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ウォーレン・バフェットに 
よる最高の投資

2017年 年次書簡



2017年の年次書簡は、私たちの大切な友人ウォーレン・バフェットに対するメッセー 
ジとなっています。2006年、彼は疾病と不平等に立ち向かうべく個人資産の大部分を 
ゲイツ財団に寄付してくれました。数か月前、ウォーレンより「ゲイツ財団の仕事を振 
り返ってみてはどうか」という提案がありました。何がうまくいったのか、私たちは何を 
学んだのか、そして私たちは未来に何を望むのか。

以下が彼に対する私たちの返答です。

これは、世界の最も貧しい人 が々過去25年にわたって達成してきた目覚しい勝利の物 
語です。極貧状態と乳幼児死亡率はともに半減し、何百万人という女性たちの地位が 
向上しました。このような驚異的な進歩は、ウォーレンや他の慈善活動家たちによる寛 
大な援助や世界中の個人からの寄付、そして貧困者自身の努力だけではありません。 
世界中の健康と開発基金の大部分を占める援助国からの多額の援助金によっても可 
能になったのです。

私たちの書簡は、米国と英国の新政府をはじめ、そういった援助国で劇的な政権交代 
が行われている最中に公開されます。私たちは、対外援助が優先事項であり続けなけれ 
ばならない理由をこの書簡で再確認していただけることを願っています。諸外国での生 
活水準が向上することで、自国のみならず世界中に恩恵がもたらされるからです。疾病 
の蔓延を防止することで、他国民のみならず自国民の命が救われるからです。経済開発 
を奨励することで、自国の商品に対する新しい市場が開かれるからです。紛争の可能性 
を低下させることで、自国での安全性が高まるからです。そして、極貧国の状態が改善 
されることで、私たちの国の最高の価値を表現できるからです。

ウォーレンによるゲイツ財団への贈り物で実証されましたが、このような価値感の最も 
素晴らしいものの１つ、それは「他者の命に対する投資ほど素晴らしいものはない」と 
いう信念です。書簡の中でウォーレンに説明しているように、その見返りは計り知れま 
せん。
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ビル、そしてメリンダへ

 2年前、私はバークシャー社のCEOとして50年目を迎え、その機会に社の経営者に向けて特
別報告書を作成しました。とりわけうまくいったこと、うまくいかなかったこと、自分が学んだこと、こ
れから実現してほしいと思っていたことを考えてみました。

 お気づきかもしれませんが、そのような努力の恩恵を最も受けているのは私自身でした。自分
の考えをはっきりさせるには実際に書き出してみることが一番です。

 ゲイツ財団をはじめとする5財団への寄付を誓約した2006年、私の子供たちが「ビッグ・バン」
と呼ぶあの日から10年が経ちました。かつて私がそうしたように、あなたたちもこの節目に過去の考
察と将来の展望を書き留めておくといいのではないかと思います。

 読みたいと思うのは私だけではありません。あなたたちがどこから来てどこへ向かうのか、そし
てその理由は何か、知りたいと思う人は大勢います。また、「慈善活動における成功の判断基準は事
業や政府のものとは異なる」という点を人々がもっと理解することも大切です。あなたたち2人が自分
たちをどのように評価しているか、最終的にどのようなスコアカードにしたいか。その書簡で説明する
とよいと思います。

 ゲイツ財団は常に注目を浴び続けることでしょう。それゆえ、正しく理解してもらうことが大切
です。そのためには、代表者であるあなたたち2人から届く個人的、かつ直接的なメッセージに勝る
ものはありません。

 それではまた。

 ウォーレン

私たちが今年の書
簡を綴るきっかけ
となったウォーレン
からのメモです。
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ウォーレン

10年前、ゲイツ財団があなたの贈り物を受け取ることになったと知った時は言葉を失いました。人か
ら人へなされた贈り物の中で、これ以上のものはありません。 

あなたの投資に対し、私たちは最高のお返しをしなければならないと思いました。  

もちろん慈善活動とビジネスは別のものです。あなたにお見せできる売上や収益はないですし、報告
すべき株価もありません。ですが、自分たちの仕事の指針となり、その進展を測るために注視している
数字はあります。

私たちの目標は、生命の救助と生活の改善に取り組んでいる多くの組織によって共有されています。
私たちはみな心をひとつにしているのです。ですから、私たちが注目している数字の大半は「私たちが
財団としてどのように活動しているか」だけではなく、「世界がどのように活動しているか」、そして「私た
ちが自らの役割をどのように見ているか」にも関係しています。

ウォーレン、あなたの贈り物によって財団のリソースは2倍になりました。そのおかげで、米国教育にお
ける私たちの仕事の拡大、小規模農家の支援、貧困者層のための財政サービスの策定が可能になり
ました。ですが、この書簡では世界の保健状況における私たちの仕事についてお話ししたいと思います。
というのもそれが私たちの慈善活動の開始地点だったからであり、私たちの活動の大部分を占めるも
のですから。  

今回は、私たちの仕事を前進させてくれる数字を紹介しながらお話しします。最も大切な数字から始
めましょう。 

ビル： 最貧困層の生活がどのように変化したかを示す数字を1つだけ挙げるなら、それは1億2千
200万となります。これは1990年以降命が救われた子供の人数です。   

メリンダ： 国連は毎年9月、その前年に5歳未満で亡くなった子供の人数を発表しています。毎年この
数字を見ると心が痛みますが、同時に希望も湧いてきます。非常に数多くの子供たちが亡くなっている
ことは悲劇的ですが、生きている子供たちの人数も毎年増えているのです。

ビル： 2015年に生き残った子供たちの人数は2014年より増えています。2014年も2013年より増え
ていました。その前年も同様です。合計すると、命が救われた5歳未満の子供たちは過去25年間で 
1億2千200万人にものぼります。死亡率が1990年のままであれば、この子供たちは命を落としていた
でしょう。  

