
第31号

社団法人 日本アクチェアリー会



目　　　次

・巻頭言・日本アクチェアリー会新任理事として理事　石原　勝正…………・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事・関西支部長　小山修・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　多島　和夫……・・・・・…

　　　　　日本アクチェアリー会新任監事として法政大学教授　西嶋　梅治・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事　山田　行茂………・…・

・提言　・企業年金の予定利率について　　　　　　　　年金委員会一・・…・・

　　　　　企業年金制度の課題と確定拠出型年金等について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業年金研究会…・

一・例会報告　暗号技術の最前線一公開鍵暗合とは何か？一

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学工学部助教授　　　　馨……

●研修例会報告　平成8年度　第2回研修例会報告

　　　　　　　　　「今後のアクチェアリーの考え方・行動等について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修例会委員会……

・記事　　　HlV研究会研究報告　　　　　　　　　　　HlV研究会…・・…

・寄稿　　　「専門職としての判断」の妥当性について　　岡本　皇太・・・・・・・…

・お知らせ　海外アクチェアリー会ホームページ（2）一・一……・・一…………一・・

・書評　　　「諸外国の企業年金制度」厚生年金基金連合会編

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生省年金局数理課長　砒　　昭佳……

・補習帳

・事務局からのお知らせ

・編集後記

11

59

75

85

90

93

107

108

110

125



社団法人　日本アクチェアリー会



　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

・巻頭言・「21世紀を切り拓け、アクチェアリー」　理事　山口　　修…・…・　1

・研修例会報告・「ASEA各国の商品事情と販売チャンネル」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修例会委員会・…　2

・記事　　　新正会員に対するrアクチェアリー行動規範講義」について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行動規範委員会・…　l1

・寄稿　　　保険料は「価格」か　　　　　　　　　　　岡本　皇太一…一・20

・お知らせ　・試験および教育制度の改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験教育改正委員会・一・24

　　　　　　　日本アクチェアリー会　ロゴマーク決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本アクチェアリー会事務局・一・33

　　　　　　　日本アクチェアリー会　ホームページ開設について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本アクチェアリー会事務局・一・35

●補習帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49

・事務局からのお知らせ………………………………・・・…………・……・・………・…　51

・出版案内　・保険2（生命保険）テキスト第1章

　　　　　　　「生命保険会計」について　　　テキスト委員会　　　　　　　　64

　　　　　　　「生命保険会計」を読んで　　　猪野　力弥　　　　　　　　　　67

・編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70



lSSN　1343’6554

φ吻。。1神

社団法人 日本アクチェアリー会



目 次

■巻頭言　　「理事長就任にあたって」　　　　　新理事長　西部　正勝・　　　1

■例会報告　「LifeInsuranceTr㎝ds　andManagementinThai1and」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MissThatsaneeDhampipit’．　3

■特集「年金会計」

　　　　　　・IAS19号「従業員給付」における年金会計基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　ニッセイ基礎研究所　　田中　周二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　進・……　35

　　　　　　・「企業年金会計の動向とアクチェアリー」

　　　　　　　　　　（平成9年度日本アクチェアリー会年次大会

　　　　　　　　　　パネルディスカッション）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大山　義弘也・．…．‘43

■寄稿　　　「君はベイジアン、それとも…」　　　　　岡本　量太…・　　83

■記事　　　・第6回アクチェアリーセミナー報告　　　　広報委員会…・　　86

　　　　　　・第9回東アジアアクチュアリー会議（EAAC）報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本生命　安達　正俊…・　　88

　　　　　　・中国における資格試験実施に関する協定書調印について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験委員会　中村　博光一　　　90

■補習帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97

■事務局からのお知らせ…………………　　　　　　　　　　　　　　　　　99

■平成9年度資格試験合格者決定………　　　　　　　　　　　　　　　　・103

■お知らせ　・スコール再保主催アクチェアリー学論文国際募集について・　　・113

　　　　　　・平成10年度の論文募集のテーマについて　論文委員会・…　　・115

■編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一116



lSSN　　1343i6554

第34号

社団法人 日本アクチェアリー会

坊η。。1899



　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

■巻頭…1　「理事長を終えて」　　　　　　前理事長　御田村　卓司　　　　1

■例会報告　「古代日本の超技術」　　　　静岡理工科大学　志村　史夫・・・…　　2

■研修例会報告　「損保料率自由化のあるべき姿と

　　　　　　　　　　　　　　アクチェアリーの果たす役割」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修例会委員会…　　　25

■記事　　　「平成10年度アクチェアリー会資格試験に向けて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験委員会…　　　27

