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1 はじめに

中国武漢の感染爆発に端を発し、日本をはじめと
する世界各国に感染拡大を継続している「新型コロ
ナウイルス感染症」について、WHO（世界保健機関）
は「パンデミックの状態にある」旨の宣言を出し、
執筆の時点では欧米各国にも飛び火し、株式市場に
も深刻な影響を与えている。
一方、我が国の国会では「新型コロナウイルス感
染症」対応の一環として、
「新型インフルエンザ等
対策特別措置法」（本稿では「新型インフル特措法」
という。
）の附則を改正する方式で、この新たな感

染症を「新型インフルエンザ等」に時限的に含むと
する内容の法改正を 2020 年 3 月 13 日に成立させ
た（【資料 1】）。なお、同改正法は同日公布され、翌
14 日より施行されている。
従って法的な観点でいうと 2021 年 1 月 31 日ま
での時限的措置として、
「新型コロナウイルス感染
症」は「新型インフルエンザ等」に含まれることと

試論である点を冒頭に申し上げておく。
2 新型インフル特措法の概要と理解のポイント
【新型インフル特措法の全体構造】
第 1 章 総則（第 1 条～第 5 条）
第2章 新
 型インフルエンザ等対策の実施に関する計画
等（第 6 条～第 13 条）
第3章 新
 型インフルエンザ等の発生時における措置
（第 14 条～第 31 条）

第 4 章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第 1 節 通則（第 32 条～第 44 条）
第2節 ま
 ん延の防止に関する措置（第45条・
第 46 条）
第
 3節 医
 療等の提供体制の確保に関する措置
（第 47 条～第 49 条）
第
 4節 国
 民生活及び国民経済の安定に関する
措置（第 50 条～第 61 条）
第 5 章 財政上の措置等（第 62 条～第 70 条）
第 6 章 雑則（第 71 条～第 75 条）
第 7 章 罰則（第 76 条～第 78 条）
附 則

なり、今後、新型インフル特措法等に基づいて、政
府・地方自治体を主体とする様々な「措置」（＝対
応のこと）が実施されていくことが想定される。

新型インフル特措法は、
「新型インフルエンザ等

そこで、本稿では、新型インフル特措法の概要

の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並

を、企業のリスク管理・BCP（事業継続計画）の観

びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小とな

点から、実務上どのような影響があるかという視点

るようにすること」をその目的とし（1 条）、これら

にたって、
対策のあり方も含めコメントしてみたい。

の目的達成のために国、地方公共団体その他の公

なお、本稿の内容は、政府の法改正資料、各種ガ

共・社会的な機能を担う関係団体、企業等の事業

イドラインや自治体の公開資料、各種参考文献に基

者、そして国民に対して新型インフルエンザ等の感

づき、また、行政（県庁・市役所で約 12 年）と民間

染症対策を積極的に実施し、また相互に協力するこ

（企業において約 10 年）でキャリアを積み、かつ官

とを要請して、対策の実効性を高めることを目指し

民双方で対策本部事務局として危機管理の実戦を経
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◆総則規定から新型インフル特措法を概観する

ている（3 条・4 条）。

験し会得した筆者のノウハウを踏まえ、さらに筆者

また新型インフルエンザ等を含む感染症対策の実

の現在の立場であるコンサルタントの視点も加味し

効性を確保するためには、住民に対する不要不急の

て、企業各社の議論喚起のために展開する個人的な

外出の自粛要請や、事業者に対する必要な物資の売
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【資料 1】新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）の一部を次のように改正する。
附則第一条の次に次の一条を加える。
（新型コロナウイルス感染症に関する特例）
第一条の二 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月
に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに 報告されたものに
限る。）であるものに限る。第三項において同じ。
）については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一
部を改正する法律（令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。）の施行の日から起算して二年を
超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみな
して、この法律及びこの法律に基づく命令（告示を含む。）の規定を適用する。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき（新型コロ
ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国
から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
）であるものに
限る。）にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき）」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県
行動計画、市町村行動計画及び業務計画（以下この項において「行動計画等」という。）に定められていた新
型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型イン フルエンザ等に関する事項
として行動計画等に定められているものとみなす。
附
則
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

