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摘発する喜びを犬とともに分かち合う

〜麻薬探知犬業務のエキスパートに聞く〜

麻薬等の匂いを嗅ぎ分け、不正薬物の我が国への密輸入を水際で阻止する麻薬探知犬は、摘発に
欠かせない存在です。そんな麻薬探知犬の育成や、犬を操るハンドラーの仕事も税関の重要な仕事
の一つです。
今月号では、
麻薬探知犬の育成・訓練を一括して行う麻薬探知犬訓練センターで、育成インストラク
ターとして働いている小副川 幸雄さんにお話を伺いました。

月報編集部

犬と心を通わせ︑摘発を目指す
――これまでに経験した麻薬探知犬に関す

経験しています。

―― 貨 物 検 査 対 応 犬 と 旅 具 検 査 対 応 犬 で

は、検査場所以外で違いはありますか。

の検査場所には人がいないので、人の匂い

根本的な違いとしては、貨物検査対応犬

これまで麻薬探知犬ハンドラー（ハンド

を嗅ぐこともなく、比較的本能のままに検

る仕事について教えてください。
ラー）と育成インストラクター（インスト

査ができますが、旅具検査対応犬の場合は

入国検査場内が検査場所のため、事故につ

ラクター）の業務を経験してきました。
まずハンドラーについてですが、ハンド

ながるおそれがあるので走り回ることがで

ハンドラーの側から見ると、貨物検査対

ラーと麻薬探知犬がペアとなり、成田空港

どを行う仕事です。麻薬探知犬は、主に旅

応犬の場合はベルトコンベアに沿って荷物

きず、人に制御されながら検査することに

客の機内預託手荷物、貨物、郵便物を検査

の匂いを嗅ぐといったように麻薬探知犬を

なります。

する貨物検査対応犬と、主に入国検査場内

コントロールすれば良いのですが、旅具検

や羽田空港での手荷物の探知業務、ならび

の旅客や手荷物を検査する旅具検査対応犬

査対応犬の場合、人の動きは規則的ではあ

に国際郵便局での国際郵便物の探知業務な

の二種類に分かれ、私は両方のハンドラー

的に検査することができるのかをハンド

りませんので、どうすれば複数の人を効率
現職でもあるインストラクターは、麻薬

ラーが瞬時に判断し、麻薬探知犬をコント

を経験しています。
探知犬を育成することが主な仕事となりま

ロールしなければなりません。

実は希望してこの仕事に携わったわけで

――麻薬探知犬に関する仕事を希望してい
練には、新人のハンドラーも研修生として

はないのですが、初めてハンドラーの仕事

す。麻薬探知犬の育成は、公募によって集

参加しますので、その指導、育成も兼ねる

をした時の出来事がきっかけでこの仕事の

まった候補犬を約四か月の期間をかけて訓

ことになります。なお、育成訓練は春と秋

魅力にとりつかれてしまいました。ハンド

たのでしょうか。

の年二回行っています。私はこれまで、一

ラー一年目は、非常に優秀な麻薬探知犬を

練し、麻薬探知犬に育て上げます。この訓

〇年以上という長い期間麻薬探知犬業務を
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しているのかと指摘されて初めて気付きま

