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2015年12月17日  

ペットオーナーの2015年を漢字で表すと・・・？ 

「忍」3年連続 第1位 
ペットオーナーが選ぶ2015年に最も活躍した有名人 

 ラグビー日本代表「五郎丸歩」選手が1位に！！ 

ペットにも様々な「ルーティン」が・・・！？ 

~ペットオーナーの2015年に関する調査~ 

Ｔ＆Ｄ保険グループのペット＆ファミリー少額短期保険株式会社（東京都文京区、代

表取締役社長：三瓶 雅央）は、犬または猫を飼っている20歳以上の男女1,000人を

対象に、『ペットオーナーの2015年に関する調査』（インターネット調査）を実施

しました。  

 

 

●調査対象 ：全国の20歳以上の男女（犬または猫を飼っている方）  

●有効回答数：1,000サンプル  

（犬オーナー・629サンプル、猫オーナー・371サンプル） 

●調査方法 ：インターネットリサーチ  

●調査期間 ：2015年11月27日(金)～2015年11月30日(月) 

 

調査背景 

 世相を表す漢字一字を決定する『今年の漢字』が12月15日に発表され、2015年は

『安』となりました。ペットオーナーにとって2015年はどのような1年だったのでし

ょうか。今回は、ペットオーナーのその年の振り返りとして、年末恒例3回目となる

『ペットオーナーの2015年に関する調査』を行いました。 

 

調査結果サマリー 

●ペットオーナーの2015年を漢字一文字で表現すると、2014年に続き64票で「忍」

が第1位に。第2位は、昨年5位の「耐」39票、第3位は昨年4位の「平」37票と現状を

保つイメージの漢字が続き、全体的に変化が少ない年であったことがうかがえる。 

●2015 年に最も活躍したと思う有名人の第 1 位は、ラグビー日本代表「五郎丸歩」選

手。第２位はピースの「又吉直樹」さんが選ばれた。また、ペットの「ルーティン」を

聞いたところ、様々な回答が集まった。あなたのペットにも隠れた「ルーティン」が！？。 

●犬オーナーが選ぶ犬好き有名人の第 1 位は昨年に引き続き「坂上忍」さん。猫オーナ

ーが選ぶ猫好き有名人第 1 位は昨年２位だった爆笑問題の「田中裕二」さん。 

●2015 年のヒット商品番付、犬グッズ「デオシート」、猫グッズ「CIAO ちゅ～る」

が第１位に。 

●2016 年の抱負を漢字で表すとペットオーナーは「楽」、ペットにとっては「健」が

第 1 位に。 

調査概要 
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■ペットオーナーの年齢

2014年全体平均点 全体平均点 犬オーナー平均点 猫オーナー平均点

7.00点 6.79点 6.80点 6.79点

調査結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2015 年はあなたにとってどんな年でしたか？点数をお答えください。 

（単数回答）n=1,000 

※「とても良い年だった」を 10 点、「とても悪い年だった」を 0 点とします。 

 

 

 

 

2015 年を 10 点満点でお聞きすると、全体平均点は 5.44 点となり、昨年の全体平

均点 5.65 点から 0.21pt 低下しました。 

 

■2015 年のペットとのライフスタイルの充実度を自己採点するとした場合、 

何点かお答えください。（単数回答）n=1,000 

※「とても良い年だった」を 10 点、「とても悪い年だった」を 0 点とします。 

 

 

 

 

続いて、ペットとのライフスタイルの充実度を 10 点満点でお聞きしました。全体平

均点は 6.79 点となり、昨年の全体平均点 7.00 点からペットオーナーの 1 年と同様

0.21pt 低下しています。ペットとのライフスタイルの充実が、オーナー自身の生活に

も影響しているのでしょうか。 

  

犬

62.9%

猫

37.1%

■ペットの種類

2014年全体平均点 全体平均点 犬オーナー平均点 猫オーナー平均点

5.65点 5.44点 5.49点 5.39点
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票数 票数

