
Q田2次関数のグラフは，平方完成形への変形によって求められるが，この変形は意外に 回田墓芸芸這‡芸芸雲量遠雷慧羞冨≡…三妄警…≡讐雲芸雲冨…㌘芸警霊書芸二冨吉宗 

大・最小問題で，いろいろな形式がある。十分な練習によってしっかり基礎をつくり， 

応用問題に対処すべきである。教科書の範囲を超えた内容もかなり出題されるので，と 

くに注意して幅広く勉強したい。 

15†5値P
伊解答は「考え方と解答」3ページ

2次関数柏）＝α∬2＋∂r－2がある0その最小値は一昔であ。，拍）＝0の1つの解が
－2であるとき，α，あの組を求めると（α，∂）＝［＝］である。　　　　　　（南山大一経営）

（1日＝Ⅰ（ズ2－山車2旬）のグラフをかけ0

（2）（1）のグラフと直線γ＝α（ズー2）との交点がちょうど2点となるようなαの範囲を求め

よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（防衛大）

ッ＝ズ2＋α2とッ＝2α∬＋1の交点をA，Bとする。線分ABの長さが4であるような実数α

を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（城西大一数学）

点P（α，∂）からッ＝ズ2＋ガに2本の接線をひく。そのおのおのの接点をQ，Rとするとき，

Q，Rの中点の∬座標を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自治医大）
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1．2　次関数

OO＜e＜900とし，f（X）＝（cose）X2－2（Sine）xLCOSe＋1とおく。

（1）ッ＝′（∬）のグラフをかけ。

（2）0≦∬≦1の範囲で，方程式′（∬）＝0の実数解の個数を求めよ。　（大分大一工・教育）

少，留を素数とし，2次関数′（∬）＝ズ2＋如十百が次の2条件をみたすとき，′（ズ）を求めよ。

∽　ある実数αに対して′（α）＜0　（イ）任意の整数犯に対して′（乃）≧0（高知大一理）

ガ，クが与＝∬2－［幻2＋3（－2≦ズ＜2）をみたす。ただし，［抽まガをこえない最大の整数を

表す。このとき，

（1）ッのとりうる値の範囲は□＜ッ＜［二二コである。

（2）ゑ＝ツー3方のとりうる値の範囲は［＝］≦烏≦［＝］，［＝］＜ゑ≦口である。

（日本大一生産工）

3点A（1，0），B（3，2），P（2，〃）が与えられている0ここでがキ1とする。このとき，

直線APと点Aで接し，直線BPと点Bで接する，軸がy軸と平行な放物線の方程式を求め

よ0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神戸女大）

直角三角形の土地があり，斜辺の長さは10mである。また，この土地に含まれる長方形で，

1つの頂点がこの三角形の直角の頂点であるものの面積の最大値は10m2である。この三角形

の残りの2辺の長さを求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　（立教大一経済）
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面積が1の△ABCの辺AB上に点Dをとり，AB：DB＝1：tとする。DからBCに平行な

直線をひきACとの交点をEとする。また，DからACに平行な直線をひきBCとの交点をF

とし，EからABに平行な直線をひきBCとの交点をGとする。線分DFと線分EGが交わら

ないとき，四角形DEGFの面積をSとし，線分DFと線分EGが交わるときは，交点をHとし

て△DEHの面積をSとする。

（1）Sを才で表せ。　　　　　　　（2）5とよの関係をグラフにかけ。

（3）Sの最大値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（専修大一経常）

不等式αズ2＋∂ズ＋C＞0の解が－4＜芳＜3であるとき，不等式αズ2＋5∂∬＋3C＜0の解は

ズ＜［＝コ，［＝コ＜ガである。　　　　　　　　　　　　　　　　（桃山学院大一経済）
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数　学　Ⅰ
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6

