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私たちのリーダーシップ
メットライフでは、単に会社のために働くのではありません。私たちは、伝統を受け継
いでいくのです。
150年以上にわたり、人々が、家族や資産を守りあらゆる可能性を実現できるようにサ
ポートしてきました。

こうした伝統をうけて、お客さまのために、私たちは正確な対応をするだけでなく、ビ
ジネスを正しく行っていかなくてはなりません。例えば、1868年以来メットライフの代
名詞になっている正直さ・誠実さ・敬意を、私たちのあらゆる行動やその判断に示して
いくことが求められているのです。
メットライフの行動規範は、日々の業務において、お客さまお一人おひとりに私たちの
バリューを実践していくことに役立ちます。同時に、常に変化する外部環境において、
プロフェッショナルとしての最も高いスタンダードを継続していくための指針となりま
す。行動規範は、私たちの企業文化、アイデンティティ、そして長期にわたる成功の礎
を示しています。
私たち一人ひとりが、メットライフのアンバサダーです。すなわち、メットライフが信
頼される企業であるためには、社員一人ひとりの行動にかかっているのです。このこと
を念頭において、行動規範のすべての記述を読み、理解し、そして実践してください。
もし、私たちのバリューやスタンダードにそぐわないことに気づいた場合には、勇気を
持って声を上げてください。

メットライフは、この1世紀半以上にわたって多くの変革を行いました。それが可能だっ
たのは、社員の能力と私たちのPurposeに対する社員のコミットメントのおかげです。
私たちは、ともに歩み、よりたしかな未来に向かっています。

ミシェル・ハラフ
社長兼CEO
メットライフ
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私たちの伝統

メットライフは、過去150年以上にわ
たり、世界中の人々のためにより良
い未来を保障する事業を営んできまし
た。メットライフに入社して日が浅い
人から、この会社の豊かな伝統をよく
知っている人まで、私たち全員が、メ
ットライフが築いてきたものを誇りに
思いながら共有しています。

メトロポリタン生命保険（メットライフ）は、1868年
3月24日、ニューヨーク市で営業を開始しました。電
話が発明される前、電気もあまり普及しておらず、ガ
ソリンで走る自動車もなかった時代のことです。最初
のオフィスは2室だけで、社員は6名。彼らが仕事をす
るのにかろうじて足りるスペースでした。

メットライフは、当初生命保険業を主な事業としてい
ました。1871年に、保険契約者に健康・衛生管理につ
いての情報提供を始め、これが伝統となっていきまし
た。1879年には、産業労働者向けの保険を提供する米
国初の保険会社となりました。この保険は、一家の大
黒柱が亡くなった場合に保険金を支払います。簡単に
加入でき保険料も手頃でした。他商品に比べ、この保
険料は少額で、保険契約者の自宅を毎週または毎月訪
問して集金していました。メットライフは、1880年ま
でには、この保険を毎日新規で700件販売するように
なっていました。それでもなお、お客さまとの信頼関
係を維持するため、エージェントが毎週同じ時刻にそ
れぞれの保険契約者を個別に訪問していました。
1909年、メットライフは、保険が果たす社会的な役割
を積極的に打ち出し、きわめて異例な人道主義のプロ
グラムを広範に導入し、恵まれない人たちをサポート

1900年代 – 個人宅への
看護師訪問サービス
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するという目標を追求し始めました。このプログラム
のなかでメットライフ独自の訪問看護サービスが特筆
されますが、1909年から1953年まで継続されました。
このサービスでは、健康・衛生管理についての重要な
情報を看護師が提供することで、恵まれない人たちの
健康改善を促進すると共に、肺結核などの感染症が原
因となる死亡率を下げることに寄与しました。

メットライフは、歴史上の大きな出来事に対応するう
えでも役割を果たしてきました。1906年のサンフラン
シスコ地震とそれに続く火災、1912年のタイタニック
号沈没事故、1917年の米国の第一次世界大戦参戦など
です。お客さまの便宜を図り保険金請求を迅速に処理
し、時には救援活動にも参加するなど、保険会社とし
ては初めての試みを次々と実施しました。
メットライフは、今日に至るまで、公正かつ透明性を
もって事業を営み、常にお客さまを最優先すること
で、この伝統を忠実に守っています。2010年のアリ
コ社買収により、メットライフの事業は世界規模で大
きく拡大しました。今日、私たちは44ヵ国以上で事業
展開し、そこでは4万8,000人以上の社員が働いていま
す。ただ困難を乗り越えるだけではなく、豊かさを構
築していけるようになるために、ご家族、ビジネス、
地域社会のお手伝いをしています。私たちが力を合わ
せて築いてきたことを振り返り誇りに思うと共に、今
後もこの伝統を継承していきましょう。
1906 – サンフランシスコ地震発生
時のメットライフの保険契約者
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自分の責任を知る

メットライフの伝統は、社員と共に継続
します。倫理と高潔さは、私たちがメ
ットライフで果たす役割の基本となるも
のです。メットライフは、すべての社員
が自分の行動に対して責任を負い、当事
者意識を持つような文化を浸透させるた
め、多大な努力を講じてきました。私た
ちは、メットライフの成功に対して、個
人としての利害を有しています。メッ
トライフの社員としての行動や意思決定
は、メットライフに影響します。メット
ライフのバリューにあった行動を常に取
らなければなりません。

社内規程とあわせて行動規範を理解することで、倫
理的にかつメットライフのスタンダードや法令に準
拠した行動を取ることができます。社員には、これ
らを理解し、自分の業務や意思決定に活かす責任が
あります。
•

•

•

•

•

•

1 870 – 保険代理
店（人）向けにそ
の義務と責任を明
記した資料の配布
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時間を取って行動規範を読み、頻繁に参照するこ
とで、メットライフが何を期待しているかを理解
する。
自分の行動に責任を持つと共に、自身の振る舞いが
重要であり、メットライフの倫理的な文化と評判に
影響することを理解する。

資産の保護

地域社会への貢献

こんな時どうする？

行動規範の内容と勤務地の法令に
矛盾がある場合は、どうすべきで
しょうか。
質問がある場合は、法務部門に問
い合わせてください。

1914 – 保険販売向けトレーニング

社内の様々な部門と協働したりコミュニケーション
を取る。
不正を防止し、違反と思われる行動に気づいた場合
は、声を上げる。懸念がある場合には、直ちに報告
し、必要に応じて調査に協力する。
毎年実施される利益相反に関する報告において、行
動規範の遵守を誓約する。
必須トレーニングを期限内に修了し、業務等に必要
な情報を常に最新にしておく。

