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私たちは、ガイドラインの作成のために、動物の受け入れに制限のあるシェルターと、制限のない 
シェルターでの経験を持ち、十分な教育を受けた、動物の行動とトレーニングのプロフェッショナルたち
を集めました。

その結果が、行動の科学とLIMA（強要と不快・苦痛を可能な限り小さくする）倫理基準を基盤にし
たアプローチです。私たち全員が、「唯一で最高の方法」はないと考えています。そのため、私たちは、
個々のシェルターのニーズに合わせて、柔軟に対応できるガイドラインを書きました。 
  
Ｓｈｅｌｔｅｒ 　Ｐｌａｙｇｒｏｕｐ 　Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＳＰＡ）のミッションは、（シェルターにおける）犬同士の健康的な
交流を促進するための教育と柔軟なガイドライン、および関連資料を、動物福祉団体に提供すること
です。LIMAに基づく遊びのグループは、犬たちに、不快や苦痛を与えることを避け、同意する機会
と、心身の安全を提供することをテーマにしています。 
  
そのシェルターの資源に制限されることなく、シェルターにいる、他の犬との交流を好むすべての
犬が、身体的、行動的に健康的な交流を経験できるようにすること。すべてのスタッフとボランテ
ィアが、犬同士の交流の優れたマネージメントを実演し、多角的なエンリッチメントをシェルター
の犬たちに提供できるようにするための、必要な教育を受けられるようにすること。

マーラ・ベレス  

共同創立者兼エグゼクティブ・ディレクター

私たちのガイドライン（指針）

Mara Velez

私たちのミッション

私たちのビジョン



ガイドラインの利用にあたって

行動とトレーニングのプロフェッショナルに向けて、 
行動とトレーニングのプロフェッショナルによって 
書かれました。

このガイドラインは、犬の行動とトレーニングのプロフェッショナル向けに書かれています。そのため、その業界
で働いている人が使う専門用語を使っています。

行動とトレーニングのプロフェッショナルではない方には、Shelter Playgroup AllianceのYouTubeチャン
ネルのビデオと、本書の用語集が役立つはずです。このガイドラインの中の、 『』内の言葉は、 用語集に含ま
れています。

安全で健康的な遊びのマネージメントは、高度なスキルです。このガイドラインに記載されていることを安全に、
かつ成功裏に実行するためには、まず、実施に携わるすべての人が、それに必要な知識とスキルを身につけ
ることを薦めます。そのために、本書の参考文献のセクションはうってつけのスタートラインとなるでしょう。
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重要なコンセプト



重要なコンセプト
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強要と、不快・苦痛を 
可能な限り小さくする

LIMA倫理基準

LIMA（強要と不快・苦痛を可能な限
り小さくする）倫理基準の順守は、
いかなる介入においても、正の強化
が第一の選択であることを意味し
ます。正の強化は、攻撃性、回避（
行 動 ）、恐怖の発生率を最小にし
ます。LIMA基準に沿って考えれば､
びっくりさせるような音や、水を吹き
かけるといった、動物を罰すること
を、第一の選択として利用することは、
到底、正当化できることではありま
せん。その動物が置かれている環
境、身体的健康、そして『オペラン
ト条件づけ』と『古典的条件づけ』
による介入に焦点を当て、取り組む
ことで、行動は変化させることができ
ます。（IAABC, 2018）

選択と 
エンパワーメント

自信を持たせる

動物に選択肢を提供し、彼らのニ
ーズを尊重することは、すぐれたア
ニマル・ケアの柱の１つです。遊び
を含む、犬同士の交流に参加するか
どうかの選択を与えられた動物は、
さらに自信を持ち、進んで参加する
ようになります。『 同意確認テスト』
に対する犬の反応を注意深く観察
することによって、健康的な犬同士
の遊びを促進することができます。
詳しくは、選択、コントロール、エン
パワーメントのセクションをご覧く
ださい。

興奮の 
マネージメント
安全な遊びを維持する

慢性的なストレスと過剰な高い
興奮は、すべての動物の長期的
健康を害する可能性があります

（Bartlett, 2017）。私たちのガ
イドラインは興奮を科学的に考
え、犬同士の遊びにおける興奮レ 
ベルを管理するための戦略を提
唱します。ポジティブな興奮を、 
低いレベルで維持することによって、
犬同士の攻撃的な行動と、犬や人 
を傷つける機会を減少させることも
可能です。詳しくは、興奮のセクション
をご覧ください。



家庭での暮らしの 
ための準備

成功するためのスキルの構築

このガイドラインでは、新しい飼
い主となる人にとって望ましい行動
を形成し、維持するための戦略に、
特に力を入れています。私たちは、
頻繁に休憩を取ること、ハンドラー 
のところに犬を呼び戻すこと、そして、
強化することを推奨しています。こ
のような練習は、確実な呼び戻し
のための学習の歴史を作り、のちに
ドッグランに行ったときや、リード
を付けずにハイキングをするときな
どに、呼び戻しを成功させる環境を
整えます。詳しくは、必要な用具と
資料、「望ましい」遊びの評価、犬
とハンドラーの比率と興奮のマネ
ージメントのセクションをご覧くだ
さい。

マネージメントによって、
リスクを最小化する 

ストレスを軽減し、リスクを最小化する

LIMAに基づく遊びのグループのマ
ネージメント戦略を利用すること
によって、私たちがケアする犬たち
のストレスのレベルを最小限に 
することができます。このガイドラ
インでは、個々の遊びのグループ
の参加犬頭数制限、犬に対するハ
ンドラーの割合を最 大 限に引き
上げることや、犬たちが安全に楽
しく遊べる環境を整えることによっ
て、健康的な遊びを促 進します。
このガイドラインでは、『フラッデ
ィング』、および『犬に不快・苦痛
を与える刺激 』の利用を禁じて
います。そうすることで、私たちの
遊びのグループに参加する動物た
ちの、他の犬やハンドラーに対する
ポジティブ な 関連付けを構築す
ることができます。詳しくは、犬と
ハンドラーの比率と興奮のマネー
ジメントのセクションをご覧くだ
さい。

代替 
エンリッチメント

遊びのグループがすべてではない

すべての犬が、他の犬と遊びたいわ
けではありません。『同種』との遊び
を好む犬たちのために、エンリッチ
メント戦略として犬同士の遊びを
利用するだけではなく、犬同士の
遊びを好まない犬たちのための、
犬同士の遊びの代わりのエンリ
ッチメント戦略も重視しています。
詳しくは、選択、コントロール、エン
パワーメントのセクションをご覧く
ださい。
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活性化

 不快

不活化

極度に緊張する

ドキドキする

ストレスを感じる

動揺する

悲しい

落ち込む

退屈する

警戒する

ワクワクする

高揚する

ハッピー

満足する

穏やかな

リラックスする

冷静

 快

興奮とは、特定の状況下で、費やされるエネルギーの量を指します。感情反応、もし
くは強い感情は、興奮の高低およびポジティブなのか、ネガティブなのかという活動
の価値に応じます。活動の価値は、興奮の価値をポジティブ（良い）、もしくはネガテ
ィブ（悪い）で表わします。動物が非常に興奮していて、活動の価値がポジティブで
あれば、その感情反応を、私たちは「大喜び」といい（参照：図1（Posner, Russell 
& Peterson, 2005））、活動の価値が、ネガティブで興奮レベルが高れば、その感
情反応を、私たちは、「怒っている」、もしくは「攻撃的」といいます（Barrett, 2017）。 

シェルターの犬たちの、遊びのときの興奮のレベルのマネージメントは 、犬た
ちがセルフ・コントロールを保ちつつ、「ハッピー」と感じるための重要な要素で
す。さらに、過度の興奮による免疫システムへのダメージを最小限にするために
も、非常に重要です（Barrett, 2017）。

興奮の方向性を 
知ることは、 
興奮そのものよりも、 
ずっと重要。

図1. 感情反応についての円環モデル（Posner, Russell & Peterson, 2005）

興奮
活動の価値が重要である

SHELTER PLAYGROUP ALLIANCE GUIDELINES

10



高い

ネガティブ ニュートラル ポジティブ

低い

・ 不 安
・ 恐 怖
・ フ ラストレーション

・ ワ ク ワ ク
・ 期 待
・ 楽 し い

・ 退 屈
・ 恐 ち 込 み
・ 疲 労 困 憊

・ 冷 静
・ リ ラ ッ ク ス
・ 満 足

犬たちが、人間とまったく同じ喜怒哀楽の領域を持っているかどうかを観察したり、分類したりすることは不可能で
す。そのため、興奮の資料のイヌ科動物への適用には、いくつかの修整が必要になります。修整した円環モデル

（参照：図2）は、犬のボディランゲージを含めた行動を観察することによって、分類が可能な喜怒哀楽の同定に
役立つように設計されています。シェルターの環境での問題行動を説明するときに、よく使われるラベル（レッテル）
は、不安や恐怖、フラストレーションなどの、ネガティブな感情と高い興奮に、相関性を持つと言えるでしょう。

図2. 犬のために修整した感情反応の円環モデル

先出の円環モデルの犬への適用
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強要と不快・苦痛を可能な限り小さくする

（LIMA）基準の遊びのグループへの適用  
 
倫理が重要である

LIMA 倫理基準は、動物の行動のプロフェッショナルへ、能力に基づくクライテリアを提供するために、
概念化されたものです。LIMA 基準に従うトレーナーとコンサルタントは、スーザン・フリードマン教授
が制作した人道的なヒエラルキー（The Humane Hierarchy）の図（参照：図 1）に、よく言及します。

いずれにしても、行動変化のプロセスにおいて最初のステップは、健康上の問題が（その行動の）原因になっ
ていないかを検討することです。そして、人道的なヒエラルキーでは、例えば、他の犬が近くを通ることへ
の反応を防ぐために、犬舎を毛布で覆うなど、行動の要因となる可能性のある環境を変えることにフォーカ
スします。

さらに、望ましい行動、もしくは（望ましくない行動の代わりに実行する）代替行動を強化します。こうした
原則に従うことによって、侵入的な、もしくは強要や不快・苦痛を伴う手法の必要性を、完全に排除できない
場合でも、最小限にします。

LIMA に基づく遊びのグループは、環境をコントロールします。望ましくない行動を一時的に抑制するツール
を使うのではなく、望ましい行動を増やすツールを利用しながら、犬たちが成功できるように舞台を整えます。
状況によっては、行動を阻止するためのツールが必要になる可能性がありますが、LIMA に基づく遊びのグルー
プの目的は、そうしたツールに頼るのではなく、そうしたツールの利用を最小限にすることです。詳しくは、
遊びのグループのマネージメント・ツール：押しつけがましさのレベルが、最小のものから最大のものまでと、
犬同士のいざこざのマネージメントのセクションをご覧ください。

LIMA に基づく遊びのグループは、他の犬と過ごす時間を楽しむ犬を優先させます。交流の間ずっと、犬
のボディランゲージを検討して、参加しているすべての犬が、犬同士の遊びを楽しんでいることを確認しま
す。恐怖を感じたり、興奮しすぎたり、ストレスを感じたり、離れることを望んでいる様子が見られる犬は、
そこから離します。

シェルターの（犬の）遊びのグループに、LIMA と人道的なヒエラルキーを取り入れることによって、（犬同士
の遊びによる）エンリッチメントとストレス軽減の恩恵を最大化できます。

