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『植物ウイルス大事典』掲載ウイルス一覧 

（日比忠明 ・大木理 監修） 

 

『植物ウイルス大事典』掲載のウイルス名一覧です。 

 

 

「第２編  植物ウイルスとウイロイドの分類」掲載分 

 

植物ウイルス 

 一本鎖DNAウイルス 

  Geminiviridae  ジェミニウイルス科 

 Becurtovirus ベクルトウイルス属 

 Curtovirus クルトウイルス属 

 Eragrovirus エラグロウイルス属 

 Mastrevirus マストレウイルス属 

 Topocuvirus トポクウイルス属 

 Turncurtovirus ツルンクルトウイルス属 

 Begomovirus ベゴモウイルス属 

  Nanoviridae  ナノウイルス科 

 Babuvirus バブウイルス属 

 Nanovirus ナノウイルス属 

 二本鎖DNA逆転写ウイルス 

  Caulimoviridae カリモウイルス科 

 Caulimovirus カリモウイルス属 

 Cavemovirus カベモウイルス属 

 Petuvirus ペチュウイルス属 

 Solendovirus ソレンドウイルス属 

 Soymovirus ソイモウイルス属 

 Badnavirus バドゥナウイルス属 

 Tungrovirus ツングロウイルス属 

 一本鎖RNA逆転写ウイルス 

  Metaviridae  メタウイルス科 

 Metavirus メタウイルス属 

  Pseudoviridae  シュードウイルス科 

 Pseudovirus シュードウイルス属 

 Sirevirus  サイアウイルス属 

 二本鎖RNAウイルス 

  Amalgaviridae アマルガウイルス科 

 Amalgavirus アマルガウイルス属 

  Endornaviridae エンドルナウイルス科 

 Endornavirus エンドルナウイルス属 

  Partitiviridae  パルティティウイルス科 

 Alphapartitivirus アルファパルティティウイルス属 
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 Betapartitivirus ベータパルティティウイルス属 

 Deltapartitivirus デルタパルティティウイルス属 

  Reoviridae  レオウイルス科 

 Spinareovirinae スピナレオウイルス亜科 

 Fijivirus  フィジーウイルス属 

 Oryzavirus オリザウイルス属 

 Sedoreovirinae セドレオウイルス亜科 

 Phytoreovirus ファイトレオウイルス属 

 (-)一本鎖RNAウイルス 

  Mononegavirales モノネガウイルス目 

  Rhabdoviridae ラブドウイルス科 

 Cytorhabdovirus サイトラブドウイルス属 

 Nucleorhabdovirus ヌクレオラブドウイルス属 

  目未設定 

  Bunyaviridae  ブニヤウイルス科 

 Tospovirus トスポウイルス属 

  Ophioviridae  オフィオウイルス科 

 Ophiovirus オフィオウイルス属 

  科未設定 

 Emaravirus エマラウイルス属 

 Tenuivirus テヌイウイルス属 

 Varicosavirus バリコサウイルス属 

 (+)一本鎖RNAウイルス 

  Picornavirales  ピコルナウイルス目 

  Secoviridae  セコウイルス科 

 Comovirinae コモウイルス亜科 

 Comovirus コモウイルス属 

 Fabavirus ファバウイルス属 

 Nepovirus ネポウイルス属 

  亜科未設定 

 Cheravirus チェラウイルス属 

 Sadwavirus サドワウイルス属 

 Torradovirus トラドウイルス属 

 Sequivirus セクイウイルス属 

 Waikavirus ワイカウイルス属 

  Tymovirales  ティモウイルス目 

  Alphaflexiviridae アルファフレキシウイルス科 

 Allexivirus アレキシウイルス属 

 Lolavirus ロラウイルス属 

 Mandarivirus マンダリウイルス属 

 Potexvirus ポテックスウイルス属 

  Betaflexiviridae ベータフレキシウイルス科 

 Capillovirus キャピロウイルス属 

 Carlavirus カルラウイルス属 
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 Citrivirus シトリウイルス属 

