PARIS AGREEMENT（仮訳文） パリ協定
この協定の締約国は、

The Parties to this Agreement,
気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「条約」という。
）の締約国として、

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as
"the Convention",
条約の締約国会議第十七回会合における決定第一号（第十七回会合）によって設けられた強化された行動
のためのダーバン・プラットフォームに従い、

Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference
of the Parties to the Convention at its seventeenth session,
条約の目的を達成するため、また、条約の諸原則（衡平の原則並びに各国の異なる事情に照らした共通に
有しているが差異のある責任及び各国の能力に関する原則を含む。
）を指針とし、

In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of
equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different
national circumstances,
気候変動という緊急の脅威に対し、利用可能な最良の科学上の知識に基づき効果的かつ進歩的に対応する
ことが必要であることを認め、

Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the
basis of the best available scientific knowledge,
また、条約に定めるところに従い、開発途上締約国（特に気候変動の悪影響を著しく受けやすいもの）の
個別のニーズ及び特別な事情を認め、

Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the
Convention,
資金供与及び技術移転に関する後発開発途上国の個別のニーズ及び特別な事情について十分な考慮を払
い、Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with

regard to funding and transfer of technology,
締約国が気候変動によってのみでなく、気候変動に対してとられる措置によっても影響を受けるおそれが
あることを認め、

Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the
measures taken in response to it,
気候変動に関する行動、気候変動に対する対応及び気候変動の影響と持続可能な開発のための衡平な機会
及び貧困の撲滅との間に存在する内在的な関係を強調し、

Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with
equitable access to sustainable development and eradication of poverty,
食糧安全保障及び飢餓の終了という基本的な優先事項並びに気候変動の悪影響に対する食糧生産体系の
著しいぜい弱性を認め、
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Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular
vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,
自国が定める開発の優先順位に基づく労働力の公正な移動並びに適切な労働及び質の高い雇用の創出が
必要不可欠であることを考慮し、

Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work
and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities,
気候変動が人類の共通の関心事であることを確認しつつ、締約国が、気候変動に対処するための行動をと
る際に、人権、健康についての権利、先住民、地域社会、移民、児童、障害者及び影響を受けやすい状況
にある人々の権利並びに開発の権利に関するそれぞれの締約国の義務の履行並びに男女間の平等、女子の
自律的な力の育成及び世代間の衡平を尊重し、促進し、及び考慮すべきであり、

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking
action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human
rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons
with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality,
empowerment of women and intergenerational equity,
条約に規定する温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫を保全し、及び適当な場合には強化することの重要性を
認め、

Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of
the greenhouse gases referred to in the Convention,
気候変動に対処するための行動をとる際に、全ての生態系（海洋を含む。
）の本来のままの状態における
保全及び生物の多様性の保全（
「母なる地球」として一部の文化によって認められるもの）を確保するこ
との重要性に留意し、並びに「気候の正義」の概念の一部に係る重要性に留意し、

Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of
biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the
concept of "climate justice", when taking action to address climate change,
この協定において取り扱う事項に関するあらゆる段階における教育、訓練、啓発、公衆の参加、情報の公
開及び協力の重要性を確認し、

Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to
information and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,
締約国のそれぞれの国内法令に従い、全ての段階の政府及び種々の関係者が気候変動への対処に従事する
ことの重要性を認め、

Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in
accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,
また、持続可能な生活様式並びに持続可能な消費及び生産の態様が、先進締約国が率先することにより、
気候変動への対処において重要な役割を果たすことを認めて、

Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with
developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,
次のとおり協定した。

Have agreed as follows:

2

第一条

Article 1
この協定の適用上、条約第一条の定義を適用する。さらに、

For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In
addition:
(a) 「条約」とは、千九百九十二年五月九日にニューヨークで採択された気候変動に関する国際連合
枠組条約をいう。

(a) "Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in
New York on 9 May 1992;
(b) 「締約国会議」とは、条約の締約国会議をいう。

(b) "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention;
(c) 「締約国」とは、この協定の締約者をいう。

(c) "Party" means a Party to this Agreement.

第二条

Article 2
１ この協定は、条約（その目的を含む。
）の実施を促進する上で、持続可能な開発及び貧困を撲滅する
ための努力の文脈において、気候変動の脅威に対する世界全体による対応を、次のことによるものを
含め、強化することを目的とする。

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to
strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development
and efforts to eradicate poverty, including by:
(a) 世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えるこ
と並びに世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限す
るための努力を、この努力が気候変動のリスク及び影響を著しく減少させることとなるものである
ことを認識しつつ、継続すること。

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels
and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels,
recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
(b) 食糧の生産を脅かさないような方法で、気候変動の悪影響に適応する能力並びに気候に対する強
靱(じん)性を高め、及び温室効果ガスの低排出型の発展を促進する能力を向上させること。

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience
and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
and
(c) 資金の流れを温室効果ガスの低排出型の、かつ、気候に対して強靱(じん)な発展に向けた方針に適
合させること。

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and
climate-resilient development.
２ この協定は、衡平並びに各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の
能力に関する原則を反映するように実施される。
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2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

第三条

Article 3
全ての締約国は、気候変動に対する世界全体による対応への自国が決定する貢献（以下「国が決定する貢
献」という。
）に関し、前条に規定するこの協定の目的を達成するため、次条、第七条、第九条から第十
一条まで及び第十三条に定める野心的な努力に取り組み、及びその努力について通報する。全ての締約国
の努力については、この協定の効果的な実施のために開発途上締約国を支援する必要性についての認識の
下で、時間とともに前進を示すものとなる。

As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake
and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving
the purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression
over time, while recognizing the need to support developing country Parties for the effective
implementation of this Agreement.

