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流行盛期のリンゴ斑点落葉病の発病程度に関するコホート内症例対照研究

猫塚修 1*.羽田 厚 1・岩舘 康哉 1・石黒 潔2

ABSTRACT 

NEKODUKA， S.l*， HADA， H人IWADATE，y'l and ISHIGURO， K.2 (2009). A nested case-control study on disease severity of A1ternaria 

blotch of apple at ear1y and late phases of epidemics. ]pn.]. Phytopathol. 75: 314-322. 

To generate a causal hypothesis for an association between the disease severity of Alternaria blotch of apple before ear1y]uly and 

subsequent severity in late ]uly， a nested case-control study was carried out using 13 years of severity data (1993-2005)仕omIwate 

Prefecture， ]apan. The data consisted of 625 cases in 40-56 orchards， and each case inc1uded data of leaf disease severity from ear1y 

]une to late ]uly. The cases were stratified into four geographic groups to eliminate confounding factors from c1imate and epidemic 

characteristics. Preliminary analysis indicated that one geographic group was considered at low risk for severe epidemics， and the rest 
were rated as high risk. The results showed that initial disease development in ear1y July was c10sely related to the occurrence of 

severe epidemics in late ]uly in both risk groups， where the odds ratio (OR) of the low-risk group was 10.4 and that of the high-risk 

group was 3.1. The relationships between the initial disease development in late June and the severe epidemics of the disease in late 

July were not statistically significant in the high-risk group but in the low-risk group， the OR was 3.8. The results reveal a highly prob-

able causality between disease severity at the ear1y and at the late phases of the epidemics under conventional orchard management. 

(Received November 4，2008; Accepted May 21，2009) 
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緒日

近年，我が国においては環境に配慮した農業生産方式が推

奨されており， リンゴ (MalusρumilaMilI.)においても殺菌

剤の散布回数を低減した防除法の確立が求められている.

Alternaria mali Robertsによるリンゴ斑点落葉病は，流行期聞

が長く，多発した際の被害も甚大であるため，東北地方北部

における本病を対象とした薬剤の標準的な散布は多数回に

のぼっている したがって，本病の防除法を再検討すること

による散布回数削減の余地があると考えられる

本病の第一次伝染源は，枝病斑あるいは越冬した前年の被害

落葉に存在する病原菌であり，それらから飛散した分生子によ

り新しく展開した葉が感染して病斑(葉上病斑)が発生する

これらの病斑上に形成された分生子が飛散し，第二次伝染を繰

り返して 7月中旬以降の流行に至る(林ら， 1973). 葉上病斑

は，東北地方北部ではリンゴの落花期にあたる 5月中~下旬に

確認され，しばらく病勢が漸増を続けた後，梅雨期の 6月下旬

から 7月下旬にかけて急激に増加する(平良木， 1985). 

これまで岩手県では，本病を対象とした薬剤防除体系とし

て，落花期から 10日おきに薬剤を散布することが推奨されて

きた.つまり，落花期~落花 20日後は黒星病との防除を兼ね

て有機硫黄系殺菌剤を， 6月下旬以降は輪紋病との同時防除

として有機銅水和剤の使用が推奨されてきた.ただしこの

防除体系では7月になってから本病が急激に増加してしまう

ことがあるので，発病が目立ってきて急激な増加が予想され

る場合には，本病に卓効を示すポリオキシン剤あるし、はイプ

ロジオン剤を斑点落葉病専用剤として追加散布することが推

奨されている. これまで，この急増期を直近の病原菌量や感

染量から予測して，それに基づいて防除を行う方法が考案さ

れてきた(大友， 1972;雪田ら， 1990)が，短期的に気象が変

動する梅雨期においては，その予測に対応して的確に防除す

ることが困難であるため，実用化に至っていない.そのため，

防除回数の削減には， この急増期の予測による方法とは別の

観点から防除体系を検討してみる価値があると考えられる.

1岩手県農業研究センター(干 024-0003岩手県北上市成田 20-1) Iwate Agricultural Research Center， 20-1， Narita， Kitakami， Iwate 024-

0003，]apan 

2独立行政法人中央農業総合研究センター(〒 305-8666茨城県つくば市観音台 3-1-1) National Agricultural Research Center， 3-1-1 

Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-8666， ]apan 
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本病の流行初期における発病程度と流行盛期の発病程度と

の関係について，いくつか報告がある.無防除の条件下にお

いて，関口・林 (1979)は， 6月と 7月の発病葉割合の聞には

高い相闘が認められるとしており，平良木 (1985)は，葉上

病斑の初発時期と急増期の早晩の聞に相関関係が認められる

としている.また，鈴木・平野 (1992)は，数%レベルまで

発病葉割合が漸増したのち好適な気象条件があると急増する

としている.このように 無防除条件下で両者の聞に一定の

関係があることが示されていることから，通常の防除体系下

においても，流行初期における葉上病斑の発病程度と流行盛

期の発病程度には何らかの関係がある可能性が考えられる.

