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総合研究大学院大学講義〈先導科学考究〉
三中信宏：「進化系統学の先端で甦る歴史研究」

（22 May 2007，総研大，葉山）
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子孫



東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 研究セミナー
（25 October 2006）

データ

系統樹

統計学的問題
誤差，信頼性，
モデル選択 etc.

数学的問題
スタイナー問題
グラフ理論， etc.

離散構造 ＝ 推定量



日本生物地理学会第 62回年次大会シンポジウム
〈進化と系譜：ツリー，ネットワーク，視覚言語リテラシー〉

（8 April 2007，立教大学）

系統推定論

進化生物学

歴史科学

統計科学

離散数学

生物学哲学 認知科学
系統樹の哲学

系統樹
の科学



発展し続ける系統解析ソフトウェア















第 3回最先端育種セミナー（17～ 19 November 2005，神戸）
〈家畜・水産動物における遺伝的多様性研究―その目的と新しい方法論―〉
三中信宏：生物進化の歴史を推定する̶分子系統樹を構築する理論と方法

最節約基準

尤度基準

ベイズ基準

　・・・・・・
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最節約法による

系統関係の推定
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ベイズ事後分布を求める
モデルが複雑になると計算量が膨大になる

［例］分子系統樹のベイズ推定

v1

v2

v3
v4

v5 v6

パラメータ群
　樹形：τ
　枝長：v
　置換遷移確率：θ
　サイト間変異：α
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樹形の事後分布

推定対象

対象外
（撹乱母数）

撹乱母数は期待値計算で消去

樹形の尤度

樹形の事前分布

配列データ X

多重積分の重
荷

組合せ論的爆
発



ベイズ事後分布を求める
マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）という最終兵器
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事後確率分布

事
後
確
率

パラメータ 1

パ
ラ
メ
ー
タ
2

パラメータ初期値を
無作為に与え，マル
コフ過程を用いて事
後確率分布を系統的
にサンプリングし，
定常状態になるまで
探索させる．

マルコフ連鎖モンテカルロ法
（Markov chain Monte Carlo: MCMC）

初期値

定常状態

酔歩
状態

慣らし過程（burn-in）

事後確率分布計算



チェイン・ツリー・ネットワーク



数理系統学：系統ダイアグラムの体系

Semple & Steel 2003

Huson et al. 2010

Morrison 2011

Dress et al. 2012



数理系統学：系統ダイアグラムの体系

X-chain

X-tree

X-net

Split
Quartet

Metric
d1

d2

d3

Consensus tree

Wheel tree

Supertree

encoding / decoding

recoding
recoding

higher reconstruction
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パラメトリック統計学

ノンパラメトリック統計学

計算
機統
計学

統計学世界
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パラメトリック系統学

ノンパラメトリック系統学

計算
機系
統学

系統学世界
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パラメトリック系統学

ノンパラメトリック系統学

計算
機系
統学

系統学世界

ML
Bayesian MCMC

MP
モデルなし

複雑モデル

超複雑モデル



A G G

A outgroup

T  ：系統樹
χ ：形質



A G G

A outgroup

MP

A
→
G

最節約スコア

l ( χ , T)



A G G

A outgroup

ML

最尤スコア

p ( χ｜ T, p)
p1

p2

p3

p4 p5



"No	Common	Mechanism"

1) 「根」の形質状態は均一分布

2) 形質状態変化確率 pは枝ごとに変化し，他のすべての

形質状態に等確率で変化する．

3) 枝ごとの形質変化は互いに独立である．

4) 形質状態変化確率 pは 0 ≦ p ≦ (r － 1)/r を満たす．

ここに，r は形質状態の個数を表す．



"No	Common	Mechanism"

定理
maxp [p ( χ｜ T, p)] ＝ r－ l ( χ , T)

ML＝MP
（C. Tuffley and M. Steel 1997）



















Felsenstein Zone

Farris Zone
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なお続く，

「方法」をめぐる論争

（五十年戦争か）

B. Kolaczkowski & J. W. Thornton (2004)



第 3回最先端育種セミナー（17～ 19 November 2005，神戸）
〈家畜・水産動物における遺伝的多様性研究―その目的と新しい方法論―〉
三中信宏：生物進化の歴史を推定する̶分子系統樹を構築する理論と方法



第 3回最先端育種セミナー（17～ 19 November 2005，神戸）
〈家畜・水産動物における遺伝的多様性研究―その目的と新しい方法論―〉
三中信宏：生物進化の歴史を推定する̶分子系統樹を構築する理論と方法

MP > ML, Bayes
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M. Spencer et al. (2005), MBE, 22(5)

No!
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H. Philippe et al. (2005), BMC Evol. Biol., 5(50)
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E. Mossel & E. Vigoda (2005)

Misleading
Bayesian MCMC



どの系統推定法を使えばいいか？
・距離法 計算速い／単一解／情報損失（よくまち
がう）／距離尺度が重要

・最節約法　速度ほどほど／形質なんでもオッケー
／複数解／まちがうことあり（Felsenstein Zone）

・最尤法　速度遅い／分子データのみ／進化モデル
依存／まちがうことあり（Farris Zone）

・ベイズ法　成長株／速度遅い（最尤法よりマシ）
／事前確率あやしい／収束の判断に苦しむ



本日の噺をまとめると ̶
・事物の系譜や歴史をデータに基づいて推論する系統学は，既

知の現在から未知の過去を復元するという一般歴史科学とし

ての性格を帯びている．直接的な観察や実験的な観察が不可

能であるという点で自然科学の範疇からはみ出している．

・系統学の図形言語は離散数学（グラフ理論）に基づいている．

グラフィック言語（チェイン，ツリー，ネットワークなど）

を用いて，事物の多様性とその系譜は可視化されてきた．

・利用可能な形質データによっては確率統計モデルに基づく系

統推定論が適用できるだろう．ただし，確率論や統計学を系

統推定に用いる際の前提条件は十分に理解する必要がある．




