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1.研究の背景 

ソーシャル・キャピタル(以下では SC と表記)は，パットナム(2006)がもちいた概念で，

コミュニティにおける人と人とのつながりを表す。パットナムは 20世紀後半のアメリカの

繁栄の陰で，SCが薄れていったことを実証し，SCの再生方法についても考察した。OECD

はSCを”networks together with shared norms, values and understandings that facilitate 

co-operation within or among groups”と定義し，個人間の実世界でのネットワークである

としている(OECD, 2007)。そして SCには，Bonds (Links to people based on a sense of 

common identity)，Bridges (Links that stretch beyond a shared sense of identity)，

Linkages (Links to people or groups further up or lower down the social ladder)の 3つの

カテゴリーがあるとする。ただし，社会的格差の少ない日本では 3番目の指標を除く，ボン

ディング指標(コミュニティなど共通認識を持つ人々内部での人と人とのつながりの程度を

表す指標)とブリッジング指標(コミュニティなどを超えた人と人とのつながりの程度を表

す指標)が取り上げられている。 

内閣府の 2009 年の調査では，SC は人々の協調行動を活発にすることによって社会の効

率性を高めることのできる，「信頼」「ネットワーク」「規範」といった社会組織の特徴であ

ると定義されている。そして SCの強化が市民活動を活発にすることを通じて，地域活性化

が実現されるという文脈で，地域創生のための手段として，捉えられるようになった(滋賀

大学・内閣府経済社会総合研究所, 2016)。一方，農林水産省(2007)では，従来，農村振興政

策は，SC の役割を，政策目的実現のための「手段」として捉えてきたが，政策の「目的」 

としてそれをとらえなおすことを提案している。つまり，SCを政策評価の指標とするとい

う考え方である。内閣府(2019)は，我が国の経済社会の構造を人々の満足度(Well-being)の

観点から多面的に把握し，政策運営に活かしていくための指標群を作成したが，11 分野の

指標群の一つに「社会とのつながり」という SCを表すカテゴリーがある。最近の国土交通

政策においても SC は注目されている。平成 26(2014)年度防災白書では防災計画における

SC の役割に注目している。また，地域交通が SC を高めること(宇都宮，2019)，地域資源
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としての SCが住民主体の街づくりを通じて地域経済を活性化すること(要藤，2018)につい

ての実証研究がある。 

現在，国際的に解決すべき社会的課題として，Sustainable development goals (SDGs)が

広く認識されている。SDGsの下で，複数の社会的課題を同時解決することが重要視されて

おり，環境やエネルギー問題解決のための施策も，高齢化などその他の様々な社会的課題を

同時解決可能であることが，重要視されるようになってきた。そしてスマートシティの構築

が，それらの問題を同時解決するための一つの手段と考えられている。スマートシティとは，

「先進的技術の活用により，都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し，各種の課題

の解決を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出する取組3」とされる。

主に情報通信技術を中心とする先進技術を活用して，交通やエネルギーインフラなど都市

の様々な機能のマネジメントを高度化することにより，エネルギー効率を最大にするばか

りでなく，地域住民の満足度も最大化することがその目的である。上述の通り，人々の満足

度を推し量る指標として SCが用いられたり，国土交通政策の評価指標として SCが用いら

れたりしているので，スマートシティの成果も SCで評価することが試みられるとよい。 

そこで本研究では，「スマート社会技術(=スマートシティを構成する要素技術)利用は SC

を高める」および「スマートシティを志向したまちづくりにより SCは高まる」という仮説

を検証し，SCの向上に影響を与える要因についても分析しようと考えた。そのために，と

りわけスマートシティとしてまちづくりが進められている横浜みなとみらい 21地区と対照

地域(その他の首都圏)4のマンション住民に対して，各地区の SC指標を把握するためのアン

ケート調査を実施した。またわかりやすいスマート社会技術として，Social Networking 

Service (SNS)に着目し，その利用状況と SC指標との関連を調査した。 

ここで，本研究がスマートシティの事例として取り上げた横浜みなとみらい 21地区につ

いて説明する。横浜みなとみらい 21 地区は 1965 年に都心部強化事業として構想が開始さ

れ，1983年に建設事業が着工された。事業当初から水道管，通信線，電力線，中圧ガス管，

地域冷暖房管等を埋設した共同溝が整備されるなど，高水準のインフラを備えた街づくり

が進められてきた。その後「新成長戦略」(2010年閣議決定)の下で，国家戦略プロジェクト

として「環境未来都市」構想が位置付けられ，みなとみらい 21 地区も 2011 年に環境未来

都市に選定された。それを受け，横浜市ではみなとみらい 21地区における「情報通信技術

の活用等を図ることにより，市民生活の質を高めながら，環境への負荷が少なく，持続的に

発展することができるまちづくり＝スマートなまちづくり」について審議を進め，それに基

づいて「みなとみらい 2050 プロジェクト」が策定された(横浜市, 2015)。またみなとみら

 
3 スマートシティ官民連携プラットフォーム

https://www.mlit.go.jp/scpf/about/index.html 
4 みなとみらい 21地区以外の首都圏の都市部においてもスマートシティ構築に向けた地域

が含まれるが、後述の通りみなとみらい 21地区はとりわけ先進的な取り組みを行ってい

る。 
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い 21地区は，2011年から 2015年に経済産業省が実施した「スマートコミュニティ実証5」

地域にも選定されたが，その成果は「みなとみらい 2050プロジェクト」における総合的な

エネルギーマネジメントを実現した低炭素化の推進という目標に役立てられている。その

ほか同プロジェクトの下では，緑豊かな景観の形成，観光・文化・芸術の推進，次世代モビ

リティの導入などが目標とされている。 

図 1に本研究のフローチャートを示す。分析ではまず，調査結果に基づいて，各サンプル

について 2 種類の SC 指標6(ボンディング指標とブリッジング指標)を計算した。そして各

人の SC 指標が，スマート社会技術(本研究では SNS に限定)の利用状況によってどのよう

に分布するか，また，横浜みなとみらい 21地区に居住しているか否かによって同指標の分

布がどのように変わるかを分析した。 

 

 

図 1 分析のフローチャート 

 

 

2.調査の概要 

調査は横浜市みなとみらい 21地区とその他の首都圏地域の比較的新しい大型マンション

に住む方を対象に，ほぼ同一の7調査票を用いて表 1の要領で行った。質問内容を Appendix

に示す。 

質問の内容は，(1)SC 指標の作成のための質問，(2)現在の住まいに関する質問，(3)SNS

 
5 経済産業省ウェブページ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/smart_com

munity/community.html 
6 後述する通り，ボンディング指標はコミュニティの内部関係の強さを示す指標であり，

ブリッジング指標はコミュニティを超えた関係の強さを示す指標である。 
7 みなとみらい 21地区に固有の質問を，その他の首都圏に対する調査では，一般的な内容

に変更したカ所がある。 
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利用に関する質問，(4)コミュニティ内の付き合い方に対する意識を問う質問，(5)回答者の

デモグラフィックな属性に関する質問の各項目である。このうち，(1)SC指標の作成のため

の質問は滋賀大学・内閣府経済社会総合研究所 (2016)の調査の先行事例を参照した。また

(3)SNS利用に関する質問は総務省(2018)を参照した。 

 

表 1 調査の概要 
 横浜市みなとみらい 21 地区 その他の首都圏 

調査日程 2019年 10月 27 日～11月 30日 2019年 11 月 26 日～11 月 29日 

調査対象 
横浜市みなとみらい 21 地区の 5 つの
マンションにお住まいの方 

首都圏(東京都 23 区・市部，みなとみらいを除
く横浜市，川崎市，さいたま市)の築 10 年以内
の大型マンション(300戸以上)にお住まいの 20

歳～69 歳の男女 

サンプリング 
各戸のポストに配布した調査依頼チ
ラシを見て，調査に応じてくださる方 

楽天インサイト株式会社提携モニター 

調査方法 

インターネット調査(調査会社のサー
バー上の URL に回答者がアクセスし
て回答をする。) 

インターネット調査 

回収数 441 人 400 人 

調査委託先 楽天インサイト株式会社 

 

 

3.調査の集計結果 

表 2にみなとみらい 21地区とその他の首都圏のマンションに住む回答者の背景について

まとめた。みなとみらい 21地区では平均年齢がやや高い。また，現在の生活に満足してい

る人の割合，現在の住まいに今後も住み続けたいと思っている人の割合が，みなとみらい 21

地区でより高い。現在は地縁的活動に参加していない人の割合は両地区ともに 85-6%であ

る，そのうち今後新たに参加したいと思っている人の割合は，みなとみらい 21地区でやや

高い。スポーツや趣味活動をしている人の割合は，みなとみらい 21地区で高いが，そのう

ち住んでいる地域で活動している人の割合はその他の首都圏のほうがやや高い。 

表 3 では現在の住まい選びの決め手となった要因を示しているが，表側の項目はみなと

みらい 21 地区の街づくりで重要視されている項目である8。表 3 によれば，みなとみらい

21 地区の街づくりのコンセプトは住民の住宅選びの決め手としてある程度影響を持つとい

ってよさそうである。 

表 4 ではコミュニティのつながりを深める要因を示しているが，表側の項目はみなとみ

らい 21地区で取り組みが検討されている活動である。それによると，ほとんどすべての項

目でみなとみらい 21地区の住民はより肯定的と言えそうである。 

表 5 と 6 では SNS の利用状況を比較している。SNS 利用者はみなとみらい 21 地区で

10%ポイント以上高い。また，みなとみらい 21 地区では SNS を使ってよかったこととし

 
8 表 3の表側の項目は主に，みなとみらい 21における街づくりのコンセプトとして取り

上げられている項目であり，その他首都圏における質問文では内容が異なる場合がある。

https://www.ymm21.jp/about/aboutus.html  
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て，身近な情報の取得や，家族や友達とのつながりがあることを挙げた人が，16-7%ポイン

ト高くなっている。みなとみらい 21 地区では SNS が身近な交流の強化に役立てられてい

るといえそうだ。各人が SNS でしたいことについて聞いた回答結果を見ると(表 7)，全て

の項目でみなとみらい 21 地区では SNS が積極的に活用されている。特に，コミュニティ

のイベントについての情報交換，趣味や旅行の情報交換について，SNSが利用されている。 

みなとみらい 21地区では，その他の地域と比較的にみて，コミュニティ内の交流や，SNS

の活用が積極的に行われている。また，SNS が身近な交流の醸成に役立っていると見受け

られる。 

 

表 2：回答者の背景9 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 

男性：女性 45:55 61:39 

平均年齢 48.3 46.0 

高所得者(1200 万以上)の割合 40.1% 29.5% 

家族形態                夫婦 2 人のみ 33.3% 22.0% 

両親(高齢者)がいる 7.3% 6.3% 

大学生または学卒が一人でもいる 11.6% 8.0% 

中高生が一人でもいる 10.0% 7.8% 

小学生が一人でもいる 14.1% 19.0% 

未就学児が一人でもいる 15.9% 28.5% 

平均居住年数 8.1 年 5.2 年 

現在の生活に非常に満足している／満足している人の割合 85.0% 66.5% 

現在の住まいに今後も済み続けたいと思っている人の割合 83.2% 69.3% 

現在は地縁的活動に参加していない人の割合 85.0% 86.0% 

  うち今後新たに参加したいと思っている人の割合 16.8% 11.0% 

スポーツや趣味活動をしている人の割合 63.7% 43.8% 

  うち住んでいる地域で活動している人の割合 46.6% 50.3% 

  うち友人に誘われた人の割合 19.2% 26.9% 

 

 

 

表 3：住まい選びの決め手 (決め手となったと回答した人の割合) 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 

街づくり基本協定がある／管理システムがある* 53.1% 68.0% 

地震対策 46.0% 46.0% 

次世代モビリティ／便利な移動手段 23.1% 76.3% 

地冷システム／温暖化防止取組 46.3% 18.5% 

水環境や生物多様性の取り組み 30.6% 21.5% 

清掃活動や緑化対策 72.6% 51.0% 

地区イベントが活発 34.5% 21.3% 

観光施設が充実 66.4% 25.3% 

自治体による地域づくり 69.8% 23.0% 

企業誘致などの経済活動の取り組み 54.6% 18.3% 

*スラッシュで仕切られている場合，左がみなとみらい 21 地区，右がその他の首都圏における調査で用い
た質問の内容。 

 
9 表 2~7と後節の表 9ではみなとみらい 21地区のほうが数字が大きい場合に，斜字体で

それを示している。 
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表 4：コミュニティのつながりを深める要因 (つながりを深めると回答した人の割合) 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 

文化・自然等に親しむために、各所に出かける体験会 61.2% 49.0% 
清掃などのボランティア活動 80.7% 60.3% 

秋まつりなどの地域イベントの企画や開催 78.5% 66.5% 
運動会や遠足など親子で楽しめる行事開催 68.7% 59.0% 

いつでも気軽に集まれるサロンの形成 64.6% 53.5% 
外部またはコミュニティ内部の講師によるためになる勉強会 62.4% 43.5% 

外部またはコミュニティ内部の講師による趣味やスポーツ講座 68.7% 47.5% 
趣味やスポーツなどのサークル活動 80.3% 62.0% 

防災や非常時のための備え、訓練など 79.1% 58.3% 
定期的な食事会 43.8% 43.8% 

 

 

表 5：SNSの利用状況 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 
SNS利用者の割合 84.4% 73.0% 

  うち LINEを日常的に利用している人の割合 81.2% 81.5% 

 

 

表 6：SNSを利用してよかった人の割合 

 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 差分 
Bn コミュニティ内に親しい人ができた 19.6% 17.5% 2.10% 
Br コミュニティ外に親しい人ができた 17.7% 11.6% 6.10% 
Br 社会的な情報 42.5% 30.8% 11.70% 
Bn 身近な情報 51.3% 33.9% 17.40% 
Bn 家族や友達とのつながり 49.2% 32.9% 16.30% 
Br しばらく連絡をとっていなかった人とのつながり 50.5% 39.4% 11.10% 
Br 面識のなかった人とのつながり 20.7% 17.5% 3.20% 
Bn コミュニティ内の結びつき 10.8% 12.3% -1.50% 

Bn：ボンディング指標，Br：ブリッジング指標 

 

 

 

表 7：SNSでしたい／SNSと対面でしたい人の割合 
 

みなとみらい 21 その他の首都圏 

日常のちょっとした家事 45.3% 37.3% 
外出時の移動 37.2% 30.3% 
ふだんの買い物の手伝い 31.3% 22.6% 
介助や介護の相談 36.9% 25.5% 
育児や子育ての相談 37.0% 30.6% 
健康や病気の相談 53.6% 41.1% 
その他の心配事の相談 49.2% 36.1% 
コミュニティのイベントについての情報交換 68.0% 45.5% 
趣味や旅行の情報交換 75.0% 54.1% 
仕事に関する情報交換 53.5% 41.1% 
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4.ソーシャル・キャピタル指標 

4-1. ソーシャル・キャピタル指標の作成方法 

1 節に述べた通り，内閣府 (2009)によれば SC とは人々の協調行動を活発にすることに

よって社会の効率性を高めることのできる，「信頼」「ネットワーク」「規範」といった社会

組織の特徴とのことである。このうち，ネットワークとは人々の日常の交流を指し，規範と

は互酬性に基づく組織への参加状況のことである。また OECD(2007)は，SCには 3つのカ

テゴリー(Bonds, Bridges, Linkages)があるとする。しかし社会的階層間差異が比較的少な

い日本の先行研究(滋賀大学・内閣府経済社会総合研究所，2016)では，ボンディング指標と

ブリッジング指標の 2つが取り上げられている。 

以上をまとめると，SC 指標には 3 つの特徴(信頼，ネットワーク，規範)と 2 つのカテゴ

リー(ボンディング指標とブリッジング指標)がある。表 8はアンケートの質問項目が，この

SC指標における 3つの特徴と 2つのカテゴリーにどのように対応しているかを示す。本研

究では，表 8 の 12 項目の回答結果を組み合わせて，各個人について，表 9 に示した 12 種

類の SC指標 𝐼𝑛𝑑𝑘   (0 < 𝐼𝑛𝑑𝑘 < 1 )を次のように作成した。 

まず，Q1～4は「ほとんどの人は信頼できる」と答えたものを 1それ以外を 0とし，Q5

～8 は上位 2 段階のリッカート指標を答えたものを 1 それ以外を 0 とすることで，i 番目

の質問𝑄𝑖  の回答結果をすべて 1 or 0の変数 (𝑅𝑒𝑠𝑄𝑖) に変換した。 

 

