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はじめに 

 出版不況、活字離れという言葉が言われるようになって久しい。文化庁「平成 25年度国

語に関する調査」によれば、1か月に 1度も本を読まないと回答した人はほぼ国民の二人に

一人に近い水準となり、本を読まない人は増え続けているという。出版業界では「雑高書低」

とも言われ、雑誌は売れるが書籍は売れないという時代が続いているとされる。さらに電子

書籍の台頭により、本の読み方は多様化し、書店で本を購入しなくてもいい時代になった。

この煽りを受け、書店の数も減少し続けている。 

 出版業界が厳しい状況にあることは事実であるが、出版業界には再販価格維持制度と委

託 販売制度という独自の規制・商慣行があり、ビジネスの観点から言えば、過度な競争が

起きないような仕組みとなっている。再販価格維持制度とは、本の値段を書店が決め、販売

することはできない制度である。出版社が定価を決定し、その定価を取次会社と書店が守る

ことで、全国どこでも同じ値段で本を読者は購入できる1。つまり同じ本については、一物

一価が保証されており、値下げ競争は起きない仕組みとなっている。委託販売制度とは、委

託期間内であれば返品が認められる制度である。取次を通す大部分の出版物は委託商品で

あり、返品が可能である2。この制度により、書店は在庫リスクを抱えずに済むし、出版社

はとりあえず書籍を店頭に置いてもらいやすくなる。 

 尤も、このような出版業界を守るような仕組みは、自分たちの首を絞める仕組みの側面も

持つ。例えば、書店から出版社への返品率は年間 40%であり、多くの本が売れずに出版社

に返品されているのが現状である。こういった返品を続けていれば、書籍にその分のコスト

が価格転嫁されることになる。返品率を下げるためには売れる本を作る出版社の努力と書

店側の売る努力が必要であり、これまで通りのことをやっているだけではジリ貧になって

いくことが目に見えている。 

 さて、日本の出版業界では、一般小説は単行本として出版され、2〜3 年後に文庫本とし

て出版されるのが定番となっている(3 年タイムラグ方式と呼称する)。読者としては、単行

本は文庫本に比べて高価で物理的にも大きいというデメリットがある。大学生のような若

者にとっては、とくにその価格要因故に購入することをためらってしまうという側面もあ

                                                     

1 取次会社とは、出版物の販売会社のことでトーハン、日販、大阪屋などの販売会社のほ

か、日本出版取次協会加盟社は 2009 年で 32 社。トーハンと日販の 2 社で 70％から 80％

の取扱量。委託販売制度の下では、おろす機能よりも取り次ぐ機能が強いため、問屋と呼

ばず、取次と呼ばれている（出版企画研究所, 2010） 

2 通常、週刊誌は 45日、月刊誌は 60 日、書籍は 105 日が委託期間。取次が仲介せず、書

店が自ら発注する場合は返品不可である。 
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る。そのためか、図書館などで話題の単行本に予約が集中してしまい、2015 年 10月の全国

図書館大会「出版と図書館」分科会で、出版社側から公立図書館側に対して新刊本の一年間

の貸出猶予を求める声が出たとして話題になった(板垣, 2015)。この板垣(2015)によると、

近年は「数十万部に到達するベストセラーはまれで、大御所から中堅人気作家による初版 2

万〜3 万程度の作品で収益を確保できるかが死活問題」というのが現状だという3。鶏が先

か、卵が先かのような議論となってしまうが、文庫本で販売されるからその程度しか売れな

いのか、その程度しか売れないから利益率の高い単行本での出版をせざるを得ないのかは

なんともいえない。 

 とはいえ、単行本を出さずに、文庫本で小説を出版するのが正しいともいえない。それは、

価格要因だけで書籍の売り上げが落ち込んでいるとはいえないからである。売り上げの落

ち込みは、例えばインターネット関連のサービスという代替財・代替サービスに需要を奪わ

れているからかもしれないし、消費者の嗜好の変化による、長い文章を読むことへの関心の

低下(いわゆる活字離れ)からかもしれない。仮に価格要因が最も重要な要因だったとしても、

例えば文庫本で新作を発表することで価格を下げた結果、部数がどの程度伸びるかは需要

の価格弾力性次第となる。 

 本稿では、なぜ出版社は単行本で本を出版し、のちに文庫化をする戦略をとっているのか

を検証していく。なお、研究対象としては多くの読者を持つ一般小説に限定にし、電子書籍

を除くこととする。また、大型古本屋の存在の一般化やインターネットでの古本取引が与え

る影響も捨象して議論を進める。 

 

 

1. 文庫本・単行本の特徴 

 ここまで、文庫本、単行本という言葉を特に定義せずに用いてきたが、そもそも、文庫本

や単行本というのは何なのだろうか。 

 

1.1. 文庫本の定義と特徴 

 辞書の『広辞苑』で「文庫」を引いてみると、以下の 4種類の説明が出てくる。本稿で論

じる文庫に相当するのは、(4)の定義となるだろう。つまり、安く、小さて携行しやすい普

及版ということになる。 

（1）書籍・古文書などを入れるくら。書庫。一般に、図書館が公衆の閲読を目的とするの

                                                     

3 各書籍が何部売れたかという個別情報の公式統計は存在せず、新聞広告等で○万部突

破、などと表記されている場合、部数は出版社発表の数字となる。 
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に対して、書籍の蒐集を目的とするもの。保元物語。 

