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C2C フリマアプリにおける co-design の場作りの考察
〜メルカリサロンを事例として〜
草野孔希1,a)

概要：人間中心のアプローチでサービスデザインを進めることはカスタマーの要求を適切に捉え，魅力的
なサービスを実現するうえで重要である．その中で，サービスのカスタマーと提供者との垣根をなくし，
お互いをパートナーとみなして共創する co-design という考え方がある．本研究では，C2C (Customer to
Customer) インターネットサービスのデザインにおいて，co-design の考え方に基づいてサービスについて
対話できる場を設計・運用した事例について考察する．対象とした事例は，フリマアプリのメルカリについ
て対話する「メルカリサロン」という場である．この事例研究を通して，メルカリサロンという co-design
の場はカスタマーに高い参与満足度を与えるとともに，カスタマーの利用実態に基づいたアプリに対する
要望を獲得できることを示す．また，社内人材のサービスに対する自信の向上や，サービスデザインに対
する意欲の向上に寄与する可能性についても考察する．
キーワード：Co-Design，Community Design，Service Design，事例研究

1. はじめに

アプリにおける co-design の場はカスタマーに高い参与満
足度を与えること，第二に，カスタマーから具体的な利用

カスタマーの要求を適切に捉え，魅力的なものことを実

実態に基づくアプリに対する要望を獲得できること，第三

現するために，人間中心のアプローチでデザインする重要

に，提供者である社内人材のサービスに対する自信の向上

性が述べられている [1], [2], [3], [4]．そのなかで，カスタ

や，サービスデザインに対する意欲向上に寄与する可能性

マーと提供者の垣根をなくし，パートナーとして共に検討

を示したこと，である．

を進める co-design という考え方がある [5], [6]．co-design

以降，2 章で関連研究について述べ，3 章で研究対象と

は，サービスのデザインにおいて多様な利害関係者が共

したメルカリサロンの概要とその特徴について述べ，さら

に検討できるようにするために有効であるといわれてい

に 4 章で実施結果について述べる．5 章でメルカリサロン

る [7]．一方で，co-design を実践で有効活用するには，サー

の co-design の場としての効果，課題および今後の発展の

ビスの特徴，パートナーの属性，パートナーを取り巻く状

可能性について述べ，6 章で本論をまとめる．

況などに応じて適切な設計・運用をすることが求められる．
そのため，さまざまな設計や運用を通した知見の蓄積が必

2. 関連研究

要となる．しかし，特に C2C (Customer to Customer) イ

人間中心のアプローチは，ものことに関わる人間を中心

ンターネットサービスなど，比較的新しいサービス形態に

に考えて，その要求や体験を捉えながら設計を進めること

おけるそれらの知見の蓄積が十分とは言い難い．

を重視する [1]．インタラクティブシステムの開発おける

そこで本研究では，C2C インターネットサービスのサー

人間中心設計は標準化されている [9] ほか，デザイナーが

ビスデザインにおける co-design の場の設計・運用とその

暗黙的に創造的に問題解決をするために行っていた方法を

効果を，事例を通して考察する．具体的には，C2C のフリ

形式化したデザイン思考 [2] も人間中心のアプローチが基

マアプリであるメルカリ [8] の co-design の場として「メ

礎になっている．特に，カスタマーの価値観が多様化し，

ルカリサロン」を設計・運用した事例を対象とする．本研

カスタマーが様々なサービスを選択でき，かつ変化が激し

究の貢献は次の 3 点を示したことである．第一に，フリマ

い現代においては，サービスデザインを進めるうえで重要
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な考え方である．
人間中心のアプローチのなかでも，co-design はカスタ
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図 1

