
2018年 年次書簡

私たちに寄せられる 
10の難問
ビル＆メリンダ・ゲイツ
2018年2月13日



ビル＆メリンダ・ゲイツ - 2018年 年次書簡

自分たちの楽観主義については率直に発言する私たちですが、最近はそんな楽観主義が不
足しているようです。

ニュースに目を向けても、政治的分裂、暴力、天災など、飛び込んでくるのはひどい見出しばかり。

しかしそんな見出しとは関係なく、私たちは世界が良くなっていると考えています。

10年前や100年前と比べてみても、現在ほど健康で安全な世界はありませんでした。子供の
年間死亡数は1990年から半減し、今も減り続けています。妊産婦死亡率も急激に下がりまし
た。極度の貧困についても同じことが言え、わずか20年で半分近くまで減少しました。学校へ
通う子供たちは増えていますし、他にもたくさんの例が挙げられます。

ただし、昔の生活はひどかったと知ることが楽観主義者の条件ではありません。大切なのは
「生活はどのように良くなるのか」を知ることであり、それこそが私たちの楽観主義を真に高
めてくれるのです。私たちは財団の仕事を通じ、疾病や貧困をはじめ解決すべき大きな問題
を数多く目にする一方、人間性の最も優れた部分を垣間見ることもあります。最先端の疾病
治療ツールを開発中である科学者から学べる時間を作るようにしていますし、世界中の人々
の健康や幸福を優先させようと創造力を働かせている熱心な政府指導者と話すこともありま
す。
そして、世界中で自分たちのコミュニティを変革しようと新たな方法を思い描く、勇敢で聡明な
人 と々の出会いもあります。

「どうしてそんなに楽観的でいられるのですか？」と質問されることがますます増えている私
たちですが、以上の答えで、私たちが世界をどのように見ているかをうまくお伝えできるのでは
ないかと考えています。 

今回で10年目となるこの年次書簡では、みなさんから寄せられた10の難問にお答えしてこの
特別な機会を記念したいと思います。できる限り率直にお答えしますので、読み終わった時に
みなさんが私たちと同じように楽観的になってくれていることを願っています。

1. どうしてもっと米国で寄付をしないのですか？
メリンダ

ゲイツ財団による米国での年間支出額は約5億ドルで、その大半が教育に充てられています。
かなりの額ですが、財団が開発途上国への支援に振り向けている約40億ドルには及びません。

苦しみはすべて恐ろしい悲劇ですから、私たちは人 の々苦しみを比べるようなことはしません。
ただし、いろいろな苦しみの防止に役立てられる自分たちの能力の評価は行っています。グロ
ーバルヘルスの現状を学んだ時に自覚したのは、自分たちのリソースを使えば非常に大きな
影響を与えられるということでした。文字通り何百万人もの命を救う力になれるとわかってい
たので、私たちはその実践に努めてきました。

ビル
もう10年になる
なんて信じられ
ません！

ビル
そして私たちが
住むワシントン
州のホームレス
の人々のために。
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たとえばワクチンです。数セントか高くても数ドルで疾病を予防できるため、この件は既に取り
組みが始まっているだろうと思い込んでいましたが、それは間違いでした。何千万人という子
供たちがまったく予防接種を受けていなかったのです。

ゲイツ財団は過去18年間に153億ドルをワクチンに支出してきました。これは素晴らしい投資
だったといえます。2000年には約1,000万人だった子供の死亡数も昨年は500万人へと急
落しましたが、その理由の1つが予防接種率の増加です。それによって、500万世帯もの家庭
が娘、息子、姉妹、兄弟を失って嘆き悲しまずに済んだのですから。

私たちは自分たちの国を愛していますし、この国に生きる人 を々とても大切に思っているの
で、米国における不平等への闘いにも取り組んでいます。自分たちの個人的な体験を含め、
どのような証拠からも教育がチャンスの鍵であることがわかります。米国では、2020年まで
に国内雇用の3分の2で高卒後の教育やトレーニングが必要となります。質の高い教育を受
けていない米国人学生の数が何百万人にものぼることから、ゲイツ財団は過去18年間にわ
たってこの問題に焦点を当ててきました。私たちの目標は、すべての学生が学校へ行き、自分
たちの夢を追求する準備ができるようになることです。

ビル

私たちは、米国における自分たちの活動をどうすれば教育以外の分野に広げられるか模索し
てきました。ゲイツ財団が資金提供を行っている「貧困からの移動に関する米国パートナーシ
ップ」は、人々が経済階層を上がっていけるようにする方法を研究する団体です。世界各地に
出かけ、さまざまな国 の々貧しい人 の々生活について学んできた私たちですが、米国ではあま
りそのような機会がありませんでした。そこで昨年秋、より深く学びたいと思い、南部へ赴いた
のです。

メリンダ
悲観的な見解を
寄せ付けない
お気に入りの
統計です。

ビル
これについては
今もじっくり
検討しています。

アトランタ視察（2017年10月）
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アトランタで出会ったシングルマザーは、誕生間もない息子さんに病院で付き添っている間に
アパートから追い出されてしまったという痛ましい話をしてくれました。また、この街では最貧
困地区のアパートに住む人たちとお茶の時間を過ごす機会がありましたが、そのうちの1人が
案内してくれた自宅は壁も天井もカビだらけでした。そして、銃声が聞こえるたびに子供たちを
ベッドの下や浴槽に隠すことは珍しくも何ともないと言います。

