
”ＷＵＳＶシンポジウム”ＳＶＪによる日本Ｓ犬界の新たなる歩み

シンポジウム＆パーティーには１００人を超す関係者が参加！

第一幕 ショッキングな事実。ＷＵＳＶ会員がなすべきこと。
２月２２日（土）午後３時からダイヤモンド滋賀ホテル大宴会場において、ＳＶＪ主催のＷＵＳＶシンポジウムが開催された。

開始早々、ＳＶＪ益⽥事務局⻑がショッキングな事実を公開「皆さんここ数年のＳ⽝界のただならぬ騒ぎを、誰かと誰かの単な

る喧嘩だと思っていませんか？実は今の状況は１０年以上も前から取り組んできたことなんです」会場の一同は理解できない様

⼦。続けて益⽥⽒は「これは私が１０年前にヘンケ会⻑に個人的に出した手紙です。ヘンケ会⻑の前のメシュラー会⻑にもヘル

マン・マーチン会⻑にも渡しました」と言って取り出した手紙を読み始める。その内容は、日本ではＷＵＳＶにＪＳＶとＰＤ、

二つの団体が加盟しているが、お互いに血統書を認め合わない。ＳＶの選定試験を認めていない。お互いに日本独自の訓練試験

でありＳｃｈＨ（現在のＩＰＯ）試験を⾏なっていない。等々、有名な２００５年問題よりも以前から、日本の協会はＷＵＳＶ

加盟団体として、本来果たすべきことを⾏なってこなかった証拠だとして公表された。その後は、ＳＶＪとＳＶが連携して⾏な

っていく事業について、益田氏とＳＶＪ所属コンピュータープログラマーの田中氏がプレゼンを展開、パソコンとスクリーンを使⽤してわかり易く説

明した。ＷＵＳＶルックス事務総⻑がドイツから持参した、ＳＶ⾎統書発⾏のための２０ページにも及ぶ日本専用の申請マニュアルも紹介された。

●主なＳＶＪ事業の発表と内容

血統書・・・・（ＳＶＪの血統登録システムの説明。データ構築→ＳＶＪ⾎統証明書発⾏→将来的にはＳＶ⾎統書発⾏）

ＤＮＡ・・・・（毛、唾液、血液を外国に郵送するには輸出検査が必要だが、ＳＶのＤＮＡキットは認定された特許品なので輸出検査無しでドイツに

郵送できる。ＤＮＡ検査コストは日本よりも低価で判定精度は２倍以上）

マイクロチップ（イレズミはドイツではすでに廃止されており、代わるＩＤとして世界基準となっているマイクロチップの普及とコスト減の取り組み）

訓練試験・・・（⽇本独⾃の訓練資格ではなく、すべて国際規定に基づいて⾏なう。ただし段階的に）

展覧会・・・・（日本独自の展覧会規定ではなく、ＷＵＳＶ加盟団体としてＳＶ規定に従って開催する。ただし段階的に）

種犬認定・・・（ＳＶ/ＷＵＳＶの認定を認める。⽇本の認定制度は廃⽌する。今後は繁殖を⾏なうための最低限の選定として、最低一回若⽝クラス以

上で最低Ｇ評価を獲得しなければならない。ただし移⾏期間を設けて）

第二幕 ヘンケ会長憤慨。新しい血統管理。ＶＡとは。

休憩を挟み、シンポジウムの後半はセッティングが⼀新され、ヘンケ会⻑、ルックス事務総⻑、来賓の韓国ＫＫＣ申会⻑、今年のＳＶジーガー展で若

犬牡組を担当するフェッテン審査員、⼭⽥哲也ＳＶＪ繁殖部⻑が論者として壇上に着席して、益⽥事務局⻑の司会進⾏で開始された。

●ＷＵＳＶヘンケ会長、ＷＵＳＶルックス事務総長の論説（論説は要点のみ、Ｑ＆Ａは敬称略）

ヘンケ会長「Ｓ犬の歴史を⾒た場合、アジアにおいては日本がリーダーシップをとらなければなりません。ＷＵＳＶはそれぞれの国の問題解決のため

