あまみ

中

い～な
診療所
ねぎぼうず
中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 3732 号 2017.6.22 発行
==============================================================================
障害児預け先「なければ作る」

母親自らケア施設を開設

山下剛
朝日新聞 2017 年 6 月 21 日

施設で子どもたちを見守る紺野昌代さん＝茨城県ひた
ちなか市

障害児を育てる親が自ら、障害児を預かる施
設を立ち上げるケースが相次いでいる。重症心
身障害児や、日常的に医療的ケアが必要な「医
療的ケア児」向けの施設は全国で大幅に不足。
「なければつくればいい」という発想だが、行
政にも対応を促す取り組みとなっている。
茨城県ひたちなか市のビルにある多機能型重
症児デイサービス「ｋｏｋｏｒｏ」
。医療的ケア
が必要な子どもたちがスタッフとプラスチック
製ボールが入ったプールで遊んでいた。
施設を運営する社団法人の代表理事を務める
紺野昌代さん（３９）は、長女の蘭愛（れな）
さん（１３）と次男の愛聖（まなと）くん（１
０）が原因不明の難病で寝たきり。胃ろうから
栄養を取り、夜間は人工呼吸器が必要だ。
県内には子どもたちを預けられる施設が少な
く、あってもベッドに寝かせきりになることも。
子どもたちを義母に預けて小児専門の病院で看
護師として働いてきたが、預けられなくなり、
昨秋に「子どもたちの居場所をつくる」と決意。
３月にオープンさせた。
定員は５人。元同僚の看護師や機能訓練担当などのスタッフが、胃ろうから栄養を与え、
リハビリにあたる。
「私も殻に閉じこもった時期があった。母親にはもっと外に出てもらい、
生き生きとした姿を子どもたちにみせてあげたい」
オープン前日は同じ障害があり、３年前に亡くなった長男の聖矢さんの命日だった。紺
野さんはＳＮＳでつぶやいた。
「ママは聖矢にとって、自慢できるママでいられているだろ
うか」

「要支援児」割合、不自然に突出＝虚偽申請か－森友学園補助金不正・大阪地検
時事通信 2017 年 6 月 21 日
学校法人「森友学園」が大阪府の補助金詐取容疑などで家宅捜索を受けた事件で、学園
側が障害などで特別なケアが必要な「要支援児」の数を水増しして、補助金を過大に受給

していた疑いがあることが２１日、関係者への取材で分かった。運営する「塚本幼稚園」
は要支援児の占める割合が他の幼稚園より突出して多く、府平均の２０倍以上に上る年も
あった。診断書を捏造（ねつぞう）したり、支援の必要がない園児の名前を悪用したりし
たとみられるという。
大阪地検特捜部は、籠池泰典前理事長（６４）が不正を主導したとみており、現理事長
で長女の町浪氏らから事情を聴くなどして捜査している。
補助金は要支援児を受け入れた幼稚園に１人当たり年約８０万円を支給する仕組み。塚
本幼稚園は２０１１～１５年度に要支援児延べ９０人が在籍していたとして補助金７００
０万円余を受給。府はこのうち３５人分２７４４万円を不正と認定している。
府や関係者によると、同園はこの間、全園児の３．４～１４．２％を要支援児として申
請。府内の幼稚園の平均は１％前後で、最も差が大きい１１年度では平均（０．６％）と
約２３．７倍もの開きがあった。

【論壇時評７月号】小泉進次郎氏ら提言 こども保険は消費増税避ける「忖度」か 論説
委員・井伊重之
産経新聞 2017 年 6 月 22 日
「こども保険」創設の提言を発表する、自民党の小泉進次
郎衆院議員（中央）ら＝今年３月２９日、東京・永田町の
党本部

