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献辞

私たちは今年の書簡を、ビルのMicrosoftの共同創設者
で、昨年の10月に癌で亡くなった、私たちの親友ポール・
アレン氏に捧げます。 ポールは、素晴らしい人物で、幅広
い知性と、複雑な話題でも簡潔に説明してくれる稀有な
才能の持ち主でした。音楽、科学、芸術、スポーツ、慈善

活動など様々な活動への情熱を共有することを愛してい
ました。 また、ホームレスのためのシェルターや、脳科学
研究、芸術教育を支援していました。ポールは私たちに、
優れた技術革新が世界でどれだけのことを成し得るかに
ついて気づかせてくれました。彼はもっと長生きするべき
だったし、彼の死は私たちの心に大きな穴を残しました。 
ジミー・ヘンドリックスを聞くたびに、ポールを想います。

ビル・ゲイツとポール・アレン 1982年ワシントン州ベルビュー
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2018 年はいかがでしたか。 期待した通りだ
ったといえますか。 
私たちの答えはおそらくノーでしょう。 特に壊滅的な自然災害から、記録的な数の女性候補
者が(米中間選挙で)立候補したことまで、2018年は驚きの連続のように感じました。 現在か
ら後ろを振り返ったときに見える世界は、数年前に私たちが前を見て描いていたものとは大き
く違います。

これらの驚くような出来事が起きた良い点としては、行動を起こすきっかけとなることが良くあ
ることです。 世の中の現実が期待と一致していないことに気づくことで、人 が々悩み、現状を変
える必要があると理解することができますし、一部では変革がすでに起こっていることを浮き
彫りにしてくれます。

25年前、私たちは貧困国の何十万もの子供たちが下痢で
亡くなったという記事を読みました。 その時の驚きが、我々
が大切にする価値を具現化することへとつながりました。 私
たちは、革新がすべての人に当てはまる世界、つまり予防が
可能な病気で死ぬ子供がいない世界を信じています。 しか
し、そこで見たのはまだ不平等によって形作られた世界だっ
たのです。

私たちの社会貢献活動における最も重要なステップの1つ
がその発見でした。 驚き、激怒し、活動を開始したのです。

良い意味で驚いたこともありました。 私たちが最初にマラリアについて学び始めたとき、誰か
が長時間作用するワクチンを発明するまで、世界はこの病気に真っ向から向き合うことは決し
てないだろうと思いました。 しかし、蚊帳などの対策のおかげで、マラリアによる死亡は2000
年以降、42パーセント減少しています。

今年の年次書簡では、この旅の過程でさらに9つの私たちが驚いたことをご紹介しています。 
心配になる出来事も良い刺激を与えてくれる出来事もあります。 それら全てが私たちを行動に
駆り立てました。 あなたにもそうであることを願っています、なぜならそれこそが世界が良くな
る方法ですから。

「特に壊滅的な自然
災害から、記録的な数
の女性候補者が(米中
間選挙で)立候補した
ことまで、2018年は
驚きの連続のように
感じました。」

ビル:
父に送って、「これは
何とかできるかもしれ
ない」と言いました。
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アフリカは最も若い大陸です。
ビル： 世界は年 を々とっていますが、アフリカは（ほぼ）同じ年のままです。 わかりにくいかもし
れませんが、個別のデータを見ればお分かりいただけるでしょう。

世界の人 の々年齢の中央値は上昇しています。 世界のあらゆる地
域で、人 は々長生きしています。 より多くの子供が成人するまで生き
残るにつれて、女性が持つ子供の数は減りました。 その結果、地球
の人口は中年化へ向かいゆっくりと進んでいます。

例外は、平均年齢が18歳のアフリカです。 北米では35歳です。 そ
して、若いアフリカ人の数は今後数十年で増加すると予想されてい
ます。 

これには多くの理由があります。 一つは、年間の出生数が、サハラ以南のアフリカの最貧地域
では増加しているにもかかわらず、アフリカの他の地域では減少しているということ。 これ（若
いアフリカ人の増加）は資産にも不安定の源にもなり得ます。 メリンダと私は、正しい投資が
大陸の大きな可能性を引き出すと信じています。 若いアフリカ人は、これから彼ら自身のコミュ
ニティだけでなく、全世界の未来をも形作るでしょう。

メリンダ： 経済学者たちが、繁栄する国の条件を説明するときに強調する要素の一つは「人
的資本」です。 それは質の高い健康と教育サービスに若者がアクセスできるかに未来がかかっ
ている、と言い換えることができます。 健康と教育は経済成長の双輪の原動力です。 

サハラ以南のアフリカが、その国の若い人 に々投資することを約束すれば、世界における労働
力において、2050年までにその地域のシェアが2倍になり、何億人もの人 の々生活を向上させ
ることができます。 

