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序章 

 
 

なぜ、経営者が出版すると経営の問題が解決されるのか 
 

この資料は、「会社の課題を解決したい」「会社を成⻑させたい」と思っている、経営者を
対象としたものです。 
 
「常にライバルとの競争でひやひやしている」 
「つい値引きでの営業に⾛る」 
「掛けのサイトが⻑く、資⾦繰りが厳しい」 
「売り上げ成⻑が伸び悩んでいる」 
「スタッフが育たない、⼈が採⽤できない」 
「後継者がいない」 
「最近、疲れがとれない」 
 

これは、私が、おつきあいを始めたころの経営者の⽅々の声です。 
 
 どんなに順調に⾒える会社でも、経営者は、常に緊張感を抱えています。 
 航海する船の船⻑のようなものですから、いくら天気がよくて、順調に航⾏しているとし
ても、 
 いつ、天気がくずれ嵐がくるかもしれませんし、 
 海賊が襲ってくるかもしれない、 
 乗組員がミスをするかもしれない、 
 お客さんたちがトラブルを起こすかもしれない…… 
など、常に、先を読み、リスクに備え、チャンスを獲得ていかなければならない。 
 悩みはつきません。 
 経営課題は、いつも⼭積です。 
 
 しかし、その経営課題が、どうして、「出版」という⾏為で解決するのか、また、どうし
て、編集者である城村典⼦が語るのかをお話ししましょう。 
 
経営課題が解決する理由 
 
 出版とは、200 ページほどの本の中に、著者の考え、ノウハウ、信念、ビジョン、価値観
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からくる、歴史や現在や未来などが語られるものです。 
 
 それは、ただ歴史をまとめるのではなく、読者が、役に⽴つ！ と思う、 読者が知りた
かった！ と喜ぶ、読者が感動し、この著者のようになりたい！ と思える、そんなストー
リーラインにする、ということです。 
 

それが、本という形になり、書店に並ぶ…… 
結果、どういうことが起こるか。 

 
「この著者の会社と取引したい」 
「この本の商品を買ってみたい」 
「この会社の商品は知っていたが、こんな思いでつくられていたことを知って応援したい」 
「雑誌・テレビで取材をしたい」 
などなどの反響があります。 
 
 こう語れるのは、私がそういう本を多く出版してきたからです。 
 
 でも、このような結果が出る出版は、どの編集者にもできるわけではありません。 

編集者の善しあしではなく、向き不向きの問題です。 
 それは、のちほどお話しします。 
 
「もっと、多くの経営者がこの⼿法を使っているんじゃないの？」 
と思われるかもしれません。 
 
 ところが、「出版」で経営改善をするという情報はありません。 
 そもそも、「出版をするためのノウハウの情報」が社会に流通していないのです。 
 
 また、どの編集者もどの出版社も、そのノウハウを持っているわけではありません。 

まだ「出版」で経営課題を解決しているという経営者は、ごく⼀部なのです。 
 

私は、すべての経営者を尊敬します。 
なんの保証もない未来に、⾃⾝の思いと、 
使命と、夢をもって設⽴した経営者、 
ご縁で会社の未来を託され、経営されている経営者、 
その勇気と、挑戦の精神、また実⾏⼒、推進⼒、 
リーダーシップを尊敬します。 
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会社を経営されている⽅に才能は必ずあります。 

 
⼀⽅著者も、本を出してどんないいことがあるのか、想像がつかなければ、 

忙しいなか、本を出したいとは思ってもくれないでしょう。 
 

本を出すと、⼈⽣が変わります。 
その喜びを知ってほしい。 

 
その喜びに導ける編集者と本を出してほしい。 

 
私は、新たな才能と出合いたいと思っています。 
才能は、発掘されなければ⽬に⾒えません。 

 
私に、発掘をさせてください。 

 
そして、会社のさらなる可能性を伸ばす 

「出版」を実⾏しようではありませんか。 
 
J ディスカヴァー 城村典⼦ ⾃⼰紹介 
 
 

私は、出版プロデュース＋出版エージェントの会社である「株式会社 J ディスカヴァー」
と、⾃分メディア＋SNS で著者のマーケティング⼒を⾼める会社「ビームーブ株式会社」
を経営している城村典⼦（じょうむらふみこ）と申します。 
 

私は、現在 50 代。学校を卒業してすぐは、講談社のグループ会社におり、 
その後も 20 代で 2 ⼈⼦どもを産んで、その間フリーで仕事する以外は、 
ずっと出版業界におりました。通年では 25 年以上になります。 
 

独⽴する前は、⾓川のグループ会社におり、 
「⾓川フォレスタ」シリーズを⽴ち上げ、編集⻑をしておりました。 
 

⺟の看病もきっかけとなり、 
もっと、多くの才能と出合いたいという思いから、 
出版社をやめ独⽴。 
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出版社を辞めた理由のひとつに 

