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番組内容に対する政府の規制，財政上の問題
など多岐にわたっている。そうした制約の中
で，放送局それぞれが課題の克服に取り組み
つつ，東アジア地域，さらにはアジア全体を
代表する国際放送局としての地位を確保すべ
く努力を続けている。

本稿では，研究対象を東アジア地域の国際
放送局のうち，韓国政府傘下の組織が運営
する全世界向け英語放送のアリランワール
ド（以下，アリランTV2））に絞る。なぜなら，
東アジア地域からの情報発信という観点か
ら，比較的日本と状況が似ており，かつ，英
語による24時間のテレビ放送実施では日本
に先行するアリランTVについての研究は，
日本の国際放送発展へ寄与しうるからであ
る。にもかかわらず，この放送局については，
日本ではあまり知られていない。そこで本稿
では，この放送局の概要を整理してその役割
を明らかにすると共に，情報発信に当たって
の中核となる英語主体の番組制作体制及び制
作現場が抱える課題についての検討・分析を
行い，アリランTVの発展の方向性について
考察する。

アリランTVに関して，日本での本格的な
研究はこれからといった状況にある3）。一方，

はじめに

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り，1990年代以降，世
界各国の国際放送局は，従来の短波ラジオ放
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。国際放送
をめぐる状況が変動する中，日本は未だ国際
放送の方向性を論議する上での基礎研究が十
分でなく，その限られた研究も主たる対象は
欧米地域であって，アジア地域ではない1）。
将来，日本にとっての良き競争相手となり，
同時に重要なパートナーともなりうる東アジ
ア地域の国際放送局についての研究は急務の
課題である。

東アジア地域では，1995年にNHKがテレ
ビによる国際放送を開始したのをはじめ，韓
国や中国もテレビによる情報発信に積極的姿
勢を示している。しかし，国際社会に向けて
の情報発信は一般的には英語が最も有利であ
り，非英語圏にある東アジア地域の放送局は
言語ひとつ取っても，イギリスのBBCやア
メリカのCNNに対して不利な立場にあると
いえる。もちろん課題は言語だけに限らず，

韓国のテレビ国際放送 arirangの
役割と課題
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韓国ではこれまで多くの研究成果が報告され
てきたが，本稿では比較的軽視されがちで
あった番組制作現場の実態についても視野に
入れつつ，アリランTVの検討，分析を行う4）。

研究方法については，アリランTVに関す
る研究論文，報告書，アリランTVのホーム
ページ5），及び内部資料からの情報を主体と
して，検討・分析を行うこととする。

 I. 韓国を世界に発信するアリランTV

1）沿革
アリランTVを運営しているのは，韓国政

府により設立された財団法人アリラン国際
放送である6）。アリランTV設立の背景には，
韓国政府が1995年7月に発表した「先進放送
5か年計画」の存在がある。この計画は，中
長期的な放送政策の方向性を示したもので，
2000年には放送先進国になるという目標と，
放送の公益性と競争力を強化するという理念
を掲げたものである。国家イメージを高める
ため，外国向けの国際衛星放送を積極的に進
めていくことや，2000年までにケーブルテ
レビを全世帯の50%にまで普及させること
が，重点課題に含まれている。

政府の計画の下で，1996年4月10日に設立
されたこの組織の主な事業は，韓国の政策や
文化などをテレビやラジオを通して伝えるこ
とであった。翌1997年2月3日には，まず韓
国国内在住の外国人に視聴対象を絞って，国
内初のケーブルテレビによる外国語放送チャ
ンネルとしてアリランTVを開局した7）。しか
し1997年末，アジア通貨・金融危機の打撃
を受けた韓国は，国際通貨基金（IMF）体制
に移行せざるを得なくなり，経済が悪化する

中で，全世界に向けての国際放送推進の勢い
は停滞する。1998年の秋以降，韓国は経済
の危機的状況から抜け出す兆しを見せ始め，
同年10月22日にアリランTVは，文化観光
部（省に相当）により海外広報放送の運営主
体としての指定を受け，1999年から本格的
に景気が回復する中で，同年8月12日，アジ
アサット3S（AsiaSat 3S）衛星を使用して，
アジア・太平洋地域を対象とした国際放送を
開始する。翌年，2000年9月26日には視聴
可能範囲をヨーロッパ地域やアメリカ大陸に
まで拡大。2002年3月1日からは国内の衛星
放送（Sky Life）においても番組の供給を開始
し，2004年10月1日からはアラビア語によ
る国際放送が始まる。

2）法的位置付け
文化観光部によって海外広報放送の運営主

体としての指定を受けたアリランTVである
が，制度上，韓国を代表するテレビ国際放送
であると定められているわけではない。

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，
宗教，慈善，技芸，社交その他営利ではない
事業を目的とする社団または財団は主務官
庁の許可を受けこれを法人とすることができ
る」という規定が，実施主体である財団法人
の設立根拠となっている。そして財団の定款
第2条には「財団は放送の国際協力事業を通
じて韓国に対する国際社会の正しい理解と国
際的友好親善の増進を図る一方，放送映像物
の質的向上のための事業を遂行・支援するこ
とで放送・映像・広告産業の振興及び文化・
芸術の宣揚に寄与することを目的とする」と
明示されている。
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しかし，財源については，形の上では
2002年1月に制定された文化産業振興基本法
第20条「国際交流及び海外市場進出支援」に
より，財政支援が可能とはなっているが，実
際には，ほとんど機能していない。アリラン
TVは自主収益，及び地上テレビ局の広告収
入に掛けられる収益金などを財源とする放送
発展基金からの支援によって運営されている
のが現状である。放送発展基金については，
放送法第36条が「放送発展基金は放送振興事
業及び文化・芸術振興事業のためのもの」で
あると明示している。また，同第38条では「基
金の用途」として，公共目的のための放送事
業者の設立及び放送プログラム制作などと
いった，具体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として
は，基金の適切な使用を審議した結果，2005
年5月に「放送発展基金運用体系改善法案」を
発表し，アリランTVを第38条の対象とする
ことは，不適切であるとの立場を取っている。

