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附

録

労働政策研究・研修機構（JILPT）

4．保険対象者

3．適用事業

2．保険運営主体

1．主な根拠法令

大項目

日本

ドイツ

≪保険運営主体≫
・⺠間企業に関しては、産業・業種別
に組織された職業協同組合
（Berufsgenossenschaft）が保険運
営主体となっている（社会法典第Ⅶ
編114条1項1号・2号）
。
・公共部 門に関し ては、 労災金 庫
（Unfallkasse）が保険運営主体とな
っている（社会法典第Ⅶ編114条1項
3号〜7号）
。
≪事業内容≫
・保険事故が発生した場合における
保険給付、および災害予防規則の策
定等を通じた労働災害・職業疾病等
の予防活動（社会法典第Ⅶ編1条）
≪財源≫
・事業主（Unternehmer）が支払う
保険料（後掲6．
（1））

・強制保険であり、全ての⺠間企業
は所属する産業・業種の区分に従っ
て、いずれかの職業協同組合に管轄
に服し、労災保険の適用を受ける（社
会法典第Ⅶ編121条以下）。

≪原則≫
・強制保険であり、労働者（後掲4．
（2））を使用する事業が開始された
日に保険関係が成立する（労災保険
法3条1項、6条、労働保険徴収法3
条）
。
≪例外≫
・国の直営事業および官公署の事業
（労災保険法3条2項）
※ なお、個人経営の農業・林業・畜
産・養蚕・水産業のうち小規模の事業
については、暫定的任意適用事業と
なっている（昭和44年法第83号附則
12条）。

社会法典（SGB）第Ⅶ編

≪保険運営主体≫
・政府（労災保険法2条）
・また、保険給付等にかかる事務は
所轄の労働基準監督署がこれを行う
（労災保険法施行規則1条3項）。
≪事業内容≫
・保険事故が発生した場合における
保険給付、および社会復帰促進等事
業（労災保険法2条の2）
≪財源≫
・事業主が支払う保険料（後掲6.（1））
・国庫補助（労災保険法32条）

労働者災害補償保険法

フランス

≪一般制度の一部門である労災保険
の適用事業≫
・強制保険であり、下記以外の事業・
企業に適用される（詳しくは後掲4.
(4)参照）
−特別制度（régimes spéciaux）の
対象となる産業部門・企業
−農業部門

≪保険運営主体≫
・一般制度（régime général）の一部
門としての労災保険制度は、国から
独立した機関である被用者疾病保険
金庫が運営している。被用者疾病保
険金庫には全国レベル、地域圏レベ
ル、初級レベルの組織があるが、労災
保険給付の窓口となるのは、初級被
用者疾病保険金庫。
・被用者疾病保険金庫は一般制度の
疾病保険部門も運営しているが、労
災保険部門は財政上独立しており、
全国被用 者疾病保 険金庫 の労働 災
害・職業病委員会がこれを担ってい
る。
≪事業内容≫
・保険事故が発生した場合における
保険給付、労働災害・職業病の予防事
業等（社会保障法典L.221-1条等参
照）
≪財源≫
・使用者が支払う保険料が大半を占
める。

社会保障法典第四編

アメリカ

・強制保険であり、⺠間部門の使用
者（employer）のうち、①常時3人以
上の被用者を雇用している全ての使
用者、②①に該当しないが、52週の
うち13週について、少なくとも1人を
週35時間以上雇用している使用者、
および全ての公務部門の使用者が法
の適用を受ける（⺠間部門の農業を
営む使用者につき例外あり）
（法111、
115条）
。

≪保険運営主体≫
・⺠間保険会社が利用されるほか、
州行政機関（WCA）の認定により、
自家保険・グループ自家保険（以下、
両者を合わせて「自家保険」という。）
が認められる（法611条）。
○州政府が保険運営主体になる州も
ある。
≪事業内容≫
・保険料の徴収（⺠間保険会社の場
合）および保険事故が発生した場合
における保険給付。
≪財源≫
・⺠間保険会社の場合、使用者が支
払う保険料。自家保険の場合、使用者
の資金（後掲６．（1））。

ミシガン労働者労働不能補償法
○各州の州法によるほか、連邦公務
員を使用する使用者、一定の事業を
行う使用者に連邦法の適用あり。

・労働基準法9条にいう労働者（判 ・社会法典第Ⅶ編2条1項は、以下の ・社会保障法典L.411-1条によれば、 ・被用者（employee）（法111条）。
例）
者を強制的な保険対象者として列挙 「賃金を支払われる全ての者」また
している。
は「いかなる資格であれ、また、いか
（1）強制的保険対象
−就労者（1号）
なる場所においてであれ、一または
者
−職業訓練生（2号）
複数の使用者または企業⻑のために
−企業または行政官庁の指⽰に基づ 働く全ての者」は強制的な保険対象
いて必要な検査・試験を受ける者（3 者となる。これは、一般制度の他の部
号）
門の適用対象者や労働法典の適用対

小項目

【附録】 五ヶ国比較の整理表
イギリス

・労災保険の対象者は、国⺠保険の
第1種保険料の拠出義務を負う被用
者(employed earner)である（1992年
社会保障拠出・給付法1条（2）(a)）。
被用者(employed earner)とは、グレ
ートブリ テンにお いて、 労働契 約
(contract of service)に基づき、また
は公職（公選の職を含む）に有償で雇

・労災保険は国⺠保険（強制保険）の
中に位置付けられ、使用者
(employer)および稼働所得を支払う
者による被用者(employed earner）
（後掲４．
（1）)の雇用(employment)
が対象となる（1992年拠出・給付法
95条）（後掲４．
（2））。

≪保険運営主体≫
・労災保険は、国⺠保険制度の中に
位置づけられ、主として労働年金省
(DWP)、歳入関税庁(HMRC)が管轄
する（1992年社会保障拠出・給付法
1条、1998年社会保障法8条等）
（後掲
３．）。
≪事業内容≫
・保険事故が生じた場合における保
険給付（金銭給付）を行う（1992年
社会保障拠出・給付法第5章）。なお、
治療あるいはリハビリテーションに
関しては、保健省(DH)の管轄であ
り、国⺠保健サービスとして行われ
る。また、労災予防に関しては、安全
衛生庁(HSE)が管轄する。
≪財源≫
・労災保険給付の費用は、その全額
が税金によって賄われる（1992年社
会保障管理運営法163条(2)(C)）。

1992 年 社 会 保 障 拠 出 ・ 給 付 法
(SSCBA 1992)
1992 年 社 会保 障 管 理 運営 法 (SSAA
1992）
1998年社会保障法(SSA 1998)
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・
「労働者（Arbeitnehmer）
」は、社
会法典第Ⅶ編2条1項1号が定める「就
労者（Beschäftigte）」に包摂される
形で、強制的保険対象者となってい
る（社会法典第Ⅳ編7条1項も参照）
。
・就労者性のメルクマールは、まず
は 人 的 従 属 性 （ persönliche
Abhängigkeit）であり、相手方（事業
主）の労働組織に組み入れられてい
るとともに、その指揮命令権に服す
ることで、労働の時間や⻑さ、場所、
内容を⾃身で決定し得ない者が、就
労者と認められる（社会法典第Ⅳ編7
条1項および判例）
。
・またこのほか、就労者性のメルク
マールとして、以下のものが挙げら
れる。
−経済的従属性
−事業主としてのリスクを負担して
いないこと
−⾃身の事業所を有していないこと
−損失等の発生について契約上の責
任を負っていないこと
−仕事を⾃ら遂行していること
−仕事のための器具や材料を⾃身で
調達していないこと
※ なお、家内労働者については、社
会法典第Ⅳ編12条2項により就労者
とみなされる。
・事業主（⾃営業者）は、上記の通り、
社会法典第Ⅶ編2条1項5号〜7号に
該当する場合には、そもそも強制的
保険対象者となる。
・また、各保険運営主体はその定款
によって、事業主を強制的保険対象
とすることができる（社会法典第Ⅶ
編3条1項1号）
。

・労基法9条は「労働者」を「この法
律で『労働者』とは、職業の種類を問
わず、事業又は事務所に使用される
者で、賃金を支払われる者をいう」と
定義している。
・そのうえで、1985年12月の労働基
準法研究会報告は、労基法上の労働
者性について以下の判断基準を示し
ている。
①「使用従属性」に関する判断基準
−指揮監督下での労働
−報酬の労務対償性
②「労働者性」の判断を補強する要素
−事業者性の有無
（2）
「労働者」性の判
−専属性の有無
断基準
−その他（ex.所得税の源泉徴収の有
無）

・労働者（前掲4．（2））に当たらな
い事業主（⾃営業者）は、原則として
労災保険の対象とならない。
・但し、以下のいずれかに該当する
（3）任意（特別）加
事業主については、特別加入が可能
入の可否
である（労災保険法33条）。
−中⼩事業主（1号：労災則46条の16
が定める従業員規模以下のもの）

