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第 4 章 インターネット書店への出版手

順と効果的な拡販戦略 
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 本章では、主にインターネット書店への出版方法と拡販戦略について説明して

いきます。従来の流通経路を用いた紙書籍の出版については様々な文献や出版社

の説明資料に詳しく書かれていますのでそちらを参照してください。 

 ここではインターネット書店の代表格である Amazon WEB 書店を例とします。 
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4.1 説明文、ジャンル、キーワードの作成 

 インターネット上の WEB書店には、従来の紙書籍、DVDなどの電子媒体書籍、

POD、電子ファイルなど想定しうるすべての本形態を販売掲載することが可能で

す。左写真はその一例です。この書籍は POD、DVD が異なる ISBN を有してい

ますが、同じページに集約されて表示されています。購入したい形態のボタンを

押下すると所望の書籍が購入できます。 

前述の通り必ずしも ISBN が付与されている書籍である必要はありません。た

だ、商品管理上 ASIN という Amazon 内の商品コードが付加されます。ASIN が

付与された書籍も正式出版と言えます。 

POD の場合は、注文が発生した時点で印刷業務が開始され、製本を経て注文者

に発送されます。現状ですと本州内では注文の翌日には配達完了するようです。

当然ですが、品切れ、絶版は起こりません。 

DVD および従来の紙書籍は Amazon が少量をストックしており小口の注文に

は迅速に対応してくれます。大口の注文の場合は出版社から Amazon への送達、

あるいは注文者への直接配送が行われます。品切れの場合は配達まで長期間を要

することが多いようです。その支援として「中古」情報が同時に提示されますの

で急ぎの方とか、希少本を購入したい場合はそちらを選択することが出来ます。 

 表示されている情報を説明します。カバーの表面がカラー画像で表示され、そ

こに「試し読み」というボタンが表示されています。ここをクリックすると内容

を無料でかなり詳細にみることが出来ます。その下には「内容紹介」「著者紹介」

がかなり大きなスペースで表示されます。この内容は著者の裁量で決定すること

が出来ます。 

インターネット上の情報は非常に多くの人が参照しますので、ここに効果的な

紹介文章があるとそれ自体が有効な PR になります。原稿作成の初期段階からこ

れらの PR スペースを有効に活用するように進めるのが良い戦略になります。 

4.2 拡販戦略策定と推進方法について 

 前述の通り書籍の流通ルート＝販売チャンネルは多くあります。従来は本屋で

の売上げが大半を占めていました。しかし近年は本屋の大型化とそれによる本屋

数の減少、本屋への配本種類、部数の減少などに加え、所望の本をインターネッ

トの検索で探す人が増えたため WEB サイトから直接購入する比率が急激に増大

しています。今後もその傾向は加速されていくと思われます。 

 新しい拡販戦略として有効と考えられるものを以下説明していきます。 
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(1) キーワードの設定： 

