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我が国の電子書籍の市場規模は 2012 年度において 729 億円 1と言われ、10 年前の 10 億

円と比較して大きく伸びている。しかし電子書籍の占める割合は依然として出版市場全体

の 4%程度 2に過ぎないことから、更なる市場拡大が見込まれる。電子書籍市場は、プラッ

トフォーム事業という性格からくるネットワーク効果やロックイン効果など従来型の書籍

には見られない特徴を有する市場であり、今後の電子書籍市場の健全な発展と消費者利益

の確保に資するためには、市場の黎明期における公正な競争を確保することが重要である。 
上記のような問題意識に立脚し、公正取引委員会競争政策研究センター（以下「CPRC」

という。）では平成 24 年度において「電子書籍市場の動向について」という共同研究（以下

「本共同研究」という。）を実施し、市場の発展過程にある電子市場での競争の評価に資す

る知見を得ることとした 3。 
本共同研究の報告書（以下「本報告書」という。）は以下の 5 章で構成されている。第 1

章では我が国における電子書籍市場の概観をとりまとめ、第 2 章にて我が国の電子書籍市

場に関するアンケート調査及びヒアリング調査を通じて事業者の意識や行動の一端を明ら

かにした。第 3 章では米国及びＥＵ（欧州連合）で起きた電子書籍に関わるカルテル事件に

ついて、その背景と当局の事件処理に関して公表されている資料から解説を行った。第 4 章

は、電子書籍と類似の市場特性を有し、かつデータを使用した分析が可能な音楽配信市場の

競争環境に関わる分析を行った。第 5 章は、プラットフォーム事業としての性格を有する

市場の発展過程を産業組織の観点から理論的に整理し、これを電子書籍市場に適用すると

ともに、競争政策の観点からの着眼点を提示している。本稿では、この本報告書の構成に沿

って内容を紹介したい。 
 

第１章 電子書籍市場におけるプレーヤーとその意識・行動 
本報告書では、電子書籍は①既存の書籍や雑誌に代わる文字や図画情報であること、②電

子情報として情報通信網を通じて有料で提供されるものであること、③電子端末 4により閲

覧されるものであること、という 3 つの条件を満たすものと定義した 5。 

                                                   
1 インターネットメディア研究所（編）「電子書籍ビジネス調査報告書 2013」 
2 2012 年の出版物販売額は 1 兆 7,398 億円（出版科学研究所「出版月報 2013 年 1 月号」） 
3 本共同研究は、大橋弘（CPRC 主任研究官）、泉克幸（京都女子大学法学部教授）、田中辰雄（慶應義塾

大学経済学部准教授）、上田昌史（京都産業大学経済学部助教）、山田弘（元ＣＰＲＣ研究員）、田邊貴紀

（元 CPRC 研究員）、塩友樹（元 CPRC 研究員）、山崎和久（元 CPRC 研究員）、柳田千春（元 CPRC 研

究員）によって行われた。本共同研究の報告書（CR 01-139）は

http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr-0113.pdf から入手できる。 
4 パソコン、携帯電話（スマートフォンを含む）、電子書籍専用端末、タブレット等。 
5 そのためインターネット上のブログ、CD-ROM に収められて販売されている辞書や白書等、内容は電