■寄稿　　　・「ハイブリッド年金制度のオプションプレミアムの検証」

　　　　　　　　　　　　　　　AFIR関連研究会委員長　杉田　　健…　　　30

　　　　　　・研究レポート　「我が国における年金会計導入に関する研究」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業年金研究会…　　　38

　　　　　　・「オーストラリアのソルベンシー規制と

　　　　　　　　　　　　アポインテッド・アクチェアリー制度の概要」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内　宗和…　　　74

■補習帳．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87
■事務局からのお知らせ

　　　　　　○理事会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89

　　　　　　・「1998年ASEA講座」について・……・…・　　　　　　　　　　92

　　　　　　・「平成10年度夏期セミナー」について　　　　　　　　　　　　96

　　　　　　・名　　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99

　　　　　　・平成10年度資格試験要領………………・・…　　　　　　　　　　’l06

■編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．114



lSSN 1343－6554

第35 目
弓

％。。1Sgg

社団法人 目本アクチェアリー会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

■巻頭…　　「アクチェアリージョーク」　　　　　　　　　　　　　理事　村山　良樹

■お知らせ　「IAA組織改正について」　　国際関係委員会・日本アクチェアリー会事務局…

■寄稿　　　「生命保険業界の課題と展望」　　　プライスウォーターハウス　水口　啓子…

■日本租税研究協会　会計・税務懇談会の報告

　　　　　　「国際会計基準をめぐる最近の動向と日本の企業会計の方向」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本生命猪ノロ　勝徳…

■研修例会報告

　　　　　　・平成9年度　第3回研修例会報告　　　　　　　　　　　研修例会委員会…

　　　　　　・第1回研修例会開催される　　　　　　　　　　　　　研修例会委員会…

■例会報告　・「景気の循環について」　　　　　　　　　　東京経済大学　加藤　　雅…

　　　　　　・「香港における生命保険の傾向と経営」　　　　　Mr．SIN　Wing－sa㎎Edward・・

■書評　　　新版「アクチェアリー」　　　　　　　　　　　住友信託銀行　井戸　照喜…

■記事　　　京都大学大学院で保険数学講座開講　　　湯浅味代士、谷本康典、宇野敏満…

■寄稿　　　「アクチェアリー会の財政」　　　　　　　　　　予算委員会　平林　清純…

9補習帳

■事務局からのお知らせ

　　　　　　・理事会報告・…………・・…

　　　　　　・ニュース・リリース「IAAが教育ガイドラインとシラバスを設定」・

■編集後記・・………・…・・・・………．I………’．．………………’’’……………’I’’……’…’’

1

2

28

33

43

60

71

101

122

124

126

128

130

137

158



lSSN 1343－6554

第36号

社団法人 日本アクチェアリー会



次

■巻頭言

■研修例会報告

　　　　　　「非喫煙者保険の商品設計と料率算出」　　　　　　　　　　　研修例会委員会…

■例会報告「自動車とコンピュータ」　　　　　　　　　　　　　　日立製作所　吉岡達夫…

■寄稿　　　・中国におけるアクチェアリー試験余談……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験委員会（アクサ生命）山内恒人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験委員会　中国試験検討部会（三井生命）中村博光

■記事　　　・　「公認会計士協会へ意見を表明」　　　　　　退職給付債務評価合同検討会…

　　　　　　・第7回アクチェアリーセミナー報告　　　　　　　　　　　　　広報委員会…・

■お知らせ　「図書委員会からのお知らせ」　　　　　　　　　　　　　　　　図書委員会…

■補習帳

■平成10年度資格試験合格者・・

■事務局からのお知らせ

　　　　　　・理事会報告…・・

　　　　　　・役員名簿……

　　　　　　・米国アクチェアリー会からのメッセージ・・

　　　　　　・平成11年度資格試験要領

　　　　　　・保険ユ（生命保険）テキストの改定・・

■編集後記

2

13

36

48

51

53

55

58

70

76

83

87

99

100



lSSN　　1343－6554

100周年記念大会特集 第37号

％。。1神

社団法人 日本アクチェアリー会



目　　　次

■巻頭言

■100周年

■100周年

■報告

■報告

■寄稿

■補習帳

「100周年記念大会を終えて」

「100周年記念大会ビジョン検討分科会」

座談会「100周年を越えて」…………・・・…

「ASTIN／AFIR会議報告」

「第10回東アジアアクチュアリー会議」

「ドイツ変額保険」

■事務局からのお知らせ

■編集後記

●理事会報告………・……・・………………・・・…

●出版案内……………・・…・……………………

●IAAバートン会長へのインタビュー記事…

●IAA会員の皆様へ・…………・・・・・……………

理事長　西部　正勝・・

　　ビジョン委員会・・

ASTIN／AFIR組織委員会・・

　安田生命　篠塚　　千・・

　　　AFIR関連研究会・・

92

99

100

101

103



lSSN 1343．6554

第38 ＝
弓

％。。1899

社団法人 日本アクチェアリー会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

■巻頭言　　「理事長就任にあたって」　　　　　　　　　　　　新理事長　林　　　勲…

■報告　　　「ビジョン委員会報告」　　　　　　　　　　　　　　　　　ビジョン委員会…

■報告　　　「IAAの最近の活動状況について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際関係委員会・日本アクチェアリー会事務局…