（2）転じて、まとまった蔵書。コレクション。 

（3）書籍その他手回り品などを入れる手箱。手文庫。人情本、春色辰巳園。 

（4）出版物の形式の一つ。普及を目的とし、小型（A6判）で携帯して読むのに便利な廉価

本の叢書。文庫本。 

 より出版の専門書を探ってみると、布川(1971)と紀田(1971)はともに以下のように文庫

を定義している。 

（1）量産を目的とし廉価であること。 

（2）古典的名著や定評のある既刊の著名をおさめるもの。 

（3）A6 判で携帯に便利なように小型で軽装版であること。 

 『広辞苑』の定義との大きな違いは(2)の既刊という部分と古典的名著や定評のあるとい

う部分であろう。1970年代の文庫を調べてみると、岩波文庫やハヤカワ SF文庫のように、

確かにこの定義に沿って出版されていたことが確認できる。それ以降、講談社文庫、中公文

庫、文春文庫などの新たな文庫のラインナップが市場に参入してきたことによって、この定

義にそぐわない文庫が増えた。そして、現代の文庫のラインナップ多くは「古典的な著作」

ではなく、収録も「著名な既刊書」に限らず書き下ろしもかなり一般的になっている。 

 1980 年代になると、明治・大正の文庫本の研究者の鈴木徳三は以下のように文庫本の定

義をしており、現代の文庫本の特徴も捉えた要領を得たものになっている(鈴木, 1981)。 

(1)小型本。ただし、所謂豆本の類は除く。 

(2)一般に市販され、流通機構にのせられた刊行物。（限定版は除く） 

(3)同一の出版企画による叢書・シリーズの類。 

① 編集方針が一貫している。 

② 造本形式が同一、または同類と思われるもの。 

③ 同一出版者（社）による刊行物。ただし、権利移譲の場合も含む。 

④ 叢書名が付与されているのが普通であるが、ない場合でも共通に通用する呼

称が一般化されているもの。 

 ここで、業界で用いられている「日本図書コード」における文庫本の定義を確認しておき

たい。「日本図書コード」は 1981 年 1 月から徐々に導入され、すべての書籍に表示される

ようになった。コードの内容は、ISBN（国際標準図書番号制）番号・分類コード・定価に

なっている。その中の「分類コード」とは、本の内容を分類するためのもので、アルファベ

ットのＣをつけ、それに続いて 4 桁の番号を並べる。第 1 桁目では販売対象、第２桁目で
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は形態、第 3・4桁目では内容を表すが、この第 2桁目に「文庫」という項目がある4。日本

図書コード管理センターのマニュアルによると「A6判を中心としたシリーズもの」とある。 

 しかし、これでは「〜文庫」として出版されていなくても、分類コード第 2 桁目が 1 であ

れば文庫として扱われてしまうし、逆に「A6 判を中心としたシリーズもの」であっても分

類コードが 1 以外であったら文庫本と見なされない。また、出版社ごとに分類方法が違う

ので出版の現場ではあまり活用されていない。岩野(2012)は、「同一の出版社が、『○○文庫』

というレーベル名を付して継続的に刊行する A6 判を中心としたシリーズもので、原則とし

て日本図書コードの分類コードの 2 桁目が『1』となっている書籍のこと。出版社と販売会

社（取次）、取次と書店のあいだにおける取引条件（正味率）は、通常の書籍と若干異なる」

と文庫本を定義づけている。 

 以上を踏まえて、文庫本のメリット・デメリットを整理してみたい。サイズは A6判が基

本であり、持ち運びがしやすい、スペースをとらないという 2 点が購入者のメリットとな

る。さらに単行本にはない特徴として、裏表紙にあらすじがあることが挙げられ、購入者は

あらすじをみてどんな内容の本なのか確認して購入できるようになっている。書店側も小

型故に品出しや在庫のスペース確保ができるだけでなく、返品にかかる費用が減るメリッ

トがある。読者にとってのデメリットとしては、文庫化されるまでに単行本が出版後、数年

を要すること、字が小さいことなどが挙げられるだろう。ただし、文庫本出版までのタイム

ラグを埋め合わせる努力として、単行本にあった誤字・脱字の修正や最後のページに作者の

あとがきなどが足されているといった付加価値（特典）が、文庫本には盛り込まれることが

多い。 

 

1.2. 単行本の特徴 

 単行本は B6 判前後のサイズでハードカバーと呼ばれる硬いカバーの表紙になっている。

読者にとって単行本を購入するメリットは 3 つある。1つ目は、サイズが大きく、ページの

余白や字も大きく読みやすいことである。2 つ目は、単行本は文庫本と比べて丈夫なだけで

なく、表紙のデザインに凝ったものが多く、本棚に並べるだけでも絵になることである。3

つ目は、単行本のメリットとして小説は基本的に単行本から出版するのですぐに読めるこ

とである。また、出版社、書店側にとっては、何より価格が単行本（平均価格 1431円）の

方が文庫本（平均価格 670 円）より 2 倍以上するので、利益が多くなることがメリットで

                                                     

4 分類記号第２桁目の項目：0.単行本 1.文庫本 2.新書 3.全集・双書 4.ムック・その

他 5.辞典・事典 6.図鑑 7.絵本 8.磁性媒体など 9.コミックス 
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あろう5。 

 尤も、価格の高さは購入者にとってはデメリットとなる。また、単行本の頑丈さはメリッ

トにもなるが、サイズの大きさ故に購入者は本棚に多くのスペースを、書店側は在庫のため

のスペースを割くことになる。 

 

