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1 はじめに

生命保険とは人間の疾病や死亡に関する保障であり, 万が

一の保障として多くの人が加入している. この生命保険の保

険料を適切な値に設定することは, 保険会社が健全な経営を

続ける上で非常に重要である.

保険会社では, 加入者数を増やすためになるべく保険料を

低く設定したいが, 低過ぎる保険料では多額の損失を被るリ

スクが生じる. このような背景から本論では, 死亡保障のみ

を対象とした生命保険の保険料最適化モデルを提案し, 損失

リスクを抑えながらどの程度まで保険料を低く設定できる

かを分析する.

事務費などを除いた保険料（純保険料）は, 死亡率と運用

利回りが分かれば, 保険会社の収入現価と支出現価を等しく

すること（収支相等の原則）により算出することができ (例

えば文献 [2, 5, 10]などを参照), 性別と年齢ごとに保険料は

計算される. しかし, 死亡率や運用利回りの値は現時点では

不確実なので, 実測値が予測値 (期待値) より悪ければ保険

会社は損失を被ることになる.

このようなリスクを回避するために, 死亡率や運用利回り

を確率変数と見なして保険料を算出する方法が提案されて

いる. 効用関数を用いた保険料の算出（例えば文献 [2, 6]な

どを参照）はその一つであるが, 効用関数は推定すること自

体が難しく実用的とは言えない. そのため実務上は割増した

死亡率を用いて, 収支相等の原則により保険料を算出するこ

とが一般的である. 例えば文献 [7] では, 死亡率の標準偏差

に基づいて死亡率を割増する方法が示されているが, その割

増額の妥当性が明確ではない上に, 保険会社の運用利回りの

不確実性については考慮されていない.

より高度な手法として, 文献 [4]では死亡率と運用利回り

を確率変数としたシミュレーションによって保険料を決定

する手法が提案され, 文献 [3, 6]ではリスク分の付加保険料

を決定するための様々な保険料計算原理が紹介されている.

しかし, これらはすべて保険（性別と年齢）ごとにリスクを

評価して保険料を決定するものであり, 保険全体の損失から

生じるリスクを正確に把握した上で保険料を決定するもの

ではない. また, 文献 [4] のようなシミュレーションを行え

ば, 設定した保険料に対して保険全体の損失から生じるリス

クを計測することはある程度可能だと考えられるが, そこか

ら性別と年齢ごとに適切な保険料を決定していくといった

ことは難しい.

本論では, 上述の既存手法の欠点を克服することを目的と

して, 最適化モデルを利用した保険料決定手法を提案する.

提案モデルでは, 想定する確率分布から多数のシナリオを生

成することによって死亡率と運用利回りの不確実性を表現

する. そして, ファイナンス分野のリスク指標 Conditional

Value-at-Risk (CVaR) [9]によって損失リスクを定量化し,

損失リスク額の上限制約の下で適切な保険料を決定する.

CVaR は一定の確率で生じる多額の損失を定量化するリス

ク指標であり, リスク指標として理論的に好ましい性質を備

えていることが知られており [1, 8], 分位原理と呼ばれる保

険料計算原理とも親和性が高い [3]. さらに提案モデルでは,

死亡率と運用利回りの両方の不確実性を考慮し, 保険全体の

損失リスクを制御しながら, すべての性別, 年齢の保険料を

同時に決定することが可能である.

本論では, 提案モデルを凸 2 次計画問題として定式化し,

ある保険会社から提供された実際のデータを用いて数値実

験を行った. 数値実験を通して, 死亡率と運用利回りの不確
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実性が最適保険料に与える影響を調べ, 許容可能な損失リス

ク額の上限値と最適保険料の関係についても考察した. これ

らの分析は, 損失リスクを制御しながら死亡率と運用利回り

の両方の不確実性を考慮して最適な保険料を決定する提案

モデルだからこそ可能な分析であると言える. さらに, 既存

の保険料計算手法との比較を通して, 提案モデルの特徴と有

用性を明らかにした.

