暴力の連鎖：
人間に対する暴力と動物虐待の関連性

人間社会の暴力の構図の中に動物虐待を入れるべきであるという考え方

が世界的に最近は注目されるようになってきているようである。児童虐

待、家庭内暴力、老人虐待、そして暴力的犯罪等の陰に見え隠れする動

物に対する虐待行為の意味を専門家の意見を交えて論じる場を提供する。

公益社団法人日本動物福祉協会／動物との共生を考える連絡会

《主催》

山﨑 恵子氏（ペット研究会「互」主宰）

《座長》

《演者》

「種の垣根を越えた暴力の対策：動物虐待と人間に対する暴力の関連性を
探ることによって社会資本整備及び人と動物の苦痛の軽減を達成する」

フィル・アーコー氏（ナショナル リンク コアリッション コーディネー

ター）

「反社会的行動と動物虐待の関連性
～ 何故、動物虐待を反社会的行動のリスク要因として捉えるべきか～」

山﨑 佐季子氏（ペット研究会「互」／社会福祉学博士）

Symposium III
シンポジウム Ⅲ

“The Cycle of Violence:
The Connection Between Violence to Humans and Animals”
In recent years the idea of including animal abuse in the contemplation of violent acts toward human beings is
gaining wider acceptance. An attempt to consider acts of animal abuse coexisting with child abuse, DV, the abuse
of the elderly as well as with other violent crimes will be made with input from professionals in the field.
Organizer: Japan Animal Welfare Society, Japanese Coalition for Animal Welfare
Chairperson:
Keiko YAMAZAKI (Founder, Companion Animal Study Group ‘Go’)
Speakers:
“Species-Spanning Violence Prevention: How Addressing the Link Between Animal Abuse and Human
Violence Can Improve Social Capital and Reduce Human and Animal Suffering”
Phil ARKOW (Coordinator, National Link Coalition)
“Associations Between Antisocial Behaviors and Animal Abuse — Why Animal Abuse Should be Perceived
as a Risk Factor for Antisocial Behaviors —”
Sakiko YAMAZAKI, Ph.D. (Companion Animal Study Group ‘Go’ )
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《座長メッセージ

Chairperson’s Message》

暴力の連鎖：人間に対する暴力と動物虐待の関連性
The Cycle of Violence: The Connection Between Violence
to Humans and Animals
ペット研究会「互」主宰・山﨑 恵子

Keiko YAMAZAKI, Founder, Companion Animal Study Group ‘Go’

この何年かの間に人間に対する暴力と動物に対するそ
れには深い関係性があるという点がかなり注目を浴び
るようになってきました。人間の福祉を守る責任を担う
者と動物の福祉を守る責任を担う者同士が互いに情報交
換などを実施することができればどちらの側の被害者に
とっても救済措置がより迅速に届けられるようになるの
ではないでしょうか。とはいうものの残念なことに人間
の福祉関係者や法の執行官の間では十分なエビデンスが
あるにもかかわらずこの関係性に対する認識が今だ定着
していません。同分科会では日米双方の専門家に人と動
物の負の関係は人間同士の負の関係につながる要素を含
んでいることを実例を踏まえて提示していただきこの分
野により多くの関係者の関心が集まるような素地作りを
したいと考えています。

For many years now the public has become more attentive
to the fact that violence towards people is indeed connected
to violence towards animals. If those in charge of human
welfare and those working in animal welfare were able to
exchange information more readily perhaps the victims on
both sides would be able to receive help more expeditiously.
Unfortunately, however, despite the evidence, those in
human welfare and law enforcement are still not fully aware
of the importance of this connection. This session will strive
to stimulate the interest of all parties involved in this field
through presentations by experts from both the U.S. and
Japan.
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種の垣根を越えた暴力の対策：動物虐待と人間に対する暴力の関連性
を探ることによって社会資本整備及び人と動物の苦痛の軽減を達成
する
Species-Spanning Violence Prevention: How Addressing the Link Between
Animal Abuse and Human Violence Can Improve Social Capital and Reduce
Human and Animal Suffering
ナショナル リンク コアリッション コーディネーター・フィル・アーコー

