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社会のサステナビリティを実現するために

社会の脱炭素化を支援する商品・サービスの提供と気候変動への適応策の提供による

社会的損失の抑制に取り組みます。また、生物多様性の保全等の自然資本の持続も気候

変動と相互に関連しているため、一体的に推進していきます。

地球環境との共生
（Planetary Health）

４つの社会課題

当社の
サステナビリティ

社会の
サステナビリティ

既存事業の収益構造や地域ポートフォリオ変革、
新規ビジネスによる新たな収益源の拡大など

「リスク」と「機会」を把握した上で、解決に向けた
戦略を計画に実装する

Sustainability
SPECIAL FEATURE

2022年度からスタートした「中期経営計画（2022-2025）」では、社会のサステナビリティと当社のサステナビリティを同時実現

するサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）を成長ビジョンとして掲げています。社会のサステナビリティを実現するために

「リスク」の解決に貢献し、ビジネスの「機会」につなげていくことで当社の持続的成長もめざしていきます。

サステナビリティ・トランスフォーメーション（ＳＸ）

「世界のリスク・課題」には、気候変動による自然災害の激甚化や自然資本・生物多様性の喪失、人権やダイバーシティの尊重など、

さまざまなものが考えられます。あらゆるビジネスのベースとなる社会課題は、グローバル規模で解決に取り組んでいく必要があり

ます。ＳＸ実現のために当社が優先的に取り組む４つの社会課題を定めて、社会との共通価値を創造します。

テクノロジーの進展（AI、IoT、MaaS、CASE、サイバーセキュリティ、ロボティクス、スマート

シティ、宇宙開発、再生医療など）による新たな産業創造に伴うリスクに対するソリューションを

提供します。

革新的テクノロジー
（Innovative Technology）

社会インフラ(道路、橋、トンネルなど）や企業の工場・設備等の老朽化に対して、データ、AI、

センサーなどの活用により、事故防止や早期復興対策等、災害に強い企業や街づくりに向けた

防災・減災サービスを提供していきます。

強靭性・回復力
（Resilience）

すべての人々を排除せず、包摂し、ともに生きることができる社会をめざす考え方に基づき、

少子高齢化・人口減少、地域間格差・過疎化、人権侵害・社会的不平等などへの対応に取り

組みます。

包摂的社会
(Social Inclusion)
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地球環境との共生（Planetary Health）

脱炭素社会への移行に向けた商品・サービスの提供、投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量削減、さらに当社自身の業務の

