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はじめに
新型コロナウイルス感染症の拡大は、東南アジア

⑴ 契約に与える影響

各国でも深刻な影響を及ぼしている。各国での感染

ア

者数やその増加率は様々だが、多くの国では外出制

2020 年 4 月 7 日に成立した新型コロナウイルス

限や営業禁止等のロックダウン措置が行われている

暫定措置法（COVID-19（Temporary Measures）Act

ほか、外国人の入国を制限又は禁止している。

2020）において、契約上の義務の不履行に関する救

新型コロナウイルス暫定措置法

このような状況下で、東南アジア各国で弁護士と

済措置が設けられている。2020 年 3 月 24 日以前に

して執務する当職らの下には、各国に子会社等の拠

締結又は自動更新された①中小企業向けの一定の担

点を持つ日本企業からこの状況下での法務対応に関

保付ローンに係る契約、②工場、機械設備、商用車

して多くの相談が寄せられている。本稿では、その

に係る割賦販売契約又は条件付売買契約、③イベン

ような中で特に関心の高い以下の 2 点について、各

ト契約、④観光関連契約、⑤建設契約、建設資材供

国の法制度を前提に紹介する。

給契約等、⑥非居住用不動産に係るリース契約等が

① 新型コロナウイルス感染症の拡大が、当該国

その対象である。救済措置の主たる内容は、対象契

の法を準拠法とする契約（あるいは、当該国に

約の当事者において 2020 年 2 月 1 日以降に履行期

おける契約上の権利行使）に与える影響、すなわ

が到来する対象契約上の義務の履行ができず、その

ち、新型コロナウイルス感染症の拡大を直接又

不履行が新型コロナウイルスを重要な理由とするも

は間接的な原因として債務不履行が生じた場合

の（to a material extent caused）である場合におい

の不可抗力による免責の可否、事情変更の法理

て、不履行当事者が相手方当事者等に所定の通知を

などに基づく契約変更の可否

行ったときは、相手方当事者は、一定期間、裁判や

② 新型コロナウイルス感染症の拡大の当該国に

仲裁による権利行使、担保権の実行、倒産関連手続

おける労務への影響、すなわち、新型コロナウ

の申立て、対象契約の目的資産の占有回復等が禁止

イルス感染症の拡大を直接又は間接的な原因と

されるというものである。新型コロナウイルスの影

して休業又はリストラを行う必要が生じた場合

響が明示的に救済措置の要件に組み込まれており、

の対応

後記不可抗力による免責や frustrationの法理の適

なお、各国の方針や影響拡大状況の概要について

用に比して所要の立証の負担は軽減されることが想

は、当職らが商事法務ポータルに不定期に掲載して

定されるところ、対象契約における不履行に関して

1

70

1 シンガポール

いる記事 を参照いただきたい。本稿執筆時点は

はまず上記救済措置の適用が検討されることになろ

2020 年 4 月 19 日である。

う。
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イ

不可抗力による免責

スの影響により原料の調達コストが数倍に上昇した

シンガポール法の下では、原則として、債務不履

ため製造供給義務の履行が困難になったという程度

行の責任を問うために債務者の帰責事由は求められ

では、
契約上の義務の本質的変容ひいてはfrustration

ない。その上で、不可抗力（force majeure）による

の成立は認められにくいと思われる。

免責等は、当事者間の合意を根拠にその効果が認め

⑵ 労務への影響

られている。それゆえ、不可抗力事由の範囲やその

ア

休 業

法的効果は、当事者間の具体的な合意内容を前提に

休業時の雇用関係の取扱いについては、雇用関連

判断されることになる。また、不可抗力による免責

法上直接的な定めは設けられておらず、基本的には

等の効果を主張するためには、不履行等の結果回避

雇用契約や労働協約等の、使用者と労働者の間の合

のための合理的措置をすべて講じたことの立証も必

意内容に従うことになる。企図される「休業」の具

要であるとする判例もある2。新型コロナウイルス

体的な内容にもよるが、勤務形態の大きな変更や賃