行動改善のための遊びのグループ 

シェルターの犬たちの中には、遊びのスキルが不足している犬がいるかもしれません。同腹子から引き離
すのが、早すぎたせいかもしれません。他の犬への早期の社会化が欠如していたせいかもしれません。トラ
ウマとなる出来事があったからかもしれません。社会化された犬との遊びが、こうした犬に有益な場合があ
ります。さらに、遊びのグループは、怖がっているけれど、社会的な関わりを求める犬が、自信があり社会に
上手に適応している『同種』の動物から社会的学習をすることを促し、新しい人の側や、新しい環境の中での、
建設的な経験を提供することができます。

 
LIMAとは、トレーニングや行動変化の目標を達成する可能性の高い、人道的で効果的な方法案から生まれた、
強要と不快・苦痛を可能な限り小さくする戦略のことである。（IAABC, 2018）。
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適切なお手伝い役の犬たちは、押しが強い犬や、激しく遊ぶような遊びのスキルが不足している犬に対
して、忍耐強く、また、怖がっている犬を圧倒しません。彼らは、緊張を緩和することや適切な遊びの
シグナルを出すことにおいて、高いスキルを持ち、遊び相手の、それぞれのニーズに適応します。気をつ
けなければいけないのは、お手伝い役の犬たちを、行動改善の目的のために、使い過ぎないことです。お
手伝い役の犬たちを使いすぎると、長い時間をかけて、お手伝い役の犬たちの、他の犬に対するネガティ
ブな条件感情反応（ -CER） を発現させてしまう可能性があります。

行動改善のために、遊びのグループを利用するためには、犬同士のボディランゲージに対する高い知識や、
激化を防ぐために、先を見越して遊びを中断させるスキル、そして、行動改善のコンセプトの理解と、そこ
に関わるすべての犬にとって安全な環境を作る技術が必要です。建設的な遊びの行動を形成していく方
法についてのアドバイスは、適切な犬同士の交流を形成していくのセクションをご覧ください。

図 1.
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選択、コントロール、エンパワーメント
動物に、結果にかかわる選択とコントロールを提供することによって、彼らの自信を構築する

シェルターという環境では、犬たちには、ほとんど選択がありません。結果をコント
ロールすることもほとんどありません。コントロールの欠如は、ストレス増加の原因
となります。動物に選択を提供することによって、問題行動を減らすことがで
きます（Shogren, et. al., 2004）。自分自身が獲得する結果をコントロールする能
力は、一次『強化子』です（Friedman, 2017）。エンリッチメントの機会を
提供する場合、シェルターの動物たちに、エンリッチメント・アクティビティに、
参加する選択、そこから去る、もしくは参加しない選択を提供することは、必
要不可欠です。建設的な交流の目的は、単に、動物が価値ある報酬を得られ
るようにすることだけではなく、動物自身が、選択をする力を持てるようにする
ことです（Friedman, 2012）。動物たちに、結果にかかわる選択とコントロー
ルを提供することによって、私たちは、より高い基準のケアを提供し、ストレスを
最小化し、彼らの生活を向上させることができます。

すべての犬が、他の犬と遊ぶことを楽しめるわけではありません。他の犬との関わり
を望んでいない犬を、無理矢理遊びのグループに入れることは、不安や恐怖を生む
状況を避けたり、そこから逃れたりするすべを提供しない、いわゆる、『フラッディ
ング』です。『フラッディング』は、恐怖のレベルを減少させないばかりか、増加
させることさえあります（Staub, 1968）。この方法は、非人道的であるとされ、
人の恐怖症や恐怖のセラピーにおいては、すでにほとんど使われていません。

フラッディングは、行動抑制と『学習性無力感』を引き起こす可能性があります
（Maier & Sligman, 1976）。犬が明白な恐怖や攻撃的な行動のサインを見せなく
なるということが起きますが、それは、犬の行動が「直った」ことを意味するも
のではありません。一時的な抑制は、長期的な行動変化や「リハビリ」を意味す
るものではありません。

遊びのグループの中に無理矢理入れられた犬は、大きなグループの中であれば、他
の犬を避けたり、無視したりするでしょう。でも、小さなグループや相手が１頭
の場合は、怖がる行動や、対決的な行動をとる可能性があります。遊びのグループ
の中での不快な経験は、ある特定の犬、知らない犬全般、ハンドラー、遊びの場
や、犬舎から離れることに対して、ネガティブな『条件感情反応（-CER）』を
さらに大きくする可能性があります。それらすべては、法的責任と、シェルター
とコミュニティにおける犬の安全に影響を及ぼす可能性があります。

遊びのグループへの参加に興味を示していない犬たちは、そこから去る選択、そして、
彼らが楽しめるエンリッチメント・アクティビティへの参加の選択を与えられるべ
きです。遊びのグループに入っていくことを避けたり、懸命に他の犬を避けてい
たり、出入り口に立っていたり、他の犬が近づいてきたときに敵対的な行動を示
していたりする犬は、その場から連れ出し、別のエンリッチメントを提供しましょ
う。

エンリッチメントの機会に加
わるかどうか、犬自身が選択
できるようにしましょう。エ
ンリッチメントの機会を、そ
れぞれの動物に合ったもの
にするために。
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実践するための準備



団体全体で参加してもらう
重要な関係者の関与が、成功のためには不可欠

遊びのグループを実施する決定は、非常に大きな
任務です。犬同士の遊びとコミュニケーション
の行動についての、スタッフとボランティアの
知識の水準を上げ、適切な整備を確保し、こ
のガイドラインをあなたのシェルターに合わ
せて、調整することを意味するからです。獣
医療スタッフを含め、重要な役割を担っている
リーダーたちに参加してもらい、あなたのシェ
ルターのエンリットメント・プログラムに、犬同
士の遊びのグループを加えるメリットとデメ
リットなどについて話し合う必要があります。

教育

スタッフとボランティア

犬の遊びのグループを指揮する、もしくはそれに参加することは、スタッフとボランティアにとって、楽し
い仕事となり、団体に対して、また、団体に関わることに対しての満足感の向上につながるでしょう。

犬の遊びのグループの指揮とマネージメントは、犬の行動と犬同士のコミュニケーションへの確実な理解が
求められる高度なスキルです。遊びのグループをはじめる前に、スタッフとボランティアを十分にトレー
ニングしておくことをお薦めします。

このガイドラインでは、ボランティアのトレーニングに利用することができる、いくつかの資料を参考文
献のセクションで紹介しています。また、Shelter Playgroup Alliance の YouTube チャンネルには、犬
同士の交流と遊びのマネージメントに関する教育動画を投稿しています。

SHELTER PLAYGROUP ALLIANCE GUIDELINES
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あなたの団体のリスク許容度を評価する
リスクへの許容度によって、このガイドラインの実施をどう選択するかが決まる

団体が犬同士を交流させる場合は、常に何らかのリスクを伴います。犬たちやスタッフ、ボランティアをどの程
度のリスクにさらすかは、遊びのグループを管理する個人によって変わります。様々な実践面でのリスク対効
果を調査した上で、遊びのグループの実践、および団体が許容できるリスクの度合いを評価します。

 

低リスク許容度 高リスク許容度

人と犬の比率
 
犬と人の比率が2対1

シェルターで比較的長く暮らしている犬で、 
その犬の他の犬に対するスキルが十分に 
分かっている場合は、3対1でも低リスクと 
考えることができる。

 
犬と人の比率が3対1、もしくはそれよりも
大きい

 
遊びのグループの 
犬の数

 
2〜4頭のより小さなグループ

 
4〜6頭の犬のグループ

 
 
プロテクティド・コンタ
クトとセミ・プロテク
ティド・コンタクトを
使った引き合わせ

 
 

『プロテクティド・コンタクト』で、短時間犬 
を引き合わせ、『セミ・プロテクティド・コン 
タクト』で、再び犬を引き合わせる。遊びの 
間は、リードは付けたままにする。

 
 
犬自身のペースで、望みに合わせて、お互いに接
近したり、離れたりできるように、囲いの中に
犬を入れたら、すぐにリードを手から離す。

 
 
遊びのグループの 
中での食べ物の利用 

 
 
他の犬から安全な距離にいるときにだけ、 
食べ物を提供する。

 
 
あなたの団体の動物の個体の中に、他の 
犬から食べ物を守ろうとする犬が、高い
割合で存在する場合、遊びのグループの中
で、食べ物を使うのは、犬同士のいざこざ
の危険性を高める可能性がある。
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役割と責任に関する提案
スタッフとボランティアのためのトレーニングに、誰を入れ、何を含めるかを検討する

遊びのグループの運営において重要なのは、明確なコミュニケーション構造を整えるために各自の役割を、
あらかじめ決めておくことです。遊びのグループのリーダーをひとりと、その他いろいろなサポート役を
複数名決めることを薦めます。そのリーダー役の人は、犬の安全と快適さに責任を持ちます。遊びのグルー
プのサポート役は、犬のハンドリングを含む、様々な異なる役割を手伝います。

遊びのグループのリーダーと、遊びのグループのサポート役は、様々な評価基準によって、選定されます。
遊びのグループのリーダーは、犬とハンドラーの安全と快適さの責任を負うことから、その選定には、もっ
とも経験豊富なスタッフ、もしくはボランティアを検討します。例えば、遊びのグループのリーダーを、
犬との経験や、犬とのトレーニングを考慮して、選定するかもしれません。もしくは、スキルを査定した
り、身体的能力によって、選定したりするかもしれません。多くの動物の行動についての正規のトレーニ
ング経験を持ち、学習の法則を深く理解していることを確認しましょう。特に初期段階では、遊びのグルー
プをその場で監督できるよう、団体のスタッフを配置することを検討しましょう。

犬の行動についての適切な基礎と、健康的な犬同士の遊びとコミュニケーションの知識はある、けれど
も、経験は少ないというボランティアやスタッフを、遊びのグループのサポート役の中に入れることは
できるでしょう。トレーニングを受けたボランティアは、遊びのグループの追加の支援者として参加し、
遊びのグループのリーダーの指導を受けながら、活動します。ボランティアを選定するときは、ボランティ
アのシフトが頻繁で、かつ一貫して参加できることを確かめましょう。遊びの間、オブザベーション・ス
キルの練習を続けることで、そのボランティアは、必要に応じて介入の準備ができるようになるはずです。
遊びのグループのサポート役は、メモを取ったり、それをシェルターのデータベースに入力したりすること
もできます。

トレーニング中のボランティアには、犬舎から犬を連れ出して、遊ばせる場所に連れてきたり、犬舎に戻し
たりしてもらうようにできるでしょう。犬の移動などを手伝うボランティアは、遊ばせる場所に犬を入
れる前に、犬にハーネスを付けることができます。遊びのグループを支援することに興味を持っているけ
れども、ボランティアのシフトに定期的に入っていないボランティアにも、この役割をお願いすること
ができます。遊びのグループのリーダーによっては、犬との関係づくりのために、自分で犬を犬舎から出
して遊びの場へ連れて来たいこともあるのを覚えておいてください。
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トレーニングのシステムの例