特に女子教育は、地球上で最も強力な推進
力の1つです。 教育を受けた女子はより健康
的であり、より裕福です。 （すべての女児が12
年間の質の高い教育を受けた場合、女性の
生涯収益は最大30兆ドルも増加することに
なり、これは米国経済全体よりも大きい数字
です。 ）そして彼らの家族もその利益を得るこ
とになります。 女性が教育を受けていればい
るほど、より健康な子供を育てることができる
ようになります。 事実、ユネスコは、中低所得
国のすべての女性が中学校を卒業した場合、

それらの国の子供の死亡率は約半分になると推定しています。

急増するアフリカの青少年層が、健康で、教育を受けて力を付け、女子を置き去りにせずに彼
女たちを底上げすることが、私の想像できる最も良い進捗の指標でしょう。

ザンビア、ソルウェジ地区の小学校の児童

「若いアフリカ人
は、これから彼ら
自身のコミュニテ
ィだけでなく、全
世界の未来をも
形作るでしょう。」

メリンダ:
このような無味乾燥
な専門用語は経済学
者に任せてください。
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自宅でできるDNA検査は、連続殺人者を発見
するだけでなく、早産防止の一助にもなり 
ます。
ビル： 昨年警察が遺伝子検査の結果を使用してゴールデン・ステート・キラーを捕まえたと
き、その話は世界中で大々的に報道されました。 でも、在宅DNA検査から得られるのはそれ
だけではありません。 科学者が、23andMeのユーザーが自発的に提出した40,000件以上の
サンプルを調べたところ、6つの遺伝子が早産と関連がある可能性があることを発見しました。 
その1つはセレンと呼ばれるミネラルの利用を制御しています。 

一部の人 は々セレンが適切に処理されるのを妨げる遺伝子を持っています。 私たちの財団が
資金を援助した23andMeの研究で、その遺伝子を持っている妊婦が早く出産する可能性が
高いことが発見されました。 これは、陣痛がいつ始まるかが決定するのに、セレンが1つの役割
を果たしていることを示唆しています。

未熟児の原因を理解することは非常に重要です。 毎年
1,500万人の赤ちゃんが未熟児として生まれており、5歳未
満の子供の主な死因となっています。 早産は世界のあらゆ
る地域の母親に影響を及ぼします（これについてはメリンダ
が後でお話します）が、低所得国では、より豊かな国よりもは
るかに未熟児の死亡率が高いです。

研究者たちは今年の後半まで、セレンが早産のリスクにどの程度影響するのか正確に知りませ
んでした。 しかし、関連がある程度証明されれば、いつの日かセレンが、女性が妊娠を満期まで
延ばすための安くて簡単な解決策となるかもしれません。

この関連性は、私たちが近年達成した飛躍的な進歩の1つです。 より良いツールと多くのデー
タ共有によって、赤ちゃんが早い時期に生まれる原因となるもの、そして胎児を子宮内でより長
く留めるために何ができるかを、我 は々ついに理解し始めています。 私はスタンフォード大学
のチームが開発した未熟児の簡単な血液検査に特に興奮しています。 女性がどれくらい早く
出産するかがわかるので、医師と協力してリスクを最小限に抑えることができます。

メリンダ： ビルが今述べたような有望な発見もありましたが、私が驚いたのは未熟児について
我 が々どれほど知らないのかということです。 世界の全ての場所で10パーセントもの人 に々影
響を及ぼすことが、これほど注目を集めなかったことをほかに知りません。

早産の大多数については、その原因を特定することはできませんし、なぜ一部の女性グループ
に出産が早い傾向があるのかもわかりません。 たとえば、背の高い女性の妊娠期間がより長
い理由は謎です。 そしてアメリカでは、なぜアフリカ系アメリカ人の女性が、アフリカ諸国から
アメリカに移住する女性よりも早産が多いのかも謎です。 1つの理論は社会文化的なもの、つ
まり人種差別やアフリカ系アメリカ人への偏見に一生直面していることが、健康を損なうスト
レスにつながっているというものです。 もう1つは、アメリカで育った場合、女性の体内に混在す
る微生物が異なる可能性があるということです。 私たちにはわかりません。

「科学者たちは、6つの
遺伝子が早産と関連
がある可能性があるこ
とを発見しました。」

ビル: 
これは私たちが本当
に解決する必要があ
る大きなパズルです。

メリンダ:
アフリカ系アメリカ
人の女性は、白人女
性よりも早産の可能
性が49％高いです。
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しかし、わかっていることを1つご紹介しましょう。 未熟児は、未熟児であるか、そうでないかの
二進法ではありません。 赤ちゃんがいつ生まれるかは非常に重要です。 36週に生まれた赤ち
ゃんは、34週に生まれた赤ちゃんよりもはるかによい状況にあります。 私たちの目標は未熟児
を完全に防ぐことではなく、誰でも妊娠を満期に近づけることができるようにすることであるべ
きです。 そしてその方法について、やっと知識のギャップを埋めはじめています。

世界は、毎月ニューヨーク市1つ分を40年間
建設し続けることになります。
ビル：気候変動を止めるにはどうすればいいのか、もっと多くの人に十分に理解してもらいたい
です。

