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  はじめに

韓国で放送が本格的にスタートしたのは日
本の植民地統治下の1927年，現在のKBSの
前身，社団法人京城放送局（JODK）のラジオ
放送であった。それから8年後の1935年，地
方では初めての放送局となる釜山放送局（現
在のKBSプサン放送総局）が開局した 1）。

韓国の地域・ローカル放送は今年で78年目
を迎えたが，1995年に地方において商業放送
局が設立されるまでの地域・ローカル放送は，
ソウルのキー局からの情報を伝達することが主
な役割であった。背景には，中央集権的な性
格が強い韓国の国家体制も関係があろう。地
方分権や地方自治の定着の遅れは，1,000年
におよぶ中央集権の伝統と文化，朝鮮総督府
時代の中央集権的な統治，朝鮮戦争による国

内の混乱と経済的な疲弊，軍事政権による地
方自治の停止などのさまざまな問題に起因して
いる2）。放送も例外ではなく，番組の多くはキー
局で制作され，地域・ローカル放送局はキー
局に依存する形で編成を組むといった，いわば
主従関係が続いてきた。しかし，1990年代の
地方の商業放送スタートから20年近くが経ち，
この間，徐々にではあるが，地域・ローカル放
送局による独自制作番組も増えてきている。

本報告ではまず，韓国の公共放送，および
商業放送の地域・ローカル放送概況を紹介す
る。そして，緊縮財政が続くなか，放送事業
の経営合理化が進む一方，視聴者に対する
サービスをいかに維持していくのかが課題と
なっている地域・ローカル放送局，とりわけ公
共放送 KBSの事例を中心に報告する。

地域における公共放送の役割

第 3 回  韓国
ローカルサービスの現状と課題

メディア研究部  田中則広

韓国の地上放送は3 大ネットワーク（KBS，MBC，SBS）体制が組まれており，人気のあるドラマやバラエティー
ショーなど，多くの番組がソウルのキー局で制作されている。一方で，地域・ローカル放送局の間からは，キー
局の番組をただ流すだけではなく，地域に根ざした独自番組の制作に積極的に取り組もうとする動きもみられる。
現在では，地域・ローカル放送局によるローカル放送比率は，KBSが10％台前半，MBCが10％台後半，この
ほかの民放が 20％台後半から30％台前半にまでなっている。しかし，キー局に比べると極端に少ない番組制作
予算や制作人員で番組をいかにつくるのか，また，キー局制作番組とのバランスにおいて編成をいかに組むのか，
といった課題が山積している。

地域・ローカル放送局にとって，各地域の情報を地域に密着しながら伝えることは基本的な役割であるが，同
時に，キー局で制作された人気番組を，地方の視聴者に届けることも大切な役割である。それぞれの役割の間で，
いかにバランスをとりながら地域・ローカル放送局の運営を行っていくべきか，今回の取材からは，視聴者サービ
スのありかたについて模索を続ける関係者らの姿が浮かび上がった。
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  1. 韓国の地域・ローカル放送の現状

はじめに，韓国の地域・ローカル放送の概
況をみるために，ネットワーク，各放送局の人
員構成，ローカル放送比率，放送法で規定さ
れた地域放送発展委員会の現状について整理
した。

ネットワーク
韓国の地上放送は，3大ネットワークを中心

に成り立っている。公共放送のKBS，公益財
団の放送文化振興会を大株主とした商業放送
のMBC 3），そして，ソウルとその周辺地域の
商業放送局であるSBSをキー局としたネット
ワークである。各放送局のネットワークには特
徴があり，地域・ローカル放送局の位置づけ
に関しても違いがみられる 4）。

KBSは，本社が制作業務，予算，編成の
側面から直接管理運営する直轄局システムを
採っている。他のネットワーク各社とは異なり，
地域・ローカル放送局は独立した組織ではなく，
あくまでも本社に所属する「局」としての位置づ
けである。本社のほか，全国に18の地域・ロー

図1　3大ネットワークの地域・ローカル放送局
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カル放送局（放送総局9，放送局9）を置く。
MBCは，系列社システムを採っている。本

社のほか，全国に18の地方系列社があるが，
それぞれが独立した会社であり，職員の採用に
ついては各社が独自に実施している。しかし，
系列各社の株式の51％以上をMBC本社が保
有しているため，社長の選任は本社の意向に
より決定される。近年，MBCでは経営の合理
化が進んでおり，2011年9月には韓国南東部，
キョンサンナムド（慶尚南道）の地方系列社の
統合が断行された。これにより，旧チンジュ（晋
州）MBCと旧チャンウォン（昌原）MBCが
MBCキョンナム（慶南）として統合し，旧チン
ジュ MBCはチンジュ本部（本社）に，旧チャン
ウォンMBCはチャンウォン本部となった。　

SBSは地方の商業放送各社との提携による
加盟社システムを採っている。SBSのネットワー
クに加盟する各社は1990年代以降，地域・
ローカルサービスの充実を図るために，韓国政
府が設立許可を与えたもので，経営の独立性
はKBSやMBCなどといった他のネットワーク
各社と比較するとかなり高い。1995年に「1次
民放」として開局したプサン（釜山）のKNN，
TBC（テグ放送），KBC（クヮンジュ放送），
TJB（テジョン放送），1997年に「2次民放」と
して開局したJTV（チョンジュ放送），ubc（ウ