1億2千200万
命が救われた子供の人数（1990年以降）

2017年 年次書簡

2017年2月14日

ビル
ウォーレン、あな
たはかつて「値段
は払うもの、価値
は得るもの」と言
いましたね。これ
より大きな価値
はありません。  
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メリンダ： 下にあるチャートは私のお気に入りです。1990年から毎年、乳幼児死亡数が半減している
のです。

 英エコノミスト社（ロンドン、2014年9月27日）

ビル： メリンダと私が乳幼児死亡数に注目し始めたのは20年以上前のことです。ご存知のとおり、私
たちがアフリカへ行ったのは野生動物を見るためだったのですが、現地の貧しさに愕然としました。米
国へ戻った私たちは自分たちが見たものについて読み始め、知識を深めました。アフリカでは何百万
人もの子供たちが下痢、肺炎、マラリアで亡くなっていると知った時はショックでした。豊かな国の子
供たちはそのような疾患で死ぬことはありません。アフリカの子供たちは貧しいがゆえに命を落として
いたのです。私たちにとって、世界で最も不公正と思えることがこれでした。    

メリンダ： 子供たちの命を救うことは、私たちが世界規模で仕事を始めた時の目標でした。この目標
はそれ自体が目的です。しかし私たちは、そこに他の利点もあることに気づきました。自分の子供たち
が生き残り、妊娠の時期と間隔は自分たちで決められると親たちが信じていれば、彼らは生む子供の
数を減らす選択をします。

ビル： 生む子供の数を母親自身が選ぶことができ、その子供たちの健康や栄養状態が向上すれば、
彼らの思考能力も高くなります。そして親たちは子供ひとりひとりの健康や教育にもっと時間とお金を
かけることができるようになります。家族や国はこのようにして貧困から脱出するのです。命を救うこと、
さらに低い出生率、貧困撲滅の3つを繋ぐこのリンクこそ、メリンダと私が世界の保健状況について早
期に学んだ最も大切な教訓です。  

メリンダ： 乳幼児死亡率を低下させることが私たちの仕事の中心である理由はそこにあります。栄
養、教育、避妊手段へのアクセス、男女平等、経済成長など、実質的にすべての社会的進歩が改良点
として乳幼児死亡率チャートに現れていますし、このチャートにあるどの改良点も社会の改良点に現
れています。

ビル： 2001年に、乳幼児死亡率を減らすことについて私があなたの友人グループに話をした後、あ
なたは「ゲイツ財団の価値感と私の価値感が一致した」と言いました。ウォーレン、それは子供たちの
命を救うことがあなたの根底にある価値感、つまり「リソースを賢く使い、可能であれば資金を無駄に
しないこと」という価値感と一致したのです。

メリンダ
これは私たちが
結婚する前のこ
とですが、この時
に自分たちが目
撃した物事によっ
て、私たちの結婚
とその後のパート
ナーシップが定
義されたのです。

ビル
これは英『エコノミ
スト』誌からの抜
粋です。乳幼児死
亡数の低下が予
想を上回るスピー
ドで進んでいます。
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みんなで香港に行って、マクドナルドで夕食にしようと決めた時に笑い合ったことを覚えていますか？ 
「私が払うよ」と言ってあなたがポケットから取り出したのは…なんとクーポン！私とこの「ビッグ・スペ
ンダーさん（気前のいい人）」が写っている写真は、最近メリンダが見つけたものです。あなたが良い取
引をどんなに大切にしているか、この時に思い出しました。私たちがこの1億2千200万という数字に注
目してもらいたい理由はそこにあります。子供の命を救うこと、それは慈善活動による最高の取引です。   

メリンダ： そしてその中でも最高の取引…それはワクチンです。子供用ワクチンの基本パッケージの
接種率は現在86%で過去最高です。そして、最富裕国と最貧国との間のギャップは過去最低になりま
した。乳幼児死亡率が低下した最大の理由はワクチンです。

基本ワクチンを接種した全世界の子供の割合 – 過去最高を記録
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出典：WHO（世界保健機関）/ UNICEF（国連児童基金）

年

ワクチン
接種率
（%）

高所得国

メリンダ
休暇にマクドナル
ドのクーポンを 
持って行くのは誰
でしょう？ウォーレ
ン、あなたです！ 

ビル
勇気づけられ
るこのチャート
は、UNICEF（国
際連合児童基金）
のウェブサイトか
らのものです。こ
れもあなたの投
資によって改善
が進んでいる分
野の1つです。
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メリンダ： ワクチンは驚異的な投資です。1回の注射で5種類の致死的感染性から命を守ってくれる5価 
ワクチンは、今や1ドルもしません。

ビル： そして乳幼児の予防接種に充てられた費用1ドルあたり、経済的利益として44ドルがあなたに
入ってきます。これには、子供が病気で親が働けなくなった場合に家族が失うお金の貯蓄も含まれて
います。  

メリンダ： 最初は、必要としている子供たちになぜワクチンが届かないのか理解できませんでした。私
たちは何も知らなかったのです。人々に奉仕できる市場刺激策はなく、そのような刺激策は見たことも
ありませんでした。  

ビル： 貧しい子供たちのためのワクチンについては市場が機能していませんでした。ワクチンを必要と
する家族には金銭的な余裕がなかったからです。しかし、これによって私たちにチャンスが与えられま
した。製薬会社が十分な顧客を獲得できるような購入基金が設立されれば、ワクチンを開発して生産
するというインセンティブが市場に生まれます。   

メリンダ： これが慈善活動の魔法です。金銭的リターンを必要としないため、ビジネスでは不可能な
ことが可能になります。ただし、ニーズが満たされる前に資金が足りなくなる点が慈善活動の限界で
す。変化が長く続きそうな場合に企業と政府が役割を担わなければらない理由はここにあります。   

