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新型コロナウイルス感染症への実務対応

緊急事態措置と企業の事業継続
弁護士＊

中野明安

Akiyasu Nakano

＊ 丸の内総合法律事務所

は、
入場者の制限などの適切な対応を求めるとした。

1 はじめに

今般の緊急事態宣言により各都道府県知事が緊急

日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受

事態措置を実施することとなるが、東京都知事は 4

け、安倍晋三首相（政府対策本部長）は 2020 年 4 月

月 10 日の時点で、以下及び【表】のとおり施設の

7 日、緊急事態であることを宣言した（新型インフ

使用停止及び催物の開催の停止要請（緊急事態措置

ルエンザ等対策特別措置法（特措法）32 条）
。対象地

等）を行った。1 つは、生活の維持に必要な場合を

域は東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡

除き、原則として外出しないこと等を要請（特措法

の 7 都府県。期間は 5 月 6 日までの 1 か月。そして、

45 条 1 項）し、また、施設管理者もしくはイベント

4 月 16 日夜になり、7 都府県に発令していた「緊急

主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催

事態宣言」はその対象範囲が全国に拡大された。ま

の停止を要請した（特措法 24 条 9 項）。また、要請

た、政府は、これまでの緊急事態宣言の対象地域で

対象施設に該当しない施設についても同法によらな

あった 7 都府県と、北海道、茨城県、石川県、岐阜

い施設使用停止の協力要請、また、屋内外を問わ

県、愛知県、京都府の 6 つの道府県を加えたあわせ

ず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れ

て 13 都道府県について、特に重点的に感染拡大防

のあるイベント、
パーティ等の開催について自粛を

止の取組みを進めていく必要があるとして、
「特定

要請した。

警戒都道府県」と位置づけた（以上は本稿校了時点

このように、感染拡大につながるおそれがある施設

の状況である）
。安倍首相（政府対策本部長）は、さ

の使用については、法律に基づいて、また、法律に

らに、特定都道府県は、全国の住民に対し、不要不

基づかないものの、その使用の停止を要請するとした

急の帰省や旅行などを極力避けるよう促し、特に、

ものであり、このような要請は、対象施設を使用して

大型連休中の都道府県外への移動については、特措

事業活動を営む事業者に対しては事業活動に直接的

法 45 条 1 項に基づいて自粛を要請するとしたうえ

かつ甚大な影響を与えるものである。対象となる事業

で、観光施設などに人が集中するおそれがある時

者はどのようにして企業の存続をはかることとなる

【表】東京都による休業要請（施設の使用停止及び催物の開催の停止要請）
●（※）の施設は床面積の合計が 1,000㎡を超えるものに限る。
●詳細は東京都「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」及び
「対象施設 FAQ」〈https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html〉を参照
①
②
③

遊興施設等
大学、学習塾等（※）
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチ
ンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
④ 劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
⑤ 集会・展示施設（集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館（集
会の用に供する部分に限る。
）
）等（※）
⑥ 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗（※）
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か、その考え方・行動指針について検討を試みる。

