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１．はじめに

現在の我が国の電子書籍サービスは，Kinoppy（紀

伊國屋），BookLive（凸版印刷）などに加え，近時

Kobo（楽天），Kindle ストア（Amazon），iBookstore

（Apple）が相次いで参入し，本格的な拡大フェイズに

入ったといえるであろう。野村総研によれば，電子書

籍（電子雑誌・新聞を含む）の市場は，2013 年の 1729

億円から 2018 年には 5000 億円規模への成長が予測さ

れているところである(1)。

一方で，ファイル共有ソフト，リーチサイト，動画

サイトなどを用いた電子的な海賊版被害も増加してい

る。この対策が急務であるものの，現行著作権法の出

版権者は紙の海賊版の差止が可能だが電子の海賊版に

は十分な対応ができなかった。もちろん，出版権者

（たとえば出版社）ではなく著作権者（多くの場合著作

者）自身が海賊版対策を行うことは可能だが，著作権

者自らがコストをかけて行うことはしばしば困難であ

るなどの理由から，出版者（出版社等，出版を行う者）

が海賊版対策しうるような制度が望まれていた。

第 186 回国会に提出され，2014 年 4 月 25 日に成立，

5月 14 日に公布された 2014 年著作権法改正（平成 26

年法律第 35 号）は，効果的な海賊版対策等のために，

紙媒体に限定されていた出版権制度を見直し，出版権

の対象を電子出版にも拡張して，出版権者による電子

の海賊版の差止等を可能とするよう整備を行った。本

稿では，まず今回の改正について簡単に解説を行う。

なお，今回の改正では，視聴覚的実演に関する北京条

約の実施に伴う改正も含まれるが，本稿では取り扱わ

ない(2)。

また，本改正法の解説の後，電子書籍を取り巻くビ

ジネスの状況を，海外の事例も含め，法律の側面から

数点をピックアップして紹介する。なお，本稿は筆者

個人の見解であり，所属事務所の見解を示すものでは

ない。
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2014 年改正前著作権法に定める出版権は，紙媒体の海賊版にしか対応していない。近時インターネット

上での海賊版が急増し，出版権者が海賊版対策を可能とする制度が望まれていた。2014年著作権法改正は，

現行の出版権の対象を電子出版にも拡張し，出版権者による電子の海賊版の差止等を可能とするためのもので

ある（2015年 1月1日より施行）。本稿前半では，2014年改正法の内容について概説する。

次に，電子書籍ビジネスの現状を法律の側面からピックアップして紹介する。まず，欧米でApple と出版社

が行った電子書籍の価格に関する協定と独占禁止法の関係を紹介する。そして，海外の電子書籍配信事業者

（プラットフォーム）と国内事業者との間で消費税課税の不平等が発生していたために改正が検討されている

消費税法について，改正案の概説をする。最後に，電子書籍の撤退など，プラットフォーム間競争から生じる

問題を取り上げ，現時点で発生しているプラットフォームと出版社との間の緊張関係を紹介する。
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２．現行の出版権とその改正議論

