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剪定距離による塩基配列位置のクラスタリング

島田 昂治���� 牧野 俊亮���� 平田 耕一����

概要：本論文では� � 型インフルエンザウイルスの塩基配列位置間の剪定距離を計算し� それらの距離に
基づいた階層的クラスタリングである群間平均法を適用する�という剪定距離による塩基配列位置のクラ
スタリングについて考察する� まず� � 型 ����亜型インフルエンザウイルスに対して� ���	年のパンデ
ミックの解析のために� ���
年と ���	年の ��分節の塩基配列位置に剪定距離によるクラスタリングを
適用する� 次に� �型 ����亜型インフルエンザウイルスに対して�パッケージングシグナル位置の解析の
ために� ��� 
分節の塩基配列位置に剪定距離によるクラスタリングを適用する�

キーワード：塩基配列� 剪定距離� クラスタリング� バイオインフォマティックス� インフルエンザウイルス
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�� はじめに

塩基配列のどの位置が進化系統に影響を与えているかを

解析することは� バイオインフォマティクスやメディカル

インフォマティクスの分野における重要な課題の一つであ

る� 剪定距離 ����� ��	�
��� ���� ���は� そのような解析に

有用な進化系統樹に基づく塩基配列位置間の距離である�

この剪定距離は�進化系統樹の葉を塩基配列のある位置の塩
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基で置換した後にラベルに基づく近隣剪定法 ��
����
	�

���		��������� �������� ������によって得られる剪定

進化系統樹 ������� ���������� ��� 間の ��� 保存

距離 �������	����� ��	��
��として定式化される� 本

論文では� �型インフルエンザウイルスの塩基配列位置に

対して� 剪定距離� および� 比較対象としてのハミング距離

を用いた� 階層的クラスタリングの一種である群間平均法

������ 
��
� ������ � �を適用する�

まず� !""#年のパンデミックの解析に向けて� �型$%&%

亜型インフルエンザウイルスの$�分節の !""'年と !""#

年の塩基配列を対象とする� そして� !""'年と !""#年の

それぞれの塩基配列位置に対して� 剪定距離とハミング距

離によるクラスタリングを適用する� また� !""'年と !""#

年を合わせた塩基配列位置に対して� 剪定距離によるクラ

スタリングを適用する�
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�
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次に� パッケージングシグナル位置の解析に向けて� �型