図1　アリラン国際放送組織図

3）組織
組織の方針や運営に関しては最高議決機関

として理事会が設置されている。重要事項
を決定する理事会は，地上放送局3社（KBS，
MBC，SBS）の社長やアリラン国際放送社長
など計14名から構成されている。アリラン
TVの社長を決定する権限も理事会が持ち，
任命は文化観光部長官が行う。

2006年3月，チャン・ミョンホ（張明浩）前
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
の合理化を図ると共に，組織運営の効率を高
めるために組織の再編が図られ，放送本部と
マーケティング経営本部の2本部12チーム体
制となった。放送本部はこれまで別々に運営
してきたテレビとラジオの部署を統合・再編
したものであり，マーケティング経営本部は
広告，コンテンツ事業，マーケティング関連
部門などを統括するために新設したものであ
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コンテンツ事業チーム報道制作チーム

経営支援チームラジオ編成制作チーム

映像取材チーム

放送技術チーム
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る。また革新企画チームは企画・調整機能を
強化し，成果主義を徹底するために，広報審
議チームは放送内容を体系的に評価分析し，
放送番組やチャンネル競争力を高めるために
設けられた。なお，職員数は211名である8）。

この他，出資会社としては「（株）アリラン
TVメディア」（2001年3月2日設立：資本金
2億ウォン）がある。主に英語，中国語，ス
ペイン語，韓国語などの翻訳，字幕作成業務
を行っており，アリランTVのリメイク番組
もここで制作されている。

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

Korea」という社是を掲げるアリランTVの放
送目的は，「アジアの代表的グローバル総合放
送ネットワーク」の構築にある。2006年度の事
業計画では，テレビ国際放送の目的について
以下のような具体的項目を挙げている。すな
わち，国家ブランドイメージを高めて国家競
争力を強化すること，国益に関わる国際的な

争点に対して国際世論を先導すること，韓国
に対する正しい理解増進と韓国文化に対する
関心を増大させること，韓国の文化を盛り込
んだプログラムを制作・放送して放送産業を
振興すること，国内企業・商品の海外広報を
行うことであり，これらの項目に沿って番組
制作に取り組んでいる9）。

5）財源
2006年度の予算は，収入が合計439億9,100

万ウォン（約52億円：2006年11月時点の1
ウォン=0.12円で換算）で，その内訳は事業
収入122億3,400万ウォン（27.8%），事業外収
入28億9,400万ウォン（6.6%），放送発展基金
からの補助金253億6,300万ウォン（57.7%）な
どとなっている。

支出については合計439億9,100万ウォン
で，その内訳は運営経費132億8,500万ウォン

（30.2%），事業費273億8,400万ウォン（62.2%），
予備費3億4,200万ウォン（0.8%），資本予算29
億7,000万ウォン（6.8%）などとなっており，こ

表1　2006 年度 予算現況

（収入）
< 放送事業収入 >
　広告収入
　受信料収入
　プログラム販売収入
< その他事業収入 >
　付帯事業収入
　賃貸収入
　協賛収入

4,001 
1,106 
1,176 

55 
797 

5,099 
事業収入合計 12,234 
基金利子
その他収入

2,740 
154 

事業外収入合計 2,894 
放送発展基金 25,363 
その他 3,500 
収入合計 43,991 

（単位 : 百万ウォン）

（支出）
人件費
経費

8,766 
4,519 

運営経費合計 13,285 
テレビ制作費
ラジオ制作費
チャンネル運用費
衛星放送事業費
機器運営費
国際交流事業費
その他事業費

14,247 
2,080 
2,567 
4,707 
414 

9 
3,360 

事業費合計 27,384 
予備費 342 
資本予算 2,970 
その他 10 
支出合計 43,991 

（アリラン国際放送内部資料「2006 年度 予算現況」を基に作成）
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のうち放送発展基金からの補助金が，テレビ
制作費の141億6,400万ウォン，ラジオ制作費
の全額，チャンネル運営費の21億8,200万ウォ
ン，衛星放送事業費の42億2,200万ウォン，固
定資産の修理・改良費用などに当てられる資
本予算の27億1,500万ウォンに使われている。

6）送信体制
アリランTVは現時点（2006年11月）におい

て，アリランワールド（Arirang World），ア
リランコリア（Arirang Korea），アリランア
ラブ（Arirang Arab）の3チャンネルにより実
施されている。アリランワールドの視聴対象
は全世界の外国人（韓国系を含む）及び韓国
人で，アリランコリアは韓国国内の外国人向
けである。ともに，1日24時間の英語放送を
実施しており，ドラマをはじめ一部の番組に
は，中国語とスペイン語の字幕などが付いて
いる。また，アリランアラブの主な視聴対象
は中東・北アフリカのアラブ圏22か国及び周
辺国家の住民で，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10）。
表2は，アリランワールドとアリランアラブに

ついての送出形態をまとめたものである11）。
ヨーロッパ向け放送はこれまで，ホットバー

ド（HotBird）により実施してきたが，2006年
4月，新たにアストラ（Astra）の使用を開始し
たことにより，西ヨーロッパ地域での受信状
況が改善された。2006年11月時点では，合計
8機の衛星を使用して送信，世界62か国1,400
余りのケーブル放送局，52か国1,000以上の
ホテル（16万3,000客室）とも提携し，およそ
200か国の5,300万世帯が視聴可能である。

日本については，福岡市に本社を置く株
式会社シーエス九州と契約を結び，「スカ
パー ! 110」の194チャンネルで，九州とア
ジアの情報に特化した無料放送「AQステー
ション」の中で，部分的に番組を流している。
推定視聴世帯数は2006年9月末現在で約40
万となっている。ただし日本市場に関しては
ケーブルテレビへの進出が特に遅れ気味で，
例えば，日本国内最大手のジュピターテレコ

