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独身男女の恋愛きっかけ・結婚意識に関する実態調査 

 

独身女性25歳～29歳で現在恋人がいる割合は7割以上の73.9%！ 

現在の恋人と「出会ったきっかけ」は20代後半で男女で大きな違いあり！ 

20代後半女性は同年代の男性の結婚意識の半分の割合しかない調査結果が？！

 
 

楽天グループの結婚相手紹介サービス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、

20 歳～39 歳の未婚男女 1,108 名を対象に、「独身男女の恋愛きかっけ・結婚意識に関する実態調査」を実施いたし

ました。 

夏季休暇をむかえ恋人と一緒に過ごす時間も多くなるこの期間、二人が出会ったころの話題や将来について話す機

会もあるのではないでしょうか。今回の調査では恋人のいる 20 代～30 代独身男女に、「出会いのきかっけ」につい

て、さらに現在付き合っている恋人と将来「結婚する意識があるかどうか」についてアンケートを行いました。 

20 代 30 代の現在恋人のいる独身男女の年代別の出会いの実態、現在の恋人との結婚意識の有無について興味深い

調査結果をレポートいたします。 

 

楽天オーネットでは今後も日本の恋愛や結婚に関して、さまざまな角度から意識調査を実施し報告してまいります。 

 

 

 

～主なトピックス～ 
 

 

■独身女性25歳～29歳で現在恋人がいる割合は7割以上の73.9%！ 

 

■現在の恋人と「出会ったきっかけ」は20代後半で男女で大きな違いがあり！ 

 

■現在の恋人と結婚を意識している割合は、女性より男性の方が圧倒的に高い！ 

 20代後半女性は同年代の男性の結婚意識の半分の割合しかない調査結果が？！ 

 
 

2018 年 8 月 10 日 

編集・発行 株式会社オーネット 広報グループ 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【報道関係社様問い合わせ先】 

楽天オーネット 広報グループ  

TEL：050-5817-5606 FAX：03-3700-5965 E-mail：onet-pr@mail.rakuten.com 

 

 

■あなたは現在「恋人」がいますか？ 

 今回の調査対象の 20歳～39歳の男女 1,029 名に、「現在、恋人がいますか？」と聞いてみたところ、全体で

は約半数にあたる48.5%（ 499 名）の男女が、「恋人がいる」という回答結果となりました。男性では41.7%(209

名)、女性では54.9%(290 名)が（「恋人がいる」という結果となります。男女年代別に見てみると、男性が概ね

どの年代も（「恋人がいる」割合に大差がない状況である一方で、女性については 25歳～29歳では 73.9%、じ

つに4人に 3人の割合で恋人がいるという結果となりました。また、男女ともに 30代後半になると、恋人がい

る割合が低くなる傾向であることが調査結果からうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたは恋人と何処で知り合いましたか？ 

 次に、（「恋人がいる」と答えた男性 209 名、女性290名に、現在の恋人と（「何処で知り合ったか？」を質問し

てみました。調査の結果は男女年代別に大きく回答が分かれる結果となりました。 

まず、年代別で20代前半（ 20 歳～24歳）で最も割合が高かったのは、男女ともに、「学生時代の知り合い」

で男性 32.7%、女性34.2%という結果となりました。2番目は男性が（「友人の紹介（ 合コンなど）」で16.4%、

女性は（「アルバイト先」で 17.8%という結果となりました。やはり20代前半では、学生時代からのお付き合い

や、アルバイト先での交友関係による交際開始が色濃い状況であることがわかります。 

 ところが 20代後半（ 25 歳～29歳）の調査結果をみると、「学生時代の知り合い」の割合が男性では 30.2%

と 20代前半と大差ない状況であるのに対して、女性の 20代後半では、8.8%と激減し20代前半では 4番目の

8.2%であった「職場関係」が、一気に 30.4％と高い割合に高まる結果となり、20 代後半になると男性と女性

の現在付き合っている恋人との出会いのきっかけは、大きな違いがあることがわかりました。 

 そして30代以上の年代に関しては、30代前半（ 30 歳～34歳）の男女においては、「友人の紹介（ 合コンな

ど）」が男性の方が女性より 10 ポイント近く高いという差異がある以外は、男女で大きな違いがない結果とな

りました。しかし、30代後半（ 35 歳～39歳）では、男性の（「学生時代の知り合い」が 15.2%となり女性より

11.1 ポイント大きい結果となり、男女年代別で現在の恋人との出会いのきっかけに違いがみられることが分か

りました。 
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■あなたは現在の恋人と結婚を考えていますか？ 