1.3. 出版のタイミング 

 では、単行本と文庫本の出版タイミングは実際のところどのようになっているのだろう

か。具体例を用いてある作品がどのようなスケジュールで単行本化、文庫本化されるのかを

確認してみたい。村上春樹の近年の出版作品３作のスケジュールを示した図表 1をみると、

やはり 2〜3 年で文庫化され、3年タイムラグ方式に準拠していることがわかる6。我々は本

年 9 月発売の全 572 冊の文庫本のうち、以前に単行本で出版されていた 84冊について、そ

して 2017 年の全国出版協会（2017）の戦後のベストセラーについて同様の調査を試みたが、

大半の本は出版社や人気作家に関わらず 3年タイムラグ方式がスタンダードであった7。 

 

（図表 1）村上春樹の３作の発売日 

作品名 単行本 文庫本 

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 2013/04/12 2015/12/04 

アフターダーク 2004/09/07 2006/09/15 

海辺のカフカ 2002/09/12 2005/03/01 

出所：Amazon.co.jp のデータをもとに筆者が作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

5 平均価格は堀川（2017）による。 

6 『1Q84』は上下巻であったため、今回の例には表記しない。ただ、発売年数などは特に

変わりはなかった。 

7 半数以上がライトノベルであったため、このような結果になった。 
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（図表２）単行本と文庫本の比較 

 単行本 文庫本 

サイズ B6判（128mm×182mm） A6 判（105mm×148mm） 

読みやすさ 余白が大きく読みやすい 余白が小さく読みにくい 

持ち運びやすさ 大きくて重いため不便 小さく軽いので便利 

表紙のデザイン 凝っている 何もしていない 

価格 高い 安い 

保管のしやすさ 場所をとるが、頑丈で長持ち 小さいので便利 

出版されるタイミング 先に出版される 単行本出版後 2〜3年かかる 

あらすじがあるか ない ある 

出所：筆者の調査のもと、データを作成。 

 

1.4. 文庫本の特徴と単行本との比較 

 文庫本と単行本の販売動向の歴史的経緯はどのようになっているのだろうか。文庫の古

い歴史については補論に譲るとして、1970 年代以降の文庫の出版動向について簡単に触れ

ておきたい。1970 年代は戦後の 2回目の文庫ブームであり、戦前のブームからカウントし

て「第三次文庫ブーム」と呼ばれた。1971 年に講談社文庫が創刊され書店の店頭を確保し

ようと 7 月 1 日に 55点を出し、年内に 100点というハイペースで刊行したことによって文

庫売場が活性化し他社の文庫も一緒に売り上げを伸ばした8。その後、1973 年に中公文庫、

1974 年に文集文庫が創刊され、そのあとも次々と新しい文庫が参入した。特に 1977 年に

創刊された集英社文庫は講談社文庫を上回るペースで刊行し「第三次文庫ブーム」を決定づ

けた。 

 その後すぐ、1980 年に「第四次文庫ブーム」が始まったとされる。このブームでは、低

価格の文庫本が中学生や高校生に支持され、講談社Ｘ文庫などヤング向けの市場を形成し

た。その後もヤング向けにライトノベルと呼ばれる文庫本が出され、ますます文庫の売り上

げを伸ばしていった9。なお、ライトノベルのようなヤング向けは読者層の需要の価格弾力

                                                     

8 出版ニュース社編（1997）による。 

9 ライトノベル（ラノベ）とは、はっきりとした定義はないが、青少年などの若年層を対

象にキャラクターを中心として作られている小説の分類の一つである。 
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性が高いことを踏まえて、最初から文庫本で発売され、単行本が発行されることは通常な

い。図表 3 の通り、2016年のライトノベルの文庫本におけるシェアは 18.9％であり、金額

も 202 億と大きな市場である。 

 では、書籍の近年の販売動向について考察していこう。近年の文庫本の販売数は、1.5 億

冊以上をキープしているものの（図表 4）、2012年から減少しており、それとともに販売金

額も落ち込んできている。単行本や新書本、絵本などを含む合計の推定発行部数を見ると文

庫本のシェアは 20％弱と低くはないものの（図表 4）、新刊ベースで見るとシェアは 5%強

と低い（図表 5）。逆に、単行本の場合は推定発行部数の 30%弱、新刊の 40%弱となってい

る。つまり、文庫本の発行部数を支えているのは旧刊が長い期間で売れていく部分によるも

のであり、単行本は逆に新刊が発行部数を支えている構図となっている。 

 

（図表 3）ライトノベルのシェアと販売金額の推移 

 

出所：出版科学研究所(2017)のデータをもとに筆者が作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

0

50

100

150

200

250

300

2009年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

ライトノベル販売金額 文庫本におけるライトノベルのシェア

億円 ％



 9 

 

 

 

（図表 4）推定発行部数のシェアの推移 

 

出所：出版科学研究所(2017) のデータをもとに筆者が作成。 

注 1：発行部数とは 1 年間に発行された合計部数。 

注 2：その他には新書本、全集・双書、事典・辞典、図鑑、絵本の６項目を含む。 

 

（図表 5）新刊点数の推移 

 

出所：出版科学研究所(2017) のデータをもとに筆者が作成。 
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注 1：新刊発行点数とはその年に発売された作品の点数。 

注 2：その他には新書本、全集・双書、事典・辞典、図鑑、絵本の６項目を含む。 

 