「才能と出合いたい」ということがあります。 
 

実は、出版社の編集者はとても忙しく、 
著者を探しにいく時間がありません。 
 

なので、⾃分が出合えていない才能が 
もっとたくさんあるはずだと思いました。 
 

著者と出会うために講師をするようになりましたが、 
著者にはたくさん悩みがあることを知りました。 
 

すでに、５年近く、研究し、多くの著者の⼼に寄り添いました。 
 

2014 年に株式会社 J ディスカヴァーを設⽴。 
翌年には、ベンチャー企業の⽀援プログラムである 

「学研アクセラレーター」に応募し、 
「著者育成事業」が評価され、優秀賞をいただきました。 
 

現在、変わりつつある出版業界の中で、 
私どものような会社の存在が必要であると、 
とらえていただいたのだと思います。 
 

その後、学研とも協⼒関係を結び、著者育成のイベントなど開催するほか、 
現在、30 社ほどの出版社と取引をして、⽇々、企画を進⾏しています。 
 

具体的には、 
本を出したいと考える著者候補の⽅に 
著者になるための、情報や技術をお伝えし、 
書籍にできる企画を練り、出版社に紹介する 

という仕事です。 
 

このようなことが、どうして「経営課題」と関係あるのか、と思われるかもしれません。 
 

この資料では 
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そういった、そもそも 
「本が経営課題を解決する構造」から 
「どんな効果があるのか」 
「どうやって実践するのか」 
というような内容を、 
５章に分けてお届けします。 
 
１章 「出版」が経営課題を解決できる理由 
    「本」の存在がもたらす効果 
     ・「この会社の商品を買いたい」（差別化） 
     ・「この会社で働きたい」（離職率の低下・モチベーションアップ） 
 
２章 創業の思いは、多くの⼈を感動させる 
    ・「初めて村に井⼾ができたときの喜び」を伝える 
    ・過去を⾒ることで未来が⾒える 
 
３章 「出版」の効果を⾼めるためのマーケティング戦略 
    ・本⾃体は歩かないし、しゃべらない 
    ・現在ある、会社のマーケティング動線の効果を何倍にも⾼める 
 
４章 何物にも代えがたい「信⽤」というブランド 
    ・新規取引先 
    ・⾦融市場 
    ・家族 
 
５章 誰も知らなかった、「出版」で経営課題を恒久的に解決する⽅法 
    ・多くの⼈が間違えがちな、出版に対する常識 
    ・著者のわがままを通すための編集者との付き合い⽅ 
    ・本当に、いい情報は世の中に流通していない 
    
＊⾃社の経営課題が⾒える、ワークシート 
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１章 「出版」が経営課題を解決できる理由 

     
「本」の存在がもたらす効果 

     ・「この会社の商品を買いたい」（差別化） 
     ・「この会社で働きたい」（離職率の低下・モチベーションアップ） 
 
 

私が関わらせていただいた著者（経営者）の 
実際の声です 
 
＊九州で、コンサルティング会社を経営 
 本が出てから、全国からオファーが殺到 
 東京にも⽀社をつくることにした 
 
＊研修会社経営者 
 本が出てから、オファーが 1.5 倍、研修料⾦が２倍 
 
＊社員採⽤の率が格段に上がる 

離職率が下がり 
 採⽤コストが激減 
 スタッフのモチベーションアップで明るく 
 
＊お菓⼦製造の会社の経営者 
 本を出してから、テレビ、雑誌の取材依頼が⼊り 
 広告費が０に 
 
＊デザイン制作会社経営者 
 知名度が上がり、コンペで競ることがなくなる 
  
などなど、ここに書ききれないくらい 
いいことがたくさん起こっています。 
 

また、⼆次的効果として、 
家族の⾒る⽬が変わった、 
親に孝⾏ができた、 
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という声もあります。 
 

このような効果があるのは、 
私にしてみると、⾃然なことなのですが、 
著者の⽅が、本当に喜ぶ姿は、 
何回遭遇しても、私も感動します。 
 
「出版」はつまり 
・競合、営業対策 
・⼈材採⽤・活⽤対策 
・営業対策 
・広告・広報対策 
に、とても有効なのですが、 
 
そのほかにも 
・⾦融・資本対策 
・取引先（調達・下請け）対策 
にも効果的なのです。 
 
 
なぜ、本が効果をもたらすか 
 

まず、ストレートに、 
本を出したら「著者」であり「先⽣」です。 
 

テレビ局、雑誌社などメディアでは、 
ネタを探していますし 
「この⼈、どの筋の⼈？ 載せて⼤丈夫？」 
と思っています。 

そのときに、「著者」であることが、「保証」になってきます。 
 

ネット社会ではありますが、 
本には、ネット情報とは違った信⽤があります。 
 

⼤学の先⽣も、⾃⾝の研究成果の発表は「出版物」。 
つまり、出版社が発⾏し、公にコンテンツを発表することをもって 
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⼈類の歴史に記録される。 
出版物が国会図書館に永遠に保管されるように 

「本」は⼈の歴史上に記録を残す⾏為。 
 

それだけに、⼀度本が世に出ると、 
内容についての信憑性その他について、 
著者の責任、出版社の責任が問われます。 
 

逆に、その覚悟をもって世に出しているということで、 
信⽤もされるわけです。 
 
 
「出版」に⾄る経緯が⼤事 
 

本そのものはもちろんですが、 
そこに⾄る経緯が⼤事です。 
 

⾃分が著者としての名を名乗る、 
⾃分の本が出版されたときの効果は、 
ご想像いただけたかと思いますが、 
 

実は、そこに⾄るまでの⾏為が、その効果を倍増させるのです。 
 

どういうことか。 
 

本をつくるには、内容の整理と、さらに切り⼝を決める 
つまり、編集することが⼤事です。 
 

しかし、編集者は、内容は知りません。 
なので、内容を外に出す編集者が編集できるような状態にするには、 

可視化が必要ですし、 
著者の思いが必要です。 
 

その編集者に⾒せるために、情報を整理して出す。 
例えば、 
なんのために、⾃分はこの事業をやってきたのか、 
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なぜ、この事業は⼈々の信頼を得ているのか、 
どのお客さんには届かないのか、 
何が、他社と違うのか、 
スタッフや関係者とどう接していきたいのか、 
将来どうしたいのか 

