


AFTER

子イヌを飼ったあとに
YOU GET YOUR PUPPY

濾r.IAN DUNBAR



子イヌを飼つたあとに

次

日本語版出版によせて …̈…………………………………………………………・

第1章 子イヌの発達における学習の期限 …………………………… 7
子イヌを飼ってから最初の3週 間………………………………………・ 8

-番急いですることは ,………………………………………………… 9
-番重要なことは ・……………………………………………………… 10

-番楽しいことは ・……………………………………………………… 13

第2章 家庭 のエチケ ッ ト基礎講座 … … … … …… … …… … … …… … 17

あなたが家を留守にする時 ・…………………………………………… 19

あなたが家にいる時 ・…………………………………………………… 21

排泄のしつけは1、 2、 3、 と簡単……………………………………… 23

よくある間違い 。………………………………………………………… 23

第3章 ホームアローン (家 でひとりぼっち)……………………… 27

分離不安 ・………………………………………………………………… 32

家を留守にする時 ・……………………………………………………¨ 35

帰宅 した時 ・……………………………………………………………¨ 36

ジキルとハイ ド的行動 ・………………………………………………… 37

分離不安 と言えるだろうか ? ・………………………………………… 39

第4章 学習の期限 その4 ～生後3ケ 月齢までに～ 人への社会化

41

44

45

緊急性

夢のようなイヌ? 悪魔のようなイヌ? ・……………………………



もくじ

100ノkOこ  l …・・…・…̈ ………・…。…・………・…・……・………………………・̈・…・̈・…・…・… 46

社会化の3つの目標 ……………………………………………………… 47

1子イヌが人を好 きになり、人を尊重するように教える 。………… 48

トレーニング・トリーツ?…………………………………………・ 49

喜んで従う …̈…………………………・…………………………… 53

子ども…………………………………・……………………………… 53

パピーパーティーのゲーム …………………………………………・ 59

男性 …………・・̈ ¨̈ …̈………………………………………………………………………・ 62

見知らぬ人 ……………………………………………………………・ 63

「こんにちはJは オスワリで ……………………………………… 64

警告 l……………………………・…… … ………・………………… 64

からかったり手荒 く扱ったりする …̈……………………………・ 66

とても大切なルール …………………………………………………・ 67

手からフードを与える ………………・……………………………… 73

2ハ ンドリングとジェントリング ・…………………………………… 73

抱 きじめる/押さえつける …̈……………………………………・ 77

すばやく落ちつかせる・……………………………・・………………・・…………… 80

かんじゃく?…………………………………………………………・ 80

権勢症候群 ???¨ …………………………………………………・ 82

ハンドリングする/調べる …̈……………………………………・ 82

罰 …̈…………………………………………………………………・ 87

襟首をつかむ・・………………………………………………………・ 95

よく使われる子イヌを社会化させない言い訳 ……………………。101

合図で吠える 。うなる …̈…………………………………………・113

あいまいで、とってつけたような言い訳 …………………………・117

3大事なものを守る ・…………………………………………………-118

大切なものをトリーツと交換する …̈……………………………・121

食器 …… … ……………………………… …………………………… 127

怠慢なウェイターの態度 …̈………………………………………・130

テイッシュペーパーの問題 !………………………………………・132



子イヌを飼つたあとに

第5章 学

を

第6章 学

習の期 限 その5 ～生後 4ケ 月半 まで に～ 咬みつ きの抑制

学ぶ … …… … … … … …… … … … … … … … … … … … … 135

確実な咬みつきの抑制 。…………………………………………………138

症例 ・………………………………………………………………………139

イヌの咬みつき :悪い知らせと良い知らせ 。…………………………142

とても良いイヌ・良いイヌ・悪いイヌ 。とても悪いイヌ ・…………143

人の咬みつきの抑制 ? ・…………………………………………………148

イヌは人ほど恐ろしくはない 。…………………………………………150

他のイヌに対する咬みつきの抑制 ・……………………………………150

人に対する咬みつ きの抑制 ・……………………………………………152

咬みつきの抑制 レッスン ・………………………………………………154

1.咬みつ きの力の抑制 ………………………………………………・155

2マ ウズ イングの回数を減 らす ……………………………………・158

手におえないプレイセッション ・………………………………………163

甘咬みのできる子イヌ ・…………………………………………………165

咬みつかない子イヌ ・……………………………………………………166

重大な過ち ・………………………………………………………………168

発達の速さ 。………………………………………………………………168

パピースクール (子 イヌの しつけ教室)・ ………………………………169

イヌに対する社会化 vs.人 に対する社会化…………………………… 171

しつけ教室に参加する一番の理由 ・……………………………………174

子イヌを抱いて歩 く ・……………………………………………………182

しつけ教室を探す 。………………………………………………………184

習の期限 その6 ～生後5ケ 月齢までとその後～ 外の世界

・̈・̈・・・・・・・・・・・・・…・・・・・………・̈・・・̈ ・̈・…・・・…・・・・・・・・̈ ・̈̈・・̈ …………・…・・・187

青年期に起こりうる変化 ………………………………………………・189

青年期がうまくい く秘訣 ・……………………………………………・・202

イヌの散歩 ・……………………・……・………………・…………………206

散歩中にり「泄の しつけをする ・………………………………………・・207



もくじ

散歩中に社会化させる ・………………・………………………………・209

散歩中に トレーニングをする 。…………………………………………211

赤信号・青信号 ・………………………………………………………・・214

無意識にイヌを興奮させない 。………………………………………・・218

オスワリとおとなしくしなさい 。………………………………………219

車の中で トレーニングをする 。………………………………………・・224

ドッグパークで トレーニングをする ・……………………………… 2̈26

呼ばれても来ないようにイヌをしつける ・…………………………・・226

呼ばれたら来るようにイヌをしつける ・…………………………… 2̈28

緊急時の離れたところからの「オスワリ」 4段階 ・………………・・231

トレーニングとゲームを組み合わせる ・…………………………… 2̈36

トレーニングとライフスタイルを組み合わせる 。…………………・・238

子イヌのライフスタイル ・…………………………………………… 2̈38

トレーニングをあなた自身のライフスタイルに組み込む ・……… 2̈40

第7章 宿題 のスケジュール …………………・…………………………………243

家でひとりぼっちになる ・……………………………………………・・244

咬みつきの抑制 ・…………・……………… ……………… ……………・247

自宅での社会化とトレーニング ・……………………………………・・249

広い世界での社会化 とトレーニング ・………………………………・・252

第8章 買い物リス ト/書籍とビデオ ・………………………………… 255

鮨 ざ と 政 ざ の違い(碗観

原書では「かむ」という行為について 'chew‐ と
・

bte・ が使用されており、本書では

それぞれ
・
噛む"と “咬む

・
と訳し分けています。意味合いの違しヽま次の通りです。

噛む :ドッグフー ドを噛む、ガムを噛む、家具を噛む、のように物を噛んだり、かじつた

りするような場合。

咬む :咬傷事故のように、イヌが人に咬みつしヽてケガをさせる、ケンカで咬みつくのよう

に強く咬む、咬みちぎるような場合。



子イヌを飼ったあとに

日本語版出版によせて

私の著書 “BEFORE You Get Your Puppy"及 び “AF「ER YOu Cet Yow Puppy"の

日本語版『子イメを飼うまえに』『子イヌを飼ったあとに』をレッドハート株式会

社が翻訳出版してくださることを心から嬉しく思っています。この日本語版の出版

により、私のドッグトレーニングの知識と経験を皆さんと共有できることになりま

した。同時に、この日本語版の完成により、私は皆さんのすばらしい国に何度も出

かけていくごほうびを得ました。もしかしたら、日本で皆さんとお寿司やお酒をご

一緒できる機会があるかもしれませんね。ですから、レッドハー トには、これから

もどんどん私の本を翻訳 していただきたいと願っています。

また、私はレッドハートと仕事ができることを′ら、より名誉なことだと感じていま

す。と言いますのも、レッドハートは、日本のイヌと飼い主の最大の関′しヽを真に受

けとめ応えていることで名高い企業だからです。どのような関係にも、その成功の

鍵はコミュニケーションにあります。私の一番の願いは、この本をお読みになって、

あなたとあなたの愛大が深い報いのある関係をお築きになられ―ることです。

この本を手にとっていただき、ありがとうございます。

Dr.イ アン・ダンバー

カリフォルニア州バークレー

2∞3年 5月 1日
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1章 :子イヌの発達における学習の期限

子イヌを飼ってから最初の3週間

おめでとうございます l ついに子イヌが来まし

たね。さあ、どうしますか? あなたは、いま分岐

点に立っています。子イヌと良い関係が築けるかど

うかは、子イヌに家庭のルールを教えられるかどう

かにかかっています。イヌの生涯でちようど今ごろ、

つまり幼犬期*lが決定的に重要です。子イヌは第一

印象を忘れないでずっと覚えています。だから、イ

ヌの発達には次の数週間が肝心です。飼い主が幼大

期に子イヌをどのように手助けし指導するかで、こ

れから何年も続くイヌと人の関係が豊かなものにな

るのです。

『子イヌを飼うまえに』では、あなたの子イヌの

最初の3つの学習の期限について説明しました。

① (子イヌを飼うまえに)飼い主がイヌについて勉

強する、② 適した子イヌを選び、子イヌの発達状

態を判断する、③ 子イヌを家に迎えて最初の1週間

で家庭のマナーを教える、です。この最初の3つの

8 1



学習の期限は致命的な緊急課題のため、飼い主に問

違いを起こさせている暇はほとんどありません。家

庭のマナーは非常に大切で急いで教える必要がある

ため、ここでも要約して説明します。『子イヌを飼

ったあとに』は、子イヌを家に迎えてから3ケ 月間

で行う3つの学習の期限に焦点を置いています。

時はすでに刻み始めており、残された3ケ 月間で

あらゆることをしなければなりません。

一番急いですることは

一番急いですることは、子イヌが生後3ケ 月にな

る前にさまざまな人に社会化させること、特に子ど

も、男性、見知らぬ人に社会化させることです。よ

次の (子イヌを飼つてからの)3つの学習の期限

学習の期限 その4

学習の期限 その5

学習の期限 その6

生後3ケ 月までに一番急いですることは

人への社会化ホ2

生後4ケ 月半までで一番重要なことは

咬みつきの抑制*3を学ぶ

生後5ケ 月までで一番楽しいことは

外の世界をたつぶり楽しむ



1章 :rイ ヌの発達における学習の期限

く社会化された子イヌはすばらしいコンパニオン・

アニマルに成長しますが、反社会的なイヌは扱いが

難しくしつけに時間もかかり将来的には危険でさえ

あります。子イヌは、あらゆる人と一緒に過ごして

触られるのを喜ぶようになる必要があり、特に子ど

もや見知らぬ人とうまく過ごせるようにならなけれ

ばいけません。

経験的に、子イヌは生後3ケ 月になる前に少なく

とも100人 に会う必要があります。この年齢ではま

だ幼くて外に連れ出すことはできませんから、すぐ

に家に人を招待することを始めてください。基本的

には、何度もパピーパーティーを開いてあなたの友

だちを招待して、手から子イヌにフードを与えてし

つけてもらいます。

一番重要なことは

一番優先すべき重要なことは、生後4ケ 月半にな

る前に、子イヌが確実に咬みつきの抑制を身につけ

甘咬み*4ができるようになることです。イヌが人に



咬みついたり他のイヌとケンカする時、それが深刻

な問題かどうかは傷がどれぐらい深刻なものかどう

かで判断します。つまり、イヌの咬みつきの抑制の

程度を見れば、それが簡単に矯正できる問題かどう

かわかります。咬みつきの抑制が確実にできている

かどうかによって、あなたが抱えている問題が数日

の基本的な トレーニングで簡単に嬌正できるもの

か、あるいは、深刻で将来的には危険な問題で、解

決は極めて難しいものなのかがわかります。

パーフェクトな世界であれば、子イヌをうまく社

会化させ、あらゆる人、イヌ、動物と一緒に過ごせ

るようにできるでしよう。しかしながら、現実には

そうはいかず事故が起こります。誰かがうつかリイ

ヌの尾を車のドアに挟んでしまったり、慌てて電話

に出ようとして寝ているイヌの足につまずいたりと

いう具合です。また、イヌが骨をかじっている時に、

誰かがけつまずいてイヌの上に倒れてしまうことも

あります。イヌは傷つけられたり脅かされると、自

然な反応として空咬み*5し たり、跳びついたり、咬

みつくことがあります。また、どんなにすばらしく

友好的なイヌでも、他のイヌや人からいじめられる



1章 :子イヌの発達における学習の期限

と自分を防御しようとする傾向があります。

たとえば、イヌは人から傷つけられたり脅かされ

ると、人に空咬みしたり跳びついたりすることがあ

ります。しかし、そのイヌに咬みつきの抑制力
'確

実

にできていたら、イヌの歯が人の皮膚に触れること

はないでしょう。万一、人の皮膚に触れたとしても、

ケガを負わせるようなことはありません。このイヌ

は全く傷を負わせていないのですから、問題は簡単

に安全に予防できます。しかし、放っておくと深刻

な問題に発展してしまいます。一方、このイヌが十

分な咬みつきの抑制を身につけておらず、人に咬み

ついて刺傷を負わせていた場合は、あなたは深刻な

状況を抱えてしまい、解決は難しく時間もかかるで

しよう。

また、咬みつきの抑制がしっかりと身についてい

るイヌであれば、他のイヌとケンカしても相手にケ

ガをさせたりしません。社会的に許容できるマナー

で言い争っているにすぎず、大した問題ではありま

せん。しかし、相手のイヌや動物を傷つけたことが

ある場合は、大きな問題で解決も難しいでしょう。

幼犬期の生後4ヶ 月半になる前に、咬みつきの抑

"|



制を必ず身につけさせなければなりません。青年期

や成大になってから咬みつきの抑制を教えるのは難

しいからです。あなたがリードをつけない子イヌの

しつけ教室に参加する第1の理由は、子イヌが確実

に咬みつきの抑制を身につけ、甘咬みが完全にでき

るようにするための技術とテクニックを学ぶことで

す。このためには、子イヌは他の子イヌと遊ぶ必要

があります。成大になってから、家の中や ドッグパ

_ク *6で遊ぶだけでは十分ではありません。

一番楽しいことは

イヌを飼うことでまず優先すべき楽しいことは次

のことです。よく社会化されたイヌが十分に社会に

馴染み、その状態を維持できるようにすることです。

それは実はもっとも楽しいことです。忘れてはいけ

ないのは、あなたのイヌが社会性をずっと維持する

には、毎日、見知らぬ人や他大に会わせなければな

らないということです。同じ人やイヌに繰り返し何

度も会わせるだけでは十分ではありません。あなた

|‖



1章 :rイ ヌの発達における学習の期限

のイヌには、単純に古 くからの友だちとうまくやっ

てほしいだけではなく、見知らぬ人に会ってもうま

く対応できる術を身につけてほしいからです。です

から、定期的にイヌを散歩に連れて行くのは、楽し

いからというだけでなく、そうする理由があるから

だといえるでしょう。

さあ、あなたの生活は変化し始めます。イヌを飼

うことであらゆる喜びを手に入れようとしているの

ですから。長い散歩でわくわくしたり、リラックス

できたり、イヌを車に乗せて旅行に連れて行ったり、

ドッグパークで一緒に午後を過ごしたり、海岸でイ

ヌとピクニックをしたり、もっともっといっぱい楽

しいことをイヌと一緒にできるようになるのです。

それでは、社会化、咬みつきの抑制、散歩に連れ

て行く、についてお話する前に、子イヌの家庭での

マナーについて考えてみましょう。



【訳注】

*1 幼犬期 puppyhood イヌのライフステージは基本的に3段階に分かれ

る。①幼犬期 生後18過齢まで ②青年期 生後18週齢～2,3歳 ③

成犬期 3歳以上 さらに、幼犬期|よ次の3段階に分かれる。(1)新生児

期～生後2週齢  (2)生後3週齢～12週齢  (3)生後13週齢～18週

齢

*2 社会化 soc alレation ィ国人が他の人々とのかかわり合いを通して、社

会的に適切な行動及び経験のパターンを発達させる全過程を指す。動物

行動学においては、群れで生活する動物の子どもが、群れで育つ中で自

分の仲FB5(親  兄弟 その他)との社会関係を体得し、その群れ社会の

「

員としての必要な素地を身につけていく過程をぃうt

*3 咬みづきの抑制 bite nhЫ ■on 3螢 く (本気で)咬むことをがまんする

こと。子イヌが生後4ヶ月半になるまでにしつけておかなければならない、

子イヌの教育において最も重要とされるしつけo咬みつきの抑制を確実

に身につけたイヌは、万一、不慮の事態で咬みつくことがあつても相手

に大ケガをおわせることはない。

*4甘咬み soft mOuth 咬む時にやさしく、力を入れないようにする。

「咬みつきの抑制」を教える時に甘咬みができるようにすること|さ非常に

大切である。

*5空咬み snap ノtク リと空を咬む

*6 ドツグパーク log pl「К 飼い主とイヌが
二緒に中に入れて、リードな

しでも遊べる公園。日本に|ままだ数少ない。
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2章 :家庭のエチケット基礎講座

子イヌを家でひとりぼっちにして出かける時は、

どこで排泄するか、噛んでもよい物は何か、どうや

ってひとりで楽しく過ごせばよいかを、必ず子イヌ

に教えておかなければなりません。また、このよう

な子イヌの教育は一生継続 して行うことが必要で

す。

もし、あなたの子イヌが家を排泄により汚したり、

噛んではいけない物を噛むような場合は、もう一度

『子イヌを飼うまえに』を読んで、すぐに解決方法

を探してください。ほんの1回 でも間違いを起こし

てしまうと、その後何度も繰り返し間違いを起こし、

取り返しがつかないことになります。排泄のしつけ

や噛むおもちゃのトレーニング*lは、最初から間違

いを起こさないようにしつけることが大切です。子

イヌの居場所を制限する方法*2を 必ず守ってくださ

い。子イヌに家庭でのしつけを教えるのが早いほど、

それだけ早く子イヌを家の中で自由に走り回らせら

れるようになります。

■
|



あなたが家を留守にする時

子イヌを小さな専用の遊び場所 (長時間居場所を

制限する場所 *3)に置いておきます。たとえば、台

所、洗面所、運動用の囲いで仕切られた場所のよう

なところです。その場所には、(1)居心地の良いベ

ッド、(2)新鮮な水が入った水入れ、(3)中 に空洞

がある噛むおもちゃ (ド ッグフードを詰めたコング

製品*4ゃ消毒した骨)をたくさん、(4)イ ヌ用 トイレ

(寝床から一番遠く離れた隅に置く)を用意します。

このように上手に設定した場所にイヌを長時間閉

じ込めておく理由は2つあります。

1。 子イヌの家での失敗を予防します。

2.子イヌは、与えられた トイレで排泄し、噛むお

もちゃだけを噛み (他に噛むものがないので)、

おとなしく (吠えずに)過ごす可能性が最大限

に高くなります。

子イヌが一度でも家を排泄で汚したり、噛んでは

いけない物を噛んだら、その後次々と間違いを引き

起こしてしまい大惨事になることを忘れてはいけま
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2章 :家庭のエチケット基礎講座

家を留守にする時は、子イヌ用の遊び場調 こ子イヌを置いて出力Чするようにします。長

時FB5子イヌの居場所を制限するのに適しているのは、床が防水 (掃除がしやすい)のと

ころで、そこには居心地の良いベッド、新鮮な水を入れた水入ね、 ドッグフー ドを詰め

た噛むおもちゃ、 トイレを用意してやります。洗面所に子イヌを置いて出力ヽする時は、

タオル、バスマット、シャワーカーテン、トイレットペーパーは子イヌの手の届かない

ところに片付けておきましょう。

せん。幼い (教育していない)子イヌを監視せずに

家の中で自由にさせてしまうと、子イヌは必ず家を

排泄で汚したり噛んではいけない物を噛むようにな

り、また、そわそわして不安にもなります。しかし、

子イヌの居場所を制限すると、子イヌは食べ物が詰

まった噛むおもちゃに夢中になり、いらいらしたり

不安になったり吠えたりはしなくなります。一旦、

子イヌが家庭のマナーを学習して、家でひとりぼっ

ちになっても楽しく過ごせるようになれば、いつで

も家や庭を自由に行き来できるようにしてやってい

いでしょう。
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あなたが家にいる時

子イヌを監視してください。また、あなたが子イ

ヌと一緒に遊びの トレーニングをしていない時は、

持ち運びできるクレートのようなもの (短時間居場

所を制限する場所・5)に 1回 につき1時間くらい子イ

ヌを入れておくようにします。その中には、(1)居

心地のよいベッド、(2)食べ物を詰めた、たくさん

の噛むおもちゃを入れてやります。

子イヌの居場所を短時間制限する理由は3つ あり

ます。

子イヌを短時間クレー トに入

れておく利点はたくさんあり

ます。子イヌが家で間違いを

起こすことを予防し、噛むお

もちゃに夢中になる可能性を

最大限に高め、排泄のしつけ

もしやすくなります。なぜな

ら、子イヌがいつ排泄したく

なるかを正確に予測できるよ

うになるからです。もし子イ

ヌが自分のベッドを噛むよう

なら、子イヌが ドッグフー ド

と トリーツを詰めた噛むおも

ちゃに夢中になるまで、数日

間ベッドを片付けておきます。
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2車 :家庭のエチケット基礎講座

１

　

　

２^

子イヌが家で失敗を犯すのを予防します。

子イヌが噛むおもちゃのとりこになるようにし

つけて (食べ物を詰めた噛むおもちゃしか噛め

る物がないので)、 子イヌが落ちついて静かに

過ごせるようにします。

子イヌがいつ排泄したくなるかを予測できるよ

うに、子イヌの居場所をイヌ用ベツドだけに制

限することで、排尿と排便を確実に抑制するこ

とができます。そうすると、1時間おきにクレ

ートから解放してやると、子イヌは排泄したく

てたまらなくなっています。子イヌカ潮卜泄した

くなる時を正確に予測できるようになれlよ あ

なたがそばにいて子イヌにツト泄する場所を教え

てやり、子イヌが正しい時に正しい場所で排泄

したらほめてごほうびをあげることができま

す。

う
０
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排泄のしつけは 1、 2、 3、 と簡単

家を留守にする時は、子イヌ用の遊び場所に適したトイレを入

れて、子イヌをそこに入れておきましょう。一方、あなたが家に

いる時は次のようにします。

1.子イヌの居場所をクレートだけにするか、子イヌにリードを

つけてイヌ用ベッドの近くにつないでおきます。

2.子イヌを1時間ことに解放してやり、急いで走つて トイレに

連れて行きます (必要があればリードをつけて)。 そして、子

イヌに排泄するようにうながし、3分ほど待ちます。

3.イヌが

"卜

泄したらいつばいほめてあげ、フリーズ ドライ・レ

バ_*6を 3つ与えて、室内か庭で子イヌと遊んだリトレーニ

ングをしたりします。子イヌが生後3ヶ 月以上になれば、ト

イレで

"卜

泄したこほうびに散歩に連れて行つてやりましょう。

よくある間違い

1.子イヌに間違いを起こさせてしまう

子イヌはなぜ間違いを起こしたのでしょう? 子

イヌの先生 (あ なた)に聞いてみましょう。直腸も

膀脱もいっぱいになった子イヌを寝室に放ったらか

しにしておいたのは誰ですか ? しつけられていな

い子イヌを家にひとりぼっちにして、自由に走り回

れるようにしておいたのは誰ですか? さあ、前の
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2章 :家庭のエチケット基礎講座

ページに戻って子イヌの居場所を制限するスケジュ

ールのところをもう一度読んでください。このスケ

ジュールに従って子イヌの居場所を制限すると、子

イヌが家でひとりぼっちになっても、家庭のルール

を守るようになります。排泄のしつけや噛むおもち

ゃのトレーニングは、とても単純なことなのです。

2.子イヌが正しいことをしたのに、ほめてあげ

ない

あなたは、子イヌが正しいことをした時にほめた

りおいしい トリーツを与えたりしないで、「どうし

て子イヌはしてほしいことをしてくれないんだろ

う ?」 と嘆いています。それなのに、子イヌが勝手

におもちゃやトイレの場所を決めたとしても、子イ

ヌのせいでも何でもありません。さて、前に戻って

子イヌの居場所を制限するスケジュールのところを

もう一度読んでください。噛むおもちゃにドライフ

ードとトリーツを詰めて用意します。そして、子イ

ヌが正しい時に正しい場所でツト泄したら、いっぱい

ほめてごほうびを与えるようにしましょう。
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2章 :家庭のエチケット基礎講座

【訳注】

*1 噛むおもちゃのトレーニング chewtoy train ng 主として「総合管理

システム』を用いてイヌをしつける場合に、制限した居場所の中に食べ

物を詰めた噛むおもちゃ (コ ング ビスケットボール 消毒した骨など)

を入れて、イヌがそねを噛むことに夢中になるような環境を作ることで、

行動問題や分離不安などを予防 解決する方法。

*2 居場所を制限する方法 D「 イアン ダンバーが提唱するイヌの行動問題

の予防 解決を目的とした手法で、長時PB5イ ヌの居場所を制限する方法

と短時間イヌの居場所を制限する方法を統合して「総合管理システム

tota management system』 と呼ぶ。この方法により、子イヌでも成

犬でも、排泄の問題、噛むFo5題 、むだ吠え、分離不安などをすべて予防

または解決できる。この居場所の制限は、イヌのしつけができるまでの

一時的な管理方法である。

*3 長時間居場所を制限する場所 ongte「 m coninement a「ea 「総合

管理システムJの飼い主が家を留守にする場合のしつけ方法。この居場

所に|よ 、イヌ用 トイレ、ベッド、水入れ、食べ物を詰めた噛むおもちゃ

を用意しておく。

*4 コング製品 Kong products 中が空洞のゴム製の噛むおもちゃで、そ

の空洞に食べ物を詰めてイヌにとつて魅力的なものにすることで、イヌ

の行動問題のしつけに使われる。問合せ先 :東京ペット (株 )電話 :

03-3728-06]1(イt) URL:http//www mrpetcom/

*5 短時間居場所を制限する場所 shortterm coninement 「総合管理

システム」の飼い主が家にいる場合のしつけ方法。クレー トを利用して

排泄のしつけを行う目的にも最適とされる。この居場所にも、食べ物を

詰めた噛むおもちゃを入れておく。

*6 フリーズドライ レバー freeze dry iver イヌのしつけのc~ほ うびと

して嗜好性が高く有効とされる。フリーズドライ製法で作らねたレバー

風味のおやつ。排泄のしつけや難しいことをやりとげた時の特別なこほ

うびとして使用したり、噛むおもちゃの トレーニングで、噛むおもちゃ

の先に詰めるものとして使用したりできる。米国ギムボーンスペシャル

ティーズ社フリーズ ドライ トリーツはレッド八― 卜 (株)で発売中。

問合せ先 :電話 :0782302288(代 )

∪RL:http://www redheart coip
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3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

この段階になって、「イヌと一緒に過ごす時間が

ないなら、イヌを飼う資格はない。」と怒ったとこ

ろでもう手遅れです (ま た、何の得もありません)。

とにかく、極めて社会的な動物であるイヌを家に連

れて来て一緒に暮らそうというのに、子イヌが社会

的に孤立したりひとりぼっちになった時のために事

前に準備をしておかないのは、ひどいことです。

どんな飼い主も、子イヌを家でひとりぼっちにし

なければならない時があるでしょう。ですから、子

イヌを長い問ひとりぼっちにする前に、ひとりにな

った時にどうやって過ごせばよいのかを教えてあげ

る必要があります。たとえば、食べ物を詰めた噛む

おもちゃを噛んで楽しく過ごし、ひとりでも不安に

なったリストレスをためたりしないように教えてあ

げるのです。

あなたが家を留守にした時に子イヌが落ちついてお

となしく過ごせるようにするためには、まず最初に、

あなたが家にいる時に、子イヌが噛むおもちゃを噛ん

で機嫌良く過ごせるように教えてあげましょう。

イヌはテレビゲームやビデォゲームとは違います

から、乱暴だからといって、子イヌからコードを抜
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クロードは心配性で大の破壊好きだとわかつていたので、クロードをもらつてきて最初

の10日 FB5は、 ドッグフー ドIよ噛むおもちゃからしか食べられないようにし、噛むおも

ちゃはクロード専用のパスケットに入れておきました。

いたり電池を抜 くというわけにはいきません。あな

たが、子イヌに落ちついて静かにしていられるよう

に教えてあげなければいけないのです。そのために、

初めから子イヌの日課に何度も静かな時間を作るよ

うにします。前述の子イヌの居場所を制限するスケ

ジュールに従えば、子イヌは自分から学習しておと

なしく過ごせるようになります。さらに、子イヌが

あなたのそばで、できるだけ長い問じっとおとなし

くしていられるようにしつけます。たとえば、あな

たがテレビを見ている時は、子イヌにリードをつけ

て横たわらせたリクレー トに入れておいて、CMが
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3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

始まったら、子イヌを解放してやり短い遊びの トレ

ーニングをします。その時、幼い子イヌに多くのル

ールを作 り過ぎてはいけません。

子イヌと遊んでいる間に、1-2分おきに頻繁に短

い休憩を取り子イヌをおとなしくさせます。最初は、

子イヌを数秒おとなしく寝そべらせて、その後また

遊びを再開します。そして、1分 したらもう一度遊

びを中断して3秒おとなしくさせます。おとなしく

させる時間は4秒、5秒、8秒、10秒 と徐々に長くし

ていきます。最初は難しくても、「おとなしくしな

さい」と「さあ、遊ぼう」を交互に繰り返すうちに、

やがて子イヌは喜んですぐにおとなしくすることを

学びます。子イヌは、「おとなしくしなさい」はこ

の世の終わりではないし必ずしも遊びが終わるわけ

でもなく、それは短いタイムアウト*1の合図で、も

う一度遊びが再開する前の休憩にすぎないのだと学

習します。

もし、命令されたらおとなしくするように子イヌ

をしつけていたら、あなたはこれから何年も楽しく

イヌと一緒に過ごせるでしょう。一度、合図に応じ

ておとなしく静かにすることを学んだら、子イヌも
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あなたと一緒にいろんなことを楽しめるようになり

ます。よくしつけられたイヌは、いっぱい散歩に連

れて行ってもらったり、 ドライブに出かけたり、ピ

クニックに行ったり、パブに行ったり、おばあちゃ

んのところに遊びに行ったり、“イヌにやさしい"

豪華ホテルに泊まるといったすばらしい旅行をした

りできるようになります。その反対に、幼い頃に無

差別に遊ばせてしまうと、成大になっても間違いな

く同じように無差別に遊び回るでしょう。そして、

極度に興奮してコントロールできなくなってしまい

ます。あなたがそうなるように教えてしまったので

す。青年期になるまでにおとなしくすることを教え

ておかなければ、三度とおとなしくできるようには

なりません。その結果、家族が外に出かけて楽しく

過ごしている間、あなたの子イヌは生涯、家でひと

りぼっちで閉じ込められることになります。こんな

ひどいことがありますか l

あなたが子イヌをしつけて、子イヌが家でひとり

ぼっちになっても1日 楽しく過ごせるようになるま

での間、子イヌと一緒に過ごしてくれるパピーシッ

ターを雇ってもいいでしょう。たとえば、ほんの2、

|‖



3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

3軒隣りにイヌ好きのひとり暮らしの老人 (し かし、

何らかの理由でイヌを飼っていない)がいて、日中、

喜んでやってきてくれ、 (1)あなたの家でテレビを

見たり冷蔵庫の中の物を食べたりして、 (2)子イヌ

の居場所を制限するスケジュールを守 り、子イヌが

イヌ用 トイレで排泄したらいつもごほうびをあげ、

(3)時 々、子イヌと遊んで家庭のルールを教えてく

れたら助かります。

分離不安 *2

あなたが家にいる時に、子イヌの居場所をスケジ

ュールに従って制限するようにしておくと、留守に

した時でも子イヌはおとなしくできるようになりま

す。それと逆に、あなたが家にいる時に子イヌがあ

なたのそばに自由に近づけるようにしておくと、た

ちまち子イヌはあなたに依存するようになります。

これが、子イヌが家でひとりぼっちになった時に不

安になる最大の理由です。

子イヌがひとりでも楽しく過ごせる方法を教えて



やり、自信を身につけて自立できるようにしてやり

ます。子イヌがいったん自信を身につけひとりでも

落ちついていられるようになれば、あなたが家にい

る時もずっと一緒に楽しく過ごせるようになります。

子イヌを1時間おきに短時間居場所を制限する場所

(ク レート)に入れておく時は、別の部屋でもうまく

いくか試してみましょう。たとえヤよ あなたが台所で

食事の用意をしている時は子イヌをダイニングルーム

に置いたクレートに入れておきます。そして、家族で

ダイニングルームで食事をしている時は、クレートを

台所に置いて子イヌを入れておくようにします。

一番大事なのは、あなたが家にいる時に、子イヌの

居場所を長時間制限する場所 (子イヌ専用の遊び場所)

にしっかりなじませることです。家にいる時に子イヌ

の居場所を制限すると、子イヌの行動を監視でき、い

つでも好きな時に子イヌがお行儀良くしているかチェ

ックして、おとなしくしていたらやさしくほめてあげ

ることができます。そうすると、子イヌは、居場所を

制限されても必ずしもあなたがいなくなるとは思わな

くなります。それよりむしろ、自分の遊び場所で特別

な楽しいおもちゃで遊べるので、制限された場所に入
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3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

れられるのを楽しみにするようになります。

子イヌをひとりぼっちにして出かける時は、たく

さんのおもちゃを与えておきましょう。理想的な噛

むおもちゃは、壊れなくて中に空洞があるもの (コ

ング製品や消毒したロングボーンなど)です。その

中に上手にドライフー ドやフリーズドライ・レバー

を詰めて、子イヌがそのおもちゃを噛むと、ごほう

びとして中からドライフードがこぼれおちてくるよ

うにしておきます。子イヌが噛むおもちゃで喜んで

遊んでいれば、あなたがいなくてもイライラしたり

しなくなります。

ラジオはつけたままにしておきましょう。ラジオ

の音が外の騒音をかき消してくれます。また、ラジ

オの音がするということは、普通はあなたが家にい

るということを想像させるので、子イヌは安心しま

す。私のマラミュー トのフェニックスはかなり好み

が偏っていて、クラシツク音楽、カントリー、それ

にカリプソを好んで聴きます。オッソの方はテレビ

好きで、とくにCNNの フアンです。おそらく、男性

の落ちついた声が好きなのでしょう。
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・コング疲れ
'の

クロー ドー家でひとりぼつちになっても静力ヽこ過ごしてい議す (コ ン

グを噛み疲れて、ぐっすり眠つています)。

家を留守にする時

ドライフー ドとフリーズ ドライ・レバーを詰めた

噛むおもちゃをたくさん用意してください。そして、

どのコングも先端の小さな穴にフリーズ ドライ・レ

バーを詰めておきます。骨の場合は、骨髄の空洞に

フリーズ ドライ・レバーを深く詰めこみます。子イ

ヌを長時間閉じ込めておく場所に、おいしそうにフ

ードが詰まった噛むおもちゃを入れて、子イヌは外

に出して戸を閉めます。子イヌが戸を開けてほしい

とせがんだら、子イヌを中に入れてやって戸を閉め、
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3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

ラジオとテレビをつけます。そして、あなたは静か

にそこから離れます。こうしておくと、噛むおもち

ゃからドライフードが一粒ずつこぼれ出てくるたび

に、子イヌの噛む習性は強化されていきます。子イ

ヌは、フリーズドライ。レバーを取り出したくて繰

り返し噛むおもちゃを噛みます。そうしている間に、

やがて疲れて眠ってしまうでしよう。

帰宅した時

あなたが帰宅しても、子イヌが噛むおもちゃを持

ってくるまでは、子イヌをほめたり撫でたりしては

いけません。子イヌが噛むおもちゃを持ってきたら、

ペンか鉛筆の先を使って、子イヌがどうしても取 り

出せなかったフリーズ ドライ・レバーを押し出して

やります。きっと、子イヌはすごく感激しますよ。

イヌは薄明性で、日中と夜間はとても安らかに眠

っています。イヌの活動ピークは夜明けと夕暮れ時

の2回 です。そのため、噛んだり吠えたりといった

活動は、たいてい朝、あなたが子イヌをおいて出か
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けた直後か、夕方帰宅する直前に起こります。出か

ける時には、子イヌに食べ物を詰めた噛むおもちゃ

を与えておき、帰ってきた時に子イヌが取 り出せな

いでいた トリーツを押 し出してやれば、子イヌは活

動ピークが来ると、あなたの帰 りを予測して、噛む

おもちゃを探し出すようになります。

ジキルとハイド的行動

あなたが家にいる時に注目と愛情でもみくちゃにし

てしまうと、子イヌはあなたがいなくなるとひどく恋

しがるようになります。ジキルとハイドのような環境

(あ なたがいる時にはたくさん注目してもらえるのに、

留守の時には全く気にしてもらえない)に置かれると、

子イヌはすぐにジキルとハイドのような性格を身につ

けてしまいます。つまり、あなたが家にいる時には自

信満々なのに、あなたがいなくなると狂ったようにパ

ニックに陥ります。

子イヌがあなたと一緒にいることに依存してしま

うと、あなたがいないと不安になります。子イヌが
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3章 :ホームアローン (家でひとりぼっち)

一ｌ

いわゆる分離不安の兆候がよ

く見られるのは、まだ適切に

しつけられていないイヌを家

中を自由に歩き回れるように

しておき、そのイヌが飼い主

が出しつIぎなしにしている誘

ガi:iζ::'「
モ[姜二I

不安になるのは、あなたにも子イヌにも良くないこ

とです。というのは、ス トレスを感じると、イヌは

家を排泄物で汚したり、噛んだり、掘ったり、吠え

たりといった悪い習慣にふけりやすいからです。そ

して、イヌのほうも不安になるのはいやなことです。

すばらしい週末とさびしい平日 !

