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はじめに
中国に端を発した新型コロナウイルスは、まず欧
州に、その後米国に流入し、世界的なパンデミック
を引き起こした。これにより各国で発動された外出
禁止令等の防疫措置は経済の停滞を引き起こし、事
業者、労働者、個人等に様々な困難を生じさせてい
る。そこで、各国はそれぞれ既存の法制度に照ら
し、必要に応じて臨時の救済法を制定するなどして
対応している。本稿では、中国・米国・欧州におけ
るこれらの取り組み・影響について概説する。本稿
執筆時点は 2020 年 5 月 6 日である。
1 中

国

⑴ はじめに
新型コロナウイルスの震源地となった中国では、
1 月下旬から中央政府及び各地方政府により各種の
強力な防疫措置が発動された。その効果もあり政府
発表による限り 4 月以降の新規感染者の多くは国外
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からの入国者によるいわゆる輸入症例であり、国内
感染は終息傾向が顕著である。事業活動の再開も加
速しており、全国人民代表大会も 5 月 22 日から北
京で開催されることが決定された。もっとも、新型
コロナウイルス及びその防疫措置が中国経済に与え
た影響は甚大であり、2020 年の第 1 四半期のGDP
は前年同期比マイナス 6.8％に落ち込んだ。中国政
府は、新型コロナウイルスの感染押さえ込み後の経
済のV字回復を企図しており、防疫措置による影響
を受けた企業を対象とする各種支援策を打ち出して
いる。本稿では、これらのうち中国に進出している
日本企業の利用が想定される支援策の一部を紹介す
る。また、新型コロナウイルスによる影響を理由と
する不可抗力等による免責及び新型コロナウイルス
の労務への影響について、2020 年 4 月 16 日付けの
最高人民法院による「新型肺炎ウイルスに関連する
民事案件の法律に従う適切な審理に関する若干の問
（以下、
「指導意見」という。
）
題に関する指導意見㈠1」
を紹介しつつ概説する。
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⑵ 各種支援策
ア 社会保険料の減免
2020 年 2 月 20 日付け「企業の社会保険料の段階
的減免についての通知2」により、養老保険、失業
保険、労災保険のいわゆる三項保険に関して、地域
及び事業規模に応じた企業負担分の減免が認められ
る。具体的には、湖北省以外の地域では、中小企業
は最長 5ヵ月間の免除、大企業は最長 3ヵ月間の半
減が認められている。また、
「従業員の基本医療保
険費用の段階的減免についての通知3」により、医
療保険については、地域や事業規模を問わず全国の
企業を対象に企業負担部分が最長 5ヵ月間半減され
る。さらに、経営に深刻な困難が生じた企業は、三
項保険及び医療保険について最長 6ヵ月の納付猶予
を申請することができ、その間の滞納金も免除され
る。
これに加え、上海市では、2020 年度にリストラ
をしない等の一定の条件を満たす雇用組織に対し
て、当該組織及び従業員が前年度に納付した失業保
険料総額の 50％が還付される。また、医療保険の
保険料納付料率を段階的に引き下げるなどの支援策
を公表している。
イ 税務面の優遇
湖北省以外の地域の小規模納税義務者は、2020
年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、増値税課税
率が 3％から 1％へ変更される。
また、感染の影響が大きく困難な業界に属する交
通運輸業、飲食業、宿泊業、観光業（観光代理業者、
関連サービス業者及び観光リゾート施設運営業者）に
従事する企業は、2020 年度における主要業務売上
が総売上高の 50％以上を占めることを条件として
2020 年度の損失の繰越年限が 5 年間から 8 年間ま
で延長される。
この他にも、防疫重点保障物資の生産企業、宅配
サービス、公共交通サービス等の企業を対象に各種
の税優遇措置が講じられている。
ウ 金融面の措置
資金調達の支援策の一環として外債調達可能枠が
拡大された。中国の外債限度額の管理は「投注差方
4
5
式」
と「マクロプルーデンス方式」
が併存してい
るが、このうちマクロプルーデンス方式を選択する
一般企業は、従来純資産の 2 倍とされていた外債調

