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◆出版・印刷物へデータを転載する際には、“結婚総合意識調査2015（リクルートブライダル総研調べ）”と明記いただきますようお願い申し上げます。
◆「結婚総合意識調査2015」の詳細は、下記広報担当までご連絡ください。

リクルートマーケティングパートナーズではこれからも、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けることを目指していきます。

＜結婚式の実施率＞・・・・・・・・・・・・P3～7
結婚式の実施率は69.0％
 挙式と披露宴・披露パーティ両方の実施率：58.9％、挙式のみ実施率：9.3％、披露宴・披露パーティのみ実施

率：0.8％で69.0％が結婚式を実施。
 挙式の実施率は68.2％。披露宴・披露パーティの実施率は59.7％。
 比較的実施率の低い「40代」、「再婚」、「妊娠」といった層において、いずれも挙式の実施率が前年調査より上

昇。

＜結婚式観＞・・・・・・・・・・・・P8
結婚式観で最も高いのは「結婚式は素敵」。前年調査より「結婚式は親孝行になる」の上昇、「段取り
や準備をするのは楽しい」の減少が大きな変化
 結婚式観の上位3項目は「素敵だ」：66.9％、「段取りや準備は面倒」：66.7％、「行うことは、親孝行になる」：

65.9％。
 前年調査からの変化でみると「行うことは、親孝行になる」（14年調査57.7％→15年調査65.9％）、「段取り

や準備をするのは楽しい」（14年調査41.1％→15年調査35.5％）、 「みんなから注目されるのは嫌だ」 （14年
調査32.6％→15年調査37.8％）が大きな変化となった。

＜結婚による変化＞・・・・・・・・・・・・P9
結婚による生活の変化をみると、「家族としての絆が得られる」「好きな人と一緒にいられてうれしい」
「精神的安定が得られる」が男女共通の3大要素である。一方、男女の違いをみると、「家事の負担が
増える」が大きな差になっている。
 結婚による生活の変化は、「家族としての絆が得られる」：男性78.8％／女性86.7％、「好きな人と一緒にいら

れてうれしい」：男性75.7％／女性83.7％、「精神的安定が得られる」：男性75.3％／女性81.5％。
 男女差の大きい項目は「家事の負担が増える」：男性36.3％／女性66.3％。

◆約7割が結婚式を実施（実施決定含む）
◆「結婚式は親孝行になる」の上昇、 「段取りや準備をする
のは楽しい」の減少が結婚式観において大きな変化

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/ 

※結婚式とは、挙式または披露宴・披露パーティ

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社：東京都中央区 代表取締役社長 山口 文洋）が運営するリクルートブライダル総研では、結婚や結婚式について詳細
を把握するために、「結婚総合意識調査2015」を実施しました。ここに、調査結果の要旨をご報告いたします。

※2015年調査より「[結婚式を]立派に行うことは，親孝行になる」から「[結婚式を]行うことは，親孝行になる」に変更

※

※

※実施率には、すべて「時期・内容をほぼ決定」を含む
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調査概要と回答者のプロフィール

【調査概要と回答者のプロフィール】

※：「首都圏・男性」に年齢について、結婚時の年齢が不明だったサンプルが1サンプルあり、年齢別分析では除いている

【回答者の男女別結婚時の年齢×居住地域】

■2014年調査

本調査（予備調査含む）
【調査方法】 インターネットによるアンケート調査

【調査期間】 2014年5月17日（土）～2014年6月19日（木）

【調査対象】 “結婚した時期”を「2013年4月～2014年3月」と回答した、20～49歳の既婚者

【集計サンプル数】 1498人
割付：「厚生労働省 人口動態統計の平成24年度婚姻件数」を基に全国を18エリア毎の婚姻件数比率に近くなるよ
うにサンプル数を割り付けた

追加調査
【調査方法】 インターネットによるアンケート調査

【調査期間】 2014年5月30日（金）～2014年6月19日（木）

【集計サンプル数】 本調査1498人を対象として、回収があった1456人（回収率97.2％）

■2015年調査

本調査（予備調査含む）
【調査方法】 インターネットによるアンケート調査

【調査期間】 2015年4月8日（水）～2015年5月7日（木）

【調査対象】 “結婚した時期”を「2014年4月～2015年3月」と回答した、20～49歳の既婚者

【集計サンプル数】 1500人
割付：「厚生労働省 人口動態統計の平成25年度婚姻件数」を基に全国を18エリア毎の婚姻件数比率に近くなるよ
うにサンプル数を割り付けた

※：「関西・男性」「北関東・女性」に年齢について、結婚時の年齢が不明だったサンプルが各1サンプルあり、年齢別分析では除いている

【回答者の男女別結婚時の年齢×居住地域】

北海道 東北 北関東
* 北陸甲信越 首都圏 東海 関西

* 中国 四国 九州・沖縄

20代（19歳含む） 8 13 13 17 58 31 31 9 9 20

30代 13 21 20 36 116 28 60 25 8 37

40代 10 14 6 12 61 9 30 9 4 21

20代（19歳含む） 8 27 16 44 118 44 58 19 8 37

30代 19 17 19 19 93 21 52 16 11 40

40代 3 2 2 1 23 4 12 6 1 9

男性

女性

北海道 東北 北関東 北陸甲信越 首都圏
* 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

20代（19歳含む） 14 13 14 16 59 18 31 12 7 29

30代 14 24 15 35 124 34 53 18 11 37

40代 3 11 10 13 51 17 30 12 3 20

20代（19歳含む） 20 29 22 36 121 35 71 24 12 58

30代 10 17 14 26 101 30 41 17 7 23

40代 0 1 2 2 13 4 9 0 1 3

男性

女性
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結婚式の実施率（実施決定含む）は69.0％で前年調査より1.9ポイント減少。
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挙式または披露宴・披露パーティを実施した割合

■挙式または披露宴･披露パーティを実施した割合（単一回答）

挙式、披露宴・披露パーティいずれかは実施
（実施決定含む）69.0％

※結婚式とは、挙式または披露宴・披露パーティ
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披露宴・披露パーティのみ実施

（実施決定含む）

挙式・披露宴・披露パーティ

ともに非実施

70.9％
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（n:1498）

実施した これから実施する予定

（時期や内容もほぼ決まっている）

実施するつもりだが、

時期や内容はまだ決まっていない

実施していない

（これからも実施する予定はない）
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24.5

24.0
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2015年調査

（n:1500）

2014年調査

（n:1498）

実施した これから実施する予定

（時期や内容もほぼ決まっている）

実施するつもりだが、

時期や内容はまだ決まっていない

実施していない

（これからも実施する予定はない）

挙式の実施率（実施決定含む）は68.2％で前年調査より0.5ポイント減少。
披露宴・披露パーティの実施率（実施決定含む）は59.7％で前年調査より2.8ポイント減少。
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挙式、披露宴・披露パーティの実施率

■挙式の実施率（単一回答）

■披露宴・披露パーティの実施率（単一回答）

実施率

68.2％

68.7％

実施率

59.7％

62.5％

※実施率：「実施した」＋「これから実施する予定（時期・内容ほぼ決定）」
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本人結婚時年代別の挙式実施率（実施決定含む）は、20代：74.3％、30代：68.9％、40代：51.0％。
披露宴・披露パーティ実施率（実施決定含む）は、20代：67.2％、30代：59.2％、40代：42.7％。
前年調査より「40代」の挙式実施率は0.8ポイント、披露宴実施率は3.2ポイント上昇。
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挙式、披露宴・披露パーティの実施率（本人結婚時年代別）

■挙式の実施率（本人結婚時年代別／単一回答）

■披露宴・披露パーティの実施率（本人結婚時年代別／単一回答）
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74.3%

68.9%

51.0%

67.2%

59.2%

42.7%

75.2%

68.2%

50.2%

69.0%

63.4%

39.5%

実施率

実施率

※実施率：「実施した」＋「これから実施する予定（時期・内容ほぼ決定）」

60.2

58.9

48.5

62.9

57.8

45.4

14.1

10.0

2.5

12.3

10.4

4.9

7.8

6.3

8.8

8.7

6.6

4.9

17.9

24.9

40.2

16.1

25.2

44.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代（n:588)

30代（n:671)

40代（n:239)

20代（n:641)

30代（n:651)

40代（n:205)

20
15

年
20

14
年

実施した これから実施する予定

（時期や内容もほぼ決まっている）

実施するつもりだが、

時期や内容はまだ決まっていない

実施していない

（これからも実施する予定はない）

2
0
1
5
年
調
査

2
0
1
4
年
調
査

2
0
1
5
年
調
査

2
0
1
4
年
調
査

※百分率は小数第二位を四捨五入しているため、実施率と内訳は一致しない場合がある
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初再婚別に挙式実施率（実施決定含む）をみると「新郎・新婦ともに初婚」：74.0％、「いずれか再婚または両方再婚」：
45.4％。披露宴・披露パーティ実施率（実施決定含む）は「新郎・新婦ともに初婚」：65.9％、「いずれか再婚または両方
再婚」：35.1％。
「いずれか再婚または両方再婚」の挙式実施率は前年調査より2.7ポイント上昇。
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挙式、披露宴・披露パーティの実施率（初再婚組み合わせ別）

■挙式の実施率（初再婚組み合わせ別／単一回答）

■披露宴・披露パーティの実施率（初再婚組み合わせ別／単一回答）
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※実施率：「実施した」＋「これから実施する予定（時期・内容ほぼ決定）」

※百分率は小数第二位を四捨五入しているため、実施率と内訳は一致しない場合がある
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結婚時の妊娠状況別に挙式実施率（実施決定含む）をみると、「妊娠していない」：71.0％、「妊娠していた」：47.8％。
披露宴・披露パーティ実施率（実施決定含む）は、「妊娠していない」：62.2％、「妊娠していた」：41.6％。
「妊娠していた」層の挙式実施率は前年調査より3.7ポイント上昇。
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挙式、披露宴・披露パーティの実施率（妊娠状況別）

■挙式の実施率（結婚を決めた当時の妊娠状況別／単一回答）

■披露宴・披露パーティの実施率（結婚を決めた当時の妊娠状況別／単一回答）
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※百分率は小数第二位を四捨五入しているため、実施率と内訳は一致しない場合がある
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結婚式観の上位3項目は「素敵だ」：66.9％、「段取りや準備は面倒」：66.7％、「行うことは、親孝行になる」：
65.9％。
前年調査からの変化でみると「行うことは、親孝行になる」 （14年調査57.7％→15年調査65.9％）、「段取りや準備
をするのは楽しい」（14年調査41.1％→15年調査35.5％）、 「みんなから注目されるのは嫌だ」 （14年調査32.6％
→15年調査37.8％）が大きな変化となった。
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結婚式観

■結婚式観（「非常にそう思う」「ややそう思う」計／それぞれ単一回答）
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[結婚式へ]招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける

[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない

[結婚式を]行う意味がわからない

2015年調査

（n:1500）

2014年調査

（n:1456）
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前年ポイント差
（赤字）

2015調査の数値で降順ソート

※ 2015年調査より「[結婚式を]立派に行うことは，親孝行になる」から「[結婚式を]行うことは，親孝行になる」に変更

※百分率は小数第二位を四捨五入しているためポイント差は一致しない場合がある



結婚総合意識調査2015

結婚による生活の変化は、「家族としての絆が得られる」：男性78.8％／女性86.7％、「好きな人と一緒にいられてう
れしい」：男性75.7％／女性83.7％、「精神的安定が得られる」：男性75.3％／女性81.5％。
男女差の大きい項目は「家事の負担が増える」：男性36.3％／女性66.3％。

9

結婚生活観

■結婚生活観「結婚して生活がどのように変わったか」（「非常にそう思う」「ややそう思う」計／それぞれ単一回答）
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男性（ｎ:750） 78.8 75.7 75.3 59.3 36.3 44.1 31.9 39.2 38.9 30.3 28.9 26.3 31.7 38.1 20.0 8.9 9.6

女性（ｎ:750） 86.7 83.7 81.5 56.5 66.3 37.9 49.6 36.4 35.6 43.1 38.7 39.5 27.2 18.4 14.0 18.1 15.7

全体（ｎ:1500） 82.7 79.7 78.4 57.9 51.3 41.0 40.7 37.8 37.3 36.7 33.8 32.9 29.5 28.3 17.0 13.5 12.7
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全体の数値で降順ソート

（％）

家
族
と
し
て
の
絆
が
得
ら
れ
る

好
き
な
人
と
一
緒
に
い
ら
れ
て
う

れ
し
い

精
神
的
安
定

（
安
ら
ぎ
・
寂
し
く

な
い
な
ど

）
が
得
ら
れ
る

社
会
的
に
信
用
さ
れ
る

家
事
の
負
担
が
増
え
る

生
活
が
便
利
に
な
る

経
済
的
に
安
定
す
る

生
活
レ
ベ
ル
が
上
が
る

性
的
な
充
足
が
得
ら
れ
る

親
戚
づ
き
あ
い
な
ど
が
増
え
て
面

倒
だ

相
手
の
親
の
面
倒
を
み
な
く
て
は

な
ら
な
い

経
済
的
に
裕
福
に
な
る

子
育
て
に
苦
労
す
る

仕
事
に
打
ち
込
め
る

や
り
た
い
仕
事
が
で
き
る

自
由
な
時
間
が
増
え
る

や
り
た
い
こ
と
が
自
由
に
で
き
る

-7.9 -8.0 -6.1 2.8 -30.0 6.3 -17.7 2.8 3.3 -12.8 -13.2 4.5 19.7 6.0 -9.2 -6.1-9.7ポイント差
（男性－女性）

※百分率は小数第二位を四捨五入しているためポイント差は一致しない場合がある


経年比較

										2015																																														2014																																														2013																																														2012																																														2011



										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ

										全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体						1500		777		723		896		604		640		137		256		467		588		671		239		108		480		400		271		180		59		1198		135		86		81				1456		810		646		916		540		680		130		236		410		620		641		195		114		506		379		262		138		57		1177		134		78		67				1483		835		648		924		559		691		144		233		415		601		720		162		102		499		450		270		110		52		1190		144		90		59				1500		847		653		850		650		649		198		201		452		637		704		159		106		531		431		273		118		41		1195		128		98		79				1396		801		595		852		544		652		149		200		395		562		706		128		78		484		462		244		92		36		1155		110		71		60

				本Q2 あなたは以下のことについてどのように思いますか。		子供を作るのであれば，結婚すべきである				79.4		84.4		74.0		82.4		75.0		85.8		78.1		73.8		74.1		83.7		77.0		75.7		83.3		83.8		77.3		76.8		76.1		74.6		81.9		71.1		68.6		67.9				82.1		86.0		77.1		83.7		79.3		86.3		84.6		76.3		77.6		83.4		82.4		76.9		82.5		83.6		84.2		79.8		79.7		70.2		82.6		83.6		80.8		71.6				83.0		88.6		75.8		85.6		78.7		89.1		86.1		75.1		76.1		86.4		81.7		76.5		84.3		86.8		83.6		78.5		75.5		78.8		84.0		81.9		82.2		66.1				83.1		86.7		78.4		86.2		78.9		88.3		81.3		79.6		77.9		87.3		82.4		69.2		88.7		87.0		81.4		83.9		66.9		75.6		85.1		80.5		76.5		64.6				81.1		87.9		71.9		84.6		75.6		88.5		85.2		72.0		71.9		84.5		80.9		67.2		79.5		85.3		84.4		74.2		73.9		50.0		83.4		71.8		76.1		60.0

						結婚は，家族を作るため（家族を持つこと）である				70.5		77.6		62.8		74.4		64.6		78.9		71.5		63.3		62.5		71.6		71.4		65.3		72.2		71.5		72.8		69.4		64.4		67.8		72.9		65.2		59.3		55.6				74.0		80.6		65.8		77.7		67.8		81.2		77.7		67.8		64.6		77.9		74.4		60.5		81.6		77.1		77.8		69.5		58.7		64.9		75.4		70.9		66.7		65.7				74.2		80.0		66.8		78.0		68.0		81.0		75.0		69.1		65.5		76.2		75.0		63.6		76.5		76.2		76.0		73.3		59.1		73.1		74.9		75.0		70.0		66.1				78.3		83.7		71.2		82.7		72.5		85.5		77.8		73.6		70.1		80.5		79.0		66.0		85.8		79.5		79.6		78.0		63.6		73.2		79.7		81.3		70.4		62.0				73.1		80.8		62.9		76.6		67.6		81.7		76.5		60.0		64.3		75.8		72.4		65.6		73.1		76.2		74.7		68.0		69.6		55.6		74.4		70.0		63.4		66.7

						結婚する方が幸せな人生だと思う				49.7		58.2		40.7		55.6		41.1		60.8		46.0		42.6		39.6		51.7		49.3		46.0		57.4		50.4		50.8		47.2		42.2		57.6		52.1		45.9		34.9		37.0				51.0		56.9		43.7		54.0		45.9		58.2		50.0		41.9		44.6		54.8		49.0		45.6		57.0		54.3		50.4		46.9		42.0		54.4		51.9		48.5		47.4		44.8				51.2		57.5		43.2		56.3		42.9		59.0		50.0		48.1		40.5		53.4		50.0		48.8		53.9		53.3		49.8		50.4		49.1		48.1		51.7		52.1		50.0		42.4				51.7		60.7		40.0		58.8		42.3		63.9		50.0		42.3		38.9		56.2		49.3		44.0		61.3		55.2		47.3		52.4		42.4		48.8		52.6		51.6		38.8		53.2				50.4		59.8		37.8		55.4		42.6		61.2		53.7		36.5		38.5		52.7		51.0		37.5		44.9		53.9		53.7		45.9		38.0		36.1		52.4		44.5		40.8		35.0

						結婚するのは当たり前だ				19.5		23.8		14.8		22.2		15.4		24.8		19.0		15.6		14.3		23.0		17.0		18.0		26.9		22.1		17.8		15.9		15.6		25.4		20.5		14.1		11.6		21.0				19.6		23.6		14.7		21.8		15.9		23.5		23.8		16.9		13.4		21.8		18.3		17.4		25.4		20.9		17.7		19.1		15.9		21.1		20.1		15.7		19.2		20.9				19.4		22.6		15.1		23.1		13.2		24.2		15.3		19.7		12.5		21.6		17.4		19.8		21.6		21.6		18.2		15.9		18.2		23.1		20.9		13.2		14.4		10.2				20.9		26.2		13.9		23.9		16.9		26.8		24.2		14.4		13.7		22.3		21.4		12.6		22.6		22.2		19.7		24.2		7.6		26.8		21.4		23.4		13.3		17.7				20.6		25.1		14.6		21.9		18.6		24.2		28.9		14.5		14.7		21.5		20.7		16.4		17.9		22.1		23.4		15.6		17.4		13.9		21.4		20.0		12.7		16.7

						結婚は人生の重大な節目だ				76.8		85.2		67.8		80.2		71.7		85.8		82.5		66.4		68.5		82.1		76.0		66.1		87.0		81.0		77.0		74.5		65.6		67.8		80.0		68.9		66.3		54.3				77.7		86.0		67.3		82.6		69.4		86.8		82.3		70.8		65.4		80.5		78.6		66.2		83.3		79.8		80.5		76.0		67.4		63.2		79.4		70.9		73.1		68.7				75.5		84.9		63.4		80.4		67.4		85.5		81.9		65.2		62.4		82.4		71.3		69.1		83.3		82.2		71.6		70.7		68.2		71.2		77.1		75.7		67.8		55.9

						結婚は一人前の大人としての証である				39.3		47.1		30.8		44.2		32.0		48.3		41.6		34.0		29.1		42.3		38.3		34.3		48.1		41.0		37.5		39.5		30.0		47.5		41.7		28.9		30.2		29.6				42.8		49.3		34.7		46.8		35.9		51.2		39.2		34.3		34.9		44.8		42.9		35.9		50.0		43.7		44.1		41.2		35.5		36.8		43.8		35.8		44.9		35.8				39.4		45.7		31.3		45.0		30.2		48.2		34.0		35.6		28.9		43.8		37.2		33.3		35.3		45.5		37.1		37.4		30.9		38.5		40.8		36.1		37.8		23.7

						愛情さえあれば，結婚できる				22.1		23.4		20.6		21.5		22.8		22.5		27.7		19.1		21.4		22.1		22.2		21.8		30.6		20.2		23.5		20.3		19.4		28.8		22.5		23.0		18.6		17.3				20.3		21.4		19.0		19.9		21.1		20.4		26.2		18.2		19.5		22.7		17.9		20.5		29.8		21.1		15.6		21.4		18.8		24.6		20.1		20.9		25.6		17.9				20.2		20.6		19.6		21.4		18.1		21.9		14.6		20.2		19.3		25.3		17.6		12.3		28.4		24.6		17.6		17.8		15.5		5.8		21.1		18.1		18.9		8.5				21.8		24.4		18.4		22.1		21.4		23.9		26.3		16.4		19.2		23.4		21.2		18.2		19.8		24.1		20.6		22.0		12.7		34.1		22.2		23.4		16.3		20.3				22.4		24.6		19.5		24.1		19.9		24.8		23.5		21.5		18.5		23.7		23.1		13.3		24.4		23.6		24.7		20.1		14.1		11.1		23.5		18.2		15.5		16.7

