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GENERAL: the overall impression of the ideal Abyssinian would be
a colorful cat with a distinctly ticked coat, medium in size and regal
in appearance. The Abyssinian is lithe, hard and muscular, showing
eager activity and a lively interest in all surroundings. Well balanced
temperamentally and physically with all elements of the cat in pro-
portion. 
HEAD: a modified, slightly rounded wedge without flat planes; the
brow, cheek, and profile lines all showing a gentle contour. A slight
rise from the bridge of the nose to the forehead, which should be of
good size, with width between the ears and flowing into the arched
neck without a break. 
MUZZLE: not sharply pointed or square. The chin should be neither
receding nor protruding. Allowance should be made for jowls in
adult males. 
EARS: alert, large, and moderately pointed; broad, and cupped at
base and set as though listening. Hair on ears very short and close
lying, preferably tipped with black on a ruddy Abyssinian, chocolate-
brown on a red Abyssinian, slate blue on the blue Abyssinian, or
light cocoa brown on a fawn Abyssinian. 
EYES: almond shaped, large, brilliant, and expressive. Neither
round nor oriental. Eyes accentuated by fine dark line, encircled by
light colored area. 
BODY: medium long, lithe and graceful, but showing well developed
muscular strength without coarseness. Abyssinian conformation
strikes a medium between the extremes of the cobby and the svelte
lengthy type. Proportion and general balance more to be desired
than mere size. 
LEGS and FEET: proportionately slim, fine boned. The Abyssinian
stands well off the ground giving the impression of being on tip toe.
Paws small, oval, and compact. Toes: five in front and four behind. 
TAIL: thick at base, fairly long and tapering. 
COAT: soft, silky, fine in texture, but dense and resilient to the touch
with a lustrous sheen. Medium in length but long enough to accom-
modate two or three dark bands of ticking. 
PENALIZE: off-color pads. Long narrow head, short round head.
Barring on legs, dark broken necklace markings, rings on tail.
Coldness or grey tones in the coat. White undercoat on blue or fawn
Abyssinians.
DISQUALIFY: white locket, or white anywhere other than nostril,
chin, and upper throat area. Kinked or abnormal tail. Dark unbroken
necklace. Grey undercoat close to the skin extending throughout a
major portion of the body. Any black hair on red Abyssinian.

Incorrect number of toes. Any color other than the four accepted
colors.

ABYSSINIAN COLORS
Coat color: warm and glowing. Ticking: distinct and even, with dark
(tail tip color) colored bands contrasting with undercoat colored
bands on the hair shafts. Undercoat color clear and bright to the skin.
Deeper color shades desired, however intensity of ticking not to be
sacrificed for depth of color. Darker shading along spine allowed if
fully ticked. Preference given to cats UNMARKED on the undersides,
chest, and legs; tail without rings. Facial Markings: dark lines
extending from eyes and brows, cheekbone shading, dots and shad-
ing on whisker pads are all desirable enhancements. Eyes accentu-
ated by fine dark line, encircled by light colored area. Eye color: gold
or green, the more richness and depth of color the better. 
RuDDY: coat ruddy brown (burnt-sienna), ticked with black; the
extreme outer tip to be the darkest, with orange-brown undercoat.
Tail tipped with black. The underside and inside of legs to be a tint
to harmonize with the main color. Nose leather: tile red. Paw pads:
black or brown, with black between toes, extending slightly beyond
the paws. 
RED (cinnamon gene): coat rich, warm glowing red, ticked with
chocolate-brown, the extreme outer tip to be darkest, with red -
orange undercoat. Tail tipped with chocolate-brown. The underside
and inside of legs to be a tint to harmonize with the main color.
Nose leather: rosy pink. Paw pads: pink, with chocolate-brown
between toes, extending slightly beyond the paws. 
BLuE: coat warm beige, ticked with slate blue, the extreme outer tip
to be the darkest, with blush beige undercoat. Tail tipped with slate
blue. The underside and inside of legs to be a tint to harmonize with
the main color. Nose leather: old rose. Paw pads: mauve, with
slate blue between toes, extending slightly beyond the paws. 
FAWN: coat warm rose-beige, ticked with light cocoa brown, the
extreme outer tip to be the darkest, with blush beige undercoat. Tail
tipped with light cocoa brown. The underside and inside of legs to
be a tint to harmonize with the main color. Nose leather: salmon.
Paw pads: pink with light cocoa brown between the toes, extending
slightly beyond the paws.