子育て支援などの財源を確保する「こども保険」
の創設をめぐる論争が活発化している。サラリーマ
ンや企業から徴収する社会保険料を活用し、若い子
育て世帯の経済的な負担の軽減を目指しており、自
民党の小泉進次郎ら若手議員が中心となって提言した。
これは勤労者と事業者が支払う社会保険料を０・１％ずつ上乗せ徴収し、それによって
得られる約３４００億円を財源として、児童手当を１人あたり月額５千円増やす仕組みだ。
保険料を０・５％まで高めると約１・７兆円が確保でき、幼児教育・保育の実質的な無料
化が可能になるという。
安倍晋三政権が決定した経済財政運営の基本方針（骨太の方針）でも「人材への投資」
を打ち出し、
「幼児教育・保育の早期無償化」が「高等教育の負担軽減」と並んで目玉政策
に位置づけられた。ここでは「こども保険」とは明示されていないものの、有力な選択肢
に浮上したのは間違いない。年内に具体的な結論を得るとしている。
これまでの社会保障制度といえば、年金や医療、介護などの高齢者向けに偏ってきた。
それだけに若い子育て世代に対する政策支援は、世代間の公平を確保するだけでなく、少
子化対策としても重要である。
しかし、現役世代を狙い撃ちする社会保険料の負担増には異論も根強い。そもそも受益
と負担が明確な社会保険にこども保険がなじむのかという疑問も残る。今月の論壇誌には
「こども保険」の論考が目立った。
文芸春秋は「
『こども保険』が必要だ」で、自民党の提言をまとめた小泉や木原誠二議員
らが制度の意義を改めて強調している。こども保険には子育て支援に対する政治家の本気
度を示す狙いがあるという。
ただ、子育て支援は本来、社会保障の一環で消費税を中心に賄うべきものだ。小泉らも
検討過程で消費税も議論したというが、約２年後に予定される１０％への増税では、増収
分のうち子育て予算に充てる約７千億円の使途はほぼ決まっている。再増税を待ち、少子
化対策がさらに遅れる事態は避けるべきだと判断したという。
小泉は「
『消費税は社会保障に充てる』と言われても、消費税を支払っている人はその実
感がない。国民には増税で実際の生活が良くなったという成功体験がないが、社会保険な
ら子供のために負担しているのが分かりやすい」と訴える。

ただ、社会全体で子育てを支援する理念からすると、働き手だけが負担する社会保険に
は疑問の声もある。木原は「こども保険は現役世代が負担する社会保険料だが、年金など
高齢者向けの社会保険制度から少しずつ拠出することで、高齢者も一緒に負担していただ
くという方法も考えられる」と提案する。
一方、
「
『こども保険』は誰のためなのか」
（Ｖｏｉｃｅ）で、亀井善太郎ＰＨＰ総研主席
研究員は「政府歳出の多くが高齢者向けに偏る中で、若い世代に目配りした政策を打ち出
したことは評価できる」と一定の理解を示す。
ただ、その制度設計には疑問を投げかけている。こども保険は社会保険料を財源に児童
手当を加算するが、現在の子育て環境をめぐっては保育所不足の解消が喫緊の課題であり、
亀井は「児童手当ではこの解決にはつながらない」と指摘する。
こうした中で児童手当だけを拡充すれば、保育所への需要がかえって高まり、現在の保
育所不足が深刻化する恐れがあるという。そのうえで「政治家が取りやすいところから取
ると安易に考えれば、政治への信頼喪失に直結する」と危惧する。
日本維新の会の足立康史衆院議員と自民党の村井英樹衆院議員が対談した「『こども保
険』は是か非か」
（正論）の中で、足立は「高齢者から徴収すると票が減るから、現役世代
から取るという姿勢が出過ぎている。姑息（こそく）だと断じざるを得ない」と厳しく批
判する。
これに対し、提言をまとめたメンバーの一人である村井は「新しい社会保険をつくるの
は大変なことだ。世の中にも正々堂々と『これは必要だ』と説明しなければならない」な
どと反論している。
こども保険をめぐる論議で何より気になるのは、消費税増税の再々延期が半ば既定路線
なのではと感じる点だ。
高齢化に対応し、安定した社会保障財源を確保するのが消費税増税の目的だ。だが、高
齢者を含めて国民が等しく負担する消費税増税を避け、痛みを感じにくい社会保険に逃げ
ようとしてはいないか。社会全体で子育てを支えるのなら、まず１０％への増税を着実に
実現し、さらなる税率引き上げを早く俎上（そじょう）に載せるのが筋だろう。
消費税増税に消極的な安倍首相に「忖度（そんたく）
」した結果がこども保険だとしたら、
国民の理解を得るのは難しい。＝敬称略

