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において法的・制度的に実現されたものであ
る 4）。現在アメリカでは，各地方自治体がケー
ブルテレビ事業者に対してアクセスチャンネ
ルの設置請求権を持ち，およそ2,000のアク
セスチャンネルが運営されている。

そして第三は「公共放送型」で，社会を構
成する成員の様々な立場や観点を放送に反
映させることを主たる目的として，各国の
公共放送が番組に市民を参加させたり，市
民の制作した番組を放送するという取り組み
である。ただし，かつての代表例としてし
ばしば引き合いに出される英BBCの『オープ
ンドア』（1973年～）や米ボストンのPBS局
WGBHの『キャッチ44』（1970年～）がそう
であったように，市民制作・市民参加による
番組といっても，編集権，放送責任はすべて
放送局に属しており，市民の発言・参加とい
う面では多くの制約もあった 5）。近年では韓
国や台湾などにも広がってその形態も多様化
しつつある 6）。

韓国の公共放送KBS（韓国放送公社）が
2001年から放送している『開かれたチャンネ
ル』は，公共放送が放送するパブリック・ア
クセス番組（以下，“アクセス番組”と略記）
の中でも，最も大規模でかつ先鋭的な取り組
みのひとつである。特に，韓国のマス・メディ
アの中で最も影響力が大きいとされる公共放
送KBSによる実施が法的に義務づけられて

 1. はじめに

視聴者・市民が自主制作したテレビやラジ
オの番組を放送局が放送する活動，いわゆる

“パブリック・アクセス”は，その歴史的生成
の経緯および政治社会的背景等から世界各国
で様々な形態が存在するが 1），大別すると以
下の三つに分類できる。

第一は「ヨーロッパ型」で，1960～70年代
のオランダやフランスにおけるような「海賊
放送」「自由ラジオ・テレビ」を出自とする
流れである。これらは当時の若者を中心とし
たサブカルチャーを背景としつつ，言論・表
現の機会を求める市民による「無免許・違法
放送」から次第に各国の放送制度に組み込ま
れ合法化され，定着していったものである。
今日では地上波のローカル放送やケーブルテ
レビ等を通じた「市民放送」として多様な展
開を見せている 2）。 

第二は「アメリカ型」で，ケーブルテレビ
における「パブリック・アクセスチャンネル」

（以下，“アクセスチャンネル”と略記）を典
型とするような形態である。これは1950～
60年代の公民権運動の展開を背景に，社会
的・人種的なマイノリティが，有名な「フェ
アネスドクトリン（公正原則）3）」をその理論
的・実践的拠り所としながら，メディアを通
じた意見表明の権利を獲得していくプロセス
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いること，また放送される番組に対する編集
権や著作権がKBSではなく制作した市民の
側に属していること，などの点は当初から大
きな注目を集めてきた 7）。

本稿では，KBSの『開かれたチャンネル』
がどのような経緯で成立し，現在までの5年
の間にどう運営されてきたのか，またどのよ
うな内容の番組が放送されてきたか等を検討
し，公共放送によるパブリック・アクセスの
取り組みの意義，今後に向けた課題や展望に
ついて考察する。

 2.『開かれたチャンネル』の成立と運用

（1）法制度化されたパブリック・アクセス
まず『開かれたチャンネル』の成立の経緯

について，特にそれが法制度的にどのように
基礎づけられたのかを中心に概観する。

前述のように，各国におけるアクセスチャ
ンネルは，市民・視聴者によるアクセス要
求運動の短くない「前史」を背景としながら
徐々に実現したものである。韓国においても，
1987年以降の社会の民主化の中で，市民に
よる様々な言論民主化やメディア改革を求め
る運動が存在し 8），こうした運動に下支えさ
れる形で『開かれたチャンネル』は成立した
が，そこで決定的に重要な意味を持ったのは

「新放送法」（2000年3月）にほかならない。
「新放送法」は，放送の政治的独立性と視

聴者主権の確保をその政治改革の柱のひと
つとして掲げていた金大中政権（1998～2003
年）による放送制度改革を集大成したもので
あった。同法は，単なる番組審議機関に過ぎ
なかった放送委員会を，放送政策の立案と規
制に広範な権限を持つ独立行政委員会に格上

げし，また「視聴者の権益」を前面に押し出
した 9）。「視聴者の権益」については，放送事
業者による「視聴者委員会」10）の設置の義務
づけや，放送で事実誤認や名誉毀損などの被
害を受けた者による反論権（=「反論報道請
求権」）を定めたが 11），放送への市民参加を
促進するものとして最も注目されたのは公共
放送KBSに義務づけられたアクセス番組の
放送であった（第69条）12）。

アクセス番組は「視聴者が直接企画・制作
した放送番組，または視聴者が直接企画して
放送発展基金などの支援を受けて制作した
放送番組」と定義され（放送法施行令51条），
KBSはアクセス番組を毎月100分以上放送す
ること，またその編成基準を定め公表するこ
と，そして別途定められる放送委員会規則に
従って運営および制作支援等を行うことが義
務づけられた。そして放送委員会規則は，番
組の運営はKBSではなく，KBSが外部の有
識者などで組織する視聴者委員会（日本にお
ける番組審議委員会）が行うこと，KBSは番
組を無償で放送すること，番組の著作権は制
作者に属することなどを定めている。なお，
放送法施行令に従ってKBSが作成・公表し
たアクセス番組の編成基準の全文は資料1に
示した通りである 13）。

