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はじめに

日本をはじめとする主要先進国を中心に見
た場合，“技術面での放送と通信の融合”は
ここ数年の間に飛躍的な進歩を遂げてきた。
FTTHに象徴されるブロードバンド技術の普
及により，パソコン画面でテレビ番組などの動
画を視聴する環境が大きく改善されたのはも
ちろん，HD VOD（ビデオ・オン・デマンド）サー
ビスを提供するIPテレビの実用化もすでに始
まっている1）。こうした技術革新が進む一方，
それを支える制度・事業者・サービス・利用
者などの他の次元での放送通信融合がどれほ
ど進んでいるかといえば，国によって状況は
様々である。
本稿で取り上げる韓国の場合，90年代後

半からIT産業の振興は国策のひとつであった
ことから，2005年現在，ブロードバンドは全
世帯の73％にまで普及している。このように
技術・インフラ面での融合環境が整っている
韓国では，融合サービスに対する産業規制の
枠組み，つまり法制度の不在が大きな問題と
して指摘されてきた2）。しかしこうした制度の
不備にもかかわらず，事実上10年近くも前か
ら同国では融合サービスやその利用者の急増

が見られている。2008年の下半期からVOD
を中心とするインターネット動画に視聴率測定
システムが導入されることになったのは，サー
ビス・利用者の両レベルで融合の実態が定着
しているからにほかならない3）。
そのキープレーヤーといえるのが，本稿で
焦点を当てる韓国の3大地上波テレビ局であ
る。公共放送の韓国放送公社（KBS）と文化
放送（MBC），そして民放のエスビーエス
（SBS）は，90年代後半から番組のネット配信
を積極的に行い，今では固定・移動を問わず，
あらゆるメディアを通じてコンテンツの流通に
取り組んでいる。なお自社ホームページ（以下，
HP）での見逃しサービスを皮切りにマルチ展
開される地上波番組は，90年代に始まった
ケーブルテレビを巨大有料放送市場に成長さ
せたほか，まだ始まったばかりのIPテレビ
サービスの立ち上げにも，大きく貢献したと評
価されている4）。
そこで本稿では，地上波番組のネット配信
を中心とするマルチ展開が韓国でどのように
行われているのかを考察し，放送通信融合時
代の地上波放送局の戦略について考えてみた
い。本論の主な内容は，2000年以降に設立
された地上波3社のコンテンツ戦略部門の責

放送通信融合時代の地上波放送局
～韓国地上波番組のVOD配信を中心に～
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任者およびインターネットの見逃しサービスを
展開する担当者等のヒアリングに基づいてい
る。今回のヒアリングの焦点は，①韓国の地
上波放送局が番組のインターネット配信に踏
み切った背景，②近年のコンテンツ戦略・ウィ
ンドウ戦略の概要，③放送外収入に占めるコ
ンテンツ収入の比重，そして④番組のマルチ
ユースが本放送の視聴率に及ぼす影響などで
ある。本論の構成は以下の通りである。

＜本稿の項目＞
はじめに
[1] 韓国のメディア事情
－地上波放送を取り巻く環境の変化
－囁かれる地上波放送の危機説

[2] 地上波コンテンツのマルチユース
－ 90年代後半からの事業多角化戦略
－近年のコンテンツ・マルチウィンドウ戦略
－地上波のインターネットVODサービス

まとめ～放送通信融合と地上波放送局～

［1］韓国のメディア事情

地上波放送を取り巻く環境の変化
近年韓国では，地上波放送が長年保ってき

た放送サービスにおける独占的地位に変化の
兆しが見え始めている。その背景にある最初
の要因は，同国における多メディア・多チャン
ネル時代を切り開いたケーブルテレビ（総合有
線放送）の存在である。1995年のサービス開
始以来韓国のケーブルテレビは順調に加入者
を増やし，2005年6月末時点で，総加入契約
数は約1,350万，普及率にして69％（テレビ台
数比）に達している。
視聴率の面でもケーブルテレビの成長は著

しく，2001年にはわずか5％に止まっていた
その視聴率が，2005年には12.5％にまで上

がった。その結果，広告媒体としての価値も
認められるようになり，総合有線放送事業者
の広告費成長率は2003・2004年にそれぞれ
45％増と30％増を記録した。
一方，メディアとしての地上波放送の独占

的地位に影響を与えているのが，放送通信融
合の中核を担うブロードバンドインターネット
の存在である。1998年に発足した金大中政
権は，経済再生のためのIT産業振興を掲げ，
翌年に「サイバーコリア21」計画を策定し，情
報インフラの整備，ベンチャー企業の育成，
国民へのパソコン普及を積極的に進めた。ブ
ロードバンドの世帯普及率がすでに7割を超
えたことは既述のとおりであるが，それ以上
に注目すべき点は，韓国国民のメディア利用
時間に占めるインターネットが，若者を中心に
テレビを脅かす存在になりつつあるという事
実である。
今年の2月に情報通信部と韓国インターネッ

ト振興院が発表した調査結果によると，3歳
以上の人口でインターネットを利用しているの
は3,559万人・75.5％で，1年前より約70万人
が増加した。特に若年層におけるインターネッ
トの利用率は高く，小学生と中高大学生の
99％以上，また3 ～ 5歳の幼児の過半数（77
万人・51.0％）がインターネットを利用している。
また利用者の大半（96.6％）は週1回以上（1
日1回以上74.1％，週に1回以上22.5％）イン
ターネットを利用しており，週平均の利用時間
は13.7時間に及ぶことが明らかになった5）（図1）。
上述のケーブルテレビとインターネットに続