第1位 忍 61 第1位 忍 64

第2位 苦 40 第2位 耐 39

第3位 楽 37 第3位 平 37

第4位 平 36 第4位 無 35

第5位 普・耐 35 第5位 楽 31

第6位 普 30

第7位 穏 27

第8位 忙・苦 22

第9位 変・幸 20

第10位 病・疲 17

2014年の漢字 2015年の漢字

■2015 年を振り返ってあなたの１年を漢字一文字で表現してください。（自由回答）

n=1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●忍の漢字を選んだ理由  

・人生にはそんな時期もあるので、今は耐えるのみ。(62 歳男性、犬オーナー) 

・今年は表立った行動もなく、すべてにおいて準備段階で終わった気がするから。 

(37 歳女性、猫オーナー) 

・一日一日を何とか過ごすことに必死だった。(35 歳男性、犬オーナー) 

・病気との闘い、我慢した。(53 歳男性) 

 

●耐の漢字を選んだ理由  

・初めての仕事で慣れるのが大変だったので（66 歳男性、猫オーナー） 

・仕事の環境も変わり人間関係、仕事に苦労したので。（32 歳女性、犬オーナー） 

・支払いがきつくてなんとか踏ん張っていたから。（20 歳男性、犬オーナー） 

・まだまだ我慢することが多いので。（29 歳男性、犬オーナー） 

 

●平の漢字を選んだ理由  

・平凡だが安定感がある。（56 歳女性、犬オーナー） 

・平らな道を進むように、大きなトラブルが無かったので（44 歳男性、猫オーナー） 

・平和で平凡な一年だったから。（44 歳女性、猫オーナー） 

・山もなく谷もなくひたすら平穏な一年だったと思います。（45 歳女性、猫オーナー） 

 

 

ペットオーナーの 2015 年を漢字一文字で表現してもらったところ、最も多い漢字は

昨年 2014 年に続き「忍（64 票）」となりました。昨年の５位から２位となった「耐（39

票）」と合わせ、我慢する・耐えるという理由が多く集まりました。 

第 3 位は「平（37 票）」となりました。昨年の結果から「楽」や「苦」といったポジ

ティブ・ネガティブを直接表現する漢字が順位を落とし、「平」「普」「無」といった現

状を保つイメージの漢字が上位となり、落ち着いた１年を過ごした方も多いと推測され

ます。ペットオーナーにとっては、全体的に変化が少ない年であったことがうかがえま

す。 
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票数 票数

第1位 愛 112 第1位 癒 87

第2位 癒 92 第2位 愛 80

第3位 楽 78 第3位 楽 74

第4位 老 58 第4位 老 49

第5位 健 32 第5位 楽 42

第6位 普 25

第7位 平・無 24

第8位 幸・笑 19

第9位 喜・病 16

第10位 穏・食 15

2014年のペットの漢字 2015年のペットの漢字

■2015 年を振り返って、あなたのペットの１年を漢字一文字で表現してください。

（自由回答）n=1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
●癒の漢字を選んだ理由  

・一緒にいるだけで穏やかな気持ちになり、癒されたから。(50 歳女性、犬オーナー) 

・ペットが一番の癒しになってくれた。(32 歳女性、猫オーナー) 

・悲しみを癒してくれる存在だから。（49 歳女性、犬オーナー） 

・疲れている時、嫌なことがあった時にもわんちゃんの顔をみたらとても癒されるから。 

(46 歳女性、犬オーナー) 
 
●愛の漢字を選んだ理由  

・こちらが可愛がった分、全身で愛情を返してくれるので。(54 歳女性、猫オーナー) 

・悪さをしたり手こずらせたりといろいろとありましたが、やっぱりかわいいとしか 

言えないことからです。(51 歳女性、犬オーナー) 

・ますます可愛くなってきました。愛犬のいない生活は考えられません。 

（38 歳男性、犬オーナー） 

・毎日毎日愛おしく、可愛い。家族を笑顔にしてくれた。(32 歳女性、猫オーナー) 
 
●楽の漢字を選んだ理由  

・今年は、色々な場所に連れてってあげられたから。(33 歳女性、犬オーナー) 

