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Navigating Life Together

メットライフについて
メットライフとその子会社および関連会社（「メットライフ」）は、世界最大の金融サー
ビス会社の1社です。保険、年金、従業員福利厚生、資産運用のサービスを提供し、個人
および法人のお客さまが変わりゆく世界をナビゲートできるようお手伝いしています。
1868年に設立された弊社は、40か国以上で事業展開し、米国、日本、ラテンアメリカ、
アジア、ヨーロッパ、中東で有力な地位を築いています。詳しくはwww.metlife.comをご
覧ください。

メットライフの目的：安心に満たされた世界を創る
こと
メットライフは、過去何世代にもわたり、世界中の人々の財産
や資産、ご家族、そして未来を保護するためのお手伝いをし

てきました。その過程で、ご家族を守り、コミュニティに貢献
し、社会全体を豊かにすることへのコミットメントを実践して
きました。

私たちは、どんな環境においても繁栄することのできる、安定
性と敏捷性を兼ね備えた会社を構築しています。事業改革を推
進して、資産運用、従業員福利厚生、財務保護といった分野の
専門ノウハウを活かす新しい事業機会を積極的に追求していま
す。イノベーションに投資し、スタートアップ企業と手を組

み、業務をデジタル化することで、世界の変化に順応できる競
争力を高めています。メットライフは、安心に満たされた世界
を創るため、たゆまず努力しています。
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本資料は、2017年のメットライフの企業責任に関する優先事項、目
標、進捗状況の概要報告書です。メットライフのグローバルなインパ
クトについて詳しくは、報告書全文（metlifeglobalimpact.com）を
ご覧ください。
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会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶

2017年は、メットライフの長い歴史のなかでもとりわけ大きな変化があった一年でした。1868年
の創業以来の事業であった米国の個人事業を分社化したことは、フリーキャッシュフローを改善
して資本集約度を引き下げシンプルな会社を構築する戦略において非常に重要な動きでした。
次なる景気停滞がいつ訪れるかは分かりませんが、メットライフは、景気の嵐が訪れても乗り切
る体力を持つことになります。
2018年3月、創業150周年を祝賀
するニューヨーク証券取引所の
イベントに出席したメットライ
フ会長・社長兼最高経営責任者
のスティーブ・カンダリアン。

弊社は、引き続き保護商品と手数料ベースの商品で事業を構築し、またデジタル機能を向上させ
て、お客さまにより良いサービスをお届けしています。2017年の財務業績は堅調で、1株あたり調
整後利益を8％増としました。
メットライフは、事業経営だけでなく企業責任の取り組みにおいても、継続的に改善することを
重視しています。

様々な企業責任の方策でどれだけ実績を上げているかに対しては、今までにも増して、投資家、
規制当局、非政府組織などから厳しい目が向けられるようになっています。昨年のGlobal Impact
報告書の発行後に弊社が達成した実績には、次のようなものがあります。
•

•

•

•

•

•

•

 済的なリターンを計上しながら社会と環境に恩恵をもたらすため、米国の低所得者層向け住
経
宅供給、環境にやさしいエネルギー開発、インフラ整備、地方債に対するインパクト投資予算
を23億ドル、さらに米国以外のインパクト投資予算を25億ドル確保しました。これらの追加投
資を含めて、弊社のインパクト投資ポートフォリオは総額500億ドルに達しました。

メットライフとメットライフ財団は、総額4,500万ドルを寄付として拠出しました。これには、
低所得者とそのご家族が安全で安価な金融商品、金融サービスを利用できるようにするための
ファイナンシャル・インクルージョン活動のための3,000万ドルが含まれています。

 米のダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）に2年連続で選ばれまし
北
た。DJSIは、サステナビリティ活動に積極的な企業を含む指標で、企業責任の標準として広く
認知されています。
 候変動問題の報告と管理の実績に対し、CDP（旧称「カーボン・ディスクロージャー・プロ
気
ジェクト」）から「A-」の評価を受けました。メットライフは、CDPのリーダーシップ部門の
評価で、金融サービス会社の上位25％以内に入っています。

 ルームバーグが1月に初めて発表した全業界対象のジェンダー平等指標に選ばれました。ブルー
ブ
ムバーグの金融サービス業界のジェンダー平等指標には、2016年と2017年に選ばれていました。

 ューヨークのウィメンズ・フォーラムから、女性取締役の構成比率の高さを評価され、「チ
ニ
ャンピオン」として表彰されました。現時点で弊社は、取締役の25％が女性となっています。
 国ビジネス・リーダーシップ・ネットワークと米国障害者協会から「障害者にとってベスト
米
の職場」に選ばれました。障害のある人にとって働きやすい職場を作るための取り組みで弊社
が受けた初の表彰でした。

メットライフは、ステークホルダーを建設的な方法で巻き込んでいくことを重視しています。そ
して、企業責任の取り組みをさらに強化して、進化する基準に合わせていくべきだと考えるよう
になりました。そうした戦略的かつ協調的なアプローチを取るため、弊社は現在、企業責任の担
当部門を新しく創設して、事業上の優先課題と企業責任のリーダーとしての地位にふさわしい統
合的な戦略を策定しつつあります。

責任あるサステナブルな方法で事業運営するために講じている各種の方策が、弊社のすべてのステ
ークホルダーにとってポジティブなインパクトを世界各地で生み出していくものと確信しています。

スティーブン A. カンダリアン
会長・社長兼最高経営責任者
MetLife, Inc.
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メットライフの企業責任戦略

メットライフは、世界中の人々、ご家族、そしてコミュニティのために、安心に満たされた世界を創ろうとしています。

この企業責任へのコミットメントを実践するため、お客さまに保護を提供し、必要な時に給付金をお届けし、事業展開する各
地のコミュニティで社会貢献活動と投資を行い、そして経済全体に長期的な視点から投資しています。メットライフは、責任
を持って行動し、すべてのステークホルダーに長期的な価値を創造するという目標を掲げて事業経営しています。

投資先のコミュニ
ティのために

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

自社の事業のために

倫理、誠実、リスク管理に裏打ちされた企業文化を浸透させ、あらゆるレベルのすべての社
員がリスク管理の責任を負っています。

株主のために

株主にとっての価値を創造し、長期にわたって公正なリターンを提供しています。

お客さまのために

お客さまの声に耳を傾け、ニーズを満たす商品とサービスを開発して、急速に進化するお客
さまの期待に応えています。

社員のために
環境のために
恵まれない人々の
ために

報酬と福利厚生の提供だけに留まらず、40か国以上のグローバルなチームが成長し成功でき
るよう、研修と能力開発の機会を提供し、健康とウェルネスをサポートし、ダイバーシティ
とインクルージョンを促進しています。
環境フットプリントを着実に縮小してきました。未来の世代のために美しい地球を残すため
の活動に努めています。
人々の経済状態を向上させる活動を重点的に展開しています。メットライフとメットライフ
財団は、2017年、ファイナンシャル・インクルージョンのための3,000万ドルをはじめ、総
額4,500万ドルを寄付しました。

世界全体のために価値を創造することは、私たちが営む事業の本
質と言えます。メットライフはセーフティネットの欠かせない一
部であり、保険金や給付金として年間450億ドルを拠出していま
す。経済成長のエンジンとして、農業、住宅、インフラ、そして
大小様々な企業に5,873億ドルを投資しています。
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2017年Global
Impactの主な実績
インパクト投資
•

•
•

インパクト投資を500億ドルに拡大しました。これは、2017年末時点の統合運
用資産の8％以上に相当します。
2016年から2017年にかけてインパクト投資を12％近く拡大しました。

ESG（環境・社会・ガバナンス）関連の投資機会を積極的に追求していま
す。2018年には、メットライフ・インベストメント・マネジメントのESGプラ
ットフォームを拡充するため、責任投資戦略グループを新たに設置しました。

倫理的で誠実な事業経営によるリスク管理
•

•

•

最高リスク責任者のポストをメットライフのエグゼクティブ・グループに昇格
させました。
全世界の社員を対象としたコミュニケーション活動を強化して、倫理的で誠実
な行動の重要性を企業文化に浸透させています。
マネーロンダリング防止、モバイル機器のセキュリティ、ソーシャルメディ
アのセキュリティといったトピックのトレーニング5コースを社員に義務付け
て、安全な情報管理、誠実経営と評判の保護に努めています。

お客さま体験を向上させるシンプルな商品
•

•

•

IBMと提携して米国の中小企業向けに初のデジタル福利厚生プラットフォーム
を導入することを発表しました。

新しい商品開発のプロセスを策定して、商品をシンプルにし、お客さまのニー
ズに明確に結び付けるようにしています。
自動車・住宅保険のエージェントとブローカー向けにカスタマー・ソリューシ
ョンズ・センターが提供している電話応対サービス（初）、および年金・収入
ソリューションズ（2年連続）が、J.D.パワーの「優れた顧客サービス体験」
を受賞しました。

メットライフは、風力・太陽光発電所40か所近く

すばらしい職場の創造
•

•

•

ニューヨーク、東京、ゴールウェイのオフィス改装に際して、社員のウェルネスをサポートする最高クラスの基準に準拠し、ウェルネ
ス・ルーム、シット＆スタンド・デスク、カフェスタイルのミーティングエリアなどを設けたデザインを採用しました。
「ウェルネス・フォー・ライフ」プログラムと各地のウェルネス・チャンピオンのネットワークを通じて、30か国以上の社員に350種類
以上のアクティビティを提供しました。
パフォーマンス評価のプロセスを改善し、単純化すると同時に、マネージャーの裁量を拡大しました。

