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【要約】インターネット文化を背景に現在注目を浴びている「共創プラットフォーム」という概念は，

実は従来の人々の創造の営みの中にも見出だすことができるものだと考えられる．本稿では，この概念

をそのような広い文脈から捉え直し，それを通じて新たな共創プラットフォームを構想する試みを，大

学院実習科目において行なった．重要なエッセンスとして制作物の経済性とプラットフォームの媒体に

注目し，web 上での論文共創と居酒屋でのメニュー共創という二つのテーマで共創プラットフォームの

デザインを試みている． 
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1. はじめに 文責：北 

1.1 背景と目的 
現在，「共創プラットフォーム」という概念が注目を浴びている。自分で文章や映像をつくり、デジ

タルファブリケーション機器でプロダクトなどを自由に生み出し，それらを SNS や動画サイト等で共有

し、評価したりリソースを提供しあったりするような事例である．その際に用いられる web サイトや工

房が、共創プラットフォームにあたる． 
この共創プラットフォームという言葉は，インターネット文化とセットで語られることが多い現代語

である．しかしこの語を「多くの人が参加する創造の仕組み」という素朴な捉え方をすると，従来的な

会議や学会，雑誌，音楽会などもそれに該当する。つまり共創プラットフォームにあたるもの自体は古

くから存在していると考えられる．本研究は，共創プラットフォームという概念を現代的な具体事例に

囚われず広い文脈から問い直すことを，第一の目的とする． 
また共創プラットフォームの設計は，特定の人工物を設計するのではなく，多くの人工物がコンテン

ツとして産み出されるための場，仕組み，コミュニティを設計することにあたる．これまでデザイン論

において主に探求されてきた特定の人工物のデザインに較べ，高次のデザイン活動である．その方法論

に関する研究は未だ十分になされておらず，情報技術の発達によりプラットフォームづくりが気軽に行

えるようになっている現代において特に重要な知見になると考えられる．本研究の第二の目的は，実践

的なデザイン活動を通じて共創プラットフォームのデザイン方法論を探求することである． 
1.2 方法 
これらの目的のために，共創プラットフォームと呼べそうな事例をさまざまな分野から集め，また実

際に共創プラットフォームデザインを試行する．具体的には，京都大学デザイン学大学院連携プログラ

ムの提供する「FBL/PBL（問題発見型／解決型学習）2」という実習科目において 2016 年度後期に開講

した，「共創プラットフォームの研究と構想」というテーマにおいて議論した。この実習には 4 名の学

生・3 名の教員が参加した（著者らがその 7 名にあたる）．メンバーは専門領域を異にし，また趣味や

嗜好も様々であり，幅広い視点で事例収集やデザインを行なうことができた． 
1.3 実習の設計 
実習は大きく「研究フェーズ」と「構想フェーズ」から成る． 



 

