
生きている水産動物   

LISTED AQUATIC ANIMAL DISEASES AND SUSCEPTIBLE SPECIES IN KOREA 
韓国における対象水産動物及び対象疾病 

 
＊黄色は、日本に存在し、養殖や漁業が想定されうる魚種 

Infectious diseases/疾病  
Susceptible species/感受性種 
(Scientific name/学名) 

（参考） 
和名・通称等 

（参考） 
Common name/一般名 Name of disease/

疾病名 Pathogen/病原体 

1 . E p  i  z o o  t  i 
c h a e m a t o p o i e 
t i c necrosis, EHN 
 
流行性造血器壊死
症 

Epizootic
 haematopoiet
ic necrosis virus  
(EHNV) 

 
Perca fluviatilis 

レッドフィンパーチ 

 
Redfin  perch 

 
Oncorhynchus mykiss 

ニジマス  
Rainbow trout 

 
Macquaria  australasica 

（スズキ目ペルキクテ

ィス科の魚） 

 
Macquarie perch 

 
Bidyanus bidyanus 

シルバーパーチ  
Silver  perch 

 
Gambusia  affinis 

カダヤシ  
Mosquito fish 

 
Galaxias olidus 

マウンテンギャラクシ

アス（ギャラクシアス

属の一種） 

 
Mountain galaxias 

 
Maccullochella  peelii 

マーレーコッド  
Murray cod 

 
Salmo  salar 

タイセイヨウサケ  
Atlantic salmon 

Ameirus melas 
ブラックブルヘッド

（アメリカナマズ科の

ナマズの一種） 

Black bullhead 

Esox lucius 
ノーザンパイク 

Pike 
2. Spring
 viraemia of 
carp, SVC 
 
コイ春ウイルス血
症 

Spring   viraemia   of   
carp virus  (SVCV) Cyprinus carpio コイ Common carp 

Ctenopharyngodon  idella ソウギョ Grass  carp, white amur 

Hypophthalmichthys molitrix ハクレン Silver carp 

Hypophthalmichthys nobilis コクレン Bighead carp 

Carassius carassius ヨーロッパブナ Crucian carp 

Carassius auratus キンギョ Goldfish 

Tinca  tinca 
テンチ（コイ科 Tinca 属

の一種） Tench 

Silurus glanis ヨーロッパオオナマズ Sheatfish, European catfish, 
wels 

Leuciscus idus 
オフフェ（コイ科ウグ

イ亜科 Leuciscus 属の

一種） 

Orfe 

Rutilus rutilus ローチ Roach 

Danio  rerio ゼブラフィッシュ Zebrafish 

Esox lucius ノーザンパイク Northern  pike 

Poecilia  reticulata グッピー 

 

Guppy 

Lepomis gibbosus 
パンプキンシード（サ

ンフィッシュ科の一

種） 

Pumpkinseed 

Oncorhynchus mykiss ニジマス 

 

Rainbow trout 

Abramis brama 
ブリーム（コイ科

Abramis 属の一種） Freshwater  bream 

Notemigonus cysoleucas ゴールデンシャイナー Golden  shiner 
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Infectious diseases/疾病  
Susceptible species/感受性種 
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（参考） 
和名・通称等 

（参考） 
Common name/一般名 Name of disease/

疾病名 Pathogen/病原体 

3.Viral  haemorrhagic 
septicaemia, VHS 
 
ウイルス性出血性
敗血症 

Viral haemorrhagic 
septicaemia virus (VHSV) Oncorhynchus spp. サケ属 Pacific salmon 

