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　団体活動をする際に重要になるのが「チームワーク」です。同じ組織の
メンバーと協業することで、一人ではできないことにも取り組むことがで
きます。しかしそのためには、組織内のメンバーが同じ方向を向いている
ことが不可欠となります。
　これは営利組織・非営利組織に限らず、とても重要な問題です。同じ組
織に属しながら、個々人がバラバラな方向を向いて動いていたのでは効率
が悪いですね。更に、大きな組織になればなるほど、人が増えれば増える
ほど、組織内の意思疎通が大切になってきます。
　メンバーが同じ方向を向き、お互いに意思疎通しながら活動できるため
の礎を築くのが、「インナーコミュニケーション」です。

組織が掲げる目的（理念）は、その組織に所属するメンバー皆が
共有していなければなりません。皆が同じ方向を向いて活動でき
るために、「共有」のステップが必要になります。

ゴールが定まったら、目的地までの道がそこに向かう道を整理し
なければなりません。組織に所属することのメリットは、一人で
は困難なことを成し得ることです。頑張る個人をサポートできる
体制をどれだけ築けているかがポイントです。

最も重要で、且つ難しい課題です。
組織が掲げるゴールまでの道筋を立てても、辿りつくまでに息切
れしてしまっては目的地に辿り着けません。
常に気持ちを高め続けるためには、それなりの準備が必要です。

営利団体(企業)には「利益を生む」という命題があり、労使間の契約関係
が存在します。労働者は労働力を提供し利益を生み出すことで、経営者か
ら対価としての賃金を受け取るという関係です。企業には、組織が成長す
れば個人も潤うという基盤が既にあるのです。一方で、非営利団体は、
「利益を生む」というような決まった目的があるわけではありません。組
織の目的は設立者の使命感や理念に影響を受けることが多いため、その目
的を他のメンバーと共有することが必要になります。また、ボランティア
として組織に関わる人にとっては、組織に関わる理由、すなわち「賃金」
の代わりになる対価が必要になります。「その組織に所属したい、そこで
頑張りたい」という気持ちを高めるために、メンバーに働きかける活動が
「インナーコミュニケーション」なのです。メンバー（インナー）に対し
て、組織としての向かう方向を示し、道程を整え、個人のやる気を引き出
すよう働きかけること（コミュニケーション）。インナーコミュニケーシ
ョンによって、組織に属する個人の質も高まり、高いパフォーマンスが期
待できるようになります。
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　さて、ここまで非営利ならではのインナーコミュニケーションの課題を
見てきました。特にその中でもモチベーションの維持は、非営利組織にと
って大きな課題となっています。普通の営利団体ではお金というモチベー
ションを主な支えに人は手を動かしていますが、お金が絡まない非営利組
織ではメンバーそれぞれのモチベーションを維持するために色々と手を打
たなければいけません。
　a-conでは、その答えの一つとして「VOSA理論」を活用したPJ運用を薦
めています。VOSA理論とは、a-con理事長の加形さんが提唱している理論
で、非営利活動団体を動かすために必要と考えられる４つのモチベーショ
ン要素の頭文字をまとめたものです。人は大まかに分けて、４つのモチベ
ーションによって動いており、それぞれの要素のバランスをとりながら発
展していくという考えをとっています。これは、個人に限らず、組織内で
もバランスを取ることが大事になってきます。それでは具体的にどのよう
な要素があるのでしょうか。それぞれの頭文字の順に紹介していきましょ
う。

　まずVはVisionで、理念共感や課題意識の共有によるモチベーションの意
です。まず組織立ち上げや組織について説明する際に、共感できる理念の
作成や、共通する課題意識の顕在化などを行うことで、モチベーションを
高めます。

Vis ionVis ion

　OであるObligationは責任感によるモチベーションです。構成員それぞ
れのスキルにあった仕事を分担することにより、組織の中で責任感を持た
せます。これには、仕事での責任感だけでなく、PJ完遂後の成果をチーム
全体で共有するためにも必要な要素になってきます。