き，地上波放送を取り巻く環境を今後さらに
変えるといわれるのが，約1年半前に登場した
IPテレビのテレビポータルサービスである。主
要通信事業者の参入が相次いでいるIPテレビ
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は，2008年3月現在，VODサービスだけでお
よそ135万人の加入者を獲得し，急成長を遂
げている。なかでも2007年7月に「メガテレビ
（megaTV）」のサービス名で同市場に参入した
韓国通信（Korean Telecom，以下KT）は，わ
ずか半年で50万人の加入者獲得に成功した。
現在メガテレビはおよそ7万8,000本のコン

テンツをドラマ・映画・地上波番組の見逃しサー
ビス・教育などの19分野に分けて提供してお
り，通信最大手の資本力を背景に，コンテン
ツ調達費として年間1,300億ウォン（2008年3
月時点1ウォン=0.12円）を投じる予定である。
中長期的には2010年までにIPテレビ加入者数
を300万人にまで伸ばし，放送通信融合時代
のメディア・エンターテインメント企業としての
存在感を高めていく方針である。なおIPテレ
ビはケーブルテレビの代替サービスと見なされ
ているため，上述の動きは地上波放送にとって
強力なライバルの出現として捉えられている。

囁かれる地上波放送の危機説
2006年3月に公表された『放送通信融合時

代の地上波放送の未来戦略研究報告書』は，
その冒頭で次のように記している。「今は地上

波放送が危機的状況に置かれているかどうか
を断定するよりも，その段階的な衰退（slow 
but clear declining status of terrestrial 
broadcasting）にいかに対処すべきかを考え
ることが急務である」6）。
ここ数年の間，韓国では地上波放送の危機

について論じた研究が盛んに行われている。同
報告書はこうした研究に多く見られる二分法的
な考えを否定するものだが，いずれにしてもケー
ブルテレビやインターネットの普及が始まった95
年以降，特に2000年以降の動きに関しては，
「地上波の衰退」という見方を示している。
このように業界の内外で地上波放送に対す

る厳しい見方が広まっている背景には，まず
メディア経営に関わる諸指標（視聴占有率・
視聴時間・広告市場占有率・広告の売上げな
ど）の変化がある。例えば2003年の放送市
場全体の推定売上げは5兆5,000億ウォンで
あるが，地上波が占める割合は1995年88％
→2000年77％→2003年66％と大幅な減少
を続けている。ちなみに1996 ～ 2003年の地
上波放送の売上額が年平均5.6％増であった
のに対して，有線放送市場はその3倍以上の
18％の成長率を記録した。

図１ インターネット利用頻度および週平均利用時間
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情報通信部&韓国インターネット振興院，『2007年下半期情報化実態調査要約報告書』（2008）より
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また，公共放送のKBS・MBCを含めた地
上波放送の主な収入源である広告費7）では，
インターネット広告の増加などによる財源の分
散が2002年以降顕著になっている。実際に，
2004年の地上波テレビの広告費は2002年に
比べて2,000億ウォンほど減少しており，これ
がインターネットやケーブルテレビなどの新し
い媒体に流れている8）。
さらに広告費の減少と不可分の関係にある
視聴率を見ると，地上波5チャンネル（KBS1，
KBS2，MBC，SBS，教育放送EBS）をあわ
せて2001年には平均26％だったのが，2003
年以降急落し，2005年には20％にまで低下
した。既述のとおり，同じ時期のケーブルテレ
ビの視聴率は5％から12.5％と2.5倍になり，
広告媒体としての価値が認められるようになっ
た。
このように地上波の経営に直結する指標で

はないが，同じく地上波媒体力の衰退を示唆
するのが，放送文化振興院が2005年に発表
した『視聴者調査報告書』である。この報告
書では，国民のメディア選択趣向の変遷を明
らかにするため，媒体接触動機を情報面・情
緒面・娯楽面の3欲求に分類し，地上波・ケー
ブルテレビ・インターネットの選択頻度を調べ
ている。それによると，2000 ～ 2005年の間

に地上波に対する依存度は情報・情緒面で
低下，娯楽面ではかろうじて現状維持という
傾向が明らかになった。一方のニューメディ
ア，とりわけインターネットは，情報をはじめ
とするすべての欲求を満たす媒体として大躍
進を遂げ，その役割の多様化と拡大をうかが
わせた9）。
そのほかにも，同報告書では地上波テレビ

の視聴者層の高齢化が進んでいる点に注目
し，媒体の位置付けが大きく変わりつつある
としている。ここで紹介された資料によると，
1日4 ～ 5時間または6時間以上テレビを見て
いるのは主に50代以上で，10 ～ 20代の若
年層では1時間以下，長くても2～ 3時間とい
う回答が目立っている。この点に関して報告
書は，「個人型メディアの登場と拡散，メディ
ア接触・利用形態の多様化が背景にある」と
し，「テレビが時代の流れに取り残された高齢
者向けの媒体に転落する可能性も否定できな
い」と警告している10）。

 ［2］地上波コンテンツのマルチユース
ここまでの内容を整理すると，韓国地上波

放送局は90年代後半からニューメディアの普
及に伴う厳しい競争に直面しており，とりわ

表 1　地上波・ケーブル・インターネットの媒体別広告費（単位：億ウォン）

地上波 ケーブル インターネット ケーブル+ネット
の合計 広告費総額

2004 年 22,350 3,999 3,927 66,647

構成比

1995 26.3% 1.9% 0.1% 2% ─

1998 29.4% 3.3% 1.5% 4.8% ─

2001 36.1% 3.1% 2.4% 5.5% ─

2004 33.5% 6.0% 5.9% 11.9% ─

クォン・ホヨン&オ・ジョンホ，『ケーブルテレビ10年の産業的/政策的評価』（2005）に基づき作成
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け2003年以降は視聴占有率や広告費を含め
た様々な指標において支配的メディアとしての
地位に陰りが見え始めている。しかし，冒頭
でも述べたように，同国の地上波放送各社は
その最大のライバルといわれるケーブルテレ
ビやインターネットに自社コンテンツを積極的
に提供してきた経緯がある。その背景にある
のが約10年前から本格的に始まった，地上
波放送局の経営多角化路線である。