サプライヤのインクルージョンと能力開発
•
•
•

女性やマイノリティなどの経営する企業600社以上とビジネスパートナーとして取引し、サプライヤ支出総額の11.1％を占めました。
RFP（提案依頼書）の送付に際し、すべての案件で女性やマイノリティなどが経営するサプライヤが少なくとも1社含まれました。

女性やマイノリティなどが経営するサプライヤへの支出を通じ、4億1,600万ドル超の経済生産高、米国各地で2,500件の雇用創出に寄与
しました。

くに出資しており、これらが発電するクリーン・エネルギーは150万世帯弱の使用電力に相当しています。

環境の保護
•

2年連続でカーボン・ニュートラルを達成しました。

•

17か国で60件のエネルギー効率化プロジェクトを遂行し、3か所のオフィスを高いエネルギー管理基準に則ってデザインしました。ま
た、20か国で省エネ行動を促す社員向けの啓蒙キャンペーンを展開しました。

•

社員向けの環境行動キャンペーン「Our Green Impact」プログラムを通じて1万人の社員を動員し、責任ある環境スチュワードシップに貢
献しました。

メットライフ財団
•

•

•

ファイナンシャル・インクルージョンの拡大とコミュニティ開発に4,500万ドルを寄付しました（メットライフ財団、メットライフ、メ
キシコと韓国のメットライフ財団）。

ファイナンシャル・インクルージョンを目的とした総額2億ドルの5年計画に則ってこれまでに1億7,000万ドルを寄付し、42か国で600万
人以上の低所得者層に支援活動を行いました。

様々な慈善団体に、社員ボランティアが延べ6万6,000時間以上を労働奉仕しました。うち45％が、ファイナンシャル・インクルージョン
の活動でした。
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インパクト
投資
より良い世界を創ることは、メットライ
フの事業の根底を支える目的です。2017
年、バランスシートの負債側で弊社が
契約者に支払った給付金は、約450億
ドルに達しました。一方の資産側で
は、5,873億ドルを投資して、経済成長
と雇用創出に寄与しています。農業、イ
ンフラ、不動産、企業など多岐にわたる
統合運用資産の総額です。メットライフ
が営む事業は、そもそもが巨大な社会価
値を生み出す事業なのです。
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メットライフの投資アプローチ

メットライフは、お客さまへの約束を果たせるようにするため、競争力のあ
るリスク調整後リターンをもたらす資産に投資しています。ESG（環境・社
会・ガバナンス）の側面を投資の意思決定プロセスに統合し、投資ポートフ
ォリオ全体にわたって厳密なリスク管理を実践しています。
インパクト投資を通じて、弊社は、開発の行き届かないコミュニティに社会
面と環境面のメリットをもたらすと同時に、経済的なリターンを計上してい
ます。その投資先は、コミュニティ開発、低所得者層向け住宅供給、再生可
能エネルギー開発、インフラ整備、地方債など、多岐にわたっています。イ
ンパクト投資総額は2017年12月31日時点で500億ドルに達しました。

インパクト投資総額
は2017年12月31日時
点で500億ドルに達
しました

メットライフの投資先であるSIMAから資金援助を受け
たプロジェクト、グリーンライト・プラネットが配給し
たソーラー照明の下でゲームを楽しむ子供たち。

農村の太陽光発電が投資リターンと公衆衛生の向上を実現

世界各地の電力の行き届かない状況により、最も不利な影響を受けているのは女性と子供であり、地
域の公衆衛生や教育、環境に悪影響を及ぼしています。アジアおよびサハラ以南のアフリカの様々な
場所で、電力を利用できない人口は実に85％に上っています。
メットライフは、安全な暮らしの実現というビジョンを共有する組織とパートナーシップを組んでき
ました。2017年には、太陽光発電と金融サービスへのアクセス拡大を目的としたSIMAのファンドに
700万ドルを投資しました。このファンドは、電力供給の行き届かない場所に太陽光発電をもたらす
ための資金調達のメカニズムです。SIMAのファンドは、低所得者層を対象とした太陽光発電や金融
サービスの画期的な商品を開発する会社にデットファイナンスの方法をもたらします。メットライフ
がリードインベスターとして参加したことで、SIMAの資金調達力が高まり、その影響力を数倍に拡
大しました。
このファンドが支援するプロジェクトは、家庭用のソーラー照明を提供することで、灯油ランプが
もたらす室内空気汚染と火災の危険性を減らし、安全な住居で子供たちが暗くなってからもで勉強
できる環境を実現しています。これらのプロジェクトにより、世帯あたり貯蓄額が平均10～15％増大
し、270億ドル相当の新たな購買力が創られました。
SIMAについて詳しくはsimafunds.comをご覧ください。
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責任ある投資

メットライフは、ESG（環境・社会・ガバナンス）の側面を投資
の意思決定プロセスに統合して、長期的にサステナブルなリタ
ーンを支えています。投資の可能性を検討する際には、社会的
責任の実践状況と指標を評価に組み込んでいます。

投資の文化

メットライフは、ホリスティッ
クな分析と統制の取れたリスク
管理を企業文化としています。
弊社の価値観に一致する行動を
取っている企業に投資すること
が、私たちの目標です。

メットライフのESG投資のプロセス

調査

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

管理

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

関与

投資先の経営陣と頻繁な対話を重ねて、戦略的優先課題と現場の実践状況を理解します。
これにより、投資先の目標と活動が弊社のESGの原則に沿っていることを確認します。

未来を見据えて

メットライフは、資産運用事業部門のメットライフ・インベス
トメント・マネジメントが手がけるESG関連の投資で着実に成果
を上げてきましたが、さらなる前進を目指しています。2018年
には、メットライフ・インベストメント・マネジメントのESGプ
ラットフォームを拡充するため、責任投資戦略グループを新た
に設置しました。このグループが今後、資産運用サービスの法
人顧客に対するパートナーとなり、またメットライフの企業責
任の活動においてもアドバイザーの役割を果たしていきます。
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メットライフのインパクト投資

メットライフの資産運用事業部門、メットライフ・インベストメント・マネジメントは、メットライフの一般会計投資ポートフ
ォリオと年金基金や保険会社といった機関投資家の投資ポートフォリオを合わせて総額5,873億ドルの資産を運用しています。
弊社の考えるインパクト投資とは、財務上の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。重点投資対
象は、以下の4分野です。

環境

 ミュニティ開発と低所得者層向
コ
け住宅供給

2017年の投資実績：

2017年の投資実績：

環境に配慮した建物と再生可能エネルギー
を有望視しています。LEED認証を取得した
不動産物件55件、および風力・太陽光発電
所40か所近くに出資しており、これらの発
電所が供給するクリーン・エネルギーは150
万世帯弱の使用電力に相当しています。

5億

ドル

長年にわたって低所得者層向けの質の高
い住宅とコミュニティ開発のプロジェク
トに投資してきた実績があります。

2億

ドル

以上

以上

インフラ

地方債

2017年の投資実績：

2017年の投資実績：

空港、港湾、道路、パイプライン、電力系
統、発電所などのインフラ整備のプロジェ
クトに投資することで、雇用を創出し、経
済成長に寄与しています。

地方債の投資ポートフォリオは、教
育、公共サービス、病院などをサポー
トします。米国の47州とワシントンDC
で約400か所の地方自治体に投資して
います。

32億

8億

ドル 以上

ドル

以上

インパクト投資総額
（単位：十億ドル）
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

$44.8
$41.1
1.8
13.6

$50.0
2.4

2.1
15.1
14.9
15.3

9.8

11.8

15.9

16.0

17.2

12/31/15

12/31/16

12/31/17

2017年12月31日時点の公正価値

コミュニティ開発と
住宅供給事業
環境
インフラ
地方債
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安定性の
確保
リスク管理、倫理、誠実に裏打ちされ
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。すべての
社員がリスク管理の責任を負い、全世
界のあらゆる事業で包括的なリスク管
理のコントロールを実践しています。

最高水準の業務行動に徹し、法令と会
社のポリシーを完全に順守すること
が、最低要件としてすべての社員に課
されています。

メットライフ2017年企業責任概要報告書 | 安定性の確保

リスク管理

メットライフは2017年、グローバル最高リスク責任者のポストをエグゼ
クティブ・グループに昇格させました。この最高リスク責任者が地域レ
ベルのリスク管理責任者と連携して、ガバナンスのプロセスとポリシー
を導入し、国や地域のリスクに対応しています。また、弊社の「3つの
防衛線」フレームワークでは、リスク管理の最前線に立っているという
意識を持つことを、社員の業務の重要な側面と位置付けています。

メットライフの誠実性と評判の保護

メットライフの社員は、2017年中に最低でも5つのコースを受講し、会
社の誠実性と評判を守る方法について学習しました。

11

メットライフの行動規範

メットライフの行動規範は、会社
の評判を高めるためにどのように
行動すべきかを指南する、全社員
向けのガイドです。お客さま、ビ
ジネスパートナー、同僚にどう接
すべきかを統制しています。

