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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、出版社や出版社の編集部、またWebのコンテンツホルダーなど企業として出版に

取り組まれる方々（パートナー）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はパートナーの方々に電子出版プラットフォームを提供することができます。

電子書籍やPOD書籍の制作、販売、プロモーションなど、電子出版に関するあらゆる機構を提

供可能です。

　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

12 第 1章　NextPublishingオーバービュー



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　制作の概要

◉

本章では、出版物を制作する工程について解説します。出版ワー
クフローを電子的に表示したSiORi、図表を含むすべての原稿を
扱える超原稿用紙など、NextPublishingの特徴的なサービスを
図版を多用して紹介しています。



NextPublishingの入り口
―NextPublishingポータル―

　NextPublishingでは、企画の立案、原稿執筆、レイアウト指定、組版、そして流通まですべて

オンラインで完結できる環境を提供しています。これらは個別のツールやサービスの形でWeb

で提供されており、それをまとめているのが「NextPublishingポータル」です。

　「基本サービス」には、出版責任者が主に利用するものがまとまっています。出版企画を管理

できる「進行管理表」、企画立案するための「新企画申請（企画案書）」、正式出版への手続きとな

る「企画書」、出版後の改定が手軽に行える「改修申請」といったメニューが用意されています。

このほか、アマゾンでの販売結果を速報値でお伝えするサービスなども組み込まれています。

　「企画・編集」には、編集担当者が使う「超原稿用紙」、超原稿用紙で定義されている各種要

素の一覧表などがまとまっています。

　「制作」には、超原稿用紙をもとに電子書籍・印刷書籍の組版結果を表示する「プレビュー」、

一冊の書籍の形態に変換して仕上がり具合を確認できる「パッケージャ」といった制作担当者

向けの機能がまとまっています。また、変換エラーのチェックツールや、個別のレイアウト表

現を実現するための申請機能なども用意しています。

NextPublishingポータルは、利用可能なすべてのサービスをWebにまとめたもの。
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出版企画を立案する
―企画案書―

　どのような出版物を発行するのか、これを検討し書類の形にするのが企画立案のフェーズで

す。すべての出版物に不可欠な作業です。

　書名は？、執筆者は？、どのような内容？、読者対象は？といった出版物の骨格をここで定

めます。

　NextPublishingでは、この企画立案のフェーズを「企画案書を作成する」という作業で表現

しています。企画案書は、NextPublishingの出版ワークフローシステム「SiORi（シオリ）」で

作成・申請できます。書名、著者、企画内容、読者対象といった基本情報を入力する仕組みと

なっており、最低限必要な情報をこの段階で記述できるようになっています。

　以下、SiORiの「企画案書」申請ページを実際の画面を用いて紹介します。

　なお、この企画案書を申請すると、「N番号」と呼ばれるNextPublishingの管理コードが発番

されます。以降、このN番号によって書籍データが管理されます。

NextPublishingの出版ワークフローシステム「SiORi（シオリ）」の基本画面。このページで示されている各項目を入力すること
で新規出版企画を登録できる。
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企画案書の書名や企画趣旨などの入力画面。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）

企画案書の著者情報などの入力画面。
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企画案書の価格や発行日などの情報を入力する画面。

発行日を入力すると、校了日を自動計算して表示する機能も用意。
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必要事項をすべて入力し、申請ボタンをクリックすると企画案書は完了。
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原稿を執筆・編集する
―超原稿用紙―

　NextPublishingでは、原稿執筆後に行う編集作業用に「超原稿用紙」と呼ばれるワープロソ

フト「Microsoft Word」のテンプレートファイルを利用します。

　超原稿用紙は、執筆・編集・指定が行える拡張されたWordファイルで、縦組書籍用と横組

書籍用の2種類を用意しています。

　この超原稿用紙は、校閲履歴やスペルチェックといった執筆者とのやり取りに使えるWord

の機能はそのまま利用できます。そのほか、Word用として提供されている外部ツールなども

使うことができます。これらの機能を上手に利用することで、効率的な編集作業が行えます。

縦組用の超原稿用紙。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）
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横組用の超原稿用紙。（題材：『僕が伝えたかったこと、古川享のパソコン秘史』古川享著）

