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パフォーマンス・ベースト・ロジスティクスの紹介とゲームについて
佐藤亮＠YNU
I.プラットフォーム化によるサービス・イノベーション‐PbH の分析の必要
パワー・バイ・ジ・アワー＝PbH。別名をパフォーマンス・ベースト・ロジスティクス
＝PBL と呼ばれている。
製品や製品製造をプラットフォームにして、他社がそのプラットフォームを使うさまざ
まなビジネスをできるようなおおきなエコシステム（関連業界）を作る。そのうえで、自
社は専門知識や深い知識を提供するというサービスをビジネスの核にしていくという流れ
がある。
製造業のプラットフォーム事例 富士ゼロックス、TSMC、GE
GE はエンジンを製造している。伝統的にタービンを製造している。さまざまな影響を最
小限に食い止めることができるというインセンティブによって突発的なエンジン修理を削
減する方法を探索するようになる。１基のエンジン点検から学んだことをすぐに他の技術
者やエンジニアと共有し、同じエンジンの航空機がメンテナンスのため突発的に使えなく
なるのを防ぐとか、定期点検前の修理回数を減らそうとする。将来的なエンジン故障や故
障防止のための適切な点検時期を予測する計算方法を編み出す。データや経験を積むほど、
サービスが効率よく提供できる。大量データがあるから可能なのだ。これまでは認識され
ていなかった知識を基盤とした規模の経済である。専門化によってフィルタされたビッグ
データ利用でもある。なお、ゼロックスも GE も「深い知識」の部分をソフトウエアにし
ていない。
GE のビジネスは、パワー・バイ・ジ・アワーという名称で販売されているが、その具体
的ビジネスモデルは何か、詳細はよくわからない。なので、飛行機のエンジンのサプライ
ヤーとしての GE と、顧客である飛行機メーカーとの間のメンテナンス「契約」の側面の
論文を勉強する。さらには、メンテナンスサービスという側面にとらわれず、より一般化
して、専門サービス提供による製造業の営業モデルのイノベーションとして展開する準備
にする。
II. 論文の紹介
“Performance Contracting in After-Sales Service Supply Chains”
Kim, S-H, Cohen, M.A, Netessine S.

Management Science, Published Online: December 1, 2007.

PbH をエージェンシーモデル（Principal-agent モデル）の枠組みで分析している。
以下で粗く説明する。
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1.

状況の説明
顧客は高額の製品や設備を持つ。飛行機や発電所。顧客はそれらを稼働させることで売

上を得ている。顧客と各サプライヤーは契約を結んでいる。たとえば、発電所を所有する
企業が顧客とすると、タービン、ボイラー、変圧設備、管理装置、等々の「システム部品」
（モジュール部品）から設備が構成される。飛行機の場合は、アビオニクス（自動操縦、
通信などの航空電子装置）
、エンジン、着陸装置、機械部品、攻撃装置（戦闘機の時）とい
ったモジュールがある。
顧客は、設備を安定稼働することで売上を得る。設備は１からｎの部品で構成されてい
るので、１からｎまでの交換部品のどれか 1 種類でもなければ、稼働できない。そんな設
備を N 箇所所有しているのである。
もし設備が故障し、故障時に特定の交換部品がなければ、その交換部品の修理がサプラ
イヤの工場で終わるまで待たなければならない。また、そうした設備を N 箇所あるのだ。
（なので、交換部品の品切れについてはペナルティをかけたい動機がある。また、それぞ
れのサプライヤーに対して、故障率に対応しつつ、十分な在庫数を保有してほしい。
）

高額製品
（顧客：発電、飛行機）
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…

顧客はN台の「製品」を持つ。
発電所がN箇所とか、
飛行機がN機など。

n

一つの製品はn 個のモジュール部品から成る。
各部品には、それぞれのサプライヤがいる。

サプライヤー i の交換部品 i の供給の様子
適当数の独立修理ラインで
それぞれLi 時間かかる修理

交換部品 i
の在庫

定常状態では
Oi 個が修理中。
Bi 個がバックオーダー

在庫水準はsi 個

…

N個の製品に
組み込まれている
λi の
ポアソンで
故障する

顧客の利用

サプライヤーが在庫し、壊れたら修理する
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+

Bi = (Oi - si )
Bi が正ということは
製品で動いてないものがある。

2.

