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インセンティブ・システムについて (I)

ー 一 分権的企業のインセンティブ ・ シ ス テ ム ＿

岡 部 鐵 男

(I) 序言

企業の大規模化にともない分権的組織形態をとる企業において経営全体の目的を達成するために

はそのような企業に包摂される部門間の利害の対立あるいは相互依存関係を調整することが必要に

なる。企業の目的が利益の最大化にあるとするとこのような問題は企業内の希少資源の配分問題

として取り上げることができる。 この資源配分問題の特徴は各部門をプロフィット・センターと

し，各部門は当該企業の希少な共通資源制約のもとで企業全体の最大利益を達成させると同時に各

部門自体もそのような制約の中で最大利益を達成できるような価格を取り扱う点にある。価格の

「見えざる手」としての市場調整機能に注目し，企業の内部に擬似的な市場を導入して企業内資源

配分の効率化を計ろうとするアプローチは大別すると，伝統的な経済理論の限界分析による方法と

数理計画法による方法とが見られる。このような角度から取り上げられる企業内資源配分問題は効

率性の観点から分権的意思決定システムのデザイン，外部性の処理，情報と不確実性の各問題をそ

の中に含んでいる。分権化は集中的に計画され統制された大規模組織に固有の不効率を問題にする

ので，分権的意思決定システムは一般に全体としての組織に利益を与える。各部門をプロフィット

・センターとすることによっで情報節約的となり，インセンティブを利用できるよう工夫されるの

で各部門に対して計画とコントロールの責任を持たせることができる。情報の流れは現在の事態と

一致し，時間の遅れを伴った意思決定や不完全な情報による意志決定の解決が行なわれ，決定を適

時になすことが可能となる。部門間に活動の相互依存関係がない場合には当該部門を独立した活動

単位とすることによって分権化による資源配分の効率は高められるが，相互依存関係がある場合に

は資源配分の効率性を高めるような調整メカニズムが要求される。この調整メカニズムの特徴は各

部門と中央の管理者との間の情報の流れを節約し，情報の複雑さと時間への依存性を最小にするよ

うデザインされねばならない。一つの企業に包摂されている企業または部門は製品の補完や代替関
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経済学研究第 46巻第 3号

係あるいは技術の依存関係を持っているであろう。裏返して考えれば需要依存や外部経済のメリッ

トを享受できるので企業は内部市場による効率的な資源配分を行なっていると考えられる。

一般に外部性がある場合には価格メカニズムはうまく働かないので，企業内資源配分の効率をは

かるために経済学上の市場の概念を企業内の活動にあてはめるにあたっては外部性を明確に扱わな

ければならない。本稿は企業内資源配分のため考案されたいくつからモデルを吟味することによっ

て内部組織のインセンティプ・システムデザインのための一つの足がかりとすることを目的として

いる。

組織における分権化はより低い管理階層により大きな権限と責任を与えることによって，インセ

ンティプを与え組織の目標達成に貢献するので，いくつかのサプシステムから成るシステムにとっ

ては，サプシステムの管理者をいかにコントロールするかが重要な課題である。従って有効なイン

センティブ・システムの開発が要請される。このような理由から価格メカニズムは分権化された組

織において資源の最適配分を行うにあたっての管理用具の一部を担うものと考えることができる。

そこで以下では罰金とボーナスのインセンティプによって調整されると考えられる分権的システム

をとりあげて論じる。

〔II〕 限界分析による企業理論アプローチ

市場における需要曲線と供給曲線は財の調達と生産にかかわる費用および財から得られる利益に

関する情報の集約として考えられてきた。ハーシュライファは垂直的に統合された部門から成る企

業モデルを設定し，各部門をプロフィット・センターとすることによって内部市場をつくり，限界

分析を用いた振替価格による資源配分を考察している 1)。 この企業モデルは製造部門と流通部門か

ら成り，製造部門は中間製品を作り，流通部門はこの中間製品を加工するかあるいはそのままで外

部の市場に販売する。彼は両部門が技術独立と需要独立の条件のもとで企業全体の利益を最大にす

ると同時に部門自体も最大利益を達成できる振
当位

り
単
た
用 替価格の決定Jレールを限界費用に求めている。

分析される市場の状態は (1)最終製品市場が完

m9nc 全競争で中間製品の外部市場がない，（2)最終

製品と中間製品の市場はいずれも完全競争，

(3)最終製品市場が完全又は不完全競争で中間

mdc 

。
R
 

L {qtn 
qd → 

図 1

製品の市場が不完全競争，の三つのケースであ

り，いずれも限界費用による価格決定の）レー）レ

が採用できるとされている。ここでは最初のケ

ースのみを要約しよう 2)。 このケースでは流通

1) Jack Hirshleifer, "On the Economics of Transfer Pricing", Journal of Business, July 
1956, pp, 172-184. 

2) Jack Hirshleifer, op. cit., pp, 173-175. Jack Hirshleifer, "Economics of the Divlsionalized 
Firm", Journal of Business, April, 1957, pp. 96-108. 
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部門は生産部門が生産する数量と同じだけ扱うと仮定する。両部門のアウトプットの最善の結合水

準は図 1に示される OLにおいて決定される。 p*は振替価格を表わすものとする。

アウトプットの数鼠は両部門とも横軸で測定され， qmは製造部門の， qdは流通部門のアウト

プットをそれぞれ表わしている。また単位当たり価格と費用は縦軸で測定され，アウトプットの関

数として限界製造費用 mmc と限界流通費用 mdcが示される。最終製品には競争市場があり，

流通部門は市場価格 P を考慮しなければならない。以上の条件から製造部門が自己の利益を最大

にしようとすれば，中間製品の振替価格を限界費用に等しく決定すればよいが，流通部門が自己の

利益を最大にするには限界収入曲線 mr と限界流通費用曲線 mdc の交点においてアウトプット

を決定すればよい。しかしながら全社的な利益を最大にしようとすると限界製造費用と限界流通費

用の和が市場価格に等しくなるようなレベルにアウトプットを決めなければならない。従ってこの

ような振替価格は限界費用に等しく決めればよい。このような限界分析によるアプローチに対して

いくつかの欠点が指摘される。すなわち，（イ）モデルは静態的であり，需要独立や技術独立の仮定は

現実に妥当するかどうか問題がある。需要依存がある場合には交差限界収入を測定して各部門の限

界収入を修正しなければな らない。（口）部門の管理者は振替価格決定のための正確な費用についての

情報を伝達することを怠ったり，故意に不正直な情報を伝達する可能性がある。い）多部門から成る

企業が多種類の製品を作っている場合には限界費用分析では扱いにくい，等が指摘される。このよ

うな問題点を解決するために数理計画法によるアプローチが用いられる。以下では（口）に焦点をあ

て資源配分を効率的にするためのインセンティブシステムについて検討する。

〔III〕 数理計画法アプローチ

企業内資源配分を行なうにあたって，（ i）企業内の需要独占，（ii)企業内の供給独占，（iii）企業

内の独占的競争，の三つのケースの内部市場状態を考えることができる”。 (i)のケースでは供給

部門は需要独占者に中間製品を競争して販売するので販売価格をコントロールできない。従って振

替価格を決定するにあたって供給部門は限界費用を好んで用い，内部効率にもとづいて競争する。

(ii)のケースでは供給独占者は支配的な地位を占めるので分権化のメリットは損なわれるであろ

う。 (iii)のケースでは多数の供給部門と需要部門がひしめいている状況であり，ある資源配分モデ

ルに従って振替価格が設定されない場合には交渉によって価格が決定されるようになろう。その場

合には部門の利益は交渉能力を反映することになるので分権化のメリット は損なわれる。しかしな

がら LP を用いて振替価格を決定しようとするインセンティプは (iii) の場合にいちばん強く働

き，内部効率を測定する基準としての機会費用はシャドー・プライスによって測定される。線型シ

ステムを用いて振替価格を決定する際には， シャドー・プライスの用い方について次の諸点に注意

する必要があろう 4)。（イ）インプットとアウトプットおよびシャドー・プライスが LP を用いて集

3) N. Dopuch and D. Drake, "Accounting Implications of a Mathematical Programming 

Approach to the Transfer Pricing Problem," The Journal of Accounting Research, 
Spring, 1964, pp. 14-15. 

4) A. R. Abdel-khalik and E. J. Lusk, "Transfer Pricing A Synthesis," The Accounting 
Review, January, 1974, pp. 16-17. 
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経済学研究第 46巻第 3号

中的に決定されるならばプロフィット・センターを用いた分権化の必要性は疑問である。このよう

な場合には情報の節約を根拠とする集権化についての説得的な議論が展開されよう。（口）各部門がシ

ャドー・プライスにもとづいて決定された振替価格を中央の管理者によって課される場合には，ぁ

る標準を課される時と類似のモラールに対する逆効果を生ずるかも知れない。四プロダクト・ミッ

クスが不変で資源が有効に利用されている場合にシャドー・プライスは有効に機能する。外部性が

ある場合にはシャドー・プライスは有効に機能しないのでこれを解決する方策が必要とされる。（二）

ジェナーグレンは線型システムにおいては，退化の場合を除いて，振替価格はアルゴリズムから得

ることができないことを指摘している 5)。この問題はボーモルとファビアンによって最初に示唆さ

れた外部性と内点の問題に関連している 6)。（ホ）経済学者によって得られる解は外部性を内在化させ

るが， LPによる解は部門間の外部経済と外部不経済を明確に扱わねばならない”。線型モデルよ

りも非線型モデルの方が外部性を明確に扱うことができる。以上の諸点に注意しながら以下ではダ

ンチッヒとボルフの開発になる分解原理を中心として展開される線型モデルと非線型モデルを検討

する。ポーモルとファビアンは各部門に対してインセンティプを与える必要のある時にはダンチッ

ヒとボルフの分解原理が利用できることを示唆している。

〔IV〕 分解原理とインセンティプ・システム

(1)分解原理の経済学的解釈

分解原理はいくつかの部門（サプシステム）から成る企業において，共通資源についての企業全

体の制約と各部門の資源制約の条件のもとで部門間に相互依存関係をもつ企業全体の利益を最大化

する線型計画問題を解く手段を与え，中央の管理者と各構成単位との間の情報の交換によって計算

されたシャドー・プライスにもとづき最適な計画に到達するまで繰返し計算が行なわれる丸分解

中央の管理者（本社）
工場の新計画案を用いてマスター
・プログラムを解く

共通希少資源を需要するための新 共通希少資源の価格（シャドー・
プライス；冗）を通報するしい案を提出する

工場（部門）
シャドー・プライスを用いてサプ
・プログラムを解く

図 2

共通希少資源の価格が安定した時
に新案と旧案との最適ミックス
（ウエイト）を決定する

工場へ共通希少資源の配分
を決定する

5) P. Jennergren, "Studies in the Mathematical Theory of Decentralized Resource Allo-

cation," Unpublished Ph. D. Dissertation, Stanford University, 1971, p. 38. 
6) W. J. Baumol and T. Fabian, "Decomposition, Pricing for Decentralization and Exter-
nal Economies," Management Science, Vol. 11, No. 1, September, 1964, pp. 14-18. 

7) O. A. Davis, and A. Whinston, "Externalities, Welfare, and The Theory of Games," 

The Journal of Political Economy, Vol. LXX, No. 3, 1962, pp. 241-262. 

8) G. B. Dantzig and P. Wolfe, "Decomposition Principle for Linear Programs," Opera-
tions Research, Vol. 8, No. 1, Jan.-Feb., 1960, pp. 101-111. 
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インセンティプ・システムについて (I)

原理による最適生産計画のための情報は図 2のような流れをもっている。図の太い矢印の部分は本

社と工場間の情報の交換によって逐次改良的に最適計画に達するプロセスを表わし，破線の部分は

最適が達成される最終計算段階において各工場へ希少な共通資源の配分を決定し通告するプロセス

を表わしている。

いま次のような一般的に定式化された問題を考えてみよう。

MaxZ=c1ふ＋C2ふ十………＋c.ぷ

s. t. A1 ふ＋A2 ふ十•……••+A.ぶ＝d

(4.1) 

(4.2) 

B1X1 

B2X2 

1

2

 

b

b

 

＿――― 
(4.3) 

BKふ＝b.

x、~ O(i=l, ・・・, k) 

ただしふ (nぷ 1列ベクトル）は i部門のアクティビティレベルであり， c, (lxn,列ベクトル）

は i部門の製品 1単位当たりの利益係数である。また d(lxl列ベクトル）は各部門に共通して用

いられる資源であって， A,(lxn、行列）は全社的な観点から見た場合の部門の資源消費に関する技

術係数である。 B, (mぷ n、行列）は各部門固有の資源消費に関する技術係数である。共通資源制

約は各部門が共通して消費する会社の資源制約であり， A,がすべて零ならば各部門の相互依存関

係はなくなり，各部門が他の部門のことを考慮せずに自律的に活動して最大利益を得ればそれが同

時に全社的な利益を最大にすることになる。 b,(m, Xl列ベクトル）は i部門個有の資源であり部

門の活動水準はこの資源に制約される。

さて

B,ふ ＝b,

x, 2:; 0 

、
—

,
J

(4. 4) 

の可能解の集合は有限個の端点しかもたない閉凸集合である。簡略化のため有界性を仮定するが，

以下とくに断わらない限り非退化を仮定する”。連立一査不等式系の理論によって一般に条件式

(4.4)を満たす解の集合が有界のときは (4.4)式の任意の解は (4.4)式のすべての基底可能解

の加重平均としてあらわされる 10)。（4.4)式において，そのすべての基底可能解をあらわすベクト

ルを x,1,x,2,…,x、q＇とすると (4)式の任意の可能解 x,は

x,=).,1x、1十が対＋……＋入、gixf‘ (4. 5) 

と表わすことができる。

ここでがは

9) 浅沼万理， 「分解原理と分権管理」，経済論叢，第 99巻第 3号， 41頁
S. I. Gass, Linear Programming, Third Edition, McGraw-Hill, 1969, p. 183. 