第四条

Article 4
１ 締約国は、第二条に定める長期的な気温に関する目標を達成するため、衡平に基づき並びに持続可能
な開発及び貧困を撲滅するための努力の文脈において、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源
による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成するために、開発途上締約国の温室効果ガス
の排出量がピークに達するまでに一層長い期間を要することを認識しつつ、世界全体の温室効果ガス
の排出量ができる限り速やかにピークに達すること及びその後は利用可能な最良の科学に基づいて迅
速な削減に取り組むことを目的とする。

1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global
peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for
developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best
available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context
of sustainable development and efforts to eradicate poverty.
２ 各締約国は、
自国が達成する意図を有する累次の国が決定する貢献を作成し、
通報し、
及び維持する。
締約国は、当該国が決定する貢献の目的を達成するため、緩和に関する国内措置を遂行する。

2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that
it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the
objectives of such contributions.
３ 各締約国による累次の国が決定する貢献については、各締約国によるその直前の国が決定する貢献を
超える前進を示し、並びに各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国
の能力を考慮しつつ、各締約国のできる限り高い野心を反映するものとなる。

3. Each Party's successive nationally determined contribution will represent a progression beyond the
Party's then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition,
reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of
different national circumstances.
４ 先進締約国は、経済全体にわたる排出の絶対量における削減目標に取り組むことによって、引き続き
先頭に立つべきである。開発途上締約国は、自国の緩和に関する努力を引き続き強化すべきであり、
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各国の異なる事情に照らして経済全体にわたる排出の削減又は抑制の目標に向けて時間とともに移行
することが奨励される。

4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute
emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation
efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation
targets in the light of different national circumstances.
５ 開発途上締約国に対しては、開発途上締約国に対する強化された支援がその行動を一層野心的なもの
にすることを可能にするとの認識の下で、この条の規定を実施するための支援を第九条から第十一条
までの規定に従って提供する。

5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in
accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties
will allow for higher ambition in their actions.
６ 後発開発途上国及び開発途上にある島嶼(しよ)国は、自国の特別な事情を反映する温室効果ガスの低
排出型の発展のための戦略、計画及び行動を作成し、及び通報することができる。

6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate
strategies, plans and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special
circumstances.
７ 締約国の適応に関する行動又は経済の多角化に関する計画により副次的に生ずる緩和に関する利益
は、この条の規定に基づく緩和の成果に寄与することができる。

7. Mitigation co-benefits resulting from Parties' adaptation actions and/or economic diversification plans
can contribute to mitigation outcomes under this Article.
８ 全ての締約国は、
国が決定する貢献の通報に際し、
締約国会議第二十一回会合における決定第一号
（第
二十一回会合）及びこの協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議における関連の決定に
従い、明確性、透明性及び理解のために必要な情報を提供する。

8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information
necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any
relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.
９ 各締約国は、締約国会議第二十一回会合における決定第一号（第二十一回会合）及びこの協定の締約
国の会合としての役割を果たす締約国会議における関連の決定に従い、国が決定する貢献を五年ごと
に通報する。第十四条に規定する世界全体の実施状況の検討の結果については、各締約国に対し、情
報が提供される。

9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with
decision 1/CP21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in
Article 14.
10 この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、国が決定する
貢献に係る共通の期間について検討する。

10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall consider
common time frames for nationally determined contributions at its first session.
11 締約国は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の採択する指針に従い、野心の
水準を高めるため、既存の国が決定する貢献についていつでも調整することができる。

11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a view to enhancing
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its level of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to this Agreement.
12 締約国が通報する国が決定する貢献については、事務局が管理する公的な登録簿に記録する。

12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry
maintained by the secretariat.
13 締約国は、国が決定する貢献の計算を行う。締約国は、国が決定する貢献に係る人為的な排出量及
び除去量に関する計算に際し、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の採択する
指針に従い、環境の保全、透明性、正確性、完全性、比較可能性及び整合性を促進し、並びに二重の
計上を回避することを確保する。

13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic
emissions and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall
promote environmental integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency,
and ensure the avoidance of double counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
14 締約国は、国が決定する貢献の文脈において、人為的な排出及び除去に係る緩和に関する行動を確
認し、及び実施する際には、13 の規定に照らして、適当なときは条約に基づく既存の方法及び指針を
考慮に入れるべきである。

14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing
mitigation actions with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into
account, as appropriate, existing methods and guidance under the Convention, in the light of the
provisions of paragraph 13 of this Article
15 締約国は、この協定の実施に際し、対応措置により最も影響を受ける経済を有する締約国（特に開
発途上締約国）の懸念を考慮に入れる。

15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties
with economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country
Parties.
16 ２の規定に基づいて共同して行動することについて合意に達した締約国（地域的な経済統合のため
の機関及びその構成国を含む。
）は、国が決定する貢献を通報する際に、事務局に対し、当該合意の条
件（各締約国に割り当てられた該当する期間内の排出量の水準を含む。
）を通報する。事務局は、条約
の締約国及び署名国に対し、当該合意の条件を通報する。

16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have
reached an agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the
terms of that agreement, including the emission level allocated to each Party within the relevant time
period, when they communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn
inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of that agreement.
17 16 に規定する合意に達した各締約国は、13 及び 14 の規定並びに第十三条及び第十五条の規定に従
い、当該合意に定める自国の排出量の水準について責任を負う。

17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement
referred to in paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and
Articles 13 and 15.
18 共同して行動する締約国がこの協定の締約国である地域的な経済統合のための機関の枠組みにおい
て、かつ、当該地域的な経済統合のための機関と共に行動する場合には、当該地域的な経済統合のた
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めの機関の構成国は、個別に、かつ、当該地域的な経済統合のための機関と共に、13 及び 14 の規定
並びに第十三条及び第十五条の規定に従い、16 の規定に基づいて通報した合意に定める自国の排出量
の水準について責任を負う。

18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration
organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that regional economic
integration organization individually, and together with the regional economic integration organization,
shall be responsible for its emission level as set out in the agreement communicated under paragraph 16
of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
19 全ての締約国は、各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力
を考慮しつつ、第二条の規定に留意して、長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を作
成し、及び通報するよう努力すべきである。

19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission
development strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

第五条

Article 5
１ 締約国は、条約第四条１(d)に規定する温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫（森林を含む。
）を保全し、
及び適当な場合には強化するための行動をとるべきである。

1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse
gases as referred to in Article 4, paragraph 1 (d), of the Convention, including forests.
２ 締約国は、開発途上締約国における森林の減少及び劣化から生ずる排出の削減に関連する活動並びに
開発途上締約国における保全、持続可能な森林経営及び森林の炭素蓄積の向上が果たす役割に関する
政策上の取組及び積極的な奨励措置並びに総合的かつ持続可能な森林経営のための緩和及び適応の一
体的な取組等の代替的な政策上の取組のための既存の枠組みであって、条約に基づいて既に合意され
た関連の指針及び決定に定めるものを、これらの取組に関連する非炭素の便益を適宜奨励することの
重要性を再確認しつつ、実施し、及び支援する（成果に基づく支払により行うことを含む。
）ための行
動をとることが奨励される。

2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based
payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the
Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions
from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of
forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy
approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable
management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon
benefits associated with such approaches.

