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【要約】本稿では協働型ソーシャルメディアとしての性質を持つクラウドファンディングにおける知識

共創を，知識共創意欲の観点から考察する．分析においては，単位にプロジェクトに対するコメントの

一文を用いてコード化し，知識共創意欲の観点からカテゴリに分類，細分化することによって行う．結

果，プロジェクトに対する提供者と受容者の間でのコミュニケーションにおいて，知識交換が重要であ

ることが示唆された．そこから協働型ソーシャルメディアを介したサービスにおける二者間コミュニケ

ーションと社会的価値の向上プロセスの関連性を指摘した．  

 

【キーワード】知識共創意欲，クラウドファンディング，知識交換，動機付け 
 
1. はじめに 

 二者以上の人間が協働する場としての協働型ソーシャルメディア(コトラー，2010)が台頭している．

協働型ソーシャルメディアは，インターネット上に存在するために参加の障壁が低く，何かの目的を設

定すれば多数の協力を比較的容易に得ることができる．そのため個人では達成することが困難なより大

きな目標を達成できる可能性を支援できることが特徴である．この協働を成功させるためには，プロジ

ェクト発案者が，言語・非言語的手段を用いて魅力的な価値提案をし，インターネットサイト閲覧者の

プロジェクト参加動機を促進させることが重要であるといえる． 

 

参加動機の促進に関しては，これまで「知識を生み出す会話の促進」と「問題に対する当事者意識の

保有促進」といういわゆる知識共創の可能性を含んでいることが重要であることが明らかになっている

と言われている (ホー・白肌，2013，知識共創第 3号)．知識共創は知識を作り上げるプロセスであり，

多様に解釈可能な意味が含まれる（たとえば，金野・森田・橋本（2013））．このように知識を共創で

きる場の環境が必要であるものの，その条件を含めた研究は未だ十分ではない．本稿では，この研究の

第１段階として，協働型ソーシャルメディア上でどのように提供者と受容者が知識を共創しているかに

ついて分析する． 

 

本稿では，協働型ソーシャルメディアの対象としてクラウドファンディングに注目する．クラウドフ

ァンディングは，目標を達成するための知識を共創するために，提供者の提示したプロジェクト内容（情

報）を受容者が読み取り，その意図を推論することにより，それに対するフィードバックを提供者に与

え，金銭を提供・授受するプロセスである．本稿では，このクラウドファンディングにおける知識共創

の過程を，その知識共創意欲をもとに分析することで，どのようなコミュニケーション活動が社会的価

値をプロジェクトに付加するかを記述することを目的とする． 
 
2. クラウドファンディングに関する先行研究 

営利の側面においては，不特定多数から資金を募るタイプのファンディングは，1700年代から行われ

ており，それがマイクロファイナンスに受け継がれ，現代ではクラウドファンディングになったとされ

る(Bradley & Luong,2013)．この種のファンディングは大規模のビジネスプロジェクトだけではなく，

小規模ビジネス，起業家による活用の有効性が指摘されている． 
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非営利の側面においては，産業組織論の観点から非営利団体におけるクラウドファンディングの活用