$(&!亜型インフルエンザウイルスの )&� '分節の塩基

配列を対象とする� そして，)&�全 '分節の塩基配列位置

に対して� 剪定距離とハミング距離によるクラスタリング

を適用する� また� 各分節ごとの塩基配列位置に対して�剪

定距離とハミング距離によるクラスタリングを適用する�

�� 塩基配列位置間の剪定距離

閉路を持たない連結無向グラフを木 ���� という� 木

� * �����に対して� � � � を � � � � �� �を �� �と表す�

また� %つのノードを根 ������として選んだ木を根つき木

������ ���という�

根を �とする根つき木の任意のノード � に対して� � か

ら �までの経路を ������と表す� ������上で� � に隣接

するノードを � の親 ��
����� ������ � ���のノードを

� の先祖 �
��	���	� という� また� � の親が � のとき� �

は � の子 �������という� さらに� � と � の共通の先祖の

うち� 最も �� � に近い先祖を最近共通先祖 ��
	� ������


��	���� ����といい� � � � と表す�

子を持たないノードを葉 ��
+�といい，葉でないノード

を中間ノード ������
� ����という．葉のみにラベルが

ついている根付き木を葉ラベル木 ��
+ �
��� ���とい

う．このとき，葉 � のラベルを ���� と表す．また，すべ

ての中間ノードが !つの子を持つ根付き木を全 �分木 �+���

���
�� ���といい，全 !分木となる葉ラベル木を進化系

統樹 ����������� ��� �%�� �'�という．進化系統樹のすべ

ての辺には長さが与えられており，その長さは先祖関係方

向だけで考える� 今後� 進化系統樹を単に木ともいう�

木 	 と木 � に対して� 	 と � のノード間に %対 %対応の

マッピング 
 が存在し� 任意の �� �� � � 	 に対して� �%� �

が葉のとき �と 
���のラベルが同一であり� �!� � * �� �

のとき 
��� * 
��� � 
���となるとき� 	 は � のラベル

同相部分木 ��
�����	����� ����������� 	�����とい

う� 木 ��と木 ��のラベル同相部分木を��と ��の合致部

分木 �
����� 	����� という� 葉の数が最大となる合

致部分木を最大合致部分木 ��
,���� 
����� 	�����

-�./� �0�� �'�といい� ���� ���� ��� と表す�

定義 � �� と �� を進化系統樹とする� �� と �� の���

保存距離 �������	����� ��	�
��� ����� ��� を以下のよ

うに定義する1

����� ��� * �����2 ���� � !� ����� ���� �����!�

���保存距離は必ず自然数となる ����

本論文では� 進化系統樹の再構成法の一つである近隣結

合法 �%�を適用して進化系統樹を推定する� 近隣結合法は�

最小進化基準に基づく無根系統樹の推定手法である� ここ

で� 最小進化基準とは� 進化系統樹において辺長の総和が最

小となるような形が望ましいという基準である� 最初に %

個のデータからなるクラスタを作り� 進化系統樹の辺の長

塩基配列の集合 �

�� 塩基配列

� ���������������

� ���������������

� ���������������

� ���������������

� ���������������

図 � 塩基配列の集合 �$左%� および� ハミング距離に基づいて近隣

結合法を用いて再構成した進化系統樹 $右%

さの総和が最小になるようなクラスタの対を %つにまとめ

る� この操作を繰り返すことで� 進化系統樹を再構成する�

例 � 図 %�左� は� 配列長 ' の塩基配列の集合 � *

��� �� �� �� �� である� このとき� � に対して� ハミング

距離に基づいて近隣結合法を用いて再構成できる進化系統

樹を� 図 %�右�に示す� ここで� %は辺長 %を表している�

本論文では� 塩基配列位置間の距離を定式化するために�

まず� 塩基配列の集合から再構成された進化系統樹の葉の

ラベルを� 塩基配列集合のインデックスからそれぞれの位

置の塩基に置き換える� そして� それらの進化系統樹に�近

隣剪定法 ����		��������� �������� ������ �#�を改良し

たラベルに基づく近隣剪定法 ��
����
	� ���		���������

�������� ������ ���� ���を適用する�

ここで� 進化系統樹の分枝 ���
����を� 図 !�左�のよう

に� �� と �� は葉� � は �� と �� の親� �� は �� から � まで

の長さとなるような部分木とし� これを ���� ��� �� ��� ���

と表す� また� ����� * ������ かつ� ラベルが同一となる

葉を持つすべての分枝の中で �� 2 �� が最小となる分枝

� * ���� ��� �� ��� ��� を最小ラベル分枝 �������� �
��

��
���� という� さらに� �� � �� ��� � * %� !� � �* ��とな

る最小ラベル分枝 � * ���� ��� �� ��� ��� に対して� �� � およ

び� �から �� までの辺を削除して得られる新たな分枝を� �

の最小葉分枝 �������� �
+ ��
����という� 図 !�左�が

最小ラベル分枝のとき� 図 !�右�が最小葉分枝となる�

分枝 葉分枝

図 � 分枝 $左% とその葉分枝 $右%!

定義 � ラベルに基づく近隣剪定法 ��
����
	� ���		��

������� �������� ������ は� 最小ラベル分枝が存在し

なくなるか葉の数が !となるまで� 最小ラベル分枝 � を �

の最小葉分枝に置き換える手法である� また� ラベルに基

づく近隣近隣選定法により得られる進化系統樹を剪定進化

系統樹 ������� ���������� ���という�

例 � 表 %の塩基配列 � * �%� !� (� 0� �� ��  � に対する

�� ���� �����	
���� ��������� ������� �� �
�
� �
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進化系統樹を図 (の � とする� このとき� ラベルに基づく

近隣剪定法を適用する�

表 � 例 &の塩基配列 �!

� ������	�
�����

' ���������������

( ���������������

) ���������������

& ���������������

* ���������������

+ ���������������

, ���������������

� � � � �� ��

図 � 表 'の塩基配列の *列目の位置について� ラベルに基づく近隣

剪定法を適用した過程!