などなど、 
考えることは⼭とあります。 
 

それらを考えた上で、 
「社会」に対して「どのような表現」で、 
「⾃分のこと」「⾃社のこと」「⾃社の商品のこと」などを語るか、 
を考える。 
 

それを、編集者と⼀緒に考える。 
また、会社のスタッフや、家族にもリサーチして 

お客さんにもリサーチして考える。 
 

この、著者⾃⾝の考えの整理ののちに、 
編集者が切り⼝を決めて、社会に送り出す。 

この⾏為があるから、 
経営者も著者として、⾃信をもって社会に発信し、 
さらに、広めることができるし、 
その⾏為が、さらに、⾃社を⾼めることになるのです。 
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２章 創業の思いは、多くの⼈を感動させる 

    ・「初めて村に井⼾ができたときの喜び」を伝える 
    ・過去を⾒ることで未来が⾒える 
 
何を買うかではなく、誰から買うかの「誰」はだれ？ 
 

ご存じのように、今は物があふれ、 
ネットで検索すれば、 
同⼀機能の商品を、⽐較検討して、 
いくらでも安く買うことができる。 
 

商品の機能は複雑になり、 
何か、新しいサービスを利⽤するとなれば、 
本当に情報にあふれていて、選択が難しい。 
 

⼀⽅、世に出回っている情報は 
広告だらけで、何が真価かわかりにくい。 
 
「何を買うかではなく、誰から買うか」 
と⾔われますが、 
では、その、「誰」になるには 
どうしたらいいか。 
 
「出版」を戦略的に⾏うことで 
あなたから、この会社から、「買いたい」になります。 
 

著書があるということだけでも 
ブランド⼒が上がるだけでなく、 
「出版」を戦略的に⾏うことにより、 
 
・広報発信⼒が上がる 
・ファンが増える 
・経営者の思考の整理ができて未来が⾒える 
・関係者に対して思いが伝えられる 
 



13 
 

など、さまざまに効果が上がります。 
 
情報を広めるには、⽂脈が必要 
 
・広報発信⼒が上がる 
・ファンが増える 
ということは、 
⼈の⼼を動かす必要があります。 
 

⼈に話したくないコンテンツ（話）だったり、 
つまらない話だったりしたら、 
当然、広まりません。 

また、広まっても、 
「それって素敵」と思われなければ、 
ファンになってはもらえません。 
 

例えば、 
タイヤの「ダンロップ」は、 
「世界初の空気⼊りタイヤは、創業者の我が⼦を思う気持ちから」 
と謳っています。 
 

靴の通販で急成⻑した「ザッポス」の場合…… 
「闘病中の⺟親のために娘が靴を注⽂したが、 
⺟が亡くなったため、返品したいと連絡したところ、 
ザッポスからお悔やみのメッセージと花束が届いた」 
という実際あったエピソードが多くの感動を呼び、 
ザッポスの名を⼀挙に広めました。 
 
このように、情報発信を強める、広めるには、 
⽂脈が⼤事です。 
 
⼈は、「何を⾔っているかわからない」 
「なんだかわからない」 
ものには興味を⽰しません。 
 

本を書くということは、 
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経営者・会社・商品が持っている魅⼒を、 
読者が知りたいと思う切り⼝にして語る、 
ということです。 
 

つまり、 
本の内容を考える、 
本にするために情報を整理する、 
それを、編集者も⼀⽣懸命考える、 
という⼯程は、とてつもなく価値のあることです。 
 

経営者の思考の整理ができる 
ということになるのですが、 
このことが、未来を⾒つけることにもなります。 
 

私は、「⽇本を事業創造できる国にする」 
という⽬標を掲げている、 
ベンチャー起業家の育成塾に⾏っていたことがありますが、 
繰り返し、 
「なぜ、起業するのか」 
「なぜ、この商品なのか」 
「なぜ、おまえなのか」 
を塾⽣にひたすら問うていました。 
 

経営者は、まさに、常にこのことを⾒つめる必要があると思います。 
 

しかし、⽇常の中では 
このことを語らねばならない、 
切⽻詰まった状況には出合いにくい、 
というのも事実です。 
 
「会社が将来どこに向かうべきか」 
の材料は、「軌跡」にしかないことに気づくべきです。 

つまり、振り返って、「なぜ」を探るしかありません。 
 

なので、 
経営者の頭が整理されると、未来につながり、 



15 
 

結果、関係者の理解が進みます。 
 
 
あなたは、どうしてこの事業を始めたのか 
 

もしかしたら、 
すでに繰り返し伝えてきたし、 
「もうわかっているだろう」 
と、本⼈にとっては、飽きてきている話かもしれません。 
 
でも、⼈は、 
「あるもの」は「あって当たり前」になっています。 
 

村に井⼾がなく、毎朝、隣村まで⽔を汲みにいった。 
⻑い道のり、頭を下げて。 
 

井⼾を掘るのには、⼤きなリスクがあったが、 
⽔を汲みにいく⺟親の苦労が忘れられず、 
勉強を重ね、井⼾を掘る⼯法を学び、 
資⾦を集め、男は井⼾をつくった。 
 

井⼾ができた当初は、村をあげて歓喜に包まれる。 
しかし、⼦どもの代、孫の代になるにつれて 

井⼾は「あって当たり前」になります。 
 

そもそも、井⼾を作った男が 
どんな思いで井⼾をつくったのか、 
それは、伝えなければ、伝わりません。 
 

なぜ、この会社を創ったのか。 
なぜ、この会社を経営しているのか。 

 
伝えてください。 

 
それは、会社の発展をもたらすのはもちろんですが、 

後世のためにもなります。 
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「創業の思い」のストーリーが 
次のストーリーを⽣み、 
新たな感動が⽣まれます。 
 

