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2015年
GLOBAL IMPACTの
主な実績
価値の創造、未来への投資

倫理と誠実に裏打ちされた経営

•

 方債への投資159億ドル：行政によるインフラ、教育、
地
公衆衛生、住宅供給の取り組みを支援しています。

•

 スク委員会の拡大：リスク報告とストレステストのプ
リ
ロセスを向上させました。

•

 境への投資9 7 億ドル：3 7 か所の風力・太陽光発電
環
所、48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30億ドルの投資を行っています。

•

 ローバル倫理評価の開始：倫理的な企業文化を確実に
グ
浸透させる取り組みの一環として評価を進めています。

•

•

インフラへの投資78億ドル：空港、道路、港湾、パイプ
ライン、通信網、発電所などの欠かせないサービスを提
供しています。
 ミュニティ開発と住宅供給事業への投資16億ドル：住
コ
宅供給や公共施設開発のプロジェクト、そのほか低所得
層を支援する案件に投資し、目に見える重要なメリット
をもたらしています。

環境の保護
•

•

 国の保険会社として初めてカーボン・ニュートラル目
米
標を宣言：グローバルな環境目標を打ち出し、エネルギ
ー使用量と温室効果ガス排出量を2020年までに10％削減
すると約束しました。

•

•

•

 国のコールセンターが目標を上回る実績：初回通話で
米
の問題解決率、お客さま満足度、トランザクショナル
NPS（ネットプロモータースコア）などの指標で弊社史上
最高値を達成しました。

•

 術およびオペレーションに最大3億ドルを投資：差別化
技
されたお客さま体験の実現を目標に、業務基盤を近代化
し、高度な先進機能を開発しています。

•

 MyDirect」を導入：自動車保険への加入と保障の管理
「
を簡単にする完全にデジタルのプロセスを初めて導入し
ました。

•

 AXISグローバル・ベネフィッツ・ネットワーク
M
（GBN）を強化：アクサとの合弁事業であるMAXIS GBN
は、110か国以上のお客さまに従業員福利厚生のソリュー
ションを提供しています。

米国環境保護庁（EPA）より表彰：「クライメート・リー
ダーシップ賞」の温室効果ガス排出管理目標設定部門で優
秀賞を受賞しました。

MetLife Foundationの社会貢献
•

お客さま中心主義

 付総額4 ,9 0 0 万ドル：メ ッ ト ラ イ フ お よ び M e t L i f e
寄
Foundationによる寄付とサポートは、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多岐にわたっ
ています。
 員のボランティア時間数7万2,000時間以上：ボランテ
社
ィアおよびメンター制度の「LifeChanger」に12か国で
600人以上が参加するなど、社員が積極的にボランティア
活動に従事しています。
 ァイナンシャル・インクルージョンへの助成金1億ドル
フ
以上：2017年までに2億ドルの拠出を約束した5か年計画
が中間点を超えました。

すばらしい職場の創造
•

組織健全性指標調査に社員4万人が回答：優先課題領域で
大きく進歩したことを示す結果が報告されました。

•

「ウェルネス・フォー・ライフ」を導入：メットライフ
初のグローバルなウェルネス・プログラムを立ち上げま
した。

•

グローバルな等級制度を確立：社員にとってキャリア成
長の機会が模索しやすくなり、また効果的に人材管理で
きるようにするための制度です。

•

インクルージョン指標を導入：ダイバーシティ＆インク
ルージョンが職場の文化にどれだけ浸透しているかを測
定しています。

•

 様性のあるビジネスパートナー700社以上と取引：女
多
性やマイノリティなどの経営する企業との取引がサプラ
イヤ支出の10.2％を占めました。
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会長・社長 兼
最高経営責任者からのご挨拶

2015年、メットライフは、今まで以上に大きな価値をすべてのステークホルダーの皆様にお届けする会社になるという目標
に向けて重要な進歩を遂げました。
事業経営においては、企業戦略の次なるフェーズとして「Accelerating Value」を導入しました。
この戦略を実行するには、事業のあらゆる部分を、お客さま、競合他社、そして現金保有高という3つのレンズを通して眺め
る必要があります。これにより、お客さまにとって真に差別化された価値提案をもたらし、明らかな競争力を持てる事業分野
に資本を投入できるようになります。また、株主の皆様の現金収益を持続可能なかたちで拡大することにもつながります。
これらの見直しと全体的な規制環境の評価を行った結果、弊社は今年初め、米国の個人向け事業の大部分を分離し、米国の
エージェンシー・チャネルをマスミューチュアルに売却することを決定しました。これらの行動が、今後のメットライフに
大きなメリットをもたらすと考えています。
こうした事業最適化と再構成を背景に、良き企業市民として責任を果たし、世界にポジティブな影響をもたらすため、弊社
は重要なステップを取りました。これには次のようなものがあります。
環境の保護：2016年末までにカーボン・ニュートラルな事業経営を達成するという野心的な目標を打ち出しました。ま
た、2020年までに他のいくつかの新しい環境目標も達成することを約束しました。弊社のコミットメントの重要性は、米国
環境保護庁（EPA）から評価され、「クライメート・リーダーシップ賞」の温室効果ガス排出管理目標設定部門で優秀賞を受
賞しました。

メットライフの社員は、世界各地で延べ7万2,000時間以上にわたりボランティア活動に従事しました。ハビタット・フォ
ー・ヒューマニティと協力して住宅の建設を手伝ったり、カブーム！を支援して子供のための遊び場を作ったり、あるいは
「LifeChanger」プログラムのメンターとして青少年に仕事や金銭管理についての知識を教えたりしました。
コミュニティ開発や住宅供給プロジェクトへの投資は16億ドルに達し、インフラ開発プロジェクトへの投資は78億ドルとな
りました。
すばらしい職場の創造：ダイバーシティとインクルージョンが会社の文化にどれだけ浸透しているかを測定するため、新し
くインクルージョン指標を策定しました。また、社員がキャリア開発の計画を立て、機会を見つけられるようにするため、
グローバルな等級制度を新しく確立して、世界各国の職務を標準化しました。
このほか、『コーポレート・レスポンシビリティ』誌が選ぶ「ベスト・コーポレート・シチズン100社」に初めて選出されま
した。このランキングは、気候変動、社員待遇、環境、財務、ガバナンス、人権および慈善活動、コミュニティ支援の7つの
カテゴリーにわたる企業の実績に基づいて決定されます。
メットライフは、財務業績だけでなく、環境、社会、ガバナンスの実績においても、いっそう野心的な目標を常に設定して
いくことに誇りを抱いています。そうすることにより、すべてのステークホルダーにとって、よりサステナブルな未来を築
いてまいります。

同時に、再生可能エネルギー開発プロジェクトやエネルギー効率の高い建物に新規投資したことにより、環境投資のポート
フォリオ総額は97億ドルに拡大しました。
豊かなコミュニティの構築：世界中の低所得層の人々に金銭管理の知識と金融サービスを浸透させるという目標に向けて、
さらに前進しました。このファイナンシャル・インクルージョンの活動に対して、MetLife Foundationは、さらに3,000万ドル
の助成金を拠出しました。
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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.

会長からのご挨拶
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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。今後、これらの目標に向けた進捗状況を随時報告することで、グローバルな社会貢献の約束を果
たし続けていく所存です。

「持続可能な開発目標」への寄与に関する目標

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、国連の「持続可能な開発目標」
（SDGs）に寄与しています。弊社のGlobal Impactの活動は、持続可能な開発目標を直接的にサポー
トしています。本報告書では、その該当部分を各所に明示しています。

MetLife Foundationの目標

持続可能な開発のための

• 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。

グローバルな目標

サプライヤの多様性に関する目標
•
•
•

 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
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。
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。

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

ジェンダー平等を
実現しよう

産業と技術革新の
基盤をつくろう

人や国の不平等
をなくそう

住み続けられる
まちづくりを

安全な水とトイレ
を世界中に

環境に関する目標
•
•
•
•

 016年中にカーボン・ニュートラルを達成する。
2
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二酸化炭素排出量を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。

お客さまに関する目標
• ネットプロモータースコア（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。

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

気候変動に
具体的な対策を

働きがいも
経済成長も

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

つくる責任
つかう責任

パートナーシップで
目標を達成しよう

社員に関する目標
•
•
•

 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。
全
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。
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。

リスク管理と倫理に関する目標
•

 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
す
管理の企業文化を確立する。

•

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。
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「2 015年9月25日に開催された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。このアジェンダには、2030年までに貧困を終わら
せ、不平等や不公正を是正し、気候変動の対策を講じるための
17の持続可能な開発目標（SDG）が含まれています」
—国連開発計画

メットライフのGlobal Impact目標
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価値の創造、
未来への投資

メットライフは、世の中のトレンドを
把握し、ポートフォリオを積極的に管
理し、常にリスクを管理することで、
投資資産の健全なスチュワードシップ
を維持しています。
メットライフの販売する商品は、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クラスと市場にわたって
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。

メットライフ2015年Global Impact報告書

主な実績：
•

 方債への投資159億ドル：行政によるイン
地
フラ、教育、公衆衛生、住宅供給の取り組み
を支援しています。

•

環境への投資97億ドル：37か所の風力・太陽
光発電所、48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
30億ドルの投資を行っています。

•

 ンフラへの投資78億ドル：空港、道路、港
イ
湾、パイプライン、通信網、発電所などの欠
かせないサービスを提供しています。

•

 ミュニティ開発と住宅供給事業への投資16
コ
億ドル：住宅供給や公共施設開発のプロジェ
クト、そのほか低所得層を支援する案件に投
資し、目に見える重要なメリットをもたらし
ています。

価値の創造、未来への投資
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インパクト投資

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。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。メットライフは、世界各
地の地域社会に深く関与することで、数百万人という人
々にポジティブな影響を及ぼしています。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、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。このことを念頭に置いて、メッ
トライフでは、競争力のあるリスク調整後リターンが見
込める資産に投資して、お客さまへの約束を果たせるよ
うにしています。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。

メットライフのグローバルな
分散ポートフォリオ

4.8% 3.8% 2.7% 2.2%

33.5%

14.1%

14.8%

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。

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、空港、港湾、道路、パイプライン、通信網、
発電所などの欠かせないサービスを提供する資産が含ま
れています。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、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、二酸化炭素と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。

運用資産の例：

地方債への投資
メットライフは、地方債に投資して、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し
ています。地方債への投資は1996年から続けてきまし
た。2015年12月31日現在、メットライフは、ワシントン
DCおよび米国47州の425の自治体に投資しています。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。

ストラクチャードファイナンスのポートフォリオ
658億ドル 運用資産の14.1％*
不動産および農業投資
817億ドル 運用資産の17.5％*

メットライフの投資運用サービス

1,558億ドル 688億ドル

658億ドル

投資適格
社債

ストラクチャ 米国債・政府 外国政府
ードファイナ 機関債
国債
ンス

抵当貸付

617億ドル

505億ドル

221億ドル

176億ドル

129億ドル

104億ドル

現金および
短期投資

低格付社債

投資用不動産

株式

* 2015年12月31日現在。GAAPに準拠しない財務情報、定義、調整情報については、62～63ページの「法律上の開示事項」をご覧ください。
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エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

目標7

すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的エネルギーへの
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目標7.2（再生
可能エネルギーの割合を拡大させる）、およ
びSDG目標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。

インフラへの投資

メットライフの投資ポートフォリオ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。

社債および外国政府国債のポートフォリオ
2,239億ドル 運用資産の48.1％*

13.3%

環境への投資

例えば、メットライフは2 0 1 5 年、ゼネラル・エレク
トリックと提携して、マイクロソフトのシカゴのデー
タセンターに電力を供給するイリノイ州の風力発電所
に投資しました。風力発電への投資は合理的なレベル
のリスクで安定した長期的なリターンをもたらすと、
メットライフでは考えています。また、これらの投資
は、二酸化炭素と温室効果ガスの排出削減にも大きく
貢献します。

運用資産4,656億ドル*

10.8%

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。

持続可能な開発目標

自社のポートフォリオで実践しているインパクト投資
に加え、メットライフの投資運用部門では、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。2015年12月31日現在、メットライフがお客さまに
ご案内した環境配慮型の建物と再生可能エネルギー関連
の投資機会は、60億ドル近くに達しました。

環境への投資
• 再
 生可能エネルギー開発プロジェクトへの
投資額30億ドル

• 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48物件に出資

環境に配慮した
建物への投資
メットライフが不動産物件に投資するにあたって、
エネルギー効率とサステナビリティはきわめて重要
な検討項目となっています。建物が人々やコミュニ
ティ、そして環境に与える影響を、弊社では認識し
ています。世界の気候変動や資源の限界といった問
題も、規制の強化や入居者の要求の高まりなどと相
まって、投資決定と財務業績に大きな影響を及ぼし
ています。
これに対応するため、メットライフでは、「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、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。

