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る。また、インターネット情報の拡大は
テレビ・新聞へも影響が及んでいること
はいうまでもない。
出版業界は雑誌の流通上の取引関係や
配送システムに依存することで成り立っ
ている。雑誌不振が、全国津々浦々にあ
る書店を転廃業に導き、コンビニ売上げ
を激減させているのが現実である。こう
した販売拠点の減少が書籍の販売にもつ
ながり、書店の疲弊を生んでいるわけだ。
にもかかわらず、取次は書店やコンビニ
には少ない部数でも配送しなければなら
ないために、過重な運賃輸送費を強いら
れ、四苦八苦している。
この状況に加えて、書籍販売に関して
は２０００年に参入してきたアマゾンジ
ャパンの読者に対してはより早く、無料
で届けるシステムが拡大している。まさ
に新たな成功したビジネスモデルの出現
は、読者と本との出会いの場を広げてい
る。つまり、書店離れであり、書店の存
在を危うくしている。この傾向は加速し
ていくと思われる。
ところで、インターネット、電子書籍
の普及は今後、加速していくことは確か
だと思う。しかし、一方で紙の情報＝印
刷物がどうなるかである。私は、紙の特
性である〝直接読める〟という点でいえ
ば、まだまだ存在意義はあると思ってい
る。それは読むことの身体性は読む行為
の基本だと思うからである。ページをめ
くり、ページをさかのぼり、付箋を貼る、
線を引くなどである。何より、ここまで
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きよた よしあき
株式会社出版ニュース社代表
主な著作
・『変
 貌する読書空間』（共著）学陽
書房、１９８２年．
・『図 説 日本のマスメディア』（共著）
日本放送出版協会、２００５年．
（共著）
・『新
 現場からみた出版学』
学文社、２００４年

読んだという達成感なども紙の本ならで
はないか。
つまり、紙の物神性であり、紙が築い
てきた文化の蓄積と継承が、著者と読者
で構成される出版物文化である。それは
出版者の存在である。出版物の多様性で
民主主義の担保にもなる。これは出版物
文化とともに共存すると思う。そのこと
が出版物の存在理由でもある。したがっ
て、新聞ではできない内容、電子的情報
である放送やインターネットではできな
い時間や歴史を踏まえた、より深く正確
なものが出版に求められる。
その出版を実現するのが印刷業で、協
業関係にあり、運命共同体でもある。今、
両者が何をすべきかを話し合う機会や場
が必要ではないか。
最後に、出版の自由は出版流通の自由
であることを意識することだ。
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出版の自由は出版流通の自由である 
私が編集していた雑誌『出版ニュース』
（ 出 版 ニ ュ ー ス 社・ 月 ３ 回 発 行 ）は こ と し
３ 月下旬号をもって休刊 （事実上の廃刊）
し た。 同 時 に 刊 行 し て い た『 出 版 年 鑑 』
も廃刊ということになった。出版ニュー
ス社はこの 月で創業 周年になった
が、近く清算して廃業することになって
いる。
出版界が 年代から急成長を遂げ、１
９９６年をピークに売上げが減少してい
って、 年代のレベルにまで落ちてしま
った現在をみたとき、さまざまなことが
記憶にのぼってくることは確かである。
１９７３年のオイルショックでも二桁
成長。バブルが崩壊した１９９０年でも
右肩上りで伸び、出版界は〝不況に強い〟
事業と言われた。実際、新刊点数も雑誌
の創刊も多く、活況があったことは確か
だ。しかし、 年を境に書籍の返品率が
高くなり、好調な雑誌も返品率が増加し
ていった。とりわけ業界は雑誌中心に依
存してきた体質が大きく変わり、出版界
は構造的不況業種になった。
それは何かである。私は１９９５年秋
に発売されたＯＳ・ウィンドウズ であ
ると考えている。それによって、雑誌の
売上げが影響を受ける。当時のゲーム関
連の雑誌をはじめ、ハウツー的なもの、
各種情報誌がネットに変わり、携帯電話
の急速な普及は、パソコンの急伸ととも
に雑誌・書籍の売上に打撃を与えた。そ
の後、コミック雑誌が電子化され、一部
の文字ものも電子書籍化の道を歩んでい
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