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目 科 亜科 属 ヒトの病原因子となる主な種の公式名称（［　］内は一般名） ウイルス科の主な特徴
フィロウイルス科 ＊　Filoviridae モノネガウイルス目の特徴

mono：非分節ゲノム
nega：マイナス鎖
エンベロープ（＋）
らせん対称ヌクレオカプシド

各科の特徴
ボルナウイルス科
　球状，核へ移行
フィロウイルス科
　線維状（ひも状）
パラミクソウイルス科，ニューモ
ウイルス科
　球状，多形性，
　150～300 nm径
ラブドウイルス科
　桿状（弾丸型）

マールブルグウイルス属 マールブルグマールブルグウイルス ＊

エボラウイルス属 ザイールエボラウイルス ＊ほか
パラミクソウイルス科 ＊　Paramyxoviridae

ルブラウイルス亜科
オルソルブラウイルス属 ムンプスオルソルブラウイルス［ムンプスウイルス］ ＊

ヒトオルソルブラウイルス［ヒトパラインフルエンザウイルス 2, 4］ ＊
オルソパラミクソウイルス亜科

レスピロウイルス属 ヒトレスピロウイルス 1, 3［ヒトパラインフルエンザウイルス 1, 3］ ＊
ヘニパウイルス属 ヘンドラヘニパウイルス［ヘンドラウイルス］ ＊

ニパヘニパウイルス［ニパウイルス］ ＊
モルビリウイルス属 麻疹モルビリウイルス［麻疹ウイルス］ ＊

 ニューモウイルス科 ＊　Pneumoviridae
オルソニューモウイルス属 ヒトオルソニューモウイルス［ヒト RSウイルス］ ＊
メタニューモウイルス属 ヒトメタニューモウイルス ＊

ラブドウイルス科 ＊　Rhabdoviridae
ベジクロウイルス属 インディアナベジクロウイルス［水疱性口内炎ウイルス］
リッサウイルス属 狂犬病リッサウイルス［狂犬病ウイルス］ ＊

ブニヤウイルス目 ＊　Bunyavirales
ペリブニヤウイルス科　Peribunyaviridae ペリブニヤウイルス科，ハンタウ

イルス科，ナイロウイルス科，
フェヌイウイルス科  
　エンベロープ（＋）  
　球状，多形性，80～120 nm径  
　らせん対称ヌクレオカプシド
　 分節ゲノム（3），フレボウイル
ス属は一部両意性

アレナウイルス科  
　エンベロープ（＋）  
　球状，多形性，50～300 nm径  
　分節ゲノム（2），両意性  
　砂粒状リボソーム

オルソブニヤウイルス属 ラクロスオルソブニヤウイルス［ラクロスウイルス］
ハンタウイルス科 ＊　Hantaviridae

ママンタウイルス亜科
オルソハンタウイルス属 ハンターンオルソハンタウイルス ＊

ナイロウイルス科 ＊　Nairoviridae
オルソナイロウイルス属 クリミア-コンゴ出血熱オルソナイロウイルス［CCHFウイルス］ ＊

フェヌイウイルス科 ＊　Phenuiviridae
バンダウイルス属 ダビエバンダウイルス［SFTSウイルス］ ＊
フレボウイルス属 リフトバレー熱フレボウイルス ＊

アレナウイルス科 ＊　Arenaviridae
マムアレナウイルス属

（マム：哺乳類の）
ラッサマムアレナウイルス ＊，リンパ性脈絡髄膜炎マムアレナウイルス［LCM
ウイルス］，マチュポマムアレナウイルス，アルゼンチンマムアレナウイルス
［フニンウイルス］，ガナリトマムアレナウイルス，ブラジルマムアレナウイ
ルス［サビアウイルス］➡マチュポ以降の総称：南米出血熱ウイルス ＊

アルティクラウイルス目 ＊　Articulavirales
オルソミクソウイルス科 ＊　Orthomyxoviridae エンベロープ（＋）

アルファインフルエンザウイルス属 インフルエンザ Aウイルス ＊ 球状，多形性，80～120 nm径
ベータインフルエンザウイルス属 インフルエンザ Bウイルス ＊ らせん対称ヌクレオカプシド
ガンマインフルエンザウイルス属 インフルエンザ Cウイルス ＊ 分節ゲノム（7～8）
デルタインフルエンザウイルス属 インフルエンザ Dウイルス