に助け合います。全世界４５万⼈のＷＵＳＶ会員の代表として、２００５年から観察してきた⽇本の問題を解決するために来⽇しました。初来⽇し

たとき、日本では成犬クラスで内産と外産を別々に審査したり、ＶＡを単なる一つの評価として多くの犬に与えていることにとても驚きました。今

回の来日に対して、ＪＳＶ平⽥会⻑は様々な妨害⾏為をしてきました（ＪＳＶ平田会⻑署名⼊りのＷＵＳＶ批判メールをドイツ語と英語で世界中に

配信。ホスト協会（ＳＶＪ）を通さずに直接、一方的に日時と場所を指定した日本滞在中の面会申込み。ＳＶＪジーガー展の出陳者に対して出陳を

キャンセルさせるために圧⼒をかける「実際このことにより締切り後に１１頭がキャンセル」等々）。このことは、私のＷＵＳＶ／ＳＶ会⻑として

の１２年間の中で最も憤慨した⾏為です。新協会ＳＶＪ発⾜に関して隣国の韓国や中国も応援していることは喜ばしいことです。ＳＶＪの⽴ち上げ

に尽⼒された⼭⽥理事⻑とドイツとのパイプ役を務めている益田氏に敬意を表します」

ルックス事務総長「日本はドイツシェパード犬の⻑い歴史がありますが、今、新しい⾎統管理の再構築が必要です。というのは、その⻑い歴史の中で

間違った血統管理が⾏なわれた結果、ドイツシェパード犬の質が低下しているからです。いつの時代も新しい物事の始まりに際しては、ほんの数人

の勇者が手がけます。そして強いリーダーシップを持ったブレない人物でなければなりません。血統書が商売として利⽤されるのではなく、これか

らは正しい⾎統管理が始まります。この会場には私の永年来の⽝友も沢山います。今まで日本の協会が⾏なってきた“愛犬家ががっかりすることばか

り“を終わりにすべく、⼒を合わせて頑張りましょう」

韓国ＫＫＣ申会長「ＳＶＪの発足によって３０年前４０年前のドイツシェパード犬⻩⾦期が再び訪れることを願っております」

フェッテンＳＶ審査員「初めての来日ですが皆様の暖かいおもてなしに感激しております。今回のＳＶＪジーガー展に審査員として招聘してくださっ

た、⼭⽥理事⻑に感謝いたします。明⽇の展覧会はＷＵＳＶのルールに則った審査です。想像しなかった悪い評価となるかもしれませんが、ＳＶ審

査員としての使命ですので御理解ください」

山田哲也繁殖部長「ＷＵＳＶ／ＳＶのルールに則ったドイツシェパード犬の統一的な繁殖と育成の役目を担う、新しい協会ＳＶＪの繁殖管理部⻑とし

て尽⼒いたします。皆様の御理解と御協⼒をよろしくお願いいたします」

質問：岸 建旨「将来、ドイツＳＶジーガー展でＶＡを獲得するのが私の夢です。ＳＶＪの登録システムでの血統書を保有する日本産犬がＳＶジーガ

ー展でＶＡを獲得することは可能ですか？」

答え：ヘンケ「今すぐにというわけにはいきません、というのはＳＶＪあるいはＳＶの血統書発⾏までには時間が必要です。しかし、その血統書でＳ

Ｖジーガー展に出陳することは可能ですので、将来はぜひチャレンジしてください。ＶＡ評価に関してですが、今年のニュルンベルクのＳＶジーガ

ー展からは、犬体と様々な条件はＶＡ評価に値するが成犬になったばかりなので、繁殖実績（ナッハコメン）を示せないことが理由でＶＡになれな



い犬に対して、ＶＡとＶの中間評価フォア・アウスレーゼ（ＶＡの手前）という評価が新設されます」

答え：ルックス「そもそもＶＡという評価が軽んじられています。⽴たせて⾛るだけで与えられるものではないのです。ＶＡ評価というのはいくつも

