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貧しい国を訪問すると、
世界の状態がますます良
くなっている様子を目の
当たりにすることができ
ます（2011年、インド・ジ
ャムソート）。
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およそどのような基準に照らしてみても、世界は
これまでよりも良くなっています。人々はより長く
健康的な人生を送っています。極貧率はこの25年
で半減しました。乳幼児死亡率も激減しています。
かつての被援助国の多くが、現在は自給自足国と
なっています。

そのような目覚ましい進展であれば大いに祝福
し、成功の理由を調べてさらに活かそうと誰もが
先を急ぐはずだと思うかもしれません。しかし実際
はそうではないのです。少なくともこの進展に比例
するような動きではありません。実を言えば私は、
世界が改善されていると考えている人がいかに少
ないか、逆に世界が悪くなっていると考えている人
がいかに多いかということに驚いています。  

その一因として私は、多くの人々がいくつかの通
説、つまり事実を脅かす間違った考えにとらわれて
いるためだと信じています。中でも最も有害な通説
が、貧しい人々は貧しいままであり、彼らを助けよ
うとする努力は無駄になるだけで、救命すれば事
態がさらに悪化するだけだというものです。

私には人々がそのように否定的な見解を持つ理由
がわかります。なぜなら、それが私たちがニュース
で目にしていることだからです。悪いニュースは「あ
る国が飢餓に襲われた」「独裁者が某所を占領し
た」というように劇的な出来事であり、レポーター
にとっても取材しやすいでしょう。しかし、良いニュ
ース（少なくとも私が考える種類の良いニュース）
はスローモーションで起こります。国々は豊かにな
っていますが、その様子を映像に捕えるのは困難
です。健康は改善していますが、マラリアで死なな
かった子供について記者会見が開かれることはあ
りません。

「世界は悪くなっている」とか「極貧と疾病は解決
できない」といった考えは、間違いというだけでは
なく有害でさえあります。進展の足かせとなり、そ
ういった問題を解決しようとする努力を無意味な
ものに見せてしまいます。およそどのような人でも
繁栄できるチャンスが手に入る世界を創り出す機
会を見えなくしていているのです。

一番良い時は過去にあったと考えれば、人は悲
観的になって古き良き時代へ戻りたいと望むこ
とでしょう。一番良い時は未来にあると考えるな
ら、物の見方が変わってきます。科学者で歴史家
でもあるジェイムズ・バークは、『The Day the 
Universe Changed（宇宙が変わった日）』の中で

ルネサンスについて述べています。彼は、驚異に満
ちたこの時代に起こった多くの進展に関して、１つ
の発生源を指摘しました。それは、「すべては退廃
と悪化の途にある」という信念を「人間は創造と発
見が可能な存在であり、物事を改善させることが
できる」という理解に転換したことでした。すべて
の人の生活を改善するチャンスを最大限に生かそ
うとするのであれば、今日の私たちにも同じような
転換が必要です。

5回におよぶこれまでの年次書簡で、私は当財団
の活動で進展が見られた項目と見られなかった項
目についてお伝えしてきました。しかしメリンダと
私は、今年の書簡では財団だけに焦点を当てない
ことにしました。（財団の活動については後日発表
予定の年間報告でお知らせします。）

代わりに今年の書簡では、貧困や疾病を撲滅しよ
うとする動きから世界を押しとどめている3つの通
説に全面的に焦点を当てたいと考えました。貧困
と援助に関する最初の2つの通説は私が、リプロ
ダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）に関す
る3番目の通説は、専門知識を持つメリンダが担
当します。

これらの通説は国際会議や社交の場で取り上げ
られていますし、政治家、レポーター、学生、CEO
から関連する質問を受けることもあります。3つの
通説すべてが将来に懐疑的であり、世界は改善し
ておらず、貧困と疾病は残り、人口爆発になるとい
う見方を表しています。

私たちはそれとは逆の立場、つまり世界は改善さ
れており、今後20年間はさらに良くなるという立
場を主張したいと思います。

しかし、そのような将来は前もって決められている
わけではありません。その実現には、人間が知恵を
使い、思いやりの心を持って行動することが必要
です。それは、私たちの信頼を下げ、勢いを弱めて
いる壁を取り除くことから始まります。その仕事を
減速させる通説を今年の書簡でメリンダと私が分
析する理由はそこにあります。

これからお話しする3つの通説を次回みなさんが
耳にした時は、同じ行動をとっていただければと
思います。

貧困層の進展を
妨げる3つの 
通説 ビル・ゲイツ
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貧しい国は
貧しいまま
で終わる
 

ビル・ゲイツ

いろんな場所でこの通説が囁かれるのを
耳にしてきましたが、そのほとんどがアフ
リカに関するものでした。ウェブで少し検
索するだけでも、『豊かな国はいかに豊か
になり、貧しい国はなぜ貧しいままなの
か』とか『貧しい人はなぜ貧しいままなの
か』といった見出しや書名が出てきます。

通説
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1 

国内総生産（GDP）の計算は、誤差や不一致の余地が大いに残る不
正確な科学です。一貫性を保つため、この書簡ではペン世界テーブル

（Penn World Table）発表による一人当たりのGDP（2005年のド
ルを基準とし、インフレに合わせて調整済みの数値）を使用します。そ
して便宜上、これを「一人当たりの所得」と呼びます。

©Corbis, Howard Davies

幸いこの手の書籍はベストセラーには
なっていませんが、それは基本前提が
間違っているためです。実際は、所得
や人間の幸福を測定するその他の基
準について、アフリカの国々を含むほぼ
すべての地域で上昇が見られるのです。

では、なぜこの通説がこれほどまで
に浸透しているのでしょうか。 

アフリカについては後ほど触れるとして、
まず最初に半世紀前の世界に戻り、よ
り広範な流れを見ていきましょう。50年
前の世界は、米国と西欧同盟国、ソビエ
ト連邦とその同盟国、その他の国 と々い
う3つに分かれていました。私は1955
年生まれで、いわゆる第一世界は裕福
で「発展」していると教えられながら育ち
ました。この世界ではほぼ全員が学校
へ行き、長い人生を送っていました。「鉄
のカーテン」の向こうにどんな生活があ
るかはわかりませんでしたが、怖い場所
だという印象がありました。そして、基
本的にその他の場所を指す第三世界が
ありました。私たちが知る限り、そこは
貧しく、あまり学校にも行かず、若くして
死ぬ人々であふれている世界でした。も
っと悪いことは、彼らは貧困に陥って這
い上がる望みもないというものでした。