The following information is for reference purposes only
and not an official part of the CFA Show Standard.

Abyssinian Color Class Numbers
Ruddy............................................................... 0380       0381
Red.................................................................... 0382       0383
Blue................................................................... 0384       0385
Fawn................................................................. 0386       0387
AOV.................................................................................  None         None

Abyssinian allowable outcross breeds: none.
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アビシニアン 
( A b y s s i n i a n ) 

配点 
頭部（２５） 

マズル．．．．．．．．．．．．．．．６ 

頭蓋骨．．．．．．．．．．．．．．．６ 

耳．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

目型．．．．．．．．．．．．．．．．６ 

 

体（３０） 

胴．．．．．．．．．．．．．．．．１５ 

脚部と足．．．．．．．．．．．．．１０ 

尻尾．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

コート（１０） 

手触り．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 

カラー 

色．．．．．．．．．．．．．．．．１５ 

ティッキング．．．．．．．．．．．１５ 

目色．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

全般：全体的な印象として、理想的なアビシニアンは、

明白なティッキングの入った皮毛を持つ色彩に富んだ猫

であり、大きさは中位で、堂々とした外観を呈する。ア

ビシニアンは、しなやかで、堅くしまった筋肉質な猫

で、旺盛な活動力を表し、回りのもの全てに対して、愛

らしい好奇心を示す。その猫の全ての部分が、その比率

において、気質的にも肉体的にもよくバランスが取れて

いる。 

 

頭：平らな面のない、いくぶん丸みを帯びたふうに緩和

された楔形で、額、頬、横顔の全てが、なだらかな輪郭

をしている。鼻筋から額にかけて幾分高くなっており、

その額は耳と耳の間が広い、ちょうどいい大きさで、と

ぎれることなく、アーチ型に首へと続いていなければな

らない。 

 

マズル：鋭くとがってはいないし、四角くもない。顎は

引けてもないが、突き出てもいない。大人の雄でのジャ

ウルには配慮がなされなければならない。 

 

耳：機敏な感じで、大きく、程良く尖っており、付け根

は広くカップ状になっており、聞き耳を立てているよう

に位置している。耳の毛はとても短く、密着して横たわ

って生えており、ルディーアビシニアンでは黒か濃いブ

ラウンの、レッドアビシニアンではチョコレートからブ

ラウンの、ブルーアビシニアンではスレートブルーの、

フォーンアビシニアンでは明るいココアブラウンの先端

になっていることが望ましい。 

 

目：アーモンド型で、大きく、輝いており、表情に富ん

でいる。丸くもなく、東洋的でもない。目は細い濃いラ

インで強調されており、明るい色の部分で取り囲まれて

いる。 

 

胴体：中位の長さで、しなやかで、優美であるが、しか

し、粗く劣ったようなところはなく、よく発達した筋肉

の強さを示している。単に大きさというよりは、プロポ

ーションと全体的なバランスが良いことが望ましい。 

 

脚と足：釣り合いよく細く、骨が細い。アビシニアンは

地面からよく離れて、爪先立ちしたような印象を与える

ように立つ。ポウは小さく、丸く、コンパクトである。

爪先：前足は５本指、後ろ足は４本指。 

 

尻尾：付け根は太く、幾分長めで、先細りになってい

る。 

 

コート：柔らかくシルキーで繊細な手触りであるが、厚

く光沢のある輝きで、さわると跳ね返ってくる。長さは

中位であるが、ティッキングの二つか三つの濃いバンド

を収めるのに充分な程の長さである。 

 

