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られるテレビ番組で，その金額は90年代後
半から平均40%以上の伸びで成長している。
ちなみに，2005年の映画輸出が伸び悩んで
いるのに対し，同じ時期の番組輸出は，史上
最高の黒字幅を記録した（図1）。

本稿では，この輸出成功の原因を探るべく，
そのひとつとして注目されている90年代か
らの韓国政府の政策転換に焦点を当てる。一
般的に韓国における政策転換のきっかけは，
金大中大統領が21世紀国家基幹産業として，
メディアを含めた文化産業を育成するとの

「文化大統領」宣言を行った1998年にさかの

 はじめに

韓国映像ビジネスが飛躍的な発展を遂げつ
つあるという印象が東アジアを中心に広まっ
ている。こうした印象を裏付けるのは，最近
日本でも目にするようになった韓国映画およ
び放送番組の輸出増加である。その先駆けと
なった映画「シュリ」が2000年に公開された
日本では，韓国映画としては異例の観客動員
数100万人を突破し，18億円の興行収入を上
げた。しかし，韓国映像産業のなかでもっと
も輸出に成功したのは，「冬のソナタ」で知

図1　韓国放送番組の輸出入額の推移 
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ぼるといわれる。しかし放送産業の競争力を
高める政府の育成策は，事実上90年代前半
から段階的に導入されてきた。この頃からの
規制を中心に据えた育成策に加え，「放送振
興」という新たな名目で財政支援や部分的な
規制緩和を導入したことが，金大中政権から
の政策が注目されるところである。

元をたどれば，文化産業としてのメディア
振興（通称文化産業政策）は，すでに80年代
のフランスやカナダで提唱されていた。昨今
の韓国政府の動きは，これらの国をモデルに
したものが多く，イギリスブレア政権誕生後
のクリエイティブ産業政策も，この流れの
一環として位置付けられる。換言すれば，メ
ディア環境の変化が進むなか，「文化産業の
育成」を唱える政策的アプローチは，政策転
換を模索する国にとって一種のモデルケー
スになりつつある。そこで本稿は，東アジア
でいち早くこの流れに合流した韓国政府の
政策が，今日の放送番組の輸出増加とどのよ
うに関わっているのかについて，考察を試み
るものである。

本稿の流れは次の通りである。まず主要国
政府の政策転換の背景にあるマスメディアを
めぐる自由貿易体制の確立と，メディア産業
の位置付けの変化といった要因について解説
する。それを踏まえた上で，90年代に入っ
て定着した，韓国における政府主導の放送産
業育成策を2つの段階に分けて概観する。そ
して最後には，地上波テレビジョン放送（以
下地上波と略す）の番組輸出担当者へのイン
タビューを中心に，一連の育成策が放送の競
争力強化，とりわけ海外進出に与えた影響を
考察する。

< 本稿の項目 >
はじめに

〔1〕政策転換の背景

〔2〕政策転換の第1段階 :規制に基づく保護・

育成策の開始

〔3〕政策転換の第 2段階 : 振興支援策の導入

〔4〕政府政策と番組輸出 : 放送事業者の声

まとめ

 〔1〕政策転換の背景

マスメディアをめぐる自由貿易体制

韓国を含めた国々で新しい放送政策が模索
された背景には，主に3つの要因があると考
えられる。まず，この20年間で急速に進ん
だ多メディア・多チャンネル化がひとつで，
具体的には1980から90年代のケーブルテレ
ビと衛星放送，そして2000年以降のブロー
ドバンドの普及が挙げられる。これらの新し
いチャンネルの普及は，そこで提供される
ソフトの開発と調達を放送政策の新たなキー
ワードとして位置付けた。一言でいえば，既
存の放送事業者以外の制作能力の底上げが必
要とされたのである。その狙いは，ソフト不
足を克服し，輸入番組による経済的・文化的
損失を防ぐこと，そして放送市場の拡大を新
たなビジネスチャンスとして生かすことに集
約される。

1987年に民主化宣言が行われた韓国では，
80年代の言論統制政策によって姿を消した
民間放送が91年に開局し，既存のKBS（韓
国放送公社）とMBC（文化放送）に，SBS（エ
ス・ビー・エス）が加わった現在の競争体制
が確立された1）。また95年にケーブルテレビ
が導入されたのに続き，2002年には衛星放
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送が本放送を開始し，90年代を境に本格的
な多チャンネル時代が幕を開けた。

一方，上述した多メディア・多チャンネル
化と密接な関係にありながらも見落とされが
ちなのが，その裏で進められてきたサービス
貿易の自由化交渉である。従来のGATT（関
税と貿易に関する一般協定）が録画した映画
フィルムなどの物品を対象にしているのに対
し，サービス貿易にはその制作・配給・放送
に至るまでの幅広いサービスが含まれる。通
信・流通・教育・金融・メディアなどの社会
的影響力の大きいサービス産業は，本来各国
政府の規制の下でほぼ独占的に運営されてき
た。しかし，80年代からアメリカを中心に
進められた規制緩和に後押しされ，GATT
のルールを大幅に拡充させたWTO（世界貿
易機構）の誕生では，サービス貿易の障害と
なる政府規制を対象とした初の自由化の枠組
みが設けられた2）。

なお映像産業をめぐる自由化交渉は，それ
を主導したアメリカでさえ地上波に外資規制
を設けているなど，難題が山積している。し
かし自由化の枠組みが設けられたことは，幅
広いメディア市場の開放につながる可能性を
示唆している。そのため，フランスやカナダ
を先頭に，これを阻止しようとする国際的な
枠組みが広がる一方，市場開放に備えた放送
の競争力強化を模索する国も増えている。

こうした国際的な動きに韓国政府が敏感に
反応したのは当然で，同国では地上波の外資
所有を一切認めていないほか，番組の輸入に
も古くから厳しい制限を設けてきた。特に，
米政府との交渉の末，86年に映画市場を開
放した韓国では，その影響を受け93年に国
産映画の市場占有率が戦後最低を記録したば

かりであった3）。こうした状況でのWTOの
発足は，映像産業全体の危機，として捉えら
れたといっても過言ではない。したがって，
技術革新のみならず，国際的な自由貿易の枠
組みが，政府の政策転換を促す重要なきっか
けとなった。
メディア産業の位置付けの変化

文化産業政策への転換を促す最後の要因
は，同政策を通じて政府が追求している目的
でもある。これは国家経済に占めるメディア
産業の位置付けに関するもので，アメリカな
どの先進国を中心にその比重が高まっている
こと，さらにはその比重を一層高めようとす
る政府の思惑までを指している。

まず，経済学者を中心に指摘されている国
の経済に占めるメディア産業の位置付けは，
次の内容に集約される。世界経済は1980年
代から先進国を中心に製造業の伸び悩みと，
サービス産業の急成長を経験している。そ
の結果，メディアとの関連では，映像ソフ
ト産業または娯楽産業と呼ばれる分野が，
次世代の国家経済を担う主役として注目さ
れている。