本研究では，通常の農薬散布が行われている一般栽培圃場

において，本病の流行初期にあたる 6 月上旬~7 月上旬の発

病程度と流行盛期にあたる 7月下旬における発病程度との関

連を明らかにすることを目的とした.本病のように短期間で

伝染環が繰り返される病害では，流行初期の発病程度を人為

的に制御する実験の実施は困難である.また，一般栽培圃場

における発病程度は複数の要因による影響を受けると考え

られるため，流行初期の発病程度がその後の流行様相にどの

県中部

程度影響しているかについては，他病害も含めて知見が乏し

い.そこで，著者らは，医科学の疫学でしばしば用いられる

観察研究と呼ばれる研究手法の中で，コホート内症例対照研

究といわれる研究デザイン(上地， 2000b;斎藤， 2000)を適

用した.この研究方法では，同じ時期に多数の圃場を調査し

ある時点において特定の症状を呈した作物を有する圃場(症

例)と有しない圃場(対照)の 2群に分け，症状の発生に先

立って存在する(あるいは存在しない)何らかの要因(曝露

要因)と症状発生の有無の頻度を比較する.その解析結果は，

曝露要因と症状発生との関連性の強さの指標であるオッズ

比 (OR，odds ratio)で表される 我々は，岩手県内各地の多

数の一般栽培圃場において過去 13年間にわたり発病を調査

したデータを用いて，コホート内症例対照研究により流行初

期の発病程度を曝露要因，流行盛期の発病程度を症状発生と

して両者の関連を解析し この結果に基づき両者に因果関係

があるとする仮説の妥当性を検討した.

材料および方法

供試データ 岩手県病害虫防除所が岩手県内の 40~56地

沿岸部

第 1図 岩手県内の各地域の 7月下旬における斑点落葉病の発病圃場割合

岩手県病害虫防除所が県内約 50地点について 1993~ 2005年に実施した調査事例を用いた.網掛けは調査を実施した市町
村.図中の数字は標本番号を示し，対応する主な市町村名 1.盛岡・滝沢， 2:紫波・矢巾， 3:花巻・北上， 4:奥州・

金ヶ崎， 5:一関・平泉， 6:遠野・陸前高田， 7:二戸・一戸， 8:軽米・九戸.括弧内は各年次の発病圃場割合の平均値.
星印は，気候区分別 4地域を代表する AMeDAS観測地点.
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点において 1993~ 2005年の 5月から 9月にかけて毎月の上

旬と下旬の 2回実施したリンゴ品種‘ふじ'における斑点落

葉病の発病調査データを用いた このうち， 6 月上旬~7 月

上旬までは，各地点で任意に選んだ新梢 20本について全葉

を， 7月下旬は同様に選んだ徒長枝 10本の上位 10葉を対象

に発病葉割合を算出し，この発病葉割合に基づき発病程度を

「無J~ r甚j の5段階で評価したすなわち発病程度無:

発病葉割合 1%未満，少:1 ~5%，中: 6 ~ 10%，多 :11

~30%，甚: 30%以上とした.なお， 6 月上旬~7 月上旬の

聞にデータの欠損がある事例は除外し， 625事例を得た.

層別化各地域の気象条件などによる特徴的な流行様相

が本研究で検討しようとする因果関係仮説に対する交絡因

子となることを避けるため， 625事例を農業改良普及セン

ターの管轄区域により 4地域(県中部，県南部，県北部，沿

岸部)に層別化(土地， 2000a) した(第 1図). 

岩手県内 4地域の気候岩手県内 4地域を代表する

AMeDAS観測地点は，リンゴの栽培面積が大きくかっ各地域

の地理的に中央部に位置する地点として，県中部:紫波，県

南部:一関，県北部:二戸，沿岸部・遠野を選び(第 1図)， 

1993 ~ 2005年の 13年間における 6月と 7月の日平均気温，

日最低気温および降水量から，それぞれ平均値を求めた.

コホー卜内症例対照研究 7月下旬の発病程度に着目し，

発病程度が「中」以上の事例を症例群， r少」以下の事例を

対照群とした.そして，それぞれの群内の各事例について 6

月上旬， 6月下旬あるいは 7月上旬の発病程度のいずれかを

曝露要因としそれぞれの時期の発病程度を「中j以上， r少」
および「無jに分け，発病程度「中」以上(あるいは「少J)

を曝露群， r無」を非曝露群とした.