渡しの要請・指示も必要となり、これらの対応が日

市区町村その他の公共・社会的な機能を担う関係団

本国憲法で不可侵と謳う「人権」の制約となる可能

体がそれぞれ行動計画（業務計画）を策定するもの

性があることから、これらの措置は常に必要最小限

と規定されている（7 条〜9 条）。

度のものであるべき旨も定められている（5 条）。

各企業は、政府や地方公共団体等のこれらの行動

従って、各企業は、政府や地方公共団体の各種対

計画を予め熟読することで、特に各都道府県の「新

策が進展する中で、自社の経済活動の自由に対して

型インフルエンザ等対策行動計画」の内容をよく吟

制約を受ける可能性がある点を認識し、それが「要

味し、各行政組織の動きを予め想定し、感染が徐々

請」ベースであっても、あるいは、罰則規定のない

に拡大することに伴いどのような措置がなされ、自

「指示」の形をとるものであっても、基本的にはこ

社の従業員や事業にどのような影響があるかを把握

れに協力することが事実上求められていくことに注

しておくことが大切である。

意が必要だ。各企業の経済活動はもちろん原則自由
ではあるが、同時に各社にはコンプライアンスの観

◆「新型インフルエンザ等緊急事態措置」の意味

点から「国民・住民の安全」にマイナスの影響を及

政府や地方公共団体（都道府県）がとる様々な対

ぼすような経済活動や強引な事業継続は許容されな

応の中で、その言葉のインパクトもあり、注目され

いのである。

ているのが「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
であり、
「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」で

◆都道府県の計画に注視する

ある。これらについてもコメントしてみたい。

では、各企業はどのように予め自社に対するリス

政府対策本部長（内閣総理大臣）は、新型インフ

クを把握すべきであるかが次に問題となる。ここで

ルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害

参考・ヒントになるのが、新型インフル特措法第 2

を与えるおそれがある場合）が国内で発生し、その全

章の「新型インフルエンザ等対策の実施に関する計

国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済

画等」の規定である。

に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態

政府は「新型インフルエンザ等の対策の実施に関

（
「新型インフルエンザ等緊急事態」という。
）が発生し

する計画」を予め定め、対策の実施に関する基本的

たと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態

な方針の策定、関係情報の継続的な収集と発信、発

が発生した旨を含む下記内容を公示し（この公示を

生後の各種措置、医療に関する体制強化や調整をす

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。
）
、その旨

ることとなっており（6 条）、都道府県は政府の計画
に基づき、自団体の区域における対策実施に関する
計画を定め、さらにこの都道府県の計画に基づき、

を国会に報告するものとしている（32 条）。
当該公示の内容は、①新型インフルエンザ等緊急
事態措置を実施すべき期間（2 年を超えない範囲で定
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【資料 2】事態の推移と国・都道府県の対策例
緊急度
深刻度

事態の
推移

国

1

2

3

4

【新型インフルエンザ等緊急事態の要件】
①重篤症例の発生頻度が、季節性インフルエンザに比して相当程度高い
②国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼす又はそのおそれのある場合
+
国内に感染
国内で発生
③－１ 感染経路が特定できない状況である場合 又は
が拡大
海外で発生 （疫学的に追
③ー２ 患者（疑似症や無症状の場合を含む）が公衆にまん延させるおそれが
（疫学的に追
える）
ある行動をとっていた場合など、患者多数発生の蓋然性ある場合
えない）
（筆者が想定する具体的な緊急事態状況）
・当該地域の医療体制崩壊の危機が迫った場合？
・ウイルスが弱毒性から強毒性に変異した場合？
・何らかの理由で同時多発的にクラスターが発生した場合？
◆対策本部
を設置
◆水際対策
開始
◆在外邦人
支援
◆国内対策
準備

◆水際対策
（継続）
◆国内対策
発動

【新型インフルエンザ等緊急事態宣言】（※対策を最も強化）
◆政府対策本部長は、次の事項を公示する
◆水際対策
・新型インフルエンザ等緊急事態の概要（発生地域、
（縮小等）
患者数、ウイルス病原性、症状、まん延防止に必要な情報）
◆国内対策
・新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
強化
（2 年を超えない期間。ただし最大 1 年の延長が可能）
・新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
（都道府県単位での指定を想定）
☆当該都道府県が区域指定された場合の措置例（45 条～ 61 条）

都道府県

◆対策本部
を設置

◆政府の対
策に協力
◆国内対策
発動

◆政府の対
策に協力
◆国内対策
強化

１．感染を防止するための協力要請等
◆住民に対する不要不急の外出の自粛：【要請】（45 条１項）
◆学校、興行場等の使用制限等の要請等：
【要請】➡【指示】
（45 条２項～４項）
２．医療等の提供体制の確保に関する措置
◆臨時医療施設開設のための土地等の使用：
【要請】➡【同意を得ず使用】
（49
条）など
３．国民生活及び国民経済の安定に関する措置（50 条～ 61 条）
◆緊急事態措置に必要な物資の売渡し：【要請】➡【収用】（55 条）など

