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概要

日本で電子出版が始まって早や25年になりますが、成功していると言え
るのは、早くから電子化に取り組んでいた辞書、専門分野の情報プラット
ホームを創った法律系、医学系の情報サービス、そして携帯電話向けコ
ミックぐらいで、週刊誌や、雑誌、実用書などの情報伝達系はインターネッ
トに押されており、デジタルへの変革にどう対応するかの試行錯誤が続い
ています。文芸系の書籍も、依然としてビジネスモデルの視界は明確で
はありません。

電子書籍というと、紙の小説の電子化というイメージがありますが、コン
ピュータ技術やネットワーク技術の進展により、グーテンベルグ以来の大
きな変化が起こりつつあり、紙の電子化は序章に過ぎません。

進化するWeb技術と同時進行で、既に電子出版は動画や音だけでなく、
複雑なプログラムも実行することができます。TVや映画、音楽、本といっ
た旧来のジャンルの境目がなくなり、電子出版には多くの可能性がありま
すが、実際のビジネスとなると幾つもの壁があり進んでいないのが現状で
す。
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ポイント
・ 日本の電子書籍

・ 何故、黒船襲来なのか

・ 電子書籍端末の歴史

・ 何故、日本の電子書籍は難しいのか

・ これを解決するソリューション

（１）EPUB

（２）既刊書の電子化

（３）流通の新しい試み

・その他
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電子書籍の市場規模2005-2015

2008： 464億円
ケータイ： 80%
コミック： 80%
2009： 574億円
2010： 650億円
板型PCとスマートフォン

が急成長
2015： 2000億円

(c)インプレスR&D
電子書籍ビジネス調査報
告書2011
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2010 出版年鑑（出版ニュース社）

新刊書籍部門別点数（総点数 78,501）
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自然科学系では、寡占化が進み、エルゼビア社は世界に
7,000人の従業員を擁し、2,000誌の雑誌を発行している。
シュプリンガー社は、毎年3,500冊の新刊書を発行している。

シュプリンガー社では全ての新刊を電子書籍にて発行し、
紙の書籍は1部の注文からプリントオンデマンド

エルゼビア社も教科書を除く全書籍を電子書籍で提供

販売においては、多くは「ビックディール」と呼ばれる手法を
採用し、施設に対してその分野の全雑誌・書籍を提供する。

わざわざ図書館に行かなくても、無尽蔵に専門書・雑誌が
読める状況となっている。

電子化は単に媒体が電子になることではなく、得られる情
報量が急激に増えることにその本質がある。

海外の電子化の状況
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本の無い図書館
蔵書を85%減らし、「新しい図書館（員）」像を追求する
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US Investment in Academic Print Collections
Academic Library Expenditures 

on Purchased and Licensed Content
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日本の学術書のビジネスモデルは、

読者が読みたい本を購入するB to Cモデル

海外では古くから施設が購入し、

その構成員が共有するB to Bモデル

日本では、個々の読者が自分で購入する慣習のため、電子媒
体を選択しても情報量は紙と同じでメリットが少ない。

日本の出版社は寡占化されていないので、 「ビックディール」と
呼ばれる手法が使えない。

我が国に於いてこの状況が続けば、英語の学術情報ばかりが
効率的に伝達し、日本の学術出版が地盤沈下して、日本語で学
術情報を読みたい読者の要求に応えられなくなってしまう。
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日本の知の循環の崩壊