アトランタで出会った人 は々大きな試練に直面していた、と言っても過言ではないでしょう。
ですが、彼らは強靭な回復力の持ち主でもあります。とあるボーイズ・アンド・ガールズ・クラブ
では、自分のお金で子供たちに昼食を買い与えている人物に会いました。元受刑者で、現在
は仕事に就いて家族を養っている人たちとも話をしました。

この旅で目の当たりにしたことで、私たちは教育の重要性を強く認識しました。というのも、教
育とは最終的に、低収入家庭の学生や有色人種の学生が皆と同じチャンスを得られるように
することだからです。この訪問ではまた、人 を々貧困から救い出せる他の方法についてもじっく
り考えることになりました。米国におけるエコノミック・モビリティ（所得階層間の移動）は、教
育、雇用、人種、住宅、メンタルヘルス、投獄、薬物乱用といった問題が複雑に絡み合っていま
す。自分たちが学んできたことが今後の寄付にどう影響するかは不明ですが、私たち自身に影
響を与えてきたのは間違いありません。戦略が決定した時には、自分たちのアプローチについ
てもっと詳しくお伝えしたいと思います。

2. 米国での教育に寄付している数十億ドルで、何か目に見える成果はありますか？
ビル

たくさんありますが、私やメリンダが望んでいるほどではありません。

ゲイツ財団は教育を米国における活動の中心に据えましたが、それは教育こそが個人や国に
とって豊かな未来の鍵だと信じているからです。この10年でいくらかの進展があったものの、
残念ながら今も米国の公立学校は重要な指標（特に大学卒業率）に達していません。そして、
この数字は不利な条件にある学生ほど悪化しています。

失われた機会
2009年秋に4年制大学に入学した学生のうち、2015年までに学
士号を取得して卒業したのはわずか59%。

6年以内に大学を卒業した学生の割合（%）
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出典：National Center for Education Statistics（米国教育統計センター）

メリンダ
彼女は前払いした
かったのですが、
管理人が近くに
いなかったのです。
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ゲイツ財団はアーリーラーニングや中等後教育機関を支援していますが、最初に着手したの
は高校であり、現在でも投資が最も多い分野です。教育で何がうまくいくのかについては多く
を学んだものの、その成功事例を幅広く再現することが常に課題となってきました。

2000年代初頭、ゲイツ財団は高校卒業率の計算方法に存在する大きな欠点に着目した団
体の1つでした。90パーセントと報じられた高校卒業率も実際は70パーセント未満であるこ
とがよくあり、これはおよそ3人に1人が落第している計算です。私たちは、真の卒業率を明ら
かにし、その使用に賛同する州連合の設立を手助けした研究に資金を提供しました。

この卒業率を上げるため、ゲイツ財団は何百という新設の中等学校を支援しました。その多く
は、置換や補完の対象となった学校と比べて成績も卒業率も上回っています。当初は成績が
芳しくない学校をもっと良い学校へと変革する取り組みも支援していましたが、これは教育で
最も大きな試練の1つです。私たちが学んだのは、成績が芳しくない学校を変革するのは非常
に困難だということです。全体的に見ると、そのような学校の成績は新設校ほど良くはありませ
んでした。財団はまた、学校を極めて効果的にする要素を教育セクターがさらに学べるように
する支援も行いました。強いリーダーシップ、証明済みの教育実践例、健康的な学校文化、高
い期待。これらすべてが鍵となります。

他にも、全国の地区と協力して授業の質を改善する支援を行いました。この取り組みによって
教育者は、教師の観察、彼らの仕事ぶりの公正な評価、規範となるフィードバックを教師に与
える方法を理解できるようになりました。しかし、私たちが期待していたような大きなインパク
トは見られませんでした。どのようなものであれ、新しいアプローチを軌道に乗せるには（1）そ
のアプローチが成功することを示す試験プロジェクトを実施すること、（2）その取り組みが自
らを維持できること、（3）そのアプローチを他の場所に展開する必要があることの3つが必要
です。

教師の効果性に関する財団の取り組みはこの3つのテストにどう作用したのでしょうか。学生
の学習に与えるその効果はまちまちでしたが、その理由の1つとして、試験的フィードバックシ
ステムの適用が場所によって異なっていたという点が挙げられます。新しいシステムはメンフィ
スなど一部の場所では維持されたものの、他の場所では維持されませんでした。また、教師に
はもっと有効なフィードバックが必要であるという意見には大半の教育者が賛成しながらも、
その実現に必要となる投資やシステム上の変更を行っている地区がまだ不足しています。

何らかのアイディアを広範囲に適用させるには、そのアイディアをさまざまな環境（都市か地方
か、高収入か低収入かなど）の学校で成功させなければなりません。また、現状を打破するこ
とも必要です。米国の学校は意図的にトップダウン方式にはなっていません。重大な変化を起
こすには、州政府、地方の教育委員会、管理者、教師、保護者といったさまざまな意思決定者
の間でコンセンサスを形成することが大切です。

