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2016年企業責任報告書 — 概要

いい明日へ、
ともに進んでゆく

メットライフは、保険、年金、従業員福利厚
生、資産管理の分野をリードするグローバル

プロバイダーとして、約1億人の個人のお客さ

まおよびFORTUNE 500®企業の上位100社のう
ち90社以上にサービスを提供しています。

子会社や関連会社を通じて、40か国以上で事
業を展開する弊社は、米国、日本、ラテンア
メリカ、アジア、ヨーロッパ、中近東の各市
場で有力な地位を築いています。
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このドキュメントは、2016年のメットライフの企業責任に関連した優
先事項、目標、進捗状況の概要を示したものです。
メットライフがもたらすグローバルなインパクトの詳細については、
報告書の全文（metlifeglobalimpact.comに掲載）をご覧ください。
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会長・社長兼最高経営責任者からのご挨拶

偉大な企業に共通して言えることは、その企業を取り巻く世界に絶えず適応することによっ
て存続し、繁栄しているということです。メットライフは、変化するお客さまのニーズに応
えるべく進化発展を続けた結果、過去149年間で世界最大規模の 保険会社の一つになるまで成
長しました。
私たちは2016年、メットライフを変革し、さまざまな経済環境の下で成功を収められるよう
にするための一連の思い切った措置をとりました。これらの措置のうち最も重要なのが、企
業戦略の刷新です。新しい戦略の下では、競争力の強化によって価値を創出することに対す
る取り組みの姿勢がより確かなものとなっています。

2016年9月の投資部門新本社（ニュ
ージャージー州ウィッパニー）の
開業に伴って開催された社員集会
で質問に答える、メットライフの
会長・社長兼CEOのスティーブ・
カンダリアン（写真右）とエグゼ
クティブ・バイス・プレジデント
兼最高投資責任者のスティーブ・
グラール（写真左）。

それ以外の点でも前進を遂げています。まず、米国個人保険事業の分離に備え、生命保険と年
金保険の米国内での個人向け販売に重点を置く、Brighthouse Financialという新会社を設立し
ました。また、米国代理店網のMassMutualへの売却も実施しました。このように、よりシン
プルで的を絞った、敏捷な企業へとメットライフを変革するための取り組みが一歩ずつ進めら
れています。
事業のあり方を再創生する取り組みにあたっては、全ステークホルダー、つまりお客さま、
株主、社員、地域社会の期待に細心の注意を払うとともに、責任ある方法で事業を営み、ポ
ジティブなインパクトを世界にもたらすことに尽力しています。弊社のこうした努力が認め
られ、企業サステナビリティの分野で最も名高いベンチマークの一つである、昨年度の「ダ
ウ・ジョーンズ・サステナビリティ北米インデックス」にメットライフが選出されました。
これ以外にもメットライフは、以下の特筆すべき功績を昨年中に達成しています。
•

•

•

•
•

•

•

 ンパクト投資（再生可能エネルギー、低所得者向けの住宅供給、インフラへの投資、地
イ
方債への投資など）のポートフォリオを360億ドル超まで増額しました。

温室効果ガス排出量削減への意欲的な取り組みと、2016年末までにカーボン・ニュートラ
ルになるという目標を達成したことを評価され、米国環境保護庁の「クライメート・リー
ダーシップ賞」を受賞しました。

気候変動問題の報告と管理についてCDP（旧称「カーボン・ディスクロージャー・プロジ
ェクト」）から「Aマイナス」の評価を獲得しました。この評価に基づき、メットライフは
CDPのカテゴリーの上位25％にあたる「リーダーシップ」の金融サービス・プロバイダー
に位置付けられています。
ブルームバーグの「金融サービス・ジェンダー平等指標」に初選出されました。

最も多様性に富む取締役会を擁するFortune 500企業の一つとして、デロイトと取締役会ダ
イバーシティ推進協会に認められました。
メットライフの退職年金部門が顧客電話対応を高く評価され、「優れた顧客サービス体
験」でJ.D.パワーの認定コンタクト・センター・プログラムSMから表彰されました。

健康的で生産的な職場環境を全社員に提供するための取り組みを体現した、投資部門の新
本社をニュージャージー州ウィッパニーに開設しました。

また、メットライフとメットライフ財団は、低所得者が安全かつ安価な金融商品とサービス
にアクセスできるようにするために、ファイナンシャル・インクルージョン活動のための
3,000万ドルを含む4,800万ドルを投入しています。
私たちが変革を推進し、よりサステナブルな未来を全ステークホルダーのために築いていく
ことで、メットライフは今後もポジティブなグローバル・インパクトをもたらし続けるであ
ろうと私は確信しています。

スティーブン・A.・カンダリアン
会長、
社長兼最高経営責任者
MetLife, Inc.
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2016年Global
Impactの主な実績
価値の創造：地域社会への投資
•

•

•

インパクト関連インフラへの投資262億ドル：低所得者向けの住
宅供給／教育／医療ニーズをサポートする地方債への投資160億
ドル、空港／道路／港湾などの基幹サービス提供のための投資93
億ドル、再生可能エネルギー・インフラへの投資9億ドル*が含ま
れます。
環境への投資97億ドル：37か所の風力・太陽光発電所、56か所
のLEED認証物件に出資し、また再生可能エネルギー開発プロジ
ェクトに26億ドル*の投資を行っています。

地域社会のニーズと低所得世帯向け住宅供給を直接サポートする

•

•

•

•

事業全体にわたるジェンダー平等のための取り組みが認められ、
ブルームバーグが新しく導入した「金融サービス・ジェンダー平
等指標」に選出されています。
より正確なリスク評価情報をシニア・コンプライアンス・チーム
とビジネス・リーダーシップ・チームに提供する、新しいリスク
階層を導入することにより、全世界のコンプライアンス・リスク

信頼されるパートナー：お客さまのニーズへの対応
•

•

•

「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ北米インデックス」
（DJSI）に初めて選出されました。DJSIは、サステナビリティ
に対する企業の取り組みを評価し、評価の高い企業を選出する、
世界的に認知度の高い企業責任指標です。メットライフは、この
指標の構成銘柄に採用されている、わずか8社の北米保険会社の
うちの一つです。

の監視体制を強化しました。

•

社員の能力強化：1つのグローバルなチーム

•

最も多様性に富む取締役会を擁するFortune 500企業の一つとし
て、デロイトと取締役会ダイバーシティ推進協会によって認定さ
れました。2016年12月31日現在、取締役の31％を女性、23％を民
族的・人種的マイノリティが占めています。

4つのネット・プロモーター・スコア・プログラムを導入し、ス
テークホルダーとのさまざまなやり取りにわたって満足度を測定
しました。

健康的な職場環境を整備するための取り組みをさらに強化：座る
だけでなく立って作業することもできるシット・スタンド・デス
ク、トレッドミルを備えたワークステーション、アウトドアのウ
ォーキングトレイルを備えた投資部門の新本社を開設しました。
ヨーロッパ／中東／アフリカ（EMEA）で初の試みとなる、地域
全体でのコミュニティ・サービス・ウィークを立ち上げ、EMEA
の各地から750人以上のボランティアが参加しました。

