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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 

Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他 

Alburnus alburnus  コイ科 魚 類 

Americamysis bahia 
(＝Mysidopsis bahia) 

 アミ科 甲殻類 

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

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

Brachionus plicatilis シオミズツボワムシ ワムシ目 その他 

Brevoortia tyrannus  ニシン科 魚 類 

Caenorhabditis elegans  カンセンチュウ科 その他 

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

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他 

Chlorella vulgaris 
(＝Chlorella pyrenoidosa) 

クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Crassostrea gigas マガキ イタボガキ科 その他 

Cyprinodon variegatus キプリノドン属 カダヤシ目 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 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 

Dicentrarchus labrax  スズキ科 魚 類 

Dugesia japonica ナミウズムシ 
サンカクアタマウズムシ

科 
その他 

Dunaliella salina 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 

Echinodorus cordifolius  オモダカ科（単子葉類） その他 

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚 類 

Isochrysis galbana イソクリシス属 
イソクリシス科 

（プリムネシウム藻類） 
藻 類 

Lampsilis cardium  イシガイ科（二枚貝） その他 

Lemna gibba イボウキクサ サトイモ科（単子葉類） その他 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Lemna minor コウキクサ サトイモ科（単子葉類） 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 

Lumbriculus variegatus 
ヤマトオヨギミミズと 

同属 
オヨギミミズ科 その他 

Mercenaria mercenaria ホンビノスガイ 
マルスダレガイ科 

（二枚貝） 
その他 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類 

Myriophyllum sibiricum フサモ属 アリノトウグサ科 その他 

Myriophyllum spicatum ホザキノフサモ アリノトウグサ科 その他 

Mytilus galloprovincialis ムラサキイガイ イガイ科（二枚貝） その他 

Nitocra spinipes ナミミズベソコミジンコ ソコミジンコ目 甲殻類 

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 

Parachlorella kessleri  
(＝Chlorella kessleri) 

パラクロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Farfantepenaeus aztecus 
(＝Penaeus aztecus) 

 クルマエビ科 甲殻類 

Phaeodactylum tricornutum フェオダクチラム属 珪藻類 藻 類 

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 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*2） 

プセウドキルクネリエラ

属 

セレナスツルム科 

（緑藻類） 
藻 類 

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

Venerupis philippinarum 
(＝Tapes philippinarum) 

 
マルスダレガイ科 

（二枚貝） 
その他 

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

Tetraselmis suecica テトラセルミス属 
クロロデンドロン科 

（クロロデンドロン藻類） 
藻 類 

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

Tigriopus fulvus シオダマリミジンコ属 ハルパクチクス科 甲殻類 

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ科 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
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認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 
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