以下のシステムは、スタッフとボランティアのための、遊びのグループに関連するトレーニングのトピック
の実例リストです。

• そのシェルターに特化した遊びのグループのマニュアル、犬の適正、ハンドラーそれぞれ特定の役割と
責任について読み、話し合う

• あなたの団体での遊びのグループの目的を話し合う。エンリッチメントのため、（呼び戻しやハンド・ター
ゲティングといった）行動のレパートリーを増やすため、行動改善のためなど

• LIMA 倫理基準について学ぶ。人道的なヒエラルキーを復習する。あなたのシェルターの遊びのグルー
プのための介入のはしご（段階と方法）を話し合う

• 犬のボディランゲージと遊びのスタイルの資料を復習する。交流の継続に興味を示しているかどうかの
評価方法、『同意確認テスト』の実施方法など

• いつ、どのように介入するか、いつ犬をローテーションするか、さらに遊びのグループに途中で犬を追
加するときに、どのように犬を引き合わせるかを決める

• 遊びの場所の設備を見直す。ゲートの操作とマネージメント、けんかを止めるための道具、水へのアク
セス

• 緊急時とけんかへの対処方法を練習する
• 行動記録に加えるための、遊びのグループに関する情報の記録の仕方と保管場所

あなたのシェルターに、トレーニングを実施するための、認定を受けた犬の行動のプロフェッショナルがい
ない場合は、私たちにご相談ください。遊びのグループ、エンリッチメント行動、トレーニング・プログラ
ムの開発をサポートします。

レベルの例

遊びのグループに関わるスタッフとボランティアを判断するときには、以下のスキルと責任のレベルの実例を
検討してください。経験値が上がったレベルでは、さらなるトレーニングへの責務と同時に機会も増します。

レベル 1：犬たちを遊びのグループに連れてくる。観察を手伝う。 
　　　　　他の形態のエンリッチメントを実施する
レベル 2：確立した遊びのペアの遊びを観察する

レベル 3：新しい小型犬のペアを引き合わせる。小型犬の遊びの監視をする

レベル 4：新しい犬のペアを引き合わせる（すべての大きさの犬）

レベル 5：遊びのグループの運営のために、新しいスタッフとボランティアをトレーニングする
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遊びのスペースの準備

遊ぶ場所の選択
完璧である必要はない

注意深く環境を準備することは、望ましい犬同士の交流の助けになります。あなたのシェルターに、理想的な場所
がなかったとしても、犬たちの大きさや遊びのグループの頭数を調整したり、遊びやアジリティの用具を加えたり、ス
ペースをうまくマネージメントすることによって、利用可能なスペースを活用できます。利用できるのが小さな場所
であれば、3頭の遊びのグループではなく、遊びのペアや、小型犬の小さな遊びのグループを運営することができま
す。大きな場所があるのであれば、プールや障害物を用意して、ハンドラー同伴の大きな遊びのグループのためのス
ペースを作ることができるでしょう。詳しくは、犬とハンドラーの比率と興奮のマネージメントのセクションをご覧
ください。

ゲートと 
ビジュアル・バリア 

遊びのスペースとして最も適して
いるのは、『エア・ロック（間に
空間のある二重ゲート）』を備え
た場所、もしくは遊びのスペー
スに隣接したスペースがあり、犬
たちをすばやく出し入れできるよ
うな場です。フェンスにカバーを
掛けたビジュアル・バリアを用
意することで、興奮減少の手助
けをすることができます。

障害物
別の楽しみとして

アジリティ用具やベンチ、その他
の障害物を環境の中に置くこと
で、遊びを中断させることができ、
興奮を減少させることができます。
様々な高さの物を置くことで、犬
たちが、関わりのレベルを調整で
きるようになり、また、追いかけ
ることやレスリングをすることの
代わりにもなります。

プール
休憩と水分補給

プールは、とても必要な、活動からの
休憩と水分を提供します。可能
であれば、日陰を作るものや木が
あるといいでしょう。暑い時期
の体温の上昇防止に役立ちます。
寒い時期でも、空のプールは、遊
びの中断を提供する便利な障害物
となります。
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必要な用具と資料

ハーネス
安全第一

できれば、遊びのグループの犬
たちには、リードを付けたハー
ネスをつけましょう。第二の選
択としては、フラット・カラー
に軽量のリードを付けます。お
互いによく知っている遊びのペ
アや 3 頭 のグループの場合は、
リードを外すことを検討します。

トランシーバー
コミュニケーションが鍵

携帯電話かトランシーバーをハン
ドラーと犬の移動などを手伝うボラ
ンティアの間のコミュニケーション
に利用しましょう。ハンドラー候補
者のトレーニングと報告に役立つ記
録資料として、また、遊びのセッショ
ンの評価のために、動画撮影の機材
の検討も望まれるかもしれません。

ファイト・キット
（けんかを止めるための道具）

万が一に備えて

私たちの LIMA に基づいたガイドラ
インは、犬同士の攻撃的な行動が起
きる機会を減少させる状況を作りま
す。でも、（攻撃から身を守りながら、
豚を移動させるための）ピッグ・ボー
ド、蛇口につないだホースもしくは
水が入ったバケツ、大きな音を立て
るためのボウル、防護手袋は、常に
準備しておくべきです。使い方のト
レーニングができているなら、『ブ
レイク・スティック』も準備してお
きましょう。

リード
様々な長さのものを準備する

必要に応じて、犬をコントロール
できるようにするために、違う長さ
の様々なリードを用意しましょう。

トリーツポーチ
すぐに強化できるように

望ましい行動を強化するために、
トリーツポーチには、たくさんの
食べ物を入れて、常に身につけま
す。

音が出るおもちゃ
中立的に中断するための道具として

あなたの声を使う代わりに、音の
出る小さなおもちゃを使いましょう。
犬があなたに意識を向けるように
条件づけて、その音がしたらハンド
ラーのところに戻ってくるように
します。
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遊びのグループの中で食べ物を使う
正の強化を通して、望ましい行動を構築するために、常に準備しましょう。

ハンドラーは、常に食べ物をたくさんいれたトリーツポーチを身につけておくことと、犬同士の交流のセッ
ションのあらゆる場面で、望ましい行動を強化する腕を持つことを、私たちは、お薦めします。うまく利用
すれば、食べ物が、資源を守る行動を引き出すことはありません。シェルターによっては、資源を守る行動
を見せている犬たちは、遊びのグループの参加候補者として適切ではないと判断するかもしれません。

食べ物は、一次『強化子』です。ほとんどの犬が、食べ物によって強化を受けることがわかっています。な
んらかの事前の学習が必要なわけではありません。食べ物の利用は、遊びのグループに参加している犬のス
トレスレベルを評価する役割も担います。多くの犬が、ストレス下にあるときや、恐怖を感じているとき、
非常に興奮しているときには、トリーツを食べることを止めるでしょう。食べ物の拒絶は、その犬が交流を
楽しんでいない可能性と、異なる形態のエンリッチメントの方が、その犬にとって、よりメリットがあると
いうことの表れと受け取ることができます。また、食べ物は、呼び戻しや遊びを中断して休憩するといった、
望ましい行動を強化するために、遊びのグループの実施中に利用されます。そうした行動は、犬たちが望ま
しい行動のレパートリーを発展させ、譲渡の可能性を増やすでしょう。

休憩中に、食べ物を使って、望ましい遊びのスキルを強化することは、犬たちにとってよりよい経験へとつ
ながるでしょう。ハンドラーに集中するために、遊びからの呼び戻しができる犬は、遊びのグループの中で、
さらに安全に過ごすことができます。また、ドッグランによく行く新しい飼い主にとって、好ましいスキル
を持つ犬になります。

遊びのグループの中で食べ物を使うリスクについての、一般的な懸念は、いくつかの基本的戦略を利用する
ことによって、最小化できます。各シェルターのリスク許容度によって、食べ物の使い方は異なるでしょう。
以下が、いくつかの例です。

低リスク許容度 高リスク許容度
 
遊びのグループの中のすべての犬が、行動とトレー 
ニングのプロフェッショナルの観察下で、食べ物と 
他の犬が近くに存在する状態で、守る行動をみせ 
なかった場合のみ、食べ物を使う。

 
それまでに観察された行動に関わらず、すべての 
遊びのグループの中のすべての犬に食べ物を使う。

 
犬に報酬を提供するのは、すべての犬が遠く離れて 
いる場合のみ。

 
他の犬が近くにいるときに、目的の犬にだけ報酬を 
提供する。もしくは同時に複数の犬に報酬を提供する。

 
食べ物の利用が許可されるのは、遊びのグループ 
のリーダーか、経験豊富な人のみ。

 
他の犬が近くにいるときに、目的の犬にだけ報酬を 
提供する。もしくは同時に複数の犬に報酬を提供する。
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犬同士の遊びの
マネージメント
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望ましい遊び 
それってどんなふうに見える ? それを促すために、私たちはどうすればいい ?

種として、犬たちは、社会性動物であり、その犬がその接触を好めば、『同種』との接触を提供されるべきです。
しかし、それぞれの犬は、個体としてそれぞれ異なり、『同種』との交流を好まない場合もあることを覚えて
おくことが重要です。遊びのグループは、ある犬たちにとっては、エンリッチメントになりますが、その一方で、
犬によっては、ストレスとなる可能性もあるのです。また、遊びのグループは、他の犬に対するその犬の社会
的スキルの評価に有効なので、アダプション・マッチング（新しい飼い主とのマッチング）での推挙にも、重
要です。しかし、シェルターでの犬同士の遊びのグループは、エンリッチメントとして行われることを第一とし、
評価としての利用は最後と、常に考えるべきです。

精神的なエンリッチメント、身体的なエンリッチメント、そして、新鮮なことであることに加え、犬同士の交流は、
行動改善プランの開発においても、メリットのあるツールになる可能性があります。しかし、行動改善戦略の
一部として、他の動物との接触を使うときは、3頭以上のグループよりも、2頭、もしくは複数の 2 頭のグルー
プがより有益です。

望ましい遊びは、誇張された動き、ゆるく、バランスが崩れた、カーブし、弾むような身体によって、成立し
ます。望ましい遊びをしている犬たちは、口元としっぽが緩み、やわらかい目をしています。望ましい遊び
では、定期的に、肘を地面に付けるプレイバウが頻繁に見られ、口を使うことがあっても、抑制されています。
一般的に健康的な遊びでは、頻繁に遊びの中断が起こり、役割を交代し、追いかけることを交代し、地面
でレスリングをします。遊びの中断のときには、両方の犬が再び関わりを求めたり、近い距離で休んだりします。
大きさやスキルに差がある場合は、何らかのセルフ・ハンディキャップの要素が存在するでしょう。望まし
い遊びは、適切な犬たちを選ぶことからはじめ、望ましい犬の引き合わせを行い、望ましい遊びのグループ
のマネージメントを引き続き行います。Shelter Playgroup Alliance の YouTube チャンネルでは、望ま
しい遊びにスポットライトを当てた犬同士の遊びの動画を特集しています。

次のセクションでは、遊びのグループのための犬の選び方、犬の引き合わせ方、LIMA に基づくアプローチを使っ
た遊びのマネージメントについて、詳しく考えていきましょう。
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犬を選ぶ 
慎重に犬を選択することは、遊びのグループの成功に貢献します。適切な記録を取り続けることは、その先
にペアを作るときに役立つはずです。

