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わかみず会第 284 回 

 小島俊雄 分類と系統・・・三中信宏著「生物系統学」 

三中信宏著「生物系統学」，財団法人東京大学出版会，1997，ISBN4-13-060172-5 について 

 

０ まえがき 

 2010 年、UML（クラス図）のデータモデリングに関わる機会がありました。1990 年代には CAD データ交換に関す

る国際標準ISO10303（STEP）に関連して、また1980年代にICOTで開発されたESPによるプロトタイプシステム作

成等、オブジェクト指向と情報システムのつながりを考える機会を得ました。これらを通して、オブジェクト指向は単

に情報処理だけでなく「もの」や「こと」のモデリング全般に対して実際に役立つ考え方と感じています。 

現実課題のモデリングにオブジェクト指向の考え方を適用して、もどかしく感じることとして「モデルは変化してい

くのが普通」でこれにどう取り組むかということがあります。モデルが修正されながら具体化していく過程が中心に

なる設計、データベースにおけるモデルの変更等に際して要求される作業等で多くの技術が発展していると思い

ますが、オブジェクト指向のように、大規模なシステム開発で利用する段階にはなっているものに接した経験は、

まだありません。 

 2000年に、「製造現場における技能のデジタル化」という研究課題に取り組みました。現場で実際に利用できるデ

ジタルデータ、特に、中小企業で利用できる環境は整備されていませんでした。「インターネット加工ハンドブック」

を構築することを具体的な出口イメージにして調査段階から検討することにしました。加工現場では、素材が部品

として完成するまでに複数の加工法が順次、適用されます。適用順序や適用する際の加工条件等を決めることに

なりますが、実際には、温度や湿度等の環境条件、材料の性質のばらつき、加工機械や工具の種類や性能の変

化や故障、工程管理等の多くの理由で、加工間での調整、加工全体の調整が常時、行われています。インターネッ

ト加工ハンドブックの一部は、現場の人自身が作成、利用し、使いこなしていくものと思います。また、インターネッ

ト加工ハンドブックが使える状態になったとしても、新技術が生まれたり、思いもよらぬ使い方が工夫されたり、社

会の変化に応じて間違いや修正がなされたり、使われなくなったりすることも常に起こってくると思います。加工事

例のXMLデータベースとそのAPIをWEBシステムとして試作・評価しながら考えを進めていきました。2003年から、

その時の取り組みを振り返る中で出会った本が「生物系統学」です。この本のエピローグに「相手は進化する実体

です．進化しながら変化してきた実体の分類が進化を反映していないというのはやっぱり不自然です．」とあります。

そして、「分類と系統」がキーワードと考えています。変化を反映するモデリングには系統が、それを反映した分類

にはオブジェクト指向がそれぞれ対応するというのはと思いながら読んできました。プログラミングとの接点はあり

ませんが、何らかの手がかりに結びつくのではないかと思っています。 

この「生物系統学」を読んで理解した内容について報告します。 

参考にした本は 

  三中信宏： 系統樹思考の世界-すべてはツリーとともに，講談社現代新書1849，2006，  

三中信宏： 分類思考の世界-なぜヒトは万物を「種」に分けるのか，講談社現代新書2014，2009，  

三中信宏： 進化思考の世界-ヒトは森羅万象をどう体系化するか，NHKBOOKS1164，2010 

小野寛晰： 関係の代数（シリーズ新しい応用の数学），教育出版，1974 ISBN 978-4-316-37570-0 

小野寛晰： 情報科学における論理，日本評論社，1994 ISBN4-535-60814-8 

等です。 

 

１ 由来の関係 

 「DNA 塩基配列A から配列B が生じた」という進化過程から導かれる由来関係（2 項関係）    

(1)  配列A を祖先とする子孫配列B が生まれた（中心主体「種」の由来関係） 

(2)  2 つの配列A と B から AB というクレードが生まれた（中心主体「（塩基配列）クレード」の由来関係） 
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がある。中心主体の違いによって、(1)のA→Bのグラフ表現を系統樹と呼び、(2)のA←AB→Bのグラフ表現を分岐

