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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。

、
より名誉なことだと感 じていま
ら
また、私は レッ ドハー トと仕事ができることを′
ヽ
を真 に受
し
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′
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、
ることです。
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―

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。
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
2
人への社会化 ホ
生後4ケ 月半までで一番重要なことは
*3を
学ぶ
咬みつきの抑制
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

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
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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
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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 実
'確

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

￨‖
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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
成犬期

③

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

)咬 むことをがまんする

(本 気で

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

IW

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。
201

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。

1罰
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１

子イヌが家で失敗を犯すのを予防します。

＾
２

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。
う０

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
泄した
てたまらなくなっています。子イヌカ潮卜
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。

221

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 泄 したらいつばいほめてあげ、フリーズ ドライ・ レ
"卜 3つ 与 えて、室内か庭 で子イヌと遊んだ リ トレーニ
バ̲*6を
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 泄 したこほうびに散歩に連れて行つてや りましょう。
"卜

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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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
問合せ先 :電 話

トリーツは レッ ド八― 卜 (株 )で 発売中。

: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

281

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

1 29
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(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

301

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、

￨‖
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(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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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
'の クロー ドー
疲れ
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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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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ｌ
一
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

モ二
I

が出 しつIぎ な しにしている誘
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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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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。

「荷を解いて」中身を出さ
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、
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

*2

(弱 化させる)手 続きのこと。

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。

。
限そ
4
学習の期‐

〜生翻

齢までに〜

餓

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 )。
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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?

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
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(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。
ルメ
な食事、最高級の飲み物、
健康的でグ
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
拿3.尻 尾・ お尻な
分、たとえば首輪の近 く 。耳 。足 。マズル
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・
4な どのルアー
オスワリ 。フセ 。ロールオーバー辛
/
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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。

・6
イヌ語では、遊びのおじぎ
Πぎくはいいヤツだよ、遊

1よ

、片足を上げる
ぼうよ」

(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。

1引

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
(要 求、指示、または命令)に 敬

なると、子イヌはあなたに喜んで従い、あなたの願い

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

4章 :学 習 の 期限 その1

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

641

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

手からフー ドを与える
1.

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

1 73

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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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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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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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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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。

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。

罰

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
「 じっとして

!」

￨」

「噛むお もちゃ !」 「オスワリ !」

「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

981

l

また、もしあなたが首輪

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
ror

4章 :学 習の期限 その4

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

ｎｖ

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
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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
子 にして

l」

￨

いい

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
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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、
ｎｖ

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
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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
I

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
「 じっとして

!」

￨」

(ま

たは

)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
来た時)や 怖がっている時

(誰 かが玄関に

(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
￨

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

!
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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

‖

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
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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)、
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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

!

「オフ ￨」 を教えると、いろいろ応用がきいて便利です。

「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。

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。

食器

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
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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

rzt
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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。
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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
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人に対する怖がりを予防できる。
*3

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

*5

(request)2ル
(「

アー

ng l要 求
(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。
*6

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。

*7

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。

*8
*9
*10

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。

*11 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。

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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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
￨

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

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、
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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 得されるかどうかはわか りま
'納

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
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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
￨

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
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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
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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。
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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

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。
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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
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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
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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

!」

「終 わ りだ
ぞ

￨」

￨」

「お まえのせ いで めちゃ くちゃだ

!」

「 もうお しまいだ

!」

「
!」

「 もうや らない

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。

WI

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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てしまう人力れヽ
ます。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、
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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
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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

ｎｖ

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
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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

!
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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

硼
￨

(た

とえばロ ッ トワイラーや ド

―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。
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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 毒することはあ りません。イヌは駐車場に排泄 します し、
'肖
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 あります。
lD・
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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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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)。
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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。
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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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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。
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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。
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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
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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

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
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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。

2001

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

ｎυ
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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

2041

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。

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
なたにとっても最高の運動になります。

2061

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
泄を我慢 し始めるでし
歩を長引かせ ようとして、リト
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
泄 したら、子イヌをいっぱ
予定時間内 に子イヌカリト
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
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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
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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
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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
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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
￨

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

￨"
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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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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。

6章 :学 習の期限 その6

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
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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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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。
(3)

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)。

(4)

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。
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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

