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DEAによる効率性分析に関する一考察

末吉俊幸
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1 はじめに

本論文の研究目的は DE A (Data Envelopment 

Analysisl による効率性(生産性)分析に関する諸注意点

をまとめ，それぞれに対する対応策を，応用面を中心に

して，考察，検討してみる. DEA手法は，テキサス大

学のクーパー教授がカーネギー・メロン大学にいた頃，

博士課程の学生， ローデスといっしょに開発した数理モ

デルである.最初の研究発表は， クーパー教授がハーパ

ード大学に移った時に行なわれ，それ以降，テキサス大

学のチャーンズとクーパ一両教授を中心にした研究で・あ

る [1].

DEAの特徴は各事業体の経営効率を相対的に比較

し，事業経営に関するさまざまな情報を提示してくれる

ところにある.たとえば，どの事業体がより効率的に経

営を行なっているかを数量的に決定することができる.

サイフォード[3J の文献集の中に報告されているように

300 以上の応用も現在にまでなされ， その経営評価への

応用性はきわめて高いものと考えられている.しかしな

がらその応用のさい，ただデータを計算機に入れ， DE 

A モデルをやみくもに使えば良いというものでもない.

つまり， DEAに関する理論背景なり，基礎知識なりを

充分に理解して， このモテゃんを使わないと， DEA とい

う道具に振り回されて，誤った評価を意思決定者に示し

かねない したがって，本論文ではDEA応用に関する

諸注意点とそれぞれの改善方法を考察する.

本論文の構成は以下のようにまとめることができる.

まず， 2. では， DEAモテ'ルを提示し，その解の理論的

すえよし としゆき オハイオ州立大学，ビジネス・ス

ターノ~，政策・経営学科， 1775 COLLEGE ROAD , 

COLUMBUS , OHIO 43210 U. S. A. 
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特徴を記述する. 3. ではDEA応用に関する注意点を示

し， 4. で，その対応策を考察する.最後に， 5. で，本研

究の結論と将来の研究課題を検討してみる.

2. DEA毛デルとその解

クーパー教授は大学院の講義の中で，口鮮のように，

“経営に関する意思決定の良さを，自然科学のように，

l 次元の尺度で計ることができるか?"とし、う質問をよ

く発する.たしかに，物の長さは“m" で，音の大きさ

は“db" で計ることができる.しかし，事業体の経営に

関する生産性の高さを何らかの 1 つの尺度で計るのは不

可能なのかもしれない.なぜならば，経営効率の良さは

多次元尺度と相対的観点からの総合判断を必要とするか

らである. DEAはそのような多次元尺度で，相対的判

断を必要とする事業体の経営効率を実証的に評価するO

R モデルである.

ここで， DEAモデルの構造を明らかにするため，そ

れに付随した仮定を考察してみる [2].

a. DEAでは，分析対象となる事業体をDMU(Deci

sion Making Unit) と呼び，各DMUft多種の入力

を使い，多種の出力を生産していると仮定する.もち

ろん，入出力値はともに非負であると考える.

b. DMUは全部で n 個あり，各 DMUj (j=I ，"'， n)は

m径の入力 ， X j =(Xlj , X2 j, "'， Xmj)T;::::O を使L 、 ， s 
種の出力， Yj =(仇j ， Y2j ， … ， YSj)T;::::O を産出している

と仮定する. また，各 DMUj は同種の産業の中に属

し，同じ環境の中で，互いに競い合っているものと考

える.

すでに， 20個以上のDEAモデルが提唱されているの

で，本論文では最初のモデルへ焦点をあて，その特徴を

洗い出してみる [3].

千ャーンズ他 [IJ は，特定の DMUo(o=l ，… ， n) のD

EA効率値を測定するために，次のような分数計画問題

からはじめた.

(33) 161 
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目的関数

制約

a 抗氾

max L: UγめO/L: ViXiO 
sγ:1 概 j司

L: UrYr j/L: ViXij ζ1 (j=I ,… , n) 
γ=1 1=1 

Ur>O (r=l , ...，烏)

Vi>O (i =I ,…, m) (1) 

刀根 [5J の中で説明されているように，この分数計画

は，入力と出力にそれぞれ重み (Ur と η) をかけ，両者

の比を作るという形で定式化されている.その制約式か

らわかるように，すべてのDMUが 1 (100%効率)以下

と L 、う条件下でその重みを決定している.