メリンダ

ゲイツ財団は先頃、自分たちが取り組んでいる教育面での活動について、以上の知見を取り
入れた変更を発表しました。私たちが教育面で行う仕事はどれも、教育者が財団に持ち込ん
でくれるアイディアとして始まります。彼らはその仕事に心血を注いでくれる人 で々あり、多くの
学生、特に少数派の学生が落第している現在のシステムの改善に向けて自分たちのキャリア
を捧げてきました。

メリンダ
私たちは全国の
校長や教員から常
に学んでいます。
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ゲイツ財団の新しい戦略についてもまったく同じことが言えます。私たちは全国の中学・高校
のネットワークと協力し、生徒たちの成功を阻み続ける障害を乗り越えられるよう、当事者自
身による戦略の開発と実施を支援するつもりです。これらのネットワークに対しては、成績や
出席など、生徒の成功に関する重要な指標を使ったプロセスで支援を行い、継続的な学習と
改善を実現できるようにします。しかし彼らが行う変更の本質は、最も効果的だと思われる現
地のリーダーの意見や得られる証拠によって決まるでしょう。

学校のネットワークには、より強力なカリキュラムや教師用のフィードバックシステムなど、私た
ちが何度も経験しているアプローチに焦点を絞るものもあれば、中学から高校、高校から大学
へという難しい移行を緩和する指導プログラムなど、私たちにとっては新しい分野に目を向け
るものもあります。

私たちの役割は、学校が変更を設計し、データを集めて分析し、学んだことに基づいて徐 に々
調整を行っていく過程を支援することです。

3. どうして気候変動対策に寄付をしないのですか？
ビル

寄付しています！ゲイツ財団に関係する寄付もありますし、私個人の投資に関係する寄付もあ
ります。

個人的には温室ガスを削減（気候変動を緩和）するイノベーションに投資しています。信頼が
置けて価格も手頃な新しいクリーンエネルギーのソースが世界で必要とされているものの、
そういった飛躍的進歩を生み出しうる研究についてはずっと資金不足が続いています。

このような資金問題は財団で取り組んでいる問題とは異なるものです。慈善活動では市場や
政府には解決できない問題を探しますが、クリーンエネルギーの問題はその両者で解決でき
ます。ただし、政府が基礎研究の資金を出し、温室効果ガスの排出を減らす奨励策を作り、企
業がその研究から市場性の高い製品を生み出すまで投資家が待つことが条件となります。私
が財団を通さず、個人でこの問題に取り組んでいるのはそこに理由があります。

この2年で大きな前進がありました。23カ国がクリーンエネルギー研究への投資を2020年ま
でに倍増すると確約したのです。ブレイクスルー・エナジー・ベンチャーズ（BEV）は、私が関与
している民間投資ファンドです。さまざまな投資家から調達した資金は今や10億ドルを超えて
おり、グリッドスケールの貯蔵や地熱発電など、イノベーションが熟している分野の企業に資
金提供を行う計画です。BEVは他のクリーンエネルギー投資家連合とも協力し、同連合を政
府と結び付ける役割を果たしてゆくことになります。現在のところ、クリーンエネルギーに対す
る公共・民間支出は調整がなされていません。有望な技術が市場に出てこない原因の1つが
ここにあります。私たちはこの溝を埋めたいと思っています。

メリンダ

画期的な技術であっても天候の変化は止められません。そのため世界は、今起こっているこ
と、そして次に起こるとわかっていることに適応しなければなりません。とりわけ世界の農業の
面でゲイツ財団が気候問題に活動の重心を置いている理由はそこにあります。

開発途上国では何百万もの人々が農業に依存して生計を立てています。気候変動の原因と
はおよそ無関係であるにもかかわらず、彼らがその最大の被害者となります。異常気象で彼ら

ビル
ベンチャーキャピ
タル企業、銀行、
保険会社などです。

メリンダ
家族が口にする
食物を栽培する
女性たちも含ま
れています。
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の作物が台無しになれば、彼らのその年の食料はなくなってしまいます。また、医療や教育費
といった基本的な生活必需品に使う収入が得られなくなります。小自作農の人 に々とって気
候変動は不吉な世界動向というだけではありません。毎日が緊急事態なのです。

イノベーションはしかし、気候変動を抑えることができると同時に、人々が気候変動に対処す
るうえでの力にもなります。ゲイツ財団は、凶作の年にも耐えられる余裕がもっと増えるよう、
農家の方 の々生産性向上を目指した投資を行っています。さらに、極暑や極寒、干ばつ、洪
水、病害、害虫の影響が少ない気候変動対応型の作物にも投資しています。中国農業科学院
をはじめとするパートナーと協力し、干ばつに強く、肥料、除草剤、殺虫剤が少なくて済む米品
種の開発に取り組んでいるのがその一例です。「グリーン・スーパー・ライス」のようなイノベー
ションは、貧困に立ち向かい、今後数十年にわたって世界に食料を供給するための鍵となる
でしょう。