Oncorhynchus mykiss ニジマス Rainbow trout 

Gadus macrocephalus マダラ Pacific cod 

Aulorhynchus flavidus チューブスナウト Tubesnout 

Cymatogaster aggregata 
シャイナーサーフパーチ

（ウミタナゴ科

Cymatogaster 属の一種） 

Shiner perch 

Ammodytes hexapterus キタイカナゴ Pacific sandlance 

Merluccius productus シロガネダラ ／ パ

シフィックヘイク 
Pacific hake 

Theragra chalcogramma スケトウダラ Walleye pollock 

Microgadus proximus トムコッド（タラ科ミ

クロガドゥス属の魚） 

Tomcod 

Gasterosteus aculeatus イトヨ（トゲウオ科

イトヨ属の一種） 

Threespined stickleback 

Sardinops sagax マイワシ Pilchard 

Anoplopoma fimbria ギンダラ Black cod 

Parophrys vetulus イギリスガレイ English sole 

Thaleichthys pacificus ユウラコン Eulachon 

Scomber japonicus マサバ Chub mackerel 

Hypomesus pretiosus サーフスメルト (ワ

カサギ属の一種） 

Surf smelt 

Reinhardtius 
hippoglossoides グリーンランドハリ

バット 

Greenland halibut 

Fundulus heteroclitus マミチョグ Mummichog 

Paralichthys olivaceus ヒラメ Olive flounder 

Ammodytes personatus イカナゴ Pacific sand eel 

Gadus morhua タイセイヨウダラ Cod 

Melanogrammus 
aeglefinus ハドック Haddock 

Clupea spp. ニシン属 Herring 

Sprattus sprattus スプラット Sprat 

Enchelyopus cimbrius ホービアド・ロックリング

（ヤマトヒゲダラ） 
Fourbeard   rockling 

Trisopterus esmarkii ノルウェーポウト Norway pout 

Merlangius merlangus ホワイティング Whiting 

Micromesistius poutassou プタスダラ Blue whiting 

Argentina sphyraena ニギス科カゴシマニ

ギス属の一種 

Lesser argentine 

Trisopterus minutus プアーコッド Poor cod 

Pleuronectes platessa プレイス Plaice 

Limanda limanda ニシマガレイ Dab 

Platichthys flesus ヨーロッパヌマガレイ Flounder 
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Susceptible species/感受性種 
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（参考） 
和名・通称等 

（参考） 
Common name/一般名 Name of disease/

疾病名 Pathogen/病原体 
  Pomatoschistus minutus サンドゴビー（ハゼ科

Pomatoschistus 属の一

種） 

Sand goby 

Ammodytes spp. イカナゴ属 

 

Sand eel 

Psetta maxima ターボット Turbot 

Salmo salar タイセイヨウサケ 

 

Atlantic salmon 

Sebastes inermis メバル Rockfish 

Salmo trutta ブラウントラウト Brown trout 

Esox lucius ノーザンパイク Northern  pike 

Thymallus thymallus グレイリング Grayling 

Coregonus spp. コレゴヌス属 Whitefish 

Anguilla anguilla ヨーロッパウナギ European eel 

Micropterus salmoides オオクチバス Largemouth bass 

Salvelinus fontinalis カワマス Brook trout 

Oncorhynchus aguabonita ゴールデントラウト Golden trout 

Dicentrarchus labrax ヨーロピアンシーバ

ス 

 

European sea bass 

Salvelinus namaycush レイクトラウト Lake trout 

Hippoglossus hippoglossus タイセイヨウオヒョ

ウ 

Atlantic halibut 

Acanthopagrus schlegelii クロダイ Black sea bream, black 
porgy 

Epinephelus akaara キジハタ Red spotted grouper 

Sebastes schlegelii クロソイ Rockfish 

Pagrus major マダイ Red sea bream 

Seriola quinqueradiata ブリ Japanese amberjack 

Oncorhynchus tshawytscha マスノスケ Chinook salmon 

Oncorhynchus kisutch ギンザケ Coho salmon 

Oncorhynchus keta シロザケ Chum salmon 

Oncorhynchus nerka ベニザケ Sockeye salmon 
Coregonus lavaretus ホワイトフィッシュ Whitefish 

Coregonus clupeaformis コレゴヌス属の魚 Lake whitefish 

Esox masquinongy マスキー（マスケラ

ンジ） 

Muskellunge 

Clupea harengus タイセイヨウニシン Atlantic herring 
Clupea pallasii ニシン Pacific herring 

Dorosoma cepedianum アメリカンギザードシ

ャッド（コノシロ亜科

ドロソーマ属の一種） 

American gizzard shad 

Lota lota カワメンタイ Burbot 
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  Pleuronectes yokohamae マコガレイ Marbled flounder 

