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2018年企業責任報告書

メットライフについて
メットライフとその子会社および関連会社（「メットライフ」）は、世界最大の金融サービス会社の一社です。保
険、年金、従業員福利厚生、資産運用のサービスを提供し、個人および法人のお客さまが変わりゆく世界をナビゲ
ートできるようお手伝いしています。
1868年に設立された弊社は、40か国以上で事業展開し、米国、日本、ラテンアメリカ、アジア、ヨーロッパ、中東
で有力な地位を築いています。詳しくはwww.metlife.comをご覧ください。

主な受賞と評価

2018年ダウ・ジョーンズ・サス
テナビリティ・インデックス

障害者にとってベストの職場
米国ビジネス・リーダーシッ
プ・ネットワークおよび米国
障害者協会

女性エグゼクティブの活躍
する企業50社
全米女性役員協会

2018年ブルームバーグ・
ジェンダー平等指数

ベストカンパニー100社
ワーキングマザー

退役軍人の活用に積極的
な企業
G.I.ジョブズ

最も公正な企業100社
ジャスト・キャピタル

LGBTが働きやすい職場
ヒューマン・ライツ・キ
ャンペーン

軍人の配偶者の活用に積極的
な企業
G.I.ジョブズ

世界で最も賞賛される企業
フォーチュン誌1

ダイバーシティ＆インクルー
ジョンのイノベーター100社
モーグル

養子縁組への対応・処遇が優れ
た職場
デーブ・トーマス基金
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会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶

米国ノースカロライナ州ケアリー
にある弊社グローバル・テクノロ
ジー・センターで社員と交流した
メットライフ会長・社長兼最高経
営責任者のスティーブ・カンダリ
アン。

2018年はメットライフにとって重要な年となりました。米国の個人事業部門のスピンオ
フを完了するなど、企業戦略の実行において大きな成果を挙げました。システム上重要
な金融機関（SIFI）の指定をめぐる訴訟では、先の連邦地方裁判所における弊社の勝訴
を受けて米国政府が提出していた控訴を取り下げ、SIFI指定の撤回が確定しました。ま
た、メットライフは、創業150周年に達した非常に数少ない企業の一社となりました。長
期的に投資し、お客さまとの約束を何世代にもわたって守り続けていくことは、私たち
が営む事業の本質と言えます。
メットライフの歴史を振り返り、また会長・社長兼CEOを務めさせていただいた期間
を振り返る時、メットライフが世界にいかにポジティブな影響を及ぼしているかを誇り
に思わずにはいられません。弊社は長年にわたり、企業の社会的責任（CSR）において
リーダーの役割を果たしてきました。が、この地位に安住しているわけではありませ
ん。2018年には、サステナビリティ活動の担当部門を創設し、この重要な活動において
戦略的かつ調和の取れたアプローチを実践していけるようになりました。
また、メットライフは、CEOと取締役会長の役割を分離するという決定を発表しまし
た。これが会社と株主の利益にとって最善であると考えています。
このほか2018年には、以下の特筆すべき成果を達成しました。
•

•

•

•

•

 険金・給付金のお支払い額が約480億ドルに達しました。これは、セーフティネッ
保
トとして弊社が社会で果たしている重要な役割の証左です。
 国内の責任投資が40億ドル近くに達しました1、2 。これには、インパクト投資、住宅
米
供給事業、再生可能エネルギー、インフラ、地方債3への投資が含まれます。また、米
国外の責任投資は30億ドル以上に達しました1 。
 ットライフ財団が、世界各地のファイナンシャル・インクルージョンの向上を目的
メ
として5年間で2億ドルを拠出するとした計画を達成し、活動の焦点をファイナンシャ
ル・ヘルスに拡大しました。

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）に3年連続で選
ばれました。

グローバルな社会貢献：私たちの企業責任戦略

かつてない変化の時代にあって、安心に満たされた世界を創ることが、メットライフの果たすべき役割だと私たちは考えて
います。この中核となる事業目的にとって欠かせないのが、企業責任に対するコミットメントです。メットライフは、これ
を数多くの方法で実践しています。お客さまに保護を提供し、必要な時に給付金をお届けし、事業展開する各地のコミュニ
ティで社会貢献活動に取り組み、そして経済全体に長期的な視点から投資しています。私たちの目標は、すべてのステーク
ホルダーと一緒になって、人生の歩みを進めながら、責任ある方法で長期にわたる価値を創造していくことです。

すべての
ステーク
ホルダー
のための
価値創造
お客さまのために

お客さまの声に耳を傾
け、様々なニーズを満た
す商品とサービスを開発
して、変化するお客さま
の期待に応えています。

 ャスト・キャピタルと『フォーブス』誌が選ぶ「米国で最も公正な企業100社」に初
ジ
めて選ばれました。

これまでこの会社を率いてくることができ、大変光栄でした。メットライフは、すばら
しい歴史を持つ会社ですが、それだけではありません。お客さまのため、社員のため、
株主のため、そして社会全体のために、これから何十年にもわたって大きな価値を創造
し続ける会社です。

スティーブン A. カンダリアン
会長・社長兼最高経営責任者
MetLife, Inc.

私たちの事業の本質は、全世界に価値をもたらすことです。メットライフは、セーフティ
ネットの欠かせない一部であり、保険金や給付金として年間480億ドルを拠出しています。
また、経済成長のエンジンでもあります。メットライフ・インベストメント・マネジメ
ント（「MIM」）の総運用資産1は2018年12月31日時点で5,887億ドルに達しました。これに
は、農業、インフラ、そして大小様々な企業への投資が含まれます。
1 見積もり公正価値。「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。

2メ
 ットライフは2018年、それまで「インパクト投資」としていたMIMの責任投資戦略の投資の呼称を「責任投資」に改めました。これは、グローバル・インパクト・
インベスティング・ネットワーク（GIIN）の用語に合わせるためです。
3地
 方債についての説明は43ページをご覧ください。

コミュニティのために

株主のために

自社の事業のために

社員のために

環境のために

恵まれない人々のために

お客さまへの約束を果た
しながら、グローバル経
済の成長に寄与し続けら
れるよう、長期的な投資
を行っています。

4 0か国以上のグローバル
なチームが成長し成功でき
るよう、研修と能力開発の
機会を提供し、健康とウェ
ルネスをサポートし、ダイ
バーシティとインクルー
ジョンを促進しています。
また、従業員福利厚生の世
界的大手である弊社は、総
合的な福利厚生を提供し
て、社員の未来を保護して
います。

株主にとっての価値を創
造し、長期にわたって公
正なリターンを提供して
います。

環境フットプリントを縮小
して、未来の世代のために
美しい地球を残すための活
動に努めています。

倫理、誠実、リスク管理
に裏打ちされた企業文化
を浸透させることで、安
心に満たされた世界を創
るという役割を支えてい
ます。メットライフで
は、すべての社員がリス
ク管理の責任を負ってい
ます。

世界中の人々のファイ
ナンシャル・ヘルスを
向上させるために努力し
ています。メットライ
フとメットライフ財団
は、201 8年、ファイナ
ンシャル・ヘルスの活
動のための2 , 9 0 0万ドル
をはじめ、総額4 , 4 0 0万
ドルを寄付しました。

マテリアルな課題を優先

メットライフは、マテリアリティを考慮したうえで、Global Impactの優先目標を弊社と主なステークホルダーにとって最
も重要な問題に整合させています。前回のマテリアリティ分析は2017年に行いました。このプロセスでは、弊社の一般社
員と管理職者を対象に調査を実施したほか、社外のステークホルダーの見方も収集しました。その結果に基づき、以下の
マテリアルな課題に重点を置いて、企業責任のパフォーマンス指標と情報を開示しています。

財務業績

リスク管理

情報セキュリティと
プライバシー

お客さま
体験

社員の体験

商品のアクセ
シビリティ
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2018年Global
Impactの主な実績
社会への投資
•

•

•

責任投資 を520億ドル以上に拡大しました。これは、2018年末時点の総運用
資産2の8％以上に相当します。
1

•

•
•

メットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）が責任投資原則
（PRI）に資産運用会社として署名し、部署横断的な機能である環境・社
会・ガバナンス（ESG）統合カウンシルを結成しました。

取締役会の独立性を高めるため、2019年にCEOと会長を分離すると発表しま
した。
業務リスクの管理体制を強化するため、メットライフにとって重大なリスク
の特定と管理に当たるエンタープライズ・リスク委員会を拡大し、グローバ
ル・テクノロジー＆オペレーションズを含むすべての事業部門のシニアリー
ダーを包含する体制にしました。

•

•

•

•

シニアリーダーにリスク管理の研修を施し、また入社時のリスク管理コース
を試験導入しました。リスクに対する当事者意識と報告の義務を浸透させて
います。
重大疾病の予防、診断、治療、管理をサポートする総合的な健康管理商品
「360Health」を開発しました。
経済的な安定を実現するためのステップ・バイ・ステップのパーソナライズ
されたアプローチとして「PlanSmart®ファイナンシャル・ウェルネス」を開
発しました。オンライン、対面、電話で啓蒙的な情報やアドバイスを提供し
て、お客さまがそれぞれの目標を達成できるようお手伝いしています。

クライメート・リーダーシップ・カウンシ
ルに創設メンバーとして加入しました。企
業、NGO、および有力な個人が加入するこの連
盟は、カーボンプライスを徐々に引き上げ、気
候変動に対応することを目指しています。

全社的な環境プログラム「Our Green Impact」
に30か国近くで1万人以上の社員を動員して、責
任ある環境スチュワードシップを実践しました。

環境と人にやさしい建物のベストプラクティス
を継続し、さらに3件のLEED認証を新規に取得
しました。

メットライフ財団：ファイナンシャル・ヘ
ルスをすべての人に
•

全社的なリスク・アペタイト・ステートメントを更新しました。

お客さまのための価値創造
•

•

グローバル・インパクト・インベスティング・ネットワーク（GIIN）に加入
しました。

健全なガバナンスとリスク管理
•

環境の保護

•

•

世界各地のファイナンシャル・インクルージョ
ン活動に対して5年間で2億ドルを寄付するとい
う計画を達成しました。
ファイナンシャル・ヘルスの向上とコミュニテ
ィ開発に4,400万ドルを寄付しました（メット
ライフ財団、メットライフ、メキシコと韓国の
メットライフ財団）。
人々の暮らしの向上をサポートしている団体の
ボランティア活動に対し、メットライフの社員
が延べ9万9,000時間以上を労働奉仕しました。
そのうち40％はファイナンシャル・ヘルスの活
動でした。

スマートフォンから保険請求を提出するためのモバイルアプリをリリースし
ました。

社員への投資
•

•

•

最低賃金を引き上げ、福利厚生の生命保険に最低保障額を設けるとともに、
企業年金プランに対する年間3,600ドルの最低拠出額を設定する方針を打ち
出しました。
「Workforce of the Future 開発基金」に1,000万ドルを投資して、デジタル
スキル、イノベーション、コラボレーションに重点を置いた学習プログラム
を提供すると発表しました。

オンラインの能力開発カリキュラム「MyLearning」プラットフォームを刷
新して、パーソナライズされた学習体験の提供を開始しました。

1 見積もり公正価値。「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注
釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。

2「
 非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、
調整情報をご覧ください。
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社会への
投資
過去150年以上にわたり、メットライフは、安心に満た
された世界を創るために努力してきました。提供する商
品やサービスを通じて、お客さまが金銭的なニーズを満
たし、豊かで安定した暮らしを送れるようサポートして
きました。
投資、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、メットライ
フは、数百万人という人たちにポジティブな影響を
及ぼし、各地の経済成長に寄与しています。
お客さまを最優先するということは、これから先何十年
にもわたって、お客さまへの約束を果たし続けていくこ
とを意味します。このため、メットライフは、安定性と
安全性に優れた多様な投資を模索して、競争力のあるリ
スク調整後リターンを得ることに努めています。この戦
略は、責任あるアプローチで事業全体を経営しようとす
る弊社の姿勢を示しています。

メットライフのグローバルな事業力、健全な財務基盤、
投資ポートフォリオの規模、そしてリサーチを基本と
するアプローチにより、お客さまと弊社に安定的な繁栄
がもたらされます。確実なリスク管理の文化を旨とし
て、メットライフ・インベストメント・マネジメント
（MIM）では、それぞれの投資に伴うリスクとメリット
を慎重に評価しており、これには環境、社会、ガバナン
ス（ESG）に関係するリスクと機会が含まれています。

