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新型インフルエンザと法的リスクマネジメント
⎜⎜企業における対策のポイントと
法律実務家の役割
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中野明安
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厚生労働省 事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン（改定案）
＜http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0730‑13e.pdf＞では、新型インフルエンザ
に関する対策として業務を停止した場合の免責の可否、また、新型インフルエンザ発生時
に従業員に対して勤務を命じる場合の留意点、などについて検討すること、としている。
つまり、企業法務担当者らに対して新型インフルエンザ対策につき法的検討を要請してい
るのである。そこで本稿において、われわれのなすべきことについて試論を提示するので、
議論の端緒としていただきたい。
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丸の内総合法律事務所

はじめに
新型インフルエンザについてのニュースや
特集番組などの報道が増えてきた。政府では
対策ガイドライン等の議論が進み、立法府で
も 感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律 が一部改正され、平成20
年５月12日に施行されている。そして、東京
都においては、東京都新型インフルエンザ対
策行動計画を策定し（平成17年12月26日）、先
日（平成21年 １ 月24日・25日）も JR 新宿駅西
口で 新型インフルエンザ対策イベント を
開催し、事業者向け対策相談会を設置するな
ど、来るべきパンデミック（爆発的大流行）
に備える体制を整えている。東京都の活動に
呼応するように、事業者も従来から検討して
きた BCP（事業継続計画）の対象災害（リス
ク）に新型インフルエンザを加えるなどして、

パンデミックに対処する体制の整備にとりか
かる動きが出てきた。
ところで、事業者が、そのように新型イン
フルエンザ対策やそれを含む BCPの策定を
検討する際には、本稿にて取り上げるような
数々の疑問が生じる。非営利活動法人事業継
続推進機構の新型インフルエンザ研究会と災
害復興まちづくり支援機構で、平成21年１月
７日に、新型インフルエンザ対策に関する意
見交換会を開催したが、そのときも研究会の
方々から、当該意見交換会の際、この本稿で
取り上げた質問の多くを指摘して 法的には
どう判断されるのか
という類の疑問を
次々と議論のテーマにしていたという状況で
あり、予定していた時間では到底足りず、今
後も継続して意見交換会を開催しようという
ことになったほどである。
しかし、その一方で、筆者は、企業から経
営等に関する相談を受け、助言をする立場の
弁護士ら法律実務家が、これら諸問題につい
て、無 着・無関心であることについて危惧
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を抱いている。その危惧とは、無 着・無関
心であるために、企業の法律顧問等をしてい
るような弁護士において、当該顧問先会社か
ら、新型インフルエンザ対策を準備・構築し
ていることについて相談を受けたとしても何
ら適切なアドバイスができる状況にない、と
いうことである（もちろん、今季流行のインフ
ルエンザに罹患して相談に応じられないという
方もおられるだろう）
。ただ、厚生労働省が昨

年提示した 事業者・職場における新型イン
フルエンザ対策ガイドライン（改定案） に
おいても、新型インフルエンザ発生時を念頭
に置き、各種対策が 法律上の問題が発生し
ないかどうかを予め確認する。新型インフル
エンザの影響により業務を停止した場合、免
責となるかどうか約款を確認し、必要に応じ
て取引先と協議・見直しを行う。新型インフ
ルエンザ発生時に従業員に対して勤務を命じ
る場合の留意点について検討する。（同ガイ
ドライン29〜30頁）と、今後、企業の法務担
当者や顧問弁護士との間で検討がなされるこ
とを想定しているのである。さらに、同ガイ
ドラインでは、 なお、政府は、社会機能維
持に係る責任を有する事業者が事業継続体制
を構築できるよう、新型インフルエンザ発生
時において企業の一定の義務を免除する関係
法令の運用面を含めた周知や、企業の義務を
定める規定の各種規制の弾力運用について検
討を行うこととしている。 ということに言
及 す る（同30頁）。こ の よ う な 法 令 等 の 制
定・運用については、企業等関係団体からの
意見聴取などが不可欠であり、また日弁連等
でも必要な提言などの検討をしなければなら
ない。このような状況下、企業法務担当者や
顧問弁護士らが本件問題に無 着ではあり得
ない。ボールはすでに投げられているのであ
る。法律実務家において適切な提案ができな
い、企業法務担当者からの相談に適切な回答
ができないということは、怠慢といわれても
仕方がない。
企業の法務担当者や企業法務を担当する弁
護士らは、 会社役員の善管注意義務と新型
インフルエンザ対策 、 使用者の労働者に対
する安全配慮義務と新型インフルエンザ対
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策 、 事業（取引）継続と新型インフルエン
ザ対策 等について、どのような法的見解を
提示することが適切なのか、適切な情報を基
にして法的見解をあらかじめ有しておくべき
である。
本稿は以上のような危惧を感じた筆者が、
企業法務担当者や弁護士ら法律実務家が企業
法務等に携わるに当たり、新型インフルエン
ザ対策と企業法務という観点を正しく理解し、
適切な助言等がなし得るよう、あえて議論を
喚起するために起草したものである。したが
って、以下の論考は必ずしも当を得ていない
可能性があり、各位からのご示唆等をいただ
くことを歓迎するものである。要は、法律実
務家である弁護士や企業法務担当者として、
十分な議論を尽くして、企業の危機管理に資
するよう万全な準備をしておきたいと考える
次第である。
なお、本稿における見解は、もとより筆者
の個人的な試論であり、日本弁護士連合会や
災害復興まちづくり支援機構の公式見解では
ないことをあらかじめお断りしておく。

さまざまな法律問題
新型インフルエンザ対策を企業で策定しよ
うとする際には、以下のように、大きく分け
て、労務管理的な側面と、取引先との契約・
義務の側面とがあり、これら両面のいずれに
も法的に考察しておくべき問題点がある。そ
こで、ここでは、それぞれについて小問に分
けて検討することを試みる。

目 次
はじめに
さまざまな法律問題
１

労務管理的な側面の法的問題

２

取引先との契約・義務の側面の法律問題

３

その他の法律問題
対策はだれにもオーソライズされない
弁護士等法律実務家の役割について
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１ 労務管理的な側面の法的問題

