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はじめに

　出版産業の右肩下がりが止まりません。統計資料によると、1997年あたりをピークにその後、

下がり続けています。

　その理由にはいくつかの見解があると思いますが、最大の理由は、近年のデジタルメディア

の台頭によるライフスタイルの変化ではないでしょうか。インターネット、スマホという双方

向型デジタルメディアが台頭し、紙の出版メディアは年々、利用者のメディア接触時間を減少

させています。その結果、書籍の売上低下を招いており、雑誌の広告媒体としての価値も低下

させ、広告売上も激減させていると思えます。

　それ以外にも、「品切れ問題」、「高返品率」、「企画の偏重と画一化」、「編集人材の減少」など、

永年の制度疲労により抱え込んでしまった課題があります。

　出版産業は、体系的知識の提供、秀でた専門家の社会デビュー、デジタルデバイドされた側

への情報提供などの観点で、重要な社会的ミッションを持っています。このミッションを継続

するためには、保護や延命ではなく、経済効率性に耐えられるような方法論の変更が必要だと

思います。これを実現するには、本を「モノ作り」の観点から、「知の生態系」のゲートという

観点に発想を拡大する必要があるのではないでしょうか。

　本書は、著者、またはこれから著者になられる方々のために、株式会社インプレスR&Dが開

発・運営している「NextPublishing（ネクストパブリッシング）」について解説した書籍です。

NextPublishingは前記の課題を解決するために開発された電子出版プラットフォームで、イン

ターネットがある時代において、インターネットと共に成長していける新しい出版を提案して

います。

　NextPublishingが著者の方々に提供できる最大のメリットは、出版可能性の増大です。従来

の出版では経済効率性から出版可能性が低下しつつあります。NextPublishingなら、市場が小

さい専門性の高いテーマでも、市場が読めない新しいテーマでも、また新人著者の方にも、出

版機会を増大することが可能です。

　本書により、その機能や効能を知っていただき、共に新しい時代の出版を創っていければ幸

甚です。

インプレスR&D 代表取締役 井芹昌信
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1
第1章　NextPublishingオー

バービュー
◉

本章では、まずNextPublishingとは何かを把握していただくた
めに、大づかみな特徴や効能を解説します。マネージャーや経営
層の方々は、この章を見ていただくだけでもその概要がつかめる
でしょう。



NextPublishingとは

　NextPublishing1とは、株式会社インプレスR&Dが開発した新しい電子出版プラットフォー

ムの名称です。発行ブランド名やシリーズ名ではありません。全工程がデジタル化されており、

伝統的出版（従来からの紙での出版のこと：米国ではTraditional Publishingと呼ばれる）とは

異なる出版モデルです。電子的に出版することを前提としており、印刷による紙書籍はその一

部と捉えています。

NextPublishingの狙い
　伝統的出版の諸問題により、専門的な書籍の発行や新しいテーマでの企画がむずかしくなっ

てきています。NextPublishingは、伝統的出版では経済的に困難なこれらの多品種少部数の出

版を可能にし、優秀な個人や組織が保有している多様な知の流通を促進することを目的にして

います。

NextPublishingの主な特徴
　NextPublishingのおおまかな特徴は以下のとおりです。

・オールデジタルによる編集、制作、流通手法なので、圧倒的な低コスト・短期間で発行できる。

・電子書籍と印刷書籍が同じ編集・制作プロセスで発行できる。正確には、最初にデジタルマス

ターを作り、それを元に電子書籍、そして紙書籍（印刷書籍）を作る（デジタルファースト）。

・印刷書籍では、プリント・オンデマンド（POD）を活用しているので、品切れがなく、末永

く販売できる。

・電子制作システム（DAM：Digital Asset Management）と電子流通システム（DAD：Digital

Asset Distribution）の両方を含む電子出版モデルである。

技術的な特徴
・NextPublishingは、デファクトやオープンソースのソフトウェア、および独自開発のツール

群が連携して動作するソフトウェアシステム2。

・編集指定を行うためのツールとして、最も普及しているワープロであるMicrosoft Wordを使

用している（超原稿用紙）。

・デジタルマスターのフォーマットとして、国際標準のXHTML5+CSS3を使用している。

・電子書籍フォーマットは、日本語の縦書きにも対応しているデファクトスタンダードのEPUB

3を採用している。

・組版エンジンには、国際的に定評があるLaTeX（ラテック）を使用している。
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・これらの国際的に標準の規格やソフトウェアを組み合わせて構成しているので、互換性や発