1. 行
 動規範トレーニング：行動規範と弊社の事業にかかわる法令の総
合的な学習コース。
2. マ
 ネーロンダリング防止：マネーロンダリングの検出と予防、疑わ
しい活動の報告方法に関するトレーニング。
3. 情
 報ライフサイクル管理：請求書、メール、データベースのファイ
ル、プレゼン資料などの記録の正しい管理方法をあらためて確認す
るトレーニング。
4. モ
 バイルのセキュリティ：モバイル機器を安全に管理する方法、業
務使用に際して情報を保護する方法について学習するコース。
5. ソ
 ーシャルメディアのセキュリティ：ソーシャルメディアのウェブ
サイトやアプリの使用に関する弊社のポリシーを説明するコース。

「当社の事業は、信頼の上に成り立っています。当社の商品、健全
な財務基盤、および社員に対してお客さまが寄せる信頼です」
―メットライフの行動規範より抜粋

お客さまの情報の保護

お客さまと社員のプライバシーの権利を守ることにより、メットライフ
は、信用を構築しています。それが企業として取るべき正しい行動でも
あります。弊社は2017年、グローバル・プライバシー・ポリシーを改訂
してグローバルな規制環境の変化に対応するなど、一連のデータ保護の
対策を積極的に講じました。
グローバル・プライバシー・ポリシーは、プライバシーのリスクを管理
するための原則と基準を確立し、個人情報の収集、使用、保護を統制
するものです。メットライフだけでなく弊社の顧客情報を扱うサードパ
ーティのリスクも低減するためのプライバシー統制が盛り込まれていま
す。また、社員向けのトレーニングや認識向上キャンペーンを通じて、
データと情報を保護する方法について教育しています。
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お客さまのための
イノベーション
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。変化の激しい今日の世の中にあっ
て、お客さまの求めるものを、お客さま
の求める時に、お客さまの選ぶプラット
フォームで提供しなければならないこと
を認識しています。
私たちは、デジタルの業務改革に多大な
投資を行い、また商品開発のプロセスを
向上させています。これらの取り組みを
通じてこそ、お客さまの人生に寄り添
い、お客さまの最も大切なものを守るお
手伝いができるようになると考えている
からです。
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メットライフ・アジア事業部門のイノベーション・センター
「ルーメンラボ」が日本で開催した「collab 2.0」の参加者。

新しい技術でデジタル・イノベー
ションを加速

メットライフは、革新的なアイデアを見つけ、新し
いテクノロジーを取り込むため、社外はもとより業
界の外にも目を向けています。
2017年には、1億ドルの投資ファンドを財源とするメ
ットライフ・デジタル・ベンチャーズを立ち上げま
した。メットライフのお客さまに新しいイノベーシ
ョンをもたらすことができる新興企業に直接投資す
ることで、事業改革を加速しています。直接投資を
通じて、弊社の専門ノウハウを新興企業と共有し、
それらの企業が開発する商品や機能に影響を及ぼし
て、新興企業の成長機会を拡大する一方で、投資リ
ターンも得られるようになります。

さらに、メットライフは、テックスターズと協力す
るメットライフ・デジタル・アクセラレーターの立
ち上げも発表しました。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
ンパスで、早期段階にある新興企業を発掘して投資
し、メンターとして支援していく制度です。この制
度に選ばれた新興企業は、集中的なプログラムを通
じて事業アイデアを発展させ商業化を目指す一方
で、メットライフ独自のデジタル改革を加速させる
役目も果たします。

メットライフは、アジア事業部門が運営するシンガ
ポールのイノベーション・センター「ルーメンラ
ボ」でも新興企業との協力を推進しています。ルー
メンラボは、「collab」というコンテスト形式の制度
を運営して、インシュアテック業界の起業家や新興
企業を発掘し、メットライフの抱える課題を解決し
ながら事業を成長させていけるようサポートしてい
ます。2017年には、この制度に34か国から139件の応
募を受け付けました。最終選考に残った8社が、メッ
トライフ社員からメンタリングとトレーニングを受
けながら、出資を目指して競いました。
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新しい商品開発のプロセス：
お客さまの目線でよりわかりやすく

メットライフは、毎年多数の商品を開発して、お客さま
の変わりゆくニーズに応えています。2017年には、新し
い商品開発のプロセスを導入し始めました。商品をお客
さまのニーズに明確に結び付けるためのプロセスです。
この新しいプロセスでは、顧客インサイト、入念な市場
テスト、統一的なリスク統制、さらに包括的なデジタル
化を利用して、リスクとコストを抑え、価値を高める
ようにしています。この新しいアプローチにより、弊社
の商品がどのように役立つのか、自分の状況に適した商
品なのかどうかを、お客さまが判断しやすくなるでしょ
う。また、多くの商品の名前を変更して、シンプルで分
かりやすい名前にしています。透明性を高めることで、
弊社のソリューションをよりよく理解していただけるよ
うにするためです。

インサイトの共有

メットライフは、雇用主と従業員のトピックに関する調
査を行って、社会問題を取り巻く重要な議論に寄与して
います。例えば、従業員福利厚生事業のリーダーとして
リサーチやインサイトを開発し、職場や人材の急速な変
化に企業がうまく対応できるようサポートしています。
メットライフが毎年実施している「米国従業員福利厚生
トレンド調査」の第15回調査では、人口構成の変化を受
けて職場が大きく変わり、従業員の職場に対する期待が
再定義されつつあることが報告されました。
今日の従業員は、様々なニーズを抱えています。以前よ
りも転職回数が多く、キャリアが予想外の方向へ展開す
る可能性も高く、また報酬と同様に個人としての満足感
を重視する傾向にあるためです。多数の変化に取り巻か
れた従業員は、安定性と保護、そして激動を乗り切るた
めの防衛手段を求めています。また雇用主は、従業員の
満足度、生産性、忠誠度を高めるために福利厚生が重要
であることを、ますます認識するようになっています。
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お客さまの目線で分かりやすくしたデジタルの
ソリューション
お客さまがメットライフに期待しているのは単なる商品では
ないことを、私たちは認識しています。ダイナミックに変わ
り続ける世界を一緒に歩いていくパートナーになることが、
私たちに求められています。特に最近では、画面にタッチす
るだけで連絡できる存在であることが重要になってきまし
た。顧客インサイトを慎重に評価した結果、デジタル改革に
よってお客さまの日々の生活に大きな価値と影響をもたらせ
ることが確認されています。そして、これを実現するため、
メットライフは次のことを行っています。
•

•

 本的な水準を改善して、効率と価値を高めています。こ
基
れには、デジタルツールの使用拡大、分析モデルの改良、
請求、契約管理、財務といった業務プロセスの自動化が含
まれます。
 界初のソリューションを開発して、事業の位置付けを再
業
定義し、成長と競争力の獲得を目指しています。例えば、
お客さまが契約について問い合わせる、請求を提出する、
保障内容を確認するなどの手続きを完全にデジタルで行え
るツールを開発しています。

一連のデジタル・ソリューションの拡大
•

イーミライ：日本で導入した営業支援システム「イーミラ
イ」は、ドラッグ＆ドロップやショッピングカートの機能
を使って、オンラインショッピングのようなシンプルな体
験を実現しています。業務の精度を向上し、契約成立まで
の期間を16日から6日に短縮しました。

•

中小企業向けのデジタル・プラットフォーム：米国の中小
企業向けに、IBMと提携して業界初のデジタル福利厚生プ

ラットフォームを開発しつつあります。2018年末に投入

お客さまとの約束を必要な
時に果たすために

メットライフでは、お客さまのために
安心に満たされた世界を創るために、
すべての社員が役割を果たしていま
す。特にお客さまが最も必要とする困
難な時に現場で重要な役割を果たすの
が、損害保険の調査に携わるアジャス
ターです。火災や盗難などの被害に遭
われたご家族にとって、普通の生活を
取り戻そうとしている時に受ける親切
や励ましは、何ものにも代え難い力の
源となることがあります。私たちは、
お客さまの請求をできるだけ速く処理
すべく努めており、しばしば調査の現
場で給付金をお支払いしています。
真心ですばやく対応することは、地域
全体に影響する大きな災害に際してい
っそう重要です。2017年にはハリケー
ン・イルマがフロリダ州に、ハリケー
ン・ハービーがテキサス州に大きな被
害をもたらしましたが、メットライフ
は毎日24時間体制でお客さまをサポー
トしました。保険金をすばやくお支払
いし、住居の確保をお手伝いし、家屋
の修理でもお役に立ちました。

予定のこのプラットフォームでは、お客さまやブローカー
が、加入、請求、福利厚生などの必要情報すべてにアクセ
スできるようになります。また、将来的に機能を追加して
ブロックチェーン・ネットワークを統合し、セキュアな取
引を可能にするほか、対象を大企業にも拡大することを視
野に入れています。
•

自動車・住宅保険：自動車保険と住宅保険に関しては、保
険料の見積もりから保険金の請求処理まで、あらゆる手続
きを100％デジタルで行えるようにしています。

自然災害に見舞われた地域に直ちに出動して
お客さまをお手伝いするメットライフの災害
復旧支援車。
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すばらしい
職場の創造
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
才能を開花させる機会、すなわちお客さ
まのお役に立ち、事業の成功に貢献する
ための機会を提供しています。
私たちは、多様性があり、インクルーシ
ブで、意欲を湧かせるような企業文化を
醸成するという点において、大きな進歩
を遂げてきました。次世代のリーダーを
育成し、優秀な人材を引き付け、引き留
めるための未来志向の職場を作るため
に、今後数年の間にさらに多くのことを
実践していく計画です。