こうして見ると，従来の欧米における公共
放送型パブリック・アクセスの主流が，放送
局側のイニシアティブのもとに運営され，市
民の提案・企画に放送局が人的・物理的支援
をする形で番組が制作されていたのに対し，
KBSの『開かれたチャンネル』では，編集権・
著作権をKBSが持たず，主導権を市民とそ
の代表である視聴者委員会が持っているこ
と，そしてそこに法制度的基礎づけが与えら
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れていることが大きな特徴である。従って『開
かれたチャンネル』は，KBSによるパブリッ
ク・アクセスの取り組みという側面よりも，
市民による様々な言論活動やメディア民主化
運動を背景とした韓国社会自体による取り組
みという側面を強く持っていると言える。

（2）アクセス番組の運用
では，KBSの『開かれたチャンネル』が実際

にどのように運用されているかを見ていく14）。
a） 番組の制作・応募資格

『開かれたチャンネル』には，放送制作を
職業としておらず，広告等による利潤追求を
目的としていなければ誰もが参加できる。通

常，番組の多くはデジタルカメラによって撮
影され，パソコンを使って編集され，完成品
の形で応募申請される。番組は12分間か24
分間のいずれかで制作されることが求められ
ている。『開かれたチャンネル』の放送枠は
25分間であるため，1回の放送で1本もしく
は2本のアクセス番組が放送される。なお，
できるだけ多くの市民に参加機会を提供する
ため，同一の市民による番組が年2回以上放
送されることはない。 
b） 審査方法と審査基準

応募されたアクセス番組の中からどの番
組を放送するかは，KBS視聴者委員会 15）の
小委員会が審査を行って決定する。KBSの

1.（目的）この基準は，放送法第 69 条及び同法施行令第 51 条に基づき，視聴者が直接企画・制作したアクセス番組
の編成基準を規定することを目的とする

2.（番組基準）アクセス番組の内容は，放送法第 43 条第 1 項及び第 44 条第 1 項に基づき，次の各号の基準を遵守し
なければならない
ア . アクセス番組は公正で健全な放送文化の定着に資する内容でなければならない
イ . アクセス番組は放送の公的責任，公正性と公益性を実現するものでなければならない

3.（運営主体）アクセス番組は，放送法施行に関する放送委員会規則第 13 条第 2 項に基づき，韓国放送公社（以下，
KBS）の視聴者委員会が制作者及び番組の選定と制作管理など運営を担当する。

4.（施行細則）KBS の視聴者委員会は，アクセス番組の運営のための施行細則を制定して公表・施行する
5.（番組制作の参加）アクセス番組を制作しようとする視聴者と団体は，KBS の視聴者委員会が定めた施行細則に沿っ

て番組に参加することができる
6.（番組選定の手続）アクセス番組は，KBS の視聴者委員会から‘放送審議に関する規定’に基づく放送番組審議と

KBS から技術的適合性に関する検討を受けなければならない
7.（番組の提出）アクセス番組の放送用テープと台本は，放送 1 週間前まで KBS に提出しなければならない
8.（編成根拠の告知）アクセス番組は，本番組を開始する前と終了する前に，「この番組は放送法第 69 条に基づいて

視聴者（または聴取者）が直接制作したものです。この番組の内容は KBS の見解と異なることがあります。」との
内容を音声と字幕で告知する

9.（制作者告知）アクセス番組を終了する前に企画・制作・演出などこの番組の制作者を告知するが，その基準は‘KBS
クレジット，スタッフスーパー運用指針’を準用する

10.（編成の変更）アクセス番組が上記の編成基準を遵守できず，放送が不可能になる場合，KBS の視聴者委員会と協
議しなければならない。協議の結果，当該番組の修正・補完が不可能若しくは代替番組がない場合，当該編成を
削除することができる

11.（制裁措置の移行）アクセス番組が放送された後，放送委員会から視聴者に対するお詫びなど制裁措置の命令を受
け若しくはその他の民事・刑事上の責任問題が発生する場合，これに関する措置は施行細則が定めるところによる

12.（補足）この基準に定められていない事項は，放送法規と KBS の関連規定を準用する
附則
この編成基準は，2000 年 10 月 21日から発効する

資料1.　KBSアクセス番組編成基準
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視聴者委員会は14人の委員から成っており，
任期は1年。この委員会メンバーから互選に
より『開かれたチャンネル』運営のための小
委員会が組織される（表1）。小委員会は6人
の委員で構成され，月1回のペースで委員会
を開催，翌月放送分の番組の審査を行う。

審査は，放送の公的責任を定めた放送法第
5条，放送の公共性，公益性を定めた同第6条，
および放送委員会の関連諸規定に準拠しなが
ら行うとされており，『開かれたチャンネル』
独自の審査基準が成文化されているわけでは
ない。採否は委員の全会一致を原則とするが，
意見が分かれた場合は最終的には多数決で決
定されることになっている。KBSの担当者
によれば，審査の基本的な考え方は次のよう
なものである。
○『開かれたチャンネル』は市民の多様な