（BCP＝Business Continuity Plan）とは、
「災害など

2 施設の使用停止、
催物の開催の停止の
「要請」

の緊急事態（企業が遭遇するリスク）が発生したとき

施設の使用停止、催物の開催の停止の「要請」と

を図るための計画」と言われる。このことは内閣府

は、施設の使用を停止してほしい、催物の開催を停

防災担当の策定した「事業継続ガイドライン－あら

とは

に、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧

止してほしいと文字どおり要請することであり、当

ゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応－

該対象となる事業者に対する命令（停止の義務を負

（平成 25 年 8 月改定）
」においても「大地震等の自然

うもの）ではない。したがって、企業の判断として

災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サ

当該要請には応じないということもあり得る。しか

プライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環

し、特措法に基づく要請については、同法 24 条 9

境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業

項では「当該都道府県の区域に係る新型インフルエ

を中断させない、または中断しても可能な限り短い

ンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があ

期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示し

ると認めるとき」に必要な協力を要請できるとした

た計画のことを事業継続計画（Business Continuity

ものであり、また、同法 45 条 2 項では「新型イン

Plan、BCP）と呼ぶ。
」とされている。そして、そ

フルエンザ等緊急事態において、新型インフルエン

の内容としては、バックアップのシステムやオフィ

ザのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護

スの確保、即応した要員の確保、迅速な安否確認な

し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避する

どが典型である。それらは、事業内容や企業規模に

ため必要があると認めるとき」に当該施設の使用の

応じた取組みを求められているものであり、多額の

制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停

出費を伴わずとも一定の対応は可能なことから、す

止を要請できるとしたものである。したがって、当

べての企業に相応した取組みが望まれている。

該要請については、重要な公益的見地から、科学的

代替戦略については、平時に用いることができた

知見、医学的知見をもってなされていると考えるこ

施設が利用できない場合の「代替」の手段、方法を

とが原則となる。そこで事業者は、社会的な非難を

用いて事業を継続することである。前述の内閣府防

受けることなく、使用停止を要請された当該施設を

災担当による「事業継続ガイドライン」では、
「例

利用して事業を継続するためには、厳密な意味での

えば、代替戦略によって自社で代替拠点を確保すれ

立証責任が求められるものではないものの、当該施

ば、地震、洪水、火災、テロなど幅広い発生事象に

設を使用継続することが公益的な見地からも正当

共通して効果が高いため、危機全般を考えた対応策

（あるいはやむを得ない）として是認されるであろう

として有効性が高い。
」とされている（同 15 頁）。

ことの根拠（科学的知見、医学的知見を確認しておく

もちろん、代替戦略には課題もある。現在の拠点と

こと等）が事実上求められる。これに備えて準備を

同等の生産能力を持つ代替拠点を持つのは平時の費

する（求めに応じて説明できるようにする）ことが必

用や採算性の面で容易でなく、多重化が難しい場合

要であろう。しかし、そのような根拠を事業者が容

も多いからである。代替拠点の場所だけを決め、設

易く準備できるとは考えにくく、そうなると、当該

備投資はしないという方法、同業他社と災害時を条

要請については、事実上、要請を受けた事業者にと

件として相互支援を合意する方法など、実現しやす

り、極めて抗しがたいものであることから、
「法的」

い方法を考えることも重要である。他社との業務提

とは言えないものの、ある種の義務的な側面を有す

携などによって平時からの信頼関係を有効に利用す

るものになると考えざるを得ない。

る対策もあり得る（熊本地震災害時に用いられた「グ

3 企業存続のための対応
（事業継続計画）

ループ補助金制度」なども事業者の提携を推進し、企業
体力の強化を意図した制度と考えられる。
）
。

このように非常に曖昧ではあるもののある種の義

どのくらいの企業、事業者が今回の感染症のまん

務的な「抗しがたい要請」として「施設の使用」を

延にも対応できる事業継続計画（BCP）を策定して

制限、停止を求められたとなると、事業者として

いたかは不明であるが、今般の新型コロナウイルス

は、当該施設を使用しない「別の方法」で事業継続

感染症対策において施設の使用が困難な状況には代

し、企業の存続を検討することとなる。この「別の

替戦略が有効なはずである。代替戦略、……言うは

方法」とは事業継続計画で言われる「代替戦略」を

易し、かも知れないが、例えば以下のことが考えら

意味する。周知の通り企業における事業継続計画

れる。
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① ライブハウス、遊戯施設について

物が全壊して調理場が使えない状況の者もいた。組

事業可能な事業者との連携事業の模索（ライブハ

合では、プロパンガスを使っていた 2 社に煮炊・揚

ウスを別な事業者の事業場を利用させて実施）
、収

げ物など火を使う工程を担当させ、他の業者では冷

録・配信

凍食品を詰める作業を行うことの「分業」を提案し

② 学習塾について

た。また、炊飯は地元の大手米菓企業が引き受ける

Web授業、学校・学童保育・家庭への講師派遣
③ 貸し会議室事業者について
Webセミナー開催支援（機材事業者との連携によ
り実現）

など様々な地域の業者が、被害を受けながらもそれ
ぞれ自らが対応可能なことを「協働」して行い、無
事、受注個数を準備することとなった。この「分
業」と「協働」のノウハウは、2007 年の新潟県中
越沖地震の被災地である柏崎市の鮮魚商協同組合に

④ 百貨店等
通信販売の拡充、外商部門の充実 etc
4 通常の事業ができない場合の対応

～これまでの災害事例等に鑑みて～

災害時には本社社屋や営業店舗が地震で倒壊、津
波や水害で床上浸水、流出等して物理的に使用不能
となる場合がある。被災した事業者では、その際に

おいても引き継がれた。このように、地域の事業者
が自立的に取り組むことにより、経験したことがな
い難局を乗り切ったものである。
この事例は、何も弁当の枠にとどまるものではな
く、経験のない状況下における協働による事業活動
の継続であり、広がりのある取り組みと考える。
⑵ 神奈川県メッキ工業組合と新潟県鍍金工業組

