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企業体の効率性分析手法
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はじめに

企業体の効率性に関する論議はどちらかといえ

ば相対的な観点からなされることが多い. rあそこ

の支店はどこそこの支店よりうまくやっている J

といった類の評価で噌ある.そして多基準的でもあ

る.単に利益を上げるばかりが目的ではなく，売

上高，品揃え，社会的責任，公害などの多くの出

力を持つ.また入力の方も人件費，宣伝費，売り

場面積など多様である.こういった多種類の入力

に対してその企業体がどれだけの出力を産出して

いるかが問われることになる.比率尺度 (ratio

scale) が用いられるゆえんである.一方，公共企

業体の活動ともなれば，入力，出力ともに多くの

法的制約が存在し，また予算制約がつく.逆に，

効率性の問題は 2 次的になりがちである.しかし

この分野でも最近，効率性は重要なテーマとなっ

てきた.

これから述べる DE A (Data Envelopment 

Analysis) はそのような多入力， 多出力系のシ

ステムの相対的な効率判定を目的とし，テキサス

大学のチャーンズ教授とクーパ}教授が中心とな

って開発しつつある手法である.この方法によれ

ば，企業体の相対的なD効率性が判明し，効率的

なフロンティアに達していない企業体のどこを改
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善すればそこに達するようになるかの示唆が得ら

れる.

また，さまざまな非効率性が「システム j に起

因するものか「マネジメント」に起因するもので

あるかについてもこの手法を用いて検討すること

ができるし，さらに， r最も効率的なスケール」に

関する具体的な議論も展開することが可能であ

る.以下，この手法について次の順に説明する.

1. D効率とは

2. 分数計画から線形計画へ

3. D効率分析の前提条件と効率的フロンティ

ア

4. 説明的例題

5. 生産関数に関する想定と DEAの変更

6. 規模の効率性に関する考察

7. テクニカルな効率性と規模の効率性

8. マネジメントの効率性とシステムの効率性

9. 事例研究

1. D効率とは

まず工学的問題の効率性について述べ，次にそ

の展開として，多入力，多出力のシステムの効率

性について述べる.

1.1 効率の良し悪し

D効率(DEA efficiency) と呼ぶ基準は，次の

ような工学的な効率表現のごく自然なアナロジー

である.

[例 1 ]ボイラーの熱効率
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あるボイラーは l 単位の燃料入力 (xr=1 とす

る)に対してめの出力を産むとする.理想的なボ

イラーは……それが存在すると仮定して…… 1 単

位の入力 (XR= 1 とする)に対して仰の出力を

産むものとする.このとき当該ボイラ}の熱効率

t主，

ET=νγ/YR 

として表現することができる.一般に

)
 

-• 1
 

(
 

0話ET ;，五 l (1. 2) 

でありに近いほど効率はよい.

この問題は次のように，多少無理やりに，分数

計画に定式化される.

目的関数 max hr=uνγ/VXr (1.3) 
U ,V 

制約

UYr/VXr豆(1.4) 

uνR/VXR孟(1. 5) 

U~O， V 孟o (1.6) 

この分数計画の最適解は(日)の制約がきくので，

U*/V*=XR/νII (1.7) 

を満たし，そのとき目的関数は

hr*ニ XRYr/ Xr νR 

となるが Xγ=XR= 1 であるから

hr*=νr/YR (1. 8) 

となってと記の熱効率 Er と一致する.

[例 2J 預金の効率性

入力 Xj (預金額)に対して，出力釣(利子)を

産出する預金が j= 1，…・・ ， n まで n 種類あるとす

る.仮に入力の大きさにかかわらず利子率釣/め

が各種預金ごとに一定であると仮定すれば，最も

効率的な預金種は， max(νj/Xj) (j=1，…・・ ， n) を

与えるものになるが，これも，多少無理やりに，

次の分数計画に定式化できる.

各 jO(= 1 ，…・ ， n) につき次の分数計画を解く.

目的関数 max hjo=uνJO/VXjO (1. 9) 

制約 uyj/VXj~三 1 (j =I ， …・・ ， n) (1.10) 

u孟0， V孟o (1. 11) 

ある jo の最適目的関数値がん。=1ならば， jo は

1987 年 12 月号

効率的な預金であり，ん。<1 ならば非効率的であ

ることは言うまでもない . hjo が 1 に近いほど効

率的である.