メットライフ2017年企業責任概要報告書 | すばらしい職場の創造

戦略を実行するための人材育成

あらゆるレベルの社員が自分は会社に貢献しているのだという意識を持ち、またキャリアを成功させるた
めに必要なツールを得ることは、非常に重要です。2017年、メットライフは、事業改革の戦略を全社に浸
透させることに重点を置きました。この事業改革を通じて、私たちは、様々な事業環境で確実に業績を上
げ、お客さまから信頼されるパートナーになり、同業他社との差別化を図れるようになります。この企業
戦略に社員を巻き込んでいくため、次のような新しいプログラムを2017年に社員に提供しました。
•

•

•

•

 ーダー向けのトレーニング：4,000人以上のリーダーを対象としたインタラクティブなバーチャル・ト
リ
レーニング「トランスフォーメーションを率いる」を実施して、新しい企業戦略が日々の業務責任にどの
ようにつながるかを明確にしました。これまでにマネージャーの84％がこのコースを修了しました。
 員向けのトレーニング：「戦略の実行」と題したオンラインのコースを開発して、社員が新しい戦略
社
を自分の仕事に反映させられるようにしました。2017年にこのコースを修了した社員は2万2,000人以上
に上りました。

 略ハブ：戦略をテーマにした専用サイトを開設して、記事やビデオなどの情報を社員に提供する一方
戦
で、マネジメントにフィードバックを提供する手段として活用しています。
 業戦略グループ：社内ソーシャルネットワークのプラットフォーム、Yammerのグループで、社員が
企
会社のリーダーや同僚と企業戦略について自由に会話しています。
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インクルージョンの文化の醸成

インクルージョンは、メットライフの企業文化の欠かせない要素です。社員が職場で
尊重され、大切にされ、この会社の一員であると感じられるようにするために、メッ
トライフは日々、社員の個性やユニークな才能を認める環境作りに努めています。

毎年開催している「インクルージョン・ウィーク」は、このインクルージョンの文
化をさらに高めるためのグローバルなイベントです。今年は「インクルージョンの
行動」をテーマに、同僚との接し方をあらためて見つめてみるよう社員に働きか
けました。社員が世界各地のイベントに参加し、イントラネットでハッシュタグ
「#ActsOfInclusion」を使って様々な事例をシェアしました。
また、メットライフでは、ダイバーシティ・ビジネス・リソース・ネットワークス
（DBRN）も非常に活発に活動しています。これはすべての社員に開かれた任意参加
のグループで、認識向上や個性の尊重、インクルージョンの精神を広めています。メ
ットライフには次の7つのDBRNがあります。
•
•

•
•
•
•
•

ファミリーズ・アット・メットライフ（FAM）

メットライフ・ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー連合
（GLAM）
メットライフ・ダイバース・アビリティーズ（MDA）

ミリタリー・ベテランズ・ネットワーク・アット・メットライフ（MVET）
マルチカルチュラル・プロフェッショナルズ・ネットワーク（MPN）
ライジング・プロフェッショナルズ・アット・メットライフ（iRISE）
ウィメンズ・ビジネス・ネットワーク（WBN）

メットライフには、地域レベルのタスクフォース、社員ネットワーク、さらにローカ
ルなレベルのチームがあり、各地の業務にインクルージョンの文化を浸透させるため
に活動しています。例えば、次のような組織が設置されています。
•

•

•

グローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン・カウンシル — メットライフの
CEOが議長を務めています。
リージョナル・ダイバーシティ＆インクルージョン・タスクフォース・チーム
（4チーム） — 各地域事業部門のシニアリーダーが議長を務めています。

女性の活躍をサポート

メットライフは、世界各地で34の
ウィメンズ・ビジネス・ネットワ
ークを立ち上げています。この人
材交流会は、キャリア開発やエン
ゲージメントの活動を通じて、す
べての女性が活躍できるようなグ
ローバルなコミュニティを育むこ
とを目的としています。

公正な報酬への
コミットメント

社員を尊重するインクルージョン
の文化は、メットライフのあらゆ
る側面にわたっています。報酬体
系も例外ではなく、多様な人材を
確保する競争力を高めるために策
定されています。メットライフが
重視しているのは、公正な報酬を
設定し、制度や実績を定期的に見
直して、性別や人種にかかわらず
平等な仕事と報酬の機会を提供す
ることです。
公正な報酬の宣言

ローカルのインクルージョン・アクション・チーム — インド、アイルランド、米
国の20か所以上のオフィスに置かれています。

インクルージョンを反映した業務の実践

メットライフは、サプライヤ・インクルージョンの目標に則って、すべての調達案件で女性やマイノリティなどの経営するサプライヤを必
ず1社以上、検討対象に含めています。メットライフと取引のある女性やマイノリティなどの経営するサプライヤは、次のような経済効果
を生み出しています。

2,500件

米国内の
雇用件数

2億5,400

4億1,600

米国のGDPへの
貢献額

経済生産高

万ドル

万ドル

5,700万ドル
連邦・州・地方自治
体政府への納税額
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障害のある退役軍人のサポート

メットライフは、長年にわたり退役軍人をサポートしてき
ました。2017年には、体の不自由な退役軍人のための3日
間にわたるスポーツ競技会「ベイラー・ゲームズ」米国東
南部地区大会で、そのコミットメントを示しました。メッ
トライフの社員が3年連続でボランティアとしてイベント
を手伝い、またノースカロライナ州にあるメットライフの
グローバル・テクノロジー・キャンパスが2年連続で閉会
式の会場となりました。この閉会式では、100人以上の退
役軍人が集い、互いの健闘を称え合いました。
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ニューヨーク本社の野外劇場形式
の空間デザイン。
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ウェルネスを重視する職場

照明、スペース、ヘルシーなメニュー、エクササイズの施設――。メットライフでは、

これらがウェルネスの文化にとって欠かせない要素だと考えています。過去数年間にわ
たり、弊社は、これらのデザイン要素を新設オフィスと既存オフィスの両方に取り入れ

てきました。2017年には、ニューヨーク、東京、アイルランド・ゴールウェイのオフィ
ス改装に際して、社員のウェルネスをサポートする最高クラスの基準を採用し、インス
ピレーションあふれるユニークな職場環境を実現しました。パブリックな空間から非常

にプライベートな空間まで、社員の働き方に合った様々なスペースを提供しています。

また、オフィス家具、照明、装飾品などのディテールにもこだわり、美しいデザインを
完成させています。

新しいオフィスの特徴：

•
•
•
•
•

エルゴノミック・デザインの椅子とシット＆スタンド・デスク

カフェスタイルのミーティングエリア
自転車置き場

レクリエーション

瞑想、授乳、ヨガなどを目的としたウェルネス・ルーム

2017年10月には、ノースカロライナ州にあるグローバル・テクノロジー・キャンパス

で、3棟目の建物の建設にも着工しました。2019年初めに完成予定で、これまでの2棟と

同様、通信接続など生産性を高める各種機能を完備し、ダイバーシティとウェルネスをサ
ポートするオフィス空間です。キャンパス全域にわたるWi-Fi、フィットネスセンター、
オープンな作業スペース、書き込むことのできる壁などの設置が予定されています。

社員の要望に応えるために

2017年、メットライフは、社員とのコミュニケーションの有効性を理解するための社内

調査を開始しました。情報量が適切と感じられるかどうか、リーダーからの連絡や他の

情報をどのように受け取りたいかなどについて、社員のフィードバックを集めました。

その結果、ほとんどの社員が、仕事の効果を高めるためにもっと情報がほしいと感じて
いることが分かりました。この要望に応えるため、メットライフは引き続きコンテンツ

を開発しています。Yammer、社内ニュース番組「スタジオ1」、イントラネット、そし

て事業と社員に関係するトピックについて会社のリーダーが説明するインタビュー番組

「Sit Down」など、マルチチャンネルのアプローチを取っています。

アイルランド・ゴールウェイ・
オフィスのラウンジエリア。

ニューヨーク本社に造られた「マインド
フルネス・ラボ」は、植物に囲まれ穏や
かな音楽が流れるくつろぎの空間です。
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環境の保護
安心に満たされた世界を個人と組織と
コミュニティのために創るというメッ
トライフのコミットメントは、環境へ
の配慮にも及んでいます。弊社とその
社員は、年間を通じ、環境への影響を
削減し、環境を保護するための活動に
取り組んでおり、エネルギー効率化、
環境技術、ボランティア活動、持続可
能な開発などに投資しています。
メットライフは、米国の保険会社とし
て初めてカーボン・ニュートラルを達
成したほか、環境行動を呼びかける社
員向けのキャンペーンなどを展開し
て、地球のためにポジティブなインパ
クトを生み出しています。
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ハリケーン被災地の植樹

メットライフのボランティアは、
ハリケーン・イルマの被災後ま
もなく、植樹を手がける非営利団
体、アーバー・デイ財団のイベン
トに参加して、フロリダ州の野外
フェスティバル会場に500本以上
の原生樹木を植樹しました。

