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私たちのリーダーシップ
私たちの行動を支えているのは、私たちのPurposeです:「ともに歩んでゆく。よりたし
かな未来に向けて。」私たちのPurposeは、お客さまの人生の困難な場面で、安心を届
ける金銭的な保護とサポートを提供することです。
メットライフの行動規範は、日々の業務において、すべてのお客さまに私たちのPurpose
を実践していくことに役立ちます。同時に、常に変化する外部環境において、プロフェ
ッショナルとしての最も高いスタンダードを継続していくための指針となります。
私たち一人ひとりが、メットライフのアンバサダーであり、メットライフが信頼される
企業であるためには、社員一人ひとりの行動にかかっているのです。行動規範のすべて
の記述を読み、理解し、そして実践してください。もし、私たちのバリューやスタンダ
ードにそぐわないことに気づいた場合には、勇気を持って声を上げてください。
メットライフは、長年にわたって多くの変革を行いました。それが可能だったのは、社
員の能力と私たちのPurposeに対する社員のコミットメントのおかげです。この伝統を
さらに発展させるために、皆さんが自身の役割を果たしてくれることに感謝します。

ミシェル・ハラフ
社長兼CEO
メットライフ
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資産の保護

持続可能な取り組み
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私たちの伝統

メットライフは、1 5 0 年以上にわた
り、何世代にもわたって人々がより信
頼できる未来を築くのを支援してきま
した。メットライフに入社して日が浅
い人から、この会社の豊かな伝統をよ
く知っている人まで、私たち全員が、
メットライフが築いてきたものを誇り
に思いながら共有しています。

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

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

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

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

目次

行動規範の実践

成功のための行動原則

メットライフの行動規範は、私たち
の「成功のための行動原則」の基
盤であり、業務を遂行する際の核心
となる信念を表しています。「成功
のための行動原則」は、メットライ
フの社員として期待される行動を明
確に示したものであり、私たちの
Purposeを実践するために、私たち
の行動を導くものです。

お互いを尊重し
大切にする

未来を築く
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持続可能な取り組み

ともに成功する

当事者意識をもつ

私たちは、変化と革新を牽引し
ます。

私たちは、成功にむけて互いを信
頼し協働します。

私たちは、お客さま、株主、社員
のために約束を果たします。

•

•

•

•

成功のための行動
原則
私たちのPurpose

資産の保護

メットライフの成功のための行動原則

•

さらに詳しく！

正しく業務を
遂行するために

好機をとらえる
継続的な改善の機会を見つけ、
たしかな成長につなげる
自信をもって新しいことにチャ
レンジする
勇気をもって学び、失敗を恐れ
ずに新しいことを試す
迅速に行動する
的確な判断を伴った機動力と決
断力をもって、迅速に取り組む

•

•

多様な視点を求める
さまざまなアイデアや意見をもと
に、広い視点で考えを深め、十分
な情報に基づいた判断をする
積極的に巻き込む
一人ひとりの価値が認められ、
多様な意見が尊重され発言しや
すい組織環境を醸成する
一体感をもって取り組む
誠実かつ透明性をもって、組織
全体で協働する

•

•

責任感をもつ
責任をもって、正しい結果を追
い続ける
解決策を見つける
リスク管理をしながら困難を予
測し対処する
重要なことをやり遂げる
戦略的優先課題に取り組み、コ
ミットメントを最後までやり遂
げる
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自分の責任を知る

メットライフの伝統は、社員とともに受
け継がれていきます。お互いを尊重し大
切にすることは、私たちがメットライフ
で果たす役割の基本となるものです。メ
ットライフは、すべての社員が自分の行
動に対して責任を負い、当事者意識をも
つような文化を浸透させるため、様々な
取り組みを行ってきました。メットライ
フの成功には、私たち一人ひとりがその
鍵を握っています。メットライフの社員
としての行動や意思決定は、メットライ
フに影響します。メットライフの「成功
のための行動原則」に沿った行動を常に
取らなければなりません。

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

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

•

•

•

•

•

•

時間を取って行動規範を読み、頻繁に参照するこ
とで、メットライフが何を期待しているかを理解
する。
自分の行動に責任を持つこと、自身の振る舞いが重
要であり、メットライフの職場風土と評判に影響す
ることを理解する。
社内の様々な部門と協働したりコミュニケーション
を取る。
不正を防止し、違反行為と思われる行動に気づいた
場合は、声を上げる。
懸念がある場合には、直ちに報告し、必要に応じて
調査に協力する。
毎年実施される行動規範の誓約において、行動規範
の遵守を誓約する。
必須トレーニングを期限内に修了し、業務等に必要
な情報を常に最新にしておく。

資産の保護

持続可能な取り組み

行動規範は、シニアマネジメントを含むすべてのメッ
トライフ社員に適用されます。メットライフのパフォ
ーマンス・マネジメント・プログラムでは、行動規範
にそった行動を取ることを推進していきます。行動規
範、社内規程、適用される法令に違反した場合は、解
雇を含む懲戒処分の対象となる可能性があります。

メットライフでは、正社員、非正規社員、ベンダーお
よびその他のサードパーティーなど協力関係にある全
てに対し、行動規範、バリュー、スタンダード、また
当社の取引先に関する行動規範に沿った行動を期待し
ています。

さらに詳しく！


グローバルポリシー

グローバルエシッ
クス

取引先に関す
る行動規範

1914 – 保険販売向けトレーニング

1 8 70 – 保険代理店
（人）向けにその義
務と責任を明記した
資料の配布
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目次
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マネージャーとしての責任を知る

メットライフのマネージャーが意思決
定をどのように下すか、懸念や意見の
不一致をどのように解決するか、さら
には対応の難しい問題にどのように向
き合うかは、社員が寄せる信頼に大き
く影響します。マネージャーには影響
力があり、マネージャーが取る行動や
社員との接し方には重要な意味があり
ます。マネージャーが下す決定は、社
員のパフォーマンスと満足感を左右し
ます。このため、行動規範とPurposeへ
のコミットメントを実践することで手
本を示し、社員にもそうするよう働き
かけていくことが、非常に重要です。

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

マネージャーとは、注目される存在です。社員は上司
の行動を観察して、模倣しようとするからです。マネ
ージャーが倫理的な雰囲気を作り、それに合った行動
を取ることが重要です。
•

•

•

行動規範で定められたスタンダードやプリンシプル
を実践し、部下にもそれを奨励することで、手本と
して行動する。
疑問や懸念を安心して上司に相談できる、相談した
時にサポートしてもらえると社員が感じられるよう
な環境を育む。
善意に基づいて懸念を表明した人や調査に協力した
人に対し、直接的にも間接的にも報復しない。報復
禁止は他の社員にも求められていることを明確に伝
える。