						愛情がなくなれば，離婚も当然だ				28.3		26.5		30.2		26.2		31.3		25.9		29.2		27.0		31.9		27.2		29.1		28.5		29.6		26.7		29.8		28.0		26.1		35.6		26.9		28.1		34.9		42.0				28.0		28.3		27.6		26.2		30.9		27.1		34.6		23.7		29.8		29.4		25.7		30.8		36.0		27.9		24.0		28.2		27.5		38.6		26.2		34.3		32.1		41.8				27.1		27.1		27.2		26.2		28.6		27.1		27.1		23.6		29.2		27.3		26.9		27.2		23.5		28.1		24.7		30.7		28.2		25.0		26.2		29.9		24.4		42.4				29.0		29.2		28.8		26.6		32.2		26.8		36.9		25.9		30.1		28.3		29.4		30.2		22.6		29.4		27.6		32.2		27.1		39.0		26.6		35.9		41.8		38.0				27.2		28.1		26.1		27.1		27.4		28.5		26.2		22.5		27.8		25.6		28.2		28.9		24.4		25.8		28.4		27.9		29.3		27.8		25.4		31.8		39.4		40.0

						結婚するには，愛情以外の相手に求める条件が重要だ				41.9		44.1		39.4		44.5		37.9		45.2		39.4		43.0		37.5		46.4		40.5		34.3		53.7		44.8		41.0		39.9		33.3		37.3		43.0		40.7		32.6		37.0				42.8		47.3		37.2		44.4		40.0		47.5		46.2		35.6		38.0		47.9		40.7		33.3		57.9		45.7		41.2		40.1		34.8		29.8		42.1		44.8		46.2		47.8				42.8		48.3		35.8		46.8		36.3		49.3		43.1		39.1		34.0		48.1		39.4		38.3		45.1		48.7		40.9		37.0		39.1		36.5		43.4		47.2		32.2		37.3				43.7		46.3		40.3		45.4		41.4		45.6		48.5		44.8		38.3		46.5		44.0		30.8		46.2		46.5		47.3		38.8		30.5		31.7		43.3		54.7		36.7		39.2				45.0		50.3		37.8		47.4		41.2		50.8		48.3		36.5		38.5		48.0		43.2		41.4		44.9		48.6		46.1		37.7		44.6		33.3		46.1		41.8		35.2		40.0

						本当に愛している人でないと結婚すべきではない				55.2		61.0		49.0		56.9		52.6		61.9		56.9		44.5		51.4		62.2		51.9		47.3		71.3		60.2		55.3		46.9		45.0		54.2		56.4		54.8		44.2		49.4				55.7		61.1		48.9		56.0		55.2		61.0		61.5		41.5		53.2		62.4		50.9		50.3		73.7		59.9		54.1		46.2		47.1		57.9		55.2		55.2		61.5		58.2				56.1		61.2		49.5		57.6		53.7		61.5		59.7		45.9		51.6		63.4		50.7		53.1		68.6		62.3		53.6		45.9		50.0		59.6		55.7		57.6		54.4		62.7				58.3		62.5		52.8		58.1		58.5		61.2		66.7		48.3		54.9		60.9		56.7		54.7		63.2		60.5		57.8		54.9		56.8		48.8		58.2		57.0		58.2		62.0				56.1		62.3		47.7		58.5		52.4		62.1		63.1		46.5		48.4		60.0		54.1		50.0		66.7		58.9		55.4		51.6		50.0		50.0		56.4		50.9		60.6		55.0

						一生結婚しなくても（独身でも）幸せだ				32.4		29.9		35.1		32.3		32.6		29.4		32.1		39.5		32.8		33.7		32.3		29.3		27.8		35.0		36.0		26.9		30.6		25.4		32.9		28.9		34.9		28.4				30.6		30.2		31.1		30.7		30.6		30.7		27.7		30.5		31.5		31.3		29.8		31.3		38.6		29.6		30.3		29.0		32.6		28.1		30.8		34.3		28.2		22.4				29.9		26.9		33.8		29.4		30.8		27.1		26.4		36.5		32.3		31.4		29.4		26.5		30.4		31.7		29.6		29.3		29.1		21.2		29.2		30.6		40.0		27.1				33.7		32.9		34.8		34.5		32.8		34.7		27.3		33.8		35.2		33.0		34.8		32.1		29.2		33.7		36.9		31.5		33.1		29.3		34.0		38.3		33.7		22.8				30.4		29.2		31.9		28.9		32.7		28.5		32.2		30.0		32.9		29.4		32.7		21.9		30.8		29.1		33.1		32.0		22.8		19.4		30.8		30.9		32.4		18.3

						結婚は，安定した収入がないとできない				55.6		57.7		53.4		58.1		51.8		58.8		52.6		56.6		51.6		57.5		55.6		51.0		50.9		59.0		58.8		50.9		51.1		50.8		57.7		43.0		50.0		51.9				56.0		58.8		52.5		56.9		54.4		59.9		53.1		48.3		54.9		59.7		53.7		51.8		61.4		59.3		53.3		54.2		55.1		43.9		56.9		56.7		42.3		53.7				56.2		58.4		53.2		59.0		51.5		59.9		51.4		56.2		51.6		60.1		55.1		46.3		48.0		62.5		56.0		53.7		44.5		50.0		56.6		55.6		60.0		42.4

						結婚したら離婚はするべきではない				42.2		48.8		35.1		45.5		37.3		49.4		46.0		35.9		34.7		46.1		41.6		34.7		50.9		45.0		44.5		37.3		33.3		39.0		45.1		36.3		30.2		22.2				47.7		54.3		39.5		51.3		41.7		55.6		47.7		39.0		39.8		54.0		45.7		34.4		55.3		53.8		49.1		40.8		36.2		29.8		50.1		43.3		41.0		22.4				46.0		52.3		37.8		51.8		36.3		54.6		41.7		43.8		34.5		50.7		44.3		35.8		50.0		50.9		48.2		37.8		37.3		32.7		49.4		34.7		38.9		15.3

						老後は家族（配偶者や子供）がいた方がよい				77.9		83.4		71.9		79.2		75.8		83.1		84.7		69.5		73.2		80.1		78.4		71.1		83.3		79.4		77.8		79.3		73.9		62.7		78.7		81.5		74.4		63.0				79.9		86.3		72.0		82.2		76.1		86.5		85.4		69.9		73.2		84.4		77.7		73.3		89.5		83.2		80.5		73.7		73.2		73.7		80.8		78.4		75.6		73.1				80.8		86.0		74.1		82.9		77.3		86.1		85.4		73.4		74.5		86.0		77.9		74.1		88.2		85.6		78.9		76.3		72.7		76.9		81.3		78.5		81.1		74.6

						親戚づきあいが盛んな家族・家庭を築きたい				32.1		42.9		20.5		37.4		24.2		42.7		43.8		24.2		18.4		36.4		32.5		20.1		38.0		36.0		35.8		27.7		18.9		23.7		33.8		30.4		22.1		19.8				34.7		46.0		20.4		40.6		24.6		47.4		39.2		21.2		20.0		43.9		27.8		28.2		55.3		41.3		30.1		24.4		27.5		29.8		36.0		34.3		24.4		23.9				36.1		44.4		25.3		40.2		29.3		44.0		46.5		28.8		23.4		42.1		33.3		25.9		46.1		41.3		34.0		32.2		27.3		23.1		37.0		36.1		33.3		22.0				34.4		43.9		22.1		39.1		28.3		42.7		48.0		27.4		19.7		40.0		31.8		23.3		53.8		37.3		36.2		24.9		19.5		34.1		35.2		39.8		26.5		22.8				33.6		42.3		21.8		38.0		26.7		42.0		43.6		25.0		20.3		42.5		29.0		19.5		35.9		43.6		32.5		22.5		19.6		19.4		35.9		25.5		19.7		20.0

						近所や友人などで，家族ぐるみのつきあいが盛んな家族・家庭を築きたい				38.5		49.0		27.1		44.5		29.5		49.7		46.0		31.6		24.6		44.4		36.8		28.0		48.1		43.5		40.8		31.0		28.9		25.4		39.9		38.5		31.4		24.7				40.5		53.5		24.1		45.5		31.9		53.5		53.1		22.5		25.1		49.5		34.6		30.8		54.4		48.4		39.1		28.2		31.9		28.1		41.3		41.8		32.1		32.8				42.8		52.3		30.6		47.6		34.9		52.0		54.2		34.8		28.2		52.6		38.3		26.5		56.9		51.7		39.6		36.3		28.2		23.1		43.7		41.0		40.0		33.9				47.5		59.1		32.3		53.1		40.2		57.8		63.6		37.8		29.9		54.6		44.0		34.0		63.2		52.9		46.9		39.6		31.4		41.5		49.0		47.7		38.8		34.2				46.5		57.3		31.9		52.0		37.9		56.7		59.7		36.5		29.6		53.6		43.3		32.8		50.0		54.1		47.8		34.8		29.3		41.7		48.4		40.9		35.2		33.3

						結婚生活をずっとうまくやっていけるか不安だ				32.1		31.9		32.4		29.7		35.8		28.4		48.2		32.8		32.1		34.5		30.3		31.4		35.2		34.4		33.3		25.8		31.1		32.2		32.8		32.6		26.7		27.2				31.5		31.5		31.6		29.5		35.0		30.4		36.9		26.7		34.4		37.4		27.3		26.7		50.9		34.4		27.4		27.1		27.5		24.6		31.8		30.6		24.4		37.3				31.2		29.9		32.7		29.9		33.3		27.5		41.7		36.9		30.4		31.9		30.7		30.2		39.2		30.5		27.6		35.9		26.4		38.5		30.3		31.3		37.8		37.3





										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ

										全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体						1500		777		723		896		604		640		137		256		467		588		671		239		108		480		400		271		180		59		1198		135		86		81				1456		810		646		916		540		680		130		236		410		620		641		195		114		506		379		262		138		57		1177		134		78		67				1496		841		655		930		566		695		146		235		420		608		725		163		103		505		451		274		110		53		1198		148		90		60				1500		847		653		850		650		649		198		201		452		637		704		159		106		531		431		273		118		41		1195		128		98		79				1396		801		595		852		544		652		149		200		395		562		706		128		78		484		462		244		92		36		1155		110		71		60

				本Q3 あなたは結婚式についてどのように思いますか。		[結婚式は]素敵だ				66.9		85.1		47.3		76.0		53.3		85.9		81.0		51.2		45.2		79.6		63.3		45.6		86.1		78.1		64.3		62.0		46.1		44.1		69.9		57.8		57.0		48.1				71.4		89.4		48.9		83.1		51.7		91.6		77.7		58.5		43.4		82.1		66.8		52.8		87.7		80.8		72.8		58.0		53.6		50.9		73.2		68.7		61.5		56.7				79.1		94.4		59.5		86.6		67.0		95.1		91.1		61.3		58.6		87.7		77.2		55.8		87.4		87.7		80.5		71.9		56.4		54.7		81.3		73.6		72.2		60.0				81.9		95.2		64.6		88.4		73.4		95.2		94.9		66.2		63.9		88.7		81.4		56.6		90.6		88.3		85.4		75.1		58.5		51.2		84.2		71.1		75.5		72.2				81.6		95.0		63.5		89.8		68.8		95.4		93.3		71.5		59.5		89.5		79.2		60.2		87.2		89.9		82.0		73.8		63.0		52.8		84.5		73.6		63.4		61.7

						[結婚式は]感動する				65.6		80.6		49.5		73.0		54.6		81.9		74.5		50.8		48.8		73.3		63.9		51.5		78.7		72.1		66.3		60.5		51.1		52.5		67.7		57.8		57.0		56.8				70.4		87.5		48.9		80.2		53.7		89.1		79.2		54.7		45.6		80.8		65.7		52.8		86.0		79.6		71.2		57.6		54.3		49.1		72.3		65.7		61.5		56.7				75.9		91.0		56.5		84.0		62.5		92.1		85.6		60.0		54.5		84.0		73.9		54.0		88.3		83.2		76.9		69.0		55.5		50.9		77.5		72.3		71.1		60.0				78.6		92.9		60.0		84.8		70.5		92.0		96.0		61.7		59.3		84.9		77.6		57.9		85.8		84.7		83.5		68.1		60.2		51.2		81.1		68.8		69.4		68.4				78.4		92.5		59.3		86.6		65.4		93.1		89.9		65.5		56.2		86.7		76.1		54.7		78.2		88.0		79.0		70.5		58.7		44.4		80.9		73.6		59.2		61.7

						[結婚式に]昔から憧れていた				36.7		54.8		17.2		43.4		26.7		54.4		56.9		16.0		17.8		47.1		32.2		23.4		54.6		45.4		34.8		28.4		22.2		27.1		37.9		31.9		27.9		35.8				40.1		57.9		17.8		47.3		28.0		58.2		56.2		15.7		19.0		53.5		33.1		20.5		64.0		51.2		38.0		26.0		21.0		19.3		41.5		36.6		32.1		32.8				46.9		65.4		23.1		54.5		34.3		65.2		66.4		23.0		23.1		57.9		41.9		27.6		68.0		55.8		46.3		34.7		26.4		30.2		49.1		39.2		35.6		38.3				47.3		66.6		22.2		56.0		35.8		67.0		65.2		20.4		23.0		57.9		42.9		23.9		67.9		55.9		46.2		37.7		22.0		29.3		49.1		44.5		34.7		39.2				47.1		66.2		21.5		54.3		35.8		64.7		72.5		20.5		22.0		60.3		39.8		29.7		64.1		59.7		43.9		32.0		30.4		27.8		49.2		40.0		31.0		40.0

						[結婚式のための]段取りや準備は面倒だ				66.7		61.5		72.2		63.5		71.4		60.9		64.2		69.9		73.4		66.7		66.6		66.9		68.5		66.3		69.0		63.1		68.9		61.0		67.5		64.4		67.4		56.8				66.2		61.9		71.7		65.2		68.0		63.2		54.6		70.8		72.2		65.0		67.9		64.6		63.2		65.4		68.3		67.2		67.4		57.9		67.3		61.2		66.7		56.7				62.6		62.0		63.5		62.3		63.3		62.0		61.6		63.0		63.8		62.7		63.2		60.1		56.3		64.0		63.0		63.5		62.7		54.7		63.8		58.8		63.3		48.3				63.7		58.3		70.6		61.9		66.0		58.2		58.6		73.6		69.2		61.7		66.8		57.9		56.6		62.7		66.1		67.8		60.2		51.2		64.4		64.8		60.2		55.7				64.5		61.3		68.7		62.9		66.9		60.7		63.8		70.0		68.1		64.8		65.2		59.4		64.1		64.9		65.6		64.3		57.6		63.9		65.4		58.2		63.4		60.0

						[結婚式の]段取りや準備をするのは楽しい				35.5		52.1		17.7		46.0		20.0		54.5		40.9		24.6		13.9		42.2		33.8		23.8		44.4		41.7		40.0		24.7		22.8		27.1		37.2		28.1		26.7		32.1				41.1		58.4		19.3		51.6		23.1		61.2		43.8		24.2		16.6		53.7		33.5		25.6		62.3		51.8		37.2		28.2		26.8		22.8		42.5		38.8		34.6		28.4				43.0		60.4		20.6		53.4		25.8		62.6		50.0		26.4		17.4		52.3		39.0		25.8		54.4		51.9		42.8		32.8		23.6		30.2		45.3		33.8		33.3		33.3				43.9		59.6		23.4		53.9		30.8		61.3		54.0		29.9		20.6		50.7		41.6		26.4		59.4		49.0		44.3		37.4		22.9		36.6		45.4		41.4		33.7		36.7				46.5		63.2		24.0		54.5		34.0		63.2		63.1		26.0		23.0		57.8		40.5		29.7		51.3		58.9		45.0		32.0		31.5		25.0		48.9		38.2		25.4		40.0

						[結婚式を]するお金がもったいない				45.3		33.3		58.2		36.2		58.9		30.0		48.9		51.6		61.9		42.7		46.6		48.1		40.7		43.1		46.0		47.6		50.6		40.7		44.7		48.1		51.2		43.2				41.6		28.1		58.5		34.0		54.6		27.1		33.8		53.8		61.2		37.3		44.1		47.2		33.3		38.1		43.0		45.8		48.6		43.9		40.8		40.3		51.3		47.8				38.4		29.1		50.2		32.5		48.1		27.9		34.9		46.0		52.6		38.3		37.9		40.5		34.0		39.2		37.0		39.4		41.8		37.7		38.6		36.5		43.3		30.0				40.0		29.0		54.2		34.5		47.2		28.4		31.3		54.2		54.2		37.4		42.3		40.3		34.0		38.0		42.9		41.4		44.9		26.8		38.8		44.5		46.9		41.8				37.5		25.7		53.3		29.9		49.3		24.5		30.9		47.5		56.2		35.1		37.7		46.9		37.2		34.7		35.7		41.4		46.7		47.2		35.6		46.4		49.3		43.3

						[結婚式を]行う意味がわからない				17.8		8.2		28.1		13.5		24.2		8.4		7.3		26.2		29.1		13.8		20.9		19.2		13.9		13.8		23.0		17.7		18.3		22.0		18.4		13.3		16.3		18.5				14.3		6.3		24.3		10.4		20.9		6.5		5.4		21.6		25.9		12.1		15.4		17.4		12.3		12.1		11.6		21.0		18.8		14.0		14.3		14.2		14.1		14.9				14.6		7.7		23.5		11.9		19.1		8.3		4.8		22.6		24.0		12.8		15.0		19.6		14.6		12.5		13.7		17.2		18.2		22.6		14.4		14.9		18.9		13.3				12.5		4.0		23.6		7.9		18.6		3.5		5.6		21.9		24.3		11.3		13.4		13.8		11.3		11.3		13.2		13.6		15.3		9.8		11.9		14.1		16.3		15.2				10.3		4.6		18.0		6.2		16.7		4.3		6.0		12.5		20.8		9.6		10.3		13.3		11.5		9.3		9.7		11.5		10.9		19.4		9.6		11.8		18.3		11.7

						[結婚式を]挙げるのは恥ずかしい				37.6		27.7		48.3		32.0		45.9		26.4		33.6		46.1		49.5		35.4		39.6		37.2		34.3		35.6		38.3		41.7		38.3		33.9		38.9		32.6		29.1		35.8				33.1		22.1		46.9		28.5		40.9		22.1		22.3		47.0		46.8		28.2		36.7		36.9		26.3		28.7		33.8		40.8		38.4		33.3		33.9		31.3		28.2		28.4				37.7		30.2		47.3		34.2		43.5		29.6		32.9		47.7		47.1		34.9		38.3		45.4		35.9		34.7		34.8		44.2		40.0		56.6		38.1		39.9		37.8		25.0				35.4		24.6		49.5		30.5		41.8		23.7		27.3		52.2		48.2		31.1		38.2		40.3		31.1		31.1		37.4		39.6		43.2		31.7		35.1		40.6		38.8		26.6				37.4		28.6		49.2		32.5		45.0		28.2		30.2		46.5		50.6		34.3		38.1		46.9		43.6		32.9		35.3		43.4		47.8		44.4		37.4		39.1		38.0		33.3

						[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない				26.3		21.2		31.7		24.4		29.0		22.2		16.8		30.1		32.5		23.3		28.3		27.6		21.3		23.8		30.0		25.8		29.4		22.0		26.2		28.1		20.9		29.6				22.8		18.0		28.8		21.6		24.8		18.8		13.8		29.7		28.3		22.1		23.6		22.6		18.4		22.9		19.8		29.0		24.6		17.5		23.0		22.4		17.9		25.4				29.3		26.4		33.0		29.9		28.3		27.5		21.2		37.0		30.7		27.0		30.9		30.7		25.2		27.3		30.8		31.0		30.0		32.1		29.7		29.7		26.7		23.3				27.7		22.1		34.9		26.7		28.9		22.7		20.2		39.8		32.7		26.7		27.4		32.7		24.5		27.1		26.7		28.6		31.4		36.6		26.9		29.7		29.6		34.2				26.2		22.7		30.9		24.2		29.4		22.1		25.5		31.0		30.9		26.5		25.2		30.5		28.2		26.2		24.5		26.6		32.6		25.0		26.0		24.5		31.0		28.3

