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猫の生体販売に関する実証分析～ペットショップの個体ミクロデータを用いた解明～ 
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１． はじめに 

ペット市場は成長を続ける業界の一つである。ペット市場全体は生体販売のほかペット

フードやペット用品、ペット美容院や医療等を含み、その市場規模は 2018年度で 1兆 5,442

億円にのぼり、今後も成長が見込まれている(矢野経済研究所, 2020)。しかし、一般社団法

人ペットフード協会(2019)の「全国犬猫飼育実態調査」によると、飼育頭数について犬は減

少、猫は横ばいとなっている。こうした状況でありながら市場が拡大している要因として、

近年ペットを家族として扱う考えが強くなっていることが挙げられる。川上(2018)は、ペッ

トフード分野においてはプレミアムフードの需要が拡大し、またペット用品分野ではペッ

ト用おむつの需要拡大があり、「今後はペットの健康維持・管理を目的とした商品・サービ

スの充実が進んでいく」としている。大切な家族であるペットにより良い飼育をしたいと考

える飼い主が増え、市場拡大に繋がっていると考えられる(大久保, 2020)。 

このように広がりをみせるペット業界であるが、注目したいのは、特に近年需要が高ま

っている猫である。「全国犬猫飼育実態調査」によると、2017年には猫の飼育頭数が犬の

飼育頭数を上回った。このような推移の背景には2000年代半ばに始まった猫ブームがあ

る。猫ブームの要因としてはSNSやCM、映画などを中心に幅広い層から共感を集めたこ

と、犬に比べて飼育費が安く、手間もかからないことなどが挙げられる。ネコノミクスと

いう造語もできるほど猫ブームの経済効果は大きいと言われている(AERA dot., 2019; 読

売新聞オンライン, 2018)。また、川上(2018)によると、猫ブームによって子猫の販売価格

は上昇傾向であり、大手ペットショップでは平均価格が3年間で6割上昇、希少な種類は

100万円以上の値がつくことも少なくないという。 

こうした猫の需要の高まりにより高騰している子猫の生体価格であるが、価格はどのよ

うに決まっているのだろうか。ペットショップ最大手の株式会社コジマ(以下コジマ)のホー

ムページで子猫の販売価格を調べてみると、同じ種類の猫であってもかなりの差がある。人

気の猫種として挙げられているアメリカンショートヘアーだけをみても、10 万円代のもの

から 30万円代のものがいる。他の猫種をみても、20〜30万円程度の価格差があることがほ

とんどである。こうした価格差はどのような要因によって生まれるのか。犬や猫の情報サイ

トである PetSmilenewsでは、猫種ごとの値段の違いについて紹介している。例えば、アメ

リカンショートヘアーであれば毛の色によって値段は異なり、親がチャンピオン猫である

と値段が上がるとされている。このように猫の価格差の要因はペット情報サイトで様々言

われているが、どの情報もデータを元に分析された結果ではなく、その根拠は不明瞭である。 

特に、オンラインやペット雑誌の情報は感覚的な説明も多く、明確な根拠に基づく説明が

されていることはあまりない。それらの中には、業者による意図的な偏向記事もある可能性

は否定できない。また、ペットと飼い主の相性は単純なスペックで決まるものではなく、多

分に感覚的な部分があるものと考えられる。太田(2019)は、朝日新聞記者によるペット市場

に関する貴重な資料である。これによると、ペットショップ各社による生体販売の方針は

区々なものの、本稿で用いるコジマの場合、生体の歯並び、色などの 20項目程度の評価に
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基づいたプライシングをしているとのことである。 

ペット市場は平成以降大きく拡大しており、この 20年で規模はほぼ倍増している。それ

にもかかわらず、大変興味深いことにペットとしての猫の価格の決定要因に関する定量的

な研究は、少なくともわが国においては行われていない。犬に関しては、岩倉(2019)が毛色、

サイズ、販売地域、性別といった要因が価格に関係している可能性を示しているものの、ク

ロス集計をするに留まっている。海外のペット価格に関する研究も非常に限られるものの、

Lopes et al.(2017)は、日齢、性別、身体的特徴などが、ブラジルにおけるブラッドフォード

ブルドックの生体価格に関する影響を分位点回帰で明らかにしている。これによると、多く

の変数が有意に価格に影響を与えるものの、各ブルドックの分位点によってかなり特徴に

差があるという。 

実は日本はペットショップ経由の生体販売という観点でみると、世界的にみて非常に市

場が大きい。例えば、ペットショップの売上に占める生体販売の割合は、アメリカは 5％程

度と 1割にも満たないのに対し、日本の平均的な割合は 4割にのぼる(Le, 2019;富士経済ネ

ットワークス, 2018)。それにもかかわらず、価格決定の計量分析が行われてない最大の理

由は、販売される生体に関する定量的・定性的な情報が広く利用可能ではないことが指摘で

きる。本稿では、インターネット上に掲載されている、業界最大手のコジマで販売されてい

る猫の価格並びに個体情報に関する大量のデータを駆使して分析を試みる。この意味にお

いて、本研究はわが国のペットの価格や販売動向に関する計量分析として先駆的なものと

なることを強調したい。 

本稿の構成は、以下の通りである。2章で生体販売市場の特徴と先行研究に触れ、3章で

推定を行う。4章では推定結果を踏まえ、猫の生体販売の特徴について論じ、5章でまとめ

と今後の課題を述べる。 

 

２． 猫の生体販売市場の特徴と先行研究 

２．１．生体の販売チャネル 

生体販売の市場は、ペット市場全体の中でも他の市場には無い特徴を有する。なぜなら、

生体は日々成長し、特に成猫になるまでの当初の 1 年は生体自体の変化が非常に大きいた

めである。この生体販売における流通経路をまとめた図表 1 によると、まず生産者となる

のはブリーダーである。ブリーダーが繁殖させた犬や猫は直接ペットショップに売られる

こともあれば、ペットオークションや卸売業者を通してペットショップへと売却されるケ

ースもある。最終的なペットの飼い主となる消費者自身もブリーダーから直接購入するこ

とはできるが、ペットショップから購入するケースが数的には多い。2018 年の楽天インサ

イト株式会社のアンケートによれば、犬を現在飼っている人はペットショップでの購入が

54％と約半数を占めるのに対し、猫については拾った、動物愛護団体や知り合いに譲っても

らったというケースが約 7割と多い(楽天インサイト株式会社, 2018)。ただし、ペットショ

ップでの購入も全体の 12.4％ある。 
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このように日本ではペットショップからの購入が一般的なチャネルの一つとなっている