Kindleの衝撃（ 100万点のeBook ）

• 2007.11 Amazon Kindle 6” 300g

– ネット接続を一切、ユーザに意識させない。

– 新刊本：定価$30.00、Amazon$24.99、Kindle$9.99

• 2009.6 Kindle DX 9.7” 540g

• 2009.10 Kindle国際版 世界100カ国で同時発売

– $259.00 送料込みで3万円以下 ⇒2010.07 $189.00に値下げ

– ネット接続を一切、ユーザに意識させない！

• 国際ローミング代金をAmazonが書籍代に2ドル上乗せ

• 個人ファイルもメール送信で読める！

何故、黒船襲来なのか
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Apple iPad

• 9.7”液晶 1024 x 768

• iPhone OS 3.2 22万本のApp Storeアプリが動く

• Unicodeフォント搭載 iPhone同様世界の文字を表示可能

• 辞書：英語（米国、英国）、フランス語（フランス、カナダ、スイス）、ドイツ語、日本語、オラ

ンダ語、フラマン語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、ロシア語

• メニュー：英語、フランス語、ドイツ語、日本語、オランダ語、イタリア語、スペイン語、簡

体字中国語、ロシア語

• 音楽：iTunes 、アプリ：App Store、書籍：iBook Store
– Penguin、HarperCollins、Simon & Shuster、Macmillan 、Hachette

何故、黒船襲来なのか
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Microsoft Slate PC

何故、黒船襲来なのか
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何故、黒船襲来なのか
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eブックストアと契約した出版社から出ている数十
万冊と、版権切れのタイトルが300万冊



電子書籍端末の歴史
（死者累々の歴史）
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ソニー・データディスクマン（1990～）
ＩＣ電子辞書 （2000～）

電子ブックコミッティ

設立：1991年

目的：電子ブック(8cm CD-
ROM)の普及

活動：電子ブックタイトルの普及

事務局：ソニー ITカンパニー内

会員数：最盛期 122社

タイトル数：300 内100は海外タ
イトル。辞書系以外に学習参考
書、旅行ガイド、電話帳などの実
用書も
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NECデジタルブック（1993年）
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1998-2003米国 デバイス

• 1998年 Rocket eBook、SoftBook、・・・

– B&Nで購入。ネットにも書庫が！

– シリコンバレーのベンチャー企業

• 1999年 Franklin eBookman

• 2000年 GemStar eBook 累計7万台

• 2003年 GemStarのNews Corp. への身売りですべて消滅
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電子書籍コンソーシアムによる販売実験（1999）

ブックオンデマンド実証実験

(予算：8億円、通産省の補助金)

読書端末：シャープ(180DPI液晶)

販売端末：日立

配信：NTT

タイトル数： 5000冊の画像化(最大1冊
15MB)を予算に盛り込む。
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電子書籍コンソーシアムによる販売実験（1999）
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松下電器 Σbook（シグマブック2004）

12



ソニー （2004）

22



コリステリック液晶による電子書籍端末例2004
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松下電器 （ワーズギア2006.11）



LIBLIeの素晴らしさ

• eInkの採用 蘭Philips社が製造(当時、台湾PVI社)

• 6インチ、SVGA：800 x 600 文庫本でルビも読める

– その後、6インチが世界標準へ

• Kindleよりも軽く、小さい 300g

• 乾電池 単四、4本で稼働

• カバーと本体の一体デザイン

• 出版社も出資したオンライン書店

– パブリッシングリンク社

– Timebook Town
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2004-2005日本
• SONY LIBRIe

• 松下電器 Sigma Book

• 米国で失敗したのに、なぜSONY、松下が？

– 電子辞書の成功 CASIO、Sharp、Canon

– 日本の得意分野 デジカメ、プリンター、・・・

– 中国の電子教科書

• 米国:308.7Kg、日本:242.8Kg、中国:29.2Kg (2001)

• 固定電話のインフラがない ⇒ 一気にケータイ大国に

• 約1,000万人/学年

• 失敗の原因： 日本で販売したから(DTP後進国)
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出版は音楽と同様に
今後も I T系に攻略されるのか