 さらに（「恋人がいる」と回答した男女 499 名に、「現在の恋人と結婚を考えていますか？」というアンケート

を行った結果、男女年代別で大きく違いがみられる調査結果となりました。 

まず、最も結婚への意識が高かったのが男性 20代後半（ 25 歳～29歳）で、なんと60.4%が（「結婚を意識し

ている」と回答し、「まだ明確ではないがそのつもりだ」の24.5%をあわせると、84.9%が現在お付き合いして

いる恋人と結婚する意志があるということが調査結果からわかりました。参考までに女性の 20 代後半 25 歳

～29歳）では（「結婚を意識している」が19.6%、「まだ明確ではないがそのつもりだ」も同じく 19.6%で、あ

わせても 39.2%となり、男性の約半分程度であるという調査結果となりました。見方によてっは 20 代後半の

男性は付き合っている恋人を結婚相手と意識している一方、女性20代後半は恋人を結婚相手と意識している割

合が男性の半分程度しかいないという男性にとっては少し寂しいと思える調査結果となりました。 
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続いて 30 代前半 30 歳～35 歳）においては男女ともに「結婚するつもり」の回答は、男性 36.4%、女性

40.9%で比較的近い数値となりましたが、「まだ明確ではないがそのつもりだ」については、男性41.8%に対し

て女性は 24.2%という結果で、この年代でも女性の方が男性よりも結婚への意識が低いという結果となりまし

た。しかし30代後半（ 35 歳～39歳）になると状況が変わり、「結婚を意識している」が男性26.1%に対して

女性34.7%と女性の方が高くなる結果となり、「まだ明確ではないがそのつもりだ」は女性 42.9%、男性 43.5%

とほぼ同じ割合という結果となりました。 

 男性の 20 代では後半に近づくにつれて現在の恋人との結婚意識が高くなり、女性は逆に 20 代前半から後半

にむけて、現在の恋人との結婚意識がまだまだ低いということが調査結果からうかがえます。 

また、30 代前半では引き続き男性は現在の恋人との結婚意識は高く、女性もその意識が少しは高まってくる傾

向となり、30 代後半では男性より女性の方が現在の恋人との結婚意識が高くなる傾向があることが調査結果か

ら分かりました。 

「現在の恋人との結婚意識」について男性は 20 代～30 代前半まで恋人を結婚相手として意識してみている傾

向が強く、女性 20代～30代前半では男性より意識が低く、30代後半でやっと女性の結婚意識が男性を上回る

という調査結果となりました。 

 

 

 

 今回の調査結果を踏まえて、この夏季休暇のあいだに 20 代後半～30 代前半男性は、恋人にやんわりと結婚

を意識させる話題を振ってみて気持ちを確かめるのも必要になる人もいるかもしれませんね。 
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－ 調 査 概 要 － 

 

■調査名 ：楽天オーネット 「独身男女の恋愛きっかけ・結婚意識に関する実態調査」 

■調査地域：（全国 

■調査対象：（独身の男女 25 歳～39 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：（ （2018 年 7月 9日(月) ～ 7 月 17日(火) 

■調査主体：（株式会社オーネット 

■サンプル数：（1,108 人 男性：552人、女性：556人） 

 男女 20 歳～24 歳（：138:138、男女 25 歳～29 歳（：138:142、男女 30 歳～34 歳（：138:138、男女 35 歳～39 歳（：138:138） 

※  

※ 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広報宛にご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、結婚にむけたさまざまなニーズにお応えいたします。 

また、男性 50 歳以上、女性 45 歳以上を対象にした中高年専門の＜楽天オーネット「スーペリア＞を展開し、結婚

のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための出会いの機会をご提供しています。 

 

2018 年 4 月 1日、（ 結婚式場探し・結婚式準備の総合情報サイト』＜楽天ウェディング＞事業を楽天オーネットが

事業承継いたしました。 

 ※2018 年 3 月 5日 （「事業譲渡に関するお知らせ」 https://onet.rakuten.co.jp/company/release/2018/20180305.html 

 

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 
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