図と呼ぶ。「クレード（clade）」とは単系統群のことで、1976 年頃に定式化された概念で、ある共通祖先およびそれ

に由来する全ての子孫の集合と定義される。クレードの由来関係で「→」は集合包含関係である。 

系統樹から祖先情報を除去すればクレード情報のみを含む分岐図が得られる。分岐図で、AB を一般成分、A や

B を個別成分という。一般成分AB から導かれる系統樹としては、 

      A       B               B                   A 

 

 

 

 

           X 

             

                               A                   B 

となる。左側の図で、X≠A，B である。逆に、系統樹の、A→B→C に対して、分岐図としては、(A(BC))，((B(CA))， 

(C(AB))を対立仮説として想定することができる。また、頂点には形質（character）を対応させ、これを(頂点の)形質

状態（値）(character state)という。形質状態の変化が進化の過程に対応する。 

 

２ 系統の表現の基礎 

「系統」は、(第六版)広辞苑で、「生物の種あるいは群の進化の過程での由来」、「祖先を共通とし、遺伝子型をほ

ぼ等しくする生物の個体群」とある。三中は本の中で、「系統とは関係の構造」、「系統推定とは構造の推定」、「樹

形図（系統樹、分岐図等）は構造の表現手段」という形式で、数学的な定式化を求めている。 

 

定義2-1 半順序関係 

 集合Ｓにおける 2 項関係R はつぎの 3 条件を満たすとき「半順序」と定義する。 

 （1）Ｓに属する任意の要素x に対し、xRx が成立する。［反射性］ 

 （2）Ｓに属する任意の要素x，y に対し xRy かつ yRx が成立するならば、x=y が成立する。［反対称性］ 

 （3）Ｓに属する任意の要素x，y，z に対して、xRy かつ yRz が成立するならば、xRz が成立する。［推移性］ 

 半順序R が定義されている集合Ｓを｢半順序集合｣(partially ordered set)、<S, R>と書く。順序関係の逆関係R‾とは、

順序対xR‾y が成立するのは、yRx が成立するとき、およびそのときに限る。 

 

半順序関係のもとで，同一物に対する順序関係の成立を許さない関係、たとえば、包含関係では、以下の被覆

関係を定義できる。 

 

定義2-2 被覆関係 

 集合 S における 2 項関係⊊が「被覆関係」とよばれるのは、ｙ⊊ｘ （「ｘはｙを被覆する」と読む）が以下の 2 条件を満

たすときである。 

 （1）y⊂x 

 （2）Ｓの任意の要素z に対して、ｙ⊂z⊂x は成立しない。 

 

 一般の半順序関係でも、被覆関係を定義できる。ある半順序集合の上で定義される順序関係について、被覆関

係で関係づけられた要素の対を有向線分で連結することによりグラフ化できる。このグラフを｢Hasse の図式」と呼

ぶ。半順序集合Ｓの Hasse の図式を描くには、被覆関係にある任意の順序対 ｙ⊊ｘ についてｙから x に向かって上
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向きに線分で連結する。 

 系統学に登場する半順序関係（包含関係や祖先子孫関係）には、「束」あるいは「半束」（semilattice）という代数的

構造を形成するものがある（分岐図や系統樹が対応する）。 

 

定義2-3 束と半束 

 半順序関係R に基づくある半順序集合<L, Ｒ>に対して、上限(least upper bound）と下限(greatest lower bound）を

つぎのように定義する。 

 ・上限(sup{x, y}とは，ｘとｙの上界(upper bound）の集合、すなわち集合Z= ｛ｚｌ ｚはＬの要素で xRz かつ yRz｝の任

意の要素z に対して z0Rz となるＺの要素z0である。 

 ・下限(inf{x, y}とは，ｘとｙの下界(lower bound）の集合、すなわち集合U= ｛uｌ uはＬの要素でuRx かつuRy｝の任意

の要素z に対して z0Rz となるＺの要素z0である。 

このとき、 

（1）  Ｌの任意の要素 x とｙに対してその上限sup｛x, y｝と下限inｆ｛x, y｝がともに存在するとき、Ｌを「束」（lattice）、 

（2）  Ｌの任意の要素 x とｙに対してその上限sup｛x, yj｝が存在するとき、Ｌを「上半束」（upper semilattice）、 

（3）  Ｌの任意の要素 x とｙに対してその下限inｆ｛x, ｙ｝が存在するとき、Ｌを「下半束」（lower semilattice）、 

とそれぞれを呼ぶ。 

 