図 (は� 表 %の塩基配列の �列目の位置について� ラベ

ルに基づく近隣剪定法を適用した過程を示したもので� 進

化系統樹の葉のラベルは� 塩基配列 �列目の位置に対応す

るインデックスと塩基である�

まず� �� * ��� �� * �� となる分枝 ���� ��� �� ��� ��� が�

木 � の最小ラベル分枝となるので� 最小葉分枝 ���� �� ���

に置き換えることによって� � � となる�

次に� �� * ��� �� * �� となる分枝 ���� ��� �� ��� ��� が�

木 � � の最小ラベル分枝となるので� 最小葉分枝 ���� �� ���

に置き換えることによって� � �� となる�

最後に，�� * ��，�� * ��となる分枝 ���� ��� �� ��� ���が�

木 � �� の最小ラベル分枝となるので�最小葉分枝 ���� �� ���

に置き換えることによって� �� となる� ここで葉のラベル

が同一となる分枝が無くなるので� ラベルに基づく近隣剪

定法は終了する�

また� 表 %の塩基配列の �列目を除いた各列に� ラベル

に基づく近隣剪定法を適用した結果を図 0に示す�

葉のラベルがすべて等しくなる場合は� �� や �� のよう

に� 葉の数が !となった時点でラベルに基づく近隣剪定法

は終了する� また� 文字列長が �の塩基配列からは� �本の

剪定進化系統樹を得ることができる�

この剪定進化系統樹を用いることで� 位置間の剪定距離

を以下のように定義することができる�

定義 � � を同じ長さの塩基配列の集合� �と � を塩基

配列の位置とする�

� % � ��と �� を� から得られる �と � の剪定進化系統樹と

する� このとき� ����� ���を �と � の剪定距離 �����

�� ��� �� �	

�
 �� ��

図 � �� は� 例 &で表 ' の塩基配列の �$' � � � -%列目の位置につ

いて� ラベルに基づく近隣剪定法を適用した結果!

��	�
���といい� ����� ��と表す�

� ! � ����で �の �番目の塩基を表す� また� 関数 Æを � * �

のとき Æ��� �� * "� � �* �のとき Æ��� �� * %とする� こ

のとき�
�

��� Æ������ ����� を �と � のハミング距離

�$
����� ��	�
���といい� ���� ��と表す�

例 	 例 0の ���% 	 � 	 '�について� 表 !は� 位置 �と

� �% 	 �� � 	 '� の剪定距離 ����� ��とハミング距離 ���� ��

である� ここで� ����� �� * ���� �� * "� ����� �� * ����� ���

���� �� * ���� ��� ���!� �� * ��!� �� * "� ���!� �� * ����� ���

��!� �� * ���� ��となる�

表 � 例 & の ��$' � � � -% における剪定距離 ��$�	 
% $左% とハミ

ング距離 �$�	 
% $右%!
���� �� ��� ��

� � � � � � � � 


� � � � � � �

� � � � � �

� � � � �

� � � �

� � �

� �

� � � � � � � � 


� � � � � � �

� � � � � �

� � � � �

� � � �

� � �

� �

一般に� 剪定距離とハミング距離は独立している ���� ����

�� �型����亜型インフルエンザウイルス

本節では� !""#年に発生したパンデミックの解析に向け

て� �型 $%&%亜型インフルエンザウイルスのパンデミッ

ク前後の塩基配列に剪定距離とハミング距離によるクラス

タリングを適用する� 実験には� &�34 �!�で提供されてい

るパンデミック前の !""'年の $�分節データ (!�株とパ

ンデミック後の !""#年の $�分節データ ((00株を用い

る� そのうち� 塩基がすべて同一である位置を削除するこ

とで� 配列長は ("�となる� また� クラスタリング手法と

して� 階層的クラスタリングの群間平均法 ������ 
��
�

������ � �を用いる� この結果として� 葉が塩基配列の位

置� 高さが位置間の距離を表す樹形図が得られる�

�� ���� �����	
���� ��������� ������� �� �
�
� �
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剪定距離� パンデミック前

剪定距離� パンデミック後

ハミング距離� パンデミック前

ハミング距離� パンデミック後

図 � パンデミック前後それぞれの塩基配列における剪定距離 $上% およびハミング距離 $下%

によるクラスタリングの樹形図!