お客さまから託された資本の運用

サステナブルな事業経営を通じて健全な財務を維持し、ステーク
ホルダーと社会全体に恩恵をもたらしていくことが、メットライ
フの重視する目標です。弊社の資産運用サービス部門であるメッ
トライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）は、150年
以上にわたる経験を明日のための創造に活かしています。

MIMの分散投資戦略は、経済や市場の不確定性に対応し、新し
い機会を積極的に追求する資本力を持ち続けるために策定されて
います。MIMの総運用資産1 は、規模が大きく、様々な資産クラ
スおよび市場に広く深く及んでいます（8ページの表をご覧くだ
さい）。投資を専門とする世界各地の900人以上の社員が、MIM
の業務を支えています。弊社が重視しているのは、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。

世界最大の機関投資家の一社として、MIMは、農業、インフ
ラ、不動産、企業などへの投資を通じて経済成長と雇用創出に寄
与しています。2018年12月31日時点でMIMの総運用資産1に含ま
れる責任投資2ポートフォリオは520億ドル以上に達しました。

お客さまを最優先するということ
は、これから先何十年にもわたっ
て、お客さまへの約束を果たし続
けていくことを意味します。

メットライフ
の事業は、
広範な社会
価値を生み
出していま
す。
MIMは2018年、70億
ドル以上を各種のプロ
ジェクトに投資しまし
た。これらのプロジェ
クトを通じて、社会と
環境に対するメットラ
イフの貢献が幾倍にも
拡大されています。

投資のファンダメンタルズ
グローバルな
プラットフォーム

リサーチを基本とするアプローチ

リスク管理の重視

Global Impact目標：
責任投資
目標

達成状況

2018年末までにサステナブル投資戦略グループを設置して、責任投資の取り組みを拡大する。

達成済み

MIMは2019年、資産運用会社として責任投資原則（PRI）に署名しました。

達成済み

MIMは2019年、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関するポリシーとプラクティスを伝達・共有し、様々
なチームと部署にわたってベストプラクティスを浸透させるため、ESG統合カウンシルを結成しました。
1 「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。

2 見積もり公正価値。「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。

達成済み
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メットライフ・インベストメント・マネジメント：2018年12月31日現在の総
運用資産1
総運用資産1
資産別

ESG統合を通じた責任ある投資

メットライフは、弊社の価値観とステークホルダーの価値観を反映した
より良い世界をサポートするための投資を実践しています。私たちの責
任投資戦略は、ESGのリスクと機会の両方を完全に考慮したうえで、ポ
ートフォリオ全体にわたる意思決定を下すように策定されています。こ
れにより、長期にわたるサステナブルなリターンをサポートすると同時
に社会と環境に寄与する投資が可能になります。

第三者運用資産4
$588.7（単位：十億ドル）

公開企業

不動産抵当貸付

ストラクチャード・ファイナンス
外国政府国債

米国政府機関債
非公開企業

現金および短期投資2
投資用不動産
民間インフラ
地方債3

普通株・優待株
新興国債券

ハイイールド債券

オルタナティブ投資
銀行融資

第三者運用資産の顧客の内訳

$156.1（単位：十億ドル）

保険・金融

$122.8

ESGリスクの抑制

$109.8

企業

$95.1

$16.7

サブアドバイザリー

$72.0

$16.4

政府・行政機関

$57.3

$8.3

コミングルファンド5

$57.0

$3.7

その他6

$51.6

$1.2

$24.6
$21.4
$19.0

委託契約の
顧客の内訳

5%

7%
25%

$16.3
$15.7

委託契約
264件

18%

$11.3
$9.7
$8.7

20%

1 見積もり公正価値。単位は十億ドル。「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。
2 現金同等物を含みます。

3 地方債についての説明は43ページをご覧ください。
4 見積もり公正価値（単位：十億ドル）。

5投
 資会社法の下で登録されている有限パートナーシップ、集合的なトラストファンド、ミューチュアルファンド、および対象となる投資家に対して提供されて
いるプールを含みます。
7 見積もり公正価値。「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情報をご覧ください。

2018年12月31日時点でMIMの責任投
資 7ポートフォリオは520億ドル以上
に達しました。これには、再生可能
エネルギー開発プロジェクト、イン
フラ、地方債3、インパクト投資、住
宅供給事業などが含まれています。

2018年、MIMは、ラ
イドシェアや自動運転
車、電気自動車などの
交通技術の進歩によっ
て、公共交通機関の利
用動向がどのように変
化し、不動産物件の選
び方に影響するかを考
察した画期的な報告書
を発行しました。グ
ローバル・テクノロ
ジー＆オペレーション
ズ部門のデータ分析チ
ームと協力して策定さ
れたこの報告書『On
The Road Again』は、
不動産投資のリスクと
機会に関して、豊富な
データに基づく洞察を
提供しています。

25%

$6.2

6 非営利団体、タフト＝ハートリー法に準じた年金基金、資産運用会社の顧客を含みます。

メットライフは、MIMが運用するすべてのポートフォリオをESGの視点
を通して見ることで、弊社の価値観に合った事業慣行を実践している企
業に投資しています。MIMの投資方法は、統制の取れた社内リサーチを
基本とし、経験豊富な投資チームの専門ノウハウを活かしたプロセスに
則っています。また、サステナブル投資戦略グループを創設したことに
より、MIMのESGプラットフォームが強化され、MIMの活動全体にわた
ってESG原則への配慮と深い理解が構築されていくでしょう。

洞察の共有：
ライドシェアと
不動産の未来

3ステップから成るESG投資のプロセス

調査

すべての投資でスタート地点となるのが、財務リスクを評価するためのファンダメンタ
ルズのリサーチです。その一環として、それぞれの業界特有のESG要因を検討します。

管理

新規案件の評価においては、スクリーニング過程で関連するESG要因を必ず検討しま
す。また、既存の案件でも定期的にレビューを行って、弊社のESG要件を満たし続け
ていることを確認します。

関与

投資先の経営陣と頻繁な対話を重ねて、戦略的優先課題と現場の実践状況を理解するよ
う努めます。これにより、投資先の目標と活動が弊社のESGの原則に沿っていることを
確認します。
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責任投資3の実践
ESGに対する投資家の関心が世界中で高まっているのを受けて、これらの要因を投資の意思決定に加えることでポー
トフォリオのパフォーマンスとリターンを改善させられることが明らかになってきました。MIMは責任投資とイン
パクト投資で長い経験を有しており、次の4つの領域に重点を置いています。

環境への投資

環境に配慮した建物と太陽光・風
力 を はじめとする再生可能エネ
ルギー開発プロジェクトに対して
投 資 してきた長年の実績を有し
ています。2018年12月31日時点で
LEED認証を取得した60の不動産
物件に投資し、イギリスの洋上風
力発電開発プロジェクトへの投資
も拡大しました。
投資額
2018年12月31
日現在：

166億ドル

 ンパクト投資と住宅供
イ
給事業への投資1

10%

2018年にMIMが行った責任投資3

インパクト投資や良質な住宅を供給す
る開発プロジェクトへの投資を行っ
て、ファイナンシャル・ヘルスをサポ
ートし、コミュニティに実質的な恩恵
をもたらしています。2018年には、銀
行を利用していない低所得者が多い世
界各地の市場で、中小・零細の事業主
に対する融資を拡大しました。
投資額
2018年12月31
日現在：

26億ドル

9%
15%

57%

インフラへの投資

空港、港湾、道路、パイプライン、
電力系統、太陽光・風力をはじめと
する発電所などのインフラ整備のプ
ロジェクトに投資することで、各地
に雇用を創出し、経済成長に寄与し
ています。2018年には、米国の低所
得コミュニティにある非営利病院と
医療施設にも投資しました。

地方債 への投資

19%

メットライフ
は、ダイバー
シティを奨励
している金融
サービス機関
もサポートし
ています。

2018年には、マイノ
リティのエグゼクティ
ブ、女性、障害を有す
る退役軍人が保有する
資本市場会社、あるい
はその雇用に積極的な
資本市場会社との取引
額が20億ドル以上に達
しました。

2

米国47州の約400の地方自治体とワシ
ントンDCで、インフラ、教育、コミ
ュニティサービスをサポートしていま
す。2018年には、条件を満たした学校
の建設プロジェクトに対して資金援助
するペンシルベニア州の「プランニン
グ＆コンストラクション・ワークブッ
ク」制度に投資しました。

インフラへの投資：41億ドル
地方債2への投資：14億ドル

投資額
2018年12月31
日現在：

171億ドル

投資額
2018年12月31
日現在：

163億ドル

1 メットライフは2018年、それまで「コミュニティ開発と住宅供給事業」としていた重点領域の呼称を「インパクト投資と住宅供給事業への投資」に改
めました。これは、グローバル・インパクト・インベスティング・ネットワーク（GIIN）の用語に合わせるためです。
2 地方債についての説明は43ページをご覧ください。

環境への投資：11億ドル

インパクト投資と住宅供給事業への投資：7億ドル

3メ
 ットライフは2018年、それまで「インパクト投資」としていたMIMの責任投資戦略の投資の呼称を「責任投資」に改めました。これは、グローバル・インパク
ト・インベスティング・ネットワーク（GIIN）の用語に合わせるためです。
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健全な
ガバナンスと
リスク管理
リスク管理、倫理、誠実は、安心に満たされた世界を創
るというメットライフの役割を支えています。弊社は包
括的なコントロールを実践して、世界各地の事業すべて
に健全なガバナンスを徹底しています。すべての社員が
リスクを抑える責任を負い、当事者意識を持って会社の
成功に個人的に関与する文化を浸透させるため、多大な
努力を講じてきました（詳しくは15ページの「当事者意
識の浸透」をご覧ください）。

リスクの特定と管理

メットライフのリスク管理のフレームワークは、財務
および非財務のあらゆるマテリアルなリスクに対応す
るために策定されています。様々な環境で繁栄できる
会社を構築するため、現場から取締役会までのすべて
のレベルで新しいリスクを特定しています。あらゆる
レベル、あらゆる部門の社員がリスク管理の責任を負
い、すべての事業部門が業務関連の新しい潜在リスク
を特定しなければなりません。全社的には、取締役会
とシニアマネジメントが監督を提供し、刻々と変化す
るこの業界の新しい課題を評価しています。

メットライフは、リスク管理のプログラムと慣行を、
すべての事業の戦略的意思決定に組み込んでいます。
また、専門のリスク管理チームを統括する最高リスク
管理責任者は、各事業部門からは独立した立場を保
ち、2017年以降、メットライフのエグゼクティブ・グ
ループに参画しています。2018年には、業務リスク
の管理をさらに向上させるため、主なリスク委員会の
機能を強化しました。エンタープライズ・リスク委員
会を拡大し、グローバル・テクノロジー＆オペレーシ
ョンズをはじめ、財務と非財務のすべての事業部門の
シニアリーダーを包含する体制にしました。この委員
会は、弊社にとってのあらゆるマテリアルなリスクを
特定・測定し、緩和しています。

メットライフの行動
規範
メットライフの行動規範は、弊社
が社員に対して求める適切な業務
行動と法令順守、および倫理的な
意思決定を規定しています。

この行動規範は、21か国語で提
供され、全世界で適用されてい
ます。また、財務管理に携わる
社員のための具体的な倫理規定
も含まれています。毎年すべて
の社員が、この規定を順守する
ことを誓約しなければなりませ
ん。また、弊社の取締役も、こ
の行動規範に従うことが義務付
けられています。
メットライフは、倫理に関する
懸念や不正行為を報告する権限
を社員に与え、機密を保持しな
がら報告するための手段を複数
提供しています。行動規範に違
反した場合は、懲戒処分の対象
となる可能性があります。

メットライフは、お客さま、投資家、その他のステーク
ホルダーを保護するため、有効性の実証されたプロセス
を導入して、ESGの課題も含め会社が直面するあらゆる
リスクを特定し管理しています。健全なガバナンスと信
頼性の高いリスク管理は、金融サービス会社にとってき
わめて重要です。メットライフでは、業務慣行を常に評
価し、向上させています。
2018年には、既存のリスクと新しいリスクに関する全
社的な指標を新たに導入し、全社にわたる商品の監
督・報告機能を強化しました。また、取締役会の独立
性を高めるため、2019年にCEOと会長を分離すると発
表しました。

