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FCI ドッグダンスの審査員のためのガイドライン 
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1.はじめに 

 

これらのガイドラインは、各国のジャッジが FCI ドッグダンシングのルールを共通に理解し、

同様の解釈ができるようにすることを目的としています。ルールを変更したり、追加したりする

ことを意図したものではありません。ガイドラインの公式提案は、FCI ドッグダンシング委員

会の代表者を通じて送ることができます。提案は可能な限り次回の会議で検討されます。ジャッ

ジは常に最新版のガイドラインを使用すること。 

ジャッジは常にドッグダンスが犬にとって楽しいものであることを考慮しなければなりません。

ジャッジは常に公平で公正でなければならない。個人的な感情がジャッジの判断を妨げてはな

らない。すべてのジャッジは、迅速で信頼できる判断ができなければならず、常にその判断に従

わなければならない。 

 

2. 審査倫理と一般的概念 

 

ジャッジは常に公平であり、その行動はすべての競技者に明らかにされなければならない。ジャ

ッジは常にその日に見たものだけを基準にして、過去のパフォーマンスや事前に得た情報に基
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づいてスコアを決めることは決してありません。ジャッジは常に競技者に敬意を持って接し、ル

ーティン全体を通して気配りを怠らないようにしなければならない。チームは、リングに入った

瞬間から犬とハンドラーがリングを離れるまでジャッジの監視下にある。ジャッジは、絶対に必

要な場合を除いて、ルーティン中にお互いに話し合ってはいけません（即時失格を決定する場合

など）。また、訓練を受けているジャッジ同士で話し合うのは、ルーティン間のみで、ジャッジ

がルーティンの採点を完了するまでは決して話し合ってはいけません。 

 

ジャッジは、競技会を通して一貫した審査を行い、基準レベルを維持すること。ジャッジは規則

を厳守する。ジャッジは常に同じようにポジティブな期待を持って各ルーティンを見守り、疑念

が生じた場合には、犬とハンドラーに利益を与えるべきである。ジャッジは、一日に多くのチー

ムをジャッジすることに同意してはならない。金額は事前に主催者と交渉し、主催者は審査員が

審査の質を維持できるように十分な休憩時間を与えるべきである。 

 

ジャッジは競技会全体を通してプロとしての姿勢を維持し、リングサイドで競技者と不必要な

議論をしないようにします。明らかに失格などの特定の問題について、ヘッドジャッジは競技者

に知らせる義務があります。 

 

ジャッジは、同僚の決定や行動を公に批判することは決してしない。ジャッジは、自分が審査を

行っていないときでも、手本となるように常に意識します。 ジャッジは審査の依頼を要求して

はいけません。ジャッジを招待するのは主催者の仕事です。 

 

チャンピオンシップレベルの競技会では、競技の性質に敬意を示すために適切な服装をするの

が正しい。主催者からネームタグやロゼットなどが提供された場合、ジャッジはそれを着用する

必要があります。ジャッジは、競技の代表者として常に適切な振る舞いをしなければならない。 

 

3. 審査員団 

ドッグダンスは、できるだけ公正な評価が得られるように、審査員団による審査を行います。審

査員団はヘッドジャッジが率いる 3～5 名の審査員で構成されます。各審査員が独自に採点を行

います。本規程・ガイドラインに記載されていない出来事が発生した場合は、各審査員が採点方

法を決定します。より一般的な事柄であれば、その事柄に応じてヘッドジャッジまたはチーフス

チュワードが対応します。ヘッドジャッジは競技会中、常に最高の権限を持つ。審査員の決定は

最終的なものであり、いかなる競技者もその決定に異議を唱えてはならない。 
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3.1 審査員長（ヘッドジャッジ） 

 

ヘッドジャッジは規則に定められた最終決定を下す責任を負う。ヘッドジャッジは、その問題が

解決するために貴重な意見を提供する可能性がある場合には、いつでも審査員と話し合うこと

が期待されています。ヘッドジャッジは、競技会の最終結果に影響を与える事項について常に情

報を提供しなければならない。また、審査員長は、審査員の任命を果たすことができない場合に

は、その旨を知らされなければならない。さらに、審査員長は、競技会期間中に会場で起こった

事件（例えば攻撃的な犬など）にどう対処するかについて、国の規則を理解していなければなら

ない。 

 