展性があり、俗に言うガラパゴス化の心配がない。

1.NextPublishingは株式会社インプレス R&Dの登録商標です。

2.NextPublishingの一部の技術は特許申請中です。
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何ができるようになるのか

　以下に現場的、またビジネス的な視点から、NextPublishingの導入により何ができるように

なるのかを見ていきます。
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伝統的出版とNextPublishingの比較

　まとめとして、NextPublishingと伝統的出版の違いを、主な観点で一覧にします。

NextPublishingと伝統的出版の違い（主な項目）

NextPublishing
（NP）

伝統的出版
（伝統）

備考

電子書籍 同時に制作 後で別に制作 伝統では、別途コストも必要

印刷書籍 有 有 NPのPODの場合はオフセットより品質が劣る

電子・印刷同時出版 ◎ △ NPでは、電子書籍とPODが同じプロセスで進行す
る

企画の成立し易さ ○ △ NPでは、一般的な本なら数百部の販売で成立する

出版までの期間 〇 △ NPでは、制作期間が圧倒的に短い（数時間程度）

デザイン／表現力 ○ ◎ NPでも、DTPを併用すれば◎

国際標準 ◎ × NPはガラパゴス化しない

書店流通 △ ◎ NPの基本は書店注文だが、取次委託を抑制するもの
ではない

品切れなし ◎ △ NPは電子書籍とPODを基本とするので、品切れし
ない

返品 無 有 NPは読者の注文販売が基本なので、構造的に返品は
ない

改修・改訂 〇 △ NPは電子書籍とPODを基本とするので、改修・改
訂が容易

オンラインでの露出 〇 × NPはオンラインストア流通を基本にしているので、
デジタルチャネルに強い

再編（二次著作） ◎ △ NPはマスター原稿がデジタルなのでWebなどの他
メディアへの変換が容易
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ウィークポイントと新たな課題

　NextPublishingは伝統的出版のいくつかの課題を解決しますが、そのために抑制される機能

もあります（ウィークポイント）。また、電子出版という市場に出ることによる新たな課題も出

てきます。

組版（レイアウト）品質
　NextPublishingで作られる書籍はEPUBの表現力を基本としているため、紙版（PDF版）の

組版の表現力がそれによって制限されます。たとえば、以下の点は伝統的出版に比べて劣り

ます。

・字切り、縦組・横組混在などの複雑なレイアウト（ビジュアルな雑誌など）

・複雑な表組

・数式

・企画の性格上、版面サイズを固定するもの（大判の図鑑、写真集など）

　など

PODの印刷・製本品質
　NextPublishingでは、POD（プリント・オンデマンド）を印刷書籍の基本としていますが、

PODはまだ普及段階なので、用紙の種類や製本形式に制限があります。現在は、用紙は数種類、

製本は並製（ペーパーバック）が一般的です。

　ただし、NextPublishingはPODに制約されている訳ではありませんので、一般的なオフセッ

トなどの製本方式も扱えます。必要な場合は、伝統的印刷と同様の品質にすることができます。

一般書店流通
　NextPublishingはPOD書籍の流通を基本としていますので、一般書店（リアル書店）への販

売は買切の注文となります。取次を経由した書店への委託配本は基本的には行っていません。

　ただし、取次委託流通を抑制している訳ではなく、電子出版で成績のよいタイトルは伝統的

出版の委託流通を使うことも検討しています。これがうまくいけば、最初は電子書籍とPOD書

籍で販売し、実績のいいものを選んで、より売上可能性の高い委託流通に展開するという、段

階的マーケティングが実現できます。ご期待ください。

ディスカバラビリティ（新たな課題）
　ディスカバラビリティとは、読者に本を見つけてもらえる可能性のことです。
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　伝統的出版では、取次に委託することで自動的に書店に並べてもらえたので、読者は書店を

散策することで、その本を目にする機会が提供されてきました。しかし電子書籍の場合は、書

店の平台や棚にあたるのはデジタルデバイスの画面です。画面に露出されなければ、その存在

すら気付かれることはありません。それゆえ、電子出版ではユーザーのデバイスの画面に、ど

のように露出させるかは極めて重要になってきます。

　NextPublishingでは、制作・流通だけでなく、プロモーションなどマーケティング領域の機

能開発にも力を入れ始めています。
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2
第2章　流通の概要