・増えた猫と仲良く楽しそうだったから。(44 歳女性、猫オーナー) 

・楽しかったではなく、成長してくれて色々なことが楽になった。 

（44 歳女性、犬オーナー） 

・いつも家族（私と夫）と一緒に過ごして、よく遊んでもらったり構ってもらっていた

ので楽しかったと思う。(43 歳女性、犬オーナー) 

 

 

ペットの 2015 年を漢字一文字で表現してもらったところ、最も多い漢字は 87 票で

「癒」となりました。一緒にいるだけで癒された、悲しみを癒してくれたからなどの理

由が多く集まりました。 

第 2 位は｢愛｣80 票で理由はペットへの愛情や、ペットからの愛情を感じる理由が多

く集まりました。 

第 3 位は｢楽｣74 票となりました。ペットとの 1 年が楽しかったというオーナーが多

かった結果ではないでしょうか。 



 

NewsRelease 

 

■あなたが 2015 年最も活躍したと思う有名人をお答えください。 

（自由回答）n=1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたのペットがルーティンで行う動作はありますか。 

ルーティンで行う動作を、具体的にお答えください。 

※犬と猫を飼っている方は、犬についてお答えください（自由回答）n=1,000 

 

【犬のルーティン】 

畳の部屋に入ると体を擦り付ける。（43 歳男性犬オーナー） 

 

散歩に行くまえはクルクル回る。(47 歳男性犬オーナー) 

 

伏せをするときは右前脚を上に組み手してあごをつく(56 歳女性犬オーナー) 

 

寝るとき布団の上を何回か前足でならしてから横たわる。(47 歳女性犬オーナー) 

 

【猫のルーティン】 

椅子に乗ると必ず伸びをする。(48 歳男性猫オーナー) 

 

ご飯の時必ず立ち上がっていただきますの合掌ポーズをする。(58 歳女性猫オーナー) 

 

餌を食べる前に一度左右を見まわす。（45 歳女性猫オーナー） 

 

水を飲むときに足踏みする。（66 歳女性猫オーナー） 

 

2015 年最も活躍したと思う有名人で第 1 位となったラグビー日本代表の五郎丸歩

選手がキック前に行う「ルーティン」は「新語・流行語大賞」候補にも選ばれ話題と

なりました。 

そこで、ペットが行う「ルーティン」をお聞きしたところ、犬や猫の習性とは言い

切れないような様々な「ルーティン」がたくさん集まりました。あなたの愛犬・愛猫

にも普段気づかない「ルーティン」があるかもしれません。 

ご自身のペットにその年に活躍した有名人の名前を

付ける方も多いのではないでしょうか。 

2015 年に最も活躍したと思う有名人の第 1 位には、

173 票でラグビー日本代表である「五郎丸歩」選手が

輝きました。「五郎丸歩選手とラグビーメンバー」や「五

郎丸選手をはじめとしたラグビーW 杯に出場したチー

ムの皆さん」などのチームメンバーを含む票を集め第 1

位になっています。 

第 2 位は著書「火花」が第 28 回三島由紀夫賞候補作、

第 153 回芥川龍之介賞受賞作となったピースの「又吉

直樹」さんが選ばれました。 

票数

第1位 五郎丸歩 173

第2位 又吉直樹 74

第3位 安倍晋三 65

第4位 錦織圭 32

第5位 羽生結弦 31

最も活躍したと思う有名人
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■あなたが犬好きだと思う有名人をお答えください。（自由回答）n=629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたが猫好きだと思う有名人をお答えください。（自由回答）n=371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2015 年に購入したペット用品のなかで、あなたにとってのヒット商品をお答え 

ください。（自由回答）n=1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年に購入したペット用品の中で、ヒット商品をお聞きしました。 

犬グッズヒット番付第 1 位は、ユニ・チャーム株式会社の「デオシート」が選ばれ

ました。アロマが香るものや壁貼りタイプなど様々なラインアップがあります。 

猫グッズヒット番付では、いなばペットフードの猫用おやつ「CIAO ちゅ～る」が

第 1 位に選ばれました。液状という新しさと猫ちゃんがペロペロなめる CM がかわい

いですね。 

 

