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上に数列を書き並べてみる。そこから解き方のヒントをえることが多い。数列の間産は 

∑に始まって∑に終わる。公式の正しい理解と計算力が最重要課題である。 
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（1）初項20，公差－3の等差数列で，初項から第死項までの和島を乃を用いて表すと

島＝［＝コであり，島が最大になるときの光の値は［＝コ，島の最大値は［＝］である。

（足利工大，宮崎大）

（2）第10項が79，第15項が54である等差数列〈α乃）で，一般項α花を求めよ。また，この数

列の初項から第乃項までの和島が最大値をとるような犯の値を求めよ。　（奈良女大）

α，形を正の整数とする。連続するの個の整数α，α＋1，…，α十針－1の和が100になるよう

なα，刀の組をすべて求めよ。 （鳴門教育大）

等差数列（α乃）が，α1＝1，勉1＝－2をみたすとき，

（1）一般項α乃を求めよ。

（2）α乃≧0であるような最大の乃を求めよ。

（3）∂乃＝乃α乃（乃＝1，2，3，…）として得られる数列（∂乃）の初項から第ゐ項までの和を島

とおくとき，S，島，島，・・・の最大値を求めよ。　　　　　　　　　　　　（新潟大）

（α乃）は自然数からなる数列で，初項α1は20とし，雅章5のときα乃＞晦であるとする。さら

に，∂乃＝α机－αわで定まる数列丹花）が公差2の等差数列であるとする。このとき（α乃）を求め

よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倭城大一理）

初項α1から第乃項‰までの和島は，島＝α乃2＋み乃（α，古は定数）で表される。この数列

（α花）は等差数列であることを示せ。　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田大一教育）

edu
日付印 (姓と名、和暦)
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8．数　　　列

初項α（α＞0），公比γの等比数列がある。この数列の初項から第の項までの中で最大数は

96であり，その和は189である。また，初項から第2の項までの和は12285である。このとき，

この数列の初項αは［＝］で，公比γは［＝コである。　　　　　　　　　（東京理大一薬）

初項が3，公比がγの等比数列の第4項までの和が468であるとき，γ＝⊂コである。この

数列の第乃項までの和を島と書くとき，ふ＋島＋…＋島＝口である。ただし，γは実数であ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神戸女子薬大）

初項1，公比帯の等比数列が10100以上の値をとるのは第何項以降か。ただし，logl。7は小

数第4位以下を切り捨てると0し．845となる。　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大一理）

一般項がα乃＝（sinの‾2糾51（00＜β＜900）で表される等比数列を（α乃）とし，（扇の初項から

第乃項までの積み乃＝α1勉偽…α花を一般項とする数列をくわ乃）とする。

（1）β＝300のときの〈α乃）の公比を求めよ。

（2）〈∂乃）が最小の項となるときの刀を求めよ。

（3）〈∂乃）がはじめて1より大きな項となるときの邦を求めよ。 （星薬大）

放物線♪：ズ2Ⅶ砂＝0と直線J：∬十2ッー3ゑ＝0が与えられている。（丘は正の整数）

（1）放物線少に接し，直線Jに直交する接線の方程式および接点Aの座標を求めよ。

（2）接線および直線lのX軸との交点をそれぞれB，Cとするとき，△ABCの面積島を求め

よ。

（3）黒鳥ト1＞500となる最小の乃を求めよ。　　　　　　　　（鳥取大一教育・農）

∬プ平面上に点P。（0，0），Pl（1，0）がある。点列Pれ（乃＝2，3，…）を次のようにとる。

（i）線分Pn＿1Pnの長さは線分Pn＿2Pn＿1の長さの2倍。

（ii）点PnはPn＿2からPn＿1に向かう方向に対して左側にある。

（iiO　∠P乃＿2P乃＿1P乃＝900

このとき，点列P4乃＿2（乃＝1，2，・・・）の∬座標を邦を用いて表せ。 （群馬大）

点（0，れ）を中心とした半径れの円Gがある。このClに対して，円GをGと外接し，

ズ軸に接するようにとる。次に，円Gを2円G，Gと外接し，ズ軸に接するようにとる。これ

ら3つの円G，G，Gの半径をそれぞれれ，花，乃（れ＞乃＞乃）とする。

（1）巧をれと花で表せ。

（2）れ，花，箱がこの順序で等比数列をなすとき，その公比を求めよ。　　　　（千葉大）

39
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第乃項α花がα乃二一乃2－の＋20（乃＝1，2，…）で与えられる数列（α乃）の初項から第の項ま