 Foveavirus フォベアウイルス属 

 Tepovirus テポウイルス属 

 Trichovirus トリコウイルス属 

 Vitivirus  ビティウイルス属 

  Tymoviridae  ティモウイルス科 

 Maculavirus マクラウイルス属 

 Marafivirus マラフィウイルス属 

 Tymovirus ティモウイルス属 

  目未設定 

  Benyviridae  ベニウイルス科 

 Benyvirirus ベニウイルス 

  Bromoviridae  ブロモウイルス科 

 Alfamovirus アルファモウイルス属 

 Oleavirus オレアウイルス属 

 Anulavirus アヌラウイルス属 

 Bromovirus ブロモウイルス属 

 Cucumovirus ククモウイルス属 

 Irarvirus  イラルウイルス属 

  Closteroviridae クロステロウイルス科 

 Ampelovirus アンペロウイルス属 

 Closterovirus クロステロウイルス属 

 Velarivirus ベラリウイルス属 

 Crinivirus クリニウイルス属 

  Luteoviridae  ルテオウイルス科 

 Enamovirus エナモウイルス属 

 Luteovirus ルテオウイルス属 

 Polerovirus ポレロウイルス属 

  Potyviridae  ポティウイルス科 

 Brambyvirus ブランビウイルス属 

 Ipomovirus イポモウイルス属 

 Macluravirus マクルラウイルス属 

 Poacevirus ポアセウイルス属 

 Potyvirus ポティウイルス属 

 Rymovirus ライモウイルス属 

 Tritimovirus トリティモウイルス属 

 Bymovirus バイモウイルス属 

Tombusviridae トンブスウイルス科 

 Alphanecrovirus アルファネクロウイルス属  

 Aureusvirus アウレウスウイルス属 

 Avenavirus アベナウイルス属 

 Betanecrovirus ベータネクロウイルス属 

 Carmovirus カルモウイルス属 

 Dianthovirus ダイアンソウイルス属 
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 Gallantivirus ギャランティウイルス属 

 Macanavirus マカナウイルス属 

 Machlomovirus マクロモウイルス属 

 Panicovirus パニコウイルス属 

 Tombusvirus トンブスウイルス属 

 Umbravirus ウンブラウイルス属 

 Zeavirus  ゼアウイルス属 

  Virgaviridae  ビルガウイルス科 

 Furovirus フロウイルス属 

 Hordeivirus ホルデイウイルス属 

 Pecluvirus ペクルウイルス属 

 Pomovirus ポモウイルス属 

 Tobamovirus トバモウイルス属 

 Tobravirus トブラウイルス属 

  科未設定 

 Cilevirus  シレウイルス属 

 Higrevirus ハイグレウイルス属 

 Idaeovirus イデオウイルス属 

 Ourmiavirus オルミアウイルス属 

 Polemovirus ポレモウイルス属 

 Sobemovirus ソベモウイルス属 

  未分類ウイルス 

 

ウイロイド 

  Avsunviroidae  アブサンウイロイド科 

 Avsunviroid アブサンウイロイド属 

 Elaviroid  エラウイロイド属 

 Pelamoviroid ペラモウイロイド属 

  Pospiviroidae  ポスピウイロイド科 

 Apscaviroid アプスカウイロイド属 

 Cocadviroid コカドウイロイド属 

 Coleviroid コレウイロイド属 

 Hostuviroid ホスタウイロイド属 

 Pospiviroid ポスピウイロイド属 

 

サテライト 
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「第３編  日本の植物ウイルスとウイロイド *」掲載分 

 

  * (イタリック:ICTV認定種；ローマン: ICTV暫定種；#：ICTV未認定種) 

ウイルス名冒頭の数字は本文と対応しています 

 