再生可能エネルギーが安くなり、おそらくあなたも電力の進歩について、何らか読んだことがあ
るでしょう。 しかし、電力が占めているのは世界中で排出される温室効果ガスのたった4分の1
です。 

製造業が21％とすぐその後に続きます。 製造業について考えるとき、ほとんどの人が組立ライ
ンの上で製造している物を想像しますが、その数字には建物で使われる材料なども含んでいる
のです。 セメントや鉄鋼を作るためには化石燃料からの大量のエネルギーが必要であり、関連
する処理では副産物として炭素を放出します。 

今後数十年の間に都市人口が増え続けるに従って、2060年までに世界の建築物の量が倍増
するーそれはニューヨーク市1つ分を毎月、今から2060年まで増やし続けるのと同等ーと予
測されています。 それはたくさんのセメントと鋼鉄を意味します。 私たちは気候変動を悪化さ
せることなく、すべてを達成するための方法を見つける必要があります。

製造業だけが大きな要素ではありません。 
農業は温室効果ガスの24％を占めます。 そ
れには牛がげっぷやおならをしてメタンを放
出する量を含みます。（個人的な驚きですが、
まさか牛のお腹にたまるガスについて真剣
に書くとは思いませんでした。）

もっと大きなポイントは、気候変動を解決す
るためには、農業、電気、製造、運輸、建物な
ど、それを推進するすべてのものについてゼ
ロに近い排出量を達成する必要があるとい
うことです。 私はこれら5つの分野を、気候
変動における大きなチャレンジと呼んでい
ます。

温室効果ガスの排出

25%

24%建築物
6%

交通手段
14%

産業
21%

その他のエネルギー
10%

出典: IPCC (2014)

農業、林業、
およびその他
の土地利用 

電力と熱
の生産  

ビル: 
ここでいう「建物」と
は、実際には断熱材
や空調システムなど
を指しています。 わ
かりにくいですね！
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人 が々単に、肥料の使用、貨物船の運行、事務所の建設、または飛行機の飛行をやめると考え
るのは現実的ではありません。 発展途上国に他の人 の々ために成長を抑えるように頼むこと
も公平ではありません。 例えば、低所得国および中所得国の多くの人 に々とって、牛は収入源
と栄養素として不可欠です。

解決策の1つは、5つすべての分野でイノベーションに投資することです。 そうすれば、気候を破
壊することなくこれらのことを実行できます。 私たちはそれぞれの大きな挑戦において、画期的
な発明を必要としています。

いくらかの進歩があったことをご報告できます。 欧州委員会が最近、5つの分野の研究開
発に投資することを約束しました。 そして私が関わっている10億ドルの民間資金である
Breakthrough Energy Ventures（BEV）は、5つの大きな課題をかかげ、すべての投資をクリ
ーンエネルギー企業へ導びこうとしています。（BEVでの私の仕事は、ゲイツ財団がしている農
業従事者の気候変動への適応のサポートとは別です。） 

しかし、私たちは人 に々それらの課題についてより効果的に知らせる必要があります。 メディア
がこの広範に及ぶ問題にふさわしい報道をしてくれれば、その助けになるでしょう。 ソーラーパ
ネルは素晴らしいですが、私たちはトラック、セメント、そして牛のおならについても耳を澄ませ
るべきなのです。

データは性差別的になる可能性があります。 
ビル： 私は健康と開発に関するデータを研究することに多くの時間を費やしています。 私たち
が持っている女性や女児についてのデータがどれほど少ないかに驚いています。 主な理由は、
問題が「女性の」問題とそうではない問題、と人為的に分断され、女性の問題はそれほど綿密
に研究されていないということです。 これは皆の進歩を妨げています。 全人口の半分を占める
人 の々間で何が起こっているのかわからなければ、物事を改善することはできません。 現在、テ
クノロジーによってデータの収集がはるかに簡単になっているのですから、これに対する正当
な言い訳はありません。

メリンダ： 昨年、途上国の女性はどのくらいの収入を得たのか、どのくらいの財産を所有して
いるのか、また家事に費やす時間は、女児が男児よりも何時間長いのか。

私は知りません。 他の誰も知りません。 ただデータが存在しないのです。

ビルと私は、世界の最も貧しい人 の々発展を推進する上でデータが果たす役割について話す
だけで、簡単に年次書簡を埋めることができます。 データがより良い決定と政策へと導いてく
れます。 そして私たちが目標を作成し、進捗を測るのを助け、アドボカシーと説明責任を可能
にするのです。 

だからこそ、女性と女児の生活に関するデータが欠けていることは非常に害になります。 彼女
たちの人生をより良くする手助けをする障害となるのです。 

ビル:
彼らがより良い種
子と肥料を入手
する手助けをする
ことを含みます。
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問題は、一部の女性が記録から完全に抜けていることだけではありません。 私たちが持ってい
るデータ、つまり政策決定者が依存しているデータの精度も低いのです。 それは性差別主義
者的だとさえ言えるかもしれません。 データは客観的なものだと考えたいのですが、尋ねる質
問によって返答が形作られることがよくあり、質問が偏るとデータにも偏りが出ます。