チャーンズ他 [IJ はこの分数計画モデル (1) を解くた

めに，次のような線形計画法モデルに変化させている.

目的関数 max z=L: urY刊

制約 -L: VtXjj+L: urYrj 孟 o (j=I ,… , n) 
i=l T=l 

ηa 

って， (3) と (2) で‘は，計算速度に大変な違いがでて

くることにもよる.

本研究ではDAAに関する説明を万根 [5， 6， 7J にまか

せ，むしろ，ここで・は，その効率値を含めたDEA解全

体の性質を考えてみる. DEAの応用に関する注意点を

まとめるにあたり，この解の考察は 1 つの基礎を与えて

くれる.そのため，本論文では，次のようなスラック変

数を導入する.
n 

Si-=8XiO-L: Xijん (i=l ， … ， n) ，
η j=1 

Sγ+= L: YγjÀj-Yro (r=l ,…S) 
j=1 

本論文では，これら (}， Si- ， Sr+ を含めて，“DEA解"

と呼ぶことにする.

チャーンズ他 [2J はDMUの全集合を J で表現し，そ

れを次のように分割している.

L: VjXiO J=EuE'uFuN 

叫> 0 (r=l , …, s) ここで、，“ u"は和集合を表わし，各集合は次のように

列> 0 (i=l , …, m) (2) 定義される.

このDEA (2) は，さらに，次の双対モデルを持つ.

目的関数 min 8 

制約 -31州+8xはo (は , m) , 
n 

L: Yrj).j 
j=1 

~YrO (r= 1, …, s) , 

).j;と o (j=I ,… , n). (3) 

ここで，最小化された 0 は，評価されている特定の D

MU。のDEA効率値を示している.つまり， 8* が 1 な

らば， DEA効率であり， 8*が 1 以下ならば， DEA非

効率である.この (3) の中で，え=(九九・・，ん )Tは 1 つ

のベクトルを表わし，すべてのデータを結ぶ多面体を作

るために用いられている.

刀根 [5J の中で， (1)から (3) までのDEAモテソレの

誘導とその線形計画法化に伴う注意点が詳しく説明され

ている.本論文では， (2) よりも (3) を使いDEAの考

察を進める.なぜならば，

a. 万根 [6， 7J の中で説明されているように， (3) の方

が (2) よりも，より直観的に，また数学的に， DEA 

の基礎となっている生産経済学に結びつけやすいこと

にある.

b. また，実際のデータでは，当然のことながら ， n(D 

MUの数)は m+s(入出力の合計数)よりもかなり大

きくなる.したがって， (2) の制約式数は(3)のそれ

よりも多くなる.その結果，シンプレックス法で解く

と仮定すると， (3)の方が(2) より，計算量も少なく，

早く解くことができる.特に， DMUの数の増加に伴

188 (34) 

a. Eは効率的なDMUの集合で，その中に属する DM

Uは 8*=1 ，えo*=I ， Àj*>O( V j キ o E J) を持つ.また，

スラック変数は零となる.

b. E'は効率的なDMUの集合で，その中に属するDM

Uは 8*=1 ，え♂ <1 ，ん本 >O( ヨ jキ0ε E) を持つ.また，

スラック変数は零となる.

c. Fは非効率的なDMUの集合で，その中に属する D

MUはが=1 を持つが，少なくとも 1 つのスラック変

数は正となる.

d. Nは非効率的なDMUの集合で，その中に属する

DMUはPく 1 を持つ.また，少なくとも i つのスラ

ック変数が正になる.

図 1 は J のサプ集合である E， E' ， N， F をグラフ上で

表現している. {71Jを簡単にするため，すべてのDMUは

2 種の入力を用 t "種の出力のみを生産していると考

える.したがって，図 1 の z 軸と g 軸は，それぞれ， Xl/ 

智と xdy を表現している.つまり，各軸は 1 単位の出力

を生産するために，各DMUがどれだけの入力量を必要

としているかを示している.

3. DEA応用に閲する注意点

ここでは，前章のDMUの分類をふまえて， DEA応

用に関する諸注意点をまとめてみる.