資産の保護

マネージャーへのヒント！

マネージャーには最高の能力を持った社員
を惹きつけ、チームがコラボレーションや
自信を持って新しいことにチャレンジする
ことを励ますようなインクルーシブ（包括
的）で多様性に富んだ職場環境を醸成する
責任があります。これを実践するための方
法を次に示します：
•

•

•

•
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持続可能な取り組み

誰もが帰属意識を持ち、貢献が評価され
ていると感じられる環境を醸成する。
チームミーティングで多様な視点を求
め、社員が異なる視点を共有できるよう
にする。
チームメンバーが率直に透明性をもっ
て、会社全体で協働する機会を作る

お互いを思いやることの重要性を社員に
伝える。

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

正しい決定を行う

私たちは、社員、お客さま、そして株
主にとって正しいことを行うよう努力
しています。私たち全員が、日々正し
い判断を行う責任を負っています。と
はいえ、「正しいこと」が必ずしも明
確でないことはあります。他にも優先
度の高いことがあったり、業務上のプ
レッシャーがかかったりする結果とし
て、自分の判断に自信がもてなくなる
ことがあるかもしれません。

しかし、ひとりで思い悩む必要はあり
ません。メットライフの行動規範や
「成功のための行動原則」は、私たち
が正しい意思決定を行うための指針を
与えてくれます。
行動規範がすべての状況で答えを示してくれるわけで
はありませんが、メットライフのプリンシプルに徹
し、社員、お客さま、株主、そして会社の評判を守る
ような意思決定を下すための力をもたらしてくれるは
ずです。提供されたリソースを活用し、判断力を働か
せて、必要な時は助言を仰いでください。
メットライフの社員は、それぞれの倫理観を持ち合わ
せていますが、業務関連の意思決定や行動において
は、メットライフ行動規範をガイドラインとしなけれ
ばなりません。
個人の倫理観とは、あ
なたが個人として重視
する価値観、信念、判
断です。
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行動規範とは、メットラ
イフのバリューやスタン
ダードであり、すべての
社員がこれに従わなけれ
ばなりません。

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

その行動は
合法ですか。

社員、お客さ
ま、株主に
とって最善の
行動ですか。

行動規範や社内
規程に準拠して
いますか。

公表されても
恥ずかしくない
行動ですか。

メットライフの
プリンシプルや
企業文化を反映
していますか。

自分の家族、
友人、地域社会に
認めてもらえる
行動ですか。

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

こんな時どうする？

メットライフのWebexアカウン
トを使って、家族とオンライン
会話をしてもよいですか。
これは無害に見えるかもしれま
せんが、個人的な使用のために
メットライフのアプリケーショ
ンを使用することは、意図しな
い結果を招き、予測しないリス
クを伴う可能性があります。メ
ットライフのアプリケーション
は、シニアマネジメントからの
承認がない限り、業務上の目的
のみに使用してください。

目次

行動規範の実践

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み
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ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンを推進する
メットライフでは、ダイバーシティ
（多様性）、エクイティ（公平性）、
インクルージョン（包括性）（DEI）
に長年取り組んできました。これによ
り、社員の機会を創出し、お客さまの
ニーズと期待に応え、株主に価値を提
供し、社会に良い影響を与えることが
できます。DEIは「成功のための行動原
則」に欠かせない要素です。社員一人
ひとりが積極的に同僚を巻き込み、多
様な視点を求め、一体感をもって取り
組む原動力となるものです。私たちが
ともに成功するためには、成功に向け
て協働し、お互いを高めあわなければ
なりません。
私たちは、社員一人ひとりが日々、尊重され、認めら
れ、評価され、モチベーションの高い、活力にあふ
れた働きがいのある職場風土の醸成に努めます。この
文化は、お互いの考えやニーズに耳を傾け、それに応
え、お互いの成功を支えあうことを促すものです。

さらに詳しく！

グローバル・ダイバ
ーシティ＆インクル
ージョン
雇用機会均等＆ハラ
スメント禁止ポリシ
ー（米国のみ）
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ダイバーシティとは、社員一人ひとりの固有の属
性とものの見方を活かし、育てていくことです
が、言葉で表すだけでは不十分であり、社員一人
ひとりが公平で、必要な支援を受け、職場でのサ
ポートを平等に享受できるようにしなければなり
ません。

異なる視点や変化を受け入れる私たちの柔軟性と勇気
は、多様で協働的な職場に貢献します。違いを大切に
し、尊敬する文化を育むことは、社員一人ひとりの責
務です。
メットライフは、多様なスキル・才能・バックグラウ
ンド・経験を持った社員を採用し、能力を開発・保持
していくことを重視しています。またすべての社員ま
たは求職者に均等な雇用および昇進の機会を提供しま
す。私たちの取り組みは、すべての人に役立つ労働力
を構築するために実践している会社のポリシーやプロ
グラムに反映されています。
1877 – キャリー・フォスター

メットライフで初めての女性社員

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

互いを認め合う

私たちは、プロフェッショナルに行動
し、お互いに敬意を持って接すること
により、インクルージョン（包含的）
とコラボレーションへのコミットメン
トを示します。メットライフの社員と
して、私たちの目標は、いじめや嫌が
らせ、差別のない安全な職場環境を支
援し、育む行動を取ることです。メッ
トライフのプリンシプルにそぐわない
行為や、あなたの善意にもとづく信念
に反する行為、メットライフのポリシ
ーへの違反を見聞きした場合は、スピ
ークアップ（声を上げる）し、報告し
なければなりません。
人権への取り組み

尊重する文化を促進するメットライフの取り組み
は、職場での差別やハラスメントを禁止するポリ
シーを超越しています。国連グローバル・コンパ
クトへの署名、参加企業として、メットライフ
は、人身売買や奴隷制度、強制労働、児童労働な
どの人権侵害を防止するために制定されたポリシ
ーや規制の順守を優先することにより、職場とコ
ミュニティの両方で人権の尊重を世界的に奨励し
ています。健全な労働条件を提供し、地域社会の
経済的生活を保護するプログラムとイニシアチブ
を支援します。
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適用されるすべての雇用や労働に関する法令を遵守す
ることがメットライフのポリシーであり、あらゆる形
態の不法なハラスメントや差別のない、多様性に富ん
だ包括的な職場環境を提供することを約束します。私
たちは個人の違いを尊重し、人種、肌の色、宗教、性
別、性的指向、性同一性やその表現、年齢、障がい、
出身国、婚姻または内縁関係、遺伝情報、国籍、軍人
または退役軍人の身分、そのほか法律で保護されてい
る特性を原因とした、いかなる種類のハラスメントも
差別も容認しません。
ハラスメントは、人権として守られるべき個々の特性
に対して差別をする行為・言動であり、またあらゆる
形態のいじめや脅迫および不適切行為、攻撃的、侮辱
的な言動をすることも含まれます。ハラスメントは、
行為者の意図にかかわらず、相手がその行動をどのよ
うに受け止めるかによって判断されます。あらゆる形
態のハラスメントが、メットライフの行動規範やハラ
スメントガイドライン、ポリシーに違反するだけでな
く、違法である可能性もあります。他人への嫌がらせ
や威圧的な言動は固く禁じられており、容認されませ
ん。この種の行動を察知した場合は、直ちに報告して
ください。

