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第2章の「イヌのしくみ」では、イヌの能力ともいうべき、嗅覚、視覚、

聴覚、味覚、触覚について、最新の最新データをふまえながら詳
つまび

らかにし

ます。イヌとヒトの世界がいかに違うのか実感していただけると思います。

第3章の「イヌのことばを聞く」では、イヌ語について筆者独自の解釈を

交えながら、解説します。特に、「支配」「服従」の単純な図式からだけで

は見えてこないイヌのボディー・ランゲージについて、ページを割きます。

最後の第4章「イヌとの生活」では、家庭犬との暮らしについて、「これ

だけは」と思われる事項に絞り、実用性に富んだ記述に努めます。

そして全編を通しての見どころ、読みどころは、イラストレーターの秋

田綾子さんのすばらしいイラストです。

この本を読むことで、イヌの面白さ、楽しさを実感してほしいと思いま

す。それこそが、筆者が伝えたいことなのです。その意味で、本書の原典

ともいえる『犬は「しつけ」で育てるな！─群れの観察と動物行動学から

わかったイヌの生態』を併読されることをおすすめします。

イヌの行動学は、進歩の途上にあります。本書の記述について、「反論」

が出ることを歓迎します。それが科学的に検証された反論であるなら、イ

ヌについての理解がよりいっそう深まるに違いありません。仮説は今後も

検証され、修正されていくべきものです。

堀　明
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