減点：色の薄いパッド、長くて狭い頭、短く丸い頭、筋

の入った足、濃く切れたネックレスのマーク、尻尾の輪

の模様。冷たい色、もしくは灰色がかった色のコート。

ブルーやフォーンのアビシニアンの白いアンダーコー 

ト。 

 

失格：白いロケットもしくは鼻先、顎、喉の上部以外の

あらゆる部分の白。キンクや異常な尻尾。濃い切れてい

ないネックレス、胴体の主要部分に広がった皮膚近くの

灰色のアンダーコート。レッドアビシニアンのあらゆる

黒い毛、正しくない数の指、認められている４つの色以

外のあらゆる色。 

 

アビシニアン カラー 

 

コートカラー：暖かく燃えるような輝き。ティッキン

グ：くっきりと識別でき、均一で、毛の一本一本により

明るい色のバンドとコントラストをなす濃い（尻尾の先

の）色のバンドがある。アンダーコートの色は皮膚に対

して鮮明で、明るい。深い色のシェードが望ましいが、

色の深さのために、ティッキングの強度が犠牲になって

はならない。充分なティックドであれば、背骨に沿った

濃いシェードは許される。体の下部、胸、足、にマーク

のない猫、リングのない尻尾の猫が優先される。顔のマ

ーキング：目や眉から広がった濃いライン、頬骨の濃

淡、髭の付け根のパッドの斑点や、濃淡は望ましい増強

である。目は細い濃いラインで強調され、明るい色の部

分で取り囲まれている。目色：ゴールドかグリーン、よ

り濃く豊かな色が良い。 

 

ルディー：ルディーブラウンのコート、黒のティッキン

グ；外側の最先端の毛先が最も濃く、オレンジーブラウ

ンのアンダーコートを持っている。尻尾の先端は黒。体

の下側や脚の内側はメインの色合いと調和して、濃淡が
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ある。ノーズレザー：瓦色の赤、パウパッド：黒かブラ

ウン、足の指と指の間は黒で、その色がいくぶんパウに

までかかっている。 

 

レッド(シナモン遺伝子）：コートは豊かで暖かい燃え

るような赤、チョコレート-ブラウンのティッキングが

あり、毛先の先端が最も濃く、レッド・オレンジのアン

ダーコートを持つ。尻尾の先はチョコレート-ブラウ

ン。体の下側や脚の内側はメインの色合いと調和して、

濃淡がある。ノーズレザー：ロージィーピンク。パウパ

ッド：ピンク、足の指と指の間はチョコレート-ブラウ

ンで、その色がいくぶんパウにまでかかっている。 

 

ブルー：コートは暖かいベージュ、スレートブルーのテ

ィッキングがあり、毛先の最も先端は濃く、赤味を帯び

たベージュのアンダーコートを持っている。体の下側や

脚の内側はメインの色合いと調和して、濃淡がある。ノ

ーズレザー：オールドローズ、パウパッド：藤色、足の

指と指の間はスレートブルーで、その色がいくぶんパウ

にまでかかっている。 

 

フォーン：コートは暖かい赤みがかったベージュ、ココ

アブラウンのティッキングがあり、毛先の最も先端は濃

く、赤味を帯びたベージュのアンダーコートを持ってい

る。尻尾の先はココアブラウン。体の下側や脚の内側は

メインの色合いと調和して、濃淡がある。ノーズレザ

ー：サーモン。パウパッド：ピンク、足の指と指の間は

明るいココアブラウンで、その色がいくぶんパウにまで

かかっている。 

 

以下の記載は参照の目的のみであって、ショースタンダ

ードの公式な部分ではない。 

 

アビシニアン カラークラス番号 

ルディー．．．．．．．．．0380  0381 

レッド．．．．．．．．．．0382  0383 

ブルー．．．．．．．．．．0384  0385 

フォーン．．．．．．．．．0386  0387 

A O V ．．．．．．．．．．なし  なし 

 

アビシニアンとアウトクロスする事の出来る猫種: 

なし 
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