での和を島とする。

（1）島が最大となるときの刀の値を求めよ。

（2）島≧0，島＋1＜0となる邦の値，およびそのときの島の値を求めよ。

（高知大一理・教育・農）

数列〈α花）は初項1，公差2の等差数列，数列（∂乃）は初項1，公比2の等比数列とする。

島＝d沌1＋偽∂2＋…＋α諭のとき，S。－3＝［＝コである。　　　　　　　　　（大阪電通大）

数列〈α＝こ紳て，畠5－農相＋眈＝2（乃＋‡）2が成り立っている0このとき，

（1）α乃を邦の式で表せ。

（2）∑α烏を求めよ。
ゑ＝1

（弘前大）

数列12，22－12，32－22＋12，42－32＋22－12，52－42＋32－22＋12，…の一般項α花は⊂＝］であ

。，藍＝口である0

分数を次のように並べた数列を考える。

1　2　1　3　2　1　4　3　2　1　5

2，3，3，4，4’4’5’5’5’5’6’

（1）芸は初めから数えて第何項目にあるか0

（2）初めから数えて第666項目にある分数は何か。

（3）初項から第666項目までの和を求めよ。

（福岡大一人文）

（岩手大一農）

1，‡，‡，‡，‡，‡，‡，…は，吉が2烏－1個（点＝1，2，3，…）ずつ続く数列であ

（1）第1000項までの和はアロ言語である0

（2）第乃項までの和が100であるとき，乃＝2カキクローケ［＝コであるから，犯はコサロ

桁の数である。ただし，logl。2＝0．3010とする。　　　　　　　　　　（センター試験）
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伊解答は「考え方と解答」51ページ
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正の整数の等差数列（α乃）において，α17。は13の倍数，α1と偽の最小公倍数が1118，

∑α彪＝1025とする。この数列〈α乃）の初項および公差を求めよ。また，∑α烏＝3750となる犯の値を求

めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（立命館大一理工）

等差数列〈α乃）が，α1＝1，α1＞勉および自然数少に対し（偽♪）2＝4をみたす阜き，

（1）一般項α刀を求めよ。

（2）α乃≧0であるような最大の乃を求めよ。

（3）∂乃＝乃α乃（乃＝1，2，3，…）としてえられる数列丹花）の初項から第烏項までの和を島

とおくとき，ふ，島，島，…の最大値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　（新潟大）

〈αゑ）を初項戊，公比γの等比数列とする。プ邪を自然数とし，∂鬼＝αたα姑1…α烏＋椚＿1とおく。数

列〈∂烏）の初項から第の項までの和を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　（筑波大）

〈α乃）を初項α，公比γ（α≒0，γキ0，㌢キ1）の等比数列とする。正の整数刑に対して

∂乃＝邦α乃α花＋1＋（乃＋1）α汁1α桝2＋…＋（乃＋研一1）α桝椚＿1（2桝椚（乃＝1，2，3，…）

によって数列〈∂乃）を定めるとき，（∂花）の一般項∂刀を求めよ。　　　　　　（南山大一経済）

数列〈α乃）は，α1＝1，島＝αα乃（乃＝2，3，4，…）をみたす。ただし，αキ1，品＝∑鶴（乃≧1）

とする0このとき，｛α乃｝は乃≧2に対し，公比巨誓∃の等比数列であり，回＜1とな

るのはα＜日－のときである0

また，数列〈島）は，∑＄＝⊂コ＋□α＋［＝コα島（乃≧1）の関係を．みたす。
烏＝1

さらに，α＝－9のとき，∑島が初めて7より大きくなるのは，乃＝［：＝］のときである。必要

ならば，logl。3＝0．4771を用いよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大一総合政策）