2 保険料の算出方法

本節では, まず今回想定する生命保険の前提を説明し, そ

の生命保険の保険料の算出方法について述べる. その後, 保

険料の算出方法の問題点について言及する.

2.1 設定

今回想定する死亡保障のみを対象とした生命保険は, 以下

の前提に従うとする:

• ある一定の契約期間が存在する
• 契約期間内の毎年初めに契約者は保険料を支払う
• 支払う保険料は毎期一定金額
• 新規契約者, 継続契約者ともに保険料は同額

• 被保険者が死亡した場合のみ受取人に保険金が支払わ
れる

• 保険金は即時払いとするが, モデル上は簡単のために各

年度の中央で保険金が支払われることとして即時払い

を近似する

• 途中解約は無いものとする

ここからは契約期間を T 年, 保険金額をM 円とし, これ

らは所与の値とする. そして, 文献 [2, 5]を一部参考にして

以下のようにパラメータと決定変数を設定する:

• X := {XL, XL+1, · · · , XU−1, XU}: 年齢の集合
• G := {男性,女性 }: 性別の集合
• B := {新規,継続 }: 契約種別の集合
• Fx,g,b: 加入年齢 x ∈ X 歳, 性別 g ∈ G, 契約種別 b ∈ B
の保険の加入者数 (本論では加入者数は保険料に依存し

ないこととする)

• Px,g: 加入年齢 x ∈ X 歳, 性別 g ∈ G の保険の年額保
険料（決定変数）

死亡率と運用利回りについては不確実性を考慮するため

に, 以下のように多数のシナリオを想定する:

• S := {1, 2, · · · , S}: 想定する (死亡率と運用利回りの)

シナリオの集合

• p(s): シナリオ s ∈ S の生起確率
• t|q

(s)
x,g,b: シナリオ s ∈ S の下での, 現在 x ∈ X 歳, 性別

g ∈ G, 契約種別 b ∈ Bの加入者の t年後～t+ 1年後の

間の危険率 (死亡率)

• i
(s)
t : シナリオ s ∈ S の下での, 現在から t 年目までの

運用利回りの年率の平均

2.2 収支相等の原則

事務費などを除いた保険料 (純保険料)を算出する際には,

収支相等の原則が用いられる (例えば文献 [2, 5, 10]などを

参照). 収支相等の原則では, 収入現価 (保険会社が保険契約

者から集める保険料) と支出現価 (保険会社が保険受取人に

支払う保険金) が等しくなるように保険料が決定される.

まず収入現価について説明する. 支払われる保険料 Px,g

は毎期一定金額であり, 保険加入者の t 年目開始時点での

生存率は (1 − 0|q
(s)
x,g,b − 1|q

(s)
x,g,b − · · · − t−2|q

(s)
x,g,b) である.

よって, シナリオ sの下での, 加入者 1人あたりからの t年

目の収入の現在価値は, 上記の生存率に割引された保険料
Px,g(

1+i
(s)
t−1

)t−1 をかけて表すことができる. ゆえに, 契約期間

T 年の場合のシナリオ sの下での加入者 1 人あたりからの

収入現価は各年度の収入現価の和として以下のように表さ

れる:

Px,g +
(1− 0|q

(s)
x,g,b)Px,g

1 + i
(s)
1

+
(1− 0|q

(s)
x,g,b − 1|q

(s)
x,g,b)Px,g(

1 + i
(s)
2

)2 + · · ·

+
(1− 0|q

(s)
x,g,b − 1|q

(s)
x,g,b − · · · − T−2|q

(s)
x,g,b)Px,g(

1 + i
(s)
T−1

)T−1
.

(1)

式 (1)は Px,gの線形関数であることを考慮すると ā
(s)
x,g,bPx,g

と表すことができ, ここで ā
(s)
x,g,b は加入者 1人あたりからの

保険料 1円あたりの収入現価を表す定数とする.