 例えば、集合 S に由来する部分集合全体の集合（べき集合 P(S) 、S 自体と空集合φも含む）、<P(S), ⊆> は束

である。べき集合はブール束（ブール代数）である。 

 

定義2-4 ブール束（ブール代数） 

 半順序関係R に基づくある束<L, R>において，ｓｕｐ｛x, ｙ｝と inｆ｛x, ｙ｝をそれぞれ x∪yと x∩y で表わすことにする。

L が以下の条件をすべて満足しているとき、L をブール束またはブール代数と呼ぶ。 

 （1） Ｌに属する任意の要素x、y、z に対して、（x∪y）∩（x∪z）＝ｘ∩（ｙ∪z）が成立する。 

 （2） Ｌに属する任意の要素x、ｙ、ｚに対して、（x∩y）∪（x∩z）＝ｘ∪（ｙ∩z）が成立する。 

 （3） Ｌの最大元と最小元をそれぞれ 1 と 0 で表わすとき、L の任意の要素 x に対して x∪x’＝1 およびｘ∩x’＝0

となるＬの要素x’が存在する。 

 

 ブール代数は、分岐図や系統樹など樹形図の構造を議論するうえでの拠り所ばかりでなく、ネットワークへの一

般化で役立つ。 

 

３ 樹形図の定式化 

定義３－１ A 描造と樹状構造 

 ある集合S のべき集合を P(S)とすると，P(S)は包含関係⊆に関する半順序集合である。A 構造(A-structure）とは

P(S)のある部分集合であって、以下の 2 条件を満たすものである。 

 （1） A 構造は、S は含むがφは含まない。 

 （2） A 構造に属する任意の成分X、Y について、X∩Y≠φならば、 X⊆Y または Y⊆X が成立する。 

 A 構造の Hasse の図式を樹状構造と呼ぶ。 

 

ある特定のタイプの半順序集合の被覆関係は分岐的なグラフになる。このA構造を出発点として、分岐図と系統樹

を定義する。 
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定義３－２ C 構造と分岐図 

C 構造(C-structure）は、つぎの条件を満たす A 構造である、 

 ［条件］ S に含まれる相異なる任意の要素x、ｙについて、C 構造は以下に定義する集合X と Y をともに含む。 

   X： ｘは含むが y は含まない、 

Y： y は含むがｘは含まない。 

C 構造の Hesse の図式を分岐図と呼ぶ。 

定義３－３ T 構造と系統図 

  Ｔ構造(T-structure）とは，つぎの条件を満たすＡ構造である。 

 ［条件］S に含まれる相異なる任意の要素 x、y について、T 構造は以下に定義する集合 X と Y のどちらか一方を

含む。 

X: x は含むが y は含まない、 

Y: y は含むが x は含まない。  

T 構造の Hesse の図式を系統図と呼ぶ。 

なお、 

(1) 任意の C 構造と T 構造は、上半束で、その最大元は全体集合である。 

(2) C 構造と T 構造は集合ブール代数<P(S), ⊆>の真部分集合である。 

という性質がある。 

 

例題 

 S={1,2,3} とし、その部分集合{ {1}, {2},{3}, {2,3}, {1,2,3}} という部分集合の集合を考える。この被覆関係をリストアップ

構造が求められる。{2, 3} と{1, 2, 3}を共有する A、C、T 構造を下図に示す。 

 
 

系統図に祖先子孫関係を定義すると、系統樹が得られる。 

{1,2,3}

{2,3}

{1} {2}

C構造のHesseの図式

{1,2,3}

{2,3}

{2}

{1,2,3}

{2,3}

{1} {2} {3}

{1,2,3}

{2,3}

{3}

{1,2,3}

{2,3}

{1} {3}

{1,2,3}

{2,3}

{2} {3}

T構造のHesseの図式としての系統図（6種類）

{1,2,3}

{2,3}

{1}

{1,2,3}

{2,3}

A構造(8種類） 右下に個別成分を付加した派生構造
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   分岐図・系統図から得られる系統樹（系統樹では有向線分を用いる） 

 

