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独身男女の結婚希望年齢と交際期間に関する意識調査 

 

20 歳～24 歳の男性 4 人に 1 人、女性 5 人に 1 人が 24 歳までには結婚をしたい！ 

結婚までの適正だと考える交際期間を、「0 ヶ月～1 年未満」と回答はした割合は、 

男性が 22.4%、女性が 13.6%という結果に！ 

 
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～

34歳の独身男女 1242人（（男性（：603人、女性（：639人）を対象に、（ 結婚希望年齢と交際期間に関する意識調

査」を実施いたしました。 

 平成」も残すところ一か月余りとなりましたが、新元号という節目の年に何かをはじめようと思っている人

も多いのではないでしょうか。そこで今回は（ 結婚」という人生の節目をテーマに、いつその節目を迎えたいと

思っているのかを含め独身男女にアンケートを実施いたしました。男女20歳～24歳、25歳～29歳、30歳～

34 歳の 6 グループへのアンケート調査結果から、男女、年代別で意識の違いがあることが調査結果からみえて

きました。 

20 代前半から 30 代前半の独身男女が結婚したいと望む年齢や結婚するまでの適正と考えている交際期間が

どれくらいなのか、気になる調査結果をレポート致します。 

楽天オーネットでは日本の恋愛や結婚に関して、さまざまな角度から調査を行いレポートしてまいります。 

 

 

 

～主なトピックス～ 
 

 

■20 歳～24 歳の男性 4 人に 1 人、女性 5 人に 1 人が 24 歳までには結婚をしたい！ 

 

■適正と考える交際期間として最も回答割合が高いのは「1 年～2 年」で 28.3%、 

一方で「0 ヶ月～1 年未満」と回答した割合は、男性が 22.4%、女性が 13.6% 

という結果に！ 
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■あなたは何歳で結婚をしたい（したかった）ですか？  

 まず、（ あなたは何歳で結婚をしたい（（したかった）ですか？」と結婚希望年齢について質問をいたしました。 

20 代前半（20 歳～24 歳）では、男性の約 6 割、女性の 7割が 29 歳までに結婚をしたいという結果となり

ました。そのうち 24歳までに結婚をしたいという回答は、男性23.0%、女性21.0%であることがわかりまし

た。男性の4人に 1人、女性の 5人に 1人は、20代前半のうちに結婚したいと考えていることが調査結果から

わかります。 

続いて 20 代後半では、男性の 55.5%が 30 代前半（34 歳）までに結婚をしたいと考えており、同じく女性

では57.6%が30代前半(34歳)という結果となりました。そのうち29歳までに結婚したいと考えているのは、

男性 27.5％、女性 33.4%となり、男性の 4 人に 1 人、女性については 3 人に 1 人が 20 代のうちに結婚をし

たいと考えていることが調査結果からわかりました。一方で、この 20 代後半のグループの調査結果において、

20代前半と大きく違うこととして、 結婚をするつもりはない」という割合が、女性 20代前半 13.1%が 20 代

後半で 11.3%とほとんど変わらないのに対して、男性では 17.6%から 25.5%と大きく割合が増えるという結

果となりました。一方で、 その他（分からない）」の割合については、20 代前半の男性 6.0%、女性 3.75 が、

20 代後半では男性 11.0%、女性については 28.3%と大きく上昇していることから、 結婚するつもりはない」

 その他（（分からない）」をあわせると、20代後半では男性が 36.5%、女性が 39.6%とほぼ同じ割合という結

果となりました。この結果からいえることは男女とも現時点で40歳以上の結婚を明確には考えていないという

ことがわかります。 

30代前半男女においては、39歳までに結婚したい割合が、男性58.9％、女性 59.6%となり、男女とも約6

割が 39 歳までに結婚をする意志があるという結果となりました。しかしながら 30 代前半男女で 40 歳以上で

結婚を希望する割合は、男性 3.9%、女性については 0.9%となり、 結婚するつもりはない」が男性 22.5%、

女性15.0%という結果で、現時点において40歳以上で結婚する事を考えてはいないということがわかります。 
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■結婚するまでの交際期間は、どれくらいが適切だと思いますか？ 

 次に、 結婚するまでの交際期間は、どれくらいが適切だと思いますか？」と質問をいたした。傾向として、

 0ヶ月～1年未満」の回答結果が男性（（22.4%）、女性（（13.6%）であることからもわかるように、男性の方

が短い期間が適切であるという傾向にあることがわかります。 

また、20代前半では（ 2年～4年」の割合が男性(30.1%)、女性（（37.3%）と高い割合をしめしていますが、

20代後半以降になるとその割合が低下するのはうなずける結果といえます。 

そして、選択肢の（ その他（（分からない）」の回答ボリュームが女性の 20代後半以降の年代で大きくなるとい

う事もわかりました。そもそも交際期間ということではなく、お相手によって状況がちがってくるという回答が

 その他（分からない）」に含まれていることが想定されますが、そうだとすると男性よりも女性のほうがより

現実的であるといえるのかもしれません。 

 

 

－ 調 査 概 要 － 

■調査名 ：楽天オーネット  独身男女の結婚希望年齢と交際期間に関する意識調査」 

■調査地域：（全国 

■調査対象：（独身男女 20 歳～34 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：（ （2019 年 3月 22日(金) ～ 3月 24 日(日) 

■調査主体：（株式会社オーネット 

■サンプル数：（1242人（男性：603人、女性：639人） 

（男：女 20 歳～24 歳：199：214、25 歳～29 歳：200:212、30 歳～34 歳：204:213） 
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※ 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、また、複

数回答の場合は合計で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 「オーネット」調査”と明記

ください。その際には株式会社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■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社オーネットは 1980 年の設立から 39 年間にわたって 結婚相手紹介サービス」及び関連事業を展開。 

◎（ 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＜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。 

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 

沿革：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 

   2018 年 12 月（親会社が楽天株式会社よりポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更 

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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