
日本植物病名目録(2020.01版)正誤表 2020/1/31

宿主和名 病名 正 誤

アオキ うどんこ病(1) ヒメアオキ (A. jap o nica var. borealis ) ヒメアオキ (A. jap a nica var. borealis )

アオキ うどんこ病(2) ヒメアオキ (A. jap o nica var. borealis ) ヒメアオキ (A. jap a nica var. borealis )

アジサイ さび病(1) ヒロハノドジョウツナギ (G l yceria leptolepis ) ヒロハノドジョウツナギ (G r yceria leptolepis )

アジサイ さび病(3) タイワンツルアジサイ (H. a n omala ) タイワンツルアジサイ (H. a m omala )

アズキ 炭疽病
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding &

Schrenk

Glomerella cingulata  (Stoneman) Spaulding &

Schrank

イズセンリョウ †立枯病
Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore

flora of East Africa

イヌビワ 炭疽病(1) シロガジュマル(F. b enjamina ) シロガジュマル(F. v enjamina )

イボタノキ †黒点病 ノウコウイボタ (Lig u strum nokoen sis ) ノウコウイボタ (Lig n strum nokoen sis )

ウグイスカグラ うどんこ病(2) ヤマウグイスカグラ (L. graci l ipes ) ヤマウグイスカグラ (L. graci ll ipes )

ウグイスカグラ うどんこ病(3) ヤマウグイスカグラ (L. graci l ipes ) ヤマウグイスカグラ (L. graci ll ipes )

エゴノキ †灰色こうやく病 タイワンエゴノキ (Styra x  formosana ) タイワンエゴノキ (Styra y  formosana )

エノキ 幹心腐病
Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore

flora of East Africa

カキ すす点病 Schizothyrium pomi (Montagne & Fries) Arx Schizothyrium pomi  (Fries & Montagne) Arx

カシ類 こぶ病 ウバメガシ (Q. phillyraeoides ) ウバメカシ (Q. phillyraeoides )

カリン すす点病 Schizothyrium pomi  (Montagne & Fries) Arx Schizothyrium pomi  (Fries & Montagne) Arx



カンキツ類 すす点病 Sch i zothyrium pomi  (Montagne & Fries) Arx Schzothyrium pomi  (Fries & Montagne) Arx

カンキツ 黒腐病 ･･･に含める考え方･･･ ･･･にふくめる考え方･･･

カンバ類 さび病(1) ジゾウカンバ(B. globispica ) ジゾカンバ(B. globispica )

キイチゴ類 さび病(13) ナワシロイチゴ (R. parvifolius  var. tri p hyllus , ナワシロイチゴ (R. parvifolius var. trihyllus ,

キイチゴ類 褐斑病 クマイチゴ (Rubus crataegifoli us ) クマイチゴ (Rubus crataegifoli a )

クサギ †うす円星病 イボタクサギ (C. inerme ) イボタクサギ (C. inerm i e )

クチナシ 根こぶ線虫病
コクチナシ (G. jasminoides  Ellis var. radicans

(Thunb.) Makino)

コクチナシ (G. jasminoides  Ellis var. radicans

(Thumb.) Makino)

クルミ類 褐色枝枯病
Botryosphaeria xanthocephal a  var. jugrandis

(Sydow & Butler) Theissen

Botryosphaeria xanthocephal e  var. jugrandis

(Sydow & Butler) Theissen

クワ 変形菌病(4) シロエノカタホコリ シロエノアワホコリ

ケンポナシ てんぐ巣病 ケケンポナシ (H. to m entella ) ケケンポナシ (H. to nt entella )

コカ ††根褐腐病 クスノキ†立枯病 †クスノキ立枯病

ゴマ 青枯病 鍬塚喜久治:日植病報 2(4):396, 1931 鍬塚喜久治:日植病報 2(4):396, 1948

サクラ類
きつねかわらたけ

病

Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore

flora of East Africa

サクラ類 灰星病(1) エドヒガン (P. pe n dula  f. ascendens ) エドヒガン (P. pedula  f. ascendens )

