
1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険数学I　（問題）　　　　　灘甲モ．！．！椚

　次のω～OO〕までについて，　それそ一れ’11つの選択肢の中に．正しいものが・一つあるので’，そ才1一を所定の

角牟答用紙に，例えは’㈹とか11〕1のように■1Jリーて記入せよ。　　　　　　　　　　　　　　　　（40’、1兵）

（1〕　｛箏00）とき，　（∫λ〕皿を火オ〕一考Iもσ）は次0〕うちとIわ一が。

（・〕シエ十、（・〕£、、工（・い。；∴・〕；、〔・い，

　　　　　一〇　　　　　　　　　　　　！＝o

12〕争を表わオ・・式は次・）うちとれか。

　｛A〕　　μ〆珊一〇〇q工占　　（B〕　　μ工ε珊一〇〇qエリ　　｛C〕　　μ■巴榊一〇〇q工｝

　（D〕　　μリ巳工蓼一〇〇q主リ　　（E）　　μ■‘，リー軸qお

ポ次の式のうちで〃司に1㌻し／ないものはどれか。

　　　（〃司．片はそれぞ’れ定地舳金の砧立金，鍛金とする。）

　　　　　5ヨ　　　　。一’
　（A〕　　一　　　（B）　　U　　一．P祠・古高　　　（C〕　　」D祠〔5同一1〕
　　　　　s司

　　　　　　　a高　　　　　　　切
　（D〕　　1一　　　　　　（E〕　　1一一
　　　　　　　δ司　　　　　　　　δ万

14j総資廠の師は畔川〕の2次式と仮定し，年度姶，年央，年度末の残高をそれぞIれλ、8，0とする。

　利ソ」6は一…足とし，年度内0）利，徴収入を∫とするとき，6を表わす式は次のうちどれか。

　　　　　　　3∫　　　　　　　　　　　　　　　　4∫　　　　　　　　　　　　　　　　　5∫　　　　　　　　　　　　　　　6∫　　　　　　　　　　　　　　　　　7∫

　｛A〕　　　　　　　　　　（B〕　　　　　　　　　　（C〕　　　　　　　　　｛D〕　　　　　　　　　　（E〕
　　　　　λ十jヲ十（フ　　　　　　　　λ十2j5＋0　　　　　　　　　ノー斗3王；十0　　　　　　　　ノ＝十4』ヲ十0　　　　　　　　　λ十58＋0

15〕；工｝・’
Eエσ）ときμ宝を表わす式は次のうちどれか。

　　　　　1＋b　　　　　　　　1＋o　　　　　　　　α十b　　　　　　　　o　　　　　　　　　　凸

〔A〕。。・工（B〕。。1工（C〕I．1元1D〕用工1E〕。。凸工

16〕　e王が工ρ）2次式と仮定すると，μエを表わす式は次のうちどれか。

　　　　　ら十e韮十1　　　　　　‘莚＿1＋‘工十1　　　　　　ら斗1一‘■＿1　　　　　　ら一e九十1　　　　　ら＿i一‘！十王
　（A〕　　　　　　　　　　（B〕　　　　　　　　　　　〔C）　　　　　　　　　　　〔D〕　　　　　　　　　　（E〕