まず� パンデミック前と後の !""'年と !""#年のそれぞ

れの塩基配列位置に対してクラスタリングを行う� 図 �は�

クラスタリングによって得られた樹形図である�

また� 表 (は� 図 �の各樹形図の高さ �クラスタ数 %�� ク

ラスタ数を成す高さ� およびその比である�

表 (より� 剪定距離もハミング距離も�パンデミック前よ

りもパンデミック後の方が相対的に低い高さでクラスタが

構成されていることが分かる� 特にハミング距離では� 樹

形図が高い !""#年の分岐位置の方が !""'年よりも逆に低

くなっている．特にパンデミック後のハミング距離の分岐

位置は相対的にかなり低く� ほとんどの場合が高さ !��に

集中している．

また� 剪定距離では �個のクラスタを成す高さはパンデ

ミック前の方が後よりも相対的にかなり高くなっているが�

それより多くのクラスタを成す高さの比はほぼ同一となる�

一方で� ハミング距離では� パンデミック前の方が後よりも

同数のクラスタを成す高さが相対的にかなり高くなってい

る� これの理由は� !""#年のパンデミック後� 世界中で一

斉にインフルエンザウイルスの&�34への登録が行われ�

その結果� 塩基配列が似たものが集中したため�ハミング距

離では極端な結果が出たことが考えられる．

次に� パンデミック前後の !""'年と !""#年の塩基配列

の両方を用いた剪定距離によるクラスタリングの結果を

図 �に示す� 黒い葉がパンデミック前の塩基配列位置� 黄

色い葉がパンデミック後の塩基配列位置を表す�

ここで� !""'年が (!�株で !""#年が ((00株とデータ数

が異なっていることに注意する� ハミング距離では� デー

タ数が異なるデータ間の位置における距離が計算できない

表 � 図 *の各樹形図の高さ� クラスタ数を成す高さ� およびその比!

剪定距離� パンデミック前 剪定距離� パンデミック後

クラスタ数 高さ 比

' (-!,( '

* '. /!++(

'/ .!)*. /!)(+

'* ,!-'( /!(,(

(/ ,!/*- /!(&+

(* +!+(& /!()'

)/ *!..& /!(/.

)* *!*.) /!'.*

&/ * /!',&

&* &!* /!'*,

*/ &!(* /!'&-

** & /!').

+/ )!-)) /!'))

クラスタ数 高さ 比

' '*/!,+' '

* *,!.., /!)-*

'/ &)!.+* /!(.(

'* ),!-,* /!(*'

(/ )*!((* /!()&

(* )(!,* /!(',

)/ )/!*/' /!(/(

)* (,!-*( /!'-*

&/ (*!* /!'+.

&* (&!(* /!'+'

*/ ((!/-) /!'&+

** (/!+( /!'),

+/ '.!+*+ /!')/

ハミング距離� パンデミック前 ハミング距離� パンデミック後

クラスタ数 高さ 比

' +**!(&, '

* &&)!),, /!+,,

'/ (-(!')* /!&)'

'* '--!-&. /!(--

(/ '+(!).) /!(&-

(* '&(!&)( /!(',

)/ '')!*.& /!',)

)* -.!(,, /!')+

&/ -/!,(+ /!'()

&* +*!))) /!'//

*/ *)!,* /!/-(

** &/!* /!/+(

+/ (.!)/- /!/&*

クラスタ数 高さ 比

' '.--!., '

* '.)!,,' /!/.,

'/ -/!&.. /!/&/

'* +*!/* /!/))

(/ *(!+/- /!/(+

(* &)!.. /!/((

)/ ),!&+- /!/'.

)* ))!&-. /!/',

&/ )/!+,) /!/'*

&* (+!... /!/'&

*/ (&!..' /!/')

** ('!/)* /!/''

+/ '.!..- /!/'/

ため� クラスタリングが適用できない� 一方� 剪定距離の場

合� データ数が異なるデータ間の位置に対しても距離が計

算できるため� クラスタリングが可能である�

�� ���� �����	
���� ��������� ������� �� �
�
� �
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図 � パンデミック前後の両方の塩基配列における剪定距離によるクラスタリングの樹形図!