グローバル資本主義の中の「非営利」――「バーチャル政府」の意外な可能性
安立清史 / 福祉社会学、ボランティア・NPO 論 シノドスジャーナル 2017 年 6 月 22 日
グローバル化とナショナリズムの狭間で
世界中がグローバル化とナショナリズムで大揺れである。英国が EU を離脱し、米国も
トランプ大統領となって自国第一主義へ大きく舵を切った。フランスではテロが頻発する
たびに極右政党がその存在感を強めている。いたるところでグローバル化と反グローバル
化とナショナリズムが三つどもえとなって衝突している。
世界も迷っているのだ。どこへ向かうべきか道は見えない。世界的なナショナリズムの
高揚は、国家（Nation State）という、世界を成りたたせている基本の枠組みが、グローバ
ル資本主義に翻弄されて、かつてないほど弱い立場に立っていることの裏返しではないか。
様々な問題が噴出しているが、それを市場も国家も解決できなくなっている。これから先
は、グローバリズムだけでは足りない、ナショナリズムでも解決できない。何かが必要だ。
それは何か。
この問題を考える上で、ひとつの補助線を引いてみたい。それが「非営利」である。
「非
営利」は、後に論じるように、営利でも反営利でもない不思議なあり方だ。慈善活動やボ
ランティアを含むが、それに尽きるものでもない。どうやらグローバリズムや資本主義と
も共存しているようだ。資本主義に対する真っ向からの反対ではなく、批判も含んだ共存
や共生のあり方ではないか。しかしそのためにはいくつかの「条件」が必要だ。