その日の遊びのグループのリーダーとなるスタッフとボランティアは、遊
びのグループに適切な犬のリストを作ります。犬が適切かどうかを決める
には、次のような評価基準で検討することをお薦めします。

• 譲渡可能な状態であり、ケンネルコフ、手足の切断、股関節や十字靱
帯の問題などの、身体的制約や健康上の問題を抱えていないこと。

• ワクチン接種済み
• 譲渡可能な状態ではないが、行動的な査定をすでに受けている（行動

改善を求められている）
• 長くシェルターにいる犬
• 望ましい犬同士のスキルがあることがすでに判明している

遊びのグループをはじめるために、その日の計画を立てるための時間を取り
ましょう。その日、あなたのシェルターにいる犬の頭数、グループに割
り当てられる時間、そして頼めばすぐに動ける人員の数を考慮します。行
動改善セッションを予定している遊びのグループには、予備の時間を含め
た、割り振りをしましょう。

あなたのシェルターが小さければ、5 〜 10 頭の犬を連れ出す計画を立て
る必要があります。朝、20〜30分、リストを作るための時間を作りましょう。

あなたのシェルターがより大きな場合は、25 〜 40 頭を決める必要があ
るかもしれません。朝、約 1 時間、これから実施する可能性のある遊び
のリストを作りましょう。

体のサイズ、（身体的な）能力、
遊びの好みが似ているペアは、
お互いにとって最高の遊び相
手になることがよくあります。
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その日の遊びのグループに適している犬を選択する

双方にとって適切なペアを組むために、あなたのデータベースにある、遊びのグループに適している犬たち
の個々の記録を検討する

• 安全上メリットのある大きさでの組み合わせ
• エネルギーレベルでの組み合わせ。高いエネルギーレベルの犬たちの遊びが、いざこざへと変わることを

防ぐために、興奮のセクションを参照してください。

• 遊びの好みがすでに分かっていれば、遊びの好みが似ているペアの組み合わせ。遊びのスタイルが異な
る犬同士のペアの場合は、双方の犬が交流を楽しんでいる限り、うまくいき、メリットがあります。詳
しくは、「望ましい」遊びの評価のセクションを参照してください。

• 同じくらいの年齢での組み合わせ。年令の違う犬同士をペアにする場合は、双方の犬が交流を楽しん
でいる限り、うまくいき、メリットがあります。詳しくは、「望ましい」遊びの評価のセクションを参照してく
ださい。

毎日の遊びのリストを決定する前に、動物の記録をチェックして、参加させるべきではないことを示すよ
うな、医学上の、もしくは行動に関するメモがないことを確認しましょう。犬の個体数次第ですが、違う
性別の犬のペアが作れるか、まず検討します。望ましい組み合わせがなければ、オス同士のペアを検討し
ます。そのどちらでも、望ましい組み合わせがなければ、メス同士のペアを検討します。

その犬にとって、遊びのグループが有益かどうか、もし、そうであれば、遊びのパートナーとしてどんな
タイプが理想的かを評価するためのガイドラインとして、過去の履歴を利用します。例えば、穏やかな 2
頭の犬が、お互いから近い距離で休息しているだけでも、回避のサインを見せていない限り、その犬たち
にはエンリッチメントであり、望ましい社会的スキルを練習しています。あるペアが、結果的に望まし
い組み合わせではなかった場合は、そのことを記録します。他の遊びのグループのボランティアやスタッ
フが、同じ組み合わせを繰り返さないためです。データ・シートのサンプルは、記録管理のセクションを
ご覧ください。
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リードを付けた犬同士の、近所での交流に関する研究によると、異な
る性別の犬同士の場合と比べて、同性の犬同士による相手への威嚇
は３倍となっています。性別に関わらず、異なる性別の犬同士の場合
と比べて、同性の犬同士では、相手を噛んだことが５倍以上とされて
います（Rezac, etal.,2011）。メス同士のいざこざの方が、オス同士
やオスメスのいざこざと比較すると、より深刻でした（Sherman, et 
all., 1996）。Bauer & Smuts (2007) の研究では、犬同士の関わりに
おいて、性別による差異はないという、上記とは異なる結果が示され
ています。この結果の違いは、研究の対象となった犬の選択に起因す
る可能性が考えられます。

上記のデータはシェルターという状況で収集されたものではありませ
んが、オスメスの組み合わせの方が、成功する可能性がより高く、また、
怪我の可能性も低いことが示唆されます。

子犬の遊びのグループでは、（子犬は）遊び相手の好みを形成していく
ことが判明しています。Sherman, et all.,（1996）によると、成犬の
遊びは完璧にバランスのとれたものではなく、一般的に、一方がより
多く「勝つ」ことが判っています。Bauer & Smuts （2007）はその
著書で、セルフ・ハンディキャップと遊びのシグナルが遊びを促す機
能を共に果たしていることを、データが示すことを示唆しています。
オスメス２頭の組み合わせでは、やはりオスの方がメスより多くのセ
ルフ・ハンディキャップを見せることから、セルフ・ハンディキャッ
プは、遊びのシグナル表示と相関関係があり、遊びを維持する機能が
あると考えられます。

繰り返しになりますが、これらのデータはシェルターと同じ状況で収
集されたものではありません。ですが、バランスの取れた遊びとい
う従来の考え方より、両方の犬が同意していることと、遊びによる交
流を楽しんでいることの方が、より重要であることをこれらのデータは
示唆しています。

性別と遊びのパートナーの好みに 
ついて：関連データを覗いてみると
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犬を引き合わせる
望ましい犬の引き合わせは、その後の犬の交流の雰囲気を決定します。犬たちは、常に学んでいます。彼らの
経験を守るように注意しましょう。

私たちは、フェンス越しなど『プロテクティド・コンタクト』を使い、最初の短い引き合わせを実施することを
お薦めします。犬たちが、遊ぶことを求めているように見え、適切な社会的シグナルを出していたら、ハンドラー
は、ハーネス、もしくは首輪にリードを付けることができます。バリア・フラストレーションの経歴を持つ犬た
ちの場合は、駐車場の両端など、お互いに安全な距離で、2 頭が並行して、同じ方向に歩くという方法から、引
き合わせの（プロセスを）始めることが、有益な可能性があります。犬たちの興奮のレベルが低くなったら、バ
リア越しの紹介を試すことができます。

はじめての接触のあと、ハーネス、もしくは首輪にリードを付け、ハンドラーがリードを持った状態の『セミ・
プロテクティド・コンタクト』での挨拶が可能です。ハンドラーは、リードショックやプレッシャーを与えるこ
とがないように、リードが常にゆるんでいる状態を保つことに、最大の注意を払います。

犬たちが、継続的に社会性のある行動をし続け、緊張のない身体で、前足を持ち上げる、しっぽを広い幅で緩や
かに地面を掃くように振る、肘を曲げる、身体をくねらせる、プレイバウをする、やわらかいまなざし、耳を後
ろにやわらかく倒す、というような表現で、さらなる交流を欲しているように見える場合、それが適切ならば、
その遊びのグループのリーダーは、リードを手から離すように指示してもいいでしょう。

どんな場合も、いずれかの犬が、身体を硬直させ、凝視し、耳を前方に寄せ、唇に力が入り、しっぽを高く上
げて硬直した振り方をしている、もしくは、唸ったり、歯を見せたり、（遊びの）中断の後も、マウンティン
グをし続けていたり、逃げようとしていたり、他の犬を避けたりしている場合は、そのペアでの遊びを進めな
いようにしましょう。別の遊び相手が適しているかもしれませんし、その犬は遊びのグループに参加すること
を望んでいないのかもしれません。

私たちは、ハンドラーが、停止ボタンの役割を持つことばを決めることを提案しています。例えば、犬が（他
の犬に対して）無礼になったり、押しが強くなったり、適切な状態ではなくなったりした場合には、「ストップ」
と言うことによって、直ちにセッションを終わりにします。両方の犬を、遊びのエリアから連れ出します。連れ
出したあと、遊びのグループの進行を担当する人たちは、それぞれの観察を話し合い、次のステップを計画します。

犬たちは、彼らの遊びの時間を常に楽しんでいるべきです。そうでなければ、その犬にとって、遊びは、適切な
エンリッチメントではありません。犬たちが、同意していない交流にさらされれば、遊びの間にネガティブなこ
とを学び、それは、譲渡後も長く続く、ネガティブな結果を生みます。
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同意確認テストを実施する 
すべての交流には犬の同意が必要。でなければエンリッチメントにはならない。

同意確認テストは、動物たちが、交流を楽しんでいるかどうかを確認するために利用するものです。遊
びの行動は、繁殖、食べ物の獲得、いざこざの中で見られる行動の模倣であるため、犬同士の遊びの最
中に、同意確認テストを実施することは、重要です。参加犬たちが、それぞれ（遊びを）続けたがって
いるかどうかを見極めることはとても重要です。

個々の犬の、交流を続けたいという意欲を、より理解するために、遊びを観察する人は、双方の犬、も
しくはすべての犬を交流から、離してみるべきです。下記の、犬たちを交流から離す方法のいずれか、
もしくは複数を利用しましょう。

1. 音の鳴るおもちゃなど、教えてあるキューを使って、呼び戻し、食べ物を提供する
2. その場を離れるように、優しいリード使いで犬を導き、食べ物を提供する

犬たちを分離して、（それぞれの犬が）それぞれのハンドラーにフォーカスしたら、犬たちを解放して、
彼らの行動を観察します。どちらの（どの）犬も、お互いに距離を縮めて、お互いに関わることを選択
していますか？その場合は、交流を続けることを許可します。1 頭以上の犬が、転移行動や回避行動をとっ
た場合、交流を中止して、その動物にとってよりエンリッチメントになる他のアクティビティを探します。
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犬とハンドラーの比率と興奮のマネージメント
犬同士の遊びは、一般的に 2 頭の犬の間で起こります（Käufer, 2014）。そうしたことから、私たちは、
遊びのグループの最大の大きさを 4 頭から 6 頭の間で変化させるようお薦めします。私たちは、犬とハン
ドラーの割合は、2 対 1 の割合を維持することをお薦めします。そして、少なくとも 2 人のハンドラーが、
常にそこにいるようにします。どのような場合でも、2 頭の犬がいるのに、ハンドラー１人しか居合わせて
いないという状況にならないようにします。

リーダーであれサポート役であれ、それぞれのハンドラーの役割は、犬同士の交流に細心の注意を払うこと
です。担当ハンドラーによる（遊びのグループのサポート役とのコミュニケーション目的以外の）携帯電話
や、撮影機材、その他のディストラクションとなるものの利用は、お薦めしましせん。1 対 2 の担当ハンドラー
と犬の比率の維持を確保するために、マーケティングの目的で、遊びのグループの動画や写真を撮影する
場合は、別の人が動画や写真を撮影するようにします。

確実に、すべての犬が、遊びのセッションを楽しめるように、常に十分に配慮します。どんなときも、犬たちが
不快な状態になったり、回避や攻撃的な行動を見せはじめたりしたら、遊びのセッションは直ちに終わらせ
ましょう。犬たち自身に「対処を任せて」はいけません。