ビル： そのことから、私たちは企業や政府と提携し、すべての子供にワクチンを届けることを目的とす
る「Gaviワクチンアライアンス」（Gavi, the Vaccine Alliance）を設立しました。Gaviは、ワクチンを
開発する企業と、ワクチンを国民に届ける国を資金調達と発展の面で支援する裕福な政府を結び付
けます。2000年以来、Gaviは世界で5億8千万人もの子供たちの予防接種を支援してきました。Gavi
の主要拠出国である米国からは超党派の支持を得ているほか、英国、ノルウェー、ドイツ、フランス、カ
ナダも加盟しています。世界の豊かな国々がそれ以外の国々のために行う、素晴らしい行動の1つとい
えます。 

メリンダ： しかし、やるべきことは他にもあります。紛争地帯や遠隔地に生きる子供たちを含め、 
1,900万人もの子供たちが完全な予防接種をいまだに受けられずにいます。このような子供たちも予
防接種を受けられるよう、彼らの国の政府はより一層の努力が必要です。2030年までに乳幼児死亡
率をさらに半減させて300万人以下にする、という目標のために不可欠です。   

ビル： この目標は達成可能ですが、もっと多くのことを学ばなければなりません。この乳幼児死亡率
チャートは非常に大きなサクセスストーリーですが、私たちがそれほど進展を果たせなかった分野が
隠れてしまっています。その大きな例を挙げましょう。   

ビル： 昨年、およそ100万人の新生児が生まれた日に亡くなりました。人生の最初の月に亡くなった
新生児は合計で250万人を超えています。乳幼児の合計死亡数は低下しましたが、新生児の死亡率
は上昇したのです。現在、乳幼児の合計死亡数に占める新生児の死亡率は45%で、1990年の40%か
ら上昇しています。   

100万
生まれた日に亡くなった新生児数

ビル
私たちはこの投資
が30年前にバー
クシャー社の株を
買うようなものにな
ると信じています。

メリンダ
人間は生後最
初の24時間が
最も危険にさ
らされます。
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下の円グラフを見ると、死亡した新生児の優に半数以上が敗血症やその他の感染症、仮死（新生児
が十分に酸素を得られない状態）、そして早産（赤ちゃんの早期誕生）という3つのカテゴリーに該当
することがわかります。  

 

メリンダ： 保健専門家たちは何十年にもわたってこのような疾患への対処と防止に取り組んできまし
たが、期待外れの結果に終わっていました。大きな課題が生じたものの答えを持ち合わせていない時
は、「これをうまくやっている人がいるだろうか？」と問うことが重要です。

ビル： そのとおり。Gapminder.comで見つけ、世界の保健状況で私たちが行っている多くの仕事に
応用できるチャートがこれです。このチャートでは、健康が富の関数として説明されています。富が上
昇すると健康も改善されるというのは世界中でほぼ同様です。しかし、新生児の死亡率は非常に差異
が大きく、収入に基づくものだけではありません。前向きな異常値もあります。富裕国よりも優れた仕
事を、そして同等の国 よ々りもはるかに優れた仕事をしている貧困国の存在がそれです。

その数は今も多く
2015年、260万人の子供たちが誕生から1か月以内に死亡
死因

出典：IHME
（保健指標評価研究所）
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GAPMINDER.ORG CC-BY LICENSEからの無料資料に基づく

出産数1,000人当たりの新生児死亡率

新生児死亡率：18.7%
1人当たりの所得：1,550ドル

新生児死亡率：3.6%
1人当たりの所得：53,400ドル

新生児死亡率：37.8%
1人当たりの所得：1,680ドル

ルワンダ

中国

インド

マリ

ビル
Gapminderは、
世界の保健状況 
と開発に関する 

「事実を見る」 
ために私たちが 
アクセスする 
サイトの1つです。
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メリンダ： 事態を解決した国を見つけるのは非常に喜ばしいものです。アフリカでも最貧国に数えら
れるルワンダは、2008年から2015年にかけて新生児の死亡率を30%低下させ、出産数1,000人当
たりの死亡数が19人となりました。対照的に、GDPの規模が同等であるマリは出産数1,000人当たり
の死亡数が38人と、新生児死亡率がルワンダの倍になっています。  

ルワンダでは何が行われているのでしょうか？あまりにも安価なので、どのような政府でも支援できる
ことがあります。たとえば、生後1時間以内の授乳、そして生後6か月間の栄養を授乳のみにすること。
衛生的にへその緒を切ること。カンガルーケア、つまり母親と赤ちゃんのスキンシップによって赤ちゃん
の体温を上げること。これらを実践することによって新生児の死亡数は大幅に減少しました。   

ビル： ですが、これらは単なる実践ではありません。私たちは現在、実践チェックリストについてインド
で開始された研究に資金を提供しています。いくらかの改善はあったものの、真の前進が見られたの
は、訓練を受け、適切なツールを持つ医療従事者が出産に立ち会った時でした。ルワンダでは、熟練
の医療従事者が立ち会う出産率が2倍になったのです。  

メリンダ： 私はこれによって命が救われる様子を見てきました。マラウィのとある病院にいた時、看護
婦が仮死状態になった女の子の新生児を連れて飛び込んできました。この女の子は紫色になってお
り、私は職員たちが単純で安物の呼吸マスクで彼女を蘇生させようとしているのを見ていました。彼ら
はその後、同じく仮死状態になった男の子の横にあるウォーマー（加温器）にその女の子を横たえまし
た。医師は私に「この女の子は生き残るが、男の子のほうは道路脇で生まれており、もう見込みがない」
と言いました。この男の子が苦しそうに喘いでいるのが見えました。そのことを思い出すと今も胸が張
り裂けそうになります。  

