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  はじめに

テレビによる国際放送の在り方を巡り，日本
では2006年以降，実施主体及び財源をどのよ
うにし，主な視聴対象地域をどこに定め，何を
放送していくのかなどといった点について，活
発な論議が行われている1）。世界各地の状況を
見ると，アメリカの他，ヨーロッパ地域ではイ
ギリス，フランス，ドイツ，中東地域ではカター
ルといった国々において国際放送が積極的に行
われている。一方，アジア地域の国々で海外向
け情報発信を盛んに試みているのが，東アジ
ア地域の日本，韓国，中国である。この3か国は，
地理的条件や非英語圏である点などにおいて
共通性を持つが，とりわけ韓国は中国とは異な
り，放送を取り巻く環境が日本と類似している。

韓国放送公社（KBS）は韓国を代表する放
送局であり，これまで韓国はもとより日本に
おいても，KBS に関する研究が多数報告さ
れている 2）。しかし，KBS の海外向けチャン
ネルである KBS WORLD TV（以下，KBS
ワールド）については，研究対象としてほと
んど注目されてこなかった 3）。

そこで本稿では，番組のコンテンツを豊富
に持つことを背景に，ドラマを放送の中核に
据えつつ急成長を続けるKBS ワールドを取り
上げ，KBS の資料等を基に，KBS の海外向け
情報発信の展開について検討・分析を行う。

  I.KBSワールド概況

1）実施の経緯

KBS は公共放送 4）の韓国放送公社（創立
1973年 3月）としてスタートする以前の1950
年代から，ラジオによる国際放送を実施し
てきたが 5），テレビについても2003年 7月か
ら海外への情報発信を本格的に開始してい
る。また，その前段階として，2001年 9月
には在外韓国人や韓国系の人々を視聴対象
に国際的な番組供給事業「TV KOREA」を立
ち上げ，海外の放送事業者に KBS のコンテ
ンツを廉価で供給することでニュースやド
ラマなどを放送している 6）。TV KOREA は
独立したチャンネルではないが，韓国本国の
情報を入手するツールとして高い評価を受
けて視聴者数を伸ばし，その結果 KBS は，
海外市場の開拓とコンテンツ販売による収
益面での成果を挙げた。

しかし一方で，いくつかの問題点も浮上
した。例えば，コンテンツの伝送状況につ
いて言えば，ヨーロッパ地域向けには直接
送信を行うための衛星が確保されておら
ず，全てのコンテンツを航空機で現地に輸
送する必要があり，ニュースの同時放送が
できないといったことなども問題の一つで
あった 7）。

そこで KBS は，全世界同時に24時間体制

韓国メディアの国際発信力強化
～急成長続けるKBS WORLD TV～
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でコンテンツを送出する必要があり，そのた
めには衛星の確保と専用チャンネルの保有
が必要不可欠であると判断した 8）。その結果，
TV KOREA を発展的に解消した上で，2003
年 7月 1日より新たに24時間放送の海外向け
チャンネル KBS ワールドをスタートさせた。

KBSワールドの登場で，海外におけるKBS
のコンテンツ供給は，放送事業者が必要とす
る時間分について番組単位で行ってきたもの
から，チャンネル単位へと転換した 9）。KBS
は海外向けに専用チャンネルを持つことで，
ニュースをはじめ，過去に放送したドキュメン
タリーやドラマなどの独自編成ができるように
なった。

また，在外韓国人以外の人々を視聴者とし
て取り込むため，英語字幕付き番組の制作に
も力を入れている。開局当初，KBS ワール
ドの視聴対象は TV KOREA と同様，在外
韓国人が主体であった。しかし，韓国語が分
からない韓国系の人々や，非韓国系の人々を
念頭に置きつつ，2004年 7月からは英語字幕
付き番組の放送を開始し，その後徐々に比率
を高めている。全放送時間に占める英語字幕
付き番組の比率は，2007年 5月の春の番組改
編時において62% である 10）。

