東アジア地域における海外情報発信の現状と課題
日韓中３か国におけるテレビ国際放送事例研究
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外国において受信されることを目的とした国際放送は，長年にわたって，短波のラジオ放送により
行われてきた。しかし，放送のデジタル化などの急速な技術革新や衛星放送の普及によって，世界各
国の国際放送局は，1990 年代以降，短波ラジオ放送からより強力な宣伝媒体としての衛星テレビ放送
にその比重を移してきた。本研究では，変貌を遂げる世界の国際放送界において，欧米各国のみなら
ず，東アジア地域の放送局もまた，それぞれの課題を抱えながら健闘している実態を明らかにした。
研究対象を NHK ワールド TV の他，韓国のアリラン TV 及び KBS ワールド，それに中国の CCTV-9
に絞り，まず，各放送局の概要を整理すると共に，運営上の特徴などに関して分析を行った。
その結果，韓国のアリラン TV は教養番組に力を入れている他，低予算による運営を行うため，外
注制作体制の構築に積極的に取り組み，番組制作の効率化を図ってきたことが，同じく韓国の KBS
ワールドは，教養番組よりはむしろドラマを中心とした娯楽番組に編成の重点を置き，番組自体も海
外向け専用に新たに制作するのではなく，すでに国内向けに放送したコンテンツを再活用することに
主眼を置いている事実が示された。また，中国の CCTV-9 の場合には，中国の主張を世界に伝えるた
めに，放送局と国家が一体となって受信環境の整備に努めてきた実態が読み取れた。
本研究では，国際放送強化のために各局が推進する具体的な事例を通して，放送目的と実際の事業
運営との関係についての考察を試みた。
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６か国に関する調査結果が整理されており，

はじめに

各国の基本状況を把握する上で参考となる。
ただ，その後，各国の国際放送状況は大きな

本研究の目的は，東アジア地域の放送局を

変化を遂げており，フォローの必要性がある。

対象に，主として海外に住む外国人を対象と

それから，ホワイトによる，アジアの３つの

1）

放送局のグローバル化過程についての比較研

したテレビ国際放送

の英語チャンネルの

現状と課題を検討，分析することにある。
グローバル化の進展により，近年，欧米，

究がある 5）。日本の NHK，中国の CCTV，香
港に拠点を置く STAR TV を事例として，そ

アジア，中東の各地域では，海外に向けての

れぞれ，公共放送，国営放送，商業放送とい

情報発信を強化しており，日本でも2006年以

う観点から分析したものであり，性質の異な

降，映像による国際放送を推進するための具

る国際放送の情報発信を考える上で参考にな

2）

体的な方策が検討されるようになった 。し

る。ただし，韓国の事例については言及され

かし，どのような実施主体により，何を放送

ていない。

するのか，また，主たる視聴対象，視聴者層

これらの先行研究を踏まえた上で，本稿で

をどこに置き，財源はどこから持ってくるの

は非英語圏である東アジア地域からの情報発

かなど，実施のあり方をめぐってはさらなる

信という観点から，香港ではなく韓国を扱っ

議論が必要である。

ている。また，国際放送をめぐっては，各国

東アジア地域の国際放送に関しては，これ

の国際放送局が次々に新たな運営方針を立て

までにもいくつかの研究成果が出ている。代

るなど状況の変化が激しく，研究に当たって

表的なものとしては，まず，黄盛彬による，

は，可能な限り最新の情報に基づいた検討・

東アジア地域の放送をめぐる国際化・グロー

分析が欠かせない。その際，新たな情報の入

3）

バル化に関する研究がある 。黄論文は，東

手については，各放送局の内部報告書の類を，

アジア地域における放送のグローバル化が外

また，文書化されていないものについては，

国メディアに対抗して，国家主導で進められ

実務担当者に聞き取りを行っている。

ており，その動向をとらえる際には，国家レ

全体の構成として，第１章では，1990 年代

ベルの放送制度形成及び政策決定に注目する

以降，ラジオからテレビへと重点を移してき

必要があると指摘している。黄論文が発表さ

た国際放送の概要を示す。第２章から第４章

れたのは1998年であり，その後，韓国では国

においては，日本，韓国，中国の放送事情に

家よりはむしろ放送局主導でグローバル化が

触れ，具体事例として NHK の国際放送 NHK

進展するなどの変化が生じているが，1990年

ワールドTV，韓国の arirang（以下，アリラ

代の放送環境を把握する上で大変有用な研究

ンTV）及びKBS WORLD TV（以下，KBSワ

である。次に，2004 年に李銀美が発表した，

ー ル ド ）， 中 国 の 中 国 中 央 電 視 台（ 以 下 ，

韓国を中心とした主要各国の国際放送状況に

CCTV）の英語チャンネル CCTV -９を取り上

4）

関する研究がある 。李論文では，アメリカ，

げる。以上を通じて最後に，韓国と中国の国

イギリス，ドイツ，フランス，日本，中国の

際放送の目的と事業運営実態について考察を
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行い，日本の国際放送のあり方を考える上で

ても，こうした放送目的に大きな変化はなく，

の一助としたい。

例えば，イギリス・BBC は，2006 年に，BBC
の活動の大枠について政府との間で合意した
協定書において，長期的な目標を公表してお

国際放送：ラジオからテレ
ビへ

Ⅰ

り，その中で，
（a）国際，国内情勢について，
正確で偏見にとらわれない，独立したニュー
スを提供すること，
（b）均整のとれた英国の

１．定義

見解を提示すること，
（c）英国の生活，制度，

国際放送とは，海外にいる受容者を対象に

業績を正確かつ効果的に表示すること，を含

意図された国境を越える放送を意味し，日本

めなければならないと定めている 9）。ただし，

においても，放送法第２条で「外国において

国際放送の意味する範囲は広く，目的はこれ

受信されることを目的とする放送」と定義さ

だけに限定されるものではない。ヘッドは，

6）

れている 。しかし，国際放送の中心がラジ

放送内容の特性により，①国内放送や軍の放

オからテレビへと軸足を移していく過程にお

送の信号がスピルオーバーしたもの，②正式

いて，国際放送という概念自体に変化が生じ

な国際放送，③ある国の国内放送が国民に対

ている。初めから外国の視聴者を対象に制

して真実を隠すような場合に，その放送局の

作・編集された本来の国際放送ではなく，発

代わりに実施する放送，④非公式な政治放送，

信国において国内向けに制作された映画，娯

⑤軍の放送，⑥海外向けの商業放送，⑦海外

楽，スポーツなどの専門チャンネルを「国境

向けの宗教放送，の７つに分類しており 10），

を越えるテレビ」として放送する形態が増え

公式な国際放送以外の場合には，放送目的も

ている。こうした形態も発信国と受信国との

それぞれの特性に合わせて多少異なってくる。

間の協定に基づく「番組供給」チャンネルと

なお，国際放送は，冷戦体制期には短波ラ

して，国際放送サービスとみなされるように

ジオを主体とした，東西両陣営のプロパガン

7）

なった 。なお，放送言語については，放送

ダ放送としての側面も強く持っていた。しか

実施国での使用の如何を問わず，汎用性の高

し，冷戦体制崩壊後は衛星テレビが主体とな

い英語が用いられる場合が多い。

り，経済的側面からの役割も強く担うように
なった 11）。

２．目的
1950 年代末，コディングは，国際放送の目

３．変遷

的として①放送する国の良き文化や考え方の

国際放送は長らくラジオによって実施され

紹介，②世界のニュースを客観的に伝えるこ

てきた。そのさきがけは，1927年３月，オラ

と，③世界的に重要な問題について放送する

ンダが蘭領東インド諸島向けに行った短波放

国の見解を説明すること，④国際理解の推進，

送に始まる。1931年５月には，フランスが海

8）

の４点を指摘した 。半世紀後の現在におい

外領土向け放送を始め，翌 1932 年 12 月には，
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BBCが海外の自治領及び植民地向けに，英語

こうした状況の中，東アジア地域の主要国

による毎日 10 時間の放送を開始した。ドイ

に目を向けると，日本では 1995 年４月から

ツでは，1929年８月，ツェーゼン短波局の開

NHKが，日本に対する国際理解の促進，海外

設と共に，無指向性アンテナで国内番組の対

在留邦人への情報提供を目的に，ニュース及

外放送を始めたが，ナチス政権の出現した

びニュース関連番組を編成して，映像による

1933 年４月からは，定時の対米放送を開始，

国際放送を開始した。韓国は，1999年８月に

また，イタリアでも 1934 年 12 月に対植民地

アリラン TV がアジア・太平洋地域を対象に

放送を開始した。日本の国際放送も，1935年

国際放送をスタート，2003 年７月には KBS

６月１日に始まっている

12）

。その後，第二次

も海外向け専門チャンネルを開始した。また，

世界大戦とその後の冷戦体制下で，国際放送

中国では，CCTV が 1992 年 10 月に中国語に

は主に短波ラジオにより実施されてきた。当

よるテレビ国際放送を実施，その後，一部に

時のソビエト連邦ではモスクワ放送を通じて

英語番組を放送してきたが，2000年９月から

大規模な国際放送を展開し，これに対抗する

は正式に英語による海外向け専門チャンネル

形でアメリカは VOA による国際放送を行う

をスタートした。

など，宣伝合戦が繰り広げられた。
やがて，冷戦構造の終焉など，時代の流れ
と共に，国際放送の主流は短波ラジオから衛
星テレビへとシフトする。ヨーロッパやアジ
ア地域では，1980年代後半から90年代初頭に
かけて，衛星を使った「国境を越えるテレビ」

Ⅱ 日本からの情報発信
日本からの映像による対外発信の取り組み

が出現する。アジア地域では，1991年に香港

には，①NHKワールドTV（放送）
，②NHKワ

のスター TV が，この地域最初の商業衛星放

ールド・プレミアム（番組配信），③民放によ

送として登場，アジア地域38か国に住む27億

る，外国放送事業者を通じた，在留邦人向け

人を対象に，５つのチャンネルで毎日24時間

番組配信，④ NHK 及び民放各社による欧米・

13）

。スター

アジア向けのドラマ，バラエティー，アニメ

TVの登場について桜井は，日本を含めたアジ

等の番組販売，⑤放送事業者以外の民間事業

ア諸国にとっては「黒船来航」にも例えられ

者による，ポータルサイト開設，インターネ

る「事件」であり，それまで体験したことの

ットによる動画配信，があり，この他，欧米

ない「国境を越える」電波が自国の上空に飛

の日系現地法人が在留邦人に対して，衛星放

来して無料で一気に５チャンネルもの放送サ

送またはケーブルテレビを通じて，NHK ワ

ービスが受けられるようになったことで，各

ールド TV 及び NHK ワールド・プレミアム，

国の放送関係者に与えたインパクトは大きか

さらには民放の番組等を組み合わせたチャン

のノンスクランブル放送を行った

ったとしている

14）

。また，各国政府からは，

文化侵略などの理由による反発の声も出るよ
うになる。
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ネルを配信する事業もある 15）。
このうち，日本発の外国人向け情報発信に
おいて中心的な役割を担っているのは NHK

