
はじめに

韓国の過去 年あまりの期間に映画産業ほどドラマチックな動きを見せた分野はない。

年代に映画市場の対外開放が決まり，国産映画市場（製作を含む）は崩壊するだろうと

の予想が大半であった。しかし，その後の韓国映画産業の健闘振りは見事にその予想を裏切

るものであった。全世界においてアメリカのハリウッド映画が各国の国内興行市場を牛耳っ

ているなか，韓国では自国映画のシェアが興行市場の半分ほどを保ち続け，年間を通して

本ほどの商業映画が安定的に製作されてきた。

また，韓国映画は韓流ブームに乗ってアジア圏で大きなプレゼンスを構築した。 世紀に

入り，産業のソフト・エンタテインメント化が進むなか，韓国政府は映像コンテンツの海外

展開を通じて国家イメージの改善にも成功している。ほかの国にとってみれば，韓国の事情

は羨望の的でもある。

しかし，韓国の映画産業はいくつかの難問を抱えている。映画が韓国社会における歪んだ

ナショナリズムをあおっている，映画製作が公的資金に大きく依存している，急速に拡大し

てきたシネコンにより映画ビジネスが興行に過度に依存している，といった問題が挙げられ

る。さらに今，全世界のコンテンツ産業は共通の悩みをもっている。それは 情報関連テク
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ノロジは諸刃の剣である ことである。映画ビジネスにも同じことがいえる。ユーザーの利

便性と権利者の収益性を両立させる仕組み作りが大きな課題となっているのである。

本稿は，韓国の映画産業の変遷を通観することで，映画ビジネスが如何なる問題に直面し

ているのかを明らかにしようとするものである。

．韓国映画ビジネスの概観

． 興行市場における大きな成長

まず韓国における映画ビジネスの大きさを大雑把にみると， 年の韓国の人口は 万

人で，一人当たり国内総生産（ ）は ドルであり，映画の興行市場は 億ドル，

自国映画の比重は 割強，年間鑑賞者数は延べ 億人である。

図 は， 年から 年までの韓国における自国映画の占有率と韓国人一人当たりの年

間観覧回数を表したものである。興行市場における自国映画のシェアが大きいことは，簡単

に言えば，世界の興行を席巻しているハリウッド映画に対して自国映画の繁栄を示すもので

あり，また一人当たり鑑賞回数はその国における映画産業の大きさを表す興行のバロメータ

である。

図表で 年を起点にしたのは，同年の韓国映画の市場シェア ％が史上最低のもの

だったことと，翌年から映画市場の対外開放が本格化したことを考えたためである ）。

図表からはその後の韓国における自国映画の躍進と映画市場の成長が見えてくる。

国民一人当たりの観覧回数が 回で最低値を記録した 年から見ると，国内興行市場

は 年あたりまで緩やかな回復を見せた後，急激な市場拡大を成し遂げている。一人当た

りの観覧回数が あたりから 年以降は を超えるまで伸びたことは，その間の人口変

動や入場料の引上げなどの要因を除いて単純計算すると，映画の興行市場が 倍になったこ

とを意味する。韓国において映画興行以外に僅か 年そこそこで市場の大きさが 倍に膨ら

んだ産業は 関連などいくつかの新興産業を除けばまず例がない。しかも映画興行は真新

しい分野とはいえない。その中身をのぞいてみると，韓国映画の市場シェアと一人当たりの

年間観覧回数が共に伸びていることから，自国映画の奮闘が映画市場全体を牽引し，市場拡

大に繋げてきたことがわかる。

かつて大衆の娯楽がすくなかった時代韓国人は映画をたくさん見てきていた。現在におけ

る上記のような市場拡大は、映画観覧が韓国人にとって身近なエンタテインメントとして定

着し，なかんずく自国映画への関心が高まり，それが愛着に変わったことを示している。

表 は 年と 年の映画産業関連の主要指標を比較したものである。これらの数値か

ら韓国の映画産業の躍進ぶりがよくわかる。備考欄に日本の 年の数値を参考までに入れ

た。
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）以前韓国政府はハリウッド・メジャーによるワイドリリースを規制する目的として映画のプリント本数
を制限してきた。 年までには コピーにプリントが制限され，翌年からプリントの本数制限がなくな
り，映画の量的規制は廃止された。
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． 転換期に差し掛かった興行市場