分岐図から導かれる 6 系統図で、被覆的祖先子孫関係の Hasse の図式を系統樹と定義する。 

一般成分は，系統学的に解釈すればクレードに対応する。C 構造によって切り分けられた T 構造集合や A 構造

集合は、特定クレードを共有する樹状図の集合として条件づけられる。 

分岐図と系統図はともに樹状構造から派生しているので、その枝は集合包含関係を意味する。系統図に対して

は、その分岐点に仮想的な共通祖先を対応させ，末端点には現実に観察される生物を対応させることで祖先子孫

関係を定義することができ、その Hasse の図式が系統樹であることになる。乾いた（ドライな）明示的定義を樹形図

に与えた理由の 1 つは、樹形図という概念をいたずらに妖怪化させないため（歴史的背景の問題）とこの定義を採

用することにより分岐的な樹形図を網状ネットワークに自然に一般化することができるとしている。（三中氏による

1987 と 1993 の論文） 

なお、上図に関係して、下図のような、進化樹という図も紹介されている。１つの系統樹に対して複数の進化樹

が定義される。「祖先が子孫に分かれた」という情報に加えて、その後、祖先が消滅したか否か等、時間的な情報

が加わるようである。枝が、進化主体の系統を意味している。 

 

 

４ 分岐学 

Wiili Hennig（ヴィリ ヘニッヒ、ウィリ へニッグ 1913-1976 ）、エルンスト マイヤ(1904-2005)、ロバートソーカル

(1926-)の 3 派による体系学の論争が、1960 年代から 1975 年に行われた。これらは、生物哲学の大きな論争であ
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ったという。ソーカルは、（数量）表形分類学派で、形質の類似度を数値化して分類していく立場で、系統は実証不

可能な概念を基礎としていて操作的でないとした。エルンスト マイヤは、自然選択、中立進化説、突然変異等など

も取り込んで進化分類学派（進化総合説）の代表者で、一方では、表形分類学に近く、分類は進化研究を進めるた

めに不可欠な第一段階とした。 

へニッグは分岐学の創始者であり、表形分類学派、進化分類学派との論争を進めたが、ヘニッグのドイツ語の

本(1950 初版、1960 改版)の改版の英訳(1966)のみが教科書で、その点で他の 2 学派に不利な面があった。この論

争の中で分岐学はヘニッグの理論が発展分岐学と呼ばれるように変わっていった。このあたりの科学史・科学哲

学の論争は学問上の問題だけでなかったという。発展分岐学に進む中で、ヘニッグの「分岐図＝系統樹＝進化樹」

という考え方は仮定を少なくしていく方向になった。最終的に、分岐学の教科書は、ガレス ネルソンン等の「比較

生物学の基本原理(1981)」として出版され、分岐図と系統樹は異なる概念である明確になった。分岐図と系統図は

集合論的包含関係で順序づけられ、それを系統学の世界に投影すると分岐樹と系統樹が得られることになる。こ

の結果は「乾いた樹形図」と表現されており、数学として発展分岐学の理論を体系化したことになる。この本が上記

の意味の分岐学の教科書であると述べている。 

三中の本は、歴史が科学であるということをいくつかの箇所で繰り返している。歴史は、過去に一回だけそれも

偶然に生じた現象の積み重ねであるという。物理学を典型例とする法則定立的な学問では、クラスに属する要素を

研究対象にしている。一方、歴史（学）は個性記述的な分野である。中心主体がその個物である。歴史学のポイント

は記載（個性記述）の意味付けになる。歴史仮説という時空的に限定された特定の事象の因果関係に関する仮説

である。その因果関係の仮説を構成するパラメーターを記載されたデータで推定・検定する「歴史復元」が基本方

針になる。歴史事象の「いつ何が起こったか」を記録する年代記は歴史学のデータで、それをいかにして得るかと

いう点で、歴史学と進化学には共通している面がある。 

ダーウィンは階層的な分類体系の起源を説明するために、「ある環境のもとで祖先種は生態的に多様化する」と

いう分岐原理に到達し、「種の起原」（1859）で唯一の図である樹形図を提示している。「ダーウィンの進化論が残し

たもっとも大きな知的遺産の一つは歴史が科学研究の対象である」とも云われている。岩波文庫の「種の起原」の

タイトルの逐語的な訳は「自然選択の方途による、すなわち生存闘争において有利なレースの存続することによる、

種の起原」である。 

系統学はデータによるモデル検証である。（幅広い分野に関して「思考本」と三中が呼んで３冊の本等を出版して

いる。特に、三中「系統樹思考の世界」の45pあたりからその記述がある。）トピックには、「唯名論」、「反証可能性」、

「アブダクション」、「オッカムの剃刀」等が含まれており、わかみず会の話題に関係していると思っている。 

 

