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中高年の恋愛･結婚に関する意識調査 

 

50 代前半未婚（生涯未婚）の割合が、男性 83.3%、女性 67.0%という結果に！ 

「パートナーがほしい」（いるを含む）という回答は、全体で 46%と高い結果に！ 

男性が「入籍や同居」関係を強く望むのに対し、女性は「恋人関係」を望む結果に！ 

一方、パートナーを探すために具体的な活動を行っているのは全体で 15%のみ！ 

 
 
楽天グループの結婚相手紹介サービス会社の株式会社オーネット  本社 ：東京都世田谷区 代表取締役社

長 ：森谷学）は、中高年向けパートナー探し  スーペリア」事業に関連して、中高年世代の独身男女50代
以上の恋愛･結婚に関する意識調査を行いました。日本の婚姻事情については昨今の晩婚化に加えて、5年
毎に行われる生涯未婚率調査でも前回調査と比較して、男性で 23.37%  3.23 ポイント増）、女性14.06%
 3.45 ポイント増）となり年々増加している状況が続いています。楽天オーネットはこうした背景を踏ま
えて、今回は中高年世代の恋愛  結婚に対する意識を調査  分析し、会員さまのご成婚率 100%を目指す
 楽天オーネット」、また、中高年向けパートナー探しをお手伝いする  スーペリア」事業のサービス向上
に反映し、結婚相手紹介サービス事業を通じて日本の抱える諸問題への一助となるよう、更なるサービス
向上にむけて取り組みを行ってまいります。 
 
 

～ 主なトピック ～ 
 

■今回調査対象の 50 代前半の未婚（生涯未婚）の割合が、なんと男性で 83.3%、女性で 67.0%という結果と

なり、やはり上昇する生涯未婚率の高まりを反映する結果に！ 

 

■「パートナーがほしい（「いる」を含む）」という回答は、全体で 46%という結果となり、女性 60 歳以上を除く

と、どの年代でも高い結果となり、年齢に関らず意識が高い！ 

 

■「パートナーと望む関係」は、男性が入籍や同居を望む傾向が高く、一方、女性は「恋人関係」を望む傾向

にあり、男女で考え方が大きく違っている！ 

 

■「出会いのきっかけ」としては、「職場」、「友人・知人の紹介」が主流で、「サークル活動」、「SNS」や「婚活

サイト」なども出会いのきっかけとなっている！ 

 

■「パートナーがほしい理由」は、男性が「人生を一緒に過ごす伴侶」が最も多く、一方、女性は「趣味など一

緒に楽しめる相手」という結果となり、男女で考え方に大きな違いが・・・！ 

 

■パートナーがほしいという一方で、具体的に「パートナー探しの行動をしている」割合は全体で 15%と低い

調査結果に！ 

2017 年 10 月 27 日 

編集 発行 株式会社オーネット 広報グループ 
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中高年の恋愛･結婚に関する意識調査 

 

 
１．あなたの婚姻暦は？ 
 
今回の調査対象サンプルとなった 867名について、 未婚」 生涯未婚）と回答した人は全体で

59%、男性が 66%、女性が 53%という結果となりました。年代別には男性の 50代前半が
83.3%、女性が 67.0%という結果で、年代別に見ると男女ともに 50代前半が最も 未婚」 生涯
未婚）という回答が多く、5年後に行われる生涯未婚率調査では、さらに生涯未婚率が高くなるこ
とが容易に予想される今回の調査結果となりました。 
 

 

  
 
２．あなたはパートナーがほしいですか？ 
 
パートナーについて、 ほしい」と答えたのが全体で 31%で いる」と答えた 15%とあわせると

46%がパートナーを望んでいる結果となりました。男性の いる」13.7%と ほしい」という回答
をあわせると 55.7%がパートナーを望んでいる結果となり、女性の いる」(17.7%）、 ほしい」
 19.7%）と答えた 37.4%を大きく上回る結果となりました。年代別の結果から男性は 50代、60
代ともにパートナーを望む傾向が高く、一方で、女性は 60代以降になるとパートナーを望む傾向が
低くなる傾向があることが調査結果からわかりました。60歳以降になると、それまで半世紀を越え
て刻んできた人生や現時点での様々な事情等が、男女の意識に反映している結果といえます。 
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３．「パートナーがいる」と答えた方、お二人の関係はどういう関係ですか？ 
 