人材開発を強化：直属の部下を3人以上持つメットライフの全マ
ネージャーを対象とした上司向け フィードバック・ツールの使
用を開始しました。

メットライフ財団
•

•

メットライフとメットライフ財団は、低所得者が安全かつ安価な
金融商品とサービスにアクセスできるようにするために、ファイ
ナンシャル・インクルージョン活動のための3,000万ドルを含む
4,800万ドルを投入しています。
メットライフの社員がボランティア活動に投じた時間は世界中で
9万時間を超え、昨年から25％以上増加しました。

社会貢献活動への取り組み：気候変動対策のリーダー
シップ
•
•

•

保険金・給付金等のお支払い額が480億ドル以上に達しました。

消費者とのステークホルダー・エンゲージメントの拡大：世界中
の5万5,000人以上のお客さまおよび見込み客から知見を収集し
ました。

メットライフの退職後収入ソリューションズ部門がコンタクト・
センターのライブ電話チャネルを高く評価され、「優れた顧客
サービス体験」でJ.D.パワーの認定コンタクト・センター・プロ
グラムSMから表彰されました。

投資18億ドル。

安定性の確保：リスク管理とガバナンス
•

•

•

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。

温室効果ガス排出量削減への意欲的な取り組みを評価され、米国
環境保護庁の「クライメート・リーダーシップ賞」を受賞。

気候変動問題の報告と管理についてCDP（旧称「カーボン・ディ
スクロージャー・プロジェクト」）から「Aマイナス」の評価を
獲得。この評価に基づき、メットライフはCDPのカテゴリーの上
位25％にあたる「リーダーシップ」の金融サービス・プロバイ
ダーに位置付けられています。
環境問題に取り組むメットライフの社員参加プログラム、Our
Green Impactを通じて8,000人の社員を動員。

*再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資26億ドルには、再生可能エネルギー・インフラで言及されている9億ドルが含まれます
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メットライフの
Global Impact
目標
2015年、メットライフは、社員、お客さま、サ
プライヤ、コミュニティ、そして環境にかかわ
る目標を設定しました。このセクションは、こ
れらの目標の達成状況を初めて報告するもので
す。目標達成状況の報告は、グローバルなイン
パクトをもたらすメットライフの取り組みと並
行するかたちで毎年行う予定です。

「持続可能な開発目標」への寄与に関する目標

メットライフは、事業経営とグローバルな各種の取り組みを通じて、

持続可能な開発のための
グローバルな目標

国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）に寄与しています。この報告
書では、SDGsをサポートするメットライフの活動について示します。

メットライフ2016年企業責任報告書 | メットライフのGlobal Impact目標

リスク管理と
倫理に関する
目標

お客さまに
関する目標

目標

すべての社員に「3つの防衛線」と題したリスク管
理研修を受けるよう奨励することで、徹底したリ
スク管理の企業文化を確立する。

承認済みのリスク・アペタイト・ステートメント
に則ってリスクを管理する。

一連のネット・プロモーター・スコア（NPS）プロ
グラムを導入し、ステークホルダーとのさまざま
なやり取りにわたって満足度を測定する。

見直されます。

達成。メットライフは2016年、4種類のNPS調査で構成される、NPS 360プログラ
ムを導入しました。

計画通り。200以上の「ウェルネス・フォー・ライフ」活動（44か国）、健康およ

各国でウェルネス制度を導入する。

ンや制度を提供する。

インクルージョンの文化を確立し、社内のダイ

バーシティ・ビジネス・リソース・ネットワーク
（DBRN）にすべての社員が積極的にかかわり、
参加できるようにする。

年に向上しました。

びウェルネス増進のための「グローバル・コーポレート・チャレンジ」イニシアチ
ブ（EMEA地域）、グローバル・ウェルネス・プログラムのリブランディング、社
員向けメッセージの拡大など、さまざまなプログラムを実施しました。

計画通り。2つのグローバル・イニシアチブで健康に関する共通のメッセージを発

信したほか、健康的な行動を促進し、予防接種やスクリーニングなどのサービスを
受ける機会をもたらすプログラムを43か国で実施しました。

計画通り。2016年に世界各地のDBRNが、キャリアや個人的な能力開発、人脈開拓

の機会、同僚同士のサポート、コミュニティ・レベルの啓蒙活動をメンバーに提供
しました。

多様性のあるサプライヤとの取引を、2020年まで

計画通り。多様性のあるサプライヤとの取引は2016年に前年比16％増加しました。

すべての調達活動に多様性のあるサプライヤが含

計画通り。メットライフが2016年に作成した提案依頼書のうち、多様性のあるサプ

毎年10％のペースで増加させる。
まれるよう努力する。

多様性のあるサプライヤのためのメンター制度を

導入し、その制度を2020年までに15％拡大する。

環境に関する
目標

リスクを把握、測定、管理できます。リスク・アペタイト・ステートメントは毎年

全社的に一貫した健康重視の企業文化を醸成し、

作るとともに、各地の状況に合った効果的なプラ

メットライフ
財団の目標

計画通り。経営陣と取締役会は、リスク・アペタイト・ステートメントに基づいて

計画通り。大半の市場とタッチポイントにおいて、トランザクショナルNPSが2016

すべての社員が健康のことを考えるような環境を

サプライヤの
多様性に
関する目標

計画通り。2016年12月31日現在、研修を受けた社員の割合は98％に達しています。

NPSと顧客維持率を継続的に改善することにより、
お客さま忠誠度の向上を実証する。

社員に関する
目標

達成状況

より良い暮らしを実現するために必要な質の高い
金融サービスを世界中でもっと多くの人が利用で

きるようにするため、（2013年以降）5年間にわた
って2億ドルを拠出する。

2016年以降、カーボンニュートラルになる。

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炭素排出量を
10％削減する（2012年比）。
2020年までにメットライフの主要サプライヤ100社
に対して温室効果ガス排出量とその削減努力の情
報開示を求める。

多様性のあるサプライヤに関連した会社全体の支出は10.6％でした。
ライヤが少なくとも1社含まれる依頼書の割合は90％でした。

計画通り。多様性のあるサプライヤのためのメンター制度を2016年に導入した結
果、参加企業の40％がサプライヤに選定されました。

目標またはそれを上回る実績を2020年までに達成するための取り組みが計画通りに
進んでいます。

計画通り。目標額の2億ドルのうち1億2,300万ドル以上の拠出を2016年末までに確
定しました。

達成。省エネ対策の導入、出張の削減、排出量削減プロジェクトと再生可能エネル

ギー発電のサポートによって、メットライフは2016年にカーボン・ニュートラルに
なりました。

計画通り。資本改善プロジェクトや施設のアップグレードを通じて、エネルギー使
用量削減の取り組みを推進し続けています。

計画通り。省エネ対策の取り組み、職場のベスト・プラクティス、不動産の統合、
コラボレーション・ツールの活用による出張の削減を進めています。

計画通り。メットライフが2016年に取引したサプライヤのうち、CDPの調査票に回
答するかたちで温室効果ガス排出量の削減努力について情報開示したサプライヤは

70社おり、今回初めて米国以外のサプライヤもこれに含まれました。メットライフ

は今後も、環境に関する目標の達成に向かってサプライヤと共同で取り組んでいく
構えです。

*目標達成状況の詳細については、報告書の全文（metlifeglobalimpact.comに掲載）をご覧ください。
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安定性の
確保
リスク管理とガバナンス
リスク管理、倫理、誠実に裏打ちされたメット
ライフの企業文化は、会社の隅々にまで浸透し
ています。これは、あらゆるレベル、あらゆる
部門の社員が責任を負うことを意味します。
また弊社は、リスク管理と倫理の慣行を常に
評価して向上させることで、会社の戦略に整
合させています。