東アジア地域における海外情報発信の現状と課題

の国際放送 NHK ワールド TV である。本章で
は，英語を主体とする NHK ワールド TV に絞
って検討する。

２）法的位置付け
日本の国際放送は，自主放送と命令放送の
並存体制をとっている。
〈※

2007 年 12 月 21 日に放送法改正案が成

立したものの，施行日が未定であるため，こ

１. NHK 国際放送の概要

こでは2007年末時点における法律に基づいて

１）沿革

記述を行っている〉

日本の国際放送は，1935年６月１日，社団
法人日本放送協会が，放送開始10周年と受信

日本放送協会が行う業務の範囲等について

者 200 万人突破の記念事業の一つとして，北

示した放送法第９条第１項第４号は，国際放

米太平洋沿岸及びハワイに向けて開始したの

送（ラジオ国際放送）及び委託協会国際放送

が最初である

16）

。なお，当時は「海外放送」

という呼称が使用されていたが，第２次世界
大戦後に一時中断し，1952年からは「国際放

業務（テレビ国際放送）を協会の必須業務と
して位置付けている。
また，放送法第33条第１項では，総務大臣
の実施命令により NHK が国際放送を行うこ

送」として再開した。
その後，長年にわたって音声を主体とした

とが定められている。命令の方法としては，

放送が続くが，やがて，1990 年代に入ると，

国際放送については，放送区域，放送事項そ

国際放送は本格的に音声と映像が共存する新

の他必要な事項を指定し，委託協会国際放送

時代に入る。日本においても1994年，海外に

については，委託して放送をさせる区域，委

向けた情報発信力を強化し，国際交流を促進

託放送事項その他必要な事項を指定して命ず

するために，放送法が一部改正され，これに

ることができるとしている。具体的には毎年，

より，NHK の必須業務の中に映像による国際

年度の初めに「国際放送実施命令書」を発し，

放送が含まれることになった

17）

。放送法の改

これに基づいて行わせることになっている。

正を受けて NHK は，1995 年から北米，欧州
向けにテレビ国際放送を開始した。そして，

３）放送の目的

1998年４月には，アジア・太平洋地域に向け

放送法第 44 条第４項では，国際放送の番

てデジタル方式によるテレビ国際放送 NHK

組編集等について，国際親善の増進に資する

ワールド TV を開始した

18）

。また，順次放送

こと，外国との経済交流の発展に資すること，

及び放送エリアを拡充し，1999 年 10 月から

海外同胞に適切な慰安を与えること，との規

は 24 時間放送を開始，2001 年８月からは，

定がある。これに基づき NHK は，国際放送

それまで受信できなかったアフリカ南部地域

の目的を，「外国に対して日本の現状や重要

でも視聴が可能となり，世界中をカバーする

な政策などを正しく伝え，日本に対する理解

ことになった

19）

。

を深めて国際交流の促進を図る」20）と定めて
いる。NHKでは，日本の情報のみならず，ア
ジアの情報についても積極的に発信しており，
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Your Window

レビジャパン」24）の放送時間の一部を使い

on Asia というキャッチフレーズの下に，
「日

JNG 社で１日６時間，JSTV 社で１日６時間

本とアジアの豊かで多様な価値を伝える」，

30分の放送を実施している。

NHK ワールド TV については

「欧米の視点とは異なる日本・アジア像」と
いう２つのポイントを掲げている 21）。

２. NHKワールドTVの基本計画
４）財源

１）主な番組

NHK ワールド TV の実施にかかる費用はお

NHK ワールド TV は，ニュース，情報番組

よそ20億円で，この金額は人件費などを除い

を中心に編成されており，放送の比率は７対

た番組制作にかかる費用である

22）

。テレビ国

３となっている。また，英語番組や英語字幕

際放送についてはこれまで，財源を受信料の

付き番組など，英語による放送の比率は全体

みで賄ってきた。しかし，2007年度からは初

の90％を超えている 25）。

めて，総務大臣がラジオ国際放送のみならず，

主な番組としては，『NHK ニュース

おは

テレビ国際放送に対しても実施命令を行った。

よう日本』，『ニュースウオッチ９』，『クロー

これにより，国の負担する費用３億円がNHK

ズアップ現代』，『日曜討論』などの国内番組

に対して交付された

23）

。

のほか，国際放送局の独自制作による英語ニ
ュースと番組がある。主な英語ニュースには，

５）送受信体制
NHK ワールドTV は，インテルサット社の３

NHK

NEWSLINE ， News

Today

30

Minutes ， News Today Asia ， WHAT’S

機の衛星により送信している。アジア・太平

ON JAPAN などがある。主な英語番組には，

洋地域向けにはインテルサット８（Intelsat 8）

日本の魅力を紹介する生活・文化情報番組

を，南北アメリカ地域向けにはインテルサッ

Begin Japanology ，日本の音楽を紹介する

ト9（Intelsat9）を，南西アジア・中央アジア・

J-MELO ，解説番組 Insight & Foresight ，

中東・欧州・アフリカ地域向け放送にはイン

日本のビジネスの最新情報を紹介する

テルサット10（Intelsat10）を使用している。

JAPAN BIZ CAST ，東京の最新流行を紹介

無料のノンスクランブル放送を実施してい
るが，使用周波数が C バンドであるため，広

する

TOKYO EYE ，日本料理を紹介する

Your Japanese Kitchen

などがある。この

範囲に電波が到達する反面，電波自体が弱く，

他，海外の日本人向けニュース『海外安全情

受信には直径2.5〜６メートルのパラボラアン

報』（日本語番組）や，世界の天気，番組の

テナと専用のデジタルチューナーが必要とな

お知らせなども放送している。

る。そのため，北米・欧州地域では小型のア
ンテナで視聴できるように，アメリカの JNG

２）編集の重点

社（JAPAN NETWORK GROUP, INC. :ニュー

2007 年度のテレビ国際放送の番組編集で

ヨーク）と欧州のJSTV社（Japan Satellite TV

は，「ニュース番組の強化」と「英語による

（Europe）Ltd.：ロンドン）が行っている「テ

情報発信の充実」が重点事項となっている。
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「ニュース番組の強化」については，NHK
の国際放送の存在感を高めていくため，日本

っては，「ニュース番組の強化」と同様，以
下の４点を方針として挙げている。

やアジアの最新情報を伝えるニュース番組を
強化し，国内外の経済情報や世界の気象情報

●

和食の作り方を楽しく学ぶ料理番組 Your

などを充実させると共に，現場リポートを効

Japanese Kitchen

果的に活用するなど，よりビビッドな報道を

魅力を世界に紹介する。これまでの英語番

目指すとしている。そのための方針として，

組にはなかったジャンルを開拓し，視聴者

以下の４点を挙げている。

の幅広いニーズに応えていく。
●

●

2006 年度に新設した

各分野の専門家による英語の解説番組

News Today 30

Insight & Foresight を刷新する。内容時

Minutes 。１日の出来事をまとめて伝える

間を20分に拡大，聞き手との対話形式に改

英語の基幹ニュースとして，最新のニュー

め，様々なテーマをより分かりやすく伝え

スはもちろん，ビジネス情報や企画コーナ

ていく。

ーを一層充実させ，視聴者の多様なニーズ

●

に応える。

2006年度後半期から新設した JAPAN BIZ
CAST のさらなる定着を図る。世界中のビ

は，新たに気象コー

ジネスマンたちの注目を集める日本の最新

ナーやマーケット情報を設けて，内容時間

技術や新製品の情報をマガジンスタイルで

を従来の 10 分から 15 分に拡大する。毎時

紹介していく。 TOKYO EYE は，これま

のニュースの特性をいかし，柔軟で

での斬新な切り口はそのままに，伝統を受

NHK NEWSLINE

●

●

を新設し，日本料理の

リア

ルタイム な報道を目指していく。

け継ぎながら未来を先取りする国際都市・

アジア各国の最新情報を世界に発信してい

東京の多彩な魅力をさらに掘り下げていく。

る

News Today Asia 。NHK のアジアの

●

在日外国人の視点を通じて日本文化の魅力

総支局と ABU のネットワークをフルに活

を再発見する教養バラエティー『COOL

用して，さらに存在感を高めていく。

JAPAN』をはじめ，『ハイビジョンふるさ

将来の英語ニュース 24 時間化を見据えて，

と発』
，『美の壺』など，日本の風土や伝統

『英語字幕ニュース』の放送時間を拡充し，

文化を紹介する番組の英語版を制作し，外

より多くの時間帯で最新のニュースを提供

国人の日本に対する理解促進に努める 27）。

●

する 26）。
もうひとつの重点事項である「英語による

３. NHKワールドTVを取り巻く国内の動向

情報発信の充実」については，国際放送局が

日本では，2006年初頭からの一連のテレビ

独自に制作する英語番組を新たに設けると同

国際放送に関する議論において，外国人向け

時に，国内向けに放送された番組に，英語の

のテレビ国際放送をいかなる実施主体の下で

字幕や吹き替え処理を行い，海外における日

強化していくのか，また，何を伝えるべきな

本の理解促進を図るとしている。実行に当た

のか，さらに，受信環境はどのように整備す
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るのかなどについて論議が交わされてきた。

費及び広告収入を当てるとする一方，第２案

政府与党内からは，「NHK のテレビ国際放

では国費に加えて，受信料を投入すると共に，

送は特に外国人向きには力不足ではないか，

独自放送部分に関しては広告収入を当てるこ

28）

との指摘がなさ

とも想定している 30）。その上で，「最終とり

れ，2007 年度からはテレビ国際放送の実施命

まとめ」では，「安定的，確実な放送の実施

令により，「外国人によって視聴されること

の担保という観点から，当面，第２案を基本

取組が不十分ではないか」

に特に配慮すること」が求められた

29）

。

とすることが適当である」としている 31）。

また，2007年５月24日には，情報通信審議

この他，「最終とりまとめ」は，NHK ワー

会情報通信政策部会の第25回会合で，
「映像国

ルド TV の番組内容，受信環境に関する問題

際放送の在り方に関する検討委員会」の「最

点も指摘しており，番組内容に関しては，在

終とりまとめ」が報告された。同年３月 30 日

留邦人も視聴対象としているために，外国人

の検討委員会最終会合までの８回にわたる議

向けチャンネルとしての位置付けが不十分で

論が基となっており，この中では，事業主体

あること，番組の多くが国内向け番組の再利

の枠組みに関して，第１案の「NHKが行う国

用であり，当初から外国人の関心を意識した

際放送とは異なる枠組みの下で，新たに『外

制作にはなっていないこと，ニュース・情報

国人向け』放送を行う主体を創設する。この

番組が主力で，視聴者層如何では必ずしも魅

場合，NHKが現在行っている国際放送につい

力的なチャンネルとはいえないことを挙げて

て，現状どおりとするか，
『外国人向け』放送

いる。そして，受信環境についても，一定の

は，新たな主体に移行するかの選択肢がある」

アンテナ及びチューナーを必要とする直接受

と，第２案の「NHK が行う国際放送を『外国

信が地域によっては実際上困難であるため，

人向け』と『在外邦人向け』に分離した上で，

幅広い視聴者を確保するためには，衛星放送，

『外国人向け』放送について，NHK 子会社に

ケーブルテレビ，地上波による再送信が必要

委託することにより実施させる」が示されて

であるにもかかわらず，これらに対する施策

いる。両案の相違点は，編集権の所在と財源

が不十分であること，視聴実態を十分に把握

にある。まず，編集権の所在について第１案

できていないことを指摘している 32）。

では，NHK 子会社を国際放送の新たな担い手

これに対して NHK は，主にワールド TV，

として明確に位置付けるため，編集権は NHK

ワールド・プレミアム両チャンネルの特性の

子会社に帰属するとし，第２案では，NHK 子

明確化，すなわち前者は主に外国人向けとし，

会社が性格の異なる２つの放送を担う，すな

平成 20 年度までに英語化率 100 ％を目指す一

わち，① NHK の放送に関して，番組制作，編

方，後者は主に在外邦人向けとしていくこと

成等の実務の委託を受ける，②NHKから委託

や，受信環境の整備，すなわち国の交付金等

を受けた放送以外の放送＝独自放送を行う，

により，いわゆる「ラストワンマイル」（地

として，編集権は前者の場合 NHK に，後者

域の衛星・ケーブルテレビの配信枠）の借り

の場合子会社自身に帰属することになるとし

上げの検討を当面の対応策として実施中であ

ている。また，財源について，第１案では国

るとしている 33）。このうち，受信環境につ
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いては，アメリカのワシントン DC 地域で放

請に当たっては，NHK の放送番組の編集の

送事業を行っている非商業放送局 MHz（メ

自由に配慮しなければならない規定等も追加

ガヘルツ：バージニア州）と契約し，2007年

された。なお，改正法の施行日は2007 年 12 月

７月より，１日 24 時間，MHz の地上チャン

末時点においては未定である。

ネルを通じて放送を開始，合わせて，この地
域の４つのケーブル局のデジタル・ベーシッ
クチャンネルにも配信し，新たに 130 万世帯
で，NHKワールドTVの視聴が可能となった。
こうしたチャンネルを借り上げるケースは，
多額の経費を必要とすることから，日本の外
務省が MHz に対して，配信経費を直接支払
っている