表 2　アリランTVの使用衛星

衛　星 受信エリア 周波数帯 映像規格

Arirang 
World

PanAmSat 10
アジア，オセアニア
中東，アフリカ，ヨーロッパ

C-Band PAL

PanAmSat 2 オセアニア Ku-Band PAL

HotBird 8 ヨーロッパ Ku-Band PAL

Astra 1KR ヨーロッパ Ku-Band PAL

PanAmSat 8 アジア，オセアニア，太平洋 C-Band NTSC

PanAmSat 9 北米，中米，南米 C-Band NTSC

Arirang
Arab

ArabSat アラブ圏 22 か国及び周辺国家 Ku-Band PAL

AsiaSat 3S アジア，オセアニア，中東 C-Band PAL

（2006 年 11月時点）
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ム（J：COM）では放送されていない。この他，
インターネット放送を行っており，常時視聴
は可能である。

 II.アリランTVの受容実態と番組

次に，アリランTVが国外においてどの程
度受容され，また，番組の内容や制作実態は
どのようなものであるのかを検討する。

1）放送受容実態
アリランTVの国外における視聴状況に

ついては，アリランTV本体と日本の外務
省が調査を行っている。まずアリランTV
は，モンゴルにおける事例として，2004年
9月にモンゴル言論研究院（Mongolian Press 
Institute）情報調査部の協力を得て，自局の
視聴状況を調査している12）。

それによると，ウランバートル市で視聴
可能な外国チャンネルの視聴率は，高い順
からアメリカの音楽専門チャンネルMTV

（53.5%），ロシア公共テレビチャンネルORT
（47%），パリ発のファッション情報専門チャ
ン ネ ルFashion TV（45%）， ア リ ラ ンTV

（43%），NHK（27%）となっている。調査結
果からは，アリランTVの視聴者が，「楽し
みとして」「韓国の情報を習得するため」「韓
国の生活様式，文化，芸術を理解するため」
に見ているほか，「英語学習目的」の視聴者
が多いことも明らかになった。その一方で，
ビジネス情報習得，韓国企業紹介，科学研究，
教育などの番組は相対的に人気が低いことが
判明した。具体的な番組については，ショー・
音楽番組や韓国映画（ドラマを含む）などの
人気が高く，韓国の理解，知識習得にあたっ

て大きな比重を占めている。
また，アリランTVを見て韓国に対する知

識の習得や理解がどう変化したかとの問いに
対しては，「大きな変化があった」とする視聴
者が27%，「それほど多くの変化はなかった」
とする視聴者が38%，「特別な変化はなかっ
た」とする視聴者が36%であった。視聴者の
韓国に対する認識に大きな変化がないのは，
テレビ以外の情報源からも韓国に関する情報
がたくさん入ってくるためだとしている。

上記の他，2003年から2005年にかけてイン
ド，グアテマラなどで実施した調査結果からも，
アリランTVの優位を示す結果が出ている13）。

一方，日本の外務省がまとめた報告書は，
世界の国際放送局におけるアリランTVの位
置付けを検討する上で参考になる14）。この報
告書は，2005年12月から2006年2月にかけ
て，在外公館を通じて各国のテレビ国際放
送の視聴可能状況を調べたものである。調
査対象はアリランTVの他，NHKワールド
TV15），BBCワールド（イギリス），VOA（ア
メリカ），CNN（アメリカ），CNBC（アメリ
カ），ドイチェ・ベレ（ドイツ），ジャーマン
TV（ドイツ），TV5（フランス），アルジャジー
ラ（カタール），CCTV（中国），KBSワール
ド（韓国）の計12放送局である。114の在外
公館からの回答を得て集計した結果，有料・
無料，衛星・ケーブルテレビ等，何らかの方
法で視聴が可能な放送としては，CNNが第
1位で，以下，BBCワールド，TV5と続き，
第6位がCCTV，第7位がアリランTVとなっ
ている。なお第10位がKBSワールド，第12
位がNHKワールドTV16）という結果であっ
た。また無料視聴が可能な国の数についても，
アジア地域ではCCTVの58か国に次いで，
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アリランTVが43か国となっており，KBS
ワールドの20か国，NHKワールドTVの12
か国を引き離している。

国際放送の受容実態を正確に把握する作業
は多くの困難をともなう。一連の調査は，ア
リランTVの場合は，いくつかの国に限定さ
れており，外務省の場合は，各国における日
本大使館の所在地に場所が限定されていると
いった制約がある。しかし上記の結果からは，
アリランTVが国際社会において一定の影響
力を持っていることが容易に推察できる。

2）主要番組の概況
アリランTVの分野別編成比率は2006年11

月時点で全世界向けのアリランワールドが報
道13.0%，教養58.6%，娯楽28.4%，国内向け
のアリランコリアが報道9.9%，教養75.2%，
娯楽14.9%となっている17）。基本的にアリラ
ンTVの番組は，アリランワールド，アリラ
ンコリア，アリランアラブの各チャンネルで
共有されている。ただしアリランコリアにつ

いては，相対的に教養プログラムが多く，また，
視聴対象を韓国国内の外国人としているもの
の，韓国人向けの英語教育番組も放送されて
いるといった特色がある。

以下は，各分野の代表的な番組である。
報道分野

『Arirang News』『Biz Today』を中心とし
たニュースと『In Focus』『Korea Today』を
中心とした報道番組の2種類に分けられる。
● 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，全世界に向けて1
日5回放送している。

『Biz Today』は10分の経済専門ニュース
で，国内外の経済ニュース，証券市況，経済
リポートのほか，毎週1回，経済界で活躍す
る人物へのインタビューなどといった内容に
より構成されている。
● 報道番組

『In Focus』は50分の英語討論番組で，法

図 2　チャンネル毎の視聴可能国数
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律の分野など3人の専門家が週ごとに交替で
司会を務め，国内外の時事問題をテーマに
ゲスト数名とともに討論をする。また月1回

『World In Focus』というタイトルでハン・
スンジュ（韓昇洲）元外務部長官の司会によ
り番組が進められる。

『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
も時事問題に限定することなく，政治，経済，
社会，文化，スポーツなど幅広く取り上げて
いる。番組はいくつかのコーナーに分かれて
おり，重要ニュースをわかりやすく整理して
伝えるコーナーや，韓国国内の文化，芸術，
行事などの紹介コーナーがある。
教養分野

報道・娯楽分野に比べ番組の種類が豊富で，
韓国人の生活様式から社会問題，それに韓国
語講座まで幅広く取り上げており，韓国及び
韓国人の理解促進に役立つ内容構成となって
いる。代表的な番組として『a plus』『Heart 
to Heart』『Let's speak Korean』などが挙げ
られる。