10) 二階堂副包，経済のための線型数字，培風館，昭和36年， IV

片岡信二，数理計画法，東洋経済，昭和46年， 85頁
S. I. Gass, op. cit., p. 184. 
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経 済 学 研 究 第 46巻 第 3 号

入，J2:: o, 
qヽ

2J A/=1 
j~l 

(4. 6) 

を滴たす実数である。 (4.5)式のふを (4.2)式に代入すると

k qi 

LjA,（こ以jix,i)＝d
1-1,~1 (4. 7) 

ここで A,対を T/とおくと， (4. 7)式は

● qi 

ここn,IT11=d
1-1／-1 

(4.8) 

と表わすことができる。同じくふを目的関数 (4.1)式に代入すると

● qj 

Z＝エ ci（エ Ai'対）
jー1 9ー1

となり

c,xた＝C、J

● qi 

Z＝エ区］が Ci/
,-1 i-1 

(4.9) 

と書ける。

このような変換によって各条件式 B,ふ＝bj,X1ミ0のすべての基底可能解を求めることができれば

(4.1)式～（4.3)式は

qi 

工月＝1
／ー1

k qi 

こ只2A,1四＝d
9ーli-I 

入，信~o

i=I, 2, ・・・, k 

J=I, 2,..., q,; i=l, 2, ・・・, k 

(4.10) 

(4.11) 

(4. 12) 

のもとで

k qp 

Z＝ここuc{
i•l Jzl 

(4. 13) 

を最大にする線型計画問題に置き換えることができる。 (4.10)式～（4.13)式はフル・マスター・

プログラム (fullmaster program)と呼ばれる 11)。（4.10)式～（4.13)式を解いて原問題の解で

ある最適解ーが， J=l,2,…,q,,i=l, 2, ・・・kを見い出せば，（4.10)式～（4.13)式の最適解

x,*＝エ初x/,i=l,2,…，K 
J 

(4.14) 

を得る。
k 

原問題の条件式はこ mi+［個であるが (4.10)式～（4.13)式の条件式 K+［個となっている。
i=1 

変数の数はエ ni個からエ qi個に変わり一般にかなりふえている”は
iー1

めには B,x,=b, (i=l, 2, ·… ••K) のすべての基底可能解がすべてわかっていなくてはならない。

しかし最適解が得られるた

し

かしこれはダンチッヒとボルフの方法によって (4.10)式～（4.13)式の任意の基底 K+［次の正方

11) 

12) 
G. B. Dantzig, op. cit., p. 450. 

浅沼万里，前掲稿 43頁片岡信二，前掲書86頁
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インセンティプ・システムについて (I)

行列から出発し，新たに導入すべき列だけを必要のつど作り出して行く方法をとることによって解

決される 13)。これは制限マスター・プログラム (restrictedmaster program) と呼ばれる UJo 

ところで eiを K次の第 i番目の単位列ベクトルとし
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とすると (4.10)式と (4.11)式は
k qi 

こエU行＝b°
一ヽI /•I 

(4. 15) 

と書き直せる。

さて (4.10)式～（4.13)式の任意の k+l次の基底行列 Bがあるとする。このときある基底実行

可能解 An=B-1b0が定まり， これに対応して双対価格ベクトル II=(JI" II,)=CnB-1が定ま

る。但し，らは B の列ベクトルに対応する要素 C，対の行ベクトルである。 ここで II1は”

の最初の［個の成分から成るものとし， ”2は”の残りの K個の成分から成るものとする。 T／に

対するシンプレックス基準は

z、i-Cた＝II釘ーCix、I

=（II14-Ct)X{＋厄

＝冗u-（Ci-II1A、)Xi/ (4.16) 

＾ 
与えられた基底可能解 As=B-1がは（4.16)式が非負ならば最適であり，負ならば繰返し計算

がなされ有限界の繰返し計算で最適となる。

以上の計算は本社においてなされるが，他方，工場の側では次式で表わされる各工場のサププログ

ラムを解く。

Max Z、=（c,-II凶）x,

subject to 

B,x、=b、

x,:;;;; 0 

(4.17) 

ここで (4.16)式を見れば次のことがわかる。即ち (4.17)式の最適解 xtと最大値 z，を得れ

ば，この xtが本社の制限マスター・プログラムのシンプレックス基準 (4.16) 式の最小値を与え

13) 浅沼万里，前掲稿 43頁

片岡信二，前掲書86~87頁

G. B. Dantzig, op. cit., pp. 451-452. 

A. Whinston, "Price guides in Decentralized Organization," in New Perspective in Or-
ganization Research, Cooper et al. (eds.), Wiley, 1964, pp. 446-447. 

G. B. Dantzig and P. Wolfe, op. cit., pp. 104-106. 
14) G. B. Dantzig, op. cit., pp. 451-452. 
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経済学研究第 46巻第 3号

る。従って本社は工場から報告された最大値と冗m とを比較し前者が大きければ最適が達成されて

いないと判定する。

この分解原理の経済学的解釈を計算手続を見ながら追ってみよう。

I.各工場は，各工場のサプ・プログラムの基底可能解となる生産計画 x/を本社に提出する。

II. 次に中央の管理者はこれらの生産計画を本社の共通資源の枠内で達成させようとする。その

ためすでにわかっている A,を用いて四と釘を求める。 ところで各工場の生産計画をそのま

ま実行すると共通資源が不足してしまうことが起るかも知れないので，各工場の資源消費量を調整

するためにウエイト制約エ祝＝1を導入し，必要に応じてスラック変数を用いて共通資源に関す
J-1 

る制約式を作成する。さらにすでにわかっている C を用いて C,1を求め，これらの利益をがの

比率で加えた総利益を最大にする制限マスター・プログラムを解いて最適な調整比率 i,Jを求める。

この線型計画問題の双対問題の解である双対価格ベクトル (II1,II,)を求める。但し II1=（冗n,

…，邸）， II←（邸，・・・，加）である。 II1は共通資源［ 個に対応し， II2は K個のウエイト制約に対

応している。 II1の成分は振替価格 (transferprices) と呼ばれる15)。 これは共通資源 1単位に

対し現在の基底可能解に帰属する価格である。 (c,―”IAi)は第 i工場の 1単位当りの製品に消費

された共通資源を振替価柱で評価した額を，第 i工場の製品 1単位当りの利益から差引く操作であ

り，中央の管理者は製品 1単位を生産するための共通資源にかかる費用 II1A，又は共通資源の価格

II1を工場に通知する。

Ill．そこで各工場は各製品の利益係数 C，から費用 ”lA，を差し引いて改訂された純利益係数

を算出し，これをもとに各工場は目的関数を作成し，この目的関数を最大にするようなサプ・プロ

グラム (4.17)式を解き，最適解 xtと最大値 Z、を求め，これを本社に報告する。

w．中央の管理者は各工場の最適解 xtと最大値 Z，を情報として与えられると，先に計算され

た II2の成分冗mと各工場の目的関数の最大値 2，とを比較する。ある工場の新しい案 x、J 1単位

を増すことによる利益 (C,-II14)対が先に提案された解によって与えられる利益冗uをこえる

場合には，つまりシンプレックス基準 (4.16)式が負の場合には，まだ計画案は改善の余地がある

ので新しい生産計画案対は採用される。そこで中央の管理者は工場から報告された新しい生産計

画案を制限マスター・プログラムにつけ加え，これに対応するウエイトを導入して第 2回目の制限

マスター・プログラムを解き双対価格 (II1,II,)を得る。 制限マスター・プログラムのシンプレ

ックス基準が非負のとき最適な計画案が達成される。制限マスター・プログラムのシンプレックス

基準が負のとき工場から報告された新しい生産計画を制限マスター・プログラムにつけ加えてこれ

を解き，双対解を求めて先に述べた手続を繰り返して有限回の計算で最適解に至る。それは，非退

化を仮定すればフル・マスター・プログラムの目的関数の値Zは単調に増加し，端点から得られる

基底は有限であるから，基底が繰り返し現われることはなく，アルゴリズムは有限回で終了するか

らである16)。このようにして各工場に (c、-II1A,)対を最大にする最適解 xtを計算させること

15) S. I. Gass, op. cit., p. 187. 
16) G. B. Dantzig and P. Wolfe, op. cit., p. 106. 
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インセンティプ・システムについて (I)

によって，全ての基底可能解を知らなくても，サププログラムの基底可能解の中から，全社的な最

適解を与える墓底可能解をマスター・プログラムの下に取り入れることができるので中央の管理者

と工場との情報を節約することができる”は

なお我々は Il14について最大化問題にもとづいた経済学的解釈をしてきたがダンチッヒとボル

フは最小化問題の定式化にもとづき，これを共通需要 1単位当りの貢献分ー一つまりボーナスであ

ると解釈した。¢は製品 1単位当りの費用であると考えることができる。各工場は (c、-Il1A、)x、I

の最小化即ち費用の最小化を求められると解釈できる 18)。

分解原理の計算手続きは最初は各工場の計画が各工場間の相互関係を考慮に入れないでたてられ

ているので， 繰返し見算の途中の段階では全社的な観点からは最適な計画は得られていない。特

に， ある工場 Jによるあるアウトプットの生産が希少な会社の資源を消費することによって， 他

の工場に対して負担をかけ，その費用関数を上方にシフトさせる場合には工場 Jは他の工場に与

える費用を考慮していないので， このアウトプットを過剰生産することになりやすい。同様に工場

Jのあるアウトプットの増加が，他の工場の利益を増す場合には工場 Jは自分の利益を最大にす

るこはを考えて生産を抑制するかも知れない。従ってこの問題の管理的な側面は外部経済を与える

アクティビィティを丁度適量だけ増加するよう工場に対して誘因を与え，外部不経済を与えるアク

ティビィティを減らすよう各工場を誘導するということである。ダンチッヒとボルフは分解原理の

モデルを経済学的に解釈するにあたって，これらの調整機能を果すものとしてボーナスと罰金の概

念を導入している 19)。この概念は適切な大きさのアウトプットを与える外部経済がある場合には部

門利益に対する 1単位当りの補助金又はボーナスという追加分を表わし，外部不経済がある場合に

は部門利益に対する 1単位当りの罰金という追加分を表わす概念である。

(2)分解原理と不完全な分権化

分解原理は各工場に自律性をもたせて最適な計画を達成する分権的な決定方法である。 しかし

計算の最終段階において中央の管理者が最適計画の実施を工場に求めるので，中央が完全な情報を

もたない中央集権的な側面をもった計画方法である 20)。完全に分権化された決定メカニズムであれ

ば，各工場の決定はそれを結びつける市場メカニズムによって自律的に最適を達成することになる

であろう。これに対して企業の意思決定の完全な中央集権化は中央の管理者が完全な情報を与えら

れ，決定権を持ち，各工場を単に情報収集と実施を求めるための用具としてのみ用いることを意味

している。中央の管理者がある工場の技術係数 B，と資源制約 biについての情報を完全に得るこ

とができればマスター・プログラムを解いてただちに各工場に最適な計画の実施を指令できる

が， 中央の管理者は技術係数 B，を詳細に知ることができない場合が十分に考えられ， この場合

には完全な情報を欠くことになる。 しかし中央の管理者が各工場の売上総額 ciふと共通資源[

個の所要量又は供給量 B、ふを知っていれば， 各工場の自律的な計算において分解原理による最

17) G. B. Dantzig and Wolfe, op. cit., p. 106. 

18) 浅沼万里，前掲書， 50-51頁
19) G. B. Dantzig and P. Wolf, op. cit., p. 102. 
20) G. B. Dantzig, op. cit., pp. 462-466. 

- 9 -

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



経済学研究第 46巻第 3号

適な計画を得ることができる。従ってここでの意志決定の分権化とは各サプシステムのコントロー

ルできる変数に関して各サプシステムにその全ての技術の決定をあだねることである。このような

権限をてだねられる多数のサプシステムからなる分橋化された組織は最適を達成するためには，サ

プシステム間の調整を要する。 (4.2)式における A,は既知の依存関係を通じて全サプシステム

の活動の調整を意味しているのであり， もしもサプシステムが完全に独立していて，実質的にサプ

システム間に相互依存関係がない場合には (4.2)式の A,はすべて零である 21)。

ボーモルとファビアンは分解原理に技術的な外部性の存在することを示唆している 22)。それはあ

る部門に対して他の部門の活動が希少資源の利用可能性を減ずるような場合には，希少資源の利用

を減ぜられた部門は別の技術の使用を強いられ部門の利益は影轡を受けると考えられるからであ

る。技術的な外部効果は企業の生産関数が何らかの仕方で他の企業の投入あるいは産出量に依存す

るときに存在する 23)。このような外部性が存在するときには市場価格メカニズムは有効に機能しな

い。ウインストン (A.Whinston) は「ある部門の技術と目的関数が他の部門のアクティビティ

によって影密を受ける場合に外部性が存在する」24) と述べている。サプシステム間に技術の依存関

係がある場合に，あるサプシステムの管理者が正しく動機づけされ，全社的な観点からのサプソス

テムの目的関数が通報される場合でも， 決定の同時性の理由から最適な計画を決定するにあたっ

て，なお困難性が残されている。又分権化された組織においては各サプシステムの管理者の行動が

彼の報酬に影響を及ぼさない限り，彼は他のサプシステムについて配慮するよう動機づけられない

という問題がある。少なくともあるサプシステムの決定変数が部分的に他のサプシステムの決定に

依存している場合には，価格メカニズムによる指針は有効に機能しないので，ここに不確実性を招

き，結果として起るあいまいさを減じたり除くような方法を見い出さない限り分権化された組織の

有効性を損うことになる。ウインストンは企業家の意思決定行動の三つのタイプを次のように列挙

している。

「1. 各企業家は彼の競争者の行為を無視して彼の可能なそれぞれの決定から得られる利益を決

定することができる。 2. 各企業家は最適戦略ー一之）まり“最善の利益戦略”-―ーを競争相手の反

応を考えずに決定することができるが， しかし最適化決定から得られる利益は彼の競争者のとる行

為に依存する。 3. ある企業家は競争者によってなされるであろう決定を最初に知っていない場合

には，最適な行動のコースを決定することすらできないし，いわんやその総利益を最適にするコー

スを決定することなどできない」25)0 

経済システムとの類似性により，ゥいンストンに列挙された事柄はただちに我々の経営システム

に適用できよう。第一のケースは分権化された組織において各サプシステムの管理者は自己の属す

21) A. Charnes, R. W. Clower and K. 0. Kortaneck, "Effective Control Through Coherent 

Decentralization With Preemptive Goals," Econometrica, Vol. 35, No. 2, April, 1967, p. 