Global Impact 目標：
リスク管理と倫理
目標

達成状況

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。

計画どおり

強固なリスク管理の文化を徹底する。

計画どおり
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メットライフの「3つの防衛線」モデル

メットライフは、日々のリスク管理に「3つの防衛線」と呼ばれる堅牢なアプローチを使用してい
ます。これが、お客さま、社員、ステークホルダーへの約束を果たすという目的を支えています。

ガバナンス
メットライフのシニアマネジメント

第1

第2

エグゼクティブチーム

の防衛線

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

グローバル・リスク管理、
コンプライアンス、ITリスク

エンタープライズ内部監査

リスクコントロール環境の責任を負
うリスクを特定、測定、緩和する

事業部門にアドバイスを提供する
独立した立場からモニターする

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

主な行動責任と説明責任

データのプライ
バシー保護を向
上させる社員向
けツール
2018年2月、メットライフ
のグローバル・プライバシ
ー・チームは、行動規範の
規定をサポートする「プラ
イバシー行動ツールキッ
ト」を新たに導入しまし
た。ポスターやディスカッ
ションカードなどのツール
で構成されるキャンペーン
を展開して、個人情報を処
理する際の倫理的な行動と
慎重な対応を全社の事業部
門に浸透させています。

監督と助言

独立保証

お客さまのプライバシーの保護

プライバシー関連の法令、技術、そして市場環境が刻々と進化するな
か、個人情報の保護に対する期待がお客さまと社員から寄せられている
ことを、メットライフは確実に認識しています。弊社の「グローバル・
プライバシー・ポリシー」では、社内に自信と信頼を構築し、自社だけ
でなく、お客さまの情報を扱うサードパーティの業務体制にもリスクを
緩和するためのコントロールを確立しています。このポリシーでは、個
人情報の収集、使用、保護に関する厳密なコントロールを維持すること
を各事業部門に対して義務付け、次の点を確認しています。
•
•
•
•
•

プライバシーに関する通知、同意、個人の権利
情報セキュリティ対策

サードパーティのリスク管理
国境を越えるデータ伝送
社員研修と認識向上

メットライフは、すべてのデータを保護し、規制環境の変化に対応する
ため、継続的かつ先を見越した行動を取っています。また、サイバーセ
キュリティのリスクの高まりを背景として、弊社のグローバル・プライ
バシー・チームでは、IT関連のリスクおよびセキュリティ対策も講じて
います。2018年には、全社員に必須のプライバシー研修を導入したほ
か、サイバーセキュリティの問題対応計画を見直し、サードパーティに
よる個人情報処理の監督を強化し、プライバシー・リスクの分析業務を
拡大しました。また、事業展開するすべての国と地域で、プライバシー
関連の新たな法令に対応するための行動を継続しています。

倫理的な文化の醸成

メットライフでは、事業展開する40か国以上において、すべ
ての社員が、お客さま、社員、株主のために最善を尽くす責任
を負っています。この心構えを徹底するため、全員が当事者意
識を持ち、また尊重され価値を認識されていると感じられるよ
うな環境を創造しています。この風土と行動は、CEOから始
まり、社員の直接的な上司に至るまで、あらゆるレベルに浸透
しています。メットライフでは、グローバルなホットラインや
直属の上司を通じてフィードバックや懸念、質問を表明するよ
う、社員に奨励しています。
2018年には、倫理的な事業慣行とセキュリティに関する社員研
修制度への積極的な投資を継続しました。以下の研修がすべて
の社員に義務付けられていて、その学習状況をシニアマネジメ
ントが確認できるようになっています。
1. マ
 ネーロンダリング防止：疑わしい活動の検出、予防、報告
方法を学習します。
2. 行動規範：拘束力のある行動規範と弊社の事業にかかわる法
令の総合的な学習コース。入社時の必須研修です。

3. 情報ライフサイクル管理：請求書、メール、データベースの
ファイルなど、機密情報を含んでいる可能性のある記録を適
切に管理する方法について復習します。
4. モ バイルのセキュリティ：モバイル機器を安全に管理する
方法、業務使用に際して情報を保護する方法について学習し
ます。

5. ソーシャルメディアのセキュリティ：ソーシャルメディアの
ウェブサイトやアプリの使用に関する弊社のポリシーを総合
的に学習します。
6. 3つの防衛線：リスク管理のシステムについて学習します。
入社時の必須研修です。

詳細情報

弊社のガバナンスのポリシーと関連するガイドラインおよび活
動についての詳細は、メットライフのウェブサイトまたは下記
のリンクをご覧ください。
•
•
•
•
•

コーポレート・ガバナンス
政治活動報告書

お客さまのプライバシー・ガイドライン
行動規範

倫理・不正行為ホットライン

当事者意識
の浸透
2018年、メットライフ
は、150人のシニアリ
ーダーを対象に、当事
者意識の浸透をテーマ
にした対面式の一日研
修を実施しました。ま
た、当事者意識を特徴
とする文化を醸成する
ことがなぜ重要かを説
明する社員向けのオン
ライン研修を試験的に
実施しました。2019年
にはこの研修を全社員
に導入していきます。
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お客さまのための
価値創造
メットライフでは、すべての業務においてお客さまを
最優先させるための新しい方法を毎日見つけていま
す。お客さまの求めるものを、お客さまの求める時
に、お客さまの選ぶプラットフォームで提供するた
め、事業のあらゆる側面にイノベーションを積極的に
取り入れています。さらに、新しいパートナーシップ
を構築して、業務をデジタル化し、商品へのアクセス
を拡大しています。
あらゆる角度からお客さまのことを理解するため、
新商品開発のためのインサイトの収集方法やお客さ
まへのサービスの提供方法を改善しています。
特にデータ分析とデジタルなお客さま体験に対して
は、戦略的に積極投資しています。世界各地のお客さ
まのために、優れたソリューションを開発し、すばや
くシンプルで簡単なプロセスを実現するためです。刻
々と変化する世界のための業務体制を構築するに当た
って弊社が目標としているのは、お客さまの生涯にわ
たって様々なニーズに順応し、常にお客さまのために
最善を尽くす信頼の置けるパートナーであり続けるこ
とです。

より良いお客さま体験を創造する
ために
2018年、メットライフは、新商品開発プロセス
をグローバルに導入し、シンプルでスマート、か
つお客さまのニーズにより的確に応える商品、サ
ービス、体験を創造できるようにしました。この
新しいアプローチでは、お客さまを深いレベルで
理解することを重視し、カスタマーインサイトと
入念な市場テストを組み合わせて、お客さまのニ
ーズの変化に対応する総合的なソリューションを
開発します。この戦略が、お客さまとの関係を深
めるだけでなく、リスクを緩和し、コストを削減
し、ステークホルダーに今まで以上に価値をもた
らすものと、弊社では考えています。

人間中心ソリューション

メットライフでは、顧客セグメントに適したソリ
ューションを提供する責任をすべての社員が負っ
ています。このために、新しい商品、サービス、
体験を開発する際に役立つツールを使用していま
す。例えば、お客さまにとって最も重要な瞬間を
理解するためのカスタマージャーニー・マッピン
グ、お客さま中心のソリューション開発を促すデ
ザイン思考などが含まれます。

メットライフが常に目指しているのは、世界各地
のお客さまにとって有意義で価値があり、かつシ
ンプルなソリューションをお届けすることです。
これには、しばしばテクノロジーが必要となりま
す。モバイルアプリからすばやく保険を請求で
きるシステムなどです。しかし同時に、お客さま
が最も必要とする時に現場で直接サポートやアド
バイスを提供する社員に代わるものはありません
（22ページをご覧ください）。

メットライフでは、お客さまのニーズにどれだけ
お応えしているかを測定する指標「ネット・プロ
モーター・スコア（NPS）」を使用して、これを
事業の成功度を見極めるうえでのゴールド・スタ
ンダードと位置付けています。

日本の「老後」の不安を軽減
する取り組み

日本のメットライフ生命は、「#老後を変え
る」という大胆な使命を掲げて、日本社会に
深く根付いた「老後」に対するネガティブな
見方を変えるべく様々な取り組みを展開して
います。この根底にあるのが、広範な調査の
結果で明らかになった、多くの日本人が抱え
ている老後や退職後の生活に対する不安感の
高まりです。メットライフは、退職後の人生
のナビゲーションをお手伝いするソリューシ
ョン分野の先進企業として頭角を現しつつあ
り、これまでに以下の実績を挙げています。
•

•

•

 老後を変える全国47都道府県大調査」を
「
実施して、健康、お金、老後に関する意識
を評価しました。そして、この調査結果を
基に、重点トピックを取り上げたセミナー
を7都市で開催しました。
 conomist Intelligence Unitと提携して日本
E
とアジア全域で調査を実施し、老後、健
康、資産設計に関して理想と現実の間に大
きなギャップがあることを特定しました。
 後に関するフォーラムを開催して、
老
官・民・学の代表者、および医療関係者と
患者グループが一堂に会する機会を設けま
した。

Global Impact 目標：お客さま
目標

達成状況

商品開発のプロセスを標準化して「体験デザイン」を向上させ、お客さまにとって可能なかぎり
ベストの包括的なソリューションを提供する。

計画どおり

ネット・プロモーター・スコア（NPS）のプログラムを通じて顧客忠誠度の測定を継続する。

計画どおり
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総合的なヘルスケアをアジアで提供

革新的なアプ
リでモバイル
体験を向上

お客さまの生活を守り、人生をともに歩いていくパートナーとして、私たちは、長くより良い人生を
お手伝いするソリューションでお客さまを支えることを仕事にしています。

アジアでは、保険と医療サービスを組み合わせる「360Health」を発売しました。重大疾病に関する
お客さまの懸念に直接的に対応する商品です。この総合的なプランでは、医学的な裏付けのある包括
的なソリューションを通じて、健康に生活できる期間を長くできるよう支援していきます。実用的な
健康情報に加え、最新の予防・診断ツールや地元の専門医へのアクセスをもたらし、さらに健康管理
のあらゆる段階で必要なサポートを提供します。アジアで最初に「360Health」を発売したのは中国
でした。海外での健康診断やサービスも含まれていて、中国と米国の医師がペアになって、診断や治
療計画をめぐってリアルタイムで協力しています。

20 1 8 年、メットライフ
は、スマートフォンから
保険請求を提出できるモ
バイルアプリを、エジプ
ト、チリ、ブラジル、日
本で導入しました。初期
のお客さま調査では、ユ
ーザーの大多数がこのモ
バイルアプリの体験と24
時間いつでもアクセスで
きるメリットを高く評価
しました。

資産設計のお手伝い

多くの人が、自分の資産設計に対してストレスを感
じていて、勤め先の会社がサポートしてくれること
を望んでいます。従業員福利厚生と退職後の収入ソ
リューションの分野で米国の大手という地位を築
いている弊社では、過去20年近くにわたり、法人
顧客向けの資産計画プログラムを提供してきまし
た。2018年には、ロングセラー商品「PlanSmart」
を拡大し、「PlanSmart®ファイナンシャル・ウェル
ネス」を追加しました。行動変化に重点を置くマル
チチャネルの総合的なプラットフォームで、ツール
や専門家のアドバイスを提供するほか、会社の任意
福利厚生を統合して、従業員が長期と短期の資産設
計目標をコントロールし、経済的な安定を達成でき
るよう支援しています。

メキシコのお客さまのニーズに適応する保護商品

メキシコでは、公務員と企業顧客の従業員に対し、20種類以上のオプションを組み込んだ「Met99」と
いうフレキシブルな生命保険プランを提供しています。お客さまは、ニーズや予算に合わせてオプショ
ンを組み合わせられるだけでなく、年齢とともに変化していく家族や仕事の状況に合わせてプランを変
更できます。契約期間中にいつでも保護内容を変更して、毎月の予算に収めることができます。
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技術企業やスタートアップとの協力
ソフトウェアを活用
してお客さまの満足
度を向上
コールセンターに連絡をくださ
るお客さまが求めているのは、
知識が豊富で思いやりがあり、
実際に助けてくれるパートナー
です。そこで、可能なかぎりベ
ストのサービスをお届けするた
め、メットライフでは、エモー
ショナル・インテリジェンス・
ソフトウェア・プラットフォー
ムを活用して、お客さまの気持
ちを察知し、それぞれのニーズ
に合わせて担当者が応対を変え
られるようにしています。この
バーチャル・アシスタントの試
験導入では、お客さまの満足
度が高まることが証明されま
した。

