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テリントンTタッチとは？ 

テリントンTタッチとは、ボディワーク、グラウンドワーク、トレーニングや
様々なツールを取り入れた、動物の取り扱いや訓練、そして動物との接触に対す
るやさしく、動物を尊重するような、かつポジティブなアプローチです。 
Tタッチは、行動、トレーニング、そして健康の向上につながり、さらには動物
と人間の関係性をより豊かなものにすることができます。 

Tタッチは、動物とその人間を等しく尊重し、理解するという信念に基づいてい
ます。 

Tタッチの重要な要素には以下が含まれます。 

1. 動物との非言語コミュニケーションのユニークな仕組みとして機能する、
お互いに対する尊重や助け合いの精神の理念  

2. 観察と、動物のフィードバックに対する傾聴 

3. サークルタッチ（円を描くタッチ）、リフトやスライドを含む、Tタッチ
ボディワーク 

4. コミュニケーション、協力や信頼を向上させるためのリーディングのエク
ササイズ  

5. 身体的、精神的、感情的なバランスを動物が見つけることができるよう
な、様々な道具の使用 

 2



 

テリントンTタッチは、1975年にもともとは馬に用いるために、リンダ・テリ
ントン・ジョーンズにより考え出されました。犬のためのTタッチは1990年代
初頭に考え出され、あらゆる動物に使えるように進化してきました。Tタッチは
6大陸に及ぶ30か国で使われており、世界各国で1000名以上のプラクティショ
ナーを認定してきたことを誇りに思っています。リンダ・テリントン・ジョーン
ズは、12か国語で出版されている19本のビデオと15冊の図書の著者で、83歳
の現在も、熱心に執筆と教育活動に携わっています！ 
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Tタッチの要素

アプローチと
ハンドリング

ボディ 
ワーク

グラウンド
ワーク

ツール

観察 フィードバック

尊重の理念

そして



はじめにやること ‒ 観察 

どのような旅やプロセスでも、開始地点を確認することが大切です。Tタッチに
おいて最も重要なことの一つが変化に気づくということです。はじめがどのよう
な状態だったか観察していなければ、何が変化したか気づくことが難しくなりま
す。 

観察の技術を使い動物を評価し理解するということは、その動物にレッテルを
貼ったり判断を下すということではありません。観察するということは、それを
実施した時点で「観察して得た点に気づく」ということです。  

私たちは、視覚及び感覚を駆使した観察を使い「探偵」になるのです。観察した
ことが何であってもそれに気づくということは、対応しなければならない課題に
ついて理解を深める手助けとなるヒントを集めるようなことです。このように作
業することが、行動や健康に影響を及ぼしているかもしれない根底にある問題や
根本にある原因を理解する手助けとなりうるのです。  

犬が発しているフィードバックに気づけるように、私たちは常に犬を観察してい
るのです。犬に「対して」Tタッチをしているのではなく、犬と「一緒に」Tタッ
チをしているのです。今この瞬間を共にして、彼らの反応を私たちがやることの
指針として受け止めることで、信頼関係を築き、取り組んでいる作業の成功率を
高めることができます。 

観察は、動物に限らず私たち自身に対して使える技術でもあります。私たちが
やっていることがどれだけ動物たちに影響を及ぼしているのかという点に気づく
ことができるのです。 

姿勢を変え、犬に変化をもたらす 

姿勢は、行動や感情と密接に関係していると言われています。これは人に対して
はもちろん、犬に対しても言えることです。悲しんでいたり落ち込んでいる人
は、前かがみの姿勢でいることが多いですが、自信がみなぎっており楽しい気分
の人は、よりリラックスし、直立した姿勢を保っています。身構えている人は、
固く直立した姿勢をとっているかもしれません。このようなことは、犬にも言え
ることです。頭を低くししっぽをお尻の下に入れている犬は、何かに対して恐怖
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を感じていると捉えることができます。興奮した犬は、固く直立した姿勢をとっ
ている場合があります。 

「安心した犬の姿勢」でいることの手助けをしてあげることが、行動の改善につ
ながる場合もあります。身体的、精神的、そして感情的なバランスはつながって
おり、相互作用しています。このつながりを認識し、自信を持った姿勢と健康的
なバランスのサポートをするだけで、多くの動物たちの手助けをすることができ
るのです。  

緊張のパターンを見つける 

よくある緊張のパターンを示すサインには、次のようなものが含まれます。  

1. 犬の身体の敏感な部分。これ以外の部位と比べ、これらの部位を触られるこ
とに対し、動物は不安を覚えるかもしれません。 

2. 被毛の感触の違い。他の部位より、よりザラザラしていたり、乾燥していた
り、被毛に癖がついていたりするかもしれません。 

3. 他の部位よりも温かい、または冷たい部分 
4. 触った時に皮膚がピクピクする部分 
5. 皮膚やその下の筋組織が緊張している部分 

これらの緊張している箇所は必ずしも身体的な問題があることを示しているわけ
ではありませんが、人間において肩が凝っている時にそれが頭痛を引き起こし、
イライラや激しい気分の変化に至るように、緊張している箇所が行動に大きな影
響を及ぼしている場合があります。  