　　　　　　　2乏。　　　　　2ら　　　　　　2e．　　　　　2‘工　　　　　2e工

17〕　｛＝6％，P配、売＝0－028，mV工：売＝O．357のとき，P、斗10、祠の他に撮も近いものは次のうちどれか。

　（A〕　O．060　　〔B〕　　O．065　　｛C〕　　O．070　　（D〕　　O．075　　〔E〕　O．080

181　1㌧＝去＝0・450一十1㌧＝去・二〇・5831島十｛＝50000，ら十f＋玉＝蜥OOO・｛＝5％のとき，P。、去の俄に最も

　近いものは，次σ）うちとれか。

　｛A〕　　0．0434　　（B）　　O．0455　　〔C〕　　O・0476　　（D〕　　0．0497　　〔E〕　　O．0518

19〕　次の式のうち，i－1三しくないものはとIれか。

　｛A〕　　9可＝％÷％一q榊　　｛B〕　　n9匝甘＝1一　、P王凹

　（C〕　　ψ榊＝一一ρ工十～十！　　｛D〕　　q，リ＝1－P，！

　〔E〕　　’19河＝　’■q工十　一的一　’■q珊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一



係数I…　　　・2

OO〕尺、司二〇・02803，1篶：司＝O・36883，1＋1篶：司＝O・41768，％斗1＝O・OO173および｛＝5．5％とするとき、軌

　1＋1保険年度の危険保険料の仙Iリこ最も近いものは，次のうちどれか（保険金年末払）。

（A）　　O．00095　　（B）　　0．OO098　　（C〕　　O－OO1OO　　（D〕　　O．OO102　　｛E〕　　O．00105

2．　e元が工の・一・・次式で表わされるとき，4＝詞14＝祠を。％｛＝1一。ρ。〕を用いて表わし，λ圭、司！ま・4＝司

　であることを示せ。
（20点）

3・次の給伺1を行うh年保莉11終身年金保険がある。ここに，加入年齢は五歳，保険料払込期醐は㎜年，保

　険料払込期固終了後から｛γ金支払閉姶1時前までの保険料払込済期間は帆年，年金支払開始時の年金瑚柵1

　をF，年金は年始払とする。

◎）　舳険料払込期1111一いの死にに対しては，第t保険年度の死にには　去XFを死亡保険金として保険年

　度末に支｛ムう。　（’三π1〕

②保険料払込済州舳1ρ）死にに対しては，ヰー1三会支仏説始時のf1三会現価（F）を死亡保険金として保険珂三度

　人に女手ムう。（mく’≦π1＋”〕

（①　年金支仏閉姶時から土1圭辛〃のんlillrはでの年紛は生死に関係なく毎年，基本年金額1を支払い，（ん斗1〕

　llil「1以降の年金は保険年度姶に生布しているときにフ1隻本年金額1の5％ずつ毎年増加する年金額を終身

　支払う。このとき，．次0）舳に答えよ。

　　；u　年金丈払1用始時の年金現仙1iFを求めよ。

　　12〕　匂三払純保険料をFを用いて表わせ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20点）

4．終身払込終身保険（保険金年利ム，保険金i）の年払鈍保険料を尾，第f年度末鈍保険料式實イ］1準

　備金をκとし，また保1険地用〕年の据老保険（保険紛年末払，保険金1）の勾玉払純保険料をP。：調と

　する。このとき，P三＝ηおよび。P工＝占のそれぞれをP工，〃工およびP躬＝日で表わせ。ただし　山く二とす

　る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20点）
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保険数学I （解答例）

1．

ω

問題番号 解答欄
（！）

㈲

（2〕 lE〕

（3） lE〕

（4） lD）

15〕 lA〕

（6） lE）

17） lD〕

（8） lD〕

（9） lC）

ω lA〕

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。

　ゴ・・0のとき，　（∫λ〕。を表わすものは次のうちどれか。

　　　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo

（・）Σ1雪十｛（・〕Σ；ρ蟷（・）・・ε鉋（・）；元（・）
　　　‘＝o　　　　　　　　　　　　　ト。

（答）lB〕

　　　　　　　　　　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo
　　　　（叫一圭Σ（・・1）仙一士Σ（・・帆・r島・1・1）

