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現代ほど企業の社会的な責任

その果たすべき役割などについて

く論じられている時代はないでしょ

どの企業も規模の大小に関係な

ています。しかしながら、一部の経

「業績の向上、収益の確保に悪

る」、社員からは「余計な仕事」と

のような言葉がまだまだ聞こえて来

です。 

 しかし、そうした企業の事業活

だけでなく一般社会全体が、ＩＴ

な発展とともに凄まじい勢いで進化

るなかで、特に生活者の企業に対

変化は目に見張るものがあります

対応していかなければならない企

て、上記のような発言をいい放しに

でしょうか。現実のなかで経営者

見直し、企業のあらゆる面からの

性に迫られているのは事実なわけ

早く、他企業のどこよりも早く主体

のことを自覚し、実行する必要が

までもないことでしょう。 

日常業務のお客様との些細な

た、企業の社会的責任の自覚の

じた出来事が、お客様や取引先

らの信頼の失墜に繋がり、自社の

傷つけるだけでなく、最悪のケース

存続さえ揺るがすことになる事例を

くつも目にしてきています。企業の

観の大きな変化とそうした時代の

企業は直面しているわけです。 
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 それではどうすればいいのかという声が聞こ

えてきそうですが、当研究所は、このような時

代にあって「企業倫理の実践」を進め「企業

の社会的責任」を遂行する企業の支援を具

体的に進めるだけでなく、さらに参考となる情

報の提供もしていきたいと考えております。この

ページはそのような考えからできてきたもので、

とくに海外の、欧米の研究機関などが公表し

ている企業倫理、ＣＳＲなどの動向やその導

入、実践についての最新情報をお届けし、皆

様のお役に立てて頂くことを願っております。 

当たって 

 また、その他にも研究所に関する連絡など

も掲載していきます。ご愛読をお願いします。 

 

 

 
 

 

ＥＵの個人信用情報保護に関する動向

 第１回目は、日本の個人信用情報保護の

あり方にも大きな影響を与えてくると思われます

「ＥＵの個人信用情報保護に関する動向」に

つ い て 、 ヨー ロ ッ パ信用調査研究所

（European Credit Research Institute）が

発表しました消費者信用ニュースレター１月

号から、「ＥＵ消費者信用指令草案」に関し

てのＥＵ委員会、ＥＵ議会とその法務委員会

（ＬＡＣ）および欧州各国のこの草案に対する

反響を報じている内容を中心にお伝えします。 

このレターを見てもわかりますが、ＥＵでは、

消費者保護、それに伴う企業のあり方、そし

てそれらへの行政の関わりについて盛んに議

論がおこなわれています。日本でも同じように

議論が盛んになることを期待して掲載します。 

なお、この原稿は日本セキュリティ・マネジメ

ント学会セキュリティ法制研究会幹事の芦田

勝氏に原稿を仮訳していただきました。 
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１．EU 消費者信用指令草案の審議 

 

 ２００３年11月5日のEU議会総会は「Ｅ

Ｕ消費者信用指令草案」を EU 委員会に差

し戻した。この背景には、企業活動の実態を

十分考慮せずに作られていることへの反発が

根強くある。ＥＵ議会の草案に対する判断が

「現実の消費者信用に適合しない極めて内

容のないものである」として、大幅な草案の修

正を求めていることでもわかる。  

 

２．EU 委員会の草案に対する主な批判への

10 の回答（要約） 

（2003 年 11 月 5 日 EU委員会プレス・リリース） 

 

（１） ＥＵ市民は信用情報へのアクセスが拒

否され、またとりわけ社会の最も低所得者が

不利益を被るという指摘 

〔誤りである〕 

草案が指摘しているのは、消費者は信用状

態についての情報を提供すべきであり、また、

貸し手は消費者の返済能力を調査できると定

めているのみである。このような調査は、従来の

与信取引において既に行われている。返済で

きない契約を締結することは貸し手および借り

手にとって、いずれの利益にもならない。 

 いくつかの銀行は借り手の返済能力を調査

することは、貸出に係るコストの削減につながる

と感じている。つまり、当然のビジネス慣行であ

り、多くの EU 加盟国がすでに法的に詳細な

整備を行っている。 

 

（２） 草案内容は、消費に対し、マイナス効

果を招くという指摘 

〔根拠のない指摘である〕  

仮にあるとしても反対の効果（プラス効果）

である。草案の内容は、EU全域にわたり消費

者と貸し手の間の平等な融資条件をもたらす

もので、かつ市場の流動化をもたらするもので

ある。与信が認められかつ与信が得られる機

会と選択権は減るどころか、かえって増すとい

える。 

 

（３） 貸出金利が上がるという指摘 

〔不正確である〕 

草案に関し法令遵守のコストが現在の加

盟国のコストを上回ったり、もしくは金利の上昇

圧力をもたらすことをうかがわせる証拠は何もな

い。さらに言えば、貸し手間の競争の増加は、

金利の引き下げ効果を生むであろう。 

 

（４） 撤回権は消費者に２週間の商品の使

用を認めることになり、2 週間後に店に来て

「撤回（返品）します」ということにならないかと

いう指摘 

〔誤解である〕 

撤回権は与信契約に関してのみ認めるもの

であり、商品販売の場合はその権利はな

い。 

 

