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憲法学者は新型コロナウイルスに対する国や自治体の対策をどうみているのか。 

感染症対策を講じることは、憲法上の義務であるとしたうえで、法的な基本枠組

みとして、感染がまん延することを防ぐための新型インフルエンザ等対策特別措置

法、感染者に対応するための感染症法、国外から水際対策を行う検疫法と入管法、

免疫を獲得するための予防接種法の四つの法律制度を説明した。そのうえで、法的

根拠に着目してコロナ対策を、①明確な法的根拠に基づいたもの②包括的な法的根

拠に基づいたもの③法的根拠はあるが、その根拠に基づいて行うことに疑問の余地

があるもの④本当に行えるかが争われるもの⑤法的な根拠がないもの、に分けて解

説した。 
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司会＝坪井ゆづる・日本記者クラブ企画委員

（朝日新聞論説委員） 本日は、「新型コロナウ

イルス」シリーズの第 77 回目、お話しいただ

くのは、憲法学者の慶應義塾大学大学院の横

大道聡教授です。 

先生は、2 年前に「あいちトリエンナーレ」

の表現の不自由展のときに来ていただいて、

憲法のお話を承りました。今回はコロナにつ

いて伺います。 

新型コロナウイルス感染対策として、政府

は私権制限を伴う様々な施策を講じてきまし

た。また、行動制限の緩和策として、ワクチ

ン・検査パッケージの実証実験も進んでいま

す。 

本日は、これらの政府の施策に関して先生

からお話を承ります。先生、よろしくお願い

します。 

横大道聡・慶應義塾大学大学院教授 

（スライド 2） 

まず、自己紹介ですけれども、私は慶應義

塾大学の法科大学院・ロースクールで憲法を

教えています。もともと専門は、表現の自由

と補助金等々助成の話で、その関連で、2 年

前には「あいちトリエンナーレ」の問題でこ

こに呼んでいただいたという次第でした。 

コロナの問題に関しては、新聞やニュース

等で何件か発言する機会があり、また、グロ

ーバルダイニング社の訴訟にも、意見書を書

くという形で関わらせていただいています。 

（スライド 3） 

きょう私が話すのは、コロナ対策に関する

法制度の全体像を確認したうえで、それには

どういう特徴があって、そこにいかなる問題

があるのかということを、私の専門である憲

法の観点を中心に検討していければと考えて

います。 

憲法上の義務と人権を制約すること間で 

（スライド 4） 

まず、コロナ対策の法制度について、確認

しておきたいと思います。 

（スライド 5） 

最初に確認しておきたいのは、感染症対策

は、それを行う憲法上の義務があるというこ

とです。憲法の 25 条 1 項は有名な生存権の保

障の規定ですけれども、2 項に「国は、すべ

ての生活部面について、社会福祉、社会保障

及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない」とあります。つまり、憲法上の責

務の履行として、感染症対策は国によって行

われることになるわけです。ですから、これ

をやらないという選択肢は基本的にはないわ

けです。 

他方において、感染症対策は人権の制約を

伴うことが少なからずありますので、それと

のバランスが重要になってきます。人権の侵

害をしてはならないという要請と、実効的な

公衆衛生の対応としての感染症対策、この 2

つのバランスの中で国はかじ取りをしていか

なければいけないわけです。 

そして感染症対策というのは、極めて単純

化して言えばこういうことになると思います。 

それは、実効再生産数――1 人の感染者が

感染を増やす数――を 1 以下にすればおのず

と減っていくわけですから、実効再生産数を

1 以下にする努力をしつつ、感染者に対して

適切な医療を提供する、これが感染症対策の

根本であろうと思います。その際、場合によ

っては人権を制約するようなこともある。し

かし、人権を制約してはならないというもう

一つの憲法上の要請がありますので、公衆衛

生上の対応と、人権の保障、このバランスの

中で国が活動することになります。 

（スライド 6） 

コロナ対策の法的な枠組みを、極めて雑ぱ

くに分ければ、次の 4 つから成ると言えるか

と思います。 

一つ目が、社会全体に感染がまん延するこ

とを防ぐもので、このための主な法律が新型

インフルエンザ等対策特別措置法です。 

二つ目が、個々の感染した者に対する対応

です。これは感染症法という法律で、正式な

題名は長いのですけれども、いわゆる感染症
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法がこれに対応する法律になります。 

三つ目は、国外からの病原菌の流入に対す

る水際対策を行うもの。これに関する法律が

検疫法であり、出入国管理に関する一般的な

法律であるところの入管法も関係します。 

そして 4 番目に、疾病に対する免疫効果の

獲得で、これは予防接種法に規定がある。 

このほかにも細かな法律がたくさんあるの

ですけれども、大きく言えばこの四つから感

染症対策を行い、これによって実効再生産数

を 1 以下にとどめ、そして適切な医療を提供

していくのが基本的な枠組みになります。 

この基本枠組みについてもう少し細かくみ

ていきたいと思います。 

特措法の目的と仕組み 

（スライド 7） 

まず、特措法ですけれども、1 条に目的規

定があります。「この法律は」ということで長

くいろいろ書かれてあって、「新型インフルエ

ンザ等（感染症について）に対する対策の強

化を図り、もって新型インフルエンザ等の発

生時において国民の生命及び健康を保護し、

並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が

最小となるようにすることを目的とする」、そ

ういう法律になっています。 

（スライド 8） 

その仕組みを大きく言えば、政府対策本部

を設置して、基本的対処方針を立て、それに

基づいて対応していく、これが特措法の柱に

なっていると思います。これは国の対応にな

るわけですけれども、われわれ国民、とりわ

け事業者との関係においては、ご承知のとお

り、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言下

における緊急事態措置、これが人権との関係

では関わってくることになります。 

「事業者との関係」と述べましたけれども、

いわゆる「まん防」であるとか緊急事態措置

は、一定の事業者や施設が対象であって、国

民一般ではない。国民一般に対しては、一応

「要請」することはできるのですけれども、

これは協力する責務があるだけで、法的な義

務はない。 

これに対して事業者については、法改正前

後で若干システムが変わりました。令和 3年 2

月の法改正後においては、まん延防止等重点

措置の場合も緊急事態措置の場合も、いずれ

も、例えば休業要請なり時短要請をして、要

請に従わない場合には「命令」を出し、そし

て命令に従わない場合には「過料」にいくと

いう形で進んでいくという仕組みになってい

ます。これが特措法の基本的な仕組みです。 

感染症法が国民に「要請」するもの 

（スライド 9） 

続いて、感染症法です。個々の感染者に対

する対応ですけれども、これには前文がつい

ています。過去、日本ではハンセン病とか

HIV 感染者に対する差別などが横行していた、

これを反省して、この法律をつくった、とい

うような制定の経緯の説明があります。 

そういうことを踏まえて、「感染症の患者等

の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良

質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に

迅速かつ適確に対応することが求められてい

る」、そのためにこの法律を制定した、という

ことが述べられています。 

（スライド 10） 

1 条の目的規定ですけれども、まさにいま

述べたことですが、「この法律は、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関し必要

な措置を定めることにより、感染症の発生を

予防し、及びそのまん延の防止を図り、もっ

て公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的

とする」ということです。先ほどの特措法と

も関係する目的が掲げられていることが分か

るかと思います。 

（スライド 11） 

その仕組みの中で、主に国民との関係では

何が重要かというと、第 4 章の「就業制限そ

の他の措置」に、国民との関係でいろいろな

規定が設けられています。検体採取とか、健

康診断、あるいは感染中の就業の制限、従わ

ない場合の罰金といったことです。 
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下線部は令和 3 年の法改正で追加された部

分ですけれども、感染の疑いのある者らに対

する自宅療養・宿泊療養の協力「要請」をす

る。その要請に応じない者に対して入院を

「勧告」する。そして、入院措置中の逃亡や

入院措置に正当な理由なく応じない場合への

「過料」を規定しています。そして感染源を

追跡する積極的疫学調査への協力を「要請」

し、「命令」を出す。それに従わない場合や虚

偽の発言をした場合には「過料」を科す、と

いうような仕組みで国民に対しては対応する。

これが感染症法の基本的な仕組みになります。 

水際対策を担う検疫法 

（スライド 12） 

次に検疫法です。これは外国からの感染源

の流入を防ぐ、いわゆる水際対策の法律です

けれども、「病原体が航空機を介して国内に浸

入することを防止するとともに、船舶又は航

空機に関してその他の感染症の予防に必要な

措置を講ずることを目的とする」という規定

です。 

そして、出入国管理に関する一般法である

入管法もあるのですけれども、これは下に挙

げてあるとおりです。 

（スライド 13） 

検疫法の主たる仕組みは、外国から来航し

た船舶や航空機等に対して検疫を受けること

を義務づける。そして、検疫を受けたという

ことで、検疫済証または仮検疫済証を交付す

るのですけれども、これを交付する前には上

陸をしてはいけない、という形で水際対策を

講じています。 

検疫所長に質問や検査する権限を付与し、

感染者の隔離、感染の疑いのある者の停留措

置が定められており、違反者に対しては罰則

も設けられている。そして、検疫所長が必要

な協力を求めることができるという規定もあ

るのですけれども、この「必要な協力」とい

うことで、例えばスマホアプリのダウンロー

ドをお願いするとか、入国に際していろいろ

やっているというのが現状です。 

入管法上は、これは入国しようとする個別

の者に対して、法務大臣の判断に基づいて、

入国拒否を行う権限が付与されています。 

任意接種と被害救済が予防接種法の 2本柱 

（スライド 14） 

予防接種法ですけれども、これも 1 条の目

的規定をみてみると、「この法律は伝染のおそ

れがある疾病の発生及びまん延を予防するた

めに公衆衛生の見地から予防接種の実施その

他必要な措置を講ずることにより、国民の健

康の保持に寄与するとともに、予防接種によ

る健康被害の迅速な救済を図ることを目的と

する」、こういう法律になっています。 

（スライド 15） 

予防接種法の対象となる病気はいろいろあ

るのですけれども、端的にその特徴を述べる

と、任意接種が原則であって、接種は勧奨す

ることのみができるということが一つ。もう

一つは、予防接種による健康被害に対する救

済措置です。これが法律の 2 本柱と言ってよ

いかと思います。 

これは、かつて強制接種・集団接種体制の

下で生じた予防接種禍に対する反省を基に、

接種義務を廃止して、任意接種、努力義務だ

けにする、そして、それに併せて被害者の救

済措置を拡充していった、これが法律の仕組

みになっています。 

（スライド 16） 

以上が法制度の概要の説明です。 

それを踏まえて、コロナ発生から 2 年近く

たちますけれども、これまで日本が取ってき

たコロナ対策の特徴、そして、そこにはどう

いう問題点があったのかについて説明してい

ければと思います。 

法的根拠から見たコロナ対策の特徴 

（スライド 17） 

コロナ対策の特徴をみていくに当たって、

いろいろな視点から分類・整理できると思う

のですけれども、本日の報告では、法的根拠
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に着目してコロナ対策を分類したら、大体こ