５ 分岐学における系統の再構成 

ダーウィンの分岐原理や樹形図は、様々なデータによって実証されてきているが、へニッグの創始した分岐学で

は、樹形図を用いた定量的な推定・検証を進めていくことになった。そこでは用いられる評価規準として、「最節約

原理」を用いる。この規準が概ね適切であることが多くの実験や観察から得られている。 

最節約原理は、進化における形質の変化の回数の最小化、系統樹全体の形質状態間で計算される「距離」の最

小化等、様々な形式で表現される形質の性質によって定められることになる。この「距離」の選び方は着目してい

る形質によっても変わることになる。距離として何を選ぶかは、推定・検証に関係する。そして、推定・検証の結果

は実験や観察等のデータによって評価されその時点での結論となる。 

なお、使われる推論は、アブダクションである。三中は、パースによるアブダクションについて、理論の「真偽」を

問うのではなく、観察データのもとでどの理論が「より良い説明」を与えてくれるかを相互比較する推論様式で、理

論選択の経験的基準として用いることができるとしている（三中「系統樹思考の世界」65p 等）。 

分岐学におけるモデルは、様々な樹形図に関連して表現され、進化は系統樹の頂点の形質状態の変化である

とまとめている。そこで、分岐図等の樹形図とその形質状態を最節約原理の中でどのように計算するかの手法が
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課題となる。この問題は、樹形の最小全長の最小化で、シュタイナー最短木問題と呼ばれている。 