メルカリサロン Vol. 3 の参加者（カスタマー，プロダクトマネージャーなど）の様子

マーを共創者（パートナー）としてサービスデザインのプ

ト上で自分の売りたい商品を出品する出品者と，自分の買

ロセスに引き込み，共にサービスを作り上げていくことに

いたいものを購入する購入者との双方のカスタマーをマッ

特徴がある．カスタマーを対象者（サブジェクト）として

チングさせるプラットフォームを提供している．また，出

みる人間中心設計とは異なるアプローチである．co-design

品と購入の両方を活用するカスタマーもいる．株式会社メ

を活用できれば，カスタマーと提供者とが共にサービスの

ルカリの 2018 年 6 月期通期決算概況によれば，月間アク

価値を高めたりサービスを実現にむけた障壁を乗り越えた

ティブユーザーは 1075 万人，年間国内流通総額は 3468 億

りできる．欧州では，行政サービスの開発や企業のサービ

円と，メルカリは国内最大の C2C フリマアプリとなって

スデザインで活用され，その効果が報告されている [7]．最

いる．2019 年 2 月には，「信用を創造して、なめらかな社

近では，カスタマーの生活する場を基点に，カスタマーと

会を創る」というミッションを掲げ，スマホ決済サービス

提供者とが長期的に関わり合いを続けながら共にデザイン

であるメルペイの提供を開始した．将来的には決済手段の

を進める，Living Lab の研究が進められている [10], [11]．

提供に留まらず，新たな信用を生みだし，様々な金融サー

また，どのようにすれば Living Lab の事例を研究するこ

ビスを提供していくことを目指している．

とで成功要因を整理しようとする動きも見られる [12]．

メルカリのような C2C フリマアプリの特徴は，主にや

上述で述べたように，抽象度の高い考え方や既存事例の

り取りをするのは出品者と購入者，つまりカスタマー同士

成功要因分析などの研究が進められている．その一方で，

であることにある．提供者が主にサービスを提供して利用

実際に co-design を活かすための具体的な設計や運用方法

者がそれを使うという B2C の構造とは異なる．そのため，

は，サービスの特徴，パートナーの属性，パートナーを取り

カスタマーのサービスに対する理解，ロイヤリティ，主体

巻く状況などによって異なる．特に，C2C インターネット

性などがサービスの健全な持続と発展に影響する．例えば

サービスにおける co-design の場作りについては，他事例に

メルカリでは，カスタマーのなかでさまざまな工夫やルー

応用できるような知見が少ない．これらのことから，C2C

ルが生み出されたり，カスタマー同士が助け合ったりと，

インターネットサービスのデザインにおいて実践された

より良いマーケットプレイスにするための動きが活発であ

co-design の設計や，その効果を考察することは co-design

る．co-design の視点からみるとこのようなカスタマーは共

の研究分野の発展に価値があると考える．

に検討をすすめるパートナーとして大事である．つまり，

3. 事例：メルカリサロン

C2C フリマアプリのサービスデザインの現場は co-design
を活用しやすい環境にあると考える．

本章では，メルカリのサービスデザインの現場で設計・
運用されている「メルカリサロン」という場について詳し
く紹介する．

3.2 メルカリサロンとは
メルカリサロンは，メルカリのカスタマー同士の交流
と，サービスデザインを担当するプロダクトマネージャー

3.1 メルカリとは
メルカリは C2C のフリマアプリとして，インターネッ
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（以下，PM) とカスタマーとの対話の場として設計されて
いる．図 1 にメルカリサロン参加者の様子を示す．現在，
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図 4 カスタマーと PM とが直接対話する様子
図 2 メルカリサロンの特徴と期待する効果

特徴とプログラムの関係について詳しく述べる．
第一の特徴を実現するために，カスタマーによるメルカ
リ利用の経験や工夫に関するプレゼンテーションおよび質
疑を通した対話ができるようにした．また，グループ議論
では PM がテーブルファシリテータとなってカスタマー同
士の経験や要望について対等に話せるようにした．最後に
交流会では，カスタマー同士やカスタマーと PM とが自由
な交流ができるようにした．次に，第二の特徴を実現する
ために，PM が機能改善についてプレゼンテーションをす
ることでカスタマーの反応を直接確かめることができるよ
うにした．加えて，グループ議論を通して PM が要望や改
善に関するトピックを投げかけて対話をしてもらうことに
よって情報を集めることができるようにした．最後に，第
三の特徴を実現するために，会場にメルカリグッズを用意
して渡す，撮影を楽しめる場所を作るといった工夫をした．

