
例題1　次のような実数 x, y  を求めよ　0x 1-y +02 1+y i=0

練習1　次のような実数 x, y  , a , b を求めよ。

　　　（１）0x 1+3 +02x 1+y i=0　（２）a02 1+3i +b01 1-2i =4-i

例題2　次の計算をせよ

　　　（１）03 1-2i +04 1+6i 　（２）06 1+2i +05 1-i

練習2　次の計算をせよ。

　　　（１）05 1+3i +06 1-2i 　　（２）03 1-i -09 1+3i

例題3　次の計算をせよ。

　　　（１）02 1+3i 01 1+i 　　　（２）02 1-3i 02 1+3i

練習3　次の計算をせよ。

　　　（１）02 1+3i 01 1+5i 　　　（２）03 1-i 05 1+2i

　　　（３） 2
0 1+4 5i 　　　　　（４）01 1-3i 01 1+3i

例題4　3+i の共役な複素数をあげよ。

練習4　共役な複素数をあげよ。

　　　（１）5-i　（２）2-7i　（３）5i

例題5　次の計算をせよ。　
+3 5i

-1 2i

練習5　次の計算をせよ。

　　　（１）
+3 i

+1 2i
　　　（２）

+U2 i

+1 U2 i

例題6　-3の平方根をあげよ。

練習６　iを使って表せ。

　　　（１）U-3　（２）U-27　（３）-5 の平方根

　　　（４）U-4 %U-2 　　　　（５） U9

U-3
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例題7　次の方程式を解け。　 2x =-18

練習7　次の方程式を解け。

　　　（１） 2x =-27　（２） 2x +25=0　（３）9 2x +1=0

例題8　次の方程式を解け。　2 2x +5x+7=0

練習8　次の方程式を解け。

　　　（１） 2x +4x+5=0　（２）3 2x +5x+5=0　（３） 2x -U2 x+1=0

例題9　解の種別を判別せよ。 2x +x+4=0

練習9　解の種別を判別せよ。

　　　（１） 2x +5x+1=0　（２）- 2x -6x-36=0　（３）3 2x -5x+3=0

例題10　次の2次方程式が重解をもつときの定数 m の値と、方程式の解を求め

　　　　よ。 2x +mx+1=0

練習10　次の2次方程式の解を判別せよ。 2x +2mx+m+2=0

例題11　 2x -2x-3=0の２つの解の和と積を求めよ。

練習11　次の２次方程式の２つの解の和と積を求めよ。

　　　（１） 2x +3x+2=0 　（２）2 2x -4x+1=0

例題12　 2x -3x-1=0の２つの解を a , b とするとき次の値を求めよ。

　　　（１） 2a + 2b  　（２） 3a + 3b

練習12　 2x +4x-2=0 の２つの解を a , b とするとき次の値を求めよ。

　　　（１） 2a + 2b 　（２） 3a + 3b 　（３） 2
0 1-a b

例題13　 2x +6x+m=0 の１つの解が他の解の2倍になるように m の値を定め

　　　　よ。またそのときの解を求めよ。

複複複複素素素素数数数数とととと方方方方程程程程式式式式

-2-



練習13　条件を満たす m の値とそのときの2次方程式の解を求めよ。

　　　（１） 2x +mx+4=0 の1つの解が他の1つの解の4倍

　　　（２）3 2x +6x+k-1=0 の２つの解の差が4

例題14　 2x +x+1 を複素数の範囲で因数分解しなさい

練習14　複素数の範囲で因数分解しなさい

　　　（１） 2x -2x+3 　　　（２）2 2x +3x+4

例題15　2-i , 2+i を解とする方程式を作れ。

練習15　次の 2 数を解とする2次方程式を１つ作れ。

　　　（１）3 , -2 　（２）3-U3  , 3+U3  　（３）2-3i , 2+3i 

練習15-2　和と積が次のようになる 2 数を求めよ

　　　（１）和が 1 積が-6 　　（２）和が-3積が1

例題16　 2x +mx+2x+5=0 が異なる２つの正の解をもつとき、定数 m の値