行動規範は、シニアマネジメントを含むすべてのメッ
トライフ社員に適用されます。メットライフのパフォ
ーマンス・マネジメント・プログラムでは、行動規範
にそった行動を取ることを推進していきます。行動規
範、社内規程、法令に違反した場合は、解雇を含む懲
戒処分の対象となる可能性があります。
メットライフでは、非正規社員や所定のサードパーテ
ィーも含め協力関係にある全てに対し、行動規範、バ
リュー、スタンダードに合った行動を期待しています。

さらに詳しく！

 ローバル エシ
グ
ックス ポータル
質問は？照会先：
グローバル エシ
ックス チーム
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マネージャーとしての責任を知る

メットライフのマネージャーが意思決
定をどのように下すか、懸念や意見の
不一致をどのように解決するか、さら
には対応の難しい問題にどのように向
き合うかは、社員が寄せる信頼に大き
く影響します。マネージャーには影響
力があり、マネージャーが取る行動や
社員との接し方には重要な意味があり
ます。マネージャーが下す決定は、社
員のパフォーマンスと満足感を左右し
ます。このため、行動規範とバリュー
へのコミットメントを実践することで
手本を示し、社員にもそうするよう働
きかけていくことが、非常に重要で
す。倫理的な文化を育み、支え合う環
境を創造することで、疑問や懸念を安
心して上司に相談できると社員が感じ
られるようにしていくことが、マネー
ジャーに課された責任です。
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マネージャーとは、注目される存在です。社員は上司
の行動を観察して、模倣しようとするからです。マネ
ージャーが倫理的な雰囲気を作り、それに合った行動
を取ることが重要です。
•

•

•

行動規範で定められたスタンダードやバリューを実
践し、部下にもそれを奨励することで、手本として
行動する。
疑問や懸念を安心して上司に相談できる、相談した
時にサポートしてもらえると社員が感じられるよう
な職場を創る。

善意に基づいて懸念を表明した人や調査に協力した
人に対し、直接的にも間接的にも報復しない。報復
禁止は他の社員にも求められていることを明確に伝
える。

資産の保護

地域社会への貢献
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正しい決定を行う

私たちは、ステークホルダーにとって正
しいことを行うよう努力しています。こ
れは単に法令の要件を守る以上のことを
意味することもあります。私たち全員
が、日々正しい判断を行う責任を負って
います。とはいえ、「正しいこと」が必
ずしも明確でないことはあります。他に
も優先度の高いことがあったり、業務上
のプレッシャーがかかったりする結果と
して、自分の判断に自信が持てなくなる
ことがあるかもしれません。

しかし、ひとりで思い悩む必要はあり
ません。行動規範やバリューは、私た
ちが正しい意思決定を行うための指針
を与えてくれます。

行動規範がすべての状況で答えを示してくれるわけで
はありませんが、メットライフのプリンシプルに徹
し、同僚と評判を守るような意思決定を下すための力
をもたらしてくれるはずです。提供されたリソースを
活用し、判断力を働かせて、必要な時は助言を仰いで
ください。
メットライフの社員は、それぞれの倫理観を持ち合わ
せていますが、業務関連の意思決定や行動において
は、メットライフのビジネスエシックスをガイドライ
ンとしなければなりません。
個人の倫理観とは、あ
なたが個人として重視
する価値観、信念、判
断です。
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ビジネスエシックスと
は、メットライフのバリ
ュー、プリンシプル、ス
タンダードであり、全て
の社員がこれに従わなけ
ればなりません。

その行動は合
法ですか。
行動規範や社内
規程に準拠して
いますか。

「正しいことを行う」
とは、具体的に何を意
味するのでしょうか。
難しい決定を求められ
た場合は、次の質問を
ご自身に問いかけてみ
てください。

メットライフの
バリュー・企業
文化を反映して
いますか。
ステークホルダ
ーやお客さまに
とって最善の行
動ですか。
公表されても恥
ずかしくない行
動ですか。
自分の家族、友
人、地域社会に認
めてもらえる行動
ですか。
取るべき正しい
行動ですか。

これらの問いにひとつでも「いいえ」と答
えた場合は、その行動を取らないことで
す。あなたとメットライフにとって、深刻
な影響を及ぼす可能性があります。自信が
持てない場合は、上司、コーポレートエシ
ックス＆コンプライアンス部門、グローバ
ル エシックス チームに相談してください。

こんな時どうする？

お客さまが、支払要件を満たさ
ない請求を申請されました。あ
なたは気の毒に感じて、支払っ
てあげたいと思います。どうす
べきでしょうか。
メットライフでは、保険金給付
に関する社内規程を策定してい
ます。この状況で個人的な感情
にかられて行動すれば、メット
ライフのポリシーに違反するこ
とになります。
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すべての社員に機会均等を推進する
メットライフは、多様なスキル・才
能・バックグラウンド・経験を持った
社員を採用し、能力を開発・保持して
いくことを重視しています。一人ひと
りが違いを受け入れることで、イノベ
ーションを推進すると共に、世界中の
個人、ご家族、ビジネス、地域社会を
サポートするというミッションを達成
できるようになります。メットライフ
で働くすべての社員に、機会均等や昇
進の機会を与えることがメットライフ
のポリシーです。
メットライフは、雇用・労働関連の適用法令をすべて
遵守し、ダイバーシティ（多様性）に富んだインクル
ーシブ（包括的）な職場環境、いかなる形の違法なハ
ラスメントや差別がない職場環境を提供することに努
めています。これには、人種、肌の色、宗教、性別、
性的指向、性同一性やその表現、年齢、障害、出身
国、婚姻または内縁関係、遺伝情報、国籍、軍人また
は退役軍人の身分、そのほか法律で保護されている特
性に基づくあらゆる種類のハラスメントと差別が含ま
れます。
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さらに詳しく！

 用機会均等＆ハ
雇
ラスメント禁止ポ
リシー

1877 – キャリー・フォスター メ
ットライフで初めての女性社員
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他者を尊重する

メットライフは、社員が毎日積極的に
参加し、意欲やインスピレーション
を感じられる職場環境・文化を作るた
めに努力しています。このような文化
は、互いのアイデアやニーズに耳を傾
け、それに対応することを奨励しま
す。異なる意見や変化を歓迎するオー
プンな姿勢と勇気を持つことで、ダイ
バーシティ（多様性）とインクルージ
ョン（包括性）やコラボレーションの
活発な職場が実現します。メットライ
フのすべての社員が互いを尊重し、イ
ンクルージョン（包括性）を実践する
文化を育まなければなりません。