（５） 草案は信用組合や社会政策的公的

与信（social lending）にとって不利とならない

かという指摘 

〔間違いである〕 

EU委員会は、草案は幅広くかつ一般的な

ものであるとし、そこには信用組合に対し消費

者への情報を排除したり、返済能力を調査す

ることを否定していない。個別企業のメリットに

基づき特別な例外を設けることはやぶさかでな

い。 

 

（６） 草案について効果的な調査が行われ

ていないという指摘 

〔誤りである〕 

委員会は 1995 年から発案の準備作業を

開始し、内部的検討を行うとともに、外部の専

門家に研究委託を行っている。すなわち、加

盟国、金融機関、消費者団体、及びＥＵ議

会議員（MEP）に対し、すべて意見を聞いて
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いる。また、諮問文書を公表しかつ草案の採

択の前に聴聞を行っている。 

 

（７） 草案の目的とする完全な調和は多くの

EU加盟国において消費者保護が低下すると

いう指摘 

〔根拠がない〕 

草案の目的は、与信分野における消費者

の信頼を向上させることである。草案の作成に

先立って行った専門家との相談や分析を行う

とともに、貸し手と借り手の両者にとってメリット

のある統一市場における与信市場の開放の

鍵となる真の調和を指摘している。高いレベル

の消費者保護に基づく完全な調和は、自由

に機能する市場の共通的な基盤を作りだす。 

 本委員会は、 ①高いレベルの消費者信

用の保証、②統一市場の運用を円滑化する

という双子の目的に貢献する助言にはオープ

ンな姿勢で臨んできた。 

 

（８） EU 委員会が草案の問題点を認め、

その内容の変更を行ったという指摘 

〔いいえ変更はしていない〕 

委員会の役割は、EU 評議会から議会へ

の指令の修正について情報提供を求められて

いたもので、議会の関係委員会からも同様の

要請を受けていた。現時点で、草案に対する

いかなる修正の決定もなされていないし、別途

の提案もない。 

 

（９） 委員会は議会から第一読会（法案提

出の第一段階で法案説明が中心）の権利が

剥奪されているという指摘 

〔いいえ剥奪されていない〕 

まったく反対である。この誤解は、本委員会

が草案を放棄し新たな草案を作成しているとい

う誤解に基づくものであるが、これは間違いで

ある。議会の意見は、現時点でも委員会の草

案を求めている。 

 

（１０） 議会は実質的に書き直した草案を求

めているのではないかという指摘 

〔誤りである〕 

その主張は、草案が無効でかつ不完全で

あるという見方に基づくものである。議会は、草

案の書き直しを求めていない。本委員会は、

議会が適切と考えることは進んで修正を受け

入れるつもりである。しかしながら、このことは委

員会が草案の内容の有効性について疑念を

持ったことを意味しない。 

 

３．「統一消費者信用指令」草案に対する各

国の批判 

 

（１） ドイツにおける学術的観点からの２つの

勧告書 

 
 ドイツ連邦消費者協会およびドイツ銀行協

会はそれぞれで草案に対する学術的な観点

からの報告書を取りまとめている。両報告書と

もにいえるのは、草案の内容を消費者に強制

した場合の、マイナス効果を懸念している点で

ある。 

 

１） ドイツ連邦消費者協会（Federation of 

German Customer Associations）のラ

イフナー報告要点 

 

 ハンブルグの「金融サービス研究所」の部

長であるウドー・ライフナー教授は、草案に対

する批判的かつ建設的な研究を提案するとと

もに、EU 委員会の草案に対する修正内容に

ついて、逐条的注釈を付けた論文を公表して

いる。 

同報告書（90 頁）は草案の①消費者にや

さしい（consumer-friendly）要素の部分に

対する一般的批判と、②いくつかの個別問題

点を分けて論じている。併せて、草案の「EU

の消費者信用全般にわたる調和主義アプロ

ーチ」ならびに金利に関する規制（Interest 
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Rate Regulation）の明確化が不十分な点に

ついても論じている。 

  

本報告書によると、草案は消費者信用市

場の健全性と責任強化に対する重要な段階

を促進するものであるが、いくつかの問題がある

部分は削除すべきであるとしている。 

 

◆消費者にとってメリットが認められる点 

  ライフナーは、草案の目的は正しいが、

なお改善が必要であると主張している。特に、

草案が提起する要素は新しくまた EU 加盟

国が積極的に立法を行ううえで基礎となるも

のであるため、彼は、消費者が多重債務に

陥ったり、国内レベルで信用統計が誤ること

を防ぐと感じている。 

  同報告では、草案は現代の与信債務の

新たな現象（クレジットカード、変動金利型ロ

ーン、リース、貸越）への対応を目指してい

ること 。また、一物一価（ law of one 

price）」を適用するとともに、消費者保護を

保証人まで広げていること。さらに信用情報

の収集制限および加盟各国で共通の消費

者保護が実践されることを支持している。 

 