の状況を見た上司から、こんな状態で満足

いることさえも自覚することができず、こ

もので、当時の私はどん底の状態になって

つ変化していっていることには気付かない

知犬と接していると、麻薬探知犬が少しず

ん底の状態となっていました。毎日麻薬探

が匂いを嗅ぐよう指示をしても従わないど

探知犬が検査を楽しそうにしなくなり、私

の未熟さが現れ、あれほど優秀だった麻薬

しっかり行うことができなかったという私

薬探知犬の能力を維持するための訓練を

定期的に麻薬等の匂いを嗅がせるなど、麻

有頂天になっていました。
二年目に入る頃、

なわけではないにもかかわらず、ちょっと

見する回数は一番多かったので、私が優秀

量の不正薬物の摘発はなくとも、少量を発

担当したこともあり順調に仕事ができ、大

きた時はもっと面白いです。

ことが面白いですし、そこで何かを発見で

この仕事の醍醐味で、常に考えさせられる

ない時があります。答えがないというのも

事は、どんなに経験を積んでも答えが見え

えが見えた時はいいのですが、私たちの仕

れてしまいました。私の場合のように、答

の仕事は本当に面白いなと感じてとりつか

を出すことができたという経験をして、こ

探知犬が良い状態に戻り、摘発という結果

底の状態からいろいろな訓練を試みて麻薬

正薬物を摘発することができました。どん

ところ、三か月目ぐらいにやっと大量の不

司とともに訓練をし続け、能力が回復した

ことを改めて教えられました。その後、上

犬の気持ちがこんなにも大切なんだという

と言ってくれて、そこで訓練の大切さや、

ん底だから、あとは上がっていくしかない」

と落ち込んでいると、その上司は「今はど

と摘発していましたので、本当にまずいな

することができない中、同期や後輩は着々

した。私がなかなか大量の不正薬物を摘発

独で業務を行うのでしょうか。

――ハンドラーは、麻薬探知犬とともに単

だと思っています。

や技術は必要ですが、一番大切なのは愛情

思っています。もちろん、ある程度の知識

心できる』と信頼してくれるようになると

を見てくれている』、『この人がいるなら安

ような他愛のない会話をすることで『自分

色でちゃんと感じることができます。その

意味は分からなくても、犬は人の表情や声

よう』、『今日も頑張ったな』など、言葉の

物ですので通じるようになります。『おは

りますし、真剣に犬と向き合えば、同じ動

目を見れば考えが何となく分かるようにな

す。犬と接する時間が長ければ長いほど、

いることは探知業務以外での触れ合いで

毎日の積み重ねが必要です。私が心掛けて

関係が理想だと思っていますが、これには

く振って喜ぶ、叱るとシュンとするなどの

をキラキラさせて従う、褒めると尾を激し

います。ハンドラーから出される命令に目

知犬との関係で大切なのは主従関係だと思

も自分ができた上で言うようにしていま

を加えたチームを編成して探知業務に当た

ハンドラーと麻薬探知犬は、単独で探知

ハンドラーの場合、使役犬である麻薬探

す。教えるというのは非常に難しいことで

――業務を行う上で、会話できない麻薬探

る楽しみを常に伝えられるように考えてい

業務を行うことはありません。二、三名の

ます。毎日犬と触れ合い、わくわくドキド

知犬との連携が不可欠だと思うのですが、

ります。チーム内のハンドラーは、不正薬

すが、自分自身ができるからこそ人に教え

ハンドラーとそれぞれが担当する麻薬探知

物の探知を見逃さないようにするため、他

キしながらいろいろな訓練に取り組んで、

ることができ、信頼関係も築くことができ

どのように信頼関係を構築するのでしょう

のハンドラーの探知状況等を確認し、気付

どういう訓練が犬に合うかを考えて、犬の

ると信じていますので、研修生と会って早

犬の他に探知業務の際の補助に当たる職員

いたことについてお互いに言って確認し合

気持ちを理解しながらやっていくことがこ

い時点で「とにかく自分を信じて辛い時も

か。

うようにしていますので、先輩後輩なく言

の仕事の魅力でもあり難しいところだと思

食らいついてきてほしい。そうしたら絶対

門）の職員や旅客の検査を担当している部

貨 物の検 査 を 担 当 している 部 門（ 検 査 部

言わないということも心掛けています。受

また、自分ができないことを研修生には

られると思います。こうした信頼関係を築

たとえ訓練で嫌なことがあっても乗り越え

うにしています。強い信頼関係があれば、

に良い麻薬探知犬が育てられる」と言うよ

くためにも、自分は絶対に仕事では手を抜

け持っている研修生が、私のことを口先だ
く揺らぎますし、自分ができることが少な

いてはダメだと肝に銘じていますし、後輩

けじゃないかと思ってしまうと信頼が大き

非常に重要になっています。ハンドラーも

いと、研修生にも低いレベルのことしか教

知業務に当たりますので、チームワークが
含め、他部門の職員も「不正薬物の水際阻

のインストラクターにもそう教えています。
――自分を信用すれば絶対に上手くいくと

えられませんので、どんなに難しいことで

現在の職場は非常に士気が高く、税関の中

言い切れるってすごいですね。

わくわくドキドキしながら、最終的には麻

は、そういったプレッシャーを受けつつ、

てることはできないと思います。研修生に

うにしないと、いい麻薬探知犬も人材も育

ためには自分にもプレッシャーをかけるよ

シャーがかかっています。それを和らげる

訓練に参加しますので、ものすごいプレッ

きてくれという税関の期待を一身に受けて

来る研修生は、良い麻薬探知犬を育成して

しか育成されませんので、全国の税関から

税関の麻薬探知犬はこの訓練センターで

でも熱い職場ではないかと思っています 。

﹁教える﹂ために絶対的な信頼関
係を築く
――インストラクターの業務は「教えるこ
と」が中心となりますが、人に教える上で
留意していることなどを教えてください。
現在の職場は、麻薬探知犬に関する仕事
を一から教える場ですので、自分の力で
パートナーとなる麻薬探知犬を一から育て
て、一緒に仕事をして摘発する経験ができ