こういった印象は統計で裏付けられ
ます。1960年、世界経済のほとんどす
べてが欧米に占められていました。米

国一人当たりの年間所得は約1万5
千ドルでした （これは一人当たりの所
得なので4人家族であれば年間6万
ドルとなります）。アジア、アフリカ、南
米における一人当たりの所得はこの
数値をかなり下回っており、ブラジル
が1,982ドル、中国が928ドル、ボ
ツワナが383ドルとなっていました。

数年後、私は旅行でこの格差を自分
で目にしました。1987年にメキシコ
シティを訪れたメリンダと私は、自分
たちが目撃した貧困に驚きを受けまし
た。ほとんどの家庭に水道がなかった
ため、誰もが水差しを持って自転車や
徒歩で遠くまで出かけていたのです。そ
れはアフリカの農村で見た光景を思
い出させるものでした。マイクロソフト
のメキシコシティ支社を率いていた人
物は、自分の子供たちを米国に送り
返し、スモッグで病気になっていない
かどうか診断を受けさせていました。

安全な飲料水の供給などの開
発プロジェクトは、世界中で生
活向上をもたらしました（2000
年、タンザニア・ムトワラ）。
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現在のメキシコシティは衝撃的なま
でに変貌を遂げています。空気はロサ
ンゼルスと同レベルまできれいにな
りました（素晴らしいとは言えません
が、1987年からすれば間違いなく改
善です）。高層ビル、新しい道路、現
代的な橋もあります。スラムや困窮地
域もまだ存在しますが、私がこの地
を訪れると、概して「ああ、ここに住む
ほとんどの人は中産階級なのだ。な
んという奇跡なのだろう」と思います。 

1980年に撮影されたメキシコシ
ティの写真と2011年の様子を
比べてみてください （一番上）

ナイロビと上海の写真でも同
様の変化が見られます（右）

メキシコシティ、1980年 メキシコシティ、2011年

ナイロビ、1969年、2009年

上海、1978年、2012年

©Corbis, Owen Franken

©Getty Images, National Geographic

©Corbis, Dean Conger

©Corbis, Keith Dannemiller

©Corbis, Nigel Pavitt

©Corbis, John Heaton

貧しい国は貧し
いままで終わる
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これらの写真が語るストーリーには迫力があります。貧困の全体像は
私が生きている間に完全に描き直されました。トルコやチリにおける一
人当たりの所得は1960年の米国のレベルと同じです。マレーシア、そ
してガボンもこのレベル付近に達しています。豊かな国と貧しい国の
間の無人地帯は、中国、インド、ブラジルなどの国によって埋められま
した。1960年以来、中国における一人当たりの実質所得は8倍も増
えました。インドは4倍、ブラジルはほぼ5倍となったほか、小国ボツワ
ナではその豊かな鉱物資源の賢明な管理が功を奏し、30倍にもなり
ました。その中間に、50年前にはほとんど存在しなかった国のレベル
があります。そして、世界人口の半分以上がこれらの国々に存在します。

こういった変化を知るには、国ではなく人を数える方法もあります。 （下）

1960年「ラクダの世界」

2012年「ヒトコブラクダの世界」

1ドル/日 10ドル/日 100ドル/日

貧困曲線：2つの山から1つの山へ
半世紀前、世界における所得配分はラクダの2つのこぶのようでした。1つ目のこぶはいわゆる開発途上国を表し
、2つ目のこぶはほとんどが欧米にある豊かな先進国を表していました。しかし、世界はもはや欧米とその他の国
に分割されなくなりました。10億人以上の人々が極貧状態から抜け出し、人類の大半がヒトコブラクダの大きなこ
ぶのように中央に集まるようになったのです。

一人当たりの国内総生産(GDP)定数

出典: Gapminder, drawing on Jan Luiten van Zanden et al., "The Changing 
Shape of Global Inequality 1820–2000: Exploring a New Dataset," Working 
Paper 1, Center for Global Economic History, ユトレヒト大学、2011年1月
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よって、「貧しい国は貧しいままで終わる」という通説への
答えとしては、「貧しい国は貧しいままではなかった」とい
う事実を指摘するのが最も簡単です。私たちが「貧しい
国」と呼んでいた多くの国（決してすべての国ではありませ
んが）は今や経済繁栄を実現しています。そして、極貧層
の割合は1990年からすると半分以下まで減っています。

ただし現在も10億人以上もの人々が極貧状態にある
ため、今はまだ祝福の時ではありません。しかし、世界は
著しく変化したので、「開発途上国」や「先進国」という用
語がその役割を終えたと言うことはできるでしょう。

中国とコンゴ共和国が一緒になるカテゴリーの場合、物事
はいつも明確になるどころか複雑になります。いわゆる「開
発途上国」の中には、「開発が行われた」と言ってもいい段
階まで到達した国もあります。失敗した少数の国々はまった

く開発が行われていませんし、多くの国がこの2者間のどこ
かに位置します。国を「低所得国」「中所得国」「高所得国」と
して考えればより有益である理由がここにあります 。（専
門家によっては、中所得国をさらに「低中所得国」と「高中
所得国」というサブカテゴリーに分ける場合もあります）。

これを念頭に、この通説の中でもさらに具体的かつ有
害でもある以下の見解に戻ってみましょう。「ああ、アジ
アの虎たち（経済成長を遂げたアジア諸国）はうまくや
っているけど、アフリカでの生活は決して改善されてい
ないし、今後も決して改善されることはないよ」。

アフリカのさらに多くの国々が持続可能な開
発モデルを採用するにつれて、健康、教育およ
び所得が向上しています（ケニア・ナイロビ）。

2035年までには、この
世界には貧困国がほぼ
なくなるでしょう。 

©Getty Images, Tom Cockrem

貧しい国は貧し
いままで終わる
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まず最初に、今日のアフリカの暮らしが50年前よ
りも悪くなっているなどとは誰にも言わせてはい
けません。実はこの期間、サハラ以南のアフリカ地
域における一人当たりの所得は上がっており、驚
異的な伸びを見せた国もあります。1980年代に
発生した債務危機の間は下落しましたが、1,300
ドルを少し超える額だった1998年から現在は
2,200ドルと3分の2も上昇しました。現在、さらに
多くの国が強力な持続的発展の方向へと向かっ
ているほか、今後さらに多くの国がそれに続くこと
でしょう。過去5年間で最も急速に経済発展を遂
げた10か国のうち、7か国がアフリカの国々です。