支出現価も収入現価と同様に求める. 各年度の中央で保

険金が支払われることを考慮し, シナリオ sの下での, 保険
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加入者 1人あたりへの t年目の支出の現在価値は, t年目で

の死亡率 t−1|q
(s)
x,g,b に割引された保険金額

M

(1+i
(s)
t )t−

1
2
をか

けて表すことができる. よって, 契約期間 T 年の場合のシナ

リオ s の下での加入者 1 人あたりへの支出現価を表す定数

c̄
(s)
x,g,b は, 各年の支出現価の和として以下のように表される:

c̄
(s)
x,g,b :=

0|q
(s)
x,g,bM

(1 + i
(s)
1 )

1
2

+
1|q

(s)
x,g,bM

(1 + i
(s)
2 )

3
2

+

· · ·+ T−1|q
(s)
x,g,bM

(1 + i
(s)
T )T− 1

2

.

(2)

式 (1) と式 (2) から, 現在 x 歳, 性別 g の保険から得ら

れる, シナリオ s の下での保険会社の利益は, 加入者 1 人

あたりから得られる利益 ā
(s)
x,g,bPx,g − c̄

(s)
x,g,b を保険加入者数

Fx,g,b で重み付けして足し合わせることで, 保険料 Px,g の

関数として

R(s)
x,g(Px,g) :=

∑
b∈B

Fx,g,b

(
ā
(s)
x,g,bPx,g − c̄

(s)
x,g,b

)
(3)

と表せる. また, 収支相等の原則に基づく保険料を P̄x,g と

すれば, P̄x,g は性別と年齢ごとに期待利益が 0 になるよう

以下の方程式を解くことで計算できる:∑
s∈S

p(s)R(s)
x,g(P̄x,g) = 0. (4)

シナリオ s の下での保険全体から被る損失は以下のよう

に表される:

L(s)(P ) :=
∑
x∈X

∑
g∈G

∑
b∈B

Fx,g,b

(
c̄
(s)
x,g,b − ā

(s)
x,g,bPx,g

)
. (5)

ここで, P は保険料 Px,g, x ∈ X , g ∈ G を要素に持つ行列
とする.

2.3 保険料決定の既存割増手法

前節で, 収支相等の原則 (4)に基づく保険料の算出手法に

ついて述べたが, 死亡率の値が期待値を大きく上回れば保険

会社は損失を被ってしまう. そのため, 実務上は期待値から

割増した死亡率の値を用いることで, 損失を被るリスクを抑

えた保険料を決定している. 例えば, 文献 [7]では, 死亡率の

期待値の 130%を上限として, 予測を超える確率が約 2.28%

(2σ 水準) となるように死亡率を割増することが推奨されて

いる.

つまり, 現在 x 歳, 性別 g, 契約種別 b の加入者の t 年後

～t + 1 年後の間の死亡率の期待値を t|µx,g,b, 標準偏差を

t|σx,g,b としたとき, 割増された死亡率は

t|q̄x,g,b := t|µx,g,b +min{2t|σx,g,b, 0.3t|µx,g,b} (6)

となり, この割増された死亡率 t|q̄x,g,b を用いて収支相等の

原則に従って保険料を計算する. しかし, 実際には死亡率に

加えて運用利回りの値にも不確実性があり, この方法はそこ

から生じる損失のリスクを考慮していない. また, 他の性別

と年齢の保険も合わせて保険全体として考えたときに, 式

(6)から計算される保険料はその妥当性が明確でない.

3 提案モデル

本節では, まず多額の損失を被るリスクを定量化する指標

の 1つである Conditional Value-at-Risk (CVaR) [9]の概

要を説明する. 次に, 本論で提案する保険料最適化モデルの

定式化を示す.

また, モデル化に向けて以下のパラメータを設定する.