2）放送目的

韓国の放送法第 54条には KBS の業務に
関する規定があり，第 1項第 5号において

「国家が必要とする対外放送（国際親善及び
理解増進と文化・経済交流などを目的とす
る放送）と社会教育放送（外国に居住する韓
民族を対象に民族の同質性を増進すること
を目的とする放送）の実施」が明記されてい
る 11）。ただし，対外放送をラジオ，テレビ

のいずれにより実施するのかについてまで
は踏み込んでいない。しかしながら，KBS
ワールドの担当者によると，KBS は自主的に

「大韓民国の文化と価値を世界に伝播する」
という大目的を掲げて海外向けに情報発信
を行っており，実施に当たっては「世界の中
の KBS と KOREA のブランド価値向上」，

「全世界韓民族ネットワークの構成」，「全世
界可視聴圏拡大による韓国文化の世界化推
進」といった運営目標を立てているとのこと
である。

3）組織

KBS ワールドは KBS 本社のグローバルセ
ンターによって運営されている。グローバル
センターは4 つのチームから構成されており
（図 1），このうちグローバル戦略チームと国
際放送チームの一部門が KBS ワールド運営
の中心的な役割を担っている。なお，以下に
記した担当職員の数は2007年 6月時点のも
のである。

グローバル戦略チーム

KBS ワールドの海外進出計画の立案から
実施に至る一連のチャンネル拡大事業，それ
に，海外市場での KBS コンテンツ販売事業
が主要な業務である。担当職員数は14人。

国際放送チーム

テレビ（KBS WORLD TV）とラジオ（KBS 
WORLD Radio）により国際放送業務を行
う。テレビについてはチーム内の一部門「KBS 
WORLD（衛星TV）」が企画，制作，編成な
どの業務に当たる。テレビを担当する職員数
は5人。
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この他，報道本部国際チームが KBSワール
ド向けに20分の英語ニュース（放送：月～金曜
日）と30分の番組（放送：土曜日）を制作してい
る。また，子会社のKBS N が委託を受けて
KBSワールドの送出業務を行っている。

4）運営予算

KBS ワールドは KBS の業務の一部と
して実施されているため，運営経費につい
ては KBS の他のチャンネルと同様，受信料
や広告料などを財源とする KBS 予算内で処
理されている。2006年の運営経費は，送
出関連費用，衛星使用料，海外マーケティ
ング経費などの直接費が約 26 億ウォン（約
3億 4,000万円：2007年 6月時点の1ウォン
=0.13円で換算）である。ただし，英語字幕

制作費は非公開であるためこの中には含ま
れていない。

5）送信体制
KBS ワールドは2機の衛星を使って送信さ

れている。送信形態は表 1の通りである。
送信はインテルサットを通じて実施されてお

り，国によってはエコスター（Echostar），シ
ノサット（Sinosat），アラブサット（Arabsat）
などで再送信される。また，アメリカ地域向
けについては，インテルサット8（Intelsat8）
をアメリカ西海岸で受信し，インテルサット9

（Intelsat9）で再送信することで南北アメリカ
全域をカバーしている。KBS ワールドの送信
体制は，基本的には NHKのテレビ国際放送

「NHK ワールド TV」と同じである。

　　　　　　　　　図1　KBS 本社組織図　　　（2006 年12月 31日基準）
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  II. 活発化するKBSワールドの海外展開
1）編成方針

KBS ワールドは2007年 5月 21日に春の改
編を実施した。その際，「グローバルチャン
ネル競争力強化」と「KBS ブランドと韓流拡
散」という2 つの編成方針を示した。
「グローバルチャンネル競争力強化」につ

いては，「英語字幕プログラムの編成比率大
幅拡大」を推進し，全放送中の英語字幕付き
番組比率を50%（2006年秋の改編時点）から
62% に引き上げることで，KBS ワールドの
海外進出を促し，韓国系の人々だけでなく，
非韓国系の人々も楽しめるグローバルチャン
ネルとしての基盤を構築するとしている。