アフリカでは健康や教育の面でも大きな進展
が見られます。サハラ以南のアフリカ地域にお
ける女性の寿命は、HIVの蔓延にもかかわらず
1960年の41歳から57歳に伸びました。HIV
がなければ61歳となっているはずです。子供の
就学率は1970年の40%前半から75%以上に
まで上昇しました。飢餓に苦しむ人々は減り、良
好な栄養状態にある人々が増えています。十分
な食糧を得られること、学校へ通うこと、そして
より長く生きることが良い生活の尺度だとすれ
ば、アフリカでの生活が良くなっていることは
言うまでもありません。このような改善は物語
の最後ではなく、さらなる発達の基礎なのです。

もちろん、こういった地域平均だけを見ていくと
国の間にある大きな差異が曖昧になってしまい
ます。エチオピアでは一人当たりの年間所得はわ
ずか800ドルですが、ボツワナではほぼ1万2千ド
ルです。このような差は国内にも存在します。ケニ
アの場合、ナイロビのような主要都市部と地方の
村では生活がまったく異なります。1つの大陸全
体を貧困と疾病の均等な集まりとして扱う人に対
しては、懐疑的な態度を取らなければなりません。

結論：貧しい国は貧しいままで終わるわけでは
ありません。いわゆる「開発途上国」の中にはすで
に開発が行われた国もあります。そしてさらに多
くの国が開発の中途にあります。現在も道を模索
している国家は前例のないことをやろうとしてい
るのではなく、学び取るべき好例を知っています。 

この件ついては非常に楽観視していますので、私
は以下の予測を立てたいと思います。2035年
までには、この世界には貧困国がほぼなくなる
でしょう。2ほとんどすべての国が、現在の低中所
得国かさらに豊かな国となります。どの国も最
も生産的な近隣国から学び、新しいワクチン、よ
り優れた種子、デジタル革命の恩恵を受けるで
しょう。そのような国の労働力は、教育の拡大
に支えられて新しい投資を引き寄せるでしょう。

戦争、政治、地理によって進展を妨げられる
国はわずかとなります（大変革が起きない
かぎり北朝鮮、中央アフリカの内陸諸国は

該当します）。ただ、不平等の問題は残り、貧
しい人々はどの地域にもいるでしょう。

しかし、彼らのほとんどは自給自足国で生活する
ことになるはずです。南米、アジア、中米（おそらく
ハイチは除くべきでしょう）のすべての国、そして
ほとんどのアフリカ沿岸国が、今日の中所得国家
レベルに到達するでしょう。70%以上の国が現在
の中国における一人当たりの所得よりも高い所
得を得ることになります。ほぼ90%の国が現在の
インドよりも高い所得を得ることになるでしょう。

これは目覚ましい成果となります。私が生まれ
た時の世界は貧しい国がほとんどでした。今
後20年間で、極貧国は規範ではなく例外とな
るでしょう。何十億という人々が極貧から脱出
しているはずです。自分が生きている間にそれが
起きるという考えに、私はただ驚くばかりです。

中には「ほとんどすべての国を中所得国へと発展
させるような支援をしても、世界の問題は解決し
ないし逆に悪化する国も出てくる」という声もあ
ります。こういった国の成長によって気候や環境
が悪化しないよう、より低廉でクリーンなエネル
ギー源を開発しなければならないことは事実で
す。また、高い糖尿病率など、豊かさがもたらす問
題にも取り組む必要もあります。しかし、教育を受
ける人がさらに増えれば、そのような問題の解決
に貢献してくれるはずです。開発課題を完了に近
づけられれば、私たちが行うどんな活動よりも人
間生活をもっと改善してしてくれることでしょう。

2 

具体的には、現在、世界銀行がインフレ調整後も「低所得国」と
分類している35か国と同レベルの貧困国が2035年までにはほ
ぼなくなるという意味です。
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対外援助は
大きな無駄
である
 

ビル・ゲイツ

みなさんは、わずかな例でこしらえた大きな一般
論ばかりの対外援助関連のニュース記事をお読み
になったことがあるかもしれません。その手の記事
は、一部のプログラムにおける無駄にまつわる逸話
を引用しながら「対外援助は無駄だ」と主張する傾
向があります。そのようなストーリーを聞き過ぎれ
ば、対外援助は機能しないという印象を持つのは
簡単です。イギリスのある新聞が昨年、投票者の半
数以上が対外援助の削減を求めていると報じたの
も無理はありません。

通説
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そのような記事は、被援助国で起きて
いることを歪曲化して伝えてしまいま
す。14年前にこの財団を設立して以来、
メリンダと私は財団や援助国政府から
資金供給されたプログラムの影響を見
に行ける幸運に恵まれてきました。これ
までに私たちが目にしたものは、援助が
開発と調達に充てられたサービスが手
伝って、長い人生を生き、より健康的に
なり、貧困から脱出した人々です。
 
私は「援助は機能しない」という通説の
ことを心配しています。それによって援
助を削減しようとする政治リーダーに
言い訳を与えてしまうからです。また、救
える命が少なくなると同時に、国が自給
自足国となるまでにさらに長い年月が
かかることにもなります。
 
ですから私は、みなさんがお読みになっ
たと思われる批判をいくつか検証して
みたいと思います。 最初に私は、どのプ
ログラムも完全ではないこと、そしてよ
り効果的に援助を行う方法があること
を認識しておかなければなりません。ま
た、援助は貧困や疾病と戦うツールの1
つにしかすぎません。豊かな国も市場を

開拓したり、農業援助金を削減したりす
るといった政策の変更が必要となります。
貧しい国は、自国の人々の健康と開発
への支出を増やす必要があります。
 
しかし、大まかに言えば援助は素晴らし
い投資であり、私たちはもっと援助を行
わなくてはいけません。それによって非
常に効率的に人の命を救い生活を改
善できるほか、通説1で私が説明した長
期的経済発展のための基礎づくりとな
ります（そしてその国が援助への依存を
やめる手助けにもなります）。当財団が
結果に厳格に焦点を当てていることで
評価を得ているものの、私たちが提携
している政府の援助プログラムをシニカ
ルに受け止める人が多いというのは皮
肉な話です。当財団は、これらのプログ
ラムがさらに効率的になって進展を測
定する支援ができるよう、多大な努力を
しています。

当財団が結果に厳格に焦点を当てて
いることで評価を得ているものの、私た
ちが提携している政府の援助プログラ
ムをシニカルに受け止める人が多いと
いうのは皮肉な話です。

