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この報告書について

この報告書は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）の枠組みに従って策定されており、TCFDおよびSASB
の枠組みも参照しています。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。詳細は付録をご覧ください。
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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。
メットライフは、150年以上にわたり、将来の安心に対するお約束を結び、そ
れを確実に守っていく使命を担ってきました。お客さま、社員、株主、地域
社会に常に寄り添って、人生や変化を一緒に歩み、毎日Purposeを見つけなが
ら、よりたしかな未来のための礎を築いていきます。私たちの家族や資産が
確実に守られる未来、エキサイティングで可能性に満ちた未来、インクルー
シブでサステナブルな未来です。

長年にわたるPurposeの実践：
ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。
2010年
1930年

大恐慌の最中
に7,000軒の
農家を抵当権
実行から救済

1879年

産業労働者
向けの保険
を試験導入

アリコを買収
してグローバ
ル企業に

1964年

米国初の全国
規模の血液セ
ンターを設立

Next Horizon
メットライフの
事業戦略

2018年

1868年
1954年
1909年

訪問介護サー
ビスを提供す
る福祉事業部
門を創設

生 命 保 険 業
界初となる大
型コンピュー
ターシステ
ムUNIVACを
導入

メットライフの会社概要

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、世界中の人々の財産や資産、ご家族、そして未来を守るお手伝
いをしてきました。その過程で、ご家族を守り、地域社会に貢献し、社会全
体を豊かにするためのコミットメントを実践してきました。
私たちは、あらゆる環境下においても繁栄することのできる、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、世界の変化
に対応する競争力を高めています。メットライフは、安心に満ちた世界を創
るため、たゆまず努力しています。

150年以上
にわたる実績

~49,000人
の社員

運用資産と責任投資についての詳細は46、
49ページをご覧ください。
2
75ページの注釈をご覧ください。
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44位

フォーチュン500企業
ランキング

サービスと商品の提供

40以上
の市場

2000年

上場企業になる

創業150年、
フォーチュ
ン100社の
なかで12社
のみが達成
した偉業

メットライフは、1,000億ドルを超
える米国政府機関債、日本国債、現
金、および短期有価証券を保有して
います。
メットライフ・インベストメント・マ
ネジメント（MIM）は、責任投資の
運用資産を拡大し、2019年末時点で
580億ドル1以上に増額しました。これ
には、環境投資、インフラへの投資、
地方債、インパクト投資、住宅供給事
業への投資が含まれます。

6,000億ドル
総運用資産1,2

183億ドル

MIMが運用する環境投資1
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社長兼最高経営責任者
からのご挨拶
ミシェル・A・ハラフ

よりたしかな共有の未来
を築く

メットライフは、よりサステナブルな世界を築くために、日
々活動しています。これが、152年にわたる当社の事業の本質
です。個人、ご家族、地域社会を支える長期的な約束をし、
それを守っています。また、経済の繁栄を支える長期的な投
資を行っています。
これらすべてが、メットライフのPurpose「ともに歩んでゆ
く。よりたしかな未来に向けて。」を反映しています。よりた
しかな未来とは、よりサステナブルな未来を意味しています。
私たちは、世界各地で数千万人という方たちを支え、個人で
は負うことのできない金銭的なリスクに対する保障を提供し
ています。

私たちは、数千億ドル規模のPatient Capital (忍耐強い資金)を経
済に拠出し、雇用拡大、富の創出、および金融システムの安定
化を下支えしています。管理下の責任投資1は、昨年、580億ド
ル以上に達しました。これには、環境にやさしいエネルギー、
インフラストラクチャ、住宅供給事業への投資が含まれます。

4
2019年サステナビリティ報告書

メットライフは、よりサステ
ナブルな世界を築くために、
日々活動しています。これ
が、152年にわたる当社の事業
の本質です。
また、私たちは、補助的な資産保護と収入の手段を提供する
ことで、社会のセーフティネットの重要な部分を形成し、支
え、政府の制度にかかる圧力を和らげています。生命保険
は、社会保険の最も典型的なモデルであり、死亡、障害、退
職を理由とする収入の喪失という、同様のリスクに対する保
障を提供します。メットライフは、世界各地で年間300億ド
ル前後の給付金を契約者の皆様にお支払いしています。
私たちの仕事は、世界的な健康危機において、とりわけ重要
な役割を担っています。新型コロナウイルス感染症の発生を
受けて、誰もがこれまで経験したことのない困難に直面しま
した。しかし、メットライフは、このような事態のためにこ
そ存在しています。

最高経営責任者からのご挨拶

「危機対応を通じて当社らしさを発揮しました。新型コロナウイルス感染症に
対してメットライフが取った行動に、私は深く心を打たれました。恐怖や不
確実性の最中で、私たちは心をひとつにして取り組みました。葛藤と困難の
最中で、必要とされる支援を提供しました。ストレスと不安の最中で、安心
をもたらしました」

こういう時こそ、メットライフのサポートが期待されること
は分かっていました。これまで以上に私たちが必要とされて
いることが分かっていました。迅速に対応することが重要だ
と分かっていました。

そこで、メットライフは、お客さまのために多岐にわたる金銭
的支援策を発表し、社員のために重要な福利厚生を導入しまし
た。当社が保有するホテルを、病院、あるいは医療従事者向け
の住宅として提供しました。医療の資格を有する社員は、新型
コロナウイルスとの闘いの最前線でボランティアとして参加し
ました。メットライフ財団は、世界各地のパンデミック救済金
に2,500万ドルを拠出しました。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客さまは、
メットライフが最善を尽くすことを期待していました。私た
ちは、その期待をしっかりと受け止めました。当社の社員
は、世界各地で、お客さま、同僚、地域社会をサポートする
ために尽力しました。新しいアイデアを共有し、画期的なツ
ールを開発し、距離を越えてコラボレーションするための新
しい方法を見つけました。
そうするなかで、新しい未来を想像し始めました。今日のサ
ステナビリティは、明日のサステナビリティを保証するもの
ではありません。世界は常に変化しています。Purposeを実践
するには、状況を常に見据えて、継続的に改善し、すべての
ステークホルダーのために一貫して実績を積み重ねていく必
要があります。

300億ドル
メットライフは世界各地で年間約
の給付金をお支払いしています
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メットライフ財団は、世界各地の
パンデミック救済金に

2,500万ドル
の寄付を約束しました

メットライフは、社員が力を発揮し、約束を守ることによっ
て、これまで以上にお客さまと深く長い関係を築くことがで
きるようにサポートします。お客さまにより高い価値を提供
することで、株主価値の向上に努めます。これにより、地域
社会や社員への投資が可能になり、ポジティブな循環を生み
出します。これこそが、サステナビリティの本質であり、ま
た私たちの事業の本質です。
危機対応を通じて当社らしさを発揮しました。新型コロナウ
イルス感染症に対してメットライフが取った行動に、私は深
く心を打たれました。恐怖や不確実性の最中で、私たちは心
をひとつにして取り組みました。葛藤と困難の最中で、必要
とされる支援を提供しました。ストレスと不安の最中で、安
心をもたらしました。

パンデミックが起こる以前からしてきたことを、危機に瀕す
る暗闇の中でも行いました。そして、これからも続けていき
ます。サステナブルな会社とは、そういうことを意味しま
す。この報告書では、当社がどのようにコミットメントを実
現しているのかご紹介します。

ミシェル・A・ハラフ
社長兼最高経営責任者
MetLife, Inc.

区分については73ページをご覧ください。
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新型コロナウイルス
感染症への対応
メットライフ

メットライフはこれまで、常にPurposeを原
動力としてサステナブルに事業を展開して
きました。私たちが行っている仕事は、収
入や雇用、社会のセーフティネットを生み
出し、保護します。昨年、当社が給付金、
保険金、配当金として世界各地で契約者の
皆様にお支払いした金額は、一日平均8,000
万ドル以上に上りました。
世界がパンデミックと不況に見舞われる現在、私たちの中核事
業は、今まで以上に重要性を増しています。新型コロナウイル
ス感染症への対応をサポートするメットライフの取り組みにお
いて最も重要なステップとなったのは、「約束を守り続ける」
ことでした。また、食料、住宅、医療、個人防護具、直接の金
銭的支援といった喫緊のニーズにも対応しました。

メットライフは、社員向けの支援策として、身体的、感情
的、金銭的なニーズを満たす各種の制度を提供しました。お
客さまのために柔軟性のあるソリューションを開発して、不
確実性が渦巻くなかでも経済的な安定性を維持できるよう、
支援しました。また、世界各地の地域社会で、メットライフ
とメットライフ財団は、資金と医療品を寄付し、保有建物を
医療のために提供し、パンデミックの影響を受けた人たちを
支援するためボランティア活動に勤しみました。さらに、当
社の社長兼CEOは、ニューヨーク州の再開諮問委員会に選出
され、民間企業、労働組合、行政を代表する他の100人の専門
家らと協力しました。
2020年5月時点で、メットライフが提供した支援とサポート
は、金額にして2億5,000万ドル以上に達しました。

パンデミックがどれだけ長く継続しようとも、私たちは、す
べてのステークホルダーへのコミットメントを貫き続けてい
きます。

メットライフ財団が新型コロナ
ウイルス感染症に関して行って
いる支援措置を実施しているこ
とに心から感謝します。
Peter Werbicki

（プレジデント兼C EO 、ノースカロライナ州中
部・東部フードバンク）、メットライフのキャン
パスがあるノースカロライナ州ローリーのフード
バンクにメットライフ財団が10万ドルを寄付したこ
とに対し感謝を込めて

地域社会のために：

•メ
 ットライフ財団は、新型コロナウイルス感染症に影響
された地域社会をサポートするための世界各地の活動に
対して2,500万ドルを寄付すると発表しました。

•メ
 ットライフは、救急隊員などを支援するため、マス
ク、消毒ジェル、除菌ワイプなど数千点という医療品を
世界各地で寄付しました。
•メ
 ットライフは、自社の保有建物を医療従事者のための
住宅、また、必要な場合は病院として提供しました。
•メ
 ットライフは、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。この制度
に参加する社員ボランティアは、国内各地の病院や他の
医療施設に2週間毎のローテーションで配属されます。

メットライフには、善意と希望そして支援を届けるという思いで満ちています。
Dirk Ostijn

（シニア・バイス・プレジデント、メットライフEMEA事業責任者）、メットライフEMEAの社員がお客さま、地域社会、
同僚のために行っている努力を認識して
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パンデミックにより在宅勤務を行
うことで、いつでもお客さまから
の電話を受けられる体制を築き、
家庭と仕事のバランスをとりなが
らお客さまに寄り添い、すべての
有効なご請求に対するお支払いを
継続しています。
Richard Nunn

（ゼネラル・マネージャー、メットライフ・オース
トラリア）、新型コロナウイルス感染症が続く間も
最高水準のお客さまのサポートを続けることへのコ
ミットメントを改めて表明して

お客さまのために：

•メ
 ットライフは、パンデミックが多くの市場や複数の商品
に困難をもたらしている状況を踏まえ、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。
•さ
 らなる金銭的支援を提供するため、自動車保険と歯科PPO
保険の保険料を可能な限り将来の保険料に充当しました。

•中
 小企業に特に深刻な影響が及んでいる状況を考慮して、
「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。
また、企業規模を問わずすべての雇用主を対象に新しいマ
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。

私たちの社会貢献

米国

メットライフの医療従事者との密接なつながり
は、1909年にさかのぼります。低所得者層のお客さま
を対象に訪問看護サービスを導入して、病気の方に必要
な医療を提供し、近代的な衛生管理について啓発しまし
た。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、ニューヨー
ク市のタイムズスクエアにあるインターコンチネンタ
ル・ホテルの客室250室を、最前線で活躍する医療従事
者の宿泊施設として提供しました。メットライフは、同
ホテルの過半数株式を有しており、州政府と連携して、
医師、看護師などの医療従事者が無料で滞在できるよう
にしました。

お客さまが最も必要とする時に寄り添うことは、メットライフが日々果た
している約束です。困難な状況におかれ苦しんでいる人々に寄り添います。
Darla Finchum

（プレジデント、メットライフ・オート＆ホーム）、自動車保険と住宅保険のお客さまに対する金銭的救済、支払い
と請求の猶予、情報漏えい保護の拡大、請求リモート処理の導入に際して
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社員のために：

•メ
 ットライフは、パンデミックの最中に社員が安心
できるようにするため、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。
•社
 員のストレスや不安を軽減するためにメンタルヘ
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。
•ま
 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、健康などの
あらゆる側面を取り上げました。

私たちの社会貢献

EMEA
メットライフ財団は、すばやく行動を開始して、新型コロナウイルス感染症の
最前線に医療機器を提供しました。イタリアでは、財団の寄付により、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の集
中治療室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への個人防護服等のための提供を支援しま
した。さらに、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。

私の母は看護師ですので、メットライフの医療従事者へのサポートは、個
人的にとても重要だと感じています。医療従事者は、最前線で感染のリス
クと闘いながら、しばしば家族とも離れて生活し、患者の治療や介護に当
たっています。これらのサポートは、メットライフがそういった事態に気
付き、気にかけていることを示しています。
Jim Donnellan

（バイス・プレジデント、メットライフ州政府アドボカシー・監督担当）、メットライフがインターコンチネンタ
ル・タイムズスクエアホテルを現場の医療従事者の住居として無料で提供したことへの感謝を表明して
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投資家として：

•機
 関投資家向け資産運用事業部門のMIMが顧問役を務
める建物では、新型コロナウイルス感染症の影響を直
接受けた中小企業や地元小売店のための賃料支払猶予
制度を設けました。
•メ
 ットライフは、ある長期滞在型リゾートで、仕事の
有無にかかわらず従業員の給与を60日間にわたって給
付しました。

• MIMは、金融市場で積極的に活動し、必要とされる資本
へのアクセスを提供し続けました。例えば、他の金融機
関と協力して、ボストンにある大型オフィスビルに4億
2,100万ドルの融資を提供しました。また、MIMは、約
5億ドルの商業不動産抵当貸付を新たに提供しました。

私たちの社会貢献

アジア

韓国のメットライフ財団は、全国的なマスク不足に対応するため、社員、エージェント、お客さま、家族などを募って在宅ボ
ランティア・イベントを開催し、DIYキットを使って2,000枚のマスクを制作しました。これらのマスクは、消毒ジェルと併
せて個別のパッケージに梱包され、一人暮らしの高齢者に寄付されました。また、韓国のメットライフの金融セールス担当
者、Sung-deok Choiは、自宅で制作した手作りのマスクをお客さまに会うたびに差し上げています。

私たちの社会貢献

ラテンアメリカ

すぐに検査結果が分かる抗体検査は、新型コロナウイル
スの拡大を防ぐ上で重要な役割を果たすことができま
す。メットライフ財団は、5月に（チリの財団を通じて）
ビニャ・デル・マールにあるグスタボ・フリッケ地域病
院に1万4,400個の高速検査キットを寄付しました。その
時点でチリが購入した高速検査キット総数の約20％に相
当する量でした。メットライフ財団は、チリの保健省と
調整を図ることで、最も必要な時に検査キットが到着す
るよう手配しました。

社員とお客さまの安全を守ること
は、引き続き最優先課題です。力
を合わせてお客さまのために行動
することで、非常に困難な状況で
もシームレスなサポートを提供す
ることができました。

Adriana Nitu

（カスタマー・サポート責任者、メットライフ・
ルーマニア）、すべての機器でルーマニアのチーム
メンバーがお客さまとの通話を可能にする取り組み
を振り返って
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サステナビリティの重点活動

メットライフは、サステナビリティに注力することで、優先事項を明確に定めて行動し、
Purposeを実践しています。1868年の創業以来、何世代にもわたり、お客さまとそのご家族をお
守りし、たしかな未来を構築するために、目的の明確な商品と長期にわたるパートナーシップ、
そしてカスタマー・インサイトや社会のトレンドに即したプログラムを提供してきました。長期
的かつ具体的な優先課題を掲げたうえで、その責任を担う社員が社内の各所でサステナビリティ
の原則を浸透させることで、意思決定に反映させています。これらに裏付けられたメットライフ
のサステナビリティとは、価値を創造し、インクルーシブな行動を広め、共有する環境と社会を
保護し、そして最終的にすべての人のためによりたしかな未来を構築する活動です。

ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。

お客さまの信頼に
お応えする

社員のためのサポート

地域社会への貢献

投資家としての
価値の創造

環境の保護

メットライフの事業の本質は、サステナブルな未来をすべてのス
テークホルダーにお届けすることです。社員とお客さまへのサ
ポート、経済への投資、慈善寄付、そして強固な環境スチュワー
ドシップを通じて、このコミットメントを実践しています。
Mike 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＆サステナビリティ責任者
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持続可能な開発目標に沿った
社会貢献活動

国連の持続可能な開発目標（SDG）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、SDG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。開発目標の
17項目すべてを支えていますが、特に当社の事業との関連性が高い5項目（目標3、5、8、10、13）
に重点を置いています。メットライフのコミットメントについての詳細は75ページをご覧ください。

•女
 性、高齢者、その他にも幅広い年齢層に向けた、目的の
明確な保険商品を全世界で提供しています。
•「
 ウェルネス・フォー・ライフ」プログラムを実施して、
社員が公私両面にわたる健康と福祉を優先できるよう、
継続的にサポートしています。
•メ
 ットライフ財団を通じて、ファイナンシャル・ヘルスの
ソリューションと地域社会の振興をサポートしています。

• 2016年以来、カーボン・ニュートラル1を維持する傍ら、
その他の環境目標を多数達成してきました。
• MIMは2019年、責任投資原則（PRI）に署名しました。
• 2019年末時点で、MIMの環境投資の運用額は183億ドル
に達しました。

気候変動に
具体的な対策を

人や国の不平
等をなくそう

持続可能な
開発目標
働きがいも
経済成長も

•メ
 ットライフ財団は2013年以来、ローカル・イニ
シアチブ・サポート・コーポレーション（LISC）
を通じて、雇用に役立つスキルと金銭管理のスキ
ルを中低所得者層に提供してきました。
• 2018年、メットライフ財団は、世界各地のファイ
ナンシャル・インクルージョンの向上を目的とし
て5年間で2億ドルを拠出するとした計画を達成し
ました。
•メ
 ットライフ財団は2019年、活動の焦点をファイ
ナンシャル・ヘルスに拡大しました。低所得者層の
方たちが家計を管理し、不測の事態から回復し、短
期の貯蓄を構築し、将来に向けて備えるためのソリ
ューションの提供に重点的に取り組んでいます。
1

定義については72ページをご覧ください。

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

•保
 険会社として初めて、国連
女性機関の「グローバル・イ
ノベーション・コアリショ
ン ・ フ ォ ー ・ チ ェ ン ジ
（GICC）」に参加しました。
• 2 019年、「CEOアクション・
フォー・ダイバーシティ＆イ
ンクルージョン」宣言および
「カタリストCEOチャンピオ
ンズ・フォー・チェンジ」に
署名しました。
•メ
 ットライフの全世界の社員の
半数以上は女性です。また、女
性は管理職の42.3％、取締役の
3分の1を占めています。

•「
 Workforce of the Future」プログラムに1,000万ドルを投資し
て、スキル開発とトレーニングを奨励し、社員の将来の成功を
サポートしています。
•メ
 ットライフ財団とパートナー関係にあるコモン・センツ・ラボ
が、ファイナンシャル・ヘルスの商品とサービスを開発し、2019
年末までに米国の中低所得者層140万人に提供しました。
•メ
 ットライフ財団は、インド、メキシコ、チリで、青少年のた
めの活動を資金援助しており、労働市場のニーズに応じたスキ
ル開発の機会を提供して雇用を促進しています。
• 2019年、5,900人を上回る社員がイノベーションの取り組みに参
加しました。保険業界向けの技術開発に取り組む新興企業にメン
ターを提供する「メットライフ・デジタル・アクセラレーター」
プログラムなどがありました。
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お客さまの信頼に
お応えする
お客さまへのコミットメントは、私たちの
すべての行動の中心にあります。当社の
Purpose、事業、ブランド体験の中核をな
しています。
Esther Lee
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、グローバル
最高マーケティング責任者
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メットライフは、150年以上にわたり、将来の安心に対するお約束を結び、それを確実に守っていく使命を担ってきました。
スマートな商品や目的の明確なサービスを提供し、数百万人にのぼるお客さまの未来を守るためのお手伝いをしてきました。
世界各地の40以上の市場に同じ原則を適用し、責任感と自信に裏付けられた事業経営を行っています。
メットライフの商品は、イノベーションに根ざしており、明確な目的を有しています。ソリューションを開発する力、新しい
技術を発掘して発展させる力、価値につながるパートナーシップを形成する力は、当社が誇る強みです。また、データ分析に
継続的に投資し、お客さまのデジタル体験を高めるとともに、ソート・リーダーシップを発揮して、カスタマー・インサイト
からすべての人に恩恵をもたらす有益なトレンドや専門性を導いています。

2019年の実績ハイライト
約

300億ドル

契約者への給付総額（2019年）。給付金は、多くの場合、お客さ
まが最も必要とする時に支払われています。

新設

ファイナンシャル・ウェルネス＆エンゲージメント部門を新たに
設置。米国に新設された当部署は、ファイナンシャル・ヘルスと
ファイナンシャル・ウェルネスに関する真のニーズをとらえて長
期的なソリューションを開発・設計します。

1,700件以上

イノベーションをクラウドソーシング。商品やサービスを改良す
るためのアイデア1,700件以上が、会社全体から提出されました。

受賞・評価

フォーチュン誌
世界で最も賞賛される企業
20年間

ニューズウィーク誌
米国で最も責任ある会社

J.D.パワー賞
2016～2019年

2020年
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経済的な自立と自信を
支援する商品とサービス
グローバルで提供する商品とサービス

2019年、メットライフは、世界各地のお客
さまのニーズや期待に即した商品とサービ
スを拡大すると同時に、非営利団体との協
力関係も継続して、各地の地域社会のファ
イナンシャル・プランニングを支援しまし
た。その一部をご紹介します。

お金に対する積極的な姿勢を引き出す
「PlanSmart ® ファイナンシャル・ウェル
ネス」

ファイナンシャル・ヘルス・ネットワークが実施した調
査によると、米国では、自身のファイナンシャル・ヘル
スに自信がある人は29％しかおらず、多くの人は、不
意に多額の出費が生じた場合に問題に直面すると見られ
ています。このため、メットライフは、米国で従業員を
対象とした各種のファイナンシャル・ウェルネス・プロ
グラムを提供し、社員が現在と未来のファイナンシャ
ル・ヘルスを改善するために、より賢明な選択を自信を
持って行えるよう支援しています。
個人の経済状態や金銭的な備えに関するストレスが高ま
っている現状を踏まえ、従業員のファイナンシャル・ヘ
ルスを向上させることは、多くの雇用主にとって重要な
事業課題となっています。このニーズを抱えた雇用主を
支援するために、メットライフは2018年に「PlanSmart
ファイナンシャル・ウェルネス」というプログラムを導
入し、2019年も引き続き、雇用主と従業員の間で活用
されました。このプログラムは、雇用主を通じて提供さ
れていて、従業員に金銭管理のツールをもたらします。
短期・長期の資産計画を立てるだけでなく、予定外の出
費を管理する能力を向上するツールです。

14
2019年サステナビリティ報告書

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

このソリューションには、職場で開催されるワークショップ
やオンラインで自己学習するための目標主体の教材、パーソ
ナライズされたプランニングのツールとリソースなどが含
まれているほか、有資格のファイナンシャル・プランナーと
の電話やチャットを通じた相談サービスも盛り込まれていま
す。メットライフは2020年、当社の社員にもPlanSmartファ
イナンシャル・ウェルネスの提供を開始しました。福利厚生
として非常に効果が高く、すべての雇用主が従業員に提供す
べき制度であると感じたためです。

お客さまに対するメットライフのコ
ミットメントは、152年の間、連綿
と受け継がれてきました。私たち
は、お客さまがご自身とご家族を将
来まで長きにわたって守る際に必要
となるツールとソリューションを提
供し、寄り添い続けています。
Ramy Tadros
プレジデント、米国事業部門

経済的な自立と自信を支援する商品とサービス

また、2019年には、米国でファイナンシャル・ウェルネス＆
エンゲージメントと呼ばれる部署を新設しました。ファイナ
ンシャル・ウェルネスとその教育を個人に提供するために、
長期的なソリューション開発を手がける部署です。この新し
い部署を通じて、ファイナンシャル・ヘルスとファイナンシ
ャル・ウェルネスに関する市場の真のニーズに対応するソリ
ューションを開発・設計していきます。

新たな買収と福利厚生の拡大

2019年、メットライフは、急成長中のペット保険の会
社、PetFirst Healthcareを買収しました。2004年に設立された
同社は、4万匹以上のペットに保険を提供しており、各地の動
物愛護協会やシェルターのサポートにも力を入れています。
この買収により、メットライフは、従業員の間で人気が高ま
りつつある新しい福利厚生を提供できるようになりました。

また、メットライフは、デジタルなエステート・プランニン
グ・サービスを提供するBequest, Inc.（商号：Willing）も買収
しました。この買収は、消費者のニーズに即したシンプルで使
いやすい福利厚生を提供するという、当社のコミットメントを
強化するものです。米国では、大多数の人（70％）が遺言書を
作成しておらず、愛する家族を亡くしてストレスや悲嘆の最中
にある遺族に混乱を与えるケースがよく見られます 1。Willing
は、どこからでもアクセスして、わずか15分で質の高い相続
計画を簡単に立てられるようにします。同社は2015年の設立
以来、500万組以上のご家族をお手伝いし、遺言書、信託契約
書、委任状などの法律文書の作成に携わってきました。