−障害者就労施設で働く障害者（4
号）
−農業事業主、これと共に働く配偶
者・生活パートナー等（5号a)~e) ）
− 家 内 ⼯ 業 者 、 仲 介 業 者
（Zwischenmeister）、これらと共に
働く配偶者・生活パートナー（6号）
−⾃営業者としての沿岸船舶員・沿
岸漁師、これと共に働く配偶者・生活
パートナー（7号）
・また、社会法典第Ⅶ編2条2項は、
い わ ゆ る ” 就 労 者 類 似 の 者 （ WieBeschäftigte）”についても、強制的
保険対象者としている。

・強制的保険対象者以外の者は、初
級被用者疾病保険金庫への申請によ
って任意加入することができる（個
別的任意加入：社会保障法典L.743-1
条）。
・また、公益性のある施設・組織のボ
ランティアに関しては、当該施設・組
織の判断で、その全部または一部に
ついて任意で保険加入することが認

・判例によれば、強制的保険対象者
である従属労働者と認められるため
には、経済的従属性（subordination
économique）や経済的依存（dépendance économique）のみならず、法
的従属性（subordination juridique）
が必要である。
・法的従属性は、命令・指示を与える
権限、労務の遂行を監督する権限お
よび被従属者の違反に対し制裁を課
す権限を持つ使用者の権力のもとで
の労働の遂行によって特徴付けられ
る（判例）。

象者と同様、従属労働者を指すもの
と解釈されている（従属性の意義を
めぐる現 在の判例 の立場 につい て
は、後掲4. (2)参照）。
・これに加え、以下の者については、
強制的な保険対象者であることを明
示する特 別な規定 が置か れてい る
（同L.412-2条、L.311-3条）。
−家内労働者、販売外交員（VRP）、
ホテル・カフェ・レストランの従業
員、興行役者、職業的ジャーナリスト
等、全36のカテゴリー
・更に、所定の施設・機関の教育・研
修の受講生や職業訓練に従事する者
等には、各活動との関係で労災保険
制度が強制的に適用される（同
L.412-8条）

・被用者(employed earner)の範囲に
ついては、国⺠保険料の徴収義務を
行う歳入関税庁(HMRC)のコミッシ
ョナーが決定権限を有している
(1992年社会保障拠出・給付法95条1
項、2005年歳入関税に関する裁定者
法5条2項)。例えば、徒弟、消防隊の
隊員、特別巡査、鉱山査察官等は、労
災保険給付との関係で被用者と取り
扱われる（1975年社会保障（労災保
険給付に関する被用者の雇用）規則
附則1条）
。
・被用者(employed earner)か否かの
判断は、国務大臣（労働年金大臣）に
よって委任された職員によって行わ
れる（後掲８．
（３））。被用者につい
ては、統一的な判断基準はなく、個々
のケースに応じて、指揮命令
（supervision of work）を中心に、
契約期間、就業場所、労働時間の裁量
性等といった考慮要素により総合的
に判断される（判例、裁決例）。

・適用対象とならない使用者、被用 ・任意（特別）加入制度はない。事業
者と判断されない者であっても、⺠ 主（⾃営業者：self-employed)につい
間保険会社の提供する保険に加入す ては、労災保険制度の適用はない。
ることは可能である。

・
「被用者」とは、使用者の取引、事
業、専門職または職業の過程で労務
を提供する全ての者を指す。但し、⾃
らが独立の事業を行うにあたっての
労務提供でないこと、消費者に対す
る労務提供でないこと、⾃らが使用
者でないことが要件となる（法161条
(n)）。
・被用者性の判断基準は、連邦内国
歳入庁規則87-41に規定される基準
を採用することとされている（法161
条(n)）。同基準は、被用者性を判断す
る要素として20の基準を列挙してい
るが、その基本的な考え方は、コモン
ロー上の雇用関係が存在するかどう
かであり、ある者が当該者のために
労務提供を行うものに対し、達成さ
れた結果だけでなく結果達成のため
の詳細および手段についても、支配
および指揮する権限を有している場
合、雇用関係が存在するとされる。

用される者をいう(1992年社会保障
拠出・給付法2条(1)(a) )。
・ な お 、 労 災 保 険 給 付 (industrial
injuries benefit)に関しては、第1種
保険料を拠出することは要件となっ
ていない（1992年社会保障拠出・給
付法6条、8条、94条）。
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6．保険料

5．無過失責任主
義に基づく使用
者の補償責任

（1）負担者

（4）適用除外

・責任法（Haftpflichtgesetz）は、以
下の場合について、それぞれ事業主
に対して、無過失責任としての損害
賠償責任を定めており、同法は労働
関係に対しても適用される。
−鉄道・ロープウェーの事業所にお
いて、⼈が死亡し、または肉体や健康
を侵害され、あるいは物が毀損され
た場合（1条）
−電⼒・ガス・蒸気・液体物を扱う施
設から排出・供給されるこれらエネ
ルギーないし物質の作用により、⼈
が死亡し、または肉体や健康を侵害
され、あるいは物が毀損された場合
（2条）
−炭鉱、採⽯場、鉱⼭または⼯場にお
いて、代表者や事業場ないし労働者
の管理・監督者の職務遂行上の過失
によって、⼈が負傷または死亡した
場合（3条）
※1 但し、同法は適用対象を一定の
危険業種に限っており、また労働関
係に対してのみ適用される法律でも
ないため、同法自体が労災保険制度
の存立根拠となっているわけではな
い。
※2 なお、社会法典第Ⅶ編104条以
下が定める⺠事損害賠償責任の免除
（後掲10）は、責任法に基づく損害
賠償責任に対しても適用される。
・事業主のみが保険料を負担し、労
働者の負担はない（社会法典第Ⅶ編
150条1項）。
※ なお、事業主（自営業者）が任意
で保険加入した場合には、当該事業
主自身が保険料を負担する。

・労基法第8章は、労働者が業務上負
傷し、または疾病に罹患した場合、も
しくは死亡した場合について、無過
失責任としての使用者の災害補償責
任を、以下の通り定めている。
−療養補償（75条）
−休業補償（76条）
−障害補償（77条）
−遺族補償（79条）
−葬祭料（80条）
※ 労災保険制度（法）は、かかる使
用者の労基法上の災害補償責任を担
保するた めに定め られた もので あ
る。

・事業主のみが保険料を負担し、労
働者の負担はない（労災保険法30条、
労保徴法10条以下）。
※ なお、事業主（自営業者）が任意
で保険加入した場合には、当該事業
主自身が保険料を負担する。

・使用者のみが保険料を負担し、労
働者の負担はないのが原則（社会保
障法典L.241-5条）。
・個別的任意加入（前掲4. (3)）の場
合には、保険対象者が保険料を負担
するのが原則であるが（同L.743-1

・なし。
（労災保険制度が1946年に一般制
度の一部門として強制保険化される
と同時に、使用者の無過失の労災補
償責任は廃止された。）

・特別制度の対象となる産業部門・
企業（※それぞれについて独立の制
度がある。）
−公務員、海員、炭鉱関係の企業、フ
ランス国有鉄道（SNCF）、パリ交通
公団、電気・ガス関係、フランス銀
行、パリ・オペラ座およびコメディ・
フランセーズ等（社会保障法典
L.711-1条、R.711-1条等）
・農業部門（同L.412-1条。※農業労
働者と農業部門の自営業者のそれぞ
れについて独立の制度がある。）

・前掲3．の通り、国の直営事業およ
び官公署の事業（労災保険法3条2項）
は、労災保険の適用が除外されてい
る。また、個⼈経営の農業・林業・畜
産・養蚕・水産業のうち小規模の事業
については、暫定的任意適用事業と
なっている（昭和44年法第83号附則
12条）。
・官吏（Beamte）、戦争犠牲者に関
する連邦援護法の適用対象者、宗教
団体のメンバ−等については、一定
の要件のもとで労災保険の適用が除
外されている（社会法典第Ⅶ編4条）

・更に、事業主は各保険運営主体に められている（集団的任意加入：同
申請することにより、任意で労災保 L.743-2条）。
険に加入することができる（社会法
典第Ⅶ編6条1項1号）。

−個⼈タクシー運転⼿や⼤⼯などの
一⼈親方（3号、労災規46条の17）
−特定の農作業に従事する者（5号、
労災規46条の18）
−家内労働者（5号、労災規46条の
18）

・労災保険の適用除外はない。軍⼈
等は適用が除外されている（1992年
社会保障拠出・給付法115条3項）。な
お、例えば、所定の時期もしくは所定
の条件でグレートブリテンを離れて
いる者・離れていた者や⼤陸棚の業
務に関連して所定の業務に従事する
者・従事した者等については、規則を
制定することにより労災保険給付と
の関係で被用者と取り扱われている
（同法119条、120条）。

・⺠間保険会社の利用の場合、使用 ・税金によって賄われる（前掲２．）。
者のみが保険料を負担する。自家保
険の場合、使用者の資金から補償が
行われる。被用者の負担はない。