ササ類 黒やに病(2) ホソバノナンブスズ(Sasa uinuizoana ) ホソバノナンブスズ(Sasa u n inuizoana )

サルトリイバラ さび病(9) ヤマガシュウ ヤマガシウ

サンショウ †すす病(1) 山本和太郎:兵庫農大研報農生編 3(1):28, 1957 山本和太郎:兵庫農大研報農生編 3(1):283, 1957

シイノキ類 幹心腐病(1)
Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary flora of

East Africa



シャリンバイ さび病(1)
ホソバシャリンバイ (R. umbellata  var.

liu kiuensis )

ホソバシャリンバイ (R. umbellata  var.

in kiuensis )

スグリ類 ††Puccinia ribis カラフトスグリ (R i bes rubrum var. glabellum ) カラフトスグリ (R u bes rubrum  var. glabellum )

スノキ類 平もち病(1) ナツハゼ (V. oldham ii ) ナツハゼ (V. oldham i )

スミレ類 黒穂病 タチツボスミレ(Viola grypocer a s ) タチツボスミレ(Viola grypocer u s )

セイヨウナシ 黒点病 アナモルフ:Cylindrosporium pomi Brooks アナモルフ:Cylindrosporium pomi  Brooke

センダン †幹心腐病 Phellinus noxius (Corner) Cunningham Phellinus noxius  (Corner) Cummigham

タバコ 灰色ほこりかび病
Physarum compressum  Albertini & Schweinitz ユ

ガミモジホコリ

Physarum compressum  Albentini & Schweinitz ユ

ガミモジホコリ

タバコ 黄斑えそ病 yellow spotted streak strain による yellow spotted steak strain による

ツツジ類 裏白もち病(3)
ハヤトミツバツツジ(R. dilatatum  var.

sat s umense )

ハヤトミツバツツジ(R. dilatatum var.

satumense )

ツツジ類 さび病
ゲンカイツツジ(R. mucron ul atum var.

ciliatum )
ゲンカイツツジ(R. mucronatum  var. ciliatum )

ツツジ類 †さび病
ゲンカイツツジ(R. mucron ul atum  var.

ciliatum )
ゲンカイツツジ(R. mucronatum  var. ciliatum )

ツツジ類 平もち病(2) ヨドガワツツジ (R. yedoense )に発生 ヨドカワツツジ (R. yedoense )に発生

ツツジ類 平もち病(5) ツクシアカツツジ (R. we y richii ) ツクシアカツツジ (R. we i richii )

ツルウメモドキ うどんこ病
イヌツルウメモドキ (C. orbiculatus  var.

papillosus )

イヌツルウメモドキ (C. or i biculatus  var.

papillosus )

ツワブキ †すす病 ヤンバルアワブキ (Meliosma rho i folia ) ヤンバルアワブキ (Meliosma rho t folia )

ドウダンツツジ 黒紋病 サラサドウダン(E. campanu l atus ) サラサドウダン(E. campanu i atus )

トドマツ 葉さび病(9) Dryopter is属(オシダ他) Dryopter a属(オシダ他)



トドマツ 葉さび病(11) Dryopter is属(イタチシダ他) Dryopter a属(イタチシダ他)

トドマツ 葉さび病(17) Adiantum属(クジャクシダ) Adiant h um属(クジャクシダ)

トドマツ 葉さび病(20) Lastrea属(ヒメシダ) Last o rea属(ヒメシダ)

トネリコ類 炭疽病
Glomerella cingulata  (Stoneman) Spaulding &

Schrenk

Glomerella cingulata  (Stoneman) Splauding &

Schrenk

トルコギキョウ 株腐病 Foliage rot Foriage rot

ナシ すす点病 Schizothyrium pomi  (Montagne & Fries) Arx Schizothyrium pomi  (Fries & Montagne) Arx