代替戦略で対応をしてきた例がある 。例えば、東

合の
「お互いさまBC連携ネットワーク」

日本大震災で被災をした仙台の老舗百貨店、株式会

2011 年 4 月、神奈川県メッキ工業組合と新潟県

社藤崎は本店上層階を中心に被災したが、仙台市内

鍍金工業組合は、大規模災害時に両組合の企業同士

1

の百貨店でいち早く路上販売を開始したとされてい

で代替生産などの相互連携を行う事業継続計画

る。また、東日本大震災の津波で工場を被災した株

（BCP）を策定し協定を締結した。
「お互いさま BC

式会社オイルプラントナトリ（廃油などの使用済廃

連携ネットワーク」の名称を用い、東日本大震災の

液をリサイクル処理し、クリーンな再生燃料として販売

ような広域災害が起きた場合でも代替生産などに対

するサービスを提供する事業）では、

応することを合意しての協定締結の運びとなった。

加工（再生処理） … 県外の同業他社へ依頼

両組合で締結した協定の支援項目は以下のとおりで

 外で加工したものを自社
製品搬送（販売） … 県

ある。

の取引先へ納入

という代替戦略で対応したとされる。このように大
規模災害に被災し、通常の事業ができない場合の対
応は代替手段という工夫を用いて事業継続をしてき
た経験が我が国の企業、事業者にはある。その他こ
れまでの災害時の代替事例等を紹介する。
⑴ 新潟県中越地震における
「弁当プロジェクト」
の例
（分業の例）
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① 被
 災組合員に対する備蓄品による応援支援物
資、資財の供給（物を貸す）
② 被
 災組合員に対する応急対策及び復旧作業に従
事する登録組合員の派遣（人を貸す）
③ 被
 災組合員に対する代替の加工先の紹介（場所
を貸す）

お互いに加盟企業の情報を提供し合い、企業ごと

この「弁当プロジェクト」は、2004 年の新潟県

に代替生産などを行う契約を結びやすくするもので

中越地震の被災地である新潟県小千谷市の鮮魚商組

あり、県外企業と契約しておくことで、東日本大震

合が実施したものである。小千谷市では当初、被災

災のような広域の災害が起きた場合にも対応しやす

者への食事提供を新潟県に依頼していたが、遠方か

くなる。神奈川県メッキ工業組合は、平成 20 年に

ら渋滞の中を長時間かけて運ばれた弁当の一部から

神奈川県横浜市主催の災害時のBCPを考える研究

は異臭がするなどの問題が生じたため、地元で弁当

会に参加しており、研究会のメンバー間で「災害時

が作れないかと考え、地元の鮮魚商組合に相談し

における相互委託加工契約書」
「災害時における委

た。プロジェクトの開始は地震から 2 週間後、受注

託加工をするための品質保証協定書」を締結した経

個数は 8000 食というものであった。ただ、被災地

緯がある。なお付言すればこのときの契約書、協定

はようやく水道が使えるようになった程度で、ガス

書については筆者が起案を担当した。また、新潟県

はまだ全域で停止していて、鮮魚組合員の中には建

中越地震、中越沖地震などの災害の経験から、企業
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BCP策定支援を推進しており、①行政がきっかけ

