全 WUSV 加盟協会へお知らせ
2020 年 3 月 23 日
SV ジャッジリリースに対する VDH 命令に関して
各位：
FCI に加盟していない WUSV 加盟協会の大成功：ドルトムント地方裁判所は、2020
年 3 月 4 日の判決で、VDH が自由競争法に違反していることを確認しました。 VDH
は SV に対して、非 FCI 加盟の WUSV メンバーが開催する国内および国際イベント
での、SV 審査員の使用を禁止する命令をしてはなりません。そのような取り決めは
競争を制限することになるので無効となります。SV はすべての WUSV 加盟協会に審
査員の派遣を再承認します。そして、最も重要なことは、ハンガリーでの世界選手権
が計画通りに行われることです。
裁判所は、2020 年 2 月 12 日の決定を完全に再確認しました。 VDH の命令は、FCI
に加盟していない WUSV 加盟協会が開催する訓練試験やイベントを違法に制限して
いることを改めて確認しました。裁判所は VDH の命令の正当性を認めませんでした。
それどころか、裁判所によると、この命令の目的は、非 FCI 加盟の WUSV 加盟協会
のイベント開催を妨害することを目的としていたことが明らかになりました。
法的措置の背景には、FCI の運営範囲外で正当かつ必要な犬学活動のために、SV 審
査員を誰が使用できるかという問題がありました。これは、第三者（FCI）が当事者
（非 FCI 加盟団体）のイベントを開催できないようにすることで、自分（FCI）の商
業的利益を保護しようとした行為であり、それは、当局や多数の類似裁判事例によっ
て確認されました。一般周知されているとおり、ドイツ・シェパード犬の繁殖に関し
て、WUSV のメンバーは高い基準を設定しています。
3 名の申立人の代表である、グライス・ルッツ法律事務所は、ドルトムント地方裁判
所で訴訟を行い、仮差止を確保しました。これは、犬学市場運営の永続的な合法的基
盤を確立するための重要なステップです。私たちの、世界的団結と愛するドイツ・シ
ェパード犬を保護するための努力は止まることも動揺することもありません。
SV 審査員を希望するすべての人は、標準的な手順で SV にリクエストを送信してく
ださい。
敬具
ハインリッヒ・メスラー
WUSV 会長
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Instruction VDH – Judge Releases SV
Ladies and Gentlemen:
Great success for the non-FCI affiliated WUSV clubs: Dortmund District Court confirmed
in its judgment of 4 March 2020 that VDH is in breach of competition law. VDH must not
order SV to exclude non-FCI affiliated WUSV members from obtaining SV judges for
national and international events. Such order restricts competition and is void.
Consequently, SV has started sending its judges to all WUSV clubs again. Most
importantly, the World Championship in Hungary and the trials can take place as planned.
The court fully confirmed its decision of 12 February 2020 in substance. It confirmed once
more that VDH’s order illegally restricts the possibilities for non-FCI affiliated WUSV clubs
to organize trials and other events. The court does not see any justification for such
order. To the contrary: according to the court, the instruction has as its object the
prevention of non-FCI affiliated WUSV clubs from organizing their own events.
The background to the legal action is the question of who is allowed to obtain SV judges
for legitimate and necessary cynological activity outside of the FCI sphere of operation. It
confirms a number of decisions by competition authorities and other courts where
federations tried to protect their own commercial interests by preventing others from
organizing their own events. As everyone knows, the members of WUSV set a high
standard when it comes to Schäferhund breeding.
The law firm, Gleiss Lutz, representative of the three applicants, conducted the
proceedings before Dortmund District Court , thereby securing the preliminary injunction.
It is another essential step on the way to setting a permanent lawful foundation for the
operation of the cynological market. We will not rest or waver in our efforts to protect our
World Union and our beloved breed.
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All who wish to engage SV-judges should now submit their requests through standard
procedures.
With kind regards,

Professor Dr. Heinrich Meßler
WUSV President
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