ルサン放送），CJB（チョンジュ放送），そして，「3
次民放」として2001年に開局したG1（カンウォ
ン民放）と2002年に開局したJIBS（チェジュ
放送）がSBSと提携関係を結んでいる。

人員構成
各放送局のネットワークが採る「直轄局」

「系列社」「加盟社」といったシステムの相違
は，地域・ローカル放送局の従事者数・比率
にも反映されている。KBS直轄局，MBC系
列社，SBS加盟社の従事者数・比率はKBS
が本社を含む全従事者4,830人のうち1,596人

（33％），MBC系列社が3,853人のうち1,830
人（47％），SBS加盟社が2,146人のうち1,274
人（59％）となっている。また，記者，ディレ
クター，アナウンサーなどの放送職種に限定
して従事者数・比率をみた場合，KBS直轄
局は放送職種の全従事者2,609人のうち656
人（25％），MBC系列社は1,973人のうち878
人（44％），SBS加盟社は1,334人のうち777人

（58％）となっている 5）。
このように，地域・ローカル放送局の従事者

数・比率，とりわけ，放送職種については，そ
れぞれが独立した会社であるMBC系列社や
SBS加盟社に比べ，KBSの従事者数，比率
が低いことが歴然としている。

全従事者数 （うち地方従事者数） 全放送職従事者数 （うち地方従事者数）

KBS 4,830 1,596（33％） 2,609 656（25％）

MBC および MBC 系列社 3,853 1,830（47％） 1,973 878（44％）

SBS および SBS 加盟社 2,146 1,274（59％） 1,334 777（58％）

『2012 年放送産業実態調査報告書』放送通信委員会（KCC）を基に作成。

表1		地上放送事業者の従事者数（2011年末時点）
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ローカル放送比率
地域・ローカル放送局の人員構成は，ローカ

ル放送比率にどのような影響を及ぼしているの
か。

放送職種の職員数が相対的に少ないKBSの
場合，ローカル放送比率も低い数値となって表
れている。第1テレビジョン（1TV）は，いずれ
の地域・ローカル放送局も10％台前半の数値を
示しており，娯楽中心の第2テレビジョン（2TV）
では，ほぼ皆無といってよい（表2）。これに対
して，MBCの地方系列社はプサン文化放送の
20％からアンドン文化放送の15％まで，いずれ
の系列社も10％台後半の数値を示している（表
3）。ローカル放送比率が最も高いのは，SBS
のネットワークに加盟する地方の商業放送各社
である（表4）。「3次民放」として発足したG1
カンウォン民放とチェジュ放送の2社を除くと，
ほぼ29％から33％の間となっている6）。

KBS，MBC地方系列社，SBSネットワーク
に加盟する地方の商業放送各社はいずれも，
ローカル放送比率が事実上，定められてい
る。放送の規制監督機関である放送通信委員
会（KCC）は，放送番組の質的向上と放送の
公的責任確保のため，放送法第31条に基づい
て毎年，放送事業者を対象に放送評価を行っ
ているが，評価項目の中にはローカル放送比率
も含まれており，KCCが示した基準に基づい
て点数化される。免許更新の際に影響が出て
くるため，各社ともおろそかにできない。また，
SBSネットワークの地方商業放送各社のローカ
ル放送比率が高い理由は，放送法第69条第
6項，および同法施行令第50条第6項におい
て，地方商業放送各社は毎月，全放送時間の
15％から50％の範囲で自主編成をするよう義
務が課されていることに加え，旧放送委員会，

および，放送通信委員会（KCC）が公示により，
毎年，義務自主編成比率を少しずつ増やしてき
たためである。義務自主編成比率は，KNN，
TBC，KBC，TJBは31％以上，JTV，CJB，
ubcは29％以上，G1，JIBSは23％以上と規
定されている7）。

チャンネル ローカル放送
比率（％）

プサン（釜山）総局 1TV 14.1 
2TV 0.0 

ウルサン（蔚山）局 1TV 12.2 
2TV 0.0 

チャンウォン（昌原）総局 1TV 13.7 
2TV 0.2 

チンジュ（晋州）局 1TV 13.6 
2TV 0.2 

テグ（大邱）総局 1TV 14.0 
2TV 0.0 

アンドン（安東）局 1TV 13.8 
2TV 0.0 

ポハン（浦項）局 1TV 13.8 
2TV 0.0 

クヮンジュ（光州）総局 1TV 14.2 
2TV 0.2 

モクポ（木浦）局 1TV 14.0 
2TV 0.2 

スンチョン（順天）局 1TV 14.0 
2TV 0.2 

チョンジュ（全州）総局 1TV 14.4 
2TV 0.8 

テジョン（大田）総局 1TV 13.5 
2TV 0.0 

チョンジュ（清州）総局 1TV 14.5 
2TV 0.0 

チュンジュ（忠州）局 1TV 14.3 
2TV 0.0 

チュンチョン（春川）総局 1TV 12.8 
2TV 0.2 

カンヌン（江陵）局 1TV 12.7 
2TV 0.2 

ウォンジュ（原州）局 1TV 12.7 
2TV 0.2 

チェジュ（済州）総局 1TV 13.6 
2TV 0.2 

2011 年 11 月時点。『2012 年放送産業実態調査報告書』（KCC）を基
に作成。

表 2		KBSテレビにおけるローカル放送比率
（2011年）
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地域放送発展委員会の現状
韓国の地方都市では1990 年代，各地域に

