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”愛は理解をもたらすが、無知と
偏見は恐怖をもたらすのである”

Dr.Michael W.Fox 動物行動学博士



オンライン教育とは
インターネット使った学習システム 

非接触型の学校 
海外では盛んに行われている 

趣味や芸事だけではなく、専門領域でも活用されている 
学習の方法



動画講義



E-ラーニングのメリット

世界中のどこいても、いつでも受講できる
授業の動画がいつでも見直せる

Zoomを活用してリアルタイムでも受講できる

動画を活用した個別の技術指導ができる



コースの概要動画授業 JDBA

Lv,1 Lv,2 Lv,3 試験
4ヶ月 4ヶ月 4ヶ月

テスト,1 テスト,2 テスト,3

修了：1年

・zoomでのライブ授業：各月・オンライン技術指導：試験

学科：Compass 学術訓練 DBCA
・ケイナイン スタディー：JDBAでの免除制度あり（推奨） 
・ケイナインインビヘイビアサイコロジー

座学試験 
実技試験 

Compass

合格

認定



コース詳細
講座・授業 

JDBAのホーム
ページから動画
をみることがで
きる

画面共有へ



コース詳細
LIVEオンライン授業 

zoom中継でのLIVE授業 
・動画の振り返りと解説 
・新しい知見の考察 
・質疑応答、議論 
Others, Hands on work shop



コース詳細オンライン技術指導 

・課題の動画を録画する 

・HPからアップロード 

・担当者からのフィードバックとフォローアップ 

　成功できるまでフォロー



コース詳細オンライン技術指導 

指導要綱 

・オビディエンストレーニング：基本動作と所作 (スワレ・フセ・マテ・コイ・ツケ) 

・ボディーランゲージ：Lvel,1~3 

・自由課題：新しい行動を作る 

・ベーストレーニング：Lvel,1~4 

・ハズバンダリートレーニング：基本レベル 

　



コース詳細オンライン技術指導 

提出形式 

1,訓練前　2,訓練初期　3,訓練中期　4,訓練後期　5,完成 

フィードバックとフォローアップを繰り返して上達する 



動画提出課題の例 



学科Compass 学術訓練 

DBCA 犬の行動心理カウンセリング協会での受講 

コース１：ケイナインスタディー（JDBA免除制度あり） 

コース２：ケイナインビヘイビアサイコロジー 
JDBA認定要件 

各６段階を全てPASS以上の成績で修了

コース詳細：学科編



学科Compass 学術訓練 

JDBA-DTドッグトレーナーコースの必須コース 

コース１：ケイナインスタディー（JDBA免除制度あり） 
コース２：ケイナインビヘイビアサイコロジー 

JDBA-DT認定要件 
各６段階を全てPASS以上の成績で修了

コース詳細：学科編

DBCA 犬の行動心理カウンセリング協会での受講



学科Compass 学術訓練 

JDBA-DTドッグビヘイビアリストコースの必須コース 

コース１：アドバンスド ケイナイン ビヘイビア サイコロジー 
コース２：応用動物行動学

JDBA-DB認定要件 
全てPASS以上の成績で修了

コース詳細：学科編

DBCA 犬の行動心理カウンセリング協会での受講



コース詳細：学科編
学科Compass 学術訓練 

ハーバード方式での論述解答 

大学などで用いられるレポート形式での課題をクリアする

徹底したリサーチ 
正しい情報の収集と分析 

論理的思考 
記述能力



コース俯瞰図と認定要件

講座試験

JDBA-DTコース受講期限：1年

各月１回LIVE授業

オンライン技術指導

Lv,3 テスト,3Lv,1 Lv,2
4ヶ月

テスト,1 テスト,2
4ヶ月 4ヶ月

Compass

動画講義授業

実技試験
PASS



コース俯瞰図と認定要件

講座試験

JDBA-DBコース受講期限：3年 (Compassを含む) 
JDBA-DBコース：1年 (JDBAでの授業の期限)

