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電子書籍端末
――誰にでも与えられるものとして
本という優れたビークル
書物の内容（コンテンツ）を格納するうえで本は
優れたビークルだという。ビークルとは英語でいう

NO.303（2010.3）

ット上には無尽蔵ともいえるコンテンツが展開され
るにいたっている。これを分類し、ある種の目次を
司る検索エンジンが必要だったし、即ジャンプして
当該コンテンツにたどり着くには、そこに確固とし
た通信機能が備わっている必要があった。日本を代
表する電機メーカーのソニーとパナソニックが 2004
年の春に発売した電子書籍専用デバイスはともに十
分な通信機能を備えるという観点を欠いていた。

vehicle のことで乗り物という意味だ。紙を束ねて綴

日本におけるさまざまな電子書籍端末の導入と失

じた本がこの場合中味を伝播させる最適な乗り物だ

敗について明らかにする作業は真剣に行われたとは

ということである。かつては、こんな言い方をとり

思えない。事業者は儲からなければ即断即決、新た

わけすることもなかったと思う。本は本であり、長

な進路を取るのがビジネスというものだとまことし

い間その姿を本質的に変化させることはなかったの

やかに開き直る。電子出版に心血を注ぐならば、一

だから、それが何であるかと疑問を差し挟む余地も

度や二度の失敗から立ち直るために本質を見極める

なかったのだといえるだろう。

努力があったはずであろう。自ら退路を閉じて、痛

電子的な出版という技術的な方法が提示され、ネ

苦に耐えるに値する何ものもなかったのだろうか。

ットワークという流通の基盤を伴うことによって、

失敗の当事者は現実を振り返りたがらない。それら

徐々にではあるがコンテンツを電子的なデバイス（装

の機器は、失敗が何であったかさえ顧みられない「端

置）で読むスタイルが浸透してきた。正確にいい直

末」として捨て去られていったことになる。

すなら、インターネットはコンピュータで情報を摂
取する生活スタイルを定着させ、膨大な文字情報の

電子出版と出版社の位置

閲覧を促進させた。そして、パーソナルコンピュー

本が築いてきた世界は、出版社や編集者という品

タ（PC）に代表される電子機器で文字を読む、時間

質管理のプロセスを経ながら、流通という確立した

も分量も増大させていった。この傾向は 1990 年代か

仕組みの上に市場を形成している。市場規模は書籍

ら起こり、日常生活に浸透する一般性をもって今日

と雑誌をあわせておおよそ 2 兆円といわれる。この

に至っている。

市場はもはや上昇の見通しの中になく、明らかな下

ひとは電子の文字を読むようになった。当り前に

降線をたどりつつある。なんとか現状維持を願うこ

なった電子的文字情報の閲覧に対して専用のビーク

とが先にたち、市場を蚕食する要因にはひときわ厳

ルが生まれるのは自然な流れであった。今やそれな

しい視線が注がれる。出版社はこのジレンマの中に

りの歴史をもつにいたっている。導入された専用デ

ある。現状を維持することと、新規市場を形成する

バイスもかなりの数に及んでいる。だが、これらの

ことが多くの場合、相対峙して重なりあい、自分の「手

デバイスは、導入されては瞬く間に消え去ることの

足」を喰うという例えのごとく、弱った現状からの

繰り返しであった。

利の取崩しにつながっている。根元を一にして、生
じる売上を奪い合うことほど対立を深めるものはな

なぜ消えたのか
技術は常に発展の途上にある。最新技術は陳腐化
を免れない。新製品はひっきりなしに出現し以前の

く、従来の秩序と電子のそれはなかなか調和するこ
とができない。
この状況は日本だけのものではない。米国におい

製品はやがて市場からの退場を余儀なくさせられる。

ても大きな違いがあるわけではない。ただ、そこに

振り返ってみればあたりまえの理のように思える。

情報流通という巨大組織が介在し、インターネット

だが、人は目先の新奇さに心を奪われる。新しいデ

という通信網を利用した物理的な本の配送から電子

バイスが考案され、美辞麗句の宣伝文句にのって市

的なものへの意識的なシフトが考えられてきた。既

場に躍り出ていったのはつい昨日のことである。そ

存の出版業とは離れた新しい産業の担い手達によっ

