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56 2x>O, y>Oであるから．相加平均と相乗平

均の大小関係により

2x+y;;:2年=2~=4姦
よって 2x+ y;;:4./2 

等号が成り立つのは,x>O, y>O, xy=4, 
2x=yから

x=./2, y=2'12 
のときである。

したがって

x=./2, y=2'12のとき最小値4./2

匿 (2エ＋外=(2x-y)坪 8xy=(2x-y)2+32 

よって,(2x+外は2x=yのとき．最小値32
をとる。

伍十y>Oであるから．このとき 2x+yも最小

となり ．最小値はよ百=4./2

また．このとき．

x>O, y>O, xy=4, 2x= y 
から

x=./2, y=2'12 
したがって

x=./2, y=2./2 のとき最小値 4✓乞

4 
57 x>O. ->0であるから．相加平均と相乗平

X 

均の大小関係により

よって

x+f;.;::211厄 =4

4 
x十一.:;:;4

X 

等号が成り立つのは，ぇ>0かつ X=一4 
工

すなわち x=2のときである。

したがって x=2のとき最小値4

58 (1) (ab+bc)-(b2+ca)=ah+bcーザーca

=(b-c)a-b(b-c) 

=(b-cXa-b) 
a>h2:c>Oより，b-c2:;0,a-b>Oであるから

(b-cXa-b)2:;0 

したがって ab+bc2:; 炉+ca
よって，口に入るのは こ

(2) (a2+2bc)-(2ab + ca)= a2+2bc-2ab-ca 
=2<c-a)b-a(c-a) 

=(c-aX2b-a) 
a>b~c>O より c-a<O 
ここで a=3, h=2のとき 2b-a=l>O 

a=3, h=lのとき 2h-a=-1<0 
ゆえに， 2b-aは正負両方の値をとるから，

(a2+2bc)-(2ab + ca)は正負両方の値をとる。

よって X 

(3) (b2+cりー(a2+2bc)=b2+c2-a2-2bc 

=(b2-2bc+cりーa2

=(b-c)2-a2 

=(b-c+aXb-c-a) 
a>b.:;;;c>Oより b-c,;;;O,a>Oであるから

b-c+a>O 

a>b.:;;;c>Oより b-a<O.-c<Oであるから

b-c-a=(b-a)-c<O 
したがって (b-c+aXb-c-a)<O 
すなわち b坪 c2くが+2bc
よって，口に入るのは く

59 (1) 実部2,虚部3

(2) -3-i=-3+(-l)iであるから

実部ー3,虚部ー1

(3) 1ri=0+1riであるから 実部0,虚部冗

2一./Si 2 ./5 
(4) =--—j であるから3 3 3 

実部½, 虚部—乎

60 (1) X, yは実数であるから ぇ=3,y=4 
(2) X, yが実数であるから， x-3,y+lは実数で

ある。

x-3=0, y+l=O 

これを解いて x=3, y=-1 
(3) x, yが実数であるから， x+3y,2x-yは実

数である。

x+3y=9, 2x-y=4 

これを解いて x=3, y=2 
(4) X, yが実数であるから， x-y,x-2yは実数

である。

x-y=2, x-2y= -1 

これを解いて x=5, y=3 

~(I) I与式）=14+ 3)+(2 + l)i = 7+ 3i 
（ （与式）=(3+2)+(-2-l)i=5-3i 

(3) (与式）=(2-3)+(3-l)i= -1+2i 

(4) (与式）=(3-1)+{-l-C-llli =2+0i = 2 
(5) (与式）=3+(1+4)i=3+5i 

(6) (与式）=(6-9)i=-3i 

巴(1) （与式）=2+i+6i+3i2 

=2+i +6i+3(-1) 
=(2-3)+(1 +6)i 

=-1+7i 

(2) (与式）=5+ 2i-10i-4i2 

=5+2i-10i-4(一1)
=(5+4)+(2-lO)i 

=9-Bi 

(3) _(与式）=9-12i +4i2= 9-12i+4(-1) 

=(9-4)-12i=5-12i 

(4) (与式）= 1 +2i + i2= 1+2i +(-1) 

=(1-1)+2i=2i 

(5) (与式）=22-i2=4-(-1)=5 

(6) (与式）＝がー(3i)2=16-9i2

=16-9・(-1)=25 

は`―4i
(3) ぼ
(4) 5i 

(5) 
ー1一J5i

2 

(6) -五.j
2 

。） （与式） (3+i)(l-2i) 
(1+2iXl-2il I (3l 
3-Gi+ i-2i2 

12+22 

5..:.5; 
= 5 =1-i 

(2) (与式） (2-i)2 4-4i+i2 (4) 

(2+iX2-i) が+12

3-4i 3 4. (5) 
＝一す＝す―ず

(3) (与式） 2i(3 + i) 6i + 2i2 
(3-iX3+i) =戸

-2+6i 1 3 
＝ー百ー＝一5+ず

(4) (与式）＝一iー＝—I =--1 i (6) 
2i2 -2 2 

(5) (与式） (3+iX2+i) 6+3i+2i十j2
(2-iX2+i) が+12

(7) 

託 5i
5 

=l+i 

(6) (与式）＝且二~=且二邑~=-5-4i
;2 -1 

C?{l)~=姦i
FT =./4i=2i 

(3) 2+✓ 写 =2+J5i

(4) -✓ ゴ＝一./7i
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(5) 士r-ざ＝士ぼj

(6) 士J二百＝士J和＝士2✓百j

~1)1与式）-./2;x我;-皐F--<
（与式）＝ーJ百ix.J4i=-2✓ 百j2=2✓ざ

(3) (与式）=(2+ぼj)2=4+4✓百i+3i2

=1+4./3i 

(4) (与式）＝（ー1+✓加）2=1-2J2i+2i2 

＝ー1—這j

(5) (与式）＝
蜃 j

＝ 病 j
汲:

(6) (与式）＝五=✓回..!. ・
J2j 2 I 

. =ぼ•合
I 

=.J3・土＝一ぼj
-1 

67 (1) (与式）=22-(.J3が=4-3i2=7

(2) (与式）＝（汎j十お）（涯j—孔万）
＝ぼ(J2i十./5)(汎 i-./Sl

=.J3((J2i)2-(お）り

＝ぼ(2i2-5)=-7ぼ
（与式）=13+3 • l2•i+3 ・ l•i互 j3

= 1 +3i+3i2+ i2i 

=(1-3)+(3-l)i 

＝ー2+2i

（与式）＝
(l-i)2 l-2i+i2 -2i 

= =―=-i ~(J2)2 2 2 

（与式）＝
2(1—ぼi)

(1十./3i)(lー J'fi)

2(1一./3i) 2(1-.J: 「i)
＝氏（我）2 = 4 

凶疇=.!.-五~j
2 2 2 

i 1 7 . 
（与式）=1+2i+-=1+2i--i=l+-1 4;2 4 4 

（与式）＝
（酒＋が 5+2./Si+i2

(病-iX姦＋に (./5)2+12

4+2病 i 2 病 ．
＝＝—＋ー16 3 3 

(8) (与式）＝
2+ぼ j (2十 ./3i)2

2—J'fi (2ーぼi)(2+./3i)

4+4./3i+3i2 
＝ 22+(ぼ）2

1+4ぼ i 1 4汲．= =—+ I 7 7 7 
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