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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 

Ambystoma gracile  トラフサンショウウオ科 その他 

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類 

Anaxyrus fowleri  
（＝Bufo fowleri） 

 ヒキガエル科 その他 

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

Caenorhabditis elegans  カンセンチュウ科 その他 

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Carcinus maenas ミドリガニ ワタリガニ科 甲殻類 

Ceriodaphnia cf. dubia ネコゼミジンコ属 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 

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他 

Chironomus dilutus 
（旧名 Chironomus tentans*1） 

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 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 
クロレラ科 

（トレボウクシア藻類） 
藻 類 

Chlorohydra viridissima クロロヒドラ属 ヒドラ科 その他 

Cipangopaludina chinensis malleata マルタニシ タニシ科 その他 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他 

Crangon septemspinosa エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類 

Crassostrea virginica バージニアガキ カキ科 その他 

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類 

Cypris subglobosa ユビヌキカイミジンコ キプリス科 甲殻類 

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類 

Daphnia carinata ミジンコ属 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 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Desmodesmus subspicatus 
（旧名 Scenedesmus subspicatus*2） 

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*3） 

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 ウズムシ目 その他 

Fundulus heteroclitus マミチョグ カダヤシ目 魚 類 

Gammarus minus 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 

Gastrophryne carolinensis  ジムグリガエル科 その他 

Gibelion catla 
（＝Catla catla） 

 コイ科 魚 類 

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他 

Indoplanorbis exustus インドヒラマキガイ ヒラマキガイ科 その他 

Isochrysis galbana イソクリシス属 
イソクリシス科 

（コッコリサス藻類） 
藻 類 

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 

Lithobates catesbeiana 
（＝Rana catesbeiana） 

ウシガエル アカガエル科 その他 

Lithobates palustris 
（＝Rana palustris） 

アメリカアカガエル属 アカガエル科 その他 

Lithobates pipiens 
（＝Rana pipiens） 

アメリカアカガエル属 アカガエル科 その他 

Lumbriculus variegatus  オヨギミミズ科 その他 

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科 その他 

Macrobrachium nipponense テナガエビ テナガエビ科 甲殻類 

Melita longidactyla ツメナガメリタヨコエビ メリタヨコエビ科 甲殻類 

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss ニジマス サケ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss gairdneri 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 

Oreochromis 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 

Pagrus major マダイ タイ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

Palaemonetes vulgaris  テナガエビ科 甲殻類 

Paratanytarsus dissimilis 
（＝Tanytarsus dissimilis） 

ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他 

Pelophylax porosus porosus  
（＝Rana porosa porosa） 

トウキョウダルマガエル アカガエル科 その他 

Physa heterostropha サカマキガイ属 サカマキガイ科 その他 

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類 

Prasinococcus sp. プラシノコックス属 プラシノコックス科 藻 類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（＝Raphidocelis subcapitata） 

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 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*4） 

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 

Rana temporaria アカガエル属 アカガエル科 その他 

Scenedesmus acutus var. acutus 
（＝Scenedesmus obliquus） 

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 

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

Synechococcus sp. シネココックス属 シネココックス科（藍藻類） 藻 類 

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 
クロロデンドロン科 

（クロロデンドロン藻類） 
藻 類 

Tubifex tubifex  イトミミズ亜科 その他 

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. 233 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 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 

*3 Desmodesmus subspicatus における記載に準じて、ここでは旧名と表記した 

*4 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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