しかし，好調ぶりを見せてきた韓国映画の市場シェアは 年をピークに頭打ちし，

年には若干回復の兆しを見せてはいるものの，勢いは鈍化している。また，観覧回数が

回を越えていることから市場が一定の飽和状態に達しているとの見方も出ている。なぜかと

いうと，アメリカのように映画が家族ぐるみの娯楽になっている国を除けば，どこの国も全

人口のうち映画人口の割合は多くて 割くらいである。となると， という数値は映画

ファン一人が年間 本以上の映画を見ていることになり，その程度が限度ではないかと考え

られるからである。

一方，図 において， 年以後の韓国映画のシェア減少にも関わらず高い観覧回数が維

持されているのは，それまで失速気味であったハリウッド映画の人気復活を示唆している。

図 韓国市場における自国映画の占有率と年間一人当たり観覧回数の推移

出所 映画振興委員会（ ）の過去データを利用し，作成

表 過去 年間における映画産業関連主要指標の比較

項 目 備考（日本）

制作本数 世界 位（ ）

洋画輸入本数 封切り本数 （ ）

平均制作費（億ウォン） （推定 億円）

自国映画のシェア（％） （ ）

入場料（ウォン） （ 円）

スクリーン数 世界 位（ ）

興行収入（億ウォン） 世界 位（ 億円）

年間観客数（百万人） 世界 位（ 億人）

項 目 備考（日本）

出所 と日本映画製作者連盟のデータを参照に作成



．金融危機と産業政策がもたらした映画産業の変化

． 映画産業を変えた金融危機

韓国映画の分析において，欠かせないのが韓国社会に対する理解である。なぜかというと

映画は社会を映す鏡であり，韓国映画は激動する韓国社会を物語ってきたからである。

かつて ださい，つまらない，面白くない と馬鹿にされてきた韓国映画は如何にして変

革を成し遂げたのか。以下ではその理由を探るため韓国映画の復興期にあたる 年代後半の

韓国社会について簡単に概観しよう。

図 は 年末から 年末に至る韓国ウォンのドルと円に対する為替トレンドと韓国の

総合株価指数（ ）の推移を表したものである。

まず為替レートの変化をみると，アジア通貨危機があった 年末と米金融危機が発生し

た 年末の 回に渡って為替レートが大きく動いていることがわかる（ウォンの下落）。

年の為替変動は，金融サービス部門を対外に開放している韓国経済が世界金融経済と緊

密にリンクしている結果，アメリカで起きた金融危機の余波をまともにこうむる形でのウォ

ンの下落である。

一方， 年のウォンの下落は，アジア金融危機によるものである。外貨準備高が底をつ

き財閥グループが過剰な債務によって次々に破綻し，韓国経済がデフォルト危機に直面した

時期である。韓国では建国以来の総体的国乱として取り上げられ，この事件によって韓国企

業のすべての行動が変わったといっても過言ではない。韓国政府が国際通貨基金（ ）の

支援を受けるために実施した緊縮財政と金融の引き締めにより，高金利が持続するなか，株

価と不動産価格の崩壊，企業のリストラが後を絶たなかった。 経済 とは外から強い

られた国家経済体制の改革であり，国民すべてを巻き込んだかたちで進行してきた。
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図 ドル・円・ウォンの動きと株価総合指数（ ）

出所 韓国中央銀行（ ）の月平均値をもとに作成
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ところが，韓国映画の飛躍的成長は 経済の時期と重なる。巷では映画産業は不況に

