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私たちについて

Asia for Animals ソーシャルメディア反動物虐待連合（SMACC）は、動物保護団体の協⼒のもと、活動し
ています。アクション・フォー・プライメイツ、アジア動物基⾦、インド動物保護団体連合、動物保護区

世界連合、ヒューメイ ン・ソサエティ・インターナショナル、国際動物救済、レディ・フリーシンカ
ー、パンアフリカンサンクチュアリ連合、台湾SPCA、ペタアジア、世界動物保護などの動物保護団体の
協⼒で成り⽴っています。

SMACCは、あらゆる形態のオンライン動物虐待コンテンツという不吉な世界に光を当て、その終結を先
導することを⽬的としています。SMACCは、残酷なコンテンツの⼊⼿可能性、拡散性、商業性をなく
し、その作成または促進に利益がないことを確実にするために、ソーシャルメディアのプラットフォーム

と協⼒することを⽬的としています。

イントロダクション
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2021年の報告書「Making Money from Misery（不幸からお⾦を稼ぐ)」に続いて発表されるこのスポット
ライト・レポートは、オンライン上の動物虐待コンテンツの恐ろしい世界をテーマ別に暴露するシリーズ

の第⼀弾です。

このレポートでは、ソーシャルメディア上で⼈気のある、動物が⻝べ物やシェルターによって、また野

次、恐怖など様々な形でいじめるという不穏な現象「拷問に等しいいじめ」に焦点を当てます。研究チー

ムが収集した195の動画に焦点を当て、この種の虐待の深刻さ、それを⾒分ける⽅法、関与した動物に与
える影響、そして⼀般の⼈々ができることを強調するためにデータをまとめました。

本レポートに記載されているすべてのコンテンツは、独⾃の報告プロセスを通じてソーシャルプラットフ

ォ ームに報告されています。分析時点では、オンライン上で⾃由に利⽤できる状態になっています。
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「拷問に等しいいじめの報告書の不穏な調査結果は、からかいは無害であるど

ころか、加害者の意図を理解することも知ることもできない⼈間以外の動物に

とっては拷問の⼀形態であることを⽰しています。からかう側にとっては「楽

し い」だけかもしれませんが、からかわれる側の動物にとっては、⾃分たち
の命に対する脅威と認識され、恐怖や苦痛を感じることになります。意図のい

かんにかかわらず、このような扱いは動物虐待にあたります。

このような忌まわしい扱いを常態化し、他の⼈にも同じようなことをするよう

促す可能性があるため、「娯楽」として 動画化され、ソーシャルメディアに
投稿されることで状況はさらに悪化するといえます。

ソーシャルメディア各社には、このからかいが虐待や拷問であることを認識

し、そのようなコンテンツが⾃社のプラッ トフォームに現れないよう、責任
ある道徳的な道を歩むことを強く求めます。」

ネディム・C・ブユクミチ、アクション・フォー・プライメイツ共同創設者・
獣医師顧問、獣医学部名誉教授、医学博⼠

会員からの声

すべてのソーシャルメディアプラットフォームで、専⾨家と相談しながら、動物虐待と残酷な内容

の標準的な定義を採⽤すること。

 これらの定義に合致し、残酷な内容を禁⽌することを明⽰し、それを遵守するためのポリシーを確
⽴すること。

残酷なコンテンツ、残酷なコンテンツチャンネル、残酷なコンテンツ作成者をユーザーの報告に頼

らずに検出し、削除するための強固な監視システムを直ちに導⼊すること。

動物虐待コンテンツの報告メカニズムの改善と、ポリシーに違反するコンテンツの削除を徹底する

こ と。
動物虐待のコンテンツに対して、チャンネルやビデオのオーナーにお⾦を払うのをやめること。

動物保護団体や環境保護団体が正当なキャンペーンや教育⽬的で使⽤する動物の苦痛を描写した コ
ンテンツが、残酷なコンテンツと区別され、残酷なコンテンツを理由にプラットフォームから 削除
されないことを保証すること。

動物福祉の専⾨知識を持つ信頼できるパートナーとして、SMACCとその会員組織と協⼒し、定義や  
ポリシーの策定を⽀援すること。

私たちは、動物虐待のコンテンツに対して、プラットフォームが対策を講じることを訴えます。
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本レポートに記載されたすべてのコンテンツは、独⾃の報

告プロセスを通じてソーシャルプラットフォームにも報告

されています。それはオンライン上に残り、

⾃由に利⽤可能になっています...



「SMACCの「Teasing as Torture」レポートでは、ネット上での動物虐待につい
て、悲惨な結果が報告されています。動物たちは想像を絶する痛みや、⾁体的・

精神的な拷問を受けているのに、⼤多数の⼈間はスクロールして逃げてしまうの

です。

Instagram、YouTube、Facebookなどのソーシャルメディアでは、動物に対する
「軽いからかい」が「楽しい」「無害」と受け取られ、それによって「いいね」

「シェア」「コメント」のために動物の虐待が常態化し、さらに加害者を助⻑す

るような動画が何百万とアップされています。

私たちは、ソーシャルメディアのプラットフォームと協⼒して、ネット上での動

物虐待の加害者を監視し、法的措置を 講じる必要があります。」
インド動物保護団体連盟(FIAPO) バラティ・ラマチャンドラン

「これらの映像に描かれているからかいは、無害なものでも、楽しいものでもあ

りません。悲しいことに、このような映像の公開や共有が続くと、動物は恐怖や

痛みを感じる感覚的な存在ではなく、我々の娯楽や商業的利益のために搾取され

る存在だというメッセージを送り続けることになるのです。今こそ、こうした⾏

動を改めるための⾏動を起こすべきであり、私たちは、ソーシャルメディアプラ

ットフォームが先導することを求めます」

ジャッキー・ベネット、グローバル・フェデレーション・オブ・アニマル・サン

クチュアリ、アフリカ・アジア・プログラムディレクター
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「これらの動物に付されている策略は、苦しみを誘発するものです。私は、こ