主張や意見を社会に提示する番組である
ため，メッセージ，主義主張が明確なも
のでなければならない。従って番組の技
術的完成度よりもメッセージ性が優先さ
れる。

○『開かれたチャンネル』は公共放送が扱っ
てこなかったマイノリティの声を反映す

ることを目指している。従って極端なも
のでなければ偏った政治社会的主張が含
まれることはマイナス要素にはならない。

○猥褻な内容や他人を誹謗中傷したり名誉を
毀損するような内容，共産主義を称揚する
ような内容といったいわゆる公序良俗に反
する内容を含む番組は採択されない。

このような基準に照らして小委員会が必要
と判断した場合には，制作者に対して修正を
求めることができるとされ，修正後再審査を
行うことがある。審査の結果は，採用された
番組の制作者（団体）名，番組のタイトルと
概要が，『開かれたチャンネル』のWEBサイ
ト上に公開される。また審査結果は，その日
のうちに制作者にも通知されるが，制作者が
結果を不服とする場合，2か月以内に視聴者
委員会に書面をもって異議申し立てをするこ
ともできる。その場合には小委員会ではなく，
視聴者委員会の本委員会が再審査を行う。

なお，2001年に『開かれたチャンネル』が
スタートした当初は，小委員会に，放送委員
会の委員およびKBS担当者も参加して審議
を行っていた。しかし放送委員会やKBSの
意図が審査に反映される可能性があるとして
市民からの批判が相次いだため2003年から
現行のスタイルになった。

小委員会の委員の一人，金泰賢氏は，委員
会の審議について次のように言う。

「『開かれたチャンネル』はプロが番組を
作って申請する場所ではない。映像について
ごく基本的な知識しか持っていなくても，自
分の意見を自分の観点で映像化して表現して
いるわけで，我々としては番組がいかに誠実
でユニークなものであるかということを重視
するようにしている。映像の中で現れる価値

①男性（51 歳）
大韓弁護士協会広報理事（委員長） 

②女性（42 歳）
人間教育実現保護者連盟（NPO）コヤン支部長 

③男性（59 歳）
元連合ニュース編集局長・常務

④女性（44 歳）
韓国女性団体連合共同代表

⑤男性（25 歳）
高麗大学大学院言論学科在学中

⑥女性（40 歳）
経済正義実践市民連合（NPO）社会政策局長

表1　『開かれたチャンネル』小委員会委員
（2006 年 8月現在）
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観の違いは当然尊重されなければならない
し，また韓国社会がそうしたことを謙虚に受
け入れることのできるようにすることが『開
かれたチャンネル』の役割であり，委員とし
ても重点を置くべきだと考えている。」16）

c） 制作費

番組の制作に要する費用は，800万ウォン
（約96万円）を上限として支給される。支出
するのはKBSではなく，「放送発展基金」で
ある。同基金は放送委員会によって管理され
ており，地上放送事業者の広告収入から一定
比率で徴収される資金を主要な原資として
いる 17）。金額は，25分番組の場合，SA（800
万ウォン），A（700万ウォン），B（600万ウォ
ン），C（500万ウォン），D（400万ウォン）
の5ランクに分けられており 18），当該の番組
がどのランクに該当するかについても『開か
れたチャンネル』小委員会が審査し決定する。
審査は，①番組の撮影過程の難易度，②編集
過程の難易度，③番組内容の質的水準，の三
つの基準に基づいて行われる。

また制作者は，損害補償保険への加入が必
要である。これは番組の内容に関してトラブ
ルや訴訟が発生した場合に備えるもので，制
作者は保険に加入し48万ウォン（約5,800円）
の保険料を支払う。『開かれたチャンネル』
スタート当初は，保険加入期間が3年と長く
保険料も360万ウォンと高額で，これが参加
の障害になるとの批判もあったため，段階的
に契約期間が短縮され，現在の1年契約の形
に落ち着いたという経緯がある。
d） 著作権，その他

『開かれたチャンネル』の放送は毎週土曜
日の午後1時から1時25分の25分間である。
視聴率は平均で2～3%前後（他局の同時間帯

の視聴率とほぼ同程度）である。番組冒頭に，
「この番組は放送法第69条に基づいて視聴
者（または聴取者）が直接制作したものです。
この番組の内容はKBSの見解と異なること
があります。」との内容が音声と字幕で告示
された後，市民が制作した番組が放送される。

番組の著作権は制作した市民に属し，番組
の制作過程および内容に関して発生するすべ
ての民事・刑事上の法的責任も市民が持つ。
KBSは番組伝送のみに責任を持つ一方，情
報提供・番組広報のために番組および番組関
連情報をKBSのWEBサイトで見られるよう
にしたり，地上DMB19）向けに放送したりす
る副次利用の権利を持つ。KBSのWEBサイ
トでは過去に『開かれたチャンネル』で放送
されたすべての番組をダウンロードして視聴
することができるようになっている。