強いと良くいわれる。その理由として不況にはみんなが現実から逃げたくなるからだともい

われる。

だが，韓国映画への関心が寄せられたのは，激変する経済，政治，社会問題を韓国映画が

うまく取り上げてきたからである。また，映画観覧が庶民の手ごろな娯楽として生まれ変

わったことが大きい。

政治の民主化（野党による政権交代），緊張緩和（朝鮮半島における平和ムードの定着），

経済危機の克服（その対策がもたらした不動産・消費バブル），経済における民主化

（財閥改革，組合運動の活性化，経済的弱者への配慮など），ワールドカップの日韓共催，

激しい企業間競争，そして先端 社会として韓国が抱える諸問題が一気に噴出した時期

と，韓国映画の復活がオーバーラップしている。その過程でナショナリズムの台頭も無視で

きない。 年当時，劇場では空前の話題作 タイタニック が上映されるなか，韓国のマ

スコミは，外債償還のため高価洋画の買い付けを控えるキャンペーンを実施したり，家のタ

ンスの中から金を集める国民運動を起こしたりと，如何にも極端な処方箋を提示していた。

国家経済の危機は前政権に対する断罪に繋がり， 年には野党による政権交代が実現し

た。偶然にも同年 月には韓国映画 シュリ が史上最大の観客動員を記録し，韓国映画復

活のきっかけとなった。

韓国経済の脆さゆえに弱くなったウォンのおかげで，ハリウッド・メジャーにとって韓国

市場の魅力は減退した。また映画製作の担い手として 年代に積極的に参入した大企業が企

業リストラによって相次いで退出し，そこで新たに登場したのが，土着の中堅映画会社と金

融資本であった。なかでも政府の肝いりで結成された映像投資組合はその後韓国映画産業に

おいて大きな役割を担うこととなった。

表 には 年の経済危機をきっかけに急速に変わった韓国社会を個人、企業、社会風

潮、その他の要因ごとに整理したものである。

． 映画産業内の変革 製作主体の入れ替え

年代後半まで，映画の製作は青田売り式の資金調達によって行われていた。地方の配

給業者兼劇場主が地方における上映権を買い取る条件で制作会社へ制作費を前金で支払った

表 経済前後の韓国社会の変化

経済以前 経済以後

個人 組織のなかで安定 個人競争の激化

企業

年功序列，終身雇用

成長優先の多角化戦略

集団主義（組織への忠誠心）

能力成果主義，グローバル化

選択と集中，利益優先

個人主義（内部告発）

社会風潮 中産層の成長，楽観的成長論
貧富差の拡大（中産層の没落）

拝金主義，日常的なリストラ

その他 縁故と学歴社会，男尊女卑
自殺，移民，早期留学，出生率の低下，

女性の社会進出の加速



り，輸入業者が興行上の成功がほぼ保証された洋画の輸入権獲得を狙って制作するというも

のであった ）。

このような映画製作に変化を起こしたのは， の登場とそれに伴う版権をめぐる競争

であった。その過程で家電メーカを中心に大企業の映画産業への参入が始まった。大企業は

既存の映画会社とは一定の距離を置きながら，新人クリエーターの発掘や斬新な企画を採用

し，市場に新たな動きをもたらした。

しかし，映画ビジネスそのものは大企業にとってそれほど魅力があるものではなく， 経

済危機に伴い，映画事業は早くも大企業の事業見直し（リストラ）の対象となった。

その後，それらの大企業と入れ替わりに登場したのが，政策資金と政府の働きかけによる

金融資本である。

現在，韓国での映画作りには主に つの関係者が絡んでいる。映画を直接作る制作会社，

製作資金を提供する映画産業関係のメイン投資家，単純投資あるいはメセナ的な目的をもつ

一般企業および個人投資家，そして最後が公的資金である政府関連機関投資家である。

それぞれの動機や目標は異なっている。制作会社はもっともクリエイティブ性が高く映画

の質を決める集団ではあるが，映画の流通（配給・興行）会社に比べ経営資源に乏しく，ス

ター俳優や監督あるいは脚本家を持たない限り利益への参画もままならない。大手映画会社

の下請け会社になるのが一般的である。

次はメイン投資家である大手流通会社である。彼らは制作への資金提供はするものの，出

来るだけ分散投資を心がけて年間を通して一定の安定的な配給とそれによるぶれない収益を

目指す。映画一本ごとの最適化よりも年間のラインアップによるトータルで稼ぐ戦略を採る

のが普通である。

番目がメセナ的な投資家あるいは一般投資家たちである。彼らにとっては，映画は文化

商品として投資対象になったり，あるいは企業の社会貢献をはじめとして，過剰利益の縮小

あるいは税金対策になったりなど，さまざまな投資目的が存在する。

しかし，韓国のように企業の歴史が浅く，資本の蓄積が乏しい場合，また映画そのものが

産業として認識されていなかった点などを考えると，どうしても政府による公的扶助が必要

になってくる。現在，映画関連の主務官庁は文化体育観光部である。

