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にかけての現地調査を踏まえ，韓国における
地上4K放送が始まるまでの経緯とその現状，
さらにテレビ局にとっての今後の課題などを紹
介したい。構成は以下のとおりである。

Ⅰ ピョンチャン五輪での
　 「高画質映像」提供の取り組み

Ⅱ 韓国テレビ業界の概況
Ⅲ 地上4Kテレビ放送開始までの経緯
Ⅳ 地上テレビ局の取り組み
Ⅴ 有料放送への4K再送信問題
Ⅵ 有識者や政府の見方
Ⅶ 考察・まとめ

 はじめに

韓国では2月9日から，北東部のピョンチャ
ン（平昌）郡で，冬季オリンピック・パラリン
ピックが開催される。韓国政府はこのイベント
を「世界最高のICT1）オリンピック」「世界初の
5G 2）オリンピック」などと盛んにPRしている。
また2017年5月末から高画質の地上4K 3）本放
送を開始した公共放送のKBSや商業放送大手
のSBSなどの地上テレビ局は，ピョンチャン五
輪を機に地上4K放送の普及拡大をねらってい
る。本稿では，2017年11月下旬から12月初め
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韓国では2月9日から開かれるピョンチャン五輪を機に，高画質の地上4K放送の普及推進を図ろうと，地上テ
レビ各局が取り組んでいる。韓国では現在，ケーブルテレビや衛星放送，IPTVなどの有料放送への加入比率が
全世帯の90％以上に達し，地上放送の直接受信は5％程度にまで落ち込んでいる。このため広告収入の面でも地
上テレビのシェアは下がる一方で，各局は地上4K放送を売り物に挽回を図ろうと，放送・通信連携のサービスを
KBS，MBC，SBSの主要3局共同のプラットフォームで展開するなどの取り組みをしている。地上4K放送の普及に
あたっては，カバーエリアの拡大，受信機の普及，そして有料放送への再送信をどうするのかといった課題が存在
するが，直接受信の世帯が5％程度しかない現状では，ピョンチャン五輪を4Kの高画質で視聴するには，なんといっ
ても有料放送への再送信が欠かせない。しかし再送信をする場合，地上テレビ局は4K化の投資を回収するため，
送信料の大幅な引き上げを目論んでいるのに対し，有料放送側は4Kでの制作比率の低さなどを理由に難色を示し
ており，現状は地上テレビ局側が再送信を拒否する姿勢を変えておらず，地上テレビ局が地上4K放送を通じてどの
ようなビジネスモデルを築けるのかは不明瞭なままだ。

一方，地上テレビ局の衰退の原因として，有料放送の躍進以外の要素を指摘する声もある。特にKBSとMBCに
ついて言えることだが，「政治介入」の問題である。KBSは最高議決機関である理事会のメンバー11人のうち，7人
は政府・与党の推薦枠となっていて，政府の意向に反する報道がしにくいとされる。MBCについても事情は似てい
て，「地上テレビ局は公平な報道をしていない」との意識が韓国国民の間に広まっている。2017年5月の政権交代以
降，MBC社長の解任が決まるなど，状況が変化する兆しも見えているが，KBSやMBCが韓国の国民から信頼を
回復できるかは，今後の運営次第であろう。

韓国は，世界で最も早く4K放送の実用化に取り組んできた国であり，地上4K放送についても，世界の先端を
走ることで関連産業の活性化につなげようとしている。ただ，その中核となる地上テレビ局が明確なビジネスモデル
を提示できなければ，その将来は必ずしも楽観できるものにはならないだろう。
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Ⅰ ピョンチャン五輪での
    「高画質映像」提供の取り組み

ピョンチャン五輪は，2月9日から25日にか
けて，北東部のピョンチャン郡と，そこから少
し離れたカンヌン（江陵）市で開催される。ピョ
ンチャンがスキーのアルペンやノルディック競技
の会場となるのに対し，より人口が多いカンヌ
ンには，五輪の組織委員会の事務所に加え，
フィギュアスケートやアイスホッケー，カーリン
グなどの屋内競技会場が設けられる。韓国政
府はこのピョンチャンオリンピックを，単に世界
のスポーツの祭典として祝うだけでなく，高度
な放送・通信技術によって競技の鮮明な映像
を世界に配信し，この分野における韓国の先
進性をPRしたいと考えている。

こうした政府の動きに最も呼応しているの
が，オリンピックの公式パートナーとなっている

通信事業者のKTで，ソウル市内の中心部に
設置した広報館のKTスクエアで，「5Gオリン
ピック」をPRする展示を行っている。例えば，
ボブスレーの選手のヘルメットに18グラム程度
の小型カメラを取り付け，選手目線の迫力ある
映像を伝える，といった取り組みである。

