint

Johnes (U. Lancaster, UK) がその日の Twitter に
“Kaoru Tone’s new work on SBM-Max, coruscat-

ing, resolving a worry I’ve had for decades about

DEA. And it makes a HUGE difference.” (Twitter:

Geraint Johnes, 3, Nov., 2015) と書き，共著を求め
られた．その結果が [63]である．
SBM variation を用いて日本の公共病院の効率性

について Xing Zhang (FiNC, Tokyo), Yingzhe Lu

(Hitotsubashi U.)と実証研究した結果が [64]である．
SBM-Maxと Super-SBMの類似性について論じた

のが [65]である．
電力業の energy trading, energy market, market

price, internal transaction, vertical integration につ
いて筒井と研究した結果が [66]である．
私は DEAの目的は単に効率性を測定するだけでは

なく，改善法を提案することであると思っている．そ
ういった観点からは，ある意味で最小の入力削減と最
小の出力増加で効率化を実現する SBM-Maxは最も適
したモデルであり，これからは生産可能集合の同定を
含めてさまざまな variationが考えられる．品質管理，
改善の道具として広く適用される可能性があると思う．
今後の展開に期待したい．Non-parametric な数理計
画法であるからこそこのような展開ができるのであり，
parametricな統計的手法には期待できないであろう．
多入力 (X)，多出力 (Y)を対象とする DEAの fun-

damental issuesは次のようになると思われる．
(1) データセット (X,Y)の identification，
(2) 生産可能集合の形状（凸か，非凸か，FDH (free

disposal hull)タイプか，それ以外か），
(3) 効率的 DMUの判定，
(4) 非効率的 DMUの改善．
最近，メル友の Professor Darold Barnum (U. Illi-

nois, Chicago) から次のような mail と論文が送られ
てきた．“Because of your ground-breaking innova-

tions with your SBM models, your well-known acu-

men with radial DEA models, I hope you will find

the attached paper of value. Unless a fatal flaw

can be discovered in our reasoning, it appears that

most articles applying multi-input multi-output ra-

dial DEA models to sample data have reported in-

valid and unreliable scores and weights. That’s be-

cause it appears that most publications have em-

ployed inputs or outputs that are not exchangeable

for technological or logical reasons. . . . ”添付論文は
Barnum et al. (2016) “Impact of input substitu-

tion and output transformation on data envelop-

ment analysis decisions,” Applied Economics,

https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1221042

である．この論文は DEAの根底にある暗部を鋭く指
摘したものであり，今後の DEA研究と普及に避けて
は通れない課題を明示している．この課題を克服した
後に初めて DEAは経営科学の一翼を担うに足る手法
になるであろう．
私は DEA研究には三つの方向があると思う．一つ

はノンパラメトリックな評価法としての確立，二つ目
は改善法の実証研究，三つ目は big data への対応で
ある．
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補遺

さてさて，ボードレールの詩 Enivrez-vous（酔って
いたまえ）に誘われて 30余年過ごしてきたが，まだま
だ醒めてはいけないのだろうか．天国の Cooper先生
からはまだ早いと言われるだろうが．
それにしてもよくわからないのはCharnes先生と最

初に書いた論文の使途である．天才 Charnesの眼力は
big data時代の到来を見据えていたのであろうか．
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