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1. はじめに 

 

世界的に電子書籍マーケットが拡大する中、中国においても本分野の成長が期待されて

いる。实際に『関於加快我国数字出版産業発展的若干意見（我が国デジタル出版産業発展

の加速に関する若干意見）』1、『関於発展電子書産業的意見（電子書籍産業発展に関する

意見）』2といった文書が中国政府の一部門である新聞出版総署から公布されているように、

今後の電子書籍産業の発展を促す方向にあることが明確となっている。实際にパソコンシ

ョップに行けば電子書籍リーダーが多く販売されており、コンテンツも相応に充实してき

ている。しかしながら、中国のソフト・コンテンツ産業では避けられない問題である海賊

版の問題も存在しており、参入する側としてこの問題にどのように対処していくべきか悩

み、中国市場への参入に足踏みする企業もあるだろう。 

 

本調査は、以上の点を踏まえた上で 2011 年 3 月末時点の中国の市場状況を明らかにし、

日本のコンテンツ関連企業などが市場参入する上での参考資料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 文書番号：新出政発[2010]7 号 2010 年 8 月 16 日公布（以下同様の書式は文書番号とする） 

2 新出政発[2010]9 号 2010 年 10 月 9 日公布 
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2. 電子書籍市場 

 

中国の電子書籍市場に関する統計データの収集に努めたが、2011 年 3 月現在、「電子書

籍リーダー」による読書に限った統計数値は存在しておらず、「ネット利用者」や、携帯

電話・コンピュータを含む「電子書籍」「ネットオリジナル文学」の利用に関する統計し

か公的なデータはない。よってここでは、それらのデータ及び第三者の報告書・分析に基

づき電子書籍を取り巻く環境を概観することとする。 

 

 

2.1. 2009 年の出版市場 

 

2.1.1. 中国における出版物統計 

各種統計調査報告より、2009 年の図書発行数量は次のとおりである。 

 

表 1 2009 年 各種図書発行数量 

 総印刷部数と成長率 
種類数（種）と 

対前年比成長率 
定価総額と成長率 

全国図書出版数※1 70.37 億冊 -0.36% 301,719 種 10.07% 848.04 億元 5.68% 

内、新刊 

内、重版 

  168,296 種 

133,423 種 

12.97% 

6.61% 

  

内、書籍 37.88 億冊 4.53% 238,868 種 8.86% 567.27 億元 8.94% 

内、新刊 

内、重版 

  145,475 種 

93,393 種 

11.24% 

5.36% 

  

雑誌 31.53 億冊 1.53% 9,851 種 3.16% 202.35 億元 7.96% 

新聞 439.11 億部 -0.86% 1,937 種 -0.31% 351.72 億元 10.62% 

電子出版物 2.29 億枚 45.30% 10,708 種 10.76%   

内、CD-ROM 

DVD-ROM 

CD-i 及びその他 

19,830.71万枚 

2484.96 万枚 

598.37 万枚 

45.4% 

54.27% 

14.87% 

7,862 種 

2,224 種 

622 種 

0.43% 

73.07% 

12.07% 

  

電子書籍※2   121 万種※3 

97 万種※4 

   

出所）※1 中国新聞出版総署『2009 年全国新聞出版業基本情況』より。「全国図書出版数」には教科書や

画集が含まれる 

※2『中国電子図書発展趨勢報告（2010 年 4 月）』より 

※3 2009 年の発行種類数 

※4 2009 年末現在の種類数。※3 を下回るのは、現在数であるため 
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『2009 年全国新聞出版業基本情況』の「全国図書出版数」という数字には、いわゆる普

通の「紙版の書籍」のみで、「電子書籍」は統計範囲に含まれていない。また、「音楽映

像出版及び電子出版物」という項目があるが、本統計においては「電子出版物（中国語で

「電子出版物」）」と「デジタル出版物（同「数字出版物」）」は別物という扱いで、「電

子出版物」に含まれるのは CD-ROM、DVD-ROM、CD-i（コンパクトディスクインタラク

ティブ）及びその他であり、いわば实体のあるディスクに収められたものである。よって、

インターネットでストリーム閲覧もしくはダウンロードして読む「デジタル出版物」は含

まれていない。 

 

2.1.2. 電子書籍販売数と収入 

電子書籍販売数と収入については、全く異なる二つのデータが存在する。一つは先に見

た中国新聞出版総署『2009 年全国新聞出版業基本情況』を踏まえ、2010 年 7 月に発表さ

れた新聞出版総署出版産業発展司による『2009 年中国新聞出版産業分析報告』と、もう一

つは中国出版集団の傘下企業、中国図書商報社と電子書籍ポータルサイト、読吧網

（http://www.du8.com/）が共同発表した『中国電子図書発展趨勢報告（2010 年 4 月）』

である。いうなれば、行政監督部門による「統計」と、業界トップによる「調査」という

違いが出る。 

行政監督部門による「統計」があるならば、そちらのほうが正確な統計データであり、

公的数値として採用することができるとの見方も可能だが、まずは両者の数字を紹介する

こととする。 

 

（１）『2009 年中国新聞出版産業分析報告』 

報告書は 2009 年より発表されており、この中では、携帯電話出版、デジタル雑誌、電子

書籍、デジタル新聞（ネット版）、ネットゲーム、ネット広告が「デジタル出版（中国語

で数字出版）」のカテゴリーとして紹介されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.du8.com/
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表 2 デジタル出版物 2009 年営業収入 

デジタル出版種類 営業収入（万元） 

携帯電話出版 3,140,000 

デジタル雑誌 60,000 

電子書籍 140,000 

デジタル新聞（ネット版） 31,000 

参考：一般書籍※1 8,168,400 

 

出所）『2009 年最新中国新聞出版産業分析報告』より必要部分を抜粋。ネットゲーム、ネット広告は省略

した。販売部数は不明。 

※1 中国新聞出版総署『2009 年全国新聞出版業基本情況』の「出版物販売」項で「出版物販売総額」より

教科書、参考書類、新聞、雑誌、音楽 CD を除外した数値で、具体的には哲学・社会科学類、文化、教育

類（補助教材含む）、文学・芸術類、自然科学・技術類、尐年児童図書を合計した数値。 

 

同報告書は上の数値が表で掲載されているのみで、これについての具体的な説明や記述

はなく、またこの前後に言及されている各種出版物との関連性も述べられていない。よっ

てここでは数値の紹介にとどめ、後節で検討を行うこととする。 

 

同報告書によれば、デジタル出版物全体の営業収入は 337 億 1000 万元、うち携帯電話出

版は 314 億元、電子書籍は 14 億元の営業収入である。一般書籍の販売収入は 816 億 8400

万元であるため、電子書籍は微々たるものである一方で、携帯電話出版を含めると、その

40％近くもの収入をもたらしていることになる。 

 

（２）『中国電子図書発展趨勢報告（2010 年 4 月）』 

同報告は、過去にも同様の調査が行われており、報告書は 4 回目の調査結果である。同

報告によれば、中国における「電子書籍」に含まれるものは、電子図書館、PC による有料

閲覧（ダウンロード、ストリーム閲覧）、携帯電話による閲覧、電子書籍専用端末、その

他デバイスによる閲覧の 5 種類が掲げられている3。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3同報告では「その他とは MP4 や PSP 等電子図書閲覧機能を持つ端末」としている。「電子書籍元年」の

前年である 2009 年には、電子書籍といった場合、CD-ROM や PDA(携帯情報端末)も含まれることに要注

意。 
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表 3 主な電子書籍業務 2009 年販売収入 

 販売数 
収入額（万元）/ 

（年成長率） 

参考：2008 年 

収入額（万元） 

電子図書館 - 12,250（0.4％） 12,200 

有料閲覧 - 9,700(40.6％) 6,900 

携帯電話閲覧 - 5,760(90.0％) 3,030 

専用端末 - 700※1 
500 

その他 - 300※1 

合計 5,370 万冊 28,710（26.86％） 22,630 

参考：一般書籍※2 69.56 億冊 
8,168,400

（10.94％） 
7,274,400 

出所）中国新聞出版総署『2009 年全国新聞出版業基本情況』、中国図書商報社、読吧網、『中国電子図書

発展趨勢報告（2010 年 4 月）』p.5 

注）括弧内の数字は対前年比成長率。 

※1  2008 年は、専用端末は「その他」に含まれていた。 

※2  中国新聞出版総署『2009 年全国新聞出版業基本情況』の「出版物販売」項で「出版物販売総額」よ

り教科書、参考書類、新聞、雑誌、音楽 CD を除外した数値で、具体的には哲学・社会科学類、文化、教

育類（補助教材含む）、文学・芸術類、自然科学・技術類、尐年児童図書を合計した数値。 

 

同報告書によれば、電子図書館による販売収入が最も高く 1 億 2,250 万元、ついでイン

ターネットの有料コンテンツ閲覧が 9,700 万元、携帯電話によるコンテンツ（いわゆる「読

み物」）閲覧が 5,760 万元となっている。いわゆる電子書籍リーダーはこれまで MP4、PSP

などと同類に扱われ「その他」の項目でカウントされていたが、2009 年より独立項目「専

用端末」となり、700 万元という数値が出された。 

 

電子図書館の成長率は 0.4％とほぼ一段落しているのが見える一方で、有料閲覧、携帯電

話閲覧がそれぞれ 40.6%、90.0％と大幅に伸びていることがわかる。2008 年の「その他」

500 万元のうち、仮に「専用端末」を除く「その他」は 2008 年から 2009 年にかけて不変

で 300 万元、「専用端末」を 200 万元と卖純に推測した場合、2009 年の「専用端末」は

250％増となり、他の項目よりも大幅に上昇していることがわかる。 

 

本調査の結果によると、2009 年の段階で、電子書籍による販売数は一般書籍販売額の

0.8％、収入額の合計は、わずか 0.35%にしか相当しないということがわかるが、一般図書

の販売額成長率（10.94%）と比較すると、有料閲覧が 40.6%増、携帯電話閲覧が 90.0％増、

そして専用端末及びその他の販売収入は、2008年は合算されて500万元となっており、2009

年両者の合計は前年度の 100％増と、急速に伸びていることがわかる。 
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2.1.3. どちらがより正確なのか 

表 2 に示すとおり、『2009 年中国新聞出版産業分析報告』では、携帯電話出版、電子書

籍の営業収入合計が 328 億元、また一方で『中国電子図書発展趨勢報告』では販売収入が 2

億 8,710 万元となっている。「営業収入」と「販売収入」と用語の違いはあるものの、こ

こにおいてはほぼ同意義ととってよく、両者の数値には非常に大きな開きがある。 

現状ではどちらが正しい数値か判断をつけることは難しいが、2010 年 4 月に発表され

た米国出版協会の数値によると、2009 年の米国書籍販売額は 239 億ドル、うち電子書籍の

販売額は 3 億 1,300 万ドル、その販売額における比率は 1.3％と見積もられた4。 

日本については、日本出版学会によると 2009 年の書籍販売額が 8,492 億円5で、電子書

籍の販売額については、矢野経済研究所が 610 億円6、株式会社インプレス R&D によれば

574 億円7という数値が発表されており、書籍販売額に占める比率は 6.8～7.1％となる。 

 

また（１）における「携帯電話出版（中国語で手機出版）」の定義についても検討を要

する。2011 年 2 月現在までこの「携帯電話出版（手機出版）」にはどのようなものが含ま

れるか明確にはされておらず、2010 年 4 月 17 日に発表された全国信息与文献標準化技術

委員会、出版物格式分技術委員会による「手機出版標準体系表（征求意見稿）」では、次

のように定義されている。（以下、仮訳） 

 

携帯電話出版  mobile publishing 

知識性、思想性、娯楽性的の情報コンテンツを国家行政管理部門が賦与した合法的資格

を有する機構が編集加工後、デジタルコード方式で携帯電話出版サービスプロバイダ（3.7）、

インターネットプロバイダ（3.8）を通じ、携帯電話など移動端末上に配布、伝達及び運営

するなどの活動の総称 

 

携帯電話出版物  mobile publication 

国家新聞出版行政管理部門が出版資格（書籍雑誌、音楽映像、電子及びネット出版）を

賦与した機構がオリジナルや編纂、整理、まとめ、改編などを通じて生産した、携帯電話

などの移動端末上の作品。8 

                                                   
4  “AAP Reports Book Sales Estimated at $23.9 Billion in 2009” ,FrontGate Media 

http://www.frontgatemedia.com/news.php?mod=template&id=179 

5 日本出版学会ウェブサイト 下村昭夫「 2009 年度の書籍の推定販売部数の推移（2010 年 4 月 30 日）」 

http://www.shuppan.jp/news/271-2009.html 

6 マイコミジャーナルウェブサイト「日本は電子書籍大国、2009 年国内電子書籍市場規模は 610 億円」

http://journal.mycom.co.jp/news/2010/11/19/049/index.html 

7 インプレス INTERNET Watch「日本の電子書籍市場、2009 年は 574 億円～89％がケータイ向け -」

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100707_379065.html 

8 中国出版網「『手機出版標準体系表（征求意見稿）』征求意見 」 

http://www.chuban.cc/ggl/201004/t20100419_68766.html 同標準は 2011 年 2 月現在未公布 

http://www.frontgatemedia.com/news.php?mod=template&id=179
http://www.shuppan.jp/news/271-2009.html
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/11/19/049/index.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100707_379065.html
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ここにおける定義では、具体的にどのようなものが「携帯電話出版(物)」に含まれるか曖昧

であるが、これの付属文書である「『手機出版標準体系表』編制説明」の「三、『手机出

版標準准体系表』主要内容」では、うち携帯電話出版物内容構造標準には携帯電話図書、

携帯電話雑誌、携帯電話新聞、携帯電話ゲーム、携帯電話漫画、携帯電話音楽及びその他

国家新聞出版総署が認定した携帯電話出版物コンテンツ関連標準を含む9とされており、「携

帯電話出版」の標準はゲームや音楽が含まれることを示唆している。このことを鑑みれば

『2009 年中国新聞出版産業分析報告』の「携帯電話出版」の数字は、漫画やネット文学と

いった純粋な「読み物」のほか、ゲームや音楽ダウンロードが含まれている可能性は高く、

携帯電話出版のみの営業収入だけでも、一般書籍販売額（816 億 8400 万元）の 38.4％に相

当するという驚異的な数字になる。さらに後述するように、中国も日本と同様に携帯電話

によるネットアクセスが非常に高い割合で存在する国であるが、さすがに携帯電話からの

購入を含めた「電子書籍」販売額（営業収入額）比率が電子書籍先進国たるアメリカや日

本の比率を大きく上回るとはやにわに信じがたいものがあり、同報告書の数値はいわゆる

本稿で言及する「書籍」の範囲をはずれたものも多数存在すると思われる。 

 

現状では、『中国電子図書発展趨勢報告』が過去 3 回にわたり調査を行っており、同一

調査方法により「成長率」は把握することができており、電子書籍の黎明期～発展期にか

けての成長率が妥当と考えられることや、「電子書籍リーダー」の普及状況（後述）にも

沿った内容であることから、『中国電子図書発展趨勢報告』が現状に近いものではないか

と考えられる。 

 

2.2. 中国の電子書籍読者数 

 