メットライフは、米国の福利厚生商品を拡大して、ヘルス・
セービングズ＆スペンディング・アカウントも追加しまし
た。これらの商品は、税務上の優遇措置がある口座を従業員
に提供するもので、既存の医療保険や任意の福利厚生のメリ
ットを最大限に高めるのに役立ちます。メットライフの福利
厚生商品すべてにわたる一貫した体験と統一的な口座管理を
実現することで、雇用主が負担する手間と時間を省きなが
ら、従業員にとって重要なツールを提供し、資産形成の目標
達成を助けることができます。

日本のメットライフ生命が商品戦略を整理し、
商品付帯サービスをさらに追加

日本では、高齢化により医療費が高まり続けています。ファ
イナンシャル・プランニングに対する受け身な姿勢も、老後
のための計画を狂わせる要因となっています。高齢化社会の
医療や資産計画にまつわる懸念が高まっており、それに対応
するソリューションが求められています。日本のメットライ
フ生命は2019年、商品付帯サービスを拡大し、予防、早期発
見、治療、回復後のニーズをとらえた総合的な健康サポート
を提供すると同時に、これらのサービスに簡単にお客さまが
アクセスできるようにしました。さらに、会社の組織変更を
行い、戦略と構造のシンプル化により、お客さまのニーズに
より的確に対応できるようにしました。

メットライフは、Purposeを原動力とする企業とし
て、すべてのステークホルダーに対して強い責任
感をもって行動することが求められています。私
たちは、お客さまのご家族、資産、そして将来を
お守りする会社として、お客さまから信頼を寄せ
られています。
Kishore Ponnavolu
プレジデント、アジア地域

1

出典：メットライフ・リーガル・プランズの依頼によりENGINEが2020年1月に実施した「CARAVAN」調査
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経済的な自立と自信を支援する商品とサービス

デューク大学で開かれたコモン・センツ・ラボのワークショップ

「360Health」：中国と韓国で健康増進を
サポート

コモン・センツ・ラボとの協力で金銭管理の
意思決定を向上

このプランは、実用的な健康情報に加え、最新の予防・診断
ツールや地元の専門医へのアクセスを可能にし、さらに健康
管理のあらゆる段階で必要なサポートを提供します。2019年
には、中国と韓国のお客さまに対する当商品の展開を継続し
ました。「360Healthケア・パスウェイ」を通じて、付加価値
のある各種のサービスを無料で提供しており、提供サービス
数は韓国で37、中国で17に上っています。

メットライフ財団は2017年、デューク大学のコモン・セン
ツ・ラボの創設をサポートしました。金銭にかかわる意思決
定について研究する機関で、行動科学の理解を深めそれを活
かすことで、金融商品や金融サービスの設計を向上し、中低
所得者層のファイナンシャル・ヘルスをサポートすることを
目指しています。

「360Health」は、保険と健康管理サービスを組み合わせた商
品で、重大疾病に関するお客さまの不安に直接的にお応えす
べく設計されています。医学的な裏付けに基づいた包括的な
ソリューションを通じて、健康寿命の延伸に向けた取り組み
を支援しています。

韓国では、迅速な診断予約、医療サービスの照会制度、専門
家への電話相談といったサービスが人気を博しています。一
方、中国では、医師への電話相談やオンライン診療が特に人
気を集めています。
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人間の行動というのは、たとえ不条理に見えても、多くの場
合、かなり予測可能であることが、研究の結果で示されてい
ます。その行動を理解すれば、将来のための計画作りや日々
の金銭管理、ひいてはファイナンシャル・ヘルスの向上に役
立つ商品開発を促進することができます。

コモン・センツ・ラボは、金銭にかかわる意思決定を改善で
きるよう促すために、行動科学を適用しています。人が意思
決定する際に何が動機になるのかを考えることで、金融商品
や金融サービスの設計を調整し、ニーズを満たしています。

設立後これまでの3年間で67の組織と協力関係を確立し、108件
の商品実験を行って、140万人以上の利用者に影響を及ぼしま
した。

経済的な自立と自信を支援する商品とサービス

ニーズを抱えた人たちのための商品
アクセスの壁を取り除くために

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。その事例を以下にご紹介します。

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・プランニングを新市場でも利用しやす
いようにしています。お客さまは、20種類
以上の商品特性から自分に合った保障を選
ぶことができます。ニーズと経済状態に応
じて地元のプロモトリアから個別のサポー
トを受けられるようにする貯蓄機能も含ま
れています。

イタリアでは、毎月の積み立てによる保
険料の支払いを希望されるお客さまのため
に、手数料が安価で追加料金がまったくか
からない商品を販売しています。これによ
り、中低所得者層のお客さまが、保障商品
を利用できるようになっています。

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。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。

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。

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。
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。

メットライフは、150年以上にわたり、
地域社会が困難に直面する時に、その
存在感を発揮してきました。これから
も、お客さまの現在と未来のニーズを
満たすため、今まで以上にシンプルで
スマートな商品、サービス、体験をお
届けしていきます。

Oscar Schmidt
プレジデント、ラテンアメリカ事業部門
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「ウィメンズ・プロテクト」は、EMEAの女性を対象とした
商品で、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、ロシア、スロバキア、ウクライナ
で提供しています。

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

女性のためのアクセスと機会の創造

手頃な価格の商品とサービスへのアクセスを拡大し、中低所
得者層や社会的弱者層の方たちに保険とサービスを提供する
ことは、メットライフにとって重要な優先課題です。これに
より、より良い、よりたしかな未来を、すべての人のために
構築できるようになるからです。また、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。
「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
費や諸費用の支払いを助ける保険金を一括給付します。
「レイディ・ケア」は、ギリシャで販売している予防医療制
度で、特に婦人科がんに重点を置いています。毎年の検診、
毎月のサポート、また診断一時金を給付するほか、審美的な
手術のリハビリ特典も提供しています。
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「ライフ・フォー・ルーシー」は、ロシアとウクライナで販
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。

メットライフは、韓国と日本でも女性のための商品や特約を
多数提供し、乳がんや婦人科の疾患、入院などを保障してい
ます。さらに、ネパールでは、女性のための特別な保険パッ
ケージを発売した初の保険会社となりました。女性のお客さ
まの割合（56％）が男性よりも高い、唯一の保険会社である
ことが、社外の調査で明らかになっています。

対話を通じて、より良いファイナンシ
ャル・ヘルスのインセンティブを実現

メキシコのメットライフ財団のチームは2019年、4回
にわたるラウンドテーブル会議を開催し、財務省、銀
行・保険委員会、中央銀行、消費者金融保護局などの
代表者を招待しました。ファイナンシャル・インクル
ージョンとファイナンシャル・ヘルスの取り組みをい
かにして効果的に設計するかを考えるための会議でし
た。メットライフ財団は、この会議で多数のパートナ
ーと協力しました。BFAグローバルがファイナンシャ
ル・ヘルスの測定法、コモン・センツ・ラボが行動経
済学についての洞察を共有したほか、ラボラトリアと
トリクル・アップは、都市部と農村部で女性の収入を
向上させてきたそれぞれの経験を披露しました。

経済的な自立と自信を支援する商品とサービス

世界中のファイナンシャル・ヘルスを
サポート

メットライフ財団は、中低所得者層のファイナンシャル・ヘ
ルスを向上させるための取り組みを支援しています。ソー
ト・リーダーシップ、リサーチ、実験などを通じて有効な対
策（とそうでない対策）を理解したうえで、対象者の方たち
とパートナーシップを組んで、実際に効果の確認されたソリ
ューションを発展・普及させています。

•韓
 国では、当社が主催した初の「メットライフ・ファイ
ナンシャル・ヘルス・フォーラム」に、民間企業、非営
利団体、行政機関、学術機関などから400人以上が参加
し、国内のファイナンシャル・ヘルスを向上させるため
のソリューションが話し合われました。講演者として、
メットライフ財団のパートナーである米国のファイナン
シャル・ヘルス・ネットワークとコモン・センツ・ラ
ボ、ソウル大学校、および韓国を代表するフィンテック
企業などが参加しました。

•チ
 リとメキシコでは、メットライフ財団が非営利団体の
アクシオンと協力関係を築き、金融商品開発と人間中心
設計の専門的なノウハウを協同組合やフィンテック企
業に提供し、個人および小規模事業主のファイナンシャ
ル・ヘルス・プランニングに役立てています。また、メ
ットライフ財団は、チリ・メキシコ両国でラボラトリア
と提携し、若い女性のために技術職向けのトレーニング
を提供しています。約80％が地元企業に就職し、収入を
3倍に高めています。参加者が最適な金銭管理や貯蓄計
画を行えるようサポートするため、ラボラトリアでは、
女性たちがファイナンシャル・ヘルスを進める過程で、
コーチングやタイムリーな情報提供も行っています。
•メ
 キシコでは、ファイナンシャル・ヘルスのイノベーシ
ョンを促進するプログラム「FinnSalud」を立ち上げる
ため、メットライフ財団がBFAグローバルと協力しまし
た。このプロジェクトには、協同組合、学術機関、政策
担当者など様々な分野の協力者が参加しており、ファイ
ナンシャル・ヘルスを測定するとともに、日々の出費を
管理し、不測の支出に対応するレジリエンスを築き、短
期・長期の貯蓄や計画を可能にするような商品とサービ
スを広めるために活動しています。

•米
 国では、中低所得者層を対象としたプログラムを直接的
に展開するほか、メットライフ財団がリサーチを後援し、
金融サービス業界に影響力の高いプログラムについての知
見を提供しています。2019年には、アスペンの「ファイナ
ンシャル・セキュリティ・プログラム」の支援を通じて多
数の非営利団体のパートナーと協力し、どうすれば人々が
貯蓄力や貯蓄習慣を身に付け、短期的な家計の安定性を向
上できるかという課題について理解を促しました。また、
ファイナンシャル・ヘルス・ネットワークが米国で実施し
た「ファイナンシャル・ヘルス・パルス2019トレンド調
査」を支援しました。この調査では、米国人の3分の2以
上が、ファイナンシャル・ヘルスにとって重要な要素を欠
いていることが明らかになりました。

女性が確かな未来を築くために：トリクル・アッ
プの活動支援

必要なスキル研修と金銭的な支援、そして社会的なサ
ポートを女性に提供することで、社会に極めてポジテ
ィブな影響をもたらすことができます。グローバルな
非営利団体のトリクル・アップは、世界各地で経済的
に最も弱い立場にある人たち、特に女性をサポートし
て、経済的な前進と社会福祉の向上を支援しています。
同団体では、メットライフ財団からの寄付を活かして、「グ
ラジュエーション・アプローチ」という方法を実践していま
す。極度の貧困から人々が抜け出すうえで有効性があると実
証されたアプローチです。参加者は、開業資金を受け取って
個人事業を立ち上げ、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、行政の制度や貯蓄・信
用といった銀行サービスの利用へと進んでいきます。

トリクル・アップとメットライフ財団
の協力関係では、2013年の開始以来、

12万4,000人
700万ドル
の人々をサポートし、

以上をバングラデシュ、インド、
ベトナム、メキシコで寄付しました。
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バングラデシュで縫製工場労働者のファイナン
シャル・ヘルスを構築
中低所得者層にとって、ファイナンシャル・ヘルスは、依然
として解決されない課題であり続けています。銀行口座を持
っていない成人の数は世界中で17億人に上り、米国ですら多
くの人が、不測の事態による多額な出費を用意することが困
難な状況にあります。バングラデシュでは、縫製工場労働者
の約80％を女性が占めていますが、その大多数が報酬を現金
で受け取っており、ファイナンシャル・リテラシーが低いう
え、正式な銀行サービスを利用できずにいます。これらの条
件が組み合わさった結果として、労働者が収入を確保し、将
来のために貯蓄することは困難になっています。

メットライフ財団とスイスコンタクトは2018年以来、ファイナ
ンシャル・インクルージョン・プログラムのサラティーと協力
してきました。商業銀行および縫製工場と協力して、労働者に
正式な銀行サービスを届ける取り組みです。このプログラムを
使うことで、縫製工場の経営者がデジタルな方法で給与を支払
えるようになるため、従業員はより安全に給与を受け取り、ま
た取引にかかるコストを下げることができます。また、地元銀
行と協力して、労働者向けの商品も開発しています。給与の振
り込みを自分の銀行口座で直接受け取り、短期・長期の目的の
ために貯蓄し、信用商品を利用し、他のニーズも満たせるよう
にする商品です。これらの取り組みを通じて、いくつかの提携
関係が確立しました。商業銀行は、縫製工場のある地域に支店
を開設してATMを設置することで、労働者が安全かつ便利に
取引できるようにしています。さらに、サラティーでは、ファ
イナンシャル・リテラシーの直接的なセミナーも開催して、銀
行サービスについて啓発し、労働者が自分の収入を確実に管理
してファイナンシャル・ヘルスを高められるよう、サポートし
ています。
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銀行口座から給与を引き出すために並ぶ労働者

メットライフ財団とサラティーの2019年の
活動実績：

3万人

の縫製工場労働者

50万ドル
の貯蓄

318%

の貯蓄増加率

1万
4,000人
の参加者

18

の工場

3万人以上の縫製工場労働者が新規に銀行
口座を開設し、総額2,600万ドル以上の給
与を受け取りました。
利用者の銀行口座の貯蓄総額は50万ドル
に達しました。
労働者一人当たりの月間貯蓄額は、2018年
の11ドル（899タカ）から2019年は318％増
の37ドル（2,997タカ）となりました。

バングラデシュでは37ドルが、約2か月半分
の家賃、50日分の食費に相当します。この
月間貯蓄額は、平均月収の3分の1弱です。

サラティーは、ファイナンシャル・リテラ
シーとデジタル・リテラシーのセミナーを
200回以上開催し、デビットカードを使っ
て現金を引き出す方法、支払いと貯蓄の方
法、短期・長期の目的のために計画する方
法などを説明しました。これに参加した労
働者は1万4,000人に上りました。
18か所の工場で、従業員の銀行口座に給与
が直接振り込まれるようになりました。

イノベーションの推進
メットライフにとって、イノベーションと
は再発明することを意味します。お客さ
ま、社員、ビジネスパートナーに新しい形
式の価値を創造して提供する方法を、常に
再考するプロセスです。

この価値を生み出すために、メットライフは、社員が問
題解決やアイデア化を実践し、さらには新しいことにチ
ャレンジする文化を醸成するとともに、それを成功させ
るためのツールを社員に提供しています。事業、お客さ
ま、地域社会の課題の解決に直接的に役立つようなアイ
デアを募っています。また、初期段階にあるスタートア
ップ企業のためにデジタル・アクセラレーターを提供し
ています。トレーニングを実施し、アイデア化のキャン
ペーンを展開し、商品、プロセス、実践方法についての
アイデアを社員から募集しています。さらに、新しいこ
とにチャレンジするためのガイダンスを提供し、学術機
関とも協力して、新しい研究やメットライフにとって魅
力的な隣接事業を模索しています。

社内の専門性を活かして、お客さまのた
めに革新的なソリューションをクラウド
ソーシングしています。

当社では、アイデア化のためのプラットフォーム
「Sprout」を開発して全世界の社員に導入し、事業課題
や事業機会の見つけ方についてのガイダンスとトレーニ
ングも提供して、このクラウドソーシングのツールを最
大限に活用しています。世界各地のチームが、成熟した
プロセスとテクニックに基づいてイノベーション・チャ
レンジを企画し、成功裏に展開する方法を学んでいま
す。2019年にSproutで実施されたチャレンジには、内部
監査チームの活動がありました。高度な自動化技術をど
のように活用すれば、リスク管理の効果と効率を高めら
れるかを模索しました。このチャレンジは、英語と日本
語で展開され、288人の参加者から計114件のアイデアが
提案されました。

2019年に開催された「イグニッション・イノベーション」のイベント

メットライフのイノベーション：
2019年のハイライト
オンラインや対人形式で開催されたアイデア提
案のチャレンジや共同イノベーションの活動に
5,900人以上の社員が参加しました。

5,900

計24回のイノベーション・チャレンジを開催し
ました。お客さま体験と忠誠度、マーケティン
グとブランディング、新しいソリューション、
エンゲージメント、デジタル・トランスフォー
メーション、戦略、卓越した業務運営などを
テーマにした活動が行われました。

24回

クラウドソーシングやチャレンジの活動を通じ
て社員が提案したアイデアは1,700件以上に上
りました。

メットライフは、スタートアップ企業196社と協
力して、製品や機能が当社とそのお客さまに価
値をもたらすかどうかの評価を支援しました。
メットライフは、革新的なスタートアップ企業
と協力して、38件の実験と試験運用を開始しま
した。また、スタートアップ企業と9件の契約
を交わしました。

人以上

1,700
件以上

196社
38件

また、イノベーション・チームも、2019年にSproutでチャレン
ジを実施しました。米国の損害保険事業部の請求チームと協力
して、自動車保険の請求プロセスの間にお客さまにステータス
を詳細にお伝えすることで、2019年末までにお客さまからの問
い合わせ通話を20％削減することを目的として、アイデアを
募りました。重要性の高いプロセスであったため、多くの社員
がこのチャレンジに熱心に参加しました。技術、社員、プロセ
ス、構造という4つのカテゴリーに対して45日間の開催期間中
に提案されたアイデアは、182件に上りました。マルチチャン
ネルの連絡やクレーム・アジャスターとの効率的な連絡を求め
るお客さまの声に対する直接的な反応として、多くのアイデア
21

イノベーションの推進

メットライフでは、すべてのイノベーションの中心にお
客さまの存在があります。社内外に目を向けて、ハイテ
クかつハイタッチなデジタルのソリューションを模索
し、お客さまが最も必要とする時に、最も必要とする場
所で、サービスを提供しようとしています。
Bill Pappas
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼
グローバル・テクノロジー＆オペレーションズ責任者

が直ちに導入されました。さらに、ITサービス・オペレーシ
ョンズは、手作業の作業時間を20％削減する方法を見つける
ため、イノベーション・チャレンジを実施しました。この企
画では200件近いアイデアが提案され、そのうちトップ3のア
イデアがリーダーの審査パネルに送られて、最優秀のアイデ
アが選ばれました。

ファイナンシャル・ヘルスのソリューションを手
がける早期段階の起業家を支援する「ファイナン
ス・フォワード」

メットライフ財団とビレッジ・キャピタルは2019年、グロー
バルなイニシアチブの「ファイナンス・フォワード」を開始
しました。ファイナンシャル・ヘルスの技術ソリューション
をサポートすることを目的としています。米国、ラテンアメ
リカ、ヨーロッパ、中東、インドで展開されており、有望な
起業家に開業資金を提供するだけでなく、メットライフの社
員がメンターとなって支援しています。ファイナンス・フォ
ワードでは、今後2年間をかけて、各地で計9つのアクセラ
レーター・プログラムとブートキャンプを実施し、中低所得
者層と小規模事業主のファイナンシャル・ヘルスを向上させ
るためのソリューションを開発している起業家への投資を活
性化していきます。参加する企業は、2万5,000ドルから7万
5,000ドルまでの事業開発資金を調達することができます。

ポーランドでシンプルなデジタル体験を実現

デジタルな商品に対するお客さまの需要が伸び続けているの
を受けて、ポーランドのメットライフは2019年にデジタル化
によって営業プロセスを簡素化し、申請を受けてから契約を
成立させるまでの時間を短縮しました。また、デジタル機能
を拡充し、保険証券やお知らせのメール配信や、支払事由の
報告や給付金のオンライン申請を開始しました。

22
2019年サステナビリティ報告書

気候変動への備えを強化

天候のパターンが変化し、山火事などの自然災害の被害が甚大
化していることから、メットライフでは、継続的にリサーチや
試験運用に投資して、データ分析や人工知能などの技術の有
効な活用法の理解を深めるよう努めています。事業課題を解決
し、お客さまにとってより良いエンゲージメントを提供し、か
つ当社の事業を成長させるためです。2019年には、2つの革新
的な技術の試験を行いました。リスク評価を向上させ、自然災
害などに臨んでお客さまが必要とする時に、実質的なサポート
を提供することを目的としています。

Zesty.aiとの提携で山火事リスクを総合的に評価：当社は、人
工知能と空撮画像の技術を開発する新興企業、Zesty.aiと提携
して、山火事リスクの評価の向上を図っています。Zesty.aiの
「Z-FIRE」は、多次元的なデジタル画像とサードパーティの
リソースを組み合わせて、独自のプロセスで詳細なリスク評
価を実現します。同一郵便番号区域のように広い範囲の評価
ではなく、住宅や建物ごとの評価が可能です。これにより、
当社は、このリスク情報をエージェントや規制当局、および
お客さまと共有して、透明性を確立することができます。ZFIREは、人工知能、高解像度の衛星画像、サードパーティの
データのほか、過去の統計情報や山火事の科学情報も使用し
て、不動産リスク評価の精度を高めています。Zesty.aiの技術
を使った詳細なリスク評価は、保険契約時の審査を向上させ
るだけでなく、長期的な保護という観点から透明性を持って
お客さまに接するうえでも役立ちます。当社は2020年以降、
米国の損害保険事業部の引受審査のプロセスでZ-FIREを活用
し始めます。

イノベーションの推進

大学とのコラボレーションを
引き続き拡大
デューク大学で開かれたコモン・センツ・ラボのワークショップ

災害への備えを向上するノーザン・イリノイ大学との活動：
異常気象が数年にわたって連続的に発生すれば、経済損失はも
ちろんのこと、大きな被害につながる可能性があります。しか
し、こうした出来事を長期的に予測できれば、被害による影響
を緩和し、あらかじめ対策を講じるなど、緊急事態管理者の戦
略の有効性を高めることにつながります。当社は、気象災害の
発生や救援物資の配備などについてお客さまに事前に通知する
方法を理解するため、2019年にノーザン・イリノイ大学との
協力を開始しました。特に対流性暴風雨に関する高度な気象予
報法についての理解を深めようとしています。ノーザン・イリ
ノイ大学は、最近の研究成果に基づいて、悪天候がいつどこで
発生するかを予想するモデルを開発しました。竜巻や雹の発生
を2、3週間前に正確に予測することができます。メットライ
フは、同大学と専属的な技術提携を交わしており、大規模な損
失の可能性を予期するとともに、それをお客さまにお知らせし
て安全への備えを促すことができます。

お客さまが主導するイノベーションと
エンゲージメント

イノベーションは、お客さま体験を継続的に向上するうえで
重要です。また、法人のお客さまが必要とするツールやリソ
ースを提供して、各社の従業員が健康とファイナンシャル・
ウェルネスを管理できるようにするためにも重要です。これ
らのことを効果的に実践するための新しい方法やプラットフ
ォームを見つける際に、イノベーションが重要な役割を果た
す可能性があります。

2019年、メットライフの社員250人以上が、マサチュ
ーセッツ工科大学（MIT）メディアラボとの活動に参
加しました。人工知能、ウェルネス、ブロックチェー
ン、自動運転など、多岐にわたるトピックを取り上げ
た20以上のワークショップやイベントに参加しまし
た。また、MITの「フルイド・インターフェース」研
究ラボと協力して、保険の引受審査を目的としたウェ
アラブル技術の精度を評価するプロジェクトも完了し
ました。

デジタル・イノベーション：テックスターズとの
提携による「メットライフ・デジタル・アクセラ
レーター」

2017年、メットライフとテックスターズは、保険業界向けの
製品を開発するスタートアップ企業を対象とした毎年のアク
セラレーター・プログラムを開始しました。この「メットラ
イフ・デジタル・アクセラレーター」では、フィンテック業
界の最先端を行く新興企業を、ノースカロライナ州ケアリー
にあるメットライフのイノベーション空間「met.X」に招待し
ます。13週間にわたる集中的なブートキャンプで、早期段階
にある新興企業の新しい能力開発を支援し、特にメットライ
フの事業と保険業界全体を抜本的に変革させる可能性を秘め
た技術に重点を置いています。
第一期は2018年7月に開始され、10社が参加しました。契約時
の審査プロセス、ギグ・エコノミー、ヘルス＆ウェルネス、
従業員福利厚生などの分野を捉えた企業でした。2019年7月に
開始された第2期では、新しいお客さまと商品、それにプロセ
スの改善を重点としました。2019年末時点で12件の実験や試
験運用が完了し、3社と生産契約が成立したほか、2社が契約
を協議中です。デジタル・アクセラレーターは、これらの新
しい能力の調達を可能にするだけでなく、メットライフの社
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650人
2019年に

以上の社員がデジタル・アクセラ
レーターに関与しました

員がスタートアップ企業と協力して実験やアイデア化に参加
できるようにすることから、会社の文化を革新するという点
でも価値をもたらしています。

2019年のデジタル・アクセラレーターの
参加企業：

子供たちに金銭管理の重要さをアピール
ゾーゴー・ファイナンスは、金融機関との協力を通じて、金
銭管理について学習する行動を奨励しており、子供たちだけ
でなく大人も対象としています。メットライフは2019年、こ
の技術の試験運用を開始し、ゾーゴーのスマートフォン・ア
プリを社員とその家族に提供しました。具体的な金銭管理の
トピックを取り上げる教材が組み込まれており、クイズに答
えると褒賞がもらえます。当社は現在、ユーザー・エンゲー
ジメントとアプリのセンチメントを測定して、将来のユース
ケースを評価しています。

高齢者の健康保険加入手続きをすばやく簡単に
エンロール・ヒーローは、65歳以上の人が対象となる米国の
公的医療保険制度「メディケア」に加入する際の手続きを簡
単にするパーソナライズされた推薦ツールを開発しました。
メットライフは、2018年にメールを介したマーケティング・
キャンペーンを試験的に展開して期待を上回る結果が出たの
を受けて、同社との関係を拡大しました。このキャンペーン
の成功の後、メットライフが2019年10月に発売した個人向け
歯科保険商品「テイクアロング・デンタル」の販売契約が結
ばれました。

