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要約  

 

 日本の音楽 CD の価格は、世界的に最も高い水準にある。この原因の大部分

は再販売価格維持制度にあると考えられる。再販売価格維持行為とは、メーカ

ーが小売価格に制約を加えることである。これは本来であれば独占禁止法上で

違法となる行為であるが、日本では音楽 CD は独占禁止法適用除外の指定物と

認定されているため、再販売価格維持行為は容認されている。このように音楽

CD を再販の指定物にしている国は世界中で日本のみである。しかし、一概に

再販制度は望ましくないと言うことはできず、場合によっては価格を引き下げ

消費者余剰を高めるという理論も存在する。  

そこで、音楽 CD と DVD に関して日本と諸外国との価格比較を行った。DVD

には再販制度が存在せず、この二つを比較することで、再販制度が音楽 CD に

もたらす影響が明らかになる。音楽 CD では日本：米：英＝197：100：119、DVD

では日本：米：英＝157：100：126 となった。この結果から、再販制度が廃止

されれば日本の音楽 CD の価格は 20%ほど低下すると考えられる。  
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第第第第 1111 章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  日本の音楽 CD の価格は、世界的に最も高い水準にある。この原因の大部

分は再販売価格維持制度にあると考えられる。再販売価格維持行為とは、メー

カーが小売価格に制約を加えることである。これは本来であれば独占禁止法上

で違法となる行為であるが、日本では音楽 CD は独占禁止法適用除外の指定物

と認定されているため、再販売価格維持行為は容認されている。このように音

楽 CD を再販の指定物にしている国は世界中で日本のみである。しかし、一概

に再販制度は望ましくないと言うことはできず、場合によっては価格を引き下

げ消費者余剰を高めるという理論も存在する。  

そこで、音楽 CD と DVD に関して日本と諸外国との価格比較を行った。DVD

には再販制度が存在せず、この二つを比較することで、再販制度が音楽 CD に

もたらす影響が明らかになる。音楽 CD では日本：米：英＝197：100：119、DVD

では日本：米：英＝157：100：126 となった。この結果から、再販制度が廃止

されれば日本の音楽 CD の価格は 20％ほど低下すると考えられる。  

 本論文の構成は次の通りである。第 2 章で日本の音楽 CD 市場の現状を述べ、

第 3 章では音楽 CD の特異性として価格弾力性を挙げる。第 4 章では再販売価

格維持行為が価格に及ぼす影響について説明し、第 5 章で著作物に関する再販

制度について述べる。そして第 6 章では日米欧の音楽 CD・DVD の価格比較を

行うことで、再販制度が日本の音楽 CD を高価格にしていることを証明する。 
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第第第第 2 章章章章    日本日本日本日本のののの音楽音楽音楽音楽 CD 市場市場市場市場  

    1．．．．日本日本日本日本のののの音楽市場音楽市場音楽市場音楽市場  

  日本の音楽市場は規模として実際どれ程のものなのだろうか。結論から言

えば日本の音楽市場は、世界的に見てもかなり大きい。それが顕著に現れてい

るのが表 1 である。  

 

表表表表 1    2005 年上半期世界各国年上半期世界各国年上半期世界各国年上半期世界各国のののの音楽売上音楽売上音楽売上音楽売上  

 

シングル CD 音楽DVD (百万米ドル) (現地通貨・百万)

アメリカ 3.3 300.5 11.6 4,783.2 4,783.2

日本日本日本日本 28.5 93.7 8.5 2,258.2 239,759.0

イギリス 13.3 66.8 2.9 1,248.5 666.7

ドイツ 8.5 58.7 4.4 887.7 689.7

フランス 11.5 47.3 4.5 861.1 669.1

イタリア 0.5 14.7 0.7 278.0 216.0

カナダ 0.1 20.8 1.5 262.9 325.0

オーストラリア 3.6 14.5 1.5 259.6 335.9

スペイン 1.0 17.5 1.1 231.6 180.0

オランダ 1.2 8.7 1.9 190.3 147.9

国名
数量(百万枚・巻) 合計小売金額

 