𝑅𝑒𝑠𝑄𝑖 = 0 𝑜𝑟 1,  𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16,21  (1) 

 

ただし，𝑄𝑖  は質問番号を示す。次にそれぞれの質問に対する𝑅𝑒𝑠𝑄𝑖を表 9 のように組み合わ

せることで，3 つの特徴と 2 つのカテゴリーの組み合わせを考慮した 12 種類の SC 指標 

𝐼𝑛𝑑𝑘  (0 < 𝐼𝑛𝑑𝑘 < 1) を(2)式によって定義した。 

 

𝐼𝑛𝑑𝑘 =
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑄𝑖

𝑁𝑘
,  𝑄𝑖 ∈ 𝐷𝐸𝐹𝑘 (𝑘 = 1, ⋯ 12) (2) 

 

ただし，𝑁𝑘は，k番目のソーシャル・キャピタル指標に包含される質問項目の数であり，

表 9の一番右の欄の値である。 
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表 8：SC指標作成のための質問項目(12項目) 

特徴 カテゴリー  質問内容 

信頼 

Br Q1 
あなたは、一般的に人は信頼できると思いますか。それとも注意するに越した
ことはないと思いますか。 

Bn Q2 
あなたのお住まいの地域において、まわりの人は信頼できると思いますか。そ
れとも注意するに越したことはないと思いますか。 

Br Q3 
それでは、「旅先」や「見知らぬ土地」で出会う人に対してはいかがでしょう
か。 

Br Q4 
災害時において、人は信頼できると思いますか。それとも注意することに越し
たことはないと思いますか。 

ネットワ
ーク 

Bn Q5 あなたは、ご近所の方とどのようなおつきあいをされていますか。 

Bn Q6 
それでは、つきあっている人の数について、当てはまるものを 1 つだけ選んで
ください。 

Br Q7 
友人・知人とのつきあい（学校や職場以外で）について、あなたは普段どの程
度の頻度でつきあいをされていますか。 

Br Q8 
親戚・親類とのつきあいについて、あなたは普段どの程度の頻度でつきあいを
されていますか。 

(内 SNS) Br Q9 
あなたは SNS（Facebook、Twitter、Instagram、LINE等）を利用（フォロー
だけも含む）されていますか。 

規範 

Bn Q12 
あなたは現在、地縁的な活動（自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供
会など）をされていますか。 

Br Q16 
あなたは現在、スポーツ・趣味・娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生
涯学習など）をされていますか。 

Br Q21 
あなたは現在、ボランティア・NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者
福祉や子育て、スポーツ指導、美化、防犯・防災、環境、国際協力活動など）を
されていますか。 

Bnはボンディング指標，Brはブリッジング指標を示す。 
Q1～6 は 4 段階の，Q7，8 は 5 段階のリッカート指標を，Q9，12，16，21 はする，しないを回答する。 

 

 

表 9：SC指標 𝐼𝑛𝑑𝑘 の定義 

k 指標記号 指標の説明 
指標定義𝐷𝐸𝐹𝑘  
(k番目のソーシャル・キャピタル指標が包含する質問項目) 

𝑁𝑘 

1 𝐼𝑛𝑑1 信頼 Q1 Q2 Q3 Q4         4 

2 𝐼𝑛𝑑2 ネットワーク Q5 Q6 Q7 Q8         4 

3 𝐼𝑛𝑑3 規範 Q12 Q16 Q21          3 

4 𝐼𝑛𝑑4 SNS Q9            1 

5 𝐼𝑛𝑑5 信頼(Bn) Q2            1 

6 𝐼𝑛𝑑6 ネットワーク(Bn) Q5 Q6           2 

7 𝐼𝑛𝑑7 規範(Bn) Q12            1 

8 𝐼𝑛𝑑8 Bn指標 Q2 Q5 Q6 Q12         4 

9 𝐼𝑛𝑑9 Br指標 Q1 Q3 Q4 Q7 Q8 Q16 Q21      7 

10 𝐼𝑛𝑑10 Br指標+SNS Q1 Q3 Q4 Q7 Q8 Q9 Q16 Q21     8 

11 𝐼𝑛𝑑11 総合指標 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q12 Q16 Q21  11 

12 𝐼𝑛𝑑12 総合指標＋SNS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q12 Q16 Q21 12 

Bnはボンディング指標，Brはブリッジング指標を示す。 
Q1～4 は「ほとんどの人は信頼できる」と答えたものを 1それ以外を 0 とし，Q5～8 は上位 2 段階のリッ
カート指標を答えたものを 1それ以外を 0 とすることで，i 番目の質問  𝑄_𝑖   の回答結果をすべて １or 
0 の変数 (Res_𝑄𝑖) に変換した。 
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4-2. ソーシャル・キャピタル指標の向上に作用する要因についての分析 

本節では，SC指標の向上に作用する要因を確認するために，12の SC指標を被説明変数

とする回帰分析を次のように実施した。 

まず，みなとみらい 21／その他首都圏 の地域別に，それぞれの全体サンプルについて回

帰分析を行った。その際 SC指標に影響を与える要因として説明変数としたのは，つぎの諸

要因である：現在の住まい選びの決め手，SNS を用いてしたいと思っていること，コミュ

ニティのつながりを深めると考えていること，住まいの状況 (持ち家か否か，居住年数，住

み続けたいか否か)，個人属性 (性別，年齢，家族構成，職業，家族人数)。つぎに，みなと

みらい 21／その他首都圏 の地域別に，全体のうち SNS(＝スマート社会技術と定義)を利用

していると回答したサンプルについて回帰分析を行った。その際，上記の要因に加え，以下

の諸要因を説明変数に加えた：SNSの利用頻度，SNSの閲覧先，SNSを利用してよかった

と思うこと。 

なお，𝐼𝑛𝑑𝑖  𝑖 = 1~3,6,8~12 の SC指標は 0と 1の間の値をとる制限従属変数なので，それら

に対してはトービット・モデルを，𝐼𝑛𝑑𝑖  𝑖 = 4,5,7 の SC 指標は 0 と 1 の 2 値変数なので，そ

れらに対してはプロビット・モデルを適用した。 

 

5.ソーシャル・キャピタル指標についての分析結果 

5-1.ソーシャル・キャピタル指標の記述統計 

前節で定義した SC指標の記述統計を表 10と 11に示す10。表 10で，みなとみらい 21地

区における，Ind7規範(ボンディング)指標を除く SC 指標は，その他の首都圏よりも有意に

高い。特にみなとみらい 21 地区のInd2ネットワーク指標やInd6ネットワーク(ボンディン

グ)指標が相対的に高い値である11。SC指標が相対的に高いみなとみらい 21地区では，3節

の表 2では現在の住まいへの満足度が高かったので，SC指標と満足度には関連がありそう

である。また表 11によれば，Ind2ネットワーク指標，Ind9ブリッジング指標，Ind10ブリッ

ジング+SNS指標，Ind11総合指標という幅広い交友関係を示す SC指標が SNS利用者につ

いて，非利用者よりも有意に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 差の有意性は，ノンパラメトリックなWilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) testによ

る。 
11 Ind4SNS指標も高いが，この指標の平均値は SNSに利用者の割合を示す。 
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表 10：みなとみらい／他首都圏別 SC指標 

 

みなとみらい 

441 名 

その他の首都圏 

400 名 

差の 

有意性 

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.  

Ind1 信頼 0.184  0.274  0.116  0.252  *** 

Ind2 ネットワーク 0.424  0.271  0.323  0.294  *** 

Ind3 規範 0.311  0.270  0.228  0.296  *** 

Ind4 SNS 0.847  0.360  0.743  0.438  *** 

Ind5 信頼(Bn) 0.313  0.464  0.150  0.358  *** 

Ind6 ネットワーク(Bn) 0.381  0.424  0.301  0.416  *** 

Ind7 規範(Bn) 0.150  0.357  0.140  0.347   

Ind8 Bn指標 0.306  0.291  0.223  0.285  *** 

Ind9 Br指標 0.275  0.195  0.205  0.202  *** 

Ind10 Br指標+SNS 0.346  0.182  0.271  0.193  *** 

Ind11 総合指標 0.287  0.189  0.212  0.204  *** 

Ind12 総合指標＋SNS 0.333  0.179  0.255  0.195  *** 

 

 

表 11：SNSの利用者／非利用者別 SC指標 

 

みなとみらい その他の首都圏 

SNS利用者 

372 名 

SNS非利用者 

67 名 

差の 

有意性 

SNS利用者 

292 名 

SNS非利用者 

101 名 

差の 

有意性 

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.  Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.  

Ind1 信頼 0.187 0.275 0.160 0.264  0.122  0.258  0.104  0.243  *** 

Ind2 ネットワーク 0.441  0.273  0.331  0.243  *** 0.350  0.293  0.253  0.291  *** 

Ind3 規範 0.315  0.270  0.289  0.278   0.250  0.301  0.175  0.281   

Ind4 SNS 1.000  0.000  0.000  0.000   1.000  0.000  0.000  0.000   

Ind5 信頼(Bn) 0.317  0.466  0.284  0.454   0.154  0.362  0.149  0.357   

Ind6 ネットワーク(Bn) 0.391  0.423  0.321  0.424   0.318  0.422  0.257  0.398   

Ind7 規範(Bn) 0.142  0.350  0.179  0.386   0.147  0.355  0.129  0.337   

Ind8 Bn指標 0.310  0.287  0.276  0.299   0.235  0.286  0.198  0.286  *** 

Ind9 Br指標 0.286  0.197  0.217  0.176  *** 0.224  0.202  0.157  0.195  *** 

Ind10 Br指標+SNS 0.375  0.173  0.190  0.154  *** 0.321  0.177  0.137  0.171  *** 

Ind11 総合指標 0.295  0.189  0.239  0.180  ** 0.228  0.201  0.172  0.207  *** 

Ind12 総合指標＋SNS 0.354  0.173  0.219  0.165  *** 0.292  0.185  0.158  0.190   
Bnはボンディング指標，Brはブリッジング指標を示す。 

 

 

5-2.ソーシャル・キャピタル指標に影響する要因 

ソーシャル・キャピタル指標に影響する要因を調べるために，トービット分析またはプロ

ビット分析を行い，限界効果12を計算した結果を付表 1～4 に示す。またこれらの付表で用

 
12 ある個人が，ある説明要因に当てはまる場合，その個人の SC指標が何%ポイント程度

上がるかを示す指標。 
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いている変数記号の説明を，付表 5 に示す。また，付表 1～4 の結果の内，有意水準が 1%

または 5%で有意であった結果を表 12～15に抽出して示す。 

表 12はみなとみらい 21地区の全サンプルに対して分析を実施した結果である。前節で，

みなとみらい 21 地区において相対的に高い値を示したInd6ネットワーク(ボンディング)指

標を中心に結果を見ると，ある人が地震対策・合同防災訓練があることや，地区イベントが

活発であることを住まいの決め手と考えている場合に，この SC 指標は 20～30%上がるこ

とが分かった。そのほか定期的な食事会がコミュニティのつながりを深めると考えている

場合，住まいが持ち家である場合，小学生がいる場合，同居人数が多い場合にこの指標が高

くなる。子供や家族を通じた，コミュニティ内でのネットワークの広がりがありそうである。 

表 13でその他の首都圏地域の全サンプルに対して行った同じ結果をみると，地震対策・

合同防災訓練があることや，地区イベントが活発であることを住まいの決め手と考えてい

る場合，持ち家である場合にInd6ネットワーク(ボンディング)指標が高くなることは共通し

ているが，家族の要因が有意な影響を持たない点が異なっている。その他の首都圏地域では

家族の要因は，ネットワーク指標よりはやや義務的な意味合いのあるInd5規範(ボンディン

グ)指標に正の影響をもたらしている。 

表 14はみなとみらい 21地区のサンプルのうち，SNSを利用していると答えたサンプル

に対して分析を実施した結果である。同様にInd6ネットワーク(ボンディング)指標を中心に

結果を見ると，ある人が Instagram を利用している場合，特にコミュニティ内の友人・知

人の Instagram をよく閲覧している場合，また SNS を利用してコミュニティ内に親しい

友人ができてよかったと思っている場合，趣味やスポーツ講座を通じてコミュニティのつ

ながりが深まると考えている場合にこの SC 指標が高まることが示された。SNS がコミュ

ニティ内のネットワークの醸成に効果的に生かされている状況を推察することができる。 

表 15 はその他首都圏地区のサンプルのうち，SNS を利用していると答えたサンプルに

対して分析を実施した結果である。ここでも LINEや Instagram によるコミュニティ内の

友人・知人とのつながりがこの指標を高めることが示された。 

みなとみらい 21地区でもその他の首都圏地域でも，地震対策・合同防災訓練や，地区イ

ベントはコミュニティ内のネットワークの醸成に正の効果をもたらす。みなとみらい 21地

区ではそれに加え，子供や家族を通じたネットワークの広がりがありそうである。また，

SNS はコミュニティ内のネットワークの醸成に正の効果をもたらすといえそうである。特

にみなとみらい 21 地区では，ある人が SNS を利用してコミュニティ内に親しい友人がで

きてよかったと思っている場合，趣味やスポーツ講座を通じてコミュニティのつながりが

深まると考えている場合にネットワークの SC 指標が高まることがわかった。SNS を家族

ぐるみで共有したり，趣味やスポーツなどで共有したりすることでコミュニティ内のネッ

トワークが強化される。またそのようなことは，「スマートシティ」という街づくりコンセ

プトのはっきりしたみなとみらい 21 地区で，より明確に実現していることが確認された。 
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5.結論 

本研究では，「スマート社会技術利用は SC を高める」および「スマートシティを志向し

たまちづくりにより SCは高まる」という仮説を検証し，SC に影響を与える要因について

検討した。そのために，とりわけスマートシティを志向したまちづくりを行っている横浜み

なとみらい 21 地区と対照地域(その他の首都圏)のマンション住民に対してアンケート調査

を実施し，3つの特徴(信頼，ネットワーク，規範)と 2つのカテゴリー(ボンディング指標と

ブリッジング指標)を組み合わせた 12種類の SC指標を作成した。また調査では，スマート

社会技術(SNS)の利用状況についても質問した。 

その結果，みなとみらい 21地区の SC指標は，対照地域に比べて有意に高く，SNSを利

用している人のブリッジング型 SC指標は，そうでない人に対して，有意に高いことが分か

った。SC 指標の高い地域では，住民の満足率も高いので，SC 指標の向上を，都市政策の

目標とすることには妥当性がありそうである。みなとみらい 21 地区では SNS を利用して

いる人の比率が高く，しかもそれが身近な情報の収集や身近な人との交流のために活用さ

れているようである。また，SNS をフィジカルな生活に積極的に役立てようとする意識も

高そうである。みなとみらい 21地区でも対照地域でも，災害対策や地区イベントがボンデ

ィング型のネットワークの拡大に役立っている。みなとみらい 21地区では，家族構成もそ

れに影響する。SNS利用者についてみると，SNSでコミュニティ内の人と連絡しあうこと

が，ボンディング型のネットワークの拡大に役立っている。みなとみらい 21地区では，ス

マート社会技術(SNS)がコミュニティ内の結びつきを強めるように使用されており，結果と

して住民の満足度が向上しているといえそうである。また，みなとみらい 21地区で意図さ

れているまちづくりのコンセプトは，SC指標を高めることに役立っていることが確認され

た。以上から，スマート社会技術利用(SNS の利用)は SC を高めるとともに，SNS という

一般的なスマート社会技術が，みなとみらい 21地区という環境の下でその効果を高めると

いう状況が観察された。そして SCが高いことと，住民の満足度の間に関連性がみられるこ

とも確認された。これらの関係を規定する要因の一つに，みなとみらい 21地区では，とり

わけスマートシティを志向したまちづくりを行っていることが関係するものと推察される。 

感染症の流行の際に，SNS に代表されるような人と人との関係をつなぐ情報通信技術を

活用することが極めて重要であるとの認識が今後深まるであろう。今後，その他の地域でも

同様の調査を行って，スマート社会技術の浸透とスマートシティを志向したまちづくりと

SCおよび住民の満足度の関係を確認し，環境にやさしいばかりでなく，感染症にも強いま

ちづくりについて考察したいと思う。 

 