週末に注目と愛情を注いでもらえるのはすばらしいことです

が、このために、月曜の朝が来て飼い主が仕事、子どもが学校に

行つてしまうと、新しくやつて来たあなたの子イヌは家族が恋し

くなつてしまいます。もちろん週末は、子イヌと一緒にたくさん

遊んだリトレーニングをしたりしてください。でも、さびしい平

日に備えて、静かにする時間も同じようにたくさん設けてやるこ

とが大切なのです。



子イヌが来てからの数週間の間、食べ物を詰めた

噛むおもちゃを与えた状態で子イヌの居場所を頻繁

に制限することは、子イヌが自信をつけ、自立でき

るようになる上で絶対に必要なことです。子イヌが

ひとりになっても喜んで噛むおもちゃで遊んでいら

れるようになれば、もうお行儀も自信も身について

おり、あなたが家にいる時好きなだけ子イヌと一緒

に過ごしても、あなたの留守中に子イヌが不安にな

る恐れはありません。

分離不安と言えるだろうか ?

飼い主の留守中のイヌの「不服従」や、家をめち

ゃくちゃに破壊してしまうことは、ほとんどの場合、

分離不安とは何の関係もありません。本当は、分離

快感とでも言うほうが正確で的を得た表現かもしれ

ません。飼い主がいない時に限ってイヌが噛んだり、

掘ったり、吠えたり、家をリト泄物で汚したりするの

は、飼い主の前でそんなことをして楽しく過ごすの

は無謀だということをイヌが学習しているからで
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3章 :ホ ームアローン (家でひとりぼっち)

す。飼い主がいない時にいたずらしてしまうのは、

飼い主がイヌの正常で自然な行動を押さえつけよう

として罰を与えてしまい、イヌに正しいふるまい方、

つまリイヌの基本的欲求を示すのにふさわしい方法

を教えなかったからです。実際には、分離不安とい

う言葉が使われるのは、まだ排泄のしつけや噛むお

もちゃの トレーニングができていないことへの言い

訳であることが多いのです。

ビーグルはお客さんの荷物が置きつばなしになつていると、「荷を解いて」中身を出さ

ずにはいられません。

【訳注】

*1 タイムアウト Jmeout 一定時PB5、 強化を受ける機会を与えないことで、

不適切と考える行動の発現頻度を減少させる (弱化させる)手続きのこと。

*2 分離不安 sepa「 a■ on anx ety 飼い主から離れてひとりぼつちになつ

た時に、不安で落ちつかず、イライラし無力感を示す。主に、飼い主に依

存し過ぎることから、飼い主が留守中に分離不安となり、さ誅ざまな行動

問題を引き起こすことがある。
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4章 :学習の期限 その4

子イヌを人と友好的になるよう育てしつけること

は、飼いイヌの管理において二番目に重要なことです。

ここで再確認しておくと、発達上の目標のうち一番重

要なのは、どんな場合でも、咬みつきの抑制を教える

ことです。しかし、あなたの子イヌが家に来てから1

ケ月の間は、その緊急性から最優先で子イヌに教えな

ければならない重要課題が人への社会化です。

あなたの子イヌは、生後3ケ 月齢になるまでに完

全に人に社会化される必要があります。多くの人が、

しつけ教室に入れる時こそが子イヌを人に社会化さ

せる時期だと思っています。しかし、それは間違い

です。それでは不十分な上、時期も遅すぎるからで

す。しつけ教室はタベの楽しい集まりで、その目的

は、(1)すでに社会化された子イヌをさらに継続し

て人に社会化させること、(2)こ れまで滞っていた

他の子イヌヘの社会化を矯正的に行うこと、そして、

一番重要なのが (3)子 イヌに咬みつきの抑制を学

ばせることです。

あなたの子イヌの社会化に残された時間は、もう

ほんの数週間しかありません。あいにくあなたの子

イヌは、少なくとも生後 3ケ 月齢になるまで、すな



わち (子 イヌに必要な予防接種 *1が全部すんで)イ

ヌがかかりやすい深刻な疾病に対して十分に免疫が

できるまでは、家に閉じこもっていなければなりま

せん。しかし、こうした重要な発達段階においては、

比較的短い期間だけでも社会から隔離されてしまう

ことで、子イヌの気質がだいなしになってしまうこ

とすらあるのです。イヌヘの社会化はいったん中断

して、しつけ教室やドッグパークに行ける月齢にな

ってから再開することもできますが、人への社会化

はどうしても後回しにすることはできません。なぜ

なら、他のイヌになつかないイヌと暮らすのは可能

かもしれませんが、人になつかないイヌと暮らすの

は難しく、ことによっては危険なことになる恐れも

あるからです。特に、そのイヌがあなたの友人や家

族の誰かを嫌いな場合はなおさらです。

結論として、かなり急いであなたの子イヌをいろ

いろな人に引き合わせなければなりません。家族、

友だち、見知らぬ人、そして特に男性や子どもと会

わせるのが大切です。経験的に、子イヌは生後3ケ

月齢になるまでに、少なくとも100人 に会う必要が

あります (平均して1日 に新しく3人 )。

■
■



4章 :学習の期限 その4

緊急性

子イヌを飼い始めたその日から、時は刻み始めて

おり、時間が過ぎるのはあっという間です。生後8

週齢までにはあなたの子イヌの重要な社会化期はそ

ろそろ終わりかけてお り、その後lヶ 月もすれば、

子イヌの心に記憶が焼き付けられる一番大切な学習

期も終わりに近づきます。教えるべきことはとても

多く、そのほとんどは直ちに教えなければならない

のです。

イヌのかかる深刻な疾病に感染しているイヌの尿や糞の匂いを

嗅ぐことで、子イヌがこうした病気にかかってしまうことがあり

ます。他のイヌが排泄した恐れのある地面には、絶対に子イヌを

下ろしてはいけません。子イヌを車に乗せて友人の家に連れて行

くことはかまいませんが、家から車へ、車から家への間は子イヌ

を抱つこしていってください。もちろん、こうしたことに注意す

るのは獣医師のところに行く時も同じです。動物病院の玄関前の

地面や待合室の床は、一番汚染の可能性が高いと考えられる場所

です。車から動物病院まで子イヌを抱つこして歩き、待合室では

ひざの上にのせていましょう。

それよりもつといいのは、子イヌをクレー トに入れて、診察の

順番が来るまで車の中で待たせておくことです。



夢のようなイヌ? 悪夢のようなイヌ?

飼い大に求められる一番大切な要素はよい気質で

す。性格の良いイヌと暮らすのは夢のように楽しいも

のですが、気難しいイヌは常に悪夢の種となります。

さらに、大種や血統とは関係なく、そのイヌの気質、

中でも人や他のイヌに対する感情は、基本的にイヌの

一生のうちでも一番重要な幼犬期の社会化 (ま たは社

会化不足)によって決まってしまいます。このまたと

ないチャンスを逃してはいけません。安定したすばら

しい気質が形成されるのはこの時期なのです。

手始めとして、18人の人を家に呼んで生後3ヶ月齢の子イヌに会わせるというのはどう

でしょう?
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4章 :学習の期限その4

ltXl人に !

子イヌを家から出せない時期を有効活用して、家

に人を招きましょう。あなたの子イヌは生後3ケ 月

齢になるまでに、少なくとも100人の人に会わなく

てはなりません。実は、これはとても簡単です。週

2回、その都度違う男性を6人ずつ呼んできて、テレ

ビでスポーツ観戦をしましょう。ふつう男性はテレ

ビのスポーツ番組とピザとビールと聞けば、気軽に

来てくれます。同じ週の他の数日の夜には、アイス

クリームとチョコレー トと楽しいおしゃべりで誘っ

て、女性6人を招きましょう。また週に1日 は、家族、

友人、近所の人を呼んで「子イヌと出会うディナー」

を開き、これまでご無沙汰していた付き合いのツケ

を一気に返上しましょう。そして、パピーパーティ

ーを毎週1回 開催します。とにかく子イヌを隠して

おいてはいけません。子イヌの社会化ですばらしい

のは、あなたの社交生活もとても充実するというこ

とです |

46 1



招 待 状 (例 )

ナイスガイ様

子イヌに出会うパーティーにぜひお越 しください。

日時 :3月 7日  午後7:30～9:00

ぜひいらして、うちの
「

イヌが「男のひと大好き」に

なれるようお力添えください。

健康的でグルメな食事、最高級の飲み物、

テレビのスポーツ中継つきです。

大人の男性 (人 間)の お友だちを 一緒に連れてきてください。

出欠はお電話でお知らせ下さい。 (510)5551234

社会化の3つの目標

第1のステップは、あなたの子イヌがあらゆる人の行動や奇妙

なふるまいを楽しむように教えることです。まずは家族、次

いで友だちや見知らぬ人、特に子どもと男性です。成犬の場

合、子どもや男性、特に男の子がまわりにいると一番不安に

なりやすいのです。もし子イヌが、子どもや男性がまつたく

いないか、ほとんどいない環境で育つていたり、子どもや男

性と接触した時に嫌な目や怖い日にあつていたら、子どもや

男性を嫌いになる可能性が高くなります。

人、特に子ども・獣医師・ トリマーなどに抱きじめられたり

ハンドリング*2さ れたり (押さえつけられたり調べられたり)

することを喜ぶように教えましょう。特に子イヌの敏感な部

分、たとえば首輪の近く 。耳 。足 。マズル拿3.尻尾・お尻な

どいろいろなところに触れられ、ハンドリングされても嫌が

らないように教えましょう。

要求されたら大事にしているものを喜んで手放すように教え

ましょう。特に子イヌの食器・骨 。ボール・噛むおもちゃ 。

ゴミ・テイッシュペーバーなどです。



4草 :学習の期限 その4

1.子イヌが人を好きになり、人を尊重するように教える

子イヌが家に来てからの1ケ 月間は、どうしても一

時的に社会から隔離する必要がありますが、その埋

め合わせに、安全な自宅でできるだけたくさんの人

に会わせましょう。第一印象が大切ですから、必ず

子イヌが初めて人に会う機会は楽しいものになるよ

うにしてください。どのお客さんにも、 ドッグフー

ドの粒をいくつか手から子イヌに与えてもらいまし

よう。子イヌの頃に人と過ごすのが好きになってお

くと、成大になってもやはり人と過ごすのが好きで

いられます。そして、人と過ごすのが好きなイヌは

怖がったり咬みついたりする可能性も低いのです。

必ず毎日違う人が何人も家に来てくれるようにし

ましょう。同じ人に繰り返して会っても、子イヌに

とっては十分ではありません。子イヌは少なくとも1

日に3人の見知らぬ人に慣れる必要があります。そし

て、必ずいつも、お客さんが入ってくる時は靴を脱

いでもらい、子イヌを扱う前には手を洗ってもらう

など、決まった衛生手順をふんでもらいましょう。

■
■



合図をすると親しみやすい (陽気なおどけた)し ぐさをするようあなたのイヌに教えて

おくと、人に好感をもつてもらえます。すると、イヌのほうも人に好感がもてるように

なります。

トレーニング・ トリーツ?

子イヌがジャンクフードの トリーツをガツガツ食べないように

するには、1日分の給与量の ドッグフー ドをトレーニング・ トリ

ーツとして使います。家族がフー ドを与えすぎてしまわないよう

に、朝一番に1日 の給与量の ドライフードとフリーズドライ・レ

バーを計量して別容器に入れておきましょう。こうしておけば、

ドッグフー ドやフリーズドライ 。レパーがまだ容器に残つている

間は、それをいつでもスナックや食事にしたり、トレーニング時

のこほうびとして手から1粒すつ子イヌに与えることができます。

お客さんひとりひとりに トレーニング・ トリーツ

を1袋ずつ渡 しておくと、あなたの子イヌは初めか

らお客さんを好きになりやすいでしょう。そして、

お客さんに夕食用のドッグフードを使ったオイデ・

オスワリ。フセ 。ロールオーバー辛4な どのルアー/



4章 :学習の期限 その4

ごほうびトレーニング*5法 を教えましょう。たとえ

ば子イヌを「オイデ」と呼びます。子イヌが近づい

てくるのをほめ続け、そばまで来たらドッグフード

を1粒与えます。少し下がって、もう一度繰り返し

ましょう。この一連の作業を何度か繰り返します。

イヌ語では、遊びのおじぎ・6

1よ Πぎくはいいヤツだよ、遊

ぼうよ」、片足を上げる (握手

する)のは「きみのほうが偉

いから従うよ、友だちになろ

うJという意味です。

子イヌが近づいてくるたびに、子イヌをオスワリ

させましょう。「オスワリ」と言って、子イヌの鼻

先から目の間まで、フードの粒をゆっくりと上にず

らしていきます。そこで子イヌがフードの匂いを嗅

ごうと見上げると、お尻が下がってオスワリの姿勢

になります。子イヌが跳びあがってしまうようなら、

ルアーを持つ手の位置が高過ぎますから、もう一度

初めから、今度は子イヌのマズルにフードをもっと
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近づけてやりましょう。子イヌがオスワリしたら、

「いい子だ」と言ってフードを与えます。

では次に、子イヌにオイデ、オスヮリ、フセをさ

せましょう。子イヌが座ったら「フセ」と言い、フ

ードをイヌの鼻先から前足のところまで下ろしま

す。子イヌがフードにつられて頭を下げていくと、

通常フセの姿勢になりますも子イヌがそうしないで

立ち上がってしまっても心配いりません。フードを

手のひらの中に隠し、子イヌがフセをするまで待つ

だけです。子イヌがフセをしたらすぐに「いい子だ」

と言ってフードを与えましょう。

では次に、お客さんにロールオーバーのトレーニ

ングのしかたを教えましょう。子イヌがフセの姿勢

になったら、「ロールオーバー」と言って、フード

を子イヌの鼻先から肩甲骨のほうへ、そしてさらに

背骨の上部へ動かしていきます。子イヌが寝転がっ

たら、「いい子だ」と言ってフードを与えます。
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4章 :学習の期限 その4

ルアー/こほうびトレーニングがうまくいき、オイデ、オスワリ、フセができるように

なると、子イヌはあなたに喜んで従い、あなたの願い (要求、指示、または命令)に敬

意を払うようになります。あなたに敬意を払わせようと子イヌに無理強いしたり、いじ

めたりする必要は全くありません。

オイデ・オスワリ。フセ・ロールオーバーの順で、

一連の動作を子イヌが確実にできるようになるまで繰

り返します。できるようになったら、次はお客さんひ

とりひとりに手を貸しながら、フード1粒でオイデ、

オスワリ、フセ、ロールオーバーを3回続けて子イヌ

にさせられるようになるまで練習してもらいます。

子イヌがこの方法でいつもお客さんの手から食事

を与えられていれば、すぐに人と一緒に過ごすこと

が楽しくなり、喜んで近づいてきて、あいさつする

時は自動的にオスワリすることを学習します。そし

て当然ながら、おまけとして、あなたや家族や友人

も子イヌのしつけに協力してくれるようにしつけて

しまえるわけです。
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喜んで従う

*す ぐに喜んで近寄つてくるというのは、この子イヌが人に友

好的だという確実な証拠です。

*さ らに、人のすぐ近くでオスワリやフセをしていられるとい

うのは、その人を好きだということです。フー ドのルアーと

こほうびを トレーニングに使うのは、子イヌに子どもや見知

らぬ人が好きになるよう教える最高の方法です。

*さまざまな人にフセやロールオーバーを教わつた子イヌは、

要求に応じて友好的なこ機嫌とりをしたり、1目従の気持ちを

表現できるようになっています。

*こ こで一番大切なことですが、要求に応じてオイデ、オスワ

リ、フセ、ロールオーバーができるということは、あなたの

イヌが指示を出している人に敬意を払つているということで

す。これは子どもが相手の時は特に重要です。子どもがルア

ー/ごほうび トレーニングをする時、要求する (命令する)

と、イヌは喜んで自分から応じます (服従します)。 そして、

イヌの場合も子どもの場合も、喜んで自分から従うのが唯―

の効果的かつ安全な服従方法なのです。

子ども

幼大期に子どもに社会化されることがなく成大に

なってしまうと、子どもの行動やおふざけが大きな

脅威になることがあります。子どもがイヌを興奮さ

せてしまうことは良くあり、よく社会化された成犬

でさえ、子どもに対して遊びや追いかけっこを始め

てしまいトラブルを起こすことがあります。子イヌ
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も子どもも、お互いにどうふるまったらいいかを教

わる必要があります。でもこれは簡単で楽しいこと

ですから、さっそくやってみましょう。

冗談でガバッと抱きつかれるだけでも、

社会化されていない子イヌにとつては恐

ろしく感じられることがあります。これ

が成犬であれば耐えがたいことになるで

しょう。

子どものいる飼い主にとって、これからの数ヶ月

はかなり大変になるはずです。しかし、うまく子ど

もに社会化された子イヌは、一般的に非常に健全な

気質を発達させるため (そ うでなければ困ります

が)、 苦労のしがいが十分あるというものです。そ

して、この子イヌが成大になる頃には、たいていの

ことには動じないようになっています。それでも、

イヌと子どもの関係をできるだけ望ましいものにす
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るため、またあなたのイヌに良い性格と安定した気

質を確実に身につけさせるためには、飼い主は子イ

ヌだけでなく、自分の子どもも教育しなければなり

ません。あなたの子どもに子イヌにどう接するべき

か教え、子イヌには子どもにどう接するべきか教え

ましょう。

子どもと子イヌ (または成犬)を一緒に

したら、絶対目を離してはしヽナません。

家に子どもがいない飼い主の場合は、また別の課

題があります。今すぐ子どもたちを家に招いて、子

イヌに会ってもらわなければなりません | しか

し、あなたの子どもをしつける腕が子イヌをしつけ

る腕より優れているのでなければ、当初は呼んでく

る子どもは小人数にしましょう。まずは、ひとりか
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ら始めます。子どもひとりだけというのは最高です。

2人でもまあ問題ありません。しかし、子ども3

人十子イヌとなると、すぐに危ない集団と化して、

莫大なエネルギーを発散するようになります。それ

はさておき、ここで目指しているのは、子イヌにも

子どもにもおとなしく行儀良くできるよう教えるこ

とです。

まず、しつけの行き届いた子どもだけを呼びまし

よう。子どもからは決して目を離さないようにしま

す。もう一度繰り返しますが、子どもからは絶対に

目を離さないように !(後 日しつけ教室に行くこと

になれば、子どもが子イヌにどう接するかを学び、

子イヌをどうやってしつけるかを学んでいるのをた

くさん目にするでしょう)



第2に、あなたの友だちの子どもや親戚の子ども

を招きましょう。これは子イヌが成大になってから

も、定期的にまたは時々会うことになる可能性が高

い子どもだからです。

第3に 、近所の子どもに来てもらいます。覚えて

おいてください。あなたのイヌを庭のフェンス越し

におどかして興奮させるのは通常近所の子どもで、

そのおかげでイヌが吠えたり、うなったり、空咬み

したり、跳びついたりしてしまうのです。そしても

ちろん、あなたのイヌが自分の子どもに吠えたり怖

がらせると苦情を言ってくるのは、その子どもの親

(あ なたの隣人)です。イヌは好意を持っている子

どもにはあまり吠えることがないので、じっくり時

間をかけて、子イヌに近所の子どもと知り合いにさ

せ、好きになるようにしましょう。同じように、子

どものほうも、知り合いの人が飼っている、顔見知

りの大好きなイヌをからかうことはあまりありませ

ん。ですから、じっくり時間をかけて、近所の子ど

もがあなたや子イヌと知り合い、好意を持つ機会を

作ってあげましょう。

子どもにはドライフードに加えて、必ずおいしい
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トリーツ (フ リーズ ドライ 。レバー)を渡しておき、

ハンドリングや トレーニングレッスンの際にルアー

やごほうびとして子イヌに与えてもらいます。そう

すれば、あなたの子イヌはすぐに、子どもも子ども

がくれる物も大好きになります。

呼ばねたら行くこと、要求されたら

オスワリすることによって、子イヌ

は自分の トレーナーである子どもに

喜んで従い、敬意を示します。

初めの1週間は、子イヌが子どもと交流する際に

は必ず慎重にコントロールして、落ちついた状況で

行われるようにします。しかし、その後パピーパー

テイーを開く時には、お祭リムー ドを盛 り上げるこ

とが大切です。風船や紙のリボンで飾 りつけ、音楽

をかけて雰囲気を盛 り上げ、子イヌには トリーツ、

子どもにはプレゼントや鳴り物や水あめを用意すれ

ば、準備万端です。

あなたの子イヌがまだとても幼い時に、騒音や子



どもが動き回るのに初めて遭遇し、完全にそれに慣

れておくことは本当に大切です。もしあなたのイヌ

が青年期になって初めて子どもと遭遇し、それも子

どもが公園で走り回ったり叫んだりしている時だ

と、子イヌはどうしても子どもを追いかけたくなっ

てしまい、たいていトラブルに巻き込まれてしまい

ます。しかし、子イヌが運良くパピーパーテイーを

何度も開いてもらっていたら、子ども (あ るいは大

入)が笑ったり、叫んだり、走り回ったり、スキッ

プしたり、転んだりしているのには慣れているので、

そんなことは珍しくもなんともなくなります。とっ

くに経験済みですから! ほんの数回子どもと一緒

にパーテイーをしておけば、パピーパーティーでは

あくびが出るほど当たり前で驚きもしなくなった変

なことにも、現実生活で遭遇することはまずありえ

ないくらいなのです。

パピーパーティーのゲーム

最初にするゲームとしては、「ラウン ド・ロビ
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ン・リコール」と「パピー・プッシュアップ」が理

想的です。椅子を大きな輪になるように並べて、子

どもたちに座ってもらいます。一番初めの子どもが

子イヌを呼んで、フセとタテを続けて3回 させます。

そして、隣に座っている子どものほうを向いて、た

とえば「ローバー、ジェイミーのところへ行って」

と言い、子イヌをジェイミーのところへ行かせます。

次にジェイミーは子イヌをそばに呼んで、パピー・

プッシュアップを3回 させる、といった具合です。

これはすばやくリコールをしたり、稲妻のように速

く制御命令 (オスヮリやフセ)に従わせるためのす

ばらしいレッスンになります。

キャラ八ンが「バン !」 (フ

セ マテ)を習っています。
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2回 目のパピーパーティーからは、「ビスケット・

バランス」や「ドロップ 。デッド・ ドッグ」をする

のがいいでしょう。どの子どももほめてごほうびを

あげてください。そして、子イヌの鼻の上にミルク

ボーンをのせて一番長くバランスをとらせることが

できた (一番長くオスワリ・マテをさせることがで

きた)子 どもや、一番長くフセをして死んだふりを

させることができた (一番長くフセ 。マテをさせる

ことができた)子 どもには、とびきりいっぱいほめ

て、特別賞をあげましょう。

経験的には、子イヌが生後3ケ 月齢になる前に、

少なくとも20人の子どもにハンドリングとトレーニ

ング (オ イデ 。オスワリ 。フセ 。ロールオーバー)

をしてもらう必要があります。

子どもの心を宿 し

たダグが、スクー

ターにミルクボー

ンを頭の上にのせ

てバランスをとる

方法を教えていま

す。スクーターは

楽しみながらオス

ワリ マテを学ん

でいるのです。
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男性

成犬の多くは女性よりも男性を怖がります。です

から、できるだけ大勢の男性を呼んで、子イヌをハ

ンドリングしたリジェントリングしてもらいましょ

う。男性のいない家庭では、男性に来てもらって子

イヌを社会化させることが特に大切です。必ず男性

のお客さん全員に、手からドライフードを子イヌに

与えるルアー/ごほうびトレーニングの方法を教え

て、オイデ。オスワリ・フセ。ロールオーバーなど

をやってもらいましょう。男性のお客さんのトレー

ニング用 ドライフードの袋に、とっておきのおいし

いトリーツをいくつ

か入れておけば、子

イヌは男性が大好き

になり、親密な関係

を築くことができる

でしょう。

チワワの子イヌを抱きじめて。



見知らぬ人

幼い子イヌには、どんな人でも受け入れ耐えられ

る素地がありますが、青年期のイヌや成犬の場合は

通常、人を受け入れるよう教えてもらえない限り、

知らない人に対しては自然と身構えるようになって

いきます。もし生後3ケ 月齢になる前にあなたの子

イヌに100人の人に引き合わせておけば、青年期に

入った時に見知らぬ人を受け入れやすくなります。

しかし、あなたの成犬がずっといつまでも見知らぬ

人を受け入れられるようにするには、継続的に子イ

ヌに見知らぬ人と会わせることが必要です。同じ人

に繰り返し会うのではうまくいきません。毎日新し

い人に会い続ける必要があります。ですから、最近、

家庭での社交生活を改善したのを引き続き充実させ

たり、定期的にイヌを散歩に連れて行ったりしなく

てはなりません。
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「こんにちは」はオスワリで

できるだけ早急に、人に挨拶する時には必ずオスワリをするこ

とを習慣にさせましょう。家族 。お客さん 。見知らぬ人が、子イ

ヌにあいさつをしたり、ほめたり、なでたり、 トリーツを与えた

りする前に、必ず子イヌにオスワリをさせます。すると、子イヌ

はすぐに人が近づくと反射的にオスワリをするようになります。

人にあいさつする時にオスワリをすると、ほめられたリフリーズ

ドライ・ レパーをもらえるので、子イヌは跳びつかなくなります。

そして、イヌの立場からしても、オスワリをすると注目してもら

え、やさしくしてもらえ、フリーズドライ・レノヾ―までもらえる

のですから、日Lびついて叱られるよりずつといいのです !

警告 !

もしあなたの子イヌがなかなかお客さんに近づか

ない、または全く近寄らないとしたら、直ちに対処

しましょう。確かにあなたの子イヌはシャイなのか

もしれませんが、ひどく社会化不足であることも事

実です。生後2、 3ケ 月齢の子イヌが積極的に人に近

づかないのは全く異常なことです。1週間以内にこ

の問題を解決しなければなりません。さもないと、

この問題はすぐに悪化してしまいます。それも、か

なりひどく。加えて、そのままで何日も過ごしてし
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まうと、後になって嬌正的な社会化をしようとして

も、その効果は遅れれば遅れるほど薄れていってし

まいます。子イヌの恐怖心を無視して、「この子は

見知らぬ人に慣れるのに時間がかかる」などと正当

化しないでください。子イヌの頃に人に慣れるのに

時間がかかるようなら、成大になった時には、おそ

らく見知らぬ人を受け入れられず、怖がるイヌにな

るでしょう。人が周りにいると怖くて不安になるよ

うにしてしまうなんて、子イヌがかわいそうです。

ぜひ今日から子イヌを助けてあげてください。

この問題の解決策は単純かつ効果的で、ふつう解

決までほんの1週間しかかかりません。これから1週

間のあいだは、毎日7入以上の違う人に来てもらい、

子イヌに手からフードを与えてもらいます。この 1

週間だけは絶対、家族の手からフードを与えたり、

食器から子イヌに自由に食べさせてはいけません。

家に来るお客さんの手からだけ子イヌがフードをも

らっていれば、このテクニックはすぐに効果を発揮

します。子イヌが喜んで手からフードをもらうよう

になれば、お客さんに頼んで子イヌにオイデ 。オス

ワリ。フセをさせてもらい、うまくできたらドライ
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フー ドを1粒与えてもらいます。そうすれば、お客

さんはすぐに子イヌの新しい親友になるでしょう。

からかったり手荒 く扱ったりする

子どもや男性は特に、子イヌをからかったり手荒

く扱ったりすることが面白いようです。子イヌはか

らかわれたり、手荒に扱われたりするのを肯定的に

受け止めて楽しむこともあれば、不快に感じておび

えることもあります。

悪気のないおふざけなら、子イヌも人もとても楽

しめることがあります。ですから、からかうのもう

まくやれば、子イヌが次第に男性や子どものする変

なことに慣れ、脱感作 *7し てぃくことで、自信を身

につけることができるのです。他方、しつこいから

かいは不快ですし、傷つけてしまうこともあります。

また、悪意のあるからかいはからかいではありませ

ん。それは虐待です。

子イヌに自信を身につけさせるためには、一時的に



とても大切なルール

たつたひとりの人のせいで、子イヌの性格に良くも悪くも大き

く影響してしまうことがあります。そのために、子イヌが喜んで

近寄つて来る、すぐにオスワリする、おとなしくフセをするなど

をやつて見せることができない人には、誰にも (絶対に !)あな

たの子イヌに接したり遊んだりさせてはいけません。

子イヌにどう接するかを教えてもらっていないお客さん、特に

子ども、男性の友だちや親戚の人が、良い子イヌをあっという間

にすっかりだいなしにしてしまうことは珍しくありません。あな

たのお客さんがどうしてもわかってくれず、行いを正さないなら、

子イヌを長時間居場所の制限をするところに入れておくか、お客

さんに帰つてもらいましょう。

子イヌからおもちゃやフリーズドライ 。レバーを取り

上げたり、しばらく子イヌを抱きしめたり押さえつけ

たり、聞きなれない音を立てたり、少しの間ちょっと

気難しい顔をしたり、変な体の動きをしてみせたりし

て、それぞれの行為の後に、子イヌをほめてフリーズ

ドライ・レバーを与えます。食べ物のごほうびを与え

ることで、子イヌがあなたの怖い顔や変な動作を受け

入れることを強化でき、子イヌに自信をつけさせるこ

とができます。これを繰り返すたびに、あなたはもっ

と怖い奇妙な行動をして、その後またフリーズドラ

イ・レバーを与えます。そのうちに、子イヌは人のど

んな行為や身ぶりも、自信を持って受け入れられるよ

1 67



4章 :学習の期限その4

うになります。万一、子イヌがフリーズドライ。レバ

ーを受け取らなくなってしまったら、それはふざけ過

ぎたのです。その場合は、しばらくおふざけはやめて、

子イヌがおびえないような状況にしてやり、子イヌが

フリーズドライ・レバーを手から5-錮食べるまで待

ってください。

手荒に扱つたことで子イヌを怖がらせてしまうこともありますし、ケンカ遊びをしたこ

とによつて、飼い主が子イヌをコントロールできなくなつてしまうことがよくあります。

一方で、ちょつと常識を働かせてさえいれば、手荒な扱いやケンカ遊び|よ子イヌに自信

をつけさせたり、咬みつきの抑市」をしたり、制御レッスンを行つたりするのに最適の方

法となります。頻繁にタイムアウトを取り、落ちつかせ、子イヌをほめて安心させてや

ります。子イヌの針のように鋭い歯で咬みつかれて痛かつたら、毎回「痛いつ !Jと叫

びましょう ! そして子イヌを30秒ほど無視しておき、その後オイデ オスワリ フ

セをさせてから、もう一度遊びを再開します。トレーニング中は何度も間をおいて、あ

なたがまだ子イヌをコントローリしできるか、たとえば子イヌにすぐに遊ぶのをやめさせ、

オスワリとフセをしておとなしくさせらねるかをチェックしましょう。



子イヌがしつこくからかわれても楽 しめるよう

に、しつける必要があります。子イヌに心の準備が

できていない時に、子どもが両手を伸ばしてどこま

でも追いかけて来ると、子イヌは何よりも恐ろしく

感じます。しかし、手間をかけて子イヌに楽しくゲ

ームをすることを教えていれば、飼い主が食卓の周

りを怪獣歩きをしながら追いかけて来るのも、子イ

ヌにとって一番楽しいゲームになりえます。たいて

いのイヌはゲームガ師くないことを教わってさえい

れば、追いかけられるのが大好きです。

しかしながら、子イヌが嫌がるのを見て楽しむとい

う悪意のあるからかいは、言葉では言い尽くせないほ

ど残酷で愚かなことです。子イヌを嫌がらせたり怖が

らせたりするのは好ましくありません。あなたはこう

することで、子イヌに人を信頼しないように教えてい

るのであり、子イヌが成大になって人に対して身構え

るようになってしまっても、それはあなたの責任です。

それでも、かわいそうに、そうなることで困るのは子

イヌであって、あなたのほうではありません。ですか

ら、決してそんなことはしないでください。

子イヌがからかわれるのを喜ぶかどうかを簡単に
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判断する方法があります。ゲームをやめて後ろに下

がり、子イヌにオイデとオスワリをさせてみます。

もし子イヌが尾を振 りながらすぐに寄ってきて、首

をピンと伸ばして座れば、おそらく子イヌはあなた

と同じぐらいゲームを楽しんでいるでしよう。それ

ならゲームを続けてかまいません。もし子イヌが体

を震わせながら近寄り、下を向いて尾を垂れて、過

剰になめる動作をし、「オスワリ」と言った時にフ

セかロールオーバーをしたら、あなたはふざけ過ぎ

て子イヌの信頼を失ってしまったのです。この場合、

遊ぶのをやめ、後ろに下がって、子イヌにオイデと

オスワリをさせてフー ドを1粒与えるということを

何度も繰 り返し、自信を回復させましょう。子イヌ

が呼ばれてもなかなか近寄って来なかったり、全 く

来なくなってしまったら、子イヌはあなたのことが

嫌いになっており、あなたがしている変なゲームに

も興味を持てなくなっています。直ちに遊びを中断

してください。鏡をじっと見つめて、自分がどんな

ひどいことをしてしまったか反省してください。そ

して、もう一度子イヌのところに戻ってフリーズド

ライ・レバーを投げてやり、子イヌが自信を持って、



喜んでオイデとオスワリを 3回続けてできるまで、

関係修復に努めます。

からかいは毒にも薬にもなるため、子イヌが楽しん

でいるかどうか、定期的に何度も確認しなければなり

ません。ゲームを始める前に、子イヌがオイデとオス

ワリをするかどうかチェックし、ゲームを始めてから

も少なくとも1分おきにチェックしましょう。とにか

くこれは、子イヌが興奮して楽しんでいる時でもあな

たが子イヌをコントロールできるかどうかを確認でき

る、賢明な問題発生への予防策です。

またこれと同様に、あなたの家族や友人に子イヌ

と遊ばせる時は、必ず子イヌにオイデ。オスワリ・

フセ。ロールオーバーをあなたと同じようにさせら

れるかどうか確認してからにします。この単純で効

果的な予防方法は、男性にも、女性にも、子どもに

もしてもらってください。

十分配慮した上で行うなら、ケンカ遊びや引っ張

りっこゲームなどの身体を使ったゲームは咬みつき

の抑制や制御レッスンとして効果的であり、オビー

ディエンス・ トレーニングで、成犬をやる気にさせ

るのにもぴったりです。しかし、効果をあげるため、
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4章 :学習の期限 その4

またイヌのコントロールが効かなくならないように

するためには、こうしたゲームは厳密なルールに従

って行わなくてはなりません。その中でも一番重要

なのは、あなたがいつでもイヌをコントロールでき

ていること、つまりいつでも「フセ」と言うだけで

子イヌが遊ぶのを上めて、おとなしくフセができる

ことです。そこまでコントロールができないのなら、

子イヌを手荒く扱ってはいけません。というのは、

その状態で子イヌを手荒く扱ってしまうと、本当に

すぐに子イヌをだいなしにしてしまうからです。一

方で、子イヌと一緒に身体を使ったゲームがしたけ

れば、『イヌの行動問題としつけ』の「咬みつく

(防御的行動)」 の章をご覧ください。



1.

