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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に向けて

実験動物の立場から



実験動物の
適正な飼育

実験動物の飼養及び保管並びに
苦痛の軽減に関する基準（環境省）

３Ｒ原則
代替法利用
使用数削減
苦痛の軽減

動物実験基本指針
（文科・厚労・農水省）

詳細指針
（学術会議）

各機関が動物実験等に関する規程を自主的に作成

実験動物の
適正な利用

反映

動物実験ガイドライン

指導 参考

依頼

わが国の動物実験に関する法的枠組み

動愛法

ソフト・ロー



動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、
動物の命に対してもその尊厳を守るということである。

人は他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きて
いけない存在である。このため、動物の利用または殺処分
を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直
視し、厳粛に受け止めることが現実には必要だ。

人と動物とは生命的に連続した存在であるとする科学的な
知見や、生きとし生けるものを大切にする心を踏まえ、動物
の命に対して感謝と畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを
命あるものである動物の取扱いに反映させる。

動物愛護管理基本指針（2006、環境省告示）



金網底ケージ

個別飼育

一定の飼料

絶食させる

実験データの再現
性の要件。

栄養素や有害物
質含量が基準を満
たす飼料を与える。

手術の成功、清浄な
血清の採取に欠か
せない。

科学的根拠をもって
絶食時間を決める。
絶水はさせない。

トレイに落ちた
糞や尿の観察に
必要。

巣材や休息板を
入れてあげる。

行動や代謝などの
個別観察に必要。

エンリッチメント（玩
具など）を与える。

実験動物の飼育のなぜ



人は個人の欲望に任せて行動しやすい。新規の技術の応用
が招く負の効果は複雑となり、そのすべてを個人個人で予
測することは不可能となってきた。そのため、多くの人が納
得し共有できる行動の指針・原則が必要となる。

日本学術会議 生命科学の全体像と生命倫理特別委員会報告 2003

 日本学術会議第7部報告：動物実験に対する社会的
理解を促進するために（提言） 2004

 動物愛護管理法改正：３R原則が明文化 2005
 文科省／厚労省／農水省：動物実験基本指針 2006
 日本学術会議：動物実験の適正な実施に向けたガイド

ライン 2006

指針（ソフト・ロー）を
研究機関が規程に

３R原則の
実効性を担保



 最終責任を機関長に一元化
 機関内規程の策定
 動物実験委員会の委員任命
 委員会による動物実験計画の審査
 動物実験計画の機関承認
 動物実験実施者等の教育訓練
 自主管理の自己点検・評価
 外部検証
 適切な方法による情報公開

研究機関等による自主・自律的規制
（動物実験の自主管理）は、

自由闊達な科学・技術の研究と
実験動物愛護・福祉を両立させるための最善策

委員会が具体的
ケースを判断



対象 実施機関 資格名 認定者数

獣医師 社団法人日本獣医学会

分科会：日本実験動物
医学会

実験動物医学専門医 83

(1998年～)

実験動物
技術者

社団法人日本実験動物
協会

（1985年に、日本実験
動物学会から引継ぎ）

1級実験動物技術者

2級実験動物技術者

861

10,853

(1974年～)

公的機関による教育と資格認定 2010年8月現在

教育訓練
獣医学的管理の

テキストを
作成してはどうか。



機関長による教育訓練ー自治医大の手術実習 「気管内挿管」
菱川修司. 2009. よりよい医療技術教育をめざして.Biophilia Vol.5 No.2, 26-31.より転載



動物実験関係者連絡協議会：小冊子「明日の幸せは健康
から －実験動物に感謝を込めてー」 の作成と配布
（2008年12月）

動物実験関係者の自主的教育訓練

北海道大学獣医学研究科：文科省特別教育研究経費を
活用したEラーニングコンテンツ「動物実験の実践倫理」
（CD‐R）の制作と配布 （2010年10月）

動物実験実施者等の新人教育
一般市民の理解促進

獣医学教育

動物実験実施者、実験動物技術者、
動物実験委員会委員の教育訓練



Part 1 法規制と自主管理 37:12
1-1 ３Rの原則と欧米の法的枠組み 15:19
1-2 日本の法的枠組み 12:56
1-3 動物実験基本指針と自主管理 08:57