6.人を対象とする研究に関する実施の承認 

本研究調査は，早稲田大学 人を対象とする研究に関する倫理審査委員会の承認を受け

て実施された(承認番号 2019-204 および 2019-265)。 
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表 12：みなとみらい 21地区の SC指標の限界効果 (p<0.05の結果を抽出)  

 
Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 

信頼 
ネットワ
ーク(NW) 

規範 SNS 信頼(Bn) NW(Bn) 規範(Bn) Bn指標 Br 指標 
Br 指標
+SNS 

総合指標 
総合指標
＋SNS 

住まいの決
め手 

街づくり基本協定    -0.043         

地震対策や合同防災訓練  0.058    0.209   0.028  0.027  

次世代モビリティの取組み    0.037         

清掃活動や緑化対策       -0.048      

地区イベントが活発  0.044  0.057  0.294 0.057 0.067 0.027 0.031 0.033 0.036 

観光施設が充実  -0.038  -0.037  -0.213    -0.021  -0.018 

SNSでする
と良いと思

うこと 

家事についての相談 -0.079            

外出時の相乗りなど    -0.029         

育児・子育ての相談   0.068          

健康や病気に関する相談 -0.143   0.050 -0.068    -0.036 -0.023 -0.034 -0.026 

心配事や悩みごとの相談 0.161    0.066    0.036 0.031  0.022 

趣味や旅行の情報交換    -0.089   -0.050   -0.024  -0.023 

コミュニテ
ィのつなが
りを深める

こと 

文化・自然に出かける体験会  -0.058           

清掃などのボランティア活動    0.078         

地域イベントの企画や開催        0.087     

親子で楽しめる行事開催    0.074         

趣味やスポーツ講座    0.100         

定期的な食事会  0.050 0.083 -0.063  0.278  0.067   0.036  

年齢   0.006 -0.006   0.006      

住まいの形態 (持ち家=1)      0.866       

居住年数  0.007    0.084  0.013     

家族 

中高生が一人でもいる   0.197          

小学生が一人でもいる  0.136  -0.133  0.778 0.162 0.214   0.090  

未就学児が一人でもいる    -0.172         

職業 

自営業、またはその手伝い  0.119 0.232      0.093  0.089 0.075 

公務員・教員 -0.339 0.110 0.163          

無職  0.163       0.147 0.107   

専業主婦・主夫  0.131          0.060 

同居している人数      0.395       
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表 13：その他の首都圏地域の SC指標の限界効果 (p<0.05の結果を抽出) 

 
Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 

信頼 
ネットワ
ーク(NW) 

規範 SNS 信頼(Bn) NW(Bn) 規範(Bn) Bn指標 Br 指標 
Br 指標
+SNS 

総合指標 
総合指標
＋SNS 

住まい選び
の決め手 

管理システム  0.064  0.133  0.054       0.026  0.032  0.031  

地震対策や合同防災訓練      0.410        

便利な移動手段       -0.041       

清掃活動や緑化対策 0.190     0.046  -0.406        

地区イベントが活発 0.232  0.060    0.077  0.441  0.048  0.151    0.043  0.032  

観光施設が充実       -0.042  -0.080      
まちの経済活動       0.066       

SNSでする
と良いと思

うこと 

家事についての相談    -0.054    -0.041       

健康や病気に関する相談         -0.043     

心配事や悩みごとの相談    0.089       0.039    

コミュニティのイベント情報      -0.362        

趣味や旅行の情報交換    -0.065          

コミュニテ
ィのつなが
りを深める

こと 

地域イベントの企画や開催       0.090       

親子で楽しめる行事開催     0.058        0.035  

ためになる勉強会         -0.082  -0.068    

趣味やスポーツ講座  0.123  0.231       0.078  0.064  0.068  0.062  

防災訓練など       0.054       

性別 (女性=1)     -0.102         

年齢    -0.013          

住まいの形態 (持ち家=1)      0.132  0.011  0.035      

居住年数 0.484         0.079  0.063  0.060  0.052  

地域に住み続けたい          -0.090    

家族 

夫婦 2人のみ   0.299           

中高生が一人でもいる   0.482   -0.164   0.159       

小学生が一人でもいる       0.120       

職業 

公務員・教員       0.150       

学生 -3.025             

専業主婦・主夫     0.148    0.234      
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表 14：みなとみらい 21地区 SNS利用者の SC指標の限界効果 (p<0.05の結果を抽出) 

 
Ind1 Ind2 Ind3 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 

信頼 
ネットワ
ーク(NW) 

規範 信頼(Bn) NW(Bn) 規範(Bn) Bn指標 Br 指標 
Br 指標
+SNS 

総合指標 
総合指標
＋SNS 

SNSの使用頻度 

LINE      -0.040  -0.052      

Instagram -0.064  0.028    0.199        
その他  -0.032           

住まい選びの決
め手 

地震対策や合同防災訓練  0.061   0.061  0.245   0.074  0.037  0.026  0.043  0.034  

清掃活動や緑化対策      -0.062       
地区イベントが活発  0.038  0.049   0.272  0.064  0.058    0.024  0.022  

観光施設が充実している  -0.036    -0.201        

Facebook 閲覧
先 

コミュニティ内の友人・知人 
   0.134         

Twitter閲覧先 日常的に交流のある友人   0.144    0.178       
LINE閲覧先 コミュニティ内の友人・知人    -0.213         

Instagram 閲覧
先 

日常的に交流のある友人   0.121          
コミュニティ内の友人・知人 0.204  0.107    0.538   0.160  0.070  0.057  0.087  0.074  

他 SNS閲覧先 日常的に交流のある友人    -0.262         

SNSを利用して
良かったこと 

コミュニティの中に親しい友人  0.152    0.775      0.059   
家族や友達との結びつき   0.125      0.059   0.047  0.038  

SNSですると良
いと思うこと 

家事についての相談 -0.076            
育児・子育ての相談   0.091    0.050     0.026  0.022  

健康や病気に関する相談 -0.183    -0.092     -0.038  -0.031  -0.039  -0.035  

心配事や悩みごとの相談 0.200    0.098       0.026  0.022  

コミュニティの
つながりを深め

ること 

文化・自然に出かける体験会   -0.066          
地域イベントの企画や開催    0.090    0.092      
趣味やスポーツ講座  0.060    0.306        
定期的な食事会  0.050  0.068      0.038  0.028  0.034  0.029  

年齢   0.005          
住まいの形態 ( 持ち家=1)     0.879        

居住年数     0.067        

家族 

両親がいる     -0.896   -0.267      
大学生または学卒がもいる     -0.876   -0.200      
小学生が一人でもいる  0.154           

職業 

自営業、またはその手伝い  0.162  0.271*  0.647  0.151  0.164  0.134  0.110  0.123  0.108  

公務員・教員 -0.426   0.190*         
無職  0.148       0.130  0.107  0.130  0.116  

同居している人数     0.512   0.102      
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表 15：その他首都圏地域 SNS利用者の SC指標の限界効果 (p<0.05の結果を抽出) 

 

Ind1 Ind2 Ind3 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 

信頼 
ネットワ
ーク(NW) 

規範 
信頼(ボン
ディング) 

NW(ボン
ディング) 

規範(ボン
ディング) 

ボンディ
ング指標 

ブリッジ
ング指標 

ブリッジ
ング指標

+SNS 
総合指標 

総合指標
＋SNS 

SNSの利用頻度 
Facebook  0.043           
他 SNS 0.136  0.059  0.105  0.061  0.280  0.052  0.104  0.038  0.029  0.045  0.037  

住まい選びの決め手 

管理システム   0.114          
地震対策や合同防災訓練    -0.048  0.397   0.082      

便利な移動手段   -0.101    -0.042   -0.049  -0.032    
清掃活動や緑化対策        0.037  0.026    
地区イベントが活発 0.243    0.143  0.477  0.071  0.170    0.038  0.028  

観光施設が充実    -0.054    -0.079      

Instagram 閲覧先 コミュニティ内の友人・知人     2.031   0.291      

LINE閲覧先 
日常的に交流のある友人 -0.439    -0.185         

コミュニティ内の友人・知人  0.147    0.761   0.186  0.094  0.067  0.091  0.077  

他 SNS閲覧先 日常的に交流のある友人    0.212         

SNSを利用して良か
ったこと 

コミュニティの外に親しい友人    -0.204   0.095       
家族や友達との結びつき    0.109  -0.578        
しばらくぶりの人と連絡 0.325            

面識のなかった人とのつながり -0.641            
コミュニティ内の結びつき    -0.208         

SNSでしたいこと 健康や病気に関する相談        -0.048  -0.041    

コミュニティのつな
がりを深めること 

地域イベントの企画や開催      0.076       
趣味やスポーツ講座    0.092         

年齢 0.019  0.007  0.011  0.008  0.047  0.009  0.016    0.004  0.003  

住まいの形態 (持ち家=1)      0.012       
居住年数 0.400            

家族 

夫婦 2人のみ      0.126       
両親がいる    0.215         

大学生または学卒がいる    -0.225         

職業 

自営業、またはその手伝い -3.368            
公務員・教員            

臨時・パート勤め人         -0.089    
学生 -2.460        -0.247  -0.208  -0.276  -0.245  

専業主婦・主夫    0.142         
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Appendix 横浜みなとみらい 21地区における調査項目 

 

★SC指標の作成のための質問 

(信頼) 

Q1 あなたは、一般的に人は信頼できると思いますか。それとも注意するに越したことは

ないと思いますか。あなたの考え方に近いと思うレベルの数値を、1 つだけ選んでく

ださい。 

Q2 あなたのお住まいの地域において、まわりの人は信頼できると思いますか。それとも

注意するに越したことはないと思いますか。あなたの考え方に近いと思うレベルの数

値を 1つだけ選んでください。 

Q3 それでは、「旅先」や「見知らぬ土地」で出会う人に対してはいかがでしょうか。あな

たの考え方に近いと思うレベルの数値を 1つだけ選んでください。 

Q4 災害時において、人は信頼できると思いますか。それとも注意することに越したこと

はないと思いますか。あなたの考え方に近いと思うレベルの数値を 1つだけ選んでく

ださい。 

(ネットワーク) 

Q5 あなたは、ご近所の方とどのようなおつきあいをされていますか。つきあいの程度に

ついて、当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q6 それでは、つきあっている人の数について、当てはまるものを 1つだけ選んでくださ

い。 

Q7 友人・知人とのつきあい（学校や職場以外で）について、あなたは普段どの程度の頻

度でつきあいをされていますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q8 親戚・親類とのつきあいについて、あなたは普段どの程度の頻度でつきあいをされて

いますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

(ネットワークの内 SNS) 

Q9 あなたは SNS（Facebook、Twitter、Instagram、LINE等）を利用（フォローだけも

含む）されていますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q10 SNSを利用している場合、その種類と使用頻度はどれくらいですか。それぞれの SNS

について、当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q11 SNS を利用している場合、「友達」や「フォロー」している人の数はどれくらいです

か。利用していると回答した SNS について、当てはまるものを 1 つだけ選んでくだ

さい。 

(規範) 

Q12 あなたは現在、地縁的な活動（自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供会な

ど）をされていますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q13 前問で「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたが現在、地縁的な
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活動（自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供会など）に参加される頻度と

して、当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q14 先程「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたが地縁的な活動（自

治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供会など）に参加されたきっかけとして、

当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q15 前問で「2.活動していない」と回答された方にお伺いします。今後、地縁的な活動（自

治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供会など）に参加されたいと思いますか。

当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q16 あなたは現在、スポーツ・趣味・娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習

など）をされていますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q17 前問で「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたが現在、スポーツ・

趣味・娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習など）に参加される頻度と

して、当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q18 先程「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたがスポーツ・趣味・

娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習など）は、あなたが住んでいる「地

域」内での活動ですか、それとも全く別の「地域」での活動ですか。当てはまるもの

を 1つだけ選んでください。 

Q19 先程「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたがスポーツ・趣味・

娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習など）に参加されたきっかけとし

て、当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q20 前問で「2.活動していない」と回答された方にお伺いします。今後、スポーツ・趣味・

娯楽活動（各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習など）に参加されたいと思います

か。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

Q21 あなたは現在、ボランティア・NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や

子育て、スポーツ指導、美化、防犯・防災、環境、国際協力活動など）をされていま

すか。 

Q22 前問で「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたが現在、ボランテ

ィア・NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、

美化、防犯・防災、環境、国際協力活動など）に参加される頻度として、当てはまる

ものを 1つだけ選んでください。 

Q23 先程「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたが行っているボラン

ティア・NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、

美化、防犯・防災、環境、国際協力活動など）は、あなたが住んでいる「地域」内で

の活動ですか、それとも全く別の「地域」での活動ですか。当てはまるものを 1つだ

け選んでください。 

Q24 先程「1.活動している」と回答された方にお伺いします。あなたがボランティア・NPO・
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市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、美化、防犯・

防災、環境、国際協力活動など）に参加されたきっかけとして、当てはまるものを 1

つだけ選んでください。 

Q25 前問で「2.活動していない」と回答された方にお伺いします。今後、ボランティア・

NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、美化、

防犯・防災、環境、国際協力活動など）に参加されたいと思いますか。当てはまるも

のを 1つだけ選んでください。 

 

★現在の住まいに関する質問 

Q26 あなたは、現在のご自身の生活に満足していますか。当てはまるもの 1つを選んでく

ださい。 

Q27 つぎのことは、現在の住まい選びの決め手になりましたか。 

1. みなとみらい 21街づくり基本協定が運営されている 

2. 地震対策の推進／団体の合同防災訓練が実施されている 

3. 電気自動車のような次世代モビリティの取り組みがある 

4. 地冷システムという地球温暖化防止に対する取組がされている 

5. 水環境の向上や、生物多様性に関する取組がされている 

6. 清掃活動や、緑化対策が行き届いている 

7. 地区イベントが活発である 

8. 観光施設が充実している 

9. 横浜市によるエリアマネジメントが推進されている 

10. 最先端技術を持つ企業誘致が実施されている 

 

★SNS利用に関する質問 

Q28 あなたは以下の SNS を利用して、誰の書き込みを閲覧していますか。当てはまるも

のをすべてお答えください。 

Q29 あなたが SNS を利用して、良かったと思えたことはありますか。当てはまるものを

すべてご回答ください。（いくつでも） 

1. コミュニティの中に親しい友人や相談相手ができた 

2. 子供の学校や職場などコミュニティの外で親しい友人や相談相手ができた 

3. 社会や経済等に関する最新のニュースや情報を得ることができた 

4. 趣味や身近な地域の話題など、自分が興味のある情報を得ることが出来た 

5. 家族や友達との結びつきが深まった 

6. しばらく連絡を取っていなかった人と再び連絡を取ることができるようになっ

た 

7. 今まで面識のなかった人々とのつながりができた 
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8. コミュニティ内の結びつきが強まった 

9. その他 具体的にご回答ください 

10. 良かったと思えたことは特にない(排他) 

Q30 SNSまたは対面で、次のようなことで人とのコミュニケーションがあるといいと思い

ますか。 

1. 日常のちょっとした家事についての相談 

2. 外出時の移動（相乗り等） 

3. ふだんの買い物の手伝い 

4. 家族の介助や介護の手伝いや相談 

5. 育児・子育ての手助けや相談 

6. 健康や病気に関する相談 

7. その他の心配事や悩みごとの相談 

8. コミュニティのイベントについての情報交換 

9. 趣味や旅行などについての情報交換 

10. 仕事に関する相談や情報交換 

 

★コミュニティ内の付き合い方に対する意識を問う質問 

Q31 つぎのようなことはコミュニティの住民同士のつながりを深めると思いますか。 

1. 歴史・文化・自然・芸術等に親しむために、各所に出かける体験会 

2. 清掃などのボランティア活動 

3. 秋まつりなどの地域イベントの企画や開催 

4. 運動会や遠足など親子で楽しめる行事開催 

5. いつでも気軽に集まれるサロンの形成 

6. 外部またはコミュニティ内部の講師を招いてのためになる事柄の勉強会 

7. 外部またはコミュニティ内部の講師を招いての趣味やスポーツ講座 

8. 趣味やスポーツなどのサークル活動 

9. 防災や非常時のための備え、訓練など 

10. 定期的な食事会 

 