一方，テレビ局の最大のセールスポイントは，
現行のHDよりもさらに高画質の4Kサービスで
ある。今韓国の街中では，サムスンやLGの
4Kテレビ受信機が大々的に陳列され，売り込
み合戦に力が入っている。

また，関連の機器メーカーの間でも期待が高
まっている。テレビの映像信号処理技術で世界
有数の中小企業である韓国のK2Eは，すでに
MBCに4K対応機器を納入したほか，MBCと
SBSが6大広域市のうちインチョン（仁川）を除
く5つの広域市で進めている送出設備も手がけ
ている。K2Eのナム・ミョンヒ社長は，「過去30

ピョンチャンのスキー競技場

カンヌンの屋内競技場

KT の広報館

4Kテレビ受信機展示コーナー
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年で稼いだお金をすべて
つぎ込んで4K対応機器
を作り上げた。4K時代
への期待は誰より大きい」
と話し，今後はイタリア，
イスラエル，ロシアなど世
界に広く販売先を広げて
いく方針である。

ところが，韓国のテレビ業界の複雑な事情が
原因で，現在，地上4K放送を視聴できる家庭
は全体の1％程度と言われている。高画質の地
上4K放送を家庭に届けるのに，何が障害になっ
ているのかを解き明かすため，まず韓国のテレ
ビ業界の成り立ちから紹介していきたい。

Ⅱ 韓国テレビ業界の概況

韓国の主要な地上テレビ局は，以下の4局（5
チャンネル）である。

① KBS1・KBS2
② EBS
③ MBC
④ SBS
韓国では，公共放送のKBSが，1948年に

まず国営ラジオ局として発足し，1961年にテレ
ビ放送を開始，1973年に政府が100％出資す
る放送公社となった。1980年に行われた「言
論統廃合」によって，当時最も人気があった商
業テレビ局の東洋放送が強制的にKBSに吸収
されてKBS2となったため，主要な財源は従
来の受信料に広告収入を加えた2本立てとなっ
た。また同じ公共放送で教育番組に特化した
テレビ局として，1990年にKBSから分離した
EBSがある。

主要な商業放送事業者としては，1961年

に設立され，1969年からテレビ放送を始めた
MBCと，1991年に開局したSBSがある。この
うちMBCは，政府が全額出資している財団法
人の放送文化振興会が株式の70％を所有して
おり，主な財源は広告であるものの，「官」の色
彩を色濃く残している。系列社システムを採る
MBCは，本社のほか，全国に16の地方系列
社があるが，それぞれが独立した会社であり，
社長の選考は本社の意向で決定するものの，
職員の採用については各社が独自に実施してい
る。またSBSは，首都ソウルと京畿道の一部
などをエリアとする地域局だが，キー局として
全国の主要都市をカバーする商業テレビ系列局

（KNN，TBCなど9社）のネットワークを持つ。
以上の4局が主要な地上テレビ局だが，韓国

は地形の関係で地上波の受信状況が悪い場所
が多く，早い時期から難視聴解消を目的とした
再送信型ケーブルテレビが普及した。その後，
民主化の進展もあって，専門チャンネルを提供
する多チャンネル型ケーブルテレビが1995年か
らサービスを開始，さらに2002年には衛星放
送が，2008年にはIPTVサービスが始まるな
ど，近年，有料放送が急速に伸びてきている。
現在，有料放送の契約世帯はケーブルテレビ・
衛星放送・IPTVを含めて90％を超えた一方，
地上放送を直接受信する世帯は全体の5％程度
にまで減少した。こうした中，広告収入も以前
は地上テレビ局が圧倒的なシェアを占めていた
が，最近はケーブルテレビやIPTVからの攻勢
に遭い，地上テレビ局の苦境が目立つようになっ
てきている。KOBACO（韓国放送広告振興公
社）のまとめによると，広告媒体別の売上高の
動向で，2011年まではトップの座にいた地上テ
レビが，2016年にはオンライン，ケーブルテレビ，
モバイルに次ぐ4位にまで落ち込んでいる4）。

K2E ナム・ミョンヒ氏
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 Ⅲ 地上4Kテレビ放送開始までの経緯

韓国の地上テレビ局は，失地回復に向けた
対策の1つとして，高画質の4K放送に目をつけ
た。しかし，韓国では日本などと違って，主要
地上テレビ局が自前の衛星チャンネルを持って
おらず，4K放送を行うには，地上放送用の周
波数帯域を確保しなければならない。そこで各
社は，2012年のアナログ放送終了に伴っていっ
たん政府に返上した700MHz帯域 5）を，地上
4K放送用に割り当てるよう，政府に求めた。