図 3

メルカリサロンのプログラム概要

テーマを変えながら合計で 4 回実施されている．特に本稿

4. メルカリサロンの実施結果
メルカリサロンの募集はインターネット上で行われた．

では，メルカリサロン Vol. 3（以降，メルカリサロン）[13]

合計で 560 名を超える応募があり，その中から 54 名のメ

の設計と実践に着目し，主に以下の 3 種類の効果に焦点を

ルカリのカスタマーが参加した．メルカリサロンは 2018

あてて考察を進める．

年 11 月 29 日の 19 時から 21 時の 3 時間で開催された．

( 1 ) カスタマーが co-design の場に参与することに高い満
足度を得られる

( 2 ) PM がサービスへの要望や改善点について定性的な情
報を集められる

( 3 ) PM のサービスへの自信やサービスデザインに対する
意欲を向上できる

当日は節で述べたプログラムに基づいて進行された．そ
の結果，図 4 に示すようにグループ議論では PM がテーブ
ルファシリテータとなってカスタマー同士の経験や要望に
ついての対話が行われた．図 5 に示すように PM だけでな
く執行役員もパートナーの一員として議論に参加した．対
話だけでなく，図 6 に示すように，PM が企画や機能改善
をプレゼンテーション形式で紹介し，カスタマーの頷きや

3.3 メルカリサロンの設計と実装
図 2 に，メルカリサロンの 3 種の特徴と co-design の場

拍手などの反応を得ていた．プレゼンテーションや対話か
ら得られた情報については図 7 に示すように，PM は付箋

として期待する効果について示す．メルカリサロンは，第

などを使いながら出ていた要望や改善点をまとめていった．

一にカスタマー同士が自分の経験や要望を話せる，第二に

また，図 8 に示すように，中に人が入れるメルカリボック

カスタマーと PM とが直接対話できる，第三に場にいるこ

スなどの仕掛けは列ができるほどの人気であった．

とを印象づける仕掛がある，という特徴を持つ．これによ

メルカリサロン終了時に，参加したカスタマーに，本日

り前述した効果を得る．それらの特徴を実現するために図

の内容はいかがでしたか？という問いの 5 段階の満足度ア

3 に示すような 3 時間のプログラムが設計された．以降，

ンケート（1. とても満足した，2. 満足した，3. 普通，4. あ

ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan
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図 5

