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受賞と評価

メットライフのGlobal Impact目標
価値の創造：地域社会への投資

倫理的で誠実な事業経営によるリスクの管理
お客さま体験を向上させるシンプルな商品
働きやすい職場づくり

多様性を重んじる企業文化の維持
サプライヤの多様性の促進
メットライフ財団
環境の保護

この報告書について
法律上の開示事項
実績データ

メットライフ2016年度GRI指標
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企業責任に関
する情報開示
の強化

メットライフは、環境、社会、ガバナンスの実績を継続的に向上
させるよう努力しています。その一環として、過去の情報開示に
基づいて、国際的に認められた報告フレームワークとの整合性を
高め、格付け・ランク付け機関からの問い合わせに的確に対応で
きるようにする取り組みを毎年実施しています。情報開示の水準
を引き上げるに伴い、開示すべき情報の量も増加しています。
今年の報告は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ
（GRI）指標に加え、さらに2つの文書で構成されています。最
初の文書は、Global Impactの優先事項の概要を示したものであ
り、metlifeglobalimpact.comからアクセスできます。2番目の文
書は、弊社のポリシー、パフォーマンス、主要な問題の管理アプ
ローチについて包括的に説明したものです。情報開示のアプロー
チを強化することにより、より幅広く詳しい報告を行えるように
なると同時に、ステークホルダーは各自にとって最も重要な情報
を簡単に見つけられるようになります。
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2016年Global
Impactの主な実績
価値の創造：地域社会への投資
•

•

•

インパクト関連インフラへの投資262億ドル：低所得者向
けの住宅供給／教育／医療ニーズをサポートする地方債
への投資160億ドル、空港／道路／港湾などの基幹サービ
ス提供のための投資93億ドル、再生可能エネルギー・イ
ンフラへの投資9億ドル*が含まれます。

環境への投資97億ドル：37か所の風力・太陽光発電所、56
か所のLEED認証物件に出資し、また再生可能エネルギー開
発プロジェクトに26億ドル*の投資を行っています。

地域社会のニーズと低所得世帯向け住宅供給を直接サポー
トする投資18億ドル。

安定性の確保：リスク管理とガバナンス

•

•

•

 米の「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデッ
北
クス」（DJSI）への加盟を実現。DJSIは、サステナビリ
ティに対する企業の取り組みを評価し、評価の高い企業を
選出する、世界的に認知度の高い企業責任指標です。メ
ットライフは、この指標の構成銘柄に採用されている、わ
ずか8社の北米保険会社のうちの一つです。
最も多様性に富む取締役会を擁するFortune 500企業の一
つとして、デロイトと取締役会ダイバーシティ推進協会
によって認定されました。2016年12月31日現在、取締役
の31％を女性、23％を民族的・人種的マイノリティが占
めています。

事業全体にわたるジェンダー平等のための取り組みが認
められ、ブルームバーグが新しく導入した「金融サービ
ス・ジェンダー平等指標」に選出されています。

•

より正確なリスク評価情報をシニア・コンプライアンス・
チームとビジネス・リーダーシップ・チームに提供する、
新しいリスク階層を導入することにより、全世界のコン
プライアンス・リスクの監視体制を強化しました。

信頼されるパートナー：お客さまのニーズへの対応
•

•

•

•

保険金・給付金等のお支払い額が480億ドル以上に達し
ました。

消費者とのステークホルダー・エンゲージメントの拡大：
世界中の5万5,000人以上のお客さまおよび見込み客から
知見を収集しました。

4つのネット・プロモーター・スコア・プログラムを導入
し、ステークホルダーとのさまざまなやり取りにわたって
満足度を測定しました。

メットライフ退職後収入ソリューションズ部門が運営する
コンタクト・センターのライブ電話チャネルが高く評価さ
れ、「優れた顧客サービス体験」でJ.D.パワーの認定コン
タクト・センター・プログラムSMから表彰されました。

社員の能力強化：1つのグローバルなチーム

•

•

 康的な職場環境を整備するための取り組みをさらに強
健
化：座るだけでなく立って作業することもできるシット・
スタンド・デスク、トレッドミルを備えたワークステーシ
ョン、アウトドアのウォーキングトレイルを備えた投資部
門の新本社を開設しました。

ヨーロッパ／中東／アフリカ（EMEA）で初の試みとな
る、地域全体でのコミュニティ・サービス・ウィークを立
ち上げ、EMEAの各地から750人以上のボランティアが参
加しました。

*再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資26億ドルには、再生可能エネルギー・インフラで言及されている9億ドルが含まれます

•

人材開発を強化：直属の部下を3人以上持つメットライフ
の全マネージャーを対象とした上司向けフィードバック・
ツールの使用を開始しました。

メットライフ財団
•

•

メットライフとメットライフ財団は、低所得者が安全かつ
安価な金融商品とサービスにアクセスできるようにする
ために、ファイナンシャル・インクルージョン活動のため
の3,000万ドルを含む4,800万ドルを投入しています。
メットライフの社員がボランティア活動に投じた時間は世
界中で9万時間を超え、昨年から25％以上増加しました。

社会貢献活動への取り組み：気候変動対策のリー
ダーシップ
•

•

•

•

米国の保険会社として初めてカーボン・ニュートラルを
達成。

温室効果ガス排出量削減への意欲的な取り組みを評価さ
れ、米国環境保護庁の「クライメート・リーダーシップ
賞」を受賞。

気候変動問題の報告と管理についてCDP（旧称「カーボ
ン・ディスクロージャー・プロジェクト」）から「Aマイ
ナス」の評価を獲得。この評価に基づき、メットライフ
はCDPのカテゴリーの上位25％にあたる「リーダーシッ
プ」の金融サービス・プロバイダーに位置付けられてい
ます。
環境問題に取り組むメットライフの社員参加プログラ
ム、Our Green Impactを通じて8,000人の社員を動員。
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メットライフ

いい明日へ、ともに進んでゆく

メットライフは、保険、年金、従業員福利厚生、資産管理の分野をリードするグローバルプロバイダーと
して、約1億人の個人のお客さまおよびFORTUNE 500®企業の上位100社のうち90社以上にサービスを提供
しています。子会社や関連会社を通じて、40か国以上で事業を展開する弊社は、米国、日本、ラテンアメ
リカ、アジア、ヨーロッパ、中近東の各市場で有力な地位を築いています。
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メットライフの新しい企業戦略

メットライフは今、私たちを取り巻く世界の変化に適応するた
め、弊社の歴史上最も劇的な変革を遂げつつあります。その一
環として、さまざまな環境下で成功を収められるよう、ビジネ
スのあり方の見直しを図っています。2016年に新しく採用され
た全社的な企業戦略と新ブランドは、「お客さま中心の現代的
な企業」という、弊社の目標とする姿を反映しており、お客さ
まの人生において私たちが果たす重要な役割、そしてお客さま
とのパートナーシップをさらに強化する内容となっています。

よりシンプルで敏捷な企業を目指す過程においては、お客さま
と株主に価値をもたらすための新しい方法を追求する姿勢を緩
めません。お客さまの声に耳を傾け、その対話から得た知見を
活かして、お客さまのニーズを満たす新商品・サービスを開発
していきます。また、市場をリードする団体福利厚生事業の米
国での成長に重点を置くとともに、米国以外の主要市場におけ
る成長にも注力する構えです。「デジタルに、シンプルに」は、
メットライフが掲げる4つの戦略目標を中心から支える重要な手
段です。

メットライフのバリュー（企業理念）

弊社の戦略は時機に応じて変化しますが、価値観、つまりバリ
ューは、メットライフ創設当初の理念に今も根差しています。
私たちは、お客さまを第一に考え、常にベストを尽くし、お客
さまの目線でわかりやすいソリューションを提供することによ
って、One MetLifeの精神で全員で力を合わせて成功をつかむこ
とができると確信しています。

お客さま中心主義

お客さまを大切に思い、尊重すること。
それが私たちのあらゆる行動の原点とな
ります。この考え方こそが、私たちの日
々の業務の中核を成すとともに、企業文
化の醸成や、株主や地域社会に対して価
値を創出することに繋がります。

常にベストを尽くす

私たちは常に新しく、より良い方法を探
求し続けます。業界のリーディング・カ
ンパニーとして、目標を高く設定し、リ
スクを考慮しつつも挑戦し、日々学ぶこ
とで、前進を続けます。

事業価値／
リスクの最適化
卓越した業務
運営の実現

顧客セグメントに適した
ソリューションの提供
One MetLife
デジタルに。
シンプルに。

営業力の強化

会社を変革し、株主価値を高める。

お客さまの目線でよりわかりやすく

私たちが取り扱う商品はわかりやすいものば
かりではありません。だからこそ、私たちは
常にお客さまにとってわかりやすい、最良の
ソリューションを提供する努力を惜しみませ
ん。そうすることで、お客さまが期待する以
上のサービスを提供し、それが信頼関係の構
築に繋がるものと確信しています。

力を合わせて成功を目指す

私たちはミッションのもとに力を合わせ
ながら、誠実かつ高い倫理観を持って行
動し、また、多様性を尊重しながら日々
業務に取り組んでいます。常にオープン
なコミュニケーションを図り、社内のあ
らゆる部門から最善の提案を採用し実践
します。
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弊社の商品

米国では、生命保険、歯科保険、就業不能保険、損害保険、
利率保証型保険、安定価値投資商品、年金をはじめとした、
さまざまな保険および金融サービス商品を、個人と団体の両
方のお客さまに提供しています。

米国以外の国では、生命保険、医療保険、歯科保健、信用
保険、その他の傷害・健康保険に加え、年金、養老保険、
保険型退職商品、貯蓄型商品も、同じく個人と団体のお客さ
まに提供しています。

メットライフの主要商品およ
びサービス
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

傷害・健康保険
年金

自動車・住宅保険
信用保険
歯科保険

就業不能保険
法務サービス
生命保険
医療保険

退職プランニング、年金、
貯蓄商品
眼科保険

米国の個人保険事業の分離

メットライフでは、企業戦略の進化・発展を反映させた事
業再編を進めています。2016年1月には、事業内容および規
制・経済要因の影響を戦略的に見直した結果、米国の個人
保険事業の大部分を分離する計画を発表しました。米国個人
保険事業は別会社として、事業の焦点を絞り込み、商品やオ
ペレーションの柔軟性を高めることを目指しています。それ
と同時に、この分離によって、メットライフは団体保険事業
および米国国内の国際業務にさらに重点を置けるようになる
見込みです。
分離後の米国個人保険事業のブランドはBrighthouse Financial
に変更されています。詳細は、brighthousefinancial.comをご
覧ください。

メットライフ財団
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目標を達成するための適切な金融ツールは誰もが必要として
います。こうした認識に立脚するメットライフ財団は、ファ
イナンシャル・インクルージョンおよび個人の経済的幸福度
を向上させるための助成金プログラムに重点的に取り組んで
います。この取り組みの枠の中で、提携先の成果志向組織を
通じて、人々が人生のさまざまな転機を乗り越え、長期的
な財務目標を達成できるようにするためのアドバイス、サー
ビス、サポートを提供しています。1976年の創設以来、メッ
トライフ財団は、7億4,400万ドルを超える基金を投じて個
人、家族、地域社会に貢献しています。

メットライフの事業展開国一覧
アイルランド

ギリシャ

ブラジル

アルゼンチン

コロンビア

米国

アラブ首長国連邦
イギリス
イタリア
インド

ウクライナ
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
オマーン

オーストラリア
カタール
韓国

キプロス

クウェート
サウジアラビア
スペイン

スロバキア

チェコ共和国
チリ
中国

トルコ

ネパール

ハンガリー

バングラデシュ
バーレーン
フランス

ブルガリア
ベトナム
香港

ポルトガル
ポーランド
マレーシア
メキシコ
ヨルダン

ルーマニア
レバノン
ロシア
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受賞と評価の例
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

2016年ダウ・ジョーンズ・サステ
ナビリティ北米インデックス

J.D.パワー
退職後収入カスタマー・ソリューション
ズ・センターのライブ電話チャネルが
J.D.パワーの「優れた顧客サービス体験」
賞を受賞*

フォーチュン誌
2016年世界で最も賞賛される企業

ブルームバーグ金融サービス
ジェンダー平等指標

米国環境保護庁
温室効果ガス排出管理（目標設定）部
門の2016年クライメート・リーダーシ
ップ・エクセレンス賞

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団
2016年LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセ
クシュアル、トランスジェンダーなどの
性的少数者）が働きやすい職場

ニューズウィーク誌
2016年環境にやさしい世界のトップ企業

ワーキングマザー誌
2016年ベストカンパニー100社

™

G.I.ジョブズ誌
現役・退役軍人の活用に積極的な企業

デーブ・トーマス基金
2016年養子縁組への対応・処遇
が優れた職場

ヒスパニック企業責任協会
2016年多様な人材を活用して
いる企業の指標

WorldatWork
2016年ワーク・ライフ優秀賞

全米女性役員協会
2016年女性役員の働きやす
い企業50社

ウィメンズ・ビジネス・エン
タープライズ全米評議会
女性経営者を支援する米国ト
ップ企業の1社

ラティーナスタイル誌
ラテンアメリカ系女性が
働きやすい職場

リーダーズ・ダイジェスト
最も信頼のおけるブランド

*J.D.パワーの2016年認定コンタクト・センター・プログラムSMの表彰は、サービス組織のやり取りを調査した結果に基づき、監査に合格し、顧客満足度ベンチマークを上回る成績を達成した組織に送られます。
詳細は、www.jdpower.com/cccをご覧ください。
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メットライフのGlobal Impact目標
2015年、メットライフは、社員、お客さま、サプライヤ、コミュニティ、そして環境にかかわる目標
を設定しました。このセクションは、これらの目標の達成状況を初めて報告するものです。
リスク管理と倫理に関する目標
目標

すべての社員に「3つの防衛線」と題
したリスク管理研修を受けるよう奨励
することで、徹底したリスク管理の企
業文化を確立する。

達成状況

計画通り。メットライフはリスク認識の文化を醸成し、堅固なガバナンスの枠組みを維持しています。焦点を絞った研修を実施し、以下の内
容を含む全社的なメッセージを発信することにより、リスクに対する意識高揚のための活動を2016年全体を通じて継続しました。
•
•

•

承認済みのリスク・アペタイト・ス
テートメントに則ってリスクを管理
する。

お客さまに関する目標
目標

一連のネット・プロモーター・スコア
（NPS）プログラムを導入し、ステー
クホルダーとのさまざまなやり取りに
わたって満足度を測定する。

「3つの防衛線」必修コースを新入社員に受けさせる。2016年12月31日現在、研修を受けた社員の割合は約98％に達しています。

必修のリスク管理研修をヨーロッパの全メットライフ社員を対象に導入する。2017年1月11日現在、同コースを修了したヨーロッパのメット
ライフ社員の割合は94％に達しています。
グローバル・リスク管理部門の社員をイントラネットで取り上げ、これらの社員が「3つの防衛線」モデルにおいて果たす役割の重要性を
説明する。

計画通り。メットライフの全社的リスク・アペタイト・ステートメント（RAS）は、戦略目標と事業計画を追求する組織として、メットライ
フが担うべきリスクの種類と総計レベルを定めるものです。経営陣と取締役会はRASに基づいて、メットライフの業務活動によってもたらさ
れるリスクの総計レベルを把握、測定し、会社のリスク選好の範囲内で管理することができます。RASは、弊社が目標とするリスク・プロフ
ァイル、戦略目標、事業計画の変更を考慮に入れて毎年見直され、取締役会によって承認されます。

達成状況

達成。メットライフは2016年、以下に示す種類のNPS調査で構成される、NPS 360プログラムの導入を完了しました。

•
•
•

トランザクショナルNPS（tNPS） — 2012年に開始
リレーションシップNPS（rNPS）
コンペティティブNPS（cNPS）

また、社員NPS（eNPS）も導入しました。これらのプログラムを導入したことは、メットライフが今まで以上にお客さま中心の姿勢を強
め、最高クラスの顧客体験を提供することにつながるものと期待されています。
NPSと顧客維持率を継続的に改善する
ことにより、お客さま忠誠度の向上を
実証する。

計画通り。弊社で導入している主要指標であるトランザクショナルNPSが、大半の市場とタッチポイントにおいて2016年に向上しました。
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社員に関する目標
目標

達成状況

すべての社員が健康のことを考えるよ
うな環境を作るとともに、各地の状況
に合った効果的なプランや制度を提
供する。

計画通り。ヘルシーな食生活、運動、睡眠、疾患予防など、健康のためのキー・コンセプトに対する意識を高めるためのメッセージが「ウェ
ルネス・フォー・ライフ」プログラムを通じて発信されました。このプログラムの下では、ヘルシーな行動（「果物・野菜を食べる」、「定
期的に運動する」、「リラックス・テクニックを実践する」）を身に付け、予防接種やスクリーニングなどのサービスを受ける機会を社員に
もたらす国別プログラムを43か国で実施しました。

全社的に一貫した健康重視の企業文化
を醸成し、各国でウェルネス制度を導
入する。

インクルージョンの文化を確立し、社
内のダイバーシティ・ビジネス・リソ
ース・ネットワーク（DBRN）にすべ
ての社員が積極的にかかわり、参加で
きるようにする。

計画通り。2016年、40か国以上の社員が各国のウェルネス・チャンピオンのネットワークを通じて、世界規模の「ウェルネス・フォー・
ライフ」プログラムにアクセスしました。開催されたウェルネス活動は世界中で200以上に達しています。ヨーロッパ／中近東／アフリカ
（EMEA）地域のウェルネスに重点的に取り組んだことは、この地域のウェルネス文化の醸成に貢献しました。EMEAの16市場に所属する
1,100人以上の社員が「グローバル・コーポレート・チャレンジ」に参加し、100日間で15億歩を歩きました。メットライフは、トップランク
のグローバル保険会社として同プログラムを終了しています。米国では、フィットネス・センターとカフェテリアのブランド名を「ウェルネ
ス・フォー・ライフ」で統一するとともに、グローバル・ウェルネス・プログラムをリブランディングすることにより、社員向けウェルネ
ス・メッセージの到達範囲を拡大し、メッセージの一貫性を高めることに成功しています。

計画通り。2016年に世界各地のDBRNが、キャリアや個人的な能力開発、人脈開拓の機会、同僚同士のサポート、コミュニティ・レベルの啓
蒙活動をメンバーに提供しました。
•

•

•

•

•
•

•

サプライヤの多様性に関する目標

ファミリーズアット・メットライフ（FAM）は、大学進学に備えた学士積立貯金、財務プランニングなどのトピックに関する22のイベン
トを米国で開催しました。

メットライフ・ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー連合は、社員とその家族がLGBT擁護のために参加できる、プラ
イド・マーチ（米国）を含む14のイベントを米国とアイルランドで開催しました。この結果は#metlifeprideでご覧いただけます。

グローバル・マルチカルチュラル・プロフェッショナルズは、参加者による新しい言語の習得をサポートすることなどを目的とした25のイ
ベントを米国で開催しました。
メットライフ・ダイバース・アビリティーズは、5拠点のメットライフ社員が障碍のある学生のメンターを務める「ディサビリティー・メ
ンタリング・デイ」など、13のイベントを米国で開催しました。
メットライフ・ベテランズ・ネットワークは、Valor Games（米国）をはじめとした70のイベントを米国と英国で開催しました。

ライジング・プロフェッショナルズ・アット・メットライフは、イノベーション・フォーラムをはじめとした85のイベントを米国で開催し
ました。
ウィメンズ・ビジネス・ネットワークは、エグゼクティブ・グループのメンバーから学ぶ機会を参加者に与える、スピーカー・シリーズを
はじめとした40のイベントを開催しました。

目標

達成状況

すべての調達活動に多様性のあるサプ
ライヤが含まれるよう努力する。

計画通り。メットライフが作成する提案依頼書のうち、多様性のあるサプライヤが少なくとも1社含まれる依頼書の割合が90％に達し、2015
年から80％の向上を達成しました。

多様性のあるサプライヤとの取引
を、2020年まで毎年10％のペースで
増加させる。

多様性のあるサプライヤのためのメン
ター制度を導入し、その制度を2020
年までに15％拡大する。

計画通り。メットライフが採用する多様性のあるサプライヤの数は2016年に16％増加しました。多様性のあるサプライヤに関連した会社全体
の支出は10.6％でした。

計画通り。多様性のあるサプライヤのためのメンター制度を2016年に導入した結果、参加企業の40％がサプライヤに選定されました。目標ま
たはそれを上回る実績を2020年までに達成するための取り組みが計画通りに進んでいます。
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メットライフ財団に関する目標
目標

より良い暮らしを実現するために必要
な質の高い金融サービスを世界中でも
っと多くの人が利用できるようにする
ため、（2013年以降）5年間にわたっ
て2億ドルを拠出する。

環境に関する目標
目標

2016年中にカーボン・ニュートラルを
達成する。
2020年までに世界各地の事業所のエ
ネルギー使用量を10％削減する
（2012年比）。

2020年までにロケーションベースの
炭素排出量を10％削減する
（2012年比）。
2020年までにメットライフの主要サ
プライヤ100社に対して温室効果ガス
排出量とその削減努力の情報開示を
求める。

