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1. はじめに 

 「ソーシャルデザイン」の定義は定まっていないものの，

その用法については幾つかの類型に分類しうるとされる(1)．

本研究においては Design for Social Innovation 類型を念頭に，

社会を個々人間における関係性の織り重なりと捉え，ソー

シャルデザインを「関係性の（再）構築」として定義し，

関係性の動的メカニズムの捕捉，さらには，そのメカニズ

ムの適用によるソーシャルデザイン方法論の構築を目指す． 
 この「関係性の（再）構築」については，近年，情報技

術をはじめとする様々なインフラの拡張・高密度化により

関係性の構築可能性・流動性が急速に高度化した社会環境

（connected society）を背景に，それらにより実現するダイ

ナミックな協働社会（society 5.0），とりわけ，新たな社会

的関係性として，協働（collaboration）類型の一種と考えら

れる「共創（co-creation）」への関心が一段と高まっている． 
 しかしながら，共創に関わる学術研究の大半は共創の一

連のメカニズムから出力される価値，すなわち共創価値

（value co-created）に着目するマネジメント領域に集中し

ている(2)–(4)．他方で，「共創」それ自体を成立・維持・展開

せしめるに不可欠な，そして，個人あるいは安定した既存

組織に比して脆く不安定な，個々人間に形成される共創主

体としての「私たち」という関係性，に着目したデザイン

研究は少ない． 
 また，デザイン実践の場面においても，オープンイノベ

ーションの要請等から，互いに役割分担の定まった協働的

関係性について静的デザイン（ある時点において目指すべ

き青写真）がしばしば描かれるものの，「カネ（外発的動機）

の切れ目が縁の切れ目」となることは珍しくない．他方で，

営利・非営利の別を問わず，関係性の動的デザイン（時の

経過に伴い変動する状況に呼応するデザイン）による，共

創主体，いわば「私たち」という関係性の形成・維持，内

発的動機による自律的・持続的な展開，そして消滅共創は，

実践の現場においては繰り返し確認されている(5)–(7)． 
 そこで本講演では，社会における「関係性」の織り重な

りと捉え，共創主体の動的メカニズム（形成・維持・展開・

消滅）を捕捉する主要構成要素および各主要構成要素の定

量評価法を提示する．さらに，基礎実験で得られた定量評

価及びソーシャルデザインの特性を踏まえ，各構成要素間

の関係を「一系の動的システムモデル」として表現するこ

とにより，共創（doing）から出力される価値ではなく関係

性，すなわち共創主体の状態（being）に着目した well-being
を志向する「ソーシャルデザイン」すなわち「関係性の（再）

構築」のための動的デザイン方法論の提示へと展開したい．  
 

2.ソーシャルデザインの基本構造 

 １．で既述のようにソーシャルデザインを「関係性の（再）

構築」と定義するならば，個々人間において構築される関

係性の質が問題となる．そこで本研究では，その関係性の

質について，共創的関係性（co-creative relationship）と協力

的関係性（co-operative relationship）に類型化し（図１），個

人（individual）とそれらの異なる性質をもつ関係性との組

み合わせにより，ある時点における社会的関係性を表現す

る（図２）． 

 
  
 ここで「共創」という用語については，今日重要なキー

ワードとして広く使われているものの定義は定まっておら

ず，また協働（collaboration）・共創（co-creation）・協力（co-
operation）といった概念の区別も曖昧なのが実情である．

本研究においては，知識創造の SECI モデル(8)を参照しつ

つ，共創を「個々人間において共同化（socialization）段階

Fig.1 Comparison between Co-Creation and Co-Operation 



 

を共有し，何かを共に創出する協働」と定義する．個々人

間における体験共有や社会的相互作用を通じて暗黙知を新

たな暗黙知へと変容させるプロセスである共同化段階を共

有することにより，個々人間において共創の礎となる共創

主体が形成されるのであれば，共創プロセスの起源におい

て個々人間で明確な目標が共有されていることは通常なく，

むしろ，動的に展開される共創プロセスを通じて目標が設

定されるはずである．他方で，「協力」については「個々人

間において共同化段階を共有せず，所与の目標を達成する

ための協働」と定義する．  

 
 