ズツ平面において，ズ座標，ツ座標がともに整数であるような点を格子点ということにする。

第1象限の格子点で，直線グ＝2∬上にある点を原点0に近い方からPl，P2，P3，…とし，同じ

くッ＝圭上にある点を原点0に近い方からQl，Q2，Q3，・・・とする0

（1）△OPIQ2，△OQ2P3の面積且，S；を求めよ。また一般に△OP2k＿1Q2h，△OQ2hP2h．1の面

積島尾＿1，島尾（烏＝1，2，3，…）は烏のどのような式で表されるか。

（2）S，島，…，S。。は（1）における面積を表すものとするとき，
去＋去＋…＋忘の値を求

めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩手大一農）

41
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2つの整数乃，gによってきまる数列吼射＝（J＋2）2乃がある。

（1）α1，エ（g＝1，2，3，…）は初項［：＝］，公差［＝］の等差数列で，その第1項から第□項

までの和は104である。

（2）α狗2（乃＝1，2，3，日）は初項口，公比⊂コの等比数列で，その第1項から第［＝コ項

までの和は504である。

（3）Ⅳ，上を正の整数とするとき，玖頃に対して，形について1からⅣまでの和，才について

1から上までの和をとると，（（［＝コ）〃－1〉（エ2＋⊂コ⊥）となる。　　　（東邦大一案）

数列〈α乃｝が，α1十2勉＋弛＋…＋乃α乃＝霊詰（乃≧1）をみたすとき，

数列の和島＝α1＋免＋偽＋‥・＋α花を求めよ。

数列（α乃）は任意の自然数犯に対して∑3‾烏α乃＿烏＝
烏＝0

このとき，桝≧3に対して∑乃α花を求めよ。
乃＝1

乃（乃＋1）（乃＋2）

（滋賀大一教育）

をみたしているとする。

（東北大一理系）

2つの数列（α乃），〈∂花）について，初項から第乃項までの和をそれぞれ島，71とする。

島＝2乃（乃＋2），㍍＝‡伽2一触＋13）

のとき，α1＝［＝コ，α乃＝［＝コ，81＝［＝］，∂乃＝［＝コである。また，数列（α乃あわ）の初項から第

乃項までの和は□となる。

2つの数列〈α烏），（古見）をそれぞれ

α㍉去（ゑ＝1，2，…），∂ゑ＝両市（烏＝1，2，…）

と定める。また，乃＝1，2，…に対して

5乃＝∑（一1）烏α加　島＝∑毎，‰＝∑α烏

とおく。このとき，任意の刀について，次の（1），（2），（3）を証明せよ。

（1）S乃＜0　　　　（2）も＜1　　　　（3）〟乃＜2

（慶大一商）

（東北大一理系）

（1）実数策，弟を係数とする乃個の才の2次式（∬gトッZ）2＝ズォ2才2－2孔扉＋勤2（Z＝1，2，

…，乃）を用いて，不等式（買切）2≦（∑ズZ2）（∑ッゴ2）が成り立つことを示せ0

（2）実数α1，偽，亀，吼，偽がα1＋偽＋偽＋亀＋晦＝10，α12＋勉2＋偽2＋亀2＋晦2＝25をみた

すとき，偽の最大値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（早大一政経）
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数列α1，勉，偽，・・・を次のように定める。

