
第２章 連立方程式 第２節 (Pr.No.2231－Ａ)

連立方程式の利用

－－解答編－－
§.１ 算数的問題

① ４１円切手を x枚，６２円切手を y枚買うとする。
x＋ y＝１０
４１ x＋６２ y＝５３６

x＝４，y＝６

答．４１円切手４枚，６２円切手６枚

② 鉛筆を x本，赤鉛筆を y本買うとする。
x＋ y＝１５
３０ x＋５０ y＝５１０

x＝１２，y＝３

答．鉛筆１２本，赤鉛筆３本

③ ８０円のノートを x冊，１００円のノートを y冊買
うとする。

x＋ y＝７
８０ x＋１００ y＝６００

x＝５，y＝２

答．８０円のノート５冊，

１００円のノート２冊

④ 鉛筆を x本，色鉛筆を y本買うとする。
x＋ y＝１１
６０ x＋８０ y＝７６０

x＝６，y＝５

答．鉛筆６本，色鉛筆５本

⑤ ノートを x円，鉛筆を y円とする。
４ x＋３ y＝９１０
２ x＋５ y＝７７０

x＝１６０，y＝９０

答．ノート１６０円，鉛筆９０円

⑥ 中学生の料金を x円，大人の料金を y円とする。
２ x＋３ y＝１１７０
４ x＋５ y＝１９９０

x＝６０，y＝３５０

答．中学生６０円，大人３５０円

⑦ Ａ１個 xｇ，Ｂ１個 yｇとする。
３ x＋２ y＝９００
４ x＋６ y＝１７００

x＝２００，y＝１５０

答．Ａ ２００ｇ， Ｂ １５０ｇ

⑧ 鉛筆を x円，ノートを y円とする。
３ x＋２ y＝３６０
５ x＋３ y＝５６０

x＝４０，y＝１２０

答．鉛筆 ４０円，ノート １２０円

⑨ ７０円のノートを x冊，１００円のノートを y冊買
うつもりだったとする。

７０ x＋１００ y＝７９０ ……①

７０ y＋１００ x＝７９０＋１２０ ……②

①より ７ x＋１０ y＝７９
②より １０ x＋ ７ y＝９１

x＝７，y＝３

答．７０円のノート７冊，

１００円のノート３冊

⑩ バラ１本 x円，カーネーション１本 y円とする。
４ x＋ ６ y＝１８００－１００
４ y＋ ６ x＝１８００

x＝２００，y＝１５０

答．バラ２００円，カーネーション １５０円

⑪ 長い方のひもを x㎝，短い方のひもを y㎝とする。
x＋ y＝４００
x＝ y＋２４

x＝２１２，y＝１８８

答．長い方が２１２㎝，短い方が１８８㎝

⑫ 兄のわけまえを x円，弟のわけまえを y円とする。
x＋ y＝１４００ ……①

x＝２ y－４００ ……②

②より x－２ y＝－４００
x＝８００，y＝６００

答．兄８００円，弟６００円
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§.２ 各位の数入れ換え問題

①もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
x＋ y＝５
１０ y＋ x＝１０ x＋ y＋９

x＝２，y＝３

答． ２３

②もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
３ x－２ y＝１
１０ y＋ x＝１０ x＋ y＋９

x＝３，y＝４

答． ３４

③もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
x＋ y＝１３
y×２＝ x＋２

x＝８，y＝５

答． ８５

④もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
x＋ y＝４
１０ y＋ x＝１０ x＋ y－１８

x＝３，y＝１

答． ３１

⑤もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
１０ x＋ y＋１８＝１０ y＋ x
（１０ x＋ y）＋（１０ y＋ x）＝１３２

x＝５，y＝７

答． ５７

⑥もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
１０ x＋ y＝（x＋ y）×３＋８
１０ y＋ x＝１０ x＋ y＋９

x＝２，y＝３

答． ２３

⑦もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
１０ x＋ y＝（x＋ y）×７
１０ y＋ x＝１０ x＋ y－２７

x＝６，y＝３

答． ６３

⑧もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
x＋ y＝７
１０ y＋ x＝（１０ x＋ y）×２＋２