お客さまの資産を保護し、何十年も先の未来
までずっと約束を果たし続けることができるよ
う、厳格なリスク管理統制を適用しています。
このアプローチの結果として、お客さまは自
らリスクを取らなくともメットライフに安心
して任せることができるのです。

メットライフ2016年企業責任報告書 | 安定性の確保

メットライフによる倫理の実践方法とは？

メットライフ行動規範

倫理と誠実性を重視するメットライフの姿勢は、あらゆる社
員の勤務初日から明らかです。メットライフで働き始めた社
員がまず求められることの一つに、メットライフの行動規範
に目を通し、行動規範、リスク管理、マネーローンダリング
防止、ITセキュリティなどのトピックに関する研修を受ける
ことが挙げられます。

メットライフが社員に対して期待
する適切な業務行動と倫理的な意
思決定は、行動規範に明確に定め
られています。20以上の言語で提
供されているこの行動規範は、メ
ットライフの全社員の手引きとな
るものであり、会社のコアバリュ
ーを反映するとともに、最高水準
の倫理に貫かれた行動を取るため
の明確なガイドラインとして機能
します。

2015年グローバル倫理評価のフォローアップとして、倫理に
対する意識を高め、懸念を提起することを社員に促すための
継続的キャンペーンを開始しました。また、職場における倫
理的ジレンマに関する社員と経営陣の間の対話を促進するこ
とを目的としたツールキット、「Ethical Way Compass」も
作成しました。

メットライフによるリスクの管理方法とは？

メットライフでは、堅牢なリスク管理フレームワークを導入
しています。
最高グローバル・リスク管理責任者と世
界中の地域レベルのリスク管理責任者は、ガバナンス・プロ
セスおよびポリシーを導入すると同時に、現地のリスクの予
測および対応を担当しています。

リスク管理

メットライフの取締役会は、全社
的な「リスク・アペタイト・ス
テートメント」の見直しと承認を
毎年行っています。このドキュメ
ントには、どのリスクが許容可能
で、どのリスクを避けるべきかの
判定方法が説明されています。

社員は、メットライフのリスク管理アプローチの要です。マネ
ージャーとリスク管理責任者だけでなく、社員一人ひとりの研
修に重点を置くことにより、社員自身がリスクの特定、管理、
軽減に貢献できるようにしています。メットライフの「3つの
防衛線」フレームワークでは、日々の業務に不可欠な要素とし
て、リスク管理の前線に社員が位置付けられています。

メットライフの最高グローバル・
リスク管理責任者は、1年に6回開催
される取締役会財務・リスク委員
会の会合に参加し、同委員会向け
のリスク・ダッシュボードの発表
も行います。

「当社のビジネスを育むのは、信頼、すな
わちお客さまが当社の商品、強固な財務
体質、社員に対して寄せる信頼です。」
–メットライフ行動規範

持続可能な開発目標 目標10

各国および各国間の不平等を是正する。目標：
政策問題でメットライフが発揮しているソート・
リーダーシップは、SDG目標10.5（世界金融市場
に対する規制の実施を強化する）をサポートし
ています。

持続可能な開発目標 目標16

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ
ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにお
いて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。倫理
的な企業文化を保持するためのメットライフの各種の取り組
みは、SDG目標16.6（説明責任のある透明性の高い機関を発展
させる）をサポートしています。
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長期的な視野に立った義務の履行
メットライフの投資ポートフォリオには有価証券と非公開で発
行される資産が含まれます。メットライフでは、競争力のある
リスク調整後リターンが見込める資産に投資して、お客さまへ
の約束を果たせるようにしており、メットライフの全世界の事
業における債務構成を反映した資産配分となっています。
目前の事業機会をつかむと同時に、世界中に保有する資産を
将来のために運用できるよう、毎日800人以上の専門家が投
資業務に尽力しています。メットライフでは、環境、社会、
経済、ガバナンス関連の要因をはじめ、それぞれの投資に伴
うリスクとメリットを慎重に評価しています。

インパクト投資

弊社の考えるインパクト投資とは、経済的なリターンだけで
なく、社会面・環境面のメリットをもたらす投資です。メッ
トライフのインパクト投資には、コミュニティ開発と住宅供
給事業への投資、環境への投資、インフラへの投資、地方債
への投資が含まれます。例えばメットライフは、長年にわた
って米国内の低所得者向け賃貸住宅に投資してきました。こ
れらの投資は、連邦税法第42条の低所得者住宅投資税額控除
によって促進されています。これらの投資を通じて開発され
た良質な賃貸住宅は、所得が地域内平均所得の60％未満の世
帯に適正な賃料で提供されています。

メットライフ財団

中南米における定年退職
リスクの軽減

非営利組織ideas42は、メットライ
フ財団からの支援を得て金融機関と
提携し、人々がリタイアメント・プ
ランニングなどの財務ソリューショ
ンの利用をどのように決定している
のかを分析しています。その結果、
中南米諸国では、人々が定年退職後
の自分の生活を想像できず、定年
退職について考えるきっかけを与
えられることがめったになく、ま
た、長期的な目標よりも短期的な目
標を優先する傾向があることが判
明しました。この分析結果に基づ
き、ideas42は、銀行口座からの自
動引き落とし、パーソナライズされ
た目標設定ガイドライン、一般向け
啓発活動など、退職後の生活のため
の貯蓄を増やすことを目的とした方
策を提案しています。

262億ドル

メットライフでは、コミュニティ開発のために262億ドルのインパクト関
連インフラ投資（インフラ投資の合計は440億ドル）を行うことで、低所
得者向けの住宅供給／教育／医療ニーズのサポート、空港／道路／港湾な
どの基幹サービスの提供、再生可能エネルギーの開発を支援しています。

18億ドル

18億ドルのコミュニティ投資には、住宅供給、公共施設開発、そのほか低
所得者層を支援する案件への投資などが含まれています。
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信頼される
パートナー
お客さまのニーズへの対応
メットライフは、お客さまの声に耳を傾け、そ
のニーズに適合する商品およびサービスを開発
することによってお客さまに尽くしています。
急速に変化するお客さまの期待に応えるため、
ソリューションの簡素化、業務のデジタル化、
専門知識の共有、カスタマー・サービス組織の
強化を図っています。
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お客さまの声に耳を傾ける取り組み

2015年から2016年にかけて、メットライフはお客さまおよび見込み客の意見
をくみ取るための大々的な取り組みに着手しました。メットライフとの関係
および競合他社との比較におけるメットライフのパフォーマンスに関する定
量的な情報を5万8,000人以上から収集しました。また、チリ、中国、日本、
韓国、メキシコ、ポーランド、アラブ首長国連邦、米国といった実にさまざ
まな国において、これらのお客さま／見込み客の希望、不満、未充足ニーズ
を伺うための対話の機会も設けました。
このプロセスを通じて、お客さまについての理解を深めることができまし
た。今後は、この取り組みで学んだことを活かし、事業および商品開発を新
たな方向に進めていくことに重点が置かれます。