また，英語ニュース（日本向けには放送さ
れていない）についても，放送枠が15分から
20分に拡大することとなった。
「KBS ブランドと韓流拡散」については，

2006年秋の改編時の編成方針をそのまま引き
継いだものである。秋の改編により『大河ドラマ

（Historical Drama）』，『KBSアンコールドラマ
（KBS WORLD Drama Encore）』，『科学カフェ
（Science Cafe）』など KBS の自信作の編成強
化に続いて，韓国語のみで放送されている複数
の娯楽番組（ミュージックショー，トークショー
など）にも英語字幕を付けることで，KBSブラ
ンドと韓流拡散の強化につなげるとしている。

また，春の改編によりスタートした KBS の国
内向け番組をKBSワールドでも積極的に放送
することで，韓国を代表するチャンネルとして競
争力を強化する方針を打ち出している12）。

このように，英語字幕付き番組の拡大に的
を絞り込んだところに春の改編の大きな特徴
がある。

2）番組内容
2007年春の改編により10本の新番組がス

タートした。以下に主なものを記しておく。

Documentary “Three Days”（ドキュメンタリー 3日）
「特定の空間」を72時間観察することに

よって，社会の断面を描くというコンセプ
トのドキュメンタリー番組。

Big Mamas   （ビッグママ）
育児専門のノウハウを持つビッグママ

（お婆さん軍団）が親の悩みと苦労を解決す
る娯楽情報番組。

Time to Meet, Time to Love （その人に会いたい）
生き別れになった家族を探し出して再会

させる対面番組。
Adventure into Dramas （TV探検 素敵な友人たち）

ドラマの撮影現場やドラマの比較分
析，また，名場面や NG 特集なども含め
て過去に KBS で放送したドラマの再構
成によるバラエティー番組。

表1　KBSワールドの使用衛星

衛星 受信エリア 周波数帯 映像規格

Intelsat 8 アジア，オセアニア，
太平洋，北米の一部 C-Band NTSC

Intelsat 10 アジア，オセアニア，中東，
アフリカ，ヨーロッパ C-Band PAL

（2006 年 5月時点）
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表 2　KBSワールド基本編成表 （2007年 5月 21日施行）

（KBSワールド資料「KBS WORLD Basic Schedule」を基に作成）

ソウル パリ ジャカルタロサンゼルス
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なお，基本編成については表 2の通りである。
分野別の編成比率は，報道 17%，教養 33%，
ドラマ 28%，娯楽 23%となっている。また，本
放送と再放送の比率は，71対 29となっている。

3）ベーシックチャンネルとして展開

KBS ワールドはここ2年の間で，視聴世帯
数を急増させている。2005年 12月時点で10
か国 452万世帯であった視聴世帯数が，2007
年 3月時点では，日本，アメリカ，フランス
など40 か国 3,223万世帯となっている。

海外展開については，衛星放送やケーブル
テレビによる基本料金での視聴が可能なベー
シックチャンネルへの進出が基本方針である。
プラットフォーム事業者は視聴者の要望など
を基にしながらベーシックチャンネルを選定し
ているが，番組を供給する側にとっては，ベー
シックチャンネルで放送することができるか否
かは，視聴世帯数を拡大する上で大変重要な
ポイントである。CNNやBBC以外の外国チャ
ンネルにとって，ベーシックチャンネル進出は
容易なことではない。しかし，KBS ワールド
は韓流ブームという追い風に乗り，基本的に
はコンテンツの供給などによる対価をプラット
フォーム事業者から受け取るものの，同時に，
営業上の努力によって，可能な限りベーシッ
クチャンネルへの進出を試みている。そして，
より多くの人々に番組を見てもらうことで KBS
のブランドイメージを高め，海外におけるコン
テンツ販売などの事業を有利な条件で進める
とのスタンスに立っている。

