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　テレワークでは、社員の体調面の変化などに気づ
きにくいものですが、次のような兆しが見られたら、
サイレントうつが疑われます。

●遅刻が増えた
ワンルームマンションなどでは、仕事から離れて過ご
す空間がなくなるため、うまくリフレッシュできず、長
時間労働にもなりがちです。単に気が緩んでいるの
であれば注意すればよいですが、疲労がたまり、心身
が限界に近づいているために遅刻が増えている可能
性もあります。遅刻が増えたら、サイレントうつを疑っ
てみましょう。

●昼夜が逆転している
うつ症状を抱える人の多くが、朝起きられなくなった、
目が覚めてもだるいという症状を訴えています。コロ
ナ禍では、運動不足のため、眠れなくなる人も増えて
います。生活リズムの乱れはうつ症状につながるの
で、そのような話が社員からあれば、要注意です。

●休みがちになった
うつになると、無気力、無関心な状態になります。前
向きだったはずが、急にモチベーションが落ちたよう
に見えたら要注意です。休みが増えた社員がいたら、
よく様子を見ておきましょう。

　サイレントうつの防止策は、まず、コミュニケーショ
ンを増やす、仕事を任せきりにしない、などから始め
ましょう。上司・同僚との接点が業務開始と終了の報
告だけだという人もいます。その方がそれにストレス
を感じないタイプならよいのですが、社員が1人で悩
みを抱えないようにする工夫も大切です。

　最近すっかり定着したテレワーク。通勤時間が減
り、自宅で家族と過ごす時間が増えるなど、メリットを
感じている人が多い一方で、対人コミュニケーション
が減少して、精神的に孤立する人も増えています。そ
んななか、会社が把握できないところで社員がストレ
スを抱え、うつ状態になる『サイレントうつ』が問題に
なっています。
　実際、緊急事態宣言の発令後から「ほとんど誰とも
話さずに１日を終えている」「一歩も家から出ずに１
日を過ごしている」といった状態でテレワークをして
いる人が増えました。突然の環境の変化に心がつい
ていかず、さまざまなストレスが蓄積し、うつ状態を
引き起こしてしまうのです。
　サイレントうつには、周りの人が本人の不調に気づ
きにくいという問題があります。職場などで普段から
顔を合わせていれば、少しの不調でも、誰かが察して
くれることがあります。しかし、テレワークのように対
面でのコミュニケーションや会話が極端に少ない状
況では、誰にも気づかれないことも多く、うつが深刻
化しやすいのです。

テレワーク下のサイレントうつ
こんな兆しに注意

テレワークで密かに進行する
『見えない』サイレントうつ

気づきにくい『サイレントうつ』
在宅ワークで深刻化する心理的ストレス
テレワークが普及し、多様な働き方が生まれました。環境の変化に対し「より働きやすくなった」と
感じる人もいれば、対人コミュニケーションが不足し、不安を抱える人もいます。そんななか広が
りつつある『サイレントうつ』について取り上げます。
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公的年金の受給開始年齢の引き上げなどによって、企業型DC（企業型確定拠出年金）などの老
後の資金対策が注目を集めており、企業型DCの導入企業・加入者は、2001年に制定以後、年々
増加しています。今回は、企業型DCの現状について確認してみましょう。

従業員の老後の資産形成をサポート！
企業型DCの導入企業が増加中

企業型DCを導入したら
法改正情報のチェックを

　福利厚生の一環として企業型DCを導入する企業
は、今後も増えていくと見られます。導入したら、法改
正の情報にも注意しましょう。　2020年の法改正で
は、以下の点が変更されています。

①加入可能年齢を70歳未満まで拡大（2022年5月
　1日施行）
②老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から
　75歳に引き上げ（2022年４月１日施行）
③企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和され、
　会社の規約の定め等がなくてもiDeCoに原則的に
　加入が可能（2022年10月１日施行）