質問案

①

発熱など特定の症状を示した（ただし、新型イ
ンフルエンザであることまでの特定はできない）
労働者が就業しようとするのを拒否し業務命令
（休業命令）で帰宅させる場合、 使用者の責め
に帰すべき事由による休業
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となり、賃金や休業

手当が必要となるのか。

【回答案】
原則として、休業手当、休業補償は不要で
あると考える。ただし、そのような結論に至
るためには新型インフルエンザ対策を策定し、
適切な健康管理体制を実施していることが必
須であり、そのような状況下での命令でなけ
れば、使用者の責任を免れることはできず、
賃金支払や休業手当の支給が必要となる。
なお、議論の前段として、当該出社拒否
（休業命令）の適否について論じる。当該命
令の法的性質については、当該労働者に対す
る就労拒否と強制力を伴わない勧告程度の病
気治療専念命令からなると考えられる。使用
者は労働者の健康配慮義務および職場の安全
管理義務を負い、職場の秩序維持権限を有す
るのであり、それに基づくものとして、労働
者に対して本件出社拒否（休業命令）を発出
する裁量権を有しているということができる
（東京地判平成５・９・21判タ835号199頁）
。
そして、出社拒否（休業命令）を発出した
際の賃金の支払義務の存否については、民法
536条で決すべきと考える。すなわち同条１
項では、 当事者双方の責めに帰することが
できない事由によって債務を履行することが
できなくなったときは、債務者は反対給付を
受ける権利を有しない。 とする。また、同
条２項は、 債権者の責めに帰すべき事由に
よって債務を履行することができなくなった
ときは、債務者は、反対給付を受ける権利を
失わない。 とある。これは、パンデミック
期前後における従業員から労務提供を拒否で
きるかどうかを規律する原則的な規定である
と考える。

説

そもそも、当該労働者は必ずしも新型イン
フルエンザに罹患したものと確定できたわけ
ではないが、 発熱など特定の症状を示した
ということからすると、使用者は新型インフ
ルエンザに罹患したと考えた上で対応するこ
とが適切と思料される。そのような場合、当
該症状を認識した使用者が当該労働者の出社
を禁じ、その結果、労働者の債務が履行でき
なくなることについて使用者側に 帰責事
由 があるというべきか。厚生労働省が平成
19年３月に出した 事業者・職場における新
型インフルエンザ対策ガイドライン では、
職場内での感染拡大予防のための措置として、
新型インフルエンザの症状、すなわち、38℃
以上の発熱、咳、くしゃみ等の呼吸器症状、
頭痛、関節痛、全身倦怠感等、の諸症状が確
認された場合には、産業医等の意見を聞き、
自 宅 待 機 を 要 請 す る、と す る（な お、こ の
要請する

は現実の場面では、非常に問題と

なることが想定される。すなわち、使用者側は
自宅待機を要請したにすぎず、最終的に自宅待
機するかどうかは労働者の判断によるものであ
り、休業する場合には有給休暇を取得するよう
に、と突き放した議論になってしまう可能性が
あるからである。したがって、この場面では、
要請 ではなく、 業務命令 以外にはあり得
ないのではないかと考える）
。

他の労働者への安全配慮義務の履行、とい
う面から考察しても、当該労働者の出社を禁
ずることは非常に重要な対応策である。した
がって、一定の諸症状の確認および産業医等
の意見聴取がなされ、その結果、出社拒否
（休業命令）が必要と判断して発出されたも
のであれば、原則として使用者側に 帰責事
由 はない、とすることが相当である。
これを原則的な考え方としても、なお例外
があると考える。なぜなら、そもそも、当該
労働者にそのような症状が発生することとな
った原因が使用者側の健康維持管理体制の欠
如にある場合には到底帰責性がないとはいえ
ないからである。たとえば、使用者は、快適
な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて
職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない（労働安全衛生法
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３条）
。本件問題に照らしていえば、労働者

出た）場合の責任の有無については、当該判

に対して感染予防策（健康管理の実施、時差
出勤、発症者の隔離措置の準備など）を指導す
る義務がある、ということである（この際、

断をする際に、上記のように当時の専門家等
から科学的・医学的知見を採り入れ対応策を
実施し、十分な資料に基づき出社禁止（休業
命令）を判断したのであれば、取締役の善管
注意義務等の責任は免れることとなると考え
る。

新型インフルエンザ罹患が労働災害であるかど
うかはひとまずおく）
。現在でも、厚生労働省、

東京都のような自治体、あるいは商工会議所
のような商工団体で新型インフルエンザ対策
ガイドラインを策定し、注意喚起をしている。
そのような情報提供を的確に受け止め、医学
上、必要な新型インフルエンザ対策を実施す
ることが、ここにいう 労働者に対して感染
予防策を指導する義務 を尽くすことになる。
翻って、使用者が適切な新型インフルエンザ
対策および事業継続に関する対応策を講じな
いでいるうちにパンデミック期前後を迎える
ことになり、労働者の業務上の安全を確保で
きない、ということを理由として出社拒否を
する場合には、いかに安全確保のため、とい
う理由であっても、民法536条２項の 債権
者の責めに帰すべき事由 があるとされ、使
用者は労働者に対して賃金の支払義務を免れ
ないものと考える。また、労働基準法26条の
使用者の責に帰すべき事由 があるという
ことになり、賃金あるいは休業手当を支払っ
て休業していただくしかないと考える。
なお、上記裁判例（東京地判平成５・９・
21判タ835号199頁）では、疾病に罹患し休業
させた労働者に対する賃金請求権の有無につ
い て 判 断 が な さ れ て お り、 被 告（引 用 者
注：使用者）としては、被告の産業医等の専
門家の判断を求める等のさらなる客観的な判
断資料の収集に努めるべきであって、これを
全くすることなく、右の診断書と症状報告と
を重視して原告（引用者注：労働者）の就労
を拒絶した被告の本件措置には、些か軽率で
あったとの謗りを免れない。 として使用者
に賃金の支払いを求めている。新型インフル
エンザを疑って休業を命じる際の判断基準と
して大いに参考になる裁判例である。
また、当該労働者が罹患の疑いがあるとい
うことで出社禁止（休業命令）を命じたもの
の、その判断が結果として正しくなかった
（それによって業務に支障が生じる等の影響が