その結果，海外でのベーシックチャンネル進
出が進んだが，その代表例としてはまず，2005
年 10月のアメリカ大手衛星放送事業者エコス
ターでの放送開始が挙げられる。続いて11月

にはフランスで衛星放送に進出している。
2006年に入ると6月にはサウジアラビアやエ

ジプトなど中東地域の22 か国約 2,000万世帯
を対象に衛星放送を開始，アジア地域でも同じ
く6月にタイ，10月にシンガポール，香港などで
ケーブルテレビによる放送を始めている。なお，
2006年は日本に進出した年でもある。

2007年は中南米地域を中心として，1月にコ
スタリカ，4月にペルー，ボリビアでケーブルテ
レビによる放送を開始した。

4）アメリカ・日本・中国を重視

ベーシックチャンネルによる海外進出と並
ぶもうひとつの基本方針は，アメリカ，日本，
中国の3 か国については，それぞれの状況に
合わせて，独自の地域戦略を立てて対応して
いるという点である。

各国とも韓国系住民の数が多く，韓国に対
する影響力が大きい国々である。また日本の場
合は，韓国の番組コンテンツに対する市場規
模が大きく，さらに中国の場合は，市場規模
のみならず，将来的な市場としての潜在力をも
併せ持っている。

そのため，KBS はまず2004年 7月，アメリ
カに現地法人 KBS America（ロサンゼルス）を
設立し，アメリカ国内でのコンテンツ販売やケー
ブルテレビ進出事業などに乗り出した。

日本においても2005年10月，ケー・ビー・エス・
ジャパン株式会社（東京・港区：以下，KBS 
JAPAN）を設立している。日本におけるKBS
ワールド運営の一切を取り仕切るKBS JAPAN
については，次の章で詳しく扱うことにする。

中国については KBS ワールドを展開するた
めの基盤整備を推し進めているところである。
放送事業の運営において諸々の制約がある中
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国で，KBS がどのような舵取りを行うのかは，
中国進出を模索する各国の放送事業者にとっ
ても重要な課題である。

  III.日本におけるKBSワールドの展開

1）KBS JAPANの運営方針

KBS は子会社の株式会社 e-KBS を通して，
日本の現地法人 KBS JAPAN（資本金 2億
1,500万円，2007年 2月時点における職員数
は KBS 及び KBS メディアからの派遣を含め
て17人）を設立した。設立目的は「日本におけ
るチャンネル及びコンテンツ事業を直接行い，
民間支援の文化交流を通して韓流を維持，拡
散させ，関連事業を通した収益拡大及び国益
増進を図る」ことにある13）。

主な業務は「日本国内における放送事業」，
「放送プログラムの企画，制作及び販売」，「放
送プログラムの広告企画，制作及び販売」，「著
作権，著作隣接権などの知的財産権の販売，
使用許諾及び管理」，「放送プログラムの録画
物，録画物の企画，制作及び販売」，「上記各
号に関連した付帯事業」である。

日本で放送されているKBS ワールドは，
他の国々に向けて放送されているKBS ワー
ルドとは別編成になっている。これは KBS 
JAPAN が，海底光ケーブルを通して KBS 本
社から送られてくる4 つのチャンネル 14）を24時
間受信し，「韓国を日本に正しく伝え，民間レ
ベルでの日韓の相互理解を深めること」という
方針に基づいて編成を行っているためである。
KBS JAPAN の （ワン・ヒョンチョル）
社長は，日本での主な視聴層を韓国からの駐
在員や在日韓国人だけに限定せずに，日本人
にまで拡大することを目指していることや，放