メットライフは、変化の激しい世界にあってお客さまへのサービスを向上させるため、
イノベーションに投資し、スタートアップ企業と提携し、業務をデジタル化していま
す。社外や業界の外で生まれつつある革新的な発想や新しい技術を積極的に取り入れな
がら、新しい機会をとらえています。
私たちは、世界各地の技術企業と協力し、お客さまにとって使いやすいデジタルのソリ
ューションを向上させています。また、イノベーションを加速するため、ベンチャーキ
ャピタル会社や著名な大学とも協力しており、最近ではマサチューセッツ工科大学のメ
ディアラボとの関係を開始しました。さらに、Techstarsの協力を得て実現した新しい
戦略投資のプログラム「メットライフ・デジタル・ベンチャーズ」と「メットライフ・
デジタル・アクセラレーター」では、スタートアップ企業による画期的な技術の実用化
をサポートしています。

お客さまの生活を助けるための技術投資

201 8年秋、世界各地のスタートアップ企業1 0 社が、13週間にわたる
「メットライフ・デジタル・アクセラレーター」プログラムを開始しま
した。Techstarsとの協力により運営され、保険業界にディスラプション
を起こす可能性を持った技術開発の促進を目指すプログラムです。米国
ノースカロライナ州ケアリーにあるメットライフのグローバル・テクノ
ロジー・キャンパスで行われ、スタートアップ企業をメットライフのリ
ーダーやメンターに結び付けています。これらの企業が開発中の画期的
な製品には、自閉症児の親を支援するデジタル・プラットフォームやオ
ンデマンドの損害保険モデルなどが含まれています。メットライフは現
在、このうち5社との間で試験運用を行っています。

また、2018年には、メットライフ・デジタル・ベンチャーズが初の投資
先としてEnigmaに出資しました。サービスとしてのデータを提供するス
タートアップ企業で、医療保険に関する新鮮な洞察をメットライフにも
たらします。

2017年に創設されたメットライフ・デジタル・ベ
ンチャーズは、大手ベンチャーキャピタル16社
との協力関係を次のレベルへと引き上げるため
に設計された1億ドルの直接投資ファンドです。
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必要な時の現
場での活動
メットライフが営む事業
は、信頼を構築し、長期に
わたって人間関係を維持す
る事業です。お客さまは、
助けが最も必要な時にこそ
サポートされていると感
じられることを期待してい
ます。保険金給付の対応か
ら、被災直後の修理・修繕
のサポートまで、あらゆる
状況に対応する弊社の現場
社員は、人生の重大な局面
でお客さまを助け、支える
存在です。
どんな場合でも、私たち
は、できるだけ迅速に保険
金を給付するために尽力し
ます。住宅火災、盗難、そ
の他の物損に際しては、現
場検証の際に保険請求に
対するプリペイドカードを
発行することも多々ありま
す。お客さまとご家族が一
刻も早く生活を取り戻せる
よう、少しでもお手伝いを
するためです。コミュニテ
ィ全体や地域全体の緊急事
態が発生した場合は、対応
力を増強し、現場に災害対
応チームを派遣して、24時
間体制で必要なサポートを
提供しています。

ハリケーン被災者のサポート
2018年秋、ハリケーン・フローレンスとハリケーン・
マイケルがノースカロライナ州、サウスカロライナ
州、フロリダ州に被害をもたらした際、メットライフ
は被災者のそばに寄り添う存在でした。災害対応車と
現場オペレーション・チームをすぐさま出動して、住
宅や車に損害を受けたお客さまをリアルタイムの保険
請求サービスで支援したほか、水道と電源などをお届
けしました。また、専用ウェブサイトを立ち上げて、
救援物資の場所や連絡先情報などを住民の方々に提供
しました。弊社の地域担当および現地担当の危機管理
チームは、社員と十分な連絡を取り、被災地のオフィ
スが安全であること、システムが稼動していることを
確認しました。

洞察の共有

お客さまのニーズを特定し、それを満たすソリュ
ーションを開発するため、メットライフは、重要
な課題に関する調査を行って、その結果と提言を
報告書にまとめています。この種の洞察を社会と
共有することで、刻々と変化する職場や労働力に
ついての議論を刺激し、効果的なソリューション
を特定するのが、弊社の狙いです。
2018年には、次のような報告書を発行しました。
•

メットライフの災害対応車

•

 国商工会議所と協力して実施している四半期
米
ごとのリサーチプロジェクト「スモールビジネ
ス・インデックス」で、中小企業の動向を調査
しました。中小企業のオーナーやマネージャー
数千人を対象に、抱えている課題について尋ね
るという点で、他に類を見ない調査です。資本
へのアクセス、技術の導入、オーナーの毎日の
労働時間など、重要なトピックについてのトレ
ンドを指標にしています。この報告書は、メデ
ィアや政策立案者に確たるデータをもたらすこ
とで、米国の中小企業を取り巻く事業環境の向
上に役立っています。
 ットライフの「企業の役割調査」では、事業
メ
にとって不可欠でないとしても会社が社会問題
に積極的に対応することを従業員が求めている
ことが明らかになりました。従業員と会社の価
値観が合致していれば、仕事に対する満足度が
大きく向上し、定着率と忠誠度も大幅に高まる
ことが報告されています。
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社員への
投資
事業を構築し、安心に満たされた世界を創るため、
私たちは、社員の成功と幸福をすべての中心に置く
必要があります。
メットライフは、業界の未来に備え、デジタルな
職場で競争するためのスキルを社員が習得できる
よう支援し、社員の能力開発と経済的な安定に投
資しています。
また、メットライフでは、当事者意識を育むこと
で、社員が会社の価値観を共有して、事業の成功に
個人として関与するような文化を醸成しています。
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を作るため
に努力しています。社員のアイデアとニーズに耳を
傾け、能力開発と福利厚生、ダイバーシティとイン
クルージョン、そして職場のコラボレーションに幅
広く投資しています。

未来のための働く力

会社と業界の進化に合わせて、メットライフは、社員の未来の成功をサポートする
ステップを踏んでいます。弊社が目指しているのは、ワールドクラスの人材で構成
された組織を築き、多様な能力、バックグラウンド、見方、経験を持った未来のリ
ーダーを継続的に育成していくことです。

技術が日進月歩し、自動化やスキルの要件が刻々と変化しているのを受けて、これ
に順応できるよう事業と社員を備えていくことが重要な課題となっています。この
課題に対応するため、メットライフは「Workforce of the Future」というイニシア
チブを導入して（詳細は右のコラムをご覧ください）、幅広いスキル・能力開発の
プログラムをすべての社員に提供しています。

お客さまのために行動する権限を社員に

2 0 1 8 年、メットライフは、戦略を実行し、お客さまから信頼を置かれるパー
トナーになるための権限を、引き続き社員にもたらしました。「Workforce of the
Future」イニシアチブの一環として新しい学習プラットフォーム「MyLearning」を
導入し、社員が自分のキャリアを自分で前進させられるようにしています。人工知
能を活用したこのデジタルなゲートウェイは、各国語で提供されています。パーソ
ナライズされたフィードを利用しながら、記事、ビデオ、講師の指導するコースな
どを介して、あらゆるデバイスからオンデマンドで学習できます。2018年には、以
下のようなプログラムが提供されました。
•

•

 ーダーシップ研修：6,600人以上の社員が、マネジメントとリーダーシップに
リ
関するコースを受講しました。

 員研修：4万8,000人以上の社員が、4,900種類以上のコースのなかから自分の
社
業務に関係するコースを任意に受講しました。

福利厚生の拡充

未来の労働
力 に 1,000万
ドルを投資

2018年2月、メット
ライフのCEOは、
「W o r k f o r c e o f t h e
Future開発基金」に
1,000万ドルを投資す
ると発表しました。デ
ジタルのスキル、イノ
ベーション、コラボレ
ーションなどのトピッ
クを重点的に取り上げ
る新しい学習プログラ
ムを、2019年以降に導
入していきます。継続
的な学習を毎日の仕事
の一部に組み込むよう
な文化を創造すること
が、弊社の目標です。

社員との間に信頼を構築し、社員の人生にポジティブに影響することは、メットラ
イフの価値観の核心であり、事業の成功にとっても欠かせません。従業員の資産設
計のサポートは、弊社の専門でもあります。メットライフは、自社の社員が確実な
経済基盤を構築できるよう、医療保険、年金、生命保険、その他の保険を総合的に
手頃な価格で提供しています。2018年には、次の計画をメットライフのCEOが発表
しました。
 低賃金を引
最
き上げる

社員の給与にかかわら
ず、福利厚生の生命保険
に最低保障額を設定する
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確定給付企業年金プ
ランに対する最低拠
出額を設定する

会社が費用を負担す
る法務サービスを全
社員に拡大する

これらの福利厚生は、米国勤務の社員を対象としています。米国以外の社員にも、競争力のある福利厚生制度を提供して、そ
れぞれの国や地域の既存の社会保険・社会保障制度を補完しています。

Global Impact 目標：社員
目標

達成状況

健康についての意識をすべての社員に浸透させ、プランや制度を提供する。

計画どおり

ダイバーシティとインクルージョンの企業文化を醸成し、個性を尊重して所属意識を奨励すること
で、社員が潜在能力をフルに発揮して社会に貢献できるようにする。

計画どおり

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。

計画どおり
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ヘルス＆ウェルネスの奨励

メットライフは、社員のニーズや関心をサ
ポートしており、特に心身ともに健康であ
ることを重視しています。また、ヘルスと
ウェルネスを奨励する無料のアクティビテ
ィを企画開催しています。2018年4月には
毎年の行事として「ウェルネス・フォー・
ライフ週間」を初めて開催し、20か国以上
の社員が参加しました。フィットネス・プ
ログラム、コミュニティ・サービス活動、
健康的な食生活をテーマにしたイベント、
マインドフルネスのクラスなどのアクティ
ビティが、各地のオフィスで展開されまし
た。このほかにも、通年の「ウェルネス・
フォー・ライフ」プログラムで500以上のウ
ェルネス関連のアクティビティやイベント
が社員に提供されています。

社員の声に耳を傾ける

メットライフは、個人の健康だけでなく、
組織の健全性も重視しています。組織の健
全性を継続的に改善していくため、グロー
バルに社員調査を実施して、雇用主として
の評価や社員が変更を望んでいる点などを
把握し、その調査結果に基づいて行動を取
っています。これは、社員とお客さまにと
ってより人間味のある会社を構築するとい
う戦略的ビジョンの一環です。

社員からのフィードバック収集を拡大

過去2年間にわたり、メットライフは、社
員を対象としたフォーカスグループやクラ
ウドソーシングのキャンペーン、社員とリ
ーダーによる社内ソーシャルメディア上で
のディスカッション、さらには社員のフィ
ードバックを奨励する地域レベルのリス
ニングツアーなどを行ってきました。ま
た、2018年末には、全世界の社員を対象と
した「MyVoice（従業員意識調査）」を新
たに導入しました。この集計結果を活用す
ることで、会社のリーダーに対する社員か
らの多様なフィードバックに効率よく対応
し、改善できる点をすばやく特定して行動
できるようになります。この調査には社員
の75％以上が回答し、10万件を上回るコメ
ントが寄せられました。

健康的な職場の認証

職場のウェルネスに対するコミットメント
をさらに前進させるため、メットライフ
は、Fitwelが提唱する健康的な建物のグロー
バル認証システムをすべてのオフィスに適用
して、最高水準の設計とアメニティを実現し
ています。弊社のオフィスには、エルゴノミ
ック・デザインの椅子、シット＆スタンド・
デスク、自転車の駐輪施設、ウェルネス・ル
ームなどが備えられています。メットライフ
はFitwelのリーダーシップ・アドバイザリー
委員会にも参加して、ウェルネスと生産性を
重視する建物管理のベストプラクティスを
不動産業界に広めるための活動にも寄与して
います。
ニューヨーク本社に設置された「マインドフルネス・ラボ」は、
植物に囲まれ穏やかな音楽が流れるくつろぎの空間です。

ダイバーシティ＆インクルージョンを通じた
より良い会社の構築

多様性に富んだグローバルな社員のコミュニティは、新鮮なものの見方や戦略的な考え方、イノベーショ
ンとアジャイルな問題解決をメットライフにもたらしています。全員が様々なバックグラウンドや経験を
持ち寄ることで、グローバルな市場を理解し、世界各地で強力な関係を構築できるようになります。

この確固たる基盤に積み重ねるため、2018年には、各地のニーズに合わせた3種類のグローバル・タイバー
シティ＆インクルージョン（D&I）戦略を継続的に展開しました。