顧客とサプライヤーの契約
顧客は顧客独自の目的関数を持ち最適化をはかる。
サプライヤーも独自の目的関数を持ち、最適化をはかる。

契約の内容（何を決定すると契約が定まるか）を説明する。
顧客とサプライヤー i との契約を考える。
2.1 顧客の支払い
契約は顧客からサプライヤーへ支払われる３つのコスト項目の合計からなる。
（１）固定金額を支払う（wi ）
（２）サプライヤーの固定費の何割かを補償（補てん）する
（サプライヤーがかかったコスト Ci に係数αi を乗じた金額を補償する）
（３）バックオーダーが発生したら、つまり、取り換え部品を即時対応できなければ、サ
プライヤーにペナルティを課す。
（バックオーダー個数（未納個数）Bi にペナルティ係数 vi
を乗じた金額を支払いから減じる）
したがって、顧客からサプライヤーへの支払い契約は、
支払額＝固定費＋補償額‐品切れペナルティ である。
Ti(Ci, Bi) = wi + αiCi －viBi
つまり、サプライヤー i との契約は <wi ,αi, vi > という三つ組みの値を決めることである。
・αi ＝0、かつ vi＝0 の場合は（純粋）固定額契約（FP）となる
・αi ＝1、かつ vi＝0 の場合は cost-plus (C+)と呼ばれ、サプライヤーのコスト Ci が全額
保証される。
2.2 サプライヤーの収入は顧客から支払われる契約額
Ti(Ci, Bi) = wi + αiCi －viBi
2.3 顧客とサプライヤーはそれぞれの効用関数を持ち、その最大化をはかる
（１）サプライヤーの期待効用関数
E[Ui(Ti(Ci, Bi)－Ci )－ψi(ai)|ai, si ]
ここで、si は安全在庫レベル。ai は性能品質向上努力・体制によるコスト削減効果。ψi(ai)
は ai を実施するための費用などの不効用。なお、コストは Ci = ci si－ai +εi であり、在庫
の部品単価を ci とするときの在庫額から削減費を引き、ランダム変動のεi を加えている。
Ci, Bi は確率変数。
（２）顧客の期待効用関数
E[U0(－Σ(i=1,n)Ti(Ci, Bi)|{ai, si } ]
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（３）顧客もサプライヤーもリスク回避的だとして設定する。その表現を次で定める。X を
確率変数として
E[Ui(X)] = E[X]－ri Var[X]/2
ri ≧0 の数値の大きさでリスク回避の強さを表現する。
なお、顧客の添え字は(i = 0)であり、サプライヤーは i = 1,2,…, n である。
2.4 パフォーマンス・メジャー（サプライヤーを評価する尺度）
サプライヤーの評価は、すべての N 個の顧客システムが稼働し続ける(available)ことで
ある。顧客のシステム(発電施設だったり航空機製品だったりする)は、ひとつでも部品が提
供されないと稼働しないので、バックオーダーが一件も発生しないことが稼働し続けるこ
との意味である。なので、サプライヤー i のパフォーマンスメジャーAi を次で定義する。
Ai = 1－Bi /N
3．契約とイベント（事態の推移）の関係
1 期の契約
（１）顧客がサプライヤーi と契約をむすぶ提示する。
（２）サプライヤーはそれを受け入れるか、いやなら契約しない。（変更の余地なし）契約
した場合は <wi ,αi, vi > という三つ組みが決まる。
（３）契約したサプライヤーは(1) コスト削減の努力・方策を実施し、(2) 交換部品の補充
点 si を決定する。
（４）契約期間満了時となり、コストの実現値とバックオーダー数が実現する。
（５）契約に従ってサプライヤーは契約金 Ti(Ci, Bi) = wi + αiCi －viBi を得る。
4．顧客とサプライヤーのそれぞれの最適化問題
4.1 顧客にとっての first-best solution （本当の最適解＝第 1 の最適解）
すべてのサプライヤーの努力と在庫水準 {ai, si } が観察可能なときには、次の最適化問題
を解くことで真の最適解が得られる。U0 は顧客の効用関数。
（AFB）
min

{w𝑖𝑖 ,α𝑖𝑖 ,v𝑖𝑖 ,a𝑖𝑖 ,s𝑖𝑖 }

𝑛𝑛

E[U0 (�

𝑇𝑇𝑖𝑖 (𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝐵𝐵𝑖𝑖 ) |{a𝑖𝑖 , s𝑖𝑖 })]

𝑖𝑖=1

�0 以下. （AR: availability req.）
subject to （１）バックオーダの期待値が設定値 B
（２）ai, si のもとでの各サプライヤーの期待収益が非負.

