Part 2 赤池統計学の展開
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EF1αのアミノ酸配列：動物、菌類、植物、原生生物、細菌で共通の配列が見られる
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最尤法は当初、系統学の研究者からは
あまり評価されなかったが、近年のコン
ピューター性能の飛躍的な進歩と実用的
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分子系統でたどる生物進化の歴史
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モデルはあくまでも現実の過程を近似
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