
絶対不等式絶対不等式

  
1. 次の不等式が任意の実数 x1. 次の不等式が任意の実数 x,,  y について成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴ y について成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴

    つものがあればその条件を答えよ。    つものがあればその条件を答えよ。

11    x   x -- 2xy2xy++ yy ≧≧ 00(( )) 22 22 22    x   x -- 4xy4xy++ 5y5y ≧≧ 00(( )) 22 22

33    4x   4x ++ 4xy4xy++ yy ≧≧ 00(( )) 22 22 44    2x   2x -- 4xy4xy++ 3y3y ≧≧ 00(( )) 22 22

  
  
2. 次の不等式が任意の実数 x2. 次の不等式が任意の実数 x,,  y について成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り y について成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り

    ⽴つものがあればその条件を答えよ。    ⽴つものがあればその条件を答えよ。

11    x   x -- 4xy4xy++ 5y5y ≧≧ 2y2y -- 11(( )) 22 22 22    4x   4x ++ yy ≧≧ 12x12x++ 2y2y -- 1010(( )) 22 22

33    5x   5x ++ yy ++ 11 ≧≧ 2x2x 2y2y -- 11(( )) 22 22 (( )) 44    2x   2x ++ 4xy4xy++ 3y3y ≧≧ 2y2y -- 11(( )) 22 22

  
  
3. a3. a,,  b を実数とするとき、次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴ b を実数とするとき、次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴

    つのはどのようなときか。    つのはどのようなときか。

  

11    a   a ≧≧ 00,,  b b ≧≧ 0 のとき   0 のとき   ++ ≧≧(( )) aa bb aa++ bb

  

22    a   a ≧≧ 00,,  b b ≧≧ 0 のとき    0 のとき    ≧≧ ++(( )) 22 aa++ bb(( )) aa bb
  
  
4. 次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。4. 次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。

11       ++ >> ++(( )) 77 88 55 1010 22       -- >> --(( )) 33 22 66 55

  
  
5. 次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴つのはどのようなとき5. 次の不等式が成り⽴つことを証明せよ。また、等号が成り⽴つのはどのようなとき

    か。    か。

11       ||aa|| ++ ||bb|| ≧≧ ||aa++ bb||(( )) 22       ||aa++ bb|| ≧≧ ||aa||-- ||bb||(( ))
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絶対不等式 解答絶対不等式 解答
  
1. 1. 

11    x   x -- xyxy -- ((xyxy -- yy(( )) 22 22))

      == xx -- 2xy2xy++ yy22 22

    == ((xx -- yy ≧≧ 00))22

   ゆえに x   ゆえに x -- 2x2x++ 22 ≧≧ 2x2x -- 2 。2 。22

   また、等号は x   また、等号は x == y のとき成り⽴つ。y のとき成り⽴つ。

22    x   x -- 4xy4xy++ 5y5y(( )) 22 22

    == ((xx -- 2y2y ++ yy ≧≧ 00))22 22

   ゆえに、x   ゆえに、x -- 4xy4xy++ 5y5y ≧≧ 0022 22

   等号が成り⽴つのは x   等号が成り⽴つのは x == 2y かつ y2y かつ y == 00
   すなわち x   すなわち x == yy == 0 のとき。0 のとき。

  
2.   2.   11    x   x -- 4xy4xy++ 5y5y -- 2y2y -- 11(( )) 22 22 (( ))

                == ((xx -- 2y2y ++ yy -- 11 ≧≧ 00))22 (( ))22

        ゆえに、x        ゆえに、x -- 4xy4xy++ 5y5y ≧≧ 2y2y -- 1 。1 。22 22

        また、等号が成り⽴つのは x        また、等号が成り⽴つのは x == 2y かつ y2y かつ y == 1 1 

        すなわち、x        すなわち、x == 22,,  y y == 1 のとき。1 のとき。

  

            22    4x   4x ++ yy -- 12x12x++ 2y2y -- 1010(( )) 22 22 (( ))

                == 2x2x -- 33 ++ yy -- 11 ≧≧ 00(( ))22 (( ))22

         ゆえに、4x         ゆえに、4x ++ yy ≧≧ 12x12x++ 2y2y -- 101022 22

         また、等号が成⽴するのは x         また、等号が成⽴するのは x == ,,  y y == 1 のとき。1 のとき。
33

22
  

            33    5x   5x ++ yy ++ 11-- 2x2x 2y2y -- 11(( )) 22 22 (( ))

                == 4x4x -- 4xy4xy++ yy ++ xx ++ 2x2x++ 1122 22 22

                == 2x2x -- yy ++ xx++ 11 ≧≧ 00(( ))22 (( ))22

        ゆえに、5x        ゆえに、5x ++ yy ++ 11 ≧≧ 2x2x 2y2y -- 1122 22 (( ))

        また、等号が成⽴するのは 2x        また、等号が成⽴するのは 2x == y かつ xy かつ x == --11

        すなわち、x        すなわち、x == --11,,  y y == --2 のとき。2 のとき。

  