本稿は、1990 年代に米国の非営利セクター論を展開したレスターM.サラモンらの理論を
批判的に再検討しながら、
「非営利」概念がもっと拡大可能であり、それが意外な可能性を
引き出すのではないか、ということを論じる。
冷戦後の世界で
1990 年代初頭、東西冷戦が終結した後に残された大きな問題は、崩壊した巨大な社会主
義国家の担っていた役割のうち、資本主義化できない部分を、どこがどう担うか、という
ことだった。国家は国家を直接支援することはできない（内政干渉になる）
。そこで米国の
民間財団等は非営利セクター研究者レスターM.サラモンらの主導により、民間の非営利セ
クターの育成とそれによる社会運営という手法によって旧共産圏諸国の支援に乗り出した。
非営利セクターの育成は、旧社会主義国が資本主義と共存する方法として考えられた米国
流のソリューションだったのだ。
この見方は 9.11 以後、楽観的すぎると批判されるようになった。しかし、世界的な格差
社会の拡大や「福祉国家」の危機など、様々な社会問題の噴出にたいして他に有力な方法
は見つかっていない。サラモンによれば、近年では、IT 産業やグローバル資本主義の中で
成功を収めた富豪たちが、この「非営利」という補助線をたどって「社会的インパクト投
資」という手法を応用しはじめているという。それが米国流の「フィランソロピー」や「ソ
ーシャルビジネス」であり、
「米国流の福祉国家」なのだという。さらに米国では、「政府」
と「非営利」が「バーチャル政府」を形成して問題の解決にあたる、そういう方法が動い
ているという。そこでは「政府」も「非営利」も、従来のような実体的な存在ではなく「バ
ーチャル」なかたちで機能を果たす方向へと変化しているのだ。
もちろん「非営利」が根本的な解決策だとは思われないし、楽観的になりすぎるのも考
えものだ。しかし、この補助線を引いてみると、今まで欠けていた何かが見えてくるので
はないか。
グローバル化と格差社会への処方箋─ピケティとサラモン
貧困や格差など、様々な福祉課題は、かつてなら「福祉国家」という枠組みの中で解決
がはかられたはずだ。ところがグローバル化によって国境や国民という概念が溶解しはじ
めるとこの枠組みが機能しなくなる。こうした世界的な格差問題への解決策として、近年、
もっとも注目されたのは、フランスの経済学者トマ・ピケティの『21 世紀の資本』（原著
2013）である。この中で、ピケティは世界的な経済格差拡大の原因を、所得よりも資産の
格差に求めている。所得以上に資産の生み出す富が大きくなっているからだ。そして、こ
の問題への究極的な解決策として「世界規模での資産課税」を提案している。
この解決策の評価は、分かれている。所得ですら正確には補足困難なのに、資産を世界
規模でとらえて課税できるものだろうか。そのためのグローバル課税には現在の国家以上
の「世界国家」がなければ不可能ではないかという批判である。だが現実には困難でも、
理論的には正しいところを突いていたのではないか。
サラモンの「非営利セクター論」や近年の『フィランソロピーのニューフロンティア─
社会的インパクト投資の新たな手法と課題』
（原著 2014）に注目したい。これは一見、ピケ
ティの議論と無関係に見えながら、じつは同じ問題関心を、米国流に反転させたものと考
えられる。しかしサラモンの議論は、ピケティとは異なる米国流の価値観を前提にしてい
る。まず、巨大で強大な国家は認めない（社会主義や共産主義、ましてや世界政府なども
ってのほかである）
。ついで、政府ではなく、民間の自由な活動による社会問題の解決こそ
が望ましい。自由な資本主義のもとで自由に経済活動を行い、その結果、資産を増やした
ら、その富を社会を改良するために有効に使いたい、というのが米国流のグローバル資本
主義が選好する社会問題の解決方法なのだ。
この「米国流」の「自由」の条件を満たしながら、世界の社会問題を解決していく道を
考えると、「社会起業」や「ソーシャルビジネス」、その発展型としての「社会問題解決型
の社会的インパクト投資」などがあげられるだろう。国家による問題解決は、米国の価値
観に合わない。ということは、グローバル化する資本主義にも合わないだろう。つまりピ

