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3．生物名一覧 
学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Acheilognathus moriokae タナゴ属 コイ科 魚類 

Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他 

Aedes taeniorhynchus ヤブカ属 カ科 その他 

Americamysis bahia 

（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類 

Amnicola sp. ヌマツボ属 ミズツボ科（巻貝） その他 

Anabaena inaequalis アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

Anabaena sp. アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

Anabaena torulosa アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

Anabas testudineus  キノボリウオ科（スズキ

目） 

魚類 

Anguilla japonica ウナギ ウナギ科 魚類 

Anguilla rostrata アメリカウナギ ウナギ科 魚類 

Aplexa hypnorum ホタルヒダリマキガイ サカマキガイ科（巻貝） その他 

Arbacia punctulata  アスナロウニ科 その他 

Artemia salina アルテミア属 無甲目（ホウネンエビ目） 甲殻類 

Asellus aquaticus  ミズムシ科 甲殻類 

Asterionella japonica アステリオネラ属 ジアトマ科（珪藻類） 藻類 

Austropotamobius pallipes  ザリガニ科 甲殻類 

Austropotamobius pallipes pall  ザリガニ科 甲殻類 

Baetis tricaudatus コカゲロウ属 コカゲロウ科 その他 

Brachionus calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他 

Branchiostoma caribaeum ナメクジウオ属 ナメクジウオ科（脊索動

物） 

その他 

Bufo bufo japonicus ヨーロッパヒキガエル ヒキガエル科 その他 

Caenorhabditis elegans  カンセンチュウ科（線形動

物） 

その他 

Cancer magister ホクヨウイチョウガニ イチョウガニ科 甲殻類 

Capitella capitata イトゴカイ イトゴカイ科（環形動物） その他 

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚類 

Ceriodaphnia cf. dubia ニセネコゼミジンコと同

属 

ミジンコ科 甲殻類 

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Champia parvula ワツナギソウ ワツナギソウ科 藻類 

Channa punctata タイワンドジョウ属 タイワンドジョウ科 魚類 

Chironomus bharati ユスリカ属 ユスリカ科 その他 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Chironomus dilutus ユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Chironomus plumosus オオユスリカ ユスリカ科 その他 

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他 

Chironomus salinarius シオユスリカ ユスリカ科 その他 

Chironomus sp. ユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Chironomus tentans ユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類) 藻類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類) 藻類 

Chydorus sphaericus マルミジンコ マルミジンコ科 甲殻類 

Cirrhinus mrigala  コイ科 魚類 

Claassenia sabulosa  カワゲラ科 その他 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他 

Corbicula fluminea タイワンシジミ シジミ科（二枚貝） その他 

Crangon septemspinosa エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類 

Crangonyx pseudogracilis マミズヨコエビ属 Crangonyctidae（ヨコエビ

類） 

甲殻類 

Crassostrea gigas マガキ イボタガキ科（二枚貝） その他 

Crocothemis erythraea ショウジョウトンボ属 トンボ科 その他 

Ctenopharyngodon idullus ソウギョ属 コイ科 魚類 

Culex pipiens pallens アカイエカ カ科 その他 

Culex pipiens quinquefasciata ネッタイイエカ カ科 その他 

Culex quinquefasciatus ナミカ属 カ科 その他 

Cyclotella meneghiniana キクロテラ属 コスキノジスクス科（珪藻

類） 

藻類 

Cynoglossus joyneri アカシタビラメ ウシノシタ科（カレイ目） 魚類 

Cyprinodon variegatus  キプリノドン科 魚類 

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚類 

Danio rerio（＝Brachydanio rerio） ゼブラフィッシュ コイ科 魚類 

Daphnia ambigua マギレミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia carinata ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia similis タイリクミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Desmodesmus subspicatus 

（旧Scenedesmus subspicatus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Ditylum brightwellii ディティルム属 リスデスミウム科（珪藻

類） 

藻類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Dreissena polymorpha カワホトトギスガイ カワホトトギス科（二枚

貝） 

その他 

Dugesia japonica ナミウズムシ プラナリア目（扁形動物） その他 

Dunaliella bioculata ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科（緑藻類） 藻類 

Dunaliella tertiolecta ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科（緑藻類） 藻類 

Echinogammarus tibaldii  ヨコエビ科 甲殻類 

Engraulis japonicus カタクチイワシ カタクチイワシ科 魚類 

Fundulus heteroclitus マミチョグ Fundulidae（カダヤシ目） 魚類 

Gadus morhua マダラ属 タラ科 魚類 

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚類 

Gammarus annulatus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus lacustris ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus minus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus pseudolimnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus sp. ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gastrophryne carolinensis  ジムグリガエル科 その他 

Gonyaulax polyedra ゴニアウラクス属 ゴニアウラクス科（渦鞭毛

藻類） 

藻類 

Grandidierella japonica ニッポンドロソコエビ ユンボソコエビ科 甲殻類 

Hemigrapsus oregonensis イソガニ属 イワガニ科 甲殻類 

Homarus americanus アメリカンロブスター イセエビ科 甲殻類 

Hyalella azteca  ヨコエビ科 甲殻類 

Hydra americana ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他 

Hydra attenuata ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他 

Hypophthalmichthys nobilis ハクレン属 コイ科 魚類 

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚類 

Isochrysis galbana イソクリシス属 イソクリシス目（黄色鞭毛

藻類） 

藻類 

Jordanella floridae  キプリノドン科 魚類 

Labeo rohita  コイ科 魚類 

Lampsilis siliquoidea  イシガイ科（二枚貝） その他 

Lemna minor コウキクサ ウキクサ科 その他 

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚類 

Leuciscus idus  コイ科 魚類 

Leuresthes tenuis  トウゴロウイワシ科 魚類 

Lumbriculus variegatus ヤマトオヨギミミズと同

属 

オヨギミミズ科 その他 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Lymnaea palustris  モノアラガイ科（巻貝） その他 