遊びから呼び戻される方法を学ぶことは、犬たちが身につける非常に重要なスキルです。犬たちは、いつも
通りの声のトーンで、遊びから呼び戻され、強化を受けるべきです。例えば、遊びのグループのリーダーは、
30 秒毎、もしくは 1 分毎に、犬たちを遊びから呼び戻すことを決めるかもしれません。すべての犬は、
呼び戻された後、ハンドラーから強化を受け、遊びに戻れるようにします。資源を守る可能性のマネージ
メントのために、それぞれのハンドラーが一度に強化できるのは２頭までとします。
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「望ましい」遊びの評価

望ましい遊びを維持するために、遊びを中断し、興奮が高まるのを防ぐ必要があるでしょう。遊びの中断は、音の出る
おもちゃや、ハンドラーが反対方向に動くこと、呼び戻しのゲームを利用して、他の犬から離れることを促すことで、
はじめられます。休憩のあと、『同意確認テスト』を実施しましょう。遊びの間、次のような行動に注意を払います。青
信号（Green）の行動は、望ましい遊びを示し、黄色信号（Yellow）は、注意深く観察し、介入の準備をする行動で
す。特に、頻繁に起きていたり、継続時間が長くなっている場合には、気をつけます。赤信号（Red）の行動は、直ちに
介入と遊びの中断が求められるものです。その犬のための行動改善プラン開発に至るような行動です。

青信号（Green）

• ゆるく、アンバランスな、 
カーブした、弾むような身体

• リラックスした口元、 
やわらかい顔つき

• リラックスしたしっぽと姿勢
• 肘を曲げるプレイバウ
• 抑制された口使い
• 頻繁に遊びが中断する
• 役割を交代する（追いかける

役、レスリングの役）
• 遊びの中断の後、双方の犬

が、再び関わることを求める
• セルフ・ハンディキャップ
• 遊んでいる犬に近づきたがる
• 誇張した動き
• 遊びの唸りや、過剰ではない

声
• 並んで同じ方向に走っている

とき、犬の間にスペースがある

黄色信号（Yellow）
• 役割の交代がない
• 緊張した姿勢
• 唇をなめる
• 首筋や背中の毛が立つ
• 1 頭が角に追い詰められる
• くじら目
• 特に相手のマズル周辺の 

匂いを長く嗅ぎ続ける
• 顎を他の犬の身体の上に 

乗せる
• 前足を他の犬の身体の上に 

乗せる
• 口を使う
• 一度きりの空噛み
• 転移行動（匂いを嗅ぐ、 

身体を掻く、あくび、 
唇をなめる）

• 体当たり、立ち上がる
• 他の犬のカット・オフ・ 

シグナルを無視する
• 他の犬の皮膚を噛む、 

噛んだままになる、 
噛んで引っぱる

赤信号（Red）

• 隠れる
• しっぽが足の間に入る
• 頻繁に唇をなめる
• くじら目
• 交流を避ける。他の犬を 

避けられる高い場所を探す
• 緊張して、重心が前にある 

姿勢、高い位置の警戒した 
しっぽ、他に意識を向けられ
ない

• 耳が前を向く、前方に重心の 
ある姿勢、高く上がった緊張 
したしっぽ

• 固い身体、全身の毛が立つ
• 飛びかかる
• 凝視する
• 唸る、歯を見せて唸る、 

歯を立てる
• 他の犬を押し倒して、踏みつ 

ける。キューに反応することが 
できず、している行動を止め 
られない

• 声が激しくなる。声のトーンが
変わる、大きくなる

Shelter Paygroup ALlicance のYouTubeチャンネル
百聞は一見にしかず

上記のリストは、いい参考になりますが、遊んでいるときの犬を見ることには代えられません。Shelter 
Playgroup AllianceのYouTubeチャンネルを、チャンネル登録してください。このガイドラインに沿った、 
犬同士の遊びの動画を見ることができます。
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行動改善のための遊びのグループ 
犬同士の遊びのセッションは、エンリッチメントになるだけではなく、行動改善の一部になり得る。

注意深いマネージメントが行われている遊びのグループは、そこに、適切で、寛容な遊び相手がいれば、遊
びのスキルを持っていない犬たちが、将来その犬が暮らす家で役立つスキルを学ぶのに役立ちます。適切で、
寛容な遊び相手を使う場合には、その犬を、行動改善のための遊びのセッションに使い過ぎないように気を
つけます。（その犬の）他の犬に対するネガティブな『条件感情反応（-CER）』を生む可能性があるからです。

遊びのスキルを持っていない犬たちは、遊びの中で、押しが強くなったり、乱暴になったりすることがよくあ
ります。そのために、遊びのセッションの間ずっと、遊びの中断や活動の変更を手伝う必要があるかもしれ
ません。有益な遊びの行動を形成する方法のガイドラインは、適切な犬同士の交流を形成していくセクショ
ンをご覧ください。

行動改善のための遊びのグループには、犬同士のボディランゲージ、エスカレートすることを防ぐために先回
りして遊びを中断させるスキル、そして、そこに関わるすべての犬たちが同意していて、安全な環境を作る
ための、行動変化とトレーニングのコンセプトと技術についての高度な知識が求められます。すべての犬が
関わりを楽しみ続けていることを確実にするために、定期的に『同意確認テスト』を実施しましょう。

『同種』に対して、社会的な関わりを求めるが、恐怖を感じやすい犬たちには、遊びのグループで、精神的
に安定した、自信のある犬たちと一緒に過ごすことはとても有益でしょう。はじめての人たちが近くにいたり、
新しい環境で、恐怖を感じやすい犬たちが、『社会的学習』に関わる機会を提供することにもなります。
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適切な犬同士の交流を形成していく
注意深い観察と介入によって、他者とより適切に遊ぶことを、犬たちに教えることができます。その作業は、
高度なトレーニングであり、犬の行動を観察する高いスキルおよび適切なトレーニング・スキルを持つ人た
ちが請け負うべきものです。他の犬と引き合わせる前に、ハンドターゲット（人の手に鼻を付ける）など、
確固とした代替行動を犬たちに教えることによって、犬が成功できるようにすることからはじめます。その
後、あなたが対象にする犬を他の犬と引き合わせるときは、相手から距離をとった状態で、Look at That 
(LAT) (McDevitt, 2007) や、Behavior Adjustment Training (BAT) (Stewart, 2012, 2016)、もしくは
その他の系統的脱感作と逆条件づけのエクササイズを数セッション実施します。適切な行動を形成している
間、犬たちが、他の犬を気にしすぎることなく、彼らのハンドラーや環境と関われるようにするべきです。

恐怖やフラストレーションなど、その犬のモチベーションによっては、チェック・イン（その刺激から目を
離し、ハンドラーを振り返ること）や、マットの上でリラックスすること（Arthur, 2009）などの、他の
犬の近くでも落ち着いていられる行動のレパートリーを構築するエクササイズを行う必要があるでしょう。

対象の犬が、他の犬の近くにいることができ、リラックスして、「限界値を超えないでいる」と表現される状態、
つまり、他の犬に集中しすぎることなく、快適な行動をし続けられていたら、パラレル・ウォーキング（並
んで同じ方向に歩くこと）へと進みます。最終的には、他の犬の匂いを嗅げる状況を作ります。常に、落ち
着いた行動を強化します。お互いの顔が接近する挨拶をさせずに、お互いに相手を調べられるようにできたら、
多くの場合、さらにスムーズに進みます。

定期的に（ハンドターゲットなどの）代替行動を促し、（その行動に対して）報酬を提供してから、犬を交流
に戻します。交流の時間を徐々に長くして、短い遊びのセッションへと進化させます。遊びのスキルを持っ
ていない犬たちのために、集中や注意を引くことを利用して、トレーニングセッションを遊びのセッション
の中に組み込みましょう。後々、遊びをトレーニングセッションの『強化子』として利用できる可能性があり
ます。
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犬同士のいざこざをマネージメントする

いざこざをマネージメントするためのLIMAに基づく選択肢
犬のボディランゲージを観察し、いざこざの最初のサインの時点で、犬たちをそれぞれ呼び戻し、（その状況から）引
き離して、よりよい遊びやエンリッチメントの機会を提示することで、犬同士のいざこざは、最小化することができま
す。

犬たちがお互いに威嚇をはじめた場合は、大きく固い段ボールや、大きなプラケースの蓋の部分や「ピッグボード」と
呼ばれるものなどを、犬と犬の間に、ビジュアル・バリアとして置きます。そうすることで、ハンドラーが犬たちをよりコ
ントロールできるようにして、その状況から犬を引き離せるようにします。

もし、犬同士のお互いへの関わりが継続してしまった場合は、ホースやバケツで、犬に水を掛ける段階に進みます。ま
ずは、犬の上から、その次に顔に向かって、水を掛けます。それでもお互いへの関わりを続けるようなら、次に金属性の
ボウルを使い、ボウル同士をぶつけるか、フェンスにぶつけるかして、金属音を立てます。

ホースや大きな音を立てる段階に進む必要がある場合、弱化子の利用が、近くにいる犬たちに、ネガティブな影響
を与えるかもしれないことを認識しておきましょう。

遊びのグループのマネージメント・ツール： 
押しつけがましさのレベルが、最小のものから最大のものまで

トリーツポーチと食べ物

押しつけがましさ・最小

ハーネスとリード

音が出るおもちゃ

ピッグ・ボード、もしくはそれに
類似するもの

ホース、もしくは 
バケツで水を掛ける

金属性のボウル

押しつけがましさ・最大
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記録管理



記録管理：各グループ 
グループ記録を適切に取ることは、長期的な成功の鍵です。

こちらが、データ・シートの見本です。遊びのグループのチームが遊びのセッションを運営するときに、
毎回記入します。遊びのセッションの後、観察した内容は、シェルターのシステムに残しましょう。

遊びのグループのログ

実施日： _________________   時間： _________________

遊びのグループのリーダー名： :______________________________

遊びのグループの補助者：____________________________________________________________________

犬の名前 犬舎 番号 性別 この犬に対して、具体的に観察したこと

「赤信号」行動の観察：
交流を避けていた相手：______________________________________________________________________

いじめていた個体、もしくは 
集団になって攻撃していた個体：______________________________________________________________

身を固くしたり、緊張していた交流相手：______________________________________________________

増大した興奮のレベル：______________________________________________________________________

特定の相手をターゲットにして、していたこと：________________________________________________

捕食行動：___________________________________________________________________________________

継続的で弱まらない興奮：_____________________________________________________________________

他の一般的な観察：
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記録管理：各犬 
適切な記録を取ることは、長期的な成功の鍵です。

こちらが、データ・シートの見本です。個々の動物の運営ログとして、記入します。遊びのセッションの後、
観察した内容は、シェルターのシステムに残しましょう。

遊びのグループでの個体別ログ

犬の名前： ___________________________________  番号：____________________________

場所： :___________________________________________________________________________

遊び相手・仲間 実施日 番号 このペア（もしくはグループ）に特定して、観察したこと

「赤信号」行動の観察：
交流を避けていた相手：______________________________________________________________________

いじめていた個体、もしくは 
集団になって攻撃していた個体：______________________________________________________________

身を固くしたり、緊張していた交流相手：______________________________________________________

増大した興奮のレベル：______________________________________________________________________

特定の相手をターゲットにして、していたこと：________________________________________________

捕食行動：___________________________________________________________________________________