Phil ARKOW, Coordinator, National Link Coalition
動物虐待を防止し動物の命の尊重を社会に促す努力に

影響を与えるものであることを認識した立法者たちは動

対する障壁となっているのは人間の幸せよりも動物の利

物福祉の様々な課題により興味を示すようになっている。

益は軽んじてもよいものであることを主張する四つの要

獣医師や人間の医師たちは人と動物の健康を結び付ける

素である。その一つは社会学や社会福祉の分野における

「ワン・ヘルス」の概念にもとずいた協力体制を作りつつ

種偏見にもとずく抵抗である。また実践者と学術関係者

ある。人間と動物両者に対する暴力を全体論的に見る「種

の間の隔たり、学際的なコミュニケーションの障壁とな

の垣根を越えた」アプローチとは家庭内暴力の源を断つ

る象牙の塔的構造、そして地域社会の保健と社会資本に

ことであり、我々と生活を共にする動物たちに対する責

対するコンパニオン・アニマルの影響の過小評価などが

任を強化することであり、家族の中で最も脆弱な構成員

上げられる。最近の米国及びその他の国における研究、

の苦しみを取り除くことである。

立法、及び各種プログラムは動物虐待行為は弱い者（人
間）に対する暴力の予兆であるという古くからある概念
を近代化するいことによって動物福祉の改善を促してい
る。動物虐待をＤＶ、児童虐待、老人虐待等とつなげる
「リンク」に関する世界的な関心の高まりは犯罪学、法執
行機関、獣医学、人間医学、児童福祉、ＤＶや動物福祉、
人間福祉担当機関等々の間に知識の交流を生み出してい
る。動物虐待が個人や地域社会全体の健康や安全に負の

Efforts to prevent animal cruelty and to encourage greater
respect for animals have traditionally been made difficult
by four forces that trivialize animals’ interests as being
less important than humans’ well-being. These are: a
“speciesist” resistance in the social sciences and human
services; stratification gaps separating academicians from
practitioners; professional “silos” that make interdisciplinary
communication difficult; and failure to appreciate the
impact of companion animals on community health and
social capital. Recent research, legislation and programs in
the U.S. and other nations are improving animal welfare
by modernizing the age-old concept that animal cruelty
often predicts acts of violence against vulnerable humans.
Global interest in “The Link” connecting animal abuse
with domestic violence, child maltreatment and elder
abuse is building cross-fertilization among criminology,
law enforcement, veterinary medicine, human medicine,
child protection, domestic violence, animal welfare, and
adult protective services. Legislators are taking greater
notice of animal welfare issues by recognizing the adverse

impact of animal abuse on individual and community health
and safety. Veterinarians and physicians are collaborating
through a “One Health” model that links human and animal
health. A “species-spanning” approach, which looks at
human and animal violence holistically, is stopping family
violence where it begins, increasing responsibility for the
animals that share our lives, and reducing the suffering of
all vulnerable members of families.
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反社会的行動と動物虐待の関連性 ～ 何故、動物虐待を反社会
的行動のリスク要因として捉えるべきか ～
Associations Between Antisocial Behaviors and Animal Abuse — Why Animal
Abuse Should be Perceived as a Risk Factor for Antisocial Behaviors —
ペット研究会「互」／社会福祉学博士・山﨑 佐季子

Sakiko Yamazaki, Ph.D.,
Companion Animal Study Group ‘GO’

動物虐待と、対人暴力等の様々な反社会的行動の関連
性が、実証研究により示されている。そこで、本報告は、
動物虐待という概念を整理し、動物虐待が起こる背景や、
動物虐待と対人暴力がどのように関連しているかに関す
る先行研究を概観し、何故、動物虐待を反社会的行動の
リスク要因として捉えるべきかを論じる。動物虐待は、
様々な反社会的行動と関連していることが示されており、
その予防や早期発見に役立てることができる。また、動
物虐待は、社会の弱者を対象とした暴力に対する許容範
囲を広げる危険性が示されている。さらに、動物虐待の
目撃は、その目撃者の反社会的行動を助長させる傾向も
示唆されている。このようなことから、動物虐待を許容
することは、社会全体の暴力や、それに対する許容範囲
を広げ、社会全体の秩序・モラルの低下につながりかね
ないと考える。

Empirical studies indicate the associations between animal
abuse and antisocial behaviors such as interpersonal
violence. This presentation provides an overview of the
concept of animal abuse and a review of past literature on
why animal abuse happens and how it has been associated
with interpersonal violence. The presentation also argues
why animal abuse should be perceived as a risk factor for
antisocial behaviors. Animal abuse has been associated
with a variety of antisocial behaviors and may be utilized
for the prevention and early detection of such behaviors.
In addition, it has been indicated that animal abuse may
expand the perpetrators’ tolerance range of violence against
weaker beings. Furthermore, the witnessing of animal
abuse has been associated with antisocial behaviors of those
who witness the abuse. For such reasons, the presentation
concludes that tolerating animal abuse will lead to the
increase of violence in general in society and will expand
the tolerance range related to such violence resulting in the
degeneration of morals of the entire society.
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