4. おふたりは自分たちの価値観を他の文化に押し付けるのでしょうか？
ビル

あるレベルで見れば、答えは明らかにノーです。「子供たちがマラリアで命を落としたり、栄養
失調に陥ることがあってはならない」という考えは私たちの価値観というだけではありません。
それは人類の価値観なのです。どの文化に属する親であっても、自分たちの子供が生き延び
て健康に育ってほしいと望んでいます。

ですが、この質問者はさらに根の深い問題を提起しています。と言うのも、これは「私たちが何
をやるのか」ではなく、「私たちはそれをどのようにやるのか」という質問なのです。私たちは本
当に人 の々ニーズを理解しているだろうか、現場の人 と々協力しているだろうかという問いか
けです。

この農夫が植えた「グリーン・スーパー・ライス」と「スキューバ・ライス」は、異常気象にも耐えるよう品種改良された
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メリンダ

「助けようとしている相手より自分たちの方がよく知っている」と思い込んだ人 に々よって進め
られた開発プログラムが過去にあったことを、私たちは痛感しています。人 の々ニーズに耳を
傾け、彼らの視点からそれを理解することは、より敬意を表せるだけでなく、より効果的でもあ
ります。私たちは長年かけてこのことを学びました。

ゲイツ財団はこの原則を念頭に置いて設計されています。「私たちはある問題に取り組んでい
ます」と言っても、ビルや私や財団の従業員が、急速に成長する都市に下水道システムを設置
したり、河川盲目症の治療法を提供したり、農家の方 に々作物の輪作方法を指導したりする
訳ではありません。その意味するところは、このような作業で長年、時には何十年という現地
経験を持つ団体に財団が資金を提供しているということです。そういった団体や何千というパ
ートナーが、助けようとしている相手の人 と々私たちを常に結び付けてくれているのです。

ゲイツ財団が四大陸のオフィスに擁する約1,500名の従業員は、データを調べ、アプローチが
可能な分野を調査し、成功事例や失敗事例を研究し、自分たちの影響を最大化できると信じ
る戦略を開発しています。しかし、彼らの仕事で最も重要な部分の1つとして、パートナーの意
見を聞き、それに基づいて戦略を調整し、実施者が自分の専門知識と現地の知識を自由に
活用できるようにすることがあります。それは私たちの理解がいつも正しいという意味ではあり
ません。正しく理解していないこともあります。しかし私たちは、知らないことに対する謙虚な気
持ちや、間違いから学ぶ決意をもって仕事に取り組んでいます。

現地のパートナーを信頼することに加え、私たちはエンパワーメントの重要性についても強い
信念を持っています。私たちは誰かのために選択をすることには関心がありません。たとえば
ゲイツ財団は家族計画に投資していますが、それは自分たちが「他の人 の々家族はこうあるべ
きだ」というビジョンを持っているからではなく、「自分の家族のビジョンが実を結ぶようなツ
ールが欲しい」という世界中の親たちの声を私たちが受け取ったからです。自分たちで最良の
選択ができるよう、人 に々知識とパワーが備わっているようにすること。どの仕事についても私
たちの関心はそこにあります。

5. 子供たちの命を救うと人口過剰につながりますか？
メリンダ

私たちはまず自分たちに同じ問いかけをしました。昨年亡くなってしまいましたが、公衆衛生
の推進者だったハンス・ロスリングは、才気にあふれ常に刺激を与えてくれた人物でした。そ
の彼が素晴らしい回答をしています。この課題については私たちの2014年の年次書簡で詳し
くお伝えしましたが、あまりにも直感に反するものですので、ここに再録したいと思います。5歳
を超えて生き続ける子供が増え、子供を生むかどうか、そしていつ生むかを母親が決定でき
れば、人口規模は大きくなるどころかむしろ小さくなる。自分の子供たちが成長して大人にな
るという確信が持てれば、親が生む子供の数は少なくなります。大きな家族はある意味、息子
や娘を失うという悲劇的な可能性に対する保険となっています。

このパターンは歴史を通して見い出すことができます。世界中どこであっても、子供の死亡
率が下がると出生率も下がります。フランスでは1700年代後半にそうなりました。ドイツでは
1800年代後半にそうなりました。アルゼンチンでは1910年代に、ブラジルでは1960年代に、
バングラデシュでは1980年代にそうなったのです。

メリンダ
未見であれば、
彼の素晴らしい
TEDトークをぜ
ひご覧ください。

ビル
彼がいなくなって
今でも寂しいです。

ビル
2016年に治療を
受けたアフリカ人
は1億2,900万人
にのぼります！
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ビル

メリンダが触れたパターンには別のメリットもあります。生き残る子供が増えれば家族は生む
子供の数を減らす決断をしますが、これは経済学者が「人口ボーナス」と呼ぶ急激な経済成
長につながる可能性を秘めているのです。そのしくみを説明しましょう。

生きている子供の数が増えると、比較的大きな世代が1つ現れます。その後、家族が生む子供
の数を減らす決断をすれば、次の世代は格段に小さくなります。最終的にその国では経済的
な生産労働力となる人々が比較的増加し、扶養家族（高齢者や年少者）が比較的減少しま
す。これは急速な経済発展のための方策です。特に、国が健康と教育に投資してこの方策を
活用すれば効果を発揮します。