α1＝1，勉＝偽＝2，亀＝偽＝偽＝3，…

（1）与えられた自然数形に対して，吼＝乃となるようなどの範囲を求めよ。

（2）粥を自然数とするとき，この数列の初項から第2研2項までの総和を求めよ。（一橋大）

数列　α，占，α2，α占，あ2，α3，α2占，α∂2，が，α4，α3あ，α2∂2，αが，∂4，α5，α4占，…

について，初項αからα椚∂花までの和を5（仇，乃）とする。ただし，αかキ0，α≒あとする。

（1）上の数列において，α15，α1588はそれぞれ何番目の項か。

（2）5（死，乃＋8）－5（乃＋8，乃）をα，あ，刀を用いて表せ。

（3）∂＝－αのとき，5（0，2ク2），S（乃，乃）を求めよ。　　　　　　　　　（宮城教育大）

偶数の数列2，4，6，、8，日が下の図のように配列されている。

1組 �2組 �3鮭 �4組 � 

上段 �2 �6　10 �14　18　22 �26　30　34　38 �42　… 

下段 �4 �8　12 �16　20　24 �28　32　36　40 �44　… 

（1）第か組の上段の最初の数α乃を求めよ。

（2）第乃組の上段と下段のすべての数の和を島とする。島をガで表せ。

（3）30という偶数は第4組の上段の2番目に位置する。それでは，1000という偶数の位置を

求めよ。

図のように，格子点の列

（1，1），（1，3），（2，2），（3，1），（1，5），（2，4），（3，3），

をつくる。

（1）この列に関し，（15，5）は第［＝コ番目の点であり，また，第

200番目の点は（［＝コ，［＝］）である。

（山形大一工）

（1，5）

（1払L…

（2）さらに，上の点列を用いて，数列α1＝21＋1，亀＝21十3，偽＝22＋2，（1，1）（3，1）（5，1）

亀＝23＋1，…をつくると，α1＋勉＋…十伽＝［＝コである。

正の整数を，右の表のような順に並べるものとする。

（1）最左端の縦列において，上から刑番目に位置する数を

桝で表せ。

（2）最上段の横列において，左から乃番目に位置する数を符

で表せ。

（3）上から研番目，左から乃番目に位置する数を桝と刀で

表せ。　　　　　　　　　　　　　　　　（明治大一政経）

（慶大十総合政策）
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う表現するか，考え方たなれると同時に，証明を何度もノートに書いて練習する必要が 

ある。二項定理の問題は，一般項の公式を確実に覚えて使用することに限る。多項定理 

の公式も覚えた方がよい。 
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次の漸化式で定められる数列〈α乃）の一般項α乃を求めよ。

（1）吼＝2，α叶1＝2α乃－3（乃＝1，2，3，…）

（2）α1＝1，仏叶1＝α乃＋3乃（乃＝1，2，3，…）

（3）dl＝1，α拙＝斎i（乃＝1，2，3，…）

（4）α1＝1，三一よ＝打点＝2，3，4，…）

伊解答は「考え方と解答」55ページ

（芝浦工大）

（琉球大）

（九州芸工大）

（昭和薬大）

漸化式α1＝0，α汁1＝3（Z乃＋2乃－1（乃＝1，2，3，…）で定められる数列（α乃）について，

（1）鉱＝鼻とおくとき，∂乃と転の間に成。立つ関係式を書け0

（2）（1）の転を求めよ。

（3）α乃を求めよ。 （神戸大一文系）

数列（α乃）をα1＝1，勉＝2，吼叶1＝Ⅰ（α乃＋α花－1）（乃＝2，3，…）で定める0

（1）この数列の階差数列（あれ）の一般項を求めよ。

（2）一般項α乃を乃の式で表せ。

（3）数列（α乃）の初項から第乃項までの和島を犯の式で表せ。　　　　　（山形大一教育）

数列α1，勉，・・・がα1＝4，α乃＋1＝雲誓（乃＝1，2，・・・）で定められている0

（1）伝票芸 （乃＝1，2，・・・）が等比数列になるようなα，β（αキβ）の組を1つ求めよ。

（2）一般項αねを求めよ。 （千葉大）
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9．漸化式，数学的帰納法，二項定理