れらのビデオに登場する動物たちに重⼤な懸念を抱いています。拷問された動

物たちが視聴されることで、同じ苦しみが繰り返されるのではないか？視聴さ

れることで、いじめの度合いがエスカレートしてしまうのではないか？動物た

ちをいじめるための道具は、再⽣回数を追うごとに、精神的・⾁体的なダメー

ジを与え続けるものにならないだろうか。そして最後に、これらの⾏為によっ

て、動物が⾃分⾃⾝に危害を加えたり、⼈間に反応（反撃）して殺されること

はないだろうか？」

ショーン・トムソン、VBRC上級獣医外科医、アニマルズ・アジア所属

「ソーシャルメディアプラットフォームと、彼らが公開するコンテンツは、何

百万⼈もの消費者の態度や⾏動に⼤きな影響を 与えます。プラットフォーム
は、動物に対する虐待⾏為の助⻑にもはや加担しないようにし、そのようなコ

ンテンツを 直ちに削除するための効果的な監視⼿段を実施しなければなりませ
ん。」

デイブ・ニール、アニマルズ・アジア、動物福祉担当ディレクター



「このたびの「拷問に等しいいじめ」という衝撃的な事実は、すべてのソーシャ

ルメディア企業に対して、痛烈な⾏動を求めるものです。動物がサディスティッ

クな娯楽の⼩道具とみなされる⾵潮を助⻑するものであり、このような虐待を許

し続けることはできないのです。このような危機的状況を記録するSMACCの活
動は、動物を愛し、その福祉に気を配る すべての⼈々にとって不可⽋な活動で
す。PASAは、この連合の⼀員であることを誇りに思っています。」
アイリス・ホー（Pan African Sanctuary Alliance (PASA))、キャンペーン・ポリシ
ー責任者

「動物の苦痛を "無害な "娯楽として紹介するソーシャルメディアの動画は、
決してそういう内容ではありません。私たちにはもっと良い⽅法があります

し、そうしなければなりません。⼀般市⺠が、⼀⾒「かわいい」コンテンツ

の裏に潜む隠れた虐待にもっと気づき、そのような投稿の視聴、共有、コメ

ントを拒否することが極めて重要です。さらに、ソーシャルメディア企業

は、⾃社のプラットフォームでの視聴のために動物が傷つけられることがな

いようにするための措置を講じる必要があります。

ニーナ・ジャッケル、Lady Freethinker創設者兼社⻑

「ソーシャルメディア⼤⼿は、⾃社のプラットフォームで公開される動物へのサ

ディスティックな虐待の投稿から⽬をそらし続けることはできません。意図的で

あろうとなかろうと、世界中の膨⼤な数の視聴者が、これらの動画を閲覧し、

「いいね！」を押し、共有することによって、残虐⾏為を永続させているのです

から、これを⽌めなければなりません。

「この報告書に書かれているように、拷問のように動物をからかうことは、まっ

たくもって不快であり、ほとんどの⼈が⾒るに耐えない動画でしょう。フェイス

ブック、インスタグラム、ティックトック、ユーチューブがこの問題について 責
任を放棄することは許されない。動物たちは、⼈間の娯楽のために意図的に拷問

され、殺されさえしている。それを⽌めるために何かできる⼈は、遅かれ早かれ

そうする道徳的な義務がある。

アラン・ナイト、インターナショナル・アニマル・レスキュー代表取締役社⻑
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「無防備な動物が、ソーシャルメディアの再⽣回数や「いいね！」、「シェア」の

ために、からかわれることで繰り返される精神的虐待に耐えることを強いられるの

は、楽しくも愉快でも無害なことでもないのです。ソーシャル・メディアのバイラ

ル性は、この残虐⾏為を永続させ、エスカレートさせることさえあります。」

「ソーシャルメディア企業は、動物虐待を助⻑することをやめ、この残酷な⾏為に

反対する⽴場をとるべき時が来ているのです。我々は、すべてのソーシャルメディ

アプラットフォームが、SMACC連合と協⼒し、世界中で声もなく苦しんでいる多く
の動物の運命を変える⼒を持つポリシーを確⽴し、⼿順を規制する際に、専⾨家の

助⾔を求めることを強く勧めます。」

アダム・パラスカンドラ、ヒューメイン・ソサエティ・インターナショナル（HSI）
動物保護・危機対応担当



ほとんどのソーシャルメディア・プラットフォームは、ユーザーが動物虐待⾏為を描写または助⻑するコ

ンテンツをアップロードする可能性があることを認識しています。その結果、これらのプラットフォーム

は、特定の種類のコンテンツを禁⽌するポリシーを作成しました。これらのポリシーの範囲と質は、プラ

ットフォームによって異なり、実効性には問題があります。動物虐待コンテンツに関しては、ほとんどの

ポリシーが動物に対する⾝体的危害⾏為にのみ焦点を当てており、そのポリシーも⾮常に具体的に制限さ

れている。例えば、2022年6⽉現在、Metaのポリシー（FacebookとInstagramの両⽅をカバー）は、以下
を禁⽌しています。

狩猟、漁労、宗教的犠牲、⻝品の準備または加⼯、害⾍または害獣、⾃⼰防衛または贖罪の場

合を除く、あなたまたはあなたの仲間が⾏った動物に対する⾝体的危害⾏為の意思表明、⾏動

の呼びかけ、表現、⽀持または擁護、描写、容認または促進。...第三者による動物対動物の格
闘を演出する⾏為も含む。

Youtubeについては、2022年6⽉のコミュニティガイドラインに記載されています。

動物虐待とは、動物に苦痛を与えるような物理的な危害を悪意を持って投影することを描写し

たコンテン ツを指します。(...) YouTubeで禁⽌されているコンテンツの例を挙げます。(...) ⼈間
の野次⾺が動物同⼠を攻撃するよう強制している動画。(...) ショックや嫌悪感を与える⽬的で、
動物の苦痛を⽰す⾮教育的、⾮ドキュメンタリー的、⾮科学的、または⾮芸術的コンテンツ。

Tiktokのコミュニティ・ガイドラインで禁⽌されていること。

(...) ⼈や動物、財産に危害を加えるような犯罪⾏為の⽅法について説明するコンテンツ。(...) 動
物の屠殺またはその他の⾮⾃然的な死を描写するコンテンツ。バラバラにされた、切断され

た、焦げた、または燃えた動物の遺体、 動物の残酷な⾎みどろのシーン。

問題：拷問に等しいいじめ
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プラットフォームのポリシーによっては、理論的にそのような⾏為を認めていないにもかかわらず、極度

に 怯えたり苦しんだりしている動物が撮影され、その映像が純粋に視聴や「いいね！」、シェアを⽬的
としてソーシャ ルメディアに掲載されています。実際、YouTubeでは、「視聴者にエンゲージメント
（閲覧、いいね、コメン トなど）をインセンティブとしてのみ存在するコンテンツは禁⽌されている」
と⾔及されています。動物に⽔やレモン汁などの液体を故意にかけたり、近くで花⽕をしたり、被り物