幸い、幼児死亡数は今後も下がり続ける見込みです。子供の健康に関するイノベーション率
は驚異的であり、この分野で最も困難とされる課題でも進歩の兆しが見え始めているものも
あります。たとえば栄養失調が全幼児死亡要因の半数を占めていることは知られていますが、
何が栄養失調を引き起こし、それを防止するにはどうすればいいかについてはいまだに数多
くの疑問が残っています。有望な分野の1つとして挙げられるのが、ヒト腸内の全細菌である
マイクロバイオームと、栄養素を吸収する子供の能力でそれが果たす役割の研究です。ゲイツ
財団はまた、糸ほどの厚さしかなく、幼児の鼻から体内に入れて腸の360度顕微鏡画像を撮
影できる機器の開発にもパートナーとともに取り組んでいます。近い将来、私たちは子供の成
長を推測するのではなく、成長する様子を観察できるようになるはずです。

メリンダ

子供たちの命を救うことはそれ自体が正当な理由です。そこにはまた、あらゆる人 の々生活を
改善できる可能性も秘められています。ただしそのような人口転換は、すべての女性が避妊に
アクセスできる場合にのみ、しかるべき期間をかけて起こります。現在、避妊へのアクセスがな
い女性の数は2億人を超えます。そのような女性たち、その子供たち、そして彼女たちのコミュ
ニティのためにも彼女たちのニーズを満たさなければなりません。それも今すぐに。私たちがア
クセスを拒否すれば、彼女たちを貧困の一生へと追いやってしまうことになります。しかしアク
セスの提供に私たちが投資すれば、家族はそれを生かして貧困から抜け出し、子供たちのた
めにより良い未来を築き上げるはずです。

ビル
突拍子もないよう
ですが、これで命
が救われるのです！

低速化
世界の人口は前世紀に急増した。しかし増加率は低速化しており、総
人口が120億に達する日は来ないかもしれない

出典：Our World in Data（データで見る世界）
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メリンダ
アクセスとは、さま
ざまの種類の避妊
具と明確な情報と
高品質な医療のす
べてを意味します。
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6. トランプ大統領の政策は、財団の活動にどのような影響を及ぼしていますか？
ビル

昨年は、この書簡で取り上げられている他のすべてのトピックへの質問回数の合計よりも高
い頻度でトランプ政権の政策について尋ねられました。

政府の政策は、多くの領域において財団の取り組みに影響を及ぼします。最も具体的な例と
して対外援助が挙げられます。米国は、過去何十年にもわたって外国の疾病や貧困対策の
率先者でした。これらの取り組みは多くの命を救うと同時に、米国での雇用も生み出します。
そして、貧困国の国情を安定させ、感染病が世界中で蔓延する前にその流行を食い止めれ
ば、アメリカ人の安全も保証されます。多くの人が疾病や飢餓に苦しんでいる世界は安全な
場所とはいえません。

トランプ大統領は対外援助の大幅削減を提案しましたが、幸いなことに米議会はこれを阻止
して予算に戻しました。ハードパワーとソフトパワーの両面で世界を率いたほうが、米国にと
ってプラスになります。

さらに広義で考えると、アメリカファースト（米国第一主義）の世界観には不安を覚えます。こ
れは米国が自国民の面倒を見るべきではないという意味ではありません。問題は「どうすれば
それを一番うまくやれるか」ということです。私は、世界情勢から手を引くのではなく深く関わり
協力しあうことにより、アメリカ人を含むすべての人が恩恵を受けるということが歴史的に証
明されてきたと考えています。政府の政策をアメリカ人が受ける恩恵のみで測定したとしても、
世界と向き合うことが賢明な投資であると思います。

私たちはこれまでの政権同様、トランプ政権運営陣とも面会しました。政権が共和党であれ、
民主党であれ、同意できる政策もあればそうでないものもあります。過去の政権に比べると現
政権の政策には同意できない点が多いですが、それでもできる限り協力していくことが重要だ
と信じています。米政権が対外投資を削減すれば、他国の人々が命を落とし、結果として米
国人に悪影響を及ぼすことになるため、現政権との話し合いを継続しています。

メリンダ

世界の最貧国の人々が恩恵を受ける政策へのサポートをできるだけ獲得できるよう、現政権
と協力する必要があります。米国内での取り組みの前提は、大学の学位や職業資格証明書
が将来の成功を左右する重要な条件であるということです。つまり、大学教育はアメリカ人全
員にとって明るい未来への架け橋になるはずです。それが実現されるかどうかは、トランプ政
権と米議会の統率力に大きく依存しています。

とりわけ、低収入家庭の学生に対する学費援助プログラムをさらに効率的なものにする必要
があります。現在、200万人の学生がこのプログラムを利用する資格を有しているものの、プロ
セスが非常に煩雑なために応募しようとさえしていないのが現状です。学費を借金で工面し
ている学生もいれば、最悪、大学進学を断念する学生もたくさんいます。政府はこの寛大な援
助プログラムを継続すると同時に、応募プロセスを簡略化していかなければなりません。何百
万人もの若いアメリカ人の将来がかかっているのです。

