
．はじめに

博報堂（ ）が 年に行った 外出時の持ち歩き品に関する調査 の結果によると、

外出時にペットの写真を持ち歩いていると回答した人は、男性で ％、女性で ％に上

る。また、持ち歩いているのは ペットの写真 という回答は、男性では 子どもの写真

や 配偶者の写真 という回答に続いて 番目に多く、女性では 配偶者の写真 という回

答を抑えて 番目に多いという。ペットブームという言葉が使われ始めて久しいが、この調

査結果は、飼主の中にはペットを単なる飼育動物としてではなく、家族に準ずる、あるいは

家族以上の近しい存在と認識している人がいることを如実に示している。

一般にペットと呼ばれる動物の中で、最も高い飼育率を誇る犬について興味深いデータが

ある。日本版総合的社会調査（ ）データによると、 年から 年までの 年間

で、犬全体では飼育率に大きな変動は見られないものの、室外犬の飼育率が減少し、室内犬
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の飼育率が増加している（第 章第 節参照）。この室外犬と室内犬の飼育率の増減から

は、近年、日本人の犬の飼育方法が室外飼育から室内飼育へと変化しつつある様子が読み取

れる。また、室内飼育が増加することで、飼主と犬の物理的距離が狭まるだけでなく、飼主

の犬に対する心理的距離もより狭まることが示唆される。では、どのような人が室内で犬を

飼育するようになっているのであろうか。

犬飼育率の推移については、ペットフード工業会（現、一般社団法人ペット協会）や中央

調査社などの機関が、定期的に行われた調査結果を公開している。しかしながら、犬を室外

犬と室内犬に分類してそれぞれの飼育率の推移を提示し、さらに飼育者の属性に焦点をあ

て、その変化について具体的に示した調査を見つけることは難しい。他の調査では詳細には

示されていないものの、飼育者の属性の変化を明らかにすることは、近年の日本人のペット

に対する意識の変化を探求する上でも参考になる。このように考え、本稿では、日本人に

とってのペットの存在性を理解するための研究資料とすべく、 年から 年までの 年

間における、室外犬と室内犬の飼育率とその飼育者の属性の推移について調査を行ってい

る。

． 年のペット飼育率の推移

．分析に用いたデータ

今回の調査では、日本人の意識と行動に関する調査である、 と の

データを用いている。 と は面接票調査と留置票調査からなり、その

内容は異なるものの、共に留置票にペット飼育に関する設問が含まれている ）。

は 年に、 は 年に、それぞれ全国の 歳から 歳までの男女を対象に実

施されており、回答者数は で 人、 で 人である。

と におけるペット飼育の有無と飼育しているペットの種類に関する

設問は、それぞれ表 と表 の通りである。本章では、これらの設問から、 年と 年

におけるペット飼育率ならびにペットの種類別飼育率を提示し、この 年間における飼育率

の変化について見ていく。

． 年と 年のペット飼育率

データによると、 年のペット飼育率は ％（男性 ％、女性 ％）、

年は ％（男性 ％、女性 ％）となっており、この 年間で全体的なペット飼

育の割合はわずかに減少している。この期間におけるペット飼育率の減少傾向については、

時事通信社が全国の 歳以上の男女を対象に定期的に実施した、 ペットに関する世論調

査 の結果においても見られる（中央調査社 ）。実施された一連の調査によると ）、

年のペット飼育率は ％ ）であるのに対して、 年には ％になり、 年に
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） では、留置票は 票と 票に分かれており、ペット飼育に関する設問は 票に含まれてい
る。よって、ここで示される の回答者数は、 票の回答者数である。
）この調査は、 年には実施されていない。
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は ％となっている ）。

． 年と 年のペットの種類別飼育率

図 と図 は、それぞれ と のペットの種類別飼育率を示してい

る。本章第 節の表 にあるように、 のペットの種類に関する設問では、犬と

猫以外の種類のペットに関する選択肢は細かく分類されている。これに対して、表 にある

の設問では、犬と猫以外の種類は その他 という一つの選択肢にまとめられて

いる。また、猫に関する選択肢に関しては、 では 猫 だけであるのに対し

て、 では 室外猫 と 室内猫 に分類されている。

このように、 と では、猫ならびに犬と猫以外の種類のペットに関

する選択肢が異なるため、そのままでは 年と 年の飼育率を比較することはできな

い。選択肢が細かく分類されている方、すなわち猫に関しては に、犬と猫以外

の種類に関しては に合わせてデータをリコーディングすることは、実質的に不

可能である。よって、ここではペットの種類が大まかに分類されている方、すなわち猫に関

しては に、犬と猫以外の種類に関しては に合わせてデータをリコー

ディングし、それぞれの飼育率を比較することにした。この方法で飼育率を算出したとこ

） には、 とほぼ同様のペット飼育に関する設問が含まれている。この の
データによると、 年の全体的なペット飼育率は ％（男性 ％、女性 ％）である。
）この調査結果によると、 年は ％、 年は ％と、 年以降はペット飼育率に増加傾向が
見られる。しかし、 年では ％となり、再び飼育率は減少している。