• β: CVaRの信頼水準（β ∈ (0, 1)）

• η: CVaRの上限

• γx,g: 年齢 x歳, 性別 g の保険から得られる期待利益の

下限値（γx,g ≥ 0）

• ξx,g: 年齢単調性パラメータ（ξx,g ≥ 1）

3.1 Conditional Value-at-Risk

図 1 に示されているように, CVaR [9] は Value-at-Risk

(VaR) を超える損失の期待値として定義される. CVaR は

リスク指標として理論的に好ましい性質を備えており [1, 8],

CVaR を用いた最適化問題は VaR と比較して扱いやすい

[8, 9].

シナリオ s の下での損失の値を L(s) とするとき, 信頼水

準 β の CVaRの値は以下の最適化問題の最適値として計算

できる（例えば文献 [9]を参照）:

最小化 y +
1

1− β

∑
s∈S

p(s)z(s)

制約条件 z(s) ≥ L(s) − y, z(s) ≥ 0, s ∈ S.
(7)

ここで, y は VaR を表す決定変数であり, z(s) は CVaR を

計算するための補助的な決定変数である.
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図 1 損失の確率分布と CVaR

3.2 定式化

1 節でも述べたように, 保険会社では, 加入者数を増やす

ためになるべく保険料を低く設定したいが, 収支相等の原則

(4) に基づく保険料 P̄x,g は損失リスクを無視した保険料で

あり, P̄x,g よりも保険料を下げることは現実的ではない. そ

こで, 本論では保険料 P̄x,g を目標値として, 保険料 P̄x,g か

らの保険料の乖離を最小化することを目的とする.

しかしながら, 保険料を低額にすれば保険会社が損失を被

る可能性が生じる. 保険会社としては性別と年齢ごとの保険

それぞれから被る損失よりも, 保険全体から被る損失を重点

的に管理すべきだと考えられる. そこで, 本論では各保険か

ら生じる損失を加入者数で重み付けして足し合わせた保険

全体の損失 (5) によってリスク指標 CVaR を定義する. そ

してその上限を ηとし, 保険会社が多額の損失を被るリスク

を制御する.

また, 極端に期待利益が小さい保険を無くすために, 年齢

x 歳, 性別 g の保険から得られる期待利益を γx,g 以上とす

る. γx,g = 0 の場合は収支相等の原則 (4) に基づく保険料

P̄x,g より保険料を下げないという制約に対応する.

最後に, 高年齢の保険料を低年齢の保険料より低くする

と, 加入を先延ばしにする動機や不公平感を与えてしまうこ

とになり実務上好ましくない. このため, 加入年齢の増加に

対して保険料が低くなることを防ぐ制約を課す.

以上の目的と制約条件を考慮し, 本論で提案する最適化モ

デルは以下の凸 2次計画問題として定式化される:

変更割合モデル

最小化
∑
x∈X

∑
g∈G

(
Px,g − P̄x,g

P̄x,g

)2
· · · (8, a)

制約条件 y +
1

1− β

∑
s∈S

p(s)z(s) ≤ η · · · (8, b)

z(s) ≥ L(s)(P )− y, z(s) ≥ 0,
s ∈ S · · · (8, c)∑

s∈S

p(s)R(s)
x,g(Px,g) ≥ γx,g,

x ∈ X , g ∈ G 　 · · · (8, d)
ξx,gPx,g ≤ Px+1,g,

x ∈ X \ {XU}, g ∈ G. · · · (8, e)

(8)

ただし, 決定変数は Px,g (保険料), y, z(s) である.

ここでは, 加入者数の増減は保険料の変更割合に比例する

と想定し, 目的関数 (8, a) では, 保険料の変更割合の 2 乗,

(
Px,g−P̄x,g

P̄x,g
)2 の総和を最小化する.

式 (8, b)は (制約式 (8, c)の下で)リスク指標 CVaRの上

限制約となっている. 式 (8, d)は各保険の期待利益に対する

下限制約, 式 (8, e)は加入年齢の増加に対して保険料が低く

なることを防ぐ制約である.