プラス鎖 1本鎖 RNAウイルス（positive sense ssRNA viruses）
ニドウイルス目　Nidovirales nido：nested set of mRNA

コロニドウイルス亜目 エンベロープ（＋）
コロナウイルス科 ＊　Coronaviridae 球状，120～160 nm径

オルソコロナウイルス亜科 らせん対称ヌクレオカプシド
アルファコロナウイルス属 （ドビナコウイルス亜属）　ヒトコロナウイルス 229E ＊

ベータコロナウイルス属 （サルベコウイルス亜属）　SARSコロナウイルス-1, 2 ＊

（メルベコウイルス亜属）　MERSコロナウイルス ＊

ピコルナウイルス目　Picornavirales
ピコルナウイルス科 ＊　Picornaviridae エンベロープ（－）

エンテロウイルス属 ＊ エンテロウイルス A, B, C, D,（E～L） 球状，22～30 nm径
［ポリオウイルス 1, 2, 3］ ＊ 立方対称カプシド
［コクサッキーウイルス A1～22, 24, B1～6］ ＊ ※ポリオウイルス 1～3は，エン

テロウイルス Cに属する．［エコーウイルス 1～34（うち 8, 10, 22, 23, 28は欠番）］ ＊
［エンテロウイルス 68～71］ ＊
ライノウイルス A, B, C［血清型 100以上］ ＊

ヘパトウイルス属 ＊ ヘパトウイルス A［A型肝炎ウイルス］ ＊
パレコウイルス属 ＊ パレコウイルス A［ヒトパレコウイルス 1～16］ ＊
コブウイルス属 アイチウイルス A,（B, C）

カリシウイルス科 ＊　Caliciviridae エンベロープ（－）
ノロウイルス属 ＊ ノーウォークウイルス ＊ 立方対称カプシド
サポウイルス属 ＊ サッポロウイルス ＊ 27～40 nm径

ステラウイルス目　Stellavirales
アストロウイルス科　Astroviridae エンベロープ（－）

マムアストロウイルス属 マムアストロウイルス 1［ヒトアストロウイルス 1］ ＊ 28～30 nm径，立方対称
アマリロウイルス目　Amarillovirales

フラビウイルス科 ＊　Flaviviridae エンベロープ（＋）
フラビウイルス属 ＊ 黄熱ウイルス ＊，デングウイルス ＊，日本脳炎ウイルス ＊，ウエストナイルウ

イルス ＊，ジカウイルス ＊，ダニ媒介性脳炎ウイルス ＊
球状，40～60 nm  
立方対称カプシド

ヘパシウイルス属 ヘパシウイルス C［C型肝炎ウイルス］ ＊

マルテリウイルス目　Martellivirales
トガウイルス科 ＊　Togaviridae エンベロープ（＋）

アルファウイルス属 チクングニアウイルス ＊，東部・西部・ベネズエラウマ脳炎ウイルス ＊ 球状，60～70 nm，立方対称
ヘペリウイルス目　Heperivirales

マトナウイルス科 ＊　Matonaviridae エンベロープ（＋）
ルビウイルス属 ＊ 風疹ウイルス ＊ 球状，60～70 nm

ヘペウイルス科 ＊　Hepeviridae エンベロープ（－）
オルソヘペウイルス属 オルソヘペウイルス A［E型肝炎ウイルス］ ＊ 球状，27～34 nm径

表 27-1　 国際ウイルス分類委員会（ICTV）の目以下の分類（ ＊は特に医学上重要）
伝統的分類の集大成である第 9次報告を基準とし，新分類体系導入に伴い新設された「目」等を追記した（2020年 6月更新）．
目 科 亜科 属 ヒトの病原因子となる主な種の公式名称（［　］内は一般名） ウイルス科の主な特徴

DNAウイルス（DNA viruses）
2本鎖 DNAウイルス（dsDNA viruses）
ヘルペスウイルス目　Herpesvirales

ヘルペスウイルス科 ＊　Herpesviridae エンベロープ（＋）
アルファヘルペスウイルス亜科 球状，120～200 nm径

シンプレックスウイルス属 ヒトアルファヘルペスウイルス 1［単純ヘルペスウイルス 1型 ＊］ 立方対称カプシド
ヒトアルファヘルペスウイルス 2［単純ヘルペスウイルス 2型 ＊］ 162カプソマー