表 のペット飼育の有無とペットの種類に関する設問項目

あなたの家には、現在ペットがいますか。
は い いいえ

付問 その種類は何ですか。あてはまるものすべてに をつけてください。
犬（室外で）
犬（室内で）
猫
ウサギやハムスターなどの小型ほ乳類
小鳥やニワトリなどの鳥類
熱帯魚や金魚などの魚類
カエル・カメ・トカゲなどの両生類 は虫類
昆虫類
その他（具体的に ）

表 のペット飼育の有無とペットの種類に関する設問項目

あなたの家では、現在、犬・猫またはその他のペットを飼っていますか。
あてはまるものすべてに をつけてください。

犬（室外で）
犬（室内で）
猫（室外で）
猫（室外で）
その他のペット
何も飼っていない



ろ、 年の その他 の飼育率は ％（男性 ％、女性 ％）、 年の 猫 の

飼育率は ％（男性 ％、女性 ％）である。

このようにして、犬を含めた各種のペットの飼育率の変化を見ていくと、まず 室外犬

に関しては、 年では ％であったのが 年では ％と、 ％の減少が見られる。

室内犬 については、 年では ％であったのが 年では ％と、 ％の増加が

見られる。一方、室外犬と室内犬を合わせた 犬 全体の飼育率は、 年と 年で変化

はほとんど見られず、 年では ％（男性 ％、女性 ％）、 年では ％

（男性 ％、女性 ％）となっている。次に、 猫 は 年では ％、 年では

％と、わずか ％の増加に止まっている。そして、 その他 については、 年では

％、 年では ％と、 ％もの減少が見られ、ペット全体の飼育率の減少には そ

の他 の種類のペットの飼育率の減少が少なからず影響していることが推測される。

以上のように、大まかな分類で見た結果では、 年と 年共に飼育率は 犬 が最も
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図 年のペットの種類別飼育率

図 年のペットの種類別飼育率
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高くなっており、 猫 と その他 については、この 年間で順位の変動が見られる ）。

また、犬を 室外犬 と 室内犬 に分類して見た結果では、 年と 年の室外犬と室

内犬の飼育率にはほぼ同じ割合で増減が見られ、 年では室外犬の方が室内犬に比べて飼

育率は高いのに対して、 年では両者の飼育率は同じになっている。この 年間に関して

いえば、犬の飼育方法が室外飼育から室内飼育へと徐々に移行している様子が観察される。

では、どのような人が室内犬飼育を行うようになったのであろうか。そして、どのような

人が室外犬飼育を行わなくなったのであろうか。次章では、この点を探るために、 年と

年の室外犬飼育者と室内犬飼育者の属性について調査していく。

． 年の犬飼育者の属性の推移

．分析に用いた変数

室外犬と室内犬の飼育者の属性について明らかにするために、今回の調査では回答者の属

性を独立変数とし、室外犬飼育の有無ならびに室内犬飼育の有無を従属変数とするロジス

ティック回帰分析を、 年と 年のそれぞれについて行った。分析を行うにあたり、性

別や年齢といった回答者個人に関する属性以外に、市郡規模や住居形態、世帯収入レベル
）、世帯人数、配偶者の有無、同居子の有無と年齢 ）を独立変数として用いることを検討し

