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報道各位

大広、日本インフォメーション、RooMooN が
成人年齢の引き下げに関する共同調査を実施。
～当事者である高校生たちは 18 才成人に戸惑いがある～
株式会社大広（代表取締役社長：落合 寛司）
（以下、大広）、日本インフォメーション株式会社（代表取締役社長：
斎藤 啓太）
（以下、日本インフォメーション）
、RooMooN 株式会社（代表取締役：浜内 久乃）
（以下、RooMooN）
の 3 社は、共同で「成人年齢の引き下げに関する調査」を実施しました。この調査は 2020 年 12 月 22 日に発表し
た「コロナ禍における成人式に関する共同調査」に続く第 2 弾です。
＜各社の取り組みと概要＞
大広は、2018 年 6 月 16 日付けで 「次世代ロールモデル研究プロジェクト」を立ち上げ、18 才前後の若者達に
注目し、次世代を担う彼らがこれからの日本をどのように生きていけば良いかを考える情報発信サイト「18 カラ～
ノ、
」を公開、運用してきました。2019 年 11 月に日本インフォメーションと共同調査リリースを行い、2020 年 6
月に日本インフォメーションとオンラインセミナーを共催、2020 年 12 月 22 日に RooMooN を加えた 3 社で共同
調査リリースを行いました。
」
：https://www.18kara-no.jp/
※「18 カラ~ノ、
日本インフォメーションは、2020 年 12 月 1 日に設立 51 周年を迎えた調査会社です。昭和・平成・令和と 50 年
にわたって時代の変化を生活者の視点から見つめてきました。2020 年 6 月に大広と共催したオンラインセミナー
「次世代ロールモデル研究セミナー」では、18 才以下の若者 （中高生）を対象としたクラスター分析手法「U-18
クラスター」の運用についてプレゼンテーションを行い、若年層向けマーケティングを支援しています。
※コーポレートサイト：https://www.n-info.co.jp/
RooMooN は、2018 年 10 月に発足した女子大生・女子高生マーケティング集団「Trend Catch Project」の運営
を中心に、企業へのマーケティング支援やトレンド発信を目的に活動する PR エージェンシーです。現在、関東・関
西を中心とした高校生・大学生・短大生・専門学生、約 90 名が「Trend Catch Project」に所属しており、今後さら
に規模を全国に拡大し、女性のライフステージに合わせたリアルな意見を社会に向けて発信していきます。
※Trend Catch Project の学生が運営するメディア
「Trend Mirror」Instagram：https://www.instagram.com/trendmirror_jp/
この度、各社はお互いの若者を対象とした取り組みを発展させるために共同調査の第 2 弾を実施し、来年 2022 年
4 月に控えた成人年齢の引き下げについてレポートします。
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※本レポートの著作権は、株式会社大広・日本インフォメーション株式会社・RooMooN 株式会社が保有します。
内容を転載 ・引用する場合には、
「大広・日本インフォメーション・RooMooN 調べ」と明記してご利用ください。
＜概要＞
今回は、RooMooN が運営する女子大生・女子高生マーケティング集団「Trend Catch Project 」による定量アン
ケート結果に加えて、日本インフォメーションが運営するリサーチモニターの 18 才から 22 才までの男性を対象と
した定量アンケート結果も組み合わせてレポートいたします。さらに、
「Trend Catch Project 」メンバーの女子高
生へ実施したオンラインインタビューもあわせてレポートいたします。
■定量アンケート｜①「Trend Catch Project」の女子大生・女子高生
・調査方法：インターネット調査
・エリア：全国
・調査対象：女子大生 125 名・女子高生 32 名
・回答件数：合計 157 名
・調査期間：2020 年 12 月 5 日(土)～ 12 月 13 日(日)
■定量アンケート｜②「リサーチモニター」の 18 才から 22 才までの男性
・調査方法：インターネット調査
・エリア：全国
・調査対象：18 才～22 才の男性
・回答件数：合計 645 名
・調査期間：2020 年 12 月 14 日(月)～ 12 月 15 日(火)
■オンラインインタビュー｜「Trend Catch Project」メンバーの女子高生
・調査方法：オンラインによる個別インタビュー調査
・エリア：首都圏
・調査対象：首都圏在住の高校 2 年女子 1 名・高校 3 年女子 1 名
・回答件数：合計 2 名
・調査期間：2020 年 12 月 11 日(金)

＜結果のポイント｜定量アンケート＞
今回実施した２つの定量アンケートから得られた主なファインディングスは以下の通りです。
✔ 成人年齢の引き下げについては、当事者である女子高生で 97%、18 才男性で 81%が認知。
✔ 賛否について、女子高生は否定的な人が多く 47%、一方、18 才男性は肯定的な人が多く 46%。
✔ 自由意見では、当事者である女子高生からは、
「高校生はまだ大人ではない」という声が多い。
✔ 女子高生は「大人になり切れていない」
「責任を持つのが不安」など、デメリットを感じている。
✔ 18 才男性では女子高生と大きく傾向が異なり、責任が増えることを前向きにとらえている。
✔ 3 つの年齢が同時期に成人することには、多くの当事者が「複雑な心境」と感じている。
✔ 具体的には、成人式がどうなるか不安を感じている。また高校３年生は年下と同じ扱いに否定的。