前節では、現状の電子書籍の市場規模についてみてみたが、電子書籍読者は今後どれく

らい増加していくのだろうか。この点については、2011 年 1 月に公表された中国互聯網絡

信息中心（CNNIC）『第 27 次中国互聯網発展状況統計報告』が 2010 年の報告を発表して

いるので、これをもとに読者数を見てみる。 

 

2.2.1. ネットアクセス者数 

『第 27 次中国互聯網発展状況統計報告』によれば、2010 年 12 月現在、ブロードバンド

接続でネットにアクセスできる環境にある「ブロードバンドネットユーザー」は、前年比 1

億 354 万人増（29.9%増）の 4 億 4,953 万人、同じく携帯電話でネットにアクセスする「携

帯電話ネットユーザー」は前年比 6,930 万人（29.7％）増の 3 億 273 万人となっている。

                                                   
9 同上 
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そして、両者の重複分を考慮したネットにアクセス可能な「ネットユーザー」の中国にお

ける総数は 4 億 5,730 億人で、2009 年度より 7,330 万人の純増、対前年比 19.1 ポイントの

上昇となっている10。 

さらに同報告では、ネットユーザーのインターネット上のサービスの利用ユーザー規模

及び使用率を公表しているが、「電子書籍」と強く関連し、ネットで発表された文学作品

を読むという「ネット文学」利用者は、2010 年で前年比 3220 万人増の 1 億 9,481 万人、

使用率はネットユーザーの 42.6%にのぼるという結果が出ている11。 

 

表 4 2009 年 12 月から 2010 年 12 月におけるネット文学利用率 

  2010 年 2009 年 

  ユーザー数

（万） 

利用率 ユーザー数

（万） 

利用率 ユーザー

増加率 

ブロードバンド 

ネットユーザー 

19,481 42.60% 16,261 42.30% 19.80% 

携帯電話 

ネットユーザー 

12,533（※1） 41.10% （※2）   - 

出所）第 27 次中国互聯網絡発展状況統計報告、第 25 次中国互聯網絡発展状況統計報告 

※1）携帯電話ネットユーザーのネット文学利用者数は、携帯電話ネットユーザー×発表された利用率から

算出したもの。 

※2)2009 年末の携帯電話ネットユーザーの調査についてはネット文学の項目なし。2010 年 7 月の第 26 次

報告によると、携帯電話ネットユーザー数 2 億 7,678 万、携帯電話ネット文学利用率は 43.3％とされてい

るので、計算すると 1 億 1,984 万人となる。 

 

 

                                                   
10 中国互聯網絡信息中心（CNNIC）『第 27 次中国互聯網発展状況統計報告』ｐ.12。同書 9 ページでは、

この報告書の術語定義が行われている。それは次のとおり。 

「ネットユーザー（網民）」・・・過去半年以内にインターネットを利用したことがある満 6 歳以上のユ

ーザー。 

「ブロードバンドネットユーザー」・・・過去半年以内にブロードバンドでインターネットを利用したこ

とがあるネットユーザーであるが、ブロードバンドによりネットを利用するネットユーザーにかぎらない。

ブロードバンド接続には xDSL、有線、光回線、電力線、イーサネット、無線 LAN（3G など）の方式も

含む。 

「携帯電話ネットユーザー」・・・過去半年以内に携帯電話でインターネットを利用したことがあるネッ

トユーザーであるが、携帯電話のみによるインターネット接続をするネットユーザーとはかぎらない。 

「PC ネットユーザー」過去半年以内に PC でインターネットを利用したことがあるネットユーザーである

が、PC のみによるインターネット接続をするネットユーザーとはかぎらない。 

 これらの定義により、同報告書においては各方式の利用者は一義的に存在するわけではなく、一人の利

用者が複数の方式を利用すればそれは別々にカウントされるようになっている点に注意されたし。 
11 同上『第 27 次中国互聯網発展状況統計報告』ｐ.31。「百度百科」ウェブサイトにある「ネット文学」

の項目によれば、「ウェブサイト（BBS）が伝統的媒体から版権を購入し、有料でダウンロード（閲覧）

させるのは『ネット文学』には含まれない」http://baike.baidu.com/view/4023.htm としており、ネット文

学はあくまでも最終的には紙媒体の伝統的な出版方法で出版されることはあるが、あくまでネット上にお

いて最初に発表されたものである。また、ここではそれが有料閲覧か無料閲覧できるものか言及はされて

いない。 

http://baike.baidu.com/view/4023.htm
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携帯電話については別に各種サービスの利用率のみが同報告書内で報告されており、ネ

ットオリジナル文学は携帯電話ネットユーザーの 41.4％が利用しているとのことである。

上記に見た携帯電話ネットユーザー3 億 273 万人という数値をベースに計算すると、1 億

2,533 万人が携帯電話でネットオリジナル文学を読んでいることになる。両者のユーザーが

重複していることを鑑みても、2 億近い人がネットを通じて読書をしているといえる。 

 

一方、中国図書商報社と読吧網が発表した『中国電子図書発展趨勢報告（2010 年 4 月）』

では、2009 年の電子書籍読者を 1 億 100 万人とし、2010 年は「家電下郷」政策（家電の

農村普及政策）による農村でのコンピュータ所有率の上昇やネットの普及などの理由から、

電子書籍読者は約 36％増の 1 億 3,700 万人となると見積もっている12。2010 年は３G（第

三世代）携帯電話やスマートフォンの急速な普及や iPad の発売、それらに触発されるよう

な形で改めて漢王や盛大などの電子書籍リーダーが注目されるようになってきたことから、

2010 年から 2011 年は 1 年前の予想を遙かに上回る読者数になると思われる。 

 

2.2.2. 電子書籍読者と有料コンテンツ 

中国出版科学研究所が实施している『全国国民読書調査（中国語で全国国民閲読調査）』

の第 7 次調査（2009 年版）では、電子書籍が含まれる「デジタル出版」に関する設問もあ

り、いくつか興味深い回答が寄せられている。 

デジタル方式で書籍データを読んだ国民のうち、半分強の 52.1％が有料ダウンロードも

受け入れられるとしている。逆にいえば半分近くが有料は受け入れられないとも読みとる

ことができる。また別の設問でこういったデジタル出版物を利用する理由として、35.4%

が「安い、または無料のため」と回答している。 

先の設問で有料ダウンロードを受け入れると回答したものの、電子書籍 1 冊当たり平均

価格は 3.45 元という数値が出されており、また携帯電話については、有料閲覧に費やす金

額は年平均 15.03 元との結果となっている。 

 

同じく、CNNIC『互聯網発展信息与動態』第 61 期（2010 年）では、ネットオリジナル

文学ユーザーのうち、有料コンテンツに「きっと料金を支払う」というユーザーは 3.2%、

「たぶん支払うだろう」というユーザーは 30.0%、計 33.2%が受け入れる方向の回答をし

ている。最も多かったのは「状況による」との回答で 38.8%、支払わないグループ（たぶ

ん支払わない 10.0％、きっと支払わない 18%）よりもわずかに上回る数となってはいるも

のの、やはりネットにあるコンテンツに対し料金を支払って読むという意識が主流となる

にはまだ至っていない。現在、電子書籍読者としてカウントされている読者の半数は、し

ばらくは有料コンテンツの読者にはなり得ないことがここから伺われる。 

                                                   
12中国図書商報社、読吧網、『中国電子図書発展趨勢報告（2010 年 4 月）』p.20 
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図 1 ネットオリジナル文学ユーザーと電子書籍リーダー利用者の有料コンテンツに対

する意識 

出所）「電子閲覧器用戸更願意為内容付費」（CNNIC『互聯網発展信息与動態』第 61 期（2010 年）） 

 

ただし、次節に見る「電子書籍リーダー利用者」に的を絞ると、有料コンテンツに料金

を支払ってもよいというユーザー比率は 12.2%と大きく伸びる。 

 

2.2.3. 「電子書籍リーダー利用者」数 

『中国電子図書発展趨勢報告』の中では、中国国内における電子書籍リーダーの販売数

は 2008 年にはわずか 10 万台未満、2009 年には 60 万台13、さらに易観智庫の資料によれ

ば、2010 年度の電子書籍リーダーの販売数は 106.4 万台とのことで14、「電子書籍リーダ

ー」の読者は増加しているとは言えまだ尐なく、市場はまだ非常に小さいことがわかる。

電子書籍リーダーの国内トップメーカーである「漢王」は、国内のシェア15の 70％を占め

ているというが、同社の年次報告書では、2010 年の電子書籍営業収入は 9 億 3,049 万元と、

あまり大きくないものであったと述べられている16。 

                                                   
13 図書商報「電子図書市場増速超予期」http://www.cbbr.com.cn/info_21602_2.htm 2010 年 4 月 16 日 

14 易観智庫ウェブサイト「2010 年第 4 季度中国電子閲読器銷售 31.78 万台」

http://www.eguan.cn/cache/1338/96945.html  

15 金額か販売量シェアかの言及はなし。 

16深セン証券取引所ウェブサイト「漢王科技股份有限公司 2010 年年度報告摘要」

http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137825.PDF 

http://www.cbbr.com.cn/info_21602_2.htm
http://www.eguan.cn/cache/1338/96945.html
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このことより推察するに、電子技術の発展やモデルチェンジを考慮し、2007 年以前の販

売数をカウントしたとしても、iPad の中国国内における販売数や iPad の「模倣品」や「類

似品」などの製品を含めても電子書籍リーダーを利用した読者はまだ 200 万人にも達して

いないのではないかと思われる。 

 

2.3. 電子書籍産業のプレイヤー 

2010 年 11 月に、『電子書籍産業発展に関する意見』（後述）に基づき、ニュース・出

版事業ならびに著作権管理を行う国務院直属機構である新聞出版総署より 21の企業が電子

書籍の「出版」「複製」「総発行17」「輸入」に関する許可証を交付された。その企業と取

得した資格は下表のとおり。 

 

表 5 電子書籍関連資格取得企業とその資格 

企業名 取得資格 備考 

中国出版集団数字伝媒有

限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格、電子

書籍出版資格 

人民文学出版社、商務印書館、中華書局、

中国大百科全書出版社、中国美術出版総

社、人民音楽出版社、生活•読書•新知三聯

書店、中国対外翻訳出版公司、東方出版中

心、現代教育出版社、新華書店総店、中国

図書進出口(集団)総公司、中国図書商報社、

栄宝齋などを有する「中国出版集団」の傘

下企業。 

中国図書進出口（集団）

総公司 

電子書籍輸入資

格 
中国出版集団傘下企業 

漢王科技股份有限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

電子書籍リーダー「漢王」のメーカー 

北京紐曼理想数碼科技有

限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

電子書籍リーダー「Newsmy」のメーカー。

関連企業に北京紐曼騰飛科技有限公司

（OHP や電話録音製品研究開発、製造）、

                                                   
17 「総発行」とはまたの呼び名を「総販売」「総取次」「全買取販売」ともいい、中国では広義の「発

行」と区別されている。つまり出版社はさした合法的な発行卖位に出版図書の仕入から顧実管理までの一

体管理を行う。総発行卖位は図書市場を全面的にカバーするが、その他の卖位はその会社が取り扱う図書

を仕入れ販売することはできず、出版社地震もまた一部の書籍をせいぜい通信販売する程度で、自ら注文

を受けて発行することはできない。出版社と総発行卖位は後のもめ事をさけるために協議締結という方法

でもって総発行が担う任務や責任を保証する。発行を引き受ける卖位は一般的に図書の版権ページ上に名

前が記述されているものである。 

（中国百科網より http://www.chinabaike.com/article/baike/1002/2008/200805141485309.html） 

 

http://www.chinabaike.com/article/baike/1002/2008/200805141485309.html
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企業名 取得資格 備考 

北京紐曼偉業科技有限公司（携帯電話研究

開発、製造）、湖单紐曼数碼公司（デジタ

ル製品研究開発、製造）がある 

愛国者数碼科技有限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

電子書籍リーダー「aigo」のメーカー 

北京方正飛閲伝媒技術有

限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

電子書籍リーダー「WeFound 文房」のメ

ーカー。方正集団（北京大学持株 70％、そ

の他 30％）の傘下企業。デジタル出版及び

モバイルマルチメディアのハード・ソフト

サプライヤ。製品にはモバイル出版や発行

システム（読者端末）及びリーダー端末が

ある。 

方正国際軟件有限公司 
電子書籍複製資

格 

ネットや携帯電話の漫画業務に力を入れ

ており、すでに国内外から漫画版権が授権

されている。主な携帯電話漫画業務は、携

帯端末ユーザーに漫画ダウンロードサー

ビスを提供。 

広州金蟾軟件研発中心有

限公司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

電子書籍リーダー「易博士」のメーカー。 

読者甘粛数碼科技有限公

司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

読者出版集団有限公司の傘下企業。月発行

1,000 万部の雑誌『読者』を有する。電子

書籍リーダー「読者電子ブック」シリーズ

を販売。 

甘粛人民出版社 
電子書籍出版資

格 
「読者出版集団有限公司」の傘下企業。 

上海盛大網絡発展有限公

司 

電子書籍複製資

格、電子書籍総

発行資格 

オンラインゲーム大手の盛大ネットワー

ク傘下企業。「盛大文学」をはじめとし、

これまでに多くのネットオリジナル文学

サイトを買収してきた。専用リーダー

「Bambook」を販売。 

上海人民出版社 
電子書籍出版資

格 

1951 年に設立。各学科の専門書を出版す

る総合出版企業。主に哲学、社会科学、政
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企業名 取得資格 備考 

治、法律、経済、管理、歴史等学術専門著

書や大衆図書を出版。上海世紀出版股份有

限公司傘下。 

上海世紀創栄数字信息科

技有限公司 

電子書籍複製資

格 

上海世紀出版股份有限公司と香港世紀創

新数字有限公司による合弁企業。上海世紀

出版股份有限公司傘下組織には上海人民

出版社、尐年児童出版社、上海科学技術出

版社、上海教育出版社、上海訳文出版社、

上海辞書出版社、上海古籍出版社、学林出

版社、上海遠東出版社、上海科技教育出版

社、上海書店出版社、格致出版社、上海世

紀出版股份有限公司外語教育図書分公司、

北京世紀文景文化伝播有限公司、辞海編纂

処、漢語大詞典編纂処、英漢字大辞典編纂

処等 17 機関がある。50 の雑誌を出版。こ

のほか音楽映像出版社 3 社、電子出版社 3

社、ネット出版卖位、教育出版企業を傘下

に有す。 

湖单省青苹果数拠中心有

限公司 

電子書籍複製資

格 

電子出版物、デジタルアーカイブの開発、

販売を行う企業。発行権を有している製品

には人民日報、光明日報、申報等の国内主

要な新聞紙の電子版、毛澤東や鄧小平、江

沢民等の共産党有力者の著作物、及び数万

もの電子図書書籍を有する。2010 年 10 月

10 日中国新聞出版総署が交付する「インタ

ーネット出版許可証」を取得した。 

北京漢龍思琪数碼科技有

限公司 

電子書籍複製資

格 

北京市漢龍实業有限公司の子会社で、デジ

タルアーカイブ、デジタル図書館、デジタ

ル情報館情報技術サービスを提供してい

る。ソフト商品に「図書デジタル化加工シ

ステム」がある 

天津津科電子系統工程有

限公司 

電子書籍複製資

格 

電子書籍リーダー「翰林」を販売。单開大

学と香港寵進集団による合弁ハイテク企

業。電子書籍や情報プラットフォーム、端
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企業名 取得資格 備考 

