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政府は，２０１９年３月，職場でのパワーハラスメント防止に

１．事案の概要

取り組むことを企業に義務付ける労働施策総合推進法
の改正案を閣議決定しました。今通常国会に提出し，成

写真家の男性が、自身のウェブサイト
立すれば，大企業については２０２０年４月から，中小企
に、自身の氏名や著作権を示す「ⓒ」マ
業については２０２２年４月から防止措置を講ずることが義
ークを付した上で、自らが撮影した写真
務化される見通しです。セクシュアルハラスメントについ
の画像を掲載したところ、この画像がツイ
ては男女雇用機会均等法，マタニティハラスメントに関
ッターに無断転載され、さらにリツイート
しては育児・介護休業法で，それぞれ防止措置を講ずる
（ＲＴ）されました。
ことが義務化されていましたが，パワーハラスメントに関し
男性は、無断転載者、ＲＴ者が男性の
ては，企業の自主的な取り組みに委ねられており，法律
著作権・著作者人格権を侵害するとし
の定義もありませんでした。改正法案では，パワーハラス
て、これらの者の発信者情報の開示を求
メントを「職場における優越的な関係を背景とした言動に

め、ツイッター社を訴えました。
ツイッターのシステム上、タイムライン
ために雇用管理上必要な措置を講じることが定められる
に画像を投稿すると、投稿者の意図とは
見込みです。企業がパワーハラスメント防止のために講
無関係に、画像の上下が自動的にトリミ
じるべき具体的な措置内容については厚生労働省の指
ングされ、この事案では男性の氏名等が
針で定められる予定であり，①加害者の懲戒規程を作
カットされました。
起因する問題」と定義した上で，これに適切に対応する

り，周知する， ②相談窓口を作る，③パワハラが起きた
らすぐに調査し，被害者を保護し，加害者を懲戒する，
２．争点
④社員研修などで再発防止を図る，⑤被害者・加害者

このような投稿者の意図によらないトリミ
のプライバシーを守る，⑥相談したことを理由に解雇しな
ングが著作者人格権（同一性保持権・氏
いと社員に明示する等の措置が定められると予想されま
す。 名表示権）を侵害するか否かが争われま

３．裁判所の判断
知財高裁は、トリミングについて著作者
人格権の侵害を認め、ＲＴした者につい
ても発信者情報の開示を命じました。
最高裁も、ツイッターのシステムによる
ものであっても、ＲＴ者はかかるシステム
を利用してＲＴを行っており、画像の著作
者名がカットされた状態で表示されたの
はＲＴ者の行為の結果であるとして、知
財高裁の判断を維持しました。
４．まとめ
今回の判断により、ツイッターで画像付
き投稿をＲＴする場合は、その画像の著
作権の有無等に注意する必要がありま
す。
画像付き投稿のＲＴにより著作権侵害
を指摘された場合には、速やかに削除す
るようにしましょう。
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テレワーク時の労働時間管理

弁護士

伊山 正和

この間の社会情勢の劇的な変化によ
り、急に普及しはじめたテレワークですが、
その間の労働時間管理について、お悩み
の方は多いことと思います。
よくおうかがいする方法は、始業時刻と
終業時刻について、それぞれ報告を受け
るという仕組みです。
職場で仕事をする場合と同じように考え
れば、始業時刻と終業時刻とをそれぞれ
報告してもらうという方法は、タイムカード
を押すのと何も変わらないように思いま
す。
しかし、テレワークはいわば、自宅が仕
事場になる方法なので、どこまでが生活
でどこからが仕事かの区別がつきにくく、
人によっては作業能率自体が下がることも
あり得ます。
職場で仕事をする場合には、始業と終
業の間は、仕事に専念しているといえるで
しょうが、テレワークの場合は必ずしもそう
とは限らないといえます。
そこで、定期的に会議を開いたり、定時
報告をさせたり、あるいは日報の提出を求
める等の方法も提案されることがあります
が、テレワークだからといって、これまでな

始業と終業の間に仕事に専念していようと
いまいと、会社としては結果さえ出してくれれ
ばよいという割り切りこそが重要です。
法律上、事業場外みなし労働時間制度と
いう仕組みがあり、
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む
自宅で行われること
②当該情報通信機器が、使用者の指示に
より常時通信可能な状態におくこととされ
ていないこと
③当該業務が、随時使用者の具体的な指
示に基づいて行われていないこと
という要件を満たせば、始業・終業の申告が
なくとも、所定労働時間を働いたとみなすこと
ができます。
これとあわせて、テレワーク中の時間外労
働や休日時の作業を禁止することで、残業の
抑制をはかることが可能となります。
テレワークは、上手な労務管理の仕組みと
組み合わせれば、企業にとっても有効な方法
となる可能性を持っています。
まずは労働時間管理の方法から、是非とも
見直してみて下さい。

かった仕事を増やすことは得策とはいえま
せん。
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遺言書を法務局に預けられる制度がスタートしました。
弁護士

