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　はじめに

2009年7月，韓国の国会で新聞社や資産
10兆ウォン（750億円）以上の大企業の放送
事業進出を認めるメディア関連法の改正案が
可決された。これまで韓国では，法律によっ
て新聞社や大企業による放送事業の兼営が
禁止されてきた。しかし，経済の再生，活性
化を掲げるイ・ミョンバク（李明博）政権が
2008年2月に発足して以降，メディア関連法
の改正作業が本格的に進められた。法改正
をめぐっては，所有規制の緩和により新聞と
放送の垣根を取り払うことで，新たな投資や
雇用の創出を促したいとする与党ハンナラ党
と，このままではテレビ局が保守系の新聞社
にコントロールされ，メディアの多様性が確保
できなくなるとする野党民主党が対立し，国
会では乱闘が繰り広げられる事態にまで発展
した。そして，与野党双方の主張が平行線を
たどる中，与党はメディア関連法のうち放送法
など3法の改正案を可決した。この問題をめ
ぐっては可決後の現在もなお，政局の混乱が
続いているが，本稿では，与野党が対立する
中で進行する，韓国のメディア所有規制緩和
の動きについて報告する1）。

　1. メディア所有規制の背景

韓国の新聞社や大企業が地上放送の兼営を
禁じられたのは，1980年の「言論統廃合措置」
以降である。
韓国では，1960年代から70年代にかけて，
ラジオやテレビの受信機が急速に普及し，放
送が国民にとってより身近なメディアとなる中
で，東亜日報の出資による東亜放送（ラジオ）
や，サムスン（三星）財閥と当時サムスン系列
にあった中央日報が出資した東洋放送（ラジオ
･テレビ），それに東洋放送系列局の西海放送
（ラジオ），全日放送（ラジオ）など，新聞社や
財閥が放送事業を行っていた。しかし，1979
年にパク・チョンヒ（朴正煕）大統領が暗殺さ
れ，チョン・ドゥファン（全斗煥）保安司令官
（当時）ら新軍部勢力が実権を掌握したことで，
メディアの所有規制に変化が生じた。1980年
5月，民主化を求めるデモが全国に広がる中，
新軍部勢力は全土に戒厳令を敷き，韓国南西
部のクァンジュ（光州）市では，民主化を求め
る学生や市民を軍事力で弾圧，多数の死傷者
を出した，いわゆる｢光州事件｣を引き起こし
た。そして，チョン・ドゥファン政権（同年9月
に大統領就任）は，言論機関を統制する一環
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を掲げて発足したノ政権は，直ちにKBSによ
る過度の集中を見直し，民間放送を認可する
方針を打ち出し，これによってMBCもKBSか
ら「独立」，民放のソウル放送（現在はSBS）
がスタートした2）。次の，キム・ヨンサム（金泳三）
政権では，放送分野において「国民の情報選
択の幅を広げる」ことを掲げて，多メディア・多
チャンネル政策を打ち出し，ケーブルテレビを
多チャンネル化の中心に位置付けて，税制上
の優遇措置などあらゆる面で支援した3）。ケー
ブルテレビに関しては新聞社や大企業も進出
が可能であった。そのため，韓国でケーブルテ
レビが始まった1995年に，大手製菓メーカー
のオリオンが放送チャンネル使用事業者（委託
放送事業者）オンメディア（OnMedia）を設立
したのを手始めに，これまでに複数の新聞社
や大企業がケーブルテレビ事業に進出している
（表1）。

として，放送事業については事実上の民間放送
を禁止した。東亜放送，東洋放送，西海放送，
全日放送を閉局にして，これらの事業は公営
放送KBSに引き継がせた。また，全国ネット
ワークを持つ文化放送（MBC）も事実上韓国
放送公社（KBS）の子会社にして，KBSに影
響力が集中するようにした。以来，現在に至る
まで，新聞社や大企業の放送事業参入には制
限がかけられてきた。
やがて1987年になると，学生運動家の拷問
致死事件などをきっかけに，学生や新中間層
による反政府運動が最高潮に達した。翌年に
控えたソウルオリンピックへの悪影響が懸念さ
れる状況下で，チョン大統領の後継指名を受
けたノ・テウ（盧泰愚）大統領候補が，大統
領直接選挙制の受け入れを認めた「6・29民主
化宣言」を発表，1987年12月の第13代大統
領選挙を経てノ政権が発足した。民主化宣言

