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2021 年 10 月 29 日 

2021 年度 CERA 研修対象者各位* 

（公社）日本アクチュアリー会 

CERA 資格委員会 

委員長 吉村 雅明 

2021 年度 CERA 研修要領 

 

2021 年度の CERA 研修を下記の要領により開催いたします。 

CERA 研修は、日本の状況を踏まえた ERM 実務に関連する知識・技術の習得等を目的とするもの

で、CERA 試験とともに CERA 資格認定要件の一部を構成します。 

 

*新型コロナウイルス感染防止の観点から、対象者は「2021 年度 CERA 試験に合格した、これまで

にCERA 研修を修了していない者」に限定して実施します（合格結果は2022 年 1 月 17 日（月）

に受験者宛て通知予定）。 

 

研修対象者におかれては、下記内容を熟読の上、ご参加を検討ください。 

今後の新型コロナウイルス感染症を巡る状況に鑑み、以下に記載の実施内容は急な変更が生

じる可能性があります。その場合は、当会ホームページにてお知らせします（受講申込者には

メールでもお知らせいたします）。 

 

記 

１．日 時 

2022 年 1 月 29 日（土）  9：00～17：40 

２．場 所 

日本アクチュアリー会 大会議室 

東京都中央区晴海 1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2 階 

詳細は以下の URL をご参照ください。 

http://www.actuaries.jp/intro/index.html 

３．スケジュール（予定） 

時間 内容 講師 

9：00－ 9：05 委員長挨拶 CERA 資格委員長 吉村 雅明 君 

9：05－ 9：35 イントロダクション・参加者の自己紹介 明治大学     松山 直樹 君 

9：45－11：25 CS*：リスク管理におけるベストプラクティスの評価 明治大学     松山 直樹 君 

11：25－12：30 昼食  

12：30－14：00 CS*：戦略リスクの特定とその軽減策 明治大学     松山 直樹 君 

14：10－15：40 CS*：投資戦略への ALM 原則の適用についての分析  明治大学      松山 直樹 君 

15：50－17：20 CS*：現代的なイミュニゼーションとその実際 明治大学     松山 直樹 君 

17：20－17：40 まとめ 明治大学     松山 直樹 君 

＊CS：ケーススタディ 

 

 

公式 CPD：７．５単位 
＜リスク管理＞ 
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４．研修資料 

（1）事前に読んでおくべき資料（特に、⑦については熟読の上、当日ご持参ください。） 

① CERA 試験（SP9（旧 ST9））の全教材 

② IAA「アクチュアリーによる包括的リスク評価 CARE（2010）」 

http://www.actuaries.jp/comm/ERM/ERM-255.pdf 

③ 金融庁「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議報告書」（2020） 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200626_hoken/01.pdf 

④ IAIS 「ALM 基準」（2006） 

http://www.actuaries.jp/comm/alm/aj65.pdf 

⑤ IAIS 「ALM イシューペーパー」（2006） 

http://www.actuaries.jp/comm/alm/aj98.pdf 

⑥ IAA 「Risk Book; 13 Asset Liability Management」 

http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/Ch13_Asset_Liability_M

anagement_24Oct2016.pdf 

⑦ 追加資料（1 月 27 日（木）に送付予定） 

（2）当日配布資料 

 

５．修了基準 

全ての講義・ケーススタディ(CS)への出席をもって修了とします。一部にしか出席されない場

合や、講義・CS への参加態度によっては修了と判定できない場合もありますので、ご注意くだ

さい。 

 

６．注意事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 写真付身分証明書を持参してください。持参していない場合は受講できません。 