２. 具体例に見る戦略の類型化 

 学生の目線に立つと、出版不況の下で書籍の売り上げが伸び悩んでいる中、文庫化を待っ

ている読者への販売機会を逃してしまっては、さらに売上げが悪化してしまうのではない

か、と考えてしまう。これは、学生の書籍需要の価格弾力性が高いことを意味するだけであ

って、多くの消費者の価格弾力性はそこまで高くないのかもしれない。 

 経済学の教科書のような議論を踏まえると、完全価格差別と呼ばれる個々の消費者のあ

る商品に対する潜在的なプライシング通りに生産者が価格設定を出来る状況では、総余剰

に占める消費者余剰はゼロとなり、生産者余剰と総余剰が一致することになる。つまり、出

版社にとっては、ある意味で願ってもない状況である。ただ、完全価格差別は現実的には不

可能なものの、文庫本と単行本の消費者層が異なるため、それぞれの需要をとらえるため

に、ある意味での価格差別的な環境を作り出しているとも評価できる。換言すると、同じ作

品の文庫本と単行本は別商品であるが、同時に出してしまうと価格の低い文庫本に消費者

が流れてしまうため、別商品として消費者に認識してもらい、価格差別をしやすくするため

に、タイムラグが設けられている。 

 事後的にこのような見立てをすることは可能であるが、スタンダードな 3 年タイムラグ

方式とは異なるパターンで出版をした場合に、消費者がどのような行動をするかはわから

ない。実際、多くの出版社は独自の方法で文庫本を出版する試みをしている。そこで、この

章では出版年表による戦後のベストセラーシリーズを調べ、その結果をもとに出版社の単

行本から文庫化への戦略を調べ、類型化していく。 

 

2.1. 単行本の方が収益をあげることができるから単行本から出版する 

 単行本の方が文庫本よりも高価であるのは先に述べたとおりである。1 冊の本の内訳は、

本体価格が 1,000円の場合、用紙・印刷・製本などの直接製造原価 300円（本体価格の 30％

程度）、販売費・管理費などの間接原価 200円（本体価格の 20％〜30％）、出版元の利益 200

円（本体価格の 10〜20％）、取次のマージン 80 円（本体価格の 8％）、書店の利益 220 円

（本体価格の 22％程度）だという（岡部，2010）。用紙代や製本代などの直接製造原価は違

うが、価格が大きくなればなるほど出版元の利益は大きくなる。 

 例えば、2011 年初版の三浦しをん作『舟を編む』と東野圭吾作『麒麟の翼』にこの利益

率を当てはめると下記の図（図表 7）のようになる。大雑把に言えば、出版社にとっての単
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行本 1冊あたりの利益は、文庫本 2.5冊あたりの利益と等しくなる計算である。つまり、同

じ利益をもくろむのであれば、文庫本が単行本の 2.5倍売れないといけない。このように文

庫本が 2.5倍程度売れるのであれば、単行本を先に出版しなくとも、十分に利益が生み出せ

るということである。ただこの場合、3年タイムラグ方式で文庫本を待っていた新たな消費

者を望めなくなる。つまり、3年タイムラグ方式の「1作品で 2 度おいしい」というビジネ

スモデルが機能しなくなるため、実際には 2.5 倍よりももっと売れないと減益となる可能性

が高く、出版社にとっては痛手と考えられる。 

 

（図表 7）『舟を編む』（上）と『麒麟の翼』(下)の 1冊あたり利益推計10 

 
本体価格 

（税込） 

直接 

製造原価 
間接原価 

出版社 

利益 

取次の 

マージン 

書店 

利益 

単行本 1620円 516 円 344 円 344 円 137.6 円 378.4 円 

文庫本 670 円 201 円 134 円 134 円 53.6円 147.4 円 

 

 
本体価格 

（税込） 

直接 

製造原価 
間接原価 

出版社 

利益 

取次の 

マージン 

書店 

利益 

単行本 1728円 518 円 346 円 346 円 138 円 380 円 

文庫本 756 円 227 円 151 円 151 円 60 円 166 円 

出所：筆者推計 

 

 

                                                     

10 単行本と文庫本の利益構造のデータがなかったため、一律のパーセンテージで計測。 
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(図表 8) 単行本を発売した 3年後に文庫本を発売した場合の各年の出版社の利益 

出所: 筆者推計 

 

 冒頭で述べたように現実の場合、初版本で 2〜3 万部売れなければいけないということを

考えると、2 万部単行本が売れた場合（3 年後の文庫本発売も考慮すると）、文庫本だけで

あれば 5 万部以上、実際には 6万部程度売らなければ、3年タイムラグ方式の方が望ましい

計算となる。 

 ここまでは文庫本のみを売り出す場合の利益を考えてきたが、単行本(1,400円と仮定)を

先に発売し、文庫本(700 円と仮定)を 3 年後に発売するケース（つまり３年タイムラグ方

式）の利益を計算してみる。単行本が 1年目に 1万部、2年目に 1万部売れ、3年目に文庫

が発売されたと仮定する。3 年目の単行本の販売部数を 3 千部、4 年目以降を 2 千部とし、

文庫本の販売部数を 1 年目に 2 万部、2 年目以降を 1万部とした場合、5年間での売り上げ

利益は図表 8 のようになる（原価率は 50％と仮定）。結果を示した図表 8 によると、この場

合、出版社の 5 年間の利益の合計は、2632 万円であり、文庫本で 5 年間に 18 万 8 千部売

りあげることができれば、3 年タイムラグ方式と同水準の利益を得られる計算となる。つま

り、『白銀ジャック』や『君の名は。』のように人気作家の作品や話題の映画作品であれば、

文庫本のみでも利益を出すことはできるかもしれない。ただし、この規模の売り上げを高い

確率で予想できるケースは限られるため、文庫本出版だけで勝負する方式は、一般向けの小

説の場合は限定的な販売戦略とならざるを得ないと考えられる。 
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2.2. 製品ライフサイクルに沿った出版 