の有効性が研究されている(Belleflamme,2010)．非営利団体は産業組織の範疇から離れており，公共経

済との関係性が非常に高い．そのため，チャリティなどの非営利活動の有効性が指摘されている． 

クラウドファンディングは特徴や仕組みから 3つに分類される(米良,2011)．「【寄付型:資金提供者

の見返りが少ない】，【購入型:資金提供者の見返りがお金以外】，【投資型:資金提供者の見返りがお

金】のものがある．寄付型は慈善活動への寄付の形が多く，購入型や投資型は，クリエイティブな活動

や起業など，何かを生み出す，作り出す活動に対しての支援が多い」ということが示唆された． 

サービス・マーケティングの観点においては，受容者が投資者という新しい役割を担うようになり，

サービスプロセスに参加する動機づけになったとされる(Ordanini,2011)．クラウドファンディングに

おいては集団というコンテキストにおいてサービス活動が主導されることにより，受容者の参加の動機

づけを促進するようになったとされる． 
 

3. 方法論 

3.1 対象 
本稿の対象は 2.において【購入型:資金提供者の見返りがお金以外】に分類される我が国初のクラウ

ドファンディングサービス“READYFOR”(https://readyfor.jp/)である．その中において，サービス開

始である 2011年 4月から 2014 年 2月までの全プロジェクト約 625件中のうち，目標達成率が 150%を超

えた 54プロジェクトにおけるコメント約 5000件を対象とする．目標達成率を 150%と設定したのは，特

に成功を収めたプロジェクトと定義したためである． 
 
3.2 分析単位 
分析単位は，提供者の発案したプロジェクトに対応する受容者のフィードバックとしてのコメントに

おける一文を用い，コードとした．一文を分析単位とすることにより，二者間のコミュニケーションに
おける多様な解釈を抽出できる利点があるためである．また本稿においてその単位は，プロジェクトと
直接・または間接的に関するものに限定し，それ以外のものは分析対象から除外した． 
 
3.3 分析方法 
調査方法は，グラウンデッドセオリーアプローチを用いる．グラウンデッドセオリーアプローチとは

質的調査方法に基づき，データに根ざした理論を作り出すことを目的とした方法論である(グレイザ

ー・ストラウス，1996)．インタビューや観察から得られたデータを用いることが多いが，本稿で扱う

データはインターネット上における協働の場というクラウドファンディングの性質上，公開されている

ものを扱うことにした． 

データの分析はプロジェクトに対する受容者のフィードバックとしてコメントを扱い，その分析単位

は一文とする．そしてそれらを知識共創意欲の観点からカテゴリに分類する．得られたデータは MAXQDA

を用いてコード化し，各コード間の関係性を記述する．そこから得られた上位の 5下位サブカテゴリを

明らかにすることで，日本のクラウドファンディングサービスにおける知識共創のプロセスを記述する． 
 
4. 結果および考察 
研究対象としたコメントから抽出された全コード数は 7344 件であった．その記述内容を細分化した

結果，12 の上位サブカテゴリ，25 の下位カテゴリのコードを抽出した．またこれらを知識共創意欲の

観点から分類した結果，【Ⅰ．参加動機】，【Ⅱ．参加意欲】，【Ⅲ．知識交換】という 3つのカテゴ

リを構成し，その定義も含め表 1に示した．知識交換(根来・木村，1999)とは提供者と受容者間による

コミュニケーションが，バリューチェーンを発展させることを示す．本稿においてはそれにより，プロ

ジェクトに対して社会的価値が付与されていくと捉えた．以下ではそれらのカテゴリについて説明する． 

 

【Ⅰ．参加動機】のカテゴリは，5 の上位サブカテゴリと 7 の下位サブカテゴリで構成できる．そこ

においては，プロジェクトと受容者の関連性を示す【自分ごと】，プロジェクトへの成功を願う【思い

やり】，プロジェクトに感動する【感銘】，プロジェクトへの【共感】が記述されていた．またプロジ

ェクトに対する期待感や，要望などに関する【実現】も記述されており，総じてプロジェクトに対する

受容者の参加意欲を決定付ける要因が記述されていた． 
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【Ⅱ．参加意欲】のカテゴリは，4 の上位サブカテゴリと 8 の下位サブカテゴリで構成できる．そこ

においては，プロジェクトに対して何らかの行動を取りたいという【支援】，プロジェクトに対して心

身が動かされる【高揚】，プロジェクトの発案に対する【感謝】，目標達成に対する【祝福】などが記

述されていた． 

 

