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芝生で

室内で

ビーチで

The Dogs
If you’re luckey enough to have Known as great one.

They really never leave.
They stay with you as long as you live.

Harness to your heart,
Giving their all,

Always. 

もしあなたが幸運にも愛犬との暮らしに恵まれたなら
あなたの愛犬はあなたに全てを注いで

あなたの心を抱きしめて
生涯あなたの側を離れることはないだろう

あなたが生き続けるかぎり
いつまでも

映画「TOGO 」より

イヌ、犬、なぜ犬なのか、、、

イヌを独自の動物として捉える側面と
人の最良の友としての側面の

両面で捉えることは一筋縄ではいかない。
人はイヌのことになると
実際に飼っていなくても

誰もが一家言を持っているようだからだ。
それに、イヌについては感動的で

心温まる物語やエピソードが
山ほどあるため

客観的に見る目も曇りがちになってしまう。

「イヌの博物図鑑」A.ミクローシ著 原書房

人と犬の共存の歴史

犬は家畜化された最古の動物である
考古学的証拠を踏まえると

犬の家畜化は１万５０００年前と推察される

数千年前の北極圏の人々が犬橇として
初めて犬に人との労働を教えたと言われる

約２００年～１５０年前に現存する
大半の犬種が開発された

100～120世代に及ぶ選択繁殖と近親繁殖で
犬種が作られてきた

「犬の博物図鑑」A.ミクローシ 原書房

狼の群れ VS. 家庭犬の群れ

群れで暮らすためには優れた親和を示す
コミュニケーションが必要であり、
自然の群れの中で起こる対立は
大抵この親和行動によって、
再び協力しあって狩を行う。

家庭犬にもこの行動特性があり、
人が介入しなければ
犬同士で問題の解決が
親和的に行われるものである。

「犬の博物図鑑」A.ミクローシ 原書房

自然界での群れは違う年代層で少数で構成されているため、
群れの中での生死に及ぶ争いは起こらない

群れで協力して暮らす形態を維持するためには、
序列の存在は必要なく、

家庭犬の理想的な構造でも同じである。

血縁による群れの生態を伴わない家庭犬では、
しばしば「支配欲／所有欲」による闘争が見られる。

これらの問題を避けるためには、
早期に他個体との社会化を入念に行う必要性がある。

「犬の博物図鑑」A.ミクローシ 原書房

野生犬の群れ VS. 家庭犬の群れ



お友達の定義

人のお友達：一緒に勉強したり、仕事をしたり、遊んだり、
親しく交わる人、友人

犬のお友達：一緒に勉強したり、仕事をしたり、
遊んだり、親しく交わる犬、犬友

犬の勉強、仕事、遊び ＝ 獲物を捕まえる／ハンティング

動くものを見る→追う→捕まえる→加える→振る→引き裂く

ペピーセミナー：遊びと運動参照

犬友と遊んで欲しい飼い主さんの思い

運動をさせたい：なぜ運動をさせたいのか？
・健康のため
・疲れさせたい～家でおとなしくして欲しい

お友達が必要 ：なぜお友達が必要だと感じるのか？
・一人だと淋しいのでは・・・？
・寝てばかりでは退屈そう

『ドッグランデビュー』や『犬の幼稚園に通う』目的は、飼い主さんの役目の
免除ではありません。他の犬が集う場所に自分の犬を連れていく前に、大切な
愛犬のために準備することがたくさんあるのです！