　今後も適宜改正が行われる可能性があるため、定
期的に最新情報をチェックしましょう。

　厚生労働省が公表している『確定拠出年金の施行
状況』によれば、2021年３月末時点で企業型DCを
実施している事業主数は38,328社、加入者数は約
750万人（2021年２月速報値）でした。『企業型年
金実施事業主数の推移』を見ると、実施事業主数は
年々増え続けており、10年前の2011年と比べて
2.5倍近くにもなっています。
　企業型DCは、基本的には会社が拠出した掛金を、
加入者（従業員）が運用する制度です。運用結果に
よって、加入者が将来受け取れる退職金や年金の額
が決まります。
　企業型DCを導入した場合、企業は掛金を全額損
金計上できるため、法人税などを節税することができ
ます。また、掛金は社会保険料の算定対象外になるた
め、社会保険料を抑えることも可能となります。

企業型DCを導入する企業は
10年で２倍以上に増加

企業型年金実施事業主数の推移

(社)

出典：厚生労働省『確定拠出年金の施行状況』『企業型年金実施事業主数の推移』をもとに作成
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不動産は相続で有利
優遇税制の利用も検討を

　続けて、まとまった預貯金などの相続税対策や優
遇税制について説明します。

●預貯金は不動産に換える
　不動産の購入は、事業承継の相続対策としてよく
使われています。不動産の相続税評価額は、その時
価の8割程度になるので、預貯金であれば相続財産
はそのまま１億円と評価されるところ、それを不動産
に換えれば8,000万円前後にまで抑えられます。
　預貯金で都心のマンションなどを購入しておけば、
相続税対象額を引き下げられるだけでなく、あとで
換金しやすく、価値が上がる可能性もあるといったメ
リットがあります。

●事業承継税制を活用する
　中小企業の事業承継を促すための『事業承継税
制』には現在、特例措置があり、一定の要件を満たす
場合は、発行した株式すべてにかかる相続税と贈与
税の全額が猶予および免除の対象になります。これ
は、期間の決まった限定措置なので、利用する前に適
用可能か調べる必要があります。

　いままで経営者として大切にしてきた会社ですか
ら、相続問題で経営がつまずかないよう、早いうちか
らしっかり準備しておきましょう。

　多くの中小企業では、株式の相続が問題になりま
す。特に、会社の業績がよければ株価も上がるため、
創業者が数百万円だと思っていた株券が、相続直前
に数億円だったと判明するケースもあります。
　株式にかかる相続税を節税するには、経営者が会
社に株を売り、自社株化するというのも一つの方法
です。このほか以下のような、自社株の評価額を低く
抑える工夫も有効です。

●配当金を減らす・利益を減らす
　非上場株式の相続税評価額を計算する方法として
『類似業種比準方式』というものがあります。これは
自社と類似している業種の株価を基にして自社株を
評価する方法で、評価要素として、配当金額・利益金
額・純資産価額を用います。配当金や利益、純資産の
額を減らせば、評価額も下がります。
　なお、原則的評価方式で計算する場合、会社の総
資産価額・従業員数・取引金額により大会社、中会社
または小会社に区分し、大会社は『類似業種比準方
式』、中会社・小会社は『類似業種比準方式』と『純資
産価額方式』を併用して評価します。

●低額で増資する
　現状の株価よりも低い金額で第三者割当による増
資を行うことで、発行株式数を増やし、1株当たりの
純資産の額を減らすことができます。
　あまりに低い金額になると、『特に有利な発行価
額』にあたり、一定の手続きをしないと違法になるリ
スクが出てきますが、中小企業にはそのリスクが低
いといえます。非上場会社の場合、客観的資料に基
づいて合理的に算定された発行価額であれば、『特
に有利な発行価額』には当たりません。

高額になっている場合も？
自社株の相続問題

経営者が自身の子どもや身内を後継者にするとき、避けて通れないのが財産相続の問題です。
相続財産が多いほど相続税がかかるため、可能な限り相続税対策をしておきたいところ。
今回は、事業承継に関する相続税対策のヒントを紹介します。

早めの対策を！
身内に事業承継する際の相続・贈与税



− 5−

派遣社員を部署異動する時の
契約に関する注意点

　もし、派遣社員が部署異動に同意したら、まず異動
の手続きに入ります。就業場所や業務内容、指揮命令
者などがこれまでと変わるため、契約は新たに結び直
すことになります。その際には以下の点に注意してく
ださい。

