
「Pairs少子化・未婚化白書」発表

2020年11月26日 @ZOOMウェビナー

～ 日本の社会課題に対するマッチングアプリの取り組みと可能性 ～

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。 
掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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11:00 - 11:05  オープニング

11:05 - 11:15  エウレカとPairsの紹介 代表取締役CEO   石橋 準也

11:15 - 11:35 「Pairs少子化・未婚化白書」発表 山田昌弘、石橋準也

　　　 ：   休憩

11:40 - 12:10  トークセッション 治部れんげ、原田曜平、山田昌弘、
石橋準也

12:10 - 12:20  質疑募集

12:20 - 12:35  Q&A

12:35 -  クロージング
※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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Junya Ishibashi石橋 準也
CEO

2006年 大学入学と同時に受託開発会社でエンジニアとして働き始める 

2010年 Web系企業でIT・物流・CS・事業責任者をする 

2013年 エウレカ入社

2014年 同社執行役員CTO就任

2016年 同社代表取締役CEO就任

2019年 Match Groupの日本と台湾におけるゼネラルマネージャーに就任

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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会社概要

会社名
　 株式会社エウレカ / 

Eureka, Inc.

創業 　 2008年11月20日

経営陣 　 CEO 石橋 準也

　 CMO 中村 裕一

　 CTO 金子 慎太郎

　 CPO 泉 宏和

　 VP of Finance Andrew Badham

　 VP of Product, Pairs 金田 悠希

　 Brand Director 西山 絵夢

　 Data Director 奥村 純

　 Customer Care Director 安信 竜馬

　 Information Director 恩田 拓也

事業内容 　 自社サービスの企画・開発・運営 

　  ・恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs」 

　  ・オンラインで始める結婚相談所「Pairsエンゲージ」

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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人生に「あってよかった」と 
思ってもらえるものを。

To provide a life-changing service that people will remember with great fondness.

Mission

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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1年以内の結婚を望むすべての人向け
オンラインで始める結婚相談所

真剣な交際・結婚を望むすべての人向け
恋活・婚活マッチングアプリ

累計会員数1,000万人以上
豊富な検索機能や充実のコミュニティ
業界初24時間365日のカスタマーサポート

登録からお相手の紹介まで全てスマホで利用可能
プロのコンシェルジュチームによる24時間婚活サポート
独自のアルゴリズムで結婚相手候補をご紹介

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。

mailto:pr@eure.jp
mailto:pr@eure.jp


かけがえのない人との出会いを生み出し、 
日本、アジアにデーティングサービス文化を定着させる。

To help people find their life partner and make dating services a social norm in Japan and Asia.

Vision

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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出典：Match Group 自社調査 (2016、2020)　 

18−59才の男女  2016年11,576人 / 2020年15,729人

恋活・婚活マッチングアプリを通じ 
交際・結婚するカップルが増えている

マッチングアプリで 
お相手を見つけているのは

40人に1人

マッチングアプリで 
お相手を見つけているのは

20人に1人

2016年 2020年

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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かけがえのない人との出会いを提供

出典：エウレカ自社調べ。調査対象者 18～59歳の既婚男女10,919名の回答から集計　実査期間：2020年9月7日～9日 

「過去1年以内に結婚した」と答えた調査対象者のうち約4%の人が「Pairsで結婚相手を見つけた」と回答

Pairs婚の割合

約 4 %

Pairsで恋人ができた人

30万人以上

累計

出典：退会者アンケートで「Pairsで恋人ができたから」と回答した数 

2020年3月時点

アンケート調査の結果より

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。

mailto:pr@eure.jp
mailto:pr@eure.jp


記事出典：日本経済新聞社 
数値出典：厚生労働省「令和2年度の妊娠届出数の状況について」

2020年1月~7月 妊娠届提出件数

さらなる “少子化” が懸念されている

進む “少子化”

日経電子版について

サイトポリシー ヘルプセンター FAQ・お問い合わせ

ご購読サポート チャットサポート 電子版広告ガイド

リンクポリシー 著作権 データ利用 個人情報

利用規約 サイトマップ 訂正・おわび

No reproduction without permission.