質問案

②

新型インフルエンザ対策の一環として政府や自
治体が社会機能維持にかかわる事業者を除く事業
者に対して事業自粛、事業所閉鎖を要請し、事業
者がそれに応じて閉鎖をした場合、新型インフル
エンザに罹患していない労働者に賃金を支払う義
務があるか。

【回答案】
この点についても、原則として、休業手当、
休業補償は不要であると考える。ただし、そ
のような結論に至るためには新型インフルエ
ンザ対策を策定し、適切な健康管理体制を実
施していることが必須であり、そのような体
制下でのやむを得ない判断といえるものでな
ければ、使用者はその責任を免れることはで
きず、賃金支払または休業手当は必要となる。
すなわち、この問題も、民法536条で規律
される問題であると考えられる。その際には、
いわゆる労働者のストライキに対抗した手段
であるロックアウト（作業所閉鎖）をした使
用者が労働者に対してロックアウト期間中の
賃金を支払う義務があるかどうかについて判
断をした最高裁判例が参考になる（最三判昭
和50･４･25民集29巻４号481頁）
。当該最高裁判
例は、正当な争議行為として是認される場合
には、その期間中における対象労働者に対す
る賃金支払義務を免れると判示している。そ
こで重視されていたのは、上記にあるとおり
当該争議行為が正当として是認されるかど
うか である。その判断基準は、 個々の具
体的な労働争議における労使間の交渉態度、
経過、組合側の争議行為の態様、それによっ
て使用者側の受ける打撃の程度等に関する具
体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て
……相当と認められるかどうかによって決す
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る とされている。本件のような新型インフ
ルエンザ対策において自治体等の要請に従い、
あるいは自主的な判断で事業所を閉鎖するこ
とについて考察するに当たっても、上記裁判
例を参考に検討することができる。上記に沿
って新型インフルエンザ対策の場面に置き換
えた場合、 当該使用者の業務の内容、国、
自治体からの自粛要請の切迫性の程度、新型
インフルエンザの蔓延の経過および現状、当
該社内の労働者が罹患したことによる生産効
率性の低下の程度およびそれによる使用者の
受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に
照らし、衡平の見地から見て……相当と認め
られるかどうかによって決する ということ
になる。きわめて妥当な考え方であると思わ
れる。また、 新型インフルエンザ対策を策
定し、適切な健康管理体制を実施しているこ
と、それにもかかわらず、事業所閉鎖がやむ
を得ないものであること という基準は、上
記最高裁判例で重視した 衡平の見地 （バ
ランス論）からは、必須であると考えられる。
また、ノースウェスト航空事件（最判昭和
62･７･17民 集41巻 ５ 号1350頁）の判旨は、 ス
トライキに参加しなかった労働者の労働が、
ストライキが原因で社会観念上不能または無
価値になり、労働義務を履行できなくなった
場合、不参加労働者の賃金請求権は労働契約
上の危険負担の問題として考察すべきであり、
特別の事情のない限り、ストライキは 債権
者ノ責ニ帰スヘキ事由 にはあたらず、不参
加労働者は賃金請求権を失う。 というもの
であり、これを本件に当てはめると次のよう
になる。すなわち、 一部の労働者の新型イ
ンフルエンザが原因で、新型インフルエンザ
に罹患しなかった労働者の労働が社会観念上
不能または無価値になり、労働義務を履行で
きなくなった場合、新型インフルエンザに罹
患していない労働者の賃金請求権は労働契約
上の危険負担の問題として考察すべきであり、
特別の事情のない限り、新型インフルエンザ
による休業は民法536条２項の 債権者ノ責
ニ帰スヘキ事由 にはあたらず、新型インフ
ルエンザに罹患していない労働者も賃金請求
権を失う である。これも、 適切な新型イ
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ンフルエンザ対策等を講じている使用者 と
いう前提を付加することが必要であり、そう
することにより労働者との間における均衡論
（バランス論）として用いることができると
考える。
一方、新聞輸送事件（東京地判昭和57･12･
24労 民 集33巻 ６ 号1160頁）は、会社は 労 働 者
の労務が安全に行われるよう配慮すべき信義
則上の義務を負い、右義務の不履行のために
労務の提供ができない場合には、会社の責め
に帰すべき事由により労働者の労務提供が履
行不能となった場合となり賃金請求権を失わ
ないとされている。このことから本件を考察
するに、 使用者は労働者の労務が新型イン
フルエンザに罹患しないよう対策を講じるほ
か労働が安全に行われるよう配慮すべき信義
則上の義務を負い、右対策を講じないなど安
全配慮義務の不履行を原因として、労働者が
新型インフルエンザに罹患することになり罹
患者も罹患していない労働者も労務の提供が
できなくなった場合には、労働者は民法536
条２項によりその間の賃金請求権を失わな
い ということになる。さらに別の裁判例と
して、スト不参加組合員の就労不能が使用者
の責任と評価され、賃金支払義務が認められ
た裁判例（高知県ハイヤータクシー労組事件、
高松高判昭和51･11･10労民集27巻６号587頁）
、
業務内容の約８割を受注している関連企業の
争議によって業務が減少し、休業した場合、
使用者は不可抗力を主張することができず、
他企業に対する受注の方途を講ずる等、客観
的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くし
たと認められる場合でない限り、休業手当の
支払いを免れないとした裁判例（扇興運輸事
件、熊本地八代支決昭和37･11･27労民集13巻６
号1126頁）
、ストライキを発生させたこと、

ストライキを長期化させたことにつき使用者
に過失ありとして休業手当の支払義務を認め
た裁判例（ノースウェスト航空事件、東京高判
昭 和57･７･19労 民 集33巻 ４ 号673頁）などもあ
り、本件を検討する上で参考になるものであ
る。