3. 共創主体の動的メカニズム 

3.1. 主要構成要素と評価方針 

 ソーシャルデザイン，すなわち関係性の（再）構築の方

法論化には，如何なる働きかけにより如何なる関係性が構

築されるのか，関係性の動的メカニズムの把握が不可欠で

ある．そのためには関係性，とりわけ，形式知のみにより

定義できない関係性であり，脆く不安定である，共創主体

の動的メカニズム（形成・維持・展開・消滅）を捕捉する

必要がある．そこで本研究では共創主体の動的メカニズム

について，共創の主体・プロセス・帰結を主要構成要素と

し ， 各 主 要 構 成 要 素 に つ い て 各 々 ， 相 互 主 観 性

（intersubjectivity）・文脈（context）・共創造性（co-creativity）
による定量的捕捉を試みた． 
 もっとも，これら人の内面状態は複雑であり，ある１つ

の評価手段により捉えることは難しく不適切といえる(22)．

また評価結果も，評価者により，あるいは同時的・事後的

など評価時期により異なることが考えられる(23)．他方で，

それらの評価結果はいずれも人の内面状態の主要な傾向の

一面を捉えたものであるということもまた事実である． 
 それゆえ，本研究では人の内面状態をある１つの評価方

法により把握しようとするのではなく，複数の評価方法を

用いて重層的に把握する．それと同時に，本研究では人の

内面状態の複雑性やゆらぎ，認知能力を考慮し，合理的な

粒度の評価尺度（ふるいの粗細）の設定に留意する．より

細かい尺度による評価が，必ずしもより精度の高い評価に

繋がるとは限らないという認識に基づくものである． 
3.2. 共創の主体 

3.2.1. 相互主観性  脆い共創の主体を如何に評価すべ

きか．本研究では，共創の主体として個々人間に形成され

る相互主観性，いわば「私たち」性の形成度に着目する．

相互主観性は，多岐にわたる分野において独自の展開がみ

られる用語であるが，知識創造の観点からは実行へ向けた

原動力として相互主観性の重要性が指摘される(9)．  
3.2.2. 定量評価法  相互主観性形成度を，主に，被験者

らの内面の動的状態をあらわす波形の集団内における類似

性により評価する．これは様々な評価の観点・方法から評

価対象を重層的に把握することにより解像度を上げていく

という本研究の評価方針（3.1）の中に位置づけられ，本論

文が提示する，相互主観性形成度として人の内面の動的状

態をあらわす波形の類似性を用いることについての妥当性

も，将来的には他の評価観点・方法と併せて考察・検証さ

れるべきものである．  
 波形類似度の評価方法は，各被験者の内面の動的状態を

あらわす波形の量的比較である．各被験者が数値的に自己

記述した内面の動的状態をあらわす波形を，各被験者にお

ける実験プロセス全体を通じた最大振幅により標準化し，

さらに，被験者の認識能力の精度を考慮し単純化する． 
 すなわち，𝑓"(𝑡) を被験者 P’s の時刻 t における自己記述

の値とした際の連続関数𝑓" を，個々の被験者の内面の動的

状態をあらわす波形の振幅の大きさの差異について標準化

した関数を𝑓"&  とする．標準化関数𝑓"&  は 
 

 𝑓"& (𝑡) ≝ −1 + 2 ,-(.)/0-
1-/0-

           

 但し，𝑀" = max
.
𝑓"(𝑡), 𝑚" = min

.
𝑓"(𝑡) 

と表すことができ， 
 
 ∀𝑡;−1	 ≤ 𝑓"& (𝑡) ≤ 1> 
 ∀𝑡;(𝑓"(𝑡) = 𝑀") ⟹ @𝑓"& (𝑡) = 1A> 
 ∀𝑡;(𝑓"(𝑡) = 𝑚") ⟹ @𝑓"& (𝑡) = −1A> 
 
と標準化できる． 
 他方で，𝑓"(𝑡)は，𝑓"の全ての変曲点が捕捉されるよう𝑡Bを
合理的な時間間隔において定義した離散的時刻𝑡C, 𝑡E, … , 𝑡G
に対応する離散関数𝑓"H (𝑡)として近似できる． 
 この時，被験者𝑃C,… , 𝑃Jの間における相互主観性形成度