ご意見・ご要望

新型コロナ

出生数、コロナで減少懸念　妊娠届1～
7月5.1%減
2020年10月22日 0:00

フォローする

新型コロナウイルス感染症の影響で出生数が減る懸念
が高まっている。厚生労働省が21日発表した集計に
よると、自治体が1～7月に受理した妊娠届の件数は
51万3850件となり、前年同期に比べて5.1%減った。
雇用情勢の悪化などで結婚・出産を控える人が増えて
いる可能性がある。コロナによって日本の人口減少に
拍車がかかる恐れが出てきた。

厚労省によると、1～7月の妊娠届の累計件数は前年
同期に比べて約2万8千件減った。特に5月（17.1%

減）、6月（5.4%減）、7月（10.9%減）の減少幅が
大きかった。5～7月の累計では11.4%減の大幅な減少
だった。

妊娠した人は母子保健法に基づいて自治体に届け出る
必要がある。9割以上の人が妊娠11週以内に提出して
いる。今年の前半に妊娠した人は今年末から来年前半
にかけて出産を迎える人が多いとみられる。

妊娠届の減少にはいくつかの要因が考えられる。春先
以降、新型コロナの感染が拡大するにつれ、外出自粛
で里帰りが難しくなるなど出産を取り巻く環境が大き
く変わった。医療機関がコロナ対応に追われる状況の
なか、院内感染への警戒も広がった。安心して出産で
きないと考え、子供を持つことを先送りする動きが出
たとみられる。

さらに企業活動が打撃を受けたことで雇用情勢が悪
化。パートタイム労働者ら非正規雇用には雇い止めが
広がった。将来への不安を募らせ、出産を見送る人も
増えた可能性がある。

厚労省の担当者は「外出自粛で役所に届け出に行くの
を控えている人もいるのではないか」と話しており、
これから提出される妊娠届がある可能性もある。

日本の人口は少子高齢化で11年連続で減少している。
2019年の出生数は86万人と統計開始後初めて90万人
を割り込んだ。今後も出産を控える動きが続けば、来
年の出生数が70万人台まで落ち込むシナリオも現実
味がでてくる。

世界をみると、過去の経済危機時に出産の減少が目立
つ。米ブルッキングス研究所によると、08年のリー
マン・ショック後の景気低迷によって米国の出生数は
約40万人減った。同研究所は新型コロナ禍による雇
用不安を主因に、21年の米国の出生数が1割ほど減少
すると予測する。

出生数の減少は日本の社会保障制度の担い手が少なく
なることを意味する。コロナ禍で人口減少のペースが
加速すれば、年金や医療などの制度の持続可能性が揺
さぶられる。

関連キーワード:  厚生労働省 コロナ 出生数

コロナウイルス感染症 妊娠届

あなたにおすすめの記事

新型コロナ

アクセス ランキング

トレンドウオッチ

日本経済新聞社の関連サイト

日本経済新聞社について

お申込み

トップ 朝刊・夕刊 ストーリー Myニュース

日経電子版、初回１カ月無料！ 今すぐ体験

2020/11/04 20:37
1 / 1ページ

51万 3,850 人
前年同期比較

約2万8000件 (5.1%) 減少
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少子化の要因「未婚化・晩婚化」

出典：少子化社会対策大綱（令和2年5月29日閣議決定）

少子化社会対策大綱より

少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化
と、有配偶出生率の低下であり、特に未
婚化・晩婚化（若い世代での未婚率の上
昇や、初婚年齢の上昇）の影響が大きい
と言われている。 

（令和2年5月29日閣議決定）
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結婚したいのに 「適当な相手に巡りあわない」

出典：日本の恋愛・結婚に関する全国意識調査 (2019)

適当な相手に巡りあわない

結婚資金が足りない

異性とうまくつきあえない

結婚したい

するつもりはない

結婚意志 結婚していない理由

75％

25％

活動していない

活動している

交際相手探しの活動

出典：平成31年度 少子化社会対策に関する意識調査出典：結婚・家族形成に関する意識調査 報告書 (2014)

87％

13％

0%

13%

25%

38%

50% 46.8％

26.6％ 24.0％
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「Society 5.0 for SDGs」の 
実現に向け団体への 
活動に参画

業界初の経団連加入

社会課題解決に向けた役割を 
果たしていくための取り組み

少子化・未婚化の解決に 
向けた各分野の有識者を 
集めた諮問機関

「未婚化・少子化の改善について考える 
アドバイザリーボード」の設立

少子化・未婚化の現状把握
や対策を模索するために、
第三者の調査機関や研究者

と協力

少子化・未婚化に関する 
独自調査の実施

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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「かけがえのない人との出会い」を実現するプロダクトの提供

“ありのままの自分” で 
相手探しができる環境づくり

“自然な恋愛”と 
同じ体験の提供

安心・安全な 
利用環境の強化

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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Pairs少子化・未婚化白書

白書の全文は、メディアセミナー終了後に 
エウレカホームページからご覧いただけます

 https://eure.jp/public/challenge/pairs/hakusho20201126.pdf

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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「Pairs少子化・未婚化白書」目次

少子化・未婚化白書の作成にあたって

前書き 日本人の恋愛・結婚について (中央大学 文学部教授 山田昌弘先生)