こうした主張を裏付ける資料として度々引
用されるのが，Pricewaterhouse Coopersが
発行している『世界エンターテインメント及
びメディア産業の展望』（Global Entertainment 

and Media Outlook）である。この出版物による
と，マスメディアを包括する世界娯楽産業の
成長率は，GDP水準よりはるかに高い水準で
推移していくことが見込まれている。2003年
に推定1兆2,290億ドルだった市場規模は，
2008年で約1兆6,710億ドルに成長し，年平均
6.3％の成長率を記録する見込みである4）。韓国
を含め，各国の政府報告書で紹介されている
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このような内容は，紛れもなくメディア産業
を次世代の国家経済を担う有力候補として位
置付けている。

但し，同分野が富と雇用を創出する真の巨
大産業に成長できるかは，既述の技術革新と
自由貿易体制の確立による国内外での市場の
拡大に大きく委ねられている。したがって，
アメリカのように強いメディア産業を持つ国
は，先頭に立って放送の技術革新を推し進め
てきただけでなく，自国メディアの海外進出
を阻む要因を自由貿易のルールによって排除
しようとしてきた。

一方，韓国をはじめメディアの分野でアメ
リカのような国際競争力を持たない多くの国
は，こうした動きを概ね危機であると同時に
チャンスとして受け止めている。このスタン
スが矛盾をはらんでいることはいうまでもな
いが，韓国政府がこれをチャンスとして認識
した背景には，国内の政治・経済状況が深く
関係している。周知のとおり，韓国は90年
代末にアジア通貨危機の直撃を受け，IMF
管理体制下に入った。時期的には金大中政権
の発足と重なる頃で，急落した成長率を回復
するためには，今後の国家経済の在り方を見
直す必要性に迫られた。その結果，自らを文
化大統領と称した新しい指導者の下，21世
紀の国家経済をけん引する産業としてメディ
アを育成する政策転換が行われたのである。

以上の内容をまとめると，放送の技術革新
が進みそれが自由貿易の対象として論じられ
るようになったこと，また程度の差こそあれ，
主要国の経済成長が伸び悩んでいることは，
多くの国のメディア政策に一大転換期をもた
らしている。当然ながら，このような事態が
一概に文化産業政策への移行を促すわけでは

ないが，以下ではその路線を選択した韓国の
事例を，放送の分野に絞って考察する。

 〔2〕 政策転換の第1段階（1990 ～1997年）:
　　規制に基づく保護・育成策の開始

政策転換の第1段階に該当する90年代初頭
は，産業としての放送の発展を目指す動きが
顕在化し，新聞紙面に文化産業という言葉が
初めて登場した時期である。今もそうである
が，文化産業に対する関心は，政治的な動き
と常に連動している。1993年に当時の金泳
三大統領は，ハリウッド映画「ジュラシック
パーク」の興行収入が，韓国自動車150万台
の販売収益に匹敵するとし，付加価値の高い
文化産業の育成を指示したとされる。翌年に
は文化行政を管轄していた文化体育部に「文
化産業局」が新設され，映画，出版，音盤と
ビデオ関連の政策立案機能が統合された。

この省庁再編は文化産業がクローズアップ
されるきっかけとなったが，当時の新聞記事
を見ると，文化産業としては映画や出版が主
に注目されている。新聞記事の大半は，産業
の育成を唱える内容で，これは映画や出版が
他分野に比べて市場開放が進んでいたことと
無関係ではない。ちなみに，市場開放による
打撃を大きく受けた映画産業には，94年か
ら映倫制度の緩和，金融・税制面での支援制
度が検討され，制作費の融資事業を通した公
的資金の投入が行われた。

一方の放送に目を向けると，産業としての
放送を育成する初期の試みは，地上波に対
する規制の導入を通して行われた。今でも続
いている産業育成を念頭に置いた代表的な
施策は，1990年放送法に盛り込まれた地上
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波に対する国産番組と外注制作番組の編成
義務である。なお国産番組の編成を義務付
けることで輸入番組の増加を防ぐ通称国産
クォータ（quota）は，国産と輸入番組の編成
比率を，8：2に定めている。つまり，国産
番組が常に放送時間の8割以上を占めなけれ
ばならない。

ここで留意すべき点は，当時の地上波にとっ
て，編成の8割を国産番組で埋めることはそ
れほど難しい問題ではなかったことである。
もちろん韓国でも多くの国がそうであるよう
に，古くからハリウッド映画を中心とするア
メリカ製ソフトが編成の重要な部分を占めて
きた。しかし輸入審査や番組購入費の制約と
いった規制のため，サービスが定着してから
はその比率が多い時でも3割を大きく上回っ
たことがない。また90年代の地上波は，放送
技術の発達にも助けられ，それなりの番組制
作能力を備えていた。したがって，規制とし
ての効力が強いのは，もっぱらインハウスプ
ロダクションが慣例となっていた放送局に，
独立プロダクション（以下独立プロ）からの番
組調達を義務付けた外注クォータであった。

1990年放送法によると，地上波3社に対す
る外注クォータは，毎週（のちに毎月），全放
送時間の2～20%までに定められている。こ
の規定に基づき，当時放送行政を管轄してい
た公報処長官が策定した実際の編成比率は，
導入時の91年が3%以上で，毎年5%以内で段
階的に引き上げられ，97年秋には上限の20%
にまで達した。また外注クォータの制定と同
時に設立された放送局系列のプロダクション
が制作したものに関しては，94年から外注枠
のなかでその比率を明記し，子会社中心に外
注枠を埋めることができなくなっている。

これが産業育成策の発端であったことは，
当時の放送をめぐる政府計画の集大成とされ
る「先進放送5カ年計画」（1995）にあらわれ
ている。この計画は，「世界放送環境の変化」
と「国内放送の現況」という現状認識から始
まり，今後の目標と重点推進課題で締めくく
られている（図2）。

第一にこの計画は，国産クォータがWTO
体制下の市場開放を見据えたものであること
をうかがわせる。つまり，それまでの不透明
な外国放送の規制が時代の流れにそぐわない
ため，改めて放送法に国産番組の中心的地位
を明確にしたのである。また外注制作の義務
化は，国内の現況に示されたソフト産業の未
熟さによるもので，計画の原文に記された放
送の核となるソフトを，産業として育成する
認識に欠けていた問題の解決策でもある。そ
のほかにも地上波に依存した放送の限界に
言及し，段階的に引き上げられていた外注
クォータをさらに引き上げる方針を示した。