保険会社の請求決済を自動化
Sprout.ai（旧社名：ブロッククレーム）は、保険会社が最短
24時間で請求を決済できるようにするデータ技術を開発して
います。これまでの実験では、医療保険請求の96％、自動車
保険請求の60％を自動化することができました。
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2019年に開催された「イグニッション・イノベーション」のイベント

「イグニッション2019」で
技術イノベーションを発表

メットライフのイノベーション・オフィスは、毎年恒例の
イベントとして「イグニッション」を開催しています。社
内のリーダー数百人が参加し、刻々と変化するインシュア
テック市場のトレンドについて学ぶため、有数のスタート
アップ企業から開発中のイノベーションについて発表して
もらいます。参加するスタートアップ企業にとっては、ク
ラスルーム形式のフォーラムや展示会のようなイベントを
通じてメットライフの意思決定者と直接知り合い、自社の
技術を披露する機会となります。2019年のイグニッショ
ンでは、スタートアップ企業16社による発表に、メットラ
イフのリーダー200人以上が聞き入りました。社長兼CEO
のミシェル・ハラフのほか、エグゼクティブ・グループの
メンバー数人も参加しました。2014年の初開催以来、イ
グニッションで発表した企業は81社に上っています。30
件以上の実験や試験運用が行われ、メットライフとの契約
13件につながりました。

洞察力に優れた
ソリューション開発
よりたしかな未来を創るには、常にディス
ラプションの先を行く必要があります。
業界が刻々と変化していることから、私たちは、市場
のトレンドとお客さまの期待の変化に常に注目し、気
候変動や他の社会経済指標もモニターしています。そ
の一環として、カスタマー・インサイトを収集し、ト
レンド調査を定期的に実施したうえで、その情報を各
方面と共有することで対話を促すとともに、お客さま
がよりたしかな未来を構築するのに役立つソリューシ
ョンの発見と開発を推進しています。

毎年行われる米国従業員福利厚生トレンド
調査は2019年で第17回目を迎えました

メットライフは2019年に、毎年実施している米国従業員
福利厚生トレンド調査の第17号を発行しました。米国の
従業員と雇用主を対象とした毎年のトレンド調査で、職
場の動向変化をとらえるとともに、それに対応する最も
効果的な方法を雇用主に示そうとするものです。2019年
には、仕事と私生活の両方で従業員が目標を達成できる
ようサポートすることで人材を確保し従業員の積極性を
引き出していく方法に焦点を定めました。この調査の結
果、次のような点が報告されました。
•従
 業員は、個人としてサポートされていると、よ
り積極的な姿勢を示すようになる。
•仕
 事に対して感じる目的意識には、多数の側面が
ある。

第17回米国従業員福利厚生トレンド調査

仕事の満足感を高める要因トップ5（メッ
トライフの第17回米国従業員福利厚生ト
レンド調査より）：
1. 従
 業員が会社のリーダーシップを信
頼している。
2. 会
 社が従業員の成功を重視しサポー
トしている。
3. ア
 イデアや意見を共有するよう従業
員に奨励する文化がある。
4. 職
 場の同僚を家族や友達のように感
じられる。
5. 従
 業員のニーズを満たすべく福利厚
生がカスタマイズされている。

•技
 術進歩により、新たなトレーニングの必要性が
生じている。
•柔
 軟性の高いキャリア開発が、職場のあり方を変
えつつある。
•ギ
 グ・エコノミーは、雇用主にとって対応の必要
な課題であるとともに機会でもある。
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ウェルネスの取り組みで
従業員の力を引き出す

毎年実施している従業員福利厚生トレンド調査の結果をさらに
踏み込んで考察した結果として、ファイナンシャル・ウェル
ネスをテーマにした調査報告書「Financial Wellness Programs
Foster a Thriving Workforce（優れた労働力を育成するファイナ
ンシャル・ウェルネスのプログラム）」が完成しました。ファ
イナンシャル・ウェルネスの重要性がいかに高まっているかを
とらえ、経済的な不安によるストレスが職場での行動にどう影
響するかを浮き彫りにしています。

10人中6人

自分の経済状態をコントロールできている
と感じている従業員の割合は、10人中6人
でした。

10人中5人

10人中5人が、給与で生活費をぎりぎり
賄っていると回答しました。

76%

従業員の76％が、老後を安定させるために短期的に金
銭的な犠牲を払う気持ちがあると回答しましたが、給
与の一部を貯金に回していると回答した割合は、わず
か50％でした。

80%

自分の利用できる選択肢を理解して資産目標を達成
するのに役立つファイナンシャル・プランニングの
ツールが必要またはあると良いと回答した従業員は
80％に上りましたが、自分の会社で現在提供されて
いるファイナンシャル・ウェルネスのプログラムを
利用していると答えた割合は、わずか19％に留まり
ました。

この報告書では、雇用主がどうすれば効果的なフ
ァイナンシャル・ウェルネスのプログラムを構築
できるか、そうしたプログラムを導入する際に何に
注意すべきかといった点も解説しました。詳細は
MetLife.comをご覧ください。
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老後の計画：
不安を軽減するための日本での取り組み

日本のメットライフ生命は2018年、「『老後を変える』全国47
都道府県大調査」と題して、老後の資産と健康に関する意識調
査を実施しました。その結果、定年退職後の生活の質に対する
不安が高まっていることが明らかになりました。そこで、メッ
トライフ生命は、ソート・リーダーシップのキャンペーンを立
ち上げて、この調査結果を広く共有するとともに、関係各方面
を巻き込んでこの懸念に対応するための活動を開始しまし
た。2019年には、全国で20～79歳の男女1万4,100人を対象に、
同調査の第2回目を行いました。平均寿命が延伸し、医療費の
上昇により、国民年金制度の健全性への懸念が高まるなか、老
後に不安を感じている人の割合は81％、また生活費の点で懸念
を抱いている人の割合は63％以上に達しました。

この不安や懸念の主な要因は介護にまつわるもので、特に重
大疾病に関係しています。「怖いと感じている病気」では、
がんと回答した割合が最も高く、次いで認知症でした。ま
た、自らの介護費用の準備をしていないと答えた回答者は
72％近くに上りました。この結果を受けて、メットライフ生
命は2019年、ファイナンシャル・プランニングの重要性を訴
える認知向上のキャンペーンやプログラムを多数導入しまし
た。今後も国や自治体、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。

2019年サステナビリティ報告書
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社員のための
サポート

組織のサステナビリティというのは、労働力のサス
テナビリティを通して測定することができます。戦
略的に選択して社員をサポートするための投資を行
うことは、会社の成功と社員の成長にとって欠くこ
とができません。
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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メットライフは、150年以上にわたり、社員への約束を果たし続けてきました。私たちは常に社員とともにあり、自信と目的
意識を持って変化を乗り切れるよう、社員を支えています。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。」は、インクルーシブで、自信に支えられ、希望に満ちたメットライフのこれからの100年の歩みの道標です。
メットライフは、社員がより大きなキャリアで成功をつかむために、どうすれば手助けできるかを理解することを重視して
います。各人のキャリアプランに合った学習と能力開発の機会を提供し、あらゆる意味でインクルージョンを率先し歓迎す
る文化を醸成し、また総合的な福利厚生を導入するなど、人事のあらゆる側面に注意を払うことで、人材確保、能力開発、
ダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、今日と明日に向けて社員の能力を開発しています。

2019年の実績ハイライト

社員の能力開発
ダイバーシティ＆
インクルージョン
エンプロイー・
エンゲージメント

1,000万ドル：数年にわたる「Workforce of the Future」
戦略に1,000万ドルを投資して、職場の変化に備える準備
をサポートしています。
2,688回：「ディストリビューション・アカデミー」と称
したオンラインの教育プラットフォームで、営業スキル
のコーチング・イベントを2,688回開催しました。
第1号：保険会社として初めて、国連女性機関の「グロー
バル・イノベーション・コアリション・フォー・チェン
ジ」に参加しました。

署名：企業のCEOによるダイバーシティの最大の取り組
み「CEOアクション・フォー・ダイバーシティ＆インク
ルージョン」宣言に署名しました。
4万4,000人：2019年「MyVoice（従業員意識調査）」
に4万4,000人の社員が回答し、2018年から6％増となり
ました。
11万7,000件：調査時に社員から寄せられたコメント数
は、2018年より1万1,000件増加しました。

受賞・評価

2020

フォーブス誌
ダイバーシティ部門の
ベストカンパニー
2019～2020年
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全米女性
エグゼクティブ協会
女性エグゼクティブが活躍する
トップ企業
2006～2012年、
2016～2018年、2020年

ワーキングマザー誌
ワーキングマザーにとっての
ベストカンパニー100社
1999～2019年

ヒューマン・ライツ・キャンペーン
企業平等指数
LGBTQの平等の観点で
ベストの職場
2004～2020年

Workforce of the Future

チリ・サンティアゴのメットライフのオフィス

メットライフには、様々な世代の社員が勤務しており、業務で求められる内容も変化し
ているため、「Workforce of the Future」戦略を拡大しました。成功を目指し、常に学
び続け、スキルを常に磨く人材で組織を構築していきます。
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、「Workforce of the Future」では、継続的な学
習する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、感情やヒューマンスキルと
の間でバランスを取ることを重視しています。
学習と能力開発に対するメットライフのアプローチ
は、社員をサポートしてこそ企業は成功するという
信念に導かれています。最新のスキルを開発するため
のリソースや機会を提供して、すべての社員が常に学
習できるようにしなければなりません。これを最も効
果的に達成するために、私たちは、職場での学習方法
を重視し、人工知能をはじめとする技術の役割を探究
し、より個別化された学習、社員のニーズや要望に合
った学習を実現しています。

Workforce of the Future
全世界の社員が身につけるべき8つの重要な
スキルを特定しました。エモーショナル・イ
ンテリジェンス、目的意識に根ざした影響
力、デジタル・オートメーションなどが含ま
れています。

1 万7,000人の社員が、「Workforce of the
Future」の自己学習コースに参加しました。
オンラインで提供したメットライフ独自のラ
イブ・プログラム「デジタル・リーダーシッ
プの基本」では、デジタルなマインドセット
がもたらす機会を取り上げました。200人以
上の社員が参加し、うち95％がこのコースを
他の人にも推薦すると回答しました。
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Workforce of the Future

実績数値：「ディストリビューション・アカデミー」（2020年4月現在）

1万525人

アクティブユーザー数

12万5,594時間
フォーマルおよびインフォー
マルなコンテンツ時間数

「ディストリビューション・アカデミー」

メットライフは、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できるようにするため、
「ディストリビューション・アカデミー」というデジタ
ル学習体験を導入しました。営業のスキルや知識は、お
客さまのニーズに合わせてカスタマイズされたソリュー
ションを提供するのに役立ちます。このアカデミーは、
導入以来、イノベーションとテクノロジーに関連する業
界の賞を20回受賞しました。学習のあり方が近年進化
していることを明らかに物語っています。現在、「デ
ィストリビューション・アカデミー」は、ラテンアメリ
カ、EMEA、アジアにも導入されつつあります。

新しいツールとキャンペーン

メットライフは2019年、「#BeCurious」キャンペー
ンを開始しました。メットライフ全社に継続的に学
習する文化を浸透させることを狙いとしています。ま
た、新しい学習プラットフォームも導入しました。デ
ジタルを含む様々な学習方法を組み合わせ、統合型で
かつローカライズされた学習プログラムを社員に提供
しています。いつでもどこでもスマートフォンからア
クセスできるこのプラットフォームは、通勤中でも自
宅からでも、社員にとって都合の良い時に学べる機会
を提供しています。
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2,688回

オンラインの営業ス
キルのコーチング・
イベントの開催数
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

メットライフの学習・能力開発の
プラットフォーム

•社
 員の76％がプラットフォームにアクセスしました。
• 47％がアクティブユーザーで、複数回にわたってリ
ソースを活用しています。

•社
 員が同僚と共有した学習リソースは、2,700件以
上に達しました。

•リ
 ーダーシップ、キャリア開発、学習全般をテーマ
とした3つの社内ソーシャル・ネットワークに、計
7,000人以上の社員が参加しています。
• 8つの必須コースと8つの専門コースを全社的に導入
しました。修了件数は23万7,000件以上、修了率は
97％となっています。

Workforce of the Future

従業員エンゲージメント：Next Horizon Day

当社は2019年、将来を見据えたNext Horizon戦略の実現のた
め、社員の能力評価を行いました。社員が現在持っているス
キルをどうすれば新たな将来の機会に活用していけるか、ま
たそれを効率良く実現するためにどのようなサポートを提供
すべきかを、慎重に吟味しました。そして、2020年、これ
までの知見を活かし、メットライフの全社員が、新戦略、目
標、優先課題を学ぶためのインタラクティブな学習とチーム
ビルディングのイベント「Next Horizon Day」を実施しまし
た。世界各地で開催されたこのイベントでは、社員がNext
Horizon戦略に対する考えや業務をシンプルに、効率化し、商
品やサービスを差別化するためのアイデアを共有しました。

「ジェネレーション」と協働で支援する

メットライフ財団が掲げている主な目標のひとつが、中低所得者層の人たちが
経済的なツールとリソースを得るだけでなく、チャンスをとらえて仕事をする
うえで必要となるスキルを習得できるよう、支援していくことです。これには
しばしば、サポートや専門的なトレーニングを早期から提供していくことが求
められます。メットライフ財団は2019年、青少年の就職を支援する非営利団
体「ジェネレーション」と協力して、インドで3,000人の若者を対象に、有意
義な雇用につながるスキルの習得を支援しました。これらのスキルを得ること
で、安定した収入を得て、ファイナンシャル・ヘルスを長期的に向上させるた
めの具体的なステップが取れるようになります。このプログラムは、卒業生の
80％以上がトレーニング修了後3か月以内に就職し、収入を以前の2倍に増や
すという、優れた実績を出しています。

ジェネレーションが提供している医療スキル・トレーニングの参加者

敬意とインクルージョンに根ざしたメットライフの文化は、
報酬体系も含めて、事業のあらゆる側面に反映されています。
詳細はMetLife.comで均等報酬の宣言文をお読みください。

31

社員を大切にする会社
「ウェルネス・フォー・ライフ」
メットライフの「ウェルネス・フォー・
ライフ」プログラムは、社員が会社の
Purposeと日々の仕事とウェルネスの重要
性が、健康と心身の豊かさに関連している
ことを理解できれば、自分の健康に優先順
位を置きやすくなるという考え方に根ざし
ています。
このプログラムは、全社的な方針に則って世界各
地で独自に展開されていて、41市場のウェルネス・
チャンピオンに加え、4地域（米国、ラテンアメリ
カ、EMEA、アジア）を代表するアンバサダーが率い
ています。2019年には、メンタルヘルスをはじめとす
る健康問題の認知向上を図り、またヘルシーなライフ
スタイルに導くためのツールやアイデアを社員に提供
しました。

実績数値

フランスで開催された「飢餓と闘うアクション」ランに参加したメットライフの社員

2019年ウェルネス・フォー・ライフ週間

28市場が独自の活動を実施

「30日間のセルフケア」と題したカレンダーを10か国語で制作し、「セルフケア休憩」などの活動を推奨しました。

世界各地のオフィスでイベントが開催され、韓国ではオンラインのバランス感覚アセスメント、米国ではカフェテリアの
ヘルシーなメニュー導入、ブラジルでは日替わりの情報提供、中東では瞑想のセミナーとヘルシーな朝食のコンテスト、
ポーランドではメットライフ・ガーデンの野菜の植え付けなどが行われました。

2019年世界メンタルヘルス・デー
グローバルに実施され、 19 市場が瞑想やマ
インドフルネスなどの現地プログラムを開催

米国では、福利厚生の医療プランに新しいメンタルヘルスのプ
ログラムを導入しました。アイルランド、ルーマニア、スロバ
キア、日本、インド、ベトナム、韓国、米国、メキシコでは、
メンタルヘルスに関する専門家の講演が開催されました。
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グローバル・チャレンジ

100日間にわたるウェルビーイングのチャ
レンジに2,900人の社員が410以上のチー
ムで参加

成績トップの8チームが、メットライフ財団の寄付先となる
ヘルス＆ウェルネスの非営利団体を推薦する権利を獲得し
ました。

社員を大切にする会社

フィットウェルとの提携でヘルシーな建物を設計

健康的な職場空間は、そこで働く人たちのヘルスとウェルネ
スを増進するために欠くことができません。メットライフは
2019年、生命保険会社として初めて、ヘルシーな職場空間に
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。
フィットウェルは、企業の建物の健康への影響を測定するグ
ローバルな健康認証制度で、入居者の安全確保、身体活動の
促進、地域社会への健康影響など、いくつかの要因に基づい
て評価します。この認証を受ける建物には、瞑想ルーム、高
さの調整が可能なデスク、フィットネス・センター、カフェテ
リアのヘルシーなメニュー、授乳室、ランニングマシーンのあ
る会議室といった設備がが設置されています。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130万平方フィートを超える空間で、4,000人以上の
社員が働いています。また、機関投資家向けに資産運用サー
ビスを提供するメットライフ・インベストメント・マネジメン
ト（MIM）も、不動産投資ポートフォリオで保有する3か所物
件に対して認証を取得しました。これら3か所のオフィスビル
は、総床面積200万平方フィートを上回っており、事業展開す
る米国各地の地域社会でウェルネスを推進するMIMのコミッ
トメントを表わしています。

2019年12月にメットライフがフィッ
トウェル認証を獲得した米国内の3つ
のオフィスでは、

4,000人
130万平方
以上の社員が勤務し、床面積は

ノースカロライナ州の社員が「サイクル・ネーション」イベントに参加

フィート
に上ります
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社員を大切にする会社

社員からのフィードバック

ガールズ・フー・コードの集中訓練プログラムにボランティア参加したメットライフの社員

社員との間に信頼を構築し、社員が豊かな人生を送れるよう
支えていくことは、メットライフのPurposeの重要な一部で
あり、事業の成功にとっても欠かせません。社員を大切に
するということは、社員にとって最も重要なことを理解する
ことから始まると、私たちは考えています。そのための方法
のひとつが、毎年の「MyVoice（従業員意識調査）」を通
じて社員のニーズを知ることです。2019年には4万4,000人
の社員がこの調査に回答し、その大多数が、将来に向けた
会社の計画をもっと説明してほしいと要望しました。そこ
で、Next Horizon戦略を策定する際にこのフィードバックを
汲み上げ、2020年初めに導入しました。私たちの優先事項
は、Purposeを実践し、リーダーシップを重視し、コラボレー
ション、新しいことにチャレンジする、お客さま中心主義の
実践を全社的に強化していくことです。
グローバル・タウンホールを定期的に様々な開催地で開催し、
全世界にライブ放送するほか、各地でネットワーキングのイベ
ントも開くなど、すべての社員が確実に参加できるようにした
ことで、メットライフの取り組みが、結実しつつあります。ま
た、社員の交流を促すため、年間を通じて様々なセッションや
イベントを企画して、多くの部署の同僚と知り合い、楽しいア
クティビティやインフォーマルなイベントに参加するよう奨励
しています。これまでに、「笑えるセーター」コンテストやア
イスクリーム・パーティが開かれ、社長兼CEOのミシェル・
ハラフもアイスクリームの給仕役を務めました。
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2020年も引き続き、お客さまのエンゲージメントとコラボ
レーションを優先課題に掲げて、社員が安心して新しいこと
にチャレンジできる環境を創っていきます。

2019年MyVoice（従業員意識調査）：
メットライフの社員がフィードバックを提供
「MyVoice（従業員意識調査）」に4万
4,000人の社員が回答し、2018年から6％
増となりました。
11万7,000件のコメントが寄せられ、2018年
から1万1,000件増加しました。
最もスコアの高かった質問は、Purposeに
関係した質問でした。
「行動の実践」が大きな向上を示し、3ポ
イントの上昇でした。

ダイバーシティ＆
インクルージョン

社長兼CEOのミシェル・ハラフと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シンディ・ペースが、オンラインの
ライブイベントでジェンダー平等について議論しました

インクルージョンを率先

劇的な変化により私たちの業界や労働市場も見直しを迫られており、ダイバーシティ＆イ
ンクルージョンにも直接的な影響を及ぼしています。メットライフは、これらの変化に有
意義な方法で対応すべく、データ主導のアプローチを取って、あらゆるレベルでインク
ルージョンを実践し、この活動にすべての社員、すべての事業拠点が参画しています。
インクルージョンの洞察を行動に

メットライフのPurposeとNext Horizon戦略に基づ
いて、私たちは、ダイバーシティ&インクルージョ
ンのために前進し、ポジティブな変化を起こしてい
く必要があると考えました。そして、データ主導の
アプローチを取って、組織として高いパフォーマン
スを発揮し事業成果を挙げるうえで欠かせない要因
を評価しました。「インクルージョン＆ダイバーシ
ティ・インサイツ」調査をグローバルに実施して、
メットライフのインクルージョンの土壌と文化に
ついて、深く理解しました。このインサイト調査の
重要な部分のひとつが、匿名で行われた一連のオ
ンラインのフォーカスグループで、「インクルージ
ョン・ラボ」と呼ばれました。世界各地の社員に参
加を依頼し、職場のインクルージョンについての姿
勢、見解、経験を共有してもらい、そこから学び
ました。この調査から得た洞察に加え、「MyVoice
（従業員意識調査）」や外部のトレンド調査、リ
サーチ、ベンチマークなどの結果が、戦略的な方針
と行動に活かされています。

4

言語

4

インクルージョンの
レベル：組織
チーム
マネージャー
シニアリーダー
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市場

グローバル・タイ
バーシティ＆イン
クルージョン・イ
ンサイト調査

325

回答者数1

11

EMEA、アジア、
ラテンアメリカ、
米国の社員が参加
するオンラインの
フォーカスグルー
プの数

1

評価項目：

文化
キャリア
社会資本
ダイバーシティ＆
インクルージョンの
イニシアチブ

7

事業部門、コーポレー
ト部門、地域を代表す
るステークホルダーと
シニアリーダーに対す
る1対1の聞き取り調査
の実施回数

すべての地域、職位、年齢、性別、人種・民族グループが含まれます
35

ダイバーシティ＆インクルージョン

インクルージョンを重視する会社は…

6倍

イノベーションで
アジャイルである確率

8倍

事業成果を達成する
確率

3倍

高パフォーマンス
である確率

2倍

財務目標を達成
または上回る確率

出典：The diversity and inclusion revolution, Deloitte Review, 2018

主要ハイライト ― グローバル・タイバーシ
ティ＆インクルージョン・インサイト調査

•回
 答者は全体として、チームレベルのインクルージョン
という点でポジティブな体験をしていて、メットライフ
に対して高い信頼感を抱いていました。
•一
 部の回答者は、ダイバーシティ＆インクルージョンの
取り組みに対してシニアレベルでより積極的な姿勢を示
してほしいと考えていました。
•イ
 ンクルージョンとその成果の透明性を高めること、そ
してダイバーシティ＆インクルージョンの説明責任をこ
れまで以上にはたしていく必要があることが、社員のフ
ィードバックから分かりました。

私たちの知見は、「カタリスト」が実施した調査結果とも同
じでした。社員が職場に安心感を抱くほど、チームの一員で
あると感じる可能性が高まるという結果です。さらに、自分
がチームの一員であると感じている社員ほど、イノベーショ
ンやチームへの帰属意識が高いという結果となりました。

9
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これからの道のり：戦略的優先課題

メットライフが目指すのは、Purposeに基づいてインクルー
シブな文化を醸成することで、社員が力を発揮し、社会に貢
献していくことです。インサイト調査で学んだ結果から、イ
ンクルージョンをさらに実践することで、多様な人材の強み
を今まで以上に活かせるようになることが明らかになりまし
た。ひいてはそれが、メットライフの安定的で強固な基盤構
築の強化につながり、リーディング・カンパニーとして前進
し続ける原動力となります。このようなパフォーマンスを実
現するために、私たちは、次の3点を優先事項に定めました。
•積
 極的に周囲を巻き込む：正しいふるまいや行動を通じ
て、インクルーシブな職場の文化を醸成します。

•ダ
 イバーシティを強化する：労働力の多様性を高め、ま
た既存の多様な労働力を活用することで、未来のための
イノベーションを促進します。
•影
 響力を拡大する：ダイバーシティ＆インクルージョン
分野のリーディング・カンパニーとして、メットライフ
を戦略的に位置付けます。

メットライフは、ブルームバーグの男女平等指数に
5年連続で採用されました。社員向けのポリシー、
リーダーシップ職の女性の割合、女性向けの商品開発、
コミュニティ・エンゲージメントを評価する指数です。

ダイバーシティ＆インクルージョン

経営トップのコミットメント

社長兼CEOのミシェル・ハラフは、全社にわたるインクルー
ジョンとジェンダー平等へのコミットメントを再確認する3
つの宣言に署名しました。3つの宣言とは、「CEOアクショ
ン・フォー・ダイバーシティ＆インクルージョン宣言（企業
のCEOが率いるダイバーシティの最大の取り組み）」、様々
な業界のリーダーによるメンタルヘルスと依存症に対するア
プローチの変革を目指すグローバル連盟「ワン・マインド・
アット・ワーク」、そして「カタリストCEOチャンピオン
ズ・フォー・チェンジ」です。これらの宣言に署名すること
で、メットライフのCEOは、当社のダイバーシティ＆インク
ルージョンを大きく前進させるために、一連の対策を講じる
と宣言しました。これには、認知向上のための活動や透明な
コミュニケーションを強化することに加え、変化を起こすた
めに、複雑で時として困難な対話に意欲的に臨む文化を維持
することが含まれます。