バリセロウイルス属 ヒトアルファヘルペスウイルス 3［水痘-帯状疱疹ウイルス ＊］
ベータヘルペスウイルス亜科

サイトメガロウイルス属 ヒトベータヘルペスウイルス 5［サイトメガロウイルス ＊］
ロゼオロウイルス属 ヒトベータヘルペスウイルス 6A［ヒトヘルペスウイルス 6A］

ヒトベータヘルペスウイルス 6B［ヒトヘルペスウイルス 6B ＊］
ヒトベータヘルペスウイルス 7［ヒトヘルペスウイルス 7］

ガンマヘルペスウイルス亜科
リンフォクリプトウイルス属 ヒトガンマヘルペスウイルス 4［EBウイルス ＊］
ラディノウイルス属 ヒトガンマヘルペスウイルス 8［ヒトヘルペスウイルス 8］

チトウイルス目　Chitovirales
ポックスウイルス科 ＊　Poxviridae レンガ状（卵形），複雑な構造

コルドポックスウイルス亜科（コルド：脊椎動物の） 特殊な外膜
オルソポックスウイルス属 ワクチニアウイルス ＊，牛痘ウイルス，痘瘡ウイルス ＊，サル痘ウイルス ＊ 約 300×200×150 nm
パラポックスウイルス属 オルフウイルス 転写酵素を粒子内に含有
モルスキポックスウイルス属 伝染性軟属腫ウイルス ＊

ロワウイルス目　Rowavirales
アデノウイルス科 ＊　Adenoviridae エンベロープ（－），70～90 nm径

マストアデノウイルス属 ヒトマストアデノウイルス A～G ＊ 立方対称カプシド
（マスト：哺乳類の） ［ヒトアデノウイルス 1～57型 ＊］ 252カプソマー

ツアハウゼンウイルス目　Zurhausenvirales
パピローマウイルス科 ＊　Papillomaviridae エンベロープ（－）

ファーストパピローマウイルス亜科（52属のうち以下の 5属） 50～55 nm径
アルファパピローマウイルス属 アルファパピローマウイルス 1～14 立方対称カプシド
ベータパピローマウイルス属 ベータパピローマウイルス 1～6 72カプソマー
ガンマパピローマウイルス属 ガンマパピローマウイルス 1～27
ミューパピローマウイルス属 ミューパピローマウイルス 1～3
ニューパピローマウイルス属 ニューパピローマウイルス 1

セポリウイルス目　Sepolyvirales
ポリオーマウイルス科　Polyomaviridae エンベロープ（－）

アルファポリオーマウイルス属 ヒトポリオーマウイルス 5［メルケル細胞ポリオーマウイルス］ 40～45 nm径
ベータポリオーマウイルス属 ヒトポリオーマウイルス 2［JCポリオーマウイルス ＊］ 立方対称カプシド

ヒトポリオーマウイルス 1［BKポリオーマウイルス］ 72カプソマー
アカゲザルポリオーマウイルス［SV40ウイルス］

1本鎖 DNAウイルス（ssDNA viruses）
ピッコウイルス目　Piccovirales

パルボウイルス科 ＊　Parvoviridae エンベロープ（－）
パルボウイルス亜科 18～26 nm径

エリスロパルボウイルス属 霊長類エリスロパルボウイルス 1［ヒトパルボウイルス B19 ＊］ 立方対称カプシド
デペンドパルボウイルス属 アデノ随伴デペンドパルボウイルス A 60カプソマー線状ゲノム
ボカパルボウイルス属 霊長類ボカパルボウイルス 1［ヒトボカウイルス 1］

逆転写 DNAおよび RNAウイルス（reverse transcribing DNA and RNA viruses）
ブルバールウイルス目　Blubervirales

ヘパドナウイルス科 ＊　Hepadnaviridae（2本鎖 DNAゲノム） エンベロープ（＋），球状
オルソヘパドナウイルス属 B型肝炎ウイルス ＊ 40～48 nm径，立方対称

