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欧州保険業界の社会パートナーによる人工知能に関する共同宣言 

 

 
前文 

2016年10月12日および2019年2月15日のデジタル化に関する共同宣言に基づき、我々、欧州保険

業界の社会パートナーは、保険業界におけるあらゆるレベルの社会パートナーが、保険業界及び労

働者に機会をもたらす合理的な方法で人工知能（AI）に取組むことを奨励する。 

欧州委員会ハイレベル専門家グループ（HLEG）による「信頼できるAIのための倫理ガイドライン」

の中の提言は、保険業界に関わるものであり、保険業界の社会パートナーはこれに従う。 

この宣言を通じて、我々社会パートナーは、AIは、人間の能力に取って代わるものではなく、その

強化のために設計・利用されるものであることを強調する。AIそれ自体は、他の技術革新と同様、

良いものでも悪いものでもない。その性質は、人間の判断と利用の仕方によって決まる。AIシステ

ム運用は、「人間による制御」の原則に従うべきある。この点について、社会パートナーは、

2020年6月の「デジタル化に関する欧州枠組合意」、特に第3章「人工知能（AI）と人間による制

御原則の保証」を参照している。 

 

 

AIの定義 

社会パートナーがAIについて言及する場合、欧州委員会による白書「人口知能 – 卓越性と信頼に

向けた欧州アプローチ」（2020年2月19日）の定義に倣っており、この白書では以下のHLEG

（2019年4月）によるAI定義の使用が推奨されている。（p.6） 

「人工知能（AI）システムとは、人間によって設計されたソフトウェア（場合によってはハードウ

ェアも）システムであり、複雑な目標が与えられた場合、データ取得による環境の知覚、収集され

た構造的もしくは非構造的データの解釈、情報による判断、またはデータから得られる情報の処理、

そして与えられた目標達成のために取るべき最善の行動を決定し、物理的またはデジタルな次元で

行動する。AIシステムは、記号的ルールを使用することも、数値モデルを学習することもでき、ま

た、自身の以前の行動により環境がどのような影響を受けるかを分析することで、自らの行動を適

応させることもできる。」 

また、白書では次のように述べられている。（p.16）「AIの定義は、いかなる新しい法制度におい

ても、技術の進歩に対応するため十分な柔軟性を持つ一方で、必要な法的明確性を付与するために

十分な精度を備えておく必要がある。」 

AIの定義は、この分野の発展に応じて修正の必要があるだろう。 

 

 

1. 企業と労働者にとって責任あるAIの機会 

我々社会パートナーは、企業および労働者にとっての責任あるAIの利点を強調したい。例えば、

AIは、特定の状況下で、従業員の労働条件の改善、顧客満足度の向上、企業内プロセスの効率化に

役立つ可能性がある。AIの使用は、より良質な仕事の機会を提供することができ、また、企業や従

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5477
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5477
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5601
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5601
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5665
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56341
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56341
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業員が日々の業務や作業を遂行する上での助けとなる。その結果、従業員はより多くの時間を他の

仕事に充てたり、スキルをより有効に活用したりできるようになるかもしれない。しかし、集中的

な業務とより定型的な作業を混在させることの福利の観点も考慮すべきである。それによって従業

員は変化に富んだ労働時間を得ることができ、従業員の福利や仕事への満足度を高めることができ

るからだ。 

AIは、研修や教育を通じ、従業員が将来の雇用可能性を高める重要な生涯スキルを身につけること

も可能にする。社会パートナーは、雇用および雇用可能性を確保することの重要性について、デジ

タル化の社会的影響に関する我々の2019年フォローアップ共同宣言を参照している。 

そのため、企業の生産性と労働者の福利を向上させるため、責任あるAI使用の可能性と設計オプシ

ョンを積極的に探ることが不可欠である。 

我々社会パートナーは、欧州がこの技術の開発においてフロントランナーになっていないことを懸

念する。実際、HLEGは、欧州が新しいAI技術の開発に大きく遅れをとっていることを認めており、

この状況を変えるためには、より良い枠組み条件の早急な整備が必要であるとしている。これは保

険業界についても言えることだ。再保険会社は、保険に特化した独自のAI商品を開発するだろう。

この点に関して、我々社会パートナーは、責任あるAIの開発は、保険業界の長期的な競争力と経済

的な存続性、また従業員の雇用可能性と労働条件にとって、重要な側面であると期待されているこ

とを強調する。 

 

 