１．自筆証書遺言書保管制度

野﨑 隆史

2020 年 7 月 10 日から、自筆証書遺言書を
法務局に預けられる制度がスタートしました。
遺言には大きく２種類あります。自筆で全
文を記載する自筆証書遺言書と、公証人に
文面を作成してもらう公正証書遺言書です。
皆様がイメージされる手書きの遺言書は、自
筆証書遺言書です。
２．自筆証書遺言書の保管場所
公正証書遺言書は、遺言を残した人が概
ね 120 歳になるまで公証人役場で保管されま
すので、紛失や廃棄、改竄等のリスクはほと
んどありませんでした。これに対し、自筆証書
遺言書の保管方法に定めはなく、上記リスク
が指摘されていました。そこで、上記リスクに
対応するため、公的機関である法務局で遺
言書を保管する制度がスタートしました。
３．検認が不要

検認の手続では、家庭裁判所から他の
相続人に対し、家庭裁判所への呼出状が
発せられますので、それをきっかけに「争
族」が生じたりすることがあります。しかし、法
務局に遺言書を保管しておけば、この手続
を省略できます。
私達は検認の場面に何度も立ち会ってい
ますが、それまで疎遠だった親族が、久しぶ
りに再会するにもかかわらず、公的機関から
の呼出状がきっかけになって家庭裁判所と
いう非日常的な場所に集合することになり、
しかも、内心には、遺産がいくらあるのだろう
か、申立人は独り占めするつもりではないだ
ろうか等といった疑心暗が生じたりしますの
で、なかなかに緊張感がある手続です。
新しい制度では、これを回避することで相
続手続の円滑化が期待されています。
４．弁護士にご相談を

「争族」問題に直面する私達が弁護士目
線でこの制度を見た場合、この制度の大きな
メリットは、検認が不要になるという点だと思
われます。
検認というのは、自筆証書遺言書がある場
合、その遺言書を持っている相続人等が、遺
言書を開封する前に家庭裁判所に遺言書が
あることを申し立て、家庭裁判所でその遺言
書を開封するという手続です。この手続を怠
った場合、5 万円以下の過料に処せられる可
能性があります。

自筆証書遺言書は、これまでよりも要件
が緩和されたとはいえ、本文を自筆で記載
しなければならないことには変わりませんし、
そもそも内容が違法であれば意味がありま
せんので、弁護士にご相談いただきたいと
思います。
遺言書は早めに正しく作成し、「争族」を
回避しましょう！
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明確区分性を欠いた賃金規定の落とし穴
弁護士

今年 3 月、未払割増賃金（いわゆる残業代）に
関する重要判例が出ました。

船岡 亮太

１．事案の概要
大手タクシー会社 Y に勤めていた X らが、未払
割増賃金等を請求した事件です。

４．最高裁の判断
労基法 37 条の割増賃金が支払われたか
を判断するためには、「通常の労働時間の賃

２．Y の賃金規則

金」と「割増賃金に当たる部分」が判別可能で

Y の賃金規則では、基本給等（固定給）のほか、
(a)深夜手当、(b)残業手当、(c)公出手当（※公出と
は、所定乗務日数を超える出勤のこと） 、(d)歩合給

が定められており、それぞれ次のとおり算定されて
いました。
(a)～(c)の各手当＝「固定給の時間単価」×割増率×
時間外労働等の各時間数＋「対象額Ａ÷総労働時間」
×割増率×時間外労働等の各時間数
(d) 歩合給(1)＝対象額Ａ－（ (a)+(b)+(c)＋交通費）

なお、「対象額Ａ」とは、売上（揚高）から一定の

なければなりません（高知県観光事件）。
上記問題点を踏まえると、(a)～(c)は、本来
「歩合給(1)」として支払われるべき部分も相当
程度含んでいることになります。「歩合給(1)」
は、「通常の労働時間の賃金」なので、「割増
賃金に当たる部分」との判別ができず、労基
法 37 条の割増賃金が支払われたとは言えな
い、と判断されました。
５．まとめ

経費分を控除した額に、一定割合を乗じて算出さ

「通常の労働時間の賃金」と「割増賃金に

れる額です。タクシーの売上が多いほど「対象額

当たる部分」が判別可能かどうかは、いわゆる

A」の金額も大きくなります。

固定残業代を採用する場合にも生じます。詳
しくは News Letter Vol.4 「固定残業代が残

３．Y の賃金規則の問題点

業代と認められない？！」（弁護士伊山正和）

(a)～(c)は、時間外労働等の各時間数に応じて
支払われますが、他方、歩合給(1)の算定にあたり、
対象額 A から控除される数額としても用いられてい
ます。時間外労働等がなければ (a)～(c)が 0 円に
なり、対象額 A から交通費のみを控除した全額が
歩合給(1)となるのに対し、時間外労働等があれば

をご覧ください。
未払割増賃金の問題は、タクシー会社の
みならず、時間外労働等のある全ての企業に
とって非常に重要な問題です。
賃金規程に不安のある方は、いつでも私達
にご相談ください。

(a)～(c)の合計額が対象額Ａから控除され、歩合給
(1)が減ります。

法律相談のご予約はこちら！
新規予約専用ダイヤル

075-256-2560

受付時間：平日 9:00～18:00

京都総合法律事務所

〒604-0924

京都市中京区河原町

二条南西角 河原町二条ビル 5 階