90 年代後半からの事業多角化戦略
90年代後半から2000年にかけてケーブル

テレビ・衛星放送・インターネットの普及が進
む中，KBS・MBC・SBSの3社は各分野に
特化した子会社を設立し，ニューメディア市
場への進出を図ってきた。KBSコンテンツ
戦略チームの申キョンキュンマネージャーは，
「新しい媒体ができれば，コンテンツを保有
する放送局の立場として，新市場への進出を
考えるのは当然」とし，これを「すぐに収益
に結びつかなくても将来のことを見据えて，
失われた広告収入を補おうとする経営努力」
と表現した。
こうしたビジネスチャンスの開拓は3社に共

通するニューメディア進出の重要な動機であ
る。一方，MBC・KBSにとっては，「放送局
が作った番組をより多くの人々が視聴できる
ようにする」という公共放送としての使命や存
在意義も，新市場開拓の動機づけになってい
る。90年代後半から本格化した地上波の主
な事業多角化の動きを整理すると，以下のよ
うになる。

・ ケーブルテレビのプログラム供給事業：韓国
ではケーブルテレビ市場のプレイヤーが総合

有線放送事業者（SO：System Operator），
プログラム供給事業者（PP：Program 
Provider）に分かれている11）。1999 年から
SBS を先頭に地上波は番組供給事業に相
次いで参入し，現在それぞれ 4つの専門チャ
ンネルを運営している。専門チャンネルの構
成に関しては，3 社ともドラマ・スポーツ・
娯楽＆芸能チャンネルが中心だが，KBS は
韓国文化や歴史に特化した公共性の高い
チャンネルも持っている。
・ インターネットビジネスの展開：地上波 3 社
は 1999 ～ 2000 年にインターネット事業専
門の子会社（KBSi・SBSi・ iMBC）を設立
し，自社 HP での番組 VOD 配信をはじめ
とする様々なビジネスを行っている。当初は
無料だったVODサービスを SBS（2001年），
MBC（2003 年）の順番に有料化させたほか，
2006 年からは IP テレビ VODサービスに各
社が番組を提供し，利益を上げている。
・ 番組輸出事業：東アジアにおける韓国ドラ
マの人気を背景に，2000 年頃から地上波
各社は番組輸出を管轄する専門組織をリ
ニューアルし，国内と海外の番組流通を個
別に管理する体制を整えた。
・ 衛星放送・衛星 DMB・地上波 DMB 等
のプラットフォームへの進出：2000 年に
KBS・MBCを含めたコンソーシアムが衛星
放送スカイライフの事業権を獲得したのを
はじめ，2003 年には SBSとMBC が衛星
DMBに資本参加した。また最近では 2005
年に 3 社そろって地上波 DMB の事業権を
獲得した。

今のところ上記の中で地上波の主な放送外
収入になっているのは最初のふたつである。

12）
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特に同国有料放送市場の大半を占めるケーブ
ルテレビの番組供給事業は，収益源としての
比重が大きい。なお本稿で焦点を当てるイン
ターネット事業の詳細については後述するが，
ネットビジネスが比較的収入面での貢献度が
低い理由は，各社が同市場に参入した背景・
理由と密接な関係にある。
前述の通り，新しい市場の開拓は常に追加

収入の獲得を狙ったもので，民放地上波SBS
のコンテンツ戦略を策定する金サンハン次長
は，「我々は最初からお金を儲けるためにイン
ターネットVODサービスを始めた」と断言して
いる（企画本部コンテンツ戦略チーム）。ただ
一方で同氏は，「インターネットサービスを地
上波がやらなかったとしても，今は不法コン
テンツがたくさんネット上に出回っているので
（地上波の番組を）いくらでも見ることが可能。
無料で見られるくらいだったら，我々が有料化
して番組を提供したほうが追加収入的にも良
い」と述べ，ネットビジネスへの参入がより複
雑な背景を持っていることを示唆した。
当然ながら上記理由は3社に共通するもの

で，すでに存在するネット上の不法コンテンツ
市場に対して，合法的なホワイトマーケットを
形成することが主な狙いである。ちなみに，今
回のヒアリングでは，「地上波の進出が不法
マーケットの拡大をある程度防げた」という評
価が大勢を占めた。
放送局の経営に直結するこれらの理由に並

んで，地上波のネットビジネスを後押しした理
由としては，以下の要因が挙げられる。

①国策としての IT産業振興
－（地上波番組のネット配信を）放送事業者の
利益のみならず，インターネット等のニューメディ

アの活性化＝IT産業の発展＝国益という視点
から捉えるべきという考え方，つまり全体の底
上げとして取り組むという社会的雰囲気がある
（KBSコンテンツ戦略チーム・申マネージャー）。
②インターネットの普及と ITブーム
－韓国では 1999 ～ 2000 年頃インターネット
が爆発的に成長し，ネット関連ビジネスが一
大ブームとなった。当時はすべての企業が何
らかの形でインターネットに関わるのが社会的
トレンドで，放送局も例外ではなかった（MBC
グローバル事業本部企画事業・李サンオクチー
ム長）。
③視聴者のコンテンツ利用権利
－韓国の地上波がニューメディアに進出する
理由は，これが「国民の普遍的なコンテンツ
利用権利」という側面から理解される傾向に
あるためで，放送局が多少の損失を被っても
コンテンツを出さなければならない，と思われ
ている（KBSコンテンツ戦略チーム・申マネー
ジャー）。
－様々なメディアの普及に伴い，自分のお金で
コンテンツを購入し，あらゆるデバイスを通じ
て自由に利用（加工・視聴）したがるのが最近
のトレンド（MBC企画調整室ニューメディア政
策チーム・鄭ヨング）。

