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1. 課題設定〜日本はどのような社会を目指すのか？【ビジョン】 
 私たちが理想とする社会は、「挑戦が共鳴する」社会である。 

 挑戦とは「よりよい人生」を求めて現状を変えようとする試みのことを指す。社会から
の適切な支援を得られれば、自分ひとりの力だけでは困難であった挑戦さえ可能になる。
そして、その挑戦の成功は、周囲にも影響を与え、他の誰かも社会の支援を後ろ盾に「よ
りよい人生」を求めて挑戦することが出来るようになる。 

 そしてその挑戦が「共鳴する」社会とは、誰かの挑戦する姿勢やまた成功する姿が、周
囲に影響を与え、また他の誰かにも挑戦を促し、「挑戦しよう」という姿勢や思いが社会全
体に広がっていく状態のことを指す。 

 このように、人々が自分の可能性を信じ、社会からの応援を頼りに、活き活きと、力い
っぱい未来に向かって挑戦ができる、そんな社会を、私たちは描きたい。 

 

1-1. 挑戦する個人 
 挑戦とは、「よりよい人生」を求めて現状を変えようとする試みである。 

人々にとっての「よりよい人生」とは様々である。中には、失業や病気、生活の困窮か
ら抜け出すという、生きる上で必要最低限の状態を求めることもあれば、留学や転職にあ
たっての再教育の機会を求めるというような、自分のさらなる可能性を信じて行動するこ
ともある。金銭的な不足や、子育て、介護などの様々な要因によって妨げられているもの
の自分の「何かしたい」という気持ちを体現したいなどの状態も考えられる。 

人々がこういった「よりよい人生」を求める上では、勿論一人ひとりの努力、自助が当
然大切である。しかし同時に、私たちが目指す社会には、「よりよい人生」を求め、現状を
変えたいという国民一人ひとりの意思を支え、努力を後押しする「社会保障」が溢れてい

る。そんな社会保障に溢れた社会が、私たちの考える「挑戦が共鳴している」社会である。 

たしかに、社会保障は、現在においても、政府が生活保護や失業対策といった様々な社 

会保障政策でもカバーしている。人の生命や最低限の暮らし、社会的に弱い立場にある人 

々を守るということは、社会的に合意が得られており、むしろ行政が責任をもって行わな
ければならない範囲であると言える。 

 しかし、人が自らの自由な意志のもと、活き活きとした人生を送るためには、このよう 

な「守りの」保障だけでは不十分である。私たちが目標とする保障とは、最低限の暮らし
や社会的に弱い立場の人々だけを対象に限らず、一人ひとりが持つ「よりよい人生」の実
現を後押しする社会保障である。具体的には、新しい一歩を踏み出す際の資本金や、一度
挑戦に失敗した場合の再挑戦に必要な資金などが考えられる。私たちの目指す日本社会に
おいては、どのような生き方の選択に対しても柔軟な社会保障が存在し、将来に不安を抱

くことなく、個人の意志のもと自由に人生を描くことができる。そしてそのように個人の
自由な選択が保障される社会においては、自由な意志や能力が制度によって埋没すること
はないため、社会も流動的で活力に溢れている。このような社会は、「挑戦」できる社会で
あり、「挑戦」できる社会保障に溢れた社会である。 

 

1-2. 共鳴する社会 
 「共鳴」する社会とは、誰かの挑戦する姿勢やまた成功する姿が、周囲に影響を与え、
また他の誰かにも挑戦を促し、「挑戦する」という姿勢や観念が社会全体に広がっている状
態のことを指す。 

 挑戦している人やまた成功した人を目撃した人々は、「自分もやってみよう」と積極的に

自らの可能性を信じ、本来私たちが持つ「よりよい生活」を想像する権利を自覚すること
が出来る。そういった挑戦が「共鳴」していくことで、ますます多くの人が挑戦に踏み切
れ、「挑戦」に対して理解のある社会になる。 

 このような挑戦が「共鳴」する社会においては、1-1 で述べたように、人生における自 

由な選択を可能にするだけでなく、社会全体においても経済的な好循環、活力が生まれる。
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人々は自身の将来に過度な不安を抱くことがないため、不用意な貯蓄をやめて、消費や投

資に回すようになり、景気の好循環が可能になる。これは税収の増加に貢献し、また貯蓄
率の減少は富の再分配にもつながる。一人ひとりの自由な生き方が保障されている社会は、
多様な個人の人生を潤し、そして社会そのものをも潤すのである。 

 また、この共鳴する社会においては、人々が地理的範囲を超えて、自由に他者との繋が
りを形成することができ、同時に自分とは異なる他者に対しても共感の思いを抱き、積極
的にその他者を応援するような社会的連帯に溢れている。将来の不安を過度に感じない私
たちは、望めば気軽に転職もできるし起業もできる。育児や介護に対するストレスを溜め
込むことなく、時に他者の力を借りて、子どもを育てる楽しみ、親に愛を返す尊さといっ
た暮らしの中の幸せを実感しながら生きていける。そして、日々の生活にゆとりを持つ私
たちは、また困っている他者に手を差し伸べることが出来る。こうして他者を信じること
は、社会的連帯を生み出し、究極的には政治参加や納税といった、国家への信頼をも強固

なものとする。 

 

 

2. 現状分析〜現状の延長線上にある日本の将来【現実】 
 本提言の現状分析に当たっては、主に、 

・香取照幸『教養としての社会保障』（東洋経済新報社、2017） 

・経済産業省『不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~』 

・厚生労働省『平成 24 年度厚生労働白書~社会保障を考える~』 

の三つの巨人の肩の上に立った。 

 これらの先行研究は、いずれも、現代の日本や世界における新しい個人の危機、そして

その危機に対して必ずしも対応できていない現行の「社会保障制度」に対して問題意識を
抱いているという点で、本提言と共通しており、また本提言作成にあたっての重要な出発
点となったものである。 

 本項では、これら三つの先行研究を適宜引用しながら、現在拡大している社会の不安に
対する、現行の社会保障制度の限界を示したい。 

 

2-1. 不安な個人 
2-1-1. ロールモデルなき人生 
 “かつて、人生には目指すべきモデルがあり、自然と人生設計ができていた。 

今は、何をやったら「合格」「100 点」か分からない中で、人生 100年、自分の生き方を自
分で決断しなければならない。世の中は昔より豊かになり、日々の危険やリスクは減って
いるはずだが、 個人の不安・不満をこのまま放置すると、社会が不安定化しかねない。”1 

“かつて、日本人の多くの目標や役割は、シンプルではっきりしていました。男性なら高校
か大学を卒業したら、終身雇用の企業に就職して出世を目指す。結婚して夫と父親の役割
を果たし、大黒柱となって家族を養う。女性なら妻と母親としての役割を果たし、家庭を
守る。夢はマイホーム。社会の中での自分の目標や役割、居場所、心の拠り所がはっきり
していました。良し悪しの問題ではなく、そういう社会でした。しかし、今は違います。
自由に何でも好きなようにということが大切にされる個人主義の社会では、人々は自分の
目標や役割を自ら選択して決めて生きていかなければならない。（中略）そんな社会で、多
くの人が行き場を失っているのです。”2 

                                                
1 （経済産業省『不安な個人、立ちすくむ国家 〜モデル無き時代をどう前向きに生き抜く
か〜』）スライド 6より引用。なお、太字強調は本提言が付加したもの。 
 
2 香取照幸『教養としての社会保障』（東洋経済新報社、2017）pp.200-201より引用。なお、
太字強調は本提言が付加したもの。 
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 人々の「生き方」の急速な多様化が叫ばれて久しい。現代社会において、前提となるよ

うな生き方のモデルはもはや存在しない。個人と家族の関係性においては、少子高齢化と
核家族化に伴う単身世代の増加や、また男女雇用機会均等法を契機とした家庭内での男性・
女性像の近代化などによって、もはや典型的な「日本の家族像」は前提とはされない。伝
統的社会における女性による家庭での家事や介護は当然には期待されず、むしろ、独り身
世帯の増加や、事実婚や LGBT 婚といった新しい家族の在り方が増えていくと考えられる
3。個人と地域社会の関係においても、地域コミュニティの希薄化が特に都市部において広
く問題視されており、人口減少時代においては地域社会の消滅さえも懸念されている4。個
人と企業の関係としては、伝統的な日本の大企業の競争力が失われる一方、雇用者におい
ては、非正規雇用の増加や、終身雇用を前提としない働き方が増加している5。労働市場の
流動化も一部では要請される6など、今後「働き方」は一層多様化していくと考えられる。
このように、人々の生き方の急速な変化・多様化は、人々の家族や地域、企業との関係性、