継続的で弱まらない興奮：_____________________________________________________________________

他の一般的な観察：
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遊びのグループ以外の
エンリッチメント



代替のエンリッチメントの機会 
犬たちは、自分自身が参加するエンリッチメントを選択できる自由を持つべきです。

エンリッチメントは、シェルターにいる動物たちのケアにおいて、不可欠な要素です。エンリッチメントの
機会とは、その種として当然の行動に携われるようにすること。犬であれば、匂いを嗅ぐ、噛む、人とポジ
ティブに関わる時間を持つなどの機会を犬に提供することは、優先されるべきです。エンリッチメントの趣
旨は、「犬が犬でいられるようにする」ことです。可能な限り、個々の犬のニーズに合った環境の構築を意味し
ます。ある犬にとっては、エンリッチメントであっても、他の犬にはエンリッチメントにならないこともあ
ります。エンリッチメントは、個々の好みによるものであることを覚えておくことが重要です。

安全とリスク

エンリッチメントプログラムを作るときには、個々の団体は、その団体のリスク許容度を検討しなけれ
ばならないでしょう。プログラムを実施可能なものにするためには、安全への配慮とエンリッチメント
は、両立していなければなりません。

低リスク許容度 高リスク許容度
 
すべてのボランティアとスタッフにエンリッチメントに 
ついて教育する。すべてのスタッフに、安全に関する 
懸念をすべて報告してもらう。

 
いざこざを未然に防ぐための必要な予防策を講じなが
ら、犬たちを同じ犬舎に同居させる。

 
資源を守る行動をどうやって防ぐかをボランティア 
とスタッフに教える。

 
犬舎の中に、監督なしのエンリッチメントのアイテムを 
一晩置いておく。

 
エンリッチメントで使うアイテムの明確な衛生プロト 
コルを作る。食器洗い機や洗浄液を使えないなら、 
使い捨て可能なエンリッチメント・アイテムだけを 
使う。

 
衛生管理がより困難な「ふわふわした」おもちゃを使う。
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あなたの団体が、現在エンリッチメントのプログラムを有していない場合、プログラムの開始は、壮大な取
組みのように感じるかもしれません。あなたの団体が、今ある資源でできる、もっとも実現可能なエンリッ
チメント戦略を、ひとつ、もしくはふたつ選んで実施することからならはじめられるでしょう。ボランティ
アや、寄付金の提供者、助成金団体、地元のコミュニティから支援を得る方法も、検討できるかもしれません。

エンリッチメントの形態によっては、動物たちとの直接的な関わりを必要としないものもあります。犬たち
を散歩させたり、遊びのグループのマネージメントをしたりするには、十分な身体的能力を持ち合わせてい
なかったり、（子供の場合など）ある年齢に達していなかったりする場合も、プロテクティド・コンタクト
で犬と関わることや、動物のためのエンリッチメント・アイテムの制作に携わってもらうことで、ボランティ
アに参加してもらう機会を広げることができます。地元の学校や、ボーイ / ガールスカウト団体が、犬が穴
掘りをする場所を造ったり、アジリティ用具を作ったりするような、特別なエンリッチメント・プロジェク
トに携わってくれるかもしれません。

エンリッチメント・アイテムは、ソーシャル・メディア上にリクエストを投稿したり、アマゾンのほしい物
リストを作ったりすることで、入手できる可能性があります。ペット用品の販売業者が、エンリッチメント
用品を割引して提供してくれるかもしれません。地元のホームセンターが、エンリッチメントの DIY に
必要なものを提供してくれるかもしれません。

このセクションに関するさらなるヒントを探したいなら、地元の AZA（Association of Zoos and 
Aquariums）公認団体を訪問しましょう。飼育担当者が、あなたの想像力を刺激するような、クリエイティ
ブなエンリッチメント戦略を実施していたりします。

エンリッチメントに なる可 能 性 が あるもの

犬舎内 犬舎外
 
コングやフード・ディスペンサー

 
リック・マット 

（ペースト状の食べ物を塗りつけることができるアイテム）
 
フード・パズル

 
元 あ々る環境を利用して、食べ物を探して、食べられるよう
にする。

 
ナイラボーンや噛んでいいおもちゃ

 
ビジー・バケツ、小さな段ボール箱にトリーツを入れる。

 
静かにしていることをクリックして、トリーツを提供する。

 
フラート・ポール

 
仲のいい犬と一緒の犬舎にする。

 
フリスビーやテニス・ボール

 
柔らかいおもちゃやぬいぐるみ

 
アジリティ・スペース

 
毛布や高くなっているベッド

 
子供用プールやスプリンクラー

 
クリッカーのトレーニングゲーム

 
穴掘りスペース

 
音楽

 
シェルター施設の外へ出かける、日帰り旅行、 
泊まりがけの旅行

 
実際のような生活空間

 
鼻を使うエンリッチメント

 
人間との交流

 
クリッカーのトレーニングゲームを通した人間との交流
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シェルターでの 
エンリッチメントのアイデア 
エンリッチメントには、様々な方法があります。私たちの想像力次第です。

食べ物を使うエンリッチメント：犬たちに配分される日々の食べ物を利用し、目新しい方法で提供すること
で、精神的なエンリッチメントを提供します。運営上可能なら、日々の食事を二分割し、提供の仕方をフー
ドボウルからではなく、フード・パズルを使ったり、紙袋に入れて「お弁当」にしたり、ビジー・バケツを
使ったりします。ビジー・バケツは、衛生的な容器に、その動物のいつもの食事やトリーツを、水、もしく
は肉のゆで汁と一緒に入れて、凍らせたものです。

環境：新しい景色、音、匂いを、環境的な刺激を提供するために、加えます。音は、リラックス・ミュー
ジックや、オーディオ・ブックなど。ソファや家庭にあるものが置いてある、実際のような生活空間もエ
ンリッチメントになります。それが適する犬には、柔らかいベッドで、犬舎の中に快適さと、感触の異
なる休息場所を加えられます。短時間、安全に匂いを紹介する。匂いは、天然のラベンダー、天然のバニラ、
その犬が行ったことのない庭から取ってきた葉など。化学的な香料や、市販の香料は、避けるようにしましょ
う。犬たちの敏感な鼻には強すぎる可能性があります。感覚を刺激する庭を造ることを考えてみましょ
う。浅いプールや、縦方向の移動が可能な場所、木、草むら、犬に害のない植物などを使うことで、異な
る感触の地面、視覚的な刺激、匂いや活動を犬に提供できます。

おもちゃを使う遊び：犬が関わったり、追いかけたり、前足を使ったり、噛んだりできるおもちゃは、すば
らしい精神的なエンリッチメントを提供します。それが適する犬には、おもちゃや、ピーナツバターを塗っ
た骨を犬舎に置くことは、有益でしょう。屋外のエリアに、子供用プールやスプリンクラー、穴掘りスペー
スを用意することも、エンリッチメントになります。ぬいぐるみや、ボール、バンダナなど、適切なもの
を紐に付け、その紐を PVC パイプの片端に結びつければ、フラート・ポールが出来上がります。ハンドラー
が、地面を引きずることによって、おもちゃに「命」を与え、犬がそれを追いかけ、捕まえて、そのゲーム
に「勝てる」ようにします。このゲームをするときは、過度に興奮させないように気をつけましょう。

遊びを利用しない、犬同士の社会化：仲がいいことがわかっている犬たちを、同じ犬舎で暮らせるよう検討
しましょう。これは、相当の注意を払わなければ、リスクの高い試みとなります。しかし、多くの犬たち
に有益なものです。犬たちが、必要なときにお互いから離れる時間を持てるように、生活スペースを確
保しましょう。食事のときや、その他の資源にアクセスするときは、犬たちを隔てます。

犬舎の出入りトレーニング：『静かにしていることをクリックして、トリーツを提供する』ことと、その
他のプロテクティド・コンタクトを利用したクリッカーゲームのバリエーションは、犬舎での望ましい行
動を作り、強化することに役立ちます。それぞれの犬舎の外側に、「犬が 4 つの足をすべて床に付いて
いるときか、しっぽを振っているときに、トリーツを提供してね」と書いた張り紙を付けて、トリーツが入っ
た容器を吊すことを検討しましょう。
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人との交流：ボランティアやスタッフ、施設を訪れる人たちに、毎日の犬たちの散歩の手伝いを頼み、クリッ
カーの短いトレーニング・セッションを、その交流の中に組み込みましょう。「実際のような生活空間の部屋」
は、犬舎から休憩するために使ったり、マットの上で一緒にリラックスしたり、犬の近くで本を読んだりす
ることで、それぞれにとって、いい場所になるでしょう。短期間の預かりや、地元の会社の従業員にお昼休
みを利用して、散歩に連れ出してもらうなど、一般の人たちが犬たちに関わる機会を増やすことも検討しましょ
う。

身体的なエクササイズ：犬たちに、ノー・リードで過ごせる場所に行く機会を提供しましょう。すべてのハ
ンドラーが、環境をうまく利用して、犬たちが過度に興奮しないように、興奮を制限することにも注意を
払います。地元のランニング愛好者のグループと協力して実施する、犬とジョギングするプログラムは、
高い持久力と身体能力を持ち、走ることを望んでいる犬たちにとって有益です。その追加の身体的なエクサ
サイズと、負担の少ない精神的なエンリッチメントとのバランスに注意しましょう。

種特有の行動：噛む、掘る、追いかける、引き裂く、匂いを嗅ぐ、身を潜める、人と交流する、他の犬と交流する、
遊ぶといったことは、犬の典型的な行動です。お金のかからない、様々な方法で、犬たちがこうした行動を
する機会を作ることができます。犬たちが、鼻を使ったり、ビリビリに破いたり、噛んだり、掘ったりする
機会を作るために、段ボール箱や、殺菌した食べ物の容器、タオル、布といった資源を、再利用、リサイク
ルすることを検討しましょう。あなたのシェルターが、ノーズワークを取り入れるのに、K9 ノーズワーク・シェ
ルター・プロジェクトは、とても役立ちます。詳しくは、彼らのウエブサイト https://www.k9nosework.
com/workshops/k9-nose-work-shelter-project をご覧ください。
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犬同士の遊びの事実
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遊びに関する誤解に対処する 
犬同士の交流について、真実ではないにも関わらず、信じられていることがたくさんあります。

真実のレベル

すべての状況において真実
常に真実であるステートメント。他の専門家により検証、評価された、十分な科学
的エビデンスがそのステートメントを裏付けている。例えば、家犬は、複雑なコミュニ
ケーションのシグナルを使う。

ほとんどの状況において
真実

多くの状況で真実であると考えられるステートメント。他の専門家により検証、評価
された、いくつかの科学的エビデンスが、そのステートメントを裏付けている。そのス
テートメントにおける主張が逸話的エビデンスにより裏付けられている場合がある。
例えば、しっぽを左側に振ることと右側に振ることには、特定の意味がある。

限定的な状況において真実
限定的な状況において真実であると考えられるステートメント。そのステートメントを
裏付ける科学的エビデンスはない。逸話的エビデンスが主張を反証する場合がある。
例えば、すべての犬は、牛肉のソーセージを、価値の高い『強化子』と見なしている。