エネルギー・アクション
月間
社員参加の環境活動

メットライフが掲げる環境へのコミットメントは、社員
が会社に対して感じるプライドの源にもなっていて、毎
年多くの社員が会社の環境努力に参加しています。
2017年には、全社的な社員参加のプログラム「Our Green
Impact」を通じて1万人以上の社員を動員し、オフィスと
自宅、さらにはコミュニティの環境影響の縮小に取り組
みました。メットライフの社員は、サステナビリティの
専門家を招く四半期に1度の講演会で学んだり、ニュース
レターやディスカッション・フォーラムで情報交換した
り、地元イベントにボランティア参加したりと、年間を
通じて活発に活動しています。弊社の社員とその家族は
2017年、公園や海岸の清掃、植樹、その他の環境ボラン
ティアに延べ1,000時間以上を労働奉仕しました。
毎年恒例の全社イベント「EcoChallenge」は、環境にや
さしい行動習慣を奨励する2週間のコンテストです。自
転車で通勤する、ローカルフードを食べる、自宅で節水
するなどの習慣を、社員が生活に取り入れます。2017年
には、26か国の1,500人の社員がこのイベントに参加し、
二酸化炭素排出量を2万1,000ポンド、水道使用量を5万
5,000ガロン、埋立地に送られるプラスチックのボトルを
5,000本削減しました。

20か国以上のメットライフのオフ
ィスが、「消そう」をテーマにし
た啓蒙活動を開催しました。電源
を切ったりコンセントを抜いたり
して、会社と自宅の両方での省エ
ネ行動を奨励しました。
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メットライフは、中米のチョコ・ダリエ
ン熱帯雨林で伐採を減らすためのプロジ
ェクトをサポートしています。
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気候変動へのコミットメント

メットライフは、未来の世代のために環境を保護していま
す。2016年に米国の保険会社として初めてカーボン・ニュート
ラルを達成し、環境へのコミットメントを確たる実績に変えま
した。2017年には、再びネット・ゼロ・エミッションを達成し
たほか、業務効率化、建物の環境配慮、サプライチェーンのサ
ステナビリティ、社員の活動などで前進を遂げました。
ただし、二酸化炭素排出のなかには回避できないものもありま
す。オフィスの冷暖房や社用車が必要なためです。この排出を
相殺するため、弊社は、グリーン電力証書を購入しています。
また、世界各地の持続可能な開発をサポートする第三者認証済
みの温室効果ガス削減プロジェクト6件をサポートしています。
メットライフは、カーボン・ニュートラルの達成に安住せず、
節水、節電、ゴミ削減のための業務改善を続けています。例え
ば2017年には、照明や冷暖房、建物管理システムの刷新などを
通じたエネルギー効率化プロジェクト計60件を世界各地で実行
しました。

サプライチェーンのサステナビリティ向上

環境面と社会面の影響を見据える弊社の取り組みは、サプラ
イチェーンの行動にも及んでいます。メットライフの目標
は、2020年までに主要サプライヤすべてから、温室効果ガス排
出量とその削減努力の情報開示を得ることです。ビジネスパー
トナーにはCDPサプライチェーン調査票を送付して気候変動に
関する戦略の報告を求め、その実績を毎年のサプライヤ管理ス
コアカードに盛り込んでいます。さらに、サプライヤと定期的
に会合を開いてベストプラクティスを共有し、排出削減の活動
でも協力しています。
メットライフのグローバル・サステナビリティ・チームとサプ
ライヤ・インクルージョン＆ディベロップメント・チームは、
過去2年にわたり「サプライヤ・フォーラム」を開催して、多様
性のあるサステナブルなビジネスパートナーを表彰してきまし
た。2017年には、メットライフの温室効果ガス排出削減に役立
つ技術を開発したデルとシスコにサステナビリティ賞を贈りま
した。

ケーススタディ

インドの人々に温水を届けるカーボン・オフセット

インドでは、バンガロールなどで都市人口が伸び、電力需要が高まっています。インドには電力が行き届か
ない場所に済んでいる人が2億3,700万人以上いるうえ、電力供給があっても停電が多いのが現状です。化石
燃料への依存度を下げ、安価で信頼性の高いエネルギー供給を実現する方法として、太陽エネルギーが有望
視されています。
メットライフは過去2年にわたり、バンガロールの太陽プロジェクトをサポートして、カーボン・オフセッ
トを行ってきました。一般家庭や小規模事業主のためのソーラー温水器を製造・流通・設置するプロジェク
トです。このプロジェクトを通じてこれまでに8万台の温水器が流通・設置され、年間12万トンの二酸化炭
素排出削減が達成されました。このプロジェクトの実績は以下のとおりです。
•
•
•

一般家庭と小規模事業主に信頼性の高い温水器を提供し、二酸化炭素排出量の大きい電力の使用を削減。
一般家庭と小規模事業主の支払う光熱費を年間130ドル前後節約。

約160件の直接雇用を創出し、また地元の販売業者とその従業員も含めると約1,500件の間接雇用を創出。

 のインドのソーラー温水器プロジェクトは、国連の持続可能な開発目標（SDG）17項目のうち8項目に寄
こ
与しています。

「我が家は5人家族ですが、ソーラー温水器を設置した結果、電力使用量を20％
ほど削減することができました。停電の間も温水を使うことができます」
―バンガロールのソーラー温水器利用者、Muralidhara S.L.さん
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強靭な
コミュニティの
構築
メットライフ財団
2013年以来、メットライフ財団は、ファイナ
ンシャル・インクルージョンの拡大にリソース
とノウハウを傾け、寄付および活動関連投資の
大半をこの分野に集中させてきました。このほ
か、メットライフが事業展開する世界各地のコ
ミュニティで健全性と強靭性を高める活動にも
寄付しています。
2017年末までにメットライフ財団がファイナン
シャル・インクルージョン活動に投じた寄付総
額は1億7,000万ドルに達しました。2018年まで
に2億ドルを拠出するとした目標を達成できる
見通しです。質の高い金融商品、サービス、サ
ポートを提供している組織と手を組むことによ
り、メットライフ財団は、42か国で600万人以
上の低所得者層に影響力を到達させています。
また、メットライフの社員も、世界各地でボラ
ンティアとしてそれぞれの能力を発揮すること
で、ファイナンシャル・インクルージョンとコ
ミュニティ開発をサポートし、メットライフ財
団の影響力を拡大しています。
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イノベーションを通じたファイナンシャ
ル・インクルージョンと経済力の向上

起業家は、コミュニティの変化を刺激する最高の触媒
となることがあります。メットライフ財団は、社会的
なイノベーションを支援するプラットフォームのVerb
と協力して「インクルージョン・プラス」というコン
テストを複数の国で実施し、金融サービスを利用でき
ずにいる低所得者層のためにファイナンシャル・イン
クルージョンの活動を行っている起業家や非営利団
体、企業をサポートしています。最も有望なソーシャ
ル・ベンチャーにメットライフの社員ボランティアに
よるメンタリングとメットライフ財団からの資金援助
を提供することで、事業を拡大できるようにするコン
テストです。ファイナンシャル・インクルージョン事
業に対し、2018年末までの3年間で100万ドル近くを寄
付する計画です。初年の2016年は、中国、インド、ア
イルランドでの活動でしたが、2017年には、バングラ
デシュ、エジプト、レバノン、メキシコにも活動地域
を拡大させました。インクルージョン・プラスの最終
年となる2018年には、オーストラリア、ポルトガル、
韓国、スペイン、米国での活動を行います。
詳しくはwww.inclusionplus.comをご覧ください。

エジプト、レバノン、メキシコのインクルージョン・プラス

インクルージョン・プラスのベンチャー組織は、ファイナンシャル・インクルー
ジョンを実現するためのサステナブルなソリューションを様々に開発していま
す。メキシコではComunidad 4Unoが、家政婦などとして働く低所得者が雇用主
から保険や賃金の振り込みなどの金融サービスを受けられるようにするオンライ
ン・プラットフォームを開発しました。エジプトではMoneyfellowsが、インフ
ォーマルなグループ貯蓄をデジタルな形式で提供しています。低所得者層のコミ
ュニティでしばしば用いられている融資のモデルです。このツールにより、今ま
でよりも簡単に貯蓄グループを設立して、金銭の出納を管理し、無利子の信用を
利用できるようになっています。

インクルージョン・
プラスの活動実績
2016年以来：

ベンチャー事業からの
応募件数

350件

以上

審査員やボランティア
を務めた社員数

400人

以上

ボランティア時間数

3,500時間

以上

最終選考された事業への
寄付総額

54万
5,000ドル

到達した中低所得者数
インクルージョン・プラスのエジプトとレバノンの最終選考者

70万人

近く
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メットライフ財団

1976年の創設以来、メットライ
フ財団は、7億8,300万ドル以上
の寄付と7,000万ドルの活動関連
投資を行ってきました。
2017年末までにメットライフ財
団がファイナンシャル・インク
ルージョン活動に投じた寄付総
額は1億7,000万ドルに達しまし
た。2018年までに2億ドルを拠出
するとした目標を達成できる見
通しです。