この700MHz帯域は，障害物を迂回して伝
わる性質を持つことから「黄金の周波数」と呼
ばれ，通信事業者も獲得を目指していた。通
信事業者側は，地上放送を直接受信する世帯
が極めて少ないことを理由に，この周波数帯域
を地上放送局に分配するのは経済効率性の点
から不適当だと主張，当初は韓国政府も通信
事業者に帯域を売却することで，財政の足しに
する計画だった。

これに対して地上テレビ局側は，2012 ～ 13
年にかけて地上4Kテレビの実験放送を行い，
終了後の2013年11月，KBS・MBC・SBS・
EBSの4 社が共同で「国民幸福700プラン」と
いう地上4K放送推進計画を発表した。また，
2014年4月に起きた大型旅客船セウォル号の
事故を例に挙げ，災害報道における放送の優
位性を強調した。地上テレビ各局は国会議員
に4Kの鮮明な画像を見せて回るなど，政治家
を巻き込んだ運動を展開，2015年7月に開か
れた国会の未来創造科学放送通信委員会第
5次会議で，未来部（のちの科学技術情報通
信部）の担当者は，700MHz帯域の一部を地
上放送4 社の5チャンネル（KBS1・2，MBC，
SBS，EBS）用に確保することを表明した 6）。

 Ⅳ 地上テレビ局の取り組み

地 上テレビ局
が地上4K放送を
実施するうえでま
ず必 要になるの
が，送信所などイ
ンフラの整備であ 
る。今回の現地調 
査では，ソウル中
心部の標高 2 0 0
メートルのナムサン

（南山）にある地
上テレビ局共用の 

送信施設を訪問した。ナムサンは，デジタル
HD，4K，それに携帯向けのDMBの送信をコ
ントロールする施設である。訪問時の2017年
11月末現在，ソウル首都圏のみを対象に行わ
れていた地上4K放送の送信施設は，ソウル南
部のクァナクサン（冠岳山），中心部のナムサン，
そしてソウル市外のクァンギョサン（光教山）の
3か所に設置されていて，この3地点は南北に
一直線に並ぶ形となっている。今後は，東西に
も設置箇所を増やし，受信状況の改善を進め
ることになっている。

次に，地上テレビ局のうち訪問できたKBS
とSBSの4K放送への取り組みを紹介する。

Ⅳ-1　KBS

KBSでは，戦略企画室に置かれたUHD（韓
国では通常，4K・8Kを合わせてUHDと呼ぶ）
推進チームのパク・ジヌ部長とイム・ジュンゴン
チーム長に話を聞いた。イム氏によると，4K放
送の編成は当面，HD放送と同じものを同時に
送信することが義務づけられているが，4Kカ

地上 4K 放送送信塔（ナムサン）
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メラで撮影した素材をハードディスクにコピーす
るだけで，1 時間の素材につき4 ～ 8時間もか
かるなど，非常に手間ひまがかかる問題がある
という。その一方で政府からは，4K番組の編
成比率を2017年に5％，18年に10％，19年に
15％，20年に25％と順次高めていき，2027年
には100％になるよう求められている（ただしオ
リジナルの番組でなくてもよい）。このため，い
かにコストを抑えるかが重要な課題となってい
て，KBSでは2017年と18年に4K用のスタジ
オを2つずつ作るとともに，18年度には，生
放送番組と中継車で制作が可能な番組を優先
的に4Kに移行する計画だとしている。

地上4K放送の普及に向けて，KBSがMBC，
SBSと共同で2017年11月にスタートさせたの
が，「TIVIVA」という放送・通信連携サービス
である。日本でもNHKがハイブリッドキャスト7）

で同様のサービスをすでに行っているが，韓国
の場合は地上放送3社が共同でプラットフォー
ムを作ったところが特徴である。テレビ画面
の左側にKBS，MBC，SBSの各局の入り口
があるほか，下のほうにはYouTube，pooq8），
okususu9）などの入り口もある。「お勧め」機能も
ついている。

ただ，このサービスを楽しむには，対応した
テレビ受信機を購入する必要がある。現在，受
信機を製造しているのは，主要メーカーのうち
LGのみで，サムスンは作っていない。市場の将
来性に確信が持てていないためと思われるが，
パク氏は，「サムスンもLGだけが先走るのを看
過できないだろう」と楽観的な見通しを示した。

TIVIVAはまだサービスが始まったばかりだ
が，2018年1月中旬には改良版にバージョン
アップしてオリンピックに備えるという。このよ
うな公共放送と商業放送の協力プロジェクトに
ついてパク氏は，「難しい点も多いが，地上各
局に危機感があったことが協力に至った要因」
と説明した。