（１） 現行（2014 年改正前）著作権法における出版

権の内容

まず，2014 年改正前著作権法における出版権につい

て概説する。当事者の契約（設定行為）により出版権

が設定されると，出版権者は，頒布する目的で，著作

物を原作のまま印刷等により複製する権利を専有（独

占）することができる（改正前 80 条）。独占する権利

は頒布目的の複製のみでインターネット送信（配信）

を含む「公衆送信」は含まれず，電子出版には対応し

ていない。出版権者は 6ヶ月以内の出版義務等を負う

代わりに，紙の海賊版等の出版行為に関して自ら差止

や損害賠償を請求することができる（112 条，114 条）。

実務的には，著作権者と出版社が締結する出版契約に

は出版権を設定する旨の条項が含まれるケースが多い

（出版社が使用している契約のうち 8割近くが出版権

の設定を含んでいる）(3)。なお，電子出版については，

著作権者より独占的許諾を得て行うケースが多かった。

（２） 出版者への権利付与の議論

出版者への権利付与に関しては，電子書籍が登場す

る以前から何度か検討されてきた。大きな動きとして

は，コピー機などにより出版物のコピーが容易にかつ

大量に作成されるようになったことから，出版者への

権利付与を行うべきか否かの議論が重ねられ，1990 年

の文化審議会第 8小委員会報告書で，「その役割の重

要性からレコード製作者と同様に著作隣接権を出版者

に付与することが適当である」とされた。しかし，当

時は経済界の反対などで結局法改正には至らなかっ

た。その後，インターネットが普及し，2009 年に全世

界で巻き起こった書籍の全文検索を可能とする

「Google books」問題や電子書籍の一般化により，出版

者に対して何らかの権利を付与する機運が高まり，本

改正への一連の動きへとつながった(4)。

今回の改正にあたり，文化庁では，出版者に権利を

付与する方策として，現行の出版権を電子出版に拡張

する方策の他，①著作隣接権を創設する方策，②独占

的ライセンシーに差止請求権を付与する方策，③法制

度ではなく契約で対応する方策を検討していた。特に

出版権拡張議論がなされる前は，①の著作隣接権を付

与する方向で検討されていた。この方法は，設定行為

を行うことなく，出版のための原版を作成した者全て

に当然に権利が付与されるというメリットがあるが，

権利者が増加することにより権利処理コストが増大す

るリスクや，権利分散のデメリットなどが指摘されて

いた。また，②は他の知的財産権との平仄等に議論が

及ぶこと，③は出版者が差止を行うためには著作権譲

渡の形式を取らざるを得ないのであれば制度としては

不十分とも考えられたことなどから，結果として現行

の出版権を電子出版に拡張するという方向で改正の検

討が進められた(5)。

（３） 新しい出版権の内容

（ア） 出版権の主体〜「出版を引き受ける者」

本改正により，著作権者は①紙媒体による出版

（CD-ROM等による出版を含む）又は②電子出版のイ

ンターネット送信を「引き受ける者」に対して出版権

を設定できるようになった（改正法 79 条 1項）。①は

改正法 79 条 1項 1 号に規定されていることから「1 号

出版権」，②は同項 2 号に規定されていることから「2

号出版権」と呼ばれる（改正法 81 条，82 条参照）。契

約により出版権の設定を受けた出版権者はこれらを独

占することができる（改正法 80 条 1項）。法律の文言

上は，従来の紙の出版と同様に「企画・編集を行うこ

と」が電子出版に係る出版権の設定の要件とはなって

いないため，企画・編集を行わない者もその設定を受

けることは可能であると考えられる(6)。現状では，電

子出版は紙媒体の出版が前提となっているものが多

く，紙媒体による出版とは別に電子出版（インター

ネット送信）のみを行う者に出版権の付与がなされる

と，紙媒体の出版者が行った企画・編集・校正などの

労力や投資への「ただ乗り」（フリーライド）や，その

ような投資等を行わないまま電子出版の権利だけを

狙って好条件で権利を獲得する「いいところ取り」（ク

リームスキミング）といった点が問題となりうるとこ

ろである。この点について，文化庁は，現行出版権制

度が紙の書籍の出版を引き受け，企画・編集等により

出版物を作成し世に伝達するという出版者の役割の重

要性に鑑み設けられたもので，本改正によってもその

趣旨は変わっておらず，「電子出版を引き受け，企画・

編集を通じて電子書籍を作成し世に伝達するという役

割を担う者が電子出版に係る電子出版の設定を受ける

ことが制度趣旨にかなう」とする(7)。

（イ） 出版権の内容

出版権は，①著作物を頒布目的で複製・出版する権
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利と②著作物の複製物をインターネット送信する権利

であり，設定契約に定めるところにより出版権者はこ

の全部又は一部を独占する（改正法 80 条）。条文上

は，留保なく「出版権」の文言を用いる場合には①②

双方を含むものと考えられ（改正法 81 条，83 条），①

②を個別に示す場合には「80 条 1項 1 号又は 2号に掲

げる権利に係る出版権」（改正法 84 条 1項）という文

言を用いている。そのため，改正後に著作権者との出

版権設定契約に何らの留保がない「出版権」と記載し

たときには，一義的には契約解釈の問題ではあるもの

の，①②双方を含む出版権全体の設定がなされたと解

釈しうる余地はあるものと考えられる。いずれにせ

よ，契約上 1 号出版権のみの設定をすると明示されて

いれば 2号出版権の設定はされないことから，どの範

囲で出版権を設定したか，設定契約では疑義を残さぬ

よう明記すべきであろう。

また，各号の出版権はさらに細分化しての設定が可

能である。ただ，任意の分割が常に可能というもので

はない。文化庁は，利用態様としての区別が明確では

なく，また権利を分割・細分化することで実務などに

混乱が生ずるおそれがある場合にまで細分化を認める

べきではないと述べる(8)。分割の例として，文化庁

は，1 号出版権を紙媒体による出版権と CD-ROM等

による出版権とに分けることができるとするが，その

ほか，出版される判型での分割なども考えられよう。

最終的には司法判断となることからその限界は現時点

では不明確といわざるをえないが，この議論は分割消

滅請求の限界とも一定程度関連すると思われるため，

その意味では出版権の内容に影響する大きなポイント

である。

そして，②の電子出版に係る出版権設定を受けた者

については，出版権者としてインターネット上の海賊

版に対して差止・損害賠償等の請求が可能である（112

条，114 条）。なお，電子出版においては著作物を複製

する行為と公衆送信する行為という 2つの行為がある

が，現行の紙媒体の出版権が複製・頒布のうち複製の

みを専有させているのと同様，電子出版に係る出版権

は公衆送信のみを専有させている。公衆送信の前提と

なる複製は，設定契約において許諾を得ることにな

る。また，公衆送信の前段階の複製の段階で海賊版を

発見した場合には，出版権を侵害する「おそれ」があ

るとして差止めをすることになる（112 条）。

（ウ） 第三者への再許諾（サブライセンス）の解放

現行の紙媒体の出版に限定された出版権制度は出版

権者が自ら出版することを前提としたものであるた

め，第三者へ複製の許諾を行うことはできなかった

（改正前 80 条 3項）。しかし，電子出版においては，出

版者自らが配信を行うのではなく，電子書籍配信事業

者（プラットフォーム）へ配信を再許諾することも多

く，再許諾が行えないとするのは現状に即さない。そ

のため，改正法においては，紙媒体の出版を含め，著

作権者の承諾を得た場合には再許諾ができる旨変更さ

れた（改正法 80 条 3項）。出版界の現状では，文庫化

の場合など紙媒体で第三者へ再許諾を行う需要も少な

からずあり(9)，かつ，そもそも著作権者の承諾があっ

ても再許諾を行うことができなかった従前の規定につ

いて疑問が呈されていたところでもあった(10)。そこ

で，今回の改正で紙媒体の出版もあわせて再許諾を可

能としたように思われる。

なお，出版権者の第三者への再許諾が認められたこ

とに伴い，あわせて 114 条 3項も改正された。現行法

では出版権者は出版を再許諾する権限がなかったた

め，114 条 3項が定める「ライセンス相当額」を損害と

する基礎がなく同項の主体から「出版権者」が除かれ

ていた(11)。しかし，改正法では再許諾を認めたことか

ら，同項の主体に出版権者が挿入された。

（エ） 出版の義務・消滅請求

出版権者は出版行為等を独占できるかわりに，原則

原稿を受領してから 6ヶ月以内に出版・公衆送信を行

う義務を負う。また，この出版・公衆送信を慣行に従

い継続して行わなければならない（改正法 81 条）。た

だし，これらは設定行為に別段の定めがある場合は適

用されない。紙媒体の書籍を元にインターネット上の

海賊版を作成するという従来の海賊版からすれば，効

果的に海賊版対策を行うためには 1号出版権と 2号出

版権をともに設定することが有効な契約パターンであ

るが，常に同時に出版されるとは限らない。そのた

め，その要件を柔軟化させている。そして現在の海賊

版対策を十分に行うため，この「別段の定め」は比較

的柔軟に定めることが可能と考えるべきであろう。な

お，出版義務を免除できるかについてはこれを公序良

俗で無効とする考え方もあるが，当事者の真摯な合意

があればその合意を無効とする必要は必ずしもないと

思われる(12)。
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仮にこの義務に違反した時には，著作権者は出版権