x＝２，y＝５

答． ２５

⑨もとの数の十の位を x，一の位を yとする。
１０ x＋ y＝（x＋ y）×７
１０ y＋ x＝１０ x＋ y－３６

x＝８，y＝４

答． ８４

⑩もとの数の百の位を x，一の位を yとする。
x＋７＋ y＝１４
１００ y＋７０＋ x＝１００ x＋７０＋ y＋９９

x＝３，y＝４

答． ３７４

⑪もとの数の百の位を x，十の位を yとする。
５の倍数ということは一の位が５または０のどちらか

である。

(1) 一の位が５のとき

x＋ y＋５＝９
１００ y＋１０ x＋５＝100x＋１０ y＋５＋90

５ ３
x＝ ，y＝

２ ２

x，yが分数となるので，問題に適さない。

(2) 一の位が０のとき

x＋ y＋０＝９
100y＋１０ x＋０＝100x＋１０ y＋０＋90

x＝４，y＝５
この解は問題に適する。

答． ４５０
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§.３ 方程式解問題

① ３００ a＋５０ b＝７５０
１５０ a＋５０ b＝４５０

答．a＝２，b＝３

② a－３ b＝０
２ a＋９ b＝１０

２
答．a＝２，b＝

３

③ ９ a－４ b＝１
６ b＋８ a＝２０

答．a＝１，b＝２

④ ３ a＋４ b＝１２
６ a－６ b＝３

３
答．a＝２，b＝

２

⑤ ２ a－ b＝４
２ b－ a＝１

答．a＝３，b＝２

⑥ ４ x＋７ y＝１
５ x－２ y＝１２
より x＝２，y＝－１。

これを代入する。

２ a＋ b＝１０
２ b－ a＝５

答．a＝３，b＝４

⑦ －２ x＋３ y＝１２
x－２ y＝－７
より x＝－３，y＝２。

これを代入する。

－３ a＋２ b＝－７
－３ b－２ a＝－２２

答．a＝５，b＝４

類題

① ７＝－ a＋ b
１＝２ a＋ b

答．a＝－２，b＝５

② ３９ a＋６ b＝１０
３ a－１８ b＝１０

１ １
答．a＝ ，b＝－

３ ２
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§.４ 速度基本問題

① Ａ地点からＢ地点までを x㎞，
Ｂ地点からＣ地点までを y㎞とする。

x＋ y＝１４
x y
＋ ＝４

３ ５

x＝９，y＝５

答．Ａ地点からＢ地点まで９㎞，

Ｂ地点からＣ地点まで５㎞

② 金沢から野々市までを x㎞，
野々市から小松までを y㎞とする。

x＋ y＝２４
x ３０ y
＋ ＋ ＝５

４ ６０ ６

x＝６，y＝１８

答．金沢から野々市まで６㎞，

野々市から小松まで１８㎞

③ 家から金沢駅までを x㎞，
金沢駅から松任駅までを y㎞とする。

x y ３２
＋ ＝

１０ ５４ ６０

x y
＋ ＝１

４ ３６

x＝２，y＝１８
２＋１８＝２０

答． ２０㎞

④ 金沢から医王山までを x㎞，
医王山から福光までを y㎞とする。

x y ３６
＋ ＝２

３ ５ ６０

x y １２
＋ ＝２

５ ３ ６０

x＝６，y＝３
６＋３＝９

答． ９㎞

⑤ Ａ地からＢ地までを x㎞，
Ｂ地からＣ地までを y㎞とする。

x＋ y＝１４
x y
＋ ＝１

１２ １５

x＝４，y＝１０
答． Ａ地からＢ地まで４㎞，

Ｂ地からＣ地まで１０㎞

⑥ 文字村から峠までを x㎞，数村から峠までを y㎞と
する。

x y
＋ ＝６

２ ５

y x ４０
＋ ＝４

３ ６ ６０

x＝８，y＝１０

答．文字村から峠まで８㎞，数村から峠まで１０㎞