注：米ドル換算レートは IMF（国際通貨基金）より算出。  

  カセットシングル、CD シングルは『シングル』に含む。  

出所 IFPI（国際レコード産業連盟）資料による  

 

この表では、日本の音楽売上はアメリカの次に多い。世界的に見て、日本は

大きな音楽消費国であるということがわかる。CD の数量にして、日本はアメ

リカの 3 分の 1 程度である。  

また表において、日本とそれより下位の国では小売金額に大きな差が見られ

る。これも特筆すべき点であり、日本の音楽市場の大きさを表している。  

 

2．．．．日本日本日本日本のののの音楽音楽音楽音楽 CD 生産状況生産状況生産状況生産状況  

 

    表 2 は日本国内の過去 10 年間の音楽 CD 生産金額である。  
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表表表表 2    日本日本日本日本のののの音楽音楽音楽音楽 CD 生産金額生産金額生産金額生産金額のののの推移推移推移推移  

 

邦楽邦楽邦楽邦楽 洋楽洋楽洋楽洋楽 合計合計合計合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 邦楽 洋楽

1994年 354,579 137,662 492,241 72 28
1995年 387,027 164,141 551,168 70 30
1996年 405,346 157,236 562,582 72 28
1997年 424,720 142,358 567,078 75 25
1998年 451,892 135,986 587,878 77 23
1999年 429,447 121,849 551,295 78 22
2000年 409,292 114,586 523,878 78 22
2001年 378,560 111,018 489,578 77 23
2002年 322,002 109,804 431,806 75 25
2003年 282,067 105,920 387,987 73 27

邦洋比邦洋比邦洋比邦洋比((((％％％％))))

  

 出所  社団法人 日本レコード協会  

 

 この表から日本の音楽 CD の生産は 1998 年以降低下し続けていることがわ

かる。邦楽と洋楽を比較すれば、特に邦楽の生産金額の低下が著しい。しかし、

低下し続けているといえ、2003 年の生産量は金額としては約 4 千億円もあり、

日本国内の音楽 CD 産業は依然として大きいということである。  

 

3．．．．日本日本日本日本のののの CD のののの価格価格価格価格  

 

 日本の音楽 CD の価格には一定の価格帯がある。CD アルバムでは 2500 円か

ら 3000 円となっている。では諸外国における価格はどうなっているのだろう

か。表 3、表 4 は 2004 年に公正取引委員会が行った調査の結果である。  

 

表表表表 3    日米欧日米欧日米欧日米欧 CD アルバムアルバムアルバムアルバム価格比較価格比較価格比較価格比較  

日本 米 英 仏 独
平均価格(\、$、￡、EUR、EUR) 2,794 13.22 9.32 15.21 14.92
為替(\/$、￡、EUR、EUR) 1 110.4 198.4 133.5 133.5
平均価格(\) 2,794 1,459 1,850 2,030 1,992

税前平均(\) 2,661 1,459 1,574 1,698 1,717

税込み平均(\) 2,794 1,585 1,850 2,030 1,992

税前指数 100 54.8 59.2 63.8 64.5

税込み指数 100 56.7 66.2 72.7 71.3  

注：Amazon での価格表示は米を除く日、英、仏、独で税込み価格  

出所 公正取引委員会（2004）「音楽用 CD の流通に関する懇談会（第 1 回）」

配布資料  
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調査方法  

以下のＨＰに掲載されている同時期における日、米、英音楽チャート（アルバ

ム）でトップ 20 にランクされるＣＤの各国での平均価格を比較。  

日 ： オ リ コ ン ウ ィ ー ク リ ー ア ル バ ム ラ ン キ ン グ 、 2004／ 8  第 4 週

(http://www.oricon.co.jp ) 

米：BILLBOARD ALBUM CHARTS The Billboard 200 , Issu Date:August 28,2004 

(http://www.billboard.com./bb/index.jsp) 

英：BBC Official UK top40 album (29／8／2004) 

(http://www.bbc.co.uk/radio1/chart/top40/album.shtml) 

仏： IFOP Palmares des meilleures ventes d’albums, 15.08.04-21.08.04 

(http://www.ifop.com/europe/banque/ba_fr.htm) 