 製品ライフサイクルとは、製品が市場に導入されてから衰退するまでの過程を 4 段階に

分けたマーケティング用語である（恩蔵，2014）。①導入期、②成長期、③成熟期、④衰退

期の段階に変化をしていく。まず、①導入期では、製品が初めて売り出される時期である。

この時期には元々その製品や業界に興味のある人が購入する。次に②成長期である。この時

期には売上高が上昇し、インフルエンサーと呼ばれる流行に敏感な人たちが反応しため、市

場が拡大していく。③の成熟期では売り上げが最高となる一方、横ばいになり、買い替え需

要も増えてくる。④の衰退期では流行が終わり、衰退していく。 

 この製品ライフサイクルを単行本の出版と照らし合わせると、人気の有無による各期間

の長さの違いはあると考えられるものの、単行本はやがて衰退期に入り、売れなくなってし

まう。そこで、成熟期に文庫化をすることで、単行本を買った人に対してあとがきなどの付

加価値を付け、更なる購入を促し、さらに 2〜3年を経て単行本を読んだことのない安価な

本を求めている新たな読者から購入されることにより、その本の寿命を延ばす、あるいは、

同じ本の潜在的需要をもう一回掘り起こすことができる。つまり単行本で一度発売するこ

とで話題を集めたのちに、文庫化することでもう一度新刊としての広告を打ち、今までの読

者と新たな読者をターゲットに、衰退期における起爆剤として本の寿命を延ばしていると

考えることができるだろう。 

 

2.3． 戦略的な文庫化 

 文庫本は単行本以上に平積みができるため、売り上げにつながりやすいという特徴があ

る。そのため、単行本の出版を他の関連するものに合わせることで目立たせたいと考える行

動が観察される場合がある。 

 

2.3.1． 他社の出版に合わせる場合 

 文庫化には同じ出版社が単行本と文庫を出版するのがスタンダードであるが、例外的に

単行本と文庫本の出版社が異なる場合がある。また、どの作者であっても、自費出版などで

はない限り、同じ出版社で本を書き続けるわけではない。このような場合、目立たせる目的

から敢えて他社の出版時期に合わせて、同じ作者の作品を販売することもある（図表 9）。 

 この例の出版時期を見るとわかるように、もともと角川書店で出版していたシリーズを

他社が単行本として出版し、その後文庫を角川文庫で出版している。注目すべきなのは、『あ

んじゅう』の文庫本出版時期と『泣き童子』の出版時期である。同シリーズの新作を発売す
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る時期に、前シリーズ作品の文庫を出版している。これは戦略的に話題になることを見越し

て文庫化していると考えられる。新作が出ることにより、書店は特集コーナーを組むことが

多く、その際に文庫本が並ぶことを期待しているといえるだろう。 

 

2.3.2． 映画化に合わせる場合 

 また、他社の出版戦略に合わせるだけではなく、映画化と合わせる場合もある。例えば、

東野圭吾作『真夏の方程式』（文春文庫）では、2013 年 5 月 10 日に文庫化、2013 年 6 月

29 日に映画が公開されており、映画の公開に合わせて文庫化されている。また、近年では、

新海誠作『君の名は。』（角川文庫）は、2016 年 6 月 18日に発売されており、2016年 8 月

の映画公開に合わせたと考えられる。この小説は映画が興行収入 240 億円越の大ヒットを

記録したため、原作文庫の売り上げは 130 万部を突破した。このように、安価な文庫本の

方が購買側の立場からすれば、単行本よりも購入する動機が強まる可能性がある。特に映画

化をされるような人気作である場合、映画化のタイミングで文庫本を発行した方が多く売

れるのではないかと思われる 。 

 しかし、映画化と必ず合わせて文庫化される訳でもない。2013 年 4 月に映画化されてい

る先出の『舟を編む』の文庫化は映画化から約 2 年が経過した 2015 年 3 月である。また、

同じく先出の『麒麟の翼』では同題の映画が 2012 年 1 月 28日に公開され話題になったが、

文庫化されたのは単行本が出版された 2011 年 3 月 3 日から 3 年後の 2014 年 2 月 14 日で

ある。 

 

2.4． いきなり文庫化 

 初めから文庫として発売している事例の中でも、対象年齢に合わせた商品展開がある。例

えば、青い鳥文庫と呼ばれる小中学生向けの児童向けの文庫では、小中学生がお小遣いで購

入することを仮定しているため、単価の高い単行本ではなく、いきなり文庫化という形をと

っている。また、近年ライトノベルと呼ばれる青少年向けの文庫も多く発売されている。特 

 

（図表 9） 宮部みゆき『三島屋変調百物語事始シリーズ』 

作品名 
単行本 

発売日 

単行本 

出版元 

文庫本 

発売日 

文庫本 

出版元 

おそろし 2008 年 7 月 角川書店 2012 年 7 月 角川文庫 

あんじゅう 2010 年 7 月 中央公論新社 2013 年 6 月 角川文庫 

泣き童子 2013 年 6 月 文藝春秋 2016 年 6 月 角川文庫 
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出所：Amazon.co.jp のデータをもとに筆者が作成。 