（マスク）や偽のヘビなどの⼩道具で恐怖を与えたりすることがあります。⺟親から引き離された幼い猿

が、⼩さな檻の中や⼈の家の中で、拷問のようにからかわれながら苦痛を受ける様⼦を記録し、⾒世物に

することに専念しているチャンネルがあります。

⼈間⼼理におけるからかいは、相⼿の謙虚さを利⽤したいじめの⼀形態と解釈することができます。⼈間

同⼠のからかいはポジティブな相互作⽤がある⼀⽅、⽀配⼒を⾏使するために使われることもあり、⻑期

的な苦痛につながる可能性があります。誰かをからかうということは、しばしば、ターゲットにされた⼈

を犠牲にして、嘲笑するものに変えることなのです。

直接的な⾝体的虐待がなくても、いじわるな拷問ビデオで描かれる動物に引き起こされる⼼理的苦痛は議

論の余地がありません。様々な感情を経験し、その影響を受ける動物は⼈間だけではないことは多くの研

究が証明しており、   無⼒感や⻑期のストレスによる⽣理的影響も⼗分に⽴証されています。

この例では、ケージに⼊れられた⼦猿の⼿の届かないところに餌とほ乳瓶をわざと置き、⼿の届かない餌

に対する反応を撮影しています。

4,5,6 7,8,9

チャンネル全体が、幼い猿が⼩さな檻の中や⼈の家の中で、拷

問のようにからかわれながら苦痛を受ける様⼦を記録し、⾒世

物にすることに専念しています。

しかし、動物の深刻な苦しみは、意図的な⾝体的傷害による苦しみに限定されるものではありません。ソ

ーシャルメディアには、上記のようなポリシーではカバーされない動物への残虐⾏為を描写し、奨励し、

奨励するコンテンツが豊富に存在するのです。
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野⽣動物をペットとして飼うことをテーマに、⻝べ物や⾏動に

制限を与える⼩物でからかう様⼦を描いたこのチャンネルは、

500万⼈以上のフォロワーを集め、全動画の総再⽣回数は7億
4600万回を超えています。

⼈間に関しては、⼼理的な拷問とは、⾮政府組織（NGO）「拷問からの⾃由」によって、"⼈の⾝体に直
接的に暴⼒や傷を与えない拷問 "と定義されています。この定義では、社会的孤⽴、⻝物や⽔の剥奪、感
覚の攻撃、絶望感の創出など、具体的な内容にまで及んでいる。  (そして⼈間以外の動物も、逃れられな
い不快な刺激に反応せずに痛みや苦しみを感じ続ける「学習性無⼒感」など、こうした状況下で苦しんで

いるのである。さらに、いじわるな拷問ビデオに登場する動物たちは、乱暴に扱われ、揺さぶられ、押さ

れ、攻撃的につかまれ、そして∕または、⼩さくて不潔な不⽑の檻やその他の不適切な環境で飼われてい

ます。また、このようなコンテンツでは、動物が感染症や病気の兆候を⽰したり、⾝体的・⼼理的状態が

悪いことを⽰すこともあります。

10

ソーシャルメディア上では、いじめのコンテンツが⾃由に利⽤でき、そのようなコンテンツの多さから、

この問題は膨⼤であることがうかがえます。しかし、⼀般的なオンライン動物虐待コンテンツと同様、オ

ンラ イン動物のいじめコンテンツの範囲と規模を定量化することは不可能であり、ソーシャルメディア
のプラットフォームは、問題の規模や公的苦情の量に関する独⾃の統計を公表していない。さらに、多く

の⾮公開、暗号化された、⼀⾒すると規制されていない、からかいや他の種類の動物虐待コンテンツ専⽤

のページ、グ ループ、チャンネルが存在し、我々の研究者はアクセスができません。11

このようなチャンネルは、何百万⼈ものフォロワー、ビュー、「いいね！」を集め、ソーシャルメディ

ア・ プラットフォームのフィードのトップに押し上げることができます。その⼈気により、コンテンツ
はブース トされ続け、さらに知名度が上がり、広告やマネタイズを通じて、クリエイターにとってもプ
ラットフォームにとっても収益性の⾼いものにります。

野⽣動物をペットとして飼うことをテーマに、⻝べ物や制限のある⼩物でからかう事例を描いたあるチャ

ンネルは、500万⼈以上のフォロワーを集め、すべての動画を合わせた総再⽣回数は7億4600万回を超え
ています。
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研究⽅法

2022年2⽉から5⽉にかけて、ボランティア研究者チームは、動物虐待に関するデータを収集し、特に、
いじめによる動物の⼼理的拷問を描写するコンテンツに焦点を当てました。この情報は、4つのソーシャ
ルメディアプラットフォーム：Facebook、YouTube、Instagram、TikTokから収集されている。すべての
情報は、SMACCの公開報告書を通じて記録されました。 また、SMACCの会員組織によってもデータが
収集されました。各ビデオの内容を説明するために、単⼀の主要テーマと無制限の数のサブテーマおよび

特定の虐待を選択しました。テーマ、サブテーマ、虐待の詳細については、付録1を参照してください。

すべてのデータは、情報の⽋落や誤りがないか、SMACCのコーディネーターが抜き打ちでチェックし、
分析しました。分析の前に、データベースは重複がないかスキャンされ、重複したものは削除されまし

た。また、分析時点で⼊⼿不可能となっているコンテンツも分析から除外されました。

コンテンツ

「拷問に等しいいじめ」は、SMACCの過去の調査において繰り返し取り上げられたテーマでした。ソー
シャルメディアに広く浸透しているこの問題は、より詳細に調査する必要があることが明らかになりまし

た。このテーマをより詳細に調査するために、私たちは4ヶ⽉間にソーシャルメディアに投稿された「拷
問に等しいいじめ」をテーマにした195のビデオを記録しました。しかし、私たちの研究者はボランティ
アであり、限られた時間の中で、新しい「拷問に等しいいじめ」のコンテンツが供給され尽くしたわけで

は ありません。したがって、私たちの発⾒は、より⼤きな問題の表⾯をかすめたに過ぎないと思われま
す。限られたリソースで、いつでも利⽤可能なビデオの数や問題の規模を正確に判断することは不可能で