ういうふうに区別できるだろうということで

分けてみました。 

一つ目は、具体的かつ明確な法的根拠に基

づいて取られる措置があります。これは特段

問題ないと思います。その法律自体が憲法に

違反するようなものでない限りは、明確な法

的根拠に基づいて行うということが原則であ

るはずだと思います。 

二つ目に、概括的あるいは包括的な法的根

拠に基づいてとられる対策です。一応法的根

拠はあるだろうということですけれども、そ

の授権ないし根拠づけが概括的に行われてい

るような場合です。 

三つ目に、法的根拠は一応あるけれども、

その根拠に基づいてこの措置を取ることが本

当にできるのかが争われるような、あるいは

争いの余地があるような対策です。 

四つ目は、法的な根拠がなく行われている

施策です。 

そして五つ目は法律に違反する施策、対策

です。 

このように分けることができるかと思いま

す。このうち二つ目から五つ目は、相対的な

区分になっていて、どこに分類するかはきれ

いに分けることはできないのですが、一応目

安としてこのように区別したうえで、日本の

コロナ対策をみていきたいと思います。 

（スライド 18） 

まず特徴の一つ目は、法律の拡張的な解釈

に基づく措置が多いということを指摘できる

かと思います。具体例を挙げていきますが、

例えば予防的な措置として「緊急事態宣言」

を出しています。これはまさに法律の拡張的

な活用、場合によっては違法な扱い方ではな

いかと思われます。 

というのは、法律の仕組みをみていきます

けれども、特措法 32 条に基づいて、政府対策

本部長である総理大臣が、新型インフルエン

ザ等緊急事態が発生したときに、緊急事態宣

言を発出することができる、というのが法律

の立て付けです。この特措法 32 条をみてみる

と、具体的にどういう場合が緊急事態なのか

というと、これは「政令で定める要件に該当

する事態」ということで、政令に規定を委任

しているのです。 

その施行令をみると、「新型インフルエンザ

等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区

域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡

大し、又はまん延していると認められる場合

であって、当該感染の拡大又はまん延により

医療の提供に支障が生じている都道府県があ

ると認められるとき」、これが緊急事態だとい

うわけです。この場合に緊急事態宣言を出せ

るというのが法律の立て付けです。 

予防措置としては緊急事態宣言を出せない 

（スライド 19） 

しかし、この間、どうだったでしょうか。

一つ例としてニュースを挙げると、緊急事態

宣言を「先手で予防的措置」として出すとい

うような発言を首相がしているわけです。し

かし、先ほど説明したように、実際にこうい

う事態が生じている場合に緊急事態宣言が出

せるという法律の規定ですから、予防的に出

すということはできないはずです。しかし、

それがこの間なされてきたし、また、メディ

アも含めてだと思いますけれども、なぜ早く

出さないんだ、というような意見もあった。

しかし、法律の立て付け上は出せないという

ことであったということ、これは押さえてお

くべきことではないかと思います。 

（スライド 20） 

同じような例ですけれども、拡張的な活用

として、「要請」に従わない業者への「命令」

があります。緊急事態宣言下における場合も

あれば、まん延防止等重点措置の場合もあり

ますけれども、業者に「酒類の提供をするな」

「時短営業をしろ」「営業自粛しろ」、いろん

な要請がなされたわけですけれども、「要請」

に従わない業者に対して「命令」を出す。立

て付け上はそうなっているのですけれども、

しかし、よくよく特措法 45 条 3 項の根拠規定

をみてみると、こういう書き方になっている
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わけです。 

「施設管理者等――いわゆる業者です。要

請の対象になる事業者等々――が正当な理由

がないのに要請に応じないとき」、そういう場

合には、都道府県知事は、コロナの「まん延

を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並

びに国民生活（等々）の混乱を回避するため

特に必要があると認めるときに限り」命令を

出すことができる、という形なのです。 

つまり、要請に従わないイコール命令を出

せるのではなくて、要請に従わないことにつ

いて「正当な理由がなく」、そして「特に必要

な場合」、この二つのハードルを越えて初めて

命令を出せる。そして、この命令に従わない

場合に過料があるという仕組みになっている

わけです。 

「駆け込み的」に行われた休業命令 

（スライド 21） 

しかし、この点がまさに話題にもなった、

飲食チェーン・グローバルダイニング社の訴

訟の争点の一つだったわけです。グローバル

ダイニング社に命令が出されたのは、緊急事

態宣言があと 3 日で終了しますよ、というタ

イミングなわけです。なぜそのタイミングで

出すことが「特に必要」なのかということが

一つの争点になっているわけです。 

（スライド 22） 

もう少し具体的に申しますと、もともとは

「命令」「過料」という仕組みはなかったので

す。この「命令」「過料」という仕組みをつく

った令和 3 年 2 月の法改正があったときに、

この直前に内閣官房から「事務連絡」という

形で法解釈についての文書が各都道府県等に

対して出されています。 

その中に、こういう記載があるのです。長

いのでかいつまむと、「緊急事態における施設

の使用制限等の命令を行うことができる」、そ

の場合というのはどういう場合か、それは

「必ずしも現に対象となる個別の施設におい

てクラスターが発生している」、そういうこと

は必要ないんだと。しかし、「例えば、専門家

の意見として、対象となる施設やその類似の

環境が、クラスターが発生するリスクが高い

ものとして認識されている上に、当該施設に

おいて、いわゆる『3 つの密』に当たる環境

が発生し、クラスターが発生するリスクが高

まっていることが実際に確認できる場合など」、

これが特に必要な場合なのだというわけです。 

要請に従わないことをもって命令を出せる

のではなくて、実際にその場を確認して、い

わゆる「3 密」の状況があって危険だなとい

うときなど、こういう場合に「特に必要な場

合」として出せると、事務連絡で解釈をして

いるはずです。 

（スライド 23） 

しかし、実際はどうかというと、コロナ問

題で非常に重要な発言をされている楊井人文

弁護士がまとめた記事によると、この時短や

休業命令は、緊急事態措置やまん延防止等重

点措置が終わる直前に、駆け込み的に出てい

る。なぜそのタイミングで出さなければいけ

ないのか。これは、「特に必要な場合」に本当

に該当するのか、非常に疑わしいという問題

が指摘されているところです。やはり法律の

立て付けをかなり拡張的に利用している、場

合によっては違法とも言えるかもしれないよ

うな使い方をしているのではないかと、指摘

されている問題です。 

（スライド 24） 

三つ目ですが、まん延防止等重点措置とし

て酒類の提供の停止を求めていますが、これ

は本当にできるのか。これも大きな問題にな

りました。というのは、まん延防止等重点措

置として行うことができることは、特措法の

31 条の 6 に規定があるのですが、それは「営

業時間の変更その他国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼすおそれがある」云々、そ

して「政令で定める措置を講ずるよう要請す

ることができる」というものです。ここでま

た政令に委ねているのです。 

「酒の提供停止」は事実上の休業要請 

政令以下をみると「酒類の提供の停止」が
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出てくるわけですけれども、しかし、この特

措法 31 条の 6 は、「営業時間の変更その他」

という書き方をしている。これはどういうふ

うに読むかというと、いわゆる並列的例示と

いう読み方でして、営業時間の変更に匹敵す

るようなその他のことはできるが、それを超

えることはできない、と読むのです。 

酒類の提供の停止は、業種によっては事実

上の休業の要請になりますから、これは営業

時間の変更よりもはるかに重いことを要請し

ていることになる。これはできないのではな

いか、という問題提起がされてきたわけです。 

（スライド 25） 

この点については、国会答弁の中で、当時

の西村康稔新型コロナウイルス感染症対策担

当大臣が、緊急事態宣言の下では休業要請ま

ではできると述べています。しかし、まん延

防止等重点措置の場合では、営業時間の変更

がやれる最大のことだ。だから、休業要請ま

ではできない。まん延防止等重点措置の場合

には、休業要請はできずに、営業時間の短縮

要請まではできる、と言っていたわけです。 

しかし、先ほども述べましたように、まん

延防止等重点措置として要請する中身に、酒

類の提供の停止が入った。業種によっては、

これは事実上の休業要請が行われているに等

しいではないか。これがなぜまん延防止等重

点措置のときにできるのかが、また問題にな

ったのです。これもやはり法律をめいっぱい

拡張的に利用しているような例ではないかと

思います。場合によっては違法とも言えるや

り方だと指摘されてきたわけです。 

（スライド 26） 

四つ目は入国に関わることです。2020 年 8

月 30 日時点が一番多かったと言われています

が、159 か国から日本に入ってくることを拒

否していました。入管法の 5 条の 1 項「次の

各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に

上陸することができない」、その 14 号「法務

大臣において日本国の利益又は公安を害する

行為を行うおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者」に該当するとして、159

カ国からの外国人を包括的に入国拒否したわ

けです。 

しかし、この条文は明らかに個人を対象に

してつくられている規定なのですが、それを

国ごとの入国拒否の理由に使った。これはな

かなかアクロバティックな解釈だと思います。 

（スライド 27） 

これは外務省のホームページをみても、い

まも国の数は変わっていますけれども、上陸

拒否が続いています。いま挙げた条文、入管

法の「第 5 条 1 項 14号に基づき、日本上陸前

14 日以内に以下の国・地域――下に列挙され

ているのですが――、そこに滞在歴がある外

国人は」、「特段の事情」がない限りは「上陸

を拒否する」と、かなり包括的な入国拒否を

行っています。これを個人を対象とした入管

法の規定でやっている。これも法律の規定の

拡張的な活用ではないかと思います。 

（スライド 28） 

その他、まだ幾つもあります。二つほど紹

介します。例えば風営法や、建築物衛生法、

食品衛生法等に基づいて事業者への立ち入り

調査を行う際に、ついでと言っていいのか、

感染症対策の指導も行っています。 

昨年の夏あたりに、歌舞伎町辺りが感染源

になっていると問題になった際に、風営法に

基づく立ち入り調査という名目で、事実上、

コロナの指導を行うという、脱法的な法律の

使い方もありました。 

また、組織面で言っても、当初は「新型コ

ロナウイルス感染症対策専門家会議」が法律

上の根拠なくつくられていました。それが問

題になったので、その後法改正によって、い

わゆる分科会が、根拠を与えられてつくられ

た。つまり専門家の組織についても特段の法

的な根拠なくつくられていたというようなこ

ともあります。 

多用された「必要な協力」と「事務連絡」 

（スライド 29） 

続いて、概括的な法的根拠の活用です。例

えば検疫法に基づく「必要な協力」が、非常
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に活用されているのも大きな特徴だと思いま