第一章 日本の恋愛・結婚問題の概況

第二章 結婚・婚活サービス業界の発展

第三章 恋愛促進と結婚支援を取り巻く官・民の役割と実績

第四章 これからの展望

終わりに
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第一章　日本の恋愛・結婚問題の概況

• 日本は「恋愛離れ」「未婚化」状態にある 
• 結婚できない理由は「適当な相手に巡りあわない」こと

1. 超情報化社会による恋愛への関心の希薄化 

2. バブル崩壊と経済格差の拡大により恋愛経験の有無が二極化
恋愛離れの要因

1. 非正規雇用者の増加と恋愛・結婚における経済的条件のミスマッチ 

2. 旧来の恋愛・結婚スタイルに囚われた男女の価値観
未婚化の要因

Key Topic

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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第二章　結婚・婚活サービス業界の発展

• 結婚・婚活関連業界は幅広く、結婚相談所、結婚式場、 
マッチングアプリなど様々

Key Topic

• 結婚相手紹介サービスの始まりは昭和40年代後半 
• 少子高齢化・未婚化・晩婚化が社会問題化し結婚相談所に注目が集まる 
• サービスの信頼性確保のために結婚相談所の認証制度（マル適マーク）が創設 
• マッチングアプリは大手企業の参入や上場企業の増加により市場が急速に拡大中 
• 業界全体でのセキュリティ強化や認証制度の導入を予定している。

結婚・婚活業界の発展の歴史

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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第三章　恋愛促進と結婚支援を取り巻く官・民の役割と実績

• 政府として少子化対策を進めていく方針が示され、 
「結婚・妊娠・出産支援」が少子化対策の柱に

Key Topic

• 結婚支援分野にICTやAIなどの科学技術の活用を進めていく方針 
• 愛媛県と埼玉県ではビックデータやAIを活用したシステムを導入しデータ
に基づいたマッチングシステムを構築 

• データやAIはさらに普及すると考えられるが、都市圏と地方圏で異なるテ
クノロジーに対するニーズや導入条件に留意する必要がある

政府 
地方自治体

• 自社社員向けの婚活イベントや「失恋休暇制度」など恋愛・結婚に特化し
た福利厚生を取り入れる企業もある民間企業

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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第四章　これからの展望

Key Topic

マッチンングシステムの開発・運用は民間企業に任せ、政府は結婚・カップル・家族の形
を自由に開放するなど、民間企業で完結できない部分を推し進めるべき

時代に合う結婚支援の促進と結婚・婚活サービス業界の環境整備の必要性

恋活・婚活マッチングアプリは価値観のミスマッチが起きにくく、特にコロナ禍では有効だ
が、安心安全な利用環境を提供する取り組みが必要で、行政機関もその役割を果たすべき

今後の恋愛・結婚促進における恋活・婚活マッチングアプリ

マッチングアプリの膨大な会員と交際・成婚事例から、恋愛に関するデータや多様な恋
愛・結婚スタイルを掲示し、結婚に対するハードルを下げ、前向きな雰囲気の醸成が重要

若者の恋愛離れと未婚化の解消に向けたデータの可視化とシステム構築

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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Prof. Masahiro Yamada山田 昌弘 氏
中央大学文学部 教授

1981年 東京大学文学部卒業

1986年 東京大学大学院社会学研究科博士課程　単位取得退学 

東京学芸大学社会学教授を経る

2008年4月 中央大学文学部教授

内閣府・男女共同参画会議専門委員、東京都社会福祉審議会委員など
公職を歴任

専門、家族社会学。 
愛情やお金を切り口として、親子・夫婦・恋人などの人間関係を社会学的に 
読み解く試みを行っている。「学卒後も基礎的生活条件を親に依存している 
独身者」の実態や意識について分析した著書「パラサイト・シングルの時代」 
 (ちくま新書、1999年) は話題を呼んだ。また、新書『「婚活」時代』の中で、 
白河桃子氏と共に「婚活」という造語を考案・提唱し、流行させた。
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日本人の恋愛・結婚について-「前書き」より 

• 少子化の主因は未婚化であり、未婚者が増大している 
• 日本社会は変化しても、恋愛・結婚観が古いままなので「恋愛の衰退」も起きる 

‣ 若年男性の雇用が多様化して、経済力が不安定化 

‣ 働きながら子育てできる環境に不安、女性が相手の求める経済的条件が高い 

• 経済的に不安定な結婚はしたくないという意識が強い 
‣ 配偶者選びに際して、リスクを避け、コストをかけたくない傾向 

• 職場や学校、地域などで自然に出合う機会（リスクやコストが小）の減少 
• 出合いにリスク、コストを減らすために、恋活、婚活サービス利用者は今後も増加

日本の恋愛・結婚に関する現状

※本リリースの情報および画像は発表当時のものです。掲載・引用をご希望の方は、弊社広報部(pr@eure.jp) までご連絡ください。
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エウレカの考察 - 「終わりに」より 