さらに詳しく！

 ローバル・ワークプレ
グ
イス・ステートメント
人権に関する声明

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

•
•

•

•

個々の特性に関する不適切、攻撃的または侮辱
的な発言
外見や容姿に関する露骨または侮辱的な発言

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

目次

行動規範の実践

安全で安心できる職場づくり

メットライフは、職場においてすべて
の人にとって安全かつ健全な職場環
境を提供すべく努めています。このた
め、会社の業務に従事している間の
職場またはメットライフの事業所内に
いる社員、訪問者、お客さますべての
人に対する脅迫、脅迫的または威嚇
的な行動、ストーカー行為、ハラスメ
ント、暴力行為（オンラインによるも
のも含む）は、いっさい容認されませ
ん。この種の行動を察知した場合は、
直ちに報告してください。また銃器を
含むあらゆる種類の凶器について、駐
車場を含む職場での所持、またはその
他の企業活動に従事している間の所持
は、法律上許容される最大限の範囲で
厳格に禁止されています。

お互いを尊重し
大切にする

資産の保護

持続可能な取り組み

メットライフは、左記の行動を取っている人を職場か
ら排除します。このポリシーに違反した場合は、メッ
トライフからの（懲戒）解雇を含む懲戒処分の対象と
なります。
メットライフは、左記のような暴力やその脅迫があっ
た場合、ポリシーや法令に従って、直ちにかつ適切に
その調査を行います。報告は、適切なかぎり、また可
能なかぎり内密に扱います。メットライフは、そうし
た状況を警察当局に通報し、また医療や心理などの専
門サービスを提供する当局に適宜報告する権利を留保
します。

緊
 急事態が発生し、差し迫った脅威が存在する
緊急の場合は、最寄りの警察機関に連絡し、建
物の警備室に通知してください（現場で利用可
能な場合）。

さらに詳しく！


安全で安心な職
場のポリシー
（米国のみ）
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正しく業務を
遂行するために

緊
 急ではない場合においても、攻撃的、威嚇
的、潜在的に有害または脅迫的な行動、または
その他の危険な状況について懸念が生じた場合
は、勤務地の人事部門に連絡するか、スピーク
アップ（エスカレーション）ツールで報告して
ください。

目次

行動規範の実践

スピークアップ！（声を上げる）

懸念を提起するには勇気がいります。
行動規範やプリンシプルに従い、自分
自身や同僚が問題や懸念を報告する責
任を負っています。懸念の提起または
行動規範、社内規程、法令の違反を報
告する場合には、事情をすべて詳細に
把握する必要も、違反を確証する必要
もありません。

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

声を上げることの重要性を理解してください。
•

•

•

社員が声を上げることで、メットライフは、問題を
取り上げ、改善する機会を得ることができます。
問題が然るべき担当者に知らされずに放置されてい
れば、是正措置を講じることはできません。
問題や懸念が報告されなければ、メットライフに対
する信頼が損なわれ、評判や信用に傷がつくかもし
れません。

最も報告しやすい方法により報告を行うことができま
す。あなたの上司はあなたの懸念を理解して適切な対
応を取るという点で、最も適した立場にいると言える
でしょう。ただし、上司やいずれのレベルのマネジメ
ントに対しても懸念を報告しづらい場合であれば、次
の照会先に報告することができます。
•
•
•

スピークアップ（エスカレーション）ツール
企業特別調査ユニット

あるいは勤務地またはリージョナルの下記へ連絡し
てください：
• コーポレートエシックス＆コンプライアンス部門
• ヘルプラインまたは内部通報窓口
• 人事部門

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

持続可能な取り組み

法令で認められる範囲内で、倫理＆不正行為ヘル
プラインなどを通じて、電話またはオンラインに
て匿名で懸念を報告することも可能です。倫理＆
不正行為ヘルプラインは、サードパーティーによ
って管理されており、報告者は追跡されません。

マネージャーへのヒント！

部下から懸念を直接報告された場合は、何をすべ
きでしょうか。
•

•
•
•
•
•

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

自分で調査を行わないようにする。

調査担当部門からの連絡に対応する。
調査の結果を他言してはいけない。

情報や助言が必要な場合は、所定の相談窓口
に連絡する。

さらに詳しく！

 スピークアップ
ス
（エスカレーション）
ツール

目次

行動規範の実践

正しく業務を
遂行するために

お互いを尊重し
大切にする

資産の保護

持続可能な取り組み

報告するとどうなりますか？

報告

あなたは、どのマネジメントメンバーに対して
も、またスピークアップ（エスカレーション）
ツールにあるどの連絡先を通じてでも、質問、
問題、懸念を表明することができます。
報告は可能な限り機密として扱われます。法律
で認められている範囲で、匿名で懸念を表明す
ることもできます。

報告は通常、受領後24〜48時間以内に精査され
ます。

精査

あなたの質問、問題、懸念は状況に応じて適切
な部門・グループに連携されます。

調査

可能な場合には、あなたの報告内容について調
査・対応がなされたという状況連絡があります。

ただし、プライバシーの問題により、調査の結果
に関する追加情報をあなたが受け取ることができ
ない場合もあります。
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あなたの報告についてより多くの情報を集め
るため、調査担当者があなたに連絡する場合
があります。

調査完了までには、1週間から数ヶ月程度の時
間がかかります。
案件クローズ

メットライフはいかなるかたちでの報復も
容認しません。報復を受けたと思う場合は、
直ちに報告してください。

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

報復を容認しない

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

マネージャーへのヒント！

決して報復に関与せずかつそれを防止しなければな
りません。部下は、マネージャーの行動をつぶさに
観察しています。報復と見なされる行動を察知し、
その行動に関与してはなりません。また、報復を受
けたり他の社員が報復されていると感じる場合は、
相談してくれれば、その懸念について適切かつ可能
な限り内密に対応すると、部下に伝えてください。
報復のない職場をメットライフが重んじていること
をマネージャーが社員に示すことが重要です。
直接的な報復には次のようなものが含まれますが、
これらに限定されません。
•

報復とは何ですか？

報復とは、スピークアップした社員に対して不当
な扱いをすることです。その例としては、これら
に限定されませんが、嫌がらせやハラスメントに
関する懸念を報告すること、調査に参加するこ
と、またはメットライフのポリシーに違反する指
示を拒否することなどが含まれます。
自分や他の人が報復を受けた、あるいはその疑い
がある場合は、直ちに報告してください。
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•