の感染拡大を理由とする不可抗力による免責の援用

金アレンジの変更を行う場合には、労働者との既存

の可否についても、具体的な合意内容（例えば、疫

の合意内容の変更を伴うこともあり得、そのような

病の流行を示唆する文言があるか否か）
、不履行に

場合には、原則として労働者や労働組合とのさらな

至った具体的事情を踏まえた事案毎の検討が必要に

る合意によってこれを行う必要があると解される。

なる。なお、シンガポールの判例において、感染症

なお、2020 年 3 月 12 日以降に労働者の給与に影響

の流行を理由とする不可抗力による免責が争われた

を及ぼすコスト削減策を講じた一定の使用者は、雇

事案は特に見当たらない。

用省にその旨を通知する必要がある。

ウ

事情変更の法理

イ

事情変更を理由とする契約内容の変更に関する概

リストラ

シンガポールの雇用法（Employment Act） 上、

念として、コモンロー上のfrustrationの法理が存

期間の定めのない雇用については、原則として雇用

在する。これは、契約締結後に生じた事情により契

契約等又は雇用法に定められた手続に従った通知を

約上の義務が本質的に変容した場合に、両当事者を

することにより解雇が可能である。
「正当な理由」

契約上の義務履行から解放する旨の法理である。か

は解雇の積極的な要件とはされておらず、この点に

かるコモンロー上の効果に加えて、成文法たる

おいて比較法的には使用者に有利な解雇法制である

Frustrated Contracts Actにもfrustrationの効果

といえる。なお、整理解雇（人員余剰や組織再編を理

が定められている（frustrationが生じた時点において

由とする解雇）を行う場合には、その規模等によっ

受領済みの金銭や利益の返還等）
。いかなる場合にこ

ては雇用省への通知が必要となり、また、雇用契約

のfrustrationの法理が適用されるのかは判例に委

等の内容次第では、一定の整理解雇手当を支払う必

ねられているが、契約当時に当事者が予見、想定し

要が生じ得る。

ていた事情や後発事象の性質等諸般の事情を踏まえ

ウ

関連する勧告、
ガイドライン等

て、契約上の義務の「本質的変容」の有無を判断す

余剰人員が生じた場合は、前記の法的枠組みを前

るのが基本的なスタンスであるように思われる。実

提に使用者において適切な対応を検討することにな

際の当てはめの問題として、これが認められるケー

るが、かかる余剰人員への対応に関して、雇用省、

スは相当程度限定的である（例えば、不動産譲渡契約

全国労働組合会議、及びシンガポール全国使用者連

の目的たる物件が政府による強制収用の対象となり譲渡

盟 の 三 者 に よ る 勧 告（Tripartite Advisory on

3

人の義務履行が不可能になったと評価された事例 ）
。感

Managing Excess Manpower and Responsible

染症の流行を理由とする frustrationの成否につい

Retrenchment）が策定されており、2020 年 3 月に

て判断したシンガポールの判例は不見当であるが、

これがアップデートされている。同勧告において

新型コロナウイルスの感染拡大についても、具体的

は、大要、余剰人員が生じた際には、使用者は、整

な事情を踏まえて、これにより問題となる契約上の

理解雇の代替策として、労働者及び労働組合と事前

義務が本質的といえる程度に変容したといえるか否

に協議しその同意を求めた上で、余剰人員について

かを検討することになる。例えば新型コロナウイル

①賃金カットを伴わないスキルアップのための研

1 https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=11282920
2 RDC Concrete Pte Ltd v Sato Kogyo（S）Pte Ltd and another appeal［2007］4 SLR
（R）413
3 Lim Kim Som v Sheriffa Taibah bte Abdul Rahman［1994］1 SLR
（R）233
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修、配置転換、柔軟な労働時間制度の設計、②賃金