植物ウイルス 

    1  Abutilon mosaic virus   アブチロンモザイクウイルス 

    2  Aconitum latent virus   トリカブト潜在ウイルス 

    3  Adonis mosaic virus#   フクジュソウモザイクウイルス 

    4  Ageratum yellow vein Hualian virus  カッコウアザミ葉脈黄化花蓮ウイルス 

    5  Ageratum yellow vein virus   カッコウアザミ葉脈黄化ウイルス 

    6  Alfalfa cryptic virus 1   アルファルファ潜伏ウイルス1 

    7  Alfalfa cryptic virus 2   アルファルファ潜伏ウイルス2 

    8  Alfalfa mosaic virus    アルファルファモザイクウイルス 

    9  Alstroemeria mosaic virus   アルストロメリアモザイクウイルス 

   10  Alstromeria virus X    アルストロメリアXウイルス 

   11  Amazon lily mild mottle virus   アマゾンユリ微斑ウイルス 

   12  Amazon lily mosaic virus   アマゾンユリモザイクウイルス 

   13  Ammi majus latent virus   ドクゼリモドキ潜在ウイルス 

   14  Apple chlorotic leaf spot virus   リンゴクロロティックリーフスポットウイルス 

   15  Apple latent spherical virus   リンゴ小球形潜在ウイルス 

   16  Apple mosaic virus    リンゴモザイクウイルス 

   17  Apple necrosis virus#   リンゴえそウイルス 

   18  Apple stem grooving virus   リンゴステムグルービングウイルス 

   19  Apple stem pitting virus   リンゴステムピッティングウイルス 

   20  Aquilegia necrotic mosaic virus  オダマキえそモザイクウイルス 

   21  Arabis mosaic virus    アラビスモザイクウイルス 

   22  Asparagus virus 1    アスパラガスウイルス1 

   23  Asparagus virus 2    アスパラガスウイルス2 

   24  Asparagus virus 3    アスパラガスウイルス3 

   25  Aucuba ringspot virus#   アオキ輪紋ウイルス  

   26  Banana bunchy top virus   バナナバンチートップウイルス 

   27  Barley mild mosaic virus   オオムギ微斑ウイルス 

   28  Barley stripe mosaic virus   ムギ斑葉モザイクウイルス 

   29  Barley yellow dwarf virus-PAV  オオムギ黄萎PAVウイルス 

   30  Barley yellow mosaic virus   オオムギ縞萎縮ウイルス 

   31  Bean common mosaic virus   インゲンマメモザイクウイルス 

   32  Bean yellow mosaic virus   インゲンマメ黄斑モザイクウイルス 

   33  Beet cryptic virus 1    ビート潜伏ウイルス1 

   34  Beet mosaic virus    ビートモザイクウイルス 

   35  Beet necrotic yellow vein virus  ビートえそ性葉脈黄化ウイルス 

   36  Beet pseudoyellows virus   ビートシュードイエロースウイルス 

   37  Beet western yellows virus   ビート西部萎黄ウイルス 

   38  Beet yellows virus    ビート萎黄ウイルス 
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   39  Bell pepper endornavirus   トウガラシエンドルナウイルス 

   40  Bidens mottle virus    センダングサ斑紋ウイルス 

   41  Blueberry latent spherical virus  ブルーベリー小球形潜在ウイルス 

   42  Blueberry latent virus   ブルーベリー潜在ウイルス 

   43  Blueberry red ringspot virus   ブルーベリー赤色輪点ウイルス 

   44  Broad bean necrosis virus   ソラマメえそモザイクウイルス 

   45  Broad bean wilt virus 1   ソラマメウイルトウイルス１ 

   46  Broad bean wilt virus 2   ソラマメウイルトウイルス２ 

   47  Broad bean yellow ringspot virus#  ソラマメ黄色輪紋ウイルス 

   48  Broad bean yellow vein virus#   ソラマメ葉脈黄化ウイルス 

   49  Burdock mosaic virus#   ゴボウモザイクウイルス 

   50  Burdock mottle virus   ゴボウ斑紋ウイルス 

   51  Burdock rhabdovirus#   ゴボウラブドウイルス 

   52  Burdock yellows virus   ゴボウ黄化ウイルス 

   53  Butterbur mosaic virus   フキモザイクウイルス 

   54  Butterbur rhabdovirus#   フキラブドウイルス  

   55  Cactus virus X    サボテンXウイルス 

   56  Calanthe mild mosaic virus   エビネ微斑モザイクウイルス 

   57  Calanthe mosaic virus#   エビネモザイクウイルス  

   58  Camellia yellow mottle leaf virus#  ツバキ斑葉ウイルス 

   59  Canna yellow mottle virus   カンナ黄色斑紋ウイルス 

   60  Capsicum chlorosis virus   トウガラシ退緑ウイルス 

   61  Carnation etched ring virus   カーネーションエッチドリングウイルス 

   62  Carnation latent virus   カーネーション潜在ウイルス 

   63  Carnation mottle virus   カーネーション斑紋ウイルス 

   64  Carnation necrotic fleck virus   カーネーションえそ斑ウイルス 

   65  Carnation vein mottle virus   カーネーションベインモットルウイルス 

   66  Carrot latent virus    ニンジン潜在ウイルス 

   67  Carrot red leaf virus    ニンジン黄化ウイルス 

   68  Carrot rhabdovirus#    ニンジンラブドウイルス  

   69  Carrot temperate virus 1   ニンジン潜伏ウイルス1 

   70  Carrot temperate virus 2   ニンジン潜伏ウイルス2 

   71  Carrot temperate virus 3   ニンジン潜伏ウイルス3 

   72  Carrot temperate virus 4   ニンジン潜伏ウイルス4 

   73  Carrot yellow leaf virus   ニンジン黄葉ウイルス 

   74  Cauliflower mosaic virus   カリフラワーモザイクウイルス 

   75  Celery mosaic virus    セルリーモザイクウイルス 

   76  Cereal yellow dwarf virus-RPS  ムギ類黄萎RPSウイルス 

   77  Cherry green ring mottle virus  チェリー緑色輪紋ウイルス 

   78  Cherry leaf roll virus   チェリー葉巻ウイルス 

   79  Cherry necrotic rusty mottle virus  チェリーえそさび斑ウイルス 

   80  Cherry virus A    チェリーAウイルス 

   81  Chinese artichoke mosaic virus  チョロギモザイクウイルス 

   82  Chinese wheat mosaic virus   コムギモザイクウイルス 
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   83  Chinese yam necrotic mosaic virus  ヤマノイモえそモザイクウイルス 