Wordのスペルチェック機能を使うことも可能。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）
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レイアウトを指定する
―超原稿用紙・要素指定―

　超原稿用紙で原稿作成が終わったら、次はレイアウトの指定を行います。NextPublishingで

いう「指定」は、通常、編集者が行う見出しや脚注や箇条書きなどの文書要素をマークアップ

する作業のことです。

　超原稿用紙と一般的なWordファイルとの使い方の違いは、「論理指定」を行うのか、「物理

指定」を行うのかという点にあります。

　ふつうワープロで文書を作るときは、大見出しを「20ポイントのゴシック体」のように大き

さや書体を直接指定して表現していると思います。これが「物理指定」で、見た目どおりの印

字結果になりますが、「20ポイントのゴシック体」を「24ポイントの明朝体」に変更するには、

再度大きさや書体を指定しなければなりません。

　これに対し、超原稿用紙で行っている「論理指定」は、大見出しであることのみを「指定」し

ておき、具体的な大きさや書体の設定は後の工程に任せるものです。こうしておくことで、こ

の原稿は最終的な読者の画面サイズの変化にも、どんな判型での組版にも影響を受けないマス

ター原稿になることができます。また、このあとで紹介するレイアウトスタイルを切り替える

ことで、さまざまな紙面レイアウトが可能になります。
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レイアウトの指定は、フォントを変更したり、文字サイズを変更するのではなく、Wordの「段落スタイル」機能を利用して行う。
超原稿用紙で定義している段落スタイルは、Word標準で用意されている段落スタイルと区別できるよう、先頭に◎がつけられて
いる。（題材：『ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニック』山野泰照著）

見出しを指定した段落は、ほかの箇所と区別できるようゴシック体かつ大きな文字サイズにし、青色で表示されるように設定され
ている。
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　論理・物理と言うとむずかしく聞こえますが、編集者がやっていた業務と、制作者がやって

いた業務のデジタル的な区分だと思えば腑に落ちるのではないでしょうか。

　つまり、超原稿用紙は編集者の業務と制作者の業務の両方を一度に表現できる仕組みを提供

しているファイルということです。この超原稿用紙はNextPublishingではマスターファイルと

して利用するので、ここでの「指定」は確実に行うようにしてください。

NextPublishingで定義されている要素。（見出し関連）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎大見出し ○ ○ 章レベル（第1レベル）の見出しを指定します。適用すると青色
になります。

◎中見出し ○ ○ 節レベル（第2レベル）の見出しを指定します。適用すると青色
になります。

◎小見出し ○ ○ 項レベル（第3レベル）の見出しを指定します。適用すると青色
になります。

◎見出し ○ ○ 項以下の見出しを指定する際に使えます。適用すると青色になり
ます。

◎大見出し：リード文 ○ ○ 章レベルの見出し直後にリード文が入る場合に使います。それ以
外の箇所では使えません。適用すると青色になります。

◎大見出し：副題 ○ ○ 章レベルの見出しの副題を指定します。必ず「◎大見出し」の直
後で指定してください。適用すると青色になります。

◎中見出し：リード文 ○ ○ 扉ページを変換した際に、節レベルの見出し直後にリード文が入
る場合に使います。それ以外の箇所では使えません。適用すると
青色になります。

◎中見出し：副題 ○ ○ 扉ページを変換した際に、節レベルの見出しの副題を指定します。
必ず「中見出し」の直後で指定してください。適用すると青色に
なります。
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NextPublishingで定義されている要素。（本文関連）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎本文 ○ ○ 本文を指定します。（かならず最初に指定してください）