テリントンTタッチは、細胞と神経系に働きかけることにより、このような習慣
化してしまっている緊張のパターンを軽減する手助けにもなるのです。 

緊張のパターンは、怪我や獣医療的な問題、トラウマ、不適切な管理やトレーニ
ングなどによって引き起こされることもあります。 
また、犬によっては緊張のパターンを持って生まれてくるものいます。さらに、
動物も人間のように、日常生活を送る結果として身体に緊張が溜まることもあり
ます。 
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テリントンTタッチを用いる 

Tタッチの様々な要素をどのようにして用いるかについては、多岐にわたる事項
を検討する必要があります。もちろん、Tタッチの理念と観察の技術は常に用い
ます。場合によっては、リーディングから始めることもあります。あるいは、ボ
ディワークから始めるケースもあります。また、犬が身に着けている犬具を調整
したり変更したりということが、最も適切な開始地点である場合もあります。正
しい答えはなく、多くの場合、簡単にできそうなことから始め、そこから進めて
いくということがベストなのです。 

ボディワーク 

Tタッチのボディワークを開始する時は、犬にとって安心できる身体の部位から
始めて、接触に対してより敏感な部分に向かって徐々に進めていくという形をと
ります。  犬に対して、私たちがやっていることについて常にフィードバックを
発信するという選択肢を与えるということが重要です。このため、体勢を変えた
りその場から動くことを妨げるような号令を犬にかけておくということは絶対に
やってはいけません。やさしくコンテイン（手を添えてその場にいてもらえるよ
うにする）するか、一緒にいてもらえるように犬を誘うようにすることにより、
犬は自分がどのように感じているかを伝えることができます。 

サークルのTタッチを実践する際に覚えておくべき重要なポイント 

1) 皮膚を時計回りに1と1/4回動かし（被毛の上を滑らせるだけということはし
ない）、止まって、そして別の場所に移動します。皮膚があまり動かない部分の
場合（例えば足など）、動きは小さい、または犬の皮膚よりは自分の指の腹によ
るものである場合もあります。 
2) 軽い圧でやること（自分の瞼にとって心地よい程度）。 
3) 指を使ったTタッチについては、親指のコネクションを忘れないこと。 
4) 呼吸をし、楽な体勢を保つことを忘れないこと。 
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一般的な Tタッチやリフト 

アバロニ（アワビ）‒ 手のひら全部              

ウンピョウ‒ 指の腹 

アライグマ‒ 指の先 

パイソンリフト‒ 片手または両手でやさしくリフトし、止まって、開始地点まで
皮膚をおろすことによってゆっくりリリースします。 
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時計の6時は、足またはしっぽの方向。 



コイルドパイソン- どのようなサークルのTタッチでも、一つのスムーズな動作
によりパイソンリフトを終わりに付け足すことができます。これがコイルドパイ
ソンです。一番一般的なのは、アバロニにパイソンリフトをつけた形です。 
 

 

  

他にも様々なTタッチがあり、コースに出席している犬によって、または参加者
の目標によってはそれらも紹介します。 
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パイソンリフトをつけた 
Tタッチ

足、しっぽの方向



先端部位のワーク 

口のTタッチ‒ 犬の多くは口周りが緊張しています。口のTタッチは、感情面の問
題や、吠える・なめる・かじる・かむなどの口に関連する望まない行動を抱える
犬たちにとって重要なタッチです。  

犬の横または後ろにいる体勢で、片手をあごに添えて、もう一方の手で鼻口部の
上を撫でていくつかTタッチをします。情報を処理するために、十分な時間を与
えてください。 

耳のTタッチ‒ 耳のタッチは、多くの犬に対して落ち着き効果をもたらし、また
病気や怪我の際の手助けにもなります。獣医療の代替では決してありませんが、
耳のTタッチは、犬がショック状態に陥ることを予防したり、ショック状態から
回復する手助けにもなります。また、車酔いや高齢犬のサポートのためにも役立
ちます。  

根元でやさしく耳を回し、根元から先端に向けて自分の指を耳に沿ってスライド
させます（耳は自分の親指とその他の指に挟まれた状態で行います）。 
根元から先端に向けて小さなサークルTタッチをやって、耳の表面を網羅するこ
ともできます。 