メットライフ財団の2017年の寄付実績

76％
4,000万ドル

ファイナンシャル・
インクルージョン

24％

現地コミュニティの
サポート

2017年の主なファイナンシャル・インクルージョン活動
世界全体

•

•

米国

•

•

ヨーロッパ・中東・
アフリカ

•

中南米

•

アジア

•

現地コミュニティのサポート

ウォール・ストリート・ジャーナルで展開している「Multipliers of Prosperity」の啓蒙コンテンツ・
プラットフォームを拡大し、メットライフ財団の寄付先団体が世界各地で開発しているインサイトを
共有しました。
調査会社のギャラップと協力して、消費者の財務健全性を評価する初の試験的調査を開始しました。
ザ・ファイナンシャル・クリニックが運営する財務管理コーチングのデジタル・プラットフォーム
「Change Machine」の普及促進のため250万ドルを寄付しました。このプラットフォームはこれま
でに、中低所得者7万5,000人以上に9,000万ドル弱相当のリソースと資産を供与しています。
 ューク大学のコモン・センツ・ラボを引き続き支援しています。同ラボはこれまでに、低所得の米
デ
国人50万人近くにより良い金融サービスを提供しました。
ポーランド、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦でインクルーシブなフィンテックのコミュニテ
ィをサポートしているビレッジ・キャピタルへの100万ドルの寄付を決定しました。
330万ドルの寄付先であるアイデアズ42が、行動科学を応用して年金貯蓄を増やすためのソリューシ
ョンを設計しています。
国連資本開発基金（UNCDF）とマイクロセーブの活動を支援しています。アジア全域の金融サービ
ス会社や新興企業と協力して、中低所得者層にとって役立つデジタル改革を進めるためのイノベーシ
ョン・ハブを立ち上げました。

メットライフ財団は、ファイナンシャル・インクルージョンの重点活動に加えて、公衆衛生と医療関連の研究、文化・芸術、災害復
旧支援、コミュニティ開発、ダイバーシティ＆インクルージョン、青少年教育などをサポートしています。メットライフ財団、メッ
トライフ、メキシコと韓国のメットライフ財団によるこれら分野の寄付額は、2017年に1,160万ドルに達しました。
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メットライフの社員が世界中で「善」の力に

社員ボランティアは、メットライフ財団の社会貢献を支える欠かせない力です。
直接的な労働奉仕や専門知識の提供を通じて、より健全で強靭なコミュニティ作
りに世界各地で寄与しています。2017年には、メットライフ社員によるボランテ
ィア時間が延べ6万6,000時間以上に達しました。その45％が、メットライフ財
団のかかわる世界各地のファイナンシャル・インクルージョン活動でした。

2017年のボランティア実績

23％

米国
アジア

38％

6万6,000時間
21％
18％

ヨーロッパ・中東・アフリカ
中南米

ハビタット・フォー・ヒュー
マニティとの住宅建設

メットライフ財団は、ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・インター
ナショナルとグローバルな協力関係
を結んで、低所得者層のご家族のた
めの安全かつ安価な住宅供給を支援
しています。2017年には、社員のボ
ランティアが14か国で9,000時間以
上をハビタットの活動に費やしまし
た。メットライフ財団からの資金援
助額は70万ドル近くに上りました。

韓国のメットライフ社員が住宅建設に協力。

子供たちに金銭管理を啓蒙

子供のうちから金銭管理を意識する
ことで、健全な財務行動と財務スキ
ルの基礎が作られます。メットライ
フは、ハンガリーのユナイテッド・
ウェイと協力して、小学生への啓蒙
活動に70人以上の社員ボランティア
を動員しました。現実に密着した楽
しいシナリオを使って、お金を管理
し責任ある決定を下すことを教えま
した。

ハンガリーのメットライフのエージェンシー
管理責任者、Gábor Regényiが、啓蒙プログ
ラムを指導。

災害復旧支援の活動
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災害復旧支援の活動に対する2017年の
寄付総額は150万ドルに上りました。
メットライフ財団は、ハリケーン・ハ
ービー、ハリケーン・イルマ、ハリケ
ーン・マリアの被災地を支援する米国
赤十字の活動に63万2,000ドルを寄付
しました。メキシコのメットライフ財
団は、9月の震災後に90万ドルを投じ
て家屋70戸、学校12棟の再建を支援し
ました。メットライフの社員は、自ら
の生活の不便を克服して、お客さまへ
のサービスに努め、コミュニティの復
旧を支援しました。
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メットライフの
Global Impact
目標
メットライフは、社員、お客さま、サ
プライヤ、コミュニティ、そして環境
にかかわる目標を設定しています。こ
れらの目標に向けた達成状況を報告す
ることで、グローバルな社会貢献の約
束を果たし続けています。
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投資に関する
目標

目標
2018年末までに責任投資戦略グループを設置し
て、責任ある投資の取り組みを拡大する。

リスク管理と
倫理に関する
目標

「3つの防衛線」と題したリスク管理のトレー
ニングを全社員に実施し、徹底したリスク管理
の企業文化を確立する。

お客さまに関す
る目標

ネット・プロモーター・スコア（NPS）のプロ
グラムを通じて顧客忠誠度の測定を拡大する。*

社員に関する
目標

サプライヤのイ
ンクルージョン
に関する目標

メットライフ財
団の目標

環境に関する
目標

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。

商品開発のプロセスを標準化して「体験デザイ
ン」を向上させ、可能なかぎりベストの総合的
なお客さま体験を提供する。
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。
健康についての意識をすべての社員に浸透さ
せ、プランや制度を提供する。

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）や他のインクルージョン活動にす
べての社員が活発に参加できるようにする。
女性やマイノリティなどの経営するサプライヤ
との取引を2020年までに10％増加させる。
すべての調達活動に女性やマイノリティなどの
経営するサプライヤが含まれるよう努力する。
女性やマイノリティなどの経営するサプライヤ
のためのメンター制度を導入し、2020年まで
に15％拡大する。
質の高い金融サービスをより多くの低所得者層
にもたらすため、（2013年以降の）5年間で2億
ドルを拠出する。
メットライフ社員によるボランティア時間を
（2020年末までの）3年間で延べ15万時間とす
ることにより、ボランティア活動の盛んな企業
文化をサポートする。
2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、そ
の後も継続する。
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達成状況

達成済み。2018年4月1日付けで責任投資戦略グループを設置しました。このグループが、責任あ
る投資のプラットフォームを監督し、その拡大を率いていきます。
計画どおり。「3つの防衛線」トレーニングコースへの新規入社社員の登録をはじめ、トレーニン
グと全社的なキャンペーンを通じて、リスク意識を向上させるための取り組みを継続しました。
計画どおり。エンタープライズ・リスク・アペタイト・ステートメント（RAS）の年間レビュー
を実施し、取締役会の承認を取得しました。また、Brighthouse Financialの分社化に伴うリスク・
プロファイルの改善を反映するため、RASを更新しました。
計画どおり。NPSプログラムを拡充し、より効率的に測定できるようにしました。リレーション
シップNPS（rNPS）の質問を追加して、お客さま体験のリデザインの結果を測定しました。2017
年には、rNPSの調査を、中国、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリスに拡大しました。
新規目標。全世界で統一的な新しい商品開発のプロセスを試験導入しました。新商品をお客さま
のニーズに明確に結び付けることを目的としています。「体験デザイン」という専門分野を設け
て、差別化されたお客さま体験を一貫して創造できるようにしています。
計画どおり。「ウェルネス・フォー・ライフ」プログラムと各地のウェルネス・チャンピオンの
ネットワークを通じて、30か国以上の社員に350種類以上のアクティビティを提供しました。
計画どおり。「ヘルス＆ハピネス」イニシアチブを導入して、幸福感や感情面のウェルネスを高
める行動を奨励しています。マインドフルネスのトレーニング、フィットネスのアクティビテ
ィ、コミュニティ奉仕のプロジェクト、社会とのつながりを強化するイベントなどに、社員が参
加しています。
計画どおり。世界各地のDBRNが、キャリア開発、能力開発、人脈開拓の機会、同僚同士のサポ
ート、コミュニティ・レベルの啓蒙活動を、メンバーに提供しました。
達成済み。今後も今までどおり、またはそれ以上のペースで増加させる計画です。サプライヤ総
取引件数が減少したにもかかわらず、女性やマイノリティなどの経営するサプライヤとの取引額
は11.1％に増加しました。
達成済み。今後も継続する計画です。メットライフは、グローバルな調達で「ルール・オブ・ワ
ン」を実践しており、RFP（提案依頼書）の送付に際し、すべての案件で女性やマイノリティな
どの経営するサプライヤを少なくとも1社含んでいます。
達成済み。今後も増加させる計画です。メンター制度を導入し、最初のメンターシップ・モジュ
ールを開始しました。次のモジュールでは、20％の拡大となる見込みです。
計画どおり。ファイナンシャル・インクルージョンを目的とした総額2億ドルの寄付計画のうち
これまでに1億7,000万ドルを拠出し、42か国で600万人以上の低所得者層に支援活動を到達させ
ました。
新規目標。世界各地で直接的な労働奉仕と専門知識を提供できる機会を社員ボランティアに提供
し、特にメットライフ財団のファイナンシャル・インクルージョン活動に重点を置く計画です。

達成済み。2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、その状態を2017年も維持しました。

2020年までに世界各地の事業所のエネルギー
使用量を10％削減する（2012年比）。

2020年までに目標を上回る見通し。17か国で60件のエネルギー効率化プロジェクトを遂行し、3
か所のオフィスを高いエネルギー管理基準に則ってデザインしました。また、20か国で省エネ行
動を促す社員向けの啓蒙キャンペーンを展開しました。