手からフー ドを与える

手からフー ドを与えることで、子イヌはドライフードが好き

になります。そうすれば、フー ドをルアーやごほうびとして

効果的に使つて、ハンドリングやジェントリングのレッスン

や基本的な トレーニングができるようになります。特に、子

ども、男性、見知らぬ人にも トレーニングができるようにな

ります。

手からフー ドを与えることで、子イヌはトレーニングもトレ

ーニングする人も好きになります。特に子ども、男性、見知

らぬ人です。

子イヌに「オフ (放せ)」 と「取れ」を教えると、食べ物を放

さなくなるのを予防できます。

子イヌに「やさしく取れ」を教えるのは、子イヌが甘咬みを

発達させ、咬みつきの抑制を学ぶのに一番大切な基本となり

ます。

手からフー ドを与えるようにすると、あなたの都合の良い時

に、子イヌに顎の力をコントロールすることを教えることが

でき、子イヌが咬みつき遊びを始めてうるさい時に、たしな

める必要もありません。

2.ハ ンドリングとジェントリング

さわったり抱きじめたりできないイヌを愛して一

緒に暮らすというのは、抱きしめることのできない

人を愛して一緒に暮らすことと同じくらいばかげた

ことです。また、危険な可能性もあります。それな

のに、扱いにくいイヌはちっとも珍しくないと言う
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4章 :学習の期限 その4

獣医師や トリマーがいます。確かに、見知らぬ人に

押さえつけられたり調べられたりすると、たいてい

のイヌは極度のストレスを受けます。抱きしめられ

ることと押さえつけられること、またハンドリング

されることと調べられることの間には、物理的には

ほとんど違いがありません。この違いは子イヌの見

方によるものです。一般に、相手が友だちの場合は、

子イヌは抱きしめられた、あるいはハンドリングさ

れたと感じますが、見知らぬ人の場合は、押さえつ

けられ、調べられたと感じます。

調べられている間に子イヌが力を抜いておとなし

くできなければ、獣医師やトリマーは単純に仕事に

なりません。怖がりで攻撃的な成大、またどうして

もじっとしていられない青年期のイヌの場合、拘束

して静かにさせ、ことによると麻酔でもしなければ、

定期健康診断や歯磨きや トリミングができないこと

もあります。押さえつけられると、一連の手続きが

イヌにとって必要以上に恐ろしいものになります。

そして、しつけられていないイヌは麻酔の危険にさ

らされることになり、麻酔で落ちつかせるために獣

医師の時間がとられてしまうため、飼い主にとって
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も診察料が高 くつくことになります。これは本当に

愚かなことです。人が定期的に病院 。歯医者 。美容

院などに行 く時、いちいち麻酔など必要がないよう

に、飼い主が、人に会ったリハンドリングされるこ

とを喜ぶように子イヌに教えてさえいれば、イヌに

も麻酔をする必要などないはずです。

八ン ドリングも抱

きじめられるのも

嫌いなイヌと一緒

に暮 らすなんて、

何の意味があるで

しょう?

あなたの子イヌが成大になった時、人が周りにい

ると警戒して不安になったり、触られるのを怖がる
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4章 :学習の期限 その4

ようになってしまうのは、子イヌに対してとてもフ

ェアとは言えません。もともと超社会的な動物を家

に連れて来て、人間世界に住まわせておいて、人と

過ごしたり触れ合ったりするのを喜べるように教え

ないなんて残酷です。かわいそうなイヌは一生′さ理

的拷間にさらされることになります。これは多くの

意味で、どんな虐待よりもひどいことです。

子イヌがハンドリングになんとか耐えられるとい

うだけでは十分ではありません。見知らぬ人からハ

ンドリングされるのを心から喜べるように学習する

必要があります。見知らぬ人にハンドリングされた

り、調べられたりするのを心から喜べるようになっ

ていない子イヌは、いつか爆発する時限爆弾のよう

なものです。ある日、見慣れない子どもがあなたの

子イヌを抱きしめてなでようとすることもあるでし

よう。子イヌがそれを嫌がったとしたら、子どもも、

あなたも、子イヌも、みんな大変なことになってし

まいます。

子イヌは (1)見知らぬ人より、まずなじみのある

人、(2)子どもより大人、③ 男性より女性、141男

の子より女の子に先にハンドリングされるべきです。
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社会化のレッスンと同様、まず大人の家族が、子

イヌがハンドリングされたりやさしく押さえつけら

れることに慣れるようにしておく必要があります。

これによって子イヌは、ハンドリングとジェントリ

ングのゲームを学んで楽しむようになり、そうなれ

ば見知らぬ人や子どもも子イヌに接触できるように

なります。人にハンドリングされ、調べられること

が好きになるよう幼い子イヌに教えるのは、とても

簡単な上、本当に楽しいことです。一方、青年期の

イヌや成大にハンドリング (特に子どもや見知らぬ

人によるハンドリング)さ せるのは、時間がかかる

ばかりか、ことによったら危険でもあります。です

から、ぐずぐずしていてはいけません。直ちに始め

ましょう。

抱きじめる/押さえつける

これは楽 しいところです。子イヌを抱きしめてい

いのですから。実は、ここでは家族もお客さんも皆

が子イヌを抱 きしめていいのです。リラックスして
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4章 :学習の期限 その4

子イヌと一緒にいるのはとても楽しいことです。子

イヌの方もリラックスしていればなおさらです。も

し子イヌがリラックスしていなければ、子イヌに力

を抜いておとなしくさせ、ぎゅ―っと長い間抱きし

められても心から楽しめるよう教えなければなりま

せん。

離乳期の前から、特に新生児期の間に頻繁にハン

ドリングされていたなら、子イヌは生後8週齢には

抱き上げられるとウドンみたいにくにゃくにゃにな

り、あなたの膝の上でぬいぐるみのように力を抜い

ておとなしくするようになっているはずです。もし

あなたの子イヌが生家で初期のハンドリングをたっ

ぷりしてもらえなかった場合でも、生後8週齢なら

ハンドリングレッスンは簡単にできます。しかし、

直ちに始めてください。なぜかというと、あとほん

の3ケ 月もすれば、子イヌは扱いにくい生後5ケ 月齢

の青年期のイヌに成長し、同じ簡単なハンドリング

レッスンも全く違う難しいものになってしまうから

です。しつけられていない青年期のイヌほど扱いに

くいものはありません。
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具体的な八ンドリングレッスンに入る前

に、子イヌがあなたの膝の上に寝転んで、

完全にリラックスすることを確認してお

いてください。いったん子イヌがあなた

を信用するようになり、十分自信を身に

つければ、喜んであなたの体にくつつい

てきて、ぬいぐるみのように
・

=、

にゃつ
・

となります。

子イヌを抱き上げて膝にのせ、あなたの片手の指

を首輪にかけて、子イヌが跳び下りないようにして

おきます。もう一方の手でゆっくり、繰 り返して子

イヌの頭から背中までなでてやり、子イヌが一番楽

な姿勢で落ちつかせます。子イヌがじたばたしたり

身もだえしたりするようであれば、胸や耳の付け根

をやさしくなでてやります。子イヌが完全に力を抜

いたら、子イヌを抱き上げて仰向けにし、なだめる

ようにお腹をなでてやります。お腹をなでる時には、

手のひらで何度も円を描くようになでます。子イヌ

の鼠険部 (内股の付け根)をそっとなでてやっても、

子イヌは落ちつきます。子イヌがおとなしく落ちつ
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4章 :学習の期限 その4

いている間に、時々抱き上げて、少しの間抱きしめ

ます。だんだん抱きじめる (押 さえつける)時間を

伸ばしていきます。しばらくして、子イヌを誰か他

の人に渡し、その人にもここで説明したレッスンを

繰り返してもらいます。

すばやく落ちつかせる

しばらくマッサージしてはたまに抱きしめることにカロえて、ど

れだけ早く子イヌを落ちつかせることができるか見てみましょ

う。短い遊びの時間と、おとなしくさせてやさしく押さえつける

時間を交互に繰り返します。子イヌがすぐにあなたの膝の上でお

となしくするようになったら、次は床の上で落ちつかせるように

してみましょう。

かんじゃく?

子イヌが暴れまくる場合や、かんしゃく持ちの場

合は特に、絶対に子イヌを逃がしてはいけません。

逃がしてしまうと、もがいたりかんしゃくを起こせ

ば飼い主はあきらめるから、おとなしくしてハンド

リングなんかされることはないと学習してしまいま

す。そうなっては困ります ! 片方の手を子イヌの



首輪にかけ、もう片方の手のひらで子イヌの胸を押

さえておいて、子イヌの背中はやさしく、しかしぴ

ったりとあなたのお腹につけておきます。子イヌの

四肢があなたの体とは逆の外を向くように抱いて、

あなたのお腹の下の方に子イヌの体をのせるように

すれば、子イヌが振り向いてあなたの顔を咬むこと

はできません。子イヌはそのうち落ちつきますから、

それまでじっと抱いています。子イヌの耳を一方の

手の指で、子イヌの胸をもう片方の手の指先でマッ

サージを続けます。子イヌがおとなしくなって暴れ

なくなったら、子イヌをほめてやり、数秒したら放

してやります。これを繰り返して行ってください。

もし丸1日 練習してみて、それでも子イヌが喜ん

でおとなしく抱きしめられる (押 さえつけられる)

ようにならなければ、すぐにトレーナーに電話して、

家に来てもらいましょう。これは緊急事態です。ハ

ンドリングも抱きしめることもできないイヌと暮ら

したくはないはずです。
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4章 :学習の期限 その4

アルフアー 。□―ルオーバー???

あなたに乱暴に扱われたり、無理やり仰向けに押さえつけられ

たら、子イヌはあなたを信頼も尊敬もしなくなります。それどこ

ろか、もつと抵抗するようになつてしまいます。あなたに抱きし

められると、子イヌは無理やり押さえつけられたと感じて、抱き

つかれることすらすぐに嫌がるようになつてしまいます。説明し

たように、やさしく、気長に対応してあげてください。

ハンドリングする/調べる

生後8週齢の子イヌにハンドリングや調べられる

のを喜ぶように教えるのは、とても簡単なだけでな

く、どうしても必要なことです。その上、これがで

きるとあなたや子イヌが助かるだけでなく、子イヌ

の獣医師 。トレーナー・ トリマーも、今後ずっと感

謝してくれます。ハンドリングや調べられるのを怖

いと感じてしまうとしたら本当に気の毒な子イヌで

す。

多くのイヌには、敏感な部分がたくさんあります。

幼犬期にそこを触られるのに慣れておかなければ、

触られることに非常に過敏になってしまいます。

耳 。足 。マズル・首輪の回り。お尻を子イヌのうち



に脱感作しておかないと、成大になってこうした部

分をハンドリングされた時、防衛的な反応をしやす

くなります。これと同様、子イヌの頃に直接視線を

合わすことに慣れていないと、目をじっと見つめら

れた時、怖がったり防衛的な反応をしたりすること

があります。

誰もいちいち調べることがないために次第に過敏

になっていく部分もあります。たとえば、イヌのお

尻を調べたり、日を開かせて歯を見たりする飼い主

はあまりいません。また、生まれつき敏感な部分も

あって、子イヌでさえそういうところに触れられる

と拒否反応を起こします。たとえば、肢や足先をぎ

ゅっとつかめば、あなたの手に咬みつ くでしょう。
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他にも、飼い方が悪かったり、正しくハンドリング

されなかったために敏感になる部分があります。垂

れ耳のイヌは感染症にかかりやすいため、耳を調べ

られることと痛いことをすぐに関連付けてしまいま

す。これと同様、成犬の多くはじっと見つめられた

り首輪をつかまれたりすると、悪いことが起きると

いう連想をします。また、人がイヌの首輪をつかん

で引っ張る、リー ドをつけようとして首輪をつかむ

(つ まり、 ドッグパークでの楽しいプレイセッショ

ンを終わ りにする)、 あるいは何か悪いことをした

ので罰を与えようと首輪をつかむなどすると、イヌ

はすぐに人の手を怖がる (ハ ンドシャイ)よ うにな

ってしまいます。

ハンドリングと体を調べるレッスンによって、敏

感な部分が感じにくくなっていき、子イヌはハンド

リングされることに対して肯定的な連想ができるよ

うになります。 ドライフードを手から与えることと

一緒にハンドリングを行えば、子イヌを脱感作して

ハンドリングを楽しむように教えることは簡単で

す。実際これはあまりにも簡単なので、どうしてハ

ンドリングしにくい成大がそんなにたくさんいるの



あなたがイヌの耳 マズル 歯 足を調べる時、あなたの子イヌわ涜 全に安心 していら

れることを確認 しま しょう。それぞれの部分を調べるたびに、た くさん ドライフー ドを

手から与えます。

か不思議なくらいです。

子イヌにハンドリングされることを楽しむよう教

えることは簡単です。その日の給与量の ドライフー

ドをトレーニング・トリーツとして使います。まず

子イヌの首輪を押さえて トリーツを 1つ与えます。

そして子イヌの目をじっと見つめてトリーツを与え

ます。片方の耳をのぞいて トリーツを与えます。足

を握って トリーツを与えます。これは4本の足で行

ってください。また子イヌの口を開けて トリーツを

与えます。お尻や生殖器を触ってトリーツを与えま

す。この一連の作業を繰り返してください。毎回繰

り返すごとに、段階的にそれぞれの部位をより念入

りに、より長い時間をかけてハンドリングし、調べ
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子イヌに1よ耳が2つ、足が4つあることをお忘ねなく ! 飼い主が子イヌの片方の耳

(通常右耳を右手で)や前足しか八ンドリングの練習をしていなかったため、獣医師や

トリマーがもう片方の耳や後ろ足を調べようとした時に、ひどくショックを受けること

があります。

にしていきます。

子イヌが家族にハンドリングされたり調べられる

ことに完全に慣れたら、今度はお客さんと一緒に

「パス・ザ・パピー」をして遊びましょう。このゲ

ームは、お客さんひとりずつに、子イヌの首輪をつ

かむ、目をのぞき込む、耳・足 。歯 。お尻をハンド

リングしたり調べるといったことを順番にしてもら

って、それぞれの後に先ほど説明したようにトリー

ツを与えてから、次の人に (ト リーツの袋と一緒に)

子イヌを渡してもらうというものです。



罰

わざと子イヌを傷つけたり怖がらせる人はあまり

いませんが、事故が起きてしまうことはあります。

たとえば、お客さんが知らずに子イヌの足を踏んで

しまう、飼い主が首輪をつかもうとして間違えて子

イヌの毛をつかんでしまうなどです。しかし、子イ

ヌが安心してハンドリングされるようになっていれ

ば、そんな時でも防衛的な反応をする可能性はほと

んどありません。

イヌが人を警戒するようになる2大原因は、社会

化不足であることと、罰が厳し過ぎることです。人

を避けようとするイヌがたくさんいますが、そうい

ったイヌの場合、人がイヌに近づいてハンドリング

しようとしたりなでようとすると、問題が起きます。

自分の子イヌにわざわざ不快な思いをさせたがる

人はほとんどいませんが、唯一見られる例外が罰を

与える時です。罰は当然イヌにとって不快でなけれ

ば意味がないでしょう。しかし、この不快なことが
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あまりに頻繁に起こり、しかもあまりにひどいとし

たら許しがたいことです。残念ながら、時代遅れの

トレーナーや、そういう人の書いた時代遅れのしつ

け本を読んだたくさんの飼い主が、子イヌが間違っ

たことをしたからといって (た とえば、そんなもの

があるとも知らなかったルールを破ったからといっ

て)、 しつけられていないイヌを罰することに夢中

になってしまいがちです。それより、子イヌに家庭

のルールを教えてやるほうがずっと早いのです。す

なわち、子イヌに何をしてほしいか教えて、子イヌ

がしてほしいことをしたらごほうびを与えることで

す。それによって子イヌは学習し、あなたがしてほ

しいことをしたがるようになります。あまりにも頻

繁に罰したり、厳罰を科したりするために、イヌの

多くがハンドリングされることも、ハンドラーも嫌

いになってしまいます。

頻繁に罰しなくてはならないということは、あな

たの方針に問題があるということです。ですから、

イヌは相変わらず悪いことをし、繰り返し罰を与え

られます。つまり、 トレーニングが全く機能してい

ません。別の計画に乗り換える時期です。これまで



に犯した過ちに対してイヌを罰する代わりに、今後

どうふるまっていくかを子イヌに教えることに専念

するべきです。忘れないでください。あなたの望む

こと、つまりあなたが正しいとみなす行動をしたこ

とに対して子イヌにごほうびを与えるほうが、それ

以外のさまざまな間違った行動を罰するよりずっと

効率も良く、効果的なのです。

頻繁に罰するのは先のとがったくさびで刺される

ようなもので、次第にペットと飼い主の間に溝が広

がり、関係が損なわれていってしまいます。まず、

イヌはリードをはずした時にコントロールできなく

なり、なかなか近づかなくなってきて (も うあなた

のそばに来たくなくなっているため)、 最終的には

あなたに近寄られたリハンドリングされたりする

と、警戒したり、怖がるようになります。ところが、

イヌと一緒に暮らす意味は、何と言ってもイヌと一

緒に過ごすのを楽しむことにあるのです。あなたと

一緒に過ごすなんてごめんだというイヌと暮らすの

は、あなただって嫌でしよう。ですから、自分がい

つも子イヌを叱っては罰していると気づいたら、 ト

レーナーの助けを求めることです。
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厳罰を科してしまうのは、しつけがうまくいって

いない明らかな証拠です。また、厳しく罰したとこ

ろでイヌのいたずらは止まることなく、あなたはも

っと厳しくすれば効果が上がるはずと思ってもっと

厳しく罰していきます。仮に罰に効果があるとした

ら、イヌは間違った行為を繰り返さないはずです。

厳罰に処されたのにまだイヌが間違いを犯し続ける

としたら、ただ自動的にもっと厳しい罰を与えるの

ではなく、罰本位の トレーニング・プログラムの妥

当性自体を疑ってみるべきです。厳罰などというも

のは全く不必要なばかりか、逆効果ですらあります。

問題の解決になるというより、さらに問題を悪化さ

せてしまいます。そして、厳罰によってしてほしく

ない行為がなくなったとしても、人とイヌとの関係

は損なわれてしまいます。たとえば、厳罰を受けた

あと、子イヌはもう跳びつかないかもしれませんが、

同時にあなたを嫌いになっており、あなたのそばに

来るのが嫌になってしまっています。前回「こんに

ちは」と言おうと跳びついた時、あなたにこっぴど

い目に遭わされたのですから。つまり、あなたは

個々の対決には勝ったのに、戦争自体には負けてし



まったようなものです。そして、子イヌは跳びつか

なくなりはしましたが、あなたは親友を失ってしま

ったのです。悲しいことに、 トレーニングが敵対的

で不快なものになってしまったのです。なぜ親友を

仇敵のように扱ったりするのですか ?

罰に関しては否定しがたい2つの事実があります

1.イ ヌの不適切な行動に対して罰を与えるのは、あなたがまだ

イヌにどうふるまうべきかを効果的に教えきれていないこと

を宣伝するようなものです。

2.たいていの場合、イヌは罰とトレーナーおよび トレーニング

を関連付けてしまい、当然それにより、 トレーナーもトレー

ニングも嫌うようになります。

お願いですから、厳しく罰しなければと感じるよう

なことがあったら、ぜひもっと効率が良く効果的で、

イヌにもやさしいルアー/ごほうびトレーニング法を

使うトレーナーに助けを求めてください。最も優秀な

オビーディエンス競技犬・アジリテイ犬・サーチ&レ

スキュー犬 。爆発物探知大 。盲導犬 。聴導犬 。介助

犬・防御大などは、皆ごほうびを与える動機づけの方

法で訓練されており、叱ることは、あったとしても非

常にまれです。もうそろそろ飼い大にも同じしつけ方

法を採用すべき時期ではないでしようか。

|リ
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ごほうびトレーニングのテクニックを効果的に使

えば、罰が必要になることはめったにありません。

しかし、しつけに不慣れな人は腕に自信がないため、

どうしても頻繁に叱ったり罰したくなってしまうよ

うです。たとえ罰を与えるにしても、子イヌに近づ

き、 迫 り、 にらみつけ、 つかみかかり、 揺さぶり、

怒鳴り、叫び、怖がらせ、傷つけるといったことは、

全く必要がありません。

トレーニング中によくある子イヌの失敗に対して

は、指導的に叱るだけで十分過ぎるくらいです。た

とえば、「外へ |」「噛むおもちゃ !」 「オスワリ !」

「じっとして !」 「急げ !」 などです。声の調子を少

し上げ、声色を少し変えるだけで緊急性は伝わりま

すし、どのケースでも一語の指示だけで、子イヌは

自分がどうしたらいいのかわかります。

もっと深刻な違反行為の場合にも、厳罰は必要あ

りません。実は、ごほうびトレーニングゲームを楽

しんでいると、どんな場合も一番よく効く罰は「退

場」です。これは短いタイムアウトで、 トレーニン

グゲームが終わってしまい、ごほうびももらえず、

飼い主もどこかに行ってしまうのです。落ちついて



静かな声で、イヌに部屋の外へ出て行くよう指示し

ます。「ローバー、外に出て l」 と。退場はほんの

1-2分で十分です。l-2分 したら、必ずイヌにおと

なしく近寄らせてオスワリとフセをして謝らせ、仲

直りをします。退場 (ト レーニングを停止すること)

があなたの与える一番厳しい罰になったら、あなた

はイヌのしつけの聖杯を手にしたことになります |

タイムアウトをしている間、あなたが トリーツの

入ったビンを楽しそうにガシャガシャ振って見せた

ら、退場はさらに効果的になります。私の飼ってい

るイヌの1頭がタイムアウ トの罰を受けている間、

私はいつもこれ見よがしに楽しげに他のイヌたちと

トレーニングをしてみせ、特に「悪いイヌの分のト

リーツ」をたっぷりやってしまうことにしています。

「いい子だね、オッソ l 悪いイヌのフェニーの分

のフリーズ ドライ 。レバーを1個あげちゃおうかな」

なんて言うと、我が家ではすごく効きます。ある時、

フェニックスが私を無視しているのに腹が立ち、居

間から退場させてタイムアウトを取っている間に、

私はフリーズ ドライ・レバーを自分で食べるふりを

してみせました。「うう～ん | うまい、うまい、
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フェニーのレバー |」 。すると、あとでフェニーを

居間に入れてやった時、フセをして約30分もじっと

私に釘付けになっていました。

退場の命令は戸口をはっきり示しながらやさしく

小声で言うことにすれば、あなた自身の怒りや感情

をコントロールすることもできます。初めの何回か

は、子イヌをシッシッと追いはらって戸日から出す

必要があるかもしれませんが、すぐに子イヌは命令

に従ってさっさと出て行くようになるはずです。そ

れに加えて、ほんの数回退場させるだけで、やさし

く小声で言う「外に出て」の命令は条件罰になって、

直ちに子イヌの行動に濠1的 な効果をもたらします。

しつけのこの段階では、「外に出て」の命令は非常

に効果的な警告になります。「ローバー、もっと集

中して言うことを聞いてくれる? それとも外に出

たい ?」 とやさしく尋ねてみて、子イヌがどういう

反応をするか見てみましょう。おそらく間違いなく、

子イヌは直ちに行いを正すでしょう。そうしたら、

子イヌに静かにフセをするように言い、足元にいさ

せましょう。言うことを聞かないなら、できる限り

のやさしい小声で「外に出て」と言って、戸日のほ



うをはっきり示しましょう。

退場させられると、たいていのイヌはいやいや出て

行って、戸回のすぐ外で家の中をのぞきこんでいるも

のです。しかし、しつけの経験が浅い幼い子イヌの場

合は、子イヌがいけないことをしたら、あなたのほう

が出て行くようにしたほうがいいでしょう。そのため

には、長時間居場所の制限をする場所で、子イヌと遊

んだリトレーニングをしたりしておきます。

そうすればタイムアウトの間あなたが出て行って

も、子イヌは居場所を制限されており、それ以上悪

いことをするチャンスはありません。タイムアウト

の時間は1、 2分で十分ですから、終わったらまた子

イヌのいる場所に戻っていって、オイデ 。オスワ

リ。フセを要求してあなたに敬意を示させ、仲直り

しましょう。

襟首をつかむ

イヌの咬傷事故の20%は、家族が子イヌの首筋や

首輪をつかもうと近づいた時に起こります。まあ、
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そんなことは誰でも想像がつくでしようが。明らか

にイヌは、人に首輪をつかまれると悪いことが起き

ることが多いと学習しているのです。その結果、イ

ヌはハンドシャイ*8に なるか、「捕まえられるものな

ら捕まえてみな |」 と逃げ回るか、防衛的反応を示

すかします。首輪をつかまれそうになると身をかわ

して逃げるようなイヌを飼っていると、危険なこと

になる可能性があります。そのため、たとえばイヌ

が玄関から走り出そうとした時、あなたはイヌをつ

かまえられるかどうかを知っておく必要があります。

子イヌが首輪をつかまれることを喜ぶように教え

ましょう。そのためには、第1に子イヌが人の手に

対して否定的な連想をしないよう予防し、第2に子

イヌに首輪をつかまれると必ず良いことが起きるこ

とを教えます。

1.途中で中断せずに子イヌをずっと自由に遊ばせ

ておいて、その後首輪をつかんで遊びの時間を

終わらせてしまうと、当然子イヌはあなたに首

輪に触られるのを嫌がるようになります。そう

されたとたんに遊びの時間が終わってしまうか



らです。初めは家で、その後 ドッグパークで、

子イヌの首輪をつかんで、子イヌの遊びの時間

を頻繁に中断するようにします。この際にはオ

スワリをさせ、ほめて 1粒 ドライフー ドを与え

てから、もう一度遊びに行かせます。こうする

ことで、子イヌは首輪をつかまれても必ずしも

遊びの時間が終わるわけではないと学習します。

そうではなく、それはおやつをもらって飼い主

からやさしい言葉をかけてもらえるタイムアウ

トの時間で、それが終わったらまた遊びの続き

ができると学習するのです。また、遊びを中断

するたびに、子イヌにオスワリさせて首輪をつ

かむことができたら、そのごほうびとして遊び

を再開してやることができます。

2.子イヌの居場所を制限する時に首輪をつかんで

引っ張っていったりしたら、居場所を制限され

るのが嫌なため、子イヌは間違いなく首輪をつ

かまれることも嫌がるようになるでしょう。そ

うではなく、子イヌが居場所を制限されること

を喜ぶように教えましょう。まず中が空洞の噛

むおもちゃをたくさん用意し、 ドライフー ドを
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詰めて子イヌの居場所を制限する場所に入れ、

子イヌを外に残したまま戸を閉めてしまいます。

すぐに子イヌは中に入れてくれとせがむでしょ

う。そうしたら、単に子イヌに「おうち (あ る

いはベッドかクレー ト)に入りなさい」または

「プレイルーム (長時間居場所の制限をする場所)

に入りなさい」と言って、戸を開けてやります。

子イヌは喜んで中に駆け込み、噛むおもちゃを

くわえておとなしくなります。

3.何 よりも、子イヌを呼んでおきながら、首輪を

つかんで叱ったり罰したりは決して (絶対 !)

しないと子イヌに約束することです。一度でも

そうしてしまうと、子イヌは呼ばれても来るの

が絶対嫌になり、あなたに首輪をつかまれるの

が大嫌いになってしまいます。そして子イヌが

近寄ってきた後に罰してしまうと、次回からな

かなか近づいて来なくなります。こうしてリコ

ール*9が遅くなっていき、そのうちリコール自

体しなくなってしまいます。その後も子イヌは

間違いを繰り返すでしょうが、もうつかまえる

ことはできません l また、もしあなたが首輪

981



をつかんだ後に子イヌを罰したりすれば、子イ

ヌはすぐにハンドシャイになり、逃げやすく、

防衛的になります。

子イヌをハンドシャイにさせないためには、首輪

をつかんでからドライフードを1粒与えるようにしま

す。これを1日 に何回も繰り返して行い、そのたびに

徐々に前より速く首輪をつかむようにしていきます。

子イヌはすぐに首輪をつかまれるのに対して非常に

肯定的な連想を働かせるようになり、うまくすると

つかまれるのが楽しみになるかもしれません。

子イヌがすでにほんの少しでもハンドシャイにな

ってしまっていたら、もう絶対に首輪をつかんでは

いけません。その代わりに、子イヌが触られても気

にしない部位、または実際に触られると喜ぶ部位に

手を伸ばしてハンドリングする練習をします。そし

て、触る部位を少しずつ首輪のほうに近づけていき

ます。 ドライフードをトレーニング・ トリーツとし

て使い、まずはトリーツを与えることでゲームが始

まっていることを伝えます。「おっ 1 何かいいこ

とがありそうだぞ」とイヌは思います。そうしたら、

イヌの尾の先にちょっと触れ、すぐさま「ごめんね」
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とトリーツを与えます。「ごめんね ? とんでもな

い」とイヌは思います。尾の先端を触ることができ

たなら、きっと先から2-3セ ンチほど奥のところも

触れるでしょう。触らせてくれたらまたトリーツを

与え、今度は先から5セ ンチ、7セ ンチ、8セ ンチと

いうように徐々に離れたところを触るようにしま

す。これを繰り返しながら、次第に首輪のほうへ手

を近づけていきます。こうなると時間の問題で、い

つかはイヌを怒らせずに首輪に触れ、ハンドリング

ができるようになります。イヌの首輪に触れる時、

初めの何回かはフリーズドライ・レバーを1-2個与

えるようにします。

この段階的脱感作の秘訣は、ゆっくり行うことで

す。イヌが少しでも怖がったり、居心地が悪そうな

そぶりをしていたら、ま

た1か ら始めましょう (こ

の場合、尾の先端から)。

今度はもっとゆっくり行

います。



よく使われる子イヌを社会化させない言い訳

陥 にはいいイヌだもん」

そりゃよかったですね ! 確かに子イヌの社会化の

第1段階は、家族に完全に友好的になることです。し

かし、子イヌが友だちや隣人やお客さんや見知らぬ人

など、誰にでも愛想良くなり、獣医師に調べられたり、

子どもにふざけてつかまれたり抱きしめられても抵抗

しないようにすることが緊急課題なのです。

「うちは大家族だから、うちの子イヌは十分過ぎ

るほど社会化されてるよ」

それは間違いです l 成大になって見知らぬ人を

受け入れられるには、子イヌは毎日少なくとも3人

の見知らぬ人と会う必要があります。繰り返し同じ

人に会わせてもうまくいきません。

「子イヌを社会化させるのを手伝つてくれる友だ

ちなんていないんですが」

いやいや、すぐにできますよ。子イヌを社会化さ

I 
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せることで、あなたの社交生活にすばらしい変化が

起こります。近所の人を招いて子イヌに会ってもら

いましょう。会社の同僚にも来てもらいましょう。

お住まいの地域のしつけ教室をチェックして、参加

している子イヌの飼い主も何人か呼んできましょう。

こうした飼い主の人たちは、あなたが直面しそうに

なっている問題を十分に認識しているはずです。

人を家に招いて子イヌに会ってもらうのがどうし

ても無理なら、子イヌを安全な場所へ連れて行って

人に会わせましょう。子イヌが生後3ケ 月齢になり予

防接種が完了するまでは、予防接種が終わっていな

い成大がうろうろしていたような公共の場所の地面

に子イヌを下ろしてはいけません。やわらかい素材

でできたキャリーバッグを買って、あなたが銀行 。

書店 。金物店などに用事の際には、子イヌをキャリ

ーバッグに入れて連れて行きましょう。子イヌを仕

事場へ連れて行けるかどうかも検討してみましょう。

後には、子イヌを連れてしつけ教室や ドッグパーク

に行ったり、近所まで散歩に行けるようになります。

しかし、子イヌは今すぐにたくさんの人と会う必要

があるのです ! そういうわけで、何をするにして

ｎ
ｖ



も、子イヌを隠しておくことだけはいけません。

「私のイヌには矢口らない人からトリーツを受け取

るようになってほしくないから」

ひょっとして誰かがあなたのイヌを毒殺するので

はないかと心酉己していらっしゃいますか ? イヌが

毒殺されるのは裏庭にひとりぼっちで放っておかれ

ている時に決まっています (排泄のしつけができて

おらず、室内に置いておけないため裏庭に追いやら

れた)。 でなければ、自由に放されて好き勝手にう

ろつき回っている時です。決して、イヌ嫌いの見知

らぬ人にまで子イヌと交流させようとしているわけ

ではありませんよ。あなたが呼んでくるのは家族の

適当な人、隣人、そして友だちです。どの子イヌも、

まず「(子イヌの名前)、 取りなさい」と命令されな

いかぎりは、誰の手にあるもの (食べ物を含む)も

絶対取ったり触れたりしてはいけないと学ばなけれ

ばなりません。この基本マナーを学習していれば、

あなたのイヌは自分の名前を知っている人で、しか

も「(子イヌの名前)、 取りなさい」という正しい命

令を知っている人、つまり家族や友だちからしか食

1硼
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べ物を受けつけないようになります。

「私のイヌには見知らぬ人を好きになつてほしく

ないわ。私を守つてほしいの」

まあ、そんなこと言わないでくださいよ……かか

りつけの獣医師やお子さんの友だちの親にそんなこ

と言えますか ? それに、もし本当にご自分のイヌ

に護身役をさせたいのであれば、それは全く別の話

です。とにかく社会化不足のイヌに、誰を守り、誰

に対して防御し、どのように守るかの判断をゆだね

てしまうことは絶対やめてください。よい番犬は、

よく社会化され完全に自信を身につけており、さら

に、いつ、どのように、誰を守るかを慎重に教えら

れています。

命令で吠えたりうなったりするようあなたのイヌ

をトレーニングすれば、防衛的抑止力としては十分

過ぎるくらいです。イヌには特定の状況で吠えるよ

うに教えたらいいでしょう。たとえば、誰かがあな

たの家の敷地に入ってきたり、あなたの車に手を出

したりした時です。単純に誰かが家の前や車の横を

通りかかっただけなら吠えないイヌであれば、警戒



して吠えることを学習すれば、とても有能な番大に

なります。またその代わりに、「じっとして」とか

「いい子にして」と命令されたら吠えるようイヌに

教えておくのも得策です。「いい子にして | いい

子にして l」 と命令すればするほど、イヌはそれに

従って跳びつき、吠えます。これを見た侵入者は、

ここの飼い主はイヌのコントロールもできないのか

と考えて、あきれて逃げていくでしよう。

陥 にはそんな時間ないんです」

それじゃあ、そんな時間のある人に子イヌを引き

取ってもらいなさい 1 誰かやる気のある人が時間

を割いて社会化させれば、まだこの子イヌを救える

可能性があるのです。

「アルファー 。□―ルオーバーをして子イヌを支

配し、私に敬意を払わせなけねばいけない」

そんな必要は必ずしもありません。いや、全くな

いのです。子イヌを物理的に力づくで支配しても、

子イヌの尊敬は得られません。あなたの命令には従

うかもしれませんが、それは、怖いからいやいや従
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うまでで、断じてあなたを尊敬してはいません。お

