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1 .はじめに

病原体が土壌微生物に由来する植物病害の多くは難防除であり，

現在においても農業生産上の脅威であり続けている。防除技術を

開発するためには，室内試験だけでなく圃場レベルでの防除効果

を評価する試験（圃場試験）を複数回行い，その効果を客観的に

評価する必要がある。しかし圃場試験では環境要因，供試サン

プル数（サンプルサイズ），発病程度などが異なるため結果にば

らつきが生じやすく，各研究事例の発病株（ここでは発病した植

物体を指す）割合を単純に平均した評価では様々なバイアスの影

響を排除できない。そのため，防除効果の真の効果（真値）を誤っ

て判断してしまう可能性がある。また，複数回の圃場試験の中に

は，最もよく効果が現れた結果（チャンピオンデータ）と，効

果が認められなかった結果が混在することもあるだろう。複数の

データを並べただけでは真値を判断する事は不可能で、ある。

そこで，臨床医学の分野において治療方法を評価するために広

く用いられている統計解析手法である‘メタアナリシス（Meta-

analysis）’の農業分野への応用について紹介したい。メタアナリ

シスは，複数の独立した研究事例を統合評価することができる統

計解析手法であり，研究事例数，サンプルサイズおよび対照区の

発病株数に重み付けを行うことで これらの偏りを理論的に補正

する。よって得られた統合評価は，統計的に算出された信頼区間

内において，妥当性の高いものと言える。本総説では，土壌病害

の防除研究を圃場試験ベースで行った事例を取り上げ，メタアナ

リシスの実践を紹介する。

2.臨床医学分野における科学的根拠に基づいた医療

‘メタアナリシス’は，‘同じ研究目的および同じ研究デザイン

で実施された複数の独立した研究事例を統合評価するための統計

解析’ と定義することができる。メタアナリシスは主に臨床医
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学分野における，治療方法の有用性を検証する統計手法として一

般化している。その背景には 臨床医学の分野において発達した

EBM (Evidence based Medicine）の考え方がある。日本語では「根

拠に基づいた医療，実証的医療」として，現在では臨床医学に携

わる研究者，医療関係者に広く浸透している。起源は意外と新し

く， 1980年代初め，カナダ・マクマスター大学の DavidSackett 

教授が初めて提唱したとされる（Guyatt et al., 1992）。 David

Sackett教授は「臨床の現場で 目の前の患者の問題解決のため

に，患者のアウトカム（治療の成功）を重視する立場から，入手

可能な最新・最良の臨床研究の成果（エビデンス）を積極的に活

用し患者の価値観に配慮すると共に医療提供側の条件を考慮し

つつ，実際的な臨床判断を行う」ことの重要性を説いた。 19伺年

になり，アメリカ・オハイオ大学の GordonGuyatt教授により

EBM (Evidence based Medicine）として名付けられた（Guyatt

et al., 1992）。EBMの概念は臨床医学が盛んなイギリス・アメリカ・

カナダでは非常に早く浸透し学術的基礎研究に重きを置く傾向

が強いドイツや日本では当初その浸透が鈍かったとされる。しか

し病院などの最前線の医療機関に係わる研究者や医療関係者を

中心に浸透し始め，現在では大学医学部の講義でも教えられてい

る。この EBMの考え方に基づき 複数の異なる医療機関で実施

された同じ医療や治験の結果を総合的に評価し科学的根拠の一

つにするために，メタアナリシスによる統合評価方法は普及して

行った。

農業分野においても，この EBMの考え方は浸透しつつある。

「臨床の現場における患者」は，「農業の現場における病害虫で問

題を抱える農業生産者」に，「患者の治療」は「病害虫の防除」に

置き換えることができる。植物病理学分野では，佐賀県果樹試験

場（当時）の田代暢哉博士が「根拠に基づいた！？除.EBC (Evidence 

-based Control)」を提唱している（田代， 2002）。

3.工ビデンスの質の強さ

自然科学において新たに得られた研究成果は，学会発表や投稿

論文として世間一般の知るところとなるが，その成果の科学的根

拠（ここでは‘エピデンス’ と称する）には，選択した研究デザ
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イン（試験設計）の違いによってその質に強弱が存在する。「強い

エビデンス」では試験方法と試脱結果には因果関係が成立（また

は強い説得力を持って示唆される）しており，「弱いエピデンス」

ではその因果関係が必ずしも成立していない。つまり，研究デザ

インと結果を吟味することにより，エピデンスの強さを知ること

ができる。以下に順番付けて研究デザインとエビデンスの強さを

記す（番号が若いほどエピデンスとして強力）。

1)試験区を無作為に配置し 3反復以上で実施した複数の

試験を基にしたシステマティック・レビュー（Systematic

Review) 

