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来歴

2004年 岐阜大学獣医学課程入学
2007年 岐阜大学在学中に、犬猫の殺処分問題に興味を

持ち、学生団体を設立し、活動を開始。
2010年 岐阜大学獣医学課程卒

一般企業へ就職
地域活性化などのプロジェクトに参画

2011年 動物病院勤務（～2013年）
動物病院での犬の保護活動立ち上げに参画

2011年 東海若手起業塾にて、ソーシャルビジネスを学ぶ
犬のしつけと動物行動学を広める必要性を確信

2012年 ＮＰＯ法人設立・ONELife開業
2014年 ぎふ動物行動クリニック開院
2015年 ペット産業の社会的責任を考えるシンポジウム開催



ONELifeとは？

飼い主さんが学ぶ、犬のしつけ教室
陽性強化 ＋ グループレッスン



パピークラスでは？

子犬の社会化
飼い主さんが育て方を学ぶ



ぎふ動物行動クリニック

獣医師によるカウンセリング
鑑別診断・薬物療法・行動修正



今日のおはなし

① なぜ、社会化が必要か？

② 社会化とは何か？

③ 社会化＆しつけでよくある質問

④ これからの動物取扱業に求められること

【今日のテーマ】
すぐにでも使える知識を提供する



今日のおはなし

なぜ、
社会化は必要か？



犬の飼育放棄の原因（平成26年度名古屋市）

引越
（２０）

飼育者の
病気・入院
（１９）

飼育者
の死去
（７）

迷惑を
かける
（７）

管理すること
ができない
（７）

計画外の
繁殖（６）

攻撃的な性格
（６）

家族が病気
アレルギー（５）

飼育費用の負担ができない
（４）



猫の飼育放棄の原因（平成26年度名古屋市）

計画外の繁殖
（２０６）

迷惑を
かける
（６０）

飼育者の死去
（５１）

飼育者の病気・入院
（３４）

飼育管理することが
できない（１３）

飼育費用の負担ができない
（１１）

引越（１３）



飼育放棄の遠因

関係性要因

問題行動
飼い主意識

高齢化要因

入院・怪我
死亡

経済的要因

離婚・失職
災害

× ×

飼育放棄



犬の行動で問題だと感じていること

出典：「「「「飼飼飼飼いいいい主主主主のののの意識意識意識意識とととと飼飼飼飼いいいい犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの行動行動行動行動とのとのとのとの関係関係関係関係」」」」調査研究調査研究調査研究調査研究（（（（ベネッセコーポレーションベネッセコーポレーションベネッセコーポレーションベネッセコーポレーション））））
http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20060814_kenkyu.html

0% 10% 20% 30% 40%

知らない犬に吠える

知っている人に吠える

知らない人に吠える

知っている犬に吠える

知らない犬に
唸る・歯をむく

29.2％

28.7％

28.3％

19.7％

17.5％

赤字：社会化不足が要因の一部



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

猫の行動で問題だと感じていること

出典：「「「「飼飼飼飼いいいい主主主主のののの意識意識意識意識とととと飼飼飼飼いいいい犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの行動行動行動行動とのとのとのとの関係関係関係関係」」」」調査研究調査研究調査研究調査研究（（（（ベネッセコーポレーションベネッセコーポレーションベネッセコーポレーションベネッセコーポレーション））））
http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20060814_kenkyu.html

