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はじめに 
 

 本書は、「自身の著作を、ぜひ正式出版したい」という方むけに制作したもので

す。正式出版と商業出版はほぼ同じ内容を指していますので、以下「正式出版」

という用語を使用していきます。 

 現在の出版分野は従来の紙書籍の衰退傾向と反比例して、多様化が進んでいま

す。これはすなわち「誰でも容易に正式出版が行えるようになりつつある」とい

うことです。本書を読んでいただければ、自身の意図どおりに本を編集すること

が出来るようになり、また非常に低コストで正式出版が出来るようになります。

では、まず現在の出版業界を簡単に紹介したいと思います。 

 IT やインターネットが進化した現在、書籍には多様な形態と流通が存在します。 

 形態を列記しますと「従来の紙書籍」「DVD」「電子書籍」「WEB ストリーミン

グ」などです。次に流通経路に注目すると「従来の再販制度下の本屋販売」「イン

ターネット書店による紙書籍販売」「インターネット書店による電子メディア書籍

販売」「プリントオンデマンド書籍販売」「インターネットストリーミング販売」

「期限・期間付きレンタル販売」などです。 

 この様に形態や流通が多様化してくると「正式出版とは何？」という疑問が浮

かんできます。20 年ほど前は、本は「紙に文字や写真を印刷したもの」というイ

メージでとらえれば十分で、それ以外は「きわもの」という感じで疎外されてい

ました。この場合の正式出版の定義は明確で「ISBN(International Standard 

Book Number：国際標準図書番号)」が付いており、「国会図書館に正式に納本さ

れ て い る も の 」 と い う こ と で 大 き な 間 違 は あ り ま せ ん で し た 。「 ISSN 

(International Standard Serial Number: 国際標準逐次刊行物番号)」が付加され

ているものも「正式出版」の仲間に入ります。 

 しかし、現在はそれだけでは不十分になってきました。その原因は主に流通経

路の急激な拡大にあります。例えば Amazon の WEB 書店で販売されている書籍

には ISBN が付加されていないものが少なからず存在します。また Kindle によ

る電子書籍には ISBN が付加されていないものの方が多いかもしれません。しか

し、それらは正式に提供されるものですので「正式出版ではない」と全面的に否

定することは難しくなっています。また、Amazon で実施しているプリントオン

デマンド(以下、POD)サービスによる紙書籍は書籍 JAN コードの 2 段目、すなわ

ち日本独自の図書分類と税抜き本体価格がありません。しかしこれは立派な「正

式出版」として認められています。 

 以上の詳細は第一章で述べますのでそちらを参照いただくものとします。 
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 本書では以下を目的としています。 

（１） 以上の様な新しい出版分野の現状を理解していただくこと 

（２） どのような書籍形態、流通形態にでも対応できるコンテンツ＝書籍の中

身の制作方法を習得いただくこと 

 

 本書に従って原稿を作成することにより著者の意図が完全に反映された書籍を

完成させることが出来ます。そして最適な出版形態、流通形態を採用することに

より、その書籍内容を最も知りたいと考えている多くの読者のもとに確実にかつ

迅速に届くものと思います。 

 なお、本書は書籍制作手順の実習付きです。本書内のインターネットアドレス

から指定のファイルをダウンロードし、実際にご自分の手を動かしながら書籍制

作の実際を習得いただけるように工夫されています。 

 

  令和 2 年 10 月 1 日 
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 本章では、現在の多様化した書籍形態と、複雑化した流通形態を分かりやすく