 ウィキペディアによれば、 

シュタイナー木（Steiner tree）とは、エッジの集合E とノードの集合V から成る無向グラフ G=(V,E)において、

V の部分集合T が与えられたとき、T に含まれるノードすべてを含む木構造である。 

T=V のとき、シュタイナー木はスパニング木（グラフ G(V,E) において T ⊆ E となる辺集合 T があるとき、

グラフ S(V,T) が閉路を持たないグラフ（木）であるとき、S(V,T) をグラフ G(V,E) ）である。エッジに何らか

の重みづけがされたグラフGにおいて、Tのシュタイナー木を構成するエッジの重みの総和が最も小さいシ

ュタイナー木のことを最小シュタイナー木（Minimum Steiner tree）と呼ぶ。最小シュタイナー木を求める問題

は「最小シュタイナー木問題」、または「シュタイナー木問題」と呼ばれ、NP 困難であることが知られている。 

三中は、「シュタイナー最短木を発見することは原理的には可能であり、NP 完全問題であることが証明されてい

る」と述べている。現在は、全数の数え上げしかないという問題であるのかは不明である。このとき、現実の系統推

定におけるモデルの推定・検証は、 

① 樹形（トポロジー)の推定・検証、 

② 形質状態の推定・検証 

の 2 段階で求めることと考えることができる。この②は、系統推定における MPR（ most parsimonious 

reconstruction 最節約復元）問題と呼ばれている。MPR 問題とは、 

・端点形質状態と分岐図樹形を与えたときに、内点の可能的形質状態の最節約復元を枚挙すること、 

・ある有限化のもとでの最節約復元を相互比較し、その集合（MPR 半順序集合）の構造を調べること、 

・それぞれの最節約復元の背後にある生物学的仮定を明らかにすること、 

である。実際には系統樹の樹形の決定は、いくつかの近似的に最小とみなす樹形の選択ということになる。その手

法について詳細には述べない。ただ、分岐学を数学として捉える発展分岐学では様々な仮定を取り去ってきており、

最小全長の最小化という樹形の選択法についてもコンピュータを利用した研究が進んでいるようである。 

形質状態は、順序型と無順序型に分類される。無順序型は離散的（質的）である。順序型は大中小のように離散

的場合や個数等が対応する。なお、分子配列のように両方にみなせる場合もある。そして、形質状態間の距離（類

似度）が解析で用いられる。 

少し、手戻りになるが、大きく分けると形質状態の推定処理には、形質状態行列をある類似度指数によって類似

度行列に変換し、距離の近いものから群を作っていく距離法と、ある目的関数を最適化する樹形を求める形質状態

法に分けることができる。そして、距離法は、樹形と内点の形質状態を同時に求めることになる。 

例えば、 分子配列が下記のように             非類似度行列 

            形質                  端点   W   X   Y   Z     

 端点 W  AAAAAAAAAAAA                    W      0  8   8   9 

       X  AABAABBBBBBB                    X       8  0   8   9 

       Y  BBABBAAABBBB                    Y       8   8   0   9 

       Z  AAABBBCCCCCC                    Z       9   9   9   0 

として与えられたとき、非類似度を形質の変化数で表すと右のようになる。すると、下図の左側のようになる。距離

法としては、斎藤成也の近隣結合法がよく使われている。 

 

    W    X    Y    Z                                          n2   W 

                                                             n1         X 

                                     Z 

                                                                         Y 
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形質状態法では、上図の右側の樹形に関して、内点の仮想祖先n1とn2の形質状態を最小全長の最小化を形質

の変化数を最小化することとして計算でき、変化数19 の複数解が存在する。一例は、 

     n1:  AAABBAAABBBB     n2:  AAAAAAAABBBB 

である。19という変化数は、Zから独立して変化する場合の変化数27と比べると小さく、例えば、変化のコストが低

く実現の可能性が相対的に高いという意味で、最節約であるというように判断することが可能である。 

 

MPR 問題は樹形が固定されたときの部分問題で端点数 n の 1 次か 2 次の多項式オーダーで解決できる。ある

分岐図の任意の内点を規準点に指定すると、分岐図全体はその規準点を根とする複数の有限部分木に分割でき

る。それを以下の 2 ステップで解決する。 

・往路ステップ： 端点を出発して規準点に向かう過程で最終的に規準点を根とする分岐図全体の最節約復元形

質状態の集合を求める、 

・復路ステップ： 規準点集合のそれぞれについて部分木を端点に向かって選択して規準点最節約状態として選

択する、 

となる。この 2 ステップからなる動的計画法のアルゴリズムは形質のタイプには依存せず、形質のタイプ毎に簡便

な方法が開発されている。 

なお、種分化のプロセスは二分岐で進行すると仮定することが多いため、2 分岐的な樹形を取り扱う場合が多

い。 

順序型形質については下図のように、距離をマンハッタン距離とし、内点の特性区間をメジアン演算で計算する

例を示している。最節約復元集合が閉区間として求められた。例えば、[1,3]という閉区間はその内点が 1、2、3 の

いずれかの整数値を最節約状態としてもつことを示している。 

 

 

 無順序型形質については、下図のような{ A, G, T, C }が相互に1 ステップで移行できる場合について、最節約復元

集合は隣接点における形質状態集合すべてにわたってもっとも高頻度で出現する形質状態の集合として求められ

ている。例えば、{ A, T } は内点が A または T という塩基の形質状態最節約復元としてもつという意味である。 

 

連続型形質の最節約復元では、マンハッタン距離を用いても平方ユークリッド距離を用いてお可能である。平方ユ

ークリッド距離を用いると内点の状態は全端点状態の 1 次結合として一意的に復元できる。 
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 分岐図に基づく系統関係の推定・検証に関する説明を述べた。実際の問題では、系統樹の株による複雑さを考

慮する必要がある。 

 端点（インスタンス）の数が n の場合の 2 分岐の枝の本数b(n)、 

   b(n) = 2n – 1  b(n-1)=2n-3 

 端点（インスタンス）の数が n の場合の 2 分岐系統樹の総数（異なる系統樹の総数）B(n)、 

   B(n) = B(n-1) * (2n-3) 

但し、B(2)=1 である。すなわち、 

   B(n)=1*3*5*・・・(2n-3) 

である。n=20 で 20 桁、n=50 では 75 桁になる。生物学者が日常的に遭遇する n が数十から数百を考えるとその複

雑さが納得できる。宇宙の全原子数が10の80乗と云われる中でその巨大さが分かる。したがって、網羅的枚挙法

でで樹形を求めることは困難であることが分かる。アブダクションやヒューリスティクスが実用上、必要とされること

になる。 

 4 端点を有する全ての（2）分岐図を下図に示す。 

   