ビル： 助産師は何百万人という赤ん坊を救うことができます。ですが、原因が十分わかっていないた
め、熟練の職員であっても治療できない仮死もあります。  

メリンダ： 今から6～7年前、ビルが「どうしてこの赤ん坊たちを死体解剖して死因を突き止められな
いのか」と言って衛生当局の職員を慌てさせたことがありました。  

ビル： 彼らの答えは「まあなんてことを…無理に決まってるでしょう！」というものでした。ここに健康へ
の理解をめぐるブラックホールがありました。彼らは、それ以上解明するのは失礼であるかのように行
動していたのです。幸い、ある研究者が最小侵襲型の死体解剖法を考え出し、赤ん坊にその処置を行
ってもよいかと親たちに尋ねると、大半の親が同意してくれました。  

メリンダ： 悲しみに暮れる人々は、治療を求めて闘うのです。  

ビル： 2016年7月12日、この写真の男の子は南アフリカのヨハネスブルグ郊外に住む家庭に生まれ
ました。3日後、この男の子は亡くなったのです。この子の両親は、私が彼の死体解剖に居合わせること
に同意してくれました。 

メリンダ
ビルは相手がた
じろぐようなやり
方で問題の核心
に切り込めます。

ビル
この子の両親は、
自分たちの悲痛な
思いを他の人々の
希望に変えようと
決意したのです。
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メリンダ： ビルが訪れたこの場所は、「乳幼児保健死亡防止監視ネットワーク」（Child Health and 
Mortality Prevention Surveillance Network、通称CHAMPS)の1施設です。ここでは、子供たち
が病気になって死亡する理由に関するデータを収集しています。この施設の職員は、医者から持ち込
まれた組織サンプルを分析して死亡原因を解明します。分析されたサンプルはアトランタ州にある疾
病対策センター（Centers for Disease Control）へ送られます。ここでは病理学者が特殊な汚染・
核酸検査を使い、赤ん坊の命を奪いかねない世界中の細菌を実質的にすべて特定します。20年前、
この技術は最も裕福な家族でも利用できませんでした。今では最貧困層の家族の赤ん坊を救うこと
もできます。    

ビル： この研究はさらに多くの新生児を救うために重要です。新生児の死亡原因が仮死、敗血症、早
産のいずれであるかを知るだけでは十分とはいえません。私たちはそのような疾患を防止するツール
を見つけられるよう、疾患を引き起こす原因を突き止める必要があります。ウォーレン、このように命を
救うために謎を解明することは、最もエキサイティングで重要な仕事なのです。 

メリンダ： ここにもうひとつ、乳幼児死亡率チャートに関連する厳しい数字があります。栄養失調が乳
幼児死亡率の45%の一因を担っているのです。 

栄養失調は飢餓ではありません。栄養失調の子供は十分なカロリーは得られるものの、適切な栄養
素は得られないのです。そのため肺炎や下痢といった疾患に罹りやすくなり、死亡する可能性も高くな
ります。

また、より良い栄養とは死の防止だけを指すのではありません。  

ビル： 私がアフリカに通い始めた頃、訪れた村で出会った子供たちの年齢を推測することがありまし
たが、自分が頻繁に間違えることに驚きました。7歳か8歳だろうと思った子供たちは、それぞれ「12歳
だ」「13歳だ」と言います。この写真はタンザニアの9歳の少年少女のグループです。彼らは発育不良に
陥っており、健康的な身長を下回っています。それは、重要な栄養素が食事に欠けていたり、母親が栄
養失調だったために胎内で栄養素を摂取できなかったことが原因です。

45%
45%

栄養失調による乳幼児死亡率

132 cm WHOによる9歳の平均身長

メリンダ
栄養失調状態とは
空腹だけを指すの
ではありません。

ビル
過度の栄養失
調にある子供
は、肺炎で死ぬ
可能性が9倍も
高くなります。
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ビル： 栄養失調は地球上で最も人間的な可能性を破壊します。発育不良の子供たちが世界の子供
たちに遅れを取っているのは身長だけではありません。認知発達の面でも差が見られるため、この子
供たちの一生が制限されます。栄養は、世界の保健状況で見逃されている最大のチャンスです。人間
の可能性の波を解き放つことができるかもしれないのに、基本的な栄養に充てられているのは対外
援助の1%にしか過ぎません。

メリンダ： 私たちにできることはたくさんあります。生後1時間以内の授乳、そして生後6か月間の栄養
を授乳のみにすることが、第一かつ最も簡単な治療介入となります。授乳には栄養面で長期的効果
があります。専門家はまた、栄養価が高い作物の繁殖方法や、食物供給、塩や食用油に主要な栄養
素を取り入れる方法の開発に取り組んでいます。

ビル： これらは有望なアプローチですが、栄養は今なお世界の保健状況における最大の謎の1つで
す。国が豊かになるにつれて栄養も良くなりますが、新生児の生存とは違い、重要な正の異常値、つま
り「大半の子供たちの栄養状態がよい」という貧しい国は存在しません。その理由から私たちはこの分
野でより多くの研究に資金を提供しており、各国政府にも同様の対処を求めているのです。これから
栄養面で大発見があるでしょう。研究者がそのような大発見を成し遂げれば、自分の可能性を発揮で
きる子供たちが増え、それによって世界は変わるはずです。

メリンダ： これも私たちが注視している数字です。歴史上初めて、発展途上国の3億人以上の女性が
現代の避妊方法を実践しているのです。2億人の女性に到達するまでには何十年もかかりました。そ
れが3億人に到達するまでにはわずか13年しかかからなかったのです。命を救うことのインパクトは素
晴らしい。  

ビル： 発展途上国の女性が出産間隔を少なくとも3年空ければ、彼女たちの赤ちゃんが1歳の誕生
日を迎えられる確率は2倍になります。女性が徐々に避妊手段を使用し、妊娠の間隔を空けられるよう
になれば、乳幼児死亡率を低下させる最大の貢献要因の1つとなるでしょう。  

ウォーレン、あなたは投資哲学をテッド・ウィリアムズによるバッティングの科学と比較しましたね。ウィ
リアムズは正しい投球を待ち、あなたは正しい取引を待つ。これこそがその正しい取引です。ワクチンと
同様、避妊手段も歴史上最大の救命イノベーションだといえます。