)場 所 で

(閉 鎖 した

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

■■

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
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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。

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
でオッソと競争 しています。

2361

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。
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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

2381

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
「車に乗 って」 と
リー ドをつ ける前、戸を開ける前、
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

!
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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 々1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
ノヽ
ンモ ックでオスワリ マ
マテ
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・

1躙
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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
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。

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。

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。

2441

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。

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
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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

蒸 全

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

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

マウズ ィング遊びとケンカ遊びの回数

表

離

ホ

喜

土

"

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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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。

一
火

目

月

■

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 ?
のに最適の管理された環境 です。

しつ け教室は子イヌが咬みつきの抑制を学ぶ

■■

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。
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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
マズル
両耳

4本 の足
お尻

属 火 ホ

ホ 苺

∬

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

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

潟

火

水

本

金

土

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
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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。

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
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。

買し
瑚列スソ割鮭1戦

１
一

8章 :買 い物リス ト/書 籍 とビデオ

｀
][lぃ 誰
1ゝ取な
響
譜￢ず具ま翼￨][1
fξ

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。
3. イヌ用 トイレ
4. 水入れ
5 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。
4。
フ リーズ ドライ・ レノ(― ネ
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。
フ
首輪とリー ド。
.

1

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

0611(代 )∪ RL
*2

ドッグフー ド

(株 )電 話

1033728‑

httpブ /www m「 pet com/

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
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

2288(代

(米

:078‑230

)

∪RLhttp://www redheart coip

*3

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
コング製品

)

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
売中。問合せ先 :電 話

078230‑2288(代 )

トリーツは レッ ド八― 卜 (株 )よ り販

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
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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
『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 )

APDT:14立 )

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

l

ベ ス ト10

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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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
1.

丁he Culture Clash‐ 」ean
」ames&Kenneth

ベ ス ト10

Donaldson

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
3.

APDT:7位 )

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

Warner Books,2002
4.

丁he Other ttnd of The Leash‐ ― Patricia McConne‖
Ba‖ antine

5.

Dog Behavior― !an Dunbar
丁FH

6.

Books,2002.

Publications,1979 (CAPPDT:61立

)

Behavior Problems in Dogs‐ ― william Campbe‖

Behavior Rx Systems,1999(CAPPDT:6位
7.

Biting&Fighting(2 videos)‐ ― !an Dunbar
」ames&Kenneth

8.

)

Publishers,1994.

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.

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 、
・
・
・
・
メイヘム と暮らしています。現在、応用動物行動セン
デユーン"、 り
苗の アグリー
"、

ター所長。
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BOOK
t… 著『イヌの行動問題としつけ』
イアン・ダン′
イヌの行動 FE5題 と
しつけ

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
れています。
の、まつた く新 しい考え方やイヌヘの教え方 にあぶ、

A5判 L製 340頁

定価 :3,675円

(本 体価格3.5∞ lij)

イアン・ ダンバ…著 『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

9-2. Ft[,tsyvil

tr+,

.

定価 :1,890円

(本 体価格l,800円 )

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)

&DVD

VIDE(Э

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

DVD

分 分

ビデ ォ

定価 :3,045円
定価 :3,360円

イアン・ダン′
1… 『こどもは名 ドッグ トレーナー 』

(本 体価格2,900円
(本 体価格3.200円

)

)

(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
ワ リ フセ 確実なマテ
◆集中させる

◆りF泄 の しつけ

◆オス

すばやい リコール (呼 んだらすぐ来る)

◆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

の
せ
品
商
鋼蛤わ
先
難鷺品輛
麟

1を dtta庄

価価
定定

DVD

分分

ビデ オ

:3,465円
:3,780円

(本 体価格3,31Xl円
(本 体価格3.6∞
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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。
こちらの書籍のお買い求めは

ネットストア

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

役立つ情報がたくさん！
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。

配布元情報

レッドハート（株）の
電子書籍フリーダウンロードサービス

http://www.redheart.co.jp/e-book/

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。

名前
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

住所
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。

電話番号

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

犬と泊まれるリゾートホテル

（闘争）する」の章をご参照ください。

FAX 番号
TEL:0555-72-8000

URL:http://dogresortwoof.jp/

2012年1月26日
この電子書籍のお問い合わせ先

〒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

URL
Mail

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

