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Significant numbers of companies and financial institutions have publicly committed to 
achieve sustainability objectives, including net zero, with over 700 publicly listed companies 
of the Forbes Global 2000 having committed to net zero. Yet there is significant variability in 
the quality of these commitments and doubts about their integrity. At the end of 2022, analysis 
conducted by the Net Zero Tracker found that only one third of those over 700 companies 
fulfil minimum conditions for robust net zero target setting. Similarly, the UN Secretary 
General’s High Level Expert Group on the Net Zero Commitments has warned that net zero 
efforts risk being undermined by false claims, ambiguity, and “greenwash” based on low-
quality pledges.  
 
米フォーブス誌の発表する世界のトップ企業「グローバル 2000」に名を連ねる 700 以上の上場企業

が温室効果ガスのネットゼロを宣言しています。このように、現在多くの企業や金融機関がネットゼロ

を含む持続可能な社会の実現に寄与することを公に宣言し目標に掲げています。しかし個々の取り

組みの質にはかなりのばらつきがあり、全体的な目標達成に向けた取り組みの実態には疑問も残り

ます。2022 年末にネットゼロトラッカー(Net Zero Tracker1)が実施した分析によると、これら 700 社を

超える企業のうち、確実なネットゼロ目標設定の最低基準を満たしているのは 3 分の 1 にすぎない

 
1 Net Zero Tracker：Net ZeroTracker は、英国のエネルギーと気候変動の問題に関する情報に基づいた議論を支援する

非営利団体 Energy＆Climate Intelligence Unit（ECIU）、AI と機械学習などを使用して環境問題のソリューションを開発、

環境政策立案をする研究ラボ Data-Driven EnviroLab （DDL）、世界中の気候変動に対する行動の研究と実施を支援す

る非営利団体 New Climate Institute、気候の中立性に関する 15 年間の研究に基づいてアドバイスをする研究者のネット

ワーク Oxford Net Zero、これら 4 つの組織によるパートナーシップによって立ち上げられた研究リサーチネットワーク組織

である。 



 

 
 

ことが分かりました。また、国連事務総長の諮問機関であるネットゼロ・コミットメントに属するハイレベ

ル専門家グループは、ネットゼロへの取り組みは、ともすれば虚偽に近い過度な主張や、曖昧な実

態、あるいは質の低い安易な達成目標など、いわゆる「グリーンウォッシュ」とも言われるような取り組

みにされてしまうリスクがあると警告しています。 
 
 
In parallel in the finance sector, there are concerns that net zero portfolio decarbonisation 
targets could result in ‘paper decarbonisation’, where firms green their balance sheets without 
contributing to a transition of the wider economy. Firms which approach the transition by 
simply divesting from emissions-intensive assets, will do little to reduce overall emissions and 
therefore the system-wide risks we face from the changing climate.  
 
また同じく金融セクターでは、ネットゼロのポートフォリオ脱炭素化目標について、企業の取り組みが

より幅広く経済全体で脱炭素化に移行するよう貢献するのではなく、単にバランスシート上でのみグ

リーン化する、いわゆる「ペーパー脱炭素化」に終わる可能性が懸念されています。排出量の多い

資産を単に売却することでグリーン化を進めている企業は、全体的に温室効果ガス排出量を実際に

はほとんど削減していないため、直面する気候変動による社会システム全体のリスクを軽減すること

はできません。 
 
As a result of these drivers, clients, policymakers, and civil society are demanding that net 
zero and other sustainability commitments made by companies and financial firms are 
backed up with concrete plans that are credible, accountable, and transparent.  
 
このような背景が原動力となり、顧客、政策立案者、そして市民社会からは、企業や金融機関が掲

げているネットゼロやその他持続可能な社会実現のための取り組みが、本当に信頼でき、説明責任

と透明性のある具体的な計画に基づいて進められるよう求める声が高まっています。 
 
Transition Plans are increasingly seen as the means through which we can address these 
problems. International efforts to develop guidance and disclosure standards for such plans 
are advancing at pace. The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) has pressed 
ahead with voluntary guidance for how financial institutions and real economy firms can 
develop and implement plans2. The International Sustainability Standards Board (ISSB) has 
confirmed that its upcoming standard on climate-related disclosures will include a transition 
plan requirement. The United Kingdom has launched the Transition Plan Taskforce to provide 
best practice recommendations for how a jurisdiction can build on the global baseline 
provided by the ISSB, to implement more granular disclosure requirements on transition 
plans.3 
 