対外援助は、ニクゼ・
アジザさんのような
難民が家族に食事
を与えて健康でいら
れることをお手伝い
します（2011年、ル
ワンダ・キジバキャ
ンプ）。

3 

メリンダと私は実地体験があるので（そして米国による全援助のうち
健康に充てられるシェアが増大しているので）、私は主に健康と農業
のプログラムに焦点を当てたいと思います。私はインフラや教育など
他の種類の国際援助もサポートしていますが、これらの分野におけ
る仕事は比較的小さなものでした。
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開発援助は財力のある先進国の予算の中で大きな部分を
占めるものであり、援助額を削減することによって予算を
節約できると考えている人は多いでしょう。開発援助が国
家予算に占める割合はどれくらいだと思うかとアメリカ人
にアンケートを行ったところ、平均的な回答は「25%」で
した。国家予算のどれくらいを割り当てるべきかという問
いに対しての回答は「10%」でした。イギリス、ドイツ、その
他の国でもおそらく同様の回答が得られることでしょう。

ここに実際の数字を述べます。世界で最も寛大な援助
国であるノルウェーの場合、国家予算に占める割合は
3%未満です。米国に至っては1%未満にすぎません。
 
米国の国家予算の1%は年間約300億ドルになります。そ
のうち、約110億ドルがワクチン、蚊帳、家族計画、HIV陽性
者の延命治療薬などの医療に使用され、その他の190億
ドルは学校や道路、灌漑システムの建設等に充てられます。

私は年間110億ドルの援助金が少ないと言うつもりは
まったくありません。しかし、別の角度から考えると、そ
の額はアメリカ人1人当たり約30ドルに相当します。も
し、所得税申告用紙に「自分の支払う税金のうち、30ド
ルを120人の子どもを麻疹から守るために使用して
もよろしいですか？」4と記されているとすると、あなた
は「はい」「いいえ」のどちらを選択するでしょうか？

次の例からも、この支出の総体的な影響を理解することが
できるでしょう。1980年以降の健康に関する援助金の合
計を概算し、それを同期間に回避できた子どもの死亡数で
割り算しました。その結果、5000ドル未満で子ども1人当
たりを救えたことになります（これには子どもの救命以降
の健康の改善は含まれていません）5。5000ドルは高額
に思えるかもしれませんが、米国政府機関は、通常、1人の
アメリカ人の命に対して数百万ドルの価値を付けています。

4

麻疹ワクチンは子ど
も1人当たり25セン
トのため、30ドルで
約120人分のワクチ
ンを購入することが
できます。

5 

幼児死亡率の低下を、ワクチンや経口補水療法の普及を高めた「子どもの生存と発達革命」の始まりである
1980年以降で計算しました。これにより、1億人の死亡を回避できました。1980年以降の援助金総額である
5000億ドルは、ワクチン、HIV/エイズ、家族計画、給水及び公衆衛生のために使用されました。

この計算は、援助がなかった場合、子どもの死亡率がいかに低下したかについては考慮していません。おそらく救
命一人当たりに必要な金額は上昇することになるでしょう。一方、大人のエイズ患者治療など、子どもの救命に直
接使用されない多額の援助金も含めました。そのため、この計算結果は救命一人当たりに要した実費以上の数
字になっています。

援助額

対外援助は大き
な無駄である
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健康な子どもは生存以上のことを行うことも覚えておいてください。彼らは学校に通い、成長し
て仕事をするようになり、結果的に自国をさらに自給自足な状態に近づけていくのです。だから
こそ、私は援助は「安いもの」だと考えるのです。

下記のグラフは、米国および他の資金援助国がサポートしているプラグラム例を示しています。
ご覧のように、その効果の大きさには目を見張るものがあります。

米国政府は健康に対する医療援助の2倍以上を農業補助金に、60倍以上を軍隊に費やして
います。皆さんが今後、援助金を減らせば国家予算を削減できると誰かが言うのを耳にした
場合は、さらに多くの命と引き換えにしてもいいのかを問うことを希望します。

ますます多くのアフリカの
国々が地域医療システムを
構築しています。これは、非
常に費用効率の高い方法
です（2013年、ガーナ・ア
クラ）。  

さらに2億4300万人もの子どもが

2011年から2015年の間に
GAVIのサポートにより

予防接種を受ける予定です。

125から3

1988年以降
ポリオが撲滅されていない

国の数が

400件未満に

わずか25年間の間にポリオの新規発
症数が年間350,000件から

 2013年には

まで減少しました。

3億6000万個
殺虫剤処理を施した

の蚊帳を
配布する

対外援助を通じて、世界中の納税者は最貧国の人々の救命活動を行う開発
組織に投資しています。

4億4000万人もの子どもが
2000年以降、

予防接種によって回避できる病気から
保護されました。

25億人の子どもが
1988年以降

ポリオの予防接種を
受けました。

GAVIは、70カ国以上の国で
医療システムと予防接種サービスを

強化できるよう資金を
提供しました

1120万件の結核感染者
を発見して治療する

610万人の人々に

援助の効果

2013年末までに、世界基金がサ
ポートしているプログラムで次

のことを行いました。

へと減少しました。

抗レトロウイルス療法を行う
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援助についてしばしば耳にすることの1つに、その
一部が汚職に流用されるということです。健康への
援助が盗用されたり無駄遣いされれば、当然、命
が犠牲になりますから、不正を根絶して援助金を
最大限に活用できるようにする必要があります。

しかし、問題の相対的な大きさも考慮する必要が
あります。たとえば、政府役人による虚偽の出張費
用請求など小規模の汚職は援助に税金を課すよう
なもので、効率を低下させます。こういったものは
減らすよう努力しなければなりませんが、諸々の政
府関連プログラムやビジネスなどにおける無駄と
同様、完全に排除することはできません。小規模汚
職は救命費用に課される2%の税金ということに
でもなるでしょうか。減らす努力は必要ですが、減
らせない場合、救命活動も止めなければならない
のでしょうか？

関与するカンボジアでの去年のスキャンダルにつ
いて聞いたことがあるかもしれません。カンボジア
の役人は契約業者から6桁に上るリベートを受け
取っていたことで摘発され、論説担当記者は「海外
援助金を無駄遣いする方法」などといった見出し
を付けました。私の名前も資金を無駄遣いされた
人として1つの記事に記載されました。

配慮に感謝しつつ、マスコミが団体に責任説明を
求めたことはよかったと思います、しかし、この悪
事はマスコミによって暴露されたのではなく、世界
基金が内部監査中に発見したのです。世界基金
は問題を発見、解決して本来の使命を全うしたの
です。汚職を根絶するよう要求し、誤用される微々
たる割合を追及して罰するのは、どこか奇妙な気
がします。

過去7人のイリノイ州知事のう
ち4人が汚職で服役しました
が、私の知る限り、イリノイ州の
学校を閉鎖したりハイウェイを
封鎖するよう要求した人は一人
もいません。