す。検疫法は、いわゆる水際対策の法律です

けれども、いま外国から日本人が戻ってくる

際に、ややこしい手続きがあります。出国前

72 時間以内に入手した陰性の確認証明書、入

国したときには検査を受けて、公共交通機関

を使わないようにするとか、あるいは何日間

は家から出るなとか、そういったいろいろな

ものがあるのですけれども、これはいずれも

検疫法上の「必要な協力」という形で行って

います。法的根拠がないわけではないのです

けれども、細かなところも全て個別に根拠を

与えられているというよりは、「必要な協力」

1本でやっているということだと思います。 

また、各種の「事務連絡」によってコロナ

対策を行ってきたのもこの間の特徴です。例

えば歯科医師によるワクチン接種とか、法律

上は入院しなければいけない場合も、宿泊施

設で待機することでよしとするような法解釈

等々も事務連絡レベルで行っていました。 

ある法学の論文で指摘されていましたが、

日本のコロナ対策は、法律をみても、実際に

とっている措置はよく分からない。事務連絡

をみると、何をやっているかがようやく分か

る、と指摘されるような対応だったとも言わ

れています。 

（スライド 30） 

厚生労働省のホームページだと思いますが、

「外国から日本に帰国/入国される皆様へ」と

いうところに書かれていることを整理してみ

ます。 

何をするかというと、まず検査証明書を出

さなければいけない。これは出国 72 時間以内

に検査を受けて陰性を証明したものです。こ

れはどういう根拠でやっているかというと、

この検査証明書がない場合には、検疫法上に

基づく仮検疫済証を出さない、そうすると検

疫が済んでいないわけですから上陸できない。

そして、航空会社が送り返すということにな

ります。検査証明書がないと、そういうこと

になる。 

続いて、検査証明書があっても、空港でさ

らに検査を受けなければいけない。これは 13

条 1 項で、検疫所長に検査の権限が認められ

ているので、これはやってもいいのです。法

的な根拠は明確なので、よろしいかと思いま

す。拒否者には罰則もあります。 

そして、宿泊施設での待機です。これは検

査の結果陰性となった場合でも、宿泊施設や

自宅待機を求められるわけですけれども、こ

れは先ほど出てきた「必要な協力」というこ

とで求めている。応じない場合には、停留施

設に留め置くことが行われます。 

続いて、誓約書の提出です。誓約書も、所

在確認のためのアプリのダウンロードなども

「必要な協力」として行っています。このよ

うに「必要な協力」が非常に多用されている

ことが分かるかと思います。 

法的根拠がないと思われる対応 

（スライド 31） 

次は法的根拠がないと思われるような措置

です。例えば、各都道府県独自の緊急事態宣

言です。「緊急事態宣言」という名前を使うか

どうかは別として、国が出さなくても自治体

独自で、いろいろな宣言を出していました。

そして、それに基づいて外出や営業の自粛を

求めていた。これは本当にそんなことができ

るのかが問題になるかと思います。 

特措法の仕組みをみてみますと、緊急事態

宣言下でもなければ、まん延防止等重点措置

の対象でもない場合に、何ができるかという

と、特措法の 24 条 9 項に規定があるのです。

都道府県対策本部長、知事ですけれども、こ

れが必要と認めるときには、「公私の団体又は

個人に対し、その区域に係る新型インフルエ

ンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請を

することができる」という規定があるのです。

これに基づいて要請をしているのだと説明す

るのです。しかし、特措法は、緊急事態宣言

のときには、休業まで求めることができる。

まん延防止のときには休業まで要請できない

が、時短要請までができるという立て付けに

なっている。このどちらにも該当しないとき
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でも、24 条 9 項を用いて、時短要請であれ、

外出禁止であれ、営業停止であれ、できると

いう解釈に基づいて、各都道府県が独自の緊

急事態宣言を出しているわけです。しかし、

いま言ったような立て付けからすると、それ

は根拠にならないのではないかと思うわけで

す。 

（スライド 32） 

その論拠の一つとして挙げておきたいと思

いますけれども、新型インフルエンザの法律

ができたときに書かれた「逐条解説」にはこ

ういうことが書いてあるわけです。 

24 条 9 項に言う「要請」とはどういうもの

なのか。それは「例えば、手洗い、うがいな

ど感染対策の広報活動において、ボランティ

ア団体の協力を要請すること、コールセンタ

ーにおけるボランティアの活用（医学生等）

や、新型インフルエンザ等緊急事態宣言前に

おいても、学校、社会福祉施設等での文化祭

等のイベントを延期することや施設の利用を

極力制限することなど、感染対策を実施する

こと等の協力を要請すること等を想定してい

る」。そういうものを想定して 24 条 9 項がつ

くられているわけです。しかし、その規定を

使って、休業なり営業の時短なり、外出の自

粛なりを要請していた。これも想定外の利用

ではないかと思われます。 

（スライド 33） 

そのことを指摘している記事もありますの

で、例として挙げますけれども、千葉大学の

大林啓吾先生がインタビューで「例えば第一

波のとき、多くの地方自治体が法令の根拠な

く独自の緊急事態宣言を出していた。特措法

24 条 9 項に基づく要請という見解もあるけれ

ども、32 条に緊急事態宣言の規定があり、そ

れに伴って 45 条の自粛要請等の規定がある以

上、それと同等の状況を創造することは解釈

上無理があるだろう」と答えています。まさ

にいま指摘したことです。しかし、各自治体

は独自の緊急事態宣言を出してきた。これも

法律の利用としては、かなりアクロバティッ

クなものではないかと思います。 

（スライド 34） 

法的根拠がない措置として、コロナまん延

の初期に小・中・高校等の全国一斉の臨時休

校が行われました。これも「要請」という形

でしたが、法的拘束力はないのです。法的根

拠がないわけですから、拘束力も当然ない。

しかし、これにほぼ全ての学校が従って、休

校になったことはご承知のとおりです。 

また、特措法上の「要請」に従わない飲食

店に対して、酒、酒類を販売しないように、

卸売業者に対して要請して、後でかなり問題

なって撤回したこともありました。これは今

年の 7 月です。これも法的根拠もないわけで

すから、当然拘束力もないわけです。しかし、

国税からの依頼ということで、事実上の強制

の形をつくり出そうとしていたことで批判さ

れたやり方でした。 

また、海外から入国し、待機期間中にアプ

リ等での健康確認に応じず、提出した誓約書

に違反した者の名前を「公表」するというこ

とを、これまでやっています。 

最新だと思いますけれども、令和 3 年 11 月

9 日時点で 79 名の名前がホームページで公表

されています。これは制裁目的ではない、情

報提供だ、情報提供だから法的根拠は要らな

いと言っています。しかし、これも制裁的に

使われている疑いは極めて強いのではないか

と思います。 

違法と思われる日本人の入国拒否と送還 

（スライド 35） 

さらに、違法と思われる措置としては、例

えば出国前検査証明書に不備があった日本人

の入国を拒否して、送還しています。6 月 10

日の時点で 25 名いたとされていました。これ

は日本人が入国する際に、出国した国で入手

した証明書に不備があったということで、「あ

なたは入国させません」と上陸させなかった。

そればかりか来た国に日本人を送り返すとい

うことをやっていた。これは本当にそんなこ

とができるのかというと、極めて疑わしいと

思います。 
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入管法 61 条で、帰国した日本人については、

旅券の確認をして、「帰国の確認を受けなけれ

ばならない」とありますけれども、帰国は確

認するだけであって、許可制ではない。それ

にもかかわらず入国を拒否するというのは、

かなり問題だろうと思います。 

（スライド 36） 

ある判決が、帰国の自由は「絶対的な権利」

だと言っています。憲法 22 条 1 項は、海外旅

行の自由を保障している。これは当然、出国

するだけではなくて帰国の自由が保障されて

いることを前提とする。そして、「日本国民の

場合は、その帰国の自由は、国民が国の構成

員である以上、憲法による保障以前ともいう

べき絶対的な権利として認められるものであ

る」ということです。この「絶対的な権利」

であるところの帰国の自由が、書類に不備が

あるということで実現されなかった。これは

それほど大きく報道されていないと思います

が、重大な人権問題だと思います。 

世界人権宣言や自由権規約でも、自国に戻

る権利が保障されている。これが制約された、

侵害されたということになります。 

（スライド 37） 

持続化給付金や家賃支援給付金の対象から、

風営法上の性風俗の営業に従事している者を

除外したことも問題になりました。職業差別

ではないか等々の観点から問題になっており、

いま訴訟が提起されている最中です。 

（スライド 38） 

先ほどのグローバルダイニング社の訴訟も、

この訴訟もクラウドファンディングで資金を

募って訴訟が行われています。かなりの支援

金が集まっていることは、問題だと思う方が

それだけ多いからではないかと思います。ク

ラウドファンディング型の訴訟という、新し

い公共訴訟の在り方として注目されています。 

（スライド 39・40） 

いろいろとみてきましたけれども、日本の

コロナ対策、感染症対策の全体像として、い

ろいろな法律があることを最初に確認しまし

た。そのうえで、法的根拠に着目しながら、

脱法的ないしは拡張的、あるいは創造的な解

釈に基づいていろいろやっていることを、具

体例を挙げながら指摘してきたつもりです。 

法的根拠からみた四つの問題点 

一つ目の問題として、法的根拠が不明確な

いしは、法的根拠がない中で、各種の措置が

講じられていることが日本のコロナ対策の特

徴であると指摘できるかと思います。 

必要なんだから、という必要性が全面に出

て、法的な根拠が疎かにされているとも表現

できるのではないかと思います。 

二つ目の問題は、法的根拠がない中でお願

いをする、協力を求めるという形で「お願い

ベース」が多用されることです。特措法が改

正される前は、命令違反に過料もなかったわ

けで、法律上も要請しかできなかったわけで

すけれども、「お願いベース」の対応が大きな

特徴だった。 

お願いベースだから、法的強制力はない、

だから法的な根拠は要らない、しかし事実上

はそれに従わないことができないような同調

圧力として機能している。これがもう一つの

日本のコロナ対策の特徴として、様々な方に

指摘されています。 

三つ目の問題は、いま述べた二つに対して、

それほど社会的な批判がないとも思われるこ

とです。これも問題ではないかと思います。 

例えば緊急事態宣言は予防的には出せない

のですけれども、「なぜもっと早く出さなかっ

た」という批判がありますね。しかし、法的

には出せないことからすると、こういう批判

自体が本来は妥当ではないのですが、そうい

う声が結構多い。 

また、お願いベースというのは、法的な強

制を伴わない分、日本的なマイルドな対処法

だということで、ある意味「称揚」するよう

な意見もみられました。 

（スライド 41） 

何が問題なのかについて、いろいろな論文

で書かれているものを紹介します。法哲学の

井上達夫先生（東京大学）はこんな指摘をし
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ています。 

「法的強制力のある規制ではなく、事実上

の同調圧力に頼る方が、無責任な権力の濫用

を招きやすい。・・・『要請の』や『指示』と

いう事実上の同調圧力は、法的強制力がない

ことがまさに口実とされて厳格な法的統制を

免れ、恣意化しやすい」 

これが典型的に現れたのが、酒の卸売業者

に対して、「従わないやつに酒を売るなよ」と

やろうとしたことです。 

あるいは私の同僚の行政法の磯部哲先生

（慶應義塾大学）は、ある座談会でこんな発

言をしています。日本のコロナ対策の一番の

問題は「法治主義の欠如」である。ある意味

では臨機応変なんだけれども、「でも実は柔軟

すぎる方法」で、まさに法律の拡張的な、根

拠も怪しい中でやってきた。これが一番の問

題だと指摘されています。 

（スライド 42） 

これについて、京都大学の憲法の曽我部真

裕先生が、日本は「ゆるふわ立憲主義」なん

だと、ある意味キャッチーなフレーズを出し

てきました。どういうことかというと、緩や

かな規制を行っている、その統制も併せて緩

やかだ、これが日本流の立憲主義になってい

るのではないか、という指摘です。 

「ゆるふわ立憲主義」は、対概念と比較す

ると分かりやすくなります。曽我部先生の専

門のフランスでは、かなり強度な規制を行っ

ている、しかし、それに対する監視や救済も

非常に強い。 

例えば、問題のある措置だと裁判所に救済

を求めたら、極めて迅速に判断をして救済さ

れる。これが硬質、硬い立憲主義だとすると、

日本は「ゆるふわ」でやっているという指摘

です。 

「ゆるふわ立憲主義」は、本来は克服しな

ければいけないけれども、規制に対する監視

や救済をきちんと用意しない限りはこれでい

くしかない、というのが曽我部先生の評価で

す。つまり、消極的な受容です。法的根拠の

問題に対して、憲法の観点から、このような

分析も出ています。 

人権の制約をめぐる問題 

（スライド 43） 

次に、コロナ対策における人権の制約に関

しても、いろいろ問題があることをみていき

たいと思います。 

コロナ対策で、営業の自由とか、移動の自

由等々いろいろ制約されたことで議論になっ

てきましたけれども、新聞やニュース等々で、

次のような一般論が結構出てきたと思います。 

例えば、基本的人権の保護範囲に含まれる

活動であっても、「社会公共の安全を守るため

に必要不可欠で、その目的を実現するために

厳密に設えられた規制手段であれば、強制力

を伴う措置であっても合憲」というものです。 

「規制の目的が自由の制限を正当化できる

ほど重要で、規制の方法が合理的かつ必要不

可欠であれば、法律に根拠のある規制は合憲

とされます。コロナ禍に当てはめれば、毒性

の強い感染症のまん延を防ぐという『目的』

はとても重要で、感染症の専門家が合理的で

必要であると考え、かつ法律に即した『手段』

であれば、自由の制約は正当化され得るとい

うことになる」というような指摘です。これ

は結構いろいろなところで似たような指摘が

出てきたと思いますが、この一般論は、はっ

きり言ってほとんど役立っていなかったので

はないかとも思われます。 

（スライド 44） 

なぜ役に立たないかというと、感染症対策

の本質に関わってきます。東北大学の本堂毅

先生が指摘されていますけれども、「新型コロ

ナウイルスのような感染症の抑制対策は、実

効再生産数を 1 以下にすることを目的とする。

この実効再生産数を下げる方策は科学的、医

学的に唯一に定まり得ない」のです。つまり、

社会活動のどこかを抑えれば当然人の流れが

減るわけですから、実効再生産数は減るはず

です。どこを抑えるかは、科学的、医学的に

一義的に決定されるものではなくて、無限に

ある。これは政策的な判断として、ある意味、
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どこを犠牲にするかを決定しているのです。