主催者は、審査員にヘッドジャッジの地位に就くように依頼する。この役職は軽々しく引き受け

てはならない。ヘッドジャッジは常に経験豊富で、必要な決定を下すのに十分な権限を持った者

でなければならない。 

 

ヘッドジャッジとは、競技会前のジャッジミーティングを先導する人のことである。このような

会議は、選手権大会の審査前に行うべきですが、他の国際大会でも行うことができます。 

 

不可抗力により競技会の開催期間中に競技会の延期、移動、中止を余儀なくされた場合、ヘッド

ジャッジとチーフスチュワードが協力してこの決定を行う。この場合のヘッドジャッジの責任

は、競技会が規則に従って公正に行われるようにすることである。この責任を果たすために、ヘ

ッドジャッジは競技エリアをチェックすることをお勧めします。 

 

ヘッドジャッジは、大会報告書にサインをして最終的な結果を確認する者である。ヘッドジャッ

ジの役割は、国の規定により、クラスごとに複数のジャッジ間で分割することができます。 

 

3.2 その他の審査員 (ジャッジ) 

ジャッジは、FCI ドッグダンシングのルールや規則、国内のルールや規則、法律のセクションを

十分に理解していなければなりません。主催者は必要な情報を審査員に提供する。その他のジャ

ッジの主な責任は、採点に集中し、競技者に公平な評価を与えることです。 

 

4. 獲得点数 

FCI ドッグダンシングのルールに基づき、4 つのカテゴリで点数がつけられます。チームが獲得

できる最大得点は３０点です。4 つのカテゴリで点数が与えられるので、最初の 3 つのカテゴリ
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では 0～9 点、4 つ目のカテゴリでは 0～3 点の間でチームが獲得することができます。各ジャ

ッジは、小数点以下 1 桁でポイントを与えます（したがって、2 つの異なるスコア間の最小差は

0.1 です） 

 

4.1 プレゼンテーション（表現） 

プレゼンテーションカテゴリでは、最大 9 点を獲得することができます。 

以下のような側面が評価されています。 

 

-パートナーシップと協力 

理想的な協力関係とは、犬が常にハンドラーに向かって気配りをし、ハンドラーが犬に向かって

同じように気配りをすることです。これは常に小道具やおもちゃ、衣装の一部の助けを借りずに

達成されるべきです。チームはポジティブな方法で一緒に動作し、両方の当事者が作業を楽しみ、

ルーチン全体でお互いをサポートしています。 

-流れがある 

チームの仕事が簡単で楽に見える。動きの間に意図しない休憩がない。 

-反応の良さ 

犬は躊躇することなくハンドリングに反応します。これは、ハンドラーが何をしているかに注意

を払うことに加えて、犬はやる気に満ちていて、常に合図に反応していることを意味します。 

-コマンドとサイン 

ハンドラーが出しているコマンドやサインは全てルーティンの中に組み込まれているべきであ

る。ハンドシグナルは、ハンドラーの振り付けや全体的な動きから目立ってはいけません。声に

よるコマンドは決して怒ったり、厳しい口調であってはならず、大きな声は犬にとって必要な場

合にのみ使用します。 

-当日のプレゼンテーション 

犬とハンドラーは、最初から最後まで苦戦したり、明らかなミスをしたりすることなく、ルーテ

ィンを流暢に行うこと。 

- 正しい動作の実行 

HTM では、ヒールワークはルールに従って完璧に行われる。フリースタイルでは、犬は一貫し

て動作を実行することができ、動作は明確な始まりからコントロールされた終わりまで、明確に

定義されている。 
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4.2 コンテンツ(内容) 

コンテンツカテゴリでは、最大 9 点を獲得することができます。 

以下のような側面が評価されています。 

 

