
かわいいだけじゃない！

フーコック犬の
秘密を探る

ホーチミン市から飛行機で１時間足

らず。ベトナム最大の島・フーコック

島（Dao Phu Quoc）へ行くと、

たくさんの犬の姿が目につく。彼ら

のほとんどが、「フーコック犬」とい

う名の希少種だ。かつては自ら海に

入り、魚を獲っていたことから、他

犬と比べて、水かきの幅が広いとい

う噂が。あらゆる謎を探るべく、彼

らを追っかけてみた。

撮影／大池直人
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純血種の犬を知る手掛かりは
1897年出版の犬種本
「レ・ラース・ドゥ・シエン」

フーコック犬の魅力を発信
ドッグショー開催、愛好クラブ誕生

フーコック犬舎／ Co So Cho Xoay Phu Quoc 
住：Cay Thong Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang Province　
電：091 856 5113　料：4万VND(約200円)　http://choxoayphuquoc.com.vn

サイゴンフーコック犬クラブ／ Phu Quoc Dogs Club Saigon
www.chophuquoc.org
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◆頭
◆体の比率

◆顔

◆性質

◆身長

◆体重

◆尾

◆毛
◆腕・足

◆胴

・腰部、腹部がスリム。
・腰からひじに向かって、
  胸が下がり気味。
・ あばら骨が丈夫で、隙間がほと

んどないくらい、くっついている。

・指が押し合っており、親指が高
めのところにある。肉球が厚い。

・爪は黒色。毛が黄色い犬は爪
が茶色の場合も。

・通常の犬より、水かきの面積が
広い。

・オス：肩までの高さが 50 ～ 55cm
 ・メス：肩までの高さが 48 ～ 52cm

・オス：15 ～ 20kg
・メス：12 ～ 18kg

・ 短毛（２㎝程度）、硬い。
・ 背筋に沿って、うねのように隆起した逆毛があり、

毛の色は他の部分より少し濃い色。
・ 逆毛は左右対称。背の全体まで広がっていない。
・ 逆毛の先は、渦を巻いている。
・ 毛の色は黒、黄色（赤黄色）。黒毛が線を描く

ように混ざっている。

・前顔部は V 字型。
・舌には黒い斑点がある。全体的

に黒い舌の犬もいる。
・目の色は黒、濃い茶色、琥珀色。
・耳は貝殻の形。まっすぐ立ち、前

に向いている。
・鼻は黒色。鼻筋はまっすぐ。

・肩～つま先までの高さ：頭～尻までの長さ＝１：１
・額～鼻先の長さ：目下～鼻先の長さ＝２：１

・出産するとき、メス犬は洞穴を　
  掘って、その中で出産する。
・腸が弱く、病気にかかりやすい。

◆気質

・活発で忍耐力があるため、狩猟に向い
ている。飼い主を毒蛇から守る能力に
長けているとされる。

・高いところを怖がらず、フェンスを飛び
越え、泳ぎも得意とする。

・警戒心は強いが、人懐っこくもあり、ペッ
トとしても最適。

ベトナム犬種飼育者協会事務所（Van Phong Hiep Hoi 
Nhung Nguoi Nuoi Cho Giong Viet Nam ／ VKA）　
http://vka.vn

・ 短く、弓のような反りがある。尾
元は丸く、太く、尾先までいけば
いくほど細くなる。

・頭蓋骨は横から見ると緩やかな
曲線を描き、上から見るとフラット
に見える。

・ 集中しているとき、額にしわが出る。
・額と鼻のつなぎ目は、軽くくぼみ

がある。

　ベトナム本土から40㎞ほど沖合いにあ

るフーコック島は、魚醤ヌックマム（Nuoc 

Mam）とコショウが有名だ。そこには、島

原産の犬種のフーコック犬、正式名称

「プークォックリッジバックドッグ／ Phu 

Quoc Ridge Back Dog」と呼ばれる希少

な犬が生息している。

　しかし、フーコック犬を守るための意識が

ほとんどなく、食用にされ、絶滅寸前になっ

た 2009 年、「ベトナム犬種飼育者協会

／ Vietnam Kennel Association

（VKA）」が発足。フーコック犬を守るため

に、「フーコック犬の基準」が決められた。

基準を満たした犬（飼い主）には血統書

を発行し、絶滅を防ぐ対策を講じている。

　