2020年までにロケーションベースの炭素排出
量を10％削減する（2012年比）。

2020年までに目標を上回る見通し。エネルギー効率化プロジェクト、ワークスペースのサステ
ナビリティに関するベストプラクティスの実践、事業所の統合、出張を削減するコラボレーショ
ン・ツールの使用などを通じて、排出削減目標を達成しました。

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。

計画どおり。CDPの調査票に協力を求め、90社から温室効果ガス排出量とその削減努力の情報開
示を受けました。実績改善の機会を特定する一方で、優れた環境活動を実践しているサプライヤ
を表彰しました。

*この目標は、2016年Global Impact報告書に記載された内容から改訂されています。
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実績データ
2017年の開示情報は、グローバル・レポー
ティング・イニシアチブ（GRI）のサステ
ナビリティ・レポーティング・ガイドライ
ンの「中核」レベルの要件に準拠して作成
されています。
GRIの基準は、環境、経済、社会、および
ガバナンスの実績を企業が測定して報告す
る際に使用する、世界的に認識された枠組
みです。私たちはこのフレームワークに従
って、世界中の企業や組織との意思の伝達
を共通の言語で行っています。GRI指標を
含む弊社の開示情報について詳しくは、報
告書の全文をご覧ください。
www.metlifeglobalimpact.com
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メットライフの2017年実績データ
業績データ1

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

2017年
$719,892
$661,022
$58,676

2016年
$898,764
$831,062
$67,531

2015年
$877,912
$809,344
$68,098

2014年
$902,322
$829,607
$72,208

2013年
$886,826
$824,572
$61,711

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

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

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

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

$61,116
$36,222
$18,956
$57,430
$34,239
$687
$3,393

普通株配当
1株当たり利益

$1,717
$3.62

$1,736
$0.67

$1,653
$4.62

$1,499
$5.42

$1,119
$2.91

自己資本利益率

6.3%

1.0%

7.7%

9.5%

5.3%

総収入
保険料
純投資利益
総経費
契約者給付金および保険金
法人税費用引当金
純利益

1こ
 こに記載したデータ（2013～2017年）は、フォーム10-Kで開示されたMetLife, Inc.の2017年12月31日締め年次報告書の現時点での発表済み数値に合わせて更新されています。

投資データ2

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

2017年
35.3%
11.7%
14.6%
10.8%
12.5%
3.6%
3.7%
3.3%
4.5%

2016年
32.3%
12.7%
15.2%
11.0%
11.9%
5.1%
3.4%
3.6%
4.8%

2015年
32.7%
13.8%
14.1%
10.0%
13.1%
4.6%
3.5%
3.3%
4.9%

2014年
33.2%
14.2%
12.6%
10.3%
12.9%
4.0%
4.1%
3.4%
5.3%

2013年
34.9%
14.6%
12.1%
11.2%
10.2%
4.6%
4.0%
3.1%
5.3%

100%

100%

100%

100%

100%

2こ
 こに記載したデータ（2013～2017年）は、統合運用資産を反映した現時点での発表済み数値に合わせて更新されています。

インパクト投資3

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

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

2017年度末4
$2,431
$15,059
$15,349
$17,152

2016年度末
$2,146
$14,852
$11,792
$15,991

2015年度末
$1,853
$13,552
$9,805
$15,854

2014年度末
$1,564
$9,105
$15,387

2013年度末
$1,485
$6,761
-

$49,991

$44,781

$41,064

$26,056

$8,246

2017年
$231
$538
$3,216
$849

2016年
$446
$564
$3,154
$1,251

2015年
$680
$969
$1,679
$1,840

2014年
$481
$1,121
$586

2013年
$334
$508
-

$4,834

$5,415

$5,168

$2,188

$842

3 過去のデータは、インパクト投資の現時点での状況を反映するため、一部更新されています。
4 年度末時点での公正価値
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従業員データ (2017年12月31日現在)
全世界の従業員
雇用区分
正社員
派遣社員

雇用契約の種類
常勤
パートタイム

労働力の内訳
一般社員
エージェント・契約社員

労働力の地域構成²
米国・カナダ
中南米
アジア
ヨーロッパ・中東・アフリカ

合計¹

女性

男性

47,335
532

24,692
291

22,641
241

47,482
385

24,644
339

22,836
46

47,867
19,463

24,983
3,398

22,882
3,056

18,285
8,841
16,454
4,287

10,720
5,576
6,336
2,351

7,565
3,265
10,116
1,936

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

社員と取締役会の人材多様性3

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

女性が占める割合
40%
55%
20%
27%

民族・人種3

白人

営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ
取締役会

黒人または
アフリカ系
アメリカ人

ヒスパニッ
クまたは
ラティーノ

79%
70%
80%
82%

10%
12%
0%
9%

6%
6%
10%
9%

アジア系 アメリカイン
ディアンま
たはアラス
カ州先住民

2%
9%
10%
9%

0%
0%
0%
0%

男性が占める割合
60%
45%
80%
73%

29歳以下

30～50歳

51歳以上

22%
17%
0%
0%

63%
63%
20%
0%

15%
21%
80%
100%

不特定

複数人種

ハワイまた
は太平洋諸
島先住民

1%
1%
0%
0%

3%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

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

社員研修とパフォーマンス・レビュー
年平均研修時間数5
営業以外
営業

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員6
営業以外
営業

女性
6.2
1.8

男性
6.9
1.9

女性
98%
56%

男性
99%
42%

5 社員研修の数値には、弊社の学習管理システムに記録された研修活動のみが含まれ、これには技能研修とコンプライアンス研修が含まれます。データには、オンラインで
受講する研修コース（バーチャルコース）と講師の指導する研修コースが含まれます。6 パフォーマンス・レビューの数値は、弊社の電子パフォーマンス・システムでパフ
ォーマンス評価を受け、パフォーマンス・フィードバックが入力された社員のみを反映しています。パフォーマンスは、オンライン・システムとは別に測定される場合があ
ります。弊社との雇用契約が終了している社員の性別データはシステムに登録されていません。PNBの社員は含まれていません。
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新規採用者と退職者7
採用
女性
男性

退職
女性
男性

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

2,364
1,954

3,019
2,399

395
366

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1,853
1,568

3,262
2,731

733
677
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割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

4.9%
4.1%

6.3%
5.0%

0.8%
0.8%

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

3.9%
3.3%

6.8%
5.7%

1.5%
1.4%

7 PNBの社員は含まれていません。

環境データ1
環境

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

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

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

15.32
7.70
14
3.74
18
3.18

15.78
7.96
14
4.10
19
3.76

17.16
9.78
13
4.45
17
3.31

16.79
9.61
15
5.02
14
3.11

18.15
10.91
15
5.02
12
2.74

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

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

20,077
110,670
67,962
36,031
4,640
1.14
0.010

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

23,211
119,880
70,696
26,665
4,841
1.54
0.009

228,680
189,339
2.41
0.016
265

237,224
204,588
2.49
0.017
86

239,261
101,648
2.46
0.018
628

240,745
116,724
2.43
0.020
146

254,323
84,692
2.60
0.017
225

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

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

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

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

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

65,706
5.756
0.0180

70,022
6.78
0.0164

69,021
6.29
0.0143

75,061
6.3958
0.0155

71,267
5.6195
0.0147

1 メットライフからBrighthouse Financialが分社化されたのを受けて、その前後にわたって意義ある一貫した比較ができるようにするため、以前に報告したエネルギーおよび
排出量のデータを調整しました。この調整に際しては、GHGプロトコルの企業算定報告基準に従っています。2 不動産物件の数値は、年度末時点の弊社の不動産ポートフォ
リオの床面積です。3 弊社が管理している米国内のオフィス物件。4 グリーン電力証書（REC）が含まれます。また、市場ベースの排出量は、以前に算定していました。
5 データが限定的であるため、必要に応じて過去のデータから推定して「全世界の出張」に換算しています。6 フルタイム勤務の社員。7 リサイクル、再使用、再販された
総重量。
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環境データ（続き）
2017年スコープ1排出量
温室効果ガスの種類

米国
米国以外
合計

CO2

米国
米国以外
合計

CH4

米国
米国以外
合計

N2O

生物起源CO2排出量

米国
米国以外
合計

二酸化炭素換算（単位：トン）
石油

天然ガス

9,232
2,299
11,531

4,162
該当なし
4,162

0.005
0.005
0.009

0.1752
0.0458
0.2210

該当なし
該当なし
該当なし

0.0009
0.0009
0.002

0.0175
0.0046
0.0221

該当なし
該当なし
該当なし

該当なし
該当なし
該当なし

117
119
236

ガソリン

該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし

2017年のエネルギー消費の種類
エネルギーの種類
電力
燃料（石油、天然ガス、ガソリン）
エネルギー消費合計

（単位：メガワット時）
228,680
59,691
288,371

社会貢献データ
メットライフ財団

メットライフ財団の寄付実績（単位：百万ドル）
ファイナンシャル・インクルージョン
健康・医学研究
芸術・文化
災害復旧支援
青少年・教育
コミュニティ開発
ダイバーシティ＆インクルージョン
社員のボランティア参加