α1＝3，α桝1＝2（Z乃一花（乃＝1，2，3，…）で定義される数列〈α托）の一般項α刀を求めよ。

（宮崎大）

α1＝0，αヰ一三）3α乃－1＋誓（乃＝2，3，…）で定義される数列〈α乃）の一般項を求めよ。

（学習院大一経済）

α1＝4，α桝1＝雲誓（乃＝1，2，3，…）で定められる数列〈扇がある。

（2）転志とおくとき，数列｛古刀｝の一般項を求めよ。また，数列〈扇の一般項を求め

よ。

数列〈α乃）がα乃＝α乃】1＋2α乃＿2（乃≧3），α1＝3，勉＝7で定義されている。

（1）α乃一郎乃rl二百（α乃＿1－♪α乃▼2）をみたす実数少，留を求めよ。

（2）α乃を求めよ。

（鹿児島大一理）

（関西学院大一商）

すべての自然数邦について，5輝1＋62乃‾1は31で割り切れることを証明せよ。

（宮崎大一農・教育）

刀は2以上の自然数とする。数学的帰納法を用いて次の不等式を証明せよ。

去＋吉‥十去＜2蕗－2 （北大一文系）

0＜∬＜1のとき，すべての自然数犯について次の不等式が成り立つことを証明せよ。

表芸≧1＋乃ズ＋旦写生2

次の関係式で定まる数列（α乃）がある。

4（α1＋勉＋偽＋…＋α乃）＝（2ク‡＋1）α乃＋1（乃＝1，2，3，…）

（1）一般項α花を推定し，数学的帰納法によって証明せよ。

（2）島＝志＋去＋…＋忘を求めよ0

（大分大一工・教育）

（北海道教育大）
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234

235

236

237

238

239

数列（α乃）はα1＝1，吼叶1‘Z乃＋2仏汁1－8＝0（乃＝1，2，3，‥・）をみたしている。

（1）1≦α乃≦‡（乃＝1，2，3，…）であることを数学的帰納法により証明せよ0

（狛α乃－2匡（訂‾1（乃＝1，2，3，…）であることを示せ0

（1）（2＋幻10の展開式における最大の係数は［＝］である。

（2）（紬－‡）9

（3）（汁去＋1）10

の展開式におけるガの係数を求めよ。

（高知大）

（神奈川大一工）

（京都教育大）

の展開式のズ8の係数と∬9の係数の比を最も簡単な整数の比で表せ。

（東京理大一理）

多項式（恒＋ヴ）8＋（すズ＋♪）8を展開し，∬5の係数をαを使って表すと，αの何次式になる

か。ただし，α＝♪す，少，す≧0，♪＋す＝1とする。

2Md如P

（自治医大）

伊解答は「考え方と解答」59ページ

数列（α乃）（乃＝1，2，3，・‥）は次の関係をみたしている。

α1＝1，3（α1＋偽十・・十α乃）＝（乃＋2）α乃

（1）邦α桝1＝（乃＋2）α刀が成り立つことを示せ。

（2）一般項α花を求めよ。

（3）去＋去＋…＋1を求めよ0
（J〃

正の数の数列〈α乃）の初項から第乃項までの和島が

島＝お花（α乃＋1）（乃＝1，2，3，…）

をみたしているとき，一般項α花を求めよ。

次の関係式で定まる2つの数列〈α乃），丹花）がある。

α1＝∂1＝1，q叶1＝α乃＋毎，占花＋1＝4α乃＋∂乃（乃＝1，2，3，…）

（1）数列（α乃＋ゑ∂乃）が等比数列となるように定数丘の値を求めよ。

（2）数列〈α乃），（∂乃）の一般項を求めよ。

自然数花と実数ガが，乃≧2，0＜∬＜1をみたすとき，

（千葉大）

（広島大一文系）

（北海道教育大）

＞1－ガ　を証明せよ。

（山口大一教育・農・経済）



241

242

243

244

245

246

α1＝2，‰＋1＝晋十三（乃＝1，2，3，…）とする0

（1）ノきく‰．1＜‰（乃＝1，2，3，…）を示せ。

（2）‰1－招く畢（乃＝1，2，3，…）を示せ。

（3日晦「招匡10‾10を示せ。ただし，1．41＜招く1．42を用いてよい。　　　　（神戸大）

数列〈‰）は次の関係式をみたしている。

『）α1＝1

什）α1偽＋偽偽＋…一十‰‰＋1＝2（α1‰＋俄‰】1＋…＋‰α1）（乃＝1，2，3，…）