◎本文：ぶら下げ１字 ○ ○ 箇条書きなどを指定します。1行目はインデントされず、2行目
以降が１字分インデントされます。

◎本文：ぶら下げ２字 ○ ○ 箇条書きなどを指定します。1行目はインデントされず、2行目
以降が２字分インデントされます。

◎本文：ぶら下げ３字 ○ ○ 箇条書きなどを指定します。1行目はインデントされず、2行目
以降が３字分インデントされます。

◎本文：ぶら下げ４字 ○ ○ 箇条書きなどを指定します。1行目はインデントされず、2行目
以降が４字分インデントされます。

◎本文：右揃え × ○ 本文を右揃えで表示したいときに指定します。

◎本文：下揃え ○ × 本文を下揃えで表示したいときに指定します。

◎本文：小さめ ○ ○ 本文に補足文章を手軽につけるときに指定します。「◎本文」より
も小さめの文字で表示されます。

◎本文：１字インデント ○ ○ １字分インデントされた本文にしたい箇所で指定します。

◎本文：２字インデント ○ ○ ２字分インデントされた本文にしたい箇所で指定します。

◎本文：３字インデント ○ ○ ３字分インデントされた本文にしたい箇所で指定します。

◎本文：４字インデント ○ ○ ４字分インデントされた本文にしたい箇所で指定します。

◎引用文 ○ ○ 引用箇所など、本文と区別したい箇所で指定します。適用すると
左に罫線が入った表示になります。

NextPublishingで定義されている要素。（小組関連）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎【小組１】見出し ○ ○ コラムや注意など、本文とは別組にする場合の見出しを指定しま
す。適用すると緑色の下罫線が表示されます（縦組では背景がグ
レー、文字が緑色になります）。

◎【小組１】本文 ○ ○ コラムや注意など、本文とは別組にする場合の本文を指定します。
適用すると文字が緑色になります（縦組では背景がグレー、文字
が緑色になります）。

◎【小組２】見出し ○ ○ コラムや注意など、本文とは別組にする場合の見出しを指定しま
す。適用すると緑色の下罫線が表示されます（縦組では左が空い
た囲み罫線が表示されます）。

◎【小組２】本文 ○ ○ コラムや注意など、本文とは別組にする場合の本文を指定します。
適用すると文字が緑色になります（縦組では右が空いた囲み罫線
が表示されます）。

NextPublishingで定義されている要素。（文字列用）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎強調太字 ○ ○ 本文内で強調したい文字列を指定します。文字単位で指定できま
す。適用すると文字が赤色になります。

◎強調傍線 ○ ○ 本文内で強調したい文字列を指定します。文字単位で指定できま
す。適用すると文字が赤色になり下線が引かれます（縦組では右
に線が引かれます）。

◎傍点 ○ ○ 本文内で傍点を打ちたい文字列を指定します。文字単位で指定で
きます。適用すると文字が赤色、上部に・が表示されます（縦組
では右に・が表示されます）。
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NextPublishingで定義されている要素。（図表関連）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎図 ○ ○ 図・写真を指定します。適用すると背景がオレンジ色になります。
図・写真は、この要素を適用しないと、正しく変換されません。

◎図：位置固定 ○ ○ 図・写真を指定します。適用すると上下に赤い罫線がついて背景
がオレンジ色になります。文章と離れて表示させないときに使い
ます。

◎図：キャプション × ○ 図・写真のキャプションを指定します。適用すると文字がオレン
ジ色になります。それ以外の箇所では使えません。図の上部に挿
入して使います。