295. 

22) W. J. Baumol and T. Fabian, op. cit., p. 14. 

23) J. M. Buchanan and W. C. Stubblebine, "Externalities," Economica, Nov., 1962, p. 371. 

24) A. Whinston, op. cit., p. 439. 

25) A. Whinston, op. cit., p. 443. 
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インセンティプ・システムについて (I)

るサプシステムの利益を最大にしようとして， 他をかえり見ずに行動することを意味するであろ

う。第 2のケースはゲームの理論とのアナロジーが考えられよう。第 3のケースは外部性の問題を

含み，結果として意思決定プロセスにおける不確実性の問題を含んでいる。外部性の存在はより一

般的な分権的システム，例えば調整のための価格メカニズム以外の他の方策を用いるシステムにつ

いての可能な研究を示唆しているが，その一つの方策としては経済理論における価格や価格に類似

したものとは異なる割当て (quotasetting)等の採用が考えられる。サイモン (H. A. Simon) 

は価格メカニズムによる最適化に代えて満足基準を採用することによって組織をコントロールすべ

きであると主張している。

「しかしながら，我々は最適化に必要な条件は外部経済の故に現実の状態に合いそうもないとい

うこともわかった。それ故我々は進んで探索を広げ， 最適化の代りに満足目標 (goalof satis-

ficing) に代え，よい決定を生み出し，少なくとも現実の状態のもとで中央計画あるいは価格メカ

ニズムが好まれるメカニズムを探す。事実我々の経済における決定メカニズムの価格の適切さにつ

いて利用可能な経験的な証拠の殆んどは，価格が“うまく働く” （つまり市場を調整する）という

証拠であり，それらが最適を与えるということではない。」26)

このように価格メカニズムは組織を調整する役割のうちの一部分を担うと考える方が妥当といえ

よう。企業内に外部性が存在しないとは安易に仮定できないし，外部性が存在する場合に市場経済

に適用される解決方法と同じ方法で解決できるとは安易に仮定できない。

〔V〕 内部価格と目標による分権的システム

外部性と退化の問題を克服するためチャーンズとクロワおよびコータネックは目標の優先順位を

設定することによって彼らの分解モデルを開発している 27)。そのような目標は preemptivegoal 

と名付けられている。目標が次のような条件を満たしているときに preemptiveである。（1) 目

標が十分順序づけられている。 (2) 目標は個々の目標を満たすそれぞれの重要性に従って優先順位

を割り当てられている。 この方法の根底にある考え方は， 分権化は価格のみでは十分に達成され

ず，他に情報を与えなければ目的は達せられないとするものである。分権化の効率を保証するため

には分権的システムの中に一連の preemptivegoalが組み込まれていなければならない。このユ

ニークな構造は coherentdecentralizationと名づけられている。このシステムにおいては価格

情報に加えて目標をプログラムに組み込むことによって退化を回避している。部門の問題を解くに

あたって各部門の最適解 {x,*）がマスター・プログラムの最適解となるような目標 aiが各部門

にある。目標 a』はスカラーかベクトルかあるいは部門内のアクティビティ・レベルを特定の目標

に関連づける等式で表わされる。この目標 aiは等式が満たされるようなアクティビティ・レベル

である時に達成される。目標の集合は個々の目標を実現させる相対的な重要さに応じて優先順位を

26) H. A. Simon, Organizations, Wiley, 1967, pp. 204-265. 
27) A. Charnes, R. W. Clower, and K. 0. Kortanek, "Effective Control through Coherent 

Decentralization with Preemptive Goals," Econometrica, Vol. 35, No. 2, April, 1967, pp. 
294-320. 
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経済学研究第 46巻第 3号

割り当てられている。部門は目標からの偏差に対して異なる罰金を課すことによって目標を目的関

数の中に組込んで扱うことができる。目標 ai＊を設定した部門の費用最小化問題は次式のように定

式化できる。

Min(c1-A,冗＊）功＋MIiゲーA心 II

s. t. B心 jミbi

X;~O 

但しがは最適振替価格を表わし． “II•• … •II" は絶対値を表わす。 M は任意の大きい値である。部

門に目標を導入することによって各部門がそれぞれの利益目標を自律的に達成することが全体の最

適利益を与える。

ポーモルとファビン (W.J. Baumol and T. Fabian)ならびにウィンストン (A.Whinston) 

が指摘したように最適解が部門の実行可能領域の内点にある場合には純粋な価格操作だけでは不十

分であり，分権管理の十分な指針とはなり得ない。この理由は次のように考えることができる。い

ま費用最小化問題としてマスター・プログラムを次式のように書き表わそう。

Minimize~ c心
Jー1

subject to 

” ~A心J こ d
Jー1

Biふこ b;

x,2;0 j=l,··•,n 

この双対問題は

” Maximize~ b!w+d冗,~1 
subject to 

B,〇，十Aj1丘;;;c, 

〇，冗 ~ 0, j=l, ・・・， n

(5. 1) 

(5.2) 

(5.1)式と（5.2)式の最適解はそれぞれ {xや，・・・， x!} と {(t)r,…9(t)t,冗＊｝であるとする。 それ

” 故 LJc1xf＝エb1(t)f+dがである。いま最適解 xfについてベクトルの値を次の等式によって定
／ー1 /ー1

義する。

吋＝A,xf j=l,…， n 

従 っ て区吋が＝エ Aixfが＝dがであるから，｛af冗＊）は共通資源制約の総価値 dがを分割
iー1

する。各部門はこれらの価格情報を与えられれば次のような双対問題を得る。

Minimize (c,—心＊）XJ

subject to 

B心Jミbi

x, 2:; 0 

¥

'

)
 

(5.1)' 
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インセンティプ・システムについて (I)

Maximize bJ叫

subject to 

BJ u>J ;:s; cJ-AJ re* 

o，三〇

ー

）

）

(5.2)' 

ここで Xjと ofが (5.1)式と（5.2)式の第 j番目の最適解ならば， それらは (5.1)'式と

(5.2)'式の双対最適解でもあるが，逆は真ではない。この命題の証明は双対定理を用いて

〇＝こ cJxf-dが一こbi吋＝こ {(C1-A四＊）xf-bion
Jー1 J-l 

しかしながら xtは (5.1)'式について実行可能であり，かつ (i)fは (5.2)'式について実行可

能であるから

bi(i)• ~ (c,-A, が）x↑又は (Ci-Aj冗＊）xf-b,(i)↑ ~o

それ故上の等式によって (C1-A1冗＊）Xた＝b1(i)f．この逆は真ではない28)。価格が十分な指針とな

り得ない理由の一つである。 しかし次の命題は真である。 いま (yf,CiJf)をそれぞれ (5.1)'式と

(5.2)'式の双対最適解の組とすれば，｛叫',11:*）はマスター・プログラム (5.2)式の最適解であ

る29)。これは ((i)f，が）が最適であることを意味しており（5.l)'式と (5.2)＇式の双対の等式で

ある。即ちマスター・プログラムの原問題と双対問題の最適解であるアウトプット xtと部門制約

に関するシャドー・プライス (i)fは部門 jの原問題と双対問題の最適解であるが逆は真ではない。

しかし部門 jのアウトプット xf と資源制約に関するシャドー・プライス (i)fが部門 jの原問題

と双対問題のそれぞれ適最な双対解となっているなら (i)f とがはマスター・プログラムの双対問

題の最適解である。分解原理は各部門に共通して用いられる希少資源に関する情報と中央からの共

通希少資源の価格情報の交換を行いながら解を最適解に収束させる方法であるがチャーンズ，クロ

ワとコータネックはある部門に対して価格が有効に機能しない点を考慮して価格情報に加えて目標

をプログラムに組込むことによって難点を除き，計算の短縮を計っている。

部門の問題を解くにあたって各部門の最適解 {xt)がマスター・プログラムの最適解となるよ

うな目標 a1が各部門にある。目標 a1はスカラーかベクトルかあるいは部門内のアクティビティ

・レベルを特定の目標に関連づける等式で表わされる。この目標 a1は等式が満されるようなアク

ティビティ・レベルである時に達成される。目標の集合は個々の目標を実現させる相対的な重要さ

に応じて順序づけられていて優先順位を割当てられていると考えられる。ある与えられた目標の集

合がこのように順序づけられている場合に，目標からの偏差に対して異なる罰金を割当てることに

よって目標を目的関数の中に組込んで扱うことができる。いま目標 afを部門に設定すると部門の

28) Charnes, A., R. W. Clower, and K. O. Kortanek, op. cit., pp. 307-309. 

29) 証明：双対定理により，（C1-A1冗＊）y}= b1wf, j= 1,…n,しかしながら xfも(5.1)'式の最適解で

ある。故に
(c1-A1冗＊）xf=b,叫‘

jについて合計して次の式が得られる。

~C1Xfー~A戸＊xt ＝因 bl 吋 又は ~C1Xf ＝ ~. bl 吋十d? （証了）
／-1. /一1 1-1 ／ーI IーI
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問題は次のように書き表わすことができる。

Minimiz (c,―心＊）ふ十MII af-A心 II

subject to B心JこbJ

x,~o 

第 3 号

¥

,

9

_

)

 

(5.3) 

但し “II……11"の記号は絶対値を表わし， M は任意の大きい値である。

部門に目標を導入することによって各部門がそれぞれの利益目標を自律的に達成することが全体

の最適利益を与えるということができる。即ち {y9)が (5.3)式の最適解であるならば，｛Yt)は

マスター・プログラム (5.1)式の最適解である， これは次のように証明できる。 {yf)は (5.3)

式の最適解であるとする。 (5. 1)式の j番目の最適解 xfは (5.3)式に関して実行可能であるか

ら次のように書き表わすことができる。

(cJ-AJ冗＊）y;"+MIIaj-AJYJ'II ~ (c1-AJが）xf+MIIaf-AJxj II 

吋を選択することによって Aixた＝吋。故に，

(Ci-Aj冗＊）yJ+Mllaf-A1YJll~(c,-AJ が）xf

しかしながら x↑は (5.1)＇式に関して実行可能であり， Y1は

あるから，

(cJ-AJが）x↑;;;-;;(cJ-AJ n*)y1 

最後の 2つを不等式を一緒にして，

(5. 1)'式に関して実行可能で

(Ci-AJ元＊）yf+M|Iaf-MII三(Cj-Am)xfニ(Ci-A四＊）yf

これは lla1A1 Yt 11=0及び (Ci-A四＊）xf=(Cr-A四＊）Yfを意味する。それ故，

” ”””””  ヱ ciyf ー~A1がY1＝エ cixr-こ:afが＝~C1X1-dが＝区 biof
J-1 J-1 i=l i=l J=l Jー1

但し吋は (5.2)式の j番目の最適解である。 故に (5.1)式と（5.2)式の目的関数が等し

く， かつ

””  ~A,xt = ~at~d 
J=l J-1 

であるから y"j'は (5.1)式に関して実行可能である。

マスター・プログラム (5.1) 式の最適解 x'j'に依存する目標 afを用いた分権管理について検

討してきたが， 自律的にそれぞれの部門の利益目標を達成することが全体最適を保証するためには

どのような目標 aiを与えたらよいであろうか。いま (5.1)式において K,=(x11 B心Jこbi) とし

s,を (5.1)＇式の全ての最適解の集合とする。 ある方法でマスター・プログラム (5.1)式の共通

資源の制約に対して価格を割当てたとすれば，次の条件が満たされる場合には (a1)はがに関す

るベクトル dを分割する。

(i) 

(ii) 

(iii) 

全ての jについて a1=A1ふとなるような X匡氏が存在する。

ija,~d 
Jー1

” こaIが＝d冗＊
;-1 
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インセンティプ・システムについて (I)

特定のベクトル afについてこれらの条件は満たされる 30)0 

正しい分権化を行う方法を議論するにあたりボーモルとファビアン (W. J. Baumol and T. 

