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3．生物名一覧 

学  名 和名・属名 科・目名等 生物群 

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 calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他 

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

Chaetoceros calcitrans キートケロス属 キートケロス科（珪藻類） 藻 類 

Champia parvula ワツナギソウ ワツナギソウ科 藻 類 

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

（緑藻類） 
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 

Chroomonas sp. クロオモナス属 
クリプトモナス科 

（クリプト藻類） 
藻 類 

Cirrhinus mrigala  コイ科 魚 類 

Corbicula fluminea タイワンシジミ シジミ科 その他 

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 

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 

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

Duttaphrynus melanostictus 
(＝Bufo melanostictus) 

ヘリグロヒキガエル ヒキガエル科 その他 

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

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

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

Hyalella azteca  ヨコエビ亜目 甲殻類 

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 

Isonychia bicolor チラカゲロウ属 チラカゲロウ科 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 

Leuctra sp.  ホソカワゲラ科 その他 

Lymnaea luteola  モノアラガイ科 その他 

Maccaffertium modestum 
(＝Stenonema modestum) 

 ヒラタカゲロウ科 その他 

Marsupenaeus japonicus 
(＝Penaeus japonicus) 

クルマエビ クルマエビ科 甲殻類 

Mytilus edulis イガイ属 イガイ科 その他 

Oncorhynchus mykiss ニジマス サケ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss （降海型） スチールヘッドトラウト サケ科 魚 類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Pagrus major マダイ タイ科 魚 類 

Palaemonetes pugio  テナガエビ科 甲殻類 

Pavlova lutheri パブロバ属 
パブロバ科 

（パブロバ藻類） 
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 

Prorocentrum minimum 
(＝Prorocentrum marielebouriae) 

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 

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 

Scenedesmus acutus 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 スケルトネマ科（珪藻類） 藻 類 

Skeletonema marinoi スケレトネマ属 スケルトネマ科（珪藻類） 藻 類 

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

Staurastrum cristatum スタウラストルム属 チリモ科（接合藻類） 藻 類 

Tetradesmus obliquus 
(＝Scenedesmus obliquus) 

テトラデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 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 sp. (=Platymonas sp.) 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 

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 

Thalassiosira pseudonana タラシオシラ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻 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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