達成状況

計画通り。目標額の2億ドルのうち1億2,300万ドル以上の拠出を2016年末までに確定しました。

達成状況

達成。省エネ対策の導入、社員の出張を減らすためのコラボレーション・ツールの活用、排出量削減プロジェクトと再生可能エネルギー発電
のサポートによって、2016年にカーボン・ニュートラルになりました。メットライフは、サステナブルな開発を推進する炭素排出削減プロジ
ェクトを、事業を展開する世界中の国々でサポートしています。
計画通り。資本改善プロジェクトや施設のアップグレードを通じて、グローバル・ポートフォリオ全体でエネルギー使用量削減の取り組みを
推進し続けています。これには、照明の改装、冷却機やボイラーの交換、効率的な空調システム、需要の測定、利用センサーの設置などが含
まれます。メットライフ・サステナビリティ・チームはこの取り組みをさらに発展させるため、世界各地の不動産チームを対象としたエネル
ギー使用量削減のための教育プログラムを導入しました。その結果、長期的なエネルギー使用量削減のための機会を事業展開国ごとに特定す
ることに成功しています。
計画通り。米国内外の拠点におけるエネルギー効率の高い資本プロジェクトの導入、サステナビリティに関するベスト・プラクティスの新し
い職場への統合、不動産オフィスの統合、社員の出張を減らすためのコラボレーション・ツールの活用によって、二酸化炭素排出量を削減し
ています。既存のオフィスについては、エネルギー管理のベスト・プラクティスを採用してパフォーマンスを最適化し、オフィスを単一拠点
に統合し、革新的なテクノロジーとコラボレーション・スペースを備えた世界最高クラスのオフィスを設計することに重点を置いています。
計画通り。メットライフが2016年に取引したサプライヤのうち、CDPの調査票に回答するかたちで温室効果ガス排出量の削減努力について情
報開示したサプライヤは70社おり、今回初めて米国以外のサプライヤもこれに含まれました。メットライフは今後も、環境に関する目標の達
成に向かってサプライヤと共同で取り組んでいく構えです。
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価値の創造：
地域社会への投資
主なハイライト
•

•

•

インパクト関連インフラへの投資262億ドル：低所得者向けの住宅供給／教育／医療ニーズ
をサポートする地方債への投資160億ドル、空港／道路／港湾などの基幹サービス提供のた
めの投資93億ドル、再生可能エネルギー・インフラへの投資9億ドル*が含まれます。

環境への投資97億ドル：37か所の風力・太陽光発電所、56か所のLEED認証物件に出資し、
また再生可能エネルギー開発プロジェクトに26億ドル*の投資を行っています。
地域社会のニーズと低所得世帯向け住宅供給を直接サポートする投資18億ドル。

メットライフのアプローチ

メットライフが販売する商品は、30年以上にわたる責任を伴うこともあります。その債務に見
合うよう資産を注意深く管理していくことで、世界中の何百万人というお客さまとの約束を、
これからもずっと果たし続けていくことができるようになります。メットライフの投資部門で
は、世界中で800人を超える投資専門家が多数の資産セクターと市場にわたって広く深い洞察
をもたらしています。
それぞれの資産価値と資産クラスの相対価値に注目したうえで、リスクやその他の制約を考慮
しつつ、どの資産が最も魅力的なリターンをもたらすかを判断しています。弊社が何よりも重
視しているのは、今現在の機会をとらえるべく努力しながら、先を見据えてこのグローバルな
ポートフォリオを未来のために管理することです。

*再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資26億ドルには、再生可能エネルギー・インフラで言及されている9億ドルが含まれます
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投資の基礎
•

•

•

メットライフでは、アセット・ライアビリティ・マネジ
メントをコア・コンピタンスの一つととらえ、世界的に
展開する事業全体にわたって資産と負債の一致を綿密に
行っています。
それぞれの資産価値と資産クラスの相対価値に注目した
うえで、リスクの制約を考慮しつつ、どの資産が最も魅
力的なリターンをもたらすかを判断しています。
 資ポートフォリオ全体で厳格なリスク管理手法を採用
投
し、弊社の文化の基本としてリスク管理をとらえていま
す。このリスク管理手法は、専用のシステムやプロトコ
ル、モデルを活用した投資プロセス全体に織り込まれて
います。メットライフでは、環境、社会、経済、ガバナ
ンス関連のリスクとベネフィットをはじめ、それぞれの

メットライフの分散ポートフォリオ

メットライフの投資ポートフォリオ（運用資産高の合計は
2016年12月31日時点で4,765億ドル1）には有価証券と非公開
で発行される資産が含まれ、メットライフの全世界の事業に
おける債務構成を反映した資産配分となっています。ポート
フォリオは、相対価値のほか、経済や金融市場に対する独自
の見通しによって変化します。弊社が常に重視しているの
は、適切な分散度と資産の質です。

投資に伴うリスクとメリットを慎重に評価しています。

主な差別化要因
•

•

•

•

メットライフは堅固な財務力と資本基盤を確立してお
り、経済的債務を全うできる態勢になっています。
 力なフランチャイズ体制、事業の多角化、ゆるぎな
強
い財務基盤の恩恵を得ることができ、このことは、情
勢の厳しい市場における事業の運営の際に特に有利と
なります。

メットライフの大規模な投資ポートフォリオと投資業務
では、さまざまな資産セクターや市場が広く深くカバー
されています。投資業務においては、アナリストとセク
ター・スペシャリストの社内チームが自ら直接行うファ
ンダメンタル分析が重要な役割を果たします。
 ットライフは、商業不動産・農業融資や私募債をはじ
メ
めとした非公開発行資産を大量に保有しており、このこ
とが各市場における競争力強化につながっています。

グローバルな分散ポートフォリオ
2.0％

3.6％

3.0％

5.4％
32.9％

12.0％

1,570億ドル 投資適格社債
757億ドル
622億ドル
575億ドル
571億ドル
257億ドル

12.1％

171億ドル

13.1％

15.9％

143億ドル
99億ドル

抵当貸付

ストラクチャード・ファイナンス
米国政府機関債
外国政府国債

現金および短期投資
低格付社債

投資用不動産
株式

1 2016年12月31日時点の情報です。GAAPに準拠しない財務情報、定義、調整情報については、46ページの「法律上の開示事項」をご覧ください。
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メットライフのインパクト投資（単位：百万ドル）

インパクト投資

会計年度

弊社の考えるインパクト投資とは、経済的なリ
ターンだけでなく、社会面・環境面のメリット
をもたらす投資です。こうした投資活動が弊社
の全ポートフォリオに占める割合は多くはあり
ませんが、投資は経済的・社会的な価値を創造
するための手段であると、メットライフは考え
ています。

環境、社会、ガバナンスのリスクと機会への対応

メットライフは、過去150年近くにわたり、定評ある安定し
た金融サービス商品を提供し、個人や団体のお客さまと長期
にわたる約束を交わしてきました。また、お客さまが各自の
目標を達成し、人生のアップダウンをナビゲートできるよう
サポートしています。メットライフは、世界各地の地域社会
に深く関与しています。これにより、数百万人という人々に
ポジティブな影響を及ぼすことができるのです。投資活動、
雇用創出、給付金の支払い、納税、そのほか直接・間接の様
々な経済活動を通じて、各地の経済成長と繁栄に寄与して
います。
何年も先の未来にわたるお支払いの契約を履行するには、競
争力のあるリスク調整後リターンが見込めるような安定した
確実な投資、かつ分散した多様な投資を模索する必要があり
ます。こうした投資を選んで確実に管理するうえで、リスク
評価は、デューデリジェンス・プロセスの欠かせない一部と
なっています。メットライフでは、投資ポートフォリオ全体
にわたって厳格なリスク管理を徹底し、それぞれの投資に伴
うリスクとメリットを慎重に評価しています。そのリスクに
は、環境、社会、経済、ガバナンスに関するリスクが含ま
れます。
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コミュニティ開発と住宅供給事業への投資
環境への投資

インフラへの投資
地方債への投資
合計

環境への投資

メットライフは、健全な環境スチュワードシップを約束して
います。この姿勢は、環境に配慮した建物や再生可能エネル
ギーに常に投資してきた実績に表れています。2016年12月31
日時点における弊社の環境への投資状況は次のとおりです。
•
•

•

26億ドルを再生可能エネルギー開発プロジェクトに投資

約130万世帯の使用電力に相当する出力量を持つ37か所の
風力・太陽光発電所に出資
LEED認証を取得した不動産56物件に出資

インフラへの投資

メットライフが保有するインフラ関連の債券ポートフォリオ
には、基幹サービスを提供する資産が含まれています。93
億ドルのインフラ投資は、空港、港湾、道路、パイプライ
ン、通信網、発電所などのインフラを対象としたものであ
り、このなかには、太陽光・風力の大型発電所に対する再生
可能エネルギー投資も含まれます。
発電所の建設と長期的な運営をサポートしています。これら
の発電所は、温室効果ガスの排出をオフセットすると同時
に、各地の行政が設定した再生可能エネルギー目標の達成に
役立っています。

2016年公正価値

2016年投資

$1,804

$298

$9,683

$174

$9,288

$2,354

$15,991

$1,251

$36,766

$4,077

コミュニティ開発と住宅供給事業

メットライフは、コミュニティ開発と住宅供給事業に投資
して、各地のコミュニティに目に見える重要なメリットを
もたらしています。18億ドルのコミュニティ投資には、住
宅供給、公共施設開発、そのほか低所得者層を支援する案
件への投資なども含まれています。

その一例として2016年には、Habitat for Humanity
（Habitat）の米国支部を支援する、新しいFlexCapローン
契約をまとめました。この契約により、低所得者層のお客
さまが金融サービスおよび各種プログラムを合理的なコス
トで利用できるようになります。Habitatの住宅ローンは、
家族のニーズに合わせてサイズを設定できるようになって
います。また、初めて住宅を購入するお客さま向けに、住
宅取得のための財務カウンセリングが提供されます。

メットライフは、長年にわたって米国内の低所得
者向け賃貸住宅に投資してきました。これらの投
資は、連邦税法第42条の低所得者住宅投資税額控
除によって促進されています。これらの投資を通
じて開発された良質な賃貸住宅は、所得が地域内
平均所得の60％未満の世帯に適正な賃料で提供さ
れています。
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地方債への投資

メットライフは、行政によるインフラ、教育、公衆衛生、住
宅供給の取り組みを支援するため、2016年末時点で160億ド
ルを地方債に投資しています。投資の範囲は、ワシントン
DCおよび米国47州の約400の自治体にまたがります。過去
10年間でメットライフの地方債への投資額は300％以上増加
しました。

メットライフの投資運用サービス

メットライフの投資運用部門では、一般勘定ポートフォリオ
で実践しているインパクト投資に加え、機関投資家のお客さ
まのためのインパクト投資も行っています。環境にやさしい
建物や再生可能エネルギーの導入機会をお客さまにもたらす
ためにメットライフが行った投資は、2016年末時点で70億
ドルに達しています。

参考資料
•

MetLife Investments

•

MetLife 4Q 2016 Investments Factsheet

•

MetLife 4Q 2016 Combined Managed Assets

•

MetLife Community and Affordable Housing Investments

•

MetLife Green Investments

メットライフ不動産投資部門のESGイニシアチブ
メットライフでは、不動産物件に投資するにあたり、エネルギー効率とサステナビリティ
に関する検討事項を投資の決定に組み込むことを目的とした、環境・社会・ガバナンス
（ESG）イニシアチブを推進しています。最近では、メットライフ不動産投資部門のシニ
ア・リーダーで構成されるESG諮問委員会が設立されました。この委員会は、ESGの戦略
的イニシアチブを弊社の不動産ポートフォリオ全体にわたって導入するにあたり、ESG作
業部会を指揮します。この組織再編により、ESGの取り組みに対する経営幹部の関与が強
まり、サステナビリティの文化が組織にさらに浸透することを期待できます。

メットライフは、グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）の調査に
参加することによって、不動産ポートフォリオ資産のESGパフォーマンスを評価し、目標
達成状況を追跡する取り組みを継続しています。
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倫理的で誠実な事業経
営によるリスク管理
主なハイライト
•

•

•

•

北米の「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」（DJSI）への加盟を実現。DJSIは、サステナビリティに対する企業の取り組み
を評価し、評価の高い企業を選出する、世界的に認知度の高い企業責任指標です。メットライフは、この指標の構成銘柄に採用されている、わ
ずか8社の北米保険会社のうちの一つです。

最も多様性に富む取締役会を擁するFortune 500企業の一社として、デロイトと取締役会ダイバーシティ推進協会からの認定を受けました。2016
年12月31日現在、取締役の31％を女性、23％を民族的・人種的マイノリティが占めています。
事業全体にわたるジェンダー平等のための取り組みが認められ、ブルームバーグが新しく導入した「金融サービス・ジェンダー平等指標」に選
出されています。
より正確なリスク評価情報をシニア・コンプライアンス・チームとビジネス・リーダーシップ・チームに提供する、新しいリスク階層を導入す
ることにより、全世界のコンプライアンス・リスクの監視体制を強化しました。

メットライフのアプローチ

倫理、誠実、リスク管理に裏打ちされたメットライフの企業文化は、会社の隅々にまで浸透しています。これは、あらゆるレベル、あらゆる部門
の社員がリスクの管理に責任を負うことを意味します。最高水準の業務行動に徹し、適用法規と会社のポリシーを完全に順守することを、すべて
の社員に求めています。

弊社のリスク管理フレームワークは、会社にとって重要なあらゆるリスクに対処するよう設計されています。このフレームワークは、最高リスク
管理責任者が指揮をとる、独立したリスク管理専門チームを擁します。リスク管理チームは、事業部門から独立して運営され、メットライフの
CEOに直接報告を行います。そのため、財務リスクだけでなく、環境・社会・ガバナンス（ESG）問題を含む非財務リスクの両方が、リスク管理
フレームワークのプロセスとツールを通じて特定され、管理されます。
リスク管理のプログラムと慣行は、事業および戦略面の意思決定プロセスに組み込まれています。また弊社は、倫理とリスク管理の慣行を常に評
価して向上させることで、会社の戦略との整合を図っています。
弊社のリスク管理フレームワークは、取締役会レベルとシニア・マネジメント・レベルの複数の委員会を通じて強固なガバナンスをもたらしま
す。これらの委員会は、全社レベル、地域レベル、また場合によっては保険子会社レベルで設立されます。各委員会は、市場リスク、信用リス
ク、保険リスク、運用リスク、オペレーショナル・リスクのほか、新たに生じつつあるリスクを管理します。リスク委員会の組織構造は、リスク
の評価と管理を全社規模で統合して行えるよう設計されています。これらの委員会は年間を通じて定期的に会合を開いており、リスクの報告と共
有が包括的な範囲で行われるよう、事業部門および適切な業務分野に所属するシニア・リーダーで構成されます。

このフレームワークには、正式に採択された全社的リスク・アペタイト・ステートメント（RAS）が含まれます。RASとは、メットライフが担うべ
きリスクの種類と総計レベルを包括的に表記したものであり、組織が戦略目標／事業計画を追求するに当たっての経営幹部によるリスクテイクの
範囲を設定します。RASを支える要素としては、主要業務セグメントごとに承認済みの総計リスク・プロファイルを定義した、セグメント別リス
ク・アペタイト・ステートメントが階層構造になっています。国・地域レベルの委員会は、これらの階層型ステートメントに従うことで、堅実な
リスク管理をサポートし、規制要件を遵守することができます。
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新たに生じつつあるリスクの特定

新たなリスクを特定するため、メットライフでは、ボトムア
ップ・アプローチとトップダウン・アプローチの両方を採用
しています。ボトムアップ・アプローチでは、関連業務に影
響を及ぼす可能性のある新たなリスクを特定することが事
業部門の責任です。各リスク管理責任者は、リスク評価レ
ーティングをレビューして、新たに生じつつあるリスクを
地域リスク管理（RRM）部門とコーポレート・リスク管理
（CRM）部門の責任者に上申します。
トップダウン・アプローチでは、エマージング・リスク委員
会のメンバーとその他の第2防衛線パートナーが、業界ホワ
イト・ペーパーのモニタリングと世界／経済／業界／社内イ
ベントの評価を実施して、グローバルな事業体に影響を及ぼ
す可能性のある新たな追加的リスクを特定します。

メットライフ行動規範

メットライフが社員に求める適切な業務行動と倫理的な意思
決定は、行動規範に明確に定められています。20以上の言
語で提供されているこの行動規範は、メットライフの全社員
の手引きとなるものであり、会社のコアバリューを反映する
とともに、最高水準の倫理に貫かれた行動を取るための明確
なガイドラインとして機能します。メットライフでは、毎年
すべての社員に対し、この規範を守る意志表明と規範順守の
宣誓をするよう義務付けています。行動規範トレーニングは
新規採用者の必須研修であり、世界中の社員向けに定期的に
開催されています。
さらに、財務管理に携わる社員および取締役会の役員に適用
される、より具体的な倫理規則も設けています。

3つの防衛線

メットライフでは、「3つの防衛線」というリスク管理フレ
ームワークを採用しています。このフレームワークでは、
リスクの特定と報告を行うにあたって、事業部門が第1の防
衛線となります。第2の防衛線は、グローバル・リスク管理
部門のほか、企業倫理およびコンプライアンス部（CEC）
、ITリスク＆セキュリティ・チームなどの組織で形成され、
事業部門を監督して助言を提供します。最後の防衛線は、独
立した立場からの保証をリスク／統制環境にもたらす内部監
査部門です。これらの3つの防衛線を連携させることで、お
客さま、社員、株主に対する約束を果たすことが可能にな
ります。

弊社では、焦点を絞った研修を実施し、全社的なメッセージ
を発信することにより、リスクに対する意識高揚のための活
動を継続しています。2016年には、インタラクティブなモ
ジュールを使って「3つの防衛線」フレームワークについて
学び、メットライフのリスク管理において自分が具体的にど
のような役割を果たすかを理解するためのコースを社員が受
講しました。2016年12月31日までに、社員の98％がこのコ
ースを修了しています。また、「3つの防衛線」に関するト
レーニングの受講は、新しく入社する全社員に義務付けて
います。

メットライフの「3つの防衛線」モデル
ガバナンス

メットライフのシニア・マネジメント

エグゼクティブ・チーム
第1の防衛線

第2の防衛線

第3の防衛線

事業部門の経営管理者、
コーポレート・パートナー

GRM、コンプライアン
ス、ITリスク

エンタープライズ内部監査

主な役割責任および結果責任

監督・諮問

リスク・コントロール環境のオ

事業部門にアドバイスを提供

測定／軽減する

ターする

ーナーとなる、スクを特定／

17

する 独立した立場からモニ

独立保証

コントロールの健全性を検証す
る 客観的な所見を提供する
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2015年グローバル倫理評価への対応

メットライフは、確固とした倫理的な企業文化を醸成するこ
とに対するコミットメントをサポートするため、グローバ
ル倫理評価を2015年に実施しました。これに続き2016年に
は、倫理に関する意識を高め、懸念事項を共有することを社
員に奨励するキャンペーンをはじめ、グローバル倫理評価の
結果に対処するためのフォローアップ・イニシアチブを立
ち上げました。また、社員がさまざまなシナリオをロール
プレイして、仕事の場面で起こりうる倫理的なジレンマを
すばやく特定し、適切に対応できるようにするツールキッ
ト、「Ethical Way Compass」も作成しました。2018年前半
には、フォローアップ調査を行って行動計画の有効性を評価
する予定です。

誠実性に根ざした政策への働きかけ

メットライフは、グローバル市場とローカル市場の規制構造
を深く理解したうえで事業を経営しています。規制によって
生じるコストとメリットについて政策立案者と連携すること
により、お客さまが必要としている商品やサービスを提供す
るための事業力を高めています。弊社は現在、事業展開して
いる40か国以上で様々な業界団体、企業グループ、シンク
タンクと積極的に協力しており、これらの団体の多くでリー
ダーシップを発揮しています。こうした関係を通じて業界の
経験や専門知識を政策立案者と共有し、業界全体にわたる公
平な商業環境を確保することにより、お客さまの利益を擁護
しています。

メットライフは、全社的な政府渉外業務を司る責任者からの
明確な承認がないかぎり、米国外での政治献金を禁止してい
ます。2016年、メットライフによる米国外での政治献金はい
っさい行われませんでした。米国内での政治献金についての
詳細は、弊社の「政治活動報告書」をご覧ください。

コンプライアンス・リスク管理プログラム

メットライフのコンプライアンス・リスク管理プログラムで
は、既存および潜在的なコンプライアンス・リスクに関する
全社的な評価を継続的に行っています。
このプログラムを構成する重要な要素の一つが、年次コンプ
ライアンス計画の策定です。企業倫理およびコンプライアン
ス部は、この計画に基づいて、コンプライアンス・リスク低
減のための統制をモニタリングします。また、年次コンプラ
イアンス計画は、コンプライアンス・リソースを適切に展開
するうえでも重要な役割を果たします。
メットライフは2016年、最重要コンプライアンス・リスク
にこれまで以上に重点を置くことで、このプログラムを強化
しました。例えば、収賄、汚職、マネーロンダリング、プラ
イバシー、営業慣行に関連したリスクのための評価方法を別
途策定したり、グローバル営業慣行ユニットを設立して、営
業慣行に関連したリスクを世界中でモニタリングする新しい
営業慣行ポリシーの草案を作成したりしています。また、ガ
バナンス・プロセスを再構築し、地域および本社のステーク
ホルダー向けに、データ分析を利用してプロセスの効率化と
正確化、簡素化を図る取り組みも進めました。

汚職防止のポリシー

メットライフは、グローバルな大手金融サービス会社とし
て、米国の海外腐敗行為防止法や英国の贈収賄法をはじめ
とする各種の汚職防止法規を順守しています。メットライ
フでは、あらゆる形態の汚職や賄賂をいっさい許容しない厳
格なポリシーを貫いています。これには、社員だけでなく、
メットライフのために行動している第三者による行為が含
まれます。
弊社のグローバル汚職防止ポリシーは、全社的な最低要件と
なるガイドラインと汚職防止コンプライアンスの手順を規定
しています。この最近の改訂は、汚職リスクを管理・低減
し、コンプライアンスの文化を醸成するための方法を継続的
に改善しようとする弊社の努力を
反映するものです。
このグローバル汚職防止ポリシーを読んで理解し、その文言
と精神を忠実に守ることは、全社員に課せられた責任です。
このポリシーのコンプライアンスを維持することは、メット
ライフの透明性と公平性、そして「正しいことをする」とい
う理念を浸透させ、信頼の置ける誠実な会社であるという評
判を維持するうえできわめて重要です。
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マネーロンダリング防止ポリシー