＜結果のポイント｜オンラインインタビュー＞
今回実施した女子高生オンラインインタビューから得られた主なファインディングスは以下の通りです。
✔ ①当事者の声｜高校３年女子インタビュー｜
・18 才はまだ大人になり切れていない年齢。
・成人はそれぞれの道を過ごしてからたどり着く区切り。
✔ ②当事者の声｜高校２年女子インタビュー｜
・携帯電話の契約が自分で出来るのでプラス。
・18 才では社会をまだよく知らないので、詐欺にあうなど騙される人が増えることが心配。

＜主な調査結果｜定量アンケート＞

トピック①｜成人年齢の引き下げに関する認知
当事者である高校生などで高い認知。女子高生で 97%、18 才男性で 81%が認知。
■2022 年 4 月から成人年齢が引き下げられ 18 才で成人になることを知っているのは、当事者のうち「Trend Catch
Project」の女子高生では 97％、18 才男性では 81%でした。直接該当しない女子大生や 19 才～22 才の男性よりも
当事者である高校生たちの方が高い結果でした。
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トピック②｜成人年齢の引き下げに対する評価
女子高生は否定的な人が多く 47%、一方 18 才男性は肯定的な人が多く 46%。
■従来よりも少し早く成人になることを肯定的にとらえている人は、
「良い」
「まあ良い」を合わせて、当事者のうち
「Trend Catch Project」の女子高生では 16％、18 才男性では 46%でした。年齢差以上に男女で評価の差が大きい
傾向で、
「Trend Catch Project」の女子高生では 47％の人が否定的なのに対して、18 才男性では 21％でした。
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「 T R E ND C A T C H PR O JE C T 」

「リサーチモニター」

女子大生・女子高生

18才 ～ 22才 男 性

良いと思う

まあ良いと思う

良いと思う

まあ良いと思う

どちらともいえない

あまり良くないと思う

どちらともいえない

あまり良くないと思う

良くないと思う

高校生計
(N=32)

大学生計
(N=125)

3.1
12.5

8.8

良くないと思う

37.5

20.8

34.4

32.8

32.0

12.5

18才
(N=91)

5.6

19才～22才
(N=554)

19.8

26.4

16.1

31.4

33.0

34.3

8.8 12.1

11.6 6.7

トピック③｜成人年齢の引き下げに対する自由意見
当事者である女子高生からは、「高校生はまだ大人ではない」という声が多い。
■成人年齢の引き下げに否定的な評価が多い女子高生・女子大生の自由意見を見ると、
「高校を卒業したばかりでは
違和感しかない」
「気持ち的には 20 才で成人と思っている」
「高校生は自分で出来ることが限られる」など、高校生
は未発達な年齢でまだ大人とは言えないという声が多くあげられています。また、高校３年生では、2 歳下の学年と
一緒に成人することに対してやや否定的な声があります。さらに、
「成人年齢をなぜ引き下げる必要があるのか意味
が伝わっていない」というように当事者として意味を捉えられていないという声もありました。

成人年齢の引き下げに対する自由意見｜女子高生・女子大生
「18才だと高校を卒業したばかりだから違和感しか感じないかも。」（高2）
「法律的には特にどうとも思わないけど、気持ち的に“20歳で成人”っていうのがあるから
18歳だと成人した気にならない。」（高2）
「成人になることで国家資格なども取得可能になり、契約系が自分の意思で出来たりして便利だし、
世界的にも成人年齢が18歳とされる国が多いのでグローバルスタンダードに合わせるのは良いと
思います。しかしその反面、成人といっても高校生では自分で出来る事も限られ責任を負えない
と思うので甲乙付けがたいです。 」（高2）
「18歳はまだ高校生だし、お酒やタバコが変わらず20歳なら意味が無いように思う。」（高3）
「心身ともにまだまだ未発達。18歳で成人となっても高校三年生を卒業したばかりで
まだまだ社会知識を最低限も持っていない。また、飲酒･喫煙といったものを早くから
解禁しているようなもの。今後の生活に支障がでてしまう人もでてくると思う。
20歳で成人と昔から言われているのに、今更変える必要があるのかと思った。」（高3）
「私の年齢は、ちょうど2個下の人達と一緒に成人することになります。もちろん、早く成人になる
ことは大人に一歩近づくということでメリットもあると思います。でも私は、自分たちの学年だけ
で一生に一度しかない大事な節目を迎えたいなと考えてしまう。」（高3）
「成人年齢引き下げて何の必要があるのか実際その年代に近い私たちには意味が伝わってないので、
大人が勝手にやってる事だなと思う。」（高3）
「高校生で成人している人が出てくることに違和感を感じる。
高校生までは子供だと思う。」（大1）
「あまり成人年齢を引き上げることにメリットを感じない。」（大１）