Obligat ionObl igat ion

　SのSympathyは、円滑な人間関係や友人関係によるモチベーションを意
味します。組織内での仲間意識の醸成を行い、仕事としての付き合いだけ
でなく、友人としての人間関係を構築する仕組みを作ります。

SympathySympathy

　AはAdvantageで、現実的な利益からくるモチベーション。参加する組
織やPJからスキルアップや人脈など、具体的な利益をしっかりと提供する
ことでモチベーションを維持します。

　これら4つの要素は、それぞれバランスよく提供されるべきですが、従
来のリーダー論では非常に難しいのが現状です。そこでa-conでは、これ
らの要素を満たしながら、元来のカリスマ型リーダーでなくても組織のモ
チベーションを維持していくために、リーダーの役割を分割し、それぞれ
の要素が高まるように配置しています。

AdvantageAdvantage
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　上の図をご覧ください。これは今までのリーダーの仕事を機能の面から
分割したものです。まず、リーダーが理念を共有化してメンバーを集めた
後に、このポジションを割り振ることで、それぞれのメンバーに責任感を
与えることができるほか、連携による人間関係の構築や、PJから得られる
具体的な利益を享受しやすい環境を作ります。これにより、メンバーのモ
チベーションを維持しながらPJを達成することができるとa-conでは考え
ています。
　このVOSA理論に関しては、今後a-conのホームページ上で、物語を使用
してより詳しく解説を行う予定です。ご期待ください。

　VOSA理論の具体的な取り組みとして、a-conでは①WEBツールの導入、
②定例会や懇親会など、リアルに会える場の設定、③それらを接続するた
めの導線整理、の3つを行っています。

①WEBツールの導入
　a-conでは、本業も頑張っている忙しい社会人や学生が、主なメンバー
として活動しています。 そんなメンバーなので、頻繁にミーティングをし
て話すという時間がなかなか作れません。どのプロジェクトも、せいぜい
月に2回くらいのミーティングをするのがやっとです。
そうなると議論がなかなか進まず、他の人が作業をやってくれているかも
わからず、プロジェクトの期間が間延びして、徐々にモチベーションが下
がってきてしまいます。
そこで、ミーティングをしなくてもコミュニケーションが取れるように、
様々なWEBツールを活用しています。
　特に大きいのが「フレッシュミーティング」というSNSを導入している
ことです。WEB上に「会議室」が作れて、チャットのような感覚で議論を
進めることができます。携帯でも操作できるので、隙間時間に「○○につ
いてアイディア募集！」と書き込んでおけば、次の日にはメンバーからい
くつかのアイディアが書き込まれているという状況が生まれています。毎
日少しずつプロジェクトが進行していくのが楽しみで、ついつい仕事中に
頻繁に見てしまう人もいたりして。

②定例会や懇親会など、リアルに会える場の設定
　WEBで活発に議論しているからこそ、リアルに会う場を大事にしていま
す。それはプロジェクトを進める意味でも重要ですし、Sympathy（仲間
意識の醸成）の面でも大事です。　
そのために、毎月第３土曜日を定例会の日に定めています。毎月同じ日に
設定すればスケジュールが合わせやすいからです。また、定例会のあとは

MTG
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　a-conの夏イベントとして恒例の「大人の林間学校（キャンプ）」。参加
者からのレポートを通して、その様子をちょっぴりお伝えします。

　今年のa-conのキャンプは、規模的にも多
い27人に参加者を得て、コンンテンツも盛り
だくさんとなりました。初対面の方が多い中
でもすぐに打ち解けるこの共感性のある雰囲
気は、大変ありがたいものでした。