表 に投資家別の異なるスタンスをまとめた。政府の公的資金については項を改めてより

詳しく述べる。

． 政府政策の役割

年に出帆した新政権は 経済からの早期正常化をはかり，国策として情報通信強

国を標榜し， 時代のキーコンテンツとして映像産業を支援することを闡明にした。そし

てその一環として映画に関するさまざまな支援の役割を担う準政府組織として，韓国映画振

興委員会（ ）を既存の映画振興公社に替わって発足させた。
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）当時，映画会社は映画の製作と輸入を兼ねており，その特権を活かし資本を蓄積してきた。彼らが作る
国産映画は興行収入を目論んだものではなく，洋画というより興行的に魅力あるものの輸入権を獲得する
ための手段であった。輸入権は前年の製作本数が基準であった。実際の制作は関連制作下請会社によって
行われ，映画会社から彼らに興行収益の還元などはなかった。
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表 は 年に結成された映像専門投資組合の 年間の実績をまとめたものである。

年に 組合 億ウォンの基金で出発し， 年までに総額 億ウォンの投資が行

われてきた。発足時，韓国映画の年間総制作費の約 割が政府の政策資金によって賄われて

いた。 年にはこの比重が ％に達し，同年に制作された韓国映画総本数の ％にな

んらかの形で出資している。

過去 年間で 個の新規組合が成立し（存続期間は 年），創業投資会社（ベンチャー

キャピタル）が業務執行組合員になって資金の運用および管理を担当している。

実際，このような公的投資分はファンドの決算にあたり，優先損失補てんの対象になって

いる。公的機関が映画製作のリスクを優先的に負うことで一般からの出資を募る構造がこの

仕組みの特徴である。つまり映像投資組合による投資分が製作市場への呼び水の役割を果た

している。

表 韓国映画の投資主体

主 体 自己資本投資家

（制作会社）

産業関連メイン投資家

（配給，興行企業群版権

および付加市場関係者）

一般投資家

（ベンチャー投資金融

一般企業，個人）

公的投資家

（文化体育観光部，映画

振興委員会）

投資
比重（％）

目 標 安定的な制作資金の調

達，収益への参加

コンテンツの適時調達

供給および興行収入の

最大

投資収益の極大化 産業育成，雇用，国産映

画の振興，国家イメージ

創出

戦 略 リスクの負担如何に

よって持分と版権確保

投資対象の選別，版権

の確保とリスクの分

散，映画の 次活用

ポートフォリオ投

資，投資案件の選別

投資組合の結成，文化芸

術映画の支援，産業育成

など公的目標の実現

問題点 資金調達力不在による

メイン投資家グループ

の下請会社化，制作管

理能力の不足

スクリーンの飽和，興

行失敗のリスク，コン

テンツの 次活用能力

の不在

収益精算の不透明さ

ゆえに投資魅力の欠

如

損失優先負担による低収

益性，公的資金のモラ

ル・ハザード問題

主 体 自己資本投資家

（制作会社）

産業関連メイン投資家

（配給，興行企業群版権

および付加市場関係者）

一般投資家

（ベンチャー投資金融

一般企業，個人）

公的投資家

（文化体育観光部，映画

振興委員会）

表 年度別映像専門投資組合の現況と投資実績

（単位 億ウォン）

区分 合計

組合の数

新規組合の数

清算組合の数

投資規模（新規）

投資規模（累計）

の出資金

区分 合計

出所 （ ） をもとに作成。

注）投資金額の年度別累計は組合出資分の単純合計であり，組合の清算によって累計金額は変動する。



表 から見えるものは，投資組合が本格化した 年の場合，政府出資分は 億ウォ

ン，韓国映画の製作本数は 本で製作市場全体のパイは 億ウォンであった。その後，政

府出資分が最高を記録した 年を経て，韓国映画の製作本数が徐々に増加していることが

分かる。映画投資組合による政府の投資分が製作市場全体への呼び水の役割を果たした結

果，韓国映画の安定的な供給（製作）が維持されている。

表 は過去における韓国映画関連の主な出来事をまとめたものである。政治の民主化によ

る事前検閲の廃止、ハリウッド・メジャーの現地法人の進出、 年初めての対日大衆文化

市場の開放、 年文化産業振興基本法の制定と韓国映画振興委員会（ ）の設立が，

その後国産映画の製作支援目的の映像投資組合設立に繋がっている。

以上，韓国の映画産業の動きをさまざまな観点から俯瞰したが，次にその結果としての映
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表 映画製作市場全体のなか投資組合の比重