ザッポスのエピソードを⽣んだのは、スタッフです。 
創業者の思いは、新たな感動の輪を広げます。 
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３章 「出版」の効果を⾼めるためのマーケティング戦略 

    ・本⾃体は歩かないし、しゃべらない 
    ・現在ある、会社のマーケティング動線の効果を何倍にも⾼める 
 
 

これまで、「本」は、⼤きくビジネスに貢献する 
ということをお伝えしてきました。 
 

3 章では、その効果をさらに倍増させるための⽅法をお伝えします 
 
 
王を活かすのはまわりの⼒ 
 

私は、本というのは、メディアの王様だと思います。 
 

いちばん優れていると思うのは、 
語りたい論旨を、誰にも邪魔されずに 
パッケージの中で語り尽くせるということです。 
 

例えば、テレビ、雑誌、新聞、ネットでは、 
情報は、細切れで、断⽚的です。 
 

そのほかにも 
・電源がなくても読める 
・持ち歩ける 
・⼈にプレゼントできる 
・⽴ち読みができる 
・安い 
などなど、メリットがあります。 
 

しかし、本は、本単体では、 
⾮常にインフラに乗りにくいメディアでもあります。 
 
 
情報を発信するインフラ 
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どういうことか。 

 
⽇本は特に、 

出版社（メーカー）→取次（問屋）→書店（⼩売） 
本の 99％は、このルートに乗って流通します。 
 

なぜこんなにも、独占状態のインフラかというと、 
委託制、返品制というルールがあるので、 
やりとりが⾮常に複雑で、 
出版社から書店への直取引というノウハウを確⽴するのに 
ハードルが⾼いということがあります。 
 

話がそれました。 
つまり、物理的に物を運んで、⼈々の⽬に触れてもらう、 

というのが、今までのオーソドックスな本の売り⽅でした。 
 

今もそうですが、 
本を売る仕掛けでわかりやすい⽅法としては、 
 
漫画や、⼩説が、雑誌に連絡する 
→ ⼈気が出たら、単⾏本・コミックにする 
→ ⼈気が⾼いと テレビドラマ化・映画化され、本が売れる 
→ ⼩説などの場合は⽂庫化されてさらに売れる 
→ 漫画は、海外に版権で売れる 
 
などがあります。 

つまり、メディアミックスです 
 
 
メディアミックスのレバレッジ効果 
 

このように、⼀つのコンテンツを、 
いろいろなメディアやイベントを絡めて広めます。 
 

⽂学賞や本屋⼤賞などの、賞やコンテストがあるのも、 
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話題性を作り、記事やニュースにしやすくし、 
業界を巻き込みやすくする、 
という意図があるわけです。 
 

もう、お気づきだと思いますが、 
昔は、メディアは、マスコミのものでした。 

そのメディアを利⽤するには、⾼額な広告費を出すか、 
よっぽど、⼤きなニュースになるしかありませんでした。 
 

今は、SNS の普及で、 
⼀般の⼈が⼯夫次第で、反響を起こすことができます。 

ユーザー側も、マスコミの情報だけではなく、 
⾃分の必要な、⾃分の興味のある情報は、 
ダイレクトに⼊⼿して、 
利⽤したり、楽しんだりしている時代。 
 

多くの経営者が、すでに利⽤していると思います。 
 
「本を広めるのは、やったことがない」 
という⼼配は無⽤です。 
 

今、現状、事業を継続しているということは、 
売上が⽴っているということです。 

売上が⽴っているということは、顧客がいるということです。 
その顧客は、どうして、あなたの会社に来ているのでしょう。 

 
そのルートから考えるということが⼤切です。 

 
私は、今まで 1000 ⼈以上の著者と接してきて、 

成功している著者もあまり満⾜度の⾼くない著者も 
両⽅⾒てきましたが、 
成功している著者は、間違いなく⾃分で本を広める⼒を持っています。 
 

彼らの⼿法には、共通項はありますが、 
トータルに本を広めるやり⽅は、著者ごとに違います。 

正解は、著者の中にあるのです。 
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その違いは、どの著者、どの会社も、顧客導線が違うからです。 

 
その業態、顧客層、会社（経営者）の発想や個性で 

集客⽅法が違うように、 
本の広め⽅の⽅法も、著者（経営者・会社）によって 
違っていて当然です。 
 

本だから、成功している著者の⽅法を真似よう、 
と考えるのはいいのですが、 
表⾯、やっていることだけを真似ても、 
効果が上がりにくいこともあります。 
 

基本は、⾃社の集客導線から考えること。 
そして、会社に本という付加価値がついたとき、 

現在の集客導線を核にして、可能性を広げる、 
というのが、成功の秘訣です。 
 

本を広めるということイコール 
新たな可能性を研究し、挑戦すること 
と考えるのが正解だと思います。 
 
 
何のために本を広めるのか 
 
「本」があることで、さまざまな効果があることは 
これまでお伝えしてきました。 
 

極端な話、 
本を出版社が刊⾏して、著者は何も広める⼿段をなさなかった、 
としても効果はあります。 
 

しかし、刊⾏された本を、著者⾃⾝が広めることで 
レバレッジ効果が必ず現れます。 
 

どんなことかというと、 
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・本を広めることで、⾃社や、⾃社の商品、経営者の知名度が上がる 
・経営者の著者としての知名度が上がると、経営者としてのステージが上がる 
・本の露出が⾼まると、雑誌やテレビなど、他メディアからの取材が来やすくなる 
・本が売れる、本がヒットする可能性を⽣み出せる 
・本が多く売れることは、印税もさることながらそれだけ知名度が上がる 
・本が売れると次の本が出しやすくなり、広報戦略がとてもやりやすくなる 
・本を使った新たな広報戦略が開発できる 
 