あなたの愛犬は、他の犬とのコミュニケーションの技術を備えていますか？

他の犬と合わせる前に！

飼い主さんとの関係づくり
幼犬は四肢をしっかり地面につけてたくさん身体を動かすことが大切です

特に、「犬は走る生き物です！」
・引っ張りっこや、さまざまな音の出る玩具で
犬の興味をそそりましょう

・なかなか動かない犬の場合は、ドッグフードを
転がして追わせたり、子犬の目の前で手の平を
素早く動かしたりして動きを誘い出します

要注意→この時手に噛み付いて来たら直ぐに立ち上がって遊びは終了
終了の手順→「残念」と声を出してその後5分は完全無反応に徹する

ペピーセミナー：遊びと運動参照

採餌活動の練習

ワブラーは

親友

コミュニケーション技術の評価
幼犬編

8週齢～16週齢(予防接種終了前）：パピークラスなどで
①まずは１頭ずつフリーに放す

A：飼い主さんから自然に離れて周囲の探索を始める＝良好
B：飼い主さんから離れないか、離れてもすぐに戻る＝自信がない

②Aの犬同士で同時にフリーにする（遊戯の先導犬／プレイヤーの評価）
AS：相手の犬の動きをよく見ていて合わせて動く（プレイヤー候補）
AA：他の犬には興味なく誘われたらそれなりに興じるが直ぐに終了する
BB ：相手に合わせずに一方的に、特にAAタイプを攻めまくる＝要注意

③Bの犬だけをまず放してそこにASの犬を入れてAAの犬を入れる
＊教育犬（成犬）がいる場合はASの前に教育犬を放して入れる

＊＊教育犬がいる場合のみBBの犬も放して入れて様子を見る

オフリード
必須

要注意：犬同士が交流中は絶対に人は介入しないこと！！

コミュニケーション技術の評価
成犬編

まずは１対１で相手の犬のことを飼い主同士が知っていて安全な犬
①囲いのある安全なスペースで同時にフリーに放す

A：飼い主さんから自然に離れて相手の犬に接近する＝良好
B：飼い主さんから離れないか、離れてもすぐに戻る＝自信がない

②教育犬がいる場合は全てを教育犬に任せて自由に交流させる
AS：相手の犬の動きをよく見ていて合わせて動く（プレイヤー候補）
AA：他の犬には興味なく誘われたらそれなりに興じるが直ぐに終了する
BB ：相手に合わせずに一方的に、特にAAタイプを攻めまくる＝要注意