して消え去っていった。私たちは日本においてこの

て突き動かされることになったのだ。アマゾン、ア

事実を目撃してきた。なぜ消えたのか？

ップル、グーグルはそれを代表する。やがてくる時

読むべきコンテンツは専用デバイスには供給され

代を先取りして起こした企業であるアマゾンが、い

ず、供給元と思われた出版社／作家は潤沢にコンテ

つまでも物理的な「もの」の配送販売を中心とした

ンツを流さなかった。コンテンツとは、従来からの

事業展開を続けると考えるほうが不自然きわまりな

作品という形だけとはもはや限らない。インターネ

いだろう。
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Kindle は同じ顔をしている……
インターネット上の巨大書店に成長したアマゾン

万ドル（約 48 億円）であったのが、2009 年は通年で
1 億 6,580 万ドル（約 150 億円）にまで伸長しており、

は、2007 年末、電子書籍の専用端末として Kindle を

1 年間で 209％増となっている（International Digital

リリースした。リリース当初に 300,000 作品を準備し、

（4）
Publishing Forum 発表）
。小売りベースではほぼ

わずか 1 年ばかりの間にニューヨークタイムズで書

この倍になるとすれば、米国での電子出版は 300 億

評として扱われる新刊のほとんどをカバーした。売

円市場規模になると思われる。力強い成長のカーブ

上は着実に向上した。

を見れば、将来を見越しての潜在性は計り知れない。

読みやすいとか軽くてハンディだとかの特徴はあ
まり決定的な理由とはいえなかった。それらは日本

しかしこの数字は、現状において見る限り日本の電
子出版市場と比べて大きなものではない。

でも同じだったし、特に 2004 年 4 月にソニーが日本

日本の電子出版事情を振り返ってみると、2003 年

で発売した「リブリエ」とは表面上は同じ顔をして

末に KDDI が携帯電話 au 向けに EZ フラットという

いたのだ。

新サービスを導入しており、これが携帯電話向けと

違いは通信にあった。Kindle では直接 3G 携帯回

しては日本で初めて一定月額料金で端末単体でのイ

線を経由して本を即購入できた。Kindle を買いさえ

ンターネットサービスが使い放題になるというもの

すれば通信に関わる手続きも費用も必要としなかっ

だった。いわゆるパケットフリーと呼ばれるこうし

た。通信料が購入する本の代金に上乗せされると誰

た定額サービスは瞬く間に日本の携帯電話に普及し、

もが思ったが、代金は 9.99 ドル以下という、いまま

これを契機として携帯電話でのコンテンツサービス

での書籍の価格設定からは総じて低廉なものだった。

に人気が集まっていく。

通信料の上乗せを揶揄する根拠にはなり得なかった。

2009 年現在、日本の電子出版の売上総額は 500 億

明らかに先例の失敗から教訓を得たことがうかがえ

円にとどく勢いをもっており、そのなかでも携帯電

る。他ならぬ日本での失敗から本質を抉りだすチャ

話の配信は 400 億円になっている（5）。少なくとも数

ンスをつかんだのだ。

字としてみた場合、日本の電子出版市場は世界第一

Kindle の順調な滑り出しを見ていたかのように、

位ということだ。現状では米国以上の売上をもって

同類の読書専用デバイスが現れてきた。2010 年 1 月

おり、はるかに先行して市場形成をしてきた実績が

にラスベガスで開催されたコンシューマー・エレク

ある。携帯電話の存在が日本の電子出版市場の拡大

トロニクス・ショーでは、20 を越える専用デバイス

にいかに大きな影響を与えたかということである。

のブースが軒を連ね、それぞれに読書デバイスの優

わずかなサイズでしかない画面、表示・品質ともに

（1）
（2）
（3）

劣を競い合った

。

劣る携帯電話で、若者はマンガや小説を読んでいる。
見た目の品質などよりも、いつでも、どこでも、欲

そして iPad の出現
2010 年 1 月が終わる頃、アップルから iPad のアナ
ウンスが流れた。携帯電話機能をもつモバイル端末
としての iPhone とノート PC との間に位置するタブ
レット型端末だった。
アップルは、会場に投影された Kindle に入れ替わ