   84  Chrysanthemum stem necrosis virus  キク茎えそウイルス 

   85  Chrysanthemum virus B   キクBウイルス 

   86  Citrus leaf rugose virus   カンキツリーフルゴースウイルス 

   87  Citrus psorosis virus   カンキツソローシスウイルス 

   88  Citrus tristeza virus    カンキツトリステザウイルス 

   89  Citrus vein enation virus#   カンキツベインエネーションウイルス 

   90  Citrus yellow mottle virus#   カンキツ黄色斑葉ウイルス 

   91  Clover yellow vein virus   クローバ葉脈黄化ウイルス 

   92  Clover yellows virus    クローバ萎黄ウイルス 

   93  Cocksfoot mottle virus   コックスフット斑紋ウイルス 

   94  Colmanara mottle virus#   コルマナラえそ斑紋ウイルス 

   95  Colombian datura virus   チョウセンアサガオコロンビアウイルス 

   96  Cucumber green mottle mosaic virus  スイカ緑斑モザイクウイルス 

   97  Cucumber mosaic virus   キュウリモザイクウイルス 

   98  Cucumber mottle virus   キュウリ斑紋ウイルス 

   99  Cucurbit chlorotic yellows virus  ウリ類退緑黄化ウイルス 

  100  Cycas necrotic stunt virus   ソテツえそ萎縮ウイルス 

  101  Cymbidium chlorotic mosaic virus#  シュンラン退緑斑ウイルス 

  102  Cymbidium mild mosaic virus#  シンビジウム微斑モザイクウイルス 

  103  Cymbidium mosaic virus   シンビジウムモザイクウイルス 

  104  Dahlia mosaic virus    ダリアモザイクウイルス 

  105  Daphne virus S    ジンチョウゲSウイルス 

  106  Dasheen mosaic virus   サトイモモザイクウイルス 

  107  Dendrobium mosaic virus#   デンドロビウムモザイクウイルス 

  108  Dendrobium severe mosaic virus#  デンドロビウムシビアモザイクウイルス 

  109  East Asian passiflora virus   トケイソウ東アジアウイルス 

  110  Eggplant mottled crinkle virus  ナス斑紋クリンクルウイルス  

  111  Elder ring mosaic virus#   ニワトコ輪紋モザイクウイルス  

  112  Elder vein clearing virus#   ニワトコ葉脈透明ウイルス  

  113  Epiphyllum bacilliform virus#   クジャクサボテン桿菌状ウイルス  

  114  Euonymus mosaic virus#   マサキモザイクウイルス 

  115  Eupatorium yellow vein mosaic virus  ヒヨドリバナ葉脈黄化モザイクウイルス 

  116  Eupatorium yellow vein virus   ヒヨドリバナ葉脈黄化ウイルス 

  117  Fig mosaic virus    イチジクモザイクウイルス 

  118  Fig virus S#    イチジクSウイルス 

  119  Freesia mosaic virus   フリージアモザイクウイルス 

 120  Freesia sneak virus    フリージアスニークウイルス 

 121  Freesia streak virus#   フリージア条斑ウイルス 

  122  Fritillaria mosaic virus#   バイモモザイクウイルス 

  123  Garland chrysanthemum temperate virus# シュンギク潜伏ウイルス 

  124  Garlic virus A    ニンニクAウイルス 

  125  Garlic virus B    ニンニクBウイルス 

  126  Garlic virus C    ニンニクCウイルス 
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  127  Garlic virus D    ニンニクDウイルス 