★回答者のデモグラフィックな属性に関する質問 

Q32 あなたの性別をお答えください。 

Q33 あなたの満年齢をお答えください。（半角数字でご記入ください） 

Q34 あなたの職業をお答えください。 

Q35 住まいの形態をお答えください。 

Q36 居住年数をお答えください。（半角数字でご記入ください） 

Q37 今後も現在のお住まいの地域に住み続けたいと思われますか。 
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Q38 結婚していらっしゃいますか。 

Q39 現在、あなたと生計を共にしている家族の人数をお答えください。（別居している方も

人数に含めてください）（半角数字でご記入ください） 

Q40.1 Q40.家族構成についてお伺いします。前問で生計を共にしている方が「1 人以上」

と回答された方は、同居・別居（いらっしゃれば）のご家族の人数をそれぞれお答え

ください。（半角数字でご記入ください 

Q40.2 Q40.家族構成についてお伺いします。前問で生計を共にしている方が「1 人以上」

と回答された方は、同居・別居（いらっしゃれば）のご家族の人数をそれぞれお答え

ください。（半角数字でご記入ください 

Q41 あなたの最終学歴をお答えください。 

Q42 同居のご家族全部をあわせた、去年 1年間の収入（ボーナス含む、税込み）をお教え

ください。 
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付表 1：SC指標の限界効果 (みなとみらい 21)  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 

                          
Q271 0.00870 -0.0199 -0.0289 -0.0433** 0.00717 -0.0722 -0.0198 -0.0130 -0.0160 -0.0187* -0.0138 -0.0163 

 (0.0395) (0.0160) (0.0222) (0.0174) (0.0251) (0.0970) (0.0206) (0.0240) (0.0132) (0.0108) (0.0114) (0.00995) 

Q272 0.00617 
0.0581**

* 0.0247 -0.0261* 0.0240 0.209** -0.0255 0.0400 0.0278** 0.0157 0.0272** 0.0184* 

 (0.0359) (0.0180) (0.0242) (0.0158) (0.0250) (0.0991) (0.0218) (0.0263) (0.0137) (0.0113) (0.0120) (0.0105) 

Q273 -0.0494 0.00885 0.00346 0.0372** -0.0313 0.0860 0.0156 0.00368 -0.00643 -0.00161 -0.00437 
-

0.000768 

 (0.0412) (0.0169) (0.0217) (0.0176) (0.0263) (0.105) (0.0211) (0.0253) (0.0124) (0.0105) (0.0110) (0.00987) 

Q274 -0.0236 -0.0261 -0.00437 0.0160 -0.0293 -0.110 -0.00308 -0.0319 -0.00431 
-

0.000756 -0.00997 -0.00747 

 (0.0409) (0.0173) (0.0225) (0.0193) (0.0279) (0.107) (0.0195) (0.0266) (0.0121) (0.00992) (0.0111) (0.00971) 
Q275 0.0314 -0.0182 -0.0111 -0.0214 0.0312 -0.00453 0.0379 0.0291 -0.00787 -0.00585 4.02e-05 0.00129 

 (0.0450) (0.0194) (0.0222) (0.0231) (0.0304) (0.116) (0.0230) (0.0284) (0.0135) (0.0118) (0.0123) (0.0111) 
Q276 0.0557 -0.0104 -0.0138 -0.00236 0.0456* -0.0474 -0.0486** -0.0146 -0.00522 -0.00473 -0.00475 -0.00472 

 (0.0463) (0.0187) (0.0229) (0.0184) (0.0273) (0.102) (0.0198) (0.0247) (0.0134) (0.0108) (0.0111) (0.00989) 

Q277 0.0384 
0.0441**

* 0.0412* 0.0571*** 0.00423 0.294*** 0.0569*** 0.0674*** 0.0273** 
0.0312**

* 
0.0331**

* 
0.0364**

* 

 (0.0415) (0.0162) (0.0222) (0.0156) (0.0259) (0.103) (0.0214) (0.0260) (0.0123) (0.00995) (0.0113) (0.00986) 

Q278 -0.0239 
-

0.0385** -0.0242 -0.0377** 0.0131 -0.213** 0.0142 -0.0251 -0.0187 
-

0.0212** -0.0176* 
-

0.0188** 

 (0.0398) (0.0158) (0.0202) (0.0152) (0.0245) (0.0915) (0.0184) (0.0237) (0.0127) (0.0102) (0.0105) (0.00929) 
Q279 -0.0536 0.0210 0.0163 0.0147 -0.0141 0.0376 -0.0232 -0.00907 -0.00785 -0.00567 -0.00556 -0.00488 

 (0.0475) (0.0166) (0.0212) (0.0174) (0.0260) (0.0978) (0.0215) (0.0261) (0.0138) (0.0113) (0.0122) (0.0106) 
Q2710 0.0370 0.00949 -0.00630 -0.00103 0.00913 -0.0786 -0.0106 -0.00448 0.0178 0.0145 0.00739 0.00603 

 (0.0429) (0.0159) (0.0209) (0.0152) (0.0258) (0.0976) (0.0214) (0.0247) (0.0135) (0.0103) (0.0113) (0.00958) 
Q301 -0.0797** 0.00879 0.0235 -0.0227 -0.0247 -0.0313 -0.0212 -0.0184 -0.00644 -0.00888 -0.00901 -0.00895 

 (0.0380) (0.0161) (0.0231) (0.0153) (0.0257) (0.0942) (0.0195) (0.0244) (0.0135) (0.0108) (0.0112) (0.00980) 

Q302 0.0128 -0.00570 0.00682 -0.0296** 0.00962 -0.0145 0.00347 0.00457 0.00306 0.000515 0.00233 
-

0.000249 

 (0.0357) (0.0146) (0.0190) (0.0142) (0.0218) (0.0835) (0.0185) (0.0220) (0.0112) (0.00899) (0.00968) (0.00852) 
Q303 -0.00279 -0.0237 -0.00908 -0.00900 0.00109 -0.0333 0.00742 -0.00480 -0.00994 -0.0106 -0.00865 -0.00793 

 (0.0367) (0.0160) (0.0224) (0.0158) (0.0247) (0.0882) (0.0197) (0.0240) (0.0121) (0.00973) (0.0106) (0.00927) 
Q304 0.0445 0.0183 -0.0187 0.0167 0.0413 0.0449 -0.00229 0.0138 0.000716 0.00214 0.00771 0.00724 

 (0.0454) (0.0184) (0.0282) (0.0206) (0.0306) (0.112) (0.0239) (0.0322) (0.0147) (0.0126) (0.0139) (0.0125) 

Q305 0.0289 0.0206 
0.0676**

* 0.0165 0.0157 0.0631 0.0116 0.0195 0.0196 0.0182* 0.0167 0.0151 

 (0.0433) (0.0186) (0.0256) (0.0184) (0.0281) (0.0969) (0.0207) (0.0259) (0.0137) (0.0109) (0.0118) (0.00988) 

Q306 -0.143*** -0.0228 -0.0501* 0.0495** 
-

0.0688** -0.0413 -0.0151 -0.0329 
-

0.0361** -0.0232* 
-

0.0343** 
-

0.0261** 

 (0.0513) (0.0222) (0.0304) (0.0225) (0.0333) (0.124) (0.0250) (0.0333) (0.0166) (0.0136) (0.0144) (0.0124) 

Q307 0.161*** -0.00872 
-

0.000720 0.0319 0.0657** -0.151 0.0193 0.0107 0.0357** 0.0314** 0.0242* 0.0224** 

 (0.0500) (0.0190) (0.0267) (0.0200) (0.0304) (0.115) (0.0233) (0.0274) (0.0149) (0.0123) (0.0125) (0.0109) 
Q308 -0.0100 -0.0153 -0.00504 0.0304* 0.00640 -0.0415 0.0271 0.00250 -0.00627 -0.00158 -0.00295 0.000666 

 (0.0400) (0.0163) (0.0204) (0.0160) (0.0250) (0.0982) (0.0193) (0.0246) (0.0124) (0.0101) (0.0112) (0.00981) 

Q309 -0.0147 -0.0133 -0.0326 -0.0894*** -0.00421 -0.0245 -0.0501** -0.0193 -0.0154 
-

0.0247** -0.0166 
-

0.0237** 

 (0.0431) (0.0171) (0.0238) (0.0183) (0.0271) (0.103) (0.0209) (0.0269) (0.0132) (0.0110) (0.0123) (0.0109) 
Q3010 0.00878 0.00376 0.0148 0.00761 -0.0234 0.0936 0.0367* 0.0144 0.00558 0.00737 0.00796 0.00986 

 (0.0422) (0.0165) (0.0213) (0.0168) (0.0255) (0.0935) (0.0194) (0.0252) (0.0126) (0.0104) (0.0110) (0.00976) 

Q311 0.0477 
-

0.0586** -0.0481 -0.0190 0.0587 -0.281* -0.00268 -0.0362 -0.0217 -0.0155 -0.0176 -0.0167 

 (0.0612) (0.0262) (0.0329) (0.0254) (0.0393) (0.152) (0.0293) (0.0374) (0.0190) (0.0157) (0.0167) (0.0149) 
Q312 0.0925 -0.0273 -0.0169 0.0779*** 0.0504 -0.185 0.0281 0.00348 0.0210 0.0252 0.0114 0.0171 

 (0.0670) (0.0301) (0.0403) (0.0275) (0.0417) (0.162) (0.0318) (0.0411) (0.0210) (0.0178) (0.0188) (0.0167) 

Q313 0.107 -0.0107 0.0315 -0.0504* 0.0745* 0.185 0.0225 0.0869** 
-

0.000579 -0.00605 0.0136 0.00818 

 (0.0735) (0.0288) (0.0436) (0.0304) (0.0434) (0.175) (0.0335) (0.0437) (0.0238) (0.0204) (0.0202) (0.0181) 
Q314 0.0371 -0.0201 0.0123 0.0735*** 0.0153 -0.0804 0.0241 -0.00238 0.000859 0.00995 -0.00103 0.00665 

 (0.0613) (0.0256) (0.0320) (0.0245) (0.0386) (0.149) (0.0251) (0.0341) (0.0199) (0.0163) (0.0169) (0.0146) 
Q315 -0.0518 0.00517 -0.0174 -0.0237 -0.0112 0.0388 0.0532 0.0223 -0.0109 -0.00558 0.000440 0.00149 

 (0.0529) (0.0244) (0.0363) (0.0261) (0.0366) (0.148) (0.0324) (0.0398) (0.0181) (0.0150) (0.0164) (0.0144) 
Q316 -0.0804 0.0378 -0.0310 -0.0136 -0.0845* 0.105 -0.0422 -0.0287 0.00376 0.00378 -0.00112 -0.00267 

 (0.0758) (0.0354) (0.0494) (0.0382) (0.0502) (0.201) (0.0367) (0.0537) (0.0257) (0.0219) (0.0239) (0.0212) 
Q317 0.0663 0.0107 0.0912* 0.100** 0.0263 0.218 0.0200 0.0526 0.0180 0.0198 0.0202 0.0223 

 (0.0886) (0.0399) (0.0528) (0.0404) (0.0574) (0.224) (0.0422) (0.0579) (0.0289) (0.0248) (0.0271) (0.0242) 
Q318 -0.112 0.0256 0.00205 -0.0237 -0.0676 -0.121 -0.0234 -0.0552 -0.00200 -0.00204 -0.0133 -0.0119 

 (0.0693) (0.0300) (0.0381) (0.0312) (0.0449) (0.174) (0.0349) (0.0444) (0.0211) (0.0177) (0.0195) (0.0171) 
Q319 0.0250 0.0265 -0.00831 -0.0243 0.00778 0.0463 -0.0278 0.0109 0.00976 0.00315 0.00989 0.00480 

 (0.0564) (0.0261) (0.0342) (0.0288) (0.0369) (0.140) (0.0305) (0.0350) (0.0187) (0.0162) (0.0150) (0.0138) 

Q3110 0.0614 0.0498** 
0.0828**

* -0.0631*** 0.0532* 0.278** 0.00481 0.0673** 0.0308* 0.0110 0.0359** 0.0240* 

 (0.0482) (0.0237) (0.0295) (0.0228) (0.0307) (0.126) (0.0237) (0.0302) (0.0164) (0.0135) (0.0143) (0.0129) 
Q32 -0.0573 0.00809 -0.0530 0.00988 -0.00418 -0.112 0.00153 -0.0144 0.0171 0.0102 0.00344 0.00182 

 (0.0811) (0.0380) (0.0478) (0.0354) (0.0548) (0.212) (0.0405) (0.0527) (0.0255) (0.0214) (0.0231) (0.0206) 

Q331 3.77e-05 0.000318 
0.00555*

* 

-
0.00620**

* 0.00217 0.00116 
0.00643**

* 0.00374 0.000766 
-

0.000436 0.00118 0.000507 

 (0.00449) (0.00191) (0.00242) (0.00172) (0.00269) (0.0111) (0.00216) (0.00275) (0.00142) (0.00121) (0.00127) (0.00113) 
Q35 0.0443 0.0364 -0.121 0.0543 0.00232 0.866** 0.141* 0.132 -0.0154 -0.00605 0.0162 0.0220 

 (0.155) (0.0669) (0.0749) (0.0665) (0.0926) (0.400) (0.0770) (0.0924) (0.0513) (0.0427) (0.0417) (0.0374) 

Q361 -0.00767 
0.00724*

* 0.00764 0.00682* -0.00475 0.0849*** 0.00155 0.0134** -0.00129 
-

0.000348 0.00261 0.00266 

 (0.00969) (0.00363) (0.00550) (0.00377) (0.00598) (0.0227) (0.00430) (0.00561) (0.00297) (0.00248) (0.00263) (0.00233) 
Q37 -0.0514 0.0306 0.0297 0.0321 -0.0693 0.272 -0.000795 0.0132 0.00600 0.0105 0.0141 0.0149 

 (0.111) (0.0458) (0.0634) (0.0434) (0.0662) (0.240) (0.0481) (0.0635) (0.0364) (0.0304) (0.0310) (0.0271) 
Q38 0.325* -0.134* -0.0388 0.134* 0.178* -0.0924 -0.0173 0.0386 -0.0228 0.00139 -0.00701 0.00571 

 (0.171) (0.0714) (0.0876) (0.0735) (0.105) (0.372) (0.0758) (0.106) (0.0531) (0.0441) (0.0501) (0.0435) 
family1 -0.136 0.0679 -0.0267 -0.0439 -0.0748 -0.185 -0.00484 -0.0404 0.0278 0.0151 0.00272 -0.00229 

 (0.128) (0.0481) (0.0655) (0.0550) (0.0772) (0.267) (0.0583) (0.0811) (0.0403) (0.0339) (0.0364) (0.0328) 
family2 -0.00645 -0.114 0.0969 -0.0166 -0.0502 -0.896* 0.0668 -0.201* -0.00534 -0.0184 -0.0464 -0.0455 

 (0.199) (0.0869) (0.102) (0.101) (0.122) (0.479) (0.0947) (0.122) (0.0573) (0.0472) (0.0532) (0.0447) 
family3 0.0435 -0.0324 0.0898 -0.0572 -0.0886 -0.556 0.0633 -0.0864 0.0586 0.0386 0.00404 -0.00127 

 (0.160) (0.0640) (0.0945) (0.0632) (0.101) (0.364) (0.0837) (0.0895) (0.0527) (0.0441) (0.0422) (0.0378) 
family4 -0.0996 0.112* 0.197** -0.0312 -0.0453 -0.0478 0.0903 -0.00212 0.0731 0.0454 0.0377 0.0289 

 (0.146) (0.0649) (0.0983) (0.0778) (0.105) (0.377) (0.0831) (0.0929) (0.0498) (0.0422) (0.0413) (0.0373) 
family5 0.0472 0.136** 0.144 -0.133** 0.0570 0.778** 0.162** 0.214*** 0.0530 0.0174 0.0901** 0.0628* 