 3. 制作者の多様化，番組の多様化

（1）制作者の多様化
『開かれたチャンネル』で第1回のアクセ

ス番組が放送されたのは2001年5月5日であ
る。それから5年余りの間に，どのような市
民がどのようなアクセス番組を制作してきた
のだろうか。

『開かれたチャンネル』のスタート当初は，
同番組の知名度・認知度が低く，応募番組数
が少なかったため，週1回の定期的な放送が
できない状態であった。結局，1年目の2001
年に放送された番組はわずか9本であった。
しかし，その後徐々にその数が増加し，2002
年には26本，2003年には39本，2004年から
は52本と，毎週の定期的な放送が可能な状
態になった。2006年に入ってもこうした傾
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向は続き，現在は応募本数が放送枠の2～3
倍に達している。

制作する市民の数も，またその内訳も変化
している。制作者は，市民団体，女性団体，
環境保護団体などのNPOと，そうした団体
に属さない個人とに大別されるが，スタート
当初は団体によって制作された番組が圧倒的
に多くを占めていた。2001年に放送された9
本のうち7本が，2002年には26本のうち15
本が団体が制作した番組であった。しかし，
スタート3年目の2003年頃から，徐々に個人
の参加者が増え始め，団体と個人の制作比率
は逆転，2005年度では52本のうち44本は個
人の制作した番組であった。個人制作者は，
学生，主婦，会社員など様々で，その裾野は
徐々に広がっている。

KBSで『開かれたチャンネル』の運営を担
当する朴在榮プロデューサーは，こうした変
化の背景として，KBSがアクセス番組の募
集をするスポット広告を放送するなど積極的
な広報活動を行った結果，『開かれたチャン
ネル』の知名度が上がったこと，またデジタ
ルカメラや動画の編集も可能なパソコンソフ
トの普及が進み，一般の市民でも比較的手軽
に番組制作に挑戦する環境が整ってきたこと
等を挙げている。
 

（2）番組の多様化
応募本数，制作者の数の増加に伴って，放

送される番組の内容も多様化している。
表2は2005年までの5年間に『開かれたチャ

ンネル』で放送された番組のジャンル（KBSが
設定した10のジャンル分類）内訳を示したも
のである。最も本数が多かったのは「社会」の
44本で全体の4分の1を占める。この中には

韓国独自の戸籍制度の問題性を告発した番組
や，外国人労働者の労働条件や子どもへの性
的虐待を問題にした番組などが含まれる。「環
境」をテーマにした番組も本数が多く，主とし
て環境保護団体などが制作したものである。

番組の審査のポイントとして，マイノリ
ティの声を反映していること，明確な政治社
会的な主義主張があること，といった点が掲
げられているがゆえに『開かれたチャンネル』
で放送されるアクセス番組の多くは，硬派な
ドキュメンタリーで，様々な社会文化的問題
に切り込む，批判的メッセージ色の強い番組
が目立つ（表3）。

例えば，今年6月3日に放送された番組『人
権制限装置』は，電力政策をテーマとした番
組である。韓国では，電気代を3か月以上滞
納すると電力公社による送電が停止されるこ
とになっているが，これは電気代を支払うこ
とのできない貧困層や障害者等に対する人権
侵害に当たるのではないかという問題意識か
ら制作され，放送後に国の人権委員会などで
も取り上げられ話題になった番組である。

番組は電気を止められた老人がロウソクの
灯から出火した火事で焼死したという事件の
紹介から始まり，電気を止められた当事者達

表 2　『開かれたチャンネル』で放送された番組ジャンル内訳
（対象…2001～ 2005 年11月の172 本）

出典：KBS 資料

ジャンル 本数 比率（%）
社会 44 25.6 
環境 25 14.5 
教育 19 11.0 
ジェンダー 17 9.9 
歴史 15 8.7 
経済 13 7.6 
文化 13 7.6 
福祉 12 7.0 
メディア 7 4.1
政治 7 4.1



38 　OCTOBER 2006

表 3　『開かれたチャンネル』で放送された番組　（2006 年 5月～ 8月の 4か月間）

放送日 タイトル 内容

5 月 6 日 メディアを通じて行動する 香港で開かれた WTO 閣僚会議の期間中に行われたメディア活動家によるデ
モ行動の記録

5 月 13 日 トラクターが歌う平和の歌 在韓米軍基地の移転予定地（ピョンテク市）の住民による，トラクターを用
いた抗議行動を追ったドキュメンタリー

5 月 20 日 ①  再び出会う世界 刑務所から出所する女性出所者達のための社会復帰支援プログラム（就職，
精神的ケアなど）の必要性を訴える

②  私達の中の多文化家族 国際結婚率が 10% に上る韓国社会における多文化家族のあり方，これらの家
族が韓国社会に馴染んでいくために必要なものは何かを探る

5 月 27 日 ①  民族の精神を探して 日本植民地時代，韓国の有名な山に日本軍によって打ち込まれた鉄の杭を除
去する作業現場を取材し，踏みにじられた民族の精神の回復を訴える