  128  Gentian mosaic virus   リンドウモザイクウイルス 

  129  Gerbera symptomless virus   ガーベラ潜在ウイルス 

  130  Gloriosa fleck virus#     グロリオーサ白斑ウイルス  

  131  Gloriosa stripe mosaic virus   グロリオーサ条斑モザイクウイルス 

  132  Grapevine ajinashika-associated virus#  ブドウ味無果随伴ウイルス  

  133  Grapevine Algerian latent virus  ブドウアルジェリア潜在ウイルス 

  134  Grapevine berry inner necrosis virus  ブドウえそ果ウイルス 

  135  Grapevine corky bark?associated virus# ブドウコルキーバークウイルス  

  136  Grapevine fanleaf virus   ブドウファンリーフウイルス 

  137  Grapevine fleck virus   ブドウフレックウイルス 

  138  Grapevine leafroll-associated virus 1  ブドウ葉巻随伴ウイルス1 

  139  Grapevine leafroll-associated virus 2  ブドウ葉巻随伴ウイルス2 

  140  Grapevine leafroll-associated virus 3  ブドウ葉巻随伴ウイルス3 

  141  Grapevine leafroll-associated virus 4  ブドウ葉巻随伴ウイルス4 

  142  Grapevine leafroll-associated virus 7  ブドウ葉巻随伴ウイルス7 

  143  Grapevine rupestris stem pitting-associated virus ブドウステムピッティング随伴ウイルス 

  144  Grapevine stunt virus#   ブドウ萎縮ウイルス 

  145  Grapevine vein mosaic virus#   ブドウ葉脈モザイクウイルス 

  146  Grapevine virus A    ブドウAウイルス 

  147  Grapevine virus B    ブドウBウイルス 

  148  Grapevine virus E    ブドウEウイルス 

  149  Habenaria mosaic virus   サギソウモザイクウイルス 

  150  Hibiscus chlorotic ring spot virus  ハイビスカス退緑輪点ウイルス 

  151  Hibiscus latent Fort Pierce virus  ハイビスカス潜在フォートピアスウイルス 

  152  Hibiscus yellow mosaic virus#   ハイビスカス黄斑ウイルス  

  153  Hippeastrum mosaic virus   アマリリスモザイクウイルス 

  154  Honeysuckle yellow vein Kagoshima virus スイカズラ葉脈黄化鹿児島ウイルス 

  155  Honeysuckle yellow vein mosaic virus  スイカズラ葉脈黄化モザイクウイルス 

  156  Honeysuckle yellow vein virus  スイカズラ葉脈黄化ウイルス 

  157  Hop latent virus    ホップ潜在ウイルス 

  158  Hop mosaic virus    ホップモザイクウイルス 

  159  Hosta virus X    ギボウシXウイルス 

  160  Impatiens latent virus#   インパチエンス潜在ウイルス 

  161  Impatiens necrotic spot virus   インパチエンスえそ斑点ウイルス 

  162  Iris mild mosaic virus   アイリス微斑モザイクウイルス 

  163  Iris yellow spot virus   アイリス黄斑ウイルス 

  164  Japanese iris necrotic ring virus  ハナショウブえそ輪紋ウイルス 

  165  Japanese soil-borne wheat mosaic virus ムギ類萎縮ウイルス 

  166  Japanese yam mosaic virus   ヤマノイモモザイクウイルス  

  167  Konjac mosaic virus    コンニャクモザイクウイルス 

  168  Kyuri green mottle mosaic virus  キュウリ緑斑モザイクウイルス 

  169  Leek yellow stripe virus   リーキ黄色条斑ウイルス 

  170  Leek yellows virus#    リーキ黄化ウイルス 
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  171  Lettuce big-vein associated virus  レタスビッグベイン随伴ウイルス 