保険会社として初めて、国連女性機関の
「グローバル・イノベーション・コアリ
ション・フォー・チェンジ」に参加

メットライフは、かねてより国連の持続可能な開発目標
（SDG）を戦略の指針としてきました。年齢、性別、障
害、人種、民族、出身地、宗教、経済状態やその他の状
況にかかわらず、すべての人のために平等と公平な経済
開発、そしてインクルージョンを促進して維持していく
ために、私たちは努力しています。メットライフは2019
年、保険会社として初めて、国連女性機関の「グローバ
ル・イノベーション・コアリション・フォー・チェンジ
（GICC）」に加盟しました。GICCは、国連女性機関と
実業界、学界、非営利団体が形成したダイナミックな
パートナーシップで、イノベーション、テクノロジー、
起業といった分野において女性の前進を阻む障壁を特定
し、排除することを目指しています。GICCのメンバー
は、国連女性機関の活動をサポートする非公式なアドバ
イザーとして行動し、特に次の3つの点に取り組みます。

宣 言 へ の 署 名 は 、 次 の 点 に 対 す る コ ミ ッ ト メ ン ト を 意 味
します。
•信
 頼に根ざした職場環境を作り続け、ダイバーシティ＆
インクルージョンについて、複雑で時として困難な対話
ができるようにします。

•女
 性が開発したイノベーションが女性や少女のニーズ
を満たす可能性について、市場の認識向上を図る。

•イ
 ンクルーシブな行動の導入、浸透を図り、偏見を最小
限に抑えます。

•イ
 ノベーション、テクノロジー、起業における女性と
少女の進出を阻む主な障壁を特定する。

•取
 締役会とともにダイバーシティ＆インクルージョンの
戦略計画を策定し、共有します。

•業
 界で協働し、これらの障壁やニーズに対応するため
の行動を特定し行動する。

•今
 後5年にわたり、女性（有色人種の女性を含む）のエ
グゼクティブまたはシニアレベルの役職、および取締
役への登用を加速または維持（すでに十分な割合がある
場合）します。
•自
 社のインクルージョンをベンチマーク測定して推移を
把握し、インクルージョンの文化を改善します。

これらの行動は、メットライフの今後のダイバーシティ＆イ
ンクルージョンの取り組みにおいて、戦略的に重要な位置付
けとなっています。

ダイバーシティ＆インクルージョンに対するメットライフのコミットメント

メットライフは、インクルーシブな文化の醸成に注力しています。多様な人材の力を活かして、お客さま、株主、世界各地の
地域社会のニーズを満たせるようになることが、その狙いです。ダイバーシティ＆インクルージョンは、これらのコミットメ
ントに必要不可欠です。この分野で25％に入るリーディング・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で自社を測定して、進捗状況と有効性をモニターしています。
重要な要素

インクルージョン

指標

インクルーシブな文化

執行幹部のジェンダー・ダ
イバーシティと民族・人種
ダイバーシティ

抱負

上位25％の
パフォーマンス

重視する理由

インクルージョンを重視する企業は、
事業成果を達成する確率が8倍高い。
多様性のある企業は、組織面・財務面
で高いパフォーマンスを示す。
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多様な社員と人材育成へのコミットメント
2019年のジェンダー構成 ― グローバル

全体

52.5%

非管理職

54.8%

管理職

42.3%

全体

52.5%

2019年の執行幹部（バイス・プレジデント以上）
1
のジェンダー・ダイバーシティ
―非管理職
グローバル
54.8%

メットライフ：

26.9%
42.3%

管理職

↑ 2017年から1.6％上昇

全体
メットライフは業界のベンチマークに対して上位25％
29.0%

30.5%
23.3%
2019年の民族・人種割合
― 米国
29.0%

管理職
全体

管理職

23.3%

2019年の執行幹部（バイス・プレジデント以上）
の民族・人種ダイバーシティ1 ― 米国

メットライフ：

22.7%

↑ 2017年から3.1％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

「ディベロッピング・ウィメンズ・キャリア・エクスペ
リエンス（DWCE）」は、リーダーシップ職への女性登
用を促進するためにメットライフが提供している制度の
ひとつです。アシスタント・バイス・プレジデントのレ
ベルにある有望な女性社員を対象に、14か月にわたりキ
ャリア開発を支援します。参加者は上司からの推薦で選
ばれ、職域や責任を拡大する能力とシニア・リーダーシ
ップの役職へと成長する意欲を持っていることが条件と
なります。2013年の導入以来、300人以上の社員がこの
プログラムを修了しました。体験者からは、日々の業務
遂行力だけでなく、リーダーシップやキャリアの目標を
達成する自信が付いたという感想が寄せられています。
参加者の大半は、最初の6か月以内に役割や責任範囲を
積極的に拡大しています。また、参加者の2年以内の昇
進率は22％で、メットライフ全社の女性社員の平均昇進
率の2倍以上です。

22%

メットライフは2019年、マッキンゼーの「Women in the
Workplace 2019」報告書で、女性の割合を高める努力を認めら
れました。この報告書は、管理職レベルの役職に女性が初めて
出典：Women in the Workplace 2019 Report
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8%

昇進した割合

グローバル平均の2倍以上
2018～2019年の（バイスプレジデントまたは
執行幹部への）昇進率

執
 行幹部（バイス・プレジデント以上）は、管理職の一部です。
過去のデータを含め、詳細は付録の表をご覧ください。

マッキンゼー＆カンパニーの最近の報告書 1 では、企業に勤
める女性社員の多くが一般社員のレベルにあり、マネージ
ャーになる機会は限られていることが指摘されました。当社
には、一般社員レベルでも昇進・昇格の見込みがある女性が
多数います。世界全体で、社員の50％以上、管理職の40％以
上を女性が占めています。金融および非医療保険会社のベン
チマークと比較すると、当社は、民族・人種のダイバーシテ
ィで優れていて、管理職および執行幹部レベルの4分の1近くと
なっています。

1

リーダーシップへの女性の進出が拡大

非管理職

非管理職

30.5%

ダイバーシティ＆インクルージョン

8%

12%

すべての男性社員

13%

すべての女性社員
女性社員

(DWCEに参加しなかった人)

22%

女性社員

(DWCEに参加した人)

就こうとする際に直面する障壁、すなわち「壊れたはしご」の
問題に企業が対応するうえで役立つ実践方法についての知見を
提供しています。

ダイバーシティ＆インクルージョン

取締役のジェンダー・ダイバーシティ

取締役のジェンダー・ダイバーシティが高い企業は、一般的にESGスコアも高くなります。つまり、多様な取締役がいる企業
は、サステナビリティをより良く実践していることを示しています。2015年以降、取締役に女性を登用する企業は増加しま
した。3人以上の女性が取締役に就いている企業は29％であり、メットライフもその一社です。メットライフでは4人の女性
取締役が活躍していて、報酬委員会とガバナンスおよび企業責任委員会の委員長も務めています。米国の金融サービス業界の
企業としては、女性の割合が最も高い企業の一社です。

取締役のジェンダー・ダイバーシティ
1人以下

2人

女性取締役の人数（企業の割合）

2015

33%

38%
1人以下

44%

21%

メットライフの非管理職ディレクターに占める女性の割合

メットライフ

メットライフは、ニューヨークのウィメンズ・フォーラムで、女
性取締役の割合でトップレベルの企業として認められました。5年
連続で女性取締役の割合が30％を上回っています。

29%

2人

3人以上

0

出典：2019 McKinsey & Company、およびLeanIn.Orgの「Women in the
Workplace」調査

2019

35%
2015

性別

営業

38%

44%

21%

およそ

31%

メットライフ

2019
35%

3人以上

取締役のジェンダー・ダイバーシティで
メットライフはトップレベル

10

20

30

40

50

60

エグゼクティブ・グループ（米国以外の国を含む）
取締役会

0

10

20

30

40

50

年齢

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

エグゼクティブ・グループ
（米国以外の国を含む）
取締役会

白人

78%

黒人または

ヒスパニッ

アメリカ人

中南米系

アジア系

アフリカ系

10%

100

女性

クまたは

6%

アメリカインデ

2%

ィアンまたはア

41%

59%

57%

43%
73%

31%

69%

29歳以下

30～50歳

51歳以上

16%

63%

21%

17%

63%

20%

0%

36%

64%

0%

0%

100%

70

80

90

ラスカ州先住民

不特定

複数人種

0%

男性

100
27%

60

2

営業以外

90

29%

営業以外

営業

80

メットライフの社員と取締役のダイバーシティ1（％）

33%

民族・人種1

70

メットライフは、全米女性エグゼクティブ協会から、女性エグゼ
クティブが活躍する会社として認められました。取締役およびエ
グゼクティブ・グループの31％、執行幹部（バイス・プレジデン
ト）の26.9％を女性が占めていることが評価されました。

2%

2%

ハワイまた
は太平洋諸
島先住民

0%

67%

12%

6%

9%

1%

3%

2%

0%

64%

0%

18%

18%

0%

0%

0%

0%

84%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

米
 国のみ、2019年12月31日時点。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。
2
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。
1
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ハビタット・フォー・ヒューマニティのボランティア活動に参加したルーマニアの社員

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

8

営業

営業以外
営業

女性
男性

退職者

女性
男性

7

9

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

8

女性

男性

19%

16%

95%

94%

メットライフの新規採用者と退職者3

新規採用者数
合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

新規採用者に

29歳以下

30～50歳

51歳以上

4,683

1,774

2,607

302

占める割合

10%

4%

6%

1%

3,791

1,535

2,056

200

8%

3%

4%

0%

退職者数合計

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

5,480

1,555

3,060

865

11%

3%

6%

2%

4,532

1,186

2,533

815

10%

3%

5%

2%

育児休業：出生または養子を迎えた
男女のための有給休業期間

メットライフの従業員福利厚生
主保護者は8週間
副保護者は2週間
（出産に際しては短期休業制度で6～8週間の追加が可能）

メットライフの社員の満足度
社員満足度調査の参加率
満足度

2019年

2018年

82%

76%

75%

73%

2017年

データなし
データなし

 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
社
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。
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の社員は含まれていません。
1

2
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多様なサプライチェーンの構築
メットライフは、「サプライヤ・インクルージョン＆開発プログラム」をグローバルな
調達プロセスに統合して、調達担当者と事業関係者の間の緊密な連携を確立しています。
新規のプロジェクトやサービスをめぐる入札では多様
なサプライヤの候補を入札に含めるよう、各事業担当
者に奨励しています。また、新しい機会で多様なサプ
ライヤが有効性を示し、メットライフに価値をもたら
すと思われる場合は、そのような機会にサプライヤを
積極的に引き合わせています。当社は過去数年の間に
戦略的な重点をシフトしました。多様なサプライヤと
の取引金額を重視するのではなく、サプライヤと協力

しながら経済的影響の全般的な改善方法についてより理解
することに注力してきました。当社は、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と、日常的に取引していま
す。さらに、メンター、奨学金、エグゼクティブ教育など
のプログラムを提供して、サプライヤの成長と成功を支援
しています。

メットライフは2019年、ウィメンズ・ビジネス・エンタープライズ全
米評議会から、女性事業主にとってベストの会社の一社に選ばれまし
た。女性が保有・経営する企業の直面しがちな壁を取り除き、成長を
促すための努力が認められたものです。同評議会は、女性が保有・経
営する企業を認定する米国最大の認定機関で、女性事業主や女性起業
家を支援しています。メットライフの受賞は4度目でした。
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多様なサプライチェーンの構築

パートナーのビー・ダウンタウンと一緒に3つのミツバ
チの巣箱を受け取ったノースカロライナ州ケアリーの
オフィスの社員

「エマージング・ヤング・アントレプレナー」

メットライフは、「エマージング・ヤング・アントレプレ
ナー（EYE）」プログラムが2015年に開始された当初から
パートナーを務め、支援対象の業界を増やしてきました。EYE
は、ミレニアル世代のマイノリティ起業家を対象に、認定を
取得した革新的で成功する起業家となれるようサポートして
いて、会議とその前後のインタラクティブなカリキュラム、
および5日間にわたる体験的トレーニングとその実践的な応用
の機会などを提供しています。起業家は、評価、考察、実行
可能性調査、実行など、新規事業の立ち上げのプロセスを進
みながら、重要な事業課題に取り組みます。2019年には、プ
ログラムに参加した起業家の60％が、その過程で得たコーチ
ング、人脈、パートナー企業との関係などを活かして、新規
事業の契約を獲得しました。

大学とのコラボレーション

メットライフは2007年以来、ノースウエスタン大学のケロッ
グ・ビジネススクールとダートマス大学のタック・ビジネス
スクールで、エグゼクティブ教育プログラムに参加する多様
な事業主を後援してきました。これらのプログラムは、マイ
ノリティ事業主や女性事業主の認定を取得したCEOにツール
とスキルを提供して、事業成長や業務拡大、リーダーシップ
などを維持できるようにするために設計されています。メッ
トライフは2019年、CBIテレコミュニケーションズのCEO、
デニース・ブームズ-ペッピン氏の後援者となって、タック・
ビジネススクールとウィメンズ・ビジネス・エンタープライ
ズ全米評議会が提供するエグゼクティブ・プログラムへの進
学を支援しました。
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サプライヤ紹介：アートクラフト・
グループの販促コンセプト

アートクラフトは、販促キャンペーンを通じて顧客企
業のブランドを構築することをミッションに掲げてい
ます。環境への影響を抑えると同時に、大きな効果を
挙げるキャンペーンを展開します。デザイン、調達、
製造、プロダクション、物流などの分野での数十年に
及ぶ経験を活かして、商品のジャーニーに独自の観
点をもたらし、「P.O.W.E.R.（Promotional Options
with Environmental Responsibility）」インデックスと
いう0～100のスコアを付けて、他の商品と比較できる
ようにしています。この独自のプロセスは、熟慮され
た約75項目の評価に基づいていて、環境への影響を大
幅に低減する商品選びを可能にしています。
メットライフは、過去10年以上にわたり、アートクラ
フトと協力してきました。P.O.W.E.R.のプロセスを使う
ことで、当社は、環境にやさしい販促品や、責任ある
方法で作られ、サステナブルに調達された社員向けの
賞品を購入できるようになります。

2019年サステナビリティ報告書
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投資家としての
価値の創造
2019年の「ダラス地域ESGチャレンジ」で受賞したテキサス州オースティンの100 Congress Aveの建物

メットライフ・インベストメント・マネジメントは、投資
ポートフォリオのすべての資産に関して、責任ある投資と
ESGの実践を重視しています。これにより、長期にわたる
サステナブルなリターンをサポートすると同時に、社会と
環境に寄与する投資が可能になります。
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、MetLife, Inc.
プレジデント、メットライフ・インベストメント・マネジメント
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メットライフは、かつてない変化の時代をともに歩みながら、すべてのステークホルダーに長期的な価値をお届けすることを
重視しています。メットライフの事業には、機関投資家向けに資産運用サービスを提供し、メットライフの一般勘定投資ポー
トフォリオも管理しているメットライフ・インベストメント・マネジメント（MIM）が含まれています。MIMが目指している
のは、環境・社会・ガバナンス（ESG）の基準を満たす個別のポートフォリオ・ソリューションを構築することで、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創造するようにしています。メットライフは、社会・
環境問題での進歩を促進するための努力として、幅広いリソースと150年以上の経験を活かして、市場の変化に対応し、よりた
しかな未来を構築しています。きわめて組織化されていながら、まったく典型的ではない点が、メットライフの誇りです。

2019年の実績ハイライト

~580億ドル
ESG統合

カウンシル

メットライフ
一般勘定の
新たな除外項目

2019年末時点で、MIMの管理下にある責任投資は
総額およそ580億ドルに達しました（詳細は49ページをご
覧ください）。
部署横断的な組織のESG統合カウンシルを発足して、ESG
に関する社内のポリシーとプラクティスを効果的に調整し
統合できるようにしました。
一般市民向けに販売される武器銃（自動・半自動）メー
カー、物議を醸す武器（クラスター爆弾、地雷、生物兵
器、化学兵器）の直接的な生産者、タバコ（電子タバコを
含む）メーカーに対するメットライフ一般勘定での直接投
資を売却または減少しました。また、売上高の25％以上を
一般炭で構成している鉱業・公益事業会社に対するメット
ライフ一般勘定での新規投資を廃止しました。これらの条
件適用と売却は、2020年末までに実施されます。また、お
客さまの指示による除外も行っています。

受賞・加盟

署名者：

参加企業

協力：

ダウ・ジョーンズ・
サステナビリティ
北米インデックス
2016～2019年
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FTSE4Good
サステナビリティ・インデックス
2019年

2019年、MIMがPRIに加盟

価値の創造
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、これから先何十
年にもわたってお客さまへの約束を果たし続けていく
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、ESG（環境・社会・ガバナンス）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幅広く実践しています。

インベナジーが保有するウルグアイのジャシンタ太陽発電所は、
MIMが管理する再生可能エネルギー投資のひとつです

ESGの統合を通じた価値の創造

環境

私たちは、環境問題に関係する要因を特定・分析すること
で、環境（空気、水、土地の保護、気候変動、資源の使用）
への影響と、それが当社の信用プロファイルや事業運営にも
たらすリスクを判断しています。また、環境への影響が発行
体に及ぼし得る責任も評価しています。これには、政府当局
から課される罰金、訴訟リスク、将来導入される救済策の要
件などが含まれます。

社会

社員、サプライヤ、お客さま、さらに事業を行っている地域
社会との関係を企業がどのように管理しているかは、私たち
が信用を分析する際に非常に重視している項目です。労働争
議、健康・安全、労働規制のコンプライアンス、および全体
的な労使関係や労働条件などの問題を評価するほか、製品安
全性とサステナビリティに関するリスクにも注意を払って、
サステナブルな事業運営であることを確認しています。

ガバナンス

MIMは、取締役の多様性と独立性、および能力を評価するこ
とで、将来のリスクに対する備えがあり、かつ事業の最善の
利益のために行動できる企業であることを確認しています。
事業にとってマテリアルなESG要因についての情報をマネジ
メント・チームが明確に、かつ一貫性をもってコミュニケー
ションしているかどうかを重視しています。
MIMのESG投資ポリシーをオンラインでご覧ください。
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価値の創造

総運用資産1
資産別

公開企業

（単位：10億ドル）

不動産抵当貸付
仕組み商品
外国政府国債
非公開企業
米国政府機関債
民間インフラ

2

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
非公開資産担保証券
中規模非公開資本

  合計

$ 111.6
$ 106.4
$
$
$
$
$
$

62.4
60.8
60.2
53.9
25.6
23.6

$

23.5

$
$
$
$
$
$
$
$

18.5
14.7
13.6
9.8
7.8
5.8
1.0
0.8

$ 600.0

機関投資家顧客運用資産1
機関投資家顧客の運用資産

保険・金融

サブアドバイザリー

（単位：10億ドル）

$ 70.9
$ 29.8

企業

$ 21.9

政府・行政機関

$ 10.5

コミングルファンド5
その他

6

$

7.6

$

1.9

$ 142.6

  合計
委託契約の内訳
7%

4%

36%

16%

17%
20%

保険・金融
企業
サブアドバイザリー

329
委託契約数

政府・行政機関
その他
コミングルファンド

2019年12月31日時点。見積もり公正価値。単位は10億ドル。75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75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。
3
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75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。
1

2
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ESGの統合

ニュージャージー州ウィッパニーにあるMIMの本部

MIMはこれまで常に、環境・社会・ガバナンス（ESG）の要因を投資の意思決定のプロ
セスに統合してきました。その方針は、当社のESG投資ポリシーに明記されています。
私たちは、ESGのマテリアルな要因が投資のパフォーマ
ンスに影響し、ゆえにリスク管理の一環として非常に重
要であると考えています。この考え方は、MIMの文化
に浸透し、当社の組織全体に統合されています。投資機
会に関連する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。これらの項目を考慮することは、借入人や企業の
評判に影響しかねない問題を特定し、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。

透明性の向上

MIMは2019年、ESG投資ポリシーを改訂・拡充し、商
業不動産、投資用不動産、農業融資をはじめ、多数の
資産クラスを対象とした補足ポリシーを策定して、投
資のプロセスにまつわる透明性を向上させました。

ガバナンスと監督の強化

MIMはまた、ESG統合カウンシルを発足しました。MIM
の全資産セクター 1およびサポート業務を代表するメンバ
ーで構成されていて、社内のポリシーとプラクティスを統
合するとともに、ベストプラクティス、知識、専門性を効
果的に共有すべく調整を図っています。

このカウンシルの隔月の会合を主催しているMIMのサス
テナブル投資戦略チームは、MIMのサステナブル投資戦
略の策定、実施、監督を司っています。このチームの活
動を通じて、MIMの資産発行者、ポートフォリオ管理
者、信用アナリストが、ESG投資ポリシーに則った責任あ
る投資を実践しています。この部署横断的なカウンシル
は、MIMが責任投資原則（PRI）に署名した際に表明した
コミットメントを実践するための組織です。

1

MIMの全資産セクターの一覧は、本報告書の46ページをご覧ください。
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ESGの統合

能動的な関与

MIMのチームは、企業のリーダーシップと積極的に連携し
て、投資リスクを管理しています。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シニア・マネジメ
ントと頻繁に連絡しています。こうして継続的に対話を重ね
ることで、サステナブルな事業プラクティスについての認識
も向上します。

サステナブルな農業

インベナジーのグランド・リッジ風力発電所は、
MIMが管理する再生可能エネルギー投資のひとつです

MIMがPRIに加盟
MIMは2019年、責任投資原則（PRI）に署名しました。投
資ポートフォリオ全体にわたってPRIの6つの原則を実践
することを約束しています。

2019年末時点のMIMの管理下にある
責任投資総額

~580億ドル
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ESGの統合は、これまで常に、MIMのリスク管理の文化に
組み込まれてきました。農業融資においては、急速な気候変
動とそれに伴う環境への影響がリスクをもたらす可能性があ
ります。そこで、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2019年、水リスク
を分析するためのソフトウェアを開発するAQUAOSOと提携
しました。このシステムを利用して、カリフォルニア州で提
供する融資の持続可能性を確認しています。このソフトウェ
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、今までよりも深い洞察が得られます。

公正な労働慣行の確認

MIMは、商業不動産融資にESGの要因を統合するため、可能な
かぎり借入者の労働慣行を確認しています。これには、人材採
用の手順、人権や労働者の権利に関係する調達および安全確認
のプロトコル、さらには移民法とその要件のコンプライアンス
などが含まれます。労働法の違反や人権侵害は、当社の投資に
大きなリスクをもたらすことから、私たちは普段からこれらの
リスクを評価・軽減する努力を講じています。MIMが融資を
行う際には、現地の発行者が地元の人脈や経験を活かして重要
な役割を果たすことで、優れた評判を有し、公正な労使関係と
人権を維持している借入人を優先しています。

責任投資

送電系統に依存しないペルーの太陽光発電プロジェクト
写真提供：Ergon

MIMは、ESGを統合して、自信に満たされたより良い世界をすべての人にもたらすと
思える投資のあり方を見つけています。
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。
責任投資の運用資産1

エネルギー効率

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
とエネルギー効率、LEEDやエネルギースターなどの環境認
証の有効性、室内環境の品質、入居者の健康と安全、有害物
質、環境アセスメント、アクセシビリティ要件のコンプライ
アンスなどが含まれます。

総額584億
4,500万ドル

インフラストラクチャ

環境投資
（環境配慮型建物と再生可
能エネルギーのプロジェクト）
地方債

住宅供給事業への投資

インパクト投資（ファイナン
シャル・インクルージョン）

233億1,800万ドル（40％）

183億2,900万ドル（31％）
135億8,600万ドル（23％）
29億7,200万ドル（5％）
2億4,000万ドル（1％未満）

2019年にMIMが開始した新規の
責任投資額の増加

ほぼ100億ドル
1

2019年12月31日時点。
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責任投資戦略

責任投資

コンサベーション・ファンドとの協力で
自然資源を保護

MIMは、非営利団体のコンサベーション・ファンドに2,500万
ドルを投資しました。1985年に設立された団体で、米国で土
地と水源を守る活動を展開し、土地の購入や持続可能な経済
開発を行っています。MIMからの出資は、同団体の「ワーキ
ング・フォレスト・ファンド」の拡大に使われます。自然の
ままの状態が残っている大規模な森林を保全するため、保全
地役権の緩和の下で行われる材木生産やレクリエーション目
的の利用をサステナブルに管理することを目指しています。
これらの森林は対策を何も講じなければ高いリスクにさらさ
れ、いずれは失われて気候や環境に影響するだけでなく、多
くの地域社会で果たしている重要な役割を果たせなくなりま
す。また、コンサベーション・ファンドは、最も重要な自然
資源と文化資源を守るための資本と技術を提供することも、
主な事業のひとつとしています。その手段として、通常は、
行政機関に代わって一時的に土地を購入し、恒常的な保全策
が整備されるまでの間、土地の守り手となっています。