私はまた、米国大統領の職務にはアメリカの価値観を世界に示すロールモデルになることも
含まれると信じています。現大統領が発話やツイートを行う時に、人々、特に女性に対してもっ
と尊敬の念を持って接してほしいと願います。平等は重要な国家原理であり、各個人の尊厳
は、人種、宗教、性的志向、性別にかかわらず米国精神の一部をなしています。大統領は模範
を示し、声明や政策を通してすべてのアメリカ人の地位を向上させる責任があります。
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7. どうして企業と協力するのですか？
メリンダ

グラクソ・スミスクライン（ロンドンに本社を置くグローバル製薬企業）やジョンソン・エンド・
ジョンソンと協力するのは、他の誰もできないことができるからです。

貧困による疾病に対する新しい診断法、製薬、ワクチンの開発を例にとってみましょう。製品
の開発ベースとなる基礎科学は研究所や大学で行われますが、その基礎科学の上に構築し
て命を救う製品を作り出し、臨床実験を行って承認を得て最終的な製品を製造することが
目標の場合、バイオ技術および製薬会社には必要な専門知識や技術の大部分が揃っていま
す。財団の資金で製品を開発する提携パートナーは、製品を世界中で手の届く価格で入手
できるようにすることが条件なのです。

理想的には、企業が発展途上国の人 の々ニーズを満たす機会をさらに探求することです。企
業が新しい市場で可能性を見つけるうえで、ゲイツ財団の限られたパートナーシップが後押
しになれば、それは大成功と呼べるでしょう。

ビル

私たちは、先進国の人 の々生活を向上させた医療および農業に関するイノベーションと同種
の恩恵を貧困国の人 も々享受すべきだと考えています。それらのイノベーションの大半は民
間企業が開発していますが、当然のことながら、企業は投資に対する利益を回収しなければ
なりません。つまり、主として最貧国に影響する問題に企業が取り組む動機は非常に少ない
のです。この状態を変えようと努力しているゲイツ財団は、損失を出すことを求めずに、持てる
専門知識の一部を貧困層の問題に集中してもらうよう企業に働き掛けています。

今のところ、グローバルヘルスにその好例を見ることができます。貧困国の疾病によっては新
種のワクチンや医薬品が必要なものもありますが、メリンダが言うとおり、その領域に秀でて
いるのはバイオ技術企業です。たとえばゲイツ財団は、メッセンジャーRNAを使って身体自体
にワクチンの作り方を教える方法を研究中である初期段階の企業2社に出資しています。これ
が実現すれば、HIVやマラリア、インフルエンザ、さらにはガン治療の突破口さえ見つかるかも
しれません。

また、既存の医薬品やワクチンが貧困国の人 に々も行き渡るよう民間企業と協力しています。
十数種からなり、「顧みられない熱帯病」という総称で知られる疾病群がありますが、その患
者数は15億人を超えています。その疾病のほとんどは治療可能なのですが、最貧国にとって
は医薬品の値段が高すぎるため、購入して国民に届けることができません。数年前、製薬会
社数社が必要な医薬品を寄付しているということを知りました。私たちはこの素晴らしいアイ
ディアを活かし、より多くの製薬会社がより多くの医薬品を寄付できるようにするお手伝いを
しました。2016年には、少なくともこれらの疾病の1つの治療薬を130カ国の10億人の患者
に提供しました。私は次の10年で顧みられない熱帯病の多くが根絶できるという、楽観的な
見方をしています。そしてその理由の1つがこの仕事です。

また、もっと複雑な経済的取引によって民間企業を取り込むこともあります。たとえば、援助資
金供給者が製品の一定価格または販売量を保証することで、企業はリスクをいくつか回避で
きます。ゲイツ財団は、貧困国へ届ける肺炎球菌による疾病のワクチン量を大幅に増やすた
めに価格保証を行っている援助資金供給者の1人です。この感染病は毎年約50万人もの子
供の命を奪っていますが、現在57カ国の貧困層の子供たちにこのワクチンが投薬されてお
り、2020年までに150万人もの子供の命が救われる見通しです。
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他の領域でも民間企業と協力していますが、なかなか納得できるような結果に結びつきませ
ん。モンサントなどのアグリバイオ企業は、貧困国の農家を助けられるような、収穫量を増やし
て収入を上げ、（メリンダが既に述べているように）気候の変化に適応する種子を作っていま
す。そして、ボーダフォンなどの携帯電話プロバイダーと協力して、さらに多くの貧困者が電話
を通して貯金や支払い、借り入れができるようにしています。この活動は最初ケニアで開始さ
れましたが、現在はインドなど他の国々へも規模が拡大しています。