『a plus』はアジア及び世界の出来事を硬
軟取り混ぜて伝える60分の教養情報番組で
ある。アジアの時事問題や1週間のアジアの
ニュース及び3，4本のドキュメンタリーに
よって構成されている。

『Heart to Heart』は，「世界と韓国」といっ
た視点からゲストを選定し，スタジオで対談
する30分番組である。

『Let's speak Korean』は10分の韓国語講
座で，韓国語の教育経験が長い2人の司会者
と実際に韓国語を勉強している外国人が出演
し，トークやコントなどを楽しみながら学べ
るような番組構成に仕立ててある。

この他，『Hand in Hand』という韓国在住
の外国人に焦点を当てた30分のドキュメン
タリー番組もある。多様なバックグラウンド
を持つ外国人と韓国の人々の交流を通し，「韓
国」について探るのが番組のねらいであり，
制作は外部の番組制作会社が行っている。
娯楽分野

映画，ドラマ，音楽，スポーツなどの番組が
ある。それぞれ『Cine-Lab』『Drama Platinum』

『Pops in Seoul』『Sports Express』などが代表
的な番組である。

『Cine-Lab』は，主に韓国の短編映画を中
心とした60分番組である。

『Drama Platinum』は60分枠で韓国ドラ
マを流している。

『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
ニュースを中心とした構成になっている。

『Sports Express』は，1週間の韓国国内の
スポーツニュースを扱っており，海外からの
配信映像を用いて制作した30分番組である。

以上が報道，教養，娯楽各分野の代表的な
番組であるが，この他に随時，特別番組が放
送される。2006年には世界各国の国際放送
の戦略・展望にスポットを当てた特別ドキュ
メンタリー『世界は今 衛星放送戦争中』18）

や『Pops in Seoul』の放送400回を記念した特
集19）などが放送された。

ここでは，代表的な番組の中から，以下の
3つの番組について，番組フォーマットや内
容などを詳細に検討する。

『a plus』
まず『a plus』については，2006年8月まで
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は韓国を除いたアジア情報が全体の7割を占
め，アジア以外の地域と韓国国内の情報が合
わせて3割となっていたが，9月以降は制作
方針を修正し，それぞれ5割の比率になった。
そこで，番組改編後の9月から10月にかけ
て，ニュース部分を除いた番組内容について
モニタリングを実施した。9月から10月にか
けて8回の番組で28本の情報が紹介されてお
り，取材地は韓国国内と国外がほぼ半分ずつ
であった。その結果いくつかの制作パターン
があることが読み取れた。

国内情報については，韓国の盆である秋夕
や伝統民俗公演などのイベントを舞台に，あ
るいは奉仕活動を通して韓国在住の外国人が
韓国の人々と交流を深めるといったパターン
や，映画，音楽，美術などのイベントを紹介
するパターンなどが典型的である。

国外情報については，韓国人や韓国企業を
主体として，その国や人々を紹介するパター
ンのほか，タイ，モンゴル，インドなどのよ
うに，韓国を絡めないでその国の情報発信に
徹するパターンもある。アリランTVの基本
スタンスは韓国を伝えることではあるが，こ
の番組からはアジアの情報発信といった側面
も持っていることがわかる。また放送の性格
上，日本についても好意的に取り上げる傾向
があるが，9月の日本における新政権誕生を
前に「Resurfacing Japanese Militarism」（9
月14日放送）という番組を制作し，靖国神社
参拝問題，日本の国旗，国歌をめぐる状況，
韓国との領有権問題，憲法9条について取り
上げると共に，日本の右傾化を心配する韓国
の識者たちのコメントを紹介するなど，時に
は韓国の政治的なスタンスを鮮明にした番組
を放送することもある。

『Heart to Heart』
『Heart to Heart』は，2001年10月9日

の番組開始以来，韓国を訪問中の世界的な
著名人を可能な限りゲストとして招いてき
た。これまでの出演者には，ジェームス・
モリス（James T. Morris）国連世界食糧計画

（WFP）事務局長，ニック・ライリー（David 
Nicholas Reilly）GM大宇社長，映画俳優成
龍（Jackie Chan），韓国出身のピアニスト，
イルマ（Yiruma）などがいる。また，韓国国
内で活躍する財界人，芸術家，映画俳優など
もスタジオに招き，2005年12月1日には放
送1,000回を迎えた20）。

『Pops in Seoul』
『Pops in Seoul』（1998年10月18日番組

開始）は，2006年6月17日の放送開始400回
を記念して，4月29日から5月21日にかけて
全世界を対象に，韓国を代表する歌手につい
ての人気投票を行った。結果は，男性ソロ部
門でシン・ヘソン（申彗星），女性ソロ部門
でBoA，グループ部門でシンファ（神話）が
それぞれ1位となったが，投票には国内のネ
チズン（networkとcitizenの合成語で，「ネッ
トワーク市民」の意）から5,499人，国内の外
国人から3,758人，中国，アメリカ，ブラジル，
アフガニスタン，日本，カナダ，フィリピン
など海外の視聴者から40,340人の合計49,597
人が参加した21）。海外の視聴者には韓国人，
韓国系の人々が多数含まれ，中には複数投票
をする人もいるが，国際放送の一番組企画と
しては極めて大きな反響があったといえる。
通常の番組についても，韓国を中心にアジア
の音楽情報についてプロモーションビデオな
どを効果的に利用して伝えており，韓国のイ
メージ向上に一定の役割を果たしている。
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3）番組制作体制の特徴
英語による24時間放送を行うアリランTV

の職員数は，ラジオ部門も含めて200人余りで
しかない。少人数による効率的な運営は，開
局当初からの基本方針であり，番組制作のス
タイルを，例えば韓国の地上放送局と比較し
た場合，KBSやMBCよりは民放のSBSに近
いといえる。しかし，英語による国際放送と
いう特殊性ゆえ，広告料を十分に集めること
ができず，財政不足が恒常化する中で，独自
の番組編成・制作体制が形成されてきた。そ
の特徴として以下の3点を挙げる。