曝露の有無と症例の有無との関連性を統計的に明らかに

するため，各地域別に事例を， (A)曝露群で症例群， (B)曝

露群で対照群， (C)非曝露群で症例群， (D)非曝露群で対

照群の 4カテゴリーに分類して 2x 2のクロス集計を行い，

それぞれのクロス集計表について χ2検定を行うとともに，

オッズ比を求めた.オッズ比は，曝露群における症例になっ

た事例数と症例にならなかった事例数のオッズ(ん侶)と，

非曝露群におけるオッズ (C/D)の比 (AD/BC)で表される.

結果

100 
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自40

器20
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第2図 岩手県内 4地域の 7月下旬における斑点落葉病の発病

園場割合の年次推移

岩手県病害虫防除所が 1993~ 2005年に実施した調査

事例を用いた.

38.2 ~ 61.7%と他の 3地域は発病圃場割合が高かった. この

ことから，県中部を少発生地域，他を多発生地域と見なした.

発病圃場割合の年次推移は第 2 図に示した.県中部は O~

26.9% (平均 9.2%)で推移し， 2002年以外は 20%以下と少

発生の値向であった.これに対し，他の 3地域では，県南部

でo~ 85.7% (平均 46.9%)，県北部でo~ 100% (平均49.0

%)，沿岸部でo~ 80% (平均 37.3%)で大きい年次変動が

見られた.

4地域の気候特性

岩手県内 4地域の代表地点における 6~7月の旬別の日平

均気温，日最低気温，降水量の平年値を第3図に示した.本

病が発病増加する下限である日最低気温 150C(落合・林，

1972)に達する時期は，県南部が 6月中旬，県中部と沿岸部

が6月下旬，県北部が 7月上旬であった.日平均気温がおよ

そ200Cに達する時期は，県南部が 6月下旬，県中部・県北

部・沿岸部が 7月上旬であった.降水量は， 6月下旬は県北

部がおよそ 40mmであったのに対して，県中部・県南部・沿

岸部はおよそ 60mmであった 7月上旬は県南部が 75mm

と他の 3地域に比べて多く， 7月中旬は 4地域いずれも期聞

を通じて最も多かった. 7月下旬になると， 4地域ともにお

よそ 40mmであった.

6月上旬における発病程度と 7月下旬の発病程度との関係

第 1表は，曝露要因である 6月上旬における発病程度と 7

月下旬における症例の有無のクロス集計表である.曝露群(発

病程度「中」以上+r少J)の割合は，少発生地域で 4.2%，

多発生地域で 5.2%であり，両者に差は認められなかった.

曝露群を発病程度「中」以上の事例とした場合でも「少」

地域別の斑点落葉病の発病程度 とした場合で、も，曝露群の事例が症例群となる比率は，非曝

第 1図は 1993~ 2005年における岩手県内各地の 7月下旬 露群の事例が症例群となる比率と統計的に有意差は認めら

における発病圃場割合(発病程度「中」以上の事例の割合) れなかった つまり， 6月上旬の曝露の有無と 7月下旬の症

の平均値を示した.発病圃場割合は，県中部 (No.1・2・3・ 例との聞にはいずれの地域においても関連性が認められな

4) が O~ 15.0%と比較的低いのに対して，県南部 (No.5)が かった.

46.2%，沿岸部 (No.6)が36.0%および県北部 (No.7・8)が

』
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岩手県内の 4地域における 6月と 7月の平均気温，最低気温および降水量の平年値

気象庁 (http://www.jma.go必l/jma/index.htmI)の AMeDAS観測地点の 1993~ 2005年の平均値を基に作成した.各地域を代

表する地点;県中部.紫波，県南部:一関，県北部・三戸，沿岸部・遠野 ノミーは降水量，.は日平均気温， 0は日最低気

温，点線は本病が発病増加する下限の日最低気温 (WC)を示す.