この例の場合，前のボイラーのように絶対的な

効率的フロンティアは不明であるので，評価は相

対的にならざるを得ない.

1.2 多入力，多出力のD効率

チャーンズとクーパーは，分析の対象となる企

業体を一般に DMU(Decision Making Unit) と

呼んでし、る.本稿では，それを DMUまたは活動

と呼ぶことにする.分析の対象は同種の入力と同

種の出力を持つものとする.たとえば，チェーン

店，スーパー， (一般的な)支店，学校，発電所，

病院等々である.これらはそれぞれのカテゴリご

とに似たような機能を持って活動している.ただ

しある程度の独立した経営上の権限は持っている

ものとする.各DMU は複数個の入力と出力を持

つ.各 DMUj ごとに

入力 (Xij) (i= 1, …, m) (m種類の入力)

出力 切り) (ァ=1 ，… ， s) (s種類の出力)

とし，データとして与えられているものとする.

入力として何を採用し，出力として何を採用す

るかは大きな問題であるが，その点、はちょっと脇

において話を進めるとして，一般に入出力値とも

非負であり，入力値は小さいほど，出力値は大き

いほどよいものとする.

これらのデータをもとに各DMUjo(= 1，… ， n) 

ごとに次の分数計画くFP> を考える.

くFP>

I~ 的関数 max hjo= L;8 uγ めjO/L;mVi XijO 
U ， V γ=1 i=l 

(1. 12) 

制約 Zfur めj/Emuz ztj 豆 1 (j =I ,…,n) 

Ur>O (r=l ,… , s) 

Vi>O (i= 1,… , m) 

(1.13) 

(1. 14) 

(1. 15) 

この分数計画の意味は次のとおりである.入力

(一般に複数)と出力(一般に複数)にそれぞれ

ウエイト {V;} ， {Ur}をかけて和をとり(加重和) , 

(33) 801 
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両者の比を作る.その値がすべての DMUについ

て l 以下という条件下で，当該のDMUjo の比を

最大にするようにウエイト {vtJ， {Ur} の値を決め

る.

この分数計画の最適解を (U* ， v*) とし，最適目

的関数値を hjo* とする.このとき，一般に

O<hjo* 亘 1 (1. 16) 

である.D効率性を次のように定義する.

[定義 1 J 

hj♂ =1 であるDMUをD効率的と呼び， hjo*< 

1 である DMU をD非効率的という.

2. 分数計画法から線形計画法へ

<FP) は次のようにくLPO) に変形できる.以

下，I:記号の下に Tがついている場合はァ=1 から

s まで、， i がついている場合は i=1 から m まで， j 

がついている場合は j=1 から nまでの和とする.

また，添字の意味が明らかな場合にはZ記号だけ

で用いることもある.

<LPO) 

目的関数 max ZjO= I: ur めjO

制約 I:Vt xijo=l 

(2.1) 

(2.2) 

I:UrYγj-I: Vi Xij 豆0 (j =1 ， … ， n) (2.3) 

Ur>O (r= 1, …, s) (2.4) 

的>0 (i= 1, ..., m) (2.5) 

くLPO) の最適解を (U* ， V*) とすれば，それは

くFP) の最適解と定数倍を除いて一致する.した

がって， <LPO) の最適目的関数値 ZjO*= 1 なら

ば，活動 jo は D 効率的である.

2.1 D効率的フロンティア

DMUjo に関するくLPO) の最適解を (U* ， V*)

とする. その値は一般に jO に依存して決まるの

で， j。という添え字をつけて区別したほうがよい

が，若干わずらわしいので，単に (U* ， v*) と書く

ことにする.

いま ， (u* , v*) に関する D効率的フロンティア

を次の(添え字の)集合 E(jo) として定義する.

[定義 2J D効率的フロンティア

802 (34) 

E(jo) = {j: I: ur*Yη - I: Vi*Xij=O ， j=l ,…,n} 

(2.6) 

各 jO につき E (jo) が空でないことは自明であ

る j。自身が E (jo) にはいっている場合にはんは

D効率的であるが，そうでない場合には，

ZjO*< 1 (2.7) 

であり，

I:Ur* YrjO< I:Vi* XijO= 1 (2.8) 

である.