説明していきます。正式出版は自己満足のための記録ではありません。広く世の

中の多くの方々に読んでいただくことが重要です。従来は一般の方々にとって本

を正式出版するだけでも大変でしたが、インターネット、IT の進化により正式出

版の壁は低くなりつつあります。 

しかしながら、誰でも容易に正式出版が可能になるとそれだけ書籍の種類が増

えますので、読者がそれを購入する確率は減少します。書籍内容がいくら優れて

いても、読者のもとに到達する可能性も低くなります。従ってより多くの読者に

迅速にかつ的確にお届けするためには、書籍流通の種類、仕組みの理解と、最適

な拡販戦略が必須になります。以下、できるだけシンプルにかつ的確に書籍形態、

書籍流通を説明していきます。 

1.1 紙書籍出版と電子出版の盛衰 

 右の図は、最近

の 25 年間の「従

来の紙書籍出版」

と「電子出版」販

売金額推定グラフ

です。紙書籍とは、

その名称の通りす

べて紙（またはビ

ニールなど）で構

成されている本で

す。 

一方「電子書籍」

とは「紙書籍以外

の本」ということになります。具体的にはインターネットからダウンロードする

電子データ、DVD などの電子メディア、YouTube などのストリーミングデータ

を指します。 

2000 年ころまでは「電子書籍」の売上げはほぼゼロでした。ところがインター

ネットとパソコンが本格的に普及し始めると徐々に販売額が増大していきます。 

一方、紙書籍は 1997 年ころにピークを迎えていましたがそれ以降は減少に転

じ 2010 年ころには急激な落ち込みがはじまります。特に月刊誌、週刊誌の販売
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額の減少幅は大きく、ともに 2019 年の販売額は 1995 年の半分以下になってしま

っています。その原因はスマートフォン(以下、スマホ)などの携帯端末とインタ

ーネットの急激な普及であることは間違いありません。またコミック、写真記事、

動画記事、ニュースなどは明らかにスマホやタブレット端末の方が見やすく、ま

た即時性に優れているためと考えられています。 

次に一般的な書籍について検討してみます。1997 年に約 1 兆 1000 億円であっ

た売上げが 2019 年には約 6700 億円に下降しています。減少幅は約 40％です。

月刊誌、週刊誌より落ち込み幅が小さい理由は、専用の読書端末が十分普及して

いないことと、スマホなどの小さな画面で活字を読むことが一般化していないた

めと思います。しかし、今後はスマホ画面の大型化による視認性の向上、書籍購

入時の選択可能性の拡大、購入の容易さ向上、低価格などにより一気に電子書籍

の販売額が向上していくことが確実視されています。ただし、紙による書籍の販

売がゼロになることはなく、一定の比率で電子書籍と共存していくものと考えら

れています。 

共存の鍵は、書籍の内容によります。写真、動画、コミック、ニュースが主体

の書籍は「電子書籍」が有利です。それ以外のじっくり読み込む内容の書籍は紙

書籍が有利と考えられています。従いまして、どちらを選択するのかは出版前に

拡販戦略を十分検討する必要があります。 

1.2 書籍の流通について 

1.2.1 従来の紙書籍流通 

 次紙に 2020 年時点での書籍流通の全体概要を示します。一般的な認識ですと

「本は出版社から本屋に送られ、それを読者が購入する」という感じでしょうか。

それも活きていますが、実際は図のように複雑怪奇な状況になっています。ただ

し、これは日本の流通を示したもので、他国はもう少しシンプルになっています。

日本人は読書が好きなのでこういうことになっている、と言っても良いかと思い

ます。 

日本特有の事象として、書店で販売されている一般書籍には本体以外に、立派

なカバーや帯と呼ばれる細長い紙で「袴」「腰巻き」と言われる不思議なものが、

さも当然の様についてきます。外国ではほとんど見ることが出来ないものです。

廉価版の文庫や新書にもついていますね。これは世界中で日本だけに残存してし

まった「再販制度」から派生してきた慣習です。なぜこんな無駄とも言えること

が行われているかを考えることは、出版の未来を検討するうえで非常に重要なこ



10 
 

とです。この節の最後でその答えを解説します。では、図を簡単に説明していき

ます。 

従来の紙書籍の流通は図の上から 2/3 くらいまでを占めています。著者から読

者まで流れる多くのルートで共通しているのは「出版社」→「印刷・製本企業」

の部分です。ここで商品としての紙書籍が制作されます。販売予想冊数に従って

製本されます。 

流行作家の本なら初版で 5 万部以上制作される場合も少なくありません。しか

し、教科書、ビジネス書、エッセイ、新人作家の文芸書などは、初版部数はかな

り少ない場合が多いでしょう。かといって 100 冊程度の制作では単価が大きくな

ってしまうので最少でも 500 部は制作するのが一般的です。50 冊しか売れない

場合は赤字になってしまいますので、著者が売れ残りを購入するなどの悲惨な契

約がいまだに活きています。 

 

 