候補犬を訓練する様子

止」という共通の使命感を持っております。

門（旅具通関部門）の職員とも連携して探

また、探知業務の現場においては、輸入

い合える雰囲気が大切だと思います。
います。

小副川 幸雄さんと候補犬

32
人事院月報
2015 6月号
No.790

人事院月報

33

摘発する喜びを犬とともに分かち合う〜麻薬探知犬業務のエキスパートに聞く〜
インタビュー

訓練をしていて迷う時もあります。でも、

はありませんので自信がない時もあれば、

正直に言うと、私も人間ですし、完璧で

らえればいいのかなと思います。

しかったという思いを少しでも分かっても

薬探知犬を育てることは厳しかったけど楽

その場を去ったのですが、その日以降、検

「よしよし」と声をかけて安心させながら

とがあったのかなと思って、麻薬探知犬に

私はその原因を、旅客との間で何か嫌なこ

なり、動かなくなる状態）しまいました。

たある日、検査中に伏せ込んで（腹ばいに

原因判明後、すぐに能力回復訓練を開始

しいと思ったのではと私は推測しました。

ると学習し、検査をするより伏せた方が楽

してくれるだけでなく、触れ合ってもくれ

とで、嫌なことがあったら伏せれば優しく

言って安心させてその場から引き離したこ

せた時に、私が基本通りに「よしよし」と

考えて考えていろいろ試してみて、やっ

しました。訓練の序盤では、キング号と目

と答えを見つけられたという経験は私に

査場内をあからさまに嫌がるそぶりを見せ

そこから上司と二人で、伏せ込んでしま
とって大きな自信となりましたし、些細な

るようになり、日を増すごとに検査場内で

う原因を究明するために、初歩訓練から開
ことに対して、ハンドラーが大げさに扱っ

迷っている姿を研修生に見せると研修生は

始することになりましたが、なかなか原因
てしまうことで、こうした事態に陥ってし

余計迷ってしまい、麻薬探知犬もそれを見

が判明できませんでした。二週間が過ぎた
まうという経験は自分の引き出しとして蓄

を合わせないようフォローしながら基本的

頃、麻薬探知犬との信頼関係を構築するた
積されています。

伏せ込む回数も増えていきました。上司も

めに歩行訓練を行った際に、伏せ込んだ瞬
――麻薬探知犬に関する仕事の醍醐味を教

てどんどん悪い方向にいってしまいますの

――これまでの仕事で苦労したことはあり
間に目が合っていることにふと気付き、そ
えてください。

な訓練を繰り返し繰り返し行いました。そ

ますか。
の後、意図的に目を合わせるとやはり麻薬

麻薬探知犬とともに不正薬物の摘発がで

これを見ていて、このままでは麻薬探知犬

ハンドラー時代に、初めて自分で育てた
探知犬が伏せたのです。その瞬間、旅客に

きることです。税関には多くの部署があり

で、迷っているところは絶対に見せないよ

麻薬探知犬が現場に出てすぐにクビになり
対する怯えだと考えていた伏せ込みの原因

ますが、パートナーである麻薬探知犬とと

うすると次第に伏せ込む回数が減ってい

かけた時には苦労しました。旅具検査対応
は、実はハンドラーに対する甘えだとビ

伝承されるという、いうなれば職人技の継

として働くことは困難であるため、一か月

犬のキング号という麻薬探知犬だったので
ビッと感じました。麻薬探知犬が初めて伏

承という形で受け継がれていきますので、

うにしています。難しいのですが、迷って

すが、最初は非常に調子も良く意欲的に検

その時は麻薬探知犬の鼻使いから、麻薬探

摘発できる麻薬探知犬の育成と、摘発でき

き、一か月後には無事に現場復帰すること

