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はじめに 

今回の説明会の内容は説明者個人の見解であ
り、説明者の所属する会社の見解ではない。 
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略歴 

 2006.4 大阪市立大学理学部数学科入学 

 2010.3 大阪市立大学理学部数学科卒業 

 2010.4 大阪大学大学院理学研究科数学専攻入学 

 2012.3 大阪大学大学院理学研究科数学専攻卒業 

 2012.4 株式会社りそな銀行入社 

現在に至る 
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１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーとは 

確率や統計などの手法を用いて、不確定な事象を扱う
数理業務のプロフェッショナル 

確率論・統計学などの数理的手法を活用して、主に保
険や年金に関わる諸問題を解決し、財政の健全性の確
保と制度の公正な運営に務めることを主な業務とする専
門職 
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１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーの発祥 

 18世紀のイギリスにおいて、「生命保険」の誕生とともに
合理的な掛金（保険料）を算出する専門家として生まれ
た。 

以来世界各国に拡がっている。 

国ごとに制度の違いはあるが、アクチュアリーは国際的
な専門職として広く海外に知られており、各国の企業か
らも高く評価されている。 

英語だと「Actuary」（「Actually」ではない） 
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１．アクチュアリーの概要 

日本のアクチュアリー 

 1899年（明治32年）に日本アクチュアリー会発足（初代
会長：矢野恒太氏） 

 100年以上の伝統を有し、今日の保険事業・年金事業
の発展を数理的側面から支えてきた。 

日本において「アクチュアリー」とは、（厳密に言うと）公
益社団法人日本アクチュアリー会の「正会員」を指す。
（詳しくは ２．アクチュアリー資格試験の紹介 で） 
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１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーの活躍フィールド 

多くのアクチュアリーは生命保険会社、損害保険会社、
信託銀行（※）に所属している。 

 （※）信託銀行について詳しくは ３．金融業におけるアクチュアリーの役割 で 

その他、各省庁、コンサルティング会社、監査法人など
多彩なフィールドでアクチュアリーは活躍している。 
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１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーの活躍フィールド 

①生命保険分野： 

   商品開発・経営企画・リスク管理を行う。 

   生命保険は、人の生存や死亡、疾病など生命に 

   関わる様々なリスクに備えて将来の保証を提供する 

   サービス 

   保険金や給付金の支払いを円滑に行うため、 

   健全な会社経営が求められる。 

9 



１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーの活躍フィールド 

②損害保険分野： 

   多様化・複雑化する保険商品を支える。 

   損害保険は、将来発生する偶然の事故・災害や 

   人の傷害など、家庭や企業を取り巻くさまざまな 

   リスクによる経済的損失を保証するサービス 

   多種多様なリスクに応じた保険商品を取り扱う。 
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１．アクチュアリーの概要 

 アクチュアリーの活躍フィールド 

③年金分野： 

   企業年金を支える重要な役割を担う。 

   企業年金制度… 

    企業が従業員を対象として実施する年金制度 

    （詳しくは３．金融業におけるアクチュアリー役割 で） 

  

④その他（コンサルティング、リスクマネジメント分野） 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

概要 

第１次試験（基礎科目）と第２次試験（専門科目）に分か
れている。 

年1回12月に行われる。場所は東京・大阪の2か所 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第1次試験（基礎科目） 

 ＜目的＞ 

  第2次試験を受けるに相当な基礎知識を有するかどうか 

  の判定 

 ＜試験科目＞ 

  数学、生保数理、損保数理、年金数理、 

  会計・経済・投資理論 の5科目 

 ＜受験資格＞ 

  大学卒業者または試験委員会が大学を卒業と同等の 

  資格試験受験に必要な学力を有すると判断した者 

  （⇒最短で大学3回生で受験可能） 13 



２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第1次試験（基礎科目） 

一度の試験ですべての科目に合格する必要はない。 

 1年に1科目ずつでもよい。もちろん5科目一気に受験し
ても良い。 

 また、一度合格した科目は何年経っても取り消されるこ
とはない。（受験し直す必要はない） 

  ⇒自分のペースに合わせて受験することができる。 

基礎科目5科目すべてに合格すると「準会員」となり、第
2次試験の受験資格を得る。 

  （1科目でも合格すれば「研究会員」となる） 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第1次試験（基礎科目） 

解答方法はマーク式（センター試験のようなもの） 

合格基準点は各科目ほぼ毎年60点（100点満点） 

勉強方法としては、教科書・参考書を読んで過去問演
習する（受験勉強に近い） 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第1次試験（基礎科目） 

過去問（数学） 

 

 

 

 

 

 

 

解答はアクチュアリー会HPで… 

 → http://www.actuaries.jp/ 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第２次試験（専門科目） 