2000年以降、マラリアに対する世界的な取
り組みにより、330万人もの救命に成功し
ました（2011年、カンボジア・プノンダンバ
ング村）。

汚職

対外援助は大き
な無駄である
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ここには、ダブル・スタンダード（二重基準）が存在
します。私は、援助プログラムで1ドルでも不正行
為が発覚した場合、そのプログラムを停止するべ
きだと政府に詰め寄る人がいると聞いたことがあ
ります。その一方で、過去7人のイリノイ州知事のう
ち4人が汚職で服役しましたが、私の知る限り、イリ
ノイ州の学校を閉鎖したりハイウェイを封鎖するよ
う要求した人は一人もいません。
 
もし、大規模な不正があれば、メリンダと私は世界
基金やその他のプログラムをサポートすることは
ないでしょう。2003年に世界基金がカンボジアで
活動を開始して以来、カンボジアではマラリアによ
る死亡率が80%減少しました。援助は独裁者が新
しい宮殿を建設するための資金にしかならないと
いう耳を疑うような話を聞いたことがあると思いま
すが、これは多くの場合、冷戦中は多額の援助資
金が人々の生活を向上させるためにではなく、同
盟を結ぶための手段として計画されたことによる

ものです。それ以降、すべての分野で大幅な向上が
見られるようになりました。特に健康と農業の分野
では結果を実証することができ、投入金額に対す
る成果が非常に明確に現れています。

テクノロジーは汚職の摘発にますます貢献するよ
うになるでしょう。人々はインターネットの普及によ
り、診療所が政府から受け取る補助金額などを容
易に知ることができるようになり、役人に責任を追
及することができます。人々の知識が増加すれば
汚職は減少し、本来の目的地まで届く資金の割合
もさらに上昇します。
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批評家からのもう一つの議論として、被援助国は外部からの
支援に依存し続けるので、援助は正常な経済開発を妨げると
いうものがあります。

この議論にはいくつかの間違いがあります。まず第一に、ワク
チンや種子のような新しいツールの研究に使用される資金と
政府に直接届けられる援助といった、異なる種類の援助をひ
とまとめにしていることです。より生産性の高い農作物を開発
するために米国が1960年代に行った援助により、アジアお
よびラテンアメリカの国々は援助国への依存性が減少したも
のの、それ以上の成果は認められていません。今日、アフリカ
への緑の革命に対して行う援助は、アフリカ諸国がさらに多く
の食物を育てる手助けをしており、結果としてアフリカ諸国の
援助国への依存性の軽減につながっています。援助金は、健
康と経済成長の鍵となるこれらの「地球公共財」への極めて
重要な資金源です。それゆえ、当財団では援助の3分の1以上
を新しいツールの開発に充てています。

第二に、「援助は依存を育成する」議論は被援助国の立場を
卒業した国々を無視し、最も状況の厳しい現在の被援助国
のみに焦点を当てていることです。目覚しい成長を遂げ、今日
ではほとんど援助を受け取っていない過去の主要被援助国
として、ボツワナ、モロッコ、ブラジル、メキシコ、チリ、コスタリ
カ、ペルー、タイ、モーリシャス、シンガポール、マレーシアなど
が挙げられます。韓国は朝鮮戦争後、巨額の援助を受け取り
ましたが、現在は資金援助国となっています。中国もまた援
助国であり、開発途上国に対して科学に対する惜しみない援
助を行っています。インドは1991年には国内総生産（GDP）
の1%の援助を受け取っていましたが、現在ではその割合が
0.09%にまで下がっています。 
 

アフリカのサハラ以南地域でさえ、経済に対する援助占有率
は20年前の3分の1にまで減少しています。しかしながら、地
域への総援助額は2倍に膨れ上がっています。エチオピアの
ような援助依存国が数カ国あり、我々全員、特にエチオピア人
自身もこの状態から脱出したいと願っていますが、援助額を
大幅に削減したほうがエチオピアの状況が好転する、という
説得力のある議論は聞いたことがありません。

援助が経済成長を推進するという決定的な証拠はない、と
批評家が言うのは事実ですが、経済における大多数の要因
についても同じことが言えるのではないでしょうか。どの投資
が経済成長を刺激するかを正確に知ることは、特に短期的
展望においては、非常に困難です。しかし我々は、援助が長期
的展望において成長と密接に関連している健康、農業、インフ
ラの改善につながることを知っています。健康に対する援助
によって生命を救い、子どもの精神的、身体的発達を助け、そ
の成果は次の世代を待たずに達成されます。これらの子ども
たちはさらに生産的に働く、より健康な大人へと成長してい
くことが研究によって証明されています。このような援助に対
して異議を唱えるのであれば、救命は経済成長とは無関係で
ある、または生命を救うこと自体が重要でないと議論しなけ
ればなりません。

援助依存

対外援助は大き
な無駄である
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援助による救命力は非常に明白であるため、援助批評家でさえもその効果を認め
ています。非常に著名な援助批評家の1人であるウィリアム・イースターリーは、自
著『White Man's Burden』の中で援助資金で達成された公衆衛生の成功例をい

くつか挙げています。ここにその一部を紹介します。

「アフリカ南部におけるワクチン・キャンペーンにより、子どもの死亡原因の1つで
ある麻疹は撲滅されたも同然である。」

「国際的な努力により、天然痘は世界中から根絶した。」

「中国における結核抑制プログラムにより、結核感染者数は1990年から2000年
の間に40%も減少した。」

「1985年以降のラテンアメリカにおけるポリオ撲滅地域プログラムにより、アメリ
カ大陸における公衆衛生の脅威であるポリオは撲滅された。」

最後の点については、さらに考察を進めていきたいと思います。今日、ポリオ撲滅に
至っていないのはアフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの3カ国を残すのみとな
りました。昨年、グローバル・ヘルス・コミュニティは2018年までに世界中からポリ
オを撲滅することを目標とする包括的な計画を採択し、多数の資金提供者がそれ
に賛同しました。ポリオが撲滅されたら、現在、病気の対処に費やされている年間
約20億ドルの金額を節約することができるでしょう。

結論：健康に関する援助は驚異的な投資である。30年前と比較して子どもの死亡
率が大幅に低下し、多くの人々がより健康で長生きしているのを目の当たりにして
いる現在、私は将来に対してかなり楽観的な展望を持っています。財団は卓越した
経済学者およびグローバル・ヘルスの専門家のグループと協力して今後、どのよう
なことが可能になるかを検討しました。彼らが先月、医学ジャーナル『The Lancet』
に投稿したように、適切な投資と政策の変更があれば、「すべての国の乳幼児死亡
率は、2035年までに1980年時の米国またはイギリスにおける乳幼児死亡率まで
低下するでしょう。」6