　　　　　　　　　　f＝o　　　　　　　　　　　　　’＝o

ε！

　　　oo一とΣ島・1

　　8＝o

12〕

（A）

（D〕

虹を表わす式は次のうちどれか。
∂皿

　　　　　1μサe瑚一的q瑚

μリε珊一〇〇q拓

（B）μ元ε、ゼ。。q珊

（E〕μ・ε。ジ。。q生引

（C）　　μ麩ε瑚一〇〇q島

（答）lE〕
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弘一差ズ〃一ズ卿（嘉小

一rψジ小一舳〕・

㍉ズ仏・吻批一ズ物・晩舳批

13〕次の式のうちで〃司に等しくないものはどれか。

　　（〃司，P司はそれぞれ定期積金の積立金，掛金とする。）

　　　8司
（A〕　一　　（B〕
　　　3司

　　　　　δ高
（D〕　L一〒
　　　．■　　α司

リド㌧P司・あ岡

　　　　　切
（E〕　1－7
　　　　　α司

（C〕　　P司（3τ可一1〕

（答）㈲

（4）総資産の額は時間亡の2次式と仮定し，年度始，年央，年度末の残高をそれぞれ

　λ，3，0とする。利力δは一定とし，年度内の利息収入を∫とするとき，δを表

　わす式は次のうちどれか。

　　　　　　3∫　　　　　　　　　　4∫　　　　　　　　　　5∫
　（A〕　　　　　　　　　　（B〕　　　　　　　　　　　（C）

　　　　λ十B＋0　　　　　λ十2B一←0　　　　　λ十3B＋0

　　　　　6∫
（D〕　　　　　　（E〕
　　　λ十4B＋0

7∫

λ十5B＋0

（答）lD）

∫（’）＝α十μ十ψ2とおくと，∫（O〕＝λ，∫（去）＝B，∫（1〕＝0より，

α㍉4，　β＝一3λ十棚一0，　7土2λ一柵十20。　一方，

1イwよ／
　　　　∫　　　　　　∫　　　　　　　6∫
6＝　　　　　　＝　　　　　　＝
　　〃〃〕〃α十身・蕃λ十棚十〇

一1五一



⑤

（A）

（答）

躬＝α十凸π

1＋b
　　　　　（B〕
α十此

㈹

のときμ配を表わす式は次のうちどれか。

1＋α

α十b工

（C〕
α十b　　　　　　　α
　　　　　（D）
1＋b”　　　　　1＋あπ

ら一∬㌦仁げ■1｝一1・㎞

　　　　ω一■　　　∫　　　　　　ゼ。十’批＝‘。（α十剛

　　　　凸
（E）

　　　α十比

π十’を｛とおいて両辺を工で微分すると

　　　　　　　　　　仏
　　　　　　　…之パτ（α十bがパb

　　　　　　　　　　1地　　I＋6
　　　　　　　　　　島dπ　　α十bπ

（6〕らがπの2次式と仮定すると，μ，を表わす式は次のうちどれか。

　　　　島十島十1　　　　　ら＿1＋島十1　　　　　島十1一島＿1
　（A〕　　　　　　　　　　（B）　　　　　　　　　　　（C〕
　　　　　　2正■　　　　　　　　　　　　　　　　2乏1　　　　　　　　　　　　　　　　　2乏，

　　　　島一島十一　　　　　島＿1一島十1
　（D〕　　　　　　（E）
　　　　　　2島　　　　　　　　2島

　（答）lE〕

　　　　　‘。十κ，‘。一克をそれぞれTay1or展開して差をとると

　　　　　　　　㌫1一仁ド・（1砦十筈祭）

　　　　　三次以上の項をOとし，ん＝1とおくと

　　　　　　　　　　　　　　　　仏
　　　　　　　　‘針1一‘。一1＝2－
　　　　　　　　　　　　　　　　d工

　　　　　　　　　　　　　　　　1〃。　島＿1一島十1
　　　　　　　　　　　　μ鉋＝L一’＝　　　　　　　　　　　　　　　　島北　　　　2島
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17〕｛＝6％，P鉋：弼＝O・028，1o㌧、弼：O・357　のとき，P。十10：耐　の値に最も近い

　ものは次のうちどれか。

　lA〕　O．060　1B〕　0．065　1C〕　O，070　1D〕　0．075　1E〕　O．080

　（答）lD〕

　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　1
　　　　　P。十10珂＝　　　　一d＝　　　　　　　　一d
　　　　　　　　　　a五。1。三耐　　（1－m㌧、珂）あ士＝弼