関わり方の多様化をもたらした。この傾向は、今後より一層、加速的に進行していくと考
えられる。 

 

2-1-2. 技術革新による新時代の到来と、新しい生活危機 
“正直、いろいろ変わりすぎてついていけない”7 

 急速な技術革新は、一人ひとりの人生をより快適に、豊かなものにする一方で、新しい
生活危機を生む可能性もある。そして、このような技術革新に伴う新しい生活危機・社会
問題の事前の特定は、技術革新が予測できない以上、困難である8。例えば、30 年前の人が
現代における E コマースの台頭とそれに伴う地域小売業の衰退、ないし運輸業者の労働環
境の悪化という社会問題を想像することができただろうか。このような技術革新に伴う社

会問題は、第四次産業革命と言われるほどの急速な技術革新を経験している現代において、
より一層事前の想定が困難であり、事後的な解決を図るにとどまってしまう。 

 加えて、技術革新を踏まえた産業構造の変化は、新しい産業の創出と、それに伴う人々
のライフスタイルの変化をももたらし得る。技術革新による新しい豊かさや新しいライフ
スタイルは、一方では、「いつ、技術革新によって自らの生活が脅かされてしまうかわから
ない」という不安と隣合わせで生きることでもあるのだ。 

 
2-2. 行き詰まる社会保障制度 
“社会保障は曲がり角に差し掛かっています。長期にわたる低成長、財政赤字、少子高齢化
と人口減少、構造的なデフレーション……、複雑に絡み合う様々な要因が現行社会保障制
度の維持を危うくしています。ただでさえ厳しい状況の中で、家族・地域社会の昨日の低
下や格差と貧困の拡大で、社会保障の守備範囲は広がっています。 

 同じことを続けていたら、経済にとっての負荷は、社会が耐えられないほど大きくうな

                                                
3 平成 28年度国民生活基礎調査（厚生労働省） 
4 地域社会の変容とそれに対する行政の取り組みについては、山崎（2017）を参考とし
た。 
5 平成 28年度年次経済財政報告（内閣府） 
6 平成 28年度年次経済財政報告（内閣府） 
7 （経済産業省『不安な個人、立ちすくむ国家 〜モデル無き時代をどう前向きに生き抜
くか〜』）スライド 5より引用。 
8 例えば、「AIの台頭」がもたらす社会課題を想像してみよう。そこでは、AIによって雇
用が失われるという議論がある一方、AIを活用することで新しく生まれた産業によって
雇用が創出され、雇用不足の問題はなくなるという議論もある。さらには、技術的特異点
とされている段階に至らない可能性もあり、予見されているような大規模な代替は起こら
ないかもしれないという予測もある。もはや推定に推定を重ねるような、将来の問題の事
前の特定は極めて困難である。なおこの議論は、松尾（2015）を参考とした。 
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る危険性があります。そうした社会状況に鑑み、持続可能な新たな社会保障制度を構築し
なければならない。”9 

 我が国の高齢化率は、1970 年に 7％を超えて高齢社会となって以来、その 24 年後の 1994

年には倍の 14％、現在では 27.3％に達し、他国に類を見ないスピードで進行している。 

急激な高齢化に伴い、社会保障給付費も年に 1 兆円を超えるスピードで急増しており、
2015 年の給付費は前年度比 2.4％増の 114 兆 8 千億円であった。これは、国内総生産の 22％
を占めている。 

【図表 1】    【図表 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(総務省『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『社会保障費用統計』より作成) 

 

 経済活動は担い手である労働力人口に左右されるが、人口急減・超高齢化に向けた現状
のままの流れが継続していくと、労働力人口は 2014 年 6,587 万人から 2030 年 5,683 万人、
2060 年には 3795 万人へと加速度的に減少していく。総人口に占める労働力人口の割合は、
2014 年約 52％から 2060 年には約 44％に低下し、働く人よりも支えられる人が多くなる。 

こうした人口減少・超高齢化による経済へのマイナスの負荷が需要面、供給面の両面で
働き合って、マイナスの相乗効果を発揮し、いったん経済規模の縮小が始まると、それが
更なる縮小を招く負のスパイラルに陥るおそれがある。 

経済の停滞は、法人税や所得税収入の減少を通じて、歳入の減少をもたらす。歳出が一貫
して伸び続ける一方、収入(税収)はバブル経済が崩壊した 1990 年度を境に伸び悩んでおり、
その差は借金である公債の発行で穴埋めされている。その結果、国の債務残高は 1 千兆円

を記録し、GDP の 2 倍という主要先進国の中で最悪の状況にある。 

このように、人口減少社会のもとでは、年金や医療といった社会保障制度の根幹となる
部分が維持・拡大を続ける一方で、国家の歳入は停滞する。このような歳出の拡大と歳入
の縮小の不一致のもとでは、公的債務はよりいっそう拡大を続けるとともに、また財政赤
字の抑制のために歳出削減圧力が強まることは、政府の政策課題に対する政策ツールの幅
を狭め、政府による問題解決能力を奪う。 

2-1 で論じた個人の不安や、新しい生活危機に対して今や、予算投入を通じた政府による
問題解決を行う可能性は、今や大きく制限されている。 

  

2-3．まとめ：「自己責任」というリスク 
“幸せの尺度はひとつではなく、ましてや政府の決めることでもない。 

                                                
9 香取照幸『教養としての社会保障』（東洋経済新報社、2017）pp.267-268より引用。な

お、太字強調は本提言が付加したもの。 
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それに気づいた一部の国では、 個人の幸福感や満足度をつぶさに観測しながら、個人の選
択を支え、不安を軽減するための柔軟な制度設計にリーダーシップを発揮しはじめている
のではないか。”10 

“核家族化の進展、単身世帯の増加など世帯の小規模化の進行等により家族や親族内での支
え合いの機能（血縁の機能）がますます希薄化すると同時に、都市化に伴う生活様式（例
えば、意識面でいえば、濃厚な近所付き合いを好まない等の個人主義的な傾向）の全国的
な浸透などにより、生まれ育った土地などの共同体内での支え合いの機能（地縁の機能）
もさらに薄くなった。日本において血縁や地縁の機能が希薄化した後も、比較的強く残っ
ていたのは高度経済成長期から安定経済成長期までに形成されてきた日本型雇用システム
に代表される職縁であった。社会保障制度も職縁（長期安定的な雇用関係）を前提として
設計されてきたが、その職縁も、経済のグローバル化の進展や経済の低成長化等に対応す
るため増加した非正規規雇用の労働者（いわゆる正社員でない派遣やアルバイト等の雇用
形態で働く労働者）には及ばず、いわば、企業の保護の傘から外れるという状態にある。 

 つまり、日本の社会保障制度が前提としていた社会の構造は大きく変わってきており、
それに応じて社会保障制度を改革していくことは、喫緊の課題となっている。”11 

 個人の不安や社会保障の行き詰まりは、個人の「自己責任」というリスクをもたらす。 

まず、一人ひとりの個人はロールモデルなき人生と急速な技術革新がもたらす「漠然と
した不安」を抱えて日々を生きている。そして、それぞれが異なる漠然とした不安を抱え
て社会を生きる上では、その不安を解消するための試みもまた、一人ひとりの個人によっ
て異なったものとなる。ロールモデルなき社会を歩む現代の個人は、漠然とした不安、見
えない人生の目的をなんとか解消しようと、手探りに大小さまざまなチャレンジを試みる。 

 しかし、その手探りのチャレンジは同時に、自己責任というリスクをも伴う。 

加えて、行き詰まった社会保障制度では、今後日本社会の前提・人々の在り方が多様化
していくにつれて、さらに多くの「社会保障の枠組みから外れてしまった人々」を生んで
しまうことが想定される。 

これまでの家族や地域、企業との関係性を前提としてきた社会保障制度では生き方、価
値観の多様化に伴う新しい社会保障のニーズには対応できておらず、枠組みの再編を求め
られている。しかし、限られた財源の中で、多様化する個々のニーズに応える保障体制を
構築することは困難である。前提とされた家族や地域、企業との関係性から外れると社会
保障を享受できないのではないか、という不安によって、本来の意志・意図とは反する形
で、家族や地域、企業との関係性（より広くは、「生き方」）の選択の自由を諦めてしまう
人々さえいる。人々の生き方はより自由で多様なものになる一方、同時に、これからは、
それぞれが自らの生き方を自発的に選択していかねばならないという「自己責任」が強調