205 条、履行不能について民商法 218 条）
。また、民商

カットを伴う労働時間の短縮、一時帰休、③直接的

法 8 条においては不可抗力の定義（その事由に遭遇

な賃金アレンジの変更、④無給での休業等を、状況

した者、又は遭遇しなければならない者が、その立場及

に応じ検討すべきこと（また、整理解雇を行う場合に

び状況にいる者としてしかるべき注意を払ったとして

は一定の責任ある手続、方法により行うべきこと）が

も、その発生を防止できない事由）が設けられてお

提言されている。また、同じく 2020 年 3 月に国家

り、かかる不可抗力により履行遅滞又は履行不能と

賃金委員会から発表された 2020/2021 年の賃金ガ

なった場合には、債務者の帰責性は否定され、債務

イドラインにおいても、使用者は、新型コロナウイ

者は債務不履行に基づく損害賠償責任を免れる。

ルスの影響下における雇用維持のため、①賃金以外

過去の裁判例においては、季節性の洪水や毎年起

のコスト削減措置、余剰人員を活用する諸施策の実

こるような高波、一般的な景気後退は予測可能なも

施、②事業コスト、賃金コストに関する政府支援制

のであるため不可抗力に該当しないと判断されてい

度の利用、事業内容及び人員体制の改革、③賃金コ

る一方で、1997 年に起こったアジア通貨危機は不

ストの削減を（記載順の優先度をもって）検討した

可抗力に該当すると判断されている（但し、当該裁

上、④最後のやむを得ない手段として、整理解雇を

判例においても、結論としては、当該事由による義務の

検討すべきとされている。これらはいずれも勧告又

不履行は回避可能であったとして、不可抗力事由に基づ

はガイドラインであって、使用者に対する法的強制

く免責は認められていない）
。また、疫病に関連する

力を有するものではないが、労働者との紛争防止、

裁判例としては、2009 年に鳥インフルエンザが流

雇用省その他当局が裁量を有する手続（例えば外国

行した際に、農家が政府・管轄当局から飼育してい

人労働者の雇用パスの付与）への事実上の影響等に鑑

る鶏の処分を要求され、顧客に対する鶏肉の供給が

みると、使用者としてはかかる勧告、ガイドライン

不能となったという事案において、不可抗力による

を最大限遵守するべきである。

免責が認められたケースがある。ただ、この事案は

なお、シンガポール政府は、新型コロナウイルス

当局の命令を直接の原因として義務の履行が不能と

の影響を踏まえた雇用維持に関する施策として、シ

なったというものであり、当該裁判例をもって、感

ンガポール国民又は永住者たる一定の労働者等の給

染症一般が不可抗力の抗弁として利用可能であると

与の 9 か月分（月給 4,600 シンガポールドルまでの部

結論付けることはできない。今般の新型コロナウイ

分）の 25％から 75％（割合は産業セクターにより異

ルスの影響を理由とした不可抗力による免責が認め

なる。一定期間は一律 75％）を使用者に助成するこ

られるか否かは、具体的な影響の程度、債務不履行

とを発表している。かかる大規模な施策や、上記勧

との関連性、回避可能性等の事情に応じた個別の判

告、ガイドラインの内容等に鑑みると、シンガポー

断が必要となる。

ル政府は、新型コロナウイルスの影響下における雇

イ

用の維持を極めて重要な課題として位置付けている

タイにおいては事情変更の法理に相当する理論は

ことが窺える。余剰人員のマネジメントを行うにあ
たっては、このような政府の姿勢や、実際に前記の

見当たらない。
⑵ 労務への影響

ような金銭的助成がなされることも十分考慮の上

ア

で、具体的な対応を検討する必要がある。

労働者保護法（Labor Protection Act）75 条にお

2 タ
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事情変更の法理

イ

休 業

いて、不可抗力以外の重大な事由により通常の事業
を行えない状況となり、事業全体又は一部を一時的

⑴ 契約に与える影響

に停止する必要がある場合には、休業期間中、勤務

ア

日賃金の 75%を支払わなければならないとされて

不可抗力による免責

不可抗力事由発生時の契約当事者間の法律関係

いる（その場合、3 営業日前までに、従業員及び労働検

は、当事者間の契約に不可抗力事由の定めがある場

査官に対する通知が必要となる）
。他方、不可抗力に

合にはその内容に従うが、特段の定めがない場合、

よって事業を停止せざるを得ない状況となった場合

民商法（Civil and Commercial Code）の規定に規律

には、休業対象の従業員に対する賃金の支給は不要

される。

と解される（ノーワークノーペイの原則）。この点に

タイの民商法上、債務不履行責任の要件には、債

関して、労働保護福祉局の 3 月 18 日付のガイドラ

務者の帰責事由が含まれる（履行遅滞について民商法

インにおいては、感染症法に基づき当局により事業
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所の閉鎖を命じられ、従業員を勤務させることがで