第1に，自主制作の比率が低く，本放送の
回数も少ないという点である。アリランTV
の番組は大きく3つに分類が可能である。職
員が主体となって制作に当たる「自主制作」，
制作は完全に外部の番組制作会社が行う「外
注制作」，MBCを中心とした地上放送局や独
立系番組制作会社が制作した番組に，字幕を
付けるなどして放送する「リメイク」である。
2006年11月時点で調査した各比率は，自主
制作38%，外注制作17%，リメイク45%となっ
ている。地上放送局の中では自主制作比率が
低い民放SBSの場合でも自主制作は53.3%，

（外注制作46.7%）である22）から，アリラン
TVの自主制作比率の低さが目立つ。また自
主制作についても一部の職員を除き，アウト
ソーシングが確立している。

アリランTVは，24時間放送のうち本放送
の比率が50% 23）であるため，あえて単純化し，
自主制作番組の時間数を職員数で割ると，1
人当たりの番組制作時間数は0.021時間，これ
に対して職員数858人24）のSBSは0.014時間と
いう数値になる。このことからも明らかなよ
うに，アリランTVの番組制作者の業務負担

量は民放以上であり，しかも英語で制作して
いるため，数値に表れない負担はそれ以上で
あると考えられる。

また，アリランTVが比重を置いている外
注制作については，次のような位置付けと
なっている。「良質のプログラム制作のため
に自社の装備や施設を利用して制作費を節
約する」「編成チーム，制作社，事業チーム
が連携して受益性を高める」「協賛が容易な
ファッション，ミュージックビデオなど華麗
で幻想的なスタイルのエンターテイメントプ
ログラムを確保する」25）。そのためニュース
を除いた分野，中でも娯楽分野の番組におい
て外注制作が顕著である。

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。『In Focus』『Heart 
to Heart』などのようなスタジオでのトーク
ショー形式の番組や，娯楽分野では『Cine-Lab』

『Drama Platinum』『Pops in Seoul』『Sports 
Express』など，人気コンテンツを借用する
ことでコストを抑えた番組が散見される。

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
から記事作成，映像編集，音声収録まで一連
の作業を，一人でこなす制作体制を取ってい
る点である。また作業時間を短縮するために
ハード面では最先端機材の導入を図ってお
り，開局当初からコンピューターによるノン
リニアシステム編集を行っている。

ここではアリランTVのニュース制作に
ついて，メインニュースである『Arirang 
News』を例に概況を示す。

『Arirang News』の放送時間はソウル時
間の7時，12時，15時，17時，22時の5回で，
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15時のニュースを除き全て生放送となってい
る。ニュース制作には30人程の職員が，アン
カー，記者，ディレクターなどとして関わっ
ており，原稿を校正するアメリカ人2名を除
いては，全て韓国人，あるいは韓国系の外国
人である。担当者は『Arirang News』の他，

『Korea Today』や『Biz News』などといった
他のニュース番組の制作を兼務しつつ，原稿
の作成から映像の編集までを1人でこなす体
制になっている。なお勤務時間は，早朝4時
30分から22時の生放送終了までの3交代制に
なっている。このうち22時のニュースがメイ
ンニュースであるため担当者数が最も多い。
アリランTVのニュース制作の基本は自主制
作であるが，『Arirang News』の場合，担当
者がカメラ，音声担当者と共に取材現場に出
向いて撮影した映像を主に使いながらニュー
スをまとめるタイプの制作が全体の5割強，
YTNやMBCの 他，APTNやReuterか ら 配
信されてくる映像をニュース素材としてパソ
コン上で取り出し，聯合ニュースの韓国語原
稿を参考に英語原稿をまとめるタイプの制作
が5割弱となっており，ここ数年，前者の比
率が高まっている。ニュース制作の場合，個
別のケースにより作業手順に違いはあるが，
おおまかな流れとして，担当者はまず映像を
確保した後，英語原稿の作成に当たり，アメ
リカ人担当者により原稿のリライトを受ける。
ほぼ同時並行でノンリニア編集を行った後，
音声ブースでコメントを吹き込む。放送段階
ではニュース送出は担当ディレクターが行う
ため，担当者は基本的に立会いのみとなる。

22時 の『Arirang News』の 全 体 構 成 は，
ショートニュース5本前後，リポート6～8
本，それに外部専門家のゲスト出演などから

成り立っているが，ゲストがいない場合には
他の項目数を増やすことで対応している。な
おニュースオーダーの決定については，送出
担当ディレクターが17時の時点でニュース
オーダーを作成し，報道制作チーム長を経て，
本部長が最終的な判断を行うが，ニュース
オーダーは放送直前まで頻繁に変更される。

以上のようなニュース制作のあり方をはじ
め，既に検討した3点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。

 III. 放送運営をめぐる課題と考察

1）自主制作における課題
アリランTVは，放送開始から10年を迎

え，アジアにおいては一定の評価を得ている
が，番組制作上いくつかの課題を抱えている。
課題のひとつとして，自主制作比率の向上が
挙げられる。自主制作は，人員と予算を集結
させて少数の看板番組を重点的に開発し，ま
た放送による一次利用，事業による二次利用
を行い，さらに大型ドキュメンタリー企画
の制作を通して話題性を呼び起こしてチャ
ンネル認知度を高めるという役割を担ってい
る26）。実際，アリランTVの国際放送におい
て2002年には自主制作比率が11.2%であった
が，2004年には18.3%に，そして2006年に
は38%と急増している27）。

しかし，効率を最優先した急激な改革の推
進は一方で，番組の質の低下をもたらす危険
性をはらんでいる。こうしたアリランTVの
状況については，優秀な人材の確保や，経験
を積んだ社員をつなぎ止めることが難しく，
番組の品質維持が困難になっていることが指
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摘されている。アリランTVの平均賃金は地
上テレビ3社の平均賃金に比べ非常に低く，
優秀な人材が国内外の放送局に多数流出し，
CNN，CNA（Channel NewsAsia）などに3
倍以上の年棒でスカウトされていると言われ
ている28）。業務内容に対する適切な報酬は，
番組の質の維持，向上に欠かせない要素であ
り，検討を要する課題である。