シャリファ・イド・ムンビさんの
畑からの穀物収穫量は、干ばつ
への耐性がより強い新しいトウ
モロコシの種子を使い始めてか
ら劇的に上昇しました（2010
年、タンザニア・モロゴロ地域）。

6 

具体的には、Lancet Commission on Investing in Healthでは、感染症感染率、乳幼児
死亡率、妊産婦死亡率は「現在、経済成長が最も順調な中所得国で見られる値にまで減少で
きる」ことが認められています。今日、経済成長が最も順調な中所得国では、乳幼児死亡率が
出生1000人に対して15人となっており、この値は1980年の米国での数字に値します。
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この収束がいかに劇的であるかを以下に示します。

この成果を歴史的観点から見てみましょう。1960年生まれの新生児は5歳の誕生日を迎え
られない確率が18%でした。今日の新生児の同確率は5%未満です。2035年には、それが
1.6%となるでしょう。私は75年間で人間の福祉がこれに少しでも近い状態で向上する他の
例を思いつくことができません。

これを実現するには、科学者や医療関係者から資金援助国および被援助国に至るまで、世界
中がこの目標に向かって一致団結する必要があります。このビジョンが国連のミレニアム開発
目標の次のラウンドで反映されるとすれば、誰もがこのマイルストーンに向かって努力する追
い風となるでしょう。

多くの低所得国および中所得国はこの収束に対して自力で参加できるほど発展するでしょう。
引き続き、健康関連の研究開発への投資も含めて援助国からの支援を必要とする国もあるで
しょう。政府も適切な政策を設立する必要があるでしょう。たとえば、中所得国はタバコへの
課税を行い、化石燃料への援助を削減して健康への資金を捻出する必要があるでしょう。 
 

低所得および低中所得国

人類に対する大規模な躍進への収束
今後20年間にかけて正しい投資を行えば、世界のほとんどすべての国の乳幼児死亡率は、
1980年のアメリカのレベルにまで低下できます。

出典: 世界銀行からの過去のデータ、世界開発指標。
Lancet Commission on Investing in Healthによる「Global Health 2035: A World 
Converging within a Generation」Lancet、2013年12月3日付録5に基づく予測を適用。

203020202010200019901980 203520252015200519951985

出生1000件に対する死亡数

50

100

150

200

出生1000件に対し15件の死亡数(1980年のアメリカ)

2035年までに、ほとん
どすべての国の乳幼児
死亡率は、1980年のア
メリカの数字にまで低
下するでしょう。

対外援助は大き
な無駄である
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なにより、私は援助がうまく機能するかどうかの議論に終止
符を打ち、よりよく機能させるにはどうすればよいかを時間
をかけて話し合えるようになりたいと切望しています。これ
は、地球公共財に対する上流研究からこれらのイノベーショ
ンを実現させるための下流努力に移動するときには特に重
要です。被援助国が診療所の建設場所を決定し、そこで働く
職員を訓練していますか？ローカルチームが必要な専門知
識を構築して先進国の専門家に取って代われるよう、援助
国が手を差し伸べていますか？成長が顕著な国は自分たち
の学んだ教訓を、他の国も後に続けるように共有しています
か？これは財団にとってまだまだ学ぶべきことが多い領域です。

私は長い間、健康における国家格差は世界の中で最悪な不
平等の1つであり、毎年、何百万という子どもが回避あるいは
治療できる病気で命を落とすのは不公平で受け入れがたい
ことであると信じてきました。私は、子どもの運命はウォーレ
ン・バフェットのいう「卵巣の宝くじ」（Ovarian Lottery）に
任せておくべきではないと思います。この収束目標が達成さ
れると、健康に関する卵巣の宝くじは永遠に幕を閉じること
になるでしょう。

ハンナ・コナドゥさんは、何千人といるガーナ
の地域医療スタッフの一人です。ここでの予
防接種率は90%を超えています（2013年、
ガーナ・アゴルディーベ）。

毎年、何百万という子どもが
回避あるいは治療できる病気
で命を落とすのは不公平で受
け入れがたいことであると信
じてきました。



18

救命は人
口爆発に
つながる
 

メリンダ・ゲイツ

このようなコメントは、ゲイツ財団のブロ
グ、Facebookのペ―ジ、Twitterのフィードでい
つも目にします。地球が人類を持続させ続けられ
るかどうかについて、特に気候変動の時代にその
可能性を考えるのは意味があることでしょう。しか
し、そのような考え方によって世界は多くの問題を
抱えることになったのです。世界人口の規模に対す
る不安には、その人口を構成する人類に対する関
心を打ち消すという危険な傾向があります。

通説
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少なくとも1798年に『Essay on the 
Principle of Population（人口論）』
を発表したトマス・マルサスの時代から、
人々は食物供給が人口増大についてい
けなくなるという破滅的シナリオを危
惧してきました。近年の冷戦時代まで
来ると、米国の外交専門家が「飢餓の
ために貧困国は共産主義の影響を受
けやすくなる」という理論を展開しまし
た。第三世界と呼ばれる貧困国の人口
をコントロールすることがいわゆる第一
世界での公的政策となりました。最悪
の場合、これは女性に妊娠させないよう
にすることを意味します。世界の家族計
画コミュニティは徐々に子づくりの制限
だけに焦点を当てることをやめ、女性が
自らの生活をコントロールできるように
する方法を考え始めるようになりました。
これは喜ばしい変化でした。私たちが持
続的な未来を創り出せるのは貧しい人
々に投資する時であって、彼らに苦しみ
を求める時ではないのです。

開発に対する「放任的」アプローチ、つ
まり「あとで飢餓に陥らないよういま子
供を死なせる」という態度は幸いにも
機能していません。直観に反するようで
すが、死亡率が高い国は世界で最も急
速に人口増加が起こっている国でもあ
ります。そのような国の女性は出産数も
最も高いからです。学者がその正確な
理由を議論していますが、乳幼児死亡
率と出生率の間には強い相関関係が
あります。

私たちが持続的な未来を創り
出せるのは貧しい人々に投資
する時であって、彼らに苦しみ
を求める時ではないのです。

これまで以上に多くの子ども
が予防接種を受けられるよう
になり、乳幼児死亡率の低
下に貢献しています（2013
年、インド・ロティムシャハリ）。
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乳幼児死亡率（5歳未満で死亡する子供の数）が
非常に高いアフガニスタンを例に取ってみましょう。
アフガニスタンの女性が出産する子供の数は平均
で6.2人です。  そのため、アフガニスタンの子供の
10%が生き残れなくても、同国の人口は現在の3
千万人から2050年までには5千5百万人まで増
加する見通しです。死亡率の高さが人口増加を抑
制しないことは明らかです（アフガニスタンを豊か
な将来のモデルだと考える人がいないことは言う
までもありません）。