【Ⅲ．知識交換】のカテゴリは，3の上位サブカテゴリと 10の下位サブカテゴリで構成できる．そこ

においては提供者の発案したプロジェクト内容への【理解】，プロジェクトの【関心】，またプロジェ

クトに喚起させられた様子や，よりよく目標を達成するための【共創】が記述されていた． 
 
表 1: 抽出されたコードの一覧 

カテゴリ 上位サブカテゴリ 下位サブカテゴリ 定義

自分ごと 自分語り プロジェクトに関する自身の経験を語る様子．

思いやり 祈願 プロジェクトの成功を願う様子．

敬意 提供者やプロジェクトを敬う様子．

賛同 提供者が発案したプロジェクトに同意する様子．

期待 プロジェクトの実現可能性を信じて待つ様子．

要望 プロジェクトに関する物事の実現を求める様子．

感銘 感動 提供者やプロジェクトに感銘を受け，心が動かされる様子．

支援 協力 提供者の力になりたいと思う様子．

元気になる 心身が活性化され，力が漲る様子．

笑顔になる 嬉しさや好意を表す様子．

楽しい 心身が満たされ，心が浮き立つ様子．

嬉しい プロジェクトの現状に満足する様子．

わくわくする プロジェクトに対する期待感から，心が落ち着かない様子．

感謝 ありがとう 提供者がプロジェクトを発案したことに感謝する様子．

祝福 おめでとう 目標が達成されたことに対して祝福する様子．

意義深い プロジェクトの意図を読み取り，重要な意味や価値を見出す様子．

推論 プロジェクト内容から提供者の立場や意図を察する様子．

驚き 個人では知りえなかった物事に，はっと気づかされる様子．

素晴らしい プロジェクトが優れていることを知らせたい様子．

頑張れ 提供者に対し，さらなる努力を見せてもらいたい様子．

応援 直接・間接的に提供者を助けようとする様子．

気遣い 提供者を取り巻く環境を心配する様子．

刺激になる 知的好奇心を刺激される様子．

共に頑張る 提供者の活動に喚起させられ，目標を共に達成しようとする様子．

提案 プロジェクトに対して，問題点や意見をする様子．

Ⅰ．参加動機

Ⅱ．参加意欲

Ⅲ．知識交換

共感

実現

高揚

理解

関心

共創
 

 
 次に，全コード数におけるカテゴリの割合を表 2に示す． 
 
表 2: 全コード数におけるカテゴリの割合 

Ⅰ．参加動機 Ⅱ．参加意欲 Ⅲ．知識交換

全コード数=7344 2175 1008 4161  
 
【Ⅰ．参加動機】は 2175 件，【Ⅱ．参加意欲】は 1008 件，【Ⅲ．知識の交換】は 4161 件であり，

それぞれ 30%，13%，57%の割合になった．このことから，クラウドファンディングにおいて知識交換が

最も多くなされていることが示唆された． 

 

また，全コード数における上位 5 までの下位サブカテゴリの割合を表 3 に示す．その数は 4819 件で

あり，全コード数において，上位 5が占める割合は 65%を占めていた．最も多い下位サブカテゴリは【頑

張れ】であった．その次に多い【応援】も含めると，全コード数における割合は 68%であった．その次

に多い割合の下位サブカテゴリは順に【要望】，【自分語り】，【期待】であり，全コード数における

割合は 32%であった． 

以上から，クラウドファンディングでは【知識の交換】において提供者との目標を達成するための努

力や，助力に関するコミュニケーションが多くなされていることが示唆された．またプロジェクトの実

現への期待や，プロジェクトに関する自身の経験が参加の動機付けに特に関連されることがわかった．

しかしながら，【参加意欲】に関するコミュニケーションは少ないということが示唆された． 
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表 3: 全コード数における上位 5までの下位サブカテゴリの割合 

 
 

5. 結語 
本稿により，【購入型:資金提供者の見返りがお金以外】に分類されるクラウドファンディングにお

いては，提供者と受容者のコミュニケーションにおいて知識交換が多くなされることによって，プロジ

ェクトに対して社会的価値が付与され，向上していくことが示唆された．しかしながら，知識共創意欲

と参加意欲との関連性や，協働を促進させる要素についての分析を更に検討する必要がある．  
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