多様性のある
優れた人材の
発掘

多様な人材の
開発と
インクルージョンを
重視するポリシー
および慣行

社員にとって
有意義な業務と
高い事業
パフォーマンス
の実現

メットライフのグローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン・カウンシルは、CEOが議長を務め、戦
略についてのアドバイスを提供しています。また、シニアリーダーが責任者を務める部署横断的なD&Iタス
クフォースが、メットライフの事業展開する4つの地域にそれぞれ設置され、現地レベルの活動や取り組み
を展開しています。さらに、これらの活動の成果を社員調査で評価し、同業他社とのベンチマーク測定も
行っています。

2018年の重点活動
•

•

•

•

 員のサポート：メットライフでは、すべての社員が力を発揮し、チームの一員であると感じられるこ
社
とを目指しています。そこで、社内のダイバーシティ・ビジネス・リソース・ネットワークを通じてイ
ンクルーシブな環境を作り、女性、退役軍人、様々な能力を持った社員、LGBTQ、子供のいる社員、多
文化の社員、若手社員のために同僚同士のサポートやキャリア開発の支援を提供しています。メットラ
イフのダイバーシティ＆インクルージョンの取り組みについての詳細はこちらをご覧ください。
 ンクルーシブな行動：温かみのある環境を支えるため、教育ツールとリソースに投資して、社員とリ
イ
ーダーにインクルーシブな行動を奨励しています。

 ーダーシップとリーダー育成：メットライフでは、多様なリーダーの育成を重視しています。すべて
リ
の後継者育成計画にダイバーシティが組み込まれるよう配慮して、女性や多種多様な社員のための能力
開発機会を積極的に模索し提供しています。リーダーシップ職に多様性が反映されることを目指し、ま
たすべてのレベルで報酬の均等を重んじています。メットライフの均等報酬ステートメントはこちらを
ご覧ください。
 ジタル世界のD&I：私たちは、すべての社員のニーズに対応するために新しい技術を活用しています。
デ
同時に、デジタル化の進む職場にバイアスがかかる可能性をモニターしています。

D&Iの先進企業100社の評価

世界中の女性に無料で教育リソースを提供している社会事業体のMogulが、2018年
の「ダイバーシティ＆インクルージョンのイノベーター100社」にメットライフを
選びました。職場のジェンダー平等の推進に対する弊社のコミットメントが高く評
価されました。2018年の受賞実績は、表紙裏をご覧ください。
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グ ロ ー バ
ル・インク
ル ー ジ ョ
ン・ウィーク

メットライフの第5回
「グローバル・イン
クルージョン・ウィ
ーク」が2018年6月
に開催されました。
「Inclusion Begins with
Me」をテーマにイン
タラクティブなエクサ
サイズを社員が実践し
て、違いに価値を見出
す、無意識の先入観を
認識する、チームメイ
トとして行動するな
ど、インクルーシブな
職場に貢献する方法を
学習しました。

サプライチェーンのダイバーシティをサポート

ダイバーシティに対するメットライフのコミットメントは、世界各地のサプライチェー
ンにも及んでいます。事業戦略の重要な一部となっている「サプライヤ・インクルージ
ョン＆ディベロップメント」制度では、サプライチェーンのイノベーションを刺激する
とともに、対象となるサプライヤにメンターの支援を提供しています。これには、マイ
ノリティ、女性、LGBTQ、障害者、退役軍人が過半数株式を保有して経営している会
社のほか、米国政府の制度で認定されたスモールビジネスが含まれます。

多様なサプライヤ開発で業界をリード

メットライフは2003年以来、多様性の条件を満たすサプライヤとの取引を積極的
に模索して、サプライヤの成長と幅広いコミュニティの発展を支えながら、変化す
る世界を一緒に歩んできました。平等な競争環境を徹底するため、調達担当チーム
は、RFP（提案依頼書）の送付に際し、弊社の事業ニーズを満たせる女性やマイノリテ
ィなどの経営するサプライヤが存在するかぎり、すべての案件にそうした会社を少なく
とも1社含んでいます。

2018年には、女性やマイノリティなどが
経営するビジネスパートナーとの取引額が、
サプライヤ支出総額の18.7％を占めました。
多様なビジネスオーナーと若き起業家のためのメンター制度

多様なサプライヤが成功を収めるには、それぞれの社内のキャパシティ・ビルディン
グを推進することが重要だと、メットライフは考えています。そこで、次のような活
動を通じて、多様なサプライヤの開発をサポートしています。
「メットライフ・メンターズ」制度で、キャパシティ・ビルディングと同業仲間のサ
ポートを提供しています。

•

全米マイノリティ・サプライヤ開発評議会（NMSDC）と全米女性経営者企業評議会
（WBENC）を通じたエグゼクティブ管理プログラムで多様なサプライヤのリーダー
をスポンサーしています。

•

•

N M S D C が2 0 1 6 年に開始した通年のコーチング・プログラム「エマージング・
ヤング・アントレプレナーズ」を通じて、マイノリティの若手起業家をサポートして
います。

Global Impact 目標：
サプライヤのインクルージョン
目標

達成状況

実際的に可能なかぎり、すべての調達活動に女性やマイノリティなど
の経営するサプライヤが含まれるよう努力する。

達成済み

女性やマイノリティなどの経営するサプライヤのためのメンター制度
を導入し、2020年までに15％拡大する。

計画どおり

女性やマイノリティなどの経営するサプライヤとの取引を2020年まで
に10％増加させる。

インクルージョン・プラス・サミット

達成済み
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環境の
保護
明日のために創造するということは、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
建物、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、フットプリントを縮小し、世界の
変化に対応するための順応性を構築しています。
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、節水の戦略、そしてリサイクルと再使用
などの取り組みに貫かれています。私たちは、確固たる
目標を掲げ（以下をご覧ください）、社員やサプライチ
ェーンのビジネスパートナーと協力することで、実績を
挙げています。
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カーボン・ニュートラルを基本としたエネルギーと気候
変動の取り組み

メットライフは、サステナビリティへの道のりを歩いてくるなかで、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、有効なソリューションが生
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。

メットライフは、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。

メットライフのグローバル・テクノロジー＆オペレーションズ内に設置されたグ
ローバル・サステナビリティ・チームは、環境管理、エネルギー効率化とその実
績、社員とサプライヤへの働きかけなどを統括しています。また、リスク管理チー
ムは、弊社の業務とサプライチェーンに及び得るリスクをモニターしていて、これ
には自然災害や疫病など気候変動に関係するものが含まれます。さらに、事業継
続性・施設・危機管理チームは、そうした事態が発生した場合のための備えを担
当しています。

建物の環境配慮のリーダーシップ

メットライフは、建物の環境配慮においてリーダーシップを発揮しています。建物
管理のシステムを継続的に改善し、施設を刷新して、エネルギー、水道、資源の
消費を効率化しています。2007年以降、米国内でのエネルギー消費量は30％以上
減少しました。全世界では2012年以降、エネルギー消費量を22％削減しています。
2018年には、ニューヨーク市にあるグローバル本社とニュージャージー州にある
投資部門の本部が、LEEDプラチナ認証（米国グリーン・ビルディング・カウンシ
ルの最高レベルの認証）を取得しました。また、東京オフィスはLEEDゴールド認
証を取得しました。弊社の建物の多くで、照明自動化の技術、リサイクル材料の
含有率が高い家具、揮発性有機化合物（VOC）の低い建材、高効率なポンプシス
テムなどが使用されています。さらに、世界各地のオフィスで健康に良い職場のデ
ザインを導入しています（26ページをご覧ください）。

カーボン・オフセットと再生可能エネルギー

メットライフでは、業務と社用車の効率化に努めていますが、なかには回避でき
ない二酸化炭素排出もあります。そこで、これらの温室効果ガスを相殺するため、
炭素還元と再生可能エネルギーのプロジェクトを支援すると同時に、世界各地の
持続可能な開発をサポートしています。炭素還元のプロジェクトはすべて第三者
の認証を受けています。詳細はこちらをご覧ください。

メットラ
イフがク
ライメー
ト・リー
ダーシッ
プ・カウ
ンシルに
加入
2018年、メット
ライフは、クライ
メート・リーダー
シップ・カウンシ
ルに創設メンバー
として加入しまし
た。行政、企業、
環境活動家などが
構成するコラボレ
ーション組織で、
米国経済のために
公正かつコスト効
果の高い気候変動
対策を推進してい
ます。

Global Impact 目標：環境
目標

達成状況

2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、その後も継続する。

達成済み

2020年までに全世界のエネルギー使用量を10％削減する。*

計画どおり

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。*

計画どおり

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。
*2012年比の目標値です。

計画どおり
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社員の力で環境にポジティブなインパクト

数字で見る：2018年の
エネルギー・環境行動の実績

50

米国内の事業所に
設置した電気自動車の
充電ステーション

15

100

%

エネルギー・アクシ
ョン月間のキャンペー
ンに参加した国

96

CDPサプライチェー
ン・プログラムに参加
しているサプライヤ

エネルギースター認定
を取得した米国内の
オフィスの割合

21

LEED認証を
取得した建物

10

LEEDプラチナ認証を
取得した建物

メットライフの数千人という社員が、サステナビリティ関連の啓蒙情報やボ
ランティアの機会を利用して、職場、家庭、そして地域社会における各自の
環境ヘの影響を削減しています。社員の間でも人気のあるこれらのプログラ
ムは、社員に力をもたらし、会社の行動とその影響に対する当事者意識を
育もうとするメットライフの哲学を体現しています。なかでも中心となる
「Our Green Impact」プログラムは、直接的なボランティアの機会に加え、
ディスカッション・フォーラム、講演、ニュースレターなどのオンラインの
学習アクティビティの両方を提供しています。2018年には、9,000人以上の
社員がこのプログラムに参加し、違いを生み出しました。

グリーン・チームがリーダーシップを発揮

米国、アジア太平洋、ラテンアメリカの19のグリーン・チーム（2017年の16
からの増加）が、年間を通じて各地のオフィスで「Our Green Impact」のア
クティビティを企画しました。節電、リサイクル、環境にやさしい通勤方法
などを奨励するアクティビティが展開されています。

また、2018年には世界各地の社員が延べ5,000時間以上を環境関連のボラン
ティア活動に費やしました。米国では、9/11同時多発テロの際にペンシルベ
ニア州に墜落した第93便の犠牲者を追悼する記念碑の植樹活動、ノースカ
ロライナ州ケアリーでDellと協力して行ったハリケーン・フローレンス後の
清掃活動などがありました。また、インドの社員は、学校、寺院、産業パー
クに2,000本以上の木を植樹しました。

「EcoChallenge」で行動習慣を変化

毎年恒例の2週間にわたるイベント「EcoChallenge」では、社員がチームを
結成して、自転車通勤や地産地消などの環境にやさしい行動習慣を取り入
れ、その実績を数量化して競います。2018年には2,000人以上の社員が参加
して、3万ポンド弱の二酸化炭素排出を回避し、7万5,000ガロンの節水を達
成し、プラスチックのカップやボトルの使用を2,000個削減しました。

2018年、メットライフは、CDPのサプライ
ヤ・エンゲージメント・リーダー・ボード
に選ばれました。サプライヤの回答率が
90％以上に達し、ビジネスパートナーとの
コラボレーションを積極的に実践している
点が評価されました。

「Our Green
Impact」の
2018年の実績

9,000人
以上

11か国、30か所のオフィス
で、社員がアースデーのアク
ティビティに参加しました。

5,000時間
以上

グリーン・チームのイベント
で社員がボランティア活動に
奉仕しました。

2,000人
以上

28か国の社員が200以
上のチームを結成して
「EcoChallenge」に参
加しました。

購買力を活用してポジティブな変化を起こす

メットライフは、自社の購買力を活かして、建材、紙、電子機器などの調達の際にエネルギー効率の高い製品やサステナ
ブルに生産された製品を選ぶと同時に、サプライヤにも環境への影響を削減するよう働きかけています。弊社のカーボン
フットプリントの多くはサプライチェーンから来ているため、責任ある事業慣行を取り入れているパートナーを選ぶこと
で、この影響を緩和しています。メットライフの「サプライチェーン・サステナビリティ」プログラムでは、継続的な調
達プロセスにサステナビリティの基準を組み込み、サプライヤの継続的な改善を奨励し、環境スチュワードシップと温室
効果ガス排出削減の努力に対してインセンティブをもたらしています。