◎表：キャプション × ○ 表のキャプションを指定します。それ以外の箇所では使えません。
表の上部に挿入して使います。

◎表見出し × ○ 表内のタイトル行・タイトル列を指定します。指定すると背景が
赤色、文字が白色になります。Wordで作成した表内でのみ使えま
す。

NextPublishingで定義されている要素。（コンピュータ書籍用）

段落スタイル名 縦組 横組 使い方

◎コード × ○ プログラムリストなどで等幅フォントを使う際に指定します。背
景がグレーになります。

◎コード：強調太字 × ○ プログラムリストなどで太い等幅フォントを使う際に指定します。
適用すると文字は赤色に、背景はグレーの網になります。

◎コード：キャプション × ○ コードのキャプションを指定します。それ以外の箇所では使えま
せん。コード段落の上部に挿入して使います。

◎キートップ × ○ キーボードのキーを表記するときに指定します。適用すると赤色
の罫線で囲まれた赤色の文字になります。

◎本文：コード × ○ 本文内で等幅書体にしたい文字列を指定します。文字単位で指定
できます。適用すると背景が黄色になります。

◎手順 × ○ 操作手順など、本文と区別して表示したい箇所で指定します。１
字分ぶら下がり表示になります。

◎手順：小さめ × ○ 手順に補足文章をつけるときに指定します。「◎手順」よりも小さ
めの文字で表示されます。

◎手順：区切り × ○ 手順箇所の泣き別れを防止するために使います。このスタイルを
適用した箇所で改ページされます。なお、手順箇所以外では使え
ません。
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図表を指定する
―超原稿用紙―

　超原稿用紙では、テキストだけでなく一般的な編集作業では別工程となっている図版や表組

の指定も直接行うことができます。「超」とつけているのはこの機能によるものです。

　図版の指定は、JPEGやPNGといった画像ファイルを直接貼り付けるだけで完了です。横組

の場合、横幅に応じて3段階の表示方法も見た通りに指定できます。

　表組の指定は、Wordの標準機能である表作成を使って、そのまま作成できます。超原稿用

紙ひとつで原稿執筆から、見出し指定、図表指定まで行えるのです。

図表を作成した様子。（題材：『ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニック』山野泰照著）
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使いたいレイアウトを選択する
―レイアウトスタイルライブラリ―

　超原稿用紙では見出しや本文といった要素を指定しました。この要素に対し、デザインやレ

イアウト、組版といった装飾的なものを与えるのが「レイアウトスタイル」です。このレイア

ウトスタイルを選択し、超原稿用紙にあてがうことで、作成した原稿が判型やデザインを持っ

た書籍の形態になります。

　レイアウトスタイルは、判型（四六判、A5判、B5判、B5変形判）、組方向（縦組、横組）、1

ページあたりの行数、1行あたりの文字数、本文の文字サイズ、見出しのデザイン、柱・ノンブ

ルのデザインなどにより、複数のレイアウトスタイルがあらかじめ定義されています。これを

「レイアウトスタイルライブラリ」と呼んでいます。

　NextPublishing利用者は、書籍の企画内容に応じて、判型や組方向を基準にレイアウトスタ

イルを選択することで、超原稿用紙の指定をもとに組版結果を確認（プレビュー）できます。

また、文字サイズの変更や1行あたりの文字数、1ページあたりの行数などをカスタマイズする

ことで、書籍の内容により合うデザインに変更することもできます。

レイアウトスタイルライブラリで定義されている、判型、組方向、本文文字サイズ。

判型 組方向 本文文字サイズ

四六判 縦組 12Q・13Q・14Q・15Q

A5判 縦組・横組 13Q・14Q

B5判 横組 13Q・14Q

B5変型判 横組 15Q
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仕上がり内容を確認する
―プレビュー―

　指定が終わった超原稿用紙と、レイアウトスタイルの選択が終わると、その2つを組み合わ

せた組版結果をすぐに確認できます。この仕組みをNextPublishingでは「プレビュー」と呼ん

でいます。

　プレビューは、「Word2XHTML5 PDFジェネレータ」と呼ばれるWebサーバーを使って行

えます。このサーバーに超原稿用紙をアップロードすると、電子書籍用のファイル（EPUBと

Kindle）と印刷書籍用のファイル（PDF）が数分後に生成され、その連絡がメールで届きます。

超原稿用紙をアップロードすることで組版結果を確
認できる「Word2XHTML5 PDFジェネレータ」。
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　変換されたファイルを見ることで、指定内容が間違っている箇所を確認できますので、超原

