生保数理 過去問徹底対策講座 カリキュラム

講義時間：26 時間 31 分

※平成 30 年度試験から、 「和暦」 から 「西暦」 表示に変更されています。
第１回

利息の計算

59 分

1

平成 29 年度問題１(1)

年金現価と年金終価の関係式から求める予定利率

2

平成 27 年度問題１(1)

年金現価の関係式から求める予定利率

3

平成 25 年度問題１(1)

累加後に累減する年金の現価

4

平成 22 年度問題１(1)

累減年金の現価

5

2018 年度問題１(1)

累加年金現価、永久年金現価の算式の変形

6

平成 24 年度問題１(1)

連続払確定年金の現価

7

平成 26 年度問題１(1)

元利均等返済と元金均等返済

8

平成 28 年度問題１(1)

年金積立保険の年払保険料

9

2019 年度問題１(1)

各利率の大小関係

第２回

生命表および生命関数

81 分

1

平成 28 年度問題１(2)

選択表および終局表に基づく生存率

2

平成 25 年度問題１(2)

生存関数から求める平均余命関数

3

平成 29 年度問題１(2)

生存関数と平均余命から求める定常社会の平均年齢

4

平成 20 年度問題１(2)

定常社会の脱退者数

5

平成 24 年度問題１(2)

死力から求める定常社会の平均年齢

6

平成 27 年度問題２(1)

生存関数から求める据置平均余命

7

平成 23 年度問題１(2)

生存確率と死力から求める平均余命

8

平成 22 年度問題１(2)

諸条件から求める平均余命

9

平成 27 年度問題１(2)

人口、平均余命、観察死亡率についての〇×問題

10

平成 28 年度問題２(1)

諸条件から求める生存関数と平均余命

11

2018 年度問題１(2)

生存関数が年齢の２次関数で表わされる場合の死力を
表す式

12

平成 20 年度問題１(1)

ゴムパーツの法則に従う死力

13

2019 年度問題１(2)

死力から求める平均余命

第３回

脱退残存表

84 分

1

平成 25 年度問題１(3)

残存者数から求める絶対脱退率

2

平成 23 年度問題１(3)

脱退力から求める脱退率

3

平成 28 年度問題２(2)

脱退力から求める脱退者数

4

平成 26 年度問題１(2)

脱退力から求める脱退時の平均年齢

5

平成 22 年度問題１(3)

絶対脱退率を変更した場合の残存率

6

平成 20 年度問題１(3)

中央脱退率から求める残存率

7

平成 28 年度問題１(3)

中央脱退率等が与えられているときの残存者数

8

2018 年度問題２(1)

中央脱退率と絶対脱退率が与えられているときの残存者
数

9

平成 21 年度問題１(2)

3 重脱退による脱退率

10

平成 27 年度問題２(2)

3 重脱退において絶対脱退率が変化した場合

11

平成 24 年度問題１(3)

3 重脱退において中央脱退率が与えられているときの残
存率

12

平成 29 年度問題２(1)

就業者の仕事を辞めることと死亡することの 2 重脱退に
おける絶対脱退率

13

2019 年度問題２(1)

一部の職種における絶対脱退率

第４回

純保険料（１）

75 分

1

平成 21 年度問題１(1)

生命関数、基数、保険料の大小関係

2

平成 23 年度問題１(1)

生命関数、基数、保険料の大小関係

3

平成 26 年度問題１(3)

給付現価の算式

4

平成 25 年度問題１(4)

予定利率と等しい算式

5

平成 24 年度問題１(4)

条件から求める累加終身年金現価

6

平成 21 年度問題１(3)

条件から求める定期保険の年払純保険料

7

平成 23 年度問題１(4)

年金現価、平均余命から求める予定利率

8

平成 29 年度問題２(2)

終身保険の給付現価、終身年金現価から求める生存確
率

9

平成 23 年度問題１(5)

