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代表取締役 落合早苗



O2O Book Biz株式会社代表取締役社長
株式会社ネットアドバンス顧問
一般社団法人日本出版インフラセンター特別委員
日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長

出版社、IT関連会社などを経て、2004年株式会社インプレス入社。
同年、株式会社hon.jpの立ち上げに参画。電子書籍の市場分析やプロモー
ション担当ののち、2006年代表取締役社長に就任。2009年MBOを実施、グ
ループより独立。
2015年6月にhon.jpよりマーケティング・コンサルティング事業を新会社に承継
した。

インプレス「電子書籍ビジネス調査報告書」では2013年からメインで執筆を担
当。

日本電子出版協会主催電子出版アワード審査員、日本電子出版制作・流通
協議会主催電流協アワード審査員も務める。

自己紹介



hon.jpについて



HON.jpのひとつ前の法人・サービスです



株式会社hon.jp概要

事 業 内 容

創 業

本店所在地

代 表 者

資 本 金

決 算 日

メインバンク

主要取引先

電子書籍検索サイト「hon.jp」の運営

電子書籍検索用メタデータ・データベースの運 用

電子書籍向け商品識別・名前解決システムの提供

電子書籍関連のシステム開発請負

電子書籍・書籍のプロモーション業務

電子書籍業務にからむ翻訳コンサルテーションなど

2004年3月

＊2009年5月MBOを実施、2004年3月設立インプレスホー

ルディングス100％子会社の株式会社hon.jpより事業譲渡

東京都千代田区一ツ橋2-6-12

代表取締役 落合早苗

300万円

3月31日

三菱東京UFJ銀行

インプレスR&D、出版デジタル機構、新潮社、ソケッツ、パ

ピレス、BookLive等 （順不同、敬称略）

■

■

■

■

■

■

■

■
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2004年3月

＊2009年5月MBOを実施、2004年3月設立インプレスホー
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3月31日

三菱東京UFJ銀行

インプレスR&D、出版デジタル機構、新潮社、ソケッツ、パ

ピレスレス、BookLive等 （順不同、敬称略）

■

■

■

■

■

■

■

■

2018年3月に解散



サービス概要

■サイトURL

http://hon.jp/

＊PC,スマートフォン,タブレット共通

■検索対象

国内で主な電子書籍ストアで配信されているすべての電子書籍

Kindleストア/楽天koboイーブックストア/iBookstore/紀伊國屋書店Kinoppy/ 
STORE/eBook Japan/電子書店パピレス/Renta!/ BookLive!/honto/電子文庫パブリ
/GALAPAGOS STORE/DMM.comなど

■対応機器

PC版：検索結果はPC,スマートフォン,フィーチャーフォンすべてを表示

スマートフォン/タブレット版：Android,iOS

2005年12月にサービスを開始した電子書籍検索サイト

国内のあらゆる機器、フォーマット、電子書店、書籍アプリを横断検索し、意欲の
高いユーザーを商品詳細ページまで誘導します。

http://hon.jp/


hon.jpデータ収集範囲：デジタルパブリッシングにおける電子書籍・電子雑誌の領域

ウェブ閲覧型

ダウンロード型

有償無償

POD

CD-ROM

電子辞書

SNS・ブログ
Twitter

記事・コラム

掲示板 投稿サイト

カタログ

マニュアル

報告書

情報商材

電子
ジャーナル

有料DB

電子教科書

電子書籍
電子雑誌

コミックアプリ
など



2005年当時の電子書籍が抱えていた課題

１． 制作側の問題

ファイルフォーマットが乱立していた

↳1作品で複数ファイルの電子書籍を制作

２． 流通側の問題

流通が錯綜していた

↳電子書店によって取り扱いコンテンツに
差異があった

＝取次がなかった

ケータイ公式サイトの審査が厳しかった



hon.jpのDB構造

何が（what） どの端末で（how） どこで（where）

ファイル、対応端末に関する情報 販売に関する情報

fileformat 1

作品に関する情報

・作品名
・出版社名
・著者
・シリーズ
・コード※
・レーベル
・内容150-500文字（出版社提供）
・内容要約（ 50文字、自社で制作）
・ジャンル（ hon.jp独自ルール）
・出版社 ID
・初出の掲載日
・底本あればフィールド名に
・掲載開始月 /掲載終了月
・アダルトフラグ（未実行）
・メタ情報として ISBN

第1階層 第2階層 第3階層

URL（URI）URL1

URL2

URL3

URL4

URL5

URL6

device 1

device 2

device 3

fileformat 2 device 1

device 2

device 3



hon.jp

http://hon.jp/

http://hon.jp/
http://hon.jp/


O2O Book Bizご紹介

2015年6月30日、株式会社hon.jpから一部事業を承継しました。

分割会社 新設会社

１． 商 号 株式会社hon.jp O2O Book Biz株式会社

２． 事業内容 メタデータソリューション提供 コンサルティング・マーケティング

３． 設立年月 2004年3月 2015年6月



【O2O】（オーツーオー）
Online to Offlineの略。

ネット上（オンライン）から、ネット外の実地（オフライン）での行動へと促す施策
のことや、オンラインでの情報接触行動をもってオフラインでの購買行動に影
響を与えるような施策のことを指す。