たそうだ。ローレンス工場ではマスク生産を 3 月

を作り、②事業を推進する過程で業界・事業継続に

30 日に開始し、4 月 2 日にはさらにメーン州ノー

造詣の深い専門家から支援を受けたことから、神奈

リッジウォックの工場でもマスクの生産を始め、生

川県と新潟県が結びついて組合間協定が実現した。

産量は 10 日までに 1 日当たり 1 万 2000 枚に増産

事業者単体で動くことには限界がある。そのよう

する見込みだとされていた。同社は、
「各州の知事

な場合には、事業者団体や今回のような組合によっ

から外出する場合はマスクを着用するよう求められ

て対応することが有益なことは多い。

ているから、マスクは一般向けだけでも非常に大き

⑶ 「さきめし」
という取組み

なニーズがあると判断した。
」と説明する。その上

今回の新型コロナウイルス感染問題を契機として

で、両工場の生産をシューズからマスクへ全面的に

「さきめし」というプロジェクトが始められた。

切り替えることで「最前線で活動する医療従事者を

Gigi株式会社が、西海みずき信用組合と連携し、

支援するとともに、私たちの仲間にコミュニティー

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食

を手助けする機会を与える」ことができるとしてい

店への支援を開始したとのことである。Gigi株式会

る。

社が既に実施している「ごちめし」という仕組みを

シャープ社も政府の要請を受けてマスクを製造し

活用し、
「ごちめし」を通じて応援したい飲食店へ

ているが、代替戦略による事業継続の取組みという

食事代を先払いし、新型コロナウイルスの終息後に

意味では同様と考えることができる。

店を訪れてもらう「さきめし」という取組みであ
る。今回、新型コロナウイルス感染症の影響で予約

以上のとおり代替戦略の可能性は相応に広く事業

や来店客が減少（逆に予約キャンセルが激増）してい

継続のヒントになるものと考える。もちろん、今回

る飲食店のサポートとして、飲食店に出向くのを控

の新型コロナウイルス感染症まん延問題は、全国に

えている顧客が、その店のメニューを選んで自分あ

緊急事態が宣言され、外出自粛等が求められている

てに食事代を先払いしておき、終息後に現実に食事

状況であるため、災害時と一律には論じられない。

をする仕組みだ。この「さきめし」の仕組みは、時

しかし、各企業、各事業者のこれまでの長年の事業

間的な代替戦略の一例と考えられるものであり、と

上の工夫と豊富な経験により今この場面での代替と

ても良い取組みと思う。

なる方法についてもきっと探し出せるものであり、

⑷ マスクの生産体制に切り替えた工場の例

それにより事業継続は実現できるものと考える。そ

アメリカのシューズメーカーのニューバランス社

の実現に期待をしたいと思う。

（本社マサチューセッツ州ボストン）が、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を受けて、同州ローレンス工

5 法的紛争に関する懸念

場などでマスクの生産に乗り出したことが報じられ

現在、東京・大阪両地裁等での民事裁判手続の期

た。同工場では、地元の医療機関や研究開発機関の

日が一部の事件を除き 5 月 6 日まで取り消され、新

協力を得てマスクへの生産に取りかかったという。

件の期日指定についても見通せない状況となってい

同社ではシューズの製造技術や、ボストンエリアの

る。それは、企業にとっては、企業紛争の解決を支

取引先で使える状態にあったろ過材（不織布）を活

える司法インフラが停止してしまっていることを意

用し、さらに地元のサプライヤーの手元にあった原

味するもので、
「裁判で解決せざるを得ない」事態

材料や、シューズ業界で使われている材料（マスク

になることは非常にリスクである。企業間で紛争の

のストラップにはランニングシューズの余った靴ひもを

様相がみられる場合に、紛争当事者である企業間同

用いている）を組み合わせ、マスク生産を開始でき

士、とりわけ法務担当者間で現下の状況下でどのよ

1 以下の事例は、次の出典元から文言を多く引用しつつ紹介をしている。オイルプラントナトリの事例につきニュートンコンサルティング「想
定外を乗り越えたBCPの軌跡～オイルプラントナトリ」
〈https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/column/20110526_oil-plant-natori.
html〉、⑴につき永松伸吾「『弁当プロジェクト』は被災地経済を救う」
〈https://www.itscom.co.jp/safety/column/090/〉
、⑵につき全国中小
企業団体中央会「事業継続に取り組む組合事例」〈https://www.chuokai.or.jp/kumiai/bcp/bcp_jirei.pdf〉
、⑶PR TIMES「食事代を先払い。新
型コロナの影響で客足少ない飲食店を支援するサービス『さきめし』
」
〈https://forbesjapan.com/articles/detail/32987〉
（Forbes JAPAN記事）
、
〈https://www.msn.com/ja-jp/money/companies/%E3%83
⑷につき「ニューバランスがマスク生産開始 靴づくり応用、1 週間でライン転換」
%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%8C%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%
E7%94%9F%E7%94%A3%E9%96%8B%E5%A7%8B-%E9%9D%B4%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E5%BF%9C%E7%94%A8%E3%8
0%811%E9%80%B1%E9%96%93%E3%81%A7%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%BB%A2%E6%8F%9B/ar-BB12f9pc〉（Forbes
JAPAN記事）
。
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うに紛争解決に向けた行動を志向すべきか。今般の