染拡大が不可抗力事由に該当するという議論が実務

きなくなった場合は、賃金の支払いは不要であると

界からは出始めている。しかしながら、契約上の不

の指針が示されている。したがって、例えば、政府

可抗力事由に該当するかどうかは一義的には契約上

命令によって閉鎖された商業施設や娯楽施設におい

の不可抗力事由の定義文言の解釈によって判断され

て、当該施設で勤務する従業員を他の業務に従事さ

るものであり、特段の定めがない場合においては、

せることが困難な場合には、無給で休職させること

インドネシア民法典（Indonesian Civil Code）の規

は可能と考えられる。それ以外のケースでは、重大

定が適用されることになる。

な事由に基づき通常の事業を行えない状況に該当す

インドネシア民法典上、不可抗力に関する明確な

るか否か、さらには、当該事由が不可抗力に該当す

定義は置かれていないが、契約成立後に生じた予見

るか否かをケースバイケースで判断することとなる。

できない事由によって債務の履行が不能となった場

また、不可抗力事由により失業した従業員（雇用

合には、債務者は債務を履行する義務を免れる旨の

契約は継続しているが、一時的に休業の対象となった者

規定が置かれている（インドネシア民法典 1244 条及

を含む）に対しては、社会保険に基づく失業手当が

び 1245 条）
。具体的には、債務者がその義務を免れ

支給される（社会保険法 79 条の 1）。さらに、この失

るための要件として、①予見不可能な事由が発生し

業保険の支給対象はさらに拡大され、事業者が自主

たこと、②当該事由の発生が債務者に起因するもの

的に休業した事業所の従業員や感染者との接触に

でないこと、③当該事由によって債務の履行が不能

よって隔離対象となる労働者も支給対象に加えられ

となったこと、④債務者に信義則に反する事由がな

ることとなった（4 月 7 日付労働省令）。

いことが必要と規定されている。これに加えて、実

イ

リストラ

務上は、履行義務の免除を主張するためには、当該

労働者保護法上、普通解雇は、使用者が一給与期

事由の発生によって債務の履行が不能となったこと

間前の通知を行った上で、法定の解雇補償金（当該

を相手方に対して書面により通知することが必要と

従業員の勤続年数及び最終賃金に応じて決まる金額）を

解されている。

支払うことにより行うことができる。もっとも、解

インドネシアでは過去の裁判例の蓄積が乏しく、

雇された従業員は、解雇の有効性を労働裁判所で争

今回の新型コロナウイルスの感染拡大を理由に契約

うことができ、裁判所において不公正な解雇である

上の債務の履行が免除されるかどうかについては、

と認められた場合には、復職又は損害賠償が命じら

個別の事例に即して検討が必要となる。特に上記要

れる。タイの裁判所は、一般論として、労働者寄り

件のうち、③新型コロナウイルスの感染拡大によっ

の判断を下す傾向にあり、例えば、短期的な収益の

て債務の履行が不能となったことが認定されるかど

悪化を理由として事業縮小のために一部従業員を解

うか、個々の事例に則して判断されることになると

雇する場合などにおいては、不公正とみなされるリ

考えられる。

スクが高い。他方で、債務超過に陥っている場合、
赤字が継続している場合などにおいては裁判例上も
整理解雇の有効性が認められているケースは少なく

イ

事情変更の法理

インドネシアにおいては事情変更の法理に相当す
る理論は見当たらない。

ない。整理解雇を行うにあたっては、解雇の必要性

⑵ 労務への影響

があるか、解雇回避努力を尽くしたか、被解雇者の

ア

選定が合理的に行われたか等に留意して、慎重に対

休 業

インドネシアの労働法は、比較法的に見ると労働

応する必要がある。訴訟リスク回避の観点からは、

者の保護に手厚く、使用者が労働者を一方的に解雇

整理解雇に踏み切る前に、希望退職を募るなどの代

できる場合は極めて限定されており、また、天災な

替手段を取ることも検討に値する。

どの不可抗力事由により労働者が就業できないよう

3 インドネシア

な場合であっても、法律上、使用者は満額の賃金の
支払い義務を負い続ける。他方でインドネシア労働

⑴ 契約に与える影響

省によれば、今回の新型コロナウイルスの感染拡大

ア

に伴い、観光業など一部の業種の需要の急激な落ち

不可抗力による免責

インドネシアでは 4 月 13 日、新型コロナウイル

込みや緊急事態宣言に伴う事業所の一時的な閉鎖等

スの感染拡大を「国家災害」に指定する旨の大統領

により、既に 20 万人以上の労働者が職を失い、120

通達が出され、それに伴い新型コロナウイルスの感

万人以上の労働者が休業を余儀なくされていると発
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表されている（4 月 10 日時点）。