・法は、被用者が雇用の過程におい なし。
て、雇用から生じた⼈身傷害につい
て、使用者は８．
（1）で後述する補
償責任を負うことを定めている。
※ 補償を担保するため、使用者に
対する⺠間保険会社の提供する保険
の購入の強制、または自家保険の認
定が行われる（法611条）。

・連邦公務員等連邦法の適用を受け
る被用者、家内労働に従事する使用
者の家族等が適用除外となる（法118
条）。
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（3）徴収方法

（2）算定方法

≪算定式≫
・保険対象者の労働賃金×危険等級
×賦課率という算定式に従って、暦
年ごとに算定される（社会法典第Ⅶ
編153条1項）
。
※1 保険対象者の労働賃金は、前年
度、事業主が保険対象者（労働者）に
支払った税込賃金総額である。これ
については、社会法典第Ⅶ編153条1
項（および85条2項）により上限額（最
大年間労働所得：2020年1月1日以降
は76,440ユーロ）が定められている。
また、各保険運営主体はその定款の
なかでより高い上限額を定めること
ができるほか（社会法典第Ⅶ編85条
2項）、下限額を定めることもできる
（同153条3項）。
※2 危険等級は、各保険運営主体が
業種ごとに策定する危険率表のなか
で定められており（社会法典第Ⅶ編
157条）、保険事故のリスクが高い業
種ほど高い危険等級が定められてい
る。
※3 賦課率（Beitragfuß）は、各保
険運営主体の前年度の資金需要に応
じて設定される。
≪メリット制≫
・職業協同組合は、保険事故の数、重
大性、生じた支出に応じて、割増金を
課し、あるいは保険料の減額を行わ
なければならない（社会法典第Ⅶ編
162条1項）。
≪任意加入の場合≫
・事業主（自営業者）が任意で保険加
入した場合についても、保険料は基
本的に上記の算定式に従って算定さ
れるが、各保険主体は、労働賃金に代
わる算定要素である保険料額
（Versicherungssumme）を定款に
よって定める（社会法典第Ⅶ編154条
1項）。

≪算定式≫（社会保障法典L.242-5
条、L.242-1条、D.242-6条以下）
・保険対象者の賃金総額に保険料率
を掛け合わせて算定される。
・基本的な保険料率は、企業の規模
に応じて定められた下記の3つの方
法によっ て１年ご とに決 定され る
（但し、保険料率のうち通勤災害に
対応する部分は一律）。
−常時使用する労働者が150名以上
の企業：事業所ごとに決定する個別
方式（過去3年以内に当該事業所で発
生した労働災害に対する保険給付額
に基づいて算定）
−常時使用する労働者が20名未満の
企業：産業・職業分野ごとに決定する
集団方式（過去3年間の当該産業・職
業分野における労働災害に対する保
険給付額に基づいて算定）
−常時使用する労働者が20名以上
149名以下の企業：混合方式（個別方
式と集団方式の組み合わせ）
≪メリット制≫
・上記のように、個別方式または混
合方式が適用される企業の保険料率
は、過去3年間における事業所での災
害の発生状況によって増減する。
・なお、保険料は、使用者がとった予
防措置・管理措置の内容や特別なリ
スク等の考慮によって増減すること
がある（同L.242-7条）。労働法典に違
反したことや全国被用者疾病金庫・
地域圏被用者疾病金庫が求める予防
措置（後掲9参照）をとらなかったこ
とは、かかる特別なリスクを基礎づ
ける事情として、追加保険料の賦課
を基礎づけうる（同上）。
≪任意加入の場合≫
・任意加入の場合にも、保険料は上
記の方法で算定される。

・保険料は、労災保険徴収法が定め ・保険料額が確定した場合、各保険 ・保険料は、社会保障・家族給付保険
る手続（特に19条以下）に従って、 運営主体は事業主に対して書面によ 料徴収連合が徴収する。
徴収される。
る通知を行い（社会法典第Ⅶ編168条
1項）、かかる通知があった翌月の15
日がその履行期となる（社会法典第
Ⅳ編23条3項）
。
・履行期までに支払われなかった場
合、延滞金（Säumniszuschlag）が課
されうる（同法24条1項）。

≪算定式≫
・賃金総額×労災保険率という算定
式に従って算定される（一般保険料：
労保徴法11条以下）。
※1 賃金総額は、事業主がその事業
に使用する全ての労働者に支払う賃
金の総額をいう（労保徴法11条2項）。
※2 労災保険率は、過去3年間にお
ける災害の発生率等を考慮して、厚
生労働大臣が事業の種類ごとにこれ
を定める（労保徴法12条2項）。
≪メリット制≫
・厚生労働大臣は、一定規模以上の
事業所については、過去3年間におけ
る災害の発生率に応じて、労災保険
率を100分の40の範囲内で上下させ
ることができる（労保徴法12条3項）。
≪特別加入の場合≫
・保険料算定基礎額（＝給付基礎日
額×365）×保険料率という算定式に
従って算定される（特別加入保険料：
労保徴法13条・14条）。
※1 給付基礎日額（労災保険法34条
1項3号、35条1項6号）については、
申請に基づいて、労働局⻑が決定す
る。
※2 保険料率は、厚生労働大臣が事
業の種類ごとにこれを定める（労保
徴法13条・14条）

条）
、プラットフォームワーカーが任
意加入した場合にはプラットフォー
マーが保険料を負担するという例外
がある（労働法典L.7342-2条。後掲
12. (3)）。

・保険料は、⺠間保険会社との契約 なし。
に基づいて支払われる。自家保険の
場合、必要な費用の積立などが求め
られるわけではない。

・⺠間保険会社の場合、保険料額は なし。
各保険会社が自由に決定することが
できる（市場競争原則）。以下、多く
の保険会社が採用する方式について
⽰す。
≪算定式≫
・賃金総額×保険料率という算定式
に従って算定される。ベースとなる
保険料率は、州補償諮問機関
（CAOM）が、全ての保険会社のもと
で支払われた保険給付をもとに職業
分類ごとに算定した料率を用いるこ
とが多い。
≪メリット制など≫
・一定規模以上の使用者の保険料率
については、過去3年間の保険事故の
数、支払われた保険給付額、使用者の
事業規模等を勘案した「経験料率」が
採用されることが多い。
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7．保険事故

・混合システムが採られており、ま
ず労基法施行規則別表第1の2におい
てリスト化されている疾病について
は、そこで列挙されている特定の業
務に労働者が従事しており、かつ当
該疾病に罹患した場合には、当該疾
病の業務起因性が推定される。
・また、労基法施行規則別表第1の2
（2）職業病（業務上
は11号において、
「その他業務に起因
の疾病）
することの明らかな疾病」について
も「業務上の疾病」と認める一般条項
を置いているため、上記のリスト化
されている疾病以外の疾病について
も、
「業務上の疾病」と認められうる
（但し、この場合には業務起因性の
推定は働かない）。

（1）労働（業務）災
害

・業務災害は、
「労働者の業務上の負
傷、疾病、障害又は死亡」と定義され
る（労災保険法7条1項1号）。
・労働者の傷病等が「業務上」生じた
ものといえるためには、当該業務に
内在あるいは通常随伴している危険
が現実化したという関係（業務起因
性：業務と傷病等との相当因果関係）
を要する（行政解釈、判例）。
・特に、事故により傷病に罹患した
ケースでは、第一に、事故発生当時、
当該労働者が事業主の支配下・管理
下に置かれていたか（業務遂行性）が
判断され、これが認められる場合に、
上記の業務起因性の有無が判断され
る。

・混合システムが採られており、ま
ずは職業疾病規則（BKV）において
掲載される疾病が、職業疾病
（Berufskrankeiheit）として認めら
れうる（社会法典第Ⅶ編9条）
。
・ある疾病が職業疾病規則に掲載さ
れるためには、一定の人的グループ
がある保険対象活動を行うことで、
他の一般人よりも相当に高い程度で
特別の作 用に晒さ れるこ とによ っ
て、当該疾病が惹起されるという関
係が、医学上の知見に基づいて認め
られることが要件となる（社会法典
第Ⅶ編9条1項）。
・保険対象活動を行うことによって
職業疾病規則に掲載された疾病に罹

・労働災害（Arbeitsunfall）は、
「（社
会法典第Ⅶ編）2条、3条または6条に
よって保 険保護の 対象と なる活 動
（保険対象活動）の結果として保険
対象者に生じた災害」と定義される
（社会法典第Ⅶ編8条1項）。
・ある出来事が労働災害として認め
られるためには、以下の4つの要件を
充たす必要がある。
① 当該出来事が、限定された時間
的範囲の中で生じた、身体に対して
外部から作用する出来事であること
② 当該出来事と健康被害または死
亡との間に因果関係があること（責
任根拠因果関係要件）
③ ①および②の要件を充たす出来
事という意味での「災害」が発生した
当時、当該保険対象者が行っていた
具体的な活動が、保険対象活動（労働
者の場合には職務の遂行）に含まれ
るものであること（内的関連性要件）
④ ③の要件を充たす具体的な活動
（保険対象活動）と、①および②の要
件を充た す出来事 という 意味で の
「災害」との間に因果関係があるこ
と（災害因果関係要件）
※1 ②と④の因果関係については、
本質的条件説に従って判断され、そ
の他の協働原因がある場合であって
も、因果関係は広く認められうる（判
例）。
※2 ③の内的関連性については、当
該具体的活動を行う保険対象者の意
図（行動意図）を基準に判断される
（判例）。

