HOW WE DO?

特集

COOインタビュー

生涯をかけてマンガを描く人がいる。
生涯をかけて本を執 筆する人がいる。
生涯をかけて彼らを支え、彼らの叡 智を
「コンテンツ」にする人がいる。
私たちは、生涯をかけて大 切な「コンテンツ」と
それらを創作する人々を守り、
「ひとつでも多くのコンテンツを、

取締役副社長 COO

新名 新

ひとりでも多くの人へ」届けていく。

「コンテンツ配信の未来をつくる」会社として

Q. 出版業界におけるメディアドゥの存在意義と強みについて教えてください。
出版業界の歴史をさかのぼるとわかりやすいと思います。私が

成し遂げたのです。

編集者として出版業に携わって来たこの30年間は、出版業と

この状況に危機感を募らせた日本の出版社は、政府系金融

出版文化において、明治維新を上回る激変の時期でした。戦後

ファンドの
（株）
産業革新機構や大日本印刷
（株）
、凸版印刷
（株）

日本の出版業界は右肩上がりの成長を続け、1996年に過去

から支援を得て、のちに私が社長を務めることになる
（株）
出版

最高の売上を記録しましたが、この年をピークにマイナス成長

デジタル機構を設立しました。その背景からこの会社は大企業

に転じ、現在もそのトレンドは続いています。

の技術的支援を受け、多くの出版社の幅広いコンテンツを扱う

1996年に何が起きたのか? この年、Yahoo!の日本語版が

ことになりました。一方、ベンチャーの雄として少数の天才的な

スタートしました。2年前にはAmazonが創業しています。そう

エンジニアが小回りの利くシステムを開発し、マンガを主体とす

です、
「インターネットの普及」が始まり、日本においても情報

るコンテンツの流通でメキメキと力を伸ばしていたのがメディア

収集の手段が雑誌や書籍からWebサイトへ移行し始めたのです。

ドゥでした。非常に対照的な特長と強みを持つ2つの企業が、

しかし、海外の出版業界は日本のように長いマイナス成長

「出版業界をデジタルで活性化」するという同じ志のもとに統合

に陥ってはいません。彼らはインターネットを自らの体内に

されたのが、電子書籍取次業界No.1の現メディアドゥなのです。

取り込み、電子書籍はもとより、紙書籍の流通やマーケティン

この強みを活かして日本出版業のデジタルトランスフォー

グにデジタルテクノロジーを大胆に取り入れ、自己変革を

を推進するのがメディアドゥの存在意義です。
メーション
（DX）

Q. 現在の出版業界を取り巻くデジタルの潮流について教えてください。
この特集について
情報技術の発展とともに、電子コンテンツが秘めるポテンシャル、ユーザーからの期待が高まっている中、さらに今回
の新型コロナウイルス感染拡大もあり、新たな市場の変化が起きています。また、メディアドゥ自身も（株）出版デジタル
機構との統合・ PMIを終え、様々なサービス提供の幅に大きな変化を迎えています。今回の特集では、「それらの変化
をメディアドゥがどう認識し、何を目指し、ビジネスチャンスとして対応していくか」について、
「コンテンツ配信の未来
をつくる」会社として明確な時間軸とともに具体的な足元の打ち手を紹介していきます。
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出版に限らず、インターネットによって何が大きく変化したのか。

としてビジネスができ、自分の部屋で使わない部屋があれば

それは「つながり方」ではないでしょうか。現代において、
「個人」

ホテルとして人に貸し出すことができる。インターネットに

が持つ力は増大しています。インターネットを使うことで自分

よって容易に「個人」と「個人」がつながることができます。

の思いや考えを発信し、世間がそれに即座に反応して簡単に

それには「資本」や「企業」というものは必要ありません。

バズる時代が来ている。ビジネスでも同様に、たとえばUber

これは出版にも当てはまります。明らかに「クリエイター」と

やAirbnbといった業態では、個人が車を持っていればタクシー

「読者」の距離が近くなっている。一昔前なら、作品を読者に
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HOW WE DO?