そこで、昨今はこれらの問題に対処するための手段としてネットゼロに移行するための「ネットゼロ移

行計画（トランジション・プラン）」がますます重要視される様になってきました。現在、ネットゼロ移行

計画に関するガイダンスと開示基準を精査するための国際的な取り組みが、急速に進んでいます。

グラスゴー金融同盟 (GFANZ)4は、金融機関と実際の経済企業がどのように移行計画を策定し、実

施できるかについての自主的なガイダンス（金融セクターにおける脱酸素移行計画（NZTP））を策定

しました。5  

 
2  Recommendations and Guidance on Financial Institutions Net-Zero Plans (2022) と Expectations for Real-Economy Transition Plans 

(2022)参照。 
3  Consultation: The TPT Disclosure Framework と Consultation: The TPT Implementation Guidance (2022)参照。 
4 GFANZ：2050 年までに温暖化ガス排出量の実質ゼロを目指す金融機関の有志連合。英語の正式名称は Glasgow 

Financial Alliance for Net Zero で、略称 GFANZ（ジーファンズ）。21 年 4 月に英イングランド銀行前総裁のマーク・カーニ

ー氏が提唱して発足した。 
5  Recommendations and Guidance on Financial Institutions Net-Zero Plans (2022)と Expectations for Real-Economy Transition Plans 

(2022)を参照。 



 

 
 

 

 

また、国際サステナビリティ基準委員会 （ISSB） は、気候関連の開示に関する今後の基準にネットゼ

ロ移行計画の要件を含めることを確認しました。英国は、移行計画タスクフォース（Transition Plan 

Taskforce = TPT）を立ち上げ、ISSB によって提唱されたグローバルな基準や勧告に基づいた企

業の気候移行計画に関する情報開示のフレームワーク案を公表しました。6 
 
The Transition Plan Taskforce in partnership with the Japan Climate Initiative, UN Principles 
of Responsible Investment, ClientEarth, GFANZ, and the University of Oxford are hosting this 
event to provide participants with a primer on what Transition Plans are, why are they 
important, the latest regulatory and policy developments relevant to transition plans, and how 
this is relevant to users and preparers of transition plans in Japan. 
 
趣旨： 
Transition Plan Taskforce（英国移行計画タスクフォース）は、Japan Climate Initiative（日本気候変

動イニシアティブ）、 PRI（Principles for Responsible Investment）、クライアントアース（ClientEarth）、

グラスゴー金融同盟（GFANZ）、オックスフォード大学と共に、ネットゼロ移行計画とは何か、移行計

画はなぜ重要なのか、移行計画に関連する最新の規制および政策の動向について、さらにこれら

の動きが日本においてネットゼロ移行計画を実行しようとする当事者や計画策定者達にどのように

影響するのかについて考え、参考となるイベントを開催します。 
 
Leading international experts will explore these topics during an afternoon event in Tokyo on 
Tuesday 28th March followed by a networking reception. The event is open to users of 
transition plans (e.g. asset owners, asset managers, data and analytics providers, 
researchers), preparers of transition plans (e.g. companies and financial firms), and 
policymakers and regulators working or considering working on related topics. 
 
本イベントでは、この分野で第一線をリードする国際的な専門家による基調講演と議論に加え、ネッ

トワーキングのための懇親会も予定しています。ネットゼロ移行計画に関係する方々（資産保有者、

資産管理者、データおよび分析プロバイダー、研究者など）、移行計画の作成者 （企業や金融機関

など）、またネットゼロ関連に取り組んでいる、または取り組もうとされている政策関係者や行政関係

者の方々など、幅広い方面からのご参加をお待ちしております。 
  

 
6 Consultation: The TPT Disclosure Framework と Consultation: The TPT Implementation Guidance (2022)参照。 



 

 
 

Agenda 
プログラム： 
_______ 
 
12:00 – 12:30  Registration  
 
 受付 
  
12:30 – 12:40 Welcome and Introductions 

Jacques Morris, Team Leader, Secretariat, Transition Plan Taskforce 
 
主催者からの挨拶、スピーカー紹介 
ジャック・モリス（移⾏計画タスクフォース事務局チームリーダー） 
 

12:40 – 12:45 Opening Remarks 
Takejiro Sueyoshi, Representative of Japan Climate Initiative and Special     
Advisor in the Asia-Pacific Region, UNEP FI  
 

開会挨拶  
末吉 竹二郎（日本気候イニシアチブ代表 兼 国連環境計画・金融イニシア
チブ アジア太平洋地域特別顧問） 
 

12:45 – 14:15 Session I: What are transition plans and why do they matter? 
In this session the panel will explore what transition plans are and why they 
are relevant to different users and preparers.  
 