送開始の初期段階においては，日本人に人気
のあるドラマを集中的に編成していくことを明
らかにしている15）。

2）番組内容

2007年 6月時点で放送中の主な番組は以下
の通りである。

● 報道

韓国国内向けに放送している1時間枠
ニュースを1日 3回生放送している。
『ニュース広場』

（月～土 6：00─ 7：01）
『生放送 KBS ニュース 8』

（日 8：00─ 8：11）
『生放送 KBS ニュース 12』

（月～金 12：00─13：01）
『生放送 KBS ニュース 9』

（月～金 21：00─22：01）
（土・日 21：00─21：42）

● 教養

『VJ 特攻隊』
ビデオジャーナリストが主体となって制作し

たドキュメンタリー番組。
『歴史スペシャル』

バーチャルスタジオ（Virtual Studio）と
3D グラフィックを使って韓国の歴史を紹
介するドキュメンタリー番組。

『5 千万人の一級秘密』
個人の「秘密」を公開する視聴者参加型番

組。例えば「声の秘密」では，「女性の声を持つ」
男性や，声だけを聞いて似顔絵を描く人が登
場し，取材を通して声帯の秘密を明らかにし
ていくといった構成になっている。
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● ドラマ

短編ドラマから200話を超える連続ドラマ
まで，多種多様な KBS 作品を放送している。
『幸せな女』 （2007 年作品）
『19 の純情』 （2006 年作品）
『ウェディング』 （2005 年作品）
『張禧嬪（チャン・ヒビン）』（2002 年作品）
『東洋劇場』 （2001 年作品）

● 娯楽

『スターゴールデンベル』
歌手，俳優，お笑い芸人，スポーツ選手

など20人が登場するクイズショー番組。クイ
ズで出演者が獲得した賞金は奨学金として積
み立てられ，苦学生のための支援活動に使わ
れる。

『全国のど自慢』
番組の基本構成は，『NHKのど自慢』とほ

ぼ同じ。番組開始は1980年である。国内は
もとより，韓国人や韓国系の住民が多い国々
からの中継も行われ，また，2003年には朝
鮮中央テレビとの共同制作で「ピョンヤン編」
が放送されている。

日本で放送されている KBS ワールドの分
野別編成比率は，報道 10.5%，教養 9.2%，ド
ラマ 64.9%，娯楽 15.4% である。KBS 本社
から直接他国に向けて実施される KBS ワー
ルド英語放送の編成比率（報道 17%，教養
33%，ドラマ 28%，娯楽 23%）との比較からも，
日本ではドラマに極めて大きな比重が置かれ
ていることが分かる。

番組全体では79.5% に日本語字幕が付いて
いる。ドラマで100%，音楽，バラエティー
などの娯楽で68%，教養で67% となっている。

ただし，報道については字幕は付いていない。
なお，字幕制作業務については，KBS 

JAPAN が日本国内の複数の会社に委託して
いる。この他にも KBS JAPAN は，民間業
者が発行する月刊誌『KBS ワールドガイド』
の発行に関わるなど，KBS ワールドの普及
に向けて外部パワーを上手く取り込みながら
運営の基盤を固めつつある。

3）運営実績

KBS JAPANによる衛星放送及びケーブル
テレビへの進出は，2006年 3月のスカイパー
フェク TV! による衛星放送進出からスター
トした。ケーブルテレビについても同年 10
月に日本国内最大手のジュピターテレコム

（J：COM）を通して放送を開始し，視聴可能
世帯数は双方合わせて143万世帯となった。
2007年 4月からは新たにケーブルテレビ足立
など4 つのケーブルテレビ局でも放送を開始
し，視聴可能世帯数は153万となった。

日本市場における KBS ワールドの受容実
態については，順調に視聴者を獲得している
状況にあると考えられる。例えば2006年 10
月における J：COM の視聴率集計によると，
KBS ワールドは J：COM のデジタルベーシッ
クチャンネルのうち，関東地区，関西地区を
合わせた総合視聴率で8位，このうち関西地
区に限ると4位という結果を出している 16）。