最後に挙げた国民または視聴者のコンテン
ツを利用する権利は，韓国地上波，とりわけ
公共放送のインターネットビジネスを理解する
上で欠かせない要因である。例えば，自社
HPの無料VODサービスに並行して高画質の
ための有料サイト（conpia.com）を運営する
KBSの場合，今のところ前者はコストを回収
できておらず，後者は赤字体制を脱却したば
かりである13）。つまり，今のところ同社のインター
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ネットVODサービスは，追加収入としての役
割をほとんど果たしていない。こうした中で
KBSが番組の無料配信を続けているのは，
利用者がいるサービスを止めればコンテンツ
を利用する視聴者の権利を侵害することにな
るためである。もちろん，公共放送であるが
ゆえに視聴者の反発を招く有料化等の路線変
更はできないという事情もある。
これらの点を踏まえて，最近までの地上波

放送の事業多角化戦略を総括すると，ニュー
メディアへの進出による事業範囲の拡大は，
ケーブルPPやインターネット事業のようにビジ
ネスとして成功を収めている部分もある。し
かし，KBSのVODサービスの事例が示すよ
うに，追加収入をもたらすための戦略が，公
共放送としての立場や政府政策などの要因に
よって，必ずしも期待通りの成果を上げてい
ないのも事実である。
公共放送の数が民放を上回る韓国では，ま

ず放送＝ビジネスという考えに違和感を持つ
人が少なくない。したがって，事業多角化は
放送局の財政危機を打開するためのものでは
なく，与えられた公的義務を遂行するための
手段という考えが根強い。なおこれが市民の
情報発信手段でもあるインターネットを通した
ビジネス展開の足かせになっており，当初は
無料だったVODサービスを有料化したSBS
やMBCが多くの批判にさらされたことは記憶
に新しい14）。
また，90年代後半からの事業多角化の方

向性や範囲は，放送政策をはじめとする政治
的判断の影響を強く受けている。例えば
KBS・MBC・SBSにとって大きな放送外収
入の源であるケーブルテレビ事業は，地上波
による市場の侵食をけん制する放送政策

（ⅰ.番組供給事業に限定して地上波の参入を
認める，ⅱ.所有可能なチャンネル数に上限を
設ける等）によって規定されている。公共の
電波を使った放送事業が政府によって規制さ
れるのは当然ともいえるが，地上波の独占的
地位に陰りが見え始めた昨今，ビジネスの足
かせになる政策への不満は益々大きくなって
いる15）。

近年のコンテンツ・マルチウィンドウ戦略
放送市場の拡大を受けて，90年代から事

業多角化路線に基づく番組のマルチユースを
始めた地上波3社であるが，市場全体を見据
えたウィンドウ戦略または体系的なコンテンツ
戦略というものを意識するようになったのは，
ここ数年のことである。ひとつの転換点となっ
たのが2002 ～ 2003年で，この時期にSBS
に続きMBCがインターネットVODサービスの
有料化に踏み切り，各社ではコンテンツ流通
やウィンドウに対する体系的な戦略を立てる
専門部署・チームの創設が始まった。
まず，民放と同じインターネットサービス有

料化の道を選んだMBCでは，「VOD有料化
を通じて収益事業としてコンテンツ流通を意
識し始めたのは2002年末～ 2003年のこと。
有料化から間もなくオンライン上でのコンテン
ツビジネスが可能だという感触を得た。本社
が戦略的にこうした事業を判断するようになっ
たのは我がニューメディア政策チームが設置
された2005年頃から。（中略）つまり，地上
波以外のメディアについて戦略的な立場から
考えるようになったのはここ数年のこと。この
点についてはKBSやSBSも同じはず」（ニュー
メディア政策チーム，鄭ヨング）。
一方，比較的早い段階から本社主導で戦
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略的にコンテンツを出してきたというKBSで
も，「ウィンドウに対する体系的な戦略を立て
るようになったのは，グローバル戦略チーム
ができた2002年から。当初はコンテンツ流
通全般を担当する部署としてスタートしたが，
2005年に国内と海外の業務が分離された。
（中略）2002年以降コンテンツ流通がビジネ
スとして意味を持つようになったが，公共放送
であるがゆえに，90年代から続けてきたネッ
トビジネスの慣行を変えられないでいる」（コ
ンテンツ戦略チーム，申マネージャー）。 
これらの発言は2002 ～ 2003年のインター

ネットVOD有料化，そして同時期に盛んに
なった海外への番組販売が，ビジネスとして
のコンテンツ流通に拍車をかけたことを示して
いる。その結果，体系的なウィンドウ戦略の
必要性が生じたことから，2002 ～ 2005年に
かけてコンテンツ戦略の専門部署が本社に設
置された。言い換えれば，それまで国内の放
送市場に限られていたコンテンツ収入が，イ
ンターネットや海外市場からも得られるように
なったことで，本社レベルのビジネスとして認
識されるようになったのである。
その後，コンテンツ市場は衛星DMB（2005