この取り組みで判明したお客さまの期待事項

弊社の商品およびサービスとインタラクトするためのシンプルで容易な方法。
メットライフがお客さまに常に寄り添い、お客さまにとっての最善を考えて
行動していると感じられること。
人生の重要な局面を乗り切るのを手助けする専門的なガイダンス。
さまざまなライフステージでニーズを満たしてくれる柔軟な保障。

従業員福利厚生に関する専門知識の共有

メットライフのグローバル従業員福利厚生事業は、40か国以上で展開されて
おり、従業員福利厚生の価値を深く理解しているこの分野のリーダーとして
ゆるぎない評価を得ています。この分野における弊社の深い知識は、何年間
にも及ぶ社会経済動向の研究、お客さまからのフィードバック、そして近年
のデータ分析に基づくものです。メットライフが毎年実施している「従業員
福利厚生トレンド調査」は、弊社がさまざまな洞察を活用し、従業員福利厚
生ソリューションを社員のニーズに合わせてカスタマイズすることによって
どのように企業を成功に導いているかを示す、ほんの一例にすぎません。

メットライフのデジタル変革

メットライフは、顧客体験を再定義し、保険業界を再形成するイノベーショ
ンを追求するためのデジタル技術に対して毎年多額の投資を行っています。
例えば、米国のお客さまは、このタイプの初のデジタル・ソリューションで
あるMyDirectを使用して、自動車保険契約の申し込みと管理を容易に行うこ
とができます。シンプルで即応性に優れたmetlife.comは、カスタマー・エン
ゲージメントの増強に役立てられています。また日本では、業界をリードす
る営業支援ソリューションのeMiraiを導入して、代理店とお客さまの関わり
合いを変革し、業務を合理化する取り組みが進められています。

持続可能な開発目標 目標3

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉
を促進する。世界各地でメットライフが提供している革新的
かつ利用しやすい商品は、SDG目標3.8（すべての人々に対
するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、財政リスクからの
保護、保険サービスへのアクセスを達成する）をサポートし
ています。
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Beautiful：お客さまからヒ
ントを得たソリューション

メットライフの商品の一つ、Beautiful
は、2016年アジア保険業界賞の「年
間最優秀イノベーション賞」を受賞
しました。
Beautifulは、フィットネス・クラブや
ヘルシーな食生活のためのガイドなど
のサポート・サービスに加え、医療サ
ービスへのアクセスをアジア諸国の女
性に提供しています。Beautifulに参加
する女性は、健康増進を通じて賞品を
獲得することができます。メットライ
フのソリューションは、付加価値サー
ビスとコア・ソリューションを組み合
わせることによって、お客さまにより
良いサービスを提供できるよう発展を
遂げています。Beautifulは、まさにそ
れを示す良い例であると言えます。

保険へのアクセスの提供

メットライフは、居住する国や地域
にとらわれることなく人々が金融
サービスを利用できるようにする革
新的なソリューションの開発に努め
ています。例えばコロンビアには、
自らの健康、家族、職業、資産を保
護するための保険サービスを利用で
きない人が多数います。このギャッ
プを深刻に受け止めたメットライフ
は、現地の公益事業体と提携して保
険を販売することにしました。今
日、メットライフが販売するさまざ
まな種類の保険に63万人以上の人々
が加入し、公共料金の支払いを通じ
て保険料を支払っています。

持続可能な開発目標 目標8

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全か
つ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディー
セント・ワーク）を促進する。世界各地のお客さまに到達
するためのメットライフのパートナーシップは、SDG目標
8.10（金融機関の能力を強化し、保険及び金融サービスへ
のアクセスを促進・拡大する）をサポートしています。
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メットライフ商品の直接購入

メットライフ財団

一部の国や地域では、お客さまがアド
バイザーを通さずに、メットライフから
直接オンラインで商品やサービスを購
入できるようになっています。

ネパールのモバイル金融
サービス

銀行口座は持っていなくても携帯電
話を所有している人は世界中にたく
さんいます。メットライフ財団は、
このことをネパールでの事業機会と
してとらえ、支店を置かないモバイ
ル金融サービスの立ち上げに25万ド
ルの助成金を拠出しました。国連資
本開発基金によって開発され、メッ
トライフ財団によってサポートされ
るこのプログラム、「Mobile Money
for the Poor」では、人々は銀行の支
店を訪れなくても将来のために貯蓄
し、信用サービスを利用することが
できます。

中国では、見込み客がメットライフのウ
ェブサイトを訪問し、自分に似たプロフ
ァイルを選択して、各自のニーズに合っ
た商品やサービスを特定することがで
きます。

ワールドクラスのカスタマー・サービス

お客様に対するメットライフのコミットメントは、商品開発だ
けにとどまりません。可能な限り最良のカスタマー・サービス
体験を実現することも重点領域としてとらえています。メッ
トライフのカスタマー・ソリューションズ・センターは、1年
365日お客さまをサポートしており、その多くは人生の苦難に
直面しているお客さまです。お客さまの正念場に私たちがどう
対応するかは、お客さまの記憶に長く刻み込まれます。

J.D.パワー賞
3,000万件
2,200人
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J.D.パワーは2016年、メットライフの退職後収入ソリューションズ部門のコン
タクト・センターについて、ライブ電話チャネルでの「優れた顧客サービス
体験」を高く評価し表彰しました。J.D.パワーはこの評価の一環として、
100件以上の業務慣行について詳細な監査を実施しました。
メットライフのカスタマー・ソリューションズ・センター（CSC）は
年間約3,000万件の電話での問い合わせに対応しています。

CSCでは、2,200人のカスタマー・サービス担当者と販売エージェントが可能
な限り最良のサービス体験をお客さまに提供することに専念しています。

注：退職後収入ソリューションは、受賞時点では「企業福利厚生資金」と呼ばれていました。
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社員の
能力強化
1つのグローバルなチーム
40か国以上の約5万8,000人の社員からなる
メットライフのグローバル・チームは、さま
ざまな地域／文化のお客さまが人生の歩みを
ナビゲートできるよう手助けしています。そ
の見返りとしてメットライフは、研修と能力
開発の機会を提供し、健康とウェルネスの重
要性を強調するとともに、ダイバーシティと
インクルージョンを促進することで、社員の
成長と繁栄をサポートしています。

メットライフ2016年企業責任報告書 | 社員の能力強化
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ウェルネスの文化の醸成

照明、スペース、健康的な食事の選択肢、運動をする機会。メットライフで
はこれらの項目を、職場のウェルネスを推進する文化の基本的な要素として
とらえています。過去数年間にわたり弊社は、新設オフィスと既存のオフィ
スの両方にこれらの設計要素を取り入れることに注力しています。最新の施
設の中には、座るだけでなく立って作業することもできるシット・スタン
ド・デスク、トレッドミルを備えたワークステーション、アウトドアのウォ
ーキングトレイルを完備している施設もあります。
また、子育てや高齢化、個人としての成長といったトピックに関するオ