-犬への焦点 

犬は決してハンドラーの影になってはいけません。ルーチンの主な重点は、常に犬やチームワー

クにあります。ハンドラーの動きは、犬が同時に行っている動きよりも注目を集めるべきではあ

りません。 

- ルーチンの構想 

ルーチンは十分に計画され、明確な構想を持っていなければなりません。犬はルーチン中は動い

ている必要があるので、止まったポーズでの長時間の実行は推奨されません。ルーチンにうまく

組み込まれた短い停止は、他のすべての動きと均等に評価されます。 

-均等にバランスよくリングを使う 

チームはリングのスペースの大部分を使用し、さまざまな形やパターンで動きます。リングの

様々な場所を均等に使います。 

-総合的なリングの使用 

犬の大きさやスピードを考慮して、チームは常にリングをできる限り広く使う。たとえ犬がリン

グ上でカバーする範囲が少し狭くても、バランスよく均等にリングを使用する。 

-バランスのとれたムーブ量のルーチンは面白いが詰め込みすぎないように。 

異なる動きは、他の動きと比較してどの動きも過剰に使用されないように、すべての動きにバラ

ンスよく重点を置いて実行する必要があります。犬が常に変化する動きについていくのに苦労

するようであれば、ルーチンが詰め込みすぎていることになります。ヒールワークのルーチンは、

ヒールワークの質を楽しめるように、決められた方向へのポジションでの連続的な動きが十分

に含まれていなければなりません。トリックとヒールワークのバランスは、出場する種目のルー

ル（25-75％または 75-25％）に従うこと。音楽に合わせたヒールワークは、優れたヒールワー

クを提示することがすべてであるため、HTM のフリースタイルのトリックは、ヒールワークの

位置に関する犬の知識を示すために使用された場合にのみ、追加の技術的なメリットを与えま

す。 

-バラエティに富んだムーブ  

ルーチンは、様々なタイプの動きの良いバラエティで構成されています。動きの高さ、静止して

いるトリックと動いているトリック、ハンドラーとの距離、ハンドラーとの関係での位置関係、

スピード、犬の動きの異なる方向性（バック、サイドステップなど）など、様々な観点からバリ

エーションを持たせることができます。もし小道具がルーティンの中に含まれている場合は、小
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道具を上手に使うべきです：できれば犬に小道具を使って様々な動きをさせたり、小道具をテー

マを伝えるための重要な部分として使うことが望ましいです。小道具は犬と遊んだり、ご褒美に

使ってはいけません。このような行為は、かなりの減点の対象となります。ハンドラーがリング

に持ち込んだ物理的な物は全て小道具とみなされます。 

-個々の動作の難易度 

動作の難易度は、トリックに含まれる要素の観点から検討されます。最終的な動きに組み合わさ

れなければならないいくつかの要素で構成されている場合は、単一の要素で構成されている場

合よりも難しいと考えられます。 

-動きの間のトランジションとリンク／一連のバラバラの動きではないこと 

犬は、ある運動から別の運動へと流暢に移動できるようにしなければなりません。動きの後に突

然の停止がないように、ルーティーンを計画しなければなりません。すべての移行が流暢で、す

べてのリンクが美しくルーティンに含まれている必要があります。 

 

4.3 芸術的解釈 

芸術的解釈のカテゴリでは、最大 9 点を獲得することができます。 

以下のような側面が評価されています。 

 

-コンセプトの視覚化 

全体的なテーマやアイデア、そしてチームが振り付けの中でどのようにそれを提示するか。これ

は、ルーティンがストーリーやダンスのテーマで構成されている場合もあることを意味してい

ます。これらの選択肢自体も同じように評価されるべきです。ルーチンのアイデアは、審査員に

とって明確に理解できるものでなければなりません。これは、前もっての背景情報がなくても、

ルーティンの感情の旅路が音楽を反映し、審査員を物語の中に引き込むものでなければならな

いことを意味しています。審査員は、あるテーマを知っているか、好きかを判断するのではなく、

そのコンセプトが解釈されているかどうかを判断します。 

-音楽は犬のペースと動きのパターンに合っています。 音楽は、犬の自然な動き、気質、性格を

反映するように適切に選択されています。 

-音楽が犬のペースや動きのパターンに合っている 

犬の自然な動き、気質、性格を反映した音楽がよく選ばれている。 

- 句読点（音楽の中での表記） 

チームは、音楽に合わせてタイミングよくムーブを行う。音楽に特定のアクセントがある場合は、

動きに合わせて句読点をつける。 

- 適切なハンドラーの動き 
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ハンドラーの動きは犬のパフォーマンスを高めるものでなければならない。ハンドラーの動き

は、犬の動きに良い背景を与えます。ハンドラーの動きはまた、音楽と組み合わされ、彼の動き

は音楽のテーマ、雰囲気、テンポと一緒になります。 

- ルーチンは音楽の感情を反映しています 

音楽の雰囲気は、犬とハンドラーの動きとルーティンの全体的なテーマを通して表現されます。 

- 音楽の適切な使い方 

選ばれた音楽は、家族の観客に適したものでなければならない。 

 