②  矛盾を前にして 国家保安法について相反する見解・立場を持つ父と息子の議論の記録

6 月 3 日  人権制限装置 電気代の滞納世帯に対して強制的に送電を中止する断電制度。その非人道性
について，断電の経験者・被害者の談話を中心に訴える

6 月 10 日  悲しい記憶の中で 2003 年 2月18日に，テグ市の地下鉄・中央路駅で起きた火災の原因や背景を探る

6 月 17 日  これからの文化芸術教育 創意に満ちた人材を育成するためにはどうすればよいのか。「文化芸術教育」
の必要性と現状における課題を探る

6 月 24 日  テントウムシ いじめに苦しむ学生。テントウムシが好きな彼が友情と愛を見つけていく過
程をドラマ形式で描く

7 月 1日  ゲファド干潟の女性闘士 2 セマングム干潟干拓事業に反対する地元農民（女性）の活動を紹介する

7 月 8 日  君は川になった・・・ 96 年の学生デモで，警察の鎮圧作戦の犠牲者になったノ・スソク君。彼は何
故死ななければならなかったのか，彼を愛した周囲の人々の悲しみ

7 月 15 日  教科書を考える旅
 ～日本“豊島区”会の訪韓～

ソウル市東大門区と姉妹関係を結んでいる日本の豊島区住民が韓国を訪ね日
本の植民地支配ゆかりの地を訪問，歴史理解を深める旅

7 月 22 日 ①  共に分かち合う命 臓器移植を必要とする人々の数が増える一方で，ドナーが増えないという現
実。臓器移植をどうすれば活性化できるかを問題提起する

②  ボラムの家の人々との出会い 障害者福祉ホーム「ボラムの家」で暮らす障害者達が，社会で生きていくた
めに努力する姿と，彼らをサポートする福祉関係者の日々を描く

7 月 29 日  娘達の伝統的な祝日 農村で暮らす娘達が伝統的な祝日に家庭内で強いられる労働と女性の差別的
な地位とを問題にするドキュメンタリー

8 月 5 日 ①  青年ミョンド 重度の脳性麻痺障害を持つ 26 歳の青年，ペン・ミョンドさんが家で過ごす姿
や外部で活動する姿を自ら描いた私的ドキュメンタリー

②  死んでいく街路樹 街路樹の保護のために設置した物（保護枠，支柱など）が却って木々の成長
を妨げるなどの管理実態を告発

8 月 12 日  終わらない悲劇～強制徴用～ 太平洋戦争の最中，沖縄に強制徴用され命を落とした朝鮮人の軍関係者の悲
劇を辿り，その歴史を記録することの必要性を訴える

8 月 19 日  セマングムの春 貴重な自然の残るセマングム干拓地で進められる開発計画。干潟の現状，漁
民の生活を描きながら地域生活と両立し得る開発の対案を提示

8 月 26 日 沈黙の森～白頭山の観光と
危機の野生動物～

野生動物保護団体や活動家が中国・北朝鮮国境にあるベクトゥ山を訪問，貴
重な野生動物が韓国人観光客によってどのような影響を受けているかを取材
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や市民団体関係者などへのインタビューを中
心に構成されている。そして電力政策は，国
のエネルギー政策であると同時に福祉政策的
な観点を持たなければならず，貧困層や障害
者等を対象にした優遇措置などを講じる必要
があるという提言で結ばれている。

この番組を制作した映像ジャーナリスト志
望の男性（30歳）は，自分が制作した番組が
KBSの『開かれたチャンネル』で放送された
ことについて次のように話す。

「“共に活動する市民行動”という市民団体
での活動の中で電気代が払えない貧困層の人
達が断電で苦しんでいることを知り，彼らの
実態を広く一般の人達にも知らせたいと考え
ました。『開かれたチャンネル』は韓国で最
も本格的な地上波のアクセス番組であり，こ
れまで一部の新聞報道などでしか取り上げら
れることのなかったこの問題を経験者のイン
タビューを中心に取り上げ，大きな関心を集
めることができたと思います。」20）

また，今年8月19日に放送されたのは韓国
西海岸にある国内最大規模の干潟，セマング
ム干潟の干拓事業を批判的に取り上げた番組

『セマングムの春』である。この干潟の干拓事
業はその妥当性，経済性，環境保全などに関
して従来から様々な問題点が指摘されてきた
が，制作した39歳の男性（環境保護活動家）は，
既存のマスコミによる取り上げられ方が一面
的であることが制作の動機だったと話す。

「これまでにもテレビ局がこの問題を取り
上げたことはありましたが，地元住民や漁民
など弱者の視点や環境に与える深刻な影響の
詳細が明らかにされたことはありませんでし
た。一人で制作したため，取材，撮影，編集
に非常に多くの労力と時間が必要でしたが，

この問題の深刻さを一人でも多くの人々に知
らせたいと思って制作しました。」21）

 4.『開かれたチャンネル』の社会的意義と諸課題

（1）新たな放送文化としてのアクセス番組
『開かれたチャンネル』は今年でスタート

から6年目を迎え，韓国社会の中で市民主導
の新しい形の放送文化を徐々に実現しつつあ
るように見える。『開かれたチャンネル』の社
会的意義を考える際，何よりも1987年の韓国
社会の民主化以降，特に顕著になった市民に
よる積極的な政治社会的言論活動の展開が背
景にあったことを無視することはできない。

