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わが国の動物実験代替法の歩み

• １９８２年 動物実験代替法検討会設立
• １９８７年 動物実験代替法研究会へ改組
• １９８９年 日本動物実験代替法学会と名称変更
• １９９０年 AATEX（日本動物実験代替法学会誌）
創刊

• ２００５年 JaCVAM（日本動物実験代替法検証セ
ンター）創立

• ２００６年 動物愛護法に３Rs記載

• ２００７年 第６回世界動物実験代替法会議がア
ジアで初めて、東京で開催



実験動物愛護法制の
最近の国際的動向

• ２０１０年５月 OIE 実験動物福祉綱領施行

• ２０１０年６月 EU実験動物保護法成立

• ２０１０年８月 米国ILARの指針回覧

• ２０１０年１１月 ICLASによるCIOMSの指針改
訂案提示

• ２０１１年 CIOMSの指針出版予定

いずれもが３Rsを強調している



現行の実験動物愛護関連法
および指針

• 動物の愛護及び管理に関する法律
• 環境省 動物愛護管理基本指針

• 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

• 動物の殺処分方法に関する指針

• 日本学術会議詳細指針
• 文科省指針
• 厚労省指針
• 農水省指針



各種指針等の内容比較

• 日本学術会議詳細指針

• OIE実験動物福祉綱領

• ILARの指針（第8版）

• EU実験動物保護法

• CIOMSの原則



実験動物の飼養方法
ケージに関する記述

法律、指針 飼育方法に関する記載 ケージのサイズ

学術会議 第６ 実験動物の飼養および保管 なし

OIE綱領 ７．８．８条 物理的な施設と環境条件 なし（上位の動物
福祉綱領に５F)

ILAR指針 第３章 環境、飼育施設及び管理 数値あり

EU保護法 詳細に規定 数値あり

CIOMS 可能な限り最高の生育環境 獣医師の監督



実験動物の飼養方法
Enrichment（富化）

法律、指針 Enrichmentに関する記載 特徴

学術会議 第６ 実験動物の飼養および保管 なし

OIE綱領 ７．８．８条 の飼養第４項 Enrichment 適切な行動とスト
レスの最少化

ILAR指針 第３章 環境、飼育施設及び管理 数値あり

EU保護法 詳細に規定 数値あり

CIOMS 可能な限り最高の生育環境 獣医師の監督



実験動物の飼養方法
獣医師の関わり

法律、指針 獣医師に関する記載 特徴

学術会議 わずか２か所 鎮痛麻酔法：医師、獣医師、薬剤師等
の助言。感染症では獣医師の診断、助
言。

OIE綱領 ７．８．６条 全体 獣医学的愛護の詳細；臨床。病理解剖。
医学記録。人獣共通感染症。手術、術
後管理。鎮痛、麻酔、安楽死。人道的
エンドポイント

ILAR指針 第４章 全体 獣医学的愛護の詳細；受け入れ、輸送。
予防医学。臨床的愛護と管理。手術。
苦痛。麻酔、鎮痛。安楽死。

EU保護法 随所に記載 いつでも獣医学的愛護ができる体制

CIOMS １１条中２条に記載 獣医学的に容認された麻酔、鎮痛。飼
育環境は実験動物獣医師の監督。い
つでも獣医学的愛護を用意。



動物実験代替法の記載

法律、指針 代替法に関する記載 特徴

学術会議 代替法と３Rわずか４か
所

動物実験の理念、実験動物取扱いの
理念。必要な限度において３R。計画立

案時（代替法の活用）。激しい苦痛の
計画では代替法の有無を検索。

OIE綱領 前提に記載
７．８．３条 全体

詳細別記

ILAR指針 随所に記載 主要な考え：代替法の有無の検索。法
律の規定の原則の最初の項。計画時
の３Rの審査。委員会の注目点。拘束
法。代替法に関する１３文献引用。

EU保護法 随所に記載 詳細別記

CIOMS 第２条、４条、５条、６条、
７条、８条

詳細別記
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OIE綱領の動物実験代替法の前提

• The OIE recognises the vital role played by the use of live animals in 
research and education. 