日本の場合は飲食店が対象になったと思いま

すけれども、これが感染症対策の本質だと思

います。 

（スライド 45） 

例えば東京都立大学の山羽祥貴先生は「規

制の必要性が高い行為」で、目的が重要で、

それを規制することが必要不可欠であればよ

いというのだけれども、新型コロナウイルス

の場合は、感染力を保持したまま社会活動を

行うことがパンデミック下において真に危険

な行為であって、これを規制すれば、本来は

必要十分であると指摘しています。 

あるいは東京大学の宍戸常寿先生は「比例

原則の下では許されない自由の制限もやむを

得ないものとすべきかどうか」が、感染症対

策の本質だと指摘しています。 

（スライド 46） 

要するに、コロナ対策も含めて、感染症対

策というものは、それを抑え込むという目的

の重要性自体は誰も否定しないですが、その

ためにとられる手段は、目的に対して不可避

的に「過剰」なものになるのです。 

「過剰」になるというのはどういう意味か

というと、本当に規制しなければいけないの

は、感染しているにもかかわらず通常の社会

活動をしている者を隔離するなり移動を制限

することです。それが必要不可欠なのですけ

れども、感染症に罹患しているかどうか分か

らない場合もありますので、幅広く社会活動

を抑えるという手段がとられるわけです。こ

れがまさに人流の抑制で、飲食店がスケープ

ゴートになって抑えられてきた。これがコロ

ナ対策の本質的なポイントだと思います。 

これに人権の制約の一般論を当てはめて、

コロナのまん延防止という重要な目的のため

に、「必要不可欠」な手段であれば合憲だと言

っていたわけです。しかし、なぜ過剰な規制

をすることが「必要不可欠」と言えるのかが

問題であって、仮定的に必要不可欠と「言え

れば」合憲だと言ったところで、何の意味も

ないと思います。 

改憲論義に取り込まれた人権制約問題 

そして、この話はロックダウンにも当ては

まることです。ロックダウンは、感染もして

いなければ、感染対策も十分にしていた者も

含めて、広く都市封鎖をして、外出等々、社

会活動を禁止することですから、これは過剰

規制の代表例です。それがなぜ「必要不可欠」

と言えるのか、これは極めて疑わしいと思っ

ています。 

（スライド 47） 

このように、ロックダウンなどは、極めて

問題があって、「必要不可欠」と言うことは無

理ではないかと私は思っているわけですけれ

ども、この話が政治あるいはメディアの文脈

の中では、憲法改正論に収斂されてしまう結

果、十分な議論がなされていない印象を持っ

ています。 

例えば、当時の菅義偉総理は「ロックダウ

ンの手法は日本になじまない」「憲法上の問題

をクリアしなければ難しい」と述べ、当時の

加藤勝信官房長官も、このコロナは、改憲論

を進める絶好の機会であるということで、改

憲したい側は、緊急事態条項を導入する憲法

改正を目指そうとしているような発言をして

います。 

（スライド 48） 

他方で、野党の枝野幸男・立憲民主党代表

は、憲法を改正しなくてもいろいろできるん

だと発言されているわけです。 

（スライド 49） 

このように憲法を変えなければできないと

いう側と、憲法を変えなくても、もっとハー

ドな権利の制約は許されるという側の間で、

コロナ対策の問題が憲法改正の是非という構

図に引き込まれていった結果、建設的な対応

ができていないのではないか。 

コロナ対策についての人権制約の一般論も

「憲法を改正しなくても対応できる」という

文脈で出てくることは少なくないと思います。

しかし、こういう従来型の改憲・護憲の枠で

考えること自体が不毛なのではないか。本来
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は別の視点からみていくべきではないか、と

私などは考えています。 

「公共の福祉」が多用されることの問題点 

（スライド 50） 

別の視点からみるというのはどういうこと

かというと、例えば、人権の制約の根拠とし

て「公共の福祉」という言葉があります。こ

れは憲法 12 条や 13 条に規定があるわけです

けれども、コロナ対策だって公共の福祉に基

づく制約でいいんだ、とすることが本当にい

いのかということを、まず考えることができ

るかと思います。 

（スライド 51） 

日本は自由権規約という国際条約を結んで

いるわけですけれども、その下に置かれてい

る自由権規約委員会が締約国の人権状況を定

期的にチェックして、勧告文書を出し、それ

に対して応答の文書を出すというやり取りを

しています。日本に対しては、例えば代用監

獄が問題だとか、取り調べの可視化をしっか

りやれ、といったいろいろな指摘をするわけ

です。その指摘の中に、「日本の公共の福祉と

いうのは問題ではないか」という指摘がされ

ています。これはあまり話題になりませんけ

れども、こんなことを言っています。 

「委員会は『公共の福祉』の概念が曖昧で

制限がなく、規約の下で許容されている制限

を超える制限を許容し得ることに、改めて懸

念を表明する」。「改めて」と述べているよう

に、これは前回に指摘されてきたことと同じ

ことを指摘しているのです。 

こういうような一般論の形で人権を制約す

ること自体、本当にいいのかということを、

これを機会に考えることはあり得るかと思い

ます。 

（スライド 52） 

例えば、日本の場合は、「公共の福祉」とい

うことが人権の制約の全般的な根拠になりま

すけれども、ドイツの基本法、ドイツ憲法の

「移動の自由」の規定をみると、こういう規

定になっているのです。 

11 条の 1 項「すべてのドイツ人は、連邦の

全領域内における移動の自由を享有する」。2

項で、これが制約される場合について規定し

ているのです。かなり細かく書いてあって、

その中に「伝染病の危険」が挙がっている。

だからこそ、今回のコロナのようなときに、

これを理由に移動の自由を制限してもよいと

いう話になるのです。 

日本はここに挙げられているようなもの全

てを「公共の福祉」ということで説明してい

る。これで本当にいいのかというのは、考え

るべきことではないかと思います。 

（スライド 53） 

抽象的な危険だけで――その人が感染を広

める具体的な危険、つまり感染しているにも

かかわらず人混みの中を出歩くとかではなく

て、感染していない、あるいは感染している

可能性は極めて低い――そういう場合も含め

て、一律に広く「外出してはいけません」と

か「営業してはいけません」というような規

制の網をかけるやり方は、現行の憲法の下で

は認めることは難しいだろうと考えます。そ

の最もハードなやり方であるロックダウンな

どは認める余地はないと思っています。 

これを、目的が重要で手段が必要不可欠

「であれば」できるという先ほどの一般論で、

ロックダウンも説明することは、公共の福祉

の概念がただでさえ曖昧だと批判されている

中で、ロックダウンのような超ハードな規制

すらも「公共の福祉」で押し切れるというの

は、極めて問題でないかと思うところです。 

（スライド 54） 

では、どういうやり方があり得るか。ここ

で緊急事態条項の話がでてくるわけです。緊

急事態条項について、アレルギー反応を示す

方が多いのは承知していますけれども、これ

が独裁に直ちにつながるというのはかなり短

絡的な思考ではないかと思っています。 

世界の多くの国がこの種の規定を設けてい

ますし、コロナ対応として、EU（欧州連合）

の構成国の中には憲法上の緊急事態宣言を出

した国も少なからずあった。ブルガリア、チ
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ェコ、フィンランド、エストニア、ハンガリ

ー、ルクセンブルグ、ポルトガル、ルーマニ

ア、スペインです。 

憲法上の緊急事態宣言をするところもあれ

ば、法律に基づく緊急事態宣言をしたところ

もあり、法的な意味での緊急事態宣言をしな

かった国もあって、多様な対応をしているの

ですけれども、憲法上の緊急事態宣言の規定

を持っている、あるいは宣言を出した国イコ

ール独裁、ということにはなっていないと思

われるわけです。 

緊急事態は法律よりも憲法で 

（スライド 55） 

さらに、ヨーロッパの憲法問題の諮問機関

であるヴェニス委員会が文書を出しています。

文書の最初のところで、緊急事態であるとか、

緊急事態における権限に関する基本的な規定

というのは、本来的には憲法の中に書き込ま

れるべきである、と言っています。 

 “ de jure constitutional state of 

emergency”、法的な意味での憲法上の緊急事

態というものは――“de jure”が法的、“de 

facto”が事実上ですが、――“based on 

ordinary legislation.”通常の法律に基づく

事実上の緊急事態よりも“preferable”望ま

しいと述べているのです。 

つまり、EU のこういう組織の考え方からす

ると、緊急事態のようなものは憲法に書いて

おくことが望ましい。法律でやるよりも、そ

のほうが望ましい。なぜかというと、そのほ

うがセーフガードがあるというような言い方

をするのです。 

（スライド 56） 

セーフガードがあるというのはどういうこ

とかというと、「特別の人権制限を許容する憲

法上の規定」を設けると同時に、それに対す

る歯止めも組み込むということが一般的なデ

ザインだからです。 

国際人権法の分野では、緊急時においては、

条約上の義務から「逸脱」することを容認す

る規定を設けるのが一般的です。いわゆる

「デロゲーション条項」と言われるものです。

条約上、例えば自由権規約でこれこれの権利

を守りましょうと、いろいろ列挙されていま

すが、緊急時においては、そこから逸脱する

ことは認めます、という規定が設けられてい

るのです。 

それと同時に、緊急時であっても逸脱でき

ない権利も挙げておく。自由権規約でもヨー

ロッパ人権条約でもそういう措置を講じてい

るわけです。 

（スライド 57） 

自由権規約の条文をみると、真に必要な場

合においては「この規約に基づく義務に違反

する措置をとることができる」とあります。

しかし、2 項のところで、これらについては

逸脱することはできないという形で、例えば

生命権とか拷問の禁止とか、奴隷的拘束の禁

止とかは、いくら緊急時であっても逸脱して

はならない、という規定になっています。 

（スライド 58・59） 

最後に、簡単にまとめて終わりたいと思い

ます。私が話してきたことはこういうことに

なります。一つ目は「現行の法制度のもとで

のコロナ対策は、法的根拠の有無、その明確

さや授権の有無などが曖昧なまま行われてい

ることが少なくない」。 

二つ目は、そのような融通無碍の法解釈を

支えているものの一つは、「お願いベース」の

対応であるということと、もう一つは、それ

に対する国民の一定の支持がある。 

三つ目に、コロナ対策による人権の制約は

憲法上非常に問題ですけれども、護憲と改憲

の構図に回収されてしまう結果、建設的な議

論になっていない。通常であれば認められな

い特別な人権制限――まさにロックダウンの

ようなことですけれども――それをするので

あれば、「公共の福祉」を持ち出して、必要不

可欠なんだから、ロックダウンだってできる

んだという説明をするのではなくて、明確に

憲法上の規定を設ける。そのほうが人権保障

に資するのではないか。これが最後に挙げた

ヨーロッパの話だったわけです。 
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ワクチンパスポート導入時に必要な議論とは 