特集 ̶「コンテンツ配 信の未 来をつくる」会 社として

COO インタビュー

読んでもらうためには、編集、印刷、製本、物流というプロセス

版の脅威といった課題です。

ほどの人的・資金的リソースがないため、どうしてもDXが遅

発 売 前 の 書 籍 の マーケ ティング を 徹 底 して Web で 行 う

に資本と労力が必要でした。このプロセスに長けた大手出版

電子書籍規格の国際標準化活動が進む中、日本語表記や

れています。メディアドゥが 2019 年から始めたインプリント

社にクリエイターが集まりやすい構造ができていたのです。

文 化 的 独自性を国 際 規 格と調 和させることは 重 要です。

事業は、こうした出版社に我々が提供する業務プラットフォーム

今後はIPの活用拡大を目指してオーディオブックの提供を

ところがテクノロジーの発達は、大手と中小出版社の差を大

メディアドゥはインターネット規格の国際標準化を担うW3C

を共同で利用していただくことで、安価で簡単にDXを推進し

2020 年秋頃から開始します。経済産業省の補助金を活用

きく縮めてしまいました。しかし、あらゆる中小出版社がこの

のワーキンググループに共同議長を送るなど、電子出版業界

ていただこうという構想なのです。

した電子書籍の売上・印税を紙書籍の印税と統合管理する

恩恵に浴しているわけではありません。特にDXを推進する

を代表する活動を行っています。

「 NetGalley」というサービスなどもあります。

たとえば、メディアドゥが提供する「Picassol」というサー

システムの開発にも着手しています。いずれも、面倒なサー

また、日本マンガの海賊版はほとんどが海外からやって来

ビスがあります。これは出版 IPを最大限に活かすために、コン

バーの維持や専門的技術の知識なしに、安価な月額利用料

ます。メディアドゥはこれに対抗する活動にも参画しており、

テンツを一定のルールのタグ付きテキストファイルで作成

で使えるクラウドサービスです。

ただ、インターネットを活用し、DXを推進することだけでバ

海賊版対策の中核として2020 年 4月に設立された一般社団

するものです。デジタルファーストで作成し、そこから紙や電子、

このようなサービスの総体を「Publishing Platformer」と

ラ色の未来を描けるわけではありません。これまで自他とも

法人 ABJ*では、初代の代表理事を私が務めさせていただい

さらにこれから出現するであろう新しいサービスに展開できる

称しています。中小出版社が編集や営業で競い合いながら、

に認める国内産業であった日本の出版は、今やいつでも世界

ています。

コンテンツをつくるという仕組みです。非常に高度な校正支

マーケティングやバックオフィスなどのシステムといった非競

中の「個人」とつながることが可能となり、急激に国際的な問

* Authorized Books of Japan：電子書籍における恒常的な海賊版対策活動の組織
化を目的として、著作権者、電子書店事業者及び出版社により設立