 Chair: Jacques Morris, Team Leader, Secretariat, Transition Plan Taskforce 
  
 Speakers: 

Ira Poensgen, Framework and Guidance Lead, Secretariat, Transition Plan 
Taskforce 
Tony Rooke, Executive Director and Head of Technical, Net Zero Transition 
Planning, GFANZ 
Asahi Yamashita, Legal Advisor, ClientEarth 
Rintaro Tamaki, President, Japan Center for International Finance 
Fumihiro Kajikawa, Director, Environmental Economy Office, METI  
 
 
セッション I : 「ネットゼロ移⾏計画」とその重要性について 
このセッションでは「ネットゼロ移⾏計画」の概要と、この移⾏計画が多
くの様々なユーザーや団体に及ぼす影響の重要性について、数名の簡易な
プレゼンテーションを通じて概略を説明します。 
 

  



 

 
 

進⾏： ジャック・モリス（移⾏計画タスクフォース事務局 チームリーダー） 
 
 
スピーカー： 
アイラ・ポンスゲン（移⾏計画タスクフォース事務局 フレームワーク＆ガ
イダンス・リード） 
トニー・ルーク（グラスゴー⾦融同盟 テクニカル・ネットゼロ移⾏計画企
画主任 兼 事務局⻑） 
⼭下 朝陽（クライアントアース リーガルアドバイザー） 
⽟⽊ 林太郎 (国際⾦融情報センター理事⻑) 
梶川 ⽂博（経済産業省 環境経済室⻑） 

 
14:20 – 15:00 Tea and coffee 
  
 休憩 
 
15:00 – 16:15 Session II: Examples of transition planning  

This session will consist of a series of presentations that showcase how 
institutions are building and implementing transition plans.   
Chair: Tony Rooke, Executive Director and Head of Technical, Net Zero 
Transition Planning, GFANZ 
Speakers:   
Tomohiro Ishikawa, Managing Director, MUFG  
Carine Smith Ihenacho, Chief Governance and Compliance Officer, NBIM 
Keiko Shiga, General Manager, Environment Section, Sustainability 
Department at Sony Group Corporation 
Emi Matsukawa, Senior Manager of CDP Worldwide-Japan 
 
セッション II : ネットゼロ移⾏計画の事例 
このセッションで紹介するプレゼンテーションでは、組織としてネットゼ
ロ移⾏計画をどのように策定、実施しているか、様々な事例を紹介します。 

 
進⾏ ： トニー・ルーク（グラスゴー⾦融同盟 テクニカル・ネットゼロ移⾏
計画企画主任 兼 事務局⻑） 
 
スピーカー : 
⽯川 知弘（株式会社三菱 UFJ ファイナンシャル・グループ経営企画部渉外
室⻑） 
カリーナ・スミス・イヘナチョ（ノルウェー銀⾏インベストメント・マネ
ジメント企業統治・法令順守最⾼責任者） 
志賀 啓⼦（ソニーグループ株式会社 サスティナビリティ推進部 環境グルー
プ ゼネラルマネージャー） 
松川 恵美（CDP ワールドワイド·ジャパン シニア·マネージャー 兼） 

  



 

 
 

 
16:15 – 17:30 Session III: Opportunities and challenges of transition plans in Japan  

In this session the panel will explore the opportunities and challenges of 
transition plans in Japan and Asia.  
Chair: Kae Takase, Senior Coordinator, Renewable Energy Institute 
 
Speakers:  
Hideki Takada, Director for Strategy Development, Financial Services 
Agency, Government of Japan  
Tatsuro Yuzawa, Head of Japan, UN PRI 
Shigeo Sergio Kato, Co-Representative, JCI 
Kimiko Hirata, Executive Director, Climate Integrate 
 
セッション III : ⽇本におけるネットゼロ移⾏計画の可能性と課題 
このパネルディスカッションでは、日本における移行計画の可能性と課題
について議論を行います。 
 
進行: 高瀬 香絵 (シニアコーディネーター ・公益財団法人自然エネルギー財
団) 
 
スピーカー:  
高田 英樹（金融庁 総合政策局総合政策課長） 
湯澤達朗（PRI ヘッドオブジャパン） 
加藤 セルジオ 茂夫 (気候変動イニシアチブ 共同代表) 
平田 仁子 (クライメート・インテグレート 代表理事) 

 
17:30 – 17:35 Closing remarks 

Jacques Morris, Team Leader, Secretariat, Transition Plan Taskforce 
 
 閉会の挨拶 

ジャック・モリス、(移⾏計画タスクフォース事務局チームリーダー) 
 

17:35 – 19:30 Networking drinks reception 

 懇親会 

  



 

 
 

Attendees 
出席者 
_______ 
 
TBC 
 
 
 
 
 
 
 


