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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 

Amphimelania holandri  中腹足目（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 aquaticus  ミズムシ科 甲殻類 

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

Bufo bufo japonicus ニホンヒキガエル ヒキガエル科 その他 

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 

Chaetoceros calcitrans キートケロス属 珪藻類 藻類 

Chaetogammarus marinus  ヨコエビ科 甲殻類 

Chanos chanos サバヒー サバヒー科 魚類 

Chironomus plumosus オオユスリカ 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 

Chlamydomonas eugametos クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻類 

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 

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

Colpidium colpoda  ミズケムシ目（繊毛虫） その他 

Crangon franciscorum 
（＝Crago franciscorum） エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類 

Crangon septemspinosa 
（＝Crago septemspinosus） エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類 

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

Culex pipiens アカイエカ カ科 その他 

Culex restuans ナミカ属 カ科 その他 

Cyprinodon variegatus キプリノドン属 キプリノドン科 魚類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

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 

Dreissena polymorpha カワホトトギスガイ 
カワホトトギス科 

（二枚貝） 
その他 

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

Eutreptiella sp. ユートレプティエラ属 ユーグレナ藻類 その他 

Gammarus fasciatus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

Gammarus fossarum ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類 

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

Gobius microps  ハゼ科 魚類 

Heterosigma akashiwo ヘテロシグマ属 ラフィド藻類 藻類 

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 

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚類 

Isochrysis galbana イソクリシス属 コッコリサス藻類 藻類 

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 

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 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 

Menidia menidia  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Morone saxatilis  スズキ科 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 

Ophryotrocha diadema  
ノリコイソメ科 

（環形動物） 
その他 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Palaemonetes kadiakensis  テナガエビ科 甲殻類 

Paramecium caudatum ゾウリムシ ミズケムシ目 その他 

Paramecium trichium パラメシウム属 

（ゾウリムシと同属） 
ミズケムシ目 その他 

Pavlova lutheri パブロバ属 パブロバ藻類 藻 類 

Perca fluviatilis  スズキ目 魚 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 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類 

Pristina longiseta トガリミズミミズ ミズミミズ科 その他 

Prorocentrum minimum 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 

Pseudocarcinus gigas オーストラリアオオガニ エビ目（十脚目） 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 japonica ニホンアカガエル アカガエル科 その他 

Scenedesmus pannonicus 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 

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

Tetrahymena elliozzi テトラヒメナ属 ミズケムシ目 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 

Tetraselmis tetrathele テトラセルミス属 クロロデンドロン藻類 藻 類 

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

Viviparus viviparus  タニシ科 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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