この経路で特に理解が必要なのは「取次店」→「書店」、「書店」→「取次店」

という「再販ループ」です。わが国ではいったん書店に並んだ本が一定期間売れ

ないと、書店から撤去され「取次店」に返品されます。「取次店」では、その本の

売れ筋を再度検討し、まだ売れそうな場合は、再び「書店」に送付します。つま

りループが発生するわけです。これは何回か繰り返される場合があり、物理的な

移動になるため書籍は傷む可能性があります。このため外観が傷んだ場合はカバ

ーだけ新しいものに変更し再出荷するのです。本に挟まれている『短冊』と呼ば

れる「しおり」の様なものがあります。これは正式には『売上げスリップ』と呼

ばれているもので片面が「売上げカード」、もう片面が「補充注文カード」と、2
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つの役割を持っています。注目すべきはこの裏に年月日スタンプが多数押されて

いる場合があります。この個数が再販ループの回数を表しています。 

 「再販制度」の正式な名称は「再販売価格維持制度」です。この意味は、商品

の生産者または供給者が卸・小売業者に販売価格を指示し、それを遵守させる行

為です。再販売価格維持行為（再販行為）、再販売価格の拘束とも称します。商品

の供給元が小売業者の売価変更を許容せず、定価販売を指示することです。 

これは流通段階の自由で公正な競争を阻害し、需要と供給の原則に基づく正常

な価格形成を妨げて消費者利益を損なうため、資本主義経済国家の多くは、独占

禁止法で原則禁止しています。例外的に一部商品は一定要件で再販行為を容認し

ている場合があります。良くも悪くもわが国独自の書籍流通制度と言えます。 

インターネット、パソコン、スマホが進化してくるとこの様な複雑でデメリッ

トが多い流通経路を通過する書籍は少なくなってきました。ユーザは書店に行く

ことなくインターネット上で所望の書籍を検索し、その場で注文することが出来

るようになりました。ただ、従来の紙の書籍を新品で購入する場合はいまだに定

価は活きており、自由な価格で購入することはできません。 
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以上が従来の書籍流通の概要です。その他については図をチェックしてくださ

い。 

1.2.2 電子媒体（DVD）流通 

 ここからは新しい出版形態と流通経路の説明になります。まずは DVD 書籍に

ついて説明します。これは文字通り、書籍の内容が電子媒体である DVD に格納

されており、それが読者に提供される形態です。電子媒体としては CD でも USB

メモリーでも構いませんが「最大記憶容量」と「本らしい形態」の 2 点を実現し

やすいため DVD が選択されることが多いようです。格納されるデータ形式は

PDF が一般的ですが、それ以外でも問題ありません。ただしフォルダーなどファ

イルの実態が複数あるような構造は単一の出版物として認められません。 

 DVD の制作は印刷・製本企業に依頼する必要はなく、出版社自身、あるいは専

門の業者に依頼して作成されます。電子媒体そのもののコストは非常に小さいの

が特徴です。DVD のメディア 1 枚は数十円ですので内容の多少にかかわらず 1

冊あたり数百円で制作可能です。カラー写真が 2,000 枚以上含まれる写真集でも

制作コストは同じです。紙にグラビアなどで印刷すると制作コストは 1 万円以上

になる場合も DVD なら数百円で OK です。つまり書籍の定価も非常に安くでき

る、ということになります。 

 電子媒体のメリットは以下の通りです。 

(1) コストが内容量に依存しない：ページ数、写真、図表の枚数が膨大になって

も記憶容量内であれば制作コストは増加しません。すなわち、内容の容量が

大きな書籍を一定価格内に抑えることが出来ます。 

(2) 「オンライン教育」に向いている：オンライン教育の必要性が高まっていま

すが、インターネット接続が可能な Wi-Fi 環境が整っていない方々は受講す

るのが困難です。この様な状況でも DVD を郵送することでオンライン教育が

可能になります。 

(3) パソコンでの読書に向いている：特に高齢者など視力が劣化している読者に

とってスマホなど画面が小さい端末で活字を追うのは大変なことです。これ

に対しパソコンなどでは大きな画面で文字の拡大・縮小・背景反転・音声読

み上げなどの視力支援機能を使用することで読書が容易になります。もちろ

ん電子書籍であっても同じ効果は出ます。 
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1.2.3 プリントオンデマンド（POD）流通 