が、欧米ではペットショップでの生体の展示販売は禁止されており、ブリーダーから直接購

入することが標準的とされる。ペットショップでの購入は充分な説明がされず、捨てられる

原因となったり、売れ残った結果として流通経路で殺処分の対象となりやすいためだとい

う1。日本でもこうした観点から、ペットショップの生体展示販売を見直すべきとの声もあ

る(東洋経済オンライン, 2017)。だが太田(2019)によると、コジマは生体販売を行わない店

舗を作る方針を示しているものの販売を取りやめるには至っておらず、大手ペットショッ

プの AHBとペッツファーストについては、むしろ現在は生体販売に特化しているという2。

特に、この数年間での価格上昇は著しく、Covid-19 によるペット需要の高まりが価格を一

層押し上げる状況になっているという3。 

 

２．２．生体販売に関わる法律 

本稿の研究は、生体販売についての情報開示が進んだことが一因で可能となっている側

面がある。そして、各猫に関するデータの開示が進んだ大きな理由の一つに、生体販売に関

する法律の変化が挙げられる。 

ペットの飼育と生体の販売に関する法律としては、「動物の愛護及び管理に関する法律」

がある。1973年に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、1999年に現在の

名称に変更された。その目的は動物の愛護と、他者へ危害が及ぶことを防止する動物の適切

な管理であり、ペット以外にも展示動物、産業動物、実験動物も対象となる。国や地方公共

団体、飼い主に対して、責任を持って適切に飼育を行うことを義務とし、また動物を取り扱

う業者に対しても、営業のため都道府県知事等の登録が必要なこと等を定めている(環境省, 

2020a)。1973年の制定後、1999年、2005年、2012年、2019年に大きく改正されている。 

2005年の改正では、悪質な業者の登録の取り消しや業務停止の命令措置のための「登録

制」の導入をはじめ、動物取扱業の適正化等が行われた(環境省, 2006)。 

2012年の改正ではさらなる動物取扱業の適正化を図るため、犬猫等の繁殖業者による出

生後 56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し・展示の禁止が定められた。この 56日

という販売規制は、幼い子犬・子猫の販売は衝動買いを引き起こしたり、早いうちに親と

 

1 ただし、近年はインターネット販売が急拡大し、国境を越えた違法な取引が急増してい

る(The Companion Animal Responsible Ownership, 2020)。 

2 流通経路の見直しや販売数を抑えることで環境の改善を図っているという。 

3 ペットの生体価格に関する物価統計はあいにく存在しない。朝日新聞の太田氏からの情

報によると、「ここ数年は 15万円程度まで上昇していました。そこにコロナ禍でさらにペ

ット需要が高まり、今年は春以降、20万円台を突破しており、「10万円の一律給付」が始

まって以降は平均 24万円まで上昇しました。いまも 20万円前後で推移している」とのこ

とである。 
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離れることでしつけや発育に問題があったりするため、飼い主の遺棄に繋がるとされてい

るためである(日本経済新聞, 2019)。ただし、この時点では 56日について、施行後 3年間

は 45日、その後別に法律で定める日までの間は 49日と読み替えることとしていた。さら

に感染症の疾病に対するワクチン等の予防措置や、犬猫等を販売する際の現物確認・対面

説明の義務付けなどの規制が強化された(環境省, 2013)。また、犬猫を販売・繁殖する業

者については、その個体ごとに所有状況を記録する帳簿を作成し、自治体に対して一年間

で所有、販売、死亡した頭数等を報告することとなった(全国ペット協会, 2013)。 

そして 2019年に再び改正され、一部を除いて 2020 年 6月に施行された。今回改正され

たものとして、犬猫等販売業者は前回の改正時に出生後 49日と読み替えられていたものが、

出生後 56 日を経過しないものについては原則販売・展示が禁止となった(環境省, 2020b)。

またこの改正には、マイクロチップの装着義務化も含んでいる。そのため、今回調査対象と

したコジマの販売する生体に関しては、店頭の展示は生後 53日頃から始めることもあるが、

販売は出生後 56日以降とし、全ての猫にマイクロチップを装着している。 

ただし、インターネット販売業者の中には、これらのルールを遵守しない業者も少なから

ずいるという。他方、本稿でデータを用いるコジマについては、以上の法律をすべて遵守し

ている。また、コジマは取り扱っている生体の情報をすべてオンラインに出している一方、

社是として倫理的な観点等からオンライン販売は一切しておらず、必ず対面販売を行って

いる。 

 

２．３．コジマの市場における立ち位置 

前述の通りペットの家族化に伴い成長を続けるペット業界だが、ペット・ペット用品小売

業における事業形態は個人も多く、また法人・個人合わせてみても従業員 2 人以下の小規

模な事業所が全体の約 43％を占めている(経済産業省, 2016)。その中で本稿の研究の対象と

した株式会社コジマは、最大手企業の一つである。関東地方を中心にペットショップのコジ

マを 48 店舗展開し、販売高としては 2番目のシェアである(図表 2)。ペットショップでの

生体の販売を行っているだけではなく、ペット用品の販売やコジマ動物病院の経営も行っ

ており、裾野の広いペットビジネスを包括的にカバーしている業者といえる。 

ビジネスという視点からのコジマの生体販売の特徴は、生体販売の総売上に占める割合

が 15％程度と、割合としてはわが国のペットショップの平均(40％)に比べると、はるかに

少ない点にある。これは、同社の小島会長による「脱コンパニオン・アニマル」という生体

販売に頼らないとの経営方針を反映したものと考えられる。ちなみに、ペット市場に関する

ビジネスレポートの大半は、生体販売以外の部分に割かれることが多い(例えば、ペットフ

ードや医療等)。これは、生体販売後の飼育に関する支出の方が金額的にも多くなり、かつ

ペットオーナーの選好も多様化し、ビジネスとしての裾野がはるかに広いためである。コジ

マはこの部分のビジネスを重視する方向性を明確に示しており(太田, 2019)、ビジネスの 7

割程度がペット飼育に関連する物販販売で構成されている。 
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なお、割合が少ないからといって、コジマの生体販売が市場動向から外れたものであると