子情報であっても紙に印刷して閲覧するもの（プリントオンデマンド印刷）、無料で入手できるもの（青



電子書籍市場の流通は、一般的に、出版社が電子データとして電子書籍を製作し、自ら電

子書店等に販売するほか、電子取次と呼ばれる電子書籍の卸売事業者を通じて電子書店に

販売するという形態がとられている。電子取次の主な役割として、出版社が多くの電子書店

と取引することを可能にすることに加えて、中小出版社が紙の書籍の電子化業務を委託す

ることができることに利点がある。わが国の出版社は電子取次を介して電子書店と取引を

行うことが多いことが知られている。 
これらの電子書籍におけるプレーヤーに対して平成 24 年 11 月から平成 25 年 2 月にか

けてアンケート調査及びヒアリングを行い、その結果を本報告書では第 2 章にて紹介して

いる。それによると、出版社の中でも紙の書籍の発行と同時に電子化を行う社は電子化に積

極的であるのに対して、既刊本を中心に電子化を行う社は電子化に比較的慎重であること

が明らかになった。後者は電子化に慎重な理由として、（ア）著作者から電子化の許諾を得

ることが困難な場合があること、（イ）電子化に多額の費用を要すること 6、（ウ）ファイル

フォーマットが標準化されていないこと、（エ）電子書籍の著者印税は実売部数ベースであ

ることから、電子書籍事業の売上割合が低い中で売上管理や印税計算の体制整備が困難で

あること、が主な要因として挙げられた。 
電子書籍の希望小売価格については、既刊本及び新刊本のいずれについても、「紙の書籍

の８掛け」とする出版社の回答が最も多く、電子取次及び電子書店についても同様の傾向が

みられた。この点について出版社にヒアリングを行ったところ、一般的に、紙の書籍よりも

電子書籍の方が安いという認識を読者が持っていると考えられているため、ジャンルによ

る違いや紙の書籍の発売時期との違いによって差異がありうるものの、電子書籍の販売価

格については紙の書籍の 80％程度に抑えておくことが適当とする意見が多かった。他方で、

電子書籍の製作については、印刷代や製本代は不要であるものの、組版、レイアウトデザイ

ン及び編集等の点で新たな作業が必要となること、また、著作者への印税が紙の書籍よりも

高い傾向にあるため製作費用は紙の書籍と大差はなく、したがって、電子書籍については、

紙の書籍よりも安い価格とする必要はないという意見もあった。なお本稿には紙面の都合

で記すことができなかった 7、我が国における電子書籍の流通実態と価格付けについては今

後も引き続き調査が必要とされるように思われる。 
 
 

第２章 米国及びＥＵの事例研究と我が国への示唆 

                                                   
空文庫、オンラインカタログ）等は本報告書で対象とする電子書籍に含まれない。 
6 ヒアリングによれば、他社に依頼して一冊分の紙の書籍を手作業にて全てコンピュータに入力するため

には、およそ 30 万円程度の費用が掛かるとのことであった。分量にもよるが、OCR による電子データ化

にも確認作業を入れると多くの労力がかかるようだ。 
7電子書籍の流通に関しては、エージェンシーモデルによる形態とホールセールモデルによる形態の２種

類が知られている。エージェンシーモデルとは，読者に対し、出版社が、直接、又は電子書店に委託して

電子書籍を販売する形態である。ホールセールモデルとは、出版社が直接電子書店に電子書籍を卸売し、

又は、電子書籍の卸売業を行う電子取次に卸売し、電子取次は電子書店に、電子書店は読者に、それぞれ

自己の利益を上乗せして卸売又は販売を行う形態（電子書店は、出版社から直接、又は、電子取次を経由

して電子書籍を仕入れ、自ら設定した価格で電子書籍を販売）である。 



本報告書では、電子書籍販売事業者としてのアップル（Apple）と、欧米の複数の大手出

版社との間で交わされた契約及びそれに関連する一連の行為に対する米国司法省及び欧州

委員会の対応を中心に紹介をしている。 
2007 年、インターネット通信販売業者のアマゾン（Amazon）は電子書籍専用端末「キ

ンドル」を販売し、実質的に電子書籍販売市場におけるマーケットリーダーとなった。アマ

ゾンは新刊及びベストセラーの電子書籍に対して、小売事業者が自由に小売価格を決定で

きる契約形態（卸売モデル（wholesale model））のもとで 9.99 ドルという価格戦略を採用

した。大手 5 社からなる被告出版社（アシェット（Hachette）、ハーパーコリンズ（Harper 
Collins）、マクミラン（Macmillan）、ペンギン（Penguin）及びサイモン＆シュスター（Simon 
Schuster））は、アマゾンの 9.99 ドルという小売価格が、ハードカバー書籍の売上げを侵食