Hippoglossus hippoglossus タイセイヨウオヒョウ Atlantic halibut 

Solea senegalensis セネガル Senegalese sole 

Ictalurus nebulosus ブラウンブルヘッド

（アメリカナマズ科の

一種） 

Brown bullhead 

Ictalurus punctatus 
チャンネルキャットフ

ィッシュ（アメリカナ

マズ） 

Channel catfish 

Neogobius melanostomus ラウンドゴビー（マル

ハゼ） 

Round  goby 

Micropterus dolomieu コクチバス Smallmouth bass 

Lepomis macrochirus ブルーギル Bluegill 

Pomoxis nigromaculatus 
ブラッククラッピー

（サンフィッシュ科の

一種） 

Black crappie 

Ambloplites rupestris ロックバス（サンフ

ィッシュ科の一種） 

Rock bass 

Lepomis gibbosus パンプキンシード（サ

ンフィッシュ科の一

種） 

Pumpkinseed 

Aplodinotus grunniens フレッシュウォーター

ドラム（ニベ科アプロ

ディノタス属の一種） 

Freshwater drum 

Perca flavescens 
イエローパーチ 

（ペルカ科ペルカ属の

一種） 

Yellow perch 

Sander vitreus ウォールアイ（ペルカ

科の一種） 

Walleye 

Morone chrysops ホワイトバス（モロネ

科モロネ属の魚） 

White bass 

Morone saxatilis ストライプドバス Striped bass 

Morone americana ホワイトパーチ White perch 

Sparus aurata ヨーロッパヘダイ Gilthead seabream 

Moxostoma anisurum シルバーレッドホース

（コイ目サッカー科の

一種） 

Silver redhorse 

Moxostoma macrolepidotum 
ショートヘッドレッド

ホース（コイ目サッカ

ー科の一種） 

Shorthead redhorse 

Pimephales notatus ブラントノーズミノー Bluntnose minnow 
Notropis atherinoides エメラルドシャイナー Emerald shiner 

Notropis hudsonius 
スポットテールシャイ

ナー Spottail shiner 

Chondrostoma polylepis 
イベリアンネイス（コ

イ科の一種） Iberian nase 

Danio rerio ゼブラフィッシュ Zebrafish 

Percopsis omiscomaycus サケスズキ Troutperch 

Lampetra fluviatilis ヨーロッパカワヤツメ European river lamprey 

Onos mustelus ロックリング Rockling 

Anguilla  rostrata 
アメリカウナギ（ロス

トラータ種） American  eel 

Mugil  cephalus ボラ Flathead  grey mullet 

Hoplobrotula  armata ヨロイイタチウオ 
Armoured cusk, Armoured 
weaselfish 
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  Scyliorhinus torozame トラザメ Cloudy catshark 

Pimephales promelas ファットヘッドミノ

ー（コイ科の一種） 

Fathead  minnow 

Glyptocephalus  stelleri 
ブラックフィンフラ

ウンダー（カレイ科

の一種） 

Blackfin  flounder 

O. mykiss  x O. kisutch ニジマスとギンザケ

の交配種 

 

O. mykiss  x S. fontinalis triploid 
ニジマスとカワマス

の交配種（３倍体） 
 

O. mykiss  x S. alpinus triploid 
ニジマスとホッキョ

クイワナの交配種

（３倍体） 

 