2）試験区を無作為に配置し， 3反復以上で実施した単一の試験

3）試験区を無作為に配置せず， 3反復以上で実施した単一の試

験

4）前向きコホート研究（ある要因の有無別に経過を追跡調査す

る）

5）後向きコホート研究（過去における特定要因の暴露の有無を

調査する）

6）症例対照研究（発病程度の異なる物について，その原因と考

えられる要因の有無を調べる）

7）症例研究（ある発病事例について，付随的な諸条件を記述す

る）

8）専門家による実験室的研究や理論からの推論。権威者の意見，

説など

これらの内， 1)～3）は介入試験， 4）～7）は観察研究と

いうカテゴリーになる。エピデンスの質の強さについては2000

年，アメリカ国立科学アカデミーの医学部会が「疾病予防施策

の有効性の判断規準」として，そのことを明記している（坪野，

2002）。エピデンスの質の強さを知ることは，そのエピデンスで

持って農業現場に返答して良いかどうか，さらなる試験研究が必

要ではないか，という研究者の判断材料になる。

4. メタアナリシスの活用

いずれの研究デザインにおいても，単一事例の結果より複数事

例で同じ結果が得られている方がエピデンスレベルは高い。しか

し複数事例の中には結果が異なる事例が含まれてくることがあ

る。例えば，ある防除技術の効果を判定する試験で10の研究事

例が得られた時，効果があった事例が6つ，なかった事例が4つ
得られた場合，本当に効果があるのか，判断に悩むことになる。

その解決策としての統計解析の一つがメタアナリシスである。

前述のとおり，メタアナリシスは臨床医学の分野では一般的な

統計解析方法で、あったが農学分野で活用されることは少なかっ

た。しかし植物病害防除研究では最近，よく用いられるように

なってきた。表lに近年の報告例を示す。これらの研究は，その

防除手段を採用する判断の際の根拠として，農業生産現場で強い

説得力がある。

統計解析には大きく分けて‘定性評価（差があるかないか，検

定という）’ と ‘定量評価（どの程度差があるのか，推定という）’

の2つがあるが，メタアナリシスは両方を行う。実際にメタアナ

リシスを行う場合，研究事例を集めることから始まるが，過去の

研究論文でも，同じ研究デザイン 研究目的であれば解析に用い

ることができる。その際，内容をよく吟味し試験設計が不適切

である場合には解析から削除する。個々の研究において試験設計

が統ーされていても，試験した地域の環境条件，作物の生育状況，

病害虫の発生状況などが異なるのは当然であり，防除効果もこれ

らの条件に依存して変化する。しかし防除効果の差，例えば発

病割合の差の程度［リスク差（Riskdi島rence）］や発病割合の比［リ

スク比（Riskratio）；相対危険度］は異なった研究事例でも共通

していると仮定できる。メタアナリシスの基本的な考え方は防除

効果を計測するための効果指標（Endpoint）として，個々の研

究で一定と考えられるリスク差やリスク比，相関係数などの“効

果の大きさ（Effectsize）”を統合することである。

5. 統計ソフトを用いたメタアナリシスの具体例；土
壌病害の生物防除試験

現在ではコンピュータソフトウェアを用いることにより簡単に

実施できる。ここではデータ解析環境R(R Development Core 

Team, 2006）の追加機能パッケージである Rコマンダー上で動

作する統計ソフト EZR(Kanda, 2012；神田， 2012）を用いた解

析例を紹介する。 RとEZRはどちらもインターネットを経由し

て無償でダウンロードできる（2014年9月現在）。

以下，最新の研究事例におけるメタアナリシスの具体例を挙げ

る（Kawaguchi,2013）。ブドウ根頭がんしゅ病は土壌病害で、ある

が，防除できる薬剤がなく，世界的に問題になっている。著者

らは新規詰抗細菌（Kawaguchiand Inoue, 2012; Kawaguchi, 2013, 

2014; Jll口・井上， 2012）を用いて，新たな防除技術の確立を目

指している。そこで＼その措抗細菌を用いた防除試験を農業研究

所内の3つの異なる実験圃場で試験し 5年間で9つの独立した

防除試験を行い，防除効果のデータが得られた。この試験では，

土壌中の病原細菌の密度に偏りがある可能性，傾斜，日照，排

水などの比較したい要因以外の要因を排除する目的で， l処理2
～6区制とし圃場にランダムまたは系統配置している（表2）。
しかし各試験では，同一処理区の数や処理区内の供試ブドウ樹