サステナビリティと透明性を高めるためのサプライヤへの働きかけ

メットライフは、2020年までに主要サプライヤ100社に対して環境影響の削減とその実績についての情報開示を求めると
いう目標を上回るペースで前進しています。2018年には、重要・高影響サプライヤ96社が、CDPのサプライチェーン・
プログラムを通じて気候変動リスクや温室効果ガス排出量などの環境データを弊社に開示しました。CDPの気候変動調
査票の回答内容と他のサステナビリティ基準の実績は、各サプライヤの年間管理スコアカードに反映されています。
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メットライフ
財団：ファイ
ナンシャル・
ヘルスを
すべての人に
メットライフ財団は、明日を創造するメットライフの
取り組みをサポートして、「人」を中心にした活動を
展開しています。

ファイナンシャル・ヘルスはすべての人が持つべ
きものだと、メットライフでは考えています。こ
のため、メットライフ財団では、この方面の専門
知識と寄付金を活用して、恵まれない人々やコミ
ュニティに問題解決の方法をもたらしています。

メットライフ財団は、世界各地で様々な寄付先と協力
し、また社員ボランティアを動員して、社会貢献し
ています。2013年から2017年の間に、これらの活動
は、42か国の低所得者600万人以上の生活の様々な側
面に影響を及ぼしました。

ファイナンシャル・ヘルスへの
コミットメント

ファイナンシャ
ル・ヘルスとは

2018年、メットライフ財団は、世界各地のファ
イナンシャル・インクルージョンの向上を目的
として5年間で2億ドルを拠出するとした計画
を達成しました。今後は活動の焦点をファイナ
ンシャル・ヘルスに拡大し、低所得層の人たち
が家計を効果的に管理し、不測の事態から回復
し、将来に向けて備えるためのソリューション
を提供していきます。

家計を効果的に管理し、不測
の事態から回復し、将来に向け
て備える力があることを意味し
ます。

メットライフ財団のファイナンシャル・ヘルスの
活動実績（2013～2018年）

アジア

米国

•
•

ヨーロッパ・中東・アフリカ

7,900万ドルの寄付
70の協力団体

•
•

•
•

5,300万ドルの寄付
54の協力団体

2,200万ドルの寄付
28の協力団体

ラテンアメリカ

•
•

 ,700万ドルの寄付
3
41の協力団体

さらに900万ドル（全体の5％）が、各地域に区分されない「グローバル」な活動に寄付されました。

メットライフ財団の目標
目標

達成状況

メットライフのボランティア文化をサポートし、社員のボランティア時間を（2020年末までの）
3年間で延べ15万時間とする。

計画どおり

質の高い金融サービスへのアクセスをグローバルに広めるため、20 1 3年からの5年間で2 億ドル
を寄付する。

達成済み
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ファイナンシャル・ヘルスの革新団体と協力

メットライフ財団は、データ主導の洞察を活用して、低所得者が自分のファイナンシャル・ヘルスをコントロール
できるようなデジタルなソリューションを提供するため、様々な団体と協力しています。有望なパートナーや事業
を見つけてサポートするためにメットライフ財団が展開している活動のひとつが、コンテストの企画運営です。例
えば、世界各地で国別のコンテストを開催する「インクルージョン・プラス」では、ファイナンシャル・ヘルスを
重点とする社会事業を発掘しています。2018年には、ソーシャル・イノベーション・プラットフォームのVerbと協
力して、スペイン、ポルトガル、オーストラリア、韓国、米国でコンテストを開催しました。

2016～2018
年の「イ
ンクルージ
ョン・プラ
ス」の実績

100万

50の社会的企業を支援するため

ドル

近い寄付と社員8,000人以上によ
るボランティアを提供しました。

知識共有を通じたリーダーシップ

メットライフとメットライフ財団は、すべての人がファイナ
ンシャル・ヘルスを実現すべきだと考えています。そこで、
私たちは、良いものも悪いものも含め寄付先が学んだ様々な
教訓をファイナンシャル・ヘルスの関係者全員と共有するこ
とで、成功を拡大し、望ましい成果を達成しなかった活動を
繰り返さないようにしています。メットライフ財団は、メデ
ィア、白書、記事、イベントなどを通じて、パートナーをサ
ポートし、知識を共有しています。

コモン・センツ・ラボ

ファイナンシャル・ヘルスの
リーダーとしての実績
2018年、メットライフ財団は次のことを達成
しました。

12か国で

500

近い社会的企業と協力し
ました。

各地の受賞起業家を招待する

グローバル・
サミット

•

•

を企画して、ワークショップ、
パネルディスカッション、人脈
交流会などを開催しました。

•

 ューク大学のコモン・センツ・ラボに対
デ
する寄付を拡大しました。このラボでは、
これまでに米国の低所得者100万人以上に対
してより良い金融サービスを到達させるた
めの社会事業を支援してきました。メット
ライフ財団の支援を受けて、今後はグロー
バルに活動を拡大する計画です。

G allupと提携して、10か国で1万5,000人以
上を対象にファイナンシャル・ヘルスに関
する大規模な調査を行いました。この結果
は、各国の行政機関や団体がファイナンシ
ャル・ヘルスを向上させるための取り組み
を決めるうえで重要な情報となります。
Sesame Workshopと協力して展開している
グローバルな啓蒙活動「Dream. Save. Do.」
が親と子の財務の知識、能力、行動に及ぼ
している影響を評価しました。

ベンチャー
キャピタル
との協力で
ファイナン
シャル・ヘ
ルスを拡大

ベンチャー資本を恵ま
れないコミュニティ
に投じることで、変化
の触媒となることがで
きます。メットライフ
は、影響力を拡大する
ため、非営利ベンチャ
ーキャピタルのVillage
Capitalと協力して、ヨ
ーロッパと中東のファ
イナンシャル・ヘルス
分野の革新的な団体を
支援しています。この
活動には、メットライ
フの社員をはじめとす
るファイナンシャル・
ヘルス専門家との意見
交換会、事業開発支
援、最大5万ドルの個
別寄付などが含まれて
います。
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活気に満ちたコミュニティの構築とサポート

世界をつなぐ社員のボランティア

各地のコミュニティでの社会貢献：
2018年の主な活動実績

2018年のボランティア実績

メットライフが事業展開する各地で社会貢献することにより、会社と地元コミュニティの間に強力な絆が育まれます。ま
た、メットライフ財団も、ファイナンシャル・ヘルス、教育、芸術・文化、災害復旧支援などの寄付を通じて、コミュニテ
ィに貢献しています。さらに、メットライフ財団は、協力先の団体とメットライフの社員をつなぐことで、中小企業をサポ
ートし、地元の経済機会を開発しています。2018年には、メットライフ財団、メットライフ、メキシコと韓国のメットライ
フ財団による寄付総額が4,400万ドルに達しました。

南北アメリカ100,000
ストロング・イノベー
ション基金

アジア女子大学

バンカー・ラボズ

ヨルダン子供博物館

スペシャル
オリンピックス

メットライフ財団は、
米国、アルゼンチン、
ブラジル、チリ、コロ
ンビア、メキシコの18
の高等教育機関を支援
して、これまであまり
機会に恵まれなかった
生徒たちが交換留学制
度に参加できるように
しました。

メットライフ財団
は、2016年以来、
バングラデシュのア
ジア女子大学が提供
している高等教育へ
の進学機会に恵まれ
ない女子生徒を対象
とした入学支援制度
をサポートしてきま
した。

バンカー・ラボズは、
起業を目指す米国の退
役軍人をサポートして
います。メットライフ
財団からの寄付は、退
役軍人のために退役軍
人が制作するビジネス
ニュース番組に使われ
ています。

メットライフ財団は、
ヨルダン子供博物館が
運営するダイバーシ
ティ＆インクルージョ
ンに関する教育プログ
ラムをサポートしてい
ます。

スペシャルオリンピッ
クスの「ヤング・アス
リート」は、知的障害
の有無にかかわらず
2～7歳の子供たちを対
象とするスポーツと遊
びのインクルーシブな
プログラムです。メッ
トライフ財団からの支
援を得て、このプログ
ラムがヨーロッパ、中
東、アフリカ北部に拡
大しつつあります。

メットライフの世界各地の社員は、ボランティア活動に積極的
に参加して、メットライフ財団の社会的な影響力を拡大し、直
接的な貢献とスキル共有のプログラムを通じてコミュニティと
の深い絆を形成しています。2018年には、社員によるボランテ
ィア時間数が延べ9万9,000時間以上に上り、うち40％がファイ
ナンシャル・ヘルスの活動に費やされました。

28%

45%

99,000
時間

17%

10%
米国
アジア

ヨーロッパ・中東・
アフリカ
ラテンアメリカ

社員のスキルの活用

メットライフ財団では、メットライフの社員に対し、自分の知
識やスキルを活かしてコミュニティのパートナーをサポートす
るよう奨励しています。2018年には、社員のボランティア時間
の22％がスキルを活かした活動でした。

Hot Bread Kitchenの「ベイカーズ・トレーニング」プログラム

Taproot財団との協力関係を通じて、メットライフの社員は2018
年、非営利団体のブランディング、マーケティング、コミュニ
ケーション、財務、人事、リーン・マネジメントといった業務
に300時間以上を労働奉仕しました。例えば、調理関連の雇用
に役立つスキル研修を女性に提供しているニューヨーク市の団
体、Hot Bread Kitchenは、メットライフのリーン・マネジメン
ト専門家と協力して、「ベイカーズ・トレーニング」プログラ
ムの参加者募集プロセスの有効性を高める一方でコストを削減
し、より多くの女性の職探しに寄与しました。

バングラデ
シュの非営
利マイクロ
ファイナン
ス機関をサ
ポート

バングラデシュ・ダ
ッカのメットライフ
の社員は、自分たちの
専門スキルを農村の貧
困問題に役立てていま
す。B a n ke r s w i t h o u t
Bordersを通じてメット
ライフ財団の協力先で
あるBURO Bangladesh
の活動にボランティア
しました。女性を中心
に100万人の低所得者に
金融・社会サービスを
提供して急成長してい
る非営利団体です。メ
ットライフのボランテ
ィアは、BUROの組織構
造やインセンティブの
プロセス改善について
アドバイスしたほか、
人事のベストプラクテ
ィスも共有しました。

39

メットライフ2018年企業責任報告書 | メットライフのGlobal Impact目標

40

メットライフの
Global Impact
目標
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
標を設定しています。これらの目標に向けた
達成状況を報告することで、グローバルな社
会貢献の約束を果たし続けています。

投資に関す
る目標

リスク管理
と倫理に関
する目標

お客さまに
関する目標

目標

達成状況

メットライフ・インベストメント・マネジメント
（MIM）は2019年、資産運用会社として責任投
資原則（PRI）に署名しました。

達成済み。

強固なリスク管理の文化を徹底する。

計画どおり。入社時および一部の米国勤務社員のための研修コースを導入しました。当事者意
識を持つよう奨励し、アイデアを探究し発言するための安全な空間を創造しています。「3つ
の防衛線」コースを2018年11月に刷新して再導入しました。

2018年末までにサステナブル投資戦略グループ
を設置して、責任投資の取り組みを拡大する。

環境に関す
る目標

達成済み。

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。

計画どおり。全社的なリスク・アペタイト・ステートメントの入念なレビューを実施し、更新
しました。変更点には、指標の更新、定性的なステートメントの強化、ストレステストの使用
範囲の拡大などが含まれました。この更新版のステートメントは、2018年6月に取締役会によ
って承認されました。

ネット・プロモーター・スコア（NPS）のプログ
ラムを通じて顧客忠誠度の測定を継続する。

サプライヤ
のインクル
ージョンに
関する目標

計画どおり。
1.リレーションシップNPSプログラムを改良し、より詳細で行動可能な測定結果が出るように
しました。
2.トランザクショナルNPSの測定をさらに合理化し、標準化しました。

計画どおり。お客さまの希望に直接的に対応する差別化されたソリューションを開発するた
め、市場調査への投資を継続しました。

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。

計画どおり。各地のウェルネス・チャンピオンが企画する「ウェルネス・フォー・ライフ」の
アクティビティを35か国以上の社員に拡大しました。

ダイバーシティとインクルージョンの企業文化を
醸成し、個性を尊重して所属意識を奨励すること
で、社員が潜在能力をフルに発揮して社会に貢献
できるようにする。

計画どおり。第5回「インクルージョン・ウィーク」キャンペーンを実行して、ダイバーシテ
ィとインクルージョンについての学習を促す毎日の行動を社員に奨励しました。個人とチーム
で実践できるインタラクティブなツールを社員が利用して、違いに価値を見出す、無意識の先
入観を認識する、チームメイトとして行動するなどのトピックを探究しました。