など、本をきっかけに、会社がスパイラルアップする可能性があるのです。 
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４章 何物にも代えがたい「信⽤」というブランド 

    ・新規取引先 
    ・⾦融市場 
    ・家族 
    ・新規取引先 
    ・⾦融市場 
    ・家族 
 
不安を消し去るのに必要なもの 
 

会社を経営するということは、 
喜びも⼤きい⼀⽅、⼤変なこともあります。 

リスク回避ばかりを考えると 
先に進めないし、チャンスをつかめません。 
 

先の未来、必ず売上げが上がり続ける保証はどこにもない、 
経営者に不安がないと⾔ったら嘘でしょう。 
 

経営者には、適度な不安は必要です。 
それによって、リスク回避や、売上げ向上の策を⽴て、 

先⼿を打てるからです。 
 
「何があったら、安⼼ですか？」と 
経営者 10 ⼈に聞いたら、 
10 ⼈とも即答で 
「売上げ」とか「⼈材」 
と⾔うかもしれません。 
 

経営者が、 
「今は売上げのことだけに集中して対策を打つ」 
としたら、売上げは上がると思います。 

⼈材のこともそうです。 
 

でも、問題は、 
そのことだけに集中できないということ。 
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経営者の課題はいつも⼭積み。 
ひとつのことに集中すれば、 

そのことは、そのときは改善しますが、 
⽫回しをしているようなもので、 
発展はしません。 
 

会社を発展させるということは、 
経営者が⽫回しをしなくても、 
各担当、各部署が、⾃ら動き、 
安定した品質の商品（サービス）を顧客に提供し続ける 
という基盤（しくみ）があった上でこそ、 
理念に基づいた挑戦をし続けられる、 
ということなのかと思います。 
 

収益モデルがしっかりあった上に 
常に、時代や、顧客の潜在ニーズを⾒出すこと、 
そして価値の提供に挑戦し続ける…… 
 

そんな姿勢が、 
「信頼」「信⽤」につながるのだと思います。 
 

その信⽤を築き続けていると、 
極端な話、突然何かで、裸⼀貫になる事故があったとしても 
助けてくれる⼈、応援してくれる⼈が出てくる、 
もう⼀度事業をやってみないか、 
と声をかけてくれる⼈が出てきます。 
 
「信⽤」はなにものにも代えがたい財産です。 
 
 
信⽤という財産 
 

信⽤とはどういうものか。 
最初の⼀歩は、約束を守ること。 
経営者にとっては⼤事です。 
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⽀払いの⽇にちを守る、宣⾔した売上げを達成する、 

そんな約束を果たしていくことの連続で培われていきます。 
 

その上で、その経営者や、その会社の⼈間の 
思いや、動機や、ビジョンなどが加わり、 
信⽤が、さらに「この会社を応援したい」 
になるのだと思います。 
 
ある経営者は、業界常識からすると驚くほど⾼⽔準の利益率を 
１０年以上保ち続け、 
試算表も常に⾦融機関に提出、 
経営者は税理⼠以上に数字を把握していて、説明できる、 
そんな、経営を続けていくうちに、 
取引銀⾏らが、 
「〇〇さんには、無担保で、〇〇億いつでも貸す」 
（というか、借りてくださいかもしれません） 
という状態になっていきます。 
 
鳴り物⼊りで創業したアミューズメント。 
マスコミがちやほやすればするほど 
やっかみも、マイナス報道も出てきます。 
あるタイミングで、 
「この会社は、思ったより客が少ないから潰れるのでは？」 
という噂がまことしやかに流れる。 
 
それを、打ち消したのは、取引業者だった、 
という話を聞いたことがあります。 
「⽀払いもしっかりしてくれるし、何しろ、従業員が明るい。 
この会社は絶対に潰れない」 
というその声で、信⽤を回復したというのです。 
 
永遠に残る「本」が経営者と会社の信頼を創るわけ 
 
「信⽤」が必要なのは、顧客だけではありません。 
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マスコミ 
スタッフ・従業員 
取引業者 
⾦融機関 
⾏政・役所 
家族 
仲間…… 
 

会社・経営者に関係するすべてが、 
時に⾜を引っ張る可能性もあるし、 
味⽅となって危機を救ってくれる可能性もあります。 
 

では、その関係するものすべてに 
いつもいい顔をしていれば信⽤が得られるかというと、 
当然そうではないわけです。 
 

では、何が必要か。 
経営者の「思い」や「ビジョン」、 
そして、それを達成しようとする「覚悟」ではないでしょうか。 
 

ところが、 
経営者にはいろいろな側⾯があり、 
常に⾔葉を尽くして説明できるわけでもありません。 
 

例えば、 
スタッフの失敗を注意をした、 
仕⼊れ先に値段交渉をした、 
といったときに、 
相⼿が経営者の思う意図を 100％理解してくれて、 
共感してくれていることなど、 
当然あり得ません。 
 

あるいは、 
絶対⾦融機関から借⼊しないで経営するという⽅針、 
⾦融機関に借⼊と返済の実績をつくりながら経営するという⽅針、 
どちらが正しい、正しくない、ということはありません。 
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その経営者の考えや、経験、 