さらに詳しく！

 ローバル・ワークプレ
グ
イス・ステートメント
グローバル・タイバーシ
ティ＆インクルージョン
エンプロイー・リレーシ
ョンズ（米国のみ）
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私たちは、インクルージョンとコラボレーションを実
践するため、プロフェッショナルに行動し、互いに敬
意と優しさを持って行動します。悪意のある行動、卑
猥な行動、脅迫的な行動、威圧的な行動は、私たちが
日々達成しようと努力している、安全で生産性の高い
職場環境を阻害します。メットライフの社員は、ハラ
スメントや差別のない安全な職場環境を作るような行
動を取ることを、常に目標とします。メットライフの
プリンシプルや社内規程に反する行動を体験したり目
撃したりした場合は、報告するのが社員の義務です。
ハラスメントは、個人の特性に基づいた場合に差別
の一種となることがありますが、それ以外にあらゆ
る形態のいじめや脅迫行為、不適切、攻撃的、侮辱
的な言動であることもあります。ハラスメントは、
行為者の意図にかかわらず、相手がその行動をどの
ように受け止めるかによって判断されます。あらゆ
る形態のハラスメントが、メットライフの行動規範
やハラスメントガイドライン、ポリシーに違反する
だけでなく、違法である可能性もあります。他人へ
の嫌がらせや威圧的な言動は固く禁じられており、
容認されません。この種の行動を察知した場合は、
直ちに報告してください。

社員一人ひとりに、ハラスメントのない友好的な職
場環境を作る責任があります。ハラスメントには様
々な形態があり、以下のようなものが含まれます。
•

•

•

•

•

個人の特徴に関する不適切、攻撃的または侮辱
的な発言
外見や容姿に関する露骨または侮辱的な発言

相手が望まない性的な誘いや度重なるデートの
誘い
他人を侮辱する、または不愉快と感じさせる可
能性のある、個人の特徴に基づいた写真、絵、
メッセージ、ジョーク
相手が望まない身体的な接触

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

地域社会への貢献

スピークアップ！（声を上げる）

懸念を提起するには勇気がいります。
行動規範やバリューに従い、自分自身
や同僚が問題や懸念を報告する責任を
負っています。懸念の提起または行動
規範、社内規程、法令の違反を報告す
る場合には、事情をすべて詳細に把握
する必要も、違反を確証する必要もあ
りません。

声を上げることの重要性を理解してください。
•

•

•

問題が然るべき担当者に知らされずに放置されてい
れば、それを修正することはできません。
問題や懸念が報告されなければ、メットライフに対
する信頼が損なわれ、評判や信用に傷がつくかもし
れません。

最も適切と思われる報告先に報告することができま
す。まず上司に報告してください。社員の懸念を理解
して適切な対応を取るという点で、おそらく上司は最
も適した立場にいると言えるでしょう。ただし、上司
やいずれのレベルのマネジメントに対しても懸念を報
告しづらい場合であれば、次の照会先に報告すること
ができます。
•

•

•

•

•
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社員が声を上げることで、メットライフは、問題を
修正・改善する機会を得ることができます。

スピークアップ（エスカレーション）ツール
特別調査ユニット

勤務地のコーポレートエシックス＆コンプライアン
ス部門

法令で認められる範囲内で、匿名で懸念を報告す
ることも可能です。

マネージャーへのヒント！

部下から懸念を直接報告された場合は、何をすべ
きでしょうか。
•

•

•

•

•

•

必ず、所定の報告先に懸念が報告されるよう
に助言するか、自らが報告する。
可能なかぎり機密を守る。

自分で調査を行わないようにする。

調査担当部門からの連絡に対応する。
調査の結果を他言してはいけない。

情報や助言が必要な場合は、所定の相談窓口
に連絡する。

勤務地の人事部門

グローバル エシックス チーム

あらゆる報告は真摯に受領され、調査の上適切な対応
が取られます。報告の結果としてどのような対応が取
られたかは、必ずしも報告者には知らされないかもし
れません。プライバシーの懸念があるため、情報は必
要な場合のみ共有されることとし、場合によっては対
応策に直接関与する人にのみ共有されることもありま
す。メットライフの社員はすべて、調査に協力しなけ
ればなりません。

さらに詳しく！

 スピークアップ
ス
（エスカレーシ
ョン）ツール
報告するとどうなり
ますか？
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遂行するために

資産の保護

地域社会への貢献

報復を容認しない

メットライフは、社員を保護するため
に、断固として報復を防止すると共に
それを明言しています。行動規範、社
内規程、法令の違反の可能性に関して
善意に基づいて懸念を提起した社員や
調査に協力した社員に対するあらゆる
形態の報復を禁止しています。

自分や他の人が報復を受けた、あるいはその疑い
がある場合は、直ちに報告してください。

マネージャーへのヒント！

決して報復に関与せずかつそれを防止しなければな
りません。部下は、マネージャーの行動をつぶさに
観察しています。報復と見なされる行動を察知し、
それを回避しなければなりません。また、報復を受
けたり他の社員が報復されていると感じる場合は、
相談してくれれば適切かつ内密に対応すると、部下
に伝えてください。

報復のない職場をメットライフが重んじていること
をマネージャーが社員に示すことが重要です。問題
を報告した社員や調査に参加した社員と接する際
は、行動に気を付けてください。

直接的な報復には次のようなものが含まれますが、
これらに限定されません。
•

•

•

•

•

理由なく降格または解雇する。

不当にあるいは正当な理由なく、パフォーマンス
評価を下げる。
理由なく報酬を制限する。

福利厚生やトレーニングの機会を与えない。

間接的またはそれとなく示すような報復には次の
ようなものが含まれますが、これらに限定されま
せん。
•

•

•

•

•
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脅迫する。差別する。嫌がらせする。

誰もやりたがらない仕事を割り当てる。仕事量を
恣意的に増やす。
情報を共有しない。ミーティング、イベント、デ
ィスカッションから除外する。
優れた仕事ぶりを評価しない。

非現実的な締切を設定して、期日を守れないよう
にする。
無視する。面談を拒否する。そっけないまたは無
礼な話し方をする。相手を困らせるような行動を
取る。

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

職場の安全を守る

メットライフは、職場やオンラインの両
方で、すべての人にとって安全かつ健全
な環境を提供すべく努めています。この
ため、職場での凶器類の所持、脅迫、
脅迫的または威嚇的な行動、ストーキン
グ、ハラスメントをはじめ、社員、訪
問者、お客さまおよびメットライフの事
業所内にいるすべての人に対する暴力行
為、会社の業務に従事している間の暴力
行為は、いっさい容認されません。この
種の行動を察知した場合は、直ちに報告
してください。