健康についての意識をすべての社員に浸透させ、
プランや制度を提供する。

計画どおり。初の「ウェルネス・フォー・ライフ週間」を実施しました。フィットネス・プロ
グラム、コミュニティ・サービス活動、健康的な食生活をテーマにしたイベント、マインドフ
ルネスのクラスなどのアクティビティに、20か国以上の社員が参加しました。

2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、そ
の後も継続する。

達成済み。2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、そのステータスを2017年と2018年も
維持しました。

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）。

目標を上回る見通し。エネルギー効率化プロジェクト、職場のサステナビリティに関するベス
トプラクティスの実践、事業所の統合、出張を削減するコラボレーション・ツールの使用など
を通じて、排出量を2012年から22％削減しました。

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）。

メットライフ
財団の目標

達成済み。2018年4月1日付けでサステナブル投資戦略グループを設置しました。このグループ
が、責任投資のプラットフォームを監督し、その拡大を率いています。

MIMは2019年、環境・社会・ガバナンス
（ESG）に関するポリシーとプラクティスを伝
達・共有し、様々なチームと部署にわたってベス
トプラクティスを浸透させるため、ESG統合カウ
ンシルを結成しました。

商品開発のプロセスを標準化して「体験デザイ
ン」を向上させ、お客さまにとって可能なかぎ
りベストの包括的なソリューションを提供する。

社員に関す
る目標
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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。

目標を上回る見通し。3か所の新しいオフィスでLEED認証を取得し、全世界のエネルギー消費
量を2012年から25％削減しました。

計画どおり。サプライヤ96社から温室効果ガス排出量とその削減努力の情報開示を受けました。

質の高い金融サービスへのアクセスをグローバル
に広めるため、（2013年からの）5年間で2億ドル
を寄付する。

達成済み。2018年末までに2億ドル以上を寄付し、42か国の600万人以上の低所得者に影響を
及ぼしました。

女性やマイノリティなどの経営するサプライヤと
の取引を2020年までに10％増加させる。

達成済み。女性やマイノリティなどの経営するサプライヤとの取引額の割合は、2017年の11.1％
から2018年は18.7％に増加しました。2020年まで、この成長率を維持または上回る計画です。

メットライフのボランティア文化をサポート
し、社員のボランティア時間を（2020年末まで
の）3年間で延べ15万時間とする。

計画どおり。メットライフの世界各地の社員が、延べ9万9,000時間以上にわたり、直接的な
労働奉仕やスキル共有のボランティアに従事しました。そのうち40％は、メットライフ財団
のファイナンシャル・ヘルスの活動をサポートするボランティアでした。

すべての調達活動に女性やマイノリティなどの経
営するサプライヤが含まれるよう努力する。

達成済み。2017年と2018年に達成しました。平等な競争環境を徹底するため、メットライフ
は、「ルール・オブ・ワン」を実践しており、グローバル調達担当チームが調達する際には、
弊社の事業ニーズを満たせる女性やマイノリティなどの経営するサプライヤが存在するかぎ
り、すべての案件にそうした会社を少なくとも1社含んでいます。

女性やマイノリティなどの経営するサプライヤ
のためのメンター制度を導入し、2020年までに
15％拡大する。

計画どおり。メンター制度の重点を変更し、RFPへの回答方法や資本へのアクセスといった分
野でのキャパシティ・ビルディングのコーチングを提供しています。2018年には、女性やマイ
ノリティなどの経営するサプライヤ21社が、メンターとコーチングを受けました。
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実績
データ
メットライフでは、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・ガ
イドラインの「中核」レベルの要件に
準拠して開示情報を作成しています。
この報告書のGRI指標は、メットライフ
のウェブサイトをご覧ください。
GRIスタンダードは、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
この枠組みに従って、世界中の企業や
組織と共通の言語でコミュニケーショ
ンしています。
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メットライフの実績データ
業績データ

項目（単位：百万ドル、ただし1株当たり利益はドル）
総資産
総負債
MetLife, Inc.の総株主資本

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（給付）
純利益
普通株配当
1株当たり利益

MetLife, Inc.普通株主の自己資本利益率

2018年
$687,538
$634,580
$52,741

2017年
$719,892
$661,022
$58,676

2016年
$898,764
$831,062
$67,531

2015年
$877,912
$809,267
$68,098

2014年
$902,322
$829,507
$72,208

$67,941
$43,840
$16,166
$61,634
$42,656
$1,179
$5,128

$62,308
$38,992
$17,363
$58,772
$38,313
$(1,470)
$4,020

$60,787
$37,202
$16,790
$56,506
$36,358
$693
$854

$61,343
$36,403
$16,205
$55,692
$35,144
$1,590
$5,385

$63,974
$36,970
$18,158
$57,091
$35,393
$1,936
$6,336

$1,678
$4.91

$1,717
$3.62

$1,736
$0.67

$1,653
$4.62

$1,499
$5.42

9.6%

6.3%

1.0%

7.7%

9.5%

2018年12月31日現在の投資データ1
総運用資産2
公開企業
不動産抵当貸付
ストラクチャード・ファイナンス
外国政府国債
米国政府機関債
非公開企業
現金および短期投資3
投資用不動産
民間インフラ
地方債4
普通株・優待株
新興国債券
ハイイールド債券
オルタナティブ投資
銀行融資
合計

2018年12月31日現在
20.9%
16.1%
12.2%
9.7%
9.7%
8.8%
4.2%
3.6%
3.2%
2.8%
2.7%
1.9%
1.6%
1.5%
1.1%
100%

1 2018年に「統合運用資産」を「総運用資産」に改めました。8ページの脚注もご覧ください。2 「非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈」の説明、定義、調整情
報をご覧ください。3 現金同等物を含みます。4 地方債には、課税および非課税のレベニュー債が含まれます。また、州政府、自治体政府、下級行政機関の一般財源債も、
わずかながら含まれます。

責任投資

見積もり公正価値（単位：百万ドル）
インパクト投資と住宅供給事業への投資5
環境への投資
インフラへの投資
地方債6
合計

年間投資額（単位：百万ドル）
インパクト投資と住宅供給事業への投資5
環境への投資
インフラへの投資
地方債6
合計

2018年
$2,586
$16,616
$17,109
$16,248

2017年
$2,431
$15,059
$15,349
$17,152

2016年
$2,146
$14,852
$11,792
$15,991

2015年
$1,853
$13,552
$9,805
$15,854

2014年
–
–
–
–

$52,559

$49,991

$44,781

$41,064

–

2018年
$686
$1,082
$4,177
$1,386

2017年
$231
$538
$3,216
$849

2016年
$446
$564
$3,154
$1,251

2015年
$680
$969
$1,679
$1,840

2014年
–
–
–
–

$7,331

$4,834

$5,415

$5,168

–

5 メットライフは2018年、それまで「コミュニティ開発と住宅供給事業」としていた重点領域の呼称を「インパクト投資と住宅供給事業への投資」に改めました。これは、
グローバル・インパクト・インベスティング・ネットワーク（GIIN）の用語に合わせるためです。6 地方債には、課税および非課税のレベニュー債が含まれます。また、州
政府、自治体政府、下級行政機関の一般財源債も、わずかながら含まれます。
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従業員データ（2018年12月31日現在）
全世界の従業員

合計¹

雇用区分
正社員
派遣社員

女性

46,996
270

雇用契約の種類
常勤
パートタイム

24,582
165

46,822
444

労働力の内訳
社員
エージェント・契約社員

24,389
358

男性
22,359
102
22,377
84

採用
女性
男性
退職
女性
男性

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

2,322
2,056

2,904
2,166

428
290

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1,372
1,243

3,301
2,584

986
869

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

5%
4%

6%
5%

1%
1%

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

3%
3%

7%
6%

2%
2%

7 PNBの社員は含まれていません。

労働力の地域構成²
米国・カナダ
ラテンアメリカ
アジア
ヨーロッパ・中東・アフリカ

47,266
17,660

24,747
2,637

22,461
2,341

18,179
8,284
16,572
4,231

10,682
5,352
6,353
2,360

7,451
2,928
10,213
1,869

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

社員と取締役会の人材多様性3

性別4
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

新規採用者と退職者7

民族・人種3

白人

営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ
取締役会

79%
69%
64%
84%

黒人または
アフリカ系
アメリカ人

9%
12%
0%
8%

ヒスパニッ
クまたは
ラティーノ

6%
6%
18%
8%

アジア系

2%
9%
18%
0%

アメリカインデ
ィアンまたはア
ラスカ州先住民

0%
0%
0%
0%

女性（%）
42%
56%
18%
33%

男性（%）
58%
44%
82%
67%

29歳以下

30～50歳

51歳以上

16%
17%
0%
0%

60%
60%
27%
0%

24%
23%
73%
100%

不特定

複数人種

2%
2%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

ハワイまた
は太平洋
諸島先住民

0%
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。

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

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員
営業以外
営業

6

女性
9
8

男性
9
8

女性
98%
31％

男性
98%
19%

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。PNBの社員は含まれていません。

環境データ1
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（平方フッ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）3
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：％）
会社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）

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

15.40
7.60
12
3.05
21
4.02

15.32
7.70
14
3.74
18
3.18

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

16,016
96,467
0
26,381
59,731
1.23
0.009

15,929
108,019
0
28,330
64,364
1.37
0.009

17,782
109,631
0
33,559
70,637
1.36
0.009

20,007
110,670
67,962
36,031
4,640
1.41
0.010

20,187
113,699
66,410
31,671
5,405
1.42
0.011

205,704
174,985
2.26
0.016
536

228,680
189,339
2.41
0.016
265

237,224
204,588
2.49
0.017
230

239,261
101,648
2.46
0.018
628

240,745
116,724
2.43
0.020
146

5,875,468
2,460,497
3,414,971
58%
152,989

6,476,104
2,800,881
3,675,223
57%
247,128

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

61,666
4.78
0.0144

65,706
5.76
0.0180

70,022
6.78
0.0164

69,021
6.29
0.0143

75,061
6.40
0.0155

1 メットライフからBrighthouse Financialが分社化されたこと、またスコープ1およびスコープ3の排出係数が変更されたことを受けて、その前後にわたって意義ある一貫した
比較ができるようにするため、以前に報告したエネルギーおよび排出量のデータを調整しました。この調整に際しては、GHGプロトコルの企業算定報告基準に従っていま
す。2 不動産物件の数値は、年度末時点のサブリースを含む弊社の不動産ポートフォリオの床面積です。GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、エネルギーおよびスコ
ープ1とスコープ2の排出は全世界の不動産ポートフォリオに関係する弊社の消費を示しています。3 弊社が管理している米国内のオフィス物件。4 グリーン電力証書（REC）
とカーボン・オフセットが含まれます。複数年にわたる正確な比較ができるようにするため、以前に算定していた全世界の市場ベースの排出量を示しています。5 全世界の出
張。複数年にわたる正確な比較ができるようにするため、過去のデータは必要に応じて外挿により算定しています。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）

持続可能な開発目標への貢献

2018年スコープ 1 排出量

2015年の国連持続可能な開発サミットで、加盟国首脳は「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」を採択しました。世界の進歩を目指すこの野心的な計画には、経済成長、ソーシャル・インク
ルージョン、環境保護に対応するための17の持続可能な開発目標（SDG）と169のターゲットが含
まれています。メットライフは、事業経営とグローバルな各種の取り組みを通じてSDGに貢献し
ています。SDGをサポートするために弊社が行っている活動の一部を以下にご紹介します。

温室効果ガスの種類

二酸化炭素換算（単位：トン）
米国
米国以外
合計

CO2

米国
米国以外
合計

CH4

米国
米国以外
合計

N2O

生物起源CO2排出量

米国
米国以外
合計

石油

天然ガス

ガソリン

15
123
138

8,707
3,565
12,272

3,542
該当なし
3,542

0.0006
0.0049
0.0055

0.1641
0.0672
0.2313

該当なし
該当なし
該当なし

0.0001
0.0010
0.0011

0.0164
0.0067
0.0231

該当なし
該当なし
該当なし

該当なし
該当なし
該当なし

該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし

2018年のエネルギー消費の種類
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

（単位：メガワット時）
205,704
82,753
288,457

社会貢献データ
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・医学研究
芸術・文化
災害復旧支援
青少年・教育
コミュニティ開発
ダイバーシティ＆インクルージョン
社員のボランティア参加
合計