メットライフは、グローバル・マネーロンダリング防止ポリ
シーに規定するマネーロンダリングを防止するため、適用対
象となるすべての法令を確実に順守することを最重視してい
ます。また、このポリシーに従うことで、マネーロンダリ
ング、テロの資金供与、制裁に関連したリスクから一貫した
アプローチでメットライフを保護することも可能になりま
す。2016年には、フィードバックに基づいてこのポリシーを
改訂し、主要な要件を明確化するとともに、現行の規制ガイ
ドラインと期待事項をポリシーに反映させました。

お客さまのプライバシーの保護

メットライフは、お客さまと社員のプライバシー権を保護
することが、会社に対する信頼を築く土台になると考えて
います。また、それは企業として取るべき正しい行動でも
あります。プライバシーの問題に対する意識が高まり、そ
れを取り締まる規制が世界中で発展する中、個人情報を扱
う個人および組織に徹底した情報保護を求める傾向が強ま
っています。メットライフは、お客さま、社員、ビジネ
ス・パートナーのプライバシーを尊重しており、弊社との
間で共有された個人情報を保護し、その使用およびアクセ
スを制限するよう尽力しています。

これらの貴重な資産を正しく保護し、信頼の置ける高潔な
会社であるという評判を維持するため、メットライフでは
お客さまのプライバシーを保護するためのグローバル・ポ
リシーを策定しています。このポリシーは、個人情報の収
集、使用、保護に関するコントロールを確立し維持するこ
とを、各事業部門に対して求めるものであり、（i）プライ
バシーに関する通知、同意、個人の権利、（ii）情報セキュ
リティ保護、（iii）サードパーティ・リスク管理、（iv）デ
ータの越境移転、（v）社員研修などの分野の全社的な最低
基準およびプロセスを確立しています。また、潜在的なポ
リシー違反を管理し、プライバシー影響評価を実施するた
めのプロセスも確立しています。これらのプロセスの目的
は、メットライフの業務慣行のメカニズムにプライバシー
保護を浸透させることです。
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グローバル営業慣行ポリシー

各管轄区域における金融サービス企業の行動には、多くの国
の規制当局がますます注視するようになっています。規制当
局が特に厳しく監視しているのは、企業が顧客にそのニーズ
にかなった適切な商品をわかりやすく提供しているかという
点です。
メットライフはこうした懸念に対処すべく、初のグローバル
営業慣行ポリシーを2016年に導入しました。メットライフ
が行うすべての営業活動は、お客さまを公平に扱うという基
本原則に則ったものでなければなりません。弊社のグローバ
ル営業慣行ポリシーは、すべての行動の中心にお客さまを置
くという、メットライフの重要な価値観を成文化したもので
す。お客さま一人ひとりのニーズに合った正しい商品を特定
することは、お客さまを公平に扱い、お客さまの生涯にわた
る価値を生み出すうえできわめて重要です。

反トラスト・ガイドライン

メットライフの反トラスト・ガイドラインは、米国の反トラ
スト法に関する基本的なガイドラインをメットライフとその
関連会社の社員向けに示したものです。メットライフは、反
トラスト法を完全に遵守して業務を遂行することをポリシー
として掲げています。反トラスト法は、自由で開放的な競争
を維持・促進し、妥当な価格と効率的なサービス、生産的な
経済の実現を目指すものです。メットライフのガイドライン
は、私たちが精力的かつ公正に競争できるようにすることを
目的として制定されています。弊社は、反トラストの条項を
行動規範に盛り込むことにより、社員が自分自身と会社をそ
のようなリスクから守れるようにしています。

参考資料
•
•
•
•
•
•

コーポレート・ガバナンス
倫理と誠実性

コンプライアンスおよび不正行為ホットライン
行動規範

お客さまのプライバシーポリシー*
政治活動報告書

*注：米国以外の国の業務に適用される規制要件に基づいた、国際版のプライ
バシー・ポリシーがオンラインに掲載されています。
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お客さま体験を向上さ
せるシンプルな商品
主なハイライト
•
•

•

•

保険金・給付金等のお支払い額が480億ドルを超えました。

消費者とのステークホルダー・エンゲージメントの拡大：世界中の5万5,000人以上のお客
さまおよび見込み客から知見を収集。
4つのネット・プロモーター・スコア・プログラムを導入し、ステークホルダーとのさま
ざまなやり取りにわたって満足度を測定しました。

メットライフ退職後収入ソリューションズ部門が運営するコンタクト・センターのライブ
電話チャネルが高く評価され、「優れた顧客サービス体験」でJ.D.パワーの認定コンタク
ト・センター・プログラムSMから表彰されました。

メットライフのアプローチ

メットライフは、世界中で毎年数百万人ものお客さまにサービスを提供しています。お客さ
まのニーズに真剣に耳を傾け、利用しやすい商品と総合的なサポートを提供するため、不断
の努力を続けています。私たちを取り巻く世界が目まぐるしく変化する中、お客さまが真に
必要としているのは、人生のアップダウンをナビゲートできるよう手助けしてくれる、信頼
のおけるパートナーである - メットライフはそう考えています。
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お客さまの声に耳を傾ける

メットライフは2016年、世界中の5万5,000人以上のお客さ
まおよび見込み客を対象に、詳細な市場調査を実施しまし
た。調査の結果明らかになった普遍の真理が一つあります。
それは、お客さまが変化のスピードに圧倒されており、この
変化の荒波を乗り切るナビゲーションを助けてくれる信頼の
置けるパートナーを求めている、ということです。この結果
に基づき、今まで以上に積極的にお客様の意見や考えを商品
開発に役立てる取り組みが進められています。
メットライフでは、お客さまをすべての業務の中心に据える
新たな方法を見出しながら、調査の結果を活用し、お客さま
が抱える未充足ニーズや課題をあらゆるセグメントにわたっ
て特定しています。また、お客様との対話から学んだことを
活かし、以下を行うことによって弊社の事業のあり方を変革
しています。
•
•

•

商品をシンプルにする

 かりやすくてお客さまの助けになる販売・サービス提供
わ
テクノロジーを開発する
お客さまとのあらゆる対話において顧客体験の向上を図る

また、弊社のエンゲージメント・プロセスを通じて、お客さ
まについての理解をさらに深めることにも成功しました。お
客さまからは実に多様な意見が寄せられましたが、明らかに
なった点がいくつかあります。以下はその例です。
•

•

 客さまが求めているのは、シンプルでわかりやすい顧客
お
体験です。メットライフは今、この種の顧客体験を全市場
にわたって提供するための取り組みを進めています。例え
ば中国では、お客さまがアドバイザーを通さずにメットラ
イフの商品を購入できるようになりました。お客さまは弊
社のウェブサイトにアクセスして、「自分と同じようなプ
ロファイル」を特定するだけで、各自のニーズに合った具
体的な商品・サービスを選択することができます。また、
人々が書類よりもデバイスを好んで使う風潮に合わせて、
各種書類を電子的に処理するオプションも提供し、プロセ
スのさらなるシンプル化を図っています。
 客さまが必要としているのは、メットライフが常に寄
お
り添い、自分をサポートしてくれていると感じられるこ
とです。弊社は、事故が起きたときにだけ保険金・給付
金を提供するのではなく、人生の歩み全体にわたって人
々をサポートできるような方法を特定するよう努めてい
ます。例えば、メットライフのガン保険に加入している
日本のお客さまからは、疾患関連費用の支払いだけでな

く、問題に対処できるようにするための家族カウンセリ
ングの提供も弊社に求める声が寄せられています。
•

•

お客さまが求めているのは、弊社の経験に基づく専門的な
ガイダンスです。メットライフのグローバル従業員福利厚
生（GEB）事業は、弊社がこのガイダンスをどのように共
有しているかを示す一例です。GEBは、市場をリードする
データ分析、ソート・リーダーシップ、保険請求および医
療ネットワーク管理慣行など、複数の地域にまたがるベス
ト・プラクティスと知見を活用し、雇用主と従業員のニー
ズの変化に迅速に対応できる、各地域に適合したソリュー
ションとアドバイスを提供しています。
 後に、お客さまはニーズの変化に適応する商品も必要と
最
しています。メキシコの中・低所得従業員を対象とした
MET99保険は、このような商品の例です。MET99は、お
客さまが今どのライフステージにいるかに応じて、その時
々のニーズに適したさまざまな補償内容を提供するもので
あり、メットライフの個人保険で最も人気の高い商品のひ
とつとなっています。

お客さまのニーズを満たすためのデータ分析とマー
ケティング・サイエンスの応用
メットライフはトレンドの調査、お客さまとの対話、高度な
分析機能の活用を通じ、約150年間にわたって利用者の声に
耳を傾けており、よりシンプルかつスマートな商品およびサ
ービスの開発にこれらの知識を役立てています。
現在、マーケティング関連の分析やお客さまに関する分析を
商品／サービス・ポートフォリオに組み込む取り組みを今ま
で以上に進めています。お客さまのニーズをより的確に満た
せるよう、弊社にとってお客さまとは誰であり、市場がどの
ような仕組みになっており、どのように発展する可能性があ
るかに関する分析を行っています。そのうえで、特定の市場
で試験運用プロジェクトを作成し、各プロジェクトの有効性
を評価します。弊社の学習アプローチは、この試験運用を繰
り返すことで成り立っています。つまり、試験運用を繰り返
すごとに、「この商品は十分にシンプルか？お客さまのニー
ズに対応しているか？」と自問してから、広範囲の導入に踏
み切ります。
このような方法でお客さまのニーズを満たすことは大変効果
的である一方、組織内部の変革を必要とします。そのため弊
社は、お客さまから得た知見を中心に据える企業文化への切
り替えを図っており、こうすることが、企業としてさらなる
成功をつかむことにつながると確信しています。

医療関連の調査結果の共有
データ分析の最前線に立つメットライフの
グローバル・ヘルスケア・チームは、お客
さまが最大の医療コスト要因を特定できる
ようにするための医療ダッシュボード・レ
ポートを生成しています。これらのレポー
トには、支払い済み保険金請求数、既発生
の保険金請求数、国別ベンチマークなど、
お客さまの組織に関する対前年比の変化を
比較した分析データが含まれています。お
客さまはこれらのデータを活用して、従業
員の生活の質を向上させ、保険請求数と保
険料を削減するための措置を事前に講じる
ことができます。
グローバル・ヘルスケア・チームは、多国
籍企業の従業員向けウェルネスに関する調
査結果やその他の情報を提供するととも
に、現代社会で健康を維持することに関連
したウェビナーや講義を開催するほか、
「ハウツー」キットの開発も行っていま
す。これまでに取り上げたトピックには、
睡眠、ストレス、消化の問題が健康に及ぼ
す影響などが含まれます。またGEBは、従
業員に影響する健康関連トピックについて
のリソースをメットライフのお客さま組織
に提供する、ヘルス＆ウェルネス・コンテ
ンツ・ライブラリを最近発表しました。
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オペレーショナル・エクセレンスのための一貫した
アプローチ
メットライフは、グローバルな事業全体で地理的／組織的障
壁を取り払うことにおいて大きな躍進を遂げています。つい
最近まで、メットライフでは、40以上のグループがそれぞ
れ独立して業務を遂行し、業務が同じであるにもかかわらず
各地で独自のプロセスが存在していました。その多くは手作
業と紙が中心のプロセスで、不必要に複雑であることもしば
しばありました。この問題に対応するため、プロセスを合理
化し、組織の境界を越えてベスト・プラクティスを共有する
ための新しいアプローチが開発されました。
「Model Office」と呼ばれるこのアプローチは、よりスマー
トに、かつ一貫性のある方法で業務の遂行を可能にする、基
幹的な業務慣行、テクノロジー、文化的変化を定義したもの
です。例えば、メキシコの保険請求部門で行った試験運用に
際しては、請求管理業務を向上させるために分析モデルが役
立てられました。ここでは、不正、無駄、乱用の分析を通じ
て保険金詐欺の可能性がある請求を特定することに重点が置
かれました。また、ブラジル、チリ、エジプト、日本、アラ
ブ首長国連邦、米国などの地域では、これと同様のモデルを
さらに低コストかつ短期間で市場に導入することに成功して
います。請求や契約査定などの業務分野の主要機能にも、こ
れと同じModel Office試験運用アプローチの導入を進めてい
ます。

卓越したカスタマー・サービスの実践状況を測定

メットライフは、卓越したサービスをお客さまに提供する
ことを目指しており、ネットプロモータースコア（NPS）
を使用して実践状況を測定しています。メットライフは
2016年に、NPSの測定データを収集するため、360度のカス
タマー・フィードバック・システム「NPS 360」を導入し
ました。NPS 360は以下の4つの要素で構成されています。
1. トランザクショナルNPS（tNPS）：トランザクション・
レベルでお客さまの問題を解決し、あらゆるタッチポイン
トでお客さまの満足度を高く保つために役立てられます。
2. リレーションシップNPS（rNPS）：お客さまと弊社の包
括的な関係を向上させるために役立てられます。

3. 社員NPS（eNPS）：最高クラスの顧客体験を実現するう
えで不可欠な、社員エンゲージメントの度合いを測定し
ます。

4. コンペティティブNPS（cNPS）：ベンチマークと競合比
較に加え、戦略的決定のためのガイダンスと目標設定機能
を提供します。
メットライフでは、お客さまのニーズにどの程度的確に応え
ることができているかを把握するため、広範囲にわたる消費
者向け一次調査を実施しています。米国の生命保険会社のリ
レーションシップNPSは、Satmetrixという会社によって追
跡調査されています。メットライフは、Satmetrixによって
測定されたリレーションシップNPSおよびコンペティティブ
NPSに関連したインプットを5万8,000人の消費者から取得
し、2015年のメットライフの業績が2014年から35％向上し
たことを特定しました。
メットライフがアクセラレーティング・バリューの取り組み
を先導している中国、日本、韓国、メキシコ、米国の各市場
では、調査を通じて3万5,000人の消費者の意見を聞きまし
た。まず、消費者が何に満足しているかを特定した後で、不
満や課題、嗜好を取り上げ、何が動因となって特定の商品を
購入するかを調べました。この調査に基づいて、消費者のニ
ーズを満たす調整を商品に加えることで、さらなる価値をお
客さまにもたらすことが可能になります。
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お客さま組織の従業員を世界中でサポート

メットライフのグローバル従業員福利厚生事業単位の主要
セグメントの一つである、外国駐在員福利厚生事業は、
お客さま組織の海外駐在員に包括的な福利厚生商品を提供
することに注力しています。地域サービス・センターは、
赴任中の駐在員の医療ニーズに応えるサポートを現地で提
供します。外国駐在員事業は、新市場への商品／サービ
スの拡大を進めています。2016年には、Voyageur Global
Benefits商品との提携を通じて、カナダにおける外国駐在
員向け福利厚生事業を共同で運営する取り決めをEmpire
Lifeと結びました。
今年に入ってからは、2016年エクスペイトリエイト・マ
ネジメント＆モビリティ・アワードの「サービス・プロ
バイダー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。受
賞にあたっては、メットライフの外国駐在員向け福利厚
生事業が、お客さまについての理解と顧客体験への影響
にデータとテクノロジーを有効に活用していることが高
く評価されました。

顧客体験をシンプルに

メットライフは、顧客体験を再定義し、保険業界を再形
成するイノベーションを追求するためのデジタル技術に
対して毎年多額の投資を行っています。例えば、米国の
お客さまは、このタイプの初のデジタル・ソリューショ
ンであるMyDirectを使用して、自動車保険契約の申し込
みと管理を容易に行うことができます。シンプルで即応
性に優れたmetlife.comは、カスタマー・エンゲージメン
トの増強に役立てられています。また日本では、業界を
リードする営業支援ソリューションであるeMiraiを導入し
て、代理店とお客さまの関わり合いを変革し、業務を合
理化する取り組みが進められています。

23

アクセスの向上

メットライフは、お客さまのお役に立つ商品やサービス
を利便性の高い販売チャネルを通して提供することによ
り、保険をわかりやすく、多くの人が利用できるものに
するよう努めています。この目的を達成するため、手頃
な価格の商品とサービスを幅広く提供し、新興市場の中
流層や不利な立場に置かれたお客さまに保険商品・サー
ビスをお届けしています。また、経済的な保護をもたら
す金融商品・サービスの入手が困難な国々においても、
積極的に事業を展開しています。

メットライフは、一部の市場で25万ドル未満の保険契約
を提供して、私たちの商品やサービスを買うことのでき
る人々の数を増やしました。また、場合によっては5,000
ドルといった保障額の契約を希望される高齢者のお客さ
まのための商品やサービスも模索して、医療費の負担や
クレジットカードの支払い、お葬式の費用などを支援す
ることも検討しています。

メットライフは、銀行、小売店、携帯電話会社などの提携
企業を通して保険を多くの市場で販売することでアクセス
の障壁を排除し、ソリューションを提供しています（「ア
クセス拡大と使いやすさ向上のための商品の例」の表を参
照）。また、マイクロファイナンス機関との提携関係も発
展させています。これらの金融機関は、非都市部の低所得
者にとって利用しやすい金融商品やサービスを提供してい
ます。こうした提携先のためにメットライフが開発したシ
ンプルな管理・発行・請求プロセスによって、発展途上国
にファイナンシャル・インクルージョンをもたらすという
共通のミッションが遂行されています。

メットライフは2016年に、EMEA
諸国向けのユーザーフレンドリー
なアプリを導入しました。お客さ
まはこのアプリを使用して、保険
証券のステータス、保険請求、そ
の他の情報にモバイル・デバイス
から簡単にアクセスできるように
なりました。
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アクセス拡大と使いやすさ向上のための商品の例
商品

場所

問題

解決策

不正対策商品と紛失・盗難対
策商品

アルゼンチンとチリ

金融不正やATM強盗・襲撃は、アルゼ
ンチンとチリに根深く残る問題です。

メットライフが銀行の利用者向けに新たに導入した不正対策商品と紛失・盗難
対策商品の拡大により、5万2,000人のお客さまを強盗から保護し、3万人のお
客さまを口座・クレジットカード詐欺から保護し、19万3,500人のお客さまを
ATM強盗・襲撃から保護することが可能になりました。

職域関連商品（公共）

メキシコ

メキシコの民間セクターの従業員に与え
られる保険オプションはいたって限定
的です。

職域関連商品（公共）を民間セクターの従業員にまで拡大し、生命／健康／貯
蓄商品をはじめとした任意保険を提供しています。

信用生命保険

ネパール

経済的に恵まれていないネパールの利用
者は、金融商品へのアクセスが限られて
います。

メットライフは非都市部で商品・サービスを提供しています。信用生命保険
は、マイクロファイナンス機関からの小口融資に基づく保険をネパールの経済
的に恵まれない人々に提供する商品の例です。

Dollar Smart

日本

日本の利用者は、日本円の低金利に業を
煮やし、より保障条件の良い商品を求め
るようになっています。

金利感応型の終身生命保険の取り扱いを開始しました。

定期生命保険と傷害・健康
保険

イタリア

イタリアの一部の利用者は、保険料金の
支払いに月賦払いでしか対応する余裕が
ありません。

アクセスの障壁を取り払うため、月賦払いに伴う追加コストのない低料金の保
険商品を販売しています。

「Eve」女性専用健康保険

レバノン

病気にかかる女性が子育て中で、家族を
扶養する立場にいることは少なくあり
ません。

「Eve」は、がんにかかった女性を医療コスト面で支援し、就労不能な状態に
なった場合に収入を保障することを目的とした、レバノン唯一の集中治療保険
商品です。

MyDirect自動車保険

米国

米国の利用者は、手続きが迅速で利便性
に優れ、かつデジタル化された保険オプ
ションを求めています。

この革新的な保険商品は完全にデジタル化されています。お客さまは人とのや
り取りを一切介さずに、登録や保険請求の提出をオンラインで行うため、従来
の自動車保険と比べて料金を低く抑えることが可能です。

生命保険と傷害・健康保険

コロンビア

銀行口座やクレジットカードを保有して
いないことの多いコロンビアの利用者が
商品／サービスにアクセスできるように
する必要があります。

現地のガス会社Empresas Públicas de Medellínは、公共料金の支払いを通じて
保険料を支払えるようにして、最大63万人のお客さまが生命保険および傷害・
健康保険商品にアクセスできるようサポートしています。

24

メットライフ2016年企業責任報告書 | お客さま体験を向上させるシンプルな商品

メットライフの社員：人々が経済的自由を手に入れ
られるようにするためのサポート
メットライフは、障害者のための保険およびパーソナル・フ
ァイナンスに関する教育キャンペーンをポーランドで実施し
ました。このキャンペーンの一環として、ポーランド最大の
障害者支援組織の一つ、Integration Foundationと協力し、
一連の教育記事を執筆してフリーマガジンで公開しました。
チェコ共和国では、児童養護施設からの退所に向けて準備し
ている子供向けのワークショップを開催しました。慈善団体
Dejme dětem šanciとの共同で計画されたこれらのワークシ
ョップでは、ファイナンシャル・インクルージョン、成人と
して自立した生活を送る方法などのトピックが重点的に取り
上げられました。

参考資料
•
•
•
•

商品イノベーション

ツールとトレーニング
テクノロジーへの投資
アクセスの向上

お客さまがリスクに対応し、複雑性を軽減し、将来を見据え
た投資方法について理解を深められるようにするための支援
日本の高齢化社会は、前例のない社会的・経済的課題を政策担当者に突きつ
けています。2035年までに、日本の居住者の3人に一人が65歳以上になる見
込みです。こうした人口構成の変化を背景に、公的資金に基づく医療・年金
制度のリソースは枯渇するであろうと予想されています。
医療と年金のリスクは行政から個人へと徐々に移行しつつあり、その変化が
医療保険、がん保険、外貨建て年金商品などの需要拡大に表れています。10
年前の米国で保険商品に対するこれと同様の個人需要の拡大に対応したこと
のあるメットライフは、そのときに培った専門知識を日本市場に適した方法
で応用しています。

