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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 

Ambystoma gracile  トラフサンショウウオ科 その他 

Ambystoma mexicanum  トラフサンショウウオ科 その他 

Americamysis bahia 

（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類 

Anabaena flos-aquae アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

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

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

Artemia sp. アルテミア属 ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類 

Asterias rubens キヒトデ属 キヒトデ科 その他 

Barentsia matsushimana スズコケムシ属 バレンチア科（内腔動物） その他 

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

Caenorhabditis elegans  カンセンチュウ科 その他 

Cancer anthonyi イチョウガニ属 イチョウガニ科 甲殻類 

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 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 

Catostomus commersoni  サッカー科 魚類 

Catostomus latipinnis  サッカー科 魚類 

Ceriodaphnia affinis ネコゼミジンコ属 ミジンコ科 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 cf. pulchella ヒメ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 dubia/affinis ネコゼミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類 

Ceriodaphnia reticulata アミメネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Ceriodaphnia rigaudi ネコゼミジンコ属 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 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 

Chlamydomonas angulosa クラミドモナス属 クラミドモナス科（緑藻

類） 

藻類 

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

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Chlorella sp. 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 

Chroomonas sp. クロオモナス属 クリプトモナス科（褐色

鞭毛藻類） 

藻類 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他 

Colpidium campylum  テトラヒメナ科 その他 

Crago franciscorum 

（＝Crangon franciscorum） 

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 

Cryptomonas obovoida クリプトモナス属 クリプトモナス科（褐色

鞭毛藻類） 

藻類 

Culex pipiens アカイエカ カ科 その他 

Culex quinquefasciatus ナミカ属 カ科 その他 

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 carinata ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia cucullata カムリハリナガミジンコ 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 pulicaria ミジンコ属 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 

Diaphanosoma brachyurum オナガミジンコ属 シダ科（ミジンコ目） 甲殻類 

Dinophilus gyrociliatus  ノリコイソメ科（環形動

物） 

その他 

Drepanomonas revoluta  ナスラ目（繊毛虫類） その他 

Dugesia dorotocephala ナミウズムシ属 プラナリア目 その他 

Dugesia tigrina アメリカナミウズムシ プラナリア目 その他 

Esox lucius ノーザンパイク カワカマス科 魚類 

Eupagurus bernhardus 

（＝Pagurus bernhardus） 

ホンヤドカリ属 ホンヤドカリ科 甲殻類 

Euplotes aediculatus  ユウプロテス科（繊毛虫

類） 

その他 

Fundulus heteroclitus マミチョグ Fundulidae（カダヤシ目） 魚類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Gammarus fasciatus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus limnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus pulex 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 

Glaucocystis nostochinearum スクヤペルタ属 スクヤペルタ科 藻類 

Glenodinium halli グレノジニウム属 ペリジニウム科（渦鞭毛

藻類） 

藻類 

Gracilaria tenuistipitata var. liui オゴノリ属 オゴノリ科 藻類 

Gymnodinium splendens ギムノジニウム属 ギムノジニウム科（渦鞭

毛藻類） 

藻類 

Halteria grandinella オドリフデヅツムシ ハルテリア科（繊毛虫類） その他 

Helisoma trivolvis アメリカヒラマキ ヒラマキガイ科（巻貝） その他 

Heteropneustes fossilis  ナマズ目 魚類 

Hyalella azteca  ヨコエビ科 甲殻類 

Hydra attenuata ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他 

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） 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 

Isochrysis sp. 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 minor コウキクサ ウキクサ科 その他 

Lemna paucicostata 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 

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他 

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

類） 

藻類 

Micropterus salmoides ブラックバス サンフィッシュ科 魚類 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Moinodaphnia macleayi タマミジンコモドキ ミジンコ科 甲殻類 

Morone saxatilis  スズキ科 魚類 

Mugil cephalus ボラ ボラ科 魚類 

Navicula seminulum hustedtii ナビクラ属 ナビクラ科（珪藻類） 藻類 

Neanthes arenaceodentata ゴカイと同属 ゴカイ科（環形動物） その他 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Nemoura cinerea オナシカワゲラ属 オナシカワゲラ科 その他 

Oncorhynchus clarki サケ属 サケ科 魚類 

Oncorhynchus kisutch ギンザケ サケ科 魚類 

Oncorhynchus mykiss 

（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚類 

Oncorhynchus tshawytscha マスノスケ サケ科 魚類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚類 

Palaemonetes pugio  テナガエビ科 甲殻類 

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

Paralichthys olivaceus ヒラメ ヒラメ科 魚類 

Pavlova lutheri パブロバ属 オクロモナス科（黄色鞭

毛藻類） 

藻類 

Penaeus aztecus ウシエビ属 クルマエビ科 甲殻類 

Penaeus chinensis コウライエビ クルマエビ科 甲殻類 

Penaeus duorarum ウシエビ属 クルマエビ科 甲殻類 

Phaeodactylum tricornutum  ナビクラ目（珪藻類） 藻類 

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

Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 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 

Prorocentrum mariae-lebouriae プロロケントルム属 プロロケントルム科（渦

鞭毛藻類） 

藻類 

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 

Pteronarcys californica  カワゲラ目 その他 

Rana pipiens アカガエル属 アカガエル科 その他 

Salmo salar タイセイヨウサケ属 サケ科 魚類 

Salvelinus namaycush レイクトラウト サケ科 魚類 

Scenedesmus acutus 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 

Sebastes schlegeli クロソイ フサカサゴ科 魚類 

Selenastrum sp. Selenastrum属 オーチキス科（緑藻類） 藻類 

Simocephalus vetulus オカメミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻類 

Solea solea  ササウシノシタ科（カレ

イ目） 

魚類 

Stizostedion vitreum 

（＝Sander vitreus） 

 パーチ科 魚類 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Streptocephalus rubricaudatus  ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類 

Streptocephalus texanus  ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類 

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

Synechococcus bacillaris シネココックス属 クロオコックス科（藍藻

類） 

藻類 

Synechococcus sp. シネココックス属 クロオコックス科（藍藻

類） 

藻類 

Taphius glabratus 

（＝Biomphalaria glabrata） 

 ヒラマキガイ科（巻貝） その他 

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他 

Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他 

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

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

Tubifex tubifex  イトミミズ科 その他 

Venerupis pullastra 

（＝Tapes pullastra） 

リュウキュウアサリ属 マルスダレガイ科（二枚

貝） 

その他 

Villorita cyprinoides  シジミ科（二枚貝） その他 

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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