はじめに，効率値(8) とスラック変数 (Si- と Sr+)の両

方に注意を払い，評価されているDMUがどのサプ集合

に入るかを確かめる必要がある.たとえば， DMUがF

オベレーションズ・リサーチ
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図 1 4 種のDMU群

に属するとき，その効率値は l を示すにもかかわらず，

正のスラック変数が少なくとも 1 つ存在するため，その

DMUは非効率と考えられる.また， DMUが， E'やF

に属するとき，その解は退化し，無限個の解が存在する

可能性があるので，注意する必要がある.

2 番目に， DEAでは，入出量のみを取り扱L 、，入出

力の価格をモデルの中に組み入れていない.したがって

コスト(入力量×入力価格)といった，経営上きわめて

重要な情報をDMUの評価基準に活用していない.この

ように， DEAは生産性を評価するためのもので， コス

トに関する効率を測るためのものではない.ただ，実証

研究では，価格に関するデータが入手しにくい場合があ

り，入出量だけの少ない情報で，経営効率を測定しうる

DEAの性質は長所と考えてよい.応用上の注意点、とし

ては， コストや価格に関する情報を入出力の変数として

使うときは，それらがDEAモデルの仮定に合わないこ

とに留意して，それらの使用に関する何らかの説明が必

要と考えられる.

3 番目に， DEAでは，データだけの情報に依存して

事業効率(生産性)を評価している.この特徴はほんと

うに正しいのであろうか? つまり，組織の経営効率評

価とし、う複雑な問題を取り扱うさいに，専門家や経営者

の意見をDEAの効率評価プロセスに入れなくてよいの

であろうか? 経営者の勘や経験を全く無視して，実際

に役立つ事業評価ができるのであろうか? いわゆるア

プリオリな情報をDEAの分析過程に入れなくてよいの

かということになる.この特徴は，応用にさいして，重

要な問題を提示する.たとえば 100 個の事業体群を比較

評価していると考えよう. DEAによって， 90%の事業

体群がE またE'に属し，効率的であると判定され，残り

の 10%がF またNに属し，非効率的であると結論される

ときがある.比較される事業体の大部分が効率的である

1990 年 3 月号

X2 

[X: PX=PXE] 

Xl Z' Z' 

図 2 DEA効率とコスト効率の比較

と結論して，何の役に立つのであろうか? もちろん，

その結果が誤まっているわけではない.ただ，経営のた

めの情報として役に立たないだけのことである.この欠

点は， DEAが効率評価を生産性にだけ着目して行なっ

ている性質による.

以上で， DEA応用の注意点を述べてみたが，第 2 と

第 3 の注意点は特に重要なので，その問題をもっと深く

考察し，対応策を考えてみる.

4. 対応策

4.1 コスト効率分析法

前章で述べたように， DEAはコストにもとづく効率

分析を行なわない.ここで‘は，コストや入力価格に関す

る情報を入手可能であると設定し，それらを組み入れた

DEAモデんを作り， コストと生産性の 2 基準で効率評

価を行なう方法を考える.数学的に表現する前に，図に

よって直観的に考察することから始める.状況をわかり

やすくするため，各DMUは 2 種の入力を使い，一定の

出力を生産しているものとする.図 2 において，効率的

フロンティアは SS' の折れ線 (S-D-E-F-G-S')

で表現され，その北東の領域は入力可能領域を示してい

る.

さて，いま，入力量がAで表わされる DMUの効率を

評価しているとしよう.点BはOAを結ぶ直線と効率的

フロンティアの交点上に位置しているものとすると ， A

のDEA効率値(0)は， OB/OA で表現できる.さらに，

そのDMUは入力価格ベクトル P=(Ph P2 ) で生産活動

を行なっているとすると ， Pに伴う垂直な直線 (ZZ' や

Z"Z川)は一定の生産コストを示す直線 {X: PX=COS 

T} を示している. また Eはその入力可能領域におい

て，与えられたPに対して， コストを最小化する入力量

を表わす点である.このように， Aのコスト効率値(l)

(35) 189 
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は COST(E)jCOST(A) =PXEjPXA で決められる.

また， C と Eは同じ生産コストを示す直線上にあるので，

À. =OCjOA の形で表わすこともできる.