　コンテンツは以下の通りです。
①川遊び
　綺麗な川でキャニオニングのような遊びをやり、とても興奮しました。
②ウォーターファイト
　要するに水鉄砲を打ち合う遊びですが、これは今回のキャンプのメインイ
ベントと言っても過言ではないほど盛り上がりました。この遊びは、主催者
達の貴重な数時間を費やした会議の結果であり、英知の結集らしいです
（笑）。ルールはhttp://jwfa.blogspot.com/で詳しくみれます。
良い大人が、子供のようにはしゃいで、というような声は一切ありませんで
した。
　また、本気で水鉄砲でやりあい、とにかく負けると地団太を踏んで悔しが
る様は、他では得られない貴重な体験といえます。今回の成功を踏まえ、次
回三宅島で開催される模様です。

③BBQ
　今回は20種類以上のお酒を用意しました。

　以上が主なイベントでした。普段仕事で忙
しい大人たちがこうして本気で休日を楽しん
でいるのを見ると、社会人になったら遊べな
くなるという偏見が消えました。
できる大人は遊びも真剣であるというのが結
論です。本当に有意義な二日間でした。

必ず懇親会をします。こう書くとバカバカしいかもしれませんが、これは
本当に重要なことです。たまにしか会えないからこそ、たまに会った時を
大事にしたい。それに日本人的かもしれませんが、飲みの場で本音が聞け
たり、初めて参加してくれた人がプロジェクトメンバーになってくれた
り、ということが起こるものなのです。
　定例会以外にも、夏のキャンプや、冬のクリスマスパーティーなど、い
ろんなイベントを企画して、ワイワイ楽しんでいます。真面目な話は置い
といて、ただ楽しむ場こそがSympathyを育むのではないでしょうか。

③それらを接続するための導線設計
　①と②を読んで、「それならうちだってやってるよ」と思った方も多い
かもしれません。しかし、その2つの導線設計をしている団体はどのくら
いあるでしょうか？
例えば、新しくメンバーに入りたいという方がいたとします。その人はま
ず何をすればいいでしょうか？その人があなたの団体とコンタクトを取る
窓口や、説明の場は用意されていますか？あなたの団体に入るにあたっ
て、最初に伝えなければならないことは何ですか？それを伝えたあと、そ
の人にどうやって参加するプロジェクトを選んでもらいますか？あなたの
団体がもしSNSを導入していたとしたら、どのタイミングでそこに登録し
てもらいますか？定例会にはどのタイミングで来てもらうのが適切です
か？ その人がどこまでコミットするなら正会員になってもらう必要があり
ますか？
　このように、WEBツールやリアルな場をどう使い分けるか、それぞれを
どう接続するか、そのために何をどうするのか、ということを緻密に設計
し、フロー化していることが、a-conの特徴の1つと言えるかもしれませ
ん。「いつの間にかa-conのプロジェクトメンバーになっていた」という
状況を作り出せるようなフローを目指しています。とは言え、未だ試行錯
誤中。今後も改善を重ね、ますます皆が仲良く、動きやすくなるような仕
組みを考えていきます！
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　インナーコミュケーションの成功団体として、“Japan for Sustainability”
での取り組みを紹介します。

Japan for Sustainability（JFS）の活動について
JFSは月間30本の記事をウェブサイト上に更新するこ
とを目標として、情報検索、和文記事作成、英訳と
いった、ある役割を担うチーム制で活動していま
す。チーム内、チーム間のコミュニケーションは主
にメーリングリストや掲示板を使っています。
JFSのミッションは以下をご覧ください。
http://www.japanfs.org/ja/aboutus/mission/ 

　代表や事務局からの指示によって作業するのではなく、チームでやるこ
とはチーム内で決め、目標に向けてがんばっています。これによって、チ
ームに責任感が生まれ、チームが自律的な組織となっていきます。あくま
でチームに任せている
のであって、放置して
いるのではないことが
ポイントです。
　もちろんチームに任
せている仕事がうまく
いかない場合もありま
す。その時は、事務局
がお世話役（チームリ
ーダー）と話し合うな