最も多かった関係は 恋人関係」で全体で 57%となり、 入籍はしていないが同居している」が

全体で 19%、 通い婚」が 17%という結果となり、男女どの年代別でも 恋人関係」という関係
が、50%前後という結果となりました。 
男女別の全体割合は、ほぼ同じ傾向となっていますが、年代別にみるとやはり格差が見られる事

から、それぞれ子供の独立時期や両親の介護等、各年代 男女別に、家庭の事情や個別の事情等が
反映されているのではないかと思われます。 
 

 
４．パートナーとの出会いのきっかけは何ですか？ 
 
男女共に一番多かったのが 職場恋愛」で全体では 19.1%という結果となりました。2番目以降

では、男性が 趣味のサークル」 ＳＮＳなどのインターネット」で同ポイント 11.9%）、一方で
女性は 友人 知人の紹介」が 15.6%という結果で、それ以外では 恋愛 婚活サイトアプリ」利
用は女性が 7.8%と多く 結婚相談所」は男性 5.1%と女性より多くなっており、男女で出会いのき
っかけに違いがあることが調査結果から分かりました。 
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５、パートナーがほしい理由は？ 
 
パートナーがほしい理由として全体で一番多かったのがは、 残りの人生を一緒に過ごす伴侶がほ

しい」で 40%、次いで 趣味などを一緒に楽しむ相手がほしい」が 27%となり、あわせて 67%と
いう結果となりました。ここで注目したいのが、全体で 1番目 2番目の回答結果の２項目において
男女別回答に大きな格差があるという興味深い結果となりました。1番目の 残りの人生を一緒に
過ごす伴呂がほしい」という理由は、男性が 46.4%だったのに対し、女性は 26.7%と約 20ポイン
トの開きがあり、2番目の 趣味などを一緒に楽しむ相手がほしい」については、逆に、女性が
41.9%であるのに対して男性が 19.3%と、これも約 20ポイント近い開きが見られました。これ
は、次の設問の パートナーとして希望する関係は？」の回答結果とあわせて見てみるとよく分か
りますが、男性がパートナーに求めるものが、入籍や同居を伴うパートナー関係という意思が女性
よりも明らかに強く、一方で、女性はパートナーがほしいけれども入籍や同居では無い関係を望む
という傾向が強いという結果が今回の調査結果から分かりました。 
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６．パートナーとして希望する関係は、どういう関係ですか？ 
 
パートナーとして希望する関係は、男性と女性で差異はありますが、全体としては 法的な結

婚」を望む方が 36%、 事実婚」が 15%、 通い婚」が 21%、次いで 恋人」16%という結果と
なりました。やはり男性が 法的な結婚」を 44.2%望む一方で女性は 19.8%という結果となりま
した。特にこの傾向は男性 50代前半では非常に強く、年代が上がると低くなる傾向が如実に現れる
結果となりました。一方で 恋人」関係については女性の 26.7%が望むと答えたのに対して男性
は、11.6%という結果で、先ほどの 法的な結婚」と逆の傾向が調査結果にあらわれています。 
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７．パートナー探しを具体的に行っていますか？ 
 
全体では 15%という結果となり、具体的な行動を行っているのは 7人に一人程度となりますが、

男性が 18.8%、女性が8.1%という結果で、男性の方が女性よりも行動している割合が高い結果と
なりました。特に、男性の 60～64歳の 7.0%に対して、65歳以上の 25.5%、つまり 4人に一人
が具体的な行動を行っているという回答結果となり、男性にとっては定年退職という区切りが恋
愛 婚活への意識･行動のきっかけとなっている事が調査結果からうかがえます。 

 

 
８．パートナーがほしいのに、活動をしていない理由は何ですか？ 
 
 パートナーがほしい」と答えた人の中で 何も活動をしていない」と回答した人にその理由を

聞いたところ、 探すのがめんどくさい」26%、 具体的にどうしたらいいかわからない」25%で、
あわせると全体の 50%という結果になりました。また、男性の4人に 1人は 金銭的な理由」とい
う回答があった他、 異性とのコミニュケーションがうまくとれない」といった回答もあり、様々な
個別の事情やコミニュケーションスキルという内面的な事情も活動をしていない理由にふくまれて
いる事が分かりました。 
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９．パートナーがいらないと答えた人の理由は何ですか？ 
 