8. おふたりが甚大な影響力を持っていることは公平だと言えるのでしょうか？
メリンダ

いいえ、何十億という人々が貧困に苦しんでいる一方で私たちがこれほどまでに裕福なのは
不公平です。そして、大多数の人 に々は手の届かないことが、裕福な私たちには簡単に手が届
くことも公平ではありません。世界の指導者たちは私たちの電話に応対し、こちらの意見を真
剣に考慮してくれます。金銭的余裕のない学区ほど、私たちが出資するであろうアイディアに対
して資金と才能を提供してくれる傾向が強いようです。

しかし、財団の目的には裏も表もありません。私たちは出資対象とその結果を公表することを
約束しています（すべての成功と失敗が直ちに明確になるわけではありませんが、財団の影響
を評価して軌道修正し、学んだことを共有するよう努力しています）。私たちはできるだけ多く
の人 を々助け、世界中で平等を推進するためにこの仕事を行い、持てる影響力を駆使してい
ます。いくつかの点については成功を収めましたが、現時点で世界の焦点を健康、教育、貧困
に十分当てさせたとは言いがたいでしょう。

ビル

できるだけフィードバックをお願いしてはいるのですが、資金を失うことを恐れて発言を避け
る批評家がいることは確かです。そのため、上手に雇用し、エキスパートに相談し、常に学びな
がら別の視点を追及していかなければなりません。

私たちは世界最大の財団ではあるものの、企業や政府が出資する資金と比較すればその資
金は微 た々るものに過ぎません。たとえばカリフォルニア州は、当財団の全出資額以上の金額
を1年間の公立学校システム運営に費やしています。

ですから、私たちは持てるリソースを非常に具体的な方法で使用しています。可能性を秘めた
イノベーションをテストしてデータの収集と分析を行い、役立つもののスケールアップと維持
は企業や政府にやってもらいます。ゲイツ財団は、いわば培養器の役目を果たします。公共政
策に含められるアイディアの品質を向上させ、最も大きな影響力のあるアイディアへの出資を
誘導することを目指しています。

この質問の中核には別の問題もあります。もし、自分たちが裕福すぎるのは不公平であると考
えているのであれば、どうして政府にすべてを差し出さないのかということです。その答えは、
財団には常に独特の役割があるという私たちの見解にあります。財団は援助を一番必要とし
ている場所を見つけ出し、長期的なアプローチで問題を解決し、政府ができない、そして企業
が着手しないリスクの高いプロジェクトを管理するという、グローバルな視点を取ることができ
るのです。もし失敗するようなアイディアを政府が実行しようとしたら、誰かが自分のするべき
仕事をしなかったことになります。一方、失敗するかもしれないアイディアを私たちが試そうと
しなければ、財団は仕事をしていないことになります。

メリンダ
慈善団体ができる
こととできないこと
に関する明確な規則
もあります。   
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9. おふたりが同意に達しない場合はどうなるのですか？
メリンダ

私たちが同意しないことはありえません。いえ、これは冗談ですが。

ビルはこの質問をほとんど受けたことがありませんが、私はいつも受けます。時にはビルが意
思決定者であるに違いないと推測するジャーナリストから、また別の機会には、自分の夫とさ
らに効果的に活動するためのアドバイスを求める女性の慈善家からです。

ビルと私には、うまく機能するための2つの要素があります。

1つ目は、基本的な価値観が一致していることです。私たちが結婚した時、ビルのご両親は2羽
の鳥が並んで一緒に水平線を見つめている彫刻を贈ってくださいました。これは今でも私た
ちの家の前に置かれています。私たちは基本的に同じ方向を見つめているので、私はいつもこ
の彫刻のことを思い浮かべます。

2つ目は、ビルは非常に心の広い人であるということです。これは必ずしも他者が彼から受ける
印象ではありませんが。私は優しい心を持ち、他者に耳を傾け、その発言に心を動かされるビ
ルが大好きです。私が見てきたことを彼に説明すると、彼はそれを心で感じてくれます。さらに
データを収集するように頼んでくることもありますが、私が体験した現実や私の判断力を疑う
ようなことはありません。

ビルがマイクロソフトから財団へ初めて移ってきた時、彼は物事の責任者であることに慣れて
いました。私は家で子供たちの世話をしていたので、キャリアの再出発でした。会議中に私の
口数が少なく彼が雄弁な時、あるいは誰かとの会合中に相手が私ではなくビルの方を向いて
話を進める時など、ある種の格差を感じることがありました。私たちにとっては、財団事業では
２人は対等なパートナーであるということが常に重要な点でした。時間の経過と共に、この目
標が達成できなかった時には、オフィスでのやり取りについて自宅でフィードバックをし合うよ
うになっていきました。

メリンダ
私がビルについて
知っていることで
みなさんに知って
もらいたいことが
１つあるとすれば、
これです。

中国の海南省に住むZhou Mingting家の人 と々談笑

ビル
それに私たちには
この方法が合って
います。
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私は徐 に々ジェンダー問題について焦点を当てていくようになりました。これは、女性や女子
の地位が向上するにつれ、彼女たちの属するコミュニティが強いものになっていく事実を何
度も目の当たりにしたからです。世界中の女性の平等について深く考えれば考えるほど、ビル
と私は2人の人生の中でそれを達成したことを誇りに思います。

