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メットライフについて

MetLife, Inc.とその子会社および関連会社（メットライフ）は、何世代にもわたり、世界中の人々の健康、ご家族、
そして未来を守り、地域社会に貢献し、社会全体を向上することに全力を注いできました。私たちは、変化し続ける

世界で成功していくためにメットライフを変革しています。私たちは、あらゆる環境も乗り越えることのできる、
より強固で機敏性を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
プ企業と提携し、業務をデジタル化し、体制を整備することによって、より現代的な方法で競争力を高めています。
さらに私たちは、お客さま、社員、株主、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーのために、よりたしか
な未来への礎を築くことを何よりも重視しています。

2,500

40以上

万ドル

メットライフ財団が新型コ
ロナウイルス感染症の
対策支援のために
拠出した総額

の市場でサービス
と商品を提供

6,590

億ドル

を超える総運用資産1,2

153年
にわたる実績

740億ドル
を超える責任投資1

およそ

45,000人
の社員

1	
運用資産と責任投資についての詳細は

112ページの注釈をご覧ください。

2	

64、70ページをご覧ください。
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Our Purpose
ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。
保険とは約束のビジネスです。150年以上にわたり、人々が、家族や資産を守りあらゆる可能性を実現できるよ
うにサポートしてきました。
今では世界各地の40以上の市場で事業を展開し、日々のリスクを管理して、未来への自信をもたらしています。

自信を支えるのは信頼です。メットライフは、不安な時に安心をもたらすことで信頼されています。

私たちのPurposeは、社員をサポートし、豊かでやりがいのあるキャリアをもたらすこと。お客さまに寄り添
い、ニーズや期待を常に満たすように努めること。責任を持って長期的に投資し、すべてのステークホルダーに
価値をもたらすこと。それにより、私たちは今後も長年にわたり、私たちのPurposeを果たし続けることができ
るようになります。
これがメットライフです：ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。

メットライフの社員と社員の
家族はフォスターケアで生活
する子供たちが使うバッグの
飾り付けをします
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Next Horizon
2019年に採用されたメットライフの事業戦略であるNext Horizonは、健全なフリ

ーキャッシュフローに裏付けられた市場に左右されにくいビジネスへと当社を完全
に移行し、それを拡張していくこと、お客さまとの長きにわたる優れた関係を築く
こと、社員が当社のミッションとPurposeを実践するために最高の能力を発揮でき
るよう権限を与えることを目的としています。私たちはNext Horizon戦略を「全
天候型の戦略」と呼んでいますが、2020年にそれが実証されました。2020年は、
新型コロナウイルス感染症のパンデミック、記録的な低金利、市場の極度のボラテ
ィリティと、生命保険会社にとり特に厳しい年でしたが、メットライフは、堅調な
結果を出すことができました。あらゆる決定を下す際に、私たちは次の自問を欠か
しません。この決定は、価値の創造へのフォーカスを強化するだろうか？メットラ
イフをシンプル化し、お客さま体験を向上させるだろうか？当社を競合他社から差
別化するだろうか？Next Horizon戦略には、次の3つの柱があります。

フォーカス

フォーカスについて、私たちは引き続きすべての機会を慎重に分析し、
大きな価値の創造を推進する機会に資本とリソースを展開します。私た
ちは、資本を希少なものと考え、最大の影響をもたらせる場合に限り、
利用し、すべての取引をこうした視点で評価します。

シンプル化

効率化意識の採用を迅速化することは、現在の環境により良く対処する
だけでなく、お客さま体験のさらなる向上のためにリソースを解放でき
るようにします。よりシンプルな会社になることの基本的部分は、取引
をしやすい会社になることであると理解しています。

差別化

私たちは、今後も他社が真似できない競争力を活用し、市場における優
位性を守り拡大していきます。
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社長兼最高経営
責任者からの
ご挨拶
サステナビリティへのメットライフの揺るぎないコミット
メント

メットライフでは、持続可能になることが意味することについて話
し合うときに、お客さま、社員、株主、地域社会といった私たちの
ステークホルダー、そして社会全体のために、どうしたら世界をよ
り良い場所にできるかにフォーカスします。

メットライフの歴史において、私たちが解決しようとしてきた主要
な社会問題は、広範囲にわたる金融不安でした。時間の経過ととも
に、私たちの貢献の範囲は著しく拡大しました。当社では、国連の

持続可能な開発目標からの情報をもとに、環境と気候、公平性と
包摂性、健康と福祉、経済成長へのコミットメントを強化してい
ます。

例えば、気候変動への対応を支援するため、当社ポートフォリオの

うち740億ドルを社会および環境にポジティブなインパクトをもた
らす責任投資に充て、2030年までに当社のフットプリントを有意

に削減するという11の新たな環境目標を設定してました。

ジェンダーと人種における公平性を推し進めるために、当社の最高

ダイバーシティ＆インクルージョン責任者をCEOの直属とし、当

社内の等級における多様性と社会全般での公平性の改善に強くコミ
ットメントしています。
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持続可能になることが意味するこ
とについて話し合うときに、私た
ちは、お客さま、社員、株主、地域
社会といった私たちのステークホル
ダー、そして社会全体のために、ど
うしたら世界をより良い場所にでき
るかにフォーカスします。”

最高経営責任者からのご挨拶

不利な境遇下にある地域社会については、1976 年の設立以

来、10億ドル近くの助成金を寄付している財団があります。これ

らの助成金には新型コロナウイルス感染症への対応と復興に役立

てていただくために地域社会に寄付した2,500万ドルが含まれま
す。さらに、当社の社員は、2020年に合計6万時間をボランティ
ア活動に費やしています。

当社は、幸運なことに、多大な社会的・経済的価値をもたらすバ
ランスシートを有する強い立場からサステナビリティにアプロー
チできます。生命保険会社の責任は、人々が壊滅的な損失に直面
したときに支払いを約束することであり、私たちは社会的セーフ

300億ドル

メットライフは保険金や給付金として年間およそ
をお支払いしています。

2019 年にCEO に就任して私が初めて行ったことは、シニアリー
ダーシップチームに、メットライフの Purpose 表明文を明確に

し、世界で私たちが担う基本的な役割を記すことでした。この表
明文、「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」は、

ティネットのひとつになります。メットライフは、保険金や給付

当社の戦略と文化から DEI とサステナビリティへの取り組みま

同様に、生命保険会社の資産は、長期的資本の不可欠な資源とな

メットライフのシニアリーダーシップは、私たちが去った後もメ

金として年間約300億ドルをお支払いしています。

ります。メットライフは単独で、農業、エネルギー、インフラス
トラクチャ、住宅、ほとんどすべてのビジネスといった経済の様
々なセクターにほぼ5,000億ドルもの投資を行い、経済的成長と
雇用創出に貢献しています。

メットライフは創設時から、当社の社員や投資、商品、サービ
ス、社会貢献の強みを最大限に活かすことで、世界のためにな
るより大きな力となる機会をもっており、また、その義務を負
っています。

メットライフ財団が1976年の創設以来、寄付し
てきた助成金

10億ドル

これには、2020年に新型コロナウイルス感染症
への対応と復興のための

2,500万ドル

で、当社ビジネスのあらゆる部分に浸透しています。

ットライフが約束を果たし続けられるようにすることを任された
この偉大な会社の管理者にすぎず、メットライフは、それ自体が
より大きな世界の一部であり、長期的な社会的・経済的価値を維
持する方法で行動する義務を負っています。

メットライフの最新のサステナビリティ報告書を読むにあた

り、よりたしかな未来を築くために、私たちはこれまで以上に

持続可能な未来を目指して貢献していかなければならないという
「Purposeの実践」が私たちにとり意味することを皆さんが理解
し、高く評価してくださることを祈っています。

敬具

ミシェル・A・ハラフ

社長兼最高経営責任者

MetLife, Inc.

の地域社会に向けた支援金が含まれます。
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社会の最も差し迫った課題への対応：
COVID-19と人種の公平性
COVID-19（新型コロナウイル

ス感染症）

メットライフはお客さま、地域社会、社員の健康と福祉を守る
ことに取り組んでいます。私たちは、社員と地域社会の健康と
安全を優先しながら、お客さまにサービスとサポートを提供す
るという新しい方法を開発することにより、2020年の課題に対

処することができました。人生で最も不安定な状態のときに経
済的な保護とサポートを提供する取り組みにおいて、保険料の
割引とメットライフ財団による寄付を通じて、メットライフは

人々が新型コロナウイルス感染症に対処する
ための支援として、 2 億 5,000 万ドル以上を
提供しています。
メットライフ財団はベトナムで

13のプログラムをサポートしています

地域社会のために：

メットライフ財団は、世界各地のパンデミックからの救
済と復興のために2,500万ドルを拠出しました。

救急隊員などを支援するため、マスク、消毒ジェル、除
菌ワイプなどの医療品を寄付しました。

メットライフが保有する建物を医療従事者向けの住宅、
また、必要な場合は病院として提供しました。

医療の資格を有する社員が新型コロナウイルス感染症と
の闘いを現場で支援できるよう、新しいボランティア有
給休暇制度を導入しました。

メキシコのメットライフ財団を通じて 11 の病院を支援す

るとともに、医療従事者をサポートするために「私たち
にケアを提供してくれる人をケアする」キャンペーンを
開始しました。
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社員のために：

病気休暇と有給休暇の規則を変更し、また新型コロナウイル
ス感染症の検査、治療、入院に関する保障を全社員に提供し
ました。

メンタルヘルス・カウンセリングを拡大し、メンタルヘルス
に関する新しいリソースを開発しました。経済的、社会的、
身体的、精神的な健康と幸せを含む、社員向けの包括的な

BeWellプラットフォームを新設しました。

新型コロナウイルス感染症に関する専門家の説明会を開催し
て、ウェルネス、安全、健康などについて取り上げました。

メットライフで雇用されている有資格の医療従事者は全員、
給与を全額受けながら、病院その他の医療機関で 2 週間の交
代勤務でボランティアをする機会を与えられました。

団体福利厚生セールスユニバーシティーに参加する、ファイナンシャル・
ウェルネス＆エンゲージメント部門担当バイスプレジデントのTyler Bradshaw

お客さまのために：

保険料の据え置き、支払猶予期間の延長、延滞金の免除、パン
デミック例外条項の免除、迅速な請求処理、請求および申込手
続きの簡素化などを図りました。

米国のお客さまについて、自動車保険と歯科 PPO 保険の保険

料を将来の保険料に充当しました。

「PlanSmart ファイナンシャル・ウェルネス」のプランナー

相談ホットラインを中小企業向けに無料で提供しました。新し
いマイクロサイトを開設し、ファイナンシャル・ヘルスの管理
方法に関する情報を無料で提供しています。

米国のお客さま向けにファイナンシャル・ウェルネスのコンテ
ンツ・ハブを作り、新型コロナウイルス感染症によりもたらさ
れた困難な環境を経済的に乗り切る支援をしています。

新型コロナウイルス感染症に対する当社の取り組みの詳細に
ついては、114ページをご覧ください。
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社会の最も差し迫った課
題への対応：COVID-19
と人種の公平性
人種の公平性

この1年間は、社会的正義、ダイバーシティ（多様性）、エクイテ
ィ（公平性）、インクルージョン（包括性）、そしてより公正な
社会を緊急に築くニーズへの注目が高まった年でした。Purpose
を原動力とする会社として、よりインクルーシブな職場と公正な
社会をサポートするため、発言するだけでなく、行動することが
さらに重要であると私たちは駆り立てられました。
よりインクルーシブな会社となり、広い範囲で人種的公平に向け
てポジティブな変化を起こしていくことに取り組んでいます。ま
た、私たちは、前進したとは言え、制度的不公平を根絶し、コミ
ュニティの誰もが平等で含まれていると感じられるようにするた
めには、まだまだすべきことがあると認識しています。

人種の公平性に対する当社の取り組みの詳細に
ついては、21ページと40ページをご覧ください。

2020年2月に開催されたイベント「女性とダイバーシテ

ィ」における、メットライフの社長兼CEOのミシェル・ハ
ラフとACLIの社長兼CEOのSusan Neely氏

新しいグローバル・ダイバーシ
ティ・エクイティ＆インクルー
ジョン・カウンシル

メットライフの社長兼 CEO のミシェル・ハラフ
が議長を務める新しいグローバル・ダイバーシテ
ィ・エクイティ＆インクルージョン・リーダーシ

ップ・カウンシルは、メットライフの DEI 戦略を

すべての事業部門、コーポレート部門、地域で推
進・実行し、パフォーマンス改善のための戦略的

ガイダンスと洞察を提供し、さらに社内外で DEI
を目に見えるかたちで促進し牽引していきます。

人材の登用

有色人種女性の登用を加速：カタリストCEOチャンピオンズ・フ

ォー・チェンジへの署名者である当社は、エグゼクティブとシニア
レベルのポジションへの有色人種の女性を含む女性の登用を加速さ
せることに取り組んでいます。

人材パイプラインの構築：MetLifeは、「EXCELERATE」という

新しい人材スポンサーシップ・プログラムを発足させました。これ
は、エグゼクティブグループのメンバーと中間レベルの黒人・アフ
リカ系アメリカ人およびヒスパニック・中南米系の社員をペアとし
て組ませ、役員レベルの役職への昇進を加速するものです。
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メットライフ財団は、新型コロナウイルス感染症への対応とし

て、ベッドフォード・スタイヴサント復興公社に寄付を提供し、

この地区の住民や事業主が抱える家賃、医療費、保育費などの金

銭的なニーズを支援しました

多様なコミュニティと人種の
平等を支えるインパクト投資

メットライフ財団のパートナー、ベッドフォード・スタイヴサント
復興公社でのファイナンシャル・コーチ

メットライフは、米国の低所得コミュニティのファ

イナンシャル・ヘルス改善に向けた幅広い取り組

人種の公平性を推進する助成金と
パートナーシップ

みの一環として、多様なコミュニティと人種の公
平性を支えるインパクト投資2に1億ドル1を拠出しま
した。

黒人・アフリカ系アメリカ人の教育とキャリアの機会の推

進：メットライフ財団は、米国における人種の公平性、特
に、黒人・アフリカ系アメリカ人の教育・キャリア・起業

機会の公平性、および人種の正義を推進することを目的とし

て、3年間にわたる500万ドルの新たな寄付のコミットメン

トを発表しました。この寄付は、多様なコミュニティと人

イコール・ジャスティス・イニ
シアチブにおける無料サービス

種の公平性をサポートするためにメットライフ財団が行って

いる年間1,000万ドルの寄付の追加となるものです。これに

は、以下が含まれます。

メットライフの法務ダイバーシティ委員会は、シド

•歴
 史的黒人大学（HBCU）における奨学金に充てるため
の、 1945 年以来のメットライフとメットライフ財団の
パートナーである黒人大学基金連合（UNCF）への100

リー・オースティン法律事務所と提携して、イコー

ル・ジャスティス・イニシアチブ（ EJI ）の 2 件の

死刑裁判の法務調査と準備を支援しました。シド

万ドルの即時の支援。

リー・オースティン法律事務所は、不当に死刑判決

•民
 主主義を拡大し、格差をなくし、人種的正義の達成
を目指す構造的変革を支援するための NAACP Legal
Defense and Educational Fund, Inc.への25万ドルの

を受けた被告を弁護しました。

追加の支援。

ス ポンサーズ・フォー・エデュケーショナル・オポチュニ
ティー（SEO）プログラムの拡張：SEO奨学生プログラム
をハイブリッドモデル（オンラインと対面）に拡張して低所
得の若者、特に有色人種の若者が数多く参加できるようにす
るための、非営利団体SEOへの25万ドルの支援。

	2020年12月31日時点の見積もり公正価値。
	当社のインパクト投資についての詳細は、40ページをご覧ください。

1

2
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サステナビリティの重点活動
メットライフ全社にわたり、サステナビリティを取り入れ融合していく中で、Purposeの遂行という私たちの重点活動は変わ
ることなく明確です。私たちの約束を長期にわたり守るために、私たちは、今すぐ具体的な行動を取る必要があります。2020

年、当社は重点活動全般にわたり大きな進歩を遂げました。これには、2030年の環境目標の発足、新しい目標とイニシアチ

ブを伴う人種の公平性とインクルージョンに対する当社の長年にわたるコミットメントの向上、新しいターゲット商品の開
発、地域社会において、また環境のためにソリューションを推進するための投資能力の活用、メットライフ財団を通じた世界
的なファイナンシャル・ヘルスの拡大、柔軟な勤務オプションを導入することによる人材のサポート、福利厚生の強化、メン
タルヘルス・プログラムが含まれます。

また、2020年に当社は、米国の保険会社として初めて国連ローバル・コンパクト（UNGC）に参加しました。これは、
企業が推進する世界最大のサステナビリティのイニシアチブで、人権、労働、環境、汚職防止の分野で普遍的な10

の原則に沿った運営と戦略を実行することを求めるものです。今後、当社はUNGC と提携し、当社の取り組み
を向上するだけでなく、この原則を重要な指針として使用して当社の業務の優先化を図り焦点を定めます。

持続可能な開発目標の達成に
向けた取り組み

国連の持続可能な開発目標（UN SDGs ）は、現在から未来へと

続く平和と繁栄を人類と地球のために達成するうえで、私たちが

共有する計画を定めています。メットライフは、UN SDGs に沿

ったサステナビリティ戦略を実践することで、世界各地で有意義

な変化に貢献しようとしています。当社は、開発目標の17項目す
べてを支持していますが、特に当社の事業との関連性が高い 5 つ

の目標に重点を置いています。

（持続可能な開発目標）

UN SDGsに当社がいかに整合させているかの詳細については、
120ページをご覧ください。
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サステナビリティの重点活動

SED
すべての人に
健康と福祉を

NS

がいも
成長も

42
ICONS
•病
 院と地域社会に医療関連資材を寄付しました。
ジェンダー平等を
実現しよう
•メ
 ットライフ財団を通じて、新型コロナウイルス感染症からの救済と復興を支援するた
め、2,500万ドルを拠出しました。

ICON

•経
 済的、社会的、身体的、精神的な健康と幸せにフォーカスする、社員向けのグローバルで包
括的なBeWellプラットフォームを開発しました。

ジェンダー平等を
実現しよう

LOUR VERSION INVERSED

ICONS

や国の不平等
なくそう

•国
 連女性機関の「女性のエンパワーメント原則（
WEPs）」に署名する最初の米国の保険会社
人や国の不平等
となりました。
をなくそう
•国
 連女性機関の「変革のためのグローバルイノベーション連合」、カタリストの「ジェン
ダー・アンド・ダイバーシティKPIアライアンス」、「
CEO
42 チャンピオンズ・フォー・チェン
ICONS
すべての人に
ジェンダー平等を
ジ」および「CEOアクション・フォー・ダイバーシティ・アンド・インクルージョン」などの
健康と福祉を
実現しよう
外部イニシアチブに参加しました。
•ポ
 ートフォリオ管理に従事する女性社員の数と資産運用事業の女性エグゼクティブ・リー

ダーの人数を増加することを目的として、メットライフ・インベストメント・マネジメント
（MIM）とガールズ・フー・インベスト（GWI）との提携を開始しました。

• MIMが運用する責任投資（環境投資、インフラストラクチャ、地方債、住宅供給事業、イン
働きがいも
人や国の不平等
740億ドルを超えました。
ての人に 17 ICONS: 経済成長も
ジェンダー平等を
COLOUR VERSION パクト投資を含む）の総額が
INVERSED
をなくそう
と福祉を
実現しよう
「
サプライヤ・インクルージョン＆開発プログラム」の発足以来、年間を通じて多様なビジネ
•
すべての人に
ジェンダー平
スパートナー約400社との取引を達成し、支払い金額は
34億ドルを超えています。
hite background.
健康と福祉を
実現しよう
•保
 険金・給付金のお支払いが約300億ドルに達しました。
nor a coloured

候変動に
体的な対策を

人や国の不平等
をなくそう

•今
 後3年間に米国における人種の公平性を推進させるため、有色人種コミュニティ向けの既存
の助成金への追加として、メットライフ財団を通じてさらに500万ドルを拠出します。
働きがいも
人や国の不平等
•イ
 ンクルージョンを奨励し、多様なコミュニティへの先入観を非難する「
COVID-19 5-Point
経済成長も
をなくそう
（新型コロナウイルス感染症に関する
点の行動アジェンダ）」を支持してい
Action Agenda
5
ます。

LY be used inversely over a white background.

• 2年間で、メットライフのリーダーシップ開発プログラムへの参加者の22%の女性をアシスタ
ント・バイス・プレジデント等級に昇級させました。

be used inversely over a black nor a coloured

lours of the SDG icons.

気候変動に
具体的な対策を

• 2030年環境目標を新たに11項目設定しました。これには、2030年までに500万本の植樹、お
よびMIMが運用する新しい環境投資に200億ドルを拠出することなどがあります。
•メ
 ットライフのリスク管理フレームワークに気候変動リスクを統合しました。

•メ
 ットライフは、7億5,000万ドルもの米国の保険業界初の「環境に優しい」資金提供契約担
保債券を発行しました。

Each icon can ONLY be used inversely over a white background.
The icon may not be used inversely over a black nor a coloured
background.
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成功のための行動原則：
成功を推し進める行動

メットライフの「成功のための行動原則」は、メットライフのPurposeと戦略の遂行に役立つ行動を明確に示すために策定さ

れました。

これにはメットライフの社員に期待される行動がまとめられており、個人の成功と全体としての成功を奨励し動機付ける方法
を周知するためにパフォーマンス・ディベロップメント・アプローチにも盛り込まれています。これらの原則は、私たちが目
的意識を持って、常に前進しながら業務を遂行し、お互いと関わる方法の指針となります。

将来、どのようなことが起ころうとも、私たちは、成功のための行動原則に示されるように、常にアジャイルで柔軟に環境変

化に対応できる人材を確実に構築していく必要があります。Next Horizon戦略と私たちのPurpose「ともに歩んでゆく。より

たしかな未来に向けて。」を果たすために、私たちは、健全さと平等を推進し、多様性を積極的に支持し、より柔軟に環境変
化に対応できる働き方を奨励する職場づくりを行っています。

未来を築く

メットライフの成功のための行動原則

私たちは、変化と革新を
牽引します

ともに成功する

当事者意識をもつ

私たちは、成功に向けて
互いに信頼します

私たちは、お客さま、株主、社員の
ために約束を果たします

責任を果たしながら成長し、継続的

さまざまなアイデアや意見をもとに、

説明責任を持ち、正しい結果のために

自信を持って新しいことに
チャレンジする

に基づいた判断をする

解決策を見つける

好機をとらえる

な改善の機会を見つける

勇気を持って、失敗を恐れず学び、

多様な視点を求める

広い観点で考えを深め、十分な情報

積極的に巻き込む

一人ひとりの価値が認められ、

新しいアイデアを試す

多様な意見が尊重され発言しやすい

迅速に行動し、的確な判断を伴った

一体感をもって取り組む

迅速に行動する

機動力と決断力を発揮する

組織環境を醸成する

誠実かつ透明性をもって、

一人ひとりが責任感をもつ
行動する

困難を予測して対応しながら、
リスクを管理する

重要なことをやり遂げる

意味のある優先課題を実行し、
コミットメントを貫く

組織全体で協力し合う

文化の規範...行動規範
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第1章

社員のための
サポート

私たちは、生涯を通じた関係を築く事業に従事
し、お客さま、社員、地域社会のために持続可
能な世界を作っています。私たちのPurposeは
当社のサステナビリティ戦略の北極星であり、
私たちの多様性を支持し、環境を保護し、ファ
イナンシャル・ウェルネスを重視し、地域社会
を守っています。”
ERIC CLURFAIN

リージョナル・プレジデント、ラテンアメリカ事業部門

顧客減少防止を目的としたお客さまエンゲージメントに
取り組んでいるメキシコのチーム（パンデミック前に撮影）

私たちのアプローチ

メットライフで私たちが目指しているのは、社員が熱心に取り組み、成
長・成功し、帰属意識を感じられるようにすることです。こうした努力は
私たちの Purpose である 「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向け
て。」から始まります。私たちは今後も引き続き、Purposeを原動力とす
るインクルーシブな文化を構築することで、社員が力を発揮し、社会に違
いをもたらせるようにしていくことを約束します。
私たちは 2020 年の大半を、バーチャルな仕事環境、これまで経験したことのな

かった不安感、微妙な家族環境を受け入れながら働く社員をサポートしていくこ
とにフォーカスしました。インクルーシブな職場とコミュニティを構築し続ける
という誓約を再確認し、全社員対象のインクルージョンに関する必須トレーニン
グを含むいくつかの新しいダイバーシティ＆インクルージョンプログラムを開始
し、毎日私たちのPurposeを実践する方法の実行可能なガイドラインとなる新し
い「成功のための行動原則」を策定しました。

メットライフは、職場におけるインクルージョンと公正性
を進展させるために、数多くの措置を講じています。成
功とは、どのようなものでしょうか。メットライフのDEI
は、Next Horizon戦略、社員のコミットメント、事業部
門と会社全体の業績に結び付けられた、グローバル・ビ
ジネス、人材、サステナビリティにおける責務と言えま
す。ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンへの
私たちの道すじにおいて、私たちはコミットメントから行
動へと目標を進展させています。ダイバーシティ、エクイ
ティ、インクルージョンがメットライフにおけるあらゆる
意思決定と、すべての社員が大切にされ、尊重され、意
見を聞いてもらえると感じられるインクルーシブな環境づ
くりに組み込まれたときこそが成功と言えます。そこに到
達するために、私たちは社員の多様なニーズを満たし、成
功に必要なツールを提供していくことに焦点を合わせてい
ます。私たちのサステナビリティの目標を達成し、未来を
勝ち取るために求められる進展を確実に行うため、企業文
化、人材、ダイバーシティ、説明責任といった推進力のす
べてを強調し、これらにフォーカスしていきます。”
SUSAN PODLOGAR

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高人事責任者
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2020年のハイライト
2020 年「MyVoice （従

業員意識調査）」のイン
クルージョン・インデッ
クスで2019年から

5
40%

ポイント上昇。

を超える女性のマネー
ジャー（全世界のマ
ネージャー中）。

約1,500人
の米国のマネージャーが、マ
ネージャーとチームメンバー
との対話を奨励するためのオ
フィスアワーとして策定され
た「インクルージョンの対
話」プログラムに参加。
追加の

500万ドル
米国で人種の公平性を推進
するために、メットライフ
財団を通じて今後 3 年間に
拠出する金額。

ダイバーシティ、エクイティ、インク
ルージョン：コミットメントから行動へ
2020年は、清算の年でした。パンデミックに
よって私たちの働き方は崩壊し、私たちが互い
とつながり、や取りする方法は新しいものに生
まれ変わりました。同時に、人種と不平等に関
する複雑で、時に困難な会話に私たちが取り組
み、乗り越えた年でもありました。こうした課
題にも関わらず、私たちは、多様な意見が尊重
されている、固有の属性に価値が見出されてい
ると感じられる企業文化を醸成するというコミ
ットメントを固く守ってきました。

私たちは、「積極的に巻き込む」、「ダイバーシティを強化す

る」、「影響力を拡大する」という戦略的優先事項に忠実であり
続けました。一方で、世界的な取り組み、特に人種的不平等の結
果として生じた社会的な混乱に対応するための取り組みを拡大し
続けました。私たちは、積極的に職場における先入観をなくし、
互いを理解し合い、世界中で誰もが受け入れられるコミュニティ
を築いていくための努力を一人ひとりが行わなければならないこ
とを認識しています。インクルージョンは私たち一人ひとりから
始まるからです。

2020 年 2 月に開催されたイベント「女性とダイバーシティ」におけ
る、メットライフの社長兼CEO のミシェル・ハラフとACLI の社長兼
CEOのSusan Neely氏

する」、「影響力を拡大する」という3つの戦略的優先事項の進捗

状況と有効性をモニターしています。これらの 3 つの優先事項で

は、リーダーシップのさらなるコミットメントと、私たちの目標
の前に立ちはだかる文化的・構造的なインクルージョンの障壁に
対処することが求められています。

当社の社員データ、ベンチマーク、2019～2020年に実施された

従業員アンケート調査から得た知見を徹底的に分析した結果は、
以下に対する私たちの行動の指針となりました。

•リ
 ーダーシップの説明責任とコミットメントを通した変化の
推進

•イ
 ンクルーシブな文化の構築

•ジ
 ェンダー、人種、民族的な多様性の向上
これらは、真に全員に適した職場を構築することを可能にしま

す。私たちは、メットライフにおけるダイバーシティ、エクイテ

3つのデータドリブンの重点領域

•「
 ダイバーシティ（多様性）」とは、固有の属性とものの見方

を、構造的な変更を行う部分はどこか、またどのように制度的な

• 「エクイティ（公平性）」とは、成功するために必要なサポート

イノベーションを優先する企業であるメットライフは、データ
発展に投資すべきかを判断するためのガイドとみなします。DEI

の分野で上位に付けるリーディング・カンパニーとなることが、
メットライフの長期的な目標です。これを達成するため、定評あ
るベンチマークとMy Voice（従業員意識調査）を利用して当社を

自ら測定して、「積極的に巻き込む」、「ダイバーシティを強化

ィ、インクルージョンの定義を明確にしました。
を活かすことです。

を誰もが受けられることです。

• 「インクルージョン（包括性）」とは、相互のやりとりを通じ
て全員が尊重され、認識され、大切にされることです。

15

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン：コミットメントから行動へ

リーダーシップのコミット
メントと説明責任を通して
変化を推進する

エクイティ
（公平性）

グローバル・ダイバーシティ・エクイテ
ィ＆インクルージョン・リーダーシップ・
カウンシル

成功するために必要な
サポートを全員が受け
られること

リーダーシップのコミットメントと説明責任をさらに高
めるため、当社は、社長兼CEOのミシェル・ハラフが議

長を務めるグローバル・ダイバーシティ・エクイティ＆
インクルージョン・リーダーシップ・カウンシルを新し
く設立しました。このカウンシルは、メットライフのDEI

戦略をすべての事業部門、コーポレート部門、地域で推
進・実行し、パフォーマンス改善のための戦略的ガイダ
ンスと洞察を提供し、さらに社内外でDEIを目に見えるか
たちで促進し牽引していきます。

リモートワークと生活の質について調査する
メットライフ・チリの社員たち

16
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ダイバーシティ
（多様性）
固有の属性とものの
見方を活かすこと

インクルージョン
（包括性）

相互のやりとりを通じて
全員が尊重され、認識され、
大切にされること

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン：コミットメントから行動へ

インクルーシブな文化の構築
「わたしから始めるインクルージョン」

メットライフは、グローバルな包括的プログラム「わたしから始
めるインクルージョン」を開始し、インクルーシブな文化におけ
る行動を説明しています。このプログラムでは、インクルージョ

ンに関する対話のフレームワークと、基礎的な学習を提供し、
様々なトピックへの認識を高めるウェビナーシリーズが提供され
ます。

私たちの取り組みは、すでに結果を示しています。

MyVoice （従業員意識調査）のインクルージョ

5ポイント

ン・インデックスで、当社のスコアは前年比で

上昇しました。自身の仕事に意義を感じると答え
た社員数も同様に上昇しています。
必須のDEIトレーニング

3部から構成される必須のDEIトレーニングは、インクルーシブな

文化の醸成についてもっと理解したいという社員の希望に応じて
開始され、組織のあらゆるレベルでオープンな対話を行うことを
奨励しています。このトレーニングは、意図的であれ意図しない
ものであれ、当社の職場やコミュニティから先入観を排除するた
めに今後も取り組むべき大きな努力を浮き彫りにしています。最
初の部分では、私たちがどのような人間かを構成し、私たちの思
い込みをつくり、行動に影響を及ぼすダイバーシティの外的・内
的な次元を紹介します。

2021年には、先入観と自覚なき差別、および様々な文化への働き
かけとアライシップの構築に関する新しいコースから構成される
残りの2つの部分を段階的に実施しています。

インクルージョンの対話

2020 年、私たちは、米国全土に及ぶ、また社内での制度的な人

種の正義への呼びかけに迅速に、かつ強く応えました。また、私
たちは、前進したとは言え、制度的不公平を根絶し、コミュニテ

ニューヨーク市で開催された「ジェンダー平等の解決策」に関するパネルディ
スカッションに参加した、メットライフのグローバル最高ダイバーシティ＆イ
ンクルージョン責任者のCindy Pace博士（左、パンデミック前に撮影）

識しています。私たちは、共感、脆弱性、勇気ある率直さ、イン
クルージョンに根差す真の会話を持ち始めました。 1,500 人近い

米国のマネージャーが「インクルージョンの対話」への参加を表
明しました。こうした対話の内容は、人種の正義、公平さ、総合
的なインクルージョンについて、マネージャーとチームとの間で
オフィスアワーに会話を多く持つよう奨励することにまで及んで
いました。

1,500人

2020年7月時点で、およそ
の米国のマネージャーが「インク
ルージョンの対話」に参加し、

20,000人

以上の社員に影響を与えました。

ィの誰もが自分は含まれている、平等かつ安全であると感じられ
るようにするためには、まだまだすべきことがたくさんあると認
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Inclusion Tuesdays

私たちは、メットライフ社員全員を対象とする啓発セッショ

ンとして設計され、行動を変えるのに役立つ、「 Inclusion

•自
 覚なき差別：日常的なやりとりで人々が経験し、蓄積され

た効力として健康に悪影響を及ぼすような侮辱と屈辱を特定し
ます。

Tu e s d a y s 」 を 開 催 し ま し た 。 5 週 間 に わ た り 開 催 さ れ た
「Inclusion Tuesdays 」では、5 つの演習を通じて深く掘り下

• アライシップ：他の人やグループを支持する行動を進んでする

身の個人的な経験と洞察についての社員間の会話が奨励されま

ている、尊重されている、意見を聞いてもらえると感じる場を

げた学習体験が提供され、インクルーシブな文化に貢献し、自

した。参加するソート・リーダーは、ウェビナーごとに1 つの演
習に集中して、インクルージョンを自分のこととして考えられ
るようにしました。

•当
 事者意識と帰属意識：独自性と異なる視点を認識して尊
ぶ方法で統率し、協力し合えるオープンマインドの環境を作り

ことです。

•ア
 イデンティティと違いに価値を見出す：誰もが受け入れられ
作ることです。

これらの5回のセッション後、私たちは知識や洞察を総合的に利用

できるようになり、リーダーとチームが情報を活かして会話を開
始できるようにしました。例えば、Jamie Maddenは、営業開発

ます。

担当バイス・プレジデントを務めながら、これらのセッションか

挑み、先入観を認識し、先入観を持ちがちな傾向をコントロー

ションを実施しました。それ以降、Jamieは、月に1回チームとの

•先
 入観を打ち砕く：決断を下すときに、理由を熟考し、証拠に
ルするための対策を講じます。

ら学んだことと重要なポイントについてバーチャル・ディスカッ
話し合いの場を設け、皆で「Inclusion Tuesday」シリーズのウ

ェビナーから1つを選び、それぞれが視聴した後に小さなグループ

でそれについて話し合い、意見を交換したり個人的な経験を共有
し合ったりしています。

18
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ジェンダー、人種、民族的な
多様性の向上

インクルーシブな職場文化は、大切にされているとの気持ちと
深い帰属意識をもたらします。私たちは、誰にも適する文化の
醸成に熱心に取り組みながらも、キャリアを妨害し、ダイバー
シティ、エクイティ、インクルージョンを高め維持する取り組
みを弱体化させうる文化的および構造的障壁を特定し、排除す
ることも同様に重視する必要があります。

ジェンダー平等

私たちは、メットライフ全体にジェンダー平等を行き渡らせる
ために、私たちのコミットメントを基盤としています。これに

私たちはダイバーシティを尊重し、 DEI を未来を
勝ち取るための重要な要素として長きにわたりそ
の達成に力を注いでいます。2020年、社内でジェ
ンダー平等に重点を置き、日々の生活の中で DEI
を行動として実践することの重要性を認識しても
らう場をつくりました。社外での取り組みには、
米国商工会議所の「 DEI メンターサークル」に参
加し、チリのトップ企業と当社の慣行を共有・強
化したことなどがあります。
ANDRES FERNANDO MERINO

メットライフ・チリCEO

は、職場、市場、地域社会におけるジェンダー平等への対処に
おけるリーダーシップの説明責任を促進するための国連グロー
バル・コンパクトおよび国連女性機関との新たなパートナー
シップの開始が含まれます。 2020 年初頭、すべての国担当マ

ネージャーに、国連の「女性のエンパワーメント原則
（WEPs ）」に署名するように依頼することからこの取り組み

を発足させました。これらの原則は、当社の女性に適した職場
づくりへのフォーカスと、ジェンダーギャップを埋めるという
目標を奨励しています。

2020年2月、メットライフは米国の保険会社
として初めて国連のWEPsに署名しました。

私たちのチームは、アライシップと、同僚が大
切にされていると感じられるために私たち一人
ひとりが担う役割にフォーカスしています。タ
ウンホールとリーダーシップチームの会議にイ
ンクルージョンの対話を取り入れた結果、強い
共感を呼び続けています。
JESSICA MOSER

米国事業部門スモールビジネス・スペシャリティビジネス
担当シニア・バイス・プレジデント

グローバルなWEP署名者として当社は、改善を行う誓約をする

だけでなく、私たちの強みと好機のある領域を特定するための
明確な行動を取り始めました。

2020年に当社は、WEPジェンダーギャップ分析を採用して、

さらなる取り組みに役立てるためのデータを収集しまし
た。 WEP ジェンダーギャップ分析を完了した 37 市場の結果か

ら、当社は、リーダーシップ、職場、市場、地域社会の領域に
おけるジェンダー平等について、カスタマイズされた体系的な
視点を得ることができました。この分析を完了した後、すべて
の市場は、特定されたギャップを埋めるための期限付きの行動
計画の開発においてサポートを受けました。

数多くの市場と文化が混在する EMEA のよう
に多様な地域を率いることができ、誇りに思っ
ています。 EMEA とアジアでの 2021 年の DEI
のテーマは「パリティ（均等）のパワー」で
す。これは、メットライフと業界にわたるジェ
ンダー平等を進めるための私たちのニーズを定
義するものです。私たちは、女性への偏見と闘
い、より広い範囲でインクルージョンを高める
ための行動についての計画を引き続き策定して
います。

NURIA GARCIA
EMEA責任者
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世界各地で文化的な多様性をサポート

2020年10月、当社は2回目のトライアングル・テックXと呼ばれ

る米国でのバーチャルサミットを主催しました。ここでは、テク
ノロジーとビジネスの分野のリーダーと、メットライフの社長兼

CEO のミシェル・ハラフが基調演説者として参加し、「女性の
トップ人材を通じたDEI の加速」、「職場における女性のエンパ
ワーメントとSTEM関連の職務における女性のキャリアの将来的
保証を通じた労働力の強化」、「職場における平等と多様性の促
進方法を検証することにより、将来に備えて改革していく」とい
う3つの主要テーマを中心に取り上げました。

3 日間のサミットでは、メットライフ社内外か
らの2,700人もの方が50人以上のゲストスピー
カーを招いた20のセッションに参加しました。
これには、メットライフの取締役会のメンバー
と25人の女性のエグゼクティブが含まれます。

米国では、「マルチカルチュラル・プロフェッショナル・ネット
ワーク（MPN）」が「インクルージョンの対話」を主導し、人種

間の不公平とその他のDEI に関するトピックにフォーカスした勇

気ある会話を推奨しました。これらのセッションは、民族的・人
種的に多様なコミュニティの声を高めることにも焦点を合わせて
います。

メットライフのミリタリー・ベテランズ・ネットワークは、「不
確実な時代への適応」と題した3部からなるウェビナーシリーズを

主催し、ゲストスピーカーを招いて、不確実な時代に退役軍人が
直面する課題について、心に響くエピソードを紹介していただき
ました。メットライフ・イギリスのオフィスは、民族的マイノリ
ティの社員に影響する問題に対処するために組織と個人を団結さ
せるという目標を持って、Race Equality Mattersが発起した「
人種平等週間」に初めて参加しました。

「私たちには、この危機を STEM （科学・技
術・工学・数学）分野の専門職に就く女性の数
を加速するチャンスに変える機会があります。
鍵となるのは障害を取り除き、優れた才能を持
つ人材がSTEM分野のキャリアに参入し、留ま
り、成功できるようにすることです」と、メッ
トライフのエグゼクティブ・バイス・プレジデ
ント兼最高人事責任者の Susan Podlogar は
語っています。

バーチャルプレゼンテーションを行う、メットライフのトライアングル・テックXのエキスパートとリーダーたち。（写真左から）My Global STEM
Academy創設者兼CEOのJacqueline Mims氏、メットライフ取締役のCatherine Kinney氏、メットライフ最高リスク責任者のMarlene Debel
20
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EXCELERATE：人材スポンサーシップ

メットライフは、EXCELERATE という新しい人材スポンサーシ

ップ・プログラムを発足し、ターゲット開発を通じて、アシスタ
ント・バイス・プレジデントに就く民族・人種的に多様性があり
高いパフォーマンスを発揮している人材の開発と役員レベルへの
昇進を加速すること、またこれらの人材がエグゼクティブグルー
プのリーダーたちの目に留まりやすくする、エグゼクティブグル
ープのリーダーたちへのアクセスと関わり合いを高められるよう
にすることを目指しています。当初の試験プログラムには黒人・

2020年にこの取り組みにすぐに着手し、黒人大学基金連
合（ UNCF ）に 100 万ドルを、 NAACP Legal Defense and
Educational Fund, Inc.に25万ドルを直ちに支援しました。メッ
トライフは、76年前にUNCFが創設されて以来、同連合とのパー
トナーシップを継続しています。 100 万ドルの寄付金は、歴史的
黒人大学（HBCU）に在籍する60人の3年生の学生の学資支援に
役立てられます。

アフリカ系アメリカ人およびヒスパニック・中南米系の人材が含
まれましたが、今後、あらゆるマイノリティグループを含めるよ
うに拡大していきます。

ADVANCE人種の公平性とインクルージョン

円卓会議

当社は、「 ADVANCE 人種の公平性とインクルージョン円卓会

議」を設立し、社員、お客さま、株主のために違いをもたらすた
ーによる小規模グループで構成されています。

新型コロナウイルス感染症による
格差への対応

メットライフ財団は、米国における人種の公平性を推進するため

ことにより、新型コロナウイルス感染症の大流行がもた

めの行動を特定することを目指しています。この円卓会議は、企
業、教育機関、非営利団体などから参加する社外のソートリーダ

人種の公平性の推進に取り組むメットライフ財団

メットライフは、次の 5 点の行動アジェンダに賛同する

らす悪影響への対応に取り組む100 以上の企業のひとつ

に、 3 年間にわたる 500 万ドルの追加の寄付を約束しました。こ

です。

の新たな寄付金は、黒人・アフリカ系アメリカ人の教育・キャリ
ア・起業の機会、および人種の正義に関するイニシアチブを促進

1. 	職場と社会においてインクルージョンを促進する

するために使用されます。これは、毎年、多様なコミュニティと
人種の公平性をサポートするために 1,000 万ドルを寄付するなど

2. 	支援を必要とする状況に置かれた人々に新型コロナウ
イルス感染症が及ぼす影響への認識を高める

の、メットライフ財団の何十年にもわたる黒人・アフリカ系アメ
リカ人コミュニティでのファイナンシャル・インクルージョンへ

3. 	ア ジア系の人と多様なコミュニティに対する 偏見を

の取り組みを基盤とするものです。メットライフは、米国の低所

非難する

得コミュニティのファイナンシャル・ヘルス改善に向けた幅広い
取り組みの一環として、多様なコミュニティと人種の公平性を支

4. 最前線で働いている人たちや感染者とご家族を助ける

えるインパクト投資に1億ドル1を拠出しました。

ために、コミュニティを支援する

5. 支援を必要とする状況にあるコミュニティとパンデミ

私たちはすべきことを明確に理解して
います。それは、さらに多くをさらに
速く行わなければならないということ
です。変化は、トップが変化を推進す
る組織にのみ生じます。”
ミシェル・ハラフ
メットライフ社長兼CEO

ックによリ悪影響を被った事業を支援するために、寄

付する

1

当
 社のインパクト投資についての詳細は、40ページをご覧ください。
1億ドルは、2020年12月31日時点の見積もり公正価値です。
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メットライフの事業の多くを率いているのは女性です

SOFIA BELMAR

ゼネラル・マネージャー、
メキシコ

KATHRYN CAMPBELL
RE & AGIオペレーションズ担当
シニア・バイス・プレジデント

CARMINA DRAGOMIR
ゼネラル・マネージャー、
ルーマニア

INNA BIELIANSKA

ゼネラル・マネージャー、
ウクライナ

CYNTHIA COVERSON

米国事業部門地域市場担当
シニア・バイス・プレジデント

RUTH FARRUGIA

資産運用事業部門
グローバル保険責任者
シニア・バイス・プレジデント

AGNES BRUHAT

ELENA BUTAROVA

ゼネラル・マネージャー、
フランス

バングラデシュ、マレーシア、
ネパール、ベトナム責任者

CLAUDIA CROMIE

NELA D’AGOSTA
MIM機関投資家グループ

ポートフォリオ＆リスク分析担当
シニア・バイス・プレジデント

シニア・バイス・プレジデント

NANCY MUELLER HANDAL

JULIANE KOWALSKI

プライベート・フィクストイン
カム＆オルタナティブ担当
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント

団体福利厚生
任意保険商品担当
シニア・バイス・プレジデント

2020年12月31日時点で女性がメットライフで占める割合：
メットライフの
全社員の

50%
以上
22
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メットライフの
全マネージャーの

40%
以上

30％

エグゼクティブグループ
における割合

33%
取締役会に
おける割合

STACEY M. LITUCHY

インデックス戦略＆マネージャー監督
担当シニア・バイス・プレジデント

SARA QUEEN

MELISSA MOORE

年金担当シニア・バイス・プレジデント

MEREDITH RYAN-REID

株式戦略グループ
シニア・バイス・プレジデント

ファイナンシャル・ウェルネス＆エンゲージ
メント担当シニア・バイス・プレジデント

REBECCA TADIKONDA
MetLife Holdings

INGRID TOLENTINO
Hyatt Legal

エグゼクティブ・バイス・プレジデント

シニア・バイス・プレジデント

JESSICA MOSER

米国事業部門小規模市場担当
シニア・バイス・プレジデント

MONIKA SPADŁO-KOLANO

ゼネラル・マネージャー、ポーランド

JENNIFER POTENTA

私募債担当シニア・バイス・
プレジデント

SIYI SUN

ゼネラル・マネージャー、中国

JUDIT ZOLNAY

ゼネラル・マネージャー、
ハンガリーおよびブルガリア
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サプライヤ・インクルージョン
＆開発プログラム