いうことではない。第一に、コジマの犬猫の年間販売頭数はおよそ 2 万匹にのぼる(太田, 

2019)。第二に、コジマの生体調達チャネルについて太田(2019)は、図 1にあるペットオー

クション経由が 8 割に及ぶとしている。オークション価格とは卸売市場の価格だと考えら

れ、それに粗利がのった形でコジマでの販売価格がプライシングされていると考えれば、価

格の代表性が担保されている(市場で標準的に取引されている価格をある程度反映してい

る)と考えられるだろう。第三に、情報をオンライン上に開示しており、市場情勢を一定程

度反映した価格となっていると考えられる。 

以上を踏まえると、本稿でコジマを分析の対象とすることは、企業の特性を掴むだけでは

なく、現代のペット市場を俯瞰する上で有効であると考えられる。一社の販売価格データを

用いるが、これは同業他社のデータがコジマのように包括的にオンラインで提供されてい

ないというデータ制約故である。しかしながら、コジマはペット業界における最大手である

こと、生体販売からその後のペット飼育・医療まで全般的なペットビジネスに取り組んでい

ること、ペットに関する様々な倫理的な問題に対しても積極的に取り組む業界のオピニオ

ン・リーダーであることを踏まえ、市場の代表性のある猫の生体価格を提示していると判断

する。 

 

２．４．先行研究 

分析を行う前に、ペットショップの生体販売、生体価格について触れた先行研究を整理し、

分析で必要となるポイントを整理してみたい。ペットに関する学術的研究は、ペットの心理

的な効果や、人との関係性に着目したものも多く、先述の通り、ペット市場、特にペットの

生体販売についての論文は少ない。 

その中で岩倉(2011)は犬の生体販売に着目し、その変遷と今後の動向について考察して

いる。1980年代から 2000年代にかけ、ペットショップが個人の店舗からホームセンター、

ショッピングセンターといった集客力の高い場所へ移行していったことについて、「大量供

給型のシステム」であると述べている。岩倉はこのシステムが形成された要因として、「外

見的特徴に商品の判断基準を置くという顧客の購買特性」が、ペットショップでの展示販売

と合っていることを指摘している。このことから、ペットショップで大量に並んだ犬や猫か

ら選んで購入する際には見た目が重視され、そして売る側としても、人気な種類、色である

ことも含め外見の良い猫については価格を高くしているのではないかと考えられる。 

また岩倉(2019)は、犬の個体ごとの特性が初日の価格と値下げ率に与える影響について

分析を行っている。「犬の価格の決定には、個体に関するものと個体以外に関するものの、

大きく 2つに分かれる」とし、分析の結果、前者では毛色、サイズ、性別が、後者は販売場

所が価格の決定において有意なインパクトを有するとした。 

ペットの代表として犬とともに扱われることの多い猫についても、岩倉の研究と同様に、

猫の個体特有の特性、それ以外の特性がそれぞれ価格に影響を与えると考えられる。また犬
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との違いとして、猫は毛の情報に色だけでなく模様が含まれている他、品種による体格差が

犬ほど大きくないことを考慮する必要もある。 

先行研究と前述のペットの情報サイト等で挙げられていた価格の決定要因を考えても、

猫の見た目にあたる品種、毛色、性別や、販売している店舗の情報は価格の決定要因に影響

を与えると考えられる。他方、上田(2020)は「ペットの生体は、明確な価格基準や定価があ

るわけではないため、来店する顧客層に合わせた価格帯を考慮して価格を決めている」と述

べており、価格の決定にはホームページの情報からは得られない隠れた要因がある点は留

意する必要がある。 

 

３．実証分析 

 本稿では、コジマのホームページに掲載されているデータを使用して、実証的に分析を行

う。既述の通り、ペットの価格については個別性も高いこともあり、価格にはかなりの幅も

あることが知られている。また、当初の販売価格で売れる場合もあれば、しばらく売れない

ことで値下げ販売をしているケースもある。 

 本稿の目的は、猫の市場価格の特徴を定量的に捉えることであることから、主に 2 つの

問題意識で実証分析を行う。第一に、猫の発売初日の価格の決定要因を実証的に明らかにす

ることである(推定モデル 1)。第二に、10日以内で売却された猫と、それ以降に売却された

猫の違いを実証的に明らかにすること(推定モデル 2)である。 

 データの詳細は以下で紹介をするが、まずは図表 3 と 4 を参照されたい。こちらは、猫

の初日の販売価格の分布である。このように、下限の 13 万円から上限の 64 万円と価格は

かなり異なる。猫種別にみても、平均価格は 29万円から 44万円とかなりの幅がある。 

 コジマでの販売価格はペット市場における供給側の販売価格ではあるものの、需要に関

する経験的な情報も踏まえた上で価格付けを行っていると考えられる。理由としては、第一

に、生体販売は売れない期間が延びるだけ、ペットのえさ代や管理費がかかるだけでなく、

展示用の檻の場所代もかかることになることが指摘できる。第二に、売れない期間が延びる

と、販売価格は下げていかざるをえないことになるため、むやみやたらと高い価格を提示し

ているとは考えづらいからである。第三に、コジマはペットオークションを使って生体の大

部分を調達しており、なるべく回転率を上げることが利益を上げることにつながるからで

ある4。 

 このように考えると、自ずと生体が何日程度で売れていくのかという点に関心が及ぶこ

とになる。図表 5 は今回の分析で用いる生体の全サンプルが店頭展示後、何日程度で売れ

ているかを示している。平均値では 16日程度となるが、最初の 5〜10日程度にかなりの生

 