34）

。

Ⅲ 韓国からの情報発信
韓国からの映像による海外向け情報発信は，
英語放送局のアリラン TV と基幹放送局 KBS
の海外向けチャンネル KBS ワールドを中心

日本ではテレビ国際放送を含め，通信・放

としつつ，MBC，SBS，YTN などの放送局

送分野の改革を推進することを理由とする放

も，番組供給などの形で取り組んでいる。た

送法の改正案が 2007 年４月６日に国会に提

だし，韓国では，テレビによる国際放送はラ

出されて審議が続けられてきた。そして，衆

ジオの国際放送と異なり，法律上の定めがな

議院での修正を経て，同年 12 月 21 日，参議

い。そのため，アリランTV には自主財源に加

院本会議で可決され成立した。

え，公的資金が投入されているが，その他の

NHK関係の主な内容としては，
「NHKのガ

放送局は，自主財源による運営を行っている。

バナンス強化」や「番組アーカイブのブロー

本章では，アリラン TV 及び KBS ワールド

ドバンド提供」と共に，「新たな国際放送の

に絞って検討するが，２つの放送局について

制度化」と「命令放送制度の見直し」等が列

は，すでに発表した論文 35）を基に整理を行う。

挙されている。
「新たな国際放送の制度化」については，
テレビ・ラジオの国際放送については，「外
国人向け」と「在外邦人向け」とに分離して，

１. アリランTVの概要
１）沿革

対象を明確にして放送を実施するとし，その

アリランTV を運営しているのは，韓国政府

うち，外国人向けのテレビ国際放送について

により設立された財団法人アリラン国際放送

は，番組制作等業務の一部を法定の NHK 子

である 36）。アリランTV設立の背景には，韓国

会社に委託して実施することになった。

政府が1995年７月に発表した「先進放送５か

また，「命令放送制度の見直し」について

年計画」の存在がある。この計画は，中長期

も，総務大臣が放送事項等を指定して放送を

的な放送政策の方向性を示したもので，2000

命令する，いわゆる命令放送制度を見直し，

年には放送先進国になるという目標と，放送

総務大臣は放送を「要請」することができる

の公益性と競争力を強化するという理念を掲

制度に改めることになった。総務大臣は，要

げたものである。国家イメージを高めるため，
NHK 放送文化研究所年報 2008
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外国向けの国際衛星放送を積極的に進めてい

宗教，慈善，技芸，社交その他営利ではない

くことなどが，重点課題に含まれていた。

事業を目的とする社団または財団は主務官庁

政府の計画の下で，1996年４月10日に設立

の許可を受けこれを法人とすることができ

されたこの組織の主な事業は，韓国の政策や

る」という規定が，実施主体である財団法人

文化などの国家広報についてテレビやラジオ

の設立根拠となっている。そして財団の定款

などを通して伝えることであった。翌 1997 年

第２条には「財団は放送の国際協力事業を通

２月３日には，まず韓国国内在住の外国人に

じて韓国に対する国際社会の正しい理解と国

視聴対象を絞って，国内初のケーブルテレビ

際的友好親善の増進を図る一方，放送映像物

による外国語放送チャンネルとしてアリラン

の質的向上のための事業を遂行・支援するこ

37）

。しかし 1997 年末，アジア

とで放送・映像・広告産業の振興及び文化・

通貨・金融危機の打撃を受けた韓国は，国際

芸術の宣揚に寄与することを目的とする」と

通貨基金（IMF）体制に移行せざるを得なく

明示されている。

TV を開局した

なり，経済が悪化する中で，全世界に向けて

しかし，財源については，形の上では2002

の国際放送推進の勢いは停滞した。1998年の

年１月に制定された文化産業振興基本法第20

秋以降，韓国は経済の危機的状況から抜け出

条「国際交流及び海外市場進出支援」により，

す兆しを見せ始め，同年10 月 22 日には文化観

財政支援が可能とはなっているが，実際には，

光部（省に相当）により海外広報放送の運営

ほとんど機能していない。アリランTVは自主

主体としての指定を受け，1999年から本格的

収益及び地上テレビ局の広告収入に掛けられ

に景気が回復する中で，同年８月 12 日，アジ

る収益金などを財源とする放送発展基金から

アサット 3S（AsiaSat 3S）衛星を使用して，

の支援によって運営されているのが現状であ

アジア・太平洋地域を対象とした国際放送を

る。放送発展基金については，放送法第36条

開始した。翌年，2000年９月26日には視聴可

が「放送発展基金は放送振興事業及び文化・

能範囲をヨーロッパ地域やアメリカ大陸にま

芸術振興事業のためのもの」であると明示し

で拡大。2002年３月１日からは国内の衛星放

ている。また，同第 38 条では「基金の用途」

送（Sky Life）においても番組の供給を開始

として，公共目的のための放送事業者の設立

し，2004年 10 月 1 日からはアラビア語による

及び放送プログラム制作などといった，具体

国際放送が始まった。

的な項目を挙げている。しかし，放送発展基
金を運用する放送委員会は，基金の適切な使

２）法的位置付け

用を審議した結果，2005年５月に「放送発展

文化観光部によって海外広報放送の運営主

基金運用体系改善方案」を発表し，アリラン

体としての指定を受けたアリラン TV である

TV を第 38 条の対象とすることは，不適切であ

が，制度上，韓国を代表するテレビ国際放送

るとの立場を取っている。そして，2007 年 10

であると定められているわけではない。

月にも「アリラン国際放送効率性向上方案研

アリランTVの設立に関しては，民法第32条
「非営利法人の成立と許可」における「学術，
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た。職員数は208人 38）。

３）組織
組織の方針や運営に関しては最高議決機関

この他，出資会社としては「㈱アリラン

として理事会が設置されている。重要事項を

TV メディア」（2001 年３月２日設立：資本金

決定する理事会は，計９名から構成されてい

２億ウォン）がある。主に英語，中国語，ス

る。アリラン TV の社長を決定する権限も理

ペイン語，韓国語などの翻訳，字幕作成業務

事会が持ち，任命は文化観光部長官が行う。

を行っており，アリラン TV のリメイク番組

2006 年３月，チャン・ミョンホ（張明浩）前

もここで制作されている。

MBC常任監事がアリラン国際放送の社長に就
任したのをきっかけに組織改革が行われ，同
年６月19日付で新体制がスタートした。経営

４）番組制作の目的
Korea for the World, the World for Korea

の合理化を図ると共に，組織運営の効率を高

という社是を掲げるアリラン TV の放送目的

めるために組織の再編が図られ，放送本部と

は，「アジアの代表的グローバル総合放送ネ

マーケティング経営本部の２本部12チーム体

ットワーク」の構築にある。アリラン TV は，

制となった。放送本部はこれまで別々に運営

「2007 年度主要事業計画」で，テレビ国際放送

してきたテレビとラジオの部署を統合・再編

の目的について，国家ブランドイメージを高

したものであり，マーケティング経営本部は

めて国家競争力を強化すること，国益に関わ

広告，事業，マーケティング経営支援部門を

る国際的な争点に対して国際世論を先導する

統括するために新設したものである。また革

こと，韓国に対する正しい理解増進と韓国文

新企画チームは企画・調整機能を強化し，成

化に対する関心を増大させること，韓国の文

果主義を徹底するために，広報審議チームは

化を盛り込んだプログラムを制作・放送して

放送内容を体系的に評価分析し，放送番組や

放送産業を振興すること，国内企業・商品の

チャンネル競争力を高めるために設けられ

海外広報を行うこと等といった具体的な項目
を挙げている。

図 1 アリラン国際放送組織図

５）財源

理事会
監査役
社長
革新企画チーム

検査役

2007 年度の予算は，収入が合計 460 億 700
万ウォン（約 60 億円： 2007 年 10 月時点の１
ウォン＝ 0.13 円で換算）で，その内訳は事業

広報審議チーム
放送本部

マーケティング経営本部

収入125億9,600万ウォン（27.4％）
，事業外収

TV 編成チーム

メディア協力チーム

入26億3,100万ウォン（5.7％）
，放送発展基金

TV 制作チーム

グローバルマーケティングチーム

からの補助金247億8,000万ウォン（53.9％）な

報道制作チーム

コンテンツ事業チーム

ラジオ編成制作チーム

経営支援チーム

支出については合計 460 億 700 万ウォンで，
その内訳は運営経費 132 億 8,400 万ウォン

映像取材チーム
放送技術チーム

どとなっている。

（2007 年 10 月時点）

（28.9 ％），事業費 295 億 2,300 万ウォン（64.2
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％），予備費２億 5,000 万ウォン（0.5 ％），資

についての送出形態をまとめたものである 40）
。

本予算 29億 5,000 万ウォン（6.4 ％）などとな

ヨーロッパ向け放送はこれまで，ホットバ

っており，このうち放送発展基金からの補助

ード（HotBird）により実施してきたが，2006

金が，テレビ制作費の 138 億 4,000 万ウォン，

年４月，新たにアストラ（Astra）の使用を開

ラジオ制作費の全額，チャンネル運営費の

始したことにより，西ヨーロッパ地域での受

21 億 8,400 万ウォン，衛星放送事業費の 40 億

信状況が改善された。2007 年 10 月時点では，

4,100 万ウォン，固定資産の修理・改良費用

合計８機の衛星を使用して送信，視聴可能世

などに当てられる資本予算の 26 億 1,500 万ウ

帯数はおよそ 200 か国 5,750 万となっており，

ォンに使われている。

世界 62 か国 1,400 余りのケーブル放送局，53
か国 1,040 以上のホテル（16 万 7,000 客室）と

６）送信体制

提携している。

アリラン TV は 2007 年 10 月時点において，

日本については，福岡市に本社を置くイン

「アリランワールド（Arirang World）」，「ア

ターローカルメディア株式会社（旧株式会社

リランコリア（Arirang Korea）」，「アリラン

シーエス九州）と契約を結び，
「e2 byスカパ

アラブ（Arirang Arab）
」の３チャンネルによ

ー！」の 194 チャンネル「インターローカル

り構成されている。アリランワールドの視聴

TV」（無料放送）の中で，部分的に番組を流

対象は全世界の外国人（韓国系を含む）及び

している。推定視聴世帯数は2007年８月末現

韓国人で，アリランコリアは韓国国内の外国

在で約 55 万となっている。ただし日本市場に

人向けである。ともに，１日24時間の英語放

関してはケーブルテレビへの進出が特に遅れ

送を実施しており，ドラマなど一部の番組に

気味で，例えば，日本国内最大手のジュピタ

は，中国語とスペイン語の字幕が付いている。

ーテレコム（J:COM）では放送されていない。

また，アリランアラブの視聴対象は中東・北

この他，インターネット放送を行っており，

アフリカのアラブ圏22か国及び周辺国家の住

常時視聴は可能である。

民で，英語，韓国語の他，１日６時間のアラ
ビア語放送を実施している 39）。
表１は，アリランワールドとアリランアラブ

２. アリランTVの番組概況
１）主要番組の概況

表 1 アリラン TV の使用衛星
放送衛星

受信エリア

，オセアニア
Intelsat 10 アジア
中東，アフリカ，
ヨーロッパ
Intelsat 2 オセアニア

Arirang HotBird 8 ヨーロッパ
World
Astra 1KR ヨーロッパ

(2007 年 10 月時点）
周波数帯 映像規格
C-Band

PAL

月時点で海外向けのアリランワールドが報道

Ku-Band

PAL

27.4 ％，教養 44.5 ％，娯楽 28.1 ％となってい

Ku-Band

PAL

る。以下は，各分野の代表的な番組である。

Ku-Band

PAL

Intelsat 8 アジア，オセアニア，太平洋 C-Band

NTSC

C-Band

NTSC

Intelsat 9 北米，中米，南米

Arirang Badr 4 アラブ圏22か国及び周辺国家 Ku-Band
Arab AsiaSat 3S アジア，オセアニア，中東 C-Band
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PAL
PAL

報道分野
Arirang News

を中心としたニュースと

Korea Today を中心とした報道番組の２種
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娯楽分野

類に分けられる。

映画，ドラマ，音楽，スポーツなどの番組

（ニュース）
Arirang News はアリランTVのメインニ
ュースで，時間帯により10分バージョンと30
分バージョンがあり，１日５回放送している。

がある。それぞれ Pops in Seoul ， Showbiz
Extra などが代表的な番組である。
Pops in Seoul は30分の音楽専門番組で，
韓国のヒットソングや韓国音楽界のニュース