達可能枠が純資産の 2.5 倍まで拡大される。なお、
投注差方式を採用している企業がひとたびマクロプ
ルーデンス方式を選択した場合には再び投注差方式
に変更することはできない点に注意が必要である。
エ 不動産賃料の減免
中小企業の家賃負担の軽減を目的として、全国範
囲で国有の建物を賃借する小規模（中国語「小微企
业」
）のサービス業に対して 2020 年上半期の家賃
3ヵ月分を免除する方針が示されている。家賃減免
政策は地域によって異なるが、上海市の場合は中小
企業が国有企業の建物を賃借して経営を行う場合に
は 2 月及び 3 月の家賃が免除される。また、大型オ
フィスビル、ショッピングモール、園区などの市場
運営主体に対しては賃貸料の減免を促しており、こ
れに協力する不動産オーナーに対しては不動産税等
の減免申請の余地を認めている。
⑶ 不可抗力等による免責
ア 不可抗力による免責6
中国の民法総則及び契約法によれば、不可抗力と
は「予見不能、回避不能かつ克服不能の客観的な情
況」をいい、不可抗力により契約を履行できない場
合には、既に履行遅滞の状態にある場合を除き、責
任の全部又は一部の免除及び解除が認められてい
る。なお、中国においては、契約に不可抗力の規定
がない場合であっても不可抗力の主張は妨げられな
い。
最高人民法院による指導意見では、新型コロナウ
イルスの影響を受けた契約紛争において不可抗力の
適用の余地を肯定しつつも、まずは当事者間の協議
及び契約の履行を促しており、契約の免責や解除に
ついては、契約目的の達成が不可能となる場合に限
定されるという慎重な姿勢が示されている。また、
契約履行が困難となった場合、当事者は再協議する
ことは可能とされる一方で契約履行の困難を理由と
する契約解除は認められないとされている。さら
に、契約の継続履行を求めることが一方当事者に
とって明らかに不公平となり、契約の履行期限、履
行方式、代金額等の変更を求める場合には、案件に
おける総合的な状況に従い判断するという方針も示
され、裁判所による契約の継続履行の可否等の判断
にあたっては、当事者が享受した政府援助、税務優
遇、債務減免等の状況も考慮すべきとされている。

1 最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见㈠

2 人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知

3 国家医保局 财政部 税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见

4 投注差方式では、投資総額と登録資本金の差額が外債限度額となる。
5 マクロプルーデンス方式では、前年度の純資産金額をベースに複数の政策係数を加味して外債限度額が算定される。
6 不可抗力に関する証明責任、通知義務等の詳細については、川合正倫「
〈緊急連載〉新型コロナウイルス感染症への法務対応⑺ 不可抗力の解
釈②――中国法」商事 2227 号（2020）54 頁以下をご確認いただきたい。

15

イ その他の法理による免責
不可抗力の他にも、事情変更の原則が適用される
余地がある。最高人民法院による「契約法」適用の
若干の問題に関する解釈㈡において、契約成立後
に、当事者が契約締結時に予見できない客観的状況
の変更があり、それが、不可抗力及びビジネスリス
クに該当しないものであって、契約を継続して履行
することが一方の当事者にとって明らかに不公平と
なり又は契約の目的が実現できなくなる場合には、
契約の変更又は解除を求めることができる旨が示さ
れている。実務においては、事情変更の原則の適用
についても慎重な運用が行われており、特に客観的
状況の変化がビジネスリスクに該当しないか、ま
た、契約の継続履行を求めることが明らかに不公平
となるかという点について、個別具体的な案件の状
況に応じて審査される。
⑷ 労務への影響
冒頭に述べたとおり、中国においては新型コロナ
ウイルスの終息傾向を受け企業活動は本格的に再開
されつつあり、新型コロナウイルスの影響による欠
勤という問題は例外的な状況を除き発生していない
ものと思われる。
2020 年 1 月 24 日付けの「新型コロナウイルス関
連肺炎の感染防止制御期間における労働関係に関す
（以下、
「労働
る問題の適切な処理についての通知7」
関係通知」という。
）において、新型コロナウイルス

の影響を受ける企業は、柔軟な労働調整を適用する
ことが奨励されている。具体的には、生産経営が困
難になった企業は、従業員との間の協議を経て、給
料の調整、シフト制休暇、時間短縮等の方式で業務
職位を安定させることが推奨される。
また、労働関係通知では、操業停止又は生産停止
が必要となる場合、初回の賃金支払期間については
通常の賃金を支払う必要があるが、それ以降も事業
の停止に伴い労働者が通常の労働を提供しない場合
には、関連規定に基づき生活費を支払うことが認め
られている。この間の生活費の最低保障額は各地方
により異なるが、上海市においては最低賃金水準を
下回ることが禁じられている。
さらに、指導意見は労働契約の解消について、労
働法及び労働契約法を厳密に適用する必要があると
して慎重な取り扱いを求めており、労働者が新型コ
ロナウイルスに感染したこと、感染のおそれがある
こと、隔離措置の対象となっていること、ウイルス
の感染重点地域から戻ったこと等のみを理由とした
労働契約の解除は認められないとしている。
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2 米