  172  Lettuce mosaic virus   レタスモザイクウイルス 

  173  Lilac ringspot virus#    ライラック輪紋ウイルス 

  174  Lily mottle virus    ユリ微斑ウイルス 

  175  Lily symptomless virus   ユリ潜在ウイルス 

  176  Lily virus T#    ユリTウイルス 

  177  Lily virus X    ユリXウイルス 

  178  Lisianthus necrotic stunt virus#  トルコギキョウえそ萎縮ウイルス 

  179  Little cherry virus 1    リトルチェリーウイルス1 

  180  Little cherry virus 2    リトルチェリーウイルス2 

  181  Lotus streak virus    ハス条斑ウイルス 

  182  Maize dwarf mosaic virus   トウモロコシ萎縮モザイクウイルス 

  183  Malvastrum enation virus#   エノキアオイひだ葉ウイルス 

  184  Melon mild mottle virus   メロン微斑ウイルス 

  185  Melon necrotic spot virus   メロンえそ斑点ウイルス 

  186  Melon vein yellowing virus#   メロン葉脈黄化ウイルス 

  187  Melon yellow spot virus   メロン黄化えそウイルス 

  188  Melothria mottle virus#   スズメウリ斑紋ウイルス 

  189  Mibuna temperate virus#   ミブナ潜伏ウイルス 

  190  Milk vetch dwarf virus   レンゲ萎縮ウイルス 

  191  Mirafiori lettuce big-vein virus  レタスビッグベインミラフィオリウイルス 

  192  Miscanthus streak virus   オギ条斑ウイルス 

  193  Moroccan pepper virus   トウガラシモロッコウイルス 

  194  Mulberry latent virus   クワ潜在ウイルス 

  195  Mulberry ringspot virus   クワ輪紋ウイルス 

  196  Narcissus latent virus   スイセン潜在ウイルス 

  197 Narcissus mild mottle virus#   スイセン微斑モザイクウイルス 

  198 Narcissus mosaic virus   スイセンモザイクウイルス 

  199  Narcissus yellow stripe virus   スイセン黄色条斑ウイルス 

  200  Nemesia ring necrosis virus   ネメシア輪紋えそウイルス 

  201  Nerine latent virus    ネリネ潜在ウイルス 

  202  Nerine virus X    ネリネXウイルス 

  203  Northern cereal mosaic virus   ムギ北地モザイクウイルス 

  204  Odontoglossum ringspot virus  オドントグロッサム輪点ウイルス 

  205  Olive latent virus 1    オリーブ潜在ウイルス１ 

  206  Olive mild mosaic virus   オリーブ微斑ウイルス 

  207  Onion yellow dwarf virus   タマネギ萎縮ウイルス 

  208  Orchid fleck virus    ランえそ斑紋ウイルス 

  209  Ornithogalum mosaic virus   オーニソガラムモザイクウイルス 

  210  Ornithogalum virus 2   オーニソガラム条斑モザイクウイルス 

  211  Ornithogalum virus 3   オーニソガラムえそモザイクウイルス 

  212  Oryza sativa endornavirus   イネエンドルナウイルス 

  213  Papaya leaf distortion mosaic virus  パパイア奇形葉モザイクウイルス 

  214  Papaya ringspot virus   パパイア輪点ウイルス 
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  215  Paprika mild mottle virus   パプリカ微斑ウイルス 

  216  Passiflora latent virus   トケイソウ潜在ウイルス 

  217  Patchouli mottle virus#   パチョリ斑紋ウイルス 

  218  Pea seed-borne mosaic virus   エンドウ種子伝染モザイクウイルス 

  219  Pea stem necrosis virus   エンドウ茎えそウイルス 

  220  Peach enation virus#   モモひだ葉ウイルス 

  221  Peach yellow leaf virus#   モモ黄葉ウイルス 

  222  Peach yellow mosaic virus#   モモ斑葉モザイクウイルス 

  223  Peanut mottle virus    ラッカセイ斑紋ウイルス 

  224  Peanut stunt virus    ラッカセイ矮化ウイルス 

  225  Pear ring pattern mosaic virus#  ナシ輪紋モザイクウイルス 

  226  Pear ringspot virus#    ナシ輪点ウイルス 

  227  Pepper cryptic virus 1   トウガラシ潜伏ウイルス1 

  228  Pepper cryptic virus 2   トウガラシ潜伏ウイルス2 

  229  Pepper mild mottle virus   トウガラシ微斑ウイルス 

  230  Pepper mottle virus    トウガラシ斑紋ウイルス 

  231  Pepper vein yellows virus   トウガラシ葉脈黄化ウイルス 

  232  Perilla mottle virus#    シソ斑紋ウイルス 

  233  Petunia vein clearing virus   ペチュニア葉脈透化ウイルス 

  234  Plantago asiatica mosaic virus  オオバコモザイクウイルス 

  235  Pleioblastus mosaic virus#   アズマネザサモザイクウイルス 

  236  Plum line pattern virus#   スモモ黄色網斑ウイルス  

  237  Plum pox virus    ウメ輪紋ウイルス 

  238  Poinsettia mosaic virus   ポインセチアモザイクウイルス 

  239  Potato aucuba mosaic virus   ジャガイモ黄斑モザイクウイルス 

  240  Potato leafroll virus    ジャガイモ葉巻ウイルス 

  241  Potato mop-top virus   ジャガイモモップトップウイルス 

  242  Potato virus A    ジャガイモAウイルス 

  243  Potato virus M    ジャガイモMウイルス 

  244  Potato virus S    ジャガイモSウイルス 

  245  Potato virus X    ジャガイモXウイルス 

  246  Potato virus Y    ジャガイモYウイルス 

  247  Prune dwarf virus    プルーン萎縮ウイルス 

  248  Prunus necrotic ringspot virus  プルヌスえそ輪点ウイルス 

  249  Prunus virus S#    モモSウイルス 

  250  Quince sooty ring spot virus#   マルメロすす輪点ウイルス 

  251  Radish mosaic virus    ダイコンモザイクウイルス 

  252  Radish yellow edge virus   ダイコン葉縁黄化ウイルス 

  253  Ranunculus mild mosaic virus  ラナンキュラス微斑モザイクウイルス 

  254  Ranunculus mottle virus#   ラナンキュラス斑紋ウイルス 

  255  Raspberry bushy dwarf virus   ラズベリー黄化ウイルス 

  256  Reed canary mosaic virus#   クサヨシモザイクウイルス 

  257  Rehmannia mosaic virus   ジオウモザイクウイルス 

  258  Rehmannia virus X#   ジオウXウイルス 
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  259  Rembrandt tulip breaking virus#  チューリップブレーキングレンブラントウイルス 