そらく子イヌはあなたを恨むようになる可能性が高

いでしよう。

それに、イヌに敬意を示させるもっと簡単で楽し

い方法があります。ずいぶん昔、あるしつけ教室に、

若い夫婦がクリスティンという4歳の娘とバンザー

というロットヮイラーを連れて来ていたのを思い出

します。教室では、クリスティンは両親よりもずっ

と上手にイヌをしつけることができ、いつでもパン

ザーにオイデ 。オスヮリ・フセ 。ロールオーバーを

させられました。パンザーが横向けに寝転がってい

る時、クリスティンがお腹をなでてやると、パンザ

ーは後肢を上げてお腹を見せました。クリスティン

はパンザーに小さな甲高い声で話しかけました。ク

リスティンが甲高い声でしゃべると、パンザーは言

われたことをしました。つまり、クリスティンが要

求し、パンザーが合意したとも言えます。あるいは、

クリスティンが命令すると、パンザーは従ったとも

言えます。いずれにしても、ここで重要なことは、

パンザーが喜んで自分から従ったということです。

そして、子どもがイヌをしつける場合、唯一安全か



つ意味がある従い方は、イヌが喜んで従うことなの

です。

この場合、クリステインはパンザーを支配してい

たのでしようか。ええ、それはもう | しかし、暴

力よりももっと効果的な方法によってです。パンザ

ーの行動をコントロールするには、クリステインは

腕力ではなく、子どもなりに頭を使わなければなり

ませんでした。こうして、クリステインはパンザー

の意思を精神的に支配したのです。

クリステインのトレーニングによって、パンザー

に敬意と友情が芽生えました。バンザーは彼女の願

いを聞き入れました。また、リードをつけていない

時でもすぐに近づいていくことにより、パンザーは

クリステインが好きだと態度で示しました。またオ

スワリとフセをすることにより、パンザーはクリス

ティンが大好きでそばにいたいことを示しました。

ロールオーバーをすることで、パンザーはクリステ

ィンのご機嫌をとろうとしました。また、肢を上げ

て鼠険部を見せることで、パンザーは服従を示した

のです。イヌ語では鼠険部を見せることは「僕は取

るに足らない虫けらです。あなたの優位性を尊重し

IW
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ますから、ぜひ友だちになってください。」という

意味です。

もし子イヌに敬意を払ってもらいたいのなら、ル

アー/ごほうびトレーニングでオイデ。オスヮリ・

フセ。ロールオーバーをさせましょう。子イヌに服

従させたいのであれば、あなたの手をなめるか、オ

テをするよう教えましょう。なめることとポーイン

グ (前肢で空を掻くようなしぐさ)は どちらも相手

をたてる行為で、お友だちになりたいという印です。

あなたが子イヌにイヌ流のやり方で月風従させたいの

なら、イヌが横たわっている時に陰嚢をくすぐりま

す。そうすると、イヌは後肢を上げて鼠険部をあら

わにするでしょう。

「この犬種は特に扱いが難しいんだ」

この言い訳でハンドリング、ジェントリング、社

会化をあきらめてしまうなんて、あまりにおろかで

す。あなたがいろいろな犬種を研究した結果、その

大種が本当に扱いにくいとわかったなら、社会化と

ハンドリングのレッスンを通常の2倍 も3倍 も行い、

ｎ
ｖ



学習の期限がかかわることを全て前倒しにして、ど

のレッスンも一足早く始めましょう。しかし不思議

なことに、私は前述の言い訳をほとんど全犬種につ

いて聞いたことがあります。あなたの選んだ犬種が

どうしても自分の手におえないと確信したら、直ち

に助けを求めましょう。子イヌの気質に修復できな

い傷を残す前に、 トレーナーに子イヌの扱い方をよ

く教えてもらってください。

「私の配偶者 。パー トナー・親 。子ども 。同居人

が同腹の兄弟 *1°の中で一番支配的なイヌを選ん

でしまつたんです」

家族全員がどの子イヌにするか完全に同意しなけ

ればならないという鉄則を覚えていなかったのです

か? まあ、今となってはもう遅いので、以前にご

説明したことをもう一度助言しましょう。難しい子

イヌを選んでしまったらしいと気づいたら、すぐに

社会化とハンドリングのレッスンを通常の2倍も3倍

も行い、どのレッスンも一足早く開始してください。

それに加えて、あなたの配偶者・パートナー・親・

子ども。同居人をどのようにしつけたらいいかも考

IW
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えるべきかもしれません。

「うちの子イヌはどこか遺伝的におかしいところ

があるようです」

これにも前と同じ助言が当てはまります。子イヌ

に何か生まれもった問題があると感じたら、すぐに

社会化とハンドリングのレッスンを一足早く開始し

て、通常の2倍 も3倍 も行ってください。

よい遺伝的要素を選択するにはもう遅過ぎます。

まあ、いずれにしても、できることといっても限ら

れているでしょう。イヌの遺伝子をひねってでもみ

ますか ? 血統 。支配性 *‖ 。遺伝的要素などを言い

訳にして、だからこの子イヌは社会化もトレーニン

グも無理なのだとあきらめてしまう人がとても多く

います。しかし、現実には子イヌを唯一救えるのは、

社会化とトレーニングなのです。子イヌには社会化

とトレーニングが必要なのです。それもたくさん |

しかも今すぐです !

犬種や血統とはかかわりなく、また子イヌがあな

たの家に来るまでにどれだけ社会化され、 トレーニ

ングを受けたかはさておき、今この時点から、子イ

Ⅲ
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ヌの気質、行動、またはマナーが変わるとしたら、

それは全てあなたがどのように子イヌを社会化させ

トレーニングするかにかかっています。子イヌと一

緒にがんばってみましょう。そうすればきっともっ

といいイヌになります。そうしなければ、もっと悪

いイヌになるだけです。子イヌの将来はあなた次第

なのです。

「この子はまだ子イヌなんだから |」 「きゃあ一、

かわいい一 !」 「この子は遊んでるだけだよ |」

「大きくなればそのうちやめるさ」

確かに子イヌは遊んでいるだけです。吠え遊び、

うなり遊び 。咬みつき遊び・ケンカ遊び・骨取り遊

び。31っ 張りっこ遊びをして。しかしそれを笑って

見ていると、子イヌはこうした攻撃ゲームをしなが

ら大きくなり、すぐに成大になってしまいます。そ

うなるともう遊びどころではなくなります。

子イヌにとって遊ぶことはこの上なく大切です。

イヌのさまざまな行動が社会的に適正であるかを子

イヌが学習するために、遊びは絶対不可欠です。具

体的には、個々の状況において、ある行動をするこ
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とが適切か不適切かといったことを学ぶ必要があり

ます。ある意味では、子イヌは遊ぶことでどういう

ことなら叱られないかを学ぶことができます。あな

たがすべきことは、子イヌにゲームのルールを教え

ることです。幼大期にたくさんのルールを学ぶほど、

成大になってから安全なイヌになります。

あなたの好きな時に子イヌを静かにさせることが

できさえすれば、子イヌが吠えたりうなったりする

のは全く正常なことで、問題はありません。生後8週

齢の子イヌなら、吠えたりうなったりするのを止め

させるのはかなり簡単です。あなたのほうが落ちつ

けば、子イヌも簡単に落ちつけるようになります。

「シイーッ l」 と言って、 トリーツを子イヌの鼻先で

振ります。静かになったら、「いい子だ」と言ってト

リーツを与えます。これと同様、引っ張りっこゲー

ムも、子イヌの方からゲームをしかけさせないで、

どんな時もあなたが子イヌに物を手放させてオスワ

リさせることができさえすれば、正常で問題のない

ゲームです。そして、この 2つはどちらも生後8週齢

の子イヌになら簡単に教えられるルールです。引っ

張りっこゲームをしている時は、少なくとも1分に1



回は子イヌに物を放してオスワリするように言いま

す。あなたは何度も引っ張るのをやめて「ありがと

う」と言い、子イヌの鼻先でトリーツを振ります。

子イヌがトリーツの匂いを嗅ごうと物を放したら、

子イヌをほめてオスワリをさせます。子イヌがオス

ワリをしたら、たくさんほめてやリトリーツを与え

て、もう一度ゲームに戻りましょう。

本書の後のほうでは物を守るゲーム、咬みつき遊

び、ケンカ遊びについて、ガイドラインを挙げて説

明しています。

合図で吠える 。うなる

子イヌは トレーニングをすれば簡単に命令で吠え

たりうなったりできるようになり、これには便利な

利用法がたくさんあります。「吠えろ |」 (ま たは

「じっとして !」)と 言い、誰かにドアベルを鳴らし

てもらって、子イヌを刺激して吠えさせます。これ

を何回か繰 り返して行うと、あなたが「吠えろ |」

と言っただけで、子イヌはドアベルが鳴るのを予期

|‖
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して吠えるようになります。これと同様、子イヌに

命令したらうなるよう教えることもできます。引っ

張りっこゲームをしている時、子イヌにうなって一

所懸命おもちゃを引っ張るように言います。子イヌ

がうなったら、熱心にほめてやって、今度は「シィ

ーッ !」 と言ってあなたが引っ張るのをやめ、 トリ

ーツの匂いを子イヌに嗅がせます。子イヌがうなる

のをやめたら、やさしくほめてやり、 トリーツを与

えます。

子イヌに合図で吠えたりうなったりするよう教え

ると、「シィーッ !」 を教えるのも楽になります。

子イヌが興奮して我を忘れている時 (誰かが玄関に

来た時)や怖がっている時 (見知らぬ人が近づいて

きた時)に子イヌを静かにさせようとするのではな

く、あなたの都合のいい時 (「吠えろ |」 の要求を

している時)に「シイーッ !」 の練習ができるよう

になるからです。子イヌが完璧にマスターするまで

「吠えろ !」 と「シィーッ |」 を交互にやりましょ

う。すぐに子イヌは「吠えろ !」 や「うなれ !」 の

命令に従っている時「シイーッ !」 と言われると、

静かにできるようになります。こうなれば、イヌが



興奮したり怖がっている時でもあなたに「シィー

ッ |」 と言われれば、理解できるようになっていま

す。

イヌに命令で吠えたりうなつたりするようトレーニングしていると、イヌにも飼い主に

も自信がついてきます。合図で吠えたりうなつたりできるようにすれば、「シィーッ !J

を教えるのもやりやすくなります。

騒がしいイヌは、おとなしいイヌより人をおびえ

させることが多いものです。繰り返し吠えて逆上す

るイヌの場合は、特にそうです。念入りに「シイー

ッ l」 をしつけておきさえすれば、「シィーッ |」

と言うだけですぐにイヌは静かに落ちつき、お客さ

ん、また特に子どもにとっても怖くなくなります。

「シイーッ |」 というのは、子イヌのためにも当

|‖
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然教えるべきことです。誰からも命令で静かにする

ことを教えてもらわなかったために、吠えたりうな

つたりして何度も叱られたり罰せられてしまうイヌ

は、本当にたくさんいますから。かわいそうに、成

犬の多くは単に興奮したり、何かに熱中したり、退

屈したりして吠えているだけなのです。あるいは、

子イヌの頃あなたとしたダームをまたやろうと、誘

うつもりで吠えたりうなったりしているのかもしれ

ません。

晰
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あいまいで、とつてつけたような言い訳

「この子は知らない人にはなかなかうちとけないのよ !」 「こ

の子は子どもが大好きと言うわけじゃないの !」「この子はちょ

つとハンドシャイなんだ !」

そのイヌが見知らぬ人や子どもがいるとストレスを感じたり、

人の手を怖がることを知りながら一緒に暮らすなんて、よくでき

ますね。かわいそうに、イヌはものすこく不安な状態でいるはず

です。「僕は見知らぬ人や子どもがいると落ちつけないんだ。」

「首輪をつかまれるのが嫌なんだ。」ということを、このイヌは何

度あなたに訴え、哀願し、警告したらわかつてもらえるのでしょ

う? これでは事故が起きるのを待つているようなものです。も

し見慣れない子どもがイヌの首輪を触ろうとしてきて、それがイ

ヌの食器の近くだつたら、しかもイヌはその日嫌なことばかりで、

機嫌が良くなかったとしたら? きつとイヌは咬みついてしまう

でしよう。このイヌは全く予告もなく、理由もなしに咬みついた

と言えますか? いや、このかわいそうなイヌには最もな理由が

5つ はあったのです。①見知らぬ人、②子ども、③首輪に手をか

けられた、④自分の食器に近づかれた、⑤機嫌が悪い時に。しか

もこのイヌはこれまで蒙族にずっと警告を発し続けてきていたの

ですから。

何か子イヌの気に障るものがあつたら、その特定の刺激やシナ

リオに対して直ちに脱感作させましょう。子イヌに自信をつけさ

せてやつて、日常起こることでいちいちストレスを感じたり、恐

れたりすることなく対処していけるようにするわけです。自信を

つけさせるのに必要なレッスンはすべて説明した通りです。さあ、

やつてみてください !

IW
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3。 大事なものを守る

物を守ることは家庭大によくある問題で、飼い主

がそのままにしておくと幼犬期を通じて発達してい

きます。自分の青年期のイヌの所有欲がだんだん強

くなり、物を守るようになってくるのを、飼い主は

見過ごしてしまうことがあります。子イヌが物を守

ろうとするのをかわいいと思って、実際には助長し

てしまう飼い主もいます。

子イヌが自分の物を守るのは自然なことです。野

生においては、オオカミはお隣の家に行って「骨を

1カ ップ貸していただけないかしら ?」 なんて言い

ません。家庭大も、何かがなくなってしまえばそれ

っきりだとすぐに学習します。ですから、イヌが人

から自分の物を守ろうとしても、全く驚くにはおよ

びません。

雌イヌは雄イヌよりも物を防御する強い習性があ

ります。家庭犬のグループでは、かなり劣位の雌イ

ヌが比較的優位の雄イヌから骨を守り通すことはよ

くあることです。実は、“雌イヌによる雄イヌ階層

‖
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規則修正条項"第 1条 は「持ってるのはあたし、あ

んたじゃない |」 です。一方、雄イヌの場合、物を

守ることほど不安と自信のなさをよくあらわすもの

はありません。物を守りたがる行動は、中位の自信

のない雄イヌによく見られるものです。これは断じ

て「トップドッグ (最優位のイヌ)の行動」ではあ

りません。実際、真のトップドッグは自分の地位に

自信を持っているため、通常、骨やおもちゃや食器

を自分より劣位のイヌと平気で共有します。

あなたが子イヌから食器やおもちゃを取 り上げ、

返さないままにすることがよくあると、子イヌは物

を渡してしまうと、もう三度と戻ってこないと学習

してしまうでしょう。そうすると、当然子イヌはあ

なたから物を守ろうとする行動に出ます。物をくわ

えて逃げて隠れたり、顎でしっかり押さえこんだり、

うなったり、歯をむき出したり、空咬みすることが

あるかもしれません。

子イヌが何か物を守ろうとした時に、あなたは何

もできず、 どうしたらいいか困ってしまうのなら、

直ちにペットドッグトレーナーに助けを求めてくだ

さい。この問題はすぐに手におえなくなり、あなた

IW
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のイヌは成大になっても、いつもあなたに我慢を強

いるようになります。大事なモノを守ろうとする成

犬を矯正するのは難しく、時間もかかり危険でもあ

ります。ですから、経験豊かなトレーナーや行動カ

ウンセラーの助けが必ず必要です。それに比べて、

幼犬期に予防をするのは簡単で安全なのです。

まずあなたの子イヌに噛むおもちゃで噛む癖をし

っかりつけさせてください。子イヌがいつも噛むお

もちゃで遊びたがるようになれば、不適切なモノを

探し出してあなたに取り上げられてしまうこともな

いでしよう。そして、要求されたら自分から噛むお

もちゃを差し出すよう子イヌに教えることです。

基本的に子イヌには、自分からモノを手放しても

それが永久になくなってしまうわけではないと教え

なくてはなりません。子イヌは骨、おもちゃ、ティ

ッシュペーパーなどを手放すと、代わりにもっとい

いモノがもらえること、つまりほめられてトリーツ

がもらえ、初めに手放したモノも後で返してもらえ

るということを学習する必要があるのです。



大切なものをトリーツと交換する

まず初めは、九めた新聞紙やロープをつけたコン

グのように、あなたと子イヌが同時につかめるもの

を使います。この所有ゲームでは体の接触がとても

大切です。あなたがずっとモノをつかんでいたら、

子イヌがそれを守ろうとする可能性は低くなりま

す。しかし、手を放してしまうとすぐに、子イヌが

そのモノを守ろうとする可能性は高まります。

先ほど練習したように、子イヌに「オフ l」 と言

い、それから「取れ !」 と言います。子イヌのマズ

ルのすぐ前で誘うようにモノを揺らします。子イヌ

がつかんだらほめてやります。しかし、まだモノを

手放してはいけません。「ありがとう」と言ってモ

ノを揺らすのをやめれば、子イヌも引っ張るのをや

めます。そうしたら、もう片方の手でとてもおいし

いトリーツ (フ リーズドライ。レバー)を子イヌの

鼻先で振ります。それにつられて子イヌが口を開け

たら、モノを取り返して、すぐに子イヌをほめてや

ります。 トリーツを1つ、2つ、3つ と与える間 (で

きたらルアーで子イヌにオスワリかフセをさせて)、

IⅦ
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子イヌをほめ続けます。それから、子イヌにもう一

度モノを「取れ」と指示し、同じ手順を繰り返しま

す。子イヌが5回続けて命令に従い、すばやくモノ

を手放せたら、あなたはモノを毎回手放して与える

ようにしてもかまいません。では次に、もっと小さ

なモノ、たとえばロープのついていないコング、テ

「オフ (放せ)!」 と「取れ」は、子イヌにドライフードを手から与えながら簡単に教

えられます。「取れ」と言つて、 ドライフードを1粒子から与えます。これをあと3回繰

り返してください。それから「オフ !」 と言って、フードをしっかり手に握つて差し出

します。好きなだけ子イヌに、あなたの手の前でどうしようかと悩ませておきましょう。

子イヌは前足をあなたの手にかけたり、マウズィング・12を したりするはずです (もち

ろん、子イヌが痛しヽまど咬んだら、「痛いつ !」 と叫びます。その際はタイムアウトを

取つて、30秒間子イヌを無視します。それから子イヌにオイデ オスワリ フセをさ

せて、またレッスンを続けます)。 そのうち子イヌは一時的にあきらめてマズルを引つ

込めます。子イヌがあなたの手から離れたら、「取れ !」 と言つて手を広げ、手のひら

から子イヌにフードを取らせてやります。この一連の動作を何度も繰り返して行い、そ

のたびに子イヌがあなたの手から離れてからあなたがフードを「取ね」と指示するまで

の時間を長くしていってください。子イヌが手から離ねている時「いい子だ」とほめな

がら数を数えるとうまくいくでしょう。たとえば「いい子だワン、いい子だツー、いい

子だスリー  」などというように。子イヌが学習して「いい子だテン」まであなたの

子から離れていらねるようになったら、 ドライフードを2本の指でつまんで見せて「オ

フ !」 や「取れ |」 を指示するようにします。最終的には「オフ !」 と言つて、いつた

ん床にフードを置き、もう司蔓拾い上げてから「取ね |」 と言うようにします。



ニスボール、ビスケットボール*B、 消毒した骨など

のおもちゃを使って練習をしましょう。子イヌが喜

んですばやく取るようになったら、モノを落とした

り放り投げるだけにして、「ありがとう」と言いま

す。ほら、あなたの子イヌはとっても忠実なイヌに

なりました !

「モッテコイ」はとても楽しく良いレッスンになり

ます。これにはなくした鍵を探すとか、スリッパを持

ってくるとか、イヌ用おもちゃを片付けるなど、無数

の応用方法があります。子イヌはモッテコイが大好き

で、すぐに自信を持ってモノを手放せるようになりま

す。子イヌはこれをすばらしい取引だと思うからです。

「オフ |」 を教えると、いろいろ応用がきいて便利です。

1硼
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子イヌが一時的におもちゃとトリーツを交換し、 トリ

ーツを喜んで食べている間、飼い主は安全にそのおも

ちゃを持っていられます。それから後で子イヌはおも

ちゃを返してもらえ、それと交換にトリーツをもらえ

ます。

実は、子イヌによってはモノを差し出すのが本当

に楽しく、もらってくれとせがんで飼い主を困らせ

ることがあるくらいです。もし子イヌがいらないモ

ノをあまりにもたくさんくれるようになったら、

「ベッドに持って行きなさい」と言えばいいのです。

実は、このやり方は子イヌに自分のおもちゃを片付

けるように教える最高の方法です。

子イヌにモッテコイを教えることで、おもちゃのよ

うに本質的な価値を持っているモノが、ほめ言葉やご

ほうびと交換できる引換券としての付加価値を持つよ

うになります。ですから、子イヌと「モッテコイ遊び」

をすると、子イヌのおもちゃに付加価値を与えること

ができるわけです。たとえば、 トレーニング用ルアー

やごほうびとしての効果をさらに高めたり、子イヌが

退屈している時、不適切な家財ではなく、自分のおも

ちゃを探してきて遊ぶ可能性を高めることもできます。



このレッスンがうまくできるようになったら、コン

グや消毒した骨にトリーツを詰めることにより、その

モノの本質的な価値を高めます。子イヌが生後10週齢

になるまでに、肉のいっぱいついた骨や食器を使って

自信をつけさせるレッスンをたくさん行う必要があり

ます。子イヌがもう生後10週齢になっていても、こう

したレッスンの際には誰かに助手になってもらうこと

をお勧めします。肉のいっぱいついた骨の片方の端に

丈夫な紐を結わえつけます。子イヌがうなったら、助

手の人に紐を引っ張って骨を取り上げてもらい、プラ

スチックのゴミバケツで骨を覆い隠してもらいます。

プラスチックのバケツは子イヌが食器のレッスン中に

ふざけた時に食器を隠すのにも使えます。

子イヌがうなったからといって叱るのは時間のむ

だですからやめましよう。その代わりに、子イヌが

うなるのをやめたらすぐに必ずほめてごほうびを与

えます。そして、子イヌがうなったら必ず即座に骨

や食器を取 り上げてしまいます。初めのうちはフー

ドを取り上げられてしまうと、たいていの子イヌは

吠えます。しかしこれは別に悪いイヌだからではあ

りません。ごく正常なイヌです。うなるのはとても
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自然なことですから。しかし、子イヌはうなっても

効果がないことを学ばなくてはなりません。そうで

なければ、この行動はエスカレートし、青年期まで

持ち越してしまうことになります。子イヌに自信が

ついてくると、主人は自分のフードを盗む気などさ

らさらないのだから、別にうならなくてもいいとい

うことを学ぶでしょう。そして、子イヌがうなるの

をやめたらはめてやり、後ろへ下がってオスワリと

フセをさせ、取り上げたモノを返してやり、それか

ら同じ手順―をまた繰り返します。

もし「物/食べ物を守るレッスン」で問題に突き

当たったら、直ちに助けを求めましょう。子イヌが

生後3ケ 月齢になるまでそのままにしていてはいけ

ません。



子イヌがひとりで邪魔されずに骨を噛んでいた

ら、物を守るようになり、防衛的になつてしま

うことがあります。ですから、あなたが子イヌ

から自由に骨を取り上Iザ られるようになるまで

は、決して子イヌに骨をひとり占めさせてはい

けません。その代わり、前と同じように「オ

フ |」 「取れ !」 と言い、今回は子イヌが骨を噛

んでいる間ずつと骨を放さないようにします。

時々「ありがとう 1」 と言つて、子イヌの鼻先

でとてもおいしい トリーツを揺らしながら、骨

を取り上げます。子イヌがトリーツを食べてい

る間ずつと骨をつかんでおき、子イヌが食べ終

わつたらオスワリとフセをさせ、また同じ手順

を何度も繰り返しきす。

昔のイヌのしつけの本には、イヌの食事中はそば

に近寄ってはいけないと助言しているものが多く見

られます。確かに信頼のできる成大にひとりで食事

をさせてやるのは理にかなった助言かもしれません

が、しつけのできていない子イヌまでひとりで食事

をさせるべきだということではありません。子イヌ

がひとりで食事をするのに慣れて育つと、成大にな

った時、食事時間に邪魔されるのを嫌がるようにな

ることがあります。いつかは誰かがこのイヌの食事

中に邪魔をすることになり、するとイヌはうなる、

歯をむき出す、空咬みする、跳びつく、ひよっとし

食器



4章 :学習の期限 その4

たら咬みつくなど、イヌに典型的な食べ物を守ろう

とする行動で反応するでしょう。

イヌの食事中は邪魔しないようにと、周りの人に

は必ず言っておきましょう。しかしまず、子イヌが

食器の近くで信頼できる行動を取れるかどうか確認

しておくことです。子イヌには食器の近くに人が来

るのを我慢するだけではなく、食事時間の来客を大

歓迎するように教えます。

そのためには、子イヌがドライフードを食べてい

る間、ずっと食器をつかんでおきます。そしておい

しいトリーツを与え、子イヌをハンドリングします。

そうすれば、子イヌは人がいる時のほうが夕食が楽

しいと学習するでしょう (なでてもらったリトリー

ツがもらえるので)。 子イヌに食器からフードを食

べさせ、おいしいトリーツを与え、子イヌが トリー

ツを喜んで食べている間、しばらく子イヌから食器

を取り上げておきます。次に、 トリーツを与える前

に食器を取 り上げてみます。そうすると子イヌは、

おいしいトリーツをもらえるはずだと期待して、あ

なたに食器とフードを取り上げられるのをすぐに楽

しみにするようになるでしょう。

聞
|



子イヌが ドライフードを食器から食べている時、

さっと手を食器に突っ込んでおいしいトリーツを1つ

与えます。子イヌが他にもトリーツが混ざっていな

いかドライフードをもう一度調べ、また食べ始める

まで待ちます。それからまた手を食器に突っ込んで、

もう1つ トリーツを与えます。これを何回か繰り返し

ましょう。子イヌはすぐに自分の食器の近くで急に

人の手が出たり入ったりするのに慣れて、それを楽

しみにするようになるでしょう。このレッスンをす

ると、子イヌはものすごく感動します。ちょうど手

品師が人の頭の後ろから花、タマゴ、ハ ト、と次々

にモノを取 り出してみせるようなものだからです。

子イヌが食べている間、あなたはそばに座ってい

て、家族や友だちには子イヌの近くを歩いてもらい

ましょう。誰かが近づいてくるたびにドライフード

の上に缶詰のフードをひとすくいのせてやります。

すると子イヌはすぐに人が近寄ってくることと、お

いしい缶詰のフードをドライフードにかけてもらえ

ることを関係づけるようになります。その後、家族

や友だちに近づいてもらい、 トリーツを子イヌの食

器に投げ入れてもらいます。するとすぐに子イヌは

I 
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夕食時に人がまわりにいることも、人がくれるもの

も喜んで受け入れるようになるでしょう。

怠慢なウェイターの態度

今までに、レストランでバンと水ばかり食べなが

ら1時間も待たされ、まだ注文も取りに来てくれな

いという目に遭ったことがありますか ? 「ウェイ

ターは何 してるの!? 早く来てちようだいよ…」と

じりじりしながら。実はこの怠慢なウェイターの態

度をまねれば、子イヌも同じ反応をするのです。ほ

とんどの子イヌは、あなたに食器のところに近づい

てきてほしいとせがむようになるでしょう。

子イヌにオスワリをさせておき、カウンターの上で

夕食用のドライフードを計量して、それから子イヌの

食器を床に置きます。その後の子イヌの反応は見もの

なので、写真を撮っておくといいでしよう。食器には

フードがたった1粒 しか入っていないので、子イヌは

信じられないという顔つきで食器を見つめるでしょ

う。そして子イヌは食器とあなたの顔を何度も見比べ、



そのたったひと粒をガリガリ食べ、空っぽになった食

器の匂いを入念に嗅ぐでしょう。そうしたら、あなた

は食器から離れて他のことをしてください。子イヌに

夕食はおいしかったかどうか尋ねてみてもいいかもし

れません。「お気に召しましたでしょうか。次のコー

スに移ってもよろしいですか ?」 などと言って。そし

て子イヌがもっとほしがっておねだりするまで待ちま

しょう。それから近づいていって、食器を拾い上げ、

もう1粒だけフードを入れ、子イヌがオスワリをした

ら、また食器を床に置いてやります。

「コース」が1つ進むごとに子イヌの態度はだんだん

落ちつき、マナーが良くなってくるでしょう。また、

夕食を小さなコース何回にも分けて与えると、子イヌ

はあなたが近寄ってくるのを喜ぶようになります。

夕食の前にはイヌに必ずオスワ

リをさせましょう。

IⅢ
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テイッシュペーパーの問題 !