に角川書店では、角川スニーカー文庫、ファミ通文庫、電撃文庫などライトノベルだけで 16

のレーベルを持っており、『ソードアート・オンライン』などがライトノベルの 2016 年の

ライトノベルの売上上位に入っている。出版科学研究所(2017)によると文庫本におけるラ

イトノベルのシェアは 20％前後で推移している。図表 3 でも確認したように、出版科学研

究所(2017)によると文庫本におけるライトノベルのシェアは 20％前後で推移している。こ

れらのライトノベルは青少年向けであることやアニメ化の多い漫画と小説の中間のような

小説であるため、文庫本と同じく、単行本よりも安価な文庫で発売をされている。このよう

に、ターゲットの望む形や価格でニーズを満たすために、いきなり文庫で発売するという例

もある。 

 また、対象年齢に関係なく、近年、単行本を経ず新作をいきなり投入する「いきなり文庫

化」も注目されている。その一例として東野圭吾作『白銀ジャック』を挙げる。『白銀ジャ

ック』は 2010 年 10 月 5 日にいきなり文庫本として発売された。一度、単行本にしてから

文庫化する従来の流れを逆らい出版され、大きな話題を生んだ。その約 1 年後の 2011年 11

月 1７日に単行本化されるという逆の流れをたどった。その結果、『白銀ジャック』は当時、

8 日間で 80 万部を記録し、大ヒットした（朝日新聞デジタル，2012）。これはより早く読者

に届けたいという著者側の意向でいきなり文庫化を実現させた例である。 

 また、集英社では「いきなり文庫！」と題して文庫を出版するなど、いきなり文庫化する

ことに力を入れる出版社が増えている。この集英社の企画では、東野圭吾の『歪笑小説』か

ら谷川俊太郎の詩集まで、バラエティに富んだ内容で出版されている。このいきなり文庫化

によるメリットは、文庫本は単行本に比べ、安く製本でき、早く読者のもとへ届けることが

できるからだと考えられる。また、堂場瞬一の警察小説シリーズを文庫で出版している中央

公論新社では、組織改編により、編集部ごとに文庫を出版できるようにするなど、出版社の

出版動向も変化してきている。 

 しかし、このようにいきなり文庫化してしまうことで、作家の印税が減ってしまう可能性

もあるため、出版社側からは依頼しづらいという面もある。また、大手出版社も全部が文庫

になってしまうことで客単価が下がっていくことを懸念しており、このような流れは現在

では主流ではない（朝日新聞デジタル，2012）。 

 

2.5. 製本上の都合  

 単純な理由ではあるが、単行本の方が大きいため、同じ作品であってもページ数を少なく

することができる。また、ページ数を少なくすることにより、単純に巻数も少なくすること
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ができる。例えば、全世界で発売されている人気作『ハリー・ポッターシリーズ』では、単

行本は 10 巻である。これを文庫本として発売する場合、全シリーズで 19 巻という文量に

なる。もし仮に初めから文庫本として出版していた場合、このような超大作では上中下巻な

どを追って買っていく必要があり、読者側が途中で挫折して上中下と順を追って売り上げ

が落ちてしまうリスクがある。このような場合、単行本で買わせる方が望ましいと考えられ

る。 

 

 

3. 現状の文庫化の分析 

 前章では文庫化戦略についての類型化を述べた。この章では戦後のベストセラーを用い、

この類型化に当てはまっているのかどうか現状の分析を行う。また、海外での出版形態につ

いても調べ、日本との比較を行う。 

 

3.1. 出版形態の現状 

 近年、「いきなり文庫」とうたって文庫で新作小説を刊行するスタイルが広がっているこ

とは先ほども述べた。特に 2.5.のいきなり文庫化で触れた『白銀ジャック』は大きな話題を

生み、大ヒットしたという実績例もあるが、実際はどのくらい普及しているのだろうか。そ

こで、近年の出版形態の現状を分析するため、出版科学研究所(2017)が集計をしているベス

トセラーのデータを用い、2014 年〜2016 年の 3 年間についてベストセラー上位 30 位のう

ち一般小説について考察を行った。ちなみに、図表 10 ではベストセラーになった一般小説

の単行本に関する情報、図表 11では図表 10 の小説の文庫化の情報を整理した。 

 単行本から文庫本が発売されるタイミングは、概ね 3 年タイムラグ方式に準拠したもの

となっている。単行本と文庫本の同時発売や、いきなり文庫化をするなどの変則的な形態は

一つも見られず、少なくとも超売れ筋の小説市場ではこのような方式が浸透していないこ

とがわかった。また、単行本と文庫本の出版社変更による文庫化の時期の影響もなかった。

これは、売れ筋の小説のため、出版社が敢えて他社に版権を譲渡するインセンティブがなか

ったからと考えられる。更に、本屋大賞などの受賞や映画化などの影響で文庫化が早まると

いうような関係性も見られなかった。 

 つまり、図表 10 で取り上げられた小説については、前節の 2.1.、2.2.、および 2.5.のパタ

ーンが当てはまっていることになる。 

 プライシングについて確認してみると、単行本の単純平均価格は 1601.3 円、文庫本の平

均価格は 689.3 円となり、大賞受賞作品と未受賞作品との価格差も見受けられず、前章で紹
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介したモデル的なケースと概ね同じとなっている。 

 これらの結果より、「3 年タイムラグ方式」、つまり単行本発行の後、数年後に文庫本を発

売するスタンダードな形態が支配的な状況にあり、出版業界で大きな販売改革やその試み

などが行われている様子は見られなない。 

 