　ベルギー伯爵アンリー・ドゥ・ビランド

（Henri De Bylandt）が 1897 年、300

種以上の犬種を紹介する書籍『犬種／

Les Races de Chiens』を出版。100

年以上前、フランス人がフーコック島から

母国に持ち帰った２匹のフーコック犬がそ

の本に描かれていた。その記述を手掛かり

に協会では、「フーコック犬の基準」が定

められ、基準を満たした犬には血統書が与

えられることになったのだ。

　血統書には犬種名、性別、登録番号

のほか、父犬、母犬を記載。これをもとに

繁殖させ、純血種が増加した。とはいえ、

発足当初はどの犬が純血種か明らかでは

なかったため、書籍に描かれた内容と同じ

外見で、フーコック島育ちという条件のオス

とメスは、「F0（エフゼロ）」と付けられた。

さらに、F0とF0 から誕生した犬は、「F1

（エフワン）」。F1とF1 から誕生した犬は、

「F2（エフツー）」という証明がもらえる。現

在はまだ、F1までしか存在していないよう

だ。F1 が続 と々誕生する中、彼らの生態

を知ることで、「フーコック犬の基準」が増

加。現在、チェック項目は 40 個以上ある

（一部の基準項目は右ページで紹介）。

「フーコック犬愛好クラブ」主催、VKA 主

催の「ベトナムドッグショー／ Vietnam 

Dog Show」が年に１回行われている。第

１回は 2009 年にホーチミン市で、2013

年10月にはハノイで初めて開催。ショーで

は、VKA の基準を満たしたフーコック犬が

出場。最も美しい犬が選ばれ、「国内美犬

競 技 適 正 証 明 書 ／ Certificate of 

Aptitude to the National Beauty 

Contest（CAC）」が渡される。366日間

でクラブや VKA 主催のショーで CACを３

つ獲得すると、ベトナムチャンピオンに認

定。ちなみに右ページの図解に載っている

犬は、2012 年度のチャンピオンだ。

　また、ハノイ、ホーチミン市では、「フー

コック犬クラブ」があり、ホーチミン市の同

会は 12 区を中心に活動している。

　2013 年、フーコック島に「フーコック犬

障害物ドッグレース」が誕生。ヴンタウ

（Vung Tau）のドッグレースとは違い、全長

400m のコースには竹橋、フェンス、池、穴

など12種類の障害物がある。フーコック犬

の特徴、気質と能力が発揮できるように設

計されたロードレースで、賭け事ではなく、あ

くまでもフーコック犬の凄さを知ってほしいと

いうオーナーの思いで作られた施設だ。

絶滅寸前のフーコック島原産犬を
守るために協会が発足

泳ぐ！　フェンスを越える！　
彼らの凄さを知るドッグレース

・背に逆毛
・２cm 程度の短毛
・ 胸が張っているが、おなかは細い
・尾は短く、毛先が細い
・指の間の水かきの幅が広い

パッと見て分かる！
鑑定ポイント

シュッとした容姿で、背中には馬のよ
うなタテガミを持つフーコック犬。調
べてみると、ほかにもユニークな特徴
があることが判明。外見で識別できる
条件が多々ある。
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毎日の漁についてきているというキキ。とはいえ、お姉さんたちが作業をし
ていても、見向きもせず、海をずっと眺めていた

島で出 会ったか わいこちゃん 全 集
ふと目に留まったフーコック犬。あまりにもかわいくて、写真に収めずにはいられない！　そんなかわいい瞬間を見せ
てくれたワンコたちを紹介。休憩時間に見て、癒されて♪

島で犬と暮らす。
自宅前や砂浜でぐっすり寝ている姿、
飼い主と一緒に散歩や遊ぶ様子、とき
には仕事先に同行するなど、島のあち
こちでフーコック犬が見られた。犬で
溢れる島で暮らす人々にとって、家族
であり、生活する上で欠かせない存在
なのかもしれない。

左・右下：10匹以上の犬以外に、子猫、鶏を庭で飼っているトー（To）さん。毎朝、近
くの川まで、犬を散歩しに連れていくいう。この日は撮影のために、オートバイで海辺
まで来てもらった。この犬は生まれて初めて海を見たと、トーさんは話していた
右上：フーコック島内で開催されたコンテストで「キレイなフーコック犬」に選ばれた
犬を飼っている地元の人

03.01.

02.

04.

05.

07.06.