執行役員がグループ議論に参加する様子

図 7

カスタマーとの対話から得られたフィードバックのメモ

図 6 PM が企画や機能改善について紹介する様子

図 8

場の雰囲気を作る仕掛け作り

まり満足しなかった，5. 全然満足しなかった）に回答して

いう co-design の場に参与することに高い満足感を得られ

もらった結果，
「とても満足」
「満足」の回答割合が 100%，

ることが示された．加えて，全てのカスタマーがメルカリ

平均 1.3 となった．加えて，次回また機会があったら参加

サロンのような場への継続的な参加意向をもっていること

したいと思いますか？という問いの 4 段階のアンケート

が分かった．つまり，メルカリサロンを設けることで，カ

（1. 絶対参加したい，2. 都合があえば参加したい，3. まだ

スタマーはサービスの改善やコミュニティへの関わりにつ

わからない，4. 参加しない）を集計した結果，「絶対参加

いて，高い参与意向をもって継続的に関わる可能性が示唆

したい」「都合があえば参加したい」の回答割合が 100%，

されたといえる．ただし，メルカリサロンによってカスタ

平均 1.1 となった．

マーの参加意向が高まるのか，メルカリサロンが高い参加

また，メルカリサロンを通して参加者から得られたサー

意向を持つカスタマーを集めているのか，もしくはその両

ビスに関する要望・改善点を集計した結果，合計で 72 件

方なのか，については，より詳細なデータを取得して考察

の要望を定性的に得られた．最後に，参加した PM からメ

する必要がある．

ルカリサロンについて簡単なコメントを得た．

5. 考察

最後に，中に人が入れるメルカリボックスの仕掛け（図

8）は列ができるほど撮影場所として人気が出ていた．こ
れにより，メルカリについて対話する場にきたという印象

本章では，事例から得られた結果をもとに，次の視点か

と参加者同士が対話をはじめるきっかけを作れており，場

らメルカリサロンを考察する．第一に，設計で想定してい

へ参与したことへのカスタマーの満足度の向上に寄与した

た 3 種の効果が，具体的にどのように得られたのかを述べ

と考える．

る．第二に，co-design の場として，カスタマーと提供者
がパートナーとして対等な関係で対話をすることができて

5.2 要望や改善点についての定性的な情報収集について

いたかを考察する．第三に，実践を通して得られた学びか

要望を集計した結果，カスタマーから定性的に得られた

ら，co-design の場としてより良くするための課題と今後ど

要望は 72 件であった．この中には社内でも既出の要望も

のような発展があり得るかを考察する．

含まれるが，PM が直接カスタマーと対話することによっ
て，より具体的にどのような点が問題なのか，感情的にど

5.1 場に参与したことへのカスタマーの満足度について
アンケートの結果から，カスタマーはメルカリサロンと
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

の程度強いものなのか，などより深く要望について理解す
ることができたと考える．また，カスタマー同士の対話で
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は肯定的な意見だけでなく否定的な意見についても共有さ
れており，両方の意見を幅広く得ることができたと考える．