おける文化の創造や世論形成を牽引すべく，
商業放送各社が設立された。やがて，IMF
危機によりその勢いは鈍化したが，ノ・ムヒョ
ン（ 盧武鉉）政権下の2007年1月に放送法
で「地域放送発展委員会」の設置が定められ
たことで，地域放送推進のための法的基盤が
整った。新設された放送法第 42条の2は「地
域放送の発展および地域放送コンテンツの競
争力強化と流通構造改善のため，放送通信委
員会に地域放送発展委員会を置く」ことを明
示しており，同委員会の職務について同法第
42条の4は以下の5つを挙げている。

1. 地域放送の発展のための支援計画および地
域放送に関する支援政策の審議

2. 地域放送の全国的な流通基盤の整備のた
めの施策の評価

3. 地域放送の発展のための支援に関する主要
施策の評価

4. 地域放送の発展のための教育および研究
5. その他，放送通信委員会委員長が要求しも

しくは地域放送発展委員会の目的を行うた
めに必要な事項

しかし，地域放送発展委員会に対しては厳
しい意見も出ている。地域放送発展委員会の
役割が，地域放送の発展のための各種計画の
審議や評価に限定され，直接には実行計画を
立てて執行できないとの指摘 8），地域放送の
発展，および地域放送コンテンツの競争力強
化と流通構造改善について，明示はあるもの
の，何よりも実行可能な政策を準備することが
急務であるといった指摘 9）が出ている。また，

ローカル放送比率
（％）

プサン（釜山）MBC 20.0 
テグ（大邱）MBC 19.3 
クヮンジュ（光州）MBC 18.5 
テジョン（大田）MBC 18.5 
チョンジュ（全州）MBC 19.7 
MBC キョンナム（慶南）

18.3 
［チャンウォン（昌原）本部］
チュンチョン（春川）MBC 18.3 
チョンジュ（清州）MBC 18.8 
チェジュ（済州）MBC 17.5 
ウルサン（蔚山）MBC 16.5 
カンヌン（江陵）MBC 16.8 
MBC キョンナム（慶南）

16.3 
［チンジュ（晋州）本部］
モクポ（木浦）MBC 18.3 
ヨス（麗水）MBC 18.7 
アンドン（安東）MBC 15.0 
ウォンジュ（原州）MBC 17.2 
チュンジュ（忠州）MBC 17.2 
サムチョク（三陟）MBC 16.3 
ポハン（浦項）MBC 15.9 

2011年 11 月時点。ただし，カンヌン，ウォンジュ，サムチョクは 12 月時点，
モクポは 5 月時点。『2012 年放送産業実態調査報告書』（KCC）を基
に作成。

ローカル放送比率
（％）

KNN 33.3 
TBC（テグ［大邱］放送） 31.6 
KBC（クヮンジュ［光州］放送） 30.1 
TJB（テジョン［大田］放送） 31.9 
ubc（ウルサン［蔚山］放送） 29.9 
JTV（チョンジュ［全州］放送） 29.3 
CJB（チョンジュ［清州］放送） 29.9 
G1（カンウォン［江原］民放） 24.1 
JIBS（チェジュ［済州］放送） 24.1 

2011 年 10 月時点。 た だし，TBC は 7 月時点，JTV は 5 月時点，
CJB は 11 月時点，G1 は 3 月時点。『2012 年放送産業実態調査報告書』

（KCC）を基に作成。

表 3		MBCテレビにおけるローカル放送比率
（2011年）

表 4		SBSネットワーク加盟社における
ローカル放送比率（2011年）
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国会文化体育観光放送通信委員会（以下，文
放委）所属のキム・ユンドク（金潤德）議員（民
主統合党。2013 年5月に「民主党」に党名変
更）は，2012年の文放委臨時会議において，
地方の大学の教授が1名しか加わっていない
地域放送発展委員会で，はたして地域放送の
実態把握と代案の準備ができるのか疑問であ
るなどと述べ，KCCに対して政策立案の専門
性と公正性の確保を求めている10）。

  2. 公共放送 KBS の
　　　　　地域・ローカル放送戦略

KBS 地域・ローカル放送の効率化
2000年代以降のKBSの状況を振り返ると，

実際に効率化を推し進めて，人員や予算を道
庁（日本の県庁に相当する）所在地の放送総局
に集中させてきた。

2004年，KBSはそれまで25局（9放送総局，
16放送局）あった地域・ローカル放送局のうち，
統廃合によってヨス（麗水），クンサン（群山），
ナムウォン（南原），コンジュ（公州），ソクチョ

（束草），ヨンウォル（寧越），テベク（太白）の

7放送局を廃止した。これにより，例えば廃
局となったヨス放送局やクンサン放送局の人員
は，チョルラプクド（全羅北道）の道庁所在地
であるチョンジュ（全州）放送総局に移された。