「サプライヤ・インクルージョン＆開発」プログラムは、多様性
のある事業の成長を後押しするプログラムです。メットライフの

目標は、サプライヤの経済的成長を推進するためにパートナー
シップを強固にすることです。ウィメンズ・ビジネス・エンター

プライズ全米評議会、全米マイノリティ・サプライヤ開発評議
会、全米LGBT商工会議所、Disability:IN、全米退役軍人ビジネ

ス開発評議会をはじめとする全国的な支援組織への当社の参加に
よって支援される多様性のあるサプライヤと直接的な関係を育む
ために、私たちは対面での関わり合いを大切にしています。

当社では「サプライヤ・インクルージョン＆開発」プログラムを
グローバル調達部門に統合し、調達担当者と事業関係者との間の
緊密な連携を確立して当社サプライチェーンに多様性のあるサプ
ライヤを含めるようにしています。

メットライフの多様性のある
サプライヤの一社、En Pointe
（パンデミック前に撮影）
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メットライフ・サプライヤ・イン
クルージョン＆開発プログラム設
立以来、メットライフは、年間

34億ドル

を多様性のあるビジネスパートナー
約400社との取引に充てています。
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写真提供：Disability:IN

個人防護具（ PPE ）の着用義務に役立てるため、メットライフ

メットライフは、次のような方法でパンデミック中に当社のサプ

ジネス、Consolidated Marketing Services（CMS）などの事

•教
 育目的のスポンサーシップを拡大して多様性のあるビジネス

は、マサチューセッツ州サマービルの女性が所有するスモールビ
業主と提携しました。CMSは、メットライフにPPEを提供するだ

けでなく、メットライフのイベント参加者向けに、地域に見合っ
た贈り物を調達して送付するなど、メットライフが開催するバー
チャルイベントや会議をより楽しいものにする手助けもしてくれ
ました。

また、メットライフは、会議、ネットワーキングの機会、仲介、
セールスピッチのコンテストを行うために、多様性のある当社の
パートナー組織がバーチャルプラットフォームに移行する際にこ
れらの組織と提携しました。メットライフが購入する可能性があ
る製品やサービスを提供するのに適した多様性のあるビジネスを
探すのに、バーチャル環境が阻むことはありませんした。

ライヤを支援しました。

パートナー向けのバーチャル開発プログラムを含め、またビジ

ネスオーナーに事業開発の奨学金を提供するDisability:INへの
スポンサーシップを増強しました。

•ス
 モールビジネスと提携してリーダーシップ継承セミナーを開
発し、多様性のあるオーナーシップを継続させるとともに、重
要な取引関係を維持するために、将来のリーダーの開発を支援
しました。

•当
 社のお客さまの市場において、サプライヤの多様なポジショ
ンを強化するため、メットライフ・ナショナル・アカウントと
の協力を継続しました。
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全世界の従業員データ1
労働力の内訳
女性

男性

合計

社員

労働力の地域構成
女性

男性

米国・カナダ

合計
アジア

ラテンアメリカ

0.0

7.5

15.0 22.5 30.0 37.5 45.0 52.5 60.0

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の社員とモロッコ
は含まれていません。
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メットライフの社員と取締役のダイバーシティ1（％）
性別

女性

男性

営業2

民族・人種

営業

営業以外3

エグゼクティブ・グループ（米国以外の国を含む）

営業以外

取締役会

年齢
29歳以下
営業

30～50歳

51歳以上

2

エグゼクティ
ブ・グループ
（米国以外の
国を含む）

営業以外3

エグゼクティブ・グループ（米国以外の国を含む）
取締役会

取締役会

白人
82%
黒
 人または
アフリカ系アメリカ人
8%
アジア系
2%
ヒスパニックまたは中南米系
6%
ア
 メリカインディアン
またはアラスカ州先住民
0%
不特定
0%
複数人種
2%
ハ
 ワイまたは
太平洋諸島先住民
0%
白人
黒
 人または
アフリカ系アメリカ人
アジア系
ヒスパニックまたは中南米系
ア
 メリカインディアン
またはアラスカ州先住民
不特定
複数人種
ハ
 ワイまたは
太平洋諸島先住民
白人
黒
 人または
アフリカ系アメリカ人
アジア系
ヒスパニックまたは中南米系
ア
 メリカインディアン
またはアラスカ州先住民
不特定
複数人種
ハ
 ワイまたは
太平洋諸島先住民
白人
黒
 人または
アフリカ系アメリカ人
アジア系
ヒスパニックまたは中南米系
ア
 メリカインディアン
またはアラスカ州先住民
不特定
複数人種
ハ
 ワイまたは
太平洋諸島先住民

70%
12%
10%
6%
0%
0%
2%
0%
64%
0%
18%
18%
0%
0%
0%
0%
84%
8%
0%
8%
0%
0%
0%
0%

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。
	
	メットライフの営業担当者の人数には、営業スタッフ全員（従来の営業担当者など）と営業のサポートスタッフ（販売管理や営業トレーニング担当者など）が含まれます。
3 営業以外のスタッフには、様々な部門の社員が含まれます。営業以外の主な部門には、オペレーションズ、 、財務、商品、管理、コンプライアンス、投資、人事、マーケ
	
IT
1

2

ティング、法務があります。
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2020年には、雇用と後継者育成計画にパンデミックの影響が及んだにも関わらず、メットライフは、特に執行幹部におい
て、業界でもトップクラスのジェンダーと人種における多様性を維持しています。
女性の管理職1 ― グローバル

管理職1の民族・人種ダイバーシティ ― 米国

女性の非管理職2 ― グローバル

非管理職2の民族・人種ダイバーシティ ― 米国

2019年 実際値

2019年 実際値

2020年 実際値

2020年 実際値

2020 年の執行幹部（バイス・プレジデント以上）3
のジェンダー・ダイバーシティ ― グローバル

メットライフ：

27.3%

2017年から
2％上昇

メットライフは業界のベンチマークに対して上位25％

1
2
3

2019年 実際値

2019年 実際値

2020年 実際値

2020年 実際値

2020年の執行幹部（バイス・プレジデント以上）3
の民族・人種ダイバーシティ ― 米国

メットライフ：

24.3%

2017年から
4.7％上昇

メットライフは業界のベンチマークに対して上位25％

管
 理職とは、直属の部下が1人以上いる現社員と定義されます。
非
 管理職とは、直属の部下を持たない現社員と定義されます。
執
 行幹部とは管理職の一部で、組織のリーダーシップのことです。バイス・プレジデント以上の役職に就くメットライフの全社員から構成されます。

メットライフの均等報酬の宣言文はオンラインでご覧いただけます。
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メットライフの社員研修とパフォーマンス・レビュー

年平均研修時間数1

女性

営業以外

19

営業

退職者

女性
男性

98%

30％

33%

新規採用者数

メットライフの新規採用者と退職者3

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

2,344

1,008

1,218

116

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

3,417

1,011

1,783

623

2,835
退職者数

4,211

新規採用者

1,137

1,303

1,484

2,181

213

727

新規採用者に
占める割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

5％

2%

3%

0%

占める割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

8%

2%

4%

1%

6%

3%

退職者に

9%

3%

3%

5％

メットライフの新規採用者と退職者の人種・民族的ダイバーシティ ― 米国

2%

2020年合計

に占める割合）

22.5%

男性

11.7%

合計

34.2%

退職者

2020年合計

（退職者に占

める割合）

女性

24.1%

男性

11.3%

合計

35.4%

メットライフの社員の満足度
社員満足度調査の参加率

1%

（新規採用者

女性

満足度

男性

97%

営業

男性

11

女性

営業以外

女性

20

18

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員の割合2（％）

新規採用者

男性

2020年

84%
78%

2019年

82%
75%

2018年

76%

73%

社
 員研修の数値には、当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。2020年に学習管理システムにおいて有効な社員全員がこれに含まれます。
2 パフォーマンス・レビューの数値は、当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。当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。
3
PNBの社員とモロッコは含まれていません。
1
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メットライフにおける社員の待遇：
未来を築く
社員の貢献を認識する

パンデミックにも関わらず、私たちのPurpose、お客さま体験、

コラボレーション、新しいことへのチャレンジの重視へのメット

ライフ社員のゆるぎない信念を評価するために、当社は世界中

の個人とチームを認識するために 3 種類の新しい方法を導入しま

した。

•継
 続的リコグニション：社員同士で、記念日やマイルストー
ン、成功をいつでも認識するためのものです。

• Above and Beyond賞：コラボレーション、新しいことへの
チャレンジ、お客さま中心主義を実践している同僚を四半期ご
とに称賛するためのものです。

• Purpose賞：多大な努力を惜しまずにメットライフのPurpose
を実践した社員を認識するための特別な選出ベースの賞です。
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採用に重点的に取り組む、メットライフ
中国のセミナーのメンバーたち

メットライフのPurpose賞：

146人

初年度にあたる2020年、世界中で

の社員を、メットライフのPurposeを素晴らし
い方法で実践したことにより認識しました。

メットライフにおける社員の待遇：未来を築く

当社の戦略を支援するための
連携

メットライフは、私たちのさらなる成長を促し、将来的な成功を
確実にする地位に付けるため、Next Horizon 戦略を開始しまし
た。この課題は、40以上の市場で4万5,000人を超える社員が戦

略的実行の「オーナーとなる」文化を醸成することです。メット
ライフの社長兼CEOのミシェル・ハラフは、社員が戦略に関する

活動に積極的に関与し、自身の役割を理解し、主体性を持ってコ
ラボレーションと新しいことへのチャレンジに臨める文化を醸成
するため、「Next Horizon戦略デー」と呼ばれる対面での体験の

機会をつくりたいと考えました。

2020年、私たちは「Next Horizon戦略デー」の開催に着手しま

したが、新型コロナウイルス感染症のために対面での没入型体験
の計画は変更せざるをえなくなりました。そこで、迅速に計画を
変更し、次の4つの基本原則に基づく、同様に没入型のオンライン

体験を作り上げました。

•部
 門横断型の参加により、コラボレーションを促進する

各チームは、対面でのNext Horizon戦略
デーからバーチャル・プログラムに迅速に

切り替えました。Next Horizon戦略デー

は、最終的に、 40 以上の市場で 10 種類の

言語による 201 のバーチャルセッションを

配信し、 4 万人を超える社員が参加するイ
ベントとなりました。

•イ
 ンタラクティブな体験をもたらす

•ア
 イデア化と新しいことへのチャレンジを奨励する

•結
 果を出すために、積極的な関与を促す体験をつくる
コンテンツ、インタラクション、会話のバランスに細心の注意を
払った結果、セッションには多くの社員が参加し、アイデア化の
促進に成功しました。

「これまでに達成したことがないことを達成するには、これまで
にしたことがないことをする必要があります」と、ある社員は語
っています。何よりも結果が努力を物語っています。パンデミッ
クにより社員の大半をリモートワークに切り替えてから2か月半後

の2020年6月に実施されたMyVoice（従業員意識調査）のパルス

サーベイでは、あらゆる地域にわたり、エンゲージメントと新し
いことへのチャレンジの両方でポイントは4％上昇していました。

グローバル・コネクトに参加するミラノ・オフィスの
アカウント担当者、Benedetto Cicero
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メットライフにおける社員の待遇：未来を築く

社員を未来に備える

私たちは、未来の労働力には、きめ細かく柔軟なスキルが求めら

れると考えています。2020年、絶え間なく変化する世界の需要に

応えられるように社員を備えるためのプログラムをいくつか立ち
上げました。

グローバル・コネクト：社員の意欲を引き出し、
未来に備える
メットライフ・アジアとメットライフ EMEA が初めて開催した

バーチャル人材イベント「グローバル・コネクト — 新たなフロ

ンティア」には、35を超える市場から100人以上の社員が参加し

ました。当社の 9 回目の人材フォーラムとなったグローバル・コ

ネクトは、2020年の状況に合わせてバーチャル・イベントに変更
されましたが、学習、ネットワーキング、話し合いの機会に満ち
たエキサイティングな一週間となりました。
その内容は、以下のとおりです。

•心
 身の健康と幸せのための時間をつくり、私たちのPurposeに
集中するための日

•探
 求心を持つことと変化を受け入れる心構えを維持することの
重要性、自分の考え方を選ぶことが自分の手に負えない状況へ
の対応にどれほど大きな影響を与えるか、などのトピック

•メ
 ットライフの主要リーダーとインスピレーションとなるゲス
トスピーカーからのメッセージ

メットライフ・フランスのマーケティング、コミュニケーショ

ン＆戦略的プロジェクト部門責任者のCarolina Garnierは、次の

ように話しています。「このイベントは成功のための行動原則の
『未来を築く、ともに成功する、当事者意識をもつ』に直接結び
付いています。社内スピーカーはこれらの原則が私たちそれぞれ
と会社にどう適しているかを、自身のキャリアを例にとり示して
くれました」。

グローバル・コネクトに参加する、上海
オフィスのテクノロジーサービス・ディ
レクター、Luc Shen
32
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2020年MyVoice（従業員意識調査）：年に1回の
エンプロイー・エンゲージメント調査

44,032
111,000
89%

回答数 ― 84%の回答率

コメント数

「自分の仕事がメットライフの成功に
どう貢献するかを理解している」

77%

「メットライフを優れた職場として推薦する」

メットライフにおける社員の待遇：未来を築く

スキル構築も完全なバーチャルへ

メットライフのデジタル学習体験「ディストリビューション・ア
カデミー」は、営業担当者が必要な時に必要な場所で営業のスキ
ルと知識を習得するのに役立てていただくためにつくられまし

た。バーチャルでのデジタル・インタラクション機能をサポート
するために、ディストリビューション・アカデミーでは複数の配
信方法を活用し、どのデバイスからもリアルタイムで利用できる
継続的でパーソナライズされた学習の道のりを構成しました。

この学習の道のりでは、まず講師が指導するバーチャルでの研修
コースから開始し、地域に合わせたオンラインコースとビデオに
進み、バーチャルでの営業プロセスのあらゆる段階をサポート

できるようにしています。営業プロセスの各段階専用のバーチャ
ル・クリニックもあります。そして最後に、すべての学習セッシ
ョンのまとめとしてオンラインでのスキル構築が行われ、営業担
当者にはロールプレイとセールスピッチの練習をする機会が提供
されました。

オンラインで採用活動を継続する
メットライフ中国のセミナー参加者

営業担当者の再トレーニング

230
335

バーチャル学習トレーニング・セッションの数
エキスパート監修のビデオの数

22,764
24,662
参加者数
学習者数

学習と能力
開発の認識

ディストリビューション・アカデミー
•最
 高学習責任者賞：
○ 学習の実践 ― ゴールド2個 ― ビジネスインパクト・アワード
○ 学習の実践 ― ゴールド1個、シルバー1個-テクノロジー・アワード
•ブ
 ランドン・ホール・グループ・エクセレンス・アワード：
○ 人的資本管理 ― ゴールド9個、シルバー1個
○ 優秀技術賞 ― ゴールド12個、シルバー2個、ブロンズ1個

—
Workforce of the Future
•ブ
 ランドン・ホール・グループ・エクセレンス・アワード：
ゴールド2個、シルバー1個

—

メットライフユニバーシティ
•ブ
 ランドン・ホール・グループ・エクセレンス・アワード：シル
バー ― 最高のカスタマーサービス・トレーニング・プロブラム
•エ
 ンゲージ・アワード：ブロンズ ― エンプロイー・エンゲージメン
トにおけるテクノロジーの最良の使用
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「フィット 4 ヒューマニティ」
に参加するメットライフの社員

7 月と8 月には、「BeWell ウェンズデー」を開催し、ホームス

クールの新しい環境への対応方法、メンタルヘルスの治療につ
いての周知、マネージャー対象のメンタルヘルスの基礎知識、
在宅勤務の人間工学などに関するバーチャル・トレーニングと
専門家によるプレゼンテーションを実施しました。

米国とインドのグローバル・オペレーションズ・サポー
ト・センターでは、メットライフのイントラネットのイ

ンタラクティブ型のウェブページで利用できる精神的・
感情的な健康と幸せに関するリソース・コレクション

ウェルネス・
フォー・ライフ

BeWell：

困難な時に
常に
社員をサポートする

パンデミック中の精神的・感情的な健康と幸せへのニー

ズの高まりを認識し、 2020 年メットライフは、新型コ

ロナウイルス感染症が社員にもたらす影響に直接対処す
るため、ウェルネスに重点的に取り組みました。パンデ

ミックの初期に、ラテンアメリカでは PrimeroTuVida

（監修済み）を開発しました。

米国とラテンアメリカでは、人事部の協働を通して、

追加の親と介護者を対象としたリソース・コレクション
（監修済み）を開発しました。また、米国でのバックアッ
プの介護支援を含む、社員向けの既存のプログラムを強化
しました。

日本では、有給休暇の利用を奨励するキャンペーンを開

始し、その中で、精神的な健康と幸せに関するメッセー
ジを明確にし、休暇を企業の社会的責任の活動（地域組
織への寄付など）に結び付けました。

イニシアチブを開始し、様々な手段を使って定期的なコ

ミュニケーションを図り、監修済みの資料、ウェビ
ナー、フィットネスクラスのライブストリーミングなど
の数多くのアクティビティを提供しました。その後間も
なく、当社は、精神的・感情的な健康と幸せを目指すグ

ローバル・プログラム、BeWellを開発し、リーダーシッ

プによるエンゲージメントとアウトリーチ、数々のバー

チャル・プログラム、関連資料とツールの提供を通じ
て、全社員にサポートと共感を示すメッセージを届けて
います。
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香港特別自治区、マレーシア、シンガポール、バングラデ
シュ、ルーマニア、ハンガリー、チェコ、エジプト、レバ
ノン、ウクライナは、米国、イギリス、アイルランド、湾
岸地域、オーストラリア、ブラジル、日本と同様に、心身
の健康と幸せへの給付を含む、社員支援プログラムの提供

を開始しました（新しい国と地域については、2021年1月1
日時点）。

拡大された福利厚生
と社員へのサポー
ト — 新型コロナウ
イルス感染症
新型コロナによる調整

アジア：健康とウェルネス
メットライフ中国は、全社員を対象に健康保険の保障を延長す
るとともに、健康とウェルネスへのサポート、そして個人防護具
へのアクセスを提供しました。香港の地域オフィスでは、イン
フルエンザのワクチン接種を社員に無料で、また扶養家族には割
引料金で提供しました。ネパールでは、第三者ベンダーによる
「COVID-19 Care（新型コロナウイルスケア）プログラム」を
導入し、社員と社員の家族が新型コロナウイルスに感染した場合
の支援として、医学的助言と他のサービスを受けられるようにし
ました。

EMEA：安全アンバサダー
EMEAでは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対応

する際の行動では、安全・健康・福祉が中心となるインクルー
シブな環境を作るため、「ステイホーム、配慮ある行動を取る、
助言に従う、誰もが責任を負う」の英語の頭文字を組み合わせた
「SAFE」を発足させました。ウイルス対応チームを設立し、
「率先して対応する安全」、「状況の変化に対応する安全」、
「継続的に対応する安全」という3点に取り組みを集中させまし
た。全社員に明確なガイドラインが提供され、模範を示すリーダ
ーとなり、安全についての会話を開始し、積極的な行動を示すた
めの「安全アンバサダー」が指名されました。これらのアンバサ
ダーには、包括的なコミュニケーション・ツールキットとメッセ
ージの配布への継続的サポート、役立つ資料と物資が提供されま
した。
日本：バーチャルコールセンター
日本の長崎チームは、メットライフのコールセンターの中でも
世界最大級の規模を誇ります。新型コロナウイルス感染症の発生
後、チームのほとんどをバーチャル勤務へと迅速に移行しまし
た。在宅勤務で能力を発揮する方法、育児と仕事のバランスなど
の情報セッションを実施した結果、数多くの社員が参加しまし
た。Share our Strengthに参加する医師をゲストに迎えたセッ

ションには、700人以上の社員が参加を希望し、対面のイベント
と比較しても記録的な参加者数となりました。また、参加者を対
象に、在宅勤務、オフィス勤務に関わらず、メットライフが社員
を支援できる方法についてより良く理解するためにアンケート調
査を実施しました。
ラテンアメリカ：スマートワーク
パンデミックの影響もあり、私たちは、ラテンアメリカでの職場
の未来として「スマートワーク」をさらに進化させ始めました。
社員がオフィスに戻り始めたとき、より柔軟でデジタルにアク
セス可能な職場環境を提供する必要があることを認識していまし
た。そこで、私たちは学習と能力開発のツール、そしてイノベー
ション戦略を採用して、社員がさらにデジタル化された方法で仕
事を行い、日常業務と勤務場所をより柔軟にする計画を開発し始
めました。また、将来的に営業担当者がリモートで業務に取り組
めるようにするためのトレーニングを開始しましたが、これは、
場所に関係なく営業担当者が達成している成功率を踏まえたもの
です。
米国：アクセスしやすいヘルスケア
米国では、遠隔医療と遠隔メンタルヘルスのオンライン診療に
ついての費用分担を年末まで廃止し、2ndMDと提携して新型コ
ロナウイルス感染症ホットラインを設立し、医学的質問に答え
るとともに、セカンドオピニオン・サービスを提供しました。さ
らに、2021年の第1四半期まで、無料の「メットライフ病院保障
保険プログラム」を通じてメットライフの全社員と被保険者の家
族に現金支援による保護を提供しました。また、被扶養者デイケ
ア・フレキシブル支出口座への入会変更を認め、保育所等の閉鎖
と再開が行われるなか、保護者の方々が柔軟に拠出金を変更でき
るようにしました。
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第2章

地域社会への貢献

メットライフの Purpose である「ともに歩ん
でゆく。よりたしかな未来に向けて。」は、根
本的に、お客さまに約束し、その約束を果たし
ていくことを意味します。私たちは、社員のプ
ロボノおよびボランティア活動や当社の投資、
そしてメットライフ財団を通じて、同様のこと
をすべてのステークホルダーに対しても行いま
す。メットライフは、またどの企業も、社員と
地域社会が成功し、反映する場合に限り持続す
ることができます。これには、私たち全員が、
ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョ
ンに向けて大いなる努力をし、貧困や気候変動
などの差し迫ったシステミックな問題の対処に
おいて私たちができることをすることが求めら
れます。”
STEPHEN GAUSTER

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼
ゼネラル・カウンシル、法務部門

メットライフ財団のパートナー、トリクル・アップがメキシコで
開催したワークショップの参加者

私たちのアプローチ
地域社会へのメットライフのコミットメントにおける重要な部分にメットラ
イフ財団があります。メットライフ財団は、世界中の中低所得者の機会を拡
大することに尽力しています。非営利団体や社会的企業と協力して、ファイ
ナンシャル・ヘルスのソリューション開発や地域社会開発を支援し、メット
ライフの社員にボランティアを奨励して影響力を高めています。メットライ
フ財団は、1976年からこれまでに、より力強い地域社会を築くために10億
ドル近い寄付を行ってきました。私たちのファイナンシャル・ヘルスへの取
り組みは、42の市場の1,730万人以上の中低所得者の方々に届きました。

2020年、世界が新型コロナウイルス感染症による日常生活への未曽有の影響に対応
するなか、メットライフ財団は、直ちに戦略変更を行った非営利団体パートナーへ
のサポートを開始しました。非営利団体に新しい助成金を提供し、最前線で働く人

々にバーチャル・リソースや安全で信頼性の高い個人防護具（PPE）へのアクセス

を提供し、地元のコミュニティには物品を寄付しました。

メットライフの社員は、全米に及ぶ食糧不安の影響を強く受けている地域のフードバ
ンクを支援するため、またオーストラリアとレバノンでの災害復旧のための募金活

動も行いました。メットライフの社員は世界各地で、マスクを作るのに何時間も費や
し、高齢者に声をかけ、最前線で働く人々に宛てたカードを家族と共に書き、カウン
セリングやバーチャルセッションなどを通じて、人種の公平性、ファイナンシャル・
ヘルスおよびその他の社会的分野の組織に知識とスキルを活かした無料のサポートを
提供しました。最終的にメットライフのチームが率先して行ったことは、私たちが最
も得意とすること ― 地域社会とお互いへの約束を果たすことでした。

2020年のハイライト

39,503,119ドル
メットライフ財団の寄付額

13,139,496ドル
新型コロナウイルスからの救済と
復興のためにメットライフ財団が
寄付した金額
メキシコ

320万ドル

（ 64,472,303 メキシコ・ペソ）
メキシコのメットライフ財団が寄
付した助成金
約

60,000時間
社員が世界中でボラン
ティアに費やした時間

サステナビリティは、世界中の人々のご家族、財産や資産、そし
て未来を守るという当社の伝統の一部です。私たちのコミットメ
ントとは、当社の社員や投資、商品、サービス、地域社会へのサ
ポートの強みを最大限に活かし、世界のためになる力となること
を意味します。メットライフ財団の最近の寄付である新型コロナ
ウイルスの影響から復興するための資金2,500万ドルと人種の正
義に関する問題に対処するための500万ドルは、財団が1976年
以来提供してきた約10億ドルの寄付金の一部です。メットライフ
の社員たちも立ち上がり、2020 年には6 万時間をこえるボラン
ティア活動とプロボノサービスに従事しました。”

15% ス
 キルベース
33% 米
 国の人種の正義と機会

2万1,000人以上
ボランティアに
参加した社員の数

MICHAEL ZARCONE、エグゼクティブ・バイス・プレジデント、

コーポレート・アフェアーズ部門

Michael Zarcone、エグゼクティブ・バイス・プレジデント、コーポ
レート・アフェアーズ部門
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メットライフ財団の
強力なコミュニティ

メットライフの社員と社員の家族は、貧困世帯の子
供たちに宛てた手紙を書くサポートをしています

メットライフ財団は、助成金、インパクト投資、社員のボランティア活動と寄付、長年にわたる
草の根レベルのパートナーシップを通じて、世界中のコミュニティを支援しています。以下は、
カテゴリー別のメットライフの助成金パートナーの一部です。

コミュニティ・ソリューション

ブラウンズビル・コミュニティ・トラストは、ブルックリンのブ

青少年

メットライフ財団は、30年にわたり、ボーイズ・アンド・ガール

ラウンズビル地区居住者の富を築き、保持することを目的とする

ズ・クラブ・オブ・アメリカの名誉賞のスポンサーを務め、同ク

芸術・文化

響を与える革新的で効果的なプログラムを認識するお手伝いをし

人種的・経済的に公平な開発の中心となるものです。

• ア
 メリカス・ソサエティーは、優れた音楽家であるとともに、
多種多様な社会と音楽の伝統を伝える文化アンバサダーである
アーティストを紹介するシリーズです。

• ス
 テイケーション・カルチュラル・オポチュニティーズは、ソ
ーシャルディスタンスのガイドラインと規制が施行されている
なかで、芸術、音楽、科学の体験をバーチャルで提供するもの
で、リバティサイエンスセンター、ニューヨーク・ホール・オ
ブ・サイエンス、野生生物保護学会と提携しています。

•メ
 トロポリタン美術館の障害者プログラムは、障害のある方の
ために美術館のギャラリーをアクセスしやすくすることを目指
す継続プログラムです。同美術館では、このほかにも年間を通
じて特別プログラムやワークショップが開催されています。
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ラブが活動を通じて何百万人もの子供たちや若者に素晴らしい影
ています。

ダイバーシティ＆インクルージョン

ガールズ・フー・コードは、秀でた才能を示す高校2年生と3年生

の少女たちを対象として、コンピュータサイエンス、女性同士の
つながり、テクノロジー分野におけるキャリアについて総合的に

教える 7 週間のプログラムを開催しています。このプログラムで
は、トップ企業のオフィスに教室を構え、コンピュータサイエン
スの多くのアプリケーションを探索したり、女性のリーダーたち
と知り合う機会を提供しています。

退役軍人

「バンカー・ラボズ」は、事業の成長を後押しするリソースを提
供して軍隊に結びつきのある起業家をサポートしています。

メキシコのメット
ライフ財団の創設
15周年を祝う

2020 年、メキシコのメットライフ財
団は、創設 15 周年を迎え、同財団の
CEOのSofia Belmarが中心となって

バーチャルセレモニーを開催し、全社
員向けにライブでストリーミングしま
した。この催しでは、私たちがもたら
したインパクト、保険金の受取人、

パートナー、ボランティアの方々から
の声を紹介するビデオが含まれていま
した。メキシコのメットライフ財団

は、教育プロジェクト、健康的な生活
に関するキャンペーン、依存症防止の
ための支援、そして 2013 年から続け

ているインクルージョンとファイナン
シャル・ヘルスの向上のプログラムを

通じて、メキシコの330 万人もの人に
非常に大きなインパクトをもたらしま
した。

メキシコのメットライフ財団：15年間にわたるインパクト

2億メキシコペソ以上

5,210万メキシコ
ペソ以上

3万5,000人以上
3,000人以上
200戸以上
7

メットライフ・メキシコは助成金の提供により、ユニセフの「バック・トゥ・
スクール（学校に戻ろう）」キャンペーンを支援しています

寄付金の額

2020 年の 1 年間に、病院や
社会組織の PPE 購入費に充

てるために寄付した金額

ファイナンシャル・ワー

クショップに参加した子供
の数

合計3万4,500時間の奉仕を
行ったボランティアの数

テーチョと提携して建設し

た緊急住宅の数。1,045人の

人々が利用。

カブーム！と提携して造っ

た遊び場の数。1万4,500人
の人々が利用。

メットライフ・メキシコ：
ユニセフの「バック・トゥ・
スクール（学校に戻ろう）」
キャンペーンを支援

メットライフ・メキシコとメキシコのメットライフ財団はユ
ニセフと提携して40万3,000ドルの助成金を提供し、チアパ

ス州、ゲレロ州、イダルゴ州、ミチョアカン州、オアハカ州
で「バック・トゥ・スクール（学校に戻ろう）」キャンペー

ンを支援しました。この助成金は、公立学校100 か所に手洗

い場を設置するために使用され、利用者は、生徒、教員、学
校職員・管理者、子供の親など、2万人に上りました。また、

助成金は、学校で子供たちの安全を守るために教育当局がガ
イドラインや健康のためのプロトコル、トレーニング資料、

ワークショップを開発するのにも役立てられました。
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インパクト投資：
地域社会への投資
アプローチ

メットライフには、長年にわたるインパクト投資の歴史があります。人種の公平性を拡大する
プロジェクトや女性の経済的自立の支援、そして銀行のサービスを十分、あるいはまったく利
用できない人々にまでファイナンシャル・ヘルスを拡大するために、信用組合や地域ベースの
組織と協力するなど、地域社会に価値を創造し、インクルージョンとエクイティを促進してき
ました。2020年、私たちは地域社会に対し、2030年までに5億ドルの新しいメットライフ・
インパクト投資を開始し、そのうち25%を気候変動に関連する優先課題に割り当てることを約
束をしました。
人種の公平性：偏見削減プログラム

メットライフ財団は、Illumen が運用するファンド・オブ・ファ

ンズに 200 万ドルのエクイティ・コミットメントを締結しまし

た。Illumen Capitalは投資力を活用して、提供する資本に、ファ

ンドマネージャーのポートフォリオについて、証拠に基づく偏見

削減トレーニングとコーチングを組み合わせています。 Illumen

Capital はスタンフォードSPARQ から助言を受け、ファンドマ
ネージャーに向けた「10年間偏見削減プログラム」を開発しまし
た。これは、ファンドマネージャーがより良い決断をし、投資範
囲を広げ、投資するすべての資金を最大限活用するとともに守る
ためのものです。
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人種の公平性：人種・民族的に多様なコミュニテ
ィにおけるターゲット投資
米国南東部、特に有色人種コミュニティにおいて、経済的な排除
は長く続く問題となっています。高金利・高手数料の金融サービ
ス機関は、信用組合を利用していたならもっと有利なサービスを
受けられるであろう、銀行のサービスを十分、あるいはまったく
利用できない消費者から、何十億ドルもの手数料や利子を搾取し
ています。 2019 年、メットライフは、南東部の 17 州で低所得者

層と人種・民族的に多様なコミュニティにサービスを提供する信

用組合に資本を投資するために、Inclusivサザン・エクイティ・
ファンドに1,000万ドルの拠出を約束しました。

インパクトをもたらす
ためのボランティア活動

メットライフの社員は世界中で、年間を通じて
様々な方法で地域社会に貢献し、教育、環境、
ファイナンシャル・ヘルスをサポートしていま
す。2020年、ボランティア活動は、対面によ
るものから、社員が自宅から安心して行えるイ
ニシアチブへと変化しました。重点的に取り組
んだのは、非営利団体と提携して、人種の正義
と機会を推進し、新型コロナウイルス感染症に
対応することでした。私たちのPurposeに導か
れ、違いをもたらすことへのコミットメントを
励みとした結果、参加したボランティアの数は
2019年を上回りました。

Volunteering with Purpose:
90日間のボランティア活動
メットライフ初のグローバル・バーチャル・ボランティ
ア・イニシアチブで、社員は、支援を必要とする状況に置
かれた子供たちやご家族、地域社会に焦点を合わせたプロ

ジェクトのボランティア活動をすることによって、私た
ちの Purpose を実践しました。メットライフ財団は、社
員が自宅から安全に、時には家族と一緒に取り組める、シ
ンプルで実際に携わるプロジェクトを提供した、トゥギャ

ザー・ウィー・ライズ、セーブ・ザ・チルドレン、ヘルピ

ングハンズ、スペシャルオリンピックスの4つの非営利団体

に寄付をしました。 39 の市場のほぼ 1 万人の社員がボラン

メットライフの社員と社員の家族はフォスターケアで生
活する子供たちが使うバッグの飾り付けをします

90日間のボランティア活動:実績数値
約10,000人の社員が

ボランティア活動に参加

2,489通

セーブ・ザ・チルドレン
のために世界中で書いた
手紙の数

977個

組み立てたスポーツ用バックパッ
クの数：スペシャルオリンピックス
（アジア・EMEA）

2,407個

フォスターケアの子供たちのた
めに装飾したダッフルバッグ
の数：トゥギャザー・
ウィー・ライズ
（米国）

603個

組み立てた義手の数：オデッ
セイチームズ・ヘルピング
ハンズ（アジア・EMEA）

3,457人

地域のプロジェクトに
参加した社員の数

ティアに参加し、「Volunteering with Purpose」は、こ

れまでで最大のボランティア活動への取り組みとなりまし
た。その一部をご紹介します。

約

60,000

2020年の世界でのボランティア時間合計

時間にのぼるボランティア活動

21,123

ボランティアに参加した社員の数
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インパクトをもたらすためのボランティア活動

米国：トゥギャザー・ウィー・ライズと提携して行
った、フォスターケアの子供たち向けの「ファース
トナイト・キット」
子供たちは、米国でフォスターケアの生活を始める際やフォスター

ホームを変わる際に、ゴミ用のポリ袋を1枚渡されて、所持品をす

韓国のバーチャル・ボランティ
ア活動
対面のでボランティアの機会が減るなか、韓国のメットライフ財
団は、2020年の早期にバーチャル・プログラムの「Un-tactプロ

べて入れるよう指示されることがよくあります。メットライフ財団

グラム」に素早く切り替え、年間を通じてオンラインおよび自宅

のゴミ袋に代わるものとして、すでに必需品が詰められているダッ

社員、営業担当者、お客さまなど、8,000人のボランティアが参

ンティアは、バッグのパネル部分に特別な絵や励ましのメッセージ

• 1,800人以上のボランティアがマスクを作り、消毒ジェルを配布

は、非営利団体のトゥギャザー・ウィー・ライズに寄付を贈り、こ
フルバッグを提供してもらうことにしました。メットライフのボラ
を添えて装飾し、創造性を加えました。フォスターケアにいる数千
人という子供たちの体験を大きく変えるためのアイデアでした。

グローバル：セーブ・ザ・チルドレンと行った子
供たちへのオンラインの手紙
新型コロナウイルス感染症の短期的および長期的な脅威は、この世

を拠点とする4つのボランティア活動を実施しました。これには、
加しました。アクティビティには次のようなものがありました。
しました。

• 1,400人以上のボランティアが、目の不自由な子供たちに楽器の
形と名前を教える点字の本を作成し、配布しました。

•約
 1,600人のボランティアが独り暮らしの高齢者のために木を植

えました。ボランティアは、自宅で植樹キットを受け取り、木
を植えているところをハッシュタグ#HealingGiftChallengeで

代全体に影響する可能性が高く、最も貧しく、最も取り残されてい

共有しました。写真が共有されるごとに1本の木が高齢者に寄付

ンでは、こうしたコミュニティで医療品や衛生用品を供給し、事態

• 3,000人以上のボランティアが低所得の高齢者のための「ウォー

した。メットライフ財団の寄付は、セーブ・ザ・チルドレンが活動

ットライフ財団から一歩につき 1 セントの寄付を受け、約 4 万

るコミュニティは最大の打撃を受けました。セーブ・ザ・チルドレ
に備えるためのトレーニングを提供して、感染拡大の予防に努めま
を続けるのに役立ちました。さらに、メットライフのボランティア
は、これらのコミュニティの子供たちに、英語、フランス語、スペ

され、最終的に受け取った人の数は800人に上りました。

ク・トゥ・ヘルプ」バーチャル資金集めに参加して、韓国のメ

5,000ドルを調達しました。

イン語、アラビア語で、励ましと笑顔を届けるための手紙を書きま
した。世界の中でも、このキャンペーンのトップとなったのはメキ
シコで、セーブ・ザ・チルドレンのユカタン・プログラムのために
ボランティアが700通あまりの手紙を書きました。

アジアおよびEMEA ：スポーツ用バックパックの
作成と義手の組み立て

パンデミックで学校や施設が閉鎖されたとき、スペシャルオリン
ピックスが知的発達障害のある子供のアスリート向けに展開してい
る「ヤング・アスリート」プログラムも、対面で行う活動を停止し
なければなりませんでした。多くの家族がテクノロジーにアクセス
できない状況にあるため、メットライフはスペシャルオリンピック
スと提携して、「ヤング・アスリート」を利用するためのツールと
保護者向けのリソースが入ったスポーツ用バックパックを作成し、
パンデミック中の子供たちの心身の健康と幸せをサポートすること
にしました。ボランティアがこのキットを組み立て、子供たちを励
ますメッセージや元気が出るような絵を沿えることもありました。
社員は、オデッセイチームズの「ヘルピングハンズ」プログラムで
もボランティアに従事し、開発途上国に住む義肢利用者のために、
義手を組み立て、義手のキャリーケースを装飾しました。
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ヘルピングハンズのプログラムに参加するEMEA社員の

Fadia Nasreddine Chamas

インパクトをもたらすためのボランティア活動

メットライフ財団のパートナーである日本財団を通して、
子供たちがダンスを踊り、日本の在宅介護センターの皆さ
まに喜んでいただきました（パンデミック前の様子）

メキシコのバーチャルでのボラ
ンティア活動

日本:CSR月間を祝うための
バーチャル・ボランティア活動

結果、 1,030 人以上のボランティアからの協力が得られました。

下、新しいCSR 戦略を発足させてCSR 月間を祝いました。高齢

メットライフ・メキシコでは、年初に対面でのボランティア活動
を行った後、3月にバーチャルでのボランティア活動に切り替えた
アクティビティには次のようなものがありました。

•社
 員、営業担当者、セールスプロモーターを含む650人以上の
ボランティアが、支援を必要とする状況に置かれた子供たちに
手紙を書き、ポジティブなメッセージを送りました。

• 180人以上のボランティアが、学校の施設の改装と改善を行いま
した。

• 60人以上のボランティアが、「笑いの医師」として病院を訪問
し、このほか30人以上のボランティアがバーチャルでの「笑い
の医師」として訪問しました。

• 40人以上の起業家がメンターの指導を受け、ビジネスモデルと
ファイナンシャル・ヘルス・プログラムを改善しました。

日本のメットライフ生命は、2020年10月に、「One MetLife －
地域社会のために今すぐ一緒に行動しよう」というスローガンの
者と子供達に焦点を合わせた様々なバーチャル活動も行われまし
た。4 つの非営利団体（日本財団、ハビタット・フォー・ヒュー

マニティ・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、シャ

イン･オン！キッズ）と提携し、高齢者や子供たちが直面する困
難について学ぶためのオンライン・セッションを計画しました。

社員は、現場で高齢者や子供の支援にあたる最前線で働く人々
をサポートするためのボランティア活動にオンラインで参加しま
した。さらに、地域社会の活動には、マスク入れの作成、障害の

ある子供用のキットの組み立て、入院中の子供のためのライブ
ミュージックのコンサートの企画、本の寄付集めへの参加などが
ありました。

• 10人以上のボランティアが、高校生を対象に、パーソナル・フ

ァイナンシャル・ヘルスを奨励するためのワークショップを開
催しました。
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プロボノおよび
スキルベースの
ボランティア活動

よりたしかな未来に向けたコミット
メント

豊富な専門知識とスキルを持つメットライフの社員は、知識やス

ニューヨーク市弁護士会の「シティバー破産
プロジェクト」に備えて訓練を受ける
法務チームと翻訳・通訳チーム

キルを惜しみなく社会事業分野と分かち合い、地域社会の隅々ま
で影響力を拡大しています。2020年、私たちは、バーチャルでの

ボランティア活動にすばやく切り替え、拡大するニーズに対応す
るために若者たちや多くの組織と協力して私たちのコミットメン

プロボノ・プロジェクトで働く機会が
あると知り、とても嬉しく思いました。
私は法律の学位を取得しており、自分の
スキルを活用して、真に意味のある法務
調査に参加することができました。”

トを果たし続けました。

タップルート：非営利団体の力を築
くためのパートナーシップ

タップルート財団が、メットライフ財団およびデル・テクノロ

ジーズ（ Dell ）と提携して主催するオポチュニティー・ワーク
ショップは、非営利団体の日常的な成功に不可欠な問題へのソ

ALEXANDRIA HORTON

オハイオ州クリーブランドを拠点とするメットライフの
パラリーガル、イコール・ジャスティス・イニシアチブ
のボランティア

リューションを開発するために、特殊なスキルを持つメットライ
フとデルの社員チームを団結させることになりました。このワー
クショップから利益を受けた非営利団体のパートナーは 28 にの

ぼり、その大半が人種における機会と正義、そして新型コロナウ
イルス感染症に焦点を合わせていました。120 人を超えるボラン

ティア（内、 60 人がメットライフの社員）が、 2 日間にわたる

バーチャル・イベントに参加し、各非営利団体が3～5人のメット

ライフとデルのボランティアとチームになり、成功に欠かせない
アプローチ、プロセス、ツールを改善しました。

法務部門：正義、投票権、ファイナ
ンシャル・ウェルビーイングの推進
法務部門は、プロボノおよびボランティア活動の機会を通して、よ
り力強い地域社会を築き、社員の力を強化しています。法務サービ

ス組織および法律事務所と直接提携し、地域社会をサポートし、
社員がリーダーとして成長するための有意義な機会をもたらしま
した。2020年、チームはプロボノへのコミットメントを継続し、

バーチャル環境を取り入れ、人種の正義によりフォーカスしま
した。
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法務部門はイコール・ジャスティス・イニシアチブ（EJI）への協

力のためにボランティアを動員しました。社外顧問のシドリー・
オースティン法律事務所とともに、メットライフの弁護士とパラ
リーガルは、シドリー・オースティン法律事務所が不当に有罪判
決や死刑判決を受けたりした被告を弁護する、 EJI の 2 件の死刑

裁判に取り組みました。法務部門のボランティアは、シドリー・

オースティン法律事務所が、新たに法務調査を行い、模擬口頭弁
論で上訴裁判の法廷審問の準備をするのを手伝いました。

エレクション・プロテクションへの支援

法務部門は、これまで同様に、法律事務所パートナーであるプロ
スカウアー・ローズ法律事務所が組織したエレクション・プロテ
クション（選挙保護）コールセンターに参加しました。エレク

ション・プロテクションは、党派閥に属さない非営利団体で、資
格のある投票者全員が投票できるようにすることを目標としてい
ます。

プロボノおよびスキルベースのボランティア活動
メットライフから参加した 17 人は、オンラインでのシフトとト
レーニングに合計100時間以上を貢献し、投票場の場所や登録状況

を探したり、新型コロナウイルス感染症に関する規定と手順をサ
ポートしたり、壊れている投票用機材の報告をしたりなどの支援

アワード

2020年シティバー・ジャスティス・センター賞：公共へ

のサービスにおけるリーダーシップと貢献に対して

を行いました。

シティバー・ジャスティス・センター（ CBJC 、
ニューヨーク市弁護士会正義センター）への支援

法務部門は、CBJCとの長期にわたるプロボノのパートナーシッ

ラティノジャスティス 2020年企業リーダー賞：職場、そ

プを維持してきましたが、2020年には、バーチャル法律クリニッ

ログラムにおけるダイバーシティとインクルージョンを推

長させました。

してメットライフが事業を展開する地域社会全般に及ぶプ
進したことに対して

ヒューマン・ライツ・キャンペーンの「LGBTQの公平性に

おいて最も働きやすい職場」：LGBTQの移民をサポートす

るための法務部門のプロボノ・プロジェクトに対して

クと中小企業向けのコンサルティングを通して、それをさらに成

• 2月には、CBJC破産プロジェクトとともに、ニューヨーク本社
で対面のクリニック（相談所）を開き、破産の必要に迫られた
ニューヨーク市民の破産申請の準備を手伝いました。メットラ

イフの弁護士とパラリーガル約15人が参加し、英語とスペイン

語でクライアントをサポートしました。

•パ
 ンデミックの初期には、CBJCと協力して社内弁護士と法律事
務所のパートナーシップのモデルとしてバーチャル・クリニック

を設計しました。9月にクリニックを開催した際には、メットラ

イフの弁護士10人とクライアント5人が参加しました。このプロ
ジェクトでは、今後もCBJCと協力していきます。

•法
 務部門とグローバル・ガバメント・リレーションズからの部門
横断的なチームも、CBJCの新型コロナウイルス感染症スモール
ビジネス・カウンセリング・イニシアチブを支援し、この取り組
みに参加する弁護士が利用可能な援助を中小企業向けに助言する
給与保護プログラムへの定期的な更新情報の提供を行いました。