あり方やエネルギーの使用方法を見直すことで、2040年度までに自社事業を通じて排出する温室効果ガスのネットゼロ（Scope1,2）※1を

達成します。それぞれの取組みはグリーン指標「MS Green Index」を設定し、進捗を管理しています。

2050年ネットゼロの実現に向けて01

脱炭素社会への移行に向けて
企業火災保険向け「カーボンニュートラルサポート特約」
被災建物等の復旧時に、新たに脱炭素化することによって

発生した追加費用を補償する「カーボンニュートラルサポート

特約（脱炭素化対策費用補償特約）」を開発し、新たな

補償を特約として提供することで企業の脱炭素化に向けた

取組みを支援しています。

自然災害からのいち早い生活再建に向けて
自治体と協業「被災者生活再建支援サポート」
水災時に、お客さまの同意のもと当社の損害調査情報を

自治体に提供し、迅速かつ効率的に罹災証明書が発行できる

ように支援する「被災者生活再建支援サポート」の提供を

開始し、被災者の早期生活再建や被災地域の早期復興を支援

しています。

気候変動対策02

グリーン引受※3の元受保険料増収率
（2020年度）

16%

24%
社有車電動化
（2022年3月末）

2050年
ネットゼロ

投融資先の
GHG排出量

投融資ポートフォリオのGHG排出量

1,432人
気候変動の研修延べ受講者数

（2022年5月末）※5

20%
再生可能エネルギー導入率

 （2021年10月末）

13%
2020年度温室効果ガス排出量

82,001t-CO2※4

（2019年度比）

グリーン商品※2のラインアップ
（2022年5月末）

+6   10

※1 Scope1は社有車のガソリン等、直接排出するもの、Scope2は電力・ガス等の使用により間接排出するもの、Scope3は間接的に排出するもののうち、Scope2以外のもの
※2 気候変動対策等に資する当社の商品・サービスを「グリーン商品」と定義　※3 グリーン商品および再生可能エネルギー発電設備、EV（電気自動車）/FCV（燃料
電池自動車）などを対象とする保険引受　※4 Scope1,2,3（カテゴリ1：購入した製品・サービス(対象:紙･郵送)、3：Scope1、2以外の燃料およびエネルギー活動、5：事業
から出る廃棄物、7：従業員の通勤、13：リース資産）　※5 社内セミナーと東洋大学情報連携学部（INIAD）と提携した当社専用研修プログラム「MS&ADデジタルアカデ
ミー」の「気候変動ビジネスデザインコース」の受講者

2050 Scope１,２,３(all)ネットゼロ

20302019 2020 2040 2050

カーボンニュートラル
社会の実現

温室効果ガス排出量と削減目標
94,582 t-CO2 82,001t-CO2

Scope3

Scope2

Scope1

Scope3

Scope2

Scope1 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2030
Scope1,2,3
（カテゴリ1,3,5,7,13）
▲50％（2019年度比） 2040 Scope1,2ネットゼロ
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企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）の活動をリード
2 0 0 8年4月に発足した「企業と生物多様性イニシアティブ（JB IB：Japan  Bu s i n e s s  

Initiative for Biodiversity）」は、生物多様性の保全と生物資源の持続的な利用について

共同研究する企業の集まりです。現在は50社を超える企業が活動しており、当社および

ＭＳ＆ＡＤホールディングスは設立以来、会長会社として活動をリードしています。

企業緑地と生物多様性

自然資本と生物多様性の持続可能性向上

すべての人々を包摂し、ともに生きることができる社会の実現に向けて

包摂的社会（Social Inclusion）

Sustainability

SPECIAL FEATURE

人権尊重、Ｄ＆Ｉ推進、人的資本経営、金融包摂を主要テーマに、お客さまや社会、代理店等のビジネスパートナー、社員それぞれの

課題解決に向け、社内横断で取り組んでいます。

周辺環境との調和を大切に
「ひとにもいきものにもやさ
しい」をコンセプトにした三井
住友海上 駿河台ビル／駿河台
新館は 2 0 1 6 年に「第 1 回
ABINC賞」優秀賞（都市SC
版）を受賞しています。

JBIB策定の「いきもの共生事業所®推進ガイドライン」に基づき、

企業の事業所や工場の緑地の量・質、管理や環境活動など、

生物多様性に関する取組みを評価・認証する機関として、2013年

に「一般社団法人いきもの共生事業推進協議会（A B I N C：

Associat ion for  Bus iness Innovat ion in  ha rmony  w i th  

N a t u r e  a n d  C ommu n i t y）」が設立されました。MS&AD

インターリスク総研が事務局として認証事業および普及活動に

貢献しています。

誰もがアクセスしやすい
商品・サービス

高齢者・障がい者等への
対応の高度化

代理店の募集品質や
お客さま対応力の向上

自律的なキャリア形成の
機会提供

健康経営の推進

人権尊重の理解浸透

人権デュー・
ディリジェンスの実施

意思決定プロセスに
おける多様性確保

多様な社員が
働きやすい環境整備

金
融

包摂
人
的

資本経

営 D&
I推

進

人権尊重

誰もがアクセスしやすい商品・サービスを
提供していくために
高齢者や障がいのある方等に配慮する視点を持った商品・サービス開発プロセスや

モニタリング態勢、社会常識の変化や価値観の多様化に留意した適切なお客さま対応

について検討する仕組みを構築し、取組みを進めていきます。

「ビジネスと人権」の理解浸透と当事者意識の醸成
代理店をはじめとするすべてのビジネスパートナーに対し、「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ 人権基本方針」を周知するとともに、

社員および代理店には、人権に関する取組みが当社事業活動におよぼす影響を正しく理解し、適切に行動するための学習

機会を提供します。

お客さま・社会

代理店等
ビジネスパートナー

社員
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