そこで，紡jO の一部または全部を増加させて左

辺を i にすることができれば，活動 jO を D効率化

することができる . Ur* の値はそのときめjO のー

単位の変化に対する効率性への感度を意味してい

る.感度係数として利用することもできる.もし

装置工業の場合のようにある出力が他の出力の値

と連動して動くような場合には，そのことを考慮

して出力を一様に変化させることも考えられる.

2.2 入力を目的関数とする LP化

くFP) を次のように LP 化することもできる.

くLPI) 目的関数 minWjO=I:viXijO (2.9) 

制約 I: Ur めjO= 1 (2.10) 

I: Ur νjr-I: ViXij:玉 0 (j =1 ，… ， n)

Ur>O (ァ=1，… ， s)

(2. 11) 

(2.12) 

りι >0 (i= 1,…,m) (2.13) 

このくLPI) の最適解を (U， V) とし，最適目的関

数値を WjO とすれば，

ZjO*= l/wjo (2.14) 

とし、う関係が成立する.

また ， (u/WjO' v/τVjO) は，くLPO) の最適解であ

る.逆に，くLPO) の最適解(U* ， V*) からくLPI)

の最適解 (U*/Zjo* ， ポ/ZjO*) を作ることもできる

ので，どちらを解いても同じことである.したが

って ， (u， v) をもとに定義するD効率的フロンティ

アは (U* ， V*) のそれと同一である.

( i) WjO= 1 ならば， jo は D 効率的

( ii ) ωjO> 1 ならば， jO は D 非効率的

であるが，後者の場合，

オペレーションズ・リ+ーチ
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1= L:uγ 11TJO< L:VI XljO (2.15) 

であるから，入力 XijO のどれかまたは全部をある

量だけ減少させて，右辺を l にできれば DMUjo

は D効率的に転化する.これが入力の制御による

効率化であり，出力の場合と同じように引の値は

感度として利用することができる.

2.3 LPの解の利用法

すでに前項でも述べたように，くLPO)ゃくLPI)

の最適解をもとに入力，出力をそれぞれ別々に変

化させて D 効率化を試みることもできるが，一般

には入力，出力は連動して変化する傾向がある.

そのような場合でも，上の関係を利用することが

できる.要は，

L: uγ*11TJO-L:VI*XiJO=O (2.16) 

が jo について成立するように {νγJO} と {XiJO} を

連動させればよい.そのとき，

L:Vi*XiJO= 1 

とし、う制約は一般に崩れるが，それは本質的に問

題とならない.元の問題くFP) の目的関数は，入，

出力の比として定義されているからである.

2.4 LPを解くに当つての注意事項

普通の LP で、は変数は非負条件を満たすことが

前提となっているが，くFP)， <LPO), <LPI)では，

UT>O , Vi>O (2.17) 

という正値条件をしている.このことは，どの入

力もどの出力も評価点を持たせたいという強い意

志を表明していることに当たるが，これを単に非

負条件として問題を解くと D効率性の判定で明ら

かな見誤りが発生することがあることにもよる.

LPを具体的に解くには，この条件は

llT~ ε (r=1 ぃ..， s) (2. 18) 

町三;; e (i= 1,…,m) (2.19) 

という制約にした上で， ε= 10-4 -10-8 程度に設定

するとよい.

2.5 D効率分析と従来の方法の関係

これまで述べてきたことからもわかるように，

DEA は結果的に，複数個の入力と出力にそれぞ

れウエイトを掛けて和を作り，出力/入力という

比率で効率性を見ょうとするものである.そのウ

エイトの値を従来は人間の勘や経験に頼って決め

ていたものを，データ自身に決めさせる点に特徴

がある.しかもそのウェイトを対象とする意思決

定者ごとに可変とし，ある意味でその対象にとっ

て最も好ましいウェイトづけをした上で，効率性

の判定をする.その結果 DEA で非効率的と判定

された DMUは他のどんなウエイトづけによって

も非効率的であると結論できる.その対象にとっ

て効率的フロンティアの存在とそれからの帯離も

明らかにする.このフロンティアへの移行により，

より少ない入力でより多くの出力が得られるよう

導かれるのである.

しかしながらこの考え方には，入力と出力の対

(X ， ν)……これを一般に活動と呼ぶことにする…

…の可能な集合に対して，いくつかの仮定が設定

されたことを意味する.その点を次節で明らかに

し，さらに分析を進める.
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