のハードルをクリアして、なおかつ本部展で子孫グループを展示して、原産国ＳＶの認める審査員のみがＶＡを与えることができるのです」

質問：須山光央「ＷＵＳＶ加盟協会がＷＵＳＶに納める年会費の算出⽅法を教えてください。我々はとても高いと聞かされています」

答え：ルックス「基本年会費３００ユーロ＋その協会の会員⼀⼈に対して２５セント（２０１４年からは５００ユーロ／３０セント）」

質問：名倉克己「日本の二つのＷＵＳＶ加盟協会は現在、ＪＳＶが会員権停止、ＰＤはＷＵＳＶからの脱会を検討していますが、もし、この二

団体が除名や脱会となった場合（既存の）血統書はどうなるのでしょうか？さらにＦＣＩとの関係はどうなるでしょうか、原産国のドイツＳ

Ｖが認めない血統書は日本のＦＣＩ加盟団体ＪＫＣも認めないという事態になりませんか？」

答え：ルックス「そうなった場合はＳＶＪが処理します。起こりうる様々な問題をすべてオープンにして、ＳＶＪを通して解決することが⼀番

望ましいことです」

シンポジウムの最後に益⽥事務局⻑から、ＷＵＳＶ⽇本⽀部（３⽉１⽇からはＷＵＳＶジャパンオフィス）とＳＶＪに関して、ＷＵＳＶジャパ

ンオフィスはＷＵＳＶ／ＳＶに正式登録されている⼭⽥幸雄⽒の個⼈事務所。ＳＶＪは⼭⽥幸雄⽒が理事⻑を務める⼀般社団法⼈である。と説

明され、⼭⽥幸雄⽒が両⽅の代表であることに関して、法律上もＷＵＳＶとＳＶからも全く問題ないとの回答を得ていると報告された。

第三幕 ＳＶＪ発足記念パーティー

●これまで経験したことのない楽しいパーティーだったとヘンケ会長が絶賛！

ＷＵＳＶルックス事務総⻑の乾杯で始まったパーティー

⼝笛⽇本⼀、英語歌⼿、和⾵ポップグループなど記念パーティーは⼤賑わい

次の世代の若い⼈たちが⼀番⼤切と気さくに記念撮影

一般社団法人 SVJ 設立のご挨拶

愛犬家の皆様へ

準備を進めておりました一般社団法人ＳＶＪ（ドイツシェパード犬協会ジャパン）を京都地方法務局

での登記を経て平成 26年 2月 19⽇付にて設⽴いたしましたのでご報告申し上げます

世界ドイツシェパード犬連盟（WUSV）より⽇本での全権⾏使を委託された団体として積極的な事業

活動を⾏い⽇本におけるドイツシェパード⽝の健全な発展に貢献してまいる所存でございます

平成 26年 3月吉日一般社団法人ＳＶＪ 理事⻑ 山田 幸雄



SVJ Siegerschau
ＳＶＪ発⾜記念展覧会が盛大に開催される

ＷＵＳＶシンポジウム翌⽇の２⽉２３⽇（⽇）空気は冷たいものの快晴の中で、ダイヤモンド滋賀ホテル施設内のサッカーグラウンドにおいて、

ドイツシェパード犬を愛する愛犬家・訓練士が全国から参加して、ＳＶＪジーガー展が盛⼤に開催された。締切り時点で７２頭の申込みがあっ

たが、ヘンケ会⻑が憤慨した妨害⼯作によって締切り後に１１頭がキャンセル。それでも６１頭（理由のある欠席５）実数５６頭。⻑⽑クラス

なしと幼Ｃクラスは２頭のみということを考えれば、近年の展覧会としては上々の出陳頭数と⾔えるだろう。

これがＳＶ審査だ！

全クラス全⽝を審査したＳＶフェッテン審査員は「スムース、的確、丁寧、⼀頭⼀頭に説得⼒のある講評」の三拍⼦も四拍⼦も揃ったスーパー