価値の創造、未来への投資
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ホームオーナーへの
道を支援

コミュニティ開発と
住宅供給事業

メットライフは、住民が所有者となるプレハブ住宅
コミュニティ（ROC）の開発を支える画期的な抵当
貸付商品を実現するため、ROC USA®キャピタルお
よびナショナル・コーオペラティブ・バンクとの
4,000万ドルの融資パートナーシップに参加してい
ます。過去2年間で20州のROCに1,500万ドルの融
資を保証しました。

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。このカテゴリーに
おける弊社の最優先項目は、ファイナンシャル・イ
ンクルージョンへの投資です。現在は十分なサービ
スを受けられずにいる人たちが、金融ツールを利用
して生活に伴うリスクを管理し、機会を手にできる
ようにする活動をサポートしています。メットライ
フのコミュニティ投資には、住宅供給、公共施設開
発、そのほか低所得層を支援する案件への投資など
が含まれています。

このパートナーシップは、低所得層の住民がプレハ
ブ住宅コミュニティを取得し、長期的に所有・管
理・改善していけるよう、全国的な資金調達市場を
開発するのに役立っています。

会計年度

2015年公正価値

2015年投資

$15,854

$1,840

環境への投資

9,692

969

インフラへの投資

7,780

1,679

コミュニティ開発と住宅供給事業への投資

1,640

446

$34,966

$4,934

地方債への投資

総額

包摂的で安全かつ強靭（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する
メットライフのコミュニティ開発と住宅供
給事業への投資は、SDG目標11.1（安全かつ
安価な住宅へのアクセスを確保する）をサ
ポートしています。

メットライフは2015年、住宅供給、公共施設開
発、クリーンテクノロジー、小規模事業者への
融資、その他の事業を通じて、暮らしの向上を
サポートする取り組みを実践しました。
2017年7月に竣工予定の「シティセンター」アパートの
完成予想図

「シティセンター」アパートに
2,600万ドルを出資。ワシントン
州でライトレール発着駅の近く
に347戸の低価格賃貸住宅を建設
するための資金を出資します。

メットライフのインパクト投資（単位：百万ドル）*

住み続けられる
まちづくりを

目標11

メットライフのコミュニティ
開発と住宅供給事業への投資
2015年実績

「メ ットライフが全米で1,500万ドルの抵当貸付を購入すると約
束してくれたことにより、ROC USAは、規模を拡大し、最も有
望な場所で活動できるようになります。この投資のおかげで、
低・中所得者のホームオーナー1,000人が、プレハブ住宅のある
土地を購入し、コミュニティを管理運営することで、将来的な
安定を手にできるようになるでしょう」
—Michael Sloss氏、ROC USAキャピタル マネージング・ディレクター、メットライフの資金援助について

持続可能な開発目標

バイタル・ヘルスケアに500万ド
ルを投資。バイタル・ヘルスケ
アは、低所得地域に基本医療サ
ービスと新規雇用をもたらすこ
とを目的としてコミュニティ開
発をサポートしている新しい金
融機関です。

ブリッジ・ベンチャーズの「US
サステナブル・グロース・ファン
ド」に500万ドルを拠出。このフ
ァンドでは、低所得コミュニティ
の経済成長と環境サステナビリテ
ィをサポートする、医療、教育、
サステナブル・リビング分野の成
長企業に投資します。

リビング・シティーズの「ブレ
ンド・カタリスト・ファンド」
に500万ドルを融資。このファン
ドでは、低所得者層やコミュニ
ティの収入創出と資産構築に役
立つ画期的な取り組みに投資し
ます。

*「主な実績」をご覧ください。

メットライフ2015年Global Impact報告書

価値の創造、未来への投資
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倫理と誠実に
裏打ちされた経営

メットライフは、最高水準の倫理を貫
き、お客さまやコミュニティから信頼
されるパートナーとして行動します。
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責任を
負うことを意味します。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
戦略に整合させています。このアプローチの結果とし
て、お客さまは自らリスクを取らなくともメットライ
フに安心して任せることができるのです。

メットライフ2015年Global Impact報告書

主な実績：
• リスク委員会の拡大：リスク報告とストレス

テストのプロセスを向上させました。

• グローバル倫理評価の開始：倫理的な企業文

化を確実に浸透させる取り組みの一環として
評価を進めています。

倫理と誠実に裏打ちされた経営
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リスク管理と
倫理の企業文化

持続可能な開発目標
平和と公正を
すべての人に

メットライフは、厳格なリスク管理の文化を明確に定義
し、全事業部門に深く浸透させています。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、すべての社員に対して期待しています。弊
社のリスク管理のフレームワークでは、取締役会やシニ
アマネジメント委員会といった複数の機能から成る強力
なガバナンス・フレームワークの範囲内で健全なリスク
を取ることを定めています。また、このフレームワーク
には、確固としたリスク・アペタイト・フレームワー
ク、リスク・ポリシー、重大なリスクの制限、さらにシ
ニアマネジメント、リスク委員会、取締役会への包括的
な報告プロセスも含まれています。
メットライフが社員に対して期待す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。この行動規範は、すべての社員、管理職者、取締役
に向けた簡潔なガイドで、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を
表明し、順守を宣誓するよう義務付けています。

メットライフは2015年、リスク管理フレームワークに一
連の改良を加えました。全社的なリスク・アペタイト・
ステートメントに加え、主要地域（南北アメリカ、アジ
ア、ヨーロッパ・中東・アフリカ）のそれぞれに対する
リスク・アペタイト・ステートメントも導入しました。
さらに、地域レベル、各国レベルのリスク委員会とリス
ク報告を拡大して、ベストプラクティスを実現するとと
もに、厳格になりつつある規制環境にも複数の国と地域
で対応しました。また、ストレステストのプロセスも拡
大して、GAAP資本、法定資本、経済資本など複数のレン
ズを通した資本評価も導入しました。

メットライフは、お客さま、社員、その他のステークホルダーと交わす約束を果たすため、確実なリスク管
理を実践しています。
2015年、弊社では、全社員の必須トレーニングコースとして「3つの防衛線」を新たに導入しました。イン
タラクティブなモジュールを使って様々な防衛線について学び、メットライフのリスク管理において社員が
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です。今日までに社員の98％がこのコースを修
了しました。
第2の防衛線

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目標16.6（説明責任のある透明性の高い機関
を発展させる）をサポートしています。

メットライフの
シニアマネジメント

ガバナンス

事業部門、業務機能

リスク管理、企業倫理＆コンプライアン
ス、ITリスク＆セキュリティ

エンタープライズ内部監査

事業部門の監督と助言の提供、総合的なリ
スクのモニタリング、第1の防衛線の統制

2015年グローバル倫理評価
メットライフは、倫理の文化を創造し継承していくために努力しています。この方針をサ
ポートするため、2015年にグローバル倫理評価を実施しました。現在、この評価結果に対
応するための行動計画を策定中です。この行動計画を2016年に全世界の事業拠点で実践
し、2017年後半にフォローアップ調査を行って行動計画の有効性を測定する予定です。

40か国以上 59%
調査結果に含まれた
事業展開国

調査に回答した
社員の割合

89%

32%

行動規範とその研修が自分
の業務に関係し、実際に役
立つと答えた社員の割合

金融サービス業界他社のグローバ
ル倫理評価の平均スコアを上回っ
た割合*

1,500件以上
提出された
意見の数

第3の防衛線

事業部門のリーダー
主な行動責任と説明責任
リスクの特定、評価、低減

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あ
らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂
的な制度を構築する

エンタープライズ・リスク・マネジメント
（ERM）ツールの向上

「3つの防衛線」モデル

第1の防衛線

目標16

独立した立場からの保証、独立的・客観的
な意見の提供

* メットライフの評価結果を金融サービス会
社の代表サンプルの評価結果と比較

第1の防衛線は、リスク管理の最前線です。ここでは、検出、モニター、管理などのツールを使ってリスクを特定、評価、低
減します。第2の防衛線は、リスク管理、コンプライアンス、ITリスク＆セキュリティといった弊社のミドルオフィスです。
これらの部門は、監督者かつ助言者として機能します。最後の防衛線は、内部監査部門です。

メットライフ2015年Global Impact報告書

倫理と誠実に裏打ちされた経営
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誠実に根ざした
政策への働きかけ

持続可能な開発目標 目標10
人や国の不平等
をなくそう

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
造や事業慣行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、お客さまの必要としている商
品やサービスを提供するための事業力を高めています。

各国及び各国間の不平等を是正する
目標：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目標
10.5（世界金融市場に対する規制の実施を
強化する）をサポートしています。

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。2015年に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。

マネーローンダリング
防止トレーニングを全
世界で実施
2015年9月、メットライフは、全世界の社員を対象
に必須のマネーローンダリング防止オンライン学習
コースを導入しました。マネーローンダリングを特
定し防止するための方法を教えるこのトレーニング
は、24か国語で提供されています。各国の事業部
門に合わせてカスタマイズされていて、現地のマネ
ーローンダリング防止に関するポリシーと手順への
リンクが盛り込まれています。
これまでにこのトレーニングに2万3,000人以上の社
員が登録し、社員の96％が修了しました。
受講後 の 任 意 の ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 回 答 者 の
90％以上が、コース内容が自分の業務に「関連性
があった」または「非常に関連性があった」と答え
ています。

メットライフ2015年Global Impact報告書

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。
2015年に改訂された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。

メットライフのポリシーとその実践につ
いて、詳細はmetlifeglobalimpact.comを
ご覧ください。
•

コーポレート・ガバナンス

•

倫理的で誠実な事業経営

•

不正防止ポリシー

•

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

全社員が、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責任を負っています。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。
倫理と誠実に裏打ちされた経営
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お客さま中心主義

お客さまにとって最高の体験を創造
し、維持することが、メットライフの
最優先目標です。
メットライフは、世界中で毎年数百万人というお客さ
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。
お客さま中心主義の文化を醸成し浸透させるための
努力は、様々な形態で実践されています。プロセス
を標準化してシンプルにする技術への投資から、画
期的な商品開発まで、メットライフは、最高のお客
さま体験をお届けするための努力を惜しみません。

メットライフ2015年Global Impact報告書

主な実績：
•

 国のコールセンターが目標を上回る実績：
米
初回通話での問題解決率、お客さま満足度、
トランザクショナルNPS（ネットプロモータ
ースコア）などの指標で弊社史上最高値を達
成しました。

•

 術およびオペレーションへの投資額が最大
技
3億ドル：差別化されたお客さま体験の実現
を目標に、業務基盤を近代化し、高度な先進
機能を開発しています。

•

 MyDirect」を導入：自動車保険への加入と
「
保障の管理を簡単にする完全にデジタルのプ
ロセスを初めて導入しました。

•

 AXISグローバル・ベネフィッツ・ネットワ
M
ーク（GBN）を強化：アクサとの合弁事業で
あるMAXIS GBNは、110か国以上のお客さま
に従業員福利厚生のソリューションを提供し
ています。

お客さま中心主義
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リレーションシップNPS
のスコア：

35%向上

2014年
から
2015年
にかけて

 ットライフは、個々のト
メ
ラ ンザクションのN P S （ネ
ットプロモータースコア）
だけでなく、お客さまとの
全体的な関係を理解し向上
させることを目指していま
す。米国の保険会社のリレ
ー ションシップN P S を調べ
たSatmetrixの報告書による
と、メットライフのスコア
は 2014年から2015年にかけ
て35％向上しました 。*

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、お客さまとのあらゆるタッチポイント
で卓越したサービスを提供することを目指しています。
これを測定するひとつの方法が、トランザクショナル
NPSです。この指標は、お客さまが他の人に弊社のこと
を推薦する可能性がどれだけあるかを測定するもので
す。その基本となっているのが、メットライフとの様々
な接点における経験です。これを弊社では「真実の瞬
間」と呼んでいます。

実績をさらに高めるために
Model Officeの導入
2015年、メットライフは、「Model Office」と称する取
り組みを開始しました。業務の有効性を高め、請求書発
行や給付金請求のプロセス、さらには連絡窓口などあら
ゆる対応において一貫したお客さま体験を実現するため
の活動です。2015年には業務部門ごとにそれぞれ1か所
のModel Officeを試験的に設置しました。今後1年にわた
ってこの取り組みを拡大し、さらに多くのお客さまに到
達していく予定です。

•

 断：現状を記録し、データを収集して、現在の体験
診
がお客さまのニーズをどれだけ満たしているかを把握
する。

•

 計：お客さまのニーズに合わせて真実の瞬間のソリ
設
ューションを開発する。

•

試 験運用：そのソリューションを1か国で試験的に導
入し、そこで学んだことに基づいてModel Officeを改
良する。

•

 格導入：各地の個別の状況に合わせて調整したうえ
本
で、2019年までの広範な採用を目指して順次導入して
いく。

•
•
•

•

•
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 ットライフとの取引が簡単になる
メ
迅速で正確な対応が受けられるようになる
直観的で質の良いコミュニケーションができるように
なる

社員へのメリット：

•

* 出典：Satmetrix、2016年米国生命保険会社のベンチマーク

メットライフの「大使表彰プログラム」は、画期的なソリューションを開発してお客さま体験の向上に寄与
した社員を表彰する制度です。2015年には次のようなソリューションが表彰されました。