本論で提案する保険料決定モデルでは, 保険（性別と年齢）

ごとにリスクを評価して保険料を決定する先行研究 [3, 4, 6]

や既存割増手法 (2.3節) とは異なり, 保険全体から被る損失

(5)のリスクを CVaRによって制御し, すべての性別, 年齢

の保険料を同時に最適化している.

本論では, 保険料の乖離を「保険料の変更割合の 2乗」に

よって定義した変更割合モデル (8) を中心に数値実験の結

果を示していくが, 保険料の乖離の定義は他にも考えること

ができる. 例えば以下のように保険料の乖離を「保険料の変

更額の 2 乗」によって定義した最適化モデルを考えること

もできる:

変更額モデル

最小化
∑
x∈X

∑
g∈G

(
Px,g − P̄x,g

)2
制約条件 (8, b), (8, c), (8, d), (8, e).

(9)

4 数値実験

本節では, ある保険会社から提供された実際のデータを用

いて, 以下の 3点を目的とした数値実験を行う.
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•「死亡率の不確実性」と「運用利回りの不確実性」が変
更割合モデル (8) の最適解に与える影響を調べる (4.2

節).

• CVaR の上限 (η) の変化が変更割合モデル (8) の最適

解に与える影響を調べる (4.3節).

• 本論で提案した変更割合モデル (8), 変更額モデル (9)

と既存割増手法 (2.3 節) によって算出される保険料を

比較する (4.4節).

まず用いたデータについて説明し, 次に数値実験の結果

を示す. 最適化モデルの求解には, MATLAB (R2012a) の

Optimization Toolbox (quadprog) を使用した.

4.1 基本のパラメータ設定

• 対象年齢: 5歳～70歳 (XL := 5, XU := 70)

• 保険の契約期間: 10年 (T := 10)

• 保険金額: 1,000万円 (M := 10,000,000)

• シナリオ数: 4,000シナリオ (S := 4,000)

• 各シナリオの生起確率: 1/4,000

(p(s) := 1/4,000, s ∈ S)
• CVaRの信頼水準: 0.95 (β := 0.95)

• CVaRの上限: 0円 (η := 0)

• 各保険から得られる期待利益の下限値: 0 円 (γx,g :=

0, x ∈ X , g ∈ G)
• 年齢単調性パラメータ: 1 (ξx,g := 1, x ∈ X , g ∈ G)

継続契約は 5 歳にならないと加入できないことなどを考慮

して, 本論では 5歳以上の保険料を分析対象としている. 数

値実験結果では, 年額保険料を一定の値で除して月額保険料

に変換した値を示す.

保険加入者数: ある保険会社の生命保険の実績データを基

にして, 保険加入者数 (Fx,g,b)を設定する.

死亡率: ある保険会社の 2001年度～2010年度の実績データ

から,各年齢・性別・契約種別の死亡率の平均ベクトルµと分

散共分散行列Σを推定する. 各 (s, t) ∈ S×{0, 1, . . . , T−1}
に対応させて多変量正規分布 N(µ,Σ)に従う乱数ベクトル

を発生させて, そこで得られたシナリオ s, x+ t歳, 性別 g,

契約種別 bの死亡率の値を死亡率 t|q
(s)
x,g,b とする.

表 1 不確実性に対する最適保険料の変化

年齢 (歳) 10 20 30 40 50 60 70

死亡率: 不確実 男性 211 471 613 1,477 4,001 10,898 23,780

利回り: 不確実 女性 94 188 335 782 1,810 4,285 10,694

死亡率: 不確実 男性 210 471 613 1,471 3,984 10,852 23,680

利回り: 定数 女性 94 188 334 779 1,802 4,267 10,649

死亡率: 定数 男性 211 471 610 1,455 3,852 10,035 21,882

利回り: 不確実 女性 94 188 334 777 1,779 4,133 10,320

死亡率: 定数 男性 207 462 605 1,438 3,809 9,902 21,572

利回り: 定数 女性 93 187 331 768 1,762 4,087 10,181

運用利回り: ある保険会社の 2001 年度～2010 年度の実

績データから, 運用利回りの平均 µ と標準偏差 σ を推定

する. 各 (s, t) ∈ S × {1, 2, . . . , T} に対応させて正規分布
N(µ, σ) に従う乱数を発生させて I

(s)
t とし, 運用利回りを

i
(s)
t :=

(∏t
k=1(1 + I

(s)
k )

)1/t

− 1 とする. なお, 運用利回

りの平均 µ は約 0.0156 であり, 標準偏差 σ は約 0.0025 で

あった.