その結果，現時点においてKBSは，首都圏
をカバーする本社のほかに，9つのブロックを
設け，それぞれのブロックの拠点として放送総
局を置くとともに，放送総局の傘下に放送局を
置いている。放送総局はその多くが道庁所在
地，もしくは隣接する広域市に置かれている。
また，キョンサンナムドに隣接するプサン（釜
山）広域市とウルサン（蔚山）広域市はそれぞ
れ人口が約340万人（2010年）と108万人（2010
年）で，都市の規模が大きいため，キョンサン
ナムドとは別にブロックが設けられている。こ
こではプサンに放送総局を，傘下にウルサン放
送局を置いている（図1，図2）。

ただし，統廃合による効率化を図ったKBS
であったが，要員体制の見直しのなかで，職
員数の削減が進み，従事者数は年々減少して
いる。それにともなって，地方・ローカル放送
局の従事者数も削減され続けている。

一方でKBSは，こうした経営の効率化を

図 2		KBS の放送総局・放送局
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進めながらも，地域・ローカル放送局を活性
化させるため，番組制作予算を増やしながら，
ローカル放送比率を高めてきた。

2002 年以降，3 年ごとの放送総局・放送局
の制作費の推移を示した（表5）。2002 年に
155 億ウォン（約13億円）であった制作費は増
え続け，2011年には281億ウォン（約24億円）
となっている11）。ただし，2011年の場合は，
本社が約5,200 億ウォン（約450 億円）である
のに対し，9つの放送総局と9つの放送局の
制作費を合計しても281億ウォンであるため，
予算規模の違いは明らかである。

ここ数年，KBSの地方におけるローカル放
送比率は高まっている。もともとKBSの地域・
ローカル放送局におけるローカル放送比率は，
統廃合前の2003 年には5.4％（1TV）であっ
た。その後，2009 年に政府から，ローカル放
送比率の拡大によって，地域文化の多様性の
向上や，地域共同体の価値創造に寄与するよ
う努め，2014 年までに編成比率を15％以上に
するよう求められた 12）。ここでは『2010 年放送
産業実態調査報告書』13），および『2011年放
送産業実態調査報告書』14）を基に，2009 年
10月と2011年5月における1TVの数値を提示
した（表6）。KBSは2011年以降，それまで
一桁台にあった編成比率を10％以上とした。

KBS の地域・ローカル放送経営方針
ここまで，KBSの地域・ローカル放送局の

効率化促進とローカル放送比率向上の動きを
検討したが，こうした流れは今後も続くのか。
2013年度のKBSの放送基本計画，および経
営目標からみていく。

KBSは2012年12月，2013 年 度の放 送 基
本計画を策定した。この中で，地域放送の活
性化や地域文化発展への寄与を掲げ，具体的
な方向性として，地域局制作番組を積極的に
支援し，地域の自律性を強化すること，地域
番組の全国放送を拡大し，地域番組の編成比
率を増やすこと，地域放送の活性化を通じて
韓国社会の多様な声を反映させ，地域の視聴
者に対する放送サービスの質を向上させ，地
域文化の発展の一助とすること，などが盛り
込まれた。

また，2013 年1月には，2013 年の経 営目
標「グローバルKBS，幸福な大韓民国」が掲

（単位：億ウォン）

2002 年 2005 年 2008 年 2011 年

155.62 191.60 235.75 281.40 

「地域局放送制作費変動推移」（「2008 年決算審査是正措置処理結果」
添付資料），および『KBS 労働組合労報』（2011 年 11 月 16 日，7 面）
を基に作成。

表 5		KBS 放送総局・放送局の制作費推移

表 6		KBS 放送総局・放送局のローカル放送比率
（1TV）

　 2009 年 10 月
（％）

2011 年 5 月
（％）

プサン総局 10.4 14.7 

チャンウォン総局 8.1 13.8 

テグ総局 8.3 13.8 

クヮンジュ総局 8.1 14.1 

チョンジュ（全州）
総局 8.3 13.9 

テジョン総局 9.4 13.5 

チョンジュ（清州）
総局 9.2 13.7 

チュンチョン総局 8.5 13.4 

チェジュ総局 8.5 13.6 

『2010 年放送産業実態調査報告書』（KCC），および『2011 年放送産
業実態調査報告書』（KCC）を基に作成。
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げられ，経営目標を達成するための6 項目の
課題として，公共放送の価値拡大，魅力ある
コンテンツ制作，放送通信融合時代のメディ
ア基盤構築にともなう競争力の強化，視聴者
サービスの充実，安定した財源の確保，組織
競争力の向上が示された。

このうち，地域・ローカル放送政策に関し
ては，視聴者サービスの充実に関する項目に
おいて，「地域放送」活性化のための「地域
ニュースの広域化推進」と，「地域局間の共同
制作拡大」が提示された。

KBSの地域・ローカル放送の今後の展開に
ついて，地方と本社の関係部局との調整窓口
となる地域政策部のホ・ジョンファン（許宗煥）
部長に聞いた。

ホ部長によると，地域・ローカルサービスの
展開については，地方の視聴者の中には，ソ
ウルで制作された質の高い番組を見たい人た
ちがおり，地域・ローカルの時間帯に，ソウル
からの番組を「遮断」して，地元の放送局が
制作した番組を出すことに反対する声がある。
その一方で，地元制作の番組を好んで見る人
たちもいる。これは，ニュースについても同様
で，視聴者の好みがそれぞれ異なるためやむ
を得ない，とのことであった。