論 説

質問案
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③

社会機能維持のための継続業務に従事してほし
い労働者が、感染リスクを理由として出社を拒否
した場合に、業務命令として出社を指示すること
は可能か。さらに、当該命令に背いて欠勤をする
労働者に対して使用者は解雇等の懲戒をすること
が可能か。

【回答案】
労働契約（雇用契約）において、使用者は
労働者に労務の提供をするよう求めることが
でき、これは債務の本旨である。ただし、労
働者の新型インフルエンザパンデミック時に
感染リスクを懸念することもやむを得ないの
であるから、使用者としては、義務である労
働者に対する安全配慮義務を的確に履行し、
安全に労務提供をし得る環境を構築しておく
ことが必要であるし、それが使用者が労務の
提供を受ける条件でもあるといえる。そのよ
うな安全配慮義務を尽くして感染リスクを排
除した労働環境を構築しているのであれば、
使用者は労働者に対して業務命令として適法
に出社を命じることができる。
逆に、そのような感染リスクを排除した労
働環境を構築していないのであれば、労働者
は、そのような労働環境が構築できておらず
危険な場所には出社できないので、早急に改
善してほしい、と要求できる。この場面を規
律するものとしては、使用者の安全配慮義務、
との観点とは別に、労働者側からみたものと
して民法493条が考えられる。すなわち、同
条は、弁済の提供の方法について 弁済の提
供は、債務の本旨に従って現実にしなければ
ならない。ただし、債権者があらかじめその
受領を拒み、又は債務の履行について債権者
の行為を要するときは、弁済の準備をしたこ
とを通知してその受領の催告をすれば足り
る。 とする。 債務の履行について債権者の
行為を要するときは とは、本来的には債権
者の協力がないと弁済提供できない状況にあ
る場合を指し、本件の場面でいえば、労働者
の新型インフルエンザ罹患を防止するに必要
な体制を構築し、実施することであると考え

(

)

られる。そのような体制が構築できていない
場合には、労働者は、同493条に基づき 感
染リスクを排除できた労務環境になっていな
いので、労務提供ができない。労務提供の準
備はできているので、当該体制を整えて、労
務提供をさせなさい と催告をすることで弁
済の提供の効果である 債務の不履行によっ
て生ずべき一切の責任を免れる。 ことにな
る。すなわち、使用者が安全配慮義務を尽く
して感染リスクを排除した労働環境を構築し
ていなければ、出社命令を拒否できる、とい
うことである。ただ、 債権者が弁済を受領
しない意思が明確な場合であっても、弁済の
提供をしない限り、債務不履行の責を免れな
い（最 一 判 昭 和44・５・１ 民 集23巻 ６ 号935
頁）
。 との判例もあることから、労働者とし
ては、明確に 労務提供の準備はできている
ので、当該体制を整えて、労務提供をさせな
さい。 と催告するべき、ということになる。
次に、当該出社命令を正当に出すことがで
きる状況において労働者が当該命令に背いて
欠勤をする場合、使用者は労働者に対して懲
戒をすることが可能か、ということであるが、
新型インフルエンザ対策の不備を理由として
欠勤をすると主張されている場合には懲戒は
困難ではないかと考える。懲戒とは、特定の
身分関係における紀律の維持のために、一定
の義務違反に対し人的な制裁を科する制度を
いうとされており（金子宏ほか編 法律学小辞
典〔第４版〕（有斐閣、2004）
）
、あくまでも企
業秩序を維持していくための手段である。そ
して、懲戒権の行使は、当該懲戒にかかる労
働者の行為の性質および態様その他の事情に
照らして、客観的に合理的な理由があること、
社会通念上相当であると認められることが必
要である（労働契約法15条、解雇の場合には、
併せて労働基準法18条の２）
。本件の場合には、
当該労働者の行為の性質（ただ欠勤するだけ。
平穏であること）および態様（不安である事情
を告知していること）に照らすと、懲戒を科
す社会的相当性がないと考えられる。すなわ
ち、客観的に労務を提供できる状況にあると
しても、それが確認できない場合に、新型イ
ンフルエンザ対策が不備かもしれない、それ
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が不安で出社できない、ということも、やむ
を得ない面がある、ということである。ただ、
客観的に労務を提供できる状況下であれば、
使用者としては、労働環境の整備は尽くして
いるのであり、労働者は可能であるにもかか
わらず労務提供という債務を履行しないとい
う関係になるので、債務不履行という法律関
係になる。そのため債務不履行としての賃金
カット等はあり得るが、それ以上に、契約解
除、つまり普通解雇については、合理性がな
いと指摘される可能性があると思われる。以
上、結論としては、欠勤した者については、
懲戒解雇、普通解雇はできず、賃金カット等
をなし得る程度であろう、ということである。
以上のことを考察すれば、使用者としては、
労働者および労働組合などと、新型インフル
エンザ対策について協力関係を構築すべきで
あるし、協力連携をして対応すべきことの有
用性が理解されるであろう。
質問案

論

）

④

説

ただし、労基署の許可基準をみると、同条１
項は 災害、緊急、不可抗力その他客観的に
避けることのできない場合の規定であるから、
厳格に運用すべき とされ、許可および事後
承認の基準は ①単なる業務の繁忙その他こ
れに準ずる経営上の必要は認めない。②急病、
ボイラー破裂その他人命または公益を保護す
るための必要は認める。 などとされている
（昭 和22・９・13次 官 通 達17号、昭 和26・10・
11労働基準局長通 達696号）
。したがって、本

件の会社のように、新型インフルエンザ対策
として、人員削減をする、という場合でも、
自宅待機をさせる労働者分のしわ寄せが勤務
をする労働者に来たための残業・休日出勤を
させるためには、そもそも、その新型インフ
ルエンザ対策の必要性、合理性などが検証さ
れることになり、安易な人員削減と考えられ
るようなものについては、許可がなされない
ものと想定される。
質問案