号 1588 頁参照）
、民法 611 条 1 項の規定を類推して、

事態で特徴的な、事業継続の観点から事業者、とく

賃借人は賃料減額請求権を有すると解すべきであ

に法務担当者が考えておきたい事項の 1 つとして休

る。
」とする裁判例もある（名古屋地判昭和 62・1・

業中の賃料の支払義務について検討を試みる。

30 判時 1252 号 83 頁）
。なお、改正後民法 611 条 1

⑴ 今回の施設使用停止中にも賃料支払義務は
発生するか

用及び収益をすることができなくなった場合におい

今般の施設利用者である企業、事業者は、当該施

て、それが賃借人の責めに帰することができない事

設を利用停止するよう要請されている。なかなか抗

由によるものであるときは、賃料は、その使用及び

しがたい要請を受けた企業、事業者は、その場合、

収益をすることができなくなった部分の割合に応じ

当該施設を利用しないこととなるが、そうであって

て、減額される。
」とされており、今般の状況を規

も家賃、賃借料は契約に基づき支払わなければなら

律することが可能とも考える。

ないということになるのであろうか。
⑵ 民法 611 条 1 項について

⑶ 新型コロナウイルス緊急事態措置等による
施設使用停止要請について

現時点で賃貸借契約を締結している賃貸物件につ

以上のような裁判例に鑑みると、今般の新型コロ

いては今般の改正民法ではなく、原則として従前の

ナウイルス感染症まん延問題で施設利用の停止を抗

民法が適用されることとなるが（民法の一部を改正

しがたい状況で「要請」された賃借人についても

する法律（平成 29 年法律第 44 号）附則 34 条）
、その

「賃借物が滅失するに至らなくても、客観的にみて

611 条 1 項は「賃借物の一部が賃借人の過失によら

その使用収益ができなくなったとき」に該当すると

ないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部

考えることは十分に可能とも思われる。したがっ

分の割合に応じて、賃料の減額を請求することがで

て、抗しがたい使用停止の要請がなされ、その結

きる。
」とされている。ここでは、賃料については

果、使用を自粛せざるを得ない企業、事業者におい

「賃借物の一部が滅失した」場合を規律しているよ

ては、賃料の減額等を求めることが可能であると解

うだが、裁判例では、阪神・淡路大震災により一部

される。もちろん、前述のように企業紛争の解決を

損壊があり、使用収益できない賃貸居室について、

支える司法インフラが停止してしまっていることか

「天災によって賃貸借の対象物が滅失に至らないま

ら、
「裁判で解決せざるを得ない」事態になること

でも損壊されて修繕されず、使用収益が制限され、

は非常にリスクであり、そのリスクが発生する前

客観的にみて賃貸借契約を締結した目的を達成でき

に、賃貸人・賃借人間により賃料等の協議を行うこ

ない状態になったため賃貸借契約が解約されたとき

とが適切な対応と考えられる。

には、賃貸人の修繕義務が履行されず、賃借人が賃
借物を使用収益できないままに賃貸借契約が終了し

6 おわりに

たのであるから、公平の見地から、民法 536 条 1

これまで日本では、災害に限っても、関東大震災

項を類推適用して、賃借人は賃借物を使用収益でき

や阪神・淡路大震災、東日本大震災、福島第一原子

なくなったときから賃料の支払義務を負わないと解

力発電所事故、そして東日本豪雨災害など、
「国民

するのが相当である。
」とされている（大阪高判平成

生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はその

9・12・4 判タ 992 号 129 頁）
。また、賃貸人の修繕義

おそれがある」という事態を経験してきている。企

務不履行により賃貸建物の一部が使用収益できなく

業、事業者は、それら耐えがたい困難と思われる出

なった事例について「右認定の事実によれば、本件

来事であっても、それを乗り越えてきた。だから、

建物 2 階部分の少なくとも 3 分の 2 が、昭和 56 年

今回の新型コロナウイルス感染症まん延問題も必ず

9 月 1 日以降同 58 年 7 月末日まで原告の修繕義務

や克服できるはずである。企業、事業者の法務担当

の不履行により使用できない状態にあったことが認

者はそのため英知を結集し、必要な手立てを揃え、

められるところ、修繕義務の不履行が賃借人の使用

従業員の協力を求め、事業者と従業員が一丸となっ

収益に及ぼす障害の程度が一部にとどまる場合に

て取り組むことが重要である。今求められているの

は、賃借人は、当然には賃料支払い義務を免れない

は、創意工夫とそのための実行力である。

ものの（最高裁判決昭和 34 年 12 月 4 日民集 13 巻 12
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項は、
「賃借物の一部が滅失その他の事由により使
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