③Bの犬だけをまず放してそこにASの犬を入れてAAの犬を入れる
＊教育犬（成犬）がいる場合はASの前に教育犬を放して入れる

＊＊教育犬がいる場合のみBBの犬も放して入れて様子を見る

オフリード
必須

要注意：犬同士が交流中は絶対に人は介入しないこと！！



適切な教育犬の条件
 犬とのコミュニケーションに優れている
 基本的には穏やかで堂々としている

 その場を乱す犬の行動を制御する（BB犬）
 気の弱い犬をサポートする

 遊びのルールを守り指導出来る

プレイヤーだけの役目の犬もいますが、教育犬の多くは両方の能力を備えています

教育犬ってどんな犬？

教育犬
犬の群れの

交通整理をします！

＊＊プレイヤー（遊びの先導犬）と教育犬は違います！
プレイヤー：他の犬を上手に遊びに誘い込みます
教育犬：群れを乱す不適切な犬の行動を抑制しますBB犬

ブーリー：いじめっ子

教育犬が必要な状況って？

犬同士での揉め事は人が介入しなければ傷つけあうことはありません

 追いかける役、追われる役は交互に行われます
 ボールや引っ張りっこなどの遊具がある場合は交互に奪い合います

 継続的な吠えは発生しません
 逃げたり、避けたりする犬はしつこく追いかけません

正常な状態

教育犬は通常穏やかな犬なので正常な状態が崩れたら
自分が遊んでいる途中でもパトロールを始めて

異常事態の発生場所に飛んで来て発生源の犬（BB犬）の行動を抑制します

＊教育犬が相手の犬を傷つけることは絶対にありませんがあまりに小さいと
相手の犬を止めに入った時に不慮の傷を負う場合があるので

教育犬のサイズは理想的には１０kg以上が好ましいです

教育犬がいない場合は？

人が教育犬の役目をします
いつ、どの犬を、どのように管理するのか？

例：追いかけられているように見えても、隠れても、また自分から出てくる犬の
場合は犬に任せておきましょう

①追いかけられている犬が飼い主や、隠れる場所から出て来なくなったら、
隠れている犬をその場から救出して、追いかけているBB犬はまず放置！

②BB犬が他の犬も追いかけ始めたらBB犬はその場から追放で群れには戻しません！

＊BB犬の多くは気の小さなチンピラ犬なので、犬対応のリハビリをしない
限りは、ドッグランなど犬の集まる場所へは連れていかないほうが犬のためです

BB犬のリハビリ：教育犬と１対１で徹底的にコミュニケーションの教育を受けます

そのほかの問題発生源は？

人混みを嫌う人がいるように、犬混みが嫌な犬もいます
そんな犬がそこから出るために考えることは

飼い主を呼ぶために他の犬を虐めます

タイムアウトでそこから掘り出されるまで問題を繰り返します

そんな犬の飼い主さんへ
 犬と仲良くする必要はありません

 飼い主さんのことが好きならば、あなたが遊んであげて下さい
 一緒に遊べなくても、他の犬と大人しくできれば良犬です！

ここに
居たくないよ～
助けてくれ～！

他の犬と遊ばせたかったら、そんな性質の犬を選んで、そうなるように育てましょう

遊び上手なプレイヤー💚

・遊んでいる時に柔軟に方向転換ができる
・常に遊んでいる相手から目線を外さない

・どんな犬種、サイズの犬でも相手にできる
・引き気味の犬の動きを待つことができる

・遊びの役目を交代できる
・嫌がる相手を追いかけない

・走るのが大好き！

注意事項
 BB犬に対して逃げる犬の場合は、人が直ぐに介入して逃げる犬を助けて

BB犬を群れから退散させてからプレイヤーを群れに戻します
＊＊相手が逃げることでBB犬の行動が強化されてしまうからです

犬は走る動物です！

よく食べて、よく寝て、
よく走る

・子犬の時からたくさん
走らせましょう！

・たくさん走ると
よく食べて、よく寝ます

四肢で地面を蹴って全速力で走る運動は、健康な身体を作ります
適切な運動と栄養で健全な心身を育めば、自信のある犬に育ちます

自信のある犬は他の犬と問題を起こしません
犬に必要な運動は疲労困憊で疲れる運動ではなく

しっかりと身体を動かす質の高い運動です

そして、飼い主さんが大好きで、呼ばれたら全速力で走って来ること！



ほかの犬に会わせる準備

 家庭での環境も含めて愛犬と飼い主の関係づくり
・家で犬が落ち着いて休める場所があるか
・飼い主への異常なほどの高い依存がないこと
・日頃からよく食べ、よく遊び、よく寝る

 ほかの犬への愛犬の反応を知る
 日常から身体をたくさん動かす、走ること
 常識ですが、犬や人への攻撃性が無いこと

一番大切なことは！

信頼できる呼び戻し 映像解説

①犬の正面に立って『おいで！』と同時に素早く数歩後ろに下がる
＊フードを持つ手を犬の頭の高さに置いて犬がフード目掛け飛び込んで来る

のを待ち受ける→犬が顔をフードに突っ込んできたら「お利口」と褒めて
カラーを握ってから犬にフードを食べさせる

②犬から50cmほど離れたところから停止の状態で『おいで！』と犬を呼び込む
＊繰り返し

③犬の正面に立ち『おいで！』と同時に素早く1mほど後ろに下がる
＊繰り返し

④犬から1mほど離れたところから停止の状態で『おいで！』と犬を呼び込む
＊繰り返し

＊の部分をよく理解して、注意深く映像を観てください

信頼できる呼び戻し ２ 映像解説

⑤犬の正面に立ち『おいで！』と同時に素早く犬に背中を向けて3～５mほど
後ろに走り去り振り向いて犬が手元に飛び込んでくるのを待ち受ける
＊繰り返し

⑥犬から5mほど離れたところから停止の状態で『おいで！』と犬を呼び込む
＊繰り返し

注 釈

 犬から離れる距離は犬のサイズなどにより個体差があります
 基本的に２人でトレーニングをやるのが好ましいのですが、お手伝いが居ない

場合は、「待って」→「おいで」での練習が可能です。でも、誰かにリードを
持ってもらってするトレーニングは、解放されたときの犬のスピードアップに
勢いがつけやすいです

 5mがどこでもできるようになれば、どんどん距離を増やすことが可能です

呼び戻しのまとめ

映像をよく観て＊の手順（特に手の甲を足に付ける）は正確に行いましょう
犬の鼻先にフードを付けてフードを追わせることは厳禁です！
『おいで！』の声は元気よく飛んで行きたくなるような明快な声で！
①～⑥までそれぞれの段階は、犬の疾走のスピードが決して落ちないように、

