
昭和60年度（問題）

1．次のω～l1①までについて，それぞれ五つめ選択肢の［1一，から，正しいものを一つ選んで，所定の解答用

紙に，例えばlA〕とかlD〕のように記号で記入せよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40点）

は〕次の関係式のうち成り立たないものはどれか。

　lAリ、＝1＋血、　lBl、■島剛一久、■　　lC141ザ1＋軌：同

　1D〕　，．；、＝，．．■α、　　　　lE〕　。1…∂、田、＿l　l…口、

②　終身保険の年払純保険料R＝0．0500であるときP二一引は次のうちどれか。但し〃＝O．942。

　〔A〕　0．0535　　　　　　　｛Bl　O．0532　　　　　　　　　｛Cl　O．0529　　　．　　｛Dl　O．0526　　　　　｛E，　O．0523

13〕　2種類の期末払確定年金AおよびBがある。それぞれの年金額は次のとおり。

　　　　　支　払　年　度　　　　A　　　　B

　　　　　　1年度～10年度　　　　1　　　　島

　　　　　11年度～20年度　　　　2　　　　0

　　　　　21年度～40年度　　　　1　　　　尾

　　　これら年金AとBの現価が等しいとき，后は次のうちどれか。但し・m＝O．5。

　｛A〕　1．6　　　　・佃〕　1，7　　　　　｛C〕　1．8　　　　　｛D〕　1．9　　　　　｛Ei　2，0

14〕次のうち正しいものはどれか。ここで死力μ、は単調増加するものとす糺

　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　lAi　｛，＿1≦μ、≦T　　　　　　　　　　lB〕　T≦O，＿1≦μ、　　　　　　　lC〕　O、＿一≦τ≦μ、

　　　　　　　　e・　　　　　　e・　　　　　　　　　　　　㍗

　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　1
　1D〕　μ■≦θi－1≦τ　　　　　　　　　同　　ん≦一す≦O、一、

　　　　　　　　e’　　　　　　　　　　　　　　　　み

15〕経過’において，年額’の割合で支払われる・年間の連続払確定年金の現価は次のうちどれか。

　　　　1　　〆　　　　　　　　　　　　　　1　　伽＾　　　　　　　　　　　　1　　〆　　舳“
　lAl　一　一一　　　　　　　　　　　　　1Bl　一一．一一一　　　　　　　　　　　　1Cl　一一
　　　　δ2　　　　δ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ里　　　　δ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ≡　　　　δ2　　　　δ

　　　　1　　〆　　舳■　　　　　　　　　　1　　〆　　蜆〆
　｛D〕　　　　　　十　　　　　　　　　　　　｛El　一十一一一

　　　　δ≡δ≡δ；　　　　δ苦δ2δ

16〕次の式のうち，A、＝標を表わす式はどれか。

　lAl　〃2。：司一〇、、司　　　　　　　　　㈲　　砂6、、一ii1－o、＝高　　　　　　　｛C〕　口毒、、同一〇、、¶

　ユD〕　〃≡…’＝司一　～、1i1一’亙i　　　　　｛E〕　〃6、＝扁11－o、＝万十＾厄，

17〕次の式のうち，〃、を表わす式はどれか。

　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　A■一A叶’　　　　　　　　　　　　　P■。’一P■
　一Aj　　1一一一　　　　　　　　　　　　　　｛B〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛C〕

　　　　　δ“’　　　　　　　　　　　　　　　1－A■“　　　　　　　　　　　　　　　P■十4

　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　A■。’一A■
　｛D〕　1一一　　　　　　　　　　　　　｛E〕
　　　　　あ州’　　　　　　　　　　　　　　　　1－A■
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18〕Pミ＝司：O．005，P。＝司＝0，025．P、二0－O15のとき，1／、は次のうちどれか。

　｛刈　　0，200　　　　　｛B｝　O，300　　　　　｛c，　O．400　　　　　｛D〕　O．500　　　　　｛E〕　O．600

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
19〕A、＝0．400　6、二　10．6のとき，利率’は次のうちのどれか。