第六条

Article 6
１ 締約国は、一部の締約国が、国が決定する貢献の実施に際し、緩和及び適応に関する行動を一層野心
的なものにすることを可能にし、並びに持続可能な開発及び環境の保全を促進するため、任意の協力
を行うことを選択することを認識する。

1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their
nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation
actions and to promote sustainable development and environmental integrity.
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２ 締約国は、国際的に移転される緩和の成果を国が決定する貢献のために利用することを伴う協力的な
取組に任意に従事する際には、持続可能な開発を促進し、並びに環境の保全及び透明性（管理におけ
るものを含む。
）を確保するものとし、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が採
択する指針に適合する確固とした計算方法（特に二重の計上の回避を確保するためのもの）を適用す
る。

2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of
internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote
sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance,
and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with
guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.
３ この協定に基づく国が決定する貢献を達成するための国際的に移転される緩和の成果の利用は、任意
で行い、参加する締約国が承認する。

3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions
under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.
４ この協定により、
温室効果ガスの排出に関する緩和に貢献し、及び持続可能な開発を支援する制度を、
締約国が任意で利用するため、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の権限及び
指導の下で設立する。当該制度は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が指定
する機関の監督を受けるものとし、次のことを目的とする。

4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable
development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be
supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement, and shall aim:
(a) 持続可能な開発を促しつつ、温室効果ガスの排出に関する緩和を促進すること。

(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
(b) 締約国により承認された公的機関及び民間団体による温室効果ガスの排出に関する緩和への参加
を奨励し、及び促進すること。

(b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and
private entities authorized by a Party;
(c) 受入締約国（他の締約国が決定する貢献を履行するために用いることもできる排出削減量を生ずる
緩和に関する活動により利益を得ることとなるもの）における排出量の水準の削減に貢献すること。

(c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation
activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally
determined contribution; and
(d) 世界全体の排出における総体的な緩和を行うこと。

(d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
５ 受入締約国は、４に規定する制度から生ずる排出削減量について、他の締約国が決定する貢献を達成
したことを証明するために用いる場合には、当該受入締約国が国が決定する貢献を達成したことを証
明するために用いてはならない。

5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be
used to demonstrate achievement of the host Party's nationally determined contribution if used by
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another Party to demonstrate achievement of its nationally determined contribution.
６ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、４に規定する制度に基づく活動からの
収益の一部が、運営経費を支弁するために及び気候変動の悪影響を著しく受けやすい開発途上締約国
が適応するための費用を負担することについて支援するために用いられることを確保する。

6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall ensure that a
share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is
used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly
vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
７ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、４に規定する制
度に関する規則、方法及び手続を採択する。

7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall adopt rules,
modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.
８ 締約国は、持続可能な開発及び貧困の撲滅の文脈において、調整が図られた、かつ、効果的な方法（適
当な場合には、特に、緩和、適応、資金、技術移転及び能力の開発によるものを含む。
）により締約国
による国が決定する貢献の実施について支援するための締約国が利用することができる
総合的及
び全体的な並びに均衡のとれた非市場の取組の重要性を認める。この取組は、次のことを目的とする。

8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being
available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the
context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner,
including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity building,
as appropriate. These approaches shall aim to:
(a) 緩和及び適応に関する野心の向上を促すこと。

(a) Promote mitigation and adaptation ambition;
(b) 国が決定する貢献の実施への公的部門及び民間部門の参加を促進すること。

(b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined
contributions; and
(c) 手段及び関連の制度的な措置に関する調整のための機会を与えること。

(c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.
９ ８に規定する非市場の取組を促進するため、この協定により、持続可能な開発のための非市場の取組
に関する枠組みを定める。

9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the
non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

第七条

Article 7
１ 締約国は、第二条に定める気温に関する目標の文脈において、持続可能な開発に貢献し、及び適応に
関する適当な対応を確保するため、この協定により、気候変動への適応に関する能力の向上並びに気
候変動に対する強靱(じん)性の強化及びぜい弱性の減少という適応に関する世界全体の目標を定める。

1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening
resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable
development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal
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referred to in Article 2.
２ 締約国は、気候変動の悪影響を著しく受けやすい開発途上締約国の緊急かつ即時のニーズを考慮しつ
つ、適応が地区、地方、国及び地域の規模並びに国際的な規模で全ての者が直面する世界全体の課題
であること並びに適応が
人、生活の手段及び生態系を守るための気候変動に対する長期的な世界
全体による対応の重要な構成要素であり、かつ、当該対応に貢献するものであることを認識する。

2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, national,
regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the
long-term global response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into
account the urgent and immediate needs of those developing country Parties that are particularly
vulnerable to the adverse effects of climate change.
３ 開発途上締約国の適応に関する努力については、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約
国会議が第一回会合において採択する方法に従って確認する。

3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the
modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement at its first session.
４ 締約国は、現時点における適応の必要性が顕著であること及び一層高い水準の緩和が適応に関する追
加的な努力の必要性を低減し得ることを認識し、並びに一層高い適応の必要性が一層高い適応に係る
費用を伴い得ることを認識する。

4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation
can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve
greater adaptation costs.
５ 締約国は、適応に関する行動が、影響を受けやすい集団、地域社会及び生態系を考慮に入れた上で、
各国主導の、ジェンダーに配慮した、参加型の及び十分に透明性のある取組に従うべきであること並
びに適宜適応を関連の社会経済及び環境に関する政策及び行動に組み入れるため、利用可能な最良の
科学並びに適当な場合には伝統的な知識、先住民の知識及び現地の知識の体系に基づき、及び従うべ
きであることを確認する。

5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive,
participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities
and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate,
traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to
integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where
appropriate.
６ 締約国は、適応に関する努力に対する支援及び適応に関する努力についての国際協力の重要性並びに
開発途上締約国（特に気候変動の悪影響を著しく受けやすいもの）のニーズを考慮に入れることの重
要性を認める。

6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and
the importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are
particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
７ 締約国は、カンクン適応枠組みを考慮に入れつつ、次のことを含む適応に関する行動を強化する協力
を拡充すべきである。

7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account the
Cancun Adaptation Framework, including with regard to:
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(a) 情報、良い事例、経験及び得られた教訓（適当な場合には、適応に関する行動に関連する科学、
計画、政策及び実施に関するものを含む。
）を共有すること。

(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as
these relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
(b) 関連の情報及び知識の統合並びに締約国に対する技術的な支援及び指針の提供を支援するための
制度的な措置（条約に基づく措置であって、この協定のためにその役割を果たすものを含む。
）を強
化すること。