た。この理由として、 や のデータを用いた先行研究（杉田

）において、ペット飼育ならびに犬飼育の規定要因として、市郡規模や住居形

態、世帯人数、同居子の有無やその年齢などが指摘されていること、そして犬の飼育には個

人単位でなく家族単位で関わっている場合が多いと考えられ、回答者の世帯状況に関する属

性変数を独立変数に加えるのが適当だと思われることが挙げられる。

上記の変数の中でも、一戸建てに住んでいるか、集合住宅に住んでいるかという住居形態

に関する変数は、犬の飼育率に大きく影響していると考えられる。 データにおいて

も、表 に示されるように、一戸建て居住者に比べて集合住宅居住者の犬飼育率、特に室外

犬飼育率はかなり低く、また 年と 年でその割合に大きな変化は見られない。これに

ついては、集合住宅では犬を飼育する場所や機会が制限される割合が高いためと推測され

る。集合住宅居住者については、このように 年と 年共に犬飼育率が低いことが明白

であり、またこの 年間でその割合がさほど変化していないことから、今回の分析対象者か

ら除外することにした。そして、今回は犬の飼育場所が室外と室内のどちらでも選択できる

）本節で既に述べたように、 では、飼育ペットの種類を尋ねた設問の選択肢として その他
という項目が用いられており、その詳しい内訳は不明である。このため、 年から 年の間に その
他 の飼育率に ％もの減少が見られるものの、具体的にどのような種類のペットの飼育率が減少（あ
るいは増加）したのかを明らかにすることはできない。同様に、 猫 に関しても、猫全体の飼育率には
わずかな増加が見られるものの、 の選択肢に 室外猫 と 室内猫 の分類がないため、 室
外猫 の飼育率が増加（あるいは減少）した結果なのか、 室内猫 の飼育率が増加（あるいは減少）した
結果なのか、残念ながら判定することはできない。この点については、今後の課題としたいところである。
）ここでは、分析対象者数を確保するため、世帯年収を実数で回答する設問変数ではなく、回答者自身の
世帯収入レベルに関する意識を尋ねた設問変数を用いている。
）同居子の年齢に関しては、最年少の同居子の年齢を用いている。



一戸建て居住者の回答者のみを対象にし、その 年間の属性の変化について調査することに

した。

表 と表 は、今回の分析で独立変数として用いた各変数について、 データにある

カテゴリ別に見た 年と 年の室外犬と室内犬の飼育者数とその割合を示している。一

戸建て居住者を対象に行った今回の分析では、表 と表 にある変数カテゴリを独立変数と

してそのまま用いたわけではない。 世帯収入レベル 変数のカテゴリについては、 平均よ

りかなり少ない は 平均より少ない と、そして 平均よりかなり多い は 平均より多

い と統合し、 平均より少ない 、 ほぼ平均 、 平均より多い の つのカテゴリを用い

ている。

． 年の犬飼育者の属性

．犬飼育者の属性に関する分析結果

まず、ロジスティック回帰分析の結果を基に、 年の室外犬飼育者と室内犬飼育者の属

性の特徴について見ていきたい。表 と表 は、それぞれ 年の室外犬飼育と室内犬飼育

に関する分析結果である。

表 の室外犬飼育に関する分析結果からは、性別や世帯収入レベルによる飼育率の差は見

られない。年齢層に関しては、飼育率は 歳代で極めて高く、年齢層が上がるにつれて次第

に減少する傾向が見られる。市郡規模に関しては、大都市よりもその他の市、その他の市よ

りも町村と、市郡規模が小さくなるにつれて飼育率は高くなる。世帯人数に関しては、飼育

率は 人世帯で最も低く、途中 人世帯でやや低くなるものの、全体的に見て、世帯人数が

増えるにつれて増加する傾向にある。また、 人以上世帯の飼育率は 人世帯の飼育率と比

べても高いものとなっている。

配偶者の有無に関しては、飼育率は有配偶者で高く、これに比べて配偶者と離別あるいは

死別した人（以下、離死別者）や未婚者で低い。また、離死別者の飼育率と未婚者の飼育率

はほぼ同じ程度である。同居子の有無と年齢に関しては、飼育率は 歳の同居子がいる

人で最も低く、続いて 歳の同居子がいる人で低い。同居子年齢が 歳になると飼

育率の急激な増加が見られ、全カテゴリの中で最も高い飼育率となる。しかし、同居子年齢

が 歳以上になると飼育率は減少し、同居子がいない人の飼育率とほぼ同じ程度にな

る。

表 の室内犬飼育に関する分析結果からは、性別による飼育率の差は見られない。年齢層

に関しては、飼育率は 歳代で最も高く、続いて 歳代、 歳代、 歳代となり、 歳代や
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表 住居形態 変数のカテゴリ別に見た室外犬飼育者と室内犬飼育者の割合

データ カテゴリ
全体の

人数

室外犬飼育者 室内犬飼育者

人数 ％ 人数 ％

一戸建て

集合住宅

計

一戸建て

集合住宅

計
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特に 歳以上で目立って低くなる。市郡規模に関しては、飼育率は大都市やその他の市で高