ニューヨーク市弁護士会のクライアントに破産申請のオプションについて助言する
John GenoveseとTom Pasuit counsel（パンデミック前の様子）
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インパクトを与える
ためのメンタリング

ビレッジ・キャピタル：世界中
のファイナンシャル・ヘルスの
スタートアップをメンタリング
メットライフの社員は、ビレッジ・キャピタルと提携してファイ
ナンス・フォワード・プログラムでバーチャル・ボランティア活
動を行い、米国、ラテンアメリカ、EMEAのスタートアップのメ

ンターを務めました。ビジネス、マーケティング、経営、金融サ
ービスにおける専門知識といった様々なスキルを活かし、起業家
にメンタリングを提供しました。EMEA、ラテンアメリカ、米国

の20か国からのボランティア100人が起業家たちへ直接提供した
メンターシップは、合計2,400時間を超えました。

若者たちへのメンタリング

•ジ
 ュニア・アチーブメント：若者へのパンデミックの影響を認識
し、メットライフのボランティアは、若者たちが学校と職場、そ
して人生において成功できるように、いつでも手を差し伸べ、話
を聞き、スキルを高める支援をするというコミットメントを維持
しました。最も長い期間提携している最大のボランティア・パー

トナーのひとつ、ジュニア・アチーブメント（JA）とともに、

メットライフの社員はメンターとして、パーソナル・ファイナン
ス、社会人になるための準備、そして起業家精神について地域の
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Margaritaさんにメンターとして指導するコーポレート・
アフェアーズのTricia Dent（パンデミック前に撮影）

学生を指導しました。26の市場のメットライフの社員は、パンデ

ミックの発生に伴い、対面での教室を利用したボランティア活動
からバーチャル・プログラムに切り替えて、学生を対象としたボ

ランティア活動を続けました。さらに社員は、アジア、EMEA、
米国の地域レベルのJAの理事会のメンバーとして、JAの各種プ

ログラムのための資金集めも行いました。ハイライト：

oメ
 ットライフ韓国は、ソウル、大田、光州、釜山の職業訓練
高校の学生向けのプログラムを発足させました。

oメ
 ットライフ・メキシコでは、ユカタンとプエブラで、デジタ
ルでの「ファイナンス・パーク」プログラムに営業担当者のボ
ランティアが参加し、500人以上の学生を支援しました。

oト
 ルコの社員は、600人以上の小学生と中学生に、パーソナ
ル・ファイナンスについて教えました。

•ビ
 ッグブラザーズ・ビッグシスターズとガールズ・フー・コー
ド：米国のこの2つのイニシアチブは、若者に、スキル開発とと
もに、キャリアと職場を実際に経験する機会も提供します。ニ
ューヨークのビッグブラザーズ・ビッグシスターズとの「ワー
クプレイス・メンタリング・プログラム」を通じて、ボランテ
ィアたちは、公立高校の学生たちに一対一でキャリアに触れ、
履歴書の書き方、面接でのスキル、職場のエチケットを向上す
る方法を教えました。少女たちにコンピュータサイエンスを教
えるガールズ・フー・コードのボランティアたちは、データ分
析とデータ・サイエンティスト、変化と移行の管理について、
オンラインでメンタリングとセッションを提供しました。

社員による寄付
メットライフの社員は、自身の価値観と一致
する地域・国・世界の組織を支援するため
に、毎年、資金集めを行っています。こうし
た組織には、フードバンク、ファイナンシャ
ル・ヘルスを目指す組織、ダイバーシティ・
エクイティ・人種の正義に焦点を合わせてい
る非営利団体が含まれます。

「フィーディング・アメリカ」のネットワークに参加
するフードバンクに寄付をしてボランティア活動をす
るメットライフの社員

人種の正義と公平性： UNCF お
よびNAACP弁護基金

メットライフ財団は2020 年、米国で人種の公平性を拡大するた

めに 500 万ドルの追加寄付を約束しました。これは、多様なコ

ミュニティと人種の公平性をサポートするために以前から行っ
てきた年間 1,000 万ドルの寄付の補足となるものです。このコ
ミットメントの一環として、メットライフ財団は、黒人大学基金

連合（UNCF）に100万ドルを、NAACP Legal Defense and

Educational Fund, Inc.に25万ドルを直ちに支援しました。この
寄付は、何十年にもわたるUNCFとの関係に基づくものであり、

新たに設立されたメットライフ財団奨学金基金の資金確保に役立

ちます。この奨学金基金は、歴史的黒人大学（ HBCU ）で、経

営・会計・財務を専攻している大学3 年生と4 年生60 人への援助
を毎年行います。20人ずつの3つのグループに分かれた学生たち

は、それぞれ約7,300ドルを受け取り、4年生になったときに奨学
金を更新できる可能性もあります。メットライフ財団は、250人
の社員による寄付にマッチング（追加支援）を拠出し、UNCFと

NAACP弁護基金に合計4万3,000ドル以上を寄付しています。

米国のフードバンクのための資金集め

• 2020年3月、メットライフ財団は、米国の11のフードバ
ンクに即時の救援のために100 万ドルを寄付し、社員に

よるフードバンクへの寄付にマッチングするプログラム
を設立しました。

• 2 020 年 11 月、基本的な物品へのニーズが依然としてき
わめて高いため、メットライフ財団は追加の115万ドルを
フードバンクに寄付しました。

•メ
 ットライフの社員は、米国全土の14か所のフードバン
クに450,721ドルを寄付しました。これは、米国の特別

社員マッチング・プログラムを通して募った金額として
最高のものとなりました。

•寄
 付の合計額：3,056,442ドル
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災害からの復興

メットライフの社員は、自然災害が
発生するたびに復旧活動に協力し、
時間、ボランティア活動、寄付に
よって地域社会を支援しました。

ハビタット・フォー・ヒューマ
ニティ：地震後の再建
パンデミックが発生する前には、メットライフ・ネパールの130人

のボランティアがカーブレ・パランチョーク郡の地震の影響を受
けた地域社会のために、ハビタット・フォー・ヒューマニティの
家の建築に参加しました。ボランティアは、地域社会の住民と共
に、ハビタット・フォー・ヒューマニティが恒久的な安定した耐
震住宅を建てるための準備作業を行いました。

オーストラリアでは、メットライフ・チームはハビタット・

フォー・ヒューマニティと提携して「フィット 4 ヒューマニテ

ィ」を発足させました。これは、メットライフの社員が屋外で

3 0 分間活動を行うたびに、メットライフ財団がハビタット・
フォー・ヒューマニティに 10 ドル寄付するというプログラムで

す。このユニークなプログラムは、課題に直面する年にも私たち
が引き続きハビタット・フォー・ヒューマニティをサポートする

ハビタット・フォー・ヒューマニティによる建築活動に参加する
ネパールの社員

メットライフ・オーストラリア

40,000豪ドル以上
2020年初頭の山火事への援助として赤十字社の

ために募った資金。この資金は、メットライフ財
団と当社のグローバル・チームとの提携によって
集められました。これには、世界中の社員からの
寄付、メットライフ財団によるマッチング、国レ
ベルの社員によるマッチングが含まれます。

エンゲージメント・モデルを提供し、他の企業パートナーでもこ

日本の熊本県人吉市と球磨村の
洪水からの復旧

レバノンの再建

影響を受けた多くの人々への支援となりました。

ことを可能にし、人々にアクティブになることを推奨し、社員が
地域社会に意味ある貢献をすることができると感じさせてくれま
した。さらに、ハビタット・フォー・ヒューマニティにも新しい
のプログラムを展開するきっかけとなりました。

メットライフ財団は、2020年8月のベイルート港の壊滅的な爆発
で大きな被害が出たレバノンの復興と再建を支援するため、50万

ドルの拠出を約束しました。メットライフの社員は、インターナ
ショナル・メディカル・コープスに 5,000 ドルを、また赤十字社
に8,500 ドルを追加で寄付しましたが、この金額の両方に対して
メットライフ財団がマッチングを提供しました。
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2020年6月、日本のメットライフ生命は、熊本県の人吉市と球磨
村に災害用キット1,050個を届けました。キットには、1人あたり
3日分の食料と水が入っています。このキットは集中豪雨と洪水の

第3章

環境の保護

当地域におけるステークホルダーの皆さまの
関心が高まるなか、サステナビリティへの私
たちのコミットメントは、私たちがすべき
正しい行動に過ぎません。それは、私たち
の Purpose である「ともに歩んでゆく。より
たしかな未来に向けて。」の長期的な重要視
と一致するものであり、すべてのお客さま、社
員、投資家に利益となる決定を行い、力強い地域
社会を築くための確かな枠組みとなります。
お客さまが環境への影響を最小限に抑えるために
行動を変えている今、私たちも同じように行動を
変えます。メットライフの現社員と将来の社員
は、自身の価値観と一致する価値観を持つ会社で
働きたいと考えています。私たちはこれを、責任
投資によって支持する必要があります。すべきこ
とは、まだたくさんありますが、より柔軟に環境
変化に対応できる力を付け、より環境にやさしい
経営を行い、地域社会を守り、より持続可能な未
来に向けたソリューションを開発することにおい
て順調に進展しています。”
NURIA GARCIA

シニア・バイス・プレジデント、EMEA責任者

MIMが管理する樹木と森林のモーゲージ・ポートフォリオ

私たちのアプローチ
メットライフは、長年にわたり、会社としてのメットライフの Purpose
と一致する環境スチュワードシップを約束しています。よりたしかな未来を
築くには、自然資源を持続可能な方法で使用し、気候変動などの問題に緊急
性をもって対応していく必要があります。米国を拠点とする保険会社として
初めてカーボン・ニュートラルの会社になったのはそのためであり、過去5
年にわたってこれを継続してきました。私たちは今後何年にもわたる気候関
連の行動へのコミットメントを誇りに思っています。特に、あらゆる人にと
って、より確実な持続可能な未来を築くことへの私たちの野心と献身を示し
ている新しい2030年環境目標を誇りとしています。

2020年のハイライト
2030年環境目標を発表。

リスク管理のフレーム
ワークに気候変動
リスクの統合を開始。

1,000人以上
年次のEcoChallengeに
参加した社員の数。

91%

CDP のサプライチェーン・
急速に成長する市場と先進国市場が混在するアジアには、
少なくともこの 40 年間、メットライフのような国際企業
が焦点し続けてきました。そのめざましい成長は魅力的で
エキサイティングでもあります。何百万人もの人を貧困か
ら救い、多くの機会を作り上げてきました。しかし、この
成長はこの地域の未来を犠牲にしてきたとも言えます。
私たちがここに拠点を構えるのは、これらの市場において
当業界にとりエキサイティングな展望があるためです。そ
して、私たちには、継続的な進展のために、持続可能な道
筋を見つけるという役割があります。これからの世代も引
き続き繁栄できるようにするため、投資や商品、地域社会
への参加を通してこれを行う必要があります。”
KISHORE PONAVOLU

プレジデント、アジア地域
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プログラムを通じて気候変動
リスクや温室効果ガス排出量
などの環境データを開示した
サプライヤの割合。

28%

LEED 認証を受けたメッ
トライフのビルの数。
合計 420 万平方フィート
の床面積に相当。

気候変動への対応

メットライフは、インドに太陽熱温水器を設置する
プロジェクトを支援しています

気候変動リスクは、当社の経営、事業グループ、投資、サプライチェーンに深刻な課題をもた
らします。これらのリスクには、複数のステークホルダーの行動が求められると考えていま
す。また、当社は、エネルギー効率、再生可能エネルギー発電、および低炭素イノベーション
を奨励する政府を支持しています。メットライフで私たちが従事しているのは、リスクを低減
し、お客さまのご家族や将来の世代を守るビジネスです。私たちがリスクを管理することで、
人々と地域社会はその可能性を最大限に発揮できるようになります。気候変動がもたらすリス
クの種類は、人類の歴史上、固有のものであり、私たちは解決策を探すうえで、重要な役割を
担うことができます。
2020 年、気候変動に断固として闘うという私たちの取り組みを

• 環境投資への287 億ドル以上を運用1。これには、エネルギー効

進化させるためにいくつかの重要な措置を講じました。

率に良い不動産と再生可能エネルギーの開発プロジェクトが含
まれる。

• 新しい2030年環境目標を発表（53ページをご覧ください）。

• ESG関連のアドボカシーの問題について部門横断的なワーキン

• メットライフのリスク管理フレームワークに気候変動リスクを

ググループを構成。

統合し、影響評価機能を開発。

• グローバル環境ポリシーと気候変動に関する声明文を強化し、取

メットライフはさらに、クライメート・リーダーシップ・カウン

締役会レベルの監督を含める。

シルへのメンバーシップ、様々な業界のワーキンググループと業

• サステナブルファイナンス・フレームワークを立ち上げ、当社

界団体への参加、建物のサステナビリティを変革しているエネル

の事業および投資活動を当社の気候アジェンダとより整合さ

ギースターやフィットウェルなどの団体への関与を通してアドボ

せ、米国の保険業界初の「環境に優しい」資金提供契約担保債

カシーへの取り組みを継続しました。

券（Metropolitan Life Global Funding I を通じた7億5000万

ドル）を発行し、環境の改善をサポートする。

詳細は、気候変動に関する声明文をご覧ください。
1

詳
 細については71ページをご覧ください。
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気候変動への対応

ネブラスカ州オマハのメットライフ・エネルギースターGCS施設の
従来型の情報コラボレーションエリア（著作権所有者：Andrew Rugge）

カーボン・ニュートラルの維持

さらに、前述の改善によって短期的に削減できない温室効果ガス
の排出については、事業を展開する世界各地の市場で、再生可能

メットライフにとって、カーボン・ニュートラルのための活動と

エネルギーを購入し、第三者認証を受けた炭素削減プロジェクト

は、気候変動に対応するための即時的な取り組みと、低カーボン

をサポートしています。また、各プロジェクトは、雇用創出の優

経済へ移行するための長期的な取り組みの両方を意味します。

先化などの地域経済の刺激、人々の健康、女性のエンパワーメン

メットライフは、全世界のオフィス、保有車、および社員の出張

トに役立つほか、国連の持続可能な開発目標に整合するものです。

すべてにわたるカーボン・ニュートラルを 5 年連続で達成したこ

とを誇りに思っています 1 。カーボン・ニュートラルの企業とし

て私たちが最優先しているのは、サステナビリティのベストプラ

今後の展望

ギー、炭素削減で継続的に改善していくことです。

ています。この目標は、業界ベンチマーク、最新の環境科学の参

2020 年、新型コロナウイルス感染症のために、オフィスの使用

含む、集中的な部門横断的なプロセスを経て、設定されました。

クティスを全世界の業務体制に常に浸透させ、廃棄物、エネル

また、私たちは、2030 年に向けて設定した環境目標を誇りとし

照、世界中の社内ステークホルダー30人以上からの見解の収集を
例えば、排出量に関する目標は、この10年の気候への取り組みへ

率が低下し、勤務時間が短縮したことから、光熱費の節約につ

の臨界を考慮し、意図的にパリ協定の平均気温上昇「摂氏1.5度未

ながりました。 2020 年、私たちは、出張が著しく減ったため

満」の推奨と一致させています。

に、 2019 年と比較して 48,854MWh （メガワット時）のエネ
ルギーを節約するとともに、スコープ 3 排出量で 22,625 トンの

CO2e（二酸化炭素換算値）を排出しませんでした。さらに、米
国オフィスでは、引き続き、年次の室内空気質テストを実施し、

当社ビル内の空気ろ過を増加し、エネルギーの消費を低下させ

る双極イオン発生器（BPI ）へのアップグレードを検討していま

す。BPI は、新型コロナウイルスへの空気および表面の汚染を長
時間にわたり低下させるとともに、エネルギー使用を著しく低下
させる実証済みのソリューションです。

1
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温
 室効果ガスの排出量およびカーボン・ニュートラルに関するメットライフの目
標は、世界中で当社が所有およびリースするすべてのオフィス、自動車・住宅保
険事業部門のすべての保有車（スコープ1および2の排出量）、および社員の出張
（スコープ3の排出量）に適用されます。

気候変動への対応

メットライフの新しい2030年環境目標1

より柔軟に環境変化に対応する経営

グローバル・オフィス、保有車、出張のカーボン・ニュートラ
ルを毎年維持します。

2019 年から2030 年の間にロケーションベースの温室効果ガ
ス排出量を30％削減します。

グローバル・オフィス全体で 40 ％について、環境にやさし

い、または健康的な建物の認定を達成します（面積ベース）。

100社のサプライヤを動員して、2025年までに温室効果ガス
の排出量に関する目標を設定します。

地域社会を守る

自然災害の被害を受けやすい地域を優先し
て、500万本の木を植えます。

環境スチュワードシップについて、毎年、

5万人のステークホルダーを教育します。
メットライフ財団による環境保護活動

への1,000万ドルの助成金を約束します。

ソリューション開発

気候変動へのソリューションにつながる商品やパートナーシップ

1

2

す べての目標は、特に明記がない限り、2020 年
をベース年として 2030 年を目標年とします。メ
ットライフの 2030 年環境目標の詳細について
は、https://www.metlife.com/sustainability/
MetLife-sustainability/climate/ をご覧くだ

さい。
メ
 ットライフの「環境投資」の定義と詳細につい
ては、71ページをご覧ください。

を開発するために500万ドルの資金提供を約束します。

MIMが運用する新しい200億ドルの環境投資を開始します2。

5億ドルの新しいメットライフ・インパクト投資を開始し、
そのうち25%を気候変動に関連する優先課題に割り当てます。
MIMが運用・管理する不動産物件では、再生可能
エネルギーを100％の電力資源とします。
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環境にやさしい建物と
私たちがもたらす
影響の低減

メットライフでは、建物が人々、地域社会、
環境にもたらす影響を理解しており、当社が
所有・運営する施設の経済的・環境的パフォー
マンスを改善するプログラムの開発に取り組
んでいます。メットライフは、「エネルギー
スター」プログラムとのパートナーシップを重
視しており、2450万平方フィートの不動産で
エネルギースター認証を取得し、ポートフォ
リオにわたるエネルギー使用量と排出量を削減
することに貢献しています。このうち、350万
平方フィートは本社オフィスにあたり、2,100
万平方フィートは、メットライフの機関投資
家向け資産運用プラットフォームであるMIM
が管理するポートフォリオにあたります。さら
に、MIMの不動産資産の一部は、2020年にエ
ネルギー消費を2％削減しています。

2020年だけで削減したエネルギー消費

18%

パンデミック中に社員のほとんどを在宅勤務に
切り替えたことにより、効率化が達成されたた
めです。

目標：

2030年までにグローバ

ル・オフィス全体で

40%

について、環境にやさし
い、または健康的な建物の
認証を獲得（面積ベース）

社員のために健康的な職場環境
を創造する
フィットウェル認証の健康的な職場

健康的な職場は、社員の成功に欠かせません。メットライフは

2019 年、生命保険会社として初めて、健康的な職場空間に対す
るコミットメントを評価するフィットウェルの認証を獲得しまし
た。フィットウェルは、米国の疾病予防管理センターと共通役務
庁が運営している共同イニシアチブです。

メットライフはこれまでに、ニューヨーク市のグローバル本社を
含む米国内3か所のオフィスで、フィットウェルの認証を取得しま

した。総床面積は130万平方フィートに及びます。MIMも、不動
産投資ポートフォリオで保有する8か所の物件に対して認証を取得

しました。

米国のメットライフすべてで使い捨てプラスチッ
クの使用を終了

2020年末をもって、米国内で「オフィスに戻って」勤務している
社員向けのすべての食事、ダイニングとケータリングサービス、
および調達システムからプラスチックのボトル水を排除しまし

た。また、他のすべての飲料のプラスチックのボトルとストロー
も、米国の調達プラットフォームで手に入るより持続可能な代替
品に切り替えました。
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環境にやさしい建物と私たちがもたらす影響の低減

メキシコシティのトーレ・マナカルにあるメットライフ・メキシコの本社

トーレ・マナカル（建物）はLEEDゴール
ドBD+Cと認証され、さらに2020年、メ
ットライフ・メキシコのスペースはLEED
シルバーID+Cの認証を受けました。

サプライチェーンのサステナビ
リティ：透明性の強化
メットライフの「サプライチェーン・サステナビリティ」プログ
ラムでは、継続的な調達プロセスにサステナビリティの基準を組
み込み、サプライヤの継続的な改善を奨励し、環境スチュワード
シップと温室効果ガス排出削減の努力に対してインセンティブを
もたらしています。毎年、当社はすべてのサプライヤにサステナ
ビリティ・スコアカードを送付し、パフォーマンスを奨励するた
めに賞を提供しています。

2020年には、サプライヤ123社が、CDPのサプライチェーン・プ

一部サプライヤのCDP
2020年スコアカードの結果：

6,958

万トン

81%

76%

排出量の削減により、年間に削減さ
れると予測される CO2e （二酸化炭
素換算）。さらに、年間76.8億ドル
が節約されたことがサプライヤから
報告されています。
将来を考えた独自の気候目標がある
と報告したプログラムに参加するサ
プライヤの割合。
自身のサプライヤを気候の問題に取
り組ませているサプライヤの割合。

ログラムを通じて気候変動リスクや温室効果ガス排出量などの環
境データを当社に開示しました（91％の回答率）。CDPの気候変

動調査票の回答内容と他のサステナビリティ基準の実績は、各サ
プライヤの年間管理スコアカードに反映されています。

詳細ついては、メットライフの「取引先に関する行動規範」をご覧

ください。

私たちは、CDPの2020年「サプ
ライヤ・エンゲージメント・リー
ダーボード」で認識されたことを
誇りに思っています。
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社員の参加
メットライフの社員は環境問題に情熱を注ぐア
ンバサダーです。そして年間を通じて、ボラン
ティアの機会を活用し、人々に学び認識を高め
てもらうと同時に、自身がもたらす環境への影
響を、自宅、職場、地域社会で削減するよう努
めています。
2020年にこれまでにないほどの影響をもたらした新型コロナウイ
ルス感染症にも関わらず、当社の社員は、世界中の環境問題に関
与し続け、ボランティア活動を継続するために、献身と創造性を
示しました。当社の中心的プログラムの「Our Green Impact」

は、意図的に、世界中の社員が対面でもバーチャルでも参加でき
るプログラムとしてつくられていたため、2020年には、容易に完

全なバーチャルに移行することができました。

ノースカロライナ州ケアリーのキャンパスに設置されたメットライフの
ミツバチの巣箱からの蜂の巣

アースデイの市民科学者

2020年のアースデイは、バーチャルな環境であったことから、自
宅から安全に、またお子さんたちと一緒にアースデイの活動に参
加したりボランティア活動を行えるように、いくつかのアイデア
を社員に提供しました。これには、メットライフ主催の様々なラ
イブストリーミングの会議と専門家が主導する5つのセミナーに参

加することも含まれていました。

世界中で木を植える

メットライフは、この数年、植樹イニシアチブを拡大し、地域の
居住環境を向上するためにできることに取り組んでいます。ルー
マニアのチームは、新規のお客さまにつき木を 1 本植え、最終的

に 10,000 本もの木を植えることができ、トルコのチームは業界

での植樹の取り組みに参加して、3,000本以上の苗木を植えまし

た。メットライフ財団は、マレーシア、ブラジル、米国でも植樹
プロジェクトに資金提供しました。米国の社員は、ノースカロラ

イナ州だけで4,000本もの苗木を植えました。韓国では、心身の
健康と幸せの象徴として社員に木を送り、米国では、Our Green
Impactの活動に参加した賞品として、自宅の庭に植えるための木
が社員100人に贈られました。

ブラジルのサンパウロでの植樹の様子（パンデミック前）
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社員の参加

バーチャルでのはちみつツアー

メットライフでは、2019年から、ミツバチの保護を目的とする女

2020年に、メットライフのミツバチは：
容器

性オーナーが運営するスタートアップ、「ビー・ダウンタウン」

500個

と提携して、ノースカロライナ州ケアリーのキャンパスに蜂の巣
箱を設置しています。通常、ビー・ダウンタウンは、蜂の巣箱ツ

以上分の蜂蜜

アー、蜂蜜集めイベントなどの実際にその場を訪れて対面で行う
アクティビティを開催しています。

飛んだ距離は

550万

在宅勤務の社員に対応し、ビー・ダウンタウンは、ミツバチに関
するメットライフの社員への教育を継続するために、すぐに数々の

マイル

バーチャル・アクティビティを開発しました。HIVEは、社員と社

員の家族がメットライフの養蜂場を知る機会となりました。これに
は、蜂の巣箱のバーチャルツアー、インタラクティブなゲームやご
み拾い競技への参加、自然にフォーカスしたリーダーシップ開発へ
の参加など、在宅勤務でもできるアクティビティが数多く含まれて
いました。さらに、ビー・ダウンタウンは、社員を対象としたバー
チャル蜂蜜テイスティングも何回か開催しています。

875時間
その結果、社員は

を、ビー・ダウンタウンでのインタラク
ションとプログラムに費やしました。

蜂蜜の生産量は

90ポンド
以上

初めての蜂蜜の収穫
の舞台裏を覗いて

みましょう！

メットライフのOur Green Impactプログラムとビー・ダウン
タウンが主催した、バーチャル蜂蜜テイスティング
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社員の参加

エコライズのエコ監査を完了する学生（パンデミック前の様子）

次の世代とともに、サステナビリ
ティに関する問題解決スキルを実践

非営利団体のエコライズ（EcoRise）は、メットライフ財団の協
力を得て、ニュージャージー州の学生を対象として、ファイナ

ンスと環境に関する知識を高める活動を行っています。エコライ
ズは米国全土の企業と提携してサステナビリティ、リーダーシッ
プ、イノベーションを教室に届け、教員を指導するモデルを採用
して、若者たちが実社会の課題を克服して問題解決ができるよう
になることを目指しています。

2020年、ニュージャージー州ジャージー・シティーの学校は、経
済的に不利な立場にありました。メットライフは20人の教員のス
ポンサーとなり、学生に、サステナビリティ、LEED 認証、環境
にやさしい建物とイノベーションの設計を紹介するために、教員

に200回ものレッスンを提供しました。また、この恩恵を受けた
学生の数は500人を超えています。

メットライフ財団もエコライズと提携しており、「学生イノベー
ション基金」を設立して、 6 つの学生チームそれぞれに 500 ドル

の報奨金を拠出して、学生が環境に関するアイデアを実現させる
手伝いをしています。参加する学生チームは、自身の学校や地域
社会が直面する課題へのソリューションを提出し、そのソリュー
ションの革新性と測定可能性に基づいて受賞者が決定されまし
た。米国各地の異なる部門から参加するメットライフのボラン

ティアが審査員とメンターを務め、フィードバックを提供し、疑
問点について尋ねました。学生のプロジェクトは、気象観測所か
ら学校の水耕農園にまで及びました。
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私たちは、エコ監査助成金プロジェクトの「海
の防衛者」を達成することができました。私た
ちのアイデアを支援するレッスンやビデオな
どのエコライズのリソースを利用できたためで
す。探求できる様々なトピックがあったため、
私たちは（海の廃棄物と汚染に関する）研究と
ビデオを完了することができました。エコライ
ズ、どうもありがとうございます！
GLADYS GREENE

ジャージー・シティー公立学校区第30校、アレクサンダー
D. サリバン校、4年先担当教員

ニュージャージー州が義務教育の基準において環境
に関する知識の習得を優先課題とし始めた今、エコ
ライズは、ニュージャージー州の学校にサステナビ
リティに関する教育プログラムを取り入れるため
のメットライフ財団との提携に感謝しています。今
年、ニュージャージー州の50 人の教員がプログラム
を利用しました。恩恵を受けた 2,000 人以上の学生
は地域社会に変革をもたらしていくことでしょう。
ZAKHIA GRANT

エコライズ・プログラムマネージャー

社員の参加

2020年メットライフEcoChallenge：
環境の保護への継続的なコミットメント

EcoChallengeは、2015年の発足以来、環境問題に特化した取り組みから、心身の健康と幸せ、そしてサステナビリティへの
より全体的なフォーカスへと進化し続けています。パンデミックによりもたらされた2020年のバーチャル環境と多くの関連す
る課題にも関わらず、メットライフの社員は、独自の方法で積極的にコミットメントを示しました。

28
か国

1,100人以上
の社員

二酸化炭素を

6,000
ポンド削減

節約した水の量

84,000

ガロン（ 2019年
のほぼ2倍）

2019年との比較

プラスチックボトル

環境問題について学ぶ時間が倍増

本を再利用可能な
ものへ切り替え

屋外で過ごす時間が倍増

プラスチックボトルの代わりの再利
用可能な容器の使用が30％増加

7,000

運動に費やす時間が30％増加
マインドフルネスに費やす
時間が40％増加
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第4章

投資家としての
価値の創造

メットライフ・インベストメント・マネジメントで私
たちは、日々、世界中の人々と地域社会のためにより
たしかな未来を築くのに役立つ投資の決定を下してい
ます。メットライフと機関投資家のお客さまの代理と
して私たちが行う投資とは、あらゆる人々のために、
雇用を創出し、経済的安定、経済成長、繁栄、素晴ら
しい機会をもたらします。私たちは、道路、空港、
港、再生可能エネルギー、住宅供給プロジェクトへの
資本の流れを促進しています。新しい製品や機能、サ
ービスに投資できるように、公共機関と民間企業の融
資を援助しています。私たちが行う世界中の不動産プ
ロジェクトへの投資の結果、力強い地域社会が築かれ
ています。私たちは、米国で最大の政府以外の融資元
として、農業セクターをサポートしているほか、社会
的および環境的利益への貢献を倍増させるプロジェク
トにも資金を提供しています。最も重要な点は、私た
ちが今後数年にわたり、こうした投資を拡大し続けて
いくことを約束していることです。”
STEVEN GOULART、エグゼクティブ・バイス・

プレジデント兼最高投資責任者

私たちのアプローチ

私たちは、かつてない変化の時代を歩みながら、私たちの仕事と生活
の場である地域社会で、具体的な貢献とインパクトをもたらすことに
コミットメントしています。これには、メットライフの機関投資家向
け資産運用サービス事業部門、MIMを通してどこにどのように投資
するかが含まれます。MIMが目指しているのは、個別のポートフォ
リオ・ソリューションを構築し、投資の決定プロセスに環境・社会・
ガバナンス（ESG）の関連する基準を統合することにより、投資家
のお客さまにリスク調整後リターンを提供することです。

MIMのお客さま中心主義のアプローチと資産クラスに関する深い専門知識

を併せ持つ長年にわたる経験が、機関投資家から信頼を集める理由です。
私たちは、固定利付公債、非公開資本、不動産資産の管理に重点を置き、
お客さまの意向を確実に理解したうえで、戦略的に考え、コンスタントに
コラボレーションすることで、投資の意思決定がすべての人にとって長期

的に持続可能な価値を確実に創造することを追求しています。ESGへの取
り組みを採用し発展させながらも、私たちの理想と一致する行動を取って
いる企業に投資し、こうした企業と提携する企業文化を助長させていくこ
とに変わりはありません。

2020年のハイライト

6,596億ドル

総運用資産1

740億ドル以上

責任投資 2 、または総運用資産の
11％を超える1

2020年に開始した

100億ドル以上

の新たな責任投資2

メットライフでは、すべてのステークホルダーに価値を
創造するための戦略的な行動を取っています。環境、社
会、ガバナンスの要因は、投資のパフォーマンスに影響
を与え、リスクを効果的に管理するための重要な考慮事
項であると考えています。私たちには、長きにわたり、
環境への責任ある投資を行っています。長期的に持続可
能な事業を築くことは、社員および環境の繁栄に依存し
ていることを理解しているためです。私たちは、2030
年までに、新しい環境投資に 200 億ドルを、そして新
しいインパクト投資に 5 億ドルを拠出する約束をしまし
た。このうち、25％は気候変動への取り組みに割り当て
られます。”

1

	2020 年12 月31 日時点。見積もり公正価値。112 ページの注

2

	当 社の責任投資についての詳細は、 70 ページをご覧くだ

釈をご覧ください。
さい。

JOHN MCCALLION

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼
最高財務責任者
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サステナブルファイナンス
メットライフは2020年、当社のビジネスと
投資活動を整合させて、より持続可能な未
来をサポートして推進するために、サステナ
ブルファイナンス・フレームワーク（以下
「フレームワーク」）を導入しました。この
フレームワークは、MetLife, Inc.とその子会
社（Metropolitan Life Insurance Company
と Metropolitan Tower Life Insurance
Companyを含む）による、環境・社会・サ
ステナブルボンド、タームローン、優先株
式、劣後債、および資金提供契約（それぞれ
がメットライフ・サステナブルファイナン
ス）の将来の発行の指針となります。

評価と選定を担当する「サステナブルファイナンス評議会」を設立
しました。適格資産は、MIMのESG投資に関するポリシーを含む

メットライフのポリシーに従って評価の対象となります。

また、このフレームワークでは、国際資本市場協会の4つの核とな

2020年、Metropolitan Life Insurance Companyは、本フレー
ムワークに基づき、7億5,000万ドルの環境にやさしい資金調達契
約を発行し、Metropolitan Life Global Funding I が発行する米

テナビリティボンド）のガイドラインおよび外部評価とインパク

しました。発行による総調達額と同等の金額が、様々な環境イニ

る要素（グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、およびサス
ト・レポーティングの使用に関する推奨事項を取り扱っています。

•調
 達資金の使途
•プ
 ロジェクトの選定と評価のプロセス
•調
 達資金の管理
•レ
 ポーティング

国の保険業界初の「環境に優しい」資金提供契約担保債券を確保
シアチブへの投資に割り当てられています。これらのイニシアチ
ブには、再生可能エネルギー、エネルギー効率、環境にやさしい
建物、クリーンな輸送、持続可能な水と廃水管理、汚染の防止と
コントロール、生きている天然資源と土地利用の環境的に持続可
能な管理があります。

メットライフは、最高投資責任者、財務部門、およびグローバル・
サステナビリティ部門のメンバーで構成され、適格資産の最終的な

資産の適格性の条件の根拠となる詳細とサステナブルファイナン
ス評議会を含む、フレームワークについての詳細をご覧ください。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の一部と合致するフレームワークには、資産が含まれるための基準が記載されてい

ます。例えば、

目標3：すべての人に健康と福祉を

目標4：質の高い教育をみんなに

• 基本的なサービスへのアクセス
目標7：エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

• 再生可能エネルギー
• エネルギー効率
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目標11：住み続けられるまちづくりを

• 環境にやさしい建物
• クリーンな輸送
• 汚染の防止とコントロール
• 住宅供給事業

目標12：つくる責任つかう責任

•持
 続可能な水と廃水管理
• 汚染の防止とコントロール

目標13：気候変動に具体的な
対策を

目標15：陸の豊かさも守ろう

•生
 きている天然資源と土地利
用の環境的に持続可能な管理

価値の創造 ― 投資ポートフォリオ
メットライフの機関投資家向け資産運用サービス事業部問、MIMは、リスクを管理し長期的に
持続可能な投資リターンをお届けすることを目指しており、その利用顧客にはメットライフが
含まれます。お客さまを最優先するということは、現在、そして今後何世代にもわたってお客
さまへの約束を果たし続けていくため、常に努力することを意味します
メットライフの投資は、世界中のお客さまと交わした約束を果た
し、よりたしかな未来をすべての人のために構築するという私た

ちのPurposeを実践するうえで力をもたらします。このため、私
たちは、多様な投資を模索して、競争力のあるリスク調整後リタ

ーンを提供します。それには、環境・社会・ガバナンス（ESG）

の要因をはじめ、すべてのマテリアルなリスクの評価が含まれま
す。実際に、ESGを統合するための取り組みを、すべての資産ク

ラスで包括的に実践しています。

世界基準によってリーダーシッ
プを実践

MIMは、2019年3月から責任投資原則（PRI）に署名し続けてき
ました。署名者であるMIMは、その責任投資活動とESG統合慣行
を毎年報告する義務を負っています。以下は、2020年PRI報告サ
イクルの「評価スコアカード」からの抜粋と透明性報告書です。

MIMは、「グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク」

調査などの業界団体への積極的な参加を通じて責任投資に取り組
んでいます。MIMは、グローバル・インパクト・インベスティン
グ・ネットワークのメンバーです。
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価値の創造 ― 投資ポートフォリオ

総運用資産1
資産別

公開企業

不動産抵当貸付2
仕組み商品
非公開企業

外国政府国債

米国政府機関債
民間インフラ

現金および短期投資3
投資用不動産4

普通株・優先株
新興国債券
地方債

オルタナティブ投資
高利回りの債券
銀行融資

非公開ストラクチャード・クレジット
中規模非公開資本

   合計

（単位：10億ドル）

$ 122.3
$ 113.1
$ 69.8
$ 66.2
$ 64.9
$ 60.4
$ 32.7
$ 28.0
$ 24.8
$ 19.8
$ 15.5
$ 15.2
$
9.6
$
8.0
$
4.8
$
3.2
$
1.3
$ 659.6

機関投資家顧客運用資産1
機関投資家顧客の運用資産

（単位：10億ドル）

保険・金融

$ 78.0
$ 37.0
$ 25.1
$
11.2
$
9.1
$
2.6
$ 163.0

サブアドバイザリー
企業

政府・行政機関

コミングルファンド5
その他6

   合計

委託契約の内訳
7%

3%

15%

37%

委託契約数

18%
20%

保険・金融

政府・行政機関

サブアドバイザリー

コミングルファンド5

企業

1
2

その他6

	2020年12月31日時点。見積もり公正価値。112ページの注釈をご覧ください。
	メットライフ一般勘定（調整方法と説明は112ページの注釈をご覧ください）、分離勘定、および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

に含まれる商業、農業、住宅抵当貸付を含みます。
現
 金同等物を含みます。
4 メットライフ一般勘定（調整方法と説明は
	
112ページの注釈をご覧ください）、分離勘定、および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
に含まれる不動産および不動産合弁事業を含みます。
5 投資会社法の下で登録されている有限パートナーシップ、集合的なトラストファンド、ミューチュアルファンド、および第三者や関連会社をはじめ対象とな
	
る投資家に対して提供されている他のビークルを含みます。
6 非営利団体、タフト＝ハートリー法に準じた年金基金、資産運用会社の顧客を含みます。
	
3
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ESG統合

MIMは、当社のESG投資ポリシーに明記

されているように、環境・社会・ガバナン
ス（ESG）の要因を投資の意思決定のプロ
セスに統合しています。マテリアルなESG
の要因は、投資のパフォーマンスに影響を
与え、リスクを効果的に管理し、お客さま
の投資目標を達成するための重要な考慮事
項であると考えています。

MIM の投資方法は、統制の取れた社内リサーチ、引受業務、証

券の選定プロセスに基づき、経験豊富な投資チームの専門ノウハ

MIM は、風力発電をはじめとする再生可能
エネルギーに投資しています

ウを活かしたプロセスに則っています。MIMは、取引の開始、資
産の買収、トレーディング、ポートフォリオの構築とモニタリン
グ、リスク分析、リスク管理などを取り扱っています。

能動的な関与

MIMは、企業のリーダーシップに能動的に働きかけることが、投
資リスクを管理するうえで重要なカギを握ると考えています。初
期のデューデリジェンスの際、およびその後の継続的なポートフ
ォリオ管理のプロセスにわたって、投資アナリストが企業の上級
管理職と頻繁に連絡し、協議を行っています。こうして継続的に
対話を重ねることで、持続可能なビジネス慣行についての認識が
向上します。

メットライフのESG投資ポリ
シーの更新

持続可能な投資環境は今後も進化し、お客さまがMIMを必要とす

る資産運用サービスにも影響を与えます。私たちは、ESG投資ポ
リシーを変わることのない文書のままにしておくことはできない
ことを認識しており、メットライフの事業を管理するのに必要な

柔軟性を設けています。そのため、少なくとも年に1 回は、 ESG

資産固有の ESG 統合：確定利付
き投資
リスク管理はMIMの企業文化に根付いており、組織全体に統合さ

れています。投資機会に関連するクレジットリスク評価に際して
は、ボトムアップのファンダメンタル調査を行って、多数の要因
を検討しています。ESGの考慮事項は、借入人の評判に影響しか

ねない問題を特定し、その財務状況、信用格付、取引価格を確認
する当社のデューデリジェンスにおいて、欠かせない一部となっ
ています。私たちは、確固としたESG慣行を遵守することで、論

争によって引き起こされる顧客の喪失、罰金、罰則、環境清掃費
用などのフィナンシャルリスクを最小限に抑えることができると
考えています。

当社の公共および民間クレジットチームには、内部クレジットメ
モに ESG 専用のセクションがあります。関連する ESG リスクと

ESGリスクの評価は、該当する場合、総合的なリスク評価の一部

として含まれています。

投資ポリシーを見直すことにしています。2020 年12 月に最後に

改正された最新のESG投資ポリシーをご覧ください。
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ESG統合

固定利付公債への投資プロセス
にESGを統合する

MIMでは、信用の公正価値を判断するために、ESGリスク要因は

他のリスクと共に評価されるべきであると考えています。私たちが
考える、投資マネージャーの適切な役割とは、お客さまが関連する
リスクを認識し、投資の期間と構成を通じて相殺されるようにする
ことです。例えば、信用調査のフレームワークの重要なステップに

ESGの要因をどのように組み込めるかを考えてみましょう。

•原
 資産の質。戦略的に優位な位置に付け、コスト競争力のある
ビジネスを特定する取り組みの一環として、将来の規制や環境
上の責任が資産の評価に影響を与える可能性があるため、その
企業の二酸化炭素排出量と事業にとってマテリアルな環境問題
への対処方法をアナリストが評価することが重要です。

•管
 理チームの評価。経営の質を考える際、ダイバーシティなど
の社会的要因や、取締役会の構成と報酬などのガバナンスの問
題は考慮すべき重要事項です。

•責
 任の確認。固定利付公債への投資では発行体の信用プロファ
イルが非常に重視されますが、これは債務のみに限定されるべ

きではないと私たちは考えています。この場合の ESG 要因に
は、環境上の責任、調停責任、訴訟の観点からの潜在的な偶発
的責任、および年金基金への資金提供などがあり、簡単に言え
ば、会社の現金資産から将来引き出される可能性のあるもの、
そしてキャッシュフローの可視性とボラティリティに影響を与
えるものすべてということになります。

• 相対値。信用分析における最も重要な考慮事項である相対値と
は、市場が信用リスクをどの程度効率的に価格として取り入れ

ているかの評価です。ESGの課題およびその他様々な要因の分
析は、市場が信用リスクの価格判断を誤っているかを特定する
のに役立ちます。

統合されている信用調査プロセスの代わりに、別途ESG分析を実

施することができる場合もあります。そのアプローチを取ってい
るアセットマネージャーもいますが、セクターと個々の発行体を
全体的な視点でとらえることは、そのビジネスに内在するすべて
のリスクをより包括的に理解するのに役立つでしょう。

また、私たちは、統合された徹底的な信用調査プロセスの一環

として、アナリストが、投資適格ローンからハイイールド・ロー
ンまであらゆる領域をカバーすることが重要であると考えてい

ます。つまり、これは、投資適格ローンからハイイールドと移行
し、再び投資適格ローンに戻る可能性があるひとつのクレジット
を完全にカバーできれば、経時的な一貫性を維持できるとの考え
方です。
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ESG統合

カリフォルニア州サンフランシスコの
LEED ゴールド認証を受けたオフィスビ
ル、パークタワー・アット・トランスベイ

グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマー
ク（GRESB）

資産固有のESG統合：不動産

よびベンチマーキングして、世界的なサステナビリティの目標に

して環境に与える影響を理解しています。また、私たちは、気候

毎年、GRESB は、世界中の物件のESG パフォーマンスを評価お

向けたそのセクターの進捗をモニターします。2020年、MIMの

ノルゲバンク（ノルウェー中銀）・インベストメント・マネジメ
ントとニューヨーク州退職年金基金（MCPPポートフォリオ）と

の2 つのパートナーシップは、GRESB から5 つ星の格付を受ける

と共に、このパートナーシップを「セクターのリーダー」として
認識しています。5 つ星格付とは、ベンチマークの上位20 ％に入
る組織であることを意味します。MIMの3つ目の不動産コアポー

トフォリオは4つ星の格付で認識されました。GRESBの評価は、

投資家と業界が不動産投資の持続可能なパフォーマンスにおける
マテリアルな問題とみなすものによって導かれます。GRESBの評
価は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（ GRI ）やパ

リ協定（気候変動）などの国際的な報告フレームワークと一致し
ています。

特筆すべきは、ノルゲバンク・インベストメン
ト・マネジメントとのパートナーシップが、南
北アメリカの組織中、最高のパフォーマンス・
スコアを達成していることです。一方、MCPP
ポートフォリオは、南北アメリカの組織中、5番
目に高い総合得点を獲得しました。

MIM は、責任ある不動産融資機関および投資家としての私たち

の役割を推進しています。私たちは、建物が人々や地域社会、そ
変動、規制環境、建物の運営効率などの問題が融資の決定と財務
業績にもたらす影響が増大していることも理解しています。ハリ
ケーンや洪水などの気候関連の災害による不動産へのリスクは、
当社のデューデリジェンスのプロセスの一部とみなされていま