稿用紙で修正し、繰り返し変換するといった使い方ができます。

また、指定漏れや指定間違いの修正が手軽に行えます。もちろん、著者校正用のファイルとし

ても利用できます。

　また、レイアウトスタイルがイメージと異なっていることもすぐに確認できますので、別の

レイアウトスタイルに切り替えて変換する、といった作業が簡単に行えます。
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四六判・縦組で変換したPDF（上）とEPUB（下）。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）
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A5判・横組で変換したPDF（上）とEPUB（下）。（題材：『ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニック』山野泰照著）
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B5変型判・横組で変換したPDF（上）とEPUB（下）。（題材：『Linuxコマンドライン入門　6日目』大津 真著）
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書籍の価格・発売日を決める
―企画書―

　ここまでの作業で原稿がほぼ揃いました。次は、発行日を確定するための「企画書」を作成

するフェーズになります。企画書の申請はSiORiで行います。

　NextPublishingの企画書は、発行書籍の企画内容を最終確定するものです。具体的には、書

名・判型・価格・発行日といった、商品となる書籍の全容を指定します。このタイミングでISBN

コードも付番されます。これらがまだ固まっていない場合、企画書は申請できません。この企

画書は遅くとも発行予定日の2週間前までに申請するのが基本です。2週間を切った状態では、

希望の発行日に出版できない可能性があるためです。

企画書の入力画面。企画案書で入力した項目はそのまま表示されるので、修正があればこのタイミングで修正する。
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入稿日などスケジュールの管理もSiORiで行うことが可能。

目次の表示レベルなど、書籍の製品仕様も指定できる。
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表紙を用意する
―表紙ジェネレータ―

　企画書を申請し、発行日が確定したら、書籍の顔である「表紙」を準備します。NextPublishing

は電子書籍と印刷書籍の両方のストアで販売しますので、電子書籍の表紙ファイルはJPEG形

式の画像ファイル、印刷書籍の表紙ファイルはPDF形式の印刷向けファイルが必要です。これ

らを個別に用意するのは大変ですので、独自に開発した「表紙ジェネレータ」と呼ばれる専用

ツールを使って電子書籍用と印刷書籍用の表紙ファイルを作成します。

　具体的には、電子書籍用の表紙ではなく、印刷書籍用の表紙を用意することで、印刷書籍用

の表紙データから電子書籍用の表紙データを作成しています。必要なのは、表表紙、裏表紙、

背表紙の3つのPDFファイルのみです。この3つのPDFファイルをもとに、ストアの数だけ表

紙を作成します。

表表紙（左）、裏表紙（右）、背表紙（中央）の3つのPDFファイルをもとにストアごとの表紙を作成。（題材：『赤鉛筆とキーボー
ド』井芹昌信著）
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アマゾン用の表紙ファイル。裏表紙側にバーコード用の白枠を作成。トンボは不要。

大日本印刷用の表紙ファイル。honto.jp向けのバーコードと価格情報を印字。トンボも付けている。アマゾン用と比べると背厚が
少し薄くなっているのがわかる。
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　PODはストアにより使用する用紙が異なるため、書籍の厚みがそれぞれ違います。また、バー

コード用の空きスペースが必要なストア、あらかじめバーコードを印字したものが必要なスト

ア、トンボが必要なストアなど、少しずつ仕様も異なります。このようなストアにより異なる

仕様に準拠したファイルを作成できるのが表紙ジェネレータです。
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書籍を作成する
―F割＆パッケージャ―