図 2　「先進放送 5カ年計画」の概要

＜目標と推進戦略＞

＜現  状  認  識＞

Ⅰ. 世界放送環境の変化

 ：放送の無限競争時代

米映像産業の脅威，WTO
体制の発足，多メディア・
多チャンネル時代，ソフト
が放送の中心

Ⅱ. 国内放送の現況

 ：競争力の低い国内放送

高まる市場開放圧力，加速
する外国放送の流入，海外
進出に消極的な国内放送，
未熟なソフト産業

 ：放送の公益性と競争力の向上

①公益性と文化的アイデンティティを兼ね備えた放送を目指す
②地上波，ケーブルテレビ，衛星放送の位置付けを明確にし，
　均衡のとれた発展を促進する
③放送ソフトを国家戦略産業として集中的に育成する
④放送関連の法体系を見直す

公報処「先進放送 5カ年計画」に基づき作成
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 〔3〕政策転換の第2段階（1998 年～現在）:
　   振興支援策の導入

金大中政権からの放送振興策は，その大枠
となる文化産業政策に基づいて行われてい
る。冒頭でも述べたように，80年代の欧米
で考案された文化産業政策は，いわゆる文化
政策と産業政策の融合である。特に映像メ
ディアをはじめとするマスメディアは政策対
象に必ず含まれるため，「文化+産業+メディ
ア」政策でもある。

今までの韓国政府は，文化産業に指定した
メディアを，主に産業別に育成・支援するア
プローチをとってきた。また具体的な支援対
象の範囲は，技術革新とともに絶えず拡大し
ている。後述する放送の分野では，2005年
からDMB（デジタル・マルチメディア・ブ
ロードキャスティング）コンテンツ制作に資
金援助が行われたのが代表的な例である。さ
らに産業としての成長が見込めるところに，
支援を集中させる傾向がある。近年のゲーム
産業に対する支援強化の背景には，同産業の
輸出が順調に伸びていることがある。放送に
関しては，1998年に第一弾となる振興計画
案が発表され，2003年から始まった第二弾
が現在進行中である。

以下では，まず放送振興の大枠を規定す
る98年以降の文化産業政策の概要を整理し，
メディアもしくは大衆文化に対する政府介入
の根拠を探る。

1. 文化産業政策の概要
金泳三政権の政策をさらに発展させ，今日

の文化産業政策の基盤を整えた金大中政権は，
就任直後にそれまでの文化行政（文化体育部）
と放送行政（公報処）を担ってきた省庁を解体

し，新しい「文化観光部」にこれらの機能を移
した。再編のポイントは，伝統的な文化部の
領域とされる芸術分野をはじめ，それまで公
報処の所管であった放送行政と観光業務を統
括する省庁を通して，これらの分野の相乗効
果を高める政策が可能になったことにある。

文化産業に対する政府介入の根拠として
は，まず90年代前半の金泳三政権から注目
され始めた文化の経済的・産業的価値が前面
に打ち出されている。但し，同産業に対する
韓国政府の基本認識は，産業としての基盤を
持つ「文化」である。そのため文化観光部が
毎年発行している『文化産業白書』では，そ
の社会的意義を経済と文化の両面から取り上
げている。2003年の白書によると，「文化産
業の発展は産業そのものの成長による所得と
雇用の誘発，文化商品のもとになる国の文化
や芸術の活性化，そして文化的要素の反映に
よる他産業の成長」という点で重視されるべ
きだとしている。このように文化産業政策で
は，同産業の波及効果の高さに注目しており，
これが政府レベルでの介入が必要とされる大
きな理由である。一方の文化的側面について
は，「一国の文化産業の発展は，経済的な次
元を超えて国民のアイデンティティを高める
機能を併せ持つ」と記している5）。

しかしどちらかといえば，韓国政府が経済
面を重視している印象は否めない。現に，金
大中路線を受け継いだ盧武鉉政権が，文化産
業政策の当面の目標として2003年に発表し
た「文化産業五大強国入り」は，2008年まで
の市場規模（240→690億ドル），世界シェア

（1.5→4%），海外輸出規模（5.5→100億ドル），
雇用規模（46万人→100万人）といった経済
指標を基準にしている。
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省庁再編に続く支援体制の整備では，99
年に支援の法的根拠となる「文化産業振興基
本法」が制定された。対象産業の線引きとも
いえる同法によると，文化産業とは，「文化
商品の企画・開発・制作・生産・流通・消費
などと，それに関連するサービスを行う産業」
である。具体的には，映画，音盤，ビデオ，ゲー
ム，出版，定期刊行物（雑誌・新聞），放送，
キャラクター，漫画，アニメーション，デザ
イン，伝統工芸品，公演（演劇・音楽・舞踊），
マルチメディアコンテンツなどが含まれる。
また同法には，支援政策の柱となる資金援助
を円滑に行うための「文化産業振興基金」の
設置が明記されている。なお，文化産業の競
争力強化を目的にファンドを設置した当初の
目標は，1999年から2003年までの5年間で，
国庫から計2,500億ウォンを調達するという
ものであった。すでに廃止が決まったファン
ドの資金は，今まで放送番組を含む文化商品
の開発融資事業に一部があてられており，大
半は文化産業の基盤施設構築に使われた。

2. 放送振興政策
振興支援という観点から放送政策を管轄す

ることになった文化観光部は，傘下組織の「韓
国放送映像産業振興院」を動員して，具体的
な振興策を実施している。放送映像産業振興
院は放送振興に関する幅広い調査研究を行う
ほか，業界に対する施設の貸出，データベー
スの整備などを行っている。また2000年に
発効した新放送法により，韓国では放送行政
および規制監督を行う独立行政組織の「韓国
放送委員会」が発足した。基本的に放送委員
会の任務は，従来の公報処が担ってきた伝統
的な放送行政の領域に該当する。比較的新し
い放送振興に関しては，文化観光部が放送委

員会との合意の下，政策を立案する仕組みに
なっている。

文化観光部による最初の放送振興政策は，
「放送映像産業振興対策」というタイトルで
1998年10月に発表された。そこで示された
政策の背景，つまり放送に対する政府介入の
根拠は，放送が「21世紀の国家戦略産業」で
あること，そして「文化競争時代における文
化的アイデンティティの確立」という点に集
約される。放送振興の主な目標には，放送映
像産業の基盤構築と番組の質の向上による固
有文化の発展，そして国際競争力の強化と世
界映像市場への進出などが含まれている。そ
の5年後に発表された現行の「放送映像産業
振興5カ年計画」（2003）は，第一弾の内容を
概ね継承しつつ，新課題として，放送による
国家イメージの向上と，関連法および機構の
整備を掲げている。

これらの政策目標を達成するための方法と
して，政府は基本的に映像の制作・流通と，
それらを担う人材の育成に焦点を当ててき
た。韓国に限らず，古くから国や公的機関に
よる映像産業支援は，ソフトの制作に集中し
てきたが，最近では制作以上に流通面を重視
している。言い換えれば，すぐれた番組を作
ること以上にそれらを流すチャンネルを確保
することは難しく，そこで「多様性」や「公正
性」を担保するという趣旨で，政府が介入す
る事例が増えているのである。
1）流通政策