（1）不等式2∬2－3ズー5＞0を解け。

（2）（1）の不等式をみたし，同時に，不等式ズ2＋（α十一3）ズー2α＋2＜0をみたすガの整数値がた

だ1つであるように実数αの条件を定めよ。　　　　　　　　　　　（成城大‾法）

図のように立方体ABCDEFGHがある。AD＝aとする。動点PはH

を出発し，線分HD上を一定速度で動く。動点QはDを出発し，線分DB

上を一定速度で動く。P，Qが同時に出発したところ，PがDに，QがB

に同時に到着した。線分PQの長さの最小値をαで表せ。（専修大一法）

A D

F G

3つの点P，Q，Rが，1辺の長さが1の正方形ABCDの頂点A，B，Cをそれぞれ出発し

て，正方形の周上をA→B→C→D→Aの向きにそれぞれ秒速1，1，2で動く0出発後X秒

のときの△PQRの面積をSとする。

（1）0＜ズ＜‡のとき，Sが最小となるのはいつか0

（2）0＜∬＜1のとき，Sが最小となるのはいつか0

図のような鋭角三角形ABCにおいて，辺BCの長さは6，面積は12で

ある。辺BCに平行な直線が2辺AB，ACと交わる点をそれぞれP，Q

とし，PQを1辺とする正方形PQRSをAと反対側につくる。PQの長

さをX，正方形PQRSと△ABCの共通部分の面積をyとする○

（1）正方形PQRSの辺SRがBC上にあるときのXを求めよ。

（2）ッをガを用いて表し，そのグラフをかけ。

（3）クの最大値を求めよ。　　　　　　　　　　（大阪教育大）

（追手門学院大）

αを定数として，放物線G：ッ＝－∬2十α∬＋α2を考える。

（1）放物線Gの頂点は（壱言呂可であるから，頂点は曲線ッ＝エロ蝕こあ

る。

（2）座標平面上の2点A（一1，1），B（2，4）を通る直線を才とする0放物線Gが直線才と

共有点をもつためのαの範囲はα≦オカ［＝1α≧；呂であるoGと用共有点の座標

は，α＝オカロのとき（ケコロサロ），α＝；旨のとき（岩，三；旨）である0

また，Gと線分ABが異なる2点を共有するための戊の範囲は ；旨くα≦テロで

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター試験）
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1．2　次関数

伊解答は「考え方と解答」6ページ
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関数′（ズ）＝l匿一1ト封のグラフをかけ。ただし，αは正の定数とする。　（武蔵工大）

桝を正の整数の定数とし，′（ズ）＝－（刑＋1）∬2＋（∽2＋3）ガとおく。変数∬が整数値のみを

とるとき，′（ズ）の最大値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都府医大）

α＞0，C≦1のとき，2次関数プ＝αズ2＋∂ズ＋C…①　と1次関数ッ＝2∬＋1…②

がある。

（1）①のグラフの放物線と②のグラフの直線が，ただ1点で交わるとき，占，Cの値を求め

よ。

（2）（1）で求めた∂，Cを係数とする①の放物線をgとし，Zと②のグラフの直線との交点をA

とする。このとき，Aの座標を求めよ。

（3）放物線タの頂点をBとするとき，距離ABがBと∬軸との距離に等しくなるようにα

の値を定めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（成膜大一工）

正の実数αに対して′（可α∬2－‡巨する0

（1）0≦ズ≦1におけるッ＝′（∬）のグラフをかけ。

（2）0≦ズ≦1における′（ズ）の最大値g（α）を求めよ。

（3）g（α）の最小値を求めよ。

図のように平面上に固定された直角三角形

OABと，直線OA上を一定の速さで動く直角三

角形PQRがある。△PQRは，時刻t＝0では頂点

Pが頂点Aに重なる位置にあり，左へ速度1で動

くものとする。時刻才での2つの三角形の重なり

合った部分の面積をS行）とする。OA＝OB＝4，

（1）S仔）を才の式で表せ。

（2）5（f）が最大になる才を求めよ。

（立教大一社会）

二＿二
才＞O R

AP Q O P A Q

PQ＝2，QR＝4とするとき，

（専修大一経済）

関数グ＝αズ2－α2∬十1（α＞0）が，0≦∬≦1のとき0≦ッ≦1となるための定数αの値の範

囲を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大一理）
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8