ころ、それぞれの法定の退職金の額も自己都合退職

働法上の制度として用意されている休業ではなく、

の場合に比べて高額となる点に留意する必要がある。

使用者と労働者間の合意に基づく休業を意味する。
具体的な休業の内容は当事者間の合意によって様々
なバリエーションがあり得るが、実際には、休業
（自宅待機）期間中の給与の減額を条件に雇用を継

続することについて合意しているものが多く、なか

4 ベトナム

⑴ 契約に与える影響
ア

不可抗力による免責

ベトナムでも契約自由の原則は認められており、

には休業期間中の給与をゼロで合意している場合も

契約中に不可抗力による債務不履行の免責や契約解

見受けられる。なお、これは雇用契約の不利益変更

除権に関する規定があれば、基本的にはその合意内

になることから、使用者と労働者の間でインドネシ

容が尊重されるはずである。

ア語の書面で合意しておく必要がある。
イ

リストラ

契約中に特段の合意がない場合には、民法及び商
法に定められたデフォルトルールが適用されること

インドネシアの労働法は、使用者による労働者の

になる。民法では、
「不可抗力」を、
「予見すること

解雇は極めて限られた場合にしか認めておらず、ま

ができず、必要で能力が許す限りの措置をすべて適

たいかなる解雇にも労働裁判所の決定が必要とされ

用したとしても克服することができない、客観的に

ているため、使用者による一方的な解雇は容易では

（民法 156 条 1 項）と定義し、これによ
生じる事象」

ない。実務的にはこの労働裁判所の関与を避けるた

り完全履行ができない場合、民事責任を負わないと

めに、一方的に解雇するのではなく、使用者と労働

している（民法 351 条 2 項）。

者との協議に基づき雇用の終了に関する合意書を締

ベトナムでは裁判例、学説の蓄積が乏しいため、

結することにより、雇用関係を終了させるという手

今回の事態が民法に定義された不可抗力に該当する

法が採られることが多い。上述の労働省から発表さ

といえるかどうかについて依拠できる論拠はない。

れた失職した労働者の大半も、この短期間で契約が

今回の事態が「予見することができ」ない「客観的

終了されていることから労働裁判所の決定を経て解

に生じる事象」であることは比較的認められやすい

雇されたものではなく、使用者との間の合意に基づ

と思われるが、
「必要で能力が許す限りの措置をす

き契約を終了させたものと推測される。合意に基づ

べて適用したとしても克服することができない」状

き雇用関係を終了させる場合には、使用者側として

況にあるかどうかは、免責を求める義務の内容と個

は、法律上又は雇用契約上定められている退職金額

別の具体的な状況によることになる。

に一定の上乗せをする等の条件を提示して合意を取

イ

り付けるのが一般的ではあるが、今回のような事態

民法 420 条は、以下の条件をすべて満たす事態

では給与を減額されて休業するよりはまとまった退

が生じた場合、契約当事者が相手方に契約の再交渉

事情変更による契約変更

職金を直ちに受け取ることができるという理由で、

を求め、相手方が応じない場合には裁判所に契約の

雇用の終了を希望する労働者も相当数おり、上乗せ

終了又は修正を求めることができると規定している。

無しに終了合意に至っている事例も多いようである。

・ 環境の本質的な変化が、契約締結後に生じた

なお、法定の手続に沿って解雇を進めていく場

客観的原因によるものであること。

合、今回適用の可能性がある解雇事由としては、①

・ 契約締結の時点において、各当事者が環境の

不可抗力事由の発生により事業の閉鎖を余儀なくさ

変化を事前に予測することができなかったこ

れた場合（労働法 164 条 1 項）、又は②会社の経営の

と。

合理化に伴い余剰人員を整理解雇する場合（労働法

・ 環境が、もし各当事者が事前に知っていたら

164 条 3 項）が挙げられる。①については、不可抗

契約を締結しなかった又は締結したとしても

力事由の定義が労働法に置かれていないため、今回

完全に異なる内容になったという程度にまで

の新型コロナウイルスに伴う様々な事象が不可抗力

大きく変化したこと。

事由と認定されるかどうか明確でないこと、②につ

・ 契約内容を変更せずに契約の履行を続けるこ

いては、先行して事業部門の閉鎖を行う必要がある

とが一方当事者に重大な損害を生じさせると

ことが問題となり得る。それに加えて、インドネシ
アの労働法上の退職金額は勤続年数と雇用の終了事
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由に応じて金額が変動するように設計されていると