たとえば、開発途上国の女性について私たちが持っている数少ないデータのほとんどが、性と
生殖の健康に関するものです。 というのも、社会における女性の主な役割が妻と母親である地
域において、その点に研究者が注目してしまう傾向があるからです。 しかし、多くの国 で々は収
入と資産は世帯単位で数えられるので、これらの女性の大部分がどれだけ稼いでいるか、ある
いは何を所有しているかはわかりません。 夫は世帯主と見なされるので、結婚した女性が持ち
込むものはすべて彼の所有物とされてしまうのです。

全てのデータにこのような欠陥があるとすれば、女性の経済活動を過小評価するのは簡単で
あり、女性の経済状況が改善しているかどうかを測定するのは困難です。

3年前、私たちの財団はこれらのデータのギャップを埋め始めるために大きな投資をしました。 
新しいツールやトレーニングを通してデータ収集者を強化することから、実態を知るために既
存のデータセットを性別で分類し、新たな発見を求めて分析することまで、ジェンダーのデータ
革命を加速するために取り組んでいる組織のネットワークに参加しています。

この、データを収集して分析する作業は、はっきり言ってつまらないことに思えるかもしれませ
ん。 しかし、データを使って何百万という女性や女児に力を与えるのですから、そうではありま
せん。

私が数年前にケニアにいたとき、クリスティーンという名前のデータ収集者がナイロビの最も
貧しい地域の女性を対象とした戸別訪問調査に私を同伴してくれました。 彼女はこの仕事を
通して出会う女性の多くが、彼女らの人生についてこれまで質問されたことがないと話しまし
た。 クリスティーンは、彼女が女性の自宅のドアをノックして、その女性についてより良く知るた
めに来たと説明すると、その女性が重要である、つまり誰かが彼女を気にかけているというメッ
セージをその女性に送るようだ、と言っていました。

彼女の指摘したことは、強い力を持つものだと思います。 私たちが何を測定するかを選択する
ことは、社会が重視するものを反映しています。 だからこそ、女性と女児の生活を理解すること
について、世間は「私は知らない」という答えを受け入れることはできません。
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10代の少年たちから、怒りへの対処について
たくさん学ぶことができます。
メリンダ： 2年前の秋に、ビルと私はジョージア州の刑務所で、ある日の午後を過ごしました。 
訪問の理由は、貧困と大量投獄との関連についてもっと学ぶためでした。 （昨年の書簡で書い
たように、私たちの財団は米国において公共教育への投資を超えて仕事を拡大し始めている
ので、多くの角度から米国の貧困を研究しています。）

その日最も記憶に残ったのは、囚人の小さなグループとの会話でした。 暴力的な犯罪者がどの
ようであるかという先入観があったとしたら、会った男性たちはそれに合う人たちではありませ
んでした。 一緒に過ごした間、彼らは面白くてフレンドリーで、内省的でした。

釈放後の彼らの人生の計画と、有罪判決につながった状況について話しました。 犯罪の詳細
には深く入りませんでしたが（いくつかは深刻な暴力的な犯罪でした）、ほとんどが自分たちの
ことを、善良な人間だけれども、悪いグループに陥り、感情が高まった時にひどいことをしてしま
ったと考えていました。 彼らは起こった出来事について責任を負っていますし、そして時間をさ
かのぼる機会が与えられれば、異なった行動にでたでしょう。 しかし、事件の瞬間において、彼
らは間違った判断をしたのです。

全国各地の若者が、毎日同様の状況に陥っています。 高揚した
会話から暴力や殺人へと発展しているのです。 若い人 の々衝動
コントロールを改善するために関与することが、若者を学校内
にとどめ、トラブルから守り、彼らがより安全に状況を導くのを
助ける可能性があることを、ますます多くの研究が示唆してい
ます。 そこに「男になる（Becoming a Man(BAM)）」のような
プログラムが登場したのです。 

BAMは、犯罪や暴力団活動の多い地区における若い男性の感情を探り、意思決定のスキ
ルを磨くのを助けます。 BAMの成功は多くの注目を集めました。 シカゴ大学の調査による
と、BAMは参加者の暴力犯罪による逮捕を半分近く減らすことがわかりました。 

昨年、ビルはBAMと時間を過ごし、高校生の小グループの会議に加わりました。 彼が家に帰っ
て来たとき、私はその経験が彼をどれほど感動させたかがすぐにわかりました。 「BAMサーク
ルを見学しただけじゃない。 サークルに参加したんだ。 」と彼は私に言いました。

ビル： 私たちの財団が、子供たちの社会的、感情的な成長を手助けするプログラムに投資し
始めていたのが、BAMについて耳にしたきっかけです。 そのアプローチが非常に効果的であ
ることに驚き、実際に活動を見たくなりました。 それがどれほど感動的かその時は知りません
でした。