独：RTLmusik.de Album―Charts TOP 30, von 27.August 2004 

(http://www.rtl.de/musik/musik.php)  

・ 各 国 の 価 格 は イ ン タ ー ネ ッ ト 通 販 サ イ ト で あ る Amazon.co.jp(日 )、

Amazon.com(米 )、Amazon.co.uk(英 ),Amazon.fr(仏 )、amazon.de(独 )にて調査。  

・ 消費税等 日（消費税）：5%，米（ﾆｭｰﾖｰｸ市売上税）：8.625%，英（付加

価値税）：17.5%，仏（付加価値税）：19.6%，独（付加価値税）：16%，

を適用。  

 

表表表表 4    日米欧日米欧日米欧日米欧 CD アルバムアルバムアルバムアルバム価格比較価格比較価格比較価格比較  

日本 米 英 仏 独

平均価格(\、$、￡、EUR、EUR) 2,620 13.11 8.90 14.84 14.43

為替(\/$、￡、EUR、EUR) 1 108.3 204.47 140.2 140.2
平均価格(税抜き)(￥) 2,495 1,420 1,549 1,739 1,743
平均価格(税込み)(￥)　 2,620 1,542 1,820 2,080 2,022

日本を100とした平均価格指数(税抜き) 100 56.9 62.1 69,7 69.9  

出所 公正取引委員会（2004）「音楽用 CD の流通に関する懇談会（第 2 回）」

配布資料  

・調査方法 アルバムトップ100にランクされるＣＤの価格を，各国インター      

ネット通販サイトで調査し，その平均価格を算出。  

・調査対象ＣＤアルバム アルバムのランキングは下記のチャートに基づく。

トップ100にランクされるCDのうち，ディスク数が１枚（複数枚組み，Ｄ
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ＶＤ付きを除外）のもののみを対象としている。  

日：オリジナルコンフィデンス 2004.10.11  

米：Billboard 2004.10.23 

英： allmusic Top Searches 2004.12.9 

仏：  IFOP Palmares des meilleures ventes d'albums 04.10.24 - 04.10. 30 

独：  Deutschland Album-Charts 2004.12.6 

・消費税等 日（消費税）：5%，米（ﾆｭｰﾖｰｸ市売上税）：8.625%，英（付加価

値税）：17.5%，仏（付加価値税）：19.6%，独（付加価値税）： 16%，を

適用。  

 

 

公正取引委員会はこの調査の結果から、日本の音楽CDの価格の高さを認めて

いるが、その原因については明確に答えを出していない。また日本の音楽CDの

価格は徐々に下がってきており、それはレコード業界の様々な取り組みの結果

であるとしている。また、これまでは少なかった1600円以下のアルバムが増え

てきていることを価格低下の理由として付け加えている。  

これらの表より、日本の音楽CDの価格は比較的に高いということがわかる。

しかし、その高価格の原因までを読み取ることはできないため、異なる観点か

らの比較が必要であると考える。  

 

4．．．．流通量流通量流通量流通量にににに見合見合見合見合わないわないわないわないメーカーメーカーメーカーメーカー数数数数のののの少少少少なさなさなさなさ     

 

    日本の音楽 CD の市場は、同じ著作物であり再販制度も認められる書籍市場

とよく比較される。市場規模としては音楽 CD の方が約 6 分の 1 とかなり小さ

い。特筆するべき点はメーカー数の違いである。レコード会社に関して言えば、

日本レコード協会加盟会社は 22 社、大手メーカーに販売を委託している中小

レコード会社が約 80 社で合わせて 100 社程度である。これに対して出版社数

は約 4,450 社であり、その差は 40 倍程もある。このようにメーカー数が出版業

に比べて少ないことが音楽 CD の特徴である。10 万種を超える商品が市場に出

回っている産業としては、メーカー数が比較的少ないのである。  
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第第第第 3 章章章章    音楽音楽音楽音楽 CD のののの商品商品商品商品としてのとしてのとしてのとしての性格性格性格性格  

 