数などが異なっている。さらに個々の研究事例でデータにばらつ

きがあり，その試験として防除効果が有意に認められる事例と，

防除効果は認められるものの有意差がない事例が混在した状態で

あった。

表 1 メタアナリシスを活用した植物病害防除研究の報告例

対象病害

ブドウ根頭がんしゅ病

モモせん孔細菌病

トマトかいよう病

キュウリホモプシスキ艮腐病

カンキツ緑かぴ病

ダイズさび晴

リンゴ火傷病

内容

拾抗細菌による土壌病害防除

拾抗細菌による葉および果実の病害の防除

化学農薬（土壌消毒）による土壌病害防除

転炉スラグ混和による土壌病害防除

化学農薬による果実の病害防除

化学及び生物農薬による葉の病害防除

化学及び生物農薬による呆実の病害防除

文献

Kawaguchi, 2013 

Kawaguchi et al, 2014 

川口ら，2011

岩館ら， 2011

田代・井手， 2008，田代ら， 2008 

Ngugi et al, 20lla 

Ngugi et al, 20lla, b 
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ブドウ根頭がんしゅ病に対する生物防除の園場試験の概要

ブドウ百木数

（総数）／処理
定植日／調査日

5月11日／ 11月4日

4月25日／1月9日

5月26日／10月5日

3月10日／10月18日

3月28日／12月5日

3月24日／12月21日

4月5日／11月6日

4月5日／11月6日

4月5日／12月3日

区数／ブドウ苗木

処理数／区

表2

樹の配置（栽植密度）／区

苗木の間隔50cm, l列配置

苗木の間隔40cm, l列配置

苗木の間隔40cm, 1列配置

苗木の間隔40cm, 2列配置（列の間隔60cm)

苗木の間隔50cm, l列配置

苗木の間隔30cm, 2列配置（列の間隔60cm)

苗木の間隔30cm, l列配置

苗木の間隔60cm, l列配置

苗木の間隔50cm, l列配置
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区配置

ランダム配置

ランダム配置

系統配置

ランダム配置

系統配置

ランダム配置

ランダム配置

ランダム配置

ランダム配置

試験事例
区のサイズ

（実施年ー圏場
(m) 

の名前）

2αゅーA

2009-B 

2010-A 

2010 B 

2011 A 

2011-B 

2012-A 

2012-C 

2013-A 

6.0x 1.0 

1.6×1.5 

6.0×1.0 

1.6x1.5 

6.0×1.0 

1.6×1.5 

6.0x 1.0 

7.0×1.0 

7.0×1.0 

このように，メタアナリシスでは複数の研究事例を量的に統合

し各研究の誤差を均一化することができる。このため，得られ

た統合データには一般性が付与され（その一般性の程度は研究事

例が多いほど高くなる），外的妥当性を暫定的に満たす。新たな

研究事例が得られたら，再度メタアナリシスを行い，外的妥当性

を再検証する。また，圃場試験で得られた防除効果のデータや，

管理された実験圃場でもデータがぱらつきやすい試験（土壌病害，

生物防除など）を解析する際には，有効な解析手段となる。

リスク比由
コォレスト・プロット 95%惜繍区間研費量み村け

リスク比 （量小一量大｝ 配分｛%｝

0.13 [0.02; 0.94] 7.8• 
O.oJ [001; O田＞］ 8.柑
011 [001; 1田＞］ 3.開
0.14 [0.02; 110] 76• 
0 22 [0.05; o.田＞］ 16.2' 
0.14 [0.03 0.59] 15.輔
0.29 [0.10; 0.81] 29.611 
0.25 [0.03; 2.11] 7.叫
0.21 [0.01; 4.24] 3.5' 

1()(鴻[0.10;0.3幻0.18 〈〉

播抗輔薗樟処理医 無担瑳区

量購銅壷 量購調査
研買事情 樟融棒敵樟敵株数

2曲9-A 130  830  
2田9-B 1 24 14 24 
2010-A 0 18 4 16 
2010-B 1 36 7 36 
2011-A 2 20 9 20 
2011-B 2 40 14 40 
2012-A 4 48 14 48 
2012-c 1 30 4 30 
2013-A 0 38 2 40 