す。潜在的な投資リスクを理解するために、洪水浸水想定区域の
判断とハリケーン・モデリングも実施しています。

MIMは、商業不動産抵当貸付用のESG質問票を用いて、出資者
レベルのサステナビリティの慣行と成果に関するデータ（ポリ

シー、開示、サステナビリティ推進組織や団体のメンバーシッ

プを含む）を収集しています。また、ローンの組成時にLEED 認

証とエネルギースターのステータスも確認します。さらに MIM

は、新しいすべての不動産投資に対する必須のデューデリジェン
スの一部として、ESG取得評価の使用を導入しています。この評

価は、短期的および長期的な視点の両方からそれぞれの資産の回
復力を評価することを目的としています。

MIMは、Carbon Cascade™アプローチに基づくMetZero™プロ
グラムを開発し、実施しました。これは、 MIM が運用する不動

産投資物件において、積極的に炭素排出量を削減しようとするも
のです。当社は、いくつかの不動産ファンド・プロジェクトで
カーボン・ニュートラルを目指しています。

67

ESG統合

MIM の商業不動産抵当貸付チームとエクイティ不動産チーム

は共に、補足となる ESG 投資ポリシーを開発しました。これら
は、MIMのウェブサイトで以下からご覧いただけます。

•不
 動産エクイティに関する環境・社会・ガバナンス投資方針
•商
 業不動産抵当貸付に関するESG投資投信

当社は、MIMの担当者と業界の専門家から構成される新型コロナ

ウイルス感染症対策委員会を形成し、新型コロナウイルスのパン
デミックの最中に資産を運営する方法、そして再開する方法につ
いてのガイドラインを作成し、随時更新しました。また、新型コ
ロナウイルス感染症への対応としてフィットウェル・プログラム
を拡張し、利用者と居住者の安全を確保するために室内空気質に
ついて、微生物学における様々な技術と製品を調査しました。

MIMの樹木と森林のモーゲージ・ポートフォリオ

は、およそ

39億ドル の運用資産
1

拡大された水リスク分析
リスク評価とリスク管理のプロセスを継続的に強化する努力
の一環として、MIMは、水リスクを分析するためのソフト

ウェアを開発するAQUAOSOとの提携をカリフォルニア州
以外にも広げ、オレゴン州とワシントン州で当社が提供する
農業関連の融資において、水の持続可能性分析を含めるよう

になりました。AQUAOSOソフトウェアは、専有データと
公開データの両方を活用して、リサーチ結果やカスタム・レ
ポートをオンデマンドで提供します。これにより、借入者の
土地とその管理法に関係するリスクに関し、向上された洞察
が得られます。

資産固有のESG統合：農業融資

MIMの農業融資グループ（MAG）のお客さまは、米国および世

界中で、農業従事者、牧場経営者、農業関連産業、林産物施設、
森林所有者に長期債務資本を提供しています。 MAG では、融資

を有しており、その担保面積の90％以上が森林管
理評議会（FSC ）および持続可能な林業イニシア
チブ（SFI）によって認定されています。

機会を評価する場合、 ESG リスク要因を徹底的に審査していま

MIMの農業融資グループの債務ポートフォリオは

•品
 性とコーポレートガバナンス

1,000万エーカー
以上の認定されている持続可能な
森林を担保として含んでいます。2
1

2

MIMが管理する総運用資産の構成要素。2020年12月31日時点の見積もり公正価
値として報告されています。
M IM 農業融資の森林商品ポートフォリオでの有担保ローンを使用した2020 年
12 月 31 日時点の測定値。担保は、ローンの組成時に、次の 1 つ以上の認定を受
けていました：アメリカン・ツリー・ファーム・システム（ ATFS ）、森林管
理評議会（ FSC ）、 PEFC 森林認証プログラム、持続可能な林業イニシアチブ
（SFI）。
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す。私たちは、 100 年以上にもわたり、回復力のある地域社会づ

くりと持続可能な農業をサポートしていることを誇りにしていま
す。ESGの主要考慮事項：

•動
 物の福祉

•食
 品の品質と安全性
•労
 働の権利と人権

•持
 続可能な森林管理
•水
 の可用性と品質
•有
 機食品

排他的投資スクリーニング

2020年の「ダラス地域ESGチャレンジ」で受賞した
テキサス州ヒューストンの3040ポスト・オークの建物

2020年、MIMはメットライフから指示を受け、メットライフ一般勘定のために、複数の排他的投資
スクリーニングを導入しました。これらのスクリーニングを導入する決定は、メットライフが推進し
ている広範囲にわたるサステナビリティの一部に過ぎません。メットライフは、これまでも常に責任
のある持続可能な方法で投資してきましたが、これらの新しい投資スクリーニングは、当社全体にわ
たるあらゆるレベルでサステナビリティにますます注力していくことと一貫するものです。

排他的投資スクリーニングは、以下に適用されます。

•一
 般市民を対象に販売する意図がある自動および半自動式アサ
ルトウェポン（攻撃用銃器）メーカー

•論
 争の的となっている武器（クラスター爆弾、地雷、生物兵
器、化学兵器を含む）の直接製造者

•タ
 バコ、べーパー、電子タバコのメーカー

•収
 益の25％以上を一般炭から得ている炭鉱会社と公益事業会社
•石
 油埋蔵量の20％以上をオイルサンドに保有している企業

詳細は、メットライフの排他的投資スクリーニングと処分に関す
るポリシーをご覧ください。

当社の標準的なESG 投資ポリシーの適用に加え、MIM は、お客

さまの要請に従って具体的なガイドラインを適用し、当社の投資
プロセスにお客さまからの指示による投資スクリーニングを組み
込みます。また、調査チームおよびポートフォリオ管理チームの
深い専門知識を活用するとともに、取引前にコンプライアンス・
チェック機能を統合し、第三者ベンダーのリソースにアクセスし
ます。
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責任投資

1

私たちは、長年にわたり、責任投資を実践して
きました。責任投資とは、市場での財務リター
ンを達成すると同時に、社会や環境にメリット
をもたらす投資であると、私たちは考えていま
す。MIMの責任投資では、次の領域を主な重
点としています。
環境投資

インフラへの投資
地方債

「南東部地域ESGチャレンジ」で受賞した
フロリダ州タンパのワン・メトロセンター

責任投資の運用資産
（単位：100万ドル）

環境投資

インフラへの投資

2

住宅供給事業

2020 年に MIM が開始した
新規の責任投資額

106億ドル

地方債

$ 15,221

インパクト投資

$

3,111

$

243

住宅供給事業への投資

インパクト投資

$28,672
$ 27,249

合計：

$ 74,496

環境投資

$ 3,883

地方債

$ 3,945

インパクト投資

$

200

$

12

年間投資額3

（単位：100万ドル）
インフラへの投資
住宅供給事業への投資
合計：

$ 2,574

$ 10,614

MIMは、利用可能なデータや他の要因に基づいて、責任投資とその構成内容の定義を定期的に調整または修正することがあります。MIMは、今年、責任投資の定義を更
新し、環境投資とインフラへの投資のカテゴリーにおける特定の資産の追加を反映させました。その結果、今年度の責任投資のデータには、前年度に開始または購入した
特定の責任投資が含まれるようになりました。MIMは、更新された定義を反映するように、前年度の責任投資のデータを更新していません。
2 地方債には、課税および非課税のレベニュー債が含まれます。また、州政府、自治体政府、下級行政機関の一般財源債も、わずかながら含まれます。

3
2020年のMIMによる責任投資。
1
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責任投資

環境投資1
アプローチ

MIMには、天然資源の保護、代替エネルギー資源の生産と発見、

きれいな空気と水に関するプロジェクトの実行、およびその他の
環境を大切にする事業慣行を重視する企業とプロジェクトに投資
する長い歴史があります。

エネルギースターの拡張

MIM の投資用不動産チームと他の資産管理チームは、新たな資
産の取得に際し、 ESG のリスクおよび機会を幅広く正式に評価

して、デューデリジェンスを行っています。評価対象とするリ
スクと機会には、建物の全体的なパフォーマンスとエネルギー

さらに、MIMは、独自のパフォーマンス目標の達成を目指してお

り、その進捗を年に1回、不動産のエクイティ保有に特化した、四
半期ごとに発行される特定の投資家向け概要で発表しています。
当社の2025年目標には、以下が含まれます。

• 当社が所有する投資物件のすべてについて、光熱費の使用量を
EPA のエネルギースターポートフォリオマネージャーに登録
し、ベンチマーキングします。

•対
 象となるすべての建物について、LEEDおよびエネルギース
ターの認証取得を目指します。

• 2025年までに、当社の「ベター・ビルディング・チャレンジ」
へのコミットメントに従って、エネルギーの消費と温室効果ガ

スの排出を20％削減し、水の消費量を10％削減し、廃棄物の転
換を10％向上させます。

効率、LEED やエネルギースター、BREEAM 2などの環境認証の

•削
 減を目指すエネルギー、水、廃棄物の管理イニシアチブにつ

境アセスメント、アクセシビリティ要件のコンプライアンスな

•メ
 ットライフ不動産のエネルギーおよびサステナビリティ・イ

有効性、室内環境の品質、入居者の健康と安全、有害物質、環
どの要因が含まれます。2020 年、MIM は、150 人以上の物件マ

ネージャーを対象にエネルギースター・ポートフォリオマネー
ジャー・トレーニングを実施し、これらのマネージャーが管理す
る建物のベンチマーキングを支援しました。メットライフとMIM
は、2020年末までに46棟の建物に対して、エネルギースターの

認定を取得しました。私たちは、運営面と財務面のパフォーマン
スを向上し、これらのESGイニシアチブを投資の決定に取り入れ

るために、メットライフの不動産ポートフォリオの効率とサステ
ナビリティを高めることを目的として目標を実行しています。

1

2

いて、テナントに働きかけます。

ニシアチブについて四半期ごとに報告します。

•エ
 ネルギー評価（エネルギースター・トレジャー・ハントな
ど）を実施し、エネルギーと水の効率を高めるためにコスト効
果の高い戦略を実行します。

再生可能エネルギー：アイスランド

2020 年、 MIM は、 2 種類の私募債務取引で Landsvirkjun を支
援しました。 Landsvirkjun は、アイスランド国有の電力公社
で、100％の発電を再生可能リソースで行っています。2018年以
降、MIMは、Landsvirkjunによる3種類の私募取引すべてに参加
してきました。水力発電機への投資は、特にLandsvirkjunへの投
資は、より広い範囲のESG投資戦略の一環として再生可能エネル
ギーへの投資にMIMが注力していることを表しています。

MIMは、現在、環境投資には次を含めるように定義しています：1) LEED、エネルギースター、BREEAMおよび/またはフィットウェル認証の不動産物件への投資、2) LEED
および/またはエネルギースター認証不動産を担保とする不動産抵当貸付、3) 再生可能エネルギーのプロジェクト（風力・太陽光を含む）、4) ESPC（エネルギー節約性能契
約）、5) 公共および民間企業のグリーンボンド、6) PACE（Property Assessed Clean Energy、不動産として評価されるクリーンエネルギー設備）認証の住居および商業物
件のローン。
BREEAM（イギリス建築研究所による環境評価法）は、マスタープランニング・プロジェクト、インフラ、建物のサステナビリティ評価法です。
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責任投資

2030年目標1

M I M が運用・管理する不動産投資物件では、
2030年までに再生可能エネルギーが

100%

の電力資源となります。

200億ドル
私たちは2030年までに

のMIMが運用する新しい環境投資を開始します。

私たちは、ESGコンサルタントと第三者データプロバイダーを雇

用し、物件のパフォーマンスを綿密にモニターし、一連のダッシ
ュボードを通して改善事項に対する戦略を推奨します。アセット
マネージャーはこれらのダッシュボードと洞察にいつでもアクセ
スできます。また、ダッシュボードと洞察については、 MIM の
「不動産投資ESGワーキンググループ」の隔週の会議で定期的に

見直しと話し合いが行われます。このワーキンググループは、地
域の建築家、アセットマネージャー、MIMの不動産および農業融

資部門のESG責任者、メットライフ・グローバル・サステナビリ

メ
 ットライフの2030年の目標の詳細については、53ページをご覧ください。
2 カーボン・ニュートラルとは、会社の全業務からあらゆる温室効果ガス

（GHG）の排出を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
1

にとって、カーボン・ニュートラルは、メットライフが世界中で所有および賃貸
する物件と自動車・住宅保険事業部の保有車から排出されるGHG（スコープ1お
よび2の排出量）、および社員の出張（スコープ3の排出量）に適用されます。ス
コープ1のHVACシステムからの冷媒排出量は、私たちのコミットメントには含
まれていません。

72
2020年サステナビリティ報告書

カリフォルニア州ロサンゼルスのサンガブリエル・バレーのキャンパスは、エネ
ルギースターのLEEDゴールド認証を受けている、MIMが運用する物件です

ティ・チームの代表者から構成されています。パフォーマンスの
問題について話し合われ、必要であれば、さらなる調査や行動の
ためにアセットマネージャーに報告されます。また、ESGチーム

は、予算決定の時期の前にアセットマネージャーに指示を出し、
次の予算年度にパフォーマンスを改善するための、ゼロまたは低
コストとなりそうな対策と資本プロジェクトを推奨します。2020

年、 MIM は、 MIM の不動産物件のエネルギー消費を 2 ％削減し

て、米国エネルギー省のプログラムである「ベター・ビルディン
グ・チャレンジ」の年間目標を達成し、 2025年までに20％削減
するという当社の目標に向けて進歩しています。

MetZero™で、カーボン・ニュートラルの目標を達成

メットライフが 2016 年から達成している業務上のカーボン・ニ
ュートラルのコミットメント 2を練り直し、MIM は、投資用不動

産物件でカーボン・ニュートラルを達成するため、MetZero™プ

ログラムを開発しました。 MIM の投資ファンドの商品のいくつ
かは、2020年にこれとコラボレーションしてMetZero™

プログ

ラムを開始し、カーボン・ニュートラルの達成を目指していま

す。MIMは、「エネルギースター・ポートフォリオ・マネージャ

ー」でのベンチマーキングに基づいてプログラムを開発し、一連
の投資トランシェを通じて排出量を系統的に削減する、当社独自
のCarbon Cascade™アプローチに沿って組織化しています。ま

ず、社員の出張を減らすために、エネルギー管理とコラボレーシ
ョン・ツールの再生可能な使用を増加させることで、排出量をで
きるだけ削減します。残りの排出量については、再生可能エネル
ギーの購入、カーボンオフセット、再生可能エネルギー認定を通
じて埋め合わせます。

責任投資

ボルチモアの414ライト・ストリート：環境とテナ
ントのウェルネス

MIMは、414ライト・ストリートへの1億1,900万ドルの不動産抵
当貸付を開始しました。新たに建設された、 LEED シルバー認証

の集合住宅ビルは、ボルチモアのインナーハーバー・ウォーター
フロント地域にあります。交通を重視したウォーターフロントと
いう物件の立地は、居住者に複数の交通手段への便利なアクセス
を提供します。カムデンのライトレールとMARC通勤・通学用鉄

道駅、チャームシティ・サーキュレーターから 3 ブロック、また

施設に直接乗りつける高速シャトルバスのバス停、施設から1ブロ
ックの距離に水上タクシーの停泊所が2か所と、インナーハーバー

のどこにもアクセスできる交通機関を利用できます。この独自の
交通機関へのアクセスは、ワシントンD.C.のほか、フォートミー

ド・国家安全保障局、ハワード郡といった雇用中心地に通勤する
居住者にとり、この物件を魅力的なものとしています。ウォーク

スコア97を誇るこの物件の立地は、居住者に様々な小売店、レス

トラン、エンターテインメントのオプションへの徒歩でのアクセ
スと、中央ビジネス地区への容易なアクセスを提供します。

この物件は、スマートサーモスタット、グリーンルーフ、電気自

ルイジアナ州のシドニー A.マレー・ジュニア水力発電所

ルイジアナ州のシドニー A.マレー・ジュニア水力
発電所

数多く環境関連のアメニティをテナントに提供します。テナント

2020年、MIMは、ルイジアナ州のブルックフィールド・リニュー
ワブル・パートナーズのシドニー A.マレー・ジュニア水力発電所
への1億3,000万ドルの投資を支援しました。192メガワットの流れ

スタイル・コンシェルジュ・チームは、居住者サービスとウェル

ピ川に隣接した位置にあります。1990年に開発されたこの発電所

動車の充電スタンド、燃費効率の良い自動車専用の駐車場など、
のウェルネスもひときわ目立つ特徴です。24時間365日のライフ

込み式水力発電所は、ルイジアナ州コンコルディア郡のミシシッ

ネス・プログラム、フィットネスセンター、ヨガとムーブメント

は、比較的炭素への依存が強い地域で、水力発電による再生可能電

ブや野菜を育てることができます。

な資産のひとつとみなされます。また、この地域の洪水をより良く

スタジオに集中的に取り組んでおり、コミュニティ菜園ではハー

力を何世代にもわたり提供しており、ルイジアナ州で最も持続可能
管理するために運営されている4つの複合構造物の「オールド・リ
バー・コントロール・コンプレックス」の一部でもあります。

ブルックフィールドの私募債による5億6,000万ドルの融資の一部
である1億3,000万ドルのこの投資は、MIMのインフラ・チームに

より支援され、メットライフおよびメットライフの関連会社では
ないMIMの顧客6社が資金提供しています。収益は、強力なESG

の原則と慣行を有する再生可能電力の世界的リーダーとして、ブ
ルックフィールドが施設を所有するためのサポートとなります。

エネルギースター・
パートナー・オブ・ザ・
イヤーを受賞

2021 年、メットライフは、米国の環境保護庁か

ボルチモアのインナーハーバー・ウォーターフロント地域にある
LEEDシルバー認証の集合住宅ビル、414ライト・ストリート

らエネルギースター・パートナー・オブ・ザ・イ
ヤー賞を3年連続で受賞し、「サステインド・エ
クセレンス」賞を獲得しました。
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責任投資

住宅供給事業

住宅供給事業への投資には、米国の低所得者住宅投資税額控除お
よびイギリスの公営住宅への投資が含まれます。米国の低所得者
住宅投資税額控除を利用した投資には、連邦税控除エクイティ投
資、低所得者向け賃貸住宅への融資、および非常に類似した条件
の下で行われる州税控除の投資が含まれます。プロジェクトの低

所得者向けの住宅の賃借料は、世帯収入の30％までに抑えられ、
支援付き住宅に住む全世帯の平均収入は、同じ地域の平均収入の

60 ％以下です。イギリスの公営住宅への投資にはイギリスの公

営住宅のプロバイダーが関与しており、市場価格より低い賃借料
で、教師、看護師、評議員、高齢者、身体が弱い人などを含む低
所得者に賃貸住宅を提供している非営利団体への投資を通して地
域を管理します。

アプローチ

私たちは、良質な住宅を供給する開発プロジェクトへの投資を行

プリンスジョージズ郡の公立学校の完成予想図

的な恩恵をもたらしています。

政府と民間のパートナーシップが公共教育をサ
ポート

って、ファイナンシャル・ヘルスをサポートし、地域社会に実質

住宅供給事業：イギリスで低所得者層向け住宅を
建設

MIMは、イギリスを拠点とし、低所得者向け賃貸住宅と共同所有

者権を持つ住宅を顧客に提供している、コミュニティ・ゲートウェ

MIMは、メリーランド州で2番目に大きく、米国で上位20に入る

学校区である公立学校システムのプリンスジョージズ郡の公立学
校を支援しており、新しい 6 つの公立学校を建築するために、官

民パートナーシップ（PPP）によって、2億350万ドルを提供して

イ協会（CGA）に4,800万ポンド（約5,900万ドル）を投資しま

います。完了まで3年と予想される設計から建設までのこのプロジ

たちを対象とした雇用とトレーニングの提供、また居住者を対象と

がら同時に建設される校舎を併せて6つの新しい学校（中学校5棟

した。地域社会における社会事業を補充するために、CGAは若者

したフードバンクへのアクセスと負債に関する助言の支援も行って
います。2020年3月31日の時点で、CGAがイングランド北西部の

運営地域で提供した住居の数は6,600軒を超えています。

インフラへの投資

MIMのインフラ投資は、通常、民間債の発行と、空港、港湾、運
輸（道路、鉄道、橋）、放送、エネルギー管理システム、社会イ
ンフラ（スタジアムや裁判所）、データセンター、計測、電気通
信、水道をサポートするプロジェクトです。

アプローチ

私たちは、地域の雇用創出と経済的利益となるインフラ整備のプ
ロジェクトに投資します。これには、空港、港湾、道路、パイプ
ライン、電力系統、太陽光・風力をはじめとする発電所などの建
設や改修が含まれます。
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ェクトでは、老朽化した4校の取り壊しと、現在の校舎を使用しな

と小中学校1棟）が作られ、約8,000人の学生に近代的な学習環境

を提供できるようになります。さらに、このプロジェクトは、契

約金額の少なくとも30％を地元企業および少数民族が所有する企

業に割り当て、約 4,100 人を雇用するという条件を付けることに

よって、地域社会に貢献しています。MIMの非公開資本チームが
率いるこの独自のPPP商取引は、米国の公立学校システムが関与

する最初のプロジェクトのひとつであると思われます。

地方債

地方債は、高速道路や橋、学校などの建設費用を含む資本支出に
充てるために、州、地方自治体、または郡が発行する公的な債券
です。

アプローチ

米国47州の約400の地方自治体とワシントンDCで、インフラ、

教育、コミュニティサービスをサポートしています。

責任投資

パンデミック中に、支援を必要とする状況に置か
れた人たちをロックフェラー財団と共にサポート

2020 年、 MIM は、非営利団体のロックフェラー財団の債券に
2,000 万ドルを投資しました。同財団は 1913 年に、世界中の人

々の心身の健康と幸せを支援するという使命をもって設立された

団体です。ロックフェラー財団による7 億ドルの債券の新規公開

は、世界全体の公衆衛生と持続可能なエネルギーの分野における
助成金の枠を迅速に広げることを目指したものです。ロックフェ
ラー財団は、その「プレシジョン・パブリックヘルス・イニシア
チブ」において、プログラムの活動を新型コロナウイルス感染症
のパンデミックへのより公平でインクルーシブな対応へと集中さ
せ、検査や追跡活動を拡大し、各国がワクチンの展開に備えられ
るよう支援していきます。ロックフェラー財団の「電力および気
候イニシアチブ」では、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの貧
しく十分な支援を受けられない地方の人々に再生可能エネルギー
を届ける取り組みを加速し、環境にやさしい方法によるパンデミ
ックからの公平な復興を支援する計画をしています。

インパクト投資

インパクト投資とは、社会と環境にポジティブかつ測定可能な

影響を及ぼしながら、財務リターンをもたらすことを意図した投

資と定義しています。メットライフとMIMは、過去35年間にわ
たり、インパクト投資市場に積極的に参加しています。当社のイ
ンパクト投資は、私たちが暮らし、仕事をしている市場でポジ

ティブな社会的利益をもたらすことを特に目標として開始されま

した。メットライフの投資についての詳細は40 ページをご覧く

ださい。

2030年目標1

5億ドル

2020年、私たちは、2030年までに
の新しいメットライフのインパクト投資の約
束を行いました。そのうち

25%
ロックフェラー財団は、世界全体の公衆衛生と持続可能なエネルギーを支援する
ための助成金を迅速に届けるために、資本を調達しました

が気候変動の優先課題に割り当てられます。
1

メ
 ットライフの2030年の目標の詳細については、53ページをご覧ください。
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金融業界で働く女性たち
金融業界でキャリアを築くことを目指す女性を支援すること

は、金融サービス業界全般での人材プールを拡大するために不

可欠です。 2021 年、ポートフォリオ管理に従事する女性社員

の数と資産運用業界の女性エグゼクティブ・リーダーの人数を

増加することを目的として、 MIM は、ガールズ・フー・イン

ベスト（GWI）との提携を開始しました。MIMは、このパー
トナーシップを通じて他の優れたアセットマネージャーたちと
ともに、GWIのミッションである「金融業界における女性の役

割の拡大」をサポートし、2030年までに、世界の投資可能な

資本の30％を女性が管理・運用することを目標に掲げました。

MIM は、このパートナーシップを通じて、夏期インターンや
新卒者、GWIキャリア・データベースを介して経験豊富な中途

採用者を雇用し、講演に参加する・講演を主催する、プログラ
ムに参加する若い女性のメンターを務めることができます。そ

して、これは、メットライフのDEIイニシアチブをさらに推進

し、MIMへの認識を高めることになります。

私たちは、この GWI とのパートナーシ
ップが素晴らしい成功を遂げると確信し
ています。金融業界でキャリアを築くこ
とを目指す女性を支援することは、業界
で、またMIMで豊富な人材プールを築く
のに役立ちます。私たちは、メットライ
フの DEI 戦略を推進する、この素晴らし
いイニシアチブをサポートしてくださる
MIMのリーダーシップチームをはじめと
する、メットライフ全社の多くのパート
ナーの皆さんに心より感謝しています。”
LARA DEVIEUX

保険アドバイザー＆ソリューションズ担当バイス・プレジデ
ント兼MIMの「女性の投資ネットワーク」プレジデント
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第5章

お客さまの信頼に
お応えする

よりたしかな未来を築くには、お客さまが私たちを
選ばれる際に、お客さまのためにできることをすべ
て行うことが求められます。お客さまは、お客さま
自身と大切な方々のためにより良い世界を築くこと
に取り組んでいる会社を選びます。これには、誠実
に、何よりも人を大切にするというコミットメント
を持って行動しながら、私たちが共有する環境を保
護するためにできるすべてのことを行い、環境変化
に柔軟に対応できる地域社会を築き、お客さまがあ
らゆる面での健康を維持できるようにするツールと
ソリューションを創ることが含まれます。お客さま
は、私たちが取るすべての行動の中心にあり、お客
さまの心身の健康と幸せを促進することは、持続可
能なメットライフにより支えられています。”
RAMY TADROS

プレジデント、米国事業部門

私たちのアプローチ
150 年以上にわたり、メットライフは、シンプルでそれぞれのお客
さまに適し、つながりを感じられる商品とサービスを提供すること
で、お客さまへの約束を果たすことに取り組んできました。 2020
年、新型コロナウイルス感染症は大きな課題をもたらしました。私
たちは、新型コロナウイルスに関連するニーズを満たすために、革
新的なソリューションを用意して迅速に対応しました。また、私た
ちは、引き続き、最も必要としている方に向けてターゲット商品を
提供し、世界中にファイナンシャル・ヘルスを拡大し、お客さまの
ためにイノベーションを推進し、よりたしかな未来を築くための問
題にソートリーダーシップを提供していきます。

2020年のハイライト

第5位

J.D.パワーの2020年自動車保険

請求経験における顧客満足度調査
でのメットライフの損害保険事業

10,000件
約

Next Horizonの新しいことへの

チャレンジのために社員が提出し
たアイデアの数

お客さまと社員の代表として私たちが負った最大の責任のひと
つは、よりたしかな未来を築くために、お客さまと社員の健康
とご家族を守るお手伝いをすることです。人々の生活において
私たちが担う役割は非常に重大なものですが、パンデミック中
には特にそれが当てはまりました。
このパンデミックは、お客さまのために何をするのが正しいか
を明確にし、私たちはお客さまの問題を解決するために革新的
な方法を探す必要がありました。保険請求への支払いをより速
く行い、保障を拡大し、期限を延長する方法を探し、お客さま
が自宅を離れられないときには社員が出向き、よりデジタル化
を進め、お客さまが対面での接触を避けたいときにもお客さま
とつながれるようにしました。容易に利用できるデジタル化へ
の移行は、私たちの信頼に基づいて築かれたものであり、お客
さまとの関係を維持するのに役立ちました。”
ESTHER LEE

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼
グローバル最高マーケティング責任者
（2021年6月退職）
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2020年

STAR賞、「クライシス・コミュ

ニケーション・退職部門」カテゴ
リー： PlanSmart ：不確実な現

在における金銭管理

2,400時間以上
ファイナンス・フォワードを通じ
てメットライフの100人の社員が

提供した直接的なメンターシップ
と関与。20 か国以上の89 を超え

る事業をサポート。

新型コロナ感染症に
新しい拡張サービスで対応

2020年、私たちは、世界中のお客さまに影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症に対処

するために、既存の商品とサービスを最適な方法で進化させる方法、そして新しい商品とサー
ビスを開発する方法に集中的に取り組みました。そのハイライトをご紹介します。

米国：新しいリソースによって
高まる不安に対処
2020年のオープン加入時の調査で、毎年の福利厚生の重要性に関

する従業員の考え方が大きく変化していることがわかりました。

第一に、アンケート調査参加者の半分以上の従業員が、パンデミ
ックのために、福利厚生への姿勢を変えていました。

福利厚生の重要な役割を考慮し、特にパンデミックの真っ只中
で、人々が十分情報を得たうえで決定することに会社が貢献でき
ることを踏まえ、当社では 2 つのウェブサイトを開始しました。

最初のウェブサイトは、新型コロナウイルス感染症関連の経済的

問題に関するガイダンスへのアクセス、例えば、キャッシュフ

ローの問題、米国の内国歳入庁による納税者の救済、政府の法
案、市場の変動、資産の配分などを含んでいます。2つ目のウェブ

サイトは、ファイナンシャル・ウェルネスに関するヒントや助言
などの情報が掲載されており、経済的に困難な状況にある人々を
対象に、特にパンデミック中に役立ててもらうものです。

従業員数が 500 人以下のお客さまを対象に、 LifeWorks が運営

する専用の新型コロナウイルス感染症ホットラインも開始しま
した。このホットラインを通じて、中小企業のオーナーと従業員
は、新型コロナウイルス感染症関連の心のサポートへの即時の利

425,000ドル

セーバーライフが、メンバーに配布して家賃や請
求書の支払いに使用したり貯蓄したりして役立て
てもらったメットライフ財団からの助成金の金額
用、研究、照会などのサービスに無料でアクセスできるととも
に、新型コロナウイルス感染症に対応するためのガイダンスと
リソースも利用できました。メットライフ・リーガル・プラン
は、弁護士ネットワークへのアクセスを中小企業の顧客にも拡大
し、メットライフ・リーガル・プランを提供している雇用主の全

従業員に、同プランに従業員が加入していたかどうかに関わら
ず、 2020 年 7 月まで、無料の文書レビューとコンサルテーショ
ンなどのサービスを提供しました。中小企業のオーナーと従業員
は、 90 日間にわたり無料で有資格のファイナンシャル・プラン
ナーを利用することができました。

低所得の勤労者世帯が貯蓄を通じて富を築く支援をする非営利の
フィンテック団体であるセーバーライフは、メットライフ財団か
らの42万5,000ドルの現金による助成金を、家賃や請求書の支払
いに使用したり貯蓄したりするメンバーに支給しました。
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新型コロナ感染症に新しい拡張サービスで対応

米国：医療分野での資格を持つ
メットライフの社員が新型コロ
ナウイルス感染症に対応

メットライフで雇用されている有資格の医療従事者は全員、給
与を全額受けながら、新型コロナウイルス感染症と闘うため
に、病院その他の医療機関で2週間の交代勤務でボランティアを

する機会を与えられました。病院、新型コロナウイルス検査セ
ンター、血液センター、介護施設、応急処置施設などに臨床ボ
ランティアが送られ、メンタルヘルスの専門家を地域社会のメ
ンタルヘルスとサポートの団体に照会しました。合計17 人の医
療専門家が2020年にボランティア活動に参加し、2020年の第

2四半期には合計1,360時間を貢献しました。このプログラムは
2021年にも継続されます。

アジア太平洋：デジタルの採用

ラテンアメリカ：デジタルへの
移行

メキシコでは、可能な場合に限られますが、お客さまが外出する
ことも、印刷する必要もなく、文書をメールで送信し、資金を銀
行振り込みで受け取れる新しいプロセスを導入しました。この移
行には、お客さまの契約を見直し、既存の保険契約にパンデミッ
クを組み込み、お客さまが病気になったり職を失った際などにお
客さまを守る他の方法を検討しました。中国とメキシコでは、当
社の保険契約に新しい規制を取り込み、新型コロナウイルス感染
症関連の病院および医療費用を支払うために、資金を引き出せる
ようにしました。このデジタルサービスへの移行は、メットライ
フが現在そして未来のお客さまの経験を向上するために努力して
いる重要な戦略の変更を表しています。デジタルへのアクセスに
よって、保険請求はより迅速にかつより効率的に行えるようにな
り、多くの人にとり、サービスセンターに行くまでの長い移動時
間や新型コロナウイルスへの感染リスクを削減できました。

バングラデシュなどの市場でも、支払いアプリのビーキャッシ
ュやナガドなどと提携してデジタルサービスを拡張し、お客さ
まがモバイルでの支払いを行えるようにしました。さらに、
メットライフ・ネパールでは、カスタマーサービスのアプリ
ケーションを立ち上げ、メットライフ・インドでは人工知能
によるカスタマーサービス・ツールを利用しました。日本、

韓国、中国のメットライフも、お客さま向けに革新的なデジタ
ル・ソリューションを提供しています。
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メットライフ財団のパートナー、
ベッドフォード・スタイヴサント復興公社の顧客

ニーズを抱えた
人たちのための
商品とサービス
ファイナンシャル・ヘルスを
インクルーシブに

メットライフは、各地の市場で、銀行、小売
店、携帯電話会社、有志団体などとの提携関
係を通じて保険を販売することで、アクセス
の壁を克服しようとしています。

また、マイクロファイナンス機関との提携関係も構築していま

す。これらの金融機関は、非都市部の低所得者層にとって利用し
やすい金融商品やサービスを提供しているためです。こうした提
携先のためにメットライフが開発したシンプルな管理・発行・請
求プロセスによって、新興市場でのプロセスが簡素化され、ファ
イナンシャル・インクルージョンの取り組みの拡大につながって
います。以下は、その例です。

メキシコでは、「 Met99 」という柔軟性の高い生命保険を販売

して、ファイナンシャル・プランニングを公務員でも利用しやす
いようにしています。お客さまは、20種類以上の保障の中からそ

の時々に見合った保障を選ぶことができます。Met99 ならでは

の特徴は、保険契約者と同じ保険に加入されている被扶養者の生
活と医療を守るように設計されています。

韓国では、「360Health」アプリで新機能を開始し、自分の食事

の写真を撮るだけで、人工知能がカロリーや栄養価を分析し、食
事のメニューをユーザーの健康状態に照らして評価することがで
きるようになりました。更新されたアプリでも、運動の頻度、時
間、強度を把握して、心肺機能のエクササイズと筋力トレーニン
グの最適かつ最も効果的な組み合わせを推薦します。アップデー
トから最初の5か月以内に、10万回を超えるダウンロードがあり

ました。

メットライフ財団のパートナー、ビレッジ・キャピタルの
ファイナンス・フォワードのメンバー

メットライフ韓国は、 2020 年の「ハンギョ
ン・コンシューマー・アワード」で、パーソナ
ライズされた簡単に使用できるヘルスケア・
サービスを公共に普及したとして、360Health
アプリを表彰されました。
米国では、 2020 年にイギリスの長寿再保険市場に参入しまし

た。メットライフは、オフショア再保険会社としてイギリスの保
険会社に長寿リスクのヘッジ・ソリューションを提供し、長寿リ
スクの管理における当社の長い歴史と経験を活かしています。年

金リスク移転（PRT）取引を通じて、イギリスの直接保険提供会

社は、年金制度から長寿リスクに対処します。メットライフとの
提携により、直接保険提供会社は、こうしたリスクを回避し、よ

り魅力的な価格設定のPRTを年金制度に提供でき、年金利用者に

は保障の安全性を高めることができます。

EMEA では、中低所得者層のご家族を対象とした商品を多数提

供しています。これらの商品は、死亡、疾病、障害などのリスク
からお客さまを保護する商品です。例えば、「ウィメンズ・プロ
テクト」は、特に女性を対象とした商品で、がんの治療費を保障
し、ヘルス＆ウェルネスの様々な特典を提供しています。

イタリアでは、月払いで保険料の支払いを希望されるお客さまを

サポートし、手数料を低く保ち、追加料金は請求していません。
これにより、中低所得者層のお客さまが、保険を利用できるよう
になっています。

81

ニーズを抱えた人たちのための商品とサービス

日本では寿命が著しく延びており、それと同時に年齢に関連する

健康上の問題が生じています。メットライフは、2020年に「ライ

フインベスト」という新しい商品を紹介しました。日本のお客さ

コロンビアでは、現地金融機関のセルフィナンザおよび専門エージ
ェントと提携して、これまでは保険商品を利用することができなか
ったお客さま層に生命保険と傷害疾病保険を提供しています。

ネパールでは、経済的に恵まれず金融商品を利用できない立場
にあるお客さまを支援するため、「ルーラル・クレジット・ライ
フ」と呼ばれる商品で、マイクロファイナンス機関を通じた少額
融資に保険を提供しています。

中国では、モジュラー式の柔軟な重大疾病保険商品のパッケー
ジを提供しています。このパッケージは、一連の基本的な商品と

任意の特約で構成されており、重度から軽度までの重大疾病の

まが老後の生活を安心して過ごせるように設計されているライフ
インベストは、日本円による変額保険商品で、保障に加え、無理
のない毎月の保険料で資産形成を行うことができます。この保険
が目指しているのは、高齢のお客さまが退職後に安心して老後を
送れるように、健康と資産を長く維持することです。ライフイン
ベストは、メットライフが実施したお客さまへの調査を基に開発
されました。この調査では、高齢のお客さまが退職後の不確実な
状況により良く備えたいだけではなく、若いお客さまも早い時期
に投資を開始したいものの、どうしたらよいかわからないという
ことが判明しました。

マレーシアでは、AmMetLife タカフルが、投資と結び付いた新

しいプラン「LegacySecure-iLink」を開始しました。シャリア

給付があり、がんの追加給付、重大疾病を患った後の保険料金の

（イスラム教の法律）に準拠する、定期的な積立金による投資に

ます。お客さまは、個々のニーズに応じて、健康保険パッケージ

基づく柔軟性が提供されます。

免除、健康管理サービス、および満期・死亡時の給付が含まれ
をカスタマイズすることができます。また、このソリューション
は、後からアップグレードすることができるため、若いお客さま
にとり購入しやすい料金となるほか、収入が増えた際に保障を強
化することができます。

韓国では、わずかコーヒー 1 杯分（約 3 ～ 5 米ドル）の料金であら

ゆる事故が補償される、新しいミニ・アクシデント保険ソリュー
ションを導入しました。このソリューションでは、事故死に対し

て 1000 万ウォンが支払われ、被保険者が事故に関係する骨折と
診断されるたびに10万ウォンが支払われます。またソリューショ

ンには基本的な健康関連サービスが含まれるほか、お客さまは、

メットライフ韓国の360Health モバイルのj91 アプリにアクセス

し、簡単な健康診断、人工知能を使った食事と運動の推奨なども
利用することができます。
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結び付いたこのプランでは、お客さまそれぞれの金銭的ニーズに
インドでは、 PNB メットライフはインディア・ポスト支払銀行

（ IPPB ）と提携して、政府が支援する「プラダン・マントリ・
ジーヴァン・ジョーティ・ビーマ・ヨージュナ（Pradhan Mantri

Jeevan Jyoti Bima Yojana）」生命保険制度を開始し、貧しく

恵まれない人々に保護と経済的な安定を提供しています。この低
価格の保険オプションは、このパートナーシップを通じて提供さ

韓国の「メットライフ・ミニ・アクシデント保
険」が1年間にわたり事故による死亡と骨折を保障
するのにかかる保険料は

3～5ドル/月

です。

ニーズを抱えた人たちのための商品とサービス

れ、保険に加入していない人々の大部分に安定をお届けし、金融

「イヴ女性ケア・ヘルス」は、レバノンで販売している重大疾病

メットライフは、ケアヘルス・インシュアランスとも提携し、

用の支払いを助ける保険金を一括給付します。

業の主要商品・サービスを紹介することを目指しています。PNB

「メーラ・メディクレイム・プラン」という生命保険と健康保険

の保障商品です。がんの診断を受けた女性に対し、医療費や諸費

を組み合わせたソリューションを開始しました。新型コロナウイ

「レイディ・ケア」は、ギリシャで販売している予防医療制度

は生命保険と高品質な医療保険（キャッシュレス入院など）の両

サポート、また診断を受けた場合に一時金を給付するほか、審美

ルス感染症への給付も含まれるこの包括的な保険では、お客さま
方を利用できます。この独自の保険は、バンドル化されたソリュ
ーションには7.5％の割引を提供しており、お客さまにとりコスト

で、特に婦人科がんに重点を置いています。毎年の検診、毎月の
的な手術のリハビリ特典も提供しています。

効果の高いソリューションとなります。

「ウィメンズ・プロテクト」は、湾岸地域の女性を対象とした商

PNBメットライフは、一連の商品で「クレームアシュア」を導入

ネスの様々な特典に特別割引を提供して、女性の幸福と健康をサ

しました。これは、保険契約者が保険請求を行う際に必要とされ
る時間と書類の数を著しく削減したもので、お客さまがお困りの
ときにサポートするためのものです。

ブラジルでは、イタウ・ウニバンコとの提携関係を通じて、数百万
人という中低所得者層のお客さまに歯科保険を提供しています。

チリでは、年金基金を管理する子会社のProVidaが、多数の中低

所得者層のお客さまを対象に、メットライフの年金プラットフォ
ームと健全な老後の資金計画に関するアドバイスを提供していま
す。また、特に女性を対象としたファイナンシャル・インクルー

品で、婦人科がんの治療費を保障します。また、ヘルス＆ウェル
ポートしています。この商品を利用されるお客さまは、歯科、眼

科、栄養管理サービスに 15 ～ 50 ％の割引を受けられるほか、ジ
ムやスパにも割引料金が適用されます。メットライフがEMEAで

販売している商品の多くは、中低所得者層のご家族を対象として
います。死亡、疾病、障害などのリスクから多くのお客さまを保
護する商品を、キプロス、ギリシャ、湾岸諸国、レバノン、チェ
コ、スロバキア、ウクライナで提供しています。

「ライフ・フォー・ルーシー」は、ウクライナで販売している重
大疾病の保障商品で、女性のために設計されています。

ジョンのプログラムも提供して、年金の積み立てやキャリア開発
のツールを提供しています。

女性のためのアクセスと機会の
創造
私たちは、女性のお客さまのニーズを理解し、満たすことを重視
しています。これまで男性が世帯の主な稼ぎ手となってきた国や
地域で、女性が急速にその役割を果たすようになっているため

です。女性が引き続きキャリア開発を進めている状況にありなが
ら、経済的な安定性と健康を主な目的とした商品が市場に不足し
ていることを、メットライフは認識しています。

「ライフケア・ビューティフル」は、ネパールで販売している女

性のための商品です。死亡のほか、ネパールの女性の間で最も多
いがんである乳がんと子宮頸がんをはじめ、婦人科の疾病に対し
て保障を提供しています。
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世界中のファイナンシャル・
ヘルスを拡大
メットライフ財団は、何百万人もの人のファイ
ナンシャル・ヘルスに向けた取り組みをサポート
し、低・中所得者の人々が自身と家族のためによ
り良い生活を築くための力を提供し、よりたしか
な未来を思い描けるように手助けをしています。

メットライフ財団のパートナー、ビレッジ・キャピタルの
ファイナンス・フォワードのメンバー

2020年の大会

ファイナンシャル・ヘルスを向上さ
せるための世界中での取り組み

応募企業の数

支援を必要とする状況に置かれ、十分なサービスを受けていない

対象となったのは

インクルーシブ・フィンテック 50 ：ファイナン
シャル・インクルージョンを向上するためにイノ
ベーションを推進
人々に基本的な金融サービスを提供するうえで、ファイナンシャ
ル・テクノロジー（フィンテック）は、ますます重要な役割を

担うようになってきましたが、初期段階にあるフィンテック企業
は、成長を支え、利用者を拡大するために必要な十分な投資を確

保するのに苦心しています。「インクルーシブ・フィンテック50」
大会は、2019年にメットライフ財団が共同で創立したもので、将

来的な成長が見込まれるインクルーシブなフィンテック企業と、

世界中で30億人と推定される金銭的に支援を必要とするお客さま

400社以上
事業を展開している国の数

111か国

1億1,600万人
のお客さま。

トしました。例えば、インドのネオバンクであるカレイドフィン
は、デジタルチャネルを通じてお客さまと連絡を取り合い、ロッ

クダウンにも関わらず、デジタルを利用して70％のお客さまが節

にサービスを提供するうえで担うその役割にスポットライトを当

約を継続したことがわかりました。コロンビアのアフローレは、

り、1億1,600万人のお客さまがその対象となりました。メットラ

用し、お客さまのニーズが満たされていることを確認するよう奨

てています。2020 年の大会は、111 か国で400 社以上の応募があ

イフのイノベーション・チームからの代表を含む独立審査団によ
る競争プロセスを通じて、ファイナンシャル・インクルージョン
と回復力を推進する努力に対して、50社の初期段階のフィンテッ

お客さまとのやり取りに女性のアドバイザーのネットワークを活
励しました。これはロックダウンにも関わらず、同社がシリーズ

Bの資金集めを完了するのに貢献しました。

ク企業が選出されました。

こうした将来が期待される初期段階の企業に光を当てることによ

ロックダウンとソーシャルディスタンスで象徴されるこの1年間、

な状況を乗り切り、未来へ向けた回復力を築く際に支援となる重

を最優先するビジネスモデルを実践し、迅速にお客さまをサポー

役立っています。

インクルーシブ・フィンテック 50 の受賞者の多くは、デジタル
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り、インクルーシブ・フィンテック50は、人々が経済的に不確実

要な金融サービスを提供している企業への投資を促進することに

世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡大

ファイナンス・フォワード

これまでに

89

20か国以上
を超える

からの事業をサポートし

2,400

時間以上のメンターシップと関与を
チームメンバーが直接提供しました。

ファイナンス・フォワード：ファイナンシャル・
ヘルスにフォーカスするスタートアップを支援
2019年、メットライフ財団とビレッジ・キャピタルは、「ファイ

ナンス・フォワード」を立ち上げました。これは、米国、ラテン
アメリカ、ヨーロッパ、中東、インドでファイナンシャル・ヘル
スに関するテクノロジー使用のソリューションを構築する、初期
段階のスタートアップを支援するための世界的な提携です。これ
までにファイナンス・フォワードは、20か国以上の89を超えるベ

ンチャー事業をサポートし、メットライフの 100 人の社員が直接

提供したメンターシップと関与は2,400時間を超えています。そ

の過程で、60万ドル以上の助成金が寄付されました。

2020年にファイナンス・フォワードのプログラムは、ラテンアメ

リカ、米国、ヨーロッパ、中東・北アフリカ、およびインドでバー
チャルで実施されました。これらのプログラムに参加した世界中の
起業家は、各地域の人々と事業のファイナンシャル・ヘルスを向上
させるために、革新的なソリューションを提供しています。
次のような例が挙げられます。

•レ
 バノンのマーキット（Markit）は、小・中規模の食料雑貨店
を支援して、オンライン・プラットフォームを通じたインベン
トリとデリバリーサービスを顧客に提供しました。