2. AIの責任ある利用 

あらゆるステークホルダーからの信頼を守るためには、社会パートナーが社会対話を行うことが重

要である。労働組合、従業員代表および企業は、個別ベースで（該当する場合には、AIの使用に関

連する職場、会社レベルまたは業界全体の協定を含む）、AIの責任ある使用を促進すべきである。

これには、特に以下が含まれる。 

◼ AIを使用する際には、既存の法的枠組みを遵守する。 

◼ AIの使用に関して、高い倫理基準の使用および遵守を促進する。 

◼ AIの使用によって生じうる潜在的に望ましくない結果に注意を払い、それらを特定し、防

止または軽減のために必要な行動をとることで、AIの（社会面、環境面において）持続可

能な使用を促進する 

◼ AIが社会で受け入れられるようにするため、特にAIを用いてデータを使用・処理する場

合には、既存の透明性要件を遵守する。 

◼ AIの使用に向けて、信頼と安全の環境を確保する。データ管理は、一般データ保護規則

（GDPR）を含む既存の法規制に準拠しなければならない。 

◼ AIメカニズムの一貫した監視・点検を通じて、既存のグッドガバナンス要件に準拠する。 

◼ AIが作り出した結果、決定、または勧告に、関係者が異議を唱えられるようにする。 

◼ AIシステムが公平性の原則に則って使用され、労働者が不当な偏見や差別を受けないよう

にする。 

◼ AIの使用によって生じる可能性のある、労働者の健康と安全への影響を防止する。 

◼ 労働者および従業員代表の情報を得る権利、協議する権利を確保し、社会対話の中に責任

あるAIの推進を含める。 

これに関連し、労働者およびその代表者、ならびに企業／企業役員は、倫理的配慮を含むAIの責任

ある使用に際し、技術面および法制度面の発展に後れを取らぬよう、AI管理の枠組みを常に調整す

る必要があることを認識しなければならない。 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
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AIの使用に際して、信頼、安全、責任、説明責任、平等に関する項目を規定する、差別の禁止を含

む一般的に適用可能な倫理的・法的枠組み条件に従うものとする。 

したがって、AIの使用にあたっては、その結果について人間が異議を唱え、介入し、無視すること

ができ、さらには完成させられることを、事前に排除してはならない。また、AIのシステムや解決

策が、仕事に対する人間の関与や能力を損なうものではなく、むしろ強化できるようにすることも

重要である。 

AIの使用によって新たな課題がもたらされる可能性があり、新しい構造や文化的変容を必要とする。

企業、労働者及び従業員代表は、この変革の具体化に責任ある形で貢献できるよう、備えなければ

ならないだろう。 

AIシステムは、透明性を備え、説明可能でなければならず、効果的な管理が必要である。必要とな

る説明可能性の程度は、状況、重要度、結果によって決まる。AIの誤作動を防ぐためのチェックも

必要になるだろう。  

人間の自律性の尊重、危害の防止、公平性、意思決定の説明可能性の間に潜在的に存在している緊

張関係を認識し、これに対処しなければならない。 

また、社会パートナーは、ワークライフバランスと実働性の問題に関する2019年の共同宣言にも

注意を向けている。「今日のデジタル時代においては、社会パートナーが現代的な方法かつ適用さ

れる法律および団体協約に沿った形で、労働時間の制限を監視することが絶対に必要である。（中

略）すべての社会パートナーは、実働性の問題に取組むことにも留意しなければならない。」 

 

 

3. 行動の分野 

人事分野においては、この分野に人間が関わる重要性や関連性を損なうことなく、AIの使用によっ

て多くの機会がもたらされる。人事では人間の管理者に助言を与えるためにAIを使用できるものの、

人事機能は依然、人間が動かし続けるのであり、あらゆるレベルで労働組合や従業員代表との社会

対話が人事機能を支えていくことになる。 

 

a) 採用におけるAIの使用 

今後、保険を含む様々な業界の採用・昇進プロセスにおいて、AIの使用がさらに重要性を増

していく可能性について認識しなければならない。 

そうした手続きにAIを使用する際には、人間は、AIの開発・導入の初期段階から偏見が生じ

る可能性を調査・低減し、導入後も定期的な見直しの実施が重要である。欧州及び各国レベル

で適用される規則に沿い、従業員や志願者のデータ保護には高い基準が適用されなければなら

ない。 

採用プロセスにおけるAI開発から従業員が排除されないよう、個別に仕組みを設定すべきであ

る。 

b) 指示・命令 

大きな論点となるのは、会社でAIが使用されることで、人間がアルゴリズムから業務上の指

示を受けるようになるかどうかである。 

 

c) コンプライアンスにおけるAIの使用 

企業は、ますます複雑化していく規制の枠組みに対応し、継続して包括的な管理システムを

導入・維持していく必要がある。この点においてAIは、一定の条件下で、こうしたプロセス

をより効率化し、従業員の負担や作業量を軽減することに貢献できるだろう。 

 

d) 人事上の措置におけるAIの使用 

人事関連の意思決定に関し、今後ますますAIが使用される可能性が高いことを認識すべきだ。 
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欧州社会パートナーは、従業員の休日や労働時間の調整、シフト制や勤務時間の編成など、

人事関連の業務にAIを使用しうることを認識している。 

 

e) 人材開発 

人材開発（研修、技能向上、生涯学習、継続的な個人的・職業的能力開発を含む）の分野では、

例えば、カスタマイズされたさらなる研修プログラムの作成などにAIを利用することができ

るだろう。社会パートナーは、2019年のデジタル化に関するフォローアップ共同宣言におけ

る「鍵となるさらなる研修」の章にも留意する。 

 

 