Macrobrachium rosenbergii オニテナガエビ テナガエビ科 甲殻類 

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚類 

Menidia menidia  トウゴロウイワシ科 魚類 

Menidia peninsulae  トウゴロウイワシ科 魚類 

Menippe mercenaria  オウギガニ科 甲殻類 

Microcystis aeruginosa ミクロキスティス属 クロオコックス科（藍藻

類） 

藻類 

Minutocellus polymorphus Minutocellus属 キマトシーラ科（珪藻類） 藻類 

Misgurnus anguillicaudatus ドジョウ ドジョウ科 魚類 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Morone saxatilis  スズキ科 魚類 

Mulinia lateralis  バカガイ科（二枚貝） その他 

Mya arenaria セイヨウオオノガイ オオノガイ科（二枚貝） その他 

Mystus cavasius  ギギ科（ナマズ目） 魚類 

Mystus vittatus  ギギ科（ナマズ目） 魚類 

Mytilus edulis ムラサキイガイ イガイ科（二枚貝） その他 

Nais sp.  ミズミミズ科 その他 

Neanthes arenaceodentata ゴカイと同属 ゴカイ科（環形動物） その他 

Neotrypaea californiensis  スナモグリ科 甲殻類 

Nitzschia closterium ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻類 

Nitzschia fonticola ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻類 

Nitzschia sp. ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻類 

Oncorhynchus clarki henshawi サケ属 サケ科 魚類 

Oncorhynchus clarkii stomias サケ属 サケ科 魚類 

Oncorhynchus gilae apache サケ属 サケ科 魚類 

Oncorhynchus mykiss 

（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚類 

Ophiogomphus sp.  サナエトンボ科 その他 

Orconectes immunis  アメリカザリガニ科 甲殻類 

Orconectes limosus  アメリカザリガニ科 甲殻類 

Oreochromis mossambicus 

（＝Sarotherodon mossambicus） 

カワスズメ カワスズメ科 魚類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚類 

Palaemonetes pugio  テナガエビ科 甲殻類 

Palaemonetes sp.  テナガエビ科 甲殻類 

Paracentrotus lividus ヨーロッパムラサキウニ ホンウニ目 その他 



5 
 

学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Paratanytarsus parthenogeneticus ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Paratanytarsus sp. ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Paratya compressa improvisa ヌカエビ ヌマエビ科 甲殻類 

Penaeus duorarum ウシエビ属 クルマエビ科 甲殻類 

Perna perna ミドリイガイ属 イガイ科（二枚貝） その他 

Physa heterostropha サカマキガイ属 サカマキガイ科（巻貝） その他 

Physella virgata  サカマキガイ科（巻貝） その他 

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚類 

Pinctada imbricata アコヤガイ属 ウグイスガイ科（二枚貝） その他 

Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 魚類 

Platymonas sp. プラチモナス属 テトラセルミス科（緑藻

類） 

藻類 

Pleuronectes americanus ツノガレイ属 カレイ科 魚類 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚類 

Procloeon sp. ヒメウスバコカゲロウ属 コカゲロウ科 その他 

Pseudagrion sp. ナガイトトンボ属 イトトンボ科 その他 

Pseudokirchneriella subcapitata

（旧Selenastrum 

capricornutum*2） 

プセウドキルクネリエラ

属 

オーキスチス科（緑藻類) 藻類 

Pteronarcys californicus  カワゲラ目 その他 

Rana catesbeiana ウシガエル アカガエル科 その他 

Rana temporaria アカガエル属 アカガエル科 その他 

Rhepoxynius abronius  ヒサシソコエビ科 甲殻類 

Roccus americanus  スズキ科 魚類 

Salmo salar タイセイヨウサケ属 サケ科 魚類 

Salmo trutta ブラウントラウト サケ科 魚類 

Salvelinus fontinalis カワマス サケ科 魚類 

Salvelinus namaycush レイクトラウト サケ科 魚類 

Scapholeberis kingi アオムキミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類 

Scenedesmus acutiformis セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Scenedesmus obliquus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Scenedesmus quadricauda セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Scenedesmus sp. セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Scenedesmus vacuolatus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Scolelepis fuliginosa  スピオ科（多毛綱） その他 

Simulium vittatum アシマダラブユ属 ブユ科 その他 

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Spirostomum ambiguum  スピロストマム科（原生動

物） 

その他 

Spirostomum teres  スピロストマム科（原生動

物） 

その他 

Strongylocentrotus droebachiensis オオバフンウニ属 オオバフンウニ科 その他 

Stylaria lacustris テングミズミミズ ミズミミズ科 その他 

Tallaperla maria 

（=Peltoperla maria） 

 ヒロムネカワゲラ科 その他 

Tanytarsus dissimilis ヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他 

Thalassiosira pseudonana タラシオシラ属 タラシオシラ科（珪藻類) 藻類 

Thamnocephalus platyurus  無甲目（ホウネンエビ目） 甲殻類 

Tilapia mossambica カワスズメ カワスズメ科 魚類 

Tilapia nilotica  

（＝Oreochromis niloticus） 

ナイルティラピア カワスズメ科 魚類 

Trichogaster pectoralis  キノボリウオ亜目 魚類 

Tubifex tubifex  イトミミズ科 その他 

Upogebia pugettensis アナジャコ属 アナジャコ科 甲殻類 

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ（コモリガエル)科 その他 

Zostera marina アマモ アマモ科 その他 

*1 OECD テストガイドライン No.201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 試験生物として用いられてきた Selenastrum capricornutum は、Pseudokirchneriella subcapitata であったことが確

認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 
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