ンライン・リソース（ウェビナーや記事など）も社員向けに提供していま

す。2016年には、グローバル・ウェルネス・プログラムによって2つの全社

的ウェルネス・キャンペーンが展開されました。「Eat, Move, Sleep」キャ

ンペーンは、ヘルシーな食生活を送り、適度な頻度で運動して、十分な休息

をとることを社員に働きかけるものです。「Prevention Toolkit」では、社員
の健康管理に役立つ回復力強化ツールが提供されました。

社員が利用できるキャリア開発機会

メットライフが最近実施した組織健全性指標調査では、キャリア成長と能力
強化の機会を充実させることが多数の社員によって優先課題として指摘され
ました。弊社はそれに応えるかたちで、セルフサービス型キャリア開発体験
をもたらす社内向けツールおよび研修の拡大に引き続き取り組んでいます。
•

•

•

オンライン・プラットフォームのOne People Placeでは、社員は研修コー
スへの登録、学習プランの作成、求人職種の表示、情報へのアクセスを行
えます。

MyLearningポータルでは幅広いオンライン・リソースが提供されていま
す。社員は各自の財務スキルに磨きをかけ、言語を学習したり、その他の
トピックに関する研修を受けたりすることができます。

社員はMetLife Technical UniversityのInternational Rotation Programなどの
包括的な研修に参加できます。直接的な体験の機会をもたらす8週間のこ
の研修は、ビジネス・スキルの構築と、卓越した業務運営の実践方法につ
いて理解を深めることを目的として、ノースカロライナ州ケアリーで実施
されます。

毎年のパフォーマンス・レビュー・プロセスには、キャリア目標に関する話
し合いが含まれています。社員は、自分にとって最適なキャリア・パスの設
定に積極的に関与し、マネージャーと協力して目標の達成に取り組むよう奨
励されています。

持続可能な開発目標 目標3

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉
を促進する。メットライフの社員ウェルネス・プログラム
は、SDG目標3.8（すべての人々に対するユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ、財政リスクからの保護、保険サービスへの
アクセスを達成する）をサポートしています。

新しい投資部門の新本社は、2016年
9月にニュージャージー州ウィッパニ
ーに開設されました。新本社には、
座るだけでなく立って作業するこ
ともできるシット・スタンド・デス
ク、トレッドミルを備えたワークス
テーション、マシンを完備したフィ
ットネス・センター、瞑想とウェル
ネスのための部屋、アウトドアのウ
ォーキングトレイルがあります。

15億歩の歩み

ヨーロッパ・中東・アフリカ地域
の社員は、複数の企業が共同で進
めるウェルネス・イニシアチブ「
グローバル・コーポレート・チャ
レンジ」の一環として、2016年の
100日間で歩数にして15億歩に相当
する距離を歩きました。

モチベーショナル・リー
ダーシップの促進

メットライフは2016年、直属の部
下を3人以上持つ全マネージャーを
対象とした、上司向けフィードバッ
ク・ツールを導入しました。マネー
ジャーは部下からのフィードバック
に基づいて、個人能力開発プランの
目標設定を行います。

持続可能な開発目標 目標5

男女平等を実現し、すべての女性および少女の能
力を強化する。メットライフのグローバル・ウィ
メンズ・イニシアチブは、SDG目標5.5（リーダー
シップに女性が参加する機会を確保する）をサポ
ートしています。
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ダイバーシティとインクルージョンの促進

メットライフは、インクルーシブな職場環境の育成に努めています。社員は
皆、どの職場に配属されても、自分という個人を形成しているあらゆる側面
を尊重されます。多様性に富むチームほど革新的なアイデアを生み、包含さ
れていると感じる人は、生産性が高く、仕事を楽しみます。

ダイバーシティとインクルージョンのマインドセットを組織に浸透させるうえ
で重要なことは、トップが基調を打ち出すことです。その意味で、インクルー
シブな環境を作るスキルをリーダーが持ちあわせていることが大切です。弊
社は2012年にグローバルD&I戦略を策定した際、D&Iの取り組みを全地域にわ
たって長期的に続けていくため、最高経営責任者が自ら議長を務めるグローバ
ル・ダイバーシティ＆インクルージョン・カウンシルを設立しました。
それ以来、数多くのD&Iプログラムの導入に成功し、社員全員が目標に向か
って前進できるようにするためのさまざまな選択肢を提供しています。以下
は2016年に行われたそのような取り組みの例です。
•

•

•

•

•

メットライフが毎年開催している「グローバル・ウィメンズ・リーダーシ
ップ・フォーラム」（第4回）：さまざまな経歴や経験のソート・リーダ
ーが、自身のキャリアにおいてどのような課題や変化に直面し、どのよう
に解決策を見つけて成功を手に入れたかを説明しました。幅広い視聴者が
コンテンツにアクセスできるよう、このイベントはライブ・ビデオ・スト
リーミング形式で配信されました。
アジア・ウィメンズ・タレント・プログラム：アジアの女性を対象とした
6か月のプログラムです。複数部門にまたがるキャリア開発、メンタリン
グ、人脈開拓が含まれます。
米国ビジネス・リーダーシップ開発プログラム：3年間の人事ローテーシ
ョン制度。メットライフの事業のさまざまな側面に触れる機会を将来のリ
ーダーに提供します。
メットライフ・ダイバースアビリティーズ：メットライフのダイバーシテ
ィ・ビジネス・リソース・ネットワークの一つ。今日、53拠点に800人を
超えるメンバーがいます。

退役軍人ネットワーク（MVET）：メットライフの社員主導ダイバーシテ
ィ・ビジネス・リソース・ネットワークの一つ。約20の支部で構成され、
社内外の両方で退役軍人をサポートしています。メットライフは2016年
に、『G.I.ジョブズ』誌の「現役・退役軍人の活用に積極的な企業」と
「退役・退役軍人の配偶者の活用に積極的な企業」に選ばれました。

ライフチェンジャー：
経済力強化のための提携

ジュニア・アチーブメントとの提携の
下、EMEA地域の862名のボランティ
アが535 校の学校／大学を訪問し、さ
まざまな年齢層の2万8,257人の学生
を対象に、個人のマネー管理、実業技
能、起業家精神に関連したプログラム
を実施しました。

メットライフ財団

メットライフの社員が2016年に延べ9万時間以上をボランティア活動に投入
メットライフの世界中の社員が勤務地の地域社会に貢献するため、毎年多大な時間をボランティア活動に
費やしています。2016年はその時間が、前年比25％以上の増加となる9万時間に達しました。このような
取り組みの一つとして、メットライフはTaprootとの古くからの提携関係に基づき、経営、マーケティン
グ、経理などの分野におけるプロフェッショナル・スキルを公共の利益のために活かす機会を社員に与え
ています。

2016年には、Taprootとの関係をさらに深め、低所得の女性起業家向けファイナンシャル・インクルージョ
ンのリーダー、Grameen Americaに経営コンサルティング・サービスを提供しました。メットライフのボ
ランティア・チームのサポートにより、Grameenはリーン・マネジメント手法を採用し、生産性の向上と
質の高いカスタマー・サービスの維持を同時に実現することに成功しました。
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社会貢献
活動への
取り組み
気候変動対策のリーダーシップ
メットライフは、自社の環境フットプリント
を削減し、将来の世代のために地球を健全な
状態で存続させる取り組みを長年にわたって
続けています。簡単に言えば、世界中のお客
さま、社員、地域社会の構成員一人ひとりに
ポジティブなインパクトをもたらすための努
力を続けています。このミッションの一環と
して気候変動対策を積極的に推進し、2016年
12月には、米国の保険会社として初めてカー
ボン・ニュートラルを達成しました。
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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ており、この状態を今後も維持する構えです。
カーボン・ニュートラルをどのように達成したか？