すること、そして消費者がこの価格に慣れることによって、アマゾンほかの電子書籍小売業

者が電子書籍の卸売価格の引下げ要求をするのではないかと懼れた。訴状によると 2008 年

の段階で、被告出版社はアマゾンの価格戦略に対して共同して行動する必要があるとして、

小売価格競争を制限するという関心を共有していたとされる。 
2010 年 1 月に予定されていたタブレット端末「iPad」の販売に際して、アップルはアマ

ゾンの 9.99 ドルという小売価格及びそれに伴う低いマージンと競争することは避けたいと

思い、また被告出版社も上記の理由から電子書籍の低価格を望まなかった。そこで従前の卸

売モデルに代わって、出版社が小売価格をコントロールできる契約形態（代理店モデル

（agency model））に変更することで電子書籍の価格引き上げを目指した。具体的には代理

店契約は以下の 3 つの特徴を有していた。①被告出版社が代理店モデルによってアップル

の iBookstore（アイブックストア）を通じて電子書籍の販売を行い、アップルは各販売に

ついて 30%の手数料を受け取ること。②価格ベースでの「最恵国待遇（MFN）」条項を含ん

でいる点。③価格帯を設定し、新刊及びベストセラーの電子書籍の価格を、対応するハード

カバーの印刷版の表示価格と連動させている点。なお価格 MFN 条項に従えば、iBookstore
で販売される電子書籍の価格は、アップル以外の電子書籍小売店での価格より高くなるこ

とはなく、もし競合店においてより安い価格で電子書籍が販売されている場合には、その価

格に iBookstore での価格が自動的に下がることになる。司法省によれば、この代理店契約

によって被告出版社の電子書籍の平均価格は 2009 年夏から一年間の間に 10%以上も上昇

し、電子書籍に関する小売競争を効果的に終結されることになった。この被告出版社の行為

は、米国ではシャーマン法 1 条に違反する不当な取引制限を構成するものと理解された。

被告出版者 5 社全てと司法省は同意判決をなすことで合意している 8。 
アップル及び大手出版社による電子書籍に関する協定は EU 市場でも問題になった。欧

州委員会は、2011 年 12 月 6 日付のプレスリリースにおいて、大手出版 5 社 9がおそらくは

アップルの手を借りて欧州経済領域における電子書籍販売に影響を及ぼすような反競争行

                                                   
8 アシェット、ハーパーコリンズ及びサイモン＆シュスターとの和解は 2012 年 9 月に、ペンギンとの和

解は 2013 年 5 月に裁判所に承認された。マクミランとの和解の最終的な承認は 2013 年 7 月現在、裁判

を前に保留されている。 
9 なおマクミランはホルツブリンク（Holtzbrinck）の子会社である。 



為に関与し、EU 競争法に違反している疑いがあるとして、正式審査を開始すると発表した。

欧州委員会の関心は、アップル等の行為がカルテルや制限的な商慣行を禁止する EU 競争

法（EU 機能条約 101 条）に違反するかどうかであった。その後、アップル及び審査対象で

ある出版社は欧州員会に「確約」を提出し、欧州員会は本年 7 月までの段階で確約にある内

容が競争上の懸念を解消するものであるとして、これを受け入れる決定を行っている。 
同意判決と確約との内容を比較すると、以下のような注目すべき点を指摘できる。まず両

者はいずれもアップルが各出版社との間で締結した代理店契約そのものではなく、当該契

約がアップルと出版社の共同行為の結果として生み出された点を問題視している。それゆ

えに一旦は当該代理店契約の終了を義務付けているものの、その後アップルと各出版社が

個別に代理店契約を締結することは排除していない。またアップルと各出版社の間の契約

には価格 MFN 条項が含まれていたが、司法省及び欧州委員会とも、本条項が価格カルテル

を補強する役割を果たしているとの理解を示している。 
アップルと大手出版社が電子書籍の販売に関して締結した代理店契約と競争法の問題に

ついては、米国では同意判決で、欧州では確約決定にて解決の道筋が示された。なお、アッ

プル社に対して 2013 年 7 月 10 日、反トラスト法違反を認定する判決が下され、改善措置

の内容も 9 月に入って裁判所にて承認されたところである。こうした米国・欧州における

動向が電子書籍市場の発展にどのように寄与していくのが今後注目される。 
 
 
第３章 音楽配信市場の経済分析とそこから得られる示唆 
上で述べた電子書籍市場における流通構造及び販売形態は、必ずしも電子書籍に特殊な

ものではなく、次章で述べるように他産業の市場にも類似している。本報告書では、そうし

た市場の中でも音楽配信市場に注目して、定量的な分析を行っている（両者の市場構造の観

点から見たときの類似性については次章にて述べる）。 
 

〈図１ 携帯向け配信と PC 向け配信：配信数及び配信金額（シングル）〉 
 



 
我が国における音楽配信サービスには、携帯向け配信（従来型携帯電話向け）と PC 向け

配信の 2 類型がある。日本レコード協会が集計するデータによると、携帯向け配信は 2008
年以降伸び悩んでいる一方で、PC 向け配信はスマートフォンや携帯音楽プレーヤーの需要