(b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this
Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of
technical support and guidance to Parties;
(c) 気候サービスに情報を提供し、及び意思決定を支援するような方法で、気候に関する科学上の知識
（研究、気候系の組織的観測及び早期警戒体制を含む。
）を拡充すること。

(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the
climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports
decision-making;
(d) 開発途上締約国が、奨励される良い事例に適合する方法で、適応に関する効果的な事例、適応の
ニーズ、優先事項、適応に関する行動及び努力のために提供され、及び受領される支援並びに課題
及び隔たりを特定することができるよう支援すること。

(d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs,
priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in
a manner consistent with encouraging good practices; and
(e) 適応に関する行動の有効性及び耐久性を向上させること。

(e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.
８ 国際連合の専門機関は、５の規定を考慮しつつ、締約国が７に規定する行動を実施するために行う努
力を支援することが奨励される。

8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to
implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of
paragraph 5 of this Article.
９ 各締約国は、適当な場合には、適応に関する計画の作成の過程及び行動の実施（関連の計画、政策又
は貢献の作成又は強化を含み、及び次の事項を含むことができる。
）に関与する。

9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of
actions, including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions,
which may include:
(a) 適応に関する行動、取組又は努力の実施

(a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;
(b) 自国の適応に関する計画を作成し、及び実施する過程

(b) The process to formulate and implement national adaptation plans;
(c) 自国が決定する優先的な行動を作成するための気候変動の影響及び気候変動に対するぜい弱性の
評価（影響を受けやすい人々、場所及び生態系を考慮に入れたもの）

(c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a view to formulating nationally
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determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;
(d) 適応に関する計画、政策、プログラム及び行動のモニタリング及び評価並びにこれらからの学習

(d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
(e) 社会経済システム及び生態系の強靱(じん)性の構築（経済の多角化及び天然資源の持続可能な管理
によるものを含む。
）

(e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic
diversification and sustainable management of natural resources.
10 各締約国は、適当な場合には、開発途上締約国に追加の負担を生じさせることなく、適応に関する
情報（自国の優先事項、実施及び支援の必要性、計画並びに行動を含めることができる。
）を定期的に
提出し、及び更新すべきである。

10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which
may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any
additional burden for developing country Parties.
11 10 に規定する適応に関する情報については、適当な場合には、他の情報若しくは文書（自国の適応
に関する計画、第四条２に規定する国が決定する貢献又は自国の情報を含む。
）の構成要素として又は
これらと併せて、定期的に提出し、及び更新する。

11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate,
submitted and updated periodically, as a component of or in conjunction with other communications or
documents, including a national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in
Article 4, paragraph 2, and/or a national communication.
12 10 に規定する適応に関する情報については、事務局が管理する公的な登録簿に記録する。

12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a public
registry maintained by the secretariat.
13 開発途上締約国に対しては、７及び９から 11 までの規定を実施するための継続的であり、及び強化
された国際的な支援を第九条から第十一条までの規定に従って提供する。

13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the
implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of
Articles 9, 10 and 11.
14 第十四条に規定する世界全体の実施状況の検討においては、特に、次のことを行う。

14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:
(a) 開発途上締約国の適応に関する努力を確認すること。

(a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
(b) 10 に規定する適応に関する情報を考慮しつつ、適応に関する行動の実施を促進すること。

(b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication
referred to in paragraph 10 of this Article;
(c) 適応及び適応のために提供された支援の妥当性及び有効性を検討すること。

(c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
(d) １に規定する適応に関する世界全体の目標の達成に向けた全体の進捗状況について検討すること。
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(d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph
1 of this Article.

第八条

Article 8
１ 締約国は、気候変動の悪影響（気象についての極端な事象及び緩やかに進行する事象を含む。
）に伴
う損失及び損害を回避し、及び最小限にし、並びにこれらに対処することの重要性を認め、並びに損
失及び損害の危険性を減少させる上での持続可能な開発の役割を認識する。

1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated
with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and
the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage.
２ 気候変動の影響に伴う損失及び損害のためのワルシャワ国際制度（以下「ワルシャワ国際制度」とい
う。
）は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の権限及び指導に従うものとし、
この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の決定するところに従って改善し、及び強
化することができる。

2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts
shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement
and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement.
３ 締約国は、気候変動の悪影響に伴う損失及び損害に関し、協力及び促進に基づき、適当な場合には、
例えばワルシャワ国際制度を通じ、理解を増進し、並びに行動及び支援を強化すべきである。

3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International
Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage
associated with the adverse effects of climate change.
４ ３に規定する理解の増進並びに行動及び支援の強化のための協力及び促進の分野には、次のものを含
むことができる。

4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may
include:
(a) 早期警戒体制

(a) Early warning systems;
(b) 緊急事態のための準備

(b) Emergency preparedness;
(c) 緩やかに進行する事象

(c) Slow onset events;
(d) 回復不可能な及び半永久的な損失及び損害を伴い得る事象

(d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
(e) 包括的なリスクの評価及び管理

(e) Comprehensive risk assessment and management;
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(f) リスクに対処する保険の制度、気候リスクの共同管理その他保険による解決

(f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
(g) 経済外の損失

(g) Non-economic losses; and
(h) 地域社会、生活の手段及び生態系の強靱(じん)性

(h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.
５ ワルシャワ国際制度は、この協定の下にある既存の機関及び専門家団体並びにこの協定の外にある
関連の機関及び専門家団体と協力する。

5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under
the Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.