者に対して出版権消滅請求を行うことができる（改正

法 84 条）(13)。消滅請求については，条文上「それぞれ

第 80 条第 1項第 1 号又は第 2 号に掲げる権利に係る

出版権」を消滅させることができるとされていること

から，紙媒体の出版権だけの消滅請求，あるいは電子

出版だけの消滅請求が選択的に可能と考えられる。ま

た，たとえば電子出版では出版を継続し，紙媒体では

出版継続していない場合，著作権者により消滅請求が

可能なのは紙媒体の出版権のみであると考えられる。

さらにいえば，出版権を分割・細分化できることから，

紙媒体の出版権のうちでも CD-ROM等による出版権

だけを消滅請求することもできるように思われる。し

かし，どこまで細分化して消滅請求を行えるかについ

ては，前記の分割設定の限界と平仄を合わせるべきで

あろう。

（オ） 出版権の登録

出版権の設定，移転，消滅等は登録することにより

第三者に対抗することができる（改正法 88 条）。登録

の詳細は政令委任事項であり（88 条 2項，78 条），そ

の改正政令が，2014 年 5 月 14 日に公布された(14)。な

お，実務的には出版権の設定は行われても，出版権の

登録はほぼ活用されていない(15)。その理由として，出

版権登録原簿に，対価（ロイヤルティ）の額，その支

払いの方法などが記載されていたことが指摘されてい

たが，今回の改正により記載事項から除外された(16)。

同改正により出版権の登録が増加するか否かは明らか

ではないが，登録制度については孤児作品対策やアー

カイブ法制を視野に入れた抜本的な改革により，利便

性を高めていくことが必要であろう。

（カ） 経過措置

出版権関連の改正法の施行期日は 2015 年 1 月 1 日

からである（附則 1 条）。従前の出版権（2014 年 12 月

31 日までに設定された出版権）は，電子出版には及ば

ない（附則 3 条）。したがって，同日以前の出版権者が

出版権に基づき海賊版対策等を行うためには，施行日

以降に改めて著作権者と電子出版に係る出版権を設定

するための契約を締結する必要があると思われるが，

2014 年中に紙媒体の出版権に関する契約を設定する

場合には，あらかじめ将来的に電子出版に係る出版権

を設定する予定であることを著作権者に説明しておく

とスムーズであろう(17)。

（４） 改正法に含まれなかった「みなし侵害」

本改正法によっても，著作権者の意向により紙媒体

の出版に限定した出版権が設定された場合に，紙媒体

の出版物（特に雑誌）がデッドコピーされアップロー

ドされたときには，出版者自らが出版権に基づき差止

請求をすることができない(18)。この問題に対応する

ため，小委員会の段階では，このような海賊版を紙媒

体の出版権の侵害とみなす規定の創設も検討されてい

た。しかしすでに著作権侵害となっているものについ

てさらに出版権侵害とみなすことについての法制的な

ハードルや，電子出版権を設定しない者に差し止めを

認めることに対する法律的なバランスを欠くといった

点などが指摘され，みなし規定は設けられなかっ

た(19)。改正法を前提とすれば，出版者としては上記の

ような頻繁にみられる海賊版の対策を行うためにも著

作権者から電子出版に係る出版権の設定行為を受ける

必要性は高まると思われ，また，著作権者としてもそ

の設定の必要性を感じるところであろう。

現行法 2014 年改正法

再許諾 不可 同意を得れば可

義務違反の際

の消滅請求

紙媒体のみ 紙媒体又は電子出版そ

れぞれ個別に消滅請求

が可能

義務 原稿受領 6ヶ月以内の出版義務・継続出版義

務（特約可）

効果 紙の海賊版のみ差

止・損害賠償が可能

＜現行法と 2014 年改正法の主な比較表＞

電子の海賊版にも差

止・損害賠償が可能に

主体 紙媒体の出版を引き

受ける者

紙媒体による出版又は

電子出版のインター

ネット送信を引き受け

る者

対象 紙媒体のみ 紙媒体＋電子出版

３．電子書籍ビジネスについて

2014 年改正著作権法により，出版者を主体とする海

賊版対策が進むことが期待される。一方で，2014 年改

正で健全な発展が期待される電子書籍ビジネスの現状

について，法的な側面からいくつかの事例を紹介した

い。
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（１） 独禁法とプラットフォーム

（ア） 再販売価格維持制度と電子書籍市場

紙の書籍は，通常，出版社がそれぞれの出版物の小

売価格を決定し，書店では定価販売が行われる。これ

は「再販売価格」を拘束しているため，一般的には独

占禁止法上不公正な取引方法（2 条 9項 4 号，19 条）

に該当するようにも思われる。しかし，同法は「著作

物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事

業者が，その物の販売の相手方たる事業者とその物の

再販売価格を決定し，これを維持するためにする正当

な行為」には独占禁止法を適用しないと定める（23 条

4項）。ここでいう「著作物」とは，（著作権法上の著作

物とは異なり，）解釈上，書籍，雑誌，新聞，レコード

盤，音楽用テープと音楽 CDの 6品目に限定されてい

る(20)。そのため，紙の書籍については，書店では値引

きが行われずに定価で販売されている(21)。

では，紙の書籍とその機能・効用が同一である電子

書籍はどうか。上記の再販適用除外制度が定められた

理由は，主に 1953 年の独占禁止法改正当時の書籍，雑

誌，新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する

趣旨で導入されたものであり（音楽用テープと音楽用

CDは，レコード盤と機能・効用が同一であるために

後日追加された），またそれらの品目に限定されるも

のと考えられている。さらに，独禁法 23 条 4 項は，

「その物の再販売価格」を決定・維持するための正当な

行為を同法の例外と定めているが，電子書籍はネット

ワークを通じて配信され，「物」ではなく情報として流

通することから，同項の適用はないとされている(22)。

そのため，公正取引委員会は，電子書籍は独占禁止法

23 条 4項の適用例外には該当せず，上記以外の商品と

同様，出版社が再販売価格の拘束をすることはできな

いと考えている。

しかし，現時点では電子書籍の制作において紙の書

籍を基にして電子書籍を作成することが多いことから

明らかなように，紙の書籍は電子書籍と機能・効用は

基本的に同一であると考えられる。紙の書籍は再販適

用除外制度の対象となるにもかかわらず，その機能・

効用，ましてや内容まで同一である電子書籍に再販適