流通支援の分野では，国産番組の海外進出
はもちろん，その前段階に該当する国内での
様々な番組の流通チャンネル確保が重視され
ている。ちなみに，1991年からクォータと
いう編成規制で外注番組の流通促進に取り組
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んできた政府は，文化観光部発足後，外注専
門チャンネルの設立を検討し始めた。しかし，
イギリスのチャンネル4をモデルにしたこの
計画は，広告市場を分け合わなければならな
い既存の放送事業者の反対に直面し，実現が
見送られてきた。結果として，現在国内で多
様な番組の流通を担保する手段は，国産番組
と外注番組の編成を義務付けた当初の規制政
策のみである。但し，放送を21世紀国家戦
略産業に指定した振興支援策の始まりは，こ
の規制が今まで以上に強化されるきっかけと
なっている。
①国産クォータ

2000年放送法の施行後，国産クォータは，
地上波に加えてケーブルテレビと衛星放送に
対しても，一定の国産番組の編成を義務付け
ている。特に注目される点は，2000年から
映画・アニメーション・大衆音楽といったジャ
ンル別に，国産番組の編成枠が設けられたこ
とである。

また映画とアニメーションのような国際的
分業が進んでいる分野では，「国産」の要件
を具体的に定めることで，編成規制の実効性
を高めている。特に，制作過程が複雑なアニ
メーションに関しては，欧州やカナダでも採
用されているポイントシステムを導入し，国
内の人材や資本の関わりが一定量を超えたも
のだけを，国産アニメと見なしている。

さらに，2002年1月からは，輸入番組の制
作国における偏りを是正し，「国際文化受容
の多様性」を確保するという名目で，1カ国
で制作された特定ジャンルの番組の量に上限
が設けられた。現行放送法が定めている国産
クォータに関する詳細は，表1の通りである。

未熟な産業という理由から，日本大衆文

化の開放措置でも市場開放が延期になって
いるアニメーションの場合，最近まで国産
の編成比率は「地上波で流れるアニメーショ
ン放送時間の45%以上」とされていた。し
かし，2005年の7月1日付けで，この規定は

「地上波の全放送時間の1%以上」に改めら
れた。地上波3社だけに適用される通称ア
ニメーション総量制の導入後，これらのチャ
ンネルでは再放送を含めると，従来のおよ
そ3倍以上の国産アニメを放送しなければ
ならない。

以上の内容から，現行の国産クォータは，
アニメ・映画・音楽などの特定産業の育成策
として機能している。特に未熟なアニメ産業
の底上げに力を入れているが，韓国政府に限
らず，国際的に流通しやすいアニメーション
を集中的に支援する国は多い。韓国の政策の
特徴としては，ジャンルクォータと1カ国規

表1　国産番組の編成義務

分　　類 ジャンル別 媒体別 編成義務

毎月の放送時間に
対する国産番組の比率

地上波 80% 以上

地上波以外 50% 以上

ジャンル別
編成義務

（特定ジャンルに占め
る国産番組の比率）

映　　画

地上波 25% 以上

地上波以外 30% 以上

宗教放送 4% 以上

アニメーション

地上波 全放送時間
の 1% 以上

地上波以外 40% 以上

教育放送 8% 以上

宗教放送 4% 以上

大衆音楽 地上波 60% 以上

1 カ国規制
輸入映画・アニメーション・大衆音楽
の場合，1 カ国で制作されたものは，
ジャンル別放送時間の 60% 以内とする

韓国言論財団『新聞放送年鑑 2005』に基づき作成
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制による二重の規制になっている点が挙げら
れる。一見，文化面を強調している1カ国規
制は，事実上ハリウッド映画と日本のアニメ
をターゲットにしている。すなわち，ジャン
ル別クォータで国産アニメの流通を促すと同
時に，1カ国規制でもっとも人気が高い日本
アニメの放送を抑えているのである。
②外注クォータ

すでに述べたように，91年の政策導入時
から段階的に引き上げられてきた外注クォー
タは，97年の時点で旧放送法が定めた上限
の20%に達した。そのため新しい放送法で
は，まず2～20%という従来の大枠が見直さ
れた。改正内容によると，地上波では毎月全
放送時間の40%の範囲内で，放送委員会が
告知する比率以上の外注番組を編成しなけれ
ばならない。また，韓国のプライムタイムに
該当する主視聴時間帯6）に15%以内の編成義
務を課す規定が新たに加わった。放送局が外
注番組を視聴者の少ない時間帯に追い込むこ
とを防ぐための措置である。

この大枠に基づき，放送委員会が2000年
に策定した外注番組の編成比率は22%で
あった。その後，この数字は毎年平均2～
4%の水準で引き上げられている。2006年現
在，地上波に適用されている外注番組の編成
比率は35%前後で，主視聴時間帯に関して
は，10%以上となっている。
③海外進出支援

韓国政府が放送事業者の海外進出に本腰を
入れ始めたのは，放送振興策が発表された
2000年前後である。初期の支援策は，1999
年から体系的に行われるようになった国際番
組見本市への参加支援で，出張および出展費
用の負担を中心に行われてきた。2001年か

らは国内でも放送番組見本市（BCWW）が開
催されるようになり，政府はその運営にも国
庫支援を行っている。BCWWへの支援は年々
増加する傾向にあり，2005年には予算の約9
割を政府が負担した。

このようなマーケティング支援が強化され
ているほか，政府は輸出用に番組をリメイク
する作業にも資金援助を行っている。通常，
韓国ではドラマの音楽・効果音（M&E）と台
詞が同時に録音されているため，輸出される
前にそれらを分離してから吹き替えを行う必
要がある。また，制作時間に余裕がなく，事
前制作は希であるため，権利処理の問題でド
ラマの挿入歌を直前に差し替えることも少な
くない。現在こうしたM&Eの分離や現地語
の字幕付けなどに必要な費用の70～80%まで
を支援し，番組輸出の活性化が図られている。

先に述べた国内流通の場合，地上波の独占
的地位を緩和することが主な狙いであるた
め，支援対象は流通網を持たない制作者に限
られている。一方の海外流通支援は，国際的
には競争力が劣る国内事業者全般を支援する
ものであるため，独立プロの輸出業務を代行
することが多い地上波によっても活用されて
いる。
2）制作支援と人材育成政策

それでは，こうした流通支援を通して国内
外での放送機会を増やす以外に，どのような
振興策が行われているのかを概観する。

まず制作支援を見ると，制作施設の提供
と制作費支援の2種類に分かれることがわか
る。今年オープンしたDMS（デジタルマジッ
クスペース）をはじめとするインフラ支援は，
独自の施設を持たない制作者を対象にしてい
る。その狙いは，制作能力の底上げを図り，
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表 2　文化観光部による主な放送振興策