第九条

Article 9
１ 先進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、開発途上締約
国を支援するため、資金を供与する。

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with
respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the
Convention.
２ 他の締約国は、任意に、１に規定する支援を提供すること又は引き続き提供することを奨励される。

2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
３ 先進締約国は、世界全体の努力の一環として、開発途上締約国のニーズ及び優先事項を考慮しつつ、
公的資金の重要な役割に留意して、種々の行動（各国主導の戦略を支援することを含む。
）により多様
な資金源、手段及び経路から気候に関する資金を動員することを引き続き率先して行うべきである。
そのような気候に関する資金の動員については、従前の努力を超える前進を示すものであるべきであ
る。

3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing
climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of
public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into
account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance
should represent a progression beyond previous efforts.
４ 規模を拡大した資金の供与については、適応のために公的なかつ贈与に基づく資金が必要であること
を考慮しつつ、各国主導の戦略並びに開発途上締約国（特に、気候変動の悪影響を著しく受けやすく、
及び著しく能力に制約があるもの。例えば、後発開発途上国及び開発途上にある島嶼(しよ)国）の優先
事項及びニーズを考慮に入れて、適応と緩和との間の均衡を達成することを目的とすべきである。

4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and
mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing
country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change
and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island
developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
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５ 先進締約国は、適当な場合には、１及び３の規定に関連する定量的及び定性的に示す情報（可能な場
合には、開発途上締約国に供与される公的資金の予定された水準を含む。
）を二年ごとに通報する。資
金を供与する他の締約国は、任意に当該情報を二年ごとに通報することが奨励される。

5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative
information related to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected
levels of public financial resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing
resources are encouraged to communicate biennially such information on a voluntary basis.
６ 第十四条に規定する世界全体の実施状況の検討においては、気候に関する資金に関連する努力に関し、
先進締約国又はこの協定の機関が提供する関連の情報を考慮する。

6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by
developed country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.
７ 先進締約国は、第十三条 13 に定めるところによりこの協定の締約国の会合としての役割を果たす締
約国会議が第一回会合において採択する方法、手続及び指針に従い、開発途上締約国のために提供さ
れ、及び公的な関与を通じて動員された支援に関する透明性及び一貫性のある情報を二年ごとに提供
する。他の締約国は、同様に当該情報を提供することが奨励される。

7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for
developing country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in
accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in Article
13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.
８ 条約の資金供与の制度（運営組織を含む。
）は、この協定の資金供与の制度としての役割を果たす。

8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial
mechanism of this Agreement.
９ この協定のためにその役割を果たす組織（条約の資金供与の制度の運営組織を含む。
）は、開発途上
締約国（特に後発開発途上国及び開発途上にある島嶼(しよ)国）の気候に関する戦略及び計画の文脈に
おいて、簡素化された承認の手続及び受入準備のための強化された支援により、当該開発途上締約国
のための資金を効率的に利用する機会を確保することを目的とする。

9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of
the Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval
procedures and enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least
developed countries and small island developing States, in the context of their national climate strategies
and plans.

第十条

Article 10
１ 締約国は、気候変動に対する強靱(じん)性を向上させ、及び温室効果ガスの排出を削減するために技
術開発及び技術移転を十分に実現することの重要性に関する長期的な展望を共有する。

1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer
in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
２ 締約国は、この協定に基づく緩和及び適応に関する行動の実施のための技術の重要性に留意しつつ、
技術の導入及び普及に関する既存の努力を認識して、技術開発及び技術移転に関する協力的な行動を
強化する。
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2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions
under this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall
strengthen cooperative action on technology development and transfer.
３ 条約に基づいて設立された技術に関する制度は、この協定のためにその役割を果たす。

3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.
４ １に規定する長期的な展望を達成するに当たり、この協定の実施を支援するため、技術開発及び技術
移転に関する強化された行動を促進し、及び円滑化するための技術に関する制度における活動に包括
的な指針を与える技術に関する枠組みを、この協定により、設定する。

4. A technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the
Technology Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and
transfer in order to support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision
referred to in paragraph 1 of this Article.
５ イノベーションを加速し、奨励し、及び可能にすることは、気候変動に対する効果的及び長期的な世
界全体による対応並びに経済成長及び持続可能な開発の促進のために不可欠である。このような努力
に対しては、適当な場合には、研究及び開発に関する協調的な取組のため並びに開発途上締約国が特
に技術の周期の初期の段階において技術を利用する機会を得やすくするため、支援（技術に関する制
度による支援及び条約の資金供与の制度による資金上の手段を通じた支援を含む。
）を行う。

5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response
to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be,
as appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by
the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development,
and facilitating access to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing
country Parties.
６ 開発途上締約国に対しては、緩和のための支援と適応のための支援との間の均衡を達成することを目
指して、この条の規定の実施（技術の周期の種々の段階における技術開発及び技術移転に関する協力
的な行動の強化を含む。
）のための支援（資金上の支援を含む。
）を提供する。第十四条に規定する世
界全体の実施状況の検討においては、開発途上締約国に対する技術開発及び技術移転のための支援に
関する努力についての入手可能な情報を考慮する。

6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the
implementation of this Article, including for strengthening cooperative action on technology
development and transfer at different stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance
between support for mitigation and adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take
into account available information on efforts related to support on technology development and transfer
for developing country Parties.

第十一条

Article 11
１ この協定に基づく能力の開発については、効果的な気候変動に関する行動（特に適応及び緩和に関
する行動を実施するためのものを含む。
）をとるため、開発途上締約国、特に最も能力に制約がある国
（例えば、後発開発途上国）及び気候変動の悪影響を著しく受けやすい国（例えば、開発途上にある
島嶼(しよ)国）の能力を向上させるべきであり、並びに技術開発、技術の普及及び導入、気候に関す
る資金を利用する機会、教育、訓練及び啓発の関連の側面並びに情報の透明性のある、時宜を得た、
及び正確な通報を容易にすべきである。

1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country
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Parties, in particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those
that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing
States, to take effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and
mitigation actions, and should facilitate technology development, dissemination and deployment,
access to climate finance, relevant aspects of education, training and public awareness, and the
transparent, timely and accurate communication of information.
２ 能力の開発については、各国主導であり、各締約国のニーズに基づき、かつ、対応し、及び締約国、
特に開発途上締約国の当事者意識（国、地方及び地区の段階におけるものを含む。
）を育成するもので
あるべきである。能力の開発については、得られた教訓（条約に基づく能力の開発に関する活動から
得られたものを含む。
）を指針とすべきであり、並びに効果的及び反復的な過程であって、参加型の、
横断的な及びジェンダーに配慮したものであるべきである。

2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster
country ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national,
subnational and local levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those
from capacity-building activities under the Convention, and should be an effective, iterative process that
is participatory, cross-cutting and gender-responsive.
３ 全ての締約国は、この協定を実施するための開発途上締約国の能力を向上させるために協力すべき
である。先進締約国は、開発途上締約国における能力の開発に関する行動に対する支援を強化すべき
である。

3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this
Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in
developing country Parties.
４ この協定を実施するための開発途上締約国の能力の向上（地域的な取組並びに二国間及び多数国間
の取組によるものを含む。
）に取り組む全ての締約国は、能力の開発に関する行動又は措置について定
期的に通報する。開発途上締約国は、この協定を実施するための能力の開発に関する計画、政策、行
動又は措置の実施に関する進捗状況について定期的に通報すべきである。

4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including
through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or
measures on capacitybuilding. Developing country Parties should regularly communicate progress
made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this
Agreement.
５ 能力の開発に関する活動は、この協定の実施を支援するための適当な制度的な措置（条約に基づい
て設けられた適当な制度的な措置であって、この協定のためにその役割を果たすものを含む。
）により
促進する。この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、能力
の開発のための最初の制度的な措置に関する決定を検討し、採択する。

4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including
through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or
measures on capacitybuilding. Developing country Parties should regularly communicate progress
made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this
Agreement.