研究フェーズでは最初に教員（北）より，「多くの人が，個々にあるいは協働して，何かを創造し，

共有し，評価する，場」という共創プラットフォームのさしあたり定義が与えられた．この定義に当て

はまり，かつ自分にとって馴染みのある事例を学生が持ち寄り，マトリクス形式で整理した．マトリク

スは，事例を共通のプロパティ（項目）群に分解して記述するものである．ここでの分析を元にして，

構想フェーズでどんな共創プラットフォームをデザインするかを議論し，「論文共創プラットフォーム」

「メニューを共創する居酒屋」の二つを選定した． 
構想フェーズでは，二つのテーマに学生 4 名が分かれて，そのシステムを詳細に検討した．この際に

は，研究フェーズで得られたマトリクスのプロパティそ

れぞれについて適切な設計をすることで全体を組み上げ

ることが推奨された．これは Alexander (1964)が『形の合

成に関するノート』で示しているような，設計条件を次

元分解し，各次元の最適化を通じて全体の最適解を得る

という工学的な手続きであり，特に共創プラットフォー

ムという漠然とした対象の把握のためには有効と思われ

た．しかし後に Alexander (1965 a, b)自身が述べているよ

うに分解－再構成という手順が必ずしも複雑な対象のデ

ザインにおいて最善とは限らず，本実習でもマトリクス

の中身を飛び出した議論が活発に行なわれた．また構想

した共創プラットフォームの効果測定のためにプロトタ

イプの実施が推奨され，実際に「論文共創プラットフォ

ーム」においてはプロトタイプを実施した． 
さらに最後に，これら両フェーズの成果や過程を発

表・議論するイベント「共創プラットフォームの研究と

構想」を実施した（写真 1-1．2017 年 1 月 7 日．簡単の

ため，本稿では「発表会」と記す）．ゲストクリティー

ク兼講演者として招かれた「ニコニコ学会 β」実行委員長

である江渡浩一郎氏をはじめとした発表会参加者から，

さまざまな意見を得ることができた． 
1.4 本稿の構成 
本稿はこの実習の流れ対応した構成，および執筆分担

を行なう（図 1-1）．この 1 章は，実習を企画した教員の

代表として北が執筆している．2 章では研究フェーズにつ

いて，山口直人が記す．3 章と 4 章では構想フェーズのプ

ロセスや成果，また発表会で得られたフィードバックに

ついて述べる．3 章は「論文共創プラットフォーム」につ

いて小東と山口直人が，4 章は「メニューを共創する居酒

屋」について藤村と丸尾がそれぞれ執筆する．最後に 5
章は，北が総括を行なう． 

 
2. 研究フェーズ 文責：山口直人 
2.1 事例の分析 

 研究フェーズにおいては，まず，学生および教員の各々

が共創プラットフォームと聞いて思いつく馴染みのある

事例を自由にとりあげることから行った．これによって，

19 の事例が取り上げられた．（表 2-1「プラットフォー

ム名」の列に並ぶもの） 
 各々の観点から共創プラットフォームと判断されたこ

れらのプラットフォームの事例は雑多に見えたため，一

つのマトリクスに乗せて分析することで，これらが共通

してもつプロパティ（項目）を顕在化することを試みた． 

  

写真 1-1 発表会の様子 

 

 

図 1-1 本稿の構成（カッコ内は執筆担当者） 

 

 
図 2-1 当初挙げられた共創プラットフォームの 

プロパティ 



 

 
図 2-2 構想する共創プラットフォーム 

 図 2-1 はその初期に挙げられたプロパティである．プラットフォームをものづくりに利用するメリッ

トは「つくることそのもの」と「つくったものについて評価が本人に返されること」であると考え，利

用する側の視点から「つくる」・「評価」の仕組みと，それが「共有」される仕組みに関わるプロパテ

ィを顕在化することが有効であると推測した．一方で，これら 3 つにうまくまとまらない，プラットフ

ォームの全体像に関わるプロパティもあった．これらのプロパティを表 2-1 のように整理し，各事例の

分析を行った． 
 事例として挙げられたもの同士で比較したときに，行われている営みの「共創の度合」に程度がある

ように思われた．度合が『低』と評価されているものには『ミスキャンパス』や『株式市場』があるが，

このようなプラットフォームでは営みによりいわゆる交換価値のようなものが生まれてはいるものの，

その営みに関与する人々が，つくられたものに対していわゆる使用価値を求めていないと考えられた． 
 人々がつくられたものそのものに使用価値的に価値を見出し，そこから生まれるモチベーションによ

りプラットフォームが成立していると見て取れるものが「共創の度合」『高』と判断された． 
 このモチベーションを維持する工夫としては『cookpad』や『github』の行っているような、評価が次

のものづくりに活かされていく仕組みが重要である． 
 『高』と判断された事例だけに注目しても，『cookpad』『github』『wiki』といった web 媒体のプラ

ットフォーム，『詰将棋パラダイス』の書籍媒体のプラットフォーム，『運動会』『飲み会』『砂場』

といった媒体を介さず人々が直接関わるプラットフォームなど多岐に渡る．媒体を介して運営されてい

るものほど，半自動的にプラットフォームが回り続ける評価の仕組みが設計されている．媒体を介さな

いプラットフォームは，持続性はまちまちである一方で，関与する人々のモチベーションは高い． 
2.2 構想フェーズに向けてのマトリクスについての考察 

 運営者とものをつくる人，評価する人を上手に巻き込み続けるプラットフォームでなければ，持続さ

れないと考えると「規模」の大きいプラットフォームは，そのような仕組みが上手になされていると考

えられる．マトリクス上で規模が大きいとは，「規模」の項目の内容が、「数人」でない事例である．

プラットフォームごとの工夫は様々であるが，全体像として，企業のような経済的利益が前提に運営さ

れているプラットフォームと学会のような経済的利益が前提ではないプラットフォームがあることが

指摘された． 
 更に「メディア」の項に注目した．共創プラットフォームが現代的に注目されている背景としてイン

ターネット文化は切り離せないことは既に説明したとおりであるが，今回挙げられたものの中には，数

名の限られたコミュニティにおいて発生している共創プラットフォームの事例，アナログなプラットフ

ォームの事例が得られた． 
 以上のような観点から，今回，共創プラットフォームを構想するにおいて，図 2-2 に示す軸を設定し，

性質の異なるプラットフォームを扱うこととした．象限の違う 2 つの共創プラットフォームとして，「論

文共創プラットフォーム」「メニューを共創する居酒屋」を想定し，プラットフォームを設計した． 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

