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髙井・岡芹法律事務所　　　　　
会長弁護士　髙　井　伸　夫

　近時、Facebook や Twitter、Instagram といった SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）は、単なる連絡ツールや自己表現ツールにとどまらず、

経済分野においても、企業と消費者、消費者と消費者をダイレクトにつなぐ

ことで、未だ類をみないほどの巨大な影響力をもつようになりました。

　次々と生み出される SNS は種類も多様で、その進化はとどまるところを

知りませんが、発信した情報が瞬時に世界中の人に伝わるという伝播力の速

さや強大さゆえ、利用においては十分な留意を必要とし、万が一これを誤れ

ば甚大な被害が生じかねない点は、いずれも共通しています。

　本書では、こうした事態を防ぎ、またトラブルが生じた場合には被害を最

小限に抑止するために、SNS に関連する基礎的な知識や権利義務を説明し

たうえで、企業において生じうるSNSトラブルのパターンを細かく分類し、

現時点で考えられる最善の防止策や対応策を紹介しています。

　企業における SNS トラブルは本書執筆時点においては裁判例が少なく、

まだ判例法理が確立されていない分野ではありますが、最新のツールであっ

ても、そこに存在するのは、結局は人間同士のかかわり合いであり、他者に

対する敬意と細心の注意を要する点では、これまでの労働問題と変わりはな

いといってよいでしょう。人事・労務分野を専門とする当事務所として、長

く蓄積してきた知識や経験を本書に活かすことができたと思います。

　最後に、本書の刊行にあたってご尽力いただきました株式会社民事法研究

会の代表取締役田口信義様と取締役編集部長田中敦司様に厚く御礼申し上げ

ます。また、執筆にあたっては、当事務所の若手弁護士らが大いに活躍をし

ましたが、彼らがこれからますます多様化・細分化が進むであろう人事・労

務分野において熱心に勉強を続け、本書のような成果を今後も収めていくこ

とができるよう切に願っています。

　平成３０年 ２ 月
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第 ３ 章 　SNS をめぐるトラブルの予防策 

１ 　規程類の整備

⑴　就業規則

ア　総　論

　就業規則は、使用者と労働者との雇用契約の内容である労働条件を定める

文書であり、就業規則に定められた内容は、個別の労働契約で就業規則を上

回る労働条件を定めた場合や、労働協約で就業規則と異なる労働条件を定め

た場合を除き、就業規則が適用されるすべての労働者の労働条件となる。

　労働者が SNS 上で問題行動を行った場合、企業としては、当該労働者に

対するさまざまな人事措置を検討することになる。軽い問題行為であれば、

人事評価等においてマイナスに考課するなどの軽い措置にどどめることも

考えられるが、重大な問題行為であれば、社内規律を維持するため、当該問

題行為に対する懲戒処分を行うことも考えられ、さらに、極めて重大な問題

行為であれば、解雇を検討しなければならない可能性もある。

　しかし、一方的に従業員に不利益を与える人事措置を行うには、就業規則

上の根拠が必要になる場合が少なくない。たとえば、懲戒処分を行うために

は、あらかじめ就業規則に懲戒の事由および種類を定めておく必要があ

る 1。

　そのため、就業規則では万一従業員が SNS 上で問題行為を行った際に、

上記のような人事措置をとることをできるようにあらかじめ規定しておく

必要がある。

イ　具体的な規定方法

　SNS の特徴である、流行やサービスの移り変わりの早さを考えると、い

ざ従業員が問題を起こしたときに修正が追いついておらず対応できないと

1　最二小判平成１５年１０月１０日〔フジ興産事件〕労働判例８６１号 ５ 頁。
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いうことになりかねないので、就業規則で SNS の細かな点に踏み込んだ規