同時に労働実態についても検討する必要が
ある。一例として，教養分野の看板番組であ
る『a plus』の番組制作実態を見てみたい。制
作体制は技術陣を含め約40人で，このうち
専属スタッフは取材，撮影，編集という一連
の作業を自らが行うビデオジャーナリストや
構成作家など約10人である。特に毎週1回
60分の番組制作の中核となっているのが3人
の職員と3人のフリー契約のビデオジャーナ
リスト3人の計6人である。番組の性格上海
外取材が多いが，ビデオジャーナリストは
国の内外を問わず，職員と同等に制作権限を
持っている。1か月の半分は海外ロケに費や
し，基本は1回の海外ロケで，15分番組3本
分の撮影を行うことになっている。なお英語
が堪能な職員とは違い独立プロダクションや
ケーブルテレビ局での勤務経験を持つビデオ
ジャーナリスト3人については，英語力以上
に番組制作者としての高い能力が期待されて
いる。番組経費については，1本当たりの制
作単価が約1,200万ウォン（約144万円：2006
年11月時点の1ウォン=0.12円で換算）と，
アリランTVの他の番組に比べれば予算規模
は大きいが，海外取材など支出も多いため，
何とか予算内に収まる程度の状況である。作
業スケジュールについては常時繁忙状態が続
いており，スタジオ収録が火曜日と決められ

ている他は，取材，編集など可能なものから
適宜作業に取りかかるという実態で，制作担
当者には相当な負担がかかっている。財政的
に余裕があればロケ日を数日延長し，これま
で以上に映像にこだわることもでき，また取
材段階においても余裕を持ったリサーチが可
能となるといった状況である。

一般的に，時間と費用をかけるほど番組の
質は高くなる。これは視聴者獲得の上で重要
な要素であり，また番組制作者においても，
熱意を持って制作に当たることができるか否
かを左右する。アリランTVにおいては，制
作担当者たちと共に綿密に計画を立てて改革
を進めていく必要性があろう。

2）番組コンテンツ確保をめぐる課題
自主制作上の課題に加えて，番組コンテン

ツを取り巻く状況の変化も新たな課題となっ
ている。2001年以降，いわゆる韓流ブーム
の影響によって番組の輸出額が急速に伸び
ている。特に2003年に4,213万ドル（約48億
円：2006年11月時点の1ドル=115円で換算）
であった輸出額は，2004年には7,146万ドル

（約82億円）に，2005年には1億2,349万ドル
（約142億円）となっている29）。従来のKBS
のラジオ国際放送や社会教育放送の他にも，
MBC，SBS，YTNといった国内の放送局が
海外に進出している。こうした中，各社にとっ
ても番組コンテンツは貴重な収入源であり，
アリランTVがこれらのコンテンツを廉価で
入手することは困難になっている。周囲の状
況の変化は，アリランTVの財政圧迫にもつ
ながり，従来，重点的に組まれてきた娯楽番
組はその比率を大きく下げ30），教養番組の比
率が急増する結果となっている。今後いかに
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これらのコンテンツを入手していくかは大き
な課題といえる。

3）安定財源の確保
これまでアリランTVは，韓国自体がドラマ

をはじめとした良質な番組コンテンツを抱え
ていることもあり，アジアにおける視聴実態に
ついては比較的優位な立場にあった。しかし
一方で，既に言及したように，財源をめぐる
法的な位置付けが不明瞭で，政府からは，円
滑な運営を行うための十分な支援を受けられ
ずにきた。しかもここ数年の番組コンテンツ
価格上昇は，慢性的な財源不足にあるアリラ
ンTVに，さらなる運営上の困難をもたらした。

現状の課題を解決するために最も有効な手
段は，可能な限り早急に法律の整備を行うこ
とである。このことが，テレビ国際放送実施
に当たって十分な支援体制を受ける大前提と
なろう。しかし，法律の整備が多くの困難を
ともなうものであることも事実である。

原因としては，第1に，アリランTVを統
制する行政組織が大きく2つに分かれている
点が挙げられる。アリランTVの運営につい
ては，所轄官庁の文化観光部が行う一方，財
政支援については，放送分野の規制監督機関
である放送委員会が行っている。具体的には，
放送委員会がアリランTVに対し，放送発展
基金の財源を提供している31）。しかし，複数
の行政組織による運営方式は，官庁間の利害
関係などもあり，法律の整備を進める上でも
マイナス要因になっていると考えられる。

第2にKBSをはじめとする韓国国内の放送
局の反対が挙げられる。テレビ国際放送の実
施主体については放送法に明確な規定はない
が，特にKBSの場合は，国の基幹放送であ

る上，ラジオによる国際放送については半世
紀以上の歴史を持っており，2003年7月には
テレビ国際放送KBS WORLDをスタートさ
せ，海外市場への進出を展開している状況に
ある。この他にもMBC，SBS，YTNが自社
の番組コンテンツ販売など，主に商業目的に
より積極的な海外進出を図っている中で，ア
リランTVだけが国を代表するテレビ国際放
送として政府の支援を受けるといった法律の
整備はもはや難しい状況になっている。

こうした現状を踏まえ，韓国では，アリラ
ンTVを含む国際放送については，実施主体
を一元化すべきだとの論議が行われてきた。
韓国の市民運動団体，言論改革市民連帯のヤ
ン・ムンソク（梁文錫）政策委員は，これまで
論議されてきた案のうち，国家広報の専門性，
安定的な財源確保，安定的なプログラム確保
という3つの観点から検討した結果，アリラン
TVとKBS WORLD及び社会教育放送を結合
させるのが最も有用であると指摘している32）。

4）総括
これまで見てきたように，アリランTVが

国外における視聴者層を，同胞だけでなく，
外国人にまで拡大することができた理由とし
ては，比較的早い時点で英語による24時間放
送の実施に踏み切ったことや，アジアで人気
が高いドラマなどの娯楽番組，韓国以外のア
ジア情報の発信にも力を入れてきたことがあ
る。しかし一方で，韓国政府の国際放送に対
する政策は一貫しておらず，財政などの支援
体制も不十分なままである。また，アリラン
TV自体も，国際放送に進出する他の放送局
に対抗するだけの力を持っておらず，優秀な
人材の流出もあり，弱体化が進んでいる。以
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上の点からは，CNNやBBCなどに対抗する
には，綿密な計画の下での国家規模の支援が
必要であることが明らかである。同時に，ア
リランTVとしても，存続をかけて海外放送
実施機関の一元化問題に積極的に取り組んで
いく必要がある。そのためには，KBSとの間
で利害調整を図り，人的・物的資源を効率的
に使える組織となるための改革が不可欠であ
り，以下のような点に留意する必要がある。