Salvelinus alpinus ホッキョクイワナ Arctic char 

Salvelinus  namaycush  x  Salvelinus 
fontinalis 

レイクトラウトとカ

ワマスの交配種 
Splake 

O. mykiss  x S. namaycush ニジマスとレイクト

ラウトの交配種 

 

O. mykiss  x O. kisutch  triploid 
ニジマスとギンザケ

の交配種（３倍体） 
 

Scophthalmus maximus 
ターボット（カレイ目

スコプタルムス科の一

種） 

Turbot 

Larimichthys polyactis キグチ Yellow croacker 

Evynnis tumifrons チダイ Yellowback  seabream 

Trichiurus  lepturus タチウオ Largehead hairtail 

Pampus argentus 
シルバーポンフレット

（マナガツオ属の一

種） 

Silver pomfret 

Perca fluviatilis ヨーロピアンパーチ

（ペルカ科の一種） 

European perch 

Luciobarbus graellsii 
エブロバーベル（コ

イ科の一種） 

Ebro barbel 

4.Infectious salmon 
anaemia, ISA 
 
伝染性サケ貧血症 

Infectious salmon 
anaemia virus (ISAV) Salmo salar タイセイヨウサケ Atlantic salmon 

Salmo trutta ブラウントラウト Brown trout 

Oncorhynchus mykiss ニジマス Rainbow trout 

Pollachius virens シロイトダラ Pollock 

Gadus morhua タイセイヨウダラ Atlantic Cod 

Clupea harengus タイセイヨウニシン Herring 

Oncorhynchus kisutch ギンザケ Coho salmon 
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6.Koi herpesvirus 
disease, KHD 
 
コイヘルペスウイ
ルス病 

Koi herpesvirus (KHV) 
Cyprinus carpio 

コイ 
Common carp 

Cyprinus carpio 
× Carassius auratus 

コイとキンギョの交

配種 Common carp hybrids 

Cyprinus carpio 
× Carassius carassius 

 

コイとフナ交配種 

 
Common carp hybrids 

Carassius carassius 
× Cyprinus carpio 

ヨーロッパフナとコ

イの交配種 

 
Common carp hybrids 

7.Epizootic ulcerative 
syndrome, EUS 
 
流行性潰瘍症候群 

Aphanomyces piscicida 
Aphanomyces invadans Acanthopagrus australis 

 

キチヌ Yellowfish seabream 

Anabas testudineus キノボリウオ Climbing perch 

Anguillidae ウナギ科 Eels 

Bagridae 
 

ギギ科 
Bagrid catfishes 

Bidyanus bidyanus シルバーパーチ Silver perch 

Brevoortia tyrannus 
 

メンヘーデン Atlantic menhaden 

Caranx spp. ギンガメアジ属 Jacks 

Gibelion catla カトラ Catla 

Channa striata 
ストライプドスネイク

ヘッド（タイワンドジ

ョウ属の一種） 

Striped  snakehead 

Cirrhinus cirrhosus ムリガル Mrigal 

Clarias batrachus 
ウォーキングキャット

フィッシュ（ヒレナガ

ナマズ科カラリアス属

の一種） 

Walking catfish 

Clarias spp. 
トルペドシェイプドキ

ャットフィッシュ（ヒ

レナガナマズ科カラリ

アス属） 

Torpedo shaped catfishes 

Colisa lalia ドワーフグラミ Dwarf gourami 
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  Esomus sp. フライングバーブ Flying barb 

Exocoetidae 
トビウオ科 

Halfbeaks flying fishes 

Monopterus albus タウナギの一種 Swamp eel 

Glossogobius giuris ウロハゼ属の一種 Bareyed goby 

Oxyeleotris marmorata カワアナゴ科の一種 Marble goby 

Gobiidae ハゼ科 Gobies 

Labeo rohita 
コイ科ラベオ属ロフ

ー（インドゴイ） Rohu (Indian carp) 