メットライフは、上記の行動を取っている人を職場か
ら退去させます。このポリシーに違反した場合は、メ
ットライフからの解雇を含む懲戒処分の対象となりま
す。法令は国や地域によって異なりますが、メットラ
イフでは、関連法令に従い、駐車場を含む事業所内で
の火器を含む凶器類の保持・使用を禁じています。
メットライフは、暴力やその脅迫があった場合、法令
に従って、直ちにかつ適切にその調査を行います。報
告は、適切なかぎり、また可能なかぎり内密に扱いま
す。メットライフは、そうした状況を警察当局に通報
し、また医療や心理などの専門サービスを提供する当
局に適宜報告する権利を留保します。

さらに詳しく！

 ットライフ・セ
メ
キュリティ・オペ
レーションズ・セ
ンター（MSOC）

14 | 行動規範

資産の保護

地域社会への貢献
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他者への思いやり

資産の保護

地域社会への貢献

正しく業務を
遂行するために

このセクションのトピック：

利益相反を回避する

賄賂・汚職を防止する

商品やサービスを誠実に提供する

政治や行政に関与する活動の留意事項

適切なコミュニケーションを行う

マネー・ローンダリングを防止する

公正に競争する

重要な非公開情報を保有している期
間に取引を行わない

目次
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他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

利益相反を回避する

メットライフの社員として、私たち
は、メットライフ、お客さま、その他
のステークホルダーの利益よりも、個
人的な利得や利益を優先してはいけま
せん。利益相反は、社員の個人的な利
益が優先され、メットライフでの客観
的な言動や業務遂行を妨げる、あるい
はそう見えるときに生じます。これに
は、個人にとっての最善の利益がメッ
トライフ、お客さま、その他のステー
クホルダーにとっての最善の利益では
ない状況が含まれます。利益相反は、
非倫理的なことや不適切なことがまっ
たく行われていない状況でも発生し得
ると理解することが重要です。

私たちは、メットライフとそのお客さまおよび同僚に
対して、誠実に行動し、説明責任を明確にすることを
コミットしています。メットライフの全社員は、利益
相反に関する報告を通じて、実際の利益相反だけでな
く、潜在的な利益相反やそう見られかねない状況をす
べて開示し、それに基づき講じられる管理計画や調査
に協力しなければなりません。社員は、この情報を開
示することにより、メットライフ、お客さま、自分自
身、同僚を保護することにつながります。例えば、信
頼・信用ならびに評判の失墜などのように、利益相反
の結果として起こり得る悪影響を軽減できるようにな
ります。利益相反の状況が生じること自体は、必ずし
もメットライフのポリシー違反ではありませんが、潜
在的な利益相反を直ちに開示しないことは、例外なく
行動規範の違反となります。

マネージャーへのヒント！

マネージャーは、利益相反を管理するうえで、次
の責任を有しています。
•

•

•

•
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必須の利益相反に関する報告を、すべての部
下が期限内に行ったことを確認する。
利益相反に関する報告で部下が提出した利益
相反の開示情報をすべて確認し、承認する。
必要に応じて、開示情報をより上位のマネジ
メントに報告し、確認を求める。
開示情報に応じて必要と判断される場合は、
管理計画を策定して、すべての主要ステーク
ホルダーに承認を仰ぎ、部下がその要件を守
っていることを確認する。

資産の保護

地域社会への貢献

利益相反には3つのタイプがあります。実際の利益
相反、利益相反と見られかねない状況、潜在的な
利益相反です。
•

•

•

実際の利益相反 – メットライフでの業務上の職
務・責任または社員の客観的言動や業務遂行能
力と、既存の個人的な利益が直接的に競合する
ことを意味します。
利益相反と見られかねない状況 – メットライフ
での職務・責任または社員の客観的言動や業務
遂行能力が、個人的な利益によって不適切に影
響されるように見えることを意味します。
潜在的な利益相反 – あなた個人の利益がメット
ライフでの職務・責任あるいは職務に対して客
観的であろうとする姿勢と競合することが考え
られます。

1901 – 米国東海岸本店の社員

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

地域社会への貢献

利益相反を回避する（続き）
副業・兼業、個人的な関係、その他の状況を開示すべ
きかどうかが分からない場合は、客観的にその状況を
考えてみてください。客観的に見て利益相反と思える
のであれば、その情報を開示するのが賢明です。潜在
的な利益相反を開示しないことは、行動規範の違反と
なることを忘れないでください。それでも利益相反か
どうかに自信が持てない場合は、上司またはグローバ
ル エシックス チームに相談してください。

こんな時どうする？

こんな時どうする？

メットライフの社員が、営利会
社、非営利団体、公的機関をは
じめとする社外組織の理事会や
諮問委員会に参画するよう依頼
されることもあります。

社員が、連邦政府、州政府、自治
体など公職選挙に立候補したり、
指名を受けて公職に就くことがあ
るかもしれません。ただし、メッ
トライフを代表あるいは代理人と
して、選挙に立候補したり公職に
就くことはできません。

社外の取締役になるよう要請さ
れた場合は、どうすべきでしょ
うか。

そうした役職が公的か私的かに
かかわらず、就任を承諾する前
に、グローバル・コミュニケー
ションズのビジネスパートナー
に連絡して詳細を相談してくだ
さい。

公職選挙への立候補を考えている
場合は、どうすべきでしょうか。

公職選挙に立候補するためのリ
クエストを提出する際、また公
職への立候補や就任に関して質
問がある場合は、グローバル・
ガバメント・リレーションズに
連絡してください。

さらに詳しく！

 ローバル エシ
グ
ックス ポータル
利益相反に関す
る報告
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適切なコミュニケーションを行う

社外の人とコミュニケーションを行う
場合には、メットライフの評判やブラ
ンドを守るということを念頭に対応し
なければなりません。日常のコミュニ
ケーションにおいても、メットライフ
のスタンダードやプリンシプルを伝え
られるように配慮しなければなりませ
ん。なぜならば、これらがメットライ
フの成功につながることだからです。

個別の承認がないかぎり、メットライフ
を代表する立場で声明を発表したり、発
言をすることは認められません。すべて
のメディア活動（例：インタビューやニ
ュースリリースなど）・公共の場での発
言や講演などソートリーダーシップの活
動を行う場合、また外部からスピーカー
を招待する場合には、シニアマネジメン
トの承認が必要です。メディアからの問
い合わせを受けた場合は、コーポレート
コミュニケーションの担当者に速やかに
連絡してください。
さらに詳しく！

 テークホルダ
ス
ー・エンゲージメ
ント・ポリシー
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ソーシャルメディアなどの手段を通じた社外とのコ
ミュニケーションでは、その際に起こり得る状況へ
の対処法を規定した全般的なガイドラインに従って
ください。
•