される社会という側面も含まれているのである。 

このように、これまでの社会では、人生のロールモデルがそれぞれにあり、特定のロー
ルモデルに従った人生を歩むことができれば成功する確率が高かった。そして、そのため
に人々は安心して、ロールモデルに沿った人生設計を築くことができた。しかし、大きな
社会変化の過渡期を生きる現代の私たちは、自らの将来を厳密に描くことが難しい。個人
の自発的な選択を求められるということは、失敗するリスクもこれまで以上に高まるとい・
うことを意味する。つまり、個人の自由の拡大は、多様な生き方を可能にしつつある一方
で、自己責任の拡大もまた生じることとなるのである。 

 

                                                
10 （経済産業省『不安な個人、立ちすくむ国家 〜モデル無き時代をどう前向きに生き抜

くか〜』）スライド 41より引用。なお、太字強調は本提言が付加したもの。 
11 厚生労働省『平成 24年度厚生労働白書 〜社会保障を考える〜』pp.16より引用。な

お、太字強調は本提言が付加したもの。 
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 従って、これからの社会保障においては、生き方の多様化や技術革新による新しい生活
危機の結果生じる、「自己責任というリスク」に対する新しい社会保障が求められると同
時に、地縁や血縁、職縁という従来の社会保障が前提とした枠組みから漏れてしまった
人々への社会保障が求められる。その一方で、莫大な財政赤字のもと、将来世代に負担を
先送りにしないためにも、財政投入以外の方法によって、社会保障を支える在り方を模索

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 提言〜私たちの主張 
3-1. 提言のアイデア：「一人ひとりの思い」と「他者への共感」の注目 
 1 で論じた理想とする社会像と 2 で論じた日本の現状の間にあるもの、それは、多様な
個人が、大小様々な思い・志を実現しようと挑戦し、仮に失敗してしまったとしても、前
向きに再び挑戦し続けることのできる環境、いわば「失敗し続けられる環境」である。多
様な志が尊重される社会においては、縮小の一途を辿る伝統的な社会保障の提供の在り方
とは異なる形で、個人のニーズに寄り添った社会保障の提供が可能な環境作りが求められ

ている。 

 このような個別のニーズに寄り添って、一人ひとりの「現状を変えようとする試み」を
支えることのできる新しい社会保障を作り出すにあたって、本提言は、①多様なニーズを
もった「個人」と、②人と人との間の「共感」、の二点に注目した。これらについて、以下
詳しく述べたい。 
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3-1-1. 「個人」が主役の社会保障 
 本提言では、社会保障の給付対象と、給付主体の双方について、「個人」に注目した。 

 まず、給付対象としての「個人」について。これは、例えば生活保護や介護保険のよう
に、給付の対象に要件をつけて、一括りに同じサービスを提供するわけではないというこ
とである。対象を個人とすることによって、1 や 2 で述べた「多様な社会保障のニーズ」に
対応することができる。すでに今日においても、行政がニーズを特定し、それを支えると
いう発想は転換する流れが主流となっており、介護や保育、障害者福祉などの場面におい
ては、民間企業や非営利団体が提供主体を担う代わりに、自己負担を軽減する措置が行政
によって担われるのが我が国の主流となっている。従って、全ての個人がそれぞれにおい
て必要なサービスを享受する社会保障のありかたが現代においても模索されていると言え
よう12。この「ニーズの多様化」は今後の多様化する社会においても一層加速すると考えら

れ、もはや特定のニーズないし社会的属性に政策の対象を具体化するのは、意義が少ない。
むしろ、多様な個人のニーズに対応できる政策を、本提言は目指すために、給付の対象を
「個人」とした。 

 次に、給付主体として「個人」に注目した理由について。上記のような多様化したニー
ズへの対応は、行政を通じた「制度」としての対応では困難である。また、民間企業によ
るサービスは、多様化したニーズに対する柔軟な対応が可能である一方、当然その利用に
は金銭的負担が必要となり、また行政による補助金は財政の観点から困難である。そこで、
本提言は、「個人」13による金銭ないしサービスの提供に注目した。 

 

3-1-2.  社会の「共感」への注目 
 個人が金銭やサービスを給付し、個人がそれを受けとる。そのような支援受給者と支援
者をつなぐプロセスついて考察する。この両者を効果的につなげるためには、幾つかの工
夫が必要である。私たちは、支援受給者と支援者がつながるプロセスを以下の三段階に整
理した。すなわち、「被支援者の課題、情報の拡散」「被支援者の可視化」「支援者の共感」
「支援者への還元」の四つの段階である。なお、この「拡散」と「可視化」は同時進行的・
相互補完的にプロセスとして進んでいき、最終的に「共感」できる水準まで達した時に、
支援者が支援という実行に移る、そのようなプロセスを想定している。 

A) 「被支援者の課題、情報の拡散」 

 個人が支援を受け取る際に、その人の課題や情報が拡散せずに、その人の周囲にとどま
っている限り、支援者が増えることはありえない。従って、個人がより多くの他者から支
援を受けるためには、大規模な、より広範囲な情報の拡散が生み出す「流行性・話題性」14

が不可欠であると考えた。流行を生み出すことで、課題への認知度向上、支援者の増加が
見込まれる。実際、NPO によるファンドレイジングの手段としても SNS の活用が注目され
ている。これは、SNS の拡散性、即時性、そして対話可能性、という特徴が、資金的基盤
が強くない NPO において強力なツールとなるからである15。すなわち、ユーザーである第

                                                
12 宮本（2017）pp.165 
13 「個人」という一般的抽象的な主体を想定した理由は、2でも述べたように、これまで

社会保障の提供において大きな役割を果たした地縁集団や血縁集団の役割が今後弱くなっ

ていくだろうと考えられるからである。そのような特定の集団ではないより一般的な「個

人」が、他者である「個人」に対して社会保障を提供する在り方を本提言は考えている。 
14 具体例としては、2016年に流行語大賞にも取り上げられた「保育園落ちた日本死ね」

が記憶に新しい。個人の体験、課題感が、SNSで拡散され、結果として SNS以外のメディ

アや言論人、国会を巻き込みながら多くの人の目にとまることが可能となった。 
15 SNSを通じたファンドレイジングについては、寄付白書 2017の pp.84-85を参考とし
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三者自らも発信者となることで、ねずみ算的に情報が拡散する上、その情報はリアルタイ

ムで流出していくため、新鮮な情報であり続けられる。 

B) 「被支援者の可視化」 

 支援を求める人がより多くの人々からの支援を収集するためには、まずは個別の課題を
「見える化」し、且つ分かり易い形式に整える必要がある。これは、より多くの人々の目
に課題となっている現実が止まるようにする工夫である。社会の分化が叫ばれる現代社会
においては、価値観の多様化とコミュニティの個別化が拡大する中で、異なる他者を「知
る」ことが実は困難となっているのではないだろうか。そのような社会の中で支援の賛同
を得るためには、解決したい現状の環境を分かり易く、異なる他者が直観的に理解できる
ような形で、他者に向けて課題を「見える化」した形式に整えるかが鍵となる。そしてそ
れらの可視化された課題が集約されたプラットフォームを作成することが求められる。 

 なお、この「可視化」というプロセスが、さらに「拡散」のプロセスを刺激し得るし、

またその逆も同様ではないだろうかと考えられる。「可視化」と「拡散」が相互補完的に進
んでいくことが肝要である。 

C) 「支援者の共感」 

 人が他者のために何か行動を起こすときは、その相手に少しでも共感する心が生まれて
いると考える。他者に共感するときというのは、例えば自身の経験や体験と、他者のそれ
との間に類似性がみられるときが考えられる。過去、自身に起きた経験や体験の記憶から
彷彿される感情と同じ感情を、他者の苦境の中に発見したその瞬間に、人は心動かされ共
感を抱くのではないだろうか。 

 また、共感という感情は、自身と似たような経験や体験をした人だけにとどまらず、異
なる他者の内実を「知る」ことで新しく育むこともできるのではないかと考える。「拡散」

というプロセスを経て、本来ならば関わり合う事もないような人々との交流によって、そ
れぞれ個人の環境に刺激され、新しい共感のきっかけを育んでいくことが可能になるので
はないだろうか。 

D) 「支援者への還元」 

 そして最後に、支援受給者から支援者に向けて何かしらの還元を持たせることで、この
サイクルは回り続けやすくなる。ここでいう還元とは、支援に対する返済ではなく感謝の
意味合いを持つため、支援受給後の結果報告でも還元は成立する16。この行為がサイクル維
持に意味を持つのは、支援をしたことによる価値や効果が可視化されることで役立ったと
いう充実感が生まれるとともに、支援者と非支援者の間のより親密な相互理解が可能とな
るからである。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