このプログラムの生徒たちが週に2回、カウンセラーと行っている小さな会議のひとつに出席さ
せてもらいました。 参加するにはグループから招待されなければならないので、生徒たちに正
式に招待してもらった後に、私は（高校）2年生と3年生の混在した、5人の若い男性たちと輪に

「状況がかなり異なっ
ていても、怒りへの対
処を学ぶことは私た
ち全員が共感できる
ことでした。」
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なって座りました。 彼らは円を描くように、順番にその日の話題について何かを共有することか
ら始めました。 私が参加した日のテーマは「怒り」でした。 最後に怒りを感じたのはいつか。 そ
れをどのように処理し、ほかにやり方があるならどうしたか。 

教師が不公平だったことや、ゲームで死んでばかりだったことなど、典型的な10代の苛立ちに
ついて話す生徒もいれば、家族が刑務所に入るところを見たばかりだという生徒や、友人が撃
たれたことなど、悲劇的なことについて話す生徒もいました。 (参加者の機密保持のため、訪問
の詳細は控えます。 ） 

私の番になったとき、私の答えは他の人のものとは異なりました。 私は、ある会議でポリオの
症例数が増えていることを知った時に怒りがこみ上げたことについて話しました。 そのような
問題について心配できることは幸運です。 その日に集まった若い男性達の悩みは、もっと家庭
に近いものでした。 ポリオなど、彼らの心配事のトップにくることはほとんどありませんし、その
理由は理解しています。

しかし、状況がかなり異なっていても、怒りへの対処を学ぶことは私たち全員が共感できること
であり、大人になるための重要なライフスキルです。 成長する過程で両親が不公平だと思って
いたら、私だって両親にひどい態度を取っていた可能性もあります。 私がマイクロソフトにいた
とき、一緒に働いていた人達に厳しくあたっていました。 成功する助けとなった部分もあれば、
やりすぎの部分もあったと確信しています。

ですから、このような厳しい状況の中で若い男性たちが私よりもずっと早くこのスキルに取り組
んでいるのを見るのは感動的なことでした。 生徒たちはお互いに思慮深い質問を交わし、深く
会話に入り込んでいました。 彼らは大きな課題に直面し、信じられないほどの回復力を見せて
いました。

セッションが終わった後、私はしばらく残ってメンバーと話をしていました。 一緒にポーズをし
てセルフィーを撮ったり、XboxとPlayStationについて冗談交じりの議論をしたりしました。（私
たちはXboxファミリーだねと言ったら、誰も驚かなかったですよ。） 

このBAMグループはそれまでに1年間を共にしていましたが、それは明らかでした。 彼らが互
いを尊重しあい、親密さを許していることに感動しました。 私は、世界のすべての教室でこの感
覚を感じられるようになるべきだ、と考えながらその場を後にしました。

ビル: 
これに、私は自分
で取り組まなけれ
ばならなかった。
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ナショナリストにとってもグローバリズムは理
に適っています。
メリンダ： ナショナリズムは、私たちが最近ますますよく耳にするようになった言葉です。 それ
はまた21世紀の政治の中で、最も多くの意味を持つ言葉の一つです。 ナショナリズムは、人に
よって異なることを示す（そして、異なる含意と暗示を伝える）ようになりましたが、根本的には、
国の最初の義務はその国自身に対するものであるという信念です。 その要素には多くの人が
同意することと思います。 

ビルと私は自分たちの国が大好きです。 国が大切にするものを信じていますし、私達のリーダ
ーがそれを守る義務があることに同意します。 そして、これらすべての理由から、グローバルな
関与は私たちの愛国的な義務と考えています。 

私たちだけではありません。 ホワイトハウスがアメリカの対外援助予算を大幅に削減すると発
表した際に、これらの投資がアメリカの利益を守るために不可欠であると主張したのは、議会
とアメリカの軍事指導者でした。

アメリカのような国が対外援助に投資するのは、海外の安定を高めることが、国内の安全を高
めるからです。 海外での健康システムを強化することは、エボラ出血熱のような致命的な病原
体が世界的な流行病になる可能性を減らします。 そしてどこにいても安全な環境の中で、教育
を受けた健康的な子供を育てる機会を、すべての親に確実に与えることで、別の土地でより良
い生活を送るために、決死の旅に出なければいけない可能性も低くなります。 

自国を最優先にして世界の他の国に背を向けることで良いことは何もありません。 どちらかと
いえば、その逆が真実です。

グローバルファンドの支援国におけるマラリアによる死亡者数の推移
マラリアによる死亡者数

出典：グローバルファンド
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ビル: 私たちは、今後2、3年のうちにこの主張を何度でも繰り返すつもりです。 なぜなら、これ
はグローバルヘルスにとって極めて重要な時期であり、メリンダが述べたような一種の独りよ
がりのアプローチが、深刻な後退を引き起こす可能性があるからです。 

