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Outline of Presentation
プレゼンテーションの概要

• The United Nations Framework Convention on Climate Change
気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）

• The Paris Agreement
パリ協定

• The Koronivia Joint Work on Agriculture
農業に関するコロニビア共同作業



Rio Conventions
リオ3条約

1992 Earth Summit resulted in:
1992年の地球サミットにより以下の3条約が成立

• Convention on Biological Diversity
生物の多様性に関する条約

• United Nations Convention to Combat Desertification
国際連合砂漠化対処条約

• United Nations Framework Convention on Climate Change
気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）



Objective of the Convention
条約の目的

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the 
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions 
of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a 
level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. 
この条約及び締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連規定に従い、気候系に対

して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を

安定化させることを究極的な目的とする。

Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt 
naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable 
economic development to proceed in a sustainable manner.
そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経

済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきである。



Emissions from agriculture
農業由来の温室効果ガス



UNFCCC milestones
UNFCCCのマイルストーン

• 1997 Kyoto Protocol
京都議定書（1997年）

• 2015 Paris Agreement
パリ協定（2015年）



Elements of the Paris Agreement
パリ協定の構成要素

• Mitigation (Article 4)
緩和（第4条）

• Adaptation (Article 7)
適応（第7条）

• Finance (Article 9)
資金（第9条）

• Technology (Article 10)
技術（第10条）

• Capacity-building
(Article 11)
能力開発（第11条）

• Transparency
(Article 14)
透明性（第14条）



Constituted bodies
構成機関

• Adaptation Committee (AC)
適応委員会（AC）

• Least Developed Countries Expert Group (LEG)
後発開発途上国専門家グループ（LEG）

• Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (WIM Excom)
損失と損害のためのワルシャワ国際メカニズムの執行委員会（WIM Excom）

• Standing Committee on Finance (SCF)
資金に関する常設委員会（ SCF ）

• Climate Technology Centre & Network (CTCN)
気候技術センター・ネットワーク（CTCN）

• Technology Executive Committee (TEC)
技術執行委員会（TEC）

• Consultative Group of Experts (CGE)
非附属書I国の国別報告書に関する

専門家諮問グループ（CGE）
• Paris Committee on Capacity-building (PCCB)

キャパシティビルディングに関するパリ委員会（PCCB）



Decision 4/CP.23: Koronivia Joint Work on Agriculture (2017)
農業に関するコロニビア共同作業：決定書4/CP.23（2017年）

• Opens joint work on Agriculture
農業に関する共同作業を開始

• Agrees on six broad and holistic focus areas and a process to address 
these areas to start the work
広範かつ総体的な6重点分野及び、作業開始に向けたこれらの6分野に対す
る対処手順への合意

• Requests SBSTA/SBI to report back to COP 26 (November 2020)
COP 26 (2020年11月)へ進捗状況を報告するようSBSTAおよびSBIに要請

• Unique opportunity to address multiple dimensions of agriculture and 
climate change
農業と気候変動の多様な側面に対処できる、またとない機会



Decision 4/CP.23: Koronivia Joint Work on Agriculture (2017)
農業に関するコロニビア共同作業：決定書4/CP.23（2017年）
• The focus areas are extremely broad, starting with but not limited to the 

following:
重点分野は極めて広範であり、以下を含むが、これに限らない。

• Modalities for implementation of the outcomes of the five in-session workshops on 
issues related to agriculture and other future topics that may arise from this work;
農業及びその他本作業から将来的に生じうるトピックに関する5回のセッション

間（2018~2020年）ワークショップの成果を実施する手順

• Methods and approaches for assessing adaptation, adaptation co-benefits and 
resilience;
適応、適応コベネフィット、レジリエンス（強靭性）の評価方法とアプローチ

• Improved soil carbon, soil health and soil fertility under grassland and cropland as 
well as integrated systems, including water management;
牧草地、農耕地における土壌の炭素、健康度、肥沃度の向上、及び水管理などの

統合システムの整備

• Improved nutrient use and manure management towards sustainable and resilient 
agricultural systems;
持続可能で強靭な農業システムに向けた養分利用、家畜排せつ物管理の改善

• Improved livestock management systems;
家畜管理システムの改善

• Socioeconomic and food security dimensions of climate change in the agricultural 
sector.
社会経済と食料安全保障の側面から見た農業部門における気候変動問題



Thank you for your attention!
ご清聴ありがとうございました。

For questions contact:
ご質問は下記アドレスまで

< dnemitz@unfccc.int >
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