　｛刈　　4％　　　　　　lB1　5％　　　　　　lC1　6％　　　　　　｛D1　7％　　　　　　｛E，　8％’

胆O　次の式のうち・1幻を表わす式はどれか。

　｛A〕　　〆．カ、o舳，十　〆．ク．o叶．一　ガ、ρ、．o■。，　，十．　　　　　　　｛B〕　　〆、伽T　o、十，　叶。

　｛C，　　〆．カ、，o、荊7　　　　　　コDO　　山㌧ρ〃■｝十　口㌔φ、o．州一　〆。ク好”‘｝二、”

　恒〕　　ガ，カ，o、。．十　〆、カ，o．十，一　〆．♪、．o■、．　，、．

2．保険期問”，死亡保険金1（年末払）なる昔通養老保険の年払平準保険料が次の式で表わされるとき，

　Pを求め，それが年齢に関係しないことを示せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20点）

　　　　圭（1一血）C、、、．、
　　　　川　　　董［
R川＝　　　　　　　　　十P
　　　　札一〃川

3．死亡法則がゴンパーツ・メーカムの法則に従うとき，　’．竺左∫’9’とかける。

　　今，’・I’、、，，’、”，I’、、・．の4個の値を既知とするとき，cを，似，．ヵ、・、，，ヵ、、・。を用いて表わ

　せ。また，他の係数点，o，gの決定手順を説明せよ。

　ただし、．ヵ、〉．ヵ、、．’〉．ヵ、、。．とし，c〉Oとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20点）

4．　’、＝100一π（O≦z〈l00）I利カがδのとき

は〕A，を求めよ。

12〕経過fの死亡給付が〆’である終身保険（保険金即時払）の加入年齢‘における一時払純保険料を求

　　めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20点）
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昭和60年度。 （解答例）

1．

問題番号 解 答 欄

ω 固

12〕 lD〕

13〕 lB〕

14〕 囚

15〕 lC〕

16〕 lB〕

17〕 lE〕

18〕 lD〕

⑨ lC〕

ω ㈹

　正解は上表のとおりであるが，以下問題を再掲するとともに解法を略記する。

は〕次の関係式のうち成り立たないものはどれか。

㈱6，一十・，　旧〕記1・F・、一6。：刃　　1C16，：ザ1＋σ，：同

①〕、12、一。一11・。　　lEl”1腕。6工一”一11㎜・、

　（答）固

　　　M用。1
・1α戸
　　　　D。

M外1　札。I一札切。1

D。　　　　山

＝o‘一α，：初

12）終身保険の年払純保険料P・＝O．・0500であるとき，P・（12〕は次のうちどれか。但

し〃芒0，942o

lA｝　O．0533　　旧1　0．0531　　1C〕　0．0529

（答）lDl

　　　　　　　　P。　　昆（刎＝
　　　　　　　m－1
　　　　　工　　　（P。十∂）
　　　　　　　2m

lD〕　0．0526　　｛E〕　O．0523
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〃一二12，　jD！＝O．0500