用除外制度の対象外とするのは，法律上の建付けから

するとバランスが悪いようにも思われる。このバラン

スを是正するためには，紙の書籍の再販売価格拘束は

不公正な取引方法であるとするか（独禁法 23 条 4項

の例外を外すか），もしくは書籍の非代替性，種類の多

様性の維持などを重視して電子書籍を再販売価格拘束

の適用除外とするかという選択肢が考えられる。た

だ，音楽 CDと機能・効用が同一である音楽配信には

再販売価格の拘束はできないと考えられていることか

ら，現時点の建付けでも公正取引委員会は特に問題視

していないということであろう（従前，音楽 CDにつ

いては再販売価格維持制度の撤廃が議論されたが，結

果としては現状維持となった）。なお，日本出版者協

議会は，2014 年 8 月 15 日付けで，電子書籍の再販売

価格拘束の適用除外を求めて公正取引委員会に要望書

を提出している。しかし，同月 29 日，公正取引委員会

は見解は変わらない（再販適用除外制度の対象とはな

らない）と回答した(23)。

独禁法上電子書籍の再販売価格の拘束ができないな

らば，現在の電子書籍の価格は配信事業者であるプ

ラットフォームが自由に決めているようにも思われる

が，実際はそうではない。ここで，電子書籍の中で最

も売り上げが高いといわれるコミックについての

Amazon の販売画面を見ていただきたい。たとえば，

講談社が出版する諫山創『進撃の巨人』のAmazon販

売画面には，「販売：株式会社講談社 出版社より設定

された価格です。」という記載がある。

『進撃の巨人』第 1 巻の Amazon販売画面キャプチャ

より抜粋（2014 年 8 月 13 日時点。http://www.amaz

on.co.jp/dp/B009KYC6S6）

一方，角川書店が出版するコミックで，三部けい

『僕だけがいない街』の Amazon 販売画面について

は，「販売：Amazon Services International, Inc.」の記

載があり，『進撃の巨人』の記載とは異なる。
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『僕だけがいない街』第 1 巻の Amazon販売画面キャ

プチャより抜粋（2014 年 8 月 13 日時点。http://ww

w.amazon.co.jp/dp/B00CM0F5PQ）

なぜ表記が異なるかというと，講談社の『進撃の巨

人』の場合には，その販売は講談社が行っており，

Amazon は販売の委託を受けているという形態を

とっているからである。すなわち，販売価格は委託元

である講談社が決定している。委託販売という形であ

れば，独禁法にかかわらず出版社は価格を指定できる

（音楽配信でも，この形態が用いられているものもあ

る）。一方で，角川書店の『僕だけがいない街』の場合

には，Amazon 自身が販売を行っていることから，

Amazon が価格を決定している。この形態では，再販

売価格拘束の例外がない電子書籍（Kindle 版）を出版

社の希望小売価格に拘束されることなく，Amazon独

自の値付けにより販売していると思われる。

（イ） Apple と大手出版社の価格拘束

電子書籍の価格決定権と契約形態に関して，2012 年

のApple とアメリカ・ヨーロッパの出版社との間の価

格協定の事件がある。アメリカ司法省は，2012 年 4 月

に，電子書籍配信業者であるApple とアメリカの大手

出版社 5 社（Hachette，Harper Collis，Macmillan，

Penguin，Simon & Schuster）に対して，共同で電子

書籍の価格を引き上げることを画策したとして訴訟を

提起した。また，EU でも同様の協定が問題になっ

た(24)。以下ではこの事件を紹介する。

（ａ） アメリカ

Amazon が 2007 年に Kindle を発売して以来，アメ

リカでは Amazon が電子書籍のリーディングカンパ

ニーである。特に，新刊・ベストセラーの電子書籍を

9.99ドルで販売するAmazon の販売戦略は，そのシェ

ア拡大に大きく寄与していた。

Apple は，iPad のリリースにあたり，新しい

iBookstore を立ち上げようと考えていた。しかし，電

子書籍の販売価格が安いとプラットフォームとしての

Apple のマージンが少なくなるため，Apple は

Amazon（及びその他のプラットフォーム）との価格

競争を避けたいと考えていた。出版社側も，Amazon

の「9.99ドル問題」は出版業界に対する挑戦であり，

電子書籍の販売価格の低下は紙の書籍の売上げの減少

や，販売価格を押し下げるのではないかという懸念を

持っていた。

このように，Apple と出版社は電子書籍の価格を引

き上げることについて共通の関心を持っていた。そし

て，Apple と大手出版社 5社は，電子書籍に関する販

売契約を，従来の電子書籍配信事業者が価格決定権を

持つ「ホールセールモデル」から，出版社が価格決定

権を持つ「エージェンシーモデル」へ変更することを

提案した。この Apple と出版社の契約には以下の 3

つの特徴がある(25)。

① Apple は 30％の販売手数料を受領できること

② 価格に関する「最恵国待遇（Most- Favored-

Nation（MFN））」条項を含んでいること。これは，

たとえば iBookstore にて 14.99ドルで販売されてい

る電子書籍が Amazon において 9.99ドルで販売さ

れていた場合には，iBookstore でのその電子書籍の

販売価格を出版社の価格の指定に関わらず 9.99ド

ルで販売できるという条項である。この条項があれ

ば，電子書籍配信事業者は競合プラットフォーム間

での価格競争を行わずに済むことになる。また，出

版社は，他で安い価格で販売されないよう，他社の

契約もエージェンシー契約へ変更する必要が生じ

る。結果として，出版社と Amazon の契約もエー

ジェンシー契約に変更された。

③ Apple の契約の特徴として，電子書籍の販売価格

に「Tire」と呼ばれる価格帯を設定している。その

電子書籍の価格は対応する紙の書籍の価格により決

定され（たとえば，紙の書籍の価格が 25.01ドルか

ら 35.00ドルの場合には，その電子書籍の価格は，

12.99ドル，14.99ドル又は 16.99ドル，といった価

格表を用意していた），結果としてほとんどの電子

書籍が，12.99ドルまたは 14.99ドルとの価格に設定
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されることになった。