なお、正会員の方の CPD カードの持参は不要ですが、CPD 単位の対象なので「継続教育履修

記録」で公式 CPD として申告できます。 

② 筆記用具、電卓（電源内蔵式で、紙に記録する機能、音（音階、音声等）を発する機能のな

いもの）および事前に送付した研修資料（４．（1）⑦追加資料）を持参してください。 

③ 会場は、8：30 に開場します。それまで会場には入場できません。 

④ 開始時刻（9：00）までに来場していない場合は、研修は受講できません。また、その場合

受講料は返金しません。 

⑤ スタッフの指示に従って着席してください。 

⑥ 研修会場内での喫煙・飲食（ガムを含む）は禁止します。ただし、ペットボトルの飲物は可

とします。 

⑦ 昼食は各自会場近くの飲食店をご利用ください。（会場は昼休みに換気・消毒を行うため、

＜新型コロナウイルス感染予防対策等＞ 

・発熱がある等感染が疑われる場合は来場をお控えください。 

・入場時に非接触型体温計等による検温を実施する予定です。 

・研修中はマスク（不織布マスクを推奨）の適切な着用をお願いします。 

・入場時に手指の消毒をお願いします。 

・その他、感染予防対策等へのご協力をお願いします。（詳細は、別紙「2021 年度 CERA 研

修における新型コロナウイルス感染予防に係る対応等」をご参照ください。） 
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会場内で昼食を取ることはできません。） 

⑧ 携帯電話は、電源を切るか、マナーモードに設定してください。 

⑨ 回収を求められた資料については、必ず返却してください。 

⑩ 研修会場として指定されたエリア以外への立ち入りは禁止します。 

 

７．申込方法 

（1）CERA 研修受講の申込 

○本研修案内が送付された電子メールに対して、同電子メールに記載の回答フォームにご記入

の上、申込締切日（2022 年 1 月 26 日（水））までに返信してください。また、CERA 研修受

講料（30,000 円）を以下の振込先口座に申込締切日までに振り込んでください。 

○振込先口座 

 口座番号： 三菱ＵＦＪ銀行 月島支店 普通 No.3906846 

 口座名義人： コウエキシャダンホウジン ニホンアクチュアリーカイ 

 

※振込確認を確実に行うため、振込人名の前に、日本アクチュアリー会会員番号５桁を入

力してください。 

例 会員番号：99999、振込人：田中 太郎 の場合 「99999 ﾀﾅｶﾀﾛｳ」 

※指定された期限を過ぎても受講料のお振込みがない場合､受講できませんので､ご注意く

ださい。 

（2）領収証の送付 

○申込みが受理されると、1 月 27 日（木）までに受講料の入金を確認した旨を日本アクチュア

リー会事務局（E-Mail：cera@actuaries.jp）から CERA 試験の申込書に記載いただきました

e-mail アドレス宛に電子メールで送付します。受講料の領収証の発行は、研修当日（1月 29

日（土））に対面にて手渡しを想定しておりますが、CERA 研修実施後に電子メールでの送付と

なる場合もありますのでご了承願います。 

なお、受講票は発行いたしません。 

※1 月 27 日（木）までに受講料の入金を確認した旨の電子メールが送付されない場合は、日本

アクチュアリー会事務局（E-Mail：cera@actuaries.jp）へお問い合わせください。 

 

８．修了結果の通知 

2022 年 2 月 4 日（金）目処で本人あて通知（CERA 試験受験時に使用されました e-mail ア

ドレスに電子メールで通知）します。 

 

９．個人情報の取扱い 

申込メールに記入された「氏名」等及び修了結果等の個人情報については、研修運営、研

修関係事務、会員管理事務（通信事務等）及び統計資料、その他当会の運営に必要な資料の

作成に利用します。 

なお、CERA 試験合格者及び CERA 資格取得者の方につきましては、当会会員向けに発行す

るアクチュアリージャーナルに「氏名」「所属会社名」を掲載する予定です。掲載を希望され

ない方は、修了結果の通知日から１週間以内に日本アクチュアリー会事務局までお申し出く

ださい。 

以上 
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2021 年度 CERA 研修における新型コロナウイルス感染予防に係る対応等について 

 

2021 年度 CERA 研修の実施にあたり、以下の新型コロナウイルス感染予防に係る対応等（以下、感染予

防対策等）を実施予定です。お申込みに当たっては、以下の内容を必ずご確認の上で、お手続きいただ

きますようお願いします。 

 

１．研修会場における感染予防対策等 

次の感染予防対策等を実施予定です。 

✓講師、スタッフ等は、当日検温を行い、体調に問題がないことを確認します。また、マスクを

着用し、手洗い・手指消毒等を徹底します。 

✓当日、研修会場において、すべての受講者に対し、入場時に検温を実施する予定です。これに

より、37.5 度以上の発熱が認められた場合は、受講できません。 

✓会場に消毒液を設置します。 

✓受講対象者を絞り、他の受講者との離隔距離を確保した配席とします。 

✓研修前、昼休みおよび研修終了後に、机・椅子の消毒を実施します。 

✓休み時間および研修中に換気を行います。 

 