P。（i2〕＝O．0526

∂＝O．058　より

13〕2種類の期末払確定年金λおよび8がある。それぞれの年金額は次のとおり。

　　　　　　　　　支払回数　　　　λ　　　B

　　　　　　　　　1回～10回　　　　1　　　尾

　　　　　　　　　n回～20回　　　　2　　　0

　　　　　　　　　2ユ回～40回　　　　1　　　尾

　　これら年金λと3の現価が等しいとき，后は次のうちどれか。

　　イ旦し，　が。＝O．5o

　囚　　1．6　　　固　　1I7　　　1C〕　1．8　　　①l　1．9　　　1E〕　2．O

　（答）固

　　λの年金現価とBの年金現価が等しいことから

　　　姻十がO伽＝尾（σ歴一秒10σ呵）

　　　　　　　．0何十〃100団
　　　　　尾＝
　　　　　　　胴一がO如

σ洞　　　10
一一一 ¥砂
α回

0珂　　　10
凹’@I〃
α珂

≒1．7

14〕次のうち正しいものはどれか。ここで死力μ，は単調増加するものとする。

　　　　　　　　1
帆〕　σ叶1≦μオ≦T　　　　　　　　　　　lBl

　　　　　　　　e■

　　　　　1
1C｝　9作1≦T≦μ，
　　　　　e■

工

rr≦9■一1≦μ‘
e■

　　　　　　　　1
1D〕　μ■≦ρ㌍1≦T
　　　　　　　　e■

　　　　　1
1E〕　μ，≦■r≦σ‘＿1

　　　　　e‘
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（答）側

1－1一
噤轤撃決黹ﾊH・〃・、上ユ∫ン舳一ル

μかμル〃一ル〃1・ルμ州炸1

　　　　　　1
σ，一1≦μ■≦T
　　　　　　e工

15〕経過サにおいて，年額オの割合で支払われるn年聞の連続払確定年金の現価は次

のうちどれか。

　　エ　〆　　　　　1　m制
囚　　一一一　　　1Bl　一一一一　　　｛C〕
　　δ2δ2　　　　δ2　δ

1一　〆　　m〆
L　　　一　　一　　一　　　一一

δ2　δ2　δ2

　　1　　〆　　m〆　　　　　　　1　　〃2　　m蜆

｛D〕rア十ア　　｛E｝十アー下

（答）　lC〕

　求める確定年金現価を。とすると

・一
逑�V〃

一［、話砂1：一＾。チ砂・

一昔一［（、差”）・1：

王　　〆　　舳”

δ2　δ2　δ

16〕次の式のうち，ん1■を表わす式はどれか。

囚以：司一0三：司　固〃，：ザ・、：【lC〕 〃。1同一〇、1司
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①1　〃6，：一；；1－o、＝一；；1一制亙、　　　　lEl