以上の協定結果，2010 年 4 月 3 日，Apple の

iBookstore の開店とともに，Amazon が 9.99ドルで販

売していた多くの書籍が 12.99ドルまたは 14.99ドル

になった(26)。

アメリカ司法省は，2012 年 4 月，以上のような

Apple と出版社 5社の協定は販売価格の引き上げ・維

持を目的とした競争制限的な行為であるとして，反ト

ラスト法に違反し，これらの排除措置を求めた。大手

出版社 5社のうち，Hachette，Harper Collis と Simon

& Schuster は同意判決を行うことで合意に至っ

た(27)。この同意判決案(28)には，①求められる行為，②

禁止される行為，③許容される行為，④反トラスト法

の法令遵守体制の構築及び⑤その監査手段が定められ

ている。①求められる行為については最終判決登録か

ら 7 日以内に Apple との電子書籍販売契約を全て終

了すること，MFN条項などの条項から電子書籍配信

事業者を解放することなどがある。また，②禁じられ

る行為としては，2年間電子書籍の小売価格の設定等

をする権利を制限・妨害してはならない，MFN条項

を含む電子書籍販売契約を電子書籍配信事業者と締結

してはならない，などがある。なお，この同意判決に

は期限が定められており，裁判所が延長を認めない限

り，同意判決登録日より 5年間で失効する旨記載され

ている。延長されるかどうかは不明であり，かつ延長

されなかった場合は直ちにこれらの行為が適法に行え

るかは明らかではないが，いずれにせよ少なくとも 5

年間は価格MFN条項を含む契約を締結するなどの行

為はしてはならない。また，Penguin は 2012 年 12 月

に，Macmillan は 2013 年 2 月に，それぞれ上記とほぼ

同じ内容の同意判決案に合意した(29)。現在，唯一

Apple だけが残り，2013 年 7 月 10 日に，ニューヨー

ク州南部地区連邦地方裁判所により反トラスト法違反

の判決が出され，Apple は上訴している。

なお，この判決とは別に，Apple は消費者及び多数

の州などから合計 8 億 4000万ドルの集団訴訟を提起

されていたが，2014 年 6 月に和解に向けた基本合意が

なされた。これは，上記の反トラスト法訴訟における

控訴審裁判所が原審の判断を維持した場合（すなわ

ち，協定が反トラスト法に反する場合）には，4億ドル

を消費者に，5000万ドルを訴訟費用として支払うこ

と，一方で高裁が原審の判断を覆した場合には，

Apple は 5000万ドルを消費者に，2000万ドルを訴訟

費用として支払うことが合意条件となっている。8月

1 日にこの和解案について裁判所の仮承認があり，最

終的な公聴会は 11 月 21 日に開かれる予定である(30)。

（ｂ）EU

EEA（欧州経済領域）内においても，アメリカの場

合と実質上同じ大手出版社 5 社(31)が Apple の助けを

得て電子書籍配信に影響する反競争的行為を行い，

EU 独占禁止法に違反している恐れがあるとして，

2011 年 12 月に欧州委員会が調査を開始する旨プレス

リリースを発表した(32)。2012 年 9 月，Penguin を除

く 4社が確約（commitments）(33)を公表し(34)，2012 年

12 月 13 日，同確約案を受け入れる旨の決定が行われ

た(35)。確約では，販売価格を制限し，かつ価格MFN

条項を含むエージェンシー契約を終了させること，5

年間MFN条項を含む契約を締結しないこと，電子書

籍配信事業者は 2年間のクーリングオフ（冷却）期間

を設け電子書籍の販売価格を自由に設定できること

（なお，電子書籍配信事業者が出版社から 1 年間に受

領する手数料の総額まで割引することができる）が含

まれている。

同時に，本確約決定に関して欧州委員会はいくつか

の考え方を示している(36)。特に注目されるのは，エー

ジェント契約それ自体が独禁法に違反しているのでは

なく，Apple の助けを借りて出版社間で協調行為を

行った点を問題としていると述べている点である。新

しいエージェント契約が法律に違反しないかどうかは

場合により，関連契約やビジネス慣行が EU法に従う

ものであれば，エージェント契約を利用すること，あ

るいは特定のビジネスモデルの利用に反対するもので

はないとしている。

（ウ） 日本法とエージェント契約

アメリカでも EU においても，問題となったのは

エージェント契約そのものではなく，各出版社と

Apple が手を組み電子書籍の販売価格を上昇させた点

を問題としている。エージェント契約そのものを否定

するものではないし，その後エージェント契約を締結

することを排除してもいない(37)。

では，価格決定権を出版社が有するエージェント契

約は日本の独禁法に違反するのだろうか。たとえば，

公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止
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法の指針」(38)第 2部 2 第一 2(6)では「委託販売の場合