会社の業態や状況や市場環境、 
そういったさまざまな要因から判断して⽅針は決めるものです。 
 

このように、経営者の思いや会社の⽅針は、 
よほど、積極的に広報しない限り、 
いや、したとしても、なかなか関係者は理解しない、 
いや、理解できないと思ったほうがいいでしょう。 
 

⾒えている表⾯のことを、 
各⼈が、⾃分の⾓度から⾒えているものでしか、 
理解していない。 
 

でも、経営者の⾏動の意味、思い、未来、 
会社のルールや⽂化は、 
事業がめざす理想を実現するためのものです。 
 

実は、⼀貫した理由があるのです。 
 

例えば、 
ある飲⾷店では、 

「いらっしゃいませ」ではなく、「お帰りなさい」と声をかける 
  → お客様に我が家のようにくつろいでもらいたい 
 

ある会社では、 
スタッフ⽤のコピーでも決して裏紙は使わない 
  → 裏紙だからいいという気の緩みをなくしたい 
    裏と表を間違えるミスを回避したい 
 
など、そのルールを決めた裏には、さまざまな思いがある…… 
 

さまざまなことがつながってくると、 
経営者の思い、事業が実現したい理想、 
そのためにルールがあるということを、 
⼈は理解します。 
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理解し、解釈できると、 

親しみと信頼が⽣まれます。 
 

これは、もしかしたら経営者本⼈でさえ、 
意識していない事柄かもしれません。 
 

経営者⾃らも意識化すると、 
⾏動はより明確になります。 

⾃信もつくでしょう。対策のアイデアも浮かぶでしょう。 
 
「⾃分はなぜこの事業をしているのか」 

それを分析することは、 
本の企画を考える上で、 
必ず準備しなければならないことです。 
 

本の企画を考えることで、 
経営者は、⾃分⾃⾝を、⾃分の会社⾃体を知ります。 
 

思いを整理した上で 
伝えたいことを、読者の「知りたい」に変えていきます。 
 

すると、会社の思いは、 
⼈々の⼼を動かすコンテンツに昇華されます。 

そうやって磨かれたコンテンツ、つまり企画をつくり、 
編集者に磨かれ、本として刊⾏される。 
 

そうすることにより 
経営者は⾃分⾃⾝を知ることができる。 

そして、関係者の理解が深まる。 
さらに、その会社や経営者を知らなかった⼈も 

理解してくれる。 
 

確固たる信頼の輪が⽣まれ、 
まわりの関係者が 
「応援したい」と思い、 
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「⾃分たちに必要な会社」 
と捉えてくれます。 
  



29 
 

５章 誰も知らなかった「出版」で経営課題を恒久的に解決する⽅法 

    ・多くの⼈が間違えがちな、出版に対する常識 
    ・著者のわがままを通すための編集者との付き合い⽅ 
    ・本当に、いい情報は世の中に流通していない 
 
 
「出版」が経営課題を解決する⽅法は、なぜ広く伝わっていないのか 
 

おそらくどなたも、お知り合いに何⼈かは、 
本を出している⽅がいらっしゃるのではないでしょうか？ 
 

また、「本を出した⼈は成功している」 
というイメージがあるかと思います。 
 

しかし、どうやって「出版」に⾄ったかというノウハウは、 
ほとんど流通していないのではないでしょうか？ 
 

それはなぜか。 
 

ひとつには、当然のことながら、 
ノウハウは財産ですから語らない、ということがありますし、 
まして、出版の成功は語らない、という特性があります。 
「⼈々のニーズがあったから」とするほうが、 

本が売れるからです。 
しかし、仕掛けていなくて売れるのは、 

１％にも満たないのが実態です。 
 

ふたつめの理由としては、 
失敗している例も多いから、ということもあると思います。 

傍から⾒て、本を出すというのは華やかなことなので、 
失敗しているイメージは持ちにくいのですが、 
実は、私のところに 
「相談していることは⾔わないでほしい」 
ということで相談に来られている著者が多くいます。 
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「出版」が成功しなかったがどうしたらいいか、 
という相談です。 
 

つまり、「本の出版」で経営課題を解決する⽅法は 
本当に、まだごく⼀部の⼈しか知らない情報なのです。 
 
 
経営課題を解決する「出版」を成功させるための５つのポイント 
 
「本」を出すことで、⼤きなメリットはたくさんあります。 
 

しかし、ただ「本を出版する」だけではなく、 
本の出版を、何倍も効果的にするポイントがあります。 
 
１.	出版依頼を待たない 
２.	著者となるイメージを持つ 
３.	⾃分が世に問いたいことを、読者の「知りたい」にする 
４.	本が出たあとの導線整備の準備をする 
５.	戦略の合致する出版社から出版をする 
 
ということなのですが、 
ひとつずつ、説明します 
 
１.	出版依頼を待たない 
 

多くの⼈は、出版は依頼を待つもの、と思っていたり、 
出版依頼を待つほうがカッコいい、 
⾃分から仕掛けるのはカッコ悪い、 
などの誤解をしているように思います。 
 

出版依頼を待つのがどうしてよくないのか。 
出版社は、当然のことながら、 

商品（本）になるコンテンツを探しています。 
 

なので、出版社の編集者は、 
いちばんいいタイミングで、 
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いちばん⾃分たちが出したい内容で、 
刊⾏したい、 
というのが、依頼があって出版する場合の実態です。 
 