⑤

会社では、新型インフルエンザ対策の一環で、

会社の労働者が新型インフルエンザに罹患した

一部の労働者を自宅待機させ、一部の労働者に限

ため、その出社を禁じたところ、体調は悪くない

定して勤務させることを計画している。ただ、そ

ので、自宅勤務をしたいと申し出ている。本人か

のように人員を減少させると労働者１人当たりの

らの申出であるから自宅勤務として、それを認め

労働時間が正規の場合のよりも増える可能性があ

て、可能な業務をさせてもよいか。

る。この点について法律はどのような対応を考え
ているのか。

【回答案】
労働基準法33条は、災害等による臨時の必
要がある場合の時間外労働等を定めており、
災害その他避けることのできない事由によ
って、臨時の必要がある場合においては、使
用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要
の限度において第32条から前条まで若しくは
第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休
日に労働させることができる。ただし、事態
急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がな
い場合においては、事後に遅滞なく届け出な
ければならない。 としている。そこで、本
件のような場合でも、災害その他避けること
のできない事由によるものとして時間外労働
や休日労働が認められるものと考えられる。

【回答案】
罹患労働者等の罹患時期、回復状況等によ
っては、自宅勤務ということもあり得るが、
発熱など特定の症状を示した労働者 につ
いては休業をさせ療養をさせるべきであり
（労働安全衛生法23条〜25条）
、
自宅勤務を命じ
た結果、病状の悪化、回復の遅れなどが認め
られる場合には、使用者に安全配慮義務違反
があるとされる可能性がある。そして、労働
者が自身の病状を承知の上で自宅勤務を希望
した場合には、使用者は免責されるか、
つまり、
労働者自らの選択で当該自宅勤務をしたので
あり、それによって症状が悪化し、さらには
業務上の接触等の可能性が認められたため感
染が拡大したのであるから、使用者は免責さ
れるということになるか、である。答えは、否
である。使用者としては、いかに労働者から

論 説
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の自主的な申出であったとしても、当該就業
を禁止すべきであり、それを禁止せず、また
は明示あるいは黙示に承認して、就業をさせ
た結果、症状の悪化などが認められれば、安
全配慮義務の懈怠の指摘を受けざるを得ない。
質問案

⑥

パンデミック期前後になり在宅勤務が実施され
ることとなった場合には、通常勤務と比較して賃
金に変化はないのか。

【回答案】
新型インフルエンザ対策として最も有効な
ものではないかとされているのが在宅勤務制
度である。これについては、新聞報道によれ
ばNECやNTTデータなどが体制を構築して
いるという。そこで、パンデミック期前後に
なり在宅勤務が実施されることとなった場合
には、通常勤務と比較して賃金に変化はない
のか、という疑問が出てくる。これについて
は特段の取決めがなければ通常勤務と同様と
なるのであろうが、就業規則等で賃金につい
て別レートで規定されることもある。また、
その際の手当等の支給についても就業規則等
で取決めがなされることとなろう。そこで、
それらに従って賃金支払い実務が進むことに
なる。この点でも、労働者、労働組合との協
議は必須であり、新型インフルエンザ対策に
理解を求めるよい機会となるであろう。
質問案
・

⑦

社命で勤務した労働者が新型インフルエンザ
に感染した場合、使用者は補償を行う義務があ
るか。

・

国内発生後パンデミック期においても、事業
継続したいが、労働者への

安全配慮義務

に

ついては、どの程度の配慮をすれば、きちんと
対応したことになるのか。なお、同業者では、
特に何らの対応策も検討していない状況である。
・

優先業務や重要業務継続のために、労働者に
出勤（あるいは宿直）を求めた場合、個人防護
具等を供与しても感染し健康被害があれば、安
全配慮義務違反になるか。

(

)

【回答案】
新型インフルエンザパンデミック期前後に
労働に従事した労働者が業務上の理由で新型
インフルエンザに罹患したものであるかどう
かの因果関係については、立証が困難なので
はないかという問題はあるが、業務上の外出
以外は罹患する原因がないということであれ
ば、業務上の疾病といい得るのではないか。
そこで、使用者に求められている安全配慮
義務の考え方については、じん肺訴訟等の判
決が参考になると思われる。安全配慮義務の
履行は、使用者に課された義務であり、その
当時認識し得る科学的・医学的な知見が基準
となる。また、単に設備やマスク等の防具を
付与しただけで足りるものではなく、当該防
具等の効果が認められるものであること、利
用に耐えること、当該防具を適切に使用する
ことを管理・教育することまで必要と考える。
たとえば、筑豊じん肺訴訟控訴審判決（福岡
高判平成13・７・19、判タ1077号72頁）では、
じん肺教育は、本来、従業員に対し、じん
肺の発症の機序・病像・予防法等につき、医
学的、実証的見地から教育するのでなければ
十分な効果は期待し難いもので、単に防爆対
策の見地から、通気の確保、散水の励行等の
意義、必要性を指導、教育したとしても、じ
ん肺教育としては十分ではない。、 掘進、
採炭の作業現場で、防塵マスクの着用、採水
の励行等につき、従業員に十分な指導、教育
はされなかったということができる。 とし
て安全配慮義務違反を認定している。
では、次に、使用者が、周囲の他の事業者
においても新型インフルエンザ対策を特に構
築していないので、大した問題ではないと考
えて特に同対策を構築しないでいたところ、
労働者が罹患してしまった、という場合の安
全配慮義務の問題については、次の最高裁判
決（最二 判 平 成18・３・13判 時1929号41頁）が
参考になる。すなわち、サッカー部の指導教
員が落雷の可能性を考慮してクラブ活動を中
止するかどうかの判断について注意義務違反
があったと認定された事例で、
前記事実関係によれば、落雷による死傷
事故は、平成５年から平成７年までに全国で
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毎年５〜11件発生し、毎年３〜６人が死亡し
ており、また、落雷事故を予防するための注
意に関しては、平成８年までに、本件各記載
等の文献上の記載が多く存在していたという
のである。そして、更に前記事実関係によれ
ば、Ａ高校の第２試合の開始直前ころには、
本件運動広場の南西方向の上空には黒く固ま
った暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間
で放電が起きるのが目撃されていたというの
である。そうすると、上記雷鳴が大きな音で
はなかったとしても、同校サッカー部の引率
者兼監督であったＢ教諭としては、上記時点
ころまでには落雷事故発生の危険が迫ってい
ることを具体的に予見することが可能であっ
たというべきであり、また、予見すべき注意
義務を怠ったものというべきである。このこ
とは、たとえ平均的なスポーツ指導者におい
て、落雷事故発生の危険性の認識が薄く、雨
がやみ、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつ
れ、落雷事故発生の危険性は減弱するとの認
識が一般的なものであったとしても左右され
るものではない。なぜなら、上記のような認
識は、平成８年までに多く存在していた落雷
事故を予防するための注意に関する本件各記
載等の内容と相いれないものであり、当時の
科学的知見に反するものであって、その指導
監督に従って行動する生徒を保護すべきクラ
ブ活動の担当教諭の注意義務を免れさせる事
情とはなり得ないからである。
と論じている。そこでは、平均的なスポー
ツ指導者が認識する落雷事故発生の危険性と
同様な認識をもって対応しても落雷事故が発
生した場合には注意義務を免れることはでき
ないと論じている。当該判例の スポーツ指
導者 は、新型インフルエンザ対策を検討す
る事業者と置き換えることができる。すなわ
ち、新型インフルエンザから労働者の安全を
確保すべき事業者は、当時の科学的知見に基
づく対応策を実施しなければ善管注意義務に
違反するのであり、一般的な事業者が新型イ
ンフルエンザの危険性に着目した対策を講じ
ていなかったとしても、それによって新型イ
ンフルエンザに労働者が罹患し、また、事業
継続に支障が生じ会社に損害を与えた場合に