  成功要因と今後の課題

これまで KBS ワールドの概況と海外展開
の方策を中心に見てきた。KBS はテレビによ
る海外向けの情報発信に関しては比較的ス
タートが遅かったが，2005年後半以降，急
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速に KBS ワールドの海外展開を図ることで
成果を挙げている。

成功要因としては韓流ブームの影響による
ところが大きいが，韓流コンテンツを豊富に
保有しており，既存のコンテンツに字幕を載
せるだけで海外向けの人気コンテンツが再生
産されるという点も有利に働いている。

KBS ワールドは，韓流ドラマのコンテン
ツホルダーとして KBS が置かれている有利
な状況をより効果的に利用することによっ
て，できる限り多くの視聴者を獲得してブラ
ンド力を高めるために，ベーシックチャンネ
ルでの海外進出展開を図っている。

ただし，ベーシックチャンネルによる展
開もさることながら，ターゲットとする国を
絞り込んで展開を図っていることが，成功の
大きな要因である。ターゲットとするアメリ
カ，日本，中国のうち，アメリカには200万
人以上の韓国人及び韓国系アメリカ人が暮ら
していて需要も多い。日本については日本人
の視聴者が多いため，韓国語や英語とは別途
コンテンツを処理する必要があるが，すでに
言及したように日本法人を設立して日本語に
よる情報発信を展開しており，大手ケーブル
テレビでのベーシックチャンネルによる放送
で，BBC や CNN 並みの視聴環境を整えつつ
ある。

さて，ここ数年における KBS ワールドの
成功要因を見てきたが，今後の課題として以
下の2点について触れておく。

第 1点は，新たなコンテンツの開発について
である。海外進出の成功は韓流ブームによる
ところが大きいが，将来的にはドラマ以外のコ
ンテンツ開発によってKBSワールドの人気をさ
らに強化していくことが可能である。KBS は

ドラマのみならず，報道，教養，娯楽の各分
野で様々な番組を制作しており，良質な番組も
多い。そのため，ドラマ以外にも韓流ブーム
の影響に左右されにくいもうひとつの柱となる
分野を開拓することで，より安定的な運営の
実現が達成できるであろう。

第 2点は，中国進出により生じる諸問題へ
の対応についてである。中国政府機関を相手
に長期にわたって交渉を続け，一定の進展を
見せているものの，今後の KBS ワールドの
具体的な展開については未知数である。現
時点においては，中国側の動向次第で，KBS
ワールドの運営は大きな影響を受ける状況に
ある。また，韓流ドラマの人気が高い中国
では，著作権に対する意識の向上が今後の課
題となっており，中国進出に当たっては KBS
ワールドで放送したドラマが不正に複写され
て，海賊版として出回るといった問題への対
処も不可欠である。中国進出にともなうこれ
らの問題については，早急に有効な手立てを
講じる必要性が出てくるであろう。

（たなか のりひろ）
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注：
1）2006 年初頭から半年間，竹中平蔵総務相（当時）

の私的懇談会「通信・放送の在り方に関する懇
談会」と，自由民主党の片山虎之助参議院幹事
長（当時）が小委員長を務める電気通信調査会
通信・放送産業高度化小委員会は，それぞれ通
信と放送の改革実現に向けて論議を行った。そ
して，NHK 組織改革などを巡る双方の相違点
を調整した結果，同年 6 月 20 日の「通信・放
送の在り方に関する政府与党合意」により，政
府と与党の間における合意がなされ，新たに外
国人向けの映像による国際放送を早期に開始す
ることが盛り込まれた。これを受け，総務省の
情報通信審議会の下に設置された「映像国際放
送の在り方に関する検討委員会」（2006 年 9 月
4 日から 2007 年 3 月 30 日までの計 8 回）にお
いて，新たな映像国際放送実施に向けて具体策
が検討された。