また，受信用のアンテナについては，室内
設置型でも十分受信できるとして，その利便性
を強調した。

イム氏によると，このほか日本のワンセグ方
式にならって，4Kと，モバイル向けHDを1つ

TIVIVA の画面 地上 4K 放送視聴用室内アンテナ

KBS パク・ジヌ氏（左）とイム・ジュンゴン氏（右）



7FEBRUARY 2018

の電波で送信するための準備もしていて，今後
HD放送の終了期限とされる2027年に向けて，
ギャップフィラー10）の整備を進める計画である。

　
Ⅳ-2　SBS

ピョンチャン五輪の公式放送局であるSBS
では，政策室UHD推進チームのイ・サンジン
マネージャーとチョ・サンモ博士にヒアリングを
行った。チョ氏は2017年1月にSBSが韓国で
最初に配備した4K中継車について，全長14.3
メートル，高さ4メートル，幅が2.55メートル

（3.75メートルまで拡大可能）のサイズであるこ
とや，通常は8台の4Kカメラを配備していて，
さらに4台追加できること，ピョンチャン五輪
のカーリングやアイスホッケーなどの競技で使
用することなどを説明した。

また，4K放送をビジネス上成り立たせるた
めには，違法コピーを防ぐことが不可欠と強
調，2016年10月に設立されたコンテンツ保護
検定センターの業務について説明した。

次に，韓国が4K放送の技術方式について，
実験放送をした際に使った欧州方式のDVB-T2

ではなく，アメリカ方式のATSC3.0を選択した
ことについて，イ氏はIP対応で双方向性があ
り，放送・通信連携のハイブリッド・サービスが
実現できることを挙げ，放送局の主体的な決定
だったことを強調した 11）。またイ氏は，4K放
送が従来のHD放送と比べて，「コストは4倍
かかるのに収入はちっとも増えない」と述べ，
その収益性について厳しい見方を示したうえで，
4Kコンテンツは中国でも売れているので，プロ
ダクションとの共同出資などで4K投資の回収
を図っていく方針を示した。

チョ氏は最後に4Kの今後について，「4Kを
HDのようにやればいいわけではない。カメラの
アングルを工夫しないと画質の良さが分からな
い。字幕の大きさなども重要で，4Kならではの
コンテンツを作る必要がある」と締めくくった。

 Ⅴ 有料放送への4K再送信
12）

問題

このように地上テレビ局は4Kの推進に力を
入れているが，直前に迫ったピョンチャン五輪
の競技を韓国の一般市民が4Kの鮮明な映像
で視聴できるのかについては，以下のような課
題が指摘されている。

① 地上4K放送のカバーエリア

2017年5月31日にスタートした地上4K放送
は，当初ソウル首都圏のみを対象にしていた。
送信所の整備などの進展に伴い，このカバーエ
リアは2017年12月には，6大広域市のうちイン
チョンを除く5つの広域市（プサン，テグ，クァ
ンジュ，テジョン，ウルサン）とオリンピック開
催地周辺に拡大，さらに2020 ～ 21年にかけ
て全国に拡大する計画である。ということは，
ピョンチャン五輪の際には大都市圏とピョンチャ

SBS チョ・サンモ氏（左）とイ・サンジン氏（右）

4K 中継車（SBS 提供）
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ン周辺以外の地域ではまだ地上4K放送は始
まっていないことになる。

② 4K対応テレビ受信機やアンテナの設置

地上4K放送を受信するには，まず4K対応
のテレビ受信機を購入する必要がある。高画質
である4Kの見栄えがする大型サイズのテレビだ
と，その値段は安くなってきたとはいえ，主要
メーカーであるサムスンやLGの製品で，130万
～ 1,400万ウォン（日本円で約13万～ 140万円，
ソウルのショッピングモールでの表示価格）もす
る。また，受信機のほかにアンテナを別途購入
する必要もある。地上テレビ局はアンテナを内
蔵もしくは装着したタイプのテレビ受信機を推奨
しているのだが，関係者によると，サムスンや
LGなどのメーカーは，世界市場に売れる製品を
志向しているため，内蔵型には乗り気でないとい
う。さらに，韓国では地上4Kの実験放送の際
に欧州方式のDVB-T2を使用していたため，初
期の4K対応受信機はDVB-T2対応となってい
る。2016年7月にATSC3.0の採用が決まったも
のの，メーカーは在庫処分のため2017年3月ご
ろまでDVB-T2対応受信機の販売を継続，こ
のテレビ受信機を購入したユーザーは，アンテ
ナのほか，ATSC3.0に対応するためのセットトッ
プボックスまで買わねばならない羽目に陥った。

これらの問題について，4K対応のテレビ受
信機を購入していればほぼ解決できる方法が1
つある。それは地上4K放送を，ケーブルテレ
ビ，衛星放送，IPTVなどの有料放送に再送
信することである。現在，地上放送の直接受
信世帯が5％程度で，有料放送の契約世帯が
90％以上という現実を考えると，ピョンチャン
五輪をできるだけ多くの市民が4Kの鮮明な画