メリンダ： 避妊手段は歴史上最大の貧困絶滅イノベーションでもあります。女性が自分の妊娠の時
期と間隔を決定できれば、彼女たちはより良い教育を受け、収入を得られるようになることでしょう。そ
れによって子供たちも健康的になる可能性が高くなります。

ビル： 彼女たちはまた、自分が養える人数の子供を生むようになるでしょう。それによって行政サービ
スを必要とする扶養家族の数が減り、より多くの女性による労働力が拡大し、子供を就学させるため
のリソースが増えます。

3 億
現代の避妊手段を使用している女性の数 2012 2013 2014 2015 2016

300

270

280

290

2億7千万
2億7千700万

2億8千400万

2億9千100万

3億

メリンダ
ウォーレン、私が
家族計画推進で
社会的役割を担
っていた時、あな
たは「勇気ある正
しい行動だ」とい
うメモを私に送っ
てくれましたね。あ
のメモは今でも大
切にしています。
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メリンダ： 国が健康で高学歴の若者の世代を労働力に送り込めば、その国は貧困からの脱出過程
にあるといえます。ただし、それは偶然に発生するものではありません。過去50年間を見ても、避妊手
段へのアクセスを拡大せずに貧困から脱出できた国はありません。

ビル： 私たちが財団を始めた時、私は家族を貧困から脱出させる避妊手段の力を過小評価していま
した。メリンダは素晴らしいストーリーテラーですから私にもそれがわかり始めました。それに彼女は、
語るストーリーも手に入れてくるのです。私がまだ常勤でマイクロソフトにいた頃、メリンダは現地へ赴
き、帰国後に自分が見たものを私に話してくれたものです。たとえばデータには「家族計画診療所には
設備が揃っている」とあるものの、実際にはコンドームしかなかったということもありました。ほとんどの
女性は自分のパートナーにコンドームを使うようには依頼しません。

メリンダ： 私が現場で話をした女性のほとんどが避妊についての話題を持ち出します。ニジェールで、
サディという女性の家を訪れたことがありました。彼女の6人の子供たちは私たちが話をしている間、
彼女の気を惹こうと一生懸命でした。サディさんは私に「今いる子供たちに十分に食べさせることがで
きないのに、これ以上子供を持つなんて無理だわ」と言ったのです。

ケニアのスラム街では、ブルージーンズの布切れから作ったバックパックを売って生計を立てている 
メアリーという若い母親に会いました。彼女は幼い2人の子供の世話をしながら縫製作業を行っている 
自宅に私を招待してくれました。彼女は、「人生はつらいものだから」という理由から避妊をしていました。 
彼女のご主人も賛成しているかどうかを尋ねたところ、「彼も人生がつらいものだとわかっているから」
という答えが返ってきました。

ビル： 発展途上国には、現在でもまだ、妊娠したくないにもかかわらず避妊手段にアクセスできない
女性が2億2千500万人以上も存在します。インドのウッタルブラデシ州での若者を対象とした最近の
調査によると、結婚している10代の女性の64%は第一子の妊娠を遅らせたいと思っていながらも、現
代的な避妊方法を実行している人はわずか9%に過ぎません。

メリンダ： ゲイツ財団も協賛しているグローバルなパートナーシップ「家族計画2020」（Family 
Planning 2020）は、2020年までにさらに1億2千万人もの女性に避妊手段へのアクセスを提供する
という目標を設定しました。私たちは避妊手段が女性の1/3にしか使用されていない南アジアと、その
割合が1/5以下とさらに低くなるアフリカに焦点を当てています。

ビル： 直近の4年間は記録的な上昇率を示していますが、このチャートを見る限り、目標期限の半ば
になっても目標の1/4にしか達していません。取り組みを加速させる必要があります。

メリンダ： ここでの課題は、できるだけ広範囲な避妊手段へのアクセスを女性に提供することによっ
て、自分たちの生活に適した方法を選択できるようにすることです。 

390

360

330

300

270

2012年以降3千20万人増

目標
1億2千万人増

出典：Family Planning 2020（家族計画2020）
現代の避妊手段に含まれるもの：IUD、コンドーム、ピル、避妊注射

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

発展途上国における現代の避妊手段の使用者
使用者合計（単位：百万)

ビル
メリンダは現地へ
赴くとあらゆる 
人々に話しかけ、
チャートには現れ
ない見識を持ち 
帰ってきてくれます。 
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最新の方法は効果が3か月持続する避妊注射で、手のひらに持つことができる小さな装置で薬と針
を組み合わせます。使用方法がとても簡単なため、デザインそのものが避妊薬へのアクセスを拡大しま
す。私が子供を予防注射に連れて行くことについてある女性と話をしていた時、彼女は「私の注射は？
どうしてこの暑い最中に注射を受けるために20kmも歩かなければならないの？」と言いました。現在、
彼女は遠くのクリニックへ出向いて看護婦から注射を受ける代わりに、自分の村まで来てくれる診療
スタッフに注射をしてもらっています。今後は、自宅で自分で注射できるようになるでしょう。

ビル： このような変化は本格的に実現されつつあり、心強い限りですが、いまだに最も難しく昔から
存在する課題の1つを克服することが必要です。つまり、避妊によって命を救い、貧困を終結させるこ
とが可能であるということを人 に々本当に理解してもらわなければなりません。

メリンダ： 一般市民の賛同者も重要なため、私がこの役目を担っていますが、コミュニティ内の事実
を訴える真摯な声に勝るものはありません。私はセネガルで数年前、避妊がいかにイスラム教と調和
しているかについて話をしていた複数のイマーム（イスラム社会の指導者）を訪問していました。その中
で、子供が立て続けに産まれた1人の若いイマームは「私が妻に避妊を禁じたため、妻は出産時に命
を落としてしまった。そして今、私は1人で子育てをしている」と言った後、泣き始めました。現在、彼は
自分の話をして命を救っています。