•チ
 リのユーゼイブ（U-Zave）は、ラテンアメリカに住む人々が
購入するたびに節約できるように支援しています。

•ア
 イルランドのフィンクルードAi（Finclude Ai）は、ヨーロッ

パ全域でのクレジットの信頼性と値ごろ感スコアを作成し、欧
州連合で働いている移民に役立っています。

•メ
 キシコのフィネリオ（ Finerio ）は、フィンテック企業、銀

コモン・センツ・ラボ：銀行サービスを利用できな
い人々のファイナンシャル・ヘルスを向上させる
メットライフ財団は、コモン・センツ・ラボ（ CCL ）の設立時

からのパートナーとして、2017年からその取り組みを支援してき
ました。 CCL は、金銭にまつわる意思決定について研究するデ

ューク大学の研究機関で、低・中所得世帯がファイナンシャル・
ヘルスを改善するのを手伝う介入手段を作成し、テストしていま
す。CCLの研究者チームと専門家は、行動経済学から収集した研
究成果を活用して、金銭に関わる次の5つのポジティブな行動を奨

励するための商品による介入を設計しています。

•短
 期的な貯蓄を増加する
•長
 期的な貯蓄を増加する
•劣
 悪な負債を削減する
•費
 用を削減する
•収
 入を増やす

2020年にCCLは65のプロジェクトに取り組み、米国、トルコ、
メキシコ、中国の48の組織のファイナンシャル・ウェルビーイン
グを改善し、合計150 万人以上の人に直接働きかけました。これ
らの介入が完全に実施された場合、600万人の人々に役立てても
らえると予想されます。

コモン・センツ・ラボ：2020年の進捗状況

提携した

100
144

の組織とともに
のプロジェクトに関与
完全に完了した実験は

123
150万人

に上り、対象となった人の数は
を超えました。

行、金融機関がサービスと顧客データの処理方法を更新して、
ファイナンシャル・ウェルビーイングについての役立つ洞察を
得るのを支援しています。
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セサミワークショップ：ファイナンシャル・ヘルス
に向けた早期の取り組み
メットライフ財団と提携したセサミワークショップは、「Dream,

Save, Do（DSD）」プログラムの第2段階をブラジル、日本、メ

キシコで開始しました。この段階では、ファイナンシャル・ヘル
スを築くために欠かせないスキルである「計画」を重視し、大人
へのフォーカスも含めています。パンデミックのために、セサミ
ワークショップは、教員、保護者、子供たちがコンテンツとのイ
ンタラクションを継続できるようにするため、各市場で現地の規
制と機会に応じて計画を変更する必要がありました。学校と対面
での集まりに対する規制の多くは続いていますが、すべてのチー
ムが、「ニューノーマル」に対応した教職員による適用を継続さ
せるためにプログラムを変更させることができました。

ブラジルのセサミワークショップは、以下を含む複数の DSDのコ
ンテンツについて、家族や子供たちと一緒に取り組みました。

• WhatsAppを利用して家族の積極的な関与を促す
•家
 族に、毎週、まとめたコンテンツを送付する
プ
•  ログラムの教育目標を促進するための特別ポッドキャストを構
築する

•バ
 ーチャル・トレーニングを評価・計画するために5つの教育部
門と協力する

熊本県でワークショップを開催するメットラ
イフ財団のパートナー、セサミワークショップ
（パンデミック前に撮影）
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メットライフとメットライフ財団は、金銭
の管理について学ぶことは、非常に早く、
家族と一緒に開始できると考えています。
「Dream, Save, Do」での日本のセサミ
ワークショップとの提携は、子供たちが大
好きで、保護者が信頼できるキャラクター
を登場させてコンテンツを作成し、多くの
家族が人生における目標を達成する基礎を
築くのに役立ちます。”
PAUL MILES

メットライフ生命、執行役員常務、コーポレート・アフェアー
ズ責任者

世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡大

日本のセサミワークショップ・チームは、次のことに取り組みま
した。

•セ
 サミストリート・ティーチャー認定プログラムを発足
• PTAと提携し、重要なメッセージを取り上げる楽しい絵本様式の
アニメーションを使って保護者が授業計画を実現するための支援

日本での調査で、保護者は、プログラムの子供と親の交流という基
本的な特徴と、子供たちとオープンに話す機会があることに感謝し
ていることがわかりました。

メキシコでは、メキシコシティ、ハリスコ、ヌエボレオン、ベラ
クルス、サカテカスの5都市でDSDの第2段階がデジタルで進めら

れ、ソーシャルディスタンスのガイドラインに対応しており、メキ
シコでのファイナンシャル・ヘルスの推進を絶え間なく継続しよう
としています。

アクティビティには次のようなものがありました。

•「
 グローバーが何もかも説明します」を含むソーシャルメディア
でのキャンペーン。セサミストリートのみんなのお気に入りのブ
ルーモンスターが、現在および変わりゆく経済環境に適用できる
簡単に採用できるソリューションとツールを特定するお手伝いを
します。

• WhatsAppを利用して、プログラムを教員と家族に届ける支援

をし、忙しいお母さま、さらに幼児でさえも、友達や教員とバー
チャル・コミュニケーションを図れるようにします。

メットライフ・チームは、パンデミック中に社員にファイナンシャ
ル・ヘルスを築くための資料や情報を配布して、これらの取り組み

セサミワークショップ：実績数値

40,424回
ブラジル

ハイタッチのコミュニティ・エンゲージメント

15,949回
日本

ハイタッチのコミュニティ・エンゲージメント

18,680回
メキシコ

ハイタッチのコミュニティ・エンゲージメント

を支援しました。セサミワークショップは、家族でのアクティビ
ティのほかに、DSD プログラムの背景を説明する短いビデオの制

作を手伝い、「ドリーム・デー」のコンセプトを拡大しました。
「ドリーム・デー」は、通常、学校レベルで実施されますが、より
広範にわたるオンライン・コミュニティに対応して進化させ、より
多くの子供たちと家族にバーチャルで届けることができました。
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トリクル・アップ：2020年の進捗状況
バングラデシュ

• 600のきわめて貧しい世帯が、畜産、小作農、農場以外のビ
ジネスといった収入をもたらす活動を築き始めました。

メキシコ

• 2 020 年の 3 月と 8 月の間にトリクル・アップとパートナー
は、6つの異なるタイプの先住民のいずれかに属する3,000
人の参加者を選出しました。

• 2019年の1,000人の開業資本受給者全員が、パンデミック前
に収入をもたらす活動を開始しました。

•参
 加者の72％が、自宅に家庭菜園を作りました。

ベトナム

• 1,000人の参加者が、43人の現地のコーチからのサポートを
受け、生計活動を開発し続けました。コーチは定期的に家庭

訪問していましたが、2020 年のロックダウン中は電話での

サポートを提供しました。

• プ ロジェクトで開発されたトレーニング資料を使い、クア
ンチ省の7区域で1,008人を対象に、56回の確認トレーニン
グ・セッションを実施しました。

• 容易にアクセスできるように、2つのビデオをYouTubeに掲
載しました。

•ト
 レーニングの資料を英語に翻訳して、より多くのステーク
ホルダーと共有しました。

トリクル・アップ：経済的支援を最も必要として
いる人々に力を与える

トリクル・アップは、メットライフ財団のサポートを得て、女性を
対象とする革新的な社会的・経済的なエンパワーメント・プログラ
ム「グラデュエーション・アプローチ」を提供しました。この実証
されているアプローチでは、参加者は開業資金を受け取って事業を
すぐに立ち上げ、金銭管理と経営管理のスキルを習得し、仲間で集
まって助け合いながら、貯蓄、クレジットへのアクセス、銀行と政
府のファイナンシャル・プログラムへのアクセスを得ることができ
ます。参加する女性たちは資産を築くだけでなく、経済的自立を達
成するためのスキルと自信、そして地域社会におけるリーダーシッ
プを獲得することができます。トリクル・アップによって力を付け

た女性一人につき、平均で5人の人々がメリットを受けます。女性
が成功するとき、子供や家族も成功することができます。

2013年以来、私たちのサポートを通じて
トリクル・アップは

125,000

人以上の、メキシコ、バングラデシュ、インド、
ベトナムの低所得者に支援を提供しました。
2020年のこのプログラムのバーチャル学習シンポジウムは、バン
グラデシュ、メキシコ、ベトナムからのトリクル・アップのパー
トナーが、3日間にわたりメットライフ財団と会い、学習したこと

を共有し、トリクル・アップ・ファミリーが直面した課題と成功
を祝って幕を閉じました。

メットライフ財団のパートナー、トリクル・アップがメキシコで開催した
ワークショップの参加者（パンデミック前に撮影）
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アジア

インクルージョン・プラス・ソリューション・ラボの
オンライン・ネットワーキング・イベント

インクルージョン・プラス：フィンテックの社会
的企業への投資

バーラト・インクルージョン・イニシアチブ

プラス・ソリューション・ラボ」を主催し、韓国ソーシャル・イ

た。このプログラムは、厳選した社会的起業家に高度なトレーニン

韓国のメットライフ財団は、 2018 年から「インクルージョン・

ンベストメント財団と提携して、フィンテックの社会的企業が、
その社会的価値とメンターシップを通したインパクトを評価する
のを支援することに注力してきました。毎年、「ディール・シェ
ア・ライブ・デー」を主催しています。この一日には、30人のイ

メットライフ財団は、世界と地域の代表的企業とともに、「バーラ
ト・インクルージョン」というサポート・プログラムに参加しまし
グ、アドバイザリーサービス、資金面でのサポート、メンターシッ
プ、市場へのアクセスを提供して事業を成長させ、インドの低・中
所得者のファイナンシャル・ヘルスを向上するものです。

ンパクト投資家が社会的企業10社とともに数々のディスカッショ

このプログラムは、世界的に有名なインド経営大学院アーメダバー

の助成金を獲得するために競い合う機会もありました。 2020 年

マイクロセーブによって実施されており、JPモルガン・チェース

ンを行ったほか、1億5,000万ウォンのインパクト投資と3万ドル
には10チームが12週間の推進活動を完了しましたが、これには、

バーチャル・メンターシップと「ディール・シェア・ライブ・

デー」への参加が含まれています。「インクルージョン・プラ

ス・ソリューション・ラボ」は、 2 年目に、社会的企業 10 社をス

タートさせました。これには、移民の労働者に金融取引サービス
を提供する会社、経済的に支援を必要とする状況に置かれた人向
けのバーチャル支店サービス、ミレニアル世代向けの貯蓄の申込
みが含まれました。

ド校と、メットライフ財団の助成金受給者で業界のリーダーある

財団、ゲイツ財団、マイケル＆スーザン・デル財団、オミダイア・
ネットワークなどの主要な財団によって支持されています。起業

家は、構築（アイデアの段階）、立証（コンセプトの証拠）、成長

（拡大準備完了）という、3つのグループに分かれます。

これまで、このプログラムでは3つのグループの合計27社の初期

段階にあるスタートアップが支援を受けています。これらのスタ
ートアップは、インクルージョン・プラス・ソリューション・ラ

ボに参加して以来、すでに合わせて300万人の低・中所得者の役
に立ち、1,450万ドル以上の資金を調達しました。
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世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡大

メキシコでファイナンシャル・インクルージ
ョンを推進するための民間セクター・アライ
アンス

新しいワーキンググループ：メキシコで国
連のSDGsを達成する

国連開発プログラムから招待を受けました。この同盟は、「フ

業、NGOが協力して取り組んでいます。メキシコのビジネ

メットライフ・メキシコは、新しい同盟を共同設立するために

ァイナンシャル・インクルージョンを推進するための民間セ
クター・アライアンス」と呼ばれ、ファイナンシャル・インク

国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

とSDGsを達成するために、メキシコでは、政府、企

スセクターは国連グローバル・コンパクトとともに、持続

可能な開発の課題に対処し、 SDGs の17 項目それぞれの目

ルージョンをさらに拡大することを目的としています。これ

標について前進するために、あらゆるビジネスの取り組み

長く豊かなレガシーによるものです。この同盟は、企業の財政

して、メットライフ・メキシコは、ビジネス調整評議会と

は、メットライフ・メキシコとメキシコのメットライフ財団の
を助けるだけでなく、十分なサービスを受けていない顧客層に
インクルージョンとファイナンシャル・ヘルスを拡大すること
にも役立つ協力的なビジネスモデルを開発することに焦点を合
わせています。これは、メキシコにおけるファイナンシャル・

インクルージョンを促進するために、国連が調整した初めての
民間同士の高レベルのパートナーシップです。

メットライフは、メキシコ総合病院で、
医療従事者に食事を提供しました
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を調整するための共通の課題に同意しました。この一環と
国連グローバル・コンパクト事務局から、「すべての人に

健康と福祉を」（国連SDGsの3番目の目標）のワーキング
グループを率いる役割に招待されました。このワーキング
グループは、その商品とサービスを通してサステナビリテ
ィを推進し、社員、お客さま、サプライヤ、およびこれら
の企業が事業を展開する地域社会のために医療とウェルネ
スのソリューションを促進します。

世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡大

ラテンアメリカ

ラボラトリアとメットライフ財団は、若い女性の
将来の計画をサポート
メットライフ財団は、ラボラトリアと提携し、チリでの作業を完
全にバーチャルに移行しました。ラボラトリアは、若い女性がテ
クノロジーのスキルを身に付けるためのトレーニングを実施する
一方で、行動に基づくプログラムを開発し、新たに雇用された女
性たちが増加した収入を管理するのに適したツールを提供してい
ます。コーチング、カウンセリング、同僚とのコミュニケーショ
ンでは、日常的な費用の管理、緊急時と退職のための貯蓄、負債
の管理と理解に焦点を当てています。

アクシオン：中小企業を支援するためにクラウド
ファンディング・ソリューションを活用する

2018 年、メットライフ財団は、ラテンアメリカを拠点とするグ
ローバル非営利団体のアクシオンと、300万ドルの資金提供を含
む、 3 年間のパートナーシップを結びました。十分なサービスを
受けていない消費者に力を身に付けてもらい、金融機関には、低
所得のラテンアメリカの人々により良いサービスを提供してもら
うことを目指しています。アクシオンは、メットライフ財団のサ

ポートを受けて、地域のフィンテック企業レッドキャピタルと

2020 年に提携し、クラウドファンディングの請求書の融資プラ

ットフォームを中小企業にも届くように変更しました。レッドキ
ャピタルは、チリの中小企業にのみ焦点を合わせた最初のクラウ
ンドファンディング・プラットフォームです。こうした企業が、
パンデミック中に事業を継続し、従業員を雇用し続けられるよう
に支援しました。チリでは人口の約30％がインフォーマル・セク
ターで働いているため、これは非常に重要でした。

このパートナーシップを通じて、アクシオンは、2020年にフィン

テック企業で無料のオンラインのファイナンス管理プラットフォー

ムでもあるデスタカメ（ Destácame ）と提携し、低所得の人々

が、パーソナルファイナンス管理プラットフォームを通じてファイ
ナンシャル・ヘルスを達成するためのより良い道を探せるように支
援します。新型コロナウイルスのパンデミックの最中に規制のため
にユーザーが酷い無力感を覚えていたため、デスタカメは、予算と
貯蓄面での改善を目指してプラットフォームの使用経験を完全に設
計し直して、簡単な診断機能を追加し、ユーザーのジャーニーをカ
スタマイズし、わかりやすいヒント、ツール、ユーザーの状況に見

2020 年の発足以来、ファイナンシャル・ヘルスを向
上するために、7万人以上のユーザーがデスタカメのプ
ラットフォームを訪れました。

35,000人
およそ

60,000人

の人々が診断ツールを利用し、診断を完了しました。
の人々が予算建てツールにアクセスしました。

10,000人

の人々が支出削減ツールにアクセスしました。

アクシオンは、メキシコでも2つの協同組合、カハ・セラノ
（Caja Cerano ）とカハ・ビエネスター（Caja Bienestar ）と

提携して、ファイナンシャル・ヘルスを推進しています。アクシ
オンはカハ・セラノとともに、若者のニーズをターゲットにした

AlianzAppを開発し、若者たちに、金融機関を最初に利用する経
験を提供しています。若者たちは、特定の目標に向かって毎週お
金を節約して、ファイナンシャル・ジャーニーを開始できます。
貯蓄を開始したり、信用履歴を築くことを意図して融資を受けた
りして目標を達成します。アクシオンはカハ・ビエネスターと

ともに、リボルビング方式の貸付枠の利用を通じて、小規模の起
業家がインベントリを持つための資金にアクセスできるようにす
るための製品を開発しています。これは、食品卸売業者や建設資
材の製造業者などの現地のサプライヤとのパートナーシップを通
じて提供されます。こうしたサプライヤからの情報と推奨は、小
規模起業家を事前承認するために利用されます。その後、小規模
起業家は、インベントリを補充するための与信にアクセスできま
す。与信の要請は、プラットフォームのユーザーの財務能力を築
くためのシミュレーターと、メッセージや通知などのその他の介
入を含む新しいデジタル・アプリケーションを使用して提出およ
び承認されます。

合った商品の推奨を追加しました。プラットフォームは、ユーザー

独自の解決策に基づいて推奨を行うようになりました。例えば、
ユーザーが月間の支出を負担できるかどうかわからない場合は、プ

ラットフォームが最初に予算を立てるように促し、キャッシュフ
ローをより良く理解できるようにします。
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お客さまのための
イノベーション

メットライフにおけるイノベーションには、絶
え間なく再考と再発明を追求することが必要で
す。お客さまのニーズは多次元にわたり、常に
変化しているため、当社の商品とサービスを絶
えず向上していくために、イノベーションが不
可欠なツールとなります。

メットライフ初の新しいことにチャレンジするためのオンライン
のデータベースが開始され、コラボレーションが促進され、世界
中での新しいことへのチャレンジによる学習を共有することが奨
励されました。

また、当社は2020年に、Next Horizon戦略の開始と合わせて、
初めての全社レベルのイノベーション・チャレンジを実施しまし
た。Next Horizonの新しいことへのチャレンジは、お客さま中心
主義と運営効率を向上させるためのアイデアを社員が主体的に提
出するようにしました。

クラウドソーシングによるソリ
ューション
お客さま体験を向上するための社員チャレンジ

EMEAは、2020年に、多様化と持続性にフォーカスした極めて協
働的なイノベーションと新しいことへのチャレンジ・プログラムを
実施しました。このプログラムは、メットライフがお客さま中心主
義のソリューションとお客さまにプラスとなるより効率的なプロセ
スを開発するための手助けとなることを目的としています。
これには、以下が含まれます。

•多
 様化チャレンジ：140 人以上の社員がこのチャレンジに登録
し、EMEAの6つの市場であるトルコ、ポーランド、イタリア、
フランス、スペイン、ポルトガルで、47のチームに分かれてチ
ャレンジに取り組みました。2020年4月から7月まで実施された

このチャレンジは、新しい消費者に直接的に働きかける市場への
経路についてのアイデアを募るものでした。部門横断的な協力か
ら、最終的にいくつかのアイデアが選ばれ、さらなるチャレンジ
を行うことになりました。これには、モバイルアプリ、新しい商
品とパートナーシップ、柔軟な保険、新しいコミュニティにおけ
る営業活動、およびビデオでの営業が含まれていました。現在、
選ばれたアイデアを試験的に実施しているところです。
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お客さまのために：Next Horizonのアイ
デアを行動へ

•米
 国のお客さまの移行：お客さまの移行を心を込めて、また
は立ち会って行うことにより、顧客体験を向上させます。こ
れは、最初にお客さまを紹介して状況を説明し、次の担当者
または当事者に関連情報を受け渡して準備してもらい、サー
ビス部署間での移行を円滑にすることを意味しています。

•ス
 ロバキアのお客さまからのリクエストの自動処理：スロバ
キアとチェコの保険契約者サービス部門では、容量不足のため
に、お客さまからの様々なリクエストへの対応が頻繁に遅れて
いました。メールでのリクエストは処理されずに溜まっていき
ましたが、問い合わせの数が増えていたために、効率的に管理
することができませんでした。チェコのコールセンターのある
担当者が、ビズフロー（BizFlow）という、業務の標準化と合

理化のために業務プロセスの自動化プラットフォームを利用す
ることを提案しました。ソリューションが開発され、テストで
成功した後に、ビズフローは、まずスロバキアで導入され、チ
ェコでも展開される予定になっています。

•日
 本のメットライブ（MetLive）：お客さまにも営業担当者

にとっても、シンプルで容易に使用でき、モバイル式のウェ
ブ・アプリケーションを探していたチームは、既存の複数の
ツールを1つのウェブ・アプリケーションに統合することにし

ました。メットライブは、お客さまと営業担当者の両方をサ
ポートし、ワンタッチ・コンセプトでシームレスなデジタル
体験を届けるために作られました。

Next Horizonの新しいことへのチャレンジ
約10,000件の社員のアイデアが提出されました。

社員の77％がチャレンジ・サイトにアクセスしました。

650,000票以上が記録されました。

アイデアを促すために、 2020 年 9 月までに 1,000 件を
超える新しいことへのチャレンジが開始されました。

26,000以上のコメントが寄せられました。

お客さまのためのイノベーション

新しいアプローチを推進するた
めにスタートアップと提携
デジタル・アクセラレーター・プログラム — ファ
イナンシャル・ヘルスの改善に取り組むスタート
アップ企業を支援

グローバル・プラットフォームのテックスターズとの 3 年間にわ
たる提携の3年目に、集中的な3か月間にわたるデジタル・アクセ
ラレーター・プログラムを企画し、スタートアップ企業が、メッ
トライフのリーダーたちおよびテックスターズのメンターたちと
密接に協力して、保険業界の変革につながる可能性がある機能を
開発、実験、拡張することを可能にしました。2020年に私たちの
イノベーション・グループは、メットライフの「ファイナンシャ
ル・ウェルネス＆エンゲージメント」チームの一部となり、これ
によって、社員のエンゲージメントとファイナンシャル・ウェル
ネスのソリューションを考え出すことに集中することによって、
現在と未来の社員のニーズを満たすことができる、真に統合され
た問題解決者チームが誕生しました。

2020年のデジタル・アクセラレーター・プログ
ラムの一環として、スタートアップ企業10社と
協力して、お客さまとご家族が貯蓄をし、負債に
取り組み、健康を維持し、高齢者と子供たちを大
切にし、人種間のギャップを無くすのに役立つ、
ファイナンシャル・ウェルネスとエンゲージメン
トのソリューションを開発しました。

実験から実行へ

メットライフのデジタル・アクセラレーター

4,500

デジタル・アクセラレーターに
関与したメットライフの社員の数

29

デジタル・アクセラレーターを
完了したスタートアップ企業の数

350
700
12
5

メットライフのメンターの数
応募したスタートアップ企業の数
概念実証の数
締結された契約の数

アクセラレーター・プログラムを完了した、または当社の膨大な
ベンチャーキャピタル・ネットワークを活用したスタートアップ
企業のいくつかをご紹介します。

• ア
 ラインド・ビジネス： 2019 年に試験プログラムを完了した
後、メットライフ・バングラデシュ・チームは、 2020 年 7 月
にアラインド・ビジネスと共に、eBiz@MetLifeを立ち上げま
した。このソリューションは、生命保険会社が、デジタルでの
リアルタイムの保険申し込みを提出できるようにするもので、
エージェント、お客さま、支店のマネージャーのデジタル署名
が含まれます。

•エ
 アキット（Airkit）：エアキットは、既存のシステムに統合し

て、デジタルを駆使するプロセスにおいて、チームを構築者とす
るためのローコードのプラットフォームを提供します。米国の
メットライフの団体福利厚生事業は、現在、エアキットを利用し
て生命保険への加入プロセスの健康状態告知書をデジタル化し、
お客さま体験の改善と収益成長を促進しています。2020年の年
度末の時点で、エアキットを介してデジタルで4,119の加入申し
込みが行われ、合計25,000ページ近くが処理されました。これ
は、2021年に期待されていた150％の増加を上回っています。
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洞察力に優れた
ソリューションの有効化

エンゲージメントの高い人材につ
いての洞察：第 18 回米国従業員
福利厚生トレンド調査（EBTS）
今年の米国 EBTS は、パンデミックが発生後
に、従業員が仕事と生活のストレスをどう管理
したか、また適切なプログラムと福利厚生に支
えられる心身の健康と幸せへの全体的なアプロ
ーチが、エンゲージメント、生産性、社員の成
功をどのように高められるかを調べることに焦
点を合わせていました。
従業員の代弁者として、これらの調査における私たちの目標は、
従業員と組織が、不確実性の中にあっても、共に助け合いながら
進み、新型コロナウイルス感染症が終息した時に、より強くより
結束して、再び現れることです。

メットライフ・オーストラリアも、2020年3月末に、オーストラ

リアの人々の経済的、身体的、精神的な健康と幸せを理解するた

めに、調査を実施しました。 5 月初旬、この調査を拡大し、最も
打撃が大きかった 2 つのセクター、小売業とホスピタリティにつ

いての追加データの取得も含めました。メンタルヘルスの問題で
人々はますます苦しみ、パンデミック中の雇用主からのサポート
の増加を高く評価しました。私たちは、こうした洞察を雇用主で
あるお客さまのために実践的な助言とソリューションに変え、こ
れらのお客さまが従業員のウェルネスのサポートを継続し拡張し
ていくのに役立ててもらっています。

第18回米国従業員福利厚生トレンド調査

重要な調査結果：米国従業員福利厚生
トレンド調査
新型コロナウイルスのパンデミック開始時
（2020年4月）

10人中4人

の従業員が、現在のより柔軟な「常時
オン」の状態の仕事と生活環境からも
たらされる要求に対応するのに苦心し
ていると回答しています。
パンデミック前

10人中7人

の従業員が、パンデミックにより日
常生活に影響が生じたと回答してい
ます。
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洞察力に優れたソリューションの有効化

アスペン研究所の経済的安定プ
ログラム：貯蓄のサイクル

メットライフ財団の支援を受けて、アスペン研究所は消費者イ
ンサイト共同体（Consumer Insights Collaborative、CIC）

を結成しました。これは、当社が2 0 2 0 年にサポートし

た、MyPath、LIFT、ファミリー・インディペンデンス・イニシ

アチブ、ミッション資産基金、コモンウェルスを含むいくつかの

平等に直面しているため、他の人種・民族コミュニティよりも負
債の影響を大きく受けるからです。

「老後を変える」アンケート調
査：日本のメットライフ生命が
高齢者の意識の変化を明確化
日本のメットライフ生命が 47 の都道府県で実施した 2020 年の

非営利団体とのリサーチ・パートナーシップです。CICは、これ

「老後を変える」アンケート調査は、「老後（または退職後の生

者、慈善団体などに向けて対象となる人々のデータを調査し、発

感染症のパンデミックによる価値観と意識の変化」に焦点を合

らの団体と協力し、経済的安定に取り組む組織や人々、政策立案
表します。2020 年、アスペン研究所の経済的安定プログラムか
らの報告である「貯蓄のサイクル（Cycle of Savings）」をサポ

活）への意識を変え、備える」こと、また「新型コロナウイルス
わせました。3 回目のこの年次の調査では、47 都道府県すべてで

ートしました。これは、継続的な貯蓄の構築、使用、および補充

20～79歳の男女1万4,100人の方を対象に、「老後」について尋ね
ました。回答者の83.5％以上が、退職について確信がないと回答

理解することです。また、この報告では、有効な貯蓄のサイクル

げていました。また、61％以上が定期的に貯金しているものの、

を指し、障壁を乗り越え、貯蓄と資産の形成を達成させる方法を

しており、確信を持てない理由として、金銭、健康、認知症を挙

の役割、高くつく負債を回避する方法、予想外の金銭的な打撃に

決まった形式ではないと答えています。この調査結果を踏まえ、

た。こうしたデータを集め、徹底的に分析し、洞察を引き出すこ

イナンシャル・リテラシーの向上を図るとともに、健康問題の理

備えて世帯が貯蓄しておくべき金額などの他の結果が示されまし
とによって、このような調査結果は、さらに多くの組織に、デー
タを活用して人々がファイナンシャル・ヘルスに到達するための
支援をするよう奨励することになります。報告の完全版はこちら
からご覧いただけます。

プロスペリティ・ナウ：黒人・
アフリカ系米国人コミュニティ
における負債に対処する

国や自治体、さらには学界や実業界と密接に協力しながら、ファ
解を深めることで、日本の社会によりたしかな未来を構築できる
ようサポートしていきます。

メットライフ財団は日本財団を支援し、
高齢者の皆さまに喜びを届けました

2019年と2020年に、プロスペリティ・ナウは、黒人・アフリカ

系米国人が主導するコミュニティ・ベースの組織と提携し、人を
中心とする設計と洞察に基づくアプローチを使用して、人種にお
ける経済的不公平の特徴として分析しました。これは、黒人・ア
フリカ系米国人のお客さまの社会経済的状況に対処するうえで、
プログラム、商品、サービスの有効性を知るための重要な視点と
なりました。メットライフ財団が資金援助したこの研究の分析に
よって3 種類の報告書が出されました。負債をプロジェクトのあ

らゆる構成要素（金銭面のコーチング、フィンテック、借金の整
理）から捉えるとともに、人々を保護するために、不釣り合いな
負債の原因と結果、そしてこれに対処する方法を理解することを
目指しました。金銭にまつわるコーチングを行うコーチと組織は
これらの結果を利用して、黒人・アフリカ系米国人コミュニティ
における負債により良く対処するための金融サービスと商品の改
善を行っています。公平性の視点から、このプロジェクトではデ
ータを活用して黒人・アフリカ系米国人に焦点を合わせました。
黒人・アフリカ系米国人の層は、制度的な人種、経済、資産の不
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第6章

サステナブルな
経営

メットライフでは、ガバナンスはリスク管理の重要な要
素です。堅強なリスク管理の慣行を通じた強力なガバナ
ンスを維持することは、会社全体を通じてリスクを特
定、測定、モニター、および管理できるようにし、最終
的に、お客さま、株主、社員への私たちの約束を果たす
ことにつながります。メットライフのリスク管理プログ
ラムは、私たちがPurposeを実践し、たしかな未来を築
くことによって、当社のサステナビリティへの取り組み
を支えます。”
MARLENE DEBEL

エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高リスク責任者

私たちのアプローチ

メットライフでは、すべての社員が自分の行動に対して責任を負い、当事者
意識をもち、安心して声をあげられる企業文化を誇りにしています。お客さま
は、私たちが正確な対応をすることだけでなく、それを正しい方法、つまり
正直に誠実さをもって行うことを期待しています。新型コロナウイルスによる
未曽有のチャレンジがもたらされたにも関わらず、倫理的に責任を持って事業
を運営するという私たちのコミットメントに変わりがないのはそのためです。
メットライフは、ほとんどの社員がバーチャルに移行し、新しい働き方が確立
されるなか、柔軟性と流動性を受け入れ、進化し、奨励しています。

2020年のハイライト
米国の保険会社として

初めて

企業が推進する世界最大のサ
ステナビリティのイニシアチ
ブ、UNGCに参加しました。

メットライフのプリンシプルと
スタンダートに一貫する行動を
取るサプライヤを特定し、提携
するために

Purposeを遂行するため、私たちの約束を長期にわたり守るために、

今すぐ具体的な行動を取る必要があります。そこで、サステナビリティ
がメットライフにおける重要な推進力となります。明確な目標、長期的
なパートナーシップ、グローバルな企業としてメットライフがもたらす
ことのできる真の影響の総合的な視点によって私たちのPurposeを遂
行するための取り組みの指針となるからです。サステナビリティは、私
たちのPurposeの重要な推進力です。なぜなら、あらゆる人々のため
によりたしかな未来を築くのに必要な努力についての長期的な視点を授
けてくれるからです。メットライフでは、成長と心身の健康と幸せを助
長することによってサステナビリティは自信をもたらします。そして最
終的に、私たちのPurposeをさらに飛躍させます。”

新しい

取引先に関する行動規範 を策定
しました。

BILL PAPPAS

エグゼクティブ・バイス・プレジデント、
グローバル・テクノロジー＆
オペレーションズ責任者
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ガバナンス

責任を持って経営し、企業、リーダー、雇用主
として私たちがもたらす影響を管理すること
は、私たちの Purpose である 「ともに歩んで
ゆく。よりたしかな未来に向けて。」の重要な
要素です。効果的なガバナンスは、当社が私た
ちの Purpose を遂行し、お客さま、社員、株
主への約束を果たす能力を支える柱です。

サステナビリティの管理

メットライフのサステナビリティ部門は、全社にわたるサステナ
ビリティ戦略の調整を担当しています。この部門は、 ESG 戦略

の管理と報告を職務とする社員で構成されています。この部門を
監督するのは、 CEO の直属の部下であるコーポレート・アフェ

アーズ責任者です。サステナビリティ部門は、取締役会のガバナ

2020 年、メットライフは、企業が推進する

世界最大のサステナビリティのイニシアチ
ブ、 UNGC に参加する初めての米国の保険会
社となりました。124ページをご覧ください。

ンス・企業責任委員会に定期的に報告しています。この部門は、
以下に関連することをはじめ、多くの責任を負っています。

•メ
 ットライフのサステナビリティに関する戦略、コミットメン
ト、ポリシー、重要なパフォーマンス指標

•メ
 ットライフの年次のサステナビリティ報告書

•グ
 ローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）、サステ
ナビリティ会計基準審議会（SASB ）、気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）などの主要レポーティング・フレー
ムワークと一致する情報開示に関するメットライフの指標

•マ
 テリアルなESG課題のメットライフによる監視と管理
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ガバナンス

取締役会の独立性

ダイバーシティ・データの詳細について
は、26ページをご覧ください。

1

92％が独立
独立

取締役会

ガバナンス・企業責任委員会は毎年3回以上会合を開催し、同委員

非独立のCEO

11

会の活動について取締役会に定期的に報告しています。同委員会
は、以下のようなメットライフの活動の監督を含む多くの責任を
担っています。

•コ
 ンプライアンスの責任と活動。これには、法令に関わる取り
組み、営業の慣行、コーポレートエシックスおよびコンプライ

取締役会の内訳

アンスのプログラムが含まれます。

•コ
 ーポレート・シチズンシップ・プログラムに関するポリシー。

33％が女性

4

サステナビリティ、環境スチュワードシップ、ダイバーシティと
インクルージョン、人権、企業の社会的責任が含まれます。

8

•メ
 ットライフに該当するコーポレート・ガバナンスのガイドラ

男性

女性

インの開発と、その採用の取締役会への推奨。

取締役会の任期

スキルと経験の多様性

主要資格と副資格を含みます。

3

4

エグゼクティブ・
リーダーシップ

0～3年

コーポレート・ガバナンス・
公開企業の取締役会

4～6年

金融サービス

グローバル・リテラシー
規制対象の業界・政府
投資

3

2

近い年数に繰り入れ

7～11年

12～17年

取締役会の人種・民族性の多様性1, 2

財務専門職、
CFOおよび監査

自身を白人と特定

2

自身を白人以外と特定

リスク管理

消費者の洞察・分析
テクノロジー

10

コーポレート・アフェアーズ

上記のスキルと経験の詳細については、2021年議決権行使委任状をご覧ください。

多
 様性に関するISSの分類を含む取締役会の多様性に関するデータの詳
細は、2021年議決権行使委任状をご覧ください。
2 人種と民族の多様性に関する

EEO-1の定義に従っています。
1
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リスク管理

メットライフは、包括的で確立されているリス
ク管理のフレームワークを有し、それを継続的
に進化させ、メットライフの事業にとりマテリ
アルなフィナンシャルリスクおよびノンフィナ
ンシャルリスクに対処するように意図的に設
計しています。また、メットライフの CEO に
直属の最高リスク責任者が統率する独立グロー
バル・リスク・マネジメント（ GRM ）組織
によって管理される、リスク管理のプログラム
と慣行を事業と戦略的意思決定に組み込んでい
ます。

ノースカロライナ州ケアリーにある
メットライフのキャンパス

メットライフは、「 3 つの防衛線」と呼ばれるモデルを実践して

おり、事業部門とコーポレート部門の責任者がリスクの特定、測
定、モニター、管理、報告を担う第1の防衛線となります。コーポ

レートエシックス＆コンプライアンスが含まれるGRMは、第2の

防衛線を形成しており、事業部門とコーポレート部門の責任者に
戦略的なアドバイスと効果的な課題を提供し、監督も行っていま
す。そして、内部監査が第 3 の防衛線を形成し、リスクおよびコ

ントロール環境、そして関連するプロセスとコントロールに対し
て、独立した立場からの検証とテスティングを実施します。

CEC は、 GRM 内で、メットライフのコンプライアンス上のリ

スクを管理し、法令、規則、規制への違反を未然に防ぎ、コン

プライアンス・リスク管理のフレームワークを設計し、提供しま

す。CECはリスクを取り扱う部門で、新たに発生するリスクに注
視し、強固なプロセスと効果的なコントロールを実装するため、
またコンプライアンスの文化を育成し組み込むために事業部門お
よびコントロール部門に密接に提携しています。
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リスク管理

当社のリスク管理フレームワークは、取締役会レベルとシニア・
マネジメント・レベルの複数のリスク管理委員会を通じて強固な
ガバナンスをもたらしています。経営委員会は、具体的なフィナ
ンシャルリスクおよびノンフィナンシャルリスクを専門とし、リ
スク・アペタイトとリスク・ポリシーを確立するとともに、リス
ク・テイキングを監視する責任を負っています。これらの委員会
は、必要に応じて全社、リージョナル、ローカルレベルで設定さ
れており、資本とリスクのポジションを監督し、アセット・ライ
アビリティ・マネジメントの戦略を承認し、特定の企業リスク基
準を設定します。

リスク委員会の組織構造は、リスクの評価と管理を全社規模で統
合して行えるよう設計されています。リスク委員会の責任には、
全社レベルでのマテリアルなリスクの特定、測定、および管理が
含まれます。これらの委員会は、リスクの報告と共有が包括的な
範囲で行われるよう、様々な事業部門および適切なコーポレート
部門に所属するシニア・リーダーで構成されます。

気候リスクを含む ESG リスクは、取締役会レベルとシニア・マ

ネジメント・レベルの複数の委員会の権限内にあり、これらの委
員会はリスク管理のあらゆる側面を支えています。 2020 年、メ
ットライフのリスク管理フレームワークに ESG リスク（気候変

動リスクを含む）を統合し、影響評価機能を開発することによっ

社員研修

グローバル・リスク・マネジメントは、2020年も引き続

き、社員研修プログラムに投資しました。これらの研修で

は、リスク管理における社員の役割、遭遇し得るリスク
のタイプ、それらのリスクを管理するためのプロセスに重
点を置きました。これらの研修を通して、当事者意識を持
ち、声を上げて問題を適切に報告し、懸念がある場合は適
切なリーダーにエスカレーションすることを社員に奨励し
ています。

必須の研修で取り上げたトピックには、マネー・ローンダ
リングの防止、プライバシーとデータの保護、不正行為の

防止、賄賂と汚職の防止、効果的な在宅勤務、3つの防衛

線、ステークホルダー・エンゲージメント、倫理的な業務
行動などがありました。必須の研修は、継続中の「私から
始まるインクルージョン」プログラムの一環として実施さ
れ、社員に、意図しない先入観の回避やよりインクルーシ
ブな職場づくりに関するガイダンスを提供することを目指
していました。

て、ESGリスクに対処する機能を高めることに重点的に取り組み

ました。

取締役会の財務＆リスク委員会は、マテリアルなリスクの評価、
管理、低減、ならびに資本および流動性管理の慣行を監督してい
ます。以下の他の取締役会の委員会も、リスク管理の監督に大き
な責任を負っています。

•監
 査委員会：法令および規制への遵守および内部コントロール

•ガ
 バナンス・企業責任委員会：倫理、コンプライアンス・プロ
グラム、サステナビリティ、営業慣行

• 投資委員会：投資ポートフォリオのリスク

• 報酬委員会：報酬の調整リスク（過度または不適切なリスクと
なるインセンティブを回避するなど）
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行動規範と
利益相反の管理

研修と認識を通して不明瞭だっ
たことを明確にする

メットライフの行動規範は、倫理的な企業文化
を醸成し、最高水準の業務遂行、誠実、潔白を
貫くことに対する私たちのコミットメントを支
えています。2020 年、社員の行動と説明責任
の基盤として、必須研修でメットライフの行動
規範を取り上げました。きわめてインタラク
ティブで、シナリオを多用した研修では、行動
規範の実際の状況での適用方法の例を示し、私
たちが日常生活で意思決定をする際のツールと
して活用できるようにしました。

研修によってピープルマネー
ジャーが学んだこと：
倫理的な環境の醸成方法
模範を示す方法

ピープルマネージャー向けにさらに拡大したコースを作成し、こ
の中で上級および中堅管理者として、倫理的環境を設定すること

の重要性に焦点を合わせました。この研修では、模範を示すこ
と、声を上げる企業文化の醸成、利益相反リスクの適切な管理に
関する追加コンテンツが提供されました。
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コミュニケーション・スキルの強化方法
社員の懸念への対応の仕方
報復を見分ける方法

行動規範と利益相反の管理

グローバルな利益相反に関す
る報告プログラム

メットライフのグローバルな「利益相反（ COI ）に関す

る報告プログラム」は、雇用時および年に 1 度、全社員

に、COIに関する報告を義務付けています。このプログラ

ムは、 2020 年の行動規範に関する研修で、利益相反のリ

スク、適切な低減方法、およびメットライフの報告要件に
ついて社員に学んでもらうために重点が置かれたプログラ
ムです。このプログラムでは、会社全体へのリスクを管理
するための透明性と低減方法を重視しています。当社は、
引き続き、プログラムとCOIに関する報告ツールの両方を

進化させ、新たに発生するリスクと社員のリモートワーク
の必要性に対処していきます。

スピークアップ！（声を上げる）

メットライフは、社員が怖れることなく声を上げれると感じら
れる環境の重要性を理解しています。私たちは、当事者意識を
持って、行動で手本を示し、問題や懸念を提起することで、説
明責任を明確にするよう社員に奨励しています。社員は、誰も
が利用できるスピークアップ・デスクトップアイコンなど、社
員にとって最も適切と思える方法を利用して報告することがで
きます。メットライフの社員は、法律で許可されている場合、
匿名で報告することができます。

スピークアップ（エスカレーション）ツール
コーポレート特別調査ユニット

コーポレートエシックス＆コンプライアンス
部門
勤務地のヘルプラインまたは内部通報窓口
勤務地の人事部門またはエンプロイー・
リレーションズ部門
メットライフは、行動規範、社内規程、法令への違反の可能性に関し
て善意に基づいて懸念を提起した社員や調査に協力した社員に対する
あらゆる形態の報復を禁止しています。
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グローバル調達＆サプライヤの
サードパーティリスク管理
メットライフのグローバル調達に関するポリシーと手順は、メットライフの4つの主要地域
（米国、EMEA 、ラテンアメリカ、アジア）において、サプライヤから最良価格を確保す
るのに役立ちます。グローバル調達とサードパーティ・リスク管理（TPRM）プロセスは、
メットライフとお客さまの機密情報を保護するために整備されているコントロールです。
サードパーティは、メットライフのTPRMプログラムのあらゆる部分を遵守する必要があり
ます。これには、製品やサービスを提供する前のリスク評価への参加、および当事者間の取
引関係の継続的モニタリングへの参加が含まれます。
メットライフの TPRM プログラムでは、サードパーティの関与の
リスクとサプライヤ自身は、評価とリスクの査定を受け、それに

従って管理されます。 TPRM プロセスは、メットライフとお客さ

まの機密情報を保護するために整備されているコントロールです。
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メットライフは、当社のプリンシプルやス
タンダードと一貫する行動を取るサプライ
ヤを特定し、提携するために取引先に関す
る行動規範を策定しました。

サイバーセキュリティと
ガバメント・リレーションズ
サイバーセキュリティ

メットライフの全社員は、当社が保有する個人情報を処理する際は、プライバシー関連の法令を
遵守しなければなりません。2020年には、リモートワークを行う際に可能性がある脅威への認
識を高め、日々の業務や意思決定において知識を身に付けるための行動につながる明確なガイド
ラインを提供するために、全社員を対象とするサイバーセキュリティ研修を実施しました。

当社では、ポリシー、スタンダード、手順を定期的に見直して更
新し、法令、規制、新たに出現する脅威、そして変化し続ける新
しいテクノロジーについて、社員に最新情報を提供しています。
社内の会社情報セキュリティ責任者委員会は、テクノロジー、法
務、内部監査、人事、MCPOの各部門とその他の事業部門ととも

に、情報セキュリティのポリシー、新たに発生するリスク、およ
びコンプライアンス要件を監督する支援をしています。

ガバメント・リレーションズ

メットライフのガバメント・リレーションズ・チームは、国際

的、地域、および個々の市場の政策立案者と関連するステー
クホルダーに働きかけ、当社の事業、お客さま、社員をサポー
トします。ガバメント・リレーションズは、メットライフが事
業を展開する市場のお客さまと地域社会のダイバーシティ、イ
ンクルージョン、ファイナンシャル・ヘルス、そして心身の健
康と幸せを促進する機会と活動をサポートしています。また、
ガバメント・リレーションズは、メットライフのサステナビリ
ティの目標を達成するために、当社のサステナビリティ・オフ
ィスと密接に協力し、規制当局やその他のステークホルダーに
対して私たちの声とエンゲージメントを高める機会を求めてい
ます。
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データ・
プライバシー
メットライフの世界中のお客さま、社員、ビジ
ネスパートナーが、日々、私たちに個人情報を
提供しています。私たちは、プライバシーと
データの保護は、会社と個人にとり重大な懸念
事項であることを認識し、私たちは個人情報を
保護し、責任をもってこうした情報を使用する
ことを長年にわたり約束しています。
メットライフのグローバル・プライバシー・プログラムは、世界

前年同様に2020 年にも全社レベルで全社員を対象に、必須のプ

中で個人情報が適切に扱われるようにするためのものです。この

ライバシーに関する研修と認識向上キャンペーンを実施しまし

グローバル・フレームワークの一部です。メットライフのグロー

向上のための研修とキャンペーンを実施しました。これには、社

プログラムは、プライバシーのリスクを特定し、低減するための
バル・プライバシー・ポリシーは、プライバシー法および規制に

準拠する方法での個人情報の収集および使用について、全社レベ
ルでの原則とグローバルな最低基準を設定するものです。このプ
ログラムは常に進化し続けており、2021年には、新たな法律と生