く、これに比べて町村で低い。世帯収入レベルに関しては、世帯収入がほぼ平均の人に比べ

て、世帯収入が平均より多い人や平均より少ない人で飼育率はやや高い傾向が見られる。世

帯人数に関しては、飼育率は 人世帯や 人世帯で最も低く、世帯人数が 人になると目

立って増加する様子が見られる。また、このように 人世帯から 人世帯になると飼育率は

増加するものの、 人世帯以上になると世帯人数が増えても飼育率に変化は見られない。

配偶者の有無に関しては、飼育率は有配偶者や離死別者で高く、これに比べて未婚者で低

い。また、どちらかといえば、有配偶者よりも離死別者で飼育率はやや高くなっている。同

表 カテゴリ別に見た 年の室外犬飼育者と室内犬飼育者の割合

変数 カテゴリ
全体の

人数

室外犬飼育者 室内犬飼育者

人数 ％ 人数 ％

性別 男性

女性

計

年齢層 歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

計

市郡規模 大都市

その他の市

町村

計

世帯収入レベル 平均よりかなり少ない

平均より少ない

ほぼ平均

平均より多い

平均よりかなり多い

計

世帯人数 人

人

人

人

人以上

計

配偶者の有無 未婚

配偶者あり

配偶者と離別・死別

計

同居子の有無と年齢 同居子なし

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり

計



居子の有無と年齢に関しては、飼育率は 歳の同居子がいる人で極めて低い。 歳

の同居子がいる人の飼育率も比較的低いものの、これ以降は同居子年齢が上がるにつれて飼

育率は徐々に増加する。飼育率が最も高いのは同居子がいない人であり、続いて 歳の

同居子がいる人や 歳以上の同居子がいる人が並んでいる。

．室外犬飼育者と室内犬飼育者の属性の比較

以上の結果から、室外犬飼育者の属性と室内犬飼育者の属性にはいくつかの点で違いが見

られる。まず、年齢層に関して、室外犬の飼育率と室内犬の飼育率は共に年齢層が上がるに
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表 カテゴリ別に見た 年の室外犬飼育者と室内犬飼育者の割合

変数 カテゴリ
全体の

人数

室外犬飼育者 室内犬飼育者

人数 ％ 人数 ％

性別 男性

女性

計

年齢層 歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

計

市郡規模 大都市

その他の市

町村

計

世帯収入レベル 平均よりかなり少ない

平均より少ない

ほぼ平均

平均より多い

平均よりかなり多い

計

世帯人数 人

人

人

人

人以上

計

配偶者の有無 未婚

配偶者あり

配偶者と離別・死別

計

同居子の有無と年齢 同居子なし

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり

計
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つれて減少するという傾向が見られる。しかし、室外犬飼育の場合は他の年齢層に比べて