ビル： 男性側のサポート、特に夫からのサポートは絶対不可欠です。しかしもう1つ、他の女性からの
サポートも極めて重要なのです。

ビル： 貧困は性差別主義者です。社会が貧しければ貧しいほど、女性の力が弱くなる。女性が外出し
たり、他の女性と会話したり、収入を得てもよいかどうかは男性が決めます。女性を殴ることが容認さ
れるかどうかも男性が決めます。極貧社会における男性優位性は目を疑いたくなるほどです。

7千500万
インドで自助グループに属している女性の数

ビル
U2のボノがこの
言葉を教えてく
れ、私はそれを
忘れることができ
ませんでした。彼
は実に言葉の使
い方がうまい。
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メリンダ： これは社会に破壊的な影響も与えます。女性の力を制限することによって全員が貧しくな
るからです。幸いなことに、社会が豊かになるにつれ、その中での女性の地位も向上します。しかし、貧
困国の社会が豊かになるまで待ち続けたくない若い女性にはあまり意味がありません。今すぐ、さらに
力を得るにはどうすればいいのでしょう？

ビル： メリンダと私は、人々がお互いに会話し始めると社会に変革が訪れることを何度も目の当たり
にしてきました。そして、会話こそが女性グループの魔力なのです。村に出かけた時に、全員で情報を共
有している男性グループに出くわすことは稀です。村のボス的な男性が存在し、その男性の主要な側
近、そしてその側近に仕える大勢の人 と々いう風になります。この階層分けが会話を抑制し、重要なこ
とを話し合えないようにしてしまいます。一方、女性グループは男性グループほどそのような階層分け
に捕らわれることがないため、情報を共有して拡散し、変化を生み出す原動力となるのです。

メリンダ： 現在、インドだけでも約7千500万人もの女性が自助グループに属しています。私たちはこ
の数字をさらに大きくしていきたいと思っています。グループは女性がローンを利用したり、健康に関
する情報を共有したりするために形成されますが、物事が開始されると、女性たちはグループを自分
たちの望む方向に進めていきます。これこそがエンパワーメントなのです！

ビル： 私たちがこれまで行った中で最も感動的なことは、インドで売春婦がHIV予防について話をし
に行けるコミュニティグループを作るお手伝いをしたことです。これは、顧客にコンドームの使用を強く
求めるためお互いに協力できるようにするためのものでしたが、私たちのビジョンはあまりにも狭すぎ
ました。このグループが人間としての観点から女性たちのために行ったことは驚異的であり、HIV予防
とはまったく別物でした。

メリンダ： グループが最初に行ったことの1つは汚名を軽減することでした。この女性たちは自分たち
以外のあらゆる人から排除されていたため、汚名を軽減することによって心が癒されていったのです。
このような経緯があったため、数年前、売春婦グループに会いに行くとビルから告げられた時、私は彼
を誇りに思いました。実は私自身も既に同じことをしていました。保守的なテキサス州ダラスのカトリッ
ク系学校で育った自分が、まさか売春婦グループに会いに行き、おまけに尊敬の念を持って帰ってく
るとは夢にも思っていませんでした。しかし、実際にそうだったのです。

ビル： ウォーレン、あなたが自分の投資の使い道を確認できるようメリンダと私があなたを世界のどこ
かに連れて行けるとすれば、おそらくこの売春婦たちに会わせに行くと思います。私はバンガロールで
このグループに会いました。彼女たちが自分の身の上話をしてくれた時、私は泣かずにはいられません
でした。1人の女性はご主人に捨てられた後、この道に入ったと話してくれました。これ以外に子供を
養っていける方法はなかったという理由で。そしてこのことを知ったコミュニティの人々が彼女の娘を
学校から強制追放したため、娘は彼女に対して反感を抱き自殺すると脅したのです。

メリンダ
女性たちは発言
する力をどこから
得るのか？他の女
性たちからです。 

メリンダ
女性の権利と
社会の豊かさは
同時に向上します。
男女平等が最も
進んでいる国は
デンマーク、
スウェーデン、
ノルウェーであり、
男性優位が最も
顕著な国は
ニジェール、ソマ
リア、マリです。 
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この母親は社会からの軽蔑、娘からの恨み、売春の危険性のみならず、HIVテストを受けに病院へ行
き、誰一人彼女を見ることも触れることも話すこともしない屈辱に晒された。それなのに、彼女はその
話を威厳を持って語ってくれたのです。このコミュニティのリーダーとして頭角を現した女性たちは信
じられないくらい逞しい。そしてすべての女性がそこから恩恵を得ているのです。

メリンダ： これらのコミュニティは、コミュニティの使命をメンバーの必要性に合わせて拡大していま
す。彼女たちはお互いのために何でもします。暴行に対応するための短縮ダイアル連絡網や貯金を奨
励するシステムも設立しましたし、金融サービスを利用して、メンバーが新しいビジネスを開始して現
在の仕事から抜け出せるよう手助けも行います。

ビル： このような女性たちが集結してお互いにサポートしあうことから生まれる恩恵は膨大であり、 
HIV予防という本来の目的は驚異的な成功を収めました。インドの売春婦たちが顧客にコンドームの
使用を強く求めるよう決めたことにより、一般市民へのHIVの蔓延が防止されたことは明確に文書化
されています。誰もがこれらの女性たちのエンパワーメントから恩恵を受けたのです。

メリンダ： これこそが、世界の保健状況に対する私たちのプロジェクトの大部分に、排除されている
人々が含まれている理由なのです。社会の底辺に目を向け、すべての人 を々社会に取り戻す努力をし
ています。私たちにとって、「すべての命の価値は等しい」は原則ではなく、戦略です。あらゆる種類の新
しいツールを創り出すことができたとしても、もし平等に向かって歩みを進めていないのであれば、世
界を本当に変えてはいるとは言えません。ただ、配置換えしているに過ぎません。