区分

市場全体の制作投資分

製作本数

投資金額のなか政府出資分

組合投資本数

区分

出所 と映画年鑑の各年度分データを参考に作成。

表 韓国映画産業の主な出来事

年 度 出 来 事

シナリオ事前検閲の廃止
ハリウッド・メジャーによる（ ）現地法人の設立

以後 （ ）順
プリント本数制限の廃止（以前 コピーに制限）

映画館における国歌提唱の廃止

通商産業部が映像産業の製造業待遇

ベンチャー・キャピタル（創業投資，新技術投資金融）が制作市場へ参入

最高裁による公演倫理委員会の事前審議に対する違憲判決

財閥系の映像事業団が市場へ参入（ビデオが興業市場の 倍）

新政権出帆，文化観光部新設，日本大衆文化開放（ 次）

文化映画の義務上映廃止

文化産業振興基本法制定

映画業は許可制から申告制へ，自律性保障

過去政権の映画振興委員会（民間主導）へ

映画振興委員会の映画振興 ヵ年総合計画発表

年まで 億ウォン投資， 本制作とシェア ％目標

日本大衆文化 次開放（劇場版のアニメの開放）

映画専門投資組合設立，映画振興基金の出資

スクリーンクォータ年間 日へ半減

文化観光部が文化体育観光部へ改称

国政広報，スポーツ，デジタルコンテンツ政策部署を統合

注）崔（ ）を参照して作成。



韓国映画ビジネスの変遷に関する一考察（崔）

画の国際取引の変化に注目したい。

． 映画の国際取引

図 は 年から現在に至るまでの映画の輸出入の数値をまとめたものである。まず，輸

入は主に，ハリウッドを中心とした商業映画とヨーロッパを中心とした芸術映画であった。

とりわけ 年は韓国が 加盟国になった年であり，経済が過熱気味をみせるなか映

画輸入は本数で 本に達し，代金は 千万ドルに肉薄した。それが，翌年はアジア金融危

機の余波を受け，映画輸入は大幅に減少した（図 参照）。その後は韓国経済が立ち直るに

つれて輸入も徐々に増えてきた。

一方， 年を境に映画輸出は本格化し，韓流ブームが絶頂期を迎えた 年頃には映画

の対外貿易が史上初の黒字を記録した。アジア市場とりわけ日本に集中していた高価取引に

よって輸出金額が急騰したからである。しかし，その後日本市場での興行成績が振るわな

かったこともあって輸出金額は 千万ドル水準に逆戻りした。但し，最近の傾向として，以

前のような版権の売り切りを避けて，劇場版権と付加版権を分けて販売したり，最低保証と

収益配分を組み合わせた複合型にしたりするなど，多様な取引形態が登場している。した

がって，輸出本数の伸びや契約内容の変更を考慮すると，輸出は数値ほどには悲観的なもの

ではない ）。

）映画とは違うものの，韓流ブームによって国際展開が本格化しているのがテレビドラマである。文化産
業統計（ ）によると， 年の地上波放送局を基準としたコンテンツの貿易収支を見るとドラマの輸
出金額は 万ドルであり，同期間中の輸入額 万ドルを大きく上回っている。