各月１回LIVE授業
オンライン技術指導

Lv,3 テスト,3Lv,1 Lv,2
4ヶ月

テスト,1 テスト,2
4ヶ月 4ヶ月

動画講義授業

実技試験

PASS
Compass:アドバンスド ケイナイン ビヘイビア サイコロジー 

Compass:応用動物行動学 

認定 犬の行動療法士



JDBA-DB

Diplomas 
証書についてJDBA-DT・ドッグトレーナー認定証 

・JDBAケイナイン ビヘイビア サイコロジー 修了証 

　From DBCA,Compass,ISAP(国際動物専門家協会) 

・ケイナインスタディ-ディプロマ 

・ケイナイン ビヘイビア サイコロジー-ディプロマ
・ドッグビヘイビアリスト認定証 

・犬の行動療法士認定証 

・JDBAケイナインビヘイビアリズム 修了証 

　From DBCA,Compass,ISAP(国際動物専門家協会) 

・アドバンスド ケイナイン ビヘイビア サイコロジー-ディプロマ 

・応用動物行動学-ディプロマ



スクーリング：対面授業

自由参加型 

ワークショップ 

・認定要件に含まれません 

・月数回開催【予定】 

・１イシューのテーマ
別途費用がかかります 
開催時間 11:00-17:00(予定) 
¥30,000(税抜) /1名 



スクーリング：対面授業
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開催時間 
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スクーリング：対面授業
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スクーリング：対面授業

別途費用がかかります 

開催時間 
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スクーリング：対面授業

別途費用がかかります 

開催時間 

11:00-17:00(予定) 

¥30,000(税抜) /1名 



開業支援：認定後の活動
・アシスタント研修制度 
　JDBA認定者のセミナーやコンサルテーションに同行 

　 JDBAのスクーリングでのアシスタント：教育実習 

・ホームページ制作の支援 
　その他開業に向けてのご相談に応じます。 
　※従事証明書の発行は行っておりません。



Behaviourism?
行動分析学とはなにか 

動物行動学基礎
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With Ethology



”行動主義の理想は、強制をなくして環境を 
コントロールしようとすることだ”

Dr, B.F.Skinner 行動分析学 心理学博士



行動療法の例 行動変容前：実施者 池田和希JDBA-DB



行動療法の例 拮抗条件づけ：実施者 池田和希JDBA-DB



行動療法の例 行動変容後：実施者 池田和希JDBA-DB



行動療法の例 拮抗条件づけ：実施者 田中 雅織MISAP(Beh)



行動随伴性 

Blackwell et al. BMC Veterinary Research 2012, 8:93 http://www.biomedcentral.com/1746-6148/8/93 

INCREASE IN BEHAVIOR
行動の増加

行動の減少
DECREASE IN BEHAVIOR

ADD STIMULUS
刺激の提示

REMOVE STIMULUS
刺激の消失

POSITIVE REINFORCEMENT
正の強化

POSITIVE PUNISHMENT
正の弱化

NEGATIVE PUNISHMENT
負の弱化

NEGATIVE REINFORCEMENT
負の強化

Extinction
消去
Extinction burst
消去バースト

RESISTANCE
抵抗

REINFORCER
強化子

PUNISHER
弱化子

PUNISHER
弱化子

REINFORCER
強化子

Behaviour contingency 

AVOIDANCE
回避



白目

閉じた口

尾が立つ

前傾姿勢逃げ腰

耳を狭めて立てる

背中のカーブ



白目

耳が下がる

片脚を上げる 開きが少ない

緩く閉じた口

背中のカーブ 耳が後ろ気味
リッラックスした背中

緩い振りの尾尻

脚が開く

フレンドリー



穏やかな背中

アーモンドアイ
水平な尾尻

穏やかな口元

穏やかに振る尾尻

緩やかな脚の開き



Increase aggression

Increase fear