3.2. アメリカの出版事情 

 日本ではこのように単行本から文庫本という流れを保ち続けているが、海外ではどうな

っているのだろうか。アメリカを例に簡単に触れておきたい。 

 アメリカでは文庫本、単行本というくくりは存在しない。本の装丁としては大きく 2 つ

であり、ペーパーバックとハードカバーに分かれる。ペーパーバックとは、サイズは単行本

などと変わらないが、表紙が柔らかい紙である。さらにその廉価版がマスマーケット・ペー

パーバックである。この 2 つを合わせると市場でのシェアは 48％11であり、日本の文庫本

のシェア率 11％よりもはるかに高い値である。ただ、ハードカバーの本も人気があり、売

上高、発売部数共に 2016年度では前年を上回っている。 

 ハードカバーとペーパーバックの販売タイミングもまちまちであり、例えば日本のよう

に３年程度の時間差を設定する場合もあれば、半年から１年程度の時間差の場合も多く、ほ

ぼ同時発売というケースも珍しくない。米国の出版社もいろいろなパターンを試みている。 

 米国でハードカバーが売れるのは読書スタイルの違いにも起因すると考えられる。アメ

リカは車社会であり、日本の都心のように通勤時に本を読むことよりも、家で読むことの方

が多いと考えられる。この場合、持ち歩かない（持ち歩くとしても車で持ち歩くことが多い）

ため、日本と単純に比較するのは難しい側面がある。 

 

 

  

                                                     

11 『出版年鑑 2017』(2017) 
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（図表 10）過去３年のベストセラー(単行本) 

出所：出版科学研究所(2017) のデータをもとに筆者が作成。 

注：単行本の発売日、備考は Amazon.co.jp から引用。 

  

題名 出版社 価格 発売日 備考 

村上海賊の娘（上） 新潮社 1728 2013/10/22 2014年本屋大賞 

村上海賊の娘（下） 新潮社 1728 2013/10/22  

銀翼のイカロス ダイヤモンド社 1620 2014/08/01 
第 1 回沖縄書店大賞 

［小説部門］ 

女のいない男たち 文藝春秋 1574 2014/04/18  

虚ろな十字架 光文社 1620 2014/05/23  

ロスジェネの逆襲 ダイヤモンド社 1620 2012/06/28  

火花 文藝春秋 1296 2015/03/11 
第 153 回芥川賞 

2017/11/23 映画化 

鹿の王（上・下） KADOKAWA 1728 2014/09/24 2015年本屋大賞 

ハリーポッターと呪

いの子 第一部・第

二部 特別リハーサ

ル版 

静山社 1944 2016/11/11  

君の膵臓をたべたい 双葉社 1512 2015/06/17 2017/7/28映画化 

羊と鋼の森 文藝春秋 1620 2015/09/11 

2016年 本屋大賞 

2016年 キノベス!  

第 1 位 

2015 年 ブランチブッ

クアワード大賞 

コンビニ人間 文藝春秋 1404 2016/07/27 第 155 回芥川賞 

火花 文藝春秋 1296 2015/03/11 同上 
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（図表 11）過去３年のベストセラー(文庫本) 

出所：出版科学研究所(2017) のデータをもとに筆者が作成。 

注 1：単行本の発売日、備考は Amazon.co.jp から引用。 

 

 

おわりに 

 本稿では、単行本と文庫本の違いと出版社の戦略を考察してきた。文庫本と単行本とを比

較すると文庫本の方が読者側のメリットが多く思える。しかし、単行本を発行することによ

る利益や「3 年タイムラグ方式」の妙味に鑑みれば、単行本を発行することは出版社側にと

っても大きなメリットがあることがわかった。 

 ところで、「3 年タイムラグ方式」の文庫化までの期間は 2〜3 年が平均であるのは著作権

の問題もある。逆に、いきなり文庫化する際や文庫本を早く出版する場合には法律の定めに

より作家の許可が必要となる。これは、作家と出版社には著作権法の出版権の定めにより、

出版権を設定する複製権者（作家）と出版権の設定を受ける出版権者（出版社）の関係があ

題名 出版社 価格 発売日 備考 

村上海賊の娘   

 1巻 
新潮社 637 2016/06/26 同上 

２巻 新潮社 637 2016/06/26  

３巻 新潮社 680 2016/07/28  

４巻 新潮社 680 2016/07/28  

銀翼のイカロス 文藝春秋 821 2017/09/05 同上 

女のいない男たち 文藝春秋 702 2016/10/07  

虚ろな十字架 光文社 691 2017/05/11  

ロスジェネの逆襲 文藝春秋 756 2015/09/02  

火花 文藝春秋 626 2017/02/10 同上 

鹿の王 1巻 KADOKAWA 691 2017/06/17 同上 

２巻 KADOKAWA 691 2017/06/17 同上 

３巻 KADOKAWA 691 2017/07/25 同上 

４巻 KADOKAWA 691 2017/07/25 同上 

君の膵臓をたべたい 双葉社 720 2017/04/27 同上 

火花 文藝春秋 626 2017/02/10 同上 
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るためである12。出版権が設定されている著作物を文庫本として複製する場合は、作家に許