ブラジル：

イギリス：

テキストメッセージを使って

従業員福利厚生制度の更新処理にかかる時間を

毎月2万件以上

29%

の診察予約

短縮

お客さまがテキストメッセージを使って簡単に歯科医を
見つけられるようにしました。今では毎月2万件以上の
診察予約が、この方法で行われています。

従業員福利厚生制度の更新プロセスを改善し、それまでの30ステ
ップを5ステップに減らしました。この結果、処理時間が29％短
縮され、更新データのリクエストに必要な準備時間も45日短縮さ
れました。

Model Officeの4つのステップ：

お客さまとビジネスパートナーへのメリット：

過去1年の間に、メットライフの米国のコール
センターは、初回通話での問題解決率、お客さ
ま満足度、トランザクショナルNPSの目標数値
を上回り、弊社史上最高値を達成しました。

お客さま中心主義のソリューションを社員が開発

 ストプラクティスや最も有効なツールを利用できる
ベ
ようになる
お客さまの声に基づいた改良のチャンスがもたらされる
働きがいのある職場環境が創られる

差別化されたお客さま体験への投資
メットライフは、差別化されたお客さま体験を実現する
ため、技術およびオペレーションに最大3億ドルを投資し
て、業務基盤を近代化し、高度な先進機能を開発してい
ます。2015年には予算の50％以上をデジタル関連のプロ
ジェクトに投じ、弊社のスケールメリットを活かすため
のグローバルな技術プラットフォーム開発に引き続き優
先的に取り組みました。
弊社の事業にとって関連性の高い最先端の技術を特定す
るため、メットライフ投資部門の資金提供先であるベン
チャーキャピタルから出資を受けた新興企業と社内の技
術チームが定期的に会合を開いています。2015年には、
こうした新興企業20社が、ノースカロライナ州のグロ
ーバル・テクノロジー・キャンパスで開催されたデジタ
ル・イノベーション・サミットに参加し、社内各部門を
代表する100人以上の社員と交流しました。このイベン
トの結果として、現在10件の共同開発が進められてお
り、デジタル・ソリューションを活かしてお客さま体験
を向上させる努力が続けられています。
技術を活かしてお客さま体験を向上させる努力が結
実した一例が、自動車・住宅保険部門の新サービス
「MyDirect」です。自動車保険のプロセスを完全に自動
化した初のソリューションで、米国のお客さまがモバイ
ル機器から保険に申し込み、保障内容を管理し、給付金
の請求や保険料の支払いを手続きできるほか、事故情報
を記録しアップロードすることも可能です。MyDirectは
現在約10州で提供されていて、2016年中に全米で発売す
る予定です。

お客さま中心主義
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持続可能な開発目標
働きがいも
経済成長も

目標8

包摂的かつ持続可能な経済成長及びす
べての人々の完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい雇用（ディ
ーセント・ワーク）を促進する
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目標8.10
（金融機関の能力を強化し、保険及び金融サ
ービスへのアクセスを促進・拡大する）をサ
ポートしています。

アクセスの向上

•

MAXISグローバル・ベネフィッツ・ネットワーク*
サービス地域を拡大し、グローバルなソリューションを
お客さまにお届けするためにメットライフが活用してい
る手段のひとつが、アクサとの合弁事業、MAXISグロー
バル・ベネフィッツ・ネットワーク（GBN）です。MAXIS GBNは、アクサとメットライフの事業規模、資本力、
安定性を活かして、総合的でグローバルな従業員福利厚
生のソリューションを実現しています。メットライフと
アクサをはじめ各地で高い定評を誇る保険会社へのアク
セスをお客さまに提供し、世界110か国以上でサービスを
展開しています。このパートナーシップを通じてメット
ライフは、業界最高のお客さま体験と福利厚生制度の革
新的な管理手段をグローバルにお届けしています。

「対応してくれたダンさんは、最愛の人を亡くした気持ちをと
てもよく理解してくれ、心から気にかけている様子を示して
くれました。たまたま電話を受けただけなのに、私が気持ち
を吐き出すのを真剣に聞いてくれました。そのことは、この
電話から得た最も重要な点のひとつでした。ダンさんとメッ
トライフにお礼を申しあげます」
—メットライフのお客さま

•

 Beautiful」は、女性が美しく健康な生活を送り、
「
その間にも病気を患った場合の保護と経済的な安心を
もたらすために設計された、初のライフスタイル＆健
康プランです。ライフスタイル、フィットネス、美容
に関係したサービス、総合的な健康診断、そして重大
疾病に対処する定評ある専門医や病院を紹介するヘル
ス・コンシェルジュのサービスを提供します。

イノベーションの文化を
構築する「ルーメンラボ」

「 GoldenCare」は、退職後の生活を健康と金銭の両
面からサポートする個人プランです。重大疾病、心臓
発作、脳卒中を患った場合の年金給付額を倍増し、業
界初のアンチエイジング・サービス、健康回復、訪問
介護サービスといった重要な医療サービスをお届けし
ます。

2015年に開設されたメットライフの「ルーメンラ
ボ」は、イノベーション分野の専門家によって運営
されている、これまでに例のないイノベーション・
センターです。健康管理、財産管理、エイジングと
いった領域でアジアのお客さまが抱えているニーズ
をとらえた新規事業の開発を推進し、そのサポート
を提供しています。

充実の保護を、さらに多くのお客さまに
ブラジルのメットライフは、現地企業のAES Eletropaulo
と10年間の保険販売契約を結びました。サンパウロ州を
中心として800万世帯に対し、弊社の商品を総合的に提
供していくことが目的です。テレマーケティング、デジ
タルおよびモバイルのメッセージング、営業所などの様
々なチャネルを通して、月平均5米ドル未満の商品を提供
します。

2015年にはこのルーメンラボが、アジア各地で15
回以上にわたりワークショップや集中イベントを開
催しました。各国のチームが持ち寄ったお客さま
についての情報とルーメンラボのイノベーターが
提案する有機的なアイデアを組み合わせることで
多数の事業アイデアが開発され、それらが現在、「
試験＆学習」と呼ばれるパイロット・プロセスで
試されています。例えば、健康管理についての知
識をクイズ形式で学習するゲーミフィケーション
型の啓蒙アプリ「BerryQ」、世代を超えて体系的
に体験を語り継いでいくためのプラットフォーム
「Rememory」、様々な保険商品に透明性をもた
らし啓蒙教育をサポートするオンライン保険ツール
の「Misir」などがあります。2016年には、マレー
シア、ベトナム、日本、中国、インド、シンガポー
ルで、さらに集中イベントを開催する計画です。

お客さまの最も大切な資産を保護
2 0 1 5 年、チリのメットライフは、 同国最大の公営銀
行、Banco Estadoの住宅ローンを利用するお客さますべ
てに対して住宅保険を提供する会社となりました。21万
1,000世帯以上のご家族とその資産を保護しています。

「Met99」：自由度の高いメキシコの低価格保険
「Met99」は、メキシコのファイナンシャル・インクル
ージョンを推進する生命保険です。下位中間所得層を対
象とし、保険代理店を通じてお客さまの職場で販売され
ています。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。
Datos de Asesor

アジアで発売した「Educare」、
「GoldenCare」、「Beautiful」
2015年、メットライフは、アジア市場のお客さまのニー
ズに対応する3つの画期的な商品とサービスを導入しま
した。

持続可能な開発目標
すべての人に
健康と福祉を

目標3

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
世界各地でメットライフが提供している革新的か
つ利用しやすい商品は、SDG目標3.8（すべての
人々に対するユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ、財政リスクからの保護、保険サービスへのア
クセスを達成する）をサポートしています。

•

 Educare」は、これまでにない貯蓄・養育プランで
「
す。お子さまが誕生した時から大学卒業までのあらゆ
る成長過程で、保護者のお客さまをサポートしていき
ます。遊びながら学べる幼児期のクラス、学齢期の家
庭教師や能力開発、さらには大学選びと志願手続きの
サポートなどが盛り込まれています。

エジプトで銀行との新しいパートナーシップ
メットライフとALEXBANKは、エジプトに170支店を有す
る同銀行のネットワークを通じて160万人のお客さまに
総合的な保険商品を提供する戦略提携を交わしました。
このパートナーシップは、ALEXBANKのお客さま体験の
水準を高め、これまでにない商品とサービスを提供する
ものと期待されています。
MetLife México, S.A.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32
Pisos SKL, 14 al 20 y PH
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F.
Tel. 5328 7000
01 800 00 METLIFE
metlife.com.mx

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México,
S.A. afiliada a MetLife Inc. que opera bajo la marca MetLife.
Todo lo anterior de acuerdo a las Condiciones Generales del
seguro contratado.

CENTROS DE SERVICIO

ESTAR PROTEGIDO
ES TU DECISIÓN

REFORMA
Av. Paseo de la Reforma No. 265, P.B.,
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
Del. Cuauhtémoc, México D.F.
(frente a la Glorieta de la Palma)
INSURGENTES
Av. de los Insurgentes No. 1738,
Planta Baja, Col. Florida, C.P. 01030,
Del. Álvaro Obregón, México D.F.
(estación del Metrobús Francia)
TONALÁ
Tonalá No. 10, Planta Baja, Col. Roma,
C.P. 06700, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
(a dos cuadras del Metro Insurgentes)
GUADALAJARA
Pedro Moreno 1677, PH1, Col. Americana,
C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
(atrás de Sanborns Vallarta)

El seguro de vida que te protege a ti y a
tus seres queridos. Ahora lo puedes personalizar con
20 beneficios a elegir.

MONTERREY
Calzada del Valle No. 120 Oriente,
Planta Baja, Col. Del Valle, C.P. 66220,
San Pedro Garza García, N.L.

metlife.com.mx 01 800 00 METLIFE (638 5433)

*63ページの巻末注をご覧ください。

メットライフ2015年Global Impact報告書

お客さま中心主義

22 23

すばらしい職場の創造

メットライフが掲げる組織健全性指標
の目標は、意欲を高めるリーダーシッ
プ、積極性のある人材、お客さま中心
主義です。
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幅広い機会を提供し
ており、それがお客さま中心主義の商品を導き、事
業の成功へとつながります。全員が目標から目を逸
らさず前進していくことで、真にグローバルなOne
MetLifeが実現します。

主な実績：
•

組 織健全性指標調査に社員4万人が回答：優
先課題領域で大きく進歩したことを示す結果
が報告されました。

•

「ウェルネス・フォー・ライフ」を導入：メ
ットライフ初のグローバルなウェルネス・プ
ログラムを立ち上げました。

•

 ンクルージョン指標を導入：ダイバーシテ
イ
ィ＆インクルージョンが職場の文化にどれだ
け浸透しているかを測定しています。

•

多 様性のあるビジネスパートナー700社以上
と取引：女性やマイノリティなどの経営する
企業との取引がサプライヤ支出の10.2％を占
めました。

•

 ローバルな等級制度を確立：社員にとって
グ
キャリア成長の機会が模索しやすくなり、ま
た効果的に人材管理できるようにするための
制度です。

写真左：ノースカロライナ州ケアリーにあるメットライフ・キ
ャンパスのカフェテリアでは、軽食を取りながらカジュアルな
コラボレーションが常に活発に行われています。
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Creating a Great Place to Work
すばらしい職場の創造
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組織健全性指標の目標
意欲を高めるリーダーシップ：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、また社員を刺激していきます。
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になります。

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。そして調査結果を基に、重
点を置くべき領域を見極め、継続的な改善を心がけてい
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。
メットライフの組織健全性指標は、同業他社との相対
比較で測定されていて、時間とともに改善していま
す。2015年の調査では、2012年からの向上が報告され
ました。
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ウェルネス・フォー・ライフ
メットライフは、全社レベルと各国レベルのアクション
チームの活動を通して、今後も引き続き組織健全指標を
向上させていきます。様々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。

社員の健康と幸福を大切にする意図的な文化を会社全体
に一貫して醸成するため、メットライフは2015年、会
社初のグローバルなウェルネス・プログラム「ウェルネ
ス・フォー・ライフ」を立ち上げました。このプログラ
ムでは、全社的にスポットライトを当てる目標を決めた
後、各国のウェルネス・チャンピオンが具体的な活動を
実践します。

スロバキアでは、「バイク・フォー・チルドレン」
にメットライフの社員20人以上が参加しました。6日
間、1,060kmにわたりスロバキア各地を巡ったこの自
転車レースで、メットライフの社員は完走または部分
参加、あるいは沿道からの声援でサポートの姿勢を示
しました。

2015年には、全社的な活動のひとつとして禁煙に焦点を
当て、世界禁煙デーに合わせて世界各地の社員が禁煙につ
いて考えました。また、会社の支援する各国レベルのイベ
ントや活動も30か国で実施されました。禁煙したいと思
っている社員へのサポートと全体的な意識向上を目的と
した活動や、毎日30分以上の運動を奨励する「ツール・
ド・フィットネス」コンテストなどが催されました。