• 少子化対策には未婚化・晩婚化の解消が不可欠 
• 未婚化・恋愛離れの要因として、適切な出会いの場が十分でないことが明らかに 
• 経済力、労働環境、コミュニケーション力、個人の価値観、世間体など、様々な要素
が恋愛や結婚に影響 

• 自然に出会う機会が減少しており、未婚化・晩婚化解消のために “出会いの場” の提供
が必要

“出会いの場”の提供の重要性

• 恋愛・結婚しやすい環境の整備も重要 
• 旧来の価値観に囚われない多種多様な恋愛・結婚のロールモデルを示す 
• 政府、自治体、民間企業はじめ各ステークホルダーとの連携強化

恋愛・結婚のロールモデルを生み出す
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出典：エウレカ自社調査

20,356人累計

Pairs Baby：Pairsで出会った2人の間に生まれたお子様　2020年11月時点の退会者数とアンケート結果による推計

※妊娠含む

Pairs Baby

Pairs Baby 
オリジナルスタイ
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Pairs少子化・未婚化白書

白書の全文は、メディアセミナー終了後に 
エウレカホームページからご覧いただけます

https://eure.jp/public/challenge/pairs/hakusho20201126.pdf
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Masahiro Yamada

山田 昌弘

中央大学 文学部 
教授

トークセッション 登壇者紹介

Junya Ishibashi

石橋 準也

株式会社エウレカ 代表取締役CEO 
GM, Japan & Taiwan of Match Group

Yohei Harada

原田 曜平

マーケティングアナリスト 
若者研究家

Renge Jibu

治部 れんげ

昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員 
東京大学大学院情報学環客員研究員
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トークテーマ

トークテーマ 1 未婚化対策としての“出会いの場” 提供の有効性

トークテーマ 2 新型コロナウイルスが恋活・婚活へ与えた影響

トークテーマ 3
政府のデジタル改革が少子化・未婚化対策に
与える影響
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未婚化対策としての 
 “出会いの場” 提供の有効性

トークテーマ 1
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結婚についての課題点

適当な相手に巡りあわない

結婚資金が足りない

異性とうまくつきあえない

0%

13%

25%

38%

50% 46.8％

26.6％ 24.0％

結婚できない理由 
「適当な相手に巡りあわない」

相手を探すために起こした行動

出典：少子化社会対策に関する意識調査（2019）

0%

18%

35%

53%

70% 61.4％
結婚相談所・結婚支援センターなどに 
登録・利用している

婚活パーティー・街コンなどに参加 
している
出会いを仲介するインターネット上の 
サービスに登録している

友人・知人に紹介を依頼した

職場の上司・同僚に紹介を依頼した

自分磨きのため内面を磨く努力を 
している

自分磨きのため外見を磨く努力を 
している

その他

特に何も行動していない

お相手探しには消極的
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“積極的に活動したかどうか” が既婚と未婚の分かれ道に

恋愛とは、知り合いや友達から芽生え自然に 
発展していくものだと思う

出会いへの積極度合い 
※既婚者は当時の状況について回答

出典：ニッセイ基礎研究所・エウレカ共同調査「日本の未婚化要因分析のためのアンケート調査」（2020年8月）

どちらともいえない

あまりそう思わない

ややそう思う

全くそう思わない

そう思う

0%

25%

50%

75%

100%

未婚者 既婚者

既婚者未婚者

0%

7%

14%

21%

28%

自分から積極的に 
行動している

優先度が低いため 
行動に移せていない

未婚・既婚とも
恋愛観は同じ
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未婚化対策としての 
 “出会いの場” 提供の有効性

トークテーマ 1
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新型コロナウイルスが 
恋活・婚活へ与えた影響

トークテーマ 2
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恋活・婚活がさらに減少？

Q. 交際相手探しをしていますか？

3%

7%

10%

14%

「積極的に活動している」

13 % 

2020年1月 2020年9月

10 % 

減少傾向

Q. 交際相手が欲しいと思いますか？

15%

30%

45%

60%

「欲しい」「どちらかといえば欲しい」合計

59 % 

2020年1月 2020年9月

58 % 

変化なし
ほぼ

出典：エウレカ自社調べ　調査対象者：20-39歳の独身男女（交際相手なし）819名(1月)、1726名(9月)　実査期間：2020年1月20日~21日、9月7日～9日
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新型コロナウイルスが 
恋活・婚活へ与えた影響

トークテーマ 2
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政府のデジタル改革が 
少子化・未婚化対策に与える影響

トークテーマ 3
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デジタル活用の潮流が少子化対策にも

出典：日本経済新聞社 出典：読売新聞社 出典：産経新聞社
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政府のデジタル改革が 
少子化・未婚化対策に与える影響
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「Pairs少子化・未婚化白書」発表

2020年11月26日 @ZOOMウェビナー

～ 日本の社会課題に対するマッチングアプリの取り組みと可能性 ～
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