•

•

•

正当なビジネス上の理由がなく降格または解雇
する。

不当にあるいは正当な理由がなく、パフォーマン
ス評価を下げる。
正当なビジネス上の理由がなく報酬を減らすまた
は制限する。
社員すべてに提供されるはずの福利厚生やトレー
ニングの機会を与えない。
無礼または不当に厳しい態度で話したり、社員を
意図的に困らせるような行動をとる。

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

•

•

•
•

誰もやりたがらない仕事を割り当てる。正当なビ
ジネス上の理由なく仕事量を恣意的に増やす、ま
たは減らす。
同じ行為に従事した他の社員が懲戒処分を受けて
いないパフォーマンスの問題または行動につい
て、社員に懲戒処分を発令する。
情報を共有しない。参加する必要があるミーテ
ィング、イベント、ディスカッションから除外
する。
意図的に優れた仕事ぶりを評価しない。

非現実的な締切を設定して、期日を守れないよう
にする。

場合によっては、スピークアップした社員に対し
て、雇用に関する正当な行動を取ったとしても、そ
のタイミングが近ければ報復と捉えられ、法的リス
クが生じる可能性があります。したがって、問題を
報告したり調査に参加した社員と関与するときは、
常に自分の行動に注意する必要があります。

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

資産の保護

持続可能な取り組み

正しく業務を
遂行するために

このセクションのトピック：

利益相反を回避する

制裁方針を遵守する

商品やサービスを誠実に提供する

ガバメント・リレーションズのポリ
シーを遵守する

適切なコミュニケーションを行う
賄賂・汚職を防止する

マネー・ローンダリングを防止する

公正に競争する

重要な非公開情報を保有している期
間に取引を行わない

目次

行動規範の実践

利益相反を回避する

メットライフの社員として、私たち
は、メットライフ、お客さま、株主の
利益よりも、個人的な利得や利益を優
先してはいけません。利益相反は、社
員の個人的な利益が優先され、メット
ライフでの客観的な言動や業務遂行を
妨げる、あるいはそう見えるときに生
じます。これには、個人にとっての最
善の利益がメットライフ、お客さま、
株主にとっての最善の利益ではない状
況が含まれます。

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

私たちは、メットライフとそのお客さま、株主および
同僚に対して、誠実に行動し、説明責任を明確にする
ことをコミットしています。毎年メットライフの全社
員は、利益相反に関する報告を通じて、実際の利益相
反だけでなく、潜在的な利益相反やそう見られかねな
い状況を特定し、それに基づき講じられる管理計画や
調査に協力しなければなりません。利益相反に関する
報告の情報は常に正確かつ最新の状態である必要があ
ります。社員は、これらの利益相反に関する情報を会
社に提供することにより、メットライフ、お客さま、
株主、自分自身、同僚を保護することにつながりま
す。例えば、信頼・信用あるいは評判の失墜などのよ
うに、利益相反の結果として起こり得る悪影響を軽減
できるようになります。

こんな時どうする？
利益相反は、非倫理的なことや不適切なことがま
ったく行われていない状況でもなお発生し得ると
理解することが重要です。

利益相反の状況が生じること自体は、必ずしもメ
ットライフのポリシー違反ではありませんが、利
益相反の可能性を直ちに開示しないことは、例外
なく行動規範の違反となります。

副業・兼業、個人的な関係、金銭的な利害関係、
その他の状況を開示すべきかどうかが分からない
場合は、上司、部門長、またはグローバルエシッ
クスに相談してください。
通常、個別具体的な特定の事実と状況にもとづい
て評価できるよう、利益相反の報告に関連するす
べての情報を提供することが望ましいです。
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資産の保護

利益相反の年次報告期間が終了し
た後に報告に記入した情報を変
更・更新する必要が生じた場合
は、どうすべきでしょうか。
利益相反の報告の情報は常に正
確で最新の状態にする必要があ
ります。利益相反が発生する可
能性がある場合、または報告の
情報を変更する必要がある場合
は、上司に話し、利益相反に関
する報告ツールにアクセスして
回答内容を更新してください。
ホーム画面から「更新可能な
報告を表示（Show Disclosures
Available to Update）」を選択し
ます。詳細はグローバルエシック
スのサイトを参照してください。

持続可能な取り組み

マネージャーへのヒント！

マネージャーは、利益相反を管理するうえで、次
の責任を有しています。
•

•

•

•

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

さらに詳しく！


グローバルエシックス
のサイト
他
 社の取締役会・非営
利団体・ボランティア
などの活動への参加

1901 – 米国太平洋岸本店の社員

目次

行動規範の実践

適切なコミュニケーションを行う

社外の人とコミュニケーションを行う場合
には、メットライフの評判やブランドを守
るということを念頭に対応しなければなり
ません。日常のコミュニケーションにおい
ても、メットライフのスタンダードやプリ
ンシプルを伝えられるように配慮しなけ
ればなりません。なぜならば、これらがメ
ットライフの成功につながることだから
です。
個別の承認がないかぎり、メットライフを
代表する立場で声明を発表したり、発言を
することは認められません。すべてのメデ
ィア活動（例：インタビューやニュース
リリースなど）・公共の場での発言や講演
などソートリーダーシップの活動を行う場
合、また外部からスピーカーを招待する場
合には、シニアマネジメントの承認が必要
です。メディアからの問い合わせを受けた
場合は、コーポレートコミュニケーション
の担当者に速やかに連絡してください。

お互いを尊重し
大切にする
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 テークホルダー・エン
ス
ゲージメント・ポリシー
ソーシャルメディア・
ポリシー
インターナル・ソーシ
ャル・ポリシー

資産の保護

持続可能な取り組み

F a c e b o o k 、T w i t t e r 、P i n t e r e s t 、L i n k e d I n 、
Instagram、YouTube、ブログ、Wiki、チャットル
ームなどビジネスおよび非ビジネス（個人）での
ソーシャルメディアサイトでのやり取りに関する
一般的なガイドラインに従ってください。行動を
起こす前に、勤務地の社内規程や規制を確認して
ください。
•

•

•

•

さらに詳しく！

正しく業務を
遂行するために

透明性を持って：メットライフまたはそのビジネ
スに関するコンテンツをソーシャルメディアで公
開する場合は、自分がメットライフの社員である
こと、および、あなたが表明する見解はあなた自
身のものであることを明確にしてください。

守秘義務の遵守：顧客情報の機密性、会社の企
業秘密、機密の財務およびビジネス情報を保護
します。

敬意を持って：差別的、悪意的、わいせつ、脅
迫、威圧的と合理的に見なされる可能性のある
もの、または暴力、嫌がらせ、いじめの脅威と
なるようなものを投稿しないでください。例と
しては、法律または会社のポリシーによって保
護されているステータスに基づいて、誰かの評
判を傷つけたり妨害したりする、または敵対的
な職場環境を引き起こすことを目的とした投稿
が含まれます。メットライフのお客さま、消費
者、サプライヤーを中傷しないでください。
正確に：投稿する前に、正確さを考慮してくだ
さい。間違えた場合は、すぐに修正する必要が
あります。メットライフ、社員、お客さま、消
費者、サプライヤー、メットライフのために働
く人々、または競合他社について、虚偽だと分
かっている情報や噂を投稿しないでください。