すばらしい職場の創造
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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

•

 キサイティングでやりがいにあふれ、仕事への意欲
エ
をそそる職場の説明
メットライフで追求することのできるキャリアパス

•

 ットライフが掲げているグローバルな社員価値提案
メ
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新しい人材を引き付けるため、メットライフは、米国の
求人ウェブサイトを刷新しました。新しいサイトには次
のようなコンテンツが盛り込まれています。

このサイトの主な要素は、全世界の事業部門で各国の求
人サイトにも導入されつつあります。
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メットライフは、全世界で毎年1万5,000人以上の社員を
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。

第3四

新入社員を歓迎する

半

期：

人材を開発する
メットライフは、高い潜在能力と優れた実績を示してい
る社員を全世界で特定することに特に重きを置いていま
す。こうした社員に社内人材紹介の仕組みを通じてスキ
ル開発の機会を提供し、すべての地域、業務機能、事業
部門で会社が付加価値を見出せるようにしています。

優秀な人材を留保する

現場社員の権限を拡大するため
のグローバルな取り組み
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
が権限を与えられて自分の仕事にプライドと責任感を持
って臨み、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。

これまでに8,000人以上が
このトレーニングに参加し、2016年末までに
さらに1万人が参加する予定です。

メットライフ・テクニカル・ユニバーシティの創設
メットライフ・テクニカル・ユニバーシティ（MTU）
は、グローバル・テクノロジー＆オペレーションズ部門
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が運営するプログラムです。科学、技術、工学、数学な
どを専攻した大学卒業者の管理スキルと技術スキルの習
得を支援することにより、特定の技術職に就く人材の育
成を目指しています。最初に米国で導入されたこの制度
は、現在、世界各地で試験導入されています。

MTUの参加者の99％が、
メットライフの技術職に正社員採用されています。

世界各地でイノベーションを奨励
メットライフのインベストメント・メンタリング・プロ
グラムは、投資部門と不動産・農業投資部門の各地のオ
フィスで展開されている任意参加の制度です。メンター
になる人とそれを受ける人をマッチングしています。

参加者の満足度は97％に達していて、
92％が将来参加したいと考えています。

優秀な人材を留保することは、メットライフが社会のた
めになる事業を継続し、お客さまに業界最高の商品を提
供していくうえで欠くことができません。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。
•

第1四半期：目標設定

•

第2四半期：専門能力開発

•

第3四半期：キャリア開発

•

第4四半期：パフォーマンス評価

社員とマネージャーの間の四半期ごとの面談は、非常に
高い効果を示しており、全社の文化を良い方向へと変え
ています。
また、メットライフは、グローバルな等級制度も導入し
ました。これにより、体系的で透明性が高く一貫性のあ
るアプローチを使って、すべての地域、業務機能、事業
部門にわたって職務を整合させ評価することができるよ
うになります。

すばらしい職場の創造
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ダイバーシティ＆インクルージョンの
文化の継続

メットライフは、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」で
最初に評価された26社に含まれました。この
指標は、ブルームバーグの環境、社会、ガバナ
ンス格付けの構成要素となっていて、投資家や
株主への提供情報として使われます。金融サー
ビス・ジェンダー平等指標では、社員、お客さ
ま、および企業の社会的責任の取り組みにおけ
るジェンダー平等の努力について、2015年中
の実績が測定されました。

メットライフにとって、ダイバーシティ＆インクルージ
ョン（D&I）へのコミットメントは、事業の成功におい
て欠かせない要因です。才能あふれる多様な社員は、新
しい視点、戦略的な思考、革新的な問題解決をもたらし
ます。その結果として、グローバルな市場を理解し、お
客さまと強力な関係を構築し、生活と仕事の場である地
域社会において絆を形成していけるようになるのです。

持続可能な開発目標
ジェンダー平等を
実現しよう

目標5

ジェンダー平等を達成し、すべての女
性及び女児の能力強化を行う
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目標5.5（女性のリ
ーダーシップの機会を確保する）をサポート
しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンへの
グローバルなサポート
メットライフは、リーダー層による日々の業務管理の実
践にD&Iの原則を組み込むことを重視しています。多数
のチームやネットワーク、タスクフォースが、全世界の
事業部門にD&Iの文化を植え付けています。
•

 ローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン・カ
グ
ウンシルは、メットライフの最高経営責任者が議長を
務めています。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。

•

 ジア、ヨーロッパ・中東・アフリカ、ラテンアメリ
ア
カ、米国で、4つの地域別D&Iタスクフォース・チーム
が活動しています。D&I戦略を地域レベルで実践するこ
れらのチームは、各地の様々な事業部門、業務機能を
代表する社員で構成されています。

•

 ットライフのダイバーシティ・ビジネス・リソー
メ
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。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。
メットライフには7つのDBRNがあります。
-- ウィメンズ・ビジネス・ネットワーク（WBN）
-- 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・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）

「新しい専門的なプログラムを次々と打ち出してくるこの金融
サービス会社を表現する言葉として、“活発”のような平凡な
言葉は適切ではありません。過去2年間に『ウィメンズ・ビ
ジネス・ネットワーク』（1,000人以上が参加する社内グル
ープ）を26か国以上に拡大し、米国内73か所で「リーン・
イン」サークルを立ち上げました。また、MBAの学生に8週
間にわたってインターンシップを提供し、様々な職務をロー
テーションさせて管理能力を高めるためのグローバルなリー
ダーシップ開発制度も導入しました。女性管理職のための6
か月間のメンター制度を策定し、女性のアシスタント・バイ
ス・プレジデントのための特別なワークショップとパネルを
導入して、高い潜在性を示しているエグゼクティブ向けの新
しい教育制度にも予算を投じています」
—『ワーキングマザー』誌

-- メットライフ・ライジング・プロフェッショナルズ
（iRISE）
-- メットライフ・ダイバース・アビリティーズ
（MDA）

2015年、メットライフは、ニューヨーク市の「プライ
ド・ウィーク」にシルバーレベルのスポンサーとして
初めて参加し、ダイバーシティ＆インクルージョンへ
のコミットメントを行動で示しました。ゲイ、レズビ
アン、バイセクシャル、トランスジェンダーを擁護す
る社内グループGLAMが主導したこのスポンサーシッ
プでは、ソーシャルメディアを使った活動も展開され
ました。そしてハイライトは、世界最大のLGBTQパレ
ードのひとつを、メットライフの社員が家族や友人と
一緒に歩いたことでした。
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-- メットライフ・ミリタリー・ベテランズ・ネットワ
ーク（MVET）
-- ファミリーズ・アット・メットライフ（FAM）
•

 地のインクルージョン・アクションチームは、社員
各
が構成する任意のグループで、インクルーシブな環境
を育み奨励するための現地レベルの事業活動をサポー
トしています。米国の20か所以上の事業所で活動が行
われています。

2015年、メットライフは、ダイバーシティ＆イ
ンクルージョンの取り組みが全社的にどのように
進展しているかを理解するため、組織健全性指標
調査の結果を基にインクルージョン指標を策定し
ました。
このインクルージョン指標は、職場のインクルー
ジョンについての社員の姿勢、行動、信条を測
定して算出されています。これにより、会社が
傾向を把握して成果を測定するとともに、全社
的に強化することのできるD&Iの取り組みを特定
できるようになります。
すばらしい職場の創造
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「インクルージョン・ウィーク」で
カルチュラル・フルーエンシーを強化
2015年6月、メットライフの世界各地の社員が、年中行事
となった「インクルージョン・ウィーク」の第2回目を祝
福しました。この年のキャンペーンでは、カルチュラル・
フルーエンシー、すなわち良し悪しをあえて判断せず、文
化的な前提を理解する能力に焦点を当てました。社員が自
分のカルチュラル・フルーエンシーを評価し、向上させる
ツールとして、次のようなものを提供しました。
•

 分の文化的な志向を把握したうえで、その志向が職
自
場での経験や行動にどのように影響するかを理解する
ための自己評価「カルチュラル・オリエンテーショ
ン・インジケーター」

•

 ルチュラル・フルーエンシーを向上させるための学
カ
習モジュール

•

 ネージャーが自分自身のカルチュラル・コンピテン
マ
シーを高めて社員のカルチュラル・フルーエンシー開
発を支援できるようになるための学習ラボ

サプライヤの多様性を促進

メットライフは、多様なビジネスパートナーが
もたらす革新性や敏捷性から多大な恩恵を受け
ています。これは、多様な社員がもたらす恩恵
と多くの点で類似しています。2003年の導入
以来、高い定評を築いてきた弊社のサプライヤ
多様性プログラムは、事業戦略の欠かせない一
部です。多様なサプライヤとの関係を構築しつ
つ、経済成長と雇用創出を通してコミュニティ
に活力をもたらしています。
今後、メットライフではこのプログラムを世界
各地に拡大し、サプライヤの多様性を推進する
世界各地の組織との関係を強化して、画期的な
ビジネスソリューションを提供していながら注
目を受けることの少ない企業とパートナー関係
を築いていく予定です。
また、メットライフは、世界の経済開発におい
て女性事業主が非常に大きな役割を果たすこと
を認識しています。このため、世界各地の事業
展開地域で、女性が所有する企業との取引を拡
大するための活動を重視しています。

グローバル・ウィメンズ・イニシアチブ
メットライフのグローバル・ウィメンズ・イニシアチブ
は、リーダー職に就く女性を増やし、人材開発の一環と
してリーダーシップ能力を強化し、会社における女性の
活躍を支援する取り組みです。
全世界の女性社員が様々なプログラムを通じてリーダー
シップ・スキルを向上させています。

メットライフで
働く退役軍人

メットライフは2015年、『G.I.ジョブズ』誌の選ぶ
「現役・退役軍人の活用に積極的な企業」に4年連続
で選ばれました。弊社は、退役軍人の採用と軍務に徴
集される現役軍人のサポートに対し、長期的なコミッ
トメントをしています。退役軍人を会社に迎えるだけ
でなく、リーダーシップや奉仕への情熱など軍役経験
者が職場にもたらす価値を理解しています。
メットライフは、DBRNのミリタリー・ベテランズ・
ネットワークの支援を得てインクルーシブな職場の創
造に努めており、次のような取り組みのため外部のパ
ートナー組織とも関係を構築しています。
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•

軍役経験者の人材を引き付ける

•

 ンター制度を通じて軍役から民間雇用への移行を
メ
サポートする

•

紛争で負傷した社員のケアを支援する

•

軍役中の社員の家族をサポートする

•

世 界各地で設立された30以上のウィメンズ・ビジネ
ス・ネットワーク（WBN）には、女性が活躍するグロ
ーバルなコミュニティの構築を目指す社員が参加して
います。キャリア開発と交流の機会を提供するほか、
同輩からのサポートの力を活かして数千人という女性
の目標達成を支援する「リーン・イン」サークルなど
のプログラムを運営しています。

•

 ローバル・ウィメンズ・リーダーシップ・フォーラ
グ
ム（GWLF）は、毎年1回開催される社内のリーダー
シップ会議です。会社のシニアレベルにある女性が
集い、互いから啓発的な考え方を学び、リーダーシッ
プ・スキルを開発し、女性のお客さまのニーズを商品
に活かすといった事業機会を見出しています。

•

女 性のキャリア発展に向けた取り組み（Developing
Women’s Career Experience）は、14か月にわたる能力開
発のプログラムです。リーダーとしての頭角を現しつ
つある女性社員が他薦を受けて参加し、より複雑なリ
ーダー職や幅広い経験を担えるようになるためのサポ
ートを受けています。このユニークなプログラムに、
すでに150人以上の若手リーダーが参加しました。

ルール・オブ・ワン
メットライフは、調達活動に多様
なサプライヤが含まれるようにす
るため、「ルール・オブ・ワン」
を適用しています。これは、弊社
のグローバル調達チームがサプラ
イヤに企画提案書を要請する際、
女性やマイノリティなどの経営す
る企業をはじめ、多様性のあるサ
プライヤが少なくとも1社含まれる
ようにすることを意味します。
この「ルール・オブ・ワン」の測
定基準は、最高調達責任者の設定
する目標にも盛り込まれ、グロ
ーバル調達部門全体で追求されて
います。この方針により、調達プ
ロセス中の好ましい行動が誘発さ
れ、サプライヤ・ベースが多様化
するとともに、革新やコスト削減
のメリットが会社にもたらされる
ことが分かっています。
「ルール・オブ・ワン」の適用率は、2014年
から2015年にかけて75％増となりました。

すばらしい職場の創造

32 33

MetLife Foundationの社会貢献

1976年以来、METLIFE FOUNDATION
は、世界各地の社会貢献活動に7億ドル
以上の助成金を拠出してきました。
メットライフは、人生の「もっと」をかなえるため
に誰もが適切な金融ツールを必要としているとい
う、シンプルかつパワフルな発想に基づいて設立さ
れました。1976年以来、MetLife Foundationは、7億
ドル以上を超える基金を投じて個人、家族、地域社
会に貢献してきました。
2013年、MetLife Foundationは、5年間にわたって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
よう支援すると発表しました。その5か年の戦略計画
はすでに後半に入りましたが、これまでに1億ドル以
上を拠出して、目標を確実に達成できるペースで前
進しています。
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主な実績：
•