第十二条

Article 12
締約国は、この協定に基づく行動の強化に関して、気候変動に関する教育、訓練、啓発、公衆の参加及
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び情報の公開を強化するための措置の重要性を認識しつつ、適当な場合には、当該措置をとることにつ
いて協力する。

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training,
public awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of
these steps with respect to enhancing actions under this Agreement.

第十三条

Article 13
１ 相互の信用及び信頼を構築し、並びに効果的な実施を促進するため、この協定により、行動及び支援
に関する強化された透明性の枠組みであって、締約国の異なる能力を考慮し、及び全体としての経験
に立脚する内在的な柔軟性を備えるものを設立する。

1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced
transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties'
different capacities and builds
upon collective experience is hereby established.
２ 透明性の枠組みは、開発途上締約国が自国の能力に照らしてこの条の規定の実施において柔軟性を必
要とする場合には、当該開発途上締約国に対して当該柔軟性を与えるものとする。13 に規定する方法、
手続及び指針には、当該柔軟性を反映する。

2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this
Article to those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities,
procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.
３ 透明性の枠組みについては、後発開発途上国及び開発途上にある島嶼(しよ)国の特別な事情について
の認識の下で、条約に基づく透明性に関する措置に立脚し、及び当該措置を強化するものとし、各締
約国の主権に敬意を払いつつ、促進的であり、干渉的でなく、及び懲罰的でない方法で実施し、並び
に締約国に対して過度の負担を生じさせることを回避する。

3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the
Convention, recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island
developing States, and be implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful
of national sovereignty, and avoid placing undue burden on Parties.
４ 条約に基づく透明性に関する措置（各締約国による自国の情報、二年ごとの報告書及び二年ごとに更
新される報告書、国際的な評価及び検討並びに国際的な協議及び分析を含む。
）は、13 の規定に基づ
く方法、手続及び指針を作成するために活用する経験の一部を構成する。

4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial
reports and biennial update reports, international assessment and review and international consultation
and analysis, shall form part
of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under
paragraph 13 of this Article.
５ 行動に関する透明性の枠組みの目的は、次条の規定に基づく世界全体の実施状況の検討に情報を提供
するため、条約第二条に規定する条約の目的に照らして、気候変動に関する行動についての明確な理
解（締約国による第四条の規定に基づく個別の国が決定する貢献及び締約国による第七条の規定に基
づく適応に関する行動（良い事例、優先事項、ニーズ及び隔たりを含む。
）の達成に向けての明確性の
確保及び進捗状況の追跡を含む。
）を提供することである。

5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate
change action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity
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and tracking of progress towards achieving Parties' individual nationally determined contributions under
Article 4, and Parties' adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and
gaps, to inform the global stocktake under Article 14.
６ 支援に関する透明性の枠組みの目的は、次条の規定に基づく世界全体の実施状況の検討に情報を提供
するため、第四条、第七条及び第九条から第十一条までの規定に基づく気候変動に関する行動の文脈
において個別の関連の締約国によって提供され、及び受領される支援に明確性を与え、並びに可能な
範囲で、提供された資金上の支援の合計についての十分な概要を提供することである。

6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and
received by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10
and 11, and, to the extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to
inform the global stocktake under Article 14.
７ 各締約国は、定期的に次の情報を提供する。

7. Each Party shall regularly provide the following information:
(a) 温室効果ガスの人為的な発生源による排出及び吸収源による除去に関する自国の目録に係る報告
書であって、気候変動に関する政府間パネルが受諾し、この協定の締約国の会合としての役割を果
たす締約国会議が合意する良い事例に基づく方法を用いて作成されたもの

(a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of
greenhouse gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental
Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement; and
(b) 第四条の規定に基づく国が決定する貢献の実施及び達成における進捗状況を追跡するために必要
な情報

(b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally
determined contribution under Article 4.
８ 各締約国は、更に、適当な場合には、第七条の規定に基づく気候変動の影響及び適応に関する情報を
提供すべきである。

8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under
Article 7, as appropriate.
９ 先進締約国は、第九条から第十一条までの規定に基づいて開発途上締約国に提供される資金上の支援
並びに技術移転及び能力の開発に関する支援についての情報を提供する。また、支援を提供する他の
締約国は、当該情報を提供すべきである。

9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on
financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties
under Articles 9, 10 and 11.
10 開発途上締約国は、第九条から第十一条までの規定に基づいて、必要とし、及び受領した資金上の
支援並びに技術移転及び能力の開発に関する支援についての情報を提供すべきである。

10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and
capacity-building support needed and received under Articles 9, 10 and 11.
11 各締約国が７及び９の規定に基づいて提供する情報は、
締約国会議第二十一回会合における決定第一
号（第二十一回会合）に従って技術専門家による検討を受ける。能力の開発のニーズを特定するため
の支援を開発途上締約国が自国の能力に照らして必要とする場合には、当該検討の過程には、当該支
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援を含む。さらに、各締約国は、第九条の規定に基づく努力に関する進捗状況並びに国が決定する貢
献の実施及び達成についての促進的な多数国間の検討に参加する。

11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a technical
expert review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in
the light of their capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building
needs. In addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress
with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation and achievement of its
nationally determined contribution.
12 この 12 の規定に基づく技術専門家による検討については、該当する場合には締約国が提供する支援
に関する検討並びに国が決定する貢献の実施及び達成に関する検討によって構成する。また、当該技
術専門家による検討については、２の規定に基づいて当該締約国に与えられる柔軟性を考慮しつつ、
当該締約国が改善すべき分野を特定するものとし、７及び９の規定に基づいて提供する情報と 13 に規
定する方法、手続及び指針との整合性に関する検討を含む。当該技術専門家による検討においては、
各開発途上締約国の能力及び事情に特別の注意を払う。

12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party's support
provided, as relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution.
The review shall also identify areas of improvement for the Party, and include a review of the
consistency of the information with the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph
13 of this Article, taking into account the flexibility accorded to the Party under paragraph 2 of this
Article. The review shall pay particular attention to the respective national capabilities and
circumstances of developing country Parties.
13 この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、適当な場合に
は、条約に基づく透明性に関する措置から得られた経験に立脚し、及びこの条の規定を十分に考慮し
つつ、行動及び支援の透明性のための共通の方法、手続及び指針を採択する。

13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first
session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention,
and elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines,
as appropriate, for the transparency of action and support.
14 開発途上締約国に対しては、この条の規定を実施するための支援を提供する。

14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
15 開発途上締約国に対しては、また、その透明性に関する能力を開発するための支援を継続的に提供
する。

15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country
Parties on a continuous basis.