　　　　を定めよ。

練習16　例題16の2次関数で異なる２つの解が次の条件のものを求めよ。

　　　（１）ともに負　（２）1つの解が正でもう一つが負

例題17　p0 1x = 3x -3x+2をx-2で割った余りを求めよ。

練習17　p0 1x =2 3x + 2x -3x+4を次の一次式で割った余りを求めよ。

　　　（１）x-1　（２）x+1　（３）x+2

例題18　p0 1x の多項式p0 1x = 3x + 2ax +3x-1 をx-1 で割った余りが4である

　　　　とき、a の値を求めよ。

練習18　p0 1x =3 3x + 2ax +2a-5 をx-2で割った余りが25であるとき、定数 a の値を求

　　めよ。
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例題19　p0 1x  をx-1  ,  x-2 で割った余りがそれぞれ 2 , 3 である。p0 1x を0x 1-1 0x 1-2 で

　　　割った余りを求めよ

練習19　p0 1x  をx-3  ,  x-1 で割った余りがそれぞれ 4 , 2 である。p0 1x を

　　　　 0x 1-3 0x 1-1 で割った余りを求めよ。

例題20　p0 1x = 3x -3 2x -x+3 は x-1 を因数に持つことを示せ。

問題20　 3x +2 2x -x-2の因数はどれか。

　　　（１）x+1　（２）x+2　（３）x+3

練習20-2　p0 1x = 3x -3 2x +ax-5 が x+1 で割切れるように a の値を定めよ

例題21　 3x +4 2x +x-6を因数分解せよ。

練習21　因数分解せよ。

　　　（１） 3x -7x-6　（２）2 3x +3 2x -3x-2

例題22　次の方程式を解け。 3x -1=0 

練習22-1　次の方程式を解け。

　　　（１） 3x -8=0　（２） 3x +27=0

練習22-2　1 の三乗根のうち虚数であるものをxで表すとき(1)(2)を示せ。

　　　また(3)を求めよ

　　　（１）1の三乗根は、1 , x , 2x である

　　　（２） 2x +x+1=0 

　　　（３） 4x + 5x

例題23　次の方程式を解け。　 4x -3 2x -4=0

練習23　次の方程式を解け。

　　　（１） 4x -7 2x -18=0　（２） 4x -4=0

例題24　次の方程式をとけ。 3x +5 2x +5x+1=0
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練習24　次の方程式をとけ。

　　　（１） 3x +3 2x +x-2=0 　（２） 3x + 2x +2x-4=0

例題25　次の方程式をとけ。 4x - 3x -2 2x +3x-1=0

練習25　次の方程式をとけ。 4x + 3x - 2x -7x-6=0

例題26　 3x -3 2x +ax+b=0 が 2+iを解にもつとき実数 a , b の値を求めよ。

練習26　 3x -4 2x +ax+b=0 が 3-iを解にもつとき実数 a , b の値を求めよ。

まとめ1　 3x -7x+m=0 の3つの解が 3 , a ,b であるとき次の値を求めよ。

　　　（１）m 　（２）2a+2b+1　（３）5ab

まとめ2　 2x +5x+3=0の2つの解を a , b とするとき次の値を求めよ。

　　　（１） 2a + 2b -2ab　（２） 2a b+ 2ab +ab　（３）
b

a
+

a

b

まとめ3　次の方程式を解け。

　　　（１）27 3x +1=0　（２） 4x +3 2x +2=0 （３）0x 1+1 0x 1+2 0x 1+3 =3･4･5

まとめ4　a を実数とする。方程式 3x +01 1-2a 2x +0
2a -a 1+1 x-a=0 がただ１つの実

　　数解をもつための実数 a の値を求めよ。重解は１つと考える。
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