メリンダ:
マティス将軍からの
引用：「国務省に資
金を十分に供給し
ないのであれば、私
はさらに弾薬を購入
する必要がある」
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2019年、各国政府は健康への取り組みを行う世界最大の機関の1つである、グローバルファ
ンドへ資金を再拠出する必要があります。 そして、ワクチン同盟のGaviは、2020年に資金調達
の時期を迎えます。

これらのプロジェクトの世界における貢献は、どれだけ大げさに言っても言い足りません。 
2002年にグローバルファンドがエイズ、結核、およびマラリアと戦うために設立されて以来、
グローバルファンドとそのパートナーたちは2,700万人の命を救ってきました。 2000年以
来、Gaviは6億9,000万人以上の子供たちに基本的なワクチンを提供してきました。 これは、ヨ
ーロッパのほぼすべての人に予防接種をするようなものです。

私にとってこれらの結果は驚くべきことです。 この結果は、私たち全員が極度の貧困にある人
の々健康と幸福に関して責任があるという考えに基づいて行動するときに、何が可能かを示し

ています。 また信じられないほど費用対効果が高く、豊かな国 が々保健医療援助に使っている
のは、国家予算のおよそ0.1パーセントです。 

しかし、私は、裕福な国 が々内向きになっており、自身の利益のみの限られた見方をし、これら
の努力はコストに見合う価値がないと判断することを心配しています。 あるいは、誰もが原則
として援助が重要であることに同意したとしても、政治的忠誠心の対立から行動への移行が
妨げられるかもしれません。

そうなると災難です。 現在、HIVと共に生きる1,700万人以上の人 が々グローバルファンドか
ら薬を受け取っています。 それがなければ、彼らは死ぬのですから。

それが、メリンダと私がサクセスストーリーについて常に語っている理由の1つです。 毎日のよ
うに、新たな怒りが見出しを支配しているように思われるとき、私たちは健康への賢明な投資
のおかげで、極度の貧困にある世界の国 の々何百万という人 の々生活が良くなっていることを、
皆さんに思い出し続けてもらいたいのです。 たとえあなたが自国民の福祉だけを気にかけてい
たとしても、これらの投資は極めて賢明なことです。 進歩はすべての人に利益をもたらします。

トイレは１世紀の間、変わっていません。
ビル: 8年近く前、メリンダと私は世界中のエンジニアと科学者に、トイレの再発明というチャ
レンジを挑みました。 世界中で20億人以上の人 が々まともなトイレを使うことができていませ
ん。 彼らの排泄物はしばしば未処理のままになり、毎日800人近くの子供たちの命を奪ってい
ます。 そして、豊かな世界の衛生ソリューションを輸出することはできません。 下水道設備を
建築するのは高額すぎ、また多くの水を必要とするからです。

昨年私たちは北京でトイレの見本市を開催しました。 そこで私はいくつかの次世代トイレを直
接視察し、さらにはビーカーに入った人間の便と一緒にステージに立ちました。

メリンダ:
どんなパーティー
にも、空気の読め
ない人がいます。

ビル: 
私たちはパーティー
を開く方法を本当に
よく知っています。
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市場に出る準備ができている会社もいくつかあります。 彼らの発明品は、病原体を殺し、急成
長を遂げている都市部のニーズの拡大に対応し、下水道インフラ、外部の水源、継続的な電力
の供給を必要としません。 現在改善の余地があるのは、コストだけです。 貧困層の人たちにも
手頃な価格にするために、私たちの財団がR&Dにより多く投資しているのはそのためです。

それでは、次世代のトイレはどのようになっているのでしょ
うか。 一見したところ違いはなく、SF小説の中に出てきそ
うなものではありません。

実際の工夫は見えないところにされています。 現在のトイ
レとは異なり、将来のものは自己完結型です。 病原体を殺
し、廃棄物を安全になるまで処理できるという本質的には
小さなプラントです。 多くの機種は、人間の糞尿を農作物
用の肥料や手洗い用の水のような有用な副産物にさえす
ることができます。

これら未来のトイレは世界で一番きらびやかなイノベーシ
ョンではないかもしれませんが、何百万もの未来の命を救
うでしょう。

メリンダ： 私とビルは、危険な公共便所へ行くことを避けるために、一晩中尿を我慢して腎臓
の損傷を受けた女性たちと出会いました。 唯一の排泄できる場所が野外という人たちとも出
会いました。 彼らは食物摂取を一日中制限し、ある程度のプライバシーが得られる暗さになる
夜が来るまで排泄を待ちます。 また、学校にきちんとしたトイレがない場合、女子生徒は生理
の期間に学校を休みがちになることを示す定性的なデータもあります。 （生理に対する根強い
偏見がまだ多くの場所に残っていること知ると、屈辱を受けるリスクよりも、勉強に遅れたり、
賃金が減る選択をする理由を理解し始めることができます。）