4.2 パラメータの不確実性と最適保険料

本論では, 死亡率と運用利回りを両方とも不確実なパラ

メータとして扱う保険料計算手法を提案した. そこで, この

２つを不確実なパラメータとして扱った場合と, 期待値を用

いて定数として扱った場合とを比較して, 変更割合モデル

(8)が算出する最適保険料がどのように変化するかを表 1に

示す.

表 1では, 性別・年齢に関わらず死亡率と利回りをともに

不確実としたときに最も保険料が高くなっている. この結果

から, パラメータを定数として扱うとパラメータの不確実性

によるリスクを考慮しないために保険料が低くなるという

ことが分かる. 特に, 表 1の死亡率と利回りのどちらかを定

数とした場合と, 両方を定数とした場合を比較すると, 利回

りの不確実性よりも死亡率の不確実性の方が保険料に与え

る影響が大きいことが分かる. また, 50 歳～70 歳のような

高年齢では, パラメータの不確実性によって生じる保険料の

差異が大きく, パラメータの不確実性を考慮することの必要

性が示唆される.
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表 2 CVaRの上限 (η)に対する最適保険料の変化

年齢 (歳) 10 20 30 40 50 60 70

η=0円 男性 211 471 613 1,477 4,001 10,898 23,780

女性 94 188 335 782 1,810 4,285 10,694

η=1億円 男性 211 472 613 1,476 3,995 10,869 23,715

女性 94 188 335 782 1,809 4,280 10,678

η=10億円 男性 211 472 612 1,469 3,949 10,601 23,128

女性 94 188 334 780 1,799 4,232 10,549

η=100億円 男性 211 472 610 1,453 3,845 9,998 21,818

女性 94 188 333 775 1,777 4,125 10,302

4.3 CVaRの上限と最適保険料

CVaR の上限 (η) は保険会社が許容できる損失額の大き

さを表す. 表 2 は, CVaR の上限 (η) の値の変化によって,

変更割合モデル (8) が算出する保険料がどのように変化す

るかを示している. CVaR の上限 (η) の値が大きければ保

険会社が許容できる損失は大きく, 保険料をより低くするこ

とができる. しかし, η を 0円から 100億円まで変化させて

も 30歳以下の保険料は男女ともにほぼ変化が無い. これは,

死亡率が低く加入者数が比較的少ない低年齢の保険料より

も, より保険金支出の変動するリスクが大きい高年齢の保険

料を変えることで損失を被るリスクを軽減しているためだ

と考えられる. また, η を 0円から 100億円まで大きく変化

させているのに対し, 男性の 70歳の保険料は 23,780円から

21,818 円と変化額は小さい. 同様に表 2 から全体として η

の変化に対し, 保険料の変化は小さいことが分かる. これは,

今回のモデルでは η は男女 5歳～70歳までの加入者の保険

から被る損失の総和に対応する値であり, 多少の ηの変化で

は損失の総和に対して規模が小さく, 保険料に与える影響が

小さいためだと考えられる.

