
数　学ⅠⅠ

三角関数

冨冨喜孟蓋書芸蓋≡誓言写真孟…≡≡………蓋≡芸喜…言…貰≡妻≡葺圭…善書…≡ 
によって問題が解けるかどうか決定する。統一的な手法はない。個々の間寛について処 

理方法を完全に把握し，それが血となり肉となって有機的に働くようになるまで，練習 

を積み重ねる以外にない。 
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1女鹿P

（1）慧冨雲霊＝7のとき，tan2β＝［］である。

伊解答は「考え方と解答」85ページ

（大阪電通大）

（2）taかtany＝30，よ＋志＝50のとき，tan（X・y）＝⊂コである0（早大増育）

実数Xが方程式　sin4X－6sin2xcos2X＋cos4X＝0をみたすとする。

（1）sin2xcos2Xの値を求めよ。

（2）00≦ズ≦1800の範囲でガの値をすべて求めよ。 （広島大一文系）

Sin180とSin540を次のように求めよう。0＝180として，a＝Sine，b＝Sin36とおく。

公式：sinα－Sinβ＝2cos旦㌍sin旦ヂ

を用いて，あーαをα，あを用いて表せば，あーα＝2⊂＝］・‥①

あをαで表せば，　　　　　　　∂＝［＝コ　…②

①，②より，あを消去してαについての2次方程式4α2＋［＝］＝0をえる。

よって，Sin180＝号これを①に代入して，Sin540＝号

A＋β＋C＝1800のとき，次の等式を証明せよ。

cosA・cosB－COSC＝4cos書・COS号sin与rl

任意の∬に対して，次の不等式が成り立つことを証明せよ。

cos3X－Sin3X＋cosx－Sinx＋sinxcosx≦2

（芝浦工大）

（福井医大）

（長崎大）

edu
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13．三角関数

△ABCにおいて，∠A＝600であるとき，COSB＋cosCとcosBcosCのとりうる値の範囲は

古くcosB＋cosC≦1，占＜cosBcosC≦占　　（帽大十工）

Cが方程式sin36＝COS28をみたすとき，

（1）sinβの値を求めよ。

（2）βの正の最小値を求めよ。

（3）sin180およびSin360の値を求めよ。

（1）X・y＝1500，tanX・tany＝一昔を同時にみたすX，yk求めよ。

ただし，－1800＜ズ＜1800，一1800＜γ＜1800とする。

（信州大一理）

（帯広畜産大）

（2）00≦e≦90Oのとき，不等式sin46・cos40≧cos220・‡をみたすCの範囲を求めよ。

（東邦大一理）

f（0）＝Sin20＋sinOcose＋4cos28とする。

（1）f（8）＝［＝コ＋□sin（28＋α）と表したとき，tanα＝［＝コであり，したがって，

tan3α＝［＝コである。

（2）00≦♂≦900のとき，′（のの最大値は［コ，最小値は⊂コである。（慶大一総合政策）

（1）0＜a＜1のとき，2asinx－COS2Xの最小値が一票であるならば，a＝口である。

（2）sinx＋cosx＝⊂＝］sin（X＋［＝］8）と変形できるから，00≦X≦900における

Sinx＋cosxの最小値は［＝］である。

（3）b＜0のとき，f（X）＝b（sinx＋cosx）＋3－bがOO≦X≦900において，lf（X）l≦4をみた

すならば，あのとりうる最小の値は口である。　　　　　　　　　　　（東北二大）

00≦e＜3600を定義域とするCの関数X＝Sine＋coseとy＝SinecosOを考える。

（1）クを方の関数として表し，その定義域を示せ。

（2）f（e）＝Sin30＋sin2ccos0－3sinOcose＋sinecos20＋cos38とおくとき，f（e）をXの関

数として表せ。

（3）′（卵の最大値および最小値を求めよ。また，それらを与える♂に対するsinβおよび

COSβの値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神戸学院大一案）
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方程式SinX＋2sinxcosx＋cosx＋a＝0が解をもつような定数aの範囲を求めよ。