像で見るには，地上4K放送を有料放送に再
送信するのが効率的な対応のように見える。

ところが実際は，地上テレビ局側が再送信
を拒否しており，筆者が調査を行った11月下旬
～12月初旬というオリンピック間近の時期でも，
歩み寄る気配は見られなかった。これについて
SBSの担当者は筆者に対し，「地上4K放送の
再送信問題は，オリンピックとは無関係だ。オ
リンピックは普通のテレビ受信機でもHDで見
ることはできる」と言いきった。地上テレビ局と
有料放送の間で，再送信をめぐる話し合いが
かなり難航していることをうかがわせた。

では，有料放送事業者の側はこの問題をど
う考えているのか。実は有料放送は，4K自体
の導入は地上テレビ局より先行している。これ
は有料放送の場合，有料であることに加え，
ケーブルテレビ，衛星放送，IPTVの間で激し
い競争が行われているため，他社と差別化した
サービスを早く打ち出したいという思いがあった
ためと考えられる。

まず，2014年4月にケーブルテレビ事業者の
ホームチョイス（現・ケーブルTV VOD）が4K
専用チャンネルのUMAXを立ち上げ，ドラマ
やドキュメンタリーなど，多数の4Kコンテンツ
を終日放送している。同年6月には衛星放送の
KT Skylifeも4Kの試験放送「Sky UHD（現
Sky UHD2）」チャンネルをスタートさせ，1年
後の2015年6月には2つの4K専用チャンネル

「Sky UHD1」と「UXN」が加わり商用化が始
まった。従来からのSky UHD2は主に自然番
組やドキュメンタリー番組を，新たに加わった
Sky UHD1とUXNは主にドラマや映画を中心
とした編成になっている。

また，IPTVについても，KT，LGU+，SK
ブロードバンドの3 社すべてが，2014年9月か
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ら10月にかけて順次4Kサービスを開始してい
る。このうちSKブロードバンドについては，
225チャンネルをリアルタイム送信しているが，
4Kチャンネルとしてはテレビ用が5チャンネル，
モバイル用が12チャンネルある。

したがって，韓国の主要コンテンツ供給源
である地上テレビ局の4K放送についても，再
送信を強く求めてもおかしくないのだが，筆
者が2017年11月28日に韓国IPTV放送協会

（KIBA）を訪問し，IPTV事業者の関係者に
この点を聞いたところ，「交渉が始まっていない」
などと煮えきらない回答だった。その理由とし
て関係者は，「例えばSBSはソウル首都圏の地
域局であり，SBSの4K再送信を全国に流して
よいのか分からない」とか，「SBSやMBCは法
人が地域ごとにあって，誰と交渉するのかとい
う問題がある」などと技術的な問題を説明した。
しかし，韓国の市民がピョンチャン五輪を4Kで
見られるかどうかということが本質だとすれば，

こうした技術的な問題はいくらでも対処可能な
はずである。では，地上テレビ局側と有料放
送側それぞれの本音はどこにあるのだろうか。

 Ⅵ 有識者や政府の見方

ここからは地上4K放送の有料放送への再送
信問題を中心に，韓国の放送界に関する学識
経験者2人と，放送事業を管轄する科学技術
情報通信部（旧・未来創造科学部）の担当部
署に対して行ったヒアリングの内容を紹介する。

★韓国産業研究院（KIET）主力産業研究室
　イ・ギョンスク研究委員

イ氏 は， まず 地
上テレビ局が4Kに
こだわる理由として，

「危機意識」がある
ことを指摘した。有
料放送の加入者が
90％を超え，地 上
放送の直接受信の
比率が5％程度にま

で落ち込む中，広告収入の多くが有料放送に
流れており，かつスマホの普及でコンテンツ視
聴が「いつでもどこでも」の時代になって，地
上放送への関心が低下しているという。こうし
た中，ATSC3.0の技術方式を使った地上4K
放送は，伝送技術が向上し，電波が地形の影
響を受けずに家庭に届きやすくなったので，地
上テレビ局は直接受信の比率を再度向上させよ
うとしていると，イ氏は見ている。直接受信比
率の上昇が地上テレビ局の収入増につながる
のかと聞くと，イ氏は，「地上放送の直接受信
比率が5％の場合と10％の場合では，広告の