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指し、これには、世界各
地のオフィス、社員の出張、自動車・住宅保険事業部門が保有している社用
車からの排出が含まれます。
メットライフでは、省エネの追求、社員の行動の変革、再生可能エネルギー
の購入、持続可能なテクノロジーの採用のほか、環境にやさしい製品／サー
ビスをサプライヤから利用することによって、排出量の削減に取り組んでい
ます。また、エネルギー消費量を削減することを目的とした施設のアップグ
レードや資本プロジェクトも実施しています。その例としては、LED照明の
取り付け、冷却器やボイラーの交換、デマンド・メーターと動作／日照セン
サーの設置などが挙げられます。

ただし、GHGによっては、排出を削減するのが難しいものもあります。例え
ば、社員によっては出張が必ず必要となる場合があります。メットライフは
これらの排出をオフセットすべく、持続可能な低炭素社会づくりのためのプ
ロジェクトをサポートし、事業を展開している地域社会や国・地域に排出量
の削減をはじめとしたメリットをもたらしています。また、風力／太陽光／
水力発電に関連した再生可能エネルギー・クレジットも購入しています。

サステナビリティの
取り組みに対する表彰

温室効果ガスの排出量を大幅に削減す
る目標を設定したことを高く評価さ
れ、2016年EPA「クライメート・リ
ーダーシップ賞」を受賞
企業サステナビリティの分野で最
も名高いベンチマークの一つであ
る、2016年「ダウ・ジョーンズ・サ
ステナビリティ北米インデックス」
に選出

米国の保険会社でトップのスコアと
なる、Aマイナスの評価を2016年の
CDP「気候変動問題投資家レポート」
で獲得

メットライフの
環境への投資

26億ドルを再生可能エネルギー開発
プロジェクトに投資

約130万世帯の使用電力に相当する出
力量を持つ37か所の風力・太陽光発
電所に出資
LEED（Leadership in Energy and
Environmental Design）認定を受け
た56の施設を所有

持続可能な開発目標 目標7

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代
的エネルギーへのアクセスを確保する。メットライフ
の再生可能エネルギーと環境にやさしい建物への投資
は、SDG目標7.2（再生可能エネルギーの割合を拡大さ
せる）、およびSDG目標7.3（エネルギー効率の改善率
を倍増させる）をサポートしています。
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持続可能な開発目標 目標13

気候変動とその影響に対抗するための緊急の措置を講じ
る。環境に関する目標を達成するためのメットライフ取
り組みは、SDG目標13.3（気候変動問題に対する意識を高
め、その影響を緩和し適応する能力を向上させる）をサポ
ートしています。
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持続可能な低炭素社会づくりのための
プロジェクトのサポート

メットライフは、温室効果ガスの排出量の削減のほか、
安全な水道へのアクセス実現、生物多様性の保護、雇用創
出など、持続可能な社会づくりの目標をサポートする、
世界中の6つのプロジェクトからオフセットを購入してい
ます。

ミシシッピ川流域
の復元
ミシシッピ川下流の
沖積渓谷で1億エーカ
ー相当の森林を再生

チョコダリエン熱帯雨
林の保護
持続可能な生計のサポー
トと家畜飼育地のための
森林皆伐の削減

丹江川のソー
ラー調理器
石炭コンロに代
わるソーラー調
理器を導入

セネカのランドフィ
ル・ガス発電
バイオガスを回収し
てガス発電施設に配
管で搬送

Kitambarバイオマ
ス燃料
再生可能バイオマス
を燃料として使用し
て乱伐を防止

インドの太陽熱
温水器
従来の温水器に
代わる太陽熱温
水器を導入

メットライフ財団

都市におけるオープン・スペース
づくり

公園や子供のための遊び場、空き地などのオープ
ン・スペースは、健康的なコミュニティに欠かせ
ない要素です。メットライフ財団は1996年から
TPL（Trust for Public Land）と提携し、低所得地
域にオープン・スペースを設置する取り組みを米
国内の12以上の都市で進めています。メットライ
フ財団はこれまでに、610万ドル以上の助成金を拠
出しており、メットライフとの共同でも、公園や
運動場、遊び場を整備するためのTPLのイニシアチ
ブに900万ドルの社会的投資を行っています。
メットライフ財団とTPLは、ニューヨーク州クイーンズ区にあるエドワード M. ファンク小学校の校庭
改良プロジェクトをサポートしました。
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変化をもたらすための社員の動員

「イベントは終わりましたが、
これが私の日常的な習慣とな
るまで、毎日取り組んでいきま
す。このイベントによって、非
常に士気が高まり、たくさんの
情報を得ることができました。
自分が無駄にしていた水の量を
認識できたことだけでも、有意
義な収穫となりました。イベン
トをきっかけにライフスタイル
を変えることができたことに感
謝しています」。

メットライフの社員は、地球を保護する行いを仕事、家庭、そ
して地域社会で実践することによって、真にポジティブな影響
をもたらすという弊社のミッションをサポートしています。

オフィス・グリーン・チームの一員になるなど、メットライフ
主催の環境意識向上プログラムにボランティアとして参加した
り、従事したりすることによって、メットライフの環境保護の
取り組みOur Green Impactに関与している社員の数は、2016年
だけで世界中で8,000人以上に上ります。

2016年メットライフEcoChallenge

弊社の代表的イベント、2016年メットライフEcoChallengeが
示すとおり、私たちは全員が力を合わせたときに大きな影響
をもたらすことができます。持続不可能な日々の行いを改める
ことを目的とした、この2週間のコンテストには、22か国から
1,200人以上の社員が参加しました。参加チームは、自転車で
通勤する、肉を摂取しない、水道の水を出しっぱなしにしない
で節水するなどのエコフレンドリーな行いを実践してポイン
トを獲得し、ブログの投稿やオンライン・プラットフォーム
EcoChallengeへの写真の掲載などによって目標達成状況を共
有しました。

–メットライフEcoChallengeの参加者

社員が環境保護に多大な影響をもたらしていること、そして世
界中の社員が熱心に参加してくれたことは、大変喜ばしい発見
でした。参加チームを合計すると、2週間で8,000ポンド以上
の温室効果ガスを削減したことになります。また、アンケート
の回答者のうち、上記の新しい習慣を毎日の生活の一部にする
つもりであると答えた社員の割合は99％に達しています。

ノースカロライナ州ケアリーにあるメ
ットライフのグローバル・テクノロ
ジー＆オペレーションズのキャンパス
は、2016年にLEEDプラチナ認証を取
得し、メットライフとしては6番目の
LEEDプラチナ認定ビル、世界では19番
目のLEED認定ビルとなりました。

Our Green Impactによってもたらされる機会を通じて、社員は
今後も環境保護の取り組みを推進し続け、メットライフのポジ
ティブな影響を世界中の職場、家庭、地域社会に広げていくも
のと予想されます。