•

•

•

明確に。自身の見解は個人的な見解であって、メッ
トライフの見解ではないことを、常に明確にする。
メットライフについて話をするまたは推薦する場合
は、自分が社員であることを必ず明らかにする。

注意深く。メットライフまたはサードパーティーに
帰属する専有情報・財務情報・その他の機密情報
を、適切な許可なく開示しない。
敬意を持って。悪質、わいせつ、脅迫的、威圧的な
内容、メットライフのお客さまやサードパーティあ
るいは商品を誹謗する内容、ハラスメントまたは差
別と見られる内容は、決して投稿しない。
誠実に。情報を投稿・共有する際は、誠実さかつ正
確さを心がけ、間違えた場合は直ちに修正する。メ
ットライフ・社員・お客さま・メットライフの代理
で業務遂行している人・競合他社・その他サードパ
ーティーについて、誤りだと分かっている情報や噂
を決して流布しない。

社内コミュニケーションは、社外コミュニケー
ションと同様に重要です。社内でコミュニケー
ションを行う場合も、行動規範・社内規程・法
令を遵守して、メットライフの情報を保護しな
ければなりません。

ソーシャルメディアや他の外部コミュニケーショ
ン手段を使用して営業活動を行ったり、メットラ
イフのブランド、商品、サービスを宣伝したりす
ること、およびメットライフの事業に関係した財
務情報を議論することは、会社が承認したプログ
ラムの一環でないかぎり、行ってはいけません。

目次

行動規範の実践

商品やサービスを誠実に提供する

「募集行為（セールスプラクティス）」
とは、商品やサービスに関するお客さ
まの意思決定に影響することを目的と
して、メットライフによってまたはメ
ットライフのために行われる活動を意
味します。
メットライフは、倫理に基づいた営業
活動の文化を確立しており、その中心
にあるのが、お客さまに公正に対応す
ることです。公正・明確・透明性の高
い業務遂行は、メットライフの行動規
範・社内規程・法令で義務付けられて
います。私たちが倫理に基づいた営業
活動を実践することで、メットライフ
の評判が強化され、お客さまから信頼
とロイヤリティを寄せていただけるよ
うになり、またお客さまの人生設計を
お手伝いすることが可能になります。
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他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

メットライフのスタンダードとバリューに従って行動
するために、私たちは、以下のことを実践しなければ
なりません。
•
•

•

•

•

お客さまの声に耳を傾ける。

事実の根拠があり、真実かつ完全に正確な情報のみ
を提供する。
開発・販売する商品が、お客さまにとって適切であ
ることを確認する。
適切な商品やサービスを選択する自由をお客さまに
提供する。

営業担当者がお客さまに適切なアドバイスを提供
し、またメットライフの高いスタンダードを守れる
よう、トレーニングを実施する。

資産の保護

地域社会への貢献

さらに詳しく！

 ットライフのグ
メ
ローバル・セール
スプラクティス・
ポリシー

目次
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正しく業務を
遂行するために

賄賂・汚職を防止する

メットライフは、誠実・公正・オープ
ンに業務を遂行することをコミットし
ており、メットライフの社員やメット
ライフの代理人として行動するサード
パーティーによるあらゆる形態の賄賂
や汚職を一切容認しないポリシーを導
入しています。つまり、賄賂や汚職は
決して容認されません。

勤務地の法令や慣行にかかわらず、メットライフは、
「潤滑油」と呼ばれるような支払いや価値のあるもの
を社員が提供または提示することにより、受領者に影
響を及ぼして不適切に行動させようとする行為を、固
く禁じています。不適切な行動には、通常の職務や機
能を迅速に処理するよう依頼すること、事業許可を取
得または継続すること、事業上の優位性を不適切に確
保することなどが含まれます。この規定は、取引相手
が公務員である場合はもちろん、お客さまや他サード
パーティーの場合にも適用されます。
代表的な汚職行為には、賄賂、リベート、強要の3種
類があります。
•

•

•

賄賂 – 個人や事業体の行動に不当に影響しようとし
て、価値のあるものを提示・提供・要請・受理する
こと。
リベート – 取引や他の状況に便宜を図った人に対し
て支払われる合意済みの賄賂や裏金。
強要 – 脅迫や影響力を行使して、金品やサービスの
取得を迫ること。
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資産の保護

地域社会への貢献

マネー・ローンダリングを防止する
メットライフの社員としてお客さまとサードパーティ
ーからの信頼と信用を守るため、私たちは、汚職行為
を示唆するような状況から可能なかぎり距離を置かな
ければなりません。私たちは、誠実・公正・透明性の
高い業務遂行をコミットしています。また、汚職行為
は、事業展開国が定めている贈収賄・汚職に関する刑
法および民法に抵触し、深刻な結果を招く可能性があ
ります。
米国ならびに各国の経済制裁に関する法令では、制裁
者に直接的、間接的を問わずサービスを提供したり、
取引を行うことを禁じています。制裁者は、個人に限
定されず、企業・国・行政の場合もあります。メット
ライフの経済制裁コンプライアンスに関する社内規程
は、各国の経済制裁関連法令を遵守することを求めて
います。社員は、勤務地の社内規程を理解し遵守する
責任があります。
いかなる形態であれ贈答や接待を授受する場合は、必
ず事前にグローバル汚職防止ポリシーおよび勤務地の
ポリシーを確認し、法令に従わなければなりません。

マネー・ローンダリングとは、犯罪活
動の利益を合法な利益であるかのよう
に見せかけるプロセスです。

マネー・ローンダリングは、主に3つのステップで行
われます。
•

•

•

現金や他の資産を、金融システムに送り込む。

その資産を、複数の金融機関または口座間で動かす
ことで、出所を分かりにくくする。
その資産を、一般の経済活動に取り込む。

マネー・ローンダリングを防止するため、注意深く行
動し、見込み顧客や他のサードパーティーに対して常
に正確にデューデリジェンスを行わなければなりませ
ん。メットライフの社員として、疑いを抱いたり何か
がおかしいと感じたりした場合は、臆せず報告するこ
とが重要です。

賄賂、不正行為、マネー・ローンダリングの疑い
を感じた場合は、然るべき報告先に直ちに報告し
てください。質問がある場合は、グローバル金融
犯罪ユニットに連絡してください。

さらに詳しく！

 ローバル汚職防止
グ
ポリシー
グローバル・マネ
ー・ローンダリング
防止ポリシー

目次

行動規範の実践

政治や行政に関与する
活動の留意事項

公務員との接触には、さらなるリスク
が伴います。メットラフイフの名にお
いて公務員に直接的または間接的に価
値のあるものを提供する場合は、事前
承認が義務付けられるなど、特別な手
順が定められています。政治献金も含
まれます。詳細は、グローバル汚職防
止ポリシーを参照してください。
政治や行政に関与する活動
• 政治や行政に個人として関与する際に、メットライ
フのリソースを使用してはいけません。リソースに
は、勤務時間・事業所・資金などが含まれます。
•