ここで言及されている休業とは、したがって、労

NBL No.1169（2020.5.1）

見込まれること。
・ 損害を被る当事者が、その能力が許し、契約
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の性質に合致する限りのあらゆる必要な措置

は、①労働者の異なる業務への異動、②労働契約の

を適用したが、損害を阻止し、その程度を軽

一時停止、③解雇の実施、が考えられる。

減することができないこと。

①ベトナムにおいては、労働契約で合意された業

今回の事態でこの条項を使って契約の終了や変更

務と異なる業務への異動には原則として労働者との

を求めることができるかどうかについては、不可抗

個別の合意が必要となる。例外として、疫病等の場

力同様、
「あらゆる必要な措置を適用したが、利益

合、年間 60 営業日を限度として労働者の同意なく

への影響を阻止し、その程度を軽減することができ

労働者を一時的に他の業務に異動させることができ

ない」といい得るかどうか、個別の具体的な状況に

る（労働法 31 条）。この場合、当初 30 日間は元の業

よることになる。

務の賃金に対応した賃金を支払う必要があり、その

⑵ 労務への影響

後は、地域別最低賃金額を下回らない範囲内で、元

ア

の業務の賃金の少なくとも 85％の支払いで足りる。

休 業

ベトナムの労働法では、労働者を休業させた場

②労働法 32 条は労働契約の一時停止ができる場

合、①使用者の帰責による場合には賃金の全額を、

合を定めているが、今回の事態では労働者の同意が

②「危険な疫病」や「他の客観的な原因」等に基づ

必要である。政府の支援策として、1 か月以上無給

く場合には、地域別最低賃金を下回らない範囲で労

で休業となり又は労働契約が一時停止となった労働

働者と合意した水準の賃金を支払う必要がある（労

者は、最長 3 か月（2020 年 4 月から 2020 年 6 月まで）

働法 98 条 1 項及び 3 項）
。職場で感染者が発生した

の期間、1 月当たり 180 万ドン（約 8 千円。これは大

場合、ベトナム政府は感染者のみならずその濃厚接

都市での最低賃金の約 40％に当たる）の支給を受けら

触者に隔離措置を適用し、職場の一時閉鎖を命じて

れることになっている（2020 年 4 月 9 日付政府決議

いるため、このような場合の労働者の休業について

第 42/NQ-CP号）
。

は②が適用されると考えられる。また、ベトナムで

③ベトナムの労働法では労働者の解雇は、極めて

は地域によりレストラン等の営業停止が指示されて

限定した場合にしか行うことができない。例外とし

いるところ、このような政府命令による休業の場合

て、天災等の不可抗力により使用者がすべての必要

も同様である。他方、休業の直接的な原因が新型コ

な克服措置を実行したが、やむを得ず生産規模の縮

ロナウイルス感染症による他国での生産停止や交通

小や人員削減を行う場合には、使用者が労働者を解

遮断等による原材料不足に基づく操業停止である場

雇することができるとの規定がある（労働法 38 条 1

合、②が適用できるかは、個別具体的事情を考慮し

項c号）
。また、会社において組織変更や事業縮小が

て判断する必要がある。労働傷病兵社会問題省が

必要となった場合や経済が不況に陥った場合、一定

COVID-19 に関連して生じる労働問題について発

の手続を踏んで整理解雇を行うことも理論上は可能

行した公文書第 1064/LDTBXH-QHLDTL号では、

とされている（労働法 44 条）。但し、前者について

「COVID-19 の直接的な影響」を受けた場合にのみ

は「可能な限りすべての克服措置を講じた」という

②が適用できるとしており、②が適用できる場面を

要件のハードルが高く、後者については労働組合と

限定的に考えているように見受けられる。

協議して労働者使用計画を作成するなどの手続に時

イ

リストラ

工場閉鎖が長期間続く場合などの対応策として

間を要する可能性が高く、いずれについても実行す
るのは容易ではない。
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