表 2-1 分析に用いたマトリクス 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. 論文共創プラットフォーム 文責：小東、山口直人 

3.1 本構想の概要 

「M-1 グランプリ 2016 最終決勝 3 組

の漫才」を題材に，従来の論文に代わる，

新しい学問分野を模索できるようなプ

ラットフォームを構想した．  
3.2 背景と目的 
このプロトタイプを担当した 2 名がち

ょうど修士論文執筆時期にあり，先行研

究論文に当たっていた．その中で，論文

から得られる知見の有用さ・重要性を実

感するとともに，研究者以外の人々が通

常の社会生活を営む上ではこのような

情報の存在に気付くことは難しいので

はないだろうか，と考えた． 

そして，その存在に気付いたとしても，

既存研究の系譜や論文の構成，表現等に

到るまで細かな違いがあるため，例えば

現在求められているような領域横断の

研究や実践への適用には，領域をまたいでこれらを抽象化し操作することが読み手側に求められる．そ

こまで行かずとも，純に生活者が各研究の知見を利用する際，その研究領域の作法を理解していること

が前提として求められるというハードルが存在する． 

そこで，未開拓の領域に関心を持つ複数の人の手によって，動的に進化し続ける「論文のようなもの」

ができれば，関心を持つ人を巻き込み，多数の人がその存在を知れるとともに，知見自体も広がりや深

みを獲得し続けられるのではないかという仮説を立て，これを検証することを今回の目的とした． 
このことは，イノベーションの議論において E.Hippel が指摘する「製品やサービスの創り手であるメ

ーカーを中心とした少数の人間によるイノベーションよりも，受け手であるユーザー自身の能力と環境

が向上して起こすイノベーションの方が，魅力度が高くなり得る」ことを手がかりに，限られた領域内

の少数の研究者で知を紡ぐ従来の枠組みから，広く利用者が参加できるプラットフォームへの移行の可

能性を探ることにつがなる． 
3.3 プロトタイプ 

3.3.1 位置付け 
 論文共創プラットフォームの構想が目指す理想的な姿として，あるテーマに関する調査・分析・考察

が自律的に広がることで，テーマの境界すらも変化していく可視化された動的な集合知をイメージした．

今回のプロトタイプでは、その最初の第一歩として，論文の主な構成のうち題材としてのテーマは固定

し，調査・考察・評価に限定して，共創の可能性を探索した． 
3.3.2 テーマ 

 論文のテーマを設定するにあたり，研究フェーズにおいて作成したマトリクスに基づいて議論を行い，

多くの人を巻き込んでいけるプラットフォームの特徴は「強い管理・統制は存在せず，多数の創り手・

評価者が自発的に関与し，場が自己強化的に盛り上がり，コンテンツが生み出されていく場」ではない

かという洞察を得た． 
この洞察を踏まえ，2016 年 12 月 4 日に放映された「M-1 グランプリ 2016 最終決勝 3 組の漫才」をテ

ーマに設定した．多数の主体的な創り手・評価者を得るには，一般に興味を持たれやすいテーマで，か

つ研究領域として確立しておらず気軽に切り口をつけていけるテーマである． 
3.3.3 プロセスとスケジュール 

このプロトタイプは，図 3-1 のように調査⇒考察⇒投票というプロセスで，いずれも数日間程度の短

いスケジュールの中で実施し，2017 年 1 月 7 日の発表会を迎えた． 

調査・考察・投票のいずれも，京都大学デザイン学大学院連携プログラムに関係する部局の学部生・

院生・教職員を中心に広く協力者を募集し、実施した． 
なお，一連の情報共有・収集プロセスのツールとして，Google Sites， Google Form を利用した．理想

 
図 3-1 論文共創のプロセス・スケジュール 



 