（報道番組）
Korea Today は30分のウィークリーマガ
ジン。韓国の多様な姿を伝えるため，内容も

を中心とした構成になっている。
Showbiz Extra

は芸能人の紹介や映画・

時事問題に限定することなく，政治，経済，

音楽情報，そして１週間の芸能界のニュース

社会，文化，スポーツなど幅広く取り上げて

を伝える30分の総合芸能情報番組である。

いる。番組はいくつかのコーナーに分かれて

以上が報道，教養，娯楽各分野の代表的な

おり，重要ニュースを分かりやすく整理して

番組であるが，この他に随時，特別番組が放

伝えるコーナーや，韓国国内の文化，芸術，

送される。

行事などの紹介コーナーがある。
教養分野

２）番組制作体制の特徴

報道・娯楽分野に比べ番組の種類が豊富

英語による 24 時間放送を行うアリラン TV

で，韓国人の生活様式から社会問題，それに

の職員数は，ラジオ部門も含めて 200 人余り

韓国語講座まで幅広く取り上げており，韓国

でしかない。少人数による効率的な運営は，

及び韓国人を知る上で役に立つ内容構成とな

アリラン TV 開局当初からの基本方針であり，

っている。代表的な番組として

番組制作のスタイルを，例えば韓国の地上放

Heart to

Heart ， Destination Korea ， Hand in Hand

送局と比較した場合，KBS や MBC よりは民

などが挙げられる。

放のSBS に近いといえる。しかし，英語による
は，「世界と韓国」とい

国際放送という特殊性ゆえ，広告料を十分に

った視点からゲストを選定し，スタジオで対

集めることができず，財政不足が恒常化する

談する30分番組である。

中で，独自の番組編成・制作体制が形成され

Destination Korea

てきた。その特徴として以下の３点を挙げる。

Heart to Heart

は，韓国観光の魅力

を伝えるため，山，島，寺などを訪ね，美し

第１に，自主制作の比率が低く，リメイク

い景色や特色ある文化を紹介する30分の文化

の比率が高い点である。番組は職員が主体と

ドキュメンタリー番組である。

なって制作に当たる「自主制作」，制作は完

Hand in Hand

は韓国在住の外国人に焦

全に外部の番組制作会社が行う「外注制作」，

点を当てた 30 分のドキュメンタリー番組であ

MBC を中心とした地上放送局や独立系番組

る。多様なバックグラウンドを持つ外国人と

制作会社が制作した番組に字幕を付けるなど

韓国の人々の交流を通し，「韓国」について

して放送する「リメイク」の３つに分類が可

探るのが番組のねらいであり，制作は外部の

能であるが，2007年１月から６月にかけての

番組制作会社が行っている。

全放送中における各比率は，自主制作47.5％，
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外注制作 16.6 ％，リメイク 35.9 ％である。地

1950年代から，ラジオによる国際放送を実施

上放送局の中では KBS や MBC に比べて自主

してきたが 43），テレビについても 2003 年７月

制作編成比率が低い民放 SBS の場合でも自主

から海外への情報発信を本格的に開始した。

制作は 52.6 ％，（外注制作 47.4 ％）である

41）

その前段階として，2001年９月には在外韓国

から，アリラン TV の自主制作比率の低さが

人や韓国系の人々を視聴対象に国際衛星放送

目立つ。また，自主制作といえども制作スタ

「TV KOREA」を立ち上げ，海外の放送事業者

ッフについては，一部の職員を除いてアウト

に KBS のコンテンツを廉価で供給することに

ソーシング体制が確立している。また，リメ

よりニュースやドラマなどを放送してきた。

イク比率の高さについては，地上放送局のよ

TV KOREA は 24 時間放送ではないが，韓国

うに，保有するコンテンツが豊富ではなく，

本国の情報を入手するツールとして高い評価

自局の制作体制が人的にも，財政的にも十分

を受けて視聴者数を伸ばし，
その結果KBSは，

でないことが起因している。

海外市場の開拓とコンテンツ販売による収益

第２は，自主制作，外注制作共に低予算番
組が多い点である。 Heart to Heart のよう

面での成果を挙げた。
しかし一方で，いくつかの問題点も浮上し

なスタジオでのトークショー形式の番組や，

た。例えば，コンテンツの伝送状況について

娯楽分野では Pops in Seoul のように人気

言えば，ヨーロッパ地域向けには直接送信を

コンテンツを借用することによって制作コス

行うための衛星が確保されておらず，すべて

トを抑えた番組が散見される。

のコンテンツを航空機で現地に輸送する必要

第３は，ニュース制作について，基本的に
はそれぞれのニュース項目担当者が，取材か

があり，ニュースの同時放送ができないとい
ったことが問題になっていた 44）。

ら記事作成，映像編集，音声収録まで一連の

そこでKBSは，全世界同時に24時間体制で

作業を，ひとりでこなす制作体制を取ってい

コンテンツを送出する必要があり，そのため

る点である。また，作業時間を短縮するため

には衛星の確保と専用チャンネルの保有が必

にハード面では最先端機材の導入を図ってお

要不可欠であると判断した 45）
。その結果，TV

り，開局当初からコンピューターによるノン

KOREA を発展的に解消した上で，2003 年７

リニアシステム編集を行っている。

月１日より，新たに24時間放送の海外向けチ

上記の特徴からは，限られた人的，物的状
況の中で，効率的な業務体制の構築に努めよ
うとする姿勢が読み取れる。

ャンネルKBSワールドがスタートした。
KBSワールドの登場で，海外におけるKBS
のコンテンツ供給は，放送事業者が必要とす
る時間分について番組単位で行ってきたもの
から，チャンネル単位へと転換した 46）。海外

３. KBS ワールドの概要
１）実施の経緯

向けに専用チャンネルを持つことで，KBSは
ニュースをはじめ，過去に放送したドキュメ

42）

の「韓国放送公社」
（創

ンタリーやドラマなどを独自に編成すること

立 1973 年３月）としてスタートする以前の

が可能となった。そして，これらのコンテン

KBS は公共放送
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ツを衛星配信し，海外の放送事業者を通じて

54 条には KBS の業務に関する規定があり，

放送することで，KBSのブランドイメージを

第１項第５号において「国家が必要とする対

高めていく。

外放送（国際親善及び理解増進と文化・経済

また，在外韓国人以外の人々を視聴者とし

交流などを目的とする放送）と社会教育放送

て取り込んでいくため，英語字幕付き番組の

（外国に居住する韓民族を対象に民族の同質

制作にも力を入れている。スタート当初，KBS

性を増進する目的でする放送）の実施」が明

ワールドの視聴対象は TV KOREA と同様，

記されている 48）。ただし，対外放送をラジ

在外韓国人が主体であった。しかし，韓国語

オ，テレビのいずれにより実施するのかにつ

が分からない韓国系の人々や，非韓国系の

いてまでは踏み込んでいない。しかしながら，

人々を念頭に置きつつ，2004年７月からは英

韓国の基幹放送である KBS は自主的に「大

語字幕付き番組の放送を開始し，その後徐々

韓民国の文化と価値を世界に伝播する」とい

に比率を高めている。全放送時間に占める英

う大目的を掲げて海外向けに情報発信を行っ

語字幕付き番組の比率は，2007年５月の春の

ている。実施に当たっては，「世界の中の

番組改編時において62％である

47）

KBS と KOREA のブランド価値向上」，「全世

。

界韓民族ネットワークの構成」，「全世界可視
２）放送目的

聴圏拡大による韓国文化の世界化推進」とい
った運営目標を立てている。

韓国の放送法はテレビ国際放送に関して，
実施主体をはじめいかなる制度的根拠も示し
ていない。放送法第 44 条は，KBS の公的責

３）組織

任として，第４項において「国内外を対象に

KBSワールドはKBS本社のグローバルセン

民族文化を暢達し，民族の同質性を確保する

ターによって運営されている。グローバルセ

ことができる放送プログラムを開発して放送

ンターは４つのチームから構成されており，

しなければならない」とあり，また，同法第

このうちグローバル戦略チームが KBS ワー

図 2 KBS 本社組織図
社長
理事会

監査役
副社長

政策企画
センター

編成本部

報道本部

テレビ制作
本部

副社長

人的資源
センター

ラジオ制作
本部

視聴者
センター

技術本部

デジタル
メディアセンター

経営本部

グローバル
センター

グローバル戦略チーム
国際放送チーム
コンテンツ戦略チーム
国際協力チーム
(2007 年９月時点 )
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ルド運営の中心的な役割を担っている。

表 2 KBS ワールドの使用衛星 (2007 年 10 月時点）
衛星

グローバル戦略チーム
KBSワールドの海外進出計画の立案から実
施に至る一連のチャンネル拡大事業，それに，

受信エリア

周波数帯 映像規格

Intelsat 8

アジア，オセアニア，太平洋

C-Band

NTSC

Intelsat 9

北米，中米，南米

C-Band

NTSC

Intelsat 10

アジア，オセアニア，

C-Band

PAL

中東，アフリカ，ヨーロッパ

海外市場での KBS コンテンツ販売事業が主
要な業務である。また，2007 年 10 月 11 日付

などで再送信を行っている。

で国際放送チームの「KBS WORLD（衛星
TV）」を編入し，企画，制作，編成などの業
務も担うことになった。担当職員数は20人。

４. 活発化するKBSワールドの海外展開
１）編成方針

この他，報道本部国際チームが KBS ワー

KBS ワールドは 2007 年５月 21 日に春の改

ルド用に20 分の英語ニュース（放送：月〜金

編を実施した。その際，「グローバルチャン

曜日）と 30 分の番組（放送：土曜日）を制作

ネル競争力強化」と「KBSブランドと韓流拡

している。また，子会社のKBS Nが委託を受

散」という２つの編成方針を示した。

けてKBSワールドの送出業務を行っている。

「グローバルチャンネル競争力強化」につ
いては，「英語字幕プログラムの編成比率大

４）運営予算

幅拡大」を推進し，全放送中の英語字幕付き

KBS ワールドはKBS の業務のひとつとして

番組比率を50％（2006年秋の改編時点）から

実施されているため，運営経費については

62％に引き上げることで，KBSワールドの海

KBSの他のチャンネルと同様，受信料や広告

外進出を促し，韓国系の人々だけでなく，非

料などを財源とする KBS 予算内で処理され

韓国系の人々も楽しめるグローバルチャンネ

ている。2006年の運営経費は，送出関連費用，

ルとしての基盤を構築するとしている。

衛星使用料，海外マーケティング経費などの

また，英語ニュース（日本向けには放送さ

直接費が約 26 億ウォン（約３億 4,000 万円：

れていない）についても，放送枠を15分から

2007 年 10 月時点の１ウォン＝ 0.13 円で換算）

20分に拡大した。

である。ただし，英語字幕制作費は非公開で
あるためこの中には含まれていない。

「KBS ブランドと韓流拡散」については，
2006年秋の改編時の編成方針をそのまま引き
継いだものである。秋の改編により『大河ド

５）送信体制
KBSワールドは３機の衛星を使って送信し
ている。送信形態は表２の通りである。

ラマ（Historical Drama）』『KBS アンコール
ドラマ（KBS WORLD Drama Encore）
』
『科
学カフェ（Science Cafe）』など KBS の自信

送信はインテルサットを通じて実施してお

作の編成強化に続いて，韓国語のみで放送し

り，国によってはエコスター（Echostar），

ている複数の娯楽番組（ミュージックショー，

シノサット（Sinosat）
，アラブサット（Arabsat）

トークショーなど）にも英語字幕を付けるこ
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とで，KBSブランドと韓流拡散の強化につな

養33％，ドラマ28％，娯楽23％となっている。

げるとしている。また，春の改編によりスタ

また，本放送と再放送の比率は，71 ％対 29 ％

ートした KBS の国内向け番組を KBS ワール

となっている。

ドでも積極的に放送することで，韓国を代表
するチャンネルとして競争力を強化する方針
を打ち出している

49）

３）ベーシックチャンネルとして展開
KBS ワールドの視聴世帯数は，ここ数年，

。

このように，英語字幕付き番組の拡大に的

急増している。2005年12月時点で10か国452

を絞り込んだところに，春の改編の大きな特

万世帯であった視聴世帯数が，2007 年 10 月

徴がある。

時点では，日本，アメリカ，フランスなど 51
か国3,919万世帯となっている。

２）番組内容

海外展開については，衛星放送やケーブル

2007年春の改編により10本の新番組がスタ
ートした。以下に主なものを記しておく。

テレビによる基本料金での視聴が可能なベー
シックチャンネルへの進出が基本方針であ
る。プラットフォーム事業者は視聴者の要望

Documentary “ Three Days”

