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（  続紙  １）

京都大学 博士（教育学） 氏名  彭 永成

論文題目
結婚情報誌『ゼクシィ』のメディア史的研究

―「花嫁優位」イメージを演出するプラットフォーム―

（論文内容の要旨）

結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルート社・1993 年～）は 21 世紀の日本社会におい

て「結婚式準備のバイブル」として広く浸透したメディアである。その誌名で「若

い、結婚、幸せ」のイメージが思い浮かべる人も少なくない。著者はこれを「ゼク

シィ神話」と呼んでいる。

2021 年現在も結婚情報誌市場で独占的なシェアを占めている『ゼクシィ』だが、

雑誌メディアとしては極めて特殊な存在と言える。それは日本で月刊誌の販売部数

がピークに達した 1997 年以降、『けっこんぴあ』など多くのライバル誌が廃刊に追

い込まれる中で『ゼクシィ』はインターネット普及と並行してその部数を拡大して

きたからである。また、現代日本社会では少子化と結婚難のためにブライダル市場

の縮小も進んでいるが、『ゼクシィ』はその逆境の中で部数拡大を続けてきた。中国

への海外進出まで果たした『ゼクシィ』は、現在も日本全国で 19 エリアの地域版を

展開している。著者が注目するのは、こうしたメディア環境と結婚をめぐる社会環

境の悪化の下で「ゼクシィ神話」が構築されてきたパラドックスである。その意味

を著者はメディア史的に考察し、『ゼクシィ』から読み取れるウェブ時代の雑誌メデ

ィアの可能性、さらに現代日本社会が求めている結婚の理想型の解明を試みた。

 序章「『ゼクシィ』研究の射程」では、結婚難社会である日本で結婚情報誌『ゼク

シィ』が成功したパラドックスの意味を国内外の関連研究を踏まえて検討している。

研究資料の全体を紹介した上で、この雑誌の形式（メディアフレーム）と内容（結

婚イメージ）の両面から研究課題が設定されている。すなわち、『ゼクシィ』の成功

を形式としては「プラットフォーム雑誌」の機能、内容としては「花嫁優位イメー

ジ」の確立から説明することである。

第 1 章「『ゼクシィ』前史：専門誌なき時代の結婚式と結婚情報」では、『ゼクシ

ィ』創刊以前の結婚式情報のあり方、結婚イメージの内実について検討している。

「伝統の創造」である神前結婚式やその変種である人前結婚式の変遷を歴史的に跡

づけつつ、そこで示される家族や結婚をめぐる規範意識を論じている。仲人やブラ

イダルエージェントといった専門事業者がブライダル情報市場を掌握した 1980 年

以前において女性雑誌が果たした役割や、新たに「結婚雑誌」が登場した社会的意

味を読み解きつつ、ブライダル情報をめぐる事業者と消費者のせめぎ合いを明らか

にした。『ゼクシィ』創刊までの結婚情報は各種メディアに分散しており、一般女性
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誌に掲載された結婚情報の多くは「家と家の結婚」を前提としていた。この段階で