じるリスク、そしてトレンドを評価しながら、さらなる強化を加
えていく予定です。
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ノースカロライナ州ケアリーにある
メットライフのグローバル・
テクノロジー・キャンパス

た。さらに、対象を絞ったプライバシーとセキュリティへの認識
外での増大する脅威と新型コロナウイルス感染症に対応するため
に、リモートワーク中の個人情報の保護に関するものも含まれて
いました。当社は、潜在的な個人情報事故を迅速に評価および処
理できるようにするため、必要に応じてシニア・マネジメントに
報告することを含め、各事業部門とコーポレート部門からの報告
プロセスとエスカレーションの経路を確立しました。
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用語解説

• B eWell ：精神的・感情的な健康と幸せを目指すグローバル・プログラ
ム、BeWell は、リーダーシップによるエンゲージメントとアウトリーチ、
数々のバーチャル・プログラム、関連資料とツールの提供を通じて、全社員
にサポートと共感を示すメッセージを届けています。

• カーボン・ニュートラル：カーボン・ニュートラルとは、会社の全業務から
あらゆる温室効果ガス（GHG ）の排出を削減またはオフセットすることを
意味します。2020年、メットライフにとってのこの目標は、メットライフ

が世界中で所有および賃貸する物件と自動車・住宅保険事業部の保有車から

排出されるGHG（スコープ1および2）に適用されます。さらに社員の出張

（スコープ3）に適用されます。今後この目標は、当社が管理する世界中の
すべての保有車に適用されます。

• デ ィストリビューション・アカデミー：ディストリビューション・アカデ
ミーは、販売エージェントが必要な時に必要な場所で営業のスキルと知識を
習得するためのデジタルな学習体験です。

• 多 様なビジネスパートナー：民族的マイノリティ、女性、 LGBTQ 、障害

者、退役軍人が過半数株式を保有して経営している会社のほか、米国政府の
制度でスモールビジネスと認定された事業主。多様なサプライヤとは、以下

の1 つ以上が、51 ％以上の株式を所有して経営し、財務上の主導権を持って

いる会社と定義されます。

◦ N MSDC により認定されている、民族的マイノリティが所有する企業
（MBE）
◦ WBENCにより認定されている、女性が所有する企業（WBE）
◦ NVBDCにより認定されている、退役軍人、および兵役により障害者とな
った退役軍人が所有する企業（SDVBE）
◦ Disability:INにより認定されている、障害者が所有する企業（DOBE）
◦ NGLCCにより認定されている、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、ト
ランスジェンダー（LGBT）が所有する企業

• ダイバーシティ：固有の属性とものの見方を活かすこと。

• ESPC：デットファイナンスである「省エネパフォーマンス契約（Energy
Savings Performance Contract）」を含みます。この契約の下で、米国政
府、軍隊、政府機関は、機材の設置のためにサービスプロバイダーと契約を
交わします。高効率機器とは、照明、窓、冷暖房装置、水道・配管設備、ま
たは同様の設備改善のことです。これらの機器は、いったん設置されると、
交換前の機器と比べ、費用の節約をもたらします。サービスプロバイダーは
資本支出を賄うために債務資本を調達し、債務サービスを、運用費がより低
くなる形で契約している政府機関に支払いとして提供します。

• エクイティ（公平性）：成功するために必要なサポートを全員が受けられる
こと。

• ファイナンシャル・ウェルネス：ファイナンシャル・ウェルネスという言葉

は、個人の経済状況を説明するのに使われます。ファイナンシャル・ヘルス

• グ
 リーンボンド：世界市場で発行されているすべてのグリーンボンドISINに
ついてブルームバーグが特定するように、関連保険会社（AIC）と第三者の
機関投資家向け資産運用ポートフォリオに保持されている公開グリーンボン
ドを含みます。

• 温
 室効果ガス排出（または炭素排出）：温室効果ガスには、地球の表面から
放出され、また地球の表面へと反射される赤外線（正味熱エネルギー）を吸
収する特性を有し、結果として気候変動に寄与するすべての気体が含まれま
す。例えば、二酸化炭素、メタン、水蒸気は、温室効果ガスです。メットラ

イフは、すべての温室効果ガス排出量を二酸化炭素換算（CO2e）で報告し
ています。

• 環境投資：環境にやさしいプロジェクトやインフラストラクチャ、または環
境にやさしい製品や慣行をサポートしている企業への投資。

• イ
 ンパクト投資：社会と環境にポジティブかつ測定可能な影響を及ぼしなが
ら、財務リターンをもたらそうとする投資（ GIIN ：グローバル・インパク
ト投資ネットワークによる定義）。この活動には、AICおよびメットライフ
財団のより少量の資産が含まれます。

• イ
 ンクルージョン：相互のやりとりを通じて全員が尊重され、認識され、大
切にされること。

• イ
 ンフラへの投資：空港、港湾、運輸（道路、鉄道、橋）、放送、エネル
ギー管理システム、社会インフラ（スタジアム、住居、裁判所）、データ

センター、計測、電気通信、水道をサポートするプロジェクトを含みます。
除外項目：ESPC、再生可能投資、エネルギー（パイプライン、ガス火力発

電）、および民間運営の刑務所

• LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）：LEEDは、

環境にやさしい建物の認証制度として国際的に認められています。重要なあ
らゆる指標のパフォーマンスを向上させるための戦略を用いて建物やコミュ
ニティが設計・建築されたことを、第三者認証を通じて証明します。評価さ
れる側面には、省エネ、節水、二酸化炭素排出削減、室内環境の向上、資源
のスチュワードシップ、建物の影響に対する配慮などが含まれます。米国グ

リーンビルディング協会が開発したLEEDは、建物の所有者と管理者にとっ
て、環境にやさしい建物の設計・建築・運営・保守管理にまつわる実践的か
つ測定可能なソリューションを特定し導入するための簡潔なフレームワーク
となっています。

• メ
 ットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）：MIMは、固定

利付公債、非公開資本、不動産資産の投資ソリューションを、世界各地の機
関投資家に提供しています。 MIM は、メットライフの機関投資家向け資産
運用サービス事業部門です。

には多くの次元があり、現在の貯蓄額、退職後の生活のための積立額、固定

• メ
 ットライフのPurpose賞：メットライフの向上されたリコグニション・プ
ログラムで、世界中の個人とチームを認識するための3種類の新しい方法が

• フ ィ ッ ト ウ ェ ル ： フ ィ ッ ト ウ ェ ル は 、 米 国 の 疾 病 予 防 管 理 セ ン タ ー
（CDC）と共通役務庁（GSA）が運営している共同イニシアチブで、健康

• 地
 方債：AICと第三者の機関投資家向け資産運用顧客向けの（公開）地方債

支出や必須の支出の金額などが含まれます。

に良い建物の設計・建築・運営に関するガイドラインを提供しています。セ
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ンター・フォー・アクティブ・デザイン（CfAD）が、フィットウェルの運

営団体となっていて、第三者認証を請け負っています。

あります。

ポートフォリオ全体を含みます。除外項目はありません。

用語解説

• MyVoice（従業員意識調査）：メットライフの全社員を対象とした調査で、社

員がより頻繁に会社に対してフィードバックを提供するための機会となっていま
す。会社の文化と事業にとって重要性の高いトピックについて質問し、事業戦略
を前進させるための行動を測定しています。

• Next Horizon：健全なフリーキャッシュフローに裏付けられた市場に左右され
にくいビジネスへと当社を完全に移行し、それを拡張していくための、2019 年
に採用されたメットライフの事業戦略です。

• Our Green Impact：環境をテーマにメットライフが実施している代表的なエ

ンプロイー・エンゲージメントのプログラムです。世界各地の事業拠点で環境意
識を高め、メットライフのサステナビリティ活動への社員参加を奨励し、職場や
自宅や地域社会で環境への影響を縮小するための力を社員にもたらすことを目的
としています。

• PlanSmartファイナンシャル・ウェルネス：メットライフの新しい従業員福利

厚生商品。秘密厳守での安全な専門家によるコーチングを通じて、金銭的な目標
を達成できるよう従業員をサポートします。

フォーカス

最も高価値な事業機会に
資本とリソースを投下す
ることで、健全なフリー
キャッシュフローを生
み出す

• 責任投資原則（PRI）：責任投資原則（PRI）の6つの原則は、ESGの課題を投資

慣行に統合するために取ることのできる行動を示唆する、任意の投資原則です。
この原則は、投資家のために、投資家によって策定されました。これに署名し
て実践する企業は、世界の金融システムのサステナビリティ向上に寄与します。

• 不動産物件：LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）、エ
ネルギースター、およびフィットウェル認証の不動産物件への投資が含まれま

す。LEEDは、米国グリーンビルディング協会（United States Green Building

Council）が開発した、国際的に認識されている環境にやさしい建物の認証制度

シンプル化

事業を単純化して業務効
率を高め、優れたお客さ
ま体験を実現する

差別化

ブランド、規模、人材、
イノベーションを通して
競争力を高める

です。LEEDは、次の環境にやさしい建物の指標にわたり、パフォーマンスを改

善することを目指す戦略を用いて建物が設計・建築されたことを、第三者認証を
通じて証明します。評価される側面には、省エネ、節水、二酸化炭素排出削減、
室内環境の向上、資源のスチュワードシップ、建物の影響に対する配慮などが含
まれます。

• 再生可能エネルギー資源：これには、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱資
源、および再生可能資源から生じる水素が含まれます。

• 責
 任投資：市場での財務リターンを達成すると同時に、社会や環境にメリットを
もたらす投資。メットライフの責任投資には、環境投資、インフラへの投資、地
方債、住宅供給事業への投資、インパクト投資が含まれます。

• 成功のための行動原則：メットライフのPurposeと戦略の遂行に役立つ行動を明
確に示すために2020年に策定されました。
• サ ステナブルファイナンスのフレームワーク： MetLife, Inc. とその子会社
（Metropolitan Life Insurance CompanyとMetropolitan Tower Life
Insurance Companyを含む）による、環境・社会・サステナブルボンド、

タームローン、優先株式、劣後債、および資金提供契約（それぞれがメットラ
イフ・サステナブルファイナンス）の将来の発行の指針となるよう開発されま

• イ
 ギリスの公営住宅への投資：イギリスおよび国外の公営住宅のプロバイダーを

含み、市場価格より低い賃借料で、教師、看護師、評議員、高齢者、身体が弱い
人などを含む低所得者に賃貸住宅を提供している非営利団体（民間）への投資を
通して地域を管理します。

• 米
 国の低所得者住宅投資税額控除を利用した投資：連邦税控除エクイティ投資、

低所得者向け賃貸住宅への融資、および非常に類似した条件の下で行われる州税
控除の投資が含まれます。プロジェクトの低所得者向けの住宅の賃借料は、世帯
収入の30 ％までに抑えられ、支援付き住宅に住む全世帯の平均収入は、同じ地
域の平均収入の60％以下です。

• Workforce of the Future：メットライフは2018 年、1,000 万ドルを投じて
「Workforce of the Future開発基金」を設置しました。このプログラムでは、

デジタルスキル、イノベーション、コラボレーションなどをテーマにした新しい
学習プログラムに重点を置いています。このプログラムの目標は、日々の業務の
一環として継続的な学習が実践される文化を創造することにあります。

した。
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将来の見通しに関する表明について
将来の見通しに関する表明についての注釈

この報告書には、1995年私募証券訴訟改革法の語義における将
来の見通しに関する表明が含まれている、または参照によって
統合されている場合があります。将来の見通しに関する表
明は、将来の出来事についての期待や予測を述べるものであ
り、過去または現在の事実に厳格に関連するものではありませ
ん。こうした表明は、「達成する」、「予期する」、「想定す
る」、「～になる」、「信じる」、「～できる」、「約束す
る」、「継続する」、「～になり得る」、「作成する」、「保
証する」、「見積もる」、「進化する」、「期待する」、「将
来」、「成長」、「～の場合」、「長期」、「維持する」、
「～の可能性がある」、「動員する」、「継続的な」、「考案
する」、「潜在的な」、「パワー」、「力」、「削減する」、
「保つ」、「～べきである」、「持続可能な」、「目標」、
「～だろう」、「～はずである」、「2025年」、「2030年」
のほか類似した語義の他の文言を使用して表現されるか、もし
くは将来の成果の議論に結び付けられて説明されていますが、
それぞれの事例ですべて派生的です。これには、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、将来の営業活動、将来の経費に関する将来の成果や
結果、さらには法的手続きをはじめとする不測の事態の結果、
事業運営および業績の将来のトレンドに関係する表明が含まれ
ます。
企業の業績は多くの要因によって決定され、予測不可能なリス
クと不確実性が伴います。当社の将来の見通しに関する表明
は、当社の仮定、期待、および経済環境の理解に依存するもの
であり、正確ではなく、変更される可能性があります。当社
は、将来のパフォーマンスを保証しません。実際の結果は、将
来の見通しに関する表明で表現または示唆された内容とは著
しく異なる可能性があります。メットライフが米国証券取引委
員会に対して提出する情報で特定されているリスク、不確定要
素、その他の要因、およびそれ以外のものがこうした差異を招
く可能性があります。その要因は、以下のとおりです。

(1) 公衆衛生、金利、クレジットのスプレッド、株式、不動産、
債務者と取引先、為替レート、デリバティブ、テロとセキュ
リティに関連するリスクを含む、経済状況の問題
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(2) 世
 界の資本とクレジット市場における困難な局面
(3) クレジットファシリティにアクセスできない
(4) 財
 務上の強み、または信用格付けにおける格下げ
(5) 再
 保険を利用できない、料金が高くて購入できない、再保
険が不十分

(6) 法定の生命保険準備金の調達費用、または限られた市場能力
(7) 法的、規制、監督、および執行に関するポリシーの変更
(8) 税率、税法、税の解釈の変更
(9) 訴訟と規制調査
(10) ロ
 ンドン銀行間取引金利の終了と代替参照レートへの移行
(11) 環
 境、社会、ガバナンスに関するすべての基準を満たすた
めの取り組み、または当社の持続可能性を強化するための
取り組みに失敗する

(12) メ
 ットライフが配当金を支払うことができない、または普
通株を再購入できない

(13) メ
 ットライフの子会社が配当金を支払うことができない
(14) 投
 資のデフォルト、ダウングレード、またはボラティリ
ティ

(15) 投
 資の営業または融資における困難
(16) 担
 保またはデリバティブ関連の支払い
(17) 投
 資の評価、許容額または減損の変更

将来の見通しに関する表明について

(18) 当
 社の見積もり、想定、モデルとは異なる保険請求またはその

(30) 機
 密情報の保護、またはその他のサイバーセキュリティもし

(19) グ
 ローバルな政治、法律、または経営上のリスク

(31) 会計基準の変更

(20) ビ
 ジネスにおける競争

(32) 過度のリスク・テイキング

(21) テクノロジーの変化

(33) マーケティングと営業における困難

(22) 災
 害

(34) 年
 金その他の退職後の給付に対する想定の変化

(23) 気候変動、またはそれへの対応

(35) 当
 社の知的財産を保護することができない、または侵害の申

他の結果

(24) 当
 社のクローズド・ブロック（閉鎖勘定）における資金不足
(25) 営
 業権もしくはその他の資産の減損、または繰延税金資産の
引当金
(26) 延期された保険契約獲得費用、延期された販売誘因、獲得し
た事業・企業の価値、または獲得した顧客関係の価値の償却
の加速

(27) 商品保証におけるボラティリティ、コスト、カウンターパー
ティリスク
(28) リ
 スク管理の失敗
(29) 経
 営リスクに対する不十分な保護

くは災害復旧の失敗

し立てを回避することができない

(36) 買収、統合、成長、処分、再編することが困難
(37) Brighthouseとの分離のリスク
(38) メ
 ットライフの取締役会が、メットライフ契約者信託の投票
条項を使用して株主投票の結果に影響を及ぼす

(39) 企
 業結合への法的影響とコーポレートガバナンス関連の影響
メットライフは、将来の見通しに関する表明の内容を達成できな
い可能性が高いと考える場合、またはその他の理由においても、
この表明を公に修正または更新する義務を負いません。メットラ
イフが行っている開示についてのさらなる詳細は、米国証券取引
委員会への報告書の関連項目をご覧ください。
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注釈

次の情報は、当社の運用資産を理解するうえで重要です。当社の
定義は、他社の使用している定義とは異なる可能性があります。
総運用資産は、一般勘定運用資産と機関投資家顧客運用資産（そ
れぞれ以下に定義）で構成されています。
一般勘定運用資産は、能動的に運用され、かつ見積もり公正価
値に含まれる一般勘定投資ポートフォリオ内の資産を説明する際
に、メットライフによって使用されています。一般勘定運用資産
は、一般勘定の総投資と現金および現金同等物で構成されていま
す。契約者貸付、契約保有者の指示する株式、公正価値オプショ
ン証券、および他の特定の投資資産は、一般勘定運用資産からは
除外されています。これらは、メットライフの一般勘定投資ポー
トフォリオで能動的な運用がほぼまったく行われていないためで
す。一般勘定運用資産に含まれる不動産抵当貸付（商業、農業、
住宅を含む）、不動産投資、不動産合弁事業（正味資産価値およ
び担保権を伴う負債の正味差引高）は、見積もり公正価値に組み
込まれないよう調整されています。一般勘定運用資産のセクター
区分は、原投資の性質と特徴に基づいており、これはGAAPの区
分とは異なる可能性があります。同様に、特定の不動産および不
動産合弁事業の原投資が主に商業不動産抵当貸付である場合（正
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味資産価値および担保権を伴う負債の正味差引高）は、不動産投
資からは除外し、商業不動産抵当貸付に含めるよう、区分調整さ
れています。
機関投資家顧客運用資産は、分離勘定運用資産と第三者運用資産
（それぞれ以下に定義）で構成されています。メットライフ・イ
ンベストメント・マネジメントは、個別の投資契約（委任契約）
に盛り込まれた顧客のガイドラインに則って、機関投資家顧客運
用資産を運用しています。
分離勘定運用資産は、メットライフの保険会社の分離勘定投資ポ
ートフォリオで構成されています。これらは、メットライフによ
って運用され、MetLife, Inc.の連結財務諸表の見積もり公正価値
に含まれています。
第三者運用資産は、関連会社でない第三者の顧客のためにメット
ライフが運用している非専有資産で構成されています。これら
は、見積もり公正価値に含まれています。これらの非専有資産
は、関連会社でない第三者の顧客が所有する資産であるた
め、MetLife, Inc.の連結財務諸表には含まれていません。

ステークホルダー・エンゲージメント

メットライフは、多岐にわたるステークホルダーと常時連携しています。ステークホルダーから提供される時間と多様なフィードバッ
ク、さらに双方向の対話の機会を、きわめて重視しています。

ステークホルダーの
グループ
取締役会

社員

お客さま・
潜在的なお客さま
投資家・株主

採用候補者
非営利団体
サプライヤおよび
ビジネスパートナー
行政機関
地域社会

エンゲージメントの性質

対人での会合とその他の直接的なエンゲージメント

メットライフは、自社の社員のエンゲージメントを継
続的に行っています。これには、年次および定期的な調
査、社内コミュニケーション、イントラネット、社外の
イベントなどが含まれます。また、シニア・リーダーと
のタウンホールやコーヒー・アワーなど、オープンな形
式のフォーラムも多数開催しています。

頻度

2020年、取締役会は、14回の会合を開催し
ました。取締役会の委員会は、計 32 回の会

合を開催しました。このほかに、取締役会メ
ンバーとの連絡が、年間を通じて継続的に行
われました。
一貫した継続的かつ日々の情報提供と対話
を、年間を通じて実践しています。

メットライフは、年間を通じ、多数のチャネルを通じて
お客さまのエンゲージメントを実践しています。これに
は、直接的な連絡のほか、対人およびバーチャルな手段
での会話が含まれます。

一貫した継続的かつオープンな対話を、年間
を通じて実践しています。

メットライフが採用候補者とかかわる主なチャネルは、
ソーシャルメディア、年次報告書、および採用活動
です。

定期的・継続的に実施。

メットライフは、毎年のスコアカード、ニュースレ
ター、イベント、年間を通じたバーチャルな連絡などの
手段で、サプライヤと連携しています。

このエンゲージメントは、プロジェクトの
作業や他の方法を介して定期的に行われてい
ます。

メットライフは、メットライフ財団の主導する活動、ボ
ランティア、ソーシャルメディア、イベントなどを通じ
て、地域社会と関わっています。

定期的・継続的に実施。

メットライフは、投資家および株主と、様々な方法で連
携しています。これには、毎年の届出と報告のほか、年
間を通じて随時行われる発表、メディア発信、直接会合
などが含まれます。

一貫した継続的かつオープンな対話を、年間
を通じて実践しています。

メットライフは、常日頃から様々な方法で非営利団体
と関係しています。これには、ソーシャルメディア、会
合、バーチャルのセッションなどが含まれます。

メットライフは、多数の非営利団体との間で
継続的に対話を行っています。

メットライフは、国際、国、地方の行政機関と継続的に
エンゲージメントを行っています。

定期的・継続的に実施。
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新型コロナウイルス感染症：メットライフの
Global Impactの概要
地域

米国

お客さま

お客さま向けにファイナンシャル・ウェルネスのハブのウェブサイトを作り、新
型コロナウイルス感染症によりもたらされた困難な環境を経済的に乗り切る支援
をしました。

社員

無料の診断テスト、減量、喘息、糖尿病のサ
ポートへのアクセス、仕事の柔軟性、入院が
必要となったメットライフの社員に対する追
加の現金による保護を含む、社員の福利厚生
を強化しました。

BeWellプログラムを開始しました。

ラテンアメリカ：
メキシコ

パンデミック関連の問題、手順、オンラインサービスに関する情報を掲載する新
型コロナウイルス感染症のマイクロサイトを立ち上げました。
サービスセンターで、衛生対策の手段を開始しました。

電子署名ツールを導入してリモートでの作業を行えるようにする一方で、プライ
バシーの保護、顧客情報の適切な取り扱い、規制の遵守を継続しました。

WSGのお客さま向けの積立金の部分的な引き出しプロセスを確立しました。

ラテンアメリカ：
チリ

チリの市民法を包括的に分析して結果を共有しました。

チリProVidaが、人間工学に基づいた用具をリモート社員に届けました。

人間工学に基づいて設計された椅子を 1,000
台以上届けました。

サービスセンターと不可欠な活動 に従事する
社員を、UBER for Businessで において、社
員をサポートしました。

新型コロナウイルス感染症関連のローンを含
む、社員の福利厚生を強化しました。

インターネットの帯域幅を増加し、VPN機器
をアップグレードしました。

社外のプロバイダが運営するバーチャル医療
センター、MetLife Orientaとその遠隔医療
サービスを開始しました。
チリ保険事業は、リモートワーカーに、追加
の機器や用具を購入するためのボーナスとし
て 9 万ペソを提供し、インターネットの接続
費用に充てるために、毎月1万ペソを支払いま
した。
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地域社会

メットライフで雇用されている有資格の医療従事者は全員、給与を全額受けながら、病院その他の医療機関で2週間の交代勤務でボランティアをする機会を与えられま
した。
メットライフ・米国商工会議所のスモールビジネス・インデックスを毎月実施し、パンデミックの最初の5か月間に中小企業に発言する機会を提供しました。

メットライフ財団からの200万ドルを超える助成金は、多くの家族の基本的なニーズと医療へのアクセスのための費用を支援するために、ホット・ブレッド・キッチ
ン、チルドレンズ・ヘルス・ファンド、ベッドフォード・スタイヴサント復興公社を含む、ニューヨーク市の様々な組織をサポートするために使用されました。

メットライフ財団は、セーバーライフに42万5,000ドルを、そしてローカル・イニシアチブ・サポート・コーポレーションに50万ドルを寄付し、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた家族に支援金を提供しました。
地域のメキシコ系アメリカ人とラテン系アメリカ人のコミュニティ向けに、12の非営利団体を通じて、食品が詰まったバスケットを1,250個作成し、寄付しました。

PGAツアーをサポートしており、ツアーの中止により影響を受けた中小企業に、100万ドル分のPGAへのスポンサーシップを割り当て直しました。

メキシコのメットライフ財団は、5,210万ペソを11の医療機関と非政府組織に寄付し、医師と看護師および影響を受けた人々のための個人防護具の購入に充ててもらい
ました。
メットライフ・メキシコは、メキシコ総合病院で、医療・看護チームに18万6,450食の食事を届けました。
医療従事者のために資金を集めるため、社員とともに、「寄付を2倍にする」取り組みを実施しました。

モレロスの715世帯に5千個の缶詰の食品を寄付しました。

6つの公立病院の医療スタッフに、合わせて1,300の個人防護具を寄付しました。

メキシコシティとトルカで、32の集水システムを設置しました。この結果、150人以上が水にアクセスできるようになり、家族の水管理が改善されました。
メットライフ財団は、最初の血清陽性率試験で使用される、新型コロナウイルス感染症用の抗体簡易検査キットを1万4,400個寄付しました。これらの検査キットは、
高齢者へのこの感染症の浸透状況を理解するための重要な知見をもたらしました。

メットライフ財団は、チリ大学附属病院が救急室を拡張し、カトリック大学附属病院が遠隔治療を導入し、チリ・カトリック大学が遠隔治療の技術を開発するのを支
援しました。
チリの財団の「SENAMAと共に働く（To work with SENAMA）」をサポートし、年金受領者のための医療の基本的サービスを維持する支援を行いました。

チリでは、「メットライフがお手伝いします（MetLife Te Ayuda）」というキャンペーンを開始し、サンティアゴ・デ・チレ自治区とProVidaに食品が詰められた箱
を1,400個届けました。コシナ・パイ（Cocina País）の支援を受け、サンティアゴ・デ・チレのソテロ・デル・リオ（Sotero del Río）病院の医療従事者に3,504食
の食事を提供しました。
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地域

ラテンアメリカ：
ブラジル

ラテンアメリカ：
アルゼンチン・
ウルグアイ

お客さま

デジタル署名とバーチャルでの営業を可能にして、エージェントとお客さまの交
流を奨励しました。

社員

死亡、葬儀、終身障害、および病院への現金での支払いに対するパンデミックに
よる免除の税金面での影響を分析しました。
デジタル署名とバーチャルでの営業を可能にして、エージェントとお客さまの交
流を奨励しました。
契約査定調査でのハードコピーの要件を免除しました。
オンラインでの保険請求を可能にしました。

EMEA：ヨーロッパ

コールセンターでの保険請求やカウンセリングなどの協力についてポーランド保
険協会と提携しました。

ハンガリー：エージェントを対象にお客さま
との関係を再定義するウェビナーを、またお
客さまを対象に、市場における最新の金融動
向についての情報を提供するウェビナーを主
催しました。

アジア：
オーストラリア

スーパーフレンドと提携して危機時の電話管理プロセスとツールを立ち上げ、深
刻なメンタルヘルスの問題を抱えている可能性があるお客さまを特定して照会
し、専門的なサポートを迅速に受けられるようにしました。

ハビタット・フォー・ヒューマニティと提携
し、社員が30分間エクササイズを続けるごと
に10豪ドル、最高で3万7,500豪ドル（約2万
5,000米ドル）を寄付しました。

新型コロナウイルス感染症について迅速請求プロセスを導入し、新型コロナウイ
ルスへの感染と確認された場合は、待機期間と自己負担額を免除して、払い戻し
対象とならない医薬品と指定病院に関する商品の制限を取り除きました。

新型コロナウイルスに感染した従業員には、
一日あたり300元（43ドル）の給付、死亡時
の給付60万元（8万5,490ドル）の無料の保
障を提供しました。

ファインシャルアドバイザー向けのメンタルヘルスのイニシアチブを開始しまし
た。これには、業界で直面する困難やパンデミックによる影響などの問題を抱え
ている人々、そして場合によっては、お客さまのメンタルヘルスの低下をサポー
トするためのツールとコンテンツが含まれています。

アジア：中国

新規および既存のお客さまに死亡給付金を拡大し（30 万元）、少額請求（3 千元
未満）については当日の支払いも行いました。

WeChatを通じて記録的な速さでオンラインストアを開設し、オンラインで最初
に利用できたのは、医療保障商品でした。WeChatストアは、生命保険のプラン
ナーがお客さまとのやり取りを効果的に増加できるようにして、緊急に必要とさ
れた医療保険をより多くのお客さまに提供することが可能となりました。
少額請求（3千元未満）については当日支払われました。

約4千人のボランティアが3,000時間を寄付し、最前線となった湖北省黄岡市の病
院に9万ドル相当のマスクと44万ドルの寄付を行いました。

親が最前線で働いている約50人の子供たちのために、2021年～2023年の教育資
金をサポートするために募った金額は29万9,200ドルに上りました。
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地域社会

メットライフ財団は、ブラジルのサンタ・マルセリナ病院に個人防護具用として10万ドルを寄付し、ブラジルのハビタット・フォー・ヒューマニティに、低・中所得
世帯の衛生と水の確保に充てるために2万9,000ドルを寄付しました。

コロンビア、メキシコ、ウルグアイ、ブラジルの低所得地域で水と衛生サービスを提供しました。

メットライフ財団は、ヨーロッパ・中東・アフリカ全域で、新型コロナウイルス感染症に対応する取り組みのために60万ドルの寄付を約束しました。

イタリアでは、こうした寄付により、ミラノのブッツィ病院をはじめ、感染拡大が深刻だったロンバルディア州の病院にベッドや医療品が追加されました。
スペインでは、マドリードのラパス大学病院の看護スタッフと患者およびキングボードウィン財団に個人防護具を寄付しました。
フランスでは、公立病院を支援するパリ病院財団に対し、医療機器やその他の支援を提供しました。

キプロス、アイルランド、ポーランド、ルーマニア、ヨルダン、レバノンでは、医療への対応が提供されました。
ブルガリアとハンガリーでは、教員と学生のために、デジタル学習環境への移行が採用されました。

ギリシャでは、メットライフ財団は各組織と協力して、6か所の高齢者施設に、栄養機能食品、医療機器、その他の物品を提供しました。

財団は、エジプトとイギリスのブライトン地域での高まる需要に対応して地域のフードバンクを支援したほか、キプロス、アイルランド、ポーランド、ルーマニア、
ヨルダン、レバノンでは医療への需要に対応しました。
メットライフ財団は、メットライフ・オーストラリアと共に、オーストラリア最大の飢餓救済プロバイダーであるフードバンク・オーストラリアと協力し、パンデ
ミックにより苦境に陥っているオーストラリアの人々に18万6,000食以上の食事（10万kg相当の食品）を提供しました。

財団は、メットライフ中国と提携し、およそ45万ドルを中国の赤十字社に寄付し、ダビエマウンテン地域医療センター（大別山区域医療中心）の再建と湖北省で最前
線で働く医療従事者に基本的な医療用品を提供しました。
さらに財団は、パンデミックとの闘いで親を亡くした50人以上の子供たちの教育費用に充てるため、ヘングイ小児慈善財団に30万ドルを提供しました。
約4千人のボランティアが3,000時間を寄付し、最前線となった湖北省黄岡市の病院に9万ドル相当のマスクと44万ドルの寄付を行いました。

親が最前線で働いている約50人の子供たちのために、2021年～2023年の教育資金をサポートするために募った金額は29万9,200ドルに上りました。
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アジア：インド

お客さま

人工知能を用いたカスタマーサービスアプリケーション「khUshi」を利用して問
い合わせ、解決策を得るようにお客さまを奨励しました。

電子保険証書文書をはじめとするペーパーレスのイニシアチブをいくつか開始
し、また遠隔治療を拡大して、タッチレス・トランザクションを促進しました。

オンラインでの保険請求の通知と「クレームアシュア」の立ち上げにより、保険
請求の決定が3時間以内で行われるようになりました。

新型コロナウイルス感染症関連の請求専用の保険請求デスクを設けました。

社員

新型コロナウイルス感染症への支援を提供す
るために、社員向けの24時間360日アクセス
できる専用のヘルプラインを設けました。

CSR受取人についてのバーチャル社員ボラン
ティア・セッションを開催した結果、パンデ
ミック下にも関わらず、社員に充足感がもた
らされました。

家族と質の高い時間を過ごすようにする
ため、社員にステイケーションを奨励しま
した。

BeWellプログラムと他のエンゲージメント・

プログラムを立ち上げ、社員のメンタルヘル
スと身体的健康の安定を奨励しました。

アジア：日本

業界で初めて、保険料の支払猶予期間を特別に延長しました。
保険証券融資の利子を低減しました。

新型コロナウイルス感染症に対する生命保険の給付を拡大し、外来診療の給付に
オンラインの遠隔治療を追加しました。

在宅勤務でお客さまからの電話に応答するオ
ペレーターの数が70％近くに及ぶのは、日本
ではほんのわずかであり、メットライフはそ
の一社です。

オンライン・バインディング・プロセス（OBP）を開発し、対面での接触をせず
に、オンラインで申請書を提出できるようにお客さまを支援しました。
利子を下げた保険証券融資の申請期間を延長しました。

アジア：韓国

医療保険以外の保険業務と保険料の支払い猶予期間を含む、お客さまをサポート
するための対策をいくつか導入しました。

カスタマーサービスチームがソーシャルディ
スタンスを取れるようにするため、追加のオ
フィススペースを借りました。また、各社員
にマスクを30個配布しました。

払い戻し対象ではない医薬品と指定病院の制約を排除しました。

香港とシンガポールの地域オフィス：社員が
在宅勤務をするなか、ヨガ、ゼンタングルの
ワークショップ、ボランティア活動などの一
連のバーチャル・アクティビティを提供し、
社員のエンゲージメントを維持しました。ま
た、社員にウーバーイーツのクーポンを支給
して、バーチャル・ランチで社員が集いま
した。

マスク不足に対処するため、ファイナンシャル部門の営業担当者の Sung-deok
Choiさんは、自分でマスクを作り、会うお客さま全員に手渡しました。

アジア：その他

新型コロナウイルスに感染したお客さまの保険金請求に必要な書類を簡素化しま
した。
マレーシア：AmMetLifeは、既存の生命保険の給付に加え、新型コロナウイルス
感染症によって亡くなられた場合、5,850ドルの一時金を提供しまし、新型コロナ
ウイルス感染症の検査と手術前のこの検査の費用も払い戻しました。

メットライフ財団は、アジア地域の10か国で20の助成金によって合計420万ドル
を提供しました。
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メットライフ財団は、以下を含む、苦境への対処と復興の取り組みをサポートするための60万ドル以上を非営利団体に寄付しました。
- 医療センター、医療機器、認識向上のための21万ドル
- スワヴラムバンをサポートするための非営利団体ドリシテへの36万6,670ドル。これは、遠隔地のコミュニティ・グループ、特に女性が、地域社会に根差し管理さ
れる、360度多方面の事業とサプライチェーンのエコシステムの中で、自立的で持続可能、そして独立した事業を促進することを目指しています。

マイクロセーブと提携し、漫画本を使用して新型コロナウイルス感染症への認識と予防への助言を人々に共有しました。

メットライフ韓国の社員、エージェント、お客さま、ご家族のボランティアは高齢者のために、マスクと消毒ジェルのセットを2,000個作りました。
日本財団に100万ドルを寄付し、日本中の550か所のホスピスと在宅看護センターの6,800人の看護師と介護者をサポートしました。

メットライフ財団は、個人防護具に充てるために17万5,000ドルを寄付しました。

韓国の財団は、企業メセナ協議会との協力により、オンラインのライブストリーミングでコンサートを開催して、1万1,037人の視聴者を魅了し、7万回の高評価（「い
いね」）を得ました。

低所得の高齢者と子供たちをサポートするために、バーチャルおよび自宅からの数多くのプログラムを実施しました。これには、目の不自由な子供たちのための楽譜
の本の作製と#HealingChallengeが含まれます。
バーチャルでのファイナンシャル教育と仕事のシャドーイングを企画し、300人以上の職業訓練高校の学生に、貯蓄、予算建て、将来の計画、優れたクレジットの構
築について教えました。

1,800以上の社員、営業担当者、お客さまが連携して、高齢者のために、マスクと消毒ジェルのセットを作りました。
マレーシア：10万個の検査キットを寄付し、基本的なニーズを支援しました。
地域オフィス：シンガポールの医療従事者に5万ドルを寄付しました。

ベトナム：5万ドルを様々な寄付先に提供しました。
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メットライフのサステナビリティへの取り組みでは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の17項目のうち、メットライフの事業
への関連性を考慮し、5項目に焦点を合わせてます。当社は、商品とサービス、人材、投資、地域社会を活用して、これらの5項
目を推し進めています。
目標

すべての人に
健康と福祉を

メットライフの貢献方法

ジェンダー平等を
•メ
 ットライフは、新型コロナウイルスの無料検査、新型コロナウイルス感染症で入院した社員に対する追加の現金での支援など、社員をサ
実現しよう

ポートするための福利厚生を強化しました。

•B
 eWellプログラムを立ち上げて、社員の精神的・感情的な健康と幸せをサポートし、リーダーシップによるエンゲージメントとアウトリー
チ、数々のバーチャル・プログラム、関連資料とツールの提供を通じて、全社員にサポートと共感を示すメッセージを届けています。

人や国の不平等
をなくそう

働きがいも
経済成長も

•新
 型コロナウイルス感染症への当社の対応は、包括的で、お客さまの健康とウェルネスのニーズを最適な方法で満たします。商品とサービス
を再考し、延滞金を免除し、支払いスケジュールを調整し、お客様さまをサポー
 トするための重要なイニシアチブを実施しました。

• メットライフで雇用されている有資格の医療従事者は、全員、給与を全額受けながら、米国で新型コロナウイルス感染症と闘うために、病院
その他の医療機関で2週間の交代勤務でボランティアをする機会を与えられました。病院、新型コロナウイルス検査センター、血液センター、

に
対策を

介護施設、応急処置施設などに臨床ボランティアが送られ、メンタルヘルスの専門家を地域社会のメンタルヘルスとサポートの団体に照会し
ました。合計20人の医療専門家が2020年にボランティア活動に参加しました。

• メットライフ財団は、当社が事業を展開している世界中の地域で、食料、住宅、医療、個人防護具、直接の金銭的支援といった緊急の地域特
有のニーズに応えるため、複数の助成金を提供してパンデミックに対応しました。

•メ
 ットライフはこれまでに、ニューヨーク市のグローバル本社を含む米国内3か所のオフィスで、フィットウェルの認証を取得しました。総床
面積は130万平方フィートに及びます。MIMも、不動産投資ポートフォリオで保有する8か所の物件に対して認証を取得しました。

に
を

ジェンダー平等を
実現しよう

人や国の不平等
をなくそう

•メ
 ットライフは、女性のための保険商品を全世界で提供して、ファイナンシャル・プランニングを利用しやすくしています。

• メットライフは、エグゼクティブ・レベルと社員全体におけるジェンダーの公平性を達成するための一連のコミットメントを表明していま
す。2020年2月、メットライフは米国の保険会社として初めて国連の女性のエンパワーメント原則（WEPs）に署名し、当社の女性に適した
職場づくりへのフォーカスと、ジェンダーギャップを埋めるという目標を強調しています。世界中で、現在、人材の52％が女性です。マネー
ジャーでは42％、エグゼクティブグループでは30％、取締役は33％です（2020年12月31日時点）。
•メ
 ットライフは、国連女性機関の「変革のためのグローバルイノベーション連合」、カタリストの「ジェンダー・アンド・ダイバーシティKPI
アライアンス」、「CEOチャンピオンズ・フォー・チェンジ」および「CEOアクション・フォー・ダイバーシティ・アンド・インクルージョ
ン」などの外部イニシアチブと提携しました。

•メ
 ットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）は、ポートフォリオ管理に従事する女性社員の数と資産運用業界の女性エグゼクテ
ィブ・リーダーの人数を増加することを目的として、ガールズ・フー・インベスト（GWI）との提携を開始して、2030年までに、世界の投
資可能な資本の30％を女性が管理・運用することを目標に掲げる、他の優秀なアセットマネージャーたちに加わりました。

• メットライフは、世界各地で34のウィメンズ・ビジネス・ネットワークとピア・モニタリング・サークルを立ち上げています。

•メ
 ットライフ財団は、ガールズ・フー・コード（米国）、ラボラトリア（チリとメキシコ）、トリクル・アップ（バングラデシュ、メキシ
コ、ベトナム）とのパートナーシップを通じて、女性と少女たちがSTEM分野の教育を受け、経済的な能力を身に付ける支援をしています。
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すべての人に
健康と福祉を

目標
働きがいも
経済成長も

ジェンダー平等を
実現しよう

メットライフの貢献方法

人や国の不平等
• MIMは、あらゆる人にとってより良い、よりたしかな未来を築くための投資慣行をサポートしています。これには、回復力が高い、経済的に
をなくそう
繁栄する地域社会を築くことが含まれます。特に、MIMが運用する責任投資は、地域社会に、雇用の創出、経済的安定、経済成長、繁栄、素

晴らしい機会をもたらします。道路、空港、港、再生可能エネルギー、住宅供給プロジェクトへの資本の流れを促進する私たちの活動は、経

気候変動に
具体的な対策を

済成長を拡大し、何百万人もの人々のために適切な雇用を創出するために欠かせない力となります。

•技
 術進歩が加速し、自動化が進み、キャリアの成功に必要となるスキルが変化しています。この状況を踏まえて、メットライフは、以前、
「Workforce of the Future」プログラムに1,000万ドルの予算を割り当てました。このプログラムでは、継続的な学習文化を社内に浸透さ
せるとともに、デジタルやテクノロジーのスキルと感情や人間性のスキルの間でバランスを取ることを重視しています。この取り組みを開始

して以来、2 万3,808 人の一意の社員が、開発された13 のトピックにアクセスしました。これらは主要9 か国語に翻訳され、未来に向けたス

キル構築のトピックを多くの社員にアクセスしてもらえるようにしています。「アジャイル（機敏）」に関連する一例には、 6か月の期間内

で、2,000人の社員のスキル開発をバーチャルで行うことが含まれます。「Leading the Future」プログラムは、学習のトピックとリソース

を拡張し続けていきます。プログラムの開始以来、以下をはじめとする測定可能なメリットが示されています。

- 「Workforce of the Future」学習プログラムに参加したメットライフの社員1は、参加しなかった社員*と比較し、リテンション率が13～14
％2高くなっています。

-「
 Workforce of the Future」学習プログラムに参加したメットライフの社員1は、参加しなかった社員*と比較し、エンゲージメント・スコ
アが1～3ポイント3高くなっています。
-「
 Workforce of the Future」学習プログラムに参加したメットライフの社員1は、参加しなかった社員*と比較し、メットライフで開発でき
る優れた機会が2～4ポイント3高くなっています。

•メ
 ットライフ財団は、大胆なソリューションと金融分野の深い専門性、そして有意義な寄付活動を組み合わせることで、恵まれない人たちや
上昇を目指す人たちのコミュニティにファイナンシャル・ヘルスを構築しようとしています。私たちは、人々が家計を管理し、不測の事態か
ら回復し、短期の貯蓄と安定性を構築し、将来に向けて備えるための支援をしています。

• メットライフ財団は、調査から得た洞察と行動科学を活用して、新しいテクノロジーとイノベーションを通じて、また世界中のパートナー
との提携に基づき、安全で便利、そして購入しやすい価格の金融サービスを提供しています。米国でメットライフ財団は、非営利団体のセー

バーライフが2020年に、新型コロナウイルス感染症に関して実施した調査に資金を提供しました。この調査は、リモートスクール、貯蓄率、

勤労世帯が経済的に不確実な未来にどう対応しているかについて洞察を得ることを目的としていました。セーバーライフは、家賃や請求書の

支払いに使用したり貯蓄したりして現金の助成金を使用する「セーバーたち」に、メットライフ財団からの42万5,000ドルの助成金を配布し

ました。インドでは、メットライフ財団の助成金を受けた「ジェネレーション」がバーチャル・トレーニングとスキル開発プログラムを開発

し、予想していた人数の4倍を超える12万人の看護師と医療従事者に、新型コロナウイルス感染症との闘いに必要なスキルを身に付けてもらい
ました。

• メットライフが行っているイノベーションの努力には、経済的な保護やファイナンシャル・プランニングをすべての人に拡大するための新し
いプラットフォーム開発や多数の試験導入が含まれます。2020年、メットライフは、初めてのグローバルな「新しいことへのチャレンジ」を
展開しました。このチャレンジには、約1万人の社員がアイデアを提出し、アイデアを実践に移すための1,000を超えるチャレンジが開始され
ました。

• MIMが運用する米国地方債への投資は、米国47州の約400の地方自治体とワシントンDCで、インフラ、教育、コミュニティサービスをサ
ポートしています。

•メ
 ットライフは、グローバルな包括的プログラム「わたしから始めるインクルージョン」を開始し、インクルーシブな文化における行動とこ
の文化を醸成するために各社員が担う役割を説明しています。

• また、インクルージョンの文化の醸成についてさらに学び、理解したいという従業員の要望に応えて、3部から構成される必須のDEI教育を開
始しました。また、任意で「わたしから始めるインクルージョン」に誓約し、様々な視点を求めることと自覚なき差別に対処することに責任
を持って取り組み、誰もが歓迎されていると感じられ、確信をもってアライ（支援者）として行動できるようにします。

•メ
 ットライフ・サプライヤ・インクルージョン＆開発プログラムの創設以来、年間を通じて多様なビジネスパートナー約400社と取引して34
億ドル以上を費やしています。

「
 参加した」とは、2019年の「Workforce of the Future」プログラムで3種類以上のアセットを完了している場合と定義されます。
出
 典：2019年の人事部リテンション・期間データ
3 出典：

2019年MyVoice（従業員意識調査）のエンゲージメント、学習、および能力開発の結果
*「参加しなかった」とは、日本を除く、営業担当以外の社員で、2019年の「Workforce of the Future」プログラムを完了しなかったか、3種
類未満のアセットのみを完了している場合と定義されます。
1

2
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国連の持続可能な開発目標

すべての人に
健康と福祉を

ジェンダー平等を
実現しよう

目標
人や国の不平等
をなくそう

も
も

メットライフの貢献方法

•メ
 ットライフは、恵まれない人たちのための保険商品を全世界で提供して、ファイナンシャル・プランニングや経済的保障にアクセスしやす
くするために努力しています。