●賃金を変える必要が出る
　同一労働同一賃金のベースにある考え方は、『正
規雇用と非正規雇用の待遇差をなくす』ことです。同
じ仕事をしている人には同じ賃金を払おうという考
え方なので、部署を異動して仕事内容が変われば、賃
金も変わる可能性があります。

●抵触日が変わる
　契約書には派遣期間が記されており、期間が終
わった最初の日が抵触日となり、部署異動のために
新たに契約を結び直すと、抵触日も変わります。

　このように、一定条件下であれば派遣社員の異動
は可能です。ただし、異動後に「異動したくないのに、
無理にさせられてしまった」「説明と違う条件で再契
約させられた」などと労働基準監督署に訴えるトラブ
ルも多発しています。説明を重ね、合意をとりながら
慎重に進めることが大切です。

　正社員の場合、人員補充を目的とした部署異動が
行われることは珍しくありません。しかし、派遣社員
の場合はそうはいきません。派遣社員を保護するた
めの法律として、通称『労働者派遣法』と呼ばれる法
律があり、これによれば、基本的に、派遣先企業は派
遣社員の部署異動を勝手に行ってはならないとされ
ています。なぜなら、部署異動は、労働条件の変化や
賃金の変更を伴うことが多いからです。
　そもそも、派遣社員が派遣先企業で仕事を始める
ときには、業務内容や就業場所、指揮命令者などを取
り決めたうえで契約を締結します。
　ところが、部署異動があると、業務内容や指揮命令
者など、取り決めていた内容と実際の状況が異なって
しまいます。派遣社員が、最初の契約より条件の悪い
部署に異動させられることを防ぐためにも、部署異動
は原則として禁じられています。
　ただし、部署異動は完全に禁止されているわけで
はなく、以下のような条件を満たせば可能です。

●派遣社員と派遣先企業、双方の合意がある
　派遣社員と派遣先企業がどちらも部署異動に同意
している場合は可能です。

●一旦、契約期間を満了した
　契約で定めた派遣期間が満了した後でなら、新た
に契約を結び直すという形で部署異動が可能です。

●常用型派遣である
　派遣には、『登録型派遣』と『常用型派遣』の2つの
種類があります。このうち、派遣元企業に社員または
無期雇用として雇用され、派遣先で勤務する常用型
派遣であれば、部署異動に制限がありません。

労働者派遣法によると
部署異動は原則NG

「経理課で欠員が出たので、総務課の社員を経理課に回す」など、人員補充を目的とした部署異動
は多いものです。しかし、正社員や契約社員などと違い、派遣社員の部署異動については労働者
派遣法による制限があります。どのような内容なのか、確認していきましょう。

派遣社員の部署異動は問題あり？
労働者派遣法のルールを解説
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　もし、著作権の保護期間内にある曲を使用したい
場合は、著作権者に許諾を得る必要があります。ただ
し、許諾を得るという手間をかけてまでその音楽を
使用する必要性がなければ、著作権の消滅した“著作
権フリー”の曲に差し替えるのも一つの方法です。既
存楽曲を使用する際は、著作権の保護期間内なのか
を調べる必要があり、保護期間内であれば使用料も
かかります。そこまでの手間をかけたくないのであれ
ば、著作権フリー素材として配布されている楽曲を、
最初から使ったほうが間違いないといえます。
　なお、著作権以外に配慮すべき権利関係として、以
下ようなのものもあることを知っておきましょう。

●著作隣接権
　演奏家やレコード制作者、放送事業者、有線放送事
業者など、著作物を伝達した者に与えられる権利で
す。ＣＤや、放送された映像を無断で使用すると、著
作隣接権の侵害にあたります。

●支分権
　CDを複製する複製権、音楽を演奏する演奏権、上
映権、展示権など、利用法ごとに定められた権利です。

●著作者人格権
　著作者の人格を保護するためのもので、公表する
かどうかを自分で決める権利や、ペンネームを使う権
利、意に反した改変をされない権利などがあります。

　たとえ自由に閲覧・視聴できるものであったとして
も、音楽やイラストなどの著作物には著作権が存在し
ます。自社のコンテンツに利用する際には、権利を侵
害しないように注意しましょう。