SK ブロードバンドの 4K 設備

産業研究院 イ・ギョンスク氏
（写真：本人提供）

韓国 IPTV 放送協会関係者
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値段が違ってくる」と説明した。直接受信の場
合は視聴できるチャンネル数が少ないので，例
えば同じSBSの広告枠であっても，直接受信
の家庭が多いほど，その視聴率は高くなるは
ずというわけである。ただ，すでに90％以上
の家庭が契約している有料放送は，200チャン
ネル以上のサービスを提供する事業者もあり，
これだけ多様なサービスを月1,000円程度で受
けられるとなると，地上放送の直接受信に戻
す家庭はそう多くないようにも思われる。

そこでイ氏が指摘するのは，第二の理由であ
る。現在の地上HD放送の再送信については，
当初は無料だったものの，SBSなどが訴訟に
勝ったことで，公共放送のKBS1とEBS以外
は有料放送側が再送信のためのコンテンツ料を
支払うことになった。しかしイ氏によるとこの
収入があまりよくないため，地上テレビ局は4K
化に費やした投資の回収のため，再送信料を
HDよりも高く設定したいのだという。これに対
して有料放送側は，弱小局が多い地域ケーブ
ルテレビはもちろんのこと，IPTVも大手3社
による激しい競争がある中，現在，放送番組
の5％しか4K制作となっていない地上テレビ局
のチャンネルに大金を支払う気はないというわ
けである。そしてイ氏は，有料放送がこのよう
に考える背景に，視聴者の反応の鈍さもあると
指摘する。アナログ放送がデジタルHD放送に
なったとき，人々は画質がぐっと良くなったと感
じた。ところがHD→4Kへの変化については，
それほど違いが明確でないというのだ。違いが
分かるには，できるだけ大型のテレビで見るの
がいいのだが，イ氏は家に大型テレビがある家
庭はまだ主流ではないと説明する。

このように地上テレビ局がねらう，
・家庭の地上直接受信比率の向上

・地上4K放送の再送信料をHDより高く設定
の2点とも，実現には難関が待ち構えているの
だが，それでも地上テレビ局が現在，再送信
拒否と直接受信推進の立場を示すのには，放
送インフラを「喪失」することへの地上テレビ局
の危機感があるとイ氏は見ている。これまで一
貫して低下してきた地上放送の直接受信比率が
今後さらに続けば，やがて「地上放送不要論」
が出てきて，地上テレビ局は1つの番組制作会
社に“転落”してしまうとの危機感である。も
しコンテンツが安定的に売れるのであればまだ
よいが，今後例えばケーブルテレビとIPTVの
合併などで有料放送の寡占化が進むと，「おた
くのチャンネルはパッケージから外します」とい
う脅しに対抗できなくなるというわけである。

こうした地上テレビ局の危機感に一定の理解
を示したうえで，イ氏はその戦略がはらむ矛盾
を指摘した。地上テレビ局は地上4K放送を，
地上放送を直接受信する家庭のみを対象に実
施しているのだが，直接受信の家庭は通常，
有料放送に加入できない低所得世帯が多いの
で，そうした家庭が通常のテレビ受信機よりも
高価な4K対応テレビをアンテナとともに買うの
か，そもそも本当に高画質を求めているのか，
という点である。地上テレビ局にとっては厳し
い指摘と言えよう。

★南ソウル大学　イ・サンウン教授

イ氏は1991年から2005年までMBCのリサー
チ部門に所属していた放送技術のエンジニアで，
その後ヨンセ（延世）大学を経て現在の南ソウ
ル大学で教鞭をとっている。イ氏はまず，かつ
て700MHz帯域の獲得をめぐって放送事業者
と通信事業者が争ったことについて触れ，「通
信事業者の真の目的は地上テレビ局に送信手
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段を持たせないこと
で，それによって自
分たちが送信インフ
ラを支配しようとし
た」と分析した。そ
して通信事 業者 が
運営するIPTVにつ
いて，各家庭に対し

て4K用のセットトップボックスを買わせお金を
取っているのに，4Kのインフラに投資している
地上放送局にはお金を出さないと批判した。イ
氏は地上放送出身のためか，その立場はやや
地上放送寄りのようである。もっとも，通信事
業者はこれに対し，自分たちに任せれば地上
波の送信所を整備する必要がなく，コストが削
減できると言うはずなので，この問題はネット
新時代における放送の主導権をめぐる争いと
言えるかもしれない。

そのうえでイ氏は，地上テレビ局が地上4K
放送を再送信しないと言っている理由は，再送
信料をめぐる双方の言い値のギャップが大きい
からだと指摘した。そして，今後話し合いがつ
けばいいが，ピョンチャン五輪にはおそらく間
に合わないとの見通しを示した。そうなった場
合，市民は果たして地上テレビ局と有料放送の
どちらを批判するのかと筆者が尋ねたところ，
イ氏は「難しい。市民は細かな事情に詳しくな
いので，国の政策が悪いと言うのではないか」
と答えた。そして個人的な見解としたうえで，
ピョンチャン五輪の期間中に限って国が間に入
り，地上テレビに利益を度外視して再送信を
認めさせるという方法もありうると述べた。　