  260  Rhubarb temperate virus#   ダイオウ潜伏ウイルス 

  261  Rice black streaked dwarf virus  イネ黒条萎縮ウイルス 

  262  Rice dwarf virus    イネ萎縮ウイルス  

  263  Rice grassy stunt virus   イネグラッシースタントウイルス 

  264  Rice necrosis mosaic virus   イネえそモザイクウイルス 

  265  Rice ragged stunt virus   イネラギッドスタントウイルス 

  266  Rice stripe virus    イネ縞葉枯ウイルス 

  267  Rice tungro spherical virus   イネ矮化ウイルス 

  268  Rice yellow stunt virus   イネ黄葉ウイルス 

  269  Rudbeckia mosaic virus#   ルドベキアモザイクウイルス 

  270  Ryegrass mosaic virus   ライグラスモザイクウイルス 

  271  Ryegrass mottle virus   ライグラス斑紋ウイルス 

  272  Sammon’s Opuntia virus   ウチワサボテンサモンズウイルス 

  273  Santosai temperate virus#   サントウサイ潜伏ウイルス 

  274  Satsuma dwarf virus   温州萎縮ウイルス 

  275  Shallot latent virus    シャロット潜在ウイルス 

  276  Shallot virusＸ    シャロットXウイルス 

  277  Shallot yellow stripe virus   シャロット黄色条斑ウイルス 

  278  Siegesbeckia orientalis yellow vein virus# ツクシメナモミ葉脈黄化ウイルス 

  279  Sikte waterborne virus   シクテウォーターボーンウイルス 

  280  Soil-borne wheat mosaic virus  コムギ萎縮ウイルス 

  281  Sorghum mosaic virus   ソルガムモザイクウイルス 

  282  Southern bean mosaic virus   インゲンマメ南部モザイクウイルス 

  283  Southern potato latent virus#   ジャガイモ南部潜在ウイルス 

  284  Southern rice black-streaked dwarf virus イネ南方黒条萎縮ウイルス 

  285  Sowbane mosaic virus   アカザモザイクウイルス 

  286  Soybean chlorotic mottle virus  ダイズ退緑斑紋ウイルス 

  287  Soybean dwarf virus   ダイズ矮化ウイルス 

  288  Soybean leaf rugose mosaic virus#  ダイズ縮葉モザイクウイルス 

  289  Soybean mosaic virus   ダイズモザイクウイルス 

  290  Spinach temperate virus   ホウレンソウ潜伏ウイルス 

  291  Squash mosaic virus   スカッシュモザイクウイルス 

  292  Strawberry crinkle virus   イチゴクリンクルウイルス 

  293  Strawberry latent C virus#   イチゴ潜在Cウイルス  

  294  Strawberry mild yellow edge virus  イチゴマイルドイエローエッジウイルス 

  295  Strawberry mottle virus   イチゴ斑紋ウイルス 

  296  Strawberry pseudo mild yellow edge virus イチゴシュードマイルドイエローエッジウイルス 

  297  Strawberry vein banding virus  イチゴベインバンディングウイルス 

  298  Sugarcane mosaic virus   サトウキビモザイクウイルス 

  299  Sweet potato feathery mottle virus  サツマイモ斑紋モザイクウイルス 

  300  Sweet potato latent virus   サツマイモ潜在ウイルス 

  301  Sweet potato leaf curl Japan virus  サツマイモ葉巻日本ウイルス 

  302  Sweet potato leaf curl virus   サツマイモ葉巻ウイルス 
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  303  Sweet potato shukuyo mosaic virus#  サツマイモ縮葉モザイクウイルス 