総合リスク比（p<0.001) 282 284 

出ter噌附町1-s制帽許械 Ull"'S刑制叫ρ司9712

材高では，主に土壌病害の防除試験を例に挙げて，メタアナリ

シスを紹介した。一般的に植物病害の防除試験におけるアウトカ

ムは「植物の発病を防ぐjことであるため，発病株と健全株の数

の差（または比）で結論を出すことが多く，これには統計学にお

ける質的変数（名義変数ともいう。主にあるかないか， Oかlか
の2値データ，ここでは発病したか， していなしミか）を扱う。そ

のため，本稿で紹介したメタアナリシスについても質的変数を取

り扱った比率の計算を行っている。それ以外に，メタアナリシス

では量的変数（連続変数とも言う。主に測定する数値。重さ，長

さ，など）も扱うことが可能であり，それは主に各研究事例の平

均値を解析対象としサンプルサイズと標準偏差に重み付けが行

われる。例えば，土壌微生物の施用により農作物の成長が促進さ

れる現象をメタアナリシスするには，農作物の草丈，葉色，果実

の大きさや重さ，栄養成分など測定できる数値を解析対象にする

ことで可能になる。

材高では，自らの複数の研究事例を統合評価するためにメタア

ナリシスを用いたが，既に論文になっている他者の報告のデータ

を元にしてメタアナリシスを行うこともできる（こちらの方が一

般的かもしれない）。その際には ネガティブデータは論文にな

りにくいため，ポジテイブデータばかりを抽出してしまい，誤っ

た結論を導いてしまう可能性（出版バイアスという）には十分気

をつけなければならない。

自然科学分野だけでなく，幅広い分野においてIT技術の進歩

にともない「ビッグデータの活用」が急速に求められている。そ

れは，農業生産現場に我々の研究成果を可及的速やかに普及させ

る上でも同様である。各研究機関で実証した複数のデータを別々

に解析するだけでなく，メタアナリシスによってビッグデータを

統合評価し外的妥当性を満たす科学的知見として農業生産現場

に役立てていくことが，今求められている。

おわりに6. 
1凹

ブドウ根頭がんしゅ病に対する括抗細菌（根部浸漬処理）の防
除効果のメタアナリシス（Kawaguchi, 20日に新たなデータ
を追加）
この場合，変量効果モテールの統合リスク比は0.18（措抗細菌処
理区の発病リスクは無処理区の0.18倍）となった。
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これらの研究事例において，措抗細菌処理区と無処理区のリ

スク 比を，変量効果モデル（Randomeffects model, EZRでは

DerSimonian Laird methodで計算される）で解析した（図 1)。

統合データ （菱形）の95%信頼区聞がlより低い値であれば，

統合データの防除効果が有意に認められる。本研究事例の場合，

研究事例聞には偶然誤差と偏り（区の数，調査株数が研究ごとに

違う）の両方が含まれるため 変量効果モデルの統合データを

採用する必要がある。つまり「無処理区に対する統合リスク比は

0.18となり，有意（pく 0.()()1)に防除効果が認められる」とい

う判定になる。なお，防除効果の量的な判定については「措抗細

菌処理区の発病リスクは無処理区0.18倍，言い換えると措抗細

菌処理をする ことでしない場合の 18%に発病が抑えられる（ま

たは，防除価82である）」と言える。この量的判定は点推定であ

り，区間推定は95%信頼区間乱10～ 0.32なので，この括抗細菌

処理による防除効果の母集団の平均値 （母平均）は 0.10～ 0.32

の範囲（防除価68～ 90）にあると見てよい。また，図lの右側

には，各研究事例の重み付け（%）が示されているが， これは個々

の研究事例より算出される分散の逆数に基づく値である。比率の

計算における分散には，全調査個体数（サンプルサイズ）および

無処理区の発病個体数が影響し，全調査個体数が少ない事例（小

規模試験）や無処理区の発病個体数が少ない事例 （少発生レベ

ル）は重み付けが下がる。つまり，調査個体数が多く（大規模試

験），無処理区が多く発病している事例 （多発生レベル）での結

果を重要視する解析方法と言える。メタアナリシスの公式の詳細

はKawaguchiet al. (2014）に記載されているので，参考にして

頂きたい。
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一般的に圃場試験では，環境要因，サンプルサイズ，発病程度

などが異なるため結果にばらつきが生じやすく，各研究事例の発

病株割合を単純に平均した評価では様々なバイアスの影響を排

除できない。そのため，防除効果の真の効果（真値）を誤って

判断してしまう可能性がある。メタアナリシス（Meta-analysis) 

は，複数の独立した研究事例を統合＝制面することができる統計解

析手法であり，研究事例数，サンプルサイズおよび対照区の発病

株数に重み付けを行うことでこれらの偏りを理論的に補正する。

よって得られた統合評価は，統計的に算出された信頼区間内にお

いて，妥当性の高いものと言える。本総説では，土壌病害の防除

研究を圃場試験ベースで行った事例を取り上げ，メタアナリシス

の実践を紹介した。今後，メタアナリシスによる複数の研究事例

の統合己哨面が，圃場試験におけるデータ解析方法のーっとして活

用されることが期待される。
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