められ、さらに最大 1 年の延長が可能。
）
、②新型イン

2 項～4 項）のように、当該被要請者に「要請」を

フルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域（専門

拒否することについて正当な理由がなく、
「要請」

家の意見を踏まえて、原則として「都道府県」単位を最

が一段強い表現の「指示」に切り替わったとして

小単位として設定されることが想定される）
、③新型イ

も、本規定の違反に対しては罰則行為はない点にも

ンフルエンザ等緊急事態の概要（患者が発生してい

注意が必要である。

る地域や患者数、患者の症状、ウイルスの性質・病原性
等）である。

そして「新型インフルエンザ等緊急事態」の宣言

う 3 つの強さのレベルに分けられる措置ではある

後これが解除されるまでの間に、都道府県知事の権

が、要請や指示を行った際にはその旨公表されるこ

限において次のような措置が可能となる。措置の具

とから、各企業は単に法的な強制力の有無や罰則の

体例としては、住民に対する不要不急の外出の自粛

有無から協力の要否を検討するのではなく、自社に

の要請（45 条 1 項）、学校、興行場等の使用制限等

課せられたコンプライアンス（法令遵守ではなく

の要請・指示等（45 条 2 項～4 項）、臨時医療施設開

「社会的要請」への適応）の視点や、世論・国民感情

設のための土地等の使用（49 条）、緊急事態措置の

の動き、政府や地方公共団体が出す公式・非公式の

実施に必要な物資の売渡しの要請・収用（55 条）な

メッセージ群にも注意を払い、忖度という意味では

どが規定されている。
ここで企業のリスク管理・BCPの観点から注意・
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次に 2 点目の注意点としては、前述のとおり都道
府県知事が実施する措置は、要請～指示～収用とい

なく、企業の社会的責任として積極的に各措置に協
力することが求められるであろうということである。

認識すべき 1 点目は、それぞれの措置ごとに、強制

これは筆者の私見であるが、
「新型インフルエン

力がある場合例えば「収用が可能となる場合」もあ

ザ等緊急事態宣言」という名前で、とても恐ろしい

れば、単に「要請」（お願い）にとどまる場合もあ

戒厳令のような状況を想起される方も多いかもしれ

り、これらが混在しているという点である。また、

ないが、法的にはこの名前ほどのインパクトはな

学校、興行場等の使用制限等の要請・指示等（45 条

い。しかし企業各社は、コンプライアンスの観点や
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【資料 3】
（参考）北海道知事のメッセージ

※下線は筆者が追記

本日、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とするための
改正法が成立しました。
国において、万一の場合に備え、国民生活や経済・社会に重大な影響を与えるリスクに対し、
総合的な対策を講じることができるよう、速やかな立法措置を講じたものと理解しています。
改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、道が 2 月 28 日
に表明した法律に基づかない宣言（お願い）とは異なるものであり、学校や興行場の使用の制
限、催物の開催の停止のほか、臨時の医療施設の開設のために所有者の同意なく土地や家屋の使
用が可能となるなど、国民生活に非常に大きい影響を及ぼすことが想定されます。
国においては、現時点で、直ちに「緊急事態宣言」を出すような状況にはないと説明されてい
ますが、全国知事会の緊急提言を踏まえ、法律の必要性やその内容について国民に対し丁寧に説
明するとともに、
「緊急事態宣言」の発動に関する判断基準や区域設定の考え方についてあらか
じめ明確に示すなど、適切に対応いただきますようお願いいたします。
また、法律に基づく「緊急事態宣言」を出す状況とならないよう全力で取り組んでいただきま
すようお願いいたします。
道としても、新型コロナウイルス感染症の早期の終息に向け、引き続き、感染症対策に万全を
期してまいります。