説

は、当該使用者は善管注意義務違反を免れな
い、ということになる。
２ 取引先との契約・義務の側面の
法律問題

質問案
⑩ パンデミック期、配送が遅れ相手方に損害
を与えた場合、賠償する責務を負うのか。
医療器具メーカーがその協力会社としてい
る部品メーカーの従業員の大半が新型インフルエ
ンザに罹患して事業休止となってしまった。その
ことによりサプライチェーンのボトルネックが発
生し、最終製品が完成せず、納品ができなくなっ
てしまった。責任は、誰がどのように負うのか。
事業所閉鎖を要請されている、イベント開
催事業者が当該要請を拒否し、イベント開催を強
行した。その結果、参加者の中から新型インフル
エンザに罹患した者が増えた場合、罹患した参加
者から責任追及されるのか。

【回答案】
⑩〜 を通して全般的に指摘できることは、
このようなリスクというものの存在は、当然
のことながら理解しておくべきであるし、そ
のための対策を講じておくことが必要である、
ということである。そして、契約を履行しな
いこと、履行が遅延すること、契約条件を履
行できないこと（いずれも債務不履行）が損
害賠償請求の負担や契約解除等のデメリット
を被ることになるのは、当該債務不履行が当
事者の責めに帰すべき事由（帰責事由）によ
るものであるかどうかによるのであって（民
法415条）
、当該帰責事由がない程度に対策を
講じていたにもかかわらず発生した、不可抗
力による債務の不履行については損害賠償等
の義務はない。新型インフルエンザパンデミ
ック期においても、必要な事業継続対策を講
じていた等、会社に帰責事由がないにもかか
わらず事業を継続できない状況に陥ったので
あれば、当該事業中断は法律上の責任はない。
⑩については発生リスクによって業務に支
障が生じた場合の責任問題である。もちろん、
運送約款では 不可抗力による火災、風水害
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等による貨物の延着 については免責事由と
なっており、本件でも 不可抗力といえるか
どうか が争点となる。この点は阪神淡路大
震災の際に、倉庫内の化学薬品が荷崩れによ
り漏出し、他の貨物から流出した水分と化合
して発火した火災により貨物が焼失した事故
について、倉庫会社に過失があったかが争わ
れた裁判例が参考になる（東京地判平成11・
６・22判タ1008号288頁）
。
判旨は、以下のとおりである。まず、 以
上のとおりＭ倉庫としては、通常想定される
事態に対応できる措置を講じていたと評価す
ることができる。しかし、同被告が本件火災
発生を予見することができたとすれば、この
ような措置では、不十分であり、注意義務違
反と評価される余地があるといえる。 とし
て、本件問題が予見可能性の問題であること
を指摘し、 思うに、我が国が地震多発国で
あることからすると、地震の発生それ自体は
予見可能というべきだろうが、本件大震災規
模の地震の発生を予見することも可能であっ
たとすることは困難であるように解される。
すなわち、本件大震災規模の地震の発生を予
見することは不可能ではないという程度の抽
象的な予見可能性で足りるとすることは、規
範的観点から過失の前提要件として予見可能
性を求める趣旨が没却されるから、過失の前
提としては、より具体的な予見可能性を要す
ると解するほかないからである。 として予
見可能性の程度は、抽象的な危険では足りず、
より具体的な予見可能性を要するとした。そ
して、 本件大震災は、震度７の未曾有の大
地震であるところ、被告Ｍ倉庫としては、こ
のような規模の大地震が発生するのを具体的
に予見することはできなかったものと言わな
ければならない。 と判断し、震度７の大地
震＝具体的に予見不可能、よって倉庫業者に
責任はないとした。ところで、これを本件に
どのように当てはめるかであるが、具体的に
予見すべきは何か、ということである。これ
が このような新型インフルエンザのパンデ
ミックが起こることを具体的に予見できた
か ということであれば、おそらく、上記裁
判例と同様に 本件新型インフルエンザは、
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未曾有の大流行であるところ、配送を行う業
者としては、このような規模の大流行が発生
するのを具体的に予見することはできなかっ
たものといわなければならない となるであ
ろう。しかし、これでよいか。 新型インフ
ルエンザのパンデミック期には、配送が遅れ
る可能性がある という事態を具体的に予見
することができたかどうかを問題とすべきで
はないか、とも考えられる。運送会社の労働
者が新型インフルエンザに罹患し、人員の確
保が困難な状況になり、配送稼動力が低下す
ることは予見可能である。また、現時点では、
電車、航空機等の公共交通機関の間引き運転、
減便などが計画されつつあり、また、ビジネ
スマンは満員電車による通勤を回避して自動
車通勤となり、その結果、道路の渋滞も予想
される。以上のような事態は、かなり具体的
に想定できているのであるから、 新型イン
フルエンザのパンデミック期には、配送が遅
れる可能性がある という事態については、
具体的に予見することができた、ともいい得
るではないか。このように何の事態の予見可
能性を検討するかにより結論に違いがでてく
るものであるが、筆者としては前述のスポー
ツ指導者に関する最高裁判例と比較しても
（最二判平成18・３・13）後者の判断がなさ
れるのではないかと考えている。
についてどのように考えるかは、前述の
扇興運輸事件判決（熊本地八代支決昭和37・
11・27労民集13巻６号1126頁）が参考になると
思われる。もちろん、この事件自体は使用者
と労働者の間で休業手当が必要かどうかのも
のであるが、その判旨は、 約８割を受注し
ている関連企業の争議によって業務が減少し、
休業した場合、使用者は不可抗力を主張する
ことができず、他企業に対する受注の方途を
講ずる等、客観的にみて通常なすべきあらゆ
る手段を尽くしたと認められる場合でない限
り、休業手当の支払いを免れない。 として
おり、使用者＝会社の帰責事由は、対顧客と
の関係でも同様に論じることができると考え
られる。今般の新型インフルエンザ対策の構
築に当たっては、会社は、平成16年10月の新
潟県中越地震による日本精機の車載用計器類
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の供給停止、平成19年７月の新潟県中越沖地
震でのリケン柏崎工場被災によるエンジン部
品の供給停止という事態を認識しているので、
サプライチェーンにおける具体的なリスクを
認識・理解しなければならず、普段からこの
ようなボトルネックの対策をしておかなけれ
ばならない。もちろん、部品供給をする側に
おいても、契約履行について不履行となった
場合、それは不可抗力であるといえなければ
責任を免れることはできない。したがって、
この場合、医療器具メーカーがボトルネック
対策を構じていなければ、受注者に対して完
成品を納入できなかったことによるペナルテ
ィを負うことになるし、協力会社である部品
メーカーにおいても適切な新型インフルエン
ザ対策を講じておらず、不可抗力とはいえな
い状況であったのであれば、医療器具メーカ
ーに対して一定のペナルティを負うことにな
る。
なお、医療器具メーカーと部品メーカー、
受注者と医療器具メーカーとの間のそれぞれ
の契約により、新型インフルエンザのパンデ
ミックやその他リスクを想定した条件を設定
することはもちろん可能である。その場合、
当該リスクが発生した場合には、契約条件の
うち納期、品数等の特定事項について変更を
申し出ることができることとする。ただし、
そのリスクが多ければ契約の安定性は阻害さ
れ、契約の締結自体困難となる可能性がある。
また、当該条件が成就したかどうかについて
争いが起こらないように契約条件を設定する
ことが必要である。
については、いわゆる不完全履行の問題
であり、イベント開催事業者は、単に求めら
れたイベントを開催すればよいのではなく、
条理上ないしは社会通念上、当然に参集者の
生命・身体等の安全を確保すべき注意義務を
負うのであり（神戸地判平成17・６・28〔明石
市花火大会歩道橋事故〕
）
、参加者の多くが新
型インフルエンザに罹患した者という場合で
あれば、同社は当該義務に違反した可能性が
あり、その結果、罹患した参加者から責任追
及されることになる。