・強制徴収手続については、社会法
典第Ⅹ編66条の規定による。

・混合システムが採られている。す
なわち、被災者が被った損傷が（前掲
7. (1)の「災害」ではなく）「疾 病
（maladie）」に当たる場合には、当
該疾病が職業病表に掲載されていな
い限り、保険給付の対象とはならな
いのが原則であるが、例外として、事
案ごとの個別的な審査によって職業
病の認定がなされる場合もある。
・被災者等が、職業病表に掲載され
た疾病の一つに罹患したことと、当
該表に記載された諸条件（当該疾病
を惹起する可能性がある労働の一つ
に従事したこと、最初の診断が所定
の期間内になされたこと等）の充足
を立証した場合には、当該疾病は職
業病であることが推定される（社会

・
（固有の意味の）労働災害は、
「労働
することにより、または、労働を契機
として生じた災害」と定義される（社
会保障法典L.411-1条）。
・①「災害（accident）」の概念や、
②「労働することにより、または、労
働を契機として」の意義を具体化す
る法令や行政解釈はないが、近時の
判例は下記のとおり、これをいずれ
も広く解釈する傾向にある。
・まず、
「災害」とは、心身の損傷を
引き起こす突発的な出来事一般を指
す。ここでの突発性は、当該出来事が
発生した時点を特定しうることを意
味するに過ぎない。
・次に、当該災害が「労働することに
より、または、労働を契機として生じ
た」といえるか（
「災害の業務性」の
有無）は 、労働者 が使用 者の権 力
（autorité）のもとに置かれているか
否かによって判断される。
労働時間中かつ労働の場所で生じ
た災害は、労働災害と推定される。こ
こでの「労働時間」および「労働の場
所」はそれぞれ広く解釈されている。
被用者疾病保険金庫または使用者が
上記の推定を覆すためには、被災者
が使用者 の権力を 逸脱し ていた こ
と、または、被災者の損傷が労働とは
全く無関係の原因を持つことを立証
しなければならない。
一方、ある災害が労働時間外また
は労働の場所以外で発生した場合に
は、上記の推定は働かないため、被災
者側が災害の業務性を立証しなけれ
ばならない。
・疾病のリスト化はしておらず、
「使
用者の事業の性格により、かつそれ
に特有の原因および状態に起因する
傷病」が職業病として補償の対象と
なる（法401条）。
※ なお、⻑時間労働等による脳・心
臓疾患や、過重労働・いじめ・ハラス
メント等を原因とする心理的負担に
よる精神障害への罹患は、職業病で
はなく業務災害（７．
（1））として扱
われる。
○その他リスト化をしている州、混
合システ ムを採用 してい る州も あ
る。

・雇用の過程において、雇用から生
じ た （ arising out of and in the
course of employment ） 人 身 傷 害
（personal injury）に対し補償が行
われる（法301条(1)）。
「雇用の過程に
おいて」とは、人身傷害の原因となる
出来事が「仕事中」に発生したかとい
う要素であり、
「雇用から生じた」と
は、補償対象となるリスクの発現で
あるかという要素である。その他、出
来事と人身傷害との間の因果関係も
求められる。
・被用者の基礎疾患の増悪による人
身傷害の場合、人身傷害発生前の病
状と医学的にみて区別できる形で、
仕事が原因となった、寄与した、ある
いは増悪させた場合にのみ、補償の
対象となる（法301条(1)）。
・精神疾患と加齢に伴う人身傷害に
ついては、雇用が「有意に」寄与し、
増悪させ、あるいは症状を加速させ
たことが補償の要件となる（法301条
(2)）。更に、精神疾患の場合、雇用に
かかる「実際の出来事」から発生した
こと、当該出来事に対する感覚が事
実と現実に即して合理的であること
が必要である（法302条(2)）。

・指定疾病(prescribed diseases)（職
業病）に罹患した場合、一定の要件の
下で当該疾病が労災保険給付の対象
とされる。その際、経験則および医学
の専門的知識を踏まえて特定の業務
についての典型的な危険として認め
られている特定の疾病リストを作成
し、そのリストに記載されている疾
病のみを労災保険給付の対象とする
指定疾病ないし制限列挙方式をとっ
ている。
・被用者(employed earner)が、指定
疾病に罹ったとして労災保険給付を
請求する場合には、①被用者が指定
疾病（職業病）に罹ったこと、②被用
者の業務が指定疾病（職業病）の原因
業務として定められている業務に属

・事故（不慮の出来事）による身体的
負 傷 (personal injury caused by
accident)の場合、労働災害と認定さ
れ る た め に は 、 被 用 者 (employed
earner) に つ い て 、 ① 人 身 傷 害
(personal injury)が生じたこと、②人
身傷害が事故(accident)によって生
じたものであること、③事故が「業務
に 起 因 し て (out of his
employment)」かつ「業務の遂行過程
で (in
the
course
of
his
employment)」生じたものであるこ
とが要件となる（1992年社会保障拠
出・給付法94条1項）。
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（3）通勤災害

≪通勤概念≫
・労働者が就業に関し、次の①〜③
の移動を、合理的な経路および方法
により行うこと（労災保険法7条2項）
① 住居と就業の場所の間の往復（1
号）
② 就業の場所から他の就業の場所
への移動（2号、労災則6条）
③ 上記①に先行し、または後続す
る住居間の移動（3号、労災則7条）
≪逸脱・中断≫
・上記① 〜③の移 動の経 路を逸 脱
し、またはこれを中断した場合には、
当該逸脱・中断の間、およびその後の
移動は、通勤とはならない（労災保険
法7条3項）
。
・但し、逸脱・中断が、以下の行為を
やむを得ない事由により行うための
最小限度のものである場合には、当
該逸脱・中断の間以外は、通勤となる
（労災保険法7条3項但書、労災則8
条）
。
① 日用品の購入その他これに準ず
る行為
② 職業訓練等、職業能力の開発向
上に資するものを受ける行為

※ 労基法施行規則別表第1の2にお
いては、⻑時間労働等による脳・心臓
疾患（8号）や、過重労働・いじめ・
ハラスメント等を原因とする心理的
負担による精神障害への罹患（9号）
も、リストのなかに採り入れられて
おり、それぞれについて認定基準が
⽰されている。

≪通勤概念≫
・保険対象となる活動の場所と直接
つながっている道の往復（社会法典
第Ⅶ編8条2項1号）。
※1 このことから、労働者が通勤す
る場合、往復する道の一方の起点・終
点は常に職場となるが、他方の起点・
終点が自宅である必要は必ずしもな
い。
※2 ある道が、保険対象となる活動
の場所（職場）に”直接”つながってい
る道かどうかは、保険対象者の意図
（行動意図）を基準に判断される（判
例）。
≪逸脱・中断≫
・上記の意味での直接つながってい
る道から逸脱する道の通行は、原則
として保険対象とならないが、以下
の目的での逸脱の場合には、例外的
に保険対象となる（社会法典第Ⅶ編8
条2項）。
−生計を共にする児童を保育園等に
預けるため（2号a)）
−他の就業者と共同での乗り物を利
用して職場との間を往復するため（2
号b)）。

患することについての高度の危険に
晒されている保険対象者が、現にか
かる疾病に罹患し、かつ保険対象活
動以外にその原因が確認できない場
合には、当該疾病は保険対象活動の
結果として罹患したものであること
が推定される（社会法典第Ⅶ編9条3
項）。
・一方、職業疾病規則に掲載されて
いない疾病であっても、保険運営主
体が保険給付の支給・不支給に関し
て決定（後掲8．（3））を行う時点で
の新たな医学上の知見によれば、職
業疾病規則に掲載されるための上記
要件を充 たしてい るもの につい て
は、職業疾病と同様に取り扱われる
（準職業疾病：社会法典第Ⅶ編9条2
項）。
※ なお、⻑時間労働等による脳・心
臓疾患や、過重労働・いじめ・ハラス
メント等を原因とする心理的負担に
よる精神障害への罹患は、2020年3
月の現時点では、職業疾病規則には
掲載されていない。

≪基本的な判断枠組み≫
・通勤災害とは、労働の場所と次の
場所との往復の経路で発生した災害
のことを指す（社会保障法典L.411-2
条）。
① 労働者の主たる住居、安定的な
性質を持つ従たる住居または労働者
が家庭上の事由のために日常的に赴
くその他のあらゆる場所
② レストラン、食堂またはより一
般に、労働者が日常的に食事をとる
場所
・通勤災害への保険給付を受けるた
めには、これに加え、通勤と労働との
関連性が認められることも必要であ
る（判例）。
≪逸脱・中断≫
・労働者が上記の経路を逸脱または
中断した場合には、当該逸脱・中断の
間および当該逸脱・中断後に生じた
災害は労災保険給付の対象にならな
いのが原則であるが、以下の場合に
は、例外的に、逸脱中、逸脱後または
中断後に生じた災害も通勤災害に当
たる（同条）。
−逸脱・中断が日常生活に不可欠な
必要性によって正当化される場合