4 ここで、回転率とは、一定期間内に檻が何匹の生体で利用されたかを意味する。つまり、

仕入れ後に生体が売れないと回転率は下がることになる。 
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体が売れていくことがわかる。では、プライシングも需要を考慮したものであるにもかかわ

らず、なぜなかなか売れない生体と売れる生体で差が出るのであろうか。推定モデル 2 は

それを明らかにすることが目的の実証分析となる。 

 

３．１．データ取得方法と各変数の記述統計量 

本稿ではOctoparseというウェブ・スクレイピングソフト(webサイトに掲載されている

情報を収集できるソフト)を使用して、コジマのホームページから一日一回データを取得し

た5。株式会社コジマの公式サイトには、犬・猫・その他の動物についての商品情報をはじ

め、ペットの飼育方法、また株式会社コジマが母体の動物病院についての案内、そしてペッ

トに関する商品の通信販売ページ等が掲載されている。各種動物については、様々な条件か

らスクリーニングして検索することが可能である。コジマのホームページ上段にある「さが

す」から猫を検索すると、1ページにつき、横 4匹、縦 3匹の計 12匹が掲載されたページ

をみることができる。各猫について掲載されている情報を挙げると、サイトに登録された登

録日、サイトにて情報が更新された更新日、種名、販売価格、猫の販売店舗、猫の画像、毛

色、血統書の有無、性別、生年月日、チャンピオン歴、出身地、マイクロチップの有無、ワ

クチン接種日(最大 3回分)、体重測定日、体重、コメント、価格下に掲載のある注意事項が

ある(図表 6)。これらのデータに関する記述統計量は図表 7〜8の通りである。 

 以上のようにして、2020年 8月 8日から 2020年 9月 25日の期間、毎日データを取得し

て日次データセットを構築した。なお、8 月 8 日以前に登録された猫は分析の対象外とし

た。また、ワクチン接種は強く推奨されており、コジマでは販売中の猫であっても接種タイ

ミングが来ると、きちんと接種を行っていた6。また、法的に義務づけられているマイクロ

チップの装着も、確認をしたところ、すべての生体について行われていた。 

 

３．２．推定モデル 1 

 

5 具体的なスクレイピング方法は以下の通りとなる。はじめに、コジマのホームページか

ら「さがす」を選択し、条件を付けずに猫について「生後順」に検索した。その後サイト

URL を、1度 2ページ目等に移動するなどして、URL末尾にページ番号が来るように

し、エクセルシートに張り付けた。また、当日掲載されている猫の総数を 12で割り、切

り上げた値の分だけ、エクセルのオートフィル機能を使用し、URLを複製した。ここで総

数を 12で割ったのは、1ページにつき 12匹、コジマのサイトには猫が掲載されているた

めである。次に、複製したURL をOctoparseに読み込ませ、各猫の画像をループクリッ

クするようにし、各猫についてのページからデータを取得した。 

6 生後 2か月で 1度目、その 4週間後に 2度目を接種することが推奨されている。また場

合によっては 3度目を打つこともある。その後は年に 1度の接種が推奨されている。(ペ

ットショップのコジマ亀戸店店員より。) 
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推定モデル 1では、猫の発売初日の価格 price(コジマのサイトに表示されている、税抜き

販売価格)について、日齢や性別などの猫の生体自体に関する要因(生体要因)となりうる変

数、店舗などの猫自体に直接起因しない外的要因となりうる変数に関して計量分析を行っ

た。推定には最小二乗法を用いる。分析のサンプル期間は、2020年 8 月 8 日から 2020年

9月 25日とし、各日に店頭販売された猫のうち、1種類あたり 10匹以上のデータが取れた

猫 745匹とした(図表 9)。なお、この価格は税抜きであり、予防接種代、遺伝子検査代、マ

イクロチップ代は含まない。 

図表 10は変数の定義を示している。ここでは、推定モデル 1に用いる説明変数について

概説する。はじめに、生体要因として日齢 age、性別 sex、チャンピオン champ、猫の種類

type2を採用した。age は猫の日齢である。販売初日の日齢については、前述の 56日という

販売規制もあり、その前後が多くなっている。一方で 90日を超えてから登録される猫もお

り、初日時点での価格に影響があると思われる。なるべく日齢が低い方がかわいらしいと消

費者に思われることもあり、日齢が上がるほど販売価格が下がる傾向があると言われてい

る。そのため、想定されるパラメータの符号は負である。 

sex はメスを 1、オスを 0 とした性別のダミー変数である。前述の通り岩倉(2019)は、初

日の価格決定要因において性別が有意であるとしているため、想定されるパラメータの符

号は正である。 

champは親のどちらかでもチャンピオン歴を持っていたら 1、持っていなかったら 0をと

るダミー変数である。チャンピオン歴を持つとは、親となる猫がキャットショーでの入賞歴

を持っているということであり、その子猫は一定のブランド力を有すると考えられる。岩倉

(2019)では、チャンピオン歴の有無が価格に影響を及ぼしたかについて、他の変数を考慮せ

ずに単純に t 検定を使って調べた結果、有意な影響力を有しなかったことが報告されてい

る。しかし、本稿の分析では複数の変数を入れて各種の要因をコントロールした推定を行う

ので、それでもなお岩倉の結果が支持されるのかを確認する。理論的に想定されるパラメー

タの符号は正になる。 

type2は猫の種類毎に設定したダミー変数である7。該当する猫ならば 1、そうでなければ

0となる。type2が価格を上げる場合はパラメータの符号は正となる。 

生体自体とは直接関係なくコジマ自体に関係する変数(外的要因と呼ぶ)として

select_shop と heredity を採用した。select_shopはコジマの 48店舗うち、セレクトショップ

とされている亀戸本店、目黒店、六本木店の 3店舗で販売されている場合は 1、そうでない

場合は 0 をとるダミー変数である。コジマによると、セレクトショップでは特に外見の良

 