メットライフEcoChallengeの全体としての影響 — 小さな行動が真の変化に

1.202人
メットライフ
EcoChallenge
参加者

38,885
ガロン
節水量

3,993個

埋立地から回収された
使い捨てコップの数

8,715ポンド
CO2
削減量

912回

657時間

553個

265回

=39,412分

=7,735ドル

肉を取らない食事

ゴミを出さずに調理
された食事の回数
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屋内にいるのではなく屋
外で過ごした時間の長さ
屋外で過ごした時間
の長さ

省エネ電球に取り換え
た数
電気料金の年間節約額
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実績
データ
2016年の開示情報は、グローバル・レポーテ
ィング・イニシアチブ（GRI）のサステナビリ
ティ・レポーティング基準、コア・オプショ
ンに基づいて作成されています。
GRIの基準は、環境、経済、社会、およびガバ
ナンスの実績を企業が測定して報告する際に
使用する、世界的に認識された枠組みです。
私たちはこのフレームワークに従って、世界
中の企業や組織との意思の伝達を共通の言語
で行っています。GRI指標を含む当社の開示情
報の詳細については、報告書の全文
（www.MetLifeGlobalImpact.comに掲載）
をご覧ください。

メットライフ2016年企業責任報告書 | 実績データ
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メットライフの2016年実績データ

業績データ

項目（単位：百万ドル）
総資産
総投資
総負債
株主資本
内部留保

総収入
保険料
純投資利益
総経費
契約者給付金および保険金
法人税費用引当金
純利益
普通株配当
1株当たり利益（ドル）
自己資本利益率（％）

投資データ

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

インパクト投資

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

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

2016年
898,764
500,393
831,284
67,480
34,480

2015年
877,933
495,459
809,437
68,419
35,519

2014年
902,337
505,995
829,678
72,560
32,020

2013年
885,296
488,779
822,313
62,096
27,332

2012年
836,781
517,052
771,823
64,837
25,205

63,476
39,153
19,947
63,671
40,804
（999）
804

69,951
38,545
19,281
62,481
38,714
2,148
5,322

73,316
39,067
21,153
64,512
39,102
2,465
6,339

68,199
37,674
22,232
64,174
38,107
661
3,391

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

1,736
0.63

1,653
4.57

1,499
5.42

1,119
2.91

811
1.12

1.0

7.5

9.4

5.4

2.0

2016年
32.9％
13.1％
15.9％
12.0％
12.1％
5.4％
3.6％
3.0％
2.0％

2015年
33.5％
14.1％
14.8％
10.8％
13.3％
4.8％
3.8％
2.7％
2.2％

2014年
34.2％
14.4％
13.3％
11.1％
13.0％
4.1％
4.4％
3.0％
2.5％

2013年
36.0％
14.8％
12.8％
12.0％
9.9％
4.8％
4.3％
3.0％
2.4％

100％

100％

100％

100％

2016年度末

2015年度末

2014年度末

2013年度末

$1,804
$9,683
$9,288
$15,991

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

$1,564
$9,105
$15,387

$1,485
$6,761
-

公正価値

公正価値

公正価値

公正価値

$36,766

$34,966

$26,056

$8,246

2016年度末

2015年度末

2014年度末

2013年度末

$298
$174
$2,354
$1,251

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

$481
$1,121
$586

$334
$508
-

$4,077

$4,934

投資額

投資額

投資額

$2,188

投資額

$842
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従業員データ
全世界の従業員
雇用区分
正社員
派遣社員

雇用契約の種類
常勤
パートタイム

労働力の内訳
一般社員
エージェント・契約社員

合計¹

女性

男性

57,889
該当なし

28,391
該当なし

29,493
該当なし

53,566
4,333

26,266
2,125

27,295
2,198

57,889
39,079

28,391
7,693

29,493
9,828

19,415
8,245
25,558
4,671

11,265
5,234
9,335
2,557

8,147
3,010
16,222
2,114

労働力の地域構成²
米国／カナダ
中南米
アジア
EMEA

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

社員と取締役会の人材多様性3
性別4

女性が占
める割合
40％
55％
20％
31％

男性が占
める割合
60％
45％
80％
69％

29歳以下

30～50歳

51歳以上

22％
17％
0％
0％

64％
63％
10％
0％

14％
20％
90％
100％

不特定

複数人種

ハワイまた
は太平洋諸
島先住民

1％
0％
0％
0％

2％
2％
0％
0％

0％
0％
0％
0％

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

営業
営業以外
エグゼクティブ・グループ
取締役会

白人

黒人または
アフリカ系
アメリカ人

ヒスパニッ
クまたは
ラティーノ

80％
72％
80％
76％

10％
12％
0％
8％

5％
6％
10％
8％

アジア系 アメリカイン
ディアンまた
はアラスカ
州先住民

2％
8％
10％
8％

1％
0％
0％
0％

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

社員研修とパフォーマンス・レビュー
年平均研修時間数5
営業以外
営業

定期的にパフォーマンス・レビューを受けている社員6
営業以外
営業

女性
4.2
3.2

男性
4.4
2.9

女性
95.2％
28.0％

男性
95.8％
25.4％

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

退職
女性
男性

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

299
230

502
407

113
109

合計

29歳以下

30～50歳

51歳以上

342
312

947
854

592
482
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割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1.5%
1.2%

2.6%
2.1%

0.6%
0.6%

割合

29歳以下

30～50歳

51歳以上

1.8%
1.6%

4.9%
4.4%

3.0%
2.5%

7 米国のみ。

環境データ
環境

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

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

2016年1

2015年

2014年

2013年

2012年

15.78
7.96
14
4.10
19
3.76

17.16
9.78
13
4.45
17
3.31

16.79
9.61
15
5.02
14
3.11

18.15
10.91
15
5.02
12
2.74

18.05
11.49
15
5.02
10
2.35

17,527
109,224
0
33,559
70,637
1.36
0.01

20,134
109,773
36,031
4,640
1.39
0.01

20,240
113,414
31,671
5,405
1.41
0.01

23,268
119,270
26,665
4,841
1.52
0.01

24,381
124,601
28,346
4,213
1.57
0.01

240,183
204,588
1.31
0.009
-

238,458
101,648
1.34
0.010
628

241,026
116,724
1.36
0.011
146

254,337
84,692
1.47
0.009
225

264,236
72,671
1.51
0.009
899

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

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

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

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

6,119,522
2,969,579
3,149,943
51％
604,539

70,022
6.78
0.0164

69,021
6.29
0.0143

75,061
6.3958
0.0155

71,267
5.6195
0.0147

86,834
6.4864
0.0179

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、
グリーン・ビルディング認証を2016年に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告
するデータは異なります。2 不動産物件の数値は、各年の弊社の不動産ポートフォリオにおける平均床面積を反映しています。3 米国で管理される保有オフィス資産。
4 リーン電力証書（REC）が含まれます。5 データが限定的であるため、必要に応じて過去のデータから推定して「全世界の出張」に換算されています。6 フルタイム勤務
の社員。7 リサイクル、再使用、再販された総重量。
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環境データ
（続き）