2つの放物線ッ＝∬2＋点と∬ニッ2＋丘の両方に接する直線で，異なるものが3本ひけるような

烏の値の範囲を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口大一文系）

放物酎＝∬2を摘方向にα（α≒0）だけ平行移動した曲線と，直射＝与との交点をP，

Qとする。

（1）弦PQの長さをαの式で表せ。

（2）αが正の整数1，2，3，…の値をとって変わるとき，弦PQの長さの整数部分を求め

よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名城大【薬）

底面の半径がα，高さがんの直円錐に底面を共有して内接する直円柱の半径をガとする。円

柱の高さは［＝コとなるから，円柱の全表面積Sは5＝［＝］となる。αとあの間に口の関係

があるときにSは∬＝［＝コで最大になるが，そうでなければSはガに関して（0，α）の範囲

で［＝コになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪薬大）

△ABCは∠C＝900，CA＝1，AB＝2である。△ABCの周上を点Pは頂点BからCまで辺

BC上を等速で進む。点Qは頂点CからAを通ってBまで毎秒1の速さで進む。P，Qは同時

に出発し，それぞれの終点C，Bに同時に到着した。この間における距離PQの最小値を求め

よ。またそれは出発何秒後か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関西大一商）

△ABCの各頂点の座標をA（t－2，0），B（t，0），C（t－1，J，T）とし，△DEFの各頂点の座

標をD（0，0），E（4，0），F（3，√す）とする。ただし，才は0≦オ≦6の範囲で動くものとす

る。

（1）△ABCと△DEFが重なる部分の面積Sをtで表し，そのグラフをかけ。

（3）S＝筈，S＝車となる沌それぞれ求めよ0　　　　　（同志社大一商）

長さ1の針金を2つに切り，その1つで円周をつくり，残りで2辺の長さの比が1：烏（烏は

正の定数）の長方形をつくる。

（1）この円と長方形の面積の和を最小にするためには，針金をどのように切ればよいか。

（2）烏をいろいろ変えたとき，（1）の円と長方形の面積の和の最小値S（ゑ）が最大になるよ

うな烏の値を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大一文系）
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1．2　次関数