Fabian) は部門の端点で生ずる最適解の重要性を強調している31)。価格と目標による分権化の場

合にはただ一つの値 afが各部門に目標として委ねられ， af=A；がxfなる等式で与えられる。先

に検討したように目標がベクトルで与えられた場合にそれは希少資源の共通制約に関連するベクト

ル dを分割する。同様に共通資源の価値加＊を分割する。がを共通資源の価格の集合とすれば

Lja；が＝dがである。 どのような条件のもとで d冠の値を分割し． その値を各部門に委ねるこ
iー1

とが可能であろうか。いま (5.3)式を次のように書き換えよう。

Minimize (c1―年＊）xf+Mlaf-A;冗＊xバ

Subject to B1ふこ bJ

Xバ~o

但し af=Ai冗＊xr（又は dがのある別の分割）

チャーンズ，クロワとコータネック (Charnes,A., R. W. Clower, and K. 0. Kortanek) 

、

‘

/

(5. 4) 

は，部門の端点解が存在する場合には，部門の制約式の中に目標値を摂動された等式の形で組込む

ことによって全体最適利益をあげるための正しい部門の活動を保証することを証明している32)0 

全体問題 (5.1)式は j番目の部門のアクティビティ・ベクトルがその制約集合 K1の端点であ

るような最適解をもっていると仮定する。その時，値をゆだねるだけで全体最適のための正しい部

門の活動を保証する 33)。目標に関する追加情報を加えることによって部門レベルの代替的な最適解

の集合 SJから部門の最適解を選び出すとともに同時に全体最適を達成することが出来る。部門の

最適解がその実行可能領域の端点であるならば摂動された等式 (perturbedvalue equation) を

用いれば十分であり，そうでないならばベクトルで与えられる 1組の線型等式を用いればよい。

30) Charnes, A., R. W. Clower, and K. 0. Kortanek, op. cit., pp. 310-311. 

31) Baumol, W. J. and T. Fabian, "Decomposition, Pricing for Decentralization and Exter-

nal Economies," Management Science, Vol. 11, No. 1, September, 1964, pp. 14-18. 
32) Charnes, A. R. W. Clower, and K. 0. Kortanek, op. cit., p. 314. 

33) 証明：便宜上制約中に目標を組込んだ式を次のように書き表わす。

Minimize (c1-A/冗*）X1

subject to B心iとbi

Ai冗＊X1= af 
ふ；；；；；〇

仮定により (5.1)式の第j番目の部門の解 xr= (xt1 1, xf2 2…,xfn)は紀の端点である。 e>O と
して次の超平面を考える。

(5.4)' 

”’ (A1冗＊十Cが，邑・・・， C”)）功＝ ar+2 c• xrk •-1 (5. 7) 

先ず x}は (5.7)式を満たす。さらに十分小さい eについて Xjは（5.7)式を満たす紀の唯一の

端点である。それ故 Qf(e)功＝ d1Ce)（但し Qf(e)は適当なベクトルであり dfCC)はかの分割であ
る）によって表わされる超平面 (5.7)式は K，のただ 1つの端点を含む最初の等式の摂動である。 j番

目の部門が目標値を用いて正しい活動をするには次式を解いて端点解を求める。

Minimize (c1-A戸＊）x叶 MlQf(e)x1-df(e) I 
subject to B心／；；；；； b／ 

Xi；；；；；〇

高い罰金 M は解が摂動した等式を満たすように働くので，端点解を求めれば xfを正しく選択できる。
（証了）
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このような手法を用いて近似的に目標を満たす具体的な方法として次の例を検討してみよう“心

各部門の最適解 (xt}が全体最適解を構成するようなベクトルで与えられる目標 a,=at=A岱 f

が存在する。いま目標が厳密には満たされず，部門の最適解 yfが実行不能であると仮定する。

特に最初の第 1部門から第 9部門までは g を必要とし次式で与えられる近似解を有していると仮

定する。

ai=Ajyf+Bi 

但し部門 j=l,2, ・・・, Pについて 110,11<8であり， y'j'ES,（但し sjは（5.1)式の全ての最適

解の集合）である。

従って yfは目標の実現に関しては実行不能ではあるが部門 jとしては技術的に実行可能であ

る。そこで中央の管理者は各部門に m を委ねる。 残りの第 p+lから第 n部門については各部

門の最適解がその実行可能領域の端点で生じていると仮定する。従って at=AJが xfは十分に満

たされており，次式で与えられる摂動等式は近似的に満たされていると仮定する。

dJ(e)=Qf(e)yf＋ふ

但し Qfは適当なベクトルであり， ⑱Iは小さい値である。

Ee=(e＼ざ，…C”) とすれば次式が成立する。

At+Eexf=A厄＊yf+Eeyf＋ふ

中央の管理者は j部門に目標の額を委ねる前にこのような操作を行なうことは可能である。そこ

で問題は部門の解として Ytを用いる場合に会社の総利益における誤差を見つけるということであ

る。 (5.1)'式と (5.2)＇式の双対性から次式を成り立たせる吋が存在する。

(Ci-Aj冗＊）yi*=bj吋

一括して考えればがと (Oi*）は（5.1)式に関して最適であるから総利益は次式で与えられ

る。

” 2J bi wf+d冗＊
J-1 

” 近似的総利益は LjCJ Yfである。
Jー1

工C匹汁ーエ Ai冗＊Yi＝エ bj吋であるからエ AJ冗＊Ytと dがの間の差が近似の誤差である。
J-1 J-1 J-1 i=l 

そこで

”p  p p p エAJ冗＊yf＝LJa丘＊ーエ 8nt*＝エ Aj冗＊xfーエ Bj冗＊
iー1 J=l J-1 J=l Jー1

” ”” ”  ・ ~_A, 冗＊y'j'=.4J._Ec(x'j'-y'j') ＋エ Aj 冗＊x'j'ー~ a, 
i-P+l i-P+l J=l>+l i-1>+1 

(5. 5) 

(5.6) 

(5.5)式と (5.6)式から

34) Charnes, A., R. W. Clower, and K. 0. Kortanek, op. cit., pp. 315-316. 
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インセンティプ・システムについて (I)

”””””  こAnt*yf＝区 A／元＊x!-こ壮りが＋こ： Ee(xf-yf)-区］ふ
/ •I /•l Jー1 /•P+l / • P+ 

故に

” ”” ”  記 ITC*yf=dTC*-［母釦＊＿恙1Ee(Xf-yf)＋に記I]

誤差項は 8lとふの関数となっている。 中央の管理者は部門に対して 2つのタイプの目標を内

部価格とともに情報として与えられる。 この際十分に小さい 81とふを選択することによって誤

差を小さくすることができる。部門に対して適切な目標が与えられたとき部門が近似的にこの目標

を達成する場合には利益に対する誤差の影響は小さいものとなる。目標を割当てる際に誤差が小さ

ければ総利益に対する誤差も小さい。ボーモルとファビァン (Baumol,W. J., and T. Fabian) 

やウィンストン (Whinston,A.) は部門の実行可能領域の内点に最適解がある場合には価格メカ

ニズムはうまく働かないということを示唆した。この場合には部門のプログラムにベクトルで与え

られた目標 m を線型等式として部門の目的関数又は制約式の中に組込むことによってこの困難を

解決することができる。全ての部門の解がそれぞれの部門の実行可能領域の端点で生じる場合でも

価格操作だけでは全体最適を得るには不十分である。このような場合には共通資源の目標額を摂動

された等式として部門の目的関数の中に組込むことによって困難を解決できる。

(VI) ハスの分解モデル

ハスは現実の経済活動において企業が直面している需要曲線や供給曲線は線型ではないという点

に注目して分解モデルに二次の需要曲線または供給曲線を導入している 35)。このモデルはダンチッ

ヒとボルフの分解原理よりもより現実を表わす条件を設定し，中間製品の市場が不完全競争の場合

にも適用することができる。企業が直面している需要曲線や供給曲線が直線ではない理由としてハ

（イ）需要依存，（口）変動費依存，い）会社の資源制約，（二）会社の方針， の存在を掲げている 36)。こ

のそれぞれの具体的内容について，（イ）については，同じ不完全競争市場で別の部門によって生産さ

れた競争財が販売されること，（口）については，中間製品を多数の部門が利用する時に，大量購入に

スは

対する割引があること，い）については，運転資本の供給制約があること，（二）については， 一つの市

場において多数部門によって類似の製品が販売される時に， その市場については企業の総アウトプ

ットを制限する方針のあること，等が考えられることを指摘している。このようなさまざまの要因

から企業が実際に直面している需要曲線や供給曲線は線型ではないと考えられるので線型システム

の分解モデルは真に現実の経済を表わしていないかも知れないことが考えられよう。 二次計画法

を用いた分解モデルはこのような点を補うものと考えることができる。分解モデルの基本的特徴

は中央の管理者の意図が次の諸点にあるということである。 (i)外部市場のない振替財に特有の

供給独占と需要独占をなくすこと。 (ii)価格を通じて通常の手続を踏み， それぞれの下位の意思

決定者にその実行可能な生産領域を報告させること。 (iii) これらの領域内の最適な生産点を選ぶ

35) J. E. Hass, "Transfer Pricing in a Decentralized Firm: Management Science, Vol. 14, 
No. 6., February, 1968, pp, B310-B331. 

36) J. E. Hass, op. cit., p. B-311, 
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こと，また可能な場合には結合利益を最大にするにあたって下位の意思決定者が自律的に活動する

ことを可能にさせる全製品に対する需要曲線と供給曲線を見つけること。ウインストンは関数がセ

パラプルならば企業内資源配分を効率的に行なう振替価格が存在するが，ノン・セパラビリティな

らば純粋な価格メカニズムは損なわれることを指摘している 37)。ハスの二次計画法を用いたモデル

は目的関数にノン・セパラビリティのある問題を考察している。このモデルでは各部門の需要曲線

または供給曲線は会社の共通希少資源を使用または生産することに対して課される税またはボーナ

スによって調整され，企業の中間製品はあたかも完全競争市場で売買されるかのような内部市場が

作られる。このような調整は部門の生産可能領域の内点で生産することを可能にし，各部門の利益

にもとづいて希少な共通資源を使用することを可能にしている。以下ではハスの企業モデルについ

て概説する。ハスは利益 I'を最大にするよう行動する 2部門企業モデルを次のように定式化して

いる。ここでの企業の問題は H を見つけることである。

Max I'(x, y) =F'x+G'y+H</>H 

s. t. AH~D 

J,(x)~ d,, i=l,…， n 

g;(y)~e、 ,i=l,..., m 

x,y~ 0 

(6.1) 

ただし，添字“'”は行列の転置を表わす。第一部門のインプット・アウトプット・ベクトルを X,

第二部門のそれを y, 企業のそれを H=(x:y)で表わす。 F と X は mxl, G と yは nxl,

H は (m+n)xlのベクトルであり，¢は次のように分割できる (m+n)x (m+n)の負値行列で

ある。

¢ =1 ::：mm))（:tt23: ] 
</>1 と </>2は各部門の需要曲線又は供給曲線のパラメータを表わし， </>2 と¢；は各部門間に存在す

る市場の外部性又は目的関数の相互依存関係を表わしている。 A は kx(m+n)の行列であり，次

のように分割できる。

A = (B1.  B2 
(k:~) ! (kt2n)) 

行列 B1 と B2 は第 1部門と第 2部門に存在する技術的外部性に対する技術係数を表わしてい

る。 D は kxlのベクトルで企業の希少な共通資源を表わしている。 f,と giはそれぞれ X と

y についての凸の関数を表わし，制約集合 i(X)~ d, (i = 1,…， a)は第 1部門の活動 X に関す

る生産可能集合を定義し， g,(y)~ e;, (i=l,…,b) も第 2部門の活動 y に関する生産可能集合

を定義している。 F と G はそれぞれ第 1部門と第 2部門の目的関数に含まれるパラメータであ

37) A. Whinston, "Price Guides in Decentralized Organizations," New Perspectives in Or-
ganizational Research, ed. by W. W. Cooper, et al., John Wiley and Sons, 1964, pp. 427-

448. 
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インセンティプ・システムについて (I)

り， 第 1部門の目的関数は (P+</>1x)'x, 第 2部門の目的関数は (Q+</>,y)'y で表わすことがで

きる。第 1部門と第 2部門のインプット・アウトプットベクターの外部性又は利益関数の相互依存

は 2x'<f>3yで表わされる。 また会社の共通資源制約は B1x+Bが ~D で表わされている。 A と

％ ¢;がゼロならば外部性又は利益関数（部門の目的関数）の間の相互依存はないと考えられる。

各部門の問題は次のように定式化できる。

く第 1部門〉

MaxI',(x)=(F+rp,x)'x 

s.t. f.(x) ~ d, i=l,…， a 

X ;;2; 0 

く第 2部門〉

Max几(y)=(G+</>,y)'y

s.t. g,(y)；；；；； e, i=l,..., b 

y~O 

＼
 

(6.2) 

¥

‘

/

）
 

(6. 3) 

各部門が適切な <1'1 と ¢2を知っているか又は教えられているならば， 各部門は自身の利益を最

中央の管理者は部門 1に需要曲線F+¢,，え部
門21こ需要曲線G十令9を知らせる

両部門は与えられた需要曲線のもとで利益を
最大にし，中央の管理者にそれぞれの生産計
画.t, yを報告する

中央の管理者は計画を再検討していままでの
水準をうわまわるものがあればそれに決める。
いまの価格で新しい計画は利益があるだろう
か？

YES 

受入れ可能な代替案としての最新の計画によ
る本社問題を解いてシャドー・プライス汀を
得る。需要曲線の修正要素を見つける。部門
1については一Bl'叶 2令9，部門 2について
は一B,’たt-2{,,紐けそれぞれの需要曲線を條
正し，各部門に知らせる。そして新しい計画
案を要求する

但し B1,B2は両部門の技術係数，

¢3は外部性を表わすマトリックス，

＾ ^ x, gは両部門の前の解を表わす。

F, G,¢1,¢2は両部門の需要曲線のバ

ラメータである。

図 3
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大にすることができるし，各部門がたてる計画は企業にとって最適となる。ところが A と ¢3, ¢j 

がゼロでないマトリックスであるとすると外部性又は相互依存があるので，アルゴリズムを行なう

ために中央の管理者は F, G, </>, A を知らなければならない。 このア）レゴリズムは図 3に示すこ

とができる。

価額調整アルゴリズムは次のような手順で行なわれる。最初の生産計画をゼロ (x。=0,Yo=O) 