メットライフの社会貢献の財源構成（単位：百万ドル）
メットライフ財団
メキシコと韓国の財団
企業
合計

2018年
$28.94
$0.79
$1.20
$0.27
$0.63
$1.86
$1.53
$2.68

2017年
$30.20
$0.89
$1.34
$0.64
$0.96
$1.82
$1.28
$2.75

2016年
$30.37
$1.48
$2.71
$0.19
$1.27
$2.17
$1.40
$3.45

2015年
$29.38
$1.72
$2.87
$0.61
$0.89
$1.91
$1.22
$3.97

2014年
$27.75
$1.86
$3.10
$0.40
$0.49
$3.04
$0.94
$3.49

$37.90

$39.88

$43.04

$42.57

$41.07

2018年
$37.90
$1.90
$4.58

2017年
$39.88
$1.36
$3.65

2016年
$43.04
$0.46
$4.78

2015年
$42.57
$0.88
$5.65

2014年
$41.07
$1.58
$4.41

$44.38

$44.89

$48.28

$49.10

$47.06

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development
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PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

メットライフの活動状況

メットライフ財団のファイナンシャル・ヘルスの活動は、SDGのターゲット
1.4（経済的資源と金融サービスをすべての人が利用できるようにする）をサ
ポートしています。

THE GLOBAL GOALS
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進する

メットライフの社員を対象としたウェルネスの取り組み、および弊社が世界
各地で提供している商品は、SDGのターゲット3.8（健康保険、財務保護、医
療サービスをすべての人が利用できるようにする）をサポートしています。

ジェンダー平等を達成し、すべての女性と女
児のエンパワーメントを図る

メットライフのグローバル・ウィメンズ・イニシアチブは、SDGのターゲッ
ト5.5（女性がリーダーシップに参加する機会を確保する）をサポートしてい
ます。

すべての人に手頃で確実な、持続可能かつ近
代的なエネルギーへのアクセスを確保する

メットライフの再生可能エネルギーと環境にやさしい建物への投資は、SDG
のターゲット7.2（再生可能エネルギーの世界に占める割合を拡大させる）、タ
ーゲット7.3（エネルギー効率の改善率を倍増させる）をサポートしています。

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続
可能な経済成長、生産的な完全雇用およびデ
ィーセント・ワーク（働きがいのある人間ら
しい仕事）を推進する

世界各地のお客さまに到達するためのメットライフのパートナーシップ
は、SDGのターゲット8.10（金融機関の能力を強化し、金融サービスへのア
クセスを拡大する）をサポートしています。

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能
な産業化を推進するとともに、技術革新の拡
大を図る

開発の行き届かないコミュニティにサービスを拡大しようとするメットライ
フの取り組みは、SDGのターゲット9.3（金融サービスへのアクセスを小規模
事業主に拡大し、市場への統合を図る）をサポートしています。

国内および国家間の格差を是正する

政策問題でメットライフが発揮しているソート・リーダーシップは、SDGの
ターゲット10.5（世界金融市場の規制を改善する）をサポートしています。

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭か
つ持続可能にする

メットライフによるコミュニティ開発と住宅供給事業への投資は、SDGのタ
ーゲット11.1（安価で安全な住宅に住めるようにする）をサポートしています。

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

メットライフの環境面の取り組みと企業責任の報告は、SDGのターゲット
12.6（企業が持続可能な行動を実践し、持続可能性に関する情報を報告に含め
るよう奨励する）をサポートしています。

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急
対策を取る

環境目標を達成するためのメットライフの取り組みは、S DGのターゲッ
ト13.3（気候変動を緩和し、その影響に順応するための認識と行動力を向上さ
せる）をサポートしています。

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会
を推進し、すべての人に司法へのアクセスを
提供するとともに、あらゆるレベルにおいて
効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

倫理的な企業文化を保持するためのメットライフの各種の取り組みは、SDG
のターゲット16.6（説明責任のある透明性の高い組織を発展させる）をサポー
トしています。
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将来の見通しに関する表明についての注釈

この報告書には、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表明が含まれている、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表明は、将来の出来事についての期待や予測を述べるものです。こうした表明は、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。こうした表明は、「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」、「～だろう」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、もしくは将来の成果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、経費に関する将来の成果や結果、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表明が含まれます。

メットライフとその子会社および関連会社の業績の決定においては、多くの要因が重要性を有します。将来の見通しに関する表明は、
弊社の想定と現在の期待に基づいており、これらは不正確である可能性があります。また、現在の経済環境にも基づいており、これ
らは変化する可能性があります。将来の見通しに関する表明は、将来の業績を保証するものではありません。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。結果は、将来の見通しに関する表明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）困難な経済状況。これに
は、金利、クレジット・スプレッド、株式、不動産、債務者とカウンターパーティ、外国為替相場、デリバティブ、テロリズムおよ
びセキュリティに関係するリスクが含まれます。（2）世界の資本市場および信用市場の逆境。これは、メットライフが流動性のニー
ズを満たし、信用機関を通じて資本にアクセスする能力に影響する可能性があります。（3）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。（4）再保険、ヘッジ、または補償制度の利用可能性と有効性。（5）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。（6）弊社に課される様々な法令の変更および施行によって弊社に及ぶ影響。（7）弊社の事業に
関係し、弊社の商品とサービスのコストや需要に影響し得る法令や税制の変更。（8）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。（9）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法令およびその他の制限。（10）持株会社
としてメットライフが子会社からの配当金に主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上の制限。（11）投資損失、不履行、ボラティリティ。（12）証券貸付や他の取引に
参加した結果として生じる潜在的な流動性リスクや他のリスク。（13）投資価値の変化、投資の引当や減損の変化、および評価法、
見積もり、前提の変化。（14）実際の請求と査定や準備に関する前提の間の差異。（15）弊社の世界各地の事業に影響し得る政治、法
律、事業、経済、その他のリスク。（16）競争圧力。これには、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、人材などの競争が含まれます。（17）技術の変化が弊社の事業に及ぼす影響。（18）巨額の損失。（19）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。（20）のれんおよびその他の長期資産
の減損。または弊社の繰延税金資産に対する評価引当の確立。（21）繰延新契約費、繰延販売促進資産、取得事業の価値に関係する
前提の変化。（22）特定商品の保証に関する損失へのエクスポージャー。（23）リスク管理ポリシーと手順ま‑たはモデルの無効力。
（24）弊社のサイバーセキュリティ、その他の情報セキュリティシステム、または災害復旧計画の不機能。（25）顧客情報の機密漏
洩。（26）会計基準の変更。（27）社員による過度なリスク行動。（28）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。（29）年金および退職後給付プランに関する経費増大。（30）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。（31）事業買収、事業売却、合弁事業、その他の法的事業体の再編に起因する困難、不測の債務、資産
減損、格付機関の行動。（32）Brighthouse Financial, Inc.とその子会社の分離によって引き起こされ、弊社の事業上の期待や他のメリ
ットに影響し得る不測または困難な事態。（33）メットライフの取締役会が、メットライフ契約者信託の投票条項を使用して株主投
票の結果に影響する可能性。（34）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。（35）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表明の内容が達成されない可能性が高いと関知した場合も、その表明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。
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非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈

総運用資産は、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。総運用資産は、一般勘定運
用資産、パッシブ・インデックス分離勘定運用資産、第三者運用資産（それぞれ以下に定義）で構成されています。総運用資産の情報
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、分離勘定インデックス投資ポートフォリオ、および関連会社で
ない第三者の顧客のための資産運用サービスの幅広さと奥深さに対する理解を高めることができると、メットライフは考えています。
一般勘定運用資産は、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、かつ見積もり公正価値に含まれ
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、一般勘定運用資産を使用しています。一般勘定運用資産の情報を使用するこ
とにより、メットライフの一般勘定投資ポートフォリオに対する理解を高め、比較がしやすくなると、メットライフは考えています。
一般勘定運用資産は、一般勘定の総投資と現金および現金同等物で構成されています。契約者貸付、他の投資資産、契約保有者の指示
する株式および公正価値オプション証券は、一般勘定運用資産からは除外されています。これらは、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ためです。一般勘定運用資産に含まれる不動産抵当貸付および特定の不動産
投資は、見積もり公正価値に組み込まれないよう調整されています。一般勘定運用資産のセクター区分は、原投資の性質と特徴に基づ
いており、これはGAAPの区分とは異なる可能性があります。
パッシブ・インデックス分離勘定運用資産は、指数化され受動的に運用される保険会社の分離勘定投資ポートフォリオです。これら
は、見積もり公正価値に含まれ、産業市場インデックスの収益を追跡するメットライフによって運用されています。パッシブ・インデ
ックス分離勘定運用資産は、MetLife, Inc.の連結財務諸表の見積もり公正価値に含まれているメットライフの保険会社の分離勘定資産
を表わします。
第三者運用資産は、関連会社でない第三者の顧客のためにメットライフが運用している非専有資産です。これらは、見積もり公正価値
に含まれています。第三者運用資産は、関連会社でない第三者の顧客が所有する資産であるため、MetLife, Inc.の連結財務諸表には含
まれていません。

メットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）の投資戦略では、関連性の高い環境・社会・ガバナンス（ESG）の事項を
意思決定のプロセスに統合して、長期的にサステナブルなリターンを支えています。責任投資は、総運用資産の一部であり、これには
インパクト投資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（市債）の4つの区分が含まれています。
他のすべての投資は、総運用資産の一部であり、責任投資以外の投資です。

一般勘定運用資産、総運用資産、責任投資は、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財務情報の総投資
の代替と見なされるべきではありません。総投資と一般勘定運用資産、一般勘定運用資産と総運用資産、総運用資産と責任投資の調
整は、下表のように行われています。GAAPに基づく総投資には、短期投資が含まれますが、現金および現金同等物は含まれません。

メットライフの一般勘定投資ポートフォリオに関する付加的な情報は、MetLife, Inc.の2018年12月31日締め四半期の四半期財務情報に
掲載されており、これらは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。

総投資と一般勘定運用資産、総運用資産、責任投資の調整
（単位：十億ドル）

総投資
加算：現金および現金同等物
加算：公正価値調整 ― 不動産抵当貸付
加算：公正価値調整 ― 不動産および不動産合弁事業
減算：契約者貸付
減算：他の投資資産
減算：契約保有者の指示する株式および公正価値オプション証券
一般勘定運用資産
加算：パッシブ・インデックス分離勘定運用資産
加算：第三者運用資産
総運用資産
減算：他のすべての投資

責任投資
責任投資の内訳：
インパクト投資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

2018年
12月31日
$436.2
15.8
1.0
5.7
9.7
18.2
12.6

2017年
12月31日
$444.1
12.7
1.6
5.3
9.7
17.3
16.7

2016年
12月31日
$500.4
17.9
1.1
5.2
11.0
23.2
13.9

2015年
12月31日
$495.5
12.8
1.7
4.4
11.3
22.5
15.0

$418.2
14.4
156.1

$420.0
14.9
152.4

$476.5
27.2
15.6

$465.6
26.0
11.9

$588.7
536.1

$587.3
537.3

$519.3
474.5

$503.5
462.4

$52.6

$50.0

$44.8

$41.1

2.6
16.6
17.1
16.3

2.4
15.1
15.3
17.2

2.1
14.9
11.8
16.0

1.9
13.5
9.8
15.9

$52.6

$50.0

$44.8

$41.1

この報告書について

この報告書は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）スタンダ
ードの「中核」レベルの要件に準拠しています。この報告書のGRI指標は、
メットライフのウェブサイトをご覧ください。特に記載のないかぎり、メット
ライフの全世界の事業に関する2018年12月31日時点の情報を記載しています。
メットライフは、2018年6月に2017年版のGlobal Impact報告書を発行しまし
た。今後も年1回の発行を予定しています。この報告書全文に対しては、外部
保証を受けていません。2018年の温室効果ガス排出量のデータ（スコープ1、
スコープ2、スコープ3の出張を含む）については、ISO14064の基準に照らし
て外部保証を受けています。

詳細情報

メットライフのGlobal Impactウェブサイト（www.metlifeglobalimpact.com）
では、最新の報告書、過去の報告書、概要報告書、GRI指標をご覧いただけま
す。報告書と補足文書は、他の言語の翻訳版も提供しています。

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。

連絡先：

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

metlife.com
メットライフは、世界中の人々、
ご家族、
そしてコミュニティが安心して人生を進んでいくためのお手伝いを提供しています。
すべてのお客さまにとって信頼の置けるパートナ
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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