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シリーズ公共放送インタビュー

  韓国の公共放送について

―日本の場合，公共放送といえば NHK を指し

ますが，韓国で公共放送というのはどの範囲ま

でを指すのでしょうか？

キム氏：韓国の「公共放送」といえば，現在
韓国放送 KBS，文化放送 MBC，教育放送
EBS の 3 つを指します。韓国では「公営放送」
と呼んでいます。MBC の場合，株式の 70％は
政府が全額出資している財団法人の放送文化
振興会が持っているため，所有構造が公的で

韓国外国語大学名誉教授で，元放送委員会委員長のキム・ジョ

ンギ（金政起）氏は，およそ半世紀にわたって，世界各国の放

送政策に関する多くの著書や論文を発表してきた。主な著書に

『明治日本言論の対韓観』（1987），『韓国言論の病理』（1999），

『転換期の放送政策』（2003）などがある。

「新聞社および資産が10 兆ウォン以上の大企業」に対
して，「放送局の株式を所有し，放送事業への進出を
認める」などとしたメディア関連法の改正案が国会で
可決された。与党ハンナラ党が，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主張する一方で，野党民主党は，
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して対立
した。国会では与野党議員の間で乱闘が繰り広げられ
たが，最終的には与党が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。

韓国では放送と通信の融合が進む中，2008 年2月
に経済の再生，活性化を掲げるイ・ミョンバク（李明
博）政権が誕生し，直後に「放送通信委員会の設置
および運営に関する法律」が施行された。この法律に
基づき，それまで独立行政組織（放送委員会）によっ
て行われてきた放送行政は，通信行政とともに一元化
され，大統領直属の放送通信委員会（KCC，Korea 
Communications Commission）が担うことになった。
韓国では長らく新聞社や大企業による放送事業の兼営
が法律で禁止されてきたが，現政権の下で2009 年7月，
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あるとして公営放送に分類されています。しか
し，放送広告料を財源として運営されており，
実際のところは商業放送といわなければならな
いでしょう。また，MBC は放送局の中では政
府と対立することが多く，労働組合の力が強い
ため，「労営放送」と呼ぶ人もいます。「労働組
合が放送局の運営を主導する」という意味です。
MBC では「いかなる放送の公的義務をも破っ
てはいけない」といったような組織文化ができ
あがっているともいえますが，こうした特殊性を
持つ MBC，それに教育専門チャンネルの EBS
を除くと，KBS だけが地上放送唯一の公営放
送であるといえるでしょう。
　一般的に放送が公営であるか否かを判断す
る基準としては，支配構造，所有構造，収入
構造，番組編成などが挙げられます。MBC は
所有構造だけを基準にすれば公営放送である
と見ることができますが，収入構造で見れば商
業放送であり，番組編成で見ると曖昧なことこ
の上なく，「公営的商業放送」または「商業的
公営放送」です。
　その他にケーブルチャンネルで公営性を持っ
ている放送局としては，国際放送のアリラン
TV，政府の政策情報のほか，公共情報，文化
芸術情報などを放送するKTV，韓国放送通信
大学が運営する生涯教育チャンネルの OUN，
国会の活動と政策の今を伝える NATV などが
あります。

  法律改正にともなう放送界の変化

―2008 年 2 月に現政権が発足し，その年の

末から2009 年にかけて与野党は，放送法をは

じめとしたメディア関連法の改正問題をめぐって

国会で大乱闘を繰り広げました。結局，メディア

関連法は 2009 年 7月に国会で可決され，それ

にともなって現在，地上放送局とは異なり，主

にケーブルテレビに番組を提供する新たなテレビ

チャンネルの誕生に向けて準備が進んでいます。

キム氏：今回の放送法改正で最も特徴的な点は
大企業や新聞社が地上放送事業者，総合編成
チャンネル事業者，報道専門チャンネル事業者
の株式を持てるようになったことと，外国資本
が総合編成チャンネル事業者，報道専門チャン
ネル事業者の株式を持てるようになったことに
あります。これは長年にわたって禁止されてき
た大企業，新聞社，外国資本の放送産業進出
を許容することであり，これらを通じて韓国放
送産業の所有構造および産業構造は大きな影
響を受けることが予想されます。具体的には，
大企業，新聞社，ニュース通信社は，地上放
送事業者の株式の 10% まで，総合編成チャン
ネル事業者および報道専門チャンネル事業者の
株式の 30% までならば所有が可能になります。
　放送通信委員会によると 2010 年末までに総
合編成チャンネルの選定を行うということなの
で，朝鮮日報，中央日報，東亜日報などの主
要新聞社などが準備を急いでいます。この総
合編成チャンネルについては法制度上，有利な
立場にあるということを話しておく必要があるで
しょう。現行放送法上，義務再送信の適用を
受けるため，総合編成は公営地上放送に次ぐ