このような、拡散、可視化、共感、還元という一連のプロセスの中のそれぞれの要素が

                                                

た。 
16 還元ないし「お返し」が利他性を後押しする議論については、寄付白書 2017の pp.64-

65を参考とした。 
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効果的に機能することによって、個人と個人の間での金銭やサービスの給付が効果的に行

われるのではないだろうか。私たちは、この個人と個人の間でのサービスのやり取りを、
全国規模で、誰もが積極的に行うことができる社会を目指す。そして、日本全国の誰もが
必要な時に被支援者となって全国の誰かから支援を受けることができ、そして被支援者も
ときとして支援者となるような、そのような大規模かつ広範囲な個人間での「助け合い」
を、地縁と血縁を横断して行える社会像を、以下の提言を通じて実現できると考える。 

 その提言案とは、「最適化されたマッチングと拡張現実での出会いを通じた、個人間の寄
付プラットフォームの設立」である。 

 

3-2. 具体的な提言：個人間の寄付マッチングプラットフォーム 
 以上のモデルを踏まえ、私たちが提言したいのは、「最適化されたマッチングと拡張現実
での出会いを通じた、個人間の寄付プラットフォームの設立」である。 

 そしてこのプラットフォームの名前は、「Com-Passion」である。COMPASSION は英単語
で「同情」という意味であるが、語源であるラテン語の意では「一緒に苦難を乗り越える」
というものがある。私たちが提言するプラットフォームにおける「同情」はある意味で「共
感」と同義とすることができ、今回私たちの提言における重要な要素を名前で示唆するこ
とが出来る。また、ラテン語の意味である「一緒に苦難を乗り越える」という点では、我々
の理想とする、一人ひとりが「よりよい人生」を追い求めるために社会全体が一人ひとり
に寄り添い、そしてその苦難に皆で立ち向かう姿を表すことが出来る。加えて、
COMPASSION に含まれる PASSION という部分には、私たち国民一人ひとりの挑戦にかけ
る思い、「情熱」を表現している。 

 また、このマッチングプラットフォームのアイコンとして私たちは「羅針盤（Compass）」

を使用したいと考える。羅針盤を選択した理由として「既存のロールモデルに左右される
ことなく、一人ひとりが自分のよりよい人生を探し出すことの出来る社会保障であってほ
しい」という私たちのこの提言に秘めた想いを表している。 

 以下、本項では、プラットフォーム Com-Passion の中でのサービスの全体像を総論的に
示した後に、そのサービスの各論的な要素を具体的に示し、そのサービスが実際にどのよ
うな形で、前項で示した拡散、可視化、共感、還元という一連のプロセスにあてはまるか
を示したい。そして最後に、本提言が実際に現代社会ないし 10 年後、20 年後に適用され
た場合の、いくつかの具体例を提示する。 

 

3-2-1. 総論：プラットフォームの全体像 
 本提言で考えたプラットフォームでのマッチング対象は「個人」である。支援を必要と

する被支援者（以下、被支援者のことをここでは「アイドル」と呼ぶ）、また支援をしたい
と考えている支援者（以下、支援者のことをここでは「サポーター」と呼ぶ）双方が、生
まれ育った環境や人生経験を含むプロフィールを記入し、また各種 SNS サービスとの連携
を通じた情報を登録する。これら個人情報を集積し、機械学習による分析にかけることで、
「共感の感情を抱きやすいアイドルとサポーターの組み合わせ」を、プラットフォームの
側で事前にマッチングさせ、サポーターに「このようなアイドルがいるよ」という形で提
示する。このマッチングは、「似た経験を持つもの」同士をマッチングさせることが出来る
し、また機械学習の集積の結果、経歴が似ていなくても共感を抱きやすいと考えられる経
歴をもった二人を、最適にマッチさせることができる。 
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さて、最適化されたマッチングをプラットフォーム側で提示されると、サポーター側の
人は、アイドルが抱える悩みや、様々な人生における情報にアクセスすることができるよ

うになる。ここではアイドルが自分はどんな問題を抱えており、どんな環境下にあり、な
ぜ支援が必要なのかを事細かく登録することが肝要である。具体的には、5G 情報通信社会
が到来することを予見した上で、サポーターは仮想現実上でアイドルの悩みや経歴を追体
験できるようになる。その追体験を通じて、サポーターはアイドルに対して、まるで自分
自身も同じ悩みを経験したかのような「共感」を感じることができ、寄付をしたいと感じ
る「きっかけ」を、仮想現実内での五感を通じて、体験できるのである。 

 そして、晴れてサポーター側の人が、追体験による共感を通じ、「この人の悩みに対して
支援をしたい」と感じたら、そのサポーターは、現金による給付、ないし場合によっては
現物のサービスを届けることができる。また、サポーター自身が、「共感はできるけれどお
金を寄付するほどではないかもしれないな」と感じた場合は、単に「いいね」のような機

能を通じて、共感の意思表明をするだけでも良い、という選択肢も、このプラットフォー
ム Com-Passion は用意する。 

 次に、アイドルとサポーターがマッチした後の流れについて説明する。アイドルの置か
れた環境によっては、「還元」が負荷となってしまう可能性がある。そこで、アイドルとサ
ポーターがマッチした後の流れは、アイドル自身が利用段階で自由に設定することが出来
るものとする。 

 以上がサービスの一連の流れである。以下、それぞれの要素についての詳細な説明とし
て各論に移るが、現時点でサービスのイメージをもっていただくためにも、3-2-2. 各論を
一旦読み飛ばし、3-2-4. 具体例を先に読んでから、各論を読んでいただいても構わない。 

 

3-2-2. 各論：プラットフォームの具体的な中身 
 マッチングのプラットフォームを作るという発想自体は、すでに各種 SNS に代表される
ように一般的に存在する。しかし、本提言においては、一般的なマッチングプラットフォ
ームとは異なる様々な機能の導入を目指した。以下、プラットフォーム Com-Passion の具
体的な中身について、各論的に説明していきたい。 

 

3-2-2-1. AI の機械学習によって最適化されたマッチング 

 サポーター候補となる人17は、そのプラットフォームを開くと、「自らアイドルを探そう
とすることなしに」勝手に事前に登録してある個人情報をもとにマッチングがなされ、ア
イドルを紹介される。もし仮にサポーターの側の人が、そのアイドルに対して共感を抱か
ず、寄付することをしなかったとしても、その「しなかったという事実」が新しい機械学

習のデータとして利用され、プラットフォームにおけるマッチングの精度は、時代の変化

                                                
17 アイドルもまた、同時に「サポーター」候補となる点に注目されたい。Com-Passionを

利用する全ての人は、アイドルであると同時にサポーターなのだ。 
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とともに、AI を積んだ機械学習のもとでアップデートされる。 

 また、プラットフォーム側は、特定のアイドルばかりがマッチングされることがないよ
うに、満遍なく（いわば平等に）アイドルとしての提案を行う。これによって、すでに名
声を得ている人ばかりに「支援」が集中しないよう18、システムの側で平等性を担保するこ
とができる。 

 

3-2-2-2. 追体験を可能とするプラットフォームが「共感」を生む 

 ここで、マッチングの提案がサポーターに対してなされた後、サポーターは何を基準に
アイドルに対して共感し、「寄付をしたい」と思うのだろうか。これまでの寄付活動におい
ては、文字や呼びかけ、あるいは動画などの情報を、サポーター側の人々が触れることが
中心であった。本提案におけるプラットフォーム Com-Passion では、それらの文字や動画
の情報だけではなく、さらに多くの情報をサポーターが得られるようにするために、仮想

現実（VR）の情報をアイドルが発信する。それまでは視覚や聴覚から得られる情報にとど
まっていたのが、VR を通じた五感全てから、リアルにアイドルの経験を追体験すること
で、より多くの「共感」のきっかけとなる情報をサポーターが受け取れるようにする。 

 場合によっては、このような膨大な仮想現実情報を、「共時的に」経験することで、アイ
ドルとサポーターがあたかも同じ世界を同じタイミングで経験しているような、そのよう
な五感全てを使った追体験によって、サポーターは多くの共感を得られるようにする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3-2-2-3. 膨大な個人情報の登録に伴うリスク 

 3-2-2-1 や 3-2-2-2 で示したように、本提言におけるマッチングサービスは、膨大な個人
情報の登録ないし開示を必要とする。いわば、現実社会に生きる私たち自身の全ての情報
をデータとして集め、全くの他者がそれを再現できるような、そのような個人情報の開示
を目指している。すると、ここで当然個人情報管理に関するリスクが生まれてしまう。私