オルテルウイルス目　Ortervirales
レトロウイルス科 ＊　Retroviridae（プラス鎖 1本鎖 RNAゲノム） エンベロープ（＋）

オルソレトロウイルス亜科 球状，80～100 nm
デルタレトロウイルス属 霊長類 Tリンパ球向性ウイルス 1, 2, 3［HTLV-1, 2, 3］ ＊ 径球状か桿状のカプシド
レンチウイルス属 ヒト免疫不全ウイルス 1, 2 ＊

RNAウイルス（RNA viruses）
2本鎖 RNAウイルス（dsRNA viruses）
レオウイルス目　Reovirales

レオウイルス科 ＊　Reoviridae エンベロープ（－）
スピナレオウイルス亜科 60～80 nm径

オルソレオウイルス属 哺乳類オルソレオウイルス 立方対称カプシド
コルチウイルス属 コロラドダニ熱コルチウイルス 分節ゲノム（10～12）

セドレオウイルス亜科
ロタウイルス属 ロタウイルス A ＊, B, C
オルビウイルス属 グレートアイランドウイルス［ケメロボウイルス］

マイナス鎖 1本鎖 RNAウイルス（negative sense ssRNA viruses）
モノネガウイルス目 ＊　Mononegavirales

ボルナウイルス科　Bornaviridae
オルソボルナウイルス属 哺乳類 1オルソボルナウイルス［ボルナ病ウイルス］
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Order
（-virales）

Family
（-viridae）

Subfamily
（-virinae）

Genus  
（-virus）

Spesies（公式名称，イタリック体で記載）  
＊は基準種 type species

一般名の例（イタリックで記載しない）  
（　）内は慣用する略号

Filoviridae Marburgvirus Marburg marburgvirus ＊

Ebolavirus Zaire ebolavirus ＊

Paramyxoviridae
Rubulavirinae

Orthorubulavirus Mumps orthorubulavirus ＊ mumps virus
Human orthorubulavirus 2, 4 human parainfluenza virus 2, 4

Orthoparamyxovirinae
Respirovirus Human respirovirus 1, 3 human parainfluenza virus 1, 3
Henipavirus Hendra henipavirus ＊ Hendra virus

Nipah henipavirus Nipah virus
Morbillivirus Measles morbillivirus ＊ measles virus

Pneumoviridae Orthopneumovirus Human orthopneumovirus ＊ human respiratory syncytial virus（RS virus）
Metapneumovirus Human metapneumovirus

Rhabdoviridae Vesiculovirus Indiana vesiculovirus ＊ vesicular stomatitis virus
Lyssavirus Rabies lyssavirus rabies virus

Bunyavirales
Peribunyaviridae Orthobunyavirus Bunyamwera orthobunyavirus ＊

La Crosse orthobunyavirus La Crosse virus
Hantaviridae

Mammantavirinae
Orthohantavirus Hantaan orthohantavirus ＊

Sin Nombre orthohantavirus，ほか
Nairoviridae Orthonairovirus Crimean-Congo hemorrhagic fever orthonairovirus
Phenuiviridae Bandavirus Dabie bandavirus ＊ SFTS virus

Phlebovirus Rift Valley fever phlebovirus ＊

Arenaviridae Mammarenavirus Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus ＊ LCM virus
Lassa mammarenavirus Lassa fever virus

（以下，総称して「South American hemorrhagic fever viruses」）
Argentinian mammarenavirus Argentina hemorrhagic fever virus
Machupo mammarenavirus Bolivian hemorrhagic fever virus
Guanarito mammarenavirus Venezuelan hemorrhagic fever virus
Brazilian mammarenavirus Brazilian hemorrhagic fever virus

Articulavirales
Orthomyxoviridae Alphainfluenzavirus Influenza A virus ＊

Betainfluenzavirus Influenza B virus ＊

Gammainfluenzavirus Influenza C virus ＊

The Positive Sense ssRNA Viruses

Nidovirales
Cornidovirineae （亜目）

Coronaviridae
Orthocoronavirinae

Alphacoronavirus
　Duvinacovirus （亜属）Human coronavirus 229E
Betacoronavirus
　Sarbecovirus（亜属） Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus（SARS-CoV）
　Merbecovirus（亜属） Middle East respiratory syndrome-related coronavirus （MERS-CoV）

Picornavirales
Picornaviridae Enterovirus Enterovirus A coxsackievirus A16, enterovirus 71ほか

