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はじめに 
 発表者は、第２６回～第３０回までの５回に渡り中国・四国ブロック研究会で研究発表
「情報公開と秘密の保護についての一考察」を行ってきた。これらの研究発表の中で、社会の出
来事に対してその問題点をあげ、その解決策のキーワードとして「One  for  All,  All  for  
One.」（一人はみんなのために、みんなは一人のために。）を示した。そして、これをシス
テム化したものが発表者開発の FS 技術というビジネスモデル（１）であった。さらに、この
ビジネスモデルをブラッシュアップしたものとして、前回の研究発表では「One  for  All 宣言」
の手法を示し、購入・利用補助券という内容も説明した。 
 
１．「One  for  All 宣言」の実践に向けての目的と経緯 
（１）目的 

最近の気象現象には大変危惧している。またこれまでの発表でも考えた社会の諸問題について
も、一人一人からでも何か社会のために貢献することはできないものであろうか。一人一人ができる
範囲のことをして、その活動の輪が多くの方に広がれば、みんなのためになる。このきっかけの小さ
な実践が前回も説明した「One  for  All 宣言」であると考えている。 

したがって、次の２点を目的とする。 
① 後述の facebook ページで示す「One  for  All 宣言」を実践することで、多くの人々

が「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を体験し理解していただくこと。 
②  「One  for  All 宣言」の実践を踏まえて、他の多くの「思いやり」の実践に広げ 

ていくことで、共生社会構築の礎となること。 
 

（２）経緯 
先述のように本研究会での「情報公開と秘密の保護についての一考察」の５回に渡る発表を踏

まえ、「One  for  All 宣言」の手法に至ったのである。ただこの手法を実施する主体として、
発表者自身がするためには、購入・利用補助券に交換する商品やサービスを保持している
ことが求められた。または購入・利用補助券と交換する商品やサービスの提供を外部に委
ねることが必要であった。そこで、発表者としては、後者の外部への委託を求めることを
選択せざるを得なかった。その委託の依頼において個人ではなく、公的な機関等が柱とな
った運営等が必要であると考えた。 
そこで、数百の自治体関係等へ提案を行った。（この「One  for  All 宣言」の手法は、日

米のビジネスモデル特許がベースになっているが、金銭的なことは考えていない旨を明
記。）しかし、数か所のところからの返事はいただいたが、具体的な進展は見られなかった。 
その後、他の支援等を主体に考えるのではなく、発表者自らがいわゆる磁石となって実

践を行うことが重要であると指導を受けた。それをきっかけに、確かに購入・利用補助券
に交換できる商品やサービスを発表者自ら提供することはできないが、「One  for  All 宣
言」者が社会貢献活動をするインセンティブというものが得られればよいと考えるように
なった。 
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「One  for  All 宣言」という手法は、「One  for  All,  All  for  One.」をコンセプト
にしたものである。この「One  for  All,  All  for  One.」は元来ラグビーのチームプレ
イ精神を表すときによく言われる言葉である。因みにラグビーでは、テストマッチ（各国
の代表選手による対抗試合）への出場回数をキャップ数で捉えて励みとしているようであ
る。このキャップ数は、励みとなるもの、すなわちインセンティブとなっているとも言え
る。そこで、このキャップ数を購入・利用補助券の額と見ることができるのではないかと
考えたのである。 
 
２．「One  for  All 宣言」の実践の仕組み 
  「One  for  All 宣言」の実践による社会貢献活動の促進に向けて、インターネットを活用
した仕組みを考案した。その仕組みはブログと facebook ページとの連携を基にしたものである。
したがって、互いのページ間にはリンクがはられている。 
（１）ブログの作成 
まず補助的な役割としてブログ〔「One  for  All 宣言」を登録して社会貢献活動を実践しよ

う〕http://oneforall2014.cocolog-nifty.com/を作成した（図１）。なお、本仕組みでのブログは
ココログ（ニフティ株式会社が提供するブログ作成サイトである。）によって、作成者の顔写真
等を公開し作成を行った。 
特に趣旨としては、次の内容を明記した。（趣旨の内容は、ブログの上段に固定させた。） 

「One  for  All,  All  for  One.」がコンセプトです。最近の気象現象、大変危惧して

います。この気象現象のことも含め、社会の諸問題の解決に向けて、我々一人一人からで

も何か貢献することはできないでしょうか。一人一人ができる範囲のことをして、その活

動の輪が多くの方に広がれば、みんなのためになるのです。このきっかけの小さな実践を

みんなでやっていきませんか。 
 このブログ開設によって、多くの方に「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を

体験していただき、その小さな実践活動によって他の多くの「思いやり」の実践に向けて

の手がかりをつかんで欲しいのです。みんなで共生社会構築の礎を作っていきませんか。 
 なお、この実践のための詳細は、facebook ページ〔「One  for  All 宣言」で社会貢献活