条件から求める生命年金現価

10

2019 年度問題１(3)

終身保険の給付現価から求める生存確率

第５回

純保険料（２）

79 分

1

2018 年度問題１(3)

終身保険の純保険料

2

平成 28 年度問題１(4)

養老保険の純保険料

3

平成 29 年度問題１(3)

逓減型の養老保険の保険金額

4

平成 27 年度問題２(3)

逓減型の養老保険の逓減型の年払純保険料

5

平成 26 年度問題２(1)

養老保険の純保険料から求める現価率

6

平成 22 年度問題１(4)

累加終身保険の給付現価

7

平成 25 年度問題１(5)

連続払純保険料の微分

8

平成 26 年度問題１(4)

支払金の現価をそれぞれ確率変数とした際の平均値

9

2018 年度問題２(2)

支払金の現価をそれぞれ確率変数とした際の分散

10

2019 年度問題２(2)

即時払死亡保険の一時払保険料

第６回

責任準備金（純保険料式）

92 分

1

平成 24 年度問題１(6)

責任準備金と等しい算式の選択

2

平成 29 年度問題１(4)

責任準備金から求める一時払保険料

3

2018 年度問題１(4)

責任準備金の関係式から求める年金現価

4

平成 25 年度問題１(6)

会社と契約者との取引の現価を表す確率変数の標準偏
差

5

平成 21 年度問題１(5)

各保険種類の純保険料から求める予定利率

6

平成 22 年度問題１(5)

定期積金の年払保険料から求める予定利率

7

平成 24 年度問題１(5)

生存保険の一時払保険料

8

平成 20 年度問題１(4)

養老保険の危険保険料

9

平成 27 年度問題１(3)

養老保険の危険保険料

10

平成 23 年度問題１(7)

保険金変動保険の危険保険料

11

平成 23 年度問題１(6)

連続払込、即時支払の責任準備金

12

平成 21 年度問題１(6)

Thiele の微分方程式から求める一時払保険料

13

平成 26 年度問題１(5)

Thiele の微分方程式から求める一時払保険料

14

2019 年度問題２(3)

連続払込、即時支払の責任準備金

第７回

計算基礎の変更

79 分

1

平成 26 年度問題２(2)

予定死亡率を引き下げた場合の各現価への影響

2

2018 年度問題２(3)

予定利率を引き上げた場合の各現価への影響

3

平成 23 年度問題１(8)

予定利率の変化に対する一時払純保険料の変化

4

平成 25 年度問題１(7)

予定死亡率を引き下げた場合の終身年金現価への影響

5

平成 28 年度問題１(5)

予定利率を変更した場合の純保険料等の影響から求め
る予定利率

6

平成 20 年度問題１(5)

予定死亡率を変更しても責任準備金が変わらない場合の
予定死亡率

7

平成 27 年度問題１(4)

予定死亡率を変更しても責任準備金が変わらない場合の
予定死亡率

8

平成 29 年度問題２(3)

予定死亡率を変更した場合の純保険料への影響

9

平成 24 年度問題１(7)

予定利率と予定死亡率を変更した場合の、年金現価と純
保険料への影響

10

平成 22 年度問題１(6)

予定死亡率を変更した場合の、年金現価・純保険料・責
任準備金の関係式

11

平成 21 年度問題１(4)

利力、死力を変更した場合の純保険料への影響

12

2019 年度問題２(4)

死力を変更した場合の一時払純保険料の微分係数

第８回

営業保険料

126 分

1

平成 22 年度問題１(7)

新契約費が継続、かつ、維持費に支払コストが上乗せさ
れている場合の営業保険料

2

平成 29 年度問題１(5)

死亡時に既払保険料を支払う生存保険の営業保険料

3

平成 26 年度問題２(3)

死亡時に既払保険料の元利合計を支払う生存保険の営
業保険料

4

平成 21 年度問題１(7)