この数列の第乃項‰が刀であることを数学的帰納法を用いて証明せよ。（大阪市大一理系）

数列（‰）（”＝1，2，3，…）をα1＝1・‰二両＝覇㍍二f芦二iilL蒜コ）ニ㌻1ノf23一打

（乃≧2）で定め，島＝∑α点とおく。

（1）‰を形と‰＿1の式として表せ。

（2）告，望，芝を軸よ0

（3）（2）から島が邦のどのような式になるかを予想し，その式を証明せよ。（東北大一文系）

次の3条件用，回，再をみたすような数列（‰）を考える。

川真上1）か1α烏＝貴志（乃＝1，2，…）桓）db＝器i（乃＝1，2，…）

再　‰＞0（乃＝1，2，・弓

数列（‰）を次のように定義する0α1＝1，‰＋1＝Ⅰ‰＋孟（乃＝1，2，…）

このとき，各自然数形に対して，不等式‰≦意が成。立つことを証明せよ。（京大一文系）

α1＝ク，俄＝す，亀＝γ，‰＋3－3‰十1＋2‰＝0（乃＝1，2，…）で定義された数列（‰）があ

る。

（1）∂花＝‰＋1－‰とおくとき，れ＝ヴー少，あ＝γ一gで，漸化式

∂桝2＋［＝コ∂糾1－ロム乃＝0（乃＝1，2，…）が成り立つ。

（2）一般項私はm＋与か⊂コア十‾⊂運＋P＋n（乃－1）

＋⊂運‾∈五＋［＝コγト2）ト1である。
9

（3）γ＝4とすれば，数列〈‰）が等比数列になるのは（少，ヴ）＝（口，－⊂コ）または

（少，ヴ）＝（［＝コ，□）のときである。　　　　　　　　　　　　　　（東京理大一理）
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248

249

250
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各項が0以上6以下の整数であるような（α乃）を次のように定める。
「α1＝1，かつ乃≧1のときα糾1は3‘Z乃を7で割った余りとする。」

（1）3烏（ゑ＝1，2，…，6）を7で割った余りを求めよ。

（2）すべての自然数乃について，α乃－3乃‾lqは7の倍数であることを証明せよ。

（3）すべての自然数死について，α軒6＝α乃となることを（1），（2）の結果を用いて証明せよ。

（佐賀大一理工・農）

ズ軸上の点Al（範，0），A2（鞄，0），…，A乃（私，0）に対して，直線J：グ＝血（ゐ＞0）上の点

Bl（ズ1，ツ1），B2（為，勤），…，B乃（端，グ乃）をズ叫＝範＋ッ才を満足するように定める。

ただし，祖＝α，ズZ＞0，クZ＞0とする。

（1）点B乃（私，ツ乃）の座標を求めよ。

（2）線分AどBZ　とAgA汁1を2辺とする正方形の面積牒を求めよ。

（3）正方形の面積の総和　sl＋ち＋…＋5乃を求めよ。 （図書館情報大）

自然数乃≧1について，2種類のすべて相異なる命題P（乃），Q（乃）がある。いま，P（乃）が

正しいならばQ（乃＋1）が正しく，Q（乃）が正しいならばP（乃＋1）も正しいことが証明された

とする。このとき，次の問いに理由をつけて答えよ。

（1）P（1）が正しいとき，Q（10）は正しいといえるか。またP（10）はどうか。

（2）（1）の仮定に加えて，さらにQ（9）も正しいとき，P（乃）はどのような自然数に対して正しい

といえるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大一文系）

形を自然数，P（∬）を乃次の多項式とする。f）（0），P（1），…，P（乃）が整数ならば，すべて

の整数丘に対し，P（ゑ）は整数であることを証明せよ。　　　　　　　　　　　　　（東京工大）

（1）打‡が整数ならば，すべての正の整数刀に対して∬弓も整数であることを示せ0

（2日－1が0以外の整数ならば，ズ2－吉は整数でないことを示せ0　　（一橋大）
ユ▲

符を4以上の自然数とする。（1＋ズ十方2＋ズ3＋∬4）花を展開したときのズ4の係数を求めよ。

（京大一文系）