ナナカマド 赤衣病 サビバナナカマド サビバナナナカマド

ナナミノキ ††††黒紋病 I. asp r ella I. aspella

ハイノキ 黒点病 カンザブロウノキ カンザブローノキ

ハイノキ もち病 カンザブロウノキ カンザブローノキ

ヌルデ †Cercospora rhois
タイワンフシノキ (Rhus ja va nica  var.

roxburg h ii )

タイワンフシノキ (Rhus ja po nica  var.

roxburgii )

パッションフルー

ツ
萎凋病 アナモルフ:Fusarium striatum  Sherbakoff アナモルフ:Fusarium striatum  Sherbakof

バナナ †††果実腐敗病 Mu s a cavendishii  Lamb. ex Paxt. Mu c a cavendishii  Lamb. ex Paxt.

ブロムグラス
††††

Cercospora festucae
マウンテンブロムグラス マウンテンブロム

パラゴムノキ †根褐腐病 クスノキ†立枯病参照。 †クスノキ立枯病参照。

ヒトツバタゴ 斑点病 (Nakashima et al. 1999) (Nakasima et al.  1999)

ヒノキ 樹脂胴枯病
ヒバコラムナリス(C. lawsoniana cv.

Columnaris)

ヒバコラムナリス(C. lawsoniana cv.

Columanaris)

ヒマワリ 白絹病 ヒメヒマワリ (H. debilis) ヒメヒマワリ (H. deblis)



ビャクシン さび病(1) J. ho r izontalis J. ho l izont h alis

ビャクシン さび病(2) オオウラジロノキ(Malus tschonoski i ) オオウラジロノキ(Malus tschonoski )

ブッソウゲ †てんぐ巣病 H. heterophyl l us H. heterophyl t us

ブドウ 環紋葉枯病 ノブドウ (Ampelopsis brevipedunc u lata ) ノブドウ (Ampelopsis brevipedunclata )

ブドウ 環紋葉枯病 エビヅル (V. thunberg ii ) エビヅル (V. thunberg i )

フヨウ うどんこ病
スイフヨウ (H. mutabilis  L. f. ve r sicolor

Makino)
スイフヨウ (H. mutabilis L. f. vesicolor  Makino)

ブルーベリー類 菌核病 Highbush blueberry (V. c or ymbosum L. ), ･･･ Highbush blueberry (V. c ro ymbosum L. ), ･･･

ブルーベリー類 菌核病(書体) Rabbiteye blueberry (V. ashei  Reade) ･･･  Rabbiteye blueberry (V. ashei  Reade ) ･･･

ブドウ
††カリフォルニア

病
出田は Black measles, ･･･ 出田は Black meales, ･･･

ヘヤリーベッチ 斑点病
コモンベッチ灰斑病菌 Ascochyta puncta t a

Naumov との･･･

コモンベッチ灰斑病菌 Ascochyta puncta n a

Naoumov との･･･

ホウライチク類 さび病(1) シチク(I schurochloa stenostachya ) シチク(L schurochloa stenostachya )

ホウライチク類 さび病(1) セキカクチク(B. shimadai ) セキカワチク(B. shimadai )

ホソバタブ さび病 ニオイタブ(M. l ongipaniculata ) ニオイタブ(M. I ongipaniculata )

ホソバタブ 幹心腐病
Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore

flora of East Africa

ボチョウジ
††††Fomes

terminaliae
オガサワラボチョウジ(P. hom a losperma ) オガサワラボチョウジ(P.hom o losperma )

ホトトギス さび病(2) ホトトギス (T. hirta  (Thunb.) Hook.), ホトトギス (T. hirta  (Thumb.) Hook),

ボンテンカ †立枯病
Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore

flora of East Africa



マサキ 炭疽病
Glomerella cingulata  (Stoneman) Spaulding &

Schrenk

Glomerella cingulata  (Stonemen) Spaulding &

Schrenk

マツ類 葉さび病(2) Pha i us属(カクラン) Pha j us属(カクラン)