具体的施策については，まず，テレビのロー
カル制作番組の編成比率は，今後とも引き続
き増やしていき，2014 年には15％にまでもっ
ていくこと，次に，番組の質を向上させるた
めに，地方の放送総局や放送局が番組を制作
し，全国編成できるように予算の投入を行って
いることを明らかにするとともに，これらの支
援を通じて，質の高い番組が制作され，全国
放送が可能になれば，放送総局や放送局の
モチベーションも上がっていく，とホ部長は述

べた。また，最近ではローカル放送比率を高
めるため，制作費は400 億ウォン程度にまで
増やしているとのことで，2002年以降，予算
総額は約2.5 倍の規模になっているという。

このほか，ラジオの重要性についても認識
しているとし，放送総局傘下の放送局のレベ
ルでは，例えば，KBSウルサンならばこの番
組，KBSカンヌンならばこの番組といったよう
に，各地域・ローカル放送局でラジオの看板
番組を育成し，予算を組んで支援する取り組
みを始めている，とホ部長は語った。

  3. ウルサンにみる
　　　　　 ローカルサービスの現状

前章では，放送基本計画や経営目標を通し
て，KBSの地方・ローカルサービスの方向性
をみた。そこからは，KBSの地域・ローカル
サービスについて，地域・ローカル放送局間
の共同制作拡大，地域文化の発展，地域番
組の全国放送拡大，地域ニュースの広域化推
進，などといった観点で示されている。これ
らが実際，どのように行われているのかをみて
いく。本報告では韓国南東部，韓国有数の産
業都市であるウルサンの事例を取り上げるが，
これは，KBSウルサンが組織上，KBSプサン

（放送総局）傘下の「放送局」という扱いでは
あるものの，放送局のなかでは大きな特色を
持っているためである。そのひとつに，ラジオ
番組やニュース取材が中心となる放送局にお
いて，放送総局制作の番組を放送するだけで
なく，テレビ番組の制作まで行っていることが
挙げられる。放送局の制作力アップを目指し
てはいるものの，現状ではテレビ制作機能を
担っている放送局は珍しく，他にはKBSウル
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表 7　KBSウルサン基本編成表　（2013 年 4月22日～ 4月28日）
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22 日（月） 23 日（火） 24 日（水） 25 日（木） 26 日（金） 27 日（土） 28 日（日）

5
時

00KBS ニュース
10 我が故郷スペシャル

00KBS ニュース
10 我が故郷スペシャル

00KBS ニュース
10 我が故郷スペシャル

00KBS ニュース
10 我が故郷スペシャル
韓国再発見

00KBS ニュース
10 我が故郷スペシャル
韓国人の食卓

00KBS ネットワーク特
選　南島ジオグラフィー
- クヮンジュ -

00KBS パノラマ
50 あなたが変える世の中

6
時

00KBS ニュース広場
（本社）

00KBS ニュース広場
（本社）

00KBS ニュース広場
（本社）

00KBS ニュース広場
（本社）

00KBS ニュース広場
（本社）

00KBS ニュース広場 00KBS ニュース
10 故郷劇場
50 美しい人 ス々ペシャル

7
時

30KBS ニュース広場 30KBS ニュース広場 30KBS ニュース広場 30KBS ニュース広場 30KBS ニュース広場

50 南北の窓

10 韓国現代史証言 TV
自叙伝

45KBS ニュース広場
（本社）
50 人間劇場

45KBS ニュース広場
（本社）
50 人間劇場

45KBS ニュース広場
（本社）
50 人間劇場

45KBS ニュース広場
（本社）
50 人間劇場

45KBS ニュース広場
（本社）
50 人間劇場

8
時

25 朝の広場 25 朝の広場 25 朝の広場 25 朝の広場 25 朝の広場　プサン
（プサン中継）

25 朝の広場 00KBS ニュース
10 日曜診断

9
時

30KBS ニュース（本社）30KBS ニュース（本社）30KBS ニュース（本社）30KBS ニュース（本社）30KBS ニュース（本社）30KBS ニュース
40 歩いて世界へ

00 山向こうの南村には
シーズン 245KBS ニュース 45KBS ニュース 45KBS ニュース 45KBS ニュース 45KBS ニュース

10
時

00 何でも聞いてください
55TV 童話　赤い自転車

00 特別生放送　分かち合い
　幸福な大韓民国 -1 部 -

00 何でも聞いてください
55TV 童話　赤い自転車

00 何でも聞いてください
55TV 童話　赤い自転車

00 何でも聞いてください
55TV 童話　赤い自転車 30 韓国再発見

00 スカウト
50TV ショー珍品名品

11
時

00 ラブ・イン・アジア
55 正しい言葉　美しい言葉

55 正しい言葉　美しい言葉 00 クラシックオデッセイ
55 正しい言葉　美しい言葉

00 女風堂々
55 正しい言葉　美しい言葉

00 生放送　人を探します
55 正しい言葉　美しい言葉

20 現場ルポ同行 50 あなたが変える世の中

12
時

00KBS ニュース 12 00KBS ニュース 12 00KBS ニュース 12 00KBS ニュース 12 00KBS ニュース 12 00KBS ニュース
10 国楽ハンマダン