す。しかし、このようなコンテンツが無尽蔵にあることは、それ⾃体が重要な問題であることを⽰唆して

います。

12

既存するデータ

分析に使⽤したリンクの中には、ペットとして飼われているマカクに服を着せ、⼈間と同じように振る舞

うことを強要しているコンテンツもありました。これは明らかに動物虐待ですが、カメラで定期的に嘲笑

されている動物たちは、必ずしもいじめられているわけではありません。このレポートでは、より具体的

な「からかい」の例を取り上げます。

私たちは、コンテンツがどの国の者かは記載していません。それは、この問題が⼀つの国や地域に集中し

ているのではなく、世界的な問題であることを⽰すため、そして、虐待されている動物や虐待の種類に焦

点を当てるためです。しかし、ペットとして飼われている野⽣動物、特にマカクを取り上げ、その結果ど

のような虐待を受けているかを描いたコンテンツの多くは、アジアで撮影され、世界中に配信されている

のです。
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「拷問に等しいいじめ」のコンテンツでは、さまざまな動物が被写体となっています。具体的には、ペッ

ト（猫、⽝）、家畜（⽜、アヒル）、海洋動物（クジラ、エイ）、陸上野⽣動物（霊⻑類、ライオン、ト

ラ、ネズミ、ゾウ）など、34種、215頭以上の動物が記録されています。

霊⻑類

75.7%

猫・⽝

15%

その他の野⽣動物

8.4%

飼育動物

0.9%

動物について

私たちの動画のサンプルは、ソーシャルメディアに掲載された虐待された動物の本当の割合を⽰していな

いかもしれませんが、ある種の動物が、拷問に等しいいじめのターゲットにされていることは明らかで

す。私たちが評価したビデオの75％以上に霊⻑類が登場しています。その⼤半はマカクで、私たちが記
録した動画の69％以上に登場しています。そのほとんどが⼦供のマカクでした。アジアの多くの地域で
は、幼いマカクはペットとしてよく飼育されていますが、その⾏為は違法であることが多く、本質的に残

酷な⾏為です。  幼いマカクに服を着せ、あたかも⼈間の⾚ちゃんのように扱うコンテンツは、ソーシャ
ルメディア上で⾮常に⼈気があります。⺟親から引き離され、略取された幼児は、弱く、無⼒です。彼ら

は操りやすく、からかいやすく、完全に、そして不適切に捕獲者である⼈間に依存しています。

ソーシャルメディアでは、猫や⽝もからかいの対象として⼈気があります。15%のコンテンツが、花⽕や
被り物（マ スク）などの⼩道具で意図的に怖がらせたり、⻝べ物を差し⽌めたり、レモンジュースや⽔
をかけたりして、 猫や⽝をからかったりしています。アジアの野良猫は⼈間に慣れていて狙われやす
く、害獣として扱われる こともあります。⽝猫へのからかいは「いたずら」と捉えられることが多いで
すが、動物が受ける⼼理的苦痛は相当なものです。

動物虐待ビデオに登場する動物たち ※付録2参照 *報告された各リンク
先では、映像に登場す

る動物の種類は⽰され

ていますが、個々の動

物の数は数値化されて

いません。この215と
いう数字は、私たちが

記録したすべてのビデ

オに登場する動物の実

際の数よりもはるかに

少ないものです。

13

これらの猿の幼児は、⺟親から引き離され、略取されたため、

脆弱で無⼒です。彼らは操りやすく、からかいやすく、完全

に、そして不適切に捕獲した⼈間に依存している。
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特に恐ろしい映像は、幼いものを含む2頭
の象が、ゴリラの着ぐるみを着た男のとこ

ろまで誘導され、フックで叩かれ、驚かさ

れるというものです。男は叫び、⾝振り⼿

振りを交え、象に⾶びかかり、象は後退し

ようとしたり、男に突進して⾝を守ろうと

したりする。映像には象の鳴き声のフェイ

クが⼊り、象の鳴き声を強調し、男が笑っ

ているのが聞こえてきます。

若いゾウがフックで頭を激しく

殴られるわずか数秒前。再⽣回

数1107回のこの動画は、ゾウ
の反応が「⾯⽩ い」と保障して
視聴者を引き込んでいます。

花⽕に怯えるアヒルたち。

「動物のいじり⽅」というタイトルで、尻尾を引っ張られ

続ける⽜の映像が公開されました。

560万回以上「いいね！」された暗闇の中のヒョウアザラ
シの動画は、明らかに恐怖⼼を⽰している にもかかわら
ず、明るい懐中電灯を持った多くの⼈々に囲まれ、触れら

れています。

ボートの上で「くすぐられる」⾚ちゃんエイ。その反応は

「微笑んでいる」と誤認されるが、実 は恐怖と呼吸困難の
表れです。

その他、からかいの対象となる動物には、以下のようなものが

あります（これらに限りません。

 

明確で意図的な虐待が多いとはいえ、動物の⾏動を誤って解釈

することから始まるケースもあり（猿や類⼈猿が「笑う」、野

⽣動物が「くすぐられる」のをよろこぶ    ）、これらは深刻な
結果をもたらし、福祉問題につながる可能性があります。

14

15

16
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「猿」と「⾚ちゃん」という単語は、他のキーワードよりも有意に多く出現し、それぞれ24％と16％で
す。これらの動画に登場する⼈物は、ペットの猿の⺟親（「ママ」、9％）であることが多く、猿は「泣
いている」（6％）、「⻝べ物」「ミルク」を要求する（21％）描写が多く⾒られます。その他、「いた
ずら」、「おもしろい」、「フェイク」、「被り物（マスク）」、「リアクション」など、からかう内容

を「ジョーク」として表現したキーワードが3番⽬に多い（13％）。同様に、「いじめる」、「怖が
る」、「吐く」、「くすぐる」、「従う」、「怒る」などを含むタイトルからは、動物たちが受けている

虐待を知ることができ、コンテンツ制作者が動物たちのネガティブな恐れの反応に気付いていることが分

かります。

これらの動画に登場する動物の苦しみは、制作者や視聴者にとっての娯楽であり、動物が経験する現実を

完全に否定しています。上記のようなキーワードの⼈気は、からかい系コンテンツの制作者が動画のタイ

トルや説明⽂の⼒を知っていて、それを使って⼈気を得ていることを⽰しています。

ビデオタイトル

視聴者は動画のタイトルに惹きつけられます 。   YouTubeは次のように述べています。"動画を⾒つけや
すく、視聴者がクリックしたくなるようにするには、魅⼒的で正確なサムネイル、タイトル、説明⽂を作