事　業　名 支援の概要および対象 2005 年予算 & 実績 開始

制　

作　

支　

援

①デジタルマジック
　スペース（DMS）

映像の企画・制作・マーケティングがワンストッ
プで行えるデジタル放送映像制作施設の提供。

総額 484 億ウォン中
国庫支援 272 億ウォン

2006

②デジタル制作支援
　システム

デジタル制作の早期定着を促すため，放送映像
振興院内にデジタル編集室やスタジオなどを
完備。

総額 125 億ウォン
536 本 1,776 時間

2001

③制作費融資事業

資金が不足している制作者に低金利で放送番組
の制作費を融資する事業。主な支援対象は独立
プロダクション，アニメ制作会社，ニューメディ
アコンテンツ制作者など。2005 年から DMB コ
ンテンツ制作者も支援対象に含まれる。

ⅰ）  放送振興基金 :
173 億 7,000 万ウォン中
執行額 81 億 6,000 万ウォン
33 作品対象
ⅱ） 文化産業振興基金 :
執行額 77 億ウォン中制作 44
億 + 設備現代化 33 億ウォン

1997

④パイロット番組
　支援制度

企画のみで申請でき，制作費の 80% までを国庫
から負担。担保能力のない制作者に制作費支援
から海外見本市参加などの流通支援までを行う
のが特徴。

年間予算10 億ウォン中
約 8 億 1,000 万ウォン支援
17 作品対象

2002

⑤放送映像投資組合

政府の支援金と民間の投資ファンドを合体させ，
資本の集中による投資価値の高い作品を支援。放
送映像分野に対する投資が大半を占めなければな
らないが，その他映画・音盤・公演にも投資可能。
主な投資対象は映像制作に携る新規事業者。2005
年末を基準に 4 つの投資組合を運営中。

合計 530 億ウォン中
執行額 388 億ウォン
91 プロジェクト対象

2002

流　

通　

支　

援

⑥外注番組・国産番組
　編成義務（クォータ）

放送局から独立した制作者のために放送枠を
確保する制度。

1991

⑦海外見本市
　参加支援

海外見本市への出展支援をはじめ，番組販売の
ためにかかる諸費用を国庫から補助。

執行予算 4 億ウォン弱
販売実績約 264 億ウォン

1999

⑧国際放送見本市
年に 1 度国内で開催される見本市（BCWW）
への出展を支援。その他見本市の運営費などを
国庫から支援。

国庫と放送発展基金から
11 億 5,000 万ウォン
仮契約実績 1,500 万ドル

2002

⑨輸出用番組の
　制作支援

ポストプロダクションのM&E（Music & Effect）
に関するリメイクや現地語の字幕制作などを
支援。

国庫・放送発展基金から
8.8 億ウォン
2,651 本（1,996 時間）

2003

人　

材　

育　

成

⑩サイバー放送映像
　アカデミー

放送制作分野の e-Learning プログラムを開発・
運営。放送関係者と一般人の両方が対象。

受講者 2,485 人 2004

⑪ディレクター・
　スクール

独立プロダクションで働く制作・マーケティン
グの専門家を育成する全額無料プログラム。

支援予算11 億ウォン
卒業生 42 名

2001

文化観光部『文化産業白書 2005』に基づき作成

＊1,000 ウォン＝100 円
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デジタル放送の早期定着を促すことにある。
また制作費の調達を目的とする低金利融資や
パイロット番組の制作支援も，独立プロなど
を想定した制度である。なおジャンル別に見
ると，国産クォータで放送枠を確保されてい
るアニメーション制作者向けの制作費支援が
しばしば行われている。

支援方法の焦点は，IMFの最中に始まっ
た融資事業から，民間の資本を巻き込んだ
映像投資組合の方にシフトしつつある。こ
れは，冒頭で言及した放送番組の輸出増加
の影響を受けており，近年の海外市場の開
拓は，映画に劣らぬ投資対象として放送の
魅力を高めた。

一方，国家主導の放送向けの人材育成プロ
グラムは，映画に比べて少ない。その背景に
は放送事業者などの民間レベルでの教育制度
が定着していることと，大学における放送関
連学科が多いことも関係している。

放送振興策の特徴として最後に言及してお
きたいのは，政府支援の少なくない金額が，
地上波を中心とする放送事業者自らによって
まかなわれている点である。これは韓国に限
られた話ではなく，フランスやカナダでも比
較的産業基盤が安定した放送事業者は，文化
産業政策の資金源としての役割を果たしてい
る。放送振興基金は，ケーブルテレビや地方
民放が，放送免許を取得する際に支払う納付
金が主な原資である。また海外流通などに充
てられる放送発展基金でもっとも大きな比重
を占めるのは，地上波3社の広告収入である。
具体的には，放送委員会が各社の営業成績を
考慮して，年間広告収入の6%以内で納付率
を告知している。ちなみにデジタル化による
経営負担と収入減が目立った2005年の比率

は，MBCとSBSが4.75%，KBSが 3.17%で
あった。

 〔4〕政府政策と番組輸出:放送事業者の声

ここからは，現場の輸出担当者のインタ
ビューを中心に，番組の輸出増加の主な要因
を探る。

冒頭でも指摘したように，近年の韓国映像
産業の海外進出を主導したのは放送で，その
大半は地上波のテレビ番組である（図1）。し
かし，上述した政府支援の中身を見る限り，
それが輸出にもっとも貢献している地上波に
対する強力なバックアップとは言い難い。特
に制作支援と人材育成では，地上波に該当す
る支援はほとんど見当たらない。むしろ，90
年代後半の振興策の導入を機に，地上波を中
心とする放送事業者は，文化産業政策の一端
を担わされてきた。さらに，制作費の融資事
業以外は事実上2000年以降に導入されたた
め，ここ数年の輸出増加に貢献した可能性は
低い（表2）。

こうした理由から，放送振興策が番組の輸
出増加に直接的かつ決定的な影響を与えた，
という結論を導くのは難しいといえよう。但
し今回のインタビューの結果，比較的政策の
歴史が長い流通政策に関しては，その効果が
思いがけないところで放送産業の海外進出に
影響を与えていることがわかった。そして，
何よりも興味深いのは，近年の番組輸出を支
えている放送事業者を取り巻く環境が，複雑
な構造を持つという点である（図3）。

以下では，その中心にある地上波と系列の
プロダクションの輸出担当者の言葉を中心
に，輸出の背景にある要因を整理する。
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主な要因として挙げられたのは，国家間の
番組流通に関する過去の研究でも指摘された
番組の価格競争力，多メディア・多チャンネル
化，文化的親近性と，さらなる検討を要する独
立プロの役割である。政府政策の影響を受け
ている後者に関しては，現在国内でも様々な議
論が展開されており，まさに今後の動向に目が
離せない状況にある。

番組輸出の規定要因 :
価格競争力・多チャンネル化・文化的親近性

今回インタビューした関係者が番組輸出の
決め手として第一に挙げたのは，輸出価格で
ある。価格要因とは，国内で初期投資の費用
を回収している番組の場合，追加収入である
海外市場での値段は安く設定できること，ま
た韓国番組が日本やハリウッドなどの競争相
手に比べて安い，という意味を持つ。KBSグ
ローバル戦略チームの金信一プロデューサー
は，「番組の価格に原則はない。国内で制作
費のほとんどを回収するので，海外市場はあ
くまでも追加収入。流す方にとっては，購入
費がそれで得られる広告収入より安ければ買

