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3．生物名一覧 
学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他 

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類 

Anabaena sp. アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

Arbacia punctulata  アスナロウニ科 その他 

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

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

Australorbis glabratus 
（＝Biomphalaria glabrata） 

 ヒラマキガイ科（巻貝） その他 

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

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚類 

Carcinus maenas ミドリガニ ワタリガニ科 甲殻類 

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 

Ceriodaphnia quadrangula 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 

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他 

Chironomus tentans ユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Chlamydomonas reinhardi クラミドモナス属 クラミドモナス科（緑藻類） 藻類 

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

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

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

Crassostrea virginica バージニアガキ カキ科（二枚貝） その他 

Culex tarsalis ナミカ属 カ科 その他 

Cyprinodon variegatus  キプリノドン科 魚類 

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚類 

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Desmodesmus subspicatus 
（旧名Scenedesmus subspicatus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Dinophilus gyrociliatus  ノリコイソメ科（環形動物） その他 

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

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

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚類 

Gambusia holbrooki カダヤシ属 カダヤシ科 魚類 

Gobius microps  ハゼ科 魚類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Hyalella azteca  ヨコエビ科 甲殻類 

Hydra littoralis ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他 

Hydrozetes lacustris ミズノロダニ属 ミズノロダニ科 その他 

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 

Lemna gibba イボウキクサ ウキクサ科 その他 

Lemna perpusilla アオウキクサ 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 

Leuciscus idus melanotus  
（＝Idus idus melanotus） 

 コイ科 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 

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Mytilus galloprovincialis イガイ属 イガイ科（二枚貝） その他 

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

Neocaridina denticulata ミナミヌマエビ ヌマエビ科 甲殻類 

Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚類 

Ophryotrocha diadema  ノリコイソメ科（環形動物） その他 

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 

Oscillatoria cf. chalybea オスキラトリア属 オスキラトリア科（藍藻類） 藻類 

Oscillatoria perornata オスキラトリア属 オスキラトリア科（藍藻類） 藻類 

Pagrus major マダイ タイ科 魚類 

Palaemonetes vulgaris  テナガエビ科 甲殻類 

Pediastrum simplex ペジアストルム属 ヒドロジクチオン科（緑藻

類） 

藻類 

Perca fluviatilis  スズキ目 魚類 

Phaeodactylum tricornutum  ナビクラ目（珪藻類） 藻類 

Physella acuta（＝Physa acuta） サカマキガイ 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 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚類 

Portunus pelagicus タイワンガザミ ワタリガニ科 甲殻類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Pristina longiseta トガリミズミミズ ミズミミズ科 その他 

Procambarus clarkii アメリカザリガニ アメリカザリガニ科 甲殻類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名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 

Rana clamitans アカガエル属 アカガエル科 その他 

Rana pipiens アカガエル属 アカガエル科 その他 

Salvelinus fontinalis カワマス サケ科 魚類 

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

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

Sciaenops ocellatus  ニベ科 魚類 

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

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

Ulva fasciata リボンアオサ アオサ科 藻類 

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ（コモリガエル）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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