 (0.132) (0.0594) (0.0896) (0.0562) (0.0874) (0.334) (0.0756) (0.0796) (0.0435) (0.0364) (0.0365) (0.0324) 
family6 -0.0928 0.0924 0.0275 -0.172*** -0.00566 0.246 0.0715 0.0858 0.0417 0.00274 0.0378 0.0136 

 (0.143) (0.0661) (0.108) (0.0628) (0.0984) (0.356) (0.0841) (0.0933) (0.0466) (0.0396) (0.0409) (0.0370) 
emp1 0.152 0.119** 0.232*** -0.000398 -0.0258 0.480 0.106* 0.122 0.0927** 0.0721* 0.0890** 0.0754** 

 (0.135) (0.0512) (0.0792) (0.0559) (0.0834) (0.296) (0.0574) (0.0772) (0.0457) (0.0402) (0.0383) (0.0356) 
emp2 -0.339** 0.110** 0.163** -0.000104 -0.142 0.344 0.0210 -0.0114 0.0135 0.0114 0.00699 0.00924 
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 (0.137) (0.0538) (0.0670) (0.0682) (0.0945) (0.324) (0.0661) (0.0882) (0.0322) (0.0246) (0.0332) (0.0274) 
emp3 0.192 0.0565 0.0390 0.0629 0.0809 0.135 -0.00234 0.0715 0.0596 0.0539 0.0502 0.0501* 

 (0.144) (0.0497) (0.0689) (0.0628) (0.0846) (0.285) (0.0654) (0.0743) (0.0411) (0.0355) (0.0336) (0.0303) 
emp4 0.437* 0.107 -0.172 -0.130 0.259 0.599  0.190 0.0917 0.0532 0.0919 0.0655 

 (0.265) (0.121) (0.157) (0.138) (0.190) (0.587)  (0.180) (0.0896) (0.0804) (0.0804) (0.0736) 
emp5 0.232 0.163*** 0.166 -0.0312 -0.0107 0.295 -0.0360 0.00329 0.147*** 0.107** 0.0961* 0.0753 

 (0.202) (0.0622) (0.102) (0.0637) (0.116) (0.400) (0.0755) (0.122) (0.0525) (0.0469) (0.0502) (0.0476) 
emp6 0.0394 0.131** 0.113 0.0633 -0.0456 0.547* 0.0394 0.0727 0.0579 0.0596* 0.0597* 0.0596** 

 (0.118) (0.0562) (0.0749) (0.0590) (0.0779) (0.300) (0.0599) (0.0736) (0.0385) (0.0323) (0.0335) (0.0303) 

num -0.0792 0.0416 -0.0729 -0.00994 -0.0127 0.395** -0.0234 0.0563 -0.0304 -0.0219 -0.00135 
-

0.000104 

 (0.0758) (0.0366) (0.0501) (0.0337) (0.0511) (0.196) (0.0441) (0.0481) (0.0263) (0.0213) (0.0228) (0.0200) 

inc 0.000232 3.17e-05 
-3.30e-

05 7.67e-05 0.000122 
-

0.000126 -7.82e-05 -2.86e-06 5.30e-05 5.19e-05 2.34e-05 3.11e-05 

 

(0.00015
9) 

(6.65e-
05) 

(9.71e-
05) (5.94e-05) 

(9.72e-
05) 

(0.00035
5) 

(7.29e-
05) 

(0.00010
0) 

(5.22e-
05) 

(4.41e-
05) 

(4.64e-
05) 

(4.20e-
05)              

Observatio
ns 408 408 408 406 408 408 401 408 408 408 408 408 

Standard errors in parentheses           
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 

 

付表 2：SC指標の限界効果 (その他の首都圏) 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 

                          

Q271 -0.0563 0.0640** 0.133*** 0.0540** 0.0194 0.192 0.0444* 0.0576 0.0263 0.0261** 0.0324** 
0.0309**

* 

 (0.0771) (0.0260) (0.0466) (0.0269) (0.0262) (0.153) (0.0228) (0.0384) (0.0172) (0.0122) (0.0150) (0.0112) 
Q272 0.0206 0.0442 0.0288 -0.0324 -0.0341 0.410** 0.0213 0.0806* 0.0196 0.0137 0.0235 0.0173 

 (0.0725) (0.0283) (0.0436) (0.0251) (0.0240) (0.173) (0.0200) (0.0431) (0.0182) (0.0135) (0.0161) (0.0125) 
Q273 -0.0968 -0.0331 -0.0735* 0.0218 0.00193 -0.0697 -0.0416** -0.0145 -0.0314* -0.0209 -0.0202 -0.0145 

 (0.0728) (0.0264) (0.0398) (0.0239) (0.0227) (0.151) (0.0196) (0.0384) (0.0173) (0.0133) (0.0156) (0.0125) 
Q274 0.0179 -0.0331 -0.110* -0.0250 0.0169 0.107 -0.00206 0.0393 -0.00966 -0.00836 -0.00412 -0.00396 

 (0.0984) (0.0423) (0.0631) (0.0337) (0.0313) (0.221) (0.0264) (0.0547) (0.0263) (0.0196) (0.0238) (0.0189) 
Q275 -0.114 0.0570 0.0936 -0.0247 -0.0364 0.0406 -0.0269 -0.0257 0.00900 0.00500 0.00243 0.00189 

 (0.104) (0.0396) (0.0684) (0.0360) (0.0329) (0.230) (0.0298) (0.0546) (0.0245) (0.0189) (0.0227) (0.0182) 
Q276 0.190** -0.0376 -0.0111 -0.00779 0.0461** -0.406** -0.0124 -0.0693* 0.0191 0.0151 0.00144 0.00104 

 (0.0789) (0.0237) (0.0445) (0.0275) (0.0233) (0.162) (0.0226) (0.0417) (0.0181) (0.0139) (0.0146) (0.0117) 
Q277 0.232*** 0.0595** 0.0391 0.0122 0.0771** 0.441** 0.0479** 0.151*** 0.0237 0.0145 0.0434** 0.0315** 

 (0.0835) (0.0297) (0.0520) (0.0302) (0.0303) (0.174) (0.0240) (0.0424) (0.0207) (0.0163) (0.0175) (0.0146) 
Q278 -0.0732 -0.00780 -0.0183 -0.0165 -0.0392 -0.242 -0.0429** -0.0806** -0.00775 -0.00730 -0.0187 -0.0172 

 (0.0785) (0.0248) (0.0437) (0.0263) (0.0266) (0.171) (0.0208) (0.0392) (0.0159) (0.0121) (0.0133) (0.0105) 

Q279 -0.0179 -0.00887 0.0191 0.0591* 0.00114 0.0303 0.0398 0.0170 
-4.48e-

05 0.00264 0.00242 0.00526 

 (0.0951) (0.0287) (0.0553) (0.0349) (0.0332) (0.194) (0.0260) (0.0464) (0.0205) (0.0164) (0.0167) (0.0140) 

Q2710 -0.0585 -0.00639 0.0588 -0.0138 -0.00276 0.0795 
0.0656**

* 0.0200 -0.0130 -0.0106 -0.00226 -0.00124 

 (0.0875) (0.0300) (0.0476) (0.0298) (0.0290) (0.181) (0.0190) (0.0407) (0.0196) (0.0158) (0.0167) (0.0141) 
Q301 0.0379 -0.0224 -0.0667 -0.0540** 0.00349 -0.228 -0.0413** -0.0600* -0.00347 -0.0117 -0.0130 -0.0176 

 (0.0714) (0.0259) (0.0452) (0.0241) (0.0229) (0.140) (0.0178) (0.0344) (0.0188) (0.0136) (0.0156) (0.0123) 

Q302 -0.0149 -0.00355 -0.0683* -0.0154 0.00297 -0.00126 -0.00257 0.00791 -0.00564 -0.00888 
-9.13e-

05 -0.00326 

 (0.0609) (0.0228) (0.0365) (0.0228) (0.0174) (0.142) (0.0177) (0.0375) (0.0163) (0.0121) (0.0141) (0.0112) 
Q303 -0.142* -0.00269 -0.00816 0.0276 -0.0313 0.102 -0.0135 -0.0124 -0.0242 -0.0146 -0.0185 -0.0105 

 (0.0742) (0.0305) (0.0469) (0.0280) (0.0228) (0.172) (0.0187) (0.0433) (0.0211) (0.0161) (0.0183) (0.0148) 
Q304 0.146* 0.00345 0.0861 -0.00649 0.0283 -0.133 -0.0164 -0.00697 0.0247 0.0126 0.0147 0.00642 

 (0.0758) (0.0274) (0.0524) (0.0298) (0.0207) (0.180) (0.0174) (0.0420) (0.0207) (0.0161) (0.0172) (0.0140) 
Q305 -0.0309 -0.0165 -0.00239 0.0487* 0.00304 -0.308* -0.00713 -0.0485 -0.00699 0.00709 -0.0149 -0.00346 

 (0.0762) (0.0275) (0.0466) (0.0294) (0.0230) (0.169) (0.0189) (0.0399) (0.0195) (0.0160) (0.0161) (0.0141) 
Q306 -0.0884 -0.00708 -0.0750 0.00324 0.00646 0.264 0.00797 0.0369 -0.0434** -0.0326* -0.0181 -0.0140 

 (0.0844) (0.0325) (0.0546) (0.0329) (0.0275) (0.206) (0.0218) (0.0468) (0.0211) (0.0181) (0.0187) (0.0165) 
Q307 0.0747 0.0539* 0.0455 0.0886*** 0.0380 0.240 -0.0199 0.0470 0.0370* 0.0388** 0.0310 0.0329* 

 (0.0843) (0.0315) (0.0604) (0.0328) (0.0266) (0.199) (0.0234) (0.0501) (0.0217) (0.0176) (0.0200) (0.0169) 
Q308 0.000385 -0.0460* -0.00762 -0.00434 0.00446 -0.362** -0.0125 -0.0606 -0.00617 -0.00171 -0.0165 -0.0119 

 (0.0651) (0.0262) (0.0411) (0.0237) (0.0194) (0.155) (0.0209) (0.0400) (0.0160) (0.0120) (0.0148) (0.0119) 

Q309 0.0606 -0.0203 -0.0389 
-

0.0653*** -0.0107 0.0314 -0.00741 -0.00404 -0.00150 -0.0116 -0.00191 -0.00800 

 (0.0755) (0.0292) (0.0413) (0.0243) (0.0225) (0.170) (0.0220) (0.0417) (0.0182) (0.0136) (0.0159) (0.0129) 
Q3010 -0.0750 -0.00229 0.0365 -0.0473 -0.0461* -0.0168 0.0318 -0.0172 -0.00287 -0.00704 -0.00714 -0.0102 

 (0.0849) (0.0323) (0.0530) (0.0344) (0.0247) (0.190) (0.0224) (0.0450) (0.0197) (0.0154) (0.0180) (0.0150) 
Q311 0.165* -0.0499 -0.00947 0.0264 -0.0264 -0.145 0.0431 -0.0172 0.00898 0.0119 0.000691 0.00482 

 (0.0973) (0.0329) (0.0629) (0.0347) (0.0310) (0.189) (0.0268) (0.0518) (0.0256) (0.0210) (0.0211) (0.0177) 

Q312 0.00603 0.0330 -0.0954 -0.0350 0.00784 0.208 -0.0448 0.0149 0.0127 
-

0.000946 0.0123 0.00155 

 (0.113) (0.0476) (0.0767) (0.0431) (0.0336) (0.259) (0.0302) (0.0665) (0.0329) (0.0251) (0.0283) (0.0230) 

Q313 -0.0402 -0.0115 0.0962 -0.0184 -0.00215 -0.376 
0.0899**

* -0.0400 0.0109 0.00734 
-5.68e-

05 
-

0.000764 

 (0.119) (0.0451) (0.0739) (0.0409) (0.0383) (0.285) (0.0327) (0.0662) (0.0294) (0.0223) (0.0257) (0.0205) 
Q314 0.166* 0.0441 -0.00126 0.0394 0.0582** 0.237 -0.0276 0.0821 0.0285 0.0354* 0.0308 0.0347** 

 (0.0992) (0.0377) (0.0634) (0.0378) (0.0269) (0.237) (0.0280) (0.0579) (0.0247) (0.0191) (0.0209) (0.0171) 
Q315 0.00428 -0.0414 -0.114* 0.0197 0.00306 -0.00939 -0.0470* -0.0302 -0.0325 -0.0252 -0.0284 -0.0211 

 (0.107) (0.0399) (0.0631) (0.0353) (0.0338) (0.239) (0.0271) (0.0577) (0.0252) (0.0191) (0.0223) (0.0181) 
Q316 -0.0515 -0.0631 -0.161* -0.0642 -0.0128 0.00926 -0.0331 -0.0108 -0.0829** -0.0688** -0.0547 -0.0503* 

 (0.127) (0.0517) (0.0838) (0.0451) (0.0364) (0.315) (0.0370) (0.0827) (0.0388) (0.0294) (0.0334) (0.0272) 
Q317 -0.0808 0.123** 0.231** 0.0241 0.0599 0.233 0.0500 0.0955 0.0781** 0.0637** 0.0678** 0.0624** 

 (0.137) (0.0551) (0.0905) (0.0422) (0.0378) (0.319) (0.0363) (0.0802) (0.0363) (0.0283) (0.0330) (0.0280) 
Q318 0.193* 0.0262 -0.0145 0.0437 0.0439 0.244 -0.0368 0.0557 0.0132 0.00673 0.0214 0.0119 

 (0.106) (0.0437) (0.0754) (0.0405) (0.0316) (0.239) (0.0317) (0.0589) (0.0285) (0.0227) (0.0250) (0.0212) 
Q319 -0.149 0.000902 0.0972* 0.0155 -0.0337 -0.109 0.0541** -0.0260 -0.00179 0.00191 -0.00970 -0.00150 

 (0.105) (0.0340) (0.0555) (0.0380) (0.0320) (0.208) (0.0261) (0.0531) (0.0232) (0.0185) (0.0195) (0.0164) 
Q3110 -0.0137 0.0452 0.0504 0.0201 -0.0310 0.201 0.0242 0.0445 0.0326 0.0283 0.0319 0.0243 

 (0.0946) (0.0335) (0.0644) (0.0350) (0.0277) (0.193) (0.0257) (0.0523) (0.0230) (0.0176) (0.0208) (0.0168) 
Q32 -0.272* 0.0179 -0.136 0.0580 -0.102** 0.00727 0.00154 -0.0586 -0.0169 -0.00822 -0.0169 -0.0138 

 (0.157) (0.0542) (0.0887) (0.0557) (0.0511) (0.323) (0.0345) (0.0870) (0.0365) (0.0263) (0.0312) (0.0236) 

SC11 0.00356 0.00268 0.00276 
-

0.0137*** 0.00339 0.0161 0.00392* 0.00673 0.00108 -0.00180 0.00141 
-

0.000612 

 (0.00794) (0.00301) (0.00473) (0.00238) (0.00249) (0.0163) (0.00202) (0.00440) (0.00197) (0.00151) (0.00182) (0.00147) 

Q351 -9.45e-05 0.0127* 0.00278 -0.00163 0.00181 0.132*** 0.0113** 0.0350*** -0.00113 
-

0.000892 0.00546 0.00417 

 (0.0207) (0.00723) (0.0120) (0.00662) (0.00597) (0.0416) (0.00517) (0.0102) (0.00508) (0.00388) (0.00443) (0.00359) 

Q36 0.484*** 0.0576 0.0101 0.0423 0.0709 0.145 0.00967 0.0889 0.0793** 
0.0631**

* 0.0600** 0.0521** 



25 

 

 (0.155) (0.0436) (0.0741) (0.0413) (0.0434) (0.259) (0.0335) (0.0666) (0.0309) (0.0234) (0.0259) (0.0211) 
Q37 -0.0833 -0.0721 -0.253* -0.101 -0.118* 0.490 -0.0566 0.0489 -0.0933 -0.0905** -0.0549 -0.0647 

 (0.234) (0.0903) (0.148) (0.0899) (0.0710) (0.534) (0.0633) (0.126) (0.0590) (0.0461) (0.0521) (0.0424) 
Q381 0.0118 0.00417 0.00768 -0.0406 0.0706* 0.0713 -0.0317 0.0532 -0.0113 -0.0135 -0.00156 0.000469 