歳代の飼育率が極めて高いのに対して、室内犬飼育ではそのように目立って高い飼育率を占

める年齢層はない。室内犬飼育の場合は、 歳代の飼育率が最も高いとはいえ、次に高い

歳代の飼育率よりもやや高いという程度である。一方、 歳代や 歳以上の飼育率の低さ

は、室外犬飼育よりも室内犬飼育の方がより顕著である。

市郡規模に関しても、室外犬飼育と室内犬飼育では明確な違いが見られる。室外犬の飼育

率は都市部よりも町村で高いのに対して、室内犬の飼育率は町村よりも都市部で高い。加え

て、室内犬の飼育率については大都市とその他の市で差は見られないが、室外犬の飼育率に

ついてはこの つの地域間で差が見られ、市郡規模の大きさに反比例して飼育率が増加する

様子が明確に現れている。世帯収入レベルに関する結果からは、室外犬は世帯収入レベルに

関係なく飼育されている一方で、室内犬飼育は世帯収入がほぼ平均の家庭よりも、どちらか

表 年の室外犬飼育に関する分析結果

変 数 カテゴリ

性別 （男性）

女性

年齢層 （ 歳代）

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

市群規模 （その他の市）

大都市

町村

世帯収入レベル （ほぼ平均）

平均より少ない

平均より多い

世帯人数 （ 人以上）

人

人

人

人

配偶者の有無 （有配偶）

配偶者と離別・死別

未婚

同居子の有無と年齢 （同居子なし）

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり

表 年の室内犬飼育に関する分析結果

変 数 カテゴリ
性別 （男性）

女性

年齢層 （ 歳代）

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

市群規模 （その他の市）

大都市

町村

世帯収入レベル （ほぼ平均）

平均より少ない

平均より多い

世帯人数 （ 人以上）

人

人

人

人

配偶者の有無 （有配偶）

配偶者と離別・死別

未婚

同居子の有無と年齢 （同居子なし）

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり



といえば世帯収入が平均より多い家庭や平均より少ない家庭で多く飼育されている様子が窺

われる。

世帯人数に関しては、室外犬の飼育率は世帯人数が増えるにつれて次第に増加する傾向が

見られ、中でも 人以上世帯で特に高くなる。一方、室内犬の飼育率は 人世帯と 人世帯

ではほぼ同じ程度に低く、 人世帯で目立って増加する傾向が見られる。しかし、世帯人数

が 人以上になると、世帯人数が増えても飼育率に変化は見られない。このように、室内犬

飼育の場合は、 人世帯か 人世帯かが飼育率増加の分岐点になっているといえる。

配偶者の有無に関する違いは、室外犬の飼育率は有配偶者で高く、離死別者や未婚者で低

いが、室内犬の飼育率は有配偶者に加えて離死別者でも高いという点である。さらに、室内

犬飼育の場合は、飼育率はむしろ離死別者の方が有配偶者よりも高い傾向が見られる。室外

犬飼育については配偶者の有無によって飼育率に違いが見られるのに対して、室内犬飼育に

ついては婚姻経験の有無や、さらには配偶者との離死別経験の有無によって飼育率に違いが

見られるようである。

同居子の有無と年齢に関しては、 歳の乳幼児がいる人や 歳の小学生児童がい

る人で飼育率は低いという点において、室外犬飼育と室内犬飼育に共通点が見られる。違い

が見られるのは、飼育率が高くなる条件である。室外犬の飼育率は 歳の同居子がいる

人で最も高く、室内犬の飼育率は同居子がいない人で最も高い。この点から見ると、室外犬

の場合は中高生世代の同居子がいることが飼育率増加の要因になり、室内犬飼育の場合は同

居子がいないことが飼育率増加の要因になる。また、室外犬飼育の場合は、同居子年齢が

歳より上になると同居子の年齢が上がるにつれて飼育率が次第に減少するというよう

に、飼育率に同居子年齢が影響している様子が見られる。一方、室内犬飼育については、同

居子年齢が 歳以上では同居子年齢が上がっても飼育率はさほど大きく変化せず、室外

犬飼育の場合ほど飼育率に同居子年齢の影響を受けている様子は見られない。

． 年の犬飼育者の属性

．犬飼育者の属性に関する分析結果

次に、 年の室外犬飼育者と室内犬飼育者の属性の特徴について見ていきたい。表 と

表 は、それぞれ 年の室外犬飼育と室内犬飼育に関するロジスティック回帰分析の結果

である。

表 の室外犬飼育の分析結果からは、性別や年齢による飼育率の差は見られない。市郡規

模に関しては、大都市よりもその他の市、その他の市よりも町村と、市郡規模が小さくなる

につれて飼育率は増加する。世帯収入レベルに関しては、世帯収入がほぼ平均の人や平均よ

り少ない人に比べて、世帯収入が平均より多い人で飼育率は高い。世帯人数に関しては、飼

育率は 人世帯で最も低く、世帯人数が増えるにつれて徐々に増加する傾向が見られる。ま

た、 人世帯に比べて 人以上世帯で飼育率は目立って増加しており、両者の飼育率に差が

見られる。

配偶者の有無に関しては、飼育率は有配偶者や離死別者よりも未婚者でやや高い傾向が見

られる。同居子の有無と年齢に関しては、飼育率は 歳の同居子がいる人で最も低く、

続いて 歳の同居子がいる人で低い。同居子年齢が 歳になると飼育率は急激に増
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加するものの、さらに同居子年齢が上がると飼育率は徐々に減少する。また、同居子がいな