•

雇用や取引等公務員に関与する場合には、メットラ
イフや社員には、法令等で定められた報告義務の対
象となる可能性があります。公務員や公職者に接触
する場合には、必ず事前にグローバル・ガバメン
ト・リレーションズに連絡してください。

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

地域社会への貢献

公正に競争する

競争法は、反トラスト・カルテル法
や独占禁止法と呼ばれることもあ
り、オープンな自由競争、効率的な
サービス、生産性の高い経済を保護
および振興するために制定されてい
ます。競争を阻んだり排除したりす
る活動や行動すべてが、調査の対象
となります。競合他社との協調があ
ったように見えるだけでも、調査に
足る事態と見なされ、重大な処罰を
科される可能性があります。このた
め、たとえ故意ではないとしても、
これらの法令に違反することがない
よう注意しなければなりません。

私たちは、自分だったらこういう対応を受けたいと思
うようなやり方で他の人に接しています。これには競
合他社も含まれ、つまり敬意を持って競合他社に接す
ることを意味します。同僚やお客さまと話す際は、メ
ットライフとその商品やサービスの良い点を強調する
ことがあっても、決して競合他社を誹謗・中傷しては
いけません。私たちは、意欲的かつ公正に競争し、常
に事業を行う国の法令に従って行動します。
競合他社と接触する際は、事業に関する機密性の高
い情報には言及しないことです。また、その種の話
題が出た場合は、会話を即座に打ち切るようにして
ください。
次のことは、絶対に行ってはいけません。
•

•
•

公務員・選出議員ならびにその配偶者または候補
者が関与する慈善団体等を社内で奨励したり、そ
の組織のためにメットライフのリソースを使用す
る場合には、事前にシニアマネジメントの承認が
必要です。

•

•

さらに詳しく！
 トラスト・
反
ガイドライン
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資産の保護

商品とサービスの価格もしくは取引条件を不
正に取り決める。
市場、顧客、販売区域の分割に同意する。

顧客や事業をめぐって競争しないと同意す
る。
顧客、サプライヤー、または他の競合他社の
締め出しに同意する。
給与や賃金を不正に取り決める、雇用機会を
制限することに同意する。

目次

行動規範の実践

重要な非公開情報を保有している
期間に取引を行わない

有価証券に関する重要な非公開情報を
知りながら、その有価証券を売買して
はいけません。これには、メットライ
フだけでなく他社の有価証券も含まれ
ます。「インサイダー取引」とは、重
要な非公開情報を知っているにも関わ
らずその特定の有価証券を売買するこ
とをいいます。「ティッピング」と
は、重要な非公開情報を誰かに伝達す
る行為で、その人が有価証券を売買す
る時に発生します。
こんな時どうする？

どのようにして重要な情報かど
うかを見分けますか？

情報が「重要」と見なされるの
は、有価証券の市場価格に影響
する可能性が高い場合や、一般
的な投資家が有価証券の売買を
決めるに当たり重要と考える場
合などです。例えば、財務業
績、合併・買収、事業の取得・
売却、新商品・新規事業、経営
幹部の変更などが、重要な情報
に該当する可能性があります。
インサイダー取引とティッピン
グは、メットライフのポリシー
や各国の法令に違反します。
22 | 行動規範

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

メットライフは、重要な非公開情報を保有している
間に有価証券の取引や他者へのティッピングを行わ
ないことによって、投資家、お客さま、サードパー
ティーの信頼を守っています。社員は、自分の業務
を遂行する過程で、メットライフ、サードパーティ
ー、他社についての重要な非公開情報を入手する可
能性があります。重要な非公開情報の定義は広いの
で、有価証券を取り引きする場合には、慎重に考え
るべきです。また、メットライフや他社についての
機微情報や機密情報を、家族・友人・仕事関係者に
話してはいけません。

資産の保護

地域社会への貢献

さらに詳しく！

 ットライフの
メ
インサイダー取
引ポリシー

1868 – メトロポリタン生命保険誕生

こんな時どうする？

米国に在住していない場合で
も、インサイダー取引で処罰さ
れることはありますか。
はい。メットライフの社員は、
メットライフの行動規範やイン
サイダー取引ポリシーに違反す
れば、解雇を含む懲戒処分の対
象となる可能性があります。ま
た、勤務地の法令により、懲
役・罰金・損害賠償などが科さ
れることもあります。

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

このセクションのトピック：

データを慎重に取り扱う
個人情報を保護する

会社の資産を保護する

記録を正確に管理する

地域社会への貢献

目次

行動規範の実践

データを慎重に取り扱う

メットライフはデジタルを活用してお
り、データは会社にとって重要な資産
です。データの品質や精度は、私たち
の日々の業務に不可欠です。社員は、
業務遂行に必要なデータの種類を理解
し、どのような目的に使用されるべき
なのか、本来の目的以外にデータが使
用された場合にどのようなリスクを招
き、どのような責任が問われ得るかを
理解しなければなりません。業務上、
データを取り扱う際は、最大限に注意
を払い、正しい使用方法を徹底しなけ
ればなりません。データ・ガバナン
ス・ポリシーでは、会社のデータがい
つでも業務に利用可能で、同時に高品
質かつ安全であることを担保できるよ
う規定しています。お客さま・社員・
サードパーティーのデータは、特に慎
重に取り扱うようにしてください。

さらに詳しく！

 ンタープライ
エ
ズ・データ・ガバ
ナンス・ポリシー
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他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

地域社会への貢献

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

個人情報を保護する

メットライフは、長年にわたって個人
情報の保護に対するコミットメントを
貫いてきました。私たちのお客さま・
社員・サードパーティーは、メットラ
イフは個人情報を保護し、特定の目的
にのみ使用し、プライバシーを尊重す
るものと信頼してその個人情報を託し
ています。個人情報とは、個人を特定
する情報または特定できる情報で、名
前・メールアドレス・公的身分証の番
号・口座番号・医療情報・ユーザー
ID・パスワードなどが含まれます。
メットライフが事業を行っている国や地域の多くで、
プライバシー保護を目的とした法令が制定されてお
り、個人情報の閲覧・収集・保管・処理・転送・破棄
の方法を規定しています。また、機微情報を処理する
場合には、さらに厳しい法的要件が課されることもあ
ります。個人情報とは何かを理解し、事業を行ってい
る国や地域のプライバシー関連法令に従うことが重要
です。法的要件について質問がある場合は、法務部門
に問い合わせてください。