表1

中央日報 QTV，J ゴルフ，
カートゥーンネットワーク

朝鮮日報 Business&

韓国日報 成功 TV

国民日報 クッキーTV

毎日経済新聞 MBN

韓国経済新聞 韓国経済 TV

ヘラルド経済 東亜 TV

ソウル経済 ソウル経済 TV

マネートゥデー MTN

イーデイリー イーデイリーTV

オリオン

OCN，スーパーアクション，キャッチオン
キャッチオンプラス，トゥーニバース
囲碁 TV，オンゲームネット，オンスタイル
ストーリーオン，OCN シリーズ

CJ

tvN，チャンネル CGV，XTM
オリーブ，チャンプ
ナショナルジオグラフィックチャンネル
中華 TV，CGV プラス，TVT，
Mnet，KM

現代 現代ホームショッピング

GS GS ホームショッピング

ロッテ ロッテホームショッピング

韓国ケーブルTV放送協会調査（2009年8月）

新聞社ケーブルテレビ進出状況 大企業ケーブルテレビ進出状況



88 　NOVEMBER 2009

　2. 従来の法的規制について

これまで29年間にわたって，新聞社や大企
業，それに外国資本による放送事業参入は法
律で禁止，あるいは制限されてきた。その根拠
となってきたのが「新聞等の自由と機能保障に
関する法律（以下，新聞法）」及び「放送法」で
ある。新聞法の第15条第2項では，新聞社と
通信社は相互兼営をすることができず，総合編
成または報道に関する専門編成を行う放送事
業の兼営についても禁止している。
次に，放送法の第8条では，新聞社や大企
業の放送事業参入の際の所有規制などについ
て規定している。同条第2項は，地上放送事
業者及び総合編成または報道に関する専門編
成を行う放送チャンネル使用事業者について，
いかなる人もその株式または持分総数の30％を
上限として所有することができるという規定で
ある。但し，例外として，①国家または地方自
治体が放送事業者の株式または持分を所有す
る場合，②「放送文化振興会法」によって設立
された放送文化振興会が放送事業者の株式ま
たは持分を所有する場合，③宗教の宣教を目的
とする放送事業者に出資する場合がある。①
にはKBSと韓国教育放送公社（EBS），②に
はMBCが該当する（韓国政府が全額出資する
財団法人放送文化振興会がMBC株式の70％
を所有している）。③には基督教放送（CBS），
平和放送（PBC）などの宗教放送局が該当す
る。
同条第3項は，大企業とその系列会社，新
聞社，通信社は，地上放送事業及び総合編
成または報道に関する専門編成を行う放送
チャンネル使用事業の兼営，あるいは，その
株式または持分を所有することができないとい

う規定である。
同条第4項は，新聞社や通信社の場合には，
総合有線放送事業者（多チャンネル型ケーブル
テレビ事業者）及び衛星放送事業者の株式ま
たは持分総数の33％を上限として所有すること
ができ，大企業とその系列会社を経営する法
人は，単独または共同で衛星放送事業者の株
式または持分総数の49％を上限として所有する
ことができるという規定である。
また，放送法第14条は，外国資本の出資な
どについて規定している。同条第1項では，地
上放送事業，総合編成または報道に関する専
門編成を行う放送チャンネル使用事業，中継
有線放送事業（再送信型ケーブルテレビ事業）
については外国人投資を認めていない。
同条第2項は，外国人（政府や団体等を含
む）は衛星放送事業については株式または持
分総数の33％を上限として所有することがで
き，同条第3項は，総合有線放送事業，放送
チャンネル使用事業（総合編成または報道に関
する専門編成を除く），伝送網事業について株
式または持分総数の49％を上限として所有する
ことができると規定している。

　3. ハンナラ党の
　　　　メディア関連法改正案

2008年12月3日，ハンナラ党が，新聞法や
放送法など７つのメディア関連法4）改正案を国
会に提出したことで，与野党対立が激化した。
ハンナラ党は，兼営禁止条項が，総合編成
及び報道専門チャンネルの誕生を阻害し，コ
ンテンツに対する新規の投資やグローバルメ
ディアグループの育成基盤を作り上げる上での
障害になっており，放送と通信の融合によるメ
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ディア環境の急変で，改正案の可決はこれ以
上遅らせられないと，改正案提出の背景を説
明した5）。
ハンナラ党の改正案は，新聞法の「新聞社
や大企業による地上放送や通信社の兼営禁
止規定」を廃止するとし，また，放送法の「新
聞社や大企業による株式または持分総数」
は，地上放送については20％まで，総合編成・
報道専門チャンネルについては49％までとした
（その後30％までとする修正案を提出）。同時
に，新聞社の場合，衛星放送や総合有線放
送については49％までとし，大企業の場合，
衛星放送については所有規制を廃止するとし
た6）。
放送法に関するハンナラ党の改正案につい
て，従来の法律と比較したのが（表2）である。
一方，野党や言論団体は，ハンナラ党の改
正案について，市場論理の強化が骨格となって
おり，▽保守理念を伝えるための世論統制的
な性格が強く，▽言論を財閥に従属させて，
メディアの公共性を傷つける結果をもたらし，