マツ類 葉さび病(6) Phy t euma属(シデシャジン) Phy d euma属(シデシャジン)

マユミ 赤衣病 ツリバナ E. o xyphyllus ツリバナ E. e xyphyllus

ムクロジ †黒褐色すす病 クチナシ†黒褐色すす病参照 †クチナシ黒褐色すす病参照

メダケ類 さび病(2) ケネザサ(Ple i oblastus pubescens ) ケネザサ・(Ple l oblastus pubescens )

メダケ類 さび病(4) ゴザダケザサ(P. gozadak e nsis ) ゴザダケザサ(P. gozadak ee nsis )

メダケ類 すす病 (3)
イガネザサ(Pleiob l astus kongosanensis  var.

protrusus )

イガネザサ(Pleiob i astus kongosanensis  var.

protrusus )

メダケ類

††††

Coniothyrium

punctatum

誤りと思われる 誤まりと思われる

モクレイシ (病名なし、†なし) Kor t halsella japonica  (Thunb.) Engler Korhalsella japonica  (Thumb.) Engler

モミ類 葉さび病*(6) Boehmeria属(ヤブマオ他) Boehmeria属(ヤブマオウ他)

モモ
きつねかわらたけ

病

Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

Ryvarden, L. & Johanesen, I.:A preliminary

polypore flora of East Africa

ヤナギ類 枝枯病 Marssonina sali c is-purpureae  Jaap Marssonina sali s is-purpureae Japp

ユーカリ類 炭腐病 村井雄一朗ら:日植病報 61(6):603, 1995 松井雄一郎ら:日植病報 61(6):603, 1995

ユーカリ類 炭腐病 (Eucalyptus gunn ii  Hook. f.) (Eucalyptus gunn i  Hook. f.)

ユーカリ類 †褐斑病 カメレレ (E. d e glupta ) カメレレ (E. d o glupta )

ユーカリ類 灰色かび病 Eucalyptus citri o dora , Eucalyptus citri e dora ,

ユーカリ類 灰色かび病 E. saligna , E. salig e na ,



ユーカリ類 灰色かび病 Botryotinia fuck el iana  (de Bary) whetzel Botryotinia fuck d iana (de Bary) whetzel

ライラック 赤衣病 ハシドイ (S. reticulat a ) ハシドイ (S. reticulat e )

ライラック 炭疽病
Glomerella cingulata  (Stoneman) Spaulding &

Schrenk

Glomerella cingulata  (Stoneman) Spaulding &

Schnenk

ライラック
††††Phyllosticta

syringae
ハシドイ (Syringa reticu l ata ) ハシドイ (Syringa reticu i ata )

リンゴ 夏念珠病
Monilinia f ru ctigena  (Aderhold & Ruhland)

Honey

Monilinia f ur ctigena (Aderhold & Ruhland)

Honey

リンゴ
††††

Nummularia discreta
Biscogniauxia marginata  (Fries) Pouzar Biscogniauxia marginata (Fries) Puozar

レッドトップ 褐色リング葉腐病 Waitea circinata  Warcup & Talblot Waitea circinata  Warcup & Tablot

ワレモコウ類 うどんこ病(書体) エゾワレモコウ(S. officinal is  var. carnea ) エゾワレモコウ(S. officinal is var. carnea )

オウトウ 芽枯病(10) 菊地繁美ら:日植病報 60(6):760, 1994 菊池繁美ら:日植病報 60(6):760, 1994

オウトウ 芽枯病(10) 菊地繁美ら:日植病報 61(6):637, 1995 菊池繁美ら:日植病報 61(6):637, 1995

ワタ 炭疽病(2) 立枯を起こし 立枯を起し

ブドウ 胴枯病
(Rozpravy Ceskoslovenske Akademie Ved

68(12):58, 1958)

(Rozpravy Ceskoslovenske Akadeie Ved

68(12):58, 1958)