00KBS ニュース
10 全国のど自慢

13
時

00KBS 傑作選　
メリは外泊中　13 回

00KBS 傑作選
メリは外泊中　14 回

00KBS 傑作選
メリは外泊中　15 回

00KBS 傑作選
メリは外泊中　最終回

00 開かれたチャンネル
30 映像アルバム　山

00TV 批評視聴者デスク 20 高齢者，世の中に声
をかける
40ドキュメンタリー共感

14
時

00KBS ニュース
10TV 童話　幸福な世の中
15 自転車の日特選　
交通安全・環境保護教育
アニメーション
55 あなたが変える世の中

00KBS ニュース
10 正しい言葉　美しい言葉
15Hidden Champion

55TV 童話　赤い自転車

00KBS ニュース
10 2013 ボクシング国家
代表最終選抜戦

00KBS ニュース
10 恩返し商売相撲大会

00KBS ニュース
10 恩返し商売相撲大会

00 マスクマスターズ
（アニメ）

30 芋虫アニメ Larva
45 アニメ　パプよ遊ぼう

20 放送開始 86 周年
公社創立 40 周年特集
生老病死の秘密

15
時

05 グローバル成功時代
55TV 童話　赤い自転車

00 特別生放送　分かち合い
　幸福な大韓民国 -2 部 -

20 故郷劇場 50 あなたが変える世の中 50 あなたが変える世の中 00 あなたが変える世の中
10 恩返し商売相撲大会

10 恩返し商売相撲大会

16
時

00KBS 今日の経済
10KBS ネットワーク特選
　慶南 100 景完全征服
- チャンウォン -

00KBS 今日の経済
10KBS ネットワーク特選
　カモメの都市 -プサン -

00KBS 今日の経済
10KBS ネットワーク特選
　必通 - クヮンジュ -

00KBS 今日の経済
10KBS ネットワーク特選
　美しい忠北　美しい
人々 - チョンジュ - 50 美しい人々 50 美しい人々

17
時

00KBS ニュース 5
20 動物の世界

00KBS ニュース 5
20 動物の世界

00KBS ニュース 5
20 動物の世界

00KBS ニュース 5
20 動物の世界

00KBS ニュース 5
20 動物の世界

00KBS ニュース
10 動物の王国

00KBS ニュース
10KBS ニュースオンブ
ズマン
40 開かれた音楽会

40 いきいきトゥデイ　
人と世の中

40 いきいきトゥデイ　
人と世の中

40 いきいきトゥデイ　
人と世の中

40 いきいきトゥデイ　
人と世の中

40 いきいきトゥデイ　
人と世の中

18
時

00　6 時我が故郷
55 視聴者コラム　
私たちが暮らす世の中

00　6 時我が故郷
55 視聴者コラム　
私たちが暮らす世の中

00　6 時我が故郷
55 視聴者コラム　
私たちが暮らす世の中

00　6 時我が故郷
55 視聴者コラム　
私たちが暮らす世の中

00　6 時我が故郷
55 視聴者コラム　
私たちが暮らす世の中

00 愛のリクエスト

19
時

00KBS ニュース 7（本社）00KBS ニュース 7（本社）00KBS ニュース 7（本社）00KBS ニュース 7（本社）00KBS ニュース 7（本社）00KBS ニュース
10 グローバル成功時代

00KBS ニュース
10 挑戦ゴールデンベル20KBS ニュース 7 20KBS ニュース 7 20KBS ニュース 7 20KBS ニュース 7 20KBS ニュース 7

25KBS ニュース 7（本社）
30 ウリマル（韓国語）
大会

25KBS ニュース 7（本社）
30 ラブ・イン・アジア

25KBS ニュース 7（本社）25KBS ニュース 7（本社）
30 韓国人の食卓

25KBS ニュース 7（本社）
30 消費者リポート30 宝物倉庫

20
時

25 連続ドラマ　
頑張って，ミスター・キム！

25 連続ドラマ　
頑張って，ミスター・キム！

25 連続ドラマ　
頑張って，ミスター・キム！

25 連続ドラマ　
頑張って，ミスター・キム！

25 連続ドラマ　
頑張って，ミスター・キム！

00ドキュメンタリー劇場 00 講演 100℃

21
時

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

00KBS ニュース 9
（本社）

30KBS ニュース 9 30KBS ニュース 9 30KBS ニュース 9 30KBS ニュース 9 30KBS ニュース 9 20KBS ニュース 9 20KBS ニュース 9

45KBS ニュース 9
（本社）

45KBS ニュース 9
（本社）

45KBS ニュース 9
（本社）

45KBS ニュース 9
（本社）

45KBS ニュース 9
（本社）

25KBS ニュース 9
（本社）
40 特別企画大河ドラマ
大王の夢　57 回

25KBS ニュース 9
（本社）
40 特別企画大河ドラマ
大王の夢　58 回

22
時

00 歌謡舞台

55 緊急出動 24 時

00 時事企画　窓 00 放送開始 86 周年
公社創立 40 周年特集
生老病死の秘密
50Hidden Champion

00KBS パノラマ 00KBS パノラマ

50 取材ファイル K

30 世界は今 30 コンサート7080
50 イシューと人 50 海洋ネットワーク

黄金の海（プサン）
23
時

30KBS ニュースライン 30KBS ニュースライン 30KBS ニュースライン 30KBS ニュースライン 30KBS ニュースライン 20 生放送深夜討論 30KBS ネットワーク
（プサン中継）