4. 労働者中心の「ピープルプラン／人材開発・人事評価制度」 

個別に必要に応じて、労働者、その代表者、会社は、各社のバリューチェーン全体でAIの責任ある

使用を導入すべく、労働者中心の「ピープルプラン（人材開発・人事評価制度）」に向けた取組み

が推奨される。例えば以下の取組みである。 

労働者のスキルプロファイルをマッピングする 

再教育と技能向上のニーズについて共同で決定する 

研修および能力開発に関し、AIの責任ある運用計画を作成する 

離職者に対するキャリア開発計画の作成を支援する 

従業員がスキルプロファイル、キャリアパス、訓練の可能性を照らし合わせるためのツ

ールとして、AIとピープルプランを使用する 

保険業界における人口動態の課題に関する2010年の共同声明においては「自らの雇用可能性を発

揮・維持するため、自身の学習と能力に責任を持つことも、従業員の利益となる。」とされている。 

 

 

5. 共同宣言の適用とモニタリング 

これまでの成果を踏まえた取組みを続けるため、欧州保険業界の社会パートナーは、既存の統計や

業界別の進捗を十分に考慮に入れつつ、この業界の雇用に関わるAIの発展について定期的に議論を

行う。 

社会パートナーは、保険業界におけるAIの使用に関する進捗と、従業員および企業に対するその社

会的影響について、今後も注視していく。 
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付属資料： AIに関する社会分野の具体的事例 

 

 

a. ベルギー 

新技術の導入に関しては、1980年代から全国団体協定が結ばれており、「使用者が新技術への投

資を決定し、それが雇用、業務編成、労働条件の面で重大な集団的影響を及ぼす場合、使用者は

新技術導入の3か月前までに書面で情報を提供するとともに、他方で従業員代表との協議を行わ

なければならない。書面で提供する必要のある情報とは、新技術の性質、新技術の導入が妥当で

あるとする経済的・財政的・技術的要因、この技術による社会的影響の性質、新技術の適用期間

である」とされている。 

この団体協定は、今後のAIシステムを含む新技術の導入がすべて「責任ある使用テスト」の基準

を満たすよう、修正することができる。すなわち、倫理的で透明性のある方法で労働条件と消費

者の満足度を向上させ、（不均衡な）雇用の喪失なしに新技術を導入し得るのか？ということだ。 

 

 

b. フィンランド 

労働組合 Vakuutusväen 労働組合VVL は、保険会社IFにおけるロボット部門の責任者と協力関

係を構築してきた。これにより、新技術の導入方法や、特に顧客対応に関して職場がどのよう

な影響を受けるかについて、組合と会社の共同取組みが後押しされるだろう。また、IF欧州労

使協議会（EWC）の協定も、データ利用に関する透明性を促進するものとなっている。VVLは、

従業員スキルに関する提言を発表している。 

◼ 企業は、必要とされるスキルについてビジョンを共有する必要がある。 
◼ 能力開発は、さまざまな方法と適切に労働時間内で行われる。 
◼ テレワークとフレキシブルワークは、福利と選択肢を向上させる。 

◼ 信頼、能力、時間、勇気に基づいているならば、ローカルな合意は可能である。 

VVLは、就業時間中に従業員に研修を行い、その費用は会社が負担するので、このアプローチで

余剰人員の解雇を減らせると見込んでいる。従業員も、自身を教育し、積極的に研修を受けるこ

とについて責任がある。会社は、社員が研修を受けるか、退職するかを判断できるよう、状況に

ついて透明性を高めている。 

 

 

c. ノルウェー 

2020年1月にノルウェーのデジタル大臣は、AIに関する新しい国家戦略を発表した。取組みの

1つは、従業員が無料のオンラインコース「Elements of AI」（EU主導のプロジェクト）を受

講するように働きかけることだ。30時間のオンラインコースで、DNBを含むさまざまな企業

に提供される予定である。 

 

 

d. スウェーデン 

スキル、研修、この分野における使用者責任については、解雇を行う際の規則を緩和する可能

性と関連して、幅広い議論がなされている。今後は、AIの発展とともに研修を強化する可能性

もあり、興味深い。現在、保険会社がIT能力の構築を社内で行う傾向が見られ、従来のアウト

ソーシングからインソーシングに変わってきている。動向を語るのは時期尚早だが、労働組合

はこの動きを注視している。ある解説によると、近年の財務効率化と比較して、IT開発はより
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戦略的なものとなっており「機密情報」を含めると、競争上の有利／不利につながる可能性が

あるということである。 

 

 

e. 英国 

英国においては、労働組合UNITEが、企業レベルで交渉にあたり、新技術協定の中に人工知能

を含めた交渉について要求と可能性を表明している。新技術を職場への導入する前に、関連情

報を総合的に検討し、それがもたらす課題と機会の両方を関係者全員にとって最良の方法で管

理するために、組織全体で良好な労使関係が必要であることを理解した上で、こうした協定を

盛り込むことが重要である。ここには、協力、協議、双方の合意を通じ、今後のあらゆる新技

術導入から生じる全ての問題に取組むことが含まれる。こうした協定において新技術とは、新

たな技法、機械、制御装置、素材、プロセスおよび／または業務編成システムを含む、交渉対

象の従業員の仕事に影響を与えるあらゆる革新のことであると定義される。 
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