第 3図

7月下旬の発病程度に対する 6月上旬の発病程度の影響に関する症例対照研究第 1表

7月下旬の症例
P {I直

オッズ比

(95%信頼区間)

6月上旬の

発病程度
地域発生状況

計(割合)なしあり

o (0.0) 
14 (4必

321 (95.8) 

O 

13 

291 

A
V
-
-
Aリq

J
 

中以上

少

無

0.781 0.7 (0.1 ~ 5.9) 県中部少発生

o (0.0) 
5 (5.4) 

88 (94.6) 

0

4

6

 

4晶

0

1

2

 

A
吐

中以上

少
鉦

0.226 0.3 (0.0 ~ 2.5) 県南部

o (0.0) 
4 (3.3) 

119 (96.7) 

ハ
り
の
L

q

dco 

ハり

η，
h
F
O

E-u 

中以上

少

無

0.908 1.1 (0.2 ~ 8.3) 県北部

0.703 

0.127 

1.7 (0.1 ~ 28.7) 

5.2 (0.5 ~ 52.3) 

2 (2.7) 

4 (5.4) 

68 (91.9 

唱

目

ム

噌

E
ム

内

ペ

U4A 

ー
ょ
っ
d
F
D

q
L
 

中以上

少
鉦

多発生

沿岸部

0.881 

0.919 

1.2 (0.1 ~ 20.0) 

1.1 (0.3 ~ 3必
2 (0.7) 

13 (4.5) 

275 (94.8) 

ー

よ

ヴ

t
内

L
E
1
U
 

噌

E
ム

1 

6 

123 

中以上

少

無

計



318 日本植物病理学会報第 75巻 第4号 平 成21年 11月

第2表 7月下旬の発病程度に対する 6月下旬の発病程度の影響に関する症例対照研究

6月下旬の
発生状況 地域

発病程度 あり

中以上 O 

少発生 県中部 少 6 

無 25 

中以上 2 

県南部 少 8 

無 33 

中以上 O 

県北部 少 4 

無 54 
多発生

中以上 2 

沿岸部 少 9 

無 18 

中以上 4 

計 少 21 

無 105 

6月下旬における発病程度と 7月下旬の発病程度との関係

第 2表は，曝露要因である 6月下旬における発病程度と 7

月下旬における症例の有無のクロス集計表である.曝露群

(発病程度「中j以上+ I少J)の割合は，少発生地域で 7.8

% (0.6% + 7.2%)であるのに対し 多発生地域では 14.8%

(2.8% + 12.1%) と高かった 多発生地域内では，県北部が

8.1%とやや低かったのに対し，県南部が 16.1%，沿岸部が

24.3%と高かった.

6月下旬の発病程度「中」以上の事例を曝露群とした場合は，

少発生，多発生のいずれの地域においても，曝露群の事例が症

例群となる比率と，発病程度「無」の非曝露群の事例が症例群

となる比率には統計的に有意差が認められなかった.

6月下旬の発病程度「少jの事例を曝露群とした場合は，曝

露群の事例が症例群となる比率は，発病程度「無」の非曝露

群が症例群となる比率と比べて，少発生地域では高く，統計

的に有意差が認められたが，多発生地域では有意差が認めら

れなかった.多発生地域をさらに細分すると，県南部と沿岸

部では統計的に有意差が認められたが，県北部では認められ

なかった.オッズ比は，少発生地域で3.8，多発生地域で2.0

であった.多発生地域内では，県南部で 5.5，県北部で 0.7，

沿岸部で 3.2であった.つまり， 6月下旬の発病程度が「少J

の事例を曝露群とした場合は，発病程度「無」の非曝露群と

比べて， 7月下旬に発病程度「中」以上の症例群となるリス

クが少発生地域で3.8倍，多発生地域で 2.0倍であった.

7月上旬における発病程度と 7月下旬の発病程度との関係

第3表は，曝露要因とした 7月上旬における発病程度と 7

7月下旬の症例 オッズ比

(95%信頼区間)
p {i直

なし 計(割合)

2 2 (0.6) 0.675 

18 24 (7.2) 3.8 (1.4 ~ 10.4) 0.006 

284 309 (92.2) 

3 5 (5.4) 0.9 (0.1 ~ 5.8) 0.919 

2 10 (10.8) 5.5 (1.1 ~ 27.4) 0.024 

45 78 (83.9) 

O o (0.0) 
6 10 (8.1) 0.7 (0.2 ~ 2.7) 0.636 

59 113 (91.9 

1 3 (4.1) 4.2 (0.4 ~ 49.7) 0.218 

6 15 (20.3) 3.2 (1.0 ~ 10.3) 0.048 

38 56 (75.7) 

4 8 (2.8) 1.4 (0.3 ~ 5.5) 0.673 

14 35 (12.1) 2.0 (1.0 ~ 4.2) 0.051 

142 247 (85.2) 

月下旬における症例の有無のクロス集計表である.曝露群

(発病程度「中」以上+I少J)の割合は，少発生地域で 33.4

% (3.9% + 29.6%) であるのに対し，多発生地域では 60.3

% (16.2% + 44.1%) と， より高かった.