韓国では「朝鮮日報」「中央日報」「東亜日報」
の三大新聞が，長く続いた軍事政権以降も保
守政党寄りのスタンスを取り，一方KBSや
MBCといった地上放送事業者も様々な形で
政府の統制を受け易い体質が絶えず問題視さ
れてきたという事情がある。真の意味での「表
現の自由」や「知る権利」が韓国社会には実現
されていないとして，既存のマス・メディア
を批判し，民主化の原動力となってきた市民
層・市民団体が，急速に進展したブロードバ
ンドの普及を背景に，「オーマイニュース」
や「プレシアン」などに代表される市民参加
型インターネット新聞の急成長を支えたこと
はよく知られている。「韓国ほど言論に関す
る市民運動が活発な国もほかにはない」22）と
言われる状況と，こうした市民を支持層にし
ながら政治改革，メディア改革を推し進めた
政権の政策が一致することで，世界的にも珍
しい公共放送によるパブリック・アクセスの
法制度化が実現したと言える。

実際，NHK放送文化研究所が今年2～3月
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に韓国，日本を含む世界7か国で実施した「公
共放送に関する意識」国際比較調査において
も，韓国市民のメディアへのアクセス意欲の
高さは際立っていた。調査では「公共放送に
自分の意見や要望を伝えたり，番組などに反
映させたいと思うか」という質問をしている
が，「してみたい」という回答の割合が韓国で
は61%と7か国中で最も高くなっていた（以下，
日本41%，イタリア37%，イギリス30%，ドイ
ツ30%，アメリカ22%，フランス17%）23）。

このような市民の意欲に応え，市民が直接
制作した番組を無償で，また放送局側が編集
の手を加えることなく放送する『開かれたチャ
ンネル』の持つ意義は大きい。それは社会を
構成する成員の多様な意見や主張を伝え，民
主的で多元的な討論の空間を形成する，とい
う公共放送本来の使命に符合するだけではな
い。先進諸国で進展するマス・メディアの巨
大化・商業主義化の中で人々の中に生まれて
いる「メディア不信」が指摘されるようになっ
てすでに久しいが，パブリック・アクセスは
放送と市民の新たな関係性，新たな放送文化
を作り出す可能性をも持っていると言える。

（2）諸課題
しかし，『開かれたチャンネル』のこの5年

の歩みは，公共放送がパブリック・アクセス
を行う際に考えなければならない様々な課
題・問題の所在を浮かび上がらせてもいる。
課題①…「曖昧」な 審査基準

第一に，応募番組の中から放送する番組を
選択するプロセスとその基準の問題がある。
これは『開かれたチャンネル』の運用におい
て最大の課題となっており，実際にしばしば
審査基準の曖昧さが指摘されている。

実はこの問題は『開かれたチャンネル』の
基本理念とこれを規定する放送法や関連諸規
定との間の論理的な不整合に起因している。
すなわち，先に見たように『開かれたチャン
ネル』で放送されるアクセス番組には，制作
者の主義主張やメッセージが明確であること
が求められている。制作者の主義主張は，政
治的・思想的偏りがあったり特定の企業や組
織を批判する内容であったとしても，その根
拠が明確であり，かつ“公序良俗”に反しない
限り，放送されるべきだと判断される。

しかしその一方で，審査基準を定めたガイ
ドラインでは，審査は放送法第5条，第6条
や放送委員会の番組審議基準などの諸規定に
準拠するとされている。例えば放送法第6条
は「放送による報道は公正で客観的でなけれ
ばならない」としている。また放送委員会の
番組審議基準にも「放送は社会的争点または
利害関係が対立する事案を扱うときは，公正
性と均衡性を維持しなければならず，関連当
事者の意見を均等に反映しなければならな
い」といった規定がある（第9条）。つまり，
一方において，アクセス番組には放送の公正
性・客観性を一定程度いわば度外視すること
を許容しつつ，他方においてアクセス番組に
も通常の地上放送同様の公正性・客観性を求
めるという矛盾が存在しているのである。

KBSの担当者も，この点については「確か
に矛盾である」と認めている 24）。そしてアク
セス番組には放送法や放送審議規定を「厳密
には適用せず，アクセス番組の趣旨や理念を
うまく生かす方向で弾力的に運用している」
と説明する。だが，このような「弾力的運用」
がしばしば審査の「曖昧さ」や「恣意性」を生
む危険は免れないであろう。事実，幾つかの
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トラブルも生じている。例えば，2002年に制
作され申請された『住民登録票を破れ』は，韓
国の住民登録制度がプライバシーの侵害に当
たるとして制度撤廃を主張する番組であった
が，その内容が過激で主張の根拠も曖昧であ
るとして修正要求が出された。しかし制作者
側はこれを不服としてKBSを提訴，裁判を経
て2年後にオリジナルのまま放送された。

こうしたエピソードは，地上放送の免許を
持つ事業者が，外部の第三者に「編集権」を
預ける形で制作された番組を放送するという
やり方が抱え込んでしまう困難さを物語って
いる。そして同時にそれは，放送内容の多様
性・多元性の実現と放送の「公正性，客観性」
をどう両立させるのかという古典的な命題に
関わる問題でもあろう。試行錯誤の繰り返し
の中で，より整合的な運用を可能にする法制
度や諸規則の整備が模索されなければならな
いであろう。
課題②…制作者の裾野の拡大