「恩恵」を享受するわけです。これはある面で

韓国の地上テレビは，公共放送のKBSと教育番
組に特化した公共放送のEBS，それに公共放送の
立場も併せ持つ商業放送MBCが全国放送を実施
している。地域放送を実施している商業放送は11
局あり，そのうちSBSは他の地方局とネットワークを
組み，ほぼ全国をカバーしている。
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は KBS や EBS のような公営地上放送よりも有
利な立場に立つことを意味します。総合編成チャ
ンネルは莫大な送出費用を負担しなくても良い
からです。法制上すべてのケーブルチャンネル
放送事業者は総合編成チャンネルを再送信しな
ければならないのです。

　しかし果たして総合編成チャンネルが放送市
場で成功するのかと問われれば，決して明るい
話ばかりとは限りません。放送広告市場はすで
に飽和状態にありますし，全国のケーブル放送
が総合編成チャンネルの番組を義務再送信する
としても，加入料の分配を受けにくいからです。
これは総合編成チャンネルも全面的に広告に依
存しなければならないということを意味します。

  公共放送の民営化議論

―新たなテレビチャンネルが誕生することによ

り，KBS の受信料問題の行方が注目されてい

ます。

キム氏：MBC や KBS-2 の民営化議論は古くか
らのトピックスです。1990 年代の半ばを過ぎた

頃，MBC の民営化議論が韓国放送界の話題
になりました。その後，キム・デジュン（金大
中）政権が誕生し，1999 年には暫定的な組
織として設置した放送改革委員会が，MBC の
3 段階民営化計画を勧告しました。これは第 1
段階として，MBC 株の 30％に相当するチョンス

（正修）奨学会保有の株式と MBC 本社保有の
地方系列社の株式を放送文化振興会へ移管し，
第 2 段階として，地方系列社を民営化，そして
最後の第 3 段階として，本社を民営化するとい
うものです。
　KBS-2 の民営化は， 教育 放 送の EBS が
KBS への吸収統合という構造改編と表裏一体
の関係にあり，言い換えれば KBS-2 は民営化
させるものの，EBS は KBS に吸収統合する
べきだということが KBS-2 民営化の前提条件
です。もともとチョン・ドゥファン（全斗煥）政
権が 1980 年に行った言論統廃合事件以前は，
このチャンネルはサムスン（三星）グループが
運営していた商業放送 TBC（東洋放送）でし
た。この TBC が KBS に強制的に吸収されて
KBS-2 になり，演芸娯楽，ドラマなどを放送
するKBSの2番目のチャンネルになったのです。
したがって放送の内容上は，商業放送と何ら
変わりありません。
　KBS の財源は年度によって違いはあるもの

最近，韓国のニュースで頻繁に取り上げられる
「総合編成チャンネル」とは，報道，教養，娯楽な
ど多種多様な番組からなるチャンネルを指すが，こ
うした番組編成はすでに日本ではおなじみとなって
いる。韓国では，ケーブルテレビの加入世帯数が
今年6月末時点で1,522万，全世帯の78％に及び，
大きな影響力を持っているが，ケーブルテレビなど
の放送事業者は，法律の定めにより，地上放送の
KBS-1やEBSのほか，総合編成チャンネルについて
も同時再送信を行う義務を負っている。地上放送
に準ずる扱いを受ける総合編成チャンネルについて，
放送行政を担う放送通信委員会では，2010年末ま
でに事業者を選定するとしているが，2010年9月時
点で事業者はまだ決まっていない。