7月上旬の発病程度「中j以上の事例を曝露群とした場合

は，少発生，多発生のいずれの地域においても，曝露群の事

例が症例群となる比率は，発病程度「無」の非曝露群の事例

が症例群となる比率よりも高く，統計的に有意差が認められ

た.ただし，多発生地域内の 3地域を個別に見ると，県北部

と沿岸部で有意差が認められたが，県南部では認められな

かった.オッズ比は，少発生地域で 50.9，多発生地域で 9.7

であった.多発生地域内では，県南部で 3.1，県北部で 9.9，

沿岸部で 50.0であった つまり， 7月上旬の発病程度「中」

以上を曝露群とした場合は，発病程度「無jの非曝露群と比

べて 7月下旬に発病程度が「中」以上の症例群となるリス

クが，少発生地域で 50.9倍，多発生地域で 9.7倍であった.

7月上旬の発病程度「少」の事例を曝露群とした場合は，

少発生地域，多発生地域全体ともに，曝露群の事例が症例群

となる比率は，非曝露群の事例が症例群となる比率よりも高

く，統計的に有意差が認められた.多発生地域をさらに細分

すると，県南部，県北部で統計的に有意差が認められたが，

沿岸部では有意差が認められなかった.オッズ比は，少発生

地域で 10ム多発生地域全体で 3.1であった.多発生地域内

では，県南部が 4.4，県北部が 2.4，沿岸部が 3.1であった.

つまり 7月上旬の発病程度が「少Jの事例を曝露群とした

場合は，発病程度「無」の非曝露群と比べて， 7月下旬に発

ムー
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第 3表 7月下旬の発病程度に対する 7月上旬の発病程度の影響に関する症例対照研究

7月上旬の
発生状況 地域

発病程度 あり

中以上 7 

少発生 県中部 少 19 

無 5 

中以上 7 

県南部 少 25 

無 11 

中以上 13 

県北部 少 31 

無 14 
多発生

中以上 16 

沿岸部 少 9 

無 4 

中以上 36 

計 少 65 

無 29 

病程度「中」以上の症例群となるリスクが少発生地域で 10.4

倍，多発生地域で 3.1倍であった.

考察

今回行ったコホート内症例対照研究は，観察研究の研究デ

ザインのひとつである.観察研究とは，多数事例の観察のみ

によって，ある要因と症状発生との因果関係を明らかにしよ

うとする研究方法であり(斎藤， 2000)，実験をすることが困

難な場合の代替的手段として用いられる.植物病理学では，

早坂 (2003)がイネいもち病について，山形県内の過去 31年

間の調査データを用いて，一般栽培圃場における葉いもちの

発生時期・量と穂いもち被害度との関係を解析した例がある.

コホート内症例対照研究は，喫煙と肺がんの関係のような因

果関係に関する仮説を創出する場合，あるいは因果関係を推

定したいが本来必要な介入試験の実施が困難な場合に用いら

れる.この研究デザインは，曝露要因の情報を含んだ既存の

調査データがあれば解析ができるため，介入試験に比べて経

費，労力ともに少なくて済むメリットがある(永井， 2005). 

我々は，本手法を植物病理学に適用して，農業生産現場に

おける病害の流行様相に応じた新たな病害管理技術を構築

するために，都道府県病害虫防除所がこれまでの発生予察事

業の中で、得た膨大な調査データを活用したいと考えた.本研

究では，リンゴ斑点、落葉病の新たな防除法の構築に向けた因

果関係仮説を創出するため，流行初期の発病程度と流行盛期

の発病程度に関するコホート内症例対照研究を実施した.そ

して，流行盛期において急増に至るリスクが高い発病程度

7月下旬の症例 オッズ比

(95%信頼区間)
p 値

なし 計(割合)

6 13 (3.9) 50.9 (12.5 ~ 207.4) <0.001 

80 99 (29.6) 10.4 (3.7 ~ 28.7) く0.001

218 223 (66.6) 

6 13 (14.0) 3.1 (0.8 ~ 11必 0.081 

15 40 (43.0) 4.4 (1.7 ~ 11.3) 0.002 

29 40 (43.0) 

3 16 (13.0) 9.9 (2.4 ~ 40.3) く0.001

30 61 (49.6) 2.4 (1.1 ~ 5.3) 0.034 

32 46 (37.4) 

2 18 (24.3) 50.0 (8.2 ~ 305.4) く0.001

18 27 (36.5) 3.1 (0.8 ~ 11.8) 0.084 

25 29 (39.2) 

11 47 (16.2) 9.7 (4.4 ~ 21.5) く0.001

63 128 (44心 3.1 (1.8 ~ 5.3) く0.001

86 115 (39.7) 

「中J以上(鈴木・平野， 1992) となるのは，流行初期のい

ずれかの時期の発病程度が関係しているとする仮説の妥当

性を検討した.

