
JARIP 2018　研究発表大会　2018/11/10（土）　明治大学中野キャンパス（高層棟４階）
タイムスケジュール（更新 2018/10/17）

開始 − 終了 セッション 発表タイトル キーワード 発表者 討論者 セッション 発表タイトル キーワード 発表者 討論者 セッション 発表タイトル キーワード 発表者 討論者
9:30 − 受付

10:00 − 10:35

第1セッショ
ン

年金
座長：井川孝
之

税制優遇リテラシーと老
後準備行動

税リテラシー，老後準備
行動，私的年金

中嶋邦夫
北村智紀
〇岩﨑敬子

枇々木規雄
テンソル分解を利用した
都道府県別生命表解析

都道府県別生命表，
Lee-Carterモデル，テン
ソル分解，日本版死亡
データベース

野村俊一 伊藤龍之介
ESG開示スコアとパ
フォーマンス

ESG 投資，ESG スコ
ア，ディスクロー
ジャー，CAPM，Fama-
French

〇湯山智
教
白須洋子
森平爽一
郎

瀧野一洋

10:40 − 11:15
公的年金の繰下げ受給と
退職後の家計の長生きリ
スク

公的年金，繰下げ受給，
長生きリスク，多期間最
適化モデル

〇柴原聖大
枇々木規雄

小澤 正典
生命エネルギー仮説に基
づく構造アプローチとコ
ホート別死亡率推定

死亡率予測，生命エネル
ギー仮説，コホート別構
造アプローチ，破産理論

〇伊藤龍之
介
清水泰隆

岩城秀樹
投資信託の基準価額変動
の可視化に関する考察

投資信託，資産運用，変
動要因，回帰分析，スタ
イル分析，パフォーマン
ス分析

矢島桐人 乾孝治

11:20 − 11:55
公的年金受給と個人年金
におけるポートフォリオ

年金受給，ポートフォリ
オ，シミュレーション

小澤 正典・
クラウス舞
恵瑠

岩﨑敬子

An Ambiguity Measure
under EUUP and Its
Application to a
Portfolio Problem

Ambiguity
measurement,
Knightian uncertainty,
EUUP, Portfolio
selection

岩城秀樹 野村俊一
非現金担保を考慮に入れ
た派生証券評価モデル

派生証券評価，非現金担
保，マルチカーブ

瀧野一洋 湯山智教

11:55 − 13:00 昼休み

13:00 − 13:40

13:40 − 13:50

13:50 − 14:50

14:50 − 15:00 休憩

15:00 − 15:35
加重平均要介護度を用い
た危険因子との関連性分
析

介護，公的データ，フレ
イル，回帰分析，パネル
データ分析

〇藤澤陽介
田中周二

小暮厚之
Economic IRR and Its
Application

ESR, ROE, RORC, IRR,
Economic IRR, Risk
premium for required
capital, Risk-return
efficiency, Partial
economic solvency
ratio, Risk-release rate,
Discrete model,
Continuous model,  (以
下省略）

砂本直樹 服部真

Healthy People Take
out Health Insurance:
Empirical Analysis on
the Relationship
between Health
Behaviors, Private
Health Insurance
Ownership and Time
Preference in Japan

health insurance, time
preference, health
behavior

岩﨑敬子 村松容子

15:40 − 16:15
共変量シフトの下におけ
る医療費の予測モデリン
グ

予測モデリング，共変量
シフト，医療費の予測，
 健康保険

小暮厚之 田中周二
生命保険商品の価値を保
全する金利ヘッジ方法の
検証

伝統的生命保険商品，潜
在価値の保全，金利ヘッ
ジ，ハイ・パフォーマン
ス・コンピュ ーティン
グ，確率論的シミュレー
ション，金利バケット，
動的解約モデル

〇服部真
P. Djahani
K. Zhou

臼杵政治
ヘルスリテラシーが主観
的健康感に与える影響

ヘルスリテラシー，主観
的健康感，健康行動

村松容子 中嶋邦夫

16:20 − 16:55
介護度指標による地域別
健康度のモニタリング手
法について

加重平均介護度，健康日
本21，介護保険事業状
況報告，要介護度

田中周二 藤澤陽介

ダイナミックな資産配分
に効果はあるのか ―厚
生年金に上乗せされる確
定拠出年金のケース

確定拠出年金，厚生年金
保険，ターゲットデート
ファンド， 移動ブロッ
クブートストラップ法，
確実性等価

臼杵政治 砂本直樹

Preferences of
Longevity Annuity:
Choice Experiments for
Male Employees

終身年金，据置年金，家
計の選好，選択型実験法

〇中嶋邦
夫
北村智紀

岩﨑敬子

16:55 − 17:05 休憩

17:05 − 17:40

18:00 − 19:30 懇親会
注意：発表者が複数の場合，登壇者に〇印を付した

第2セッショ
ン

健康保険
座長：岩沢宏
和

第2セッショ
ン

リスク管理
座長：植村信
保

第2セッショ
ン

パーソナル
ファイナンス
座長：金村慶
二

総会

　理事・評議員会は401教室へ
会長講演　「保険の購入可能性とリスクの保険可能性ー保険実務と保険理論の相互理解」

米山 高生 会長
表彰式

基調講演　「アクチュアリーの世界的な活動と今後の取組み」
国際アクチュアリー会会長　吉村 雅明　氏

時間帯 第１会場（413教室） 第２会場（402教室） 第３会場（403教室）

第1セッショ
ン

保険数理
座長：神楽岡
優昌

第1セッショ
ン

資産評価
座長：乾孝治


