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親御の子供の結婚に対する意識調査 

 

やはり、約 2 人に 1 人が “おひとりさま男性”！ 

やっぱり三十路がボーダーライン！？ 

親が子供に「そろそろ結婚してほしい」と思う 

きっかけの第 1 位は「子供が 30 歳になった時」だった！

 
 

楽天グループの結婚相手紹介サービス会社、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、45 歳～64 歳の男女計 344 名を対象に（ 親御の子供の結婚に対する意識調査」を実施しました。最近では、親御

による 代理婚活」も話題となっており、時代によって親の子供の結婚に対する考えは変化しているようです。今回

は現代の親御の子供の結婚に対する意識を調査しました。 

子供のことを心配する親御さんの気持ちを、独身の男女の おひとりさま」は把握しているのでしょうか？ 

独身男女が普段から分かっているようで分かっていない親心が、今回の調査結果からいくつかは見えてくるかもしれ

ませんね。 

 

楽天オーネットでは今後も日本の恋愛や結婚に関するさまざまな意識調査の実施を予定しています。 

 

 

～主なトピックス～ 
 

 

■やはり多い独身男性！まだまだ女性に出会いのチャンスあり！？  

男性は 48.0％と約 2 人に 1 人が“おひとりさま”で、未婚女性約 3 人に 1 人

（34.9％）よりも高い独身率の調査結果に。 
 
 

■親御が 「そろそろ結婚して欲しい…」と思う年齢は、30 歳がボーダーライン！？ 

 親が子供の結婚を意識するきっかけの第 1 位は、「30 歳を過ぎた時」で約 4 割も。 
 
 
■子供の婚活事情に対し親はどう思う？ 

 出会いのきっかけになるのであれば「結婚相談所に登録」を肯定が 7 割超え！ 

 新たな出会いを与えてあげたい、という親ゴコロが明らかに。 
 
 

 

2017 年 11 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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やはり多い独身男性！まだまだ女性に出会いの他チャンスあり！？ 

男性は 48％と約 2 人に 1 人が“おひとりさま”で 

34.9％の未婚女性よりも高い結果に。 

 

■あなたのお子様の性別と状況（婚姻、未婚）を教えてください。 

 

近年では“おひとりさま”という言葉が定着していますが、実際にどれくらいの独身の子供をもつ親御さんがいるの

でしょうか。子供をもつ 45 歳～64 歳の親世代に対し、子どもの結婚状況を聞いたところ、実に約 2 人に 1 人の

割合 48.0%）で 未婚の息子がいる」と回答しました。一方、 未婚の娘がいる」の回答は 34.9％と、未婚

の息子がいる割合よりも低い結果となりました。これは生涯未婚率 50 歳時点で一度も結婚の経験がない人の

全体に対する割合）で、男性23%、女性 14%という結果からも容易に想像できる結果といえます。 

一方で、婚活中の女性はついつい、 素敵な男性のほとんどはすでに結婚している…」と諦めてしまうことも

あるかもしれませんが、一歩外に出てみると、素敵な“おひとりさま男性”が意外と多くいるのかもしれませんね。

男性も出会いにもっと貪欲に、思い切って婚活をはじめることも選択肢の一つかもしれません。このように、親

御さんもお子様に対して、出会いの機会を増やす具体的なアドバイスをしてみてはいかがでしょうか。 
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「そろそろ結婚して欲しい…」 

30 歳がボーダーライン！？ 

親が子供の結婚を意識するきっかけの第 1 位は、 

「30 歳を過ぎた時」で約 4 割も。 

 

■あなたは子供がそろそろ結婚したほうがいいと思うのはどんな時ですか 

 ※現在だけではなく、将来的にこういう時に思いそうだ、という場合も含める 

 

では、親が子供に対して そろそろ結婚したほうがいい」と思うきっかけはどんな時なのでしょうか？親世代に対

し、子供の結婚を意識したタイミングを聞いてみたところ、最も多かった回答は（ 子供が 30 歳を過ぎた時」で 41.6％

という結果に。 自分自身が高齢になった時」の 9.2%や（ 知人（ 親戚）の子供が結婚した時」の 5.2%などと比較す

ると圧倒的に多い回答となりました。 

近年、日本は女性の社会進出やライフスタイルの多様化から晩婚化が進んでいますが、やはり親世代にとっては“30

歳”はひとつのボーダーラインであり、結婚適齢期において一つの区切りと感じている人が多いことが読み取れますね。 
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子供の婚活事情に対し親はどう思う？ 

「結婚相談所に登録すること」を肯定する人はなんと 7 割超え！ 

新たな出会いを与えてあげたい、という親ゴコロが明らかに。 
 

 

■結婚適齢期を迎えた（過ぎた）お子様から、「結婚相談所に登録する」と話があった場合、 

あなたはどうしますか？ 

 

未婚の子供の中には、結婚願望が強くある人や既に婚活をしている人もいるかと思いますが、実際に子供から 結

婚相談所に登録する」と話が出た場合、親御さんはどう思うのでしょうか。気になる回答を見てみると、 自分で思う

通りにやればいい」が 63.9％で、次いで（ 応援する」が 11.1％という結果に。 やめてほしい」という回答が 4.9%

と低いことからも、結婚相談所に対しては抵抗感が無く好印象であったり、婚活のひとつの手段として認めていたり

と、“肯定的な立場”の親御さんが多いことが分かり

ました。 

この理由としては、 これまでの出会い（ 縁）がな

かったのであれば利用すべき」（ 41.0%）や（ よくわ

からないが何となく出会いがありそうに思うから」

 18.3%）、 出会いのチャンスが多くありそうだか

ら」 17.0%）の回答が多く挙げられ、 新たな出会

いを与えてあげたい」という親ゴコロも明らかにな

りました。 
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－ 調 査 概 要 － 

■調査名 楽天オーネット 親御の子供の結婚に対する意識調査」 

■調査地域 （全国 

■調査対象 45 歳～64歳 

■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 10月 24日(火) ～ 10月 30日(月) 

■調査主体 （株式会社オーネット 

■サンプル数 （344 人  ※45 歳～64 歳(男性 175人/女性 169人) 

 

※ 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、本資料をご使用になる場合には、 “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。その際には楽天オーネット PR事務局宛に連絡いただきますと幸いです。 

 
 

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。

※過去のリリース等はこちらをご確認ください。https://onet.rakuten.co.jp/company/release/ 

  

■■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。 

 

また、中高年専門の＜楽天オーネット スーペリア＞も展開。

結婚のみにこだわらない、さまざまなパートナーの形を実現す

るための出会いの機会をご提供しています。 

 

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 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

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/ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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