（Web担当者Forum 用語集より）

O2O Book Bizご紹介



O2O Book Bizご紹介

ネット企業で培ったノウハウ・スキルを、
リアルな出版ビジネスにフィードバック
する目的で2015年6月に設立したコン
サルティング会社。

【得意分野】
メタデータ／データベース／書誌情報
電子書籍・電子出版全般

【主な取引先】
日本出版インフラセンター／楽天／インプレス

など



紹介ついでに

■2015年：出版情報登録センター（JPRO）
立ち上げ

■2011年：近刊情報センター立ち上げ

■2018年：第2フェーズ

■2020年：BooksPRO立ち上げ

すべて関わってきました



書誌情報からメタデータへ



書誌情報はなぜ必要なのか

どんな本なのか

わからないから

現物を見れば解決



書誌情報はなぜ必要なのか

かつて書誌情報は、書店・図書館など
「本のプロ」に届いていればよかった。

１．近刊

２．既刊

• ラインアップ／新刊案内
• トーハン週報／日販速報
• これから出る本 など

• 取次・書店の商品情報
• MARC など

＝ざっくりでよかった



書誌情報はなぜ必要なのか

どんな本なのか

わからないから

現物を見れば解決

オンライン書店の誕生で
書誌情報をめぐる景色は

変わりました



書誌情報はなぜ必要なのか

書誌情報を読者に届けるシーンが増えた。

＋ オンライン書店

１．近刊

• ラインアップ／新刊案内
• トーハン週報／日販速報
• これから出る本 など

＝ざっくりでよかった

• 取次・書店の商品情報
• MARC など

２．既刊

＋ オンライン書店では近刊情報を蓄積



書誌情報はなぜ必要なのか

書誌情報を読者に届けるシーンが増えた。

＋ オンライン書店

１．近刊

• ラインアップ／新刊案内
• トーハン週報／日販速報
• これから出る本 など

• 取次・書店の商品情報
• MARC など

２．既刊

＋ オンライン書店では近刊情報を蓄積

＝ざっくりではダメになった



そしてできたのが…

近刊情報センター

・何も足さない、何も引かない

・発売8日後にデータは消去



さらに2015年1月1日施行の著作権改正法時にできたのが…

出版情報登録センター

・出版権が登録できるように

・データが蓄積できるように

https://jpro2.jpo.or.jp/pdf/20141211_jpoinfo.pdf


ＪＰＲＯ設立前夜のppt資料をお見せしましょう

Google.co.jpの検索結果 Yahoo.co.jpの検索結果

第1位 Wikipedia Wikipedia
第2位 文藝春秋　特集ページ 文藝春秋　特集ページ
第3位 HMV　特集ページ HMV　特集ページ
第4位 東スポウェブ記事 NAVERまとめ検索結果
第5位 TBS番組ページ 東スポウェブ
第6位 ブログ記事 Yahoo!知恵袋
第7位 ブログ記事 ブログ記事
第8位 Amazon「オレたち花のバブル組」ページ TBS番組　原作紹介ページ
第9位 ブログ記事 TBS番組　お知らせページ
第10位 ブログ記事 Amazon「オレたち花のバブル組」ページ

■検索エンジンの表示結果（2014年1月30日時点）

ほかAdwords広告にAmazonと電子書店

■オンライン書店・電子書店の表示結果（2014年1月30日時点）

Amazon.co.jp（紙・電子）：紙・電子ともに「オレたち花のバブル組」「オレたちバブル入行組」「ロスジェネの逆襲」ほか
紀伊國屋書店（紙・電子）：紙・電子ともに電子-該当する結果がありません
丸善＆ジュンク堂（紙） ：紙-現在、商品はございません。（＝該当商品なし）
e-hon（紙） ：申し訳ございません。ご指定いただいた検索条件では、一致する商品が見つかりませんでした
Honya Club.com（紙） ：ご指定の条件に一致する商品が見つかりませんでした。
BookLive!（電子） ：「オレたち花のバブル組」「オレたちバブル入行組」ほか電子雑誌3冊
honto（紙・電子） ：「半沢直樹原作セット」「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」（以上電子のみ）

ただし、電子書籍のページからはISBNを介した紙書籍のリンクページあり

■「半沢直樹」＋「原作」の検索結果



出版情報登録センターで実装したこと

１． 既刊情報を更新できるようにした

書誌情報は発売時のままではない

↳新しい情報を付記できるように

２． 販促情報を送信できるようにした

↳永続的ではない情報の流通が可能



書誌情報と販促情報の考え方

流動的

固定的

著作者著作物

書誌情報 著者情報

受賞情報

重版情報

イベント情報

メディア化情報



JPRO：第２フェーズ

■ 近刊

• ラインアップ／新刊案内
• トーハン週報／日販速報
• これから出る本 など

2018年の大改修

＋ 搬入情報情報

＋ 物流関連情報

＋ 図書館向け情報

JPROに一元化



JPROの見える化がBooksPRO



あらゆるシーンで「本」をどう見つけてもらうか

Findability
(見つけやすさ）

Discoverability
（発見される能力）



気をつけるべきもの

■ 異字体

■ 約物

■ 表記揺れ
例） 「ア」か「ヤ」か 「許嫁」か「許婚」か

「 」『 』ほか♡・☆などの記号 絵文字など

例）ヴ（「インタヴュー」「ヴァンパイア」など）

検索エンジンに左右される
回避策：カナ欄の入力を注意する・「キーワード」に入れる など

■ 略称
ライトノベルの長いタイトル 製品名の愛称など



結論

本のメタデータは
本のSEOと同義



お問い合わせは ochiai@o2obook.bizまで

ご清聴ありがとうございました