死亡時に既払保険料の元利合計を支払う生存保険の営
業保険料

5

平成 27 年度問題２(4)

死亡時に年金原資の一定割合を支払う年金保険の営業
保険料

6

平成 25 年度問題１(8)

保証期間付終身年金の営業保険料

7

平成 28 年度問題２(4)

年金開始後の死亡時に既受取額を控除したものを支払う
年金保険の営業保険料

8

平成 28 年度問題２(3)

死亡時の支払に一時払営業保険料や責任準備金である
場合の終身保険の営業保険料

9

平成 23 年度問題１(10)

死亡時の支払に一時払営業保険料や責任準備金である
場合の終身保険の営業保険料

10

平成 24 年度問題１(8)

予定死亡率を変更した場合の純保険料、営業保険料へ
の影響

11

平成 20 年度問題１(6)

各保険種類の一時払営業保険料の関係式

12

平成 23 年度問題１(9)

各保険種類の一時払営業保険料の関係式

13

2018 年度問題２(4)

保険料割引制度を導入した場合の営業保険料への影響

14

2019 年度問題１(4)

死亡時に既払保険料の一部を支払う生存保険の営業保
険料

15

2019 年度問題２(5)

死亡時の支払に一時払営業保険料や責任準備金である
場合の終身保険の営業保険料

第９回

実務上の責任準備金

109 分

1

平成 24 年度問題１(10)

チルメル式責任準備金で積み立てる場合の付加保険料

2

平成 24 年度問題１(9)

1 年目のチルメル式責任準備金が与えられているときの
チルメル割合

3

平成 20 年度問題１(7)

チルメル式責任準備金と純保険料の関係式

4

平成 25 年度問題１(9)

純保険料式責任準備金とチルメル式責任準備金が等し
い場合の関係式

5

平成 29 年度問題１(6)

純保険料式責任準備金とチルメル式責任準備金の関係
から求めるチルメル割合

6

平成 21 年度問題１(8)

死亡時にチルメル式責任準備金を支払う生存保険の営
業保険料

7

平成 27 年度問題１(5)

死亡時にチルメル式責任準備金を支払う生存保険のチ
ルメル式責任準備金

8

2018 年度問題２(5)

死亡時にチルメル式責任準備金を支払う生存保険の営
業保険料

9

平成 23 年度問題１(11)

初年度定期式責任準備金のチルメル割合が与えられた
ときの予定利率

10

平成 22 年度問題１(8)

初年度定期式責任準備金のチルメル割合を用いた全期
チルメル式責任準備金の式

11

平成 26 年度問題２(4)

初年度定期式責任準備金のチルメル割合など

12

平成 28 年度問題２(5)

初年度定期式責任準備金のチルメル割合を用いた場合
の 5 年チルメル式責任準備金

13

2019 年度問題２(6)

死亡時に既払保険料や責任準備金を支払う生存保険の
チルメル式責任準備金

第１０回

解約その他変更に伴う
計算

85 分

1

平成 21 年度問題１(9)

払済保険の保険金額

2

平成 24 年度問題１(11)

払済保険の保険金額

3

平成 23 年度問題１(12)

払済保険と延長保険の保険金額

4

平成 26 年度問題１(6)

払済保険の保険金額から求める延長保険の生存保険金
額

5

平成 28 年度問題１(6)

延長保険の生存保険金額

6

平成 29 年度問題１(7)

貸付金がない場合とある場合の延長保険の生存保険金
額

7

2018 年度問題２(6)

貸付金がある場合の延長保険の保険期間

8

平成 27 年度問題１(6)

払済保険の保険金額、転換時に払い込む保険料から求
めるチルメル割合

9

平成 29 年度問題２(4)

払済保険に変更し、かつ、新たに保険を契約する場合の
保険金額

10

平成 25 年度問題１(10)

保険料振替貸付における利率

11

平成 22 年度問題１(9)

保険期間を変更する場合の営業保険料

12

2019 年度問題２(7)