私がそうであるように、あなたもきっとトイレについての会話が好きというわけではないと思い
ます。 しかし、女児を学校に留め、女性の経済参加を拡大し、彼女たちを暴力から守ることに
関心があるのであれば、私たちはトイレについて喜んで話す必要があります。

教科書は時代遅れになりつつあります。 
ビル: 私は人並み以上に教科書を読みましたが、これは学習法としてはかなり制限された方法
です。 最高の教科書でも、あなたがどの概念を理解しているか、どの概念をより詳しく説明する
必要があるかを明らかにしてはくれません。 教科書は先生に、あなたが昨夜の宿題で読んだ
部分をどれほどきちんと理解したかを伝えることは絶対にできません。

しかし現在はソフトウェアのおかげで、紙だけの教科書は過去のものになりつつあります。 あな
たが高校の代数を取っているとしましょう。 方程式を解くための章をただ読むのではなく、テ
キストをオンラインで見て、方程式の解がどう行われているかを示す最高に魅力的なビデオを

未来のトイレはこのような外見ですが、機能はかな
り違います。

メリンダ:
あなたがトイレに行
く必要がある度に、
安全を恐れなけれ
ばならないことを
想像できますか？
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見て、その概念の理解を強化するゲームを行うことができます。 それからオンラインでいくつか
問題を解けば、ソフトウェアがあなたがよく理解していない概念に集中できるよう、新しいクイ
ズ形式の問題を作成します。

これはすべて、教師がすることを補完するものであり、代替物
ではありません。 先生はあなたが読んだものや見たもの、ど
のような問題が正解や不正解だったか、そしてよりサポート
を必要とする分野を示す十分な報告を得ます。 次の日の授
業で、先生はあなたとの時間を最大限に活用するための、具
体的な情報と提案を山ほど得ているのです。

私が前回の書簡でこのようなソフトウェアについて皆さんにお話したとき、ほとんどが憶測でし
た。 しかし今、私はそのようなツールが幼稚園から高校まで何千もの米国の教室で採用され
たことをご報告することができます。 全米の学生や教師が使用しているデジタルカリキュラム
の例としては、Zearn、i-Ready、LearnZillionがあります。 3,000校以上が、私が資金提供をし
たBig Historyという無料のデジタルコースで教えています。 このコースは、生徒にすぐに作文
の宿題のフィードバックを返すソフトウェアを使用しています。

では次にする事は何かというと、あらゆるソフトウェアで行っているのと同様の基本サイクル、
つまり既存の製品に関する多くのフィードバックを得て、機能しているものに関するデータを
収集し、それらを改善することです。 学校でデジタルカリキュラムを使用することについて自治
体の信頼が高まっているため、このサイクルは加速しています。 この成長の勢いが、この種のツ
ールを提供するのに時間がかかっている大手教科書の出版社の多くを刺激することを願って
います。

一方で、このようなソフトを使用していて、重くて高価な教科書に戻りたいという声は誰からも
聞いたことがありません。

メリンダ： これらのオンラインツールは学生の理解度に適応することに加えて、学生が誰であ
るかに適応するような、教育と学習への新しいアプローチを促進しています。

2019年現在、寮に住んでどこか暖かいところで数回の春休みを過ごし、4年間で卒業するよう
なステレオタイプに当てはまる学生は、もう定型的な学生とはいえません。 今日の大学生のほ
ぼ半数は25歳以上で、半数以上が仕事をしており、 4分の1以上が子供を持っています。

これらの「従来型でない」学生は、通常の学生のニーズを満たすように設計された非効率的で
柔軟性のない学習環境を効果的に切り抜ける時間やリソースを持っていないことがよくありま
す。 これが、大学に入学する学生の5人に2人が休学や中退する大きな理由です。

デジタル学習ツールによって、大学がより手頃な価格で便利になり、さらに効果的な学習がで
きる場となることで、学生がこれらの困難を解決する助けとなるでしょう。 

ある調査によると、オープンコースウェアを使用すると、1コースあたり平均66ドルから121ドル
の節約になります。（１年にすると合計 1,000ドル 近くになることもあり、この金額は大学に留

「つまり、私たちは今、
現在の学生のニーズを
満たすために、高等教
育を再設計するツール
を手に入れたのです。」

ビル: 
ただし、このアプロ
ーチは数学や科学
のツールの進捗ほど
は進んでいません。
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まるか、中退するかの違いを生み出すものです。 ） 別の研究結果では、入門クラスでデジタル
学習ツールを使用した学生は、従来の方法で学習した学生よりも成績が良いことがわかりまし
た。 そしてもちろん、それらの学生はより柔軟性に恵まれていました。 特定の時間に学校へ行
き教室に出向く必要がないということは、学校、仕事、家庭を並立させている学生にとって大き
な違いです。 

まとめると、生徒たちはより安く、便利な授業に参加して、より高い学習成果を上げることがで
きるのです。 つまり、私たちは今、現在の学生のニーズを満たすために高等教育を再設計する
ためのツールを手に入れたのです。 