英語主体のアリランTVと，韓国語を主体
に在外同胞や韓国系の外国人などを主な視聴
対象としてきたKBS WORLD TV，それに
日本語や中国語などの各国言語によるラジオ
放送を行ってきたKBS WORLD Radio，北
朝鮮，日本，中国東北部，ロシア沿海州など
周辺国の同胞を対象とした韓国語による社
会教育放送は，視聴対象や使用言語が異な
り，それにともなって番組の制作手法にも違
いがある。例えば，アリランTVは英語によ
るテレビ番組制作のプロフェッショナルを置
く一方で，KBS WORLD Radioは日本語を
はじめとする各言語のラジオ番組制作のプロ
フェッショナルを置いている。これらの放送
を，同じ国際放送であるという理由だけで一
元化しても，番組制作者のスキルは大きく異
なっており，かえって番組制作現場が混乱し，
番組の質に悪影響を及ぼすことにもなりかね
ない。実施機関の一元化問題を論議する際に
は，制作現場の意見も十分に政策に反映さ
せていく必要がある。この他，アリランTV
とKBS双方が対等な形で一元化できるのか，
待遇格差を是正できるのかなどといったこと
も重要な検討課題である。

自由競争社会において，CNNに代表される
ような商業主義的な国際放送を目指していく

ことも一概には否定できない。しかし，非英
語圏にある東アジア地域の国際放送局は，視
聴者獲得の点において不利な状況に置かれて
おり，こうした点を考えると利潤の追求を第
一目的とした放送を目指すことは大変難しい。

国際放送は，他国の人々に対して，自国の
情報や立場を伝えるという役割を持ってい
る。  アリランTVが，アジアを代表する国際
放送として国際社会に韓国を伝えていくため
には，政府の支援を受けて，効率よく放送を
実施していく必要がある。もちろんその場合
において，編集権の独立は大前提である。

かつて軍事政権下で言論統制を受けてきた
韓国では，編集権の独立を保つことの難しさ
は，周知の事実である。国家広報という役
割を持つ国際放送ではあるが，軍事政権時代
のような政府による放送介入が生じないよう
に，韓国の人々は常に政府の動向に注意を
払っていく必要がある。

日本にとっても，アリランTVに対する海
外からの評価，克服すべき課題などは，今後，
国際放送の充実を図る上で，大変示唆に富む
ものである。

（たなか のりひろ）

注：
1）本稿において「国際放送」とは，外国の視聴者

を対象にした放送を指すものとし，先行研究な
どにおいて多数使用されている「海外放送」と
は同意語であるととらえる。

2）2005 年 6 月 27 日以降，全世界向けのアリラン
ワールド，国内向けのアリランコリア，中東・
北アフリカ向けのアリランアラブの各チャンネ
ルからなる「アリラン TV」及びラジオチャン
ネル全てで arirang という統一の呼称を使用し
ている。しかし本稿では，ラジオ放送などとの
混同を避けるため，アリランワールドについ
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て，アリラン TV という呼称を使用することに
する。なお，このアリラン TV は，韓国にお
いては「公益性」放送と呼ばれることが多い。
KTV（韓国政策放送）や国会放送のように国
家機関が運営し，宣伝を行っている放送局とは
違い，韓国政府の政策の下に設立された財団法
人により運営されるアリラン TV は国策による
放送ではあるが，放送局の独立性も比較的高い。

3）日本マス・コミュニケーション学会 2005 年度
秋季研究発表会（於：東京女子大学 /10 月 15 日）
において，ワークショップ「国際放送と文化戦
略～アルジャジーラとアリラン TV を中心とし
て」（司会・渡辺武達，登壇者・重信メイ，玄
武岩，金平茂紀，今西光男）が開催されており，
今後，日本においても研究成果の蓄積が期待さ
れる。

4）アリラン TV については，姜益熙「아리랑TV
의 운영실태에 관한 연구（アリラン TV の運
用実態に関する研究）」（韓国放送振興院，ソウ
ル，2000 年 11 月）が初期の代表的な研究であ
る。2000 年時点におけるアリラン TV の状況
が細かく整理されており，資料的価値を含めて
大変有用な研究で，本稿の作成に当たっても参
考にした点が多い。なお，韓国放送振興院は現
在の韓国放送映像産業振興院である。2002 年
には，崔成培「국가홍보방송의 특성이 보도프
로그램 성격에 미치는 영향에 관한 연구（国家
広報放送の特性が報道プログラムの性格に及ぼ
す影響に関する研究）」（高麗大学校言論大学院
修士論文，ソウル，2002 年 12 月）が発表された。
崔成培氏は，アリラン TV の運営に開局当初か
ら関わってきた人物（2006 年 6 月に，革新企
画チーム長に就任）であるが，内部において直
接実務に携わってきたがゆえに，崔論文では，
的確な問題点のとらえ方，及び具体的な提言が
行われている。ただこれら一連の研究発表後，
KBS がテレビ国際放送「KBS WORLD」をス
タート（2003 年 7 月）させるなど，アリラン
TV を取り巻く環境にも変化が生じていること
から，情報の修正，及び今後の方向性に関して
再検討の必要性がある。
2004 年には，李銀美「해외방송 발전전략 연구

（海外放送発展戦略研究）」（放送委員会，ソウ
ル，2004 年 12 月）が発表された。李論文では，
韓国国内の放送局における国際放送の実態を点
検し，競争力をつけるための政策提言を行って
いる。国際放送をめぐる既存の論議（1994 年
の「2000 年放送政策研究委員会」，1999 年の「放
送改革委員会」及び，2001 年の「放送政策企
画委員会」における事例）を整理した上で，国
際放送の一元化の必要性を説いた有用な研究で