0
時

00KBS グローバル 24
40 スポーツハイライト

00KBS グローバル 24
40 スポーツハイライト

00KBS グローバル 24
40 スポーツハイライト

00KBS グローバル 24
40 スポーツハイライト

00 名画劇場
Up close & Persona

20 舞台と客席
（プサン中継）

1
時

00KBS ニュース
10 ネットワーク文化特選

00KBS ニュース
10KBS傑作ドキュメンタリー

00KBS ニュース
10KBS傑作ドキュメンタリー

00KBS ニュース
10KBS傑作ドキュメンタリー
55TV 童話　赤い自転車

00KBS ニュース
10 独立映画館シンプルライフ

10KBS ニュース
20KBS 囲碁王戦

2
時

00 放送終了 10TV小説　愛よ，愛　10 回
50KBS ネットワーク

00TV小説　愛よ，愛　11 回
40KBS ネットワーク

00TV小説　愛よ，愛　12 回
40KBS ネットワーク

00TV小説　愛よ，愛　13 回
45 名不虚傳 40 Tタイム

3
時

25KBS スポーツ中継席
2013AFC チャンピオンズ
リーグ組別予選

30KBS 中継席　2013
チェリスト　リサイタル

05KBS 中継席　ドイツブラス・
クワイア　ジャーマン・ブラス
来韓公演

45 コンサート7080
10 錠剤ぴょんぴょん
30 人間劇場スペシャル

10 人間劇場スペシャル

4
時

45TV 童話　赤い自転車
50 放送終了 50 放送終了 50 放送終了

45TV 童話　赤い自転車
50 放送終了

40 美しい人々
50 放送終了 50 放送終了

■はローカル放送部分。



サン同様，比較的規模の大きい放送局である
KBSカンヌンしかない。また，KBSの放送総
局が置かれている都市の場合は，KBSチャン
ウォンを除き，いずれもMBCの地方系列社，
SBSネットワークの地方商業放送各社が存在
し，地上放送３社の競合状態にあるが，KBS
の放送局が置かれている都市で3 社が競合し
ているのはウルサンをおいてほかにない15）。

1984年の開局から今年で29年目を迎える
KBSウルサンは，従事者数およそ60人（2011
年末時点），放送エリアにはウルサン全域と隣
接するキョンサンナムドの一部地域が含まれる。
KBSウルサンの編成表（表7）からは，ソウル本
社やプサン放送総局からの中継，それに，独
自制作によるテレビ番組を放送していることが
わかる。カン・チョルグ（姜徹求）KBSウルサ
ン局長は，独自番組の制作を通じて，ウルサン
経済の活性化に一役買うとともに，ウルサンの
文化を創造していきたい，と抱負を述べている。

地域・ローカル放送局間の共同制作拡大
KBSウルサンでは，プサン放送総局，チャ

ンウォン放送総局と共同で，『いきいきトゥデイ
人と世の中』（月～金，17:40－18:00）を制作，
ウルサン広域市，プサン広域市，キョンサンナ
ムドを範囲とした広域放送を行っている。番
組は，地域社会の文化，生活情報などを紹
介する内容となっており，2013 年 4月におけ
るKBSウルサンの担当回では，地元のお寺の
僧侶が信者らとともに設立した野球チームの
活動を描いたドキュメンタリーや，ウルサンの
工場に勤務する人々が終業後にバイオリンやト
ランペットなどの楽器を持って集まる「勤労者
オーケストラ」の日常を描いたドキュメンタリー
などが放送された。

地域文化の反映
KBSウルサンでは，ウルサン独自の番組を

制作することで，地域文化の発展に貢献した
いと考えており，『イシューと人』（火，22：50
－23:30），および『宝物倉庫』（水，19：30－
20:25）を制作，放送している。
『イシューと人』は，ニュースや話題の中心

人物などをスタジオに招いて話を聞くといった
内容である。制作担当者は，地域制作番組
は，スケールの面でソウルの番組に比べて地
味なことも多いが，面白い，面白くないはとも
かくとして，公共放送としてなくしてはならない
ものだと考えている，と語った。

また，『宝物倉庫』については，日常生活の
中から「宝物」のような話題の発掘を試みるこ
とが番組コンセプトとなっており，以下の3つの
コーナーで構成されている。
◆トークトーク話題

ウルサンならではのとっておきの話題を見つ
けて紹介するコーナー。

◆ウルサンの味を探せ！
ウルサンでしか味わうことができない，お
いしく栄養素が豊富な食物を紹介するコー
ナー。

◆ウルサンの文化ニュースを一堂に
ウルサンの文化界の動きをいち早く伝える
コーナー。
制作担当者は，ウルサン文化の創造という

点について，料理文化の観点から，この土地
で収穫された食材を使って，地元の料理研
究家に料理を作ってもらうコーナーを設けるな
ど，地域文化の発展に貢献するための試行錯
誤を続けている，と語った。