                                                
18 この、特定のアイドルに支援が集中しないようにするという考え方は、現在でも普及し

ているクラウドファンディングや、VALUといったサービスに対するアンチテーゼとして

の意味合いをもっている。クラウドファンディングや VALUで価値を集めることのできる

人々は、その人々がすでに有している才能や価値を活かし、支援のお願いを「拡散」させ

ているといえる。私たちが目指す、社会保障としてのマッチングプラットフォームにおい

ては、必ずしも才能や価値を有していない人たちにも、新しく何かをするチャンスを提供

するというものであり、既存の成功の延長線上に存在する「寄付」とは一線を画すもので

ある。ただし、才能や価値が優れていて様々な人から寄付をもらえるよう、サポーターか

らの「いいね」や寄付額を集めることに成功する割合の高いアイドルに対しては、他のア

イドルよりもマッチングの提案に表示されやすいといった差別化は必要であるが、過度に

そのアイドルに集中しすぎないようにする、という意図である。いわば、市場における富

の独占と再分配の議論を、寄付やクラウドファンディングに当てはめた議論であると言え

よう。 
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たちは、このマッチングサービスを行政の監督19のもとに置き、個人情報におけるリスクの

対処に当たる。従って、運営の主体は行政庁ないしは法律のもと運用される特殊法人とな
る。 

 行政の監督のもとで、開示された個人情報の中で核心的に開示されてはまずい情報を不
明瞭にするなどして犯罪を事前に防ぐとともに、アイドルとサポーターのマッチングを追
跡できるようにすることで、犯罪の事後処理を図る。 

 

3-2-2-4. 給付の中身はどのようなものか：個人情報ビッグデータの換金、再分配へ 

 サポーターのアイドルへの給付は、三種類のものが想定される。①現金の給付、②現物
や実際のサービスの給付、③「いいね」などの共感の意思表示、の三点である。①につい
ては、従来的な寄付と同様、サポーターが自由に寄付額を設定できるようにするのが望ま
しい。②については、アイドル側が事前に設定し、それに応じることのできるサポーター

とのマッチングを図るという在り方が考えられる。現物やサービスの例のひとつとしては、
「アドバイス」があげられる。アイドルとなる人には、夢に向かっていく意欲があっても、
それに対応する知識が不足している場合が考えられる。そしてそれはアイドルの経験が足
りないための不足分かもしれない。その知識不足をカバーするために、事前に本人の給付
希望として「アドバイス」を設定することで解決させることが出来る。知識を持つサポー
ターから給付を受けることによって、アイドルはより改善されたパフォーマンスを発揮で
き、夢を叶える過程を一歩進めることが出来る。また、経験豊富で知識のあるサポーター
は自分の知識を後継してくれる人材を求めている場合も考えられ、そうした感情を持つサ
ポーターとアイドルをつなぐことが求められている。彼らをマッチングサービスによって
つなぐことによって、アイドルは知識を、サポーターは充実感を得ることによって二者の

要求は互いに満たされることができる。 

 ③については、現金による支援をするほどの共感には至らなかったものの、一定程度の
共感を抱いたサポーターがその意思表示を行うというものである。また③は、金銭的に余
裕がないサポーターにおいても、アイドルへの共感を表明するチャネルとなり得るという
点でも、必須のものである。 

 ここで、集められた「いいね」は、どのようにアイドルへの給付と結びつくのだろうか。
ここで私たちは、マッチングサービスで収集された膨大な個人情報を、民間企業へ販売す
ることによって得られる利益を、「いいね」の数に応じて分配することによって、アイドル
が現金給付を得られるようにしたい。マッチングサービスで集められた情報を、個人情報
が特定されないようなビッグデータに変換し、それらのデータを民間主体が自由に利用で
きるような契約を結ぶ。その契約によって得られた現金を、今度はアイドルが獲得した「い

いね」の数に応じて、アイドルに再分配する。これによって、仮にサポーターから十分な
現金の寄付を得られなかったとしても、「いいね」さえ得ることができれば、アイドルは確
実に現金の給付を得ることができるのである。これまで、様々な個人情報は、民間企業を
中心に回収され、自身のサービスの補強のため、あるいはその企業の利益への還元のため
に利用されてきた。このマッチングサービスは、行政の監督を介するため、データの収集
で得られた利益は、利用者であるアイドルに再分配される。いわば、個人情報という国民
財産を、国家が再分配するのである。 

 

Appendix. ビッグデータの換金と、「いいね」数に応じた再分配の具体的な検証 

 

                                                
19 我が国においては、サイバーセキュリティ対策や電子情報に関して取り扱う行政部局は

分散しており、警察庁や金融庁、総務省や内閣府が分かれて取り扱っているが、各省庁で

連携してセキュリティ対策を行う。 
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 アイドルやサポーターの個人登録情報や、VR や AR の形で発信されるアイドルのコ

ンテンツ、そしてそれらを追体験し共感するサポーターの関心傾向など、様々なデータ
が結びつき、寄付マッチングプラットフォームに集積される。その集積されたデータ
を、企業等の利活用のために提供し、企業から得た利用料を今度はアイドルに「いい
ね」に応じて分配する。この一連の流れは、図表の①から④で概観される。 

 この図表 4 で注目されたいのは、「①データ」と「③金銭」の部分である。 

 ①について、集積されるデータは、アイドルやサポーターの個人情報、ないしマッ
チングや関心動向だけではない。これらの情報に加えて、アイドルがプラットフォーム
上に公開する、AR や VR を通じた追体験コンテンツの情報も、利活用の対象となる。
例えば、アイドルの中には、追体験コンテンツの映像情報を、住んでいる家庭の中で撮
影・作成する人も多いだろう。その場合、その家庭の映像の中には様々な「一見無関係
な」情報が映り混み、「ある属性の人はどの消費財メーカーを多く消費しているのか」

といった日常生活の傾向も情報として入手が可能となる。「ある属性の人がどのような
悩みを抱いているのか」「ある属性の人は何に共感を抱く傾向があるのか」といった情
報だけにとどまらず、「ある属性の人の日常」に関するマーケット情報を、寄付マッチ
ングプラットフォーム Com-Passion は提供する。これにより、寄付マッチングプラット
フォームで集積されたデータを利活用したいと考える企業は大きく広がるのではないだ
ろうか。 

 ③については、企業はデータの利活用というメリットに加え、Com-Passion のデータ
利活用を、CSR の一環とすることができる。この CSR の一環としての企業のデータ利
用は、例えば行政が「寄付マッチングプラットフォーム Com-Passion に多大な貢献をし
ている企業」という形で認定などを行えば、より一層広く企業の参入が促されると考え

られる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、データの換金がどの程度の規模となるかについて、暫定的な試算を行う。デー
タの蓄積には時間がかかるため、寄付マッチングプラットフォーム開設初年から 5 年の
間は、企業としては利用の魅力に欠ける。この期間は、企業の CSR 活動としての資金
調達や、あるいは支援企業の広告許可、データの優先利用などにより、企業からの協賛

を集める。開設から 5〜10 年以上たった段階で、企業はその間のデータ蓄積を活かし、
国内外の企業に利用権を販売する。 

 アイドル、サポーター、データ利用権による企業のデータ購入金額の計画の一例を示
す。5 年目以降は、スケールメリットを活かして、より規模の大きなデータ販売と、ア
イドルやサポーターの増加を目指す。 
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 1 年目 5 年目 10 年目 

アイドル 1 万人 10 万人 100 万人 

サポーター 10 万人 100 万人 1000 万人 

企業によるデータ購入総額 10 億円 100 億円 1000 億円 
 

 

3-2-2-5. そもそもアイドルとサポーターには誰がなるのか 

 アイドルになる人は、1 で述べたような挑戦の思いを持つ人々である。このマッチング
サービスでは、アイドルがいかに現在の困難やなぜ支援が必要なのかを明確に示すことが
でき、そして人間性を表現することができる。寄付の金額は自由に決めることが出来る上、
マッチングの設定、また連絡手段の設定も極めて柔軟であり、既存のチャリティー活動よ
り簡単で、ハードルの低いものになっている。いわば、スマートフォンと 5G インターネッ