図 韓国における映画の対外収支

出所 韓国映画年鑑（ ），文化産業白書（ ）を参照して作成。



．シネコンによる興行拡大と残された問題

． シネコンによる興行拡大

韓国では 年 月，ソウルの 江辺 の開業によってシネコン時代が幕を開け

た ）。 経済危機のなか不動産価格が暴落するなかの登場であった。それによって映画

観覧がより明るく快適なものになり，多数の映画と時間帯が選べることから観客の満足度は

高くなった。

図 は 年から現在に至るまでのスクリーン数とスクリーン当たり人口の推移を示した

ものである。スクリーン当たり人口は，映画興行が盛んであった 年と 年の 万 千

万 千人であったが，シネコンが登場する 年あたりから急激な減少を見せている。これ

はスクリーン数の急増によるものである。古くなった映画館のスクラップアンドビルドだけ

ではなく，新たに出来た商業施設にはシネコンがこぞって入店するようになった。現在，ス

クリーンあたり人口は 万 千人を切ったレベルでやっと落ち着いている様子である。

韓国におけるシネコンの導入には，出店戦略が他国のそれと違う点がいくつかある。韓国

では都心部とりわけ首都圏への人口集中のため，シネコンの入店も最初から都心を狙うもの

であった。また，百貨店や複合商業施設など大規模集客施設の屋上に入店する傾向がある。

年現在，シネコン業界は首位の をはじめ，大手 社がそれぞれ直営あるいは委

託店舗を運営している。既にスクリーン基準で 割以上，売上基準では 割以上をこれら大

手シネコン会社が占めている（表 参照）。

図 はシネコンの普及が本格化した 年からのスクリーン数の動きと興行実績を並べたも
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） はドリームワークス の共同設立者である グループの系列会社で劇場運営を担当してい
る。 グループは傘下に配給会社 （韓国最大手）をもち，韓国映画だけではなく，パ
ラマウントとドリームワークスの映画も配給している。

図 シネコンによるスクリーンの増加とスクリーン当たり人口の推移

出所 データを参照に作成



韓国映画ビジネスの変遷に関する一考察（崔）

のである。図からスクリーン数の増加が興行収入の増加と軌を一にしていることがわかる。

興行収入は入場料金に入場者数をかけたものであるから，興行収入の増加には入場料金か入

場者数のいずれかが増えなければならない。韓国では鑑賞料金は最近 年間変動がなかった

ので，興業収入の増加はもっぱら入場者数の増加によるものであるといえる ）。

． 転換期を迎えている韓国映画産業

映画産業の大まかな市場規模は興行と付加市場で捉えることができる。

表 は 年から 年までの興行収入とビデオ収入をまとめたものである。韓国映画の

景気が最もよかった 年あたりを除けば，合計金額は概ね 兆ウォン前後で動いている

ことがわかる。

）韓国では平日観覧料金が最近 年間 ウォンであったが， 年 月末をもって ウォンに引き上
げられた。その効果が 年の史上初の 兆ウィンを超える興行収入を生み出した。

表 韓国シネコン業界の内訳

出所 韓国映画年鑑（ ）から引用

図 シネコンの普及と興行収入

出所 各年データを参照にして作成

劇 場 スクリーン シ ー ト

ロッテ

メガボックス

シナス

大手 社の合計

国内全体

比重（％）



この数字を見る限り，韓国の映画産業は本当に成長しているのかという疑問がわいてく

る。いくら興行部門が過去 年間で 倍も 倍も成長したとはいえ，付加市場の崩壊を考え

ると映画市場は足踏み状態ではないだろうか。

例えばカン（ ）は， 年から 年の 年間の消費者物価上昇率が ％であった

ことを考慮すると，実際映画産業は成長どころか深刻な不況期にあると主張している。

韓国における付加市場の崩壊はインターネットの不法ダウンロードが主たる原因だと言わ

れているが，果たして原因はそれだけなのか。また，なぜ韓国ではインターネットによる違

法ダウンロードが氾濫すると同時に他の国に勝る良好な劇場観覧の文化が両立しているの

か。他の国の場合なら，両者は相反するはずである。通常は，日本のように，鑑賞料金が高

いとレンタルショップの売り上げは増加するものである。

表 は付加市場の動きをまとめたものである。 セール市場は 年から需要が伸び

悩み，翌年からは ％減を見せている。 レンタル市場でさえ年々縮小の一途をたどっ

ていることがわかる。 （ ）は， 年映像物の違法ダウンロード件数が国民一

人当たり 本に至り，有料ベースの ， ，衛星 などの付加市場もすでに有名

無実の状態に陥っていると報告した。映画収益の ％が興行に依存するこのような数字はイ

ンドに次いで世界 位だとの汚名を頂戴している。

ビデオ市場を没落させた一因は，シネコンによるチケット・ダンピングに求めることもで

きる。韓国のシネコンの営業状況をみると驚かされる。一日 回上映が普通で，座席の回転

率が勝負である 箱ものビジネス だけあって，チケットのダンピング売りも盛んなのであ

る。

歪んだ韓国映画ブームの背景には， 映像産業強大国論 を盾に政府が投資組合を通じて
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表 韓国映画市場の推移