図 � より� !""'年と !""#年の葉がそれぞれクラスタを

構成していることが分かる� これは� �型 $%&%亜型イン

フルエンザウイルスは� !""'年以前がトリ由来なのに対し

て� !""#年以降のパンデミックウイルスがブタ由来である

ことが表れた結果だと考えられる�

�� �型����亜型インフルエンザウイルス

�型インフルエンザウイルスは�図  のように� 粒子内部

に 53!� 53%� 5�� $�� &5� &�� -5�もしくは-�� &. と

いう '種類に分節化された)&�を持つ� 各 )&�分節は�

&5タンパク質と結合し� ねじれた棒状の複合体を形成す

る� ウイルス内部では� '本の棒状の構造物が� そのうちの

一つを中心として円状に並んでいる�

図 � インフルエンザウイルスの構造模式図

インフルエンザウイルスの粒子形成では� '種類 '本の

)&�分節が宿主細胞内で選択的に集合し� すべての分節が

%本ずつ子孫ウイルスの粒子内に取り込まれる傾向がある�

この粒子形成で� 集合の背後に何らかの規則があると仮定

するモデルにおいて� )&�分節の集合に必要な塩基をパッ

ケージングシグナル ��
�6
���� 	���
��という �(��

表 0は� リバースジェネティックスによって確認されて

いる各 )&�分節のパッケージングシグナルの位置である�

リバースジェネティックスとは� ウイルスを人工的に合成

する技術のことである� ここで� ��7 ,,����と �(7 ,,����の

,,は� �7および (7の 8/)�非解釈領域�の塩基数であり�

��はそれに続く塩基数を表す� また� ��7�,,9��は� �7を始

点とした ,,番目から ��番目の塩基を表す� さらに� &�34

の欄は� 本論文で用いる&�34データ �!�における番号であ

り� �は &�34データに該当番号が存在しないことを表す�

本節では� このようなパッケージングシグナルの解析に

向けて� �型 $(&!亜型インフルエンザウイルスの )&�

分節の塩基配列位置に剪定距離とハミング距離によるクラ

表 � 01�分節のパッケージングシグナルの位置 2)3!

分節 長さ 位置 ����

��� ���� �� ����
� ������

������	����� ���	�����

��� ���� �� ������� �� ������ �
���� �������		

�� �������� �� ������ �
����� �

�� ������� �� ������� �
���� ��	����		

�����������	 ��������	

�� ���� �� �
����� �� ������ �
����� ���	�����

����	����� �	�����

���������� �������

�����	������ ��	������

�� ���
 �� ����
�� �� ����	 �
����� �

������	����� ���	�����

�� ���� �� �������� �� ������ ������� ��
������

�� ���� �� �
������ �� �	���
� ����
�� ���������

�� �	���� ��������� ���������

 � ���� �� ����	 �

�! 
	� �� ������ �

�������� �����

���
���
�� �

スタリングを適用する�

まず '分節すべてを連接した塩基配列に対してクラスタ

リングを適用する� 図 'は� クラスタリングによって得ら

れた樹形図である� 黄色の葉はパッケージングシグナル�黒

い葉はそれ以外の位置を表す�

また� 表 �は� 図 'の各樹形図の高さ �クラスタ数 %�� ク

ラスタ数を成す高さ� およびその比である�

表 � 図 - の樹形図の高さ� クラスタ数を成す高さ� およびその比!

剪定距離 ハミング距離

クラスタ数 高さ 比

' '/+!.+, '

* +(!*.* /!*-*

'/ **!-)) /!*((

'* &,!.(* /!&&-

(/ &&!..' /!&('

(* &/!,.. /!)-'

)/ )-!,*' /!)+(

)* ),!+,- /!)*(

&/ )+!/)- /!)),

&* )&!.,* /!)(,

*/ )&!/+) /!)'-

** ))!'/- /!)'/

+/ )(!(.' /!)/(

クラスタ数 高さ 比

' ((&!+'. '

* *&!,&. /!(&&

'/ &)!//( /!'.'

'* ).!', /!',&

(/ )+!.*( /!'+*

(* )& /!'*'

)/ )(!.-& /!'&,

)* )(!),+ /!'&&

&/ )/!.&( /!')-

&* (-!.') /!'(.