令和 2 年 3 月 13 日

北海道知事 鈴木 直道
（北海道庁ホームページより引用）

社会情勢あるいは風評リスク管理の観点からも、で

◆事業継続に関する戦略（基本方針・優先順位）

きる限り積極的に協力する方針を堅持すべきではな

また現実の感染症リスクとの戦いは、
「従業員そ

いかというのが現時点での筆者の考えである。な

の他の関係者（人間）」を防護することにより、そ

お、先般北海道において発出された緊急事態宣言

の結果として自社の事業や機能を維持するというこ

は、法（新型インフル特措法）に基づくものではな

とだが、その際注意すべきは、戦略相互の「優先順

い点、念のため付言しておく（【資料 3】）。

【表 2】
）
。
位」をどのようにつけるのかという点にある（

3 企業のリスク管理・BCP（事業継続計画）
上の

実務ポイント

この点、一般企業は、従業員の安全確保（安全配
慮義務の履行）を常に最優先の戦略目標とし、臨機

本稿のまとめとして、企業のリスク管理・BCP

応変に対応することが望まれる。例えば法に基づく

（事業継続計画）上の備えとしてのポイントを、地震

緊急事態宣言が発出されるような緊迫した事態とな

リスクとの比較も含めて、最後に整理しておきた

り、外出自粛その他の公的な要請がなされた場合に

い。重要なのは、他のリスク対策と同様対象リスク

は、思い切って自社の事業を一時中断・操業停止す

である「感染症リスク」の本質を正確に捉え、
「事

るという決断が必要になる（今回の新型コロナウイル

態の推移（特に地域社会の状況の変化と自社事業への

ス感染症の対応においても、いち早く勇気をもってこの

影響）
」を的確に予測し、
「各国政府・地方公共団体

決断をした企業が複数社あるのは報道のとおりである。

の要請」に応えつつ、自社従業員を守っていくこと

筆者は特に「サンリオピューロランド」の迅速な決断に

である。

敬服している）
。

またライフライン関係企業においては、
「従業員
◆地震リスクとの比較から、感染症リスクを考える

の安全確保」と「事業の継続」の両立が求められる

地震リスクと感染症リスクを対比・比較したのが

こととなり、一般企業に比してさらにシビアで困難

【表 1】である。感染症リスクについては、人への

な事業継続活動となることが想定される。ここで注

直接的な被害が徐々に拡大し、欠勤者が増加し、最

意が必要なのは、狭義のライフライン関係企業以外

終的には自社の事業継続に支障を来し、あるいは感

においても、例えば飲料水を製造販売する事業を有

染拡大防止を目的とした行政上の措置により事業に

する企業の場合などは、ライフライン関係企業と同

影響を受ける点にその特徴がある。人的被害が自社

様の社会機能維持に密接な事業（この場合、例えば

や自社グループ各国法人・拠点を含む「サプライ

ペットボトル飲料水の供給）については事業を継続

チェーン全体」にどのような影響を及ぼすかをイ

し、その他の事業は一時休止という判断もあり得る

メージして対策を検討しておくことが大切である。

という点である。形式的な判断はせず、実質的に判
断することが重要だ。
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4 おわりに

【表 1】 企業のリスク管理・BCP における地震と感染症の比較
項

今般の新型コロナ
について、新型イン

・被害が地域的に限定される
（代替施設での操業など
バックアップ措置が可能）

・被害が自国内全域、全世界となる
（代替施設での操業など
バックアップ措置が非常に困難）

・過去の被災事例からある程度、
影響期間を推定可能

・長期化すると考えられるが、具体的
な期間推定は困難（不確実性が高い）

事業への影響

・施設、設備を復旧すれば
業績回復が期待できる

・自社の状況以外の環境要因による
（ワクチンや特効薬の開発の成否、
社会不安・治安悪化などの影響）

事業継続戦略

・事業の中断阻止や早期復旧

・感染リスク、社会的責任、経営環境
を考慮し、事業継続のレベルを決定

管理は未だ進行中で

被害の期間

あり総括には時期尚
て 1 点申し上げて筆
を置きたい。

感染症
・自国外で発生した場合は
リードタイムあり
・感染対策の成否が被害規模に影響

・人的被害のほか、施設、設備等 「社 ・主に人への「健康被害」が発生
会インフラ」への被害大きい
（次に社会インフラの機能が低下）

地理的影響範囲

早だが、まとめとし

震

・主に突然発生
・発生後の被害規模制御不能

被害の対象

フル特措法改正に関
てみた。現実の危機

地

リスクの性質

ウイルス感染症対応

連付けて私見を述べ

目

各企業においては

（「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」より引用・改変）

「平常時のリスク活

動」が形骸化していない 【表 2】感染症対策に関する事業継続戦略
か、今一度再点検されるこ
とを強く推奨したい。リス
ク管理委員会が年に数回し

区

分

社会的責任
社会的要請

一般企業

できる限り事業を継続
＋
状況により事業一時休止

できる限り事業を継続
＋
感染予防・感染拡大防止策の強化

拠点が存する国・自治体の方針に従
い、感染予防・感染拡大防止に協力
する（最悪の場合は、自社事業の一
時休止を検討・実施する）

感染予防・感染拡大防止策を実施し、
自社従業員その他の関係者の安全確
保を図った上で、自社の事業の継続
を図る

か開催されず議論なき会議
になっている、あるいは
BCPを策定したがそのま

事業継続戦略

ま数年間放置されている、
さらには教育・訓練が行事
化・形骸化していないかなどである。

そして各企業は、平常時の活動の中で「真の専門
家」に対して的確な助言を常に求め、自社の取り組
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事業の継続により地域に雇用を創出 事業の継続により地域のライフライ
し産業振興に寄与する
ンなど社会の機能を維持する
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