（単位 億ウォン）

年度
韓国映画

（ ）

外国映画

（ ）

興行合計

（ ）

ビデオ

（ ）

合計

（ ）
年度

韓国映画

（ ）

外国映画

（ ）

興行合計

（ ）

ビデオ

（ ）

合計

（ ）

出所 文化産業白書（ ） を一部著者が修正引用。



韓国映画ビジネスの変遷に関する一考察（崔）

資金を供給し，クレジットカード業界とシネコン業界がタイアップして鑑賞料金をダンピン

グ提供することで，観客を劇場の前に並ばせたという事実があることは否めない ）。

投資組合の発足による過度な供給サイドの流動性によって，映画の制作費は高騰し，それ

に伴うリスクはいっそう大きくなった。 年に平均純制作費 億ウォン，マーケティング

費用（ ） 億ウォンであったものが，僅か 年後の 年にはそれぞれ 億ウォ

ン， 億ウォンに膨らんでいる。巨大な制作バブルの形成である。

韓国映画市場が直面しているもっとも大きな問題は，オンライン・サービスなどの新たな

ビジネスモデルの確立が遅滞するなか，パッケージ市場が崩壊してしまったことである。す

でにメジャーのパッケージ事業部（ホームエンタテイメント）はほとんどが韓国市場を放棄

し撤退した ）。

まとめにかえて

ださい，つまらない と言われてきた韓国映画は業界内部からの危機感（ハリウッドの

現地法人の進出と直接配給，資金源であった大企業の映画市場からの退出）の高潮のなか，

政府の文化産業支援政策をうまく活用することで大きな成功を収めた。

地球上唯一の分断国家である韓国の宿命をテーマにしたスパイ物語 シュリ がハリウッ

ド大作のタイタニックを越える 万人の観客を動員したことからも，国内におけるナショ

ナリズムの台頭が韓国映画産業復活に一翼を担っていることも事実であった。

ドラマチックで波乱に富んでいる韓国社会が，その発展過程で各種規制の緩和による創作

）政府が 不景気の打開策として内需浮揚を狙い，クレジットカード会社へ規制緩和をした。それに
よってカードの新規発行数は 年の 万件から 年には 億 万件まで急増した。そのつけが，後
の 万人とも言われる信用不良者を量産し，社会問題にもなった。
）かつてパッケージビジネスはメジャー現地法人にとってもっとも安定的な収入基盤であった。しかし，
， ハード， などを利用した不法ファイル交換の氾濫によって韓国では が売れなく

なった。 年のユニバーサルとパラマウントに続いて 年にはフォックスとディズニーもパッケージ
事業部を畳んで，現地パートナーとのライセンス契約だけを維持することになった。

表 ビデオ市場の推移 （単位 億ウォン）

年度

小計

レンタル

サービス

小計

合計

年度

小計

小計

合計

出所 文化産業白書（ ） から一部修正引用。

サービスは韓国特有のビデオ鑑賞室でのサービス提供を指す。



意欲の鼓吹，呼び水としての公的資金による投資が資金調達の円滑化をもたらし，投資の好

循環構造を作り， 万人もの観客が入る韓国映画が続々誕生した。見えてきた国産映画の

可能性は更なる投資を加速化させた。また，同時期にアジア圏に吹いた韓流ブームもあい

まって，海外市場開拓に乗り出し，韓国映画の輸出拡大に繋げた。

しかし，韓国映画の快進撃はハリウッド式のブロックバスター映画作りによるものであ

り、その結果，制作費の高騰と投資収益率の悪化をもたらし，その後，映画産業全般が失速

した。

公的資金によるモラル・ハザードと制作バブルの発生，リスク管理の不徹底，国内パッ

ケージ市場の崩壊，興行市場を牽引してきたシネコンの飽和，陰りが見え始めた韓流など，

諸問題が頭をもたげている。

テクノロジの進化は の不法コピーや闇マーケットの氾濫，ネット上の不法流通（違

法 ， ハードなど）の蔓延につながり，コンテンツの制作側が報われる新しいビジ

ネスモデルは未だに確立していない。幸い， 年からは合法的ダウンロードサービスがス

タートし，一定水準での成功は収めている。今後の展開に注目したい。
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