　そもそも著作権とは、『著作物を創作した著作者の
財産的利益を守るための権利』です。ここにある著作
物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、
誰かが創作したものであれば著作権が発生します。
　たとえば歌手であるアーティストが歌う曲は、アー
ティスト本人のほか、作詞者・作曲者・編曲者などの関
係者にも、著作権が生じています。つまり、音楽には、
表に出ている人以外にも、関係者それぞれの著作権
が存在するのです。

　企業がコンテンツを作るときに犯しがちなミスと
して、市販のCDを無断でBGMとして使用する、ネッ
トで入手した曲を、勝手に動画の挿入歌として利用
する、などがあります。たとえ曲の一部分だけの使用
だったとしても、著作権のある著作物を無断で利用
すれば、著作権侵害にあたります。
　また、音源を使うだけではなく、イベントなどで既
存の楽曲を演奏することにも、著作権は関わってきま
す。『入場料をとらず』、『営利目的ではなく』、『演奏
者に報酬が支払われないもの』については著作権侵
害にあたりませんが、逆にいうと、以上の３つの条件
を満たしていなければ、著作権侵害にあたります。

　ただ、過去全ての楽曲に著作権があるわけではあ
りません。著作権の保護期間は、原則として著作者の
死後70年です。無名・変名・団体名義の場合は公表後
70年となります。保護期間を過ぎたものについては、
使用しても著作権の侵害とはなりません。仮に、作詞
者のみ著作権が保護期間内で、作曲者・編曲者につい
ては保護期間が終了していた場合、インストゥルメン
タルとしての利用であれば、許諾なしでも利用できる
ということになります。

著作権が消滅した作品かどうか
利用前によく調べて

コンテンツを作るときは
著作権侵害に気を付けて

プロモーションのために動画コンテンツを公開する企業が増えました。一方で、よく知らずに既存
の楽曲をコンテンツに使い、『著作権』を侵害してしまうケースもあるようです。今回は、コンテン
ツ作りで気を付けたい、著作権についてお伝えします。

音楽は勝手に使えない？
どんな著作物にもある『著作権』に注意
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　オウンドメディアは、直訳すると『自ら所有するメ
ディア』となります。よくあるコーポレートサイトとの
違いは、会社概要やプレスリリースなどの自社の企業
情報を提供するのではなく、広く有益な情報をコンテ
ンツとして提供する点にあります。
　オウンドメディアの例としては、不動産会社が運用
主体となって、“住みたい街の魅力や物件探しのコツ”
など、家探しに関するさまざまな情報を掲載している
サイトや、旅行会社が主体となって、“観光地の名所
案内や交通機関のチケットの取り方”などをコンテン
ツ化したサイトなどがあります。ユーザーにとって有
益な情報を提供することが目的のため、コンテンツ自
体の営業色は薄いことが特徴です。

　とはいえ、「オウンドメディアは売上に直結するのだ
ろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。確か
に、オウンドメディア自体は、あくまでコンテンツが主
体になるため、目先の売上には影響しないかもしれま
せん。しかし、自社の提供しているサービスや商品を
広く知ってもらい、ユーザーの裾野を広げる効果は
期待できます。自社が提供するサービスや商品の意
図や思いを発信すれば、企業のブランドに対する信
頼を得ることも可能ですし、自社の専門分野に特化し
たオリジナリティの高いコンテンツを作成すれば、“何
かあったときに頼れる企業”として認識してもらえる
こともあるでしょう。
　このほか、オウンドメディアには『広告宣伝費が抑
えられる』という強みもあります。コンテンツを用意
する労力はかかりますが、コンテンツが蓄積されてく
ると検索による流入も増え、知名度が上がってきます。
単発で終わる広告と違い、コンテンツはいつまでも残
るので、費用面では有利に働くでしょう。

　オウンドメディアでコンテンツを作る際には、『顧
客ニーズに応えるテーマ』を意識することが大切で
す。たとえば、化粧品に対して潜在ニーズのあるユー
ザーであれば、はじめから商品名そのものを検索す
ることはあまりありません。『肌をきれいにする方法』
『そばかすの消し方』など、悩みの解決法やなりたい
姿になる方法を検索し、たまたま表示された記事を
見ます。そうしたニーズを満たす、質の高いコンテン
ツ作りを心がけるようにしましょう。
　このほか、『SEO対策』も欠かせません。自社メ
ディアの記事が検索の上位に表示されなければ、読
まれるチャンスが減ってしまうからです。