曲線　ッ＝拉2＋2二r－3ト・①　と，直線　ッ＝αズー2α＋1・・・②　がある。（αは実定数とする。）

（1）曲線（丑のグラフの横形をかけ。

（2）直線（塾はαの値にかかわらず定点を通ることを示せ。

（3）直線（塾が曲線①に接するとき，αの値を求めよ。

（4）直線（塾と曲線①の共有点の個数を求めよ。 （長崎総合科学大）

2次関数′（ズ）＝2ズ2＋αズ＋あが任意の実数ガに対して正の値をとるならば，ある実数の定数

タ，仔によって′（ズ）＝（∬十♪）2十（∬十百）2と表されることを示せ。　　　　　（東京女大一数理）

P＝2ズ2＋2∬ツ＋5γ2一触－6ッ＋5とする。

（1）ガ，クがすべての実数値をとりうるとき，クの最小値を求めよ。

（2）－1≦∬≦1，1≦γ≦3の範囲で，クの最大値と最小値を求めよ。　　（長崎総合科学大）

点（ガ，ツ）が曲線ズ2－∬ツ十ッ2＝2上を動くとき，

（1）∬＋プ＝〝とおいて，（ズ＋1）（ッ＋1）を〟の式で表せ。

（2）（∬＋1）（γ＋1）のとりうる値の範囲を求めよ。 （名城大一理工）

ズ，再は実数の変数とする。

（1）ズーク≧0，ズ＋2ッー2≧0のとき，ズ2＋ッ2の最小値を求めよ。

（2）（ズ十一1）（ガーター1）≦0のとき，（∬＋ッ）2＋（2ズーク）2の最小値を求めよ。（東京理大一工）

2次関数′（∬）＝∬2＋α∬＋あを考える。区間－1≦ズ≦1における′（∬）の最小値をふ。（α，

鋸，最大値をふⅩ（戊，鋸，また同じ区間における′（ズ）の絶対値の最大値をg（α，ろ）と表す。

ただし，αはα≧0である任意の実数，あは任意の実数とする。

（1）ふ。（α，∂）およびふⅩ（α，∂）を求めよ。

（2）いま，αの値を任意に1つ選び固定する。g（α，∂）が最小となるときのろは次の式をみ

たすことを示せ。

（3）αと摘ともに動かしたとき，不等式g（α，∂）≧Ⅰがつねに成立することを示せ0

（4日3）の不等式で等号が成立するのは，α＝0かつ∂＝寸のときに限られることを示せ0

（5）αがα≧0と限定しない任意の実数であるとした場合にも，（3）の不等式が成立することを

示せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大一工）

9



数　学　Ⅰ

集合，場合の数

四国　ここでは，おもに集合，順列，組合せを扱う。この内容だけの単独問題は少数で，多 

回田三警ご冒完芸…羞三宝雷…㌢孟宣羞三笠讐慧∴警‡警警冨芸≡諾≡冨芸警芸冨 
方のあるのが，本節の問題の特徴である。自分で考えないで別冊の解答にすぐ頼るので 

はなく，自分の答えをつくり出すことが大切。その考え方が実力アップにつながる。順 

列Pと組合せCの使い分けに，とくに注意したい。 

15†如P
宙解答は「考え方と解答」11ページ

35

36

37

38

39

10

100以下の自然数のうち，4，5，6の倍数全体の集合をそれぞれ方，y，Zとする。このと

き，集合yUZの要素の個数は⊂コ，集合gU（ynZ）の要素の個数は［＝］である。

（北海道薬大）

2個の数を要素とする2つの集合A＝〈α，机とβ＝行，弟がある。‘Z＋∂＝C＋d，αゐ＝Cd

ならば，A＝月であることを示せ。 （神戸女大）

座標平面において，集合A，βた（ゑ＝1，2，…，10），Cを次のように定める。

A＝i（方，ツ）1ッ＝2ズー2），哉＝（（ガ，ツ）lγ≧ズ2－射，C＝〈（ガ，ツ）1ガ，再は整数）

このとき，次の問いに答えよ。

（1）Anβ烏が1つの要素からなる集合であるような丘の値を求めよ。

（2）Anβ1。∩膏‾5nCの要素をすべて求めよ。　　　　　　　　　　（京都産業大一経常）

乃個の異なったボールを，桝個の異なった箱に，どの箱の中にも少なくとも1つのボールが

入るように入れる。このような方法の総数をjV（符，研）とする。

（1）乃≧2のとき，Ⅳ（乃，2）を求めよ。

（2）乃≧3のとき，jV（乃，3）を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜大）

5人の客がホテルのフロントにそれぞれコートをあずけ，帰りに，2人だけがそれぞれ自分

のコートを受けとり，残り3人がそれぞれ自分のコートと異なるコートを渡される場合の数は

［＝コで，すべての5人がそれぞれ自分のコートと異なるコートを渡される場合の数は［：＝］で

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北学院大一工）



2．集合，場合の数

40

41

42

43

44

（1）∬＋ッ＋Z＝8をみたす正の整数ガ，タ，Zは［＝コ組ある。

（2）サイコロを4回投げてゑ回目に出た目をα烏（烏＝1，2，3，4）とする。

（神奈川大一工）

α1＜亀＜晦＜亀　となる目の出方は［：＝］通りある。また，α1≦亀＜偽≦亀　となる日の出方