であって，受託者は，受託商品の保管，代金回収等に

ついての善良な管理者としての注意義務の範囲を超え

て商品が滅失・毀損した場合や商品が売れ残った場合

の危険負担を負うことはないなど，当該取引が委託者

の危険負担と計算において行われている場合」には，

メーカーが取引先に対して価格を指示しても通常違法

とはならないとしている。これは製造業者等を想定し

たもので在庫リスクなどの違いはあるが，基本的には

電子書籍においても同様に考えられるであろう。ま

た，比較的電子書籍と場面が類似していると考えられ

る音楽配信においても，公正取引委員会は配信事業者

が指示する価格で音楽配信することを定めた委託販売

契約を締結することは，直ちに独占禁止法上問題とな

るものではないとする(39)。裁判所でどのように判断

されるかは別だが，少なくとも公正取引委員会は，現

時点で電子書籍のエージェント契約そのものが直ちに

違法になるとは考えていないように思われる。

（エ） 紙の書籍とAmazon Student プログラム

以上は電子書籍と独禁法の関係だが，紙の書籍でも

問題が生じている。2012 年 8 月から Amazon が行っ

ている Amazon Student プログラムの 10％のポイン

トサービスは，再販売価格が維持されるべき紙の書籍

価格について自由な値引き販売をおこなっているとし

て，出版社はAmazon に対し 2012 年に日本出版者協

議会を通じて同プログラムの中止申入書を，2013 年 6

月には出版社 51 社が自社商品の除外を求める要望書

を提出した。同プログラムに関しては，2014 年 5 月 9

日，緑風出版，晩成書房，水声社などが共同で会見を

開き，同プログラムの是正要求が認められなかったと

して，Amazon への出荷を半年間（晩成書房ホーム

ページによれば 10 月末日まで）一時停止するとして

対抗措置を講じている。また，2014 年 8 月 6 日，あけ

び書房，彩流社，大蔵出版，リベルタ出版がAmazon

と取引のある取次大手の日販に対して，同プログラム

の割引は，再販契約違反であるとして違約金を請求し

ていると報道されている(40)。

（２） 消費税分の価格競争〜電子書籍の課税

上記MFN条項にみられるように，電子書籍配信事

業者としては，その優位性を維持するために，価格優

位性を保つことが最重要課題である。1円でも安く売

りたい配信事業者にとって，現在 8％の課税がかかる

消費税の価格差も大きな問題であろう。

現行の消費税法では，その課税対象は国内取引（4

条 1項）と保税地域から引き取られる外国貨物（同条

2項）である。国内取引とは，国内において事業者が

行った資産の譲渡等をいい，「資産の譲渡」とは，「事

業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並び

に役務の提供」をいう（2 条 1項 8 号）。電子書籍も，

事業として対価を得て行われる役務の提供に該当する

ことから，国内取引であれば消費税課税がなされる。

では，電子書籍のようなサービスが国内取引に該当す

るかをどのように判定するのか（内外判定）というと，

サービス提供者の事務所所在地かどうかで判定を行

う。つまり，現在の消費税の仕組みでは海外の配信事

業者が行う電子書籍配信には消費税が課されない。そ

のため，同じ電子書籍を配信しているにもかかわら

ず，国内事業者が行う電子書籍配信には消費税が課さ

れ，国外事業者が行う電子書籍には消費税が課されな

いという状態が生じていた。消費税課税を避けるため

には，事業所を海外に置けばよいことになる。

このような問題に対処すべく，消費税制度の改正が

計画されている。その制度案によれば，内外判定基準

を変更し，電子書籍や音楽の配信等のデジタルコンテ

ンツの提供を役務の提供と明確化した上で，現在の

「役務の提供を行う事業者等の所在地」という基準を，

「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる

事業所の所在地」に変更する。そして，その課税方式

については，事業者向けのサービス提供（取引の内容

として，客観的に役務の提供を受ける者が事業者であ

ることが明らかなもの）については「リバースチャー

ジ方式」（役務の提供を受ける国内事業者が消費税の

納税義務を負う方式），その他消費者向けのサービス

提供については「国外事業者申告納税方式」とする。

電子書籍や音楽配信は通常消費者向けサービスである

ことから，国外事業者自身が日本国内の税務署に消費

税を申告し，納税を行う形になる。なぜ消費者向けの

サービス提供に関して国外事業者に納税義務を課した

のかといえば，電子書籍のサービスを受ける消費者に

対して申告納税義務を課すのは制度として現実的では

ないからである(41)。これらは，まだ制度案が決定した

のみで，詳細についてはこれからの詰めが必要ではあ

るものの，2015 年度改正を目指している。

国外事業者には消費税が課されないから国内事業者
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と同様消費税を課すという点がスタートラインである

