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記事作成：2021年 10月 

Education Cannot Wait とは？ 
 

Education Cannot Wait：ECW（教育を後回しにはできない基金）は、2016 年の世界人道サ

ミットで設立された災害や紛争といった緊急時における教育に特化した国際的な多国間基金です。この記

事では、ECW設立の背景や、活動の特徴を次の 5 つの観点からご紹介します。 

 

1．教育を後回しにはできない 世界の現状  

2.  ECWの活動 

3．ECWの機能や活動のパートナー  

4．ECWの主なプログラム：緊急支援対応プログラムと複数年プログラム 

5．ECWのこれまでの成果  

 

 

1．教育を後回しにはできない 世界の現状  

  

➢ 世界に平和と安定が訪れるまで、教育を後回しにすることはできません。世界で何百万人もの子ど

もや若者が、紛争、自然災害、感染症に苦しんでいます。彼らは安定した教育を受けることができま

せんが、状況が落ち着くまで教育を後回しにすることはできません。安全な教育を受けられる環境は、

困難な状況下の子どもたちに希望と選択肢を与えます。その機会を失うと、教育を受けられない子ども

たちは取り残され、失われた世代になってしまいます。  

 

➢ 今世界では、7500万人の子どもと若者が取り残されています。現在の支援体制では届かない、

難民、国内避難民、紛争の影響を受けた子どもたちと若者、そして彼らの教師とコミュニティは、紛

争、強制移住、気候変動に起因する災害による被害を受けた地域や難民キャンプで教育を必要とし

ています。  

 

➢ 彼らへの教育の支援を行うために、2030年までに 85億米ドルが足りません。このままでは、彼らが

大人になるまでの準備期間、そして教育を受ける機会を奪われたままとなってしまいます。  

 

➢ 人道支援の内、緊急の教育支援に充てられるのは、3.4％です。決して後回しにすることのできない

教育が、緊急時には十分に重要視されていない状況を変える必要があります。  

  

 

2．ECWの活動  
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➢ ECWは、緊急時及び長期化する危機における教育に特化した、世界で初めての国際的な多国

間基金です。紛争や災害の被害を受けた国々で行われてきたこれまでの人道支援では、教育支援

への比重が軽く、割り当てられる資金・資源が少ないことが課題でした。そこで、2016年の世界人道

サミットにてこの基金が設立されました。緊急下でも教育を止めず、教育に特化した支援をするため

に資金を調達、分配しています。  

活動のターゲットは、危機による影響を受けた 34以上の優先国にいる 900万人以上の子ども

たちです。 

 

➢ ECWの５つの使命  

・危機の際に、政府と資金提供者の双方が教育を最優先事項と見なすよう、政治的コミットメント

を促す。  

・7,500万人の子どもと若者に教育を提供するために必要な 85億ドルの資金不足を解消する

ため、追加資金を調達する。  

・人道支援者と開発支援者が共通の目標に向かって協力できるようなプログラムの支援に特に重

点を置き、共同で計画し、対応する。  

・緊急支援を調整する能力を含め、国内および世界の危機に対応する能力を強化する。  

・より良い情報に基づいた投資判断を行うためのより確かなデータの収集や、有効な知識の開発と

共有により、説明責任を向上させる。  

 

  

3．ECWの機能や活動のパートナー  

 

➢ UNICEF による支援を受けつつ、独立したガバナンスにて運営 ： 

UNICEF の資金・資源を活用していますが、オペレーションは全て独立したハイレベル・ステアリング・グ

ループによって行われています。  

 

➢ 支援自体を実施するのではなく、資金を調達・分配する機関 ： 

GPE（Global Partnership for Education：教育のためのグローバルパートナーシップ）や

UNICEFなどの教育分野で活動する機関を補完する役割を持っています。プログラムは、UNRWA、

WFPなどの国連機関や各国で活動する NGO と共に実行されています。  

 

➢ ネットワーク： 

ECWは、政府や国連機関から独立した機関として、支援国の NGOやコミュニティと連携をしな

がら活動しています。  

 

➢ ドナー： 
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ドナーや団体からの経済的、アドボカシー的、また技術的側面の支援により、ECWは成り立ってい

ます。資金提供ドナーは、総額順にイギリス、デンマーク、ノルウェー、ドイツ、カナダなどの各国政府や、

LEGO Foundation や Theirworldなどの団体があります。他のドナー団体としては、各国の援助

機関、EU 、また、UNICEF や UNHCRなど国連機関のほか、セーブ・ザ・チルドレンなどの NGO を

含みます。  

2020年には、9190万米ドルが動員され、二国間ドナーから 644万米ドル、多国間ドナーから 77

万米ドル、民間ドナーから 197万米ドルが寄付されました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（左上）ドナー別 ECWへの貢献  

（右上）動員された資金総額 7億 1630万米ドル、 

2021年-2023年の資金ギャップ 3億 6030万米ドル、ドナー数 21  

（下）ECWが投資する国々 赤：複数年プログラム オレンジ：その他  

  