（スライド 60） 

残る課題として幾つかありますが、一つだ

け挙げておくと、ワクチンです。ワクチンが

だいぶ普及した結果、コロナがいま収まって

きていると言われていますけれども、予防接

種法の改正に際して、次のような附帯決議が

出されています。衆参で同じようなものが出

ていますが、衆議院のものを挙げます。 

「接種するかしないかは国民自らの意思に

委ねられるものであることを周知すること」

「職場や学校等における不利益取扱い等は決

して許されるものではないことを周知徹底す

ること」 

（スライド 61） 

これがワクチンパスポート制度を導入する

に当たって考えなければいけないことです。

事実上の接種強制となるような運用は憲法上、

大きな問題になってくる。例えば公的サービ

スを受ける条件として接種を義務づける、接

種自体を義務づけるのではなくて、サービス

を受ける条件にしている、これは事実上の強

制となるわけですけれども、こういうものは

認められないだろうと考えます。 

他方で、事実上の接種強制にはならない、

インセンティブを付与するような「奨励」策

であれば許される余地はあると思いますが、

今後のワクチンの在り方については、もう少

し議論を積み重ねていく必要があるのですけ

れども、基本線はこういう考え方でいくべき

ではないかと思っています。 

（スライド 62） 

以上で私の報告とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 

（質疑応答） 

 

司会 では、質問をお受けします。 

質問 ご指摘されたまん延防止等重点措置

における酒類の提供禁止についてです。これ

が今回のコロナ対策を象徴しているのではな

いかと個人的に考えていて、政府は答弁で、

休業要請と酒類の提供禁止要請は別物である

と言っています。アルコールを出す店でもノ

ンアルコールを出せばいいじゃないかと、か

なり木で鼻をくくったような答弁をしていま

した。 

この問題は、まん延防止等重点措置におけ

る酒類の提供停止は、いわゆる過剰な規制で

あって、営業の自由を侵害する違憲の疑いが

濃厚である、という考え方でいらっしゃるの

か、解説していただければと思います。 

横大道 憲法論を出すまでもないと思って

います。というのは、法律上の根拠はまん延

防止等重点措置の場合には、先ほど出てきた

営業時間の短縮までしかできないことになっ

ていて、それと並列列挙する形で、その他の

ことは政令で定める、とあるわけです。 

政令でいろいろ定めがあったうえで、その

ほかのことは告示で厚生労働大臣が決めると

なっていて、委任の連鎖の結果、告示レベル

で酒類の販売の停止が規定されたことになっ

ていますので、委任の範囲を逸脱したことを

やっている。だから違法だと説明すれば、も

うそれで十分かなと思っています。憲法論に

持っていくことも当然できると思うのですけ

れども、憲法論に持っていく以前に、法的な

基本構造の中で、そもそも委任されているこ

とを超えたことを勝手に行政がやった、とい

うことで処理できるのではないかと思ってい

ます。 

司会 関連してうかがいます。日本記者ク

ラブに熊谷俊人千葉県知事お呼びしてお話を

聞いたときに、その問題については問題であ

ることは知事として理解していると、法律的

に問題があるだろうということを理解しなが

らも、でも、やむを得ず、というようなこと

を趣旨としておっしゃっていました。法律的

には問題があるんだろうけれども、当時の情

勢や世の中の雰囲気から、しようがないだろ

うみたいな話に流れていきました。その辺が、

お話にもあった「ゆるふわ立憲主義」なので

しょうが、これは先生のお立場からすると、
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けしからん話なのですか。 

横大道 そうですね、本来であれば、法律

上の根拠が明確にあって、それに基づく措置

を講ずるというのが大原則だと思います。そ

れをやるだけの時間がない、本当に差し迫っ

た場合には、そういう対応も致し方ないと思

うのですが、まん延防止等はコロナが始まっ

て 1 年以上たっているわけです。一時昨年の

夏ぐらいに収まった時期もあったわけで、い

ろいろ議論する時間はあったと思うのですね。

そういうこともきちんとやらずに、波が来る

たびにあたふたと対応するような印象を受け

ます。これは落ち着いたときに法整備をきち

んとやること自体を重視していない、そうい

う姿勢の表れだと思います。それでやるしか

ないというのであれば、なぜその前に、自治

体も含めて、条例を制定するなり準備してい

なかったのかを、逆に指摘できるのではない

かと思います。 

司会 確かに政治が対策を怠った、ずっと

ほったらかしていたというのが実態だと思う

のですけれども、怠ってきた結果として、も

うこうなっているから、ドタバタでごめんな

さい、みたいな感じの進め方というのは、あ

まりに日本的なことなのでしょうか。 

横大道 そうですね、ほかの国ももしかし

たらそういうのはあるかもしれませんけれど

も、日本的なのかもしれないですね。 

もう一つは、先ほどもちょっと指摘しまし

たけれども、そういうことも含めて、「東京ア

ラート」とか、よく分からないいろいろな施

策を次々と打ち出すような知事の対応が支持

される。そういうことをしても、票が減ると

か、次の選挙にマイナスになるということが

ないということが問題だと思いますね。それ

がまさに日本的なのかもしれませんが、法的

根拠なんていうものはとりあえず置いておい

て、強い対応をリーダーシップを取ってやっ

たほうがアピールにつながる、ということに

なっているということ自体が問題だと思いま

す。 

司会 帰国を拒否された人の話がありまし

た。それはあり得ない話だとおっしゃってい

ました。私も帰国を拒まれた人のお母さんの

投書を新聞で読んで、ここまでやるのかと素

朴に思ったのですが、あれは裁判したら勝ち

ますか。 

横大道 私はそう思います。そもそも「絶

対的な権利」として、日本国民は帰国できる

はずです。場合によっては、書類に不備があ

るということで、検査するまで国内の停留施

設等で隔離するような対応ができたところな

のに、来た国に送り返すという対応ですよね。

送り返された国側からしても、その人を受け

入れる義務があるわけではないので、すごく

宙ぶらりんな地位に置かれる。それは大きな

問題で、裁判になったときに、いろいろ構成

の仕方とか工夫が要ると思いますけれども、

私は、十分に何とかなると思っています。 

司会 もしも帰りの飛行機代を自腹で払わ

されていたとしたら、すごく腹立たしい話だ

と思いますよね。 

横大道 そうですね。 

質問 「特別の人権制約をするのであれば、

公共の福祉で説明するより、憲法の根拠を設

けるほうが人権保障に資する可能性がある」

とのご所論について、質問します。野党の臨

時国会の召集要求について、憲法を都合よく

解釈して拒み続けるほか、国会で虚偽答弁を

重ね、公文書の改ざん、隠ぺいをする政府を

目の当たりにすると、暴走を正当化しかねな

いとの心配が募ります。人権保護には、むし

ろ厳重な縛りを設ける必要があるのではない

でしょうか。 

横大道 二つぐらいの角度から答えること

ができると思うのですけれども、一つは、筋

論として、現状の日本国政府、自民党政権を

どう考えるかということから独立に、そもそ

も緊急事態の問題については、憲法で書くほ

うが望ましいか、望ましくないかというと、

これは「望ましい」というのが、先ほど紹介

したヴェニス委員会の見解です。 

なぜかというと、緊急時だから今回は特別

な制約ですよ、だから、緊急時が終わったら、



17 
 

そういうことはもうできないですよ、という

形で、スイッチのオン・オフのようにモード

が完全に切り替わる。その結果、今回は例外

的な規制だということで認められるけれども、

平時では絶対に認められない。こういうオ

ン・オフの切り替えをきちんと憲法に組み込

んだほうが、なし崩し的に全て公共の福祉の

ようなもので人権の制約を認めるよりは、保

障に資するという見解です。これは一般論と

してはそのとおりなのではないかと私は思っ

ています。 

では、日本のいまの政治を前提にこの制度

を組み込んだときにどうなるかというのはま

た別の問題です。これは純粋な法的な検討だ

けではなくて、政治的な状況の判断等が関わ

ってくると思いますけれども、そういう危険

なことをする政府、憲法を重視しない政府に

そういう権限を与えていいのかという懸念は

分かります。しかし、「公共の福祉」を理由に

いまやっていることでもあるわけで、国会な

り、国会の特別多数なりが緊急事態と認めた

ときに限ってできるようになると憲法に書い

て、しかも永続化せずに、必ず定期的に審査

されるという形にしておいたほうが、「公共の

福祉」1 本でいくより良いのではないか。そ

こは立場によって分かれると思いますが、先

験的に日本の場合は絶対それは危険であって、

独裁にいくかというと、そうではないと私は

思っています。 

司会 規定として、スライドの 57 ページに、

「生命権・拷問の禁止・奴隷的拘束の禁止」

云々というのが具体的に列挙されていますけ

れども、こういうものを列挙しておけばいい

のですか。 

横大道 そうですね。こういう規定を設け

るのが一つです。人権規約等ができた後に憲

法をつくる国では、緊急事態条項をつくると

ともに、そこにおいて逸脱することができな

い権利をこんな形で列挙する。さらには、緊

急事態下においてとられた措置について、裁

判所は必ず審査しなければいけないとか、審

査を統治行為論か何かで逃げてはいけないと

いうことまで書いておくなど、いろいろデザ

インの工夫はあると思います。 

そういういろいろな工夫があるという大き

な流れがある中で、緊急事態宣言イコール、

危険で絶対駄目だという形で捉えるのは、一

面的過ぎるかなとは思っています。 

質問 憲法学においては、公共の福祉につ

いては、各人権につき具体的に違憲審査基準

を示してきたかと思います。例えば、営業の

自由、マスクの強制の是非など、個別具体的

な憲法上保障された自由の制約について、憲

法学会では、コロナ禍で違憲審査基準を示し

てきているのでしょうか。これまで憲法学が

積み重ねてきた違憲審査基準論は、コロナ禍

には通用するとお考えでしょうか。 

横大道 まず、違憲審査基準というのは、

人権を制約する法律が違憲か合憲かを判断す

る基準を細かくつくって、判断のチェックポ

イントみたいなものを考えていこうという発

想です。基本的には、法律の合憲性を考える

ための仕組みです。しかし、今回コロナ禍で

とられている対応は法律ではないんですね。

基本的には法律に基づいて、かなり拡張的に

やっているわけで、根拠となっている法律が

違憲かというよりも、根拠も怪しい中で行わ

れている措置、つまり処分の問題になってい

る。ですから違憲審査基準が直接当てはまる

場面ではそもそもない、ということがまず一

つ言えるかと思います。 

もう一つは、これまでの憲法の考え方が、

コロナにおいてどういうふうに応用できてい

るのかということです。これまでは、具体的

な他者を害する行為であるとか、危険をもた

らす行為であれば、それは規制しても憲法は

許すという話をしてきたわけですが、今回、

コロナが突きつけた課題というのは、個々の

人が社会的な活動すること自体は別に何の問

題もない。 

ただ、誰もが一斉にマスクをつけずに活動

すると感染は広がるという意味で、ある人が

危険な行為をして、それを規制することが合

憲かではなくて、行動することそれ自体に危

険性はさほどないけれども、社会全体として
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危険がもたらされるときに、それを規制する