しばらく前になりますが、ある生後1歳のイヌに

ついて相談を受けたことがあります。このイヌは使

用済みのテイッシュペーパーを盗んで、「捕まえら

れるなら捕まえてみな |」 と逃げ回り、飼い主をい

らだたせていました。イヌはベッドの下にもぐりこ

み、飼い主がほうきの柄でイヌをつつくと、手首に

咬みついたのです。このケースを皮切りに、私は似

たようなケースをいくつも取り扱ってきました。テ

ィッシュペーパー泥棒が高じて飼い主もイヌもお互

いの体を傷つけあうなんて、途方もなくおろかなこ

とです。自分のイヌにテイッシュペーパーを盗まれ

たくなければ、きちんと片付けておくことです。そ

の一方で、イヌがテイッシュペーパーにどうしても

ひきつけられるようなら、これを利用してテイッシ

ュペーパーをトレーニングのルアーやごほうびにし

てしまいましょう。または、1日 1枚おもちゃとして

与えてもいいでしょう。いずれにしても、ぜひとも

やってほしいのは、子イヌにトリーツと交換に、丸



めた新聞紙やトイレットペーパーやティッシュペー

パーを手放すように教えることです。こうしておけ

ば、子イヌに紙に対する所有欲が生じたり、つかん

で放さないということはありません。

*「この子は食器のまわりにいる時はちょっと気

難しいんだ」

こう言いながら、何もしようとしない飼い主が本

当に多いのに驚かされます。どんなモノに対してで

あろうと、子イヌが少しでも所有欲を示したり、つ

かんで放そうとしなかったら、直ちに対処しましょ

う。それに必要な自信をつけさせるためのレッスン

は全て説明した通りです。もし問題が自分の手にお

えなくなっていると思ったら、まだ子イヌのうちに

すぐに助けを求めてください。

予防接種 lmmunレ a■on iniec■ Ons 通常、犬ジステンパー、犬パル

ボウィルス腸炎、犬レフトスピラ症、伝染性肝炎等の混合ワクチンを2

回接種する。この予防接種により免疫ができてからでなければ、子イヌ

を公の場所に連れ出すべきではない。

八ンドリング hand ng 人の手で動物を自由に触ったり、扱つたりす

ること、またその過程をいう。幼犬期に人に八ンドリングされることで

1鵬
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*3

人に対する怖がりを予防できる。

マズル muzJe 鼻先から額と鼻のつなざ目のくばみの部分までを指

す。「□吻」とも言う。

□―ルオーバー 「0‖ OVe「 イヌに教える基本マナーの 1つ。イヌに寝

転がつて 1回転させたり、途中で止めて仰向けにさせたりする。これを

教えておくと、獣医師や トリマーがイヌの体を調べる時に便利である。

ルアー/こ ほうび トレーニング  u「 e/reward t「ain ng l要求

(request)2ル アー (lure)3反応 (response)4こ ほうび

(「eWard)の 4つのことが連続して起こることで、イヌに人が指示する言

葉の意味を理解させる方法。こほうびが反応を強化する点でオペラント

条件付けの例と言える。飼い犬の トレーニングにおいて、最も効率が良

く効果的な方法とされる。イヌが人の言葉を学習した段階では、ルアー

|よ 必要がなくなる。また、次の段階では、食べ物のこほうぴを、「ほめ

る」「散歩に行く」「ボールを投げて遊81」 というような生活の中のこほ

うびに代えていくことで、外的なこほうび (食べ物)は必要がなくなる。

この段階では、イヌは内発的動機付けで反応しており、イヌにしてほし

いことをイヌがしたがるように教えることができている。

遊びのおじざ play bow 遊びをせがんだり、遊ぼうと合図する時、

イヌは特徴的に空に舞い上がるように前足を上げ、その肘と胸骨を地面

につけ、尻と尾を振りながら遊びのお辞儀をする。

脱1感作 desenstttat on 不安や恐怖を起こす束J激に対して過敏に反

応しないようにするため、特定の刺激に徐々に慣らしていく。

ハン ドシヤイ handshy イヌが人の手を怖がること。

リコール reca l「 オイデ」とイヌを呼び戻す。

同腹の兄弟 ltter mate 一緒に生まれた兄弟。通常、子イヌは同腹の

兄弟と咬みつき遊びをしながら「咬みつきの抑制」という大事な素地を

身につける。

支配性 dom nance 飼い主がイヌより優位に立つて支配することで、

イヌに言うことを聞かせるという考え方。Drイ アン ダンバーの提唱

する ドッグフレン ドリーなこほうび本位のしつけ方法とは対極の考え

方。

*5

*6

*7

*8

*9

*10

*11

12マウズイング mouthing 子イヌが人の手をなめるように咬むこと。

13ビスケットボール bisCut bal D「 イアン ダンバーが考案した噛む

おもちゃの 1つ。
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5章 :学習の期限 その5

子イヌが咬みつくのは全く当然のことです。これ

は、正常かつ自然であり、なくてはならない子イヌ

の行動です。咬みつき遊びによって子イヌは咬みつ

きの抑制と甘咬みを発達させます。子イヌが咬みつ

いて、相手から適切な対応を受ければ受けるほど、

安心できる成大になります。一方、子イヌの時にマ

ウズィングも咬みつきもしなかった子イヌのほう

が、成大になって咬みついた時相手に深刻な傷を負

わせる可能性は高くなります。

子イヌは咬みつきたがる習性があり、何度でも咬

価
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みつき遊びをします。子イヌの歯は針のように鋭い

ため、咬まれると確かに痛いですが、顎の力が弱い

ため、大ケガになることはめったにありません。そ

こで、顎の力が相手にケガをさせるほど強くなる前

に、発達中の子イヌは咬まれると痛いということを

学ぶ必要があるのです。子イヌが人、他のイヌ、他

の動物と咬みつき遊びをする機会が多いほど、成犬

になってから確実に咬みつきを抑制できるようにな

ります。他のイヌや動物と日常触れあう機会のない

まま育った子イヌの場合は、飼い主が責任をもって

咬みつきの抑制を教えなければなりません。

今までに説明した子イヌの社会化とハンドリング

のレッスンが全て完了すれば、子イヌは人を好きに

なっており、咬みつきたいとは思わなくなっている

はずです。万一脅かされたり傷つけられたりしたこ

とが原因で、空咬みしたり咬みついてしまったとし

ても、幼犬期にしっかり咬みつきの抑制を学んでい

れば、傷を負わせても軽症ですむはずです。子イヌ

を社会化させ、起こりうる恐ろしいことすべてに準

備させるのは難しいですが、子イヌのうちに咬みつ

きの抑制をしっかり発達させておくことは簡単で
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す。

腹を立てて咬みつくことがあっても、咬みつきの

抑制が発達しているイヌは皮膚を咬み切ることはめ

ったにありません。咬みついても傷つけることが全

くないか、あってもごく軽症なら、行動の矯正は比

較的簡単です。しかし、成大になってから深い刺傷

を負わせたような場合は、嬌正は複雑で時間もかか

り、危険な可能性もあります。

咬みつきの抑制が発達していることは、間違いな

くどんなコンパニオン。ドッグにも求められる一番

重要な形質です。さらにイヌは幼犬期のうち、つま

り生後4ケ 月齢になる前に咬みつきの抑制を発達さ

せておかなくてはなりません。

確実な咬みつきの抑制

咬みつきの抑制が十分できているといっても、空咬みしたり、

跳びついたり、歯が触れたり、咬みついたりといったことを全く

しないということではありません。確実な咬みつきの抑制という

のは、イヌが空咬みしたり跳びついた時でも、歯が相手の皮膚に

触れることはまれだということです。万一イヌの歯が相手の皮膚

と接触するようなことがあっても、抑制された「咬みつき」なの

で、ケガをさせても大ケガにはなりません。

硼
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症例

あなたがどんなに努力して子イヌを社会化させ、

子イヌが喜んで人と過ごし、人のする行為を楽しめ

るようになったとしても、往々にして予測しないこ

とは起きてしまうものです。ここにいくつかそうし

た例を挙げておきます。

*飼い主の友人が知らずに車のドアを閉め、イヌ

の尾をはさんでしまった。

*ハイヒールの女性が、寝ていたロットワイラー

の肢を誤って踏んづけてしまった。

*飼い主が自分のジャックラッセルの首輪をつか

んだ。

*ト リマーがウイートン・テリアのもつれた毛を

すいていて引っ張ってしまった。

*獣医師がバーニーズ 。マウンテンドッグの肘の

脱臼を治そうとした。

*お客さんがつまずいて、骨を噛んでいたエアデ

ールのところへふっとんで、ぶつかった。

*3歳の子ども (匿名希望)がスーパーマンのマン
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卜を着てコーヒーテーブルからジャンプし、眠

っていたマラミュー トの肋骨の上に着地した。

ロツトワイラーとバーニーズはどちらも叫び声を

あげました。バーニーズは寝そべったままじっとし

ており、咬みつくことはありませんでした。これ以

外のイヌは「ウ、ウウッッ。」とうなり声を上げ、

即座に振 り向いて攻撃した相手にマズルを向けまし

た。マラミュートは立ち上がって部屋を出て行きま

した。ロットヮイラーとジャックラッセルは空咬み

し、跳びつきましたが、どちらも相手の皮膚に歯を

立てることはしませんでした。ウィー トン。テリア

はトリマーの腕をつかんで、やさしくぎゅっと握 り

ました。エアデールはお客さんの頬にかすり傷をつ

けました。どれも普段から友好的なイヌですが、こ

こで一番重要なのは、このイヌたちが幼犬期より申

し分のない咬みつきの抑制を発達させていたという

ことです。ですから、とても怖い目や痛い目に遭っ

たにもかかわらず、瞬時 (0.04秒以内)に咬みつき

の抑制が働き、咬みつ く行動を抑制しました。この

結果、どのイヌも相手にケガを負わせることはなく、

うまく矯正されました。



最初の尾をはさまれてしまったイヌですが、この

イヌは相手の腕に何度も深 く咬みつき、大ケガをさ

せてしまいました。このイヌはたいていの人が非常

に友好的だと思っている大種で、それまで数え切れ

ないほど学校や病院にも連れて行かれていました。

事実、たいへん友好的なイヌだったのですが、咬み

つきの抑制は全 くできていなかったのです。幼犬期

に他のイヌとあまり遊ばず、子イヌのころの咬みつ

き行動もほとんどなく、咬んだ時もやさしい咬み方

でした。成大になってからも、この時まで一度も非

友好的なノLしがなかったため、このイヌが咬みつく

などとは到底予想もできませんでした。さらに、そ

れまで一度も空咬みしたり跳びついたこともなかっ

たため、咬んだ時に深刻な傷になるという警告も発

見できなかったのです。つまり、人の周 りで長時間

過ごす可能性のあるイヌでありながら、十分社会化

はされていたとはいえ、咬みつきの抑制ができてい

ないというのは危険な取 り合わせです。

イヌが咬むのは正当防衛ではないかと思う人もいる

でしよう。しかし、ここに挙げた例のどれも、自己防

衛をするような状況ではありません。どのケースでも、

IⅢ
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イヌは自分が攻撃されたと感じたかもしれませんが、

結果的には自分を傷つける気などない人を咬んだこと

になります。皆さん力
'納

得されるかどうかはわかりま

せんが、事実として、私たち人間は美容師・歯科医・

友だち。知り合いなどに誤って傷つけられることがあ

っても、反撃に出ないように社会化されているのです。

それと同じで、私たちのイヌも、 トリマー・獣医師。

家族・友だち。お客さんを攻撃することがないように

しつけることは、とても簡単ですし、どうしても必要

なことなのです。

イヌの咬みつき :悪い知らせと良い知らせ

どんな時でもイヌがうなったり、空咬みしたり、歯が触れたり、

咬みついたりすると、とてもいらだたしく感じるものです。

しかし、護ぽ事故の大部分では相手はケガをしていません。こ

れはイヌが十分な咬みつきの抑制を身につけている確かな証明で

す。イヌが咬みつくのは社会化不足のためですが、咬みつきの抑

制が十分発運しているとケガを負わせるまでには至らないのです。

イヌが誰かに挑発されたことで腹を立てて切れてしまつたとし

ても、抑制が強く働いて、相手にケガをさせるところまではいき

ません。ですから、この点では安心です。たとえば子どもにいじ

められても、イヌはうなつたり空咬みするだけで、子どもの皮膚

に歯を立てることはありません。

通常、咬みつきの抑制が発達しているイヌは、空咬みして相手

の皮膚に少しでも触れるようなことがある前に、さらには咬みつ

いて皮膚を傷つけたりするようなことが起きるずっと前から、た

くさんニアミスを起こしているものです。ですから、飼い主は数

えきれないほど警告を受けており、矯正的社会化をする時間も十

分あるのです。



とてもよいイヌ・ よいイヌ・悪いイヌ・ とても

悪いイヌ

とてもよいイヌ

*よ く社会化され、咬みつきの抑制が十分できてい

るイヌ

これはすばらしいイヌです。人が大好きで、咬み

つく可能性はほとんどありません。たとえ傷ついた

りおびえたとしても、キャンキャン鳴くか、逃げて

いく可能性のほうが高いでしょう。極度に興奮する

ようなことが起こった場合は、相手を顎で押さえつ

けることはあるかもしれませんが、相手の皮膚を咬

み切るようなことはまず考えられません。

このイヌは、幼測期に他の子イヌや成犬とケンカ

遊びをする機会がたくさんあり、さまざまな人にマ

ウズィングしたり、一緒に遊んだり、 トレーニング

を楽しむ機会もたくさんありました。

しかしながら、このようなすばらしいイヌであっ

ても、社会化と咬みつきの抑制のトレーニングは一

生続けていくべきだということは忘れないでくださ

い。そうすれば誰かを「咬む」ことがあったとして
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も、ケガをさせることはまずないでしょう。

よいイヌ

*社会化不足だが、咬みつきの抑制は十分できているイヌ

これは見知らぬ人にはよそよそしいイヌです。逃

げて隠れる傾向があり、追いかけられたり、押され

たり、おさえつけられたりすれば、空咬みしたり歯

を立てることがあります。それでも皮膚を咬み切る

ことは考えられません。

他のイヌや飼い主の家族とは、十分マウズイング

したり遊んだりして育ってきましたが、幼犬期にた

くさんの人と会う機会はなかったイヌです。

このイヌは人を怖がってよそよそしい態度を示す

ため、これを明らかな警告として、飼い主はこのイ

ヌを嬌正してやる必要があります。咬みつきの抑制

はできていますから、このイヌは安全に社会化させ

ることができます。また、この怖がりなそぶりから、

人に近づくなと十分警告しているので、一番被害者

になりやすいのは見知らぬ人、特に子どもや男性、

それから獣医師や トリマーのようにイヌをハンドリ

ングしたり調べたりする人です。しかし、このイヌ



がひどいケガを負わせるようなことは考えにくいで

しよう。

悪いイヌ

*社会化不足で、咬みつきの抑制ができていないイヌ

これは明らかに悪夢のようなイヌです。限られた

人にしかなつかず、頻繁に吠えたりうなったりし、

跳びついて咬みつき、人に大ケガをさせます。事故

が起こる時は通常、まず声を上げて跳びついて咬み

つきますが、すぐに逃げようとして頭を後ろに向け

た時に引き裂くような傷を負わせます。

おそらく裏庭かケネルで育ってきたか、室内に閉

じ込められ、他のイヌや人にほとんど接触せずに育

ってきたのでしょう。子イヌの頃に咬みつき遊びは

全くさせてもらえなかったのです。

このイヌにとって唯一幸いなのは、どう見ても社

会化不足なため、イヌが咬みつける距離まで近寄る

ようなバカな人はほとんどいないことです。その結

果、見知らぬ人に対する咬傷事故はほとんど起こら

ず、もし起きたとしたら飼い主が非常に無責任だっ

たためです。見知らぬ人との事故では、このイヌは

1晰
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一度だけ咬みついてすばやく逃げていきます。通常

は咬みつきの被害者になるのは飼い主です。それは、

日常このイヌのそばに近づくのは飼い主だけだから

です。

とても悪いイヌ

*よ く社会化されてはいるが、咬みつきの抑制ができ

ていないイヌ

これが正真正銘の悪夢のようなイヌで、恐ろしく

危険です 1 表面上は陽気なので、潜在的に持つ問

題、すなわち咬みつきの抑制不足は覆い隠されてい

ます。人が大好きで、一緒に楽しく過ごせるので、

挑発されない限り咬みつ くようなことはありませ

ん。しかし、いったん咬みつくと、傷は深く、非常

に深刻な損傷になることもあります。

このイヌは幼犬期にいろいろな人と遊んだリトレー

ニングを楽しむ機会がふんだんにありましたが、飼い

主にマウズイングや咬みつき遊びは止められていたの

でしょう。イヌに対して社会化不足で、おそらくケン

カ遊びもさせてもらえなかったと思われます。

イヌと一緒に遊ぶのが好きな人は、子ども・友だ

晰
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ち 。家族 。見知らぬ人を含め、誰でもこのイヌに咬

みつかれる可能性があります。このイヌは咬みつい

ても急いで逃げる必要を感じないため、1回 に何度

も咬みつくことがあります。

多くの人はイヌがうなったり咬みついたりすること

がない限り、そのイヌを「良いイヌ」だと思い、うな

ったり咬んだりすると「悪いイヌ」のレッテルを貼り

ます。しかしこの場合、イヌが「良い」か「悪い」か

ではなく、「社会化」と「咬みつきの抑制 トレーニン

グ」がしっかりできているかそうでないかが問題なの

です。あるイヌが社会化されているかどうか、一度で

もうなったり、空咬みしたり、歯を立てたり、咬みつ

いたことがあるかは、幼犬期にどれだけよく社会化さ

れたかによります。この幼犬期の社会化は飼い主にか

かっています。しかし、このイヌがうなったり咬みつ

いたりするかどうかより大切なのは、防御反応を示す

時相手にケガをさせるかどうかです。言いかえれば、

このイヌが幼犬期にどれだけ咬みつきの抑制を身につ

けたかです。咬みつきの抑制がどれだけ身についてい

るかによって、このイヌが単にうなったり、空咬みし

たり、跳びついたり (皮膚には触れない)、 歯を立て

IW
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る (皮膚を傷つけない)だけか、それとも咬みついて

深い傷を負わせるかが決まります。そして、幼大期の

うちに咬みつきの抑制を身につけられるかどうかは、

飼い主次第なのです。

人の咬みつきの抑制 ?

完璧にお行儀のいいイヌなどいませんが、幸いほ

とんどのイヌはかなりよく社会化されており、咬み

つきの抑制もなかなかよくできています。時には相

手によって怖がったり警戒したりはするものの、基

本的には友好的です。また、多くのイヌは、一生の

うちでいつかは、人にうなったり、跳びついたり、

空咬みしたり、歯を立てた経験があるでしょうが、

ひどいケガまでさせてしまうイヌはごくわずかで

す。

咬みつきの抑制がどれだけ大切かは、人を例に取

って説明したらわかりやすいかもしれません。自分

はこれまで一度たりとも仲たがいや口論はしたこと

がなく、怒りにまかせて人 (特に兄弟・配偶者 。子

Ⅲ
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どものことを考えてみてください)に手にかけたこ

とはないと自信を―持って言いされる人はほとんどい

ないでしょう。しかし、相手に入院しなければなら

ないほどの大ケガをさせたことのある人はごくまれ

なはずです。つまり、たいていの人は、時には仲た

がいをしたり、口論したり、手を出してしまうこと

はあると素直に認めます。それでも、相手に大ケガ

をさせることはまずないのです。イヌも人と全く同

じです。ほとんどのイヌが、毎日、何度かはガヽ競り

合いをしています。一生のうちには、つかみあいの

ケンカも何度か経験しているでしょう。しかし、他

のイヌや人に大ケガをさせたことのあるイヌは本当

にめったにいません。だからこそ「咬みつきの抑制」

は大切なのです。

IW
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イヌは人ほど恐ろしくはない

たまにイヌが人にケガをさせたり、人を咬み殺したりするのは、

悲しいですが事実です。米国では年間平均20人 (その半数が子ど

も)がイヌに咬み殺されています。このような衝撃的な事件は、

特に被害者が子どもの場合、ほぼ間違いなく全国ニュースになり

ます。しかしもつとひどいことに、去年1年間だけで米国内で殺

された子どもは実に2000人もいるのです ! ですがこの数字は

イヌとは関係ありません。殺したのは子どもの親たちです ! そ

の上、こうした殺人事件が全国ニュースになることもありません。

1日 に6人以上も殺されるので、子どもが親に殺されても当たり前

過ぎて全国ニュースにするほどの話題性がないと考えられている

のです。

他のイヌに対する咬みつきの抑制

咬みつきの抑制ができているといかに安全かは、

イヌ同士のケンカの際にみごとに表れます。イヌが

ケンカする時には、お互いに殺そうとしているので

はないかというほどの騒ぎで、容赦なく何度も咬み

つきあっているように見えます。しかし、事が収ま

ってイヌの体を調べてみると、9割9分束1傷はありま

せん。ケンカは突如として熱狂的に始まり、どちら

のイヌも興奮しきっていますが、双方とも非常にし

削
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っかりした咬みつきの抑制を幼犬期に身につけてい

るおかげで、危害を加えることがないのです。子イ

ヌは大好きなケンカ遊びをしながら、咬みつきの抑

制を教え合います。

幼い子イヌはよくケンカ

ばかりしています。ケン

カの多くは子イヌの正常

な遊びに|よ不可欠の要素

ですが、一方、子イヌ|よ

階層の確立と維持のため

にもケンカすることがあ

ります。頻繁にケンカ遊

びをしたり、階層をめぐ

つてケンカをするのは、

咬みつきの抑制を安定し

て維持するのにどうして

も必要です。

家に予防接種が全て済んでいる成大が別にいる場

合を除いては、あなたの子イヌはしばらく他のイヌ

と接触することのない社会的空白期間を過ごさなけ

ればなりません。この間、イヌに対する社会化はし

ばらく延期されることになります。子イヌに十分な

免疫ができるまでは、予防接種が完全でない可能性

がある成犬と交流させたり、大パルボウィルス腸炎

など子イヌの深刻な疾病にかかっているかもしれな

IЫ
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いイヌの糞や尿に接触させたりするのは危険過ぎま

す。しかし、子イヌに十分な免疫ができ、外に出か

けても安全になったら (も っとも早 くて生後3ケ 月

齢)、 急いで他のイヌに対する社会化の遅れを取 り

戻してください。すぐに子イヌをしつけ教室に入会

させ、1日 数回は散歩や近くのドッグパークに連れ

て行ってください。そうすればきっと、何年経って

もあの時そうしておいて良かったと思うようになる

でしょう。自分の友好的なイヌが他のイヌと楽しく

遊んでいるのを見るほど嬉しいことはありません。

それでも、咬みつきの抑制を保留することはでき

ません。自宅に子イヌと遊べる成犬がいないのなら、

しつけ教室に入会できる月齢になる前に、あなたが

子イヌに咬みつきの抑制を教えなくてはなりません。

人に対する咬みつ きの抑制

もし自宅にイヌの仲間が何頭かいたとしても、人

に咬みつ く力と頻度を抑制することは、あなたが子

イヌに教えなければなりません。さらに、人に怖い



目に遭わされたり、傷つけられた時にどう対応すべ

きかを子イヌに教えなくてはなりません。子イヌは

必ず叫び声を上げますが、咬みついてはいけません

し、押し倒すなど絶対許されないのです。

あなたのイヌが友好的でやさしくマウズイングで

きるとしても、どんなに遅くても生後5ケ 月齢まで

には、人に要求されないかぎりは絶対に人の体や月艮

に歯を立ててはいけないことを教えなければいけま

せん。マウズイングは子イヌにはどうしても必要な

ことです。しかし、青年期のイヌがマウズイングす

るのは許されるとしても、もう成大に近いイヌや成

犬がお客さんや見知らぬ人にマウズイングするのは

言語道断です。生後6ケ 月齢にもなると、イヌがい

くら友好的でふざけ半分でやさしくやったとして

も、子どもに近づいて腕をつかむなどもってのほか

です。子どもは当然震えあがるでしょうし、子ども

の親にいたっては言うまでもありません。

1旧
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咬みつきの抑制レッスン

ここは、よく注意して読んでください。何度もし

つこく言うようですが、「咬みつきの抑制」は子イ

ヌに教えるべきことのうちで一番大切なことです。

当然、子イヌの咬みつき行動は、いつかはやめさ

せる必要があります。もし幼い子イヌがふざけるの

と同じように、成大が家族・友だち 。見知らぬ人を

ひっかいてケガをさせてしまったら、とてもそのイ

ヌは飼ってなどいられません。咬みつきの抑制は、

系統だてた2段階のプロセスで徐々に進めていくこ

とが絶対に必要です。

*ま ず第1に、咬みつく力を抑制すること、そして第2

に、咬みつく頻度を減らしていくことです。

理想を言えば、この2段階は順番に教えていくべ

きですが、飼っている子イヌが活発でよく咬みつく

場合は、この2つ を同時進行させたほうがいいかも

しれません。いずれにせよ、子イヌの咬みつき行動

自体を完全にやめさせる前に必ずやさしく咬んだり

マウズィングできるよう教えなければなりません。



1.咬みつきの力の抑制

第1段階は子イヌが人を傷つけるのをやめさせるこ

と、つまり咬みつき遊びの際に咬む力を弱めるよう

教えることです。この時子イヌを叱る必要はなく、

体罰は絶対にいけません。 しかし、咬みつくと相手

を傷つけることがあるということを、必ず教えてく

ださい。通常はただ「痛いっ l」 と叫ぶだけで十分

です。その時子イヌが離れて後ろへ下がったら、短

いタイムアウトをとって「反省させる」時間をおい

てから、子イヌにオイデ 。オスワリ・フセをさせ

(謝 らせて仲直りするため)、 また遊びを再開します。

あなたが痛がって叫んでいるのに、子イヌが力をゆ

るめたり後ろに下がったりしない場合、効果的なテ

クニックは、子イヌに「いじわる !」 と言って部屋

を出てドアを閉めてしまいます。そして1-2分のタ

イムアウトを与えて、痛いほど咬むと一番好きな噛

むおもちゃとしての人間がすぐいなくなってしまう

ことに気づかせましょう。それからまた子イヌのと

ころに戻っていって、仲直 りをします。あなたが子
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イヌのことを大好きなのは変わらないけれど、痛い

ほど咬みついてはいけないということを教えなけれ

ばいけないのです。子イヌにオイデ 。オスワリ。フ

セをさせてから、また遊びを再開しましょう。

子イヌの咬む力が強過ぎた時には、子イヌを押さ

えつけたり、どこかに閉じ込めるよりも、あなたの

ほうが出て行くといいでしょう。ですから、子イヌ

とは長時間居場所の制限をする場所で遊ぶようにし

ます。このテクニックは、頭の鈍いイヌには特に有

効です。なぜなら、これはちょうど子イヌ同士が遊

びながら咬みつく力を抑制することを学んでいくの

と全く同じ方法だからです。ある子イヌが別の子イ

ヌをあまり強く咬むと、咬まれたほうは叫び声を上

げ、痛いところをなめますが、この間遊びは中断し

てしまいます。咬んだほうの子イヌはすぐに、強く

咬み過ぎるとせっかく楽しかった遊びが中断してし

まうことを学習します。そして、遊びが再開した時

には、咬んだほうのイヌはもっとやさしく咬むよう

学んでいます。

この時点で「咬みつき」はもう痛くなくなってい

ますが、今度は咬みつく時に全く力を入れないよう

慟
|



子イヌに咬まれた時に、あなたが子イヌに適切な応対をする回数が多しヽまど、咬みつき

の抑制|よよく身につき、成犬になつた時の顎の力もずつと信頼できるものになります。

子イヌに咬みつく力を弱めさせるための適切な応対というのは、子イヌがやさしくマウ

ズィングをしたらほめてやること、咬む力が強くなつてきたら「痛いつ !Jと言つて遊

びを中断して短い休憩を入れること、そして痛しヽほど咬んだ時は D南いつ !」 と言つて

遊びをやめてしまい、30秒 PB5タ イムアウトを取ることです。休憩やタイムアウトの後

に遊びを再開する時は、必ず子イヌにオイデ オスワリ フセをさせてからにします。

にする段階です。子イヌが人を咬んでいる間、少し

でも圧がかかるまで待っていて、本当に痛そうに反

応してください (実際にはそうではなくても)。 「痛

いっ !」 「このやろう !」「もっとやさしく !」「ケ

ガするだろ、バカ !」 という具合です。子イヌは

「えええ―っ ! 人間ってそ～んなに弱いの? 人

間の敏感な皮膚をマウズイングする時には本当に気

をつけないとだめなんだ…」と考え始めるでしょう。

まさに、あなたの思うつぼです。つまり、子イヌは

IW
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人と遊ぶ時にはやさしくしなくてはならないことに

気づくのです。

子イヌは生後3ケ 月齢になるはるか前に、人を傷

つけてはいけないことを学ぶ必要があります。生後

4カ 月半、つまり顎の力が強くなってきて永久歯が

生え始める頃には、マウズイングの時全く圧をかけ

ないようになっているのが理想です。

2。 マウズイングの回数を減らす

子イヌがやさしくマウズイングすることを覚えた

ら、今度はマウズィングの回数を減らしていく段階

です。子イヌはマウズイングをするのはいいけれど、

やめるように言われたらやめなくてはならないこと

を学習する必要があります。なぜかって? それは、

お茶を飲んでいたり、電話に出ようとした時に、20

キロもある子イヌが腕にぶら下がってじたばたした

ら困るからです。

一番初めは、 ドライフードを使って子イヌをひき

つけた り、ごほうびを与えたりする方法で、「オ



フ l」 を教えましょう。取引はこうです。「私が

『オフ |』 と言った時、私の手のひらにあるフード

にほんの 1秒間触れないで我慢できたら『取れ !』

と言うから、そうしたらフードを取って食べていい

よ。」子イヌがこの単純なルールをマスターしたら、

フードに触れてはいけない時間を2-研少に、それか

ら5秒、ル 、12秒、20秒 と延ばしながら、同じ取引

を繰り返していきます。この際、「いい子だワン、

いい子だツー、いい子だスリー……」と、 1秒ごと

にカウントして子イヌをほめるようにします。もし

子イヌが自分から勝手にトリーツに触ったら、また

1か らカウントをしなおしてください。そうすれば

子イヌは「もし『オフ !』 と言われたら、たとえば

ル 間我慢していないとごほうびはもらえないんだ、

だから一番てっとり早いのは、初めから8秒間フー

ドに触らなきゃいいんだ」とすぐに学習します。こ

れに加えて、このレッスンをしている間は、いつも

フードを手から与えるようにすると、子イヌは甘咬

みができるようになります。

子イヌが「オフ !」 の要求を理解できたら、フー

ドをルアー/ごほうびとして使い、マウズイングを

IW
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やめることを教えます。まず「オフ l」 と言って、

ドライフードをルアーとして揺らして子イヌをひき

つけ、子イヌが離れたらほめて、ごほうびにそのフ

ードを与えます。

このレッスンの主な目的は子イヌにマウズイング

をやめさせる練習をすることですから、子イヌがお

となしくマウズイングをやめて離れるたびに、また

遊びを再開します。この遊びをやめては再開すると

いうことを何度も繰 り返しましょう。子イヌはマウ

ズィングをしたがっているのですから、マウズイン

グをやめることに対する最高のごほうびは、またマ

ウズィングを許すことです。マウズイングを完全に

やめさせる時は、子イヌにドライフードを詰めたコ

ングを与えてください。

万一、子イヌが「オフ |」 の要求に従わず、あな

たの手を放さないなら、「いじわる !」 と言ってす

ぐにイヌの日から手を振りほどき、「もういい |」 「

やったな !」 「おまえのせいでめちゃくちゃだ !」

「終わりだ !」「もうおしまいだ !」 「もうやらない

ぞ |」 と文句を言いながら急いで部屋を出て、イヌ

の鼻先で戸をバンッと閉めましょう。そして子イヌ



を2-3分ひとりきりにした後、また戻ってオイデと

オスワリをさせて仲直りをし、それからまたマウズ

ィングゲームを続けます。

子イヌが生後5ケ 月齢になる頃には、14歳のラブ

ラドール・レトリバーくらいやさしくマウズイング

ができるようになっていなくてはなりません。要求

されてマウズィングするのでないかぎり、子イヌは

絶対自分からマウズィングを始めてはいけません

し、マウズイング中は絶対に力を入れてはいけませ

ん。また、家族の誰かに要求されたら、すぐさまマ

ウズィングをやめておとなしくできるようになって

いる必要があります。

成大になってから、あなたが要求した時ならマウ

ズィングを許すかどうかはあなた次第です。しかし、

私はほとんどの飼い主に生後 6-8ケ月齢になるま

でには人に対するマウズイングを完全にやめさせる

よう勧めています。それでもなお、咬みつきの抑制

レッスンを継続していくことは絶対必要です。そう

しないと、あなたのイヌの咬みつき方はしだいにあ

やしくなり、成長するにつれ、強く咬むようになっ

てくるからです。またイヌに定期的に手からフード
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を与え、毎日歯磨きをしてやることが大切です。ど

ちらの場合も、人の手がイヌの口に入ることになり

ますから。

イヌをうまくコントロールできる飼い主にとって

は、定期的に子イヌとケンカ遊びをすることが甘咬

みを維持する最も良い方法です。しかし、子イヌが

手におえない状態にならないために、また飼い主が

ケンカ遊びにはたくさん利点があることを十分認識

するためにも、必ずルールに従ってケンカ遊びをす

る必要があります。そしてイヌにもルールを守るよ

う教えなければなりません。ケンカ遊びのルールは

『イヌの行動問題としつけ』の「咬みつく (防御的攻

撃)」 の章で詳しく説明しています。

咬みつきの抑制を確

立することがどれだ

け重要であるかは、

子イヌの遊びの、実

に9割で咬みつきあ

いが起こつているこ

とから明らかです。

ひょつとしたら、私

たちもイヌから学ぶ

べきかもし枚ません。
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ケンカ遊びによって、子イヌはマウズイングでき

るのは手 (圧力にとても敏感な部分)だけで、衣月及

をマウズィングするのは絶対にいけないということ

を学びます。靴ヒモ、ネクタイ、ズボン、髪の毛に

は神経が通っていないため感覚がありません。とい

うことは、子イヌが強く力をかけて、皮膚すれすれ

まで歯を立てるようなことがあっても、飼い主は適

切な対応ができません。また、イヌはケンカ遊びの

ゲームから、いくら興奮していても顎に関するルー

ルは絶対にやぶってはならないと学習します。基本

的に、ケンカ遊びはあなたにとっても、興奮してい

る子イヌのコントロールを練習するいい機会です。

現実に問題に遭遇する前に、同じような環境を作っ

てこうしたコントロールがしっかりできるようにな

っておくことが大切です。

手におえないプレイセッション

飼い主の中には、特に大人の男性 。青年 。男の子な

ど、マウズイング遊びをすぐに手におえない状態にし
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てしまう人力れ まヽす。だから、イヌのしつけの教科書

にはケンカ遊びや引っ張りっこゲームにふけらないよ

うにと書かれていることが多いのです。こうしたゲー

ムをする本来の目的は、あなたがもっとうまくイヌを

コントロールできるようになることです。そして、ル

ールに従ってゲームをすれ|よ 子イヌのマウズイング

行動、吠え方、エネルギー発散量、活動などをとても

上手にコントロールできるようになるでしょう。しか

し、ルールに従って遊ばないと、子イヌはすぐに手に

おえない成大になってしまいます。

私は自分のイヌに関して単純なルールを1つ設け

ています。オイデ・オスワリ。フセ 。吠えろ 。シィ

ーッ ! を私の子イヌにさせることができない人

は、絶対に私の子イヌに接触したり遊んだりしては

いけないというルールです。このルールは全ての人

に要求しますが、特に家族・友だち 。お客さんなど、

イヌの行動をだいなしにしてしまう可能性が最も高

い人を想定しています。引っ張りっこゲーム・ケン

カ遊び・変形サッカーなどの活動的なゲームについ

ては、私はもう1つ ルールを追加しています。すな

わち、どんな時でもイヌに遊びをすぐにやめさせ、

Ⅲ
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オスワリかフセをさせられない人は、私のイヌと遊

ぶことはできないというルールです。

子イヌを遊ばせている時に「オフ !」 と「オスワ

リ |」 と「おとなしくしなさい」を何度も練習させ

れば、子イヌはどんなに興奮して熱狂的になってい

てもあなたの言いつけには従い、すぐに簡単にコン

トロールできる成大になるはずです。遊びは途中で

頻繁に中断してください。少なくとも30秒 に1回 く

らいは短いタイムアウトを入れ、自分が子イヌをコ

ントロールできており、簡単に子イヌを離れさせた

り落ちつかせたりできるか確認します。練習を繰り

返すほど、上手に子イヌをコントロールできるよう

になるでしょう。

甘咬みのできる子イヌ

猟犬種の多く、特にスパニエル (それも特に優秀

なスパニエル)は、子イヌの頃からとてもやさしく

甘咬みができるため、自分の顎が相手を傷つけてし

まうことを学ぶチャンスがあまりありません。子イ

1扇
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ヌが頻繁にマウズイングや咬みつきをするというこ

とがなく、強く咬む経験もほとんどなく育ってしま

うと、深刻な問題が起こります。子イヌは咬んでも

良い限界を学ばなくてはなりません。それは、限界

を超えてしまった時に、飼い主が子イヌに適切な対

応をすることによって初めて学習できます。前にも

話しましたが、子イヌをしつけ教室に入れたり、リ

ードをはずして他の子イヌと遊ばせることで解決で

きるでしょう。

咬みつかない子イヌ

シャイなイヌは、他のイヌや見知らぬ人に社会化

したり遊んだりすることがごくまれです。そのため、

咬みつき遊びもしなければ、自分の顎の力について

学ぶことも全くありません。典型的な例は、子イヌ

の時にマウズイングも咬みつきもせず、成大になっ

てからも人を咬んだことのなかったイヌの場合で

す。ある日、このイヌが骨をしゃぶっている最中に、

見慣れない子どもがけつまずいてイヌの上に倒れて



しまいました。その時初めて、このイヌは咬みつき

ました。それもただ咬んだだけではなく、咬みつき

の抑制が全 くできていなかったために、初めて負わ

せた傷が深い刺傷になってしまいました。つまり、

シャイな子イヌには社会化が最重要課題で、これは

時間との闘いなのです。

これと同様、アジア犬種 (日 本犬種)のいくつか

は飼い主に対する忠誠心が非常に強いために、他の

イヌや見知らぬ人に対してよそよそしい態度を取 り

がちです。家族に対してだけマウズィングをしたり、

咬みついたりするイヌもいますが、マウズィングさ

えしないイヌもいます。そのため、顎の力を抑制す

ることを学ぶことがありません。

咬みつかない子イヌは直ちに社会化させる必要が

あります。そのためには生後 4ケ 月半になるずっと

前に、ケンカ遊びや咬みつき遊びを始めなければな

りません。早急に子イヌをしつけ教室に入れれば、

社会化 と幼犬期の遊びを一番効果的に達成できま

す。
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重大な過ち

よくある過ちは、咬みつくのをやめさせようとして子イヌを罰

してしまうことです。罰を与えても、子イヌは罰しようとする家

族にだけ咬みつかなくなるのがせいぜいで、その代わりに子ども

など子イヌをコントロールできない人に咬みつくようになりま

す。さらに悪いのは、子イヌが飼い主にはマウズィングをしない

ため、飼い主は子どもが危ない状況に置かれているのに気づかな

いことが多いということです。もつと悪いのは、子イヌはもう人

には全くマウズィングをしなくなることです。このため、子イヌ

は咬みつく力を抑制するトレーニングを受けることができませ

ん。しばらくは平穏な状態が続くかもしれませんが、誰かが誤つ

てこのイヌの足を踏んづけたり、車のドアに尾をはさんでしまつ

たりすると、イヌは咬みついてしまい、しかも咬みつきの抑制が

全くできていないため、相手に大ケガをさせてしまいます。

発達の速さ

大型の作業大種はゆっくり発達するため、いま問

題が発覚していなければしつけ教室に入会させるの

を生後4ケ 月齢になるまで遅らせてもかまいません

(一番遅くて4ケ 月半)。 しかし小型犬種、特に牧牛犬

は発達が速いため、生後4ケ 月齢まで待っていては手

遅れになります。牧牛大、牧羊大、 トイ犬種、テリ

ア犬種は予防接種を受けて外に出ても安全になった



らすぐに、どんなに遅くても生後3ケ 月半までには必

ずしつけ教室に入会させなくてはなりません。

子イヌの大きさや発達の速度には関係なく、正式

な教育であるしつけ教室を最大限に活用するには、

子イヌが生後3ケ 月齢で一度しつけ教室に参加 し、

次に生後4ケ 月半で2度 目のしつけ教室に参加するこ

とです。

パピースクール (子イヌのしつけ教室)

子イヌが生後3ケ 月齢になったら、すでに遅れて

しまっている他のイヌに対する社会化と自信を身に

つけさせることが緊急課題です。いくら遅くても生

後18週齢までには、子イヌはしつけ教室に入れるべ

きです。

生御 ヶ月半というのはイヌの発達で最も重要な節

日で、この時期に子イヌは青年期のイヌになります。

この変化は一夜にして起こることもあります。子イ

ヌが青年期に突入してしまうまでに、必ずしつけ教

室に入れてください。子イヌが幼犬期から青年期に
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さしかかるこの難しい時期に、プロのペットドッグ

トレーナーの指導と教育を受けておくことは、いく

ら強調してもし過ぎることのない大切なことです。

しつけ教室では、子イヌは何の脅威も感じない管

理された環境で、他の子イヌと遊びながらイヌ社会

のマナーを身につけていくことができます。シャイ

な子イヌや怖がりの子イヌもどんどん自信をつけて

いき、いじめっ子も力を抑えてやさしくすることを

学んでいきます。

子イヌの遊びはこの上なく重要です。遊びは子イヌ

がイヌ社会のエチケットを学ぶために必須のもので、

これさえ経験しておけば、成大になってもケンカした

り逃げ出したりするより遊ぶほうがずっと好きになり

ます。一般的には、子イヌの頃に十分社会化されてい

ないと、成大になっても楽しく遊ぶ自信がもてません。

その上、いったん怖がりや攻撃的な成大になってしま

うと、矯正はとても難しくなります。しかし、成大に

なってから起こりうるこうした深刻な問題は、幸いな

ことに幼犬期に子イヌ同士で遊ばせることにより簡単

に予防できます。ですから、あなたの子イヌにもその

機会を与えてあげましょう。幼犬期に遊ぶ機会を与え

ｎ
ｖ



ないでおいて、子イヌを一生社会的不安にさらしてし

まうのはひどい話です。

社会化されたイヌは全くおびえたリケンカするこ

とがないとは言いませんが、社会化されたイヌであ

れば、一時的におびえることはあっても、すぐに立

ち直ります。しかし、社会化されていないイヌでは

そうはいきません。また、社会化され、さまざまな

大きさや大種のイヌにどう対処するかを学んできた

イヌであれば、たまに社会化されていないイヌや友

好的でないイヌに会っても、うまく対処する素養を

身につけています。

イヌに対する社会化 vs。 人に対する社会化

イヌに人に対して友好的になるようにトレーニン

グすること、特に一番身近な飼い主の家族と喜んで

過ごせるようにすることは、子イヌの教育の中でも

二番目に重要な項目です。これは他のイヌに対する

社会化よりもずっと大切なことです (ち なみに子イ

ヌの教育課程における一番重要な事項は、もちろん

IⅢ
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「咬みつきの抑制」です)。

常識的な予防を考慮すれば、他のイヌと付き合う

のが苦手なイヌと暮らすことは可能ですが、人が嫌

いなイヌと暮らすのはとても難しく、危険ですらあ

ります。特にこのイヌが家族のことを嫌いならなお

さらです | イヌの形質として、「人に友好的であ

る」ことは「他のイヌに友好的である」ことよりは

るかに重要なのです。

散歩中やドッグパークで他のイヌと遊ぶ機会が十

分あるために、他のイヌに対して友好的なのは本当

にすばらしいことです。しかしながら、現実的には、

郊外で飼われているイヌは毎日規則正しく散歩に連

れて行ってはもらえません。また、他のイヌと交流

する機会もあまりありません。多くの飼い主にとっ

て、自分のイヌが他のイヌに友好的であることはど

うしても優先順位が低いのです。一方、他のイヌに

対して友好的にふるまうことを重要視する飼い主で

あれば、おそらく自分のイヌを定期的に散歩や ドッ

グパークに連れて行くでしょうから (実際イヌを飼

う一番の理由なので)、 そのイヌは他のイヌに対し

て社交性を身につけた成大になる可能性が高いと言



えます。しかし、こうしたイヌの場合も、毎日散歩

に行く時にたくさんの見知らぬ人 (子 どもが多いの

ですが)に会う可能性が高いのですから、人に対し

て友好的にふるまえることのほうが、やはりずっと

重要です。

しつけ教室のほとんどは家族中心の構成なので、

あなたの子イヌも男性、女性、また、特に子どもな

ど、あらゆる人に社会化することができます。 トレ

ーニングゲームもあります。初めてのレッスンだけ

で子イヌがどんなにたくさんのことを学ぶかには、

びっくりするでしょう。イヌは要求に応 じてオイ

デ 。オスワリ・フセができるようになり、体を調べ

られるためにタテ 。マテとロールオーバーもできる

ようになります。また、飼い主の言うことに耳を傾

け、気が散らないようになります。さらに、 しつけ

教室は文句なく最高に楽しい ! 子イヌが初めてし

つけ教室に行った夜をあなたは忘れないでしょう。

あなたにとっても子イヌにとっても、しつけ教室は

大冒険なのです。

覚えておいてください。あなたがしつけ教室に参

加しているのは自分の勉強のためでもあります !