メットライフにとって米国に次いで2番目に大きな市場である日本は、全社の
収益の約20％を占めています。経済的な安定性と保障が尊ばれる文化におい
て、お客さまがリスクに対応し、複雑性を軽減し、将来を見据えた投資方法
について理解を深められるよう支援できることは、弊社にとって大変喜ばし
いことです。

ファイナンシャル・ウェルネスの向上
PlanSmartは、社員が抱えるさまざまな財務ニーズに対応するための教育／サ
ポートを提供する、メットライフの金銭管理教育プラットフォームであり、フ
ァイナンシャル・ウェルネス促進のためにメットライフが進めている数多くあ
る取り組みの一つです。
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すばらしい職場
の創造
主なハイライト
•

•

•

健康的な職場環境を整備するための取り組みをさらに強化：座るだけでなく立って作業する
こともできるシット・スタンド・デスク、トレッドミルを備えたワークステーション、アウ
トドアのウォーキングトレイルを備えた投資部門の新本社を開設しました。

ヨーロッパ／中東／アフリカ（EMEA）で初の試みとなる、地域全体でのコミュニティ・サ
ービス・ウィークを立ち上げ、EMEAの各地から750人以上のボランティアが参加しました。

人材開発を強化：直属の部下を3人以上持つメットライフの全マネージャーを対象とした上司
向けフィードバック・ツールの使用を開始しました。

メットライフのアプローチ

メットライフは、社員が積極的に参加し、意欲やインスピレーションを感じられる職場を作る
ために努力しています。個人個人が持っているユニークな能力や才能を開花させられるように
するための機会を提供しており、それが事業を繁栄させる商品につながります。社員のユニー
クな強みを共通のミッションに向けて発揮させることで、統一のとれた組織を築き、さらなる
成功をつかみます。
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組織健全性指標の測定

メットライフは、組織健全性指標調査を実施して、ツール
やプロセス、行動を進化させ、会社のビジョン、戦略、バ
リューと整合させるのに役立てています。この調査では、
組織健全性指標の9項目の結果とそれに寄与する慣行に焦点
を当てています。調査の結果は、社員開発の重点領域に優
先順位を付けるために役立てられます。世界各地の社員を
対象とした初の調査を2012年11月に実施し、その後の進歩
を評価するため、2015年に再び調査を実施しました。次回
は2018年の調査を予定しています。
メットライフの組織健全性は、全社レベルの取り組みと現
地アクションチームの取り組みに支えられ、時間とともに
改善しています。さまざまな部門のシニアリーダーで構成
される組織健全性諮問委員会は、戦略的な方向性を見定め
るのにこの調査結果を活用しています。そして、世界各国
のオフィスで設立された50以上の組織健全性アクションチ
ームが、現地の変化を率いています。これらのチームが、
関連性の高い取り組みや活動を特定して、調査で明らかに
なった改善の余地のある領域に対応しています。

組織健全性指標の目標
モチベーショナ
ル・リーダーシ
ップ

ポジティブなチーム環境を作り、誠実で透明、かつオープン
な対話を通じて共通のビジョンを達成するため、社員をサポ
ートしながら刺激していきます。

積極性のあ
る人材

優秀かつやる気に満ちた社員を開発し、明確な目標意識と優
れた成果への努力を重視するとともに、その過程で個人的成
長の機会も得られるようにします。

お客さま中
心主義

あらゆる方面からの発想を結集して最高の商品とサービスを提
供し、お客さまにとって取引しやすい会社であり続けます。
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人材の確保と能力開発

人材を新しく雇い入れる
人材を新しく雇い入れるため、メットライフのキャリア・ウ
ェブサイトはグローバルに拡大を遂げています。このウェブ
サイトには、現社員の紹介と経験談、仕事への意欲をそそる
メットライフの職場の説明、メットライフで構築可能なキャ
リアパス、さらにメットライフが掲げているグローバルな社
員価値提案の説明が掲載されています。このサイトの主な要
素は、各国の求人サイトにも導入されつつあります。新しい
グローバル・サイトでは、社員が会社全域にわたってさらに
多くの求人情報も表示でき、キャリア開発に役立てることが
できます。
私たちは、多様な人材を確保することが、会社を成功に導く
うえで重要な役割を果たすと考えています。そのため、外部
組織、元社員のOB・OGグループ、専門家組織などとの関係
を築いて、キャリア早期、キャリア中期、経営幹部レベルの
人材を特定できるようにしています。キャリア早期の人材
を確保する一つの方法として、保険数理、営業、投資の各事
業部門でインターンシップ機会を提供しています。インター
ンシップ・プログラムに参加する学生は、実践的な経験を通
じて業務について学びながら、売上に貢献することができま
す。キャリア中期の人材パイプラインを確保するためには、
複数の地域にまたがる業務に関心のある総括マネージャーの
育成プログラムを提供しています。最近では、職を離れて
いた人の円滑な再就職を支援することを目的としたプログラ
ム、Act2を米国で開発しました。
また、大学タイプの技術系採用プログラムであるメットライ
フ・テクニカル・ユニバーシティでは、技術／業務の世界を
実体験して能力開発を促進する機会を大学生とキャリア早期
のプロフェッショナルに提供しています。同プログラムが
2014年に導入されて以来、346人の夏季インターンと大学新
卒者が採用されています。
新入社員をサポートする
メットライフは、全世界で毎年数千人の社員を新たに迎え
ています。新入社員向けのオリエンテーション・プログラ
ムは、自分のペースで学習できるインタラクティブなコー
スで、会社や戦略、主な取り組み、文化について学べるよ
うになっています。このプログラムは10か国語で提供されて
います。

人材を開発する
適切な人材が適切な役割に適切なタイミングで配置されてい
ることが重要です。メットライフでは、ワールドクラスの人
材で構成される組織を築き、多様な能力、経歴、考え、経験
を有する未来のリーダーの充実したパイプラインを整備する
ことを目標として掲げています。この目標を達成するため、
社員の価値観と潜在能力を実現するのを手助けし、社員一人
ひとりがメットライフでの有意義なキャリアにおいて長期的
な成功を収められるようサポートしています。また、優秀か
つやる気に満ちた社員を開発して成長させ、明確な目標意識
と優れた成果への努力を重視するとともに、その過程で個人
的成長の機会も得られるようにしたいと考えています。
優秀な人材を留保する
メットライフの人材留保戦略は、優秀な人材を獲得して留保
することにより、特に不確実性や変化の時代にあっても収益
を増加し続けられるようにすることを強調しています。メッ
トライフでは、社員に明確なキャリアパスを提示するための
一手段として、マネージャーとの四半期ごとの面談を活用し
ています。このアプローチは社員にとって、組織における自
分の位置付けを確認して目的意識を高めると同時に、自分の
貢献を認めてもらえる機会を与えています。
また、ペイ・フォー・パフォーマンスの理念に沿ったメット
ライフの報酬プログラムは、競争力のある報酬を提供して、
優秀な社員を獲得・留保し、社員の意欲を高めるよう策定さ
れています。このペイ・フォー・パフォーマンスの文化を支
える要素として、変動報酬が報酬合計に占める割合を大きく
するとともに、会社および個人の業績に基づく支給額の差別
化を図っています。インセンティブ報酬を受け取る資格はあ
らゆるレベルの社員に与えられます。
また、メットライフでは社員に学費援助も提供しています。
社員に教育の機会をもたらすことで、特定分野の専門知識が
増加し、スキルが向上するため、社員自身だけでなく会社全
体にとってもメリットとなると私たちは考えています。事前
に承認された大学／大学院学位プログラム、事前に承認され
た職務関連コースや学位取得を目的としない認定プログラム
に登録しているフルタイム社員は、年間最大5,250ドル（非
課税）までの学費関連費用の払い戻しを受けることができま
す。パートタイム社員もまた、勤務時間数に基づいて学費援
助を受ける資格を与えられます。
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メットライフは、保険業界で活躍する女性リ
ーダーを取り上げる、第6回年次「ウィメン・
イン・セールス・サミット」を開催しまし
た。このイベントは、専門能力の開発とキャ
リアの成長に焦点を当て、同業他社の経営幹
部や販売担当者との人脈づくりを図る機会を
出席者にもたらすものです。
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MetLife Wayのトレーニング

リーン経営のアプローチに基づくMetLife Wayとは、継続
的な改善の環境を実現する取り組みです。現場の社員が権
限を与えられ自分の仕事にプライドと責任感を持って臨み
ます。一方、マネージャーは見本を示しながら自分のチー
ムの能力開発を率いていきます。メットライフはこの変革
を進めるにあたり、社員に豊富なリソースを提供して、社
員が「変革の担い手」になるのを手助けしています。専用
の社内向けウェブサイトには、参考文献リスト、作成計画
書、オンライン学習モジュール、コミュニケーション資料
が掲載されています。2017年には、さらに5,000人の社員
がMetLife Wayのトレーニングを受け、受講者の総数が2万
人に達する見込みです。

健康とウェルネスの文化

メットライフは、社員の優先事項、関心、ニーズをサポー
トするため、さまざまな給付金や制度、リソースを提供し
ています。これには、例えば、職場の柔軟性、健康とウェ
ルネスのリソース、子育ての支援、介護のリソースなどが
あります。また、社員向けの保険も、業界企業であるだけ
に、非常に充実した内容かつ低額で提供されています。

2015年に開始したウェルネス・フォー・ライフ・プログラ
ムを土台とし、メットライフは世界中の社員の健康とウェ
ルネスを重んじる共通の文化を醸成する取り組みを継続し
ています。
ウェルネス・フォー・ライフは、健康のためのキー・コン
セプトに対する意識を高めるためのメッセージを、グロー
バル規模の2つの「スポットライト・イニシアチブ」を通
じて発信しました。これらのイニシアチブは主に、ヘルシ
ーな食生活、運動、睡眠、疾患予防に重点を置いていま
す。社員は今年、「果物・野菜を食べる」、「定期的に運
動する」、「リラックス・テクニックを習得する」、「予
防接種や血圧／血糖値スクリーニング等のサービスを受け
る」といった健康的な活動を促進するプログラムを通じて
与えられました。
弊社のウェルネス・プログラムは社員の間で定着しつつあ
り、さまざまなヘルシーな行動を社員に起こさせるきっか
けとなっています。ヘルシーな行動を個人の日課にどれだ
け簡単に組み入れることができるかは、その行動の採用が
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職場のウェルネス
照明、スペース、健康的な食事の選択肢、運動施設。メットライフではこれらの項目を、職場
のウェルネスを推進する文化の基本的な要素としてとらえています。過去数年間にわたり弊社
は、新設オフィスと既存のオフィスの両方にこれらの設計要素を取り入れることに注力してい
ます。ニュージャージー州ウィッパニーに開設された、新しい投資部門の新本社は、このアプ
ローチのよい例です。新本社ビルには、座るだけでなく立って作業することもできるシット・
スタンド・デスク、トレッドミルを備えたワークステーション、マシンを完備したフィットネ
ス・センター、瞑想とウェルネスのための部屋、アウトドアのウォーキングトレイルがありま
す。メットライフでは、これらのアメニティを「あると助かるもの」としてとらえるのではな
く、社員のエンゲージメント、健康、ウェルネス、生産性を最大限に高める職場環境に欠かせ
ない要素であると考えています。

成功するかどうかを予測する最大の判断基準の一つです。メ
ットライフでは、より健康志向の文化を採用することによ
り、社員の健康が無意識のうちに増進するような職場環境の
整備を進めています。

メットライフについて社員がどう考えているかを社
員に問う
対顧客業務を営むメットライフは、市場における自社の業績
を把握し、それを改善するよう常に取り組んでいます。そし
て今、これと同じ監視の目を自分たちに向け、メットライフ
が雇用主としてどれだけ望ましい企業であるかについて意見
を共有するよう社員に求めています。

2016年より前にメットライフは、弊社が周りからどのように
とらえられているかを測定する3種類のネット・プロモータ
ー・スコア（NPS）を導入しました。コンペティティブNPS
は、競合他社との比較における弊社の業績を測定するもので
あり、リレーションシップNPSは、お客さまとメットライフ
の関係の質を把握するものです。また、トランザクショナル
NPSは、メットライフとのやり取りに関するお客様の意見を
評価するものです。

2016年には、社員ネット・プロモーター・スコア（eNPS）
という4番目のNPSをツール群に追加しました。この指標
は、働く場所としてのメットライフを社員がどれだけ推薦す
る可能性があるか、また推薦を受けた人がメットライフの商
品とサービスをどれだけ利用する可能性があるかを示すもの
です。eNPSの背後にあるメットライフの理念は、社員の満
足度が高い企業は顧客も満足させることができるということ
です。今後はeNPSを追跡調査して、社員の満足度を高める
方法を特定し、ひいてはお客さまとのつながりを強化するよ
う取り組む構えです。

2016年、40か国以上の社員が「ウェルネス・フ
ォー・ライフ」プログラムにアクセスし、200
以上のウェルネス・プログラム活動が世界中で
提供されました。
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多様性を重んじる
企業文化の維持
メットライフのアプローチ

メットライフは、社員全員の多様性を受け入れる環境を醸成し、一人ひとりの個性を尊重す
るよう積極的に取り組んでおり、信頼と敬意とインクルージョンに根ざした環境を創造する
ことを目標として掲げています。社員は、この目標をサポートするさまざまなリソースにア
クセスできます。
この取り組みに際しては社員全員が重要な役割を果たしますが、取り組みを成功させること
に対する最終的な説明責任を負うのは、各経営幹部とグローバル・ダイバーシティ＆インク
ルージョン最高責任者です。
私たちは、多様性を受け入れる文化を醸成するには、以下の6つの分野に注意を払う必要が
あると考えています。
•
•
•

•
•
•

シニアリーダーの関与

堅固なインフラストラクチャとインクルージョンに根差したポリシー／慣行

 様性を重んじる職場環境を整備するための持続的な取り組みに関する社内外のコミュニ
多
ケーション
リーダーシップ／社員向け研修へのダイバーシティ＆インクルージョンの組み込み
事業機会へのダイバーシティ＆インクルージョンの組み込み
目標達成状況の測定
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多様性を重んじる企業文化の維持

ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）は、メットライ
フの事業の成功に欠かせない理念です。才能あふれる多様な
社員は、フレッシュな視点と戦略的な思考、画期的な問題解
決力を発揮します。人材の多様性があるからこそ、世界各地
の市場を深く理解し、お客さまとの間に緊密な関係を築き、
私たちが生活し働く地域社会の中でさまざまなつながりを作
ることが可能となります。

メットライフにおけるダイバーシティとインクルージョンの定義

ダイバーシティ

•

•

人材獲得：多様性のある優れた人材の確保

 力開発・積極登用：多様な人材の開発とインクルージョ
能
ンに根差したポリシー／慣行
 材留保：優れた人材を留保して、高い業績と人材活用
人
度を達成

メットライフでは、2015年の組織健全性調査から得たインク
ルージョン指標を引き続き活用しています。この調査の目的
は、メットライフの企業文化にD&Iがどれだけ浸透している
かを測定することです。職場の多様性に対する社員の姿勢、
行動、信念について理解すると、トレンドをモニタリング
し、D&Iの取り組みの有効性を測定して、事業部門のリーダ
ーによるD&I戦略の策定をサポートできるようになります。
メットライフではまた、会社主催のネットワークやプログラ
ム・イベントへの社員の参加状況もモニタリングし、リーダ
ーシップのパイプラインをレビューして、女性および社会的
少数派の社員が継続的な前進を遂げられるようにしていま
す。さらに、シニアリーダーの求人ポジションに多様な人材
をあてがうことも要求しています。

ダイバーシティとインクルージョンに対するグロー
バル・サポート
メットライフでは、経営幹部の日々のマネジメント業務に
D&Iの原則を浸透させることを重視しています。多様性を重
んじる企業文化は、複数のチーム、ネットワーク、タスクフ
ォースによって世界中の業務に組み込まれています。

インクルージョン

私たちの社員、環境、お客さま、ス
テークホルダーにとって重要であ
り、かつ私たちの行動に影響するあ
らゆる種類の相違や類似性を意味し
ます。

メットライフのグローバルD&I戦略は3つの柱で構成されて
おり、それぞれが各地域のニーズに合わせて実践されてい
ます。
•
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•

•

•

メットライフのCEOが議長を務めるグローバル・ダイバ
ーシティ＆インクルージョン・カウンシル。このカウンシ
ルの主な役割は、世界各地におけるD&I戦略の策定と実践
を監督することです。
4つの地域レベルD&Iタスクフォース・チーム：アジア、
ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）、中南米、米国に
配備されています。これらのチームは、地域レベルのD&I
戦略実践を司り、地域内のさまざまな事業・業務部門の
代表者で構成されています。例えば、EMEAでは、さまざ
まな能力を有する人員を雇い入れ、サポートしていくた
めの戦略を策定しました。アジアと中南米では、多様な
能力を備えた人材を獲得するための取り組みが進められ
ています。

ローカル・インクルージョン・アクション・チームは、イ
ンクルージョンに根差した職場環境を地域レベルで整える
ために推進活動を行う、各拠点の有志の社員のグループで
す。これらのグループは、米国およびインド国内の20以
上のメットライフの事業拠点で活動しています。

個人を個人たらしめている様々な特徴を
認めて歓迎することにより、弊社の価値
観に沿った成果を個人やその集合体が達
成していくのを奨励・称賛するという、
メットライフのコミットメントを意味し
ます。

•

ダイバーシティ・ビジネス・リソース・ネットワークス
（DBRN）は、社内の意識向上を図り、敬意とインクルー
ジョンの精神を育むことを目指す、社員ボランティアのグ
ループです。DBRNは、個人として、またプロフェッショ
ナルとしての能力開発機会の創造と、主な事業目標のサポ
ートに貢献しています。DBRNSへの参加は全社員対象で
す。以下の7つのDBRNがあります。
––
––

––

––
––

––

––

ファミリーズ・アット・メットライフ（FAM）

メットライフ・ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・
トランスジェンダー連合（GLAM）
グローバル・マルチカルチュラル・プロフェッショナ
ルズ（GMP）

メットライフ・ダイバース・アビリティーズ（MDA）
ミリタリー・ベテランズ・ネットワーク・アット・メ
ットライフ（MVET）
ライジング・プロフェッショナルズ・アット・メット
ライフ（iRISE）		
ウィメンズ・ビジネス・ネットワーク（WBN）

ウィメンズ・ビジネス・ネットワークの数が2016年に全
世界で34ネットワークに増加したことを報告できること
は、メットライフにとって大変誇らしいことです。
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育児休業ポリシーの充実化

メットライフは2016年、育児休業の取得を予定している社
員、および妊娠中の社員またはその配偶者を部下に持つマネ
ージャー向けの新しいグループ・コーチング・プログラム、
「ファミリー・マターズ」を導入しました。世界中で展開さ
れているこのコースは、育児休業と円滑な職場復帰に役立つ
ヒントを社員とマネージャーに提供するものです。このグル
ープ・コーチング・プログラムが提供されているインドで
は、産前・産後休業ポリシーがフルタイムとパートタイムの
女性社員全員を対象に26週間に拡張されました。

参考資料
•
•
•
•
•
•
•
•
•

メットライフの職場
メットライフの人材

メットライフでのキャリア
ボランティア活動

ダイバーシティ＆インクルージョン
メットライフの退役軍人の雇用
受賞と評価

メットライフが企業平等指数で満点を取得

メットライフが「退役軍人の活用に積極的な企業」に
5年連続で選出

メットライフが毎年開催してい
る社内向けリーダーシップ・カ
ンファレンス、「グローバル・
ウィメンズ・リーダーシップ・
フォーラム」（第4回）では、
さまざまな経歴や経験のソー
ト・リーダーが、自身のキャリ
アにおいてどのような課題や変
化に直面し、どのように解決策
を見つけて成功を手に入れたか
を説明しました。
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サプライヤーの
多様性の促進
メットライフのアプローチ

メットライフは、社員の多様性から恩恵を得ているのと同様に、多様性に富むビジネスパー
トナーの革新性と敏捷性からも恩恵を得ています。2003年に確立された弊社のサプライヤ
ー・ダイバーシティ・プログラムは、これまでに数々の賞を受賞しており、メットライフの
事業戦略を構成する重要な一要素となっています。多様性に富むサプライヤーとメットライ
フの関係は、経済成長と雇用創出というかたちで地域社会の発展にも貢献しています。
多様性に富む企業をメットライフのサプライチェーンに含めることは、弊社の調達戦略にお
ける最大の焦点です。多様なサプライヤーに公平な機会をもたらすための第一歩として、調
達チームとの持続的な関係を発展させることによってサプライチェーンにおけるインクルー
ジョンの取り組みを推進するとともに、ピア・メンタリングを通じて能力向上の機会を提供
しています。

メットライフでは、少数民族、女性、LGBT、または退役軍人である個人によって経営され
ていることが認定されたサプライヤー、および連邦政府の中小企業区分に該当するサプライ
ヤーを積極的に採用しています。2016年に弊社が取引した、多様性のあるビジネスパートナ
ーは700社以上に上り、サプライヤー関連の支出合計の10.6％を占めました。