2）一例として，当研究所においても，塙和磨「韓国 
広告収入依存からの脱却をめざす KBS」（『放送
研究と調査』第54巻第8号，2004年 8月，3─13頁）
や，米倉律「韓国 KBSのパブリック・アクセス」

（『放送研究と調査』第56巻第10号，2006年10月，
32─43 頁）などの研究が発表されている。

3）主な先行研究としては，黄禹燮「TV 
 

（TV 国際放送‘KBS World' のチャンネ
ル運用と編成戦略に関する研究）」（『放送文化
研究』第 15 巻 1 号，KBS 放送文化研究所，ソ
ウル，2003 年 6 月，195─221 頁）や，金相根

「
（国際衛星放送のチャンネル運営戦略に対する
考察）」（『東西言語』第 15 号，韓国外国語大学
校言論情報研究所，ソウル，2003 年 7 月，25─
45 頁）などがある。黄禹燮氏は，TV KOREA
の担当者として，在外韓国人などを対象とした
国際衛星放送業務に携わった経験を持つ。また，
金相根氏も，TV KOREA 衛星放送局長の職位
にあった人物である。いずれの論文もKBSワー
ルドが始まった時期に発表されたものであり，
その後状況は大きく変化している。

       なお，KBS ワールドについてであるが，KBS
が通信衛星を使って海外の放送局やケーブルテ
レビ局に番組を提供するための配信チャンネル
であり，韓国の放送法上の「放送」ではない。
とはいうものの，一般的には「国際放送」とし
て認識されている。

4）韓国では「公営放送」という名称が使われている。
5）1953 年 8 月15日に「自由大韓の声」（Voice of 

Free Korea）として韓国駐留米軍向けの中波に
よる英語放送を開始。その後 1973 年に「Radio 
Korea」，1994 年に「Radio Korea International」，
2005 年に「KBS WORLD Radio」と名称を改め，
現在に至る。KBS日本語放送『KBS日本語放送 
半世紀の物語』（韓国放送公社，ソウル，2005 年
12月1日，114─116頁）。

6）なお，TV KOREA の前段階として，韓国初の
商用衛星「ムグンファ 1 号」（1995 年 8 月）と

「ムグンファ 2 号」（1996 年 1 月）の打ち上げ
を受けて，KBS は 1996 年 7 月から衛星試験放
送をスタートした。そして，2000年 3月には「統
合放送法」の施行により，衛星放送実施のため
の法制度面の整備が進み，KBS は海外向けの
情報発信に本格的に取り組み始めた。

7）金相根，前掲論文，36 頁。
8）7）に同じ。
9）李銀美「 （海外放送発

展戦略研究）」（放送委員会，ソウル，2004 年
12 月，25 頁）。

10）全放送時間からニュースなどの生放送部分を除
いた場合，英語字幕付き番組の比率は 81% に
上昇する。

11）韓国放送法第 54 条における「対外放送」は，「国
際放送」と同義であると解する。

12）KBS ワールドの編成部門が作成した資料「KBS 
WORLD 2007 （KBS 
WORLD 2007 春のプログラム改編案）」による。
ま た，「KBS WORLD 2006 

（KBS WORLD 2006 秋のプログラム改
編案）」では，2006 年秋の編成方針として，「チャ
ンネル国際競争力強化」，「KBS ブランド及び
韓流の拡散」，「地域別に合わせた編成戦略強化」
の 3 点が示されている。

13） KBS JAPAN が 2007 年 2 月にまとめた資料
「 （一般現況）」による。

14）報道，教養，時事中心の「KBS─1」，文化，
娯 楽 中 心 の「KBS─2」， 海 外 向 け の「KBS 
WORLD」，ドラマ専門の「KBS Drama」を指す。

15）『朝鮮日報 JNS』（2006 年 1月15日付）
< h t t p : / /w w w . c h o s u n o n l i n e . c o m /
article/20060115000006> （アクセス日：2007
年 6月30日）。

16）『京郷新聞』2006 年 12 月 16 日，16 面。