などを基にしながらベーシックチャンネルを

（ドキュメンタリー ３日）

選定しているが，番組を供給する側にとって

「特定の空間」を 72 時間観察することによ

は，ベーシックチャンネルで放送することが

って，社会の断面を描くというコンセプトの

できるか否かは，視聴世帯数を拡大する上で

ドキュメンタリー番組。

の重要なポイントである。CNN や BBC ワー

Big Mamas

（ビッグママ）

ルドなど一部のチャンネルを除き，外国チャ

育児専門のノウハウを持つビッグママ（お

ンネルがベーシックチャンネルに進出するの

婆さん軍団）が親の悩みと苦労を解決する娯

は容易なことではない。しかし，KBSワール

楽情報番組。

ドは韓流ブームという追い風に乗り，同時に，

Time to Meet, Time to Love

営業上の努力によって，可能な限りベーシッ

（その人に会いたい）
生き別れになった家族を探し出して再会さ

クチャンネルへの進出を試みている。そして，
なるべく多くの人々に番組を見てもらうこと

せる対面番組。

で KBS のブランドイメージを高め，海外に

Adventure into Dramas

おけるコンテンツ販売などの事業を有利な条

（TV探検 素敵な友人たち）
ドラマの撮影現場やドラマの比較分析，ま

件で進めるとのスタンスに立っている。
その結果，海外でのベーシックチャンネル

た，名場面や NG 特集なども含めて過去に

進出が進んだが，その代表例としてはまず，

KBSで放送したドラマの再構成によるバラエ

2005年10月のアメリカ大手衛星放送事業者エ

ティー番組。

コスターでの放送開始が挙げられる。続いて
11月にはフランスで衛星放送に進出している。

なお，分野別の編成比率は，報道17％，教

2006 年に入ると６月にはサウジアラビアや
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エジプトなど中近東地域の 22 か国約 2,000 万

の送出を開始したことを明らかにした。それ

世帯を対象に衛星放送を開始，アジア地域で

によると，KBSワールドは中国の３つ星級以

も同じく６月にタイ，10 月にシンガポール，

上のホテルと外国人居住地域などで放送され

香港などでケーブルテレビによる放送を始め

ているとのことで，チョン社長は，これまで

ている。なお，2006年は日本に進出した年で

中国へは，番組単位で輸出されてきた「韓流」

もある。

がメディア交流という新たな転換点を迎える

2007 年は中南米地域を中心として，１月に

と共に，コンテンツ事業の中国市場攻略が本

コスタリカ，４月にペルー，ボリビア，８月

格化することを期待すると強調している 50）。

にチリ，グアテマラ，９月にコロンビアでケ

放送事業の運営において諸々の制約がある中

ーブルテレビによる放送を開始した。

国で，KBSがどのような舵取りを行うのかに
ついては，中長期的な重要課題である。

４）アメリカ・日本・中国を重視
ベーシックチャンネルによる海外進出と並
んで，アメリカ，日本，中国の３か国につい
ては，各国の状況に合わせた対応をとるとい
うのが，もうひとつの基本方針である。

５. 日本におけるKBSワールドの展開
１）KBS JAPAN の運営方針
日本の現地法人KBS JAPANの設立目的は，

各国とも韓国系住民の数が多く，韓国に対

「日本におけるチャンネル及びコンテンツ事

する影響力が大きい国々である。同時に，日

業を直接行い，民間支援の文化交流を通して

本の場合は，韓国の番組コンテンツに対する

韓流を維持，拡散させ，関連事業を通した収

市場規模が大きく，さらに，中国の場合は，

益拡大及び国益増進を図る」ことにある 51）。

市場規模のみならず，将来的な市場としての

主な業務は「日本国内における放送事業」
，
「放

潜在力をも併せ持っている。

送プログラムの企画，制作及び販売」，「放送

そのため，KBSはまず2004年７月，アメリ

プログラムの広告企画，制作及び販売」，「著

カに現地法人 KBS America（ロサンゼルス）

作権，著作隣接権などの知的財産権の販売，

を設立し，アメリカ国内でのコンテンツ販売

使用許諾及び管理」，「放送プログラムの録画

やケーブルテレビ進出事業などに乗り出した。

物，録画物の企画，制作及び販売」，「上記各

日本においても 2005 年 10 月，ケー・ビー・
エス・ジャパン株式会社（東京・港区：以下，

号に関連した付帯事業」である。
日本で放送されているKBSワールドは，他

KBS JAPAN）を設立している。日本における

の国々に向けて放送されているKBS ワールド

KBS ワールド運営の一切を取り仕切る KBS

とは別編成になっている。これはKBS JAPAN

JAPANについては，次の節で詳しく扱うこと

が，海底光ケーブルを通して KBS 本社から

にする。

送られてくる４つのチャンネル 52）を 24 時間

中国については，チョン・ヨンジュ（鄭淵

受信し，「韓国を日本に正しく伝え，民間レ

珠）KBS社長が，2007年８月31日の記者会見

ベルでの日韓の相互理解を深めること」とい

で，同年５月 30 日からKBS ワールドの中国へ

う方針に基づいて編成を行っているためであ
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る。KBS JAPANのワン・ヒョンチョル（王

組。例えば「声の秘密」では，「女性の声を

）社長は，日本での主な視聴層を韓国から

持つ」男性や，声だけを聞いて似顔絵を描く

の駐在員や在日韓国人だけに限定せずに，日

人が登場し，取材を通して声帯の秘密を明ら

本人にまで拡大するよう目指していることや，

かにしていくといった構成になっている。

放送開始の初期段階においては，日本人に人
気のあるドラマを集中的に編成していくこと
を明らかにしている 53）。

ドラマ分野
短編ドラマから 200 話を超える連続ドラマ
まで，また，KBSが企画し，北朝鮮の朝鮮中

２）番組内容
2007年10月時点で放送中の主な番組は以下
の通りである。

央テレビが制作した南北合作ドラマ『死六臣』
など，多種多様な作品を放送している。

『死六臣』（2007年作品）
『大祚榮』（2006年作品）

報道分野

『19の純情』（2006年作品）

韓国国内向けに放送している１時間枠ニュ

『オールドミス ダイアリー』（2004年作品）

ースを１日３回生放送している。

『ニュース広場』
（月〜土 6：00―7：01）

『生放送KBSニュース8』
（日 8：00―8：11）

『生放送KBSニュース12』
（月〜金 12：00―13：01）

『生放送KBSニュース9』
（月〜金 21：00―22：01）
（土・日 21：00―21：42）

娯楽分野（ドラマを除く）

『スターゴールデンベル』
歌手，俳優，お笑い芸人，スポーツ選手な
ど20人が登場するクイズショー番組。クイズ
で出演者が獲得した賞金は奨学金として積み
立てられ，苦学生のための支援活動に使われ
る。

『全国のど自慢』
番組の基本構成は，『NHK のど自慢』とほ
ぼ同じ。番組開始は1980年。国内はもとより，

教養分野

韓国人や韓国系の住民が多い国々からの中継

『VJ特攻隊』

も行う。2003年には朝鮮中央テレビとの共同

ビデオジャーナリストが主体となって制作

制作で「ピョンヤン編」が放送された。

したドキュメンタリー番組。

『歴史スペシャル』
バーチャルスタジオ（Virtual Studio）と３

日本におけるKBSワールドの分野別編成比
率は，報道10.6％，教養14.1％，ドラマ57.1％，

D グラフィックを使って韓国の歴史を紹介す

娯楽 18.1 ％である。KBS 本社から直接他国に

るドキュメンタリー番組。

向けて実施されるKBSワールド英語放送の編

『５千万人の一級秘密』
個人の「秘密」を公開する視聴者参加型番

成比率（報道17％，教養33％，ドラマ28％，
娯楽 23 ％）との比較からも，日本ではドラマ
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に極めて大きな比重を置いていることが分か
る。
放送全体では83％に日本語字幕が付けられ

Ⅳ 中国からの情報発信

ている。ドラマ分野で 100 ％，音楽，バラエ

中国の放送は，国務院の傘下にある国家広

ティーなどの娯楽分野で 81 ％，教養分野で

播電影電視総局（State Administration of

66 ％となっている。ただし，報道分野につ

Radio, Film and Television ：以下，SARFT）

いては字幕は付いていない

54）

の管理下で実施されている。基幹放送局とし

。

なお，字幕制作業務については，KBS JAPAN

ては中国中央電視台＝ CCTV（China Central

が日本国内の複数の会社に委託している。こ

Television）の他，中国人民広播電台（China

の他にも KBS JAPAN は，民間業者が発行す

National Radio），中国国際広播電台（China

る月刊誌『KBS World Guide』の発行に関わ

Radio International）がある。このうち，映

るなど，KBSワールドの普及に向けて外部パ

像による対外発信業務はCCTV が担っている。

ワーを上手く取り込みながら運営の基盤を固

CCTVが運営する17のチャンネルのうち，中

めつつある。

国語放送の CCTV-4 56），英語放送の CCTV-9，
フランス語放送の CCTV-F 及びスペイン語放
送の CCTV-E の４つのチャンネルが海外向け

３）運営実績
KBS JAPAN による衛星放送及びケーブル

である 57）。

テレビへの進出は，2006年３月の「スカイパ

ここでは，英語によるテレビ国際放送 CC

ーフェクTV！」による衛星放送進出からスタ

TV-9を中心に，CCTVの海外向け情報発信に

ートした。ケーブルテレビについても同年 10

ついて検討，分析する 58）。

月に日本国内最大手のジュピターテレコム
（J : COM）を通して放送を開始し，視聴可能
世帯数は双方合わせて 143 万世帯となった。
2007 年 10 月時点では，およそ 60 のケーブル
テレビ局で放送しており，視聴可能世帯数は
189万である。

１. CCTV-9の概要
１）沿革及び放送目標
CCTV は中国の国営放送局で，放送開始は
1958年である。
「中国の重要なニュース世論機

日本市場におけるKBSワールドの受容実態

関であり，党・政府・人民の重要な代弁者」59）

については，順調に視聴者を獲得している状

としての役割を持ち，総合，経済，芸術，スポ

況にあると考えられる。例えば2006年10月に

ーツ，映画などのチャンネルを保有している。

おけるJ:COMの視聴率集計によると，KBSワ

中国では国際放送を含む対外広報は，党と

ールドはJ:COM のデジタル・ベーシックチャ

国家の外交戦略上，重要な役割を担うものと

ンネルのうち，関東地区，関西地区を合わせ

位置付けられている 60）。そのため，1992 年

た総合視聴率で８位，このうち関西地区に限

10 月１日には中国語チャンネルCCTV-4 を開

ると４位という結果を出している

55）

。

始し，１日 24 時間の放送時間のうち18 時間を
中国語番組に，６時間を英語番組に当ててき
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たが，香港返還を契機として 1997 年６月に
試験的に英語伝送チャンネルの CCTV-9 を設
立，同年９月より１日 17 時間の英語番組を
放送した

61）

。そして，2000 年９月 25 日から

は，１日 24 時間の英語チャンネル CCTV-9 が

ビ行政部門の指導の下に活動を展開する」
（第６条）としている。
「ラジオ・テレビ管理条例」においては，
特に国際放送に関する定めはないが，2001年
12 月 24 日付けで，SARFT が「
走出去工程

スタートした。放送開始当初は，ニュースを
主とした総合チャンネルとして，

世界了解

中国， 中国走向世界，向世界打

一扇了解

（ラジオ映画テレビの 走出去プ
ロジェクト

に関する国家ラジオ映画テレビ

中国的窗口（世界に中国を理解してもらい，

総局の実施細則（試行））」という政策を発表

中国が世界に目を向け，世界が中国を理解す

している。これについては 165 頁で触れるこ

るための窓口となる） という目的を掲げて

とにする。

いたが，2004年５月３日からは，チャンネル
スタンスを総合チャンネルからニュースチャ
ンネルへと転換し，チャンネルの目的も，
全球的触角，中国的眼光，世界的窗口（グ
ローバルにアンテナを張り，中国の視野で，
世界に向けた窓となる） とした