国

⑴ はじめに
新型コロナウイルスによる最も大きな被害を受け
ている米国では全州において緊急事態宣言が発出さ
れ、ごく一部の州を除き、必須サービスを除く全て
の事業者の在宅勤務・自宅待機要請を定める行政命
令（Stay at Home Order）が発令された結果、経済
活動が著しく縮小している。
本稿では、近時制定された新型コロナウイルスに
よる事業者・個人の経済的救済を目的としたCARES
Actの概要を説明した上で、特に日本企業に影響が
あると思われる、新型コロナウイルスによる影響を
理由とする不可抗力等による免責、及び新型コロナ
ウイルスの労務への影響について概説する。
⑵ CARES Actの制定
米国連邦議会は、2020 年 3 月 6 日に成立したコ
ロナウイルス準備・対策補正予算法 2020（The
Coronavirus Preparedness and Response
Supplemental Appropriations Act, 2020）
、2020 年 3
月 18 日に成立した主に労働法制に関する特例、無
料の新型コロナウイルス検査、食料の支援プログラ
ム等を定めたファミリー・ファースト・コロナウイ
ルス対策法（The Families First Coronavirus Response
Act）に続き、2020 年 3 月 27 日、米国国内における
新型コロナウイルスの感染拡大によって経済的に困
窮している事業者・個人に対する経済的救済を目的
として、コロナウイルス支援・救済及び経済保障法
（The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security
Act、通称「CARES Act」
）を制定した。これは、総
額 2 兆ドルにわたる措置であり、その内容は多岐に
わたるが、主な内容は以下のとおりである。
 小規模事業者に対する経済支援：従業員の給
料、団体医療保険等の費用等を補塡するため
の貸付を提供するペイチェック・プロテク
ション・プログラム、簡易な事業再生手続を
認 め る 小 規 模 事 業 者 更 生 法（The Small
Business Reorganization Act）の適用要件と
なる債務上限額の引き上げ等の倒産法に関す
る一時的改正
 特に打撃を受けている産業への公的支援：航
空会社等に対する経済支援及び当該会社の役
職員に対する報酬制限
 医薬品・医療機器分野の支援：医薬品・医療
機器等の供給不足に対応するための重要な薬
品・医療機器の審査の促進、米国保健福祉省
による新型医薬品の審査・開発の促進等
 租税軽減策：減税・雇用法（Tax Cuts and
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Jobs Act）に基づく個人事業主における事業
上の損失の算入制限等の適用の一時停止、繰
越損失の適用範囲の拡大等
 個人に対する援助・福利厚生の拡充：失業保
険の内容拡充、コミュニティバンクに対する
レバレッジレシオ規制の緩和、米国住宅都市
開発省及び米国連邦住宅金融局による住宅
ローンに関する借入人への援助、団体保険等
によって患者の費用負担なく受診できる新型
コロナウイルス検査の種類の拡大等
⑶ 不可抗力等による免責
ア 不可抗力による免責
新型コロナウイルスの影響により契約の履行が難
しくなる場合、不可抗力（force majeure）による免
責が認められるかが問題となる。ビジネス契約に広
く用いられているニューヨーク州法においては、不
可抗力による免責は契約書に不可抗力に関する明確
な規定がある場合に限り認められ、また、当該規定
において、免責を主張する事情（epidemic等）が具
体的に記載されていることが必要になる。加えて、
当該事情と不履行との間の因果関係、不履行を回避
する合理的な努力をしたにもかかわらず不履行が回
避できなかったこと、規定の内容次第では当該事情
が契約締結時には予見不可能であったことなどを立
証する必要があり、不可抗力による免責が認められ
るハードルは一般に高い。また、不可抗力条項にお
いては金銭債務を適用から除外する旨を定めること
が多く、例えば、リース契約においては、賃借人の
負う賃料支払義務は不可抗力による影響を受けない
旨の定めがあることが一般的である。
イ その他の法理による免責
不可抗力の他、契約締結後に生じた事情を理由と
する免責に関するコモンロー上の法理として、履行
不能の法理（impossibility） や目的不達成の法理
（frustration of purpose）が存在する。履行不能の法
理は、契約締結後に生じた予期せぬ事情により契約
の履行が不可能となった場合に適用される法理であ
る。ニューヨーク州法においてこの法理は制限的に
適用されており、契約の対象又は履行手段が消滅し
たことにより契約の履行が完全に不可能となったこ
とを立証する必要がある。新型コロナウイルスとの
関連では、例えば、米国でコンサートを開催する契
約を締結していた英国の音楽バンドが米国政府によ