（答）固

〃ぬ1司一〇，：フ十”亙r

；7〕次の式のうち〃，を表わす式はどれか。

囚1一⊥　　1・〕ん’λ州　｛。〕
　　　　6；十’　　　　　1一λ，十f

P州一p。
P。十ゴ

　　　　11D〕　ユー　　　　　　　　　　lE〕

　　　∂州
ん。f一ん

ユーん

（答）lE〕

18〕P！：月世0，005Pヵ1刀＝O．025P、＝O．015のとき”γ、は次のうちどれか。

㈹　　O．200　｛B〕　0，300　　｛◎　　0，400　　｛D〕　0，500　　｛E〕　0，600

　（答）lD〕

凡＝列：司十P、＝去”γ、より

PrP！：司

〃戸
P工：司一P’：司

O．015－O．O05

O．025－0．005

＝0．500

19〕ん竺0．400　6工＝10．6のとき，利率4は次のうちどれか。

｛A1　4％　　｛B〕　5％　　1◎　　6％　　Φ〕　7％　　｛】≡：〕　8％

　（答）lCl

　　　λ‘＝1一∂ん　より
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　　1一ん
a竺
　　　ん

＝O．0566

　　　6
’＝　　　　＝0，06
　　1－a

伍⑪次の式のうち，n■αηを表わす式はどれか。

　囚　　〃蜆制クio∬十“十砂”蜆クツ。ツ十“一秒制制ρ∬Jo五十制：ツ十制

　値〕　砂＾掘クησ研　　　　　　　　‘C〕　〃＾掘ク”α‘十”ツ十制

　｛D〕　パ掘クカ0＾“十砂㌦勿。ツ十”一パ“カ万0叶バツ十制

　てE〕　パ”加0工十”十砂㌦勿αツ州一秒㌦加ツα叶蜆J＋蜆

　（答）㈹

　　　　mlα万

　　　　一パ”カユ（1一”カツ）・、切十パ山（1一ル）α州十砂＾制力”α用州

　　　　＝パ制カユ（1一”カゾ）α工・蜆十パ｛（1一｛）・州

　　　　　一パ制力、ツ（・、。蜆十αツ。蜆）十〆ルツ（α州十σ州一α州1州）

　　　　＝グ蜆声、α、十蜆十パ”カψソ初一〃㌧カ”o肘蜆：｝十制

21

　　　　M・一M用十D州．
凡＝。＝
　　　　　凡一地。冊

・÷肌、掘／三、・一・一1・肌一一実、（1－1景）・一1

肌一M州

肌

札一札。。

／肌・べ列三、・1・一／

／告“・、列1、。三、l1・小1／
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1　　　制
　　　Σ三，C、。凹．、
；司D，1－1

　　　1　　“
　＝　　Σ8調（〃D、十四．1－D，十”）
　　山。，・一1

土、ま几｛ゑ（1・岡）レトゑ1司馬｝

一、≒｛凡一㌦一・山｝

6、：司　D、、掘

島　　D、

戸＝
　几　　6二：司　　1
札一札・制　島　■百

よってPは年齢に関係しない

3・ノゲ局・ダ・〆の両辺の対数をとると。

　　　］・g4ゾ1・g冶十V109・十Cフ1099

題意より，以下の4式が成り立つ。

　　　　IOgん＝10g后十工109S＋C‘1099

　　　，・gん・・＝1・g尾十（π十・）b9∫十・州1，99

　　　1ψ舳＝1・g尾十（π十2・）1・g∫十〆十2㌦99

　　　1・gん…＝I．9尾十（工十3・）1・g・十・舳1・g9

これから，②一①，③一②，④一③をつくると

・・@
・・A
・・B
・・C
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1．9制力，三州9∫十〆（・”一1）1・g9｛

1・g、力、。”一・1・g・十・用（・L1）1・gg

l．9”カカ。。”一州9・十・舳（・L1）1・g9

これからさらに⑥一⑤，⑦一⑥をつくると

　　　1。。伽」〆（・Ll｛。。
　　　　　　・加

　　　1。。伽」。川（・L1）・1・。・

　　　　　　ψ川

・・D
・・E
・・ F

・・G

・⑨

・加・伽・伽よ1紫・1・宗・1であ1・⑧・⑨の両辺は負値

である。’

　従って⑨／⑧＝⑯の値が計算でき，かつ⑩の両辺は正値となる。

　　　　　〃什”
　　　王。9

　　　　　ル・・＝c・⑲　　　　　。加・制
　　　109
　　　　　　。ル

。〉0であるから ・一i刈
Cがきまると，⑧により1oggがきまる。

C，IOg　gがきまると，⑤により1Og　Sがきまる。

C，1og　g，1Og　Sがきまると，①により1Og后がきまる。

以上により順次g，S，序の値が決定される。

と表せる。

（以上）
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4．

（・〕ト∫。二一1加州〃

　　　　　　ん。’
ここで’加＝一一＝
　　　　　　ん

100一（”十方）

ユ00一皿

　　　　1　aμ∬十’芒一　　　　一久十’
　　　　ん。’　〃

100一（π十左）
×（一1）

100一（π十サ）

五一工mO一‘・一・ユ。。’．、励

一、。。1Dエサ■オ・一11・

一ユ。÷．”［一e；’r

一1。。1D、（÷一e．δ（lO一”〕）

1－e■δ（ioo■∬〕

（100一工）δ

12〕求める一時払保険料をB，とすると

・・一
Hmト‘・一1W・μカ・〃

一九mH・州ユ。～．、批

◎α≒δのとき
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卜1。“．、［隼芋r

1　1100一π　　α1一δ

（〆一δxlo〇一”）一1）

⑤α＝δのとき

卜rユ。よ．”炸玉。～．”［ザー1
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