• The OIE Guiding Principles for Animal Welfare state that such use makes a 
major contribution to the wellbeing of people and animals and emphasise
the importance of the Three Rs (see Article 7.8.3.). 

• Most scientists and members of the public agree that the animals should 
only be used when necessary; 
– ethically justified (thereby avoiding unnecessary duplication of animal-based 

research); 
– and when no other alternative methods, not using live animals, are available;
– that the minimum number of animals should be used to achieve the scientific 

or educational goals; 
– and that such use of animals should cause as little pain and/or distress as 

possible. 
• In addition, animal suffering is often recognised separately from pain and 

distress and should be considered alongside any lasting harm which is 
expected to be caused to animals.



OIEの動物実験代替法の記述
The Three Rs（本文の冒頭）

• The internationally accepted tenet, the ‘Three Rs’, comprises the 
following alternatives:
– 1. replacement refers to the use of methods utilizing cells, tissues or 

organs of animals (relative replacement), as well as those that do not 
require the use of animals to achieve the scientific aims (absolute 
replacement);

– 2. reduction refers to the use of methods that enable researchers to 
obtain comparable levels of information from fewer animals or to 
obtain more information from the same number of animals;

– 3. refinement refers to the use of methods that prevent, alleviate or 
minimise pain, suffering, distress or lasting harm and/or enhance 
welfare for the animals used. Refinement includes the appropriate 
selection of relevant species with a lesser degree of structural and 
functional complexity in their nervous systems and a lesser apparent 
capacity for experiences that derive from this complexity. 
Opportunities for refinement should be considered and implemented 
throughout the lifetime of the animal and include, for example, 
housing and transportation as well as procedures and euthanasia.
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ILARの指針第8版

• 米国の動物実験施行上のバイブル

• AAALAC Interntionalの最重要参考文書

• １１か国語に翻訳されている

• 1985年の日本語版以来日本でも重要参考文
献（鍵山先生翻訳）

• 1996年版が最新であった



改訂委員会
• 委員長 Dr. Janet Garber 前回改訂委員

– AAALAC International Council
• 13名の委員

• 欧州からの委員を含む

• アジアからの委員はいない

• 査読委員会は別に設置された

• 査読委員会の委員は実験動物学および実験
動物医学の専門家が中心



何が変わったか

• 旧版 全4章
• 新版 全5章

–はじめにが章となった

–水生動物の項が追加された

• 厚くなった

– １１８ページーー＞２１８ページ

• 獣医学的愛護の項が増強された

– １４ページーー＞３０ページ



ILARの指針の内容

• 第1章 基本的考え

– 8項中1項が３Rs

• 第2章 動物の愛護と使用体制

• 第3章 環境、飼育方法と管理

–陸生動物

–水生動物

• 第4章 獣医学的愛護

• 第5章 物理的な施設



具体的改訂関連項目１

• ケージサイズ

• ウサギケージは2インチ高くなり16インチ（４０．
５ｃｍ）となった

–欧州の６０ｃｍには及ばない

–科学的根拠がない

• マウスのほ乳親子のケージ床面積の規定

• 霊長類ケージサイズの再分類

• 最低、最高温度の設定



具体的改訂関連項目２

• 獣医学的愛護の章が拡大

–手術に関する記載が拡大

• 訓練

• 手術手技

• 術中のモニタリング

• 麻酔深度の確認の詳細化

–手術室に関する記載が拡大
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EUの実験動物保護法
前提全５６項目

• 第9項目 哺乳動物の胎児にも適用

• 第10項目 ヒトと動物の健康と環境のために動
物実験は必要である。

• 第30項 動物福祉の監視のために獣医学的愛
護はいつでも準備できていなければならない。

• 第47項 ECVAMの必要性と役割および代替法の
Validation

• 第48項 実験動物保護の国際委員会の設置と
それによる３Rsの推進



EU実験動物保護法の本文

• 全66条
• 第1章 概要

• 第1条 目的と範囲

• 第1項 この法律により科学あるいは教育に用い
られる動物の保護のための方法を確立する。

• (a) the replacement and reduction of the use of 
animals in procedures and the refinement of the 
breeding, accommodation, care and use of 
animals in procedures 



EU実験動保護法第4条
置換、削減、苦痛軽減の原則

• 1. Member States shall ensure that, wherever possible, 
a scientifically satisfactory method or testing strategy, 
not entailing the use of live animals, shall be used 
instead of a procedure.