7 type という変数は猫の種類を示す文字情報(例：マンチカン)であり、それを数値化した

ものが type2である。推定では、この type2毎にダミー変数を作成した。つまり、本稿の

推定では 19種類の猫を分析に用いるため、ダミー変数の数は 19個となり、各ダミー変数

は当該種類の猫ならば 1、そうでなければ 0を取る変数である。 
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い猫を選んで販売している。見た目が価格に影響している可能性は先行研究で示した通り

であるため、セレクトショップで販売される猫は高価格帯であると考えられ、符号条件は正

となる。heredity は遺伝子病の発症リスクがないかの検査を受けたかどうかである(すべて

の猫がこの検査を受けているわけではない)8。受けている場合は 1、受けていない場合は 0

とした。遺伝子病検査を受けている猫の方が安心感があり、価格が上がると考えられるので、

パラメータの符号条件は正となる。 

 

３．３．推定モデル 2 

 推定モデル 2は、10日以内で売れる猫と、10日以内には売れない猫の違いは何かを明ら

かにすることを目的としている。使用したデータは、データ取得期間の内 8 月 8 日から 9

月 14日までの 38日間に登録された猫で、さらに 9月 24日までに売却された猫かつ、合計

売却数が 10 匹以上の種類の猫である(図表 11)。10 日以内に売れたか否かを分析対象とす

るため、サンプル期間内で売れたか売れないかが完全に判別できるようにしている9。サン

プル数は 276である。 

 被説明変数 ten_sale は 10日以内に売れると 1、売れないと 0を取るダミー変数としたた

め、推定にはロジット分析を用いた。説明変数は sold2、age、short_hair、popular、champ、

heredity の 6 つである。sold2 は売却時の価格とする。一般的には価格が低ければ低いほど

購入しやすく、パラメータ(以下では、係数として限界効果を用いる)は負の値をとると考え

られる。しかし、コジマのようなブランド店で生体を購入する消費者は、ホームセンター等

で購入できるより安価な生体を求める消費者とは購買行動が異なる可能性がある。特に、販

売当初の価格は生体の若さ故のプレミアムが価格に転嫁されている。この段階で購入判断

をする消費者の価格感応度はあまり高くない可能性もあり、係数の符号については実証的

に確認せざるをえない10。age は発売日の日齢を示している。発売日の日齢が上がるほど、

生体として大きくなるため、売れにくくなりやすい。そのため係数は負の値を取ることが予

想される。short_hairは、短毛種であれば 1、そうでなければ 0を取るダミー変数である11。

アイペット損害保険株式会社(2020)による人気猫ランキング上位 10位には、コジマのサイ

トで短毛種に分類される猫が 6 匹ランクインしており、短毛種の人気の高さがうかがえ、

 

8 埼玉県獣医師会(2019)によれば、猫の遺伝性疾患は 300種類以上あり、ペットショップ

で販売される猫は純血種であるため、品種特有の遺伝性疾患を持つ恐れがある。 

9 サバイバル分析のようなセンサー問題(サンプル期間後の状況がわからないという問題)

は生じない。 

10 太田(2019)によると、コジマはブランディング的な観点から生体の販売価格の極端な値

下げを嫌うという。 

11 コジマのサイトにおける各猫の情報ページには毛種の情報は明記されていない。しか

し、猫を検索する際に短・長毛種に分けて検索できるので、それを用いた。 
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限界効果は正の値を取ることが考えられる。popular はアイペット損害保険会社による人気

猫ランキング上位 10位以内で、上述した今回対象としている猫種が含まれていれば、ラン

キング下位から順に 1を付与し、含まれていなければ 0を取るダミー変数である12。該当の

猫が人気な猫である場合、限界効果は正の値を取ることが予想される。champ、heredity に

ついては推定モデル 1 で述べたため割愛するが、符号条件としては、どちらの値も 1 を取

る場合、つまりチャンピオン歴がある場合、また遺伝子検査を受けている場合は、発売日か

ら日を置かずに売れる可能性が高いため、限界効果は正の値を取ることが予想される。 

 

４．推定結果 

４．１．推定モデル 1 

 まず、猫の発売初日の価格の決定要因の推定結果を見ていきたい(図表 12)。日齢を示す

指標の age は負に有意である。小さくて可愛いうちから育てたいという需要を反映してい

るものと推測される。sex、select_shop、heredity、champはそれぞれ正に有意であった。メ

スは子を産むため手元に残すブリーダーが多く、オスに比べ店頭に置かれている数が少な

く希少価値があること、メスの方が育てやすいと言われていることなどが理由として考え

られる。ちなみに単純な価格の平均値でみても、オスは 32万 5千円、メスは 33万 5千円

と 1万円程度の価格差が観察される。次に、select_shopだと値段が上がる理由はコジマ側

が意図的にセレクトショップに最も可愛い猫を集めているからだと考えられる。セレクト

ショップで売られている猫は他の店舗で売られている猫よりも(各種の影響をコントロール

した上でみると)11万 3千円も高いという結果になった13。そして、heredityについては遺

伝子(病)検査をしているという記載がされている方が、買い手がより安心できるという仮

説が支持されている。また、champについても想定された符号条件を満たしている。type2

についてはコントロール変数のため、細かい説明は割愛するが、マイナスに有意という結

果になったアメリカンショートヘアーとスコティッシュフォールドに注目したい。この 2

種は今回扱う猫の中でもサンプル数の多い 2種である。このことから、相対的な希少性が

低く、価格を押し下げる要因になったのではないかと考えられる(図表 9)。 

 

４．２．推定モデル 1の感応度分析 

 次に、ベンチマークの分析から得られた結果の頑健性を確かめるべく、感応度分析を行う。

結果は図表 13の通りである。 

 