は［＝］通りある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡大一理）

1から20までの番号を記入したカードが1枚ずつ計20枚が箱の中に入れてある。この箱の

中からカードを1枚ずつ，もとに戻さないで，2回とり出すことにする。1回目にとり出した

番号をガ，2回目にとり出した番号をクとするとき，∬＜ッとなる場合は⊂＝］通りである。ま

た，2二r＜ッとなる場合は［＝コ通りである。　　　　　　　　　　　　（福岡大一理・工・薬）

（1）男子4人と女子6人がいる。この10人の中から5人を選ぶとき，次のような選び方は何

通りあるか。

∽　男子2人と女子3人を選ぶ。

材）男子を少なくとも2人選ぶ。

（2）男子5人と女子4人がいる。この9人が次のように3人ずつA，B，Cの3室に入る方法

は何通りあるか。

例　Aには男子だけが入る。

国　3室のうち，1室には女子だけが入る。

帥　各室に女子が少なくとも1人入る。

囲　女子が2人ずつ2室に分かれて入る。 （兵庫医大）

異なる3つの箱に玉を分けるとき，次のような分け方は何通りあるか。玉を入れない箱があ

ってもよい。

（1）赤い玉が5個の場合

（2）赤い玉が5個と白い玉が2個の場合　　　　　　　　　　　　　　　　（日本大一生産工）

黄色，赤色，青色のカードがそれぞれ6枚ずつある。同じ色の6枚のカードにはそれぞれ1

から6までの数字が書かれている。これら18枚のカードから続けて5枚抜きとり，これらのカ

ードを左から右に並べる。このとき，

（1）5枚のカードがすべて黄色である順列は何通りできるか。

（2）3枚のカードが青色で，残りの2枚のカードが赤色である順列は何通りできるか。

（3）5枚のカードの数字の合計が7である順列は何通りできるか。

（4）5枚のカードの中の3枚が同じ数字で，残りの2枚も同じ数字である順列は何通りでき

るか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪女大）

11
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45

46

47
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49
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右の図において，AからDは都市を表し，番号1から5のついた矢

印は一方通行の道路を表す。このとき，道路が不通となり都市Aから

都市Dへ行けない場合を考える。その場合のうちで，その不通区間の

どの区間が開通してもAからDへ行けるようになる場合をすべて列

挙せよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都立科技大）

a，b，C，d，e，f，g，hの8文字すべてを並べるとき，次の順列の数を求めよ。

（1）円周上に並べる場合

（2）1列に並べ，a，bが隣り合う場合

（3）1列に並べ，a，b間に他の文字が1個入る場合

即平面上の点P（肌，乃）において，桝と刀がともに整数で

あるとき，点Pを格子点という。図のような格子点（刑，乃）か

ら格子点（研十1，乃＋1）への移動をS，格子点（研＋1，乃－1）

への移動をTとする。S，Tを適当にくり返すことによる格子

点Pから格子点Qへの移動の仕方をPからQへの道とよぶ。

（1）原点（0，0）から点（8，0）への道の個数を求めよ。

（名古屋学院大一商）

（2）点（1，1）から点（7，1）への道のなかで，∬軸上の点を通る道の個数は，点（1，1）か

ら点（7，－1）への道の個数と等しいことを示せ。

（3）点（1，1）から点（7，1）への道のなかで，ズ軸上の点を通らない道の個数を求めよ。

（都立大一理系）

2nd如P 伊解答は「考え方と解答J14ページ

少を素数，符を少の倍数として，

Ⅳ＝（1，2，…，乃），A＝（幻ズ∈Ⅳ，ガは少の倍数〉

β＝何方∈Ⅳ，花をガで割った余りが少の倍数または0）

C＝β∩オ（才は全体集合ⅣでのAの補集合）とする。

（2）C⊆恒∈Ⅳ，ズ≦芸）を示せ0

（3）♪＝5，乃＝95のとき，Cの要素をすべてあげよ。 （滋賀医大）

乃＞2とする。1から刀までの乃個の数字をゑ個の空でない部分に分割する方法の数を

島（ゑ）で表す。例えば乃＝3，烏＝2のとき分割は〈1〉∪〈2，3），（2〉∪（1，3），〈3〉∪〈1，2〉

となるので，S（2）＝3である。

（1）島（乃－1）を求めよ。

（2）島（雅一2）を求めよ。

（3）島（2）を求めよ。

（4）ゑ＞1のとき，島＋1（烏）を島（カー1）と島（ゑ）を用いて表せ。 （九大一理系）
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2．集合，場合の数