爪とぎ以外で爪をとぐ

トイレ以外の場所での排泄

室外への脱走

夜間に興奮する

人間の食事中に
テーブルの上に乗る

46.2％

24.7％

21.0％

14.0％

13.8％

赤字：社会化不足が要因の一部



問題行動の原因は？

動物福祉の５つの自由

飢えと渇き
からの自由

痛みと疾病
からの自由

不快な環境
からの自由

不安と恐怖
からの自由

生得的な行動を
表出する自由

社会化



ペットとの同行避難についての意識調査

避難所に自分のペットを連れて行った時に、
周りの迷惑になると思いますか？（N=64）

おおいに迷惑に
なると思う
（31.3％）

少し迷惑に
なると思う
（67.2％）

あまり迷惑に
ならないと思う
（1.6％）



4月27日西日本新聞

人人人人とととと動物動物動物動物のののの共生共生共生共生センターセンターセンターセンター

私たちは、人と動物が共に生活することで起こる社会的課題の解決を通じて
誰もが他者を思いやることの出来る社会に貢献します

「ペット同行避難断られた」相談600件
場所、人手なお不足 被災地の熊本

熊本地震の被災地では、ペット連れのため避難所に居づらく、車中泊
など不便な生活を強いられている人たちがいる。ペットと「同行避難」
できる動物病院や専用テントが現れ、一時預かりなど支援の動きが出
てきているが、人手や場所が不十分など課題も多い。

「ペット同行で避難所に入るのを断られた」。動物愛護団体ドッグレス
キュー熊本（菊陽町）には、こんな相談が600件近く寄せられている。
犬だけを預かっており、現在43匹。支援の人手が足りず、受け入れはぎ
りぎりの状態だ。

参考URL：http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199241

西日本新聞：http://www.nishinippon.co.jp/



環境省のガイドラインを見てみると

人人人人とととと動物動物動物動物のののの共生共生共生共生センターセンターセンターセンター

私たちは、人と動物が共に生活することで起こる社会的課題の解決を通じて
誰もが他者を思いやることの出来る社会に貢献します

参考URL：https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html



社会化の普及がもたらすもの

犬猫の社会化の普及

ストレス耐性・情緒の安定

人も犬猫も安心した生活



社会化の普及がもたらすもの

人と動物が
『安心して豊かに生活できる』
ようにサポートすること

動物取扱業が出来る
最大の社会貢献



今日のおはなし

社会化とは
何か？



生活の中で出会う様々な刺激が
安全なものだと教えること

社会化とは

・・・・知知知知らないらないらないらない人人人人
・・・・犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫
・・・・物音物音物音物音やややや騒音騒音騒音騒音
・・・・車車車車やややや自転車自転車自転車自転車
・・・・家家家家のチャイムのチャイムのチャイムのチャイム
・・・・触触触触られることられることられることられること