62）

。

３）組織
CCTV-9 を含む，海外向けの４つのチャン
ネルは，CCTV の「

（海外番組

センター）」で運営されている。このうち，
CCTV - 9 の番組制作は「

（英語チャ

ンネル）
」というセクションで行われている。
海外番組センターに所属する約 800 人の職員

２）法的位置付け
中国では，国際放送を含む放送全体が，党
と政府の宣伝機能を担っていることは広く知
られている

63）

。このことは，1997 年に国務院

が施行した，中国初の放送法とも言える「ラ
64）

ジオ・テレビ管理条例」

の条文からも読み

取れる。この条例は「ラジオ・テレビの管理
を強化し，ラジオ・テレビ事業を発展させ，

のうち，300 人ほどが英語チャンネルに所属
しており，このうち２／３がニュース番組，
１／３がドキュメンタリー番組の制作に従事
している。この中には，イギリス，アメリカ，
カナダなどからの外国人スタッフ30人も含ま
れている（図３）
。
CCTV は命令系統の簡略化，業務の能率化

社会主義精神文明建設を促進するため」（第

を図るために，組織体制の改革を推進中であ

１条）に定めたものであり，放送の役割につ

る。従来，「センター」の下に「部」を置い

いては「人民と社会主義の為に奉仕する方向

ていたが，可能な部局から統合を進めており，

を堅持し，正しい世論を導く役割を堅持しな

CCTV-9 の運営の中心であった「英語チャン

ければならない」（第３条）としている。ま

ネル編輯部」も，統合によって「英語チャン

た，放送事業者の責任についても明文化され

ネル」に改称した。

ており，「全国規模のラジオ・テレビ事業の
社会団体は，その団体の規定に基づいて自主
管理を行い，同時に，国務院のラジオ・テレ

４）財源
中国は，2001年にWTO（世界貿易機関）に
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図3
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(2007 年 10 月時点 )

加盟するなど，経済が著しい伸びを見せてお

で，コマーシャルを流してこなかったが，

り，2008 年には北京でオリンピックも開催さ

2007年からは国営の大手企業で，社名に「中

れる。市場経済化が進む中，CCTV はかつて

国」の文字が入っている企業は，中国のイメ

のように国家からの財政支援に依存するので

ージアップに寄与するということから，「中

はなく，広告収入などの自主財源を確保する

国銀行」
，「中国国際航空公司」などのコマー

ことによって運営を行っている。

シャルを流すようになった。

CCTV は，北京市の法人税納税額が第１位
であること 65），CCTV が年に１回行うゴール
デンタイムの広告枠入札において，収入総額
や単一企業による最高額がいずれも新記録を
更新したこと

66）

など財政的には好調である。

５）送信体制
CCTV-9 は４機の衛星を使って送信してお
り，送信形態は表３の通りである。
アジア・太平洋向けについては，アジアサ

2005 年の CCTV の総収入は 124 億元（放送事

ット（Asiasat）で行ってきたが，2007 年８月

業収入 94 億元，その他の関連企業による経営

１日からチャイナサット（Chinasat）へ変更し

67）

，元々収入は，CCTV

た。北米・中米・南米向けには，国際海底ケ

が国営機関であるため，国家予算の財源とな

ーブルを経由して，インテルサット9（Intelsat

るわけであるが，実態としては，CCTV の収

9）に接続，送信する。欧州・アフリカ向け

収入 30 億元）であり

68）

。CC

にはインテルサット10（Intelsat10）を使用し

TV-9はCCTVの業務のひとつとして行われて

ているが，アフリカ大陸西部の受信状況が不

おり，CCTV の海外番組センターによるとコ

良であることから，新たにインテルサット

ンテンツの制作経費などの年間運営費用は１

1R（Intelsat 1R）を使用している。また，視聴

億 4,000 万元になるとのことである。運営費

者の多いアメリカ向けには，エコスター

用は CCTV の予算，すなわち，事実上の広告

（Echostar），ギャラクシー（Galaxy），ディレ

費によって賄われている。CCTV-9 はこれま

ク TV（DirecTV）などを用いるなど，国，地

益の多くが運営経費に回されている
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表3

CCTV-9 の使用衛星

衛星

受信エリア

(2007 年 9 月時点）

としてだけでなく，番組に対する信頼度も高

周波数帯 映像規格

めるよう努めている。

Chinasat 6B アジア，太平洋

C-Band

PAL

Intelsat 9

北米，中米，南米

C-Band

NTSC

Intelsat 10

アジア，オセアニア，

C-Band

PAL

Ku-Band

PAL

中東，アフリカ，ヨーロッパ
Intelsat 1R

西アフリカ

２）主要番組の概況
報道を中心とした，CCTV-9 の代表的な番
組について紹介する。
報道ニュース

域ごとの再送信体制も構築している。これに

CCTV News

よって，CCTV - 9 がカバーする地域はほぼ全

CCTV-9 を代表するニュース番組で，毎日４

世界に及んでいる。2007年９月時点での視聴

回，北京時間の 12：00 ―12：30，３：00 ―３：

可能世帯数は 5,000 万であるが，この数字は

15，９：00―９：15，17：00―17：30に放送。

2005年以降，ほぼ横ばいとなっている。

Biz CHINA
経済ニュース番組で，毎日６回，30 分の放

２. CCTV-9 の番組概況
１）番組の特色

送。主に３つのセグメントにより構成されて
おり，第１に，国内外の金融，企業ニュース，
第２に，経済，ビジネストレンド及び産業分

番組は中国の外交戦略と密接に関わってお

析に関する洞察，意見，予測についてのイン

り，CCTV-9 の番組編成の特徴も，報道が主

タビュー，第３に，世界の金融市場の動向に

体になっている。基本編成における，分野別

ついての，アナリストによる解説となってい

の編成比率は，報道ニュースが70％，ドキュ

る。

メンタリーなどが主体の報道番組が 20 ％とな

Dialogue

っており，その他が教養，娯楽番組である。

CCTV-9 の中で，最も権威があり，なおか

CCTV - 9 の自主制作比率は 40 ％で，残りは

つ影響力を持つ談話番組である。毎日４回の

CCTV-4 などの海外向けチャンネルや，CCTV

30 分番組で，政治，経済ニュースなどの比較

の国内向けチャンネルなどの番組を再利用し

的センシティブなテーマを扱い，それに対す

ている。

る中国の立場からの分析を行っている。政治

2004年５月の改編以降，本放送は１日６時

家，財界人，研究者などといった様々な分野

間から８時間（再放送は３回から２回に）と

の決定権者に影響を与える役割を担っている。

なった。また，内容については，国際問題の

この番組については，2007 年３月 22 日に

報道を強化して，中国の立場と観点から報道

NHK が放送記念日特集番組として放送した

すると共に，財政経済ニュース，文化ニュー

『情報発信に世界が動く〜国際放送新時代〜』

ス，スポーツニュースの報道量を増やしてい

においても，中国の国際放送のスタンス紹介

る。番組では，外国人専門家をキャスターと

の一例として取り上げられた。それによると，

して起用するなど，英語を母国語とする人た

Dialogue では，中国政府の外交日程に合わ

ちが司会をすることで，英語国際チャンネル

せて番組が制作されており，2006 年 11 月に
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は，北京で開催中の「中国・アフリカサミッ

番組の中国語講座，それに，娯楽番組として，

ト」に合わせて，５日間にわたりアフリカ各

中国の音楽や舞台芸術などを紹介する番組が

国大統領へのインタビューが放送され，2007

ある。

年２月の胡錦濤国家主席のアフリカ訪問の際
にも特集番組が放送されている。 Dialogue

３）日本での視聴方法

は，中国の経済援助がいかにアフリカで役に

Sky PerfecTV!の785チャンネル「CCTV-9」

立っているかを紹介するなどしているが，ア

で CCTV-9 の番組の一部が放送されている。

フリカ諸国に対するこうした緊密な関係の背

785 チャンネルの名称は CCTV - 9 であるが，

景について，NHK の番組は，アフリカ諸国

CCTV-9 の番組のみを放送しているのではな

にある原油や鉱物などの天然資源を確保する

い。この他，インターネットにより視聴も可

という目的があるとしている。

能である。ただし，CCTV は，日本での英語

World Insight

放送需要は高くないと見ており，日本進出に

日曜日に放送される30分番組で，１週間の，
海外の主要ニュースを，深く掘り下げて伝え

ついては，それほど活発な姿勢を取っていな
い。

ている。インタビュー，解説，分析などを通
して，問題解決のための望ましい方向性を探
ると共に，中国政府の立場を提示する。
World Wide Watch
世界各地のニュースやイベントを紹介する

３. 海外進出状況
中国政府は，海外向け情報発信の分野にお
いて，欧米メディアの優勢な状況を克服し，

30 分番組。毎日放送しており，取り上げる内

中国の主張を国際社会に向けて発信していく

容については， World Insight とは異なり，

との立場を取っている。そのため，受信環境

比較的ソフトな話題が多い。

の整備を重視しており，CCTV の海外展開の
特徴ともなっている。

報道番組
Travelogue
リポーターが中国全土を訪ね，各地の魅力

１）「走出去」政策の推進
「走出去」とは，「海外進出」を意味する言

を伝える30分の紀行番組。

葉である。中国企業の海外進出を後押しする

Up Close

走出去政策は，CCTV の運営においても取り

各分野の著名人をゲストに迎える対談番
組。番組は公開形式で行われている。有力政

入れられている。
2001 年１月16 日と 17 日，SARFT は北京で，

治家，財界人，起業家，芸術家，スポーツ選

全国ラジオテレビ「走出去プロジェクト」業務

手，研究者，海外の中国人などゲストは多彩

会議を開催した。第 10 次５か年計画（2001

である。毎週日曜日放送の45分番組。

年―2005 年）実施に当たって，中国の放送の
海外進出の方向と段取りを示したこの会議に

なお，報道分野以外の番組としては，教養
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て，ラジオやテレビ業務についての江沢民総

での「西強我弱」状況の改善を行うとしてい

書記（当時）とその他の中央指導者の重要な

る。そのためには，計画的な推進が必要であ

指示，全国宣伝部長会議，対外宣伝会議，ラ

り，中央を主体に，地方が協力する形で，ラ

ジオテレビ業務会議の精神などが伝達され，

ジオ，テレビ，映画など全分野において，海

第10次５か年計画期間にラジオやテレビが実

外との交流を深めることや，「走出去プロジ

施する「走出去プロジェクト」の重点業務を

ェクト」による，衛星やケーブルなど様々な

研究し，2001 年「走出去プロジェクト」の実

手段により，中国の番組が海外で効果的に放

施意見が討論された。この中で，徐光春局長

送されるよう努力することが記された。また，

（ 当 時 ）は ，第 1 0 次 ５ か 年 計 画 に お け る ，

番組の質の向上，放送対象国の人々の対中国

SARFT の重要業務は対外宣伝であるとし，

理解度や対中感情の把握，さらには，SARFT

すべての同志はこの業務の重要性を理解し，

がラジオ，映画，テレビ，インターネットの

「党と国家の声に万民の声を反映させ，中国
の声を世界各地に向けて発信する」とした，

対外広報力を高めるための実力と組織を強化
するとしている 70）。

江沢民総書記の重要指示を堅く遵守し，この
業務を積極的に推進すると述べた。対内的に

２）受信可能地域の拡大

は，党の政策方針を広報し，人々を改革開放

「走出去プロジェクト」に従って，CCTV-9 を

と社会主義建設事業のために奮闘するよう広

はじめとした中国の海外向け放送は，海外進

く動員すると共に，対外的には，中国の声を

出を展開している。CCTV-9の場合，CCTV-4

世界に向けて発信し，中国の改革開放に対す

などと一体になって，海外の視聴可能世帯数

るマイナスの国際世論を改善するとした。

を増やし，2005 年までに CCTV-9 の視聴可能

また，会議では，従来の慣習にとらわれな

世帯数は 5,000 万となっている 71）。なお，その

い柔軟な思想で対外宣伝の方法の研究と改善

後の視聴可能世帯数は 5,000 万前後で横ばい

を行い，質と吸引力の向上を図り，番組の販

が続いている。国別にみると，アメリカが

売業務に関心を払うことや，国際競争に参加

1,500 万と最も多く，次いでイギリスの 800

して，海外世論の拠点となるように国際競争

万となっており，視聴可能世帯数の多い提携

力と実力を高めることなどが強調された

69）

。

先としては，衛星放送の場合，アメリカのエ

そして，SARFT は，2001 年 12 月，「走出去

コスター（1,300 万），イギリスの BSkyB

プロジェクト」の実施細則を発表した。10 項

（740万）
，イタリアのSky Italia（382万）など

目からなる細則の内容については，CCTV- 9

がある。この他，開発途上国においても，衛

のみならず，中国の放送や映画が海外進出す

星放送やケーブルテレビなどを通じて放送を

るに当たっての基本方針が挙げられた。

実施している。

この中で，中国の放送番組は10年以内に欧

「走出去プロジェクト」の推進に当たってCC

米諸国の大手メディア並みの競争力を持つま

TV では，衛星放送や海外のケーブルテレビ

でになり，特に CCTV は，多言語，地域向け

への進出のみならず，チャンネルの借用，番

放送のチャンネルを保有して，国際放送分野

組の共同制作などといった形で海外進出を図
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っている。具体的なケースとしては，タイム