    音楽 CD は一般消費財とは異なる性格を持っていると考えられる。ここでは

音楽 CD の持つその特異性について述べる。  

 音楽 CD の売上は、様々な要素に影響を受けると考えられる。烏賀陽（2005）

は、宣伝方法や流行、広くは時代背景にまで左右されるとしている。こういっ

た点では他の一般消費財と同じと言える。では価格の面ではどうだろうか。一

般的には、価格が下がればその財に対する需要は上昇する。音楽 CD にこれは

当てはまるだろうか。  

 音楽 CD は性格的には嗜好品であり、消費者は購入の際に、その価格によっ

て選択しているのではない。ゆえに消費者は、その価格に対してあまり敏感で

はないということが言える。このことより、音楽 CD の価格弾力性はかなり低

いのではないかという疑問が生まれる。つまり、音楽 CD は再販制度によって

価格が高く維持されていると言われるが、制度見直しにより価格が下がったと

しても消費者はすぐに飛びつきはしないということである。  
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第第第第 4 章章章章    再販再販再販再販売価格売価格売価格売価格維持行為維持行為維持行為維持行為のののの経済理論経済理論経済理論経済理論  

1．．．．再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為とはとはとはとは  

 再販売とは、メーカーから卸売り業者への販売を指し、卸売り業者から小売

業者への販売を再々販売という。この再販売と再々販売を合わせて『再販売』

と呼ぶ。辻 (1995)によれば、再販売価格維持行為 (以下、再販行為 )とは、す

なわち商品の供給者であるメーカーが販売店に対して指定した価格を守らせ

ることである。  

 この行為自体は独占禁止法において、原則として不公正な取引方法 (再販売

価格の拘束 )に該当する。ゆえに本来であれば同法に違反する行為として禁止

されるべきなのだが、例外が存在する。同法 23 条の規程に基づき、著作物を

対象とするものについては特別に同法の適用を除外されている (著作物再販適

用除外制度 )。ここでいう著作物とは、著作権法上の著作物とは定義が異なる。

再販行為が認められるのは、書籍・雑誌・新聞及びレコード盤・音楽用テープ・

音楽用 CD の計６品目となっている。  

 

 

2．．．．再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為にににに関関関関するするするする一般的見解一般的見解一般的見解一般的見解  

 

    再販売価格維持行為は望ましくないと一般的には考えられている。伊藤

他（ 1991）によれば、メーカーは末端の小売価格を拘束することによりブ

ランド内競争 (同じ商品に関する小売間の価格競争 )を制限し、独占的価格を

維持しようとする。そのような行為による独占的価格設定が資源配分に歪

みをもたらし、消費者の利益を損なっているのである。  

しかし、メーカーにとって再販行為による独占的価格の維持は、それほ

ど重要なことだろうか。もしも独占価格を維持しようとするのであれば、

末端の小売価格をコントロールするのではなく、メーカーの出荷価格を高

く設定すればよい。その高い出荷価格を基本として小売店が価格競争を始

めたとしても、メーカーには影響しないからである。つまり、メーカーに

よる小売価格の拘束は、単純に独占的価格の維持が目的であるという理屈

では説明できないのである。  
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3．．．．再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為再販売価格維持行為がががが有益有益有益有益ななななケースケースケースケース  

 

    伊藤他（ 1991）は、再販売価格維持行為はほとんどの場合小売価格を引

き上げるが、二重限界性を回避するというケースでは小売価格を引き下げ

る、と述べている。二重限界性の問題が生じるのは、メーカーと小売店の

両方に何らかの独占力が存在する場合である。このような状況では、メー

カーは自分の製品に対する需要に基づいた独占的価格を出荷価格に設定す

る。そして、小売店はメーカーの出荷価格を限界費用として、小売価格を

独占的に設定する。  

 このようにメーカーと小売店が別々に価格設定すると、結果的に小売価

格は非常に高くなってしまう。小売価格に両者の利潤がそれぞれ上乗せされて

しまうからである。こういった二重限界性を回避する手段としては、再販売価

格維持行為は小売価格を下げ、消費者余剰を高めると考えることができる。  
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第第第第 5 章章章章    著作物著作物著作物著作物にににに関関関関するするするする再販制度再販制度再販制度再販制度  