						[結婚式で]みんなから注目されるのは嫌だ				37.8		23.8		52.8		30.7		48.3		22.3		30.7		51.6		53.5		36.9		40.2		33.5		34.3		37.5		39.0		42.1		35.6		27.1		38.8		40.7		27.9		28.4				32.6		18.5		50.3		27.2		41.9		19.3		14.6		50.0		50.5		29.0		34.6		37.4		28.9		29.1		33.8		35.9		39.1		33.3		33.3		29.9		30.8		28.4				31.2		21.8		43.4		26.1		39.6		21.2		24.7		40.9		44.8		30.6		31.7		31.3		29.1		30.9		29.9		34.7		30.9		32.1		33.0		26.4		25.6		16.7				33.3		20.3		50.2		28.1		40.2		20.0		21.2		54.2		48.5		28.4		36.9		37.1		28.3		28.4		34.8		40.3		40.7		26.8		33.1		34.4		35.7		31.6				30.9		20.7		44.5		24.6		40.6		19.6		25.5		41.0		46.3		28.8		31.3		37.5		32.1		28.3		30.5		32.8		40.2		30.6		30.9		30.0		31.0		31.7

						[結婚式を]行うことは，親孝行になる				65.9		77.9		53.0		73.7		54.3		79.4		70.8		59.4		49.5		71.6		64.5		56.1		68.5		72.3		67.8		59.8		57.2		52.5		68.7		60.0		53.5		46.9				57.7		71.7		40.1		68.0		40.2		75.3		53.1		47.0		36.1		64.0		56.3		42.1		68.4		63.0		61.7		48.5		42.8		40.4		61.6		47.0		38.5		32.8

						[結婚式へ]招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける				35.4		27.3		44.1		31.1		41.7		26.9		29.2		41.8		45.4		33.2		38.3		32.6		32.4		33.3		38.0		38.7		33.3		30.5		35.2		37.8		32.6		37.0

						[結婚式に]招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ				57.9		54.4		61.5		56.5		59.9		54.5		54.0		61.3		61.7		58.0		60.1		51.9		53.7		59.0		61.0		58.7		51.7		52.5		58.3		59.3		53.5		53.1





										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ

										全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者（予定含まない） ジッシ シャ ヨテイ フク		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体						1500		777		723		896		604		640		137		256		467		588		671		239		108		480		400		271		180		59		1198		135		86		81				1498		830		668		936		562		695		135		241		427		641		651		205		118		523		387		264		143		62		1212		137		79		70				1496		841		655		930		566		695		146		235		420		608		725		163		103		505		451		274		110		53		1198		148		90		60				1500		847		653		850		650		649		198		201		452		637		704		159		106		531		431		273		118		41		1195		128		98		79				1396		801		595		852		544		652		149		200		395		562		706		128		78		484		462		244		92		36		1155		110		71		60

				本Q6 あなたは，一般的な「披露宴・披露パーティ（挙式，親族中心の食事会，２次会ではなく）」について，どのように思いますか。		新郎・新婦が楽しむものではない				16.8		15.3		18.4		16.6		17.1		15.8		13.1		18.8		18.2		14.1		18.6		18.4		15.7		13.8		20.0		16.6		17.8		20.3		17.3		11.9		12.8		22.2				18.5		14.9		22.9		17.8		19.6		15.0		14.8		26.1		21.1		17.0		18.9		22.0		8.5		18.9		17.1		21.6		20.3		25.8		18.6		16.8		24.1		12.9				21.2		23.3		18.5		25.2		14.7		25.9		11.0		23.0		16.0		21.4		21.2		20.2		16.5		22.4		21.1		21.5		19.1		22.6		21.9		20.3		16.7		16.7

						厳かに行うものだ				10.9		10.6		11.3		10.6		11.4		10.3		11.7		11.3		11.3		9.0		12.5		11.3		7.4		9.4		11.0		14.8		9.4		16.9		10.7		11.1		9.3		16.0				11.3		11.6		10.9		12.5		9.3		12.4		7.4		12.9		9.8		10.0		12.4		11.7		10.2		9.9		11.9		13.3		11.2		12.9		11.6		11.7		11.4		5.7				18.2		22.2		13.1		22.5		11.3		24.5		11.6		16.6		11.2		18.4		18.8		15.3		15.5		19.0		18.0		20.1		11.8		22.6		18.9		14.9		17.8		15.0

						伝統や慣例に従って行うものだ				11.5		13.4		9.4		12.9		9.3		13.4		13.1		11.7		8.1		10.5		13.1		9.2		4.6		11.9		14.3		11.4		8.3		11.9		11.8		8.1		9.3		14.8				11.9		13.5		9.9		14.0		8.4		14.7		7.4		12.0		8.7		12.6		11.2		11.7		12.7		12.6		10.3		12.5		11.9		11.3		12.2		13.1		10.1		5.7				24.5		30.8		16.3		29.5		16.3		32.5		22.6		20.4		14.0		25.0		24.4		22.7		20.4		25.9		23.9		25.2		19.1		30.2		25.5		18.9		24.4		18.3

						形式にとらわれず，自由に行うことができる				57.5		63.6		50.9		59.5		54.5		63.4		64.2		49.6		51.6		61.9		56.6		49.4		64.8		61.3		56.0		57.6		47.2		55.9		58.2		59.3		55.8		45.7				63.5		70.2		55.1		65.9		59.4		70.5		68.9		52.7		56.4		69.4		60.1		56.1		75.4		68.1		63.6		54.9		56.6		54.8		63.7		67.2		58.2		58.6				57.4		67.3		44.7		63.9		46.8		69.1		58.9		48.5		42.6		64.5		54.2		45.4		68.9		63.6		55.2		52.6		45.5		45.3		58.8		54.7		52.2		43.3

						高級に行うものだ				11.5		15.4		7.3		14.1		7.8		16.6		10.2		7.8		7.1		15.1		10.0		7.1		13.0		15.6		11.5		7.7		4.4		15.3		11.9		8.9		9.3		13.6				11.4		14.2		7.9		13.9		7.3		15.3		8.9		10.0		6.8		14.8		9.7		6.3		12.7		15.3		8.8		11.0		6.3		6.5		12.1		9.5		7.6		7.1				21.3		26.4		14.8		24.9		15.4		27.2		22.6		18.3		12.9		26.5		18.3		15.3		30.1		25.7		20.0		15.7		13.6		18.9		22.6		18.2		15.6		11.7

						ゴージャスに行うものだ				12.2		16.7		7.3		14.2		9.3		17.5		13.1		5.9		8.1		15.0		10.9		9.2		15.7		14.8		12.0		9.2		5.6		20.3		12.4		8.1		8.1		21.0				13.7		17.6		8.8		16.2		9.4		17.8		16.3		11.6		7.3		19.0		10.8		6.3		20.3		18.7		11.1		10.2		5.6		8.1		14.1		11.7		13.9		10.0

						華やかに行うものだ				36.1		44.9		26.7		40.4		29.8		46.1		39.4		26.2		27.0		46.4		31.4		24.3		47.2		46.3		31.5		31.4		21.1		33.9		38.1		28.9		24.4		30.9				39.1		48.2		27.7		43.4		31.9		48.9		44.4		27.4		27.9		49.3		33.5		24.9		62.7		46.3		35.1		31.1		24.5		25.8		40.5		38.7		26.6		28.6				37.9		48.3		24.6		42.5		30.4		48.3		47.9		25.1		24.3		46.4		33.7		25.2		47.6		46.1		35.5		30.7		24.5		26.4		39.5		33.8		32.2		25.0

						シンプルに行うものだ				23.9		24.2		23.7		26.1		20.7		24.5		22.6		30.1		20.1		23.1		23.1		28.5		21.3		23.5		23.5		22.5		25.6		37.3		23.6		23.7		25.6		27.2				22.2		22.0		22.5		23.8		19.6		22.3		20.7		28.2		19.2		22.3		20.7		26.8		16.9		23.5		19.1		23.1		31.5		16.1		21.9		26.3		25.3		17.1				24.3		24.5		24.1		25.9		21.7		24.7		23.3		29.4		21.2		19.1		27.7		28.8		18.4		19.2		25.7		31.0		29.1		28.3		23.6		27.7		26.7		26.7

						カジュアルに行うものだ				27.9		31.9		23.7		31.0		23.3		32.5		29.2		27.3		21.6		32.7		24.7		25.5		33.3		32.5		25.5		23.6		25.6		25.4		28.7		23.0		27.9		24.7				24.2		24.7		23.7		24.5		23.8		24.5		25.9		24.5		23.2		26.7		20.7		27.8		26.3		26.8		21.4		19.7		30.1		22.6		24.1		32.8		20.3		14.3				22.4		23.8		20.6		25.6		17.1		24.7		19.2		28.1		16.4		23.2		22.6		18.4		25.2		22.8		23.9		20.4		19.1		17.0		22.9		25.7		16.7		13.3

						新郎・新婦らしいオリジナルなものはできない				7.5		7.9		7.2		8.3		6.5		8.0		7.3		9.0		6.2		7.1		7.9		7.5		8.3		6.9		10.3		4.4		6.1		11.9		7.8		3.7		7.0		11.1				6.9		6.1		7.9		7.9		5.3		6.8		3.0		11.2		6.1		7.8		6.6		5.4		5.9		8.2		7.0		6.1		6.3		3.2		7.1		7.3		6.3		4.3				15.9		17.8		13.4		19.1		10.6		18.4		15.1		21.3		9.0		17.8		15.4		11.0		15.5		18.2		16.2		14.2		11.8		9.4		17.1		14.2		6.7		10.0

						やるのが当たり前だ				13.6		20.3		6.4		17.7		7.5		21.6		14.6		8.2		5.4		17.0		12.4		8.8		14.8		17.5		15.8		7.4		8.9		8.5		14.4		10.4		9.3		12.3				15.6		20.7		9.1		20.3		7.7		22.3		12.6		14.5		6.1		19.7		13.7		8.8		14.4		20.8		12.7		15.2		8.4		9.7		16.7		12.4		11.4		5.7				30.7		44.4		13.1		40.3		14.8		47.3		30.1		19.6		9.5		34.2		29.4		23.3		29.1		35.2		31.7		25.5		26.4		17.0		33.4		23.0		22.2		8.3				33.5		48.8		13.6		43.4		20.5		51.9		38.4		15.9		12.6		37.2		33.5		18.2		31.1		38.4		34.3		32.2		18.6		17.1		36.0		30.5		17.3		20.3				34.8		48.7		16.1		43.0		22.1		50.2		42.3		19.5		14.4		39.1		33.9		21.1		34.6		39.9		37.9		26.2		23.9		13.9		37.1		28.2		18.3		23.3

						一生に一度のハレの場だ				47.0		63.6		29.2		58.3		30.3		67.7		44.5		34.8		26.1		57.1		44.3		30.1		59.3		56.7		47.8		39.1		31.1		27.1		50.3		37.8		33.7		28.4				51.5		68.7		30.1		63.7		31.1		72.4		49.6		38.6		25.3		61.2		48.7		30.2		66.1		60.0		55.0		39.4		31.5		27.4		54.3		45.3		39.2		28.6				59.9		79.1		35.3		69.8		43.6		80.3		73.3		38.7		33.3		72.5		55.2		33.7		76.7		71.7		60.3		46.7		33.6		34.0		64.6		46.6		41.1		26.7				61.1		77.9		39.2		70.9		48.2		78.9		74.7		45.3		36.5		72.5		56.0		37.7		77.4		71.6		61.7		46.9		39.0		34.1		65.0		57.8		34.7		39.2				63.5		83.4		36.8		74.5		46.3		84.5		78.5		42.0		34.2		74.7		60.2		32.8		67.9		75.8		66.2		48.8		37.0		22.2		68.1		50.0		32.4		38.3

						親戚や友人など大勢が参列しないと，やりにくい				28.5		31.5		25.2		30.4		25.7		32.8		25.5		24.2		25.7		31.5		28.9		20.1		30.6		31.7		31.8		24.7		18.9		23.7		29.3		22.2		29.1		25.9				27.7		32.3		22.0		28.1		27.0		31.2		37.8		19.1		23.7		32.9		24.3		22.4		34.7		32.5		26.9		20.5		23.1		21.0		28.4		26.3		30.4		15.7				19.0		17.5		20.9		18.0		20.7		16.7		21.2		21.7		20.5		21.4		17.4		17.2		24.3		20.8		17.7		16.8		15.5		20.8		19.5		16.9		16.7		16.7				16.9		15.8		18.4		14.9		19.5		14.8		19.2		15.4		19.7		14.8		19.7		13.2		16.0		14.5		19.5		20.1		12.7		14.6		16.8		17.2		18.4		16.5				16.7		16.5		17.0		16.7		16.7		16.7		15.4		16.5		17.2		17.8		15.9		16.4		15.4		18.2		16.7		14.3		14.1		22.2		17.1		12.7		21.1		11.7

						両親がそろっていないと，やりにくい				29.3		34.1		24.1		32.3		24.8		35.0		29.9		25.4		23.3		32.1		28.3		25.1		30.6		32.5		29.3		26.9		26.1		22.0		30.2		25.9		26.7		23.5				35.8		39.9		30.8		38.4		31.7		40.6		36.3		32.0		30.2		38.7		35.5		28.3		39.8		38.4		36.7		33.7		29.4		25.8		37.7		29.2		32.9		20.0				34.5		39.6		27.9		37.2		30.0		39.4		40.4		30.6		26.4		37.3		33.4		28.8		39.8		36.8		36.1		28.8		30.9		24.5		35.9		29.7		30.0		25.0				31.1		34.8		26.3		32.7		29.1		34.5		35.9		26.9		26.1		33.4		31.7		19.5		36.8		32.8		32.7		30.0		21.2		14.6		33.1		24.2		21.4		24.1				28.9		33.6		22.5		31.2		25.2		35.3		26.2		18.0		24.8		33.5		27.2		18.0		30.8		33.9		31.4		19.3		17.4		19.4		30.6		21.8		26.8		10.0

						新郎・新婦のためにするものだ				34.5		44.7		23.5		38.8		28.0		46.3		37.2		20.3		25.3		41.2		32.0		25.1		42.6		40.8		32.8		31.0		23.3		30.5		35.6		31.9		20.9		37.0				36.5		44.1		27.1		40.1		30.6		45.3		37.8		24.9		28.3		42.6		32.6		30.2		50.8		40.7		36.2		27.3		30.8		29.0		37.9		34.3		26.6		28.6				37.8		43.6		30.4		39.8		34.6		42.6		48.6		31.5		29.8		45.1		33.7		29.4		54.4		43.2		35.5		30.7		32.7		22.6		39.2		33.1		33.3		28.3				43.6		49.9		35.4		44.6		42.3		48.4		55.1		32.3		36.7		48.7		41.2		34.0		50.0		48.4		41.5		40.7		35.6		29.3		44.3		43.8		30.6		49.4				43.3		50.2		33.9		44.0		42.1		48.9		55.7		28.0		37.0		47.9		41.1		35.2		51.3		47.3		42.6		38.1		39.1		25.0		44.4		37.3		42.3		33.3

						新郎・新婦の親のためにするものだ				43.8		54.7		32.1		51.2		32.8		56.9		44.5		37.1		29.3		50.9		41.6		33.1		50.0		51.0		45.3		36.2		33.3		32.2		47.1		36.3		25.6		27.2				43.1		51.8		32.2		50.9		30.1		55.4		33.3		37.8		29.0		49.8		39.6		33.2		50.8		49.5		45.2		31.4		33.6		32.3		46.1		32.8		29.1		25.7				45.3		52.7		35.7		50.2		37.1		53.4		49.3		40.9		32.9		51.8		43.0		30.7		49.5		52.3		46.3		37.6		33.6		24.5		48.2		36.5		37.8		20.0				49.7		54.5		43.3		55.9		41.5		55.5		51.5		57.2		37.2		53.7		49.3		35.2		52.8		53.9		52.9		43.6		35.6		34.1		52.5		49.2		34.7		26.6				48.7		53.2		42.7		52.9		42.1		54.1		49.0		49.0		39.5		53.9		46.9		35.9		46.2		55.2		52.4		36.5		40.2		25.0		51.3		45.5		32.4		23.3

						[参加者・招待客（ゲスト）] のためにするものだ				41.1		50.7		30.7		48.5		30.0		52.8		40.9		37.9		26.8		47.8		40.7		25.9		50.9		47.1		43.0		37.3		26.1		25.4		43.5		35.6		26.7		29.6				39.4		49.5		26.8		46.9		26.9		51.7		38.5		33.2		23.2		47.4		35.5		26.8		43.2		48.4		41.1		27.3		30.1		19.4		42.1		28.5		32.9		21.4				28.5		37.7		16.6		35.9		16.3		40.0		26.7		23.8		12.6		35.7		25.1		16.6		33.0		36.2		28.8		19.0		17.3		15.1		31.1		19.6		20.0		10.0				26.8		33.6		17.9		34.4		16.9		36.4		24.7		27.9		13.5		31.2		25.9		13.2		26.4		32.2		30.2		19.0		14.4		9.8		29.5		21.1		17.3		7.6				25.7		32.2		17.0		33.2		14.0		34.5		22.1		29.0		10.9		29.0		25.5		12.5		14.1		31.4		29.2		18.4		13.0		11.1		28.1		16.4		16.9		8.3

						両家のためにするものだ				46.1		57.9		33.5		54.8		33.3		61.3		42.3		38.7		30.6		52.2		45.8		32.6		51.9		52.3		50.3		39.1		34.4		27.1		49.7		37.0		27.9		27.2				47.3		55.9		36.5		55.4		33.6		59.0		40.0		45.2		31.6		54.1		44.2		35.6		54.2		54.1		46.8		40.5		37.8		30.6		50.4		35.0		39.2		25.7				46.5		56.8		33.3		53.3		35.3		58.1		50.7		39.1		30.0		53.6		43.7		32.5		53.4		53.7		48.6		35.8		32.7		32.1		49.7		35.8		37.8		21.7				51.3		58.9		41.5		59.6		40.5		61.2		51.5		54.7		35.6		55.7		50.7		36.5		51.9		56.5		55.0		44.0		36.4		36.6		54.6		49.2		31.6		29.1				49.2		55.9		40.2		54.1		41.5		58.0		47.0		41.5		39.5		54.4		48.2		32.0		48.7		55.4		52.6		39.8		30.4		36.1		51.7		44.5		35.2		26.7

						結婚のけじめとして行うものだ				40.9		54.7		26.0		50.1		27.2		57.0		43.8		32.8		22.3		47.3		38.9		30.5		44.4		47.9		41.3		35.4		27.8		39.0		44.1		33.3		25.6		22.2				45.9		59.5		29.0		56.9		27.6		63.3		40.0		38.6		23.7		51.6		44.1		34.1		52.5		51.4		46.8		40.2		35.0		32.3		48.2		39.4		35.4		31.4				59.5		75.9		38.5		72.0		38.9		80.6		53.4		46.8		33.8		64.1		58.8		45.4		50.5		66.9		61.4		54.4		45.5		45.3		62.7		50.7		51.1		30.0				64.1		76.9		47.5		76.8		47.4		81.4		62.1		62.2		40.9		67.8		63.1		53.5		63.2		68.7		64.3		61.2		53.4		53.7		66.5		60.2		49.0		51.9				64.2		77.9		45.7		73.4		49.8		79.1		72.5		54.5		41.3		68.3		63.0		52.3		57.7		70.0		66.5		56.6		54.3		47.2		66.6		63.6		42.3		45.0

						ある程度年齢がいった場合，披露宴・披露パーティは控えた方がいい				12.3		11.2		13.4		11.6		13.2		11.3		10.9		12.5		13.9		10.7		12.2		16.3		13.0		10.2		13.0		11.1		13.9		23.7		12.1		8.9		10.5		22.2

						新婦が妊娠している場合，披露宴・披露パーティは控えた方がいい				15.1		13.5		16.7		14.3		16.2		13.1		15.3		17.2		16.5		13.6		16.4		15.1		15.7		13.1		17.0		15.5		12.2		23.7		15.4		8.1		14.0		22.2

						子どもがいる場合（妊娠を含まない），披露宴・披露パーティは控えた方がいい				10.5		10.3		10.7		10.4		10.6		10.2		10.9		10.9		10.5		9.4		10.9		11.7		8.3		9.6		12.0		9.2		10.0		16.9		10.8		4.4		10.5		16.0

						再婚の場合，披露宴・披露パーティは控えた方がいい				17.3		16.1		18.7		17.3		17.4		16.3		15.3		19.9		18.0		16.5		18.0		17.6		13.9		17.1		19.0		16.6		14.4		27.1		16.9		11.9		19.8		30.9



				非実施者ベース(2014年は非実施者のみでの聴取の為、2013年・2015年も非実施者ベースのスコアで比較した　※この設問での実施者は「予定あり」と回答した人） ヒ ジッシ シャ ネン ヒ ジッシ シャ チョウシュ タメ ネン ネン ヒ ジッシ シャ ヒカク セツモン ジッシ シャ ヨテイ カイトウ ヒト																																																				非実施者ベース ヒ ジッシ シャ																																														非実施者ベース ヒ ジッシ シャ