◆消費者にとって不利な要素 

 一方で、ライフナーは草案の内容が EU

域内の消費者の生活を危うくし、将来の障

害になる点を含んでいるという極めて深刻な

指摘をしている。それが以下の４つの問題

点により示されている。 

①最大規模の調和原則 

②インターネットによる手続から手書きへの

代替 

③消費者保護および多重債務の防止お

よび適用範囲における新たな抜け穴 

④無責任な借り手に対する新たな温情

哲学の導入 

 

◆法規制の効果を推し進めるための提言 

  ライフナーは、ほぼ草案の全条文の修

文を提案しており、基本的に指令の有効性

をよりあげるために次の５つの側面に分けて

示している。 

①情報提供を受ける権利と熟考する時

間の確保 

②リンクされた取引 

③消費者保護：高金利および延滞金利 

④責任ある貸出（responsible lending） 

⑤年利率（APR） 

 

本報告の全文ＵＲＬ：

http://www.money-advice.net/admin/media.php/file/medi

a/721/iff%20commentCCDir2003%20final.pdf

 

 

２） ドイツ銀行協会の「消費者の利益に反す

る法規制」に関するルール大学（Ruhr 
Universität）の報告書要点 

 

 消費者信用に関する指令草案は消費者

の利益に反する。すなわち、消費者信用のコ

ストを引き上げ、最も弱者たる消費者が貸付

を受ける機会を排除し、かつ「競争の精神」を

減じる。したがって、EU 委員会が意図した結

果は生まれない。 

 このような結論は、ルール大学「貸付および

金融経済研究所」のコースター、ポールおよ

びスタインの３教授がベルリンのドイツ銀行協

会（Bankenfachverband）の提言に基づきま

とめたものである。彼らは、有効性のある法規

制は次の３点の調和にあるとしている。 

①保護すべき消費者の権利 

②消費者の責任ある行動を取る義務 

③温情的な過剰法規制に代わる自己規

制する当事者の権利である。 

   

草案が提案している透明性の原則は巨大

な官僚主義（bureaucratisation）をもたらすと

ともに消費者を混乱させる。さらに、入手可能
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なデータに基づく研究によると、草案が示した

消費者の撤回権は市場の効率性を妨げるだ

けでなく、融資コストを引き上げ、消費者の不

利益をももたらす。 

 ECRI の統計に基づく本報告（20 頁）では、

消費者保護は情報と助言の普及を通じて促

進させるものであると結論付けている。 

 

本報告の全文ＵＲＬ：

http://www.bankenfachverband.de/Artikel/Download/VK

R_Gutachten_Kurzfassung_deutsch_englisch.pdf

 

 

（２） 英国：英国銀行協会のためのオックスフ

ォード経済調査グループ（Oxford 
Economic Research Associates: 
OXERA）の研究報告要点 

 

 OXERAの研究結果によると、草案の適用

は英国連邦（UK）全体に大きな影響を与える

ことは間違いない。最近 2 年間で UK の消費

支出は 40 億ポンド（約 7,720 億円）に落ち込

み、その結果GDPは20億ポンドのロスが生じ

ている。 

 

 UK の消費支出は、さらに 9 億 5 千万ポン

ド（約 1,833 億円）下がると見ており、その結

果、UKの消費者のうち200万人は大手銀行

（High Street Bank）からの与信が受けられ

ないかまたは困難になることが予測される。 

 UK の消費者信用市場規模は、米国に次

いで世界第二位である。その 30%はEU域内

で与信を受けており、UK 経済全体への貢献

として雇用や成長をもたらしている。とりわけ、こ

の数 10 年間における EU の経済成長は主に

消費者の支出に依存してきた。 

 

 OXERA の報告書は、決済サービス協会

（ Association for Payment clearing 

services）、英国銀行協会、金融・リース協

会および不動産貸付業評議会（Council of 

Mortgage Lenders）の委託によるものであ

る。 

 

（３） EU経済社会委員会（EESC）の意見

要点 

 

 EESC は現時点で、草案の採択を支持しな

かった。消費者信用に関する指令の適切な

見直しについて、EU 委員会のイニシアティブ

を取ることは認めるが、過度な内容であっては

ならない。その意味で、草案の内容は大幅に

見直しすることが必要と考える。 

 EU 消費者信用制度の完全な調和は、そ

れが最高レベルの消費者保護を効果的に引

き起す場合のみ望ましいといえる。現時点の草

案の提案内容は全体的に見て、加盟国で現

在行われているものより劣っている。 

 

 EESC の意見は、草案の法的根拠は EC

条約 153 条に求めるべきである。消費者保護

は、それ自体最終目的ではあるが、域内経

済の改善の手段ということではない。 

 EESC としては、草案が EU 市場において

需要と供給の両面からどのような効果を出す

かを測定できるシュミレーションを見てみたい。

それから、多重債務者や高利貸しの法的規

制などの点で実際的な手段が欠如しているこ

とについては明記しておくべきである。しかしなが

ら、次の３点については有効であると考える。 

①責任ある貸出の原則（principle of 

responsible lending） 

②適切な助言を行う義務 

③裁判所外の救済手段の法制化と申

込みの撤回権 

  以 上 
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