　JFSの仕組みでユニークなことのひとつに、チームのお世話役（チーム
リーダー）が半年に一回交代するということがあげられます。
お世話役は各人が立候補することで決まります。
　お世話役が半年に一回交代することで、お世話役になった人はその立場
になって、チームの責任を再確認し、個人の責任感もより強く持つことが
できます。また、お世話役経験があることで、リーダーとしての視点を持
った、視野の広がったボランティア活動に携わることができます。

　JFSはメーリングリストをベースに活動をしているので、普段顔を合わ
せないことによって起こる問題ももちろんあります。基本的には各チーム
にネチケットを持った人が何人かいるため、問題をうまく取りまとめても
らっていますが、チームメンバーが顔を合わせることでそういった問題を
防ぐことも可能です。JFSではボランティアミーティングという、ボラン
ティアのみなさまが交流できる場を年に２回開いたり、ミニボランティア
ミーティングやチームミーティングなども適宜開催しています。実際に顔
を合わせることで、ボランティアのみなさまが何を思って活動しているの
かを知ったり、一丸となってJFSのミッションに向かってがんばろうと改
めて考えることができて、モチベーションアップにもつながっています。
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「インターンシップの価値と可能性を確認する」－そうしたタイトルで始
まった、IIHOE代表の川北さんによる基調講演。この１０年間にわたる
CSOラーニング制度を振り返り、次の１０年につなげる貴重な言葉が多く
語られた。
川北さん自身のインターン経験から、「インターンの経験を思い出として
語るだけではダメだ」「自分だけの経験にしていては罰が当る」「次の世
代に共有、申し送りすることが大事である」という話に続き、
特に印象的だったのは、「助成金で20万程度渡しても市民団体は変わらな
い。インターン生を送り込むことの方が市民団体を変えることになる」、
ということでした。
CSOラーニング制度の掲げる「木を植える「人」を育てる」ということ
が、木を植えている人たちを育てることにも繋がっていくのだという、と
ても興味深い話でした。
パネルディスカッションでは、「CSOラーニング制度の過去・現在・未
来」をテーマとして、CSO界の先駆者達と卒業生が意見を交わしました。
卒業生代表の１人として、a-con代表理事である加形が登壇し、「インタ
ーンをすることで、将来を見直すことにつながった」という話を皮切り
に、多様な意見が出てきました。
環境文明２１の加藤さんは、「（環境文明２１は）若い人たちがすぐに貢
献できる団体ではない。ただし、経済、技術や政治がどう変って行くの
か、最先端のとがった議論を持ち帰ることで、やがて実となることに意味
がある」
同じく卒業生の伊藤さんは、「インターンをすることで、メディアや周り
の大人に惑わされず、リアリティを持つことが出来るようになった」
またNPO法人ETICの宮治さんからは、「他社とも一緒に面的な展開をして
いってほしい。」という意見も出てきました。
これらのインターン制度の話だけでなく、脆弱なNPOの活動基盤をどうや
ってつくっていくべきか、という話にも展開し、今後のCSOラーニング制
度の可能性が益々期待される場となりました。

１０年、５００名を超える卒業生を社会に輩出してきたCSOラーニング制
度。今後の益々の発展をa-conは応援しております！

2000年にCSOラーニング制度が発足して１０年が経ちました。
CSOラーニング制度を通して、多くの人財が社会に輩出され、社会を変え
ようとしています。
a-conもまた、このCSOラーニング制度の卒業生によって発足した団体の
一つです。
今回は、この記念すべきシンポジウムをレポートします。

What's?
【CSOラーニング制度とは・・・】
損保ジャパン環境財団が実施している、大学生・大学院生を対象とした環境分野のCSO
（「Civil society Organization＝市民社会組織」の略称で、NPO・NGOを包含する概念）に
インターンシップをするプログラムのことです。
このインターン制度を通して、学生が環境問題や市民社会のあり方について考え、より視
野の広い社会人になっていくことを目指しています。
毎年、4月にインターン生の募集を開始します。まだ学生の君、来年は是非申し込もう！
【URL】http://www.sjef.org/internship/index.html
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