保障法典L.461-1条5段）。
・上記の推定が働かない場合であっ
ても、次の場合には、個別鑑定の手続
によって保険給付を受けることがで
きる。一つは、(a) 職業病表に掲載さ
れている疾病に罹患したが、当該表
が定める条件の少なくとも一つを充
たさない場面において、当該疾病の
直接的な原因が被災者の日常的な労
働にあることが立証された場合であ
る（同L.461-1条6段）。もう一つは、
(b) 職業病表に掲載されていない疾
病について、当該疾病が被災者の死
亡または25％以上の永続的な労働不
能をもたらすものであり、その本質
的かつ直接的な原因が被災者の日常
的な労働にあることが立証された場
合である（同L.461-1条7段、R.461-8
条）。
※ なお、2020年3月現在、精神疾患
は職業病リストには掲載されていな
い。精神疾患に罹患した被災者・遺族
が現行制度のもとで救済を受けられ
る可能性があるのは、上記の個別鑑
定(b)の手続の対象となる場合か、ま
たは、当該精神疾患を発症させた出
来事が「災害」
（前掲4. (1)）にあたる
と認められる場合である。
・通勤災害に関する特別の規定はな
い。
・通勤時 の人身傷 害は原 則とし て
「雇用の過程において」
「雇用から生
じた」ものではないとして補償の対
象とならないが、例外的に業務災害
として扱われる場合がある。以下の4
要素により、業務災害該当性が判断
される（判例）。
−使用者が被用者の移動にかかる費
用の負担または手段の提供を行った
か。
−人身傷害が就業時間中または就業
時間と就業時間の間に発生したか。
−使用者が、被用者が人身傷害を負
った時点の行動により特段の利益を
得たか。
−被用者の雇用が、過度に被用者を
交通事故に遭うリスクに曝すもので
あったか。

・通勤災害は、労災保険の対象とな
っていない。なお、使用者が交通機関
の運行に 関与して いる場 合等に 限
り、例外的に労働災害と認められる
場合がある（1992年社会保障拠出・
給付法99条）。

していること、③被用者の当該疾病
が、指定疾病（職業病）の原因業務と
して定められている業務に従事した
ことによって生じたものであること
が要件となる（1992年社会保障拠
出・給付法108条（1））。
・精神障害は、指定疾病となってい
ない。もっとも、事故による身体的負
傷により 精神障害 に罹っ た場合 に
は、労災保険の給付対象となりうる
（前掲7．（1））。
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8．保険給付

≪被災者手当金≫
・被災者手当金は、それ以前に労働
賃金等を得ていた保険対象者が保険
事故の結果として就労不能となった
場合に、所得保障を目的として支払
われる（社会法典第Ⅶ編45条1項）。
・金額については、所定の労働賃金
および労働所得の合計額である通常
賃金（Regelentgelt）の80％である
（社会法典第Ⅶ編47条1項）。かかる
通常賃金の額については、上限が設
定されており、最大年間労働所得（前
掲６.(2)）の360分の1を超えてはな
らない。
≪被災者年金≫
・被災者年金は、保険事故の結果と
して、保険対象者の稼得能力が、26
週間を超えて20％以上減退した場合

≪休業補償給付≫
・休業補償給付は、労働者が業務上
の負傷または疾病による療養のため
に労働することができないために賃
金を受けない場合に、休業4日目から
支給される（労災保険法14条1項）。
・金額については、給付基礎日額の
60％相当額である。
≪障害補償給付≫
（2）金銭給付の算定
・業務上の傷病が治癒した際に障害
方法
が残った場合には、障害補償給付が
支給される。
・障害補償給付は、障害等級表（労災
則別表第1）が定める障害の程度に応
じて、第1級〜第7級までは障害補償
年金として、また第8級〜第14級まで
は障害補償一時金として、いずれも
給付基礎日額に一定日数を乗じる形
で算定される（労災保険法15条）。

≪休業補償≫（社会保障法典L.433-1
条以下）
・休業2日目から治癒、症状固定また
は死亡まで支給される。
・金額は、休業28日目までは１日あ
たりの賃金（月払いの場合は前月の
賃金を30.24で除したもの）の60%、
29日目以後は80%である。算定基礎
となる賃金の額については上限が設
定されている。
≪障害補償≫（同L.434-1条、L.4342 条 、 L.434-15 条 、 L.434-16 条 、
R.434-1条以下）
・被災者が永続的な労働不能に陥っ
た場合に支給される。支給方式は、労
働能力喪失率が10%未満の場合は一
時金、10%以上の場合には年金であ
る。
・障害補償年金の額は、(a)被災者の

・保険事故に対する給付の種類は以
下の通りである（社会保障法典
L.431-1条以下）。
≪保険対象者本人に対する給付≫
・現物給付
−療養の給付（償還払い方式ではな
く第三者支払い方式／一部負担金な
し）
−機能回復訓練、職業再教育、再就職
斡旋等
・金銭給付
―休業補償
―障害補償
≪遺族に対する給付≫
―遺族年金
―葬祭料
―遺体搬送費用

・保険事故に対する給付の種類とし
ては以下の通りである（社会法典第
Ⅶ編26条〜71条）。
≪保険対象者本人に対する給付≫
・療養給付（医学的リハビリテーシ
ョンを含む）
・労働生 活への参 加のた めの給 付
（ex.職業訓練）
・社会生 活への参 加のた めの給 付
（ex.移動の際の補助、住宅のバリア
フリー化）
・介護給付（ex.介護要員の調達）
・金銭給付（ex.被災者手当金、被災
者年金）
※ またこのほか、職業疾病規則3条
2項により、業務について危険が継続
しているために当該業務から離職す
る保険対象者に対しては、経済的不
利益をカバーするために、移行給付
金（Übergangsleistung）が支払われ
る。
≪遺族に対する給付≫
−葬祭料
−埋葬地への移送費用
−遺族年金
−遺族援助金

・業務災害に関する給付の種類とし
ては以下の通りである（労災保険法
12条の8）。
≪保険対象者本人に対する給付≫
・療養補償給付（1号）
・休業補償給付（2号）
・障害補償給付（3号）
・傷病補償年金（6号）
・介護補償給付（7号）
※ またこのほか、労働安全衛生法
に基づく直近の健康診断における業
務上の事由による脳・心臓疾患にか
かる検査により、異常の所見がある
と診断された労働者に対しては、二
次健康診断等給付が行われる（労災
保険法26条）。
≪遺族に対する給付≫
・遺族補償給付（4号）
・葬祭料（5号）
※ なお、通勤災害に対しても上記
とほぼ同様の給付が行われる（労災
保険法21条）。

（1）種類

−家族の住居が遠隔地にある保険対 −逸脱・中断と労働の遂行との間に
象者が、職場により近い場所に宿泊 一定の関連性がある場合
場所を有している場合に、当該宿泊
場所と家族の住居との間を往復する
ため（4号）
※ なお、上記以外の通勤途中での
逸脱・中断も、当該逸脱・中断が終了
し本来の通勤ルートに復帰した場合
には、それ以降の道の通行は保険対
象となる。

③ 選挙権の行使その他これに準ず
る行為
④ 病院等において診察または治療
を受けることその他これに準ずる行
為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父
⺟、孫、祖父⺟、兄弟姉妹、配偶者の
父⺟の介護

≪傷害前平均週給―AWW≫
・金銭給付の算定基礎となる傷害前
平均週給（AWW）は、原則として、
傷害前52週のうち最も多く賃金が支
払われた39週の税控除後の賃金総額
を 39 で 除 し た 額 で あ る （ 法 371 条
(2)）。
※ 算定基礎賃金には、割増賃金、賞
与および生活費調整額を含み、付加
給付を含まない（法371条(2)）。
≪賃金喪失補償≫
・賃金喪失補償は、被用者が「労働不
能」であること（disability：被用者
の職業資格および職業訓練に適合す
る仕事による賃金稼得能力（wage
earning capacity：WEC）が制限され
ていること（法301条(4)(a)）および
現実の賃金喪失（wage loss）がある
場合に支 払義務が 発生す る（同 条

・補償の種類としては以下の通りで
ある。
≪保険対象者本人に対する補償≫
・療養補償（法351条）
・賃金喪失補償（法301条）
・永久労働不能補償（法351、361条）
・職業リハビリテーション（法319
条）
≪遺族に対する補償≫
・死亡補償（法321条）

≪障害年金≫
・障害年金は、業務上の負傷または
疾病（指定疾病）の結果として残った
身 体 ・ 精 神 の 機 能 喪 失 (loss of
faculty)について、被災者にどの程度
の障害が生じたかを障害評価表に照
らして判断して支給される年金給付
である。身体・精神の機能喪失によっ
て具体的な稼働収入に影響がない場
合でも、障害年金は、14％以上の障
害が残ればその障害の程度に応じ、
当該負傷もしくは疾病の日から数え
て90日経過後から支払われる（定額
給付）
（1992年社会保障拠出・給付法
附則４）。
≪常時付添手当・特別重度障害手当
≫
・障害年金の受給者には、その障害
の程度に応じて、２つの手当が支給