01：網が邪魔だよ～！　遊んで！　遊んで！　02:人間用のビーチソファで寝ちゃおっと～♪　03:ご飯食べたか
ら眠くなっちゃった　04:みんな遊んでいるみたいだけど、ボクは眠いんだよね。Zzz　05：わ！　ニャンコがきた！　
負けないぞ～　06:かわいく撮れた？　07:これから川まで散歩に行くけど、一緒に行く？　08:写真撮られるの
は恥ずかしいよ～　09:何なに？　ボクの泳ぎ、上手だって？　10:おかあさーん、顔がかゆいよ～

08. 09. 10.
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　一面芝生の広い敷地に、全

室オーシャンヴューのヴィラ棟が

並ぶ。シーヴューヴィラ、シー

ヴュープールヴィラ、ビーチフロン

トヴィラ、ジャクジーヴィラがあり、

バスタブとシャワーブースを完備。

室内はウッディなフローリングで

温もりがあり、天井や壁は清潔

感が溢れている。

　中でも、世界遺産ホイアン

（Hoi An）旧市街の家屋をモチーフにし

た、シーヴュープールヴィラは高級感いっぱ

い。２階建てで大きなプライヴェートプール

があり、バルコニーから海を見渡せる。

自由気ままに過ごせる
コロニアルスタイルのリゾート

　リゾートホテル「ラ・ヴェランダ」は、白

壁のコロニアルスタイルの建物が特徴的。

デラックス、デラックスシーヴュー、デラック

スヴィラ、ラ・ヴェランダスイートがあり、天

蓋付きのベッドが配されている。

　レストランでは海鮮をふんだんに使った

料理を用意。バーでは、フーコック産の魚

醤ヌックマムとコショウを少々効かせた「ブ

ラッディマリーフーコックスタイル／Bloody 

Mary “Phu Quoc Style”」など、オリジナ

ルカクテル４種が楽しめる。また、敷地内

にはビーチバレーコート、卓球台、チェス

台があり、自由気ままに過ごせそう。

ホテルのスパ施設で
波音を聞きながらリラックス

「ファミアナ」とは「幸せな家庭」を意味

し、自宅にいるかのように、くつろげるリゾー

トがコンセプト。オーシャンヴュースイートと

美しいビーチにあるヴィラ、庭園と海の景

色を楽しむデラックスルームがあり、どれも

ゆったり過ごせる広さ。

　施設内のレストランではアジア料理、西

洋料理を味わえるほか、ビーチにあるバー

の近くでバーベキュービュッフェも楽しめる。

また、ぜひ利用したいのがスパ。ビーチ沿

いにスパ施設があり、窓を開けて施術。波

の音によるヒーリング効果のせいか、心身

の疲れがときほぐれていくのが分かる。

ベトナムの伝統を感じられる
格式ある客室でゆったりと

　ラグジュアリーホテルの「ロング

ビーチホテル」は、ベトナムの伝統

的な村で見られるユニークな建築

様式を模した客室を用意。木製の

バスタブをはじめ、木材をふんだん

に使ったナチュラルテイストのイン

テリアで、温かみのある雰囲気と

なっている。現在の全 72 室に加えて、さらに約 30 室を建設予定。

自家製ビール工場があり、白ビールと黒ビールを製造。苦味とコクが

あって、飲みやすい。

住 Bai Xep, Ong Lang Cua Duong, Phu Quoc 
Island, Kien Giang Province
電 (077) 399 5895
www.centarahotelsresorts.com/cpv/cpv_
default.asp?#.UqQ4fuJWGUl

住 Tran Hung Dao St., Duong Dong Beach, Phu Quoc 
Island, Kien Giang Province
電 (077) 398 2988
www.laverandaresorts.com

住 Tran Hung Dao St., Cua Lap Hamlet, Duong Dong 
Beach, Phu Quoc Island, Kien Giang Province
電 (077) 398 3366
www.famiana-resort.com

全ての客室から
美しい海を一望

ロングビーチリゾート
Long Beach Resort

ファミアナリゾート＆スパ
Famiana Resort & Spa

チェンシーリゾート＆スパ
Chen Sea Resort & Spa

ラ・ヴェランダリゾートフーコック
 La Veranda Resort Phu Quoc

ゆったりビーチリゾートを満喫しよう。
開放感あふれる景色を思う存分満喫でき、天気がよければ、絶好のサンセットを眺められるフーコック島。昨今、
開発が進みビーチリゾートが増加している。そこで編集部が注目するリゾートホテルをご紹介！

住 Group of Households 4, Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, 
Phu Quoc Island, Kien Giang Province
電 (077) 398 1818
www.longbeach-phuquoc.com
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