▽インターネット世論を押さえ込む，など民主的
秩序を脅かす法案だと批判した7）。
2008年12月10日に召集された臨時国会で
は，ハンナラ党がメディア関連法の改正案など
を成立させようとしていることに反発し，民主党
の議員たちが本会議場を占拠して立てこもる事
態が発生した。占拠は12月26日から翌年1月
6日までの12日間に及び，この間，国会事務当
局との間の衝突により負傷者も出た。また，2
月にもハンナラ党が法案の強行採決を試みたこ
とで再び乱闘が発生した。
こうしたことから3月2日に与野党は，国会
の文化体育観光放送通信委員会（以下，文放
委）の傘下に諮問機関として「メディア発展国
民委員会（以下，メディア委）」を設けた。100
日間にわたって，改めてメディア関連法を処理
するために論議し，国民の意向について取りま
とめた上で，6月に議決するとの合意がなされ
た。メディア委の委員は，与党側がハンナラ党
推薦10人，野党側が民主党推薦8人，それに
「先進と創造の集まり」8）2人の計20人で構成さ

れた。「先進と創造の集まり」
は，2008年8月に，保守系の
「自由先進党」と環境運動な
ど市民団体の出身者を主たる
支持層に持つ「創造韓国党」
が連帯して結成した国会の院
内交渉団体で，メディア委に
は自由先進党と創造韓国党か
ら1人ずつが委員として加わっ
た。委員の与野党バランスは
10対10であったが，野党の自
由先進党は，新聞社と大企
業の放送事業参入については
賛成の立場をとっていた。

表 2　所有規制・兼営規制の変化

（－については規制なし）

大企業 新聞社
通信社 外国資本 1 人持分

地上放送 禁止⇒ 20％ 禁止⇒ 20％ 禁止 30％⇒ 49%

総合有線放送 － 33％⇒ 49% 49% －

衛星放送 49% ⇒
規制廃止 33％⇒ 49% 33％⇒ 49% －

総合編成・
報道専門
チャンネル

禁止⇒ 49％
（修正案：30％）

禁止⇒ 49％
（修正案：30％） 禁止⇒ 20％ 30％⇒ 49%
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メディア委では，世論調査の実施をめぐって
与野党が激しく対立した。民主党側の委員たち
が，「メディア関連法に対する国民の意向を調
べるためには世論調査がどうしても必要だ」と
主張する一方で，ハンナラ党側の委員たちは，
「主要政策を世論調査で決めるという決まりは
ない」と反対した9）。こうしたメディア委の動向
については，ハンナラ党の内部からも，「国民
の意向が十分に取りまとめられていないため，
メディア関連法案の強行採決には反対する」と
の声が上がった10）。
そして，14回目の全体会議が開かれた6月17
日，世論調査の実施をめぐる対立からメディア
委は事実上暗礁に乗り上げた。
これにより，メディア委の民主党側委員たち
は6月22日，メディア関連法について独自に実
施した世論調査の結果を公表した。この調査
は，民間の調査会社「韓国リサーチ」に委託し，
6月20日に全国の成人男女1,000人を対象に電
話調査によって実施したものであった。調査
結果によると，回答者の58.9%は，十分に世