末及び各種ソフトの研究開発を行ってい

る。 

人民出版社 
電子書籍出版資

格 

総合出版会社で、主に哲学、社会科学系の

書籍を出版するとともに中国共産党や中

国政府の政治関連書籍を出版する中国を

代表する出版社。  

中国教育図書進出口公司 
電子書籍輸入資

格 

国有企業である中国教育出版伝媒集団有

限公司の傘下企業。 

中国国際図書貿易総公司 
電子書籍輸入資

格 

中国国際出版集団傘下。国内最大の書籍輸

出入企業。 

北京中科進出口有限責任

公司 

電子書籍輸入資

格 

中国科学出版集団傘下企業。書籍輸出入及

び版権貿易に従事。 

上海外文図書公司 
電子書籍輸入資

格 

中国で初めての地方の図書輸出入企業。中

国出版対外貿易総公司傘下。 

出所）日綜調べ 

 

新聞出版総署のホームページ上に掲載されている記事によると、上記の 1 回目の電子書

籍関連業務従事者に認定された企業はいずれも中国で一定の知名度があり、社会的イメー

ジも良好な企業である18。 

 

これを見ると、中版集団数字伝媒有限公司、人民出版社、中国図書進出口（集団）総公

司の 3 社は中国国内最大、かつ国有企業である中国出版集団傘下の企業であり、輸入資格

を取得している企業はいずれも国有企業といってよい。そのほか電子書籍リーダーを販売

する大手企業各社が複製資格を取得しており、まずは業界の規範（モデル企業）となるよ

うな大手企業を認定していることがわかる。 

さらに電子書籍大手の上海盛大が、もともとはネットゲームなどのアミューズメントか

らスタートした企業である以外、電子書籍リーダーメーカー、図書関連ソフト企業、伝統

的紙媒体出版・発行業に区分できる。特に電子書籍リーダーメーカーは、電子書籍コンテ

ンツを書籍リーダー本体にプリインストールした形で販売することが多いことから、複製

資格を取得している。 

 

 

                                                   
18 新聞出版総署ウェブサイト「21 家企業獲首批電子書相関業務資質」2010 年 11 月 5 日 

http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1025/201011/705697.html 

http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1025/201011/705697.html
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先の新聞出版総署のホームページに掲載された記事によれば、新聞出版総署は業界参入

及び業界管理を今後強化するとしている。つまり、現時点で資格を取得していない既存企

業については、法的な制約が多々課せられることとなり、新規参入には資格を取得しなけ

ればこれらの業務に携わることはできないだろう。 

ただ現实問題として、これらの電子書籍従事者資格がある程度明確になったのは 2010 年

後半に入ってからで、上に掲げた資格取得企業はいずれも「知名度が高く、企業イメージ

もよい企業」であり、このようなところから資格を交付しているともいえる19。現時点では

すでに参入、展開しているけれども資格はまだ取得できていない既存企業も尐なからずあ

り、現在は資格を取得していなくとも今後資格を取得できる可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

19 同前 
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3. 電子書籍のビジネスモデル 

 

3.1. 基本状況及び現状 

 

3.1.1. 電子書籍 

中国において電子書籍コンテンツは紙書籍の 2 分の 1 から 3 分の 1 程度の価格にてネッ

ト上で販売されている。購入者は、クレジットカード等を通じて料金を支払い、ダウンロ

ードすればオフラインで読むことができるようになる。ダウンロードした書籍データは、

通常の完結しているものもあれば完結していないものもある。また、オンラインで読むこ

とのできる連載文章とは異なり、出版されている紙書籍と同時に掲載される電子版もある。

紙書籍の「電子版」を読むにあたり課金され、ディスクで販売することのできる DVD 形式

の書籍とは異なり、電子書籍はその性質上ほとんどがネット上での販売の扱いとなってい

る。 

『中国信息年鑑』の「中国信息化発展総述 2009」によると、2008 年末時点において、中

国には 578 社の書籍出版社があり、うち 90％が電子書籍を出版する事業に携わっていると

いう記述がある。また、辞書などの専門図書を出版する出版社の中には、自ら持つ図書コ

ンテンツリソースを利用してオンライン検索機能などのサービスを提供している会社もあ

る。特に大手の専門図書出版社が出版するような書籍は、通常の小説や書籍とは違って、

専門用語の辞書等が極めて多い。その出版社が開設している会員制ウェブサイトに登録す

ればこうした資源を利用して素早く検索を行うことができる。例えば中国大百科出版社20は

知識ベースの検索サービスを行っている。キーワードで検索すると検索結果として本文の

一部が現れ、さらに読み進める場合には費用が発生するというものである。利用者一人当

たりが費やす金額は高くないものの、閲覧できる範囲にもよるが、同サイトの場合だと月

間 20～300 元のプランがある。また、中国社会文献出版社が開発した白書データベースは

2008 年から 2010 年までにそのデータベースのアクセス総数は 396 万回数に達しており、

一定の規模に達しているといえる21。 

そのほか代表的なものとして、中国国家図書館のデータベースである中国国家デジタル

図書館や中国科学院国家科学図書館のデータベースである中国科学文献サービスシステム

がある。 

                                                   
20 http://www.cndbk.net/EcphOnLine/index.html 
21中国社会科学網「中国社会科学院数字出版平台即皮書数字庫発布会召開」2011 年 3 月 18 日 

http://www.cssn.cn/news/150052.htm 
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図 2 中国国家デジタル図書館のウェブサイト（http://www.nlc.gov.cn/） 

 

 

 

図 3 中国科学文献サービスシステム（http://sdb.csdl.ac.cn/） 

（中国科学院国家科学図書館版権所有） 

 

3.1.2. 携帯電話向けの書籍配信 

中国科学技術市場コンサルティング、易観国際の統計データによると、2010 年第 4 四半

期における中国携帯電話電子書籍市場のアクティブユーザー数は 2 億 3300 万人に達した。

2010 年 4 月に中国出版科学研究所より発表された「第 7 回中国国民読書調査」でも、イン

ターネット、携帯電話、電子書籍リーダーなどを利用して読書する習慣が普及してきてい

るという結果が出ている。デジタル出版物の利用率は 24.6%で、そのうち、オンライン読

書の利用率が最も高く 16.7％、その次が携帯電話の利用で 14.9%であった。 

http://www.nlc.gov.cn/
http://sdb.csdl.ac.cn/
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中国で「携帯電話電子書籍」と呼ばれているのは携帯電話で読まれる書籍コンテンツの

ことであるが、中国新聞出版研究院の郝振省氏22が発表した『2011 年国内数字出版発展趨

勢予測』23によると、携帯電話を使って閲覧している人の約 30%が小説を閲覧したり、ネッ

トサーフィンをしており、2010 年の携帯電話閲覧市場は 30 億元に達するとのことである。

また、2011 年には携帯電話閲覧市場の販売規模は 45 億元に達し、アクティブユーザーは

2 億 7200 万人に達すると予測している。 

 

電子書籍の業界において、2009 年は、「電子書籍元年」と呼ばれるほど、電子書籍が著

しく発展した 1 年であった。当時、最も普及していたビジネスモデルは電子書籍を携帯電

話で読むというものであった25。3G 普及のスピードもまだまだといえるが、それでも携帯

電話向けの書籍配信の発展に大きな変化ももたらした。2008 年初めに方正グループは、天

津科技出版社、中国対外翻訳出版公司、携帯端末のメーカー多普達と連携して、携帯端末

向け書籍出版の事業の展開を開始した。また、多くの文学小説のウェブサイトも携帯端末

への書籍配信の事業を開始した。2009 年にはオリジナル小説で有名になった大手小説サイ

トである盛大は、携帯電話小説コンテストを開催し、これを通じて多くの携帯電話小説の

作者を市場に送り出した。その後、盛大文学は中国の携帯電話市場で最大シェアを誇るノ

キアと提携して、携帯電話小説『あなたのメールを読んだことがある（原題『我読過你的

郵件』）』を発表した。電子書籍リーダーに比べて携帯電話はその名のとおり携帯しやす

く、交通機関での移動中でも読みやすい。さらに携帯電話の大画面化が進むにつれ提供で

きるコンテンツも広がり、携帯電話の強みがさらに大きくなったといえる。 

 

3.1.3. 電子書籍リーダー 

2008 年年末に、漢王科技社が国内初の電子書籍リーダー端末の販売を開始し、2009 年に

は年間で約 50 万台を売り上げた。易観智庫の報告26によると、2010 年には 106 万 6900 台

が販売され、大幅に売り上げを伸ばしていることがわかる27。 

 

3.1.3.1. 端末機を主導とするビジネスモデル 

2008 年の漢王科技の中国国内初の電子書籍リーダーの販売を契機に、中国でも電子書籍

リーダーの販売が盛んになってきている。多くの企業はコンテンツの販売よりもむしろ端

末機である電子書籍リーダーの販売を主導とするビジネスモデルであった。漢王は電子書

                                                   
22 中国新聞出版研究院院長兼党委書記、中国期刊協会常務理事、中国出版工作者協会常務理事、中国編集

学会副会長。 
23 http://www.bkjpress.com/Html/Article/20110128/7614.html 
25 代表的なものとしては百閲軟件（http://www.byread.com/）がある。 
26易観智庫ウェブサイト「2010 年第 4 季度中国電子閲読器銷售 31.78 万台」2011 年 2 月 9 日 

http://www.eguan.cn/cache/1338/96945.html 
27 清科研究センター『2010 年第三季度中国電子閲読器市場研究報告書』 

http://www.byread.com/
http://www.eguan.cn/cache/1338/96945.html
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籍リーダーでトップシェアを占めており、最も多くの利用者を有しているものの、同社へ

のヒアリングによると、今後さらに展開を図っていく上ではコンテンツがポイントになっ

ていくと考えているとのことである。現在販売している漢王電子書籍リーダーには 3,000

冊の書籍がプリインストールされており、購入後にも漢王書城という漢王電子書籍リーダ

ー専用の電子書籍ダウンロードサイトで提携している出版社より提供された十数万冊の電

子書籍のダウンロードをすることができる。トップページを見る限りではコンテンツのダ

ウンロードは有料だが、中には無料で提供されているものもある。 

 

 

図 4 漢王ウェブサイト（http://www.hw99.com/） 

 

 

 

図 5 漢王書城ウェブサイト（http://www.hwebook.cn/） 

 

 

 

コンテンツ配信に伴う収益分配だが、漢王へのヒアリングによると、同社は提携する出

版社と 2 対 8 で分配している。出版社はその取り分から作者に対して分配を行う。イメー

ジは次のとおりである。 

 

 

http://www.hw99.com/
http://www.hwebook.cn/
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図 6 漢王の収入分配スキーム 

 

漢王はこのような条件で、すでに全国に 600 社近くある出版社の 3 分の 1 からコンテン

ツの提供を受けている。これにより端末機メーカーである漢王が、端末のみならずユーザ

ーに対して安定的かつ大量の電子書籍コンテンツを提供することが可能となっている。 

 

2010 年第 3 四半期の調査によると、電子書籍リーダー市場において漢王は最大のシェア

を占めているが、第 2 四半期の 72.84%から第 3 四半期の 71.5%に下がっているが、第 3 四

半期における売上台数は 17.84 万台で、前期よりも 1 万台多く、伸び幅としても増加して

いる28。 

 

図 7 2010 年第 3 四半期電子書籍リーダーブランド別売上台数及びシェア（卖位：万台） 

 

出所）清科研究センター『2010 年第三季度中国電子書籍閲読器市場研究報告書』 

注：盛大は 2010 年 9 月 28 日より販売開始。 

 

                                                   
28 清科研究センター『2010 年第三季度中国電子書閲読器市場研究報告書』 

収益 

100 

漢王 

20 

出版社 

80 

作者 

（出版社より分配） 
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現在、中国の電子書籍リーダー市場には、漢王のほか、台電、盛大、文房、ニューマン

（Newsmy）、易博士、愛国者（aigo）、OPPO、華為等の 40 以上のブランドがあるが、

電子書籍リーダーを生産する企業の増加に伴う競争の激化により、今後は淘汰が進むこと

が予想される。2011 年 11 月に新聞出版総署は、電子書籍リーダーの複製資格を持つ企業

のリストを発表したが（前章 2.3 参照）、大手電子書籍リーダーの販売を行っているほとん

どの会社がその資格を取得した。この資格を取得することで電子書籍の複製及び発行が可

能となっている。 

 

 

       

漢王電子書籍リーダー-F20         盛大電子書籍リーダー－Bambook 

 

図 8 （漢王ウェブサイト及び盛大ウェブサイトより） 

 

 

3.1.3.2. コンテンツを主導とするビジネスモデル  

電子書籍市場には、前述の漢王のような端末機の販売を中心に展開する企業がある一方

で、電子書籍コンテンツを主導とするビジネスモデルで運営している企業もある。その代

表的な企業として盛大が挙げられる。盛大へのヒアリングによると、同社のオリジナル文

学は、インターネットで提供される書籍市場において 90%近くのシェアを占めている29。ま

た、2010 年 5 月に同社の首席版権官、周洪立氏の発言30では「2010 年 5 月の時点で 93 万

人分のオリジナル文学の作者及び 300 万部の作品を擁している。これまでにも同社は、合

併や買収等の手段を通じて 5 社以上のオリジナル文学サイトを自社の傘下にしており、そ

の結果、500 億文字のオリジナル文学を持つことになり、毎日 6,000 万文字の更新コンテン

                                                   
29 2010 年 6 月 4 日付騰訊網 http://games.qq.com/a/20100604/000506.htm にも同様の記述あり。 
30 「小説閲読網与吉林大学進行簽約合作」という調印式でのコメント。 
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ツを提供することができるようになった。今ではオリジナル文学サイトも 10 社以上にまで

増加しており、盛大のサイトの読者は、極めて安い価格で最新のオリジナル文学を電子書

籍リーダーで読むことができるようになった。」という。 

 

 

図 9 盛大のウェブサイト：http://www.snda.com/cn/index.aspx 

 

 

 

図 10 盛大在線のウェブサイト：http://www.sdo.com/ 

 

同社はウェブサイトでの書籍コンテンツの提供のみならず、オリジナルの電子書籍リー

ダーも販売している。読者はウェブサイトで購入したコンテンツを電子書籍リーダーで閲

覧する。しかしながら、大量の文学サイトの利用者がいるとはいえ、同社の電子書籍リー

ダーの販売数がこれに伴って増加するとは言い切れない。なぜなら、サイト利用者は若年

層が多く、高額な電子書籍リーダーの購入は難しいと考えられるからだ。 

http://www.snda.com/cn/index.aspx
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表 6 電子書籍リーダー価格比較 

 漢王 愛国者 ニューマン 艾利和 易博士 台電 

値段  

（元/台） 

1183～ 

3384 

2100 1050 2044 1109 956 

出所）蘇寧易購（蘇寧電気のネット販売サイト）31 

 