⑦ 金沢から敦賀までを x㎞，敦賀から小浜までを y㎞
とする。

x＋ y＝１６０
x y ３０
＋ ＝２

８０ ４０ ６０

x＝１２０，y＝４０
答．金沢から敦賀まで１２０㎞，

敦賀から小浜まで４０㎞

⑧ 金沢から糸魚川までを x㎞，糸魚川から松本までを
y㎞とする。

x＋ y＝２１０
x y ３６
＋ ＝２

５０ ８０ ６０

x＝１３０，y＝８０
答．金沢から糸魚川まで１３０㎞，

糸魚川から松本まで８０㎞

⑨ 歩いた道のりを xｍ，走った道のりを yｍとする。
x＋ y＝１５００

x y
＋ ＝１５

９０ １４０

x＝１０８０，y＝４２０
１０８０÷９０＝１２

４２０÷１４０＝３

答．１２分歩いて，３分走った。

（別解）

歩いた時間を x分，走った時間を y分とする。
９０ x＋１４０ y＝１５００
x＋ y＝１５

x＝１２，y＝３
答．１２分歩いて，３分走った。
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§.５ 食塩水問題

①

x＋ y＝６００
８ ５ ７

x× ＋ y× ＝６００×
１００ １００ １００

x＝４００，y＝２００

答．８％の食塩水４００ｇ，５％の食塩水２００ｇ

② ３％の食塩水を xｇ，１５％の食塩水を yｇまぜる
とする。

x＋ y＝９００
３ １５ ８

x× ＋ y× ＝９００×
１００ １００ １００

x＝５２５，y＝３７５

答．３％の食塩水５２５ｇ，１５％の食塩水３７５ｇ

③ ８％の食塩水を xｇ，３％の食塩水を yｇまぜると
する。

x＋ y＝４００
８ ３ ６

x× ＋ y× ＝４００×
１００ １００ １００

x＝２４０，y＝１６０

答．８％の食塩水２４０ｇ，３％の食塩水１６０ｇ

④ ８％の食塩水を xｇ，５％の食塩水を yｇまぜると
する。

x＋ y＝３００
８ ５ ６

x× ＋ y× ＝３００×
１００ １００ １００

x＝１００，y＝２００

答．８％の食塩水１００ｇ，５％の食塩水２００ｇ

⑤ ９％の食塩水を xｇ，１２％の食塩水を yｇまぜる
とする。

x＋ y＝６００
９ １２ １１

x× ＋ y× ＝６００×
１００ １００ １００

x＝２００，y＝４００

答．９％の食塩水２００ｇ，１２％の食塩水４００ｇ

⑥ １６％の食塩水を xｇ，８％の食塩水を yｇまぜる
とする。

x＋ y＝４００
１６ ８ １０

x× ＋ y× ＝４００×
１００ １００ １００

x＝１００，y＝３００

答．１６％の食塩水１００ｇ，８％の食塩水３００ｇ

⑦ １０％の食塩水を xｇ，５％の食塩水を yｇまぜる
とする。

x＋ y＝６００
１０ ５ ７

x× ＋ y× ＝６００×
１００ １００ １００

x＝２４０，y＝３６０

答．１０％の食塩水２４０ｇ，５％の食塩水３６０ｇ

⑧ １２％の食塩水を xｇ，７％の食塩水を yｇまぜる
とする。

x＋ y＝２２０
１２ ７ １０

x× ＋ y× ＝２２０×
１００ １００ １００

x＝１３２，y＝８８

答．１２％の食塩水１３２ｇ，７％の食塩水８８ｇ

⑨ 合金Ａを x㎏，合金Ｂを y㎏まぜるとする。
x＋ y＝４８

６０ ８０ ７５
x× ＋ y× ＝ ４８×

１００ １００ １００

x＝１２，y＝３６

答．合金Ａ １２㎏，合金Ｂ ３６㎏

⑩ 合金Ａを x㎏，合金Ｂを y㎏まぜるとする。
x＋ y＝２０

８ ５ ６２
x× ＋ y× ＝ ２０×

１０ １０ １００

x＝８ ，y＝１２

答．合金Ａ ８㎏，合金Ｂ １２㎏