犬オーナーが選ぶ犬好き有名人の第1位は昨年に引き続

き「坂上忍」さんとなり 173 票を集めました。2015 年は

念願だったという愛犬の本を出版し、ペット本では異例の

売り上げとなったことでも話題となりました。 

第 2 位は昨年と同じく、志村園長としてテレビ番組でお

馴染みの「志村けん」さん 30 票、第 3 位は昨年は 5 位で

あった「川島なお美」さん 26 票となりました。今年の 9

月に胆管がんのため 54 歳で亡くなりましたが、祭壇には

犬のぬいぐるみなどが添えられ、愛犬家としても有名でし

た。 

票数

第1位 坂上忍 173

第2位 志村けん 30

第3位 川島なお美 26

第4位 関根勤 20

第5位 ベッキー 13

犬好きだと思う有名人

猫オーナーが選ぶ犬好き有名人の第 1位は昨年は第 2位

だった爆笑問題の「田中裕二」さんが、61 票で第 1 位と

なりました。 

第 2 位は「中川翔子」さん 40 票。中川翔子さんの愛猫

である「ねぎ」は爆笑問題・田中さんが名づけ親であり、

愛猫家同士の交流もあるようです。 

第 3 位はチュートリアルの「徳井義実」さんが 32 票で

選ばれました。バラエティ番組で「猫メロメロ芸人」とし

て登場し愛猫家としても広く知られたのではないでしょ

うか。 

 

 

 

昨年に引き続き「坂上忍」さんとなり 173 票を集めまし

た。2015 年は念願だったという愛犬の本を出版し、ペッ

ト本では異例の売り上げとなったことでも話題となりま

した。 

第 2 位は昨年と同じく、志村園長としてテレビ番組でお

馴染みの「志村けん」さん 30 票、第 3 位は昨年は 5 位で

あった「川島なお美」さん 26 票となりました。今年の 9

月に胆管がんのため 54 歳で亡くなりましたが、祭壇には

犬のぬいぐるみなどが添えられ、愛犬家としても有名でし

た。 

票数

第1位
田中裕二

(爆笑問題)
61

第2位 中川翔子 40

第3位
徳井義実

(チュートリアル)
32

第4位 杉本彩 10

第5位 岩合光昭・川上麻衣子 5

猫好きだと思う有名人

総合番付 票 犬番付 票 猫番付 票

CIAO ちゅ～る 8票 デオシート 7票 CIAO ちゅ～る 8票

デオシート

銀のスプーン
7票 愛犬元気 6票 銀のスプーン 7票

モンプチ

愛犬元気
6票

グリニーズ

サイエンスダイエット
4票 モンプチ 6票
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■2016 年、あなたとあなたのペットにとってどのような 1 年にしたいですか。抱負

を漢字一文字で表現してください。（自由回答）n=1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年を漢字 1 文字で表すと、「忍」が第 1 位となりましたが、2016 年の抱負を

漢字で表すと「楽」が 111 票で第 1 位となりました。そしてペットにとっては健康に

1 年を過ごしほしいという願いから、「健」が第 1 位となっています。 

2016 年を抱負の漢字のとおり健康で楽しい１年にできるよう、ペットと共に楽し

い年末年始をお過ごしください。 

 

 

 

本調査結果に関するお問い合わせ先 

ペット＆ファミリー少額短期保険株式会社 経営企画部 佐藤 

電 話：03-5844-1120 

ＵＲＬ：http://www.petfamilyins.co.jp/ 

票数

第1位 健 200

第2位 楽 135

第3位 愛 54

第4位 幸 46

第5位 安 38

2016年ペットにとって

どんな年にしたい？
票数

第1位 楽 111

第2位 健 72

第3位 進 38

第4位 幸 34

第5位 穏 29

2016年あなたにとって

どんな年にしたい？