真実ではない

ステートメントは著者の意見であり、逸話的であるかどうかに関係なく、それを支持
するエビデンスが存在しない。専門家による評価を経た圧倒的な科学的エビデンス
が、逆のことを示しているケースもあります。例えば、犬は、厳格な支配的、もしくは
社会的なヒエラルキーを持つ。

誤解 真実のレベルと実際

遊びのグループの中で過ご 
す時間は、シェルターの犬 
たちのストレスを軽減する

限定的な状況において真実。ノー・リードのアクティビティが楽しいもので、その
犬が参加することを選んだエンリッチメント・アクティビティである場合、そのアクテ
ィビティは、ストレスを軽減できます。しかし、特定の犬に対して、もしくは他の犬全
般に、恐怖を感じているときに、その犬が他の犬との交流に参加させられているとす
れば、それはフラッディングであり、大きなストレスがかかります。詳しくは、選択、コ
ントロール、エンパワーメントのセクションをご覧ください。

遊びのグループは、犬たちが
学ぶために不可欠である

真実ではない。遊びのグループへの参加が、新しい情報を学習するための条件と
なるわけではありません。正の強化に基づくトレーニングや、ボランティアやスタッフと
の散歩、ノーズワーク、適切に運営されている遊びのグループなど、精神的なエンリ
ッチメントを提供し、ストレスがかからない、もしくは適度なストレスを伴うアクティ
ビティが、新しい情報を得る能力を促します。シェルターで暮らす犬の高いストレス
を制限するには、精神的活動と、過度に疲れない身体的活動のバランスが取れてい
ることがもっとも大切です。詳しくは、興奮のセクションをご覧ください。
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誤解 真実のレベルと実際

健全な社会性を持つ犬は、
私たち人間よりも、有能な 
トレーナーなので、犬に遊
び方を教えるには、彼らを 
利用するべきである

限定的な状況において真実。犬たちは、犬のコミュニケーション・シグナルを読み取
ることが、私たちよりずっと上手です。しかし、行動的に健康で、社会的にも適した犬
を、行動的にも社会的にも不適切な犬と、無理矢理交流させることは、安定した犬
に行動的な問題が発生する原因になりかねません。（1）犬のコミュニケーション
の優れた読み手になる、（2）適切な社会性を持っていない犬が、好ましい選択が
できるように手伝う、（3）適切な行動を強固なものにするために、好ましい選択を
強化する、以上のことを踏まえ、ハンドラーが関わる方がより望ましいです。詳しく
は、適切な犬同士の交流を形成していくのセクションをご覧ください。

私たちは、犬たちに「解決 
させる」べきであり、介入 
すべきではない。

真実ではない。犬たちに「解決させれ」ば、多くの場合、必要以上のいざこざが起こる
でしょう。犬同士の交流は、いざこざだらけになり、犬の交流のエンリッチメントとして
の有益性は最小化されてしまいます。

その代わりに、ストレスがかかる状況から呼び戻し、犬が戻ってきたことを強化
します。そうすることで、犬とハンドラー両者にとって、重要なスキルが構築されます。

犬たちは、グループの中で 
暮らす習性があるので、 
他の犬との社会的な時間
が、行動的な悪化を最小限
にし、行動改善をスピード 
アップさせる。

限定的な状況において真実。家犬は、とても発達した社会的コミュニケーションスキ
ルを持つ、社会的な動物である一方、彼らは、人 と々暮らすように、選択繁殖されて
きました。人の近くに居ついた犬たちや、野生化した犬たちのコミュニティについての
リサーチでは、それらの犬たちは、6頭を超えない頭数の、流動的な社会的グループ
を形成していることが判明しています。社会的な動物であっても、個々の犬たちは、学
習歴によって、好ましい、もしくはとても発達した社会的スキルを持っている場合も、
持っていない場合もあります。個々の動物によっては、遊びのグループで過ごす時間
が、その犬の行動に建設的な影響を与えない場合もあります。

犬の大部分は、遊びのグル
ープに参加することができ
る。その犬が、参加したがら
なかったとしても、犬たち 
を遊びのグループに参加 
させることは、有益である。

真実ではない。遊びのグループに参加することを選択し、さらに、参加するのに十分
に、身体的に健康な犬の数は、シェルターにいる犬の数によって変動します。エンリッ
チメント・アクティビティとして遊びのグループが、楽しめるもので、その犬が参加する
ことを選んだエンリッチメント・アクティビティである場合、そのアクティビティは、ス
トレスを軽減できるでしょう。しかし、特定の犬に対して、もしくは他の犬全般に、恐
怖を感じているときに、その犬が他の犬との交流に参加させられているとすれば、そ
れはフラッディングと考えられます。犬をフラッディングにさらすことは、社会的スキ
ルの維持にも、構築にもつながりません。それどころか、恐怖のレベルが増加するリス
クがあり、さらに、攻撃的な行動、もしくは回避行動の機会を増加させます。詳しくは、
選択、コントロール、エンパワーメントのセクションをご覧ください。
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遊びに関する誤解に対処する 
前のセクションの続き。

誤解 真実のレベルと実際

正式なトレーニングを受け 
ていないスタッフとボラン
ティアでも、遊びのグルー 
プを、上手に運営できる。 
グループの犬たちを扱う、 
天性の能力を持った人た 
ちがいる。

真実ではない。遊びのグループの適切な運営管理は、高度なスキルであり、犬のコ
ミュニケーション・シグナルと、犬同士の遊びについての、正式なトレーニングと、遊
びのグループのマネージメント経験が求められます。グループの犬たちをうまくマネ
ージメントすることの遺伝的素因についてのエビデンスはありません。トレーニング
と、スタッフとボランティアの役割と責任については、はじめ方のセクションをご覧
ください。

遊びのグループに子犬を 
入れるのは、有益である。

限定的な状況において真実。犬とのポジティブな社会的交流は、子犬に有益であ
る一方、一般的な遊びのグループに子犬を入れた場合、子犬の行動的健康に長期
に渡ってひどくネガティブな影響を与えかねない、子犬を打ちのめすような経験を
させてしまう可能性があります。

不必要な緊張を生むリス 
クを負いたくなければ、犬た 
ちを細かくマネージメント 
をしてはいけない。犬たち 
が、他の犬たちとの時間 
に集中し続けられるよう 
に、例えば、撫でるなどの 
人と犬の交流は制限する。

真実ではない。遊びのグループの適切な運営管理を成功させるためには、多くの
場合、過度の興奮を別の方向へ向けさせること、休憩する方法を犬に教えること、適
切な行動を強化することが求められます。遊びからの休憩の間に、犬がハンドラー
のところに戻ってきたときに、撫でること、褒めること、もしくは食べ物を使うことを
お薦めします。そうすることで、犬たちが家庭で成功できるよう、手助けすることに
もなります。詳しくは、犬とハンドラーの比率と興奮のマネージメントのセクション
をご覧ください。

犬とコミュニケーションす 
るために、「ア！ア！」「 い
い加減にしなさい」といっ 
た、ネガティブ・マーカー 
を一貫して使う。犬たち 
に、バーバル・マーカーだけ 
で、落ち着くように教える 
ために、こうしたバーバ 
ル・マーカーが、（遊びの） 
中止、もしくは懲罰に先行 
するものであることを犬 
に教える

真実ではない。行動の科学には「ネガティブ・マーカー」というものは存在しませ
ん。さらに、「行動を中断させる」（行動の方向性を変えること）や「懲罰」（罰するた
めに不快・苦痛を与える刺激を加えること）というような、複数の異なる行動に対
して同じキューを使うことは、動物を混乱させます。単純に、好ましくないトレーニ
ングです。

しかし、不快・苦痛を与える刺激が後に続くことを、刺激に条件づけることは可能で
す。それを、「条件弱化子」と呼びます。条件弱化子の強度を維持するためには、不
快・苦痛を与える刺激が、常にその刺激に続いていなければなりません。そうで
なければ、条件弱化子は、その意味を失い、中性刺激へと戻っていきます。不快・苦
痛を与える刺激の早い段階からの一貫した利用は、 
LIMAに基づく遊びのグループの環境には、ふさわしくありません。 
ストレスがかかる状況から呼び戻し、犬が戻ってきたことを強化します。そうするこ
とで、犬とハンドラー両者にとって、重要なスキルが構築されます。
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誤解 真実のレベルと実際

人の身体を、犬をブロックす
るために使う。

限定的な状況において真実。犬をブロックするために、人の身体を使うのは、危険
な可能性があります。また、負の強化で、犬の行動をコントロールするために、不快・
苦痛を与える「プレッシャー」として使われる可能性もあります。犬を分離する必要
がある場合は、大きな厚紙でできたボードを利用する方が、より安全で、より不
快・苦痛の少ない方法です。

4つの一般的な遊びのス 
タイルがある：やさしくて、 
上品。乱暴で、下品。押して、 
引く。探して、破壊する。

真実ではない。「一般的な遊びのスタイル」というものを示すエビデンスはありま
せん。好ましい、犬同士の社会的スキルを持った犬たちは、適切な遊びを交渉す
ることができ、相手と好ましいコミュニケーションをとることができます。「遊びの
スタイル」を持っているといったラベル（レッテル）を犬に貼るよりも、私たちは、健
康的な犬同士の交流が行われるように、犬たちを手伝うことに集中するべきで
す。詳しくは、望ましい遊びのセクションをご覧ください。

シェルターという環境で
は、興奮し過ぎている、 
もしくはシャット・ダウン
している一部の犬たちは、 
一般的に、正の強化だけ 
では、反応しない 。その 
ような 環 境 においては、 
撫でることや、食べ物な 
どの代表的な報酬が、 
不快・苦痛になる犬が 
いる。

真実ではない。この主張は、懲罰の利用の正当性を暗示しています。犬が、学習性
無力感を示すとすれば、フラッディングによるものであり、それによって、行動のレパー
トリーが制限されている可能性があります。そして、犬たちは、異常なストレス状
態となり、食欲が減退して、ストレスによる食欲不振に陥ることがよくあります。
懲罰の利用は、こうした動物たちの状態を改善しません。どんな刺激も、不快・
苦痛を与える刺激が出現することを示す、条件弱化子になり得ます。元々は、欲す
る刺激だったものであれば、私たちはそのプロセスを、刺激を「毒入りにする」と表
現します。このプロセスは、不快・苦痛と刺激との対提示によるものであり、シェ
ルター環境でのみ、起こるものではありません。

ヘッド・ハルターは、最初 
から強引に振る舞う、元気 
いっぱいの犬に対して、 
ある程度の抑制に役立つ。

限定的な状況において真実。刺激（このケースの場合はヘッド・ハルター）が行
動を抑制しているということは、その刺激が十分に不快・苦痛を与えるものだから
です。早い段階からの一貫した利用は、LIMAに基づく遊びの 
グループの環境には、ふさわしくありません。

遊びのグループでは、ゆる
く装着されているのが、好
ましいので、サイズの大き
な、ナイロン製のマズル（口
輪）を使う。

真実ではない。サイズが大きすぎるナイロン製マズルでは、（マズルをし
ていても）犬が他の犬や人に噛みつくことができてしまい、怪我の 
原因になります。マズルを使うのであれば、Baskerv i l leのような 
バスケット型マズルが、安全と快適性において好ましいです。加えて、マズ
ルが不快・苦痛を与える刺激にならないようにするために、マズルを犬に適
切に紹介する必要があります。
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遊びに関する誤解に対処する 
前のセクションの続き。

