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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

Allorchestes compressa ヘッピリモクズ属 モクズヨコエビ科 甲殻類

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類

Anabaena sp. アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻 類 

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

Argopecten irradians  イタヤガイ科（二枚貝） その他

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 fowleri  ヒキガエル科 その他

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Catostomus latipinnis  サッカー科 魚 類 

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

Ceriodaphnia pulchella ヒメネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Chaetogammarus marinus  ヨコエビ科 甲殻類

Champia parvula ワツナギソウ ワツナギソウ科 藻 類 

Chironomus decorus ユスリカ属 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 thummi ユスリカ属 ユスリカ科 その他

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

（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 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 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他

Corixa punctata  ミズムシ科 その他

Crangon septemspinosa 
（＝Crago septemspinosus） 

エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Culex pipiens アカイエカ カ科 その他

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 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

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 

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 

Dugesia japonica ナミウズムシ ウズムシ目 その他

Dugesia lugubris ナミウズムシ属 ウズムシ目 その他

Dunaliella viridis ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科（緑藻類） 藻 類 

Erpobdella octoculata ナミイシビル イシビル科（環形動物） その他

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚 類 

Gammarus pseudolimnaeus 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  ヨコエビ亜目 甲殻類

Hydra sp. 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 

Ischnura elegans アオモンイトトンボ属 イトトンボ科 その他

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

Jordanella floridae  キプリノドン科 魚 類 

Landoltia punctata ヒメウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lemna gibba イボウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lemna minor コウキクサ ウキクサ亜科 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 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Lumbriculus variegatus  オヨギミミズ科 その他

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他

Melanogrammus aeglefinus マダラ属 タラ科 魚 類 

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 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Monoraphidium convolutum モノラフィディウム属 
セレナストラム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Monoraphidium griffithii モノラフィディウム属 
セレナストラム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Morone saxatilis  スズキ科 魚 類 

Mugil cephalus ボラ ボラ科 魚 類 

Mya arenaria セイヨウオオノガイ オオノガイ科（二枚貝） その他

Nemoura cinerea オナシカワゲラ属 オナシカワゲラ科 その他

Nitokra spinipes 
（＝Nitocra spinipes） 

ナミミズベソコミジンコ ソコミジンコ目 甲殻類

Nitzschia sp. ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻 類 

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

Notocallista sp.  
マルスダレガイ科 

（二枚貝） 
その他

Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Oscillatoria agardhii オスキラトリア属 
オスキラトリア科 

（藍藻類） 
藻 類 

Pagrus major マダイ タイ科 魚 類 

Palaemonetes pugio  テナガエビ科 甲殻類

Paralichthys olivaceus ヒラメ ヒラメ科 魚 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 

Ptychocheilus lucius  コイ科 魚 類 

Rana pipiens アカガエル属 アカガエル科 その他
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Rasbora heteromorpha  コイ科 魚 類 

Scenedesmus sp. セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus acutus acutus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus obliquus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus vacuolatus セネデスムス属 セネデスムス科（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 

Spirodela polyrhiza ウキクサ ウキクサ亜科 その他

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

（原生動物） 
その他

Spirostomum teres スピロストマム属 
スピロストマム科 

（原生動物） 
その他

Spisula solidissima  バカガイ科（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

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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