い人の飼育率は 歳以上の同居子がいる人の飼育率と同じ程度である。

表 の室内犬飼育に関する分析結果からは、性別や市郡規模、世帯収入レベルによる飼育

率の差は見られない。年齢層に関しては、飼育率は 歳代で極めて高く、年齢層が上がるに

つれて次第に減少し、 歳代や特に 歳以上では目立って低くなる。世帯人数に関しては、

飼育率は 人世帯で最も低い。世帯人数が 人になると飼育率は増加し、 人世帯でやや低

くなるとはいうものの、これ以上は世帯人数が増えても飼育率にさほど大きな変化は見られ

ない。

配偶者の有無に関しては、飼育率は有配偶者や離死別者で高く、これに比べて未婚者で低

い。同居子の有無と年齢に関しては、飼育率は 歳の同居子がいる人で最も低く、続い

て 歳の同居子がいる人や 歳の同居子がいる人で低い。同居子年齢が 歳に

表 年の室外犬飼育に関する分析結果

変 数 カテゴリ
性別 （男性）

女性

年齢層 （ 歳代）

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

市群規模 （その他の市）

大都市

町村

世帯収入レベル （ほぼ平均）

平均より少ない

平均より多い

世帯人数 （ 人以上）

人

人

人

人

配偶者の有無 （有配偶）

配偶者と離別・死別

未婚

同居子の有無と年齢 （同居子なし）

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり

表 年の室内犬飼育に関する分析結果

変 数 カテゴリ
性別 （男性）

女性

年齢層 （ 歳代）

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

市群規模 （その他の市）

大都市

町村

世帯収入レベル （ほぼ平均）

平均より少ない

平均より多い

世帯人数 （ 人以上）

人

人

人

人

配偶者の有無 （有配偶）

配偶者と離別・死別

未婚

同居子の有無と年齢 （同居子なし）

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳の同居子あり

歳以上の同居子あり



なると飼育率はさらに増加するものの、それ以上同居子年齢が上がっても飼育率に変化は見

られない。また、 歳の同居子がいる人や 歳以上の同居子がいる人の飼育率は、同居

子がいない人の飼育率とほぼ同じ程度である。

．室外犬飼育者と室内犬飼育者の属性の比較

以上の結果から、室外犬飼育者の属性と室内犬飼育者の属性には次のような相違点が見ら

れる。まず、年齢層に関して、室外犬の飼育率は年齢層による差は見られない。一方、室内

犬の飼育率は年齢層が上がるにつれて減少し、年齢層による影響を受けている様子が窺われ

る。特に 歳代の飼育率が極めて高く、 歳代以上の年齢層の飼育率との差が大きい。この

反面、 歳代や特に 歳以上で飼育率の低さが目立つ。

市郡規模に関しても、室外犬飼育と室内犬飼育では違いが見られる。室外犬の飼育率は都

市部よりも町村で高く、市郡規模の大きさに反比例して飼育率が増加する様子が見て取れ

る。これに対して、室内犬の飼育率に市郡規模による差は見られない。世帯収入レベルに関

しては、室外犬は世帯収入がほぼ平均の家庭や平均より少ない家庭よりも、世帯収入が平均

より多い家庭で多く飼育されているが、室内犬飼育の場合にはそのような世帯収入レベルの

違いによる飼育率の差は見られない。

室外犬の飼育率は世帯人数が増えるにつれて増加し、中でも 人以上世帯で特に高くな

る。しかし、室内犬飼育の場合は、 人世帯で飼育率は最も低いものの、 人世帯以上にな

ると世帯人数が増えても飼育率に大きな変化は見られない。このように、 人世帯か 人世

帯かが室内犬の飼育率増加の分岐点になっている。

配偶者の有無に関しては、室外犬の飼育率は有配偶者や離死別者に比べて未婚者で高い。

しかし、室内犬の飼育率は反対に未婚者で低い。この点から判断すると、婚姻経験のないこ

とが室外犬飼育の増加に結びつき、婚姻経験のあることが室内犬飼育の増加に結びついてい

るといえる。

同居子の有無と年齢に関しては、室外犬と室内犬は 歳の乳幼児がいる人で飼育率は

最も低いという共通点が見られる。異なるのは、飼育率が高くなる条件である。室外犬の飼

育率は 歳の同居子がいる人で最も高い。これに対して、室内犬の飼育率は 歳の

同居子がいる人、 歳以上の同居子がいる人、同居子がいない人で最も高い。すなわち、室

外犬飼育の場合は中高生世代の同居子がいることが飼育率増加の要因になり、室内犬飼育の

場合は同居子がいないこと、または 歳以上の同居子がいることが飼育率増加の要因にな

る。また、室外犬の飼育率が最も高い 歳の同居子がいる人の室内犬飼育の状況を見る

と、その飼育率は 歳の同居子がいる人の飼育率と同じ程度に低い。

． 年と 年の犬飼育者の属性の比較

前節では、 年と 年のそれぞれの分析結果に基づいて、室外犬飼育者と室内犬飼育

者の属性を比較してきた。本節では、室外犬飼育者と室内犬飼育者のそれぞれについて

年と 年の属性を比較し、この 年間における犬飼育者の変化を見ていく。

．室外犬飼育者

室外犬飼育については、性別や市郡規模、同居子の有無と年齢に関しては、 年間で飼育
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者の属性傾向に変化は見られない。すなわち、 年と 年に共通して、飼育率は男女で