・労災保険給付としては、障害年金
(disablement pension：1992年社会
保障拠出・給付法103条）と２つの手
当 （ 常 時 付 添 手 当 〔 constant
attendance allowance：1992年社会
保障拠出・給付法104条〕と特別重度
障 害 手 当 〔 exceptionally severe
disablement allowance：1992年社
会保障拠出・給付法105条〕）が存在
するのみとなっている。

労働政策研究報告書No.205

－175－

労働政策研究・研修機構（JILPT）

（4）時効

（3）支給手続

・療養補償給付、休業補償給付、葬祭
料、介護補償給付、および二次健康診
断等給付を受ける権利は2年で、障害
補償給付、遺族補償給付を受ける権
利は5年で、時効によって消滅する
（労災保険法42条）。
・傷病補償年金については、その支
分権が、5年で時効によって消滅する
（会計法30条）。

・保険給付の支給・不支給にかかる
決定手続開始のためには、原則とし
て、所轄の労働基準監督署⻑に対す
る当事者 からの請 求を必 要とす る
（労災保険法12条の8第2項、労災則
12条以下）。

≪傷病補償年金≫
・業務上 の傷病に 罹患し た労働 者
が、療養開始後1年6ヶ月経過した日
以降も治癒せず、かつ当該傷病によ
り障害が残っている場合、傷病補償
年金が支給される（労災保険法12条
の8第3項）
。
・金額については、傷病等級表（労災
則別表第2）が定める障害の程度に応
じて、給付基礎日額に一定日数を乗
じる形で算定される。
※ 給付基礎日額は、原則として、労
基法12条が定める平均賃金相当額を
いう（労災保険法8条）。また、療養
開始後１年６ヶ月を経過した日以降
に支給する休業補償給付および年金
給付については、給付基礎日額につ
いて年齢階層別の最低・最高限度額
が設けられている（労災保険法8条の
2〜8条の4）
。

・災害が発生した場合、被災者は使
用者に対し24時間以内に通知しなけ
ればならない（社会保障法典L.441-1
条、R.441-2条）。使用者は、災害を
認識してから48時間以内に初級被用
者疾病保険金庫に対し届け出る義務
を負う（同L.441-2条、R.441-3条）。

労働能力 喪失の程 度を表 す数値 と
(b)被災前の年間賃金額を掛け合わ
せる形で算定される。
・上記(a)については、初級被用者疾
病保険金庫が障害等級表を参照しつ
つ被災者固有の事情（障害の性質、年
齢や心身の機能、職業上の資格や職
業上の適性等）も考慮に入れて決定
した労働不能率を、所定の方法で修
正した値が用いられる。
・上記(b)については、①実際の賃金
額と②年間最低基準賃金との関係に
応じて、算定の際に用いられる値が
異なる。
―①＜②の場合は②
―①のうち②の２倍以下の部分は全
て考慮。②の２倍〜８倍の部分は３
分の１のみ考慮。②の８倍を超える
部分は一切考慮せず。

・被用者による、使用者に対する人
身傷害発生の「通知」と、補償の「申
請」により手続が開始される（法381
条(1)）。
・申請を受けた使用者（自家保険の
場合）または使用者からの報告を受
けた保険会社は、補償支払を行うか
どうかの判断を行う。補償支払が行
われた場 合、使用 者は州 行政機 関
（WCA）に報告する義務がある（法
801条(1)）。
・使用者または保険会社が支払を拒
否した場合、被用者は審査請求の申
立ができる（手続については法222条
以 下 ）。 審 査 は 、 労 災 補 償 審 査 官
（magistrate）のもとで行われる。再
審査請求も可能である。

(7)(8)）。WECとは、被用者が合理的
に就業可能な仕事において得た、ま
たは得る可能性のある賃金額を指す
（同条(4)(b)）。一般に、傷害後の
WECをPI（post-injury）WECと呼ぶ。
・ 賃 金 喪 失 補 償 の 額 は 、（ AWWPIWEC）×80％である（同条(7)(8)）。
上限は、州内の平均週給の90％とさ
れる（2020年は934ドル）
（法355条）。
原則として、労働不能および賃金喪
失が継続する期間中支払義務が発生
する。
≪永久労働不能補償≫
・人身傷害により、リスト化された
一定の部位の喪失があった場合、現
実の賃金喪失の有無に関わらず、当
該リストに規定の週数分（例えば、腕
の喪失は269週）、AWW×80％の補
償 支 払 義 務 が 発 生 す る （ 法 361 条
(2)）。更に、
「完全永久労働不能」と
してリスト化された一定の部位の喪
失（例えば、両眼の視力の完全永久的
な喪失）があった場合、800週分の補
償支払義務が発生し、800週経過後の
支払義務については事実に基づき個
別に判断される（法351、361条(3)）。
○その他、治癒の時点で労働不能率
を算定し、それに基づき補償を行う
州等がある。

・労災保険給付の請求は、通常労働
年金省（地方事務所）に対して行われ
る。当該給付請求に対して国務大臣
（労働年金大臣）によって委任され
た職員が審査決定を行う。なお、重度
障害手当および障害給付に関わる障
害問題については、医師にアドバイ
スを求め、当該職員が判断すること
になる。当該審査決定に不服がある
場合に、請求者は、第１審判所に対し
て審判を求め、更にその審判結果に
不服がある場合には、上訴審判所に
対して再審判を求めることができる
（1998年社会保障法）。

される。常時付添手当は、障害の程度
が100％で、障害のために常時付添が
必要な者に対して支給される。特別
重度障害手当は、常時付添手当の一
定率の支給を永続的に受けると思わ
れる者に対して支給される（1992年
社会保障拠出・給付法附則4）。

・保険給付にかかる請求権は、それ ・保険給付にかかる請求権は２年で ・
「通知」期間が、
「傷病発生の日また ・事故による身体的負傷の場合、給
が発生した暦年が経過してから4年 時効によって消滅する（社会保障法 は傷病の発生を知り、もしくは知る 付申請期限はないが、給付額は給付
で、時効によって消滅する（社会法典 典L.431-2条）。
ことができた日」から90日間に制限 申請日より3ヶ月分遡るのみとなっ
第Ⅰ編45条1項）。
されており、
「申請」期間は、傷病の ている(1987年社会保障（申請・支給）
・年金の場合には、その支分権が、上
発現から2年間に制限されている（法 規則19条および附則４）
。
記消滅時効の対象となる。
381条(1)）。
・指定疾病（職業病）の場合、一部の
疾病を除いて、給付申請期限はない
が、給付額は給付申請日より３ヶ月
分遡るのみとなっている（1987年社

・保険給付の支給・不支給にかかる
決定手続開始のためには、原則とし
て、当事者からの請求は不要であり、
保険運営主体が職権によってこれを
行う（職権主義：社会法典第Ⅳ編19
条）。
・事業主は、自身の企業の労働者が
死亡し、あるいは傷病により4日以上
就労不能となった場合には、管轄の
保険運営主体（職業協同組合）に届け
出る義務を負う（社会法典第Ⅶ編193
条1項・2項）。

に、これを補償する目的で支払われ
る（社会法典第Ⅶ編56条1項）。
・金額については、年間労働所得×2
／3×稼得能力の喪失率という算定
式によって算定される（社会法典第
Ⅶ編56条3項）
。
・上記の年間労働所得とは、保険事
故発生月前12歴月の間における労働
賃金および労働所得の合計額をいう
（社会法典第Ⅶ編82条1項）。かかる
年間労働所得については、上限額（最
大年間労働所得：前掲６.(2)）および
下限額（2020年1月1日以降は22,932
ユーロ）が設定されている（社会法典
第Ⅶ編85条1項・2項）。
※
上 記 に い う 労 働 所 得
（Arbeiteinkommen）とは、自営的
就業によ って得ら れる利 得を指 す
（社会法典第Ⅳ編15条）
。
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11．他の社会保
険給付との調整

10．⺠事損害賠
償請求との調整

9．保険給付以外
の事業

（2）調整内容

≪原則≫
・事業主および同一事業所において
保険事故を惹起した者（＝同僚）は、
保険対象者、その親族・遺族に対する
関係で、当該保険事故によって生じ
た人的損害の賠償責任を免れる（責
任免除規定：社会法典第Ⅶ編104条1
項、105条1項）。
※ 上記の人的損害には、非財産的
損害（＝慰謝料）も含まれる（判例）。
≪例外≫
・事業主または同僚が、故意により
保険事故を惹起した場合、または通
勤（前掲7．
（3）
：社会法典第Ⅶ編8条
2項1号〜4号）の途上で保険事故を惹
起した場合には、上記の責任免除規
定は適用されない（社会法典第Ⅶ編
104条1項、105条1項）。
※ かかる例外に基づいて、保険対
象者等が損害賠償請求を行う場合、
既に得た労災保険からの保険給付分
については減額の対象となる（社会
法典第Ⅶ編 104条3項、105条1項 3
文）
。
≪疾病保険との関係≫
・労災保険から保険給付が行われる
べき場合には、疾病保険制度からの
保険給付に対する請求権は発生しな
い（社会法典Ⅴ編11条5項）
。
≪年金保険との関係≫
・労災保険に基づく年金と年金保険
制度に基 づく年金 とが重 複する 場
合、双方の合計額が上限額を超える
場合には、その限りで年金保険から