1．．．．再販制度再販制度再販制度再販制度のののの現在現在現在現在のののの流流流流れれれれ  

 近年、音楽 CD における再販制度の見直しの声が高まりつつある。この背景

にある最も大きな理由にはインターネットの普及に伴う音楽配信であると考

えられる。このインターネット上の音楽配信 (以下、ネット配信 )は、今までの

ように音楽をパッケージを含む CD として購入するのではなく、1 曲ごとに料

金を支払いダウンロードするという形態である。このネット配信により消費者

は、今までにはなかった『音楽 1 曲の価格』というものを実感できるようにな

ってしまった。今後、さらに急速に展開すると考えられるネット配信において、

1 曲あたりの国際水準価格は 100 円～150 円である。これと比較すると、平均

10 曲程度が収録されている CD アルバムも、1,500 円～2,000 円となるのが妥当

であると考えられる。  

 さらに烏賀陽 (2005)は、還流盤の出現で国内盤の価格の正当性に深刻な疑

問が生じたとしている。このように CD な価格に対するある種の不信感の高ま

りが、再販制度見直しの意見が強まってきた 1 つの理由である。  

 

2．．．．再販行為再販行為再販行為再販行為におけるにおけるにおけるにおける存続派存続派存続派存続派とととと撤廃派撤廃派撤廃派撤廃派  

 どのような議論においても賛成・反対の対立意見が生まれるものであるが、

この再販制度見直しに関しても例外ではない。ここでは賛成の立場を撤廃派、

反対の立場を存続派と呼ぶことにし、両者の意見を比較することにする。  

 

（（（（1））））存続派存続派存続派存続派のののの主張主張主張主張  

 再販制度存続派の代表として挙げられるのが日本レコード協会である。日本

レコード協会の再販制度に対する主張は次の通りである。  

 

・再販制度が撤廃されれば価格競争が熾烈化し、その結果市場が売れ筋商品に

偏る。  

・再販制度による CD の価格安定は、作家や実演家の生活を支え、『音楽創造

のサイクル』を円滑に循環させている。  

・CD は文化財であり一般消費財とは異なる。徹底した自由競争によって消費
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者利益をもたらす一般消費財 (物質的な文明用品 )と文化財 (精神的な文化商品 )

とは根本的に異なるものである。  

・CD もパッケージの違いこそあるが、書籍等と同じ活字著作物である。  

・日本の音楽産業は再販制度のもと、日本の大衆音楽、伝統芸能から世界各国

の最新音楽や民族音楽まで世界で最も多くの音楽作品を消費者に提供してき

た。今では日本でしか入手できない音楽作品も珍しくない。  

・再販制度が撤廃されて、大型 CD 販売店が安売りやオトリ廉売を行い、過当

競争に陥れば、中小 CD 販売店は廃業を余儀なくされる。ゆえに都市部に大型

販売店が集中し、地方の消費者は購入が困難になる。  

・CD はレンタル業の存在もあり厳しい状況下にあるが、企業努力により 30 年

前とほとんど同じ価格を保っており、物価の優等生となっている。  

 

（（（（2））））撤廃派撤廃派撤廃派撤廃派のののの主張主張主張主張  

 一方、再販制度撤廃派としては、消費者サイドの主張がある。再販制度によ

り、消費者は高い CD を購入せざるを得ないのだから当然ともいえる。消費者

サイドの主張は次の通りである。  

 

・音楽 CD には 2 つの価格維持が存在している。それは縦と横の価格維持であ

る。縦の価格維持とは、メーカーと小売業者間の価格維持のことである。これ

は再販制度により説明できるが、問題となるのはもう一方である。つまり、最

近では多少のバラつきこそあれど、CD アルバムであれば一律 3,000 円、シン

グルであれば 1,500 円、と定額化していること。この横の価格維持の存在が問

題なのである。レコード業界における暗黙の了解、これはカルテルではないの

か。  

 

・音楽 CD だけがなぜ保護されるのか。CD と同じく再販制度が認められてい

る書籍では違った価格づけがされている。ハードカバーであれば～円、文庫本

であれば～円、といったような一律の価格づけはされておらず、価格に大きな

バラつきが見られる。国内盤の CD だけがなぜ価格が一定となっているのか。 
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・再販制度により作者や実演家が保護されているとしているが、近年インター