論が取りまとめられていないメディア関連法の
可決に反対しており，賛成すると回答したのは
18.0%であった。また，メディア委は世論の取
りまとめが十分にできたかとの質問に対しては，
48.8%が「よくできなかった」，14.4%が「よくで
きた」と回答した。
この他，メディア関連法に対する与野党の主
張に関する調査結果については，同意・非同意
の割合を表3に示した11）。
世論調査結果の公表の後，野党側委員た
ちは「メディア発展国民委員会」名で報告書を
作成し，文放委に提出した12）。この中で，メ
ディア委の場において当初から繰り返し世論
調査の実施を求めたにもかかわらず，ハンナラ
党側委員たちが最後まで拒否し続けたことに
対して，「大多数の世論がメディア関連法案に
反対していたためと見られる。2008年末，ハ
ンナラ党の国会議員たちがメディア関連法案
を提出して以降，立て続けに実施された各種
世論調査で，賛成は20 ～ 30％台である一方，
反対は50～ 70％に達した。国民の半分以上，
賛成者の2倍以上が，ハンナラ党のメディア関
連法案に反対するとの結果である。ハンナラ
党推薦委員たちがこれを知らないはずはなく，
このように大多数の国民が反対であるとの世
論調査結果が，最終報告書に反映されること
を避けるために，国民世論の取りまとめ手続
き自体を無視したもの」と批判した13）。また，
報告書では，ハンナラ党のメディア関連法改
正案の核心部分について，「新聞社・大企業・
外国資本の放送ニュースチャンネル所有不許
可」，「1人所有持分における上限引き上げの
不許可」，「地上放送とケーブル総合有線放送
事業者の兼営不許可」などとするよう修正を求
めた14）。

表 3

ハンナラ党が示したメディア関連法採決の根拠について

民主党が示したメディア関連法反対の根拠について

同意する 同意しない

放送産業の競争力強化 25.7％ 46.2％

新たな雇用の創出 31.9％ 43.0％

新聞放送兼営による
言論の多様性確保 30.6％ 47.5％

同意する 同意しない

新聞社と大企業の放送兼営に
よる言論の自由に対する脅威 55.6％ 23.3％

民主主義基盤の弱体化 50.1％ 29.7％
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　4. メディア委は
　　　　  ハンナラ党案を採択

しかし，メディア委が文放委に対して提出
した報告書は，2013年からは新聞と放送の兼
営禁止を解除することを盛り込んだ，ハンナラ
党と自由先進党によるメディア関連法改正案で
あった。
メディア委は6月24日，民主党側委員が参加
を拒否する中，全体会議を開き，メディア関連
法改正案に対する最終報告書を確定，ハンナ
ラ党の案を維持しつつ，一部を手直しして，25
日，文放委に提出した15）。
報告書は「メディアの多様性を確保し，自立
と競争を通してメディアの発展を図る」，「規制
緩和の正当性」，「国民の世論を勘案して規制
緩和の水準を決定する」という改正の方向性を
掲げた16）。報告書が取り上げた，新聞法，放
送法，情報通信網法，IPTV法の4法のうち，
新聞法及び放送法の改正案についてメディア委
のスタンスは以下の通りであった。

《メディア発展国民委員会  報告書（一部要旨）》

（新聞法）
○�国民への多様な報道提供，選択権付与，メ
ディア環境の変化，新聞情報の流通経路の
用意，経済的効率性，公平性などを勘案し，
改正案の改正趣旨に共感する

・�健全な民主主義が維持されるためには，国
民が多様な視点の意見に接することができな
くてはならない
・�メディア環境の変化により，これまで厳格に
維持されてきた所有規制を緩和することは世
界的な傾向である

・�メディアの独寡占による弊害を防止するため
の手段は，参入規制の他，多様に開発され
ている17）

（放送法）
○�放送事業の所有規制を緩和すれば競争が活
性化し，短期的に放送事業が活性化する。
中長期的には公共性，プログラムの多様性
が高まり，視聴者主権などメディアの肯定的
機能が高まるものと期待されるため，改正案
の趣旨に賛成する

・�放送コンテンツに対する投資により放送市場
の競争が活性化し，放送プログラムの質的向
上が図られ，グローバルメディア発展の土台
が用意される
・�規制緩和で放送産業の付加価値創出の増加
率が高まり，放送市場が拡大して，雇用者報
酬・雇用の増加も期待される18）

　5. 国会で可決された
　　　　　　  メディア関連法

7月22日，国会本会議でハンナラ党は，民主
党の反対を押し切る形でメディア関連3法案（新
聞法，放送法，IPTV法）の強行採決に踏み
切った。その際，法案に反対する民主党議員
たちは議長席に詰め寄り，ハンナラ党議員との
間で乱闘が繰り広げられたが，結果的に3法案
はいずれも可決された。
主な改正のポイントであるが，放送法について