誤解 真実のレベルと実際

犬には、次のような社会的 
地位がある。遊び好きで社 
交的、社会化されていない、 
怖がり、他の犬をいじめる、 
忍耐強い、支配性がある、 
攻撃的など。

真実ではない。このようなタイプの社会的なヒエラルキーを裏づけるエビデンス
はありません。さらに、こうしたラベルの多くは、どんな犬でも、時と場合によって
見せることがある、特定の行動です。

遊びのグループの目的は、 
犬たちが、お互いと適切に 
コミュニケーションする方 
法を学ぶ。よって、お互いの 
地位を確立するための、 
ちょっとした言い争いも 
時々含まれる。

真実ではない。遊びのグループの目的は、犬同士の遊びが楽しいと感じている
犬たちに、エンリッチメントを提供することです。行動的にも社会的にも適した犬
を、行動的にも社会的にも適していない犬と、無理矢理交流させることは、安定
している（と、現在認められている）犬に行動的な問題をもたらす原因となりかね
ません。（1）犬のコミュニケーションの優れた読み手になる、（2）適切な社会性を
持っていない犬が、好ましい選択ができるように手伝う、（3）適切な行動を強固
なものにするために、好ましい選択を強化する、以上のことを踏まえ、ハンドラーが
関わる方がより望ましいです。犬たちに「解決させれ」ば、多くの場合、必要以上
のいざこざが起こるでしょう。犬同士の交流は、いざこざだらけになり、犬の交流
のエンリッチメントとしての有益性は最小化されてしまいます。

懲罰やその他の不快・苦痛
を与える刺激は、飼い主が
自分自身の犬に使うことと
何の違いもない。

限定的な状況において真実。平均的な伴侶犬の飼い主は、自分のペットが生きて
いる間に、不快・苦痛を与える刺激を使うことがあるかもしれません。不快・苦痛
を与える刺激の使用は、それらを使うことによって起こる、回避や、先制、防衛、転
移による攻撃的な行動、恐怖の般化、無気力、学習性無力感、怪我といった副
作用の可能性があります。LIMAの倫理基準を支持する団体は、不快・苦痛を与
える刺激の副作用のリスクを回避し、さらに、犬の飼い主に（自分たちと）同じことを
するように教えるでしょう。

罰は、適切にスタッフをトレ
ーニングすれば、厳密な 
ガイドラインの元で使用で
きる

真実ではない。罰は、罰を与える人を強化すると言われています。あな
たが、行動を止めるために犬を罰して、その行動が即座に止まれば、あな
たは、罰を与えることに対して、強化されます。強化された行動は、繰り
返され、徐々に強烈さを増していく傾向があります。これは、徐々に、罰
を与える人は、以前よりも、さらに頻繁に、さらに過酷な罰を与えるよう
になるということです。どんなに、厳密なガイドラインなどによる抑制
やチェック機能を課しても、動物の行動の自然な進行を防ぐことはでき
ないのです。
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誤解 真実のレベルと実際

ストレスを感じている犬を 
遊びのグループの中に入れ 
ることは、それを試さない 
で、安楽死させるよりもいい。

真実ではない。遊びのグループは、多くの犬たちにとって有益なものになる可能性
がありますが、すべての犬たちにとってではありません。遊びのグループの中で、ストレ
スを感じていることを表している犬たちが、長期間、遊びのグループのストレス
にさらされることは、意図しない長期的な影響をを受ける可能性があります。健康
的な遊びのグループでは、犬がフラッディングの状態になることを避けます。スト
レスを感じている犬を遊びのグループに居続けさせることは、あなたが救おうと
しているその犬から、さらに大きな（問題となる）行動を引き出してしまうリスクを
冒すことになります。エスカレートした行動の問題を抱えている犬を、安全に、そし
て成功裏に譲渡するのは、さらに難しくなるでしょう。

あなたが、犬に不快・苦痛 
を与える刺激を使っていな 
いのなら、恐らく、あなたは、 
簡単な犬しか（遊びのグル 
ープに）含めていない。あな 
たは、シェルターにいる犬 
たちの中で、もっともリスク 
の高い犬たちと関わること 
をまったく始めていない。

真実ではない。健康的な遊びのグループは、すべての参加犬の同意を最優先させ
ます。このことから、健康的な遊びのグループでは、（参加犬たちは）穏やかな気持
ちでいます。同意を無視した遊びのグループは、健康的ではなく、不安定で、安全
ではありません。あなたのシェルターの、もっともリスクの高い犬たちの中にも、遊
びのグループが有益な犬がいるでしょう。しかし、すべての犬ではありません。遊び
のグループの候補者ではない犬たちには、遊びのグループをもう一度紹介しよ
うとする前に、代替のエンリッチメントの機会と行動改善を提供することが、より
望ましいでしょう。
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用語集 
Air lock エア・ロック
シェルター環境において、エア・ロックは、ゲートとゲートの間に、小さなスペースがある二重ゲート・システ
ムのことを言います。この小さなスペースは、あるエリアから、次のエリアに動物を移動させるときに、
動物の逸走を防ぐ、安全のためのスペースです。

Appetitive stimulus 欲する刺激
ある動物が、好きな刺激のこと。スライス・チーズやボールなどです。欲する刺激であっても、行動を強化 
するとは限りません。

Aversive stimulus (aversive または aversives） 不快・苦痛を与える刺激
ある動物が嫌う刺激で、それを避ける可能性があります。シェイク缶（缶の中にコインなどを入れて金属音
が鳴るようにしているもの）の音やプロング（ピンチ）・カラーによる痛みなど。

Break stick ブレイク・スティック
硬質の木、もしくは硬いプラスチック製の道具で、顎の奥の方、大臼歯の間に差し込み、ねじることで、犬
の口をこじ開けます。

Classical conditioning 古典的条件づけ
レスポンデント条件づけ。レスポンデント学習とも言われます。古典的条件づけは、刺激の対提示、もしく
は刺激の関連づけによる学習を言います。例えば、犬が、他の犬が目の前にいる状況で、驚愕反応の活
性化としての恐怖を体験した場合、恐怖の感情は、その犬に結びつけられます。

Click for Quiet 静かにしていることをクリックして、トリーツを提供する
あらゆる「落ち着いた」、もしくは「静かな」望ましい行動をマークする、クリッカートレーニング戦略。
やわらかいまなざし、閉じている口、すべての肉球が地面に付いている、柔らかい身体、振られているしっぽ、
その他の社会的で落ち着いた行動をマークして、強化します。

Conditioned emotional response (CER） 条件感情反応
古典的条件づけにより、ある刺激に対して学習された感情反応のこと。CER の活動の値は、ポジティ
ブ、もしくはネガティブとなります。ポジティブな条件感情反応（+CER）は、多くの場合、幸福
感、もしくは欲する結果へのうれしい期待感として説明されます。例えば、他の犬の存在が、楽し
い時間を示唆するものになるといったことです。ネガティブな条件感情反応（-CER）は、多くの場
合、恐怖感、もしくは不快・苦痛を受ける結果への恐怖として説明されます。例えば、他の犬の存在が、
攻撃的な行動が起こる可能性を示唆するものになるといったことです。

Consent test 同意確認テスト
動物が、まだアクティビティを楽しんでいるかを確認するためのプロセス。犬同士の遊びの場合は、遊びの
状況から、犬たちを引き離してから、彼らが（元の状況に）戻れるように解放します。どちらの犬も、
遊びに戻れば、彼らの答えは「イエス（楽しんでいる）」です。もし、一方、もしくは両方の犬が、相手と
の交流を避けるようであれば、その答えは「ノー（楽しんでいない）」です。

Conspecific 同種
同じ種に属する動物

Dyad 2 頭ひと組
2 頭のグループ、もしくはペア
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Flooding フラッディング
最大の強さの、恐怖を引き起こす刺激に暴露すること。他の犬に恐怖を感じている犬を、囲いのある庭など
に他の犬と一緒に入れるのは、フラッディングと考えられます。フラッディングは、非人道的な方法と考え
られ、しばしば、動物が経験する恐怖のレベルをより深刻にします。フラッディングは、しばしば、学習性
無力感に繋がります。

Learned helplessness 学習性無力感
動物が、逃避不可能な、不快・苦痛を与える刺激に、繰り返しさらされることで起こります。徐々に、その
動物は、その刺激を避けようとしなくなり、行動のレパートリーが少なくなります。学習性無力感の状態の
動物たちは、実際には、恐怖状態であるにも関わらず、しばしば、大人しく見えたり、リラックスしている
ように見えます。例えば、他の犬に恐怖を感じている犬を、囲いのある庭などに他の犬と一緒に入れるのは、
フラッディングと考えられ、その後、その動物は、「行動することをやめます」。これが、実際の学習性無力
感の状態です。

Operant conditioning オペラント条件づけ
行動の結果によって、行動の頻度が増える、もしくは減る学習のプロセス。行動を強固にする手続きを「強化」
と呼び、行動を弱める、もしくは抑制する手続きを「弱化」と呼びます。

Protected contact プロテクティド・コンタクト
フェンスなどの、保護バリアを使った、人と動物、もしくは動物と動物の、あらゆる交流を言います。

Semi-protected contact セミ・プロテクティド・コンタクト
リードやマズル（口輪）など、なんらかのアクセスを制限することで保護する道具を利用した、人と動物、
もしくは動物と動物の、あらゆる交流を言います。

Reinforcer 強化子
学習者の行動の後に提供される刺激で、その行動を強固にする、もしくは強化する機能を持ちます。例えば、
あるおもちゃが、ある犬が欲するものであったとしても、その犬の目標行動の実行後に、おもちゃを提供し
ても、目標行動に対して、影響を与えない可能性があります。反対に、目標行動の実行後に、その動物にひ
とかけらの食べ物を提供することは、行動が繰り返し行われる可能性を高めることに、影響を与える可能
性があります。特定の刺激のために、目標行動の実行が増える場合、その刺激は、強化子と考えられます。
一次強化子は、価値を持つための学習（もしくは条件づけ）を必要としません。一次強化子の例としては、
食べ物、コントロール、水、安全が挙げられます。二次強化子は、強化子としての価値を植え付けるために、
学習（もしくは条件づけ）が必要なものです。二次強化子の例としては、撫でること（接触）、遊び、おもちゃ
が挙げられます。

Resource guarding 資源を守る
その動物にとって価値のある資源へのアクセスを維持、もしくは得るための、攻撃的な行動や対決行動。

Social learning 社会的学習
他者の観察、真似、モデリングを通して学習する、学習の形態。犬たちは、何種類かの社会的学習をする能
力があることを示す、適切なエビデンスがあります。

Threshold 限界値
行動の限界値は、行動が変化するポイントのことです。一般的に犬に関連して言われる限界値は数多くあり、
攻撃的な行動の限界値、恐怖の限界値、興奮の限界値、フラストレーションの限界値などが含まれます。ト
レーナーや行動のプロフェッショナルは、しばしば、トレーニングは「限界値を超えないように」と言いま
す。それは、トレーニングによる介入の効果を最大限にするために、距離、継続時間、強烈さを操作するこ
とで、動物たちが限界値を超えない状態を保ちながら（トレーニングすること）を意味しています。
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