　NextPublishingで使う超原稿用紙は、1冊分の原稿をすべてひとつの超原稿用紙にまとめる

ことも、章の単位で細かく分けて使うこともできます。この超原稿用紙をひとつの書籍にまと

めるための機能が「F割」です。このF割をもとにして実際に販売する書籍と同等の電子書籍

ファイルや印刷書籍ファイルを作成できるようになります。ちなみに、F割のFはファイルを

指しています。

　F割の使い方はシンプルです。書籍内での原稿の並び順に合わせて、超原稿用紙のファイル

名を指定すれば完了です。目次の挿入箇所も指定できます。また、超原稿用紙をどのように変

換するかといった詳細な指定も可能です。

　F割の内容にしたがって、1冊の書籍ファイルを作成するのがパッケージャです。プレビュー

が超原稿用紙1ファイルずつ変換するのに対し、パッケージャは複数の超原稿用紙をF割の指

定にしたがってまとめて変換するのが特徴です。あわせて、目次ページも自動生成しますので、

書籍全体の構成を確認するのにも適しています。

NextPublishingで使われているF割。
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超原稿用紙をどのように変換するかを指定するのが「要素名」。

パッケージャで作成したEPUBファイル。目次を含め、最終製品と同等の品質のファイルができあがっている。（題材：『僕が伝え
たかったこと、古川享のパソコン秘史』古川享著）
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流通に必要な情報を確定する
―製品仕様書―

　F割を作成し、パッケージャで書籍内容の確認が終われば、最後は流通に必要な情報を確定

する作業です。このフェーズをNextPublishingでは「製品仕様書」と呼んでいます。製品仕様

書の申請は、SiORiで行います。

　製品仕様書はその名のとおり、製品としての仕様を定義するものです。企画書でほぼ考察を

終えた情報をもとに、流通で必要となる価格や発売日といった事項を最終確定するのが主な目

的です。特にページ数といった書籍の基本情報は、F割で書籍のパッケージングが完了してい

ないと確定しないものなので、これらが終わった段階で作成するようにしています。

　ここで入力した内容は、ストアの商品ページなどでそのまま表示されます。販促的な意味で

も重要なフェーズとなります。

製品仕様書の入力画面。基本的には企画書と同一の入力フォームとなっている。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）
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奥付を作成する
―奥付申請―

　製品仕様書が完成すると、最後に作成するのが奥付です。奥付は、著者や発行社などの責任

の所在を表記している重要な箇所です。製品仕様書で記載した内容を元に自動的に作成します。

製品仕様書などで入力した情報をもとに奥付が作成される。変更も可能。（題材：『赤鉛筆とキーボード』井芹昌信著）
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製品化してストアに納品する
―パッケージング―

　製品化の作業はNextPublishingセンターで行う作業です。NextPublishing利用者が作成し

た書籍ファイル、商品情報を元に、各ストアに納品可能な形式に変換します。この作業は、

NextPublishing利用者が「校了」と宣言した時点で開始されます。電子書籍の場合、校了後、

最短で翌営業日に販売を開始します。

ストアごとに用意されたフォルダに必要なファイルが自動的に作成される。これらを各ストアに納品すると完了。（題材：『赤鉛筆
とキーボード』井芹昌信著）
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発行後に改修する
―改修申請―

　販売開始後、内容に不備が見つかったり、最新情報を掲載する必要ができたときは、改修申

請を行うことで修正できます。改修する際は、改修内容や改修に必要な情報をSiORiで申請し

ます。軽微な修正の場合、1～2日程度でストアへの修正依頼が可能です。

　なお、改修申請を行うと、奥付の発行日欄に記載しているバージョン番号を自動的に更新し

ます。
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改修申請書の画面。修正理由のほか、ページ数の変更、価格の変更などを確認の上、改修作業に入る。
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3
第3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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4
第4章　管理機能の概要

◉

本章では、NextPublishingで提供している管理機能を紹介しま
す。制作工程の自動化や電子書籍・印刷書籍の流通支援だけでな
く、管理機能も充実しています。ここで掲載している管理機能を
使うことで、一人出版社も実現できます。



出版ワークフローの提供

　制作および流通の章でも説明しましたが、NextPublishingはSiORi（シオリ）と呼ばれる出

版ワークフローシステムを採用しています。ワークフローは、業務手順の流れを定義したもの

で、出版社で出版物を企画・発行するまでの業務をコンピュータに組み込んだものがSiORiに

なります。、

　このSiORiと契約者に提供されるNextPublishingポータルにより、出版で必要なさまざまな

事項をサポートしています。

　NextPublishingの利用者は、SiORiおよびポータルで提示される事項に沿って作業するだけ

で、電子書籍および印刷書籍（POD）の出版を行えます。

出版に関する業務手順の流れを定義し、コンピュータに組み込んだものを、NextPublishingではSiORi（シオリ）と呼んでいる。
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進行管理表（スケジュールチャート）