ことがなぜ許されて、どうして必要と言える

のか。これはつまり予防的に権利を制約する

という、この予防がどこまでできるのかとい

うことだったと思います。 

これについての検討が十分であったかとい

うと、確かに不十分な面もあります。環境の

領域では予防原則ということで、将来、破滅

的なことが起こることが、科学的知見から明

らかではないからといって何も対策を講じな

いことは許されないという予防原則の考え方

があります。人権の制約の場面において、同

じようなことがどこまで言えるのかは、今回

のコロナ禍において、今後考えるべき課題と

して突きつけられたのではないかなとは受け

止めているところです。 

質問 要請ベースで休校措置を行ったこと

は、憲法 26 条の教育を受ける権利を侵害した

とお考えになりますか。 

横大道 これも難しいところで、要請を受

けた学校側が独自に判断したという立て付け

になっているわけですね。構成上は。事実上

強制に近いかもしれないけれども、文科省か

らの通知ということで、学校当局の判断に委

ねて、当局がそう判断したわけですから、訴

訟を起こすとしたら、そっちが対象になって

くると思います。 

司会 教育委員会ですね。 

横大道 そうですね。休校の判断が妥当で

あったかどうかは、当時の感染の状況等々を

踏まえて、本当に不合理な判断であったとか、

検討すべきことを検討せずに、機械的に要請

が来たからやったか、そういうところの細か

な判断になってくる。ですから、一律に違憲

か合憲かとはなかなか言いづらいような問題

ではないかと思いますが、そう言える場面も

あるのではないかとは思います。 

司会 緊急事態宣言というのはこういう立

て付けで出せるものなんだから、先手を打っ

て出せるものではない、という話でしたけれ

ども、危ないと宣言するんだから、先手を打

ったほうがいいではないか、とみんな思った

と思います。その辺は、法律の立て付けがお

かしいのではないか、というふうにはならな

いんですか。 

横大道 そういうふうに考えるからこそ、

まん延防止等重点措置ができたわけです。予

防的に打って出るための整備を本来はすべき

であって、もし本当に危険な状態が起こった

後でなければ出せないことがおかしいと思う

のであれば、法改正のほうに行くべきで、法

律の解釈を曲げてやるというのは筋論として

は違うのではないかなと思います。 

司会 「入国するときにアプリを入れてく

ださいね」と言って、入れたけど、返事をし

なかった人の名前を公表しました。先生は 79

人と書いてありましたが、私は最初 3 人出た

ときにびっくりした。あれは行政の側として

は、こんなけしからん人がいることを示すこ

とによって、自分たちへの批判を免れるため

にやっているのではないかと私にはみえるの

ですけれども、先生はどうご覧になりますか。 

横大道 おっしゃるとおりだと思います。 

ただ、やっている側の説明としては、制裁

目的ではないと。そういう人がいるので気を

つけましょう、多分そういう意味での情報提

供だということで、制裁性は否定しているの

ですね。 

ただ、おっしゃるとおり、実質的にはこれ

は制裁目的の色合いが強いのではないかなと

思うところです。 

司会 あと、例えば店の名前を公表するに

しても、公表はできると法律に書いてあるに

しても、公表せよとは書いていないわけで、

個別の店の名前を出す必要はないだろうとも

思えます。例えば先生が裁判に関わっていら

っしゃるグローバルダイニングなどは、宣言

があと 3 日で終わるというときに名前を出さ

れました。あの辺も明らかに制裁だと私には

みえますけれども。 

横大道 グローバルダイニングの話は、ち

ょっとややこしくて、実は東京都は公表しな

かったんですよ。グローバルダイニング社が

命令の対象になったとき。会社自体が自分で
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言った。 

司会 自分から名乗り出たのですね。 

横大道 そういうことなんですけれども、

これもまたちょっと分かりにくくて、なぜグ

ローバルダイニング社の名前を東京都が公表

しなかったかというと、開いていると分かっ

て人が押し寄せると逆効果だというような理

由で、公表しないという説明をしたのですね。

しかし、グローバルダイニング社自体は、命

令が出たら店は閉めると言っていたので、名

前を出すことによって何の集客効果はなかっ

たはずです。だからこそ、では何のために出

したんだということがまた問題になってきて

いるという、ちょっとややこしい特徴がある

ということです。 

質問 三つで恐縮なんですが、一つは、法

的根拠が不明確なものだったり、脱法的なも

のだったり、いろんな対応の問題があったと

いうことなのですけれども、それらについて

は、個別の法の改正や何らかの法律の策定を

すれば、基本的に済んだものが多いのか。そ

れだけでは済まなくて、憲法の改正までしな

くては駄目だったのかというのを伺いたい。 

法の支配がなされていないという「ゆるふ

わ」はよく分かるのですけれども、なぜ法の

支配がなされない国になってしまって、ちょ

っと法哲学的な問いかもしれず恐縮なのです

が、いわゆる権威主義国家とは違うはずなの

に、やはり日本は実は権威主義的国家なのか

という感じもしてきているわけです。 

そもそも 9 条の問題も含めて、憲法が非常

に欺瞞的というか、曖昧にいろいろな問題を

憲法自体がはらんでいるということも含めて、

おそらくは法の支配の貫徹のために、憲法改

正などがより必要になってくる、井上達夫先

生などもそういう主張だと思います。けれど

も、法の支配を重視しない人たちが政権の中

心にいるようにみえる今日において、法の支

配の貫徹のための憲法改正というのが難しい、

国民が信頼して委ねられないという悩ましさ

がある。これをどうしたらいいのか。 

横大道 1 点目の、法改正で足りることが

あったのかということ。確かに法改正すれば

できるようなことも少なからずあったと思い

ます。 

例えばですけれども、特に必要がある場合

に命令を出すことについて、要請違反に直ち

に命令を出すような仕組みをつくれば、今回

やったことは、法的な根拠の面では問題なか

ったと思います。そういう形で法律の根拠を

整えるということを一方でやりつつ、しかし、

それによって当然人権の制約が生じるわけで

すから、憲法上の問題も併せて考えていく。

一概には言えないですけれども、法的な根拠

を整えればできることは多々あっただろうと

思います。 

2 点目、なぜ法の支配が日本では根づかな

いかというのは、これはなかなか非常に難し

い話です。私の知見では、なかなかこれだと

は言えないのですけれども、先ほどちょっと

指摘のあった、法の扱いの軽さですよね。為

政者も含めて、憲法を頂点とした法体系に対

する扱いの軽さがそういう文化を生んだのか、

あるいは国民がそういうのを重視しない国民

だからこそ、そういう政権が政権の座にいら

れるのか。これは鶏と卵の関係で、どっちと

も言えないのですけれども、このどちらも両

にらみで是正していくことが必要になってく

るのではないかなと、話を伺いながら考えま

した。 

3 点目もいまの話と関わると思うのですけ

れども、そういう法を重視しない政治に対し

て、法の支配とか、憲法改正とか言うことの

危険性については、確かにそのとおりだと思

います。 

他方で、憲法改正について述べさせてもら

うと、通常、憲法を改正する場合には、国会

の特別多数による提案がなければできないわ

けですから、政権与党が基本的にはイニシア

チブをとって変える提案をするわけですね。 

普通は、自分の権限を縮小するような提案

はしない。自分の首を絞めますから。政権の

座にいる側はやりたくない。野党の側は当然、

権限を縛ることをやりたい。そういう構図が
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普通だと思うのですけれども、自民党が野党

時代に出した憲法改正草案は、自分の権限、

将来自分が政権についたときの権限を縛るよ

うな提案もしているわけです。 

例えば国会の召集で言うと、53 条の話です

が、何日以内でやるということを明記すると

いう提案を出してきているわけですね。むし

ろ野党も含めて、政権が自分たちの権限を狭

めるような提案をしたときに、それに乗って

しまえばいいと思うのですね。そうすれば、

憲法を改正したいという願望は満たすことが

できる一方で、将来的な拘束はさらに厳しく

なる。これを改憲か護憲かの構図で全て、変

えなければ駄目だ、いや、変えなくてもでき

るという話に持っていってしまうから、建設

的な議論が成り立たなくなる。それが、コロ

ナにおいては緊急事態条項という形で表れて

いると思いますけれども、それ以外にも同じ

ような問題が幾つもある。そこはもっと是々

非々で考えていくことが必要ではないかと思

いました。 

質問 感染拡大の第 6 波が来ると言われて

います。第 6 波の迎撃対策をつくるに当たっ

て、憲法的に妥当な対策をつくるために押さ

えておくべき要諦があるとすれば、どんなこ

とでしょうか。 

横大道 なかなかそれも難しい問題です。

ヨーロッパ等から 1～2 カ月遅れで日本にまた

波が来ると言われています。いまヨーロッパ

がひどい状況になってきていますから、年末

から年始にかけて日本にも来る可能性がある。

それに対してどうするかということで、ご指

摘のように、いまから法改正というのはなか

なか難しいだろうと思います。 

となると、結局、同じように、これまでど

おりの法的な枠組みの下で対策がなされてい

くと思います。その際、注意すべきところは、

本日話したことと重なりますけれども、やは

り法律上の根拠をきちっと明示しながら、で

きることとできないことを明らかにしつつ対

応してもらわなければいけない。規制を受け

る側のわれわれも、どういう根拠で、なぜそ

れができるかということのきちんとした説明

なり検証を求めていくということではないか

と思います。 

抽象的な回答しかできないのですけれども、

そんなふうに答えておきたいと思います。 

司会 それでは、これにて終わります。あ

りがとうございました。 

横大道 ありがとうございました。 

                

文責・日本記者クラブ 
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自己紹介

専門 憲法学

博士論文のテーマ 表現の自由と助成

コロナ問題 新聞などで発言する機会があり、
少しだけ訴訟にも関与
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１．コロナ対策の法制度
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感染症対策を行う憲法上の責務

憲法25条２項

→「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない」

憲法上の責務の履行としての感染症対策

→他方における人権侵害の禁止という憲法上の要請。両者のバランス

感染症対策の基本

実効再生産数を１以下に減少させつつ、適切な治療を提供すること

5



コロナ対策の法制度の全体像

①社会全体への感染のまん延の防止
→新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）

②個々の感染者への対応
→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（感染症法）

③国外からの病原菌流入に対する水際対策
→検疫法 さらに、出入国管理及び難民認定法（入管法）も

④疾病に対する免疫効果の獲得
→予防接種法

6



特措法の目的

特措法1条の目的規定（抜粋）

この法律は、・・・新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、
新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等ま
ん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型イ
ンフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、
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・・・その他
新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相
まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型
インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並び
に国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目
的とする。

7



特措法の主たる仕組み

政府対策本部＋基本的対処方針に基づく対応（18条）

事業者との関係では、①まん延防止等重点措置（31条の４）

②緊急事態措置（45条）が特に重要

一定の事業者・施設が対象。国民一般には「要請」＋協力する責務のみ。

令和３年改正前 → ①は存在せず。②は要請→指示（→公表）

令和３年改正後 → ①・②ともに、要請→命令→過料（→公表）

①と②は、緊急事態宣言の有無で異なる。

8



感染症法の目的①

感染症法の前文（抜粋）

・・・我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の
感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重
く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状
況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質
かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求
められている。