先に見たように，スタート以来5年の間に
『開かれたチャンネル』への応募番組の数は
増え続けて，また制作者も団体よりも個人が
多数を占めるようになっている。しかし，個
人で制作する市民達は，実際には多くが市民
運動や市民団体の経験者や関係者だという。
その意味で，『開かれたチャンネル』は未だ
一般市民に完全に「開かれた」チャンネルと
はなっていない。日常的に市民運動やNPO
の諸活動に取り組む市民達の主義主張がアク
セス番組の形で放送に反映されることは，そ
れ自体大きな意義があるが，他方で，市民の
多様な声をより広く反映するために，制作者
の裾野を更に拡大していくことも大きな課題
と言える。

現在，韓国国内では放送委員会や文化観光
部等が中心となって，市民が番組制作のノウ
ハウを学んだり，放送機材を活用したりする
ことのできる施設「地域メディアセンター」
の建設が各地で進められている。こうした施
設を十分に活用していくための方策が必要で
あろう。また，『開かれたチャンネル』では，
25分番組だけでなく12分番組を2本放送す
るという形態も途中から取り入れている。番
組制作経験の乏しい市民にとっての敷居をで
きるだけ低くしようという方策である。こう
した運用面での工夫も引き続き続けられてい
く必要があるだろう。
課題③…インターネット時代のパブリック・

　　　　アクセスとは ?

現在，先進諸国を中心にインターネットが
急速に普及しているが，これに伴い市民が自
らの意見や主張を発信していく方法・機会は
多様化している。韓国では対人口比でのイン
ターネット普及率が世界11位の68.4%と（日
本は同23位，57.4%），世界でも有数のイン
ターネット先進国となっている25）。特に注目
されるのは，一般市民の書く記事を掲載する
ことで急成長し，大きな政治社会的影響力を
持つに至ったインターネット市民新聞の存在
である。例えば代表例である「オーマイニュー
ス」は4万人以上の登録市民記者を擁し，1
日に150もの記事が市民によって書かれてい
る。盧武鉉政権（2003年～）は，こうした活
発な言論活動をネット上で展開する，いわゆ
る「ネティズン」の存在なしには誕生し得な
かったとも言われる。

こうして市民達の意見表明・情報発信の方
法や機会が多様化する中，地上放送において
パブリック・アクセスを実施する意義は，今
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後小さくなっていくのではないかという見方
もある。しかしインターネットの利用者は若
年齢層に偏っており，利用者と非利用者の情
報格差，いわゆる「デジタルデバイド」の問
題も指摘されている。国内を“あまねく”カ
バーする公共放送が，アクセス番組の形で市
民の多様な声を放送に反映させていくことの
意義は依然小さくないはずである。また，イ
ンターネットでの情報発信は，文字テキスト
をベースとした比較的短いものが中心である
のに対し，放送番組は，映像や音声を駆使し
てテーマをまとめたり掘り下げたりすること
ができる。放送のこうしたメディア特性を生
かすことで，インターネット等の他メディア
とどう差別化を図っていくかは，パブリック・
アクセスの社会的機能を考えるうえで今後の
重要な課題となるだろう。

 5.おわりに

日本では現在のところ，NHKを含めた地
上放送における本格的なパブリック・アクセ
スは実施されていない 26）。しかし今後，放送
と市民・視聴者の関係を強化していくための
方策として，日本でもパブリック・アクセス
導入は有効な選択肢となる可能性もある。

NHK会長の諮問機関で2005年5月から「デ
ジタル時代の公共放送のあり方」を検討して
きた「デジタル時代のNHK懇談会」は今年6
月の報告書で，NHKが実践すべき「視聴者第
一主義」の具体例として「視聴者参加型のパ
ブリック・アクセス番組」を挙げ，その開発
と提供に積極的に取り組むべきであるとして
いる。また視聴者の意見や意向をより的確に
事業運営に反映させていくための取り組みと

してNHKが2005年度から始めた「視聴者へ
の約束」に対する「NHK“約束”評価委員会」
の「報告書」（2006年6月）は，「視聴者参加型
施策」や「視聴者との対話施策」などの面にお
いて多くの課題があると指摘している 27）。

今後，日本でも地上放送においてパブリッ
ク・アクセスの導入が検討される際には，公
共放送による本格的なアクセス番組として5
年間の試行錯誤を続け，またその先駆性ゆ
えに幾つかの課題を浮き彫りにもしている
KBSの『開かれたチャンネル』は，非常に有
益な参照材料となるであろう。諸外国の事例
と併せて今後の動向が注目される。

           （よねくら りつ）

注 :
1）各国におけるパブリック・アクセスの生成と展

開については，津田正夫・平塚千尋編『パブリッ
ク・アクセスを学ぶ人のために』（世界思想社，
2002），津田正夫・平塚千尋編『パブリック・
アクセス』（リベルタ出版，1998）に詳しい