4.4 既存割増手法との比較

本節では既存割増手法 (2.3節) と 2種類の提案モデルの

比較を行う. 図 2～5は以下の手法で算出された男女 5歳～

70歳までの保険料をグラフにしたものである:

• 変更割合モデル: 最適化モデル (8)

• 変更額モデル: 最適化モデル (9)

• 既存割増モデル: 既存割増手法 (2.3節)

• 収支相等: 収支相等の原則 (4)に基づく保険料 P̄x,g

図 2 男性の保険料 (5歳～40歳)

図 3 男性の保険料 (41歳～70歳)

ただし, 変更割合モデル (8), 変更額モデル (9)の CVaRの

上限 (η) は, 既存割増モデルによって算出した保険料からシ

ナリオを用いて計算した CVaR の値 (約 −95.7 億円) と等

しくした. この意味で, 変更割合モデル (8), 変更額モデル

(9)は既存割増モデル以下の損失リスクの下で保険料を計算

していると言える.

変更割合モデル (8) と既存割増モデルの保険料を比較す

ると, 図 3の男性 54歳～70歳では既存割増モデルよりも変

更割合モデル (8)の保険料が高いが, それ以外の性別と年齢

では変更割合モデル (8) は既存割増モデルとほぼ等しいか

低い保険料を算出している. よって, 変更割合モデル (8)は

被る損失のリスクを既存割増モデル以下にしながら, 既存割

増モデルよりも多くの保険の保険料を低く設定できている

と言える. 一方で, 変更額モデル (9)と既存割増モデルの保

険料を比較すると, 図 2, 3の男性 50歳以下と図 4, 5の女性
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図 4 女性の保険料 (5歳～40歳)

図 5 女性の保険料 (41歳～70歳)

59歳以下で変更額モデル (9)の方が保険料が高いことが分

かる. 例えば, 図 2, 4 の 30 歳の保険料は男女ともに, 変更

額モデル (9) の保険料が既存割増モデルの 2 倍以上の値と

なっている. このような結果が得られる理由としては, 変更

額モデル (9)は各性別・年齢の保険料の変更額をある程度均

等に最小化するため, 低年齢の低い保険料に対してはその変

更額の割合が高くなることが挙げられる.

2.3節で説明したように, 既存割増モデルでは各性別・年

齢の保険料をそれぞれ 2σ 水準で割増している. その結果,

保険全体の損失から計算した CVaRの値は上述のように約

−95.7 億円となり, これは 95% 以上の確率で保険会社が約

95.7億円の利益を得ることを意味する. 一方で, 提案モデル

では, 保険全体から被る損失 (5)をパラメータ η によって制

御しながら, すべての性別・年齢の保険料を同時に最適化し

ている. 表 2の変更割合モデル (8)の保険料と既存割増モデ

ルの保険料（図 2～5）を比較すれば, 損失を被るリスクを回

避しながら既存割増モデルよりも保険料を低く設定できる

可能性があることは明らかである. これらの考察を踏まえる

と, なるべく保険料を低く設定することで加入者数を増やし

たいと考える保険会社にとっては, 本論で提案した保険料決

定モデルは有用なリスク管理手法になりうると考える.

5 おわりに

本論文では, リスク指標 CVaRを利用し, 死亡率と運用利

回りの両方の不確実性を考慮して保険料を決定する最適化

モデルを提案した. 提案モデルは凸 2 次計画問題として定

式化され, 最適化ソルバーを用いれば比較的容易に解くこと

ができる. また, 全ての性別・年齢の保険から保険会社が被

る損失の総和を制御しながら, 全ての保険料を同時に決定で

きるという, 既存研究には無い利点もある.

数値実験の結果から, パラメータの不確実性が保険料に与

える影響を明らかにした. さらに, 既存割増手法との比較を

通して, 提案モデルが算出する保険料の特徴を考察し, 保険

会社が損失を被るリスクを回避しつつ, 既存割増手法よりも

保険料を低く設定できる可能性があることを示した.

本論では保険加入者数は保険料に依存しないことを仮定

した. この仮定が現実と異なるという可能性は否定できない

が, 保険料の変化に対する加入者数の増減を精度良く推定す

ることは難しい. さらに, 保険加入者数を保険料に依存する

ものとすると最適化モデルを解くことが難しくなってしま

うため, この問題に対する効率的な解法を提案することは今

後の課題となる.
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