ビル： 女性が男性と同じだけの機会を与えられれば、家族と社会は繁栄します。男女平等によって女
性の可能性が解放されるのは当然ですが、同時に男性の可能性も解き放たれるのです。男性は女性
とパートナーとして行動できるようになるため、女性の知性、強さ、想像力を抑制しようと無駄な労力
を費やすのではなく、そのような資質を大いに活用して恩恵を受けられるようになるのです。

ビル： 極貧状態は過去25年間で半減されました。これは誰をもさらに楽観的にさせるはずの大きな
功績ですが、この事実を知っている人はほとんどいません。最近の調査によると、極貧状態が半減され
たことを知っているのはほんの1%の人だけに過ぎず、99%の人はこのような進歩を過小評価していま
す。この調査は単に知識をテストしただけではなく、楽観主義をテストしたものでもありましたが、その
結果は好ましいものではありませんでした。

1% 調査参加者のうち、1990年以降に極貧状態が半減されたことを
知っていた人の割合

貧困状態に変
化なし 貧困は25%以上増加

1% 12% 18% 70%

貧困は25%
減少

各回答の割合（合計は四捨五入）
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	 英エコノミスト社（ロンドン、2013年6月1日）

メリンダ： 楽観は大きな資産であり、いつでも大いに利用することができますが、物事が自動的に良く
なっていくという信念ではありません。これは自分たちで物事を良くしていくことができるという確信な
のです。ウォーレン、これをあなたの中に見ることができます。あなたの成功があなた自身を楽観的にし
たのではなく、あなたの楽観主義があなたを成功に導いたのです。

失望に見舞われた時に楽観主義を保つことは特に有益であり、私たちも何度も憂き目を経験していま
す。HIVのワクチン、そして女性がHIV感染防止のために使用できる効果的な殺菌クリームがまだない
ことは非常に残念ですし、現在までにさらに強力なマラリアのワクチンが作られているだろうと強く期
待していました。

ビル： 結核に関しては長い間、進歩が見られていません。新しい優れた診断方法の発見も間近だと
期待されながらもまだ見つかっていないし、結核ワクチンに関する研究も前進はしているものの、まだ
現物を手にすることはできません。

そして最善の目標には常に多くの資金が必要になります。そのため、2008年の金融危機は世界の保
健状況に大きな後退をもたらしました。これがなければ今頃は援助国からさらに多額の援助金を受
け取っていたことでしょう。

メリンダ： しかし、楽観主義者にとって失望は単なる失望に過ぎず、それを歪めて世界の状況が悪化
しているという証拠にはしません。

ビル： 私の好きな本の中にスティーヴン・ピンカーの『The Better Angels of our Nature』（邦題『暴力の
人類史』）があります。この作品は、年月の経過に伴い、暴力が激減したことについて書かれています。
人々は物事がそれほど改善されていないと考える傾向があるため、これは驚くべき事実です。実際、多
くの点で世界は以前よりも住みやすい場所になっています。世界中の貧困は減少し、乳幼児死亡率
は低下し、識字率は上昇し、世界中の女性と少数民族の地位は向上しているのです。

Why Washington would have hated DC

Liberalism’s British comeback

Electric-car flops

Shadow banking in China

Firms that will fly you to MarsJune 1st–7th 2013 economist.com

I/N 8838

Towards the end
of poverty

20130601_ECN_NAVA_001.indd   1 29/05/2013   20:48

ビル
これは英『エコノ
ミスト』誌の表紙
です。これによる
と、極貧状態で
生活する人々は
2030年までにほ
とんどいなくなる
ということです。
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メリンダ： 多くの人々は世界はますます分裂しつつあると感じており、誰もがその例を挙げることがで
きます。しかし時系列に沿って眺めてみると、分裂の期間はしばしば社会が新しい多様性を消化して
いる時に発生しています。そして歴史の大きな流れは、多様性の受け入れと思いやりの方向に進んで
います。これは世界の保健状況において顕著に表れています。政府はそれに優先順位を付け、市民は
それをサポートし、科学者はその方向に動いています。

ビル： ウォーレン、この世界の保健状況へのコミットメントは共感によって支えられています。そう、あ
なたが自分の富を社会に還元しようと決心したのと同じ欲求によって。

メリンダ： 私たちはあなたの共感に道筋をつけ、楽観主義を加え、テクノロジーを組み込み、戦略を
適用し、パートナーと協働してさらに多くの命を救おうとしています。あなたからの寄付はこのように使
わせてもらっています。

ビル： 私たちがこれまで以上に楽観的であることを知っても、あなたはきっと驚かないでしょうね。

メリンダ： それに、待ちきれない気持ちがさらに高まっていることも。

ビル： 特にこれです。

ビル： 私たちは誰もが知っている魔法の数字でこの年次書簡を終わらせたいと思っています。
それは、ゼロです。これが財団が達成しようと日々努力している数字なのです。マラリア、ゼロ。結核、
ゼロ。HIV、ゼロ。栄養失調、ゼロ。回避可能な死、ゼロ。貧困国の子供たちと他の子供たちの健康の
差、ゼロ。

メリンダ： ゼロに向かって進むこと、これはおそらく慈善活動とビジネスとの最大の相違点でしょう。
民間企業ではビジネス業界で生き延びることが目標になりますが、私たちの場合、目標達成によって
ビジネスが廃業になるほど嬉しいことはないのです。

ビル： ポリオはこの魔法の数字に限りなく近づいています。あなたと一緒にポリオについて山ほど話
しましたよね。あなたは子供の頃、今日の子供たちが決して目にすることのないものを見てきた。たとえ
ば、ポリオによって松葉杖の使用を余儀なくされた子供や「鉄の肺」と呼ばれた人工呼吸器に入れら
れた子供など。ワクチンのおかげで1970年代後半までに米国からポリオは消滅しました。でも、世界
のあちこちではその後も猛威を振るっていました。1998年にポリオ撲滅に向けて世界的なキャンペー
ンを開始した時、毎年新たに35万人もの患者が出ていたのです。