しい時に即応えてくれる通信という機能こそ、彼ら
の読書にとって欠くことのできない大きな要素だっ
たといえるだろう。
日本の電子出版がはたして市場をこのままリード
していけるのかどうか。昨今の米国での動きを見る
に心もとない限りである。いわゆる「ガラパゴス携帯」

るように、新製品 iPad の出現を紹介してみせた。そ

と言われるように、日本の携帯電話は独自の進化を

こには洗練されたデザインと華やかなカラー画像、

とげた市場であった。国内の隆盛から目を転じて世

音楽、映像、スピーディーなアクセスという Kindle

界市場を眺めると、進化の先頭をきる日本携帯の仕

を 凌 駕 す る 圧 倒 的 な 機 能 が ち り ば め ら れ て い た。

組みもハードも極めて小さな影響力しかもちえてい

WiFi と 3G という通信機能の装備に段階的な導入の

ない。電子出版を携帯電話というカテゴリーに限定

差異はあるものの、早いものでは 2010 年 3 月に発売

して考察するとしても、この日本式携帯コンテンツ

を開始する。そして Kindle ＝アマゾンという書籍流

が世界に普及するとは容易に考えられない状況なの

通の巨人に対抗するかのようにアップル独自のネッ

だ。

ト書店 “iBooks Store” の導入を表明した。

世界の携帯電話の出荷台数は 12 億台（2008 年実績）
であり（6）、国内の出荷を約 1 億台とすると、その割

電子出版市場を鳥瞰する

合の少なさは明らかであろう。この中でスマートフ

米国における卸売りベースでの電子書籍の売り上

ォンといわれる iPhone や Android という、インター

げ（Electronic Book Sales）は、2008 年通年で 5,350

ネットアクセスを縦横に行なう携帯電話が、2009 年
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に至り大幅に成長を遂げている。全体に携帯市場が

読者が何を読んでいるか監視するか、など実際の対

伸び悩む中で、このスマートフォンの拡大は世界的

応が明記されている。

な傾向となっている。成長率は 12％〜 27％という高
（7）

人が本を読むということに含まれる情報の付加価

い率を記録しており 、今後とも世界市場での大幅

値を、提供する側が把握し利用できる姿勢がそこに

な拡大が見込まれている。独自の隆盛を誇った日本

は見てとれる。これらの情報をつかむことがむしろ

の携帯市場には少なからず波及することは間違いな

目的であり、本を提供すること自体は二の次だとさ

い。

えいえないこともない。すべての掌握が寡占市場に
よって達成されたとき、そこに現れる世界の巨大さ

見えてくる「覇権主義」

傲岸さを喜べるのは覇権の達成者でしかないだろう。

華々しいニュースに彩られ、電子出版の喧伝が繰
り返されている。さらに 1000 万冊に達するという
全書籍電子化計画は進行している。右往左往する日
本の出版書籍業界は、あたかもペリーの「黒船」に