　NextPublishingでは、進行中の企画の状況を「進行管理表」で管理しています。進行管理表

は、企画案書、企画書、製品仕様書がそれぞれ作成されるタイミングで更新されます。

　進行管理表では、管理番号（N番号）、書籍名、価格、発行日など、重要項目や予定日が書か

れていて、進行の全体状況を俯瞰することができます。個別の書籍の進行管理や、いま進行中

の企画の管理に便利です。

企画中の書籍を管理するために提供しているのが進行管理表。どのような企画がいつ発行されるのかといった情報を一目で確認で
きる。
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売上管理

　NextPublishing利用者（編集長および共同出版パートナー）に対し、各ストアの月次売上レ

ポートを集計し、電子書籍と印刷書籍の2つに分けて販売情報のフィードバックを行っています。

　集計の締めはストアにより異なりますが、多くはその月の末に締め、翌々月の初旬にレポート

されます。なお、レポートには時間がかかるので、マーケティング用として、アマゾンに限り週

間レポートを用意しています。こちらは、その週の売上が翌週の前半にはレポートが届きます。

月次の売上レポート（サンプル）。
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印税管理

　売上管理でも説明しましたが、NextPublishingは複数のストアと契約しており、電子書籍と

印刷書籍の2つに分けて販売情報を管理しています。この販売情報をもとに、著作権者に対す

る印税支払管理業務も可能です。毎月の販売実績に基づき、あらかじめ定められた印税率で計

算し、適切に処理しています。印税支払に関しては、一定額を超えたときにのみ支払うことも、

一定期間を定めて支払うことも可能です。

　なお、印税支払管理業務は、共同出版パートナー契約社に対しても印税管理代行業務として

提供しています。
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5
第5章　NextPublishingの利用

方法
◉

NextPublishingについて興味をもっていただけたでしょうか？　
本章ではNextPublishingの具体的な利用方法を解説します。編
集長として契約する方法、自ら出版社となって利用する方法、POD
流通のみ利用する方法など、利用形態に応じたメニューを紹介し
ます。



編集長契約制度

　編集長契約は個人とのコラボ制度で、主に、著者人脈や企画リソースをお持ちのフリーの編集

者を対象に考えています。NextPublishingメソッドを利用し、インプレスR&Dブランドで出版

を行うことになります。インプレスR&Dブランドでは「IT」をメインテーマにしていますが、

それ以外でも相談に応じます。NextPublishingの編集長になるには、インプレスR&Dと「編集

長業務委託契約」を結んでいただく必要があります。

　編集長には企画権限があり、ルールの中であれば自由に企画立案することができます。ただ

し、以下の点に懸念がある場合は、企画を拒否することがあります。

・公序良俗や社会性に問題がある場合

・著者の素性に問題がある場合

・NextPublishing で扱うことが困難な場合

編集長に提供できるサービス
執筆・編集フェーズ（編集長利用可能業務）
・著作権契約業務

・超原稿用紙の提供

・書誌＆ワークフロー管理システム（SiORi）の提供

・各種編集リソースの紹介＆提供

制作フェーズ（編集長利用可能業務）
・EPUB作成ツール提供（リフローのみ）

・PDF作成ツール提供

・レイアウトスタイルの提供

・新スタイル開発（オプション）

製品化・流通フェーズ（インプレスR&D業務）
・ISBNコード付番

・各ストア向けファイル作成、書誌作成

・各ストアへの出荷
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プロモーションフェーズ（インプレスR&D業務）
・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