ケティ方式でない方法が必要なのだ。
非営利はどこから来たのか、どこへ行くのか？
そもそも「非営利」とは何なのか。考えると謎だらけだ。営利の否定なのか、市場と経
済の否定なのか、社会主義に回帰しようという試みなのか、つまるところ資本主義の否定
なのか。
そうでないことは明らかだ。非営利セクターは、資本主義の中心となる国々でこそ大き
いからである。ちなみに資本主義の中心であるニューヨークは、巨大な非営利団体の本部
が集結する中心地でもある。米国だけでなく現代の先進資本主義国では、どこもボランタ
リーセクターや非営利セクターが大きくなっている。アフリカや中東、アフガンなど貧困
と紛争の頻発する地域などで活動する多くの団体が NGO などの「非政府」組織としてその
活動が注目されている一方で、資本主義の中心には「非営利」が大きく存在するのだ。
では「非営利（Non Profit）
」というシステムは、いったい、どこで生まれたのだろうか。
それは間違いなく資本主義の中心地米国からである。非営利セクターの歴史を研究するハ
ーバード大学のピーター・ドブキン・ホールによれば、
「非営利」という考え方は、米国東
海岸のマサチューセッツ、なかでもボストンや、同じく東海岸のフィラデルフィア周辺か
ら歴史的に展開してきたという。これは米国における資本主義の発祥地と同じだ。これま
で「非営利」は、近代資本主義の矛盾に反対し、対抗するために生まれてきたと考えられ
ていた。しかしホールは、歴史的にみると米国の資本主義でもっとも成功した人たちの中
から「非営利セクター」が生まれてきたことを論証している。
だとすれば、奇妙なことではないだろうか。営利を合理的に追求する資本主義の、その
中心から「非営利」が生まれてきたことになるからだ。米国では資本主義と非営利という
一見したところ正反対のものが生まれ、ともに発展してきた。しかも敵対するのでなく相
互に結びついている。
こうして見ると、米国由来の「非営利」は、どうやら反・資本主義でも、反・経済でも
なく、むしろ資本主義の発展とともに展開してきたようだ。そして今、グローバル資本主
義の発展とも、うまく共存している。
「非営利」の不思議──なぜ必要とされるのか。
では米国における「非営利」とは、いったいどのような活動なのか。米国における非営
利組織とは定義上「合衆国税法のもとで、免税資格ないし非営利としての地位を獲得して
いる諸団体の広範な種類」のことだ。商工会議所から葬儀費保険組合、相互保険会社さら
にはコミュニティ開発団体にまでおよぶ 20 種類以上の様々な免税団体が定められている。
「非営利」を定義しようとすると、とてもしつくせないので、税を免除される団体として、
このように消極的に定義されるのだ。
サラモンは、この非営利組織の特徴を次の５つにまとめた。第一に正式の組織であるこ
と、第二に非政府であること、第三に利益を配分しないこと、第四に自己統治しているこ
と、第五に自発的であること。さらに国際比較のために、非宗教組織であること、非政党
団体であることが加えられることもある。
ではなぜ「非営利」が必要とされるのか。サラモンらの説明によれば、非営利セクター
が必要になる理由は主に３つある。第一は「政府の失敗」、第二は「市場の失敗」、第三が
「ボランティアの失敗」だ。
「政府の失敗」は次のように説明される。税で運営される政府は、公平・公正・平等の
原則のため、平均的で最小限のサービスしか提供できず、現代社会の多様化するニーズに
対応できない。そこを埋めていくのが非営利だという考え方だ。
「市場の失敗」では、保健・
医療・福祉・文化・教育などの領域でサービス提供者と消費者との間で「情報の非対称性」
が生じる。つまり情報の真偽や価格の妥当性が、正しく評価されにくく、供給側の論理で
市場メカニズムが動いてしまう。それは社会的弱者や情報弱者にとっては致命的なことだ。
ゆえに価格や市場メカニズムに左右されにくい非営利が必要となる、ということだ。
「ボラ
ンティアの失敗」も重要な考察である。ボランティアは、個人の価値観や自発的な意志で