は，市場占有率が20％を超える新聞社は，地上
放送，総合編成チャンネル，報道専門チャンネル
の各事業を行うことができないとした点である。
しかし，実態としては，20％を超える新聞社はな
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く，有名無実化した内容となっている。
新聞社や大企業による所有規制は，地上放
送については10％まで（但し，2013年以降）と
し，総合編成チャンネル，報道専門チャンネル
についてはそれぞれ30％までとした。
また，1人持分所有規制は，地上放送，総
合編成チャンネル，報道専門チャンネルのいず
れも40％までとなっている。
新聞法については，新聞社と通信社の兼営
禁止を廃止する条項などを含んでおり，大企業
は新聞社については50%までであれば所有で
きるとの内容が盛り込まれている。
IPTV法については，新聞社，大企業，通
信社が，総合編成チャンネルまたは報道専門
チャンネルを引き受けたインターネットマルチメ

ディア放送コンテンツ事業者の49%までは所有
できるとした。これらを表4に整理した19）。
可決された3法案は，いずれも7月31日に公
布され，11月1日より施行される。しかし，民
主党などは，メディア関連法可決の際，ハンナ
ラ党議員たちが代理投票を行ったなどとしてメ
ディア関連法の無効を訴え，院外闘争を繰り広
げるなど，与野党の対立は依然収拾の見通し
が立たないままである。

　6. おわりに

韓国では，経済危機の建て直しを望む国
民の大きな期待によりイ・ミョンバク政権が誕
生したという経緯がある。そのため，現政権

が主張する，所有規制の緩
和によるメディア経営の強
化という点については，ど
の程度の効果があるのかは
未知数であるが，一概に否
定することはできない。実
際，世界の主要国において
も，米国の「1996年電気通
信法」（Telecommunications�
Act�of�1996），ドイツの1997
年の「放送州間協定第3次
改 正 」（Dritter�Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag），英
国の「2003年放送通信法」
（Communications�Act�2003）
などにより，所有規制の緩和
が進んでいる。
しかし，韓国の歴史を振
り返った場合に問題となるの
は，政権が交代する度に，

表 4
可決された放送法改正案の主要内容

可決された新聞法・IPTV 法改正案の主要内容

従来 ハンナラ党原案
（2008 年 12 月提出）

ハンナラ党
最終修正案

（7 月 22 日可決）

放送参入のための
新聞社の資格 規制なし 規制なし

市場占有率が 20％以
上の新聞社は地上放
送，総合編成チャン
ネル，報道専門チャ
ンネルへの参入禁止

地上放送 新聞社・大企業・
外国人参入禁止

新聞社･大企業所有規制
20％まで許容

新聞社･大企業所有規制
10％まで

（但し，2013 年以降）

総合編成
チャンネル

新聞社・大企業・
外国人参入禁止

新聞社･大企業所有規制
30％，外国人 20％

新聞社･大企業所有規制
30％，外国人 20％

報道専門
チャンネル

新聞社・大企業・
外国人参入禁止

新聞社･大企業所有規制
49％，外国人 20％

新聞社･大企業所有規制
30％，外国人 10％

放送の 1 人持分
所有規制 30％ 49％ 40％

主要内容

新聞法
新聞社と通信社の相互兼営禁止を廃止。大企業は新聞社に限り，
50％まで所有可能。無償提供紙・景品提供などの不公正取引行為
禁止の根拠となる規定の準備

IPTV 法
新聞社・大企業・通信社は，総合編成チャンネルまたは報道専門チ
ャンネルを引き受けたインターネットマルチメディア放送コンテンツ事
業者について49％まで所有可能
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大統領に近い人物がしかるべきポストに就任し
てきたことである。本来，中立な立場にあるべ
きメディア界もその例外ではなかった。現政権
下では，メディアを監督する放送通信委員会
の初代委員長に大統領の側近が就任しており，
ニュース専門チャンネルYTNの社長にも大統
領側近が就任し，これに反対した労働組合員
が解雇や停職処分を受けている他，公営放送
KBSにおいても，ノ・ムヒョン（盧武鉉）政権
下で社長に就任したチョン・ヨンジュ（鄭淵珠）
氏が解任，逮捕されている。こうした現政権の
スタンスにより，経済再生の一環であるはずの
メディア関連法改正の動きに対して，国民の多
くは，放送が与党の権力維持のための装置と
なるのではないかと危惧している。
与党が主張する，所有規制の緩和によるメ
ディア経営の強化を図りつつ，同時に，野党が
主張する，メディアの多様性や公共性をいかに
維持･確保していくのか。今後の推移を追跡し
ていきたい。

（たなか のりひろ）
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