定を設けるのは避け、一般的な規定にとどめることが適切と考えられる。

　就業規則を変更する際には、少なくとも労働者の過半数を代表する労働組

合または労働者代表の意見を聴く必要がある（労働基準法９０条 １ 項）。また、

就業規則を労働者に不利益に変更する際には、全労働者から個別に合意を得

る（労働契約法 ９条）か、もしくは、「就業規則の変更が、労働者の受ける不

利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、

労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合

理的なものである」（同法１０条）必要がある。

　就業規則の不利益変更を行うためには、これらの法令の要件を満たすため

に規則変更の大義名分を策定して、わかりやすい説明資料等を作成して説明

会を開催し、質問を受け付けるなどといった丁寧な手続を経る必要があり、

相応に手間と費用が掛かるうえ、不利益変更の適法性が常に認められるとも

限らない。

　また、就業規則は、懲戒処分等の人事措置の直接の根拠となるため、法的

に厳密な表現で作成しなければならず、専門知識のない一般の従業員にはわ

かりにくいと考えられる。その点からも、就業規則では、一般的な表現にと

どめ、次に述べるガイドラインにおいて、具体的な記載をすることが適切で

ある。

　なお、注意すべきは、就業規則に、「第○条（SNS）　社員の SNS の利用

については、別に定める『SNS に関するガイドライン』を遵守するものと

する」、「第○条（懲戒）　SNS に関するガイドラインに違反したとき……」

などと規定すると、ガイドラインが就業規則の一部であると解釈されかねな

い点である。このように規定すると、ガイドラインについても上記の労働基

準法や労働契約法が適用されてしまい、機動的な改正が困難になるため、こ

のような規定は避けるべきである。上記のように、就業規則内に直接ガイド

ラインの遵守に関する条項を設けなくとも、万一の懲戒処分等の際には、次

のウで示すような一般的な条項で対応できると考えられる。
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ウ　記載例および各条項の説明

第○条（機密保持）

　社員は、業務により得られた会社、取引先、顧客、同僚等の情報を厳

重に管理し、私的に情報を使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。

　従業員に対し、業務により得られた情報の適正な管理を義務付けるととも

に、私的な情報利用や漏えい等を禁止する条項である。

　第 ２章Ⅰ １、 ２のような、情報漏えいに関するトラブルの場合は、この条

項に対する違反を根拠として、懲戒処分等を行うことができる。

第○条（服務規律）

１　社員は、正当な理由なく、遅刻、早退又は欠勤をしてはならない。

２　社員は、勤務中業務に専念しなければならない。

３　社員は、就業規則その他会社の諸規程及び上長の指示及び命令を遵

守し、誠実に業務に従事しなければならない。

４　社員は、勤務に関する手続その他の届出を怠り、又は虚偽の届出を

してはならない。

５　社員は、互いに協力して業務に取り組み、職場の風紀や秩序を乱す

ような行為を行ってはならない。

６　社員は、たとえ私的な行為であっても、会社の名誉を害し、信用を

傷付けるようなことを行ってはならない。

７　社員は、会社の備品及び消耗品等を丁寧に取り扱い、会社の許諾な

く、会社の備品及び消耗品を使用してはならない。

８　社員は、職務に関し不当に金品等を授受してはならない。

９　社員は、会社の承認を得ずに、在職のまま他に就職し、又は自ら事

業を営んではならない。

１０　社員は、性的な行動又は言動により、他の労働者に不利益や不快感
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第 ４ 章 　SNS 上の情報発信トラブルに対する企業の事後対応  