2）平塚千尋「海賊放送から市民放送へ」『放送研
究と調査』2002 年 2 月号所収，林香里「独の
オープンチャンネル」『総合ジャーナリズム研
究』No.59，1997 冬

3）FCC（米連邦通信委員会）は，1949 年，「公共
の利益は，放送免許保有者が社会のすべての責
任ある構成員の対立する見解表明のために放送
施設を開放し，総合的なフェアネスにもとづい
て放送業務をおこなうことを要求する」として，
異なる意見に放送時間を割くよう放送免許保有
者に求め，その後の放送業界のあり方に大きな
影響を与えた（その後，1987 年に廃止）

4）津田正夫「コミュニケーション資源を市民社会
へ」青土社『現代思想』2006 年 7 月号所収

5）大谷堅志郎「パブリック・アクセス番組の周
辺と背景」『NHK 放送文化研究年報 19』所収，
山口秀夫「パブリック・アクセス番組を現地に
みる（1）（2）」『文研月報』1973 年 7 月号，9
月号所収
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6）津田正夫・平塚千尋編（2002，前掲書）pp166
～ 207

7）金京煥「不安と期待 韓国放送の市民参加」『放
送レポート』179 号（2002.11.12），執行文子「放
送研究リポート 韓国のテレビ局で広がる視聴
者参加番組への取り組み」『放送研究と調査』
2004 年 7 月号など

8）80 年代の KNCC（韓国基督教教会協議会）が
主導した KBS に対する「受信料不払い運動」
や 90 年代の「TV を切ろう運動」といった視
聴者活動や，メディア企業内労働組合などによ
るメディア民主化運動など。玄武岩『韓国のデ
ジタル・デモクラシー』集英社新書，2005， 金
京煥，前掲論文など

9）放送法第 3 条は「放送事業者は視聴者が放送番
組の企画・編成・制作に関する意思決定に参加
できるようにし，放送の結果が視聴者の利益に
合致するようにしなければならない」として，
放送の市民参加促進を謳っている

10）放送法第 87 条では「総合編成または報道専門
編成を行う放送事業者は視聴者の権益を保護す
るために視聴者委員会を設置しなければならな
い」としている

11）第 41 条は「放送で公表された事実的主張によっ
て被害を受けた者は，その事実報道があったこ
とを知ってから 1 ヶ月以内に放送事業者に対
し書面をもって反論報道を請求することができ
る」としている。旧放送法では「訂正報道請求権」
という規定で，請求期限も「公表から 14 日以
内」とされており，大幅な改善を含む内容であ
る。黄盛杉「韓国新放送法の何が新しいか」『放
送レポート』165 号所収，参照。なお同条項の
内容は 2005 年 1 月に施行された「言論仲裁及
び被害救済等に関する法律」に移行された

12）同法では，ケーブルテレビ事業者と衛星放送事
業者にも，視聴者がアクセス番組の放送を要請
した場合には，特別な理由がない限り地域チャ
ンネル等を通じて放送しなければならない，と
いう規定が盛り込まれている（第 70 条）

13）アクセス番組編成基準はKBSのWEBサイト参照
http://www.kbs.co.kr/1tv/sisa/openchannel/
index.html

14）以下の内容は，主として KBS 視聴者委員会が
作成した『開かれたチャンネル』運営ガイドラ
インの内容に基づく。KBS の WEB サイト（同
上）参照

15）放送法施行令第 64 条と放送委員会規則第 24 条
で，視聴者委員会の委員は，教育機関の運営委
員会などの父兄団体，消費者保護団体，女性団
体，弁護士団体など 10 のカテゴリーの団体か
らの推薦を受け，10 人以上 15 人以内で組織す
ることが定められている

16）NHK によるインタビュー（2006 年 7 月）
17）放送発展基金は，放送委員会の下にある基金管

理委員会によって運営され，放送関連事業の
促進を図る基金。地上放送局からの徴収率は
KBS と EBS は 3.17%，MBC と SBS は 4.75%
などとなっている。NHK 放送文化研究所編

『データブック世界の放送 2006』
18）12 分番組の場合，等級別の金額は半額になる
19）2005 年 12 月にスタートした地上デジタル波を

使った移動体向けの放送（デジタル・マルチメ
ディア放送）で，地上放送 3 社を含む 6 社が実
施

20）NHK によるインタビュー（2006 年 7 月）
21）NHK によるインタビュー（2006 年 8 月）
22）玄武岩，前掲書 P17
23）同調査の結果の概要等については横山滋「視聴

者から見た世界の公共放送」『放送研究と調査』
2006 年 9 月号所収に詳しい

24）NHK によるインタビュー（2006 年 8 月）
25）財団法人インターネット協会編『インターネッ

ト白書 2006』インプレス R&D，2006
26）地上波以外での日本でのパブリック・アクセス

の事例については，津田・平塚編，前掲書（2002）
のほかに，松本恭幸「市民によるメディアアク
セスの可能性」NHK 放送文化研究所『放送メ
ディア研究』Vol.2.2004 所収にも詳しい

27）両報告書はともに，NHKのホームページ（http://
www3.nhk.or.jp/pr/）に掲載されている