WEB 上での検索に使用されるキーワードを数個（通常 6 つ）登録することが

可能です。本の内容を的確に示す用語を設定すると多くの人の検索に反応し

やすくなります。 

(2) ジャンルの設定： 

ジャンル数は次頁の図に示すように非常に多くなっています。このジャンル

一覧は階層になっており、さらに細かいジャンルに分かれていきます。書籍

検索時はジャンルで検索することも多いのでこれを適切に設定することは非

常に重要な戦略になります。 

一方、このジャンルは別の目的にも使用されます。下記の「売れ筋ランキン

グ」です。多くの人に検索してもらうには人気のジャンルが良いのですが、「売

れ筋ランキング」の上位を狙う場合は、逆に書籍種類が少ないジャンル、あ

るいは購入数が少ないジャンルを選択する必要があります。どちらを選択す

るかは、その本の内容と購入いただきたい読者の年齢層、拡販方法によって

変わってきます。例えば、本が趣味の内容であればその趣味の詳細ジャンル

を指定するのがベターです。本の売れ筋ランクより、本の内容に興味がある

ユーザの目にとまる必要があるからです。 

エッセイ、時流評論、時流解説、小説など幅広いユーザに読んでもらいたい

という本の場合はジャンルをできるだけ絞るのが良い戦略です。「逆では？」

と感じるかもしれませんが、この場合は狭いジャンルで「売れ筋ランク」を

上げ、その結果を PR のための広告、パンフレットに掲載し様々な分野のメデ

ィアに掲載します。「Amazon 売れ筋ランキングベストテン！」というような

キャッチコピーはインパクトが大きいからです。この前提には「売れ筋ラン

ク」を挙げるという前提があります。それは次の項目で説明します。 

 なお、下記の掲載されている URL は下記の通りです。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83

%AB%E5%88%A5/b/?ie=UTF8&node=465610&ref_=sv_b_2 
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(3) 「売れ筋ランキング」の活用： 

Amazon では、前記ジャンル内での「売れ筋ランキング」を常時参照すること

が出来ます。下記は静岡大学情報基盤センターが 2020 年 2 月 22 日に出版し

た「反転授業オンライン教育実践マニュアル」という本の 4 月 13 日時点のラ

ンキング＝第 1 位の様子を示したものです。ジャンルは「情報学・情報科学

全般」です。 

かなりの激戦ジャンルですがトップにランクされています。その要因は、2020

年 3 月ころから新型コロナウィルス感染拡大により、教育全体、特に大学の

教育がオンライン化の流れに一気に変わったためです。つまり社会のニーズ

に合致したために売上げが急速に伸びたのです。 
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パソコンの画面でこの「書籍の販売ページ」を表示し、「登録情報」を参照

します。ISBN 情報の下に「カスタマーレビュー」「ジャンル」「ベストセラー

ランキング」が表示されています。この「ベストセラーランキング」をクリッ

クすると、このジャンルでの「Amazon 売れ筋ランキング」という画面が表示

されます。 

右例では 4 月 13 日に第 1 位になったことが示されています。いうまでもな

くこの分野で も売れている、ということを示しています。 

「ランキング上位になるのはかなり難しいことではないか？」というのが一

般的な感想かと思います。確かに他の書籍を抑えて上位になることは本の内容
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が大変優れていてかつ時流に乗っており、かつ著者がある程度知名度がある、

というような様々な条件が整う必要があります。しかしこれらの条件を満足さ

せることは容易ではありません。 

 

 

 

そこで「Amazon の売れ筋ランキング」はどのようにしてランクを定めてい

るかを調査してみました。ランキング決定の方法は開示されていないために、

いろいろ実験して実証的に調査した結果は以下の通りです。 

1) 更新周期は短い： 

数時間毎に順位が入れ替わっています。本屋の売上げランクの場合は

短でも週、通常では月単位ですので、WEB 書店での順位は非常に頻繁

に更新されていることになります。それはインターネットの特長を 大

限活かしているということになります。 

2) ランクの算出アルゴリズム： 

販売数を記録しながらランキングを追っていくと、至近で売れた数が大

きく影響し、過去については現在に近いほど重みが大きくなっていると
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推定されます。正確な式までは作成するに至りませんでしたが、やはり