とし中央の管理者は市場の供給曲線又は需要曲線 F+</>1Xを第 1部門に． G+rf>,yを第 2部門に

送る。両部門は部門の最大化問題を解いて部門の生産計画案を報告する。この提案を x,,Y1 とす

る。中央の管理者は次の本社問題を解く。

I I 

Maxr (a, 0) =O•ao十Lj (F'x、十Lj(xふゃ）叫ai
ーヽ1 ”ー1

k k I k 

+o•0o十工 [G’yh 十エ (y;¢の）81比＋2 区 Lj a,(x'心yふ3h
h-I IーI Iー1h-l 

I k 

s.t. Lj (B心）a、＋エ (B2凡）BhニD
一ヽ0 h-0 

’ Lj a,=1 
(6.4) 

一ヽO

も似＝1
h-0 

a,~ 0, i=O, 1,…, j 

B、 ~O. h=O,l,··•,k 

ただし仇か， rp3, B1, B,は先の定義と同じであり． jと Kはそれぞれ第 1部門と第 2部門に

よって受け入れられた生産計画の数である。最初のイタレーションでは jと Kはともに 1であ

る。本社問題の解は部門から提案された生産計画案をどのように実施するかに関するウェイトと考

えられる。この問題の目的関数の最後の項は外部性についての会社利益の調整を示している。いま

r個の共通資源制約についてシャドー・プライスが計算できるが，それを冗"i=l,…,rとする。

共通資源の生産又は費用に対し各部門に内部価格を課したり，あるいはボーナスを与えることによ

って需要あるいは供給曲線を調整し，第 1部門の曲線として F+¢IX-Bは＋2¢か第2部門の曲

線 G+<f>,y-B;冗＋2¢位を得ることができる。 ここで Bはは r個の共通資源に内部価格を付

してその使用に対しては税を与え，生産に対してはボーナスを与えることを意味している。この段

＾ ^ 
階での最善の実行可能解 x,y （ただし x＝2J a, x,, y = 2J 0, Y, である）が与えられていると

, -o,-o  

仮定した場合に 2<f>3yと 2<f>3X はそれぞれ X と y の追加単位を生産又は使用するときに課さ

れる税またはボーナスである。従って企業内の市場は完全市場の如く扱われる。各部門の曲線が共

通資源についてシャドープライスで調整され．相互依存について限界価値で調整されて，部門の管

理者に送られ，別の生産計画案が要求される。第 1部門の計画案をいま X1+1 としたときの本社問

題における採否の基準はどのようになるであろうか。そのときの第 2部門の計画案を y とすると

き， X1+1が実行可能であるなら，両部門の結合利益は I'(x1+1,y) = F'x;+1 + G'y + x~+1 </>心1+1+

＾ ^ y'</>が＋2x;+1¢3y となる。 X から X;+I への変化は共通資源 D の B1(X1+1-X) だけの増加又は

減少になるから冗が正なら利益に対する貢献又は費用は一がB1(X1+1-X) である。第 1部門
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インセンティブ・システムについて (I)

の利 益は 几(X1+1)= F'X1+1 +Xj+1<P1X1+1 + 2Xj+1<P3Y—冗'B1X1+1 であるから I'(XJ+t,y)ーがB1(X1+1―

x)>I'(x,y) ならば計画案 X1+1 を採択することは利益をふやすことになる。第 2部門について

も同様である。 これらの計画案がいずれも受け入れられないものであるならば計算は終了する。

そのときの部門に示されている曲線は各部門が自律的に活動することを保障している。最適におい

ては限界利益と限界費用は等式で成り立っている。この時の限界利益は市場価格プラス外部性の限

界価値であり，他方限界費用は希少な共通資源の機会費用プラス需要のある他の製品を生産する機

会費用である。最終の解が実行可能領域の内点であるならば価格（完全競争市場の競争者の限界利

益）は限界費用に等しくなり純利益はゼロである”)。この方法による場合にも計算効率上，初期値

として推定値又は前回に行った生産量を用いて計算回数を減らすことができるし，ある部門が新し

い変数を本社の問題につけ加える際に，部門の可能な限り多数の計画案を配慮することによって計

算の回数を減らせるであろう。技術変化，市場の状態，資源制約あるいは方針の変化は本社の問題

と部門の問題を変化させ，部門の計画も状況に応じて変えなければならないであろう。したがって

実際の状態ではアルゴリズムは動態的に継続して行なわれるものと考えられる。既存の条件下で得

られた振替価格に近い振替価格は新しい計算が実行されている間の一時的な生産計画の基礎として

用い られるであろう。企業の問題は常に更新されるので，一つの懸念は先に計算された生産計画案

が実行可能でなくなってしまうことである。そのような場合には企業の問題から変数をはずすこと

が必要になる。部門は共通資源に対して価格を支払うが市場での独占がないということと外部性を

考慮されているという点で利益を得ているし，中央の管理者は共通資源に対する需給の均衡した価

格においてこれを販売して利益を得ている。線型システムの分解モデルは価格の調整に依存してい

たが，これによって得られる解は実行可能領域の内点で得られる可能性がある。ジェナーグレンは

退化を除いてはこのようなアルゴリズムからは振替価格を得ることはできないことを指摘してい

る。 それはチャーンズ， クロワ， コータネックが指摘したように少なくとも一つの部門のサププ

ログラムが無限に解を持つ場合があるということである。この場合には会社の制約が損なわれてい

るのである”心ハスのモデルでは価格曲線を各部門に送ることによって，中央の管理者が部門に対

してその生産可能曲線の内点を指示することなしに最適解が得られる。このアルゴリズムはそのよ

うな意味での行動的な障害を排除している。中間製品はあたかも完全競争市場で睛入又は販売され

る状態がつくり出されるので，各部門はできるだけ多くの製品を生産して販売しようとする行動を

とるであろう。このメカニズムによれば，中央の管理者が外部性の利益や損失を吸収しそれに関連

する部門に与えられる。しかしこの方法による場合には，ゲーミングの可能性が生じるヽ0)。その理

由としては共通資源をより安く，より多く使用する目的で部門の計画案を故意にそのような水準に

決めるであろうと考えられるからである“)。 このような場合には意思決定に対する監査が必要に

38) J. E. Hass, op. cit., p. B-319. 
39) P. Jennergren, MStudies in the Mathematical Theory of Decentralized Resource Allo-

cation," Unpublished Ph. D. Dissertation, Graduate School of Business, Stanford Univer-
sity, 1971, p. 38. University Microfilms. 

40) A. Whinston, op. cit., p. 430. 
41) P. Jennergren, op. cit., pp. 114-138. 
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なる'”。

(VII〕 価格曲線と分解原理

実際の経済活動においては企業が直面する需要曲線や供給曲線は線型ではない。ジェナーグレン

(Jennergren, P.) は分解原理を用いる際に生じる困難性は線型システムを用いながら中央の管

理者が情報として固定価格 (constantprice) 

そこで彼は部門の部分最適化が常に資源配分問題のマスター・プログラムの全体最適と一致するこ

を各部門に知らせることにあるとしているヽ3)ヽ ）ヽ。

とを保証するために部門のサププログラムを修正した。この方法によれば本社は会社の希少な共通

資源に関する固定価格を部門に知らせる代りに最適な固定的でない価格曲線を知らせる。この価格

曲線は次式で与えられる。

r、J+kylJ(k>O;i=l,…,m; j=l,…,n) 

但し i,jはそれぞれ共通資源と部門のインデックスである。

(7. 1) 

Yuこ0なる加は j部門によって

購入される i 番目の共通資源の量を表わし， Yt1~0 なる Yu は j 部門によって消費されずに他

の部門に融通される i番目の共通資源の量を表わす。この価格曲線はベクトルで次のように書き表

わせる。

但し n=（r“'

r0+ky0=r,+kx; A; 

r2J, …， r鯛J)であり添字“'”は行列の転置を表わす。

のように書き表わすことができる。

Maximize (c1-(r1+kx~ Aか）Ai)XJ

subject to B心JニbJ

X1~0 

(7.2) 

各部門のプログラムは次式

、

¥

＇・ー

'
,
1
1ー
ー

ー

／

(7.3) 

但し Kは mxmの対角元素がすべて Kの対角行列である。価格曲線は Yuを余計に消費すれば

罰金が高くつき，資源を節約して他に融通すればポーナスが与えられるような逓減的な限界費用に

類似した状態を表わしている。部門のプログラムは 2次計画問題になり，価格曲線にもとづく部門

の部分最適化が全体最適となるような各部門毎に異なる価格曲線が分解原理によって与えられる。

(7.3)式の目的関数は次のように書き表わせる。

CJ功一r,A1x1-kx;A;A,功＝c1x1-r1Aぷ,-k(((A1)1x,)2+ ((A1)2ふ）2+・・・＋（（AJ)mふ）り（7.4)

但し A;A1は nixniの対称行列であり，（A,)qは行列 4 の第 K番目の行である (q=l,…,

m)。ある正の固定した値を Kとして選べば部門のアクティビティ・レベルふより部門が使用する

A}丸が決まり価格曲線も決まる。 (7.4)式は凹関数と考えられる。 (7.4)式については厳密に凹

42) J. E. Hass, op. cit., p. B-330. 

43) Jennergren, P., "Decentralization on the Basis of Price Schedules in Linear Decompo-
sable Resource Allocation Problems." Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
Vol. 7, 1972, p. 1409. 

44) Jennergren, P., "A Price Schedules Decomposition Algorithm For Linear Programming 
Problems." Econometrica, Vol. 41, No. 5, September, 1973, p. 967. 
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インセンティプ・システムについて (I)

(strictly concave)である場合と単に凹 (onlyconcave)である場合とに分けて考えなければな

らない。 いま（7.4)式が厳密に凹であると仮定する。クーン・タッカ一条件より

-C沖 r,A,+2 kx~ A~ A1+(i)I B1 ;i;; 0 

(-c1+r1 A1+2 kx~ A~ A1+(i)1B,)X1=0 

X1 ;i;; 0 

。／;;:;;0 

B1X1-b,；；；；； 〇

(B,功ーb/)<,)1=0

但し (i)iは m1ベクトルの変数であり部門個有の資源制約に関する価格である。

(7. 5) 

(7.6) 

(7. 7) 

(7.8) 

(7. 9) 

(7.10) 

ここでクーン・タッカ一条件が成立するような初とりを見つけ出せばよい。但し Kは前もっ

て固定されていて，全体最適解 xf,…，心も与えられており， x1=xtはすでに部門の最適生産計

画であると仮定されている。 (7.7)式と (7.9)式は Xi=Xfについて成立する。ところで

(r1+2k(xt)'AりA1=re*A1, re*= (ref, ref,・・・, re!) 

となるようなりを見つけ出せば初と nを見つけ出す問題を解ける。 但しがは会社の共通資

源の価格である。このようなりは簡単に見い出せる。即ち

rt =re*-2 k(xt)'A; 

= (ref-2k(A1)1xt, ref-2k(A1)2 xt, ・・・, re!-2k(A,)mxt) 

仮定より，目的関数は厳密に凹であるから (7.3)式はただ 1つの最適解 xfを持つ。 (7.3)式が

単に凹の場合にはマスター・プログラムは 1つ以上の最適解を持ち，サププログラムは複数の最適

解を持つことも生じるがサププログラムのある 1つの最適解はマスター・プログラムに対しても最

適である。このように各部門 J(J=l,…， n) について最適な価格曲線を得るにはある正の定数を前

もってセットし、 r1=rr＝冗＊ー2k(xt)'A;なるように nをセットすればよい。 この方法によれば

通常の分解原理の計算手続を行ない生産指令を出す代りに振替価格がと部門より収集した情報

A1x↑をもとに価格曲線を各部門に知らせる。各部門はサププログラムを解いて資源を購入し部

門の最適利益を生み出すような生産を行なう。サププログラムが厳密に凹であっても単に凹であ

っても部門の解は全体最適解に一致する。この方法は一般化された摂動法 (generalizedpertur-

bation scheme) と考えられる。ダンチッヒとボルフ (Dantzig,G. B., and P. Wolfe)の分

解原理によれば少なくとも 1つの部門は最適な価格がについて無限に多くの最適解を持ってい

るから一定価格を知らせることにもとづく分権化は損なわれる。少なくとも 1つの部門は双対退

化 (dualdegenerate) となる。ジェナーグレン (Jennergren,P.)の方法によれば k>O な

る十分に小さい kを選択してセットすることによって部門の問題の目的関数に非線型の摂動

(perturbation)を行ない双対退化を解決できる。 この方法は中央の管理者が生産指令を出す代わ

りに価格曲線を告げることによって計画プロセスに参加させ，部門管理者に刺激を与えて部門の業

績を向上させることを意図している。
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〔VIII〕 インセンティブ・システムにおける虚偽の情報と不確実性

2つの部門から成るダンチッヒとボルフの分解モデルのもとで，第一部門が中央の管理者をあざ

むき有利な立場に立つ可能性は，部門の実行可能領域のある生産可能性を情報交換の調整局面にお

いて中央の管理者に報告しないことによってなされる。ジェナーグレンはこのような可能性の生ず

る場合をモデルを用いて説明しているので以下ではこれを検討してみよう 95)。部門があざむく可能

性は次のような仮定のもとで検討されている。 (i)中央の管理者は 2部門についての資源配分問

題について共通資源に関する最適な配分ベクトル b1と b2を見い出すために制限マスター・プロ

グラムの最適解が求まるまでダンチッヒとボルフの分解原理のア）レゴリズムをやめない。 (ii)第

1部門は資源配分問題を完全に知っていて中央の管理者は制限マスター・プログラムの最適解がみ

つかるまでアルゴリズムを続けることを知っている。 (iii)部門は共通資源に関連する最適な双対

価格を用いて使用した資源の量に対して価格を課される。双対価格は制限マスター・プログラムの

最終計算で得られるが第 1部門はこのことも知っている。 (iv)第 2部門はあざむくことをしな

い。第 1部門は利益を最大にするために中央の管理者をあざむこうとする。また第 1部門は中央の

管理者に対してあざむいていることを秘密にしておきたい。

いま集合ふの端点を {xLxL … xf(1)) とし，集合ふの端点を {xLxL …， xf(2)) とす

る。 X1，ふは有界であると仮定する。記号を次のように表わす。

E}=AJx}, Wi=AJxL ・・・, Efu>=AJx,nu>(j=l,2) 

D}=cJ x}, D~=cJ xL…,D1f">=cJ x朽 (j=l,2) 

E1=(EL E~, …， E和）， E2=(E½, E~, …， E評）

D1 = (Df, Df, …,Df1<1>), Dz= (DL DL …， D炉）

2部門からなる組織についてフルマスター・プログラムは次のように定式化できる。

Max Dふ＋D山

入1入2

s.t. E心1+E2 人 ~d

e1 A1=l 

e2入2=1

ふミ0, 入2~0

(8.1) 

但し e1,e2は凸 1次結合を表わす適当な次元のベクトルである。第 1部門があざむくための戦

略としての情報交換の各ステップで中央の管理者に送る一連の計画案を E}，ぽ，ぼ，．．．とする。

bi. jjf，屈…を関連する部門の目的関数とする。瓦＝（且，角，角，…）とし， 6l=bt,D1，か，

・・・）とする。そこで第 1部門について次の最適問題が定式化できる。

～ ～ 
SUP {min(D1 A1 -pE山））

瓦， jj1ふ， A2,P, Vi, V2 

45) P. Jennergren, op. cit., pp. 114-138. 