コホート内症例対照研究のような人為的な試験区を設け

た介入試験を行わない観察研究では，曝露要因と症状発生の

いずれにも影響を及ぼす交絡因子が存在する可能性があり，

それを排除しないと誤った因果関係を推定する危険性があ

る 本研究の場合，斑点落葉病の発病増加には気温と降水量

が密接に関係している(落合・林， 1972) ことから，地域ご

との気候特性を反映した本病の流行様相が交絡因子となる

可能性が大きいと考えられた.この交絡因子を制御するに

は，解析の段階で交絡因子となり得る要因で事例を層別化す

ることが有効なので(上地， 2000a)，岩手県内を地理的に区

分した4地域において気候特性および流行様相に違いがある

か検討することにした.

岩手県気候誌 (1966)によると，梅雨期初期から中期にあ

たる 6月中旬から 7月上旬にかけての雨量は県南部ほど多く

県北部では少なく，梅雨期末期の 7月中旬は梅雨前線が北上

し全県的に雨が降るとされている今回調べた各地域の代表

地点における降水量の平年値もその傾向をよく表している.

一方で，岩手県気候誌では，県北部と沿岸部はやませ(春か

ら夏に吹く冷たく湿った東よりの風)により冷涼湿潤な霧雨

模様の天候の頻度が高いとしているが，今回調べた各地域の

気象要素からは，やませの影響を見出すことはできなかっ

た.このように，本研究で用いた気温と降水量から，県南部

と県北部の気候特性は他の地域と差違が見られたが，県中部
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と沿岸部の差違はあまり明確で、はなかった.

次に，各地域の斑点落葉病の流行様相について時期別に比

較した.まず，流行初期の 6 月上旬~7 月上旬における発生

傾向は，県内 4 地域で異なることが明らかになった(第 1~

3表).すなわち，曝露群(発病程度「少J+ r中」以上)の

割合は，県中部ではこの期聞を通じて少ないが，県南部は 6

月下旬から多くなった.県北部は， 6月下旬は少ないが 7月

上旬に多くなった.沿岸部は， 6月下旬から多くなり 7月上

旬には発病程度「中J以上の割合が高くなった ここで，県

中部と沿岸部における発生傾向に差違があった理由は，本研

究で用いた気象データだけでは判然としないが，本病は葉面

の濡れ時聞が長いほど発病が多くなる(林・落合， 1974) こ

とから，やませの影響を強く受けやすい沿岸部では，おそら

く県中部と比較して葉面濡れ時聞がより長かった可能性が

考えられる.次に，流行盛期の 7月下旬における発生傾向は，

発病程度「中」以上となる発病圃場割合から，少発生地域

(県中部)と多発生地域(県南部・県北部・沿岸部)に分け

られることが明らかになった(第 1，2図) これらのことか

ら，気候特性を反映したと考えられる本病の流行様相が県内

4地域では異なることが明らかとなった.そこで，本研究で

は，流行様相の異なる 4地域に層別化するとともに，さらに

この 4地域を少発生地域(県中部)と多発生地域(県南部・

県北部・沿岸部)にまとめて層別化して解析することにした.

コホート内症例対照研究において，症例群 (7月下旬の発

病程度「中」以上)との関連性が統計的に有意と認められた

曝露要因は，多発生地域と少発生地域で多少異なった(第 1

~3 表) すなわち，少発生地域では，曝露群を 6月下旬の

発病程度「少Jとした場合 (r中」以上は事例無し)，および

7月上旬の発病程度「中j以上あるいは「少」とした場合に，

それらの事例が症例群となる比率が統計的に有意に高かっ

た 一方，多発生地域では， 7月上旬でのみ発病程度「中」

以上あるいは「少」を曝露群とした事例が症例群となる比率

が有意に高かった これらのうち，曝露要因と症状発生との

関連性の強さを示すオッズ比が最も高い時期は，両地域とも

に7月上旬であった.また，両地域とも， 7月上旬の発病程

度「中j以上を曝露群とした場合のオッズ比は，発病程度

「少」とした場合に比べて高く， この時期の発病程度が高い

ほど症例群となりやすい傾向が認められた.