成してみてください。"
データセットに含まれるビデオのタイトルに含まれるキーワードの出現状況を調査しました。

全ビデオタイトルの単語数

17

18

 ※付録3参照

このような動画に対するコメントには、同様のコンテンツを作成してアップロードしてほしいという要望

が含まれていたりします。動画に対する賛同のコメントは、コンテンツのバイラルを⽬指すクリエイター

にとって⼤きなインセンティブになります。

13 ページ注：マカクは「ラット」「ツリーラット」と呼ばれることもあり、彼らが受ける嫌悪の⼤きさ

を⽰しています。



「腕が窮屈な服の中で縛られている幼い猿には、動こうとも

がく姿が映し出され、頭を前脚の代わりに地⾯につけて移動

しようとしていた。最終的に彼は唐⾟⼦を与えられ、⾜を使

って⻝べようとしました。」

 ペットの猿をからかう：制限のある服装

拷問に等しいいじめとは何か：

具体的な虐待で説明 

このような制限のある服は、通常、猿を

後ろ⾜で直⽴させるために使⽤されま

す。まるで拘束⾐で縛られているかのよ

うに、猿が必死に動こうとするのを飼い

主が笑いながら⾒物することもありま

す。

この事例では、両腕を窮屈な服の中で縛

られている⼦猿が、頭を前脚の代わりに

地⾯につけて移動しようとする様⼦が

撮影されていました。しまいに唐⾟⼦を

与えると、⼦猿は⾜を使って⻝べようと

しました。

野⽣動物をペットとして飼うこと（報告されたビデオの23％）には、マカクがよく登場し、いじめのよ
うな虐待と密接な関係があるようです。霊⻑類に服やおむつ、コスチュームを着せることは、⼈間が動物

をコントロールすることを意味し、いじめと同じです。アジアの多くの地域では、霊⻑類をペットとして

飼うことは違法であるだけでなく、これらのマカクが受ける⾝体的・⼼理的影響は、彼らの福祉に深刻な

影響を与える可能性があります。彼らはしばしば動きを制限された服を着せられ、普通に動くことが難し

くなっています。
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ペットの猿をいじめる：無視をする

このビデオでは、とても⼩さなマカクが路上に放置され、起き上がれないほど弱って助けを求めて泣いて

います。撮影者はマカクの周りを歩き回り、近づいたり離れたりしますが、泣いている猿を慰めたり助け

たりすること はありません。

餌の差し⽌めは、最も⼀般的な（ほぼ20％）特殊なからかいの虐待の⼀つで、飼育動物が繰り返し餌に
アクセスすることを拒否されることが記録されている。餌は、ケージに⼊れられた猿の反応が撮影されて

いる間、意図的に⼿の届かないところに置かれます。⾚ちゃん猿にはミルク瓶が渡されますが、すぐに引

き抜かれたり、瓶が重すぎて猿には⼝まで持ち上げられないようなものが渡されます。

無視は、霊⻑類のペット取引につきものの虐待です。残念なことに、これは特に残酷なからかいの機会を

与えてしまうのです。弱く、絶望的な幼い幼児は意図的に無視され、泣いたり叫んだりしているところを

撮影され、しばしば⾒物⼈やその「飼い主」が笑っているのを⾒ることになります。

餌の差し⽌め
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複数のビデオで、服を着

た空腹の若いマカクを座

らせ、⻝べ物が準備され

る様⼦を⾒ることを強要

していました。マカク

は、⼈間が準備ができた

と判断する前に餌に⼿を

伸ばすと罰せられ、極度

の混乱と明らかな苦痛を

引き起こします。

その中で最も気になる映像は、服を着た苦しそうな⾚ちゃん猿を⼩さなビニール袋に⼊れて飼育している

ものです。袋の中の⾊つき電球が明るく点滅しています。5分以上、マカクは餌を⼿に取ろうとします
が、ビニールシート越しの餌にアクセスすることができません。この映像の間中、マカクは袋から出る⽅

法を探そうと、⽖でビニールシートを破ろうとしますが、効果はありません。
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xx

私たちが記録したビデオの18%は、ペットや野良動物（⾚ちゃん猿、猫、⽝）を脅かすために被り物（マ
スク）やその他の⼩道具を使⽤したものです。コメントでは、動物の反応が⼀部の視聴者にとってエンタ

ーテイメント性が⾮常に⾼いことが⽰唆されています。

また、⼈間が被り物（マスク）を使ってペットの猿を驚かせ、突然起こされた猿が恐怖のあまり逃げ出す

という動画もある。

これと似たような動画は、

猿だけでなく、他の動物も

登場するものが多く存在し

ます。ある動画では、恐ろ

しい被り物（マスク）をし

た男が、恐怖と攻撃のサイ

ンとして歯をむき出しにし

て⾞の下に隠れる⽝を棒で

つついています。

被り物（マスク）やほかの⼩物を使って脅す 
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私たちが記録したビデオの多く（18％）は、他の動物を怖がらせるために⽣きた動物を使⽤していま
す。これは、ヘビやワニなど、他の動物を怖がらせるために使われる動物が、その種の捕⻝者である場合

に 特に残酷な⾏為となります。

⽝や猫の「いたずら」と称する動画では、⽑布の下や動物の背後に⻁の偽物を置き、その反応を撮影して

いる。⽝や猫が⻁に遭遇するということは⽣命を脅かす出来事なので、たとえ⼈間が恐怖の反応を⾯⽩が

っていても、動物は本能的な恐怖を感じており、⽣命を脅かすかもしれない状況に直⾯しているのです。

他の「いたずら」ビデオでは、⼈々が猫や⽝などの動物の近くで花⽕を打ち上げ、多くの場合、彼らが寝

て いる間に打ち上げています。フィリピン動物福祉協会(PAWS)によれば、次のようになります。「爆⽵
や花⽕の⼤ きな⾳、ブーンという⾳、パチパチという⾳、笛の⾳は、⾮常に敏感な聴覚を持つ猫や⽝に
とっては苦痛です...（こ れらの動物は）爆⽵の⾳にひどい不安と恐怖を感じているのです。」19,20

他の動物を使って脅す
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TikTokで公開されたこの動画は、周りにヘビがいることに気づいた猿のリアクションから⼈気を博したよ
うです。動画では、マカクの表情の静⽌画にフィルターと⾳楽が加えられており、制作者が⾯⽩がってい

ることがよく伝わってきます。また、動画に対するコメント（「⾯⽩い」「笑う」絵⽂字）から、このマ

カクの苦痛が多くの⼈の娯楽になっていることがわかります。この動画は560万回再⽣されています。

7分にも及ぶ映像の中で、⼦猿が⽝に縛りつけられ、他の⽝に囲まれて地⾯に放置され、必死に逃げよう
とする様⼦が映し出されています。⼦⽝たちは、明らかに怯えているマカクと遊びたがっている。⽝と猿