KBSウルサンは，地域・ローカル放送局間
の共同制作拡大や地域文化の発展に積極的
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に取り組んでいるが，一方で，慢性的な人員
不足という課題を抱えている。KBSウルサン
には番組制作ディレクターが3人しかおらず，
基本的に『イシューと人』が1人，『宝物倉庫』
が2人という制作体制を組んでいる。KBS 本
社では，地域局活性化プロジェクトを設け，
2013 年3月まで，地域制作・全国放送の人間
ドキュメンタリー『世の中を生きる話』を放送し
ていた。この番組はKBSウルサンでも放送し
ていたが，制作に関しては，ウルサンを舞台
にした内容であっても，放送総局のKBSプサ
ンが行っていた。

また，地域ニュースの課題について，KBS
ウルサンでは毎日数回，30 分から2時間程
度放送されている全国ニュース枠の中で，そ
れぞれ 5 分から15 分程度の独自ニュースを流
しているが，記者の人員確保が大きな課題に
なっている。『2012 放送産業実態調査報告
書』によると，2011年末時点における記者数
はKBSウルサンが13人，ウルサンMBCが14
人，ウルサン放送が21人となっている16）。ま
た，この点に関するより詳細な記事によると，
KBSウルサン全体の取材記者に限っていうと，
人数は7人で，デスクと他の部署（ニュース番
組企画）の記者を除くと，現場の記者は5人，
ここから前日の当直を除くと，人数は3人とな
り，撮影記者も3人を配置するのがやっとであ
るという。ウルサンの他の放送局の場合につ
いても，ウルサンMBCの現場の記者は10人，
ウルサン放送の現場の記者は9人であるが，
KBSウルサンは3人の人数で10人と競わなく
てはならない状況にあるという17）。

番組制作ディレクターや取材記者の人員増
についてカン局長は，番組制作者たちは使命
感を持って業務を遂行してくれているが，彼ら

の使命感に依存し続けるのにも限界がある。
当然，本社に増員要求を行っているが，補強
はままならない。これはウルサンだけでなく，
地方共通の課題でもある，と述べた。

とはいえ，限られた人員のなかで，少しでも
公共放送として地域に貢献するために，ラジ
オの有効活用も行っている。現在，KBSウル
サンでは，8つのラジオ番組を自主制作してい
るが，産業都市ウルサンでは，多くの外国人
が仕事を得るなどして暮らしていることもあり，
昨年（2012年），司会者やリポーターすべてに
外国人を起用した番組『ハッピーハーモニー』

（月～金，17:10－17:35）を立ち上げた。カン
局長は，世界各地の故郷の話題，韓国語講
座，法律相談，生活情報，求人情報などを放
送することで，ウルサン在住の外国人が情報
から取り残されてしまうことを防ぐとともに，社
会の一員として堂 と々暮らせるような，「健全な
韓国社会」作りに貢献したいとの思いが込めら
れている，と語った。

  4. まとめ

韓国の地上放送は視聴率でみた場合，ドラ
マやバラエティーの人気が高く，KBSについて
はニュースの人気も高い。しかし，地方で制
作された番組は視聴率の上位に出てくることは
ほとんどない。だが，中央の情報だけを伝え
るというのであれば，公共放送の存在意義が
問われることになるであろう。ソウル首都圏で
制作された人気番組を地方の視聴者に届ける
ことが地域・ローカルサービスなのか，それと
も，各地域の情報を，地域に密着しながら伝
えることが地域・ローカルサービスなのか。こ
れは昔から放送が抱えてきたテーマである。
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今回，KBSへの取材で印象的であったのは，
地域・ローカルサービスの重要性を認識しつつ
も，ニューメディアが発達した現在，KBSとし
て提供するサービスはどこまでなのかを検討，
模索する担当者らの姿であった。もちろんこの
ことは韓国だけでなく，世界中の放送局にも
あてはまる。

KBSの地域・ローカルサービスの将来につ
いて，ナムソウル（南ソウル）大学校のキム・
ジェヨン（金在永）教授らは，KBSは地域民
放や地域 MBC以上に地域性を具現しなけれ
ばならず，商業的ではない番組を制作するの
はKBSだけが追求することのできる価値のあ
る役割であるといえる，とKBSに対する期待
を述べている18）。

また，KBSのみならず，地上放送全体の課
題として，クヮンジュ（光州）大学校のユン・
ソクニョン（尹錫年）教授は，財源が確保され
なければ地域放送の役割を期待することはで
きず，KBSの財源構造を受信料中心に改める
ことが必要であると指摘し19），地域放送活性
化のために財源安定化の問題を解決すること
の必要性を説いている。

その一方で，KBS 理事会の理事を務めるソ
ンゴンフェ（聖公会）大学校のチェ・ヨンムク（崔
榮默）教授らのように，現在の本社と放送総
局の体制は従属的な関係であって，この点を
改善しなければ，地域性の具現は達成できな
いと指摘し 20），直轄局システムの改善を求める
意見もある

KBSの地域・ローカルサービスの可能性に
ついては，財源の安定化問題と並行して，い
かなるサービスを実施していくべきなのか，今
後とも，活発な論議が求められよう。

　　　　　　　　　　（たなか のりひろ）
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