社内コミュニケーションは、社外コミュニケーシ
ョンと同様に重要です。社内でコミュニケーショ
ンを行う場合も、行動規範、インターナル・ソー
シャル・ポリシー、適用される法令をすべて遵守
して、メットライフの情報を保護しなければなり
ません。
ソーシャルメディアや他の外部コミュニケーショ
ン手段を使用して営業活動を行ったり、商品やサ
ービスを宣伝したりすることは、規制上認められ
ていて会社が承認したプログラムまたはポリシー
の一環でないかぎり、行ってはいけません。

目次

行動規範の実践

商品やサービスを誠実に提供する

「募集行為（セールスプラクティス）」
とは、商品やサービスに関するお客さ
まの意思決定に影響を与えることを目
的として、メットライフによってまた
はメットライフのために行われる活動
を意味します。
メットライフは、倫理に基づいた営業
活動の文化を確立しており、その中心
にあるのが、お客さまに公正に対応す
ることです。公正・明確・透明性の高
い業務遂行が、メットライフの行動規
範・社内規程・準拠法で求められてい
ます。私たちが倫理に基づいた営業活
動を実践することで、メットライフの
評判が強化され、お客さまから信頼と
ロイヤリティを寄せていただけるよう
になり、またお客さまの人生設計をお
手伝いすることが可能になります。
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

メットライフのスタンダードとPurposeに従って行動
するために、私たちは、自分の役割に適用される社内
規程と手順を理解し、遵守しなければなりません。
•
•

•

•

•

お客さまの声に耳を傾け、ニーズに応える。

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

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

資産の保護

持続可能な取り組み

さらに詳しく！

 ットライフのグ
メ
ローバル・セール
スプラクティス・
ポリシー

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

賄賂・汚職を防止する

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

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

•

•

賄賂 – 個人や事業体の行動に不当に影響しよう
として、価値のあるものを提示・提供・要請・
受理すること。
リベート – 取引や他の状況に便宜を図った人に
対して支払われる合意済みの賄賂や裏金。
強要 – 脅迫や影響力を行使して、金品やサービ
スの提供を迫ること。
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意思決定に影響を及ぼしたり、ビジネスで不適切な利
益を得たりするために、贈答品や接待を提供または受
理してはなりません。

米国ならびに各国の法令では、制裁対象者に直接的、
間接的を問わずサービスを提供したり、取引を行う
ことを禁じています。制裁対象者は、個人に限定され
ず、企業・国・行政の場合もあります。制裁者は、個
人に限定されず、企業・国・行政の場合もあります。
メットライフの経済制裁コンプライアンスに関する社
内規程は、各国の経済制裁関連法令を遵守することを
求めています。社員は、勤務地の社内規程を理解し遵
守する責任があります。

贈答品および接待の価値が合理的で、その場の状況に
ふさわしく、不適切に見えることがないようオープン
かつ透明性が確保されていれば、適切で合法的な業務
上の贈答品および接待を授受することができます。贈
答品および接待は、本当に必要な取引関係に付随する
ものでなければなりませんが、いかなる状況において
も、メットライフに対する有利な取引と引き換えに、
贈答品または接待を提供することはできません。いか
なる形態であれ贈答品や接待を授受する場合は、必ず
事前にグローバル汚職防止方針および勤務地のポリシ
ーを確認し、法令に従わなければなりません。接待や
贈答には、タイムリーな報告に加えて、マネージャー
とコーポレートエシックス&コンプライアンス部門に
よる事前承認が必要な場合があります。

持続可能な取り組み

意思決定に影響を及ぼしたり、ビジネスで不適切
な利益を得たりするために、贈答品や接待を提供
または受理してはなりません。政府または非政府
関係者（サードパーティーまたはお客さまなど）
との間の贈答、接待、食事、旅行、宿泊、イベン
トチケットなどの支出に事前承認が必要かグロー
バル汚職防止方針を参照して、コンプライアンス
とマネジメントへのタイムリーな報告が必要です。

業務上、次の場合、価値のあるもの（贈り物な
ど）の授受は禁止されています。
•

•

•

•

•

•

贅沢または高価なもの

現金または現金同等価物（ギフトカードなど）
。ただし、文化的な慣習のため、勤務地の方針
などで許容されている少額な場合を除く。
準拠法や規制で禁止されているもの

実際のまたはそのように受け止められる賄賂ま
たはリベート
サービスまたは非現金報酬（雇用の約束など）

行為または意思決定に影響を与え、もしくはビジ
ネスを獲得または維持するのを支援するために不
適切な利益を確保することを目的とする場合

さらに詳しく！


グローバル汚職
防止方針

目次

行動規範の実践

制裁方針を遵守する

準拠法や規制は、制裁を受けた個
人、事業体、国、政府に対して直接
あるいは間接的にサービスを提供し
たり、あるいはその他の方法で取引
することを禁止しています。制裁対
象者は、個人に限定されず、企業・
国・行政の場合もあります。メット
ライフの制裁に関するコンプライア
ンスの社内規程は、各国の経済制裁
規制を遵守するように設計されてい
ます。
対象者は、通常、制裁リストで特定されており、特
定の国との禁輸措置や特定の事業部門が含まれてい
ます。経済制裁のリスクからメットライフを守るた
めには、制裁措置のスクリーニングと制裁を受けた
国の警告サインの一般的な認識が不可欠です。社員
は、勤務地および所属部門に適用される社内規程を
理解し遵守する責任があります。制裁措置の警告サ
インが出た場合は、上司とコンプライアンス部門に
エスカレーションし、指示やガイダンスを待ってか
ら手続きを始めてください。

さらに詳しく！

 ローバル・マネ
グ
ー・ローンダリング
防止方針
グローバル汚職防止
方針
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

マネー・ローンダリングを防止する

マネー・ローンダリングとは、違法な犯罪活動の利益を合法な利益であるかのよ
うに見せかけるプロセスです。
マネー・ローンダリングは、主に3つのステップで行
われます。
•

•

•

 法行為により手に入れた現金や他の資産を、金融
違
システムに送り込む。
その資産を、複数の金融機関または口座間で動かす
ことで、出所を分かりにくくする。
その資産を、一般の経済活動に取り込む（住宅の購
入など）。

マネー・ローンダリングを防止するため、注意深く行
動し、見込み顧客や他のサードパーティーに対して常
に正確にデューデリジェンスを行わなければなりませ
ん。メットライフの社員として、疑いを抱いたり何か
がおかしいと感じたりした場合は、臆せず報告するこ
とが重要です。
賄賂、不正行為、マネー・ローンダリング、制裁
違反の疑いを感じた場合は、然るべき報告先に直
ちに報告してください。質問がある場合は、金融
犯罪防止コンプライアンス（Anti-Financial Crimes
Compliance）に連絡してください。

