
⼆次関数の最⼤、最⼩（定義域、軸が動くやつ）⼆次関数の最⼤、最⼩（定義域、軸が動くやつ）

  
1. 定義域が 01. 定義域が 0 ≦≦ xx ≦≦ a である関数 ya である関数 y == xx -- 4x4x++ 5 の最⼤値、最⼩値を、次の各場合に5 の最⼤値、最⼩値を、次の各場合に22

    ついて求めよ。    ついて求めよ。

11    0   0 << aa << 22(( )) 22    2   2 ≦≦ aa << 44(( )) 33    a   a == 44(( )) 44    4   4 << aa(( ))

  
2. 定義域が a2. 定義域が a ≦≦ xx ≦≦ 2 である関数 y2 である関数 y == --xx ++ 2x2x++ 1 の最⼤値、最⼩値を求めよ。1 の最⼤値、最⼩値を求めよ。22

  
  
3. 関数 f3. 関数 f xx == xx -- 2x2x++ 3 3 aa ≦≦ xx ≦≦ aa++ 22  について、次の問いに答えよ。ただし a は定数 について、次の問いに答えよ。ただし a は定数(( )) 22 (( ))

   とする。   とする。

  

        11    最⼩値 m   最⼩値 m aa  を求めよ。 を求めよ。(( )) (( ))

        22    最⼤値 M   最⼤値 M aa  を求めよ。 を求めよ。(( )) (( ))

  
  
4. 関数 f4. 関数 f xx == -- 2x2x ++ 2x2x++ 1 1 aa -- 11 ≦≦ xx ≦≦ aa  について、次の問いに答えよ。ただし a は について、次の問いに答えよ。ただし a は(( )) 22 (( ))

    定数とする。    定数とする。

  

        11    最⼩値 m   最⼩値 m aa  を求めよ。 を求めよ。(( )) (( ))

        22    最⼤値 M   最⼤値 M aa  を求めよ。 を求めよ。(( )) (( ))

  
  
5. 05. 0 ≦≦ xx ≦≦ 4 における関数 f4 における関数 f xx == xx -- 2ax2ax++ aa ++ 1 の最⼤値を M1 の最⼤値を M aa ,,  最⼩値を m 最⼩値を m aa  とす とす(( )) 22 22 (( )) (( ))

   る。M   る。M aa ,,  m m aa  をそれぞれ求めよ。 をそれぞれ求めよ。(( )) (( ))

  
  
6. 6. -- 11 ≦≦ xx ≦≦ 1 における関数 f1 における関数 f xx == -- xx ++ 22 aa -- 11 x の最⼤値を Mx の最⼤値を M aa ,,  最⼩値を m 最⼩値を m aa  とす とす(( )) 22 (( )) (( )) (( ))

   る。M   る。M aa ,,  m m aa  をそれぞれ求めよ。 をそれぞれ求めよ。(( )) (( ))

© バリクソ簡単に理解できる⾼校数学© バリクソ簡単に理解できる⾼校数学



⼆次関数の最⼤、最⼩（定義域、軸が動くやつ） 解答⼆次関数の最⼤、最⼩（定義域、軸が動くやつ） 解答
  
1. 1. 11    x   x == 0 で最⼤値 y0 で最⼤値 y == 55,,  x x == a で最⼩値 ya で最⼩値 y == aa -- 4a4a++ 55(( )) 22

        22    x   x == 0 で最⼤値 y0 で最⼤値 y == 55,,  x x == 2 で最⼩値 y2 で最⼩値 y == 11(( ))

        33    x   x == 00,, 4 で最⼤値 y4 で最⼤値 y == 55,,  x x == 2 で最⼩値 y2 で最⼩値 y == 11(( ))

        44    x   x == a で最⼤値 ya で最⼤値 y == aa -- 4a4a++ 55,,  x x == 2 で最⼩値 y2 で最⼩値 y == 11(( )) 22

  
2. a2. a << 0 のとき、x0 のとき、x == 1 で最⼤値 y1 で最⼤値 y == 22,,  x x == a で最⼩値 ya で最⼩値 y == --aa ++ 2a2a++ 1122

    a    a == 0 のとき、x0 のとき、x == 1 で最⼤値 y1 で最⼤値 y == 22,,  x x == 00,,  2 で最⼩値 y 2 で最⼩値 y == 11

    0    0 << aa ≦≦ 1 のとき、x1 のとき、x == 1 で最⼤値 y1 で最⼤値 y == 22,,  x x == 2 で最⼩値 y2 で最⼩値 y == 11

    1    1 << a a << 2 のとき、x2 のとき、x == a で最⼤値 ya で最⼤値 y == --aa ++ 2a2a++ 11,,  x x == 2 で最⼩値 y2 で最⼩値 y == 1122

  

3. 3. 11    m   m aa ==(( )) (( ))

aa ++ 2a2a++ 33 aa << --11

22 --11 ≦≦ aa ≦≦ 11

aa -- 2a2a++ 33 11 << aa

22 (( ))

(( ))
22 (( ))

        22     M    M aa ==(( )) (( ))
aa -- 2a2a++ 33 aa << 00

aa ++ 2a2a++ 33 00 ≦≦ aa

22 (( ))
22 (( ))

  

4. 4. 11    m   m aa ==(( )) (( ))
--2a2a ++ 6a6a -- 33 aa << 11

--2a2a ++ 2a2a++ 11 11 ≦≦ aa

22 (( ))
22 (( ))

        22    M   M aa ==(( )) (( ))

--2a2a ++ 2a2a++ 11 aa <<

≦≦ aa ≦≦

--2a2a ++ 6a6a -- 33 << aa

22 11

22

33

22

11

22

33

22

22 33

22

  

5.   M5.   M aa ==(( ))
aa -- 8a8a++ 1717 aa << 22

aa ++ 11 22 ≦≦ aa

22 (( ))
22 (( ))

      m      m aa ==(( ))

aa ++ 11 aa << 00

11 00 ≦≦ aa ≦≦ 44

aa -- 8a8a++ 1717 44 << aa

22 (( ))

(( ))
22 (( ))

  

6.   M6.   M aa ==(( ))

--2a2a++ 11 aa << 00

aa -- 2a2a++ 11 00 ≦≦ aa ≦≦ 22

2a2a -- 33 22 << aa

(( ))
22 (( ))

(( ))

      m      m aa ==       (( ))
2a2a -- 33 aa << 11

--2a2a++ 11 11 ≦≦ aa

(( ))

(( ))
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