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1. はじめに 
前報[4]で標準正規分布に関する微分方程式を紹介

したが，Pearson[1]，Cox[2]，Kelley[3]ら(統計学者とし

ての功績は[4]を参照)が見つけた標準正規分布の片

側確率点 𝜆𝜆 = 0.612003  をもとに，著者らも独自に

幾何学的特徴と勝者と敗者と胴元の数理的特徴（た

とえば，[5]参照）について取り扱っている（たとえば，

[6-9]参照）． 
本研究では，著者らが提案した幾何学的特徴[6-9]

について，標準正規分布の累積分布確率が等価な 50
パーセントである確率の場合と，四分位に相当する

25 パーセントである確率と 75 パーセントである確

率の場合を考察する．また，標準正規分布と逆ミルズ

比の幾何学的特徴を円と正方形に関してもこれまで

と同様に図示する． 
具体的には，縦横比が 1 の元で一次元標準正規分

布を上下に鏡映して描き，逆ミルズ比を左右に±90°  
だけ回転させて描くとき，その重ね合わせが対称関

係と幾何学的特徴において特別な傾向を有すること

を図示する． 
一次元標準正規分布の表記について，確率密度関

数 𝜙𝜙(𝑢𝑢) と累積分布関数 Φ(𝑢𝑢) を用いるが，以下の

微分方程式の表記では以下の関数 Φ(𝑢𝑢) を用いる場

合には，添え字に 𝑃𝑃 を活用し，関数 Φ(−𝑢𝑢) を用い

た場合には，添え字に 𝑁𝑁 を活用しながら，比較が容

易に行えるように区別して記述を行う． 
2. 逆ミルズ比と標準正規分布による切系方程式 
 確率点 ±𝑘𝑘 の逆ミルズ比と標準正規分布に関する

切片系の方程式は，[8]で調べたとおり 
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と表記できる．これを，図 1 に示す等確率となる

Φ(−0) = Φ(0) = 1/2  の確率点 𝑘𝑘 = 0  で調べると，

確率 1/2  が累積分布関数の積分形の接線の傾きと

その累積確率を示していることがわかる．図 2 では

同様に切片系方程式の 25% と 75% になる傾きに着

目して，第一四分位 Φ(−𝑘𝑘) = 1/4  の確率点 𝑘𝑘 =
−0.67449  と，第三四分位 Φ(𝑘𝑘) = 3/4  の確率点 
𝑘𝑘 = 0.67449により，図 2を図 1と比較できるように

描く． 
3. 逆ミルズ比と標準正規分布の累積分布の積分形

によるパラメトリック方程式の視覚化 
ここで，逆ミルズもしくはハザードレートは  
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である．その両者の和の関数 
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も考えてみる．ここに，式(3)はベルヌーイ微分方程

式の一般解の一つである．また，標準正規分布の累積

分布関数の積分形 
ℎ𝑃𝑃(𝑢𝑢) = 𝜙𝜙(𝑢𝑢) + 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑢𝑢)      (5) 

と同じ形式の 2階線形微分方程式で記述できる 
ℎ𝑁𝑁(𝑢𝑢) = 𝜙𝜙(𝑢𝑢) − 𝑢𝑢𝑢𝑢(−𝑢𝑢)   (6) 

ℎ𝑃𝑃+𝑁𝑁(𝑢𝑢) = 2𝜙𝜙(𝑢𝑢) + 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑢𝑢)− 𝑢𝑢𝑢𝑢(−𝑢𝑢)   (7) 
をもとに，図 1 から図 4 に示すようにパラメトリッ

ク方程式による幾何学的特徴の視覚化を試みる． 
すなわち，図 1 から図 4 におけるパラメトリック

方程式の幾何学模様は， 
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など式(3)から(7)に線対称や点対称を組み合わせる

ことにより描画を行っている．特に，図 3 はベルヌー

イ微分方程式に関連するパラメトリック方程式の傾

向を図示する．同様に，図 4 では 2 階線形微分方程

式に関連する傾向を図示する．図 4 を図 3 と並べて

図示して比較が行えるように表示している． 
4.  25：75の標準正規分布と逆ミルズ比が描く特徴 
 四分位を示す確率点 𝑘𝑘 = ±0.67449  を用いると

き，ピタゴラスの定理[10]で有名な 3:4:5 の関係は，

標準正規分布の 25% と 75% の累積確率となる確率

点に一致する関係として図 2 に明示できる． 
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5.  50：50の標準正規分布と逆ミルズ比が描く特徴 
 等確率となる確率点は 𝑘𝑘 = 0 のため，本来ならば

原点を意味するため距離は図示できない．このため，

図 1 は一点で描写しなければならいが，特に，𝜙𝜙(0) =
1/√2 π   を代用して視覚化すると幾何学図としての

相性が良い． 
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