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3．生物名一覧 
学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
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 

Asellus hilgendorfi ミズムシ ミズムシ科 甲殻類 

Asellus militaris  ミズムシ科 甲殻類 

Azolla pinnata アカウキクサ属 アカウキクサ科 その他 

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

Brachionus plicatilis シオミズツボワムシ ツボワムシ科 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 

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚類 

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ 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 

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 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 

Cordylophora caspia  クラバ科（腔腸動物） その他 

Cyclops abyssorum ssp. prealpinus ケンミジンコ属 ケンミジンコ科 甲殻類 

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 hyalina 
ウスカワハリナガミジン

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 

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 

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

類） 
藻類 

Dugesia japonica ナミウズムシ プラナリア目 その他 

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

Ectocarpus variabilis シオミドロ属 シオミドロ科 藻類 

Ephemerella ignita マダラカゲロウ属 マダラカゲロウ科 その他 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Ephemerella mucronata マダラカゲロウ属 マダラカゲロウ科 その他 

Eudiaptomus padanus  ヒゲナガケンミジンコ科 甲殻類 

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚類 

Gammarus fasciatus 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 pulex ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gasterosteus aculeatus イトヨ トゲウオ科 魚類 

Gastrophryne carolinensis  ジムグリガエル科 その他 

Gila elegans  コイ科 魚類 

Hyalella azteca  ヨコエビ科 甲殻類 

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚類 

Jordanella floridae  キプリノドン科 魚類 

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 

Leuciscus idus melanotus  コイ科 魚類 

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他 

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚類 

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

類） 
藻類 

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

Navicula pelliculosa ナビクラ属 ナビクラ科（珪藻類） 藻類 

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

Nostoc calcicola ノストック属 ノストック科（藍藻類） 藻類 

Nuria denricus  コイ科 魚類 

Oncorhynchus masou サクラマス サケ科 魚類 

Oncorhynchus mykiss 

（＝Salmo gairdneri） 
ニジマス サケ科 魚類 

Orconectes immunis  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 

Pacifastacus leniusculus ウチダザリガニ ザリガニ科 甲殻類 

Phaeodactylum tricornutum  ナビクラ目（珪藻類） 藻類 

Physa gyrina サカマキガイ属 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 
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学名 和名・属名 科・目名等 生物群 
Porphyra yezoensis スサビノリ ウシケノリ科 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 

Ptychocheilus lucius  コイ科 魚類 

Rana porosa porosa トウキョウダルマガエル アカガエル科 その他 

Rana catesbeiana ウシガエル アカガエル科 その他 

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

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

Spirodela polyrhiza ウキクサ ウキクサ科 その他 

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

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 テトラヒメナ科 その他 

Therapon jarbua 

 （=Terapon jarbua） 
コトヒキ シマイサキ科 魚類 

Tribolodon hakonensis ウグイ コイ科 魚類 

Tubifex tubifex  イトミミズ科 その他 

Ulva pertusa アナアオサ アオサ科 藻類 

Undaria pinnatifida ワカメ チガイソ科 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 

Xyrauchen texanus  サッカー科 魚類 

*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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