る渡航禁止により米国に入国できなかった場合はこ
の法理の適用を主張しうる。また、目的不達成の法
理は、契約締結後に生じた予期せぬ事情により契約
の履行が実質的に価値のないものとなった場合に適
用される法理である。ニューヨーク州法においてこ
の法理は慎重に適用されており、当事者が契約を締
結した唯一の目的が実質的に阻害されることが必要
であり、また、契約履行の費用又は負担が増大した
のみでは契約目的の実質的な阻害は認定されない。
例えば、特定のスポーツイベントのための警備業務
を提供することを目的とする契約において、当該ス
ポーツイベントが新型コロナウイルスの影響で中止
される場合には適用がありうる。他方、レストラン
を使用目的とするリース契約では、本稿執筆時点で
ニューヨーク市において店内で顧客に飲食を提供す
ることは禁止されているが、デリバリーによる営業
は可能なため、契約締結の目的が実質的に阻害され
たとはいえない。
⑷ 労務への影響
ア 新型コロナウイルスの影響による欠勤の

場合の賃金支払義務
上記⑵で述べたファミリー・ファースト・コロ
ナウイルス対策法により、500 名未満の従業員を使
用する使用者は、コロナウイルスの症状がある、医
師から自己隔離を勧められた等の理由により勤務で
きない従業員について、原則として、正社員の場合
80 時間、パートタイマーの場合 2 週間の平均労働
時間に相当する時間の有給休暇を付与することが必
要となる（使用者は従業員に支払った給与等について
税額控除を受けることができる。
）
。また、州法により
別途新型コロナウイルスの影響により勤務できない
従業員に対する無給又は有給の休暇取得権が付与さ
れている場合もある8。
イ 新型コロナウイルスの影響による勤務時間・
日数の削減
新型コロナウイルスによる業務量の減少を受けて
使用者が従業員の勤務時間や勤務日数を減少させる
場合、連邦法上の従前の原則に従い、いわゆる非免
除者（non-exempt）と呼ばれる時間外労働手当の支
給対象とならない従業員に対しては勤務時間・日数
を一方的に減少させることが可能であり、働かな
かった時間に対しては賃金を支払う必要はない9。
他方、免除者（exempt）に該当する従業員につい

7 人力资源社会保障部办公厅「关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知」
8 例えばニューヨーク州においては、使用者の規模によって無給又は有給の休暇を付与することを要求する法律が制定されている。
9 もっとも、州法等によって勤務時間や勤務日数の変更について事前の通知義務や割増賃金の支払義務が定められている場合もある。例えば
ニューヨーク市においては、ニューヨーク市公正週間労働時間法（New York City Fair Workweek Law）により、ファストフード店や小売店
において従業員のシフトを変更する場合、事前の通知や割増賃金の支払が要求されている。
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ては、働いた時間に関係なく 1 週間あたり同じ賃金
を支給する必要があるので、ある週において何らか
の業務を行っている限り、勤務時間の減少にかかわ
らず同額の賃金を支払う必要がある。もっとも、将
来に向かって基本給自体を減額変更したり10、従業
員を休業させる（休業中賃金の支払義務はない）こと
は可能である。
ウ 新型コロナウイルスの影響による休業・解雇
連 邦 法 で あ る 労 働 者 調 整・ 再 訓 練 予 告 法
（Worker Adjustment and Retraining Notification
Act（WARN Act）
）上、100 名以上の従業員を雇用
する使用者が、一定規模以上の解雇又は 6ヵ月超の
休業等をさせる場合11、従業員や政府機関に対して
原則として 60 日前の事前通知が必要とされている
が、予期できない事業状況により解雇又は休業が行
われた場合には、可能な限り速やかに事前通知を行
うことで足りるとされている。この点、新型コロナ
ウイルスの影響による事業環境の悪化はこれに該当
する可能性があるが、当該事業がどのような影響を
受けたのか等個別具体的な事実の分析が必要とな
る12。また、州・地方レベルで類似の法律が制定さ
れている場合もあるが、ニューヨーク州やカリフォ
ルニア州では新型コロナウイルスを受けて、この点
に関する解釈の公表や行政命令による特別の対応が
取られている13。
3 欧