33

メットライフ2016年企業責任報告書 | サプライヤーの多様性の促進

メットライフのサプライヤー・ダイバーシティ
認定パートナー

メットライフは、以下をはじめとした主要独立認定機関と協
力して、多様なビジネスパートナーのオーナーシップや業務
運営と統制の状況を検証しています。
•
•

•
•
•

•
•

全米少数民族サプライヤー開発評議会（NMSDC）

ウィメンズ・ビジネス・エンタープライズ全米評議会
（WBENC）
全米ゲイ＆レズビアン商工会議所（NGLCC）
全米退役軍人ビジネス開発評議会（NVBDC）

米国ビジネス・リーダーシップ・ネットワーク
（USBLN）
英国少数民族サプライヤー開発（MSDUK）
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最低1社の原則
メットライフでは、多様なサプライヤーに調達の事業機会を確実にもたらせるよう、「最低
1社の原則」を採用しています。このルールは、メットライフが発行するすべての提案依頼書
に、多様性に富むサプライヤーを少なくとも1社含めることを要求するものです。「最低1社の
原則」のメトリックは、メットライフの最高調達責任者の目標に組み込まれ、グローバル調
達部門で運用されています。このポリシーは、望ましい調達行動を引き起こす誘因となり、
サプライヤー・ベースの多様化に寄与するとともに、イノベーションとコスト削減のメリッ
トを弊社にもたらしています。メットライフが2016年に作成した提案依頼書のうち、多様性
に富むサプライヤーが少なくとも1社含まれる依頼書の割合は90％でした。これは、2015年の
値から80％増加したことを意味します。

WEConnect International

緊密なサプライヤー関係の構築

メットライフのサプライヤー・ダイバーシティ・チー
ムは、サプライヤーとの関係構築および連携強化のた
め、サプライヤーの多様性促進に関連したさまざまな
カンファレンスに参加したり、第三者組織のウェブサ
イトに記載されている加盟企業の連絡先情報やメール
（MetLifeSupplierDiversity@MetLife.com）で連絡を取れる
ようにしています。

2016年11月には、サステナビリティの取り組みを含めるよう
サプライヤー・ダイバーシティ・フォーラムを拡大し、取り
組みの成果を称えました。このフォーラムでは、サプライヤ
ーの多様性とサステナビリティを推進するイニシアチブのサ
ポートにあたって期待以上の働きをし、革新的でインパクト
の強いソリューションの実現にメットライフと共同で取り組
んだサプライヤーが表彰されました。また、メットライフの
サプライヤー・ダイバーシティ／サステナビリティ・プログ
ラムの唱道者となって、サプライヤーと緊密に協力したメッ
トライフの社員も表彰されました。このフォーラムは、メッ
トライフの社員と主要サプライヤーにとって、人脈づくりと
情報交換の良い機会となり、長期にわたる関係を構築する場
をもたらしました。

2016年3月、女性経営企業を認定する主要独立組織であ
る、ウィメンズ・ビジネス・エンタープライズ全米評議会
（WBENC）は、女性経営者を支援する米国トップ企業の
1社としてメットライフを選出しました。毎年更新される
この選出リストは、女性が経営する企業に対する障壁を取
り払い、その成長を支援する、世界最高クラスのサプライ
ヤー・ダイバーシティ・プログラムを実践している企業
を称えるものです。メットライフは、WBENCが選ぶ米国
トップ企業の1社として、国内外両方の新市場において女
性経営企業の事業機会向上基準を設定する存在となって
います。
さらにメットライフは、社会的少数者が経営する企業との
契約締結および開発支援に革新的かつ有効なアプローチで
臨み、地域社会のイノベーションと経済発展に貢献したこ
とを高く評価され、ニューヨーク／ニュージャージー州マ
イノリティ・サプライヤー開発評議会から「全米コーポレ
ーション・オブ・ザ・イヤー」賞を2016年11月に授与され
ました。

説明責任の明確化

サプライヤーの多様性促進に関連したメットライフのパフォ
ーマンス目標は、グローバル調達部門の報酬と直結していま
す。サプライヤー多様性促進アプローチの有効性を評価でき
るよう、サプライヤー・ダイバーシティの目標は、過去のパ
フォーマンスと業界ベンチマークの分析結果に基づいて設定
されます。サプライヤー多様性促進のパフォーマンスに対す
る説明責任は、グローバル調達部門が果たします。

参考資料
•
•

多様なサプライヤとの取引

メットライフのサプライヤー・ダイバーシティ・プログ
ラム
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メットライフ
財団
主なハイライト
•

•

メットライフとメットライフ財団は、低所得者が安全かつ安価な金融商品とサービスにアクセスできる
ようにするために、ファイナンシャル・インクルージョン活動のための3,000万ドルを含む4,800万ドル
を投入しています。
メットライフの社員がボランティア活動に投じた時間は世界中で9万時間を超え、昨年から25％以上増
加しました。

メットライフのアプローチ

メットライフ財団は1976年以来、7億4,400万ドルを超える助成金と7,000万ドルのプログラム関連資金を
投じて個人、家族、地域社会に貢献してきました。

2013年には、その後5年間にわたり合計2億ドルを拠出して、低所得層の人々とその家族が金融セクター
を利用し、その恩恵を最大限に享受できるよう支援しています。2016年12月31日現在、ファイナンシャ
ル・インクルージョン支援のため財団が投じた助成金は1億2,300万ドルに達しています。このイニシアチ
ブが開始されてから3年目を迎えた今、メットライフは、どの取り組みが効果を生み、どれが効果的でな
いか、人々が最も必要としているものは何かについてパートナーから学び、今後の活動に反映させていま
す。また、規模と影響力の面で有望な潜在能力を備えた社会的企業にスタートアップ資金を提供する活動
も継続しています。
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メットライフのGlobal Impact

メットライフ財団のミッションは、高品質のファイナンシ
ャル・サービスのアドバイスとこれらへのアクセスを提供
する団体と提携して、低所得者の財務健全性を向上させる
ことです。財団の活動は発展途上国と先進国の両方に及
び、すべての人が金融サービスを理解し、利用できるよう
取り組むとともに、生活をマネージし改善するための手段
も人々に提供しています。
メットライフ財団は、保険業界のグローバル・リーダーと
の徹底した協議を重ねたうえで、弊社のファイナンシャ
ル・インクルージョン戦略を策定しました。その際に注意
したことは、重複した作業を増やすのではなく、既に実行
されている取り組みを土台にして既存の作業を発展させる
ことです。また、弊社の強みをフルに活用することも重要
なポイントでした。例えば、メットライフが約150年に及
ぶ豊富な経験を金融サービス分野で培っていることや、財
団の活動に参加することに意欲的なメットライフ社員が世
界中に数千人いることが挙げられます。

この活動の最終的な目標は、安全で便利、かつ手頃な料金
でアクセスでき、目標の達成を効果的にサポートするよう
な金融サービスを世界中の低所得者が利用できるようにす
ることです。大口の助成金の多くは2～3年前から投入され
ています。これらの取り組みから得た貴重な教訓は、ファ
イナンシャル・インクルージョン業界と共有され、メット
ライフの今後の助成金のあり方を定義するうえで役立てら
れています。

ファイナンシャル・インクルージョンとは、あ
らゆる世帯と事業主が、信頼の置ける金融機関
から丁重な対応を受け、手頃な価格で高品質
の金融サービスを利用できるようにすることで
す。これらのサービスは、より多くの人々が人
生で直面するリスクを管理し、さまざまな機会
をつかみ、夢を追求できるようにすることによ
って、経済的な幸福度を高めます。

財務管理能力の構築

財務管理能力とは、お客さまが自分の財務状態を管理する方
法を知っており、それを行うための正しいツールを持ってい
ることを意味します。つまり、安全で手頃な料金、かつ効果
的な金融サービスを利用して目標を達成する能力のことで
す。保険業界は、この目標の達成に向けて大きな前進を遂げ
ています。毎年数百万人の人が最初の銀行口座を開設してい
る一方で、いまだに銀行口座を持たない人の数は20億人に
上ると推定されています。メットライフ財団はその活動の一
環として、金融サービスへのアクセスという基本的な問題の
解決に取り組んでいます。
•

•

•

グローバル：BFA（旧称Bankable Frontier Associates）。
経営状態の良い金融機関に共通して言えることは、どうす
ればより良いサービスを提供できるようになるかを顧客に
直接尋ねていることです。メットライフ財団の助成金受領
者、Bankable Frontier Associates（BFA）が取引している
バングラデシュ、チリ、コロンビア、メキシコ、ベトナム
の5つの金融機関も例外ではありません。BFAのデータ・
アナリストは、これらの金融機関が顧客の金融ニーズにつ
いて理解を深められるよう手助けしています。金融機関
は、データ・アナリストから得た知見を適切な商品の提供
と新商品・技術・販売経路の開発に役立てています。

インパクトをもたらすためのテクノロジーとイノベ
ーションの活用
安全で便利、かつ手頃な料金の金融サービスを規模に応じて
提供するには、ファイナンシャル・インクルージョン・コミ
ュニティが最新のテクノロジーをフルに活用することが必要
です。また、画一的な考え方にとらわれずに商品の仕組みを
考え直し、新しいビジネスモデルで実験してみることも必
要です。
•

•

 ギリス：Fair Finance。年間最優秀オルタナティブ・レ
イ
ンダー（2014年）として「クレジット・トゥデー・アワ
ード」を受賞しているFair Financeは、主流ファイナンス
から除外されてサブプライム・ローンのターゲットとなっ
ている低所得者に個人およびビジネス・ローンを提供し
ています。
米国：全米地域社会開発クレジット・ユニオン協会。メ
ットライフ財団の「パスウェイ・トゥ・ファイナンシャ
ル・エンパワーメント」プログラムは、実践的学習を重視
するファイナンシャル・カウンセリング、いわゆる「エ
デュアクション」の理念を支える土台の一つです。パスウ
ェイ・プログラムの最初のフェーズが成功し、すべての目
標値が達成されたことは、この理念が正しいことを証明
しています。試験運用に参加した5つのクレジット・ユニ
オンの1,000人以上の顧客が財務プランを策定し、ほぼ半
数の顧客が負債を減らす（10％の削減）ための商品を利用
し、64％が信用スコアを改善しました。
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グローバル：インクルージョン・プラス（Verbとの共同
の取り組み）。メットライフ財団は、社会イノベーション
に特化したVerbと提携して、企業家とメットライフの社
員に交流の場を提供する4つの地域におけるコンテストを
開発しました。このプログラムはアイルランドと中国、イ
ンドで既に導入されており、これまでにコンテストに参加
したソーシャル・ベンチャーの数は250以上に上り、250
人のメットライフ社員がメンター／審査員としての活動に
合計約1,000時間を投じています。インクルージョン・プ
ラスは今後、メキシコとエジプトに場所を移し、最終的に
は10か国に拡大して展開され、60万ドル以上の助成金が
イニシアチブの全期間にわたって提供される予定です。
バングラデシュ：Swisscontact。既製服産業はバングラ
デシュの経済を支える主力産業の一つです。この業界で雇
用されている労働者の数は400万人を超え、その多くは、
実家に仕送りするために地方から働きにきている地方出身
の若い女性です。Swisscontactは、バングラデシュ中央銀
行からの援助を受けて商業銀行2社と連携し、これらの銀
行が適切なテクノロジーと販売経路を利用して、金融サー
ビスに現在アクセスできずにいる多数の労働者向けの金融
商品を開発できるよう手助けしています。
 ングラデシュとベトナム：MicroSave。デジタル金融
バ
サービスは、画一的な枠にとらわれないマスマーケット
金融サービスを実現し、低所得顧客の財務健全性を向上
させるためのカギを握るサービスです。メットライフ財
団の助成金を受領しているMicroSaveは、デジタル金融サ
ービスの世界的リーダーであり、IDF（バングラデシュ）
とCo-Op Bank（ベトナム）という主要金融機関2社のデ
ジタル・トランスフォーメーションをサポートしていま
す。MicroSaveのサポートには、包括的な戦略プランニン
グ、新商品の開発、適切なデジタル・プラットフォーム
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の導入が含まれます。2年間にわたるプロジェクトの過程
で、14万人以上の利用者がデジタル方式の取引を開始する
見込みです。これらの金融機関は事業規模の拡大に応じ
て、ターゲットを絞った便利で手頃な料金のデジタル金融
サービスを200万人の顧客に提供できるようになります。
•

米国：ワーキング・スチューデント・サクセス・ネット
ワーク／夢の実現。メットライフ財団は、革新的な金
融商品・アプローチをコミュニティカレッジにもたら
す、WSSNの活動「夢の実現」をサポートしています。こ
の活動で提供されるテクノロジー、職業訓練へのサービス
の統合、ファイナンシャル・コーチング、カスタマイズさ
れた金融商品は、学生の財務健全性を高めると同時に、学
生がカレッジでの教育を修了する確率も高めています。メ
ットライフ財団はこれ以外にも、ラガーディア・コミュニ
ティカレッジ（ニューヨーク）などの大規模カレッジ、セ
ンター・フォー・コミュニティカレッジ・スチューデン
ト・エンゲージメントなどのネットワーク、学生のニーズ
を専門分野とする研究者とも提携しています。

行動経済学に基づく活動

ファイナンシャル・インクルージョン・コミュニティは、意
思決定のメカニズムを理解して初めて、健全な経済行動を促
進し、より健全な選択肢をもたらす商品／サービスを設計で
きるようになります。以下に示す活動では、行動経済学のパ
ワーが変革の原動力となっています。
•

中南米：ideas42。中南米諸国では、人々が定年退職後の
自分の生活を想像できず、定年退職について考えるきっか
けを与えられることがめったになく、また、長期的な目標
よりも短期的な目標を優先する傾向があることがideas42
によって特定されています。ideas42は、この分析結果に
基づき、銀行口座からの自動引き落とし、パーソナライズ
された目標設定ガイドライン、一般向け啓発活動など、
退職後の生活のための貯蓄を増やすことを目的とした方策
を、メットライフ財団からのサポートを利用して提案し
ています。

•

•

ョン問題のベスト・プラクティスや知見、情報の共有に役
立てられています。メットライフ財団は、ファイナンシャ
ル・インクルージョンに関する世界規模での知識共有と意
識高揚にさまざまな方法で貢献しており、このプラットフ
ォームはその一つにすぎません。

米国：デューク大学コモン・センツ・ラボ。コモン・セン
ツ・ラボは、行動経済学の知見を応用して、米国の中・
低所得者がより良い金銭的な意思決定を下せるようにす
るためのイノベーションを試験する、3年計画のイニシア
チブです。
米国：Commonwealth（旧称D2D Fund）。
Commonwealthは、ゲーミフィケーションに基づく貯蓄
商品の導入を2000年代半ばに決定し、8つの信用組合を対
象に賞金連動型の貯蓄ゲームを試験導入しました。それか
ら1年経たないうちに、低所得者が大半を占める1万1,600
人以上の人が850万ドル以上を貯蓄し、Commonwealthは
賞金連動型貯蓄商品を全国展開することについて連邦議会
に助言しました。

•

教訓の共有

メットライフ財団とその助成金受給者が得た教訓は、弊社の
活動を向上させ、ファイナンシャル・インクルージョン業界
全体の知識を増強するため継続的に共有されています。例え
ば弊社は、パートナーと共同でホワイトペーパーを作成し、
記事を発行するほか、カンファレンスを主催したり出席した
りしています。メットライフ財団は、助成金受給者向けのラ
ーニング・ワークショップも実施しています。助成金受給者
は、ワークショップに参加して体験を共有し合い、共通の指
標を作成して、主要業績評価指標を比較し、顧客へのサービ
スを向上させるためにプログラムを調整することができま
す。メットライフ財団からの助成金の中には、知識の共有を
目標として定めているものもあります。
•

グローバル：富を広めるサポーター。「富を広めるサポー
ター」は、メットライフ財団の助成金受給者の体験談を紹
介する、ユニークなソートリーダーシップ・プラットフォ
ームです。これには、ファイナンシャル・インクルージョ
ンに関連した動画、インフグラフィック、その他のコンテ
ンツが含まれます。この独特なリソースは、ウォール・ス
トリート・ジャーナルのカスタム・スタジオ部門と共同で
開発されたものであり、ファイナンシャル・インクルージ
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•

 ジア：イノベーション・サーキット。「イノベ
ア
ーション・サーキット」は、メットライフ財団と
LumenLab、17 Triggers（社会的インパクトをもたらす研
究、デザイン思考、マーケティングに特化したソーシャ
ル・イノベーション・ラボ）の三者が共同で主催している
ラーニング・ワークショップ・シリーズの第一弾です。ア
ジア全体で7か国から17のファイナンシャル・インクルー
ジョン機関（すべてメットライフ財団の助成金受給者）に
所属する23名がワークショップに参加して、数百万人も
の中低所得者にインパクトをもたらす可能性を秘めたファ
イナンシャル・インクルージョン業界の未来のイノベーシ
ョンとデジタル化について学習し、知識を共有しました。
米国：エクスパンディング・プロスペリティ・インパ
クト・コラボレーティブ（EPIC）。メットライフ財団
は、Aspen InstituteがEPICと共同で進める財務安全性プロ
ジェクトをサポートしています。この取り組みは、数百万
人のアメリカ人の財務安全性に多大な影響を及ぼす経済的
要因を検証するものです。EPICは毎年、消費者金融に関
連した重要な問題を一つ取り上げ、学術機関、政策立案者
と実務者を招いて組織横断的な研究を行い、知識を共有し
て解決策の特定に励んでいます。
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メットライフ社員の社会貢献活動

ライフチェンジャー：ジュニア・ア
チーブメントとの提携の下、EMEA
地域の862名のボランティアが535
校の学校／大学を訪問し、さまざま
な年齢層の2万8,257人の学生を対象
に、個人のマネー管理、実業技能、
起業家精神に関連したプログラムを
実施しました。

メットライフでは、社会貢献活動への積極的な参加を通じて
地域社会に利益を還元することが、社員の目的意識と帰属意
識を高めることにつながると考えています。メットライフの
社員は、人々の暮らしを豊かにするために各自のスキルを役
立てており、近年では、1万5,000人以上の社員がメットライ
フ財団を通じて、自分たちが働く地域の社会奉仕活動に毎年
数千時間を投じています。世界中のメットライフの社員が、
建設作業から子供向けメンタリング、経営コンサルティング
の専門知識の提供に至るまでの、さまざまな活動に時間と才
能を捧げ、弊社の顔として地域社会に貢献しています。メッ
トライフの社員が、弊社の主要パートナー（ハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ、タップルート財団、ジュニア・アチ
ーブメントUSA）を含むさまざまな組織に無償で提供した労
力と専門知識は、2016年全体で9万時間以上に相当します。
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社員はまた、メットライフ財団のファイナン
シャル・インクルージョン／コミュニティ開
発活動にも精力的に参加しています。

•

ボランティア人数

25,000

メットライフの社員が2016年にボラ
ンティア活動に投じた時間は、記録
的な9万時間に達し、昨年から25％以
上増加しました。

US
米国

Total
合計

中国、インド、アイルランド、メキシコで
開催された国レベルのファイナンシャル・
インクルージョン・セッションに1,400人
の社員が出席しました。
メットライフ財団の助成金受給者と金融知
識を共有するセッションに50名のシニア
リーダーが13か国で参加しました。
2016年10月は、メットライフ・ジャパンの
「コーポレート・ソーシャル・レスポンシ
ブリティ月間」に指定されました。メット
ライフ社員の半数にあたる4,500名が、公
園や子供病院、老人ホームでのボランティ
ア活動に参加しました。
アジア地域のメットライフ社員は、ベトナ
ムの3つのNGO（「健康と人口創造イニシ
アチブ・センター」、「貧困女性基金」、
「持続可能な農村開発センター」）を対象
とした集中的なプロフェッショナル・コン
サルティング・サービスの提供にもボラン
ティアで参加しています。
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地域コミュニティに対する持続的な取り組み：
医療、教育、退役軍人支援、コミュニティ開発、
芸術文化振興

メットライフ財団は、ファイナンシャル・インクルージョン
に重点を置いた助成金を提供することに加え、世界中の地域
社会にプラスの影響をもたらすさまざまな女性活動にも関与
しています。医療・医学研究から、芸術文化振興、災害救
援、ボランティア活動に至るまで、メットライフ財団の助成
金は世界中で多大なインパクトをもたらしています。
メットライフとメットライフ財団による助成金の総額は
4,900万ドルに上り、これには、ファイナンシャル・インク
ルージョン、医療・医学研究、災害救援、芸術文化振興、
社員のボランティア参加などの内容が含まれます。

がんとの闘い

スローン・ケタリング記念がんセンター — 32万5,000ドル
デイモン・ラニアンがん研究財団 — 32万5,000ドル
がんは世界中で最大の死亡原因の一つとなっています。メッ
トライフ財団がデイモン・ラニアンがん研究財団に提供して
いる助成金は、将来有望な若手がん専門家のサポートを目的
としたものであり、継続的な研修・研究資金に充てられるほ
か、バイオメディカル業界の第一人者とのコラボレーション
の機会を与えるために使われています。スローン・ケタリン
グ記念がんセンター（MSK）への2016年の助成金は、MSK
の小児科医フェローシップ・プログラムをサポートすること
により、次世代のがん専門医の研修に役立てられる予定で
す。MSKで治療を受ける小児がん患者の数は、米国の他の
どの医療機関をも上回っています。メットライフの資金は、
がんの原因となっている遺伝子突然変異に個別に標的を絞っ
て腫よう細胞の破壊を試みるアプローチ、プレシジョン・メ
ディシン（精密医療）分野におけるMSKの活動もサポート
します。プレシジョン・メディシンの目標は、治療効果の改
善と副作用の大幅な軽減を同時に実現することです。

教育

アジア女子大学（バングラデシュ）— 25万ドル
2008年に設立されたアジア女子大学（AUW）は、アジア地
域の政治・経済・社会問題に対処するために必要な知識とス
キルを次世代のアジア女性に習得させることを目的とした学
術機関です。AUWでは、学生の入学許可の判断を学業成績
のみに基づいて行っています。学生のほぼ全員が家族内で初
の大学進学者であり、また、全額支給の奨学金を利用してい
ます。メットライフの支援には、メットライフ財団からの助
成金に加え、日本とバングラデシュの社員で構成されるシニ
アリーダーシップの積極的な関与も含まれます。