年5月），地上波DMB（2005年12月），IPテ
レビ（2006年6月）と，拡大の一途をたどっ
てきたが，本格的な収入増が見込めるように
なったのは，大手通信事業者によるIPテレビ
サービスが始まってからである。地上波番組
のVODに加え，今後リアルタイムの再送信も
予定している同事業が，新たな収入源として
期待と注目を集めている理由としては以下の
要因が考えられる。
まず，現在IPテレビ事業を行っているのは

韓国を代表する通信事業者で，市場規模の面

では1社の売上げが地上波放送事業者全体
の2 ～ 3倍を超える。こうした資本力を持つ
事業者がコンテンツに対する投資を積極的に
行っている状況は，減収に悩む地上波にとっ
て歓迎すべきことである。その一方でサービ
ス開始から1年ほどで100万人の加入者を獲
得したこと，さらにパソコンではなく地上波
同様のテレビベースのサービスであるといった
点から，IPテレビへのコンテンツ供給には今
までにない慎重な姿勢も目立つ。
これらの理由から今年に入ってMBCをはじ

めとする地上波各社は，これまでもっぱらFOD
（フリー・オン・デマンド）16）の形で提供されて
いたIPテレビの地上波コンテンツに，ペイパー
ビュー（PPV）の導入を要求した。これにより，
本来地上波での本放送終了から12～ 24時間
後にはIPテレビで無料視聴が可能だったドラ
マなどは有料となり，無料で視聴したい場合に
は1週間を待たなければならなくなった。
なおこうしたサービス内容修正の背景には，

テレビベースの競合サービスが地上波の広告
収入に及ぼす影響への不安がある。実際に，
ヒアリングに応じた地上波のコンテンツ戦略担
当者は，そろってIPテレビの成長に懸念を表
明した。
「（HPの見逃しサービスを有料化できなかっ
たKBSとしては）IPテレビによるコンテンツ
収入の増加は期待している。しかし，放送局
としてはVODを見る時間が増えれば本放送
の視聴率が減り，それが広告収入減少，さら
には財政悪化へとつながる懸念がある。（中
略）IPテレビVODは，同じテレビ画面を通
して録画なしでいつでも番組が見られるので，
（地上波本放送との）大きな衝突が予想され
る。またIPテレビの画質はとてもいいので，
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一般的に我々が考えているPCベースのサービ
スとは異なる。地上波に広告を出稿している
広告主の間でも，IPテレビに対する懸念は広
まっている」（KBSコンテンツ戦略チーム・申
マネージャー）。
またウィンドウ戦略の策定において番組の

ターゲットにポイントを置いていると答えた
MBCの李サンオクチーム長は，次のように述
べている。「地上波を見ている視聴者の年齢
層は益 上々がっている。一方でインターネットな
どの媒体は比較的若い層によく利用されてい
る。したがって，ネットで流れる番組は本放
送視聴率に与える影響が比較的少ないと我々
は考えている。（中略）IPテレビの普及に伴い
既存のパソコンやモバイルではないテレビ画
面でコンテンツを見る人たちが増えており，こ
の人たちは地上波の本放送を見ている視聴者
層とあまり変わらない。このようにターゲットが
重複するからといってIPテレビにコンテンツを
出さないわけではないが，本放送から番組配

信までの時間を長めに設定し，PPVを積極的
に導入するなど，より慎重にやっていきたい」。
今回のヒアリングでは，同じVODでも主に

PC画面で見る地上波のサービスと，テレビベー
スのIPテレビでは，まったく異なる位置付けを
されていることがわかった。前者が地上波放
送の補完役と見なされているのに対し，後者は
視聴者の奪い合いが予想される強力なライバ
ルとして位置付けられている。このように本放
送の視聴率または広告収入への影響を基準に
策定される地上波コンテンツのマルチウィンド
ウ戦略をまとめたのが，次の図2である。
現在，地上波3社の売上げに占めるコンテ

ンツ収入の割合は年々高まっている。最新の
データによれば，売上げの9割が広告収入の
SBSとMBCの場合，文化事業とコンテンツビ
ジネスからなる放送外収入は，両社とも売上
げの10％ほどを占めている。コンテンツ収入
については，全体のおよそ8％がコンテンツ収
入のMBCでは，海外番組販売が5％，国内

図 2　地上波コンテンツのマルチウィンドウ戦略

① 地上波DMBは，DMB用の権利処理ができていない番組を除き，基本的に地上波のサイマル放送。一方，衛星DMBが上
記図に記されていないのは，同媒体に対する地上波各社のコンテンツ提供状況が異なるためである。

② 今年からIPテレビの地上波番組見逃しVODにはPPVが導入されることになり、本放送の12～24時間後から1週間以内に
番組を視聴したい場合は有料になった。2008年4月現在，MBCのコンテンツに関してはすでにPPVが導入されており，
SBSとKBSはPPVの導入に向けた交渉を進めている。また3G携帯にいち早く地上波番組が提供される背景には，通信
料・画質等の問題からサービスの利用者が少ないという事情がある。

③ 地上波がプログラム供給事業者として番組を提供しているケーブルや衛星チャンネルで地上波番組が放送される場合だ
が，本放送から1週間後という規定が設けられているのはドラマなどのいわゆるキラーコンテンツのみ。一方，IPテレビの
FOD（無料VOD）は本来②に位置付けられていたが，PPVの導入を機に，ケーブルテレビに合わせて1週間後になった。