では、遊びの⾏動の表現が⼤きく異なります。実際、⽝の1匹は若いマカクに噛みつき、地⾯に押し付け
ります。マカクが安全を求めてビデオを撮影する⼈のところに駆け寄ると、⼈はマカクが明らかに苦しん

でいるにもかかわらず、⽝と⼀緒に地⾯に戻すことを繰り返しています。

ある不気味な映像では、ネズミが猫の⾜に⽷で固定されている様⼦を撮影しています。パニックになって

回転しながら逃げようとするネズミが猫に殺されていきます。

例えば、ペットのマカクが⼈に抱かれて寝ていたところ、乱暴に起こされ、⽣きた蛇が体に巻きついてい

ることに気づくというような動画です。
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野⽣動物をいじめる

スプレー（しぶき）でいじめる

複数の動画で、⼈が猫や⽝に

⽔やレモン汁を吹きかけるシ

ーンがあります。通常、眠っ

ている動物に静かに近づき、

⼈間がレモンを半分持って、

動物の顔にレモンを絞る。⽝

や猫が嫌がるレモン汁を顔⾯

に噴射し、⽬や⽪膚に痛みを

与える危険を与えています。

そしてその様⼦はカメラに収

められ、ソーシャルメディア

に投稿されています。

本報告書では、⼦猿を⼊浴させるコンテンツは、からかいの対象として⾃動分類していません。しかし、

⼊浴映像の中には、プールの縁に⼿を伸ばそうとする猿を何度も中央に押し戻したり、⽯鹸で肛⾨をひた

すらこすら れ、⽯鹸まみれの猿が苦痛の声をあげたりと、からかいの対象になっているものもありま
す。

また、野⽣動物や放し飼いの動物をいじめるような内容も記録しています。これは、⼈間に慣れているア

ジアの猿に多く⾒られます。このようなコンテンツは、「猿嫌い」というテーマと密接に関係しています

（詳しくは当社ホームページをご覧ください）。
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ある残酷な動画では、男がバナナをマカクに向け、射撃⾳を⽴てながら「銃」を撃っては再装填する

振りをしている。マカクは⾶び跳ねて男に襲いかかろうとするが、笑われてしまう。この短い映像に

続いて、バナナは⾒えないが、同 じような「撃つ」⾳が聞こえる同様の映像がある。

別の映像では、野⽣の尾⻑マカクの雌の顔に向かって

⼿を振ったり、頭を⼩突いたり叩いたりしながら「遊

んで」いる男の姿が映っている。メスの尾⻑マカクは

⼝を開けて、何度も歯を⾒せている。このような状態

は、霊⻑類の威嚇の表情であるがしばしば⼈間に”笑
顔”と間違えられる。  
このような状況では、霊⻑類はストレスを受けるだけ

でなく、その結果として、無視されたり誤解されたり

した欲求不満のサインを繰り返し⽰した後に攻撃に転

じた霊⻑類や他の動物に、⼈間が噛まれたり引っかか

れたりすることになりかねません。

ある映像では、地⾯に横たわって

いる猿に、男が近づいてきてペニ

スをはじいている。猿は⾶び上が

り、恐怖と苦痛の反応をする。こ

の動画（コメント欄には「⾯⽩

い」と書かれている）は、8,000
回以上再⽣されています。このビ

デオは、ユーモアや嘲笑のために

動物を虐待していることを⽰して

おり、いじめに分類されます。

21,22
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私たちは、餌を隠す、または餌を恐ろしいまたは奇妙な⼩道具（偽物のヘビなど）に紐で取り付け

るコンテンツを記録してきました。猿が餌を取ると、突然ニセのヘビが現れ、猿を「追いかける」

のです。霊⻑類は、 ⾃分を捕⻝するヘビを⽣来から恐れているため、この状況は強いストレスにな
ります。23,24

 
この種のコンテンツがどのように⾏われるかの典型的な例として、ここではバナナを偽物のヘビに

結びつけたものを⾒ることができます。偽物のヘビは、砂、⼟、葉っぱ、⽑布などの下に隠されて

います。霊⻑類が バナナをつかむと、ヘビはそれを追いかけます。

ある映像は、地⾯に横たわっている猿に男が近づき、ペニスを

はじくという不愉快なものだ。猿は⾶び上がり、恐怖と苦痛の

反応を⽰しました。この動画（コメント欄には「⾯⽩い」と書

かれている）は、8,000回以上再⽣されている。
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捕えた野⽣動物をいじめる

23 ページ

また、別の動画では、ピザボックスを持って動物園を歩

き回り、サイ、霊⻑類、トラ、⽜をからかうために、⻝

べ物に触れることができないようにしたまま、⻝べ物を

⾒せたり、匂いを嗅がせたりしている男がいます。

飼育されている野⽣動物（⽔族館、動物園、海洋公園）

が、来館者や時には職員にからかわれ、窓を叩かれた

り、餌でからかわれたり、パフォーマンスをさせられた

りする光景はよく⽬にするものです。

あるビデオでは、海洋公園で飼育されているシロイルカ

が餌でからかわれる様⼦が映し出されている。⼤きな餌

でパフォーマンスを強要された後、⼩さな餌しか与えら

れませんでした。このビデオでは鯨 の反応を⽰す疑問
符（クエスチョンマーク）がつけられており、からかう

ことが⽬的であることがよくわかります。



フェイスブック

46.7%
Youtube
43.1%

TikTok
6.7%

インスタグラム

3.6%

プラットフォーム

私たちの研究者は、Facebook、YouTube、Instagram、Tiktokで「拷問に等しいいじめ」のコンテンツを
記録するよう依頼されました。各プラットフォームで発⾒された「拷問に等しいいじめ」のコンテンツの

相対的な割合は、そのようなコンテンツの実際の量を表していないかもしれないことに留意してくださ

い。しかし、研究者がこれらのプラットフォームに精通していること、あるいはより重要なことは、その

ようなコンテンツをプラットフォーム上に彼らが簡単に⾒つけることができるということです。

プラットフォーム別の動物虐待コンテンツ ※付録4参照 
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他にも、劣悪な環境で飼育されているマカクにバナナを⼿渡ししても掴ませないなど、似たようなから

かい ⽅をする動画がある。この動画には730万件の「いいね！」がついています。また、動物園で飼育
されているオ ランウータンに、⻝べ物が消えてしまい、決して⻝べられない「⼿品」を⾒せている様⼦
も紹介されて います。この動画には150万以上の「いいね！」がついています。