携帯電話が最大の力を発揮するのは世界で最
も貧しい女性の手に届いた時です。
メリンダ： 裕福な国では携帯電話を使用すると、カタツムリのように遅い手紙の代わりにEメ
ールを送信したり、地図を使わずに世界を移動したり、雨の中で外に立ち続けなくても車を呼
ぶことができます。 しかし、世界で最も疎外されている女性たちにとって、携帯電話は単に彼
らの昔の生活をより便利にするだけではありません。 全く新しい人生を築く手助けとなるので
す。 それは、コネクティビティが疎外の解決策となるからです。

銀行に行ったことがない女性であれば、モバイルバンキングが
公式経済への足がかりとなり、経済的自立を促します。 料理、
掃除、子育て全てをしなければならない場合は、自宅で研修が
できたり、顧客やプロフェッショナルな組織とつながる機会が
できることで、収入が劇的に向上する可能性があります。 地元
の診療所で、避妊薬を購入をすると陰口を言われるかもしれな
いとためらっている場合は、Eコマースの宅配プラットフォーム
を使用して、自分の身体と将来の管理をすることができます。 

つまり、女性は携帯電話を使ってサービスや機会へのアクセス
ができるだけではありません。 携帯電話を使用することが社会
規範を変え、ジェンダーの不平等が続く原因となっている権力
構造へ挑戦することにもなっているのです。

問題は、携帯電話の所有とモバイルインターネットの使用における男女格差が依然として大
きいことです。 アフリカ、アジア、南アメリカの10カ国で行われた最近の調査によると、年齢、教
育、富、地域にかかわらず、女性は男性よりもインターネットを使用した経験率が40％近く低い
ということがわかりました。 

ハイチの高校生、ケッテリン・ピエレが
友達にテキストメッセージを送ってい
るところ。
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このギャップが存在する理由はたくさんあります。 費用、識字率及び情報リテラシー、社会的
規範の3つが大きなものです。 これに対応して、女性顧客をターゲットにしたビジネス戦略を
作成し、この市場に積極的に参入しようとしている携帯電話会社もあります。 ケニアとナイジェ
リアでは、女性のデジタルリテラシースキルの教育に新たな焦点を当てたジェンダー開発プロ
グラムが進められています。 そして私たちはハーバード・ケネディスクールのイニシアチブと提
携し、社会的規範の障壁に対する解決策のテストを始めました。

女性の手に携帯電話を持たせることがなぜそれほど重要なのかを考えるとき、私は昨年10月
にインドネシアで出会った女性、ニクマーのことを思います。 ニクマーは、野菜を売って3人の
子供たちを育てようと何年も努力したけれども、生活をまかなうことはできなかったと言ってい
ました。 さらに、虐待をする夫から逃げたあと、状況はひどくなりました。

今日、ニクマーは、Go-Jekという配車や食べ物の配達、その他のサービスで人気の高いモバイ
ルプラットフォームを通して生計を立てている、100万人以上のインドネシア人のうちの1人で
す。 このアプリは彼女を顧客と収入の安定した流れに結びつけ、報酬はモバイル銀行口座を通
して支払われるので、彼女は自分が稼いだお金を完全にコントロールすることができます。 現
在は自分を虐待する男性に頼る必要なく、子供たちを養う余裕があります。 そしてニクマーは
自分の携帯を使って、他の女性サービスプロバイダーたちと事故や健康上の緊急事態に支え
合うために貯蓄をプールするネットワークを作りました。

ニクマーは私に「人生は車輪のようなものです。 下になるときもあるし上に来るときもある。」 
と言いました。 彼女のように人生の多くを車輪の下になって過ごしてきた女性にとって、モバイ
ルテクノロジーは不平等と戦って自らを引き上げる、新たな機会を生み出します。 そもそもテク
ノロジーへのアクセスが不平等によって妨げられないようにすることで、女性がこのような機会
をつかむのを助けることができます。
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最後のサプライズ（かもしれない）
私たちは最近、将来についてまだ楽観的であるかどうかをよく尋ねられます。 それには、「絶対
に楽観的だ」と答えます。 その1つの理由は、革新の力を信じているからですが、もっと大きな
理由は、この書簡に書いた一つひとつの課題を解決するために、自分たちの考え、リソース、そ
して人生さえも捧げている人たちがいるからです。 

否定的な見出しに圧倒されると感じるとき、ただ座って、世界が良くなっていくことを期待する
権利がある人は誰もいない、ということを自分たちに言い聞かせます。 私たちは全力を尽くし
て、世界が良くなる方向に推進する責任があるのです。

その意味で、楽観主義は行動を起こす強力な呼びかけとなり得ると考えています。 そしてそれ
には相乗効果があります。 より多くの楽観主義者が未来を良いものにするために働けば、楽観
的であるべき理由が多くなるのです。

行動を起こしてみたいと感じた驚きはありましたか？ぜひ感想を聞かせて下さい。