Labeo spp. コイ科ラベオ属 Rhinofishes 

Lates calcarifer 
バラマンディ 

Barramundi, Seabass 

Mugil cephalus 
ボラ 

Grey mullet, Striped 
mullet 

Mugil spp. 
ボラ属 

Mullets [Mugilidae] 

Liza spp. ボラ科リザ属 Mullets [Mugilidae] 

Plecoglossus altivelis アユ Ayu 

Puntius sophore プールバーブ Pool barb 

Scortum barcoo シマイサキ科スコー

タム属の一種 

Barcoo grunter 

Siluridae 
ナマズ科 

Catfishes, wells 

Sillago ciliata キス属の一種 Sand whiting 

Toxotes chatareus 
テッポウウオ属の一

種 Common archer fish 

Barbonymus gonionotus シルバーバーブ Silver barb 

Scatophagus argus クロホシマンジュウ

ダイ 

Spotted scat 

Osphronemus goramy ジャイアントグラミー Giant goramy 

Platycephalus fuscus コチ属の一種 Dusky flathead 

Psettodes sp. スパイニーターボッ

ト 

Spiny turbot 

Rhodeus ocellatus 
 

タイリクバラタナゴ Tairikubaratanago 

Rohtee sp. コイ科ローティ属 KetiBangladesh 

Scardinius erythrophthalmus 
コイ科スカンディヌ

ス属の魚 Rudd 

Terapon sp. コトヒキ属 Terapon 

Trichogaster pectoralis 
 

スネーキンググラミ Snakeskin gourami 

Trichogaster trichopterus 
スリースポットグラ

ミ Threespot gourami 

Acanthopagrus berda クロダイ属の一種 Black bream 

 
Ambassis agassiz 

タカサゴイシモチ属

の一種 

 
Chanda  perch, Agassiz's   
olive grassfish 

Ameiurus melas ブラックブルヘッド Black bullhead 
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  Amniataba percoides ストライプドグランタ

ー 

 

Striped grunter, Barred 
grunter 

Arius sp. 
フォークテールキャ

ットフィッシュ Forktailed catfish 

Aseraggodes macleayanus 
ナローバンデッドソ

ール（ササウシノシ

タ科の一種） 

Narrow banded sole 

Barbus paludinosus 
ストレートフィンバー

グ（コイ科の一種） Straightfin barb 

Barbus poechii ダッシュテールバー

ブ（コイ科の一種） 

Dashtail barb 

Barbus thamalakanensis 
タマレケインバーブ 

Thamalakane barb 

Barbus unitaeniatus 
ロングベアードバル

ブスレンダーバルブ 

 

Longbeard barb, Slender 
barb 

Brycinus lateralis ストライプドロッバー Stripped robber 

Clarias gariepinus 
ショートトゥースアフ

リカンキャットフィッ

シュ 

Sharptooth african catfish 

Clarias ngamensis 
ブラントトゥースドア

フリカンキャットフィ

ッシュ 

Blunttoothed african 
catfish 

Glossamia aprion 
マウントアルマイティ 

Mouth almighty 

Glossogobius sp. （グロッソゴビウス

属）ゴビー 

Goby 

Hepsetus odoe アフリカンパイク African pike 
Hydrocynus vittatus タイガーフィッシュ Tigerfish 

Ictalurus punctatus 
チャンネルキャットフ

ィッシュ（アメリカナ

マズ） 

Channel catfish 

Kurtus gulliveri ナーサリーフィッシュ Nursery fish 
Labeo cylindricus レッドアイラベロ Redeye labeo 