						【絞込条件】【条件】1500s[1-34]				【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ

										全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体						741		236		505		137		604		99		137		38		467		266		333		142		66		200		188		145		108		34		535		83		66		57				684		212		472		122		562		77		135		45		427		259		293		131		56		203		163		130		87		44		492		75		63		54				692		242		450		126		566		96		146		30		420		275		327		90		62		213		190		137		56		34		491		86		65		50

				本Q7 あなたは，一般的な「披露宴・披露パーティ（挙式，親族中心の食事会，２次会ではなく）」について，どのように思いますか。		結婚したことを親戚一同に報告するための場だ				55.9		69.9		49.3		72.3		52.2		76.8		65.0		60.5		48.4		65.4		53.8		43.0		65.2		65.5		57.4		49.0		41.7		47.1		58.5		49.4		54.5		42.1				56.3		63.2		53.2		66.4		54.1		71.4		58.5		57.8		52.7		58.3		56.0		53.4		64.3		56.7		60.7		50.0		50.6		59.1		57.7		53.3		58.7		44.4				58.2		72.3		50.7		65.1		56.7		74.0		71.2		36.7		51.7		64.7		55.0		50.0		66.1		64.3		52.6		58.4		42.9		61.8		60.9		55.8		50.8		46.0

						結婚したことを友人や知人に広く報告するための場だ				58.7		73.7		51.7		77.4		54.5		83.8		66.4		60.5		51.0		69.5		56.2		44.4		63.6		71.5		58.5		53.1		40.7		55.9		61.1		54.2		56.1		45.6				59.6		71.2		54.4		74.6		56.4		76.6		68.1		71.1		52.7		62.2		60.4		53.4		75.0		58.6		66.3		53.1		52.9		54.5		61.4		60.0		58.7		44.4				59.7		73.6		52.2		73.8		56.5		81.3		68.5		50.0		52.4		67.6		57.2		44.4		67.7		67.6		54.2		61.3		41.1		50.0		62.7		58.1		49.2		46.0

						二人が結婚したことを家族・親族・友人などに承認してもらう場だ				38.3		56.4		29.9		55.5		34.4		65.7		49.6		28.9		30.0		50.8		34.5		23.9		48.5		51.5		37.2		31.0		19.4		38.2		41.5		33.7		25.8		29.8				42.4		55.2		36.7		57.4		39.1		62.3		51.1		48.9		35.4		45.6		43.7		33.6		58.9		41.9		47.2		39.2		36.8		27.3		45.1		30.7		46.0		29.6				41.2		59.1		31.6		54.0		38.3		61.5		57.5		30.0		31.7		50.2		37.0		28.9		48.4		50.7		35.3		39.4		26.8		32.4		43.0		44.2		32.3		30.0

						二人の結婚をみんなに祝福してもらう場だ				62.5		78.8		54.9		78.8		58.8		82.8		75.9		68.4		53.7		76.7		57.1		48.6		77.3		76.5		61.2		51.7		44.4		61.8		66.0		54.2		54.5		50.9				63.3		76.4		57.4		73.8		61.0		77.9		75.6		66.7		56.4		69.5		62.5		52.7		80.4		66.5		67.5		56.2		52.9		52.3		64.6		62.7		65.1		50.0				63.2		81.4		53.3		73.8		60.8		82.3		80.8		46.7		53.8		73.5		57.8		51.1		80.6		71.4		53.2		64.2		51.8		50.0		65.8		57.0		55.4		58.0

						親しい人たちで一堂に集まる場だ				52.8		71.2		44.2		73.7		48.0		80.8		64.2		55.3		43.3		65.8		48.6		38.0		69.7		64.5		51.1		45.5		38.0		38.2		56.1		43.4		45.5		43.9				57.6		73.6		50.4		68.9		55.2		74.0		73.3		60.0		49.4		62.9		58.4		45.8		62.5		63.1		62.0		53.8		44.8		47.7		60.8		46.7		58.7		42.6

						新郎・新婦に関わりのある人に，なるべくたくさん集まってもらう場だ				45.2		61.9		37.4		65.0		40.7		71.7		54.7		47.4		36.6		58.6		41.4		28.9		62.1		57.5		43.1		39.3		27.8		32.4		48.6		36.1		39.4		33.3				45.8		59.0		39.8		59.8		42.7		63.6		56.3		53.3		38.4		48.6		46.8		38.2		51.8		47.8		49.1		43.8		36.8		40.9		45.9		44.0		46.0		46.3

						結婚したことを形や記録として残すためのものだ				45.3		63.1		37.0		69.3		39.9		76.8		53.3		50.0		36.0		60.5		38.7		32.4		65.2		59.0		42.6		33.8		30.6		38.2		48.4		39.8		36.4		35.1				55.1		69.8		48.5		64.8		53.0		70.1		69.6		55.6		47.8		65.6		53.2		38.9		76.8		62.6		57.1		48.5		37.9		40.9		56.7		53.3		52.4		46.3				56.6		76.4		46.0		67.5		54.2		75.0		77.4		43.3		46.2		67.6		51.4		42.2		79.0		64.3		48.4		55.5		41.1		44.1		58.0		57.0		52.3		48.0

						新郎・新婦が結婚相手の親・兄弟・親戚と親交を深める場だ				41.7		57.6		34.3		60.6		37.4		66.7		51.1		44.7		33.4		50.8		39.6		29.6		54.5		49.5		43.6		34.5		31.5		23.5		43.6		39.8		37.9		31.6				44.2		53.3		40.0		54.9		41.8		61.0		48.9		44.4		39.6		49.8		42.0		38.2		60.7		46.8		45.4		37.7		34.5		45.5		47.0		32.0		46.0		33.3

						新郎・新婦が結婚相手の友人・知人と親交を深める場だ				41.0		57.6		33.3		65.7		35.4		72.7		46.7		47.4		32.1		50.4		40.8		23.9		51.5		50.0		44.1		36.6		23.1		26.5		43.2		39.8		39.4		24.6				41.4		52.4		36.4		54.9		38.4		59.7		48.1		46.7		35.4		46.3		39.9		35.1		62.5		41.9		42.3		36.9		33.3		38.6		43.9		33.3		41.3		29.6

						新郎・新婦の家族・親族同士が親交を深める場だ				44.1		63.1		35.2		66.4		39.1		75.8		54.0		42.1		34.7		56.0		39.9		31.7		62.1		54.0		44.7		33.8		33.3		26.5		47.1		38.6		37.9		31.6				43.1		49.5		40.3		52.5		41.1		55.8		45.9		46.7		39.6		46.3		43.7		35.9		64.3		41.4		46.0		40.8		33.3		40.9		45.9		30.7		41.3		37.0				44.5		64.5		33.8		57.9		41.5		65.6		63.7		33.3		33.8		51.6		41.9		32.2		61.3		48.8		39.5		45.3		28.6		38.2		47.3		39.5		36.9		36.0

						新郎・新婦の友人・知人同士が親交を深める場だ				39.5		59.3		30.3		65.0		33.8		74.7		48.2		39.5		29.6		50.4		37.8		23.2		51.5		50.0		42.6		31.7		21.3		29.4		42.6		32.5		34.8		26.3				37.1		46.7		32.8		47.5		34.9		53.2		43.0		37.8		32.3		40.9		36.2		32.1		48.2		38.9		38.7		33.1		31.0		34.1		39.6		28.0		34.9		29.6				35.5		53.7		25.8		50.8		32.2		58.3		50.7		26.7		25.7		40.0		33.9		27.8		48.4		37.6		32.1		36.5		25.0		32.4		36.5		36.0		32.3		30.0

						新郎・新婦が自分たちが結婚したことを実感する場だ				49.7		73.3		38.6		72.3		44.5		81.8		67.2		47.4		37.9		63.5		46.5		31.0		68.2		62.0		53.7		37.2		30.6		32.4		52.7		41.0		40.9		43.9				53.7		67.9		47.2		63.1		51.6		70.1		66.7		51.1		46.8		61.0		52.9		41.2		75.0		57.1		58.9		45.4		41.4		40.9		54.7		52.0		54.0		46.3

						結婚の記念にふさわしいものだ				50.2		73.7		39.2		75.2		44.5		83.8		66.4		52.6		38.1		66.2		44.7		33.1		72.7		64.0		51.1		36.6		33.3		32.4		53.8		41.0		39.4		42.1				51.6		69.3		43.6		67.2		48.2		74.0		66.7		55.6		42.4		61.4		49.1		38.2		76.8		57.1		57.1		39.2		37.9		38.6		52.8		50.7		49.2		44.4				46.7		71.5		33.3		63.5		42.9		71.9		71.2		36.7		33.1		61.5		39.4		27.8		66.1		60.1		36.8		43.1		25.0		32.4		48.9		43.0		44.6		34.0

						結婚には必要な儀式だ				21.2		40.7		12.1		41.6		16.6		49.5		34.3		21.1		11.3		31.2		18.6		8.5		34.8		30.0		18.1		19.3		8.3		8.8		23.0		16.9		16.7		15.8				24.6		42.9		16.3		42.6		20.6		53.2		37.0		24.4		15.5		33.2		20.5		16.8		39.3		31.5		25.2		14.6		14.9		20.5		26.4		24.0		17.5		16.7				28.6		48.3		18.0		45.2		24.9		55.2		43.8		13.3		18.3		36.7		25.7		14.4		50.0		32.9		25.8		25.5		14.3		14.7		29.3		30.2		24.6		24.0

						イベント・パーティをするものだ				39.8		53.8		33.3		56.2		36.1		62.6		47.4		39.5		32.8		53.4		33.6		28.9		63.6		50.0		34.6		32.4		27.8		32.4		42.2		32.5		31.8		36.8

						結婚のけじめとしておこなうものだ				31.3		53.8		20.8		48.9		27.3		56.6		51.8		28.9		20.1		43.6		26.1		20.4		48.5		42.0		28.2		23.4		20.4		20.6		32.9		22.9		34.8		24.6

						新郎・新婦が二人の誓いを立てるための場だ				29.6		47.5		21.2		43.1		26.5		52.5		43.8		18.4		21.4		38.7		26.1		20.4		40.9		38.0		29.3		22.1		20.4		20.6		30.8		21.7		28.8		29.8

						新郎・新婦が参加者・招待客（ゲスト）一人一人と交流するものだ				41.2		59.3		32.7		62.0		36.4		68.7		52.6		44.7		31.7		55.6		37.5		22.5		63.6		53.0		43.6		29.7		23.1		20.6		44.9		34.9		31.8		26.3				37.3		59.0		27.5		58.2		32.7		72.7		51.1		33.3		26.9		45.9		34.8		26.0		55.4		43.3		39.3		29.2		25.3		27.3		39.4		26.7		38.1		31.5				27.7		45.9		18.0		51.6		22.4		58.3		37.7		30.0		17.1		36.0		25.7		10.0		37.1		35.7		26.8		24.1		7.1		14.7		30.1		27.9		16.9		18.0

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）のことをよく知るための場だ				43.5		64.8		33.5		67.2		38.1		73.7		58.4		50.0		32.1		57.5		39.0		27.5		63.6		55.5		45.2		31.0		29.6		20.6		46.0		36.1		39.4		35.1				39.9		53.8		33.7		54.1		36.8		62.3		48.9		40.0		33.0		45.9		39.6		29.0		55.4		43.3		42.9		35.4		29.9		27.3		42.7		28.0		44.4		25.9

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）に自分をよく知ってもらう場だ				43.7		64.8		33.9		68.6		38.1		76.8		56.2		47.4		32.8		56.0		40.2		28.9		56.1		56.0		46.8		31.7		28.7		29.4		45.4		38.6		40.9		38.6				41.7		53.3		36.4		52.5		39.3		57.1		51.1		44.4		35.6		48.3		40.6		31.3		58.9		45.3		41.7		39.2		32.2		29.5		43.7		36.0		42.9		29.6

						自分の大切な人（家族・友人など）に結婚相手をよく知ってもらう場だ				45.2		66.9		35.0		73.0		38.9		79.8		57.7		55.3		33.4		57.9		41.7		29.6		62.1		56.5		48.4		33.1		30.6		26.5		46.9		39.8		43.9		38.6				43.4		56.1		37.7		53.3		41.3		58.4		54.8		44.4		37.0		51.0		42.0		32.1		66.1		46.8		43.6		40.0		32.2		31.8		45.9		40.0		39.7		29.6

						親に結婚して幸せになった姿を見せてあげる場だ				52.4		71.2		43.6		75.9		47.0		82.8		62.8		57.9		42.4		67.3		47.7		35.2		71.2		66.0		54.3		39.3		34.3		38.2		55.3		48.2		43.9		40.4				58.8		70.8		53.4		70.5		56.2		77.9		66.7		57.8		52.9		68.0		55.3		48.9		83.9		63.5		64.4		43.8		49.4		47.7		61.2		52.0		57.1		48.1				58.5		76.9		48.7		69.0		56.2		77.1		76.7		43.3		49.0		69.1		55.4		37.8		71.0		68.5		51.6		60.6		35.7		41.2		61.3		52.3		56.9		44.0

						親にこれまでの感謝の気持ちを伝える場だ				51.1		70.3		42.2		71.5		46.5		78.8		64.2		52.6		41.3		64.3		48.3		33.1		68.2		63.0		55.9		38.6		32.4		35.3		54.2		39.8		45.5		45.6				55.7		70.3		49.2		69.7		52.7		77.9		65.9		55.6		48.5		62.2		53.6		48.1		75.0		58.6		62.0		43.1		49.4		45.5		57.7		46.7		55.6		50.0				55.9		76.9		44.7		69.8		52.8		78.1		76.0		43.3		44.8		68.4		50.2		38.9		66.1		69.0		47.9		53.3		32.1		50.0		60.1		47.7		50.8		36.0

						（親以外の）家族・親族・友人に感謝の気持ちを伝える場だ				47.0		64.8		38.6		71.5		41.4		80.8		53.3		47.4		37.9		62.0		42.9		28.2		63.6		61.5		50.0		33.8		25.0		38.2		51.2		33.7		37.9		36.8				48.1		65.1		40.5		70.5		43.2		79.2		57.0		55.6		38.9		56.0		46.1		37.4		57.1		55.7		50.9		40.0		37.9		36.4		51.6		36.0		47.6		33.3				48.3		69.8		36.7		69.8		43.5		78.1		64.4		43.3		36.2		58.9		43.4		33.3		56.5		59.6		43.2		43.8		30.4		38.2		51.9		48.8		35.4		28.0

						新郎と新婦がお互いの絆やつながりを確認する場だ				39.3		59.3		29.9		61.3		34.3		71.7		50.4		34.2		29.6		50.8		36.3		24.6		54.5		49.5		42.6		28.3		25.0		23.5		42.4		30.1		33.3		29.8				43.0		57.1		36.7		55.7		40.2		63.6		53.3		42.2		36.1		49.8		42.0		32.1		71.4		43.8		47.9		34.6		32.2		31.8		45.1		37.3		41.3		33.3

						新郎・新婦がそれぞれ自分の親や家族・親戚との絆やつながりを確かめ合う場だ				39.8		61.4		29.7		62.0		34.8		72.7		53.3		34.2		29.3		52.3		35.7		26.1		54.5		51.5		43.6		25.5		25.0		29.4		43.2		28.9		33.3		31.6				39.0		51.4		33.5		53.3		35.9		61.0		45.9		40.0		32.8		45.6		37.2		30.5		60.7		41.4		41.7		31.5		31.0		29.5		40.9		34.7		39.7		27.8				40.5		61.2		29.3		57.1		36.7		65.6		58.2		30.0		29.3		48.0		36.4		32.2		48.4		47.9		37.9		34.3		30.4		35.3		42.8		38.4		33.8		30.0

						新郎・新婦がそれぞれ自分の友人・知人との絆やつながりを確かめ合う場だ				40.5		61.9		30.5		66.4		34.6		75.8		51.8		42.1		29.6		53.0		37.2		24.6		56.1		52.0		46.8		24.8		23.1		29.4		43.7		28.9		34.8		33.3				37.6		52.8		30.7		51.6		34.5		61.0		48.1		35.6		30.2		45.2		35.8		26.0		55.4		42.4		39.9		30.8		26.4		25.0		39.4		36.0		34.9		25.9				39.5		58.3		29.3		57.1		35.5		65.6		53.4		30.0		29.3		45.5		37.3		28.9		51.6		43.7		35.8		39.4		25.0		35.3		40.7		38.4		33.8		36.0

						新郎・新婦が特別な衣装を着る・着せるための場だ（ウエディングドレス・和装など）				43.3		55.5		37.6		59.1		39.7		65.7		48.2		42.1		37.3		57.1		37.8		30.3		65.2		54.5		43.1		31.0		31.5		26.5		45.4		42.2		34.8		35.1				44.3		59.0		37.7		56.6		41.6		63.6		56.3		44.4		37.0		56.4		39.2		32.1		62.5		54.7		44.2		33.1		34.5		27.3		47.2		41.3		34.9		33.3				44.1		61.2		34.9		57.9		41.0		66.7		57.5		30.0		35.2		53.8		39.8		30.0		53.2		54.0		38.9		40.9		26.8		35.3		45.8		41.9		40.0		36.0

						新郎・新婦が人生を振り返り，自分の生き方を再認識するための場だ				30.2		47.5		22.2		53.3		25.0		63.6		35.8		26.3		21.8		41.0		28.2		14.8		47.0		39.0		34.6		20.0		14.8		14.7		32.0		22.9		24.2		31.6





										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										【披露宴】意向						【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代						年齢（6区分）												初再婚の組み合わせ

										全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代		30代		40代		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体						1500		777		723		896		604		640		137		256		467		588		671		239		108		480		400		271		180		59		1198		135		86		81				1498		830		668		936		562		695		135		241		427		641		651		205		118		523		387		264		143		62		1212		137		79		70				1496		841		655		930		566		695		146		235		420		608		725		163		103		505		451		274		110		53		1198		148		90		60

				本Q13 あなたは，結婚の機会に以下のようなことを，したいと思っていましたか。		結婚したことを親戚一同に報告しておきたい				66.7		77.2		55.5		73.4		56.8		78.6		70.8		60.5		52.7		71.8		66.0		56.5		70.4		72.1		67.3		64.2		60.0		45.8		69.1		62.2		57.0		49.4				73.2		83.4		60.6		79.3		63.2		84.3		78.5		64.7		58.3		75.5		74.2		63.4		73.7		75.9		77.0		70.1		62.9		64.5		76.2		65.0		60.8		51.4				71.3		86.7		51.6		79.8		57.4		87.9		80.8		55.7		49.3		78.1		68.4		58.9		79.6		77.8		72.9		60.9		63.6		49.1		74.8		62.2		66.7		31.7

						結婚したことを友人や知人に広く報告しておきたい				56.9		71.7		41.1		64.1		46.4		71.9		70.8		44.5		39.2		62.1		56.0		46.9		61.1		62.3		56.8		55.0		46.1		49.2		59.8		48.9		48.8		37.0				63.0		77.7		44.6		71.2		49.3		78.6		73.3		49.8		41.7		65.1		64.7		51.2		68.6		64.2		69.0		58.3		51.7		50.0		65.0		62.0		57.0		35.7				62.4		79.7		40.3		72.8		45.4		81.9		69.2		46.0		37.1		67.6		61.0		49.7		63.1		68.5		65.4		53.6		50.0		49.1		64.9		57.4		58.9		30.0

						二人が結婚したことを家族・親族・友人などに承認してもらいたい				56.9		70.5		42.2		64.2		46.0		71.7		65.0		45.3		40.5		63.8		55.4		43.9		68.5		62.7		58.5		50.9		42.8		47.5		58.7		51.1		51.2		45.7				73.1		83.3		60.5		77.0		66.5		83.6		81.5		58.1		61.8		76.0		73.0		64.4		80.5		75.0		74.9		70.1		66.4		59.7		74.7		69.3		65.8		61.4				64.6		79.8		45.2		72.4		51.9		81.3		72.6		46.0		44.8		72.2		61.1		52.1		73.8		71.9		64.5		55.5		53.6		49.1		66.7		62.2		56.7		41.7

						二人の結婚を広くみんなに祝福してもらいたい				53.3		71.8		33.5		64.3		37.1		73.6		63.5		41.0		29.3		60.2		51.3		42.3		65.7		59.0		55.5		45.0		40.0		49.2		55.8		49.6		41.9		35.8				62.6		79.2		41.9		70.6		49.1		79.6		77.0		44.8		40.3		68.8		61.3		47.3		73.7		67.7		66.9		53.0		49.7		41.9		64.7		58.4		50.6		47.1				73.3		89.9		52.1		80.9		61.0		90.4		87.7		52.8		51.7		80.3		70.1		62.0		82.5		79.8		72.5		66.1		60.0		66.0		74.5		73.6		67.8		58.3