もちろん、⼤御所の作家や著者であれば、 
出版社も順番待ちで、作家先⽣の事情も考慮しますが、 

これから仕掛けようとしている新⼈、あるいは新⼈に近い著者の場合は、 
「出版社の都合を通せないなら他の著者をあたろう」 
と考えられてしまうのは⾃然のことです。 
 

なので、依頼を待っていたら、いつのことになるかわからないし、 
声をかけられても、 
こちらが仕掛けたい内容での依頼であるとは限らない。 
 

依頼が来るというのは、チャンスでもありますが、 
そのときに、 

こちらが訴えたいこと、伝えたいことを盛り込めるかどうか、 
合意をしていないと、 
⾃分の思いは伝えられずに終わる場合もあります。 
 

なので、私がおすすめするベストは 
著者側で、伝えたいことを整理し、どう読者に伝えるかを 
あらかじめ考えておく、ということです。 
 

つまり「いつ依頼が来ても慌てない状況にしておくこと」 
が⼤事だと思います。 
 

また、出版のタイミングもある程度コントロールしたい、 
と考えるのなら、 
こちらから仕掛けて⾏く⼿も⼗分あるわけです。 
 

弊社ももちろんそのサービスを⾏っていますし、 
出版社への紹介を仕事としている⼈や会社があります。 
 
２.	著者となるイメージを持つ 
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1.で、出版はこちらから仕掛けられる、ということを、 
知っていただけたと思いますが、 
 

その仕掛ける前に、準備をしたいのが 
「著者になるイメージ」を持つことです。 
 

本というのは、 
個⼈名（ビジネスネームでも）で出すものです。 

ネットの無署名の記事ではなく、 
社会に対して、署名の⽂章をもって、 
意⾒や⾒識を発表する、伝えるということです。 
 

そのコンテンツは、「著作権」という権利で守られています。 
出版社は、その著作物を出版するという「出版権」を持っています。 

 
出版物としての発表が、本の売れ⾏きによっては 

世に多⼤な影響を与える場合もあります。 
 

それだけに、コンテンツの著作権者としての 
権利と責任があるというイメージを 
しっかり思い描いていただくことが必要です。 
 

忙しいと、どうしても 
出版も編集も、担当に頼んでやっておいてもらおう、 
と思いがちかもしれませんが、 
出版にまつわる雑務はさておき、 
経営者⾃⾝が、⾃分の著作物として 
原稿と向き合うことが成功の秘訣です。 
 

そう考えると、⾃ずと、出版社が考える企画が、 
「本当に⾃分はそれでいいのか」⾒えてきます。 
 
３.	⾃分が世に問いたいことを、読者の「知りたい」にする 
 

出版業界では、よく、新⼈著者に対し、編集者が、 
「あなたの⾔いたいことは、読者の知りたいことじゃないから」 
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と⾔うシーンがあります。 
 

間違っていないし、正しいのですが、 
そう⾔われてしまって、話せなくなる⼈も少なくありません。 
 

私からお伝えしたいのは、 
「いやいや、最初は、⾃分の⾔いたいを思い切り語って、 
 思いっきり考えてほしい」 
ということです。 
 

著者になるまでの作業は、簡単なものではありません。 
そして、本が出た後も、 

著者の本として残ります。 
 

そうやって世に出すコンテンツですから、 
思いっきり⾃分の伝えたいことは固めてください。 
 

ただ、確かにそのままでは、読者は興味を持ちません。 
なので、読者の興味を考えて、切り⼝を作ったり、 

時には、構成を変えたり、削除したり、 
ということはあるでしょう。 
 

しかし、それも、 
「著者が伝えたいことを読者に読んでもらう」 
ための作戦です。 
 

⾃分の「⾔いたい」「伝えたい」を⼤事にしてください。 
 
 
４.	本が出たあとの導線整備の準備をする 
 

その上で⼤事なのが、 
本を広めて、会社の成果につなげる作戦です。 
 

これは、もともと、何のために出版するか、 
という⽬的によって、作戦が変わってきます。 
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ある講師業の著者は、マスコミ露出を絶え間なくするため、 

年に６冊は本を出す、と決めて活動しています。 
この⼈は、新刊を継続して出すというのが課題です。 

 
あるコンサルタントの著者は、 

初めての⼀冊に精魂を込めて、 
書店展開、新聞広告など、 
⽬に⾒える展開に⼒を⼊れました。 

そのため、サービス単価がグーンと上がり、 
依頼が途絶えない状態にまで会社を持っていきました。 
 

また、ある著者は、 
ライバルがとても多いある仕事の 
ニッチなキーワードで本を刊⾏し、 
プラス、検索キーワードで集客するために、 
書籍タイトルとネットマーケティング戦略も連動させ、 
成功しました。 
 

と、⼈によって戦略は変わりますので、 
本を出す⽬的と、そのための戦略は、 
著者サイドがこだわり、作ることで、 
成功に近づきます。 
 
 
５.	著者の戦略と合致する出版社で出版をする 
 

４.で紹介した戦略には、 
⼀緒に乗ってくれる出版社と、そうでない出版社があります。 

出版業界の特性や、ルールもあるので、 
著者としては、問題ないと考えることが、 
案外、業界ルールで NG なこともあります。 
 

ですから、弊社で出版社に企画を紹介する際は、 
先にこのことを考慮した上で紹介します。 
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⼀概には⾔えませんが、 
⼤⼿出版社だと、市販に向ける期待が⼤きく、 
著者の作戦といろいろバッティングすることも。 
 
そもそもの出版も、 
⽬的を達成するためにどういう企画が正しいのか、 
どういう本を広めるための戦略がいいのか、 
その上で、出版社はどういうところとの 
相性がいいのかを考えます。 
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終章 

 