これは世界中の夫婦や同僚たちが常に実現しようとしているバランスです。私が財団の活動
を心から楽しめている理由の1つは、この山あり谷ありの作業を2人で一緒に行っているから
です。

ビル

メリンダに全面的に同意します！ただし、公の場で個人的な話題について話すのは彼女の方
が得意ですし、自然体であることを認めなくてはいけません。

メリンダの言うように、2人に共通な価値観が私たちのベースとなっています。私たちは大きな
問題に対して同じ意見を持っています。最近、たまに意見が異なるのはその方法についてで
す。私の方が公人である期間が長いですし、男性ということもあって、人によっては大きな決定
を下すのは私だろうと考えるようですが、そうであったことは一度もありません。

メリンダを財団の心、つまり感情的な中核として捕らえる人がいます。私は人々が思っている
以上に感情的であることをメリンダが知っているように、彼女は他人が実感している以上に分
析的であることを私は知っています。私が何かに夢中になっている時、私を現実に引き戻して
くれるのはメリンダの役割です。また、メリンダが適切な人 を々収集して問題を解決するのを
見るのが大好きです。彼女は（私がマイクロソフトでほぼ常にやっていたように）自分たちのチ
ームに無理を言える時と、そうすべきでない時を私に理解させてくれます。

人 は々最近パートナーという言葉を家庭においても仕事においても使いますが、私たちは両
方の意味でパートナーです。

10. どうして自分の財産を本当に提供しているのですか？その意味は何ですか？
ビル

自分たちを覚えておいてもらうための手段ではありません。ポリオやマラリアといった疾病がい
つの日か遠い思い出になれば喜ばしいですし、自分たちがそれに参加したという事実も嬉し
いものです。

このような事業を行うには2つの理由があります。1つ目の理由は、意義のある仕事だというこ
とです。結婚する前から既に、ゆくゆくは多くの時間をどのように慈善活動に使うことになるか
話し合っていました。これは大きな富を所有する人の基本的な義務であると思っています。自
分自身と子供たちが満ち足りた後は、余剰財産の最善な使い方は社会に還元することです。

もう1つの理由は、これを楽しんでやっているということです。私たちは2人とも、財団の活動の
裏にある科学について掘り下げて学ぶことが大好きです。マイクロソフト時代、私はコンピュー
ターサイエンスにどっぷり浸かっていました。財団では、コンピューターサイエンスに生物学、
化学、農学などさらに多くのことが加わりました。私は作物研究者やエイズの専門家と何時間
も話し合った後、家に帰れば自分が学んだことをすべてメリンダに伝えたくて仕方がないので
す。

メリンダ
これは私が
保証します！

ビル
そして彼女も私と
同じことをします。
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大きな影響を与えながら楽しさも多い仕事に就けることは稀有です。私はそんな仕事をマイク
ロソフトで、そして財団で行っています。自分が持てる多くの時間をこれよりも有効に活用でき
る方法は思いつきません。

メリンダ

私たちは2人とも、自分が現在いる世界よりもよい世界を作り上げることを信念とする家庭で
育ちました。私の両親は、私と姉、弟たちの心にカトリック教会の社会正義の教えを深く刻み
込みました。ビルの両親は目眩がするほど多数の重要な理念および無数の地元組織をサポ
ートするための賛同者集会に参加する常連でした（父親は今でも参加しています）。

ウォーレン・バフェットと知り合った時、彼は違う場所で違う年代に育ったにもかかわらず、私
たちと同じ価値観を共有していることがわかりました。ウォーレンが私たちを信頼して彼の財
産の大部分を託してくれた時、私たちは共有する価値観に見合うよう一層の努力をしました。

もちろん、これらの価値観は私たち3人独自のものではありません。何百万人もの人々がボラ
ンティア活動を通して社会に還元したり、寄付を行って他者を援助しています。しかし私たち
は、莫大な富を寄付できるという普通ではない立場にあります。私たちの目標は、両親が教え
てくれたことを実行し、世界をさらによい場所にするために、自分の役割を果たすことです。

ビルと私はこの活動を18年間ほぼフルタイムで行っています。これは私たちの結婚生活の大
部分に、そして子供たちのほぼ全人生に相当します。財団の活動が自分という存在から切り
離せないものになった現在、財団は私たちの人生であるため、その活動を続けます。

カンボジアのパイリンで医療従事者とマラリアについて話す



152018年 年次書簡

私たちは財団の活動を説明することで子供たちに価値観を継承し、成長してからは自分の目
で事実を確認できるよう、視察旅行に同行させました。私たちは学習セッション、視察、戦略
会議など、日 の々何千にもわたるブリーフィングを通してお互いにつながっています。どこへ行
くか、誰に会うか、何を読んで見て聞くか。これらは財団活動のプリズムを通して決定されます

（Netflixのドラマ「The Crown」を観ていない時にですが）。

おそらく20年前、自分たちの財産をどうするかについて別の選択ができたかもしれません。し
かし現在、それを想像することはできません。もし当時、異なる人生を歩むことを選択していた
ら、現在の私たちは存在しなかったでしょう。これが私たちが選択した人生なのです。

ビル
または「The
Leftovers」か

「The Man in 
the High Castle」。