トピック④｜成人年齢の引き下げに対するメリット・デメリット
女子高生は「大人になり切れていない」「責任を持つのが不安」など、デメリットを感じている。
■成人年齢の引き下げに対するメリット・デメリットについて聞いたところ、否定的な評価が多かった女子高生は、
「まだ大人になり切れていない」53%、
「責任を持つのが不安」47%が TOP2 で、デメリットを感じている人が多い
ようでした。一方、肯定的な評価が多かった 18 才男性では、
「選挙権がある」41%が TOP で、次に「責任を持つの
が不安」39%、
「まだ大人になり切れていない」36%、
「大人の自覚を持てる」29%と続き、女子高生とは大きく傾向
が異なりました。デメリットばかりではなく、
「選挙権」
「大人の自覚」など、責任が増えることを前向きにとらえて
いるようです。
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トピック⑤｜３つの年齢が同時期に成人することへの心境
3 つの年齢が同時期に成人することには、多くの当事者が「複雑な心境」と感じている。
■2022 年度に、現在の高校１年生から高校３年生までの人が同じ年に成人になることについて、当事者となる人で
「複雑な心境」と感じている人が、女子高生で 75％、18 才男性では 59％でした。

３つの年齢が同時期に成人することへの心境
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トピック⑥｜３つの年齢が同時期に成人することへの感想
成人式がどうなるか、不安を感じている。また、高校３年生は年下と同じ扱いに否定的。
■３つの年齢が同時期に成人することに対して、当事者である女子高生は「成人式がどうなるのか？」
「受験はどう
なるのか？」
「振袖や会場はどうなるのか？」など、成人式について不安が持たれています。また、高校３年生では
成人として年下と同じ扱いをされることに否定的な声があげられています。

３つの年齢が同時期に成人することへの感想｜女子高生
「成人式はどうなるのか？
そもそも18歳の人は受験直前になってしまうが成人式は行えるのか」（高1）
「3年の幅が結構あって、18歳に近くなるほど責任を持てるかが不安になる。」（高2）
「振袖レンタルや、会場がどうなるのかがわからなくて不安。
コロナの影響がどうなるかわからないのが怖い。」（高2）
「年下の子と同じ歳に成人になるのはあまりいい気分ではない」（高3）
「同じ成人でも３年の違いがある。 知識や経験など３年の違いは結構大きい。
個人的には年下の人と成人という同じ括りにされたくない。」（高3）
「私は20才で成人なのですが、今は18才です。今、あなたは18才で成人です！と言われたとして、
自分で興味を持って考えたり調べたりしていかないといけないのは分かっていますが、政治のこと
はよく分かりません。成人の自覚というものもはっきりしないと思います。18才で様々な責任を
持って生きていかないといけないのは凄くいい事だと思います。これから先18才(20才、19才)で
成人する人達が社会に対して興味を持ちやすい、責任や自覚とは何なのかということ理解しやすい
環境を整えることが大切だと思います。」（高3）
「3個も下の人と成人はなんか嫌だ」（高3）

＜主な調査結果｜オンラインインタビュー＞

①高校 3 年女子インタビュー｜2022 年 4 月に 19 才で成人（RN さん 18 才）
18 才はまだ大人になり切れていない年齢。成人はそれぞれの道を過ごしてからたどり着く区切り。
■埼玉県の高校に通う RN さん 18 才。学校の授業で成人年齢の引き下げについてクラスメートと話し合った経験が
あり、その時は否定的な意見が多かったということでした。18 才という年齢については「高校生であり、まだちょ
っと子供の部分があり、完成していない」という認識でした。成人とは、
「高校を卒業して１～２年をそれぞれの道
で過ごしてからたどり着く区切り」と感じているそうです。

18才はまだ高校生。
卒業してそれぞれの道で1~2年過ごして
二十歳でやっと大人の区切りっていう
自分の中でそういう自覚がある。
まだ十代、高校生なのに
大人として扱われるのが嫌だなと思う。
18才は、完全に大人になり切れていない
一歩下がったような感じ。
まだちょっと子供。
子供と言い切れないけど、
完成してない感じ。

②高校 2 年女子インタビュー｜2022 年 4 月に 18 才で成人（NS さん 17 才）
携帯電話の契約が自分自身で出来るのでプラス。一方、社会を知らず騙される人の心配も。
■千葉県の高校に通う NS さん 17 才。成人年齢の引き下げは、個人的には現在持っていない携帯電話の契約を自分
自身で行えるようになるため、
「明るい未来」と答えていました。一方で、同じ年代の人については、18 才になって
も社会をまだ知らないから、詐欺にあうなど騙されたりする人が増えるのではないかとコメントしていました。

成人年齢の引き下げは、私の未来にとっ
ては（今は持てていない）携帯の契約が
自分で早くできるので明るいと思う。
他の人は、騙される人とか増えちゃうと
思う。18才だし、全然まだ社会を知らな
い。なんも知らないから。
保護者の承諾なくても、ほいほいサイン
できちゃうから、詐欺にあう人とかが
増えちゃうんじゃないかなと思う。

＜今後の取り組み＞
引き続き、3 社共同での調査リリースなどを発信していく予定です。
※2021 年 3 月、4 月にそれぞれリリースを発信の予定
※それ以降も順次発信