またイ氏は，地上テレビ局が共同で進めてい
る放送・通信連携サービスのTIVIVAについ
て，まだ普及が進んでいないことに加え，リア

ルタイム視聴が増加した場合も映像伝送の質が
保証できるかどうかという問題点を指摘した。

★科学技術情報通信部電波政策局
リュ・シンウク事務官，キム・ヒジュン事務官

韓国政府で放送・通信の分野を管轄するの
は，科学技術情報通信部と，大統領直属の
放送通信委員会（KCC）の2つの部署である
が，このうち放送通信産業の振興や融合業務
といったマクロの分野を担当する科学技術情
報通信部の担当者であるリュ・シンウク事務官
とキム・ヒジュン事務官の2人（主にリュ氏）に
話を聞いた。

リュ氏はまず，政府が700MHz帯域を地上
テレビ局に無償で割り当てたことについて，地
上放送の直接受信比率が低下し続ける中で，
地上テレビ局に「最後のチャンス」を与える意味
があったと説明した。4Kの地上放送をはじめ
から断念すれば，放送局は番組制作会社に“転
落”し，今1,300ある送信所も無意味になる。そ
こで4Kを高画質放送以外にも双方向サービス
や移動体向けサービスのプラットフォームとして
活用する機会を，地上テレビ局に与えたという
わけである。

また，地上4K放送の再送信問題について
は政府として明確な立場は示さず，ピョンチャ
ン五輪の期間中だけ政府が間に入って再送信

リュ・シンウク氏（左）とキム・ヒジュン氏（右）

南ソウル大学 イ・サンウン氏
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させるとの案については，「それは原則が崩れ，
地上テレビ局への打撃が大きい」と述べ，否
定的な考えを示した。また，地上4K放送の再
送信には有料放送側も関連の設備が必要だが
まだそろっていないとして，具体的にはコンテ
ンツ保護のため必要とされるCAS13）機能を備
えた設備を挙げた。

 Ⅶ 考察・まとめ

韓国の地上テレビ局が，ピョンチャン五輪を
機に普及の加速を目指す4K放送について，そ
の現状と同時に，さまざまな課題を見てきた。
具体的には，カバーエリアの拡大，受信機の
普及，そして有料放送への再送信をどうするの
かといった点である。このほか，700MHz帯
域の割り当てを受けた地上テレビ局の1つEBS
で，いまだに地上4K放送が始まっていない
ことも問題となっている。これは基本的に4K
放送実施のための資金の問題だが，法的には
EBSの諸設備に関してはKBSが支援すること
になっており，HDまではそうしてきた。しかし
4Kを導入するにあたっては，KBSが「自分たち
も苦しい」と難色を示し，これに対してEBSが
反発しているという現状がある。そもそもEBS
がピョンチャン五輪と直接的な関係が薄いこと
もあり，EBSについては当初予定されていた
2017年9月の4K放送開始というスケジュール
が遅れており，今後いつ始められるかの見通し
も立っていない。このことについて科学技術情
報通信部は，「今は残念ながら6MHz分の帯域
が使われていない。周波数帯域を配分した以
上，うまくやってほしい」と述べ，KBSとEBS
が話し合いで解決するよう促している。

さらにより本質的な問題として，地上4K放

送のビジネスモデルが見えていないことがあ
る。SBSのイ氏が「コストは4倍かかるのに収
入はちっとも増えない」と言ったのは象徴的だ
が，こうした見方はKBSでも同じだった。にも
かかわらず地上テレビ局が地上4K放送に走る
のは，近年長期低落の原因となった有料放送
の躍進に対抗する武器として，これを活用した
いとの思いがあるのだが，より高い費用を払っ
ても4K放送を見たいとの熱意が市民にあるか
というと，現状はそうは見えない。また，地上
直接受信はそもそも「誰でも見られるサービス」
との位置づけがあったことから，地上テレビ局
は直接受信の4K放送の有料化は考えていな
いとしていて，コストをどう回収するのかがはっ
きりしない。KBSとEBSは受信料の引き上げ
に期待せざるを得ないところだが，商業局の
場合は，とりあえずはカバーエリアの拡大と4K
制作比率の向上に努め，広告主にとっての魅力
を高めていくしかないというところだろうか。