						親しい人たちで一堂に集まりたい				45.3		63.6		25.6		58.0		26.3		65.2		56.2		40.2		17.6		52.9		43.2		32.6		53.7		52.7		47.3		37.3		30.6		39.0		48.2		38.5		27.9		30.9				58.3		78.7		32.9		71.9		35.6		81.2		65.9		45.2		26.0		64.7		57.9		39.5		67.8		64.1		63.6		49.6		40.6		37.1		61.6		49.6		48.1		30.0

						二人に関わりのある人をできるだけたくさん集めたい				37.1		54.7		18.1		47.8		21.2		55.8		49.6		27.7		12.8		45.6		33.8		25.1		43.5		46.0		37.0		29.2		22.8		32.2		39.7		29.6		22.1		25.9				42.3		60.8		19.3		54.0		23.0		62.0		54.8		30.7		12.9		50.2		40.1		24.9		56.8		48.8		47.0		29.9		25.2		24.2		44.9		35.8		34.2		20.0

						結婚したことを形や記録に残したい				59.0		76.6		40.1		68.0		45.7		78.6		67.2		41.4		39.4		67.7		56.6		44.4		71.3		66.9		58.0		54.6		46.1		39.0		62.4		56.3		39.5		34.6				71.8		86.6		53.4		77.7		62.1		87.1		84.4		50.6		55.0		79.1		69.1		58.0		76.3		79.7		73.1		63.3		60.8		51.6		72.8		70.8		69.6		60.0				67.0		84.5		44.6		76.6		51.4		85.9		78.1		48.9		42.1		75.3		64.1		49.1		77.7		74.9		68.1		57.7		48.2		50.9		69.3		64.2		58.9		41.7

						結婚相手の親・兄弟・親戚と親交を深めたい				52.8		66.3		38.3		60.6		41.2		68.0		58.4		42.2		36.2		57.5		51.1		46.0		62.0		56.5		54.3		46.5		45.0		49.2		54.7		45.9		43.0		46.9				67.7		79.4		53.1		74.1		56.9		81.2		70.4		53.9		52.7		71.6		66.8		58.5		66.1		72.8		69.0		63.6		58.0		59.7		70.3		62.0		54.4		48.6				61.8		74.2		46.0		68.8		50.4		76.4		63.7		46.4		45.7		68.1		58.1		55.2		68.0		68.1		60.3		54.4		54.5		56.6		63.6		58.1		56.7		43.3

						結婚相手の友人・知人と親交を深めたい				43.3		58.4		27.0		52.0		30.3		59.2		54.7		34.0		23.1		49.7		42.5		29.7		51.9		49.2		46.3		36.9		27.8		35.6		45.7		36.3		27.9		35.8				54.0		68.3		36.2		61.4		41.6		68.9		65.2		39.8		34.2		60.7		49.9		46.3		65.3		59.7		54.5		43.2		47.6		43.5		55.0		54.0		49.4		42.9				54.7		70.6		34.4		63.7		40.1		72.7		61.0		37.0		32.9		62.3		51.4		41.1		64.1		62.0		52.8		49.3		41.8		39.6		56.6		53.4		48.9		30.0

						二人の家族・親族同士が親交を深めてほしい				51.6		66.9		35.1		60.7		38.1		68.6		59.1		41.0		31.9		57.8		51.1		37.7		61.1		57.1		53.8		47.2		37.8		37.3		54.6		43.0		34.9		39.5				58.2		69.2		44.6		64.5		47.7		70.5		62.2		47.3		43.1		62.2		57.0		49.8		59.3		62.9		59.2		53.8		51.0		46.8		60.4		53.3		43.0		47.1				52.4		66.2		34.7		61.8		36.9		68.6		54.8		41.7		30.7		58.7		49.7		41.1		55.3		59.4		53.4		43.4		44.5		34.0		54.5		50.7		46.7		23.3

						二人の友人・知人同士が親交を深めてほしい				35.9		49.7		21.0		45.1		22.2		51.3		42.3		29.7		16.3		43.7		33.1		24.3		43.5		43.8		35.8		29.2		20.6		35.6		38.4		28.1		17.4		30.9				36.0		47.5		21.9		42.6		25.1		48.8		40.7		24.9		20.1		41.7		32.1		31.2		44.9		40.9		34.9		28.0		33.6		25.8		36.8		34.3		35.4		27.1				39.2		52.2		22.4		49.6		22.1		55.5		36.3		31.9		17.1		43.4		38.1		28.2		43.7		43.4		40.8		33.6		28.2		28.3		40.6		37.8		36.7		18.3

						二人が結婚したことを実感できるようなことがしたい				58.5		74.6		41.1		65.6		47.8		76.4		66.4		38.7		42.4		68.0		55.0		44.4		76.9		66.0		57.3		51.7		44.4		44.1		61.9		46.7		43.0		44.4				71.4		82.5		57.5		74.7		65.8		82.2		84.4		53.1		60.0		76.6		69.3		62.0		77.1		76.5		70.8		67.0		62.9		59.7		71.6		69.3		75.9		65.7

						記念に特別なことをしたい				57.5		74.4		39.4		64.2		47.7		75.0		71.5		37.1		40.7		68.5		53.4		42.3		76.9		66.7		55.5		50.2		41.1		45.8		59.8		54.1		43.0		44.4				69.7		79.6		57.3		71.8		66.2		79.4		80.7		49.8		61.6		73.8		69.4		58.0		73.7		73.8		72.4		65.2		56.6		61.3		69.8		67.2		79.7		61.4				51.0		71.5		24.7		62.3		32.5		73.2		63.0		29.8		21.9		59.7		48.0		31.9		63.1		59.0		51.0		43.1		32.7		30.2		53.2		52.0		37.8		25.0

						きちんと儀式をしたい				51.1		70.9		29.7		64.0		32.0		74.7		53.3		37.1		25.7		58.0		49.2		39.7		50.0		59.8		53.0		43.5		40.0		39.0		54.1		46.7		27.9		38.3				58.9		80.7		31.7		71.4		38.1		82.9		69.6		38.2		28.1		65.5		57.0		44.4		61.0		66.5		62.0		49.6		48.3		35.5		61.9		54.0		41.8		35.7				53.3		75.1		25.3		67.1		30.7		78.4		59.6		33.6		20.7		58.6		51.9		40.5		51.5		60.0		55.9		45.3		40.0		41.5		56.5		46.6		40.0		26.7

						イベント・パーティをしたい				31.3		51.7		9.3		41.3		16.4		52.5		48.2		13.3		7.1		42.0		27.0		17.2		50.0		40.2		29.8		22.9		13.9		27.1		34.0		26.7		14.0		17.3				41.3		63.6		13.5		52.0		23.3		64.0		61.5		17.4		11.2		53.4		36.3		19.5		55.9		52.8		41.3		28.8		20.3		17.7		43.0		45.3		30.4		15.7				46.1		68.6		17.3		58.5		25.8		69.9		62.3		24.7		13.1		58.7		40.7		23.3		62.1		58.0		46.8		30.7		27.3		15.1		49.1		43.2		30.0		18.3

						結婚したことのけじめをつけたい				53.8		73.2		32.9		64.0		38.7		74.7		66.4		37.1		30.6		62.2		51.1		40.6		66.7		61.3		53.8		47.2		41.1		39.0		57.3		41.5		41.9		34.6				63.7		79.9		43.6		72.2		49.5		81.2		73.3		46.5		41.9		67.9		62.2		55.6		72.0		66.9		66.4		56.1		58.0		50.0		64.9		62.0		57.0		54.3				66.0		80.5		47.5		75.2		51.1		82.6		70.5		53.2		44.3		71.5		64.3		53.4		63.1		73.3		69.4		55.8		51.8		56.6		67.9		60.1		65.6		43.3

						二人の誓いを立てたい				46.8		66.3		25.9		56.6		32.3		67.7		59.9		28.9		24.2		55.6		45.2		30.1		63.9		53.8		46.8		42.8		29.4		32.2		50.1		40.7		29.1		27.2

						参加者・招待客（ゲスト）一人一人と交流したい				40.1		62.5		15.9		55.2		17.5		65.9		46.7		28.5		9.0		50.5		37.1		23.0		42.6		52.3		42.8		28.8		23.3		22.0		44.3		32.6		12.8		18.5

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）のことをよく知りたい				51.5		67.4		34.4		59.6		39.6		68.8		61.3		36.7		33.2		59.2		49.6		38.5		63.9		58.1		53.8		43.5		37.2		42.4		54.8		45.9		34.9		30.9				67.8		82.4		49.7		73.6		58.2		83.6		76.3		44.8		52.5		73.5		66.5		54.6		76.3		72.8		71.6		59.1		52.4		59.7		69.1		65.7		63.3		54.3

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）に自分をよく知ってほしい				49.5		66.0		31.8		58.4		36.4		68.1		56.2		34.0		30.6		55.8		48.4		37.2		59.3		55.0		51.5		43.9		36.7		39.0		52.3		43.7		34.9		34.6				59.9		72.9		43.9		66.1		49.6		74.4		65.2		42.3		44.7		65.7		57.8		48.8		67.8		65.2		61.2		52.7		48.3		50.0		61.7		52.6		54.4		50.0

						自分の大切な人（家族・友人など）に結婚相手をよく知ってほしい				52.2		69.9		33.2		61.3		38.7		71.7		61.3		35.2		32.1		58.8		51.1		39.3		67.6		56.9		54.5		46.1		37.8		44.1		55.3		45.9		32.6		37.0				66.0		80.4		48.2		71.8		56.4		81.0		77.0		45.2		49.9		71.5		63.9		55.6		68.6		72.1		68.7		56.8		56.6		53.2		67.5		62.8		60.8		52.9

						親に結婚して幸せになった姿を見せてあげたい				63.3		78.9		46.5		71.5		51.0		80.3		72.3		49.6		44.8		73.0		59.9		49.4		76.9		72.1		62.8		55.7		49.4		49.2		66.4		55.6		50.0		44.4				75.9		87.5		61.5		80.8		67.8		88.5		82.2		58.5		63.2		80.5		73.4		69.8		79.7		80.7		76.2		69.3		72.7		62.9		77.1		77.4		67.1		62.9				67.8		82.6		48.7		75.8		54.6		83.9		76.7		51.9		46.9		73.5		65.2		57.7		73.8		73.5		68.3		60.2		59.1		54.7		69.9		62.2		67.8		40.0

						親にこれまでの感謝の気持ちを伝えたい				60.2		75.7		43.6		70.4		45.0		77.2		68.6		53.5		38.1		69.2		57.1		46.9		69.4		69.2		62.3		49.4		46.7		47.5		63.9		52.6		41.9		38.3				74.4		86.6		59.1		80.6		64.1		88.3		77.8		58.1		59.7		80.7		71.3		64.9		81.4		80.5		71.8		70.5		67.1		59.7		75.7		75.9		64.6		58.6				66.8		82.3		46.9		76.5		50.9		84.2		73.3		53.6		43.1		73.4		65.4		48.5		71.8		73.7		68.1		60.9		51.8		41.5		69.5		64.2		53.3		38.3

						（親以外の）家族・親族・友人に感謝の気持ちを伝えたい				52.9		71.8		32.5		65.4		34.3		74.5		59.1		42.6		27.0		63.8		50.2		33.9		63.0		64.0		54.5		43.9		34.4		32.2		56.4		43.0		33.7		37.0				62.1		80.4		39.5		73.7		42.9		82.9		67.4		47.3		35.1		70.0		59.9		44.9		69.5		70.2		64.6		53.0		48.3		37.1		65.1		56.2		44.3		42.9				59.5		77.6		36.2		71.8		39.2		80.7		63.0		45.5		31.0		69.1		56.6		36.8		69.9		68.9		60.5		50.0		38.2		34.0		62.2		58.8		43.3		31.7

						（自分と）結婚相手との絆やつながりを確認したい				50.0		66.3		32.5		58.0		38.1		67.8		59.1		33.6		31.9		58.5		46.6		38.9		69.4		56.0		51.0		40.2		38.9		39.0		53.2		40.0		34.9		35.8				67.0		77.5		54.0		69.4		63.0		77.0		80.0		47.7		57.6		72.5		64.7		57.6		75.4		71.9		67.2		61.0		58.0		56.5		67.2		66.4		69.6		62.9

						自分の親や家族・親戚と絆やつながりを確かめ合いたい				44.2		61.9		25.2		54.6		28.8		63.8		53.3		31.6		21.6		52.2		42.3		30.1		56.5		51.3		46.0		36.9		30.0		30.5		47.9		33.3		27.9		24.7				54.6		67.1		39.1		60.5		44.8		68.3		60.7		37.8		39.8		59.8		52.7		44.9		65.3		58.5		54.3		50.4		45.5		43.5		57.0		44.5		44.3		44.3				45.1		59.6		26.4		55.1		28.6		62.9		43.8		31.9		23.3		50.7		42.9		33.7		52.4		50.3		48.1		34.3		37.3		26.4		46.6		45.3		36.7		26.7

						（自分と）自分の友人・知人との絆やつながりを確かめ合いたい				40.3		58.7		20.6		51.8		23.3		61.4		46.0		27.7		16.7		50.5		37.4		23.8		50.9		50.4		41.8		31.0		21.1		32.2		44.0		27.4		24.4		24.7				49.4		65.3		29.6		59.4		32.7		67.2		55.6		36.9		25.5		58.2		45.2		35.6		61.0		57.6		47.3		42.0		37.8		30.6		51.8		40.1		41.8		34.3				42.7		59.5		21.2		54.5		23.3		63.9		38.4		26.8		18.1		48.2		41.5		27.6		51.5		47.5		45.2		35.4		28.2		26.4		45.1		39.9		30.0		21.7

						特別な衣裳を着たい・着せたい（ウエディングドレス・和装など）				54.1		72.3		34.4		62.3		41.9		72.3		72.3		37.1		33.0		63.6		51.7		36.8		69.4		62.3		54.0		48.3		39.4		28.8		57.7		48.9		27.9		37.0				67.4		85.3		45.1		75.0		54.6		85.6		83.7		44.4		45.4		77.1		62.5		52.7		76.3		77.2		70.0		51.5		56.6		43.5		68.5		71.5		59.5		48.6				37.6		46.8		25.6		38.8		35.5		44.0		60.3		23.4		26.9		53.9		29.2		13.5		68.0		51.1		34.1		21.2		13.6		13.2		38.6		37.2		28.9		30.0

						人生を振り返り，自分の生き方を再認識したい				38.0		52.6		22.3		46.4		25.5		54.1		46.0		27.3		19.5		43.7		37.6		25.5		53.7		41.5		41.5		31.7		25.6		25.4		40.3		31.9		25.6		27.2





結婚に関するアンケート【本調査＋追加調査】	


&P	




data

		①両家での顔合わせ		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		84.3		87.2		82.2										全体 ゼンタイ						後ろのクロス集計結果を参照しています ウシ シュウケイ ケッカ サンショウ

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		2.1		1.3		2.0						2015年 ネン		2015年（n数）		1500						値を入力 アタイ ニュウリョク

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		3.7		3.1		3.6						2014年 ネン		2014年（n数）		1498

		実施するつもりはない		25.0		9.9		8.3		12.2						2013年 ネン		2013年（n数）		1496



		②結納		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		23.1		21.9		22.5

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		0.5		0.3		1.5

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		0.9		0.6		1.0

		実施するつもりはない		25.0		75.5		77.2		75.0



		③親族中心の食事会		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		59.7		59.9		54.8

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		2.3		3.2		2.9

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		4.8		4.7		5.3

		実施するつもりはない		25.0		33.2		32.2		37.0



		④結婚（挙式）前の祝賀パーティー		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		16.7		14.7		11.5

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		2.3		1.7		3.8

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		3.0		3.7		4.4

		実施するつもりはない		25.0		77.9		79.8		80.3



		⑤挙式		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン										全体 ゼンタイ						後ろのクロス集計結果を参照しています ウシ シュウケイ ケッカ サンショウ

		実施した		25.0		57.8		58.2		58.9						2015年 ネン		2015年（n数）		1500						値を入力 アタイ ニュウリョク

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		10.4		10.5		10.0						2014年 ネン		2014年（n数）		1498

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		7.3		7.3		10.0						2013年 ネン		2013年（n数）		1496

		実施するつもりはない		25.0		24.5		24.0		21.1



		⑥披露宴・披露パーティー		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		50.6		53.5		53.7

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		9.1		9.0		8.4

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		6.3		5.4		8.0

		実施するつもりはない		25.0		34.0		32.1		29.8



		⑦2次会		凡例 ハンレイ		2015年		2014年		2013年 ネン

		実施した		25.0		28.2		29.3		32.1

		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		25.0		4.0		4.3		5.3

		実施するつもり
（時期・内容未定）		25.0		4.9		6.1		7.4

		実施するつもりはない		25.0		62.9		60.3		55.2







		実質実施率（予定含） ジッシツ ジッシ リツ ヨテイ フク		①両家での顔合わせ		②結納		③親族中心の食事会		④結婚（挙式）前の祝賀パーティー		⑤挙式		⑥披露宴・披露パーティー		⑦2次会

		2015年		86.3		23.5		62.0		19.1		68.2		59.7		32.2

		2014年		88.5		22.2		63.1		16.4		68.7		62.5		33.6

		2013年 ネン		84.2		24.0		57.7		15.3		68.9		62.2		37.4









																		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ				初婚		再婚				新郎・新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎・新婦ともに再婚				北海道		東北		北関東		北陸甲信越（山梨含）		首都圏		東海		関西		中国		四国		九州・沖縄

		⑤挙式				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない				2015年		588		671		239		1498		1322		178		1500		1198		135		86		81		1500		93		107		106		133		482		141		250		106		92		281		1791

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0				2014年		641		651		205		1497		1322		176		1498		1212		137		79		70		1498		100		101		103		132		486		140		239		99		97		323		1820

		20代		2015年		60.2		14.1		7.8		17.9				2013年 ネン		608		725		163		1496		1314		182		1496		1198		148		90		60		1496		100		100		100		128		466		138		244		100		100		321		1797

				2014年		62.9		12.3		8.7		16.1

				2013年 ネン		59.0		12.7		11.7		16.6

		30代		2015年		58.9		10.0		6.3		24.9

				2014年		57.8		10.4		6.6		25.2

				2013年 ネン		60.3		8.8		10.2		20.7

		40代		2015年		48.5		2.5		8.8		40.2

				2014年		45.4		4.9		4.9		44.9

				2013年 ネン		52.1		4.9		3.1		39.9



		⑥披露宴・披露パーティー				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

		20代		2015年		54.8		12.4		7.3		25.5

				2014年		58.3		10.6		7.0		24.0

				2013年 ネン		54.8		11.8		10.9		22.5

		30代		2015年		50.4		8.8		5.1		35.8

				2014年		54.2		9.2		4.8		31.8

				2013年 ネン		54.9		6.5		6.5		32.1

		40代		2015年		40.6		2.1		7.1		50.2

				2014年		36.1		3.4		2.4		58.0

				2013年 ネン		44.8		4.3		4.3		46.6



		⑤挙式				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

		初婚		2015年		59.8		11.3		6.7		22.2

				2014年		61.2		10.8		7.3		20.7

				2013年 ネン		61.3		10.5		10.0		18.2

		再婚		2015年		43.3		3.9		11.2		41.6

				2014年		35.8		8.0		6.8		49.4

				2013年 ネン		41.8		6.0		9.9		42.3



		⑥披露宴・披露パーティー				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

		初婚		2015年		52.7		10.0		6.2		31.1

				2014年		56.1		9.5		5.5		28.9

				2013年 ネン		56.2		9.1		8.1		26.6

		再婚		2015年		34.8		2.8		6.7		55.6

				2014年		33.5		5.7		4.5		56.3

				2013年 ネン		35.7		3.8		7.7		52.7





		⑤挙式				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

		新郎・新婦
ともに初婚		2015年		61.9		12.0		6.8		19.3

				2014年		63.4		11.5		6.9		18.2

				2013年 ネン		64.2		10.7		9.3		15.8

		新郎のみ
再婚		2015年		48.1		5.9		13.3		32.6

				2014年		46.0		5.8		8.0		40.1

				2013年 ネン		46.6		6.8		14.2		32.4

		新婦のみ
再婚		2015年		34.9		1.2		3.5		60.5

				2014年		25.3		11.4		11.4		51.9

				2013年 ネン		31.1		6.7		16.7		45.6

		新郎・新婦
ともに再婚		2015年		37.0		3.7		8.6		50.6

				2014年		30.0		1.4		7.1		61.4

				2013年 ネン		25.0		8.3		3.3		63.3



		⑥披露宴・披露パーティー				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

		凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

		新郎・新婦
ともに初婚		2015年		55.3		10.6		6.3		27.8

				2014年		58.3		10.1		5.3		26.2

				2013年 ネン		59.0		9.3		7.6		24.0

		新郎のみ
再婚		2015年		38.5		5.2		9.6		46.7

				2014年		45.3		2.9		6.6		45.3

				2013年 ネン		41.9		4.7		10.8		42.6

		新婦のみ
再婚		2015年		23.3		1.2		4.7		70.9

				2014年		20.3		10.1		6.3		63.3

				2013年 ネン		27.8		5.6		12.2		54.4

		新郎・新婦
ともに再婚		2015年		29.6		2.5		2.5		65.4

				2014年		22.9		0.0		4.3		72.9

				2013年 ネン		16.7		3.3		3.3		76.7



























もし，2015年も変わらずこのグラフのままでいくなら
～手順～
①ｎ数はオレンジセルに値入力する
②クロスは行挿入して，昨年までの値（「年」から「実施するつもりはない」をコピー＆値ペースト
③後ろのdata○○シートにクロス集計をペースト