違いは見られず、都市部より町村で高いといった特徴が見られる。また、飼育率は 歳

の乳幼児がいる人で最も低く、同居子の年齢が上がるにつれて増加していき、 歳の同

居子がいる人で最も高くなる。しかし、同居子の年齢が 歳以上になると飼育率は減少

し、 歳以上の同居子がいる人の飼育率は同居子がいない人の飼育率と同じ程度になる、と

いった特徴も見られる。これら つの属性に関する特徴には変化が見られない一方で、年齢

層、世帯収入レベル、配偶者の有無といった属性に関する特徴にはいくつかの変化が見られ

る。

まず、年齢層について見ると、年齢層の変化に伴って飼育率も変化するという 年に見

られた現象が、 年では見られない。具体的には、 年では年齢層が上がるにつれて室

外犬の飼育率は減少する傾向が見られるのに対して、 年では年齢層に関わらず同じよう

な割合で室外犬飼育が行われている。オッズ比を比較すると、 年に比べて 年では、

飼育率は 歳代を筆頭に 歳代や 歳代で大きく減少している。この結果として、 年の

室外犬の飼育率に年齢層による違いが見られなくなったと考えられる。

世帯収入レベルに関しては、 年では世帯収入レベルに関係なく行われていた室外犬飼

育が、 年では世帯収入レベルの影響を受けているという変化が見られる。世帯収入が平

均より多い人の飼育率は、 年では他のカテゴリの飼育率とほぼ同じ程度である。しか

し、 年では、その飼育率は他のカテゴリの飼育率に比べて高くなり、室外犬は世帯収入

が平均より多い家庭で多く飼育されている様子が見て取れる。これを別の視点から見れば、

世帯収入がほぼ平均の家庭や平均より少ない家庭における室外犬飼育が、 年に比べて

年では減少しているということである。

世帯人数に関しては、世帯人数が増えるにつれて飼育率も増加し、 人以上世帯の飼育率

が特に高くなるという傾向は、 年と 年に共通して見られる。ただし、わずかにでは

あるが、オッズ比が 人世帯で減少し、 人世帯で増加したことにより、 年に比べて

年では、世帯人数の増加と比例して飼育率が増加する様子がより明確になっている。

配偶者の有無に関する変化は、 年では離死別者の飼育率とほぼ同じ程度に低かった未

婚者の飼育率が、 年では最も高くなっていることである。これについては、有配偶者や

離死別者の飼育率が減少しているという見方もできる。 年の室外犬飼育には配偶者の有

無によって飼育率に違いが見られたが、 年は婚姻経験の有無によって飼育率に違いが見

られる。

．室内犬飼育者（室外犬飼育者との比較を含めて）

室内犬飼育については、 年から 年までの 年間で、室外犬と同様に性別に関する

飼育者の属性傾向に変化は見られず、男女で同じ割合での室内犬飼育が観察される。一方、

その他の属性に関する特徴には次のような変化が見られる。

まず、年齢層から見ていくと、 年では 歳代や 歳代、 歳代の飼育率と大きく違わ

ない 歳代の飼育率が、 年では他の年齢層と比べて極めて高くなっている。また、 歳

代や 歳代の室内犬飼育のオッズ比も、 年に比べて 年ではやや増加している様子が

見られる。この 年の間で、 歳代や 歳代の室内犬飼育が増加しており、それにも増して



歳代の室内犬飼育が増加しているということであろう。これと対照的なのが室外犬飼育に

関する変化である。室外犬飼育については、 年間で 歳代や 歳代、そして特に 歳代で

オッズ比の減少が目立っている。以上のことから考えると、 歳代の人や 歳代の人に加え

て、特に 歳代の人で犬の室外飼育から室内飼育への移行が顕著なことが推測される。この

一方で、 年でも低い 歳代や 歳以上の室内犬飼育のオッズ比は、 年ではさらに低

くなる傾向が見られる。 年の 歳代や 歳以上の室外犬の飼育率は他の年齢層の飼育率

とさほど違いはないことと照らし合わせると、室内犬飼育が増加している 年時点におい

ても、 歳以上の世代にとって犬は室外で飼育することが一般的である様子が窺われる。

年齢層に加えて、市郡規模に関しても室内犬飼育には変化が見られる。 年の室内犬の

飼育率は大都市とその他の市で高く、町村では低いという傾向が見られたのに対して、

年ではこれら つの地域で飼育率の差は見られなくなっている。これについては、都市部で

の飼育率が減少したというよりは、町村での飼育率が増加したためと考えられる。室外犬飼

育については、 年間で市郡規模に関する飼育傾向に変化が見られないものの、町村におけ

るオッズ比が 年ではやや減少している様子が観察される。この点からも、都市部よりも

町村において犬の室外飼育から室内飼育への移行がより進んでいることが推量される。

世帯収入レベルに関する室内犬飼育の変化については、室外犬飼育の場合とは逆の現象が

見られる。室外犬飼育については、 年では世帯収入レベルによる飼育率の差は見られな

いが、 年では世帯収入が平均より多い人で飼育率は最も高くなり、世帯収入レベルに

よって飼育率に違いが見られるようになっている。これに対して、室内犬飼育の場合は、

年では世帯収入がほぼ平均の人よりも世帯収入が平均より多い人や平均より少ない人で

飼育率はやや高く、世帯年収レベルによって飼育率に違いが見られるが、 年ではそのよ

うな世帯収入レベルによる飼育率の違いは見られなくなっている。室外犬飼育では特に世帯