可を取る必要がある13。そして、出版権の存続期間は、当事者同士で契約時に決め、期間を

決めていない場合は、出版権設定後最初の出版があった日から 3 年を経過した日に消滅す

るため、単行本から文庫本化するのに 2〜3 年後となるが場合が多くなるという（岩野，

2012）。 

 本稿で触れられなかった大事な論点に簡単に触れておこう。まず、今回の論文ではライフ

スタイルを考慮せずに検証してきたが、購入者のライフスタイルによっても好みは分かれ

る可能性がある。例えば、本の小売店の所在地は、1 位東京（411店舗）、2位大阪（264 店

舗）、3位福岡（211店舗）と都心に集中している傾向にある（産学社，2016）。人口が多い

というのも要因ではあるが、通勤通学などのスタイルも影響するものと考えられる。車社会

のアメリカの例を見ればわかるように、家でゆっくりと読書をするためには単行本の方が

好まれるかもしれない。とくに、インターネット時代、少子高齢化時代を迎え、ライフスタ

イルが変容することが、小説需要の中身にも変化を与えている可能性もある。マーケティン

グ的な視点からは、この部分に問題意識を持つことは大事だと考える。 

 次に、若年層の書籍への関わり方について考えてみたい。私たちが独自に法政大学の学生

を対象に行ったアンケートによると、1ヶ月に 1冊以上本を読むと回答した人が全体の 75%

を示した14。また、文化庁「平成 25 年度国語に関する世論調査」によると、1ヶ月に 1度も

本を読まないと回答した人（全体の 47.5％）のうち、20 代は 40.5％と 1番低い値を示した

15。「若者の活字離れ」が多く問題視されているが、若者は一般の風潮に反し、案外本を読ん

でいると読み取れる。ただ、学生は、自由に使えるお金は少ない。学生の多くは図書館や古

本屋を利用するだろう。図書館や古本屋は書店の競合相手となっており、共喰いを引き起こ

す恐れがある。そこで、所得の低い若者に対し、単行本の廉価版である文庫本を早く発売す

ることは、話題の作品を早く読みたい学生にとって意味を持つのではないだろうか。先に示

したようにもし文庫本が 2.5倍以上売れることにより、単行本と同じだけの利益を生み出す

のであれば、若者向けとして文庫本を発行することは十分に意味のあることであるし、末永

い顧客のロックイン効果も期待されるところである。 

 最後に、文庫本を発行することの課題を述べて終わりにする。文庫本は簡単に発行できる

                                                     

12 出版権とは、その著作物を出版することができる権利のことで、出版権を設定できる者

は 複製権を有する者（著作権法第 21条）。 

13 著作権法第 82 条 2 項に基づく出版権者の義務。 

14 調査時期平成 29 年 7月、対象は法政大学経営学部、有効回答数 240人。 

15 調査時期平成 26 年 3月、対象は全国 16歳以上の男女、有効回答数 2,028 人。 
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ため、年々その発行部数に対する占有率は伸びている。しかし、それに伴い、大量の本を管

理する書店の負担も増加している。ただ闇雲に文庫本を発売するのではなく、出版社側が吟

味をしたうえで、発行する目利きも重要だと考えられる。そして、いつまでも「3 年タイム

ラグ方式」に頼るのではなく、消費者の潜在的な需要を刺激するユニークな書籍販売方式を

出版社、書店が一体となって提案してくれることに期待したい。 

  

補論 文庫本の歴史 

 文庫本が有名になったのは明治末期から大正中期にかけて流行した『立川文庫』である。

縦 125mm、横 90m と現在の文庫本（A6 版 縦 105mm、横 148mm）よりも小さい『立川

文庫』は 1 冊 25銭だった。全てルビがついていて多くの人が読むことができ、読み終わっ

たら本屋にその本と３銭を出すと新しい本がもらえるという貸本式の販売方法が大うけし

全国の少年たちに読まれた。しかし、当時『立川文庫』の人気講談作家であった玉田玉秀斎

が 1919（大正 8）年に急死してから『立川文庫』は一気に廃れてしまった。一方で、海外の

新しい文学や知識に触れたいという欲求に応えた『アカギ叢書』が同時期に出された。一冊

10 銭で外国語や古典を現代語に直し、全て 100 ページ以内に圧縮したものを出すととんで

もなく売れた。だが、『アカギ叢書』も発行者の赤城正蔵が結核で亡くなり廃業してしまう。 

 『立川文庫』によって「文庫」とよばれる出版物の刊行は急激に増えたがそのあとは低迷

し、昭和で再び大ブームがおきる。関東大震災のあと生産、販売の進歩により大量生産が可

能になりまず円本ブームが起こった。事前予約により 1 冊 1 円という安さで購入できた円

本はあっという間にブーム化した。こうしたニーズに応え、円本に続く文庫ブームを起こし

たのは岩波文庫であった。1927 年にドイツのレクラム文庫をモデルに、小さく安く多くの

人に読めるようにすることを方針として創刊された。そのあと、改造文庫、新潮文庫、春秋

文庫などが出て「第一次文庫ブーム」が起こる。岩波文庫は創刊当初は好調であったが、改

造文庫などライバル社の参入と昭和恐慌により在庫数が増えてしまい経営危機にまでなっ

てしまった。しかし、戦争景気により調子を取り戻すが、太平洋戦争で出版されなくなって

しまった。 

 文庫が復活したのは1949年に創刊された角川文庫によって起こった「第二次文庫ブーム」

である。最初は B6版で刊行されたが A6 版の現在と同じ文庫サイズに切り替えて出版され

た。この時期に文庫が売れたのは書籍用紙の高騰により書籍の値段が上がってしまい用紙

の使用が少なくて済む文庫本に変更した。 
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