 

  

     

 

 木構造の「樹」に対して、対象の本質から、ネットワークのモデルが不可欠であるという意見があり、その方向の

議論も進んでいる。 

系統ネットワークの総数については、三中「系統樹思考の世界」で取り上げている。 

端点（インスタンス）の数が n の場合の枝の数は超立方体の枝の数br(n)とするとき、 

   br(n) = 2(n-1)n 
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である。漸化式で表現すると、 

   br(n)=2br(n-1)+2(n-1) 

である。系統樹のネットワークへの拡張においては、最大元と端点に対応する点を結ぶ枝を取り除くことになる。こ

こで、 

   b(n)=br(n)-n 

と置いて、漸化式に代入すると、 

   b(n)=2*b(n-1)+2(n-1)+n-2 

となる。但し、b(2)=2 である。 

n=4 の場合の考え方を下図に示す。 

 

 

 系統ネットワークの総数（異なる系統ネットワークの総数）B(n)の明示的な表現は示されていない。超立方体の枝

に着目し、その枝のいくつかを削除することで系統ネットワークや系統樹が得られることから、系統ネットワークの

総数は系統樹の総数よりもはるかに大きい。系統ネットワークでは、全ての端点から最小元へのパスが少なくとも

1 つ存在していればよいと理解している。現実的には、系統樹にいくつかの枝を加えて系統ネットワーク化していく

という方向でよいのではないかと講演者は考えている。ブール代数による超立方体を基礎にした考えは包括的と

いえると思う。 

 

６ 特に、理解が不十分なトピック 

 取り上げた「生物分岐学」は 407 ページあり、第 1 章から第 5 章で構成されている。今回の内容は、第 5 章（応用

編と述べている）を除く、330ページ分である。第5章には、形態データ、たとえば、「かたち」を形質状態に取り入れ

ることに関係する記述があり、興味深い。また、リンネの分類体系に関連して、「注釈つきリンネ階層」という記法が

紹介されていて、プログラムのインデンテーションに関係して面白いと感じている。 

また、全体に、関連する学会の歴史などについての説明も多くあり、読んでいく際に役立つが、生物学の用語等、

リテラシーが不足していて戸惑うことが多い。その点で、思想本と行き来しながら読み進めた。なお、引用文献は、

1000 以上あり、それらの原典にあたるのが、わかみず会の「作法」と考えているがそれもさぼっている。 

 トピックとして取り上げなかったものには以下のものもある。 

  ・単系統、側系統、多系統に関する議論は、現在、単系統の方向に集約されつつあるように思い、今回のメモで

は取り上げなかった。 

・外群の考え方についても、分岐図における進化の方向を定めるため、よく素性のわかっている外群を想定し、
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その進化の向きを利用して、内群としての向きを決めて最節約復元を求める場合を述べている場合が多いが、発

展分岐学で、「大域的最節約樹」を求める場合には、外群を想定しなくてよいとしていることから取り上げなかった。  

・分岐図の信頼性、については基礎的な素養が不足しており読みこなせていない。 

 

７ おわりに 

全ての理解には遠いが、生物系統学の概要、考え方は少し理解できたと感じている。特に、「科学」、「科学者」と

は何かと考える機会になったことはありがたく思っている。 

今後の方向について、とりあえず考えているのは、基礎的な素養の不足を補うため、小野寛晰「で」本の読み方

を勉強したい。また、単なる類推にならないように注意しながら、加工技能のモデリングとの対応関係を整理してみ

たいと考えている。 

生物系統学は、初めての分野の初めての本として適切であったと思い、著者に感謝している。 

 

三中信宏関係のサイト 

三中氏は農環研のホームページをはじめ、最近の業績等、幅広くについてインターネット上に情報公開をしてい

る。ブログやツイッターも利用している。関係サイトを以下にまとめる。 

日記 http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/diary.html 

は料理の話等も多いが、読んだ本の紹介等、他の情報へのリンクがあり、ここから大部分の関係サイトにアクセス

できる。 

系統樹ウェブ曼荼羅 http://www.nttpub.co.jp/webnttpub/contents/mandara/index.html 

は NTT からいずれは出版されることになると思われる内容の連載が公開されている。 

 

 

以上 