・その他の各種セール企画

売上・印税管理フェーズ（インプレスR&D業務）
・売上レポート（毎月）

・印税管理

契約条件
　基本は編集印税方式ですが、アドバンス（前払い）があります。また、タイトルあたり定額

の経費の支出が認められます。詳しい条件は、お問い合わせください。
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パートナー出版契約制度

　NextPublishingを使って、電子出版社になれる制度です。

　NextPublishingは、編集・制作工程（DAM）と流通・販売工程（DAD）の2つのパートに分

かれています。DAMのパートをパートナー社が利用し、DADをインプレスR&Dが受け持つ

ことで、共同出版事業が可能になります。契約対象は法人で、たとえば電子出版社を目指す企

業や、出版社の編集部などを想定しています。共同出版を行うには、インプレスR&Dと法人と

して「共同出版契約」を結んでいただく必要があります。

パートナー社に提供できるサービス
執筆・編集フェーズ（パートナー社利用可能業務）
・超原稿用紙の提供

・書誌＆ワークフロー管理システム（SiORi）の提供

制作フェーズ（パートナー社利用可能業務）
・EPUB作成ツール提供（リフロー）

・PDF作成ツール提供

・レイアウトスタイルの提供

・新スタイル開発（オプション）

製品化・流通フェーズ（インプレスR&D業務）
・ISBNコード付番（パートナー社が保有するISBNコードも利用可）

・各ストア向けファイル作成、書誌作成

・各ストアへの出荷

プロモーションフェーズ（インプレスR&D業務）
・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

・その他の各種セール企画
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売上管理フェーズ（インプレスR&D業務）
・売上レポート（毎月）

契約条件
コスト
・初期契約料：12万5000円

・製品化料（タイトルごとにかかるコスト）：数万円程度

売上
・売上に対する分配金：インプレスR&Dの入金額の75％（電子書籍）など

　具体的な条件は、お問い合わせください。
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出版社向けPOD流通サービス

　NextPublishingが開発したPOD流通網のみを利用できるメニューとして出版社向けに「POD

流通サービス」を用意しています。

契約条件
利用条件
・出版社もしくは出版経験（電子書籍を含む）のある法人であること。

（個人の方はお断りしております）

コスト
・契約料：10万円

・月額利用料：0円

※以下のどちらかに当てはまる場合、契約料は無料とさせていただきます。

・初回に5タイトル以上まとめて納品できる

・アマゾンPODですでに販売しており、弊社への取次切り替えが可能

売上
・販売価格の62％からPOD印刷費を差し引いた全額をお支払いします。

※販売価格はご自由に設定いただけます。

※1部あたりのPOD印刷費は「ページ数×2.5円＋180円」になります。

・毎月末締め、翌々月10日にお支払いします。
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法人向けPOD流通サービス

　NextPublishingが開発したPOD流通網のみを利用できるメニューとして出版社以外の法人

を対象とした「法人向けPOD流通サービス」を用意しています。

契約条件
利用条件
・弊社POD制作仕様に準拠したPDFデータをお持ちであること（もしくは用意できること）。

・インプレスR&Dの出版物として出版可能であること（出版可能かどうかの判断はインプレス

R&Dが行います）。

コスト
・出版料：30万円（1コンテンツあたり）

※出版料には、表紙作成、PDF最適化、ISBNコード付番、POD流通費など書籍出版にかかる

費用が含まれています。

売上
・販売価格の60％からPOD印刷費を差し引いた全額をお支払いします。

※販売価格はご自由に設定いただけます。

※1部あたりのPOD印刷費は「ページ数×2.5円＋180円」になります。

・毎月末締め、翌々月10日にお支払いします。
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ご興味を持たれた方へ

本書を読んでご興味を持たれた方は、下記までお問い合わせください。
Email：np-info@impress.co.jp

あわせて、下記も参考にしてください。

［NextPublishingオフィシャルWebページ］

http://nextpublishing.jp/

最新情報は、Facebookでもお知らせしています。

［オフィシャルFacebookページ］

https://www.facebook.com/NextPublishingReview
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