ー 24-



Subject to: 

(a) Eふ＋E山 ~ d

(b) 
～ ～ 
e1A1=l 

(C) e2入2=1

~ ~ 
(d) pEサV心1~D1

(e) pE叶 V2e2こD2

インセンティプ・システムについて (I)

(f) （61-p瓦ーvぷ）il=0

(g) (D2-pE2-v2 e,)入2=0

(h) p(E~i1+E山ーd)=O
～ 

(i) 入1, 入2, p~O; Vぃむには制限はない
～ ～ 

(j) E1J,=E1ふ

D1A1-P瓦il=D必ーpEふ

(8.2) 

但し，ある入1 について el 人＝ 1, ふ ~o である。 Vi, V2はスカラーであり， elは凸 1次結

合をつくる適当な次元のベクトルである。 P は共通資源の， v1，れは部門のウェイト制約の双対

価格である。ここで (a)~(c) は原問題の制約であり (d)~(e) は双対の実行可能制約であ

る。 (f)~(h)はコンプリメンタリー・スラックネスを表わしている。 (j) については次のよう

に考えられる。アルゴリズムの最終において制限マスター・プログラムの最適解を見つけたとき

に，中央の管理者は各部門がどれくらい共通資源を使い利益をあげようとしているかを正確に知っ

ている。矛盾があれば中央の管理者はそれを調べる。確定的な資源配分問題においてそのような不

一致が生ずるのは情報交換の局面において中央の管理者によって報告されたいろいろな共通資源ベ

クトルに関して計画案を提案するにあたって， 部門が不正直な提案を行ったことによる結果であ

る。第 1部門は中央の管理者にあざむいている事実を秘密にしておきたいから，調整局面の終りに

おいて中央の管理者に従って稼得すべき利益を実際に実現できなければならない。これが制約(j)

の意味である。退化がある場合には制限マスター・プログラムは多数の最適解をもっているが，第

1部門はその不正直な提案により利益を得るという観点からはこれらの全てが有利であるわけでは

ない。従ってそのような場合に目的関数の最小化は意味をもってくる。最小化は部門の利益を高い

水準に保っておこうとする動機から意味づけられるものである。退化の理由から目的関数は瓦と

fjlに関して最大化することはできないので上限を探すことになる。 第 1部門があざむくための最

適化問題は実行可能解をも っている。例えば E1=E1, D1=D1, J.1, J.,, P, V1, V2を (8.1)式

に等しいフル・マスター・プログラムに対する最適解に等しくセットするならば，これは明らかに

第 1部門があざむくための最適化問題に対して一つの実行可能解を与える。いま ELjjt it Aぶ

P°, v!，叫があざむくための最適化問題を形成すると仮定すれば，戊， Agは次のフル・マスター

・プログラムの最適解であることは明白である。

Max fj此＋D山

s.t. Ef X1+E,入2ニd
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el入1=1

e2入2=1

九 ~o

入 ~o

このことは第 1部門があざむくための最適化問題の目的は

(8. 3) 

(8.2) 式よりもより高い部門利益を

与える (8.3)式を得ることであるということを示している。 (j) に対応する条件は次のように表

わされる。

佐れ＝E心:
nil-p0 i戌＝D1)~-p•た苅

e1 A~=l 

ふ2;0 

このこと［ま次のような疑問を生ずる。第 1部門はある X1EX1について且＝A1ふおよび jj{＝

C心となるような提案位 (t=l,2,…）と関連する部門利益 Df(t=l, 2,…）のみを用いてあざ

むくことができるであろうかということである。次のような例が通常そういったケースである。

Max 3 X11 +2 X21 +3 X12+X22 

s.t. 2 Xu +x21 +X12+X22 ~ 5 

X11+X21 ；；；；；； 2 

X12+2x四；；；；；； 2 

Xu, X12EX1, X12, X22EX幻 X11, X21, X12, X22 ~ 0 

この問題の最適解は X11=l,X21=l, X12=2, X22=0である。会社全体の総ペイオフは 11であ

c ， 

り，共通資源制約の双対価格は 1である。これは第 1部門と第 2部門に利益を与える。第 1部門は

あざむく意図をもって情報交換の局面において (xu,X21) = (1-s, 1 +s) EX1に対応する尻＝3-

b}＝5-cと (x11,X21) = (0, O) EX1 に対応する辰＝0,D~=O の 2 つの計画案だけを報告する

ことによって 5-Cの利益を得ることができる。

それ故 (8.3)式に対応する制限マスター・プログラムが得られる。

～ ～ 
Max (5-s)•Au +O•A21 +6心＋ふ＋0•A3 2

～ ～ 
(3-s)•A11+0・ふ＋2•A12+A 22 +0•Aa 2 ~ 5 

～ ～ 
入11+ A21 

s.t. 

=1 

入12+A22+A32= 1 
～ ～ 

入11, A219 A12，ふ， A.32~ 0 (e>O) 

共通資源に関する双対価格は 0であり，総ペイオフは 11-eであって，第 1部門の利益は 5-C

である。 c=Oにセットすれば問題は退化になり第 1部門の利益は 0に減少する。 あざむくことに

よる部門の上限の利益は 5であるが，上限は引き受けられない。第 1部門の制約集合 X1がたった

- 26 -



インセンティプ・システムについて (I)

1点から成っているような異常な場合においては，退化の理由から Ef=A1ふおよび Df=C1ふ（但

しx准ぷ）であるような部門利益 Dl(t=l, 2,…)に関連するいくつかの提案尻 (t=l,2,・・・）を

送ることによって第 1部門があざむくための最適解を得ることは可能である。しかし X1に近いふ

を選んできて尻＝A1ふおよび Dl=C1ふとなるようにする。そのような退化の場合を除けば，部

門があざむくための最適な戦略は部門の制約集合のある部分について中央の管理者に知らせないで

おくことである。従ってあざむくための最適な問題は中央の管理者に秘密にしておくべき部門の制

約集合の部分を選ぶことである。しかし部門はいつ調整が終了するのか知らないので，第 1部門が

実行可能な提案と関連する利益を中央の管理者に送った時に，第 1部門は調整が突然に終了するよ

うな実行可能でない計画案を実行するよう要求されることがある。第 1部門が問題(8.1)式を完全

に知っているという仮定は非現実的であって，第 1部門がダンチッヒとボルフのア）レゴリズムのも

とであざむくことができるということが明らかであっても，どの生産可能性を中央の管理者に教え

なければよいのかを決めること自体非常にむずかしい。分権化に伴って生じる問題の一つはある部

門が本社に対して故意に不正直な情報を送って相手をあざむき，それによって利益を得る可能性で

あった。このような可能性は部門がその実行可能額域のある生産可能性を情報交換の調整局面にお

いて中央の管理者に報告しない場合に生じる。分権化に伴って生じるもう 1つの問題は不確実性の

問題である。現実の企業の資源配分は不確実性のもとで行なわれているので確定的モデルを不確実

性のもとでのモデルに拡張する必要がある。そのような場合に各部門は客観的というよりは主観的

に，異なる状態についての確率を知っているという点が重要である。企業が直面する状態が無限に

あっても問題の本質的な性質は変わらないから，部門は有限の数の離散的な分布によって無限に多

くの状態に対する確率分布に近づくことができる。従ってダンチッヒとボルフのアルゴリズムと価

格曲線による調整手続を直接的に不確実性のもとでの資源配分問題に拡張できる。しかしこのよう

な価格の決定は組織のデザインと業績のコントロールを複雑にさせるかも知れない。部門の利益を

計算する問題は組織の状況によって影響をうける。このような意味から組織の最適を達成させるイ

ンセンティプ・システム・モデルを構築するよりもより現実を反映できるようなモデルを構築する

ことが望まれる。 これは部門業績の標準の決定とこれからの乖離を通じて達成されるかも知れな

い。ルーフリはそのような問題を扱っているので以下では，これについて検討を加えよう 46)0 

〔IX〕 目標分解モデルとインセンティプ

1)モデルの設定

ここではルーフリによる一般化された目標分解モデル (AGeneralized Goal Decomposition 

Model)を中心にインセンティプシステムとの関連において検討する。このGGDモデルの特徴は

組織の全体的な目的関数を定めて最適を求める代りに満足基準を基礎とした部分最適を求めて組織

の決定活動を調整しようとするものである。一般に計画の手続は階層構造をもち．多数の目標とコ

ンフリクトの存在を内包している。多目標は実際には計算できない単一の真の目標に対する近似と

46) T. W. Rufli, "A Generalized Goal Decomposition Model," Management Science, Vol. 17, 

No. 18, April, 1971. 
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して生み出される。企業利益はこの 1例である 47)。企業を望ましい行動に導く目標を選択すること

は決して簡単なことではない。殆んどの目的にとって計画や結果の測定を可能にする操作的なかた

ちで目標を表わすことが必要である。計画は組織の全体的な目標と一致した行動を達成するようデ

ザインされる。そして全体目標はそれらがサプ目標に分割された時に操作性が出てくる。我々はこ

のような点を考慮しながら企業内資源配分の効率の問題をインセンティプの側面から明らかにして

いきたい。

ルーフリは図 4に見られるような 3つの階

層構造をもった組織の意思決定フ゜ロセスを

GGDモデルを用いて分析している。

このモデルはセントラル・ユニット (Ce-

ntral Unit) とこれに従属するいくつかの

マネジメント・ユニット (Management

Unit)とさらにマネジメント・ユニットに従

属するオペレイティング・ユニット (Ope-

rating Unit) から成る階層構造をもってい

る。このモデルにおいてセントラル・ユニッ

オ
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ィ
ン
グ
・
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ッ
ト

nl
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図 4

トの役割はマネジメント・ユニットに対して目標 (Goal)を定めることによって決定活動を調整す

ることである。マネジメント・ユニットはセントラル・ユニットが目標を評価するためのシャド

ー・プライスを決定し，オペレイティング・ユニットが代替的な計画案を選択するための経済的な

指針を与える。ダンチッヒとボルフの分解モデルが 1つの大きなシステムをいくつかのサプシステ

ムに分解して組織全体の最適を求めようとしたのとは異なり，ルーフリのGGDモデルは部分最適

を求めてサプシステムの目的を満たしながら目標追求活動を通じて組織の全体的な目標を達成しよ

うとするものである。

GGDモデルは組織の全体的な目的関数がないため， その決定活動は組織の構造と分解 (De-

composition)の程度に依存している。 GGDモデルでは組織構造を意思決定プロセスの 1つの要

素として扱っているので， 3つ以上の階層構造をもった組織に容易に拡張して適用できる。ダンチ

ッヒとボルフの分解モデルは組織の全体的な目的関数がアプリオリに存在することを仮定している

ので組織の構造や分解の程度を組織の目標に関連させることはできない。さらにGGDモデルとダ

ンチッヒとボルフの分解モデルとでは情報の流れが異なることにも注意を向けることが必要であ

る。 GGDモデルによれば外部性については技術的外部性 (technologicalexternali ty) と行動

的外部性 (behavioralexternality)を考慮することができる。技術的外部性は次の 3つのタイプ

に分類できる。第 1のタイプは同じマネジメント・ユニットに属するオペレイティング・ユニット

間の計画案に相互依存があるときに生ずる。第 2のタイプはあるマネジメント・ユニットの目標レ

ベルが 1つ又はそれ以上の他のマネジメント・ユニットの目標レベルに依存しているときに生ず

47) J. Emery, Organizational Planning and Control Systems, Macmillan, 1971, p. 115. 
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インセンティプ・システムについて (I)