5.5.1 参加カスタマーのモチベーションの高さの重要性
メルカリサロンのカスタマーの参加モチベーションは高

加えて，イベントに参加した執行役員からも，カスタマー

く，カスタマー同士やカスタマーと PM との対話も時間が

と対話する重要性を改めて認識したとのコメントも得られ

足りなくなるほど盛り上がった．加えて，サービスを主体

た．以上のことから，メルカリサロンは，サービスに対す

的に使いこなしているカスタマーだからこそ，様々な活用

る要望や改善点についての定性的な情報収集の機会として

の工夫や具体的な改善要望を得やすかったと考える．

効果があったといえる．

また，メルカリサロンの設計ではカスタマー同士のアイ
スブレイクの時間は設定していなかったが，カスタマーは

5.3 サービスヘの自信やサービスを作る意欲の向上

開始前の時間に，メルカリサロンの運営者が手配したお弁

メルカリサロンに参加した PM の 1 名からコメントを得

当を食べながら対話をすることで自発的に雰囲気作りをし

たところ，自身の機能改善紹介に対するカスタマーの反応

ていた．このように，参加したカスタマーの高いモチベー

や，カスタマーとの対話を通してメルカリがもっと好きに

ションは，co-design の場を盛り上げるために非常に重要で

なった，アイデアが増えた，アイデアに自信が持てた，な

あると考える．

どの肯定的なコメントが得られた．このことからメルカリ

一方で，普段は主張するモチベーションが高くないカス

サロンは PM のサービスヘの自信やサービスを作る意欲の

タマー（サイレントカスタマー）についても，対話ができ

向上に寄与できた可能性があると考える．今後，今回得ら

る co-design の場づくりについても将来的には議論できる

れた示唆をもとに，参加した PM に対するより詳細なイン

と良いと考える．また，主張しない理由としては心理的な

タビューを実施する，定期的に参加している PM を長期的

障壁だけでなく，リアルタイムで場に参加することの物理

に調査するなどによって，社内人材に対するメルカリサロ

的な障壁もあると考えられるので多様な場と組み合わせが

ンの効果を明らかにできると考える．

重要になると考える．

5.4 パートナーとしての対等な関係づくり

5.5.2 カスタマーからの発表による主体性の向上
カスタマーのなかから発表者をあらかじめ募るという方

co-design における重要な要素として，カスタマーと提供

法をとることで参加したカスタマーの主体性を向上させら

者がパートナーとしての対等な関係になれることがある．

れていたと考える．また，発表資料はないが発表したいと

このようなパートナーとしての関係性について，既に述べ

いう人が話せる機会も設けることで発言したい人が自発的

た通りメルカリサロンでは，カスタマーが場に参与するこ

に複数人現れた．これにより主体性の高いカスタマーが場

とに高い満足度を得られる，PM がサービスへの要望や改

全体に向けて話をする機会を作ることができたと考える．

善点について定性的な情報を集められる，PM のサービス

一方で，発表していない参加者が受け身で聞く時間が長く

への自信やサービスデザインに対する意欲を向上できる，

なりすぎないように，発表と対話のバランスの取り方には

という効果が得られていた．これらのことから，メルカリ

改善の余地がある．

サロンでは参加したカスタマーも PM もともに情報を提供
しあい，カスタマー同士，カスタマーと PM とが互いに学
びあうことができていたと考える．よって，メルカリサロ

5.5.3 PM からの発表に対するカスタマーの反応
PM の取り組み発表では企画を発表するだけでなく，PM

ンはパートナーとしての対等な関係が作れていたと考える．

達自身がカスタマーの工夫に驚き，学びを得ていることを

このような関係性が作れる要因として，3.1 節でも述べ

伝えていた．これはパートナーとしての対等な関係作りに

た通りメルカリは出品や購入においてカスタマー自身が多

も寄与したと考える．また，新しい企画を発表したときに

くの工夫していることが考えられる．この特徴によってカ

会場にいるカスタマーから大きな拍手や歓声があがる場面

スタマーは co-designer としての意識がより芽生えやすく，

もあり，PM の取り組み結果がカスタマーの要望を捉えら

かつサービス提供者もカスタマーの工夫をサービスのデザ

れているかを肌で感じることができる機会になっていた．

インに活かせないか，と考えやすい環境にあると考える．

これらは上述した通り，PM の自信やサービスを作る意欲

これは C2C フリマアプリだからこその特徴であり，今後

の向上につながったと考える．

さらにこれらの点を意識した場作りをすることで C2C フ
リマアプリならでは co-design ができると考える．

5.5 実践を通して得られた学び
本節では，主たる効果に関する考察とは別に，メルカリ
サロンの実践を通して得られた学びをまとめる．
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5.5.4 グループ議論による参加者同士の情報共有
グループ議論では，テーブルごとのテーマや参加者に合
わせて PM のファシリテーションのもと対話が進められ
た．その結果，時間内では話し足りないぐらいに盛り上が
り，さまざまな意見が場に出された．
一方で，テーブルによっては各人の発言量が偏る場合が
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観察されたため，進め方は各テーブルに任せつつも，発言

ために実践を通した研究を続けていく予定である．これに

機会がある程度確保されるような基本ルールを定めると良

より，デザイン分野において C2C インターネットサービス

い可能性がある．また，テーブルによっては誰かが話した

の co-design の実践研究を広げることに寄与していきたい．

後に拍手をするというルールが作られていた．このような
発言者に敬意を示しながら会話ができるようなポジティブ
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を通して PM のサービスへの自信やサービスデザインに対
する意欲を向上する効果がある可能性を示した．また，実
践を通して得られた学びについても紹介した．一方で，現
状のメルカリサロンは co-design としては初期の段階であ
り，これからさらなる発展が期待される．メルカリサロン
はさらなる発展をしていくことで，カスタマーの主体性向
上，社内人材のカスタマー視点の強化など，中長期でみた
ときの効果も期待できると考える．
今後，メルカリサロンを価値あるものとして発展させる
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