日本の外務省の報告書によると，世界の主

ワーナー（Time Warner）や STAR が，広東

要国際放送 12 局のうち，視聴可能調査で CC

省のケーブルテレビへの配信を認可されたこ

TV（CCTV-9 を含む）は第６位，アジア地域

との見返りに，CCTV-9 の英語放送をケーブ

では首位となっている 74）。また，韓国では，

ルネットワークでアメリカ国内の主要都市に

2006年８月から10月にかけて，世界８か国を

配信しているケース

72）

，アメリカのエコスタ

対象に，アリラン TV（韓），BBC ワールド

ー社との協力で衛星放送のプラットフォーム

（英），KBS ワールド（韓），CCTV - 9（中），

「長城平台」を開設し，2004 年 10 月から放送

NHK ワールド TV（日），YTN インターナシ

を開始したケースなどがある。CCTV の６つ

ョナル（韓）
，ドイチェ・ベレ（独）
，TV5（仏）

のチャンネルと中国の地方局など合わせて17

についての認知度及び視聴経験調査を実施し

チャンネルがパッケージされている「長城平

ている。相対的に韓国の放送局が高い数値を

台」のケースは，特に CCTV-9 にとっては成

示してはいるが，調査結果からは，CCTV- 9

功事例の典型ともいえるものである。CCTV

の健闘を示す結果が出ており，認知度，視聴

では「長城平台」をエコスターで放送するた

経験共に８局中の第４位，特にベトナムでは

めの条件として，中国語による CCTV の他の

共に第２位，フランスにおいても視聴経験で

チャンネルに比べると需要が少ない CCTV-9

第２位となっている 75）。

をベーシックチャンネルに加えることを求め，
結果として，1,300 万世帯での視聴が可能と
なった。
「長城平台」の設立の背景については，放送
開始の式典の際に，CCTVの張長明副台長（副

Ⅴ 考察

総裁）が，米国の中国系住民は 300 万近くに

国際放送には，在外国民に対する情報発信

達し，中国の大陸部，台湾，香港の出身者や

と，在外外国人に対する情報発信という２つ

米国生まれの住民もいるが，そのうち最大の

の役割がある。前者について中国には，CC

割合を占めるのが大陸からの新たな移民であ

TV - 4 という海外に住む華人・華僑などを対

り，
「長城平台」にも十分な市場が見込めると

象にした中国語チャンネルがあり，韓国では，

述べた。同時に，英語放送の重要性について

2005年以前のKBSワールドが，在外韓国人向

も，「長城平台」は外国人による中国理解へ

けチャンネルとしての性格が強かった。しか

のニーズも考慮しており，中国への偏見や誤

し，グローバル化の進展に伴い，中国では英

解を除いたり，理解や友好を促進したりする

語チャンネルの CCTV-9 をはじめとした主要

ための懸け橋を作っていくと発言した 73）。こ

言語による海外向けチャンネルの登場，韓国

のように，CCTV-9 は，他のチャンネルとセ

でも英語専門チャンネル・アリランTVの開局

ットで海外に売り込む戦略により，本来，単

や，KBSワールドの英語字幕付き番組拡大な

独では難しい英語放送を海外市場において展

ど，在外外国人視聴者獲得のための動きが活

開している。

発化している。
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そこで，これまで見た事例のうち，日本に

の主張に限らなくとも，韓国の「声」を国際

ついては今後の方向性が流動的であるため，

社会に向けて発信するような場合，いわゆる

ここでは韓国と中国の場合に絞って，国際放

「オール・コリア」体制とはなっていないた

送の目的と実際の事業運営にどのような関係
があるのか考えてみたい。
まず，国際放送の目的であるが，国のイメ

め非効率であると言われている 76）。
国際放送の主な実施主体は，商業放送局で
はなく，国営放送局や公共放送局であるが，

ージ向上を図ることを第一義としつつ，収益

いずれも，多少の経済的利益は念頭に置きつ

の獲得といった経済的メリットも考慮すると

つ運営を行っている。中国の場合は，CCTV

の方向性は共通している。中国の場合は，国

が，CCTV - F（フランス語チャンネル）や

際的地位向上のための国家的主張を伝える任

CCTV-E（スペイン語チャンネル）を通して，

務が，国際放送には強く課せられている。こ

アフリカ地域，中南米地域における影響力の

れは中国におけるメディアの位置付けが日本

拡大を目指している。これら地域からのエネ

や韓国とは基本的に異なり，中国共産党，中

ルギー資源確保，国際社会における開発途上

国政府の代弁者としての役割を持っているこ

国からの支持など，中国の中長期的な外交政

とに起因している。そのため，中国の国際放

策の方向に沿いつつ，経済的観点からは，放

送は，国営の組織が実施し，党や政府の主張

送局が新たな市場の開拓を進めていることが

を国際社会に向けて明確に発信するという特

分かる。韓国の場合は，KBSワールドの日本

徴を持っている。また，主張が明確であるた

語チャンネルや中国への進出は，「韓流拡散」

め，視聴者が理解しやすいといったメリット

などによる韓国のイメージ向上と合わせて，

もある。しかも，多くの番組では，あからさ

市場を拡大するといった経済的な意味合いが

まな宣伝放送とはならないような配慮の下に

強い。もちろん，アリラン TV のアラビア語

制作されている上，中国自体が国際社会にお

チャンネルのように，韓国軍のイラク派遣が

いて大きな影響力を持った国であり，経済的

契機となり始まったチャンネルもある 77）。

にも有望で，しかも，広大な国土，長い歴史

政治的状況によりスタートしたという経緯は

など，番組制作のための魅力ある素材にも事

あるが，中東地域における市場開拓の側面が

欠かない状況にある。ただし，報道が国家の

ないわけではない。このように，各放送局は

統制を受けていることは事実である。一方，

英語チャンネルとは別途，他の言語による放

韓国の国際放送は公共放送局，あるいは商業

送も実施しているが，それぞれの方向性の違

放送局により実施されている。本研究では国

いが実施言語という形ではっきり示されてい

際放送の中核となっている２つの公共放送局

る。

を扱っているが，民主化が進んだ韓国では，

国際放送局の財源に関しては，中国のよう

報道も比較的自由である。各局は自ら掲げた

に放送局自体が国営であり，なおかつ，国の

具体目標に基づいて放送を実施しており，中

関係機関と一体になっているケースでは，財

国のように，国家の主張を国際放送が代弁す

源が安定的に確保される。実態としては，国

る必要は必ずしもない。しかし，例えば国家

家からの財政支援に依存するというのではな
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く，中国全土をカバーする国営テレビ局とし

るために，あえてドラマを前面に出す娯楽路

ての地位を利用して，多額の広告収入を得て

線をとっているケースもあれば，教養番組を

運営費用としている。しかし，韓国のように

主体とするアリラン TV のようなケースもあ

公共放送が主体となるケースでは，各放送局

る。アリラン TV では，これまでに培ったノ

にもより効率的な運営が求められる。KBSワ

ウハウを生かした外国人向け番組の制作や，

ールドの事例からは，あえて外国人を意識し

最新の人気ドラマを放送することにより固定

た番組制作に人的，物的資源を投入せずとも，

客を増やしたいところであるが，英語専門チ

元々国内向けに制作された番組を厳選し，字

ャンネルという特性上，多額の広告費収入は

幕を付けることで効率化を図っていることが

望めず，財政的にも十分ではないため，比較

読み取れる。アジア諸国のみならず，欧米諸

的低予算で制作が可能な教養分野の番組を中

国ではどの程度受容されるのかといった課題

心として，総合編成を組まざるを得ない状況

はあるが，「韓流ブーム」の影響を利用して

にある。

ドラマを前面に出し，視聴者の獲得に努めて

在外外国人視聴者の獲得に向けて，東アジ

いる。この手法は，海外市場におけるコンテ

ア地域の国際放送局がとる方策の違いや，受

ンツ販売などの事業収入をもたらすといった

信環境の整備に放送事業者や国がいかに関わ

メリットも持っている。ただし，自局で保有

るのかといった課題は，国際放送の実施のあ

するコンテンツが少ない非地上放送局，例え

り方を検討する上で，示唆に富むものである。

ばアリラン TV は，この手法をとることが難

（たなか のりひろ）

しい。かつては，他局からドラマの放送権を
購入し，頻繁に放送もしていたが，韓流ブー

注：

ムによるコンテンツ価格の高騰によりドラマ

１）「テレビ国際放送」と共に「映像国際放送」と

の放送は減少しており，効率化については，
専ら，番組制作の外注体制を強化し，低予算
番組を増やすことに主眼を置いている。
こうした各局の制作体制を取り巻く環境の
違いは，番組編成にも反映されている。中国
の場合，自国の主張を国際社会に訴えるべく，

いう名称も使われる。
「テレビ」と「映像」では，厳
密には意味が異なるが，実態としては同義で用い
られることが多い。
２）2006 年初頭から半年間，竹中平蔵総務相（当時）
の私的懇談会「通信・放送の在り方に関する懇談
会」と，自由民主党の片山虎之助参議院幹事長
（当時）が小委員長を務める電気通信調査会通
信・放送産業高度化小委員会は，それぞれ通信と

報道一色の国際放送を運営しているが，韓国

放送の改革実現に向けて論議を行ってきた。そし

ではむしろ政治色が弱く，間接的には国の広

て，NHK 組織改革などをめぐる双方の相違点を

報をしながらも，むしろ，放送局のブランド

調整した結果，同年６月 20 日の「通信・放送の在

イメージを高めることに力が注がれている。

り方に関する政府与党合意」により，政府と与党

そのため，公共放送としての立場は維持しな

の間における合意がなされ，新たに外国人向けの
映像による国際放送を早期に開始することが盛り

がらも，KBSワールドのように，報道，教養，

込まれた。これを受け，総務省の情報通信審議会

娯楽の各分野において良質なコンテンツを持

の下に設置された「映像国際放送の在り方に関す

ってはいても，とりあえずは視聴者を拡張す

る検討委員会」（2006 年９月４日〜 2007 年３月 30
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東アジア地域における海外情報発信の現状と課題

日までの計８回）において，新たな映像国際放送

けであるが，国際サービスとしての一体的運営の

実施に向けて具体策が検討された。

必要性から，実質的には全ての国際サービスが一

３）黄盛彬「東アジア地域における放送環境の変容
―放送のグローバル化と国家放送政策：日本，韓

体として運営されていると指摘している。
10）Head, Sydney W., World broadcasting systems : a

国，台湾，中国を事例に」立教大学大学院社会学

comparative

研究科博士論文，1998年。

Wadsworth, 1985, p.339.