全社員は、個人データ・インシデントを特定・報告・
防止しなければなりません。個人データ・インシデン
トとは、個人情報の漏洩を招きかねない開示・露出・
紛失・不正アクセス・誤送信すべてを指します。メー
ルの誤送信のように過失であっても、個人情報が含ま
れていれば、個人データ・インシデントとなることが
あります。個人データ・インシデントは、適用される
法令によっては「セキュリティ侵害」と見なされるこ
ともあれば、そうでないこともあります。個人デー
タ・インシデントの発生が疑われる場合は、スピーク
アップ（エスカレーション）ツールで報告することが
重要です。各国のコンプライアンス部門が法務部門と
協力し、勤務地のプライバシー関連法令に基づいてデ
ータ漏洩があったかどうか、規制当局や被害者への通
知が必要かどうかを判断します。
個人データ・インシデントの例としては、次のような
状況が挙げられますが、これらに限定されません。
•

•

•

個人情報が記載された文書を誤った宛先にメール送
信または郵送する。

資産の保護

地域社会への貢献

プライバシー保護のために取るべき行動：
•

•

•

•

•

•

個人情報の収集や使用は最小限に抑え、業務
遂行に必要な場合のみに限定する。
個人情報の収集・使用・処理は、プライバシ
ーポリシーや予め同意を得た目的を遂行する
ために行う。
メットライフのクリーンデスクや情報破棄要
領を遵守する。
個人情報を含んだメールを社外の受信者に送
信する場合は、安全な送信方法を使用する。
個人情報は、正当な事業目的を遂行する場合
にかぎり、予め同意を得たサードパーティー
に限定して共有する。

国によってはデータの国外転送に制限を設け
ているため、個人情報を国外へ転送する際
は、事前に法務部門に相談する。

個人情報を安全でない共有サイトに投稿する。

会社のノートパソコン・電話・その他のデバイスを
紛失する。

さらに詳しく！


グローバル・プライ
バシー・ポリシー
プライバシー知識共
有サイト
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他者への思いやり

正しく業務を
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資産の保護

地域社会への貢献

会社の資産を保護する

メットライフの資産には、メットライ
フが保有する資産や業務遂行のために
使用する資産のすべてが含まれます。
建物をはじめメットライフが支給する
コンピュータやモバイル機器、メット
ライフのネットワーク上にあるメー
ル、さらに知的財産まで、多岐にわた
るものが資産と見なされます。私たち
は、メットライフの資産を提供されて
いますが、これらは業務目的に使用す
ると共に、損傷・損失・誤使用・盗難
を防がなければいけません。メットラ
イフの資産を個人的な目的にごく稀に
使用することは許容されますが、そう
した使用が業務遂行の妨げにならず、
またメットライフの社内規程や法令に
違反しないよう注意しなければなりま
せん。

メットライフの資産を使用する際は、必ずしもプライ
バシーが優先されません。メットライフの資産を社員
がどのように使用しているかは、監視される可能性が
あります。メットライフのネットワーク上で送信する
メール、コンピュータにダウンロードし保管する文書
ならびに業務中に開発するプログラム等は、すべてメ
ットライフの所有物です。
メットライフは、機密情報と知的財産を保護するため
に最大限の対応をしています。特許・著作権・商標・
企業秘密などの機密情報や知的財産は、メットライフ
の貴重な資産として保護してください。メットライフ
は、知的財産に関する要件を定めており、社員が勤務
中に作成したものは、メットライフの社内規程と法令
が定める一定規準を満たさないかぎり、メットライフ
の所有物となります。これらの資産に対するメットラ
イフの所有権は、社員がメットライフを退職した後も
継続します。
メットライフは、信頼性の高いサイバーセキュリテ
ィ・プログラムを実践し、地域ごとにサイバーセキ
ュリティ計画を策定し、毎年世界各地で演習を実施
しています。この計画では、大規模かつ複雑なデー
タ・インシデントが発生した場合に、組織化された
有効な対応を取るための枠組みを定めています。こ
の計画で役割や責任を与えられている社員は、最新
版の計画内容に精通し、それに準拠して行動しなけ
ればいけません。
1868 – 会社の資産を保
管した皮製のボックス
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サードパーティーが所有する知的
財産は、それがメットライフに対
して適切にライセンス提供されて
いないかぎり、使用してはなりま
せん。写真・グラフィック・ソフ
トウェア・音楽やその他の知的財
産をメットライフのために使用す
ることは、通常、商業的な使用と
見なされるために使用前に所定の
許可が必要です。その要件を特定
し、適切に使用するためのサポ
ートは、法務部門が提供してい
ます。

こんな時どうする？

プレゼンテーションに写真を使
うことはできますか。

メットライフが所有している写
真であっても、同意を得なけれ
ばならないなどの要件が課され
ることがあるため、適用法令に
基づいてその写真を使用できる
かどうかを適切に確認する必要
があります。サードパーティー
が所有している写真の場合は、
メットライフが使用する権利を
有しているかどうかを確認する
必要があります。質問がある場
合は、法務部門に問い合わせて
ください。

目次

行動規範の実践

他者への思いやり

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

地域社会への貢献

記録を正確に管理する

大手金融サービス会社として、メット
ライフは、正確・確実・完全な記録を
管理することを、お客さま・投資家・
株主等から期待されています。これら
主要ステークホルダーの期待を満たす
ことは、信用を守り、財務状況を明確
に説明し、当社と他者が健全な事業決
定を下すうえで、きわめて重要です。
また、私たちは、情報開示・会計報
告・記録に関するすべての法令を厳密
に遵守しなければなりません。

こんな時どうする？

提出したばかりの経費報告書
に、金額の誤りがあったことに
気付きました。入力した金額
が、実際の経費よりもわずかに
高くなっていました。報告書を
修正する必要はありますか。
はい。メットライフは金融サー
ビス会社であり、すべての記録
を完璧に正確に管理しなければ
なりません。わずかな誤差で
も、規制当局や監査官にはレッ
ドフラッグとなります。
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メットライフの社員は、自分がアクセスすることので
きるすべての記録を責任を持って使用・管理しなけれ
ばなりません。社員一人ひとりがすべての財務記録・
会計記録・業務関連記録が正確かつ完全であり、一貫
性があり、かつ時機を得ていることを確認することが
必要です。そうした行為が、メットライフへの信頼や
評判につながります。