１ 　総　論

⑴　従業員による SNS上の情報発信トラブルに対する企業の迅
速な対応の重要性

　前章では、SNS 上でトラブルとなるような情報を従業員によって発信さ

れないよう、企業が行うべき事前の予防策について説明を行ってきた。従業

員の SNS 上の情報発信トラブルを防止すべく、企業が従業員に対して、十

分に指導、注意喚起をする等の事前予防策を講じることは言うまでもなく必

要であるが、一方で、事前予防策を講じていても、従業員による SNS 上の

情報発信トラブルを確実にゼロにすることは実際には難しい。

　また、従業員が SNS 上で不用意な情報発信を行えば、その情報がインター

ネット上で拡散し、その結果、不特定多数の人達から当該企業のウェブサイ

ト上などに抗議や批判等が殺到することもある（いわゆる「炎上」）。そして、

いったん炎上が起きれば、その発信された情報の内容の真否にかかわらず、

炎上後の企業の対応次第で、社会における当該企業の信頼が低下したり、場

合によっては、企業利益の損失が発生する等、企業活動への悪影響は計り知

れないものとなる可能性もある。そのうえ、いったんインターネット上で当

該情報が拡散すれば、その拡散した情報すべてを削除することは非常に困難

であり、一度信頼を失った企業は、その信頼を回復することに長い時間とコ

ストを掛けざるを得ない。

　そのため、企業としては、十分に事前予防策を講じていても、SNS 上の

情報発信トラブルは起こりうるものであるという認識をもち、従業員による

SNS 上の情報発信トラブルが発生した場合に備えて体制を整えておき、当

該事態が発生した際には、できる限り、その被害を最小限にすべく、迅速か

つ適切な対応をすることが極めて重要となる。
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１　総　論

⑵　SNS上の情報発信トラブルが発生したときの対応（概要）

　従業員による SNS 上の情報発信トラブルが判明した場合、企業としては、

被害を最小限にするとともに、今後少なくとも同様のトラブルを生じさせな

いようにするための対応を講じる必要がある。

　具体的には、企業は、大きく分けて以下の四つの対応について検討を行う

ことが必要となる。

対応事項 具体例

① 　発信情報の削除対応 ・従業員本人（発信者）への削除要請
・発信者以外の削除権限者への削除要請
・削除請求（仮処分・訴訟）

②　対外的対応 ・プレスリリース（企業の見解発表、謝罪等）

③　情報発信した従業員へ
の対応

・注意・指導または懲戒処分
・（民事）損害賠償請求
・（刑事）告訴

④　再発防止策の策定 ・社員教育の再徹底等

　①　発信情報の削除対応

　　　SNS トラブルが発生した場合に最も重要なことは、被害を最小限に

とどめることである。従業員によって SNS 上に発信されたトラブル情

報は、放っておけばさらにインターネット上に拡散する危険があるた

め、それを防止するために当該情報を削除する必要がある。

　　　なお、SNS 上でトラブル情報が発信されてしまうと、必ずしもすぐ

に削除をすることができない。そこで、できる限り当該情報を不特定多

数の者からの閲覧しにくい状況とするために、逆 SEO 対策を行うこと

も検討せざるを得ない場合もある。

　②　対外的対応

　　　従業員によって発信された情報が企業の信用性にかかわるような重大

なもので、かつそれがすでに拡散し（時には炎上が起き）ている場合には、
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当該企業の信用を一刻も早く回復し、またはこれ以上下げないようにし

なければならない。そこで、SNS トラブルが発生し、炎上が起きた場

合には、当該情報に対する一定の見解（事実関係に対する企業の見解や謝

罪等）を公表することも検討する必要がある。

　③ 　情報発信した従業員への対応

　　　従業員が企業の信用性にかかわる情報をSNS上に発信した場合には、

当該従業員に対しても企業として毅然とした対応をとる必要がある。具

体的には、注意・指導または懲戒処分といった社内で行う対応と、（民事）

損害賠償請求、（刑事）告訴といった公的機関を利用した対応等が挙げ

られるところである。この点に関し、企業として当該従業員に対し、ど

こまでの対応を行うかについては、発信されたトラブル情報の内容や対

外的な影響を含めて検討することになる。

　④　再発防止策の策定

　　　SNS 上で一度発生したトラブルは、再度同様の形で発生する可能性

が十分に考えられるところである。そこで、同様のトラブルが二度と起

こることのないよう、各事案の反省を踏まえて社員教育の再徹底等対応

策を検討する必要がある。

　また、上記四つの対応を行う前提として、SNS 上のトラブルが発生した

際に、誰がどのようにして対応するかといった体制の構築、当該 SNS で情

報発信された事実の調査（誰が発信した情報かわからない場合もあるため、そ

の場合には、発信者の特定も必要となる）と当該トラブルを解決するためのさ

まざまな証拠の収集が必要となる。
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