は「妻」となることが女性の到達点として提示されていた。

第 2 章「『ゼクシィ』の誕生：1990 年代のマニュアル本における「新妻」の前景

化」では、『ゼクシィ』創刊の経緯を、1990 年代のバブル経済崩壊などの社会的背景

や、ブライダル情報誌の乱立という出版状況などを踏まえて整理する。創刊当初の

『ゼクシィ』は「男女向けの恋愛・結婚支援情報誌」であり、恋愛から新婚生活ま

での雑多な情報が一冊に盛り込まれていた。その編集方針は不安定であり、その経

営も 1995 年まで赤字が続いた。やがて男性向けの記事や恋愛、見合い関連の情報を

減らしていくことで、『ゼクシィ』は「女性向けの結婚情報誌」に特化していった。

特に花嫁向けの結婚生活、礼儀作法のマニュアルに重点が置かれ、「ふたりの結婚式

準備」の教科書として女性読者の期待に応えた。ただし結婚式費用は両親に大きく

依存しているため、花嫁や花婿の挙式での選択範囲は限られており、『ゼクシィ』誌

上でも「家と家の結婚」という伝統的価値観が重視されていた。花嫁は彼の家に嫁

ぐ「新妻」のイメージで表象されていた。

第 3 章「『ゼクシィ』の進化：21 世紀の「結婚バイブル」と「ヒロイン」の再解

釈」では 2000 年代以降の変化に注目する。インターネットの普及により雑誌を取り

巻くメディア環境は激変した。「ブライダル情報誌」として特化した『ゼクシィ』は

できるだけ多くの選択肢を読者に提供する結婚式情報のプラットフォームへと発展

した。同時に、結婚イメージの個人化に掉さしつつ、「ゼクシィ＝結婚」という記号

体系を構築していった。その誌面で、花嫁は「ヒロイン」でありながら結婚式を演

出する「ディレクター」を兼ねていた。一方で、花婿は「助演」に降格され、両親

も華を添える「特別出演者」と位置付けられた。こうしたイメージの再編により、

『ゼクシィ』は花嫁が決定的な優位性を持つイベントの演出台本としての機能を果

たすことになった。

第 4 章「「九州ゼクシィ」のケーススタディー：細分化から統合へ」では、『ゼク

シィ』九州版の形式と内容からその変遷を追うことで、結婚情報誌で地方色が衰退

していくプロセスを明らかにする。「九州ゼクシィ」の創刊初期には誌面上でも九州

特有の結婚事情が読み取れたが、やがて表紙、目次、記事、付録の順に「首都圏版」

に同化されていった。それは「九州ゼクシィ」発刊前から存在していた、福岡発行

のライバル誌『MELON』との比較分析でも確認できた。『MELON』は地域色のある

誌面づくりを続けたが、2014 年に廃刊に追い込まれている。  

第 5 章「「大人ゼクシィ」の登場：30 代という「節目」の構築」では 30 代以上の

女性向けに読者を特化した系列誌、『ゼクシィ  Anhelo』（2007 年～2013 年）と『ゼ

クシィ  Premier』（2013 年～2020 年）の挫折を取り上げる。『ゼクシィ』は地方版や

「分身」メディアを数多く生み出すことで、読者層の空間的、量的拡大を推し進め
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てきた。本誌と区別して「大人ゼクシィ」と呼ばれていた両誌は、「贅沢婚」に重点