Labeo lunatus 
アッパザンベジラベロ 

Upper Zambezi labeo 
Leiopotherapon unicolor スパングルドパーチ Spangled perch 

Lepomis macrochirus ブルーギル Bluegill 

Lutjanus argentimaculatus マングローブジャッ

ク（ゴマフエダイ） 

Mangrove jack 

Marcusenius macrolepidotus ブルドッグ（アロワナ

目モルミス科の一種） 
Bulldog 

Melanotaenia splendida レインボーフィッシュ

（トウゴロイワシ目メ

ラノタエニア科の一

種） 

Rainbow fish 

Micralestes acutidens シルバーロッバー（カ

ラシン目アレステス科

の一種） 

Silver robber 

Nematalosa erebi ボーニーブリーム

（ニシン科の一種） 
Bony bream 

Oreochromis andersonii 
スイリースポッテドテ

ィラピア（カワスズメ

科の一種） 

Threespoted tilapia 

 
Oreochromis macrochir 

グリーンヘッドティラ

ピア（カワスズメ科の

一種） 

 
Greenhead tilapia, Longfin 
tilapia 

Oxyeleotris lineolatus スリーピーコッド（カ

ワアナゴ科の一種） 
Sleepy cod 

Petrocephalus catostoma チャーチル（モルミ

ス科の一種） 

Churchill 

 
Sargochromis carlottae 

レインボーブリーム 

（ハプロクロミスシ

クリッドの一種） 

 
Rainbow bream 
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  Sargochromis codringtonii グリーンブリーム（カ

ワスズメ科の一種） 
Green bream 

Sargochromis giardi ピンクブリーム（カ

ワスズメ科の一種） 
Pink bream 

Schilbe intermedius シルバーキャットフィ

ッシュ（ナマズ目スキ

ルベ属の一種） 

Silver catfish 

Schilbe mystus 
アフリカンバターキャット

フィッシュ（ナマズ目スキ

ルベ属の一種） 
African butter catfish 

Scleropages jardinii ノーザンバラマンデ

ィ（サラトガ） 
Saratoga 

Selenotoca multifasciata シルバースキャット Striped scat 

Serranochromis angusticeps 
シンフェイスラージ

マウス（カワスズメ

科の一種） 

Thinface largemouth 

Serranochromis robustus （カワスズメ科の一

種） 
Nembwe 

Strongylura kreffti ロングトム Long tom 

Tilapia rendalli 
レッドブレストティ

ラピア Redbreast tilapia 

Tilapia sparrmanii バンデッドティラピア Banded tilapia 

Toxotes lorentzi 
プリミティブアーチャ

ーフィシュ（テッポウ

ウオ科の一種） 

Primitive archer fish 

Archosargus 
probatocephalus 

シープスヘッド（タ

イ科の一種） Sheepshead 

Ameiurus nebulosus ブラウンブルヘッド

（アメリカナマズ科の

一種） 

Brown bullhead 

 
Alosa  sapidissima 

アメリカンシャッド

（ニシン科アロサ属の

一種） 

 
American  shad 

Carassius auratus キンギョ Goldfish 

Helostoma  temmincki キッシンググラミ Kissing  gourami 
Macchullochella peelii マーレーコッド（スズ

キ目ペルキクティス科

の一種） 

Murray cod 

Maccullochela  ikei フレッシュウォータコ

ッド 
Freshwater cod 

Macquaria ambigua ゴールデンパーチ Golden  perch 

Macquaria novemaculeata オーストラリアンバス

（スズキ科の一種） 
Australian  bass 

Micropterus salmoides オオクチバス Largemouth bass 

Pogonias cromis ブラックドラム Black  drum 

Puntius gonionotus シルバーバーブ Silver  barb 

Onchorhynchus mykiss ニジマス Rrainbow trout 

8.Gyrodactylosis 
 
ギロダクチルス症 

Gyrodactylus salaris Salmo salar タイセイヨウサケ Atlantic salmon 

Oncorhynchus mykiss ニジマス Rainbow trout 

Salvelinus alpinus ホッキョクイワナ Arctic char 
Salvelinus fontinalis カワマス Brook trout 
Thymallus thymallus グレイリング Grayling 