 (0.126) (0.0494) (0.0832) (0.0415) (0.0377) (0.270) (0.0453) (0.0659) (0.0299) (0.0222) (0.0264) (0.0201) 
family1 0.0101 -0.0168 0.299** -0.0143 0.0531 -0.766* 0.102* -0.120 0.0341 0.0357 -0.00176 0.0117 

 (0.206) (0.0821) (0.129) (0.0681) (0.0644) (0.447) (0.0545) (0.114) (0.0526) (0.0410) (0.0484) (0.0399) 
family2 -0.498 0.0196 0.162 0.0506 0.0602 -1.056* 0.0329 -0.108 0.0103 0.0120 -0.0280 -0.0174 

 (0.366) (0.106) (0.169) (0.0919) (0.0932) (0.588) (0.0735) (0.122) (0.0642) (0.0515) (0.0559) (0.0466) 
family3 -0.341 -0.0271 0.0863 0.0807 -0.119 -0.635 0.0154 -0.145 -0.0288 -0.00661 -0.0439 -0.0248 

 (0.250) (0.0815) (0.158) (0.0771) (0.0784) (0.453) (0.0725) (0.114) (0.0539) (0.0432) (0.0465) (0.0395) 
family4 -0.395 0.107 0.482*** 0.114 -0.164** 0.0629 0.159*** 0.0830 0.0515 0.0791* 0.0466 0.0636 

 (0.254) (0.0923) (0.168) (0.0797) (0.0834) (0.471) (0.0543) (0.113) (0.0603) (0.0464) (0.0549) (0.0450) 
family5 -0.229 0.0602 0.176 -0.115* 0.0150 0.0488 0.120** 0.0804 0.0270 0.0234 0.0323 0.0345 

 (0.206) (0.0784) (0.127) (0.0685) (0.0582) (0.381) (0.0499) (0.0911) (0.0507) (0.0383) (0.0434) (0.0360) 
family6 -0.317 0.00120 -0.0602 0.0590 -0.00985 -0.149 0.00410 -0.00154 -0.0587 -0.0167 -0.0459 -0.0193 

 (0.221) (0.0867) (0.147) (0.0732) (0.0639) (0.458) (0.0576) (0.116) (0.0537) (0.0412) (0.0493) (0.0398) 

emp1 -0.0366 0.202* 0.123 0.00353 -0.0321 0.769 
-

0.000893 0.200 0.0718 0.0481 0.0759 0.0555 

 (0.294) (0.108) (0.132) (0.0830) (0.0919) (0.738) (0.0686) (0.160) (0.0516) (0.0400) (0.0525) (0.0409) 
emp2 -0.366 0.0129 0.278* 0.0211  -0.471 0.150*** -0.0529 0.0178 0.0387 0.00143 0.0177 

 (0.266) (0.0895) (0.150) (0.0861)  (0.427) (0.0496) (0.107) (0.0546) (0.0414) (0.0467) (0.0376) 
emp3 -0.285 0.00355 -0.0403 -0.0384 -0.0226 -0.173 0.0107 0.0291 -0.0562 -0.0445 -0.0226 -0.0258 

 (0.297) (0.0949) (0.145) (0.0739) (0.0918) (0.506) (0.0566) (0.130) (0.0630) (0.0443) (0.0518) (0.0413) 
emp4 -3.025*** 0.112 0.214   0.995  0.194 -0.0190 -0.111 -0.0144 -0.0896 

 (0.569) (0.148) (0.266)   (0.811)  (0.243) (0.0989) (0.0711) (0.0873) (0.0683) 
emp5 0.588* 0.0471 0.00441 -0.0262 0.140* 0.507 0.0506 0.241 0.0783 0.0442 0.0937 0.0621 

 (0.313) (0.104) (0.167) (0.0950) (0.0779) (0.577) (0.0774) (0.164) (0.0864) (0.0771) (0.0790) (0.0718) 
emp6 0.167 0.0324 -0.0921 -0.0252 0.148** 0.615 -0.0155 0.234** -0.0248 -0.0296 0.0205 0.0116 

 (0.212) (0.0757) (0.131) (0.0798) (0.0710) (0.403) (0.0479) (0.103) (0.0511) (0.0365) (0.0455) (0.0352) 
num 0.162 0.0234 0.0316 0.0563 -0.0275 0.162 0.0266 -0.0116 0.0444 0.0349 0.0331 0.0247 

 (0.142) (0.0578) (0.0975) (0.0513) (0.0437) (0.288) (0.0496) (0.0752) (0.0360) (0.0283) (0.0313) (0.0254) 

inc 8.39e-05 9.09e-05 0.000153 -1.08e-05 6.02e-05 0.000562 8.79e-05 0.000191 3.33e-05 
-4.16e-

06 5.56e-05 1.91e-05 

 

(0.000266
) 

(8.89e-
05) 

(0.000143
) 

(6.90e-
05) 

(8.13e-
05) 

(0.000468
) 

(6.29e-
05) 

(0.000133
) 

(6.49e-
05) 

(4.96e-
05) 

(5.94e-
05) 

(4.85e-
05)              

Observation
s 360 360 360 352 337 360 357 360 360 360 360 360 

Standard errors in parentheses           
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 

 

付表 3：SNS利用者の SC 指標の限界効果 (みなとみらい 21) 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
VARIABLES ind1 ind2 ind3 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 

                        
Q101 0.00677 -0.0187 0.0103 -0.0134 -0.113 -0.0132 -0.0122 0.00373 0.00366 -0.00589 -0.00409 

 (0.0362) (0.0137) (0.0167) (0.0220) (0.0698) (0.0162) (0.0181) (0.0116) (0.00925) (0.00947) (0.00821) 
Q102 -0.00248 -0.00761 0.0116 -0.0137 -0.0167 0.00786 -0.00293 -0.000369 0.000990 -0.000790 -0.000431 

 (0.0324) (0.0131) (0.0190) (0.0200) (0.0640) (0.0153) (0.0176) (0.00965) (0.00739) (0.00825) (0.00710) 
Q103 -0.0490 -0.0289 -0.0235 -0.0195 -0.146 -0.0403** -0.0527** -0.0167 -0.0131 -0.0219* -0.0190* 

 (0.0458) (0.0193) (0.0224) (0.0290) (0.0930) (0.0178) (0.0256) (0.0135) (0.0103) (0.0120) (0.0102) 
Q104 -0.0648** 0.0279** -0.00214 -0.00829 0.199*** -0.0162 0.0193 -0.00496 -0.00579 0.00200 0.000733 

 (0.0328) (0.0133) (0.0173) (0.0212) (0.0705) (0.0151) (0.0170) (0.00937) (0.00721) (0.00793) (0.00671) 
Q105 0.00795 -0.0322** -0.0145 0.00377 -0.132 -0.00991 -0.0291 -0.00967 -0.00717 -0.0134 -0.0109 

 (0.0341) (0.0146) (0.0184) (0.0229) (0.0828) (0.0172) (0.0201) (0.0109) (0.00800) (0.00899) (0.00732) 
Q271 -0.00231 -0.00541 -0.0415* -0.00262 0.000525 -0.0388* -0.00916 -0.0151 -0.0114 -0.0129 -0.0115 

 (0.0395) (0.0153) (0.0220) (0.0260) (0.0773) (0.0201) (0.0213) (0.0134) (0.0103) (0.0109) (0.00932) 
Q272 0.0788* 0.0606*** 0.0280 0.0609** 0.245*** 0.0206 0.0742*** 0.0366*** 0.0258** 0.0426*** 0.0338*** 

 (0.0421) (0.0171) (0.0242) (0.0273) (0.0908) (0.0219) (0.0242) (0.0140) (0.0107) (0.0117) (0.00989) 
Q273 -0.0333 -0.0114 -0.00600 -0.0360 -0.0242 0.00843 -0.0159 -0.00250 -0.000995 -0.00933 -0.00666 

 (0.0381) (0.0149) (0.0200) (0.0245) (0.0846) (0.0203) (0.0224) (0.0110) (0.00877) (0.00983) (0.00853) 
Q276 0.0374 -0.0152 -0.0241 0.0322 -0.0700 -0.0622*** -0.0140 -0.0112 -0.00846 -0.00819 -0.00683 

 (0.0455) (0.0199) (0.0248) (0.0271) (0.103) (0.0241) (0.0268) (0.0147) (0.0114) (0.0124) (0.0108) 
Q277 0.0125 0.0376** 0.0489** -0.00851 0.272*** 0.0642*** 0.0580** 0.0165 0.0132 0.0241** 0.0224** 

 (0.0431) (0.0169) (0.0231) (0.0273) (0.103) (0.0215) (0.0257) (0.0131) (0.00976) (0.0116) (0.00974) 
Q278 -0.0135 -0.0362** -0.0335* 0.0134 -0.201** 0.00532 -0.0244 -0.0173 -0.0130 -0.0168 -0.0136 

 (0.0392) (0.0161) (0.0200) (0.0239) (0.0804) (0.0208) (0.0215) (0.0124) (0.00938) (0.0102) (0.00881) 
Q2815 0.0881 -0.0134 -0.0212 0.0668 0.174 0.00982 0.0272 -0.0143 -0.0132 0.0101 0.00456 

 (0.116) (0.0479) (0.0590) (0.0707) (0.228) (0.0546) (0.0622) (0.0373) (0.0289) (0.0314) (0.0270) 
Q2817 0.00390 0.0328 0.00389 0.134** 0.178 0.0612 0.0722 -0.0178 -0.0146 0.0111 0.0111 

 (0.0989) (0.0495) (0.0658) (0.0683) (0.212) (0.0552) (0.0588) (0.0371) (0.0281) (0.0309) (0.0263) 
Q2825 -0.0557 0.00646 0.144** -0.0307 0.00702 0.178** 0.0132 0.0101 0.00636 0.00513 0.00455 

 (0.135) (0.0583) (0.0708) (0.0904) (0.282) (0.0781) (0.0748) (0.0450) (0.0327) (0.0353) (0.0302) 
Q2827 -0.0406 0.0631 -0.00567 -0.0244 0.0449 -0.0463 -0.0499 0.0255 0.0234 0.0157 0.0118 

 (0.179) (0.0871) (0.111) (0.119) (0.391) (0.0854) (0.0944) (0.0700) (0.0520) (0.0504) (0.0437) 
Q2835 0.226* -0.0250 -0.0450 0.0965 -0.367 -0.0506 -0.0170 0.0298 0.0279 0.0125 0.0152 

 (0.118) (0.0494) (0.0619) (0.0733) (0.250) (0.0619) (0.0636) (0.0369) (0.0279) (0.0287) (0.0246) 
Q2837 -0.235* 0.0402 0.0642 -0.213** 0.130 0.0370 -0.0229 0.00812 0.00220 -0.00637 -0.0108 

 (0.140) (0.0549) (0.0763) (0.0860) (0.288) (0.0666) (0.0720) (0.0421) (0.0327) (0.0315) (0.0275) 
Q2845 -0.0554 -0.00148 0.121** -0.0215 -0.376* -0.0296 -0.0917 0.0186 0.0140 -0.0115 -0.0120 

 (0.106) (0.0394) (0.0580) (0.0649) (0.211) (0.0501) (0.0571) (0.0330) (0.0252) (0.0270) (0.0229) 
Q2847 0.204** 0.107** 0.0571 0.108* 0.538** 0.0883* 0.160*** 0.0703** 0.0565** 0.0865*** 0.0742*** 

 (0.0935) (0.0428) (0.0573) (0.0632) (0.215) (0.0484) (0.0558) (0.0315) (0.0254) (0.0274) (0.0240) 
Q2855 -0.169 -0.0412 -0.0200 -0.262** -0.0227 -0.159 -0.148 -0.0193 -0.0192 -0.0458 -0.0434 

 (0.157) (0.0723) (0.0850) (0.130) (0.348) (0.101) (0.104) (0.0592) (0.0465) (0.0458) (0.0382) 
Q2857 0.155 0.0291 0.0436 0.125 -0.753 -0.0238 -0.0331 0.0673 0.0585 0.0282 0.0291 

 (0.173) (0.0963) (0.127) (0.150) (0.462) (0.104) (0.0913) (0.0678) (0.0533) (0.0530) (0.0434) 
Q291 -0.0751 0.152*** -0.0238 -0.136* 0.775*** -0.00620 0.103* 0.0554 0.0429 0.0591** 0.0474* 

 (0.107) (0.0495) (0.0578) (0.0742) (0.237) (0.0574) (0.0578) (0.0350) (0.0275) (0.0298) (0.0260) 
Q292 0.218* -0.0161 -0.0244 0.103 -0.00841 -0.00247 0.0464 0.0232 0.0246 0.0236 0.0260 

 (0.112) (0.0502) (0.0571) (0.0745) (0.241) (0.0601) (0.0602) (0.0368) (0.0289) (0.0308) (0.0265) 
Q295 0.0546 0.0600* 0.125*** 0.0553 0.0507 0.0453 0.0520 0.0588** 0.0404* 0.0474** 0.0378** 

 (0.0850) (0.0339) (0.0460) (0.0530) (0.179) (0.0395) (0.0451) (0.0271) (0.0208) (0.0221) (0.0190) 
Q296 -0.0636 0.0287 -0.0381 -0.00262 -0.180 -0.0216 -0.0188 0.0143 0.00992 0.00637 0.00177 

 (0.0781) (0.0350) (0.0433) (0.0515) (0.169) (0.0391) (0.0452) (0.0241) (0.0189) (0.0208) (0.0180) 
Q297 -0.153 0.0399 0.0105 -0.0485 -0.0489 -0.0542 -0.0474 -0.0249 -0.0198 -0.0188 -0.0184 

 (0.0994) (0.0453) (0.0540) (0.0647) (0.228) (0.0558) (0.0611) (0.0311) (0.0240) (0.0271) (0.0234) 
Q298 -0.226* 0.0343 0.0990 -0.0766 0.279 0.0496 0.0395 -0.0179 -0.0217 -0.00346 -0.00302 

 (0.116) (0.0529) (0.0694) (0.0770) (0.268) (0.0577) (0.0658) (0.0378) (0.0307) (0.0325) (0.0289) 
Q301 -0.0763** 0.0104 0.0179 -0.0171 -0.0440 -0.0216 -0.0155 -0.00577 -0.00653 -0.00843 -0.00634 

 (0.0376) (0.0160) (0.0219) (0.0258) (0.0861) (0.0202) (0.0223) (0.0133) (0.0102) (0.0100) (0.00852) 
Q302 0.00237 0.00675 0.0169 0.0151 0.0502 0.0118 0.0191 0.00556 0.00306 0.00716 0.00494 
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 (0.0329) (0.0131) (0.0163) (0.0205) (0.0691) (0.0166) (0.0186) (0.0103) (0.00802) (0.00858) (0.00738) 
Q305 0.0653 0.0259 0.0905*** 0.0305 0.158* 0.0503** 0.0466* 0.0209 0.0173 0.0255** 0.0219** 

 (0.0475) (0.0162) (0.0246) (0.0301) (0.0896) (0.0235) (0.0253) (0.0142) (0.0109) (0.0112) (0.00941) 
Q306 -0.183*** -0.0216 -0.0407 -0.0929*** -0.103 -0.0209 -0.0574* -0.0381** -0.0317** -0.0395*** -0.0359*** 

 (0.0535) (0.0206) (0.0306) (0.0332) (0.107) (0.0242) (0.0337) (0.0162) (0.0127) (0.0143) (0.0121) 
Q307 0.200*** -0.0196 -0.0332 0.0978*** -0.100 0.0288 0.0299 0.0278* 0.0224* 0.0256** 0.0221** 

 (0.0494) (0.0191) (0.0260) (0.0308) (0.101) (0.0216) (0.0266) (0.0153) (0.0120) (0.0124) (0.0104) 
Q309 0.0302 -0.00586 -0.0388* 0.0106 0.112 -0.0301* 0.0138 -0.00919 -0.00714 -0.00473 -0.00440 