0 魔法の数字

ビル
私が去年、一番時
間を費やした案
件はポリオです。

メリンダ
進歩には必ず後
退が伴います。
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それが去年は37件です。

メリンダ： この37件の事例はナイジェリア北部とアフガニスタンおよびパキスタンの一部で確認され
ました。ウォーレン、正直なところ、私たちはポリオが今日までに撲滅されているだろうと思っていたの
です。でも紛争地域で子供たちに予防接種を行うのはとても難しいですし、危険なことでもあります。
種痘医チームが命がけで子供たちの所へ出向いていくことには畏敬の念で頭が下がる思いです。そ
して、私たちは国際ロータリークラブの無限の粘り強さに刺激を受けています。彼らはゲイツ財団が参
加するよりもずっと前からこの活動を先導して、前進し続けています。35万件が37件になったことは驚
き以外の何物でもありませんが、目標はあくまでもゼロです。

ビル： ポリオで障害者になる子供がいなくなる日が近づいていることにワクワクします。でも、「命を救
うことが優先目標なのに、どうしてポリオにこれほど時間とお金をかけるのか」とよく尋ねられます。答
えは、ポリオを終結することによって命が救われるからです。それも魔法の数であるゼロによって。ポリ
オが撲滅された時、世界はポリオ用の資金を子供たちの健康を改善するために使うことができ、ポリ
オから学んだ教訓を生かして、他の病気に対してさらに効果的な予防接種システムを開発することが
可能になるはずです。

メリンダ： そして世界は病気を撲滅したという衝撃的な効果から恩恵を受けるのです。楽観が急増
し、世界の保健状況にエネルギー、頭脳、資金が流れ込みます。その結果、麻疹、マラリア、結核、エイ
ズに対する取り組みが活性化されることになるでしょう。

ビル： ウォーレン、あなたはゲイツ財団への寄付を発表した時、大きな賭けをするよう私たちに言いま
したよね。現在ここで、全世界が大きな賭けをしているのです。世界の保健状況における多数の成功
例が人の目に留まることは少ないでしょう。でも、ポリオは違います。誰もが注目しているのです。紛争
地域がそこそこ安定した状況を保つことができるなら、人類は今年中にポリオの最後を見届けること
になるでしょう。

全世界のポリオ件数

出典：WHO（世界保健機関）/ GPEI（世界ポリオ撲滅推進計画）
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メリンダ： ウォーレン、あなたほど競争心の強い人はあまり知りません（そうでなければ、妹に負けたこ
とを示すブリッジのスコアシートを誰が食べたりするでしょう？）。ビジネス…ブリッジ…ゴルフ…これ
を除いたら、あなたほど寛大な人に出会ったこともありません。自分の生涯の報酬を他人に寄付し、そ
の最善の使い方を任せるなんて。

それに対する大きな責任を感じます。あなたの投資に対する見返りが大きなものであり続けるために
は、世界は今後、これまで以上に多くの命を救っていかなければなりません。

だからこそ、私たちはあなたからの寄付金を助成金という名目であちこちにばら撒いたりはしませんで
した。私たちは命を救い、病気を制圧する能力を共有するパートナーのエコシステムを構築するため
に寄付金を使用しています。

ビル： このエコシステムにはゲイツ財団も含まれますが、その範囲ははるかに広がっています。ここに
は各国が一番重要度の高い領域に財源を使用できるよう、病気に関する世界レベルのデータベース
が含まれており、科学の力は貧困者の生活に影響を与える分野の研究へ注がれます。世界の保健状
況に貢献できる科学者を確保し、他の分野の専門家も交えて彼らの研究結果を感染系の疾病に応
用します。

このエコシステムの構築は、今後の課題を解決するためにこの能力のあらゆる部分が必要になるた
め、私たちが行った最も重要な取り組みの1つと言えます。ポリオへの対処は困難ですが、マラリアへ
の対処はさらに困難です。性と生殖に関する健康は難しい問題であるものの、栄養に関する取り組み
の難しさはそれを上回ります。5歳未満の子供の命を救うことは容易なことではありませんが、新生児
の命を救うことは、あらゆる課題の中で最も困難を極めるものとなるでしょう。

 

しかし、私たちは楽観的な姿勢を貫いています。さらに拡大していくこの能力によって、まだ明らかに 
なっていない問題を解決して命を救う手がかりが必ず見つかることでしょう。そして、明るい未来に向
かって、この年次書簡を終わりにしたいと思います。

ポリオはまもなく過去のものになります。私たちが生きている間にマラリアは撲滅されます。エイズで亡
くなる人はいなくなります。結核を患う人はごくわずかになります。世界中の子供が十分に栄養を摂取
できるようになります。発展途上国での子供の死は、裕福な国での子供の死と同様、非常に稀なもの
になります。

これらの成果に日付を指定することも、順番を付けることもできませんが、1つだけ、確かなことがあり
ます。未来は悲観主義者を驚かせることでしょう。

メリンダ
ウォーレン、あな
たは「もし3人の
同房者がブリッ
ジをするなら刑
務所に入っても
構わない」って言
いましたよね。 
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ウォーレン、私たちに全面的な信頼を寄せてくれてありがとうございます。あなたをがっかりさせること
は絶対にしないと約束します。

ビル&メリンダ

追伸：多くの人から「乳幼児死亡率を低下させるお手伝いをするにはどうすればよいか」という質問を
いつも受けるのですが、私たちは、世界中の家族と子供の援助に成功している組織であるUNICEFへ
寄付することを胸を張って勧めています。私たちは、あなたの寄付が他の人への刺激となり、さらに慈
善活動に参加する人の数が増えることを願っています。