る。第 3のクイプはあるマネジメント・ユニットのアクティビティ・レベルと異なるマネジメント

•ユニットのアクティビティ・レベルの間に相互依存があるときに生ずる。行動的外部性は組織の

活動とともに付随して生ずる行動的な効果としての概念を表わしている。この行動的外部性はある

マネジメント・ユニットの目標追求行動が他のマネジメント・ユニットの目標追求行動の影響を受

けることによって生ずる 48)。したがって行動的外部性はマネジメント・ユニット間の目標からの偏

差の相互依存から生ずる。以下ではルーフリの論述に沿ってGGDモデルを用いた資源配分の問題

に関する考察を行う 。

マネジメント・ユニットはセントラル・ユニットが目標を評価するためのシャドー・プライスを

決定し，またオペレイティング・ユニットが代替的な計画案を評価するための指針を与える。第 1

図のような組織構造から成る分権化された組織において， 第 K 番目のマネジメント・ユニットの

問題は次式のように定式化できる。

Min w.+y；十W；； Y；；

”. s.t. ~Aぃx1.• -IY:+IY;=G• 9,＇ （9.1) 
／-1 

〇;;S;x/．． ;£;1, j=l, 2, ・・・, n,, Y; ~ O, Y; ~ 0 

但し． w:,w.は（Ix叫）ベクトル， Au, G., Y:, Y;は（m.xI)ベクトル， Iは (m.x

m.）単位行列である。

(9.1)式は目標計画法 (goalprogramming)の形で定式化された資源配分問題である。ここで

G．は資源又は目標を表わし， Y:と Y;はそれぞれ目標からの正と負の偏差を表わす。 w;と

W;はそれぞれ Y；と Y; にかかるアプリオリに決定されたウェートである。 A,...は j番目

の計画案を決めるレベルであり， 可変係数 (variablecoefficients)である。 また Xi.• はアクテ

ィピティ・レベルである。このような (9.1)式はウェートづけされた目標からの偏差の合計を最

小にする一般化された線型計画問題と考えることができる。いま凡を線型不等式によって定義さ

れる凸多面体とする。 GK は凸集合りK から得られる可変係数を表わすベクトルとする。ここでは

便宜上オペレイティング・ユニットに対する計画案の 1対 1の写像を仮定して． Aぃと j, k番目

のオペレイティング・ユニットによって匹．．から得られるものとする。組織全体とすてはマネジ

メント・ユニット k=l,2, ・・・, M について (5.1)式のように定式化された問題が M 個得られ

る。このモデルはセントラル・ユニットがマネジメント・ユニットの目標レベルを決定することに

よってシステムの活動を調整する。これらの目標レベルはセントラル・ユニットによって凸集合

刃。コ(U浬.),k=I, 2, …， M から得られる。り。は~ B. G. ;£; G。によって定義されるものとす
J=1 

る。従ってセントラル・ユニットの問題は次式のように定式化できる‘”。

48) Ruefli, T. W., op. cit., pp. B551-B512. 
Ruefli, T. W., "Behavioral Externalities in Decentralized Organizations," Management 

Science, Vol. 9, No. 5, June, 1971, pp. B651-B655. 
49) Ruefli, T. W., op. cit., p. B506. 
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“ 
］ 

Maェエ匹G.
• ー l

M (9.2) 
s.t. ~ B. G. :s;; G。

I ・ • I

G.~ 0, k=l, 2, M 

但し凡は (m。xm,)行列． G。は (m。xl)ベクトルである。また”やは時間 t=l,2, ・・・, T 

における (lxm.)ベクトルであり， （9. 1)式に関連したシャドー・プライス (shadowprices) 

を表わす。セントラル・ユニットの問題はシステムにとって最大利益を写える目標レベルを決定す

る問題と考えることができる。いまシャドー・プライス”•はセントラル・ユニットが目標を評価

するための適切な指針を与えるものであるかどうかを調べるためにセントラル・・ユニットの目的関

数の K番目の項を検討してみよ う。これは K番目のマネジメント・ユニットの目的関数について

の双対問題の定式化と類似している 。ただ異なるところは (9.2)式においては， G.,k=l, 2, ・・・, 

M はベクトル変数であるが， 他方 (9.1)式における K番目のマネジメント・ユニットの双対問

題の定式化にお いては II.はベクトル変数である。しかしこの差異はある t時点においては IIt)

が固定的であると考えられることと， （5.2)式における GKはペクトル変数であるという点に注目

すれば解消できる。それ故に双対理論によってセントラル・ユニットがある時点 jで IIK°G．を最

大にすることは K番目のマネジメント・ユニットが (9.1)式の目的関数を最小にすることに等し

ぃ50)。 従ってこのモデルでは K番目のマネジメント・ユニットは自らの目的関数のみに関心をも

って活動するのに対して，セントラル・ユニットは全てのマネジメント・ユニットの目的関数を考

慮に入れて活動する。 目標設定によって最大利益を得る場合の目標レペルの選択基準は線型計画法

のシンプレックス基準と全 く同じである。

さて，それではオペレイティング・ユニットの問題はどのように定式化できるであろうか。いま

計画案 Aぃ は凸空間匹．． か ら得られる可変係数であるとする。便宜上オペレイティング・ユニ

ットに対する計画案の 1 対 1 の写像を仮定して A1. • はオペレイティング・ユニットと呼ばれるサ

プシステムの集合のうちの j,k番目のサプシステムによって 1J'ぃから得られるものとする。従

って K番目のマネジメント・ユニットはここでは n.個の従属するオペレイティング・ユニット

を持つ。そこで j, k番目のオペレイティング・ユニットの問題は次のように定式化できる。

M,n 11匹41..

s.t. C,.. A/．．こE1..

A,.. ~ O 

¥

，

I
 

(9.3) 

但し， A,..は (m.xl)ベクトル， Cいは (nぃxm.)行列， E,..は (nぃXl)ベクトル， IIK‘)

は (lxm.)ベクトルである。 Aいは変数， Cいは技術係数， Eいはアプリオリに決定されてい

るベクトルである。 また IIt)は (9.1)式に関連するシャドー・プライスであるとする。このよ

うに定式化されたオペレイティング・ユニットの問題は費用最小化の問題であると考えることがで

50) Ruefli, T. W.. op. cit., p. B507. 

Ruefli, T. W.. op. cit., p. B650. 
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きる。例えばある定められた売上高を達成するという条件を満たしながら費用を最小にする計画案

を選択する問題と考えることもできよう。

2) GGDモデルの計算手続き

このGGDモデルの計算手続はシンプレックス法にもとづいて行なわれる。初めにセントラル・

ユニットは M 個のマネジメント・ユニットに対して最初の目標レベル G炉を与える。 ある時点

tにおいて，その時点の目標 Gy,K=1,2,…,Mを用いて各マネジメント・ユニットはそれぞれの

シャドー・プライス Ifill,k=l, 2,..., M を得る。各マネジメント・ユニットはこのシャドー・プ

ライスをセントラル・ュニットとマネジメント・ユニットに属するそれぞれのオペレイティング・

ユニットに知らせる。オペレイティング・ユニットは Aj'.;u,j= 1, 2,…， n.の形の新しい計画案を

得るためにこのシャドー・プライスを用いる。この新しい計画案はオペレイティング・ユニットが

属しているマネジメント・ユニットに送られる。セントラル・ユニットは新しい目標レベル G~+ll,

k=l,2,…,Mの集合を得るため各マネジメント・ユニットから送られたシャドー・プライスを用

いる。これらの新しい目標レベルの集合はマネジメント・ユニットに知らされ，マネジメント・ユ

ニットはオペレイティング・ユニットから知らされた新しい計画案とともにこの目標レベルを用い

て新しいシャドー・プライス l[kl) の集合を得る。このプロセスはマネジメント・ユニットの目標

からの偏差が最小になるまで続けられ，セントラル・ユニットの側における目標レベルの再調整あ

るいはオペレイティング・ユニットの側における計画案の修正が全体としての組織の目標レベルか

分権化された組織における計画
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らの偏差の純減少を与えなくなるまで続けられる。この計算手続きの概要は図 5で示される 51)。

(9.1)式の A;.11 が凸多面体刃ぃから得られることに注意すれば，刃いは有限個の端点を持

っているから GGDモデルの計算プロセスはシンプレックス法のアルゴリズムにもとづけば有限回

のステップで終了する 52)。従ってマネジメント・ユニットとオペレイティング・ユニットの計算プ

ロセスは有限である。では目標を定めるためのセントラル・ユニットの計算プロセスはどうであろ

うか。 (9.2)式の仮定よりり。は凸多面体であるから有限個の端点をもっており， シンプレック

ス法のアルゴリズムにもとづけば， （9.2)式の計算ステップも有限である。故に (9.1), (9. 2), 

(9.3)式の計算プロセスは有限であり，かつ (9.1), (9.2), (9.3)式は 1つのモデルに含まれて

いるのでその計算プロセスは有限である。このようなモデルの計算には費用がかかり過ぎて大きな

システムの問題を解くのには効率が悪いかも知れないが，理論としてはこのモデルは多数の階層の

サプシステムから成る分権化された組織についての洞察を与える長所を持っている。しかしながら

組織の活動を価格によって調整するだけでは不充分であるという分解モデルについての考察はGG

Dモデルについてもあてはまる 53)。反復計算が終了するときに，マネジメント・ユニットによって

定式化された問題の計画案がオペレイティング・ユニットによって伝えられた最終の計画案と異な

ることもあるし，マネジメント・ユニットによって定式化された目標レベルがセントラル・ユニッ

トによって与えられた最終の目標レベルと異なることも可能である。いまセントラル・ユニットが

計算プロセスの t時点で目標ベクトルベクトル Git),t=1, 2,…, Tを得るとする。この場合に任

意の K番目のマネジメント・ユニットの最適のベクトルは次式のように書ける。

T 

G←心 G四
t=l 

T 

但し， LJ..t1=1, Ai~ 0, t=l, 2,…， Tかつ At>0なる Atが 1つ以上あるものとする。
t-1 

同様のことが計画案についてもいえる。このことは目標ベクトルについては凸空間の内点の解が

得られることを意味している。また計画案についても凸空間の内点の解が得られることを意味して

いる。従ってセントラル・ユニットとオペレイティング・ユニットは最適なシャドー・プライスば

かりでなく，内点の解の位置を示すために用いなければならない最適なウェートについても情報を

与えられなければならない。

3)技術的外部性

GGDモデルにおいては 3つのタイプの技術的外部性が考えられる”。第 1のタイプの技術的外

51) Ruefli, T. W., op. cit., p. B506. 

52) Dantzig, G. B., Linear Programming and Extensions, Princeton University Press, 1963, 

in Theorem 3, p. 438. 

Dantzing, G. B., Orden, A. and Wolfe, P., "The Generalized Simplex Method for Mini-

mizing a Linear Form under Linear Inequality Restrains," Pacific J. Math., Vol. 5, pp. 
183-195. 

53) Baumol, W. J. and Fabian, T., op. c!t., pp. 14-18. 
Whinston, A., op. cit., pp. 439-445. 

Charnes, A., Clower, R. W. and Kortaneck, K. 0., "Effective Control through Coherent 
Decentralization with Preemptive Goals," Econometrica, Vol. 35, No. 2, April, 1967, p. 295. 

54) Ruefli, T. W., op. cit., pp. B511-513. 

Ruefli, T. W., op. cit., p. B650. 
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部性は同じマネジメント・ユニットに属するオペレイティンク •ユニット間の計画案の相互依存が

あるときに生ずる。これらの相互依存はモデルの中の関連するマネジメント・ユニットの定式化の

制約式の中に表わされている。 第 2のタイプの技術的外部性は K番目のマネジメント・ユニット

の目標レベルが 1つ又はそれ以上の他のマネジメント・ユニットの目標レベルに依存している時に

生ずる。セントラル・ユニットの制約式はこれらの関係を表わしていると考えられる。これら二つ

のタイプの外部性はモデルの構造上てき らかであるが，第 3のタイプの技術的外部性はあるマネジ

メント・ユニットのアクティビティ・レベルと他の異なるマネジメント・ユニットのアクティビテ

ィ・レベルに関係する時に生ずる。いま第 3のタイプの技術的外部性がある次のような状態を説明

の便宜上考えてみよう。第 C 番目のマネジメント・ユニットの j番目の計画案のアクティビテ

ィ・レベルが第 D 番目のマネジメント・ユニットの S 番目の計画案のアクティビティ・レベル

に依存しているか又は逆の依存関係があるとし， それらは特に同じレベル（つまり X1,c=Xs,D) で

満たされねばならぬとする。 2つの計画案は同一のマネジメント・ユニットには採用されないか

ら，セントラル・ユニットを通じて関連をもつ。そこで x,.cは目標レベルを与えられるので，

x,.c=g,,c (9.4) 

X,,Dについても

x,,o=g,,D (9.5) 

と書ける。但し g,,c, gl,Dはそれぞれ Geベクトルと GDベクトルの i番目の要素である。セン

トラル・ユニットは仮定により 2つの目標レベルを等しくすることが必要である。

g、.c-gゅまたは g,,c-g,,D=O

ここで定義により XJ,C~ 1, Xs,D ~ 1であるから

g,,c ~ 1, gt,D ~ 1 

(9.4), (9.5)が厳密に満たされなくてもよい場合には次式のように書き表わせる。

Xi.c-Yi.c+Yi:c =g、.c

x,.v-Y伍＋y証＝gi,D

(9.6) 

(9.7) 

(9.4)' 