が，考え方としては，国内事業者にも消費税を課さず

に国外事業者との不平等を解消するという方法もあっ

たであろう。しかしながら，現行法制度から書籍のみ

を非課税とすることは困難であったようにも思われ

る。次に，改正法の詳細は今後明らかになるであろう

が，日本において事業者番号が無い中で「事業者向け

であることが明らか」であると判断してリバース

チャージ方式を行うことがどこまで実効性を保てるの

か(42)，また，国外事業者申告納税方式によっても，国

外事業者の納税の実効性は保てるのかが問題となるで

あろう。電子書籍に関しては，たとえば大手国外事業

者であるAmazon，Apple，Google，Kobo などは日本

の当局による把握は可能であり，またそのような大手

事業者は納税に応じざるを得ないのではないかと思わ

れる。しかしながら，それ以外の中小の電子書籍配信

事業者についてはその実効性の担保に疑問が残る。

100％完全な制度設計は困難であるものの，公平な徴

収が可能となる制度設計となることが望まれる(43)。

（３） プラットフォーム間競争

（ア） 読み放題サービスの開始

Apple が Amazon との競争を避けるため，価格

MFN条項を利用しながら販売価格を引き上げること

を目論んだように，市場において電子書籍配信事業者

（プラットフォーム）間での競争も激化している。

ユーザーがどのプラットフォームを選ぶのかは，その

品揃え，価格，アプリの使い易さ，デバイスなどの要

因の他，サービス内容も重要となる。

そのサービス内容の一つとして，音楽配信の「定額

配信サービス（いわゆる聴き放題サービス）」のよう

な，電子書籍の「読み放題」サービスの波が押し寄せ

ている。2014 年 7 月 18 日，Amazon はアメリカにお

いてハリーポッターシリーズなどをも含む 60万冊以

上の Kindle 書籍と数千冊のオーディオブックを月額

9.99ドルで「読み放題」とする「Kindle Unlimited」を

正式発表した(44)。ただし，このサービスを検索して

も，Hachette，Simon & Schuster などの書籍はなく，

大手出版社は参加していないようである。一方，アメ

リカで競合する「Scribd」が読み放題サービスを月額

8.99 ドルで提供しており，HarperCollins，Simon &

Shuster などの大手出版社のほか 900以上の出版社が

参加し，50 万冊以上をそろえている(45)。現時点で

Amazon の読み放題サービスはアメリカ向けのもの

であるが，日本への進出も当然検討しているであろ

う。また，日本でも既に読み放題サービスを提供して

いるプラットフォームがある。たとえば，NTTソル

マーレ株式会社の「コミックシーモア」(46)では電子コ

ミックの読み放題サービスが，株式会社ビューンの

「ビューン」(47)では電子雑誌の読み放題サービスが提供

されている。これらはまだ全体の一部にとどまるが，

近い将来，Kindle Unlimited のような電子書籍の読み

放題サービスも一般的になるであろう。

（イ） 電子書籍市場からの撤退問題

プラットフォーム間の競争の激化は，プラット

フォームが電子書籍市場から撤退するという状況も生

んだ。ソニーは，電子書店「Reader Store」を，北米で

は 2014 年 2 月に，ヨーロッパとオーストラリアでは

同年 5 月に閉鎖した。Reader Store閉鎖後は，Kobo

がユーザーや購入済みの書籍を受け継いでいる。日本

国内の Reader Store は現時点では継続されているも

のの，2014 年 8 月 6 日にソニーは電子書籍リーダー市

場から撤退することを発表し，縮小傾向であることは

見て取れる。また，日本国内の撤退の例としては，

ローソンの電子書籍サービス「エルパカ BOOKS」が

あり，2014 年 2 月 24 日にサービスを終了した。この

終了にあたっては，その書籍相当の金額をローソンが

提供する Pontaポイントで還元したようだが，再度そ

の電子書籍を読みたいユーザーは，別のプラット

フォームでの購入が強制されることから（おそらく，

Pontaポイントでの購入はできないであろう），ポイ

ントでの還元が必ずしもユーザーにとって望ましい方

法ともいえないであろう。ただ，一度読んだ書籍を撤

退により必ず全額返金しなければならないというもの

でもなかろう。なお，このサービスを終了するにあた

り，楽天Kobo は，エルパカ BOOKSのユーザーを対

象に，2014 年 4 月 30 日までの期間 2000 円分のクーポ

ンをプレゼントし，プラットフォームの移行を促して

いた(48)。撤退の際にもプラットフォーム間のユー

ザーの移行・奪い合いはすでに始まっている(49)。

電子書籍は，そのプラットフォームが撤退等を行う

と，購入した書籍を読むことができなくなる場合があ

る（サービスによっては，デバイスが使用できる限り

は購入した電子書籍を読める場合もある）。これは，

ユーザーは，電子書籍を，閲覧，使用及び表示する非

独占的なライセンスだけを受けているものであり，紙
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の書籍のような「所有」を行っていないからである。