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

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

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

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

2013年
$16.77
$5.14
$5.67
$0.59
$4.47
$4.79
$1.65
$3.41

合計

$39.88

$43.04

$42.57

$41.07

$42.49

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

2017年
$39.88
$1.36
$3.65

2016年
$43.04
$0.46
$4.78

2015年
$42.57
$0.88
$5.65

2014年
$41.07
$1.58
$4.41

2013年
$42.49
$1.51
$2.15

$44.89

$48.28

$49.10

$47.06

$46.15

合計

メットライフ2017年企業責任概要報告書 | 持続可能な開発目標への貢献
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持続可能な開発目標への貢献

「2015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（SDGs）が含まれています」—国連開発計画
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。この目標をサポートするために弊社が行っている活動の一部を以下にご紹介します。
目標

メットライフの活動状況
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に
終止符を打つ

メットライフ財団のファイナンシャル・インクルージョンの活動は、SDGのター
ゲット1.4（マイクロファイナンスを含む金融サービスと経済的資源をすべての人
が利用できるようにする）をサポートしています。

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生
活を確保し、福祉を推進する

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

ジェンダーの平等を達成し、すべての女
性と女児のエンパワーメントを図る

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

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

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

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

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

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

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

国内および国家間の格差を是正する

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

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強
靭かつ持続可能にする

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

持続可能な消費と生産のパターンを確保
する

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

気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

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

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

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

この資料には、1995年私募証券訴訟改革法の語義における将来の見通しに関する記述が含まれている、または参照によって
統合されている場合があります。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事についての期待や予測を述べるものです。こう
した見解は、過去の事実や現在の事実に厳密に関係していないという事実によって特定することができます。また、「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」、「～となるだろう」、「～
とはならないだろう」のほか類似した語義の他の文言を使用して表現されるか、もしくは将来の事業や将来の業績の議論に結
び付けられて説明されています。これには特に、将来の行動、予期されるサービスや商品、現行のまたは予期されるサービ
ス、商品、営業活動、経費の将来の業績や結果、さらには法的手続きをはじめとする不測の事態の結果、事業運営および業績
のトレンドに関係する記述が含まれます。
将来の見通しに関する記述は、一部または全部が不正確になる可能性があります。また、不正確な前提や既知または未知のリ
スクや不確定要素によって影響されることがあります。こうした要因の多くは、メットライフとその子会社および関連会社の
実際の将来の業績を決定する際に重要です。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と現在の経済環境に基づいており、予
測の困難な多数のリスクと不確定要素を含んでいます。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではありま
せん。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表現または示唆された内容とは著しく異なる可能性があります。こうした
差異を招き得るリスク、不確定要素、その他の要因には、メットライフが米国証券取引委員会に対して提出する最新の年次報
告書フォーム10-K、メットライフが最新の年次報告書の提出後に米国証券取引委員会に対して提出する四半期報告書フォーム
10-Qの「Note Regarding Forward-Looking Statements」（将来の見通しに関する記述についての注釈）および「Risk Factors」
（リスク要因）のセクション、さらにメットライフが米国証券取引委員会に対して提出する他の資料で特定されているリス
ク、不確定要素、その他の要因が含まれます。メットライフは、将来の見通しに関する記述の内容が達成されない可能性が高
いと関知した場合も、その記述を公に修正または更新する義務を負いません。メットライフが行っている開示についてのさら
なる詳細は、米国証券取引委員会への報告書の関連項目をご覧ください。

非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈：メットライフの統合運用資産（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。統合運用資産の情報を使用することにより、メットライフの一般会計投資ポートフォリオ、分離勘定、および関連会社でない第三者の顧客のための資産
運用サービスの幅広さと奥深さに対する理解を高めることができると、メットライフは考えています。「メットライフ統合運用資産」には、（i）能動的に運用している一
般会計の資産（「運用資産」）、（ii）指数化して受動的に運用している保険会社の分離勘定の資産、（iii）関連会社でない第三者の顧客のために運用している非専有資産
の公正価値見積もりが含まれています。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は、運用資産
からは除外しています。公正価値オプション証券も、やはり除外しています。これらは、契約保有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
契約保有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も、公正価値の見積もりに組み込まれないよう調整しています。運用資産の
セクター区分は、原投資の性質と特徴に基づいており、これはGAAPの区分とは異なる可能性があります。指数化して受動的に運用している保険会社の分離勘定の資産は、
メットライフの保険会社の分離勘定資産であり、メットライフの連結財務諸表の公正価値の見積もりに含まれています。関連会社でない第三者の顧客のために運用している
非専有資産は、公正価値の見積もりに含まれていますが、メットライフの連結財務諸表では除外されています。
運用資産およびメットライフ統合運用資産は、非GAAP財務情報であり、最も直接的に比較することのできるGAAP財務情報の総投資の代替と見なされるべきではありませ
ん。総投資と運用資産およびメットライフ統合運用資産の調整、さらにセクターの調整は、下表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2017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2017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。

総投資と運用資産およびメットライフ統合運用資産の調整
総投資（単位：十億ドル）
加算：現金および現金同等物
加算：公正価値調整
減算：契約者貸付
減算：その他投資資産
減算：公正価値オプション証券

運用資産
加算：指数化され受動的に運用される分離勘定資産
加算：関連会社でない第三者の顧客のために運用される非専有資産
メットライフ統合運用資産

2017年12月31日
$444.1
12.7
6.9
9.7
17.3
16.7
$420.0
14.9
152.4
$587.3
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この報告書について

メットライフのマテリアルな課題

この報告書全文に対しては、外部保証を受けて
いません。2017年の温室効果ガス排出量の数値
については、すべてのスコープに関して、カ
ーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
（CDP）の報告プロセスの一環としてデータ分
析会社、Quantisの検証を受けています。

このプロセスの一環として、社内調査を実施し
て、一般社員と管理職者から意見を収集しまし
た。また、社外のステークホルダーの見方につい
てのフィードバックも組み入れました。その結
果、以下の項目を新たにマテリアルな課題と定
め、それに合わせて報告する情報とパフォーマン
ス指標を調整しました。

本報告書は、グローバル・レポーティング・イ
ニシアチブ（GRI）ガイドラインの「中核」レ
ベルの要件に準拠しています。特に記載のない
かぎり、メットライフの全世界の事業に関する
2017年12月31日時点の情報を記載しています。
前回は2017年6月に2016年版のGlobal Impact報
告書を発行しました。本報告書は引き続き年
1 回の発行を予定しています。

メットライフは、2017年にマテリアリティ分析を
更新して、Global Impactで情報開示する優先事項
を確認しました。弊社と主なステークホルダーに
とって最も重要性の高い課題を優先しています。
この分析を再度行った背景には、弊社の事業構造
とグローバルな事業環境の変化に伴ってマテリア
ルな課題も変化していることを反映させたいとい
う意図がありました。

•
•

この報告書に関するご意見、ご感想、
ご質問をお寄せください。

連絡先：

•
•
•
•

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

お客さまの満足
社員の満足
財務業績

情報セキュリティとプライバシー
商品のアクセシビリティ
リスク管理

詳細情報

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

投資関係者の方は、以下のデータプラットフォー
ムから、さらなる情報開示や格付情報をご覧いた
だけます。
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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主な受賞と評価

2017年ダウ・ジョーンズ・
サステナビリティ
北米インデックス

ヒューマン・ライツ・
キャンペーン財団
LGBTが働きやすい職場

フォーチュン誌
世界で最も賞賛される企業1

WorldatWork
2017年ワーク・ライフ優秀賞

ブルームバーグ金融サービス
ジェンダー平等指標

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

ジュニア・アチーブメント
米国大統領ボランティア・
サービス・ゴールド賞

J.D.パワー
年金・収入ソリューションズと損
害保険エージェントおよびブロー
カー向けカスタマー・ソリューシ
ョンズ・センターの電話応対サー
ビスがJ.D.パワーの「優れた顧客
サービス体験」賞を受賞2

™

G.I.ジョブズ誌
2017年現役・退役軍人の
活用に積極的な企業

デーブ・トーマス基金
養子縁組への対応・
処遇が優れた職場

ヒスパニック企業責任協会
多様な人材を活用している
企業の指標

全米女性役員協会
女性エグゼクティブの活躍
する企業50社

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

ワーキングマザー誌
ベストカンパニー100社

ラティーナスタイル誌
ラテンアメリカ系女性が
働きやすい職場

リーダーズ・ダイジェスト
最も信頼のおけるブランド

1 フォーチュン誌2018年2月1日号より。©2018 Time Inc. 「FORTUNE」および「World’s Most Admired Companies」はTime Inc.の商標であり、ライセンス提供に基づいて
使用されています。FORTUNEおよびTime Inc.は、メットライフの関連会社ではなく、またメットライフの商品やサービスを保証しているわけではありません。

2 J.D.パワーの2017年認定コンタクト・センター・プログラムSMの表彰は、サービス組織のやり取りを調査した結果に基づき、監査に合格し、顧客満足度ベンチマークを上
回る成績を達成した組織に贈られます。詳しくはwww.jdpower.com/cccをご覧ください。

FP

メットライフは、世界中の人々、ご家族、そしてコミュニティが安心して人生を進んでいくためのお手伝いを提供しています。すべての
お客さまにとって信頼のおけるパートナーの役割を果たすとともに、明日の課題をお客さまとともに解決することに尽力しています。
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