援機能も付いています。他にも紙書籍を在庫問題から解放す

争領域を共有し合うことで、規模の大小にかかわらず、より

るプリントオンデマンド
（POD）の「PUBRID」というサービス、

優れた作品を世に送り出せるのではないかと考えています。

ノウハウで苦労していますが、これを支援しようとしているの
がメディアドゥなのです。

題に晒されています。その一例が、規格の国際標準化や海賊

Q. 新型コロナウイルス感染拡大はメディアドゥ、そして出版業界にどのような影響がありましたか。

Q. COOとして担う役割と、今後のメディアドゥに期待していただきたいポイントを教えてください。

巣ごもり効果もあって、2020年3月から5月にかけて電子書籍

するはずだった書籍のキャンペーンが中止になってしまう

CEO である社 長 はまず 経 営 戦 略を担 いますが、ブロック

体験しました。また、作家や編集者の「思い」にも精通してい

の売上は予測を上回る伸びを見せています。これは動画配信サ

こともありました。

チェーンなどの新技術で新市場を開拓する「Legacyを創りに

ます。私のような体験をした人間が、デジタルで出版界に

行く」事業の指揮も執ります。一方、COO の私はコンテンツ

貢献する会社であるメディアドゥのCOOを拝命しているとい

イトの利用増と似たような状況でした。電子図書館事業でも、

今回の非常事態のように紙媒体の流通が滞る中において

わずか1カ月の間に例年の1年分に当たる問い合わせを公共

も、出版流通を支えたのが電子媒体です。電子出版登場の

流通システムを中核とした「Legacyを作る」事業を担います。

うのも、何か運命といったものを感じます。さらには、Web

図書館、学校図書館双方からいただきました。こうした出来事

大きな意味は「出版流通の多様化」にありました。よく勘違い

このシステム自体も不断の改善が必要ですが、その周辺には

社会の出現や国際化といった出版大変革の時期だからこそ、

をきっかけに多くの読者が電子書籍に触れ、そのメリットを

されてしまうのは、現状の電子書籍が新しいメディアだと

常に出版社と電子書店からの新しいニーズが発生します。

他企業にはない強みになるのではないでしょうか。

感じてくださったことにより、電子出版の利用者が底上げされ

思われていることです。電子書籍の中身は基本的に紙書籍と

これを事業化するのも私の役割です。

たのではないかと感じています。

変わりません。ただ、流通の仕組みという一点において、従来

私の出版人としてのキャリアは活版印刷からスタートし、

出版文化の伝統、過去の歴史というものを大事にしたうえ
で、新しい時代に進むことを決意した著者、出版社、書店など

一方、紙の出版はかなり影響を受けました。大型商業施設

とは異なる画期的な形式なのです。私たちは出版業界を電子

電 算 写 植、インデザインなどの DTP 、電 子出版、さらには

全ての出版関係者を、単なるデジタル化ではないDXによって

にある書店が施設の休業に伴い営業できなくなる事態も

コンテンツで寡占しようなどとは考えていませんが、紙書籍の

POD 、オーディオブックにまで及んでいます。グーテンベルク

支え、寄り添うことができる会社が我々メディアドゥだと自負

ありました。映画館の休館により、映画公開と合わせて展開

流通に問題が生じたとき、電子流通でそれを補完するのは

の活版印刷以来、約 570 年間に登場した出版技術の全てを

しています。

重要な役割だと思っています。

Q. メディアドゥの目指す姿、
「Publishing Platformer」とは一体何でしょうか。
DX 推進によって出版業界全体の活性化に貢献するプラット

れます。こうした世界で、紙と電子の出版を支える基盤を構築

フォームをつくることが私たちの目標です。日本の出版社の

することが、出版業界を継続・発展させるためには必要です。

多くは、著者や編集者が苦労してつくり上げたIP（知的財産）

著作者の発掘から、紙と電子のコンテンツ制作、販売促進、

を、印刷された書籍という媒体と、町の書店という流通に閉じ

読者情報の獲得まで、出版の全プロセスにおいて出版業界の

込めていると感じています。出版IPにはもっと多くの可能性、

DXを支援して推進することが、私たちの役割だと思っています。

ポテンシャルがあると思うのです。

Society5.0の社会へと移行が進む現在、インターネットを
活用した新たなサービスや文化がどんどん出現すると考えら
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大手出版社の寡占が進んでいる海外とは異なり、日本では
独立系の中小出版社で市場売上の7 割ほどを占めています。
それが多様な出版文化を生み出しているのです。しかし大手
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HOW WE DO?

特集 ̶「コンテンツ配 信の未 来をつくる」会 社として

CxOメッセージ
当社では、2020 年 6月からの事業持株会社制への移行に伴い、グループ経営の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役
員制度を導入しました。今後、事業拡大を一段と加速させていくために必要なことは何か、この組織の中でどういった役割を
担っていくのかを各CxOからご説明します。