目次

行動規範の実践

ガバメント・リレーションズの
ポリシーを遵守する

社員は、プライベートな時間に政治や
行政に関連する活動に参加することが
できます。

ただし、法律で許可されており、勤務地のガバメン
ト・リレーションズ担当者によって事前に承認され
ている場合を除き、就業時間、資金、財産を、政党、
組織または委員会、公的な役職または選挙の候補者を
支援するために使用してはなりません。公職に就きた
い、または選挙の立候補者や政党、委員会を支援した
い場合は、メットライフのリソースを一切使用せず、
個人的な立場で、プライベートな時間にのみに行って
ください。

こんな時どうする？

地元の自治体の役職に就き
たいと思っています。何を
する必要がありますか。

メットライフの社員として、連
邦、州（国）、または地方の公
職に立候補することや、任命ま
たは選出された連邦、州、また
は地方の公職に就くことができ
ます。ただし、メットライフを
代表あるいは代理人として、公
職に立候補したり公職に就いた
りすることはできません。

これらの役職に従事する前に、
グローバル・ガバメント・リレ
ーションズに連絡してください。
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

公務員との接触

公務員との接触には注意が必要です。メットラフイフ
を代表して公務員に直接的または間接的に価値のある
ものを提供する場合、事前承認やその他の要件が適
用されることがあります。準拠法および規制によって
は、個人的な政治献金が含まれる場合があります。何
らかの行動を取る前に、勤務地のポリシーとガイドラ
インを確認してください。
社員は公務員や選出議員、その配偶者または公職の候
補者が関与する慈善団体等を社内で奨励したり、その
組織のためにメットライフのリソースを使用する場合
は、事前にシニアマネジメントの承認を得る必要があ
ります。詳細については、メットライフの社員による
公務員との接触についておよびグローバル汚職防止方
針を参照してください。

資産の保護

持続可能な取り組み

公務員に関与する場合、メットライフや社員に
対し、法令等で定められた報告義務やその他の
要件が課される場合があります。メットライフ
での役職やメットライフのビジネスを支援する
ことに関連して、次の活動に関与する場合は、
事前にグローバル・ガバメント・リレーション
ズに連絡してください。
•

•

政府または公務員に連絡する。または、サー
ドパーティーに依頼してメットライフの代理
として連絡してもらう。
政府関係者と関わる協会または専門組織に参
加する。

さらに詳しく！

 員による公務員との
社
接触
ステークホルダー・エン
ゲージメント・ポリシー
グ
 ローバル汚職防止方針

目次

行動規範の実践

公正に競争する

反トラスト・カルテル法や独占禁止法
として知られている競争法は、自由で
開かれた競争、効率的なサービス、生
産性の高い経済を保護および促進する
ために制定されています。競争を阻ん
だり排除したりする活動や行動すべて
が、調査の対象となります。競合他社
との協調があったように見えるだけで
も、調査に足る事態と見なされ、重大
な処罰を科される可能性があります。
このため、たとえ故意ではないとして
も、これらの法令に違反することがな
いよう注意しなければなりません。

さらに詳しく！

反 ト ラ ス ト ・
ガイドライン
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

私たちは、自分だったらこういう対応を受けたいと思
うようなやり方で他の人に接しています。これには競
合他社も含まれ、つまり敬意を持って競合他社に接す
ることを意味します。メットライフの競合他社、その
商品やサービスについて中傷的な発言はしないでくだ
さい。私たちは、意欲的かつ公正に競争し、常に事業
を行う国の法令に従って行動します。
競合他社と接触する際は、事業に関する機密性の高
い情報には言及しないことです。また、その種の話題
が出た場合は、会話を即座に打ち切るようにしてくだ
さい。

競争法について質問がある場合は、PublicCompany.
law@metlife.comに連絡してください。

資産の保護

持続可能な取り組み

次のことは、絶対に行ってはいけません。
•

•
•

•

•

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

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

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

重要な非公開情報を保有している期間に取引を行わない
メットライフを含むすべての有価証券
に関する重要な非公開情報を知りなが
ら、その有価証券を売買してはいけま
せん。「インサイダー取引」とは、重
要な非公開情報を知っているにも関わ
らずその特定の有価証券を売買するこ
とをいいます。「ティッピング」と
は、重要な非公開情報を誰かに提供す
る行為で、その人がその有価証券を売
買する時に発生します。

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

1868 – メトロポリタン生命保険誕生

こんな時どうする？

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

どのようにして重要な情報かど
うかを見分けますか？

情報が「重要」と見なされるの
は、有価証券の市場価格に影響
する可能性が高い場合や、一般
的な投資家が有価証券の売買を
決めるに当たり重要と考える場合
などです。例えば、上場企業の財
務業績、合併・買収、事業の取
得・売却、新商品・新規事業、経
営幹部の変更などが、報道価値の
ある情報に含まれます。インサ
イダー取引とティッピングは、メ
ットライフのポリシーや各国の
法令に違反します。重要な非公開
情報について質問がある場合は、
PublicCompany.law@metlife.com
に連絡してください。

さらに詳しく！

 ットライフの
メ
インサイダー取
引ポリシー

目次

行動規範の実践

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

このセクションのトピック：

責任を持ってデータを取り扱う
個人情報を保護する

会社の資産を保護する

記録を正確に管理する

持続可能な取り組み

目次

行動規範の実践

責任を持ってデータを取り扱う

メットライフはデジタルを活用してお
り、データは会社にとって重要な資産
です。データの品質や精度は、私た
ちの日々の業務に不可欠です。使用す
るデータの種類とその使用目的を理解
し、潜在的なリスクと責任を管理する
必要があります。使用するすべてのデ
ータは、その安全を確保し、個人情報
を保護し、信頼を構築するために、責
任を持って取り扱う必要があります。
データ・ガバナンス方針では、会社の
データがいつでも業務に利用可能で、
同時に高品質かつ安全であることを担
保できるよう規定しています。お客さ
ま・社員・サードパーティーのデータ
は、責任を持って取り扱うようにして
ください。

さらに詳しく！

 ットライフ・デ
メ
ータ・ガバナン
ス方針
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

資産の保護

持続可能な取り組み

目次

行動規範の実践

個人情報を保護する

メットライフは、長年にわたって個人
情報の保護に対するコミットメントを
貫いてきました。私たちのお客さま・
社員・サードパーティーは、メットラ
イフは個人情報を保護し、特定の目的
にのみ使用し、プライバシーを尊重す
るものと信頼してその個人情報を託し
ています。個人情報とは、直接的また
は間接的に個人を特定する情報または
特定できる情報で、名前・メールアド
レス・公的身分証の番号・口座番号・
医療情報・ユーザーID・パスワードな
どが含まれます。
こんな時どうする？