音楽配信戦争（１幕）
－米国で始まった合従連衡－

AOL

『 RealOneRhapsody 』
３３万曲聴き放題 9.95$ /月
CD-Rへの焼き込み 79￠/曲

RealNetworks
Listen.com

買収
MusicNet

英EMI
独ベルテルスマン Microsoft

変更

Pressplay

米ソニーミュージック
ユニバーサルミュージック

ROXIO
身売り

Napster

Apple
『 iTunes Music Store 』
１００万曲 ３０秒間無料試聴
CD-Rへの焼き込み 99￠/曲



音楽は1曲3分同一価格

出版はビジネスモデルが多様
ビジネスが難しい

雑誌、漫画、文芸書、ビジネス書、
実用書、専門書、学参書、絵本、

辞書、事典



値段の高い本、安い本、無料の本

沢山売りたい本

限られた人を対象にした本

主に図書館に買って貰う本

小説のように頭から尻尾まで読む本

必要なところだけ読めば済む本



広告が多く載った本

読み捨てる本

大事にとっておく本

幼児向け、子供向け、学生向け、

ビジネスマン向け、老人向け、・・

電子書籍の時もビジネスモデルは
多種多様



何故、日本の電子書籍は難しいのか

紙の本の再販制度

委託販売制度

出版権設定契約

出版データは何処にあるの？

保存されている出版データのフォーマット
は？

紙の出版と違う、新たなノウハウが必要 32



再販制度・委託販売制度・返本

・取次ぎによる金融機能
取次ぎに本を届ければ代金が貰え、本屋に配本してもらえる。
印税を著者に払い、編集者にも給料を払って、次の本が仕込める。
返本があっても、それ以上の本を取次ぎに押し込めば、金は回る。

・在庫リスクの無い書店

・読者もメリット
国土が25倍、人口が2.6 倍の米国と比べても本屋が多く、日本中ど

こでも同じ安い値段で、活字も装幀も綺麗な本が手に入る。

・多様な文化を支える中小出版社
電話と机と赤鉛筆があれば、資金が無くても出版社が始められる。

配本インフラと中小の本屋が疲弊し、制度疲労



電子書籍契約、印税率

•出版権には含まれていない電子書籍

•紙の版元以外からも電子書籍化が可能

電子書籍の印税率

紙の印税率のような標準的な印税率がない

図版、イラスト、写真などの著作権者との調整

電子書籍での取り決めは個別対応であった



印税支払い、書誌管理

印税支払い事務処理が大幅に増大

紙の書籍は新刊、増刷のタイミングで印税処理

電子書籍は基本、月次で印税計算処理が必要

電子書店毎や電子取次毎に異なる料率を取り扱う

配信環境による分冊配信の結果としての処理量増大



製作体制、フォーマット

社内担当部署の作成

電子書籍制作ノウハウの構築

電子書籍端末、フォーマットごとの製作体制

携帯/iPhone/iPad/Android/電子書籍専用端末

XMDF、.book 、PDF、テキスト、EPUB、独自形式

各端末ごとの特性に合わせた市場参加

携帯：コミック、女性向け実用書

iPhone/iPad：小説、コミック、ビジネス系、実用書



多種のビューア、フォーマットが存在していた

ビュア名称 データ形式 提案元 ＤＲＭ

ページリーダーなど テキスト ×

T-Time dotbook
テキスト・画像 ボイジャー ○

T-Time ttz

XMDF テキスト・画像 シャープ ○

蔵衛門デジブック 画像ベース トリワークス ◎

ebij book reader 画像ﾍベス ｲｰﾌﾞｯｸｲﾆｼｱﾁﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ◎

BBeB テキスト・画像 ソニー ◎

コミックサーフィン 画像ﾍﾞｰｽ セルシス ◎

Open eBook→EPUB テキスト OEBF→IDPF ◎

PDF
テキスト・画像 アドビ

×

ADOBE eBook ◎

FlipBook テキスト・画像 ｲｰﾌﾞｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ ◎



企業連合が続々誕生

38

参加企業 サービス名
配 信
開 始
時期

対象端末 作品数

ソニー、KDDI、
凸版印刷、朝日
新聞

リーダーストア
12月
10日

ソニーの電子書籍専用端末「リー
ダー」

１万数千冊

シャープ、カル
チュア、コンビニ
エンス・クラブ

ツタヤ、ガラパゴ
ス

12月
10日

シャープの多機能端末「ガラパゴ
ス」2011年春以降はシャープ製ス
マートフォン対応予定

２万４０００千
冊 ( 新 聞 ・ 雑
誌 の 定 期 配
信も) 