Part 2 実験計画の立案と審査 49:24
2-1 実験計画書の作成 08:43
2-2 実験処置の苦痛度検索 14:06
2-3 苦痛の軽減 03:25
2-4 実験計画の審査とその実際 23:10

Part 3 課題と対応 36:37
3-1 科学者の目、市民の目 06:03
3-2 疾患（病態）モデルの作製 06:15
3-3 突然変異形質の維持 09:09
3-4 遺伝子操作 09:01
3-5 動物実験の実践倫理 06:09



外部検証

中央行政

科学者

外部検証

日 本 アメリカ

基本指針 文科省 PHS Policy
厚労省
農水省

学術会議ガイドライン ILAR Guide

国動協・公私動協 AAALAC
HS振興財団 International
日動協（飼養保管等）

Public Health Service
保健福祉省公衆衛生局

Institute for Laboratory 
Animal Research

Association for Assessment and Accreditation 
of Laboratory Animal Care

ヒューマン
サイエンス



 （社）日本実験動物協会（会員数91） ⇒ ブリーダー等
2004年度より4年間の24施設に対する試行を経て、2008年
度に本調査を開始。2008年度9施設、2009年度8施設、
2010年11施設、総計延べ52施設の実地調査・評価を実施

 国立大学法人動物実験施設協議会（60施設）と公私立大学
実験動物施設協議会（88施設）の合同委員会 ⇒ 大学等
2009年度より業務を開始し、12施設を調査・検証

 （財）ヒューマンサイエンス振興財団（会員数141） ⇒ 厚労
省国研、製薬企業研究所等
2009年度より業務を開始し、9施設を認定

 AAALAC International ⇒ 1965年に米国で業務を開始
32カ国の約800施設が認証取得
国内では1大学、2製薬企業、3受託試験機関が認証取得



１．実験動物生産施設と研究実施機関は相互に連携し、
実験動物飼養保管基準および動物実験基本指針を
自主・自律的に運用している。

２．動物実験実施者は、遺伝的・微生物学的に高品質の
実験動物を用いて得た生命科学の研究成果を市民の
健康と福祉に還元している。

３．公的機関が提供する教育認定と機関長による教育訓練、
さらには科学研究費補助金で作成されたEラーニングが、
３R原則の周知と具体化をもたらしている。

４．動物実験の意義と実験動物の苦痛を公正に評価できる
外部検証が普及し、自主管理の実効性を担保している。

2006年体制の「これまで」



５．法令の柔軟な運用を旨とする日本の取り組みは、発展
途上国の支援を目標のひとつに掲げるICLAS（国際実験
動物学会議）から評価され、欧米各国の有識者は、その
発展に期待している。

６．2005年の法改正で実験動物に対する規制が強化され
ていたら、自由闊達で創造性豊かな科学研究は減速の
方向を辿ったであろう。

７．このことで最も被害をこうむるのは、病に苦しむ患者と
その家族である。

８．法規制によらない動物実験の自主管理は、市民に何ら
不利益をもたらしていない。

９．動物愛護管理法で動物実験を規制すれば、日本学術会
議の2010年8月勧告「総合的な科学・技術政策の確立
による科学・技術研究の持続的振興に向けて」が損なわ
れ、ひいては国策を誤ることにもなりかねない。



2006年体制の「これから」：一流の科学技術立国を目指して

現行の動物愛護管理法の運用により、実験動物の福祉向上
は可能である。規制強化は市民に負の効果をもたらす。

 動物実験実施者、実験動物技術者、獣医師が協働する。
 ３R原則を共有し、創意工夫を相互に奨励・支援する。
 獣医師は科学者であり動物の代弁者でなければならない。

ご清聴ありがとうございました。

代替法（Alternative）の開発
 In vitro 代替法の実用化 → Replacement
 In vivo 代替法の実用化 → Reduction/Refinement
獣医学の教育改革：実験動物のanimal welfareに関し、
 獣医自身に求められる知識とスキル（実験動物医学）
 実験動物ユーザーとのコラボレーション