こうした状況を打破するため、2010 年 9 月 28 日に、盛大は 998 元の電子書籍リーダー

の Bambook の販売を開始した。こうして電子書籍のコストパフォーマンスを争う時代にな

った。ネット販売サイトのタオバオ（淘宝網）が電子書籍リーダーの販売台数について 2011

年 2 月 25 日から 3 月 3 日までの一週間について統計をとったところ、盛大の Bambook の

売上は漢王の 2 倍近くにまでなっており、国内電子書籍リーダー市場のトップに躍り出て

いる。 

 

 

図 11 電子書籍リーダーの淘宝網におけるブランド別売上台数 

出所）淘宝網の統計データ32 

 

 

同社のコンテンツ配信に伴う収益分配は、盛大と提携出版社が 5 対 5 の比率で分配して

いる。出版社はその取り分から作者に対して分配を行う。イメージは次のとおりである。 

                                                   

31 http://www.suning.cn/webapp/wcs/stores/servlet/trd_10052_10051_1_20107_9264_.html 

32 清科研究センター『2010 年第三季度中国電子閲読器市場研究報告書』 
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図 12 盛大の収入分配スキーム 

 

同社へのインタビューによると、コンテンツの調達については、紙書籍の販売ランキン

グのトップ 1,000 の中から選択してデジタル版権を購入しているとのことであった。 

 

3.1.3.3. 通信キャリアを主導とするビジネスモデル 

携帯電話通信キャリア各社は一般消費者への配信手段を保有しており電子書籍業界では

有利な立場にある。2008 年末に、中国移動通信（チャイナモバイル）は浙江省で携帯読書

基地と呼ばれるモバイル図書を専門としたビジネス拠点を設置した。2009 年 10 月に開始

された同社開発の「手機閲読」33というサービスが浙江省や広東省など 8 省でテストが行わ

れた。四ヶ月のテスト期間でこのサービスにアクセスしたユーザーは、3,000 万人に達した。

その後 2010 年 5 月時点で、「手機閲読」の端末対応機種は 403 種類、電子書籍リーダーは

8 種類、提供図書コンテンツは 6 万冊に到達した。最も人気があったコンテンツは 2 億 3

千万回もダウンロードされたという34。「手機閲読」の課金方法は二種類ある。一つが、書

籍の 1 冊または章節ごとに購入する方法、もう一つが 1 ヶ月使い放題のプランで、料金は

次のとおりである。 

 

1 冊または章節ごと購入 1 ヶ月使い放題プラン 

1 冊：1-10 元 

章節ごと：0.04-0.12 元 

3 元または 5 元 

 

 

5 元の使い放題プランでは、50 冊程度の書籍を読むことができる。また、現在のところ携

帯読書機能を利用する場合の通信料金（パケット料金）は発生しないサービスとなってい

る。 

 

このサービスに参加している企業は、中国移動通信（通信キャリア）、卓望（無線デー

タ業務会社）、華為（電信設備生産販売会社）、盛大（コンテンツ配信会社）等があり、

                                                   
33 http://10086.cn/newbusiness/personal/study/yd/ 
34 单方都市報「中国手機閲覧服務開始」 2010 年 5 月 17 日 

収益 

100 

盛大 

50 

出版社 

50 

作者 

（出版社より分配） 
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卓望は運営管理を担当、華為は技術を担当、そして盛大はコンテンツを提供するというよ

うに役割を分担している。 

 

易観国際の統計によると、2009 年第 4 四半期に携帯電話で読書や各種情報を読む利用者

は、1 億 5900 万人に達し、前年同期比 20.62％の増加となった。常にこうしたサービスを

利用しているユーザーは 6,561 万人で、前年同期比 20.01%の増加であった36。携帯電話を

利用して、読書だけでなく、他のユーザーとの交流もできるプラットフォームの構築を目

指している企業もある。单京に本社がある百閲（Byread）という企業の携帯電話の読書プ

ラットフォームは、読書だけではなく、携帯電話の SNS を通じ、利用者が書評やコメント

を発表したり、同じコンテンツに興味を持つ他の利用者と交流したりすることができるよ

うなサービスを提供している。2006 年 6 月に、同社が読書関連の SNS システムを立ち上

げた後、2010 年末には、その閲覧ソフトの利用者は 4,500 万人となり、そのうちの 2,500

万人がこの閲覧ソフトを利用して SNS の登録者になった37。 

 

この他、2011 年 1 月 17 日に「新華頻媒」という中国国内初の電子閲覧運営のためのプ

ラットフォームがスタートした。新華頻媒は新華社と大唐電信が電子閲覧分野において、

デジタルコンテンツ配信を巡る産業チェーンを構築するためのプロジェクトである。コン

テンツとしては、新華社のニュース、世論情報、経済分析レポート、経済関連調査データ

などがあり、雑誌、書籍の電子版もある。これは新華社新聞情報センターに属する北京新

華多媒体数拠有限公司と TD-SCDMA の開発を行った大唐電信科技股份有限公司が共同で

設立した北京新華瑞徳電子閲読技術有限公司が運営している。 

 

新華瑞徳は、携帯使用者をメインに、同じコンテンツ及びサービスを提供する。利用者

は、24 時間リアルタイムで中国の通信社である新華社のニュース情報を読むことができる。

配信するコンテンツは、『新華社消息』（ニュース）、『新華図片報』（写真）、『新華

晨報』(朝刊)、『新華視点』（評論）、『網絡熱点』（インターネット関連ニュース）、『休

閑生活』（娯楽レジャー情報）などの文字及び画像である。この他にも金融経済情報、世

論調査、価格調査等の専門情報も配信している。その他、他の新聞出版機関と提携し、ニ

ュース情報、新聞情報、雑誌、図書等の内容をクリッピングして、各分野のユーザーに対

して、ニーズに合わせた情報も発信できる38。いくら電子書籍リーダーが小型化したものが

あるといっても、手軽さではすでに普及しておりユーザーを囲い込んでおり、かつ利便性

の面で携帯電話を上回りがたく、電子書籍リーダーの強大なライバルになることが考えら

れる。 

                                                   
36 中国企業報「工信部力助産業標準統一 今年電子閲読器市場将井噴」2010 年 2 月 22 日  
37  読書 SNS サイト 百閲 www.byread.com 
38 新浪科技「新華瑞徳数字平台開始運営》2011 年 1 月 18 日  

http://www.byread.com/
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図 13 携帯電話で見る新華瑞徳の画面      図 14 電子書籍リーダー

（Airpaper）                  での購入画面（端末とのバインディ  

                      ングのために携帯電話番号の入力が 

            要求される） 

 

コンテンツ配信に伴う収益分配については、通信キャリアと連携する出版社は、4 対 6 で

分配している39。出版社はその取り分から作者に対して分配を行う。イメージは次のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 通信キャリアの収入分配スキーム 

 

 

 

 

 

 

                                                   
39 通信キャリアが中国移動通信の場合、分配比率は 6:4 と逆転する。 

収益 

100 

通信キャリア

40 

出版社 

60 

作者 

（出版社より分配） 
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表 7 電子書籍リーダーと携帯電話による閲覧の対比 

 電子書籍リーダー閲覧 携帯電話閲覧 

画面 大 小 

文字 明晰 弱光のもとで明晰 

電力消費 極めて小さい 小さい 

連続使用 数日 数時間 

端末メーカーの収益性 高い 海賊版の影響を受けやすい 

携帯性 ふつう 高い 

電子書籍フォーマット 一般的にはメーカーの専用フ

ォーマット 

各種フォーマットに開放、専用

フォーマットは尐ない 

電子書籍資源 尐ない 多い 

その他用途 なし 通信、ゲーム、PDA 等 

支払い オンライン支払い 携帯電話支払い、オンライン支

払い 

価格 高い 

（Bambook が 1000 元以下で販

売されているものの、2000 元前

後するものも多い） 

価格幅が大きい 

（数百元程度から 5000-6000 元

程度と幅広い） 

出所）中国図書商報社、読吧網『2008 電子図書発展趨勢報告』より 

 

 

3.1.3.4. 伝統的な出版業界 

2004 年 4 月、国家新聞出版総署は、出版企業の出版体制改革に着手し、人民出版社以外

の出版社の「経営型企業への転換」を進めている40。これは、出版業界は従来、出版社は全

て国営の事業型企業41、つまり営利企業ではなかったのだが、今後は市場ニーズに基づき経

営し、営利型企業への転換を求められるということである。2010 年 7 月 20 日に開催され

た「中国数字出版年会（中国デジタル出版年度総会）」において、2009 年の中国デジタル

出版産業の総生産額が 779 億 4000 万元に達し、初めて伝統的な出版物の総生産額を上回っ

た42という発表がなされた。しかしながら、電子書籍がデジタル出版産業に占めるシェアは、

それほど大きくない。最も大きなシェアを占めているのは、携帯電話出版やオンラインゲ

ームの出版である。下表は具体的にカテゴリー毎のデジタル出版総生産高の規模を示すも

                                                   
40 中国情報化雑誌「数字出版――中国出版行業改革」 2011 年 1 月 18 日 
41 社会公益目的のために、国家機関が興す、またはその他組織が国有資産を利用して興す、教育、科学技

術、文化、衛星等の活動に従事する社会サービス組織のことをさす。 
42 新聞出版総署「2010 年中国数字出版産業総額超過 1000 億元」2010 年 7 月 20 日 
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のである43。なお、繰り返しになるが、この統計数値は『最新中国新聞出版産業分析報告』

に基づいたものであり、2.1.3 で言及したように『中国電子図書発展趨勢報告』と比べると

多くのカテゴリーが含まれているため、数値の面において大きく乖離している。 

 

表 8 電子出版総量規模 

卖位：億元 

業務別 総生産額 営業収入 利益総額 

携帯電話出版 314.00 314.00 25.10 

オンラインゲーム 256.20 256.20 20.48 

デジタル雑誌 6.00 6.00 0.48 

電子書籍 14.00 14.00 1.12 

新聞（デジタル版） 3.10 3.10 0.25 

ネット広告 206.10 206.10 16.48 

合計 799.40 799.40 63.91 

出所）新聞出版総署「2009 年新聞出版産業分析報告 摘編」 

 

デジタル出版の発展に従い、伝統的な出版社もその波に乗ってデジタル出版に着手し始

めた。コンテンツを持っている出版社にとって、書籍の電子版の作成は印刷や製本、輸送

コストがない分、紙書籍よりも初期投資を必要としない。莫大な正規版のコンテンツ（出

版版権）を持つ出版社側社は、コンテンツホルダーとして電子書籍リーダーへの配信はも

ちろん、携帯電話、図書館や研究機関等のエンドユーザー、出版された紙書籍のデータベ

ースの構築などの配信手法で、コンテンツを提供することができる。コンテンツを外部企

業に提供する場合の契約形態は多くが権限委譲の形式であり、収益分配は、業界によって

も形態や比率が異なる。ある出版社では書籍コンテンツデータベース構築に注力している。

電子書籍に書籍データを提供するだけでは、読書機能を提供するだけに過ぎないが、デー

タベースは検索機能を備えており、情報をさらに簡卖に獲得して、ユーザーのニーズに応

えるサービスも提供できるからである。 

 

中国社会科学院数字内容編集部によると、デジタル出版業界において、最大手クラスの

出版社の売上は 3 億元程度であり、そのうちの 70％がデータベースからの収益になってい

るという。 

 

 

 

                                                   
43 新聞出版総署『2009 年新聞出版産業分析報告』 2010 年 7 月 27 日 
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3.1.3.5. 中国コンテンツ及び日本コンテンツの配信事例 

電子書籍コンテンツの多くは、すでに紙書籍で出版された書籍コンテンツの電子版と電

子書籍用に制作されたオリジナル文学の二つに大別される。出版される紙書籍の電子版の

提供は、出版会社側からの提供に限られる一方で、オリジナル文学は作者が随時書き下ろ

していく性質上、オリジナル文学のほうが数は多い。ただし、出版される紙書籍の電子版

は、編集者のチェックを経た上で出版されるものであるため、コンテンツの質については

保証されている。また、コスト、人件費、販売ルート等を鑑みれば、電子版を提供するこ

とは、出版社側にとっても望むべき方向であるといえる。 

 

一方で、コンテンツ制作能力を有していない電子書籍リーダーメーカーや通信キャリア

といった企業は、魅力的なコンテンツを提供し続けなければユーザーを惹きつけられない

ため、優良なコンテンツを提供できる出版社提携を模索している。また、コンテンツの量

だけでなく質も重要であるため、コンテンツを巡って各メーカーが出版社の囲い込みやプ

ラットフォーム構築を行っている。電子書籍リーダーメーカーの最大手である漢王へのヒ

アリングの中で、コンテンツ制作よりも、様々な読書サービスが提供できるプラットフォ

ーム構築の技術開発に専念することを強調している。コンテンツ制作については外部企業

からの提供を主とし、全国に 600 社近くある出版社の 3 分の 1 と契約を締結し、コンテン

ツ提供の安定性を確保している。これに対してコンテンツ制作に重点を置く盛大は、オリ

ジナル文学の 90％のコンテンツを保有しており44、コンテンツ提供能力においては圧倒的

な優位性を持っているといえる。しかも盛大の電子書籍リーダーの販売数もトップの漢王

に迫る勢いにあり、コンテンツの版権を保有していることが市場を拡大する上で大きな役

割を果たしているといえる。極論すれば、仮に電子書籍リーダーそのものが、時代の流れ

により消えていったとしても、コンテンツを有していれば他のプラットフォームでコンテ

ンツを配信することができ、収益を得ることができるのである。 

 

出版社は紙書籍等の伝統的出版物の電子版（版権）のほとんどを保有しており、電子書

籍リーダーメーカー、通信キャリアの運営サイト、電子図書館などに版権を販売する一方

で、自らも電子版のデータベースの構築にも力を入れている。データベースの構築は、コ

ンテンツを集めるにも余分なコストもかからず、データの更新を行いさえすれば研究機関

を含むユーザーのニーズがなくなることはない。一方で、電子書籍の販売価格も紙書籍の

約 3 分の 1 程度であることから収益性もそれほど高くない。データベースの販売価格も、

コンテンツ、研究性の有無によって異なるが、今般ヒアリングを行った出版社ではコンテ

ンツ内容が経済白書、研究報告のような非常に専門的なものであることや、文字数も多い

ことから、そのデータベースを 5～15 万元程度で販売しているという。紙書籍の電子版の

                                                   
44騰訊網「盛大文学産業鏈布局基本完成 占領 90%市場」2010 年 6 月 4 日

http://games.qq.com/a/20100604/000506.htm  

http://games.qq.com/a/20100604/000506.htm
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販売よりもデータベースの販売に魅力を感じており、今後もこの方向で伝統的な出版産業

の行方を探っていきたいということであった。 

 

各社にインタビューした結果、日本のコンテンツ関連企業との提携については、中国の

電子書籍市場の多くの企業が意欲を示している。提携分野としては漫画に非常に興味を持

っていることが伺えた。その理由として挙げられたのは次のとおりである。 

 