• 2. Member States shall ensure that the number of 
animals used in projects is reduced to a minimum 
without compromising the objectives of the project. 

• 3. Member States shall ensure refinement of breeding, 
accommodation and care, and of methods used in 
procedures, eliminating or reducing to the minimum 
any possible pain, suffering, distress or lasting harm to 
the animals. 

• 4. This Article shall, in the choice of methods, be 
implemented in accordance with Article 13. 



EU実験動物保護法
第3節 実験方法
第12条から第19条

• 第12条 実験方法

• 第13条 方法の選択

• 第14条 麻酔

• 第15条 実験方法の苦痛度分類

• 第16条 再使用

• 第17条 実験の終了

• 第18条 組織、器官の融通

• 第19条 帰郷と動物解放の企画



EU実験動物保護法
他の気付いた点（我が国との違い）

• 第4節 許可
• 第1章 繁殖、供給業者と使用機関の要求項目
• 第20条 繁殖、供給業者と使用機関の許可
• 第24条 各個の個人的要求項目
• 第25条 管理獣医師

– 実験動物獣医師の配置
– 実験動物医学の専門家

• 第31条 霊長類、イヌ及びネコの情報
• 第34条 加盟国の査察
• 第39条 （研究）実施後の評価

– 目的の達成
– 実験方法の苦痛度、使用動物の種類と数を含む動物の被害
– さらなる３Rｓを導入するための貢献度



EU実験動物保護法
第5節 重複の回避と代替法への道

• 第46条 実験の重複回避

• 第47条 代替法への道

• 第48条 基準研究所

–附則第7参照

–代替法研究所

• 第49条 特別な目的の使用動物保護のため
の国内委員会
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CIOMSの指針の動物実験代替法

• 第２条
– 数学的なモデル、コンピューター・シミュレーションおよび

in vitro の生物系システムといった方法が使えるならば、
そちらを使うべきである。（Replacement）

• 第４条
– 実験のために選ばれる動物は、適切な種および質であり、
科学的に信頼のおける結果を得るために必要最少の数
とすべきである。（Reduction）

• 第５条
– 実験者および他の職員は感覚のある動物を決しておろそ
かに扱ってはならない。適切な管理と使用に心がけ、不
快、苦痛を与えないか、与えても最小限とすることが倫理
的に求められている。（Refinement）



CIOMSの指針の動物実験代替法
• 第６条

– 動物の痛みに関する知識を増やす必要はあるが、実験者は、
人間に痛みを引き起こす処置は他の脊椎動物にも痛みを引き
起こすと考えるべきである。

• 第７条
– 瞬間的痛み、最小の苦痛以上の苦痛が生じると思われる処置

を動物に行う場合には、獣医学的に容認されている適切な鎮
静、鎮痛あるいは麻酔処置を行うべきである。外科手術等の
痛みをともなう処置は化学物質によって麻痺させた動物に無
麻酔で行ってはならない。

• 第８条
– 前項VIIの条件に反する実験を行うにあたっては、その決定に

際して実験に直接関わっている実験者だけで決定してはなら
ない。適切に構成された委員会によって項目IV、VおよびVIの
条件を考慮して決められるべきである。前条のような実験を教
育またはデモンストレーションのために行ってはならない。



わが国の指針と国際的ないし欧米の
指針、法律との違い

国際的には記載されている主要項目

• 代替法の実践について記載されていて配慮
事項などではない。

• 動物実験の規制を実験動物の福祉、保護の
ために行っている。

• 具体的な代替法の実践方法、確認方法の記
載がある。

• 苦痛の軽減のための具体的方法が記載され、
実験動物獣医師がこれを担当する。