 付総額4,900万ドル：メットライフおよび
寄
MetLife Foundationによる寄付とサポートは、
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多岐にわたってい
ます。

•

社 員 の ボ ラ ン テ ィ ア 時 間 数 7 万 2 , 0 0 0 時 間
以上：ボランティアおよびメンター制度の
「LifeChanger」に12か国で600人以上が参加
するなど、社員が積極的にボランティア活動
に従事しています。

•

 ァイナンシャル・インクルージョンへの助
フ
成金1億ドル以上：2017年までに2億ドルの
拠出を約束した5か年計画が中間点を超えま
した。

MetLife Foundationの社会貢献
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全世界での目標：
ファイナンシャル・インクルージョン

持続可能な開発目標
貧困を
なくそう

目標1

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困
を終わらせる
MetLife Foundationのファイナンシャル・イン
クルージョン戦略は、SDG目標1.4（金融サ
ービスを含む経済的資源に対して平等な権
利を持つことができるようにする）をサポ
ートしています。

MetLife Foundationの使命は、世界中の低所得層の人々の経済状況を改善すること
です。そのため、質の高い金融サービスについてのアドバイスとアクセスを提供
している実効力のある組織とパートナー関係を結んでいます。発展途上国と先進
国の両方で活動を展開し、金融サービスがすべての人に理解され利用されるよう
にすることで、生活を管理し向上させるための力をもたらしています。

お客さまのナレッジを向上させる

協力パートナーの例：

ナレッジ
金融サービスを利用する
お客さまのために
• 確 実 な 情 報 に 基 づ い
て、自信を持って将
来のお 金 につ い て
の決定を下せるよ
うになる
•

 融業界のサー
金
ビス要件を満た
せるようになる

サービス
金融サービスを利用する
お客さまのために
• 現在と将来の金銭的なニー
ズを満たす優良な金融機関
を利用できるようになる
•

•

 サミ・ワークショップ
セ
（世界各地）

•

テクノサーブ（チリ）

•

 ュニア・アチーブメント
ジ
（ヨーロッパ・中東・アフリカ）

経済力とその管理能
力を構築するのに役
立つ商品とサービス
にアクセスし、活用
できるようになる

スポットライト：ワーキング・ステューデント・
サクセス・ネットワーク（米国）

インサイト

ファイナンシャル・インクルージョンの
推進組織のために
• 質 の高いリサーチや先駆的な考え方に触れること
で、互いに学び合えるようになる
•
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 議やカンファレンスでベストプラクティスを
会
共有したり、業界の優先課題を特定したりす
ることで、互いの努力をサポートし合
えるようになる

全米各地のコミュニティ・カレッジは、仕事に就いている成人、親、低所得者、移民、高齢
者、そのほか典型的な学生とは異なる様々な人に教育を提供してきました。ここで学ぶ人た
ちは、多くの場合、非常に高い意欲を持っていながら、財力と時間に制約があります。そこ
でコミュニティ・カレッジは、学生の経済的な安定性を向上させることで、学業を成就させ
る可能性を高めるためのモデルを実験的に取り入れています。MetLife Foundationと他の寄付
者からのサポートを得て、ワーキング・ステューデント・サクセス・ネットワークは、職業
訓練と収入・就労サポート、それに金銭管理のコーチングと商品を組み合わせた有望なモデ
ルを大学が導入できるよう支援しています。

MetLife Foundationの社会貢献
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全世界での目標：
ファイナンシャル・インクルージョン

金融サービスへのアクセスを向上させる

インサイトと学習を共有する

協力パートナーの例：
•

 ューク大学コモン・センツ・ラ
デ
ボ（米国）

•

アイデアズ42（ラテンアメリカ）

•

 ヴァ（ヨーロッパ・中東・アフ
キ
リカ）

スポットライト：スヴァスティ（インド）
MetLife Foundationの支援を受けているマイクロファイナンス機関のスヴァスティは、様々
な請求書をデジタルに支払い、家族への仕送りを携帯電話で送金できる商品と技術を開発
し、安全性と利便性を高めています。この過程で収集できるデータを用いて、信用商品を
最適化する計画です。また、銀行と連携して、当局の監督を受けた貯蓄口座を借入者が利
用できるようにし、自宅に現金を隠さなくても済むようにする計画です。このサービスに
より、5万人以上の低所得層の利用者が安全に資産を構築できるようになります。

メットライフ2015年Global Impact報告書

協力パートナーの例：
•

 ンター・フォー・ファイナンシ
セ
ャル・サービシズ・イノベーショ
ン（米国）

•

 ルダー・インスティテュート
ボ
（ラテンアメリカ）

•

 イクロファイナンス・センタ
マ
ー・オブ・セントラル＆イースタ
ン・ヨーロッパ（ヨーロッパ・中
東・アフリカ）

Beyond “One Size Fits All” Financial Services

スポットライト：「ファイナンシャル・インクルージョン・チャレンジ」
と「Multipliers of Prosperity」
MetLife Foundationは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙とのパートナーシップを通じ
て実施された「ファイナンシャル・インクルージョン・チャレンジ」で独占スポンサーを
務めました。このチャレンジでは、低所得者の金融アクセスの問題に対する解決策を示し
たビデオ提案を、非営利と営利の事業体から募集しました。
このチャレンジは、ファイナンシャル・インクルージョンについての認識向上を図るグロ
ーバルなキャンペーンの一環として実施されました。やはりそのキャンペーンを構成して
いるマルチメディア・プラットフォームの「Multipliers of Prosperity」では、経済的な安定
を手に入れるためにステップを踏み出した人とその目標達成を支援した人たちの経験した
困難と克服の物語を紹介しています。

MetLife Foundationの社会貢献

38 39

持続可能な開発目標
産業と技術革新の
基盤をつくろう

目標9

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的
かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ
ンの推進を図る
MetLife Foundationの寄付活動は、SDG目標9.3（小規模企業
のための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。

地元の地域社会へのコミットメント
ファイナンシャル・インクルージョンを目的とした寄
付に加え、MetLife Foundationでは、世界各地のコミュ
ニティにポジティブな影響を及ぼす各種の寄付活動
を行っています。医療・医学研究から、芸術文化振
興、災害救援、ボランティア活動まで、多岐にわたる
MetLife Foundationの寄付金や助成金が、世界的に大き
なインパクトを生み出しています。

芸術文化振興
•

 etLife Foundationは、メキシコのインタラクティブ経
M
済博物館をサポートしています。経済をテーマにした
世界初のインタラクティブ博物館で、簡易な教育体
験、ラボ、ワークショップ、アクティビティなどを提
供して、経済、マネー管理、行政の財務、サステナビ
リティといった基本概念の知識を深めることを目指し
ています。

•

 etLife Foundationは、ヨルダンの子ども博物館の「セ
M
レブレーションズ・プログラム」をサポートしていま
す。ヨルダンの歴史的遺産、価値観、伝統、文化、コ
ミュニティを親子一緒に探究できるプログラムです。

•

 etLife Foundationは、「フリーダ・カーロ：芸術、庭
M
園、生涯」展のスポンサーを務めました。メキシコの
画家、カーロの有名な庭園とアトリエを再現した展示
などが含まれました。

医療・医学研究
•

•

 ルツハイマー病研究と認識向上キャンペーンのサポ
ア
ートは、MetLife Foundationが過去30年以上にわたって
続けてきた重要なプロジェクトです。
 イモン・ラニアンがん研究財団が毎年開催している
デ
ヤンキー・スタジアムでの募金イベントをスポンサー
しています。

「MetLife Foundationは、私たちのお気に入りの寄付団体のひとつで
す。良い寄付者になるには、それなりの才能が必要です。単に
お金を渡して終わりにするのでは、良い寄付者とは言えませ
ん。MetLife Foundationは、良い寄付者の資質を常に行動で表わし
ています。柔軟性があり、幅広いプロジェクト企画に対してオー
プンなだけでなく、新しいアイデアの開発に際しても、思考を刺
激してあらゆる影響力を行使できるように促してくれる、すばら
しいパートナーです。開発の仕事というのは、何であれ困難なも
のです。物事が計画どおりに運ぶことは、ほとんどありません。
この分野での経験が深く、困難を予期してくれるだけでなく、壁
にぶつかった時の克服法について確かな経験を共有してくれる寄
付者というのは、真の変化を導くことのできるパートナーです」

スミソニアン協会の
国立アフリカン・アメリカン
歴史文化博物館
ワシントンDCのナショナルモールに登場
するスミソニアン協会の最新の博物館、国
立アフリカン・アメリカン歴史文化博物館
は、アフリカ系アメリカ人の生活、芸術、
歴史、文化というレンズを通して米国の物
語を語ることに特化した、唯一の国立博物
館です。2016年秋に開館予定で、アフリ
カ系アメリカ人の歴史に関係した3万点を
超える展示物を所蔵します。ルイ・アーム
ストロングのトランペット、ジム・クロウ
法時代の列車の車両、第二次世界大戦中の
黒人部隊のパイロットが操縦した飛行機、
アフリカ系アメリカ人のファッションや芸
術、それに南北戦争時代の写真の広範なコ
レクションなどが含まれる予定です。博

物館は総床面積が約3万5,000平方メートル
で、5階建ての建物に9つの展示室を有し、
教育プログラムや公共イベントのためのス
ペースも完備しています。児童生徒にアピ
ールするため、幼稚園から高校生までを対
象とした専門の教室空間もあり、ここでは
理科、技術、工学、芸術、数学といった科
目に重点を置いたインタラクティブなデジ
タル学習プログラムが提供されます。入館
は無料で、年間300～500万人の来館者が見
込まれています。MetLife Foundationは、文
化芸術の多様性を振興する長年の伝統を継
承して、この博物館の創設寄付者として
100万ドルを拠出しました。

—Daryl Collins氏、マネージング・ディレクター、バンカブル・フロンティア・アソシエイツ
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メットライフ社員のボランティア活動

MetLife Foundation
年次報告書

メットライフは、ボランティアが他の人の暮らしに及ぼ
す影響力の重要性を認識しています。メットライフの社
員は、世界各地でボランティア活動に参加して、自分の
能力を地域社会と共有しています。少年少女の読み書き
の能力向上を助けたり、金銭管理の重要性を教えたりす
るほか、様々なコミュニティ活動を通して次世代のリー
ダーを育てるメンターの役割も果たしています。2015年
にメットライフの社員がボランティア活動や無償の専門
的なサービスに従事した時間数は、延べ7万2,000時間
以上に上りました。キヴァ、ドレス・フォー・サクセ
ス、タップルート財団といった主要パートナーが活動先
に含まれました。

メットライフの「LifeChanger」 ― 金銭教育を支援する各地の取り組み
2014年、メットライフのヨーロッパ・中東・アフリカ事業部門の社員が集まり、MetLife
Foundationが新しく打ち出したファイナンシャル・インクルージョンの重点課題に地域内の社
員がどうすれば積極的に参加するようになるかを話し合いました。社員が特に関心を寄せたの
は、青少年に働きかける活動でした。このアイデアが、地域全体にわたるMetLife Foundationと
ジュニア・アチーブメント（JA）のパートナーシップ「LifeChanger」を生み出しました。メッ
トライフ社員のボランティアを地元の学校や生徒と結び付け、金銭管理のスキルを教えるとと
もに、社会に出て仕事をするための準備や起業家精神をサポートする取り組みです。
2015年だけで2万7,000人以上の児童生徒がMetLife Foundationの支援するJAのプログラムに参
加し、メットライフの社員約900人がボランティアとして自分の知識を生徒たちと共有しまし
た。この活動が拡大した結果、2015年にJAヨーロッパ支部が主催した「カンパニー・オブ・
ザー・イヤー・コンテスト」では「メットライフLifeChanger賞」も導入されました。MetLife
Foundationが後援したこの賞では、生徒が起業した会社のなかから、最も大きな社会的イン
パクトを生み出し、最も優れた財務業績と革新性を示した会社が表彰されました。

metlife.orgからダウンロードできます。フ
ァイナンシャル・インクルージョンを世界
中に広めるために実践している多数の活動
についてお読みください。

MetLife Foundationとキヴァのパートナーシップ
キヴァは、社会貢献をテーマとした世界初かつ最大のクラウドファンディング・プラット
フォームです。借りる人と貸す人を1対1で結び付けることにより、貧困を低減することを
目指しています。誰でもわずか25ドルからの融資で、低所得者の借り手を支援することが
できます。融資を受けた人は、起業や事業拡大のほか、教育を受けたり、クリーンなエネ
ルギーにアクセスしたりするなどして、可能性の扉を開くことができるようになります。
キヴァとの新たなパートナーシップを通じて、メットライフの社員は、自分の時間を費
やして、MetLife Foundationが融資するマイクロファイナンスの貸付先を見つけています。
MetLife Foundationのファイナンシャル・インクルージョンの活動に参加し、マイクロファ
イナンスを理解するとともに、最も重要な点として、通常の融資を利用できない零細起業
家が真に必要としているサポートを提供しているのです。
これまでに、メットライフのラテンアメリカ地域とヨーロッパ・中東・アフリカ地域の社
員4,200人以上がこのプログラムに参加して小口融資の貸付先を見出し、キヴァの新記録を
樹立しました。