P3いずれか実施率

				単一回答

				【挙式・披露宴】統合実施率		【挙式・披露宴】統合実施率

								2015
（n:1500）		2014
（n:1498）

				1		挙式・披露宴ともに実施
（実施決定含む） ジッシ ケッテイ		58.9		60.3

				2		挙式のみ実施
（実施決定含む）		9.3		8.4

				3		披露宴のみ実施
（実施決定含む）		0.8		2.2

				4		挙式・披露宴
ともに非実施		31.0		29.1

						全体(N)		1500		1498		(%)



								69.0		70.9



挙式または披露宴･披露パーティを実施した割合



挙式・披露宴ともに実施	
（実施決定含む）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	58.933333333333337	60.3	挙式のみ実施	
（実施決定含む）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	9.2666666666666657	8.4	披露宴のみ実施	
（実施決定含む）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	0.8	2.2000000000000002	挙式・披露宴	
ともに非実施	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	31	29.1	









P4挙式　披露宴実施率

						⑤挙式		2015
（n:1500）		2014
（n:1498）

						実施した		57.8		58.2

						これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		10.4		10.5

						実施するつもり
（時期・内容未定）		7.3		7.3

						実施するつもりはない		24.5		24.0

						⑥披露宴・披露パーティー		2015
（n:1500）		2014
（n:1498）

						実施した		50.6		53.5

						これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		9.1		9.0

						実施するつもり
（時期・内容未定）		6.3		5.4

						実施するつもりはない		34.0		32.1



実施した	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	57.8	58.2109479305741	これから実施する予定	
（時期・内容ほぼ決定）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	10.4	10.480640854472629	実施するつもり	
（時期・内容未定）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	7.2666666666666675	7.2763684913217626	実施するつもりはない	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	24.533333333333331	24.032042723631509	







実施した	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	50.6	53.471295060080102	これから実施する予定	
（時期・内容ほぼ決定）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	9.1333333333333329	9.0120160213618163	実施するつもり	
（時期・内容未定）	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	6.2666666666666666	5.4072096128170895	実施するつもりはない	

2015	
（n:1500）	2014	
（n:1498）	34	32.10947930574099	









P5年齢別

				⑤挙式				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

				凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

				2015年 ネン		20代（n:588)		60.2		14.1		7.8		17.9

						30代（n:671)		58.9		10.0		6.3		24.9

						40代（n:239)		48.5		2.5		8.8		40.2

				2014年 ネン		20代（n:641)		62.9		12.3		8.7		16.1

						30代（n:651)		57.8		10.4		6.6		25.2

						40代（n:205)		45.4		4.9		4.9		44.9



				⑥披露宴・披露パーティー				実施した		これから実施する予定
（時期・内容ほぼ決定） ケッテイ		実施するつもり
（時期・内容未定）		実施するつもりはない

				凡例 ハンレイ				25.0		25.0		25.0		25.0

				2015年 ネン		20代（n:588)		54.8		12.4		7.3		25.5

						30代（n:671)		50.4		8.8		5.1		35.8

						40代（n:239)		40.6		2.1		7.1		50.2

				2014年 ネン		20代（n:641)		58.3		10.6		7.0		24.0

						30代（n:651)		54.2		9.2		4.8		31.8

						40代（n:205)		36.1		3.4		2.4		58.0



実施した	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	60.204081632653065	58.867362146050674	48.535564853556487	62.870514820592824	57.757296466973884	45.365853658536587	これから実施する予定	
（時期・内容ほぼ決定）	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	14.1156462585034	9.9850968703427725	2.510460251046025	12.324492979719189	10.445468509984639	4.8780487804878048	実施するつもり	
（時期・内容未定）	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	7.8231292517006805	6.2593144560357681	8.7866108786610866	8.7363494539781588	6.6052227342549923	4.8780487804878048	実施するつもりはない	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	17.857142857142858	24.88822652757079	40.1673640167364	16.06864274570983	25.192012288786479	44.878048780487809	







実施した	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	54.761904761904766	50.372578241430702	40.585774058577407	58.346333853354139	54.224270353302607	36.097560975609753	これから実施する予定	
（時期・内容ほぼ決定）	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	12.414965986394558	8.7928464977645309	2.0920502092050208	10.60842433697348	9.216589861751153	3.4146341463414638	実施するつもり	
（時期・内容未定）	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	7.3129251700680271	5.0670640834575256	7.1129707112970717	7.0202808112324488	4.7619047619047619	2.4390243902439024	実施するつもりはない	

20代（n:588)	30代（n:671)	40代（n:239)	20代（n:641)	30代（n:651)	40代（n:205)	2015年	2014年	25.510204081632654	35.767511177347245	50.2092050209205	24.024960998439937	31.797235023041477	58.048780487804876	









P6所再婚別

				【挙式】実質実施率

										初再婚別 ショ サイコン ベツ						結婚を決めた当時の妊娠状況別 ケッコン キ トウジ ニンシン ジョウキョウ ベツ

										全体		新郎・新婦ともに初婚		いずれか再婚または両方再婚		妊娠していない ニンシン		妊娠していた ニンシン								実施した ジッシ		これから実施する予定
（時期や内容もほぼ決まっている）		実施するつもりだが，
時期や内容はまだ決まっていない		実施していない
（これからも実施する予定はない）

																						2015		新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）		61.9		12.0		6.8		19.3		74.0

				全体						1500		1198		302		1322		178						いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）		41.4		4.0		9.3		45.4		45.4

						実施した				57.8		61.9		41.4		60.0		41.6				2014		新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）		63.4		11.5		6.9		18.2		74.8

						これから実施する予定（時期や内容もほぼ決まっている）				10.4		12.0		4.0		11.0		6.2						いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）		36.4		6.3		8.7		48.6		42.7

						実施するつもりだが，時期や内容はまだ決まっていない				7.3		6.8		9.3		6.1		16.3

						実施するつもりはない				24.5		19.3		45.4		23.0		36.0								6193.6560934892		1202.0033388982		676.1268781302		1928.2136894825

																										4139.0728476821		397.3509933775		927.1523178808		4536.4238410596

				【披露宴】実施率																						6336.6336633663		1146.8646864687		693.0693069307		1823.4323432343

										初再婚別 ショ サイコン ベツ						結婚を決めた当時の妊娠状況別 ケッコン キ トウジ ニンシン ジョウキョウ ベツ										3636.3636363636		629.3706293706		874.1258741259		4860.1398601399

										全体		新郎・新婦ともに初婚		いずれか再婚または両方再婚		妊娠していない ニンシン		妊娠していた ニンシン								実施した ジッシ		これから実施する予定
（時期や内容もほぼ決まっている）		実施するつもりだが，
時期や内容はまだ決まっていない		実施していない
（これからも実施する予定はない）

																						2015		新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）		55.3		10.6		6.3		27.8		65.9

				全体						1500		1198		302		1322		178						いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）		31.8		3.3		6.3		58.6		35.1

						実施した				50.6		55.3		31.8		52.5		36.5				2014		新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）		58.3		10.1		5.3		26.2		68.5

						これから実施する予定（時期や内容もほぼ決まっている）				9.1		10.6		3.3		9.7		5.1						いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）		32.9		4.2		5.9		57.0		37.1

						実施するつもりだが，時期や内容はまだ決まっていない				6.3		6.3		6.3		4.8		17.4

						実施するつもりはない				34.0		27.8		58.6		33.1		41.0								5534.223706177		1060.1001669449		626.0434056761		2779.632721202

																										3178.8079470199		331.1258278146		629.1390728477		5860.9271523179

																										5833.3333333333		1014.8514851485		528.0528052805		2623.7623762376

																										3286.7132867133		419.5804195804		594.4055944056		5699.3006993007



実施した	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	61.936560934891503	41.390728476821195	63.366336633663366	36.363636363636367	これから実施する予定	
（時期や内容もほぼ決まっている）	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	12.020033388981636	3.9735099337748347	11.468646864686468	6.2937062937062942	実施するつもりだが，	
時期や内容はまだ決まってい	ない	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	6.7612687813021699	9.2715231788079464	6.9306930693069315	8.7412587412587417	実施していない	
（これからも実施する予定はない）	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	19.28213689482471	45.364238410596023	18.234323432343235	48.6013986013986	







実施した	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	55.342237061769616	31.788079470198678	58.333333333333336	32.867132867132867	これから実施する予定	
（時期や内容もほぼ決まっている）	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	10.601001669449083	3.3112582781456954	10.148514851485148	4.1958041958041958	実施するつもりだが，	
時期や内容はまだ決まっ	ていない	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	6.2604340567612686	6.2913907284768218	5.2805280528052805	5.9440559440559442	実施していない	
（これからも実施する予定はない）	

新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1198）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:302）	新郎・新婦ともに初婚（ｎ:1212）	いずれか再婚または両方再婚（ｎ:286）	2015	2014	27.796327212020032	58.609271523178805	26.237623762376238	56.993006993006986	









Ｐ７妊娠

				挙式 キョシキ						実施した ジッシ		これから実施する予定
（時期や内容もほぼ決まっている）		実施するつもりだが，
時期や内容はまだ決まっていない		実施していない
（これからも実施する予定はない）										結婚を決めた当時の妊娠状況別 ケッコン キ トウジ ニンシン ジョウキョウ ベツ

						2015年 ネン		妊娠していない（n:1322） ニンシン		60.0		11.0		6.1		23.0		71.0								妊娠していない ニンシン		妊娠していた ニンシン

								妊娠していた（n:178） ニンシン		41.6		6.2		16.3		36.0		47.8

						2014年 ネン		妊娠していない（n:1321） ニンシン		60.9		11.1		5.4		22.6		72.0								1322		178

								妊娠していた（n:177） ニンシン		38.4		5.6		21.5		34.5		44.1								60.0		41.6

																										11.0		6.2

										6086.3		1112.8		537.5		2263.4										6.1		16.3

										3841.8		565.0		2146.9		3446.3										23.0		36.0





																										結婚を決めた当時の妊娠状況別 ケッコン キ トウジ ニンシン ジョウキョウ ベツ

																										妊娠していない ニンシン		妊娠していた ニンシン



				披露宴 ヒロウエン																						1322		178

						2015年 ネン		妊娠していない（n:1322） ニンシン		52.5		9.7		4.8		33.1		62.2								52.5		36.5

								妊娠していた（n:178） ニンシン		36.5		5.1		17.4		41.0		41.6								9.7		5.1

						2014年 ネン		妊娠していない（n:1321） ニンシン		55.6		9.6		3.9		30.9		65.3								4.8		17.4

								妊娠していた（n:177） ニンシン		37.3		4.5		16.9		41.2		41.8								33.1		41.0

										5563.9666919001		961.3928841787		386.0711582135		3088.5692657078

										3728.813559322		451.9774011299		1694.9152542373		4124.2937853107



実施した	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	59.984871406959151	41.573033707865171	60.862982588947766	38.418079096045197	これから実施する予定	
（時期や内容もほぼ決まっている）	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	10.968229954614221	6.179775280898876	11.127933383800151	5.6497175141242941	実施するつもりだが，	
時期や内容はまだ決まっていない	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	6.051437216338881	16.292134831460675	5.3747161241483727	21.468926553672315	実施していない	
（これからも実施する予定はない）	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	22.995461422087747	35.955056179775283	22.634367903103708	34.463276836158194	





実施した	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	52.496217851739793	36.516853932584269	55.639666919000753	37.288135593220339	これから実施する予定	
（時期や内容もほぼ決まっている）	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	9.6822995461422092	5.0561797752808983	9.6139288417865263	4.5197740112994351	実施するつもりだが，	
時期や内容はまだ決まっていない	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	4.7655068078668688	17.415730337078653	3.8607115821347469	16.949152542372879	実施していない	
（これからも実施する予定はない）	妊娠していない（n:1322）	妊娠していた（n:178）	妊娠していない（n:1321）	妊娠していた（n:177）	2015年	2014年	33.055975794251133	41.011235955056179	30.885692657077975	41.242937853107343	







P8結婚式観

										2015年調査 ネン チョウサ												2014年調査 ネン チョウサ

								【披露宴】意向		【披露宴】実施										【披露宴】意向		【披露宴】実施

								全体		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ								全体		実施者 ジッシ シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ



				全体				1500		896		604								1456		916		540

				本Q3 あなたは結婚式についてどのように思いますか。		[結婚式の]段取りや準備をするのは楽しい		35.5		46.0		20.0		25.9				[結婚式は]素敵だ		71.4		83.1		51.7		31.4

						[結婚式は]素敵だ		66.9		76.0		53.3		22.7				[結婚式の]段取りや準備をするのは楽しい		41.1		51.6		23.1		28.5

						[結婚式を]行うことは，親孝行になる		65.9		73.7		54.3		19.4				[結婚式を]行うことは，親孝行になる		57.7		68.0		40.2		27.8

						[結婚式は]感動する		65.6		73.0		54.6		18.4				[結婚式は]感動する		70.4		80.2		53.7		26.5

						[結婚式に]昔から憧れていた		36.7		43.4		26.7		16.8				[結婚式に]昔から憧れていた		40.1		47.3		28.0		19.3

						[結婚式に]招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ		57.9		56.5		59.9		-3.5				[結婚式のための]段取りや準備は面倒だ		66.2		65.2		68.0		-2.8

						[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない		26.3		24.4		29.0		-4.5				[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない		22.8		21.6		24.8		-3.2

						[結婚式のための]段取りや準備は面倒だ		66.7		63.5		71.4		-7.9				[結婚式を]行う意味がわからない		14.3		10.4		20.9		-10.6

						[結婚式へ]招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける		35.4		31.1		41.7		-10.6				[結婚式を]挙げるのは恥ずかしい		33.1		28.5		40.9		-12.4

						[結婚式を]行う意味がわからない		17.8		13.5		24.2		-10.7				[結婚式で]みんなから注目されるのは嫌だ		32.6		27.2		41.9		-14.7

						[結婚式を]挙げるのは恥ずかしい		37.6		32.0		45.9		-13.8				[結婚式を]するお金がもったいない		41.6		34.0		54.6		-20.7

						[結婚式で]みんなから注目されるのは嫌だ		37.8		30.7		48.3		-17.7

						[結婚式を]するお金がもったいない		45.3		36.2		58.9		-22.8

								2015年調査
（n:1500）		2014年調査
（n:1456）

				本Q3 あなたは結婚式についてどのように思いますか。		[結婚式は]素敵だ		66.9		71.4		-4.6

						[結婚式のための]段取りや準備は面倒だ		66.7		66.2		0.5

						[結婚式を]行うことは，親孝行になる		65.9		57.7		8.2

						[結婚式は]感動する		65.6		70.4		-4.8

						[結婚式に]招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ		57.9				57.9

						[結婚式を]するお金がもったいない		45.3		41.6		3.7

						[結婚式で]みんなから注目されるのは嫌だ		37.8		32.6		5.2

						[結婚式を]挙げるのは恥ずかしい		37.6		33.1		4.5

						[結婚式に]昔から憧れていた		36.7		40.1		-3.4

						[結婚式の]段取りや準備をするのは楽しい		35.5		41.1		-5.5

						[結婚式へ]招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける		35.4				35.4

						[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない		26.3		22.8		3.5

						[結婚式を]行う意味がわからない		17.8		14.3		3.5





								2015年調査
（n:1500）		2014年調査
（n:1456）

				本Q3 あなたは結婚式についてどのように思いますか。		[結婚式は]素敵だ		66.9%		71.4%		-0.0

						[結婚式のための]段取りや準備は面倒だ		66.7%		66.2%		0.0

						[結婚式を]行うことは，親孝行になる		65.9%		57.7%		0.1

						[結婚式は]感動する		65.6%		70.4%		-0.0

						[結婚式に]招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ		57.9%		0.0%		0.6

						[結婚式を]するお金がもったいない		45.3%		41.6%		0.0

						[結婚式で]みんなから注目されるのは嫌だ		37.8%		32.6%		0.1

						[結婚式を]挙げるのは恥ずかしい		37.6%		33.1%		0.0

						[結婚式に]昔から憧れていた		36.7%		40.1%		-0.0

						[結婚式の]段取りや準備をするのは楽しい		35.5%		41.1%		-0.1

						[結婚式へ]招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける		35.4%		0.0%		0.4

						[結婚式で]招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない		26.3%		22.8%		0.0

						[結婚式を]行う意味がわからない		17.8%		14.3%		0.0



実施者	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式に	]	招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式へ	]	招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける	[結婚式を	]	行う意味がわからない	[結婚式を	]	挙げる	のは恥ずかしい	[結婚式で	]	みんなから注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	45.982142857142854	76.004464285714292	73.660714285714292	72.991071428571431	43.415178571428569	56.473214285714292	24.441964285714285	63.504464285714292	31.138392857142854	13.504464285714285	32.03125	30.691964285714285	36.160714285714285	非実施者	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式に	]	招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式へ	]	招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける	[結婚式を	]	行う意味がわからない	[結婚式を	]	挙げるのは恥ずかしい	[結婚式で	]	みんなから注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	20.033112582781456	53.311258278145687	54.304635761589402	54.635761589403977	26.655629139072843	59.933774834437081	28.973509933774832	71.357615894039739	41.721854304635762	24.172185430463578	45.860927152317885	48.344370860927157	58.940397350993379	





実施者	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式を	]	行う意味がわからない	[結婚式を	]	挙げるのは恥ずかしい	[結婚式で	]	みんなから注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	83.078602620087338	51.637554585152834	68.013100436681214	80.24017467248909	47.270742358078607	65.17467248908298	21.615720524017469	10.37117903930131	28.49344978165939	27.183406113537117	33.951965065502179	非実施者	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式を	]	行う意味がわからない	[結婚式を	]	挙げるのは恥ずかしい	[結婚式で	]	みんなから注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	51.666666666666671	23.148148148148149	40.185185185185183	53.703703703703709	27.962962962962962	67.962962962962962	24.814814814814813	20.925925925925924	40.925925925925924	41.851851851851848	54.629629629629626	





2015年調査	
（n:1500）	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	[結婚式で	]	みんなから注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	挙げるのは恥ずかしい	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式へ	]	招待客にわざわざ来て	もらうのは気が引ける	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式を	]	行う意味がわからない	0.66866666666666663	0.66666666666666652	0.65866666666666662	0.65600000000000014	0.57866666666666666	0.45333333333333331	0.37799999999999995	0.376	0.36666666666666664	0.35533333333333333	0.35399999999999998	0.26266666666666666	0.17800000000000002	2014年調査	
（n:1456）	[結婚式は	]	素敵だ	[結婚式のための	]	段取りや準備は面倒だ	[結婚式を	]	行うことは，親孝行になる	[結婚式は	]	感動する	[結婚式に	]	招待客として誰を呼ぶ・呼ばないの線引き（選択する）ことが面倒だ	[結婚式を	]	するお金がもったいない	[結婚式で	]	みんなから	注目されるのは嫌だ	[結婚式を	]	挙げるのは恥ずかしい	[結婚式に	]	昔から憧れていた	[結婚式の	]	段取りや準備をするのは楽しい	[結婚式へ	]	招待客にわざわざ来てもらうのは気が引ける	[結婚式で	]	招待客にご祝儀をいただくのは申し訳ない	[結婚式を	]	行う意味がわからない	0.7142857142857143	0.66208791208791207	0.57692307692307687	0.70398351648351654	0	0.41620879120879123	0.32623626373626374	0.33104395604395603	0.40109890109890112	0.4107142857142857	0	0.22802197802197802	0.14285714285714285	







Sheet1



								２０１５										２０１４

										性別										性別												家族としての絆が得られる		好きな人と一緒にいられてうれしい		精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる		社会的に信用される		家事の負担が増える		生活が便利になる		経済的に安定する		生活レベルが上がる		性的な充足が得られる		親戚づきあいなどが増えて面倒だ		相手の親の面倒をみなくてはならない		経済的に裕福になる		子育てに苦労する		仕事に打ち込める		やりたい仕事ができる		自由な時間が増える		やりたいことが自由にできる



						全体				1500		750		750						1456		713		743

						本Q1 結婚して，生活はどのように変わると思いますか（又は，変わりましたか）		精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる		78.4		75.3		81.5				精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる		80.1		78.7		81.4