 ＜目的＞ 

   アクチュアリーとして実務を行う上で必要な専門知識及び 

   問題解決能力を有するかどうかの判定 

 ＜試験科目＞ 

   次の3つのコースから1つを選択する。 

   いずれのコースも専門科目2科目から構成される。 

   ・生保コース…生保1、生保2  

   ・損保コース…損保1、損保2  

   ・年金コース…年金1、年金2 

 ＜受験資格＞ 

   第1次試験全科目（5科目）合格した者 17 



２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第２次試験（専門科目） 

一度の試験ですべての科目に合格する必要はない。 

 1年に1科目ずつでもよい。もちろん2科目一気に受験し
ても良い。 

 また、一度合格した科目は何年経っても取り消されるこ
とはない。（受験し直す必要はない） 

  ⇒自分のペースに合わせて受験することができる。 

専門科目2科目すべてに合格し、研修を受講すると「正
会員」となる。なお、いずれのコースを選択して合格して
も正会員としての区別はない。 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第２次試験（専門科目） 

解答方法は記述式 

合格基準点は各科目ほぼ毎年60点（100点満点） 

勉強方法としては、第１次試験と異なり、実際の業務に
関連することが多い（法令等の内容中心） 

過去問演習だけでは対応は困難（法令は年々改定され
ていく） 

日々の業務が勉強 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

第２次試験（専門科目） 

過去問（年金１） 

 

 

 

 

解答はアクチュアリー会HPで… 

 → http://www.actuaries.jp/ 
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２．アクチュアリー資格試験の紹介 

会員数の推移 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

年金って？（はじめに） 

公的年金と私的年金について 

  公的年金…国民年金、厚生年金保険（共済年金） 

  私的年金…企業年金、国民年金基金、個人型ＤＣ、 

          個人年金 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

年金って？（はじめに） 

公的年金と私的年金について 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金について 

企業年金制度 

  ・企業が従業員を対象として実施する年金制度 

  ・厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、 

   確定拠出年金制度等がある。 

   主に下線の２制度（確定給付型の年金制度） 

   においてアクチュアリーが活躍する。 

      確定給付型：給付の算定式が予め定められている 

      確定拠出型：拠出する掛金が予め定められている 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金について 

厚生年金基金制度 

 企業年金の中核をなす制度であり、国の老齢厚生年金の一部を国
に代わって支給する（代行給付）とともに、企業の実情に応じて独自
の上乗せ給付（プラスアルファ給付）を行うことできる。 

確定給付企業年金制度 

 厚生年金基金と異なり、国の厚生年金の代行を行わず、上乗せの
年金給付のみを行う仕組み 

確定拠出年金制度 

 拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用益と
の合計額をもとに給付額が決定される仕組み 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金について 

信託銀行や生命保険会社等に業務を委託する。 

  ・信託銀行 

    銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行であり、 

    信託銀行という商号をもつ銀行 

    信託業務を兼営する形態をとっており、銀行に認められて 

    いる全ての銀行業務を営むことができるほか、 

    全ての信託業務を営むことができる。 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金について 

業務の委託（受託）・・・確定給付企業年金制度 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金について 

収支相当の原則 
 

 

確定給付型の年金制度では給付の算定式は予め定
まっているが、従業員がいつ退職するか、そして退職時
の給与はいくらか、によって給付の額は変わってくる。 

掛金の算出のために、将来の脱退や昇給という不確定
な事象に対して合理的な予測を行う必要がある。 

   ⇒ アクチュアリーの出番 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金におけるアクチュアリーの役割 

企業年金制度を実施時および変更時           
企業のニーズを踏まえ制度を設計し、確率・統計の手
法を用いた年金数理計算により掛金を算出する。 

企業年金制度を実施後                   
定期的に掛金や積立水準を検証する。 

  ・財政検証（1年に１回） 

  ・財政計算（主に５年に１回） 

その他 

  退職給付に関する企業会計上の債務評価 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

企業年金におけるアクチュアリーの役割 

年金数理人 

  厚生年金基金など年金財政が適正な年金数理に基づき運営 

  されることを確保し、これらの加入員・年金受給者等の年金給付 

  の受給権を保護するため、高度な専門知識と深い経験を有し、 

  公正かつ中立な立場から年金数理業務を行い、基金などの財政 

  運営に責任を持つ者の資格制度として年金数理人制度がある。 
   

  詳しくは年金数理人会HPへ→http://www.jscpa.or.jp/ 
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３．金融業におけるアクチュアリーの役割 

年金アクチュアリー（の卵）のある一日のスケジュール 
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４．アクチュアリーの中での数学 