イギリスで低所得者層向け住宅を建設

送電系統に依存しないペルーの太陽光発電プロジェクト、写真提供：Ergon

エネルギーへのアクセスでペルーの
貧困問題と闘う

MIMは2019年、ペルー政府と前例のないプロジェクトでパー
トナー関係を構築しました。農村地域に太陽発電の電気をもた
らすプロジェクトです。電力供給は、貧困と闘ううえで最も重
要なステップのひとつです。このプロジェクトでは、送電系
統に依存しないソーラー・キット計20万個の提供を資金援助
することで、エネルギーへのアクセスに関係する重要な課題の
解決を図りました。太陽発電が導入された地域社会では、携帯
電話の充電が可能になり、夜間も照明と冷蔵が利用できるた
め医療サービスが改善し、暗くなった後も学校が教育機会を提
供して、新しい技術を使って豊かな体験を実現するなど、いく
つものメリットを謳歌できるようになりました。このプロジェ
クトは、MIMにとって、ラテンアメリカで送電系統に接続し
ない太陽発電に資金提供した初の案件でした。当社の投資チー
ムは、取引の詳細（ペルーの電力供給、政府の許認可、現地の
法律など）を理解し、審査し、説明するのに多大な努力を払っ
て、プロジェクトを成功させました。
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MIMは、イギリスのグリーンスクエア・グループに1億1,000
万ポンドを投資しました。社会的賃貸や共同所有を目的とし
た、住宅供給事業を専門としている会社です。2019年から
2020年にかけて、グリーンスクエアは、イギリスのオックス
フォードシャー、ウィルトシャー、グロスターシャーで290軒
の住宅を新築しました。MIMにとって、サービスが行き届か
ない中低所得者層を支援し、安価な住宅を通じて経済的な自
立を助けることは、責任投資の重要な要素です。

住宅供給事業のための安価な融資

メットライフは2019年、ハビタット・フォー・ヒューマニテ
ィ・インターナショナルが設立し米国財務省の認証を受けた
コミュニティ開発金融機関（CDFI）に対し、1,500万ドルの長
期融資を提供しました。ハビタット・フォー・ヒューマニテ
ィの加盟団体は、柔軟性が高く、利率も有利な融資にアクセ
スして、全米での住宅供給を拡大できるようになります。こ
のCDFIは、ハビタット・フォー・ヒューマニティ・インター
ナショナルが運営していて、「ハビタット住宅抵当融資ソリ
ューション」を通じて、米国各地の加盟団体に資金を提供し
ています。メットライフは、このCDFIをサポートした初の長
期融資機関でした。メットライフは、米国で過去20年以上に
わたり、ハビタットの活動を支援してきました。ハビタット
は、金銭管理の教育と安価な住宅ローンを提供して、住宅購
入者のファイナンシャル・ヘルスをサポートしています。住
宅ローンは、毎月の支払いが世帯収入の30％を超えない範囲
で提供されています。

責任投資

2019年の「ESGチャレンジ」で全米および米国南東部最優秀賞に輝いたジョージア州アトランタの「The Terraces」

「エネルギー・チャレンジ」で省エネを奨励
MIMは、不動産投資においても責任を果たしています。当社
の不動産ポートフォリオは、ESGの統合を重視して管理・運
営されており、これにより顧客、テナント、入居者、地域社
会に高い価値をもたらせると考えています。私たちが目指し
ているのは、建物の効率とサステナビリティを高め、運営面
でも財務面でもパフォーマンスを向上し、結果として投資ポ
ートフォリオに価値を創造することです。

このESG統合へのコミットメントを具体化する手段として、
当社では、「ESGチャレンジ」という年間プログラムを開発
しました。社外の物件管理チームに省エネを働きかける活動
です。このプログラムでは、エネルギー効率とサステナビリ
ティの目標に向けて大きく前進した投資物件を表彰し、賞賛
しています。すべての投資物件チームに毎年、ESGアセスメ
ント調査表を送付し、画期的なサステナビリティの活動や成
果を挙げた省エネ努力を報告してもらっています。この調
査回答がチャレンジへのエントリーとなり、それをMIMが
審査したうえで、受賞者を選出して、表彰盾を贈呈していま
す。2019年には、受賞者を選出するだけでなく、栄誉ある

1

ケーススタディとして紹介することで、エネルギースターの
価値とその認証の意義をあらためて強調しました。管理下の
不動産投資物件すべてにわたってベストプラクティスを浸透
させ、さらなる前進を促すため、MIMは、受賞物件で実践さ
れている省エネ戦略を「受賞した10のESG戦略」という資料
にまとめ、すべての物件の担当チームに配布しました。

MIMの不動産チームは、不動産投資ポート
フォリオのエネルギー消費量と温室効果ガス
排出量を2025年までに

20

%

削減することを目指しています1。

3.3 以上
2019年のエネルギー削減率

%

全
 社的な長期の環境目標の追加を検討しています。
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地域社会への
貢献

ペンシルベニア州ジョーンズタウンのメットライフ社員が 9・11 同時テロの第93便犠牲者のために慰霊植樹

メットライフは、社員が暮らし働く場所で、社会と経済に大きく貢
献しています。私たちの社員は、毎年延べ数千時間をボランティア
活動に費やしており、メットライフ財団も、多岐にわたる団体や活
動を支援して、コミュニティ作りをサポートしています。
Mike Zarcone
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、コーポレート・アフェアーズ責任者、
メットライフ財団代表
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メットライフの社員は、教育、環境、ファイナンシャル・ヘルスなど、様々なボランティア活動を通じて、地域社会
に貢献しています。公園の美化、植樹、救援物資作り、児童生徒のための家庭教師などに従事するだけでなく、毎日
の仕事で培った専門知識を活かして、恵まれない人々や地域社会のファイナンシャル・ヘルスの向上に役立ててい
ます。フィンテック会社のメンターや寄付先団体の無料コンサルタントを務め、ご家族にとって最大の資産である
「家」の建設にも参加しています。

2019年の実績ハイライト
8億6,000万ドル
寄付総額

メットライフ財団による1976年以来の寄付総額。このほ
かに8,500万ドルのプログラム関連投資も行っています。

1,340万人

メットライフ財団の活動を通じて2013年以降にファイナ
ンシャル・ヘルスを向上させた人たち。

2,800万人

複数のメディア・プラットフォームで提供されたセサ
ミ・ワークショップのファイナンシャル・リテラシー活
動「Dream Save Do」の2019年のユニーク利用者数。

42か国

~10万6,000時間

2019年には350万人に影響が及びました。

メットライフ財団が活動を行った国。
2019年にメットライフの社員が費やしたボランティア活
動時間。
うち3万6,000時間以上が、社員の専門スキルを活かした
ボランティア活動でした。

主なパートナーシップ
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スキルを活かした
ボランティア活動

社員のスキルの活用

メットライフの社員は2 0 1 9 年、延べ3 万
6,000時間にわたり、スキルを活かしたボ
ランティア活動に従事しました。

メットライフ財団は、タップルート財団とのパート
ナーシップを通じてデル・テクノロジーズと協力し、
ノースカロライナ州でスキル共有のための無料ワーク
ショップを開催しました。2社が協力した初めての活
動でした。その目標は、非営利団体がそれぞれの活動
にとって重要なアプローチ、プロセス、ツールを再
設計できるよう手助けすることでした。メットライフ
とデルの社員ボランティアは、アルツハイマー協会、
ブリッジIIスポーツ、グリーン・チェア・プロジェク
ト、ハビタット・フォー・ヒューマニティ、マーブル
ズ・キッズ博物館、アーバン・ミニストリーズという
6つの団体のプロジェクトでファシリテーター役を務
め、オンラインの寄付ツールの使い勝手の向上や業務
効率を高めるヘルプデスク・システムの開発などを支
援しました。この成功を継続していくため、メットラ
イフは2020年もデルと協力して、社員のスキルを活か
すプロジェクトをさらに追加し、グローバルに展開し
ていく計画です。
メットライフの社員は、世界各地で自分のスキルを活
かす他のボランティア活動に参加しています。個人や
チーム、また1日から長期までの活動があります。

800人以上
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ニューヨーク市でスキルとスマートな
金銭管理習慣の習得を支援

過去10年以上にわたり、ニューヨーク市の非営利団体、
ホット・ブレッド・キッチン（HBK）は、労働市場への
参加に際して大きな壁に直面している女性たちをサポー
トして、4週間にわたる調理の基本研修を提供し、食品
業界での就職を支援してきました。2019年、HBKは、メ
ットライフ財団の支援を得て、パーソナライズされたフ
ァイナンシャル・ヘルス・プログラムをカリキュラムに
導入するとともに、ファイナンシャル・コーチを雇い入
れて、参加者が新たに得た収入をそれぞれの人生の目標
に役立てられるようにするための計画作りを助けられる
ようにしました。メットライフの社員ボランティアも、
このミッションの推進に協力しました。メットライフの
社員で構成される「多文化プロフェッショナル・ネット
ワーク」のメンバーが、地元で就職活動に臨む女性の方
々に模擬面接を実施し練習の機会を提供したほか、人事
およびコミュニケーションズの社員が、それぞれの専門
性を活かして、HBKの文化の醸成、コミュニケーショ
ン、ミーティング、手順書などに関する基準の策定を支
援しました。

メキシコのメットライフでは2019年、800人以上の
社員が延べ1万209時間に上るボランティア活動に従
事しました。それまでの年と比べ、ボランティアの
人数で350％近く、時間数で445％の増加でした。

スキルを活かしたボランティア活動

メットライフのボランティアが、長期的なファイ
ナンシャル・ヘルスの向上を目指す非営利団体を
支援
メットライフ財団とタップルート財団は2019年、10市場から
メットライフの社員ボランティア44人を集めて、12週間に
わたる「インクルージョン・プラス・アルムナイ・プロ・ボ
ノ」プログラムをオンラインで開催しました。非営利団体に
メンタリングやサポートを提供して、ファイナンシャル・ヘ
ルスとファイナンシャル・インクルージョンを向上させる活
動に取り組みました。オーストラリア、バングラデシュ、イ
ンド、アイルランド、ポルトガル、米国の団体が参加し、次
のような実績を挙げました。

•グ
 ッド・シェパードは、オーストラリアの団体で、困難を
経験した女性の経済状況を向上させるために、特別に策定
したファイナンシャル・インクルージョンの行動計画を提
供しています。メットライフのボランティアは、この計画
を評価したほか、団体の業務プロセスを改善して利用者へ
のサービスを改善するための提案を行いました。
•ゴ
 ーパリティは、オンラインの投資プラットフォームで、
個人と企業の投資家のプロジェクトを仲介しています。ク
ラウド融資の事業モデルを通じて、国連の持続可能な開発
目標の達成を目指しています。メットライフのボランティ
アは、ゴーパリティのスペインでの事業拡大を支援して、
戦略評価やコーチングを提供したほか、パートナー候補も
紹介しました。

307人
2,193時間
2019年、

の中国のメットライフの社員が

のボランティア活動をしました

労働開発を促進するメキシコの就職準
備研修制度

メキシコのロペス・オブラドール大統領は2019年、「未
来を創る青少年」と称した研修制度を、重要な社会政策
のひとつとして打ち出しました。2019年中にこの制度に
参加した企業は15万7,000社を上回りました。メキシコ
のメットライフは、75人以上の研修社員を受け入れて、
様々な部署での研修機会を提供し、この制度に積極的に
参加した30社の一社として労働省から表彰されました。

地域社会でのボランティア活動

寄付やボランティア活動を通じて時間とスキルを提供し、地域
社会に還元することは、メットライフと社員のつながりを強化
するだけでなく、地域社会におけるレジリエンスも育みます。

メットライフは2019年、ジュニア・ア
チーブメント（JA）の米国大統領ボランテ
ィア・サービス金賞を受賞しました。世界
各地でJAのボランティア活動に1万5,000
時間以上を提供したことが認められたもの
で、最高レベルの賞です。

食糧難に取り組むライズ・アゲインスト・ハン
ガーとの協力

メットライフ財団は、過去6年にわたり、飢餓問題に取り組む
国際団体、ライズ・アゲインスト・ハンガーと協力してきま
した。世界で最も弱い立場に置かれた人たちに、食料や他の重
要な救援物資を配布しています。2019年には、メットライフ
の社員2,000人以上が、米国11か所、インド2か所の拠点で延べ
1万時間以上を費やして、栄養価の高い食事の梱包作業を手伝
い、食糧難のリスクを抱えた人たちを助けるとともに、そう
した課題に対する認識を高めました。このイベントは毎年行わ
れていて、メットライフの社員リソース・グループ「ライジン
グ・プロフェッショナルズ（iRise）」が参加しています。
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社員ボランティアが数千時間を費やし
て、コミュニティ団体のミッション達
成を支援していることを、誇りに思
います。世界中の困窮している人々の
ために、よりたしかな未来を築くこと
で、メットライフのPurposeを真に実
践しています。

スキルを活かしたボランティア活動

Stephen Gauster
エグゼクティブ・
バイス・プレジデント兼
ゼネラル・カウンセル

1,572時間

ポルトガルの「インクルージョン・プラス」

メットライフ法務部が重要な案件で無料弁護サー
ビスを提供
メットライフの法務部は、法務ダイバーシティ委員会の活動
の一環として、2008年にプロ・ボノ プログラムを開始しまし
た。法務、コンプライアンス、オペレーションといった部署
の社員が幅広く参加し、プロ・ボノ プログラム、ダイバーシ
ティ、人材に関する活動について協働しています。また、メ
ットライフ財団とも協力して、法律、文化、ボランティアな
どの分野の団体を経済的に支援しています。当社の法務チー
ムは、法務サービス、コミュニティ参加、法務分野の多様な
人材育成という3つの領域に活動の重点を置いています。
メットライフは、法務に関するボランティア活動を継続的に
行っています。

• ニ ューヨーク市弁護士会の公正センターが開催する月曜
夜会：メットライフの社員は、過去10年以上にわたり、ニ
ューヨーク市の弁護士会が開催する低所得者層のための法
律相談に参加してきました。最近では、民事裁判所のヘル
プセンター・プロジェクトもサポートしています。
• 
リ ーガル・エイド・ソサエティの弁護アクセス・ヘルプラ
イン：非営利団体のリーガル・エイド・ソサエティが提供
するヘルプラインで、メットライフの社員が隔月で通話に
応対しています。
• 
ニ ューヨーク市少額訴訟裁判所のボランティア仲裁制度：
メットライフの社員は、2009年以来、ボランティア仲裁人
を務めてきました。
• 
セ ーフ・パッセージ・プロジェクト、ニューヨーク市の移
民の平等と法務サービス：メットライフの社員は、法的な
手続きに際して言葉の壁に直面している人たちをボランテ
ィアで弁護しています。
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無料法務サービスの提供時間

149人

無料サービスに最低 1 回参加した法務部の社員数
• 
弁護士連盟：メットライフの社員は、ニューヨーク市の非
営利団体に研修を提供して、技術契約の交渉をサポートし
たほか、法律相談も提供しました。
• 
医療法務パートナーシップ：医療や保険をはじめ、経済的
な安定のために必要な他の支援をクライアントが受けられ
るよう支援しています。
• 遺
 言相談：メットライフは、2011年から毎年、遺言の相談
サービスを独自に企画してきました。社員が参加し、社外
の弁護士とも協力して、ニューヨーク市内の警察・消防・
救急部隊の隊員、およびアーティストなどを対象に、遺言
書、委任状、医療委任状などの作成を支援しています。

スキルを活かしたボランティア活動

メットライフの社員は2019年、ボランティア時間の4分の1を、ハビタット・フォー・ヒ
ューマニティ、スペシャルオリンピックス、ジュニア・アチーブメントの活動に費やしまし
た。2019年の社員のボランティア実績を一部抜粋してご紹介します。

ハビタット・フォー・ヒューマニティ・イ
ンターナショナルと協力して、住宅の新築
と改装、コミュニティ施設や公共エリアの
美化などに取り組みました。

18市場

スペシャルオリンピ
ックスの活動に参加
して、知的障がいの
ある子供と大人を支
援し勇気づける活動
をしました。

19市場

世界各地でジュニア・アチーブメント
の活動に参加し、若者の就職や起業を
支援しました。ファイナンシャル・リ
テラシーや社会人としての準備、起業
家精神などを取り上げた体験型の学習
プログラムを提供しました。

25市場

アーバー・デイ財団と協力
して植樹を行い、コミュニ
ティ内の空気と土壌と水の
改善に寄与しました。

106人のボランティア
200本植樹

メットライフの社員グルー
プ 「 ベ テ ラ ン ズ ・ ネ ッ ト
ワーク」を通じて、退役軍人のた
めの活動に参加しました。けがを
負った退役軍人のための競技会
「Valor Games」などの活動があ
りました。

5,000時間

ライズ・アゲイ
ン ス ト ・ ハ ン
ガーの活動に参加
して、世界各地で
食糧難に直面して
いる人のための食
事パッケージを準
備しました。

2,077人の

ボランティア

1万314時間

世界各地で
メットライフの
社員が社会
貢献
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環境の保護

イリノイ州のパイロット・ヒル風力発電所は、MIMが管理する再生可能エネルギー投資のひとつです、写真提供：Daniel Peters

私たちは、常にお客さまとともに寄り添うために尽力してい
ます。これには、環境を保護することが含まれます。企業
としての責任を果たすことで、これからも長きにわたって
Purposeを実践できるようになります。
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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メットライフは、長年にわたり、環境スチュワードシップを約束してきました。米国の保険会社として初めてカーボン・
ニュートラルの会社になり、過去4年にわたってそれを継続してきました。今年は他の環境目標も達成しました。2020年
までにエネルギー消費量と温室効果ガス排出量を10％削減するという目標を倍以上、上回ったことなどが含まれます。ま
た、私たちは、CDPの「インベスター・レポート」で気候変動の活動に対して「リーダーシップ」（A-）の評価を獲得
したトップ10％の企業の一社になりました。これも4年連続の達成です。これらの目標を達成するために努力し、実際に
達成したことを誇りにしているのは事実ですが、私たちはさらに私たちの功績以上のことを模索し、変化する世界でレジ
リエンスを構築し続けています。

2019年の実績ハイライト
メットライフは2016年、米国の保険会社として初めて
カーボン・ニュートラルを達成しました。
2020年までの環境目標をすべて達成しました。
2020年までの目標1

2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、その後も毎年
継続する。
2020年までに世界各地の事業所のエネルギー使用量を10％
削減する（2012年比）。
2020年までにロケーションベースの温室効果ガス排出量を
10％削減する（2012年比）。
2020年までにメットライフの主要サプライヤ100社に対して
温室効果ガス排出量とその削減努力の情報開示を求める。
1

区分については73ページをご覧ください。

世界各地のオフィスで、エネルギ
ー効率に優れたLEDライト9,500
個以上を導入しました。

米国の主要オフィスで、社員が無料
で使用できる充電ステーションを
86基設置しました。

受賞・評価

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
気候変動調査票
A-スコア、リーダーシップ上位25％
2016～2019年

エネルギースター
パートナー・オブ・ザ・イヤー賞
エネルギー管理部門（2019年）

米国内9か所のオフィスが認証取得
（約250万平方フィート）

4年連続達成：
2016年、2017年、2018年、2019年
10%
10%
10% 目標値

33%
33%
33% 2019年

10%
10% 目標値
10%
27%
27% 2019年
27%
サプライヤ100社 目標値
サプライヤ100社
サプライヤ100社
サプライヤ103社 2019年
サプライヤ103社
サプライヤ103社

16市場、35か所以上のオフィス
で社員9,000人以上が、70種類
以上のアース・デイのアクティ
ビティに参加しました。

フィットウェル
建物認証

2020年米国の生命保険会社として
初めて認証取得
米国内3か所のオフィス（約130万平方フィート）
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メットライフのアプローチ

メットライフのグローバル・サステナビリ
ティ・チームは、全社にわたる環境管理と
そのパフォーマンスを監督しています。

これには、業務効率、環境にやさしい建物、社員の啓発活
動、気候変動に関するサプライヤや他のビジネスパートナ
ーとの協力などが含まれます。また、リスク管理チーム
は、当社の業務とサプライチェーンに影響を及ぼすリスク
をモニターしていて、これには自然災害や疫病など気候変
動に関係するものが含まれます。さらに、事業継続性・施
設・危機管理チームは、そうした事態が発生した場合のた
めの備えを担当しています。

CDPのレポートでリーダーシップの評価
メットライフは2019年、CDPの「インベスター・レポー
ト」で4年連続、気候変動の活動に対して「リーダーシッ
プ」（A-）の評価を獲得しました。リーダーシップの評価
は、上位25％の企業であることを意味します。2019年にA以上の評価を受けた企業は10％未満でした。CDPの評価項
目には、気候変動に関する戦略、その活動のガバナンス、
温室効果ガス排出に関する情報開示、環境目標、気候変動
リスク管理のプロセスが含まれています。温室効果ガス排
出に関する情報開示とその削減のための活動、気候変動に
対する全社的な認識、気候変動に関連したリスクと機会の
管理、低カーボン経済への移行のための準備に対して、ポ
イントが授与されます。
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ミシシッピ川流域の再森林化を目指すカーボン・
オフセットのプロジェクト（©GreenTrees）

メットライフの環境取り組みの重点事項
 接的・間接的な温室効果ガス排出
直
量の削減
 果的なエネルギー管理ポリシーを
効
通じた省エネ
事業所の環境パフォーマンスと財務
パフォーマンスの向上
全世界における廃棄物削減、リサイ
クルと再使用の拡大
 境問題と健康的な生活の実践に対
環
する社員エンゲージメントの奨励
サプライヤとの協力を通じた環境影
響の削減

カーボン・
ニュートラル

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社用車、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4年連続で達成しました。

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クティスを
全世界の業務体制に浸透させ、廃棄物、エネルギー、炭
素削減で継続的に改善していくことです。2019年に
は、世界各地のオフィスで多数の省エネ化のプロジェク
トを実践しました。照明器具の交換、電子機器への自動
タイマーの導入、省エネ効果のある窓のコーティング、
コンピュータの低電力設定などです。この結果、全世界
のエネルギー消費量を2012年比で33％削減し、目標値
の3倍近くとしました。

オリナスタワーにある東京オフィスのカフェ

メットライフのオフィスの省エネ策

ニュージャージー州ブリッジウォーターにあるメットラ
イフのオフィスでは、最近、すべての蛍光灯をエネルギ
ー効率に優れたLEDライトに交換して、年間エネルギー
消費量を58万6,534キロワット削減、年間5万8,600ドル
の節約を達成しました。また、ロードアイランド州ウォ
リックのオフィスでは、冷却機とボイラーを刷新しまし
た。これにより、1,461BTUの省エネが達成され、年間5
万9,200ドルの節約につながると見積もられています。

さらに、短期的に削減できない温室効果ガスの排出を
オフセットするため、事業展開する世界各地の市場で
第三者認証を受けた炭素削減プロジェクトをサポート
地元経済の振興にも役立っている炭素削減プロジェクトに
しています。
は、次のようなものがあります。

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。

•米
 国ミシシッピ川流域の再森林化

•中
 国 の 石 炭 コ ン ロ に 代 わ る ソ ー ラ ー 調 理 器 の 普 及
（詳細は下欄）
•イ
 ンドの従来型温水器に代わる太陽熱温水器の普及
• コロンビアの熱帯雨林保護

中国でソーラークッカーが環境配慮と女性のエンパワーメントに貢献

メットライフは、カーボン・ニュートラルへのコミットメントの一環として、中国で丹江ソーラークッカー・プロジ
ェクトをサポートしています。このプロジェクトは、地元の世帯に無料でソーラークッカーを提供することで、煙に
よる健康への影響を緩和し、焚き木や石炭などの燃料を使った調理が環境に及ぼす影響を縮小し、ファイナンシャ
ル・ヘルスを向上させ、主に女性が家族のために調理するのに費やす時間を節約しています。
現地で農業を営むJiang Huanyingさんは、このソーラークッカーを受け取った一人です。太陽熱を集めて容器を温
めるこの調理器のおかげで、大きく節約できるようになり、経済状態を改善するための計画も立てられるようになり
ました。Huanyingさんのような家庭の節約額は、年間300元、米ドルにして約50ドルと見積もられていて、この地
域で最も低収入の年間世帯収入の10％を上回っています。
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環境配慮型建物
メットライフは、世界各地で計1,200万平方
フィート以上のオフィスを使用しており、
建物管理のシステムを継続的に改善し、施
設を刷新して、エネルギー、水道、資源の
消費を効率化しています。
世界各地の建物の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、最高レベルのLEEDプ
ラチナ認証です。
当社の建物の多くで、照明自動化の技術、リサイクル材料
の含有率が高い家具、揮発性有機化合物（VOC）の低い建
材、高効率なポンプシステムなどが使用されています。

メットライフとメットライ
フ・インベストメント・
マネジメント（MIM）は
2019年、米国の環境保護庁
から「エネルギースター・
パートナー・オブ・ザ・イ
ヤー」賞を受賞しました。
自社オフィスだけでなく、
投資ポートフォリオに含
まれる不動産物件での省エ
ネの取り組みが認められま
した。
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東京ガーデンテラスにある日本の本社オフィス

サステナビリティの未来のリーダーを育成

メットライフの「テクニカル・ユニバーシティ・グロ
ーバル・テクノロジー・サマー・インターンシップ」
プログラムに2019年、70人弱の学生が参加しました。
このプログラムには、サステナビリティに焦点を当て
たイノベーション・チャレンジが含まれていました。
環境に良い影響を及ぼすだけでなく、コスト削減や効
率化など企業にもメリットをもたらす事業提案を開発
するという課題が、各チームに課されました。最終選
考に残ったあるチームは、同じオフィスに勤務するメ
ットライフの社員が通勤で車の乗り合い仲間を探すた
めのアプリを提案しました。また別のチームは、リサ
イクル制度を改善するアイデアを提案しました。この
インターンシップ・プログラムは、新しいイノベーシ
ョンのアイデアを継続的に刺激し、また当社のグロー
バルな労働力に参加する人材を育成するうえで、重要
な取り組みです。

低カーボン経済への移行を促し、電気
自動車の普及を図るため、メットライ
フは、米国のほとんどの主要オフィス
で、社員が無料で使用できる充電ス
テーションを86基設置しました。