行動するため、社会サービスの提供主体としては不安定だし、大きく抜け落ちてしまう領
域も生まれてしまう。そこでボランティア以上の組織性や継続性、客観性をもった非営利
組織が必要になるという。
そして非営利セクターが果たす社会的な役割や機能は次の４つだという。(1)公共サービ
スの提供 (2) 価値の擁護（Value Guardian） (3) アドボカシー（Advocacy/Problem
Identification） (4)ソーシャルキャピタル・コミュニティ形成機能（Community-building
/ Social Capital）である。
このように、サラモンは「非営利」の存在理由を、目的からではなく機能として説明し
ている。
「政府にできないこと」「市場にできないこと」そして「ボランティアだけではで
きないこと」を行うためだというのだ。このように、公益とも公共とも違う、もうすこし
曖昧で、もうすこし広い概念。それが「非営利」なのだ。
それは「営利」を諸手を挙げて「肯定」しているわけではないが、必ずしも「全否定」
するものではない。いわば批判しながらも、二重否定のようなかたちで肯定しているのだ
とも言える。それは資本主義と共存するために細心の注意を払った関わり方なのだろう。
「非営利」の存在条件──「第三者による政府」あるいは「バーチャル政府」
米国におけるこのような「非営利」の展開は、なぜ可能になったのか。重要なポイント
となるのが「政府」のあり方だろう。サラモンによれば、米国の非営利セクターは、一般
に考えられているのとは違って、民間の寄附によって中心的に支えられているわけではな
い。意外なことに「政府」との協働により成りたっている部分が大きいのだという。
「行政
府と NPO との協働」？ それならば、日本がやっていることと同じではないかと思う方も
いるかもしれない。ところが違うのだ。次にそれを説明しよう。
サラモンは、政府と非営利組織とが協働して社会サービスを提供する米国流のシステム
を「第三者による政府」
（Third Party Government）と名付けている。この場合の「政府」
の役割は、直接サービスを提供することではなく、法や制度によって定められた社会的な
資源を、サービス提供者に提供することだ。
「政府」が「事業者」としての NPO を使うの
ではない。ともに協働して「第三者による政府」つまり「サード・パーティとして政府」
を形成することなのだという。そこには経済的な資源だけでなく、非営利組織への様々な
制度的な支援なども含んでいる。一見したところ「福祉国家」ではないように見えながら、
それこそ「米国流の福祉国家」なのだという。
要点を理解するため理論モデルで考えよう。日本流だと、民間非営利組織は政府や行政
の「アウトソーシング」先、つまり「業務委託先」のように位置づけられる。したがって
行政府にコントロールされ、行政府の下位に位置づけられる。米国流では、政府と非営利
組織が協働して「第三者」になって「政府」を代替しながら社会サービスの提供を行う。
それは行政府や民間というそれぞれの立場よりも一段階上の次元（「第三者」の次元）に上
向することだ。日本でも米国でも、サービス提供が行われている場面だけ見ると、そこに
違いはないように見える。しかし、その「協働」が、行政府に従属した「下位」を生み出
すか、上向した「第三者」を生み出すかに、大きな違いがある。
なぜこのような違いが生まれるのか。歴史的な理由もある。米国では、行政府こそ民か
ら「業務委託」される存在である。行政府も民間非営利組織も、理論的には、住民から付
託された業務を共同で果たしていることになる。もちろん実際には、日本と同様、行政に
よる法令監査や上から目線での命令が行われること等も多々あるだろう。しかし、このよ
うな本質的な理論がバックボーンとして存在するのが米国の非営利セクターの強みなので
ある。
この理論を、サラモンは、近著では「バーチャル政府」とも呼んでいる。この用語法の
ほうが、さらに現代的に理解しやすいのではないか。
「バーチャル」とは「組織の実態は別々
でも、仮想的に統合された機能を果たす」ということだ。行政府も NPO も、組織としての
実体は別ものだが、社会福祉サービス提供の場面では、バーチャルに協働して機能を果た
している。いわば「仮想的」に統合されている。これは、日本の行政府と NPO の関係と、