説

質問案
老人ホーム、訪問介護サービスについては、
介護要員等が不足してしまう可能性がある。その
際は、業務は継続すべきなのか。
パンデミック期、法規制や契約条件をどこ
まで遵守しなければならないのか
例１

資格要件者が必置されている職場（設

備管理者、警備等）で、資格要件者が不在とな
らざるを得ない場合
例２

契約等で履行期限、履行条件を守れな

くなった場合（保守、警備要員の確保ができな
い等）

【回答案】
前述したとおり、政府は社会機能維持にか
かる責任を有する事業者が事業継続体制を構
築できるよう、新型インフルエンザ発生時に
おいて企業の一定の義務を免除する関係法令
の運用面を含めた周知や、企業の義務を定め
る規定の各種規制の弾力運用等について検討
を行うとしている（事業者・職場における新型
インフルエンザ対策ガイドライン（改定案）30
頁）
。

、 についてはいずれも当該人員の
確保を必要としているものであり、これら人
員数の要件を緩和する可能性があるのかどう
かについては、未定のようである。人手不足
については阪神淡路大震災の際にも同様であ
った。新聞記事でも 被災地の福祉施設に悩
み 人手足りない……疲労限界 職員宅の大
半が被害 とある（朝日新聞1995年１月23日）。
また、 施設長は 通所施設を休んでいるか
ら、自宅で世話をする家族の精神的ストレス
もたまっていると思う。施設の正常な運営が
できない現状では、全員で安全な所へ移るこ
とも検討せざるを得なくなるのではないか。
と顔を曇らせた とある。新型インフルエン
ザパンデミック時は他に移るということも困
難であろうから、問題としてはさらに深刻で
ある。これらの点については、最終的には臨
時措置法等による立法的な解決によらざるを
得ないが、現行法で考えるとした場合には、
難しい問題であるが、人数が不足しても要介
護者の生命身体に生じる危難を避けるため事
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業は継続せざるを得ない場合には、刑法36条
の正当防衛、同法37条の緊急避難条項を用い
るしかないのであろう。
３

その他の法律問題

質問案
社会機能維持にかかわる企業が事業を継続
していたために従業員が罹患してしまった場合と、
その他の企業（不要不急の事業の企業）が、あえ
て事業を継続していたために従業員が罹患してし
まった場合とで、企業の責任について法的に違い
はあるのか。
会社では、新型インフルエンザ対策として
タミフルを備蓄しているということであり、いざ
というときに医師の作成したマニュアルに基づい
て会社で従業員にタミフルを配布する予定である

(

)