環境配慮型建物

様々な形式と手段でごみ排出を削減

2019年の実績：
•様
 々な団体に合計2,100ポンド以上の食品を寄付
しました。
•ご
 み削減に対するエンプロイー・エンゲージメ
ントを促す新しいリサイクルのガイドラインを
米国各地のオフィスに導入しました。
•オ
 フィスの生ごみから有機肥料を作る取り組み
を継続して、埋立処分を回避しました。
• 廃棄物の56％で埋立処分を回避しました。

ビー・ダウンタウンとの巣箱ツアーに参加したメットライフ社員

北米最大のミツバチ街道を形成

ミツバチは、私たちの生態系において重要な役割を果たし、
植物や樹木や農作物の受粉を助けることで食物連鎖を支えて
います。人間が食べる食料の3分の1が、ミツバチの受粉に依
存しているのです。

ビー・インフォームド・パートナーシップ
が2019年に実施した調査では、農薬の使用
増、寄生虫の発生、生息地の破壊、適切な
栄養源の不足などにより、2018年に米国の
ミツバチの40％が失われたことが報告され
ました。

サプライチェーンのサステナビリティ

購買力を活かしてポジティブな変化を起こす

メットライフは、自社の購買力を活かして、建材、紙、
電子機器などの調達の際にエネルギー効率の高い製品や
サステナブルに生産された製品を選ぶと同時に、サプラ
イヤにも環境への影響を削減するよう働きかけていま
す。当社のカーボンフットプリントの多くはサプライチ
ェーンから来ているため、責任ある事業慣行を取り入れ
ているパートナーを選ぶことで、この影響を緩和してい
ます。
メットライフの「サプライチェーン・サステナビリテ
ィ」プログラムでは、継続的な調達プロセスにサステナ
ビリティの基準を組み込み、サプライヤの継続的な改善
を奨励し、環境スチュワードシップと温室効果ガス排出
削減の努力に対してインセンティブをもたらしていま
す。その一環として、調達基本契約書にサステナビリテ
ィの条項を組み込んで、提案依頼書やサプライヤとの契
約プロセスで、環境についての質問を尋ねています。メ
ットライフの「取引先に関する行動規範」はオンライン
でご覧ください。

サステナビリティと透明性を高めるためのサ
プライヤへの働きかけ
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ミツバチの巣箱

メットライフは2019年、ビー・ダウンタウンのほか、ノース
カロライナ州のリサーチ・トライアングル地域にオフィスを
持つ他社と協力して、ノースカロライナ州ケアリーにあるキ
ャンパス内に3つの巣箱を設置しました。これらの巣箱は、数
千匹というミツバチを支え、現時点で60マイルに及ぶ北米最
大のミツバチ街道をつないでいます。

メットライフは、2020年までに主要サプライヤ100社に
対して環境影響の削減とその実績についての情報開示
を求めるという目標を上回りました。2019年には、重
要・高影響サプライヤ103社が、CDPのサプライチェー
ン・プログラムを通じて気候変動リスクや温室効果ガス
排出量などの環境データを開示しました。CDPの気候変
動調査票の回答内容と他のサステナビリティ基準の実績
は、各サプライヤの年間管理スコアカードに反映されて
います。
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気候変動
気候変動リスクの管理

気候変動のリスクには、悪天候による甚大
な被害やエネルギー供給の中断のほか、排
出規制の導入などが含まれ、メットライフ
の物理的な業務体制だけでなく、投資やサ
プライチェーンに大きく影響する可能性が
あります。
これらのリスクは、関連する事業機会とも併せて、グロー
バルなリスク管理の枠組みに則ってモニターされ、管理さ
れ、メットライフ取締役会に報告されています。メットラ
イフは、世界・経済・業界・社内の出来事を評価して、新
たに生じつつあるリスクを特定しています。グローバルな
事業継続・危機管理プログラムを策定して、当社のサービ
スや業務に影響しかねない気象関連の出来事に備え、対応
しています。また、事業所ごとのリスク軽減策と行動計画
も導入して、各地の危機管理チームが世界各地にあるオフ
ィスをそれぞれのレベルで管理できるようにしています。

メットライフは、石炭コンロを使っていたご家族がソーラー調理器を使えるように
するためのプロジェクトを中国で支援しました

気候変動に対応することで、お客さま、社員、地域社会の
健康と福祉に寄与できると、私たちは考えています。メッ
トライフがクライメート・リーダーシップ・カウンシル
に創設メンバーとして加入したのも、そのためでした。行
政、企業、環境活動家などが構成する連盟組織で、米国経
済のために公正かつコスト効果の高い気候変動対策を推進
しています。気候変動に関するメットライフの取り組み
について、詳細は気候変動に関する声明文をお読みくだ
さい。

ブラジルで資源の効率化に投資
メットライフのブラジルの事業所では、天然資源の消費削減と保護拡大のために積極的に活動しています。メット
ライフのグローバルな環境戦略を踏まえて、ブラジルのチームは2019年、新たな取り組みを複数導入しました。
•サ
 ンパウロ・オフィスでは、すべての照明をLEDライトに交換しました。

• 国
 内各所の支店で、エネルギー効率の高い空調システムとLEDライトを導入しました。
• すべての水道の蛇口に、水圧制御装置を設置しました。
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社員の「Our Green Impact」プログラム
社員の力で環境にポジティブなインパクト

メットライフの数千人という社員が、サステナビリティ関連の啓発情報やボランティア
の機会を利用して、職場、家庭、そして地域社会における各自の環境ヘの影響を削減し
ています。
社員の間でも人気のあるこれらのプログラムは、社員に力をもたらし、会社の行動とその
影響に対する当事者意識を育もうとするメットライフの理念を体現しています。なかでも
中心となる「Our Green Impact」プログラムは、直接的なボランティアの機会に加え、デ
ィスカッション・フォーラム、講演、ニュースレターなどのオンラインの学習アクティビ
ティの両方を提供しています。
また、メットライフは、学習プラットフ
ォームの「MyLearning」に環境教育の
コースを新たに導入しました。社員が職
場と地域社会で率先して行動をおこし、
メットライフの環境戦略・環境目標で責
任を果たしていけるよう、力を発揮する
ことを目的としています。このコース
は、メットライフの世界各地のオフィス
が使用している主要言語に翻訳されてい
て、すべての社員が自分のオフィスで環
境努力を率いていくうえで必要となる
ツールを提供しています。

グリーン・チームがリーダー
シップを発揮

米国、アジア、ラテンアメリカで22
のグリーン・チーム（2018年の19か
らの増加）が、それぞれのオフィス
で年間を通じて「Our Green Impact」
のアクティビティを企画しました。省
エネ、リサイクル、代替の通勤手段など
をテーマにした活動がありました。また、アー
ス・デイの活動をはじめ、環境関連のボランティア活
動に、世界各地の社員が延べ1,000時間以上を費やしま
した。米国では、フロリダ州の沿岸水路の清掃に社員
が参加しました。韓国の社員は、エコロジー公園に生ま
れ変わったかつての埋立地に200本近い植樹をしました。

2019年の
Our Green
Impact：
実績数値

世界16市場の35か所を上回るオフィ
スで9,000人以上の社員が70種類以
上のアース・デイの活動に参加しました
世界各地の22以上
のグリーン・チーム
が、延べ22時間以
上のボランティア活
動を率いました

28市場の2,000人以

上の社員が200以上のチ
ームを結成して毎年恒
例の「EcoChallenge」
に参加しました
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環境活動の影響力

社員の「Our Green Impact」プログラム

「EcoChallenge」で行動習慣を変化

毎年恒例の2週間にわたるイベント「EcoChallenge」では、社員がチームを結成して、自転車通勤や地産地消などの環境
にやさしい行動習慣を取り入れ、その実績を数量化して競います。2019年には、2,000人以上の社員が参加しました。

40,458 2,831

46,159

を回避

を節水

ポンドの二酸化炭素排出

個のプラスティック容器

277

3,106

人の社員

が地域社会に貢献

の埋立処分を回避

個のベジタリアン
またはビーガン食
を消費

ガロンの水

7,440
マイル

の自動車移動を削減

43,956 44,132

16,184

のマインドフル実践時間

の学習時間

分間
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分間

の屋外活動時間

分間
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06

サステナブルな
経営
アイルランド・ゴールウェイにあるメットライフのオフィス

メットライフは、長年にわたり、環境・社会・
ガバナンス（ESG）へのコミットメントを貫い
てきました。事業へのリスクを特定して軽減す
ることで、責任を果たしながら成長し、Purpose
を実践して、社会に及ぼすポジティブな影響を
拡大することができています。
Marlene Debel
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼
最高リスク責任者
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ガバナンス

メットライフのグローバル・サステナビリ
ティ部門は、メットライフ財団の活動と多
岐にわたるESGの問題を監督するほか、毎
年のサステナビリティ報告書の作成、さら
には政策に関係するソート・リーダーシッ
プの監督などの責任を負っています。
さらに、メットライフ取締役会に設置されたガバナンス
および企業責任委員会も、以下をはじめ様々な責任を負
っています。

•健
 康、教育、市民、文化や類似した目的の活動におけ
るメットライフの貢献目標とその戦略を審議します。

ノースカロライナ州ケアリーにあるメットライフの
グローバル・テクノロジー・キャンパス

ガバナンスとリスク
管理のアプローチ

私たちがどのように経営を管理するか、ま
た雇用主として、コミュニティのメンバー
として、業界と市場のリーダーとしてどの
ような影響を及ぼすかは、Purposeを実践
するうえで欠かせない重要な要素です。
リスク管理、ガバナンス、倫理、そして誠実な経営
は、よりたしかな未来を構築し、お客さま、社員、株
主への約束を果たす能力を支えています。メットライ
フは、すべての社員がリスク管理の責任を負い、また
事業を成功させるうえで自分が果たす役割を理解する
文化を醸成すべく、努力を講じています。
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•メ
 ットライフのコンプライアンスの責任と活動を監
督します。これには、法令にかかわる取り組み、営
業の慣行、コーポレートエシックスおよびコンプラ
イアンスのプログラムが含まれます。
•メ
 ットライフのコーポレート・シチズンシップ・プ
ログラムに関係するポリシーを監督します。

ガバナンスおよび企業責任委員会は、グローバル・サス
テナビリティのリーダーシップと定期的に会合を開い
て、ESGの課題について話し合っています。

サステナビリティは、メットライフ全社に浸透してい
ます。すべての部門や部署に対して、戦略的目標に寄
与するだけでなく、ESGのリスクをモニターして、影響
を向上させるための機会を評価することが期待されてい
ます。例えば、メットライフ・インベストメント・マ
ネジメント（MIM）のサステナブル投資戦略チームで
は、ESGが投資戦略で果たす重要な役割を認識したうえ
で、サステナブルな投資戦略を開発・実施・監督するだ
けでなく、メットライフのサステナビリティ部門やMIM
の投資チームに対するアドバイザー役も務めています。
シニア・バイス・プレジデントが率いるサステナブル投
資戦略チームは、ESG投資ポリシーに則った責任ある投
資を実践するよう、MIMの資産発行者、ポートフォリオ
管理者、信用アナリストに働きかけています。ESGを統
合する努力はすべて、このチームとESG統合カウンシル
によって推進されています。

リスク管理

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

メットライフは、長年の実績に裏付けられ
た包括的な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ています。

メットライフのリスク管理のフレームワークは、財務およ
び非財務のあらゆるマテリアルな事業リスクに対応するた
めに策定されています。メットライフは、リスク管理のプ
ログラムと慣行を、すべての事業の戦略的意思決定に組み
込んでいます。独立した立場にあるグローバル・リスク管
理（GRM）チームは、当社の最高リスク責任者によって
率いられていて、最高リスク責任者はCEO直属のポストで
す。メットライフは、「3つの防衛線」と呼ばれるモデルを
実践していて、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、監視、管理、報告を担う第1の防衛線と
なります。グローバル・リスク管理には、コーポレートエ
シックス＆コンプライアンスが含まれ、このチームが、IT
リスクやセキュリティと並んで、第2の防衛線を形成しま
す。この防衛線は、事業部門とコーポレート部門の活動を
確認・審査して、責任者へのアドバイスを提供します。そ
して、内部監査が第3の防衛線を形成し、独立した立場から
の保証と検証をリスクおよび統制環境にもたらします。

2019年の社員研修
メットライフは2019年、社員研修制度への積極的な投
資を継続し、世界中の社員が研修に容易にアクセスでき
るようにしました。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。
必須の研修で取り上げたトピックには、マネーロンダリン
グの防止、プライバシーとデータの保護、不正行為の防
止、倫理的な業務行動、懸念の報告、報復の禁止などがあ
りました。
当社のリスク・ガバナンスの構造は、取締役会とシニア・マ
ネジメントのレベルにリスクの監督をもたらしています。
経営委員会は、具体的な財務および非財務のリスクを専門と
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。
メットライフは2019年、コーポレートエシックス＆コンプラ
イアンスをGRMに組み込む組織変更を発表しました。この
構造により、オペレーショナル・リスクとコーポレートエシ
ックス＆コンプライアンスの間の非財務リスクの管理に関す
る連携が向上します。
リスク管理に対するメットライフのアプローチは、メットラ
イフに長期的な価値をもたらし、またお客さま、社員、株主
のためにより確かな未来を構築する努力を支えています。
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コーポレートエシックスと
コンプライアンス

倫理的で誠実な行動は、メットライフで社員が果たしている役割の基本にあります。
メットライフは、すべての社員が自分の行動に対して責
任を負い、当事者意識を持つような文化を浸透させるた
め、多大な努力を講じてきました。メットライフの行動
規範は、倫理的な文化を醸成し、最高水準の業務行動、
誠実さ、高潔さを貫くことへの私たちのコミットメント
を支えています。21か国語に翻訳され全世界のすべての
社員に適用されていて、メットライフが社員に求める適
切な業務行動と倫理的な意思決定についての期待を定義
しています。毎年すべての社員が、行動規範を順守する
ことを誓約しなければなりません。
2019年には、行動規範を改訂して、その原則を社員が
より良く理解して日々の意思決定に反映させられるよ
うにしたほか、行動規範で言及されているポリシーへ
のアクセスを改善しました。また、行動規範の構成を
変更して、使いやすくインタラクティブなデザインに
することで、業界の標準に合わせました。さらに、グ
ローバルなポリシーの文言を改訂して社員への期待を
明確にし、ポリシーへのリンクを提供し、「こんな場
合はどうすべきか」というシナリオを作成して倫理的
な行動を促すとともに、ピープル・マネージャー向け
のガイダンスも開発しました。
メットライフは、行動規範を補足するため、特定の社
員を対象とした個別の規範も複数策定しています。財
務管理担当者のための行動規範やメットライフ・イン
ベストメンツの行動規範などです。さらに、取締役会
にも独自の行動規範があり、取締役には毎年これを精
読して、理解と順守の誓約書に署名することが義務付
けられています。
メットライフは2019年、ピープル・マネージャー向け
の倫理ツールキットをグローバルに導入しました。部
下を持つマネージャーが、倫理的な文化を支え、不正
行動を報告した部下に適切に対応し、また利益相反を
特定して対応できるよう、サポートしています。

利益相反に関する報告プログラム

メットライフでは、利益相反（COI）に関する報告プ
ログラムを毎年実施して、利益相反となりかねない社
外の事業活動や個人的な関係を開示するよう、社員に
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義務付けています。その目的は、メットライフの社員が、メッ
トライフ、お客さま、株主の利益よりも個人的な利得や利益を
優先しないようにすることです。2019年12月には、新しいCOI
に関する報告プログラムを導入して、21か国語のユーザー・ガ
イドを添えました。これにより、COIリスクの評価と対応が改
善し、COIをめぐる各地の法令へのコンプライアンスも向上し
ています。

グローバル・エシックス・プログラムの
戦略的重点事項
経営陣の姿勢

直属の上司の
リーダーシップ

リスク管理

安心して報告
できる環境

同僚との
信頼関係

社員に期待す
ることの明確
な説明

スピークアップ !（声を上げる）

倫理的な行動を会社の文化に浸透させるには、
リーダーが正しい行動を奨励して、見本を示さ
なければなりません。社員がリーダーシップの
倫理観を信頼し、また自分に期待されることを
理解していれば、報復を恐れず不正行為を報告するようにな
ります。このため、メットライフは2019年11月、社員が報告
するための新しいツール「スピークアップ」とユーザー・ガ
イドを、すべての社員に対して導入しました。デスクトップ
上のアイコンからアクセスできるこのプラットフォームは、
行動規範、社内規程、法令に関する懸念や違反の可能性を報
告するための安全かつ簡単な方法をもたらします。メットラ
イフの全社員に対して提供されている「スピークアップ」に
は、ヘルプ、事例、リソースも盛り込まれていて、法律で許
可されている場合は、倫理・不正行為ホットラインを使って
匿名で報告することもできます。
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付録
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用語解説

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。メットライフにとって、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・住宅保険事業部の社用車から排出されるGHG（スコー
プ1および2）、さらに社員の出張（スコープ3）に適用さ
れます。（11ページ）

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。（28ページ）

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・ウェ
ルネス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、固定支出や必須の支出の金額などが含
まれます。（7ページ）

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。（33ページ）

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。（3ページ）

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。（51ページ）
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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。（49ページ）

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。様々な環境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。（49ページ）

メットライフ・インベストメント・マネジメ
ント（MIM）

メットライフ・インベストメント・マネジメント（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。（3ページ）

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。（28ページ）

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。（65ページ）

用語解説

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。機密保持の安全
な専門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。（7ページ）

責任投資原則（PRI）の6つの原則

責任投資原則（PRI）の6つの原則は、ESGの要因を投資慣行に
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。（11ページ）

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、インパクト投資と住宅供
給事業への投資が含まれます。（3ページ）

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。（11ページ）

環境に関する目標 ― 説明
• 2016年にカーボン・ニュートラルを達成し、その後も継続
する。メットライフにとって、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
業部の社用車から排出されるGHG（スコープ1および2）、
さらに社員の出張（スコープ3）に適用されます。

• 2 020年までに各地の温室効果ガス排出量（二酸化炭素換
算トン）を2012年比10％削減する。この10%の削減の取り
組みは、メットライフが世界で所有および賃貸するオフィ
ス、自動車・住宅保険事業部の社用車、および社員の出張
が含まれます。

• 2 020年までに全エネルギー使用量を2012年比10％削減す
る。この目標は、メットライフが所有および賃貸する施設
を含めた全世界のオフィスに適用され、ボイラーの交換、
効率的な空調システム、需要の測定、動作センサーの設置
などのプロジェクトが含まれます。

• 2 020年までにメットライフの主要サプライヤ100社に対
して温室効果ガス排出量とその削減努力の情報公開を求め
る。金融サービス会社であるメットライフにとって、環境
影響の大きな部分を占めているのが、サプライチェーンの
環境影響です。このため、主なサプライヤに働きかけ、温
室効果ガス排出削減を奨励することが重要です。
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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
べるものです。こうした表明は、過去の事実や現在の事実
に厳密に関係していないという事実によって明確になって
います。こうした表明は、「予期する」、「想定する」、
「～になる」、「信じる」、「～ことがある」、「継続す
る」、「～になり得る」、「実現する」、「新たな」、
「見積もる」、「進化する」、「期待する」、「予測す
る」、「将来」、「～の場合」、「意図する」、「～の
可能性がある」、「継続的な」、「計画する」、「潜在
的な」、「プロジェクト」、「リスク」、「～べきであ
る」、「目標」、「最終的な」、「変動する」、「～とな
る時」、「～だろう」、「～はずである」のほか類似した
語義の他の文言を使用して表現されるか、もしくは将来の
成果の議論に結び付けられて説明されています。これには
特に、将来の行動、予期されるサービスや商品、現行のま
たは予期されるサービス、商品、営業活動、経費に関する
将来の成果や結果、さらには法的手続きをはじめとする不
測の事態の結果、事業運営および業績のトレンドに関係す
る表明が含まれます。
メットライフとその子会社および関連会社の業績の決定に
おいては、多くの要因が重要性を有します。将来の見通し
に関する表明は、当社の想定と現在の期待に基づいてお
り、これらは不正確である可能性があります。また、現在
の経済環境にも基づいており、これらは変化する可能性が
あります。将来の見通しに関する表明は、将来の業績を保
証するものではありません。予測の困難な多数のリスクと
不確定要素を含んでいます。結果は、将来の見通しに関す
る表明で表現または示唆された内容とは著しく異なる可能
性があります。こうした差異を招き得るリスク、不確定要
素、その他の要因には、メットライフが米国証券取引委員
会に対して提出する情報で特定されているリスク、不確定
要素、その他の要因が含まれます。その要因は、以下のと
おりです。（1）新型コロナウイルス感染症の経過とそれ
に対する反応。これは、残りのリスクを促進するまたは悪
化させる可能性があります。（2）困難な経済状況。これ
には、金利、クレジット・スプレッド、株式、不動産、債
務者とカウンターパーティ、外国為替相場、デリバティ
ブ、テロリズムおよびセキュリティに関係するリスクが含
まれます。（3）世界の資本市場および信用市場の逆境。
これは、メットライフが流動性ニーズを満たし、信用機関
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を通じて資本にアクセスする能力に影響する可能性があり
ます。（4）当社の保険金支払い能力、財務力、または信
用格付のダウングレード。（5）再保険、ヘッジ、または
補償制度の利用可能性と有効性。（6）法定生命保険準備
金の調達に関するコスト増大と市場能力の限界。（7）当
社に課される様々な法令の変更および施行によって当社に
及ぶ影響。（8）当社の事業に関係し、当社の商品とサー
ビスのコストや需要に影響し得る法令や税制の変更。（9）
訴訟、調停、規制関連調査がもたらす不利な結果や他の
影響。（10）メットライフによる配当金支払いと普通株買
い戻しの能力に影響する法令およびその他の制限。（11）
持株会社としてメットライフが子会社からの配当金に主に
依存してフリーキャッシュフロー目標および債務を履行し
ている事実。および子会社が配当金を支払う能力に対し
て適用される規制上の制限。（12）投資損失、不履行、ボ
ラティリティ。（13）証券貸付や他の取引に参加した結果
として生じる潜在的な流動性リスクや他のリスク。（14）
証券および投資価値の変化、投資の引当や減損の変化、お
よび評価法、見積もり、前提の変化。（15）実際の請求と
査定や準備に関する前提の間の差異。（16）当社の世界各
地の事業に影響し得る政治、法律、事業、経済、その他の
リスク。（17）競争圧力。これには、価格、新規競合の参
入、流通網の統合、新規または既存の競合による新規商
品開発、人材などの競争が含まれます。（18）技術の変化
が当社の事業に及ぼす影響。（19）巨額の損失。（20）
Metropolitan Life Insurance Companyの再編に伴って発生
したクローズド・ブロック（閉鎖勘定）の悪化。（21）の
れんおよびその他の長期資産の減損。または当社の繰延税
金資産に対する評価引当の確立。（22）繰延新契約費、繰
延販売促進資産、取得事業の価値に関係する前提の変化。
（23）特定商品の保証に関する損失へのエクスポージャ
ー。（24）リスク管理ポリシーと手順またはモデルの無効
力。（25）当社のサイバーセキュリティ、その他の情報セ
キュリティシステム、または災害復旧計画の不機能。（26）
顧客情報の機密漏洩。（27）会計基準の変更。（28）社
員による過度なリスク行動。（29）当社の販売経路を使用
した商品のマーケティングおよび販売が困難または複雑に
なる事態。（30）年金および退職後給付プランに関する
経費増大。（31）自社の知的財産権を保護できない事態、
または他者の知的財産権を侵害したとする請求。（32）
事業買収、事業売却、合弁事業、その他の法的事業体の再
編に起因する困難、不測の債務、資産減損、格付機関の行
動。（33）Brighthouse Financial, Inc.とその子会社の分離
によって引き起こされ、当社の事業上の期待や他のメリッ

将来の見通しに関する表明について

トに有害な影響を及ぼし得る不測または困難な事態。（34）
メットライフの取締役会が、メットライフ契約者信託の投票
条項を使用して株主投票の結果に影響する可能性。（35）法
律または自らの結社文書の条項によって、メットライフの関
係する買収や合併が遅れる、阻害される、妨げられる事態。
（36）メットライフが米国証券取引委員会に提出する情報で
時折説明する他のリスクおよび不確定要素。

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

メットライフは、将来の見通しに関する表明の内容が達成さ
れない可能性が高いと関知した場合も、その表明を公に修正
または更新する義務を負いません。メットライフが行ってい
る開示についてのさらなる詳細は、米国証券取引委員会への
報告書の関連項目をご覧ください。

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。
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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
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エンゲージメントの性質

対人の会合および他の直接的なエンゲージメント

頻度
2019年、取締役会は、7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。

メットライフは、自社の社員のエンゲージメントを 一貫した継続的かつ日々の情報提供と対
継続的に行っています。これには、年次および定期 話を、年間を通じて実践しています。
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。
メットライフは、年間を通じ、多数のチャネルを通じ 一貫した継続的かつオープンな対話を、
てお客さまのエンゲージメントを実践しています。こ 年間を通じて実践しています。
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。
メットライフは、投資家および株主と、様々な方法 一貫した継続的かつオープンな対話を、
で連携しています。これには、毎年の届出と報告の 年間を通じて実践しています。
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。
メットライフが採用候補者とかかわる主なチャネル 定期的・継続的に実施。
は、ソーシャルメディア、年次報告書、および採用
活動です。

メットライフは、常日頃から様々な方法で非営利団体 メットライフは、多数の非営利団体との
と関係しています。これには、ソーシャルメディア、 間で継続的に対話を行っています。
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、毎年のスコアカード、ニュースレ このエンゲージメントは、プロジェクト
ター、イベント、年間を通じたバーチャルな連絡な の作業や他の方法を介して定期的に行わ
どの手段で、サプライヤと連携しています。
れています。
メットライフは、国際、国、地方の行政機関と継続 定期的・継続的に実施。
的にエンゲージメントを行っています。
メットライフは、メットライフ財団の主導する活 定期的・継続的に実施。
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。