う」と市場の原理を強調した。また，政策を推
進する立場の映像産業振興院（以下振興院）の
金泳徳研究員も，「近年の韓国番組の人気は，
価格競争力と輸出担当者の地道な努力が実を
結んだもの」と語っている。

特に価格要因をアジア地域に限定してみた
場合，これが韓国にとって有利に働いた可
能性は否定できない。なぜならば，ヨーロッ
パなどのほかの地域に比べてアジアは経済格
差が大きく，もっとも発展した放送産業を持
つ日本の番組は多くの国にとって高いといえ
る。ちなみに韓国ドラマが流通し始めた90
年代の場合，その価格は日本製の10分の1程
度で取引されていた。

さらに，自主制作するより何倍も安い輸入
番組の値段は，日本を含めた新興放送事業者
にとって大きな魅力である。世界的には80
年代以降，またアジアでは90年代を中心に
多メディア・多チャンネル化が進み，ソフト
不足の問題が一層深刻になったのは周知のと
おりである。最近では，アジアでもっとも壁
が高い日本の地上波でも韓国番組が見られる

図 3　放送の輸出増加の背景にある構造

（　　　　　  ）

（ 　　　　　                     ）

２．地上波放送局
（KBS・MBC・SBS）

３．系列のプロダクション
KBSメディア・

MBCプロダクション・SBSプロダクション

４．独立プロダクション
（ペン･エンタテインメントなど）

１．政府
文化観光部・

放送映像産業振興院

放送映像産業振興院産業研究チーム研究員，金泳徳

インタビュー対象者

政策↑

現場↓
KBSグローバル戦略チームプロデューサー，金信一
MBC編成局・編成企画室次長，韓相圭

MBCグローバル事業本部・海外事業チーム次長，朴在福
SBSプロダクションコンテンツ事業本部副局長，金永源
SBSプロダクションコンテンツ事業本部次長，崔宰栄
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ようになったが，基本的にその需要を支える
重要な部分は，当初のケーブルテレビや衛星
放送，そして最近のブロードバンドであると
いう意見が多かった。

多チャンネル化の重要性を特に強調した
KBS金プロデューサーは，「日本では最近ア
メリカの番組か韓国の番組かという選択肢が
あり，地上波ではないが，CSを中心に放送
されている。またインターネットでは，コン
テンツが必要なのに地上波の番組を流しても
らえないから，韓国の番組を流している」と
述べた。つまり，地上波から韓国の番組が姿
を消したとしても，今の放送市場全体から見
て一定の韓国番組は必要なため，安定した需
要が見込めるというのである。振興院の金研
究員もまた，「視聴者層を広げるためには，
時々地上波での露出が必要なのは事実。しか
し，CSの韓国専門チャンネルだけでもすで
に10万人くらいの視聴者はいる」と述べた。

一方，安定した視聴者を確保する前の段階
でも，衛星放送が韓国番組の普及に果たした
役割は大きいようである。長年MBCプロダ
クションで海外セールスを担当してきた朴在
福海外事業チーム次長は，「韓国ドラマは中
国に進出する前から東南アジアで人気を集め
ていた。中国進出のきっかけは，90年代半
ばにCCTVで流れたMBCドラマが外国ドラ
マ歴代2位の視聴率を獲得したこと。ちょう
どその頃は香港のSTAR TVでもたくさんの
韓国番組が流れていて，それが中国進出の橋
頭堡を築いた」と説明した。

また，中国よりも先に進出した東南アジア
では，ベトナムを韓国番組の戦略基地として
挙げ，両国が文化的に近いことがその理由で
あるとした。いわゆる文化的親近性は，ほか

の関係者も輸出の決め手として度々挙げてい
た要因で，多くの発言は，アジアでもようや
く地域交流の時代が訪れたというものであっ
た。「グローバル化の一方で，アジア文化圏の
地域ブロック化も進んでいる。ハリウッドの
作品に飽きてしまった視聴者が文化的に近い
アジアの作品を見たいと思ったとき，韓国の
番組が比較的良い条件で売られていたという
こと。アジアの代表的な競争国である日本が，
国内市場が大きい故に海外進出に消極的だっ
たのも，我々に有利に働いた」と述べている。

実際に，2000年以降大幅に伸びてきた輸
出統計（図1）の実態は，輸出先の9割がアジ
ア（2005年95.3%），輸出の9割を文化的要素
が強いドラマ（2005年92.1%）が占めるという
ものであった。つまり，関係者の間で文化的
親近性がしばしば語られる背景には，こうし
た現状が大きく影響している。またここ数年，
日本市場が占める比率は著しく上昇し，最大
の黒字幅を記録した2005年収益の60.1%を占
めている。言い換えれば，右肩上がりの実績
は，地域の広がりや輸出本数の増加以上に，
市場規模の大きい日本に進出したことを反映
している。

今回のインタビューでは，アジアにおける
韓国ドラマが東南アジア→中華圏→日本とい
う順番に広まったことが明らかになった。但
し，当初からこの現象が注目されたのではな
く，97年の中華圏進出を機に国内で認知さ
れ，2003年の日本進出以降は，国内にも様々
な波及効果がもたらされている。

NHKで放送されたふたつのドラマを比
べると，日本市場の影響力は一目瞭然であ
る。今年の11月まで総合テレビで放送された
MBCの「宮廷女官チャングムの誓い」（写真1）
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は韓国国内で最高視聴率57%を誇り，香港で
も放送史上最高の視聴率47％（占有率95％）
を記録し，2度にわたって再放送された。時
代劇としては初めて中央アジア（ウズベキス
タン），中東，欧州を含む50数カ国で放送さ
れ，2006年8月現在，放送とDVD収入で1,000
万ドルほどの輸出額を達成した（MBC資料）。
一方，KBSの「冬のソナタ」（写真2）の韓国
での視聴率は20%台で，東南アジアではそれ
なりに人気があったものの，東アジアでの前
者のような記録は持っていない。しかし2003
年にNHK BSで放送されてからここ3年間の
輸出額は，放送とDVDで2,000万ドル以上

（KBS金プロデューサー），つまり「チャング
ム」の倍を超える。なお，上記の金額を評価
する際には，韓国における制作費が日本の⅙
程度であることも考慮すべきである。

このように海外，とりわけ韓国より大きい

日本を含めた新しい市場の開拓は，国内放送
産業にも少なからぬ影響を与えている。実
はその中心にあるのが，外注クォータによっ
て生まれた独立プロである。政府が育成しよ
うとしたこのセクターは，あらゆる意味で戦
略的地位を占めるドラマの制作に関わりな
がら，放送産業の再編を促している。