ソーシャルメディアプラットフォー

ムのコミュニティガイドラインやポ

リシーには、動物に対する⾝体的危

害を禁⽌する明確な記述があるにも

かかわらず、⼼理的虐待を禁⽌、あ

るいは制限するポリシーは存在しま

せん。このような残酷なコンテンツ

は⼤量に存在し、全く規制されてい

ません。

また、私たちが記録したすべてのコ

ンテンツは、各プラットフォームの

コミュニティガイドラインに違反す

るものとして、最も該当する報告カ

テゴリーを使⽤して報告されまし

た。現在も、すべてのコンテンツが

利⽤可能なのです。



公開嘆願書への署名: www.smaccoalition.com/petitions
プラットフォームへの書き込み:⼀般市⺠は、⾔葉の⼒を過⼩評価しないでください。⼿紙や電⼦メー
ルを送ることで、プラットフォームに対して懸念を表明し、私たちを助けてください。

私たちAfAのパブリックアドバイスに従う。

⽀援⽅法

あなたができることはたくさんあります。ここでは、私たちの提案を紹介します。

1.
2.

3.

4.

私たちの主張

関与しない：ビデオにコメントしたり、いいね(like)、良くな
いね (dislike) ボタンを押さないでください。これは直感に反
すると思われるかもしれません。しかし、エンゲージメント

することは⼈気を⾼めてしまいます。⼀切のリアクションを

加えず、その動画やチャンネルをすぐに通報するのがベスト

です。

注意する：私たちのホームページで、私たちが虐待として特

定したカテゴリーやテーマをご覧ください。そしてソーシャ

ルメディアを利⽤する際には、これらに注意して⾒るように

してください。例えば、⼦ゾウがトレーナーと⼀緒に海⽔浴

をしていたり、スローロリスが⼈間に「くすぐられて」いる

など、あまり⽬⽴たない場合もあります。しかし、いずれ

も、裏では深刻な動物虐待が⾏われている例です。

1.
．通報する：必ずビデオを通報し、他の⼈にも同じことをす

るように勧めてください。各ソーシャルメディアには、独⾃

の通報（報告）機能があります。動物虐待の項⽬がない場合

は、最も近いカテゴリを選択してください。

2.

3.
⾒ないようにする：意図的にこれらのビデオを⾒ないように

しましょう。ビデオの再⽣回数が増えれば増えるほど、⼈気

が⾼まり、収益性が⾼まる可能性があります。多くの場合、

再⽣ボタンを押す前に、静⽌画像、タイトル、説明、コメン

トでビデオに何が含まれているかを確認することができま

す。

共有しない：たとえ残虐性や違法性の認識を⾼めるためであっても、⾃分のページでその動画を共有しないでください。共有

することで⼈気が⾼まり、また収益が上がる可能性もあります。 その代わりに、通報し、注意すべき点を他の⼈と共有する
ことで懸念を⽰し、SMACCのウェブサイト : www.smaccoalition.com に誘導してください。

5.

SMACCの 「オンライン上の虐待コンテンツを無くすための5つのステップ」にご協⼒下さい
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YouTube、Facebook、TikTok、Instagram、その他のソーシャルメデ
ィアプラットフォームへの私たちの継 続的な主張には、動物虐待と
残虐コンテンツの標準的な定義（すべてのソーシャルメディアプラ

ットフォーム で、専⾨家と協議して）を採⽤し、ポリシーがこれら
の定義に適合し、残虐コンテンツを明確に禁⽌し、遵守されるよう

にすることが含まれています。虐待としてのコンテンツに関して、

私たちは以下の点を強調します。

⼼理的な拷問は、物理的な拷問と同様に、⼈間や他の動物にダメー

ジを与える可能性があることは広く認識されています。ソーシャル

メディアプラットフォームはこのことを考慮し、⼼理的拷問を明確

に定義し、禁⽌し、このポリシーとそのすべてのポリシーを厳密に

実施することを保証する必要があります。

http://www.smaccoalition.com/
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付録

付録 1 - 利⽤可能な動物虐待のコンテンツカテゴリ

主なテーマ

いじめ

ペットとしての野⽣動物 
エンターテイナーとしての動物

意図的な精神的拷問 
意図的な⾁体的拷問 
猿嫌い

パフォーミングアニマル 
偽の怒り

偽の救助

合計

 
115
31
25
12
4
3
3
1
1

195
 

サブテーマ

ペットとしての野⽣動物

意図的な精神的苦痛を与えること 
いじめ

エンターテイナーとしての動物 
 パフォーミングアニマル 
意図的な⾝体的拷問

⾮意図的な虐待 
その他

猿嫌い

違法な飼育・販売

偽の救助

合計

 
99
92
81
53
16
11
7
3
3
2
1

368
 

特定の虐待

⻝べ物を与えない 
被り物（被り物（マスク））や棒で脅す 
⺟⼦を引き離す

粗暴な扱い

劣悪な環境 
不適切な⻝事 
社会的孤⽴

他の動物による脅し

動物同⼠を戦わせる

噴射（スプレー）

殴る 
溺れる

焼く

性的虐待 
合計

 
47
47
39
32
28
26
12
11
7
4
2
2
1
1

259

動画で扱われた回数 動画で扱われた回数 

動画で扱われた回数 
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付録

付録 - 扱われた動物

動物

⿃類-全般・未特定 
⿃類-カモ類
⽝・猫 - (全て)
⽝・猫 - 猫
⽝・猫 - ⽝ 
象 - アジア象
農畜産物-全般/無特定農畜産物 
農畜産物- ⽜
実験動物∕コンパニオン - げっ歯類
海洋⽣物 - すべて/⼀般/不特定多数
海洋⽣物 - 鯨類（イルカ - すべてまたは不特定多数）
海洋⽣物 - 甲殻類（カニ∕ロブスター∕エビ）
海洋⽣物 - アザラシ
霊⻑類 - すべて/⼀般/不特定多数 
霊⻑類 - チンパンジー
霊⻑類-ギボンズ（すべてまたは不特定多数）
霊⻑類-ラングール（すべてまたは不特定多数）
霊⻑類 - マカク（全てまたは不特定多数）
霊⻑類 - マカク（アッサムザル）
霊⻑類 - マカク（ボンネットマカク）
霊⻑類 - マカク（Formosan rock macaques）
霊⻑類 - マカク（ロングテイルマカク）
霊⻑類 - マカク（ノーザンピッグテイルマカク）
霊⻑類 - マカク（アカゲザル）
霊⻑類- マカク（南⽅ブタオザル）
霊⻑類- オランウータン
霊⻑類 - スローロリス
霊⻑類- ヴェルヴェット∕グリヴェット∕グリーン∕タン
タラスモンキー (クロロセバス属)
爬⾍類・両⽣類 - (全てまたは不特定多数)
爬⾍類・両⽣類 - ヘビ（ピトン）類
野⽣動物 - ライオン
野⽣動物 - タイガー
野⽣動物-ホワイトタイガー
野⽣動物（その他） - サイ
合計