生き残る子供が多くなると、親は小さな家族を
持つ決心をします。タイを見てみましょう。同国で
は1960年頃に乳幼児死亡率が低下し始めまし
た。そして1970年頃、政府が強力な家族計画プロ
グラムに投資した後は出生率が低下し始めました。

わずか20年間でタイ女性の平均出産数は6人か
ら2人へと推移しました。現在、タイの乳幼児死亡
率は米国とほぼ等しく低率で、タイ女性の平均出
産数は1.6人となっています。

ブラジルに関する下記のグラフを見ても同じこと
が言えます。乳幼児死亡率の低下とともに出生率
も低下しています。さらに私は人口増加率を図表
化してみました。ここでも、生き残る子供が増える
につれて人口増加が緩やかになっているのがわか
ります。南米の大半の国を図表化しても同様の線
形となることでしょう。 

7

出生率と死亡率の推定は不正確な科学です。そのため、
国連と世界銀行が発表する数値には若干の差異があり
ます。大半の事例で（そして引用がない限り）、国連の推
定値を採用しました。

出典: 世界銀行

ブラジルでは乳幼児死亡率が減少するにつれ、出生率
と人口増加率も低下した

死亡率
新生児1000人ごとにおける
5歳未満での死亡率の
予測

出生率
女性1人あたりの
平均出生数

200520001995199019851980197519701965 2010

人口増加率
前年と比較した
居住人口の
割合の変化

150 / 6  / 3 %

100 / 4  / 2 %

50 / 2  / 1 %

ブラジル

救命は人口爆
発につながる
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出生率の低下に続いて死亡率も低下するというこ
のパターンは、世界の大多数に当てはまります。人
口統計学者はこの現象について数多くの文献を
発表してきました。この現象は18世紀の終わりに
かけてフランスで最初に起こりました。フランスで
は、家族の平均サイズが150年間連続して10年
ごとに低下しました。ドイツでは1880年代に女
性の出産数が減少し始め、わずか50年で家族規
模が再びほぼ安定化しました。東南アジアやラテ
ンアメリカでは、女性1人当たりの平均出産数が6
～7人から1世代で2～3人へと減少しました。これ
は、1960年代までに利用できるようになった現代
的な避妊具による効果が大きいと言えます。  

大半の国 （々サハラ以南のアフリカ地域と南アジア
を除く）でこの現象が起こったため、世界人口の増
加は毎年緩やかになっています。スウェーデンのカ
ロリンスカ研究所教授であり、私が大好きなデー

タマニアのハンス・ロスリング氏は次のように述べ
ています。「子供の数が最も多いのはおそらく現在
の世界でしょう！私たちはピークチャイルドの時代
に突入しているのです！」 

すべての証拠を考慮すれば、持続可能な未来に関
する私の見解はマルサス主義者の見解よりもはる
かに楽観的です。地球は、最も病める人々が死んで
もやむを得ないとする時ではなく、彼らが自らの生
活を改善できる時にこそ繁栄します。人間は機械
ではありません。私たちは無分別に子供をつくるわ
けではありません。自分たちが直面している環境に
基いて決定を下すのです。
 

さまざまなタイプの避妊具と出
産間隔についての情報にアクセ
スできるようになり、シャルミラ・
デヴィさんのような女性はより
健康な子どもを育てられるよう
になりました（2013年、インド・
デダウル村）。

1961年代
ブラジル

 1980年代
シリア

1910年代
アルゼンチン

1980年代
バングラデシュ

1970年代
ベトナム

1700年代後半
フランス

1970年代
エクアドル

1880年代
ドイツ

世界の大半の国で低下した出生率
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一例をあげてみましょう。モザンビークの母親は、1975年
まで同国を支配していたポルトガルの母親に比べて子供
を失う確率が80倍も高くなっています。この恐ろしい統
計値が意味するのは、自分たちの子供が生き残れるかどう
かまったく確信を持てない事実にモザンビークのどの女
性も直面しなければならないという厳しい現実です。私
は、多くの子供を産み、そのほとんどの子供を失った母親た
ちと話したことがあります。彼女たちは、自分たちの悲しみ
はそれだけの価値があった、なぜなら生き残っている子供
の数が自分たちが望んでいた数となったからと言います。  

子供たちの栄養状態がよく、あらゆる予防接種を受けさせ、
下痢、マラリア、肺炎などの一般疾患の治療ができれば、未来
ははるかに予測可能となります。親は、自分たちの子供が生き
ていけるという合理的予測に基いて決定を下し始めます。

死亡率は出生率に影響する一要因に過ぎません。たとえば、
結婚年齢や教育レベルで測定される女性のエンパワーメント

（社会的地位の向上）のほうが極めて影響力を持ちます。10
代半ばで結婚する少女は妊娠開始が早まる傾向にあり、そ
れによって子供の数が多くなります。通常、彼女たちは学校
を中退してしまうため、身体、セックス、生殖について学んだ
り、自分たちの生活を改善できる他の知識を得たりする機会
が限定されます。それに若い新婦たちにとっては、結婚生活
で自分が望む家族計画について話をすることがとても難しい
のが普通です。私はエチオピアを尋ねてきたばかりですが、そ
こで若い新婦たちと長い会話をしました。彼女たちのほとんど
が11歳で結婚しています。自分たちの子供には違う未来を望
みたいと話す彼女たちですが、避妊について知っている情報
には一貫性がなく、学校を中退せざるを得なかった時点でチ
ャンスへ向かう自分たちの理想的な進路が閉ざされたことを
知っていました。

実際、少女たちが結婚を遅らせて学校に通い続ければ何もか
も変わります。開発途上国30か国を対象とした最近の調査に

よると、学校教育を受けなかった女性は高校に通った女性よ
りも平均で3人多く子供がいました。知識や技術によってエン
パワーメントを実現した女性たちは、望む将来像に対する考
えを変え始めます。 

