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調査概要「18歳意識調査」 - 恋愛・結婚観 -
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調査対象 全国の未婚17歳～19歳男女

回答数 800
※下記の割付にて回収

調査除外 下記の関係者は調査から除外
印刷業・出版業/マスコミ・メディア関連/
情報提供サービス・調査業/広告業

実施期間 2018年10月16日（火）～10月19日（金）

調査手法 インターネット調査

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

17歳 18歳 19歳 計

男性 130 136 134 400

女性 130 136 134 400

計 260 272 268 800



要約



現在、恋人はいるか

Q あなたは、現在、彼氏・彼女がいますか。（n=800）

現在、恋人がいる人は20.8％
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はい

20.8%

いいえ

79.3%



恋人がほしい理由・ほしくない理由

現在恋人のいない人のうち、64.8％が恋人がほしいと回答

恋人がほしい理由は「恋人との思い出をたくさん作りたいから」（50.6％）がトップ

• 次いで、「一人でいるのは寂しいから」（39.9％）、「性的欲求を満たしたいから」（21.4％）が上位に挙がる。

恋人がほしくない理由は「恋愛よりも趣味を優先したいから」（39.5％）がトップ

• 次いで、「一人でいるのが好きだから」（38.1％）、「恋愛は面倒だと感じるから」（34.5％）が上位。
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Q 彼氏・彼女がほしい理由（複数回答）
（n=411）

Q 彼氏・彼女がほしくない理由（複数回答）
（n=223）

はい

64.8%

いいえ

35.2%

※現在彼氏・彼女がいない人のみ回答
Q あなたは、現在、彼氏・彼女がほしいですか。
（n=634）

1位
恋人との思い出を
たくさん作りたいから

50.6%

2位 一人でいるのは寂しいから 39.9%

3位 性的欲求を満たしたいから 21.4%

1位
恋愛よりも趣味を
優先したいから

39.5%

2位 一人でいるのが好きだから 38.1%

3位 恋愛は面倒だと感じるから 34.5%

4位 悩み事を相談できるから 18.5%

5位 兄弟（姉妹）・友人に恋人がいるのを見て自分も欲しいと思うから 17.8%

6位 結婚する相手を見つけたいから 17.5%

7位 恋人がいないと恥ずかしい年ごろだから 14.8%

8位 いつも恋愛をしていたいから 14.1%

9位 趣味よりも恋愛を優先したいから 4.4%

10位 勉強や仕事よりも恋愛を優先したいから 2.4%

あてはまるものはない 8.8%

4位 恋愛に興味がないから 24.7%

5位 恋愛よりも勉強や仕事を優先したいから 24.2%

6位 友人と過ごす時間を大切にしたいから 16.6%

7位 性的な関係を求められるのが嫌だから 13.9%

8位 交際をすると相手との結婚を考えなくてはならないから 7.2%

9位 過去に恋愛で嫌な経験をしたから 7.2%

あてはまるものはない 16.6%

彼氏・彼女がほしい理由 4位以下彼氏・彼女がほしくない理由 4位以下



今までのお付き合い

Q あなたは、今まで異性（もしくは同性）とお付き合いを
したことがありますか。
（n=800）

55.5％が今までにお付き合いをしたことがあると回答

出会いは「学校で出会った」（64.9％）に続き、「SNS上で出会った」（10.8％）が２番目に高い
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※今までにお付き合いをしたことがある方のみ回答
Q あなたは、今の彼氏・彼女とどのように出会いましたか。
あなたは、一番最近お付き合いした彼氏・彼女とどのように
出会いましたか。（単一回答）（n=444）

はい

55.5%

いいえ

44.5%

学校で出会った

ＳＮＳ上で出会った

部活で出会った

友人・知人に紹介してもらった

幼馴染

習い事で出会った

同窓会や集まりに参加した

インターネットのマッチングサイトで探した

塾で出会った

合コン・街コンなどに参加した

64.9%

10.8%

7.4%

3.4%

2.7%

1.1%

0.9%

0.9%

0.5%

0.2%



結婚願望

Q あなたは将来、結婚したいと思いますか。
（n=800）

将来結婚願望があるのは74.9％

結婚したい理由は、「家庭を持ちたい」「子どもがほしい」「一人は寂しい」などの理由が多い

結婚したくない理由は、「一人でいた方が楽」「束縛されたくない」「自分のために時間やお金を使いたい」など
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結婚したい