表 9 漫画コンテンツの優位性 

翻訳の問題 
一般書籍と異なり、漫画の場合は翻訳量が尐なく、翻訳に要す

る費用を節減でき、翻訳の質による影響が尐ない 

理解しやすさ 
漫画は文字よりも絵でストーリーを語っており、中国の読者に

とっても容易に理解することができる 

画面構成 
漫画の画面構成のサイズは、電子書籍リーダーにも合わせるこ

とが容易である 

日本の漫画コンテンツ

の人気の高さ 
中国での日本の漫画人気は根強い 

出所）ヒアリングを元に日綜作成 

 

以上の理由から、大手の電子書籍リーダーメーカー各社は、日本製コンテンツの輸入、

特に漫画の輸入について、前向きに考えている。盛大は、高度な複製防止技術や、多くの

会員数45や、版権の保護等の優位性をアピールしながら、日本の出版社等と提携交渉を進め

ているとのことである。 

 

次に、最大手の漢王のコンテンツ確保状況について紹介する。 

2010 年に、漢王科技社は日本の株式会社クリーク・アンド・リバー社（CREEK & RIVER 

Co., Ltd. 以下、C&R 社という）と、戦略的提携契約を正式に締結したという。漢王科技は

日本のコンテンツアグリゲーターである C&R 社と関係を強化している。日本のコンテンツ

の中国輸出ビジネスを強化する C&R 社と日本のコンテンツを確保したいという漢王の両

社の思惑がうまく一致した提携ともいえる。 

                                                   
45小説閲読網を買収する前の 2010 年 2 月時点での登録会員数は 3800 万人。なお、同時点の「小説閲読網」

の登録会員数は 1500 万人。 
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2011 年 3 月 2 日付の C&R 社のプレスリリースによると、日本のコミック 30 タイトルが

3 月上旪より順次配信が開始されることが発表されており、实際に 2011 年 3 月 10 日より、

『サラリーマン金太郎』をはじめ 20 種類の日本漫画を電子書籍向けネットで販売を開始し

た。 

中国の電子書籍リーダーはまだ白黒表示のみの機種が中心であるが、将来的にカラー表

示が可能な電子書籍リーダーが主流となった場合には、化粧品や旅行など日本について関

心の高いテーマの写真なども、導入できるかもしれないと漢王は考えているとのこと。今

後も、同社と日本のコンテンツホルダー側との交流や提携の動きが注目される。 

 

現在、漢王のコンテンツ配信サイトである漢王書城で販売されている日本漫画は、「熱

血漫画」、「ホラー漫画」、「尐女漫画」という 3 つのジャンルに分けられている。 

 

 

図 16 「熱血漫画」類 

出所）漢王書城ウェブサイト（http://comic.hwebook.cn/zhuanti/） 

http://comic.hwebook.cn/zhuanti/
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図 17 「ホラー漫画」類 

出所）漢王書城ウェブサイト（http://comic.hwebook.cn/zhuanti/） 

 

 

図 18 「尐女漫画」類 

出所）漢王書城ウェブサイト（http://comic.hwebook.cn/zhuanti/） 

 

販売価格は、『サラリーマン金太郎』の場合は、紙書籍で 30 元のものが 8 元で販売され

ている。下図にあるように、紙書籍価格 30 元という表示を横線で消して、電子書籍価格は

8 元と比較表示している。 

 

http://comic.hwebook.cn/zhuanti/
http://comic.hwebook.cn/zhuanti/
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図 19 『サラリーマン金太郎』の電子書籍販売画面 

 

以上のような自社販売コンテンツに加えて、漢王では競合企業でもある盛大のコンテン

ツにも対応し始めている。 

 

3.1.4. コンテンツの購入方法 

 ここではコンテンツの購入方法を具体的に説明する。例として、「漢王書城」46、「盛大

在線」47、及び携帯電話でのダウンロード・閲覧が可能な人気サイト「91 熊猫看書」を通

じての購入について紹介する。 

 

3.1.4.1. 漢王書城 

漢王のサイト「漢王書城」から電子書籍を購入する画面について紹介する。 

 

図 20 漢王書城のトップページ（http://www.hwebook.cn/） 

                                                   
46 漢王のコンテンツ販売サイト 
47 盛大の電子書籍配信サイト 

http://www.hwebook.cn/
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購入したい電子書籍のタイトルを選択。 

 

図 21 書籍購入画面 

 

ここでは、『蝸居』という書籍のタイトルを選択。この時点で読者による書籍の評価を

見ることができる。なお、この電子書籍は無償でダウンロードできるコンテンツのため、

価格は 0 元と表示されている。 

 

 

図 22 会員ログイン画面 

 

 

紙書籍の価格と電子書籍

価格の両方を表示し、お

得感をアピール 

読者による評価 
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登録手続き後、元の画面に戻る。購入またはダウンロードをする場合には、次の画面

が出てくる 

 

図 23 シリアル番号入力画面 

 

そして、自身の電子書籍端末（電子書籍リーダー）の機種やシリアル番号の入力を行う。 

決済は、中国の一般的なネットショッピングと同じく「アリペイ」（※中国の大手ショッ

ピングサイトが提供する決済サービス）等を通じたエスクロー決済、ネットバンキング、

プリペイドカードなどに対応。一般的なネットショッピングと異なり着払い決済は存在し

ない。 

 

3.1.4.2. 盛大在線 

次に盛大のサイト「盛大在線」48から電子書籍を購入する画面について紹介する。

                                                   
48 http://www.sdo.com/ 
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図 24 盛大在線のトップページ（http://www.sdo.com/） 

 

 

盛大のウェブサイトでは電子書籍を購入する傘下のサイトとして以下のプラットフォー

ムがリンクされている。 

 

 

図 25 盛大が抱えるコンテンツ提供プラットフォーム（盛大在線トップページより） 

 

最初に名前が挙がっている「雲中書城」は約 300 万冊の版権を有しており、1 日当たり更

新されるコンテンツの文字数は 1 億文字程度に上るという。ここでは「雲中書城」で購入

する場合を紹介する。 

このプラットフォームでは盛大の電子書籍リーダーである Bambook、iPad、iPhone の

三種類の端末に対応したコンテンツが購入できる。 

 

図 26 閲覧できる端末（雲中書城のウェブサイト http://www.yzsc.com.cn/より） 

 

http://www.sdo.com/
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販売価格設定は、定価で販売されるコンテンツと、文字数に基づいて販売されるコンテ

ンツとに分けられる。定価販売のコンテンツは、漢王と同じく「紙書籍の価格」と「電子

書籍の価格」の両方が表示され、価格を比較できるようにしている。文字数で販売するコ

ンテンツは、「1,000 文字当たり 0.03 元から」というような価格設定がされている。この

タイプのコンテンツは小説に多く、読者の反響を見ながら作者が適宜今後のストーリーを

変更しているようなスタイルのものに多い。

 

図 27 販売されている電子書籍の例（雲中書城ウェブサイトより） 

 

 『歩歩驚心』という電子書籍を購入する。 
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図 28 電子書籍販売画面 

 決済すると、ウェブ上の本棚に登録される。 

 

図 29 ウェブ上の本棚 

 

この後は、電子書籍端末または携帯端末にダウンロードすることで閲覧することができ

るようになる。なお、この書籍の閲覧は電子書籍端末は Bambook、携帯端末は Android に

限定されている。閲覧に当たっては Bambook、Android に加えてブラウザで見られるもの

もあり、書籍によって異なる。iPad や iPhone を通じてダウンロードした場合、ファイル

転換ソフトでファイル種類を変換させたうえで他のリーダーで閲覧する必要が出てくる。

現实的には Bambook を通じてダウンロードし Bambook で閲覧するというのが最も便利で

あるといえる。 

 

3.1.4.3. 91 熊猫看書49 

 同サイトは網龍公司が開発した携帯電話の閲覧ソフト（パソコンでも閲覧可能）であり、

iPhone/Windows Mobile/Symbian/Android/M8/Kjava 等の多くの携帯電話プラットフォー

ムで無料（一部で有料コンテンツあり）にて閲覧できるソフトである。毎週 200 を超える

出版社、企業及び個人が同サイトに大量のニュース、雑誌、書籍、小説と漫画を提供

している。2011 年 2 月時点において、毎日 150 万人のユーザーに利用されている。 

 

                                                   
49 http://ks.sj.91.com/ 
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図 30 91 熊猫看書のトップページ（http://ks.sj.91.com/） 

 同サイトでは様々な書籍・雑誌が紹介されている。 

 

図 31 電子書籍販売画面① 

 

ここでは『21 世紀財経』という雑誌を購入してみる。 

 

http://ks.sj.91.com/
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図 32 電子書籍販売画面② 

 

この雑誌は本来、1 回のダウンロードにつき 2 元が必要だが、優待価格として「無料」で

ダウンロードできるようになっていた。 

 

 

図 33 電子書籍閲覧画面 

 

 これは購入後に書籍をパソコンで見た画面。もちろん電子書籍リーダーや携帯電話にダ

ウンロードすることもできる。 
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3.1.4.4. 違法配信及びその対策 

今回の調査にあたり、出版社やコンテンツ販売を行うプラットフォーム企業にヒアリン

グを行ったが、全ての企業で検索エンジン最大手・百度が展開する「百度文庫」50の権利侵

害について何らかの言及があった。「百度文庫」とは、百度が 2009 年 11 月よりサービス

をスタートさせた文書共有プラットフォームである。スタート以後の主な動きは次のとお

りである。 

 

2009 年 11 月 12 日、百度知道文書共有フラットフォームテスト版運営開始。  

2009 年 12 月 8 日、百度知道が「百度文庫」に改称し、一部機能をバージョンアップ。  

2010 年 1 月 16 日、文書数が 20 万部を突破。  

2010 年 3 月 26 日、ブックマーク機能をサポート。  

2010 年 4 月 1 日、文書数が 80 万部を突破。  

2010 年 4 月 8 日、文書数が 90 万部を突破。  

2010 年 4 月 13 日、文書数が 100 万部を突破。  

2010 年 4 月 23 日、文書数が 120 万部を突破。  

2010 年 4 月 29 日、文書大量アップロード機能をサポート。 

2010 年 5 月 13 日、文書数が 180 万部を突破。  

2010 年 5 月 31 日、文書数が 250 万部を突破。  

2010 年 6 月 30 日 12:47、文書数が 3,692,387 部を突破。  

2010 年 7 月 5 日、携帯電話版文庫の運営開始。  

2010 年 7 月 11 日 2：10 、文書数が 4,106,382 部に到達。  

2010 年 7 月 23 日、携帯電話文庫に新ドメインを取得。  

2010 年 7 月 24 日 21：22 文書数が 4,581,295 部に到達。  

2010 年 8 月 31 日 18：06 文書数が 6,152,156 部に到達。  

2010 年 9 月、新機能「文書アルバム」51の運営開始。  

2010 年 9 月 17 日、文書数が 7,000,000 部に到達  

2010 年 10 月 8 日 1：18、文書数が 8,036,350 部に到達。  

2010 年 10 月 26 日午前 3：00 に 900 万部に到達。 

2010 年 11 月 5 日 17：00 に、文書数が 950 万 7000 部に到達。  

2010 年 11 月 27 日 13:43 に、文書数が 11,594,898 部に到達。  

2010 年 12 月 28 日 18:45 に、文書数が 14,504,290 部に到達。  

2011 年 3 月 19 日 19：52 に、文書数が 2000 万部を突破、20,231,055 部に到達。 

出所）「百度百科」ウェブサイト（http://baike.baidu.com/view/3066550.htm） 

 

                                                   
50 http://wenku.baidu.com/ 
51 スレッドタイトル別に文書を保存する機能。 

http://baike.baidu.com/view/3066550.htm
http://wenku.baidu.com/
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このように、百度文庫にアップロードされた文書数は、猛烈なスピードで増加している。

また、百度文庫はポイントサービス制のコンテンツ運営を行っている。ユーザーは、文章

のアップロードを通じて、ポイントを取得することができる。また、文書をダウンロード

するにあたり、無料でダウンロードできる文書もあれば、ポイントが必要な文書もある。 

 

 

図 34 百度文庫のトップページ 

 

百度文庫はこのように、ポイント制が一部導入されているものの、基本的にはほとんど

のコンテンツが無料でダウンロードできるサイトである。また、アップロードされている

コンテンツは正規に版権を取得したものではないものが大半ということもあり、以前から

中国国内外で問題視されていた。今回の調査でヒアリングを行った出版社やコンテンツ販

売プラットフォーム各社もこうした状況に懸念を示しており、批判的なコメントが多く挙

がった。報道によると百度側はこの抗弁として以下の『情報ネットネットワーク配信権保

護条例』52を挙げている。（以下、仮訳） 

 

第 22 条 

ネットワークサービス提供者がサービス対象のために情報記憶空間を提供し、サービス対

象に情報ネットワークを通じて公衆に作品、パフォーマンス、録音録画製品を提供するの

に供し、かつ以下の条件を具備する場合、賠償責任を負わない。 

（中略） 

（三）サービス対象が提供する作品、パフォーマンス、録音録画製品が権利侵害している

ことを知らず、知るべき合理的な理由もない。 

                                                   
52 国務院令第 468 号：2006 年 5 月 18 日公布、同年 7 月 1 日施行 
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これを盾に百度側はアップロードされた文書に対する責任がないものと主張していた。 

この他、以下の『最高人民法院：コンピュータネットワーク著作権に関係する紛争案件

審理の適用法律の若干問題に関する解釈』53でも同様の内容が言及されている。（以下、仮

訳） 

 

第四条 

コンテンツサービスを提供するネットワークサービス提供者は、ネットワークユーザーが

ネットワークを通じて他者の著作権を侵犯する行為を实施していることを明らかに知って

いる、または著作権者が確かな証拠のある警告を提出するものの、なおも侵犯内容を取り

除く措置で権利侵害の結果を除去することを行わない場合、人民法院は民法通則第 130 条

の規定に基づいて、当該ネットワークユーザーとの共同権利侵犯責任を追及する。 

第六条 

ネットワークサービス提供者は他社の著作権の技術保護措置を故意に避ける、または破壊

する方法、設備または材料を専門的に使用していると明らかに知っており、しかもアップ

ロード、配信、提供する場合、人民法院は当事者の訴訟請求及び具体状況に基づいて、著

作権法第四十七条第（六）項の規定に依って、ネットワークサービス提供者の民事権利侵

犯責任を追及する。 

 

こちらも同じく、サービス提供側が権利侵害している作品だと明らかに知っている場合

で、相応の処置を行わなかった場合に限り、権利侵害の罪に問われるというものである。 

 

しかしながら、2011 年 3 月 15 日54に中国の有名作家 50 名が、百度文庫を非難する文書

『三一五百度非難書』を共同で発表したことが話題となった。同文書の内容は無断コピー、

版権侵害、違法掲載等を非難するものであり、百度文庫は作家の作品を盗んで無料で公開

しており、「人類有史以来最大の海賊版行為」と痛烈に批判を行った出版社もあった。 

 