州

欧州では、2020 年 2 月下旬以降、北イタリアで
の感染拡大から始まり欧州全域で感染者が急増し、
各国におけるロックダウンの発令等により経済にも
多大な影響が出ている。欧州各国では、それぞれ異
なる対策措置が講じられているが、本稿では紙幅の
都合上、英国とドイツを取り上げ、両国における主
要な対策措置の一部を紹介する。
⑴ 英 国
英国では、新型コロナウイルスに対する対策措置
について定めた新法であるCoronavirus Act 2020
の成立をはじめとして、多くの対策措置が行われて
いる。以下では、新型コロナウイルスのパンデミッ
クが企業に与える影響を緩和するために導入された
全ての規模の企業に対して提供される経済支援ス
キームと、英国政府によって公表された破産法の改
正案について紹介する。
ア 事業者向け経済支援パッケージ
まず、主要な経済支援パッケージとしては、一定以
上の信用格付けを有する大規模事業者向けの経済支
援 ス キ ー ム で あ る‘Covid Corporate Financing
（CCFF）
Facility’
と、
中小規模事業者向けの融資保証ス
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キームである‘Coronavirus Business Interruption
Loan Scheme’（CBILS）とがある。後者については
Coronavirus Large Business Interruption Loan
Scheme’（CLBILS）という大規模事業者向けの同
等のスキームも用意されている。
このうち、CCFF は、イングランド銀行が非金融
会社のために組成したファシリティ（融資枠）であ
り、一定の要件を満たす場合、同ファシリティは、
非金融会社が発行する償却期間 1 週間から 12ヵ月
以内のポンド建てのコマーシャルペーパー14 を引き
受けるものとされている。原則として、英国で設立
されているか否かにかかわらず利用できるものとさ
れているが、ⅰ当該会社が英国経済に「重大な貢献
15
（material contribution）
」
をしていること、及びⅱ
当該会社が新型コロナウイルスの感染拡大以前に
「健全な財務状態（sound financial health）」にあっ
たこと、すなわち、2020 年 3 月 1 日時点において
短期・長期の投資適格16 を有していたことが要件と
される。
CBILSは、500 万ポンドを上限とする中小規模事
業者向けの貸付について、英国政府がその 80％の
債務を保証し、その利息及び手数料を負担するとい
うスキームである。借入人たる事業者が返済義務を
負うものの、政府による保証及び利息・手数料の負
担を通じて、金融機関に対して事業者への融資を奨
励することを目的に設計されている。
CBILSに参加するためには、当該事業者が、①
英国を拠点に事業活動を行っていること、②年間の
売上高が 4,500 万ポンド以下であること、③パンデ
ミックがなければ実行可能だと貸付人が判断するで
あろう借入提案であること、④新型コロナウイルス
によって悪影響を受けたこと、⑤（3 万ポンド超の借
入を申請する場合）2019 年 12 月 31 日時点で事業困
難（business in difficulty）ではなかったことが要件
とされる17。
イ 破産法の改正検討
前例のない状況下における柔軟な会社運営を可能
とするため、英国政府により破産法の改正が検討さ
れている。2020 年 3 月 28 日に公表された改正案で
は、2020 年 3 月 1 日に遡って、‘wrongful trading’
に基づく取締役の個人責任を一時的に免責する枠組
みが検討されている。‘wrongful trading’ とは、会
社の取締役が⒜会社の倒産を避ける合理的な見込み
がないと認識していた・認識すべきであった場合
に、⒝債権者の損失を最小化するための措置をとら
ずに、事業を継続していた場合に認定されうる概念
で、これが認められた場合、会社の取締役は債権者
に対して個人責任を負う可能性がある。また、原材
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料やエネルギー等の事業継続に必須の調達を続ける
ことができるよう、会社の取締役が経済的に困窮し
ている状況においてサプライヤーや従業員に対する
支払を行った場合に、破産法に基づき課されうる個
人責任を免責する一種のモラトリアムの導入も検討
されている。
⑵ ドイツ
ドイツでは、2020 年 3 月 25 日、新型コロナウイ
ルスの対策法である、民事法、破産法及び刑事手続
法におけるCOVID-19 パンデミックの影響緩和の
ための法律18（以下「新法」という。） を可決した。
新法では、民事法、破産法及び刑事手続法に関する
様々な改正がなされているが、以下では破産法及び
契約法との関係での重要な変更点を取り上げる。
ア 破産法の改正
新法の下では、会社の代表者に課されている破産
法に基づき倒産手続の開始の申立を行う義務が、
2020 年 9 月 30 日までの間、一時的に停止されるも
のとされた。倒産状態がCOVID-19 の影響によっ
て生じたものであり、回復の見込みがあることが条
件とされているが、2019 年 12 月 31 日の時点で倒
産状態になかった場合には、適用可能と推定され
る。また、柔軟な会社経営を可能とするため、この
一時停止期間中、会社の代表者は、通常の事業の過
程で行った支払に関して、破産法に基づく個人責任
が免責されうるものとされた。
また、緊急の資金調達を可能とするために、2020
年 9 月 30 日までの間になされた借入の返済や担保
設定は債権者を害するものとはみなされないものと
された。また、同期間中に行われた資金の貸付や担
保供与は、倒産手続を不当に遅らせる行為とはみな
されないものとされた。
加えて、2020 年 3 月 28 日から 6 月 28 日の間は、