1
2
4

10
18
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4

107
1
1
1

31
1
1
5
1
1
2
 

1
1
1
2
3
1

214
 

ビデオで扱われた回数
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APPENDIX 3 - ビデオタイ
トル：キーワード

ワード

モンキー

⾚ちゃん

悪ふざけ

ママ

⾯⽩い

フェイク

ミルク

泣く

怒

猿

モニート

泣く

ママ

腹ペコ

被り物（マスク）

おどかす

いじめ

ケージ

押収

からかう

悪ふざけ

反応

怖い

からかわれる

嘔吐

餌付け

⾯⽩い

最⾼に可笑しい

おとなしい

従う

悪ふざけ

反応する

こわい

くすぐる 

62
54
41
25
17
14
14
13
10
10
9
8
7
6
6
6
6
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

ビデオタイトル

のカウント



付録 (続き...) 

付録 4 - プラットフォーム 

プラットフォーム

フェイスブック

Youtube
TikTok
インスタグラム

合計

91
84
13
7

195
 

動画数
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7
8
9

12
13
14
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
 

20
 

21
 

22
 

23
24

付録5 - 画像の参照先

スマックリファレンス画像ID

各ページの左上から右下に向かって、画像に対応しています。

recSPw7STj7mMJejN 4
recdwMcOKCwu84Y0Z 5
recM3PwKh4JkspbIE 2
recuvK6auVLrtYXEv 1, recuvK6auVLrtYXEv 2, recSaF9ESEmQsOTLI, recYlzY7c6awykWoV 
recMRsOBFaYMiozcx 6, recMRsOBFaYMiozcx 5, recBSHgSWzsUUSmlU 1
recaaTvsvF4C601Z7 3, recqNHwyZCPE6eiDr 3, recT8TnANJbBCmHqz 1
recpWaFiwaC2esA8S 4, recpWaFiwaC2esA8S 2, rec87u8M7bD5HA2nC 1, recwlzJpCvsUMd9l4 2,
recdwMcOKCwu84Y0Z 6, recGoGReeQ8QqHr5I 2, recyigNCMW11oS11U 1
recD0f5UtlDBMGEqw 1, recrrpkPnnNgsyZr2 4, recrrpkPnnNgsyZr2 15, recrrpkPnnNgsyZr2 23,
recrrpkPnnNgsyZr2 12
recBSHgSWzsUUSmlU 4, recBSHgSWzsUUSmlU 3, recBSHgSWzsUUSmlU 2, rectmenS0ZVJuSbAn 2,
recMRsOBFaYMiozcx 3, recxc6aplBHB4Bwye 1
recOFfdF0LFM6IxkJ 2, recOFfdF0LFM6IxkJ 1, recIbPkXwqcrKBNyE, rec4r5KoFoI8HiM1i 3,
recpIbKqfr5aA4Haj 2, recWgNdboFAqMDC0s 3
recdzGoJcZzOQj2xb 3, recdzGoJcZzOQj2xb 2, recdzGoJcZzOQj2xb 1, recdzGoJcZzOQj2xb 4,
recUI5vFBs4gMH3D6 9, recUI5vFBs4gMH3D6 10, recUI5vFBs4gMH3D6 5, recaPQ2csGQozI873 2,
recaPQ2csGQozI873 3, recaPQ2csGQozI873 4
rec62jvlKT0yh10mq, recbD0ycG78oVZ8vt 3, recbD0ycG78oVZ8vt 7, recbD0ycG78oVZ8vt 5,
recNNNfkL9I6h5Bcu 2, recNNNfkL9I6h5Bcu 4, recRVRzCHcxJxumC6 1, recRVRzCHcxJxumC6 4
recrsZdp6wUbYIl0Q 1, rec9ZoPcJPziQzSaM 1, rec9ZoPcJPziQzSaM 2, recx7VMTqVuIzHk1I 1,
recx7VMTqVuIzHk1I 2
reckfiMZrstBaw9JA 1, reckfiMZrstBaw9JA 2, rec3fsOeQMH6olyEi 1, rec3fsOeQMH6olyEi 2,
recSLZJ73KOxfFkgB 2
rec9UAdrbirSg9Tji, recwQxLG4YJ0Du5ry 1, recwQxLG4YJ0Du5ry 2, recwQxLG4YJ0Du5ry 3
recThccmkG76hbb00 1, recqSi0hRCLbLjjhC 1
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アニマ動物保護協会(マカオ)
アニマル・コンサーンズ・リサーチ＆エデュケ

ーション・ソサエティ

アニマルガーディアンズ

アニマルピープル・フォーラム

アニマルプロテクション・デンマーク

アニマルレスキュー・カンボジア

アニマルズ・アジア財団

ビッグキャット・レスキュー

インド・ブルークロス

ボーンフリー財団

チェンジ・フォー・アニマルズ・ファンデーシ

ョン

ドンキーサンクチュアリ

インド動物保護団体連合会（Federation of
Indian Animal Protection Organisations 

SOCIAL MEDIA ANIMAL
CRUELTY COALITION 

アジア・フォー・アニマル連合 

アジア・フォー・アニマル連合メンバー 

世界中の署名を交わした団体と、彼らが代表する何百万もの会員と動物たち

FOUR PAWSインターナショナル
グローバル・フェデレーション・オブ・アニマ

ル・サンクチュアリ

ヒューメイン・ソサエティ・インターナショナ

ル

インターナショナル・アニマル・レスキュー

国際動物福祉基⾦（International Fund for Animal
Welfare
ジェーン・グドール研究所 - ネパール
フィリピン動物福祉協会

RSPCA UK
サラワク動物虐待防⽌協会（Sarawak Society for
the Prevention of Cruelty to Animals
⾹港動物虐待防⽌協会（Society for the
Prevention of Cruelty to Animals Hong Kong
VShine動物保護協会
ワールド・アニマル・プロテクション 
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SOCIAL MEDIA ANIMAL
CRUELTY COALITION 
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