の高まりに従って順調に伸びている（図１）。 
定量分析では、携帯音楽プレーヤー市場における競争状況が PC 配信市場の成長率に与え

る影響を評価した。ここでは、アップルの市場占有率データを入手することができないこと

から、アップルに次いで業界 2 位のシェアを持つソニー製端末の市場占有率を市場競争の

代理変数に用いている。制御変数には、人口、GDP、従来型携帯電話契約数、スマートフォ

ン契約数、ブロードバンド契約数、年・四半期に関するダミー変数を用いている。分析の結

果、ソニー製端末の市場占有率が上がると、PC 向けの配信数が増加することが明らかにな

った。この点は、ソニー製端末の市場占有率が市場競争の代理変数と見なすと、電子書籍端

末市場において事業者間の競争が活発だと、電子書籍市場が拡大する可能性を示唆してい

る。逆に言えば、配信サービスと電子書籍端末とを垂直統合した事業者がコンテンツを囲み

続けると、書籍の売上減少分を電子書籍の売り上げ増加でまかなえない可能性も指摘して

いる。こうした実証分析で得られた知見を次章では理論的に整理を行っている。 
 

 
第４章 プラットフォーム事業の理論分析と電子書籍 
本稿にて取り上げてきた電子書籍の持つ様々な側面を、本章では「プラットフォーム」と

いう概念を軸に理論的に整理を行う。プラットフォームとは、（１）複数の異なる利用者グ

ループが存在し、（２）それぞれのグループ間における商品はプラットフォームを通じて取

引され、（３）各グループに属する個々の経済主体がプラットフォームに参加する利得は、

当該グループ以外に所属する参加者の活動度合い（参加者数や取引頻度等）に依存する。電

子書籍においてはインターネット上で電子書籍を販売・購入する場がプラットフォームと

なる。出版社が数多くの種類の魅力的な電子書籍をプラットフォームに載せて販売するよ

うになれば、消費者もそのプラットフォームを訪れて電子書籍を購入するようになる。消費



者による電子書籍の購入頻度が増せば、出版社はそのプラットフォームでの取引を増やす

ために更に電子書籍を販売するようになる。プラットフォーム事業には、「鶏（＝プラット

フォームでの消費者の拡大）と卵（＝質の高い多様な商品の提供）」の問題が内在しており、

この問題をいかに乗り越えて正の相乗効果を生み出すかがプラットフォーム事業を拡大で

きるか否かが鍵になる。本報告書では電子書籍をプラットフォーム事業と位置付け、ビデオ

ゲームや携帯電話など他産業におけるプラットフォーム事業を例に取りながら、正の相乗

効果を生み出すための企業戦略について論じている。 
電子書籍がビデオゲームなど他のプラットフォームと異なる特徴的な点は、（１）電子書

籍の出版に当たり，著作者から電子化に関する許諾を得る必要があること、及び（２）出版

社は紙の媒体での書籍（以下「書籍」という）を生産・供給していることとの、主に二点を

挙げることができる。我が国における過去の電子書籍の歴史を振り返ってみると、この２つ

の特徴が電子書籍市場の発展を規定する上で重要な要因であることが分かる。 

インターネット普及期である 1998 年に出版社、取次、書店などの出版業や流通、通信、

ソフトウェア、メーカーなどの企業が「電子書籍コンソーシアム」を発足させたが、短命に

終わった。プラットフォーム事業の黎明期において、プラットフォームとコンテンツの作成

との垂直統合を図るなど、両事業の連携を密に行うことが重要であり、とりわけこの時期に

「鶏と卵の問題」を脱するために、電子書籍専用端末を安くし、プラットフォーム事業者が

コンテンツ事業者に対してロイヤルティーを安くしてデジタルコンテンツの品揃えを充実

させるなど、プラットフォーム事業者から端末メーカーやコンテンツ提供者に対して利益

融通を最適に行うことが大切な視点である。電子書籍に関連する事業者がこうした事業の

方向性に合意できるかが、コンソーシアムの成否の鍵となるが、一般的にはコンソーシアム

では事業の統合性に欠けることが多々ある。 
上の電子書籍の特徴（１）にあるように、電子書籍の出版に当たり、著作者から電子化

に関する許諾を得る必要がある点は、電子書籍の普及に際して出版社が重要な役割を担っ