            44    2x   2x ++ 4xy4xy++ 3y3y -- 2y2y -- 11(( )) 22 22 (( ))

                == 2x2x ++ 4xy4xy++ 2y2y ++ yy -- 2y2y++ 1122 22 22

                == 22 xx++ yy ++ yy -- 11 ≧≧ 00(( ))22 (( ))22

         ゆえに、2x         ゆえに、2x ++ 4xy4xy++ 3y3y ≧≧ 2y2y -- 1122 22

         また、等号が成⽴するのは x         また、等号が成⽴するのは x == --y かつ yy かつ y == 11

         すなわち、x         すなわち、x == --11,,  y y == 1 のとき。1 のとき。
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3.   3.   11       ++ --(( )) aa bb
22

aa++ bb
22

                == 22 ≧≧ 0   0   ⋯⋯①①abab

        ゆえに、        ゆえに、 ++ ≧≧aa bb
22

aa++ bb
22

              ++ ≧≧ 00,,   ≧≧ 0 なので0 なのでaa bb aa++ bb

              ++ ≧≧aa bb aa++ bb

       ①から、等号が成り⽴つのは a       ①から、等号が成り⽴つのは a == 0 または b0 または b == 0 のとき。0 のとき。

  

            22       -- ++(( )) 22 aa++ bb(( ))
22

aa bb
22

                == 2a2a++ 2b2b -- aa++ 22 ++ bbabab

                == aa -- ++ bbabab

                == -- ≧≧ 0   0   ⋯⋯①①aa bb
22

        ゆえに、        ゆえに、 ≧≧ ++22 aa++ bb(( ))
22

aa bb
22

                ≧≧ 00,,   ++ ≧≧ 0 なので、0 なので、 ≧≧ ++22 aa++ bb(( )) aa bb 22 aa++ bb(( )) aa bb

        ①から、等号が成り⽴つのは a        ①から、等号が成り⽴つのは a == b のとき。b のとき。

  
  

4.   4.   11       ++ -- ++(( )) 77 88
22

55 1010
22

              == 77 ++ 22 ++ 88-- 55 ++ 22 ++ 10105656 5050

              == 22 -- 22 >> 005656 5050

        ゆえに、        ゆえに、 ++ >> ++77 88
22

55 1010
22

              ++ >> 00,,   ++ >> 0 なので、0 なので、 ++ >> ++77 88 55 1010 77 88 55 1010

  

            22       -- >> --   ⇔⇔ ++ >> ++  を証明する。 を証明する。(( )) 33 22 66 55 33 55 66 22

                          ++ -- ++33 55
22

66 22
22

                == 33 ++ 22 ++ 55-- 66 ++ 22 ++ 221515 1212

                == 22 -- 22 >> 001515 1212

         ゆえに、         ゆえに、 ++ >> ++33 55
22

66 22
22

                    ++ >> 00,,   ++ >> 0 なので 0 なので ++ >> ++33 55 66 22 33 55 66 22

        よって         よって   -- >> --33 22 66 55
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5.   5.   11       ||aa|| ++ ||bb|| -- ||aa++ bb||(( )) (( ))22 22

              == aa ++ 22||aa||||bb|| ++ bb -- aa ++ 2ab2ab++ bb22 22 22 22

              == 22||aa||||bb||-- 2ab2ab

              == 22 ||aa||||bb||-- abab ≧≧ 00(( ))

       ゆえに、       ゆえに、 ||aa|| ++ ||bb|| ≧≧ ||aa++ bb||(( ))22 22

              ||aa|| ++ ||bb|| ≧≧ 00,,   ||aa++ bb|| ≧≧ 0 なので、0 なので、||aa|| ++ ||bb|| ≧≧ ||aa++ bb||

       等号が成り⽴つのは        等号が成り⽴つのは ||aa||||bb|| == ab すなわち abab すなわち ab ≧≧ 0 のとき。0 のとき。

  

            22       ||aa++ bb|| -- ||aa||-- ||bb||(( )) 22 (( ))22

              == aa++ bb -- aa -- 22||abab|| ++ bb(( ))22 22 22

            == 22 abab -- ||abab|| ≧≧ 00(( ))

       ゆえに、       ゆえに、||aa++ bb|| ≧≧ ||aa||-- ||bb||22 (( ))22

              11   ||aa||-- ||bb|| ≧≧ 0 のとき、0 のとき、||aa++ bb|| ≧≧ 0 なので0 なので[[ ]]

                          ||aa++ bb|| ≧≧ ||aa||-- ||bb||   ⇔⇔ ||aa++ bb|| ≧≧ ||aa||-- ||bb||22 (( ))22

             等号が成り⽴つのは ab             等号が成り⽴つのは ab ≧≧ 0 のとき。0 のとき。

              22   ||aa||-- ||bb|| << 0 のとき、0 のとき、||aa++ bb|| ≧≧ 0 なので0 なので[[ ]]

                          ||aa++ bb|| ≧≧ ||aa||-- ||bb||

              11 22 より⽰せた。より⽰せた。[[ ]][[ ]]
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