Salvelinus namaycush レイクトラウト Lake trout 

Salmo trutta ブラウントラウト Brown trout 

9.Infection with 
Bonamia ostreae 
ボナミア・オスト
レア感染症 

Bonamia ostreae 
Ostrea edulis 

ヨーロッパヒラガキ 
European flat oyster 

Ostrea angasi オーストラリア産ヒ

ラガキ 

Australian mud oyster 
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  Ostrea denselamellosa アジア産ヒラガキ Asiatic oyster 

Ostrea puelchana 
アルゼンチン産ヒラ

ガキ 
Argentinean flat oyster 

Ostrea chilensis 
チリ産ヒラガキ 

Chilean flat oyster 

Crassostrea ariakensis スミノエガキ Suminoe oyster 

10.Infection with 
Bonamia exitiosa 
 
ボナミア・エキシ
チオーサ感染症 

Bonamia exitiosa Ostrea chilensis チリ産ヒラガキ Chilean flat oyster 

Ostrea angasi オーストラリア産ヒ

ラガキ 

Australian mud-oyster 

Ostrea edulis ヨーロッパヒラガキ European flat oyster 

11.Infection with 
Marteilia refringens 
 
マルテイリア・レ
フリンジェンス感
染症 

Marteilia refringens, Ostrea edulis ヨーロッパヒラガキ European flat oyster 

Ostrea angasi オーストラリア産ヒ

ラガキ 

Australian mud oyster 

Ostrea chilensis チリ産ヒラガキ Chilean flat oyster 

Mytilus edulis ヨーロッパイガイ Blue mussel 

Mytilus galloprovincialis ムラサキイガイ Mediterranean mussel 

Ostrea puelchana アルゼンチン産ヒラ

ガキ 
Argentinean flat oyster 

Ostrea denselamellosa アジア産ヒラガキ Asiatic oyster 

Solen marginatus マラガカミソリガイ Clam 

Chamelea gallina ガリアハマグリ Clam 
 
Xenostrobus securis 

コウロエンカワヒバ

リガイ 
 

12.Infection with 
Perkinsus marinus 
 
パーキンサス・マ
リナス感染症 

Perkinsus marinus Crassostrea virginica イースタンオイスタ

ー（バイジニカ種） 

Eastern oyster 

Crassostrea gigas マガキ Pacific oyster 

Crassostrea ariakensis スミノエガキ Suminoe oyster 

Mya arenaria オオノガイ Soft shell clam 

Macoma balthica バルチックシラトリ Baltic clam 

Mercenaria mercenaria ホンビノスガイ Hard shell clam 

Crassostrea rhizophorae カリブカキ Mangrove oyster 

Crassostrea corteziensis カナダコルテス島産

のカキ 

Cortez oyster 

13.Infection with 
Xenohaliotis 
californiensis 
 
キセノハリオチス
感染症 

Xenohaliotis 
californiensis 

Haliotis rufescens アカネアワビ Red abalone 

Haliotis cracherodii スルスミアワビ Black abalone 

Haliotis sorenseni シロアワビ White abalone 

Haliotis corrugata ガマノセアワビ Pink abalone 

Haliotis fulgens クジャクアワビ Green abalone 

Haliotis tuberculata セイヨウトコブシ Tube abalone 

Haliotis walallensis ヒラタアワビ Flat abalone 

Haliotis discus-hannai エゾアワビ Japanese abalone 

 
Haliotis diversicolor 

 

トコブシ 

 
Small abalone 
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  Genus Haliotis アワビ属  
14.Infection with 
abalone herpes virus 
 
アワビヘルペスウ
イルス感染症 

Abalone spherical virus 
Haliotis discus-hannai エゾアワビ Japanese abalone 

Haliotis diversicolor トコブシ Small abalone 

Haliotis laevigata ウスヒラアワビ Greenlip abalone 

Haliotis rubra アカアワビ Blacklip abalone 

Haliotis   laevigata   ×   Haliotis 
rubra ウスヒラアワビとア

カアワビの交配種 

Abalone hybrids 

15. Infectioin with 
Aphanomyces astaci 
(Crayfish plague) 
 
ザリガニのアファ

ノマイセス症 

Aphanomyces astaci Freshwater crayfish 淡水産ザリガニ Freshwater crayfish 

Eriocheir sinensis シナモクズガニ Chinese mitten crab 

Cambaridae アメリカザリガニ科  
 Astacidae ザリガニ科  

Parastacidae ミナミザリガニ科  
17. Infection 
with yellow head 
virus genotype 1 
(YHD) 
 