4.4 動物福祉 

動物福祉のカテゴリでは、最大 3 点を獲得することができます。 

以下のような側面が評価されています。 

 

-ルーチンは、犬の資質（犬種、性格、身体能力、精神能力など）を重視します 

犬の能力を考慮し、犬に危害や不快感を与えるようなことを要求しない。犬が過度なストレスの

兆候を示していない。 

- 犬の健康と安全 

選ばれた動きは、犬の体の構造を考慮しなければならない。どの動きも過度に繰り返してはなら

ない。怪我をする可能性のある動きをしてはならず、リングの表面や犬のスピードを考慮した動

きをしなければならない。小道具やハンドラーの衣装は、犬にとって安全なものでなければなら

ない。 

- パートナーシップ 

ルーチン中に犬が精神的にも肉体的にも困難な状況に陥った場合には、ハンドラーは遅滞なく

犬を助けなければならない。 

 

5.失格 

失格はパフォーマンスの終了となり、与えられたすべての点数を失うことになります。犬はプロ

グラムを継続することはできません。以下のような場合は、確実に失格となります。 

 

•別のハンドラーや犬が参加していること。出場している犬やハンドラーがエントリーされたも

のと異なる場合は失格とする。 

•審査員に誤解を与えようとした場合。ハンドラーが審査員に誤解を与えようとした場合は失格

となります。例えば、雌犬がシーズンに入ったことを主催者に知らせなかった場合などがこれに

該当します。 
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•不正行為。ハンドラーが規則に従わなかった場合は失格となる。 

•ドーピング規定に従わなかったこと。ドーピングルールに違反していることが判明した場合は

失格となる。また、競技中に受けたドーピング検査が競技終了後に陽性となった場合も、このル

ールが適用される。 

•リング内に食べ物を持ち込むこと。 

•犬が制御不能でリングを離れた場合。 

•犬がリング内で排尿または排便した場合。 

•ハンドラーが明示的にルーティーンをトレーニングラウンドに変えた場合、音楽は最後まで流

れます。 

•いかなる形態の手荒な扱い（言葉や身体的なもの）も決して許されません。明確な場合は失格

となり、軽度の場合は減点となります。 

•会場内やショー会場内で犬が他の犬や人を攻撃した場合。攻撃は常に失格となりますが、ジャ

ッジは会場内での行動について、重度でない場合はハンドラーに指導することもできます。 

•競技中に犬がリング内でリードをしていた場合。 

•ダブルハンドリング - リングの外からの援助。 

•犬をコントロールするために犬に触れること。ハンドラーがタッチを開始することは許されて

いません。これは犬によって行われるべきである。 

•ハンドラーが小道具を置いたり外したりするのに 3 分以上かかった場合は失格となる。 

その他、この規則に違反した場合は、失格となる場合があります。 

 

6.減点 

理想的なパフォーマンスの基準を満たしていない場合は、問題の深刻度に関連して減点されま

す。以下に挙げた出来事は、減点の一例に過ぎませんが、上記の章（4：獲得点数）に基づいて

採点を行うことが重要です。 

 

-継続的な作業中に犬が誤ってリングの外に出てしまった場合は、他の不適切な動きと同様に減

点される。 

-音楽が 4 分を超えた場合は減点され、チームは-0,2 ポイント/秒の減点となる。 

-小道具が何らかの方法で悪用された場合（犬を脅したり圧力をかけたり、犬に報酬を与える）、

減点されます。ハンドラーが小道具を意図的に報酬として使用した場合、減点は最大 15 ポイン

トとなります。犬が誤って小道具を振ってしまい、それ以上注意を払わなかった場合は、減点の

対象となる点数はかなり少なくなります。犬に圧力をかけたり、脅したりすると失格になること

もあります。 
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-ルーチン中に過度に吠えると、2 ポイント以下の減点となります。数回の吠えは認められます。

それ以外の場合は、問題の深刻度に応じて減点されます。 

スコアリングシートには減点のための特定のセクションが含まれていないため、減点は関係す

るカテゴリの総合スコアに表示されます。 

 

 

本ガイドラインは、2018 年 5 月にブダペストで開催された FCI 総会で承認された。それら

は公表された時点から発効する。 

 

---------------------------- 

 

2020 年 8 月に、Pet Studio Hocci にて翻訳されました。 

解釈の違いが生じた場合は、「FCI ジャッジガイドライン英語版」が優先されます。 

無断転用・無断転載を禁止とさせていただきます。 