74.9%

結婚したくない

25.1%

【結婚したい理由】 ※自由回答抜粋

【結婚したくない理由】 ※自由回答抜粋

家庭を持ちたい・子どもがほしい
・ しあわせな家庭をつくりたいから （男性）

・ 家庭を持ちたい （女性）

・ 結婚して子供をもって家族で暮らしたい （女性）

・ 子どもがほしいから （男性）

・ 子供がほしいし、家庭を持ちたいから （女性）

・ 自分の家庭が欲しい （男性）

一人は寂しい
・ １人でいるのは寂しいから （男性）

・ 1人で生涯いるのは寂しい （女性）

・ 1人で老後を迎えたくないから （女性）

・ 一生一人で過ごすのは辛い （男性）

・ 孤独死したくないから （女性）

楽しそう・幸せになれる
・ 楽しそうだから （女性）

・ 結婚したほうが人生を楽しめると思うから （男性）

・ 絶対幸せだと思うから （女性）

好きな人と一緒にいたいから
・ ずっと一緒にいたいから （女性）

・ 好きな人と一緒にいたい（男性）

・ 一緒にいてほしい人がほしいから （男性）

親孝行
・ 親孝行したい （女性）

・ 両親が孫を望んでいるから （男性）

経済的な安定
・ 経済的に安定したい （女性）

・ 生活が安定するから （男性）

一人でいた方が楽・束縛されたくない
・ 一人でいた方が楽だから （男性）

・ 人と生活することをイメージ出来ないから （女性）

・ 生まれたもとが違う人と共に暮らして分かち合うなんて疲れるから （女性）

・ 生活が上手くいかなくなると思うし、自分の生活リズムを崩したくない （男
性）

・ 縛られたくない （女性）

自分のために時間やお金を使いたい
・ 自分だけの時間・空間が無くなるから （女性）

・ 自分の好きなように生きていきたい （男性）

・ 自分の時間やお金を自由に使えなくなるかもしれないから
（男性）

・ 自分の自由が奪われるから （女性）

・ 趣味を優先したい （男性）

面倒
・ 面倒くさい （男性）

・ 現時点では面倒くさそうとしか思えない。（女性）

興味がない・必要性を感じない
・ 興味がない （男性）

・ 必要性を感じないから。 （女性）

【結婚したい理由・したくない理由「自由回答集」】
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/img/8.pdf

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/img/8.pdf


子ども願望

78.6％が「子どもがほしい」と回答

子どもの人数は、大半が「２人」を希望
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Q あなたは将来、子どもはほしいですか。
（n=800）

１人

２人

３人

４人

５人以上

12.6%

67.1%

17.2%

1.7%

1.4%

※「子どもがほしい」方
Q あなたは将来、子どもは何人ほしいですか。
（単一回答）（n=629）



自分が育った家庭と同じような家庭を築きたいか

Q 自分が育った家庭と同じような家庭を築きたいと思いますか。
（n=800）

自分が育った家庭と同じような家庭を築きたいと回答したのは50.6％

• 「自分が育った家庭と同じような家庭を築きたい」と回答した層は、「結婚したい」が88.9％、「子どもがほし
い」が92.1％と、結婚願望、子ども願望ともに高い。

• 反対に、 「自分が育った家庭と同じような家庭を築きたくない」と回答した層は、「築きたい」層に比べて、結婚
願望、子ども願望ともに低い。育った家庭環境が、結婚願望や子ども願望に影響を与えることが推察される。
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50.6% 49.4%

築きたい 築きたくない

＜自分が育った家庭と同じような家庭を築きたい＞
（n=405）

＜自分が育った家庭と同じような家庭を築きたくない＞
（n=395）

88.9%

92.1%

11.1%

7.9%

結婚願望

子ども願望

結婚したい 結婚したくない

子どもがほしい 子どもはほしくない

60.5%

64.8%

39.5%

35.2%

結婚願望

子ども願望

結婚したい 結婚したくない

子どもがほしい 子どもはほしくない