輸出の隠れた立役者 :
流通政策と独立プロダクション

韓国政府による外注クォータが導入され
た1991年，地上波3社はクォータ対策の一環
として，系列のプロダクションを設立した。
結果として，これは韓国放送が海外進出を
図る重要なきっかけとなる。KBS映像事業
団（現KBSメディア），MBCプロダクション，
SBSプロダクションの設立により，韓国の放
送局には初めて番組輸出を専門的に扱う組
織が作られたのである。この頃からMBCの

海外セールスを担当してきた朴次長
は，当時の様子を次のように振り返
る。「当初の狙いは，制作と流通機
能を統合させ，シナジー効果を生み
出すこと，また巨大組織ができない
ことを小さい組織で弾力的に取り組
むことだった。でも，本音はよその
会社に編成枠をあげたくなかったの
も事実。そのおかげで輸出に目を向
けるようになり，今の韓流ブームの
土台を作ったのは，思いがけない成
果だった」。

今回のインタビューで明らかに
なった流通政策と輸出の第一の接点
は，90年代前半から輸出に取り組ん
できた系列プロダクションの存在で
ある。MBCの朴次長に並んで，90

写真1

写真 2

©2003 - 2004MBC

©KBS JAPAN/PAN Entertainment
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年代の番組輸出の様子を知るSBSプロダク
ション金永源副局長は，「台湾でまだ韓国番
組の認知度が低かった頃，我々が安く番組を
提供しながら，現地の人々にその良さを知っ
てもらった」とし，その努力が台湾に進出す
る重要なきっかけになったことを強調した。
現に業界には，MBCが中国，そしてSBSが
台湾市場の開拓に貢献したという認識があ
る。SBSは90年代後半に台湾のケーブルテ
レビと破格の値段で年間の番組契約を結び，
のちに独占契約を交わした。つまり，韓国番
組が認知されていなかった頃，価格競争力で
市場を開拓した子会社の戦略は，海外進出の
大事な一歩になった。

ちなみに，政府の海外流通支援が果たし
た役割については，その支援に頼っている
部分はあるが，それが輸出を促す要因では
ない，という見方が支配的であった。番組
のリメイクに関しては，「現在の70%から
100%支援してほしい」（SBSプロダクション
崔次長）という意見がある一方，国単位で行
われる見本市の出展支援に対する依存度は
減っており，本社の経費で独自に展開する
ケースが増えている。

約2年前から顕著になったこうした動き
は，放送局の番組輸出に対する態度の変化を
あらわしている。実際に子会社中心に行わ
れていた海外セールスは，2000年以降本社
に吸収されており，昨年MBCプロダクショ
ンの海外販売部門が本社に統合された。輸出
部門が大きな収益になってからとられた措置
については，プロダクション側と本社で意
見が分かれている。本社の傘下で4つの系列
社が輸出事業を分担しているKBSの金プロ
デューサーは，「海外セールスが小さかった

頃はプロダクション中心でもよかった。だが
今は本社を巻き込んで大々的に展開する段階
にきている」と，本社の役割を強調した。

流通政策と輸出の第二の接点は，今の韓国
ドラマの制作に欠かせない独立プロの存在で
ある。既述の放送法のクォータ制度を後ろ盾
に，90年代を通して放送局のプロデューサー
たちが独立したのが同セクターの第一群とい
われている。91年の政策導入前には10社前
後であったその数は年々増加し，2005年現在，
登録されているプロダクションの数は500社
を超える。但し，ここで留意しなければなら
ないのは，番組輸出に関わっているのは「ド
ラマ制作会社」と呼ばれる，比較的経営が安
定した30社前後という点である。

MBC編成企画室の韓相圭次長は，「ドラマ
に限っていえば，独立プロダクションの存在
は大きい。政府の狙い通りではないと思うが，
外注クォータが独立プロダクションの設立を
促し，競争を活性化させた。韓国の放送局は
私企業ではないため，様々な規制の下で運営
されており，それに比べて比較的自由な立場
にあるプロダクションを中心にドラマ制作が
活発になったのは，ドラマの在り方にも影響
を与えた」と述べている。

写真 3

2006TIFFCOMに出展された韓国パビリオン
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正確な統計は公表されていないが，韓国で
は現在，地上波のドラマの50～80%近くを
これらの会社が制作している。これが輸出実
績に反映されないのは，制作費のほとんどを
放送局が出資し，輸出業務も代行しているた
めである。したがって，基本的な権利は放送
局が持っており，独立プロは海外収益の一部
を受け取る形をとっている。

上記の韓次長が指摘した「ドラマ制作に関
する独立プロダクションの影響」については，
今回のインタビューだけでも様々なことが語
られた。例えば，放送委員会が独立プロを育
成するために，外注制作の場合には間接広告7）

を黙認し，巨額の制作費に支えられたドラマ
の出現を促した，という説がある。これは生
き残りをかけた競争を繰り広げているプロダ
クションの出現によって，奇妙な形で韓国放
送の産業化が図られた，というふうにも解釈
できる。この点については改めて分析する必
要があるが，それと同時に政府が行ってきた
独立プロ向けの制作費融資などの支援策が果
たした役割についても，関係者のインタビュー
を通じた詳細な分析が必要である。現時点で
は既存の調査も少なく，「その効果があったと
もなかったともいえない」（振興院の金研究員）
ようである。

本来独立プロについては，編成権を握って
いる放送局の「優越的地位の濫用」によって苦
しい経営を強いられている，という印象が強
かった。しかし，今回のインタビューで大勢
を占めたのは，すでに地上波は，ドラマ制作
能力を相当失っている，という意見であった。

MBC編成企画室の韓次長は，「長年にわ
たって放送局は外注クォータを前提に人の採
用や設備投資をしてきたため，35%のクォー

タがなくなったとしても，放送局の自主制作
能力で放送時間を埋めるのは不可能」と述べ
ている。特に近年の地上波が減収に苦しんで
いることから，ほかの番組より制作費が高い
ドラマに関しては，制作能力があるところに
作らせてコスト削減する，という風土が定着
している可能性は高い。

一方，韓国の人気ドラマは視聴率50%を
超える勢いで，「すべての視聴率を左右する」

（MBC韓次長）とまでいわれる。その結果，
俳優や脚本家の立場は益々強くなり，SBSプ
ロダクションの崔次長によると，「放送局の
プロデューサーが主演級の俳優をキャスティ
ングできない」状況にある。このように，国
内で安定した市場を持つドラマ制作が海外輸
出の目玉となったことは，そのビジネスとし
ての魅力をさらに高めた。そして，俳優や脚
本家はもちろん，ドラマ制作を陰で支えてき
た一部の独立プロの立場にも，変化の兆しが
見られている。

それを象徴する事例が，日本市場で輸出額
のほとんどを得たといわれる「冬のソナタ」
である。実はこの作品は独立プロのペン・エ
ンタテインメントが制作，すべての権利は
KBSが持っている。金プロデューサーによ
ると，「当初我々はまだ海外セールスの重要
性を認識していなかった。だから独立プロダ
クション支援の一環として，アジアでの版権
を制作会社に譲渡した。しかし，冬のソナタ
のあとは海外セールスの重要性を痛感し，こ
のようなことはやめた」。