災害救援
MetLife Foundationは、2015年4月にネパールに大きな被
害をもたらしたマグニチュード7.8の地震を受けて、国際
医療部隊のネパール地震救援基金に25万ドルを寄付しま
した。
また、この基金に対して26か国の700人の社員から寄せ
られた個人寄付に上乗せして、同額のマッチング寄付を
行いました。
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環境の保護

メットライフは、今の環境を向上させ、
未来の世代のために健やかな地球を残す
ことを目指しています。
この目標を達成するため、メットライフでは、環境
への影響を最小限に抑える方策として、二酸化炭素
排出削減、エネルギー効率化、ゴミ排出削減、リサ
イクルと再使用といったプログラム、および環境問
題や健康的なライフスタイルに関する社員の取り組
みを奨励するプログラムなどを実施しています。
2015年は、メットライフにとって非常に重要な年と
なりました。野心的な環境目標の発表と重要な成果
がありました。特に、サステナビリティ・プログラ
ムを拡大して、次のことを実践して真にグローバル
なプログラムを実現しました。

メットライフ2015年Global Impact報告書

•

初のグローバルな環境目標を設定しました。

•

「
 Our Green Impact」というプログラムを立ち上げ、
世界中の社員を取り込むための活動を開始しまし
た。

•

環境配慮型の建物の数を世界各地で増やしました。

•

 プライチェーンのサステナビリティに参加する
サ
サプライヤの数を今まで以上に増やしました。

主な実績：
•

 国の保険会社として初めてカーボン・ニュ
米
ートラル目標を宣言：グローバルな環境目標
を打ち出し、エネルギー使用量と温室効果ガ
ス排出量を2020年までに10％削減すると約
束しました。

•

米国環境保護庁（EPA）より表彰：「クライメ
ート・リーダーシップ賞」の温室効果ガス排出
管理目標設定部門で優秀賞を受賞しました。

環境の保護
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新しい環境目標の設定
2015年、メットライフは、環境スチュワードシップの取り組みをさらに強化し、事業展開する40か国以上
を包含する新しい環境目標を打ち出しました。これまでに米国事業では削減目標を達成してきましたが、そ
の経験をさらに拡大して、4つの主要環境目標を新たに設定しました。

メットライフは、米国の保険会社として初めて、全世界での
カーボン・ニュートラル目標を宣言しました。これは、全社
的な二酸化炭素排出量をすべて削減またはオフセットする
ことを意味します。メットライフは、この目標を達成するに
当たって、単純にカーボン・オフセットを購入するのではな
く、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量を真の意味で削
減していきます。

持続可能な開発目標 目標13
気候変動に
具体的な対策を

気候変動及びその影響を軽減するための緊急
対策を講じる
環境目標を達成するためのメットライフの取り組み
は、SDG目標13.3（気候変動の緩和、適応に関する教
育、啓蒙、人的能力及び制度機能を改善する）をサ
ポートしています。

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

メットライフの野心的な新環境目標は、「クライ
メート・リーダーシップ賞」で認められ、温室効
果ガス排出管理目標設定部門の優秀賞を受賞しま
した。この賞は、米国環境保護庁（EPA）と環境非
営利団体のC2ESおよびクライメート・レジストリ
ーが後援し、2016年3月に授賞式が開かれました。
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メットライフの
グローバルな環境目標：

カーボン・ニュー
トラル：0

全世界でのエネ
ルギー使用量：
－10%

メットライフは、2016年までにカーボン・ニュートラル
を達成し、それ以降もカーボン・ニュートラルを維持し
ていきます。このために、世界各地の事業所でエネルギ
ー効率化の方策を継続的に導入し、コラボレーション技
術の使用を拡大して社員の出張を削減します。完全に削
減しきれない部分は、再生可能エネルギーとカーボン・
オフセットの購入でバランスを維持します。この目標
は、メットライフが世界中で所有または賃貸する不動産
と自動車・住宅保険部門の所有する社用車から排出され
る温室効果ガスに適用されます（スコープ1および2）。*
また、社員の出張にも適用されます（スコープ3）。*

メットライフは、2020年までに世界各地の事業所のエネ
ルギー使用量を10％削減します（2012年比）。エネルギ
ー使用量を削減するための方策としては、資本的支出に
該当するプロジェクトと施設の修繕の両方を用い、会社
が所有または賃貸する世界各地の施設を対象とします。
この削減目標は、メットライフが所有または賃貸する施
設をはじめ、全世界のオフィスに適用されます。

ロケーションベー
スの二酸化炭素排
出量：－10%

主要サプライヤの
情報開示：100

メットライフは、2020年までにロケーションベースの二
酸化炭素排出量を10％削減します（2012年比）。このた
めの方策としては、資本的支出に該当するエネルギー効
率化のプロジェクト、新たに設計する自社事業所でのサ
ステナビリティ関連ベストプラクティスの導入、コラボ
レーション技術の使用拡大による社員の出張削減、その
他の排出削減戦略を用います。この削減に際して、再生
可能エネルギーやカーボン・オフセットの購入は使用し
ません。この削減目標も、メットライフが世界中で所有
または賃貸する不動産と自動車・住宅保険部門の所有す
る社用車、および出張に適用されます。

メットライフは、2020年までに主要サプライヤ100社に
対して温室効果ガス排出量とその削減努力の情報開示を
求めます。金融サービス会社である弊社の環境影響の多
くは、サプライヤから来ています。この影響を最小限に
抑えるため、主要サプライヤと協力して、これら企業の
温室効果ガス排出削減を促します。

* スコープ1、2、3とは、温室効果ガスプロトコルの温室効果ガス算定ツールで
定義されている、様々な排出のタイプを説明する用語です。
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CDP
スコア
ディスクロージャー：

98/100
パフォーマンスバンド：

B

カーボン・ディスクロージャー・プロジ
ェクト（CDP）
メットライフは、2012年よりCDPサプライチェーン・
プログラムに参加しています。2015年には、このプロ
グラムに75社が参加しました。弊社は、このプログラ
ムを通じて「CDPサプライチェーン調査票」への回答を
毎年求めることにより、サプライヤから排出削減活動に
ついての情報を集めています。メットライフはこれまで
常に、サプライヤ回答率が最も高い企業の1社に数えら
れてきました。このプログラムを通じて、これからもよ
り多くのサプライヤに協力を求めていきます。
メットライフは2015年、ニューヨークの本社で「CDP
サプライチェーン・メンバー・サミット」の主催者を
務めました。この会合はニューヨーク市の「クライメ
ート・ウィーク」に合わせて開催され、この期間中、
市内では企業、行政、社会が一緒になって世界の環境
問題に対応する方策を模索しました。

「環 境スチュワードシップに対するメットライ
フのコミットメントを非常に高く評価してい
ます。今後も気候変動問題でリーダーシップ
を発揮し、将来のCDPの情報開示活動で進歩
を率いてくれるものと期待しています」
—Lance Pierce氏、CDPノース・アメリカ代表 （CDPは企業や行政から環境デー
タを収集している国際的な非営利団体）

環境に配慮した建物
メットライフは、カーボン・フットプリントを縮小する
ため、環境技術を活用して環境にやさしい事業施設を実
現しています。建物の環境性能を最適化するため、省エ
ネの様々なベストプラクティスを導入しています。
メットライフは、米国内で総床面積28万8,000平方メー
トル以上に上るオフィス建物を所有および管理していま
す。LEED認証の実績を引き続き向上させるため、環境
配慮型の建物のポートフォリオを拡大するとともに、新
しい環境技術を導入して建物の環境性能を改善していま
す。LEEDの認証プロセスで評価される要因には、建物の
「エネルギースター」のスコア、代替交通手段の戦略、
節水、室内空気質、環境にやさしい調達の実践、ゴミの
減量、再生可能エネルギーの購入などが含まれます。
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2015年にはメットライフの4つの建物が、LEED認証のレ
ベルを引き上げました。
•

 ュージャージー州ブリッジウォーターとニューヨー
ニ
ク州オリスカニーの建物が、LEEDゴールド認証から
LEEDプラチナ認証へと格上げされました。弊社として
は初のプラチナ認証でした。

•

 ードアイランド州ウォリックの事業所も、LEEDプラ
ロ
チナ認証を取得しました。

•

 リノイ州オーロラの建物は、LEED認証をシルバーか
イ
らゴールドへ引き上げました。

また、この取り組みを国際的に拡大し、アラブ首長国連
邦ドバイの建物でLEED-CI（Commercial Interior）のゴール
ド認証を取得しました。

テクノロジー、イノベーション、
サステナビリティ
ノースカロライナ州ケアリーにある弊社のグローバル・テク
ノロジー・キャンパスは、技術チームと職場空間デザイナ
ーが手を組んだパートナーシップの賜物です。屋外に
もWiFi接続を完備し、野外劇場、バスケットボールコー
ト、ウォーキングトレイルなどがあり、屋内にはトレッ
ドミルを組み込んだワークステーション、フィットネス
センター、コーヒーバー、自由に書き込みのできる壁、
立って仕事のできるデスク、グローバルなビデオ会議機
能などを備えています。この最新のアメニティは、この
地域で技術畑の優秀な人材を雇い入れるのに役立つでし
ょう。

2015年6月、メットライフは、ノースカロライナ州ケ
アリーに新しくグローバル・テクノロジー・キャンパ
スを開設しました。このキャンパスには、約2万平方
メートルのオフィスビル2棟があり、LEEDプラチナ認
証の取得を目指しています。

環境面の実績
•

 国内で所有および管理しているオフィスはすべ
米
てエネルギースター認証を取得

•

世界17か所の建物でLEED認証を取得

•

 なオフィスに電気自動車充電ステーションを
主
42基設置
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社員の参加を奨励

アース・アワー
メットライフは2015年3月28日、「アース・アワ
ー」に参加して、世界各地の事業拠点で1時間、電気
を消しました。アース・アワーはWWF（世界自然保
護基金）の世界的な環境イベントです。米国では、
現地時間午後8時30分に、メットライフが所有する多
数のビル、およびニューヨーク市の200 Park Avenue
と1095 Avenue of the Americasで、不必要な照明
が消されました。このアース・アワーには、メキシ
コシティ、東京、マドリード、アテネ、サンティア
ゴ、ブエノスアイレス、ダッカ、ベイルートをはじ
め、世界各地のオフィスが参加しました。

「Our Green Impact」プログラム
2015年、メットライフは、「Our Green Impact」プログ
ラムを開始しました。社員それぞれが行動を取ること
で、メットライフの環境スチュワードシップに寄与でき
るようにする取り組みです。職場で、家庭で、コミュニ
ティで、環境への影響を削減するためにできることを社
員に情報提供しています。
このプログラムでは、世界中のメットライフ社員がサス
テナビリティ関連の活動に参加できるよう、多数の機会
を示しています。オンラインのディスカッションフォー
ラム、週替わりの環境アイデア、ボランティア活動など
です。また、四半期に1度の講演会シリーズでは、サス
テナビリティ分野の専門家を招いて重要な問題、最新の
トレンド、ベストプラクティスなどについて語ってもら
い、社員がオンラインでバーチャルに参加しています。
メットライフの「グリーン・チーム」も、Our Green Impact
の重要な要素です。オフィスごとの社員グループで構成
されていて、環境意識の向上や環境行動の実践を促して
います。現在、米国に10チーム、インドに1チームが結
成されていて、海岸の清掃などの環境ボランティア活動
を奨励するほか、省エネ、ゴミ、リサイクル、代替通勤
手段などをテーマにした各種のプログラムを企画・運営
しています。

メットライフ史上最大の
アースウィーク
メットライフの2015年グローバル・アースウィークには、世界23か所の
オフィスで7,000人以上の社員が参加しました。
主なハイライト：インド・ノイダの環境クイズ、スペイン・マドリードの
新しいリサイクル制度立ち上げ、社員の個人所有の電子機器を1,800キロ
グラム以上リサイクル回収、米国とメキシコで省エネ照明フェア。
アースウィークの一環として、米国の事業拠点の多くが環境フェアを開催
し、ステイプルズ、HP、ゼネラル・エレクトリック、エンタープライズ・
レンタカー、UPS、セーフライトなど、計100社以上のビジネスパートナ
ーが参加しました。

サプライチェーンの
サステナビリティ向上を奨励

持続可能な開発目標 目標12
つくる責任
つかう責任

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。サステナブルな建材とイ
ンテリア家具、清掃用品、再生紙、エネルギースター認
証を受けたIT機器、エネルギー効率の高い照明や水道技
術などを調達しています。