イエローヘッド病 

Yellow head virus  
(YHV) Penaeus monodon ウシエビ Giant tiger prawn 

Litopenaeus stylirostris ブルーシュリンプ Pacific blue prawn 

Litopenaeus setiferus シロエビ White prawn 

Farfantepenaeus aztecus ブラウンプローン Brown prawn 

Farfantepenaeus duorarum 
ザザンピンクシュリ

ンプ Southern pink shrimp 

Marsupenaeus japonicus クルマエビ Kuruma prawn 

Penaeus esculentus ブラウンタイガー Brown tiger prawn 

Fenneropenaeus merguiensis バナナエビ White banana prawn 

Metapenaeus ensis ヨシエビ Red endeavour prawn 

Metapenaeus bennettae ヨシエビ属の一種 Greentail prawn 

Macrobrachium sintangense テナガエビ属の一種 Sunda river prawn 

Palaemon styliferus スジエビの一種 Mysid shrimp 
 
Palaemon serrifer 

スジエビモドキの一

種 

 
Barred estuarine shrimp 

Acetes sp. アキアミ属 Paste prawn 

Euphausia superba ナンキョクオキアミ krill 

Litopenaeus vannamei シロアシエビ Pacific white shrimp 

 
Palaemonetes pugio 

ダガーブレイドグラ

スシュリンプ（テナ

ガエビ上科パラエモ

ネテス属の一種） 

 
daggerblade grass shrimp 

18. Infection with 
white spot syndrome 
virus (WSD) 
ホワイトスポット

病 

White spot
 syndrome virus 
(WSSV) 

Crustacea 甲殻類  

Bivalves （＊） 二枚貝類（＊）  

 
（＊）二枚貝はホワイトスポット病（White spot disease, WSD）の感受性種ではないが、同病の病原

体を保有するとされる。
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19. Infection with 
Taura syndrome virus 
(TSV) 
 

タウラ症候群 

Taura syndrome virus 
(TSV) Litopenaeus vannamei シロアシエビ Pacific white shrimp 

Litopenaeus stylirostris ブルーシュリンプ Pacific blue shrimp 

Litopenaeus setiferus ホワイトシュリン

プ 

Gulf white shrimp 

Penaeus monodon ウシエビ Giant tiger prawn 

Metapenaeus ensis ヨシエビ Red endeavour prawn 

Marsupenaeus japonicus クルマエビ Kuruma prawn 

Farfantepenaeus aztecus ブラウンプローン Brown prawn 

Farfantepenaeus duorarum ピンクプローン Pink prawn 

Litopenaeus schmitti サザンホワイトシ

ュリンプ 

Southern white shrimp 

Fenneropenaeus chinensis コウライエビ Chinese white shrimp 

Fenneropenaeus indicus インドホワイトプ

ローン 

Indian  white prawn 

2 0 . Infection with 
infectious 
myonecrosis virus 
(IMN) 
伝染性筋壊死症 

Infectious myonecrosis 
virus (IMNV) Litopenaeus vannamei シロアシエビ Pacific white shrimp 

Litopenaeus stylirostris ブルーシュリンプ Pacific blue shrimp 

Penaeus monodon ウシエビ Giant tiger prawn 

21. Infection with 
macrobrachium 
rosenbergii nodavirus 
(White tale disease, 
WTD) 
ホワイトテール病 

Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus 
(MrNV) 

 
Macrobrachium rosenbergii 

 

オニテナガエビ 
 
Giant fresh  water prawn 

  