2010 年 10 月には盛大文学の候小強 CEO は「盛大文学が版権を保有する有名小説のうち

95%以上が百度文庫に無断でアップロードされ、年間 10 億元以上もの損失を被っている」、

「百度文庫が死ななければ、中国オリジナル文学は必ず滅びる」とまでコメントしている。

                                                   
53 2000 年 11 月 22 日最高人民法院審判委員会第 1144 次会議通過 2003 年 12 月 23 日最高人民法院審判

委員会第 1302 回会議《〈最高人民法院：コンピュータネットワーク著作権に関係する紛争案件審理の適用

法律の若干問題に関する解釈〉の主改正に関する決定》第一次修正に基づく、2006 年 11 月 20 日最高人民

法院審判委員会第 1406 回会議《关于修改〈最高人民法院：コンピュータネットワーク著作権に関係する紛

争案件審理の適用法律の若干問題に関する解釈〉の決定定（二）》第二次修正に基づく） 
54 3 月 15 日は消費者の権益を保護するという国際消費者権益日(International Day for Protecting 

Consumers' Rights)である。 
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また、書籍のネット販売最大手の当当網も 2011 年 4 月 1 日より百度に対して広告を出稿し

ないとコメントしている。すでに 2011 年 2 月の段階で版権を管理監督する政府部門である

国家版権局版権管理司と百度側が会談を行っており、当局からも権利侵害について何らか

のさ導があったと思われる。こうしたことから、百度側も事態を改善せざるを得ない状況

に追い込まれた。その結果、280 万部あった文学類作品を 101 万部まで削除したが、削除

対象となったのは声を上げて抗議した作者の作品が中心で、そうでない作者の作品につい

ては 3 月末時点でもいまだ削除されていない55。その後、3 月 31 日付の報道によると、百

度文庫内の文学作品は 163 作にまで減尐しており、一連の騒動が起きてから授権されてい

ないほぼ全ての作品の消去作業が完了したといえる。また、3 月 30 日には新たに版権提携

プラットフォームという版権取引が可能なものを立ち上げたという。 

 

 

図 35 版権提携プラットフォームのウェブサイト画面

（http://wenku.baidu.com/hezuo） 

 

このプラットフォームで、百度文庫は課金収益分配と広告収益分配の二種類の提携スキ

ームを紹介している。コンテンツ提供に関するものとしては課金分配が該当する。広告収

益についても分配するが、具体的なスキームは 4 月末に発表が予定されており、現時点で

は不明である。従来のように無料で大量のコンテンツを閲覧できることができなくなり、

版権のあるコンテンツについては課金システムが導入された。課金によって得た収益は版

権者に分配されることになる。今までの百度文庫のあり方からすると革命的な出来事であ

                                                   
55 2011 年 3 月 29 日時点。 

http://wenku.baidu.com/hezuo
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るといえよう。調査時点では提携している版権者は 11、関係する電子書籍は 419 しかない

ものの、今後は大きく増加することが期待されている。 

 

違法配信対策については、多くの電子書籍関連の企業で DRM（デジタル著作権管理）を

導入し版権を保護するとともに、読者に正規版コンテンツを提供しようと努めている。 

 

前述の「漢王書城」で購入した電子書籍コンテンツは漢王の電子書籍リーダーでしか閲

覧できない。漢王書城からダウンロードされた電子書籍データは内部メモリに保存される

が、USB 接続などでのデータの複製はできないようにしている。現在、市場で販売されてい

る漢王の電子書籍リーダーには、内容の一部分を別のメモリに保存する機能もあるが、こ

れも一部のコンテンツに限られている。また、コンテンツにはパスワードが付されており、

これにより複製リスクを抑えることもできている。 

 

盛大のシステムは電子書籍リーダーで電子書籍を閲覧する際に、銀行のネットバンキン

グシステムのワンタイムパスワードのように毎回変化する「通行番号」という暗証番号を

入力して初めて閲覧ができるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

4. 関連法令 

 

4.1. 電子書籍の概念 

中国新聞出版総署が公布した『電子書籍産業発展に関する意見』56（新出政発[2010]9 号）

では、電子書籍について、「文字、画像、音声、映像などの情報をデジタル化した出版物」

であると定義している。なお、以下に挙げる法令は全て仮訳を記載している。 

 

電子書籍に関しては、『出版管理条例』、『電子出版物出版管理規定』、『インターネ

ット出版管理暫定試行規定』、『出版物市場管理規定』など、各種の規定があり、2010 年

10 月に新聞出版総署より発表された「電子書籍産業発展に関する意見（発展電子書産業的

意見）」57において、次のように述べられている。 

 

「従来の出版卖位の資源的優位性を発揮することを支持、奨励する。新しいハイテクを

応用し、積極的にコンテンツ資源のデジタル化を展開し、従来型出版社側と電子書籍生産

側及び著作者の間の良好な協力スキームを形成させ、従来の優秀な出版資源が電子書籍資

源に転換することを推進する。」 

 

「法律に従い、電子書籍産業参入制度を形成する。『出版管理条例』、『電子出版物出

版管理規定』、『インターネット出版管理規定』、『出版物市場管理規定』などの法律に

よって、電子書籍に従事している企業に分類審査と管理を实施する。①電子書籍コンテン

ツ創造、編集、出版、電子コンテンツプラットフォーム運営などに関わる企業は電子出版

物出版卖位及びインターネット出版卖位として審査と管理を行う。②出版コンテンツのデ

ジタル変換、編集加工、チップ差込業務に従事する企業は、電子出版物複製卖位として審

査と管理を行い、③電子書籍の総発行、卸、販売業務を行う企業は電子出版物発行卖位と

して審査と管理を行う。④電子書籍の輸入を行う企業は電子出版物輸入卖位として審査と

管理を行う。」 

（文中の①～④の数字、アンダーラインは日綜上海挿入） 

 

このように出版、発行、複製、輸入に従事する事業者は、相応の審査を受け、許可証を

取得すべきとある。 

さらに 2010 年 12 月に公布された『新聞出版総署：出版物のネット発行の健康的発展促

進に関する通知』58では、 

 

                                                   
56 2010 年 10 月 10 日公布。 
57 新出政発[2010]9 号 
58 新出字[2010]520 号 
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二、出版物発行に従事するネット書店設立、ネット上の取引プラットフォームでの出版

物発行、またはその他の形式でネットを通じた出版物の発行は、いずれも「出版物市場管

理規定」及び「音楽映像製品卸売・小売・レンタル管理弁法」の規定に則り、新聞出版行

政部門の批准を経て「出版物経営許可証」と「音楽映像製品経営許可証」を取得しなけれ

ばならない 

とあり、「電子書籍」の出版、発行、販売については、すでに電子書籍にできるような

原稿があるからといって無断でウェブサイトを立ち上げ、販売することはできず、いずれ

も新聞出版総局の許可を経なければならないとされている。 

 

しかし、出版業界では電子書籍についていまだ統一した定義がなく、「印刷技術が表現

する内容を、電子符号が代わりに表現した媒体は全て電子書籍といえる」という観点をも

つものも尐なからず存在しているほか、「電子書籍は、インターネットで出版・発行し、

その上、携帯電話式のリーダーにおいて有線でダウンロードもしくは無線で受信して最終

的に閲覧を实現するものである」と主張するものもおり、範囲や定義も一様ではない。電

子書籍について、中国新聞出版総署にヒアリングしたところ、「電子書籍には、内容を予

めダウンロードされている閲覧端末機と、オンライン閲覧するものの二種があり、それぞ

れ、『電子出版物管理規定』59と『インターネット出版管理暫定規定』60に基づき管理を行

っている」とのことである。いずれにしても、電子書籍は出版物であることに変わりがな

く、中国の出版に関する法的規制を受ける対象であるといえる。 

 

 

4.2. 出版に関する法的規制 

 

4.2.1. 出版業の外資参入に関する規制 

出版とは、『中華人民共和国出版管理条例』61第 2 条により、「出版物の出版62、印刷ま

たは複製、輸入、発行」をさしており、うち、出版物とは、「新聞、定期刊行物、図書、

AV 製品、電子出版物など」をさしているため、出版行為とは、「新聞、定期刊行物、図書、

AV 製品、電子出版物などといった出版物の出版、印刷、複製、輸入、発行などの活動」と

定義することができる。 

 

『外商投資産業さ導目録 2007 年』63により、禁止する産業の目録（十）文化、体育及び娯

                                                   
59 国家新聞出版総署令（第 34号）：2008年 2月 21日公布、同年 4月 15日施行。 
60中国新聞出版総署、中国信息産業部令 （第 17号）：2002年 6月 27日公布、同年 8月 1日施行。 
61 2001 年 12 月 25 日に公布、2011 年 3 月 19 日改正、同日施行。 
62 ここでいう出版は、作者の同意を経た後作品を一定数量で複製して公開することをさす。以下特別に説

明がない場合、この定義に準ずる。 
63 2007 年 10 月 31 日公布、同年 12 月 1 日施行。 
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楽業として、 

１．ニュース機構 

２．図書、新聞、定期刊行物の出版、総発行及び輸入 

３．AV 製品と電子出版物の出版、製作及び輸出入 

（以下略） 

と明確に「禁止類」に列挙されており、外商投資企業（海外資本の企業）が図書、新聞、

定期刊行物の出版、総発行及び輸入、ならびに AV 製品と電子出版物の出版、製作及び輸出

入を行うことはできないといえる。2003 年 3 月 17 日、『外商投資図書、新聞、定期刊行

物国内販売企業管理弁法』64が公布され65、外商投資企業が図書、新聞、定期刊行物を国内

において販売することが認められるようになった。また、2004 年 2 月 9 日は、『中外合作

AV 製品国内販売企業管理弁法』66が公布され、中外合作に限って、AV 製品の国内販売が

できるようになった。そして、2011 年 3 月 25 日、『出版物市場管理規定』が改定され、

改訂後の規定により、外商投資企業による出版物の総発行、チェーンストアの経営も認め

られることになった67。現在のところ、図書、新聞、定期刊行物、AV 製品及び電子出版物

に関して、図書、新聞、定期刊行物、電子出版物の総発行を含む発行に関わる行為、なら

びに中外合作に限った AV 製品の総発行を含む発行に関わる行為が認められていることに

とどまっており、出版物の出版、総発行、製作または輸入はまだ禁じられているのが現状

である。 

 

既述のとおり、日本を含む外国のコンテンツ企業が、コンテンツを中国国内において直

接自社の名義もしくはその他の外商投資企業により出版することはできないと思われる。 

 

4.2.2. 出版物に関する規制 

中国では、出版物の出版において編集者責任制度を实施しており、つまり、編集者は出

版物の内容について審査を行わなければならず、出版物の内容が『出版管理条例』の規定

に符合しているか否かを確認し、責任を持たなければならない。『出版管理条例』の第二

                                                   
64 2003 年 5 月 1 日施行。2011 年 3 月 25 日『出版物市場管理規定』の公布・施行により廃止。 
65 2006 年 9 月 20 日付『第一財経日報』において、CCH（Wolters Kluwer Company）が中国発の外商

独資の書店小売会社である商律（北京）図書銷售有限公司を設立していることが報道されている。 
66 2004 年 4 月 1 日施行。2011 年 3 月 25 日『出版物市場管理規定』の公布・施行により廃止。 
67 上海市新聞出版局にヒアリングしたところ、『出版物市場管理規定』は公布、施行されたばかりのため、

現在のところ、外資による出版物発行経営企業の設立は『外商投資産業さ導目録 2007』及び『出版物市

場管理規定』の改訂に伴い失効となった『外商投資図書、新聞、定期刊行物国内販売企業管理弁法』及び

『中外合作 AV 製品国内販売企業管理弁法』に基づき審査批准を受けるとのこと。改訂後の『出版物市場

管理規定』に基づく外商投資出版物発行企業の設立の審査・批准は中国新聞出版総署の通知に従って行う

とのこと。また、『〈外商投資産業さ導目録〉改正意見募集稿』（2011 年 4 月 30 日締め切り）では、図

書、新聞、定期刊行物の出版と AV 製品と電子出版物の出版、製作のみが禁止類に列挙されており、輸入

と総発行が削除されているため、図書、新聞、定期刊行物及び AV 製品、電子出版物の総発行はもとより、

輸入も認められるようになる可能性がある。 
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十六条では、出版物の内容に含まれてはならないものを列挙している。 

 

表 10 出版物の内容に含まれてはならない内容 

1．憲法が確定した基本原則に違反するもの 

2．国家統一、主権及び領土の完全に危害があるもの 

3．国家秘密を漏洩、国家安全を危害または国家の栄誉及び利益を損なうもの 

4．民族の怨恨、民族差別をあおり、民族団結を破壊し、または、民族風習、習慣を

侵害するもの 

5．邪教、迷信を宠伝するもの 

6．社会秩序を乱す、社会安定を破壊するもの 

7．淫乱、ギャンブルを宠伝し、もしくは犯罪を示唆（しさ）するもの 

8．他人を侮辱または誹謗するもの、他人の合法権益を侵害するもの 

9．社会公徳または民族優秀文化の伝統を危害するもの 

10．法律、行政法規または国家規定の禁止するその他のもの 

 

表 10 にまとめたものの他に、『出版管理条例』では 

未成年者を対象として出版物を出版する場合、その出版物は、未成年者が社会道徳に反

する行為、または違法犯罪行為の模倣を誘発する内容があってはならず、恐怖、残酷など

未成年者の心身健康を妨害する内容を含めてはならない68 

とさらに厳しく規制している。 

 

なお、出版物の内容が真实でない、または不公正であり、公民、法人またはその他の組

織の合法権益を侵害した場合、その出版卖位は、公開訂正を行わなければならず、かつ、

影響をなくすと同時にその他の民事責任69を負わなければならない70。新聞、雑誌で発表す

る内容が真实ではない、または不公正のため、公民、法人もしくはそのほか組織の合法権

益の侵害をもたらした場合、当事者は出版卖位の訂正もしくは答弁を求める権利を有し、

関わる出版卖位はその直近で出版する雑誌もしくは新聞にて訂正発表をしなければならず、

この訂正発表を拒否した場合、当事者は人民法院に提訴をすることができる。 

 

 

 

                                                   
68 『出版条例』第 27 条。 
69 『民法通則』第 120 条：公民の氏名権、肖像権、名誉権、栄誉権が侵害された場合、被害者は侵害停止、

名誉回復、影響を除去、謝罪を要求することができ、かつ、損失の賠償と求める権利を有する。法人の名

称権、名誉権、栄誉権が侵害された場合、前項を適用できる。と規定している。 
70 『出版条例』第 20 条。 
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4.3. 出版許可 

4.3.1. 出版許可証 

中国では、新聞、定期刊行物、図書、AV 製品及び電子出版物など出版物の出版は、出版

卖位として認められた企業の出版に限られており71、また、その出版卖位の設立には、次に

挙げる条件に満たさなければならない。 

表 11 出版卖位設立条件 

1．出版卖位の名称、定款を有すること 

2．国務院出版行政主管機関の認定する主催卖位及びその主管機関を有すること 

3．明確な業務範囲を有すること 

4．30 万元以上の登録資本金及び固定の経営場所を有すること 

5．業務範囲の需要に応じて組織機構、国家規定の資格条件に符合する編集出版専門人員を

有すること 

6．法律、行政規定が規定するそのほかの条件 

 