査をしていました。
しかし、
二か月ほど経っ

知犬が何かに気付いて一生懸命探している

るハンドラーを育てることは常に変わらな

の能力回復訓練を行い、もし回復しないよ

もに仕事ができる部署はここだけです。摘
ことが分かったのでそのまま匂いを追わせ

い目標です。そのためには、自分自身が理

いる時は切り替えさせることが非常に大切

発には犬の成長と自分の成長が不可欠です

たところ、三段目にある麻薬を発見するこ

想とする、若しくは ＂そうなりたい＂ とい

になりました。復帰して二週間後には、キ

が、犬の訓練方法や自身のハンドリング技

とができました。先ほどお話ししたとおり、

う職員像である「自分がこれまで培ってき

うであれば認定解除（麻薬探知犬の認定を

術の向上について積極的に考え工夫を凝ら

私は初めて大量の不正薬物を摘発するまで

たノウハウを正しく、そして分かりやすく

で、まずは人を切り替えさせるために、い

すことで、必ず結果に結びつく仕事だと

の期間が一年三か月と長く、苦労があった

後輩や研修生に伝え、指導し、常にやる気

ング号にとって初めての摘発をすることが

思っています。

上での摘発でしたので「やっとやったぞ。」

を持たせることのできる職員」でありたい

取り消す）も視野にいれるとの判断が下り

麻薬探知犬が不正薬物に対して反応を示

という、うれしい気持ちでいっぱいになり

と考えています。そして、日本には優秀な

ろいろ試行錯誤しながらどうしたらいいか

し、ハンドラーが麻薬探知犬の動きを見逃

ました。上司に摘発を報告すると、普段は

できました。

さずに検査担当者へ通報することで初めて

厳しいのに、まるで自分のことのように喜

ました。

摘発になるのですが、反応から通報までの

麻薬探知犬がいるということが世界中に知

を導き出すようにしています。

短い時間の中には麻薬探知犬とハンドラー

んでくれて、改めてチームで仕事をしてい

考えて試行錯誤し︑どこにも載っ
ていない答えを探し出す喜び

との心の中での会話、意思の疎通や絆を感じ

れ渡って、密輸の減少につなげることがで
す。

きれば、それが理想なのかなと思っていま

るんだということが実感できました。
麻薬探知犬をうまく扱えないハンドラー

ることができます。摘発した時の喜びが犬と
人の分で二倍あるのではないでしょうか。

でも、摘発ができると仕事の魅力を感じ、
躍的に伸びていろいろなことを考え出した

――大量の不正薬物を初めて摘発した時は
私は郵便物の中から見つけたのですが、

りしますので、やはり摘発することがこの

麻薬探知犬との接し方や仕事を覚えて、飛

今でもその時の状況を鮮明に覚えていま

仕事の醍醐味であり、最も大切なことだと

どんな気持ちでしたか。

す。かごに入っている郵便物が三段積みに

思います。

密輸の減少につながる技術を伝承
する

なっていて、それが一〇列ぐらい並んでい
る状況で、通常ですと一列目から順番に検
査していくのですが、その時は、麻薬探知
犬が何かを感じた気配でいきなり五列目ま
で進んでいったんです。おそらく一年目の

麻薬探知犬を扱う技術は、先輩から後輩

――今後の目標や理想はありますか。

ず、一列目からしっかり検査するよう麻薬

へ、インストラクターから研修生へ技術が

自分だったら麻薬探知犬の動きをあまり見
探知犬を無理矢理戻したと思うのですが、

過去に活躍した麻薬探知犬たち
（麻薬探知犬訓練センターにて）
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