芸術と文化

アジア協会（全世界）— 41万ドルの各種助成金
象徴的な本部ビルをニューヨークに構え、世界各地に事務所
を持つアジア協会は、古代から現代までのアジアを代表する
芸術・文化を鑑賞する機会を世界中の人々に与えることに尽
力しています。メットライフ財団は、アジア協会が主催する
プログラムや展示を古くからスポンサーとして支援していま
す。2016年秋には、経済の専門家を対象とした「エコノミ
ック・インクルージョン・シリーズ」がメットライフ財団と
アジア協会によって香港で開催され、依然として貧困状態に
あるアジア地域の大多数の人口にも同地域の経済的急成長の
恩恵が届くようにする方策について話し合われました。メッ
トライフ財団は、アジア協会の60周年記念の一環として、
高い評価を受けている写真展示会「Picturing Asia: Double
Take」のスポンサーも務めています。
リンカーン・センター（ニューヨーク州ニューヨーク市）—
25万ドルの一般活動費サポート
メトロポリタン歌劇場、ニューヨーク・フィルハーモニッ
ク、ニューヨーク・シティ・バレエ団などの舞台芸術組織が
集結するリンカーン・センターには、毎年500万人以上が訪
れています。同センターは、メットライフの本拠地であるニ
ューヨークはもちろん、世界でも最も重要な文化財の一つと
みなされています。
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デイトン美術館（オハイオ州デイトン市）— 1万5,000ドル
の一般活動費サポート
飛行家の草分け的存在であり、デイトン氏出身者でもあるラ
イト兄弟が創設者に名を連ねるデイトン美術館は、アメリカ
中西部を代表する美術館の一つとして、5,000年の歴史をカ
バーする装飾美術／絵画・彫刻コレクションを収蔵・展示し
ています。同美術館は、コンサート、家族向けイベント、各
種催し物、その他のコミュニティ・イベントも主催してい
ます。

バレエ・ヒスパニコ・オブ・ニューヨーク（ニューヨー
ク）— 12万5,000ドルの2016/2017年カンパニー・ツアー資金
ダンス・スクール兼地域に根差した舞踏集団としてスタート
したバレエ・ヒスパニコは、世界最高クラスのバレエ団にな
るまで成長し、これまでに、アメリカで最高峰の芸術賞と言
われる全米芸術勲章など数々の賞を受賞しています。ニュー
ヨーク市の本部には、ダンス・スクールに加え、同バレエ団
のプログラムとコミュニティ・アートのための最新鋭の設備
を備えたダンス・スタジオがあります。

参考資料
•

•

•

•

メットライフ財団の取り組みの詳細については、2016年の
年次報告書をご覧ください。
世界中の人々がより安全でより良い生活を築くために必要
なツールを取得できるよう支援することに対するメットラ
イフ財団の取り組みについて、弊社の社長が背景にある理
由を説明します。
メットライフ財団は、社員の積極的な関与を通じて地域社
会で金融サービスを拡大・改善する取り組みを、発展途上
国と先進国の両方で進めています。
メットライフ財団がファイナンシャル・インクルージョン
のサポートをはじめとした重点領域の活動をどのように推
進しているかの詳細は、特集記事、リサーチペーパー、
プレスリリース、動画でご確認いただけます。
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環境の保護
主なハイライト
•
•
•

•

米国の保険会社として初めてカーボン・ニュートラルを達成。

温室効果ガス排出量削減への意欲的な取り組みを評価され、米国環境保護庁の「クライメート・リーダーシップ賞」を受賞。

気候変動問題の報告と管理についてCDP（旧称「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」）から「Aマイナス」の評価を獲
得。この評価に基づき、メットライフはCDPのカテゴリーの上位25％にあたる「リーダーシップ」の金融サービス・プロバイダーに
位置付けられています。
環境問題に取り組むメットライフの社員参加プログラム、Our Green Impactを通じて8,000人の社員を動員。

メットライフのアプローチ

メットライフは、将来の世代のために地球を健全な状態で存続させるために今すべき環境改善の取り組みに尽力しており、この取り組
みをサポートするため、会社全体の環境フットプリントを最小限に抑えるよう努力しています。これまでに、炭素削減プログラム、エ
ネルギー効率化イニシアチブ、節水／廃棄物削減戦略、リサイクル・再利用の取り組みなどを通じて、業務が環境に及ぼす影響を大幅
に軽減することに成功しています。メットライフは2016年、炭素削減の取り組みを一歩前進させ、米国の保険会社として初めてカーボ
ン・ニュートラルを達成しました。
そして今、環境フットプリントの縮小だけにとどまらず、世界中のお客さま、社員、地域社会の構成員一人ひとりにポジティブなイン
パクトをもたらすための努力を続けています。この目標を達成するために、例えば、地球温暖化対策におけるビジネスパートナーとの
コラボレーション、コミュニティ・サービスへの社員の積極的関与と環境問題に対する意識高揚、再生可能エネルギー・インフラなど
のインパクト投資のサポート、メットライフ財団の活動を通じた世界中の人々の支援など、多岐にわたる活動を展開しています。
メットライフのグローバル・サステナビリティ・チームは、グローバル・テクノロジー＆オペレーションズの傘下組織として、環境管
理と環境パフォーマンスに取り組んでこのミッションをサポートしています。グローバル・サステナビリティ・チームは、全社的な環
境イニシアチブの推進を担当します。これには、企業不動産からの炭素排出量とエネルギー消費量を削減する取り組みを先導するこ
と、世界中の温室効果ガス・インベントリを管理すること、メットライフのサプライチェーン・サステナビリティ・プログラムを監督
すること、環境イニシアチブに社員を関与させること、サステナビリティの目標達成状況を社内外に報告することが含まれます。グロ
ーバル・テクノロジー＆オペレーションズ責任者は、最高経営責任者に直接報告を行うエグゼクティブ・グループの役員であり、メッ
トライフが進める気候変動対策・環境サステナビリティ・イニシアチブを監督します。
環境にフォーカスを絞った社員エンゲージメント・プログラム「Our Green Impact」に加入することで、すべての社員がメット
ライフのサステナビリティ・プログラムに参加できます。社員は、質問や懸念事項、提案をオンラインの「Our Green Impact」
コミュニティに投稿することができます。お客さまや投資家、株主も、グローバル・サステナビリティ・チームにメール
（gogreen@metlife.com）を送信して、メットライフの環境スチュワードシップについて問い合わせることができます。
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環境リスクの評価、モニタリング、管理

環境関連のリスクと事業機会は、メットライフの業務およ
び事業部門全体に深く根付いており、グローバル・リスク
管理フレームワークを通じてモニタリング・管理され、取
締役会に報告されます。
エマージング・リスク委員会（EMRIC）とその他の第2防
衛線パートナーは、世界・経済・業界・社内の出来事を評
価して、新たに生じつつあるリスクを特定します。気候変
動は、弊社が現在評価している環境リスクの一例です。メ
ットライフの投資ポートフォリオにおける気候関連リスク
は、不動産投資部門が半年ごとに実施しているイベント・
リスク分析によっても評価されています。
損害保険事業部門では、異常災害関連の損害額が予想と大
きく異なる可能性があることが以前から認識されていまし
た。この問題に対応するため、メットライフでは、リスク
の分散を毎月モニタリングすることを従来から行ってお
り、今も継続しています。また、分析と気候モデル化を通
じて、最大の異常災害損害を生む可能性のある地域の特定
も行っています。
メットライフは、気候変動の影響の可能性を考慮したうえ
で再保険市場と再保険コストの見直しに取り組んでおり、
重大事象に起因する損害の可能性を軽減するため、異常災
害再保険の購入も適宜行っています。また、一貫性のある
年次プロセスに従って、異常災害モデルやリスクの集中状
況、気候変動に関する最新の科学的知見、再保険者側の財
務力要件を再評価しています。

カーボン・ニュートラル目標の達成

2016年12月にカーボン・ニュートラルになったメットライフ
は、早急の気候変動対策だけでなく、低炭素経済への移行の
ための長期的な取り組みにもコミットしています。メットラ
イフが米国の保険会社として初のカーボン・ニュートラルを
達成したことは大変誇らしいことですが、私たちの取り組み
がこれで終わるわけではなく、気候変動緩和のための活動を
今日もこれからも継続していく構えです。
カーボン・ニュートラル達成企業として私たちが最優先すべ
きことは、サステナビリティとエネルギー効率化のベストプ
ラクティスを世界中の業務全体で採用することです。例え
ば、社員による出張回数を減らすためには、出張に対する意
識向上プログラムを社内で試験導入して、コラボレーショ
ン・テクノロジーの活用を促進しています。
エネルギー効率化では削減できない温室効果ガス排出量をオ
フセットできるよう、さまざまな炭素還元プロジェクトをサ
ポートするとともに、世界中の事業展開国からグリーン電力
証書を購入しています。メットライフでは、第三者機関認
定の6つの炭素還元プロジェクトをサポートすることによっ
て、持続可能な開発の実現を支援し、国連が掲げる以下をは
じめとした持続可能な開発目標との整合を図っています。
1. 米国ミシシッピ川流域の再森林化

2. 中国の石炭コンロに代わるソーラー調理器の普及

3. インドの従来型温水器に代わる太陽熱温水器の普及
4. コロンビアの熱帯雨林保護

5. 米国アップステート・ニューヨークの有害なランドフィル
ガスの回収およびクリーンエネルギーへの変換
6. ブラジルの工場の再生不能燃料から再生可能バイオマス
への移行
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メットライフが管理している職場空間の面積は、世界中で1,400
万平方フィート以上に及びます。米国で管理している全オフィス
がENERGY STAR認定を受け、面積にして約400万平方フィート
に相当する世界中の19棟のビルが、LEED（Leadership in Energy
& Environmental Design）プログラムの認定を取得済みです。
弊社は、グリーン・ビルディング・ポートフォリオの拡大と最
新技術を活用した建物性能の向上によって、LEED認定数を増加
し続けています。グリーン・ビルディングは環境にやさしく、
コスト削減効果をもたらすだけでなく、そこで働く人々にもプ
ラスのメリットをもたらします。メットライフは、グリーン・
ビルディングのメリット実現を継続する一方で、新しく建設す
るすべてのオフィスをLEEDの商業内装認証のゴールドまたはプ
ラチナ基準に従って設計することを目指しています。この認定
を受けるためには、新しく設計する全オフィススペースで自然
光を採り入れ、高効率のLED照明技術と人感センサーを導入し
て、ENERGY STAR認定を受けたIT機器を設置し、水道使用量
を削減する高効率／低水量の配管設備を整備することが必要と
なります。メットライフのLEED認定オフィススペースでは、よ
り持続可能な交通モードに社員が切り替えることを奨励するた
め、自転車通勤者向け各種アメニティを整備したり、米国内の
主要業務拠点に合計42か所ある電気自動車充電ステーションへ
のアクセスを提供したりしています。
再生可能エネルギーを利用することは、メットライフが進める
温室効果ガス排出削減戦略を構成する重要な要素の一つです。
弊社の主な戦略は、送電網を介して入手できる低カーボンのエ
ネルギーを調達することです。また、補助的な方策として、グ
リーン電力証書を購入して、再生可能エネルギーの発電施設開
発をサポートしています。

LEED認定オフィススペースの面積
Million（単位：百万平方フィート）
sq. ft. of LEED-certified office space

持続可能な施設のためのメットライフの取り組みでは、会社全
体のカーボン・フットプリントを削減する環境保全技術が活用
されています。エネルギー削減のベストプラクティスは、投資
計画や施設のアップグレードを通じて弊社のビルで実践されて
います。これらのプロジェクトは、省エネ、排出削減、節水、
ゴミ減量化に重点を置き、例えば照明の改良、冷却装置とボイ
ラーの交換、LED照明の導入、デマンドメーターと動作センサ
ーの設置などを進めています。

世界中の全事業所の24％に相当する19のメットライフ事業所が、LEED
グリーンビルディング評価システムの認定を受けています。そのう
ち、ノースカロライナ州ケアリーにあるグローバル・テクノロジー・
キャンパスとワシントンDCにあるガバメント・リレーションズ本部を
含む6の事業所は、米国グリーンビルディング協会によって授与される
最高レベルの栄誉である、LEEDプラチナ認証を取得しています。

温室効果ガス排出量
Greenhouse
gas emissions (metric tons CO2e)
（二酸化炭素換算、単位：トン）

施設のグリーン化

LEED認定オフィススペース
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社員の積極的関与：Our Green Impactプログラム
とアースデイ関連イベント

メットライフのOur Green Impactプログラムは、環境スチ
ュワードシップに対するメットライフの取り組みに個人とし
て積極的に関与する機会を社員に提供するものです。社員
はこのプログラムを通じて、職場、家庭、そして地域社会
における各自の環境への影響を軽減する方法を学ぶことがで
きます。
Our Green Impactプログラムでは、オンラインのディスカ
ッション・フォーラム、「グリーン化のための今週のヒン
ト」、サステナビリティ・ニュースレター、ボランティア
活動情報をはじめ、サステナビリティ・イニシアチブに関
与するための豊富な機会が世界中のメットライフ社員にも
たらされます。社員はまた、重要な問題点や新しいトレン
ド、ベストプラクティスなどについてサステナビリティの
専門家から学ぶことのできるバーチャル教育プログラムで
ある、四半期ごとのスピーカー・シリーズに参加すること
もできます。

メットライフのグリーンチームは、Our Green Impactを構成
するもう一つの要素です。グリーンチームは、環境意識を高
め、グリーンな業務慣行を促進する社員で形成されるオフィ
ス単位のグループです。現在、米国の12のチームとインドの
1チーム、日本の1チームによって、省エネ、廃棄物の再生利
用、代替通勤手段の利用などにフォーカスを絞ったプログラ
ムが計画されています。
2016年のアースデイには、8,000人以上のメットライフ社員
が、世界中の25の事業所で開催されたアースデイ関連イベ
ントに参加しました。社員は2016年全体で、クリーンアッ
プ活動、グリーンチーム・ハビタット・フォー・ヒューマニ
ティの建築支援、魚類生息環境の保護、コミュニティ環境問
題への対応、植樹など、1,000時間以上の社会貢献活動に参
加しました。2016年には、メットライフのサステナビリテ
ィ・プログラムと環境目標の実現に貢献したグリーンチーム
と社員に対する表彰も行い、社員に賞を授与したほか、全世
界で実施した社員向け環境コンテスト「メットライフ・エコ
チャレンジ」を通じて賞品を獲得するチャンスも社員に提供
しました。

エネルギー管理プログラム

メットライフが掲げる「全世界のエネルギー使用量10％削
減」という目標を達成するため、30か国以上のオフィスで
エネルギー使用量の長期的な削減機会を特定することを目的

としたプログラムに、世界各地のメットライフの施設マネ
ージャーが参加しました。このプログラムを通じて、ハイ
リターンを見込める省エネ対策に優先順位が付けられると
ともに、メットライフが事業を展開する全地域の長期省エ
ネ計画が策定されました。

メットライフの不動産投資ポートフォリオ向け
サステナビリティ・チャレンジ

企画提案書を提出するサプライヤーには、サステナビリティ
情報を尋ねる質問票への記入を義務付けています。また、重
要かつ影響力の大きいサプライヤーに対しては、メットライ
フのベンダー管理スコアカード制度に基づくサステナビリテ
ィ基準を課しています。メットライフは、最重要サプライヤ
ーの温室効果ガス排出量の削減にもサプライヤーと共同で取
り組んでいます。

メットライフの環境スチュワードシップの姿勢は、環境に
配慮した建物や再生可能エネルギーに対する多額の投資に
も表れています。メットライフ不動産投資部門は、環境・
社会・ガバナンス（ESG）の各要因を考慮に入れた投資を
資産ポートフォリオ全体で行っています。同部門は、ESG
リスクを常に把握し、投資物件が環境に及ぼす影響を軽減
する機会を特定できるよう、ESG委員会と作業グループを
設立しました。
2015年には、メットライフが「エネルギー＆サステナビリ
ティ・チャレンジ」という活動を立ち上げて、自社の不動産
ポートフォリオで展開しています。この活動の狙いは、サス
テナビリティ意識を高め、投資ポートフォリオ内の建物から
アイデアを募ると同時に、省エネ、節水、ゴミ削減などの実
績を互いに競わせることにあります。2015年のチャレンジ優
勝者は、ワシントンDCのフェアモント・ホテルでした。フ
ェアモント・ホテルは現在、電気・ガス・水道使用量と二酸
化炭素排出量を削減するための変革を進めており、これまで
に、屋上に養蜂箱を設置してホテル内のレストランやバーに
新鮮なハチミツを提供したりしています。

サプライチェーン・サステナビリティの促進

メットライフは、購買力を活かしてポジティブな変化をも
たらすことに努めています。その一環として、持続可能な
建築資材、環境にやさしい清掃用具、ポストコンシューマ
ー回収紙が含まれた再生紙、エネルギースター認定のある
IT機器、エネルギー効率の高い照明や水利用テクノロジー
を購入しています。
二酸化炭素排出による環境への影響の大部分は、サプライ
ヤーによるものです。メットライフでは、サプライチェー
ンが及ぼす影響を軽減するため、責任ある事業運営と環境
スチュワードシップのサポートを行っている組織と取引す
るようにしています。また、サプライチェーン・サステナ
ビリティ・プログラムを通じて、サプライヤーの選定・管
理プロセスにもサステナビリティを組み込んでいます。
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CDPサプライチェーン・プログラム
メットライフはCDPサプライチェーン・プ
ログラムに2012年から加入しており、2016
年の活動に参加した89組織の一つです。メ
ットライフはこのプログラムを通じて、サ
プライヤー各社にCDPサプライチェーン質
問票への回答を毎年求め、排出量削減活動
に関する情報収集を行っています。メット
ライフでは、このプログラムを通じてさら
に多くのサプライヤーと連携するよう継続
的に取り組んでおり、2020年までに最重要
サプライヤーの100社と連携するという目標
を達成する見通しです。
参考資料
•
•

•

•

•

メットライフのCDP回答書

環境関連記事：メットライフの環境イニシアチブの詳細を
弊社ウェブサイトでご覧ください。
歴史的な実績：健全な環境がもたらすメリットを重視する
メットライフの取り組みは、1871年までさかのぼります。
環境への配慮：ニューヨーク市にあるメットライフの本社
は、省エネ、節水、空気質など、環境に影響する要素を念
頭に置いて設計されています。
エコチャレンジ：2016年4月にメットライフが実施した2
週間に及ぶエコチャレンジ・コンテストでは、社員一人ひ
とりの小さな行動が大きな成果に結び付くことが実証さ
れました。
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この報告書について
GRIサステナビリティ報告基準の
詳細情報：
www.globalreporting.org

メットライフのマテリアルな課題
•
•
•
•
•

•

リスク管理

お客さまの満足
社員の満足

行政との関係および規制リスクの管理

商品のアクセシビリティとファイナンシャル・イ
ンクージョン
グローバルな競争力

この報告書に関するご意見、ご感想、
ご質問をお寄せください。

お問い合わせ：

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
特に記載のない限り、ここに記載された情報はすべて
2016年12月31日現在のものです。

2016年の開示情報は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）のサステナビリティ・レポーティング基準、
コア・オプションに基づいて作成されています。
GRIの基準は、環境、経済、社会、およびガバナンスの実績を企業が測定して報告する際に使用する、世界的に認識された
枠組みです。私たちはこのフレームワークに従って、世界中の企業や組織との意思の伝達を共通の言語で行っています。
開示情報をこのように作成することにより、弊社が提供する情報の比較可能性と質を高めることができます。

最近では、2015年版Global Impact報告書を2016年6月に発行しており、また、メットライフ財団からも毎年1回、報告書が
発行されています。今後は報告書を年1回、発行していく計画です。

この報告書には、2016年（暦年）のデータを収録しました。メットライフの全世界の業務を網羅した情報を収録しており、
特に記載のない限り、ここに記載された情報はすべて2016年12月31日現在のものです。

この報告書全文に対しては、外部保証を受けていません。2016年の温室効果ガス排出量の数値については、すべての
スコープに関して、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）の報告プロセスの一環としてデータ分析会
社、Trucostの検証を受けています。

GRIの「報告内容に関する原則」の適用

メットライフでは、徹底したマテリアリティ分析を2014年に行ったうえで、報告書に盛り込むべき主なトピックを特定して
います。マテリアリティ分析プロセスの説明については、メットライフ2013年Global Impact報告書をご覧ください。重要
なトピックごとに、そのトピックの影響到達範囲がGRI指標のトピック・バウンダリー・セクションに特定されています。
GRI指標の「特定標準開示項目：側面と側面のバウンダリー」セクションには、マテリアルなトピックのバウンダリーにつ
いての情報が記載されています。

詳細情報

メットライフの報告書、概要書、GRI指標については、弊社のGlobal Impactウェブサイト（www.metlifeglobalimpact.com）
をご覧ください。報告書や補足文書の翻訳版もさまざまな言語でご用意してあります。

投資コミュニティのメンバーの方々は主要市場データプラットフォームを通じてESGディスクロージャーと格付けの詳細を
ご確認ください。
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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将来の見通しに関する記述についての注釈

この資料には、1995年私募証券訴訟改革法の語義におけ

る将来の見通しに関する記述が含まれている、または参照
によって統合されている場合があります。将来の見通し

に関する記述は、将来の出来事についての期待や予測を述
べるものです。こうした見解は、過去の事実や現在の事

実に厳密に関係していないという事実によって特定するこ
とができます。こうした記述は、「予期する」、「見積も
る」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「計
画する」、「信じる」のほか類似した語義の他の文言を使
用して表現されるか、もしくは将来の事業や将来の業績の
議論に結び付けられて説明されています。これには特に、
将来の行動、予期されるサービスや商品、現行のまたは予
期されるサービス、商品、営業活動、経費の将来の業績や
結果、さらには法的手続きをはじめとする不測の事態の結
果、事業運営および業績のトレンドに関係する記述が含ま
れます。

将来の見通しに関する記述は、一部または全部が不正確に
なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、不
正確な前提や既知または未知のリスクや不確定要素によっ
て影響されることがあります。こうした要因の多くは、メ
ットライフとその子会社および関連会社の実際の将来の業
績を決定する際に重要です。将来の見通しに関する記述