えと 0 の関係をさらに明らかにするためÀ.を次のよ

うに分割してみよう.

À. =OCjOA=(OBjOA)(OCjOB)={} ・a

ここで， a=OCjOB は，与えられた入力価格Pに対

して， コストを最小にするように，入力量をどれだけ上

手に配分しているかを示す配分効率を表わしている.一

方{}は各DMUが実証的に求められた効率的フロンテ

ィアにどれくらい近づいているかを示している.このよ

うに，コスト効率はDEA効率と配分効率の積から成り

立ち，経営上，次のような示唆を与えてくれる.つまり

事業体の効率は生産性を高めるとともに，入力量をうま

く配分して， コストを下げるという 2 つの基準で評価さ

れる必要がある.たとえば，図 2 の中で，生産性におい

て， Gは効率的， Aは非効率的であると判断されるが，

コストではAの方がG よりもより低いコストで生産して

いることがわかる.したがって ， Aの方がG よりもコス

ト効率的である.さらに ， Eで表わされるDMUのみが，

生産性とコストに関する 2 つの基準を満足し，その両方

で効率的であると判定できる.

ここで，図 2 で明らかにしたコスト効率を定量的に決

定するために，次のように， DEAモデル (3) を改造し

てみる.

目的関数 min .E P伀Xi 

制約 -i:; Xi}À.j+Xí と O (i=l , …, m) 
}=1 

m 
Z 官TjÀ.j ミ YTO
j= 

(r=l , …, s) 

À.};三 O (j=I ,… , n) 

Xi;;:::O (i=l , …, m) (4) 

ここで， DEA効率値({})はモデルから落とされ，か

わりに，入力量は評価されているDMU。の入力価格で重

み付けされ，与えられた PO= (P IO, P 20 , "', P mO) に対し

て， コスト (=PoX)が最小になるようにデザインされて

いる.また， 1Il!J約式は，刀根 [7J で示されている，生産
n n 

可能領域 {(X， y) I 花王À.ん，恒三んU此表わす

ここで， (4)によって最小化された入力量をXホ =(X"

X*2， … ， X眠キ)とすると ， DMUo のコスト効率値 (..l)は
m m 

À. =CO明。=沼町内*)/(51P州0) (5) 

m 
で求められる. (5) の中で Co= .E PiOXiO は DMU。の

m 
コストに関する実際値を表わし， C。ホ=.E PiOxグはその

170 (36) 

理論値を示している.この理論値は， (4) の中で，特定

のDMU。と他のDMU群を相対的に比較して，現実に可

能な形で求められている.

注意すべき点は， (4) において， 各DMUの入力価格

が既知で，一定であるとし、ぅ仮定にある.本論文では，

(4) と (5)によるコストに関する評価法を“コスト効率分

析法"と呼ぶことにする.この方法と DEA との基本的

な違いは，図 2 で説明したように， DEA効率値はOBj

OAの形で表現されるが， コスト効率値は OCjOA の形

で求められるところにある.つまり， DEAでは，生産

性だけの基準で評価されているので，非効率なDMUの

入力ベクトルと実証的に求められた効率的な入力ベクト

ルの関係はスカラ - {}=OBjOA の形で表わすことがで

きる.一方， コスト効率分析では，その関係はベクトル

..l =CO*jCO=PoXo*jPoXo=OCjOA の形を必要とする.

この理由は，与えられた入力価格ベクトルに対してコス

トが最小化されるように，入力量を上手に配分し，でき

るだけその量を減少させる必要があるからである. DE 

Aで実証的に求められる効率的フロンティアは入力の最

小限界値を表わしているので，コスト効率的であると判

断される DMUはこのフロンティアの一部にのみ存在す

る.したがって，このコスト効率的である DMUは生産

性とコストの 2 基準をいつも満たす特徴を持っている.

DEA とコスト効率分析の共通の理論的基盤は，同じ生

産可能領域 {(X ， y) Ix宅え内師五川}の上で，

生産性なり，コスト効率の問題を取り扱っているところ

にある. [コスト効率分析法はフェア他[8Jの中に詳しく

説明されているので参照されたい]

4.2 DEA/領域限定法

ここでは，前章の 4 番目の問題を解くため， DEA/ 

領域限定法(DEAjAssurance Region Analysis) を紹

介する.この方法は 1986年よりトンプソンとスロー両教

授によって提唱されている DEAの改善法である[4]. 