◉

本章では、電子書籍や印刷書籍の流通チャネル、販売結果に大き
な影響を与えるプロモーション、ストアごとに行われるさまざま
なセールなど、NextPublishingで提供している流通関連のサー
ビスを紹介します。



流通チャネル

サポートしている流通チャネルの一覧

電子書籍販売
・アマゾンKindle

・楽天kobo

・紀伊國屋書店Kinoppy

・アップルiBookstore

・Google Play Books

・honto.jp

・ソニーReader Store

・BookLive!

・達人出版会
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POD書籍販売（オンライン）
・アマゾン

・三省堂書店 楽天市場店

・ウェブの書斎

・honto.jp

・楽天ブックス

POD書籍販売（書店）
・NextPublishing特約書店（紀伊國屋書店、有隣堂、八重洲ブックセンター）

・ジュンク堂池袋本店
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プロモーション

　電子出版でとても重要なのがプロモーションです。書店店頭に並べて読者に発見してもらう

ことが困難ですので、いかにして書籍を見つけてもらうかがポイントとなります。

　NextPublishingでは、以下の施策を実施しています。

・プレスリリース発行

・オフィシャルWebページへの登録

・weeklyメルマガへの掲載

・オフィシャルFacebookページへのプロモーション

　このほか、書籍ごとに独自に行うプロモーションなども積極的にお手伝いしています。

オフィシャルWebページ。書籍ごとにページを用意するほか、セール情報などを掲載。
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プレスリリース。新刊発売日にメディア社やニュースサイトに配信。
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オフィシャルFacebookページ。Facebookユーザーのタイムラインに最新情報などを配信。

登録読者に毎週配信しているweeklyメルマガ。
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セール

　NextPublishingで販売するストアでは、各種セールを実施しています。セール期間中は露出

も上がり、売上へ直結する事例が多くあります。これまでの実績では、アマゾンKindleの日替

わりセールで1日数百～2000部強、アマゾンKindleの月替わりセールで1カ月で数百～2000部

ほどの実績があります。

　また、セール効果によるランキング上昇などの露出効果の向上により、終了後も販売数がプ

ラスになる効能が見られます。

　NextPublishingサポートしている主なセールは以下のとおりです。

・値引きセール（ストア負担と出版社負担の2種類）

・日替わりセール（アマゾンKindle）

・月替わりセール（アマゾンKindle）

アマゾンKindleの月替わりセールなどに参加可能。
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自著割引販売サービス

　NextPublishingでは、著者およびパートナー社向けのサービスとして、出版した印刷書籍を

優待価格で提供する自著割引販売サービスを用意しています。ストアで購入するよりも割安な

価格となっていますので、ご自身の著書を販促や献本等に利用する際にご利用ください。

　なお、自著割引販売サービスは、なるべく多くの方に利用していただけるよう、最少3部よ

り受け付けています。まとめて10部以上購入される場合は、30％オフで提供していますので、

お気軽にご利用ください。

最少3部より割引販売を実施。
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執筆したい方へ

　NextPublishingでは、ITテーマとビジネステーマについては、随時、原稿審査を受け付けて

います。すべての企画を出版できるわけではありませんが、従来の出版モデルに比べると、圧

倒的に出版できるチャンスが広がります。なお、前記以外のテーマについては出版版元との調

整が必要になりますが、お気軽にご相談ください。

　出版をご希望の方は、次の事項を確認の上、ご連絡ください。

・ほかで出版していない原稿であること（インターネット公開は可）

・他者の権利を侵害していない原稿であること

・数百部程度の市場ニーズがあること

・タイトル、企画趣旨、目次を提示できること

・原稿があること、または原稿が執筆可能なこと

・ソーシャルメディアを活用していること

・公序良俗に反していないこと

　最新情報や広く企画を募集する際には、オフィシャルWebページやFacebookでもお知らせ

しています。ぜひ、ご覧ください。

■ご連絡先

Email：np-info@impress.co.jp

■NextPublishingオフィシャルWebページ

http://nextpublishing.jp/

■オフィシャルFacebookページ

https://www.facebook.com/NextPublishingReview
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