私は最近、サディ・セイニという女性と午後を過ごしました。
彼女はニジェールの砂漠地帯の乾燥した農場で5人の子供
のためにやっと暮らしを立てています。10代で結婚した時、彼
女は避妊のことを知りませんでした。今はその知識がある彼
女は、自分の健康や新しく生まれた子供たちの健康を守るた
め、妊娠状態の期間を数年間空けるようになりました。私は、
彼女が家族計画のことを学んだ場所を訪れました。それは彼
女の村の井戸で、女性たちがここへ来て話をするのです。そし
て話が始まり、いつまでも続きます。私たちが話をしている間、
若い新婦が水を汲みにやってきました。通訳を介してこの新
婦は、自分の妊娠は「神の意志」なので自分がコントロールで
きるものではないと私に言いました。サディは、この井戸にや
ってきて話を聞き続ければ考え方が変わってくると彼女に提
案しました。わずかな知識が友達の間で広がる時に行われる
非公式な教育であっても、何が可能かを考える方法を変容さ
せることができます。  

家族計画を自分で行うことへの願望は男女平等への一部分
にしか過ぎないことを理解することが重要です。女性は家族
計画に従って避妊具にアクセスする必要があります。サディ
は診療所から目と鼻の先に住んでいますが、そこでは彼女の
希望する避妊注射の接種は行っていません。そのため、彼女
は3ヶ月ごとに約16kmの道のりを歩いて接種を受けなけれ
ばなりません。当然のことながら、彼女は家族の世話をする
ことの大変さに苛立っています。サディのような多くの女性は、
健康的な方法で家族計画を行う情報を得られず、避妊具にも
アクセスできません。2億人以上もの女性が、妊娠したくはな
いが避妊具は使用していない、と言っています。彼女たちは家
族計画を自分で決定する機会を奪われているのです。子ども
を何人、いつ生むかを自分で選択することができないため、子

救命は人口爆
発につながる
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どもに十分な食事を与えたり、必要な医療サービ
スを受診したり、教育を受けさせることが難しい
状態に置かれています。これは貧困の悪循環です。

その一方、基本医療と地位向上から始まる好循環
は、女性とその家族の生活を向上させるのみならず、
国家レベルでの大幅な経済成長にもつながります。
事実、1980年代のいわゆる「アジアにおける経済
的奇跡」の理由の1つに東南アジア全体で出生率
が急激に低下したことが挙げられます。専門家は
この現象を「人口の配当」8と呼んでいます。下記の
グラフからもわかるように、死亡する子どもと出生
する子どもの数が減ることによって年齢別人口分

布が少しずつ変化していき、最終的に労働年齢人
口が突出するようになります。つまり、国内での労
働人口が増加して経済成長に貢献しているので
す。同時に、幼児数が比較的少ないため、政府と両
親は一人一人の子どもの教育と健康管理により
多く投資できるようになり、結果として、長期的に
はさらに経済成長に拍車がかかることになります。 

サハラ以南のアフリカ地域の何百万人もの女性のように、
サディさんも結婚時には避妊に対する知識がまったくあり
ませんでした（2012年、ニジェール・タル）。

8

人口の配当に対する詳細は、次のリンクから、ジョン・ホプキンズ大学の Gates 
Institute for Population and Reproductive Healthで作成した論文を参照
してください。 http://gates.ly/1b0a8f1

韓国の人口構造の変化によってもたらされた人口分布の好転 男性 女性

1950年齢

人口%

1970 1990 2010

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+ 

労
働
人
口

1010 5 501010 5 501010 5 501010 5 50

出典: 国連経済社会局
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これらの変化は自発的に発生するわけではありません。政
府は、人口推移によって生まれた好機会を国全体で享
受できるよう適切な政策を打ち立てなければなりませ
ん。資金援助国からの支援を利用して、健康と教育への
投資、家族計画の優先化、および雇用の創出を行う必要
があります。しかし、政府の指導者たちが正しい優先順
位で政策を設定するのであれば、社会全体を変革する開
発の好循環の可能性は非常に現実味を帯びてきます。

好循環は単に開発に関してのみ使用される専門用語では
ありません。これは何百万人もの貧しい人々が非常によく知
っている現象であり、彼らの日々の決定を導いています。私
はこの循環を前方に推し進める愛情と楽観主義に満ちた小
さい行動（たとえば子どもの学校費用を捻出するために何か
別のことを犠牲にするなど）を実行している、貧困国の人 と々
出会う光栄に恵まれました。彼らが希望し、そのために一生
懸命努力している未来は、私の信じる未来と同じなのです。

この未来像では、現在貧しい国々はより健康に、裕福に、平
等に、そして持続的に成長しています。マルサス神話で要約さ
れている別のビジョン、持続性が一部の他者の恒久的貧困
に依存している世界は事実の歪曲であり、想像力の欠如です。

救命は人口爆発につながりません。実際は、その逆です。人々
が基本医療、それなりの繁栄、基本的平等および避妊具へ
のアクセスを享受できる社会を創り上げることこそが、持続
的な世界を確保する唯一の方法です。人々に自由および自
分と家族のためによりよい未来を構築できる力を与えること
により、誰もにとってよりよい未来を作り上げていくのです。

 

健康な状態で人生を開始した子どもは、開
発の好循環の出発点に立つことができます
（2013年、セネガル・ダカール）。

救命は人口爆
発につながる
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毎日ニュースを読んでいれば、世界が悪化の一途をたどってい
るという印象を持つのは簡単です。もちろん、文脈の中で捉える
のであれば、悪いニュースに焦点を当てるのは本質的に悪いこと
ではありません。昨年600万人以上もの子供たちが亡くなったと
いう事実には、メリンダも私も嫌悪感を抱きます。しかし、この数
値は過去最低であるという事実に勇気付けられてもいます。これ
からもこの数値が下がり続けるようにしなくてはなりません。
 
私たちは、みなさんがこのような通説をくつがえす言葉を広めてく
れることを願っています。悪いニュースは文脈の中で捉えるようお
友達に手を貸してください。救命を尊重し対外援助を支持してい
ることを政治リーダーに伝えてください。わずかな額でも寄付する
予定があれば、健康や開発の分野に携わる組織を選ぶことで驚
異的な見返りがあることを覚えておきましょう。次回、オンライン
のフォーラムに参加した時に「子供の命を助けると人口爆発が起
こる」と主張する人物がいたら、事実を伝えてください。「どの生命
も等しい価値を持つ」という新しい世界観をもたらしましょう。

私たちはみな、極貧が規範ではなく例外である世界、そしてどこ
で生まれたとしても同様に繁栄できる機会がすべての子供たちに
与えられる世界を創り上げるチャンスを手にしています。すべての
人の生命に価値を置く私たちにとって、現在の世界で進められて
いる仕事のうち、これほど示唆に富むものは他にありません。

ビル & メリンダ・ゲイツ
共同議長
ビル & メリンダ・ゲイツ財団
2014年1月

将来を見つめて
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