Enterovirus B coxsackievirus B5, echovirus 30ほか
Enterovirus C  ＊ poliovirus1, 2, 3，coxsackievirus A24ほか
Enterovirus D enterovirus 70ほか
Rhinovirus A rhinovirus 1ほか
Rhinovirus B rhinovirus 3ほか
Rhinovirus C

Hepatovirus Hepatovirus A ＊ hepatitis A virus（HAV）
Parechovirus Parechovirus A ＊ human parechovirus（HPeV1～16）
Kobuvirus Aichivirus A ＊

Caliciviridae Norovirus Norwalk virus ＊

Sapovirus Sapporo virus ＊

Stellavirales
Astroviridae Mamastrovirus Mamastrovirus 1 ＊

Amarillovirales
Flaviviridae Flavivirus Yellow fever virus ＊

Dengue virus dengue virus type 1～4
Japanese encephalitis virus （JEV）
West Nile virus, Zika virus, Tick-borne encephalitis virus

Hepacivirus Hepacivirus C  ＊ hepatitis C virus（HCV）
Martellivirales

Togaviridae Alphavirus Sindbis virus ＊

Chikungunya virus
Eastern equine encephalitis virus
Venezuelan equine encephalitis virus
Western equine encephalitis virus

Hepelivirales
Matonaviridae Rubivirus Rubella virus ＊

Hepeviridae Orthohepevirus Orthohepevirus A ＊ hepatitis E virus（HEV）

表 27-2　 医学的に重要なウイルスの目以下の分類（欧文表記）
伝統的分類の集大成である第 9次報告を基準とし，新分類体系導入に伴い新設された「目」等を追記した（2020年 6月更新）．
Order
（-virales）

Family
（-viridae）

Subfamily
（-virinae）

Genus  
（-virus）

Spesies（公式名称，イタリック体で記載）  
＊は基準種 type species

一般名の例（イタリックで記載しない）  
（　）内は慣用する略号

The DNA viruses
The dsDNA Viruses

Herpesvirales
Herpesviridae

Alphaherpesvirinae
Simplexvirus Human alphaherpesvirus 1 ＊ herpes simplex virus 1（HSV-1）

Human alphaherpesvirus 2 herpes simplex virus 2（HSV-2）
Varicellovirus Human alphaherpesvirus 3 ＊ varicella-zoster virus（VZV）

Betaherpesvirinae
Cytomegalovirus Human betaherpesvirus 5 ＊ （human）cytomegalovirus（CMV）
Roseolovirus Human betaherpesvirus 6A, 6B  ＊ （HHV-6A）（HHV-6B）

Human betaherpesvirus 7 （HHV-7）
Gammaherpesvirus

Lymphocryptovirus Human gammaherpesvirus 4 ＊ Epstein-Barr virus（EBV）
Rhadinovirus Human gammaherpesvirus 8 Kaposi’s sarcoma-associated  

herpesvirus（HHV-8, KSHV）
Chitovirales

Poxviridae
Chordopoxvirinae

Orthopoxvirus Vaccinia virus ＊, Variola virus,   
Monkeypox virus

Molluscipoxvirus Molluscum contagiosum virus ＊

Rowavirales
Adenoviridae Mastadenovirus Human mastadenovirus C  ＊ （human）adenovirus 5ほか

Human mastadenovirus A （human）adenovirus 12ほか
Human mastadenovirus B （human）adenovirus 3ほか
Human mastadenovirus D （human）adenovirus 8ほか
Human mastadenovirus E （human）adenovirus 4
Human mastadenovirus F （human）adenovirus 40ほか
Human mastadenovirus G （human）adenovirus 52

Zurhausenvirales
Papillomaviridae

Firstpapillomavirinae
Alphapapillomavirus Alphapapillomavirus 1 ＊～14 human papillomavirus（HPV）
Betapapillomavirus Betapapillomavirus 1 ＊～6
Gammapapillomavirus Gammapapillomavirus 1 ＊～26
Mupapillomavirus Mupapillomavirus 1 ＊, 2
Nupapillomavirus Nupapillomavirus 1 ＊

Sepolyvirales
Polyomaviridae Alphapolyomavirus Human polyomavirus 5 Merkel cell polyomavirus

