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News letter 

 

 
 

2021 年独身中高年の恋愛結婚に関する意識調査 

 

独身中高年の半数以上が「パートナーが欲しい」！ 

「法的な結婚」と「籍を入れない関係」を望む人がほぼ同数 

         中高年がパートナーに求めるのは条件より価値観のマッチ 

 

結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区 代表取締役社長：森谷学）https://onet.co.jp/

が運営する、中高年向けパートナー紹介サービス「スーペリア」https://onet.co.jp/superior/は 45~64 歳の独身男女

806 名を対象に、「結婚・恋愛・婚活に関する意識調査」を実施しました。 

 

調査の結果、独身中高年の半数以上は「パートナーが欲しい（既にパートナーがいる人も含む）」と考えていることが判

明しました。また「法的な結婚」と「籍を入れない関係」を望む人は同数となっており独身中高年にとっては「法的な

結婚にとらわれない関係」にもニーズがあることがわかります。 

 

＜トピックス＞ 

✓独身中高年の過半数がパートナーを望んでいる！(現在パートナーがいる 15.5%を含む) 

✓「残りの人生を一緒に過ごす相手が欲しい」がパートナーを望む理由のトップに。 

✓55-64 歳については「法的な結婚」を望む方が 2018 年の調査時よりも増加！ 

✓パートナーを望む人の半数以上が「価値観が合うこと」を求めていると回答。 

✓独身中高年の 4 人に 1 人は婚活サービスや知人の紹介などでパートナーを探している！ 

 

2021 年 9 月 17 日 

編集・発行 株式会社オーネット 広報グループ 
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1. あなたは現在パートナー(恋人・伴侶)がいますか。もしくは欲しいですか？ 

あなたは現在パートナーがいますか。もしくは欲しいですか？と質問したところ「パートナーは必要ない」と

回答した人が 39.9%と最も高い割合となった。 

しかし、「パートナーが欲しい」が 36.1％、「パートナーがいる」が 15.5％であり、合算すると 51.6%と独

身中高年の 2 人に 1 人がパートナーを望んでいることが分かった。 

 

年齢別でみると「パートナーが欲しい」と回答したのは 45-49 歳の年代が 46.3%と最も多く、年齢を重ねる

ごとに減少している。一方で「パートナーがいる」50 代は約 2 割近くとなり、40 代や 60 代よりも多く、60

歳頃の定年退職を前に第二の人生を過ごすパートナーを見つけていると考えられる。 

 

 



 

【報道関係者 問い合わせ先】 

株式会社オーネット 管理本部 総務部 広報グループ  

TEL：050-5840-1072  E-mail：ml-pubrelations@onet.co.jp 

 

 

2. パートナー(恋人・伴侶)が欲しい理由として最も当てはまるのはどれですか？ 

「パートナーが欲しい」と回答した人にパートナーが欲しい理由について質問したところ「残りの人生を一緒

に楽しむ相手が欲しい」が最も多く 41.9％だった。 

続いて「趣味を一緒に過ごす相手が欲しい」が 16.3％となり『残りの人生を前向きに楽しむためにパートナー

が欲しい』とする内容の回答が全体の半数を超える結果となった。 

 

 

3. パートナーとの関係としてあなたが最も望むものはどれですか？  

「パートナーが欲しい」と回答した人に対してパートナーとの関係として最も望むものについて質問したとこ

ろ、「法的な結婚」が 43.1％となった。一方で「事実婚」「通い婚」「恋人」を合算した『籍をいれない関係』

を望む人も 43.1%と同数の結果となった。 
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籍を入れない関係を望む人の中では「恋人」と回答する人が 18.4%と最も多く、同居せず、通い婚のように定

期的に互いの家の行きもしない、現状の生活スタイルを維持する関係性が最も望まれていることが分かった。 

 

50-64 歳の年代について 2018 年実施の調査結果と比較したところ、「通い婚」を望む人は全年代で減少した。

一方で 50-54 歳については「事実婚」、55-59 歳と 60-64 歳の年代については「法的な結婚」を望む人が増え

ており、婚姻の関係を問わず誰かと一緒に暮らしたいと思う人が増えた結果となった。 

増加の理由としては 20~30 代を対象とした 2020 年調査において、コロナ禍で結婚したい人の割合が増加し

ており、孤独感や不安を理由にあげている人が多いため、中高年についても、コロナ禍で不安を感じて『誰か

と一緒に暮らしたい』と思う人が増えたものと考えられる。 

 