は、現在の期待と現在の経済環境に基づいており、予測の
困難な多数のリスクと不確定要素を含んでいます。将来の
見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではあ
りません。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表
現または示唆された内容とは著しく異なる可能性がありま
す。こうした差異を招き得るリスク、不確定要素、その他
の要因には、メットライフが米国証券取引委員会に対して
提出する情報で特定されているリスク、不確定要素、その
他の要因が含まれます。その要因は、以下のとおりです。

（1）世界の資本市場の困難な状況。（2）世界の資本市場お

式、非課税扱いの資格を得るための事業分離の失敗。（c）

メットライフが流動性のニーズを満たし、信用機関を通じ

（10）証券貸付や他の取引に参加した結果として生じる潜在

上し、法定準備金を調達する能力に影響する可能性がありま

の分離に関連した負債発生が含まれます。（11）投資損失、

よび信用市場のボラティリティの増大および混乱。これは、
て資本にアクセスし、手数料収入および市場関連売上高を計
す。また、その場合、メットライフは、追加担保を入れるか
当該資産の価値減少に関連する支払いを行う必要性に迫られ
る可能性があります。この資産には、キャプティブ再保険会
社に譲渡したリスクをサポートする資産、またはそのリスク
に関連したヘッジの仕組みが含まれます。（3）世界の金融

市場および資本市場のリスクへのエクスポージャー。英国の
EU離脱通告やヨーロッパの混乱の結果として生じるリスク

が含まれます。（4）包括的な金融サービス規制改革が弊社
にもたらす影響。非銀行のシステム上重要な金融機関とし

てメットライフが規制される可能性などが含まれます。（5

）ドッド＝フランク・ウォール街改革・消費者保護法によっ
て義務付けられている、または許可されている多数の規則策
定の動き。特定金融機関の清算を義務付ける規則などが、弊
社の事業運営に影響する可能性があります。（6）弊社の保
険、国際事業、その他の事業に関係する規制・法律・税制
上の変化。弊社の商品およびサービスのコストやそれに対
する需要に影響したり、社員向け福利厚生のコストや事務

負担を増大させたりする可能性があります。（7）訴訟、調

停、規制関連調査がもたらす不利な結果や他の影響。（8）
Brighthouse Financialの分離を遅延または妨害したり、その
他の方法で悪影響をおこぼしたりする可能性のある不測の

事態。（9）以下に起因する困難、不測の債務、資産減損、
格付機関の行動に対応する弊社の能力。（a）事業買収なら

びに買収先企業の統合と成長管理、（b）売却、新規株式公
開、スピンオフなどによる事業譲渡。これには、かかる取
引からの予想業務利益の不達成、移行サービスから生じる
制約、負債、損失、補償義務、事業分離に関連した課税方

ジョイントベンチャーへの参入。（d）法的事業体の再編。

的な流動性リスクや他のリスク。これには、分離した事業

不履行、投資価値の変化。（12）投資価値、繰延新契約費、
繰延販売促進資産、取得事業または取得営業権の価値に関
係する前提の変化。（13）営業権の減損と実現損失、また

は非流動資産の市場価値減損。（14）不動産抵当貸付の不

履行。（15）弊社に不利をもたらす可能性のある、他の金融
機関の不履行または信用低下。（16）弊社の国際事業に影

響し得る経済、政治、法律、通貨、その他のリスク。為替

相場の変動にかかわるリスクが含まれます。（17）弊社の保
険金支払い能力、財務力、または信用格付のダウングレー

ド。（18）Metropolitan Life Insurance Companyの再編に伴
って発生したクローズド・ブロック（閉鎖勘定）の悪化。
（19）再保険、ヘッジ、または補償制度の利用可能性と有

効性。さらに相手方の不履行または倒産。（20）実際の請

求と査定や準備に関する前提の間の差異。（21）リスク管理
ポリシーと手順の無効力。（22）巨額の損失。（23）法定
生命保険準備金の調達に関するコスト増大と市場能力の限

界。（24）価格、新規競合の参入、流通網の統合、新規ま

たは既存の競合による新規商品開発、人材などの競争激化。
（25）変額年金給付に関する損失へのエクスポージャー。

これには、株式市場の大幅かつ持続的な下落または極端なボ
ラティリティ、低金利、予想外の契約者行動、死亡または長
命、不履行リスクの調整が含まれます。（26）メットライ

フによる配当金支払いと普通株買い戻しの能力に影響する規

制およびその他の制限。（27）持株会社としてメットライフ
とその子会社の持株会社が子会社からの配当金に依存してフ
リーキャッシュフロー目標および債務を履行している事実。
および子会社が配当金を支払う能力に対して適用される規制
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上の制限。（28）メットライフの取締役会が、メットライ

契約者貸付や他の投資資産、売却目的や連結証券化事業体の

保証は、特定の保険および年金商品に適用され（有価証

る可能性。（29）会計基準、慣行、ポリシーの変更。

理解と比較性を高めることができると、メットライフは考え

商品の利用規約のほか、除外と制限、さらに保険会社の支

フ契約者信託の投票条項を使用して株主投票の結果に影響す
（30）年金および退職後給付プラン、ならびに健康保険や

他の従業員福利厚生の経費増大。（31）自社の知的財産権を

保護できない事態、または他者の知的財産権を侵害したとす
る請求。（32）弊社の販売経路を使用した商品のマーケテ

ィングおよび販売の困難さ。（33）法律または自らの結社

文書の条項によって、メットライフの関係する買収や合併が
遅れる、阻害される、妨げられる事態。（34）テロ攻撃、

サイバー攻撃、その他の敵対行為や自然災害によって事業が
中断または経済が低迷する影響。これには、弊社の投資ポー
トフォリオの価値、災害復旧システム、サイバーまたは他の
情報セキュリティシステム、事業継続計画に及ぶすべての影
響が含まれます。（35）お客さまの情報の機密を守れない

こと。（36）過度なリスクを取る従業員インセンティブの
提供を回避する弊社の方策および慣行の有効性。（37）メ

ットライフが米国証券取引委員会に提出する情報で時折説明
する他のリスクおよび不確定要素。

メットライフは、将来の見通しに関する記述の内容が達成さ
れない可能性が高いと関知した場合も、その記述を公に修正
または更新する義務を負いません。メットライフが行ってい
る開示についてのさらなる詳細は、米国証券取引委員会への
報告書の関連項目をご覧ください。

非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈

運用資産（以下に定義）は、米国で一般に認められた会計原
則（以下、「GAAP」）以外の方法に則った財務情報です。
メットライフは、能動的に運用され、かつ公正価値の見積
もりに反映される一般勘定投資ポートフォリオ内の資産を
説明する際に、「運用資産」を使用しています。運用資産
を使用することにより、メットライフの一般勘定投資ポー
トフォリオで能動的な運用がほぼまったく行われていない

保有する商業不動産融資を除外して、投資ポートフォリオの
ています。公正価値オプションと売買目的有価証券も除外
しています。契約保有者の指定するユニットリンク投資で

券、変動商品、投資顧問商品には適用されません）、また
払い能力および財務力によって変わる可能性があります。

主に構成され、メットライフではなく契約保有者が資金の
投資を管理することがその理由です。さらに、不動産抵当
貸付および特定の不動産投資も、公正価値の見積もりに組
み込まれないよう調整しています。総投資と運用資産の調
整は下記のように行われています。メットライフの投資に

関する付加的な情報は、MetLife, Inc.の2016年12月31日締め

四半期の四半期補足財務情報、およびMetLife, Inc.の2016年

12月31日締め年次報告書フォーム10-Kに掲載されており、こ

れらはいずれもメットライフのウェブサイトの投資家向けペ
ージ（http://investor.metlife.com）から入手できます。運

用資産は非GAAP財務情報であり、最も直接的に比較するこ
とのできるGAAP財務情報の代替と見なされるべきではあり
ません。

総投資と運用資産の調整

投資合計（単位：10億ドル）
加算：現金および現金同等物
加算：公正価値調整

減算：連結証券化事業体の保有する商業不動産抵当貸付
減算：契約者貸付

減算：その他投資資産

減算：売却目的住宅ローン

減産：公正価値オプションと売買目的有価証券
運用資産

500.4
17.9
6.4
0.1
11.0
23.2
13.9
476.5
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メットライフの2016年実績データ
業績データ

項目（単位：百万ドル）
総資産
総投資
総負債
株主資本
内部留保

総収入
保険料
純投資利益
総経費
契約者給付金および保険金
法人税費用引当金
純利益
普通株配当
1株当たり利益（ドル）
自己資本利益率（％）

2016年
898,764
500,393
831,284
67,480
34,480

2015年
877,933
495,459
809,437
68,419
35,519

2014年
902,337
505,995
829,678
72,560
32,020

2013年
885,296
488,779
822,313
62,096
27,332

2012年
836,781
517,052
771,823
64,837
25,205

63,476
39,153
19,947
63,671
40,804
（999）
804

69,951
38,545
19,281
62,481
38,714
2,148
5,322

73,316
39,067
21,153
64,512
39,102
2,465
6,339

68,199
37,674
22,232
64,174
38,107
661
3,391

68,150
37,975
21,984
66,708
37,987
128
1,362

1,736
0.63

1,653
4.57

1,499
5.42

1,119
2.91

811
1.12

1.0

7.5

9.4

5.4

2.0

2016年
32.9％
13.1％
15.9％
12.0％
12.1％
5.4％
3.6％
3.0％
2.0％

2015年
33.5％
14.1％
14.8％
10.8％
13.3％
4.8％
3.8％
2.7％
2.2％

2014年
34.2％
14.4％
13.3％
11.1％
13.0％
4.1％
4.4％
3.0％
2.5％

2013年
36.0％
14.8％
12.8％
12.0％
9.9％
4.8％
4.3％
3.0％
2.4％

100％

100％

100％

100％

投資データ

グローバル・ポートフォリオ
投資適格社債
ストラクチャード・ファイナンス
抵当貸付
外国政府国債
米国政府機関債
現金および短期投資
低格付社債
投資用不動産
株式
合計

インパクト投資

メットライフのインパクト投資（単位：百万ドル）
コミュニティ開発と住宅供給事業への投資
環境への投資
インフラへの投資
地方債への投資
合計

1 YE = 年度末

2016年度末
公正価値

2015年度末

2014年度末

2015年度末

2014年度末

2013年度末

1,564
9,105
15,387

公正価値

2016年度末

1,640
9,692
7,780
15,854

公正価値

2013年度末

1,804
9,683
9,288
15,991

公正価値

1,485
6,761
-

298
174
2,354
1,251

446
969
1,679
1,840

481
1,121
586

334
508
-

36,766

34,966

26,056

8,246

4,077

投資額

投資額

4,934

投資額

2,188

投資額

842
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従業員データ
全世界の従業員
雇用区分
正社員
派遣社員

雇用契約の種類
常勤
パートタイム

労働力の内訳
一般社員
エージェント・契約社員
労働力の地域構成²
米国／カナダ
中南米
アジア
EMEA

合計¹

女性

男性

57,889
該当せず

28,391
該当せず

29,493
該当せず

53,566
4,333

26,266
2,125

27,295
2,198

57,889
39,079

28,391
7,693

29,493
9,828

19,415
8,245
25,558
4,671

11,265
5,234
9,335
2,557

8,147
3,010
16,222
2,114

1 合計には性別が記録されていない社員が含まれます。ProVidaの社員は含まれていません。2 労働力には正社員のみ含まれます。

社員と取締役会の人材多様性3
性別4

女性が占
める割合
40％
55％
20％
31％

男性が占
める割合
60％
45％
80％
69％

29歳以下

30～50歳

51歳以上

22%
17％
0％
0％

64％
63％
10％
0％

14％
20％
90％
100％

営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ（米国以外の国を含む）
取締役会
年齢4
営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ
取締役会
民族・人種

営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ
取締役会

白人

80％
72％
80％
76％

黒人または ヒスパニック
アフリカ系
またはラ
アメリカ人
ティーノ

10％
12％
0％
8％

5％
6％
10％
8％

アジア系 アメリカインディ
アンまたはアラス
カ州先住民

2％
8％
10％
8％

1％
0％
0％
0％

不特定

1％
0％
0％
0％

3 米国のみ。数値は四捨五入されているため、合計しても100％に達しない場合があります。4 弊社のシステムで識別されていない社員がいるため、性別および年齢の合計は一致しません。

複数 ハワイまたは
人種 太平洋諸島先
住民

2％
2％
0％
0％

0％
0％
0％
0％
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従業員データ（続き）

社員研修とパフォーマンス・レビュー
年平均研修時間数5
営業以外
営業

パフォーマンス・レビューを受けている社員6
営業以外
営業

女性
4.2
3.2

男性
4.4
2.9

女性
95.2％
28.0％

男性
95.8％
25.4％

5 社員研修の数値には、弊社の学習管理システムに記録された研修活動のみが含まれ、これには技能研修とコンプライアンス研修が含まれます。データには、オンラインで受講する研修コース（バーチャルコー
ス）と講師の指導する研修コースが含まれます。 6 パフォーマンス・レビューの数値は、弊社の電子パフォーマンス・システムでパフォーマンス評価を受け、パフォーマンス・フィードバックが入力された社
員のみを反映しています。パフォーマンスは、オンライン・システムとは別に測定される場合があります。弊社との雇用契約が終了している社員の性別データはシステムに登録されていません。

新規採用者と退職者7
採用
女性
男性
退職
女性
男性

7 米国のみ。

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

299
230

502
407

113
109

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

342
312

947
854

592
482

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1.5%
1.2%

2.6%
2.1%

0.6%
0.6%

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1.8%
1.6%

4.9%
4.4%

3.0%
2.5%

49

メットライフ2016年企業責任報告書 | 実績データ

環境データ
環境

不動産物件
世界の不動産物件（単位：百万平方フィート）2
米国の不動産物件（単位：百万平方フィート）2
EPAエネルギースター（認定建物数）3
EPAエネルギースター（単位：百万平方フィート）3
LEED（認定建物数）
LEED（単位：百万平方フィート）
温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算、単位：トン）
スコープ1排出量合計（カーボン・オフセットなし）
ロケーションベースのスコープ2排出量合計
市場ベースのスコープ2排出量合計4
スコープ3排出量（全世界の出張）5
カーボン・オフセット
排出原単位（FTE6当たりの二酸化炭素換算、単位：トン）
排出原単位（平方フィート当たりの二酸化炭素換算、単位：トン）
エネルギー（単位：メガワット時）
総電力消費
グリーン電力証書
エネルギー原単位（FTE6当たりメガワット時）
エネルギー原単位（平方フット当たりメガワット時）
再生可能エネルギー資本投資（単位：百万ドル）
ゴミ（単位：ポンド）2
ゴミ排出合計
埋立地ゴミ排出合計
ゴミリサイクル合計
ゴミ減量化（リサイクル割合、単位：％）
企業全体の電子機器廃棄物7

水（単位：キロガロン）3
水道使用合計
水道原単位（FTE6当たりキロガロン）
水道原単位（平方フット当たりキロガロン）

2016年1

2015年

2014年

2013年

2012年

15.78
7.96
14
4.10
19
3.76

17.16
9.78
13
4.45
17
3.31

16.79
9.61
15
5.02
14
3.11

18.15
10.91
15
5.02
12
2.74

18.05
11.49
15
5.02
10
2.35

17,527
109,224
0
33,559
70,637
1.36
0.01

20,134
109,773
36,031
4,640
1.39
0.01

20,240
113,414
31,671
5,405
1.41
0.01

23,268
119,270
26,665
4,841
1.52
0.01

24,381
124,601
28,346
4,213
1.57
0.01

240,183
204,588
1.31
0.009
-

238,458
101,648
1.34
0.010
628

241,026
116,724
1.36
0.011
146

254,337
84,692
1.47
0.009
225

264,236
72,671
1.51
0.009
899

6,425,042
2,391,720
4,033,322
63％
300,929

6,928,069
2,763,521
4,164,548
60％
286,385

6,315,606
2,490,229
3,825,377
61％
214,663

6,227,180
2,847,340
3,379,840
54％
552,584

6,119,522
2,969,579
3,149,943
51％
604,539

70,022
6.78
0.0164

69,021
6.29
0.0143

75,061
6.3958
0.0155

71,267
5.6195
0.0147

86,834
6.4864
0.0179

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、グリーン・ビルディング認証を2016年
に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告するデータは異なります。2 不動産物件の数値は、各年の弊社の不動産ポー
トフォリオにおける平均床面積を反映しています。3 米国で管理される保有オフィス資産。4 リーン電力証書（REC）が含まれます。5 データが限定的であるため、必要に応じて過去のデータから推定して「全
世界の出張」に換算されています。6 フルタイム勤務の社員。7 リサイクル、再使用、再販された総重量。
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環境データ（続き）
2016年スコープ1排出量1
温室効果ガスの種類
CO2

CH4

N2O

生物起源CO2排出量

米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計

二酸化炭素換算、単位：トン
石油

天然ガス

9,860
2,731
12,591

4,613
該当せず
4,613

0.005
0.007
0.012

0.1858
0.0515
0.2373

0.1858
0.0515
0.237

0.0010
0.0015
0.002

0.0186
0.0051
0.0237

0.0186
0.0051
0.0237

該当せず
該当せず
618

該当せず
該当せず
25,182

該当せず
該当せず
9,226

122.66
186
308.97

ガソリン

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、グリーン・ビルディング認証を2016年
に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告するデータは異なります。

2016年のエネルギー消費の種類1
エネルギーの種類
電力
燃料（石油、天然ガス、ガソリン）
エネルギー消費合計

メガワット時
240,183
87,426
327,609

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、グリーン・ビルディング認証を2016年
に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告するデータは異なります。
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社会的貢献活動
メットライフ財団

メットライフ財団の寄付実績（単位：百万ドル）
ファイナンシャル・インクルージョン
健康および医学の研究
芸術・文化分野
青少年・教育分野
コミュニティ開発
社員のボランティア参加
合計

2016年
30.37
1.48
2.71
3.53
3.41
1.53

2015年
29.65
1.72
2.86
3.03
3.22
2.09

2014年
27.25
1.86
3.10
2.82
3.37
2.67

2013年
16.77
4.73
5.67
6.41
5.51
3.41

43.03

42.57

41.07

42.50
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GRI 102：一般開示項目（2016年）
開示項目

説明

参照先または回答

102-1

組織の名称

MetLife, Inc.

本社の所在地

200 Park Ave., New York, NY 10166

組織のプロフィール
102-2

102-3
102-4

102-5
102-6

102-7

102-8

102-9
102-10
102-11

102-12

活動、ブランド、商品とサー
ビス
事業拠点

組織の所有形態と法人格
参入市場

組織の規模

社員およびその他の労働者に関
する情報
サプライチェーン
組織とそのサプライチェーンの
重大な変更
予防原則または予防的アプロ
ーチ
社外イニシアチブ

追加情報

Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、
5～7ページ
2016年フォーム10-K、5～18ページ、225～226ページ
Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、
7ページ
2016年フォーム10-K、6～16ページ
世界全域
Cコーポレーション

Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、
7ページ
2016年フォーム10-K、6～20ページ
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・データ、23～24ページ
Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、
5ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、47～48ページ
2016年フォーム10-K、5ページ、39ページ、200～204ページ
報告書：概要、パフォーマンス・データ、23～24ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、48～49ページ

Global Impact報告書：環境の保護、43ページ
メットライフ・グローバル・プロキュアメント

2016年フォーム10-K、6ページ、89ページ、361ページ
Global Impact報告書：概要、安定性の確保：リスク管理とガバナンス、
7ページ
Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、
16～17ページ
なし

メットライフには、商品の販売にあたってメットライフを支援し、
必要に応じて事務サポートを提供する多数の独立エージェント・契
約社員が勤務しています。メットライフの雇用者数は著しく変動し
ません。
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GRI 102：一般開示項目（2016年）（続き）
開示項目

説明

参照先または回答

102-13

企業団体の会員資格

メットライフが参加している政策、研究、業界関連の組織には、
以下のものが含まれます。
• 米国生命保険協会（American Council of Life Insurers）
• 大西洋評議会（Atlantic Council）
• ブルッキングス研究所（Brookings Institute）
• 国際理解のための経済人会議（Business Council for International
Understanding）
• 全米サービス産業連盟（Coalition of Service Industries）
• Council of the Americas
• 外交問題評議会（Council on Foreign Relations）
• ジュネーブ協会（Geneva Association）
• ハーバード・ロースクール国際金融システム（Harvard Law School
Program on International Financial Systems）
• 国際金融協会（Institute of International Finance）
• ジャパン・ソサエティー（Japan Society）
• コリア・ソサエティー（Korea Society）
• 米国APECナショナル・センター（National Center for Asia Pacific
Economic Cooperation）（NCAPEC）
• ピーターソン国際経済研究所（Peterson Institute for International
Economics）
• ワシントン国際貿易協会（Washington International Trade
Association）（WITA）、超党派政策センター（Bipartisan Policy
Center）、ケイトー研究所（CATO Institute）

組織のプロフィール（続き）

戦略

102-14

メットライフが参加している環境組織には、以下のものが含まれます。
• カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（Carbon Disclosure
Project）
• コアネット・グローバル（CoreNet Global）
• サステナビリティ・ラウンドテーブル（Sustainability Roundtable,
Inc.）
• 米国エネルギー省（United States Department of Energy）
• 米国環境保護庁（United States Environmental Protection Agency）
• 米国グリーン・ビルディング・カウンシル（United States Green
Building Council）
上級意思決定者の声明

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨
拶、2ページ

追加情報
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GRI 102：一般開示項目（2016年）（続き）
開示項目

説明

102-16

価値観、理念、行動基準・規範

倫理と誠実性

ガバナンス
102-18

統制構造

参照先または回答
Global Impact報告書：概要、安定性の確保：リスク管理とガバナンス、
7ページ
Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、
6ページ
Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、
17～19ページ