12 ラグドール＝1、ベンガル＝2、ロシアンブルー＝3、ブリティッシュショートヘアー＝

4、ノルウェージャンフォレストキャット＝5、アメリカンショートヘアー＝6、マンチカ

ン＝7、スコティッシュフォールド＝8。 

13 単純な価格の平均値でみても、セレクトショップで販売されている猫は 45万 4千円、

その他の店舗で販売されている猫は 32万円と 13万 4千円の価格差が観察される。 
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 まず、type2 を color2 に差し替えた場合について述べる。color2 はコジマのサイトに記載

されている毛色を表すダミー変数である。猫のカラー情報は色、模様、毛柄の情報を含んで

おり、猫の種類によって色の呼び方が異なる場合もある。各毛色に該当したら 1、そうでな

ければ 0をとる(カラーの種類は全 74種類)。結果は、sex 以外の age、select_shop、heredity、

champはベンチマークと同じく有意なままであった。 

 次に、毛の長さについては、ショートヘア short_hair とロングヘア long_hair(長毛種なら

1、そうでなければ 0を取るダミー変数)を追加した14。推定モデル 2でも使用した short_hair

と同じく long_hair も共に猫の毛の長さを表すダミー変数である。結果は、age、sex、

select_shop、heredity、champの 5つ全てがベンチマーク同様に有意かつ同じ符号であった。

なお、short_hair は負に有意であった。これは前述したアメリカンショートヘアーもスコテ

ィッシュフォールドも短毛種に当てはまるためと考えられる。 

 次に、様々な「図鑑変数」を加えて、その影響を検証した。図鑑変数とは活発さ active、

食事量 food、抜け毛の多さ hair、しつけのしやすさ training、おとなしさ characterの 5つで

あり、『まるごとわかる猫種大図鑑』(早田・齊藤, 2014)に記載されたネコの種類別の基本的

な特徴である。この図鑑のターゲットとする読者層はペットとしてのネコに関心のある読

者であり、これらの変数は飼う上での飼いやすさの代理変数とみなすことができる。それぞ

れ 1 つずつ type2 と差し替えて検証した結果、まず character に変えた場合は、毛の長さに

変更した時と同じく 5 変数全てが有意で符号も変わらなかった。character 以外に変更した

場合は有意でなくなる変数もあったが、どの式においても age と select_shop が有意となっ

た。しかし、sex、heredity、champは有意とはならないケースもあり、これらの変数に関す

る頑健性は多少弱いことが確認された。 

 

４．３．推定モデル 2 

 推定結果は図表 14の通りである。sold2、age、short_hairは 1％の有意水準で統計的に有

意であった。また heredity は 10％の有意水準で統計的に有意であった。個別に確認してい

く。sold2 は限界効果が正であり、価格が 1 万円上昇すると発売 10 日以内の売却される可

能性は3.7％上昇した。今回猫のデータを採取するにあたり、ペットショップのコジマでは、

発売後何日程度で初回の値下げがされているのかを調べてみた。結果、多くの場合平均して

発売 22.7 日で初回の値下げがされている。故に発売 10 日以内は一番価格の高い時期であ

り、かつ値下げが行われるケースが少ない。この期間に購入する消費者は、価格について深

く考えていないとはいわないものの、価格以外の要因を重視して生体を購入していると推

察される。age は限界効果が 1.2％であった。つまり、発売初日から日を経るごとに、発売

10日以内の売却可能性を日々1.1％ずつ押し上げる計算となる。この原因として、金額が大

きく責任のある買い物であることや、猫と購入者の相性があるため購入までに時間がかか

 

14 両者に該当しないネコも存在する。 
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ることが影響していると考えられる。short_hair については、当該猫が短毛種である場合、

発売後 10 日以内に売却される可能性が 26.2％上昇することが確認された。これについて、

今回調査隊対象とした猫 11 種類のうち、8 種類がアイペット損害保険会社による人気猫ラ

ンキング上位 10 位以内にランクインしており、潜在的な需要の高さ(そして需要の強い猫

は短毛傾向であること)が反映された結果と考えられる。また heredity については、統計的

には有意なものの、符号条件が逆であった。この他、champ、popularは統計的に有意な値を

取らなかった。このように、価格決定要因となる変数であっても、短期間で売れるか否かに

は関係のない変数が複数あることが確認された。 

 