数字1，2を用いてできる4桁の自然数全体の集合をズとし，数字1，2，4を用いてできる

4桁の自然数全体の集合をyとする。また，3の倍数全体の集合をZとする。方の要素弟と

鞄に対し，範　と鞄の各桁ごとの横をとってできるyの要素を∬lO鞄と表すことにする。

（例：112201221＝1242）

（1）gnZの要素をすべて求めよ。

（2）ynZの要素の個数を求めよ。

（3）11220ズ∈Zとなるような方の要素ガをすべて求めよ。

（4）ガの部分集合Aで次の条件（a），（b），（C）を同時にみたすものを1つ求めよ。

（a）Aの要素の個数は4

（b）1111∈A

（C）み∈A，鞄∈A，策キ鞄ならばズlO鞄∈Z

（5）上の条件（a），（b），（C）を同時にみたし，さらに1122∈Aをみたす方の部分集合Aをすべ

て求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京医歯大）

実数の集合A花をA花＝〈幻乃＜∬乃＜乃＋1）によって定める。集合Al，A2，…，A乃の共通部

分AnA2什・・nA乃が空集合でない最大の刀を求めよ。　　　　　　　　　　　（名大一文系）

平面上に11個の異なる点がある。このとき，2点ずつを結んでできる直線が全部で48本で

あるとする。

（1）与えられた11個の点のうち3個以上の点を含む直線は何本あるか。また，そのおのおの

の直線上に何個の点が並ぶか。

（2）与えられた11個の点から3個の点を選び三角形をつくるとき，全部で何個できるか。

（熊本大一理系）

乃は正の整数とする。

（1）10円玉と50円玉を組み合わせて合計（50×乃）円にするには（乃＋1）通りの方法がある

ことを示せ。

（2）10円玉，50円玉，100円玉を組み合わせて合計（100×乃）円にするためには何通りの方

法があるか。

（3）10円玉，50円玉，100円玉，500円玉を組み合わせて合計1万円にするには何通りの方

法があるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大一法・経済）

乃≧3とする。1，2，…，形のうちから重複を許して6個の数字を選び，それを並べた順列を

考える。このような順列のうちで，どの数字もそれ以外の5つの数字のどれかに等しくなって

いるようなものの個数を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大一理系）

13
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1，2，3の数字のみでできた乃桁の整数で，同じ数字が隣り合わないものを要素とする集合を

〟（乃）とする。また，〟（乃）の要素の中で，数字1をちょうど烏個含む整数の個数をα（形，烏）

とおく。

（1）〟（3）を求めよ。

（2）α（邦，0）およびα（形，1）を求めよ。

（3）α（刀，2）を求めよ。 （埼玉大一理工）

赤色，白色，青色，黄色の4つの球が1つの袋に入っている。その袋から無作為に球を1つ

とり出したとき，ズツ平面上の動点Pを，赤色の球なら∬軸方向に1，白色の球ならズ軸方向に

－1，青色の球ならッ軸方向に1，黄色の球ならグ軸方向に－1だけ移動する。ただし，動点P

は原点から出発し，とり出した球はそのつど袋に戻すものとする。球を乃回とり出して動点が

点（α，∂）に行く道順の総数をG（α，∂）で表す。

（1）G（1，1）＝［＝］である。

（2）球を4回とり出したとき，点Pが領域か＝〈（ズ，γ）レ≧∬2）に入っている道順の総数は

［＝コである。

（3）G（1，0）＝（5C2）2＝100ならば，G．1（2，0）＝⊂＝］である。　　　　　（東洋大一工）

サイコロを続けて乃回ふる。このとき，サイコロの目の出方について考える。

目の出方は全部で［：＝］通りある。1の目が1回も出ない目の出方は［＝］通りあり，1の目

も2の目も1回も出ない目の出方は⊂＝］通りある。したがって，1，2の少なくとも一方の目

が1回も出ない目の出方は［＝］通りある。また，1の目も2の目も3の目も1回も出ない日の

出方は⊂コ通りあり，したがって，1，2，3の少なくとも1つの目が1回も出ない日の出方は

［＝］通りある。

以上のことから，1の目も2の目も少なくとも1回は出る目の出方は［＝コ通りあり，1，2，

3の中のどの目も少なくとも1回は出る目の出方は⊂コ通りあることがわかる。

（関西学院大一理）

2種類の文字a，bを用いて順列をつくるとき，同じ文字のつづきを連という。

例えばaabbbabaaやabbaaabbaでは，aの連が3個，bの連が2個で，連の総数は5であ

る。プ究個のaと乃個のbを1列に並べるとき，次の問いに答えよ。ただし，乃＞椚≧2とす

る。

（1）連の総数が3である順列は何通りできるか。

（2）連の総数が4である順列は何通りできるか。

（3）aの連の個数が紺であるとき，bの連の個数はどんな値をとるか。起こりうるすべての

値を書け。ただし，2≦棚≦雛である。

（4）連の総数が2γ（偶数）である順列は何通りできるか。ただし，1≦γ≦桝である。

（5）連の総数が2γ＋1（奇数）である順列は何通りできるか。ただし，1≦γ≦刑である。

（大阪女大）
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