2020 年 3 月 1 日の時点で既に倒産開始原因が存在
した場合に限り、債権者の申立による倒産手続の開
始が認められるものとされた。
イ 契約法の改正
新法で導入された契約法の改正としては、⒜長期
の消費者・小規模事業者契約に関する支払猶予（モ
ラトリアム）と⒝賃貸借契約の解除権の制限につい
て紹介したい。
まず、⒜の支払猶予として、消費者及び小規模事
業者に対して、2020 年 3 月 8 日までに締結された
長期契約に関して、2020 年 6 月 30 日までの間、一
定の条件を満たす場合に、契約上の義務履行を拒否
する権利が認められた。具体的には①当該契約が必
要不可欠なもの、すなわち、消費者の場合は基本的
な生活、小規模事業者の場合は事業の存続に必要な
物・サービスに関する契約であること、②当該契約
の義務履行をすることによって、消費者の場合はそ
の生活が、小規模事業者の場合はその事業運営の基
礎が、危険にさらされることになること、③契約上
の義務履行を拒絶することが契約の相手方の事業運
営や生活を危険にさらすようなものでないことが要
件とされる。
⒝の賃貸借については、ドイツ民法上、賃借人が
賃料の支払を 2 度以上連続して延滞した場合等には
賃貸人が賃貸借契約を無催告で解除することができ
るものとされている。新型コロナウイルスの感染拡
大により、多数の借入人に収入の大幅な減少が見込
まれることから、新法では、新型コロナウイルスの
影響により賃借人が 2020 年 4 月 1 日から 6 月 30
日までの間に弁済期の到来した賃料を支払わなかっ
た場合、それのみを理由として賃貸人が賃貸借契約
を解除することはできないものとされた。

10 なお、州法等において基本給の変更について事前通知等が要求されている場合もある。
11 30 日の期間に、一つの事業場の 33％以上の労働力を構成する、50 人以上の従業員を対象に解雇又は休業をさせる場合（前後 90 日間に行われ
た別の解雇・休業の対象となった従業員の数も合計される。）等が該当する。
12 特に、新型コロナウイルスの影響が長期化するにつれて、事業への影響が予期できなかったと言えないとされる可能性も高まると考えられる。
13 ニューヨーク州では、従前より、50 人以上の正社員を使用する使用者が、一つの事業場の 33％以上の労働力を構成する 25 人以上の正社員を
解雇する又は休業させる場合等に原則として 90 日前の通知を必要とするが、予期できない事業状況の場合の例外が定められている。この点、
ニューヨーク州当局は新型コロナウイルスの影響がこの例外に該当する可能性を示しているが、州当局が例外適用の可否を判断できるよう、
可能な限り早期に解雇等の理由についてできるだけ多くの情報を記載した通知をするよう要請している。また、カリフォルニア州にもWARN
Actと同様の法律（適用要件は若干異なる。）が存在するが、新型コロナウイルスの影響に鑑み、通知要件を一時停止して実務上可能な限り速
やかに通知することで足りるとする行政命令が出されている。
14 企業が短期で資金調達するための無担保の約束手形。
15 英国における法人化の有無、事業活動、従業員数、収益額、顧客数、事業拠点などを総合的に考慮して判断される。
16 主要な信用格付け機関（S&P、Fitch、Moody’s又はDBRS Morningstar）のいずれかにおいて、短期でA3/P3/F3/R3 以上、長期でBBB-/Baa3/
BBB-/BBB low以上の格付けであること。
17 大規模事業者向けのCLBILSにも類似の要件が適用されるが紙幅の都合上割愛する。
18 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht
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