MetLife, Inc.の会長・社長兼CEOであるスティーブ・カンダリアン氏を
はじめ、メットライフ取締会は12名のメンバーからなり、そのうち11名
は独立メンバーです。取締役会は以下の委員会で構成されています。
•
•
•

ステークホルダー・エンゲージメント
102-40

ステークホルダー・グループ
の一覧

102-41

団体交渉協定

102-42

ステークホルダーの特定と選定

監査
報酬
統制・企業責任

追加情報
メットライフの目的とバリュー
メットライフ財務管理専門職者向け行動規範
メットライフ取締役向け行動・倫理規範
メットライフ企業行動
メットライフ社員向け行動規範
メットライフ・コーポレート・ガバナンス
メットライフ倫理と誠実性
メットライフお客さまのプライバシーポリシー
2017年議決権行使委任状、23～32ページ
メットライフ統制・
企業責任宣言書が定めるコーポレート・ガバナンス

統制・企業責任委員会が、メットライフの社会投資プログラム、人種多
様性イニシアチブ、サステナビリティと環境問題に関連した活動を監督
しています。
メットライフは、投資家、株主、お客さま、社員、行政機関、規制当
局、事業展開する地域のコミュニティをステークホルダーとみなしてい
ます。
説明を参照

メットライフは、ステークホルダーのなかでも弊社の事業にとって最も
大きな影響力を有する可能性がある組織や個人との取り組みを重視して
います。

場所により団体交渉協定の定義が異なるため、メットライフはこの
指標を詳細に記録していません。米国以外では、従業員（エージェ
ンシー以外）の20～25%が団体交渉協定の対象となっており、米国
では、従業員は団体交渉協定の対象になっていません。
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GRI 102：一般開示項目（2016年）（続き）
開示項目

説明

ステークホルダー・エンゲージメント（続き）
102-43

102-44

報告慣行
102-45

ステークホルダー・エンゲージ
メントへのアプローチ

提起された主なトピックと懸念

参照先または回答
Global Impact報告書：概要、信頼されるパートナー：お客さまのニーズ
への対応、11ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、
21ページ
投資家：年次報告書および米国証券取引委員会への提出書類、投資家
説明会、ロードショー参加、直接的なやりとりを介したエンゲージメ
ント。
お客さま：直接的な連絡および会話（継続的）、ネットプロモーター調
査をはじめとする顧客満足度調査、提案依頼書への対応を介したエンゲ
ージメント。
社員：毎年の社員調査（組織の健全性指標グローバル調査を含む）、
年間パフォーマンス・レビュー、上司や管理職者との直接的な会話。
政府：国際、国、地域、自治体レベルの継続的なエンゲージメント。
業界団体への通年加盟に基づく参加。
地域社会：メットライフ財団の活動と社員のボランティア活動を通じた
エンゲージメント。

Global Impact報告書：概要、信頼されるパートナー：お客さまのニーズ
への対応、11ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、
21ページ
投資家：投資家の懸念は通常、リスク管理、事業戦略と業績、コンプラ
イアンスといったトピックに集中しています。メットライフは、カーボ
ン・ディスクロージャー・プロジェクトの投資家報告書に毎年対応して
います。
お客さま：お客さまは通常、弊社の商品やサービスの利用しやすさ、価
格、品質、サポートに関心を持っています。また、環境や企業の責任に
関する他の情報を要請する提案依頼書をお客さまから受け、入手可能な
データと情報で対応してきました。
政府：Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管
理、18ページ
地域社会：Global Impact報告書：メットライフ財団、35～39ページ

連結財務諸表の対象になってい
るすべての事業体

2016年フォーム10-K、付属書類21.1

追加情報
メットライフは2016年、以下に示す4つのNPS調査で構成される、
NPS 360プログラムの導入を正常に完了しました。
•
•
•
•

トランザクショナルNPS（tNPS） — 2012年に開始
リレーションシップNPS（rNPS）
コンペティティブNPS（cNPS）
社員NPS（eNPS）

これらの調査を実施したことにより、メットライフが今まで以上に
お客さま中心の姿勢を強め、最高クラスの顧客体験を提供すること
につながるものと期待されています。
この報告書の策定準備としての特定的なステークホルダー・エンゲ
ージメントは行いませんでした。
2017年議決権行使委任状

NPS 360プログラムからの主な発見事項：
•

•

•
•

新規契約、サービス、保険請求を含む3種類のtNPS調査をすべて
まとめて実行すると、各市場における顧客体験をより包括的に把
握できます。

（文化的要因の影響を受ける傾向がある）NPSスコアの絶対値を
無視して、競合ランキングに注目すると、中南米地域におけるメ
ットライフのパフォーマンスは最高となっています（メキシコは1
位、メットライフ・チリは4位）。
tNPSレベルは一定の期間に日本で最も上昇しました。

顧客とのやり取りは、国を問わずNPSの最重要促進要因となりつ
つあります。

2017年議決権行使委任状
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GRI 102：一般開示項目（2016年）（続き）
開示項目

報告慣行（続き）
102-46

説明
報告内容とトピック・バウンダ
リーの定義

102-47

マテリアルなトピックの一覧

102-48

情報の修正再表示

102-49

報告上の変更

102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

報告期間

最新の報告書の日付
報告周期

報告書に関する質問の窓口

参照先または回答
Global Impact報告書：この報告書について、44ページ

Global Impact報告書：この報告書について、44ページ

業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよ
う、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、グリーン・ビル
ディング認証を2016年に再算定しました。

追加情報
メットライフの事業活動に関連する潜在的な影響は、物理的な事業
拠点を越えて広がっています。弊社は、投資、商品、調達、雇用を
通じて、あらゆる経済圏と地域にとってポジティブな事業体となる
ことを目指しています。
影響到達範囲をよく理解するため、メットライフでは、バリューチ
ェーンの簡単な図を作成したうえで、このバリューチェーン上で影
響の起こり得る段階に、マテリアルな側面を結び付けました。そし
て、このバリューチェーン図を使用して、マテリアルなトピックの
バウンダリーを確立したものが、この指標に列記されています。
能動的なオーナーシップ
反競争的行為
経済的パフォーマンス
雇用
間接的な経済利教
市場浸透率
マーケティングとラベリング
地域社会
商品ポートフォリオ
公共政策
社会経済面のコンプライアンス

実質的な変化なし

Global Impact報告書：この報告書について、44ページ
Global Impact報告書：この報告書について、44ページ
Global Impact報告書：この報告書について、44ページ
Global Impact報告書：この報告書について、44ページ

GRI標準に従って報告している
ことの主張

Global Impact報告書：この報告書について、44ページ

102-55

GRI内容索引

102-56

外部保証

Global Impact報告書：この報告書について、44ページ
GRI指標、53～64ページ
Global Impact報告書：この報告書について、44ページ

2015年メットライフGlobal Impact報告書
2016年メットライフ財団報告書
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GRI 103：トピックとトピック・バウンダリー（2016年）
マテリアルなトピック

管理アプローチと参照先

GRI 201：経済的パフォーマンス
（2016年）

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、5～7ページ
Global Impact報告書：メットライフ財団、35～39ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
2016年フォーム10-K、85～96ページ、107～132ページ
2016年メットライフ財団報告書

経済

GRI 202：市場浸透率（2016年）

Global Impact報告書：メットライフ — いい明日へ、ともに進んでゆく、5～7ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、20～25ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
Global Impact報告書：メットライフ財団、35～39ページ

GRI 203：間接的な経済影響
（2016年）

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目標、11ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、16～19ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、20～25ページ

GRI 206：反競争的行為
（2016年）

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、16～19ページ
行動規範、29～36ページ

社会

GRI 401：雇用（2016年）

GRI 405：多様性と機会均等
（2016年）
GRI 413：地域コミュニティ
（2016年）

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：すばらしい職場の創造、26～29ページ
メットライフでのキャリア
メットライフ従業員福利厚生
Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目標、10ページ
Global Impact報告書：多様性を重んじる企業文化の維持、30～32ページ
グローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目標、11ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、20～25ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
Global Impact報告書：メットライフ財団、35～39ページ

関係する外部の組織および個人
地域社会
競合他社
お客さま
投資家
規制当局
再保険会社
サプライヤー
販売パートナー
地域社会
競合他社
お客さま
投資家
規制当局
再保険会社
販売パートナー
地域社会
お客さま

競合他社
お客さま
投資家
規制当局
該当せず

該当せず

地域社会
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GRI 103：トピックとトピック・バウンダリー（2016年）（続き）
マテリアルなトピック

管理アプローチと参照先

GRI 415：公共政策（2016年）

Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、16～19ページ

GRI 417：マーケティングとラベ
リング（2016年）

Global Impact報告書：概要、会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶、2ページ
Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目標、9ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、20～25ページ

GRI 419：社会経済面のコンプラ
イアンス（2016年）

Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシンプルな商品、20～25ページ
Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理、16～19ページ
2016年フォーム10-K、361～370ページ

GRI G4：商品ポートフォリオ
（2016年）

Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
メットライフ・インベストメンツ

GRI G4：能動的なオーナーシッ
プ（2016年）

Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、12～15ページ
メットライフ・インベストメンツ

社会（続き）

関係する外部の組織および個人
お客さま
投資家
規制当局

お客さま
投資家
規制当局
販売パートナー
お客さま
投資家
規制当局
販売パートナー
お客さま
投資家
規制当局
地域社会
お客さま
投資家
規制当局
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GRI 200～400：トピック固有の開示項目（2016年）
GRIトピック
経済

GRI 201：経済的パフォーマ
ンス（2016年）

開示項目

開示項目の説明

201-1

創出、分配した直接的経済価値

201-2

気候変動による財務上の影響、その
他のリスクと機会
地域コミュニティから採用した上級
管理職の比率

GRI 202：市場浸透率
（2016年）

202-2

GRI 203：間接的な経済影響
（2016年）

203-1

インフラ投資および支援サービス

203-2

経済への著しい間接的影響

GRI 205：汚職防止
（2016年）*

205-1

205-2

GRI 206：反競争的行為
（2016年）

206-1

*マテリアルなGRIトピックに関連しない付加的な指標。

腐敗に関するリスク評価を行ってい
る事業
腐敗防止の方針や手順に関するコミ
ュニケーションと研修

反競争的行為、反トラスト、独占的
慣行による法的措置

開示項目の参照先

省略および説明

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、23ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投
資、13ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
47ページ
2016年フォーム10-K、200～372ページ
2016年メットライフ財団報告書
2017年気候変動CDP、5.1、6.1
説明を参照

Global Impact報告書：概要、安定性の確保：
リスク管理とガバナンス、9ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投
資、13～14ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシン
プルな商品、23～25ページ
Global Impact報告書：メットライフ財団、
35～39ページ
2016年メットライフ財団報告書

メットライフの全世界の事業部門が、少なくとも年1
回、腐敗防止リスク評価を受けています。同時に継続
的な監視・検査活動を行って、主要な腐敗防止策が腐
敗リスクの削減に実際に役立っていることの確認を行
っています。
メットライフのグローバル汚職防止ポリシーは、世界
各地のすべてのメットライフ社員に対して、現地の言
語で伝達されています。このポリシーは、メットライ
フのグローバル・イントラネットサイトにも掲載さ
れ、全社員がアクセスできるようになっています。世
界各地で取引するサードパーティに対しても必ずパン
フレットを提供して、メットライフのポリシーについ
て研修を施しています。

Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営による
リスク管理、17～19ページ
会社レベルではありません。

重要事業拠点の上級管理職の100%は、地元コミュニティ
から採用されています。
この報告書において、「上級管理職」とは、会社の執行
幹部と定義します。「地元」とは、当該事業拠点のある
地域で生まれた者またはその地域の永住権を有している
者と定義します。さらに、「重要事業拠点」とは、社員
が750人以上いる拠点と定義します。
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GRI 200～400：トピック固有の開示項目（2016年）（続き）
GRIトピック
環境

GRI 302：エネルギー
（2016年）*

GRI 305：大気への排出
（2016年）*

開示項目

開示項目の説明

302-1

組織内のエネルギー消費量

302-3

エネルギー・インテンシティー

302-4

エネルギー消費の削減量

305-1

直接的（スコープ1）GHG排出

305-2

エネルギー間接的（スコープ2）
GHG排出

305-3

その他の間接的（スコープ3）GHG
排出

開示項目の参照先

省略および説明

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、26ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ

加熱、冷却、蒸気によって生成されるエネルギーの消費
はありません。メットライフはエネルギーを販売してい
ません。

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ
Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal
Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目
標、11ページ
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ

305-4

GHG排出原単位

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
50ページ

305-5

GHG排出量の削減

Global Impact報告書：概要、メットライフのGlobal
Impact目標、5ページ
Global Impact報告書：メットライフのGlobal Impact目
標、11ページ

*マテリアルなGRIトピックに関連しない付加的な指標。

メットライフの排出量計算法は、GHGプロトコルに基づい
ています。計算には、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素が
含まれています。使用している地球温暖化係数（GWP）
は、IPCC第2次評価報告書（1995年）によるものです。排
出量の連結基準は、財務基準に基づいています。
メットライフの排出量計算法は、GHGプロトコルに基づい
ています。計算には、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素が
含まれています。使用している地球温暖化係数（GWP）
は、IPCC第2次評価報告書（1995年）によるものです。排
出量の連結基準は、財務基準に基づいています。
メットライフの排出量計算法は、GHGプロトコルに基づい
ています。計算には、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素が
含まれています。使用している地球温暖化係数（GWP）
は、IPCC第2次評価報告書（1995年）によるものです。排
出量の連結基準は、財務基準に基づいています。
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GRI 200～400：トピック固有の開示項目（2016年）（続き）
GRIトピック

開示項目

開示項目の説明

GRI 401：雇用（2016年）

401-1

従業員の新規雇用者と離職者

社会

401-2

GRI 404：研修および教育
（2016年）*

404-1

404-2

404-3

GRI 405：多様性と機会均
等（2016年）*

405-1

*マテリアルなGRIトピックに関連しない付加的な指標。

派遣社員とアルバイト従業員には支
給せず、正社員に支給する給付

従業員一人当たりの年間平均研修
時間
従業員スキル向上プログラムと移行
支援プログラム
業績とキャリア開発についての定期
的評価を受けている従業員の比率
ガバナンス組織と従業員の多様性

開示項目の参照先
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、25ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
49ページ
説明を参照

メットライフ従業員福利厚生

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、24ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
49ページ
Global Impact報告書：概要、社員の能力強化：
1つのグローバルなチーム、15ページ
Global Impact報告書：すばらしい職場の創造、
28ページ
メットライフ人材開発

Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、24ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
49ページ
Global Impact報告書：概要、パフォーマンス・デー
タ、24ページ
Global Impact報告書：パフォーマンス・データ、
48ページ

省略および説明

メットライフは、米国のフルタイム社員すべてに対して
福利厚生を提供しており、これらのプランは通常、週20
時間以上勤務のパートタイム社員にも提供されていま
す。ただし、契約社員と週20時間未満のパートタイム社
員には提供されていません。これらの福利厚生には、以
下のものが含まれます。
• 健康保険
• 歯科保険
• 短期・長期就業不能保険
• 会社負担の生命保険
• 401（k）貯蓄および投資プラン
• メットライフの株式は、401（k）プランの任意の投資
オプションとして提供されています。また、高位・高
給社員を対象とした株式インセンティブ制度の一環と
しても提供されています。
• 現金残高確定給付企業年金プラン
• 医療費・歯科治療費支出口座（FSA）
• 「ワーキング・オン・ウェルネス」配当の受取分を社
員の医療費積立に充てるオプション
• 任意の自己負担の生命保険
• 法務サービスプラン
• 重大疾病保険
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GRI 200～400：トピック固有の開示項目（2016年）（続き）
開示項目

開示項目の説明

開示項目の参照先

省略および説明

GRI 406：機会均等
（2016年）*

406-1

差別事例と実施した是正措置

説明を参照

GRI 413：地域コミュニティ
（2016年）

413-1

地域コミュニティとのエンゲージメ
ント、影響評価、コミュニティ開発
プログラムを伴う事業

説明を参照

メットライフは、雇用機会均等関連法規に抵触したとし
て、さまざまな司法管轄区および司法手段で、現社員ま
たは元社員から訴えられることがあります。こうした案
件でメットライフは抗弁しており、多くの場合、すべて
の請求の取り下げを達成しています。時として、一部
の請求で和解することにより訴訟費用を回避しています
が、非を認めるものでは
ありません。

恵まれない人々への金融サービスへ
のアクセスを向上するイニシアチブ

説明を参照

GRIトピック

社会（続き）

G4-FS13

G4-FS14

GRI 415：公共政策
（2016年）

415-1

GRI 417：マーケティングと
ラベリング（2016年）

417-3

*マテリアルなGRIトピックに関連しない付加的な指標。

人口の少ない地域や経済的に恵まれ
ない地域におけるアクセスポイント
（種類別）

政治献金
マーケティング・コミュニケーショ
ンに関する違反事例

Global Impact報告書：概要、信頼されるパートナー：
お客さまのニーズへの対応、11～13ページ
Global Impact報告書：お客さま体験を向上させるシン
プルな商品、24ページ
2016年メットライフ財団報告書

Global Impact報告書：倫理的で誠実な事業経営による
リスク管理、18ページ
2016年政治活動報告書
説明を参照

この指標はメットライフには該当しません。

さらに、多くの市場でメットライフは、銀行、小売店、
携帯電話会社などの提携企業を通して保険を販売してい
ます。これは、新興市場での成長を実現する取り組みの
一例です。
メットライフは恵まれない人々のために商品やサービス
へのアクセスを向上する取り組みを強化しています。そ
の一環として、他の業種を代表する世界数か国のパート
ナーと提携し、顧客層の拡大を図っています。例えば、
コロンビアやブラジルでは公共事業機関と提携し、個別
訪問や電話を通じて月額保険料が2.50ドルの個人傷害保
険を販売しています。一方、エジプトやチリでは主要モ
バイル業者と提携し、業者の顧客に電話を通じて月額5
ドルで個人傷害・支援サービスを販売しています。

メットライフは、国際政府渉外責任者からの明確な承
認がないかぎり、米国外での政治献金を禁止していま
す。2016年には米国外での政治献金はいっさい行いませ
んでした。

DFSは、FMLIの広告資料におけるメットライフと
Metropolitan Life Insurance Companyの表示がFMLIより
も目立っているという理由で、弊社がDFS規制34-A番の
第219.4(p)条に違反していると主張しています。さらに
DFSは、FMLI発行の保険証券の下で別の事業体が財務責
任を負っているという印象をこの表示が与え、消費者の
誤解を招きかねないとも主張しています。

メットライフ2016年企業責任報告書 | メットライフ2016年GRI指標

GRI 200～400：トピック固有の開示項目（2016年）（続き）
GRIトピック

社会（続き）

開示項目

GRI 418：顧客プライバシー
（2016年）*

418-1

GRI 419：社会経済面のコン
プライアンス（2016年）

419-1

GRI G4：商品ポートフォリ
オ（2016年）

G4-FS7

G4-FS8

GRI G4：能動的なオーナー
シップ（2016年）

G4-FS10

G4-FS11

*マテリアルなGRIトピックに関連しない付加的な指標。

開示項目の説明

開示項目の参照先

省略および説明

顧客プライバシーの侵害および顧客
データの紛失に関して実証された不
服申立

説明を参照

不服申立の件数は機密情報です。メットライフは、個人
情報のセキュリティ、機密性、完全性を保護し、適用さ
れるプライバシーおよびデータ保護関連の法規をすべて
順守するため、長年にわたって多大な努力を重ねてきま
した。その一環として、グローバル・プライバシー・ポ
リシーを策定して、個人情報の収集、使用、保護に関連
した全社的な最低基準を設定すると同時に、個人の特定
が可能な情報のセキュリティを保護するための具体的な
事務的・物理的・技術的な処理手順を定めています。他
の組織と同様、メットライフも時折、セキュリティ問題
を経験しており、一般にこれには不正アクセスのほか、
個人の特定が可能な情報の紛失、開示、誤送信などが含
まれる可能性があります。メットライフは、こうした問
題が発生した場合の対応チームを有しています。問題発
生時には、このチームが即座に対応して対象者への影響
を最小限に抑え、適用される法的義務を遂行するととも
に、問題の根本原因を調査して、必要であればその根本
原因を修正することにより、将来の発生を防ぐべく行動
します。このチームには、プライバシーの専門家、法律
家、事業担当社員などが含まれます。

社会・経済分野の法令違反
各事業部門の特定的な社会メリット
を実現するために策定された製品お
よびサービスの金額（目的別）
各事業部門の特定的な環境メリット
を実現するために策定された製品お
よびサービスの金額（目的別）
組織のポートフォリオに含まれる企
業のうち、環境または社会面の問題
に関してやり取りのあった企業の比
率と数
環境または社会面のポジティブまた
はネガティブなスクリーニングの対
象となっている資産の比率

2016年フォーム10-K、361～370ページ
Global Impact報告書：概要、安定性の確保：リスク管
理とガバナンス、9ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、
14ページ
メットライフ・ソーシャル・インベストメント・プロ
グラム

弊社は10-Kに明記されているように、「多額」の罰金を
課します。

Global Impact報告書：概要、社会貢献活動への取り組
み：気候変動対策のリーダーシップ、19ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、
14ページ
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、 メットライフでは、環境、社会、経済、ガバナンス関連
14～15ページ
のリスクをはじめ、それぞれの投資に伴うリスクとメリ
ットを慎重に評価しています。
Global Impact報告書：価値の創造：地域社会への投資、 メットライフでは、環境、社会、経済、ガバナンス関連
14～15ページ
のリスクをはじめ、それぞれの投資に伴うリスクとメリ
ットを慎重に評価しています。

64

metlife.com
メットライフは、世界中の個人や家族、コミュニティが人生のアップダウンをナビゲートできるようサポートしており、すべてのお客さまにとって信頼のおけるパートナーの役割を果たすとともに、明日の課題をお
客さまとともに解決することに尽力しています。
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