ト回線さえあれば、誰でもアイドルになることができるのである。 

 なお、アイドルになるためには多くの個人情報の開示が必要であるとこれまで述べた。
この点につき、必ずしも自身のプライベートを開示したい人ばかりではないのではないか、
という懸念が存在する。たしかに、プライベートの開示を好まない人はいるかもしれない
が、最低限マッチングのために必要な情報さえ提供すれば、3-2-2-2 で述べたような、追体
験のための情報提供は、個人情報には限られず、アイドル自身が好きなように自ら調整す
ることができる20。 

 一方、サポーターになりたい人物はどのような人がいるだろうか。このマッチングサー
ビスは、そもそも従来から寄付を行ってきた全ての 4,571 万人21の個人を、サポーターとし
て取り込める可能性がある。また、マッチングサービスを行政が監督するメリットを活か
して、マイナンバー制度との紐付けや、国内スマートフォンへのアプリプリインストール

などによって半ば強制的に、マッチングサービスの利用を促すことも考えられる。 

 その他にも、インターネット上におけるマッチングプラットフォームという SNS とも類
似した性質を活かすことで、サポーターを増やすことができるのではないだろうか。以下、
サポーターを増やすために導入できる工夫を二点ほど挙げたい。 

① かつてはあなたのアイドル、そして今はあなたのサポーター 

 かつてアイドルであった時に、寄付などをしてもらった人が、しばらくしてアイドルと
して困った立場になった際、かつてアイドルであった人のもとに、かつてのサポーターが
困っている旨の情報提供がなされる。すると、かつてのアイドルは、今度はその人のサポ
ーターとして、「恩返しをしよう」と思うのではないだろうか。もちろん、単に「いいね」
をするだけの恩返しでも良いはずだ。 

 このような循環によって、人々はアイドルにもサポーターにもなり、支え合いの循環が
加速していく。 

② サポーターの、アイドルへの支援実績の可視化 

 サポーターがアイドルを支援した実績を可視化する。サポーターが「いいね」を押した
数を他のユーザーからもわかるようにすることで、その人物がどれだけ他者の困難にコミ
ットしてきたのか明確に見て取れることができる。それは、「いいね」を押した数が少ない
ユーザーと比較できるというためだけではない22。「いいね」を押した数が多い人は、いざ

                                                
20 例えば、「インスタグラム」のような SNSサービスにおいても、自発的に自身の日常を

写真として切り取り、自己開示的に公開している人々がいる一方、その日の食事の写真

や、自身が描いた絵の作品などをインスタグラム上に公開している人もいる。個性の発揮

の仕方は、日常生活の開示だけでなく、食事や絵といった様々なありかたがある。 
21 寄付白書 2017 pp.26 
22 寄付白書 2017によると、人間が寄付をする際には、「あなた以外の人は寄付していま
す」という情報や、他人の寄付情報のもと、同調的に寄付を行う傾向がある。（pp.66-
69）この原理は、クラウドファンディングなどでも実際に利用されている。 
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自分が他者の支援を必要としてアイドルになったときに、より多くの支援を得やすくなる

ことを意味する。他人が困ったときに数多く手を差し伸べてきたユーザーが、いざ自らが
支援を求めたときには、幅広いユーザー層から多数の「共感」を得られ、支援も得られる
のではないだろうか。 

 多くのユーザーが「アイドル」にも「サポーター」にもなり得るこのサービス上では、
より他人のためにコミットすればするほど、自らも支援を得られやすくなるという好循環
が生まれる。 

 また、支援実績の積み重ねに応じて、寄付マッチングプラットフォーム上でのユーザー
のアバターの「レベルアップ」がなされる機能を導入すれば、娯楽的な要素23も加わり、サ
ポーターの一層の利用を促すと考えられる。 

③ 寄付の実績に応じて、実社会への優遇措置を行う：寄付控除の促進 

 寄付マッチングプラットフォームを日本社会で定着させ、活性化を図っていく上で、サ

ポーターの定着は欠かせない。サポーターの積極的な寄付を後押しするものとして、寄付
控除の活用がある。これは、個人が認定を受ける団体に寄付した場合に、所得控除または
税額控除が受けられる仕組みである。日本では寄付控除に対する認知度が未だ低く、それ
は日本で寄付文化が定着しない理由の一つと考えられる。 

 私たちが提案する寄付マッチングプラットフォーム Com-Passion においても、個人の寄
付による支援がアイドルの援助の中心に据えられていることから、寄付控除の仕組みの有
用性を強調することはサポーターの積極的な寄付を促す点において重要である24。また、寄
付控除においては確定申告の必要があり、手続きの複雑性が浸透を妨げている一因と言え
る側面もある。申告の簡略化をテクノロジーの活用によって実現することで、現状の低い
申告率を改善させることも検討されうるだろう。 

 

3-2-2-6. アイドルによるサポーターへの還元はどのようなイメージか 

 ここでは暫定的に、三つの設定①報告義務型②報告自由型③報告禁止型を想定した。 

① 報告義務型 

 この設定下ではアイドルは一定の期間ごとにサポーターに対して現状報告をする。報告
義務型のメリットは、サポーターの支援がより目に見える形であること、また人間性や関
係が近づくことで、より共感する気持ちが広がると考えられる。一方のデメリットは報告
する義務があることで、アイドルの負担になる可能性があり、多様で自由に生きるという
我々本来の目的を阻害する可能性が存在する。また、現金寄付をしてくれたサポーターと、
単に「いいね」をしてくれたサポーターとの間で報告の差異をつけるという手段も考えら
れる。 

② 報告自由型 

 この設定下ではアイドルはアイドルから自由にサポーターに対して現状報告や連絡を取
ることが出来る。一方でサポーターから連絡することは出来ない。双方向的ではないが、
支援の結果が「見える化」されるという意味では、①報告義務型と同じメリットを有する。 

③ 報告禁止型 

 この設定下ではアイドルとサポーターの個人的連絡は不可能であり、現状報告は一般公
開されるプロフィール上でなされる。報告禁止型のメリットはアイドルの精神負担が少な
いこと、デメリットはサポーターにとって支援の結果が見えづらいことである25。 

                                                
23 任天堂が開発する「どうぶつの森」などをイメージした。 
24 『日本に寄付文化根付かない理由「税金で十分。高収入でも生活に余裕なし」』（AERA 
dot., 竹下郁子 2016.6.27, https://dot.asahi.com/aera/2016062400242.html）を参考
とした。 
25 寄付白書 2017によると、人が寄付する際の「利他性」には二種類存在する。一つは、

相手の満足感がそのまま自身の満足感につながる「純粋な利他性」であり、もう一つは、

https://dot.asahi.com/aera/2016062400242.html
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 今回この①報告義務型②報告自由型③報告禁止型の三つの形式を定めたのには、アイ

ドルのプライバシー保護の観点とサポーターのアイドルに期待する効果の観点の二つが挙
げられる。まず、アイドルのプライバシー保護の観点であるが、アイドルは Com-Passion を
利用する場合、自分の人生の多くの部分をインターネット上に公開することになる。その
上でサポーターがアイドルに自由、また直接的に連絡を取れることは、アイドルの過度な
個人情報の漏洩およびサポーターのストーキング行為等に繋がるリスクがある。こういっ
た可能性が示唆されるため、アイドルには幅広く報告の設定が出来るようにすることの必
要性がある。 

 次にサポーターのアイドルに期待する効果の観点である。サポーターは本人に直接的な
効果を期待しない寄付をするが、自分の寄付をしたアイドルがどのように成長するのかを
重視する可能性がある。また、これはアイドルにも共通することではあるが、精神的な悩
みや、人間的なコネクションに期待して Com-passion を利用する人口もある程度いると想

定できる。そういった観点も含め、アイドルが自分に直接連絡できるのか、またそれは義
務なのか、または報告は禁止されているのか、など、サポーターも自分に合ったアイドル
の選定が可能になる。 

 以上二つの観点を包括し、このような三つの設定をシステム上に組み込むことが、より
良いマッチングに繋がるのではないかと考える。 

 

3-2-3. まとめ：拡散、可視化、共感、還元のプラットフォームへ 
 以上のようなマッチングプラットフォーム Com-Passion を、拡散、可視化、共感、還元
の一連のプロセスにおいて整理すると以下のようになる。 

 拡散の段階において、もはや人々は、これまでの SNS のように、不特定多数の反応を期

待して、過激な意見表明や、あるいは既存の才能を活かした拡散を図る必要はない。機械
学習による最適なマッチングを通じて、人々はピンポイント的に共感を求めれば良いので
ある。いわば、効率的な拡散を、システムの側が担うのである。 