社会化期とは

０週０週０週０週 ４週４週４週４週 ８週８週８週８週 １２週１２週１２週１２週 １６週１６週１６週１６週 ２０週２０週２０週２０週 ２４週２４週２４週２４週

受応力
警戒心

犬：4～12or16週 猫：3～9or12週

社会化期を逃してはならない！

新生子期
移行期

社会化期 若年期



恐怖・不安を形成するもの

胎生期の母犬の
ストレス状態

母犬の育子行動
の程度

ブリーダーによる
社会化の程度

ショップによる
社会化の程度

飼い主による
社会化の程度

遺伝による
気質への影響

体罰等による
恐怖条件付け

恐怖
不安



胎生期（生まれる前）

日頃からの母犬のストレスケアを
（散歩・運動・知的玩具）

・母犬とストレスを共有
・脳の性差がつくられる
・母犬がストレスにさらされると
育子行動が減少する

母犬にストレスがかかると
ストレス耐性↓



新生子期（～2週）

感覚が未発達
母犬の育児をサポート

・目と耳は聞こえない
・感覚は触覚のみ
・母乳を飲み、排泄し、寝る
・すべての世話は母犬に依存

この時期の人との接触の有無
は社会化には影響しない



移行期（3週）

感覚が次第に発達
人と接触＋臭いを教えておく時期

・目が開き、耳が聞こえるように
・兄弟犬との舐めあい
・口で周囲の物を探索

感覚が芽生え
初期の刷り込みが起こる時期
人への印象を良くできる



社会化期前半（4～7週）

人と接触、人の臭い、生活音に馴らす
母犬・兄弟犬との遊びを充実させる

・巣箱から出て探索へ
・母犬、兄弟犬との遊び
・新しい刺激の受入体制
・所有欲や序列の芽生え

この時期に出会った
人・物・場所などに愛着形成



社会化期後半（8～12週）

飼い主によるハンドリングの実施
外の世界を出来るだけ早く見せる

・保護者の交代
（母犬⇒父犬）

・咬みつきの抑制を学ぶ
・外の世界を知る

外界の知らない刺激に
対して馴れる期間



ハンドリングの実験（猫）

39秒42秒11秒接近までの時間

15秒24秒41秒
人の近くで

じっとしている時間

3～14週

ハンドリング
なし

7～14週

毎日15分

ハンドリング

3～14週

毎日15分

ハンドリング

動物の行動学イヌとネコの問題行動治療指針：Karen L Overll著森裕司監修（チクサン出版）



社会化期前半（犬4～7週／猫3～7週）
実施者：ブリーダーさん
内 容：母犬猫・兄弟犬猫同士の活発な交流

人との接触に馴らす（ハンドリング）

社会化のポイントまとめ

社会化期後半（犬8～12週／猫8～10週）
実施者：飼い主さん・ショップさん
内 容：人の世界・外の世界を見せる

人との接触に馴らす（ハンドリング）



49日齢規制と社会化の関係

生後49日＝社会化のピーク

社会化の空白期間が問題！

人・犬（猫）
外界の刺激と

継続的に触れ合える
環境にいさせてね



具体的な社会化実施法

ブリーダーさんでは・・・

・抱っこの練習
・手からフードを与える
・知らない環境で遊ばせる
⇒天気のいい日に屋外で
⇒感染症の管理された場所
・効果音のCDを断続的に



具体的な社会化実施法

ペットショップさんでは・・・

・抱っこの練習（スタッフ）
・抱っこ散歩へＧＯ！
・効果音ＣＤを断続的に
・お客さんに抱っこしてもらい
フードをあげてもらう
・感染症が大丈夫な個体同士
で遊ばせる