圧倒的に多かった回答は 独りのほうが自由で気楽」という回答で、男性 59.1%、女性 70.0%

という結果となり、それ以外は 友人がいれば十分」 探すのが面倒」 どうしていいかわからな
い」 親の介護の問題」 異性はもうこりごり」等々、個人によって様々な事情からパートナーはい
らないという回答がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

－ 調 査 概 要 － 

■調査名：楽天オーネット 中高年の恋愛･結婚に関する意識調査」 

■調査地域： 全国 

■調査対象：50～69歳の未婚 離別･死別を含む現在未婚状態にある）男女 

■調査方法：インターネットを利用したクローズ調査 

■調査日：  2017 年 9月 25日(月)～9月 28日(木) 

■調査主体： 株式会社オーネット 

■サンプル数： 867 人 男性：431 名、女性：436 名） 

 

※ 表記の無い場合の単位は％です。 調査結果の数値は小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計

で 100％にならないことがあります。 

出版物 印刷物等、本資料をご利用いただいて問題ございませんが、その際には“結婚相手紹介サービス
「楽天オーネット」調査”と明記ください。また、ご利用の旨を楽天オーネット広報グループ宛にご連絡頂
ければ幸いです。 
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■■株式会社オーネット 会社概要■■ 
 

楽天グループの結婚相手紹介サービス＜楽天オーネット＞を展開。 

◎  データマッチング」、 WEBや会員誌による検索」、 写真による検索」、

 パーティー イベント」、 お引き合わせ」など、豊富な出会いの機会を

ご提供。 

◎専任の結婚アドバイザーによる手厚いサポートにより、結婚のためのさ

まざまなニーズにお応えいたします。 

 

代表者：代表取締役社長 森谷 学 

創業：1980 年 4 月 株式会社オーエムエムジー創業 

設立：2007 年 12 月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立 

本社所在地 ：東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1号 楽天クリムゾンハウス 

 

■■ スーペリア ■■ ＜中高年向けパートナー探しのお手伝い＞ 

 

＜サービス概要＞  

中高年専門のパートナー探しの機会をご提供しており、同世代の会員さ

ま同士、楽しい活動を通じてお相手探しができるサービス内容となって

おります。年齢を重ね、人生経験豊富な皆さまだからこそ、 結婚」だけ

にこだわらない、さまざまなパートナーの形があります。 明日を今日よ

りも充実したものにしたい！」、 人生を今よりも、もっと輝いたものにし

たい！」という会員の皆さまの想いを実現できるよう各種サービスを提

供させていただいております。 

あなたもそんなスーペリアで、これからの人生をもっと豊かにする出会

いを見つけてみませんか？ 

 

◎入会資格 

男性 50 歳以上 定職 定収入がある独身者 

女性 45 歳以上 独身者 

※ご入会にあたっては、公的な 独身証明書」の提出が必要です 

◎サービス提供エリア 関東 銀座支社）、関西 大阪北支社）、東海 名古屋支社）、九州 福岡支社） 

※今後、全国の楽天オーネット支社にてサービス提供エリアを拡大予定 

◎料金 

入会金 30,000 円 税別） / 月会費 10,000 円 税別） 

◎提供サービス 

＜基本サービス＞ 紹介書発行 

＜オプションサービス＞ お引き合わせサービス、イベント パーティー、フォトジェニックサービス 

 

楽天オーネット                  https://onet.rakuten.co.jp/ 

 結婚チャンステスト               https://onet.rakuten.co.jp/marriage_test/ 

 婚活プラン                   https://onet.rakuten.co.jp/planning/ 

婚活のミカタ～独身のための恋愛レスキューサイト  https://onet.rakuten.co.jp/column/ 

楽天オーネットスーペリア             https://onet.rakuten.co.jp/superior/ 

 

「ことぶき科学情報」バックナンバー  

◆楽天オーネット ニュースリリース一覧 https://onet.rakuten.co.jp/company/release/ 

ことぶき科学情報 第 1回発行は、VOL.1 1996 年 01 月 新成人の恋愛･結婚観／団塊ジュニアの意識調査」です。 
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