
生きていない冷蔵及び冷凍のエビ類、カキ類並びにアワビ類 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

White spot disease, WSD 
ホワイトスポット病 

White spot 
syndrome 
virus (WSSV) 

Crassostrea spp. （＊） マガキ属 （＊）  

Ostrea spp. （＊） イタボガキ属 （＊）  

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

Xenohaliotis 
californiensis Genus Haliotis アワビ属  

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 

（＊）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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Infection with yellow head 
virus genotype 1 (YHD) 
 
イエローヘッド病 

Yellow head virus 
genotype 1 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 

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

White spot 
syndrome virus 
(WSSV) 

Penaeidae クルマエビ科   

Sergestidae サクラエビ科  

Palaemonidae テナガエビ科  

Euphausiidae オキアミ科  

Atyidae ヌマエビ科  

Crangonidae エビジャコ科  

Palinuridae イセエビ科  

Pandalidae タラバエビ科  

Scyllaridae セミエビ科  

Solenoceridae クダヒゲエビ科  
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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 

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 

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 

 