（東邦大一理）

変数ズ，クが∬2＋ッ2＝1をみたしているとき，平面上の点（ズ2－ツ2＋2方，2ッー2ズプ）と原点と

の距離の最大値はいくらか。また，そのときの（ガ，ツ）をすべて求めよ。　　（山口大一文系）

xy平面上を動く2点P，Qがある。時刻tにおけるP，Qの位置はそれぞれ（cost，

sint），（3＋cos2t，Sin2t）である。

（1）点P，Qはそれぞれどんな曲線上を動くか。

（2）時刻tにおける2点P，Q間の距離の2乗をcostの関数として表せ。

（3）P，Q間の距離の最大値および最小値を求めよ。 （東京理大一基礎工）

半径Rの円に内接する二等辺三角形ABCの底角をβとする。（ただし，AB＝ACとする。）

（1）△ABCの面積Sおよび周の長さタを皮とβを用いて表せ。

（2日＝嘉とし，方のと。うる値の範囲を求めよ0

（3）sinβ＋cosβが最大となるXの値を求めよ。　　　　　　　　　　　（佐賀大一理工）

2Md如P 厚解答は「考え方と解答」89ページ

3cos2打4sh2β＝点のとき，1霊言霊豊βを摘用いて表せ0ただし，00≦β≦450とす

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福井工大）

すべての実数Xに対して，COS（X＋α）＋sin（X＋β）＋J豆cosxが一定になるようなα，βを求

めよ。ただし，00＜α＜3600，00＜β＜3600とする。

α＝COS38，A＝COSO，B＝COS（8＋1200），C＝COS（er1200）とおく。

（1）A2＋β2＋C2を求めよ。

（2）去＋去＋吉をαで表せ0

（岐阜大）

（学習院大一経済）

（1）cosAcosB≦Ⅰ（卜cosC）を証明せよ0

（2）A，B，Cが変化するとき，COSAcosBcosCの最大値を求めよ。　（東京慈恵会医大）
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正の定数aを含む2次方程式X2＋諾了X・忘＝0の2つの解がcotα，C。tβ

（－900＜α＜900，－900＜β＜900）であるとき，

（1）tanα＋tanβ，tanαtanβの値をaを用いて表せ。

（2）tan（α＋β）の値を求めよ。

（3）cot撃の値を求めよ。 （鳥取大一教育）

方程式2（sin3X－COS3X）＋3（sinxLCOSXト4＝0について，

（1）t＝SinX－COSXとおき，上の方程式をtで表せ。

（2）与えられた方程式は，00≦∬≦1808においてただ1つの解∬＝αをもつことを示せ。

（3）sinα，COSαの値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛媛大）

00＜α＜1800のとき，Sin3α＝Sin2αをみたすαと，そのαに対するcosαの値を求めよ。

（武蔵工大）

00＜α＜900，00＜β＜90O，α＋β＋γ＝900とするosinα＝意，Sinβ＝‡のとき，Sinγ＝［コ，

cosγ＝［＝二コとなる。

原点0を中心とする単位円と始線0Ⅹを定める00Ⅹとのなす角がそれぞれα，β，γとな

る動径と単位円との交点をA，B，Cとする0このときAB＝忌，BC二宮となる0

また，△ABCの面積Sは5＝忌で与えられ，S＝□AB・BC・CAをみたす。

（慶大一理工）

円に内接し，AB＝4，BC＝2，CD＝1，DA＝3である四角形ABCDがある。

（1）cos∠DABおよびcos∠ABCの値を求めよ。

（2）∠DABの二等分線と辺BCとの交点をEとするとき，線分BEの長さを求めよ。

（防衛大一理系）

0を原点とする∬ツ平面上に3点A（5，0），B（5，4），C（0，4）がある。0を通り互いになす

角が450である2直線が線分AB，BCとそれぞれP（5，y），Q（X，4）で交わるものとする。

（1）タを方で表せ。

（2）方の範囲を求めよ。

（3）△OPQの面積の最小値と，そのときの∠POAの大きさを求めよ。　（関西大－エ）
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座標平面上に原点0を中心とする半径1の円Gと半径2の円Gがある。2点P，Qがそれ