岩手県では，発病葉割合が発病程度「中」まで漸増すると，

その後に本病が大流行する場合が多いとされている(鈴木・

平野， 1992). 本研究で得られた結果は， この報告をよく支

持しているものと考えられる.さらに，今回の研究から，新

たに 7月上旬において発病程度「少」の事例でも 7月下旬に

発病程度「中」以上の症例群になるリスクの高いことが明ら

かになった(第3表).なお，多発生地域の中でも，県南部

の7月上旬の発病程度「中」以上の事例，および沿岸部の 7

月上旬の発病程度「少」の事例がそれぞれ症例群となる比率

は，有意水準を p= 0.05とすると統計的に有意差とはいえな

かった. しかし， これら場合でもそれぞれ p= 0.081， 0.084 

とそれに近い値であったことから，県南部と沿岸部において

も7月上旬の発病程度と 7月下旬の発病程度との聞には関連

性があると見なしてもよいと考えられる これらのことか

ら，岩手県内ではいずれの地域においても， 7月上旬の発病

程度が「少」以上の場合には 7月下旬の発病程度が「中」以

上となりやすい関連性があると考えられた.

また，少発生地域と多発生地域では，それぞれのオッズ比

が大きく異なった これは，少発生地域では，非曝露群の事

例が症例群となるオッズが多発生地域に比べて著しく低く，

7月上旬に発病程度「無jであれば7月下旬には発病程度

「中」以上にはなりにくいことを示している.このように，少

発生地域と多発生地域でオッズ比に大きな差が見いだされ

たことは，両地域における流行様相の差異が交絡因子であっ

たことを示唆しており，今回実施した層別化がこの交絡因子

の排除に有効であったと考えられる.

6月下旬の発病程度「少」を曝露要因とした場合，多発生

地域全体においては，曝露群とした事例が症例群となる比率

と非曝露群とした事例が症例群となる比率に有意差が認め

られなかった.しかしその中の 3地域別に見ると，県南部

と沿岸部では有意差が認められオッズ比も大きい値である

一方で，県北部では有意差が認められず，この曝露要因との

関連性は多発生地域内で大きく異なった.このことから，多

発生地域内ではさらに各地域ごとの流行様相が交絡因子と

なり，多発生地域全体で、はあたかも 6月下旬の発病程度「少」

が曝露要因とはならないと見せかけていたと考えられる.そ

こで， 6月下旬の発病程度「少Jを曝露要因とする場合には，

4地域に層別化した上で，県中部，県南部および沿岸部では，

両時期の発病程度に関連性が認められ，県北部では関連性が

認められないと判断することが妥当であると考えられる.な

お， 6月下旬の発病程度「中」以上を曝露要因とした場合，

いずれの地域も曝露群が症例群となる比率に有意差が認め

らなかった. これは， 6月下旬の発病程度「中」以上とする

事例の頻度が非常に小さいことによると考えられる.

以上のようにして得られた統計学的な関連性から，曝露要

因と症状発生に因果関係があると仮説を立てようとする場

合，その仮説の妥当性は，通常いくつかの基準で検討される

(横山・田中， 2005;中村， 2006) この基準の設け方にはい

くつかの指針があるが，本研究では，米国公衆衛生局長諮問

委員会 (1964) の提唱する 5基準である， r関連の一致性」

L 
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(異なる場所でも認められること)， I関連の強固性J(曝露量

の増加につれてオッズ比が高まるなどの用量・反応関係が認

められること)， I関連の特異性J(必ずこの関係が認められ

ること)， I関連の時間性J(曝露要因が症状発生に先立って

生じていること)， I関連の整合性J(実験などで得られた事

実と符合すること)に基づき慎重な考察を行った上で，曝露

要因と症状発生の聞に因果関係があるとする仮説の妥当性

を確認することとした.

この手順に基づき，曝露要因とした 6 月上旬~7月上旬の

発病程度と，症状発生とした 7月下旬の発病程度「中」以上

との因果関係を考察すると， 7月上旬の発病程度が「少J以

上を曝露要因とした場合，岩手県内のいずれの地域において

も両者に関連性が認められ(関連の一致性)，そのオッズ比

も高く，発病程度「中」以上を曝露群とするとさらにオッズ

比も高く用量・反応関係も認められた(関連の強固性).ま

た， 7月上旬は 7月下旬に先立ち(関連の時間性)，その時期

の病斑は本病の発病生態から考えて7月下旬における発病の

伝染源となりうる(関連の整合性).ただし， 7月上旬に非曝

露群であっても症例となる事例は認められ，関連の特異性の

基準は満たされていない. これらのことから， 7月上旬の発

病程度と 7月下旬の発病程度の聞に因果関係があるとする仮

説の蓋然性は高いと推察された.一方， 6月下旬の発病程度

「少」を曝露要因とした場合， 4地域のうち県北部では統計学

的な関連性が認められなかったため，全体としては関連の一

致性の基準が満たされなかった.県北部における 6月下旬の

気候特性は，本病が発病増加する下限である日最低気温 150C

(落合・林， 1972)を下回り，かっ降水量も少ない.このよ

うな本病の発生に不適な気候特性を反映して曝露群の事例

の頻度が非常に小さいため，関連性が明らかとならなかった

可能性がある.したがって，県北部を除く，県中部，県南部

および沿岸部の 3地域では， 6月下旬の発病程度「少」と 7

月下旬の発病程度の聞に因果関係があるとする仮説を設け

ることが可能と考えられる.