𝐼𝑠𝑢𝑏(𝑃C,… , 𝑃J)を次式のとおり定義する． 
 

𝐼𝑠𝑢𝑏(𝑃C,… , 𝑃J) ≝
1
𝑛𝑁Q@|𝑓"S(.) − 𝐴𝑣𝑒(.)|

E …
.W

.X.S

+ |𝑓"Y(.) − 𝐴𝑣𝑒(.)|
EA 

但し，𝐴𝑣𝑒(.) =
C
J
∑ 𝑓"B(.)J
B  

 
3.3. 共創のプロセス 

3.3.1. 文脈  共創のプロセスは，高度に文脈的な相互

作用現象であり(10)，個々の文脈が相互に影響を与え変容し

つつ(11)，文脈により情報に意味づけがなされ，共有された

動的文脈により駆動される(12)． そこで，本研究では集団

に属する個々人の文脈および個々人間において共有される

文脈により共創の動的プロセスを把握する． 

3.3.2. 定量評価法  創造は個々の創造主体の文脈にお

いて展開される．各々の創造主体の文脈は，同じ次元に存

Fig.2 Fundamental Structure of Social Design 



 

するものとして表現できるものもあれば，異なる次元に存

するものとして表現すべきものもある．文脈は他の文脈と

の相互作用によって修正され，複数の既存の文脈から新し

い単一の文脈を発生させ得る．  
 そこで，本研究では集団を構成する個々人と集団の文脈

の動的変化を追跡するために，個々の創造主体の文脈の方

向性と強さを個々人の認知にもとづきベクトル形式で表現

する文脈ベクトルという概念を導入する．例えば，個々人

の認知に現れた全単語を分類し，分類項目ごとに異なる座

標軸をあて，個々人の認知に関する自己記述中の全単語が

𝑛項目に分類された場合には，𝑃の文脈ベクトル𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑃)を次

のように表す． 
 
 𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑃) ≝ (𝐹"(1),… , 𝐹"(𝑛)) 
 
ここで，𝐹"(𝑖)は個人𝑃において分類𝑖軸方向に作用する文脈

力である 
 この時，異なる個々人 P,Q 間の文脈ベクトル𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑃)と
𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑄)の距離は次式のとおり定義できる． 
 

𝐷𝐼𝑆𝑇 e𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑃), 𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑄)f ≝ g|𝑝C − 𝑞C|E …+ |𝑝J − 𝑞J|E 

 但し，𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑃) = @𝑝C, … , 𝑝JA, 𝐶𝑡𝑥]]]]]]⃗ (𝑄) = @𝑞C, … , 𝑞JA 
 
 この個々人間の文脈ベクトルの距離により，集団を駆動

する文脈ベクトルの把握のみならず，集団における文脈の

収束の度合いを定量的に捕捉する． 
3.4. 共創の帰結（持続可能性） 

 共創的関係性に着目した際の，共創の動的メカニズムに

おける帰結とは何であろうか，また，それはどのような指

標により評価されるべきだろうか． 

 この点，個人による創造の結果については伝統的に創造

から生み出された創造物の創造性により評価されてきた．

Runco ら(13)は，標準的な創造性の定義について，研究者に

より様々な表現に置換されることはあるものの，その本質

は一貫して，独創性と実用性２つの要素から構成されると

主張する．これらの個々人における創造性についての一連

の 先 行 研 究 を 礎 に ， Woodman ら は 組 織 的 創 造 性

（organizational creativity）について「複雑な社会シス

テムにおいて協働する個々人による有価値有用かつ新規性

ある製品・サービス・手順・プロセスの創造」と定義して

いる(14)．  

 しかしながら，創造主体として安定した所与の主体を想

定するこれらの創造性に関する先行研究は，共創との本質

的な違い，すなわち共創主体の不安定性を看過している．

創造性が一個人の内に形成されるのとは対照的に，共創造

性は個々人間の間に形成され，その礎は脆い．本研究では

共創のヒューマンファクターとしてこの点に注目し，以下

のように共創の帰結およびその評価指標について考える． 

3.4.1. 共創造性  創造性の主要素たる有用性および新

規性は，継続的創造プロセスを通じて実現しうるが，その

ような創造的プロセスを起動し持続させるのは他ならぬ動

機であるとされる(15)．さらに，達成すベき目標を探求する

理想追求型のデザインにおける創造性について田浦らは

「あるべき姿への尺度（parameters formulated to 

achieve the desired figure）」と再定義し，新規性を，創

造性の要因ではなく，結果であるとする(16)．これらと既述

の共創における主体の不安定性を踏まえると，共創自体 

のメカニズムにおける帰結とは，共創において「あるべき

姿」へと向かう人の内面の主要素として，「個々人間におい

て，彼らのコンセプトをよりよいものとなるよう開発し実

現しようとする共有された動機」の維持（持続可能性）と

定義する． 

3.4.2. 定量評価法  本研究においては共創の帰結を，

共創造性（co-creativity）として「個々人間において，彼

らのコンセプトをよりよいものとなるよう開発し実現しよ

うとする共有された動機」の強度により評価する．  

 