ジャッジングで、分刻みの主催者作成のスケジュールをＳＶＪ山田哲也審査員とともに完璧にこなした。特に成績末尾の犬に対してはなぜ今日

はこの席次（評価）なのかを丁寧に説明。早くもリンクサイドからは次回もフェッテン審査員でとのリクエストがあったが、フェッテン氏は今

年７０歳で（とても７０には⾒えない）１２⽉３１⽇でＳＶ審査員の職務は定年となる。ちなみにフェッテン⽒は今年が最後ということでＳＶ

ジーガー展での若⽝牡クラスを含むドイツ国内と世界中で４６回！審査をするのだそうである（今年の週末は５２回。⽇本に来る前週はスペイ

ン、前々週はマレーシアで審査！）。

効率の良い⼀審制

スケジュール通り８時半から幼Ｃ牝組より一審制で開始された（一審制は審査が省略されると勘違いする人がいるが、二審制と全く同じ。個体

審査と比較審査の間に時間を設けないだけ。少ない頭数なのに大勢の審査員で二審制にすると展覧会というイベントが間延びしてしまうし、時

間のロスも多い。ドイツでもＳＶジーガー展以外は、ランデス展でも１名ないしは２名の審査員での一審制であり、ＳＶＪ主催の展覧会は今後

も基本的に一審制で開催されるとのこと）。幼Ｃ牝はグレース vonキョートマスダ（京都・大畑恵美子さん愛犬）、幼Ｂクラスは牝がナターシャ

（東京・⼩林⿓彦⽒繁殖・愛⽝）、８頭が出場したＢ牡はニコール（静岡・稲葉清志⽒愛⽝）のいずれもリュウタチカワワイルドの繁殖⽝が制

した。幼Ａクラスにおいても牝はライカ（東京・⼩林⿓彦⽒繁殖・愛⽝）、Ａ牡はマリオ（神奈川・井上和政⽒愛⽝）の幼Ｂクラスに続いて牝

牡ともにリュウタチカワワイルドの繁殖⽝が制した。この１年未満のクラスには幼犬専用の評価があって、日本では幼犬クラスでもＳＧやＧの

評価を与えているが、それはＳＶの規定違反となり、今後は幼犬クラスにはｖｖ、ｖ、ｗｖという評価が用いられるとのこと（展覧会評価とＴ

ＳＢ評価はＳＶＪホームページ www.wusv.jp のアーカイブで詳しく紹介されています）。６頭が出場した若⽝牝はパルメ v.d.ワルドグラーベ

ン（兵庫・⿃⽣清哉⽒愛⽝）、若⽝牡はヴィクトール v.d.ホウメイフルス（福岡・高岡政義氏愛犬）が１席を獲得し、若⽝クラスからは単独の

タイトルが与えられた。

ＳＶスタイルでの防衛

午前中は幼Ｃ組から若⽝牡組までが審査され、お昼休みにはホテ

ルの調理⼈が会場横で暖かいカレーを展覧会の全参加者に振舞

った。そしてリンク横のサッカーグラウンド半面を使用したＳＶ

スタイルで、成犬クラス牡牝全犬の防衛（ＴＳＢ）が、大勢のギ

ャラリーと、ヘンケ会⻑、ルックス事務総⻑も⾒守る中で、２０

１１年ＷＵＳＶ韓国アジアジーガー展でも防衛を担当した、アジ

ア唯一のＳＶ訓練審査員益田氏によって審査され、評価講評もＳ

Ｖスタイルにて１頭ごとに直ちにマイクで発表された。

防衛が終了した後は、未成⽝牝から審査が再開された。７頭が出場の未成⽝牝は、逆転でフィナ vom カワシリマルフジソウ（静岡・大石俊雄

氏愛犬）、未成犬牡はニコーｖ.ｄ.ヴァルトグラーベン（兵庫・鳥生清哉氏愛犬）がそれぞれ単独１席を獲得。

Ｓ⽝新時代の記念すべき展覧会で牡⼆頭牝⼆頭が本物の“ＶＡ”に輝く！！

成牝はアニー、成牡はアトスが単独ＶＡ１席を獲得！

最多の１１頭が出場した成犬牝クラスは、ピックアップでは５番手だったアニーv.d.シュロスブリュンネン（東京・⼩林⿓彦⽒愛⽝）が、抜群