これらの結果から，流行盛期において発病が急増するリス

クを小さくするには，岩手県では 7月上旬までの発病程度を

「無」に相当する発病葉割合 1%未満となるように抑制してお

けばよいとする仮説を設けることは妥当であると考えられ

る.そして，流行初期から的確な薬剤防除を行って発病程度

を低く抑えておけば，流行盛期において急増期を予想して本

病専用剤を使用しなくても発病程度の急増を回避できる可

能性がある.そこで，今後は，防除試験を実施してその仮説

の可否を検証することにより，農薬散布団数を削減しつつ安

定した防除効果が得られる防除体系が確立できるものと期

待できる.

本病は， 1年の流行期間中に伝染環が複数回繰り返される

典型的な病害であり， 1回の感染は葉面の濡れ時間とその聞

の気温に大きく影響され，さらに病勢進展は繰り返される伝

染環の回数により幾何級数的に大きく変動する.この過程は

短期的な気象変動の影響を受けるため，従来の予察法では向

こう 1カ月間の発生動向を予測することは困難とされている

(平良木， 1985). 本研究から，遅くとも 7月上旬における本

病の流行状況を把握することにより， τ月下旬に多発生する

リスクを予測する新たな予察法の可能性が見いだされた.つ

まり， 7月上旬の発病程度が「少」以上であれば，多発生を

予測して，その時点から専用剤使用の意思決定が可能であ

り，一方，その時期の発病程度が「少JVこ至らなければ，そ

れ以降に多発生するリスクは少ないと予測して薬剤散布を

最小限にとどめる意思決定が可能となる.

なお，今回の研究は，コホート内症例対照研究という観察

研究に基づいた結論であり，必ずしも流行初期の発病程度と

流行盛期の発病程度の因果関係の強い証明ではないことに

注意する必要がある.しかし，より強い科学的根拠となる

データが乏しい場合には，批判的吟味を行いながらこの結論

を慎重に適用するとよいと考えられる.この時に特に注意す

べき点は，今回検討できなかった別の交絡因子の存在であ

る.例えば，今回の研究では，発生予察事業で得た調査デー

タを用いたため，園地の立地条件，園地内の第一次伝染源密

度，薬剤散布およびその他の園地管理の要因を検討できな

かったが，これらが交絡因子となる可能性は十分に考えられ

る.今後，これら要因を調査項目としてデータを蓄積するこ

とで，これら要因も考慮した研究を実施することができると

考えられる.また，観察研究では，因果関係に関する仮説を

創出すること，あるいはこれまで考慮されてきた仮説の蓋然

性を高めることはできるが，その仮説を検証するには，薬剤

散布試験などの介入試験を実施する必要があることに注意

しなければならない.

摘要

通常の農薬散布が行われている一般栽培圃場における，リ

ンゴ斑点落葉病の流行初期の 6 月上旬~7月上旬の発病程度

と流行盛期である 7月下旬の発病程度との聞の因果関係仮説

を創出するために，岩手県内の過去 13年間 (1993~ 2005 

年)の発病調査データを用いてコホート内症例対照研究を実

施した.供試データは，岩手県内の 40~56 地点における 6

月上旬から 7月下旬の発病葉割合で，延べ 625事例から構成

される.各事例は，各地域の気候特性を反映した特徴的な流

行様相が本研究の因果関係仮説に対する交絡因子となるこ

とを避けるため，流行様相の異なる 4地域に層別化した 7 
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月下旬の発病程度から，県中部を少発生地域，残りを多発生

地域とみなした.本研究の結果から，流行初期の 7月上旬の

発病程度と流行盛期である 7月下旬の発病程度には緊密な関

連性が認められ，オッズ比 (OR)は少発生地域では 10.4，多

発生地域では 3.1であった 流行初期の 6月下旬と流行盛期

の 7月下旬との関連性は，多発生地域では明確には認められ

なかったが，少発生地域では認められた (OR:3.8). これら

の結果から，通常の農薬散布が行われている条件下におい

て，流行初期の発病程度と流行盛期の発病程度の聞に因果関

係があるとする仮説の蓋然性は高いと推察された.
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