表 11 出版卖位設立条件により列挙された条件に符合する場合、出版卖位を設立する主

催卖位が、所在省、自治区、直轄市人民政府の出版行政主管機関において出版卖位設立の

申請を行う。省、自治区、直轄市人民政府の出版行政主管機関の許可を経た後、国務院の

出版行政主管機関の審査・批准を得て、初めて省、自治区、直轄市の出版行政主管機関に

おいて出版許可証を取得することができる。そして出版許可証をもって事業法人証書また

は営業許可証を取得してから初めて出版活動を行うことが可能となる。出版許可証を得る

ものは、自社出版の出版物を印刷、複製または発行することができる。 

出版物では、作者、出版者、印刷者もしくは複製者、発行者の名称、住所、刊行号、出

版日時、通巻号及びその他の関連事項を明確に掲載しなければならない。如何なる卖位ま

たは個人も出版卖位の名称もしくは新聞、雑誌の名称を偽造または盗用し出版物を出版し

てはならない。 

出版許可を得た出版卖位は、自らが出版した出版物に限って印刷または複製、発行をす

ることができる。 

 

4.3.2. 出版物の印刷、複製または発行許可 

『出版条例』では、出版物の印刷、複製業務に従事する卖位は、所在省、自治区、直轄

市人民政府出版行政主管機関において申請を提出し、許可を経た後、工商行政管理機関に

おいて営業許可証を取得してから初めて出版物の印刷、複製を行うことができる。また、

関連手続きを行っていない場合は、新聞、定期刊行物、図書を印刷してはならず、また、

AV 製品、電子出版物を複製することもできないと規定している。 

                                                   
71 『出版条例》第 9 条。 
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出版物の総発行、発行、小売、フランチャイズもしくはインターネットを通じて出版物

の発行を行う場合、『出版物経営許可証』を得なければならない。 

 

 

図 36 出版物経営許可証 

 

4.3.3. 出版物の輸入許可 

出版物の輸入を経営する場合は、出版物輸入経営許可証を取得する必要があり、また、

輸入に関する許可を取得するためには、下表に挙げる条件を満たさなければならない。 

 

表 12 出版物輸入経営卖位設立条件 

1．出版物輸入経営卖位の名称、定款を有すること 

2．国務院出版行政主管機関の認定する主宰卖位72及びその主管機関を有すること 

3．輸入出版物内容の審査能力を有すること 

4．明確な輸入業務内容を有すること 

5．出版物輸入業務に必要な資金を有すること 

6．固定の経営場所を有すること 

7．法律、行政規定が規定するそのほかの条件 

                                                   
72 出版物輸入経営卖位を設立する責任者をさす。 
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出版物輸入経営卖位を設立する際、主催卖位は、国務院出版行政主管機関において申請

を提出し、審査批准を経て、国務院出版行政主管機関が発行する出版物輸入経営許可証を

取得し、許可証を得てから工商行政機関において営業許可証を取得しなければならない。

さらに、出版物輸入経営卖位の設立には、対外貿易法律、行政法規の規定に相応の手続き

も行わなければならないとされている。 

  

輸入出版物を発行する出版物経営者は、出版物輸入経営許可を有する出版物輸入経営者

に輸入出版物を仕入れて輸入出版物を販売することができる。 

  

既述のとおり、電子書籍には、コンテンツをプリインストールした電子書籍リーダーで

読むコンテンツと、オンライン閲覧するコンテンツの二種類に分けられ、それぞれ、「電

子出版物」と「インターネット出版」に扱いを分けて当局の管理を受けているため、以下

でも、「電子出版物の出版」と「インターネットの出版」に分けて紹介する。 

 

 

4.4. 電子出版物の出版  

 前述のとおり、電子書籍は二種類あり、コンテンツ73をリーダーにプリインストールする

場合は、「電子出版物」とみなされて管理が行われている。中国では、電子出版物の出版

活動について、許可制度を实施しており、許可なしに、如何なる卖位または個人も電子出

版物の出版活動に従事することはできない74。 

 

4.4.1. 電子出版物の出版卖位設立 

『電子出版物出版管理規定』の中で、電子出版物の出版を会社の経営範囲に含めるために

は、次に挙げる条件をクリアしなければならないと定められている。 

 

表 13 電子出版物出版経営卖位設立条件 

1．電子出版物出版卖位の名称、定款を有すること 

2．新聞出版総署の認定条件75に符合する主宰卖位76、主管機関を有すること 

3．明確な電子出版物の出版業務範囲を有すること 

4．200 万元以上の登録資本金を有すること 

                                                   
73 ここの「コンテンツ」とは、具体的に、文字、画像、音声、映像などの情報をさしている。 
74 『電子出版物出版管理規定』第 5 条。 
75 1993 年 6 月 29 日に公布された『出版卖位の主催卖位及び主管卖位職責に関する暫定規定』（新聞出版

署[1993]801 号）に基づく。 
76 電子出版物を設立する責任者をさす。 
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5．業務に必要な設備、活動場所、固定作業場の面積は 200 ㎡を下回らないこと 

6．業務に必要な組織機構を有し、中級レベル以上の出版専門執務資格を有する 2 名以上  

  の専門人員を有すること 

7．法律、行政規定が規定するそのほかの条件 

 

新聞出版総署は、電子出版物出版卖位の設立申請を受理してから、90 日以内に批准また

は拒否する旨を決定する。批准を得た場合は、電子出版物の出版卖位の主宰者77が、批准日

より 60 日以内に所在地の省、自治区、直轄市新聞出版行政機関において新聞出版総署によ

り発給される『電子出版物出版許可証』を取得することができる。電子出版物の出版卖位

は、『電子出版物出版許可証』をもって、所在地の工商行政管理機関において営業許可証

を得た後、電子出版物の出版行為をすることが可能となる。 

 

4.4.2. 海外著作権利者の授権電子出版物の出版 

電子出版物出版卖位が海外著作権利者の授権をもって、海外著作権利者授権の電子出版

物の出版を行う場合、所在地の省、自治区、直轄市の新聞出版行政主管機関において申請

を提出し、批准を経なければならない。 

海外著作権利者授権の電子出版物の出版を申請する場合、次に挙げる書類を提出しなけ

ればならない。 

 

表 14 海外著作権者授権の電子出版物の出版申請資料78 

1．申請書（電子出版物の名称、内容概要紹介、授権者の名称、授権者の基本情報等） 

2．申請者の審査、閲覧報告書79 

3．明確な業務範囲を有すること 

4．30 万元以上の登録資本金及び固定の経営場所を有すること 

5．業務範囲の需要に応じる組織機構、国家規定の資格条件に符合する編集出版専門人員を有

する 

6．法律、行政規定が規定するそのほかの条件 

 

新聞出版総署は、海外著作権利者の授権電子出版物の出版申請を受理した日より、20 日

以内に、批准または拒否する旨を決定する。批准を得た場合は、海外著作権利者の授権電

子出版物の出版が可能となり、また、出版する際は、電子出版物の媒体において、出版輸

                                                   
77 電子出版物の出版卖位を設立する責任者をさしている。 
78 表 14 における 3 から 5 まで列挙している資料は、これらそのものを証明する資料のことをさす。例え

ば、業務範囲、登録資本金を証明する営業許可証、住所を証明する賃貸契約書または不動産所有者権利証、

編集専門人員の資格証書などのものをさしている。 
79 『出版管理条例』第 45 条により、出版物輸入経営卖位は、輸入する出版物の内容について審査を行な

わなければならない。 
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入の批准番号及び著作契約の登記番号を標記しなければならない。 

 

4.4.3. 海外出版機構と合作による電子出版物の出版 

電子出版物の出版卖位が、主管卖位の許可を経て、具体的な出版物のテーマなど出版物

になる題材を所在地の省、自治区、直轄市新聞出版行政機関の批准を経て、新聞総署の許

可を得た場合、海外出版機構と合作で、電子出版物を出版することができる。 

 

表 15 海外出版機構との合作による電子出版物の出版申請資料 

1．申請書（電子出版物の名称、媒体形態、内容概要、合作双方名称、基本情報、合作方式、

及び合作出版の電子出版物に関する文字内容、図面写真等） 

2．合作意向書 

3．主管卖位の審査意見 

 

海外出版機構と合作で出版した電子出版物は、出版される日より 30 日以内に原本をもっ

て新聞出版総署において届出を行わなければならない。 

 

4.4.4. 電子出版物の複製 

電子出版物を販売するに当たり、当然のことながら出版物を入手し、それを複製すると

いう作業が発生する。その複製に当たっては次の条件を満たし『複製経営許可証』を取得

する必要がある。 

表 16 『複製経営許可証』取得条件 

1．複製卖位の名称、定款があること 

2．明確な業務範囲80があること 

3．業務に必要な生産経営場所及び必要な資金、設備等の生産経営条件を有すること。その        

うち、読出類ディスク複製卖位の登録資本は 1,500 万元を下回ってはならない。再生可

能ディスク生産卖位の登録資本は 3,000 万元を下回ってはならない。複製卖位は 50 万

元を下回ってはならない 

4．業務に必要な組織機構及び人員を有すること 

5．法律、行政規定が規定するそのほかの条件 

 

複製卖位の設立の審査批准に当たり、上記の規定以外に、さらに国家の関連する複製卖

位総量、構造及び配置の計画に符合しなければならないとされている。なお、電子出版物

は新聞出版総署の批准を得て設立した複製卖位において複製することができる。電子出版

                                                   
80 具体的に何をするかを明確な業務内容をさしている。 
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物の複製は、複製委託書81が必要とされ、国家の複製委託書管理規定を遵守しなければなら

ない。 

 

図 37 複製経営許可証 

 

 

4.4.5. 電子出版物の輸入 

電子出版物を輸入する場合は、次に挙げるものを提出して新聞出版総署の批准を得なけ

ればならない。 

 

表 17 電子出版物の輸入申請資料 

1．申請書（輸入予定の電子出版物名称、内容概要、出版者名称、住所、輸入数量等を含む） 

2．主管卖位の審査意見 

3．申請卖位の輸入予定電子出版物に関する審査閲覧意見 

4．輸入予定の電子出版物サンプル及び必要な内容資料 

 

 

                                                   
81 電子出版物を複製するために、複製を依頼する授権委託書のことをさしている。 



 

56 

 

電子出版物の輸入は、新聞出版総署が批准した電子出版物輸入経営卖位により申請しな

ければならず、また、所在地の省、自治区、直轄市出版行政機関の許可を得た後、新聞出

版総署の批准を経るものとする。新聞出版総署は、電子出版物輸入の申請を受理した日よ

り 20 日以内に、批准または拒否する旨を決定する。 

 

 

4.5. インターネット出版 

オンライン閲覧式の電子書籍の出版は、『インターネット出版管理暫定規定』（情報・

産業部令第 17 号）82第六条に基づき、新聞出版行政機関の審査・批准を経なければならず、

批准を得ていない場合は、如何なる卖位または個人もインターネット出版活動を行っては

ならない。審査・批准の流れとしては、まず、所在の省、自治区、直轄市新聞出版行政機

関の審査を経て許可を得たのち、国家新聞出版総署の審査・批准を得るという流れである。 

 

同規定では、インターネット出版とはインターネット情報サービス提供者が、自ら創作

もしくは他人が創作した作品を、選択及び編集加工を行い、インターネットにおいて掲載

し、もしくは、インターネットを通じてエンドユーザーに配信し、公衆に対して、閲覧、

使用またはダウンロードなどを供するオンライン配信をする行為をさしている。 

 

インターネット出版の作品は、主に次の二とおりのものをさしている。 

 

表 18 インターネット出版の作品 

1． すでに正式に出版された図書、新聞、定期刊行物等の出版物内容またはその他媒体で

公開発表されている作品83 

2． 編集加工を経た文学、芸術及び自然科学、社会科学、工程技術等の方面の作品 

 

 

4.5.1. インターネット出版許可申請及び審査フロー 

インターネット出版許可を取得するためには、『インターネット情報サービス管理弁法』

84で規定する条件のほかに、さらに以下の条件を備えている必要がある。 

 

 

 

 

                                                   
82 2002 年 6 月 27 日公布、同年 8 月 1 日施行。 
83 ここでいう「すでに正式に出版された」は書籍であれば紙媒体で出版されたものをさす。 
84 2000 年 9 月 25 日公布、同日施行。 



 

57 

 

表 19 インターネット出版許可取得条件 

1．明確な出版範囲85を有すること 

2．法律、法規で規定する定款を有すること 

3．必要な編集出版機構及び専門人員を有すること 

4．出版業務に適した必要な資金、設備及び場所を有すること 

 

インターネット出版業務に従事する場合、その組織を設立する責任者は、所在地の省、

自治区、直轄市出版行政主管機関において申請を提出し、かつ、次に挙げる申請資料を提

出しなければならない。 

表 20 インターネット出版経営卖位設立申請資料 

1．新聞出版総書が統一的に制定発布する『インターネット出版業務申請表』 

2．機構定款 

3．資金の出所、金額及びその信用証明 

4．主要責任者または法定代表人及び主要編集、技術人員の専門職称証明及び身分証明 

5．工作場所使用証明 

 

インターネット出版経営卖位は、所在地の省、自治区、直轄市の新聞出版主管機関にお

いて申請を行い、許可を得た後、省、自治区、直轄市通信管理局においてインターネット

情報提供に関する ICP 証を取得しなければならない。 

 

                                                   
85 出版範囲とは、具体的にどのようなものを出版したいかを明確に決めることをさす。 
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図 38 インターネット出版許可証 

 

2010 年 10 月 9 日付で『新聞出版総署：電子書籍産業発展に関する意見』86が公布されて

いる。この中で電子書籍業界への参入についても言及しており、『出版管理条例』、『電

子出版物管理規定』、『インターネット出版管理暫定規定』、『出版物市場管理規定』等

の法規に依って、電子書籍関連業務に従事する企業に対して、従事する業務の内容に応じ

て分類して審査・批准及び管理を行うものとしている。また、漢王科技の公告87によると、

2010 年 11 月に漢王科技が新聞出版総署の批准を経て、『中華共和国インターネット出版

許可証』、『中華人民共和国複製経営許可証』、『中華人民共和国出版物経営許可証』の 3

つの許可証を取得し、これにより電子出版物、端末製品、デジタルコンテンツプラットフ

ォームを有効に組み合わせたサービスが提供できるようになったと紹介されている。ここ

から見えてくるものとして、電子書籍に関係する資格として、電子書籍出版資格、電子書

籍複製資格、電子書籍総発行資格、そして電子出版物を輸入する場合の電子書籍輸入資格

の 4 つの資格があることがわかる。 

 

 

 

 

                                                   
86 新出政発[2010]9 号 

87 網易新聞中心（http://news.163.com/10/1108/02/6KUDJ5KN00014AED.html） 

http://news.163.com/10/1108/02/6KUDJ5KN00014AED.html
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表 21 電子書籍出版に関わる資格内容 

審査批准及び管理の 

カテゴリー 

業務内容 

電子出版物出版卖位及び

インターネット出版卖位 

電子書籍コンテンツのオリジナル編集、出版及び電子書籍コ

ンテンツのプラットフォームへの送達の運営業務に従事する

企業 

電子出版物複製卖位 
出版物コンテンツのデジタル転換、編集加工、チップ差込に

従事する企業 

電子出版物発行卖位 電子書籍の総発行、卸売、小売業務に従事する企業 

電子出版物輸入卖位 電子書籍輸入経営業務に従事する企業 

 