1憫
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そして、まだ学ぶべきことは山ほどたくさんありま

す。行動問題を解決するための有益なヒントは数え

切れないほど見つかるでしょう。青年期のイヌに特

有の騒々しさや乱暴な行動をコントロールする方法

も学べます。しかし、何よりも重要なのは、子イヌ

の咬みつき行動をどうコントロールしていくかを学

ぶことです。

しつけ教室に参加する一番の理由

―子イヌの咬みつきの抑制をさらに確実にする

絶好のチャンスー

そろそろ子イヌのマウズイングと咬みつきにはう

んざりしていることでしょう。この理由は、子イヌ

の咬みつきの回数が多過ぎる、あなたが望む以上に

強く咬み過ぎる、あるいは咬みつく回数が少ないた

め咬みつきの抑制を身につけられていない、のどれ

かです。いずれにしても、子イヌの遊びが解決策に

なります。他の子イヌが最良の教師になってくれる

からです。「あまり強く咬みつき過ぎたらもう遊ん

Ⅲ
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でやらないからな l」 というように。子イヌはいつ

でもケンカ遊びや咬みつき遊びをしたくてウズウズ

しているため、結果的にお互いに咬みつきの抑制を

教え合うことになるのです。

月齢が同じくらいの幼い子イヌを集めた教室はと

ても活気があり、運動量もものすごく、同じ年頃の

子どもを集めたのに匹敵するほどです。子イヌは刺

激しあって、追いかけっこやケンカ遊びをしますが、

子イヌが遊びの中で咬みつきあう回数ときたら天文

学的です。しかも、どの子イヌもお互いに興奮させ

合うため、遊び方がエスカレートして、ある子イヌ

が別の子イヌを強く咬み過ぎてしまいます。すると、

咬みついた子イヌは相手から適切な反応を受けるよ

うになっています。幼い子イヌの皮膚は非常に敏感

ですから、もし強く咬み過ぎると、咬まれた子イヌ

は直ちにはっきりした反応を相手に返します。実際、

子イヌがたった1時間のしつけ教室で、自分の咬み

つきの力に対 して他の子イヌから受け取る反応は、

自宅で飼い主が1週間かけて与えてやれる反応の量

に勝っています。それに加えて、他の子イヌに対す

る咬みつきの抑制ができるようになれば、人に対す
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る咬みつきの抑制にも応用が利くため、自宅での子

イヌの トレーニングやコントロールも楽になりま

す。

さて、前に説明したように、よく社会化されたイ

ヌでも時には仲たがいやケンカをすることはありま

す。まあ、誰だってそうでしよう? しかし、私た

ちは他人や自分のイヌと仲たがいしても、相手を引

き裂いたり骨折させたりせずに社会的に容認される

方法で解決するすべを身につけています。これと同

じことが、社会化されたイヌにもできるのです。も

ちろん口論やケンカを全 くしないことをイヌに期待

するのは非現実的ですが、人や他のイヌにケガをさ

せることなく、相手を許せるようになることは実に

現実的です。これができるようになるかどうかは、

他の子イヌと遊んでマウズイングしながら、咬みつ

きの抑制をどの程度まで発達させることができるか

にかかっています。ですから、子イヌを直ちにしつ

け教室に入れましょう。そうすれば、子イヌはとて

もやさしく甘咬みできるようになり、吠える時はい

つも友好的になるはずです。

蘭
|



他の子イヌは咬みつきの抑制を教えてくれる最良の教師です。生御 ヶ月齢までには、

子イヌの遊び|よほとんど全て追いわ1すつこや咬みつきあしヽこなつてきます。忘れないで

ほしいの|よ、子イヌカ■ のつけられない状態になつていないかを頻繁にチェックするこ

とです。約 1分おきに子イヌの首輪を押さえ、落ちつかせて、遊びを中断させ、オスワ

リさせてからもう一度遊びを再開するとよいでしょう。忘れないで下さい、子イヌには

社会化され、コントロールのできるイヌになつてもらいたいのです。コントロールが利

かず、すぐ興奮する社会的落ちこばれのイヌにはなってもらいたくなしヽまずです。

「かかりつけの獣医師に、まだうちの子はしつけ

教室に行くには早過ぎると言われました」

獣医師が心配しているのは、当然ながら患者の身

体的健康です。よくある深刻な感染症 (犬パルボウ

ィルス腸炎やジステンパーなど)は幼い子イヌには

大問題で、 しっかりと免疫ができるには一連の予防

接種を受ける必要があります。生後3ケ 月齢の子イヌ

にはまだ70-75%の免疫 しかありませんから、感染
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の危険性があるというのにもやはリー理あり、確か

にそれは事実です。しかし、しつけ教室に来ている

のは予防接種を受けた子イヌだけですし、床は定期

的に掃除して消毒されていますから、かなり安全な

場所といえます。さらに、子イヌの身体的健康を考

えるのはごく一面的なことです。精神的健康や行動

面の健康もやはり同じくらい重要なのです。

感染する可能性がどれくらいあるかは、その子イ

ヌの免疫力と、どれだけ環境に感染の危険性がある

かによります。子イヌの免疫力は、予防接種を連続

して受ければ生後5ケ 月齢には99%ま で上がってき

ます。環境は比較的安全なものから非常に危険なも

のまでさまざまです。また、病気に対して100%の

免疫力がある動物はいませんし、100%安全な環境

もありません。

身体的健康の心配だけを考えるなら、少なくとも

生後5-6ケ 月齢になるまでは感染の危険がある場所

には近寄らないことをお勧めします。しかし、子イ

ヌの行動・気質・咬みつきの抑制 。精神面の健康

も、身体的健康と同じくらい重要です。米国では毎

年、動物病院1軒につき大パルボウィルス腸炎で死



ぬ子イヌは平均5頭ですが、行動問題や気質問題の

ために安楽死させられてしまう子イヌは数百頭にも

なります。実際、行動問題は生後1歳 までのイヌが

死亡する原因として最も多いのです。そして、発達

中の子イヌに感染症を防ぐ予防接種が必要なのと同

じで、行動問題や気質問題が発達するのを予防する

ための社会的・教育的な「予防接種」も必要なので

す。健康全般について言えば、幼い子イヌは疾病に

対する予防接種はもちろん必ず受けなければいけま

せんが、散歩や ドッグパークやしつけ教室にも、で

きるだけ早 く連れて行かなければなりません。

子イヌが成長するにつれて免疫力も強くなってき

ます。幼いうちはできるかぎり安全な環境 (自 宅な

ど)においておくべきですが、子イヌが大きくなっ

てきたら、 しつけ教室のような完全には安全と言え

ない場所へ連れ出すことをお勧めします。そして、

青年期になり十分な免疫ができたら、歩道やドッグ

パーク、動物病院の待合室、駐車場などの危険地帯

に頻繁に出かけていってもかまいません。

あなたの子イヌが常に危険にさらされているの

は、悲しいことですが事実です。たとえば、乾いた
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糞 (犬パルボウィルスに感染した)が風に舞い、あ

なたの庭や家に飛来することもあります。あるいは

家族の誰かが感染 したイヌの尿や糞を踏んづけて、

家まで持ち込んでしまうこともあります。ですから、

いつも決まった衛生管理を心がけ、家に入る時は靴

を脱ぐようにします。幼い子イヌにとって一番安全

な場所は、室内かフェンスで囲った裏庭です。生後3

ケ月齢になるまでは、子イヌをそこから出さないよ

うにしましょう。子イヌが生後3ケ 月齢になるまでに、

この安全な自宅で家庭のルールを教えたり、たくさ

んの社会化レッスンを大急ぎで行わなければなりま

せん。自宅以外で比較的安全な場所は、あなたの車

の中、友だちの家やフェンスで囲った裏庭などです。

そこなら子イヌは安全に社会見学を始めることがで

きます。ただし、家と車の間は子イヌを抱えて移動

することだけは忘れないようにしてください。

子イヌが生後3ケ 月齢であればしつけ教室に入れ

るのも比較的安全です。室内のしつけ教室はかなり

安全な環境と言えますが、やはり家と車の間は子イ

ヌを抱えて移動することをお勧めします。免疫問題

を起こしやすい犬種 (た とえばロットワイラーや ド

硼
|



―ベルマンなど)は幸い発達も遅いため、生後4ケ

月齢になるまでしつけ教室に入れるのを遅らせても

差し支えありません。実際、私は、成熟が遅い大型

大種は生後4ヶ 月齢になってからしつけ教室に入れ

るほうがいいと思います。そうすれば、教室に通っ

ている間に青年期の問題に対処することができます

から。そうしないで、生後3ケ 月齢で大型犬をしつ

け教室に入れたとすると、卒業するのは生後4ケ 月

半ですが、その時点ではまだ成熟していない大型犬

を見て、飼い主はかわいいぬいぐるみのようなもの

だという勘違いをしたままのことがあるのです。

また同様にお勧めしたいのが、子イヌを他のイヌ

が頻繁に出入りしている (そ して、おそらく各種の

細菌や感染媒介で汚染されている可能性のある)ド

ッグパークや公共の場へ散歩に連れて行くのは、少

なくとも生後 4ケ 月齢まで遅らせることです。公共

の場に連れて行く前に、リー ドをつけて自宅の周り

や庭で散歩の練習をさせることはいつでもできます

し、自宅によその人を定期的に呼んでくることもす

べきでしょう。

IⅢ
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子イヌを抱いて歩く

免疫が不完全な子イヌにとつて、歩道やドッグパーク以上に危

険な場所は、おそらく動物病院の待合室や駐車場でしょう。診察

台は患者がひとり終わることに洗つて殺菌されますが、待含室の

床を消毒するのは普通1日 1回だけです。駐車場にいたってはほと

んど

'肖

毒することはありません。イヌは駐車場に排泄しますし、

たまには待合室でも排泄することがあります。尿はレフトスピラ

菌やジステンパーウィルスが寄生している可能性があり、糞はパ

ルボウィルス、コロナウィルスその他さまざまな腸内寄生虫が寄

生しているかもしれません。待含室では子イヌをずつと膝にのせ

ておきましょう。あるいは、子イヌを車で待たせておいて、自分

の番が来たら車から直接診察台まで子イヌを抱えていくことです。

「しつけ教室なんて行く必要ないわ。うちのもう

1頭のイヌとすごくうまくやってるもの」

この子イヌはご家庭で飼っているもう1頭のイヌ

にはとてもよく社会化されているかもしれません

が、ひとりで外に出してごらんなさい。たとえば街

を散歩してみたり、 ドッグパークやしつけ教室に連

れて行ったりしたら、きっとあなたはショックを受

けることでしょう。すぐに、あなたの子イヌが全 く

社会化されていないことがわかるはずです。それど

ころか、逃げて隠れたり、防衛的にうなり、跳びつ



き、空咬みするかもしれません。

家ではとてもよく社会化され、友好的に見えるか

もしれませんが、それは家に飼われているもう1頭

のイヌに対 してだけなのです。また、その1頭だけ

に依存じ過ぎている可能性もあります。そして、初

めてひとりで外へ出かけた時には、親友であリボデ

ィガードである相棒が一緒にいる安心感がないた

め、我を失ってしまうかもしれません。

社会化のためには、いろいろなイヌと会わなけれ

ばなりません。また、たとえ社会化されていても、

社会化を継続するためには、日々見慣れないイヌに

会う必要があります。ですから子イヌを散歩やドッ

グパークに定期的に連れて行きましょう。そして、

しつけ教室にも入会させましょう。

あなたの子イヌが同じ家に飼われている

イヌと仲良くできるのはすばらしいこと

です。しかし、見知らぬイヌともうまく

やつていくことを学131た めに、子イヌは

しつけ教室、散歩、 ドッグパークなどで

見知らぬイヌに会う必要lD・あります。



5章 :学習の期限その5

しつけ教室を探す

あなたは、実際に子イヌをしつけ教室に入れる前

にいろいろな教室を見学され、もう何を期待するべ

きかわかっていらっしゃると思いますが、ここにい

くつかヒントを書いておきます。

金属製の首輪など体罰を与える器具を使って、子

イヌをおびえさせたり傷つけたり、痛めつけるよう

なことを勧めるしつけ教室は避けることです。イヌ

を押したり引いたり、リードを無理に引っ張ったり、

イヌをつかんで振り回したり、アルファ。ロールオ

ーバーをしたり、支配テクニックを使ったりするの

は、逆効果かつ不快であるばかりか、現在では効果

もないと考えられています。しかし、ありがたいこ

とに、こうした旧式な方法はほぼ過去のものと言っ

ていいでしょう。

忘れないでいただきたいのは、あなたの子イヌだ

ということです。子イヌの教育 。安全 。衛生はすべ

てあなた次第です。優れたしつけ教室はいくらでも

ありますから、見つかるまで探し続けてください。



理想的なしつけ教室は、リードをはずして子イヌ

同士が十分遊べたり、遊ばせている間に、おもちゃ

や トリーツや楽しいゲームを使って、頻繁に子イヌ

をトレーニングしたり静かにさせたりしているとこ

ろです。リー ドをはずして子イヌ同士で遊ばせるの

は必須ですが、それと同じくらい大切なのが、遊び

の間に短い トレーニングを頻繁に入れて、興奮して

気が散っている子イヌを飼い主がコントロールする

練習ができるようになっていることです。また、子

イヌの学習が早く、参加している飼い主が子イヌの

学習の成果に満足しているところを探しましょう。

そして何よりも、子イヌが楽しんでいる教室を探し

てください !

判断するのはあなたですから、賢い選択をしてく

ださい。自分に合ったしつけ教室を選ぶのは、子イ

ヌの管理上最も大切なことです。
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5章 :学習の期限 その5

マンハツタン ドッグトレー

ニングで、コングをルアー/
こほうびに使つて子イヌにオ

スワリを教えています (ニュ

ー∃―ク外|マ ン八ッタン)。

シチズン カニンでのシリウスカЭパピートレーニング']教室のプレイセッション中で

子イヌが定期的にオスワリしておとなしくするトレーニングをしています (カ リフォル

ニア州オークランド)。

【訳注】

*1 シリウス式③ パピートレーニング S‖ us O Puppy Tra ning D「 イア

ン ダンバーが経営する子イヌのしつけ教室の名前。
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6章 :学習の期限その6

もうそろそろ子イヌを育てるのにヘトヘトになっ

ているのではないですか。しかし、マナーが身につ

いてお行儀良く、十分社会化され、しっかり咬みつ

きの抑制もできる自分のイヌを、自慢に思われてい

ることと思います。これからの課題は、イヌのこの

すばらしい形質をそのまま維持することです。

子イヌを管理する最大の目的は、友好的で自信を

身につけた、かつ従順な子イヌに仕立て上げること

です。これがうまくいけば、青年期のイヌの行動や

トレーニング上の課題にもうまく対応でき、イヌ

(特に雄イヌ)のほうも、青年期に直面する途方も

ない社会的激変に対処していけるようになります。

すでに社会化され、よくしつけてあれば、あなたが

このイヌの青年期に対応するのもずっと楽です。し

硼
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かし、何が起こるか、どう対処するかを知らずに、

青年期のイヌの社会化とトレーニングをずっと維持

していくのは、とても難しいことです。

青年期に起こりうる変化

行動は良くも悪くも常に変化しています。あなた

が青年期のイヌのしつけを続けていれば、事態はよ

くなっていきますが、そうしなければ必ず悪化しま

す。イヌが成熟して2歳 (小型犬の場合)か3歳 (大

型犬の場合)の誕生日を迎える頃になると、行動も

気質も (良 きにつけ悪しきにつけ)安定する傾向が

あります。しかし、その年齢になるまでの間、あな

たがイヌをコントロールしないでいると、イヌの気

質とマナーに急に破滅的な変化が起こることがあり

ます。ですからイヌが成熟してからでも、よくない

行動や性質が現れていないかと、いつでも目を光ら

せていなければなりません。もしそうしたものに気

づいた時は、嬌正できなくなってしまう前に、つぼ

みのうちにすぐに摘み取らなければなりません。



6章 :学習の期限 その6

イヌの青年期は全てが崩壊 し始める時期で、安定

した成犬期に入るまで集中して努力を継続しないと

大変なことになります。イヌの青年期は決定的な時

期なのです。この時期にイヌの教育をおろそかにし

ていると、すぐにマナーができていない、社会化不

足の、興奮しやすいイヌを抱え込むことになります。

以下が注意しなければならない点です。

「家庭のエチケット」は次第に悪化していく可能

性があり、特にイヌが身につけたJF泄のしつけやよ

い行動をあなたが当然だと考え始めると、さらに悪

化が進みます。しかし、幼犬期の早い時点でしっか

りとしつけておいたなら、正しい家庭のエチケット

がくずれ始めるのはずっと遅くなり、排泄のしつけ

が特に難しくなりがちな老犬期まで持ち越すことが

できるでしょう。

「基本マナー」は子イヌが青年期に突入すると一

気に悪化する危険があります。幼犬期にはルアー/
ごほうびトレーニングは簡単でした。それは、当時

の子イヌにとっては、あなたは太陽であり月であり

星であり、この世の全てだったため、オイデ・ツイ

テコイ 。オスワリ。フセ・タテ・マテ 。ロールオー



バーも喜んで学び、あなたを尊敬して注目してくれ

たのです。 しかし今ではあなたのイヌの興味は、他

のイヌのお尻を調べたり、草の上に落ちている他の

イヌの糞尿の臭いを嗅いだり、何かわからない匂い

のする物を転がしたり、リスを追いかけたりという、

成大がもっと面白いと感 じるものに移ってしまって

います。そして、あなたのイヌの興味を引くものは、

すぐにトレーニングのじゃまになり始め、そのうち

呼ばれても他のイヌのお尻を嗅ぐのに夢中で、走っ

てこなくなるでしょう (何てことでしょう。あなた

よりも他のイヌのお尻のほうがいいなんて |)。 突

然イヌはオイデも、オスワリも、静かにしなさいも、

マテも聞かなくなってしまい、代わりに跳びついた

り、リードを引っ張ったり、すぐに異常に興奮する

ようになります。

「咬みつきの抑制」はイヌが大きくなって顎の力

が強くなってくると、次第にあやしくなってくるも

のです。他のイヌと取っ組み合いができる機会を十

分に与えてやったり、 ドライフードやフリーズドラ

イ 。レバーを手から与えたり、定期的にイヌの歯磨

きをしてやるのが、青年期のイヌの甘咬みを維持す
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6章 :学習の期限 その6

るのに一番良いレッスンです。

「社会化」は青年期に悪化することがよくあり、

これは時として、驚くほど突然起こる場合もありま

す。イヌは成長するにつれ、見知らぬ人や剛1染みの

ないイヌと会う機会が減ってきます。しつけ教室や

パピーパーティーはもう過去のものになってしま

い、イヌが生後5-6ケ 月齢になる頃にはたいていの

飼い主の生活に変化がなくなっています。家ではい

つも見慣れた友人や家族と過ごし、散歩に連れて行

ってもらえたとしても、いつもの道を通っていつも

のドッグパークに行き、いつもの顔ぶれの人やイヌ

に会うだけです。その結果、青年期のイヌの多くが

見知らぬ人やイヌに対してどんどん脱社会化*lし て

いきます。そして最終的には、小さな友人の輪の中

での付き合いにしか耐えられなくなります。

もしあなたの青年期のイヌが定期的に外に連れ出

してもらっておらず、家に見知らぬ人が来ることも

なければ、脱社会化は恐ろしい勢いで進んでしまう

かもしれません。生後5ケ 月齢の頃にはちょっと怖

がりで、人にあいさつする時モジモジする程度だっ

たイヌが、生後8ケ 月齢にもなると防衛的になり、

WI



自信を喪失してしまいます。そのため、吠えて後ず

さりしたり、空咬みしたり毛を逆立てて跳びついた

りします。以前は友好的な青年期のイヌだったのが、

急に何の前触れもなく、家に来たお客さんにおびえ

きってしまったりするのです。

子イヌの社会化は、青年期のイヌの社会化を安全

かつ楽しく続けていくための前提として必要でし

た。しかし、青年期になっても定期的に見慣れない

人たちに会い続けなくてはなりません。そうしなけ

れば、イヌはどんどん脱社会化していってしまいま

す。またこれと同様、青年期の社会化がうまくいけ

ば、あなたは成大になってからの社会化も安全かつ

楽しく続けていくことができます。このように、社

会化は継続的なプロセスなのです。

社会化されたあ

なたの子イヌを

さらにその状態

で保つには、定

期的に散歩や近

くの ドッグパー

クに連れて行く

ことを一番お勧

めします。



6章 :学習の期限その6

また、青年期には他のイヌに対する社会化も悪化

します。特に、超小型犬や超大型大においては時に

びっくりするような速さで脱社会化します。第1に、

どんなイヌともうまくやっていくよう教えるのは難

しいことです。イヌ科の野生動物 (オ オカミ、コヨ

ーテ、ジャッカルなど)は、群れの中に見知らぬ動

物が入ってくることをまず歓迎 しません。しかし、

これこそイヌ科動物の習性です。第2に、どんなイ

ヌとも親友になれると考えるのは現実的ではありま

せん。人と同じで、やはリイヌにも特別な友だち、

ただの知 り合い、あまり好きでないイヌがいるので

す。第3に、イヌ (特に雄イヌ)に とってケンカを

するのは全く自然なことです。実際、一生に一度も

咬みつき合いのケンカをしたことのない雄イヌはほ

とんどいません。幼い子イヌがしつけ教室や ドッグ

パークで遊んでいた時には何の問題もなくても、青

年期のイヌの場合はケンカや言い争い、ケンカ遊び

すらも非常に真剣になってきます。

イヌが青年期になって初めてするケンカは、他の

イヌに対する社会化を終わらせるきっかけになるこ

とがよくあります。これは特に超小型大と超大型大

Ⅲ
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あなたのイヌには、初めの数回はドッグパークに行くのも少し怖いことかもしれません。

ですから、子イヌが隠れたり、あなたの助けを求めても問題ありません。子イヌに少し

でも危険を感じたら、すぐに子イヌを抱き上げてやりましょう。でも、それ以外の場合

|ま、子イヌが隠れている時に、なだめたりなでてしまつて、あなたへの依存行動を無意

識に強化しないようにします。そうする代わりに、他のイヌや人に子イヌを誘つてもら

い、子イヌが外に出てくる気にさせ、隠れ場所から出てきたらいつでも熱心にほめてや

りましょう。

の場合に当てはまります。気持ちはわかりますが、

小型犬の飼い主は、自分のイヌの安全を気遣うあま

り、大型犬とは一緒に走らせたがらないようです。

すると社会化は後退し始め、この小型犬はどんどん

怒りっぼく、ケンカ早くなっていきます。これと同

様に、大型犬 (特に作業大種)の飼い主も、当然な

がら自分のイヌが小型大にケガをさせるのではない

かと心配します。ここでもやはり社会化が悪化の一

途をたどり、この大型犬はどんどん怒 りっぼく、ケ

ンカ早くなっていきます。これはもう悪循環です。

1蘭



6章 :学習の期限 その6

イヌが社会化不足になってくるとケンカする可能性

が増し、さらに社会化不足が進むのです。

「あの子ったらいつでもケンカしてるのよ !

まるで他のイヌを殺そうとしてるみたい !」

イヌ同士のケンカはすごい勢いの大騒ぎなので、

見ている人にとってはとても恐ろしく感じられるか

もしれません。特にイヌの飼い主にはそうです。事

実、イヌ同士のケンカほど飼い主をいらだたせるも

のはありません。従って、飼い主が、イヌのケンカ

がどれほど真剣なものかを判断する時はできるだけ

客観的に見なければなりません。そうしないと、た

った1回 ケンカしただけでそのイヌの社会化が終了

してしまいかねません。ほとんどの場合、イヌのケ

ンカというのは決まりきったもので、コントロール

がきいていて、比較的安全なのです。ですから飼い

主が適切な対応をすれば、解決の見通しは明るいと

言えます。しかし、逆に飼い主が非合理的で感情的

な応対をしてしまうと、このケンカは飼い主にとっ

蘭
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て腹立たしいばかりか、イヌの側の問題をさらに悪

化させてしまうことになりかねません。

イヌ、特に青年期の雄イヌにとって、威嚇したり、

にらみつけたり、うなったり、歯をむき出したり、

空咬みしたり、あるいはケンカしたりすることは、

非常によくあることです。これは「悪いイヌ」の行

動ではなく、イヌの通常の行動を表しているにすぎ

ません。イヌは苦情の手紙を書いたり、弁護士に電

話したりはしません。うなったリケンカしたりする

のは、青年期の雄イヌの特徴で、潜在的な自信のな

さを示している場合がほとんどです。時間をかけて

社会化を続ければ、普通青年期のイヌは自信を身に

つけ、ケンカしてわざわざ自分が強いことを証明す

る必要は感じなくなります。ケンカしたイヌを飼い

主が自信を持って継続的に社会化させるには、自分

の「ケンカ犬」が危険ではないと信じなくてはなり

ません。あるイヌが人をいらだたせたり、たまらな

く厄介な存在になることがあったとしても、だから

といってこのイヌが他のイヌを傷つけるというわけ

ではありません。うなったリケンカしたりするのは、

発達上正常な行動ですが、他のイヌを傷つけること

IW
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はそうではないのです。

まず第1に、問題の深刻さを正確に把握してくだ

さい。第2に 、自分のイヌがケンカした時あなたが

適切な対応ができるようにしなくてはなりません。

そして、イヌがケンカしなかった時にも、適切な対

応をしなくてはなりません。

実際に問題があるかどうか見極めるためには、自

分のイヌの咬みつきとケンカの比率を求めることで

す。このためには、次の2つの問いに答えなくては

なりません。

(1)あなたのイヌがこれまで何回ケンカに巻き込まれ

たか。

(2)そのうち相手のイヌが動物病院にかつぎこまれ

る結果になったケンカは何回あったか。

1歳か2歳の雄イヌの場合、咬みつきとケンカの比

率はたいてい 0:10です。すなわち、取っ組み合い

のケンカが10回あったとしたら、そのうち相手が動

物病院に連れて行かれたのは0回 ということです。

この場合はたいした問題ではありません。10回 ケン

カして1回 も相手に負傷させることがなかったので

すから、明らかにこのイヌは相手のイヌを「殺そう」

朋
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などとはしていません。本気であればケガをさせて

いたはずです。その上、毎回このイヌは “イヌのケ

ンカに関するルール"に のっとって、相手のイヌの

首筋・首 。頭 。マズルは避けています。派手なケン

カをして、片方のイヌが相手の喉の柔らかい部分を

つかんだけれどケガはさせなかったということは、

咬みつきの抑制が利いている明らかな証拠です。

これは危険なイヌではありません。単に青年期の

雄イヌに特有のやり方で嫌がらせしているだけで

す。そう、このイヌは確かにかなり嫌なやつかもし

れませんが、咬みつきの抑制 (幼大期に確立した)

がしっかりできていますから、他のイヌを傷つけた

ことはないのです。これは安定した咬みつきの抑制

が身についている証拠 (ケ ンカ10回 のうち相手にケ

ガを負わせたのは0回で、ケンカのルールに従って

いたこと)ですから、このイヌが他のイヌを傷つけ

ることはまずないでしょう。

ケンカすることは悪い知らせですが、通常良い知

らせにもつながります ! あなたのイヌが相手を傷

つけることが決してないのであれば、毎回のケンカ

でそのイヌに咬みつきの抑制ができていることを証

IW
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明しているのですから ! あなたのイヌは自信がな

くて社交上のたしなみにも欠けるかもしれません

が、少なくとも顎の力は安全です。危険なイヌでは

ありません。ですから、問題の解決はかなり簡単で

す。もっとも、あなたばかりか他のイヌやその飼い

主も同じくらいイライラさせているのですから、迷

惑なイヌであるのには違いなく、絶対にトレーニン

グのやり直しが必要です。“攻撃的なイヌ"の教室

か “難しいイヌ"の教室を見つけて、入会するとい

いでしょう。

さて、一方で、もしあなたのイヌが過去にしでか

したケンカのうちで相手の肢や腹部に大ケガをさせ

たことがあったなら、事態は深刻です。これは咬み

つきの抑制ができない危険なイヌです。明らかに、

公共の場所に連れて行く時には必ずクツワをつける

必要があります。治る見込みは薄く、矯正はやっか

いで時間もかかり、ことによったら危険かもしれま

せん。専門家の助けを必要としますが、たとえそう

しても必ず嬌正ができるという保証はありません。

各種の行動問題の中でも咬みつきの問題は、その予

防が簡単なのに比べて最も嬌正が難しいからです。
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咬みつきの抑制が全くできないケンカ好きの成犬