言論統廃合事件とは，チョン・ドゥファン政権が
1980年11月に「健全な言論の育成と発展」の名の
下に断行したメディアの統廃合事件である。しかし
実際には，政府が言論機関を掌握するために行っ
たものであった。この統廃合措置によって全国64
の報道機関は，新聞社14 社，放送局3 社，通信社
1社に整理された。統廃合の過程で政府に批判的で
あるなどとされたメディア関係者1,000人以上が解雇
された。
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の，広告料の比重が全体の半分近くを占めてい
ます。これは KBS-2 で流されている広告です。
娯楽放送の KBS-2 が演芸娯楽，ドラマを中心
に編成しているだけでなく，広告まで放送して
いるのは，KBS の公営性と合わないといった
指摘も民営化論に拍車をかけています。
　これに対して KBS の経営陣は，受信料の
引き上げについてふたつの案を提示していま
す。ひとつは月額 6,500 ウォン（470 円）に引
き上げて広告を廃止するという案，もうひとつ
は，月額 4,600 ウォン（340 円）に引き上げて
広告収入の割合を KBS の全収入の 20% 水準
にするという案です。KBS の受信料は 1981 年
からずっと月額 2,500 ウォン（180 円）のまま据
え置かれているので，この点だけを考えれば誰
も異議を唱えはしません。しかし，国民の間に
は，果たして，KBS は公共に資する番組を十
分に制作してきたのか，また，国内の難視聴
地域に対してきめ細かいサービスを行ってきた
のか，などといった不満の声が出ており，KBS
経営陣が望んでいる今年中の解決については
未知数です。現在 KBS はこの問題のために
各界各層からの 8 人による「韓国放送公営性
および独立性委員会」を設置して方策を模索し
ているところです。

  現政権発足後のメディア行政の動き

―イ・ミョンバク政権の誕生により，これまで

分離されていた放送行政と通信行政が統合さ

れました。それにともなって，放送行政に大き

な変化が起きているとの声も耳にするようにな

りましたが，どういったことなのでしょうか？

キム氏：変化の中で，最も際立っているのは，
放送行政体制が官僚化したことです。この点に
ついては韓国のメディア批評家や専門家たちは
注目していません。あまりにも静かに，そして
わずかな期間に，誰も気付かないうちに突然変
化したせいです。2008 年 2 月 29 日は，これ
までの委員会制から，実質的には独任制となっ
た日です。この日，イ・ミョンバク政権は放送
通信業務を総括するため放送通信委員会を設
置しました。これは放送通信融合の時代に合
わせて，それまで放送行政を担ってきた独立
行政組織の放送委員会と通信行政を担ってき
た中央官庁の情報通信部を統合したものです。
外見上，メディア環境の変化にともなう適切な
対応として受け入れられたので，野党も大きな
反対をせず，異なる見解を提示しないままに事
が進みました。
　そもそも政府が行ってきた放送行政を，独立
行政組織が担うようになったのは，キム・デジュ
ン政権期の 2000 年初頭のことです。彼は放送
許認可などの放送行政を独立的な委員会に移
管させるという歴史的な仕事を成し遂げたので
すが，それは放送を国家権力から遮断するとい
う意志の実現だったと評価できるでしょう。し
かし今や，放送行政はかつてのような独任制に
戻り，放送委員会も歴史の忘却の中に消えてい
く運命となってしまいました。
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　もちろん，今の放送通信委員会は「委員会
制」ではないのかと異議を唱える人もいるでしょ
う。 また，2 人の委員の人事については野党が
推薦できることが法律上明示されています。 し
かしこれは形式的なものに過ぎません。放送委
員会当時は，長官（大臣）級の委員長は委員た
ちの中で互選し，大統領が任命したのですが，
現行の「放送通信委員会の設置および運営に
関する法律」（2008 年 2 月 29 日）では大統領
が委員長を指名し，放送行政が実質的には独
任制として運営されていることを象徴的に表わ
しています。

　これまでの 2 年間，放送通信委員会の行っ
てきたことを見れば，より重要な事実が分かり
ます。旧放送委員会出身者たちは完全に排除
され，旧情報通信部出身の官僚たちが政策を
独占していることは内部事情に通じた人たちの
共通意見です。委員のうち 2 人が野党推薦の人
たちであり，ある事案に関して，彼らが結論を
導き出す過程で討論に参加するとはいえ，官僚
たちの後押しが無い限り専門的な放送通信分
野の政策を扱いにくいという事情を考え合わせ
ると，放送通信委員会は実質的に官僚制で運
営されてきたことが明らかです。放送通信委員