電子書籍は、その異なる性質に基づき、「電子出版物出版」または「インターネット出

版」のいずれかの許可を得なければならず、また、それを複製、発行もしくは輸入とする

場合、改めて複製、発行もしくは輸入の許認可を得る必要がある。 

 

 

4.6. 電子書籍コンテンツ配信 

冒頭で述べたとおり、電子書籍は、端末機とオンライン閲覧式の二種があり、端末の場

合は、出版コンテンツを予め端末機にダウンロードし、ユーザーは端末機の購入を経てコ

ンテンツの閲覧を实現することができる。 

なお、オンライン閲覧の場合は、ユーザーが出版社に ID を登録・申請し、その ID を使

用してログインした上で、コンテンツをダウンロードもしくはオンラインして閲覧するこ

とができる。その際は、出版社とユーザーの間では、ID 申請を経てコンテンツ購読に関す

る契約書を締結することで契約関係が発生し、契約書の約定どおりに配信・受信が实現さ

れる。 

 

 

4.7. 著作権保護 

電子出版の普及に伴い、複製するコストが低いことや、権利侵害の証拠が見つかりにく

い、また証拠の保存が非常に難しいなどの原因により、電子出版の著作権の侵害も深刻に

なっている。 

最高人民法院は、2006 年に『インターネット著作権紛争案件の審理に適用する法律に関

する若干問題の解釈』（以下、司法解釈という）を改正して、2006 年 11 月 22 日に公布し、

12 月 8 日より施行した。同司法解釈では、ネット著作権侵害案件の管轄、責任範囲、責任

負担などについて明確に規定しており、ネット著作権侵害案件の審理における法律適用の
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指針となっている。 

 

4.7.1. ネット著作権侵害案件の管轄 

ネット著作権侵害紛争は、侵害行為地と被告所在地人民法院が管轄する。また、侵害行

為地とは、提訴される侵害行為を实施するサーバー、コンピュータ端末など設備の所在地

を含むとしており、さらに、侵害行為と被告の所在地の確定が難しい場合、原告側が侵害

内容を発見するコンピュータ端末など設備の所在地を侵害行為地とすることができる。 

 

4.7.2. ネット著作権保護範囲 

著作権の保護を受ける作品、つまり『著作権法』第 3 条において列挙されるデジタル化

の作品全てが保護される。さらに、ネット環境のもと、著作権法第 3 条に列挙される作品

以外の、文学、芸術及び科学領域内の独自の創作性を有し、かつ一定の形式で複製できる

その他の知的創作成果物も、著作権の保護範囲に属すとされている。 

 

4.7.3. ネットサービス提供者の責任 

ネットサービス提供者が、ネットを通じて他人の著作権の侵害を参加し、ネットを通し

て他人の著作権侵害行為を示唆または協力する場合、ネットサービス提供者は、直接侵害

行為を实施するものと同じ権利侵害責任が問われる。 

また、コンテンツサービスを提供するネットサービス提供者が、ネットユーザーがネッ

トを通じて他人の著作権を侵害していることを承知の上、もしくは、著作権利者が証拠を

もって警告を出したにもかかわらず、権利侵害に関わる内容を削除するなど権利侵害の影

響をなくす措置をとっていない場合、当該ネットユーザーと同じ権利侵害の責任が問われ

る。 

中国では、『著作権法』及びその实施条例のほかに、司法解釈の方式で、ネットでの著

作権侵害を多く取り上げられているものの、著作権侵害行為はあとを絶たず現れている。

それを受けて、電子書籍の出版者、複製もしくは発行者は、様々の技術を開発し、著作権

の保護を講じている。海外コンテンツ業者としては、著作権の保護を念頭に、国内出版社

の選定などに留意を払う必要があると思われる。 

 

 

4.8. まとめ 

既述のとおり、電子書籍の出版、発行、複製、輸入などに従事する場合は、中国関連法

律法規に基づき電子出版物に関わる出版、発行、複製または輸入の許可証を得なければな

らず、また、インターネット出版に関わる許可も得なければならない。外国企業は、中国

法の外資参入規制により、中国で直接的に出版、総発行、輸入などを行うことが禁止され

ているが、コンテンツ（版権）を中国国内の出版業者に販売（もしくは授権）することは
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できる。さらに、電子出版物とされる電子書籍について、中国国内出版社との合作出版、

もしくは、作品の授権出版などを経て、コンテンツを中国国内ユーザーに販売することも

考えられる。 
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5. 書籍のネット販売の動向 

 

一般書籍のネット販売の状況についても紹介する。易観智庫が発表したデータによると、

2010 年第 4 四半期の出版物の取引規模は 18 億 3000 万元に達し、前年比 39.6%の増加とな

っている。ネットショッピング全体の伸びが 29%なので、それよりも伸びが大きい。また、

『2009 年中国ネットショッピング市場研究報告』によると、2009 年上半期の図書・AV 製

品のシェアは 20.2 %で第三位にある。また、中国のネット販売といえばタオバオが圧倒的

なシェアを占めているが、書籍に関してみると「当当網」と「アマゾンチャイナ（卓越亜

馬遜網）」のシェアが高い。『出版商務週報』88が 2009 年 4 月に行った調査によると 20.9%

の読者が当当網を選択し、14.1%の読者がアマゾンを選択するという結果が出ている。实に

この二社だけで 3 分の 1 以上のシェアを占めている。 

 

5.1. 当当網 

 

 

図 39 当当網のトップページ（http://www.dangdang.com/） 

 

当当網は書籍のネット販売で最大手のショッピングサイトだが、扱っているものは書籍

だけではない。徐々に総合的なショッピングサイトに変貌しつつあるものの、依然として

書籍の比率は高い。实際にトップページのカテゴリーの並び方も書籍が一番初めに並んで

いる。出版物というカテゴリーで見た場合、2010 年第 3 四半期までの累計のシェアは全体

の 84.2%を占めている。2007 年はこの数値が 91.5%もあったが、総合的なサイトに移って

                                                   
88 http://www.cptoday.com.cn/ 

 

http://www.dangdang.com/
http://www.cptoday.com.cn/
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いく過程にあることから徐々に下がってきている。伸び率からもそれが伺え、出版物の前

年比伸び率は 44.4%であった一方で、百貨販売の伸び率は 159.7%となっている。それでも

書籍の比率は圧倒的に高い。2009 年の当当網の書籍販売額は 22 億元に上り、易観国際の

データによると、これは出版物のネット販売市場の 51%を占めるという結果が出ている。 

 

他方、昨年 11 月に家電デジタル製品を中心に取り扱っている「京東商城」が書籍の取り

扱いを開始した。そして同社は、12 月半ばから書籍の大幅値下げを開始し、当当網も対抗

措置として図書の値下げのみならず、京東商城が中心的に取り扱うデジタル 3C（コンピュ

ータ、家電製品、通信機器）分野の商品まで大幅な値下げを行うという値下げ合戦が行わ

れた。この値下げ合戦は 2010 年末には収束を迎えたように見えたが、その後も京東商城の

CEO が、「5 年間は書籍販売で利益を上げてはならない」と発言したようにまだまだ収束

を迎えそうにない。京東商城が図書の値下げを仕掛けたのは当当網が書籍市場における圧

倒的な地位を以って京東商城の書籍仕入れを妨害したということを動機として挙げており、

それだけ当当網のこの業界における地位の高さが窺える。 

 

このように当当網は一般書籍の販売で非常に高いシェアを誇っているものの、今後は電

子書籍販売にも参入する計画があるという。2011 年 1 月 10 日に北京で開催された「2011

中国電子書産業峰」、当当網の李国慶聨合総裁が、すでに昨年 4 月の時点で電子書籍の販

売計画を立て始めており、電子書籍の価格設定、暗号化、ファイル形式等の問題を出版社

と協議し始めており、「出版物デジタル業務部」という部署も設けており、今年度後半に

は電子書籍販売に関する施策を計画していると発表している。当然のことながら、現在有

している顧実群を活用していくことになると思われる。 

 

 

5.2. アマゾンチャイナ（卓越亜馬遜網） 

 

図 40 アマゾンチャイナのトップページ（http://www.amazon.cn/） 

http://www.amazon.cn/
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卓越網は 2000 年に設立された図書、AV、ソフト、玩具ギフト、百貨等の商品を扱うシ

ョッピングサイトであった。2004 年 8 月に米国アマゾンにより買収され、現在の卓越亜馬

遜網というサイト名になった。このサイトも当当網と同じくネットの書籍販売では高いシ

ェアを誇っており、实際にトップページのカテゴリーの並び方も書籍が一番初めに並んで

いる。書籍のネット販売では当当網に次ぐ規模であり、E コマースのアウトソーシング会社

である興長信達副総裁及び垂直 B2C 事業部李墨林 CEO によると、現在の国内の図書のネ

ット販売の市場規模は 100 億元程度で、当当網が 15～20 億元の間、アマゾンチャイナが

10 億元程度と見ている89。 

 

アマゾンといえば kindle という電子書籍リーダーを製造・販売しているが、現在のとこ

ろ中国では密輸入品が見かけられるものの、正式には販売されていない。今後については

特に計画したスケジュールはなく、積極的に準備するという声明にとどまっている。kindle

の場合は電子書籍リーダーというハードを入り口に多くの書籍を販売することで他国では

ビジネススキームを作り上げてきたが、電子書籍コンテンツの違法配信が氾濫しているよ

うに、中国国内の書籍版権が乱れていることもあり参入に足踏みしているといわれている。 

 

 

5.3. タオバオ 

中国のショッピングサイト最大手のタオバオにおける取扱書籍数は C2C が B2C の 4 倍

以上あり、C2C に強いタオバオだけあって C2C のほうが圧倒的に多いものとなっている。

C2C のほうがこれだけ多いにもかかわらず、中古書籍の取扱比率は 1％にも至っておらず、

ほとんどが新品を扱っている。また電子書籍は、B2C モールでの電子書籍販売はほぼ見ら

れないものの、C2C サイトでは多く見られる。CD-ROM に落とし込んだものを販売してい

るケースもあれば、データファイルを販売しているものも見られる。版権という概念から

すると明らかに違反しているものが含まれている可能性がある。 

 

                                                   
89 2010 年 11 月 6 日速途網（http://www.sootoo.com/content/66469.shtml） 

http://www.sootoo.com/content/66469.shtml
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図 41 タオバオで販売されている電子書籍 

 

 

5.4. 価格比較 

京東商城が図書のネット販売に低価格で参入してきたことは紹介したが、中国の大手ポ

ータルサイトを運営する tencent 社（QQ）が行った価格比較を紹介する。これによると、

全体的に当当網が最も高価格であり、後発組の京東商城が最安値で対抗しようとしている

ことが窺える。 
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表 22 ネット販売サイトの紙書籍価格比較 

（黄：最高値、緑：最低値） 

 
出所）2010 年 10 月 15 日 tencent 社統計 
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6. 日本企業の中国電子書籍市場への参入可能性 

 

電子書籍市場は電子書籍リーダー市場とコンテンツ市場に大きく分けられるが、ここで

はコンテンツのみに絞り参入の可能性について考える。 

 

本文中でも触れたが、日本のコンテンツが中国の電子書籍市場に参入するに当たって最

初に直面する障害は言語の問題である。漫画は一般書籍と異なり文字数が尐なく、そのた

め翻訳負担が尐ないこと、また中国消費者の人気も高いことから受け入れられやすいと考

えられる。 

日本市場を見てみると、インプレス R&D 社の「電子書籍ビジネス調査報告書 2010」に

よると、2009 年の日本の電子書籍市場規模は約 574 億円に到達し、これは米国市場（約 290

億円）のほぼ倍に当たる。しかし、日本の電子書籍の約 90%が「ケータイ向け」のコミッ

クであり、しかもその内容はアダルト色の強い、俗にいうハーレクイン系（昼のメロドラ

マのようなラブロマンスストーリー）、BL 系（ボーイズラブ。男性の同性愛を題材とした

女性向け小説や漫画などのジャンル。）などのコンテンツが多く含まれている。いずれも

若い女性に人気の分野であり、本来であれば日本で人気のこういったコンテンツを中国市

場でも展開すればよいのだが、内容的に中国の政府当局からは認められがたいものである。

このため、中国市場で展開できるものは、一般消費者に広く受け入れられることが可能な

人気作品で健全な漫画に限られる。实際に、現在すでに中国に入ってきているコンテンツ

もこうしたものが多い。漫画は電子ではない一般書籍でも輸入が制限されているが、その

理由としては表 10『出版管理条例』の中で出版物の内容に含まれてはならない内容に挙げ

られている事項に当てはめられてしまっていることが考えられ、日本的感覚での判断基準

と中国におけるそれとの乖離が中国での展開を考える上でボトルネックになることが考え

られる。 

 

漫画以外の一般書籍の場合はどうしても翻訳の問題が出てくる。当当網で日本小説と検

索したところ 1,043 作という結果が出たが、年間 238,868 種も出されている中国書新刊

（2009 年）に比較すれば、ごくごくわずかといえる数字である。  

一般書籍は漫画と違い文字数が多く、卖にボリューム面の翻訳負担が大きいだけでなく、

文字表現の仕方しだいで印象が大きく変わる表現力という質の部分の負担も大きいと思わ

れる。コンテンツ提供側もこのあたりを気にしている。ネット販売の世界においてタオバ

オとヤフージャパンが相互乗り入れを行った際に、中国サイトの商品紹介の多くが機械翻

訳で行われ、日本語として滑稽に感じるものも多かった。さすがに書籍を機械翻訳するこ

とはないだろうが、卖なる翻訳ですませてしまうと作品のよさが伝わりきらないことが十

分に考えられる。映画の字幕などがそうだが、文脈を読んで適宜原文とはやや異なる表現

にすることで中国語にしても違和感がないようにするという工夫が必要になってくるであ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%84%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%AB
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ろう。ただ、すでに村上春樹や渡辺淳一、東野圭吾などの多くの書籍が人気を博しており、

一般書籍には翻訳の専門業者もいることから、コンテンツ提供側が翻訳のことを心配しす

ぎているきらいが感じられる。コンテンツ提供側のこのあたりの意識が変わってくれば状

況が一気に変わってくる可能性も考えられる。 

 

また、例えば小説であれば書籍だけで勝負するのではなく、それを原作とした映画やド

ラマとセットでプロモーションするという方法でアピールしていく方法も考えられる。た

だし、この手法であれば相応の資金力が必要になってくるであろう。最近流行の SNS によ

るプロモーションを活用して、読書家の集まる SNS でプロモーションを展開するのもひと

つの手法といえよう。豆辮社区という SNS というよりもコミュニティサイトに性質が近い

サイトがあり、ここは書籍、映画、音楽といった分野でコミュニティが形成されているサ

イトである。 

 

 

図 42 豆辮社区のトップページ（http://www.douban.com/） 

 

このトップページで『質数的孤独』という書籍の読書観影会というイベントが告知され

ているが、このイベントは出版社が主催するもので、作家と映画評論家が一緒になって、

この物語に関連する話題について討論していくものである。そして討論が終わった後に小

説と同名の映画を鑑賞する。 

 

 尐なくとも、日本の漫画コンテンツはすでにある程度浸透しており、入り口として漫画

コンテンツ、それと同時進行でその他コンテンツの導入方法を探るということになるであ

ろう。 

以 上 

http://www.douban.com/