国連の持続可能な開発目標
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

•メ
 ットライフは、女性、高齢者、そのほかのお客さまに、目的の明確な保険商品を全世界で提供して、ファイナンシャ
ジェンダー平等を
実現しよう
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。

•メ
 ットライフは、予防医療のソリューションと疾病治療へのアクセスを個人にもたらすために設計された商品やプラット
フォームを介して、健康的な生活習慣を奨励しています。
人や国の不平等

働きがいも
経済成長も

をなくそう

•メ
 ットライフは、「ワン・マインド・アット・ワーク」に署名し、メンタルヘルスと依存症に対するアプローチの変革を
目指す多業界のリーダーのグローバルな連盟組織に参加しました。
•メ
 ットライフは、社員の健康を中核的な戦略としています。健康的な職場空間は、そこで働く人たちのヘルスとウェルネス
を増進するうえで欠くことができません。メットライフは2019年、生命保険会社として初めて、ヘルシーな職場空間に対す
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。

働きがいも
経済成長も

•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。また、
世界各地の団体と協力して、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
 ットライフの「ウェルネス・フォー・ライフ」プログラムは、会社のPurposeと日々の仕事、それに全体的な健康と福
祉にとってウェルネスが果たす重要性を社員がうまく関連付けられるようになるほど、自分の健康に優先順位を置きやす
くなるという考え方に根ざしています。このプログラムは、全社的な方針に則って世界各地で独自に展開されていて、
41市場のウェルネス・チャンピオンに加え、4地域を代表するアンバサダーが率いています。

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

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平等を達成するための一連の方針を表明してい
ます。人材採用と昇進昇格の多様性を高めるべく努力を講じるとともに、リーダーに研修を提供して、評価やキャリア開
発のプロセスに影響する潜在的な先入観に注意するよう促しています。今では、メットライフの管理職と一般社員の半数
以上、さらに取締役の3分の1近くを、女性が占めています。
• 2019年、メットライフの社員5,900人以上が、イノベーション活動に参加しました。メットライフは、196社のスタートア
ップ企業と、38件の実験を開始し、24件のイノベーション・チャレンジを開催しました。
• 2019年、メットライフの社長兼CEO、ミシェル・ハラフは、「CEOアクション・フォー・ダイバーシティ＆インクルージ
ョン」宣言に署名し、社内のダイバーシティ＆インクルージョンを測定可能・実証可能なかたちで前進させると表明しま
した。また、「カタリストCEOチャンピオンズ・フォー・チェンジ」にも署名して、女性の採用に影響し得る無意識の先
入観を最小限に抑える努力を約束しました。

•メ
 ットライフは2019年、米国の保険会社として初めて、国連女性機関の「グローバル・イノベーション・コアリション・
フォー・チェンジ（GICC）」に参加しました。GICCは、国連女性機関と実業界、学界、非営利セクターが形成したパー
トナーシップで、イノベーション、テクノロジー、起業といった分野における女性の前進を阻んでいる壁を特定して除去
することを目指しています。
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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

目標

ジェンダー平等を
実現しよう

メットライフの貢献方法

働きがいも
経済成長も

働きがいも
経済成長も

• MIMは、ESGを統合して、自信に満たされたより良い世界をすべての人にもたらすと思える投資のあり方を見つけています。
人や国の不平等
をなくそう

•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、「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。
•メ
 ットライフ財団は2019年、青少年の就職を支援する非営利団体ジェネレーションと提携しました。インドで3,000人の
若者を対象に、有意義な雇用につながるスキルの習得を支援していきます。これらのスキルを得ることで、安定した収入
を得て、ファイナンシャル・ヘルスを長期的に向上させるための具体的なステップが取れるようになります。
•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。例えば2019年には、ゾーゴー・ファイナン
スのアプリ開発を支援しました。金融機関との協力を通じて、金銭管理について学習する行動にリワードを提供し、子供
たちだけでなく大人も対象としています。
• 2019年、メットライフの社員5,900人以上が、イノベーション活動に参加しました。メットライフは、196社のスタートア
ップ企業と、38件の実験を開始し、24件のイノベーション・チャレンジを開催しました。
•メ
 ットライフは2019年、第17回目となる「米国従業員福利厚生トレンド調査」を実施し、職場で起こっている最新の動向
変化がファイナンシャル・ウェルネスのプログラムにもたらす意味を考察しました。

•日
 本のメットライフ生命は2018年、「老後を変える全国47都道府県大調査」を実施しました。その結果、定年退職後の生活
の質に対する不安が高まっていることが明らかになりました。そこで、ソート・リーダーシップのキャンペーンを立ち上げ
て、この調査結果を広く共有するとともに、関係各方面を巻き込んでこの懸念に対応するための活動を開始しました。

すべての人に
健康と福祉を

働きがいも
経済成長も

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、恵まれない人たち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な保
護に対するアクセスを民主化するために、全社を挙げて努力しています。
•メ
 ットライフの機関投資家向け資産運用事業であるMIMは、公正な労働慣行や人権問題をはじめとするESGの規準を使用
して、投資を評価しています。

•メ
 ットライフ財団は2017年、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コモン・センツ・ラボ（CCL）の設
立を支援しました。予測可能な人間の行動を理解し、その理解に基づいて金融商品や金融サービスを設計することで、人
々が望んでいながらなかなか実践できずにいる健全な意思決定をサポートすることを目指しています。設立から4年を経
たコモン・センツ・ラボは、行動科学を使用して、金銭にまつわる意思決定の改善を促しています。人が意思決定する際
に何が動機になるのか、金融商品や金融サービスが人々のニーズを満たすうえでどう役立つのかに着目して、試験運用や
既存の商品の調整を行っています。
•メ
 ットライフ財団は、ローカル・イニシアチブ・サポート・コーポレーション（LISC）を支援しています。雇用に役立つ
スキルと金銭管理のスキルを中低所得者層に提供する団体で、予算の立て方、信用の構築、教育と老後のための貯蓄など
について啓発しています。
• CEOのミシェル・ハラフは、企業のCEOが率いるダイバーシティの最大の取り組み「CEOアクション・フォー・ダイバー
シティ＆インクルージョン」宣言に署名し、当社のダイバーシティ＆インクルージョンを大幅に前進させるために一連の
ステップを講じると公に約束しました。
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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

国連の持続可能な開発目標

人や国の不平等
をなくそう

メットライフの貢献方法
働きがいも
経済成長も

•当
 社は、全世界のオフィス、自動車・住宅保険事業部門の社用車、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4年連続で達成しました。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
ベストプラクティスを全世界の業務体制に浸透させ、廃棄物、エネルギー、炭素削減で継続的に改善していくことです。
• 当社は、2020年までの環境目標をすべて達成しました。

• MIMは2019年、責任投資原則（PRI）に署名しました。投資ポートフォリオ全体にわたってPRIの6つの原則を実践するこ
とを約束しています。

•メ
 ットライフは、クライメート・リーダーシップ・カウンシルに創設メンバーとして加入し、以来、積極的に活動してい
ます。このカウンシルは、行政、企業、環境活動家などが構成するコラボレーション組織で、米国経済のために公正かつ
コスト効果の高い気候変動対策を推進しています。
• MIMが運用する環境投資は、2019年12月31日時点で180億ドル以上に達しました。
•メ
 ットライフは、米国の主要オフィスで、社員が無料で使用できる電気自動車の充電ステーションを86基設置しました。

•世
 界各地の建物の25％、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、最高レベルのLEEDプラチナ認証です。
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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2019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。
FN-AC-270a.2：新規および既存の顧客を対象
とした金融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。
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。

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、2019年フォーム10-Kの注釈21、および2020年第1四半期フォーム10-Qの
注釈15をご覧ください。
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、2019年フォーム10-Kの注釈21、および2020年第1四半期フォーム10-Qの
注釈15をご覧ください。
2019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＆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」（39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：（1）環境・社会・ガバナンス
（ESG）問題、（2）サステナビリティをテー
マにした投資、（3）スクリーニングを使用し
ている運用資産額（資産クラス別）。

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の統合努力を
講じている資産が2019年12月31日時点で約5,815億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580億ドルです（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）。（49ページ）
3）メットライフは、現時点でこの指標を開示していませんが、今後も評価を継
続します。

80
2019年サステナビリティ報告書

SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会

F N - A C - 4 1 0 a . 2 ： 環 境 ・ 社 会 ・ ガ バ ナ ン
ス（E S G ）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。
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。

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）
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）と顧客の間に重大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）のセクショ
ンをご覧ください。（3ページ）

事業倫理
コード・指標

FN-AC-510a.1：不正行為、インサイダー取
引、反トラスト、反競争行為、市場操作、不
法行為、他の金融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。
FN-AC-510a.2：内部告発に関するポリシーと
手順の説明。

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、2019年フォーム10-Kの注釈21、および2020年第1四半期フォーム10-Qの
注釈15をご覧ください。
本報告書の次のセクションをご覧ください：「サステナブルな経営」、「リスク
管理」、「コーポレートエシックスとコンプライアンス」（67ページ）
メットライフ行動規範
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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

2019年12月31日時点
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

81.8%
4.8%
13.4%
100.0%

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
1

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。

FN-AC-550a.3：証券金融取引への総エクスポ
ージャー。

0.0%
4.2%
95.8%
100.0%

 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
オ
び現金と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。

2019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。
証券金融タイプの総取引

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、2019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

FN-AC-550a.4：発行済みクレジット・デリバ
ティブへの正味エクスポージャー。

82
2019年サステナビリティ報告書

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、2019年フォーム10-Kの注釈21をご
覧ください。

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、2019年フォーム10-Kの注釈9をご覧ください。
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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

（単位：100万ドル）
登録済み
未登録
		
資産		資産		 合計
総投資資産および現金1
$ 12,388
$ 478,005
$ 490,393
機関投資家顧客
運用資産

登録済みおよび
未登録の総運用資産
1

FN-AC-000.B：受託下・監督下にある総資産。

$42,882

$ 99,695

$ 142,577

$55,270

$ 577,700

$ 632,970

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。

受託下・監督下の総資産は6,329億7,000万ドルです。これは、総投資資産および
現金1の4,903億9,300万ドルと機関投資家顧客運用資産の1,425億7,700万ドルで構
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.2：請求件数に対する苦情件数の
割合。

この指標は、全米保険監督官協会（NAIC）がモニターしている指標ではないた
め、メットライフは、この指標のデータを収集または報告していません。

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。

FN-IN-270a.3：顧客継続率。

FN-IN-270a.4：商品について顧客に情報提供
するためのアプローチの説明。

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、2019年フォーム10-Kの注釈21、および2020年第1四半期フォーム10-Qの
注釈15をご覧ください。

この指標は、全米保険監督官協会（NAIC）がモニターしている指標ではないた
め、メットライフは、この指標のデータを収集または報告していません。
2019年フォーム10-Kの項目1「Business」（事業）をご覧ください。
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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

2019年12月31日時点（単位：100万ドル）

総投資資産および現金1、2
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
$ 151,918
		外国政府国債		67,229
		米国政府機関債		42,084
		住宅ローン担保証券		28,547
		資産担保証券		14,542
		地方債		13,053
		商業不動産担保証券		10,447
		売却可能な確定期日証券		327,820
株式：
		普通株式		944
		非償還優先株式		398
		株式		1,342

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		13,102
不動産抵当貸付：
		商業不動産抵当貸付		49,624
		農業不動産抵当貸付		16,695
		住宅不動産抵当貸付		14,504
		評価性引当額		(353)
		売却目的保有		59
		不動産抵当貸付		80,529
契約者貸付		9,680
不動産および不動産合弁事業		10,741
他の有限パートナーシップ権益		7,716
短期投資		3,850
他の投資資産		19,015
現金および現金同等物		16,598
		総投資資産および現金2
$ 490,393
（次ページへ続く）
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FN-IN-410a.1：総投資資産（業界別および資産
クラス別）。
（続き）

機関投資家顧客運用資産
保険・金融
$ 70,842
コーポレート		21,921
サブアドバイザリー		29,832
政府・行政機関		10,490
コミングルファンド		7,573
その他（非営利、タフト＝ハートリーほか）		1,919
		機関投資家顧客運用資産
$ 142,577

投資適格および低格付けの情報3
		投資適格
$ 312,133 95.2%
		低格付け		15,687
4.8%
		売却可能な確定期日証券の合計
$ 327,820 100.0%
 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、2019年フォー
金
ム10-Kの以下のセクションをご覧ください。

1

米国企業および外国企業の Item.7経営者による財務・経営成績の分析 — 投資 — 売却可
証券
能な確定期日証券 — 売却可能な米国企業および外国企業の
確定期日証券
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

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 — 仕組債 — 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 — 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。

2

 国で広く認知されている格付機関の格付けに基づき、 Aa a 、 Aa 、 A 、 B a a を投資適
米
格、Ba、B、Caa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。

3

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。

前出のFN-AC-410a.2への回答をご覧ください。
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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。
責任を果たす企業市民として、メットライフは、お客さまに提供する商品にESGの
懸念、リスク、機会を組み込むことが重要であると認識しています。当社が提供す
る商品とサービスの多くに、お客さまがご自身の健康と福祉と安全、さらには環境
の安全と保護のために賢明な意思決定を下すよう奨励するためのインセンティブが
組み込まれています。

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。
• 
「360Health」：「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。背景
情報は、「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」をご覧ください。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：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
て請求をすばやく分かりやすくしたり、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。

（次ページへ続く）

86
2019年サステナビリティ報告書

SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会
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。
（続き）

本報告書の次のセクションをご覧ください：「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」、また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、「女性のための
アクセスと機会の創造」をご覧ください。（18ページ）

環境と安全のためのインセンティブ
天候のパターンが変化し、山火事などの自然災害の被害が甚大化していることか
ら、メットライフでは、継続的にリサーチや試験運用に投資して、データ分析や人
工知能などの技術の有効な活用法を理解しようとしています。お客さまにとってよ
り良いサポートを提供し、極度の悪天候からお客さまの財産を保護するためです。
法人のお客さまに低炭素の事業運営方法を奨励し、また個人のお客さまには気候変
動へのレジリエンスを奨励するために、メットライフとその子会社が取っている行
動の事例を、以下にご紹介します。

• 保険の割引制度
o 
ペーパーレス割引：ペーパーレス割引は、すべての契約書類を電子的な方法で
受理するお客さまに適用される可能性があります。
o 
住宅補強割引：住宅保険のお客さまが、州政府の承認した補強改修を行われた
場合に、保険料割引が適用される可能性があります。
o 
強風対策割引：ハリケーンや他の暴風雨に対する備えを強化するために、対象
となる住宅を新築、改築、改修された場合、保険料割引が適用されます。
o 
スマート住宅デバイス割引：温度、火災、漏水をモニターするスマート住宅の
デバイスを使用されるお客さまに、保険料割引が適用されます。
• 
商品の特徴
o 
住宅保険のお客さまが建物の修理や改築をされる際に、メットライフは、新し
いタイプの環境にやさしい建材をはじめ、最も高度な材料を使用するオプショ
ンを提供しています。
o 
当社の自動車保険では、安全かつ健全なリサイクル部品の使用を奨励すること
で、無駄を排除し、新規に製造される部品の個数を削減しています。
o 
メ ットライフの船舶保険では、汚染物質の清掃、隔離、除去に対して、最大
5,000ドルのインセンティブを提供しています。
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環境リスクへのエクスポージャー
コード・指標

FN-IN-450a.1：気象関連の自然災害に伴う物
損の予想最大損失額（PML）。

回答・参照

メットライフは、ハリケーンと地震の予想最大損失額（PML）を様々な再現期間に
わたって判断しています。自然災害の潜在的な損失額を算出する普遍的に認められ
た方法は存在しないため、当社では、独立した外部機関の災害モデルを複数評価し
て、それらモデルの加重平均を開発しています。これにより、類似した専門家によ
る様々な結論を汲み上げるだけでなく、いずれかのモデルが大きく変更された場合
にも安定性をもたらすことができます。外部機関のモデルは、通常、毎年更新され
ていて、ほとんどの更新がマイナーな変更です。モデルに対する大幅な変更は、通
常、数年に1回加えられます。メットライフは、各モデルの更新の合理性を確認し
たうえで、自社の分析に当該モデルを組み込んでいます。
ハリケーン被害に関しては、3種類の外部機関のモデルを使用して、PMLを算出して
います。結果の評価に際しては、長期展望（過去のハリケーン）と短期展望（温暖
な海面を前提として向こう5年間に予想されるハリケーンの活動）の両方を基本とし
ています。また、メットライフは、気候変動が潜在的ハリケーン損失エクスポージ
ャーに及ぼす潜在的な影響についての最新の専門家意見を把握しています。

メットライフは、大型のハリケーン損失の影響を緩和するため、法律で許可される
範囲内で、テキサス州からメイン州までのほとんどの州で、州および州内の地域に
より1～5％のハリケーン強風被害控除免責歩合を義務付けています。また、メット
ライフは、ハリケーンの被害を受けやすい一部の州では、法律で許可される範囲内
で、風災を対象外としています。

メットライフは、ストレステストを行って、過去に発生した大型被害（ハリケー
ン・カトリーナやハリケーン・アンドリューなど）が当社の事業に及ぼす影響を評
価するとともに、過去に発生した暴風雨が周辺地域に及ぼす影響（例えば、ハリ
ケーン・カトリーナが湾岸地域の別の場所に上陸したならどうなるかといった「も
しも」のシナリオ）をモデル化しています。さらに、メットライフは、様々な規模
のハリケーンが沿岸部の様々な場所に上陸する影響も評価しています（すべてのカ
テゴリーのハリケーンが、当社にとってハリケーンのエクスポージャーが最も大き
い2地域である湾岸地域と北東部の沿岸部に上陸する金銭的影響を、10マイルごと
にモデル化しています）。これらの結果を評価したうえで、再保険の購入に際して
考慮しています。
メットライフは、北東部、中部大西洋岸、南部（フロリダ州を除く）、フロリダ州、
湾岸という5つの地域に分けて、ハリケーンPMLを算出しています。メットライフに
とってPMLがはるかに大きいのは北東部で、これにはコネチカット州、メーン州、マ
サチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、
ペンシルベニア州、ロードアイランド州、バーモント州が含まれています。

当社のハリケーンPMLは、北東部に比重を置いたモデルで、個別の物損発生（需要
増加と暴風雨増加を含む）ごとに、自動車物損、割当損害調査費（ALAE）、強制
プール査定費の見積もり、および北東部を主としたハリケーンで北東部以外に生じ
るハリケーン損失準備費の見積もりに対する保険収支予測計算を伴っています。

地震に関しては、メットライフは、個別の異なる2種類の外部機関モデルを使用
しています。PMLは、太平洋岸北西部、ニューマドリッド、カリフォルニア州、
グレートベースン、サウスカロライナ州の5地域に分けて算出しています。当社に
とって地震エクスポージャーが最も大きいのは太平洋岸北西部です。

当社の地震PMLは、太平洋岸北西部に比重を置いたモデルで、個別の物損発生（需要
増加と地震後の火災を含む）ごとに、自動車物損、割当損害調査費（ALAE）に対す
る保険収支予測計算を伴っています。メットライフは、ハリケーンと地震の各地域ご
とに、保険契約数とインフレ率の変化を継続的にモニターして管理しています。
（次ページへ続く）
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FN-IN-450a.1：気象関連の自然災害に伴う物
損の予想最大損失額（PML）。
（続き）

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）。

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。

モデルは時に大幅なばらつきを示すことがあり、リターン期間ごとの損失額にまつ
わる不確定性を表わしています。例えば、ハリケーンがどこまで内陸部に移動する
かの予測や、ハリケーンの強度ごとの発生可能性の予測は、モデルによって異なる
場合があります。また、ハリケーンが通過する地域の樹木の影響や土壌の水分量に
関して各モデルが使用している前提も異なるかもしれません。同様に、ハリケーン
被害を受けた地域での需要の増加や、再建のための物資と人件費の前提も、それぞ
れに異なります。地震の場合は、再現期間によって損失額に大きな不確定性があり
ます。これは主に、モデルの結果を検証するのに十分な数の地震が米国では過去に
発生していないことに起因します。

竜巻と雹に関しては、メットライフは、個別の発生ごと、および年間の竜巻・雹
モデルの結果の両方を評価しており、エクスポージャー集中度の情報、過去の損失
データ、過去の竜巻・雹の情報とも組み合わせたうえで、竜巻と雹の損失に対する
エクスポージャーが最も大きい州および州内の地域を特定しています。竜巻・雹の
多発地帯における集中度の分析では、個別の竜巻や場合によっては同じ暴風雨で生
じる複数の大型竜巻によって最も被害を出し得る地域を特定しています。竜巻・雹
の多発地帯内では、シカゴ、ダラス、アトランタのように狭い地域内で集中度が最
も高い地域に対してストレステストを行っています。

メットライフでは、災害の出来事に関して、モデル化されているかどうかの区別
はしていません。災害、特にハリケーンと地震の最終的な損失額を見極める際に
は、複数の災害モデル提供者からの「モデル化された」結果を評価します。ただ
し、他の情報も評価しており、これには、保険対象価値のエクスポージャー総
額、各リスクの場所、各財産のリスク特性、市場シェア、請求担当者からの情報
提供などが含まれます。これらを総合して、災害の最終的な損失額をできるかぎ
り正確に見積もっています。メットライフは、災害のデータを収集している業界
団体のプロパティ・カタストロフィー・サービス（PCS）が災害と指定する出来
事を、災害と定義しています。PCSが災害と見なすのは、金額にして2,500万ド
ル以上の損失を保険業界にもたらす出来事です。
個別のリスクや契約、および自己資本比率の管理に際しては、業界で認知されて
いる様々な第三者のモデル化プロセス、および自社のモデル化プロセスを、損害
保険事業部門が使用しています。当社では、モデルの結果を基に、引受選好を考
察し、価格と再保険の決定を下すことで、災害に対するエクスポージャーを管理
しています。当社の損害保険事業部門は全米で事業展開していることから、多岐
にわたる悪天候や災害へのエクスポージャーをモニターしています。これらのモ
デルは、自己資本比率の評価にも使用しています。

メットライフは、継続的な業務の一環として、引受選好を常に確認・調整して環
境リスクへのエクスポージャーを管理しています。自社が引き受けるリスクを完
全に理解することは、メットライフの保険査定プロセスの一部となっています。
この理解は、個別の契約が結ばれる時点から始まり、保険契約の全期間にわたり
継続的にモニターされます。損害保険契約は毎年更新されるため、当社が必要に
応じて契約レベルの調整を加えることができます。査定プロセスを支えるため、
当社では、様々な外部機関のデータ・ソリューションと自社のモデルを使用し
て、それぞれのリスクを評価しています。このアプローチにより、財産や顧客に
特有の特性を、災害モデルと組み合わせたうえで、十分な情報に基づく決定が下
せるようになります。
損害保険の価格決定方法は、様々な要因に基づいています。これには、予期され
る損失の見積もり、リスク管理に伴って予期される費用、事業を支えるために必
要な資本割当を前提とした合理的な利益率などが含まれます。
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」、「気候変動への備えを向上」、
さらにCDPの2019年気候変動調査票に対する当社の回答もご覧ください。
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SASB

SASB — サステナビリティ会計基準審議会

システミックなリスクの管理
コード・指標

FN-IN-550a.1：デリバティブ取引へのエクス
ポージャー（カテゴリー別）：（1）中央清算
されないデリバティブ取引に係る潜在的な総
エクスポージャー、（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。

回答・参照

2019年12月31日時点（単位：100万ドル）

一般勘定		
金額1
事業体のスケジュールDBの報告額

（1）中央清算されないデリバティブ取引に係る
潜在的な総エクスポージャー
（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

$ 2,958
$

688

$ 6,765

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。

FN-IN-550a.2：証券貸付担保資産の総公正価値。 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、2019年フォーム10-Kの注釈8をご覧
ください。
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。

前出のFN-AC-550a.2への回答をご覧ください。

FN-IN-000.A：保有契約数（セグメント別）： 保有契約の総金額は、2019年フォーム10-Kの項目8「Financial Statements
（1）損害保険、（2）生命保険、（3）引受再保険 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。
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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2019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

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。

推奨される開示

a）気 候関連のリスクと機会に関する
取締役会の監督を説明する。

b）気候関連のリスクと機会を評価お
よび管理するうえで管理職が果た
す役割を説明する。

回答

本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」、
「気候変動」、「サステナブルな経営」、「ガバナンスとリスク管
理のアプローチ」
2020年議決権行使委任状（38ページ）
CDP気候変動2019年 C1.1b

本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」、
「メットライフのアプローチ」、「気候変動」、
「お客さまの信頼にお応えする」、「イノベーションの推進」、
「気候変動への備えを向上」、
「投資家としての価値の創造」、「価値の創造」、「ESGの配慮に
対するMIMのアプローチ」、「ESGの統合」、
「環境の保護」、「メットライフのアプローチ」、「サプライチェ
ーンのサステナビリティ」、「気候変動」、
「サステナブルな経営」、「ガバナンスとリスク管理のアプローチ」
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
2020年議決権行使委任状（9、41ページ）
CDP気候変動2019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
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。