　　　　　　P。、珊十d
　　　　　＝　　　　　　　一d＝07497
　　　　　　1r・㌧、耐

18）κ：占＝O．450，糾1㌧：島10，583，4州＝50000，ん十王寺1二45000，｛＝5％のと

　き，P蠣、もの値に最も近いものは，次のうちどれか。

　lA〕　O．0434　　1B〕　0．0455　　1C〕　010476　　1D〕　O．0497　　1E〕　O．05ユ8

　（答）lD〕

　　　　　（’㌧、去十P。＝も）（1＋｛〕＝ρo＋ゲ‘十1γ。、占　より

　　　　　　　　　P。：ら＝O・04971…

　（注）　出題では，　‘叶‘，‘州十1がそれぞれ　乏。，‘，十1と誤っていましたが，

　　　ここでは訂正しておきました。

　　　　なお，採点にあたっては，受験者には不利とならないように配慮いたしました。

19〕次の式のうち，正しくないものはどれか。

　　　　　（A〕切＝％千9ゼロ瑚　（B）　π％ψ＝1一、ρ麩刮

　　　　　（C）　　卵期＝1一院十f：叶‘　　（D）　　q瑚＝1一ρ。刮

　　　　　（E〕　佃＝1■％十1－9ゼ物

　（答）lC〕

一13一



ω　P田：司＝O・02803・κ1祠＝0・368831｛十κ：祠＝0・41768，％十1＝O．00173　および

　｛＝5．5％　とするとき，第‘十1保険年度の危険保険料の値に最も近いものは，次

　のどれか（保険金年末払）。

　1A〕　0100095　1B〕　O．00098　｛C）　0．00100　1D〕　O．OOユ02　1E〕　O．00105

　（答）lA〕

危険保険料は ・・9，十’（11＋1篶：司〕＝O，000954・・

2．題意より， 4＝岨（π十b〕

記％＝1一〃配＝1一

とかける。

π十冊十b＿　一肌

　π十凸　　　π一トb

　　　　一π
工十b＝一
　　　　皿％

両辺にαを乗じて， 　　　　　　　一血肌α（π十b〕＝乏四＝一
　　　　　　　　冊％

また，　d鉋十’＝‘。十’一‘。十‘斗1＝α（π十‘十b〕一α（π十‘十I＋b〕

　　　　＝　一α

これらを用いて，

　　　　　　皿一1
（1〕1祠一Σ㌣
　　　　　　‘＝O

。1＋1　記■1

　　一Σデ・・’十㌧十い
　　　‘罰O

1一”

1一〃

　π％　　　”　　　　　　　　　　皿％

＝一・一・
i1一〃誠〕＝一（1一〃記〕

　冗　　1一〃　　　　　　　｛・π

（・〕λ11＋伽舳十士（牛）批

イが・云砒一山卜山一1）一書（1イ〕
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（1〕，12）より λ1ボ芸・4胴

3．（1）π十m＋π十ん＝ψ　とおくと，保証期間終了後の年金の現価は

　　　　｛jV，十〇．05（D。十2D叶1＋3D型・・十…）｝／D鉋・舳

　　　　＝｛～十〇一05（～十W叶1＋～・ソト…〕｝ノD皿十舳

　　　＝｛」Vけ0・058型｝ノD。。m。記

　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　F＝α万十。蜆十、、皿（W州記・1＋0058糾舳11〕

（2〕求める年払純保険料をPとすると，収入現価はPδ。＝祠

　　　　　　　　F　　1　①の給付現価は　一・一（0鉋十20。十1＋30針2＋…十m0叶肌一1〕
　　　　　　　　叩　エ）配

　　　　F　　1　　　一帯・瓦1（Mパ仏・舳〕・（M州一仏切〕十十（仏初一1■M』十・）｝

　　　　F　　1　　　二一・一（M。十M躬十1＋…　十ルら十冊一1’mM躬十m〕
　　　　m　几

　　　　r　　1
　　　世一・一（児。一児。十m－mM。十冊〕
　　　　m　D田

　　　　　　　　　F②の給付現価は瓦（”・・パ叫舳〕

　　　　　　　　D叶柵十皿
③の給付現価は　　　　　F
　　　　　　　　　0町

　収支相等の原則より

　　　　　1　　F　　1　　P＝一・一｛一（ハ。一刀。十m一榊ルf。十㎜）十（ルf躬十㎜一月ん十肌十記〕十・oo＋㎜十冊｝
　　　　　あ。：祠　D配m
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4．

定義より
p五二台十P呈＝日＝P田、司 一①

一方，過去法の責任準備金は

　　　　　　　　1　　　　　κ＝一｛P。（M。一M。十｛〕一（M。一M。十1〕｝

　　　　　　　D州

また，
P。、告＝ D州

①，②より

w鉋一〃。十ぺ

κ・P。、由十P呈二田＝P莇

pl－M’OM州一別司　w。一w。．1．’

pl＝PゲκP聰萬
・：目　　1一κ

・・A

p1＝孔r島
蜆1田　　1一〃。
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