ぞれ点A（1，0），B（2，0）を同時に出発して，同じ速さでCl，G上を時計の針と反対向きに動

くものとする。

（1）動径OP，OQがある時刻までに回転した角の大きさをそれぞれα，βとするとき，αと

βの関係を求めよ。

（2）点PがCl上を1周する間に，△OPQが二等辺三角形になるときのP，Qの座標を求め

よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京学芸大）

半径1，中心角600の扁形OABがある。図のように，弧AB上に2点

P，Q，線分OA上に点S，線分OB上に点Rを四角形PQRSが長方形に

なるようにとる。

（1）∠AOP＝βとするとき，線分OSの長さをβで表せ。

（2）長方形PQRSの面積を最大にするβおよびそのときの面積を求

めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜大）
。磨

（1）tan800tan200＝3tan50Otan300を示せ。

（2）△ABCで，∠CAB＝500，∠ABC＝300であるものを考える。頂点Cから辺ABへおろ

した垂線の足をPとし，PCの延長上に点Qを∠QAC＝30Dとなるようにとる。このとき，

∠BQAを求めよ。

△ABCにおいて，辺ABの長さを1，∠C＝0，∠B＝30とする。

（1）βのとりうる範囲を求めよ。

（2）2辺BC，CAの長さをCで表せ。

（3）△ABCの周の長さ才のとりうる値の範囲を求めよ。

（お茶の水女大一文系）

（筑波大）

△ABCにおいて，∠CAB＝X，∠ABC＝yとする。

（1）sin（2X＋2y）＋sin2X＝0のとき，△ABCはどんな三角形か。

（2）sin（2X＋2y）＋sin2X＞0のとき，2辺AB，BCの大小関係を調べよ。（島根大r理系）

実数aに対し，V＝JS（sin2xL2asinx）－（cos2X＋2acosx）＋aの最小値をm（a）とする。

（1）t＝βsinx＋cosxとおくとき，Vをtを用いて表せ。

（2）椚（α）を求めよ。

（3）ッ＝研（芳）のグラフをかけ。 （慶大一経済）



14．指数関数，対数関数

指数関数，対数関数

Q田　指数関数，対数関数はもともといろいろな問題を解く際の道具となるもので，それだ 

回田：冨㌘警芸誓羞芸…≡ご㌫量芸是慧芸ご慧羞霊芝二芸讐ご忘表禁，り慧三三三三 

程式，不等式として出されている。指数と対数の相互関係に十分注意して基礎をしっか 

り身につければ，難問は少ないので手掛かりは得られるはずである。 

伊解答は「考え方と解答」93ページ
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∬＝‡（2喜一2－おのとき，（帥＋

する。

‡＋郷の値は［］である0ただし，犯は正の整数と

（神奈川大一経済）

（1）α＝［＝コ，∂＝［＝コはα∂＝64，310g。∂＋2logbα＝7をみたす。ただしα＞あである。

（関西学院大一経済）

（2）方，再はいずれも2以上の自然数であって，logズ（クー3）＋1＝210gェ2（ッ十3）をみたす。

このとき（方，ツ）は（［＝コ，［＝コ），（［＝コ，［：＝‡），（［＝コ，［＝］），（［＝コ，□）

のいずれかである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大¶総合政策）

4100は［］桁の数であ。，（‡）50は小数第［］位にはじめて0でない数字が現れる小数で

ある。次に，（1．25）乃の整数部分が4桁となる自然数乃の範囲は［＝］≦乃≦［＝コである。ただ

し，logl。2＝0．3010とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西南学院大）

次の方程式，不等式を解け。

（1）log2（5・2糾1－1）＝2ズ＋4

（2）logα（2α2－g2）≧1＋log。∬（αは正の定数で，αキ1）

（3）ズ2＋llog5ツl＝3，回＋log5万‾＝2

（久留米大一医）

（岡山理大）

（湘南工大）

1＜α＜ろくα2のとき，1職いog∂α，log相，1職（‡），0，Ⅰ，1を小さいものから大きな

ものへの順に並べよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自治医大）
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（1）2次方程式4g2－4ノ両方十13＝0の2つの解をα，βとするとき，log2（α2＋6叫ヲ＋β2）の

値を求めよ。

（2）変数ガ，クがズ＋3プ＝12をみたすとき，log3g＋log27クの最大値を求めよ。（信州大一工）

（1）不等式log3（∬＋1）＜2をみたす∬の値の範囲を求めよ。

（2）（1）のガの値の範囲において，次のガの関数のとりうる値の範囲を求めよ。

′（∬）＝tlog3（∬＋2））2岬log3（∬3＋6二r2＋12∬＋8） （弘前大）

（1）－1≦ズ≦2のとき，関数′（ズ）＝3・4ズーー8可の最大値と最小値，およびそのときのガの値

を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（和歌山大一教育）

（2）ズ≧10，ク≧10，ズツ＝103のとき，次の各式の最大値と最小値，およびそのときのズ，クの

値を求めよ。

∽（logl。ズ）（logl。J′）　　川log㌦ （鳥取大一医・工）

連立方程式　グ2101＋10glOズ＝102十10g105，22科ツ＝8ツーズの解は芳＝口，ツ＝口である。また，こ

のとき欝＝口である。 （西南学院大）

logl。7の近似値は0．8451である。ある整数∬に対して7エが15桁の整数となるとき，7ズの1

位の数字は［＝］で，7方の1014位の数字は口である。　　　　　　　　（東京理大一理）

不等式1000ズ＜ズ2ズをみたす最小の正の整数ガは［：＝］であり，5舛10＜24クをみたす最小の正の

整数再は［＝二］である。ただし，logl。2＝0．3010とする。　　　　　　　　　（福岡大一商）

次の2つの不等式を同時にみたすガの範囲を求めよ。

log3ズ＋log3（ズー2）＜1，10g与（∬＋5）＋log2（4－ズ）＋log22ズ＜0　　（甲南大▼理）



2nd如P

14．指数関数，対数関数

牢解答は「考え方と解答」96ページ
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α，あ・Cを1でない正の数とし，logα…ogむC＋転α＝Ⅰ，logみα十logc紺ogαC＝－‡とす