■報告　　　「国際会計基準に関するIAAの検討状況報告」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IASC保険会計基準検討委員会・・

■特別講義　「韓国における生命保険の趨勢と経営」

　　　　　　　　　　　　　　　　　韓国アクチェアリー会顧問　Jung－In　Han（韓貞仁）…

■寄稿　　　「オプション取引と生命保険」　　　　　第一生命　藤中　章三、山口光太郎…

■寄稿　　　「ファイナンス理論における測度変換の手法について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協栄生命　水野　　敬…

■お知らせ　「継続教育制度について」　　　　　　　　教育委員会・試験教育改正委員会・・

■報告　　　「第8回アクチェアリーセミナー開催報告」　　　　　　　　　　広報委員会・・

■事務局からのお知らせ

　　　　　　●理事会報告………………．’．………………．’．……’I　I……’…

　　　　　　●平成11年度　資格試験合格者決定・・………・・

　　　　　　●「平成12年度　資格試験について」ご案内

■編集後記

　1

　2

　7

28

38

67

77

98

斗07

111

115

124

141



lSSN 1343－6554

第39号

φΦ。。1899

社団法人 日本アクチェアリー会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

■報告　　　「日本アクチェアリー会の指定法人化について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本アクチェアリー会事務局・・　　　1

■報告　　　「平成11年度第2回研修例会報告」　　　　　　　　　　　研修例会委員会・・　　　3

■寄稿　　　「国際会計基準委員会　保険プロジェクトの動向」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワトソンワイアット　三石宣史・・　　19

■報告　　　「AFIR東京大会（1999年8月）の研究論文概要」　　　　AFIR関連研究会・・　　43

■例会報告　「気候変動の発生と予測」　　　　　　　　　　　　東京大学　山形　俊男・・　　55

■報告　　　「保険1（生命保険）テキスト改訂について」　　　　　　　テキスト委員会・・　　81

■補習帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88

■事務局からのお知らせ

　　　　　　○理事会報告…・・・………・・・…一・…・……一・…………・…．．．．・………・…’．’…I．…．’　　90

　　　　　　●役員名簿一…………・・………・…一・・一…………・・・・・・・・………………一・……・・　　97

　　　　　　●委員会・部会・研究会名簿・・………・・・・・・・…………………………一……・・……・・　　98

　　　　　　●平成12年度資格試験要領・…・…………・………………・・・…一・…一…・………’．．．　　103

　　　　　　0英国アクチェアリー会からのメッセージ……・一一・…・・……………一・・……・・　　113

　　　　　　●会員資格の相互認定制度の拡充について一…一一・・・…………………………・・　　115

■編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……116



lSSN 1343－6554

「ファイナンスと保険」特集号 第40号

帆。1神

社団法人 日本アクチェアリー会



目　　　次

■報告

■解題

■特集

■特集

■寄稿

■報告

■お知らせ

■お知らせ

■お知らせ

「日本アクチェアリー会の指定法人化について」日本アクチェアリー会事務局・・

「ファイナンスと保険」特集にあたって　　　　　　　明治生命　松山　直樹・・

「ファイナンスと保険」　　　　　　　　　　　筑波大学助教授　岩城　秀樹・・

「金融と保険の融合について」

　　　　　　モルガン・スタンレー・ディーン・ウイッター証券　森本　祐司・・

「厚生年金基金制度における代行返上論について」住友信託銀行　奥村　英二・・

「AFIRノルウェー大会（2000年6月）の研究論文概要」　　AFIR関連研究会・・

「損保数理テキストの正誤表について」　　　　　　　　　　テキスト委員会・・

「図書のデータベースについて」　　一　　　　　総務委員会（図書チーム）一

「国際年金セミナーについて」

国際アクチェアリー会（翻訳：日興リサーチセンター年金研究所　松原　良）・・

■補習帳

一事務局からのお知らせ

　　　　　　●理事会報告・・

　　　　　　●ホームページ更新報告・

■編集後記　…………・・…・……・…・…・…

24

76

79

94

104

106

109

111

114

115