 可視化の段階においては、人々は 5G 通信を利用した大容量の情報を他者に届け、その
大量の情報を存分に使って、訴えたい思いを「可視化」させる。 

 共感の段階においては、大量の情報の可視化による、被支援者の体験や思いの追体験を
通じて、それまでは共感の入り口が文字や画像に限られていたものが、拡張する。人々は
五感を通じた様々な共感のきっかけから、共感できるはずだ。加えて、最適なマッチング
がシステムによってなされているため、そもそも共感を感じやすい人が効率的に出会うこ
とになる。 

 還元の段階では、プラットフォームの双方向性を活かして、被支援者が支援者に情報発

信をし続けることができる。また、もしそれを望まなかった場合であっても、かつての支
援者と非支援者が、将来立場が入れ替わった場合、双方がそれを知ることができる。それ
によって、支援者と非支援者は、将来にわたって「お返し」をし合うことができる関係に
なる。人々は、困ったときには助けてくれる人がきっといるという安心感のもと、他者を
助けることができるようになるのだ。 

 このような個人と個人の結びつき、情報の交換は、地縁と血縁を超えて、日本全国どこ
にいても、可能となる。さらに、かつての被支援者が今度は支援者となることによって、
助け合いは将来にわたっても持続する。 

 機械学習と仮想現実を活かした Com-Passion は、時間と空間を超えて、人々の共感を結
びつけるのである。 

                                                

寄付行為をしたという事実から満足感をえる「暖かな光」を重視するタイプである。仮に

双方向のコミュニケーションをアイドルが望まなかったとしても、「暖かな光」を持つサ

ポーターは確実に存在する。 
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3-2-4. 二人の具体例 
 ここでは、わかりやすさのために、この Com-Passion が普及した 2020 年代の日本におけ
る二人が、Com-Passion をどのように利用するのかを示したい。カケルさん（広島県在住 45

歳）、アヤカさん（京都府在住 17 歳）の順に以下示す。なお、この二名についてモデルと
する人物はいっさいおらず、あくまで空想上の存在にすぎない。 

カケルさん（広島県在住 45 歳）の事例 

 2029 年の日本。カケルさんは、広島にてバスメーカーの営業として働いている。長女の
ハルカさんは先日福岡の大学を卒業して新卒で無事社会人となり、長男のセイヤさんもす
でに高等専門学校の三年生である。カケルさんは今、平穏な日々の幸せを噛み締めている。 

 そんなカケルさんは、実は四年前に失業してしまっていた。長距離バスの運転手一筋で
頑張ってきたが、東京オリンピックが終わった頃から運転の自動化に関する法整備が進め
られ、長距離バスや運送業の運転手の人員が急速に削減されていったのだ。ドライバー職

の求人は急速に冷え込み、自動化に伴う人員削減の煽りをうけ、カケルさんもついに四年
前失職することになる。この頃の日本は莫大な財政赤字につき IMF から歳出削減の勧告を
受けており（フィクションである）、歳出はギリギリまで減らされていた。そのため、カケ
ルさんが頼った失業保険は、給付額、給付期間ともに、2018 年現在の水準からは大きく落
ち込んでおり、行政による社会保障だけでは日々の生活を最低限支えられる程度だった。
加えて、ちょうど四年前はハルカさんが大学に入学した一年目であり、またセイヤさんも
来年に進学を控えていた。ハルカさんの大学受験や進学により、その年は貯金も大きく減
らし、もはやカケルさんは貯金額を当てにすることができない。貯金額が減っていく中、
セイヤさんは、進学を諦めて中卒で働こうと考え始めていた。ハルカさんは大学の学業そ
っちのけで、福岡での下宿生活に必要な諸経費を自らバイトで稼ぐこととなった。 

 そんな四年前のカケルさんを支えたのは、寄付マッチングプラットフォームサービス
Com-Passion であった。進学と失業というタイミングの悪さにより、生活が急に厳しくなっ
たカケルさんは、Com-Passion 上で、家族の苦労を精一杯語った。何より、ハルカさんやセ
イヤさんが頑張って父親の失職を支えようとする姿が、マッチングサービスでの追体験を
通じて、サポーターに大きなインパクトを与えた。結果、寄付マッチングサービスでは、
様々な人から広く寄付が集まり、総額 60 万円の寄付と、そして 700 人からの「いいね」を
もらった。当時の 1「いいね」あたりの再分配額は約 150 円だったので、総額 70 万円の寄
付を集めることができた。これは、セイヤさんの進学資金としては十分な額であり、ハル
カさんの生活費を一部支援することも可能となった。 

子供達の進学と生活費に一定の目処がついたカケルさんは、自らの再就職先を、腰を据
えて探す余裕が生まれた。バスに対する愛情は強く、引き続き携わりたいと考えたカケル

さんは、バスメーカーの営業の募集に挑戦することを決意し、面接を受けることとなった。
そしてこの時、思いがけない出会いが生まれたのである。採用担当者は、偶然にも Com-

Passion 上でカケルさんを知り、同じバス業界に携わる者としてドライバーの苦境を知る関
係から、強く共感を抱き寄付を行ったサポーターのひとりであった。Com-Passion を通じて
採用担当者から信頼はすでに得ており、長くバス運転手として活躍してきた経験について
も評価された結果、カケルさんは晴れて新たな職を手にすることに成功した。 

 

アヤカさん（京都府在住 17 歳）の事例 

 2023 年の日本。アヤカさんは、帰国子女である。料理人である父親の修行で、幼少の頃
からパリに合計 6 年間住んだ。16 歳の時に父親が京都でお店を開くこととなり、アヤカさ

んも一緒に帰国したものの、その頃には日本語よりも英語やフランス語の方が彼女にとっ
て堪能な言語であり、日本の大学受験では不利になる自覚があった。加えて、海外在留時
にタップダンスに夢中になり、本気でタップダンスが学べる本場のニューヨークに憧れを
感じていた。タップダンスと学業を両立させ、将来はタップダンサーとその他の道の、両
方の選択肢を作りたいと感じたアヤカさんは、アメリカへの進学を志望するようになる。 
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 しかし、アヤカさんの父シゲルさんは、自営業で収入が不安定であり、アヤカさんがア

メリカに進学するには心許ない。さらに父はアヤカさんに自身のお店を継いで欲しいと考
えており、「大学進学の必要はない、どうしても進学したいのなら学費や海外での生活費は
自分で用意しなさい。」の一点張りであった。職人である父の苦労を小さい頃から見てきた
アヤカさんは、店を継ぐ気は無く、大学の学費を現地の奨学金で賄いつつ、なんとかニュ
ーヨークでの生活費くらいは日本で集められないだろうかと考えた。 

 2023 年の日本では、海外留学を後押しする財団が多くあった。孫正義財団、トビタテ奨
学金など。どれも給付額は申し分ないが、選考が極めて厳格であった。アヤカさんは、長
い海外生活とタップダンスに明け暮れる日々がたたって、それらの厳格な選考を突破する
に十分な日本語の表現力を備えていなかった。 

 アヤカさんが高校で進路について悩んでいたところ、アヤカさんの学友が Com-Passion

のアプリを紹介してくれた。アヤカさんは、早速スマートフォンのアプリを起動し、学友

に頼んで、休み時間に廊下でタップダンスを踊り、その日のうちに公開した。なんと、数
時間後には、東京などの大学でタップダンスサークルに所属する学生を中心に 30 人から
「いいね」と、梅田でタップダンススタジオを経営する人から 3,000 円の支援を受けた。こ
の結果を学友に報告すると、その学友は、「アヤカの得意なフランス語とか英語もアップロ
ードしたら、海外で昔住んではった人とマッチングされるかもしれへんよ？あと、父親が
店を継げの一点張りで、学費を自分で用意しろって言われてるんです！って訴えてみれば
ええんちゃう？」とアヤカさんにアドバイスした。早速家に帰ったアヤカさんは、学友に
言われた通りに動画を撮影し、タップダンスの動画と併せて公開したところ、今度はなん
と、アヤカさんと同様に日本語の不足で苦労した経験のある帰国子女の社会人 30 人から、
一人平均 3 万円の寄付をもらった。また、アヤカさん同様、親に進路を勝手に決められて

いることに対して不満を感じている全国の学生が多く「いいね」を行った。 

 結果、一週間のうちに、主に帰国子女経験のある社会人や、全国のタップダンサー、全
国の高校生から、総額 150 万円の寄付と、900 いいねを獲得することができた。当時の 1

「いいね」あたりの再分配額は約 200 円だったので、合計で 170 万円ほどの資金を獲得で
きた。アヤカさんは、170 万円さえあれば、両親へのアメリカ行きの説得には十分であり、
かつ仕送りなしでも最初の半年ほどはなんとかなるだろうと感じ、さっそく SAT の対策に
取り掛かることにした。アヤカさんは、アメリカに留学してからも、引き続きタップダン
スの成果や、留学中経験した景色をマッチングアプリに投稿していくつもりだ。 