当時のKBSにとっては，同胞向けの北米市
場が主な海外の収入源であった。そして，そ
れまでのアジア市場は日本を除く東南アジア
と中華圏を指していた。しかし，「冬のソナタ」
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が日本で思いがけないヒットを記録したこと
で，KBSはアジア，さらには海外市場全体
の重要性を再認識させられたのである。

その後，ペン・エンタテインメントは上
場し，ドラマ・音盤・芸能プロダクション・
映画・デジタルメディア事業を展開する総
合エンターテインメント企業になると宣言
した。そして最近では人気俳優を抱える芸
能プロダクションをはじめ，レコード会社，
映画会社などが安定した市場を持つドラマ
制作に進出し，独立プロ第二群の流れを作
りつつある。

上記の動きはまだ始まったばかりで，その
影響をドラマの国際競争力という観点で予測
することは難しい。しかし何よりも韓国政府
が推進してきた流通政策が，系列のプロダク
ションによる海外市場の開拓，さらにドラマ
制作会社を中心とする業界の再編につながる
ことは，当初誰も予想しなかったことである。

 まとめ

以上，90年代からの韓国政府による産業
としての放送の競争力を高める政策と，放送
の海外進出の接点を探ってきた。まず，放送
を主に政治的媒体として認識していた政府
が，ソフト産業の育成などを中心に据えた政
策に着手した背景には，技術革新もさること
ながら，それがサービス貿易の対象，そして
富と雇用を生み出す次世代産業として論じら
れている先進国の動きが影響している。特に
98年の金大中政権発足後，文化産業に指定
された様々なメディアをめぐる振興支援策を
導入し，それがもたらす経済効果を成長の原
動力にする新たな試みが行われてきた。

文化産業のなかでも国家戦略産業とされる
放送に関しては，制作環境の改善と人材育
成，そして番組輸出支援などを行う一方，地
上波を中心に編成規制を導入し，産業基盤の
底上げが図られてきた。放送事業者のインタ
ビューからこうした政策と番組輸出の接点を
探ったところ，独立プロが制作した番組の編
成を義務付ける外注クォータが，輸出の大半
を占めるドラマの競争力強化に一部貢献した
可能性が指摘された。

但し，クォータを中心とする産業の育成策
がドラマの競争力を高めたとすれば，それは
同ジャンルが安定した市場を持っている点に
起因するところが大きい。すでに言及したよ
うに，韓国におけるドラマは特別な意味を持
つ。視聴者がもっとも好む番組で，ヒット作
は50%近くの視聴率が見込める。

一方，紙面の制約上，政策内容の紹介に止
まったアニメーションに目を向けると，状況
は一変する。文化的壁が低く，輸出しやすい
というメリットから韓国政府がもっとも支援
してきたこのジャンルは，少子化の影響など
で視聴者の獲得に苦戦している。そして輸出
に占めるその比率は過去に比べて減少傾向に
さえある。

これは流通チャンネルを確保する政策が持
つ限界を示唆すると同時に，安定した支持
層，または視聴者層を国内に確保することが
如何に重要であるかを物語っている。しかし
国内市場だけではその成長に限界があるのも
事実で，韓国ドラマはまさに海外市場が与え
る波及効果の大きさを浮き彫りにした事例で
ある。特に，今起きている業界再編の兆しは，
国内市場の拡大だけでは当分見込めない現象
である。海外，それも自国より大きな日本市
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場の開拓によって可能になった部分は少なく
ない。

なお韓国の事例は国内で高い視聴率を誇る
ブラジルの連続ドラマ（telenovela）が，南米
を中心に輸出され，さらにはヨーロッパにま
で進出した事例に似ている。どちらもそれな
りの規模を持つ国内市場と，文化的親近性が
高い地域市場に支えられていることが，輸出
増加の決め手となっている。

こうした観点から見た場合，韓国にとって
隣の世界2位の日本市場があるのは幸いで，
逆に日本の立場からいえば，文化的親近性で
くくられる地域が自国の経済規模をはるかに
下回ることは，番組輸出という点では不利な
条件である。そして，現在唯一こうした地域
や文化の壁と無関係に流通しているアメリカ
の番組は，メディア以外の歴史・政治・軍事
的要因に負うところが大きい。言い換えれば，
今回考察した韓国を含む前例から見て，日本
にはその特別な状況を踏まえた斬新な計画が
必要といえよう。

その第一歩として，まずは国際市場におけ
る日本放送の立場から，経済と文化の両面で
利益を生み出す輸出モデルを設計する必要
があるのかもしれない。韓国政府が欧米の政
策をモデルに放送の海外進出にある程度成
功できたとすれば，そこには系列のプロダク
ションを中心とする放送事業者の地道な努力
があったからにほかならない。ちなみにその
韓国の場合も，番組輸出が政府および放送事
業者の双方に一定の利益をもたらし始めたの
は，ごく最近のことである。

（しむ そうん）

注 :
1） 1980 年に当時の軍事政権は，言論統制を目的

に民間放送の TBC-TV を KBS に吸収させ，
MBC の株式の 70% も KBS の所有にした。事
実上民放が姿を消したいわゆる公営放送制度
は，80 年代末まで続いた。現在 MBC の株式
の 70% は政府が出資している放送文化振興会
が所有しており，公共放送と位置付けられて
いる。

2） サービス貿易を対象にした自由化の枠組みは，
「サービス貿易に関する一般協定」（GATS）
で定められている。対象となる12分野のうち，
映画・放送は視聴覚（audiovisual）分野に含
まれる。なお，加盟国は特定のサービス分野
に限り自由化約束を行うことができ，それを
行う場合には，その分野においては約束表に
掲げる条件を付与した上で自由化義務を負う。
多くの国が活発な保護・育成政策をとってい
る視聴覚分野で GATS 上約束している国は日
本を含め約 20 カ国に過ぎず，約束表のなかに
外資出資比率の制限，外国作品に対する上映
時間制限（クォータ）などを記載している国
も多い。また，EU をはじめ多くの国は一切の
約束を行っていない。

3） ハリウッド映画の直接配給の影響が現れ始め
た 1993 年は戦後韓国映画が最悪の成績を記録
した年である。制作本数は 63 本にまで減り，
国内市場に占める外国映画と国産映画の比率
が初めて 6 倍以上に広がった。

4）文化観光部（2004）『文化産業白書』30 頁。
5）文化観光部（2003）『文化産業白書』3 頁。
6）主視聴時間帯は，平日午後 7 時から 11 時の間，

週末と休日は午後 6 時から 11 時までの時間帯
を指している。

7）間接広告とは，番組内で PR を目的とした商品
の登場（プロダクトプレースメント）などを
指している。現行放送法では，こうした間接
広告を禁止している。