的には，調査結果・考察・考察に対する評価がユーザー自らによってアップされ続けるような web プラ

ットフォームを独自に構築することが望ましいが，今回は既存のシステムを援用し，コミュニケーショ

ンはメールによって行なった． 
3.3.4 プロトタイプの結果 

(1)調査結果 

任意の切り口での調査を募集した結果，学部生 3 名，教職員 2 名より以下の 11 件を得た．（各調査

は「着眼点・目的」「調査方法」「調査結果」について記載してもらうよう依頼している．） 

A. 笑いの時間分布 
B. ボケ・ツッコミ・観客の笑い声をカウント 
C. これまでの出演番組 
D. 漫才終了前のコンビがとった笑いの数 
E. 漫才師の学歴・結婚歴などの基本情報 
F. 最初の笑い・最後の笑いのタイミング 
G. 立ち位置からの歩数，足の動きの大きさ 
I. 観客に話しかける時間分布 
J. 笑い量の調査 
K. 一般の人による評価 
(2)考察結果 
 前項の調査結果 2 つ以上を用いて読み取れたこと・発見できたことを示し，主張や課題を明らかにす

る考察について募集した結果，学部生 2名，学外 1名より以下の 3 件を得た． 
①「観客に話しかける」という行為の役割（調査結果 A・I 利用） 
②大会のコンセプトとの合致度合い（調査結果 G・I・K 利用） 
③「創造的な設計プロセスにおけるアイデアの発散と収束」と「漫才におけるボケとツッコミ」の類似

性（全調査結果を利用） 
(3)投票結果 
 得られた①～③の考察結果への匿名評価を募集した結果，12 件の投票を得た．各考察結果については

「論理的」「納得性」「気づき」「面白い」の 4 側面に対しての 4 段階評価と，最も好きな考察につい

ての投票を求めた（図 3-2）．厳密には確認していないが、「面白い」と「最も好き」に相関の可能性

がある結果となった． 

3.4 発表会における議論 
そもそも，題材とした論文の本質として，この仕組み自体が共創プラットフォームであるということ

をどこまで押さえたのか．また，既存の仕組みの何が問題で，それをどう解決する仕組みであるのか，

というこの取り組みの狙い，位置付けが焦点となった． 

また江渡氏の「ニコニコ学会 β」に関する講演より，既存のプラットフォーム（学会）との摩擦を超

えるための仕掛け（「β」をつけたこと），多数の人を巻き込むための「共通善」，参加者がさらなる

参加者を呼ぶ「楽しさ」の重要性，プラットフォーム側としてどのようにその楽しさを生み出すか／ど

こから手放すか，適切なテーマの範囲や深さ，プラットフォーム構築に到るまでの探索的な人と人との

つながりなどのヒントが得られた．筆者らの提案する論文共創プラットフォームに対しても，このよう

な視点を交えた活発な議論が行われた． 
3.5 まとめ 
 今回のプロトタイプ運営を通じて，共創プラットフォームを構築する大変さを実感するとともに，そ

れを乗り越える原動力となる「共通善」と「楽しさ」（≒コンセプト）を，どう設定・提示できるかと

いうことが，プラットフォームが新たな人を巻き込み，持続していけるかを決定付けることが示唆され

た． 

 Google Sites， Google Form がプラットフォームの構築に適切なツールだったか，運営側はそれらを十

分に活用できたかという点には疑問が残るものの，非常に便利で，これらが無ければ今回のスケジュー

ルで 1 サイクル回すこと自体が不可能だった．IT の進化と普及により，情報を対象とした共創環境は以

前に比べて格段に整い，参加のハードルもぐっと下がっていると言える．  



 

 
  
4. メニューを共創する居酒屋 文責：藤村、丸尾 

4.1 背景と目的 

 現代の飲食店は基本的に店舗側がメニューを考案するため，客は固定されたメニューから食べたいも

のを選択する．そのため客の好みが適切に料理に反映されることは難しい．近年は，情報技術の発展に

伴い，消費者行動が大きく変化している．口コミのような消費者発信の情報が多くなっている今，飲食

店は消費者である客をパートナーと捉えて中長期的な関係を築くべきではないだろうか．このような現

況に対して「どの客の声を取り入れるか」という飲食店側の意思決定を支援する仕組みが必要であると

考え，その一つとして客とメニューを共創するプラットフォームとして「メニューを共創する居酒屋」

を考案した． 
4.2 共創居酒屋「Gluten」 
4.2.1 「Gluten」の概要 

 我々は構想したメニューを共創する居酒屋を「Gluten」と名付けた．「Gluten」では，好みを適切に

反映した料理を客が注文できるよう，特殊な注文方法を採る．詳細は後述するが，客の好みを料理に反

映するため，注文自体が煩雑となる．あらゆる料理を注文できるとすると，店舗側に混乱を招き，メニ

ューの融合が困難になる可能性がある．そこで「Gluten」で提供する料理をピザ，ハンバーガー，コロ

 