４）李銀美「

（海外放送発展

analysis,

Belmont,

California:

11）例えば，李銀美，前掲論文，14―15 頁は，国際

戦略研究）」放送委員会，ソウル，2004 年 12月。

放送の目的として，「国家イメージ広報」，「国際

５）White, James D., Global media : the television

文化的交流」，「海外同胞に対するサービス」と共

revolution in Asia, New York : Routledge, 2005.
６）しかし同時に，外国放送事業者（外国において
放送事業を行う者）の委託により，その放送番組
を外国において受信されることを目的としてその

に，「海外輸出市場開拓」を挙げている。
12）日本放送協会放送史編修室編『日本放送史

上

巻』日本放送出版協会，1965 年，400頁。
13）

「1990 年代における東アジア地域及び台

まま送信する「中継国際放送」と日本放送協会の

湾の放送事業の変容―グローバル化／ローカル化

委託により，その放送番組を外国において受信さ

の連動という視点から―」一橋大学大学院社会学

れることを目的としてそのまま送信する「受託協

研究科博士論文，1997年，140―141頁。

会国際放送」は「国際放送」には含まれないとし

14）ただし，使用電波の周波数が C バンドであった

ている。詳細については，金澤薫『放送法逐条解

ため，直接受信するためには大型のパラボラアン

説』（財団法人電気通信振興会，2006 年，27 ―28

テナを必要とし，また，国によってはアンテナ規

頁）を参照のこと。

制があるため，一様に，各国の多チャンネル化に

７）上野正英「海外諸国の衛星放送 1996」『NHK 放

直結したわけではなかった。桜井元雄「「多チャン

送文化調査研究年報―第 41 集―』日本放送協会放

ネル化」が進むアジアのテレビ放送」『放送研究
と調査』第 43 巻第１号，1993 年１月，７頁。

送文化研究所，1996 年９月，168―169頁。
８）Codding,

George

A.,

Broadcasting

without

barriers, Paris: UNESCO, 1959, p.61.
９）Department for Culture, Media and Sport.,

15）映像国際放送の在り方に関する検討委員会編
「映像国際放送の在り方に関する検討委員会

最

終とりまとめ」２頁。なお，開催日は 2007 年５月

Broadcasting An Agreement Between Her Majesty’s

24日。

Secretary of State for Culture, Media and Sport and

<http://www.soumu.go.jp/joho̲tsusin/policyrepor

the British Broadcasting Corporation（London, July
2006）の 64 条６を参照。なお，簑葉信弘「BBC
特許状はどう変わったか」『NHK 放送文化研究所
年報―第 42 集―』（NHK 放送文化研究所，1997 年，
114 ―115 頁）によると，ワールドサービスに質や

ts/joho̲tsusin/joho̲bukai/pdf/070524̲1̲1.pdf>
（アクセス日：2007 年 10月 20日）。
16）日本放送協会放送史編修室編，前掲書，400 ―
401頁。
17）この改正で，NHK の必須業務の中に，これまで

目標，実績などの新しい規定が設けられたのは，

の「国際放送」と共に，「委託協会国際放送業務」

1996 年５月に施行された協定書からであるとのこ

が加わった。これは，衛星会社に委託して外国向

と。また，南俊行「英仏における国際放送の現状

け放送を行うもので，NHK が「映像国際放送」

について」（2006 年９月 15 日に開催された「映像

を継続的に実施することを明文化したものであ

国際放送の在り方に関する検討委員会」第２回会

る。NHK 放送文化研究所編『20 世紀放送史

合において配布された資料７頁）は，BBC の国際

料編』（NHK 放送文化研究所，2003 年，650 頁）

放送に関して，ラジオ国際放送は「公共サービス」

資

を参照のこと。

という位置付け，子会社によって実施されている

18）NHK 放送文化研究所（メディア情報）編「国内

テレビ国際放送は「商業サービス」という位置付

の動き」『放送研究と調査』第 48 巻第６号，1998
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年６月，85頁。
19）NHK 放送文化研究所編『NHK 年鑑 2006』日本
放送出版協会，2006 年，141頁。
20）日本放送協会放送倫理委員会編「NHK 新放送

2007 年 10 月 20日）。
29）注 23に同じ。
30）映像国際放送の在り方に関する検討委員会編，
前掲資料，10頁。

ガイドライン」日本放送協会，2006 年３月 31 日，

31）同上，11頁。

48 頁。

32）同上，２―３頁。

21）日本放送協会「NHK の国際放送について〜ア

33）同上，３頁。

ジア情報の発信〜」１頁。2006 年 10 月 12 日開催

34）「テレビ国際放送「NHK ワールド TV」米国ワシ

の「映像国際放送の在り方に関する検討委員会第

ントン DC で地上デジタル放送とケーブル配信開

３回会合」において配布された資料。

始へ」NHK 報道資料（2007 年６月７日付）
。

22）
「第 11 回「デジタル時代の NHK 懇談会」議事録」

35）アリラン TV については，拙稿「韓国のテレビ

３，12頁。なお，開催日は 2006 年３月６日。

国際放送 arirang の役割と課題」
（『放送研究と調査』

<http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kondankai/011/p

第 57 巻第１号，2007 年１月，50―65 頁）を，また，

df/011-gijiroku.pdf>（アクセス日： 2007 年 10 月 20

KBS ワールドについては，拙稿「韓国メディアの

日）。

国際発信力強化」（『放送研究と調査』第 57 巻第９

23）「日本放送協会に対する平成 19 年度委託協会国
際放送業務実施命令について」（平成 19 年３月 14
日

諮問第 16 号）。2007 年３月 14 日に総務省にお

いて開催された電波監理審議会（第 915 回）の電

号，2007 年９月，10―19頁）をベースにしている。
36）2005 年６月 27 日に，国際放送交流財団より名称
を変更した。
37）

（韓国ケーブルテレビ放

波監理審議会会長会見用資料。

送協会）編『

<http://www.soumu.go.jp/joho̲tsusin/policyrepor

史）』
（

ts/denpa̲kanri/pdf/070314̲1.pdf>（アクセス日：

クス），ソウル，2005 年，161 頁）によると，当初

2007 年 10 月 20 日）。
24）1991 年，JNG社とJSTV社を通じて始まったサー

（ケーブル TV10 年
（コミュニケーションブッ

の放送時間は，平日の午前，午後各６時間の 12 時
間，週末は６時から 24 時までの 18時間。

ビス。両社は，NHK の番組を中心に，民放の番組

38）2007 年 10月時点。

等を加えた上で，現地の生活時間に合わせて編成

39）アラビア語放送は本放送２時間，再放送２回の

し，再度，衛星を通じて現地のケーブルテレビ局
や衛星放送局，ホテルなどに，スクランブルをか
けて有料放送を行っている。2007 年１月時点の契
約数は，北米で約７万件，欧州で約１万件である。

計６時間放送。
40）ア リ ラ ン 国 際 放 送 パ ン フ レ ッ ト 「 S a t e l l i t e
Coverage ＆ Parameters」を基に作成。
41）

（韓国言論財団調査分

<http://www.nhk.or.jp/faq-corner/02housou

析チーム）編『2007

（2007

bangumi/03/02-03-11.htm>（アクセス日： 2007 年

国新聞放送年鑑）』

（韓国言論財団），

10 月 20日）。

韓

ソウル，2007 年，199頁。

25）2007 年 10月時点。

42）韓国では「公営放送」という名称が使われている。

26）日本放送協会「平成 19 年度国際放送（テレビジ

43）1953 年８月 15 日に「自由大韓の声」（Voice of

ョン・ラジオ）の放送番組編集の基本計画」

Free Korea）として韓国駐留米軍向けの中波による

<http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kihon/pdf/kokus

英語放送を開始。その後 1973 年に「Radio Korea」
，

ai.pdf>（アクセス日： 2007 年 10 月 20日）。

1994 年に「Radio Korea International」，2005 年に

27）同上

「KBS WORLD Radio」と名称を改め，現在に至る。

28）「電波監理審議会（第 915 回）議事要旨」18頁。

『KBS 日本語放送

<http://www.soumu.go.jp/joho̲tsusin/policyrepor
ts/denpa̲kanri/pdf/070314̲2.pdf>（アクセス日：
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半世紀の物語』KBS 日本語放

送，ソウル，2005 年 12 月１日，114―116 頁。
44）金相根「

東アジア地域における海外情報発信の現状と課題

（国際衛星放送のチャンネル運営戦略に対す
る考察）」『東西言語』第 15 号，韓国外国語大学校
言論情報研究所，ソウル，2003年７月，36頁。
45）注 44 に同じ。

いう名称も使用している。
59）「

（中央テレビ局概況）」

<http://cctvenchiridion.cctv.com/20070416/100708
.shtml>（アクセス日：2007年 10月 20日）。

46）李銀美，前掲論文，25頁。

60）

47）全放送時間からニュースなどの生放送部分を除
いた場合，英語字幕付き番組の比率は 81 ％に上昇

（張桂珍）ほか『

外伝播）』

出版社），北京，2006年，45頁。
61）夏志方「

する。

（中国対外

48）韓国放送法第 54 条における「対外放送」は，「国

テ レ ビ の 発 展 及 び 趨 勢 ）」『

際放送」と同義であると解する。なお，社会教育

（国際伝播と対外宣伝）』北京

放送は，2007 年８月 15 日に名称が変更され，「韓
49）KBS ワールドの編成部門が作成した資料「KBS
（KBS WORLD

2007 春のプログラム改編案）」による。また，
「KBS WORLD 2006

（KBS

WORLD 2006 秋のプログラム改編案）
」によると，

「地域別に合わせた編成戦略強化」の３点が示さ
れている。

<http://www.cctv.com/profile/special/C18020/200
70425/101793.shtml>（アクセス日： 2007 年 10 月
20日）。
63）

（孫江華）「媒体概述（メディア概説）」

51）KBS JAPANが 2007 年２月にまとめた資料「

（メディア
出版社（中国メディ

ア大学出版社），北京，2006 年，７―９頁）などを
64）正式名称は「广播

管理条例」（中華人民共

和国国務院令第 228 号）。1997 年８月１日，国務院
第 61 次常務会議を通過し，８月 11 日に公布，９

（一般現況）」による。
52）報道，教養，時事中心の「KBS-1」，文化娯楽チ
ャンネルの「KBS - 2」，テレビ国際放送の「KBS
W O R L D 」， ド ラ マ 専 門 チ ャ ン ネ ル の 「 K B S

月１日より施行。
65）2007 年３月 29 日，北京市地方税務局の発表によ
る。
66）「日中グローバル経済通信」（2006 年 11 月 21 日）

Drama」を指す。
53）『朝鮮日報JNS』2006年１月 15日付。
<http://www.chosunonline.com/article/200601150
00006>（アクセス日：2007 年 10月 20日）。
54）2007 年 10月時点。

によると，11 月 18 日に北京で行われた広告枠入札
の収入総額は前年同期比 16 ％増の 67 億 9,562 万元
で，単一企業による最高額も４億 2,043 万元に達
し，いずれも新記録を更新したとのこと。

55）『京郷新聞』2006 年 12月 16日，朝刊，16面。
56）放送開始は 1992 年 10 月１日。視聴対象は海外に
住む華人・華僑と，香港・マカオ・台湾の同胞で
線フォーカス）』

ほか『
政策と法規）』（
参照。

50）『文化日報』2007 年８月 31日，夕刊，21面。

ある。黎斌『

（CCTV- 9 英語国際チャ

ンネル）」

2006 年秋の編成方針としては，「チャンネル国際
競争力強化」，「KBS ブランド及び韓流の拡散」，

学院出版社（北

京放送学院出版社），北京，2000年，113―114頁。
62）「CCTV- 9

民族放送」となった。
WORLD 2007

（中国対

出版社（中国メディア大学

（国際テレビ最前
出版社（中国メディ

ア大学出版社），北京，2007年，121頁。
57）CCTV- F と CCTV- E は 2007 年 10 月１日以前は，
CCTV-E&F（2004 年 10 月１日放送開始）というひ
とつのチャンネルであった。
58）CCTV9 は開局当初より，CCTV-International と

67）中国中央
中央

台（中国中央テレビ局）編「中国

台」中国中央

台，北京，発刊年月の

記載なし，14 頁。CCTV の広報用資料で，主に
2005 年まで（一部に 2006 年の情報もあり）の情報
を中心にまとめられている。
68）インフラ整備については，まず，CCTV の主導
で遂行し，完成したものについては国家からの予
算配分を受けることになっている。
69）

（中国ラジオテレ

ビ年鑑編集委員会）編『

（中国ラ
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ジオテレビ年鑑）2002』中国广播

出版社，北

70）「

走出去工

程

（ラジオ映画テレビの 走出

去プロジェクト

に関する国家ラジオ映画テレビ

総局の実施細則（試行））」。
71）CCTV-4 は 1,500 万，CCTV-E&F は 180 万（2005
年）。
72）NHK 放送文化研究所『NHK データブック世界
の放送 2007』日本放送出版協会，2007 年，64 頁。
73）「央視與美公司合作 長城衛星電視平台在美開播
（中央テレビと米企業が協力

米で長城衛星テレ
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