4. 実験 

4.1. 実験の概要 

 3.2.〜3.4 に示した主要構成要素および定量評価法によ

り共創の動的メカニズムを捕捉することを目的に，次のよ

うな基礎実験を行った． 

4.1.1. 被験者  本実験には，5 名ずつ A〜F の 6 チーム

に分けられた様々な職業の被験者 30 名が参加した．チー

ムに分ける際には，個々人間における相互主観性の形成過

程を把握するため，各チーム内の被験者間において（たと

えばチーム A の被験者 A01, A02, A03, A04, A05 の間にお

いて）既存の関係性の影響を排除するため互いに初対面と

なるよう注意した．また性別・年齢・職業・職位の観点か

ら，各チーム内における多様性を最大限確保すると同時に，

チーム間の差が最小限となるよう配慮した． 

4.1.2. 実験手順  本実験は，導入 10 分間（W00）・協力

的デザインワーク 15 分間（W01）・共創的デザインワーク

15 分間（W02）の 3 つのステップにより構成される．各被

験者は各ステップ直後の 5 分間に内面の動的状態を個々人

で記録するよう指示された．すなわち，各被験者は，認知

の精度を考慮して各ワークの開始・中間・終了時の 3 時点

について，各被験者の内面の状態を 5 段階（-2, -1, 0, +1, +2）
の数値および短文で記録した．また，一連のステップが終

了した際には，被験者各人は，各ステップ（W01, W02）を

通じて得られた各コンセプト（C01, C02）の実現へ向けた

動機の強さについて絶対評価を行うと同時に，より明確に

デザインプロセスによる違いを比較するため，相対評価と

して C01, C02 いずれのコンセプトを実現したいか二者択

一で回答した． 

 なお，実験の進行に併せ，時間軸に沿って被験者らの言

動および各チームにおける相互主観性の形成度について別

途専門からによる観察・記録を行った．  
4.2. 実験結果 

4.2.1. 相互主観性の定量的捕捉  本研究において相互

主観性形成度の高まりは，相互主観性分散度の低下として

可視化される．そこで W01，W02 の相互主観性形成度の量

的比較として，3.2.1 で示した評価法を実験データに適用し

て得られた相互主観性分散度を図３に示す．本実験結果に

おける W01 および W02 間の差が統計的に有意であること

は T 検定により確認した（t=1.95, df=5, p=0.05）． 
 W02 で共創的デザインワークが行われなかったチーム E
および途中でメンバーの退出があったチーム D を除き，相



 

互主観性分散度は W01＞W02 となることが示され，W02 に

おける相互主観性分散度はいずれのチームにおいても 0.8
以下に収束している．これらの結果についても，「チーム B
ではメンバー間における継続的な双方向コミュニケーショ

ンを通じて，相互主観性の形成が加速された」など，専門

家らによる相互主観性形成度の評価との対応が確認された． 

 
  
4.2.2.文脈の定量的捕捉  各チーム内における文脈ベク

トルの収束度を把握するため，基準文脈と各メンバーの文

脈との距離の各チームにおける総和を，デザインプロセス

W01 と W02 の各々について図４に示す．なお，各チーム

内での文脈ベクトルの収束度を示す本実験結果において，

W01 および W02 間の差が統計的に有意であることは T 検

定により確認した（t=2.95, df=5, p=0.032） 

 
 