Betapolyomavirus Human polyomavirus 1 JC polyomavirus
BK polyomavirus Macaca mulatta polyomavirus 1
Human polyomavirus 2 Simian virus 40（SV40）

The ssDNA Viruses

Piccovirales
Parvoviridae

Parvovirinae
Erythroparvovirus Primate erythroparvovirus 1 ＊ human parvovirus B19
Dependoparvovirus Adeno-associated dependoparvovirus A ＊ （AAV）
Bocaparvovirus Primate bocaparvovirus 1 human bocavirus 1

The Reverse Transcribing DNA and RNA Viruses
Blubervirales

Hepadnaviridae Orthohepadnavirus Hepatitis B virus （HBV）

Ortervirales
Retroviridae

Orthoretrovirinae
Deltaretrovirus Primate T-lymphotropic virus 1, 2 human T-lymphotropic virus 1, 2（HTLV-1, 2）
Lentivirus Human immunodeficiency virus 1 ＊, 2 （HIV-1）（HIV-2）

The RNA Viruses
The dsRNA Viruses

Reovirales
Reoviridae

Spinareovirinae
Orthoreovirus Mammalian orthoreovirus ＊ （human）reovirus 1～3
Coltivirus Colorado tick fever coltivirus

Sedoreovirinae
Rotavirus Rotavirus A ＊, B, C
Orbivirus Great Island virus Kemerovo virus

The Negative Sense ssRNA Viruses

Mononegavirales
Bornaviridae Orthobornavirus Mammalian 1 orthobornavirus ＊ Borna disease virus
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表 27-3　 医学上重要なウイルス科の性質のまとめ
核酸
の 
種類