の歩容で順位をどんどん上げ、最終盤のノーロープ歩⾏の場⾯で、それまでトップだったクヴェナ vom ヒューネグラープ（奈良・楠 和歌子

さん愛犬）を逆転で制して単独ＶＡ１席に輝いた。クヴェナ vom ヒューネグラープも最後に逆転はされたもののＶＡの称号を獲得し、記念の

ウイニングランの後、両⽝はヨーロッパから輸⼊されたクリスタルのＶＡカップを、ヘンケ会⻑とルックス事務総⻑より贈呈された。メインイ

ベントの成⽝牡クラスには７頭が出場。２０１３年のＳＶジーガー展で直仔が上位⼊賞（未牡でＰａｔｍｉｓａｎｄがＳＧ５席、若牡ではＤｅ

ｓｐｅｒａｄｏｓがＳＧ２席等）して、ナッハコメンで大絶賛されたアトス aus アグリゲント（愛知・山田久任子さん愛犬）が、取扱の柿木訓



練⼠との抜群の防衛と貫禄の⾛りを⾒せて、終始トップの座を譲ることなく単独ＶＡ１席に。続くＶＡ２席にはフェッテン審査員が「この⽝は

ドイツで⽣まれたのか？」と確認するくらいドイツ産と⽐べてもなんら⾒劣りしない、ナップ vom ヴォールスタント（東京・大日方健司氏愛

⽝）が選出され、牝クラス同様にウイニングランの後にクリスタルのＶＡカップが、ヘンケ会⻑とルックス事務総⻑より贈呈された。

新たなるＳ犬の歴史にレジェンドが刻まれた日

温泉付の豪華ホテルに特別料⾦で宿泊して、翌⽇、歩いて⾏ける展覧会場。広告のない⽬録。出場頭数から割り出された分単位の完璧な進⾏。

出陳全⽝に世界中で通⽤するＳＶ審査員署名⼊りの展覧会評価証明書の発⾏（ＳＶが発⾏しているものに⽇本語訳が書き加えられたもの。将来

はこれがなければ繁殖ができない！）。トロフィーやロゼットに代わってメダルの授与。数々の改革をまるでマジックのようにやってのけたＳ

ＶＪ。参加者に「とても勉強になった楽しい展覧会」と言わせしめたＳＩＥＧＥＲＳＣＨＡＵ（ジーガーショー）は大成功のレジェンドを刻ん

だ。

２０１４ ＳＶＪ Ｓｉｅｇｅｒｓｃｈａｕ 成績

全クラス／審査員：ＨＰ・フェッテン（ＳＶ）副審：山田哲也（ＳＶＪ）

◎成犬牡組（申８・出７頭）

単独ＶＡ１ アトス aus アグリゲント 所：山田久任子 愛知

ＶＡ２ ナップ vomヴォールスタント 所：大日方健司 東京

Ｖ１ ジャステス of リュウタチカワワイルド 所：白石幸豊 神奈川

Ｖ２ ラトヴィン vonハカタカキノキ 所：角南冨美恵 岡山

Ｖ３ シャノ vomヴィンロー 所：吉本教治 兵庫

ＳＧ１ ウィル v.Hシホ 所：大畑恵美子 京都

Ｇ１ エテルナルーバンク of セイクレッドウルフ 所：船津雅幸 静岡

◎成犬牝組（申・出１１頭）

単独ＶＡ１ アニーv.d.シュロスブリュンネン 所：⼩林⿓彦 東京

ＶＡ２ クヴィーナ vomヒューネグラープ 所：楠 和歌子 奈良

Ｖ１ ブレンダ vonシェーンハイトゼー 所：名倉克己 静岡

Ｖ２ アリエル vonタックル 所：吉本教治 兵庫

Ｖ３ ゼバルダ v.ハカタカキノキ 所：山田久任子 愛知

Ｖ４ マミーv.d.ロードデンドロン 所：鳥巣要道 福岡

Ｖ５ カーリン vonドルフェリッヒ 所：折笠正美 東京

Ｖ６ トニーvonウーファ７２７ 所：河村満弘 大阪

Ｖ７ ケニーof ホークウィングヨーコ 所：名倉克己 静岡