•M
 IMは、経済的にマテリアルなESGの考慮事項を投資の意思決定プロセスに取り入れています。2020年、MIM主導の責任投資1は、2019年
の99億ドルから2020年の106億ドルへ約7億ドル増加しました。

•メ
 ットライフが2020年に47の都道府県で実施した「老後を変える」アンケート調査は、「老後（または退職後の生活）への意識を変え、備

える」こと、また「新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる価値観と意識の変化」に焦点を合わせました。3回目のこの年次の調査で

は、47都道府県すべてで20～79歳の男女1万4,100人の方を対象に、「老後」について尋ねました。83％以上の回答者が、退職について確信
がないと回答しており、確信を持てない理由として、金銭、健康、認知症を挙げていました。この調査によって、私たちは、退職者の方が、
金銭面でより多くの確信を持ち、安心できる商品を開発することができます。

•ハ
 ンガリーのエージェントを対象にお客さまとの関係を再定義するウェビナーを、またお客さまを対象に、市場における最新の金融動向につ
いての情報を提供するウェビナーを主催しました。

•E
 MEA各地で、735台のノートパソコンおよびデスクトップパソコンを準備して配布し、パンデミック前にリモートワークを行うための設備
を保持していなかった社員の20%を支援しました。

• 2 020年、メットライフは、社長兼CEOのミシェル・ハラフが議長を務め、最高ダイバーシティ責任者が管理するグローバル・ダイバーシテ
ィ・エクイティ＆インクルージョン・リーダーシップ・カウンシルを設立しました。

•メ
 ットライフ財団は、米国の人種の公平性を推進し、黒人の教育とキャリアの機会、黒人の事業主の増加、人種の正義のイニシアチブを促進
するため、向こう3年間に500万ドルを拠出します。

•メ
 ットライフ財団は、ファイナンシャル・ヘルス・ネットワークの「米国ファイナンシャル・ヘルス・パルス2020年トレンド報告書」をサポ
ートしています。これによって、パンデミックの過程で、ファイナンシャル・ヘルスへの不均一な影響があったことが示されています。2019

年にはアメリカ人の33％のファイナンシャル・ヘルスが4ポイント増加しており、残りの3分の2については、何とか凌いでいる、あるいは脆

弱な状態が続いているとのことです。

• 2 019年にメットライフ財団が共同創設した「インクルーシブ・フィンテック50」の2020年の大会は、111か国で400社以上の応募があり、1

億1,600万人のお客さまがその対象となりました。メットライフのイノベーション・チームからの代表を含む独立審査団による競争プロセスを

通じて、ファイナンシャル・インクルージョンと回復力を推進する努力に対して、50社の初期段階のフィンテック企業が選出されました。

• 2 020年、メットライフ財団が資金提供したデューク大学のコモン・センツ・ラボは進展を続け、144のプロジェクトについて100種類の組織
と協力して123の実験を完了し、150万人以上が恩恵を受けています。

•非
 営利団体のアクシオンは、メットライフ財団のサポートを受けて、チリのフィンテック企業レッドキャピタルと2020年に提携し、クラウド
ファンディングの請求書の融資プラットフォームを中小企業にも届くように変更しました。

•メ
 ットライフは、プログラムの発足以来、年間を通じて多様なビジネスパートナー400社以上との取引を達成し、支払い金額は34億ドルを超
えています。

1
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MIMは、利用可能なデータや他の要因に基づいて、責任投資とその構成内容の定義を定期的に調整または修正することがあります。MIM
は、今年、責任投資の定義を更新し、環境投資とインフラへの投資のカテゴリーにおける特定の資産の追加を反映させました。その結果、今
年度の責任投資のデータには、前年度に開始または購入した特定の責任投資が含まれるようになりました。MIMは、更新された定義を反映す
るように、前年度の責任投資のデータを更新していません。

国連の持続可能な開発目標

すべての人に
健康と福祉を

働きがいも
経済成長も

目標

ジェンダー平等を
実現しよう

人や国の不平等
をなくそう

メットライフの貢献方法

気候変動に
具体的な対策を

•メ
 ットライフは、2012年から2019年までのエネルギー消費量を33％削減し、温室効果ガスの排出量を27％削減して、2020年の環境目標を
超えました。

•メ
 ットライフは、全世界のオフィス、自動車・住宅保険事業部門の保有車、および社員の出張すべてにわたるカーボン・ニュートラルを5年連
続で達成した後、2030年環境目標を新たに設定し、取り組み始めました。合計11の目標によって、当社のグローバルな展開とサプライチェー

ンによる環境へのインパクトを削減することを目指し、同時に、当社の投資、商品、サービスを活用して地域社会を守り、革新的なソリュー
ションを推進していきます。

•メ
 ットライフは2020年、当社のビジネスと投資活動を整合させて、より持続可能な未来をサポートして推進するために、サステナブルファイ
ナンス・フレームワークを導入しました。このフレームワークは、MetLife, Inc.とその子会社（Metropolitan Life Insurance Companyと

Metropolitan Tower Life Insurance Companyを含む）による、環境・社会・サステナブルボンド、タームローン、優先株式、劣後債、お
よび資金提供契約（それぞれがメットライフ・サステナブルファイナンス）の将来の発行の指針となります。

• 2 020年12月31日時点で、MIMが運用する環境投資1は、合計287億ドルです。これには、風力・太陽光発電所の持ち株が含まれます。

• 2 020年12月31日時点で、MIMの樹木と森林のモーゲージ・ポートフォリオの総運用資産は約39億ドル2です。これには、森林管理評議会
（FSC）および持続可能な林業イニシアチブ（SFI）によって認定されている90％以上の担保面積が含まれます。

•世
 界各地のオフィスの28％、床面積にして420万平方フィート以上が、米国グリーンビルディング協会のLEED認証を取得していて、そのう
ち10か所が、米国グリーンビルディング協会によって授与される最高レベルの栄誉である、LEEDプラチナ認証です。

MIMは、現在、環境投資には次を含めるように定義しています：1) LEED、エネルギースター、BREEAMおよび/またはフィットウェル認
証の不動産物件への投資、2) LEEDおよび/またはエネルギースター認証不動産を担保とする不動産抵当貸付、3) 再生可能エネルギーのプロ
ジェクト（風力・太陽光を含む）、4) ESPC（エネルギー節約性能契約）、5) 公共および民間企業のグリーンボンド、6) PACE（Property
Assessed Clean Energy、不動産として評価されるクリーンエネルギー設備）認証の住居および商業物件のローン。
2
MIMが管理する総運用資産の構成要素。2020年12月31日時点の見積もり公正価値として報告されています。
1
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国連グローバル・コンパクト・インデックス
国連グローバル・コンパクトの原則
人権

原則 1：企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支

持、尊重すべきである

原則 2：企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保す
べきである

レファレンス

「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」
「サステナビリティの重点活動」

「投資家としての価値の創造」 >> 「 ESG 統合」 >> 「資産固有の ESG 統

合」：農業融資

「サステナブルな経営」>>「ガバナンス」
人権に関するメットライフの表明
メットライフ行動規範

メットライフの取引先に関する行動規範

メットライフが女性のエンパワーメント原則に署名
メットライフの倫理＆不正行為ヘルプライン

労働

原則 3：企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を

支持すべきである

原則 4：企業は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持す
べきである

原則 5：企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきで
ある

原則 6：企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持す
べきである

プライバシー・コンプライアンス・プログラム
「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」
「サステナビリティの重点活動」

「投資家としての価値の創造」 >> 「 ESG 統合」 >> 「資産固有の ESG 統

合」：農業融資

「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、インクルー

ジョン：コミットメントから行動へ」

「サステナブルな経営」>>「ガバナンス」
人権に関するメットライフの表明
メットライフ行動規範

メットライフの取引先に関する行動規範

奴隷所有と人身売買に関するメットライフの表明
公正な報酬へのメットライフの姿勢
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国連グローバル・コンパクト・インデックス

国連グローバル・コンパクトの原則
環境

原則 7 ：企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプ
ローチを支持すべきである

原則 8：企業は、環境に関するより大きな責任を率先して

引き受けるべきである

原則 9：企業は、環境にやさしい技術の開発と普及を奨励
すべきである

レファレンス
「サステナビリティの重点活動」

「投資家としての価値の創造」>>「ESG統合」、「責任投資」

「環境の保護」>>「2030年環境目標」、「カーボン・ニュートラルの維

持」、「環境にやさしい建物と私たちがもたらす影響の低減」、「2020

年メットライフEcoChallenge」

2020年CDP気候変動調査票
2020年TCFDインデックス（137ページ）
気候変動に関するメットライフの表明

汚職防止

原則 10 ：企業は、強要や贈収賄を含むあらゆる形態の汚
職の防止に取り組むべきである

メットライフは、米国で最初のカーボン・ニュートラルな保険会社です
「サステナビリティの重点活動」

「サステナブルな経営」 >> 「ガバナンス」、「行動規範と利益相反の

管理」

メットライフ行動規範

メットライフの取引先に関する行動規範

Financial Management Code of Business Ethics
グローバル・マネー・ローンダリング防止方針
グローバル贈収賄・汚職防止方針
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SASBインデックス

メットライフは、米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）の基準に則
って、サステナビリティ開示情報に業界独自の厳密さをもたらしています。メ
ットライフが報告している情報は、当社の事業に最も整合する2つの金融セク
ター基準である「資産運用および受託活動」と「保険」です。データはすべて
2020年12月31日時点の情報です。

SASB — サステナビリティ会計基準審議会

お客さまへの透明な情報提供と公正なアドバイス
コード・指標

FN-AC-270a.1：投資に関係した調査、顧客から提出
された苦情、民事訴訟、他の規制関連の訴訟手続きの
記録がある対象社員の（1）数、および（2）割合。

回答・参照

事業に付随する通常の訴訟以外の重要な訴訟手続きに関するメットライフの開示情報
は、2020年フォーム10-Kの注釈21、および2021年第1四半期フォーム10-Qの注釈15をご覧
ください。

FN-AC-270a.2 ：新規および既存の顧客を対象とし 事業に付随する通常の訴訟以外の重要な訴訟手続きに関するメットライフの開示情報
た金融商品関連情報のマーケティングおよびコミュニ は、2020年フォーム10-Kの注釈21、および2021年第1四半期フォーム10-Qの注釈15をご覧
ケーションに関係する訴訟手続きの結果として生じた
損失総額。

FN-AC-270a.3：商品とサービスについて顧客に情報
提供するためのアプローチの説明。

ください。

2020年フォーム10-Kの項目1「Business」（事業）をご覧ください。

社員のダイバーシティ＆インクルージョン
コード・指標

FN-AC-330a.1：（1）エグゼクティブ管理者、（2）
非エグゼクティブ管理者、（3 ）専門職者、（4 ）他の
すべての社員におけるジェンダーおよび人種・民族グ
ループの割合。

回答・参照

本報告書の次のセクションをご覧ください：「社員のためのサポート」 >> 「ダイバーシ
ティ、エクイティ、インクルージョン」 >> 「メットライフの社員と取締役のダイバーシ
ティ」（27ページ）

投資運用・投資顧問への環境・社会・ガバナンス（ESG）要因の統合
コード・指標

FN-AC-410a.1：環境・社会・ガバナンス（ESG）要
因を投資管理や資産管理のプロセスと戦略に統合する
ためのアプローチの説明。

回答・参照

1）MIMは、世界各地の確定利付証券と不動産への投資を主に運用しています。総運用資産
の約 3 ％が、インデックス株式ファンドと他の限定的な株式投資です。当社の公開株式
投資は、ほぼ完全にインデックス戦略で運用されています。MIMは、パッシブなインデ
ックス投資家です。当社では、ESG統合の努力を講じている資産が2020年12月31日時
点で約6,398億ドルと見積もっています（本報告書の「投資家としての価値の創造」、
「価値の創造」をご覧ください）。

2）責任投資は、約745億ドルです（本報告書の「投資家としての価値の創造」>>「責任投
資」をご覧ください）。（70ページ）
3) メットライフは、現時点でこの指標を測定または開示することができませんが、今後も
評価を継続します。

MIMのESGポリシーの「Our Approach to Environmental, Social, and Governance
(ESG) Considerations」（環境・社会・ガバナンス（ESG）の配慮に対する私たちのアプ
ローチ）をご覧ください。（2ページ）
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SASB — サステナビリティ会計基準審議会

FN-AC-410a.2：環境・社会・ガバナンス（ESG）要
因を投資管理や資産管理のプロセスと戦略に統合する
ためのアプローチの説明。

MIMのESGポリシーの「Our Approach to Environmental, Social, and Governance
(ESG) Considerations」（環境・社会・ガバナンス（ESG）の配慮に対する私たちのアプ
ローチ）をご覧ください。（2ページ）

FN-AC-410a.3：議決権行使と投資先エンゲージメン
トのポリシーおよび手順の説明。

議決権行使
MIM は、議決権行使を統制するポリシーと手順（「議決権ポリシー」）を導入していま
す。この議決権ポリシーは、適用規則に則って顧客の証券が顧客の最善の利益のために投じ
られるようにするために策定されています。議決権ポリシーは、顧客の保有証券の経済価値
を最大化するという基本原則に則っています。MIMは、この基本原則に反する、または基
本原則を弱めるようなかたちで議決権行使に影響が及ぶことを認めていません。MIMの議
決権ポリシーは、MIMまたは関連会社の重大な利益相反が顧客のための議決権行使に影響
しないようにするために策定されています。

MIMが顧客のために行う議決権行使はすべて、顧客の最善の利益のために行われなければ
ならず、顧客の保有証券の経済価値を最大化する意図で行われなければなりません。この基
本原則に則って、MIMは、株主投票にかけられる具体的な事項に関してどのように投票す
る計画かを定めた議決権行使ガイドライン（「ガイドライン」）を採用しました。 MIM
は、機関投資家サービス（ISS）の推奨する議決権行使ガイドラインを使用して議決権をモ
ニターし行使しています。ただし、個別の株主投票に関しては、関連性の高いすべての事実
と投票時点での状況をすべて考慮したうえで、顧客の経済価値を最大化するという基本原則
に合致するのであれば、ガイドラインから逸脱する可能性があります。ガイドラインから逸
脱する際には、MIMの上級投資担当者と法務・コンプライアンス担当者で構成される議決
権委員会が、MIM（または関連会社）と顧客の間にマテリアルな利益相反が存在しないか
どうかを事前に判断しなければなりません。
ISSは、顧客の口座と保有証券をモニターして、すべての議決権が受理および投票されたこ
とを確認します。ガイドラインに規定のない議決権が生じた場合は、ISSが、MIMの議決権
委員会の承認した方法で投票するよう指示されます。さらに、MIMの議決権委員会は、株
主投票にかけられる事項を定期的にモニターして、議決権投票の動向を把握しています。
エンゲージメント

MIMのESG投資ポリシーの「Active Engagement」（能動的な関与）をご覧ください。
（4ページ）
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事業倫理
コード・指標

回答・参照

業界関連法令に関係する訴訟手続きの結果として生じ
た損失総額。

ください。

FN-AC-510a.1 ：不正行為、インサイダー取引、反ト 事業に付随する通常の訴訟以外の重要な訴訟手続きに関するメットライフの開示情報
ラスト、反競争行為、市場操作、不法行為、他の金融 は、2020年フォーム10-Kの注釈21、および2021年第1四半期フォーム10-Qの注釈15をご覧
FN-AC-510a.2：内部告発に関するポリシーと手順の 日本のメットライフ生命は、内部通報制度（WCMS）の認証を取得しました。WCMSは
説明。
2019年2月に消費者庁によって導入されました。この制度の下で、企業は、消費者庁が指定

する評価基準に従って自社の内部通報制度を評価し、指定登録機関を通じて登録申請を行い
ます。3月12日の時点で、100社が登録しています（そのうち、16社が保険会社。）この認
証によって、社員が安心して懸念を提起できるようになることを願っています。
メットライフには、倫理＆不正行為ヘルプラインおよび地域の内部通報に関するポリシーと
手順があります。地域のポリシーについては、メットライフの国別のウェブサイトをご覧く
ださい。

システミックなリスクの管理
コード・指標

FN-AC-550a.1：オープンエンド型ファンド資産が運
用資産に占める割合（流動性区分のカテゴリー別）。

回答・参照

2020年12月31日時点（単位：100万ドル）

総投資資産および現金1
高い流動性
中程度の流動性
低い流動性

機関投資家顧客運用資産1
高い流動性
中程度の流動性
低い流動性

79.7%
4.7%
15.6%
100.0%
0.0%
3.7%
96.3%
100.0%

1 オープンエンド型ファンド（ミューチュアルファンドを含む）は、一般勘定総運用資産および現金と



FN-AC-550a.2：流動性リスク管理プログラムをポー
トフォリオ戦略と償還リスク管理に統合するためのア
プローチの説明。
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機関投資家顧客運用資産の一部です。3日以内の現金転換（高い流動性）、4～7日の現金転換（中程度
の流動性）、8日以上の現金転換（低い流動性）が期待されるオープンエンド型ファンドの割合を示し
ています。

2020年フォーム10-Kの項目7「Liquidity and Capital Resources」（流動性および資本
リソース）をご覧ください。
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FN-AC-550a.3 ：証券金融取引への総エクスポー 証券金融タイプの総取引
ジャー。

証券貸付、買戻契約、ボストン連邦住宅貸付銀行の前渡契約（相手方から受け取った現金担保）に
関する情報は、2020年フォーム10-Kの注釈8をご覧ください。

貸付および投資への総コミットメント

不動産抵当貸付、ファンド・パートナーシップ投資、銀行融資枠、ブリッジローン、非公開企業債
券投資のコミットメントに関する情報は、2020年フォーム10-Kの注釈21をご覧ください。

FN-AC-550a.4：発行済みクレジット・デリバティブ 9,609ドル
への正味エクスポージャー。

発行済みデリバティブで管理される主なリスク（クレジット・デフォルト・スワップ）に関
する情報は、2020年フォーム10-Kの注釈9をご覧ください。

アクティビティ指標
コード・指標

FN-AC-000.A：（1）登録済みの総運用資産、および
（2）未登録の総運用資産。

回答・参照

登録済み
未登録		 合計
総運用資産		
総運用資産		
総運用資産
		
一般勘定運用資産
$ 12,610
$ 483,946
$ 495,556
機関投資家顧客
運用資産

FN-AC-000.B：受託下・監督下にある総資産。

登録済みおよび未登録の
総運用資産

$52,669

$ 110,363

$ 163,032

$65,279

$ 594,309

$ 659,588

受託下・監督下の総資産は6,913億9,000万ドルです。これは、総投資資産および現金1の
5,283億1,400万ドルと機関投資家顧客運用資産の1,630億7,600万ドルで構成されています。
1

MetLife, Inc.の総投資に現金および現金同等物を加算して簿価で示しています。

お客さまへの透明な情報提供と公正なアドバイス
コード・指標

回答・参照

FN-IN-270a.1：新規および既存の顧客を対象とした保
険商品関連情報のマーケティングおよびコミュニケー
ションに関係する訴訟手続きの結果として生じた損失
総額。

事業に付随する通常の訴訟以外の重要な訴訟手続きに関するメットライフの開示情報
は、2020年フォーム10-Kの注釈21、および2021年第1四半期フォーム10-Qの注釈15をご覧
ください。

FN-IN-270a.3：顧客継続率。

2020年フォーム10-Kの項目1「Business」（事業）をご覧ください。

FN-IN-270a.1：請求件数に対する苦情件数の割合。

事業に付随する通常の訴訟以外の重要な訴訟手続きに関するメットライフの開示情報
は、2020年フォーム10-Kの注釈21、および2021年第1四半期フォーム10-Qの注釈15をご覧
ください。
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FN-IN-270a.4 ：商品について顧客に情報提供するた 2020年フォーム10-Kの項目1「Business」（事業）をご覧ください。
めのアプローチの説明。

雇用主が任意で参加する保険商品

メットライフの様々な従業員向けの任意の保険商品とサービスは、当社の FINRA 認定営
業チームを通じて、2人以上の従業員を擁する会社にご利用いただけます。当社は、ウェブ
ページ、ウェビナー、プレゼンテーション、会議、ビデオ、ニュースレター、ソートリー
ダーシップ・レポート、記事、電子資料、印刷資料を通して、商品、サービス、およびサー
ドパーティとの関係に関する情報を既存のお客さまと潜在的なお客さまに提供します。

資料の作成と審査には、法務部門、商品の分野の専門家、コンプライアンスおよびマーケテ
ィング・チームが含まれ、コンプライアンスの遵守、正確であること、明瞭であること、さ
らに州の保険局などの様々な規制機関や当局に基づいて、適切かつ該当する場合、規制当局
への申告基準に従うこと、またマーケティング資料や保険の申告の場合はFINRA（金融業
規制機構）とERISA（従業員退職所得保障法）のガイドラインに従うことを徹底させます。
情報には、特定の商品の詳細、特徴、免責事項、除外事項、およびその他の規約、ならびに
メットライフのブランド、コーポレート部門、および財務実績に関する一般的な情報が含ま
れる場合があります。
カスタムのコミュニケーション・キャンペーン

メットライフは、認識、教育、参加を促進することを目的として、雇用主それぞれに合わせ
たカスタムの団体保険商品のコミュニケーション・キャンペーンの開発に取り組んでいま
す。当社は、オムニチャネルによるコミュニケーション戦略、デジタル配信への注目を高め
ること、重要な第2のチャネルとしてオフライン・チャネルを使用することを推奨します。
これらのチャネル間でメッセージを統合することで、従業員の使用体験を向上させる、サラ
ウンドサウンド効果が生まれます。また、当社は、Twitter、LinkedIn、Facebook、マイ
クロサイト、オンラインでの福利厚生説明会、メールなどのデジタルチャネル向けの説得力
のあるコミュニケーションの作成において豊富な経験があり、各雇用主と協力しながら従業
員のニーズと習慣に見合うように、段階的なプランを作成できます。

コミュニケーション方法

商品への加入とサービスに関するコミュニケーション・プランには、以下が含まれてい
ます。
•従
 業員の自宅に郵送されるパーソナライズされた加入キット、および通知とリマインダー
メールによるコミュニケーション
•全
 従業員がアクセスできる、教育的リソースセンターの役割を果たすカスタムのマイクロ
サイト
• 商品の詳細、各特典の必要性、福利厚生プランの内容、加入方法の説明を強調する従業員
向けビデオ
•各
 特典の価値と個人およびご家族のニーズを評価する際に考慮すべきことを強調すること
により、従業員が特典のニーズを評価するのに役立つ、福利厚生の決定ガイド
•対
 面・バーチャルでの福利厚生のサポートとトレーニング：
•バ
 ーチャル福利厚生説明会：有資格の福利厚生カウンセラーが主催し、雇用主がホストす
るプラットフォームまたはメットライフがホストするWebexやビデオ会議を通じて利用
できます。
•ウ
 ェビナー：従業員向けのライブでの商品プレゼンテーション。質疑応答、録画、カメ
ラ、チャット、投票、および各種エンゲージメント活動のオプションがあります。
• Brainsharkプレゼンテーション：利用できる福利厚生を取り上げる「ボイスオーバー」
の音声で、プレゼンテーションをカスタマイズできます。
•人
 事部門向けトレーニング・セッション：人事部門の担当者向けの商品トレーニング。通
常、ウェブキャストを通じて実施され、メットライフの商品に焦点を合わせ、具体的なプ
ランの設計と従業員からのよくある質問を取り上げます。
メットライフは、年次の加入期間に、ウェビナーのチャット機能などのバーチャル・エン
ゲージメントを通じてリアルタイムのサポートを提供し、メットライフのマイクロサイトを
通じて送信された、あるいは特定の営業時間内に電話で受けた質問に回答します。
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FN-IN-270a.4 ：商品について顧客に情報提供するた • 当
 社は、必要であれば、印刷資料と配布資料の要請に応じます。
めのアプローチの説明。
•ソ
 ーシャルメディア：保険プランへの認識を高めるため、従業員を教育リソースに仕向け

るため、またプランへのニーズを強調するために、特に雇用主のためにカスタム設計され
ています。
•コ
 ーディネーターへのサポート：カスタマイズされたトレーニング、パンフレット、よく
ある質問、コミュニケーションなど。
•新
 入社員向けのコミュニケーション：メットライフは、雇用主からの承諾を得て、すべて
の新入社員宛に入社時に連絡を取り、新しい仕事へのお祝いの言葉を述べ、各特典と福利
厚生プランに関する詳細を説明し、加入に関する情報と申し込み期限を伝えます。
• コールセンターとオペレーションズ：特定の質問、サポート、アカウントの変更（受取人
など）に関する着信
• コミュニケーションの頻度は、商品、雇用主の加入期間、対象者、コミュニケーションの
性質により異なります。

退職・収入ソリューション（RIS）：
商品とサービスに関するコミュニケーションは、次の 5 つの主要チャネルを通じて行われ
ます。

1. 対
 面、すなわち営業およびカスタマーサポートチーム：プレゼンテーションデッキとス
リップシートを含む営業に役立つ販促資料。

2. ウ
 ェブ：商品、サービス、市場への洞察、サポート資料についての具体的な詳細を記載す
る、RISの各事業部門向けセクション。
3. 会
 議・イベント、ウェビナー：一定の部分に集中し、通常、パネルディスカッション、後
援されているセグメント、またはホストされたWebexで配信されます。
4. デ
 ジタル：メール、ソーシャルメディア（主に LinkedIn ）、バナーやディスプレー。
メールのような直接的な連絡と、ターゲット・コミュニケーションの両方を含みます。

5. コ
 ールセンターとオペレーションズ：特定の質問やサポートのための着信とダイレクト

メールと同様の働きをし、規制に関する通知の形式を取り、福利厚生加入キットやアカウ
ントの変更（受取人など）に関する発信の電話。

コミュニケーションの頻度は、事業部門、対象者、コミュニケーションの性質により異な
ります。RISは、商品の性質上、金融規制の対象となり、特定の商品ラインではERISA要件
に準拠しています（たとえば、401K内の法人収入年金保険など）。従って、すべてのコミ
ュニケーションは、チャネルと形式に関わらず、定義された内部プロセスの後にリーガルレ
ビューを受け、リスクに関する開示と法的開示および投資を行わないようにとの助言を含む
規制要件を必ず守る必要があります。また、FINRA登録担当者による、継続的な研修とコ
ミュニケーションのモニタリングがあります。
メットライフの投資運用サービス
商品とサービスに関するコミュニケーションは、次の 5 つの主要チャネルを通じて行われ
ます。

•対
 面、すなわち営業およびカスタマーサポートチーム：プレゼンテーションデッキとス
リップシートを含む営業に役立つ販促資料。これは通常、投資機能ごとに1 つの標準的な
デッキとなります。営業に要する時間は平均で6 か月から3 年と幅があるため、会議の数

は見込み顧客により異なります。しかし、営業チームおよび投資チームとの会議は少なく
とも3回は行われ、これ以外に、RFPレビュー、そして営業、投資、コンプライアンス、
オペレーションズの各部門がプロセスを説明し、質問に答える投資委員会への最終的なプ
レゼンテーションも行われます。これらの会議は、潜在的な投資、運用およびコンプライ
アンス上のリスク、これらのリスクをモニターする方法について話し合うフォーラムでも
あります。投資コンサルタントは、米国の取引の75％において仲介者として行動して重要
な役割を担うため、MIMは、当社の商品について投資コンサルタントに情報を提供しま
す。また、MIMは、商品に「買い、保持、売り」のレーティングを割り当てます。投資
コンサルタントを利用する見込み顧客は、通常、その投資コンサルタントが当社の商品を
「買い」と評価した場合に限り、当社から購入します。 MIMは、米国、カナダ、イギリ
ス、日本、韓国、香港、シンガポール、マレーシア、その他のいくつかのアジアの国で投
資商品を販売しています。当社にはヨーロッパのお客さまもいますが、現在、ヨーロッパ
大陸で販売しているのは、スイス、ベルギー、フィンランドのみです。
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FN-IN-270a.4 ：商品について顧客に情報提供するた 当社にはヨーロッパのお客さまもいますが、現在、ヨーロッパ大陸で販売しているのは、ス
めのアプローチの説明。
イス、ベルギー、フィンランドのみです。現在、欧州連合における免許を申請中で、 2021
年9月までに取得できると予測しています。
•ウ
 ェブ（メットライフの投資運用サービス）：MIMの各事業部門向けの異なるセクショ

ンでは、各商品の価値提案、投資チームのメンバー、およびサポート資料に関する詳細を
提供しています。また、事業部門ごとに分けられたソートリーダーシップのセクションと
ESGのセクションもあります。
• 会議・イベント、ウェビナー：一定の部分に集中し、通常、パネルディスカッション、後
援されている基調講演、またはON24 を介したホステッド、または後援されている場合
は、ホストのプラットフォームを介して配信されます。対面での会議の重要な部分は、営
業チーム（「機関投資家グループ」と呼ばれます）により行われるネットワーキングで
す。彼らは、会議で見込み顧客の資産配分と、現在、関心を抱いている資産クラスについ
て学びます。そして、見込み顧客のニーズと一致する投資商品が当社にあれば、営業担当
者が会議の後にも話し合いを続けるためのミーティングを予定します。
•デ
 ジタル：メール、ソーシャルメディア（LinkedInのみ）、バナーやディスプレイ。メー
ルのような直接的な連絡と、ターゲット・コミュニケーションの両方を含みます。
•広
 告：バナーとディスプレイのデジタル広告のほかに、印刷での広告も行っています。

コミュニケーションの頻度は、事業部門、対象者、コミュニケーションの性質により異なり
ます。営業プロセスで、お客さまが積極的に特定の資産クラスの投資商品を購入しようと考
えているなら、コミュニケーションは月に1回となり、見込み顧客が調査中で時間をかけてい
るようであれば、コミュニケーションは四半期に1回ほどとなります。見込み顧客がお客さま
になったら、すでに関与を開始しているため、頻繁にコミュニケーションを行い、月に1回
ほど報告を受け取ります。現在、お客さまが自身のアカウントすべてに一か所でアクセスで
き、自身のアカウントに完全な透明性を持てる顧客ポータルを導入しているところです。

市場で起きていること、パフォーマンスを推進するもの、投資ポートフォリオで何が起きて
いるかに関する完全な透明性が非常に重要であることを、私たちは理解しています。こう
したコミュニケーションは、通常、お客さまが求める頻度（毎週、毎月、四半期ごと）で
報告を通して行われます。また、当社は、お客さまとともに四半期ごとにポートフォリオ
のレビューを実施します。さらにMIMは、米国の証券取引委員会（SEC）と金融業規制機
構（FINRA）、および事業を運営する各地域の規制当局の規制の対象となります。私たち
は、投資コンプライアンス部門による、すべてのコミュニケーションとマーケティング資料
のレビューを行い、すべての情報に透明性がありどのような形であっても誤解を生むことが
ないようにする必要があります。これらの資料は、定義された内部プロセスの後にレビュー
を受け、リスクに関する開示と法的開示を含む規制要件を必ず守る必要があります。MIM
のメンバーは、FINRA登録担当者による、継続的な研修とコミュニケーションのモニタリ
ングの対象となります*。

* MIM は、機関投資家のお客さまのみを対象としています。当社は、個人投資家向けの投資商品を提供
していません。
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SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会
投資運用への環境・社会・ガバナンス（ESG）要因の統合
コード・指標

FN-IN-410a.1 ：総投資資産（業界別および資産クラ
ス別）。
（続き）

回答・参照

2020年12月31日時点（単位：100万ドル）

総投資資産および現金1
売却可能な確定期日証券：
		米国企業および外国企業の証券
$ 162,824
		外国政府国債		71,699
		米国政府機関債		47,100
		住宅ローン担保証券		30,435
		資産担保証券		17,119
		地方債		13,722
		商業不動産担保証券		11,910

		売却可能な確定期日証券		354,809
株式：

		普通株式		779
		非償還優先株式		300
		株式		1,079

契約保有者の指示する株式および公正価値オプション証券		13,319
不動産抵当貸付：
		商業不動産抵当貸付		52,434
		農業不動産抵当貸付		18,128
		住宅不動産抵当貸付		13,947
		評価性引当額		(590)

		不動産抵当貸付		83,919
契約者貸付		9,493
不動産および不動産合弁事業		11,933
他の有限パートナーシップ権益		9,470
短期投資		3,904
他の投資資産		20,593
現金および現金同等物		19,795

		総投資資産および現金2

$ 528,314
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SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会

FN-IN-410a.1 ：総投資資産（業界別および資産クラ 機関投資家顧客運用資産
ス別）。

保険・金融
$ 77,923
コーポレート		25,123
サブアドバイザリー		36,999
政府・行政機関		11,245
コミングルファンド		9,114
その他（非営利、タフト＝ハートリーほか）		2,628

（続き）

		機関投資家顧客運用資産

$ 163,032

投資適格および低格付けの情報3

		投資適格
$ 337,715 95.2%
		低格付け		17,094
4.8%
		売却可能な確定期日証券の合計
$ 354,809 100.0%
2020年フォーム10-Kの以

1 金額は簿価で示しています。資産クラスのサブセクターについての情報は、



下のセクションをご覧ください。
米国企業および
外国企業の証券

Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 売却可能な
確定期日証券および株式 — 売却可能な米国企業および外国企業の

住宅ローン担保証券

Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 売却可能な
確定期日証券および株式 — 仕組債 — 住宅ローン担保証券

資産担保証券
商業不動産抵当貸付
不動産および不動産合弁事業
その他投資資産
2

確定期日証券

Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 売却可能な
確定期日証券および株式 — 仕組債 — 資産担保証券
Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 住宅ロー
ン — 地域と固定資産別の商業不動産抵当貸付

Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 不動産およ
び不動産合弁事業

Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — その他投資
資産

MetLife, Inc.の総投資に現金および現金同等物を加算して簿価で示しています。

Aaa、Aa、A、Baaを投資適格、Ba、B、Caa

3米国で広く認知されている格付機関の格付けに基づき、

FN-IN-410a.2 ：環境・社会・ガバナンス
（ ESG ）要因を投資管理のプロセスと戦略に統合
するためのアプローチの説明。
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以下、およびデフォルト間近またはデフォルト中を低格付けとしています。

前出のFN-AC-410a.2への回答をご覧ください。

SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会
責任ある行動を奨励するための方針
コード・指標

FN-IN-410b.1：エネルギー効率や低カーボンの技術に
関連して計上された正味保険料。

FN-IN-410b.2：健康、安全、環境に対して責任を果た
す行動や行為を奨励するための商品または商品特徴に
ついての協議。

回答・参照

メットライフは、現時点でこの指標を測定または開示することができませんが、今後も評価
を継続します。

2021年4月時点で、メットライフは損害保険事業から撤退しているため、この指標は該当し
ません。前年の情報については、2019年サステナビリティ報告書をご覧ください。

健康と福祉のためのインセンティブ
メットライフは、お客さまの全体的な健康と福祉に恩恵をもたらすようなツールとリソースを
提供することが重要だと考えています。メットライフが商品を通じて健康的な行動を奨励する
ために取っている行動の事例を、以下にご紹介します。以下はその例です。

•3
 60Health：「360Health」は、保険と健康管理サービスを組み合わせた商品で、中国お

よび韓国で販売されています。重大疾病に関するお客さまの懸念に直接的にお応えすべく設
計されていて、医学的な裏付けのある包括的なソリューションを通じて、健康に生活できる
期間を長くできるよう支援しています。メットライフは、「360Health」を通じて、健康
的な行動を奨励しています。これには、お客さまの血圧を測定し、代理店がお客さまに働き
かけられるようにするモバイルアプリ「ヘルス・フレンズ・プログラム」や、健康と福祉の
ための情報やリソースを提供し、またお客さまが健康リスクを自己評価する機能などを盛り
込んだ「360Health」のウェブページが含まれます。韓国では、お客さまの人生のステー
ジに合わせたオプションも提供しています。例えば、独身のお客さまには、ペットの葬儀費
用、フィットネス・センター、ウェディング・パッケージの割引のほか、ヘルシーなお料理
の説明ビデオなどを提供しています。高齢者のお客さまは、認知症の自己評価をすること
ができ、高齢者向けのコンシェルジュ・サービスやリハビリの運動プログラムを利用できま
す。中国では、医師への電話相談やオンラインの健康相談が特に人気を集めています。ほか
に、自宅介護のガイダンス、海外旅行中の医療プログラム、がんの早期発見を目的とした検
診などが含まれています。これらのサービスはすべて、医療の専門家に簡単に連絡して、重
大疾病の予防に関するアドバイスを受けられるようにするためのものです。

•日
 本の商品付帯サービス（VAS）：日本では、健康を目的とした9種類の商品付帯サービス
を無料で提供して、お客さまの健康的な生活をサポートしています。例えば、24時間365日
対応の「健康生活ダイアル24 」、医療の「セカンドオピニオンサービス」、「メンタルヘ
ルスサポートサービス」、がん診断後の復職のサポート、医療検診のコンサルティングなど
があります。また、モバイルアプリを介して請求を素早くわかりやすくしたり、スポーツ施
設、レストラン、育児・介護などのサービスに優待割引が適用される「メットライフ生命 ク
ラブオフ」プログラムも利用したりすることができます。日本では現在、お客さま向けのデ
ジタルを活用したウェルネス・プラットフォームの開発も進めていて、健康管理のための情
報を提供するほか、健康維持・増進活動に対して包括的な支援をもたらす計画です。これに
より拡大する商品付帯サービスには、育児、介護、がん、認知症、脳と心臓の疾病予防など
の側面をサポートするプログラムが含まれます。

•歩
 数計：さらに日本では、歩数計を使って健康増進活動を奨励する商品を法人のお客さまに
提供しています。全従業員の歩数実績が一定レベルに到達すると、メットライフは、その会
社にお支払いする配当金額を変動させます。これにより、従業員福利厚生の提供を法人のお
客さまに奨励することになり、また一日を通じて健康増進に向けた行動変容を支援するため
の柔軟性がもたらされます。

本報告書の次のセクションをご覧ください：女性に健康的な行動を奨励するために設計され
たプログラムと商品についての情報は、「お客さまの信頼にお応えする」 >> 「ニーズを抱え
た人たちのための商品とサービス」 >> 「女性のためのアクセスと機会の創造」をご覧くださ
い。（83ページ）

135

SASB
SASB — サステナビリティ会計基準審議会
環境リスクへのエクスポージャー
コード・指標

回答・参照

FN-IN-450a.2：（1）モデル化された自然災害、およ
び（2）モデル化されていない自然災害の保険給付金に
起因する金銭的な損失総額（出来事のタイプ別および
地域別）（再保険の正味額および総額）。

メットライフは損害保険事業から撤退したため、この指標は該当しません。前年の情報につ
いては、2019年サステナビリティ報告書をご覧ください。

FN-IN-450a.1：気象関連の自然災害に伴う物損の予想 メットライフは損害保険事業から撤退したため、この指標は該当しません。前年の情報につ
いては、2019年サステナビリティ報告書をご覧ください。
最大損失額（PML）。

FN-IN-450a.3：（1）個別の保険契約の引受審査プロ
セス、および（2）会社レベルのリスク管理と自己資本
比率に対して環境リスクを統合するためのアプローチ
の説明。

FN-IN-450a.1.の回答、および本報告書の「お客さまの信頼にお応えする」、「経済的な自
立と自信を支援する商品とサービス」、さらにCDPの2020年気候変動調査票に対する当社
の回答もご覧ください。

メットライフは、評判の視点からビジネスの見通しを評価し、当社の企業価値に沿った企業
や団体との取引を優先させます。さらに、ESG要因への影響が過去の死亡率および／または
保険請求における罹患率に影響を及ぼしている範囲において、当社の要因は過去の請求経験
から引き出したものであるため、これらの影響が本質的に当社の価格要因に含まれている可
能性があります。

システミックなリスクの管理
コード・指標

回答・参照

FN-IN-550a.1 ：デリバティブ取引へのエクスポー 2020年12月31日時点（単位：100万ドル）
ジャー（カテゴリー別）：（ 1 ）中央清算されないデ
金額1
リバティブ取引に係る潜在的な総エクスポージャー、 一般勘定		
（2）中央清算機関に提供された受理可能な担保の総公 事業体のスケジュールDBの報告額
正価値、（3）中央清算されるデリバティブ取引に係る
（1）中央清算されないデリバティブ
潜在的な総エクスポージャー。
取引に係る潜在的な総エクスポージャー
$ 2,593
（2）中央清算機関に提供された
受理可能な担保の総公正価値

（3）中央清算されるデリバティブ
取引に係る潜在的な総エクスポージャー
1

FN-IN-550a.2：証券貸付担保資産の総公正価値。
FN-IN-550a.3 ：システミックな非保険活動に伴う資
本・流動性関連リスクを管理するためのアプローチの
説明。
FN-IN-000.A：保有契約数（セグメント別）：
（1）損害保険、（2）生命保険、（3）引受再保険
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$ 1,009
$ 5,224

FN-IN-550a.1は、「事業体のスケジュールDBの報告額」の開示を特に目的としています。このた
め、ここに開示した金額は、全米保険監督官協会（NAIC）の規定に従うためにスケジュールDBを報
告しているメットライフの保険会社のみを含んでいます。

証券貸付、買戻契約、ボストン連邦住宅貸付銀行の前渡契約（再投資ポートフォリオの公正
価値見積もり）に関する情報は、2020年フォーム10-Kの注釈8をご覧ください。

前出のFN-AC-550a.2への回答をご覧ください。

保有契約の総金額は、2020年フォーム10-Kの項目8「Financial Statements and
Supplementary Data」（財務諸表と補足データ）のスケジュールIVをご覧ください。

TCFDインデックス（気候関連

財務情報開示タスクフォースの指標）

メットライフは、気候変動のリスクと機会に対する当社のアプローチと管理方法に関して、投資家や他の株主の意思決定にとって有用性
のある比較可能な情報を提供するため、TCFDインデックスを開示しています。以下の表は、メットライフの2020年サステナビリティ報
告書やTCFDの推奨に対応した他の公開文書のどこに開示情報が掲載されているかを示すものです。

TCFD — 気候関連財務情報開示タスクフォース
ガバナンス
開示の重点領域

推奨される開示

回答

a）気候関連のリスクと機会に関する取締役 「環境の保護」>>「気候変動への対応」
会の監督を説明する。

「サステナブルな経営」>>「ガバナンス」

2021年議決権行使委任状（40ページ）
CDP気候変動2020年 C1.1b

気候関連のリスクと機
会に関する組織のガバ
ナンスを開示する。

b）気候関連のリスクと機会を評価および管 「環境の保護」>>「私たちのアプローチ」、「気候変動への対応」、「メッ
理するうえで管理職が果たす役割を説明 トライフの新しい2030 年環境目標」、「サプライチェーンのサステナビリ
する。

ティ」

「投資家としての価値の創造」>>「ESG統合」、「責任投資」

「サステナブルな経営」>>「私たちのアプローチ」、「ガバナンス」

メットライフ・インベストメント・マネジメント、環境・社会・ガバナンス
投資ポリシー

2021年議決権行使委任状（9ページおよび41ページ）
CDP気候変動2020年 C1.2、C1.2a
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TCFD
TCFD — 気候関連財務情報開示タスクフォース
戦略
開示の重点領域

推奨される開示

気候関連のリスクと機
会が組織の事業、戦
略、財務計画に及ぼす
現実の影響および潜在
的な影響を開示する。

 候関連のリスクと機会が組織の事業、 「投資家としての価値の創造」
b）気

a）組
 織が特定した短期・中期・長期の気候
関連のリスクと機会を説明する。
戦略、財務計画に及ぼす影響を説明
する。

回答

CDP気候変動2020年 C2.1、C2.2c、C2.3a、C2.4a

「環境の保護」

CDP気候変動2020年 C2.5、C2.6

c）2℃シナリオをはじめ、様々なシナリオが CDP気候変動2020年 C3.1a、C3.1c
組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす潜
在的な影響を説明する。

リスク管理
開示の重点領域

推奨される開示

a）気
 候関連のリスクを特定し評価するため
の組織のプロセスを説明する。

回答

「投資家としての価値の創造」>>「価値の創造」、「ESG統合」

「環境の保護」>>「私たちのアプローチ」、「気候変動への対応」、「サプ
ライチェーンのサステナビリティ」
「サステナブルな経営」>>「私たちのアプローチ」、「ガバナンス」

気候関連のリスクを組
織がどのように特定
し、評価し、管理して
いるかを開示する。

メットライフ・インベストメント・マネジメント、環境・社会・ガバナンス
投資ポリシー

 候関連のリスクを管理するための組織
b）気
のプロセスを説明する。

CDP気候変動2020年 C2.2、C2.2a、C2.2b

「投資家としての価値の創造」
「環境の保護」

CDP気候変動2020年 C2.2、C2.2d

c）気候関連のリスクを特定し、評価し、管 「環境の保護」>>「私たちのアプローチ」
理するためのプロセスが、組織全体のリ
スク管理にどのように統合されているか
を説明する。
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メットライフ・インベストメント・マネジメント、環境・社会・ガバナンス
投資ポリシー

CDP気候変動2020年 C2.2、C3.1c

TCFD
TCFD — 気候関連財務情報開示タスクフォース
指標と目標
開示の重点領域

関連性の高い気候関連
のリスクと機会を評価
し管理するために使用
している指標と目標を
開示する。

推奨される開示

a）自
 社の戦略とリスク管理プロセスに則っ
て気候関連のリスクと機会を評価す
るために組織が使用している指標を開示
する。

回答

「付録」>>「ESGスコアカード」>>「環境データ」

CDP気候変動2020年 C6.1、C6.2、C6.3、C6.5、C9.1

b）ス
 コープ 1 、スコープ 2 、さらに該当す 「付録」>>「ESGスコアカード」>>「環境データ」
る場合はスコープ 3 の温室効果ガス排出
量、および関連するリスクを開示する。 CDP気候変動2020年 C6.1、C6.2、C6.3、C6.5

c）気候関連のリスクと機会を管理するため 「環境の保護」>>「メットライフの新しい2030年環境目標」
に組織が使用している目標、および目標
に対する実績を説明する。

CDP気候変動2020年 C4.1、C4.1a、C4.2
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GRIスタンダード・インデックス
開示番号

開示事項

GRI 102：一般開示事項

組織のプロフィール
102-1

102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9

102-10
102-11
102-12
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メットライフの2020年のGRIインデック
スは、GRIスタンダードの中核（Core）
オプションに準拠しており、 2020 暦年
の実績データを示しています。

回答・参照

組織の名称

MetLife, Inc.