紀伊国屋書店
紀伊国屋書店、
Book Web Plus 

12月
10日

パソコン １１００冊

ソフトバンクモバ
イル

ソフトバンクブッ
クストア

12月
17日

開始当初はソフトバンクのスマー
トフォン1機種の予定

約１０万冊

大日本印刷 honto 
11月
25日

パソコン、iPhone・iPad 約３万冊

大 日 本 印 刷 、
NTTドコモ

トゥ・ディファクト
11年
1月

スマートフォン7機種の予定 約１０万冊



世界のデバイスで日本語が読める環境を整備

EPUB日本語拡張仕様の策定

世界の様々なEPUBリーダーやデバイスで、縦
書き、ルビなどの日本語組版を実現させ、紙
の出版物の流通では考えられなかったほど広
汎な国・地域を含めた全世界に日本の出版物
を発信することを可能にし、よって市場の拡大
を目指す。
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データ形式と配信ビジネスの分離

• 旧来:

– 各社が考案したデータ形式が、配信ビジネスと直結

– データ形式が非公開

– 各社のツールを購入しないと作れない

• EPUB3:

– 誰でも無料で自由に、データを作ることができる

– 仕様書もWebで公開、多数のツールも存在する

– DRM(著作権管理)+配信サーバ ビジネスと分離
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2011.01.19WebKit、Chrome に実装
http://www.epubcafe.jp/download/samples/kusamakura
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Adobe

Apple

Google

Adobe Digital Editions
(PC、Mac用 無料 EPUB/PDF ビュアー)

Adobe Reader Mobile SDK
(Linux、Android用 EPUB/PDFビュアー 開発キット)

Webkit 【Open Source】
(ブラウザーの描画処理開発キット)

Windows PC
Slate PC

Mac
2011.07～

読書専用端末
2011秋～？

各社Android端末
4.0 IceCream Sandwich～？

iPhone/iPadのiBooks
2011秋～

Google Chromeブラウザ
2011.03 対応済み

Apple Safariブラウザ
Mac 2011.07～-、iOS 2011秋～

実装へのスキーム



既刊書の電子化の推進

オプトアウト方式？による著作権処理

・自然科学系の昔の非著作権譲渡学術雑誌
・多くの人文・社会学系の学術雑誌や連絡先不明

の絶版書籍

外字、異体字問題の整理

電子出版物全体に言える最大の難関、モノとしての
「本」にまつわる美意識が根底にある

・著作権者との間で、同一性保持について
変更の許諾



（知の循環の崩壊）からの脱出

沢山の本を読んでもらう環境を整備する

本が売れるようになる

電子化しても採算が取れる
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無料経済の台頭



GoogleVideoで講義配信
聴講してみようかと思わせるUCバークレーの授業
http://video.google.com/ucberkeley.html



フリー教科書『ウィキブックス（Wikibooks）』

オープンコンテントの参考書・教科書。

現在8625タイトル。小学校から大学まで。



電子図書館は地球に１つあれば済
む？

情報技術だけがこれからも10年で100倍のペースで進み、本も含め、世
界の全てのサービスや情報が、何時でも何処ででも、世界の誰もが手
のひらで見えるのは時間の問題。また、個人でも1PBクラスのサーバー
が持てる。

Google問題

孤児作品
商用サービスとの住み分け



ヒマ潰し文化の台頭で
電子書籍も伸びず

電子雑誌はIT系に乗っ取られ

本を読まない学生の台頭で
学術出版も伸びず
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出版社にとって最悪のシナリオ
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辞書系、法律系、医学系

網羅的に文献･記事を集積したも
のを構築し、求める情報が簡単容
易に得られるよう、自由な検索に対
応したサービス用意した。

日本でも成功している分野がある