４．４．推定モデル 2の感応度分析 

 推定モデル 2 のベンチマークの結果の頑健性を確かめるべく、説明変数を変更し、いく

つかの感応度分析を行う。結果は図表 15の通りである。1つ目は、説明変数に猫種に関す

るカテゴリー変数 type2を追加した 7。short_hairを除く全てのベンチマークモデルの変数が

統計的に有意(符号条件も同じ)であることが確認された。short_hair については、猫種と毛

の長さは相関するため、当然の結果と考えられる。 

 次に、猫の体毛の色についてのカテゴリー変数 color2(カラーの種類は全 53 種類)追加し

た場合、推定モデル 2 で有意であった変数はいずれも符号も変わらず統計的に有意となっ

た。なお、新たに popularが 5％の有意水準で有意となった。 

 3 つ目は、説明変数に champ_dad、champ_mom を加えた。champ_dadは父親にチャンピ

オン歴がある場合は 1、そうでなければ 0を取るダミー変数である。また、champ_momは

母親にチャンピオン歴があれば 1 をとり、そうでなければ 0 を取るダミー変数である。推

定結果は推定モデル 2で有意であった変数のうち、heredityを除くすべての変数が変わらず

統計的に有意であった。 

 4 つ目は、説明変数に select_shop を加えたものである。ベンチマークの結果から大きな

変化はなく、全変数が統計的に有意であった。ちなみに、select_shopは有意にはなっておら

ず、セレクトショップでは、他の店舗の生体に比べると生体が早く売れる傾向は確認されな

い。 

 さらに各種の「図鑑変数」についても確認を行った。説明変数に active や trainingをそれ

ぞれ加えた場合、推定モデル 2 で統計的に有意であった説明変数に変化はなかった。food、 

hair、character の場合は、推定モデル 2 で統計的に有意であった説明変数の内、heredityを

除くすべての変数が統計的に有意であった。 

 以上の結果から、heredityに関しては推定モデルによって結果はまちまちであったが、そ

れ以外の推定モデル 2で用いられた変数については、頑健性が確かめられた。つまり、発売

10 日以内に売れる可能性は、購入日の価格、日齢、遺伝子検査をうけているか否か、そし

て短毛種かどうかに影響される。 
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５．おわりに 

 本稿では猫の発売初日の価格決定要因と、10 日以内で売却された猫とそれ以降に売却さ

れた猫の違いを明らかにするため、ペットショップコジマのホームページに掲載されてい

るデータを用いて分析を行ってきた。猫の発売初日の価格決定要因に関する分析では、age

は負に有意であり、sex、select_shop、heredity、champ はそれぞれ正に有意であるという結

果になった。つまり、日齢が誕生日に近い、性別がメスである、セレクトショップで販売さ

れている、遺伝子検査がされている、親がチャンピオン歴を持つという要因が、猫の発売当

初の価格の押し上げ要因となるということである。感応度分析でも、ベンチマークモデルの

頑健性はやや弱いものの、特に日齢とセレクトショップで販売されているかどうかが初日

の価格の決め手となることがわかる。10 日以内で売却された猫とそれ以降に売却された猫

の違いに関する分析では、sold2、age、short_hairが有意という結果になった。価格が多少高

くとも、短毛種であったり、消費者の心を捉えれば、短期間で売れる傾向があることを示唆

している。感応度分析でも推定モデルの頑健性が概ね示された。 

 さて、ペットの購入に関する様々な記事やショップの店員の話によれば、ペットは単純な

スペック(性別や毛色など)だけで購入の判断がされるものではない。非科学的な要因、例え

ばそのペットと目が合ったとか、一目惚れした、といった定量化のできないケミストリーが

重要な決め手となることも多い。本稿の研究では、そのような要素は全て推定残差の中に含

まれている。換言すれば、その部分についての分析はできていない。これは、本稿に限らず、

生体の価格分析をする場合の限界となってしまう部分である。 

 最後に本稿の課題として、サンプル数の少なさを指摘しておく。同業他社のデータがコジ

マのように包括的にオンラインで提供されていないというデータ制約故の部分もあるが、

そもそも猫のデータは犬のデータと比較してサンプル数が少ない。コジマにおける猫の登

録件数は、犬の登録件数のおよそ半分ほどにとどまる。もしより多くのデータを集めること

ができれば、より精緻な分析が可能になると考えられる。また、今回用いたデータは 2020

年 8 月 8 日から 2020年 9月 25日のものであるが、1月から 9月が猫の繁殖期であり、中

でも 2月から 4月、6月から 8月には繁殖期のピークを迎える。本稿では扱っていない冬の

データも織り込んで分析できれば、時期別での特徴を見いだせたかもしれない。すなわち、

季節性の影響については、本研究からは確固としたことが言えない。更に、本稿では日次デ

ータを用いているものの、結果的にはクロスセクション分析となってしまった点を指摘し

ておきたい。これは、時に関して可変なデータが価格と日齢以外にはなく、パネルデータと

しての分析をするには情報が不十分であったためである。しかし、10 日以内に売れるか否

かの分析は、データの時間軸的な要素を活かした分析となっており、可能な範囲でデータの

特性を踏まえた分析を行ったことを指摘しておきたい。これらの点については、今後のプロ

ジェクトの課題としたい。 
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図表 1 ペットの生体販売の市場構造 

 

出所：川上(2018)ｐ65を参考に作成 

 

 

図表 2 ペットショップのシェア 

 

出所：富士経済ネットワークス(2018)を参考に作成 

注：2018年に関する見込み額。全ペットショップの販売総額見込みは 2920億円。 

ブリーダー(生産者段階)

卸業者 ペットオークション

ペットショップ(小売段階)

飼い主(エンドユーザー)

(卸売段階)

販売額 シェア

イオンペット 32,000 11.0%

コジマ 19,400 6.6%

ダイユー・リックホールディングス 16,000 5.5%

ペッツファースト 10,000 3.4%

AHB 9,200 3.2%

ワンラブ 9,200 3.2%
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図表 3 発売初日の価格の分布 

  

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 

注：縦軸は価格レンジ、横軸は猫の頭数(総数 745頭) 

 

 

図表 4 猫種別にみた発売初日の平均価格 

  

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 

注：縦軸は猫種名称、横軸は平均価格(単位：万円)  
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図表 5 売却までの期間別頭数 

 
出所：コジマのデータをもとに筆者作成 

 

図表６ コジマのホームページの掲載生体例 

 

出所：コジマ 
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図表７ 記述統計量(推定モデル 1) 

 

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 

注：変数の定義については、図表 10参照 
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図表８ 記述統計量(推定モデル 2) 

 

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 

注：変数の定義については、図表 10参照 
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図表 9 猫種合計(推定モデル 1) 

 

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 
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図表 10 各変数の定義 

変数名 定義 単位 

price 発売初日における税抜き価格 円 

age 販売初日の日齢 日 

sex オスなら 0、メスなら 1 ダミー 

champ 親にチャンピオン歴があるなら 1、なければ 0 ダミー 

select_shop 
コジマのセレクトショップ(六本木店、亀戸本店、目黒店)で販売

されていたら 1、他の店舗で販売されていたら 0 
ダミー 

heredity 遺伝子検査を受けているなら 1、受けていなければ 0 ダミー 

type2 

猫の種類ごとの変数であり、該当の品種だと 1、そうでなければ

0(推定モデル 1では全部で 19種類、推定モデル 2では全部で 11

種類) 