距離が加わるとむしろ犬の疾走のスピードは加速していくはずです
外でリードを付けてトレーニングをする場合は、「巻き込み式延⾧リード」の

使用は危険なので、絶対に厳禁です
＊外でのトレーニングには、トラッキングやフリスビー用のロングリードが軽く

て絡まり難く、⾧さも種類があり使い易いです
犬があなたに集中していない時は呼び戻しはしないように
＜例＞匂いかぎや、他のものに集中している時など

 トレーニングは必ず成功を積み重ねながら進めていきましょう

理想的な環境設定

 外の場合は逃走防止のためフェンスで囲われたスペース
 小競り合いが起こらないように十分なオープンスペース
 途中で逃げたくなった場合に椅子や遊具など隠れるスペースがあること
 オモチャなどへの所有欲の問題を持つ犬は、

問題を改善してから参加しましょう。
または、オモチャ持ち込み禁止の
場所を探しましょう

＊人は犬が逃げ込んだり隠れ易いように
スペースの端で静かに犬を見守りましょう

＊＊犬の大好物を片手に時々、必ず呼び戻しましょう

どれほど遊び上手な犬でも、絶対に自分の犬から目👀を離さないこと！

路上でのマナー

知らない犬同士でのご挨拶は必要？

でも、ほかの犬との出会いがなく練習する相手もいない場合は

①先ずは、相手の犬の飼い主さんに好感度のご挨拶をしましょう
または、相手からの接近の場合、どちらかの犬が嫌がっていたり、緊張
している場合は、ご挨拶は止めましょう

②犬同士接近させる時は、リードは必ず緩めてテンションが入らないように
ハンドリングに気をつけましょう

③もし、犬同士が揉めそうになったら、絶対にリードは張らずにルーズな状態
で、犬同士で解決できればそのままで、または、お互い同時に犬を呼び戻
しましょう

車の往来や、人通りの多い場所でのご挨拶は社会の迷惑なので厳禁です



共有スペースでのマナー

 過剰なマーキングや匂い嗅ぎは不安の現れ！

 不安が多い犬ほどマーキングが多い
 お散歩時の引っぱりは厳禁です
 外出を楽しい時間にしましょう

 犬にとって屋外は車やバイク、他の犬など
苦手な刺激に囲まれて楽しくない

お友達が左脳スウイッチオン

快
・楽しい
・嬉しい

学習が進む

不快
・恐い
・嫌い

×学習が進まない

左右

お外が苦手な犬のため

苦手な刺激：系統低位脱感作と拮抗条件付け
・お外が苦手な場合「レストランお散歩』
①食事の場所を、いつもの場所から徐々に玄関へと近づけて行く
②段階ごとに食事の場所に自分からワクワクと先に行って
ご飯を待つようになったら、次の段階へと進める

③玄関の外→門の外→最終ゴールは公園でお食事

犬のサポート
車や知らない人など、さまざまな外の刺激が苦手なために外出が嫌いな

犬でも、犬が好きな犬の場合は自信のある犬と一緒に歩くことで、
苦手な刺激に対する自信をつけていくことができます

＊＊対犬が苦手な場合でも、犬のサポートで徐々に慣れさせていくこともできます！

「イヌの動物行動学」A.Miklosi藪田慎司監訳
東海大学出版部 ISBN978-4-486-01912-1

「犬の博物図鑑」A.Miklosi小林朋則訳原書房
ISBIN978-4-562-05612-5

「メイザーの学習と行動」J.E.Mazur  二瓶社 ISBN978-4-
86108-045-6

「学習の心理」 実森正子／中島定彦 サイエンス社
ISBN4-7819-0953-1

「行動分析学入門」R.W.Malott/M.E.Malott 産業図書
ISBN978-4-7828-9030-1

「Genetics and the Social Behavior of the Dog」
Johon Paul Scott&John L.Fuller

ISBN0-226-74338-1

推薦図書／参考文献

＊＊次回のテーマは皆様のリクエストを反映させていただきます！

み～んな大好き❣

ご清聴ありがとうございました

謝辞：ファミリーナガーデンの犬たち、スタッフのみなさま、
そしてお友達のみなさんとワンコたちに幸子ちゃん教育へのご協力に感謝申し上げます💓