④地上波と資本関係のないケーブルテレビや衛星放送のチャンネルに番組を提供する場合。

地上波・
地上波DMB

①

系列ケーブルTV・
衛星放送

③

その他ケーブルTV・
衛星放送

④
インターネットVOD

3G携帯

※ IPテレビVOD（PPV）

②

12時間～
24時間（本放送から） 1週間 2ヶ月～

2年

※ IPテレビVOD（FOD）
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番組販売が3％となっている。この3％のうち
もっとも大きな比重を占めるのはケーブルテレ
ビで，インターネットVODはそれに次ぐ規模
である。厳密にいえば，MBC本社の売上げ
から見たVOD収入（子会社の同事業による
収益で本社に還元される利益）の比率は，今
のところおよそ1％という計算になる。ちなみ
に，1％の大台を超えたきっかけは，一昨年
から始まったIPテレビVOD事業の収益によ
るところが大きい。
一方，すでに10年近くの実績を持つ地上波3
社のインターネットVOD事業については，上述
の売上げ以外の側面からその役割を考察する
必要性がある。既述のとおり，若者を中心にテ
レビ離れが進んでいる韓国では，インターネッ
トVODが地上波放送の補完的な役割を担う媒
体として認識され始めている。この点を含めて，
以下では地上波によるVODサービスの概要と
位置付け・役割等について取り上げることにする。

地上波のインターネットVODサービス
2000年前後に出揃った3社のVODサービ

スは，KBSが無料と有料サイトを分けている
という点を除けば，全体的に似通っている。
ここでは，公共放送と民放の性格を併せ持つ
MBCのホームページで提供されている見逃し
サービスの概要をまとめ，地上波VODの現状
について説明する。
現在，子会社のiMBC（www.imbc.com）

のサイトでは，過去に放送されたMBC番組の
ほとんどを視聴することができる。正確な番
組の本数については関係者も把握していない
が，iMBC経営センター経営管理部の金ビョ
ンス部長によると，2002年以降にMBCで放
送された番組のほとんどが視聴できるように

なっている。番組のジャンルは「ドラマ」・「芸
能（娯楽）」・「時事教養」に大きく分かれてお
り，現在放送中のドラマがすべてのコンテンツ
のトップに位置付けられている。

同社の内部資料によれば，VOD利用者に
もっとも人気なのはドラマで，なかでも利用者
の7～ 8割が現在放送中のものを見ている。こ
の点に関しては類似のサービスを提供する他社
も同じで，SBSiのサイトでは8～ 9割がドラマ
の利用者，残りの1割弱を娯楽・芸能番組の利
用者が占めている（SBS金サンハン次長）。ま
た最近の番組に人気が集中することについて
は，「本放送の翌日にVODの接触率はピーク
に達し，1週間以内に利用者の8割がすでに
番組を消費している」（MBCニューメディア政
策チーム・鄭ヨング）ことが明らかになった。
現在の料金体系（表2）は基本的に一般

（300K）と高画質（1M）17）の2種類に分かれて
おり，前者の金額は有料化が図られた2003
年4月当時と変わらない。ちなみに300K＝
500ウォンは各社に共通しており，iMBCの関
係者によればそのうちの半分が初期投資を含
めた費用，残りの半分がマージンとなってい
る。初年度から黒字化を達成しているが，有
料化が図られた理由はあくまでも「高画質な

iMBC の VOD サービス画面
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どの質の高いサービスを提供するためだ」
（iMBC金部長）としている。今も同じ料金を
維持しているのはこうした主張を部分的に裏
付けているが，実際には有料化に対する視聴
者の反発が影響している部分も少なくないと
見られる。
一方，インターネットVODサービスが本放送

の補完的役割を果たすという主張に関連して，
iMBCの河テギル戦略事業部部長は，「VOD
の利用時間帯で多いのが昼間（正午～14時）
だという事実から見てもテレビ視聴時間と重複
しないことがわかる。これはお昼時間に職場
で見ている会社員やネットカフェで見ている学

生が多いため」と語っている（図3）。さらに
現在の韓国におけるVODサービス利用実態に
基づいて，河部長は次のような可能性を指摘
している。「MBCグループにiMBCをはじめと
する様々なコンテンツの出口があることは，番
組の露出度を高めることで地上波の影響力を
高める役割を果たしている。（中略）人々の絶
対的なテレビ視聴時間は過去に比べて減って
いるが，地上波テレビの媒体力が劣らないの
は，そのコンテンツを見るメディアが増加した
から。昔はMBCを見てくれている視聴者だけ
がわが社のドラマについて知っていたが，様々
なメディアを通じて番組の露出度が高まった今

図 3　性別・年齢・職業別に見た iMBC サイトの利用者

商　品 画　質 料　金（ウォン）  利用時間（決済後）

一般 300K 500 6 時間
高画質 1M 1,000 6 時間

ハイライトの予告 300K 300 6 時間
（＊）スポンサー 300K スポンサー加入後無料 加入期間

台本読み 200 24 時間
海外 300K 1,000 6 時間

海外ダウンロード 300K 1,000 7 日
PCダウンロード 2M 2,000 30 日

PMP（ポータブル・マルチメディア・プレーヤー）ダウンロード 1M 2,000 30 日

表 2　iMBCの VOD見逃しサービスの料金体系

女性
56％

17％

49％

33％

12％
6％

24％

26％

33％

40代
以上

学生 会社
員

主婦 その
他

30代

20代

10代

男性
44％

性別 年齢別 職業別

（＊）iMBCのスポンサー企業によるサービスを利用すると，一部のコンテンツが無料になる。

iMBCの内部資料に基づき作成
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では，国民の誰もが話題のドラマについて知っ
ている。最近ではインターネットでしかドラマを
見ない人たちもいるので，地上波の視聴率は
やや落ちたかもしれないが，媒体としての力は
増したといえる」。