を矯正するのは一番厄介ですが、幼大期に予防する

のは簡単で努力もいらず、楽しいものです。単に子

イヌをしつけ教室に入会させ、 ドッグパークに定期

的に連れて行 くだけでいいのですから。あなたがイ

ヌにケンカしてもらいたくなければ、ケンカしてほ

しくないことをイヌに伝えることです。そうしない

で、ただ青年期になってケンカを始めるまで待って

いてはいけません。具体的には、子イヌが他のイヌ

に友好的にあいさつするたびに必ず子イヌをほめ

て、ごほうびを与えるようにしましょう。生後4ケ

月齢の無邪気でモジモジするオスの子イヌに、ケン

カしないからといって毎回ほめてごほうびまでやる

なんて、ばかげていると思われるかもしれません。

しかし、ケンカが深刻な問題になる前にこうしてお

くのが一番いいのです。
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青年期がうまくいく秘訣

イヌが正しい場所に排泄するたびに、必ずいつも

ほめて、いくつかフリーズドライ 。レバーを与える

ようにしましょう。イヌのトイレ場所にトリーツの

入った容器を置いておくようにします。どうせそこ

までついて行って、イヌの糞を片付けなくてはいけ

ないのですから (糞にウジ虫が何百匹もわいてくる

前に)。 忘れないでください。あなたはイヌにトイレ

場所でツト泄してもらいたいのであり、たとえ老人性

失禁になってしまったとしても、積極的にトイレ場

所でツト泄しようという気になってもらいたいのです。

これと同様、食べ物を詰めたコングを1日 1個使

えば動物行動学者はいりません。イヌは家でひとり

ぼっちの間、暇をつぶすのに何か作業療法を必要と

します。破壊的に噛んだり、むだ吠えをしたり、極

端に興奮するといった問題を予防したり、退屈やス

トレスや不安を緩和したりするのに、最も効果的な

方法は1日 の給与量の ドライフー ドをコングいくつ

かに詰めて与えておくことです。

2021



あなたの青年期のイヌがいつも従順で喜んで従う

イヌにしておくためには、短いトレーニング、特に

緊急時のオスワリとしばらくの時間おとなしくさせ

ることを、散歩や遊びの合い間に、あるいはイヌの

好きな毎日の活動に組み込むことが必要です。青年

期にずっとイヌのマナーを維持することは、方法さ

え知っていれば簡単なことです。しかし、知らない

ととても難しいことになります。「散歩中にトレー

ニングをする」 (211ペ ージ)と 「 トレーニングとラ

イフスタイルを組み合わせる」 (238ペ ージ)の項を

ご覧ください。

万一社会化がうまくいかず、イヌが空咬みしたり、

跳びついたり、歯を立てた時には、子イヌの頃にし

つけ教室へ連れて行き、そこで確実な咬みつきの抑

制だけは学ばせておいて良かったと思うはずです。

またこの場合、イヌの防衛的行動が他者に危害を加

えることはないとはいえ、同じようなことが起こる

前にこのイヌには嬌正的な社会化プログラムを直ち

に行い、咬みつきの抑制のレッスンを続けたほうが

いいことを警告しています。いつかは同じことが起

こりますから。特に期限を設けずに咬みつきの抑制

ｎ
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レッスンを続けていきましょう。時々手からイヌに

フードを与え、定期的にマズルと歯を調べておきま

しょう (で きたら歯磨きもして)。

よく社会化された成大になる秘訣は、少なくとも1

日1回 は散歩に連れて行き、週に数回はドッグパーク

に連れて行くことです。できたら別の散歩コースやド

ッグパークをみつけましょう。そうすれ|よ あなたの

イヌはいろいろなイヌや人に会うことができます。社

会化というのは、見慣れないイヌや人とうまくやって

いけるようにすることです。そのためには、見慣れな

い人やイヌと日常的にひたすら会い続けることです。

そして、あなたのイヌが見慣れないイヌや人と会うた

びに、ほめてドライフードを与えましょう。

また、少なくとも週に1回 は友だちを家に招いて、

あなたの社交生活の充実に努めることも忘れないで

ください。これは友だちにあなたのイヌのトレーニ

ングにずっと協力してもらうためです。また、友だ

ちにはあなたのイヌに会ったことのない人を一緒に

連れて来てくれるように頼みましょう。

パピーパーティーを開いて、しつけ教室やドッグ

パークであなたのイヌがイ中良くしているイヌを招待
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します。成大、大型大、非友好的なイヌにも会うこ

とになる大きなイヌの世界の、ちよつと恐ろしい面

にも馴染めるように、あなたの青年期のイヌが一番

仲良しのイヌたちと社会化し、遊べる機会を定期的

に作ってやりましょう。

イヌ社会でのあいさつは、ふつう相

手の性器を調べ合うことです。イヌ

の嗅党に訴える「名刺」とも言える

性器の臭いを「読む」ことから、ふ

つうは遊びが始まります。あなたの

子イヌが他のイヌにあいさつするた

びにほめてやりましょう。しかし、

子イヌの友好的なあいさつを当たり

前と思つて|よ いけません。ほんの数

ヶ月もすれば、下手をすると数週PB5

後には、このイヌはケンカを始めか

ねません。イヌにケンカに巻き込ま

れてほしくないのなら、「他のイヌに

あいさつして仲良く遊んでくれると、

とても嬉しい」ということを、イヌ

によく教えなければなりません。
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イヌの散歩

子イヌを安全に外に出せるようになったらすぐに

散歩に連れて行きましょう。何回も連れて行きます。

社会化レッスンとしてもトレーニングレッスンとし

ても、散歩ほど適したものはありません。おまけに

イヌの散歩は健康にも心臓機能にも精神にもいいも

のです。イヌを散歩させてあげて 1 首輪にはピン

クのリボンなんかをつけて、何人が笑いかけてくれ

るか、何人の新しい友だちができるか見てみましょ

う。イヌの社会化はあなたの社交生活にも良い影響

を与えます。

なたにとっても最高の運動になります。

2061

子イヌと散歩することは、社会化にも トレーニングレッスンにも最高です。それに、あ



散歩中に排泄のしつけをする

ご自分の庭がなければ、イヌを散歩に連れて行く

のは必ずツト泄したのを確認してからにします。これ

によって、散歩は正しいことを正しい場所で正しい

タイミングでしたことに対するごほうびになりま

す。こうしないで子イヌが排泄した後、楽しい散歩

を終了してしまうと、ツト泄したことに対してイヌを

罰することになってしまいます。すると、イヌは散

歩を長引かせようとして、リト泄を我慢し始めるでし

ょう。

子イヌにリードをつけて家を出たら、あなたはじ

っと立ち止まって子イヌにぐるぐる回らせて辺りの

匂いを嗅がせておきます。そのまま4-5分待ってや

りましょう。子イヌがそこで排泄しなければ家に戻

って、また後から試します。その間、子イヌを短時

間、居場所を制限する場所に入れておきます。もし

予定時間内に子イヌカリト泄したら、子イヌをいっぱ

いほめて、ごほうびにトリーツを与え「散歩だよ」

と言って、さあ出かけましょう。この “ウンチなし



6章 :学習の期限その6

なら散歩なし"と いう単純なルールに従えば、すぐ

にイヌがすばやくツト泄するようになるのがわかりま

す。

イヌに散歩の前にツト泄するよう教えることには、

さらに特典があります。排泄の跡を片付けて自宅の

ゴミ箱に糞を捨てることができたら、散歩中に掃除

するよりずっと簡単です。それに、すっきりした子

イヌを連れて何も持たずに散歩に行くほうが、糞入

れの袋をぶら下げて散歩するよりずっとリラックス

できるでしょう。

散歩に出かける前に、必ず子イヌに自宅の庭か玄関を出たところで排泄させましょう。

すぐに排泄したイヌにとって、散歩は最高のこほうびです。



散歩中に社会化させる

散歩中には必ず数回タイムアウトを入れます。ま

だ若いイヌをせきたてて、いきなり世の中の環境に

放り込んではいけません。イヌに十分時間を与えて、

世界がどのようにまわっているかを落ちついて眺め

させることです。あなたが立ち止まるたびに、食べ

物が詰まったコングを与えれば、子イヌはすぐにお

となしくなります。

絶対にイヌの安定した気質を当然のものだと思っ

てはいけません。すばらしい戸外も怖い場所に変わ

ることがあり、イヌがびっくりしておびえるような

ことはあるものです。一番いいのはこうした問題を
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予防することです。散歩中にイヌに手から夕食分の

ドライフードを与えることで、イヌが人や他のイヌ

の往来に対して良い印象を持つようになります。車、

大型 トラック、うるさいバイクなどが通るたびに、

イヌに ドライフー ドを1粒与えましょう。人や他の

イヌが通 りかかった時には、2、 3粒与えましょう。

イヌが友好的な態度で他の人やイヌにあいさつした

ら、今度はほめてフリーズドライ・レバーを与えま

す。また子どもが近づいてきたら、必ずイヌをほめ

て、おいしいフリーズドライ 。レバーを3つ与えま

しよう。そして子どもがスケートボードやオフロー

ドバイクに乗ってヒューッと通っていったら、袋に

残っているドライフー ドを全部イヌに与えてしまい

ましょう。

誰かがあなたのイヌに会いたがったら、まずドライ

フードをルアー/ごほうびとして使ってオイデとオス

ワリをさせる方法を、その人たちに教えます。また見

知らぬ人に頼んで、子イヌがあいさつしようとオスワ

リをした時だけドライフードを与えてもらいます。イ

ヌには初めから、人に会ったりあいさつする時には必

ずオスワリをするよう教えておくのです。



排泄したからと安心して手ぶらで出かけたら、散歩中にイヌに

糞をされることもあります。糞をすくうのに草木やスケジュール

帳を破って使うことにならないように、忘れずにイヌのリードに

は予備のビニール袋を輪ゴムで留めておきましょう。

散歩中に トレーニングをする

イヌが生後5ケ 月齢になったら、幼大期はおしま

いです。そして、あなたはイヌがどれだけすごい力

で引っ張ることができるか認識し始めるでしょう。

イヌはいろいろな理由でリードを引っ張ります。先

を歩いているイヌはいつも視界が広 く開けていま

す。ですからリードをピンと引っ張ると、飼い主の

意思を伝える “電線"の ようなもので、これをもと

にイヌは好きなだけ周りを見回したり、周りで何が

起こっているのか調べたりします。どうやら本質的

に、イヌにとってリードを引っ張って歩くのは楽し

いことのようです。それで、みんなイヌにリードを

引っ張らせてしまいます。リードがピンと張るたび

に、イヌはもう1歩前に出て、もっとわくわくする、

常に変化する嗅覚の世界を探ろうと躍起になりま

1川
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す。そうして、毎回リードをピンと引っ張るたびに、

イヌがリードを引っ張ることが恐ろしく強化されて

いきます。

以下はイヌにリードをつけておとなしく歩くこと

を教える上で、あなたが「すること」と「してはい

けないこと」です。

すること :最初から、家や庭でリードをつけて歩く

練習をしておき、子イヌが外出できる月齢になった

ら散歩に連れて行きます。

してはいけないこと :リ ードをつけて散歩に行くの

を、イヌが青年期に入ってしまうまで待っていては

いけません。通る人をびっくりさせたいのなら別で

すが。

すること :短時間 (15-30秒)イ ヌにあなたのすぐ

横を歩かせることと、少し長めの時間 (1分 くらい)

イヌをうろつかせ、物の匂いを嗅がせてやることを

交互に行います。そうすればイヌはあなたのすぐ横

を歩いていれば、次に自由にうろついて匂いを嗅ぎ

まわらせてもらえると知って、あなたのすぐ横を歩

く行動が強化されます。



してはいけないこと :青年期のイヌ (ま たは成大)

がいつまででもツケをしてくれるものと思ってはい

けません。イヌはそのうち、ツケをしている間はう

ろついたり匂いを嗅ぎまわったりできないことを学

習します。そして、もうツケをするのが嫌になって

しまい、楽しい時間を奪われたと、 トレーニングと

トレーナー (あ なた)を恨むようになります。

すること :リ ー ドをつけて引っ張るトレーニングを

することを考慮しましょう。なぜなら、リードを引

っ張ることは、問題になるのではなく問題の解決策

になるのです。つまり、リードを引っ張ることを、

イヌがあなたのすぐ横について歩いたことに対する

効果的なごほうびにできるのです。リードをゆるめ

て歩くのと、リードを引っ張って歩くのを交互にさ

せると、私のマラミュー トなどは必死になってやり

ます。「イェーイ ||」 というわけです。また、命

令でリー ドを引っ張らせるようにしつけておくと、

険しい坂を登る時や、そり。おもちゃの車・スケー

トボードなどを引かせる時には最高です。

してはいけないこと :いつリードを引っ張るかをイ

ヌに決めさせてはいけません。赤信号・青信号 トレ

|‖
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―ニングをやってみましょう。イヌがリードを引っ

張ったら、あなたはすぐに立ち止まってじっと動か

ないで待ちましょう。子イヌがリードをゆるめたら、

あるいはもっといいのは子イヌがオスワリしたら、

また散歩を続けます。

赤信号・青信号

なんでもない散歩が、イヌにとっては、 ドッグパ

ークでふざけ回るのに次ぐ最大のごほうびになりま

す。散歩に行けると思っただけで興奮するイヌはた

くさんいます。ですから、実際に散歩に連れて行っ

てもらえると、興奮がさらに高まります。その上、

あなたが1歩進むごとにイヌはどんどんリー ドを熱

心に引っ張るようになってきますし、もちろん1歩 1

歩がリー ドを引っ張る行動を強化してしまいます。

しかし、幸いもっといい方法があります。この方法

なら、散歩はイヌのお行儀のいい行動を強化できま

す。

散歩に行く前に、お行儀良く家を出る練習をしま

別
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す。まず「散歩だ、散歩だ、散歩だ !」 と言って、

イヌの鼻先でリードを振って見せます。すると、た

いていのイヌはもう頭に血がのぼります。あなたは

黙って立ったままで、イヌがおとなしくなってオス

ワリするまで待ちます。散歩が始まる前に散歩がお

預けになってしまったので、イヌはあなたが自分に

何かしてほしいのだろうと気がつきますが、まだ何

を期待されているかはわかりません。おそらくイヌ

は思いもよらないような行動をして見せてくれるで

しょう。ひょっとしたらイヌにできる行動は全てし

て見せてくれるかもしれません。熱狂的に吠えたり、

チンチンしたり、跳びあがったり、フセをしたり、

ロールオーバーをしたり、前足であなたをつついた

り、あなたの周 りを回ったりするかもしれません。

しかし、オスワリをするまではどんなことをしても

無視しておきましょう。どれだけ時間がかかっても

かまいません。いずれはイヌはオスワリをするでし

ょうから、オスワリしたら、「いい子だ」と言って、

リードでピシッと音を立てます。リードの音がした

ら、またイヌが興奮するかもしれません。そうした

ら、またオスワリするまで黙って立ったままで待ち

1邪
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ます。オスワリしたら「いい子だ」と言い、 ドアの

ほうに1歩踏み出して立ち止まり、またイヌがオス

ワリするのをじっと待ちます。こうして1歩ずつド

アのほうに近寄っていき、1歩進むごとにイヌがオ

スワリするのを待ちます。ドアを開ける前にもイヌ

にオスワリをさせ、 ドアを出たらすぐにまたオスワ

リをさせます。そうしたら、もう一度家に戻り、イ

ヌのリードをはずしてしまい、座ってまた同じこと

を最初からやり直します。

あなたは、イヌがオスワリするまでにかかる時間

がだんだん短くなっていくのに気がつくでしょう。

また、家を出るたびに、子イヌの反応が落ちついて

くることにも気がつくでしよう。外出するのが3、 4

回目にもなると、イヌはおとなしく歩いて、すぐに

オスワリをするようになるはずです。

子イヌに「オスワリ」を無理強いしてはいけませ

ん。何の手がかりも与えてはいけません。イヌは望

ましくないさまざまな行動をしている時であっても

学習しているのです。つまり、あなたがしてほしく

ないことは何かを学んでいるのです。イヌがオスワ

リするまでにあなたが待っている時間が長いほど、



イヌはどのような行動が望まれないのかをよりよく

学びます。そして、オスワリしてほめてもらい、ご

ほうびをもらう時、イヌはあなたがしてほしいこと

は何かを学ぶのです。

イヌはこのグームが大好きです。このゲームをほ

んの少ししただけで、イヌはどの青信号行動 (た と

えばオスワリ)をすればあなたが前に進んでくれる

か、どの赤信号行動 (そ の他の行動)をすればあな

たはじっと動かないかを学びます。

イヌがお行儀良く外出できるようになったら、よ

うやく本物の散歩に行く時です。イヌの夕食用 ドラ

イフードを袋に入れて、今日は散歩中に夕食にしま

しょう。手に1粒 フードを持って黙って立ち、イヌ

がオスワリするのを待ちます。オスワリしたら「い

い子だ」と言ってフードを与えます。それから大股

で 1歩進んで、じっと立ち、イヌがまたオスワリす

るのを待ちます。あなたが 1歩進むとすぐにイヌは

興奮して前に突進しようとするかもしれませんが、

じっと動かずに待ちます。そのうちイヌはまた座る

でしょう。そうしたら「いい子だ」と言ってフード

を与えて、また大股でもう1歩前へ進みます。これ

IⅣ



6章 :学習の期限その6

を何度も繰り返すと、あなたが立ち止まるたびにイ

ヌの反応がだんだん機敏になってくるのがわかるは

ずです。ほんの数回で、イヌはあなたが立ち止まる

とほぼ同時にオスワリするようになるでしょう。で

は、今度は大股で2歩進んでから止まります。その

後3歩、5歩、8歩、10歩、20歩 と、 1回の歩数を増

やしていきます。この時にはもう、イヌがあなたの

そばをおとなしく注意深く歩き、あなたが立ち止ま

るたびにすぐさま自動的にオスワリするようになっ

ていることがわかるでしょう。これだけのこと全部

をたった1回で教えることができたのです。その上、

あなたがしゃべったのは「いい子だ」だけです。

無意識にイヌを興奮させない

あなたがたった1歩進んだだけでイヌが興奮するのであれば、

イヌにリー ドを引つ張らせながら散歩を続けたら、イヌのエネル

ギーにどれだけ大をつけてしまうかわかるでしょう。ですから毎

回1歩ずつから始めましょう。イヌがおとなしくなってオスワリ

をするまで待ち、それからまた1歩進んでください。明らかにこ

んな方法ではイヌのトレーニングをしながらどこかへ急いで行く

のは無理ですから、イヌにリー ドをつけて散歩する方法を教える

ことだけを目的として、のんびり散歩するようにしましょう。

躙
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オスワリとおとなしくしなさい

散歩中にたくさん短いトレーニングを組み込みま

しょう。20メ ートル歩くたびに立ち止まって、短い

トレーニングをします。たとえば、立ち止まるたび

に「オスワリ」と言い、イヌがオスワリしたらすぐ

に「行こう」と言ってまた歩き始めます。このよう

に、あなたが立ち止まるたびに、その後に散歩を再

開することが、子イヌがオスワリしたことに対する

効果的なごほうびになるのです。

ほとんどのトレーニングの長さを5秒以下にすれ

ば、すばやいオスワリやフセ、またはオスワリ。フ

セ。オスワリ・タテ。フセ 。タテのような姿勢の変

化を強化できます。時々イヌにワードをごほうびと

して与えてもかまいませんが、ほとんど必要ありま

せん。なぜなら、イヌにとっては散歩を続けてもら

えるほうがフードよりもっと嬉しいごほうびだから

です。時々長めのトレーニングを組み込んで、イヌ

にあなたの横を毎回15-30秒間歩かせる練習をした

り、2-3分おとなしくさせることを強化したりしま

|"



6章 :学習の期限 その6

す。イヌが横になっている間、暇つぶしになるよう

にフー ドを詰めたコングをイヌに与え、あなたは新

聞でも読んでいましょう。

食べ物を詰めたコングは、ルアーとして

イヌにオスワリやフセを教えるのにも使

えますし、あなたが新聞を読んでいるFB5

イヌを遊ばせておくのにも役立ちます。

ここで説明したテクニックで1回 トレーニングを

してみるだけで、あなたのイヌの行動は矯正されマ

ナーも改善してきます。1キ ロ半ほど歩 く間に トレ

ーニングを約70回行えば、1回散歩をするだけでど

んな トレーニング上の問題でも解決できます。初め
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の数回は、散歩中に興奮しているイヌにあなたのほ

うに注意を向かせて落ちつかせるのには苦労するか

もしれませんが、4-5回 目になれば楽になるでしょ

う。4-5キ ロ楽しく散歩したら (こ の間に200回 く

らいトレーニングを入れて)、 イヌはもう非の打ち

どころがなくなっているでしょう。

なぜこのテクニックがそんなにうまくいくのかに

は2つ理由があります。

1.散歩を中断してトレーニングを何度も繰り返す

と、あなたが一番恐れていることに嫌でも直面

し、それを克服することができるようになりま

す。こうしたトレーニングの繰り返しには問題

解決作用があるため、差し迫ったトレーニング

上の問題がすぐに解決できます。たとえば、あ

なたの抱えている問題はイヌがおとなしくしな

いということではありません。実はイヌはおと

なしくすることはするのですが、非常に時間が

かかったり、ほんのたまにしかしなかったり、

気が向いた時だけおとなしくするというのが問

題なのです。あなたはイヌに「おとなしくする」

ように要求したらいつでもすぐにおとなしくし
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6章 :学習の期限 その6

てもらいたいのです。そのためには、ここで説

明したように、散歩中にたくさんの トレーニン

グを組み込んで、何度も繰り返して練習してく

ださい。イヌの反応は練習するたびに徐々に早

くなってくるでしょう。最終的には学習して、

すぐさま従うようになるはずです。

2.ほ とんどの飼い主は、台所やしつけ教室のよう

な決まった場所1-2ケ所でしか トレーニングを

しません。そのため、台所ではよいイヌ、教室

ではお行儀のよいイヌになります。しかし、散

歩中や ドッグパークでは言うことを聞いてくれ

ません。おそらくイヌは「オスワリ」というの

は台所や教室でするものと思っているのでしょ

う。なぜなら、これまでオスワリのトレーニン

グをしたのはその2ケ 所でだけだからです。しか

し、1キ ロ半の距離で70回 もトレーニングをすれ

ば、毎回の練習がいろいろな気の散るものがあ

るさまざまな環境で行われることになります。

たとえば静かな道で、人通りの多い歩道で、緑

の小道で、広い野原で、学校の近くで、 ドッグ

パークの遊び場でといった具合です。そうする



と、イヌはどんな場所でも、その時何をしてい

ても、何が起こっていても、あなたに指示され

たら喜んで従うことを覚えます。イヌは「オス

ワリ」の命令はいつでもどこでも座ることだと

普遍的に考えられるようになるわけです。

ここで説明したレッスンをすれば、あなたの子イ

ヌは、どんなに興奮したり気がそれていても、 1回

要求しただけですばやくオスワリをしてすぐに落ち

つくようになります。その上、イヌは「フセ」と言

われてもそれで全てがおしまいになるわけではな

い、散歩が終わってしまうわけでもないと学習して

いるため、自分から喜んでおとなしくできるのです。

イヌは「おとなしくしなさい」はやさしくほめてな

でてもらえるくつろぎのタイムアウトで、すぐにま

た楽しい散歩が始まることがわかっているのです。

あなたのイヌがマナーを身につけたら、田舎道に

せよ郊外の歩道にせよ、興奮しやすいイヌだった頃

よりも早く上手に散歩できるようになったことがわ

かるでしょう。これであなたはイヌに引っ張られて

あちこちを歩かされるのではなく、予定通りの道を、

しかもイヌを引っ張らずに歩けるようになります。
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車の中で トレーニングをする

車の中で練習することも忘れないようにしましょ

う。これも散歩で使ったのと同じテクニックを使い

ます。数日間は、あなたが車の中で新聞を読んでい

る時に、イヌに食べ物を詰めたコングを与えておと

なしくするよう指示しておきます。 1分おきくらい

にトレーニングを行い、姿勢を変えたり (オ スワ

リ。フセ・タテなど)、 場所を変えたり (後ろの席

へ、前の席へ、シー トベルトヘ、クレートヘなど)

する練習をします。車の運転中ではなく、停車中に

トレーニングをするほうが楽でしょう。イヌが毎回

要求にすばやく反応できるようになったら、友だち

に運転してもらってレッスンを繰 り返しましょう。

最終的にはイヌはあなたが運転している時でも、要

求されたら喜んで従うようになるでしょう。

あなたのイヌが車の中だろうと、散歩中だろうと、

いつでもどこでもおとなしくできるようになったら、

イヌを連れて車で出かけることができます。必ず ド

ライフー ドを一袋持っていきます。あらゆるところ



イヌを車に乗せてどこかへ行く前

に、停車中の車内で必ず子イヌに

「オスワリ」と「おとなしくしな

さい」、「吠えろ」と「シィーッ」

を教えてください (「吠えろ」を

教えると「シィーッ」を教えるの

が簡単になることをお忘れなく)。

に連れて行きましょう。町へ用事があって、あるい

は銀行に、ペットショップに、おばあちゃん家に、

友だちのところに、近所の探検に、ちょっとドライ

ブにといった具合です。そしてここでも、必ず ドラ

イフードを一袋持っていき、他のイヌや人が近づい

てくるたびにフードを与えます。やがて、 ドッグパ

ークでピクニックをしたり、もっと長い散歩もでき

るようになります。また、見知らぬ人に声をかけて

ドライフー ドを渡し、イヌにあいさつの仕方をしつ

けてもらいます。つまり、オスワリをさせて、ごほ

うびにフードを与えてもらいます。
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ドッグパークでトレーニングをする

ドッグパークでの遊ばせ方次第では、青年期のイ

ヌを簡単にコントロール不可能にしてしまいます。

遊びを中断しないでイヌに勝手に遊ばせてしまうと、

すぐにイヌの注意を引けなくなり、全くコントロー

ルできなくなります。一方、 トレーニングと遊びを

組み合わせれば、いつでもすぐにリードなしで遠く

からでもコントロールができるようになるでしよう。

呼ばれても来ないようにイヌをしつける

イヌにチンチンやオスワリもさせずに、リードを

はずして自由にさせてしまう飼い主がたくさんいま

す。イヌは遊びたくて興奮して、跳ね回ったり吠え

たりしていることがよくあります。そこでリードを

はずしてしまうと、この騒々しい行動を強化してし

まいます。イヌは自由になった嬉しさで、喜んで走

り回ったり、物の匂いを嗅いだり、イヌ同士で追い
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かけっこをしたり、狂ったように一緒に遊んだりし

ます。飼い主たちはそれを見ながらおしゃべりをし

ます。そのうち帰る時間になります。ある飼い主が

自分のイヌを呼ぶと、イヌは駆け寄ってきます。飼

い主がリードでパシッと音をさせると遊びの時間は

終わりになります。

このように事が運ぶのは初めの 1、 2回だけで、次

からは予測できることではありますが、 ドッグパーク

で飼い主に呼ばれでも、イヌはもうそっちに行きたい

と思わなくなっています。なぜなら、呼ばれた時飼い

主のところに行くのと、 ドッグパークで歩き回る最高

に楽しい時が突然終わってしまうことには関連がある

と気づくからです。次にドッグパークに行った時には、

イヌは頭を垂れていやいや寄ってくるようになりま

す。飼い主は完全にイヌのリコールしたい気持ちを失

わせてしまっており、知らず知らずのうちに、呼ばれ

ても来ないようにイヌをしつけているのです。

実際、リコールの反応が遅くなったと思ったらすぐ

に、リコール自体しなくなってしまい、「捕まえられ

るもんなら捕まえてみな l」 と逃げて楽しみを長引か

せようとします。飼い主はいらいらし、「このやろう、
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こっちへ来い |」 とイヌを怒鳴りつけて呼び戻そうと

します。そしてもちろんイヌはこう思うでしよう、

「やなこった | そんな大声で意地悪な言い方をした

時は機嫌が悪いことはわかってるんだ。今近づくなん

てバカなことするもんか。どうせちゃんとほめてごほ

うびをくれる気なんてないんでしょ」と。でもあなた

はイヌにそんなことはしませんよね ?

呼ばれたら来るようにイヌをしつける

そうではなく、イヌの夕食用のドライフードをド

ッグパークヘ持って行きましょう。イヌを遊ばせて

いる間に、1分おきくらいにイヌを呼んでオスワリ

をさせ、 ドライフー ドをごほうびに与えて、その後

また遊びに行かせます。イヌはすぐに、呼ばれたら

飼い主のところに行 くのは楽しいタイムアウトで、

おやつを少しもらって、ほめられて抱きしめてもら

え、また遊びが続けられることを学びます。同時に、

イヌは呼ばれた時に飼い主のところに行っても、そ



れが遊びの時間の終わりというわけではないと信じ

られるようになります。こうしてあなたの子イヌの

熱心なリコールは町中の話題になることでしょう !

リードをはずして遊ばせることを終わりにする時が

きたら、私はイヌのショックを和らげるために「コ

ングを探しに行こう |」 とイヌを誘うようにしてい

ます。 ドッグパークに行く前に、いつもフードを詰

めたコングを車内と家に戻った時に用意しておき、

とっておきのおやつにします。

これ以外にも、イヌに緊急時のオスワリやフセを

教えることを検討されてもいいでしょう。これは緊

急時のリコールより効果的なことがよくあります。

いつでも確実にリコールができるようにしておくこ

とより、確実にオスワリやフセができるように教え

るほうがずっと楽です。すばやくオスヮリさせるこ

とにより、あなたは直ちにイヌの行動をコントロー

ルし動きを制限することができます。オスヮリをさ

せてからの次の対応にはいくつか考えられます。

(1)イ ヌをまた遊びに戻す (緊急時のオスワリを練

習していただけか、危険がなくなった時)。

(2)イ ヌを自分のところへ呼ぶ (周 りの状況が変
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(3)

化し、イヌが自分の近 くにいたほうが安全だ

と思える時、たとえば他のイヌや人、特に子

どもが近づいてきた時)。 あなたのイヌはすで

にオスワリをしてあなたの顔を見ている、つ

まり喜んで従う気をみせているため、呼んだ

時来る可能性が高いでしよう。

イヌにフセ 。マテをさせる (状況がしばらく不

安定で、イヌが走り回ったりあなたのほうに来

ようとしないほうがいい時。たとえば小学生の

集団があなたとイヌの間を通り過ぎている時。

こんな時に子イヌを呼んだら、子どもたちがボ

ウリングのビンのようにバラバラに倒れてしま

います)。

あなたからイヌのほうへ行って、リードをつけ

る。この時、より確実にするために警官のする

停止の合図のように手を上げてイヌの注意を引

きながら近づいていき、その間じっとしていた

ら「上手なマテだね」とずっとイヌをほめ続け

ます (危険が迫っており、リコールや遠くから

マテを指示するのは賢明でない時。たとえば

100頭 ほどのヤギの群れが近づいてくるなど。

(4)
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これはティルデンパークで私のマラミュートに

実際に起きたことです)。

緊急時の離れたところか らの「オスワリ」椴 階

リードをつけずにイヌをコントロールする秘訣

は、あなたのイヌがリー ドをつけずに行う活動すべ

てに楽しい トレーニングをうまく組み合わせること

です。初めから、トレーニングと遊びを完全に合体

させます。約 1分ごとに、イヌがリードをつけずに

行っている活動を中断します。イヌに「オスワリ」

などと言って、いったん楽しい活動を中断させた後、

また遊びを再開させます。すると遊びの再開が嬉し

いごほうびになるため、イヌがすぐにオスワリする

ことを強化できます。こうしてイヌの遊びの中断回

数が多いほど、すぐにオスワリしたことに対するご

ほうびを与える回数も増えることになります。

まず、次のレッスンを安全な (閉鎖した)場所で

行います。これは、たとえば子イヌがあなたの家か

庭でリードをつけずにいる時、しつけ教室で遊んで
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いる時、パピーパーティーゃ ドッグパークでリー ド

をつけずにいる時などです。

1.お よそ1分おきに子イヌのほうに駆けて行って首

輪をつかまえます。子イヌをほめておいしい ト

リーツを与え、また遊びに行くように言います。

初めは台所など比較的狭くて気が散るものがな

い場所でやります。次に、別の子イヌが1頭だけ

いる時にやってみます。あなたの子イヌをつか

まえるのが難しければ、別の子イヌの飼い主に

も協力してもらいます。その後、他の子イヌが2、

3頭いるところでやってみます。だんだん子イヌ

の数を増やし、またより広い場所で行うように

していき、最終的には、たとえばフェンスで囲

った家の裏庭で遊んでいる時に、簡単につかま

えられるようにします。このレッスンを初めて

する時は、フリーズ ドライ 。レバーを使えば、

子イヌは首輪をつかまれるのがすぐに大好きに

なるでしょう。

2.子 イヌを簡単につかまえられるようになれば、

使うのはもうドライワードで十分です。まず、

毎回首輪をつかんでから子イヌに「オスワリ」
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と言います。 ドライフードをルアーに使って子

イヌをオスワリの姿勢に誘導し、オスワリした

らすぐにほめ、ごほうびとしてフードを与えま

す。その後でまた遊びに行くように言います。

3.も う子イヌはあなたが駆け寄ってきて首輪をつか

むのに慣れ、完全に安心していられるようになっ

ているはずです。実際、遊びを再開する前にフー

ドのごほうびがもらえることを予測し、おそらく

それを楽しみにしているでしょう。あなたは子イ

ヌがフードのごほうびをあてにしてオスワリする

のに気づくかもしれません。それはいいことです。

なぜなら次の段階は、あなたが首輪をつかむ前に

子イヌにオスワリをさせることだからです。子イ

ヌのところへ走っていって、鼻先でフードを1粒

揺らし、子イヌがフードに集中したら、それをル

アーとして使いオスワリをさせます。オスワリし

たらすぐにほめ、ごほうびとしてフードを与えま

す。その後でまた遊びに行くように言います。

子イヌがオスワリをするまで子イヌには触れな

いことがとても大切です。我漫しきれずに子イヌ

を押さえつけてオスワリさせたりする飼い主がい
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ますが、子イヌをオスワリさせるのに手で触って

無理強いすることに頼ってしまうと、リードをつ

けないで安定したコントロールをすることは絶対

に望めません。ここでつまずいてしまったら、ま

た始めに戻ってフリーズドライ・レバーを使って

やり直しましょう。

4 さて、子イヌはあなたが近づいてくるとすぐに

オスワリするようになりましたから、今度は離

れたところからのオスワリを教えましょう。こ

のレッスンも、他の子イヌがいるところで試す

前に、気が散るもののない家でやってみましょ

う。椅子に座って、全く動かずにやさしく小声

で「オスワリ」と子イヌに言います。ほんの少

し待ってから、子イヌのほうに駆け寄っていき

ます。この時「オスワリ! オスワリ! オス

ワリ l」 と切羽つまった調子で言いながら近づ

きますが、怒鳴ってはいけません。子イヌが座

ったらすぐにほめてやり、首輪をつかんで、ご

ほうびにフードを1粒与え、それからまた遊びに

戻してやります。これを何度も繰り返していく

うちに、子イヌが従うまでにあなたが命令する

■
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回数がだんだん減ってくるのに気づくはずです。

また、何度も繰り返すうちに、子イヌはもっと

すばやくオスワリができるようになり、もっと

遠くから指示ができるようになります。最終的

には、イヌは遠くから小声で一度だけ命令され

ただけですぐにオスワリができるようになりま

す。

今度は、子イヌがリードをつけていない時にはい

つでも、子イヌの活動を頻繁に中断して、短いトレ

ーニングを何度も入れるようにしましょう。こうし

て組み込むトレーニングの9割は、ほんの1秒間でい

いのです。子イヌに「オスワリ」と言い、座ったら

すぐに「遊んでおいで」と言います。子イヌがすぐ

にオスワリをするのはあなたが子イヌをコントロー

ルできている証拠ですから、それ以_上のことをする

必要はありません。時間を長引かせてオスワリ・マ

テにする必要もありません。その代わり、直ちに子

イヌに「遊んでおいで」と言って機敏なオスワリを

強化します。遊びを中断するトレーニング10回 のう

ち1回 は、ちよっと違うことを試すようにしましよ

う。たとえば、子イヌがオスワリしたら、「オスワ

1 235



6章 :学習の期限 その6

り。マテ」か「フセ 。マテ」をするよう命令します。

または、「遊んでおいで」と言う前に、イヌのとこ

ろに行って首輪をつかみます。

トレーニングとゲームを組み合わせる

トレーニングをイヌのゲームに組み込みましょ

う。たくさんルールがあるゲームで遊ぶと、子イヌ

と楽しくトレーニングでき、子イヌの頭を働かせる

のに適しています。子イヌはゲームにはルールがあ

り、ルールは楽しいと学習します。そして、 トレー

ニングがゲームになり、ゲームがトレーニングにな

るのです。

でオッソと競争しています。

2361

ロッキー山脈遭難救助犬のシェバー ド3頭が 居間で「クッキーをさがせゲーム」をし



イヴアンはどんな隠し場

所からでも靴をサーチ&
レスキューできました。

イヴアンとオリバーは庭の隅の栃の本か

ら吊り下がつている□―プを使つて、複

雑な引つ張りつこゲームをするよう教え

られました。イヌはゲームの仕方を教わ

らないと、イヌ流のルールでイヌ流のグ

ームを勝手に作つてしまいます。

ある有名な作界が嘘をつかないイ

ヌの本を調べている間、イヌたち

は自分流の「ソフアーのコングに

触るなゲーム」をしています。



6章 :学習の期限 その6

トレーニングとライフスタイルを組み合わせる

子イヌがどこでも反応できるようにするには、あ

らゆる場所でトレーニングをすることです。ひとつ

ひとつの時間は短くていいので、毎日少なくとも50

回はトレーニングの時間を作り、そのうち1、 2回 だ

けは数秒間の長さにします。ここでの秘訣は、 トレ

ーニングを子イヌとあなたのライフスタイルに完全

に組み込んでしまうことです。

子イヌのライフスタイル

子イヌの散歩中やリードをつけずに遊んでいる最中

に、短いトレーニング (すばやい「オスワリ」と「リ

リース」)を何度も組み込みましょう。すばやいオス

ワリをするたびに、その後すぐ散歩や遊びを再開する

ことで、オスヮリは強化されていきます。家庭大にと

っては、散歩や遊びが何よりのごほうびとなるからで

す。イヌにとって楽しいことをしている時すべてに短
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いトレーニングを何回も組み入れてみましょう。車に

乗る時、夕食の用意ができるのを見ている時、ソファ

ーに寝そべっている時、ゲームをしている時などです。

たとえば、テニスボールを投げてやる前にオスワリを

させ、子イヌがそれを回収してきたのをあなたが受け

取る前にまたオスワリをさせるといった具合です。繰

り返すたびに徐々にオスワリ。マテの時間を長くして

いきましょう。

同様に、子イヌにとって楽しいことをする前にも

必ず短い トレーニングを組み込みましよう。たとえ

ば、子イヌのお腹をなでてやる前にフセとロールオ

ーバーをさせる、呼び寄せてソフアーで抱きしめて

あげる前にしばらくフセ 。マテをさせておく、また

リードをつける前、戸を開ける前、「車に乗って」と

か「車から降りて」と言う前、リードをはずしてや

る前にオスワリをさせるなどです。それから、夕食

の前にも忘れずにオスワリをさせてください。

遊びとトレーニングを完全に組み合わせることで、

子イヌには遊びとトレーニングの見分けがつかなくな

ってきます。こうして楽しい時にもきちんとしたルー

ルができ、 トレーニングは楽しいものとなります !