しっぽの Tタッチ‒ しっぽにTタッチを用いることは、怖がりな犬や、背中や腰
に痛みを抱えている犬にとってとても役立ちます。 

根元からしっぽを回し、やさしく脊椎をほぐし、そしてやさしくしっぽを伸ばし
てから伸ばしたものをゆっくりリリースします。犬によっては、しっぽの根元の
パイソンリフトから始めたり、身体にしっぽを使ってTタッチをするということ
から始めることが良いかもしれません。  
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ボティラップ 

ボディラップは、犬がよりバランスが取れ、自信を持つことの手助けをします。
怖がりな犬、緊張しがちな犬、過剰反応してしまう犬に最適で、動作やパフォー
マンスの向上につながります。ボディラップで、高齢犬がより楽に動けるように
なる手助けもでき、病気や怪我から回復している犬のサポートとしても用いるこ
とができます。 

ボディラップには様々な巻き方があります。ハーフラップはその一例です。 

 

ハーネス 

犬の首に圧がかかると、背骨や気管の損傷、脳への血流や酸素流の減退などを含
む身体的・感情的問題につながったり、甲状腺の異常にも寄与すると言われてい
ます。首に圧がかかると攻撃性が増したり、腰や肩への負担にもなります。 

リードなどを装着する接点、コンタクトのポインが二つある、楽で適切なフィッ
ティングをしたハーネスは、犬との明確なコミュニケーションと、望まない犬の
行動を変える手助けをするためには重要な要素です。  
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基本的なリードの技術 

リードのワークは犬のテリントンTタッチの最も影響力が強い側面の一つです。
意識したリードワークは、動物を脅したり力を使ったりせずに、習慣化した姿勢
や動作などのパターンを乗り越える手助けの手段となります。  
リードを付けて、犬がよりバランスの取れた状態に至る手助けをすることによ
り、過剰反応、リードの引っ張りや、その他の「問題」を、やさしくかつ思いや
りのある方法で軽減することができるのです。リードワークのエクササイズの多
くはテリントンTタッチの手法独特のものであり、強制やディストラクション
（気を紛らすこと）なしに一貫した心地よいリードをたるませた状態での歩行を
作り出す手助けをすることができるのです。これは、犬のウェルビーイングに必
須な身体的、精神的、感情的バランスにとっても重要な要素です。 

犬と立ち止まっている状態でも、様々なエレメンツ（要素を）取り込んだ
Playground of Higher Learning（障害物などを配置した運動場）を使った作
業をしている時でも、リードを付けて犬と歩くということは、Tタッチのワーク
の中でも必須の部分です。 

これらのリーディングエクササイズとハーネスやリードなどの道具の活用がT
タッチがその他のボディワークを活用する手法と異なる部分の一つであり、T
タッチが多岐にわたる状況において役立つ理由の一つです。 
動作を通して姿勢のパターンを変化させることは、ボディワークの効果を保ち、
痛みや緊張に関連した行動パターンを変容させることにも役立ちます。  

様々なエレメンツ（ラビリンス、コーン、床材や、跨いだり通り抜けたりできる
その他の道具など）を使った「ハイヤーラーニングのプレイグラウンド」( 
Plauground of Higher Learning)でのテリントンTタッチのエクササイズは、
自制心、集中力、自信、協力、バランス、そしてコーディネーションの向上・改
善につながります。  
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Tタッチバランスリード 

バランスリードは、いつでも実質どのようなリードやハーネス・カラーでも使え
る汎用性を持ち合わせています。このような理由から、バランスリードは、ハー
ネスと2ポイントのコンタクト（２か所にリードの接点がある）を使うことがで
きないあらゆる状況において最適なツールとなります。自身の犬が通常はたるん
だリードで歩けるが、時々バランスを取り戻すための手助けが必要などの場合に
おいてとても便利です。また、アニマルシェルターに携わる者、トリマーや、獣
医科病院の職員などにとってもとても良いツールとなります。犬をコンテインメ
ントし、Tタッチのボディワークを実践する際に用いることもできます。 

次の図は、Tタッチバランスリードのバリエーションを二つ示したものです。 
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The Five Questions Tellington TTouch Overall Goals 
‒ A Process for “Just Do The Work” 