 
 W02で共創的デザインワークに至らなかったチームEを

除き，各チームにおける文脈ベクトルの距離の総和は W01
＞W02 となっており，共創的デザインプロセスが個々人の

文脈ベクトルにより導かれる一方で，共創プロセスを通じ

て個々人の文脈ベクトルもまた収束することが可視化され

た． 
4.2.3.共創造性の定量的捕捉  本研究では共創造性を

「個々人間において，彼らのコンセプトをよりよいものと

なるよう開発し実現しようとする共有された動機」と定義

している（3.4.1）． 

 まず，デザインプロセス W01, W02 間の相対的共創造性

評価では，相互主観性の形成度との明確な対応がみられた．

すなわち，相互主観性分散度が W01＞W02 となったチーム

A,B,C,F においては，W01 によるコンセプトと W02 による

コンセプトを比較した場合，全被験者が共創的デザインワ

ーク W02 を経て得られたコンセプト C02 を実現したいと

回答したが，相互主観性分散度が W01＜W02 となったチー

ム D およびチーム E では C01, C02 間で回答が分かれた．

このことから，少なくとも協力的デザインプロセスを経た

場合に比して，共創的デザインプロセスを経た場合に相対

的に相互主観性形成度が高く，共創造性も相対的に高いと

いう傾向が確認できた． 
 また，絶対的共創造性評価については，共創造性指数（Co-
Creativity Index）として，チーム（A〜F）ごとに，チームで

得られたコンセプト C01, C02 各々について実現したいと

いう動機の強さを比率により把握し，同様に各チーム（A〜

F），各ワーク（W01,W02）における相互主観性分散度𝐼𝑠𝑢𝑏w01，

	𝐼𝑠𝑢𝑏w02 について𝐼𝑠𝑢𝑏w01 および𝐼𝑠𝑢𝑏w02 の総和に対する比率

により把握した相互主観性分散度指数（Variance Ratio of 
Intersubjectivity）との関係を示したものが図５である．図５

より，チーム内における相互主観性の形成度が高まるにつ

れ，チームで共有される実現へ向けた動機の強さ，すなわ

ち共創造性も高くなることが定量的に可視化されたといえ

る． 

 

 
 
 図５より，チーム内における相互主観性の形成度が高ま

るにつれ，チームで共有される実現へ向けた動機の強さ，

すなわち共創造性も高くなることが定量的に可視化された

といえる． 

5. 考察 

5.1. 実験結果が示唆する知見と限界  

本研究において実験結果が示唆する知見を以下に示す． 
1) 個々人間における相互主観性は共創的協働を通じて形

成されうる． 
2) 共創的協働は個々人の文脈により方向付けられ，個々人

の文脈もまた共創的協働からの作用を受ける． 
3) 本研究において「個々人間において，彼らのコンセプト

をよりよいものとなるよう開発し実現しようとする共有さ

れた動機」と定義した共創造性は共創的協働を通じて形成

Fig.4 Quantitative Comparison on Sum of the Distance of 
Context Vector 

Fig.5 Relation between Variance of Intersubjectivity  
and Co-Creativity 

Fig.3 Quantitative Comparison on Variance of Intersubjectivity 



 

される． 
4) 相互主観性の形成と共創造性の形成の間には正の相関

関係がみられる． 
 本実験の限界としては，まず共創という複雑な事象に対

して本実験で採用したワークの単純さを指摘できる．しか

し，この単純なワークは，本来複雑な共創のダイナミクス

という事象から，基礎的かつ本質的要素として抽出した相

互主観性・文脈・共創造性を個別に評価すると同時に，そ

れらから構成される共創のダイナミクスを 1 系の基本的な

システムとして把握するという本研究の目的に即して，注

意深く検討・設計されたものである．また，本研究では検

討対象外としたものの，共創のダイナミクスに関わる他の

重要な要素として，当該テーマに対する個々人の能力の優

劣や影響力，環境条件なども，考えられるが，たとえば個々

人の能力の優劣は，本研究での実験で採用した広く一般に

普及している行為に準じた短時間でのチームでのワークに

おいては顕在化しない． 
5.2. 共創のメカニズムの動的モデル化 

 本研究において共創のメカニズムの主要な構成要素と位

置づける相互主観性・共創造性・文脈・バウンダリーオブ

ジェクト相互の関係について，本実験結果および過去に蓄

積されたケーススタディー(5), (6), (17), (18)等を通じて得られた

知見を踏まえ１系の動的システムとなる逆渦モデル（IVM: 
Inverted Vortex Model）として動的モデル化した（図６）． 

 