ウイルス科
代表的なウイルス 

（-ウイルスを省略）， 
略号 v，疾患名 d

カプシドの 
対称性， 

カプソマーの数
エンベ 
ロープ

ビリオンの 
大きさ， 

形態的特徴 ＄
逆転写 
過程

ゲノムの 
性状

ゲノムの 
大きさ 

（kbまたは kbp）
DNA ポックスウイルス科  

Poxviridae
痘瘡 vd，ワクチニア v，伝染
性軟疣 vd 複雑 ＋

約 300×200×
150 nm 

レンガ状（卵形）
－ 2本鎖線状 130～375

ヘルペスウイルス科   
Herpesviridae

単純ヘルペス vd，水痘-帯状
疱疹 v，サイトメガロ v，EB v

立方対称 
162 ＋ 120～200 nm 

球状 － 2本鎖線状 125～240

アデノウイルス科  
Adenoviridae

上気道炎 d，流行性角結膜
炎 d，咽頭結膜熱 d

立方対称 
252 － 70～90 nm 

正 20面体型 － 2本鎖線状 28～45

ポリオーマウイルス科  
Polyomaviridae

JC v，BK v，進行性多巣性白
質脳症 d，メルケル細胞癌 d

立方対称 
72 － 40～45 nm 

正 20面体型 － 2本鎖環状 5

パピローマウイルス科  
Papillomaviridae 疣贅（いぼ） d，子宮頸癌 d 立方対称 

72 － 50～55 nm 
正 20面体型 － 2本鎖環状 7～8

パルボウイルス科  
Parvoviridae

B19 v，伝染性紅斑 v，胎児
水腫 v

立方対称 
60 － 18～26 nm 

正 20面体型 － 1本鎖線状 4～6

ヘパドナウイルス科  
Hepadnaviridae

B型肝炎 vd，急性肝炎 d，慢
性肝炎 d， 立方対称 ＋ 40～48 nm 

球状 ＋
2本鎖 

（一部 1本鎖） 
環状

3

RNA レトロウイルス科  
Retroviridae

HIV v，後天性免疫不全症候
群 d，HTLV-1 v，成人 T細胞
白血病 d

球状か桿状 ＋ 80～100 nm 
球状 ＋ 1本鎖，＋鎖 

二量体 7～12

レオウイルス科  
Reoviridae ロタ v，嘔吐下痢症 d 立方対称 

32 － 60～80 nm 
正 20面体型 － 2本鎖 

10～12分節 £ 19～32

ボルナウイルス科 #  
Bornaviridae ボルナ病 vd 不明 ＋ 80～100 nm 

球形 － 1本鎖，－鎖 
非分節 6

ラブドウイルス科 #  
Rhabdoviridae 狂犬病 vd らせん対称 ＋ 70～180 nm 

弾丸型 － 1本鎖，－鎖 
非分節 10～13

フィロウイルス科 #  
Filoviridae

エボラ v出血熱 d，マールブ
ルグ v病 d らせん対称 ＋

80×490～970 
nm 
線維状

－ 1本鎖，－鎖 
非分節 19

パラミクソウイルス科 #  
Paramyxoviridae

パラインフルエンザ v，麻
疹 vd，ムンプス vd らせん対称 ＋ 150～300 nm 

球状，多形性 － 1本鎖，－鎖 
非分節 15

ニューモウイルス科 #￥  
Pneumoviridae RS v，メタニューモ v らせん対称 ＋ 150～300 nm 

球状，多形性 － 1本鎖，－鎖 
非分節 15

オルソミクソウイルス科  
Orthomyxoviridae インフルエンザ A, B, C vd らせん対称 ＋ 80～120 nm 

球状，多形性 － 1本鎖，－鎖 
7～8分節 £ 10～15

ブニヤウイルス目 ！　  
Bunyavirales

クリミア-コンゴ出血熱 vd，
腎症候性出血熱 d，HPS d，
SFTS vd

らせん対称 ＋ 80～120 nm 
球状，多形性 －

1本鎖，－鎖 
3分節， 
一部両意性

11～19

［ブ］目アレナウイルス科 ！　 
Arenaviridae ラッサ v熱 d，南米出血熱 vd らせん対称 ＋ 50～300 nm 

球状 －
1本鎖，－鎖 

2分節， 
両意性

11

ピコルナウイルス科   
Picornaviridae

ポリオ vd，無菌性髄膜炎 d，
手足口病 d，ヘルパンギー
ナ d

立方対称 
32 － 22～30 nm 

正 20面体型 － 1本鎖，＋鎖 7～8

カリシウイルス科   
Caliciviridae ノロ v†，サポ v†，胃腸炎 d 立方対称 

32 － 27～40 nm 
正 20面体型 － 1本鎖，＋鎖 7～8

アストロウイルス科  
Astroviridae 胃腸炎 d 立方対称 － 28～30 nm 

正 20面体型 － 1本鎖，＋鎖 7～8

コロナウイルス科   
Coronaviridae 鼻かぜ d，SARS d，MERS d らせん対称 ＋ 120～160 nm 

球状 － 1本鎖，＋鎖 26～32

フラビウイルス科  
Flaviviridae

日本脳炎 vd，黄熱 vd，デン
グ v熱 d，C型肝炎 vd 立方対称 ＋ 40～60 nm 

球状 － 1本鎖，＋鎖 9.5～11

トガウイルス科  
Togaviridae 脳炎 d 立方対称 ＋ 60～70 nm 

球状 － 1本鎖，＋鎖 11～12

マトナウイルス科 §  
Matonaviridae 風疹 vd，先天性風疹症候群 d 立方対称 ＋ 60～70 nm 

球状 － 1本鎖，＋鎖 10

#：これら 5つの科は，モノネガウイルス目（ Mononegavirales）を構成する．
￥：最近までパラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）の同名の亜科であった．
！：最近まで同名の科であった．さらに，アレナウイルス科も包含した．12科のうち 5科がヒトの感染症に関連する．
＄：isometricを正 20面体型と訳した．
£：ロタウイルスは 11分節．
＆：インフルエンザ A, Bは 8分節，インフルエンザ Cは 7分節．
†：通常，属名でノロウイルス，サポウイルスと呼ばれる．
§：最近までトガウイルス科に分類されていたが，科として新設された．ルビウイルス属 1属のみを含む．

表 27-4　 国際ウイルス分類委員会の新しい分類体系（「ICTV New Taxonomy Release（2019）」）で提唱された
目より上位の分類（2020年 3月承認）

域（-viria） ＊ 
Realm

界（-virae） 
Kingdom

門（-viricota） 
Phylum

亜門（-viricotina） 
Subphylum

綱（-viricetes） ＊ 
Class

目（-virales） ＊＊ 
Order

DNAウイルス（3つの Realm）
デュプロドナウイルス域（Duplodnaviria）：HK97-like major capsid proteinsをコードする dsDNAウイルス