ただ，地上テレビ局の衰退の原因として，有
料放送の躍進以外の要素を指摘する声もある。
それは，特にKBSとMBCについて言えるこ
とだが，「政治介入」の問題である。KBSはも
ともと国営放送としてスタートした歴史があり，
その後政府が100％出資する放送公社となっ
た。最高議決機関である理事会のメンバー11
人のうち，7人は政府・与党の推薦枠となって
いる。このためKBSは政府の意向に反する報
道がしにくいとされ，実際2016年にパク・ク
ネ大統領（当時）の不祥事が暴かれた際，有
料放送向けの総合編成チャンネルであるJTBC
ニュースが「特ダネ」として積極的に報道した
のに対し，KBSは長い間沈黙を守っていた。
また，MBCについても事情は似ていて，「地上
テレビ局は公平な報道をしていない」との意識
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が韓国国民の間に広まっていったのである。
韓国では2017年5月に保守から革新への政

権交代があり，パク前大統領時代に任命され
たKBS 社長の交代を求めて9月に始まった労
組の全面ストが，12月中旬現在も継続してい
る。一方のMBCについては，9月から組合が
同様に全面ストに突入していたが，大株主であ
る放送文化振興会が11月に社長を解任してス
トは終結した。放送文化振興会はその後12月
の理事会で，2012年に同社を解雇された番組
制作担当のチェ・スンホ氏を社長に選出した。
チェ氏は1986年に入社，1995年に『PD手帳』
という調査報道番組のチームに加わり，聖域
なき調査報道でソン・ゴンホ言論賞などさまざ
まな賞を受賞した。労組委員長にもなったが，
2012年に170日間のストを行っている最中に解
雇され，ネットメディア「ニュース打破」に移っ
て調査報道を継続していた。

これまでKBSやMBCの幹部人事や報 道
内容への干渉が保守政権時代に目立っていた
のは事実だが，保守の側からは現在のもろも
ろの動きが「政治報復」に見えるのも事実で，
KBSやMBCが韓国の国民から信頼を回復で
きるかは，今後の運営次第であろう。課題山
積となっている地上4K放送の成否も，まずは
地上テレビ局の信頼回復が大前提になると思
われる。

韓国は，世界で最も早く4K放送の実用化に
取り組んできた国であり，地上4K放送につい
ても，世界の先端を走ることで関連産業の活
性化につなげようとしている。ただ，その中核
となる地上テレビ局が明確なビジネスモデルを
提示できなければ，その将来は必ずしも楽観
できるものにはならないだろう。

（やまだ けんいち）

注：
 1） Information and Communication Technology

の略で，情報・通信に関する技術の総称。日本
語では通常「IT」が多用される。

 2） 5th Generation（第 5 世代移動通信システム）
の略で，現在規格化が進行中の次世代無線通信
システムを指す。

 3） 韓国では通常 4K・8Kの両方を含む UHD（Ultra 
High Definition）という用語を使っている。し
かし，韓国では現在 8K 実施の計画がないので，
本稿では関係者の肩書等を除いて，基本的に

「4K」を使用する。
 4） KOBACO の担当者への取材による。ただし衛

星と IPTV は除外されている。
 5） かつて地上テレビがアナログ放送用として使用

していた，698 ～ 806MHz までの 108MHz 幅
の周波数を指す。

 6） 詳細は，田中則広「韓国 4K サービスが直面
する諸問題」『放送研究と調査』2015 年 9 月
号参照。ちなみに各局に割り当てられた帯域
は，KBS1 が 698 ～ 704MHz，SBS が 704 ～
710MHz，EBS が 752 ～ 758MHz，MBC が
758 ～ 764MHz，KBS2 が 764 ～ 770MHz の各
6MHz である。

 7） NHK が 2013 年からスタートしたサービスで，
インターネットに接続されたテレビから，放送
に関連するさまざまな情報を番組と連動して，
あるいは好きな時間に楽しめるが，対応するテ
レビ受信機を購入する必要がある。2014 年以
降，民放各社もキー局を中心にサービスを開始
している。

 8） 韓国の地上テレビ 3 局が共同で，スマホでの
VOD 視聴ができるようにした有料のアプリ。
番組の中身を短く編集したり，予告編を出した
りもする。

 9） pooqと同様のサービスだが，地上テレビ局以
外の幅広いコンテンツを扱っている。

 10） 電波の届きにくい地域や場所の受信特性を改善
する装置のこと。 送信所からの電波が高い建
物などにさえぎられると，その陰となる地域
には電波が届きにくくなり，電波の弱い地域

（ギャップ）ができる。
 11） 韓国では地上デジタル放送の技術方式を決める

際，放送局が DVB-T 方式の採用を強く求めた
にもかかわらず，2004 年に ATSC 方式の採用
が決まった経緯がある。

 12） 日本では通常「再放送」を使用するが，一度放
送した番組を再度放送する「再放送」と区別す
るため，本稿では「再送信」を使用する。

 13） 暗号化技術により，契約者以外の視聴を防止す
る，デジタル放送のコンテンツ管理方法の 1 つ。