ランクは現在から過去数日程度の短期間の販売数を時間的な重みを加

えて計算した評価値により決定されている、と推定されます。 

3) 実証： 

購入希望のユーザにお願いして、12 時間以内に 1 冊、5 冊、10 冊、20

冊という単位で購入してもらいました。するとほぼ推定とおりのランク

変動がみられました。第 1 位になるには相当数の販売が必要ですので上

記例は実際に相当数売れたことになります。政府は令和 2 年 4 月 7 日～

5 月 6 日という期間で埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵

庫県、および福岡県に緊急事態宣言を発出しました。また、4 月 16 日に

はこの緊急事態宣言の対象区域が全国へと拡大しました。この結果、大

学をはじめほとんどの教育機関は通学による教育を停止しオンライン

教育を開始しました。上記「反転授業オンライン教育実践マニュアル」

はこれとほぼ同期し、4 月 13 日にランキング 1 位になりました。3 月

31 日時点ですでにランキングは 5 位まで上昇していましたのでその時

点でパンフレットにその旨を掲載し、多くの大学の教員にダイレクトメ

ールでこの本の存在とランキングをお知らせしました。以上の状況とダ

イレクトメールの相乗効果で売れ行きは伸びていったのです。 

4) PR 戦略： 

上記は特殊な社会状況との相乗効果による販売数拡大戦略でしたが、一

般書籍でも非常に有効な PR 戦略になります。すなわち以下を意図的に

進めることで、確実に本の知名度、販売数を上げることが出来ます。 

・集中的に購入推進を行います。 

・授業、セミナーテキスト配布、購入依頼は大きなチャンスです。 

・ストック用の書籍大量購入を集中的に行います。 

・上記によりランキングが向上しますので上記の「売れ筋ランキング」

画面をスクリーンコピーします。 

・これをパンフレットなどに組み込みます。 

・本の内容とランキング情報が入ったパンフレットを各種メディアの広

告にします。 

・有望ユーザにダイレクトメールします。 

以上により、多くのユーザが購入をする可能性が高まります。 

その他の拡販戦略： 

上記以外でも下記の様に書籍の拡販を行うことが可能です。 



53 
 

[1]オークションでの販売：趣味の本であれば、当該ジャンルのオークシ

ョンに出版することです。この場合は WEB 書店より少し低価格にすれ

ば売れる可能性が高まります。カラー写真が多く紙書籍では高価になっ

てしまう場合でも DVD であれば低コストで製造、低価格で販売可能で

す。 

[2]教材・参考資料：従来は ISBN を付加しない単なる非公式資料として

いた各種教材、参考書も POD などにより ISBN を付加し WEB 書店で

販売するようにします。これによりセミナー、授業の受講者は WEB 書

店から有料で教材を購入するようになります。オンライン教育が急速に

普及しつつある教育、研修分野での新しい教材配布方法はそのまま書籍

の拡販戦略になります。 
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あとがき 

 

 多様化する正式出版≒商業出版についてできるだけ 新の情報を基に説明して

きました。 近よく「書籍の役割はほぼ終焉したのでは？」というような意見を

耳にします。また「出版社、新聞社、雑誌社の経営は成り立たない！」などとも

言われます。 

 それは、書籍や新聞、雑誌の形態が多様化したからです。上記の意見を正確に

表現するなら「紙に固執している出版社、新聞社、雑誌社の経営は成り立たない！」

ということになると思われます。 

10 年前では考えられないような新しい出版形態、流通が現れ、その結果情報の

発信量はけた違いに大きくなってきています。その要因はスマホ、パソコン、イ

ンターネットなどの IT の進化がもたらしたものであることは間違いありません。 

「情報の発信量が急激に増大している」ということを分かりやすく言い換える

と「誰でも世界中に自分の意見や作品を公開できるようになった」ということと

思います。SNS やブログで情報は発信できますが、それは生の声であって誰から

も校閲、校正されていないものですので商品、作品ではありません。書籍にする

価値は「商品、作品」にするということです。ですから書籍が廃れるということ

はあり得ません。 

自身の考え、感じたことを客観的に見直し、さらに第 3 者の目でチェックして

普遍的なものにするという作業こそ書籍の正式出版の重要な意義ではないでしょ

うか。 初はハードルが高いと感じるかもしれませんが、がんばってそれを乗り

越えたとき永久に残る可能性のある「著者の生きた証」が完成します。 

我々「新世代の出版社」ではそのお手伝いを末永く実施させていただく所存で

す。 
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