 (0.0383) (0.0141) (0.0206) (0.0238) (0.0792) (0.0175) (0.0213) (0.0122) (0.00938) (0.0102) (0.00865) 
Q311 0.0286 -0.0376 -0.0668** 0.0432 -0.268* -0.00514 -0.0399 -0.0146 -0.00913 -0.0148 -0.0140 

 (0.0635) (0.0252) (0.0331) (0.0421) (0.148) (0.0327) (0.0364) (0.0197) (0.0152) (0.0164) (0.0140) 
Q312 0.0314 -0.0150 -0.0325 -0.00412 -0.118 -0.00236 -0.0191 0.0123 0.0116 0.00263 0.00446 

 (0.0721) (0.0278) (0.0393) (0.0438) (0.153) (0.0336) (0.0384) (0.0227) (0.0176) (0.0183) (0.0158) 
Q313 0.148* -0.0206 0.0350 0.0897** 0.146 0.0439 0.0917** -0.00610 -0.00316 0.0150 0.0137 

 (0.0806) (0.0298) (0.0430) (0.0441) (0.169) (0.0349) (0.0428) (0.0272) (0.0213) (0.0221) (0.0191) 
Q314 -0.00693 -0.0175 0.0287 -0.00636 -0.112 0.0259 -0.0115 -0.000732 0.000799 -0.00398 -0.000902 

 (0.0633) (0.0268) (0.0353) (0.0389) (0.140) (0.0259) (0.0319) (0.0209) (0.0165) (0.0175) (0.0149) 
Q317 -0.0450 0.0600** 0.0643* -0.0464 0.306** -0.00858 0.0316 0.0164 0.0109 0.0163 0.0119 

 (0.0642) (0.0264) (0.0341) (0.0406) (0.146) (0.0311) (0.0373) (0.0191) (0.0144) (0.0168) (0.0143) 
Q3110 0.0558 0.0500** 0.0676** 0.0595* 0.167 -0.0114 0.0408 0.0382** 0.0275** 0.0344** 0.0292** 

 (0.0489) (0.0233) (0.0305) (0.0325) (0.120) (0.0264) (0.0284) (0.0170) (0.0128) (0.0140) (0.0121) 
Q331 -0.00361 -0.000240 0.00521** -0.00129 0.00177 0.00387 0.000479 0.000164 -2.59e-05 0.000208 0.000169 

 (0.00499) (0.00203) (0.00250) (0.00297) (0.0112) (0.00261) (0.00285) (0.00144) (0.00114) (0.00131) (0.00113) 
Q35 0.0500 0.0269 -0.110 -0.0325 0.879**  0.130 -0.0226 -0.0150 0.0131 0.0145 

 (0.172) (0.0730) (0.0743) (0.0985) (0.417)  (0.0823) (0.0560) (0.0421) (0.0408) (0.0339) 
Q361 -0.00722 0.00417 0.00347 -0.00331 0.0666*** -0.00276 0.0102* -0.00207 -0.00196 0.00117 0.000699 

 (0.0102) (0.00388) (0.00551) (0.00618) (0.0208) (0.00456) (0.00522) (0.00320) (0.00245) (0.00268) (0.00223) 
family1 0.00457 -0.00333 -0.0580 -0.0706 -0.333 -0.0601 -0.0782 0.0205 0.0203 -0.0105 -0.00835 

 (0.114) (0.0413) (0.0577) (0.0677) (0.229) (0.0504) (0.0605) (0.0341) (0.0266) (0.0291) (0.0251) 
family2 -0.113 -0.0639 -0.0924 -0.117 -0.896** -0.0528 -0.267** -0.0119 -0.00449 -0.0804 -0.0553 

 (0.227) (0.100) (0.107) (0.148) (0.446) (0.110) (0.114) (0.0680) (0.0495) (0.0575) (0.0454) 
family3 0.0437 -0.0821 -0.0336 -0.178* -0.876** -0.0439 -0.200** 0.0549 0.0473 -0.0337 -0.0279 

 (0.162) (0.0617) (0.101) (0.104) (0.362) (0.0882) (0.0881) (0.0550) (0.0433) (0.0434) (0.0378) 
family4 -0.0799 0.0891 0.111 -0.0985 -0.106 0.0822 -0.0468 0.0768 0.0540 0.0267 0.0235 

 (0.157) (0.0672) (0.104) (0.105) (0.349) (0.0869) (0.0881) (0.0546) (0.0428) (0.0452) (0.0394) 
family5 -0.165 0.154** 0.106 -0.141 0.460 0.114 0.0870 0.0700 0.0481 0.0624* 0.0498 

 (0.149) (0.0635) (0.0896) (0.0968) (0.336) (0.0752) (0.0733) (0.0451) (0.0345) (0.0366) (0.0321) 
family6 -0.132 0.0617 -0.0854 -0.108 -0.0525 -0.0291 -0.0375 0.0359 0.0244 0.00265 0.000103 

 (0.156) (0.0731) (0.117) (0.103) (0.350) (0.0978) (0.0901) (0.0529) (0.0422) (0.0464) (0.0408) 
emp1 0.183 0.162*** 0.271*** -0.0402 0.647** 0.151** 0.164** 0.134*** 0.110*** 0.123*** 0.108*** 

 (0.144) (0.0554) (0.0797) (0.0903) (0.289) (0.0622) (0.0816) (0.0489) (0.0384) (0.0418) (0.0361) 
emp2 -0.426*** 0.113* 0.190*** -0.112 0.268 0.00448 -0.0252 -0.00408 -0.0110 -0.00606 -0.00726 

 (0.165) (0.0630) (0.0655) (0.102) (0.330) (0.0788) (0.0887) (0.0386) (0.0290) (0.0373) (0.0312) 
emp3 0.203 0.0410 -0.0530 0.0906 0.112 0.00206 0.0885 0.0571 0.0438 0.0492 0.0444 

 (0.149) (0.0471) (0.0696) (0.0877) (0.270) (0.0698) (0.0748) (0.0415) (0.0334) (0.0341) (0.0294) 
emp4 0.456 -0.00862 -0.00439 0.335* 0.0789  0.145 0.0831 0.0471 0.0818 0.0546 

 (0.280) (0.140) (0.169) (0.197) (0.544)  (0.177) (0.103) (0.0835) (0.0938) (0.0815) 
emp5 0.315 0.148** 0.195* 0.0669 0.816* 0.0426 0.182 0.130** 0.107** 0.130** 0.116** 

 (0.228) (0.0725) (0.117) (0.130) (0.444) (0.0893) (0.130) (0.0636) (0.0539) (0.0575) (0.0520) 
emp6 0.115 0.0568 0.0549 0.0320 0.292 0.0413 0.0569 0.0419 0.0334 0.0429 0.0382 

 (0.115) (0.0460) (0.0670) (0.0758) (0.230) (0.0586) (0.0622) (0.0368) (0.0290) (0.0293) (0.0258) 
num 0.0140 0.0282 -0.0255 0.0524 0.512*** -0.00672 0.102*** -0.0319 -0.0229 0.0117 0.0103 

 (0.0671) (0.0294) (0.0442) (0.0435) (0.171) (0.0362) (0.0382) (0.0228) (0.0176) (0.0185) (0.0161) 
inc 0.000206 -4.06e-05 -0.000118 8.13e-05 -0.000146 -0.000126 -5.07e-05 -1.27e-06 -7.05e-07 -2.08e-05 -1.24e-05 

 (0.000166) (6.26e-05) (8.79e-05) (9.74e-05) (0.000327) (7.64e-05) (9.64e-05) (5.11e-05) (4.00e-05) (4.27e-05) (3.70e-05)             
Observations 344 344 344 344 344 314 344 344 344 344 344 

Standard errors in parentheses           
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 

 

付表 4：SNS利用者の SC 指標の限界効果 (その他の首都圏) 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
VARIABLES ind1 ind2 ind3 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 

                        
Q101 0.00984 0.0426** 0.00641 0.0158 0.214* -0.0279* 0.0347 0.0127 0.00948 0.0175* 0.0145* 

 (0.0532) (0.0192) (0.0309) (0.0184) (0.115) (0.0155) (0.0265) (0.0116) (0.00793) (0.0102) (0.00782) 
Q102 -0.0146 -0.00505 0.0285 -0.0102 -0.0407 0.0206* -0.0102 0.00185 -0.000384 -0.000738 -0.00120 

 (0.0562) (0.0180) (0.0278) (0.0168) (0.101) (0.0111) (0.0251) (0.0110) (0.00721) (0.01000) (0.00737) 
Q104 0.0186 0.00790 0.0104 -0.0112 -0.0704 0.00505 0.000551 0.0169 0.0138* 0.00810 0.00775 

 (0.0530) (0.0190) (0.0343) (0.0185) (0.120) (0.0166) (0.0292) (0.0118) (0.00797) (0.0104) (0.00807) 
Q103 -0.0432 0.00637 -0.0108 -0.0214 -0.119 -0.0111 -0.0383 -0.00342 -0.00535 -0.00770 -0.00941 

 (0.0638) (0.0235) (0.0423) (0.0171) (0.132) (0.0146) (0.0327) (0.0149) (0.00989) (0.0151) (0.0113) 
Q105 0.136*** 0.0592*** 0.105** 0.0608*** 0.280** 0.0523*** 0.104*** 0.0378** 0.0292** 0.0448*** 0.0368*** 

 (0.0526) (0.0217) (0.0431) (0.0176) (0.122) (0.0139) (0.0312) (0.0163) (0.0122) (0.0140) (0.0117) 
Q271 -0.104 0.0538* 0.114** 0.0184 0.124 0.0361 0.0254 0.0230 0.0145 0.0242 0.0187 

 (0.0772) (0.0294) (0.0505) (0.0266) (0.174) (0.0239) (0.0439) (0.0182) (0.0116) (0.0164) (0.0116) 
Q272 -0.0564 0.0470* 0.0406 -0.0489** 0.397** 0.0418* 0.0819** 0.00397 0.00496 0.0145 0.0116 

 (0.0740) (0.0262) (0.0425) (0.0248) (0.156) (0.0218) (0.0381) (0.0176) (0.0114) (0.0156) (0.0112) 
Q273 -0.128* -0.0253 -0.101** -0.00273 0.112 -0.0423** 0.0150 -0.0496** -0.0326** -0.0241 -0.0170 

 (0.0740) (0.0289) (0.0419) (0.0225) (0.161) (0.0188) (0.0402) (0.0193) (0.0128) (0.0167) (0.0121) 
Q276 0.134 -0.0128 0.0533 -0.0124 -0.230 0.00798 -0.0446 0.0369** 0.0260** 0.0155 0.0127 

 (0.0847) (0.0250) (0.0503) (0.0247) (0.158) (0.0248) (0.0439) (0.0182) (0.0113) (0.0155) (0.0108) 
Q277 0.243*** 0.0447* 0.0217 0.143*** 0.477*** 0.0709*** 0.170*** 0.0112 0.00570 0.0376** 0.0281** 

 (0.0848) (0.0267) (0.0559) (0.0318) (0.177) (0.0251) (0.0429) (0.0195) (0.0134) (0.0169) (0.0130) 
Q278 -0.164* -0.0239 0.0341 -0.0548** -0.285* 0.0196 -0.0795** -0.0127 -0.0101 -0.0213* -0.0168* 

 (0.0852) (0.0218) (0.0440) (0.0242) (0.155) (0.0191) (0.0343) (0.0152) (0.0101) (0.0126) (0.00901) 
Q2815 -0.0412 -0.0249 0.0681 -0.0641 -0.0201 0.0557 0.0478 0.00527 0.000437 0.000373 -0.00517 

 (0.164) (0.0643) (0.101) (0.0616) (0.397) (0.0490) (0.0906) (0.0406) (0.0273) (0.0340) (0.0254) 
Q2817 0.171 -0.0560 -0.0883 0.122 -0.952* -0.0349 -0.137 0.0350 0.0223 -0.00926 -0.00727 

 (0.267) (0.0734) (0.128) (0.0756) (0.524) (0.0601) (0.123) (0.0458) (0.0331) (0.0418) (0.0331) 
Q2825 0.211 -0.00830 0.0993 -0.107 -0.208 0.0142 -0.0263 0.0337 0.0377 0.0143 0.0221 

 (0.221) (0.0775) (0.130) (0.0877) (0.459) (0.0691) (0.119) (0.0462) (0.0303) (0.0435) (0.0323) 
Q2827 -0.232 -0.0855 0.0143 0.117 -0.585 0.165 -0.0988 -0.0543 -0.0491 -0.0652 -0.0572 

 (0.319) (0.116) (0.193) (0.129) (0.718) (0.105) (0.182) (0.0669) (0.0454) (0.0665) (0.0504) 
Q2845 0.0733 -0.0795 -0.0461 0.122* -0.767* 0.0166 -0.115 -0.0226 -0.0244 -0.0361 -0.0365 

 (0.193) (0.0648) (0.117) (0.0685) (0.466) (0.0543) (0.107) (0.0442) (0.0293) (0.0380) (0.0291) 
Q2847 0.219 0.114 -0.0315 -0.0204 2.031*** -0.0255 0.291** -0.0106 -0.00786 0.0680 0.0539 

 (0.295) (0.102) (0.173) (0.103) (0.674) (0.0872) (0.146) (0.0716) (0.0503) (0.0621) (0.0495) 
Q2835 -0.439*** 0.0636 0.104 -0.185*** -0.0176 -0.0146 -0.0599 0.0103 0.00496 -0.00339 -0.00802 

 (0.143) (0.0551) (0.0912) (0.0456) (0.299) (0.0404) (0.0797) (0.0340) (0.0229) (0.0317) (0.0243) 
Q2837 0.201 0.147** 0.0651 0.0601 0.761** 0.0189 0.186** 0.0941** 0.0673** 0.0913** 0.0770*** 

 (0.167) (0.0644) (0.118) (0.0581) (0.378) (0.0573) (0.0915) (0.0388) (0.0283) (0.0361) (0.0293) 
Q2855 0.100 -0.115 -0.264 0.212** -0.646 -0.0803 -0.209 -0.0444 -0.0350 -0.0607 -0.0418 
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 (0.235) (0.111) (0.162) (0.0928) (0.657) (0.0707) (0.175) (0.0656) (0.0487) (0.0620) (0.0511) 
Q2857 0.407* 0.0357 0.0153 0.0785 0.544 -0.0134 0.146 0.0718 0.0597 0.0669 0.0582 

 (0.241) (0.110) (0.167) (0.0947) (0.582) (0.0662) (0.127) (0.0747) (0.0587) (0.0625) (0.0550) 
Q291 -0.0224 0.0390 0.0686 0.0684 -0.296 0.0355 -0.0351 0.0258 0.0246 0.0212 0.0197 

 (0.170) (0.0711) (0.124) (0.0557) (0.410) (0.0417) (0.103) (0.0458) (0.0325) (0.0461) (0.0370) 
Q292 -0.169 0.0601 0.227 -0.204** 0.503 0.0948** 0.0996 0.0282 0.0112 0.0425 0.0341 

 (0.216) (0.0768) (0.159) (0.103) (0.421) (0.0477) (0.110) (0.0515) (0.0383) (0.0511) (0.0422) 
Q295 0.254* 0.0176 0.00679 0.109** -0.578** -0.0462 -0.0688 0.0603* 0.0399* 0.0237 0.0147 

 (0.136) (0.0474) (0.0846) (0.0453) (0.280) (0.0387) (0.0706) (0.0334) (0.0221) (0.0275) (0.0207) 
Q296 0.325** -0.000782 0.0457 0.0651 -0.181 0.0244 0.0193 0.0222 0.00535 0.0182 0.00545 

 (0.131) (0.0463) (0.0854) (0.0421) (0.287) (0.0330) (0.0721) (0.0318) (0.0221) (0.0273) (0.0217) 
Q297 -0.641*** 0.0339 -0.0406 -0.137* 0.523 -0.0645 0.0606 -0.0807* -0.0505* -0.0442 -0.0298 

 (0.208) (0.0715) (0.120) (0.0720) (0.407) (0.0494) (0.0988) (0.0455) (0.0300) (0.0422) (0.0322) 
Q298 -0.225 0.136* -0.0353 -0.208** 0.622 -0.0427 0.0569 -0.00852 -0.00687 0.0126 0.00798 