この領域限定法は入出力に関する重み (uγ円)に対して，

その上限と下限を定める形で，アプリオリな情報(たと

えば，専門家の意見や経営者の経験)をDEAの計算過

程に組み入れるところに特色を持っている.

コスト効率分析法だと，入力価格が既知で，一定であ

ると仮定しなければならないが，領域限定法だと，この

仮定をなくすことができる.確かに，ある製品なり，材

料なりを購入しでも，違った購入先では，その価格に違

いがでてくる.現実において，人件費なり，材料費とい

った入力価裕はある一定の範囲で変化している，領域限
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定法の狙いは，入出力の要素聞の重み付けに上限と下限 る場合もあったり，意思決定者の主観的な意見による場

を与えることによって， DEAの評価結果がより現実に 合もある.このような情報が得られない場合は，アプリ

近づくことを目的にしている. オリな情報として，どのDMUが効率的であると考えら

一般に，領域限定法では，次のような形で重み付けを れているかを知る必要がある.前述したように， DEA 

限定している.

aiL:S:: V;/V1 三二 αiU (i =2,… , m) 

r゚L :S:: Ur/U1 :S:: ßrU(r=2,…, s) (6) 

ここで， aiLと apは入力に関する重みの比， V;/町 (i=

2，… ， m) の下限と上限を表わし，一方， ßiL とんU は出

力に関する重みの比， Ur/U1 (r=I ， 2 ， ・・ ， s) の下限と上

限を示している.大切なことは， vi と叫は，それぞれ，

入力と出力に関する重みを示し，その比は重みを表わす

ベクトルの方向比を意味している.領域限定法では，こ

のベクトルの方向比に沿ってDEAの最適化を行なって

いると考えてよい.このように，最適化の性質上，この方

法はコスト効率分析法と同じであると考えてよい.ただ，

コスト効率分析法では方向比は入力価格で決められ，一

定であると仮定する必要があるが， この領域限定法で

は，その仮定を無くし，方向比を上限と下限で表現して

いる.このように，領域限定法はコスト効率分析法の一

般形と考えてよい.その数学モデノLはDEAモデル (2)

に限定された領域を示す制約式 (6) を付加することで求

められ，次のようにモデル化できる.

目的関数 max L: urYro 

制約一E
j=1 r=1 

L: vixio = 1 

aiLv 1 三二町三三 αPV1 (i=l ,…, m) 

r゚LU1:S:: Ur :S:: r゚uU1 (r=I ,"', s) 

Ur ;::: 0 

町二三 O (7) 

従来のDEA と比べ，領域限定法の重要な特徴は，こ

の方法によって効率的であると判断される DMU群は，

DEA解で分類された E と E' の部分集合から形成され

るところにある.したがって，効率的であると判断され

る DMUの数は減少されることが期待でき， DEAの評

価がより現実に近づくものと考えられる.

この方法の応用に関するいくつかの注意点は次のよう

にまとめることができる.

始めに，重み比の上限と下限を決めるために，特定の

領域の専門家や経営者の意見を求める必要がある.いく

つかの入力がある場合，その入力聞の重要度の順序とそ

の程度をきく必要がある.もちろん，過去のデータによ

1990 年 3 月号

では，生産性だけの基準で評価を行なっているため，し

ばしば，経営不振であると思われている DMUが効率的

であるとしづ評価をしかねない.このような問題を防ぐ

ため，感度分析を行ない，ヒュウリスティクな形で，ア

プリオリな知識にDEAの評価がうまく合うように，重

み比の上限と下限を設定するのがよい方法と考えられ

る.ここでの議論は出力に関する重みにも，もちろん，

あてはめることができる.

次に，データの単位の取り方との関連について少し言

及してみる.データによっては，他の入力と比べ，ある

入力だけが非常に大きい単位を取る場合がある.もし，

この原始データをそのままの形で使うと，大きい単位を

もっ入力に関するデータによって計算が占有されてしま

う可能性がある.したがって，データの単位にきわめて

大きい違いがある場合，入力なり，出力なりのデータの

単位を揃える必要がある.平均値でデータを修正するの

が一般的な方法である.