動〕に明記しています。この facebook ページに関して一切費用はかかりません。できる範

囲のことでいいのです。なんでもいいですから社会貢献活動をお願いします。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ブログ http://oneforall2014.cocolog-nifty.com/ 
 

（２）facebook ページの作成 
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次にメインとなる facebook ページを作成し、facebook ページの名前は〔「One  for  All 宣
言」で社会貢献活動〕http://www.facebook.com/oneforall2014 とした（図２）。趣旨はブログ
にも明記している趣旨とほぼ同様のものであり、facebook ページの上段に固定するようにした。
なお、次のように第１回目の「One  for  All 宣言」の登録募集の投稿を行った。最初である
ため、仕組み等の詳細も併せて明記した。 

「One  for  All,  All  for  One.」に賛同して社会貢献活動を実践していただきたいの

です（社会貢献活動内容はなんでもいいのですよ。できる範囲のことをしていただければ

うれしいです。）。 
 この実践をしていただける方は、facebook ページ内のその都度行う登録募集の投稿記事

に「いいね！」をしていただくだけで、「One  for  All 宣言」を登録したことになります

ので、登録の日から社会貢献活動を始めてくださいね。（「One  for  All 宣言」の登録者数

は「いいね！」の数で分かります。） 
 因みに、今回の第１回目は、募集登録期間を本日２０１４年８月２５日から２０１４年

９月３０日までとします。「One  for  All 宣言」の登録者数の目標数は、１０に設定。募

集登録期間中であっても目標数を超えた段階で募集は終了します。 
 
 最初ですので、明日８月２６日から９月１日に目標数を達成できれば、登録者の方各々

に、「COMPASS」数４の「COMPASS４」が与えられます（「COMPASS」数は、確定し

たときにこの facebook ページの投稿欄に明記しますのでご確認ください。）。 
 また、９月１５日目までに目標数を達成できれば、登録者の方各々に「COMPASS３」

が与えられます。 
 9 月３０日目までに目標数を達成できれば、登録者の方各々に「COMPASS２」が与えら

れます。 
 もし、９月３０日目になっても目標数が達成できなければ、登録者の方各々には

「COMPASS１」が与えられます。 
 
 なお、登録者の方は、与えられた「COMPASS」数をそれまでの「COMPASS」数に加

算してください。さらに、その加算された「COMPASS」数を広くインターネット等での

文章等に明記して活用していただければうれしいです。このことは「見える化」であって、

多くの方に社会貢献活動を更に促進していただく原動力となるものです。 
 
 ※COMPASS（コンパス）は、Compassion（思いやり）の造語です。コンパスと言えば

羅針盤を連想しますね。時代の羅針盤として、みんなで共生社会を構築する礎となって欲

しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ facebook ページ http://www.facebook.com/oneforall2014 
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３．検証 
一般に、一人一人がみんなで社会貢献活動をすれば、みんなのためになることは多くの

人々は知っているであろう。しかし、個人一人だけが社会貢献活動をしても多くの人々が
しなければ効果は少ないことも、多くの人々は知っていると推察される。いわゆる一つの
均衡点がある。その均衡点を脱する処方として、「One  for  All 宣言」の実践を試みてお
り、経済学の「ネットワーク外部性」を一部利用した促進策でもある。 
 このインターネット（ブログや facebook ページ）を利用した社会貢献活動の促進に向け
ての発表者自身による実践事例は、長年のビジネスモデルの研究を、初めて具現化した第
一歩である。この第一歩を踏み出したことが成果として、次への基盤となるものと考えて
いる。 

 
※因みに、参考としてこの「One  for  All 宣言」の手法と、指名を求める社会貢献活
動の促進策 A との比較を行う。 

 
表１ 「One  for  All宣言」の手法と、指名を求める社会貢献活動の促進策Aとの比較 

 「One  for  All宣言」 促進策A 
社会貢献活動 ○ ○ 
指名 しない ３名指名する 
自主性 ◎ △または× 
促進の強さ ○ ◎ 
促進の安定性 ◎ × 
促進の仕方 「One  for  All,  All  for  One.」が

ある 
「One  for  All,  All  for  One.」が
乏しい 

凡例  ◎非常に強い，非常にある 
○強い，ある 

    △難がある 
    ×不安定，ない （作成：曽根 康仁） 
 

おわりに 
 本研究会での５回の発表も踏まえ長年研究してきた「One  for  All,  All  for  One.」
をコンセプトにした研究内容が、小さなことではあるが具現化されたことは今後の共生社
会構築のための一つの手がかりとなったのではなかろうか。この「One  for  All 宣言」の
実践によって、先述の目的として述べた２点が達成されることを望むものである。そのた
めに、この小さな実践事例を、マスメディア等を通じて広く周知していくことも必要であ
ろうと考えている。 
 
注  
（１） 発表者は、日米のビジネスモデルの特許〔日本：（特許第 3685757 号），米国：（Patent  

No.US 7,392,227 B2）〕を取得している。この発明を基にしたビジネスモデルが FS 技 
術である。 

 
 
 
 
 
 
 
 