２．受講者への感染予防対策等に係るお願い 

次の感染予防対策等にご協力をお願いします。 

（１）受講にあたってのお願い 

【感染が疑われる場合のお願い】 

✓次に該当する方は、他の受講者への感染のおそれがあるため、当日の受講をお控えください。 

►新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方 

►息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等のいずれかの症状がある方 

►発熱や咳など風邪の症状がある方 

►味覚障害・嗅覚障害の症状がある方 

►過去 14 日以内に、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者と濃厚接触がある方、または、

同居している者に感染の疑いがある方 

►過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡

航歴のある方、または、その方と濃厚接触がある方 

 

【検温・体調確認・来場に関するお願い】 

✓研修当日は、来場前に各自で検温を行い、ご自身の体調を確認ください。 

別 紙 
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✓発熱・咳を繰り返す等の症状がある方は、来場をお控えください。来場されても、咳を繰り返

す等の症状が見られる場合、その原因によらず受講を中止いただくことがあります。 

✓入場時にも、サーモグラフィーや非接触型体温計等による検温を実施する予定です。これによ

り、37.5 度以上の発熱が認められた場合、受講できませんので、予めご了承ください。 

✓研修開始時刻の 30 分前を目処に、検温および研修会場への入室を開始予定です。検温等には一

定の時間がかかること、密集を避ける観点からも、時間に余裕をもって来場されることを推奨し

ます。 

 

【マスクの着用・手指衛生等のお願い】 

✓入退場時および研修時間中、必ずマスクの着用をお願いします。研修会場にてマスクの配布は

しませんので、各自でご用意ください。マスクを着用していない方は入場できません。なお、

本人確認時等、スタッフの指示があった場合には、マスクを一時的に外していただきます。 

✓会場に消毒液を設置しますので、入室前に手洗いや手指消毒を徹底ください。また、携帯用手

指消毒用アルコールや消毒シートを持参して、研修前、研修後に使用することは差し支えあり

ませんが、研修中はカバンにしまってください。 

✓使用済の消毒シート等、ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 

 

【受講者同士の距離確保等のお願い】 

✓入場時やトイレ利用時等、行列ができる場合には、他の受講者との間に十分な距離を保って整

列ください。 

✓研修終了後の退場時は、スタッフ等の指示に従い、退場いただきます。 

✓研修会場内では、着席時以外においても、他の受講者との身体的距離を保つよう心掛けてくだ

さい。 

✓研修前後、休憩・昼食時においても、密集を避け、対面での会話や飲食等、他の受講者との接

触を控えてください。 

✓研修中に換気を行います。空調設備による換気を基本としますが、適宜、窓やドア等を開けます

ので、室温の高低に対応できるよう服装には注意してください。 

 

【感染予防対策等へのご協力のお願い】 

✓感染予防対策等の実施にあたり、スタッフ等が誘導・指示等をさせていただく場合がございま

すので、ご協力をお願いします。これらの指示等に従っていただけない場合、受講をお断りす

ることがあります。 

 

（２）その他 

✓保健所等の公的機関からの要請により、受講者の氏名、連絡先等が提供され得ることをあらか

じめご了承ください。 
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✓政府等の新型コロナウイルス感染症に関する要請等の内容によっては、お願い事項を追加する

ことがあります。 また、新型コロナウイルス感染症を巡る状況によっては、急な研修中止の可

能性もありますので、受講にあたっては、当会ホームページで最新の内容を確認するようお願

いします。 

✓なお、試験日程に向けて、厚生労働省から公表されております「新しい生活様式」 を実践いただ

くとともに、厚生労働省が推奨している新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を利用する

などして、各自におかれましても、感染予防・体調管理に十分努めていただきますよう、お願い

します。 

 

３．受講料の返金 

✓２．（１）のいずれかに該当し受講しなかった場合にも、受講料返金の特別措置は予定してお

りません。 

✓また、欠席者向けの研修の再実施はいたしません。 

✓新型コロナウイルス感染症拡大等によりやむを得ず研修の開催を中止する場合は、受講料を返金

いたします。 

以上 


	CERA研修要領.pdf
	（別紙）2021CERA研修感染予防対応等