を置いて編集された。「結婚式という喜びは年齢と無関係である」と誌上で宣言され

ていたにもかかわらず、そこでの理想イメージは年齢を自覚し、若い女性との差異

化を図る「大人花嫁」として提示されていた。内容面でも、高齢婚に対する社会の

まなざしに過剰に同調する傾向が見られ、最終的にこの雑誌は休刊となり「ゼクシ 

ィ net」に吸収された。「大人ゼクシィ」が挫折した要因は、「若い、結婚、幸せ」の

イメージを構築した「ゼクシィ神話」から外れていたこと、あらゆる結婚式情報を

盛り込むプラットフォーム志向とも違っていたことに求めることができる。

第 6 章「「ゼクシィ net」：雑誌の補助役と受け皿になるワケ」では、『ゼクシィ』

の未来を語る上で欠かせない紙媒体と同名のウェブサイト「ゼクシィ net」（1998 年

～）について検討する。「ゼクシィ net」は、雑誌メディアを拡張する従来型機能と

SNS としてのオリジナルなネットワーク機能をそろえている。これまで雑誌で構築

されてきた「花嫁優位」イメージはこのソーシャルメディアで空間的、時間的に拡

張され、再強化された。結婚式というリアルな場所において、「ゼクシィ net」がな

おリアルな紙媒体の「受け皿」にとどまっている現状を内容、機能、広告費などか

らメディア論的に検討している。

終章「プラットフォームと「花嫁優位」のメディア論」では、「ゼクシィとはどの

ようなメディアなのか」（形式）と「誌上ではどのような結婚イメージを提供してき

たのか」（内容）の問題設定に立ち返り、本研究で得られた知見が整理されている。

読者の欲望に応えて、できるだけ多くの選択肢を提示するプラットフォーム的な性

格こそ、紙媒体『ゼクシィ』がデジタル情報社会で勝ち残った理由とする。それは

「ネット的な想像力を紙媒体で試みる」という「プラットフォーム雑誌」の形式的

特性である。そのプラットフォームで構築された理想イメージは、花嫁が「ヒロイ

ン」として結婚イベントを主導する女性優位イメージをますます強化してきた。こ

うして結婚式におけるジェンダー関係の演出をその後の結婚生活から切り離し、全

面的に女性化したロマンティック・ラブのイデオロギーに掉さすことで、「ゼクシィ

神話」は保たれている。むろん、「ゼクシィ神話」にも限界はある。こうした花嫁中

心イメージはあくまでも儀式的な優位であり、リアルな結婚生活に関わるジェンダ 

ー秩序への影響は限られていた。『ゼクシィ』が現代日本の結婚式事情に与えた影響

を総括した上で、結婚式の国際比較文化研究にまで射程を広げた今後の展望が遺さ

れた課題として示されている。
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 （論文審査の結果の要旨）  