る。このとき

（1）（log。∂）（logゎC）（log。α）＝［＝コ

（2）（log。∂P＋（log∂C）2＋（log。α）2＝［＝コ

（3）（logわめ3＋（log。∂P＋（log。C）3＝□ （日本大一生産工）

′（ズ）＝23ズー22ズ＋2－3・2ズ＋12とする。方程式′（∬）＝0の解を求めるとズ＝［：：＝］とズ＝口で

ある。また，方程式′（∬）＝あが解をもたないようなあの範囲を求めると［＝］で，負の解をも

つような∂の範囲を求めると［＝コとなる。　　　　　　　　　　　　　　　（慶大一経済）

座標平面上で，610gα十γズ＋310g。リズ2＝（logα．声3）（log。＿㌦4）（α＞1）をみたす点（ガ，ツ）の

存在する範囲を図示せよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山理大）

押＝32（ただし，ズ≧招，ツ≧Ⅰ）のとき，次の（1），（2）の最大値および最小値と，そのとき

のガ，クの値を求めよ。

（1）log2∬プ　　　　　　　　　　　　　　（2）log㌦　　　　　　　　（東京水産大）

数直線上の集合4，月，Cが次式によって与えられるとき，2つの集合AUβUCと

AnβnCを求めよ。（注．弧度法で方＝1800である。）

A＝（xLx2－X－2＞0），B＝（elo≦e≦27T，SineLβcose≧β），

C＝（ッllog2（3－ツ）≦1＋log2J′〉

（1）刀を自然数とするとき，ズ＝‡（4去＋4一差）とおけば，

である0よって，加g2（

（大阪歯大）

＋√寺は4の占石乗

（2）方程式ズ10g3ズ‾2＝27の解をα，β（α＜β）とする。log3∬＝方とおくと，与えられた方程

式はズ2－2ズー［＝コ＝0となるので，α＝⊂二コ，β＝［＝コである。

また，log㌦＋logβα＝［＝コとなる。 （東北工大）
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α，あ，Cをそれぞれ1より大きな数とする。

（1）logαわα＋logb。∂＋log。。C＞1を示せ。

（2）logαわα＋logゎ。∂＋log。。C＜2を示せ。

（3日明知β十kg拍トHogcαC＝‡となるための必要十分条件を求めよ。（東北大牒系）

不等式2（log汐）3－3（log妙）2＋志＜0が成。立つとき，

（1）log妙はどのような範囲の値をとるか。

（2）この不等式をみたす点（ズ，ツ）の存在する範囲を図示せよ。　　　　　（帯広畜産大）

桝を2より大きい実数とする。ガの2つの方程式

ズ2－2か1ガ＋3×2m＝0…①　　210g2ズーlog2（ズー1）＝研…②

について，

（1）方程式①，（卦のそれぞれは，2つの異なる実数解をもつことを示せ。

（2）方程式（彰の解のうち，ちょうど1つだけが方程式②の2つの解の間にあることを示せ。

（北大一理系）

α，あは実数で，α＞0，αキ1とする。曲線プ＝logα∂∬と曲線プ＝αエ＋あが直線ッ＝∬＋2上で

整数を座標にもつ2点で交わる。

（1）α，あの値を求めよ。

（2）交点の座標を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大）

半径1の円01に内接する正六角形に内接する円を仇とする。円仇に内接する正六角形に

内接する円をGとする。以下同様に，円Ozに内接する正六角形に内接する円を0汁1（オ＝1，

2，3，…）とする。円0‡の面積を長とするとき，

（1）Sを求めよ。

（2）Sが0．00005より小さくなる最小の自然数才を求めよ。ただし，円周率を方とすると

き，logl。方＝0．4971，logl。3＝0．4771，logl。5＝0．6990とする。

（3）数列島，島，島，…の初項から第乃項までの和を求めよ。　　　　　（山形大一人文）

A地点からB地点に向かって，第1日目は全行程の‡を進み，第2日目は残。の行程の与

を進む0このように，毎日残った行程の‡を進んで行くと，何日目に全行程の意を超える

か。（logl。2＝0．301，logl。3＝0．477　として用いてよい。）　　　　　　　　　　（関西大一法）