ネット上のダウンロードの影響ですでに価格体系は破壊されている。作者・実

演家の保護には、レコード会社の利益の取り分を減らす等、手段の見直しが必

要なのではないか。  

 

・音楽業界はレンタルや違法コピーを危惧しているが、それならば消費者の

「CD はレンタルするもの・コピーするもの」というような認識がこれ以上深

まらないようにするためにも、購入しやすい価格をつけるべき。そのためにも

再販制度は見直さなければならない。  

 

・再販制度が撤廃された際には、価格競争に伴い都市部と地方との格差が拡大

すると考えられている。しかし、インターネットの普及もあり CD の購入は日

本全国において低コストで実現可能である。ゆえに地域格差拡大にはそれほど

影響がないと考えられる。  

 

3．．．．海外主要国海外主要国海外主要国海外主要国のののの再販制度再販制度再販制度再販制度  

    再販制度の実施状況には主要各国でかなり違いが見られる。まず再販制度の

指定物『書籍・雑誌・新聞・音楽 CD 等 (レコード、テープなどを含む )』につ

いて、各国で再販制度が認められているか、いないかを辻（1995）の資料をも

とにまとめると次の通りである。  

 なお、ここで『再販制度が認められている』というのは、独占禁止法に相当

する競争促進法などでこれらの指定物の再販行為を適用除外としていたり、別

の事業者法で定価販売を認めている、という意味である。  
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表表表表 5    諸外国諸外国諸外国諸外国のののの再販制度実施状況再販制度実施状況再販制度実施状況再販制度実施状況  

書籍 雑誌 新聞 音楽ＣＤ 備考
アメリカ　 ×××× ×××× ×××× ×××× 1975年、すべての適用除外を廃止
カナダ ×××× ×××× ×××× ××××
イギリス ×××× ×××× ×××× ×××× 1997年、書籍の適用除外を廃止
ドイツ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××
オーストリア ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××
フランス ○○○○ ×××× ×××× ×××× 1981年、書籍定価法制定
オランダ ○○○○ ○○○○ ×××× ××××
デンマーク ○○○○ ○○○○ ×××× ××××
ベルギー ×××× ×××× ×××× ××××
ルクセンブルク ×××× ×××× ×××× ××××
ノルウェー ○○○○ ×××× ×××× ××××
フィンランド ×××× ×××× ×××× ××××
スウェーデン ×××× ×××× ×××× ×××× 1970年、書籍の再販制度を廃止
オーストラリア ×××× ×××× ×××× ××××
ニュージーランド ×××× ×××× ×××× ××××
日本日本日本日本 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○  

 

表 5 から読み取れることを挙げると、  

 ・再販制度の実施状況は各国でかなり異なる。  

 ・書籍が再販制下にあっても、新聞や雑誌は認めていない国もある。  

 ・・・・音楽音楽音楽音楽 CD にににに再販制度再販制度再販制度再販制度があるのはがあるのはがあるのはがあるのは日本日本日本日本だけだけだけだけ。。。。  

ということである。  

 

  

4．．．．輸入権輸入権輸入権輸入権  

    平成 17 年 1 月 1 日より施行された改正著作権法により、日本では音楽 CD

に輸入権が認められた。端的に言えばこの輸入権とは、日本の輸入されてくる

ものに対して規制をかけることができる権利である。現段階でこの権利は、還

流盤 (日本のレコード会社が権利を持っている CD を、海外にライセンスを与え

て、その国で生産されたもの。 )の防止策として行使されている。レコード会

社側の意見は、「国内盤よりも安い還流盤が市場に出回ると、国内盤の売上が

阻害されるため。」となっている。しかし、音楽 CD は既に再販制度により保

護されており、輸入権の保護と合わせて産業として二重の保護が存在すること

になる。諸外国においても輸入権が存在する国はあるが、音楽 CD に対して認

められているのは日本のみである。ここでも再販制度の場合と同じく、日本は
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音楽 CD に対し世界唯一の制度を持っているのである。このような音楽 CD 市