具体的な社会化実施法

家庭に迎えたらでは・・・

・ゲージに入れっぱなしにしない
当初は１～３日の安静
1時間に1回10分出すなど

・抱っこして散歩に行く
フードを外で食べられる
下には降ろさない

・適切な初期しつけ
排泄＆噛みつきのしつけ



具体的な社会化実施法

トリミングサロンさんでは・・・

・社会化トレーニングの
実施状況の確認

・散歩の実施状況の確認
・適切なしつけ

⇒4～6カ月でもまだどうにかなる
⇒怖がりの犬は早めに対処！



今日のおはなし

社会化＆しつけで
良くある質問



感染症と社会化のせめぎ合い

感
染
症
？

社
会
化
？

す きは！？



ク ンと社会化の関係

【質問】
ク ン ってなくても
外出して大 なの？

【 】
感染症リスクは全くの ではない
けれ 、 っこなら 大
社会化しないリスクの が大きい！



感染症の発症の必要

感染 経
感 性
動物

３つの が ないと
感染症は発症しない



犬の ア イルス病

唾液中（咬傷感染）

⇒環境中では簡単に死滅⇒環境中では簡単に死滅⇒環境中では簡単に死滅⇒環境中では簡単に死滅

狂犬病

咳・くしゃみなど（飛沫感染）犬伝染性喉頭気管炎

（アデノウイルス2型）

糞便中・尿・唾液への接触

⇒回復個体の尿（接触感染）⇒回復個体の尿（接触感染）⇒回復個体の尿（接触感染）⇒回復個体の尿（接触感染）

⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）

犬伝染性肝炎

（アデノウイルス1型）

主に糞便・汚染物への接触

⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）

母胎から胎児へ（胎盤感染）

犬パルポ

ウイルス感染症

鼻汁・唾液・めやに・尿

咳・くしゃみなど（飛沫感染）

⇒環境中では死滅しやすい⇒環境中では死滅しやすい⇒環境中では死滅しやすい⇒環境中では死滅しやすい

犬ジステンパー

ウイルス感染症

感染経路感染経路感染経路感染経路疾患名疾患名疾患名疾患名



猫の ア イルス病

主に糞便中・汚染物への接触

⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）⇒環境中で感染性を保持（数か月）

母胎から胎児へ（胎盤感染）

猫汎白血球減少症

（パルボウイルス）

鼻汁・めやに等の分泌物・汚染物の接触

⇒持続感染あり⇒持続感染あり⇒持続感染あり⇒持続感染あり

⇒環境中で感染性を保持（１ヶ月程度）⇒環境中で感染性を保持（１ヶ月程度）⇒環境中で感染性を保持（１ヶ月程度）⇒環境中で感染性を保持（１ヶ月程度）

猫カリシウイルス感染症

鼻汁・めやに等の分泌物・汚染物の接触

咳・くしゃみなど（飛沫感染）

⇒持続感染あり⇒持続感染あり⇒持続感染あり⇒持続感染あり

⇒乾燥に弱く、環境中で感染性を保持できない⇒乾燥に弱く、環境中で感染性を保持できない⇒乾燥に弱く、環境中で感染性を保持できない⇒乾燥に弱く、環境中で感染性を保持できない

猫ウイルス性鼻気管炎

（ヘルペスウイルス）

感染経路感染経路感染経路感染経路疾患名疾患名疾患名疾患名



イルスは こにいる？

病原体との接触が けれ
感染症にはならない

犬パル ・犬ア
猫パル ・猫 リ

感染している動物と
直接接触しない

一般的な道路を
抱っこしていれば
よっぽど感染しない



散歩に関して



散歩に関して

【質問】
散歩はいつから行ったらいいの？

【 】
飼い主さんの家に来て

３日くらい経ったら行きまし う！

（ ク ン ってなけれ っこ）



散歩に関して

【質問】
散歩は いから（ いから）
しくなってからでいい？

【 】
です！

くても くても、心 よい時間 に
必 行きまし う！

も ん 犬でも必要です



散歩に関して

【質問】
猫だから、散歩しなくていい？

【 】
、子猫のう に外の世界を
見せてあ てください

お 、 での移動、動物病院
な の に ラスにな ます



吠えぐせに関して



吠えぐせに関して

【質問】
吠えぐせを するには？

【 】
吠えを するには

知らない人に馴らす
イ の音に馴らす

外の世界の刺激に馴らす が



吠えぐせに関して

もっと吠えよう・・もっと吠えよう・・もっと吠えよう・・もっと吠えよう・・

追い払えた追い払えた追い払えた追い払えた
安心できた安心できた安心できた安心できた

こっちに来るな！こっちに来るな！こっちに来るな！こっちに来るな！ ポストに入れたらポストに入れたらポストに入れたらポストに入れたら
帰るよ帰るよ帰るよ帰るよ



吠えぐせに関して

外外外外がががが見見見見えるからえるからえるからえるから吠吠吠吠えるえるえるえる



吠えぐせに関して

おいしい♪おいしい♪おいしい♪おいしい♪おやつあげるよおやつあげるよおやつあげるよおやつあげるよ

ピンポンピンポンピンポンピンポン鳴鳴鳴鳴ったらオヤツもらえるったらオヤツもらえるったらオヤツもらえるったらオヤツもらえる



みぐせに関して



みぐせに関して

【質問】
子犬のう に上 関係を

教え む必要があるでし ？

【 】
体 を用いた上 関係 は

恐怖心を育てて みつきを 化します
体 は/ ！ ！



上 関係に関する い

ス ス



ス、 スの を たすには？

× 体 が怖くて う
⇒ケンカ相手は同等の相手
⇒安心できないから咬む

が高く、 がとれるから う
⇒資源のアクセス権を持つ
⇒犬の要求に従わない
⇒安心して身を預けさせる練習
⇒体罰で恐怖を与えない



みつくから体 って？

触られたら
がる犬猫の
人化イ ー

テ！って えない犬猫もいる
家族でもス ン ッ な時も



体 の９つの 害 用

①罰を使うタイミングが難しい
②望ましくない行動を増やすかもしれない
③十分な強度を保たなければならない
④怪我をさせるかもしれない
⑤恐怖を与えるかもしれない
⑥攻撃行動を増強させるかもしれない
⑦攻撃の予兆となる行動を減らすかもしれない
⑧悪い連合学習をさせるかもしれない
⑨好ましい行動を教えることはできない