 これは 2012 年ころから開始された新しい書籍制作・流通方法です。従来の書

籍は基本的には「印刷・製本を行って所定の部数を確保し、それを読者に届ける」

という形です。POD はこの基本を変える画期的な方法です。出版におけるサプラ

イチェーン管理方法とも言えます。 
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 この流通は図の通り、出版社は PDF などの電子ファイルを作成し、それを「オ

ンライン取次店」に渡し、Amazon WEB 書店への正式出版を依頼します。この

時点ではまだ紙書籍は存在しません。 

読者から注文が入ると Amazon グループ傘下の「オンデマンド印刷製本企業」

が印刷 ⇒ 製本 を行い配達されます。早ければ注文の翌日に読者に届きます。「再

販」の複雑さはないため無駄な「カバー」や「帯」はありません。この形態を「ペ

ーパーバック」と称します。ハードカバーは通常受注対象外になります。 

 POD のメリットは以下の様に多数あり、本の制作・流通分野において画期的で

す。 

(1) 出版社の在庫＝０：増え続ける在庫に頭を痛めていた出版社にとっては理想

的な形態です。 

(2) 制作コストが小さい：著者、出版社には印刷・製本の工程がないので従来の

書籍制作・流通に比べコストは大幅に小さくなります。 

(3) すぐに納品される：注文すると 1～2 日で読者の手元に確実に届きます。従来

の流通では本の物理的な所在探索からはじまって複雑な流通経路を経ないと

注文者には届きません。つまり注文者が本を手にするには長時間を要します。 

(4) 著者の編集・校正が容易になる：従来は著者が原稿を書き上げると、そのあ
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とは出版社に所属する専門の編集者、校正者が原稿を作り上げ、何回も著者

の意図に沿うまで確認作業を行います。また印刷原稿が出来上がると容易に

変更ができなくなります。POD ですと、著者が MS-Word、MS-PPT などの

原稿作成ソフトに慣れていれば完成度の高い原稿を作成することが可能です。

この結果編集、校正費用も大きく低減することが出来ます。これは本書に従

って進めることにより実現できます。 

(5) 定価を変更できる：出版後に販売価格（定価）を変更することが出来ます。

ただし、あらかじめ定められた最低価格以上が必要です。なぜなら再販制度

に依存していないからです。これにより出版の新たな活用方法、戦略を実現

できます。例えば、セミナーや授業の開始時点で定価を下げ受講者に配布し、

終了後元の定価に戻すなどが可能です。また発売後長い期間が過ぎた場合に

値下げするなどが可能です。 

(6) 絶版の必要がない：紙書籍の様に物理的な実体がないため、販売リストに掲

載されていてもコストがアップすることはありません。従いまして、絶版に

する必要がなくなります。せっかく出版した本がすぐに購入不可能になる従

来の出版形式・流通では悲しすぎます。 

 もちろんデメリットもあります。例えば本の外観がソフトカバーのペーパーバ

ックなので「なんとなく重厚感がない」「本らしくない」など従来の日本の書籍慣

習にとらわれている方々も多々います。しかし、その様な古い考え方の人はこれ

から短期間で淘汰されていくのは間違いありません。「本は外観ではなく、その中

身に価値がある」のです。 

1.2.4 電子出版流通 

 物理的な実体がない形式、という定義で良いかと思います。電子ファイルに収

められた書籍データを様々な形式で主にインターネットを経由して PC やスマホ

などの端末に直接取り込むか、ストリーミングデータで閲覧する形式です。いず

れも購入とレンタルがあります。Amazon Prime video や Hulu などの動画提供

サービスとほぼ同じ、という説明の方が分かりやすいと思います。 

 現在多くの電子書籍サービスが存在しますが、世界的な規模で著名なのは

Amazon が運営している Kindle（キンドル）書店と思います。ここでは様々な先

進的な形態の電子データを提供しています。 

 この場合の流通は、出版社もスキップしてしまう先進的なもので、著者＝出版

社と言っても過言ではありません。英語圏の国々では普及が早く、特に学術分野

ではかなり進んでいます。 
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 わが国でも着実に普及は進んでいますが、言語の制約、読書文化の違いにより