  304  Sweet potato symptomless virus#  サツマイモシンプトムレスウイルス  

  305  Sweet potato virus G   サツマイモGウイルス 

  306  Tobacco leaf curl Japan virus   タバコ巻葉日本ウイルス 

  307  Tobacco mild green mosaic virus  タバコ微斑モザイクウイルス 

  308  Tobacco mosaic virus   タバコモザイクウイルス 

  309  Tobacco necrosis virus D   タバコえそDウイルス 

  310  Tobacco necrotic dwarf virus   タバコえそ萎縮ウイルス 

  311  Tobacco rattle virus    タバコ茎えそウイルス 

  312  Tobacco ringspot virus   タバコ輪点ウイルス 

  313  Tobacco streak virus   タバコ条斑ウイルス 

  314  Tobacco vein banding mosaic virus  タバコ脈緑モザイクウイルス 

  315  Tomato aspermy virus   トマトアスパーミィウイルス 

  316  Tomato black ring virus   トマト黒色輪点ウイルス 

  317  Tomato bushy stunt virus   トマトブッシースタントウイルス 

  318  Tomato chlorosis virus   トマト退緑ウイルス  

  319  Tomato curly top virus#   トマトカーリートップウイルス 

  320  Tomato infectious chlorosis virus  トマトインフェクシャスクロロシスウイルス 

  321  Tomato mosaic virus   トマトモザイクウイルス 

  322  Tomato ringspot virus   トマト輪点ウイルス 

  323  Tomato spotted wilt virus   トマト黄化えそウイルス 

  324  Tomato vein clearing virus#   トマト葉脈透化ウイルス 

  325  Tomato yellow leaf curl virus   トマト黄化葉巻ウイルス 

  326  Tulip mild mottle mosaic virus  チューリップ微斑モザイクウイルス 

  327  Tulip mosaic virus    チューリップモザイクウイルス 

  328  Tulip necrosis virus#    チューリップえそウイルス 

  329  Tulip streak virus#    チューリップ条斑ウイルス 

  330  Tulip virus X    チューリップXウイルス 

  331  Turnip mosaic virus    カブモザイクウイルス 

  332  Turnip yellow mosaic virus   カブ黄化モザイクウイルス 

  333  Vicia cryptic virus    ソラマメ潜伏ウイルス 

  334  Wasabi latent virus#    ワサビ潜在ウイルス 

  335  Wasabi mottle virus    ワサビ斑紋ウイルス 

  336  Wasabi rhabdovirus#   ワサビラブドウイルス 

  337  Watermelon mosaic virus   スイカモザイクウイルス 

  338  Watermelon silver mottle virus  スイカ灰白色斑紋ウイルス 

  339  Wheat mottle dwarf virus#   コムギ斑紋萎縮ウイルス 

  340  Wheat yellow leaf virus   コムギ黄葉ウイルス 

  341  Wheat yellow mosaic virus   コムギ縞萎縮ウイルス 

  342  White clover cryptic virus 1   シロクローバ潜伏ウイルス1 

  343  White clover cryptic virus 2   シロクローバ潜伏ウイルス2 

  344  White clover cryptic virus 3   シロクローバ潜伏ウイルス3 

  345  White clover mosaic virus   シロクローバモザイクウイルス 

  346  Yam mild mosaic virus   ヤマノイモ微斑ウイルス 
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  347  Youcai mosaic virus    アブラナモザイクウイルス 

  348  Zoysia mosaic virus#   シバモザイクウイルス 

  349  Zucchini yellow mosaic virus   ズッキーニ黄斑モザイクウイルス 

 ウイロイド 

    1  Apple dimple fruit viroid   リンゴくぼみ果ウイロイド 

    2  Apple fruit crinkle viroid   リンゴゆず果ウイロイド 

    3  Apple scar skin viroid   リンゴさび果ウイロイド 

    4  Australian grapevine viroid   ブドウオーストラリアウイロイド 

    5  Chrysanthemum chlorotic mottle viroid キク退緑斑紋ウイロイド 

    6  Chrysanthemum stunt viroid   キク矮化ウイロイド 

    7  Citrus bark cracking viroid   カンキツバーククラッキングウイロイド 

    8  Citrus bent leaf viroid   カンキツベントリーフウイロイド 

    9  Citrus dwarfing viroid    カンキツ矮化ウイロイド 

   10  Citrus exocortis viroid   カンキツエクソコーティスウイロイド 

   11  Citrus viroid V    カンキツウイロイドV 

   12  Citrus viroid VI    カンキツウイロイドVI 

   13  Coleus blumei viroid 1   コリウスウイロイド１ 

   14  Coleus blumei viroid 6   コリウスウイロイド6 

   15  Grapevine yellow speckle viroid 1  ブドウ黄色斑点ウイロイド１ 

   16  Hop latent viroid    ホップ潜在ウイロイド 

   17  Hop stunt viroid    ホップ矮化ウイロイド 

   18  Peach latent mosaic viroid   モモ潜在モザイクウイロイド 

   19  Pear blister canker viroid   ナシブリスタキャンカーウイロイド 

   20  Persimmon latent viroid   カキ潜在ウイロイド 

   21  Potato spindle tuber viroid   ジャガイモやせいもウイロイド 

   22  Tomato chlorotic dwarf viroid   トマト退緑萎縮ウイロイド 

 サテライト 

    1  Tobacco necrosis satellite virus  タバコえそサテライトウイルス 

    2  Ageratum yellow vein virus betasatellite カッコウアザミ葉脈黄化ウイルスベータサテライト 

    3  Eupatorium yellow vein virus betasatellite ヒヨドリバナ葉脈黄化ウイルスベータサテライト  

    4  Honey suckle yellow vein mosaic virus betasatellite スイカズラ葉脈黄化モザイクウイルスベー

タサテライト 

    5  Tobacco leaf curl Japan virus betasatellite タバコ巻葉日本ウイルスベータサテライト 

    6  Arabis mosaic virus small satellite RNA アラビスモザイクウイルススモールサテライトRNA  

    7  Cucumber mosaic virus satellite RNA  キュウリモザイクウイルスサテライトRNA  

    8  Grapevine fanleaf virus satellite RNA  ブドウファンリーフウイルスサテライトRNA  

    9  Peanut stunt virus satellite RNA  ラッカセイ矮化ウイルスサテライトRNA 

   10  Tobacco ringspot virus sattelite RNA  タバコ輪点ウイルスサテライトRNA 

   11  Tomato black ring virus satellite RNA  トマト黒色輪点ウイルスサテライトRNA 

   12  Tomato bushy stunt virus sattelite RNA トマトブッシースタントウイルスサテライトRNA 