ていることを意味する。具体的には、出版社以外の事業者が個別に著作者から電子化の許

諾を得ることは取引費用の観点で難しいことから、出版社以外がプラットフォームを提供

する場合には、出版社の意向が強く反映されたプラットフォーム事業を考えざるを得な

い。また特徴の（２）で挙げたように、電子書籍を出版する際には、書籍が同時（あるい

は先行）して出版されており、電子書籍のみが出版されることがまれな事業環境において

は、書籍の流通に関わる事業者に配慮したプラットフォーム事業を考える必要がある。 

また電子書籍専用端末の販売も重要な論点となる。2000 年代初めの第１次「電子書籍元

年」では、プラットフォーム事業者ではない家電メーカー（パナソニックやソニーなど）

が電子書籍専用端末を販売した。この場合、プラットフォーム事業者自らが端末機器を販

売する場合と比較して、販売価格が高くなる可能性があることから、「鶏と卵の問題」を

乗り越えることがより困難になる。もちろんプラットフォーム事業者以外の事業者が端末

機器を提供することも本来可能なはずである。実際に携帯電話事業者は自らのプラットフ

ォームを通じて、携帯電話を使った電子書籍の提供を行った。パケット料金の低廉化に伴

ってこうした携帯電話をプラットフォームとする事業展開が広がることになったが、閲読



画面やページ繰り機能の制約から、取り扱うコンテンツが情報量の少ない短編小説や漫画

などに限られることになったため、書籍と同等の内容を携帯電話にて提供するまでには至

っていない。本格的な市場の立ち上がりが見えるまでには、2007 年にアマゾンから登場し

た電子書籍専用端末「キンドル」を待たねばならなかった。 

プラットフォーム事業者による電子書籍専用端末の投入は、プラットフォームを活性化

する上で、事業者に対して一つの重要な誘因付けを与えることになる。実際に、「キンド

ル」は 2010 年頃には全世界にて 150万台以上を販売することとなり、また 2010年にはア

ップル社がタブレット端末「iPad」を発売するなど新規事業者の参入も促すことになった

ことから、電子書籍に対して新たな幕開けとなっている。 

電子書籍が今後、プラットフォーム事業の黎明期を脱し、成長期に向かうために重要と

なる経済学的な視点は、電子書籍が持つ２つの特徴に起因するプラットフォーム事業者と

コンテンツ事業者（主に出版社）との交渉力の違いをいかにバランスするかという点にあ

る。プラットフォーム事業の黎明期から成長期にかけての過渡期では、両事業者の交渉力

は振り子のように大きく振れることになる傾向がある。 

まさに第２章で議論された「アップル事件」は、電子書籍の市場形成の過渡期におい

て、出版社からプラットフォーム事業者へと交渉力が移っていく最中に、出版社側が交渉

力を取り戻そうとして起きた事件と経済学的にはみなすことができる。プラットフォーム

事業が形成される市場においては、交渉力を源泉とする拘束条件付取引や優越的地位の濫

用などの独占禁止法違反行為に注意を払う必要があるとともに、通常は競争促進的にも働

き得る価格ＭＦＮ条項が、競争制限的な方向性を持ち得る点についても留意をする必要が

ある。プラットフォーム事業の成長期においては、プラットフォーム事業者の交渉力の高

まりを減じるためにも、複数のプラットフォームを互いに競争させる視点が重要である。

こうしたプラットフォーム間の競争が、プラットフォーム事業の拡大につながる点は、ま

さに前章の音楽配信市場の定量分析でも明らかになった点であった。 

 

 

第 5 章 おわりに 
本報告書は，市場が本格的に立ち上がっていない我が国における電子書籍市場を対象と

して、競争政策の観点から初めて本格的に研究したものであり、今後、我が国において電

子書籍市場が発展する過程において、応用して研究することができるようにするための基

礎的な研究として位置付けることができる。今後、電子書籍市場の発展によっては書籍の

取引形態や市場構造が大きく変化する可能性も否定できない。本研究で得られた成果を踏

まえ、我が国における電子書籍市場が成長期へ移行した際には，競争政策上の論点につい

て改めて整理することが必要であろう。 
 