(9. 5)' 

yふ， yふ と y贔， y［D は最小にすべき変数として各目的関数に組み込まれる。この場合には

(9. 6)式の関係は Xi.c=Xs,Dであることを保証しない。従ってマネジメント・ユニットは目

的関数の目標からの偏差に関する適切なウェートを決定することによってこれらの目標を達成する

ことができる。ここで (9.7)式のようにセントラル・ユニシトの問題に目標レベルの上限を置く

ことはモデルの操作性にどのような影轡を与えるであろうか。セントラル・ユニットはマネジメン

ト・ユニットから最初の情報を与えられるから，目標レベルの上限はその時にマネジメント・ユニ

ットによって伝えられる。また目標レベルの上限は厳密である必要はなく，上限がきついならば，

シャドー・プライスは制約がゆるめられることを示すであろうし， 1つの目標レベルを満たすさい

にマネジメント・ユニットの制約が破られる程に上限がゆるめられるならば，実行可能な目標レベ

ルの凸結合が得られるであろう。いずれにしても目標レベルの上限は反復計算のアルゴリズムには

- 33 -



経済学研究第 46巻第 3 号

関係がないからセントラル・ユニットの問題の初期条件と考えられる。上述した方法は 2つ以上の

マネジメント・ユニットが含まれる場合にも容易に拡張できる。 GGDモデルによればセントラ

ル・ユニットは計画プロセスにおいて価格決定をしないから， 価格決定のコンフリクト (pricing

conflicts)は生じない。価格はマネジメント・ユニットによって決定され， しかもアクティビティ

・レベルに対する目標レベルはマネジメント・ユニットの定式に 1回だけ現われるので， 1つの価

格だけが決定される。

4) GGDモデルの組織構造

ダンチッヒとボルフの分解モデルは前もって組織全体の目的関数の存在を仮定していたが． GG

Dモデルは個々のサプシステムの目的関数のみを考え，全体的な組織の目的関数を考えずに，目標

計画法によって具体化される満足基準の概念を導入し，部分最適化をおこなっている。 GGDモデ

ルから得られる解はモデルの構造から影響を受けるし，目標 (goal)は可変係数として扱われる。

これに対してダンチッヒとボルフの分解モデルは組織全体の最適を求める方法であって，その解は

組織構造の影響を受けず，目標はあらかじめ決められている。 ここではいま意思決定プロセスに

ついて分権化された組織モデルと集権化された組織モデルがいくつかの点で異なるのかどうかを

GGDモデルの目的関数と制約について検討する。

いま完全に集権化された組織と考えられる組織の資源配分問題を考えれば，この目的関数は次の

ように表わせる 55)。

Z。(Yo+,Y;）＝W。+Yt+W0Y0 (9.8) 

分権化された組織の第 K 番目のマネジメント・ユニットの目的関数は次のように表わせる。

zk(Y:, Y;)w:Y:+w1i-Y; 

” ”  =~wふyふ＋~ Wi:1rYふ
t~l i=l 

k=l, 2,…, M 

M M M 

Zか＝こ Zk(Yふ Y;) ＝~wlt+y; ＋~W;Y;
k-1 k-1 k-1 

＼

ヽ

＇

）
(9.9) 

マネジメント・ユニットの目的関数 (9.9)式を合計することによって分権化された組織の全体と

しての目的関数を定式化すれば次式のように書き表わすことができる。

(9.10) 

しかしながら，（9.8)式と (9.10)式とを関係づけようとするとき，多くの問題が生ずる。 (9.10)

式の全ベクトルの次元は (m,.xl)であるが（9.8)式の全ベクトルの次元は (m。Xl)である。そ

れ故 (9.10)式を (9.8)式に関係づけるためには， すべての Kについて m1r=m。でなければな

らない。あるいは Yt,Y;と Y0+,Y0 とを関係づける行列の変換を見つけ出さなければならない。

この変換はアプリオリにはわからない。さらにこれらの問題が解決したとしても (9.10) 式のウ

ェート W,t,wk-と（9.8)式のウェート Wo+,w;。ーとの関連づけが残されている。両者は Wk=W。,

k=l,2,…M の場合にのみ直接的に関係づけられる。このとき (9.10)式は次式のように書くこと

ができる。

55) Ruefli, T. W., op. cit., pp. B653-B655. 
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M JI 

Z;= Wo+ LJ Y{ + W:口8Y; (9.11) 
kーl k~l 

従って次式が成り立つとき (9.8)式と (9.10)式とは等しくなる。

M M 

こY;= Y;…… 22 Y;= Y;; (9. 12) 
•ー 1 ●-1 

これらの仮定が成り立つとき z;=Z。となる。従って任意の Kについて w．ヂ W。のときには，

関係づけるための変換を見つけ出さなければならない。それ故に，集権化された組織にもとづいて

定式化された目的関数と分権化された組織にもとづいて定式化された目的関数が等しくなることは

ありうるが， こういったことが起る場合はむしろきついものであることは明らかである。では制約

式についてはどうであろうか。いま分権化された組織としてセントラル・ユニットの問題を定式化

した場合には，（9.2)式の制約式：

,. 
Lj B• G• ;;;;; Go 
・ •I

の G.に（9.1)式の制約式

g仏 x,..-IY:+IY;+=G• 
／ー1

を代入して次式を得る。

孟[B.（嘉心x,..-IY: +IY;-)]；；；； G。 (9.13) 

又は

囀 ”k,.,.
ミ(B̀ gAぃ X1.k)-こ:Bky;＋LJB.Y; ~ G。 (9.14) 
•-1 IーI k-1•一 1

セントラル・ユニットの問題を集権化された組織として定式化した場合には次式のように書き表わ

すことができる。

”” ~(B.~Aぃ x,..)-Jyt 十／Y；； ；；；；； G。
kーl i一1

(9.15) 

両者が一致するには次の等式が成立しなければならない。

”’ IYt＝こB.y; 
•一 1
”’ /Yo-＝こ： B．y；；
・一1

ここでシンプレックス法による解は Yo+,

(9. 16) 

(9.17) 

Yo の i 番目の要素である 2 つの変数 Y~o, Yi:。の

うちの少なくとあ 1つは正で残りの 1つは零であることを保証している。 しかしながら (9.16)式

と (9.17) 式の関係から Yt。 ,Yi~。の両者とも正となる場合が考えられる 57) 。 しかし問題が最初

から集権化された問題として定式化されるならばこのような場合は可能ではない。目的関数と制約

式に関する以上の事実から， GGDモデルは組織構造によって資源配分問題に対する解が異なると

いうこと， つまり組織の構造からの影響を反映しているということができる。分解モデルは特殊な

56) 

57) 

Charnes, A. and Cooper, W. W., op. cit., p. 219. 

Mao, J. T., Quantitative Analysis of Financial Decisions, Macmillan, pp. 109-111. 
Ruefli, T. W., op. cit., p. B516. 
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タイプの組織構造をもった組織における意思決定プロセスをモデル化しようとしているので，組織

構造の影響を組込めるようなモデルを作ることが望まれる。 GGDモデルは目標設定や目標追求の

行動的な面を認織しているので組織構造からの影響を反映することができる。

〔X〕ま とめ

分解原理は各工場に自律性をもたせて最適な計画を達成する分権的な決定方法であるが計算の最

終段階において中央の管理者が最適計画の実施を工場に求めるので，中央が完全な情報をもたない

中央集中的な側面をもった計画である 58)。完全に分権化された決定メカニズムであれば，各工場の

決定はそれを結びつける市場メカニズムによって自律的に最適を達成することになるであろう。こ

れに対して企業の意思決定の完全な中央集権化は中央の管理者が完全な情報を与えられ，決定権限

を持ち，各工場又は部門を単に情報収集と実施を求めるための用具としてのみ用いることを意味し

ている。中央の管理者がある工場の技術係数を資源制約についての情報を完全に得ることができれ

ば，マスター・プログラムを解いてただちに各工場に最適な計画の実施を指令できるが，中央の管

理者は技術係数を詳細に知ることができない場合が十分に考えられる。この場合には完全な情報を

欠くことになる。しかし中央の管理者が各工場の売上総額と共通資源の所要量又は供給量を知って

いれば， 各工場の自律的な計算において分解原理による最適な計画を得ることができる。従って

ここでの意思決定の分権化とは各サプシステムのコントロールできる変数に関して各サプシステ

ムにその全ての技術の決定をゆだねることである。 このような権限をゆだねられる多数のサプシ

ステムからなる分権化された組織（システム）は最適を達成するためにサプシステム間のコンフ

リクトの調整を必要とする。マスター・プログラムの共通資源制約の左辺は既知の依存関係を通じ

て全サプシステムの活動の調整を意味しているのであり， もしもサプシステムが完全に独立して

いて， 実質的にサプシステム間に相互依存関係がない場合には左辺はすべて零である。 ポーモル

とファビアンは分解原理に技術的な外部性の存在することを示唆した。 ジェナーグレンは線型シ

ステムにおいては退化の場合を除いて振替価格はアルゴリズムからは得ることができないことを指

摘した。これは内点の問題に関連している。チャーンズとクロワとコータネックは退化の生じる具

体例を引いて説明している。それによればマスター・プログラムの原問題のそれぞれ最適解である

アウトプットと部門制約に関するシャドー・プライスは部門（たとえば j) の原問題と双対的問題

のそれぞれ最適解であるけれどもこの逆は成り立たないことに関連している。ジェナーグレンは 2

次の価格曲線を導入することによって退化を避けて，部門の生産可能領域の内点で生産することを

可能にさせ， しかも現実の経済活動にマッチさせている。このインセンティプシステムの構造は共

通資源を余計に消費する活動に対してはより高い罰を課すということである。ハスもこのような観

点から非線型モデルを展開している。ハスは明示的に外部性を目的関数の中に導入することによっ

て価格曲線を調整し中間製品に対する内部的な完全競争市場をつくり出している。このメカニズム

によれば中央の管理者が外部性を吸収し，それに関連する部門に与えられる。このアルゴリズムは

58) Dantzig, G. B., Linear Programming and Extentions, Princeton University Press, 1966, 

pp. 462-466. 
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市場の変化に対応して動態的に適用可能であることが示されている。あるサプシステムの決定変

数が部分的に他のサプシステムの決定に依存している場合には，価格メカニズムによる指針は，上

に指摘した理由から有効に機能しないので，ここに不確実性を招き，結果として起るあいまいさを

減じたり除くような方法を見い出さない限り分権化された組織の有効性を損うことになる。二次の

価格曲線を導く方法は部門の自律性を損なわないで企業内の資源配分を効率化させる仕方の 1つで

ある。部門の自律性を保証し外部性を内在化させないで明示的に部門の効率を示す点は評価されよ

う。前にも指摘したように企業内の資源配分における外部性は経済理論で扱う仕方とは異なる可能

性が考えられる。つまり同一の企業を構成する部門間の取引については過去の学習において，外部

性を表わす ¢3 ゃ¢；はある程度予測可能ではないかと考えられる 59)。線型システムによる分解原

理の拡張は外部性を内在化してしまう。チャーンズとクロワとコータネックは振替価格を明示的に

扱わない方法を開発している。この方法は部門に制約式の形で又は目的関数の中に目標を持ち込む

ことによって部門の実行可能領域に制約を課し，退化を避けることによて解を導いている。この方

法は価格のみによる方法に情報を加えることによって解を得ようとしている。同様に純粋な価格操

作のみからは資源配分の有効性を保証できないという立場からキドランドは階層的分解モデルを提

唱している60)。 GGD モデルは現実に自律的に活動している部門に対して適用できる可能性の多

いオペレーショナルなモデルであるように思われる。分権化された部門が管理単位としてのセント

ラル・ユニットから大まかな目標を与えられ下位の階層で計画案をより具体化する構造は計画問題

に一般的であるが，モデルに目標からの偏差を最小にする目的関数を組込んでいる点はモデルとし

て分析的な長所を持っているものと考えられる。このモデルは分解原理と違って，目的関数を意識

的に分解していない点で部分最適行動を行なわせることによって部門の自律性を保証している。ま

た外部性を技術的外部性と行動的外部性に分け，それぞれ明示的に外部性を扱える点で操作性は高

いと思われる。意思決定の面からは名実ともに分権化されているモデルと考えることができるし，

資源配分の効率性も計られていると考えることができよう。情報の観点からはダンチッヒとポルフ

の分解原理を用いた場合には部門があざむきうる可能性は，アルゴリズムの性質から少ないと見ら

れる。その点，価格曲線を用いる場合には内部市場において供給独占や需要独占に類似した現象が

起る可能性は多いと考えられる。 GGDモデルは分解原理と同様に価格情報と非価格情報の 2つを

持ち，ダンチッヒとボルフの分解モデルの情報の流れと丁度反対の流れをもつものである。ダンチ

ッヒとボルフのア）レゴリズムでは価格情報（シャドー・プライス）は組織の下方へ流れており，非

価格情報（下部組織の希少資源に対する要求）は組織の上方へ流れている。これに対しGGDモデ

ルでは非価格情報（資源の割当て）は組織の下方へ流れており，価格情報（シャドー・プライス）

は組織の上方へ流れている。 マネジメント・ユニットは目標からの偏差にかかるウェート wk+ と

w；；を通じて交渉力の強さを発揮できないものと考えられる。それはセントラルユニットとマネジ

59) Mesarovic, M. D., D. Macko, and Y. Takahara, Theory of Hierachical, Multilevel Sys-

terns, Academic Press, 1970, pp. 155ー156.

60) F. Kydland, "Hierarchical Decomposition in Linear Economic Models," Management 

Science, Vol. 21, No. 9, May 1975, pp, 1029-1039. 
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メントユニットの目標と価格による情報交換のアルゴリズムによって，計算の構造上うち消されて

しまうであろう。組織構造の観点からは， GGDモデルの解は組織構造を反映している。また多階

層システムに適用できるメリットを持っているので計画の問題に対する適用可能性は高い。インセ

ンティプの観点からは価格曲線を用いる方法と GGDモデルは強いインセンティプを受けるものと

考えられる。総合的に考えれば組織のような計画において不確実性を吸収していく問題に対しては

満足基準を組込んだモデルの方が操作性が高いかも知れないが，資源配分の効率性を考えれば分解

原理に外部性を明示的に扱う機能をつけ加えたモデルの方がよい。例えば具体的な資本予算モデル

などにおいては資源配分の効率性の観点から分解原理が採用されるであろう。
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