≪健康保険との関係≫
・業務災害および通勤災害として労
災保険による給付の対象となる場合
には、健康保険からの給付は行われ
ない（健康保険法1条、55条1項）。
≪年金保険との関係≫
・障害（補償）給付を受ける権利を有
する者については、厚生年金保険法
に基づく障害手当金は不支給となる
（厚生年金保険法56条）
。

・非併存主義が採用されている。

・各保険運営主体は、労働災害や職
業疾病の防止のために、各事業主や
保険対象者が採るべき措置や行動等
を定めた、災害防止規則を定める（社
会法典第Ⅶ編15条1項）。
・また、各保険運営主体に設置され
る監督員（Aufsichtspersonen）は、
上記の災害防止規則の遵守のための
監督や助言の業務を行っている（社
会法典第Ⅶ編18条1項）。
・更に、各保険運営主体は、労災医学
に特化した労災クリニックを運営し
ている。

・被災労働者やその遺族は、労災保
険から給付を受けるほか、安全配慮
義務違反（労働契約法5条、⺠法415
条）や不法行為（⺠法709条）等を根
拠に、加害者である使用者や第三者
に対して、⺠事訴訟（労災⺠訴）を提
起し、損害賠償を請求することもで
きる。
・使用者が加害者の場合であって、
労災保険から給付が行われた場合に
は、当該使用者はその価額の限度に
おいて、⺠法上の損害賠償責任を免
れる（労基法84条2項の類推適用、労
災保険法64条1項）。
・第三者が加害者の場合であって、
労災保険から給付が行われた場合に
は、政府はその価額の限度で、被災労
働者や遺族が第三者に対して有する
損害賠償請求権を取得する（労災保
険法12条の4第1項）
。

（1）併存主義か非併 ・併存主義が採用されている。
存主義か

・政府は、社会復帰促進等事業とし
て、次の事業を行うことができる（労
災保険法29条1項）。
① 療養やリハビリテーションに関
する施設の設置やその運営、被災労
働者の円滑な社会復帰を促進するた
めの事業（1号）
② 被災労働者の療養生活や介護の
援護、遺族の修学援護等の事業（2号：
特別支給金含む）
③ 業務災害防止に関する活動に対
する援助、労働者の安全・衛生の確保
や賃金の支払いの確保を図るための
事業（3号）

≪疾病保険との関係≫
・災害から生じたものとは異なる疾
病や妊娠は疾病保険給付の対象とな
るが、労災保険給付としての休業補
償と疾病 保険給付 として の病気 休
暇・産前産後休暇中の休業補償は併
給不可（社会保障法典L.371-3条）。
≪年金保険との関係≫
・障害年金との併給は認められない
のが原則であるが、労災保険給付と
しての障害補償年金の受給者の障害

≪原則≫
・労災保険給付の対象となる保険事
故については、被災者または遺族か
ら加害者への⺠事損害賠償請求は許
されない（社会保障法典L.451-1条）。
≪例外≫
・使用者またはその雇用する労働者
の故意に よって災 害が生 じた場 合
（同L.452-5条）
・使用者または使用者に代わって指
揮命令を行う者の許し難い過失（faute
inexcusable）によって災害が生じた
場合
・第三者（使用者またはその雇用す
る労働者以外の者）が加害者の場合
（同L.454-1条）
・通勤災害の場合（同L.455-1条）

≪失業保険との関係≫
・労災補償の申請者が失業保険給付
を受けた場合、その分だけ補償額が
減額される（法358条）。
≪メディケイドとの関係≫
・既にメディケイドによる給付を受
けていた申請者が労災補償の対象と
なった場合、メディケイドの保険者
である州は、費用の償還を受けるこ
とができる（州社会福祉法に規定）。
≪連邦公的年金保険との関係≫

≪原則≫
・法に定める補償を受ける権利を有
することは、被用者の使用者に対す
る、人身傷害または職業病に関する
排他的な救済である（法131条(1)）。
同僚が原因の場合も、排他的救済の
対象となる（法827条(1)）。
≪例外≫
・使用者の意図的な不法行為があっ
た場合（使用者が、人身傷害が確実に
発生するという実際の知識を有して
いて、かつ、故意にその知識を無視し
た場合）、使用者に対する⺠事損害賠
償請求が認められる（法131条(1)）。
※ 使用者または保険会社から補償
が行われていた場合の調整について
は、明文規定が見当たらず、不明。
・第三者が加害者の場合であって、
使用者または保険会社が補償を行っ
た場合、当該使用者または保険会社
は、当該第三者による賠償額から、補
償を行った限度で、償還を受けるこ
とができる（法827条(5)）。

・非併存主義が採用されている（社 ・非併存主義が採用されている。
会保障法典L.452-1条）。

≪拠出給付との関係≫
・労災保険給付と他の拠出給付
(contributory benefits) と は 併 給 さ
れる。
≪所得関連給付との関係≫
・労災保険給付と他の所得関連給付
(income-related benefits)について
は支給調整される。

・労働災害を被った被用者およびそ
の遺族は、不法行為としてのネグリ
ジェンスを根拠として、使用者等に
対して損害賠償を請求することがで
きる。この場合、損害賠償と労災保険
給付との調整については、1997年社
会保障（給付調整）法(Social Security
(Recovery of Benefits) Act 1997)に
基づき行われる。

・並存主義が採用されている。

・全国被用者疾病保険金庫・地域圏 ・ 州 の 機 関 で あ る 労 災 補 償 機 関 なし。
被用者疾病保険金庫は、労働災害・職 （WCA）は、職業リハビリテーショ
業病の予防事業として、例えば以下 ンに関する助言等を行っている。
のような事業を行っている。
―労働災害・職業病に関する調査・情
報提供
―使用者による予防措置の促進・監
督
―補助金の支給

会保障（申請・支給）規則19条およ
び附則4）。
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12．働き方の多
様化と労災補償
保険制度

≪通勤災害≫
・XがA社での勤務を終えた後にB社
へ移動する道の途上で災害に遭った
場合、Xの行動意図（前掲7．
（3））は
B社での就労（保険対象活動）に向い
ていることから、上記の道は保険対
象活動の場所であるB社へ直接つな
がる道と判断され、上記災害はB社に
かかる通 勤災害と 評価さ れる（ 判
例）
。従って、この場合の保険給付は、
B社を管轄する保険運営主体（職業協
同組合）によってなされることとな
る。
≪金銭給付の算定≫
・被災者手当金および被災者年金の
算定の基礎となる労働賃金（前掲8．
（2））の算定に際してはA社からの
賃金だけでなくB社からの賃金も合
算される。また、同じく算定基礎であ
る労働所得は、自営的就労によって
得られる利得を指すことから（前掲
8．
（2）
）
、Xが副業として自営業を行
っていた場合、かかる自営業から得
られた収入も合算の対象となる。
※1 但し、被災者手当金に関して
は、Xが保険事故の結果としてA社だ
けでなくB社においても就労不能と
なっていることが、合算の要件とな
る。
※2 例えば、A社での労働災害によ
りXがA社・B社双方で就労不能とな
った場合であって、A社をB社を管轄
する保険運営主体（職業協同組合）が
それぞれ異なる場合には、A社を管轄
する職業協同組合がXに対して被災
者手当金等の給付を行い、その算定
の際には上記の通りB社からの賃金
が合算されるが、この場合、A社管轄
の職業協同組合とB社管轄の職業協
同組合間 での負担 調整は 行われ な
い。
・テレワーカーも、当該テレワーク
が雇用関 係の枠内 で行わ れる限 り
は、労働者（就労者：社会法典第Ⅶ編
2条1項1号）として、労災保険の強制
的保険対象者となる。
・また、テレワークは私的空間にお
いて行われるものではあるが、生じ

≪通勤災害≫
・XがA社での勤務を終えた後にB社
へ移動する道の途上で災害に遭った
場合、労災保険法7条2項2号が定める
通勤災害（前掲7．（3））となり、こ
の場合の保険関係の処理は、
「終点の
事業場」たるB社の保険関係によって
行われる（行政解釈）。
≪金銭給付の算定≫
〔2020年労災保険法改正前〕
・金銭給付の算定基礎となる給付基
礎日額は、災害が発生した事業場か
ら支払われる賃金のみをもとに算定
される（行政解釈）
。従って、例えば
Xについて、B社において、あるいは
A社からB社への移動中に保険事故
が発生した場合における休業給付等
の保険給付の算定に当たっては、B社
からの賃金のみをもとに給付基礎日
額が算定され、A社からの賃金は合算
されない。
〔2020年労災保険法改正後〕
・新8条3項によって、上記のケース
では、A社とB社ごとに算定した給付
基礎日額に相当する額を合算した額
を基礎として、厚生労働省令で定め
るところによって政府が算定する額
が、X（複数事業労働者）の保険給付
にかかる給付基礎日額となる。
※ なお、2020年労災保険法改正に
より、複数業務要因災害（複数事業労
働者の二以上の事業の業務を要因と
する負傷、疾病、障害又は死亡）が、
新たに保険給付の対象となっている
（新7条1項2号、新20条の2〜新20条
の9）。