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策
を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総
合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
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感染症法の目的②

感染症法１条の目的規定

この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及び
そのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図る
ことを目的とする。

10



感染症法の主たる仕組み

国民との関係では、特に、第４章「就業制限その他の措置」

（16条の３～26条の２）が重要（下線部は令和3年改正による追加）

検体採取の勧告・強制、健康診断の勧告・強制、就業の制限・罰金

感染の疑いのある者らに対する自宅療養・宿泊療養の協力「要請」

重傷者や重症化リスクのある者、宿泊療養・自宅療養に応じない
者に対する入院勧告・措置

入院措置中の逃亡、入院措置に正当な理由なく応じない → 過料

積極的疫学調査への協力 → 命令 → 拒否や虚偽 → 過料

11



検疫法の目的

検疫法１条の目的規定

この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介
して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関し
てその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。

出入国管理の一般法である入管法１条の目的規定

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する
全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管
理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

12



検疫法の主たる仕組み

外国から来航した船舶・航空機等に対する検疫の義務付けと、
検疫済証または仮検疫済証の交付前における上陸の原則禁止

検疫所長の質問・検査、感染者の隔離、感染の疑いのある者の停留措置

→ 違反に対する罰則

→ 「停留」は、医療機関、船舶内または宿泊施設に収容して行う

→ 実務上は、「必要な協力」（16条の２第２項）を多用（後述）

入管法では、法務大臣の判断に基づく個別の入国拒否が可能。
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予防接種法の目的

予防接種法1条の目的規定

この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防
するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措
置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

14



予防接種法の主たる仕組み

任意接種の原則（9条）

接種の勧奨のみ可能（8条）

予防接種による健康被害に対する救済措置（第5章）

→かつての強制接種・集団接種のもとで発生した予防接種禍に対する
反省。接種義務は廃止され努力義務（法的義務なし）になるととも
に、被害者に対する救済制度を拡充。
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２．コロナ対策の特徴
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法的根拠に着目した
コロナ対策の分類

①具体的かつ明確な法的根拠に基づく対策

②概括的・包括的な法的根拠に基づく対策

③法的根拠は一応あるが、当該対策を講じることを認
めているかどうかについて争いの余地がある対策

④法的根拠なく行われる対策

⑤法律に違反する対策

※②～⑤は相対的で、いずれも違法となる可能性あり
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法律の拡張的な活用①

予防的な措置としての「緊急事態宣言」

特措法32条に基づき、政府対策本部長（総理大臣）は、新型インフル
エンザ等緊急事態が発生したときに、緊急事態宣言を発出できる。

特措法32条「新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ
急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又
はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態」

施行令6条：「・・・新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、
一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、
又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又は
まん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認めら
れるときに該当することとする。」
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法律の拡張的な活用①

予防的な措置としての「緊急事態宣言」

特措法32条に基づき、政府対策本部長（総理大臣）は、新型インフル
エンザ等緊急事態が発生したときに、緊急事態宣言を発出できる。

特措法32条「新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ
急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又
はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態」

施行令6条：「・・・新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、
一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、
又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又は
まん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認めら
れるときに該当することとする。」
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https://www.jiji.com/jc/arti

cle?k=2021070800852&g=pol



「要請」に従わない業者に対する制裁的な「命令」

特措法45条３項： 「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定
による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエン
ザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活
及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、
当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずる
ことができる」（まん延防止措置の場合も同種の仕組み。31条の6第3項）

20
法律の拡張的な活用②
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https://ww

w.call4.jp/i

nfo.php?typ

e=items&id=

I0000071

グローバルダイニング社訴訟の争点の１つは、「特に必要があると
認めるとき」ではないにもかかわらず、「命令」が出されたか否か。



内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
から出された事務連絡（令和３年２月12日付）

緊急事態における施設の使用制限等の命令を行うことができる
「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健
康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するた
め特に必要があると認めるとき」に該当する状況は、必ずしも
現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生している
必要はないが、例えば、専門家の意見として、対象となる施設
やその類似の環境（業種）が、クラスターが発生するリスクが
高いものとして認識されている上に、当該施設において、いわ
ゆる「３つの密」に当たる環境が発生し、クラスターが発生す
るリスクが高まっていることが実際に確認できる場合などが考
えられる。
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◯宮城県（5月11日でまん延防止等重点
措置終了）5月7日（期限4日前）、15店
舗に時短命令・店名公表。
◯群馬県（6月13日でまん延防止等重点
措置終了）6月10日（期限3日前）、12店
舗に時短命令・店名公表。
◯石川県（6月13日でまん延防止等重点
措置終了）6月10日（期限3日前）、14店
舗に時短命令・店名公表。
◯福岡県（6月20日で緊急事態措置終了。
21日～まん延防止等重点措置） 6月17

日（期限3日前）、10店舗に休業・時短
命令。
◯東京都（6月20日で緊急事態措置終了。
21日～まん延防止等重点措置）6月17日
（期限3日前）、10店舗に休業・時短命
令。
◯広島県（6月20日で緊急事態措置終
了） 6月17日（期限3日前）、13店舗に
休業・時短命令。
◯岐阜県（6月20日でまん延防止等重点
措置終了）6月17日（期限3日前）、30店
舗に時短命令。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20210618-00243517



法律の拡張的な活用③

まん延防止等重点措置としての酒類提供停止

まん延等防止措置の場合、特措法31条の６「営業時間の変更その他国民
生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における
新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令
で定める措置を講ずるよう要請することができる。」

→営業時間の変更要請は可能だが、休業要請はできない。

しかし、施行令５条の５第8号「新型インフルエンザ等のまん延の防止の
ために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの」に基づき、
告示により、酒類の提供の停止を追加。事実上の休業要請として機能。

24
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「緊急事態宣言の下で
は休業要請までできま
すけれども、まん延防
止等重点措置では営業
時間の変更というもの
は最も私権の制約が大
きいものと考えており
ますので、休業要請ま
ではできませんし、そ
れ以上のことを考えて
いるわけではございま
せん」

第204回国会・参議院内閣委
員会議録2号（令和3年2月3

日）21頁。

https://note.com/verify_c

orona_ka/n/nc7a823fe51ab



法律の拡張的な活用④

個人を対象にした入管法５条１項の拡張的な解釈に
基づいた、国ごとの包括的な入国拒否

（2020年８月30日時点が最大で159か国）

第５条1項 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上
陸することができない。

第14号 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を
行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

26
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法律の拡張的な活用⑤

・風営法、建築物衛生法、食品衛生法等を用いた、
事業者への立ち入り調査に際しての感染症対策の
指導の実施

・「新型コロナウイルス感染症対策本部」の決定に
よる「新型コロナウイルス感染症対策専門家議」
の設置。
後に廃止。特措法改正のうえで「新型インフルエンザ等対策有
識者会議」の下に置かれる「新型コロナウイルス感染症対策
分科会」に改組。
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概括的な法的根拠の活用

・検疫法の「必要な協力」（ 16条の２第２項）に基
づいて行われる入国者に対する各種措置

宿泊施設での待機、誓約書の提出、スマートフォンアプリのダ
ウンロードなど

・各種の事務連絡によるコロナ対応

歯科医師のワクチン接種、入院でなく宿泊施設でよいとする等

29
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui

te/bunya/0000121431_00249.html

検査証明書なし
→18条1項に基づく仮検疫済証を交付
せず、5条で上陸拒否。航空会社が
送還。

空港での入国時検査
→13条1項。拒否者には罰則（36条4号）
→宿泊施設での待機は「必要な協力」
→応じない場合は停留（14条1項2号）

誓約書提出・アプリダウンロード
→「必要な協力」。拒否した場合は
「必要な協力」として宿泊施設での
待機。それも拒否した場合は停留



法的根拠のない措置①

各都道府県独自の「緊急事態宣言」による

外出・営業等の自粛の「要請」※法的拘束力なし

特措法24条9項：「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域
に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するた
め必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、そ
の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協
力の要請をすることができる」

⇔特措法は、緊急事態＋まん延防止の場合に休業や時短要請をで
きるという仕組み。この規定は根拠にならないと解される。
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24条９項の「要請」は、「例えば、手洗
い、うがいなど感染対策の広報活動にお
いて、ボランティア団体の協力を要請す
ること、コールセンターにおけるボラン
ティアの活用（医学生等）や、新型イン
フルエンザ等緊急事態宣言前においても、
学校、社会福祉施設等での文化祭等のイ
ベントを延期することや施設の利用を極
力制限することなど、感染対策を実施す
ること等の協力を要請すること等を想定
している。」



33

「たとえば第一波では、多くの地方自治体が法令の根拠なく独自の緊急事態宣言を出して自粛要請を求めてい
ました。特措法24条9項に基づく要請という見解もありますが、32条に緊急事態宣言の規定があり、それに
伴って45条の自粛要請規定がある以上、それと同等の状況を創造することは解釈上無理があります。実際、そ
の後になって複数の自治体が条例を制定して独自の緊急事態宣言を規定しています。裏返せば、初めからこう
した規定があるべきだったことになります。危機の時代においては強いリーダーシップの発揮が支持される
傾向はありますが、法令の根拠のない緊急事態宣言は法の支配という点では問題があったと考えます。」

https://news.yahoo.co

.jp/articles/40492993d

c42b8328adfe32ed1b3f

d8959af498a



法的根拠のない措置②

・文科省通知による、小学校・中学校・高等学校及び特
別支援学校に対する全国一斉の臨時休業の「要請」

法的拘束力はないが、ほぼすべて従った

・特措法上の「要請」に従わない飲食店に酒類を販売し
ないように、卸売業者に対して「要請」（後に撤回）

法的拘束力はない要請

・海外からの入国後の待機期間中に求めている健康確認
等に応じず、誓約書に違反した者の名前の「公表」

令和３年11月9日現在で79名。制裁目的ではないと説明
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違法（？）な措置①

出国前検査証明書に不備のある日本人の
入国拒否＋送還（6月10日段階で25人）

入管法61条：「本邦外の地域から本邦に帰国する日本人（乗員を除
く。）は、有効な旅券（有効な旅券を所持することができないとき
は、日本の国籍を有することを証する文書）を所持し、その者が
上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国
審査官から帰国の確認を受けなければならない」（not 許可）

35



36
「絶対的な権利」としての帰国の自由

憲法22条１項が保障する「海外旅行の自由は、当然のことながら、出国

の自由のみならず帰国の自由が保障されていることを前提とするもので
あるところ、日本国民の場合は、その帰国の自由は、国民が国の構成員
である以上、憲法による保障以前ともいうべき絶対的な権利として認め
られるものである」とした原審を支持した最判平成4・11・16集民166
号575頁

・世界人権宣言13条２項：すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち
去り、及び自国に帰る権利を有する。

・自由権規約12条４項：何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。



違法（？）な措置②

持続化給付金・家賃支援給付金の対象からの
性風俗営業の除外

持続化給付金給付規程（中小法人等向け）の第8条の3号

「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者
に対しては、給付金を給付しない」

3号 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・・
に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接
客業務受託営業」を行う事業者」

→現在、憲法14条違反等を理由に訴訟が提起されている最中。
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https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000064



３．コロナ対策の問題点
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法的根拠の問題①

法的根拠が不明確な／のない各種の措置

「必要性」が優先し、法的根拠が軽視されている

社会の同調圧力を利用したお願いベース対応

法的根拠なく行えるが、事実上の強制として機能している

それに対する社会的な批判の少なさ

ex. 「早く緊急事態宣言を出すべき」という風潮

お願いベースは日本的対処法だという「称揚」 etc.