ある。李論文以降は，効率性に基づいた国際放
送の実施主体一元化の問題が前面に出るように
なり，2006 年には，宋鍾吉，朴相浩，黄成錬
共著「아리랑방송의 국제방송공사화를 위한 방
안 연구（アリラン放送の国際放送公社化のた
めの法案研究）」（慶北大学校，大邱，2006 年 1
月）が発表されている。   

5）アリラン TV のサイト〈http：//www.arirang.
co.kr〉（2006 年 11 月 1 日）。

6）2005 年 6 月 27 日に，国際放送交流財団より名
称を変更した。

7）한국케이블TV방송협회（韓国ケーブルテレビ
放送協会）編『케이블TV 10 년사（ケーブル
TV10 年史）』（커뮤니케이션북스（コミュニケー
ションブックス），ソウル，2005 年，161 頁）
によると，当初の放送時間は，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。

8）2006 年 9 月末時点。なおこの中には 63 人の契
約職員が含まれている。

9）この他に「国内映像物海外輸出見本市機能及び
輸出基盤拡大」という項目があるが，2006 年
から映像物輸出支援事業の運用主体は，韓国放
送映像産業振興院に移管されたため，ここでは
省略した。

10）アラビア語放送は本放送 2 時間，再放送 2 回の
計 6 時間放送。

11）アリラン国際放送パンフレット「Satellite 
Coverage & Parameters」を基に作成。

12）この部分の記述は，몽골 언론연구원（モンゴ
ル言論研究院）「2004년 아리랑TV 시청자 조
사（2004 年アリラン TV 視聴者調査）」を基に
している。

13）宋鍾吉，朴相浩，黄成錬，前掲論文，97-98 頁。
14）外務省広報文化交流部総合計画課編「各国に

おけるテレビ国際放送等の視聴状況」（外務省，
2006 年 3 月）。なお，外務省の調査結果につい
ては，質問の回答者が必ずしも放送の専門家で
はないため，細かい数値に関してはなお検討の
余地があるものの，国際社会における各放送局
の位置を大枠でとらえる上では極めて有用な調
査であり，今後とも改善を加えながら，同様の
調査が継続されることを期待したい。

15）「NHK ワールド TV」の他，番組を有償で配信
する「NHK ワールド・プレミアム」について
も調査を実施。

16）外務省は NHK については NHK ワールド TV
の調査結果に基づいて順位付けを行った（NHK
ワールド・プレミアムは 83 か国で視聴可能と
の調査結果）。なお NHK ワールド TV は原則
的には C バンド直接送信で，視聴するために
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は大型パラボラアンテナ（直径 2.5m ～ 6.0m）
を必要とし，一般人には利用しにくい状況にあ
る。そのため C バンド直接送信による視聴可
能国はカウントせず，現地放送事業者を通じた
再送信に限って集計したとしている。

17）アリラン TV の内部資料によると，編成は以下
のようになっている。

　　 なお，本稿では，上記項目のうち，ニュースを
報道分野，時事教養，文化芸術，世界文化，英
語教育を教養分野，大衆文化を娯楽分野として
置き換えた。

18）放送日は 2006 年 4 月 10 日。1996 年 4 月 10 日
の国際放送交流財団設立 10 周年を記念して制
作された作品である。

19）放送日は 2006 年 6 月 10 日。
20）『東亜日報』2005 年 11 月 29 日，朝刊，A30 面。
21）アリラン TV 報道資料（2006 年 6 月 8 日付）。
22）한국언론재단 조사분석팀（韓国言論財団調査

分析チーム）編『2006 한국신문방송연감（2006 
韓国新聞放送年鑑）』한국언론재단（韓国言論
財団），ソウル，2006 年，188 頁。

 

23）本放送編成比率は国際放送が 33%，国内放送が
50% となっているが，番組を共用している関
係上，実質番組制作時間数の算出には比率の高
い方の数値を用いた。

24）韓国言論財団調査分析チーム編，前掲書，361 頁。
なお，部署別の従事者数については，制作本部
169 人，報道本部 247 人などとなっている。

25）国際放送交流財団編『아리랑TV 해외위성방
송 백서（アリラン TV 海外衛星放送白書）』国
際放送交流財団，ソウル，2001 年，123 頁。

26）注 25 に同じ。
27）韓国言論財団調査分析チーム編，前掲書の各

年度版（2002/2003，2004/2005，2006）のアリ
ラン TV に関する項目を参照。

28）宋鍾吉，朴相浩，黄成錬，前掲論文，103 頁。
29）尹在植「마켓 클리핑（マーケット・クリッ

ピング）」韓国放送映像産業振興院，ソウル，
2006 年 3 月，26 頁。

30）2002 年に 50.3% であった娯楽番組の比率は，
2006 年には 28.4% にまで低下している（注 17
を参照）。

31）放送発展基金は，放送の公共性確保と電波収益
の社会還元のための公益基金であり，その徴収，
交付，会計管理については，放送委員会が，韓
国放送広告公社（KOBACO）に委託をしている。

32）梁文錫「아리랑TV의 위상에 관한 대안 모색
（アリラン TV の位置付けに関する代案模索）」
（2005 年 8 月 18 日，国会文化観光委員会の尹
元昊委員主催のセミナー「아리랑국제방송의 
법적 위상 어떻게 할 것인가 ? ‒향후 국가 홍보
방송의 역할과 과제（アリラン国際放送の法的
位置付けどのようにするのか ?- これからの国
家広報放送の役割と課題）」の資料集，39 頁）。

編成分野及び編成比率 海外 国内

ニュース 韓国関連ニュース報道及
び解説，スポーツニュース 13.0% 9.9%

時事教養 韓国関連時事，情報，一
般教養 14.9% 14.8%

文化芸術 韓国の文化と芸術紹介プ
ログラム 30.6% 22.7%

大衆文化 韓国の大衆文化（韓流）
コンテンツと関連情報 28.4% 14.9%

世界文化 世界の情報と文化の理解 13.1% 26.7%

英語教育 内国人英語教育プログラ
ム〈国内放送専用〉    0% 11.0%