以上で， DEAの改訂版とも言える，コスト効率分析

法と領域限定法を紹介した.本論文では，チャンーズ他

[IJ に提示された最初のDEAモデルとの関連で，それ

ら 2 つの新しいDEA法を考察してみた.ただ， DEA 

もそれ自体がし、ろいろなモデルを持つので， コスト効率

分析法や領域限定法も，違った条件のもとで，さまざま

なモデルを持ちうることを，最後に付け加えておく.た

とえば，生産可能領域が凸結合からなると L 、う条件で，

b=1 をつの制約式として，それら 2 つのモデル
の中に組み入れることができる.さらに，さまざまなD

EAに関する条件が考えられるが，本論文ではその問題

を将来の課題として残しておく.なお，万根 [5， 6， 7J の

中に， DEAに関するさまざまな条件がうまく説明され

ているので，参照されたい.

4.3 数値例による比較

ここでの狙いは，数値例を用いて，具体的に， DEA , 

コスト効率分析法，領域限定法を比較，検討してみる.

表 1 は最初のデータと 3 つのDEA法による効率値を

示している.このデータにおいて，各DMUは 2 種の入

力を使い 1 :径の出力を生産しているものとする.この

表にある分析結果から，次の 2 つの特長を見つけだすこ

とができる.はじめに， DEAだと， 12個のDMUが 100
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表 1 3 種のDEA法の効率値比較

ア タ

DMU 

入力量(価格) I 入力量(価格) I 出力量
85.0 (4!�) 125.0 (90) 45 

2 75.0 (55) 467.0 (88) 96 

3 10.9 (51) 55.4 (95) 12 

4 79.2 (46) 344.0 (85) 78 

ラ 28.0 (48) 251.5( 100) 44 

6 7.9 (45) 208.0 (89) 25 

7 125.0 (55) 376.0 (86) 63 

8 36.5 (47) 675.0 (84) 89 

9 18.3 (40) 283.0 (97) 41 

10 29.3 (48) 425.0 (90) 63 

11 26.0 (50) 316.9 (94) 44 

12 19.4 (60) 120.0 (85) 25 

13 37.2 (58) 700.0 (99) 94 

14 19.4 (54) 295.0 (84) 43 

15 23.0 (51) 753.0 (97) 85 

%効率を示しているが， 他の方法だと DMU1 のみが，

100%効率を達成している.このことは， DMU1 のみが

生産性とコストの 2 基準を満たし，他の 11個のDMUは

生産性の効率の良さにもかかわらず，低いコスト効率を

示していることを意味している.次に， DMU7と DMU15

を比べてみよう . DMU7 は生産性において，約 66%の

効率，コストに関しては，約55%の効率を示している.

一方， DMU15は生産性において ， 100%の効率を達成し

ているにもかかわらず， コストにおいては約必死の効率

しか実現していない.従来のDEA法だけの判定による

と， DMU7は非効率で，経営の仕方が悪い事業体， D M  

U15は効率的で良い事業体と評価される.しかしながら，

他の方法だと ， DMU7 の方が DMU15 よりもより低いコ

ストで生産活動を行なっていることがわかる.このよう

に，コストに関して ， DMU7 の方が DMU15 より高い事

業評価を受けるべきである.この数値例は， DEAだけ

の l 基準だけの効率分析の欠点を示し，他の方法と組合

わせ，多基準による総合的効率性分析の必要があること

を提示している.なお，本研究では，コスト効率分析法

と領域限定法を比較するために，入力価格をアプリオリ

な情報として考え，領域限定法を使った.したがって入

力に関する重みの比 (vdv1 ) は表 1 にある入力価格によ

って，次のように決定した.