今進めている仕事の続きを自宅の個人のコ
ン ピ ュ ー タ で 終 わらせたいと思っていま
す。必要なファイルを個人のメールアドレ
スに送信できますか。
個人情報を含むファイルを、個人のメール
アドレス（自分のメールアドレスを含む）
に送信しないでください。メットライフが
保有する個人情報を個人のメールアドレス
に送信し、メットライフが支給するデバイ
スではない個人のコンピュータで作業を行
うことは、メットライフのITポリシーと基
準に違反します。個人情報を含むファイル
の送受信には、メットライフのメールのみ
を使用してください。
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

メットライフが事業を行っている国や地域の多くで、プ
ライバシー保護を目的とした法令が制定されており、個
人情報の閲覧・収集・保管・処理・転送・破棄の方法を
規定しています。また、機微情報を処理する場合には、
さらに厳しい法的要件が課されることもあります。個人
情報とは何かを理解し、事業を行っている国や地域のプ
ライバシー関連法令に従うことが重要です。

全社員は、個人情報事故を防止・特定・報告しなければ
なりません。個人情報事故とは、個人情報の漏洩を招き
かねない開示・露出・紛失・不正アクセス・誤送信すべ
てを指します。メールの誤送信のように過失であって
も、個人情報が含まれていれば、個人情報事故となるこ
とがあります。個人情報事故は、適用されるプライバシ
ー関連法令によっては「データ侵害」と見なされること
もあれば、そうでないこともあります。個人情報事故の
発生が疑われる場合は、上司とスピークアップ（エスカ
レーション）ツールまたは勤務地の適切な連絡先に報告
することが重要です。メットライフは、適用されるプラ
イバシー関連法令に基づいてデータ侵害があったかどう
かを判断し、必要に応じて当局や被害者へ通知します。
個人情報事故の例としては、次のような状況が挙げられ
ますが、これらに限定されません。
•

•
•
•

資産の保護

プライバシー保護のための要件：
•

•

•

•

•

•

個人情報の収集・共有・使用は最小限に抑え、
業務遂行に必要な場合のみに限定する。
個人情報の収集・使用・処理は、プライバシー
ポリシーで説明された目的、かつ然るべき同意
や承認を得た目的のために行う。
メットライフのクリーンデスクや情報破棄要領
を遵守する。
個人情報を含んだメールを社外の受信者に送信
する場合は、安全な送信方法（例：暗号化）を
使用する。
個人情報は、正当な事業目的を遂行する場合に
かぎり、予め同意を得たサードパーティーに限
定して共有する。
国によってはデータの国外転送に制限を設けて
いるため、個人情報を国外へ転送する際は、事
前に法務部門に相談する。

個人情報が記載された文書を誤った宛先にメール送信
または郵送する。
個人情報を私用の個人のメールアドレスに送信する
個人情報を安全でない共有サイトに投稿する。

会社のノートパソコン・電話・その他のデバイスを紛
失する。

持続可能な取り組み

プライバシーおよび個人
情報の適切な使用に関し
て質問がある場合は、コ
ンプライアンス部門また
は法務部門に問い合わせ
てください。

さらに詳しく！

グローバル・
プライバシ
ー・ポリシー

目次

行動規範の実践
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資産の保護

持続可能な取り組み

会社の資産を保護する

メットライフの資産には、メットライフ
が保有する資産や業務遂行のために使用
する資産のすべてが含まれます。建物を
はじめメットライフが支給するコンピュ
ータやモバイル機器、メットライフのネ
ットワーク上にあるメール、さらに私
たちの知的財産まで、多岐にわたるもの
が資産と見なされます。社員にはメット
ライフの資産が提供されますが、これら
は業務目的に使用すると共に、損傷・損
失・誤使用・盗難を防がなければなりま
せん。メットライフの資産を個人的な目
的にごく稀に使用することは許容されま
すが、そうした使用が業務遂行の妨げに
ならず、またメットライフの社内規程や
適用法に違反しないよう注意しなければ
なりません。
1868 – 会社の資産を保
管した皮製のボックス
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メットライフの資産を使用する際は、必ずしもプライ
バシーが優先されません。メットライフの資産を社員
がどのように使用しているかは、監視される可能性が
あります。メットライフのネットワーク上で送信する
メール、コンピュータにダウンロードし保管する文書
ならびに業務中に開発するプログラム等は、すべてメ
ットライフの所有物です。

メットライフは、特許・著作権・商標・企業秘密など
の機密情報と知的財産を貴重なメットライフの資産
として開発および保護するために多大な時間とお金を
投資しています。
メットライフの役職員として在職中に、業務に関
連する知的財産を作成した場合、メットライフの
社内規程と法律に基づく一定の基準を満たさない
限り、メットライフがそれを所有します。メット
ライフを離れた後も、メットライフがこれらの資
産を所有していることは覚えておいてください。
サードパーティーが所有する知的財産は、それが
メットライフに対して適切にライセンス提供され
ていないかぎり、使用してはなりません。写真・
グラフィック・ソフトウェア・音楽やその他の知
的財産をメットライフのために使用することは、
通常、商業的な使用と見なされるために使用前に
所定の許可が必要です。その要件を特定し、適切
に使用するためのサポートは、法務部門が提供し
ています。

こんな時どうする？

プレゼンテーションに写真を使
うことはできますか。
写真・グラフィック・ソフトウ
ェア・音楽やその他の知的財産
をメットライフのために使用す
ることは、通常、商業的な使用
と見なされるために使用前に所
定の許可が必要です。サードパ
ーティーが所有している写真の
場合は、メットライフが使用す
る権利を有しているかどうかを
確認する必要があります。質問
がある場合は、法務部門に問い
合わせてください。

さらに詳しく！

情
 報セキュリ
ティ方針
S
 ecurity
Awareness Site

目次

行動規範の実践

記録を正確に管理する

大手金融機関として、メットライフ
は、正確・確実・完全な記録を管理す
ることを、お客さま・株主等から期待
されています。これら主要ステークホ
ルダーの期待を満たすことは、信用を
守り、財務状況を明確に説明し、当社
と他者が健全な事業決定を下すうえ
で、きわめて重要です。また、私たち
は、情報開示・財務報告・会計・記録
に関するすべての法令を厳密に遵守し
なければなりません。

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

メットライフの社員は、自分がアクセスすることので
きるすべての記録を責任を持って使用・管理しなけれ
ばなりません。社員一人ひとりがすべての財務記録・
会計記録・業務関連記録が正確かつ完全であり、一貫
性があり、かつ時機を得ていることを確認することが
必要です。そうした行為が、メットライフへの信頼や
評判につながります。

メットライフは、監査や検査を受けることがありま
す。メットライフのポリシーと法律または規制は、情
報に対するすべての適切な要求に完全に協力すること
を要求しています。同様に、監査または検査に影響を
与えたり、妨害しようとしてはならず、常に知り得る
限り正確な情報を提供しなければなりません。