会が，情報通信部出身の官僚主導により「官僚
化」されたことで，いわゆる「官尊民卑」の弊
害や上下疎通よりは一方性の弊害などが生じ，
この他，巨大な通信分野を，いわゆる伝統的な

「縄張り」と認識するといったような問題が出て
きました。 
　例えば，2002 年に情報通信部と放送委員会
が移動マルチメディア放送（IPTV）事業をめ
ぐって，お互いに縄張り争いをしました。この
争いは，情報通信部の圧倒的な勝利に終わり
ました。気がかりなのは，IPTV 事業に進出し
た巨大な通信会社と，既存のケーブル放送事
業者の間で，生き残りをかけた競争が今後さら
に激しさを増していく中で，果たして通信出身
の官僚が主導権を握る放送通信委員会に公平
な判断ができるのかといった点です。

  政策に対する民意の反映について

―放送通信政策の決定に当たって政府は，もっ

と国民の意見に耳を傾けるべきだとの声が出て

いますが，現政権のスタンスについてどのよう

に見ていますか？

キム氏：昨年，国会で可決されたメディア関連
法ですが，そもそもこれは与党ハンナラ党が
2008 年 12 月 3 日，関連分野の意見を取りまと
める公聴会を経ずに法案を上程したものです。
これについては，チェ・ヨンムク（崔榮默）ソ
ンゴンフェ（聖公会）大学教授が「衛星放送
の導入の際には 4 年間に 400 回を超える討論
会が開かれた。IPTV の導入に当たっては 3
年間に 300 回以上の討論会が開かれた。国家
の放送政策の根幹を変えることになるのに，ま
ともな公聴会を一度も開かずに法案を提出する

「放送通信委員会の設置および運営に関する法
律」では，委員会は委員長1人，副委員長1人を含
む5人で構成されており（第4条第1項），委員5人の
うち，大統領が委員長を含む2人を指名し，国会が
3人を推薦，国会は委員の推薦にあたり，大統領が
所属あるいは所属していた政党の交渉団体（会派）
から1人を，その他の交渉団体から2人を推薦する

（第5条第2 項）。また，委員長および委員は放送
および情報通信分野の専門性を考慮して大統領が
任命する（第5条第1項）と明示されている。現在，
委員長（初代委員長）には，イ・ミョンバク大統領
の側近といわれる，チェ・シジュン（崔時仲）氏が
就いている。
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というのは納得がいかない」と批判しています。
野党の猛烈な反対や言論労組のゼネストなど
で大混乱が起きましたが，与野党が話し合っ
た末，かろうじてメディア関連法を論議する「メ
ディア発展国民委員会」を構成して世論を取り
まとめようということで合意しました。それが
2009 年 3 月 16 日のことで，活動期間は 100
日間でした。しかし社会的な意見集約の場で
あるというのは，与野党双方の理由付けに過
ぎませんでした。すでに与野党の間の鋭い対
立が露呈してしまい，この委員会の与党側共
同委員長，野党側共同委員長およびそれぞれ
の構成員たちはお互いに与野党の代理戦争を
行う形になってしまいました。結局，メディア
関連法は国会に上程，可決されましたが，そ
の後遺症や功罪は歴史の課題として末永く残
ることになるでしょう。

　現政権発足後の韓国放送界の状況について
キム・ジョンギ氏に聞いた。インタビューを通し
て，KBS の財源の半分を担う放送広告料を見
直し，限りなく受信料中心で運営できる体制を
構築するために受信料の値上げを行い，これ
まで公共放送に流れていた放送広告料を新た

に誕生する総合編成チャンネルの運営財源にす
るといった政府の方向性が読み取れた。また，
規制監督機関についても，官僚主導により通信
行政が優先され，放送行政は後手に回ってい
るといった実態が浮き彫りになった。現政権は
任期半ばを過ぎたところであるが，このあたり
で一度，民意を反映したメディア政策が実施さ
れているのかについて検証する必要があるので
はないだろうか。

　　　　　　　　　　　（たなか のりひろ）

なお，韓国のメディア関連法改正については，「韓国
におけるメディア所有規制の緩和」（『放送研究と調
査』2009 年 11 月）で詳しく紹介しているので，こ
ちらも合わせて参照していただきたい。

〔インタビュー〕
キム・ジョンギ氏のオフィスにて

（ソウル，2010 年 6 月10 日）

次回　ドイツ・ドルトムント大学元教授のゲルト・G・
コッパー氏。