まとめ ～放送通信融合と地上波放送局～

本稿では，放送通信融合時代に向けた韓
国地上波放送局の戦略を探るべく，番組の
VOD配信を中心とするコンテンツマルチユー
スの状況を概観してきた。まず，韓国地上波
による自社番組のマルチ展開は，多メディア・
多チャンネル環境への対応が必要とされた90
年代後半の事業多角化戦略から始まり，新媒
体の登場と共に広がりを見せてきた。2008年
現在，地上波番組はケーブルテレビ・衛星放
送・インターネット・モバイル放送（3G携帯・
衛星DMB・地上波DMB）・IPテレビを中心
に流れており，ケーブル市場の成長・VOD事
業の有料化・海外番販の活性化などを受けて，
収益事業としての確固たる地位を築き始めて
いる。
このほかにも，コンテンツビジネスが地上

波の主要事業のひとつに浮上した背景には，
2000年以降の広告費および視聴率の低下に
よる売上げの減少が影響している。その主な
原因と見られるケーブルテレビやインターネッ
トが急成長を遂げる中，地上波ではコンテン
ツ流通を専門的に扱う部署を本社に設置し，
視聴率への影響を最小限に抑えるコンテンツ・
マルチウィンドウ戦略が考案されるようになっ
た。
なお現在のマルチウィンドウ戦略に占める

自社HPを通じた地上波番組のVOD配信は，

本放送の翌日から視聴者が格安の料金で番
組にアクセスできる手段として位置付けられて
いる。2003年に有料化を図ったMBCが同
じ料金を5年以上も維持しているほか，KBS
では56Kと300Kの見逃しサービスを10年近
く無料で提供し続けている。同事業がマルチ
ウィンドウの中で地上波放送の補完役と見な
されていることからもわかるように，インター
ネットVODサービスは，若者を中心とするネッ
ト利用者に自社番組を届ける手段として機能
している。また，韓国ではネットの書き込み
で話題になったドラマが，放送との相乗効果
で国民的人気を博するという事例も珍しくない
ため，VODサービスはネットの世界における
地上波番組の宣伝役として位置付けることもで
きる。これは，VOD事業の効果が単に有料
収入だけでは計れないことを意味すると同時
に，ネット事業が放送ビジネスの活性化に間
接的に貢献している可能性を示唆している。
一方，MBCでは一昨年から始まったIPテ

レビ事業者による地上波番組のVODサービ
スに対しては，同じテレビベースのサービスで
あることや急激に加入者数を伸ばしている点
を挙げ，PPVの導入に踏み切った。SBSと
KBSも今年に入ってIP事業者に対するコンテ
ンツ供給条件を見直していることから，地上
波コンテンツの利用に対する正当な対価を求
める動きが広まっている。言い換えれば，地
上波3社はコンテンツを出すという従来の方針
を維持しつつ，出すタイミングや料金を調整す
ることにより，広告収入と放送外収入の最大
化を狙っているということができる。最近の調
査では，地上波番組の根強い人気がIPテレ
ビでも確認されたばかりであるため，地上波
の要求は受け入れられる可能性が高く，今後
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各社のVOD収入は多様化する見込みである。
但し，上述のVODビジネスによる収益の最

大化を実現するためには，著作権と不法コン
テンツの取締りという大きな課題をクリアしな
ければならない。まず韓国の地上波放送局が
低価格のVODサービスをはじめとする番組の
マルチ展開ができるのは，番組の権利処理に
かかる費用が今のところ一定の範囲内（2004
年基準番組制作費の1～3％）に収まっている
ためである。とはいえ，権利処理費はここ数
年の番組輸出活性化等の影響による著作権
者の権利意識の高まりを背景に，年々高騰し
ている。例えば2000年に地上波3社が音楽・
放送作家・実演者などの主要著作権団体に支
払った権利料は65億5,800万ウォンだったの
に対し，わずか5年後には同じ6つの団体に
その倍以上の140億9,800万ウォンを支払って
いる。
さらに韓国放送作家協会では，放送原稿

の利用率がもっとも高い地上波3社に対して
は，番組の二次・三次利用・複製配布料を
高めに設定し，他の事業者との差別化を図っ
ている（例えば，一般的な再放送は原稿料の
25％・地上波の場合は30％）。
権利料をいかに抑えるかが今後の課題だ

とすれば，不法コンテンツの取締りは今現在
地上波をもっとも悩ませている問題のひとつ
である。不法に流通する放送コンテンツの問
題は古くから存在しており，同国のウィンドウ
戦略にDVDなどのパッケージ市場が存在し
ないのもそのためである。2006年以降はYou 
TubeのようないわゆるUCC（User Created 
Contents）サイト18）の普及とともに被害規模が
一層拡大したため，地上波3社は共同でイン
ターネット事業者に対する法的措置の検討，

損害賠償の請求などを行ってきた。
ある調査によれば，放送コンテンツの中で

も特に人気が高いドラマの場合，年間1,000
億ウォンの著作権侵害が発生しており，地上
波3社はそれぞれ300億ウォン程度の損失を
被っているという。また放送コンテンツVOD
の不法流通による被害規模を計算した調査で
は，2020年までの総被害額が推定757億ウォ
ンをはるかに超えると予想されている19）。放
送通信融合時代にコンテンツビジネスによる
巻き返しを目論んでいる地上波としては，この
問題にどう取り組むかが成否の鍵を握ってい
るといっても過言ではない。     　　　

　　　　（しむ そうん）

注：

1）見たい時に待ち時間なく映像コンテンツを視
聴できるシステムがVODで，強制的に配信さ
れる放送方式とは異なり，DVDを操作するよ
うに映像再生の一時停止・巻き戻し・早送りな
どをすることができる。2006 年には高解像度
のHDコンテンツに対応したものが実用化され
た。インターネットプロトコルを用いた放送類
似の通信サービスを意味する IP テレビの主要
サービスのひとつでもある。