持続可能な生産消費形態を確保する
メットライフの企業社会責任プログラムお
よび公的開示の努力は、SDG目標12.6（企業
に対し、持続可能な取り組みを導入し、持
続可能性に関する情報を定期報告に盛り込
むよう奨励する）をサポートしています。

メットライフのカーボン・フットプリントの多くは、サ
プライヤから来ています。そこでこのサプライチェーン
の環境影響を緩和するため、責任ある事業経営と環境ス
チュワードシップに努めているビジネスパートナーとの
取引を積極的に模索しています。弊社のサプライチェー
ン・サステナビリティ制度は、サプライヤの管理やサプ
ライヤからの調達のプロセスにサステナビリティの要因
を組み入れる制度です。

ギリシャ・アテネの社員は、アースデイに参加
して電子機器を責任ある方法で廃棄しました。
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企画提案書を提出するサプライヤには、サステナビリテ
ィ情報の開示を求める調査票への回答を義務付けていま
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
フはこれまでに主要サプライヤ57社と協力して、温室効
果ガス排出とカーボン・フットプリントの削減を図って
きました。今後数年以内に協力サプライヤ数を2倍近くに
増やし、2020年までに主要サプライヤ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と
いう目標を達成します。

400時間
2015年、メットライフの社員150人とその家
族が延べ400時間にわたって環境をテーマにし
た地域の奉仕活動に参加しました。
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メットライフについて

メットライフの事業展開国

1868年に設立されたメットライフは、世界各地で生命保険、年金、従業員福利厚生、資産運用サービスを提
供しています。40か国以上で事業を展開し、米国、日本、ラテンアメリカ、アジア、ヨーロッパ、中東の各
市場でマーケットリーダーとしての地位を築いています。

アルゼンチン

エクアドル

韓国

ロシア

オーストラリア

エジプト

クウェート

サウジアラビア

バーレーン

フランス

レバノン

スロバキア

バングラデシュ

ギリシャ

マレーシア

スペイン

ブラジル

香港

メキシコ

トルコ

ブルガリア

ハンガリー

ネパール

ウクライナ

チリ

インド

オマーン

アラブ首長国連邦

中国

アイルランド

ポーランド

イギリス

コロンビア

イタリア

ポルトガル

アメリカ合衆国

キプロス

日本

カタール

ウルグアイ

チェコ共和国

ヨルダン

ルーマニア

ベトナム

メットライフは、創業以来、健全な財務基盤に基づき、保険会社としてお客さまとのお約束を果たすことを
事業活動の中核に据えてきました。個人や法人のお客さまを対象に保険と従業員福利厚生の商品やサービス
を幅広く提供し、お客さまのニーズを満たすソリューションを開発することで、長期にわたって経済的な安
定をもたらします。
メットライフは、お客さまにとってわかりやすい商品とサービスを適正な価格でご提供して、利用しやすい
ものとするため、世界中で努力を重ねています。金融サービスへのアクセスを向上することにより、多くの
場所で多くの人にサービスをお届けし、「人生の『もっと』をかなえる応援をします」という目的を達成し
ています。
•

約150年の実績

•

世界中で約1億人のお客さまにサービスを提供

•

40か国以上で事業展開

•

約6万9,000人の社員

•

20か国以上でマーケットリーダーとして事業を展開

•

生命保険の保有契約高が4兆7,000億ドル超*

•

2015年の保険金・給付金等のお支払い額が約460億ドル

* グロス保険契約高

主な商品とサービス：
米国の個人保険事業の分離
2016年1月12日、メットライフは、個人保険事業の大半
にわたる分離（以下、「分離」）を追求する計画を発
表しました。メットライフは現在、この分離を実現する
ための構造的な選択肢を複数評価しています。その具体
的な形式にもよりますが、分離に際しては、様々な条件
を満たし、また承認を受ける必要があります。具体的に
は、MetLife, Inc.取締役会から取引に対して承認を受ける
こと、米国証券委員会の適用条件を満たすこと、保険関
連をはじめとする各種の規制承認を受け、その他の条件
を満たすことなどが含まれます。
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米国のエージェンシー・チャネ
ルの売却
2016年2月28日、MetLife, Inc.は、Massachusetts Mutual Life
Insurance Company（以下、「マスミューチュアル」）と
の間で売買契約を交わしました。メットライフの米国の
エージェンシー・チャネル、メットライフ・プレミア・
クライアント・グループの一部資産、およびメットライ
フの提携ブローカー・ディーラーでMetLife, Inc.の完全子
会社であるMetLife Securities, Inc.をマスミューチュアルに
売却する契約です（この売買契約の下で考慮されている
取引は、規制承認をはじめとする一定の条件が満たされ
れば成立します）。

•

傷害疾病保険

•

法務サービス

•

年金

•

生命保険

•

自動車および住宅保険

•

医療保険

•

信用保険

•

退職プランニング、年金、貯蓄商品

•

歯科保険

•

眼科保険

•

就業不能保険

メットライフについて
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業界におけるソート・リーダーシップ
メットライフは、業界の課題に対して有益な情報をもたらすとともに、社会が抱える最も複雑な社会問題、
および規制・政策上の問題に対して解決策をもたらすような発想、洞察、データを提供すべく努力していま
す。先進的な発想で業界を率いるリーダー、および問題解決への貢献者としての役割を積極的に果たすこと
に努めています。

世界各地で事業を営むなかで、メットライフは、様々な
トピックにわたる研究プロジェクト、白書、記事、シン
ポジウム、オリジナル・コンテンツを開発するなど、幅
広いソート・リーダーシップの活動に取り組み、また資
金面で支援しています。このアプローチの基本にあるの
は、人々が必要としている正しい商品とサービスへのア
クセスを実現したいという願いです。

従業員福利厚生トレンド調査
メットライフは、従業員福利厚生をめぐる環境を、世界
数十か国にわたって継続的に評価しています。弊社の
「従業員福利厚生トレンド調査」は、現在あるなかで最
も包括的な調査のひとつです。米国では、この報告書が
企業やブローカーの間で業界の高い評価を得ており、企
業やそのアドバイザーが福利厚生戦略を考えるうえで重
要な情報となっています。

アジアの高齢化社会

従業員の健康状態に関する研究

日本と韓国は、急速に高齢化する人口のニーズを満たし
ながら社会保障制度の財政的なサステナビリティを保つ
という、大きな課題に直面しています。この課題に臨ん
で、民間保険会社は、個人が健康と退職に伴うリスクを
上手に管理し、同時に政府にかかる負担を減らすのに役
立つという点で、重要な役割を果たします。日本と韓国
の両国において、メットライフはソート・リーダーシッ
プを発揮し、健康と退職に伴うリスクの理解と管理とい
うトピック分野で活発に活動しています。

2015年、メットライフは、睡眠不足が従業員の健康に与
える悪影響と、その結果として企業の財務に及ぶ影響に
ついて、白書を発行しました。弊社の従業員福利厚生サ
ービスを利用している世界各地のお客さまにとって、こ
の種の研究は、従業員の健康とウェルネスに関する質の
高いソリューション提供の重要性を理解するうえで有益
な情報をもたらしています。

日米経済協議会および韓米経済協議会と協力して、メッ
トライフは2015年、日本と韓国で高齢化社会の問題に関
する2つの白書を発表しました。これらの白書では、以下
の点について広範な政策を勧告しました。
•

中国、インド、イギリスの
従業員福利厚生トレンド調査

民間年金プランの普及促進

•

金銭管理能力と年金貯蓄についての認識の向上

メットライフは2015年、初めて中国とインドで従業員福
利厚生トレンド調査を実施しました。この調査は、これ
までに米国をはじめ12市場で実施されています。

•

医療費を賄うための画期的なアプローチ（日本）

•

デジタル医療（日本）

中国とインドという大市場でこの調査を実施することに
より、弊社は、従業員が抱えている主な懸念を特定し、
企業が人材獲得に際して活用することのできる貴重な洞
察をもたらせるようになりました。従業員福利厚生制度
を充実させ、効果的に伝えることは、人材市場で他社と
差別化し、社員の積極性を引き出し、意欲や満足度を高
めるうえで、重要な戦略になり得ます。このことは、世
界のすべての市場で引き続き確認されています。
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持続可能な開発目標 目標10
人や国の不平等
をなくそう

各国及び各国間の不平等を是正する
目標：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目標
10.5（世界金融市場に対する規制の実施を
強化する）をサポートしています。

退職後の生活設計に関する研究
イギリスでは2015年の政策変更に伴って、退職を間近
に控えた多くの人に対し、年金貯蓄を引き出して退職後
の投資を自分でコントロールする自由がもたらされまし
た。この政策変更に先立ち、メットライフは、退職後の
生活設計を専門とするアドバイザーを対象に調査を実施
して、これらの変更に伴う懸念を理解するとともに、消
費者にとってプロセスを簡単にするための機会を特定し
ました。

ファイナンシャル・インクルージョンに関する
研究
MetLife Foundationは、ファイナンシャル・インクルージ
ョンに関する重要な研究を行っている団体を資金援助し
ています。ファイナンシャル・インクルージョンとは、
低所得層や恵まれない立場に置かれた人々に対し、質の
高い金融サービスを手頃な価格で提供することです。
MetLife Foundationは、センター・フォー・ファイナンシ
ャル・サービシズ・イノベーションの主要寄付者となっ
ています。同センターが最近発表した米国人の経済状態
に関する研究では、米国人の57％が金銭的に困窮して
いると結論されました。この研究では、消費者の行動や
態度がどのように結果に関与するかを理解することによ
り、経済状態を改善できる大きな機会があることも報告
されました。
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メットライフのビジョン
メットライフは、生命保険と従業員福利厚生を
提供する大手グローバル企業として認識される
ことを目指しています。
メットライフがどのように戦略目標を達成してこのビジョンの実現に近付
いているかについて、詳しくはメットライフの2015年年次報告書の会長か
らのご挨拶みください。

受賞と評価

世界で最も賞賛され
る企業

ベスト・コーポレート・
シチズン100社

女性エグゼクティブが
活躍する企業50社

ワークライフ・バラ
ンス優秀賞

Fortune magazine

Corporate Responsibility
Magazine

National Association for
Female Executives

National Association
for Female Executives

企業平等指数（Corporate
Equality Index）— LGBT
（レズビアン、ゲイ、バ
イセクシャル、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

多国籍の事業機会を持
つ米国企業50社

女性の事業に貢献する
米国企業50社

現役・退役軍人の活
用に積極的な企業

DiversityBusiness.com

Women’s Business
Enterprise National
Council

G.I. Jobs Magazine

ベストカンパニー
100社

養子縁組への対応・
処遇が優れた職場

Working Mother
magazine

Dave Thomas
Foundation for
Adoption

メットライフのバリュー（企業理念）

お客さま中心主義

常にベストを尽くす

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。

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。

メットライフ2015年Global Impact報告書

お客さまの目線で
よりわかりやすく

力を合わせて
成功を目指す

弊社が扱う商品はわかり
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。

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。

Human Rights Campaign

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

米国と世界のグリーン
カンパニー・ランキン
グ上位20社

2016年企業・団体クラ
イメート・リーダーシ
ップ賞

Newsweek

EPA Center for Corporate
Climate Leadership

ラテンアメリカ系女性
のためのベスト50社

多様な人材を活用して
いる企業の指標

ベスト・オブ・ベスト
の雇用主

金融サービス・ジェ
ンダー平等指標

LATINA Style Magazine

Hispanic Association on
Corporate Responsibility

Black EOE Journal

Bloomberg

メットライフについて
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メットライフの2015年実績データ

労働力データ
全世界の労働力

業績データ
業績データ
項目（単位：百万ドル）				

2015

2014

2013

2012

2011

総資産				
総投資				
総負債				
株主資本				
内部留保				

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

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

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

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

796,226
511,379
738,232
57,889
24,814

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				
法人税引当				
純利益				

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
6,336

68,199
37,674
22,232
64,147
38,107
661
3,393

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

70,241
36,361
19,585
61,057
35,471
2,793
6,415

普通株配当				
1株当たり利益（ドル）				

1,653
4.57

1,499
5.42

1,119
2.91

811
1.12

787
5.76

自己資本利益率（%）				

7.5

9.4

5.4

2.0

12.2

投資データ

							
雇用契約
正社員						
一時社員						

合計1

女性

男性

68,138
該当なし

32,458
該当なし

35,669
該当なし

雇用契約の種類					
フルタイム						
パートタイム						

67,590
548

32,020
438

35,561
108

労働力の内訳					
一般社員						
エージェント・契約社員						

68,138
25,842

32,458
4,079

35,669
4,393

地域別労働力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						

27,879
9,011
26,207
5,041

14,809
5,737
9,163
2,749

13,065
3,274
17,038
2,292

性別3							

女性 %

男性 %

営業職							
非営業職							
エグゼクティブグループ							
取締役会							

36.5%
56.4%
20.0%
33.3%

63.5%
43.6%
80.0%
66.7%

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が含まれます。

社員と取締役会の人材多様性3

年齢4			

グローバルポートフォリオ				

2015		

2014		

2013

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				
米国債・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				