本格的な普及はこれからと言えます。本書では詳細は割愛します。 

1.3 正式出版の定義 

 これは「まえがき」にも書きましたように、正確な定義は困難になってきまし

た。境界線があいまいなためです。「間違いなく正式出版＝正式出版である」とい

う書籍は説明可能です。「正式出版ではない」という定義が困難である、というこ

とです。従いましてここでは「間違いなく正式出版である」という書籍について

説明していきます。 

1.3.1 間違いなく正式出版である書籍の定義 

【定義】ISBN、ISSN コードが付与されている書籍。 

 ISBN は書籍を世界共通で特定す

るための番号です。日本では、これ

を基準に日本図書コードとして使用

しています。個人の裁量で使用する

ことはできません。出版社のみが付

加可能です。 

 右図はわが国の標準的な紙書籍の

カバー裏の写真です。1 段目に英字

と数字から構成される ISBN、2 段

目に C コード（図書コード）と定価

が印刷されています。右側の 2 段のバーコードはそれぞれ前記の 2 段の情報に対

応しています。これら以外に出版社名などが印刷されています。この形態を有し

ているものが従来「正式出版」と認識されてきました。 

 最近、増加しつつある POD 書籍ではこの例における 2 段目がありません。つ

まり定価が表示されません。この理由は WEB での直接販売になりますので「再

販制度」の定価保持の制約がないからです。つまり「定価は自由に決めることが

でき、かついつでも変更できる」ということです。ただし、取次店の最低価格表

示を下回る価格設定することはできません。 

 今後も新しい出版形態が次々に出現してくると考えられますが ISBN は正式出

版の重要なキーとして活用されていくものと思います。 
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1.4 費用の比較 

 書籍形態と流通を 4 種類に分類しそれらの費用を検討してみます。この費用は

出版社が費用負担する「企画出版」でも著者が負担する「自費出版」でも同じで

す。 

 出版社の「企画出版」とはその書籍を市場に投入した場合、制作コスト以上の

収益を上げることが出来る見通しが立った場合に出版社が費用負担する形です。

確実に売れる「売れっ子作家」やセミナーなどのテキストの様に確実に売れる場

合は安心ですが、出版経験が少なかったり、初めての出版である著者の場合は「企

画出版」の可能性は非常に小さいと考えるのが良いと思います。従来はこの壁が

高く、出版経験のない著者の著作はなかなか正式出版できませんでした。 

 ところが POD、DVD 出版の場合は非常に小さなコストで出版でき、在庫過多

のリスクもないため誰でも簡単に出版できるようになったのです。 

 下図は 4 つのモデルの出版費用を推定してグラフにしてみたものです。 

(1) 紙書籍出版一般流通：最低でも 1500 部印刷製本するのが一般的ですのでその

費用が含まれます。また大手取次店による「再販」ルートを利用するためそ

の費用が入ります。従って 200 ページ程度の標準的な書籍でも 1 タイトル、

200 万円を要してしまいます。さらに悲惨なのは、売れ残った場合の在庫は

著者が引き取る、という契約が今でも存在し、著者に大きな負担がかかる場

合が多いようです。 

(2) 紙書籍出版インターネット流通：販売チャンネルをインターネットに絞り、

印刷製本も 500 部程度に抑えます。また編集校正は e-mail や TV 会議システ

ムなどを用いてコスト低減を図るモデルです。静岡学術出版が開発した画期

的モデルです。 

(3) POD（プリントオンデマンド）・DVD 出版モデル：前述の通り、編集・校正

を著者または著者グループ、学会の査読で行い、出版社は ISBN 付加、JAN

コード作成、WEB 書店出版手続きなどを行います。このため著者の費用負担

は 6 万円以下になります。一般書籍、教科書、参考書、マニュアルなどほと

んどの書籍内容に有効なモデルです。 

(4) 電子書籍 Kindle 等出版：これはインターネットから直接ダウンロードする形

式の完全な電子書籍モデルです。編集・校正を著者自身で行い WEB に登録す

ることで即時販売開始できます。費用はゼロです。この場合 ISBN は付加さ

れないことが多いので、その場合は「正式出版ではない」と判断される場合

があります。将来的にはこの形式が主流を占めるものと考えられています。 
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