保管期限を定めた情報（保管情報）やそれを定め
ない情報（非保管情報）双方を、メットライフの
情報ライフサイクル管理プログラムに従って管理
する必要があります。保管期限を定めた情報は、
メットライフの記録保持スケジュールの規定に従
って管理し、保管期間の終了後は安全な方法で破
棄しなければなりません。非保管情報は、必要が
なくなった時点で安全な方法で破棄しなければな
らず、また6年以上にわたって保管すべきではあ
りません。ただし、リーガル・ホールド（証拠保
全）や調査のために必要とされる可能性のある情
報は、すべて保管すべきです。リーガル・ホール
ドや他の保管義務の対象となる情報を、隠匿・隠
蔽・破壊・編集・偽造・削除することは、固く禁
じられています。

こんな時どうする？

財務関連の業務を担当していなく
ても、正確な記録保管に関する行
動規範の要件は適用されますか。

はい。すべてのメットライフ社
員が、すべての業務記録を正
確・完全・確実に管理する義務
を負っています。社内および社
外の目的のために作成する報告
書や記録すべてに、同じスタン
ダードが適用されます。

さらに詳しく！

 報ライフサイクル管
情
理グローバル・ポリ
シー
メットライフ記録保持
スケジュール

1868 – メトロポリタン生
命保険の最初の保険証券
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地域社会への貢献

メットライフは、過去150年以上にわ
たり、責任ある企業市民としての役割
を果たしてきました。過去何世代もの
間、世界中の人々の財産や資産、ご家
族、そして未来をお守りするためのお
手伝いをしてきました。その過程で、
ご家族を守り、地域社会に貢献し、社
会を豊かにすることへのコミットメン
トを実践してきました。私たちは、お
客さまに安心をもたらし、経済に長期
的に投資することで、社会貢献へのコ
ミットメントを実践しています。

よりよい明日を築くということは、環境を保護し、社
員とお客さまとコミュニティ、そして他のステークホ
ルダーのために健全な未来を守ることを意味します。
メットライフは、長年にわたり、環境スチュワードシ
ップを心がけてきました。そして、米国の保険会社と
して初めてカーボン・ニュートラル（炭素中立）の会
社になりました。

メットライフは、エネルギー効率化、環境に配慮した
オフィスビル、ボランティア・プロジェクト、環境分
野の責任投資などを通じて、自然環境への依存度を減
らし、世界の変化に対応するための順応性を高めてい
ます。継続的な改善は、メットライフのモットーで
す。この姿勢は、炭素還元と業務効率化を通じた省エ
ネと排出削減のための努力、節水の推進、そしてリサ
イクルと再利用などの取り組みに体現されています。

さらに詳しく！

 業責任
企
メットライフ財団
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メットライフは、持続可能性への道のりを歩む過程
で、大胆な環境目標を立ててこそ、イノベーションと
野心が刺激され、有効な解決方法が生まれることを学
びました。2018年には、引き続き業務効率を改善し、
世界各地のカーボン・オフセットのプロジェクトを資
金援助することで、カーボン・ニュートラルのステー
タスを維持しました。私たちは、2020年のエネルギ
ー・環境目標を上回るペースで前進しています。その
ためのエネルギー効率化のプロジェクトを多数実行
し、環境にやさしい建物の設計や事業所の統合に投資
し、サステナブルな行動を奨励するキャンペーンを展
開しています。
1900年代 – 予防接種を行
うメットライフの看護師
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用語集
メットライフ

メットライフとその関連事業体すべて。直接か間接か
を問わず、メットライフが経営に関与するすべての株
式会社、パートナーシップ、有限責任会社、信託、そ
の他の事業体を意味します。

重要な非公開情報

公に提供されていないメットライフの事業、戦略、プ
ロセスに関する機密情報。例えば、合併・買収、事業
売却、重要な新商品、業績、経営幹部の例外的な変更
などが含まれます。

サードパーティー

メットライフのベンダー・サプライヤー・契約先・コ
ンサルタント・競合他社・顧客組織・社外ビジネスパ
ートナーなど。

善意

善意とは、悪質な意図がないこと、また誤解を招く情
報や虚偽の情報を故意に提供しないことを意味します。
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副業・兼業

メットライフでの就業の他に、事業を行う（参画も含
みます）。または社外機関に雇用されること。

個人的な関係

業務上の意思決定を下す際の客観性に影響し得る、家
族や他の近しい人との関係。

価値のあるもの

物品、サービス、商品。例えば、現金、現金同等物、
ギフトカード、クーポン、もてなし、食事、イベント
のチケット、接待、旅行特典、特別待遇や特権、スト
ックオプション、割引、融資、将来の雇用の約束（有
給・無給のインターンシップなど）が含まれます。

公務員

行政機関、それらが所有または管理する機関を代表し
て公的な立場で行動している場合、そのあらゆる職員
（職位等に関係なく）または代理人が含まれます。

保管情報

作成または受理された場合に継続的な業務上または法
務上の価値を有し、かつメットライフのポリシーで保
持が義務付けられる、物理的もしくは電子的なあらゆ
る形態の情報。例えば、お客さまのファイル、苦情の
ファイル、署名済みの契約書、人事のファイル、保険
契約に関する文書などが含まれます。

非保管情報

継続的な業務上または法務上の価値を有さない、ある
いは保持要件が課されない、物理的もしくは電子的な
あらゆる形態の情報。例えば、草稿、作業中のファイ
ル、記録のコピーなどが含まれます。

記録保持スケジュール

保管メディアにかかわらず、法的に承認された標準的
な保持期間や記録の破棄方法を規定した公式なポリシ
ー文書。

リーガル・ホールド

進行中または合理的に予期される法的措置、訴訟、税
務事項、調査、その他の正式な事項に関係し得る情報
を保存するためのプロセス。

報告するとどうなりますか？

報告

あなたは、どのマネージメントメンバーに対しても、またスピークアップ
（エスカレーション）ツールにあるどの連絡先を通じてでも、質問、問題、
懸念を表明することができます。

報告は可能な限り機密として扱われます。法律で認められている範囲で、
匿名で懸念を表明することもできます。

報告は通常、受領後24～48時間以内に精査されます。

あなたの質問、問題、懸念は状況に応じて適切な部門・グループに連携されます。

精査

調査

案件クローズ

あなたの報告についてより多くの情報を集めるため、調査担当者があなたに連絡
する場合があります。
調査完了までには、1週間から数ヶ月程度の時間がかかります。

可能な場合には、あなたの報告内容について調査・対応がなされたという状況連
絡があります。
ただし、プライバシーの問題により、調査の結果に関する追加情報をあなたが受
け取ることができない場合もあります。
メットライフはいかなるかたちでの報復も容認しません。報復を受け
たと思う場合は、直ちに報告してください。
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