本社の所在地

200 Park Ave., New York, NY 10166

活動、ブランド、製品、サービス

2020年フォーム10-K（5～13ページ）

事業所の所在地

2020年フォーム10-K（7～13ページ）、世界各地

参入市場

2020年フォーム10-K（5～13ページ）

所有形態および法的形式
組織の規模

従業員およびその他の労働者に関
する情報
サプライチェーン

組織およびそのサプライチェーン
に関する重大な変化
予防原則または予防的アプローチ
外部イニシアティブ

C団体

「付録」>>「ESGスコアカード」>>「財務データ」、「従業員データ」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「従業員データ」

「社員のためのサポート」>>「サプライヤ・インクルージョン＆開発」、「環
境の保護」 >> 「サプライチェーンのサステナビリティ」、メットライフ・グ
ローバル調達、メットライフの取引先に関する行動規範

2020年フォーム10-K（67～68ページ）

「サステナブルな経営」>>「リスク管理」

メットライフは、以下に署名しています。
• 国連グローバル・コンパクト（UN Global Compact）
• 国連責任投資原則（UN Principles for Responsible Investment）
国連女性のエンパワーメント原則（UN Women’s Empowerment
• 
Principles）
• カタリストCEOチャンピオンズ・フォー・チェンジ（Catalyst CEO
Champions for Change）
• ワン・マインド・アット・ワーク誓約（One Mind at Work Pledge）
ダイバーシティとインクルージョンのためのCEOアクション（CEO Action
• 
for Diversity & Inclusion）
• クライメート・リーダーシップ・カウンシル（Climate Leadership
Council）
2021年議決権行使委任状（9～12ページ、43～46ページ）

GRIスタンダード

開示番号
102-13

戦略

102-14

倫理と誠実性
102-16

開示事項

団体の会員資格

回答・参照

メットライフが参加している政策、研究、業界関連の協会には、以下のものが
含まれます。
• 米国生命保険協会（American Council of Life Insurers）
• 大西洋評議会（Atlantic Council）
• 米
 国経済団体（Business Council for International Understanding）
• 全米サービス産業連盟（Coalition of Service Industries）
• 米州評議会（Council of the Americas）
• ジュネーブ協会（Geneva Association）
• 国際金融協会（Institute of International Finance）
• ジャパン・ソサエティー（Japan Society）
• コリア・ソサエティー（Korea Society）
• 米国APECナショナル・センター（National Center for Asia Pacific
Economic Cooperation）
• ワシントン国際貿易協会（Washington International Trade
Association ）、両党派政策センター（ Bipartisan Policy
Center）、米国商工会議所（U.S. Chamber of Commerce）
• ビジネス・ラウンドテーブル（Business Roundtable）

メットライフが参加している環境組織には、以下のものが含まれます。
• カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）
• セ
 ンター・フォー・アクティブ・デザイン（Center for Active Design）
• クライメート・リーダーシップ・カウンシル（Climate Leadership
Council）
• 森林管理評議会（Forest Stewardship Council）
• 持続可能な林業イニシアチブ（Sustainable Forestry Initiative）
• 米国エネルギー省（United States Department of Energy）
• 米国環境保護庁（United States Environmental Protection Agency）
• 米国グリーンビルディング協会（United States Green Building Council）
上級意思決定者の声明

「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」

価値観、理念、行動基準・規範

「サステナブルな経営」>>「行動規範と利益相反の管理」

取締役会長からのご挨拶：2021年議決権行使委任状

メットライフのPurpose
メットライフのFinancial Management Code of Business Ethics
メットライフ取締役向け行動・倫理規範
メットライフ企業行動規範
メットライフ行動規範
メットライフ・コーポレートガバナンス
メットライフのエシックス＆コンプライアンス
メットライフの顧客プライバシー・ポリシー
メットライフの取引先に関する行動規範
コーポレート・ガバナンス
ガバナンス・企業責任委員会の宣言書
2021年議決権行使委任状（41ページ）
人権に関するメットライフの表明
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

102-18

ガバナンス構造

コーポレート・ガバナンス、ガバナンス・企業責任委員会の宣言書、2021年議
決権行使委任状（9ページ、13～17ページ、32～42ページ）

ガバナンス

102-20

102-29

経済、環境、社会項目に関する役
員レベルの責任
経済、環境、社会へのインパクト
の特定とマネジメント

ステークホルダー・エンゲージメント
102-40

102-41

102-42

102-43

ステークホルダー・グループのリ
スト

団体交渉協定

ステークホルダーの特定および
選定
ステークホルダー・エンゲージメ
ントへのアプローチ方法

「サステナブルな経営」>>「ガバナンス」>>「サステナブルな管理」、「リス
ク管理」、メットライフの気候変動に関する声明文、2021年議決権行使委任状
（9～11ページ、43～46ページ）
人権に関するメットライフの表明

「サステナブルな経営」>>「ガバナンス」>>「サステナブルな管理」、「リス
ク管理」、メットライフの気候変動に関する声明文、2021年議決権行使委任状
（9～11ページ、43～46ページ）
人権に関するメットライフの表明
グローバル環境ポリシーに関するメットライフの表明
「付録」>>「ステークホルダー・エンゲージメント」、2021年議決権行使委任
状、取締役会長からのご挨拶（9、43、66ページ）
メットライフは、投資家、株主、お客さま、社員、行政機関、規制当局、事業
展開する地域社会をステークホルダーと考えています。

場所により団体交渉協定の定義が異なるため、メットライフはこの指標を詳細
に記録していません。米国以外では、一部の社員（コンサルタント社員以外）
が団体交渉協定の対象となっていますが、米国では、団体交渉協定の対象とな
る社員はいません。
人権に関するメットライフの表明

メットライフは、メットライフの事業運営に大きく影響し、かつメットライフ
の事業運営によって最も影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント
を主に行っています。

「付録」>>「ステークホルダー・エンゲージメント」、2021年議決権行使委任
状、取締役会長からのご挨拶（3、9、48、66ページ）
人権に関するメットライフの表明
投資家：年次報告書および米国証券取引委員会への提出書類、投資家説明会、
説明会参加、直接的な交流を介したエンゲージメント。
社員：毎年の社員調査（組織の健全性指標グローバル調査を含む）、年間パ
フォーマンス・レビュー、上司や管理職者との直接対話。
行政機関：国際、国、地域、自治体レベル、および業界団体への通年加盟に基
づく継続的なエンゲージメント。
地域社会：メットライフ財団の活動と社員のボランティア活動を通じたエン
ゲージメント。
お客さま：直接的な連絡および会話（継続的）、ネットプロモーター調査をは
じめとする顧客満足度調査、提案依頼書への対応を介したエンゲージメント。

102-44
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提起された重要な項目および懸念

2020年フォーム10-K（29～30ページ）

「付録」>>「ステークホルダー・エンゲージメント」
2021年議決権行使委任状（9ページ）

GRIスタンダード

開示番号

報告実務
102-45

102-46

102-47

開示事項

回答・参照

連結財務諸表の対象になっている
事業体

2020年フォーム10-K、付属書類21.1

報告書の内容および項目の該当範
囲の確定
マテリアルな項目のリスト

「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」、「サステナビリティの重点活動」
本報告書の内容は、メットライフのサステナビリティの重点活動、戦略、マテ
リアリティに整合しています。

メットライフが当社のビジネスとステークホルダーに関連する問題を認識し、
適切に対処できるようにするために、従来のマテリアリティ分析を実施しまし
たが、今年は包括的なデータドリブンのプロセスを使用しました。マテリアリ
ティ分析は、戦略、規制、評判上のリスクと機会に関するリアルタイムのアナ
リティクスに基づきます。この分析を採用することで、ESG関連の課題に対す
る当社の理解を深め、進化の評価のための社内の機能を強化することができま
した。
さらに、データドリブンのプロセスは、重要な多くのステークホルダーとソー
ス（ESGレーティング・ランキング、投資家、メットライフのシニア・エグゼ
クティブ、社外の視点、ピア・ベンチマーキング）からのフィードバックとと
もに、私たちが、世界のためになる力であり続け、お客さま、ご家族、地球を
守り続けていくための将来を見据えたサステナビリティ戦略を策定するのに役
立ちます。

ESGの課題に対するメットライフの戦略的アプローチの要約については、「は

102-48

情報の再記述

102-49

報告における変更

102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

報告期間

前回発行した報告書の日付
報告サイクル

じめに・サステナビリティの重点活動」、および「グローバルインパクトへの
私たちのコミットメント」、ならびに2021年議決権行使委任状（10ページ、43
～46ページ）もご覧ください。

メットライフは、インベントリへの変更が基準となる年の排出量と同等かそれ
を2％以上超えたときに、温室効果ガス排出量データを再記述します（スコープ
1 、2 、および3 の出張）。変更は、構造的変更、方法の変更、エラー、または
新しいデータソースに起因する可能性があります。データの変更に関する詳細
は、報告書の注釈をご覧ください。
変更については、該当する場合、注釈として記載しています。

特に記載のないかぎり、2020年1月1日から12月31日の情報です。

2020年6月
年1回

報告書に関する質問の問い合わ
せ先

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

GRI内容索引

付録

GRIスタンダードに準拠した報告
であることの主張

この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）に準拠して作成されています。
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GRIスタンダード

開示番号
102-56

開示事項
外部保証

GRI 200：経済

GRI 201：経済活動
103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

マネジメント手法とその要素

マネジメント手法の評価

創出、分配される直接的な経済
価値
気候変動による財務上の影響、
その他のリスクと機会

GRI 202：市場での存在感
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

回答・参照

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 ）、国連ク
ローバル・コンパクト、TCFD およびSASB の枠組みに従って策定されていま
す。当社のグローバルな温室効果ガス排出量のデータ（スコープ1、スコープ2、
スコープ 3 の出張）は、 ISO-14064-3 の基準に照らして外部保証を受けてい
ます。

「メットライフの戦略とリーダーシップ」
「お客さまの信頼にお応えする」
「投資家としての価値の創造」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「財務データ」

2020年フォーム10-K（155～160ページ）

「メットライフの戦略とリーダーシップ」
「お客さまの信頼にお応えする」
「投資家としての価値の創造」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「財務データ」

2020年フォーム10-K（155～160ページ）

「メットライフの戦略とリーダーシップ」
「お客さまの信頼にお応えする」
「投資家としての価値の創造」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「財務データ」

2020年フォーム10-K（155～160ページ）

「付録」>>「ESGスコアカード」>>「財務データ」

2020年フォーム10-K（155～160ページ）

「投資家としての価値の創造」>>「価値の創造」、「ESG統合」
「地域社会への貢献」>>「インパクト投資：地域社会への投資」
「環境の保護」>>「メットライフの新しい2030年環境目標」、「気候変動への
対応」、「カーボン・ニュートラルの維持」
「サステナブルな経営」>>「リスク管理」

CDP気候変動2020年 C2.リスクと機会
「お客さまの信頼にお応えする」 >> 「新しく拡大されたサービスで、新型コ
ロナウイルス感染症に対応する」、「世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡
大」、「未来のためのイノベーション」
「社員のためのサポート」>>「メットライフにおける社員の待遇：未来を築く」
世界各地
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

103-3

マネジメント手法の評価

「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」

103-2

202-2

マネジメント手法とその要素

地域社会で採用した上級管理職の
割合

GRI 203：間接的な経済的インパクト
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

203-1

インフラ投資および支援サービス

203-2

重大な間接的な経済的インパクト

「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」

2020年にバイス・プレジデント以上の職位で雇用された社員の94％が地域社
会からの採用でした。この報告書において、「上級管理職」とは、会社の経営
幹部と定義します。「地元」とは、当該事業拠点のある地域で生まれた者また
はその地域の永住権を有している者と定義します。さらに、「重要事業拠点」
とは、社員が750人以上いる拠点と定義します。
「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」
「地域社会への貢献」

「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」
「地域社会への貢献」

「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」
「地域社会への貢献」
「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」
「地域社会への貢献」
「お客さまの信頼にお応えする」
「社員のためのサポート」
「投資家としての価値の創造」
「地域社会への貢献」
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

汚職に関するリスク評価を行って
いる事業所

メットライフの全世界の事業部門が、少なくとも年1回、汚職防止リスク評価を
受けています。同時に継続的な監視・検査活動を行って、主要な汚職防止策が
汚職リスクの削減に実際に役立っていることを確認しています。

GRI 205：汚職防止
205-1

また、当社は 2020 年に、米国の保険会社として初めて国連ローバル・コンパ
クト（ UNGC ）に参加しました。これは、企業が推進する世界最大のサステ
ナビリティのイニシアチブで、人権、労働、環境、汚職防止の分野で普遍的な
10の原則に沿った運営と戦略を実行することを求めるものです。今後、当社は
UNGCと提携し、当社の取り組みを向上するだけでなく、この原則を重要な指
針として使用して当社の業務の優先化を図り焦点を定めます。

205-2

汚職防止の方針や手順に関するコ
ミュニケーションと研修

GRI 206：反競争的行為
206-1

反競争的行為、反トラスト、独占
的慣行により受けた法的措置

人権に関するメットライフの表明

メットライフのグローバル汚職防止方針は、世界各地のすべてのメットライ
フ社員に対して、現地の言語で伝えられています。この方針は、メットライフ
のグローバル・イントラネットサイトにも掲載され、全社員がアクセスできま
す。世界各地で取引するサードパーティに対しても必ずパンフレットを提供し
て、メットライフの方針について研修を行っています。2020年、メットライフ
は、全社員を対象に、贈収賄・汚職防止の必須トレーニングを実施しました。

「サステナブルな経営」>>「リスク管理」
メットライフ行動規範
会社レベルではありません。

GRI 300：環境

GRI 302：エネルギー
302-1

302-3
302-4
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組織内のエネルギー消費量

「付録」 >> 「 ESG スコアカード」 >> 「環境データ」、 CDP 気候変動 2020 年
C8.エネルギー

エネルギー消費量の削減

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

エネルギー原単位

GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

103-2

マネジメント手法とその要素

「環境の保護」>> 「メットライフの新しい2030 年環境目標」、「カーボン・
ニュートラルの維持」

GRI 305：大気への排出

気候変動に関するメットライフの表明

305-1
305-2
305-3
305-4
305-5

直接的な温室効果ガス（ GHG ）
排出量（スコープ1）
間接的な温室効果ガス（ GHG ）
排出量（スコープ2）

2020年フォーム10-K（41ページ）

「付録」 >> 「 ESG スコアカード」 >> 「環境データ」、 CDP 気候変動 2020 年
C6.排出量データ
「付録」 >> 「 ESG スコアカード」 >> 「環境データ」、 CDP 気候変動 2020 年
C6.排出量データ

その他の間接的な温室効果ガス
（GHG）排出量（スコープ3）

「付録」 >> 「 ESG スコアカード」 >> 「環境データ」、 CDP 気候変動 2020 年
C6.排出量データ

温室効果ガス（ GHG ）排出量の
削減

「環境の保護」>>「カーボン・ニュートラルの維持」、「環境にやさしい建物
と私たちがもたらす影響の低減」

温室効果ガス（GHG ）排出原
単位

「付録」 >> 「 ESG スコアカード」 >> 「環境データ」、 CDP 気候変動 2020 年
C6.排出量データ

CDP気候変動2020年 C4.目標と実績

GRI 308：サプライヤの環境面のアセスメント
103-2

308-1

マネジメント手法とその要素

環境基準により選定した新規サプ
ライヤ

GRI 400：社会
GRI 401：雇用
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

401-1

従業員の新規雇用と離職

「環境の保護」>>「サプライチェーンのサステナビリティ」：透明性の強化

CDP気候変動2020年 C2.リスクと機会

1 0 0 ％：環境の持続可能性の質問は、メットライフの標準的な提案依頼書
（RFP）および情報提供依頼書（RFI）の定型文書に含まれているほか、サプラ
イヤとの新規契約プロセスにも組み込まれています。
取引先に関する行動規範もご覧ください。

「社員のためのサポート」
人権に関するメットライフの表明

「社員のためのサポート」、メットライフの求人情報
人権に関するメットライフの表明
「社員のためのサポート」

「付録」>>「ESGスコアカード」>>「従業員データ」
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GRIスタンダード

開示番号
401-2

開示事項

正社員には支給され、非正規社員
には支給されない手当

回答・参照

メットライフは、米国のフルタイム社員すべてに対して福利厚生を提供してお
り、これらのプランやプログラムは通常、週20時間以上勤務のパートタイム社
員にも提供されています。ただし、契約社員と週20時間未満のパートタイム社
員には提供されていません。これらの福利厚生には、以下のものが含まれます。

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

健
 康保険（処方箋薬と眼科保険を含む）
歯
 科保険
短期・長期就業不能保険
会社負担の生命保険
401（k）プラン
制
 限付き株式ユニット、パフォーマンス・シェア、ストック・オプション

（長期インセンティブ報奨制度の一環として、職位と収入が比較的高い社員
に提供）
現金残高確定給付企業年金プラン
医
 療費・育児費のためのフレキシブル支出口座（FSA）
通勤手当
補助的な育児・介護・大学進学アドバイスの制度
学費支援制度
旅
 行特典（緊急サービス、旅行傷害保険、国際医療保険）
健康保険の従業員積立分に充当できる「ウェルネス配当金」の受給資格
任意の自己負担の生命保険（団体定期生命保険、団体変額ユニバーサル生命
保険、家族特約、事故死・四肢切断保険）
法
 務サービス・プラン
重大疾病保険
養子縁組の資金援助
代理父母の資金援助
従
 業員支援プログラム
ファイナンシャル・ウェルネス・プログラム

新型コロナウイルス感染症関連：
医療保険を介した遠隔医療と遠隔メンタルヘルスのオンライン診療について
• 
の費用分担を年末まで廃止しました。
• 2ndMDと提携して新型コロナウイルス感染症ホットラインを設立し、医学
的質問に答えるとともに、セカンドオピニオン・サービスを提供しました。
• 2021年の第1四半期まで、無料の「メットライフ病院保障保険プログラム」
を通じてメットライフの社員と被保険者の家族に現金支援による保護を提供
しました。
被扶養者デイケア・フレキシブル支出口座への入会変更を認め、保育所等の
• 
閉鎖と再開が行われるなか、保護者の方々が柔軟に拠出金を変更できるよう
にしました。
全社員を対象に、パンデミック中の自己ケアを奨励するために、特別ウェル
• 
ネス・インセンティブを提供しました。フォーカスしたのは、インフルエン
ザのワクチンとマインドフルネスのツールです。
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」、
「メットライフにおける社員の待遇：未来を築く」

GRI 404：研修と教育
103-1

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

404-1
404-2

404-3

従業員一人あたりの年間平均研修
時間
従業員スキル向上プログラムおよ
び移行支援プログラム
業績とキャリア開発に関して定期
的なレビューを受けている従業員
の割合

GRI 405：ダイバーシティと機会均等
103-1

103-2

103-3

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明

マネジメント手法とその要素

マネジメント手法の評価

「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」、
「メットライフにおける社員の待遇：未来を築く」
「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」、
「メットライフにおける社員の待遇：未来を築く」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「従業員データ」

「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」、
「メットライフにおける社員の待遇：未来を築く」
「付録」>>「ESGスコアカード」>>「従業員データ」

「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」
「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」
メットライフの求人情報、グローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン
「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」
「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」

メットライフの求人情報、グローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン
「社長兼最高経営責任者からのご挨拶」
「社員のためのサポート」>>「ダイバーシティ、エクイティ、
インクルージョン：コミットメントから行動へ」

メットライフの求人情報、グローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン
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GRIスタンダード

開示番号
405-1

開示事項

ガバナンス機関および従業員のダ
イバーシティ

GRI 406：非差別
103-1

103-2
406-1

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明
マネジメント手法とその要素
差別事例と実施した救済措置

GRI 415：公共政策
103-1

103-2
415-1

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明
マネジメント手法とその要素
政治献金

GRI 417：マーケティングとラベリング
417-3

マーケティング・コミュニケーシ
ョンに関する違反事例

GRI 418：顧客プライバシー
103-1

103-2

マテリアルな項目とその該当範囲
の説明
マネジメント手法とその要素

回答・参照

「付録」>>「ESGスコアカード」>>「従業員データ」

2021年議決権行使委任状（14～15ページ）
2020年フォーム10-K（29～30ページ）
メットライフ行動規範
メットライフ行動規範

メットライフは、雇用機会均等を非常に重視しており、雇用に関するすべての
規約、条件、特権を公正に運用することを約束しています。差別とハラスメン
トを広範にわたって禁止するポリシーを策定し、社員が苦情を提出するための
手段を複数提供しているほか、苦情があった場合の厳密な調査手順を定めて、
必要と認められれば適切な行動を取っています。当社はフォーチュン50社に含
まれており、数万人の社員を有していることから、苦情が寄せられることも時
折あります。社員からの苦情は調査され、必要と認められれば是正措置が講じ
られます。社員からの苦情とそれに対する行動は、機密の人事事項です。
メットライフ行動規範

メットライフ行動規範

メットライフは、国際政府渉外責任者からの明確な承認がないかぎり、米国外
での政治献金を禁止しています。2020年は米国外での政治献金はいっさい行い
ませんでした。

2020年政治活動報告書
2020年フォーム10-K（310～315ページ）
メットライフは、10-Kに記載される罰金を「重大」な罰金と見なしています。
「サステナブルな経営」>>「サイバーセキュリティとガバメント・リレーショ
ンズ」
個人情報保護方針

「サステナブルな経営」>>「サイバーセキュリティとガバメント・リレーショ
ンズ」
個人情報保護方針
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GRIスタンダード

開示番号
418-1

開示事項

回答・参照

客データの紛失に関して具体化し

機密性、完全性を保護し、適用されるプライバシーおよびデータ保護関連の法

顧客プライバシーの侵害および顧
た不服申立

不服申立の件数は機密情報です。メットライフは、個人情報のセキュリティ、
規をすべて順守するため、長年にわたって多大な努力を重ねてきました。そ

の一環として、グローバル・プライバシー・ポリシーを策定して、個人情報の
収集、使用、保護に関連した全社的な最低基準を設定しています。他の組織と
同様、メットライフも時折、セキュリティ問題を経験しており、一般にこれに
は個人情報の不正アクセス、紛失、開示、誤送信などが含まれる可能性があ

ります。メットライフは、こうした問題が発生した場合の対応チームを有して
います。問題発生時には、このチームが即座に対応して対象者への影響を最小
限に抑え、適用される法的義務を遂行するとともに、問題の根本原因を調査し
て、必要であればその根本原因を修正することにより、将来の発生を防ぐべく
行動します。このチームには、プライバシーとセキュリティの専門家、法律

GRI 419：社会経済面のコンプライアンス
419-1

社会経済分野の法規制違反

GRI G4セクター開示項目：金融サービス
プロダクト・ポートフォリオ

FS7

各事業分野で、特定の社会的便益
を創出する目的で企画された商品
やサービスの金額的価値

家、事業部門の担当社員などが含まれます。

2020年フォーム10-K（310～315ページ）
メットライフは、10-Kに記載される罰金を「重大」な罰金と見なしています。

「お客さまの信頼にお応えする」 >> 「新しく拡大されたサービスで、新型コ

ロナウイルス感染症に対応する」、「世界中のファイナンシャル・ヘルスを拡
大」、「お客さまのためのイノベーション」

「投資家としての価値の創造」>>「価値の創造」、「ESG統合」、
「責任投資」

「地域社会への貢献」>>「インパクト投資：地域社会への投資」
メットライフの社会投資プログラム

FS8

各事業分野で、特定の環境的便益
を創出する目的で企画された商品
やサービスの金額的価値

メットライフの投資運用サービス

「お客さまの信頼にお応えする」
「投資家としての価値の創造」

「地域社会への貢献」>>「インパクト投資：地域社会への投資」

SASBインデックス、コードFN-IN-410b.2
メットライフの社会投資プログラム
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

回答・参照

FS10

報告組織が、環境的・社会的課題

「投資家としての価値の創造」

所有権の有効性

について相互に関係したことのあ
る会社のポートフォリオに占める
割合と会社数

MIMは、企業のリーダーシップに能動的に働きかけることが、投資リスクを管

理するうえで重要なカギを握ると考えています。初期のデューデリジェンスの
際、およびその後の継続的なポートフォリオ管理のプロセスにわたって、投資
アナリストが企業の上級管理職と頻繁に連絡し、協議を行っています。こうし
て継続的に対話を重ねることで、持続可能なビジネス慣行についての認識が向
上します。

FS11

地域社会
FS13

FS14

環境的・社会的側面のポジティブ
およびネガティブ・スクリーニン

MIMのESGポリシー
MIMのESGポリシー

グを行っている資産の割合

過疎地や経済的弱者の居住地域

「地域社会への貢献」

ント

メットライフは、各地の市場で、銀行、小売店、携帯電話会社、アフィニティ

におけるタイプ別のアクセスポイ

社会的弱者のための金融サービス
へのアクセス改善の率先取り組み

団体などとの提携関係を通じて保険を販売しています。これは、新興市場での
成長を実現する取り組みの一例です。
「地域社会への貢献」

メットライフは、社会的弱者のために商品やサービスへのアクセスを向上すべ
く努めています。複数の国で、他業種のパートナーと提携し、より幅広い人口
層にコンタクトしています。例えば、コロンビアでは、公益会社と提携して、

月額保険料が最低1ドル50セントの個人傷害保険を訪問販売および電話販売して

います。
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ESGスコアカード

環境・社会・ガバナンスの指標に関するメットライフの主な実績データをご紹介します。

財務データ

業績データ
（単位：100万ドル、ただし1株当た
り利益はドル）1
総資産
総負債

MetLife, Inc.の総株主資本
総収入
保険料

純投資利益
総経費

契約者給付金および保険金
法人税費用引当金（給付）
純利益

普通株配当

株当たり利益1

MetLife, Inc.普通株主の
自己資本利益率2

1
2

2020年

2019年

$ 795,146

$ 740,463

$ 720,329

2018年

2017年

2016年

$ 687,538

$ 719,892

$ 898,764

$ 674,081

$ 634,580

$ 661,022

$ 831,062

$ 74,558

$

66,144

$

52,741

$ 58,676

$

$ 67,842

$ 69,620

$

67,941

$ 62,308

$ 60,787

$ 42,034

$ 42,235

$ 43,840

$ 38,992

$ 37,202

$

$

18,868

$

16,166

$

$

$ 60,915

$ 62,825

$

61,634

$ 58,772

$ 56,506

$

41,461

$

41,461

$ 42,656

$ 38,313

$ 36,358

$

1,509

$

886

$

1,179

$ (1,470)

$

693

$

5,418

$

5,909

$

5,128

$

4,020

$

854

$

1,657

$

1,643

$

1,678

$

1,717

$

1,736

$

5.68

$

6.06

$

4.91

$

3.62

$

0.67

17,117

7.6%

9.8%

9.6%

17,363

6.3%

67,531

16,790

1.0%

 etLife, Inc.普通株主に提供される希薄化後普通株式当たりの純利益（損失）。
M
MetLife, Inc.普通株主の自己資本利益率は、MetLife, Inc.普通株主に提供される純利益（損失）をMetLife, Inc.平均普通株主資本で除算した数値と定義されます。
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ESGスコアカード

財務データ（続き）

総運用資産
（2020年12月31日現在）1
公開企業

不動産抵当貸付2
仕組み商品
非公開企業

外国政府国債

米国政府機関債
民間インフラ

現金および短期投資3
投資用不動産4

普通株・優先株
新興国市場債務
地方債

オルタナティブ投資
高利回りの債券

銀行融資

非公開資産担保証券
中規模非公開資本
合計
1
2

3
4
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（単位：10億ドル）

割合（%）

$

122.3

18.5%

$

113.1

17.1%

$

69.8

10.6%

$

66.2

10.0%

$

64.9

9.8%

$

60.4

9.2%

$

32.7

5.0%

$

28.0

4.2%

$

24.8

3.8%

$

19.8

3.0%

$

15.5

2.4%

$

15.2

2.3%

$

9.6

1.5%

$

8.0

1.2%

$

4.8

0.7%

$

3.2

0.5%

$

1.3

0.2%

$ 659.6

100%

2020年12月31日時点。見積もり公正価値。112ページの注釈をご覧ください。
メットライフ一般勘定（調整方法と説明は112ページの注釈をご覧ください）、分離勘定、および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に含まれ
る商業、農業、住宅抵当貸付を含みます。
現
 金同等物を含みます。
メ
 ットライフ一般勘定（調整方法と説明は112ページの注釈をご覧ください）、分離勘定、および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に含まれ
る不動産および不動産合弁事業を含みます。

ESGスコアカード

財務データ（続き）
責任投資1

見積もり公正価値
（単位：100万ドル）
インパクト投資

住宅供給事業への投資
環境投資2

インフラへの投資
地方債3
合計

年間投資額
（単位：100万ドル）
インパクト投資

住宅供給事業への投資
環境投資2

インフラへの投資
地方債3
合計

2020年

2019年

230

$

$

3,111

$ 2,972

$ 2,356

$ 2,219

$ 1,940

$ 28,672

$ 18,329

$ 16,616

$ 15,059

$ 14,852

$ 27,249

$ 23,318

$ 17,109

$ 15,349

$ 11,792

$ 15,221

$ 13,586

$ 16,248

$ 17,152

$ 15,991

$ 74,496

$58,445

$ 52,559

$ 49,991

$ 44,781

2018年

$

212

2016年

243

2019年

$

2017年

$

2020年

240

2018年

2017年

$

206

2016年

$

12

$

13

$

46

$

49

$

50

$

200

$

333

$

640

$

182

$

396

$ 3,883

$

1,031

$ 1,082

$

538

$

564

$ 2,574

$ 6,247

$

$ 3,216

$ 3,154

$ 3,945

$ 2,291

$ 1,386

$

$

$ 10,614

$ 9,915

$

$ 4,834

4,177

7,331

849

1,251

$ 5,415

MIMは、利用可能なデータや他の要因に基づいて、責任投資とその構成内容の定義を定期的に調整または修正することがあります。MIMは、今年、責任投資の定義を
更新し、環境投資とインフラへの投資のカテゴリーにおける特定の資産の追加を反映させました。その結果、今年度の責任投資のデータには、前年度に開始または購入
した特定の責任投資が含まれるようになりました。MIMは、更新された定義を反映するように、前年度の責任投資のデータを更新していません。
2
MIMは、現在、環境投資には次を含めるように定義しています：1) LEED、エネルギースター、BREEAMおよび/またはフィットウェル認証の不動産物件への投
資、2) LEEDおよび/またはエネルギースター認証不動産を担保とする不動産抵当貸付、3) 再生可能エネルギーのプロジェクト（風力・太陽光を含む）、4) ESPC（エ
ネルギー節約性能契約）、5) 公共および民間企業のグリーンボンド、6) PACE（Property Assessed Clean Energy、不動産として評価されるクリーンエネルギー設
備）認証の住居および商業物件のローン。
3 地方債には、課税および非課税のレベニュー債が含まれます。また、州政府、自治体政府、下級行政機関の一般財源債も、わずかながら含まれます。

1
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ESGスコアカード

従業員データ（2020年12月31日現在）
全世界の従業員データ（人数）
雇用契約

正社員

女性

男性

45,229

23,691

21,538

119

74

45

44,967

23,453

21,514

381

312

69

45,348

23,765

21,583

36,613

34,279

2,325

17,041

10,172

6,869

7,672

5,005

2,667

アジア

16,420

6,176

10,244

EMEA

4,215

2,412

1,803

派遣社員

雇用の種類
フルタイム

パートタイム

労働力の内訳
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

ラテンアメリカ

1
2
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合計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。
労働力には社員のみが含まれています。

ESGスコアカード

従業員データ（2020年12月31日現在）（続き）
社員と取締役のダイバーシティ1（％）

性別2
女性

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

40

57

30

33

60

43

70

67

13

14

0

0

64

64

27

0

51歳以上

23

22

73

100

白人

82

70

64

84

8

12

0

8

6

6

18

8

2

10

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

男性

年齢2

29歳以下

30～50歳

民族・人種1
黒人またはアフリカ系アメリカ人
ヒスパニックまたは中南米系
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
不特定

複数人種

ハワイまたは太平洋諸島先住民
1
2

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。
当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。
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ESGスコアカード

従業員データ（2020年12月31日現在）（続き）
社員研修とパフォーマンス・レビュー
年平均研修時間数1

女性

営業以外

男性
19

20

営業

18

11

営業以外

97

98

33

30

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員の割合2（％）
営業

社
 員研修の数値には、当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。
2 パフォーマンス・レビューの数値は、当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。当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。
1

新規採用者と退職者3, 4

新規採用者

退職者数合計

男性

2,835

2,344

1,137

1,008

1,484

1,218

213

116

6

5

3

2

3

3

1

0

米国の民族・人種ダイバーシティ

22.5

11.7

新規採用者数合計

4,211

3,417

1,303

1,011

2,181

1,783

727

623

9

8

3

2

5

4

2

1

24.1

11.3

29歳以下

30～50歳
51歳以上

新規採用者に占める割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

退職者

29歳以下

30～50歳
51歳以上

退職者に占める割合

29歳以下

30～50歳
51歳以上

米国の民族・人種ダイバーシティ
3
4
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女性

PNBの社員は含まれていません。

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。

ESGスコアカード

従業員データ（2020年12月31日現在）（続き）
従業員福利厚生

主保護者は8週間

育児休業：出生または養子を迎えた社員のための有給休業

副保護者は2週間

期間4

（出産に際しては短期休業制度で8週間の追加が可能）

社員の満足度

2020年

社員満足度調査の参加率

84%

満足度

環境データ1
建造環境

世界の不動産物件

2019年

82%

78

2020年

2019年

2018年

2018年

76%

75

2017年

73

2016年

（単位：100万平方フィート）2

14.8

15.2

15.40

15.32

15.78

（単位：100万平方フィート）2

12.8

12.8

7.60

7.70

7.96

13

9

12

14

14

3.5

2.46

3.05

3.74

4.10

22

22

21

18

19

4.20

4.27

4.02

3.18

3.76

3

3

—

—

—

1.3

1.3

—

—

—

メットライフの占有可能な床面積

EPAエネルギースター認証件数

（建物の数）3

EPAエネルギースター認証床面積

（単位：100万平方フィート3

LEED認証件数（建物の数）
LEED認証床面積

（単位：100万平方フィート）

フィットウェル認証件数（建物の数）
フィットウェル認証床面積

（単位：100万平方フィート）

カーボン・ニュートラル
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

スコープ2（ロケーションベース）排出量
スコープ3排出量（全世界の出張）5

事業活動に伴う総排出量（スコープ1、2、
出張）5

2020年

17,120

2019年

23,122

2018年

25,617

2017年

25,948

2016年

28,167

68,481

90,329

96,503

108,055

109,667

3,334

25,959

26,381

27,201

34,019

88,935

139,410

148,540

161,204

171,853

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、年度末時点の当社の不動産ポートフォリオの床面積です。
	
3 当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。
	
1
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ESGスコアカード

環境データ1（続き）

温室効果ガス排出量
（二酸化炭素換算、単位：トン）
市場ベースのスコープ2排出量合計4
カーボン・オフセット
排出原単位

（FTE当たり二酸化炭素換算、単位：トン）

2020年

23,521

2019年

31,285

2018年

35,351

2017年

40,567

2016年

35,947

44,020

79,834

87,992

95,697

98,470

0.86

1.28

1.34

1.48

1.42

0.007

0.009

0.009

0.010

0.009

排出原単位

（平方フット当たり二酸化炭素換算、
単位：トン）

エネルギー（単位：メガワット時）
総エネルギー消費（電力、燃料、

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

220,898

269,751

301,374

319,740

335,024

153,308

188,514

205,704

228,680

237,224

132,976

164,048

174,985

189,339

204,588

エネルギー原単位

2.23

3.05

3.31

3.53

3.45

エネルギー原単位

0.017

0.021

0.023

0.024

0.022

石油、天然ガス、ガソリンを含む）
総電力消費

グリーン電力証書

（FTE当たりメガワット時）
（平方フット当たりメガワット時）

ゴミ（単位：ポンド）7
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：％）
会社全体の地域社会への食品寄付
（埋立処分の回避）

会社全体の電子機器廃棄物

水（単位：キロガロン）8
水道使用合計

水道原単位（FTE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）

2020年

3,665,258

2019年

5,468,350

2018年

2017年

5,875,468

6,476,104

2016年

6,425,042

1,446,762

2,402,591

2,460,497

2,800,881

2,391,720

2,218,497

3,065,759

3,414,971

3,675,223

4,033,322

61%

56%

58%

57%

63%

451

2,115

—

—

—

100,790

38,218

152,989

247,128

300,929

2020年

40,538

2019年

58,408

2018年

61,666

2017年

65,706

2016年

70,022

3.54

4.66

4.78

5.76

6.78

0.01

0.0144

0.0144

0.0180

0.0164

	ゴミ排出に関しては、データが入手できる次のオフィスのみを含んでいます。オーロラ、ブリッジウォーター、コンベントステーション、デイトン、フリーポート、

7

ジョンズタウン、オリスカニー、スクラントン、セントルイス、タンパ、トロイ、ウォリック、ウィッパニー。上記の施設のため、また他の施設を含む全社でリサイ
クル、再使用、再販された総重量（データが利用できる場合）。
8 水道使用に関しては、データが入手できる次のオフィスのみを含んでいます。オーロラ、ブルームフィールド、ブリッジウォーター、コンベントステーション、ケア
	
リー、デイトン、フリーポート、ジョンズタウン、オリスカニー、スクラントン、セントルイス、タンパ、トロイ、ウォリック、ウィッパニー。

160

環境データ1（続き）

2020年スコープ1排出量：二酸化炭素換算、単位：トン
二酸化炭素
米国

ESGスコアカード

石油・
ディーゼル

天然ガス

運輸用燃料

112

6,951

2,230

279

1,909

1,310

合計

391

8,860

4,190

米国

0.005

0.131

0.110

0.011

0.036

0.056

合計

0.016

0.167

0.193

米国

0.0009

0.0131

0.0229

0.0022

0.0036

0.0111

0.0031

0.0167

0.0393

米国以外
メタン

米国以外
亜酸化窒素
米国以外
合計

2020年のエネルギー消費の種類（単位：メガワット時）
電力

燃料（石油、天然ガス、輸送用燃料、地域冷暖房）
エネルギー消費合計

153,308
67,590
220,898

161

ESGスコアカード

社会貢献データ

メットライフ財団の寄付実績
（単位：100万ドル）

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
地域社会開発

ダイバーシティ＆インクルージョン
社員の参加
合計

メットライフの社会貢献の財源構成
（単位：100万ドル）
メットライフ財団

メキシコと韓国の財団
企業
合計

2020年

$ 17.06
$

1.80

ラテンアメリカ

$ 28.94

2017年

$ 30.20

2016年

$ 30.37

$ 0.79

$ 0.89

$

1.48

$ 0.80

$

$

$

1.34

$

2.71

$

0.61

$ 0.09

$ 0.27

$ 0.64

$

0.19

$ 0.26

$ 0.35

$ 0.63

$ 0.96

$

1.27

$ 13.04

$ 2.03

$

1.86

$

1.82

$

2.17

$ 3.56

$ 2.40

$

1.53

$

1.28

$ 1.40

$ 2.37

$

2.51

$ 2.68

$ 2.75

$ 3.45

$ 39.50

$ 39.94

$ 37.90

$ 39.88

$ 43.04

2020年

$ 39.50
$

1.22

2019年

$ 39.94

1.20

2018年

$ 37.90

2017年

$ 39.88

2016年

$ 43.04

4.15

$ 2.02

$ 1.90

$

1.36

$ 0.46

$ 2.86

$ 3.37

$ 4.58

$ 3.65

$ 4.78

$ 46.51

$ 45.33

$ 44.38

$ 44.89

$ 48.28

2020年
4,430
2,267

アジア

12,103

EMEA

2,323

合計

21,123

地域別のボランティア活動（合計時間）
米国・カナダ

ラテンアメリカ

2020年
11,650
13,291

アジア

28,315

EMEA

6,219

合計

162

$ 30.84

2018年

$ 0.50

地域別のボランティア活動（ボランティアの人数）
米国・カナダ

2019年

59,475

イノベーションの管理

商品開発およびイノベーションへの投資額
（単位：千ドル）

イノベーション活動に参加した社員の数1

2020年

2019年

今後報告する予定です

関与したスタートアップ企業の数2

$

27,000人以上

スタートアップ企業との間で締結した契約の数
実施したイノベーション・チャレンジの数3
開始した実験の数4

ESGスコアカード

2018年

329,876

$

409,724

5,000人以上

なし

323

295

264

19

10

10

32

24

16

33

43

28

クラウドソーシングおよび会社が促進するプログラム、共同イノベーションのプログラム、マサチューセッツ工科大学の訪問、「メットライフ・デジタル・アクセ
	
ラレーター」プログラム、「Collab」のイベントなどが含まれます。
2	スタートアップ企業の製品や機能がメットライフやメットライフのお客さまに価値をもたらすかどうかを評価する目的で、メットライフが連携または協力を開始し
1

たスタートアップ企業。

3	イノベーションのテクニックとツールを活用して事業課題を解決しようとするアイデア化のイベントが含まれます。
4	新しいユースケースを評価するためにスタートアップとともに開始された概念実証や試験導入の実験。実験が完了したことを意味するわけではありません。

サプライチェーンの管理

多様なサプライヤに対する支出額1
小規模事業主に対する支出額2

サプライチェーン行動規範または ESG 要因評価の
対象となっているサプライヤの割合3

2020年

2019年

$ 270,063,739

$ 421,533,200

$ 81,527,949

$

$

$ 121,694,387

2018年

81,798,152

100%

89,702,301
なし

100%

管理下のサービス・プロバイダによる支出を反映するため、2018年、多様なサプライヤへの支出割合の計算基礎を修正しました。
	
2	メットライフは、社外に報告する際には、多様なサプライヤと小規模事業主の合計を報告しています。
3	メットライフの取引先に関する行動規範は2020年に発行されました。この規範は、商品、サービス、成果物をメットライフに提供しているサードパーティとその従
1

業員および下請業者を対象としています。

プライバシー保護・情報セキュリティ

お客さまのプライバシー侵害に関する苦情を社外から受け、
その苦情が正当であるとメットライフが確認した件数

リスク管理

行動規範の研修を受けた社員の割合

メットライフは、個人情報の漏えいがあった場合の報告に関する米国および世
界各地の法令を順守しています。これには、その個人に対する通知と規制当局
への報告が含まれます。「漏えい」や他の情報開示の出来事を定義するための
基準は、法令や政府によって様々に異なるため、これを単一の指標で報告すれ
ば、誤解の可能性が生じます。

2020年

99%

2019年

98%

2018年

98%

163

受賞・評価

お客さま

PlanSmart ： 不確実な現在における金銭 フォーチュン誌：「世界で最も賞賛される企業」
管理

• 2020年STAR賞、「クライシス・コミュ
ニケーション・退職部門」カテゴリー

JDパワー：退職・収入ソリューションズ
（RIS）カスタマーサービス組織
•電
 話応対チャネルの「優れた顧客サー
ビス体験」に対して受賞

ニューズウィーク誌：2020年に開始された「最も
責任のある企業」のリストで、保険会社では最上位
（19位）

J.D.パワーの2020年自動車保険請求経験における
顧客満足度調査：メットライフの損害保険は第5位
ゴールド・スティービー賞、アジア
•メ
 ットライフ360Health
スーパーブランド：

•メ
 ットライフ・バングラデシュは、生命保険業界
のスーパーブランドとして認識されました。

社員の処遇

DEI — 障害者平等指標（Disability Equality Index）
•障
 害者のインクルージョンにとって最良の職場

HACR — ヒスパニック企業責任協会
•コ
 ーポレート・インクルージョン賞

ブルームバーグのジェンダー平等インデックスに、 6年連続で含ま

人権キャンペーンの企業平等インデックスのLGBTQにとってインクルーシ
ブな職場のポリシーと慣行で、100％を達成しました。
• 18年連続

ウィメンズ・フォーラム・オブ・ニューヨークから「コーポレー
ト・チャンピオン」として認識されました。
れました。

ウィメンズ・ビジネス・エンタープライズ 全米評議会によって「女
性経営者を支援する米国トップ企業」に選ばれました。
®（軍隊に理解のある）雇用主、および

2021年Military Friendly
2021年Military Friendly®配偶者の雇用主として認識されました。

環境

米国環境保護庁の2020年エネルギースター年間パートナー賞を受
賞しました。
• 2年連続

CDPのサプライヤ・エンゲージメント・リーダー・ボード

LEEDゴールド認証
• メキシコシティの建物としてマナカル（Manacar）を認証

LEEDシルバー認証
• メットライフの設計・デザインおよび内装の建築・床に対して

グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマークから5 つ星レー
ティングを獲得
• MIMの不動産パートナーシップ・ファンド2つに対して

FTSE4Goodインデックスに含まれる

ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（北米）に
選出
• 5年連続

ワーキングマザー・メディアの「2020年女性のエグゼクティブにとっての
トップカンパニー」

Equileapによるジェンダー平等のS&P 500インデックス
• 15位

ダイバーシティ・ベスト プラクティス
• 2020年インクルージョン・インデックスにランキング入り

地域社会

グローバル
•ゴ
 ールド米国大統領のボランティア賞。 4 年連続で世界中で
ジュニア・アチーブメントに熱心に取り組んだことに対して。

メットライフ韓国
•韓
 国マネジメント・レジストレーション：グローバル・スタン
ダード・マネジメントCSR賞を4年連続で受賞

• 保険福祉省および韓国社会福祉全国評議会：2020年地域社会
におけるCSRベストビジネス
メキシコ

• CEMEFI（Centro Mexicana para la Filantropia：メキシ
コ慈善事業センター）より、16年連続で、メキシコのメットラ
イフ財団がCSRを認識されました。
中国

• CSRイノベーション年間優秀企業賞
マレーシア

• AmMetLifeは、MY AMCHAM（アメリカ・マレーシア商工
会議所）から「CARES for CSR」イニシアチブに対して認識
されました。
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