6章 :学習の期限 その6

トレーニングをあなた自身のライフスタイルに

組み込む

定期的にトレーニングをすれば、この組み合わせ

トレーニングが簡単で楽しいものだとわかるように

なります。たとえば、あなたが冷蔵庫を開けるたび、

お茶を入れるたび、新聞をめくるたび、 eメ ールを

送信するたびに子イヌを呼んで、さまざまな姿勢を

要求して、それぞれの姿勢でマテをさせます。マテ

の長さも変えましょう。こうして、あなたが何かす

るたびに子イヌに単純な姿勢の変化をするよう命令

すれば、自分のいつものライフスタイルを変えずに、

楽 1々日 50回 も子イヌをトレーニングできます。幼

くて影響を受けやすい発達中の子イヌの学習につい

ては、あなたに責任があることを忘れないでくださ

い。子イヌの頭を働かせましょう。子イヌの持つ可

能性を完全に開花させてやるのです。

よくトレーニングできたら、あなたのイヌはもう

家中を自由に駆け回ってもいいですし、たいていど

こでも歓迎されます。最終的にはそのレベルも卒業
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テレビを見ている時間は絶好のトレーニングのチ

ャンスです。食べ物を詰めたコング数個を子イヌの

ベッドに転がして、テレビの前に置いておきます。

そうすればテレビ番組を見ながら子イヌがおとなし

くしている様子を眺めていられますし、CMの間は

短い トレーニングをするのに最適です。または、あ

なたが ドッグトレーニングのビデオを見ている間、

子イヌを静かにさせておき、時々子イヌにも参カロさ

せてあなたと一緒にトレーニングの練習をさせてみ

ましょう。

オッソが「おとなしくしなさい」のレッスンに移る前に、ハンモックでオスワリ マ:

を練習しています。

し、ソファーで過ごすこともできるようになるかも

しれません。うちのイヌたちはほぼいつもソファー

で丸まっています。テレビ番組 “デイスカバリー・

ノヽンモックでオスワリ マテ

1躙



6章 :学習の期限その6

チャンネル"の ファンでして。時々、私はCMの間

にイヌに「ちょっとそっちへ寄って」とか「新聞取

ってきて」とか「チャンネル変えて」とか「居間に

掃除機かけて」とか「夕食作って」とか頼んだりも

します。うちのイヌはみな実によくしつけてありま

すからね。

卜

【訳注】

*]脱社会化 desocialレ a■ on いったん社会化されたイヌも、継続して社

会化の機会を与えられていなけねば、学習した社会性が揺らぎ始めいつ

か失つてし謙うこと。

フェニ ックスはいつでもソフアーの上でセラビス トを演 じて くれま した。



宿題以ケ減常ル

■

■
　
一



7章 :宿題のスケジュール

行動問題 。しつけの問題・気質問題は幼大期なら全て簡単に予防でき

ます。ところが、成犬期になってしまうと、同じ問題の解決がひどく難

しくなり、とても時間がかかる可能性があります。人に対する分離不

安・怖がり・攻撃性は必ず子イヌが生後3ケ 月齢になるまでに予防しな

くてはなりません。このため、家族や友だちにあなたが毎日の宿題をこ

なしているかチェックしてもらいましょう。あなたが教えなければ、子

イヌは学ぶことができないのですから。

それぞれのボックスをチェックするか、必要に応じて数字を記入して

ください (回数、かかった時間、割合など)。 宿題のスケジュールはコ

ピーしておいて、子イヌが青年期を無事のりきるまで、1週間に1枚使い

ましょう。

家でひとりぼっちになる

子イヌは、あなたの家に来て最初の1週間でJ卜泄のしつけ、家庭のマ

ナー、ひとりになった時に退屈せずに過ごす方法を学ばなければなりま

せん。うまくいくかどうかは、いつも子イヌが自分で学べる環境にいる

こと (短時間/長時間の居場所の制限場所にいること)、 全ての食べ物

を噛むおもちゃに詰めて与える、もしくは人の手から与えること (ただ

で食器からガッガツ食べられるようにしない)の 2点にかかっています。
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子イヌが過ごす時間の割合 (%)
| ■ 貫 栞 水 本 金 土

食べ物を詰めた噛むおもちゃを入れた
「短時間居場所を制限する場所」にいる

食べ物を詰めた噛むおもちゃとトイレを用意
した「長時間居場所を制限する場所」にいる

100%監視されているところで人と遊んだり
トレーニングをして随時適した対応を受ける

100%監視されているところで家の中を

探索して回り随時適した対応を受ける

誰にも監視されずに屋内と庭を探索して回る

子イヌを見張らずにどこでも自由にうろつかせてしまうと、子イヌはりF泄物で家を汚

す、噛む、吠える、掘る、逃げる、その他の予測できる一連の問題を引き起こします。

1 245

子イヌの1日の食事(ドライフードとトリーツ)をどのような方法で与えたか

曲 儒 求 ホ 泰 全 土

中が空洞の噛むおもちゃに詰めて

見知らぬ人の手からごほうびとして

家族や友だちの手からごほうびとして



7章 :宿題のスケジュール

レッスンをした回数

日 月 火 水 本 金 土

あなたの在宅時に長時間の居場所の制限をする

さまざまな部屋で短時間の居場所の制限をする

あなたの在宅中に、時々子イヌを長時間の居場所の制限場所に入れておき、行動を監

視します。子イヌがすぐにおとなしくなつて噛むおもちゃを噛んで静かに過ごせるよう

になれば、短時間の居場所の制限場所のクレー トはもう必要ありません。

豊 月 火 ネ 本 金 土

子イヌが トイレ場所を使ったことに対して
ごほうびに与えたフー ドの数

これは子イヌの排泄のしつけをするのに一番手つ取り早い方法です。

日 墨 火 水 蒸 全 土

子イヌが食器からフー ドを食べた回数

食器のレッスン (127ページ参照)を している場合でない限り、食器にフードを入れて与

えてしまうと、噛むおもちゃに詰めるフードや、家族・友人・見知らぬ人が子イヌのトレー

ニング用にこほうびとして使う貴重なフードを無駄遣いしてしまうことになります。



日 息 火 水 木 奎 土

噛んではいけないものを噛む回数

家を排泄物で汚す回数

子イヌが家に来てからの数週間の間に起こした失敗は、どんなものでも深刻にとらえ

てください。排泄物で家を汚したり、噛む問題を起こしたりする子イヌは通常裏庭に追

放され閉じ込められてしまい、その結果子イヌは退屈や不安から、吠えたり掘つたり逃

げたりします。早い時期に食べ物を詰めた噛むおもちゃを与えて子イヌの居場所を制限

してやれば、子イヌは何を噛んだらいいか、いつ、どこで排泄したらいいかを学び、静

かに落ちつけるようになります。お行儀の良くなつた子イヌを屋内に入れておけば、掘

つたり逃げたりする問題も予防できます。

咬みつきの抑制

日 離

"
表 ホ 喜 土

マウズィング遊びとケンカ遊びの回数

あなたが手をマウズイングされたり咬まれたりした時に、子イヌに与える適切な応対

の回数が多くなるほど、子イヌは咬みつく力を抑制することを早く学びます。そうすれ

ば、成犬になつても顎は安全になります。幼犬期から青年期を通じて子イヌのスタミナ

と遊びたいという欲求が強くなつてくるにしたがって、あなたに対する咬みつき/マウ

ズィングの回数も増えてきます。しかし、子イヌがあなたを痛いほど咬む回数は、生後

3ヶ 月半頃、ちょうど顎の力が強くなった時にビークに達し、その後は子イヌがもつと

やさしく咬むことを学ぶにつれて減つていきます。
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フ章 :宿題のスケジュール

日 目 火 本 本 奮 識

子イヌが咬みついてあなたを傷つけた回数

あなたが 1日 に痛いほど咬まれる回数は、子イヌが生後4ヶ 月齢になれば大幅に減つ

ているはずです。でなければ直ちにトレーナーに助けを求めてください。

日 月 ス 水 ホ 金 土

トレーニングのために1回の遊びを中断 した回数

(オ スワリ。おとなしくしなさい)

あまりに中断しすぎるのはよくありませんが、遊ぶのを中断すれば、その後遊びを再

開することをこほうびとして使うことができます。

目 月 一火 ■ 木 喩 主

あなたが見張っているところで子イヌに

「音の出るおもちゃ」や「柔 らかいおもちゃ」

で遊ばせた回数

このレッスンはおもちゃを長持ちさせるのに必須のものであり、子イヌにやさしく咬

むことを教えるのに最高の方法です。ぬいぐるみや音の出るおもちゃは、あくまでも噛

むおもちゃではないことをお忘れなく。イヌがこうしたおもちゃを壊して食べてしまう

と、りF常に危険です !

子イヌに合図で吠えること 。うなることはもう教えましたか? 今こそ教える絶好の

時期です。

しつけ教室にはもう入会しましたか? しつけ教室は子イヌが咬みつきの抑制を学ぶ

のに最適の管理された環境です。

■
■



自宅での社会化とトレーニング

子イヌは生後3ケ 月齢までに少なくとも100人の人に社会化されなけれ

ばなりません。それは1週間にするとほんの25人、1日 にして4人です。

何人の人があなたの子イヌに会ったかを記入してください。

日 月 火 水 木 全 上

子イヌに会った人の合計人数

男性の人数

見知 らぬ人の人数

子どもの人数

赤ちゃん (0-1歳 )の人数

幼児 (2-4歳 )の人数

子ども (5-12歳)の人数

ティーンエージャー (13-19歳 )の人数

子イヌと子どもからは絶対に目を離してはいけません。子イヌに赤ちやんのオムツの

臭いを嗅がせましょう。赤ちゃんの顔と手は触らせないようにします。あなたが幼児の

手をにぎつている状態であれば、幼児の手から子イヌにフー ドを与えさせてかまいませ

ん。しつかり指示して監督すれば、子どもとティーンエージヤーは子イヌの最高の トレ

ーナーになれます。



7章 :宿題のスケジュール

日 月 火 水 本 金 土

パピーパーティーの回数

パピーパーティー1回の参加者数

子イヌにオイデ 。オスワリ。フセ 。マテを
しつけたお客さんの人数

パーティーに来ていた変な人の人数

あなたの子イヌは帽子やヘルメットをかぶった人、サングラスをかけた人、ひげを生

やした人、それから変な行動や表情をしている人、じろじろ見る人、モンティ・パイソ

ンのジョン・クリーズのような歩き方をする人、げらげら笑う人、くすくす笑う人、泣

いている人、大声で話す人、ケンカのまねことをしている人などに接触する必要があり

ます。

側 ‖ 腕 ボ 木 金
=

子イヌをつかんだ

(抱 きじめた/押 さえつけた)人の人数

子イヌの以下の部位を調べてからフー ドを与えてくれたお客さんの人数

日 属 火 ホ ホ 苺 ∬

マズル

両耳

4本の足

お尻



家族が子イヌに以下のことをしてからフー ドを与えた回数

目 潟 火 水 本 金 土

子イヌのマズルを調べた

両耳を調べた

4本全ての足 を調べた

子イヌを抱きじめた/押 さえつけた

子イヌのお腹 をなでた

子イヌの首輪 をつかんだ

子イヌをグルーミングした

子イヌの歯 を調べ、歯磨 きをした

子イヌの爪 を切 った

子イヌにオイデ 。オスワリ。フセ・マテを教え

ながら手から与えたフー ドの粒の合計

「オフ l」 「取れ !」 「やさしく!」 を
教えながら手から与えたフードの数

子イヌにオイデ 。オスワリ 。フセ 。マテを

してくれたお客 さんの人数

子イヌに「オフ !」 「取れ !」 「ありがとう」を
教えながらフードと交換したもの (ボール・骨・

噛むおもちゃ・ティッシュベーパーなど)の数

食器のレッスンの回数



フ章 :宿題のスケジュール

広い世界での社会化 とトレーニング

広 くて大きい世の中は、生後3ケ 月齢の子イヌにとっては恐ろしい場

所かもしれません。子イヌをせきたてて、いきなり世の中の環境にさら

さないようにしてください。家やマンションの近くの人通りの少ない道

を選んで、そこで何が起きているか、好きなだけ時間をかけて子イヌに

見せてやりましょう。忘れずに子イヌの夕食用の ドライフードをピクニ

ックバ ッグに入れて持っていくようにします。こうしたピクニックを

5-6回 もすれば、子イヌはもう何事にも動じなくなるでしょう。「こん

なのみんな経験済みさ !」 と。

*人や他のイヌが通るたびに、子イヌに手からフードを1粒与えましょう。

*子 ども、 トラック、バイク、自転車、スケートボードに乗った人が通

り抜けていくたびに、子イヌにフリーズドライ 。レバーを 1つ与えま

す。見知らぬ人や子どもにフリーズ ドライ 。レバーを渡しておいて、

子イヌがオスワリをしたら手から与えてもらいましょう。パピーパー

テイーの時に、初めのうちはお客さんに自転車、スケートボードなど

の乗 り物で来てもらい、子イヌを慣らしておきます。このようにすれ

ば、怖いと感じる可能性のある刺激をコントロールしやすくなります。

*こ こで説明した方法を次の場所でも繰り返します。

。もっと人通りの多い道 ・街中の商業区域 。子どもの運動場の近く



。ショッピングセンター ・郊外の他の動物がいるところ

また、子イヌには次のところも経験させます。

・オフィスビル ・階段  。エレベーター ・滑りやすい床

日 丹 火 水 未 釜 I

子イヌに会 った見慣れない人の数

子イヌに会 った見慣れないイヌの数

あなたの子イヌがずつと社会化を継続し、友好的でいるためには、毎日少なくとも見

慣れない人3人と、見慣れないイヌ3頭に会い続ける必要があります。そうしておかな

いと、子イヌは青年期 (生後4ヶ月半から2歳)に急に脱社会化してしまいます。

目 月‐ 火 水 本 金 土

散歩の回数

ドッグパークに行った回数

1回の散歩で立ち止まって トレーニングした

(オ スワリ・ フセなど)回数

1回の散歩で1分間「おとなしくしなさい」を
した回数

ドッグパークでリコールをした回数と緊急時の

オスワリ・ フセの回数

子イヌが散歩の前にしたおしっこと

ウンチの回数

子イヌを車の中で トレーニングした回数

子イヌが他のイヌにあいさつ した後に、

あなたが子イヌをほめ、ごほうびを与えた回数

1 253



子イヌのライフスタイルにトレーニングを組み込むために、あなたが

ごほうびとして使った活動 ,ゲームの中で、子イヌの好きなものベスト

10を挙げてください。

1.

7

10.

トレーニングを簡単で楽しいものにするために、あなたが子イヌと一

緒にしたゲームを1挙げてください。

計画通りにことが進まず、子イヌの学習進度に満足できないなら、直ちに トレーナー

に助けを求めましょう。

子イヌの行動にあなたが腹を立てた回数

子イヌを叱ったり罰を与えたりした回数



買し瑚列スソ割鮭1戦
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8章 :買い物リスト/書籍とビデオ

響][lぃ誰1ゝ取な譜¬ず具
｀
まfξ翼|][1 1

う!「いい子だ !」 と。そしてご自分の肩もポンポンたたいて、「よく

やった ! すばらしい飼い主だぁ !」 とほめてあげましょう。

買い物 リス ト

あなたのイヌについての勉強が終わつたら、今度は飼おうとする子イヌのために買い物

をする時です。いろいろなしつけの本、ペットショップ、イヌのカタログにはイヌ関連商

品やしつけ用品が満載で、あまりの多さに圧倒され困つてしまいます。ですから、ここに

必須アイテムを挙げ、私の個人的なお薦め品を ( )に言己載しておきました。

1.ク レート*1(ペ ットシャトル、ペットケイジ)。 運動用の口いや、赤ちゃんが入つて来

られないようにするゲートがあつてもよいでしょう。20ページ参照。

2.ドッグフード*2と トリーツを詰める噛むおもちゃ (コ ング製品ネ3ゃ骨)最低6個。21、

35ページ参照。

イヌ用トイレ

水入れ

ドッグフード*2。 ぁなたの子イヌが家にやつて来てから数週間は、子イヌにはすべて

のフードを噛むおもちゃに詰めて与えるか、社会化としつけのこほうびとして手から

与えるようにしましょう。食器を買い与えるのは、子イヌの社会化としつけが完了し、

チドの打ちどころがないマナーを身につけてからにします。

フリーズドライ・レノ(―ネ4。 男性、見知らぬ人、子どもがあなたの子イヌの信頼を得

られるように。また、ツト泄のしつけのこほうびとしても。

首輪とリード。

3.

4.

5

フ .



【訳注】

*1 クレート dog crate イヌを入れるためのドアがついたハウス。「ケイジ」「キャリー」の総称。ペット

シャトルはペットを安全 簡単に輸送することを目的に作られたコンテナ。ペットケイジ|よ ワイヤーでで

きた室内用八ウス。どちらもしつけ、訓練に有効。問合せ先 :東京ペット (株 )電話 1033728-

0611(代 )∪ RL httpブ /www m「pet com/

*2 ドッグフー ド Dog f00d  子イヌの成長期 (ライフステージ別)に必要な栄養素が、バランスよく配

合されている総合栄養食としてニュー トロ ナチュラルチョイスがある。ニュー トロ プロダクツ社 (米

国)ニュー トロ ナチュラルチョイスはレッド八― 卜 (株)よ り販売中。問合せ先 :電話 :078-230

2288(代 )

∪RLhttp://www redheart coip

*3 コング製品 Kong products 天然ゴム製の中が空洞の噛むおもちゃ。中に食べ物を詰めて、噛むおも

ちゃの トレーニングに使用する。 問合せ先 :東京ペット (株 )電話 :0337280611(代 )

URL httpブ /www m「pet com/

*4 フリーズ ドライ レバー f「eeze dry市 er イヌのしつけのこほうびとして嗜好性が高く有効とさねる。

フリーズ ドライ製法で作られたレバー風味のおやつ。排泄のしつけや、難しいことをやり遂げた時の特別

なこほうびとして使用したり、噛むおもちゃの トレーニングで、噛むおもちゃの先に詰めるものとして使

用できる。米国ギムボーンスペシヤルティーズ社フリーズ ドライ トリーツはレッド八― 卜 (株)よ り販

売中。問合せ先 :電話 078230-2288(代 ) URし httpl〃www redhea「t coip

書籍とビデオ

ほとんどの書店やペットショップには、途方にくれるほどいろいろな

イヌの書籍やビデオが並んでいます。この結果、米国では多数の ドッグ

トレーニング協会が、これから子イヌを飼おうとする人に一番ためにな

ると思うものについてアンケートをとりました。以下に、 ドッグフレン

ドリー・ドッグトレーナーグループが投票で選んだベスト5あ るいはベス

ト10を挙げておきました。また、( )の中に記したのは、世界最大のプ



8章 :買い物リスト/書籍とビデオ

口の家庭犬の トレーナー協会であるペ ットドッグ トレーナーズ協会

(APDT)と、カナダ・プロフェッショナル・ペットドッグトレーナーズ

協会 (CAPPDT)に よるランキングです。

これらの書籍やビデオのほとんどは、子イヌの育て方の実践的なガイド

であり、主にトレーニングに関する有益なヒントやテクニックを取 り扱っ

たものです。これに加えて、特にイヌと一緒に楽しみたい人向けのリスト

と、イヌの行動や心理についてもっと知りたい人向けのリストも、私が作

成して挙げておきました。

ビデオ音5門 ベスト5

1. Sirius Puppy ttraining‐ ―!an Dunbar

」ames&Kenneth Pub!ishers,1987.(CAPPDT:11立  APDT:14立 )

『ダンノヾ―博士の子犬の上手なしつけ方』として発売中。

問合せ先 :(株)インターズー 電話 :0120-80-1906(代 )

URL:http://wwwJnterzoo.oo jp

2.Training Dogs with Dunbar― :an Dunbar

」ames&Kenneth Pub:ishers,1996.(CAPPDT:21立  APD丁 :4位 )

『ダンパー博士の “ほめる"ド ッグトレーニング』として発売中。

問合せ先 :レ ッドハート (株)電話 :078-230-2288(代 )

URL:httpゾ /www redheart colp

3.丁raining the companion Dog(4 videos)‐―lan Dunbar

」ames&Kenneth Pub‖shers,1992.

4.Dog Training for Ch‖ dren― lan Dunbar

」ames&Kenneth Pub‖shers,1996
『ダンパー博士のこどもは名 ドッグ トレーナー』として発売中。

間合せ先 :レ ッドハート (株)電話 :078‐230‐2288(代 )

URL:httpノ /www redheart cojp

5. Puppy Love:Raise Your Dog the C‖ cker Way‐ ―Karen Pryor&Carolyn Clark.

Sunshine Books,1999



書籍部門 ベス ト10

l  How to Teach a New Dog old ttricks― !an Dunbar

」ames&Kenneth Publishers,1991.(APDT:1市 立 CAPPDT:4{立 )

2 Doctor Dunbar's Good Little Dog B00k― lan Dunbar

」ames&Kenneth Publishers,1992 (APDT:5位  CAPPD丁 :6位 )

「ダンバー博士のイヌの しつけがうまくいくちょつとした本』として発売中。

問合せ先 :レ ッド八―卜 (株)電話 :078230‐2288(代 )

URL:http://www redheart co jp

3. The Power of Positive Dog ttraining‐ ― Pat Mi‖ er

Hungry Minds,2001.

4. 丁he Perfect Puppy一 Gwen Balley

Ham!yn,1995.(APD丁 :8位 )

5 Dog Friendly Dog ttraining‐ ― Andrea Arden

!DG Books Worldwide,2000

6. Positive Puppy ttraining vvorks― 」oel Walton

David&」 ames Pub!ishers,2002

7. Train Your Dog the Lazy VVay‐ ― Andrea Arden

Alpha Books,1999

8 Behavior Booklets(9 boOk!ets)‐ ― lan Dunbar

」ames&Kenneth Publishers,1985.(APDT:9位 )

『イヌの行動問題としつけ―エソロジーと行動科学の視点から一』として発売中。

問合せ先 :レ ッド八―卜 (株)電話 :078‐230-2288(代 )

URL:httpノ /www redheart cojp

9. 25 Stupid Mistakes Dog owners Make‐―」anine Adams

Lowell House,2000

10 The Dog whisperer― Pau1 0wens

Adams Media CorporaJon,1999.
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8章 :買い物リスト/書籍とビデオ

イヌと楽しく遊ぶための書籍とビデオ部門 ベス ト10

1.丁ake a Bow Wow&Bow Wow Take 2(2 videos)
Virginia Broitman&Sherri Lippman,丁 akea Bow Wow,1995.
(APDT:5位 CAPPD丁 :7位 )

2. The Trick is in The ttraining‐ ―Stephanie ttaunton&Chery:Smith.

Barronis,1998.

3.Fun and Garnes with Your Dog― Gerd Ludwig

Barronls,1996.

4 Dog Tricks:Step by Step一 Mary zeigenfuse&」 an wa:ker

Howe‖ Book House,1997.

5. Fun&Games with Dogs― Roy Hunter

Howlin Moon Press,1993.

6. Canine Adventures‐ ―Cynthia Mi!:er

Animaila Pub:ishing cOmpany,1999.

7. Getting Started:C‖cker ttraining for Dogs― Karen Pryor.

Sunshine Books,2002.

8  Clicker Fun(3 videos)‐ ―Deborah」ones

Canine Training systems,1996.

9. Agi:ity ttricks‐ ― Donna Duford

C!ean Run Productions,1999.

10 My Dog can Do That!

lD ttag company 1 991.丁 he board game you p:ay with your dog



イヌをもつと知るための書籍とビデオ部門 ベス ト10

1.  丁he Culture Clash‐ 」ean Donaldson

」ames&Kenneth Pub!ishers,1996.(CAPPDT:1位  APDT:2位 )

『ザ・カルチャークラッシュ ーヒト文化とイヌ文化の衝突―』として発売中。

問合せ先 :レ ッド八―卜 (株)電話 :078‐ 230‐2288(代 )

URL:http://www redheartcojp

2. Donit Shoot the Dog‐ ―Karen Pryor

Bantam Books,1985.(CAPPD丁 :2位 APDT:7位 )

3.  Bones Would Rain F「 om The Sky‐ ―Suzanne Ciothier

Warner Books,2002

4.  丁he Other ttnd of The Leash‐―Patricia McConne‖

Ba‖ antine Books,2002.

5.  Dog Behavior― !an Dunbar

丁FH Publications,1979 (CAPPDT:61立 )

6.  Behavior Problems in Dogs‐―william Campbe‖

Behavior Rx Systems,1999(CAPPDT:6位 )

7.  Biting&Fighting(2 videos)‐―!an Dunbar

」ames&Kenneth Publishers,1994.

8.  Dog Language‐―Roger Abrantes

Wakan Tanka Pub:ishers,1997

9  Excei‐ erated Learning:Explaining How Dogs Learn and How Best to

丁each Them― Pamela Reid,」ames&Kenneth Publishers,1996.

10.How Dogs Learn‐ ―Mary Burch&」 on Ba‖ey

Howe‖ Book House,1999.

1川



8章 :買い物リスト/書籍とビデオ

‐  ■ ■ ● |
本当によくしつけらねると、イヌはソフアーに寝そべって精神

分析までできるようになります。オリバー (左)は生後7歳の

今でもNPD(ほとんど完璧なイヌ)の地位を保つています。イ

ヴアンのほうは完璧なイヌになりました。イヴァンが天国で安

ら力ヽ こ眠りますように。

イヴァンを追悼して



プロフィール

イアン ダンバー博士

獣医師、動物行動学者、 ドッグトレーナーであり、家庭犬のしつけについて、多くの書

籍 ビデオを上梓しています。1993年、世界でもつとも大きなプロのドッグトレーナー

組触 PDT(ペ ットドッグトレーナーズ協会)を倉」設し、ペットドッグトレーナーの唯―

の国際資格を提供しています。ダンバー博士のシリウスoパ ピートレーニングは、子イヌ

のトレーニングの先駆 すであり、オモチャ おやつ ゲームなどの楽しいことをルアーや

ごほうびとして使用する 日承める」しつけを世界的に普及させました。ダンバー博士の出

身の英国では、人気連続テレビ番組『Dogs wth DunbarJで もよく知られており、過去

30年以上に渡り、世界中で約850回の講演を開催しています。2002年より、日本各地

でもセミナーおよびワークショップを開催して好評を得ています。

米国カリフォルニア州バークレーで、妻ケリー、イヌの
・
オリバー

・
、
・
クロー ド

・
、

・
デユーン"、

り苗の ・アグリー"、 ・メイヘム
・

と暮らしています。現在、応用動物行動セン

ター所長。

【訳者】

柿沼美紀

1979年 米国Northwestern Un vers ty卒 業

1984年 筑波大学修士課程教育研究科修了

1996年 自百合女子大学修士課程修了

2000年  日本獣医畜産大学比較発達心理学教室教授

橋根理恵

関西学院大学法学部卒

レッド八―卜株式会社 1青報戦略室室長
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BOOK
イアン・ダン′t…著『イヌの行動問題としつけ』

イヌの行動FE5題 と
しつけ

イアン・ ダンバ…著

本書は、イヌのしつけのうち、とくに怖がり 排泄問題 咬みつ

き ものをかじる・ほえる ケンカするなど、どのイヌにも一般的に

起こりうる生得的な行動問題をどのように修正または予防したらよい

かについて、具体的かつ分かりやすく解説した本です。

これらの行動が人にとつて好ましくないからといつて、むやみに罰

して止めさせようとするのではなく、イヌの行動の本質をふまえ、イ

ヌにもフェアで人にも納得できるようなルールでイヌに教え、気質を

改善し必要なはけ口を与え、愉快で楽しく平和的に共存していくため

の、まつたく新しい考え方やイヌヘの教え方にあぶ、れています。

A5判 L製 340頁 定価 :3,675円 (本体価格3.5∞ lij)

『イヌのしつけがうまくいくちよつとした本』

あなたにとつても、イヌにとつても、時間がかからず簡単かつ効果

的で、どんな方法よりも楽 しい トレーニング方法を紹介しています。

個々のしつけの練習は、3つの簡単なステップを踏んで行えるように

工夫しており、すべてにたくさんの写真を用意して具体的にどのよう

に行うのか分かりやすく解説 しています。英国の人気連続丁∨番組

“Dogs wtth Dunbar"で放映された内容をもとに編集さねており、

∨HS/DVD『ダンバー博士の
“ほめる

°
 ドッグ トレーニング』に対

応した子イヌの トレーニング・ガイ ドブックです。

A5判並製 168頁  定価 :1,890円 (本体価格l,800円 )

9-2. Ft[,tsyvil tr+, . htbTtr-r=vyJJ
『ザ・カルチャークラッシュ』は、ノヽリウッド映画が作り出し

た名犬のイメージを一掃し、イヌをイヌとしてありのままに描い

ています。「これ食べてもいい?これ噛んでもいい?こ こでおし

っこしてもいい ?」 というイヌ流の考え方を明らかにしています。

この本に一貫して流れているのは、ジーンのイヌヘの尽きぬ愛と

イヌの気持ちに対する深い洞察です。イヌの視点からしつけを問

うことに関しては、ジーンの横に並ぶ者はいません。常にイヌの

しつけのあり方を問い、イヌの幸せを論じています。

A5判上製 344頁 定価 :3,885円 (本体価格3,70011)



VIDE(Э &DVD
イアン・ダン′1-『“ほめる"ドッグトレーニング』 (ビデオ)(DVDD

ドッグ トレーニングとは単にイヌをコン トロールすることだけで

はなく、イヌとの信頼関係を築くことです。このビデオ D∨ Dは簡

単で楽しい「ルアー/こほうび トレーニング法」を紹介します。この

方法を使えばイヌとの絆は深まり、あなたのイヌはマナーをよく身

につけたコンパニオン アニマルに育つでしょう。

1 子イヌの行動を観察する

2ルアーとこほうび

3イヌの学習方法

4こほうびの差し替え

5ほめる

6罰

7∃ミュニケーション

8離れたところか・Dの号令

9八ンドリング技術

10イヌの集中力を養うトレーニング

11 トレーニングにゲームを取り入れる

12反社会的なイヌ

ビデォ

DVD
分

分

定価 :3,045円 (本体価格2,900円 )

定価 :3,360円 (本体価格3.200円 )

イアン・ダン′1… 『こどもは名 ドッグ トレーナー』 (ビデオ )(DVD)

子どもは生まれながら トレーナーとしての才能に恵まれていま

す。子どもは遊び好きで陽気で、イヌをなだめたり励ましたりす

るのが上手なので、イヌは喜んで学ぼうとするからです。このビ

デオは、子どもが天性の才能を最大限に生かせば、 ドッグ トレー

ニングは子どもでも簡単にできるということを証明してくれます。

◆初めて会う子イヌとの トレーニング ◆りF泄のしつけ ◆オス

ワリ フセ 確実なマテ すばやいリコール (呼んだらすぐ来る)

◆集中させる ◆リー ドを付けずにうまくコントロールできるよ

うになる、子イヌとの信頼関係を築く ◆家族で トレーニング

◆オモチャを使つて トレーニング ◆ トレーニングゲーム

:3,465円 (本体価格3,31Xl円 )

:3,780円 (本体価格3.6∞ 円)

価

価

定

定

分

分

ビデオ

DVD

商品の鋼蛤わせ先
麟難鷺品輛1を dtta庄∞ゎ

お客様相談室 覆園 0120-700-116
土日祝 日を除 く平 日

(月 ～金 9:30～ 17:00)





イアン・ダンバー 著

柿沼美紀

橋根理恵 訳



実践的なトレーニング方法をお知りになりたい方は、
・ダンバー博士のイヌのしつけがうまくいくちょっとした本

・ダンバー博士の“ほめる”ドッグトレーニング(VHS・DVD）

をご参照ください。

http://www.redheart.co.jp/

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通 4丁目 4番 18 号
富士信ビル 4F
フリーダイヤル　0120-700-116

この電子書籍のお問い合わせ先

2012年1月26日

info@redheart.co.jp
URL
Mail

ネットストア

こちらの書籍のお買い求めは

http://dogresortwoof.shop-pro.jp/

犬と泊まれるリゾートホテル

TEL:0555-72-8000 URL:http://dogresortwoof.jp/
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一方、他のイヌに危害を加えるイヌについては、常識的な対応をして、想定できる危険を避

るしかありません。イヌには常時リードを付け、公共の場に出るときは必ず口輪を付けます。

のイヌを傷つけると分かっているイヌを、他のイヌと接触させるのは、間違っていますし、無

任で、将来的には危険でもあります。 

したがって、その犬が危険かどうかというのは、咬みつきの抑制ができているかどうか、が

イントなのです。問題は、イヌがケンカするかどうかではなく、相手に危害を加えるかどうか

す。子イヌの頃に他の子イヌと遊びでケンカをしたり咬みついたりを十分にさせていれば、咬

力をきちんと抑制できるようになります。そうすれば、成犬になってケンカに巻き込まれても

相手にケガをさせずに争いを解決できるようになるのです。咬む力を抑制することを安全に学

るのは、子イヌの時期だけです。子イヌのしつけ教室に入会するのは、この咬みつきの抑制を

につけさせることが最大の目的なのです。 

もっと詳しく知りたい方は、『子イヌを飼ったあとに』、『イヌの行動問題としつけ』の「ケンカ

（闘争）する」の章をご参照ください。 
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