　基本的に、記事の数が多ければ多いほど、ページの
訪問者も増加します。しかし、コンテンツの質が低い
と読者は離れていってしまいます。オウンドメディア
を立ち上げる際は、『自社の強みを生かせるコンテン
ツとはどのようなものか』『それはユーザーにとって
役立つ情報であるか』などをしっかりと見極め、質の
高い情報発信をしていきましょう。

オウンドメディアで発信する際に
押さえておきたいポイント

オウンドメディアを運営する
意義やメリットとは

『オウンドメディア』とは、自社所有のメディアのことです。投稿した記事をきっかけに、ブランドの
認知度や注目度を高めるなどの使い方ができ、有効なマーケティングツールとして注目を集めて
います。今回は、その活用法やメリットについてお伝えします。

オウンドメディアを始めるなら今？ 
そのメリットと活用法を紹介



効果的に表示するために！
リスティング広告のポイントを解説

− 8−

広告を出稿する際の流れと
効果を高めるためのポイント

リスティング広告のメリットと
主な３種類の課金方法

　リスティング広告を出稿するときには、まずは広告
をクリックしたユーザーがジャンプするページを用意
します。企業サイトとは別に、商品やサービスの紹介
に特化したページを用意することが多く、一般的にこ
れを『ランディングページ』と呼びます。問い合わせ
や購入につなげるための大事なページです。
　次に、どの検索エンジンに広告を出稿するかを決
めましょう。たとえば、Googleで広告を出したいなら
『Google広告』というサイトでアカウントを作成し、
出稿の手続きを進めていくことになります。

　リスティング広告は、最も効果が高いと考えられる
時間帯や曜日に絞って配信することが可能です。特
に、クリック課金やインプレッション課金などの場合、
資料請求や購入などに至らなくても広告費が発生し
ますから、見込み客が利用しやすい時間帯や曜日、地
域などを限定して広告を出すほうがよいでしょう。
　また、効果については、ある程度、長期的に見るこ
とが大切です。リスティング広告はすでにニーズのあ
る顧客にアプローチできるため、比較的成果が出る
のが早いといわれています。すぐに効果が出ない場
合も、出稿内容やランディングページの改善などで、
成果が上がることもあるので、数カ月単位で様子を
見ながら運用していくようにしましょう。

　検索エンジンでの検索結果に連動して表示される
リスティング広告は、主に検索結果画面の上部と下部
に表示される広告です。クリックすると、その商品や
サービスを紹介するページ（ランディングページ）に
遷移します。
　ユーザーが検索したキーワードに合致する広告が
表示されるため、おのずとユーザーのニーズと広告
の内容が合致する可能性が高くなることが、リスティ
ング広告の大きなメリットです。
　また、自然検索の結果と同じテキスト形式で表示さ
れる広告なので、“いかにも広告らしい”バナー広告な
どに比べて、ユーザーに対して商業的な印象を与え
づらいこともポイントの一つです。　

　リスティング広告の課金方法は、以下の３種類に大
きく分けられます。
●クリック課金
ユーザーが広告をクリックしてランディングページに
ジャンプすると、広告費が発生します。
●インプレッション課金
広告の表示回数によって広告費が発生します。
●コンバージョン課金
広告をクリックした後に、ユーザーが商品購入や資料
請求をしたときに広告費が発生します。

対面での営業が難しい時期が続いていることもあり、インターネット上での営業・
広告に力を入れていきたいと考えています。その一つの方法として、『リスティ
ング広告』というものを知ったのですが、リスティング広告には、どのような特
徴があるのでしょうか。効果的な出稿の方法なども知りたいです。

リスティング広告は、ユーザーがGoogle や Yahoo! などの検索エンジンで検
索したキーワードに連動して表示される広告です。ニーズの高いユーザーにダイ
レクトにアクセスしやすい反面、クリック数や広告の表示回数などに応じて課金
されるため、やみくもに出稿すると費用が高くなる恐れもあります。
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