本論文「結婚情報誌『ゼクシィ』のメディア史的研究―「花嫁優位」イメージを

演出するプラットフォーム」は、少子化・結婚難が深刻な問題となっている東アジ

ア圏で特に重要な研究テーマである。結婚情報誌『ゼクシィ』を分析対象とする本

論文は、日本社会における結婚イメージとジェンダー秩序の再編プロセスを新た

な視点で考察しており、この研究成果はメディア研究のみならずジェンダー研究

としても新たな知見をもたらしている。  

これまで日本における結婚情報誌は、佐藤信『日本婚活思想史序説 : 戦後日本の

「幸せになりたい」』（東洋経済新報社、2019 年）や同「世紀末の結婚雑誌  : 『結

婚潮流』から『ゼクシィ』まで」『史友』（2020 年）を除けば、ほとんど研究対象と

して論じられることがなかった。それは未婚の「少女」研究と既婚の「婦人」研究

の境界上にある結婚（式）研究が女性史の研究テーマとして必ずしも重視されてこ

なかったためだろう。あえて「少女」と「婦人」を媒介（メディア）する結婚情報

誌を研究対象に据えたことは、まず高く評価できる。  

本論文はリクルート社が 1993 年に創刊した『ゼクシィ』を中心とする結婚情報

誌を前史から論じた包括的なメディア文化研究である。この結婚情報誌はインタ

ーネットの普及により雑誌の休刊・廃刊が相次ぐ中で異例の急成長を遂げてきた。

このパラドキシカルな展開を示した結婚情報誌を研究する意義を確認するため、

序章では広く海外のブライダル雑誌研究を紹介している。こうした国際比較の視

点から日本における結婚文化のあり方、結婚情報誌の特性を浮かび上がらせてい

る。その結果、『ゼクシィ』が創刊時の「男女向けの恋愛・結婚支援情報誌」から

「女性向け結婚式情報誌」へと発展していった社会的背景も理解可能となった。  

研究資料については、各地域版を含む『ゼクシィ』本誌はもちろん、リクルート

社やブライダル産業のリリース資料、業界紙など膨大な関連情報を蒐集するとと

もに、『ゼクシィ』の歴代編集者などにもインタビュー調査を行っている。この証

言により、その販売戦略や編集意図に関連して数多くの新しい知見が示された。  

本論文のメディア文化研究上の意義としては、以下の 4 点が指摘できる。  

第 1 に、これまで未婚者向け「少女雑誌」と既婚者向け「主婦雑誌」で分断され

てきた女性雑誌研究に「結婚情報誌」という媒介（メディア）形式の視点を導入し

たことである。これにより細分化する雑誌メディア研究を統合する一つの形式が

提示された。  

第 2 に、結婚情報誌の「花嫁」表象を通時的に分析することで、「家と家」から

「個人と個人」へと推移した結婚儀礼において花嫁、花婿、両親が演じる役割の変

遷を明確に浮かび上がらせたことである。花嫁は「良妻」から「ヒロイン兼ディレ

クター」に引き上げられ、花婿は良妻の判断者からヒロインの助演者へ、両親は背
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後に立つディレクターから補助的なスペシャルゲストに変化した。  

 第 3 に、『ゼクシィ』首都圏版と「九州ゼクシィ」および地元結婚情報誌『MELON』

を比較検討することで、『ゼクシィ』が全国的に寡占的な地位を占める過程を明ら

かにしたことである。そこでは『ゼクシィ』が現地での営業を活発化させるほか、

徐々に地方色を薄めて都市の『ゼクシィ』と同化されたことが、誌面構成を変えな

かった土着結婚情報誌を廃刊に追い込んだ構造が見いだされた。  

第 4 に、花嫁を時間的に拡張した「大人ゼクシィ」、すなわち『ゼクシィ  Anhelo』

と『ゼクシィ  Premier』という「贅沢婚」雑誌の挫折を分析することで、花嫁にあ

らゆる選択肢を示す『ゼクシィ』のプラットフォーム的機能を逆照したことであ

る。この紙媒体に応用されたプラットフォーム的機能こそ、「ゼクシィ net」の登場

にもかかわらず『ゼクシィ』が存在感を示し続けた一因である。  

 以上を踏まえて、本論文で『ゼクシィ』はネット的な想像力を紙媒体で試みる「プ

ラットフォーム雑誌」と定義され、その統合機能ゆえに『ゼクシィ』は花嫁に「ヒ

ロイン兼ディレクター」として結婚式を統括する優位性を与えたと結論付けてい

る。もちろん、この誌面で再生産されるロマンティックラブ・イデオロギーの「花

嫁優位」は結婚後の実生活とは切り離されている。むしろそうした結婚のリアルか

らの切断の上に「ゼクシィ神話」は確立されているとも言えるだろう。一つの結婚

情報雑誌の分析によって読み応えのある現代日本の結婚式文化史を描き出した力

量は高く評価できる。  

このような成果と関連して、本論文の質疑では以下のような疑問点も明らかに

なった。「ゼクシィ神話」「プラットフォーム」「結婚の個人化」という概念が必ず

しも厳密に定義されていないのではないか、表象や内容の変化の説明変数がメデ

ィア（内部）に偏っており日本社会（外部）の変化が軽視されているのではないか、

結婚情報のメディアとしては雑誌・新聞紙だけでなく図書なども含めた目配りが

必要だったのではないか、地域版ゼクシィの性格を論じる際に「通婚圏」の分析も

必要ではないか、今後も続くデジタル化の中で『ゼクシィ』が紙媒体として本当に

継続できるかについてより慎重な考察が必要なのではないか、などの指摘があっ

た。  

ただし、これらは、必ずしも本研究の欠陥のみを示すものではない。これらは独

創的な視点で問題設定されたがゆえに、事後的に見いだされた課題であり、今後に

予定されている「中国ゼクシィ」との比較文化研究の中でさらなる発展が期待でき

る。  

したがって、こうした指摘は、本研究の博士論文としての価値をいささかも減ず

るものではない。よって、本論文は博士（教育学）の学位論文として価値あるもの

と認める。また、令和 3 年 12 月 23 日、論文内容とそれに関連した事項について試
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問を行った結果、合格と認めた。  

なお、本論文は、京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、公

表に際しては、（期間未定）当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとす

ることを認める。  
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