経理のプロフェッショナルとして、

当社が持つアセットと新技術を掛け合わせ、

社内外ともにハイレベルなコミュニケーションを

コンテンツを創造する全ての人、
それを楽しむ

私が当社に入社したのは2007 年、当社が電子書籍事業を

飽くなきチャレンジを続ける

日本の電子書籍サービスは、AmazonのKindleがアメリカで

新しい成長領域へ、
舞台は世界を目指します

スタートさせて1 年が経とうとした頃です。そこから十余年

歴史を振り返ると、
著作物は新たな通信技術とともに姿を変え、

誕生する5年前の2002年に開始されていました。世界で最も

当社はデジタル出版流通サービスの国内最大手として、数多く

足らずで売上規模は当時の 40 倍を超えるなど、急成長を

ユーザーは様々な形態でそれを手にしてきました。
そして今、

早くスタートした分、業界関係者は手探りながらも協力し

の著作物を電子書籍として、日々皆様にお届けしています。

目の当たりにし、その勢いを肌で感じながら現在へと至って

通信は5G時代という新たなフェーズを迎え、xR/IoTが台頭し、

合いこの市場を盛り上げ、市場規模は今や4,000億円規模に

今後さらなる成長のために流通事業を中核としながら、2つ

います。

また、単に著作物を媒介していたインターネットは、ブロック

まで拡大しています。その中で当社は、2,200を超える出版社

のC、つまりCONTENTS
（コンテンツ）
とCONSUMER
（読者）
の

チェーンにより異なる価値を付加できる存在へと昇華しよう

と150店を超える電子書店の間に立ち、電子書籍コンテンツ

双方向へ翼を広げます。仕事柄多くのお取引先様と接し、また

としています。

流通最適化のためにシステムソリューションと流通オペレー

膨大なデータを扱っており、そのポジションから得られる優位

ションを提供しています。

性は、豊富なコンテンツの開拓と、読者の方々へのサービス

経営資源のパフォーマンスを最大化へと導く

「著作物」という人々の豊かさにとって重要な創造物を取り
扱う一方で、デジタルテクノロジーにより次々と新たな手法・

著作物の価値と流通の増大に向けた

行い、さらなる業界発展に挑戦します

全ての人に向けて、
最適なサービスを提供するため、

価値が社内で生み出される中、経理としての基本的な業務や

その中で私が成すべきことは、日本が誇るIPをテクノロジー

対応のみならず、様々な可能性の検討と挑戦によって、正に

によって時代に即した形にし、また、デジタルコンテンツアセット

私たちに求められることは流通カロリーの低減と正確性で

会社とともに成長できたことが私たち経理チームにとっての

（資産）
へと変化させ、IPホルダーの新たな収入源確保の道を

す。流通総額日本一、世界でもKindleに次ぐ第2位となった

財産であり誇りです。固定観念に囚われず、あらゆる可能性

切り拓くことです。そのために、これまでに培ってきた出版社

今、当社はそれだけではなく、中心に立ってこそ見える課題を

またビジネスを世界へと展開することで、当社の貢献する

を検討することで成長スピードにブレーキを掛けることなく

とのリレーションや著作物の取り扱いノウハウ等と、それらを

解決し、さらなる業界発展のために挑戦し続けなければなり

エリアを拡大していきます。国内外を問わず、多くの会社様と

当社の企業価値向上に寄与してきたという自負もあります。

活用するために磨いてきた技術力を掛け合わせ、既存の枠に

ません。私は、電子書籍流通事業の総責任者として、重要な

多様な方式でのアライアンスを組んでいきます。求めるのは

囚われない新事業の創造に挑戦します。

役割を担っているという自覚を持つとともに、それを支える

シナジーです。何故ならシナジーこそが成長の起爆剤になる

新たな価値提案によって、人々に驚きと感動を与え、世界を

社員たちが誇りを持って業務に注力できるよう社内外ともに

と思うからです。

豊かにしていくこと。この未来像を追求し続けることが、この

ハイレベルなコミュニケーションを行うことこそがCEDOの

職責に課せられた使命です。

役割であると考えています。

今後も、その時々に応じた変革を厭わず、有益な数値を
社内外問わずに発信し、さらなる「著作物の健全なる創造
サイクルの実現」に貢献していきます。

開発に大いに役立つでしょう。目標とするのは、川上から川下
までトータルソリューションで貢献できる会社です。

過去大手出版流通会社と大手出版社に在籍した経験を
活かし、その中で20年間携わった海外事業での人脈を活用
し、実現を目指します。

取締役 CAO
（ Chief Accounting
Officer ）

鈴木 克征

執行役員 CPSO
（ Chief Publication
Solutions Officer ）
取締役 執行役員

CBDO
（Chief Business
Development Officer）

溝口 敦
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執行役員 CEDO
（Chief Ebook

塚本 進

Distribution Officer）

花村 佳代子
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HOW WE DO?