40



法的根拠の問題②

井上達夫（東京大学）

法的強制力のある規制ではなく、事実上の同調圧力に頼る方が、
無責任な権力の濫用を招きやすいのである。・・・「要請」や
「指示」という事実上の同調圧力は、法的強制力がないことが
まさに口実とされて厳格な法的統制を免れ、恣意化しやすい。

磯部哲（慶應義塾大学）

一番の問題は、「法治主義の欠如」とでもいいますか、・・・
ある意味では臨機応変に、でも実は柔軟すぎる方法でやってき
たわけです。

41

井上達夫「危機管
理能力なき無法国
家――コロナ危機
で露呈する日本の
病巣」法律時報
1154号（2020年）
68頁

座談会「感染症
のリスク評価と
法規制」Law & 

Technology 92号
（2021年）



法的根拠の問題③

ゆるふわ立憲主義？
→緩やかな規制に対して緩やかに統制するスタイル

（曽我部真裕・京都大学）

対概念としての硬質な立憲主義
→ハードな規制をする一方、それに対する監視や救済を用意するスタイル。
とりわけ、迅速な裁判的救済を重視。（フランスなどを想定）

ゆるふわ立憲主義は克服すべき対象ではあるが、規制に対する監視

を用意しない限りはこれで行くしかない、という消極的受容。

42

曽我部真裕「立憲主義のあり方か
ら見る『自粛か強制か』問題」判
例時報2458号（2020年) 、同「次
世代政策をデザインする 国家論
『ゆるふわ立憲主義』再論」自治
実務セミナー709号（2021年）



コロナ対策による人権制約①

「一般論」の役立たなさ

「基本権の保護範囲内の活動であっても、社会公共の安全を守るた
めに必要不可欠で、その目的を実現するために厳密に設えられた規
制手段であれば、強制力を伴う措置であっても合憲」

「①規制の目的が自由の制限を正当化できるほど重要で、②規制の
方法が合理的かつ必要不可欠であれば、法律に根拠のある規制は合
憲とされます。コロナ禍に当てはめれば、毒性の強い感染症のまん
延を防ぐという『目的』の重要度は高い。感染症の専門家が合理的
で必要だと考え、かつ法律に即した『手段』であれば、自由の制約
は正当化され得るということになります」
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https://www.nichi

benren.or.jp/librar

y/pdf/news/2021/

210209.pdf

https://digital.as

ahi.com/articles

/ASP515JTYP4XU

PQJ008.html



コロナ対策による人権制約②

感染症対策の本質についての指摘

本堂毅（東北大学）

「新型コロナウイルスのような感染症の抑制対策は、発症者１
名がウイルスを感染させる対象者数の平均である実効再生産数の
抑制を目標とする。この実効再生産数が１を下回れば、社会全体
での感染者数は減少する。この実効再生産数を下げる方策は科学
的、医学的に唯一に定まり得ない。全ての社会的活動は感染リ
スクを伴い、それらの活動全体が実効再生産数を構成するため実
効再生産数を低くする方策は無限にある」。

44

本堂毅「コロナ禍での財産制限に
かかわる科学的知見の不定性」判
例時報2464号（2021年）



コロナ対策による人権制約③

山羽祥貴（東京都立大学）

「規制の必要性が高い行為」とは、「新型コロナウイルス
の感染者が、感染力を保持したまま社会活動を行い他人と
接触してウイルスを伝播させること、これこそが（論理的
にはこれだけが）パンデミック下において真に危険な行為
であり、本来であれば、感染拡大を止めるためには、こう
した行為が行われることを防止すれば必要十分である」。

宍戸常寿（東京大学）

「感染症のリスクが従来の専門知の想定を超えているところで、

環境分野における予防原則と同様、比例原則の下では許されない自
由の制限もやむを得ないものとすべきかどうかが、論点となる 」

45

山羽祥貴「『密』へ
の権利（下）――コロ
ナ禍の政治的言説状
況に関する若干の問
題提起」法律時報
1165号（2021年）

宍戸常寿「新型コロ
ナウイルス感染症と
立憲主義」法律時報
1161号（2021年）



コロナ対策による人権制約④

コロナ対策 → 不可避的に、目的に対して「過剰」

な規制手段となる

人権制約 → コロナまん延防止という重要な目的の
ために必要不可欠な手段であれば合憲

※なぜ「過剰」な規制が「必要不可欠」か、こそが根本的問題

そして「ロックダウン」は、まさに「過剰」規制の代表例
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憲法改正論への収斂①

菅義偉・前総理大臣
→「ロックダウンの手法は日本になじまない」、
「憲法上の問題をクリアしなければなかなか難しい」

加藤勝信・前官房長官
→「新型コロナによる未曽有の事態を全国民が経験し、緊急事態の
備えに対する関心が高まっている。議論を提起し、進めること
は絶好の契機だと考えている」

※緊急事態条項導入に向けた憲法改正が狙い？
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https://news.ya

hoo.co.jp/articl

es/be3a833a99f6

bf757ad6db102c

6ab07df1a8b902

https://www.ji

ji.com/jc/artic

le?k=202106110

1031&g=pol



憲法改正論への収斂②

枝野幸男・立憲民主党代表

→「『新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、より強力な
私権制限が必要で、緊急事態に関する憲法の規定が必要だ』
との指摘が一部であるが、明らかな事実誤認だ」、「屋内退
避の指示などの規定がある災害対策基本法の『災害』に新型
コロナウイルス感染症を加えれば、場合によっては法改正す
ら必要ない。ましてや、憲法の制約でやるべきことができな
いということは全くない」。
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https://www3.nhk

.or.jp/news/html/

20200503/k100124

16391000.html



憲法改正論への収斂③

「コロナ対策としての人権制約」についての「一般
論」も、「憲法改正をしなくても対応できる」とい
う流れのなかで主張されることが少なくない。

できない言い訳として「憲法」と、およそほとんどの人権を強度
に制約するロックダウンすら可能な「憲法」か、という二項対立
の構図

別の視点から問題をとらえる必要性
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人権制約事由として
の公共の福祉①

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民
の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に
公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自
由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福
祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重
を必要とする。

その他、憲法22条1項、29条2項にも「公共の福祉」の文言
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人権制約事由として
の公共の福祉②

「公共の福祉」を問題視する自由権規約委員会

2014年の「日本の第６回定期報告に関する総括所見」は「公共
の福祉」を理由とした人権の制限について、「委員会は「公共
の福祉」の概念が曖昧で制限がなく、規約の下で許容されてい
る制限を超える制限を許容し得ることに、改めて懸念を表明す
る」と述べている
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https://www.m

ofa.go.jp/mofa

j/files/0000547

74.pdf



人権制約事由として
の公共の福祉③

例）ドイツ基本法（憲法）の移動の自由の規定

11条1項「すべてのドイツ人は、連邦の全領域内のおける移動
の自由を享有する」

同2項「この権利は、法律によって、または法律の根拠に基づ
いてのみ、かつ、十分な生活基盤がなく、その結果公衆に特別
の負担が生ずる場合、または、連邦もしくはラントの存立もし
くは自由で民主的な基本秩序に対する指し迫った危険を防止す
るために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしくは特に重
大な災害事故に対処するために必要な場合、少年が放置されな
いように保護し、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場
合のみ、制限することが許される」。
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人権制約事由として
の公共の福祉④

抽象的な危険だけで一律に広く規制の網をかける
手法は、現行法体系の下では認めがたい

その最たるものであるロックダウンは、ほぼ認める余地なし

「公共の福祉」を持ち出して、なしくずし的に
ロックダウンを含む各種規制を正当化することの
危険性
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緊急事態条項の評価①

緊急事態条項＝独裁＝ナチスは短絡的思考
世界の多くがこの種の規定を設けている

EU構成国の対応（2020年春）

憲法上の緊急事態宣言：ブルガリア、チェコ、フィンランド、エ
ストニア、ハンガリー、ルクセンブルグ、ポルトガル、ルーマニ
ア、スペイン

法律に基づく緊急事態宣言：フランス、ドイツ、イタリア、ラト
ヴィア、スロヴァキア

法的な緊急事態宣言せず：オーストリア、ベルギー、クロアチア、
キプロス、デンマーク、ギリシャ、アイルランド、リトアニア、マ
ルタ、オランダ、ポーランド、スロヴェニア、スウェーデン、英国
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https://www

.venice.coe.i

nt/webforms

/documents/

default.aspx?
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AD(2020)018-

e



緊急事態条項の評価②

EUのヴェニス委員会

The basic provisions regarding the state of 
emergency and the resulting emergency powers 
should ideally be included in the constitution, 
clearly indicating which rights are derogable and 
which rights are not. 

….[A] de jure constitutional state of emergency is 
preferable to a de facto state of emergency based 
on ordinary legislation., which may reduce 
safeguards. 
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https://www.ven

ice.coe.int/webf

orms/documents
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デロゲーション条項の憲法化

特別の人権制限を許容する憲法上の規定

国際人権法では，緊急事態において条約上の義務からの「逸
脱」を容認する旨を定める条項（デロゲーション条項）と，そ
れとともに，「逸脱できない権利」について定める例がある。
自由権規約４条のほか、ヨーロッパ人権条約15条２項など。

これも緊急事態条項の一種。
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57自由権規約４条

１ 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式に宣言さ
れているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、こ
の規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。ただし、その措置は、当該締約
国が国際法に基づき負う他の義務に抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、
宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。

2 １の規定は、第６条、第７条、第８条１及び２、第11条、第15条、第16条並びに第
18条の規定に違反することを許すものではない。

〔生命権・拷問の禁止・奴隷的拘束の禁止・契約上の義務の不履行のみを理由とした
拘禁の禁止・事後法による処罰の禁止・人として認められる権利・思想・良心および
信教の自由の規定のこと〕

3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、違反した規定及び違
反するに至った理由を国際連合事務総長を通じてこの規約の他の締約国に直ちに通知する。
更に、違反が終了する日に、同事務総長を通じてその旨通知する。



４．まとめ
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１．現行法制度のもとでのコロナ対策は、法的根拠の有無、
その明確さや授権の有無などが曖昧なものが少なくない。

２．融通無碍の法解釈を支えているものの一つは、「お願い
ベース」＝強制ではない＝法的根拠は重要ではないという
理解。

３．コロナ対策による人権制約が提起する憲法問題は、「護
憲対改憲」という構図に回収されてしまい、建設的な議
論が妨げられている。

４．通常時には認められない特別の人権制約をするのであれ
ば、それを「公共の福祉」で説明するよりも、明確に憲法
の根拠を設けて行うことのほうが人権保障に資する可能性
がある。
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今後の問題－ワクチン①

予防接種法の改正に際しての附帯決議（衆議院）

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよ
う、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネ
フィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表す
るとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるも
のであることを周知すること。

二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差
別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許され
るものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を
行うこと。
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今後の問題－ワクチン②

いわゆるワクチンパスポート制度の運用

事実上の（≠法的ではない）接種強制となるような運用
となれば、違憲の可能性が高い（13条や22条など）

例えば、公的サービス受ける条件とすることなど

事実上の接種強制にはならない、インセンティブを
付与する「奨励」であれば可能
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ご清聴ありがとうございました
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