たとえば，Amazon の Kindle ストア利用規約 1 条で

は，「Kindle コンテンツは，コンテンツプロバイダー

からお客様にライセンスが提供されるものであり，販

売されるものではありません」と明記されている。そ

のため，何らかの理由で当該「ライセンス契約」が終

了してしまうと電子書籍を閲覧することができなくな

る（そのための補償が行われるか否かは別）。これが

紙の書籍とは大きく異なる点である。なお，デバイス

にダウンロードしたデータが他のプラットフォームで

読めるならば「紙」と類似の状況が生み出せるが，現

状ではデータには DRM がかけられており，他のプ

ラットフォームでは読むことができない(50)。

今後もプラットフォームの撤退という事態は起こり

うるため，利用できなくなった購入者に対する補償を

どのように行うかは引き続き問題となろう。各種ポイ

ントでの補償は事業者にとっては利便性のいい方法で

はあるものの，前述のとおりユーザーからの更なる出

損を求める点ではユーザーの不満が残る。ソニーが

Kobo へユーザーを移行したような，別プラット

フォームへの移管ができれば，（リーダーに関する問

題は残るものの）現時点ではそれがベターな方法であ

るようにも思われる。

なお，2014 年 8 月，経済産業省は，「電子商取引及び

情報財取引等に関する準則」を改定し，電子出版物の

「再ダウンロード」の必要性，及び配信事業停止後の再

配信を行う義務に関して何を規定すべきかの準則を示

している(51)。そこでは，配信事業停止後，再配信を行

わないことが債務不履行となるかに関し，利用規約に

記載があれば債務不履行責任は問わないが，記載され

ていない場合には諸般の事情を考慮し債務不履行にな

るかを検討する必要があると言及している。そのた

め，実務上は多くの利用規約に債務不履行責任を負わ

ない旨の規定が置かれることが予想される。

（４） プラットフォーム支配論

紙の書籍の場合には，出版社が取次店・書店などの

商品の流通の鍵を握っていた。しかし，電子書籍にお

いては，そのプレイヤーの主役は，出版社から

Amazonや Apple などのプラットフォームに移行し

つつあり，出版社は単なる「コンテンツ提供者」に過

ぎない立場になりつつある。そして，プラットフォー

ムが流通を握り，そのプラットフォームのいうことを

聞かない出版社の書籍は，紙の書籍の販売を行わない

という対抗手段を持つようになってきている。

たとえば，Amazon は，2014 年 5 月，交渉がうまく

いかない Hachette の新刊の予約を行わないという手

段に出ており，また紙の書籍の出荷も遅らせていると

報道された。Amazon は，以前 Macmillan の書籍の

ページから「購入ボタン」を一時的に消したことも

あった(52)。こういった Amazon の方法に出版社だけ

でなくアメリカの著作者からも反発が生じており，

Amazon はそれを封じ込めるため，出版社との交渉が

決着するまで電子書籍の売り上げの 100％を著作者が

受領できるような方法を個別に著作者に提案したとい

う(53)。また，ドイツにおいても，Amazon と電子書籍

の価格交渉を行っている大手出版グループの Bonnier

の書籍は，Hachette と同じように出荷が遅れている

ようである。そして，いままで Amazon により操作

されていないと思っていた Amazon のお勧めリスト

は，たとえば電子書籍の料率を Amazon に多く払っ

た者については優遇するなどの操作を行っているとも

いわれている(54)。

では，Amazon はなぜこのような強気の交渉ができ

るのか。Amazon にとっては出版社 1社程度の「コン

テンツ提供者」がいなくなってもその事業全体に大き

な影響はない。Amazon は書籍だけを販売している

わけではなく，また書籍のみで利益を出す必要も必ず

しもない（たとえば，Kindleデバイスの販売で利益を

得た分を，書籍価格に反映させることも考えられる）。

プラットフォームが一度圧倒的なシェアを握ってしま

えば，コンテンツ提供者である出版社は「そこの販売

から撤退すると，売り上げに大きく影響するため，事

実上撤退ができない」という事態に陥るおそれがあ

り，プラットホームはそれを目的としてシェアを拡大

させようとする。そのシェアを獲得するため，

Amazon は低価格での販売戦略をとったと思われる。

たしかに，Amazon が主張するように価格を下げると

その分売り上げが上がることも事実ではあろう

（Amazon は，14.99ドルで販売していた書籍を 9.99ド

ルで販売すると売り上げ数は 1.74倍となるとしてい

る(55)）。売り上げが上がる結果，著作者への配分も上

昇するため，低価格販売はなんらの問題はないように

も思える。しかし，低価格路線が著作者にとって有利

かと言えばそうではないようにも思われる。すでに紙

の書籍がありAmazon との関係を切れない出版社は，
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上記のような対抗措置を楯に，電子書籍についても

Amazon の様々な（出版社や著作者にとって不利な）

要求をのまざるを得ない状況に追い込まれているよう

にも見える。たとえば，現在 Amazon が海外の出版

社に提示している契約条件には，以前 Apple が

Amazon 対策として導入した価格MFN条項が含まれ

ているようである。ただ，この条項については，EU

競争法の担当部局である競争総局が，継続的な監視を

行っている(56)。また，2014 年 6 月，ドイツの出版社と

書店で構成される協会は，紙の書籍と電子書籍にて

70％のシェアを有する Amazon が，その小売手数料

を 30％から 40〜50％に増加させることを目論んでお

り，それが独禁法に違反していると独禁当局に申し入

れている(57)(58)。

上記は，書籍の通信販売市場において Amazon が

一強となっていることから生じている。Amazon に

匹敵するプラットフォームがあれば，出版社は

Amazon を「利用しない」ことも可能となるが，現状，

ユーザーから見れば，Amazon の販売リストから消え

れば，その出版社や著作者は何の書籍も発行していな

いことに等しい状態となる。Amazon で販売を行わ

ないことは出版社として考えにくくなっているのも事

実であろう。

本来的には，出版社はユーザーが購入したい書籍を

出版し，プラットフォームは出版社が「他社のプラッ

トフォームではなく，このプラットフォームで電子書

籍を提供したい」と思わせるものを用意するのが理想

の姿であり，そのためにはプラットフォーム間で健全

に競争が行われるべきである。しかしながら，価格

MFN条項はプラットフォーム間での競争を避け，労

力を要せず価格面での優位性を維持することを目的と

する条項である。さらには現時点では Amazon と対

抗できる電子書籍プラットフォームは現れていない。

Amazon の圧倒的なシェアにより，出版社の交渉力は

次第に弱まっていかざるを得ない。この状態が進め

ば，出版社と著作者は，Amazon の望む形でしか書籍

を提供せざるを得なくなるようにも思われる(59)。

４．まとめ

最終的に Amazon が目指すところは，著作者との

直接契約かもしれない。つまり，著作者にとっては，

出版社を介して電子書籍を出版するよりも，Amazon

と直接契約を行ったほうがよい条件での販売が可能と

なる時代がやってくるようにも思える(60)。ここでは，

出版社の意義が改めて問われはじめる。

ここで，2014 年著作権法改正に話を戻そう。前述の

とおり電子出版に係る出版権は，紙の出版者ではなく

Amazon などのプラットフォームに設定することも

可能である。2014 年改正法制定時には，その国会審議

において，「紙の書籍を出した出版社は一番最初に著

者と協議ができ，信頼関係があれば電子書籍もその出

版権を設定しうる」という説明がなされ，かつ電子出

版に係る出版権は紙の出版権と同時に結ぶことが有効

な出版権の設定であることが強調されていた。しか

し，そのようなウエットな関係を著作者が望むかどう

かは別問題である。

「そうすると，大臣，一つのシナリオとして，（中略）

5年後の日本の電子書籍市場を創造してみるに，非常

に強いプラットフォーマーが多くの著作者の皆さんと

この 2号出版権の契約を交わし，電子の部分を市場独

占的に席巻してしまう，それによって電子の部分が一

層一つのプラットフォーマーに集中をしてしまって，

それが市場支配力を持って，価格統制力，価格支配力

までもってしまうと，こういう事態もありうるんだと

思います。大臣，まずお聞きしますが，こういう事態

を政府としては望んでおられるんでしょうか。」―こ

れは，電子書籍配信だけを行う事業者に対しても 2号

出版権を設定しうることを受けて，2014 年 4 月 22 日，

参議院の文教科学委員会にて民主党の石橋通宏議員が

下村文部科学大臣に質問した内容である。2014 年改

正法により，直ちに上記で懸念されるような状況にな

るほど，現在の出版社と著作者の関係は弱いものでは

ないと思われる。しかしながら，世界各地で垣間見え

る巨大プラットフォームと出版社の緊張関係は，日に

日に高まっている。将来出版社と著作者との関係が，

現在と同じような関係でいられるとは限らず，また現

状の海外の交渉状況，取り巻く環境の急激な変化を考

えると，上記懸念も十分想定しうる事態である。

日本の書籍文化は，3600 社以上もある出版社が多様

な内容の書籍を出版することで支えられてきた。一方

で，魅力的な価格で広く紙の書籍・電子書籍が入手で

きる文化も維持・発展させていかねばならない。日本

の出版文化は，電子書籍と巨大プラットフォームの登

場により，大きく変わろうとしている。今回の著作権

法改正は，今後の日本の出版文化をどのように次世代

につないでいくべきかを考える一つの大きなきっかけ
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になっているのではないだろうか。

注

(1)http://www.nri.com/ja-JP/jp/news/2013/131127.aspx

(2)本稿の出版権に関する 2014 年改正法の解説部分は，諏訪公
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る価格の指定」公正取引委員会ホームページ http://www.jft

c.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/kakaku/kakaku5.html
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