満期の金額から求める契約貸付の金額

第１１回

連合生命に関する
生命保険および年金

105 分

1

平成 26 年度問題１(7)

条件付生命確率の相互関係

2

平成 24 年度問題１(12)

死力から求める条件付生命確率

3

平成 20 年度問題１(8)

死力から求める条件付生命確率

4

平成 26 年度問題２(5)

2 人の被保険者が 10 年以内の期間を隔てて死亡する確
率

5

平成 23 年度問題１(13)

ゴムパーツの法則に従う場合の条件付生命確率

6

2018 年度問題１(5)

連生保険現価、連生年金現価の等式

7

2018 年度問題２(7)

条件付連生終身保険の関係式

8

平成 27 年度問題２(5)

4 人の被保険者がいる場合の年金現価

9

平成 22 年度問題１(10)

親子連生保険の一時払純保険料

10

平成 25 年度問題１(11)

親子連生保険の年払純保険料

11

平成 21 年度問題１(10)

終身保険、連生終身保険、最終生存者連生終身保険の
純保険料

12

平成 28 年度問題２(6)

2 人の被保険者の一方が先だって死亡した場合に保険
金が支払われる保険の純保険料

13

平成 29 年度問題１(8)

2 人の被保険者の一方が死亡した後に年金が支払われ
る場合の年金現価

14

2019 年度問題２(8)

4 人中ちょうど 2 人が生存する確率

第１２回

就業不能（または要介護） 106 分
に対する諸給付

1

平成 24 年度問題１(13)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

2

平成 21 年度問題２(1)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

3

平成 27 年度問題１(7)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

4

平成 25 年度問題１(12)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

5

平成 23 年度問題１(14)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

6

2018 年度問題１(6)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

7

平成 26 年度問題２(6)

就業者が就業不能となった年度末から生存中に支払わ
れる年金の年金現価

8

平成 23 年度問題１(15)

就業不能となって死亡した場合に保険金が支払われる保
険と、就業不能となった場合に保険金が支払われる保険
の一時払純保険料

9

平成 20 年度問題１(9)

2 つの介護に関する保険の一時払純保険料が等しい場
合の、介護不要者の死亡者数

10

平成 29 年度問題２(5)

要介護になった場合に保険金が支払われる保険と、介護
不要の場合に年金が支払われる保険の一時払保険料

11

平成 27 年度問題２(6)

要介護者に年金が支払われる保険の年払純保険料

12

平成 25 年度問題１(13)

保険料払込免除特約の年払純保険料

13

平成 21 年度問題２(2)

保険料払込免除特約の年払純保険料

14

平成 28 年度問題１(7)

就業不能年金特約の年払純保険料

15

2019 年度問題１(5)

死亡・就業不能脱退残存表の数値の算定

第１３回

災害および疾病に関する
保険

76 分

1

平成 27 年度問題１(8)

災害入院保障保険の純保険料

2

平成 29 年度問題２(6)

災害割増保険金付養老保険の純保険料

3

平成 24 年度問題１(14)

災害保障特約の営業保険料

4

2018 年度問題２(8)

年金現価の関係と純保険料の関係から求める予定災害
死亡率

5

平成 26 年度問題１(8)

疾病入院保険の年払純保険料

6

平成 28 年度問題１(8)

疾病入院保険の年払純保険料

7

平成 25 年度問題１(14)

満期時還付付の疾病入院保険の年払純保険料

8

平成 20 年度問題１(10)

疾病入院保険の責任準備金

9

2019 年度問題１(6)

災害入院保障保険の純保険料

第１４回

大問（１）

233 分

1

平成 20 年度問題２(1)

死亡保険付きの生存保険の純保険料、責任準備金

2

平成 20 年度問題２(2)

3

平成 20 年度問題２(3)

4

平成 21 年度問題３(1)

5

平成 21 年度問題３(2)
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