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

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

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

合計				

100.0%		

100.0%		

100.0%

		

30 歳未満

30～50歳

50歳超

営業職						
非営業職						
エグゼクティブグループ						
取締役会						

20.9%
17.6%
0.0%
0.0%

62.1%
62.0%
10.0%
0.0%

17.1%
20.4%
90.0%
100.0%

黒人または
ラテン系
アジア系
アメリカ先住民、
不特定
複数人種
アフリカ系 			
アラスカ先住民
		
アメリカ人 			
		
							

ハワイまたは
太平洋諸
島先住民

民族および人種
		
		
		

営業職
非営業職
エグゼクティブグループ
取締役会

白人

82.1%
72.2%
80.0%
75.0%

5.4%
11.9%
0.0%
9.0%

2.9%
5.7%
10.0%
8.0%

7.9%
7.7%
10.0%
8.0%

0.4%
0.3%
0.0%
0.0%

0.6%
0.6%
0.0%
0.0%

0.6%
1.5%
0.0%
0.0%

0.1%
0.2%
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 社内システムで不特定の社員がいるため、性別と年齢の合計は一致しません。

社員の研修とパフォーマンス・レビュー
インパクト投資

年平均研修時間数5						

女性		

男性

5.0		
3.1		

6.8
2.2

				

公正価値

公正価値

公正価値

投資額

投資額

投資額

2013

非営業職						
営業職						

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
		

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

$1,564
$9,105
–
$15,387

$1,485
$6,761
–
$13,730

$446
$969
$1,679
$1,840

$481
$1,121
–
$586

$334
$508
–
–

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員6					

女性		

男性

非営業職						
営業職						

99.8%		
99.8%		

99.8%
99.8%

合計			

$34,966

$26,056

$21,976

4,934

$2,188

$842

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。一部の性別データは、当該社員が弊社を退職済みであるため、システムに記録されていません。

メットライフのインパクト投資（単位：百万ドル）		
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環境データ
環境

2015年のエネルギー消費の種類

						

20152

不動産物件
世界の不動産物件（単位：百万平方フィート）3				
17.16
米国の不動産物件（単位：百万平方フィート）3				
9.78
EPAエネルギースター（認証建物数）4					
13
EPAエネルギースター（単位：百万平方フィート）4				
3.96
LEED（認証建物数）4					
17
LEED（単位：百万平方フィート）4					
3.31
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総排出量（カーボンオフセットなし）				
10,225
スコープ2総排出量5					
11,541
スコープ3排出量（北米の出張）					
21,631
カーボンオフセット（スコープ1排出量）				
4,640
排出原単位（FTE5当たりの二酸化炭素換算、単位：トン）3 			
4.63
排出原単位（米国平方フット当たりの二酸化炭素換算、単位：トン）3			
0.0102

20141

20131

20121

16.79
9.61
15
4.53
14
3.11

18.15
10.91
15
4.53
12
2.74

18.05
11.49
15
4.53
10
2.35

11,824
14,414
19,890
5,405
5.20
0.0126

12,005
14,610
16,762
4,841
4.93
0.0129

11,593
14,390
17,839
4,213
4.60
0.0127

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（電力のみ）（FTE6当たりメガワット時）4			
エネルギー原単位（平方フット当たりメガワット時）3				
再生可能エネルギー資本投資（単位：百万ドル）8				

143,570
101,648
9.2622
0.0211
628

148,199
116,724
9.4402
0.0229
116

153,263
84,692
9.0468
0.0237
225

155,411
72,671
8.8295
0.0244
899

ゴミ（単位：ポンド）4					
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：%）				
全社の電子廃棄物7					

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

水（単位：キロガロン）4					
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）				

69,021
6.2892
0.0143

75,061
6.3958
0.0155

71,267
5.6195
0.0147

86,834
6.4864
0.0179

エネルギーの種類								 メガワット時
電力（スコープ3の電力を含む）								
燃料（石油、天然ガス、ガソリン）								
エネルギー消費合計								

143,570
48,019
191,588

コミュニティについてのデータ
コミュニティ
MetLife Foundation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
医療・医学研究
芸術・文化振興
青少年・教育
コミュニティ開発
社員のボランティア活動

			
			
			
			
			
			

2015		

2014		

2013

$29.65
$1.72
$2.86
$3.03 		
$3.22 		
$2.09 		

$27.25
$1.86
$3.10
$2.82 		
$3.37 		
$2.67 		

$16.77
$4.73
$5.67
$6.41
$5.51
$3.41

1 方法の大幅な変更と訂正の結果、過年度に報告された数値が更新されています。2 更新後の排出要因が反映されています。3 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。4 米国内の自社保有・管理施設のみ。5 グリーン電力証書（REC）が含まれます。6 フルタイム勤務の社員。7 全
事業所でリサイクル、再使用、再販された総重量。8 2014年の数値は実際の新規契約額を反映するため更新されています。以前の報告値を調整して、実際の現金投入額
ではなく新規契約額を示しました。

2015年スコープ1排出量
温室効果ガスの種類						  二酸化炭素換算、単位：トン
						

石油

天然ガス

ガソリン

合計

CO2
		
		

米国		
米国以外		
合計		

154
334
488

4498
236
4733

4884
該当なし
4884

9,535
569
10,105

CH4
		
		

米国		
米国以外		
合計		

0.15
0.33
0.49

2.12
0.11
2.23

0
該当なし
0

2.27
0.44
2.72

N2O
		
		

米国		
米国以外		
合計		

0.35
0.78
1.14

2.52
0.13
2.66

0
該当なし
0

2.88
0.91
3.79
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法律上の開示事項
将来の見込み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
る将来の見込み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。将来の見込
みに関する記述は、将来の出来事についての期待や予測
を述べるものです。こうした記述は、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。
将来の見込みに関する記述は、一部または全部が不正確
になる可能性があります。将来の見込みに関する記述
は、不正確な前提や既知または未知のリスクや不確定要
因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、MetLife, Inc.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。将来の見込みに
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因を含んで
います。将来の見込みに関する記述は、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、将来の見込
み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、不確定要因、その他の要因には、MetLife, Inc.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、不確定要因、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、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
セスし、手数料収入および市場関連売上高を計上し、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。これには、ヨーロッパの混乱および1国
または複数国によるユーロ圏からの離脱の結果として生
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。これには、システム上
重要なノンバンク金融機関へのMetLife, Inc.の指定に伴う
規制適用の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、
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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）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。これ
には、（a）事業買収と買収した事業の統合および成長
管理、（b）売却、新規株式公開、スピンオフなどを通
じた事業の整理、（c）合弁事業の開始、または（d）
法的事業体の再編法律上の事業再編に伴うものが含ま
れます。（9）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。（10）
投資損失、不履行、投資価値の変化。（11）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。（12）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。（13）不動産抵当貸付の不履行。（14）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。（15）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。これには、為
替相場の変動にかかわるリスクが含まれます。（16）
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。（17）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。（18）再保険または補償制度
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。（19）実際の請求と査定や準備に関する前提の間
の差異。（20）リスク管理ポリシーと手順の無効力。
（21）巨額の損失。（22）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。（23）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。（24）
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。（25）
MetLife, Inc.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。（26）持株会社と
してMetLife, Inc.が子会社からの配当金に依存して債務を
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。（27）MetLife, Inc.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。（28）会計基準、
慣行、ポリシーの変更。（29）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。（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）営
業担当者を確保できない事態。（32）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。（33）
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。（34）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。（35）MetLife, Inc.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因。
MetLife, Inc.は、将来の見込み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。MetLife, Inc.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契約者貸付や他の投資資産、売却
目的の不動産抵当貸付や連結証券化事業体の保有する商
業不動産抵当貸付を除外して、投資ポートフォリオの理
解と比較性を高めることができると、メットライフは考
えています。また、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。これらは、契約者の指定する
ユニットリンク投資で主に構成され、メットライフでは
なく契約者が資金の投資を管理するためです。さらに、
不動産抵当貸付および特定の不動産投資についても、帳
簿価額から見積もり公正価値へと調整しています。運用
資産と総投資の調整は、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2015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2015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
資産をはじめとする非GAAP財務情報は、最も直接的に
比較することのできるGAAP財務情報の代わりとして使
用すべきではありません。
保証は、特定の保険および年金商品に適用され（有価証
券、変動商品、投資顧問商品には適用されません）、ま
た商品約款に定める規定のほか、除外や制限、保険会社
の支払い能力や財務の健全性によって変わる可能性があ
ります。

巻末注
MAXIS Global Benefits Network（以下、「ネットワーク」）
は、現地で事業許可を取得しMAXISに加盟している保険
会社（以下、「メンバー」）のネットワークです。こ
のネットワークは、AXA France Vie S.A.（フランス・パ
リ、以下、「AXA」）およびMetropolitan Life Insurance
C o m p a n y （ニューヨーク州ニューヨーク市、以下、
「MLIC」）によって設立されました。313, Terrasses de
l’Arche—92 727 Nanterre Cedex, Franceに登録上の事業所
を有するMAXIS GBN S.A.S.（以下、「MAXIS」）は、保
険および再保険の仲介者（ORIAS登録番号16000513—
www.orias.fr）としてネットワークを販売促進していま
す。MAXISは、AXAおよびMLICの関連会社によって共同
保有されており、保険を提供したり、保険証券を発行し
たりすることはありません。その種の業務はメンバーに
よって遂行されます。MLICは、ニューヨーク州での保険
業務遂行に関して事業許可を取得している唯一のメンバ
ーです。他のメンバーはニューヨーク州での業務の事業
許可および承認を有しておらず、他のメンバーが発行す
る証券および契約はニューヨーク州金融サービス監督局
の承認を受けていません。よってニューヨーク州の保証
基金による保護はなく、ニューヨーク州のすべての法律
の適用対象外です。

総投資と運用資産の調整
（単位：10億ドル）								 2015年12月31日
総投資 								

$495.5

> 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：売却目的不動産抵当貸付 								
> 減産：公正価値オプションと売買目的有価証券 							

12.8
6.3
0.2
11.3
22.5
–
15.0

運用資産 								

$465.6

法律上の開示事項
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この報告書について

GRIのG4ガイドラインについ
て、詳しくは以下をご覧く
ださい。
www.globalreporting.org

メットライフのマテリアル
なトピック

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）のG4ガイドラインならびに金融サービス業
のセクター開示項目に則って作成されています。
GRIのガイドラインは、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。この枠組みに従うことによ
り、メットライフは、事業活動のメリットと影響を数量化
している世界中の数千社という企業の仲間入りをします。
メットライフは前回、2014年9月に2014年版の「Global
Impact経過報告書」を発行しました。また、MetLife Foundationは毎年1回、報告書を発行しています。メットライ
フは将来の報告書を年1回、発行していく計画です。
この報告書には、2015年（暦年）のデータが収録されて
います。特に記載がない限り、メットライフの全世界に
おける事業の情報が含まれています。

•

リスク管理

•

お客さまの満足

•

社員の満足

この報告書全文に対しては、外部保証を受けていませ
ん。ただし、2015年の温室効果ガスの数値については、
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。

•

行政との関係および規制リスクの管理

GRIの「報告内容に関する原則」の適用

•

 品のアクセシビリティとファイナンシャ
商
ル・インクージョン

•

グローバルな競争力

•

環境・社会・ガバナンスへの投資

メットライフでは、2014年に徹底したマテリアリティ分
析を行って、弊社の報告書に盛り込むべき主なトピック
を特定しました。この分析に当たっては、GRI G4の「報
告内容に関する原則」に記載されている「マテリアリテ
ィ」、「ステークホルダーの包含」、「網羅性」、「文
脈」の要件を満たしました。マテリアリティ分析のプロ
セスについての説明は、メットライフの「2013年Global
Impact報告書」をご覧ください。

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：

特定標準開示項目：マテリアルなトピックのバウンダリ
ーについての詳細は、GRI指標の「側面と側面のバウンダ
リー」をご覧ください。

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2015年12月31日現在のものです。

メットライフ2015年Global Impact報告書

さらに詳しい情報をご覧いただけます
2015年報告書の完全版、概要版、およびGRI指標は、弊社の
Global Impactウェブサイト（www.metlifeglobalimpact.com)
でご覧いただけます。また、報告書の翻訳版と補足文書も
数か国語で提供されています。
投資コミュニティのメンバーの方々は、以下の主要市場の
データプラットフォームから、環境・社会・ガバナンスに
関する弊社の開示情報と格付けをご覧いただけます。
•

Bloomberg Professional Services

•

Thomson Reuters Datastream Professional

•

MSCI Barra
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GLOBAL IMPACT
のためのビジョン

メットライフは、お客さまの暮らしの向上をお手伝いしてきた長年にわた
る伝統を継承して、世界各地の人々、家族、地域社会が将来の可能性を拡
大できるようサポートしていきます。すべてのお客さまから信頼を獲得
し、事業を営む地域社会の安定を図るため、不断の努力を続けています。

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
L0616468501[exp0817][All States][DC]