年収が平均より多い人で飼育率が増加し、室内犬飼育では特に世帯収入が平均より多い人や

平均より少ない人で飼育率が減少しているという、 年から 年までのオッズ比の変化

からは、この 年間で世帯収入がほぼ平均という人の室外犬飼育の割合が減少し、室内犬飼

育の割合が伸びていることが示唆される。

年では、 人世帯での室内犬の飼育率は 人世帯以上の飼育率に比べて低い。しか

し、 年では、 人世帯の室内犬の飼育率は 人世帯の飼育率とほぼ同じ程度になり、

人世帯や 人以上世帯の飼育率との差も小さくなっている。このように、室外犬飼育ではわ

ずかとはいうものの減少傾向にある 人世帯での飼育率が、室内犬では増加している様子が

見られる。また、 年では、世帯人数が 人以上になると、世帯人数が増えても室内犬の

飼育率にあまり変化が見られない。しかし、 年では、 人世帯と 人世帯の室内犬の飼

育率の違いが大きくなり、 人世帯と 人世帯の違いが小さくなっている。 年では世帯

人数が 人以上であることが室内犬の飼育率増加の要因であるのに対して、 年ではそれ

が 人以上になっていることからも、 人世帯で室内犬飼育が増加していることが窺われる。

配偶者の有無に関しては、 年と 年共に、室内犬の飼育率は有配偶者と離死別者で

高く、未婚者で低い傾向が見られる。ただし、 年に比べて 年では、離死別者や未婚

者の室内犬飼育のオッズ比がやや低くなっており、有配偶者の飼育率との違いがそれぞれよ

り小さく、あるいはより大きくなっている。室外犬飼育については、 年に有配偶者の飼
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育率に比べて低かった離死別者や未婚者の飼育率が、 年では有配偶者の飼育率と同じ程

度、あるいはそれより高くなっている。これらのことを考え合わせると、有配偶者の室内犬

飼育の割合がこの 年間で伸び、室外犬飼育に置き換わっているものと推測される。

同居子の有無と年齢に関しては、飼育率は 歳の同居子がいる人で最も低く、同居子

の年齢が上がるにつれて増加する傾向があるという点では、 年と 年の室内犬飼育の

特徴に変化はない。ただし、 年に比べて 年では、 歳の同居子がいる人の室内

犬飼育のオッズ比がやや低くなり、 歳以上の同居子がいる人の飼育率との違いが大き

くなる反面、 歳の同居子がいる人の飼育率との違いが小さくなっている。この点か

ら、 歳の同居子がいる家庭では室内犬の飼育率はさほど伸びていないものと考えられ

る。これは、 年から 年を通して、 歳の同居子がいる人で飼育率が最も高い室

外犬飼育の場合とは対照をなしており、 年を経ても 歳の同居子がいる家庭では室内

犬飼育よりも室外犬飼育が一般的であることを示している。また、 年の室内犬飼育に見

られる特徴として、同居子がいない家庭以外にも、室内犬は 歳、そして 歳以上の高

い年齢層の同居子がいる家庭で多く飼育される様子が、 年よりもより明確になっている

ことが挙げられる。室外犬は 歳の同居子がいる家庭で最も多く飼育されていることを

考えると、室外犬は子どものために飼うのに対して、室内犬は子どもが手を離れた親のため

に飼うといった傾向があるのかもしれない。

．まとめ

データを用いて 年と 年の室外犬と室内犬の飼育率を比較したところ、

年に比べて 年では、室外犬飼育の割合は減少する一方で室内犬飼育の割合は増加してお

り、犬の飼育形態が室外飼育から室内飼育へと移行しつつあることが判明した。この変化に

ついてさらに詳しく知るために、一戸建て居住者を対象に、 年と 年の室外犬と室内

犬の飼育者の属性について比較したところ、室内犬飼育の増加の背景には、 歳代、町村居

住、世帯収入がほぼ平均、 人世帯、有配偶、 歳以上の同居子あり、といった属性を持つ

人の室外犬飼育から室内犬飼育への移行の影響があると推測される。

今回の調査では、以上のような属性を持つ犬飼育者が、なぜ室内犬を飼育するようになっ

たのか、あるいはなぜ室外犬を飼育しなくなったのか、といった疑問に対する回答までは得

られていない。室内犬飼育が最近増加している理由として、たとえばここ数年の小型犬人気 ）

の影響が考えられる。しかし、今回の調査で室内犬飼育の割合が伸びていると判明した属性

該当者が、小型犬を飼育しているのかどうかは不明である。上記の疑問に回答するには、犬

飼育についてさらに詳細な調査を行うことが必要であろう。また、今回の調査は、 年か

ら 年までの 年間に限定して、その犬飼育率と犬飼育者の属性の推移を概観したもので

）アニコムクラブが 年と 年に どうぶつ健保 に加入した犬の品種に関する調査（アニコムクラ
ブコミュニティ事業部 ）によると、 年時点において最も多い犬種は小型犬であるものの、 番
目と 番目に多い犬種は大型犬である。これに対して 年では、最も多い犬種のみならず、上位 位ま
でのほとんどを小型犬が占め、大型犬は上位 位内にも入っていない。



ある。近年の日本人の犬飼育の変遷を見るという観点からは、この 年間だけに止まらず、

今後の動向を引き続き観察する必要があろう。
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