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3．生物名一覧 
学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Acartia tonsa アカルチア属 アカルチア科 甲殻類 
Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia）  アミ科 甲殻類 

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

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

Brachionus rubens アカツボワムシ ツボワムシ科 その他 

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Centropomus undecimalis  スズキ目 魚 類 

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

Chironomus tepperi 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 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 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他 

Crangon crangon エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類 

Cyprinodon variegatus キプリノドン属 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 magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Daphnia sp. ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類 
Desmodesmus pannonicus 
（旧名 Scenedesmus pannonicus*1） デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 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 

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

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

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他 

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚 類 

Lemna sp. アオウキクサ属 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 

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

Octopus bimaculoides マダコ属 マダコ科 その他 

Octopus joubini マダコ属 マダコ科 その他 

Octopus maya マダコ属 マダコ科 その他 
Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） ニジマス サケ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Orconectes immunis  アメリカザリガニ科 甲殻類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Palaemonetes spp.  テナガエビ科 甲殻類 

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 
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 japonica ニホンアカガエル アカガエル科 その他 
Psetta maxima 
（＝Scophthalmus maximus）  カレイ目 魚 類 

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

Solea solea  カレイ目 魚 類 

Spirostomum ambiguum スピロストマム属 スピロストマム科 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 

*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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