することが必要だからである（同 法 １ 条 参
照）
。なお、担当者は労働者の要求の有無に
かかわらずタミフルを提供しているだけであ
るが、法の規定文言上は患者の求めに応じた
かどうかは区別されていないので、この点は
上記結論を左右することはない。なお、タミ
フルが薬事法の規制の対象となる医薬品に該
当するのかどうかであるが、医薬品の定義は
薬事法２条１項に規定され、 日本薬局方に
収められている物 であり、具体的には医療
用医薬品（医師の処方により使用されるもの）
と一般用医薬品（薬局等で購入できるもの。た
とえば、かぜ薬や解熱鎮痛剤など）に分類され
る（加藤良夫編 実務医事法講義 （民事法研究
会、2005）488頁）
。したがって、いずれにせ
よ、タミフルは、薬事法の規制対象となる医
薬品である。

と聞いているが、薬事法等には抵触しないか。労
働者にタミフルの服用を求めることは問題ないか。

【回答案】
については、法的責任の軽重に特段の差
はないと考えられる。なぜなら、そもそも社
会機能維持にかかわる企業と、その他の企業
（不要不急の事業の企業）との区別が果たし
て峻厳と分けられるのか大いに疑問であるし、
いずれの企業であっても、労働者に対する安
全配慮義務については同等に求められるもの
だからである。
については、薬剤師でない会社の担当者
が労働者に対して医薬品を配布する行為は違
法であると考える。薬事法24条によると、薬
局開設者または医薬品の販売業の許可を受け
たものでなければ、業として、医薬品を販売
したり授与したりしてはならないと規定され
ている（同法24条１項本文）。 授与 とは無
償で供与することである（薬事法規研究会編
逐 条 解 説 薬 事 法〔４ 訂 版〕（ぎ ょ う せ い、
2001）402頁）
。医薬品の授与について厳しい

規制が施されているのは、たとえ無償で提供
される場合であっても、医薬品そのものが日
用品と異なり国民の保健衛生上きわめて重要
なものであり、これらに関する事項を規制し、
もってその品質、有効性および安全性を確保

対策はだれにもオーソライズ
されない
以上のとおり、新型インフルエンザ対策に
ついては、各種のガイドラインに従って検討
するとしても、法律的にはいろいろと検討を
しておかなければならないものがあると考え
られるし、その適否の判断も分かれることも
あろう。事業継続計画（BCP）の構築につい
ても、法律的な観点からの検証が必要かもし
れない。
ところで、平成21年１月24日・25日に東京
都が 新型インフルエンザ対策イベント を
開催し、事業者向け相談会を開催したことは
すでに紹介した。筆者は、そこで相談員を担
当したのであるが、相談に来られた会社の担
当者の１人から どこに行って聞けば、この
新型インフルエンザ対策で大丈夫であるかど
うかを判断してくれるのか という質問をい
ただいた。筆者はこれに対して どこに行っ
ても、これでよい、というお墨付きはもらえ
ません と回答した。そうなのである。誰も
これでよいですよ と断言できる人はいな
い。それでも、使用者はすべてのステークホ
ルダーが納得する適切な新型インフルエンザ
対策や事業継続計画（BCP）を目指して策定、
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実施をしないといけないわけであり、非常に
厳しい状況である。だからこそ、使用者は、
必要な専門家らと連携をして情報を得ながら、
ベストを尽くして 対策としてよりよいもの
を という準備を重ね続けることが必要とな
るである。

弁護士等法律実務家の役割に
ついて
そのような問題における、弁護士ら法律実
務家の役割とはどのようなものであろうか。
新型インフルエンザ対策には事業縮小、事業
所閉鎖など経営に大きなインパクトを与える
内容がある。事業者にとって、大きな経営判
断であるから、顧問弁護士らに対して、 こ
の状況下で事業中断をすることが、やむを得
ない、と判断されるものか とか、 ここま
で感染拡大防止策を実施したので、事業を継
続してもよいものか という問合わせをして
くることも想定できる。その際、弁護士らは、
現在の新型インフルエンザ対策がどのような
ものであるのか、現時点で、どのような対応
策が求められているのかを最低限の知識とし
て有している必要がある。その上で、当該経
営判断が妥当であるのかどうかについて回答
をすることになる。弁護士は、平常時から、
企業の法務担当者と連携をして顧問弁護士と
してさまざまなサポートをしている。その一
環として、その知見を最大限に生かして今般
の難局についてもアドバイスをしなければな
らない。その際の判断基準は、 事業者が適
切な新型インフルエンザ対策および適切な事
業継続に関する対応策を講じているかどう
か である。つまり、そのような対策を講じ
ているという場合であれば、 必要な対策を
講じていたが、それでも事業中断をしなけれ
ばならない と判断することに合理性がある
かどうかを判断すればよい。 パンデミック
時も中断、縮小することなく事業継続をした
いがどうか という相談の場合も、まずは、
適切な新型インフルエンザ対策および事業継
続に関する対応策を講じているかどうかを判
断することになる。一方、必要な対策を講じ
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ることなく、安易に 事業を継続する と判
断することは、それによって、従業員の感染
拡大、取引先、顧客への感染拡大の原因とな
った場合には、役員としての善管注意義務違
反の可能性がある。逆に、何の対策も講じる
ことなく事業中断をすることになれば、使用
者に 責めに帰すべき事由 がないとは考え
られず、労働者からは給与の支払義務や休業
補償等の要求がなされ、それに応じざるを得
ないであろう。事業中断による企業の逸失利
益や信用毀損の損害賠償の問題もある。こと
は簡単ではない。
すなわち、事業を中断するにも、継続する
にも、その前提としては、その当時の科学的
知見、医学的知見に基づいた適切な新型イン
フルエンザ対策、事業継続計画を策定し、実
施しておくことが、善管注意義務違反となら
ない最低限の条件なのである。
われわれ弁護士が企業の顧問弁護士として
活動するに当たり、このような方向性で正し
く会社を指導し、導くことができれば、平常
時から、そして新型インフルエンザパンデミ
ック期前後の混乱した状況においても、企業
の正しい対応を実現させることとなるのであ
り、結果として感染拡大を防止するという社
会貢献にも資することとなる。ぜひ、そのよ
うな大きな枠組みで企業法務に携わる多くの
弁護士が新型インフルエンザ対策問題に理解
を示して研鑽をし、会社とのコンタクトを取
ることを切に希望するものである。