Appendix. もし Com-Passion がなかったら、この三人の人生はどうなっていたか？ 

（カケルさんの場合） 

 2025 年の日本においても、給付の水準は下がったとは言え失業保険が存在するため、

当座の生活が破綻することはない。また、次男セイヤさんの高校進学についても、授業
料以外の諸経費に対する奨学金制度の利用、ないし公立高校への進学によって、進学も
できるのではないかと考えられる。 

 しかし、ハルカさんの大学生活が最も影響を受けるのではないだろうか。授業料等に
ついては奨学金制度が利用できるかもしれないが、ハルカさんの大学生活は、バイトな
どで自ら稼いだお金に制限されてしまう。大学生活におけるサークルや各種課外活動、
友人との交歓は、人生における豊かな経験となり得るところ、ハルカさんが金銭的制約
によってそれらを思い通り楽しめないと感じる場面は、きっと増えてしまうだろう。 

（アヤカさんの場合） 

 留学費を稼ぐためには、時給の良い深夜にアルバイトをして学業に十分な時間が割け

ない恐れや、止むを得ず過酷なアルバイトで働く可能性もある。 

 また必要な留学費を稼げず、両親の説得ができなかった場合、つまりアヤカさんが諦
めてしまった場合、アヤカさんは日本の大学に進学し、タップダンスサークルで日々楽
しい日本のキャンパスライフを楽しむかもしれない。ただ、アヤカさんとしては日本語
の劣後によってアヤカさん自身が本来目指せるレベルの大学には手が届かない可能性も
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あるし、また大学入学後に物足りないと感じることがあり得るかもしれない。 

 さらに日本の希望する大学に進学できず、浪人も経済的理由から難しい場合、アヤカ
さんの意志とは異なる進路を選ばざるを得ない状況に陥ってしまう可能性もある。 

 

 以上、二人が寄付マッチングプラットフォーム Com-Passion を利用しなかった場合を
想定した。いずれの場合も、日々の必要限度の生活保障は、行政を通じた社会保障に支
えられる。しかし、趣味の再開や望ましい教育、生活の充実など、個々人が確固として
抱く大小様々なチャレンジ・意志は、個人個人の自己責任として放置されてしまう。Com-

Passion は、このような個人の多様なチャレンジを支えることで、現状の社会保障制度の
補完を行うことが可能になる。 

 

４.まとめ（提言の社会的意義） 
4-1. 提言が可能とする将来の日本の社会保障像 
 Com-passion は個人それぞれの社会保障のニーズを、社会に生きる個人一人ひとりが支え
る、新しい時代の社会保障制度である。これは、常に大小様々なチャンレジをすることが
求められる現代において、不安な個人の挑戦に伴う「自己責任」というリスクを財政支出
以外の方法で救うものである。人間が本来的に抱く「共感」という感情を最大限に活用し、
個人同士の間での寄付・助け合いを日常化することで、これまで地縁、血縁、職縁が担っ

てきた社会保障を補完して、もう一つの「セイフティネット」を、社会の自力によって構
築する。ここで、再び図表 2 を参照されたい。Com-Passion が、たしかに図表 2 で示したよ
うな新しい時代の社会保障制度を可能とすることが明らかになるのではないだろうか。 

 Com-Passion が個人一人ひとりの挑戦に伴う自己責任リスクを救う社会においては、財

政投入による社会保障の拡大は抑制される。医療や年金、生活扶助といった、社会のセイ
フティネットとしての核心的な部分のみが行政による社会保障制度として限定され、社会
保障制度の外縁部分（教育予算や、過度な介護給付）の担い手は、Com-Passion へと移行し
ていく。これまで財政支出によって担われてきた社会保障制度の外縁を Com-Passion が担
うようになることで、国家は安心して、歳出の整理と財政健全化に取り組むことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2. 手段としての「共感」から、目的としての「共感」へ 
 しかし、本提言が目指すところは、この新しい社会保障制度の構築に留まらない。「共感」

を最大限に「見える化」させるこのマッチングサービスは、個人と個人の「共感」を手段
としながら、同時に「共感」の感情を人々の間に養うことも目的としているのである。い
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わば、手段としての「共感」の先に、目的としての「共感」26も本提言は可能にする。そし

て長期的には、本マッチングサービスを通じて社会全体で醸成された「共感」の網の目が、
分断された社会に対する新しい連帯へのアーキテクチャとして機能することを目指す。 

 これはどういうことか。マッチングサービスは、大容量での情報通信により、他者のプ
ライベートを含んだ多くの個人情報に接し、そして「あたかも自分が体験しているかのよ
うに」五感全てを使って追体験することで、「共感」を引き出す。この時、「共感」を分か
ち合った支援者と被支援者は、もしかしたら社会的な属性や経験から、似た者同士であっ
たからこそ共感しやすかったのかもしれない。海外体験の多い大人が留学を希望する学生
を支援する場合27はこのパターンだろう。しかし、一方で、共感が生まれる支援者と非支援
者の社会的属性や経験が大いに異なる場合も大いに考えられる。東日本大震災後、東北を
訪れその惨状に心を打たれたのは、何も東北に縁のある人や、あるいは大地震で家族を失
ったことのある人だけではなかったはずだ。全く社会的な属性や生まれ育った環境が異な

り、一生関わることがなかったかもしれないような他者に対し、五感を通じた追体験に心
を動かされ、「共感」を抱くことを可能にする。いわば、全く交わることのなかった他者同
士が、仮想現実のもとで「出会い」、そして被支援者のもつ課題を解決したいという同じ思
いを共有するのである。このような共感の感情は、同一性が希薄化し社会の分断に瀕して
いる現代民主主義28において、分断された社会を結ぶアーキテクチャとして作用すること
が期待される。5G 技術を通じて、圧倒的な情報量の下、全く異なる他者が仮想現実上にお
いて深い感覚のレベルで体験を共有することができる社会においては、肌感覚的な共感が
地縁・血縁を超えて29超空間的に可能となり、人々にとっての公共性への関心の基盤30とな
るのではないだろうか。 

 

4-3. 「共感」が生む社会的連帯と社会保障 
 最後に、本提言におけるマッチングサービスの施策を実行し、その結果どのような効果
が期待されるかを、大枠的な見通しのもと考えたい。5G の普及は 2020 年代の時点ですで
に現実化される31見通しである。またマッチングの精度向上のための機械学習は早い段階
で進めておく必要があることから、2020 年の早い段階でこのマッチングサービスの提供を
開始する。 

 サービスの開始とともに、利用者の公共性への回帰を期待する。これは、2027 年度以降
にずれ込む見通しのプライマリーバランスの黒字化目標を確実なものとし、また将来世代

                                                
26 宮本（2017）の第五章「共生という価値と政治」から多くを学んだ。宮本の言う「共

生」は、支え合いという一つの「行為」に注目した概念であるが、本提言における「共

感」は、支え合いという行為の根拠となる「感情」に注目した概念である。 
27 前項のアヤカさんの事例では、帰国子女経験を共有する人や、タップダンスの楽しさを

共有している人たち同士が、共感を分かち合っていた。 
28 森（2016）を参考とした。 
29 安藤（2007）の「統治功利主義」の議論を参考にした。 
30 佐藤（2011）は、60年代の若者が学生運動に駆り立てられたのは、他者の肌に触れる

ことを通じた「個」の発見であり、現代のインターネット社会においても、手触り感のあ

る他者との接触を通じて、政治は現実味のあるものとなり得るのではないかと論じる。本

提言における、5Gを通じた拡張現実のもとでの五感を通じた追体験は、佐藤が言う「リ

アル」への手触り感に該当すると考えられる。マッチングサービスにおける追体験を通じ

て、異なる他者の存在する知ることで、「自己を特定する（中略）と同時に、他者を理解

する」（pp.158）ことが可能となり、それは肌感覚での他者との接触を契機としたアレン

トの言う「公的領域」への人々の参入を促すのではないだろうか。 
31 例えば NTTドコモは 2020年の 5Gサービス開始を目指している。 
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に至るまで現行の社会保障制度の基盤を維持するための税負担の増加の是非につき、国民

の間で健全な議論が行われる土壌32を養うものである。2030 年代に入るまでに、このマッ
チングサービスを通じた公共性の養成と、それを活かした税と社会保障に関する議論ない
し政治的決断を行うことが期待される。 
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