 (0.200) (0.0757) (0.114) (0.0833) (0.422) (0.0478) (0.0912) (0.0465) (0.0346) (0.0421) (0.0357) 
Q301 0.0222 -0.0197 -0.0390 -0.0185 -0.121 -0.00755 -0.0483 0.00292 -0.000387 -0.00598 -0.00760 

 (0.0700) (0.0253) (0.0434) (0.0221) (0.144) (0.0189) (0.0338) (0.0173) (0.0113) (0.0146) (0.0106) 
Q302 -0.0296 -0.00513 -0.0615 -0.0221 -0.117 -0.0272* -0.0232 -0.00410 -0.00556 -0.00528 -0.00559 

 (0.0548) (0.0213) (0.0374) (0.0172) (0.124) (0.0140) (0.0311) (0.0145) (0.00956) (0.0129) (0.00941) 
Q305 -0.0124 -0.0238 0.0184 0.000777 -0.312* -0.0335* -0.0436 -0.0133 -0.00787 -0.0174 -0.0136 

 (0.0860) (0.0280) (0.0488) (0.0233) (0.179) (0.0182) (0.0424) (0.0185) (0.0129) (0.0163) (0.0130) 
Q306 -0.143 -0.0271 -0.0756 -0.00418 0.175 -0.0322 0.00573 -0.0488** -0.0415*** -0.0328* -0.0283* 

 (0.0960) (0.0336) (0.0576) (0.0299) (0.216) (0.0215) (0.0478) (0.0211) (0.0150) (0.0193) (0.0155) 
Q307 0.0285 0.0394 0.0455 0.0486* 0.132 -0.00712 0.0318 0.0225 0.0201 0.0205 0.0177 

 (0.0839) (0.0290) (0.0575) (0.0289) (0.207) (0.0231) (0.0491) (0.0196) (0.0138) (0.0185) (0.0147) 
Q309 0.0288 -0.0180 0.0140 -0.0188 -0.162 0.0127 -0.0323 0.0105 0.0105 -0.00145 0.00155 

 (0.0704) (0.0257) (0.0362) (0.0203) (0.143) (0.0165) (0.0315) (0.0149) (0.00979) (0.0128) (0.00953) 
Q311 0.211* -0.0230 -0.0188 -0.0162 0.196 0.00876 0.0791 -0.0111 -0.0119 0.00818 0.00425 

 (0.125) (0.0402) (0.0769) (0.0348) (0.240) (0.0353) (0.0636) (0.0268) (0.0181) (0.0245) (0.0186) 
Q312 -0.120 0.00260 -0.0315 -0.0323 0.113 -0.0127 -0.0266 0.00526 -0.00532 -0.00222 -0.00741 

 (0.141) (0.0534) (0.0849) (0.0431) (0.274) (0.0277) (0.0672) (0.0356) (0.0246) (0.0313) (0.0240) 
Q313 0.0202 -0.0431 0.0600 0.0292 -0.515* 0.0757** -0.0640 0.0106 0.00892 -0.0120 -0.00553 

 (0.146) (0.0496) (0.0887) (0.0412) (0.295) (0.0351) (0.0752) (0.0339) (0.0222) (0.0308) (0.0232) 
Q314 0.174 0.0512 -0.0359 0.0671* 0.530* -0.0244 0.127* 0.0102 0.0134 0.0340 0.0292 

 (0.120) (0.0432) (0.0735) (0.0363) (0.274) (0.0332) (0.0686) (0.0275) (0.0186) (0.0247) (0.0188) 
Q317 -0.0675 0.0480 0.0146 0.0919** -0.0115 0.00886 0.0223 0.00958 0.00918 0.0112 0.0139 

 (0.116) (0.0407) (0.0671) (0.0392) (0.237) (0.0295) (0.0602) (0.0265) (0.0185) (0.0240) (0.0187) 
Q3110 -0.0154 0.0206 0.0210 -0.0437 0.222 0.0170 0.0364 0.0215 0.0220 0.0196 0.0156 

 (0.102) (0.0344) (0.0639) (0.0335) (0.223) (0.0266) (0.0578) (0.0229) (0.0157) (0.0210) (0.0160) 
SC11 0.0192** 0.00687** 0.0109** 0.00844** 0.0469** 0.00861*** 0.0155*** 0.00406* 0.00273* 0.00433** 0.00348** 

 (0.00965) (0.00328) (0.00520) (0.00331) (0.0195) (0.00244) (0.00506) (0.00220) (0.00150) (0.00199) (0.00151) 
Q351 -0.00997 0.00510 -0.00551 0.00307 0.0729 0.0121** 0.0196* -0.00405 -0.00228 0.00133 0.00106 

 (0.0242) (0.00778) (0.0131) (0.00755) (0.0446) (0.00590) (0.0117) (0.00549) (0.00375) (0.00489) (0.00372) 
Q36 0.400** -0.00343 -0.0358 0.0224 -0.0633 -0.0335 0.0108 0.0374 0.0260 0.0201 0.0133 

 (0.162) (0.0446) (0.0830) (0.0518) (0.298) (0.0439) (0.0770) (0.0301) (0.0194) (0.0260) (0.0193) 
family1 -0.219 -0.0686 0.0899 -0.0511 -0.348 0.126*** -0.0803 -0.0554 -0.0340 -0.0500 -0.0329 

 (0.188) (0.0688) (0.109) (0.0554) (0.386) (0.0457) (0.104) (0.0432) (0.0297) (0.0396) (0.0305) 
family2 -0.244 0.113 0.295* 0.215** -0.788 0.0973 0.0164 0.0619 0.0502 0.0310 0.0316 

 (0.381) (0.103) (0.162) (0.107) (0.631) (0.0681) (0.129) (0.0613) (0.0438) (0.0532) (0.0411) 
family3 -0.407 -0.00367 0.0954 -0.225** -0.189 0.124* 0.00269 -0.0438 -0.0322 -0.0132 -0.0129 

 (0.287) (0.0907) (0.160) (0.104) (0.527) (0.0644) (0.132) (0.0577) (0.0386) (0.0507) (0.0397) 
family4 -0.567* 0.0331 0.232 -0.151 -0.0527 0.142* 0.0327 -0.0534 -0.0233 -0.0230 -0.0137 

 (0.299) (0.105) (0.186) (0.105) (0.556) (0.0760) (0.129) (0.0634) (0.0438) (0.0604) (0.0475) 
family5 -0.105 0.0681 0.233* 0.0431 0.113 0.0763 0.0917 0.0210 0.0243 0.0377 0.0416 

 (0.225) (0.0730) (0.123) (0.0681) (0.405) (0.0510) (0.0905) (0.0467) (0.0319) (0.0406) (0.0317) 
family6 -0.182 0.0375 -0.0998 0.0695 0.546 0.0365 0.148 -0.0838 -0.0480 -0.0283 -0.0157 

 (0.224) (0.0890) (0.144) (0.0633) (0.488) (0.0725) (0.117) (0.0522) (0.0335) (0.0484) (0.0359) 
emp1 -3.368*** 0.180 0.0879  0.0768 -0.00220 -0.0379 0.0181 0.00130 0.00492 -0.00685 

 (0.472) (0.110) (0.153)  (0.719) (0.0662) (0.169) (0.0573) (0.0405) (0.0562) (0.0448) 
emp2 -0.629* -0.0997 -0.00671  -0.681 0.0622 -0.195 -0.0755 -0.0335 -0.0808 -0.0513 

 (0.366) (0.108) (0.161)  (0.534) (0.0575) (0.140) (0.0636) (0.0411) (0.0572) (0.0426) 
emp3 -0.295 -0.0879 -0.168 -0.0351 -0.467 0.0788 -0.0145 -0.137* -0.0893** -0.0797 -0.0624 

 (0.254) (0.0989) (0.160) (0.0749) (0.528) (0.0658) (0.131) (0.0730) (0.0445) (0.0563) (0.0416) 
emp4 -2.460*** -0.303* -0.517  -0.817  -0.221 -0.247** -0.208** -0.276*** -0.245*** 

 (0.515) (0.181) (0.319)  (0.968)  (0.224) (0.119) (0.0887) (0.104) (0.0832) 
emp5 0.579 0.0698 0.114 0.202* -0.788 -0.0567 0.00770 0.215* 0.172* 0.134 0.111 

 (0.452) (0.150) (0.227) (0.107) (0.985) (0.0908) (0.196) (0.125) (0.0997) (0.105) (0.0902) 
emp6 0.109 0.00491 -0.221* 0.142*** 0.210 -0.0114 0.129 -0.0485 -0.0468 -0.0157 -0.0187 

 (0.174) (0.0697) (0.119) (0.0551) (0.354) (0.0559) (0.0893) (0.0445) (0.0289) (0.0397) (0.0295) 
num 0.155 0.00956 0.000745 -0.00490 0.224 0.0105 0.0322 0.0257 0.0159 0.0208 0.0150 

 (0.0985) (0.0343) (0.0592) (0.0317) (0.175) (0.0256) (0.0474) (0.0215) (0.0145) (0.0194) (0.0154) 
inc -0.000153 4.75e-05 0.000143 -2.00e-05 -0.000283 5.09e-07 -1.60e-05 -1.20e-06 -3.03e-05 2.10e-06 -2.38e-05 

 (0.000286) (9.93e-05) (0.000147) (8.44e-05) (0.000509) (6.25e-05) (0.000146) (7.07e-05) (5.04e-05) (6.54e-05) (5.15e-05)             
Observations 271 271 271 242 271 269 271 271 271 271 271 

Standard errors in parentheses           
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           
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付表 5 変数の内容 
付表 1と 2    

Q271 
Q27.つぎのことは、現在の住まい選びの決め手
になりましたか。 

1.みなとみらい 21 街づくり基本協定が運営され
ている 

 

Q272  2.地震対策の推進／団体の合同防災訓練が実施さ
れている 

 

Q273  3.電気自動車のような次世代モビリティの取り組
みがある 

 

Q274  4.地冷システムという地球温暖化防止に対する取
組がされている 

 

Q275  5.水環境の向上や、生物多様性に関する取組がさ
れている 

 

Q276  6.清掃活動や、緑化対策が行き届いている  

Q277  7.地区イベントが活発である  

Q278  8.観光施設が充実している  

Q279  9.横浜市によるエリアマネジメントが推進されて
いる 

 

Q2710  10.最先端技術を持つ企業誘致が実施されている  

Q301 
Q30.SNS または対面で、次のようなことで人と
のコミュニケーションがあるといいと思います
か。 

1.日常のちょっとした家事についての相談  

Q302  2.外出時の移動（相乗り等）  

Q303  3.ふだんの買い物の手伝い  

Q304  4.家族の介助や介護の手伝いや相談  

Q305  5.育児・子育ての手助けや相談  

Q306  6.健康や病気に関する相談  

Q307  7.その他の心配事や悩みごとの相談  

Q308  8.コミュニティのイベントについての情報交換  

Q309  9.趣味や旅行などについての情報交換  

Q3010  10.仕事に関する相談や情報交換  

Q311 
Q31.つぎのようなことはコミュニティの住民同
士のつながりを深めると思いますか。 

1.歴史・文化・自然・芸術等に親しむために、各
所に出かける体験会 

 

Q312  2.清掃などのボランティア活動  

Q313  3.秋まつりなどの地域イベントの企画や開催  

Q314  4.運動会や遠足など親子で楽しめる行事開催  

Q315  5.いつでも気軽に集まれるサロンの形成  

Q316  6.外部またはコミュニティ内部の講師を招いての
ためになる事柄の勉強会 

 

Q317  7.外部またはコミュニティ内部の講師を招いての
趣味やスポーツ講座 

 

Q318  8.趣味やスポーツなどのサークル活動  

Q319  9.防災や非常時のための備え、訓練など  

Q3110  10.定期的な食事会  

Q32 Q32.あなたの性別をお答えください。   

Q331 Q33.あなたの満年齢をお答えください。   

Q35 Q35.住まいの形態をお答えください。   

Q361 Q36.居住年数をお答えください。   

Q37 
Q37.今後も現在のお住まいの地域に住み続けた
いと思われますか。 

  

Q38 Q38.結婚していらっしゃいますか。   

family1 夫婦 2 人のみ   

family2 両親（つまり高齢者）がいる   

family3 大学生または学卒が一人でもいる   

family4 中高生が一人でもいる   

family5 小学生が一人でもいる   

family6 未就学児が一人でもいる   

emp1 自営業、またはその手伝い   

emp2 公務員・教員   

emp3 臨時・パート勤め人   

emp4 学生   

emp5 無職   

emp6 専業主婦・主夫   

num 
生計を共にしている家族のうち同居している人
数 

  

inc 200 万円未満=200   
    
    
付表 3と 4    

Q101 
Q10.SNS を利用している場合、その種類と使用
頻度はどれくらいですか。 

1.Facebook 5.日常的に利用（毎日利用） 

Q102  2.Twitter 5.日常的に利用（毎日利用） 
Q103  3.LINE 5.日常的に利用（毎日利用） 
Q104  4.Instagram 5.日常的に利用（毎日利用） 

Q105  5.その他 5.日常的に利用（毎日利用） 

Q271 
Q27.つぎのことは、現在の住まい選びの決め手
になりましたか。 

1.みなとみらい 21 街づくり基本協定が運営され
ている 

 

Q272  2.地震対策の推進／団体の合同防災訓練が実施さ
れている 

 

Q273  3.電気自動車のような次世代モビリティの取り組
みがある 

 

Q276  6.清掃活動や、緑化対策が行き届いている  

Q277  7.地区イベントが活発である  

Q278  8.観光施設が充実している  

Q2815 
Q28.あなたは以下の SNS を利用して、誰の書き
込みを閲覧していますか。 

1.Facebook 日常的に交流のある友人 

Q2817   コミュニティ内の友人・知人 
Q2825  2.Twitter 日常的に交流のある友人 
Q2827   コミュニティ内の友人・知人 

Q2835  3.LINE 日常的に交流のある友人 
Q2837   コミュニティ内の友人・知人 
Q2845  4.Instagram 日常的に交流のある友人 

Q2847   コミュニティ内の友人・知人 
Q2855  5.その他 日常的に交流のある友人 
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Q2857   コミュニティ内の友人・知人 

Q291 
Q29.あなたが SNS を利用して、良かったと思え
たことはありますか。 

コミュニティの中に親しい友人や相談相手がで
きた 

 

Q292  子供の学校や職場などコミュニティの外で親し
い友人や相談相手ができた 

 

Q295  家族や友達との結びつきが深まった  

Q296  しばらく連絡を取っていなかった人と再び連絡
を取ることができるようになった 

 

Q297  今まで面識のなかった人々とのつながりができ
た 

 

Q298  コミュニティ内の結びつきが強まった  

Q301 
Q30.SNS または対面で、次のようなことで人と
のコミュニケーションがあるといいと思います
か。 

1.日常のちょっとした家事についての相談  

Q302  2.外出時の移動（相乗り等）  

Q305  5.育児・子育ての手助けや相談  

Q306  6.健康や病気に関する相談  

Q307  7.その他の心配事や悩みごとの相談  

Q309  9.趣味や旅行などについての情報交換  

Q311 
Q31.つぎのようなことはコミュニティの住民同
士のつながりを深めると思いますか。 

1.歴史・文化・自然・芸術等に親しむために、各
所に出かける体験会 

 

Q312  2.清掃などのボランティア活動  

Q313  3.秋まつりなどの地域イベントの企画や開催  

Q314  4.運動会や遠足など親子で楽しめる行事開催  

Q317  7.外部またはコミュニティ内部の講師を招いての
趣味やスポーツ講座 

 

Q3110  10.定期的な食事会  

Q331 Q33.あなたの満年齢をお答えください。   

Q35 Q35.住まいの形態をお答えください。   

Q361 Q36.居住年数をお答えください。   

family1 夫婦 2 人のみ   

family2 両親（つまり高齢者）がいる   

family3 大学生または学卒が一人でもいる   

family4 中高生が一人でもいる   

family5 小学生が一人でもいる   

family6 未就学児が一人でもいる   

emp1 自営業、またはその手伝い   

emp2 公務員・教員   

emp3 臨時・パート勤め人   

emp4 学生   

emp5 無職   

emp6 専業主婦・主夫   

num 
生計を共にしている家族のうち同居している人
数 

  

 