								家族としての絆が得られる		82.7		78.8		86.7				家族としての絆が得られる		85.4		84.4		86.3

								好きな人と一緒にいられてうれしい		79.7		75.7		83.7				好きな人と一緒にいられてうれしい		83.6		81.1		86.0

								経済的に裕福になる		32.9		26.3		39.5				経済的に裕福になる		30.5		26.6		34.2

								経済的に安定する		40.7		31.9		49.6				経済的に安定する		40.2		33.0		47.1

								仕事に打ち込める		28.3		38.1		18.4				仕事に打ち込める		28.3		39.1		17.9

								やりたい仕事ができる		17.0		20.0		14.0				やりたい仕事ができる		17.1		19.2		15.1

								自由な時間が増える		13.5		8.9		18.1				自由な時間が増える		15.1		9.1		20.9

								やりたいことが自由にできる		12.7		9.6		15.7				やりたいことが自由にできる		13.7		8.7		18.6

								子育てに苦労する		29.5		31.7		27.2				子育てに苦労する		30.9		32.3		29.6

								家事の負担が増える		51.3		36.3		66.3				家事の負担が増える		53.7		38.0		68.8

								生活が便利になる		41.0		44.1		37.9				生活が便利になる		41.6		44.0		39.2

								生活レベルが上がる		37.8		39.2		36.4				生活レベルが上がる		36.5		39.0		34.2

								相手の親の面倒をみなくてはならない		33.8		28.9		38.7				相手の親の面倒をみなくてはならない		33.3		28.2		38.2

								親戚づきあいなどが増えて面倒だ		36.7		30.3		43.1				親戚づきあいなどが増えて面倒だ		34.5		26.2		42.4

								性的な充足が得られる		37.3		38.9		35.6				性的な充足が得られる		37.8		40.1		35.7

								社会的に信用される		57.9		59.3		56.5				社会的に信用される		57.4		61.3		53.7

												2015年（n:1500） ネン		2014年（n:1456） ネン

								家族としての絆が得られる				82.7		85.4		-2.6

								好きな人と一緒にいられてうれしい				79.7		83.6		-3.9

								精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる				78.4		80.1		-1.7

								社会的に信用される				57.9		57.4		0.5

								家事の負担が増える				51.3		53.7		-2.4

								生活が便利になる				41.0		41.6		-0.6

								経済的に安定する				40.7		40.2		0.6

								生活レベルが上がる				37.8		36.5		1.3

								性的な充足が得られる				37.3		37.8		-0.6

								親戚づきあいなどが増えて面倒だ				36.7		34.5		2.2

								相手の親の面倒をみなくてはならない				33.8		33.3		0.5

								経済的に裕福になる				32.9		30.5		2.4

								子育てに苦労する				29.5		30.9		-1.4

								仕事に打ち込める				28.3		28.3		-0.0

								やりたい仕事ができる				17.0		17.1		-0.1

								自由な時間が増える				13.5		15.1		-1.6

								やりたいことが自由にできる				12.7		13.7		-1.1

										全体（ｎ:1500）		男性（ｎ:750）		女性（ｎ:750）

						本Q1 結婚して，生活はどのように変わると思いますか（又は，変わりましたか）		家族としての絆が得られる		82.7		78.8		86.7

								好きな人と一緒にいられてうれしい		79.7		75.7		83.7

								精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる		78.4		75.3		81.5

								社会的に信用される		57.9		59.3		56.5

								家事の負担が増える		51.3		36.3		66.3

								生活が便利になる		41.0		44.1		37.9

								経済的に安定する		40.7		31.9		49.6

								生活レベルが上がる		37.8		39.2		36.4

								性的な充足が得られる		37.3		38.9		35.6

								親戚づきあいなどが増えて面倒だ		36.7		30.3		43.1

								相手の親の面倒をみなくてはならない		33.8		28.9		38.7

								経済的に裕福になる		32.9		26.3		39.5

								子育てに苦労する		29.5		31.7		27.2

								仕事に打ち込める		28.3		38.1		18.4

								やりたい仕事ができる		17.0		20.0		14.0

								自由な時間が増える		13.5		8.9		18.1

								やりたいことが自由にできる		12.7		9.6		15.7



男性（ｎ:750）	家族としての絆が得られる	好きな人と一緒にいられてうれしい	精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる	社会的に信用される	家事の負担が増える	生活が便利になる	経済的に安定する	生活レベルが上がる	性的な充足が得られる	親戚づきあいなどが増えて面倒だ	相手の親の面倒をみなくてはならない	経済的に裕福になる	子育てに苦労する	仕事に打	ち込める	やりたい仕事ができる	自由な時間が増える	やりたいことが自由にできる	78.8	75.733333333333334	75.333333333333329	59.333333333333336	36.266666666666666	44.133333333333333	31.866666666666667	39.200000000000003	38.93333333333333	30.266666666666666	28.933333333333334	26.266666666666666	31.733333333333334	38.133333333333333	20	8.9333333333333336	9.6	女性（ｎ:750）	家族としての絆が得られる	好きな人と一緒にいられてうれしい	精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる	社会的に信用される	家事の負担が増える	生活が便利になる	経済的に安定する	生活レベルが上がる	性的な充足が得られる	親戚づきあいなどが増えて面倒だ	相手の親の面倒をみなくてはならない	経済的に裕福になる	子育てに苦労する	仕事に打ち込める	やりたい仕事ができる	自由な時間が増える	やりたいことが自由にできる	86.666666666666671	83.733333333333334	81.466666666666669	56.533333333333339	66.266666666666666	37.866666666666667	49.6	36.4	35.6	43.066666666666663	38.666666666666664	39.466666666666669	27.200000000000003	18.399999999999999	14.000000000000002	18.133333333333333	15.733333333333333	全体（ｎ:1500）	家族としての絆が得られる	好きな人と一緒にいられてうれしい	精神的安定（安らぎ・寂しくないなど）が得られる	社会的に信用される	家事の負担が増える	生活が便利になる	経済的に安定する	生活レベルが上がる	性的な充足が得られる	親戚づきあいなどが増えて面倒だ	相手の親の面倒をみなくてはならない	経済的に裕福になる	子育てに苦労する	仕事に打ち込める	やりたい仕事ができる	自由な時間が増える	やりたいことが自由にできる	82.733333333333334	79.733333333333334	78.400000000000006	57.933333333333337	51.266666666666673	41	40.733333333333334	37.799999999999997	37.266666666666666	36.666666666666664	33.800000000000004	32.866666666666667	29.466666666666669	28.266666666666669	17	13.533333333333333	12.666666666666668	









結婚観

										2015年調査
（n:1500）										2014年調査
（n:1456）

										全体		20代以下		30代		40代				全体		20代以下		30代		40代



				全体						1500		588		671		239				1456		620		641		195

				本Q2 あなたは以下のことについてどのように思いますか。		子供を作るのであれば，結婚すべきである				79.4		83.7		77.0		75.7				82.1		83.4		82.4		76.9

						老後は家族（配偶者や子供）がいた方がよい				77.9		80.1		78.4		71.1				79.9		84.4		77.7		73.3

						結婚は人生の重大な節目だ				76.8		82.1		76.0		66.1				77.7		80.5		78.6		66.2

						結婚は，家族を作るため（家族を持つこと）である				70.5		71.6		71.4		65.3				74.0		77.9		74.4		60.5

						結婚は，安定した収入がないとできない				55.6		57.5		55.6		51.0				56.0		59.7		53.7		51.8

						本当に愛している人でないと結婚すべきではない				55.2		62.2		51.9		47.3				55.7		62.4		50.9		50.3

						結婚する方が幸せな人生だと思う				49.7		51.7		49.3		46.0				51.0		54.8		49.0		45.6

						結婚したら離婚はするべきではない				42.2		46.1		41.6		34.7				47.7		54.0		45.7		34.4

						結婚するには，愛情以外の相手に求める条件が重要だ				41.9		46.4		40.5		34.3				42.8		47.9		40.7		33.3

						結婚は一人前の大人としての証である				39.3		42.3		38.3		34.3				42.8		44.8		42.9		35.9

						近所や友人などで，家族ぐるみのつきあいが盛んな家族・家庭を築きたい				38.5		44.4		36.8		28.0				40.5		49.5		34.6		30.8

						一生結婚しなくても（独身でも）幸せだ				32.4		33.7		32.3		29.3				30.6		31.3		29.8		31.3

						結婚生活をずっとうまくやっていけるか不安だ				32.1		34.5		30.3		31.4				31.5		37.4		27.3		26.7

						親戚づきあいが盛んな家族・家庭を築きたい				32.1		36.4		32.5		20.1				34.7		43.9		27.8		28.2

						愛情がなくなれば，離婚も当然だ				28.3		27.2		29.1		28.5				28.0		29.4		25.7		30.8

						愛情さえあれば，結婚できる				22.1		22.1		22.2		21.8				20.3		22.7		17.9		20.5

						結婚するのは当たり前だ				19.5		23.0		17.0		18.0				19.6		21.8		18.3		17.4





2015年調査	
（n:1500）	子供を作るのであれば，結婚すべきである	老後は家族（配偶者や子供）がいた方がよい	結婚は人生の重大な節目だ	結婚は，家族を作るため	（家族を持つこと）である	結婚は，安定した収入がないとできない	本当に愛している人でないと結婚すべきではない	結婚する方が幸せな人生だと思う	結婚したら離婚はするべきではない	結婚するには，愛情以外の相手に求める条件が重要だ	結婚は一人前の大人としての証である	近所や友人などで，家族ぐるみのつきあいが盛んな家族・家庭を築きたい	一生結婚しなくても（独身でも）幸せだ	結婚生活をずっとうまくやっていけるか不安だ	親戚づきあいが盛んな家族・家庭を築きたい	愛情がなくなれば，離婚も当然だ	愛情さえあれば，結婚できる	結婚するのは当たり前だ	79.400000000000006	77.86666666666666	76.8	70.466666666666669	55.600000000000009	55.2	49.733333333333334	42.199999999999996	41.866666666666667	39.266666666666666	38.466666666666669	32.4	32.133333333333333	32.066666666666663	28.266666666666669	22.066666666666666	19.466666666666665	2014年調査	
（n:1456）	子供を作るのであれば，結婚すべきである	老後は家族（配偶者や子供）がいた方がよい	結婚は人生の重大な節目だ	結婚は，家族を作るため（家族を持つこと）である	結婚は，安定した収入がないとできない	本当に愛している人でないと結婚すべきではない	結婚する方が幸せな人生だと思う	結婚したら離婚はするべきではない	結婚するには，愛情以外の相手に求める条件が重要だ	結婚は一人前の大人としての証である	近所や友人などで，家族ぐるみのつきあいが盛んな家族・家庭を築きたい	一生結婚しなくても（独身でも）幸せだ	結婚生活をずっとうまくやっていけるか不安だ	親戚づきあいが盛んな家族・家庭を築きたい	愛情がなくなれば，離婚も当然だ	愛情さえあれば，結婚できる	結婚するの	は当たり前だ	82.074175824175825	79.945054945054949	77.747252747252745	74.038461538461547	55.97527472527473	55.700549450549453	51.030219780219774	47.733516483516489	42.788461538461533	42.788461538461533	40.453296703296701	30.631868131868135	31.524725274725274	34.684065934065934	27.953296703296704	20.329670329670328	19.642857142857142	







P8評価

								2015																																																		2014																																																		2013																																																		2012																																																		2011

								性別						【披露宴】意向				【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢 ネンダイ ケッコン ジ ネンレイ						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										性別						【披露宴】意向				【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢 ネンダイ ケッコン ジ ネンレイ						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ

								全体		男性		女性		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		男性		女性		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体				867		455		412		565		302		748		119		539		26		209		93		354		395		116		47		307		244		151		89		27		742		65		30		30				872		448		424		605		267		777		95		588		17		189		78		403		376		93		63		340		232		144		72		21		768		63		20		21

				本Q24 あなたが実施した「挙式（披露宴・披露パーティではなく）」では，どのようなことができましたか。		結婚したことを親戚一同に報告できた		75.4		72.1		79.1		80.5		65.9		79.1		52.1		82.4		42.3		70.8		54.8		78.5		73.2		74.1		70.2		79.8		71.7		75.5		74.2		74.1		77.5		69.2		66.7		46.7				82.0		81.7		82.3		87.1		70.4		84.6		61.1		88.4		41.2		72.5		65.4		82.6		81.9		79.6		79.4		83.2		85.8		75.7		80.6		76.2		83.3		79.4		65.0		57.1

						結婚したことを友人や知人に広く報告できた		57.4		54.9		60.2		66.2		41.1		62.6		25.2		67.7		34.6		49.3		22.6		64.4		55.2		44.0		59.6		65.1		55.7		54.3		39.3		59.3		59.7		49.2		36.7		40.0				63.8		61.6		66.0		74.0		40.4		68.7		23.2		75.3		29.4		48.1		21.8		64.3		64.4		59.1		71.4		62.9		70.3		54.9		56.9		66.7		64.5		66.7		50.0		42.9

						二人が結婚したことを家族・親族・友人などに承認してもらえた		70.5		63.3		78.4		78.8		55.0		73.7		50.4		80.1		50.0		56.9		50.5		76.8		66.8		63.8		76.6		76.9		68.0		64.9		66.3		55.6		72.6		61.5		66.7		40.0				83.4		80.4		86.6		89.1		70.4		85.5		66.3		90.0		58.8		71.4		67.9		84.6		82.7		80.6		84.1		84.7		84.9		79.2		80.6		81.0		84.1		82.5		70.0		71.4

						二人の結婚をみんなに心から祝福してもらえた		74.3		67.5		81.8		81.2		61.3		76.6		59.7		82.4		57.7		61.7		60.2		78.0		72.2		70.7		72.3		78.8		73.0		70.9		75.3		55.6		75.3		75.4		73.3		46.7				88.3		86.6		90.1		91.9		80.1		89.7		76.8		93.2		47.1		78.8		83.3		88.6		87.5		90.3		82.5		89.7		88.8		85.4		90.3		90.5		89.1		88.9		75.0		71.4

						親しい人たちで一堂に集まることができた		67.4		61.8		73.5		75.9		51.3		71.1		43.7		76.8		57.7		56.5		39.8		70.9		66.1		61.2		70.2		71.0		68.4		62.3		62.9		55.6		69.7		61.5		66.7		23.3				78.7		75.7		81.8		85.8		62.5		82.1		50.5		87.6		23.5		65.1		56.4		80.9		76.3		78.5		81.0		80.9		77.6		74.3		75.0		90.5		78.8		84.1		75.0		61.9

						二人に関わりのある人が大勢集まった		56.1		53.8		58.5		65.0		39.4		60.7		26.9		66.2		38.5		46.4		23.7		63.6		52.7		44.0		57.4		64.5		53.7		51.0		41.6		51.9		58.9		43.1		33.3		36.7				64.4		62.5		66.5		73.9		43.1		69.2		25.3		75.9		5.9		48.7		29.5		70.2		61.4		51.6		74.6		69.4		63.8		57.6		48.6		61.9		65.8		65.1		45.0		33.3

						結婚したことを素晴らしい記録として残すことができた		75.5		68.4		83.5		82.5		62.6		77.0		66.4		83.3		65.4		60.8		66.7		78.0		74.2		73.3		80.9		77.5		72.5		76.8		76.4		63.0		77.4		76.9		70.0		33.3				88.2		84.6		92.0		93.7		75.7		88.8		83.2		94.4		70.6		71.4		85.9		89.1		86.4		91.4		85.7		89.7		89.2		81.9		90.3		95.2		88.3		93.7		80.0		76.2

						結婚相手の親・兄弟・親戚と親交を深めることができた		50.4		49.0		51.9		56.1		39.7		51.9		41.2		57.0		38.5		38.8		41.9		48.6		50.4		56.0		51.1		48.2		52.9		46.4		60.7		40.7		50.8		58.5		43.3		30.0				65.8		67.2		64.4		71.4		53.2		66.4		61.1		72.6		29.4		47.1		67.9		65.0		65.4		71.0		60.3		65.9		65.5		65.3		72.2		66.7		64.7		76.2		65.0		76.2

						結婚相手の友人・知人と親交を深めることができた		38.9		38.2		39.6		45.7		26.2		41.3		23.5		46.4		30.8		28.2		21.5		40.7		40.3		28.4		38.3		41.0		43.0		35.8		27.0		33.3		40.4		36.9		20.0		23.3				47.6		51.3		43.6		54.4		32.2		50.2		26.3		55.6		11.8		33.3		29.5		50.1		44.1		50.5		57.1		48.8		45.7		41.7		48.6		57.1		47.1		58.7		45.0		33.3

						二人の家族・親族同士が親交を深めることができた		50.4		47.5		53.6		56.1		39.7		51.2		45.4		56.6		46.2		37.3		45.2		50.3		51.4		47.4		46.8		50.8		52.5		49.7		49.4		40.7		50.9		60.0		40.0		26.7				63.3		62.5		64.2		68.1		52.4		64.1		56.8		69.0		35.3		48.7		61.5		64.0		60.9		69.9		63.5		64.1		60.3		61.8		73.6		57.1		63.3		66.7		55.0		61.9

						二人の友人・知人同士が親交を深めることができた		34.7		35.6		33.7		40.2		24.5		36.4		24.4		40.3		38.5		26.3		20.4		35.0		38.0		22.4		31.9		35.5		38.9		36.4		22.5		22.2		36.1		30.8		16.7		26.7				39.1		44.2		33.7		44.5		27.0		41.4		20.0		45.4		11.8		29.1		21.8		41.4		34.3		48.4		47.6		40.3		36.2		31.3		45.8		57.1		38.4		47.6		45.0		33.3

						自分たちが結婚したことを実感した		78.2		72.3		84.7		84.1		67.2		78.6		75.6		84.8		69.2		62.7		77.4		79.7		78.5		73.3		78.7		79.8		77.5		80.1		74.2		70.4		79.6		75.4		80.0		46.7				89.8		87.1		92.7		94.5		79.0		89.7		90.5		94.6		94.1		74.6		89.7		90.1		88.8		92.5		87.3		90.6		91.8		84.0		91.7		95.2		90.1		95.2		80.0		71.4

						結婚の記念にふさわしいものだった		76.8		69.7		84.7		82.8		65.6		76.7		77.3		83.3		73.1		59.8		78.5		78.2		77.5		70.7		76.6		78.5		78.3		76.2		71.9		66.7		78.7		73.8		70.0		43.3				88.8		85.9		91.7		92.6		80.1		88.8		88.4		93.2		70.6		75.1		92.3		89.8		87.0		91.4		87.3		90.3		87.9		85.4		91.7		90.5		89.2		95.2		70.0		71.4

						きちんと結婚の儀式ができた		77.2		71.2		83.7		81.2		69.5		77.4		75.6		81.6		73.1		66.5		76.3		79.1		77.0		71.6		76.6		79.5		75.8		78.8		74.2		63.0		78.3		76.9		83.3		43.3				90.5		87.9		93.2		94.4		81.6		90.3		91.6		94.7		82.4		76.7		93.6		89.6		90.4		94.6		87.3		90.0		90.9		89.6		95.8		90.5		90.8		95.2		80.0		76.2

						イベント・パーティとしてうまくいった		63.7		57.4		70.6		71.0		50.0		66.4		46.2		71.6		57.7		53.1		43.0		65.5		65.8		50.9		68.1		65.1		69.3		60.3		50.6		51.9		65.5		58.5		60.0		33.3				83.5		82.1		84.9		89.3		70.4		84.7		73.7		90.0		64.7		68.3		75.6		84.4		82.4		83.9		77.8		85.6		86.2		76.4		86.1		76.2		83.9		93.7		60.0		61.9

						結婚のけじめをつけることができた		75.5		67.3		84.7		81.8		63.9		76.3		70.6		82.7		61.5		59.8		73.1		77.7		75.2		70.7		76.6		77.9		74.2		76.8		73.0		63.0		76.8		75.4		73.3		46.7				87.7		83.9		91.7		92.2		77.5		87.9		86.3		92.5		82.4		73.5		87.2		87.6		87.2		90.3		88.9		87.4		89.2		84.0		88.9		95.2		87.8		93.7		75.0		81.0

						二人の誓いを立てることができた		74.5		67.3		82.5		81.4		61.6		75.5		68.1		82.0		69.2		58.9		67.7		77.4		73.2		70.7		76.6		77.5		73.8		72.2		70.8		70.4		75.3		75.4		73.3		53.3

						参加者・招待客（ゲスト）の一人一人と交流することができた		41.9		44.0		39.6		46.4		33.4		42.4		38.7		46.6		42.3		31.6		37.6		42.7		42.5		37.1		40.4		43.0		46.3		36.4		38.2		33.3		42.7		43.1		36.7		23.3				56.1		54.9		57.3		62.5		41.6		58.4		36.8		63.4		29.4		42.9		38.5		57.1		54.5		58.1		60.3		56.5		55.6		52.8		58.3		57.1		55.2		69.8		60.0		42.9