J ディスカヴァーだからできる７つの理由 

 
と、成功する出版の⽅法をお伝えしてきましたが、 

この⽅法は、 
どのエージェントも、どの出版プロデューサーもが 
できるわけではありません。 
 

J ディスカヴァー独⾃の考え⽅で 
弊社だからこそ、提供できるノウハウです。 
 

その理由をお伝えします。 
 
１.	継続性のある著者誕⽣にこだわったノウハウ 
 

私は、現在の KADOKAWA（当時は⾓川）のグループ会社の⼀社、 
⾓川学芸出版で、⾓川フォレスタシリーズ 
というレーベルを⽴ち上げるという経験をしました。 
 

新シリーズだったので、 
多くの著者と毎⽇会っていたのですが、 
そのとき感じたのが、 
「この才能を全部本にすることはできない」、 

⾃分が出合えないところに、 
「才能の原⽯はいっぱいあるんだろうな」 
ということです。 
 

本の世界は元気がないと⾔われますが、 
著者が⾃ら、もっと、積極的に本作りに関わってくれたら、 
もっと、⾯⽩い本が出やすくなるのに、と考えました。 
 

本の世界で、コンテンツを⽣み出す著者、 
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才能の原⽯を持っている著者は「宝」です。 
 

しかし、出版社の編集者は、 
これからますます、もっと忙しい。 
 

なので、私は、 
著者が著者であることに喜びを感じ、 
⾃分の才能を本にすることに 
積極的になってもらいたい…… 
 

そういう思いから、 
退職してから５年研究を重ねました。 
 

そのノウハウがあるからこそ 
著者の思いを、読者の「知りたい」に変えられます。 
 
 
２.	出版社の編集者としての信頼 
 

私は、25 年以上出版社の編集者として仕事をしてきました。 
出版社の⽴ち上げ、部署の⽴ち上げ、レーベルの⽴ち上げなど、 

編集者の仕事以外のことにも、多く携わりました。 
 

著者出⾝、編集プロダクション出⾝、営業出⾝の 
出版プロデューサーの⽅々も、 
それぞれ特徴があると思いますが、 
 

私は、出版社業務全般に関わってきたノウハウから、 
企画を作るところから、刊⾏に⾄り、刊⾏後まで、 
アドバイスでき、５年のノウハウを提供できます。 
 
 
３.	30 社の出版社との関係 
 

出版社の編集者をしているだけだったら、 
その⼀社の基準しかわかりませんが、 
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独⽴後、現在は 30 社ほどの出版社と仕事をしています。 
 

その数の出版社と仕事をすることで、 
出版社の多様性から、 

より⾼度な著者へのアドバイスができるようになったことと、 
さまざまな事例を経験して、 

多様なニーズに対応するノウハウが構築できました。 
 

また、どの出版社の編集者も 
弊社を、企画作り、本づくりを共にする仲間として信頼してくださり、 
こちらも真摯に仕事に取り組み、さらに信頼をいただいています。 
 

そのため、紹介する企画も著者も暖かく受け⼊れてもらえ、 
その後の執筆、編集、刊⾏がより創造的なものになっています。 
 
 
４.	組織⼒ 
 

弊社は、代表の私、城村をはじめ、 
開発担当、セミナー・イベント担当のほか、 
現在、編集部には、４⼈の編集者 
また、提携する出版社での編集部、デザイナーがおり、 
いずれも、経験豊富な提携スタッフがチームを組んで 
著者をバックアップします。 
 

また、著者のウエブマーケティング、プロモーションは、 
私が代表を務める別会社 ビームーブ株式会社が、 

著者のプロモーション専⾨の知識を持っていますので、 
全⽅位でサポートします。 
 
 
５.	販売促進能⼒ 
 

４.でお伝えした、ビームーブ株式会社が 
本を出す前からの準備、出た後の実践をサポートしてきた 
ノウハウを提供いたします。 
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具体的には、ブログ、サイト作成。 
集客導線の構築やアドバイス、コンテンツ商品化など、 

幅広くサポートするノウハウがあります。 
 
 
６.	ライティング能⼒ 
 

提携する出版社との協⼒で、 
多くの優秀な編集者とライターが登録しています。 

コンテンツに合わせて、あるいは著者との相性に合わせて、 
チームを組み、実績を上げています。 
 
 
７.	海外展開 
 

J ディスカヴァーは、 
トーハンの海外エージェントの代理店となっており、 
⽇本だけでなく、海外に向けての出版の可能性を広げます。 
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J ディスカヴァーが提供する出版コンサルティング 

 
経営課題を解決する出版という⽅法について、 
ほんの⼊り⼝の部分ではありますが、 
お話しさせていただきました。 
魅⼒を感じていただけましたでしょうか？ 
 
まだ、ごく⼀部の経営者しか実践していない 
「出版による、経営課題の解決」を 
ぜひ、貴社も取り⼊れてください。 
 
J ディスカヴァーでは、 
才能を本という形で社会に送り出したい、 
という思いから、 
経営課題を解決するための出版コンサルティングを 
⾏っています。 
 
ご興味のある⽅は 
下記 URL から、「経営課題を解決する出版のための診断」をダウンロード、 
問診にご回答いただきましたら、 
１時間の個別コンサルティングを期間限定で 
１回無料でご提供させていただきます。 
（登録より２か⽉以内） 
 
ダウンロード URL はこちら ↓ 
 
http://poempiece.pupu.jp/keieisyashindan/keieikadaishindan.pdf  
 
＜＜無料個別相談お申込みはこちら＞＞ 
https://goo.gl/17CDQg 