数学科で学んだ知識そのものが役に立った機会は・・・ 

  思ったより少なかった。（少なくとも私はそう感じた） 

 

 アクチュアリー試験の第1次試験で役立つことはあっ
た。（ブラウン運動とか） 

 

では、主にどういった部分で生きているか？ 
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４．アクチュアリーの中での数学 

業務を行う上で必要だと感じるもの 

 「論理的思考力」と「説明力」 

論理的思考力 

企業年金は規約と呼ばれる説明書（のようなもの）に掛
金や給付の計算方法が文章で書かれている。 

そういったものをシステムで計算させるために数式に落
とし込まないといけない。 

 「文章⇒数式」への変換が必要であり、論理的思考力が
不可欠 
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４．アクチュアリーの中での数学 

業務を行う上で必要だと感じるもの 

説明力 

 アクチュアリー正会員または年金数理人になると直接企
業に出向き、説明する機会がたくさんある。（コンサルタ
ント） 

正会員ではなくとも、日々の業務で顧客に対して直接
メール等のやり取りをすることはある。また、同じ会社の
営業担当者に数理計算の結果および分析結果につい
て説明しないといけない。 

自身が考えたことや計算内容について、専門家ではな
い人に対して、どのように説明すれば理解し納得しても
らえるか。日々苦心している。 
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４．アクチュアリーの中での数学 

学生時代を振り返ってみて 

論理的思考力、説明力ともに数学科で学んだことが大
いに生きていると感じる。 

数学の専門書を読み、それを理解しセミナー等で発表
することがまさにそう。 

 もちろん内容や説明相手は全然違うが、基本的な考え
方は共通している。 

 これは数学科だから、という限定的なものではなく、理
系の学科であれば少なからずこれら2つの能力が培わ
れているのではないか。 
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４．アクチュアリーの中での数学 

 アクチュアリーの中での数学 

それは単なる知識としてではなく、 

  ・物事を論理的に考える力…論理的思考力 

  ・考え理解した内容を相手に伝える力…説明力 

 という形で生きている。 

 「数理業務のプロフェッショナル」という言葉から「数学の
専門職」であると思われがちなアクチュアリーであるが、
決してそんなことはなく、数学やその他の理系科目を通
じて学んだこれらの能力を基に、さまざまな問題を解決
に導いていくことが（年金）アクチュアリーである。 
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５．在学生へのアドバイス 

全体的なアドバイス 

毎日の授業や勉強（研究）をがんばること 

 アクチュアリー資格試験の勉強は会社に入社した後で
も十分間に合うだろう。（少なくとも私は内定後に初めて
受験した） 

それよりも学生の間にしかできないことをがんばることが
大切 

毎日の授業や勉強（研究）をがんばることが、引いては
「論理的思考力」や「説明力」を身につけることになり、
結果としてアクチュアリーとしての素養を磨くことに繋が
る。 
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５．在学生へのアドバイス 

全体的なアドバイス 

 アクチュアリー以外の職に就くとしてもこの2つの能力は
必要であるはず。 

 ただ単に単位取得の為だけに勉強するのではなく、例
えば、数学演習の授業やセミナーで発表する機会があ
れば、よりわかりやく、より簡潔に証明等を行うにはどう
すればよいか、といつもより一歩深く踏み込んで考えて
みてはどうか。 
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５．在学生へのアドバイス 

 アクチュアリーを目指そうとしている人へのアドバイス 

 アクチュアリー資格試験を受けてみましょう。 

先ほど、アクチュアリー資格試験の勉強は会社に入社し
た後でも十分間に合う、と言ったものの、会社の採用活
動において資格試験の受験の有無や合格科目数が一
つの評価基準になっているのは事実である。     
（もちろんそれ以外の部分（人柄や性格その他諸々）を
総合して判断していると思われるが…） 
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５．在学生へのアドバイス 

 アクチュアリーを目指そうとしている人へのアドバイス 

今は学生時代に受験をしている人、さらには何科目か
合格している人が多い。 

私が学生の頃もそのような人はいたが大勢ではなかっ
た。今は多数派になっていると聞く。 

 アクチュアリーを目指そうと考えているならば、受験して
みることをお勧めする。 
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６．最後に 

 「アクチュアリー」という職業が皆さんの将来の進路の選
択肢の一つになったのであれば幸いです。 

少しでも興味を持っていただけたのなら、ぜひＨＰをご
覧ください。より詳しい説明やさまざまな分野で活躍す
るアクチュアリーへのインタビュー記事が掲載されてい
ます。 

公益社団法人日本アクチュアリー会 
http://www.actuaries.jp/ 

公益社団法人日本年金数理人会 
http://www.jscpa.or.jp/ 
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ご清聴ありがとうございました。 
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