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）のことをよく知ることができた		44.2		42.9		45.6		50.1		33.1		44.9		39.5		50.1		50.0		31.6		36.6		44.6		43.8		44.0		46.8		44.3		44.3		43.0		46.1		37.0		45.4		41.5		40.0		23.3				62.7		62.9		62.5		69.9		46.4		64.9		45.3		71.3		23.5		45.0		50.0		64.3		60.1		66.7		61.9		64.7		61.2		58.3		68.1		61.9		62.9		65.1		50.0		61.9

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）に自分をよく知ってもらうことができた		46.5		44.6		48.5		52.9		34.4		47.9		37.8		53.2		46.2		34.0		35.5		48.3		45.6		43.1		48.9		48.2		47.5		42.4		43.8		40.7		48.0		41.5		40.0		26.7				61.6		62.7		60.4		68.4		46.1		63.8		43.2		69.4		35.3		46.6		44.9		63.5		58.0		67.7		60.3		64.1		58.6		56.9		70.8		57.1		62.0		60.3		60.0		52.4

						自分の大切な人（家族・友人など）に結婚相手をよく知ってもらうことができた		46.0		42.4		50.0		52.2		34.4		47.1		39.5		52.1		53.8		34.0		35.5		47.2		46.1		42.2		46.8		47.2		48.4		42.4		43.8		37.0		47.4		40.0		43.3		26.7				64.3		64.5		64.2		71.1		49.1		66.5		46.3		72.3		29.4		48.7		50.0		66.3		61.2		68.8		68.3		65.9		62.9		58.3		70.8		61.9		64.7		61.9		65.0		57.1

						親に結婚して幸せになった姿を見せてあげることができた		71.5		60.4		83.7		80.7		54.3		73.4		59.7		82.0		53.8		51.2		61.3		75.7		70.1		63.8		74.5		75.9		71.7		67.5		69.7		44.4		73.6		63.1		70.0		40.0				86.2		83.0		89.6		90.4		76.8		87.3		77.9		91.5		52.9		74.1		83.3		86.8		85.4		87.1		84.1		87.4		87.5		81.9		88.9		81.0		87.4		90.5		60.0		57.1

						親にこれまでの感謝の気持ちを伝えることができた		56.1		50.1		62.6		62.8		43.4		58.0		43.7		63.8		42.3		43.1		44.1		59.9		53.2		54.3		61.7		59.6		56.1		48.3		55.1		51.9		56.9		60.0		50.0		33.3				71.4		69.4		73.6		77.5		57.7		73.1		57.9		78.6		41.2		56.1		61.5		73.7		67.8		76.3		77.8		72.9		69.0		66.0		83.3		52.4		72.0		71.4		60.0		61.9

						（親以外の）家族・親族・友人に感謝の気持ちを伝えることができた		50.7		46.8		55.1		58.1		37.1		52.9		37.0		58.6		46.2		38.3		34.4		55.4		49.4		41.4		57.4		55.0		53.3		43.0		41.6		40.7		52.4		43.1		46.7		30.0				63.5		61.8		65.3		71.4		45.7		66.5		38.9		72.6		29.4		47.6		41.0		66.5		60.4		63.4		74.6		65.0		62.5		56.9		65.3		57.1		63.9		68.3		60.0		38.1

						（自分と）結婚相手との絆やつながりを確認できた		61.7		54.1		70.1		71.2		44.0		63.4		51.3		71.6		61.5		42.1		48.4		64.7		59.2		61.2		70.2		63.8		63.5		52.3		61.8		59.3		63.1		63.1		53.3		33.3				81.0		79.2		82.8		87.3		66.7		81.5		76.8		88.1		58.8		60.8		80.8		82.4		77.9		87.1		82.5		82.4		80.6		73.6		86.1		90.5		81.0		87.3		70.0		71.4

						（自分と）自分の親や家族・親戚との絆やつながりを確かめ合うことができた		55.1		48.4		62.6		65.3		36.1		56.7		45.4		65.3		65.4		34.4		39.8		59.0		53.2		50.0		59.6		59.0		57.8		45.7		49.4		51.9		56.3		52.3		50.0		36.7				72.1		71.4		72.9		80.2		53.9		74.4		53.7		81.3		41.2		52.9		56.4		74.4		69.9		71.0		77.8		73.8		72.0		66.7		70.8		71.4		72.7		74.6		55.0		61.9

						（自分と）自分の友人・知人との絆やつながりを確かめ合うことができた		46.1		43.7		48.8		54.3		30.8		48.3		32.8		54.7		46.2		31.6		29.0		48.6		46.3		37.9		42.6		49.5		48.4		43.0		37.1		40.7		47.6		41.5		33.3		33.3				58.0		59.2		56.8		66.8		38.2		62.4		22.1		68.0		23.5		45.0		21.8		61.3		55.3		54.8		66.7		60.3		59.9		47.9		52.8		61.9		58.5		63.5		50.0		33.3

						特別な衣装を着る・着せることができた（ウエディングドレス・和装など）		73.1		63.1		84.2		79.1		61.9		73.8		68.9		79.4		73.1		59.3		67.7		77.1		70.6		69.0		78.7		76.9		70.1		71.5		73.0		55.6		74.5		73.8		73.3		36.7

						人生を振り返り，自分の生き方を再認識することができた		46.7		41.3		52.7		54.3		32.5		47.7		40.3		54.5		50.0		30.1		37.6		48.9		46.8		39.7		51.1		48.5		49.6		42.4		37.1		48.1		46.9		53.8		53.3		20.0

								性別						【披露宴】意向				【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢 ネンダイ ケッコン ジ ネンレイ						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ										性別						【披露宴】意向				【披露宴】実施				【披露宴】意向×実施								年代　※結婚時の年齢 ネンダイ ケッコン ジ ネンレイ						年齢（6区分）　※結婚時の年齢												初再婚の組み合わせ

								全体		男性		女性		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚				全体		男性		女性		意向有 イコウ アリ		意向無 イコウ ナ		実施者 シャ		非実施者 ヒ ジッシ シャ		【意向有】実施者 アリ シャ		【意向有】非実施者 アリ ヒ シャ		【意向無】実施者 ナ シャ		【意向無】非実施者 ナ ヒ シャ		20代以下		30代		40代		19～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		新郎･新婦ともに初婚		新郎のみ再婚		新婦のみ再婚		新郎･新婦ともに再婚



				全体				759		399		360		541		218		759		0		541		0		218		0		322		338		97		42		280		212		126		72		25		663		52		20		24				801		408		393		606		195		801		0		606		0		195		0		374		353		74		62		312		222		131		56		18		707		62		16		16

				本Q26 あなたが実施した「披露宴・披露パーティ（挙式，親族中心の食事会，２次会ではなく）」では，どのようなことができましたか。		結婚したことを親戚一同に報告できた		75.6		69.4		82.5		79.1		67.0		75.6		0.0		79.1		0.0		67.0		0.0		79.2		75.1		66.0		76.2		79.6		75.0		75.4		69.4		56.0		77.4		65.4		80.0		45.8				80.0		77.0		83.2		83.2		70.3		80.0		0.0		83.2		0.0		70.3		0.0		82.9		77.3		78.4		77.4		84.0		81.5		70.2		78.6		77.8		82.5		72.6		50.0		31.3

						結婚したことを友人や知人に広く報告できた		69.8		64.9		75.3		75.2		56.4		69.8		0.0		75.2		0.0		56.4		0.0		73.9		69.2		58.8		73.8		73.9		68.9		69.8		56.9		64.0		71.2		63.5		70.0		45.8				70.2		66.2		74.3		76.9		49.2		70.2		0.0		76.9		0.0		49.2		0.0		72.5		67.7		70.3		74.2		72.1		73.0		58.8		66.1		83.3		70.3		74.2		62.5		56.3

						二人が結婚したことを家族・親族・友人などに承認してもらえた		70.4		63.4		78.1		77.3		53.2		70.4		0.0		77.3		0.0		53.2		0.0		76.7		68.0		57.7		76.2		76.8		67.9		68.3		55.6		64.0		71.6		67.3		70.0		41.7				81.1		77.5		85.0		86.5		64.6		81.1		0.0		86.5		0.0		64.6		0.0		81.3		79.6		87.8		82.3		81.1		82.0		75.6		85.7		94.4		81.8		82.3		68.8		62.5

						二人の結婚をみんなに心から祝福してもらえた		75.0		66.2		84.7		82.4		56.4		75.0		0.0		82.4		0.0		56.4		0.0		78.9		75.1		61.9		78.6		78.9		75.0		75.4		63.9		56.0		76.2		71.2		85.0		41.7				86.5		81.9		91.3		91.6		70.8		86.5		0.0		91.6		0.0		70.8		0.0		85.8		85.6		94.6		79.0		87.2		88.3		80.9		92.9		100.0		86.8		90.3		81.3		62.5

						親しい人たちで一堂に集まることができた		72.3		64.7		80.8		78.6		56.9		72.3		0.0		78.6		0.0		56.9		0.0		76.7		72.2		58.8		73.8		77.1		72.2		72.2		59.7		56.0		74.1		65.4		80.0		33.3				81.9		77.2		86.8		88.0		63.1		81.9		0.0		88.0		0.0		63.1		0.0		83.4		79.3		86.5		82.3		83.7		82.9		73.3		85.7		88.9		82.2		87.1		75.0		56.3

						二人に関わりのある人が大勢集まった		62.8		59.1		66.9		69.9		45.4		62.8		0.0		69.9		0.0		45.4		0.0		68.9		60.7		49.5		66.7		69.3		59.4		62.7		47.2		56.0		64.0		53.8		70.0		45.8				72.8		68.6		77.1		79.0		53.3		72.8		0.0		79.0		0.0		53.3		0.0		77.0		68.6		71.6		72.6		77.9		69.8		66.4		76.8		55.6		73.6		69.4		75.0		50.0

						結婚したことを素晴らしい記録として残すことができた		73.9		65.7		83.1		81.1		56.0		73.9		0.0		81.1		0.0		56.0		0.0		79.2		73.4		58.8		81.0		78.9		73.1		73.8		56.9		64.0		75.1		69.2		80.0		45.8				84.8		79.4		90.3		91.4		64.1		84.8		0.0		91.4		0.0		64.1		0.0		86.6		83.6		81.1		80.6		87.8		85.1		80.9		82.1		77.8		85.6		87.1		68.8		56.3

						結婚相手の親・兄弟・親戚と親交を深めることができた		63.1		56.4		70.6		70.4		45.0		63.1		0.0		70.4		0.0		45.0		0.0		67.4		63.0		49.5		69.0		67.1		63.7		61.9		48.6		52.0		64.3		63.5		60.0		33.3

						結婚相手の友人・知人と親交を深めることができた		55.7		50.6		61.4		63.6		36.2		55.7		0.0		63.6		0.0		36.2		0.0		60.2		55.6		41.2		64.3		59.6		56.6		54.0		40.3		44.0		57.3		51.9		50.0		25.0				59.7		58.6		60.8		67.3		35.9		59.7		0.0		67.3		0.0		35.9		0.0		63.4		55.0		63.5		64.5		63.1		59.5		47.3		60.7		72.2		60.0		61.3		50.0		50.0

						二人の家族・親族同士が親交を深めることができた		61.8		54.4		70.0		69.1		43.6		61.8		0.0		69.1		0.0		43.6		0.0		67.7		61.2		44.3		69.0		67.5		62.3		59.5		44.4		44.0		62.6		63.5		65.0		33.3				65.5		62.3		69.0		72.1		45.1		65.5		0.0		72.1		0.0		45.1		0.0		69.5		61.5		64.9		72.6		68.9		62.6		59.5		67.9		55.6		65.9		69.4		43.8		56.3

						二人の友人・知人同士が親交を深めることができた		49.3		49.4		49.2		56.4		31.7		49.3		0.0		56.4		0.0		31.7		0.0		51.6		51.2		35.1		52.4		51.4		49.5		54.0		31.9		44.0		49.9		44.2		50.0		41.7				50.1		50.5		49.6		56.1		31.3		50.1		0.0		56.1		0.0		31.3		0.0		54.8		43.6		56.8		58.1		54.2		47.3		37.4		57.1		55.6		49.6		51.6		68.8		43.8

						自分たちが結婚したことを実感した		74.7		66.2		84.2		82.3		56.0		74.7		0.0		82.3		0.0		56.0		0.0		78.6		75.1		60.8		78.6		78.6		74.1		77.0		56.9		72.0		76.0		73.1		75.0		41.7				84.6		79.7		89.8		91.6		63.1		84.6		0.0		91.6		0.0		63.1		0.0		86.6		81.6		89.2		82.3		87.5		84.2		77.1		89.3		88.9		84.9		90.3		68.8		68.8

						結婚の記念にふさわしいものだった		74.2		65.4		83.9		83.2		51.8		74.2		0.0		83.2		0.0		51.8		0.0		78.6		74.0		60.8		81.0		78.2		74.5		73.0		56.9		72.0		75.6		71.2		75.0		41.7				84.0		77.5		90.8		90.8		63.1		84.0		0.0		90.8		0.0		63.1		0.0		86.6		80.5		87.8		85.5		86.9		83.8		74.8		87.5		88.9		84.4		85.5		75.0		68.8

						きちんと結婚の儀式ができた		67.5		59.4		76.4		75.6		47.2		67.5		0.0		75.6		0.0		47.2		0.0		73.0		66.0		53.6		78.6		72.1		66.0		65.9		51.4		60.0		68.9		65.4		65.0		33.3				77.3		71.6		83.2		85.1		52.8		77.3		0.0		85.1		0.0		52.8		0.0		81.3		73.4		75.7		79.0		81.7		77.5		66.4		75.0		77.8		78.4		79.0		50.0		50.0

						イベント・パーティとしてうまくいった		73.1		63.2		84.2		80.2		55.5		73.1		0.0		80.2		0.0		55.5		0.0		78.6		72.5		57.7		78.6		78.6		72.2		73.0		55.6		64.0		74.5		69.2		75.0		41.7				84.5		79.4		89.8		91.1		64.1		84.5		0.0		91.1		0.0		64.1		0.0		86.9		81.3		87.8		85.5		87.2		84.7		75.6		85.7		94.4		84.6		93.5		75.0		56.3

						結婚のけじめをつけることができた		70.6		63.9		78.1		77.3		54.1		70.6		0.0		77.3		0.0		54.1		0.0		74.5		69.5		61.9		69.0		75.4		68.9		70.6		59.7		68.0		71.3		75.0		75.0		37.5				82.8		77.5		88.3		88.4		65.1		82.8		0.0		88.4		0.0		65.1		0.0		84.0		81.0		85.1		79.0		84.9		84.7		74.8		85.7		83.3		82.6		91.9		68.8		68.8

						二人の誓いを立てることができた		61.9		54.6		70.0		70.1		41.7		61.9		0.0		70.1		0.0		41.7		0.0		66.8		61.2		48.5		66.7		66.8		59.9		63.5		45.8		56.0		62.4		67.3		60.0		37.5

						参加者・招待客（ゲスト）の一人一人と交流することができた		60.9		53.6		68.9		68.0		43.1		60.9		0.0		68.0		0.0		43.1		0.0		63.0		63.3		45.4		64.3		62.9		66.0		58.7		41.7		56.0		62.4		55.8		55.0		33.3				69.4		64.2		74.8		76.2		48.2		69.4		0.0		76.2		0.0		48.2		0.0		72.7		65.2		73.0		71.0		73.1		65.8		64.1		73.2		72.2		68.6		85.5		56.3		56.3

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）のことをよく知ることができた		62.8		53.9		72.8		71.7		40.8		62.8		0.0		71.7		0.0		40.8		0.0		67.1		63.0		48.5		71.4		66.4		62.3		64.3		47.2		52.0		64.3		57.7		70.0		29.2				72.5		66.4		78.9		80.7		47.2		72.5		0.0		80.7		0.0		47.2		0.0		75.4		69.7		71.6		75.8		75.3		72.1		65.6		75.0		61.1		73.0		75.8		50.0		62.5

						結婚相手の大切な人（家族・友人など）に自分をよく知ってもらうことができた		63.8		56.4		71.9		72.6		41.7		63.8		0.0		72.6		0.0		41.7		0.0		67.4		65.4		45.4		73.8		66.4		66.5		63.5		44.4		48.0		65.0		59.6		65.0		37.5				71.3		66.7		76.1		78.9		47.7		71.3		0.0		78.9		0.0		47.7		0.0		74.1		67.4		75.7		69.4		75.0		71.6		60.3		75.0		77.8		71.4		75.8		56.3		62.5

						自分の大切な人（家族・友人など）に結婚相手をよく知ってもらうことができた		61.7		53.1		71.1		70.8		39.0		61.7		0.0		70.8		0.0		39.0		0.0		66.5		63.0		41.2		71.4		65.7		63.2		62.7		38.9		48.0		63.2		53.8		70.0		29.2				72.3		65.7		79.1		79.4		50.3		72.3		0.0		79.4		0.0		50.3		0.0		75.4		68.6		74.3		75.8		75.3		71.2		64.1		73.2		77.8		72.7		72.6		56.3		68.8

						親に結婚して幸せになった姿を見せてあげることができた		72.3		61.9		83.9		79.1		55.5		72.3		0.0		79.1		0.0		55.5		0.0		78.6		71.3		55.7		78.6		78.6		72.6		69.0		54.2		60.0		74.2		61.5		80.0		37.5				81.5		74.8		88.5		87.5		63.1		81.5		0.0		87.5		0.0		63.1		0.0		85.8		76.8		82.4		85.5		85.9		81.5		68.7		82.1		83.3		82.5		83.9		56.3		56.3

						親にこれまでの感謝の気持ちを伝えることができた		68.6		59.1		79.2		76.3		49.5		68.6		0.0		76.3		0.0		49.5		0.0		76.1		67.5		48.5		73.8		76.4		68.9		65.1		45.8		56.0		70.1		63.5		70.0		37.5				76.4		69.4		83.7		84.5		51.3		76.4		0.0		84.5		0.0		51.3		0.0		81.3		70.3		81.1		79.0		81.7		74.3		63.4		82.1		77.8		77.2		79.0		50.0		56.3

						（親以外の）家族・親族・友人に感謝の気持ちを伝えることができた		64.8		55.9		74.7		72.8		45.0		64.8		0.0		72.8		0.0		45.0		0.0		69.9		65.4		46.4		73.8		69.3		67.5		61.9		47.2		44.0		66.2		61.5		70.0		29.2				74.4		67.6		81.4		82.8		48.2		74.4		0.0		82.8		0.0		48.2		0.0		78.3		69.4		78.4		67.7		80.4		71.6		65.6		78.6		77.8		75.5		71.0		56.3		56.3

						（自分と）結婚相手との絆やつながりを確認できた		65.7		57.1		75.3		75.0		42.7		65.7		0.0		75.0		0.0		42.7		0.0		71.7		64.2		51.5		73.8		71.4		64.6		63.5		50.0		56.0		67.3		63.5		60.0		33.3				79.3		75.2		83.5		87.3		54.4		79.3		0.0		87.3		0.0		54.4		0.0		81.8		76.8		78.4		80.6		82.1		79.3		72.5		76.8		83.3		79.6		85.5		62.5		56.3

						（自分と）自分の親や家族・親戚との絆やつながりを確かめ合うことができた		62.2		53.1		72.2		71.9		38.1		62.2		0.0		71.9		0.0		38.1		0.0		67.4		63.3		41.2		66.7		67.5		65.6		59.5		38.9		48.0		64.3		51.9		55.0		33.3				73.9		69.1		78.9		82.2		48.2		73.9		0.0		82.2		0.0		48.2		0.0		78.1		69.7		73.0		75.8		78.5		72.1		65.6		73.2		72.2		74.5		77.4		50.0		56.3

						（自分と）自分の友人・知人との絆やつながりを確かめ合うことができた		59.3		53.1		66.1		68.9		35.3		59.3		0.0		68.9		0.0		35.3		0.0		65.2		58.3		43.3		64.3		65.4		59.0		57.1		40.3		52.0		61.5		51.9		45.0		25.0				64.9		59.6		70.5		72.9		40.0		64.9		0.0		72.9		0.0		40.0		0.0		70.3		60.1		60.8		69.4		70.5		64.4		52.7		57.1		72.2		65.9		61.3		50.0		50.0

						特別な衣装を着る・着せることができた（ウエディングドレス・和装など）		70.0		59.6		81.4		77.6		50.9		70.0		0.0		77.6		0.0		50.9		0.0		76.4		67.5		56.7		73.8		76.8		66.0		69.8		58.3		52.0		71.5		63.5		70.0		41.7

						人生を振り返り，自分の生き方を再認識することができた		53.5		47.6		60.0		62.8		30.3		53.5		0.0		62.8		0.0		30.3		0.0		60.6		50.0		42.3		61.9		60.4		53.3		44.4		41.7		44.0		54.6		57.7		50.0		16.7
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