  

4．ECWの主なプログラム：緊急支援対応プログラムと複数年プログラム 

   

➢ 人道支援と開発支援、両方の視点から持続的な支援を行うため、ECWの支援は、（1）緊急

支援対応プログラム、（2）複数年プログラム 、（3）加速のための取り組み、の 3 つの支援ネク

サスにわかれています 。ECW の資金投資の 95％は、国レベルの支援を行うための 2 つの窓口であ

る緊急支援対応プログラムと、複数年プログラム を通して行われます。残りの 5％が割り当てられる

加速のための取り組みは、危機に対応し備えるための能力向上ためのプログラムです。  

 

・緊急支援対応プログラム  
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危機が起きた際に最速で対応するための窓口です。関連する緊急時の教育調整メカニズムが

ECW に提案した教育支援のための活動を承認した後、緊急事態宣言から 4週間以内に資金が提

供されます。ECW事務局では、この窓口を通じて、緊急時に必要な教育全般の平均 25％の資金

を提供することを目指しています。小規模の活動の場合、十分な規模とインパクトを確保するために、

25％を大幅に上回るシェアを選択することもできます。対応期間は 1年、資金は平均 1-3百万米

ドルです。  

 

・複数年プログラム   

複数年プログラムは、新しい活動方法を求める声に応える発足されました。調整と協力を通じて、長

期化する紛争などの危機に直面する国において、共同分析、複数年計画、共同プログラムを実施す

ることに焦点を当てています。この窓口では、相互に補完し合う即時的な対応と中期的な対応を統

合し、長期的に予測可能な資金を投入することで、緊急フェーズから中長期的な開発への橋渡しを

行います。対応期間は 2-4年、資金は平均 6-12百万米ドルです。  

 

 

5. ECWのこれまでの成果  

 

➢ ECWはこれまでに、460万人の子どもたちと、68,933人の教師に緊急下での教育支援を届け

てきました。内 79％は初等教育が対象です。  

 

➢ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による危機に対しても、2920万人の子どもたちと、

88,077人の教師に支援を届けました。  

 

➢ 危機の状態にある多様な 32 か国において、初期対応プログラム 113件、複数年プログラム 18件

を運用してきました。  

 

➢ これらの支援に際して、21のドナーから、7億 20万億米ドルが動員されました。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応として、パンデミックに影響された 32 の国に 4540万米ドルが割

り当てられました。緊急支援プログラムとして行われた COVID-19 対応の 75％は、8週間という速

さで配布されました。  

 

➢ COVID-19対応で 31万 600人の教師（女性 55％）に支援を届けました。COVID-19 に関

連した、距離の取り方やプロトコル、衛生促進などのトレーニングを行いました。  
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ECW 2021年 8月 31日時点 成果 

 

 

 

緊急時の教育と長期的危機対応 

（左上）支援を届けた教師と子ど

もたち  

子ども 460万人 男子：52％ 

女子：48％  

教師 6万 8933人 男性：52％ 

女性：48％  

障害のある子ども 5万 1501人  

（中央上）支援を届けた教育課程  

中等教育 男子：29万 9000人 

女子：28万 7000人  

初等教育 男子：170万人 女

子：160万人  

就学前教育 男子：13万 4000

人 女子：14万人  

支援物資を届けたクラス 2万

8477  

（右上）支援を届けた子どもたち 

カテゴリ別  

難民 34％ 国内避難民 15％ 

その他の危機にある子どもたち：

47％ 不特定：4％  

 

COVID-19対応 

（左下）支援を届けた教師と子ど

もたち  

子ども 292万人 男子：49％ 

女子：51％  

教師 8万 8077人 男性：44％ 

女性：56％  

障害のある子ども 6万 5188人 

（中央下）支援を届けた教育課程  

中等教育 男子：270万人 女

子：280万人  

初等教育 男子：940 万人 女

子：1億人  

就学前教育 男子：200万人 女

子：160万人  

 

（右下）支援を届けた子どもたち 

カテゴリ別  

不特定：27.9％ 難民：5.6％ 

国内避難民：3.9％ その他の危

機にある子どもたち： 62.7％  
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➢ 力を入れている分野  

これまでに支援を届けた 460百万人の子どもたちの内 48％は女子、51,501人は障害を持つ

子どもたちです。また、教師の 48％も女性です。女子や障害を持っている子どもたちへの積極的な

教育支援に力を入れています。  

 

➢ SDGs   

ECWは 2016年、世界人道サミットで結成されました。前年に行われた国連持続可能な開発サ

ミットで、SDGs目標４「すべての子どもと若者に、包括的で公平な質の高い教育を確保する」へ

のコミットメントが改めて表明されました。現在取り残されている 7,500万人の子どもたちの危機に応

えられないことは目標 4実現への脅威です。危機にある子どもたちに教育を届けるために、ECWは

貢献しています。  

  