どう違うだろう。たとえば「社会福祉法人への委託」や「指定管理者制度」とは似ている
ようで似ていない。なぜなら、日本の場合には、仮想どころではなく、リアルなまでに組
織の壁は厚く、協働とは名ばかりの上下関係（発注者と事業者の関係）となってしまうこ
とがほとんどだからだ。そうなると行政府とも NPO とも違う第三の次元の創造的な活動が
生まれる可能性は蒸発してしまうのではないか。
かつて日本でも組織間の「ネットワーキング」が流行語のように言われた時期があった。
しかし現実の組織の縦割りや上下関係の厚い壁の中で、多くの場合にはお題目で終わって
しまったのではないか。その意味で、日本における「第三者による政府」や「バーチャル
政府」という概念には「失敗」の既視感がある。しかしそれだけに、様々な可能性を考え
させるのだ。
「バーチャル化」───平凡な発想の中の意外な可能性
最後に、日本への示唆について考えておこう。
第一に、このままグローバル化が進めば、
「政府」の役割は福祉に限らず社会全域にわた
ってその必要性を増すにも関わらず、現実には小さくなっていくだろう。税率をあげると
資本や企業は海外に流出する。ナショナリズムが世界各国で高揚しているが、それとはう
らはらに世界は「小さな政府」へ向かっているのだ。それにくわえて少子化や高齢化も進
んでいく。そうなると自国民と自国内に限定した「福祉国家」政策を今まで通り維持する
ことは困難になるのではないか。どうすれば良いか、世界中が頭を悩ませている。
本稿では、ピケティの世界規模での資産課税のような政府機能の拡大や強力化の提案に
たいして、サラモンの民間非営利セクターとの協働による「バーチャル政府」という提案
を対置してみた。日本は、そのどちらでもない。グローバリズムの流れに乗りながら、社
会保障の水準を切り下げていこうとしているが、非営利セクターを拡充・拡大しようとは
していない。公益法人や非営利法人への「政府」による管理や監督をより強力にして合理
化や法令遵守をはかろうとしているが、これでは非営利セクターは萎縮して縮小するばか
りだろう。米国の「バーチャル政府」化とは真逆の行き方だ。このままでは手詰まりにな
るのではないか。
第二に、サラモンの注目する社会起業家や「フィランソロピー」への期待にも問題があ
ろう。日本ではまだ大きくは目立たないが、世界を見渡すと、政府でも市場でもない方法
で、社会問題を解決しようとする方法への期待は大きくなっている。
「政府」にたよらずビ
ジネス手法で社会問題を解決しようという、その受け皿が米国では「フィランソロピー」
や「ソーシャルビジネス」なのだ。しかしこの方法には問題がある。ボランティアと経済
投資とは、行為者や投資者の主観的な意志に左右されるという点で、じつは根本的に似て
いるからだ。サラモンの言う「ボランティアの失敗」はそのまま「フィランソロピーの失
敗」や「ソーシャルビジネスの失敗」にも通じるだろう。この問題をどう解いていくか。
サラモンは社会的投資仲介機関やフィランソロピーへのアドバイザー機能などに期待を寄
せているが、まだ十分な答えではない。
第三に、それでもグローバル化の中で増大する問題や課題に対処していくには何が必要
だろうか。
サラモンの言う「バーチャル政府」の方向性は、一見平凡なものだが、じつは考えさせる
示唆に富んでいる。発想そのものは、斬新でも新鮮でもない。ネットワーキングや協働（パ
ートナーシップ）など昔から言われてきたことに類似している。でもその実現は難しかっ
た。なぜか。もうひとつ、決定的な何かが、足りなかったのだ。
これまでの「ネットワーキング」概念のように組織間関係の組み替えによる仮想的な連
携や協働では、仮想化は、あくまでも仮想化のレベルにとどまる。このままでは、かつて
たどった道と同じことになろう。
「政府」がバーチャル化するだけでは十分ではない。ボラ
ンティアや NPO、社会福祉法人や様々な民間非営利セクターもまた、バーチャルなレベル
で活動できるようになることが必要だろう。仮想化は相互に仮想化することが前提だから
だ。

そして、さらにその先がある。それは、協働して目指すその先の目標が必要だというこ
とだ。目標の先の目標、つまり米国流の「第三者による政府」という概念に含まれている
ような、より次元の高い目標が必要なのだ。二次元平面上でのネットワーキングやバーチ
ャル化だけでは、結果も二次元平面にとどまってしまう。それでは縦割りや上下関係の壁
は越えられない。さらに上へ突きぬけ、第三次元をともにめざそうとする協働の意志のよ
うなものが必要になる。それはいかにして可能か。それこそ「バーチャル政府」というシ
ステムを実質的に動かすための基礎条件になるのではないか。
グローバル化によって現状の「福祉国家」が追いつめられ、小さくなり、行方が見えな
くなっている現在こそ、当面の目標の「その先」の目標が必要になってくる。「バーチャル
政府」や「バーチャル非営利」という、ある意味では平凡な発想のその先に、意外な可能
性が秘められているのではないか。
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