ＳＧ１ ニンジャ vonキョートマスダ 所：森 慶子 滋賀

ＳＧ２ ウルメ vomヒューガイワキリソウ 所：角南冨美恵 岡山

◎未成牡組（申・出２頭）

単独ＳＧ１ ニコ－v.d.ヴァルトグラーベン 所：鳥生清哉 兵庫

ＳＧ２ ダーク vonミヤザキシモダ 所：齋藤 孝 愛知

◎未成牝組（申・出７頭）

単独ＳＧ１ フィナ vomカワシリマルフジソウ 所：大石俊雄 静岡

ＳＧ２ ウルマ v.d.ホウメイフルス 所：山田一美 三重

ＳＧ３ ベティ v.d シュロスブリュンネン 所：山田久任子 愛知

ＳＧ４ ゲルマ vomグロースゾンネ 所：大日方健司 東京

ＳＧ５ リンカ vonビルダー 所：森原国雄 山口

ＳＧ６ デイジーvonシェーンハイトゼー 所：名倉克己 静岡

ＳＧ７ ジェラン of リュウタチカワワイルド 所：田口幸由 神奈川

◎若⽝牡組（申・出２頭）

単独ＳＧ１ ヴィクトール v.d ホウメイフルス 所：高岡政義 福岡

ＳＧ２ パクロス vomシュテーアウフメンヒェン 所：服部富雄 三重

◎若⽝牝組（申７・出６頭）

単独ＳＧ１ パルメ v.d.ワルドグラーベン 所：鳥生清哉 兵庫

ＳＧ２ フィナ v.H.ミネコ 所：萩原佑⼆郎 静岡

ＳＧ３ ファーナ v.d.ホウメイフルス 所：高岡政義 福岡

ＳＧ４ ザーガ vonビゼンヒュッテ 所：森原国雄 山口



ＳＧ５ リリーvonビゼンヒュッテ 所：岩本茂信 兵庫

ＳＧ６ マーヤ vonサクシュウムサシ 所：河部知己 岡山

◎幼Ａ牡組（申・出３頭）

ｖｖ１ マリオ of リュウタチカワワイルド 所：井上和政 神奈川

ｖｖ２ ミシュラン of リュウタチカワワイルド 所：笠原江利 神奈川

ｖｖ３ ユンゴ v.H.バンモ 所：阪本成徳 岡山

◎幼Ａ牝組（申・出５頭）

ｖｖ１ ライカ of リュウタチカワワイルド 所：⼩林⿓彦 東京

ｖｖ２ フォーラ vonウーファ７２７ 所：宮本幸春 熊本

ｖｖ３ フレア vonシェーンハイトゼー 所：名倉克己 静岡

ｖｖ４ ユリーvonライヒャーベルク 所：齋藤 孝 愛知

ｖｖ５ ノルネ vonサクシュウムサシ 所：河部知己 岡山

◎幼Ｂ牡組（申９・出８頭）

ｖｖ１ ニコール of リュウタチカワワイルド 所：稲葉清志 静岡

ｖｖ２ クアトロ vomシュテーアウフメンヒェン 所：岸 勝驥 三重

ｖｖ３ ニコラス of リュウタチカワワイルド 所：⼩林⿓彦 東京

ｖｖ４ ネグス of リュウタチカワワイルド 所：田口幸由 神奈川

ｖｖ５ アマラーvonオーサカトリウ 所：鳥生清哉 兵庫

ｖｖ６ ナローof リュウタチカワワイルド 所：⼩林⿓彦 東京

ｖ１ Ｇ－ロルフ of セイクレットウルフ 所：木川武光 静岡

ｖ２ Ｇ－ドラック of セイクレットウルフ 所：木川武光 静岡

◎幼Ｂ牝組（申４・出３頭）

ｖｖ１ ナターシャ of リュウタチカワワイルド 所：⼩林⿓彦 東京

ｖｖ２ ノア of リュウタチカワワイルド 所：笠原江利 神奈川

ｖ３ Ｇ－レア of セイクレットウルフ 所：木川武光 静岡

◎幼Ｃ牡組（申１頭） 欠席

◎幼Ｃ牝組（申・出２頭）

ｖｖ１ グレース vonキョートマスダ 所：大畑恵美子 京都

ｖｖ２ デイジーvonオーサカトリウ 所：鳥生清哉 兵庫