誰にでも与えられるものとして
一体どうしたら電子出版の理想的な世界がつくり
出せるのだろうか？

狼狽する徳川幕府のようである。独自の守られた秩

そのためには、まずどんな本が電子的に出版され

序の中に長い安定と成長を育んできた産業がその母

ているのか、書店や地域や国という限定をこえて世

体から崩れようとしているのだ。やってくる「黒船」

界的に把握できるようにしなければならない。読者

である、アマゾン、アップル、グーグルは、はたし

からのアクセスに検索エンジンが瞬時に世界をめぐ

て電子出版において何を目論んでいるというのだろ

り、要求された出版物の在処や内容が情報として伝

うか。

えられなければならない。本を入手したいならば、

ここにはインターネットを駆使した寡占という姿

直接出版社への購入アクセスを保証するか、出版社

が見えてくる。流通という「電網打尽」になりかね

が委託するネット書店へとつながることであっても

ない集中化、新しいビークルとしての圧倒的シェア、

いいだろう。あるいは出版社のコントロールのもと

本を買う・読むという読者行動を完膚なきまでに押

に配信される何らかの方法、例えば通常の販売とは

さえてしまう情報の掌握、これらの一つあるいは二

別に視覚障碍者への音声読上げ対応の配信や、図書

つ、そしてまた全部を手にすることがどれだけ大き

館での無償貸出しなどへのアクセスも同時に可能と

な利潤を集中させるかは想像に難くない。事業家で

することも考えられる。

あればここを垂涎の的としないはずはなく、もてる

何よりも大事なことは、読者がもつ読書ビークル

力のかぎりを投入して奪取しようと態勢を組んでい

であるデバイスでの閲覧を保証することだ。読者が

る。

所有する幾多のデバイス環境での閲覧に供すること

すべてがこの方向に進んで行くことを「覇権」と

のできるフォーマットとビューアの基準が確立して

とらえ、グーグル訴訟の法廷の公聴会などでも意見

いなければならない。少なくともこの方向を目指し

として主張されている。アマゾンが書籍流通を握り、

て世界の共通基準を確立する必要がある。EFF のプ

その専用デバイス Kindle を梃子とする挙に出れば、

ライバシーポリシーの一覧にある、電子書籍ストア

アップルがそれを上回る機能を誇示して iPad を準備

から購入した本の互換性を見ると、自社に囲い込む

し、音楽業界における “iTunes Music Store” のよう

姿勢を持ちながら、一方で開かれた先へ触手を伸ば

に、本においても “iBooks Store” を押し出してくる。

す本のもつ本来の姿がうかがえてくる。互換性を求

角逐がある意味で市場的な均衡を与えているけれど、

める姿がそこには映しだされている。電子的である

勝負の結果を見とどけて、あるいは合戦の駆け引き

が故にそれが可能なのであり、また電子的であるが

から導かれる有利な条件を見比べて、どちらかに与

故にそれを遮って寡占に走ろうとすることも可能な

しようという態度が迎える日本側にあるとすれば「黒

のだ。

船」の例えは笑い話ではなくなってしまうだろう。
「覇
権主義」の先に何がもたらされていくのかは明らか
である。

出版とは何であり、その電子化が目指すもの、望
むものとは一体なんであったのか？もう一度深く考

米国の非営利組織 Electronic Frontier Foundation

えてみる必要がある。これは出版自体が陥った問題

（以下、EFF）が公開したプライバシーポリシーの一

を回避し救うための術として考えられるべきものだ

（8）

覧がある 。ここには電子出版における読者の行動

と思う。その意味では出版する主体である人がまず

についてグーグルやアマゾンがどのように情報を記

もって考え対処しなければならない問題である。誰

録し、書籍検索を記録するか、購入履歴を記録するか、

かがそれを代行してくれると思うのならば、もはや
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出版する主体としての資格を放棄しているようなも
のだろう。何故ならばデジタルの技術は誰にでも与
えられるものとしてあり、インターネットは基盤と
してその適正な利用を待ち望んでいる。生かすも殺
すも自分次第なのだ。はるかに先行した米国の巨人
達が基盤とするものもインターネットなのだ。力づ
くで世界を牛耳るのではなく、誰もが平等にいつで
もどこでも電子的な出版を享受できる世界を構築し
ていく必要がある。
（株式会社ボイジャー：萩野

正昭）
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