第十四条

Article 14
１ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この協定の目的及び長期的な目標の達
成に向けた全体としての進捗状況を評価するためのこの協定の実施状況に関する定期的な検討（この
協定において「世界全体の実施状況の検討」という。
）を行う。この協定の締約国の会合としての役割
を果たす締約国会議は、包括的及び促進的な方法で、緩和、適応並びに実施及び支援の手段を考慮し
て並びに衡平及び利用可能な最良の科学に照らして、世界全体の実施状況の検討を行う。

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall periodically
take stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving
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the purpose of this Agreement and its long-term goals (referred to as the "global stocktake"). It shall do
so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of
implementation and support, and in the light of equity and the best available science.
２ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この協定の締約国の会合としての役割
を果たす締約国会議が別段の決定を行わない限り、最初の世界全体の実施状況の検討を二千二十三年
に行い、その後は五年ごとに行う。

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall undertake its
first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
３ 世界全体の実施状況の検討の結果については、各締約国が、この協定の関連の規定に従い自国が決定
する方法によって自国の行動及び支援を更新し、及び強化するに当たり並びに気候に関する行動のた
めの国際協力を強化するに当たり、締約国に対し、情報が提供される。

3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally
determined manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this
Agreement, as well as in enhancing international cooperation for climate action.

第十五条

Article 15
１ この協定により、この協定の実施及び遵守を促進するための制度を設立する。

1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this
Agreement is hereby established.
２ １に規定する制度は、専門家による促進的な性質を有する委員会であって、透明性があり、敵対的で
なく、及び懲罰的でない方法によって機能するものから成る。当該委員会は、各締約国の能力及び事
情に特別の注意を払う。

2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be
expert-based and facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and
non-punitive. The committee shall pay particular attention to the respective national capabilities and
circumstances of Parties.
３ ２に規定する委員会は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が第一回会合にお
いて採択する方法及び手続に基づいて運営し、及びこの協定の締約国の会合としての役割を果たす締
約国会議に毎年報告を行う。

3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session and report annually to
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

第十六条

Article 16
１ 条約の最高機関である締約国会議は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす。

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the
Parties to this Agreement.
２ 条約の締約国であってこの協定の締約国でないものは、この協定の締約国の会合としての役割を果た
す締約国会議の会合の審議にオブザーバーとして参加することができる。締約国会議がこの協定の締
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約国の会合としての役割を果たす場合には、この協定に基づく決定は、この協定の締約国のみによっ
て行われる。

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the
proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement,
decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
３ 締約国会議がこの協定の締約国の会合としての役割を果たす場合には、締約国会議の議長団の構成員
であってその時点でこの協定の締約国でない条約の締約国を代表するものは、この協定の締約国によ
り及びこの協定の締約国の中から選出される追加的な構成員に交代する。

3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member
of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time,
not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from
amongst the Parties to this Agreement.
４ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この協定の実施状況を定期的に検討す
るものとし、その権限の範囲内で、この協定の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う。こ
の協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この協定により課された任務を遂行し、
及び次のことを行う。

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall keep under
regular review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions
necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this
Agreement and shall:
(a) この協定の実施に必要と認められる補助機関を設置すること。

(a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement;
and
(b) その他この協定の実施のために必要な任務を遂行すること。

(b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.
５ 締約国会議の手続規則及び条約の下で適用する財政手続は、この協定の締約国の会合としての役割を
果たす締約国会議がコンセンサス方式により別段の決定を行う場合を除くほか、この協定の下で準用
する。

5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the
Convention shall be applied mutatis mutandis under this Agreement, except as may be otherwise
decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.
６ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第一回会合は、この協定の効力発生の日
の後に予定されている締約国会議の最初の会合と併せて事務局が招集する。この協定の締約国の会合
としての役割を果たす締約国会議のその後の通常会合は、この協定の締約国の会合としての役割を果
たす締約国会議が別段の決定を行わない限り、締約国会議の通常会合と併せて開催する。

6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement
shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties
that is scheduled after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held in
conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
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７ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の特別会合は、この協定の締約国の会合と
しての役割を果たす締約国会議が必要と認めるとき、又はいずれかの締約国から書面による要請のあ
る場合において、事務局がその要請を締約国に通報した後六箇月以内に締約国の少なくとも三分の一
がその要請を支持するときに開催する。

7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement or at the written request of any Party,
provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is
supported by at least one third of the Parties.
８ 国際連合、その専門機関、国際原子力機関及びこれらの国際機関の加盟国又はオブザーバーであって
条約の締約国でないものは、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合にオブ
ザーバーとして出席することができる。この協定の対象とされている事項について認められた団体又
は機関（国内若しくは国際の又は政府若しくは民間のもののいずれであるかを問わない。
）であって、
この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合にオブザーバーとして出席すること
を希望する旨事務局に通報したものは、当該会合に出席する締約国の三分の一以上が反対しない限り、
オブザーバーとして出席することを認められる。オブザーバーの出席については、５に規定する手続
規則に従う。

8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as
any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at
sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as
observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental,
which is qualified in matters covered by this Agreement and which has informed the secretariat of its
wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to this Agreement as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present
object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure referred to
in paragraph 5 of this Article.

第十七条

Article 17
１ 条約第八条の規定によって設置された事務局は、この協定の事務局としての役割を果たす。

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.
２ 事務局の任務に関する条約第八条２の規定及び事務局の任務の遂行のための措置に関する条約第八
条３の規定は、この協定について準用する。さらに、事務局は、この協定に基づき及びこの協定の締
約国の会合としての役割を果たす締約国会議によって課される任務を遂行する。

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3,
of the Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis
mutandis to this Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under
this Agreement and by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.