5つの質問 
テリントンTタッチの総合的な目標 - 「ただ行うだけ」のプロセス 

  By Debby Potts, Tellington TTouch Instructor  
動物と共に何かを行うときには常に、以下のポイントを考えるようにしましょう。 
こうあって欲しくないと私たちが思うことを止めさせるために何かを行うのではなく、動物たち
か最善の状態でいられるように手助けしているということを忘れないでください。 
私たちがその点を忘れなければ、あらゆる問題を解決できるでしょう。 
以下のポイントを考慮に入れることで、テリントンTタッチのどのテクニックを選択すればよい
かを決める際に役立つでしょう。 
ここでは犬を例に説明していますが、どんな動物にも適用できます。  
1）Is the dog in the best physical, mental and emotional balance?  
犬は身体的、精神的、感情的なバランスが最善の状態にありますか?  
総合的なバランスは、人間にとっても動物にとっても、非常に重要な考慮すべき事がらです。 
身体的、精神的、感情的なバランスは、すべて繋がっていてそれぞれに影響を及ぼし合っていま
す。犬がリードを引っ張っていれば、身体的なバランスが崩れた状態になり、結果として過敏に
反応しやすく過度に感情的になりがちです。こういった見地から犬の行動問題を扱えるようにな
ることで、これまで他の方法で改善されなかった問題を抱えた犬を手助けできるようになるので
す。Tタッチには、バランスを改善するためのテクニックがたくさんあります。  
2）Is the dog as comfortable in his body as possible?  
犬の身体はできるかぎり快適な状態にありますか?  
肩がこっていたり背中が痛かったりしたときのことを覚えていますか。 
そんなとき、多分いつもより忍耐強くなかったり、 周りの人のちょっとした言動にも過敏に反
応したりしたのではないでしょうか。きちんと考えられなかったり、いつもなら楽しんでやって
いたことでもできなくなったりしたかもしれません。私たち人間と同じように、多くの犬も身体
に緊張を抱え、その緊張が健康、行動、競技等の成績に影響を及ぼします。痛み、恐怖、あるい
は痛みを予期するだけでも、 犬の生活に大きな影響を及ぼすことがあります。私たちの目標
は、リラックス（それが役立つ場合もありますが）ではなく、緊張を解きほぐすことに他なりま
せん。 
Tタッチは、犬の抱える痛みと緊張を和らげることにより、反射的に反応してしまうのではな
く、考えて行動できるようにしていきます。  

 13



3）Does the dog have self-control?  
犬はセルフ・コントロール(自制) ができていますか?  
犬が自制できれば、より安全に、より穏やかに、そしてより簡単に、犬と何かをすることができ
ます。私たちは皆、子供の頃に、騒いでいたくても、おとなしく座って静かにしていることを学
ばなくてはなりませんでした。私たちの犬も、人間の文化と暮らしの中でうまく生きていくため
に、同じことを学ばなければなりません。ただ、ここで言う「学ぶ」とはトレーニ ングではあ
りません。多くの犬は、服従命令に従うことはとてもよくできますが、コマンドがないと自分で
はどうしたらよいかわかりません。扱いが難しいからという理由で、あまりにも多くの犬が何か
につけてコマンドをかけられ、人から離れたところでケージ管理され過ぎています。 
多くのTタッチのテクニック、特にグラウンドワークは、犬が人と共に楽しく暮らすために必要
な自制を育む手助けができます。  
4）Are you communicating clearly?  
あなたは明確なコミュニケーションをとっていますか?  
私たちは、実際にはうまくコミュニケーションがとれていないときにも、明確なコミュニケー
ションをとっていると思い込んでいることがあります。コミュニケーションは、同じ言語を話す
人間同士でも難しい場合があります。明確なコミュニケーションは、私たちが犬に望むこと（望
まないことではなく）を明確にイメージできていること、そして、その意図を明確に伝えるため
のツールとテクニックを使用することにかかっています。私たちがより明確であれば、驚くほど
私たちの犬は賢くなるでしょう。また、犬が伝えようとしていることを、あなたがどれだけ理解
できるかにもかかっています。 
犬が好ましくない行動をしていると、どのように判断していますか? 犬が興奮している、喜んで
いる、神経質になっているとあなたが思うのは、犬がどのような行動をとっているときですか? 
自分の思い込みに縛られるのではなく、心を開いておきましょう。  
5）Are you building a relationship of trust?  
あなたは信頼関係を築いていますか?  
上述したポイントはすべて、信頼関係を築くことに関わっています。 
信頼関係を築くことは、Tタッチの理念で最も重要な部分です。犬にあなたを信頼させようとし
てもできません。信頼とは、あなたの行いの結果として得られるものです。  
私たちが犬に一方的に何かを行うのでなく、犬と共に行います。行う過程を細分化して、どうす
れば妥当かを考えてみましょう。犬の観点を考慮して、あなたが取るべき行動を選択していきま
しょう。 
Tタッチは、信頼と敬意に裏付けられた関係を築き、犬と共に何かを行う際に、より安全に、 
より簡単にできるようにしていきます。それだけではなく、新たな成果を生み出し、あなたが予
期しなかったような関係を育む可能性を広げます。  

Debby Potts  Lauren McCall 
Tellington TTouch Instructors 

The Integrated Animal 
www.IntegratedAnimal.com
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