こんな時どうする？

提出したばかりの経費報告書
に、金額の誤りがあったことに
気付きました。入力した金額
が、実際の経費よりもわずかに
高くなっていました。報告書を
修正する必要はありますか。
はい。メットライフは金融機関
であり、すべての記録を完璧に
正確に管理しなければなりませ
ん。わずかな誤差でも、当局や
監査役に懸念として見える可能
性があります。
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資産の保護

持続可能な取り組み

さらに詳しく！


Financial
Management
Code of Business Ethics

こんな時どうする？

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

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

目次

行動規範の実践

記録を正確に管理する（続き）
保存期限を定めた情報（保存情報）やそれを定めない
情報（保存不要情報）双方を、メットライフのインフ
ォーメーション・ライフサイクル・マネジメント・プ
ログラムに従って管理する必要があります。保存期限
を定めた情報は、メットライフの保存期間表の規定に
従って管理し、保存期間の終了後は安全な方法で破棄
しなければなりません。保存不要情報は、必要がなく
なった時点で安全な方法で破棄しなければならず、ま
た6年以上にわたって保存すべきではありません。ただ
し、訴訟ホールド（証拠保全）や調査のために必要と
される可能性のある情報は、すべて保存すべきです。
訴訟ホールドや他の保存義務の対象となる情報を、隠
匿・隠蔽・破壊・編集・偽造・削除することは、固く
禁じられています。

さらに詳しく！

イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ
ン・ライフサイク
ル・マネジメント方針
メットライフ文書保存
期間表
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お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

1868 – メトロポリタン生命保険の最初の保険証券

資産の保護

持続可能な取り組み
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このセクションのトピック：

プラスの影響を与える
環境を守る

地域社会への貢献

目次

行動規範の実践

プラスの影響を与える

メットライフは、持続可能な目標をそ
の目的とビジネスミッションと一致さ
せることで、お客さま、社員、株主、
地域社会、環境にプラスの影響を与え
ることに重点を置いています。健全な
環境、社会、ガバナンスの原則に沿っ
て持続可能な取り組みを行うことは、
私たちのビジネスの中核をなすもの
です。
私たちは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に
沿ったアプローチを取ることで、世界中で有意義な
変化に貢献しています。私たちはすべてのSDGsを
支持していますが、特に私たちのビジネスと関連性
が高い4つの目標「すべての人に健康と福祉を」、
「働きがいも経済成長も」、「人や国の不平等をな
くそう」、「気候変動に具体的な対策を」に重点を
置いています。

2020年には、米国の保険会社として初めて、企業に
よる世界最大の持続可能な取り組みの先駆けである
国連グローバル・コンパクト（UNGC）に参加しま
した。これは、企業が人権、労働、環境、汚職防止
の分野で普遍的な10の原則に沿った運営と戦略を行
うことを求めるものです。私たちは、これらの原則
をビジネスの重点を定める際の重要な指針として、
引き続き使用していきます。

33 | 行動規範

お互いを尊重し
大切にする

正しく業務を
遂行するために

環境を守る
よりよい明日を築くということは、環境を保護し、社
員、お客さま、株主、地域社会、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。社員、お客さま、ビジネスパートナーと協力して
環境目標を追求することで、温室効果ガスの排出を最
小限に抑え、世界中でより持続可能な働き方と生活を
実現することで、意義のある変化を起こすことを目指
しています。
私たちは、カーボン・ニュートラル（炭素中立）を達
成した米国で初めての保険会社であることに誇りを持
ち、2030年に向けた環境目標を発表して、優先課題
に関して前進を続けています。世界最大の金融機関の
ひとつとして、私たちは、気候変動に対応し環境を保
護するためにできることが、まだたくさんあること
を、認識しています。これからもフットプリントを減
らすための追加の方法を引き続き模索し、急速に変化
する世界でレジリエンスを高めていきます。

さらに詳しく！


メットライフの
サステナビリティ
メットライフ財団

2030年環境目標
国
 連グローバル・
コンパクト（UNGC）

資産の保護

持続可能な取り組み

地域社会への貢献

メットライフは、幼少期から定年に至るまでの生涯に
わたる財務の健全性に重点を置いており、それは投
資、社員の情熱とボランティア精神、メットライフ財
団の取り組みを通じて、私たちのビジネス戦略と人々
のために価値を創造するための不可欠な部分です。メ
ットライフ財団は、非営利団体や社会的企業と協働
し、ファイナンシャル・ヘルスの課題解決とより強固
な地域社会の構築を目指しており、メットライフの社
員にボランティア活動を奨励して影響力を高めていま
す。地域のニーズに応じて募金活動を行うとともに、
自らの時間と能力を提供し、カウンセリングやオンラ
インセッションなどを通じて、第三セクターにプロボ
ノ活動を行っています。
1900年代 – 予防接種を行う
メットライフの看護師
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用語集
メットライフ

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

重要な非公開情報

情報が証券市場価格に影響を与える、または合理的な
投資家がそれらの証券を売買するかどうかを決定する
上で重要な情報であると考える可能性が高い場合、情
報は会社の株式などの特定の証券にとって重要です。
情報は、内密にまたは信頼関係で（またはそのように
して受け取った人から）共有されている間、および広
く普及したコミュニケーションに含まれ、十分な時
間が経過し市場が情報を「吸収」するまで、非公開
です。

サードパーティー

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

善意

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

副業・兼業

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

個人的な関係

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

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

公務員

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

保存情報

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

保存不要情報

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

保存期間表

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

人権として守られるべき個々の特性

ハラスメントや差別から法律によって守られるべき個
々の特性。例としては、年齢や性別が含まれます。

訴訟ホールド

進行中または合理的に予期される法的措置、訴訟、税
務事項、調査、またはメットライフの弁護士が決定し
たその他の正式な事項に関係し得る情報を保存するた
めのプロセス。

メットライフのリソース

広義にはメットライフの知的財産、オフィススペー
ス、電話（固定電話と携帯電話）、コンピュータ機
器、ネットワークとシステム、ファックス機、メー
ル、メットライフの名刺、メットライフのレターヘッ
ド、コピー機、プリンター、メーリングリスト、事務
用品、および管理サポートなどを指します。

報復

報復とは、懸念を報告したり、調査に参加したり、メ
ットライフのポリシーに違反するような行動をするこ
とを拒否したりするなど、スピークアップした社員に
対して課される不当な扱いまたは罰です。報復は直接
的であっても間接的であっても、厳しく禁止されてい
ます。

スピークアップ（エスカレーション）ツール

メットライフの社員が利用できる全社的な報告・通報
リソースが1か所にまとまっています。このツールの
目的は、質問、問題、または懸念を報告する、安全で
簡単な方法を社員に提供し、最終的には企業全体でス
ピークアップできる文化を育成することです。
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