重み比の下限=(P2の最小値)/(P1 の最大値)

=84/60= 1. 4 

172 (38) 

コスト効率 DEA領域DEA法(1 ) 
分析法( 2 ) 限定法( 3 ) 

1. 000 1. 000 1. 000 

1. 000 0.740 0.761 

1. 000 0.744 0.784 

1. 000 o. 766 0.804 

1. 000 0.612 0.669 

1. 000 0.440 0.483 

0.659 0.551 0.559 

0.976 0.491 0.524 

1. 000 0.502 0.572 

1. 000 0.572 0.583 

0.887 0.504 0.541 

1. 000 0.757 o. 758 

1. 000 0.506 0.534 

1. 000 0.558 0.575 

1. 000 0.419 0.456 

重み比の上限=(P2の最大値)/(P1 の最小値)

= 100/40=2.5 

ここで， P1 と P2 は，それぞれ，最初と 2 番目の入力

価格である. 明らかに VdV1 はその上限と下限の中に

存在することがわかる. したがって 1. 4::;; vdv1::;;2. 5 

を限定された領域と考え，領域限定法を使ってみた.表

2 では，入力価格にもとづいて，重み比を決めたため，

領域限定法の効率評価はコスト効率分析法とほぼ同じよ

うな結果を得た. もちろん，限定領域を変化させること

によって，コスト効率分析法とは違った結果をえること

が十分に可能である.

表 2 は 3 種の入力と 2 種の出力の場合のデータを使

ってみた.この表 2 の特徴は 3 つのDMUが生産性とコ

ストの 2 基準を満たし， 100%の効率を示しているところ

にある. [表 1 で‘は， DMU1のみで、あった . ]さらに，表 2

では 3 種の入力の最大値と最小値を組合わせ， 0.18::;; 

VdVl::;;O.40 と 2. 33::;;v8/vl~玉 5.15を限定領域とみなし，

領域限定法を使ってみた.表 2 の結果に関する考察は表

1 のそれとほぼ同じである.

5. 結論

本研究ではDEA応用に関する注意点とそれぞれに対

する改善策を考察してみた.特に， DMUの分類と DE

Aの改良版ともいえるコスト効率分析法と領域限定法を

紹介してみた.
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表 2 3 種のDEA法の効率値比較( 2 出力 3 入力)

ア タ
DEA法 コスト効率 DEA領域DMU 

入力量(価格) I 入力量(価格) I 入力量(価格) I 出力量 | 出力量 (1 ) 分析法( 2 ) 限定法( 3 ) 

1227 (150) 24255 (39) 82 (475) 

2 1910 (130) 19840 (37) 134 (500) 

3 1280 (135) 14740 (36) 111 (515) 

4 1270 (140) 14500 (31) 98 (500) 

5 870 (125) 13166 (40) 115 (505) 

6 734 (129) 9820 (38) 80 (460) 

7 807 (133) 9585 (36) 105 (480) 

8 744 (118) 9200 (32) 77 (495) 

9 435 (110) 4030 (32) 48 (400) 

10 303 (105) 2443 (29) 54 (420) 

11 316 (100) 2207 (28) 49 (405) 

12 345 (108) 1703 (30) 62 (380) 

13 61 (105) 907 (30) 13 (360) 

14 130 (108) 1396 (31) 33 (400) 

15 97 (100) 900 (27) 9 (350) 

本論文の狙いとその将来の研究課題は次のようにまと

めることができる.はじめに， DMUの分類は評価され

ている事業体の経営特性を知る上で重要である. 2 番目

に，従来のDEA と比べ， コスト効率分析法はコストに

よってDMUの効率評価を行なっている.この手法と D

EAを組合わせ，生産性とコストの 2 基準で、事業体の業

績評価が可能である. 3 番目に，領域限定法はコスト効

率分析法の一般形である.後者は入力価格が一定と仮定

し，その価格ベクトルに沿って最適化を行なっているが

前者をその仮定をなくしている.本研究では，入力価格

にもとづいて，領域限定法を使ったが，多目標を表わす

ベクトんにもとづいて領域限定法を使うこともできる.

この場合，与えられた多目標に対して，各DMUがどれ

だけ近づいているかの効率評価がで・きるわけである.

付記:米国の主要大学で使われている DEAのソフ

トウェアが本論文の著者によって開発されています.日

本でのDEA研究促進のため，無料で配布させていただ

きます.なお，このソフトウェアはパーソナル・コンピ

ュータで使用でき，ユーザ・フレンドリィな形で入出力

をデザインしたので，コンピュータを全く使ったことの

ない方でも簡単に使いこなすことができます.
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