推奨される開示

回答

b）気候関連のリスクと機会が組織の
事業、戦略、財務計画に及ぼす影
響を説明する。

本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」

c）2 °Cシナリオをはじめ、様々なシ
ナリオが組織の事業、戦略、財務
計画に及ぼす潜在的な影響を説明
する。

CDP気候変動2019年 C3.1a、C3.1g

推奨される開示

回答

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。

CDP気候変動2019年 C2.1、C2.2c、C2.3a、C2.4a

CDP気候変動2019年 C2.5、C2.6

リスク管理
開示の重点領域

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。

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。

本報告書の次のセクションをご覧ください：「お客さまの信頼にお応
えする」、「イノベーションの推進」、「気候変動への備えを向上」、
「投資家としての価値の創造」、「価値の創造」、「ESGの配慮に
対するMIMのアプローチ」、「ESGの統合」、
「環境の保護」、「メットライフのアプローチ」、「サプライチェ
ーンのサステナビリティ」、「気候変動」、
「サステナブルな経営」、「ガバナンスとリスク管理のアプローチ」
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

b）気候関連のリスクを管理するため
の組織のプロセスを説明する。
c）気 候関連のリスクを特定し、評価
し、管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。

CDP気候変動2019年 C2.2、C2.2a、C2.2b

本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」
CDP気候変動2019年 C2.2、C2.2d
本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」、
「メットライフのアプローチ」

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2019年 C2.2、C3.1c

92
2019年サステナビリティ報告書

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。
b）ス コープ1、スコープ2、さらに該
当する場合はスコープ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。

c）気 候 関 連 の リ ス ク と 機 会 を 管 理
するため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。

回答

本 報 告 書 の 次 の セ ク シ ョ ン を ご 覧 く だ さ い ： 「 付 録 」 、
「実績データ」、「環境データ」
CDP気候変動2019年 C6.1、C6.2、C6.3、C6.5、 C9.1
本 報 告 書 の 次 の セ ク シ ョ ン を ご 覧 く だ さ い ： 「 付 録 」 、
「実績データ」、「環境データ」
CDP気候変動2019年 C6.1、C6.2、C6.3、C6.5
本報告書の次のセクションをご覧ください：「環境の保護」、
「2019年の実績ハイライト」
CDP気候変動2019年 C4.1、C4.1a、C4.2
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GRIスタンダード
メットライフの2019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、2019暦年の実績
データを示しています。

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

組織の名称

活 動 、 ブ ラ ン ド 、 製 品 、
サービス
本社の所在地

事業所の所在地

所有形態および法的形式
参入市場

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

回答・参照

MetLife, Inc.
2019年フォーム10-K（5～9ページ）
200 Park Ave., New York, NY 10166
2019年フォーム10-K（9～12ページ）、世界各地
C団体
2019年フォーム10-K（9～12ページ）
「付録」、「実績データ」、「財務データ」、「従業員データ」
「付録」、「実績データ」、「従業員データ」

メットライフの業務の相当部分は、法的に自営業者と認められる労働者や
請負業者の社員によって遂行されていません。メットライフの雇用者数
は、年ごとに著しく変動しません。
「Workforce of the Future」、「多様なサプライチェーンの構築」、「環
境への影響」、「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・プロキュアメント」
2019年フォーム10-K（68ページ）
「サステナブルな経営」、「リスク管理」
国連の責任投資原則、カタリストCEOチャンピオンズ・フォー・チェンジ
（変化を促進するCEO）、ワン・マインド・アット・ワーク誓約、国連女
性機関のエンパワーメント原則、CEOアクション・フォー・ダイバーシテ
ィ＆インクルージョン宣言への署名
2020年議決権行使委任状（9～10ページ）
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GRIスタンダード

開示番号
102-13

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）
• 
米国損害保険協会（American Property Casualty Insurance
Association）
• 
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）
• 外交問題評議会（Council on Foreign Relations）
• ジュネーブ協会（Geneva Association）
• 国際金融協会（Institute of International Finance）
• 事業・住宅安全のための保険機構（Insurance Institute for Business &
Home Safety）
• 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）、アメリカン・エンター
プライズ研究所（American Enterprise Institute）、ビジネス・ラウン
ドテーブル（Business Roundtable）
• 山火事防衛システム（Wildfire Defense Systems）
• 責任投資原則（Principles of Responsible Investment）
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（Carbon Disclosure
Project）
• 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）

戦略

102-14

当社のESGデータ・センターの「Benefits」セクションもご覧ください。
上級意思決定者の声明

「メットライフの戦略とリーダーシップ」、「社長兼最高経営責任者から
のご挨拶」
2019年年次報告書（最高経営責任者からのご挨拶）
2020年議決権行使委任状（取締役会長からのご挨拶）
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GRIスタンダード

開示番号

倫理と誠実性
102-16

ガバナンス
102-18

102-20
102-29

開示事項

回答・参照

価値観、理念、行動基準・
規範

「サステナブルな経営」、「コーポレートエシックスとコンプライアンス」

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
2020年議決権行使委任状（11～15、17、31～38ページ）

経済、環境、社会項目に関す
る役員レベルの責任

「環境の保護」、「気候変動」、2020年議決権行使委任状（8～10、38、
41、61、64ページ）

経済、環境、社会へのインパ
クトの特定とマネジメント

「環境の保護」、「気候変動」、2020年議決権行使委任状（8～10、38、
41、61、64ページ）

ステークホルダー・グループ
のリスト

「付録」、「ステークホルダー・エンゲージメント」、2020年議決権行
使委任状（取締役会長からのご挨拶、8、41、61ページ）

団体交渉協定

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。

ステークホルダー・エンゲージメント
102-40

102-41

102-42

メットライフのPurpose
メットライフ財務管理専門職者向け行動規範
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
メットライフの倫理と誠実性
メットライフの個人情報保護方針
メットライフの取引先に関する行動規範

ステークホルダーの特定
および選定
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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。

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。

GRIスタンダード

開示番号
102-43

開示事項

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

回答・参照

「社員のためのサポート」、「社員を大切にする会社」、「社員からのフ
ィードバック」、「付録」、「ステークホルダー・エンゲージメント」、
2020年議決権行使委任状（取締役会長からのご挨拶、8、41、61ページ）
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

報告実務
102-45

102-46

提起された重要な項目および
懸念

連結財務諸表の対象になって
いる事業体
報告書の内容および項目の該
当範囲の確定

2019年の実績：
1. 事
 業全体に重点を置くのではなく、個別の商品レベルをとらえ、より詳
細な情報を生成することで、NPSの取り組みを引き続き向上させていま
す。また、この調査により、各商品のタッチポイントにおけるお客さま
の体験を深く理解できるようになりました。結果として、洞察は今まで
よりもはるかに行動可能なものになると期待できます。
2. 主
 なトランザクショナルNPSの調査結果を見直して、すべてのタッチポ
イントとすべての国で使用できる合理化・標準化された調査の枠組みを
構築しました。これにより、お客さま体験をその場で即座に測定できる
ようになります。
3. 新
 商品開発のプロセスに「お客さまの声」を組み込んで、お客さまにと
って魅力的でより差別化されたソリューションを開発できるようにして
います。
「メットライフの戦略とリダーシップ」、「サステナビリティの重点活動」
2020年議決権行使委任状（8、41ページ）

2019年フォーム10-K、付属書類21.2
「メットライフの戦略とリーダーシップ」、「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」
2019年年次報告書（最高経営責任者からのご挨拶）
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。
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GRIスタンダード

開示番号
102-47

102-48
102-49
102-50
102-51

開示事項

マテリアルな項目のリスト

情報の再記述

報告における変更
報告期間

前回発行した報告書の日付

回答・参照

メットライフの最新のマテリアリティ評価は2017年に行われ、以下の項目
が特定されました。
財務実績、リスク管理、情報セキュリティとプライバシー、お客さまの体
験、社員の体験、商品の入手可能性
ESGの問題に関して2019年に策定されたメットライフの戦略的アプローチ
については、「サステナビリティの重点活動」、および2020年議決権行
使委任状（41ページ）もご覧ください。
大きな変更はありません
大きな変更はありません

特に記載のないかぎり、2019年1月1日から12月31日の情報です。
2019年4月

報告サイクル

年1回

102-54

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。

102-55

GRI内容索引

102-56

外部保証

102-52
102-53

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

「付録」

「この報告書について」

GRI 200：経済
GRI 201：経済活動
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

201-1
201-2

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
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「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」、「実績データ」、
「財務データ」、2019年フォーム10-K（148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」、「実績データ」、
「財務データ」、2019年フォーム10-K（148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」、「実績データ」、
「財務データ」、2019年フォーム10-K（148ページ）
「付録」、「実績データ」、「財務データ」、2 0 1 9 年フォーム1 0 -K
（148ページ）

「お客さまの信頼にお応えする」、「イノベーションの推進」、「気候変
動への備えを向上」、「投資家としての価値の創造」、「責任投資」、
「環境の保護」、「気候変動」、CDP気候変動2019年 C2リスクと機会

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

「お客さまの信頼にお応えする」、「社員のためのサポート」

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

「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」

GRI 202：市場での存在感
103-1

202-2

地域社会で採用した上級管理
職の割合

世界各地

「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」
重要事業拠点の上級管理職の80％は、地域社会で採用されています。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。
「地域」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。

GRI 203：間接的な経済的インパクト
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

「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」

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」、「地域社会への貢献」

103-1

203-1
203-2

インフラ投資および支援サー
ビス
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」、「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」

GRI 205：汚職防止
205-1

205-2

汚職に関するリスク評価を行
っている事業所
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

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。
「サステナブルな経営」、「コーポレートエシックスとコンプライアン
ス」、行動規範

メットライフのグローバル汚職防止ポリシーは、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。このポリシー
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、メットライフのポリシーについて研修を行
っています。

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

会社レベルではありません。
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GRIスタンダード

開示番号

開示事項

GRI 300：環境

回答・参照

GRI 302：エネルギー
302-1

302-3
302-4

組織内のエネルギー消費量

エネルギー原単位

エネルギー消費量の削減

「付録」、「実績データ」、「環境データ」、CDP気候変動2019年
C8エネルギー
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。
「付録」、「実績データ」、「環境データ」

「環境の保護」、「カーボン・ニュートラル」、「環境配慮型建物」

GRI 305：大気への排出
103-2
305-1
305-2
305-3

305-4
305-5

マネジメント手法とその要素
直接的な温室効果ガス
（GHG）排出量（スコープ1）

「環境の保護」、「カーボン・ニュートラル」、「気候変動」、メットラ
イフの気候変動に関する声明文、2019年フォーム10-K（41、42ページ）
「付録」、「実績データ」、「環境データ」、C D P 気候変動2 0 1 9 年
C6排出量データ

間 接 的 な 温 室 効 果 ガ ス
（GHG）排出量（スコープ2）

「付録」、「実績データ」、「環境データ」、C D P 気候変動2 0 1 9 年
C6排出量データ

温室効果ガス（GHG）排出
原単位

「付録」、「実績データ」、「環境データ」、C D P 気候変動2 0 1 9 年
C6排出量データ

その他の間接的な温室効果ガ
ス （ G H G ） 排 出 量 （ ス コ ー
プ3）

「付録」、「実績データ」、「環境データ」、C D P 気候変動2 0 1 9 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」、「気候変動」、
CDP気候変動2019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

「環境の保護」、「サプライチェーンのサステナビリティ」、CDP気候変
動2019年 C2リスクと機会
100％：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。

GRI 400：社会
GRI 401：雇用
103-1
103-2
103-3

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」

マネジメント手法の評価

「社員のためのサポート」

マネジメント手法とその要素
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「社員のためのサポート」、メットライフの求人情報

GRIスタンダード

開示番号
401-1

401-2

開示事項

回答・参照

正社員には支給され、非正規
社員には支給されない手当

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。

従業員の新規雇用と離職

「付録」、「実績データ」、「従業員データ」

• 
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
• 入院費実費給付補償保険（2020年9月30日まで）
• 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

GRI 404：研修と教育
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

「社員のためのサポート」、「Workforce of the Future」、「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」

103-3

マネジメント手法の評価

「社員のためのサポート」、「Workforce of the Future」、「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」

103-1

404-1
404-2

404-3

従業員一人あたりの年間平均
研修時間

「社員のためのサポート」、「Workforce of the Future」、「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」

「付録」、「実績データ」、「従業員データ」

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

「社員のためのサポート」、「Workforce of the Future」、「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」

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

「付録」、「実績データ」、「従業員データ」

仕事の未来に焦点を合わせる
「Workforce of the Future」
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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

103-2

マネジメント手法とその要素

「社員のためのサポート」、「ダイバーシティ＆インクルージョン」、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

103-3

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＆インクルージョン」、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

GRI 405：ダイバーシティと機会均等
103-1

405-1

ガバナンス機関および従業員
のダイバーシティ

「社員のためのサポート」、「ダイバーシティ＆インクルージョン」、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

「付録」、「実績データ」、「従業員データ」、2020年議決権行使委任
状（12ページ）

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

メットライフ行動規範

差別事例と実施した救済措置

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。

マネジメント手法とその要素

メットライフ行動規範

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

メットライフ行動規範

政治献金

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。2018年は米国外での政治献金はいっ
さい行いませんでした。

マネジメント手法とその要素

メットライフ行動規範

2019年政治活動報告書

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

2019年フォーム10-K（306～311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。

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
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個人情報保護方針
個人情報保護方針

GRIスタンダード

開示番号
418-1

開示事項

顧客プライバシーの侵害およ
び顧客データの紛失に関して
具体化した不服申立

回答・参照

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、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、法律家、事業部門の担当社員
などが含まれます。

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

2019年フォーム10-K（306～311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。

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

FS8

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

「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」、「投資家としての価値の創造」、「責任投資」

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

「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」、「責
任投資」、SASBインデックスFN-IN-410b.2

所有権の有効性
FS10

報告組織が、環境的・社会的
課題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

メットライフの社会投資プログラム
メットライフの投資運用サービス

メットライフの社会投資プログラム

「投資家としての価値の創造」、「責任投資」
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。
MIMのESGポリシー

FS11

環境的・社会的側面のポジテ
ィブおよびネガティブ・スク
リーニングを行っている資産
の割合

MIMのESGポリシー
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GRIスタンダード

開示番号

地域社会
FS13

FS14

開示事項

回答・参照

過疎地や経済的弱者の居住地
域におけるタイプ別のアクセ
スポイント

「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」、「世界中のファイナンシャル・ヘルスをサポート」

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

「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」、「世界中のファイナンシャル・ヘルスをサポート」、「地
域社会への貢献」、「スキルを活かしたボランティア活動」
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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。

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。

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

2019年

2018年

2017年

2016年

$ 740,463

$ 687,538

$ 719,892

$ 898,764

$ 877,912

総負債

$ 674,081

$ 634,580

$ 661,022

$ 831,062

$ 809,267

MetLife, Inc.の総株主資本

$

66,144

$

52,741

$ 58,676

$

67,531

$ 68,098

総収入

$ 69,620

$

67,941

$ 62,308

$

60,787

$

保険料

$

42,235

$ 43,840

$ 38,992

$

37,202

$ 36,403

純投資利益

$

18,868

$

16,166

$

17,363

$

16,790

$

16,205

総経費

$

62,825

$

61,634

$

58,772

$ 56,506

$

55,692

契約者給付金および保険金

$

41,461

$

42,656

$

38,313

$

36,358

$

35,144

法人税費用引当金（給付）

$

886

$

1,179

$

(1,470)

$

693

$

1,590

純利益

$

5,909

$

5,128

$

4,020

$

854

$

5,385

普通株配当

$

1,643

$

1,678

$

1,717

$

1,736

$

1,653

1株当たり利益1

$

6.06

$

4.91

$

3.62

$

0.67

$

4.62

MetLife, Inc.普通株主の自己資本利益率2
1
2

9.8%

9.6%

6.3%

2015年

61,343

1.0%

7.7%

MetLife, 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）。
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
（2019年12月31日現在）1
公開企業

単位：
10億ドル
$

111.6

割合（%）
18.6%

不動産抵当貸付2

$ 106.4

17.7%

仕組み商品

$ 62.4

10.4%

外国政府国債
非公開企業

$ 60.8

10.1%

米国政府機関債

$ 60.2

10.0%

$

53.9

9.0%

$

25.6

4.3%

現金および短期投資3

$

23.6

3.9%

投資用不動産4

普通株・優先株

$

23.5

3.9%

新興国市場債務

$

18.5

3.1%

$

14.7

2.5%

$

13.6

2.3%

$

9.8

1.6%

$

7.8

1.3%

$

5.8

1.0%

$

1.0

0.2%

$

0.8

0.1%

$ 600.0

100%

民間インフラ

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

2019年12月31日時点。見積もり公正価値。75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75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。
3
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75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。
1

2
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ESGスコアカード

財務データ（続き）
責任投資

見積もり公正価値
（単位：100万ドル）
インパクト投資

2019年
$

240

2018年
$

2017年

230

$

212

2016年
$

2015年

206

$

204
1,649

住宅供給事業への投資

$ 2,972

$ 2,356

$

2,219

$ 1,940

$

インフラへの投資

$ 18,329

$ 16,616

$ 15,059

$ 14,852

$ 13,552

$ 23,318

$ 17,109

$ 15,349

$ 11,792

$ 9,805

$ 13,586

$ 16,248

$ 17,152

$ 15,991

$ 15,854

$ 58,445

$ 52,559

$ 49,991

$ 44,781

$ 41,064

環境投資
地方債1
合計

年間投資額（単位：100万ドル）

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

インパクト投資

$

13

$

46

$

49

$

50

$

52

環境投資

$

333

$

640

$

182

$

396

$

628

$

1,031

$

1,082

$

538

$

564

$

969

$ 6,247

$

4,177

$

3,216

$

3,154

$

1,679

$

2,291

$

1,386

$

849

$

1,251

$

1,840

$ 9,915

$

7,331

$ 4,834

$ 5,415

$

5,168

住宅供給事業への投資
インフラへの投資
地方債1
合計
1

地
 方債には、課税および非課税のレベニュー債が含まれます。また、州政府、自治体政府、下級行政機関の一般財源債も、わずかながら含まれます。
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ESGスコアカード

従業員データ（2019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

合計1

女性

男性

47,281

24,786

22,495

414

289

125

47,163

24,642

22,521

532

433

99

47,695

25,075

22,620

38,037

34,985

2,959

米国・カナダ

17,647

10,469

7,178

8,625

5,583

3,042

アジア

17,102

6,562

10,540

EMEA

4,321

2,461

1,860

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
ラテンアメリカ

1
2

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。
労働力には正社員のみが含まれています。
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ESGスコアカード

従業員データ（2019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

男性

41%

57%

27%

31%

59%

43%

73%

69%

29歳以下

16%

17%

0%

0%

30～50歳

63%

63%

36%

0%

51歳以上

21%

20%

64%

100%

白人

78%

67%

64%

84%

10%

12%

0%

8%

6%

6%

18%

8%

アメリカインディアンまたはアラスカ州先住民

2%

9%

18%

0%

0%

1%

0%

0%

複数人種

2%

3%

0%

0%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

年齢2

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

不特定

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（2019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

8

7

9

8

95%

94%

19%

16%

営業

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員の割合2（％）
営業以外
営業

男性

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
新規採用者

新規採用者数合計

女性

男性

4,683

3,791

29歳以下

1,774

1,535

30～50歳

2,607

2,056

302

200

10%

8%

29歳以下

4%

3%

30～50歳

6%

4%

51歳以上

1%

0%

退職者数合計

5,480

4,534

29歳以下

1,555

1,186

30～50歳

3,060

2,533

865

815

11%

10%

29歳以下

3%

3%

30～50歳

6%

5%

51歳以上

2%

2%

51歳以上

新規採用者に占める割合

退職者

51歳以上

退職者に占める割合

3

PNBの社員は含まれていません。
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ESGスコアカード

従業員データ（2019年12月31日現在）（続き）
従業員福利厚生

主保護者は8週間
副保護者は2週間
（出産に際しては短期休業制度で8週間の追加が可能）

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期間

社員の満足度

2019年

社員満足度調査の参加率
満足度

環境データ1
建造環境

世界の不動産物件
（単位：100万平方フィート）2

2019年

2018年

2018年

2017年

82%

76%

75%

73%

2017年

2016年

データなし

データなし

2015年

15.2

15.40

15.32

15.78

17.16

12.8

7.60

7.70

7.96

9.78

9

12

14

14

13

E P A エ ネ ル ギ ー ス タ ー 認 証 床 面 積
（単位：100万平方フィート）3

2.46

3.05

3.74

4.10

4.45

22

21

18

19

17

LEED認証床面積
（単位：100万平方フィート）

4.27

4.02

3.18

3.76

3.31

3

—

—

—

—

フィットウェル認証床面積
（単位：100万平方フィート）

1.3

—

—

—

—

メ ッ ト ラ イ フ の 占 有 可 能 な 床 面 積
（単位：100万平方フィート）2
EPAエネルギースター認証件数
（建物の数）3

LEED認証件数（建物の数）

フィットウェル認証件数（建物の数）

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）3
事業活動に伴う総排出量
（スコープ1、2、出張）

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

13,613

16,016

15,722

17,555

19,780

90,280

96,467

108,019

109,631

110,670

25,959

26,381

27,201

34,019

36,166

129,852

138,863

150,942

161,205

166,615

	 長期にわたり有意義かつ一貫した比較ができるようにするため、メットライフでは、GHGプロトコルの企業算定報告基準に従って報告しています。
	 不動産物件の数値は、年度末時点の当社の全世界における不動産ポートフォリオの床面積です。メットライフの占有可能な床面積には、転貸などは含まれていません。
3
	 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。
1

2
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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）2
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、
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

エネルギー原単位（FTE当たりメガワッ
ト時）3
エネルギー原単位（平方フット当たりメ
ガワット時）

ゴミ（単位：ポンド）3
ゴミ排出合計

埋立地ゴミ排出合計

ゴミリサイクル合計4

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）5
水道使用合計

水道原単位（FTE当たりキロガロン）2
水道原単位
（平方フット当たりキロガロン）

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

0

0

0

0

67,962

53,487

59,731

64,364

70,637

4,640

1.18

1.23

1.37

1.36

1.41

0.008

0.009

0.009

0.009

0.010

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

258,335

288,457

304,048

319,087

335,035

188,514

205,704

228,680

237,224

239,261

164,048

174,985

189,339

204,588

101,648

2.92

2.26

2.41

2.49

2.46

0.020

0.016

0.016

0.017

0.018

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

5,468,350

5,875,468

6,476,104

6,425,042

6,928,069

2,402,591

2,460,497

2,800,881

2,391,720

2,763,521

3,065,759

3,414,971

3,675,223

4,033,322

4,164,548

56%

58%

57%

63%

60%

2,115

—

—

—

—

38,218

152,989

247,128

300,929

286,385

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

58,408

61,666

65,706

70,022

69,021

4.66

4.78

5.76

6.78

6.29

0.0144

0.0144

0.0180

0.0164

0.0143

	
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。
	
フルタイム勤務の社員。
	
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。これらオフィスの床面積は、合計340万平方フィートを超えています。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、ジョーンズタウン、オリスカニー、セントルイス、タンパ、トロイ、ウォリック、ウィッパニー。
4
	
リサイクル、再使用、再販された総重量。
5
	
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。これらオフィスの床面積は、合計400万平方フィートを超えています。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、デイトン、フリーポート、ジョーンズタウン、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。会社全体には、他のオフィスが含まれます。
1

2

3
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ESGスコアカード

環境データ1（続き）

2019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

石油

天然ガス
50

7,645

合計

179

2,443

229

10,088

米国

0.0000

0.1441

合計

0.0071

0.0460

0.0071

0.1901

米国

0.0000

0.0144

合計

0.0014

0.0046

0.0014

0.0190

米国以外
メタン
米国以外
亜酸化窒素
米国以外

2019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、ガソリン）
エネルギー消費合計

ガソリン
3,285

データなし

3,285

データなし
データなし
データなし
データなし
データなし

データなし

188,514
69,821
258,335
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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

2019年

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
企業
合計

プライバシー保護・情報セキュリティ

行動規範の研修を受けた社員の割合
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2016年

2015年

$ 28.94

$ 30.20

$ 30.37

$ 29.38

$

0.50

$

0.79

$ 0.89

$

1.48

$

1.72

$

1.22

$

1.20

$

1.34

$

2.71

$

2.87

$

0.09

$

0.27

$ 0.64

$

0.19

$

0.61

$

0.35

$ 0.63

$ 0.96

$

1.27

$ 0.89

$

2.03

$

1.86

$

1.82

$

2.17

$

1.91

$

2.40

$

1.53

$

1.28

$

1.40

$

1.22

$

2.51

$ 2.68

$

2.75

$ 3.45

$

3.97

$ 39.94

$ 37.90

$ 39.88

$ 43.04

$ 42.57

2018年

2017年

2016年

2015年

$ 39.94

$ 37.90

$ 39.88

$ 43.04

$ 42.57

$

2.02

$

1.90

$

1.36

$ 0.46

$ 0.88

$

3.37

$ 4.58

$

3.65

$

$

$ 45.33

$ 44.38

$ 44.89

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

2017年

$ 30.84

2019年

メキシコと韓国の財団

2018年

4.78

$ 48.28

5.65

$ 49.10

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。

2019年
98%

2018年
98%

2017年
98%

ESGスコアカード

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が売
上高に占める割合
イノベーション活動に参加した社員の数1

2019年

2018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

196社

スタートアップ企業との間で締結した契約の数

データなし

データなし

データなし
データなし

データなし

24回

開始した実験の数4

$ 412,383,000

データなし

9

実施したイノベーション・チャレンジの数3

409,724,000
データなし

5,000人以上

2017年

データなし

データなし

38件

データなし

	
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2019年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。
1

サプライチェーンの管理

2019年

小規模事業主に対する支出額2

$ 270,063,739

$ 421,533,200

$ 249,340,010

$

$

$

多様なサプライヤに対する支出額1
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

2018年

81,798,152
100%

89,702,301
データなし

2017年
77,401,408
データなし

	
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業
員および下請業者を対象としています。
1
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