 

★参考： 

2018 年「独身中高年の恋愛結婚に関する意識調査」 

https://onet.co.jp/company/release/2018/20180522.html 
 
2020 年「コロナ禍における独身男女の結婚に関する意識調査」 
https://onet.co.jp/company/release/2020/20200626.html 
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4. パートナーにどのような条件を求めますか？ 

「パートナーが欲しい」と回答した人にパートナーにどのような条件を求めますか？と質問したところ、「価値

観が合うこと」が 55.6%と最も高い結果となった。次いで「話が合うこと」「金銭感覚」が上位となってお

り、中高年世代は離別を経験している人も多いことから年収や学歴といった条件ではなく、今後の人生を共に

円満に過ごす上で重要な内面のマッチングを重視していると考えられる。 

 

 

5. パートナー探し(婚活)をどこで活動していますか(していましたか) 

パートナー探し(婚活)をしている(していた)人にパートナー探し(婚活)をどこで活動しているか(していたか)を

質問したところ、活動している人は「友人や知人の紹介」が最も多く 22.5%となった。その他結婚相談所や婚

活サイト・アプリで活動している人もそれぞれ約 1 割程度と一定数いることが分かった。 
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6. パートナーが欲しいが活動していない理由として最も当てはまるものはどれですか？ 

パートナーが欲しいが活動はしていない人に、活動していない具体的な理由として最も当てはまるものを質問

したところ、「年齢を考えると今更相手を見つけるのは難しいと感じる」が 21.2％と最も多く、次いで「具体

的にどうしていいのかわからない」が 18.1％、「探すのがめんどうくさい」が 14.0％とパートナーが欲しいと

思いつつも気持ちの障壁によって活動していないことが上位の理由となった。 

 
 
 － 調 査 概 要 － 
■調査名：   2021 年独身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：  45 歳～64 歳未婚男女 
■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：    2021 年 9 月 1 日（水）～9 月 6 日（月） 
■調査主体：  株式会社オーネット 
■サンプル数：806 名(男性 371 名、女性 435 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、本資料をご使⽤になる場合には、“結婚相手紹介サービス「オーネット」が運営する
「スーペリア」調査”と明記ください。その際にはオーネット広報グループ宛に連絡いただけますと幸いです。 
 
■■スーペリア＜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。 

「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。 

◎入会資格 

男性 45 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 
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◎サービス提供エリア 

スーペリア東日本 / スーペリア西日本 / スーペリア東海 

◎料金 入会金 33,000 円（税抜 30,000 円） /「月会費 12,100 円（税抜 11,000 円） 

◎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 

 

 

■■運営会社■■ 
結婚相手紹介サービス 株式会社オーネット 
「データマッチング」、「WEB 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します。 
専任の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけた様々なニーズにお応えいたします。 
また、男女 45 歳以上を対象にした中高年専門の＜オーネット スーペリア＞を運営し、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大人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 
・設立：1980 年 4 月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー創立 
        ※2020 年 4 月、オーネットは創立 40 周年を迎えました 
・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：〒104-6222 

東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 22 階  
 
＜公式ホームページ＞ 
オーネット          https://onet.co.jp/ 
オーネット スーペリア        https://onet.co.jp/superior/ 
オウンドメディア「おうね。」 https://oune.info 
 
 
 －オーネット過去調査－ 
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。 
オーネットでは、新成人の恋愛・結婚に関する意識調査をはじめ、各年代の未婚・既婚男女の 
恋愛・結婚に関する意識調査を様々な角度から行い、その結果をリリースしています。 
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＜ニュースリリースページ＞   
https://onet.co.jp/company/release/ 
 
＜過去調査の紹介＞ 
・2020 年 コロナ禍におけるリアルデートに関する意識調査 
https://onet.co.jp/company/release/2020/20200826.html 
・2021 年 新生活における、自然な出会いに関する意識調査 
https://onet.co.jp/company/release/2021/20210512.html 
・2021 年 新社会人の職場恋愛に関する意識調査 
https://onet.co.jp/company/release/2021/20210421.html 
・コロナ禍のプロポーズに関する調査【オーネット会員】
https://onet.co.jp/company/release/2021/20210604.html 
・2021 年 新社会人の恋愛・結婚に関する意識調査 
https://onet.co.jp/company/release/2021/20210104.html 
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