特集 ̶「コンテンツ配 信の未 来をつくる」会 社として

CxO メッセージ

メディアドゥの技術力とポジションを活かして、

財務体質の強化、成長投資の推進、

インタンジブル・アセットの強化向上を通じて、

ステークホルダーへの説明責任を果たす

私が入社したのは2018年、メディアドゥが
（株）
出版デジタル

持続的な企業価値の向上を目指します

事業成長と企業価値向上に貢献

2019年1月に人事部長として入社し、まずは、ミッション・

当社グループの成長戦略は、2018年に策定した5カ年スパン

機構を子会社化し、それぞれが持つ電子書籍取次システムを

当期の業績は、売上・利益水準ともに過去最高となり、財務

ビジョン・バリューに基づき、社員の成長の道標となる新し

での中期経営計画の目標達成に向けた取り組みと、その先を

統合するという、当社の事業基盤に関わる重要なプロジェクト

健全性を示す自己資本比率、D/Eレシオ、のれん対自己資本

い人事制度を設計、導入しました。2020年6月からは人事、

見据えた中長期視点での取り組みがあります。

の進行途上でした。順調とは言えない状況を目の当たりに

比率は、
（株）出版デジタル機構買収に伴い悪化した2018年

総務、法務部を統括するCHROとして、より多面的な事業支援

した私は、統合の戦略・手法を再検証・再策定すると同時に、

2月期と比較して着実に改善、同社のPMIも完了しています。

体制を拡充します。

オンプレミスから全面的なクラウドの導入など、技術的な刷新

目標である総還元性向20%の株主還元も達成しました。

出版業界のDXを推進

適正な株主還元の好循環により、

高度なコーポレート戦略構築と実行指揮、

前者については、他のCxOと密に連携しながら、目標に
対する進捗管理を行っています。後者については、主力の

DXの進展に伴い、企業価値や競争力の源泉としてインタン

電子書籍流通事業の発展、新事業創出のための投資・M&A

も指揮してきました。そこから約半年後には新電子書籍取次

一方、財務体質の強化とともに、成長分野への積極投資

ジブル・アセット
（非財務的資本）は一層、重要度を増して

実行、海外進出、そして、これらの実現に向けた資本戦略策

システムをリリースし、2020年6月時点でシステム統合は概ね

もCFOの重要な役割であると認識しています。M&Aはそのた

います。私のミッションはその主要素である、企業文化、人材

定と経営資源配分、ESG課題への対応など、複雑に絡み合っ

完了している状態にまで至りました。

めの有効な手段の一つですが、財務健全性を損なう諸刃の

スキル、従業員モチベーション、コンプライアンス、ファシリ

たテーマに取り組んでいかなくてはいけません。CSOの責務

ただし、システム統合はゴールではなく、メディアドゥが次の

剣となり得ます。私はCFOとして、財務健全性の維持・改善

ティ等の強化や向上を通じて、会社と社員が持続して成長で

として、これらを統合した高度な戦略構築と実行指揮、そして

ステージに進むための準備が整ったに過ぎません。今後は、

に努めつつ、過去20年の事業開発の経験を活かし、資本コ

きる環境をつくることです。

各ステークホルダーへの説明責任が求められています。当社

メディアドゥが持つ技術力と電子書籍取次シェアNo.1という

ストを意識した確度の高い案件の厳選、投資後のPMIを徹

働き方改革がコロナ禍で加速し、ワークスタイルが一新

グループは2019年よりステークホルダーとの対話や開示の

ポジションを活かして、電子書籍の領域にとどまらないDXに

底して行い、状況に応じて適切な財務体質強化策の実行を

するパラダイムの転換を迎えつつあります。その中で、多様な

充実を図り、その成果として長期保有を前提とした投資家の

よる変革を推し進め、広く出版業界に進化と恩恵をもたらす

指揮していきます。

人材を魅了するオープンで闊達な組織風土や制度、堅牢なガ

ご参画も増加しています。今後も将来のメディアドゥにより

バナンス、効率的で働きやすいオフィス等の諸課題に取り

ご期待いただけるよう、グループ一丸となって勇往邁進して

組み、企業価値向上、競争優位性の確立に貢献していきます。

いきます。

システムの開発・提供に取り組んでいきます。

成長投資と財務体質強化を中期的に両立させ、その成果
を株主の皆様へ適正に還元する、この好循環を回すことで
持続的な企業価値の向上を目指していきます。

執行役員 CTO
（ Chief Technology
Officer）

泉 純一郎
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執行役員 CHRO
（ Chief Human
執行役員 CFO
（Chief Financial
Officer）

Resources Officer）

千原 陽一

執行役員 CSO
（Chief Strategy
Officer）

苅田 明史

山田 亮
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