（米国獣医動物行動研究会『罰の有害作用』声明より）

期の体 は心的外 を す



みぐせに関して

【質問】
子犬の み には い！ って

え いいんでし ？

【 】
みつきの動 けによって

法は な ます



子犬の みつきの動 と 法

① 触られる・拘束が嫌で咬む
⇒触られることに馴らす練習（馴化）
⇒拘束に対して身を預ける練習（馴化）

② 遊びから興奮して咬む
⇒咬んだら遊びを中断する（負の罰）
⇒適切な噛むおもちゃを使う（道具の利用）

③ かまってほしくて咬む
⇒かまえない時はゲージから出さない（生活ルール）
⇒リードをつけて行動を制限する（道具の利用）
⇒子犬と遊ぶ時間を十分にとる（生活ルール）



最後のおはなし

動物取扱業が
められる

社会的 とは？



業の社会的 （ ）とは

Corporate

Social

Responsibility

環境

組織

公正な事業慣行

消費者課題

地域

人権
労働慣行

社会から求められる責任を果たし
リスクを管理し、利益を出す



生 の動物実験

自然志向・動物福祉思想の広がりにより、
2013年、ＥＵで化粧品開発のための動物実験禁止



族 の ー中

出 ：http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/111200320/?ST=m_news

出 ：http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1603/24/news020.html

日本のペット産業も対岸の火事ではない

米国でシャチショーに対する批判が高まっている。11月初めにシャチによるショ
ーを違法とする法案が議会へ提出されたことを受け、海洋テーマパークのシー
ワールドは9日、本拠地サンディエゴにあるパークのプログラムに大幅な変更を
実施、「シャム」と呼ばれるシャチのショーを段階的に廃止していくと発表した。
全米11カ所にあるシーワールドでは、ここ最近入場者数が減少しているとの発表
があったばかりで、同社の株価も下降を続けている。海洋娯楽産業を批判して
話題を呼んだ2013年のドキュメンタリー映画『ブラックフィッシュ』をきっかけに、
動物愛護団体によるデモが盛んに行われ、注目を集めたことが影響している。

動物愛護などの活動により、企業や国が方針転換を余儀なくされるケースが近
年、世界的に目立ってきている。そしてこの傾向は日本にとっても対岸の火事で
はなく、日本企業もきちんとこの実態を把握しておかなければ命取りになりかね
ないと言える。



ペットビジネスの裏側で

引き取り屋が横行！？
追跡！ペットビジネスの闇
6月25日（水）22:00～



ペット ッ の 用意

ペット販売業の持続的経営に必要な社会的責任の考察
奥田・東,2016,ヒトと動物の関係学会誌(４３)



2020年ペット 業が するリスク

世界の に
日本のペット 業は耐えられるのか？



ペット ッ を ぶ の

ペット販売業の持続的経営に必要な社会的責任の考察
奥田・東,2016,ヒトと動物の関係学会誌(４３)



社会からの要 が くなる 性のある

・ショップでの展示販売
（広さ、社会化、滞在日数が適正か？）
（展示方法が生態に即したものか？）

・繁殖場での個体の管理
（広さ、運動、社会的接触）

・繁殖引退犬猫の処遇
（動物福祉の守られた環境）

社会からの要請への感度の高い企業が
選ばれる企業になって行く・・・



社会からの要 の

大手モール

ショップ

インテナント（生体）

ブリーダー＆卸

動物 ！

動物 ！
生体さんと調整できるか・・・？

動物 ！？
うちも大変だけど

ブリーダーさんも、もっと大変に/

動物 ？
精一杯やっていても

店舗の要求に応えられるか/



社会からの要 の

大手モール

ショップ

インテナント（生体）

ブリーダー＆卸

動物 ！

もうやってます！

もうやってます！

もうやってます！



まとめ

人と動物が
『安心して豊かに生活できる』
ようにサポートすること

動物取扱業が出来る
最大の社会貢献



ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ・ご質問等

社会化をはじめ専門的見地からご助言いたします

info@tomo-iki.jp（奥田）