*/ (+!,, /!''.

** (*!&.- /!''&

+/ ()!)*) /!'/&

図 'の樹形図の高さは� それぞれ %"��#� と !!0��%#で

�� ���� �����	
���� ��������� ������� �� �
�
� �
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剪定距離

ハミング距離

図 � 01�全 - 分節の剪定距離 $上% とハミング距離 $下% によるクラスタリングの樹形図!

ある� また� 高さ �#�"""と ����#�により� いずれも 0個の

クラスタを成す� このときの樹形図の高さに対する 0個の

クラスタを成すための高さの比は "���!と "�!#!となる�

図 'と表 �より� 剪定距離よりもハミング距離の方がク

ラスタの分岐位置は全体の高さに対して低くなっているこ

とが分かる� 特に� ハミング距離では�多くの葉が相対的に

低い位置の同じ高さでクラスタとなっている�

次に� &�34によってパッケージングシグナルが確認さ

れていない-5分節を除く  分節それぞれに対し� クラス

タリングを行う� 図 #と図 %"は�  分節の塩基配列の位置

間の剪定距離とハミング距離に基づくクラスタリングの結

果である� 黄色い葉はパッケージングシグナル� 黒い葉は

それ以外の位置を表す�

図 #と図 %"より� いずれの距離を用いた場合もパッケー

ジングシグナル位置が %つのクラスタにまとまるという性

質は見受けられないことが分かる� 一方� 剪定距離よりも

ハミング距離の方が樹形図が高くなり� ハミング距離の方

が全体の高さに対して相対的に近い位置で数多くのクラス

タに分かれていることが分かる�

また� 表 �は� 図 #と図 %"における樹形図の高さ� 0個

のクラスタを成す高さ� および� 樹形図の高さに対する 0個

のクラスタを成す高さの比である�

表 �より� 樹形図の高さに対する 0個のクラスタを成す

高さの比は� 53%� 5�は剪定距離の方が大きく� 53!� $��

&5� &�� &.はハミング距離の方が大きくなった� 特に� 5�

では� ハミング距離と剪定距離の比の差が最大となった�

	� まとめ

本論文では� �型インフルエンザウイルスの塩基配列の

位置を対象に� 剪定距離� および� ハミング距離を用いたク

ラスタリングを行った�

その結果� 剪定距離では樹形図の全体の高さと分岐の高

表 � 図 . と図 '/ の樹系図で & 個のクラスタを成す高さ!
剪定距離

分節 高さ 樹形図の高さ 比

��� �	�� 
����� ���	�

��� ���
 
����
 �����

�� �
�� ������ ���
�

�� ���� �����	� �����

�� �
�� �����	 �����

�� �	�
 
����� �����

�! ���	 �
���� �����

ハミング距離

分節 高さ 樹形図の高さ 比

��� ����	 ������� ���	�

��� ����� ����	�� �����

�� ����
 ������� �����

�� ����� ��	��		 ���	


�� ��
�	 ������� ���
�

�� ����� �
���	� ���
�

�! �		�� ��	�	
� ����	

さが概ね比例するのに対して� ハミング距離では必ずしも

比例しなかった� 特に� �型 $%&%亜型インフルエンザウ

イルスの場合は全体の高さ %#''�#'に対してパンデミック

後に分岐の高さがほぼ !��以内に集中していた� さらに� ハ

ミング距離では適用が難しいデータ数が異なる !つ以上の

塩基配列集合におけるクラスタリングにも剪定距離は適用

可能という利点がある�

剪定距離の適用範囲は� 本論文で扱ったインフルエンザ

ウイルスの塩基配列に限らない� したがって� さまざまな

塩基配列における位置間の剪定距離による解析�特に� クラ

スタリングによる解析は� 今後の課題である�

�� ���� �����	
���� ��������� ������� �� �
�
� �
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剪定距離� ���

剪定距離� ���

剪定距離� ��

剪定距離� ��

剪定距離� ��

剪定距離� ��

剪定距離� �!

図 	 01�分節ごとの剪定距離によるクラスタリングの樹形図!
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図 �
 01� 分節ごとのハミング距離によるクラスタリングの樹形図!
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