・厚生労働省の「情報通信技術を利
用した事業場外勤務の適切な導入及
び実施のためのガイドライン」によ
（2）雇用型テレワー
れば、
「テレワークを行う労働者につ
カー
いては、事業場における勤務と同様、
労働基準法に基づき、使用者が労働
災害に対する補償責任を負うことか

例：労働者Xが本業と
してA社で就労
しているほか、副
業としてB社で
も 就 労 し てい る
場合

（1）マルチジョブホ
ルダー（兼業・
副業）

の給付が停止する（社会法典第Ⅵ編
93条）。
※ 上記の上限額は、年間労働所得
／12×年金係数×70％という算定
式により算定される。

・労災保険から障害補償年金、傷病
補償年金、遺族補償年金による給付
を受ける権利を有する者が、同一の
事由により厚生年金保険等から年金
が支給されるときは、後者はそのま
ま支給され、前者が減額調整される。

・2017年のオルドナンスおよびこれ
を追認する2018年の法律によって、
雇用型テレワーカーに対する保護の
強化の一環として、労働災害の認定
に関する特別な規定が労働法典に設
けられた。これによれば、テレワーク
労働者が業務上の行為の遂行中にテ

≪通勤災害≫
・XがA社での勤務を終えた後にB社
へ移動す る道の途 上で生 じた災 害
は、通勤災害として保護される（判
例）
≪金銭給付の算定≫
・休業補償、障害補償年金および遺
族補償年金の算定の基礎となる賃金
（前掲8. (2））の算定に際してはA社
からの賃金だけでなくB社からの賃
金も合算される（社会保障法典
R.434-29条・判例）。

の状態が悪化し、これが労災保険給
付の対象 とはなら ない場 合であ っ
て、労働能力喪失率が合わせて3分の
2以上となる場合には、併給可（同
L.371-4条、R.371-1条：但し、総額
には上限がある）。

・テレワーカーも、被用者（前掲４．
（2））に該当すれば、労災補償の強
制的保険対象者となる。
・テレワークにおける人身傷害が補
償対象になるかどうかについても、
通常の判断基準（前掲７．
（1））が用
いられる。

≪通勤災害≫
・７．
（3）で上述の通り、通勤災害は
原則として補償の対象とならない。
≪金銭給付の算定≫
・賃金喪失補償等の算定の基礎とな
るAWW（前掲８．
（2））については、
A社からの賃金だけでなくB社から
の賃金も合算される（法372条）。
・A社での雇用が人身傷害または死
亡の原因となった場合、
（a）Xに対し
A社で支払われた賃金がXのAWWの
80％を超える場合、A社またはその
保険会社が全ての補償責任を負い、
（b）80％以下の場合、AWWに占め
るA社で支払われた賃金額の割合に
応じて補償責任を負う。
（b）の場合、
A社またはその保険会社がいったん
補償の全額を支払う義務が発生し、
その後、補償責任を超えて支払った
額 に つ い て 、「 二 次 的 傷 害 基 金 」
（second injury fund）からの払い戻
しを受ける（以上につき法372条）。
なお、二次的負傷基金の財源は、自家
保険適用使用者と保険会社の拠出金
である（法551条）。
○その他、A社とB社が「関連する」
あるいは「類似する」使用者である場
合にのみ、賃金額の合算を行う州が
ある。

・公的障害年金と労災補償は調整さ
れない（法354条(11)）。
・申請者が公的老齢年金の受給権者
の場合、年金給付額の50％が補償額
から減額される（法354条(9)）。
※ ⺠間保険会社の提供する医療保
険給付との調整は不明。

・テレワーカーも、当該テレワーク
が雇用関 係の枠内 で行わ れる限 り
は、被用者として、労災保険給付の対
象となる。
・テレワーク中に生じた事故による
身体的負傷が労働災害（前掲7．
（1））

・労災保険給付（障害年金）は、具体
的な稼働収入への影響の有無を問わ
ず、身体・精神の機能喪失に対して支
給される定額（均一）給付であるた
め、兼業であるか否かによる影響は
受けない。
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・2020年3月時点では、クラウドワー
クやプラットフォームワークで就労
する独立自営業者の労災保険による
保護について、特別の立法は存在し
ない。
・もっとも、現行法を前提としても、
法形式的には自営業者とされている
者であっても、就労の実態をみて、前
掲4．
（2）でみた就労者性のメルクマ
ールを満たす場合には、社会法典第
Ⅶ編2条1項1号により、労災保険の強
制的保険対象者となる。
・また、少なくとも自営業者は、保険
運営主体に申請を行うことで、任意
で労災保険に加入することが可能で
ある（前掲4．（3））。

た出来事が労働災害（前掲7．（1））
として評価できる限りは、労災保険
により保護される。
・但し、飲食や用便等といった私的
な活動のためにテレワークを中断し
た最中に生じた災害については、保
険対象活動との内的関連性（前掲7．
（1））を欠くことになるため、労働
災害とは認められない（判例）
。
・労災保険制度の強制的保険対象者
の範囲は、明文の規定によって、一部
の類型の独立自営業者に拡張されて
いる（前掲4. (1))。
・また、強制的保険対象には含まれ
ない場合であっても、独立自営業者
は一般に、保険運営主体に申請する
ことによって、労災保険制度に任意
加入することができる（前掲4. (4)）。
・更に、プラットフォーム型就労者
に関しては、2016年の法改正によ
り、本人が労災保険制度に任意加入
した場合にプラットフォーマーに対
し保険料の支払いを義務づける規定
が設けられた（労働法典L.7342-2条。
前掲6. (1)）。

レワークが行われている場所で発生
した災害 は労働災 害と推 定され る
（同項。労働災害の推定に関する一
般的なルールについては、前掲7. (1)
参照）。

・2020年3月時点では、クラウドワー
クやプラットフォームワークで就労
する独立自営業者の労災補償による
保護について、特別の立法は存在し
ない。
・現行法の基準（前掲４．
（2））を前
提とすると、クラウドワーカーは被
用者性を否定されるのが一般的であ
ると思われる。
○カリフォルニア州では、多くのク
ラウドワーカーを被用者に含めるた
めの法改正を行ったが、全米的な傾
向にはなっていない。

・2020年3月時点では、クラウドワー
クやプラットフォームワークで就労
する独立自営業者の労災保険による
保護について、特別の立法は存在し
ない。
・現行法を前提として、法形式的に
は自営業者とされている者であって
も、就労の実態をみて、被用者性（前
掲４．
（2））が認められる場合には、
被用者として、労災保険の対象者と
なる。

として評価できる限り、労災保険給
付の対象となる。

執筆担当： 日本法・ドイツ法＝山本陽大（労働政策研究・研修機構副主任研究員）
フランス法＝河野奈月（明治学院大学准教授）
アメリカ法＝地神亮佑（大阪大学准教授）
イギリス法＝上田達子（同志社大学教授）

備考①：ドイツにおける労災保険制度は、就労者およびそれと同程度の要保護性がある者を保険対象とする真正労災保険と、就労関係にない者（学生、災害時の救助者、献血者等）を保険対象とする不真正労災保険とに分かれるが、
上記の表で対象としているのは前者の真正労災保険である。
備考②：アメリカにおける労災補償制度は主として各州法により運営されているため、本整理表では、アメリカにおける一般的傾向から大きく逸脱する点の少ないミシガン州の制度を採用している。
但し、ミシガン州の制度と異なる、全米的に一般的な傾向がある項目については、特に「○」の後に記載している。

・2020年3月時点では、クラウドワー
クやプラットフォームワークで就労
する独立自営業者の労災保険による
保護について、特別の立法は存在し
ない。
・もっとも、現行法を前提としても、
法形式的には自営業者とされている
（3）独立自営業者
者であっても、就労の実態をみて、前
（ ex. ク ラ ウド
掲4．
（2）でみた労働者性のメルクマ
ワーカー）
ールを満たす場合には、労働者（労基
法9条）として、労災保険の強制的保
険対象者となる。
・また、業種によっては、労災保険へ
の特別加入（前掲4．（3）
）が可能で
ありうる。

ら、労働契約に基づいて事業主の支
配下にあることによって生じたテレ
ワークにおける災害は、業務上の災
害として 労災保険 給付の 対象と な
る。ただし、私的行為等業務以外が原
因であるものについては、業務上の
災害とは認められない」とされてい
る。
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