 
 なお，本モデルは，高評価を得ている欧州知識クラスタ

ー（組織間）のディレクターらをはじめ，共創のデザイン・

マネジメントに長けた国内外の実務家の多くが，確かに感

じとりつつマネジメントしているにも関わらず目には見え

ない共創の動的メカニズムの基本構造をひとまず可視化す

ることにより，他者との間において抽象的に，あるいは特

定のケースについて具体的に共創の動的ダイナミクスにつ

いて議論することを可能にし，さらには共創の動的メカニ

ズムを定量的に表現しようとする本モデル自体の妥当性の

吟味や改良へ向けた議論を可能にすることを目的として構

築されたものである． 
 本モデルでは，多様な文脈をもつ個々人が共創プロセス

を通じて相互主観性・共創造性を形成するメカニズムを，

流体中を運動する質点が一定の条件下において渦を形成す

る一方で，質点もまた渦の作用を受けながら渦の先端に集

約される 1 系のシステムとして表現している．質点がもつ

運動ベクトルは渦の作用により変化し，時に渦の作用によ

り質点が集約され，時に質点が渦を崩壊させるなど，運動

する質点と渦が相互に作用し合うように，個々人の文脈と

共創プロセスは相互に作用し合う． 
 共創の主体の観点からは，当初関係性を有していなかっ

た個々人間において，共創プロセスを通じて，個々人間に

関係性が新たに構築され，個々人間に生じる共創造性によ

り駆動される系（渦）が発生し，その系において関係性の

濃淡が動的に展開し，系の崩壊とともに関係性が消滅する

までの様が反映される． 
5.2.1.バウンダリーオブジェクト  バウンダリーオブジ

ェクトは，当初多様な観点を包含可能であると同時にそれ

らの多様な観点に対して独自性を観念しうる概念として提

唱されたものである(19), (20)．その後の研究において，その概

念は，特に「協働のインフラ」(21)としての文脈において，

合意を共有しない異なるグループが共に働くことを許容す

るある種の装置へと概念を展開した(20)． 
 本実験により確認されたように，プロジェクトに適切な

バウンダリーと共創プロセスを設定することにより，個々

人の異なる文脈を群化し，さらに集約化することが可能で

ある．本研究では，このある特定の共創プロセスに異なる

文脈を誘引し収束させるバウンダリーオブジェクトの機能

に着目し，渦をアナロジーとして，①共創プロセスの誘引

可能性領域（渦の径）②個々人の文脈ベクトルへの作用力

（渦度）を用いてバウンダリーオブジェクトの機能を表現

する．  
 本モデルにおいてとりわけ強調したいのは，共通目標や

個々人間に形成される相互主観性は，ある一定のバウンダ

リーオブジェクトの誘引領域内の状態を示す主要な要素で

はあっても，共創の動的プロセスの起源ではないという点

である．共通目標や相互主観性は，共創の動的プロセスを

通じて形成されうるものである．この点について，相互主

観性概念を提唱した Star(20)もまた，協働に関わる一連の先

行研究における動的観点の欠落を批判し，多くの先行研究

が前提としてきた仮定について次のように否定する．「1980
年代後半から現在に至るまで，協働（本研究でいうところ

の共創的協働．引用文中，以下同じ）のモデルの多くは，

合意形成の上に協働が発生しうるという考えを概念的前提

とする．しかし領域を超えて協働した科学者らとのフィー

ルドワークでの私自身の経験からも，現場では合意がない

にもかかわらず実際に協働が行われた異種グループ群につ

いての過去の分析からも，合意先行モデルは誤りだと考え

る．合意は滅多に形成されず，仮に形成されたとしても脆

いが，協働はしばしば問題なく継続される．この説明から

示唆される動的メカニズムこそがバウンダリーオブジェク

トという概念の核心である．」  
 

6. おわりに 

 本研究では，社会を個々人間における関係性の織り重な

りと捉え，ソーシャルデザインを「関係性の（再）構築」

として定義した．その上で，如何なる働きかけにより如何

なる関係性が構築されるのか，ソーシャルデザイン方法論

の構築のため，関係性の動的メカニズムの定量的捕捉を試

みた．関係性の動的メカニズムの定量的捕捉に際しては，

とりわけ形式知のみにより定義できない関係性，すなわち

脆く不安定な共創主体の動的メカニズムを可視化するため，

Fig.6 Inverted Vortex Model for Co-creation Dynamics 



 

その主要構成要素として共創の主体・プロセス・帰結を抽

出し，各々，相互主観性（intersubjectivity）・文脈（context）・
共創造性（co-creativity）による定量的捕捉を行い，先行研

究および実務的知見と併せ一系のシステムとしてひとまず

の動的モデル化を行った．今後さらに主要構成要素につい

て，他の指標も重畳的に導入することで（3.1），より精度の

高い定量的捕捉を目指したい． 
 また，ソーシャルデザインという文脈においては，本研

究の柱となる共創的関係性は，形式知化が困難であり重要

ではあるが，社会における関係性の一類型に過ぎず，共創

造性もまた集団としての創造性，社会的創造性（social 
creativity）の一類型でしかなく今後の研究の余地は大きい．

とりわけ，アウトプットである価値（value created）ではな

く，人の内面の状態に着目した系における，個人の創造性

と集団としての創造性たる社会的創造性との関係について

研究を進めたい． 
 なお，本稿は講演原稿として著者らの先行研究を講演テ

ーマの観点から再構成したものである．詳細については参

考文献(22)を参照いただきたい． 
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