 
図 3-2 考察に対する投票結果 

 



 

ッケ，餃子などの小麦粉料理に限定することとした． 
 共創プラットフォームとして「Gluten」は「作る」「評価する」「展開する」という 3 つのコンセプ

トに基づいた機能をもつ．店舗における料理人と客とのフィジカルな共創の仕組みと、「Gluten」web
サイトにおける，料理人と客だけでなく客と客とをつなげる共創の仕組みを併用することを考えた． 
4.2.2 共創プラットフォームとしての「Gluten」の仕組み 

(1)「作る」 

 客の注文によってメニューを創作する．メニューを一から創作する場合の注文方法は 2 通りある．1
つは材料の組み合わせで注文する方法であり，もう一つはベースとなる料理名と形容詞で注文する注文

方法である．例として，前者であれば「挽肉とニンニクと卵とニラを使った料理をください」，後者で

あれば「餃子をさっぱりめで爽やかにお願いします」といった注文が可能になる．この時創作されたメ

ニューは客自身が「Gluten」のサイトに登録する． 
 客はこのサイトで店舗側に一括管理されたメニューから注文を行うこともできる．また，登録メニュ

ーを組み合わせて新しい料理を注文する部分創作も可能である． 
(2)「評価する」 

 「Gluten」のサイト内に掲載されたメニューはレビュー数及び注文数で定量的に評価される．サイト

のユーザーはレビューを相互に書くことができる．また，店舗で注文されると全ユーザーに公開された

注文数が更新される． 
(3)「展開する」 

 「作る」「評価する」の二つの仕組みが円滑に広がる仕掛けを次のように考えた． 
1. レビュー投稿時にレビュー投稿者にポイントがたまり，メニュー注文時にメニュー発案者にポイント

がたまる．ポイントによる割引を導入する． 
2. 複数の店舗の出店を実現できた場合には『「Gluten」のサイトのマップ上で店舗を陣取り合戦するゲ

ーム』を作成する．ユーザーは 3 色の「チームカラー」を持っており，メニュー作成に貢献すること

で，メニューを作成した店舗を自分色に染めることができる．自分色に染まった店舗では，割引等の

特典が受けられるとする． 
4.3 まとめ 

 「共創居酒屋」は現代の客の嗜好の変化を捉えた素晴らしい発想である．一方で，客の嗜好に見合う

良いものを生み出す「共創」と，店舗の運営を両立することは非常に難しい．このような「共創」のも

つメリットとデメリットを見極め，「共創」による運営の崩壊を防ぐための「共創」のシステムを構想

することは，より面白い社会を作ることにつながる． 
 

5. むすび 文責：北 

担当教員として半期の実習を振り返ると，事例研究からデザインとプロトタイピング，そして発表会

や本稿の執筆に至るまで非常にボリュームの大きなものとなってしまった．特に構想フェーズは，時間

が限られた中で複雑な仕組みをデザインするという難しい課題であり，本稿 3，4 章はその悪戦苦闘の

記録となっている． 
しかしその苦労の甲斐あって，発表会では参加者の方々から示唆に富む意見をたくさんいただくこと

ができた．特に，学生の提案したプラットフォームを歴史的に捉える見方が多く出たのは興味深い．た

とえば論文は，元々研究者が編集者に送った"letter"が発祥で，それをまとめたのが論文誌であるという

指摘．論文はそもそも，研究者と編集者との間の共創の産物であった．また飲食店の固定された「メニ

ュー」は昔は存在せず，料理は料理人と客がその場でつくり出すものであった．今回の学生の提案は，

図らずもその飲食店の業態を再度掘り起こすものとなっていた．しかしその仕組みのためには料理人に

は勿論のこと，客の側にもスキルが要求されることも指摘された． 
研究フェーズでも，インターネットを前提とした現代的事例から，砂場や飲み会などの昔から存在す

る協働の場まで，さまざまなプラットフォームを等価に置き，その解体を行なった．このように広い視

野から歴史的文脈を整理し，それぞれのプラットフォームの本質を探ることは，共創プラットフォーム

のデザインという複雑で創造的な試みに対して一つの指針を与えてくれるのではないだろうか． 
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