2）韓国では 2008 年 2 月の新政権発足後，放送通
信融合政策を進める「放送通信委員会」が誕生
した。同委員会は放送政策を管轄していた放送
委員会と通信サービスの規制等を行ってきた情
報通信部の機能を統括したもので，制度面でも
ようやく放送と通信の融合が本格的に進められ
る環境が整った。

3）視聴率調査会社大手のTNS メディアコリアで
は，オンライン上の動画（番組・広告）コン
テンツの視聴率算出方法を開発し，2008 年の
下半期から IP テレビコンテンツの視聴率調査
と広告効果の測定業務に着手すると発表した。
インターネットでの見逃しVODサービスが定
着している韓国では，コンテンツの競争力を
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正確に判断する必要性からこうしたシステム
の開発が進められてきた。またテレビ広告と
同じ素材を使った広告がインターネットでも
流れていることから，ネットの世界でも同じ
視聴率という概念が導入されるべきだという
声が高まっていた。

4）ケーブルテレビにおける地上波番組のシェアは
高く，地上波系列のケーブルチャンネルは常に
視聴率ランキングの上位を独占している。一昨
年始まった IPテレビでもこうした現象はすでに
あらわれており，IP事業者が今年行った調査に
よると，同サービスの利用者がもっとも好んで
見ているのは地上波番組で，なかでもドラマと
娯楽番組の人気が高いことが明らかになった。

5）情報通信部と韓国インターネット振興院が行っ
たインターネット利用に関するこの調査は，全
国 1万世帯（3歳以上）の中から抽出されたサ
ンプル 2万 5,128 人を対象にしている。訪問イ
ンタビュー調査の形式をとっており，調査期間
は2007年12月1日～12月30日までの30日間。

6）韓国放送技術人連合会（2006.3.31）『放送通信
融合時代の地上波放送の未来戦略研究報告書』，
3～ 4ページ。

7）韓国の地上波放送局は公共放送・民放を問わず
広告収入に依存している。なお財源の約 9割を
広告に依存しているのがMBCと SBS で，第 2
チャンネルだけが広告を行っているKBS の場
合，2004 年現在財源の主な内訳は受信料収入 4
割，広告収入 5割となっている。

8）前掲，韓国放送技術人連合会，4～ 5ページ。
9）詳細はバン・ムンジン（2005）放送文化振興院『視
聴者調査報告書』の「媒体選択性向変遷の推移」
を参照。

10） バン・ムンジン（2005）放送文化振興院『視聴
者調査報告書』の「地上波放送視聴者層の高齢
化」を参照。

11） 韓国では 1991 年に制定された総合有線放送法
に基づき，ケーブルテレビ市場でのプレイヤー
を総合有線放送事業者（SO），プログラム供給
事業者（PP），伝送網事業者 （NO）の 3 種類
の事業者として規定し，1995 年にケーブルテ
レビ（総合有線放送）が開始された。

12） DMBとは衛星波と地上波を使った移動体向け
デジタル・マルチメディア・ブロードキャスティ
ングのこと。2004 年放送法改正で放送事業と
認定され，2005 年から本放送を開始した。

13） KBS の HP で提供する無料VODサービスは，
放送終了から半永久的に番組を見られる低画質
と，2週間限定で番組を見られる標準画質に分

かれている。ちなみに前者は 1999 年にまでさ
かのぼってKBS の番組を視聴することができ
る。高画質VODを提供するために設けられた
有料サイトのコンピアでは，ダウンロードサー
ビスなどの多様なサービスが利用できる。KBS
の担当者によれば，HPの無料サービスは公共
放送のサービスであって営利目的ではないの
で，コストを回収できないのも仕方ないという。
広告収入が伸び悩んでいることもあり，年間の
赤字額は 70 億ウォン程度。一方の有料サイト
のほうは赤字を逃れたばかりで，売上げは 10
億ウォン程度。

14） SBS の担当者によれば，有料化に踏み切った直
後は反対世論が形成され，放送局に抗議電話が
寄せられることもあった。未だに地上波のサー
ビスを有料化することに対する国民の反発は根
強く，最近では IP テレビの地上波コンテンツ
有料化に反対する世論が形成されつつある。

15） MBC の李サンオクチーム長は，今の放送法が
地上波のケーブルチャンネル所有を 4つまでに
制限していることに対して，「ケーブル市場が
成長しているなかで地上波としては様々なビジ
ネスをやりたいのに，こうした規制が障害に
なっている」 と強い不満を示した。

16） FOD はフリービデオ・オン・デマンドの略で，
広告ベースのサービスであることが多く，利
用者は番組に無料でアクセスできる。韓国の
FODサービスの場合，コンテンツ供給者であ
る地上波に IP 事業者が番組のライセンス料を
支払い，加入者には無料で番組を提供すると
いう形をとっている。現在の FODでは，地上
波放送局に広告収入などの利益は発生してい
ない。

17） 動画の配信速度で，300K bps と 1M bps の略。
18） ユーザーが制作したコンテンツを自由に掲載

できる動画サイト。個人の作品を勝手に転載さ
れて原作者が分らなくなってしまうことや，勝
手に他人を撮影して肖像権侵害などが起きると
いった問題がある。

19） 不法コンテンツによる被害額およびその他権利
処理に関連する情報の詳細については，金ドン
ギュ（2007）放送委員会『放送研究 : 秋号』の「放
送プログラム著作権利用実態分析」を参照。 