（IRi: individual rationality それぞれに契約が妥当）

この顧客最適化問題（AFB）は解析解をもつ。最適値を与える w𝑖𝑖 , α𝑖𝑖 , v𝑖𝑖 , a𝑖𝑖 , s𝑖𝑖 が定まるわけ
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である。そのときサプライヤの利益はゼロ。
4.2 顧客にとっての現実解（second-best solution）
（１）サプライヤにとっての問題
ある契約を提示され、契約した場合には、＜固定費、補償費、品切れペナルティ＞が定ま
る。記号では<wi ,αi, vi >だった。その 3 つのパラメータのもとで、サプライヤ i は、コス
ト削減努力と安全在庫量（a𝑖𝑖 , s𝑖𝑖 ） を自社内で工夫して、利益（効用）を上げようとする。

（２）顧客にとっての現実的最適化問題（セカンド・ベスト最適解）は、理想的最適解を
求める問題（AFB）の制約に、上記のサプライヤの最適化行動を追加したような問題になる。

結論的に言えば、この「顧客の現実的最適化問題」の解析解はない。
（論文では、頑張って
いろいろな場合を分析し、肉薄しようとしている。
）
以下では、顧客問題のセカンドベストな解を SB という上付き文字をつけて表すことにする。
たとえば、α𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆 , s𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆 で、補償費係数と安全在庫を表す。セカンドベストな解は、本来は数学

的な解であるが、現実に実現されている企業行動の場合も、セカンドベストな解だと解釈
する。
数理的解析を大幅に完全に略す。
5．事例

アメリカの戦闘機部隊の場合の例。機数 N＝156 機が、適宜、配備されている。いくつかの
取りまとめのための過程・前提をおいて、本モデルのパラメータを計算すると次の通り。なお、これ
は、セカンドベスト最適解に対応する（ハズである）。
アビオニクス

エンジン

着陸装置

機械部品

兵器

サプライヤ
平均在庫
部品単価

コストのばらつき大

コストのばらつき小
契約状況
補償
ペナルティ
サプライヤ
コスト削減と
在庫水準
稼働率
評価尺度

顧客の方が、７倍ほどリスク回避的（r0/re = 7）.GE の株式時価総額は、ボーイングの時価
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総額の 7 倍なので、リスク回避率は 7 になる（理由は不明。一般知識らしい）。（顧客がボ
ーイング、エンジンのサプライヤが GE）. ra/r0 = 1.79, re/r0 =0.15, rl/r0 = 11.79, rm/r0 = 1,
rw/r0 = 3.33 であった。
サプライヤのコストが大きい時と小さい時の、最適契約と、サプライヤーの行動を比較
できる。
全サプライヤーのコストの不確実性ρi は同一とする。
契約において、不確実性が高いほど、同一の稼働率（Ai）を実現するためのコストプレミ
アム（補償＝αi）が上がる傾向。エンジンを除いて。エンジンのサプライヤーだけが、不
確実性が高いほどプレミアムが下がるということは、GE の方が、顧客よりもリスク回避性
向が低いのである（現実とモデルが合っている）
。
在庫水準は、コスト不確実性が上がってもほとんど影響を受けずに一定的である。

III．PbH ゲーム
４人ゲームで、PbH の手順をゲーミングモデルの骨格にする。
一人は顧客、3 人はそれぞれサプライヤー
ラウンド＝ｎで次を行う。
（１）顧客がサプライヤーi と契約をむすぶ提示する。
＜固定費、補償額係数、品切れペナルティ係数＞ <wi ,αi, vi >
（２）サプライヤーはそれを受け入れるか、いやなら契約しない。（提示された契約を変更
する余地なし）契約した場合は <wi ,αi, vi > という三つ組みが決まる。
（３）契約したサプライヤーは(1) コスト削減の努力・方策を実施し、(2) 交換部品の補充
点 si を決定する。
（４）契約期間満了時となり、コストの実現値とバックオーダー数が実現する。
（５）契約に従ってサプライヤーは契約金 Ti(Ci, Bi) = wi + αiCi －viBi を得る。
次のラウンド（ｎ＋１）に進む。
ゲームの目標は、製造業の多くに適用可能な新たな販売方式を探ること。販売方式の変更
を含む、新たなビジネスモデルを探ることである。それとプラットフォーム戦略を統合し
ていきたい。う～む。
（京都会合での発表は以上です。
）
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