場に対する過保護とも呼べる状態は、音楽 CD と他の一般消費財とが明らかに

異なることを示している。  
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第第第第 6 章章章章    日米英日米英日米英日米英のののの CD とととと DVD のののの価格比較価格比較価格比較価格比較  

        1．．．．日米英日米英日米英日米英 CD アルバムアルバムアルバムアルバム価格比較価格比較価格比較価格比較  

 日本の音楽市場が大きなものであることは間違いない。では、世界的に見

て日本の CD の価格は実際どうなっているのか。表 6 は 2004 年に公正取引委

員会が行った調査方法をもとにした調査結果である。ただし、比較しやすくす

るためにアメリカを 100 とする。  

 

表表表表 6    日米英日米英日米英日米英 CD アルバムアルバムアルバムアルバム価格比較価格比較価格比較価格比較  

 

・各国での売れ筋タイトルで比較  

日本 米 英
平均価格(\、$、￡) 2935.5 11.98 8.82
税込平均価格(\) 2935.5 1523.9 1812.4

税込指数 192.6 100 118.9  

注 :Amazon での価格表示は米を除く日、英で税込み価格  

     公正取引委員会の調査方法に従って行った。  

ただし、 ・測定時点は日本： 2005/12 第四週  

米： 2005/12/14 

英： 2005/12/18 

・ 為替は米： 117.1  英： 205.6 

 

 

ここで取り上げられている国は、音楽売上における上位 3 カ国である。消費

税の税率・為替レートにおいて多少の差はあるが、それでも日本の価格は 3 国

の中で一番高い。アメリカと比較すれば日本は約 2 倍の価格がついている。こ

のことから、日本は音楽 CD において高く設定された価格を持ち、大きな音楽

売上を持つ音楽大国であるといえる。  

 

 

2．．．．日米英日米英日米英日米英 DVD のののの価格比較価格比較価格比較価格比較  

    DVD に関しては再販制度は存在していない。ゆえに音楽 CD とは異なり、定
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価にバラつきが見られるうえに、大幅な割引も行われている。表 7 は表 6 と同

様の調査方法により得られた結果である。  

 

 

表表表表 7    日米英日米英日米英日米英 DVD のののの価格比較価格比較価格比較価格比較  

日本 米 英
平均価格(\、$、￡) 3850.3 19.28 15.09
税込平均価格(\) 3850.3 2453.4 3102.1

税込指数 156.9 100 126.4  

日：オリコン DVD デイリーランキング、 2005／ 12 第４週 (ht tp : / /www.oricon .co.jp  )英  

米：BILLBOARD Top DVD Sales  ,  Issu Date:  2005-12-24(h ttp : / /www.bi l lboard.com. /bb /index.j sp)  

英：BBC Offic ia l  UK top40 DVDs and  Videos  (18/12/2005)  

 (h t tp : / /www.bbc.co.uk/ radio1 /chart / top40/a lbum.shtml) 

 

 

 日本の価格は音楽 CD と同様に数値としては高いが、他国との差は縮まって

いる。また日本の売れ筋ランキングには、DVD を複数枚まとめた BOX セット

が含まれていた。それらが非常に高価格であり、割引もあまり見られないので

平均価格がつりあがっているが、それらを除けば各国との価格差はかなり小さ

くなる。  

 日本国内の音楽 CD と DVD の異なる点は、再販制度があるかないかという

ことである。音楽 CD は割引ができないが、DVD はそうではない。このことが

理由で各国との価格差が縮まっていると考えられる。このことより日本の音楽

CD の高価格は再販制度によってもたらされているといえる。  
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第第第第 7 章章章章    終終終終わりにわりにわりにわりに  

    日本国内の音楽 CD の価格は実際に高いということがわかった。日本だけが

音楽 CD を再販制度の指定物にしており、産業としても非常に保護されている

ことが理由である。ただ国内盤に焦点を合わせたため、輸入盤の影響やライセ

ンス契約については明らかにできていない。  

 また、新しい流通の形態としてさらに発展するであろうネット配信が、どの

ように影響してくるかを今後の課題としたい。  
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