ダミー 

ten_sale 10日以内に売れていれば 1、そうでなければ 0  ダミー 

sold2 販売成立日における税抜き価格 円 

short_hair ショートヘアの猫は 1、そうでなければ 0 ダミー 

popular 

ラグドール＝1、ベンガル＝2、ロシアンブルー＝3、ブリティッ

シュショートヘアー＝4、ノルウェージャンフォレストキャット

＝5、アメリカンショートヘアー＝6、マンチカン＝7、スコティ

ッシュフォールド＝8（人気猫ランキングに掲載されている猫の

ランキング下位から順に点数をつけたもの。ランキングが高いほ

ど、高い点数） 

ダミー 

color2 

猫の毛色を表す変数であり、該当の毛色だったら 1、そうでなけ

れば 0(推定モデル 1 では全部で 74 種類、推定モデル 2 では 53

種類） 

ダミー 

long_hair ロングヘアの猫は 1、そうでなければ 0 ダミー 

champ_dad 父親にチャンピオン歴があるなら 1、なければ 0  ダミー 

champ_mom 母親にチャンピオン歴があるなら 1、なければ 0  ダミー 

active 活発さを 1, 2, 3で表した変数で、活発であるほど 3 ダミー 

food 食事量を 1, 2, 3で表した変数で、多いほど 3 ダミー 

hair 抜け毛量を 1, 2, 3で表した変数で、多いほど 3 ダミー 

training しつけのしやすさを 1, 2, 3で表した変数で、しやすいほど 3 ダミー 

character 性格の大らかさを 1, 2, 3で表した変数で、大らかなほど 3 ダミー 
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図表 11 猫種合計(推定モデル 2) 

 

出所：コジマのデータをもとに筆者作成 
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図表 12 推定モデル 1 結果(ベンチマーク) 

 
  

被説明変数

説明変数 price

age -2129.476 ***

(-7.668) ***

sex 8487.397 ***

 (2.562) ***

select_shop 113000.000 ***

 (17.525) ***

heredity 19344.016 ***

 (4.929) ***

champ 13771.855 ***

 (2.402)

type2

　アメリカンショートヘアー -29700.000 **

-2.241

　スコティッシュフォールド -29900.000 **

-2.221

　その他 推定結果に含む

サンプル数 745

自由度修正済決定係数 0.579

F 45.435

***、**、*印はそれぞれ1%、5%、10％水準で有意であることを示す。

括弧内の数値はｔ値
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図表 13 推定モデル 1 結果(感応度分析)  

 

  

被説明変数

説明変数 price

age -1878.576 *** -1686.788 *** -1741.728 *** -1610.394 *** -1610.855 *** -1587.221 *** -1988.438 ***

(-5.939) (-5.330) (-4.995) (-4.592) (-4.615) (-4.539) (-5.855)

sex 1948.968 7387.378 * 4394.944 5859.764 5873.002 5872.458 6878.663 *

 (0.451)  (1.914)  (1.037)  (1.368)  (1.381)  (1.379)  (1.679)

select_shop 127000.000 *** 121000.000 *** 130000.000 *** 130000.000 *** 129000.000 *** 128000.000 *** 130000.000 ***

 (17.280)  (16.335)  (16.073)  (15.958)  (15.780)  (15.657)  (16.528)

heredity 17773.157 *** 15262.013 *** 6589.825 10416.628 *** 10130.577 *** 10135.650 *** 10431.563 ***

 (4.187)  (3.894)  (1.506)  (2.417)  (2.364)  (2.361)  (2.529)

champ 14529.323 ** 11436.731 * 13441.216 * 9977.304 10263.885 11305.342 11489.951 *

 (2.258)  (1.761)  (1.878)  (1.377)  (1.433)  (1.574)  (1.665)

short_hair -54800.000 ***

(-6.617)

long_hair -4884.803

(-0.576)

active -17600.000 ***

(-3.972)

food 2337.575

 (0.683)

hair 10136.452 ***

 (2.623)

training -12200.000 **

(-2.157)

character 74263.474 ***

 (8.050)

color2 推定結果に含む

サンプル数 745 745 745 745 745 745.000 745.000

自由度修正済決定係数 0.488 0.419 0.300 0.285 0.291 0.289 0.342

F 10.073 77.608 54.076 50.478 51.985 51.461 65.591

感応度分析

括弧内の数値はｔ値

***、**、*印はそれぞれ1%、5%、10％水準で有意であることを示す。
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図表 14 推定モデル 2 結果(ベンチマーク) 
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図表 15 推定モデル 2 結果(感応度分析) 

 

 

  

被説明変数

説明変数 sold2

sold2 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 ***

 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)

age 0.015 *** 0.016 *** 0.011 ** 0.012 *** 0.011 *** 0.012 *** 0.012 *** 0.012 *** 0.012 ***

 (0.001)  (0.002)  (0.011)  (0.004)  (0.008)  (0.004)  (0.006)  (0.006)  (0.006)

champ 0.027 -0.007 0.001 0.006 0.012 -0.002 -0.004 -0.006

 (0.711)  (0.930)  (0.994)  (0.936)  (0.870)  (0.984)  (0.953)  (0.933)

heredity -0.114 *** -0.099 * -0.075 -0.089 * -0.093 * -0.072 -0.082 -0.084 * -0.082

 (0.028)  (0.080)  (0.159)  (0.077)  (0.068)  (0.161)  (0.107)  (0.095)  (0.108)

short_hair 0.218 0.467 *** 0.268 *** 0.268 *** 0.285 *** 0.244 *** 0.229 *** 0.273 *** 0.258 ***

 (0.286)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.001)  (0.010)  (0.001)  (0.000)

popular -0.048 -0.056 *** -0.017 -0.016 -0.021 -0.015 -0.013 -0.017 -0.017

 (0.180)  (0.010)  (0.194)  (0.195)  (0.122)  (0.221)  (0.342)  (0.203)  (0.182)

champ_dad 0.007

 (0.935)

champ_mom -0.074

 (0.639)

select_shop -0.279 **

 (0.038)

active -0.064

 (0.249)

food -0.056

 (0.180)

hair -0.037

 (0.543)

training -0.025

 (0.780)

character -0.088

 (0.571)

type2

color2

疑似決定係数 0.2863 0.3089 0.2042 0.2228 0.2151 0.2164 0.2125 0.2125 0.2124

サンプル数 276 221 261 276 276 276 276 276 276

推定結果に含む

推定結果に含む

***、**、*印はそれぞれ1%、5%、10％水準で有意であることを示す。

限界効果を掲載しており、括弧内の数値はz値。

感応度分析
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