［double＋DNA］［省略］ ＊＊＊ ペプロウイルス門（Peploviricota）  
［garment←ヘルペスのテグメント］

［省略］ ＊＊＊ ヘルペスウイルス目（Herpesvirales）

バリドナウイルス域（Varidnaviria）：vertical jelly-roll-type major capsid proteinsをコードする DNAウイルス

［various＋DNA］［省略］ ＊＊＊ ヌクレオサイトウイルス門 
（Nucleocytoviricota）

［省略］ ＊＊＊ チトウイルス目（Chitovirales）

プレプラスミウイルス門 
（Preplasmiviricota）

［省略］ ＊＊＊ ロワウイルス目（Rowavirales）

モノドナウイルス域（ Monodnaviria）： ローリングサークル型増殖エンドヌクレアーゼをコードする ssDNAゲノムを持つ，あるいはそのウイルスに由来する dsDNA
ウイルス

［single＋DNA］ ショウトクウイルス界（Shotokuvirae） ＊＊＊

［省略］ ＊＊＊ パポバウイルス綱（Papovaviricetes）
2本鎖 DNA

セポリウイルス目（Sepolyvirales）

ツアハウゼンウイルス目 
（Zurhausenvirales）

クイントウイルス綱（Quintoviricetes）
1本鎖 DNA

ピッコウイルス目（Piccovirales）

RNAウイルス（1つの Realm）
リボウイルス域（Riboviria）：広義の RNAウイルス，RNA依存 RNAポリメラーゼか近縁の逆転写酵素をコードするウイルス

パラルナウイルス界（Pararnavirae）：逆転写酵素をコードする DNAウイルスか RNAウイルス

［next to＋RNA］ ［省略］ ＊＊＊ レブトラウイルス綱（Revtraviricetes） ブルバールウイルス目（Blubervirales）
DNAウイルス

オルテルウイルス目（Ortervirales）
RNAウイルス

オルソルナウイルス界（Orthornavirae）： 狭義の RNAウイルス，RNA依存 RNAポリメラーゼをコードす
るウイルス

［straight＋RNA］ デュプロルナウイルス門（Duplornaviricota）［double］2本鎖 RNA

［省略］ ＊＊＊ レオウイルス目（Reovirales）

ネガルナウイルス門（ Negarnaviricota）マイナス鎖 RNA

ハプロウイルス亜門（Haploviricotina）［simple］非分節

［省略］ ＊＊＊ モノネガウイルス目（ Mononegavirales）

ポリプロウイルス亜門（Polyploviricotina）［complex］分節

インストウイルス綱（Insthoviricetes） アルティクラウイルス目（Articulavirales）

エリオウイルス綱（Ellioviricetes） ブニヤウイルス目（Bunyavirales）

ピスウイルス門（Pisuviricota）：［picornavirus supergroup］に由来
プラス鎖 RNA ピソニウイルス綱（Pisoniviricetes） ニドウイルス目（ Nidovirales）

ピコルナウイルス目（Picornavirales）

ステルパウイルス綱（Stelpaviricetes） ステラウイルス目（Stellavirales）

キトリノウイルス門（Kitrinoviricota）：［yellow ⇒ yellow fever］の意
プラス鎖 RNA フラスウイルス綱（Flasuviricetes）：

［flavivirus supergroup］に由来
アマリロウイルス目（Amarillovirales）

アルスウイルス綱（Alsuviricetes）：
［alphavirus supergroup］に由来

マルテリウイルス目（ Martellivirales）

ヘペリウイルス目（Hepelivirales）
 ＊ ：域の下位に亜域（Subrealm），界の下位に亜界（Subkingdom），綱の下位に亜綱（Subclass）が提唱されているが，いずれも未適用のため，ここでは省略した．
 ＊＊ ：「目」は，表 27-1, 2と同じ順番に配列し，対応を取っている．
 ＊＊＊ ：  提唱されているが，医学上重要なウイルスを記載するうえで，重要でないと考えられる名称は省略した．ただし，最初に植物ウイルス（ジェミニウイルス科）を記

載したとされる称徳天皇（奈良時代の女帝で，孝謙天皇の重祚．該当の記載は万葉集 巻 19/4268にみられる）にちなんだショウトクウイルス界（Shotokuviriae）に
ついては，特別に記載した．