第十八条

Article 18
１ 条約第九条及び第十条の規定によって設置された科学上及び技術上の助言に関する補助機関並びに
実施に関する補助機関は、それぞれこの協定の科学上及び技術上の助言に関する補助機関並びに実施
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に関する補助機関としての役割を果たす。これらの二の機関の任務の遂行に関する条約の規定は、こ
の協定について準用する。この協定の科学上及び技術上の助言に関する補助機関並びに実施に関する
補助機関の会合は、それぞれ条約の科学上及び技術上の助言に関する補助機関並びに実施に関する補
助機関の会合と併せて開催する。

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation
of this Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies
shall apply mutatis mutandis to this Agreement. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for
Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement
shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
２ 条約の締約国であってこの協定の締約国でないものは、補助機関の会合の審議にオブザーバーとして
参加することができる。補助機関がこの協定の補助機関としての役割を果たす場合には、この協定に
基づく決定は、この協定の締約国のみによって行われる。

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the
proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary
bodies of this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to
this Agreement.
３ 条約第九条及び第十条の規定によって設置された補助機関がこの協定に関係する事項に関して任務
を遂行する場合には、補助機関の議長団の構成員であってその時点でこの協定の締約国でない条約の
締約国を代表するものは、この協定の締約国により及びこの協定の締約国の中から選出される追加的
な構成員に交代する。

3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions
with regard to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary
bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be
replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.

第十九条

Article 19
１ 条約によって設置された補助機関又は設けられた他の制度的な措置であって、この協定に規定する補
助機関又は他の制度的な措置以外のものは、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会
議の決定に基づき、この協定のためにその役割を果たす。この協定の締約国の会合としての役割を果
たす締約国会議は、当該補助機関又は措置によって遂行される任務を特定する。

1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than
those referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. The Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to this Agreement shall specify the functions to be exercised by such
subsidiary bodies or arrangements.
２ この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、１に規定する補助機関又は制度的な措
置について追加的な指針を与えることができる。

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement may provide
further guidance to such subsidiary bodies and institutional arrangements.
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第二十条

Article 20
１ この協定は、条約の締約国である国及び地域的な経済統合のための機関による署名のために開放され
るものとし、批准され、受諾され、又は承認されなければならない。この協定は、二千十六年四月二
十二日から二千十七年四月二十一日までニューヨークにある国際連合本部において、署名のために開
放しておく。その後は、この協定は、この協定の署名のための期間の終了の日の翌日から加入のため
に開放しておく。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。

1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States
and regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for
signature at the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017.
Thereafter, this Agreement shall be open for accession from the day following the date on which it is
closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the Depositary.
２ この協定の締約国となる地域的な経済統合のための機関であってそのいずれの構成国も締約国とな
っていないものは、この協定に基づく全ての義務を負う。この協定の締約国である一又は二以上の構
成国を有する地域的な経済統合のための機関がこの協定の締約国となる場合には、当該地域的な経済
統合のための機関及びその構成国は、この協定に基づく義務の履行につきそれぞれの責任を決定する。
この場合において、当該地域的な経済統合のための機関及びその構成国は、この協定に基づく権利を
同時に行使することができない。

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of
its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case
of regional economic integration organizations with one or more member States that are Parties to this
Agreement, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under this Agreement. In such cases, the organization and the
member States shall not be entitled to exercise rights under this Agreement concurrently.
３ 地域的な経済統合のための機関は、この協定の規律する事項に関するその権限の範囲をこの協定の批
准書、受諾書、承認書又は加入書において宣言する。また、当該地域的な経済統合のための機関は、
その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報し、寄託者は、これを締約国に通報する。

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration
organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this
Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties,
of any substantial modification in the extent of their competence.

第二十一条

Article 21
１ この協定は、五十五以上の条約の締約国であって、世界全体の温室効果ガスの総排出量のうち推計で
少なくとも五十五パーセントを占める温室効果ガスを排出するものが、批准書、受諾書、承認書又は
加入書を寄託した日の後三十日目の日に効力を生ずる。

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the
Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas
emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
２ 専ら１の規定を適用する限りにおいて、
「世界全体の温室効果ガスの総排出量」とは、条約の締約国
がこの協定の採択の日以前の日に通報した最新の量をいう。

2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, "total global greenhouse gas emissions"
means the most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement
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by the Parties to the Convention.
３ この協定は、１に規定する効力発生のための要件を満たした後にこれを批准し、受諾し、若しくは承
認し、又はこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、当該国又は地域的な経
済統合のための機関による批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後三十日目の日に効力を
生ずる。

3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this
Agreement or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into
force have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of
deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
４ 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、１の規定の適用上、その構成国によって
寄託されたものに追加して数えてはならない。

4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.

第二十二条

Article 22
条約の改正の採択に関する条約第十五条の規定は、この協定について準用する。

The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall
apply mutatis mutandis to this Agreement.

第二十三条

Article 23
１ 条約の附属書の採択及び改正に関する条約第十六条の規定は、この協定について準用する。

1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the
Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
２ この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成すものとし、
「この協定」というときは、別段の
明示の定めがない限り、附属書を含めていうものとする。附属書は、表、書式その他科学的、技術的、
手続的又は事務的な性格を有する説明的な文書に限定される。

2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided
for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such
annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a
scientific, technical, procedural or administrative character.

第二十四条

Article 24
紛争の解決に関する条約第十四条の規定は、この協定について準用する。

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this
Agreement.
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第二十五条

Article 25
１ 各締約国は、２に規定する場合を除くほか、一の票を有する。

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this Article.
２ 地域的な経済統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この協定の締約国であるその
構成国の数と同数の票を投ずる権利を行使する。地域的な経済統合のための機関は、その構成国が自
国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their
right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this
Agreement. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises
its right, and vice versa.

第二十六条

Article 26
国際連合事務総長は、この協定の寄託者とする。

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.

第二十七条

Article 27
この協定には、いかなる留保も付することができない。

No reservations may be made to this Agreement.

第二十八条

Article 28
１ 締約国は、この協定が自国について効力を生じた日から三年を経過した後いつでも、寄託者に対して
書面による脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。

1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party,
that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
２ １に規定する脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日から一年を経過した日又はそれよりも遅い日
であって脱退の通告において指定されている日に効力を生ずる。

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary
of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of
withdrawal.
３ 条約から脱退する締約国は、この協定からも脱退したものとみなす。

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this
Agreement.

第二十九条

Article 29
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの協定の原本
は、国際連合事務総長に寄託する。

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
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are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

二千十五年十二月十二日にパリで作成した。

DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この協定に署名した。

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.
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