2016年スコープ1排出量1
温室効果ガスの種類
CO2

CH4

N2O

生物起源CO2排出量

二酸化炭素換算、単位：トン
米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計
米国
米国以外
合計

石油

天然ガス

ガソリン

122.66
186
308.97

9,860
2,731
12,591

4,613
該当なし
4,613

0.005
0.007
0.012

0.1858
0.0515
0.2373

0.1858
0.0515
0.237

0.0010
0.0015
0.002

0.0186
0.0051
0.0237

0.0186
0.0051
0.0237

該当なし
該当なし
618

該当なし
該当なし
25,182

該当なし
該当なし
9,226

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、
グリーン・ビルディング認証を2016年に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告
するデータは異なります。

2016年のエネルギー消費の種類1
エネルギーの種類
電力
燃料（石油、天然ガス、ガソリン）
エネルギー消費合計

メガワット時
240,183
87,426
327,609

1 GHGプロトコルの企業算定報告基準に従い、業務統制範囲（当年度2016年から基準年度2012年まで）を反映するよう、弊社の温室効果ガス排出量、エネルギー・データ、
グリーン・ビルディング認証を2016年に再算定しました。注：以前の資料は財務統制範囲を反映しているため、以前の資料で報告されたデータと比較する場合、ここに報告
するデータは異なります。

社会的貢献活動
メットライフ財団

メットライフ財団の寄付実績（単位：百万ドル）
ファイナンシャル・インクルージョン
健康および医学の研究
芸術・文化分野
青少年・教育分野
コミュニティ開発
社員のボランティア参加
合計

2016年
$30.37
$1.48
$2.71
$3.53
$3.41
$1.53

2015年
$29.65
$1.72
$2.86
$3.03
$3.22
$2.09

2014年
$27.25
$1.86
$3.10
$2.82
$3.37
$2.67

2013年
$16.77
$4.73
$5.67
$6.41
$5.51
$3.41

$43.03

$42.57

$41.07

$42.50
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受賞と評価の例

2016年ダウ・ジョーンズ・サステナ
ビリティ北米インデックス

ブルームバーグ金融サービス
ジェンダー平等指標

ヒューマン・ライツ・キャン
ペーン財団
2016年LGBT（レズビアン、ゲ
イ、バイセクシュアル、トラ
ンスジェンダーなどの性的少
数者）が働きやすい職場

™

フォーチュン誌
2016年世界で最も賞賛される企業

全米女性役員協会
2016年女性エグゼクティブの活
躍する企業50社

G.I.ジョブズ誌
現役・退役軍人の活用に積極的
な企業

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

米国環境保護庁
温室効果ガス排出管理（目標
設定）部門の2016年クライメ
ート・リーダーシップ・エクセ
レンス賞

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

ニューズウィーク誌
2016年環境にやさしい世界のト
ップ企業
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将来の見通しに関する記述についての注釈

この資料には、1995年私募証券訴訟改革法の語義における将来の見通しに関する記述が含まれている、または参照によって統
合されている場合があります。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事についての期待や予測を述べるものです。こうし
た見解は、過去の事実や現在の事実に厳密に関係していないという事実によって特定することができます。こうした記述は、
「予期する」、「見積もる」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」のほか類似した語義
の他の文言を使用して表現されるか、もしくは将来の事業や将来の業績の議論に結び付けられて説明されています。これには
特に、将来の行動、予期されるサービスや商品、現行のまたは予期されるサービス、商品、営業活動、経費の将来の業績や結
果、さらには法的手続きをはじめとする不測の事態の結果、事業運営および業績のトレンドに関係する記述が含まれます。

将来の見通しに関する記述は、一部または全部が不正確になる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、不正確な前
提や既知または未知のリスクや不確定要素によって影響されることがあります。こうした要因の多くは、メットライフとその
子会社および関連会社の実際の将来の業績を決定する際に重要です。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と現在の経済
環境に基づいており、予測の困難な多数のリスクと不確定要素を含んでいます。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を
保証するものではありません。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表現または示唆された内容とは著しく異なる可能
性があります。こうした差異を招き得るリスク、不確定要素、その他の要因には、メットライフが米国証券取引委員会に対し
て提出した最新の年次報告書フォーム10-K（年次報告書）、メットライフが年次報告書の提出日の後に米国証券取引委員会に
対して提出した四半期報告書フォーム10-Qの「Note Regarding Forward-Looking Statements」（将来の見通しに関する記述に
ついての注釈）および「Risk Factors」（リスク要因）のセクション、さらにメットライフが米国証券取引委員会に対して提出
する他の資料で特定されているリスク、不確定要素、その他の要因が含まれます。メットライフは、将来の見通しに関する記
述の内容が達成されない可能性が高いと関知した場合も、その記述を公に修正または更新する義務を負いません。メットライ
フが行っている開示についてのさらなる詳細は、米国証券取引委員会への報告書の関連項目をご覧ください。

タイトル | 章見出し：7/10 円形標準

この報告書について
GRIサステナビリティ報告基
準の詳細情報：
www.globalreporting.org

メットライフのマテリアル
な課題
•
•
•
•
•

•

リスク管理

お客さまの満足
社員の満足

行政との関係および規制リスクの管理

商品のアクセシビリティとファイナンシャル・
インクージョン
グローバルな競争力

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。

お問い合わせ：
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
特に記載のない限り、ここに記載された情報は
すべて2016年12月31日現在のものです。
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メットライフは2015年版Global Impact報告書を2016年6月
に発行しており、2016年に関するこの報告書は2017年6月
にリリースされました。また、メットライフ財団からも
毎年1回、報告書が発行されています。今後は報告書を年1
回、発行していく計画です。

この報告書には、2016年（暦年）のデータを収録しまし
た。メットライフの全世界の業務を網羅した情報を収録
しており、特に記載のない限り、ここに記載された情報
はすべて2016年12月31日現在のものです。

この報告書全文に対しては、外部保証を受けていませ
ん。2016年の温室効果ガス排出量の数値については、す
べてのスコープに関して、カーボン・ディスクロージャ
ー・プロジェクト（CDP）の報告プロセスの一環として
データ分析会社、Quantisの検証を受けています。

GRIの「報告内容に関する原則」の適用

メットライフでは、徹底したマテリアリティ分析を2014
年に行ったうえで、報告書に盛り込むべき主なトピック
を特定しています。マテリアリティ分析プロセスの説明
については、メットライフ2013年Global Impact報告書を
ご覧ください。重要なトピックごとに、そのトピックの
影響到達範囲がGRI指標のトピック・バウンダリー・セ
クションに特定されています。

詳細情報

メットライフの報告書、概要書、GRI指標に
ついては、弊社のGlobal Impactウェブサイト
（www.metlifeglobalimpact.com）をご覧ください。
報告書や補足文書の翻訳版もさまざまな言語でご用意し
てあります。
投資コミュニティのメンバーの方々は主要市場データプ
ラットフォームを通じてESGディスクロージャーと格付
けの詳細をご確認ください。
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional

metlife.com

FP

O

メットライフは、世界中の個人や家族、コミュニティが人生のアップダウンをナビゲートできるようサポートしており、すべてのお客さまにとって信頼のおける
パートナーの役割を果たすとともに、明日の課題をお客さまとともに解決することに尽力しています。
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