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第６章 著作権法 
 

1．改正著作権法 

 2011 年 6 月 30 日付改正著作権法(法律第 10807 号、施行 2011 年 7 月 1 日)は「大韓民国

とヨーロッパ連合およびその会員国間の自由貿易協定」(いわゆる韓 EU FTA である)を履行す

るために、▶著作権の保護期間を著作者死後 50 年から死後 70 年へ延長し、▶公衆の接近が可

能な場所で放送の視聴と関連して入場料を受ける場合に限って放送事業者の公演権を認め、▶

オンラインサービス提供者を単純導管、キャッシング、ホスティング、情報検索の 4 種類の類型

に分けて、各類型別の免責要件を明確にし、▶技術的保護措置の無力化を禁止するものの、禁止

に関する例外を設定している。 

 一方、2011 年 12 月 2 日付改正著作権法(法律第 11110 号、施行 2012 年 3 月 15 日)は「大

韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定および大韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定

に関する書簡交換」(いわゆる韓米 FTA である)の合意事項によって、▶複製の範囲に一時的格

納(貯蔵)を追加し、▶著作物の通常の利用方法と衝突せず著作者の正当な利益を不当に損なわな

い場合には、著作財産権者の許諾を受けずに著作物を使用できるようにするなど公正利用制度

を導入し、▶出版権とプログラム排他的発行権の場合にのみ認められている排他的権利を全て

の著作物の発行および複製・伝送に設定できるように排他的発行権制度を導入し、▶放送を除い

た著作隣接権の保護期間を 2013 年 8 月 1 日から 50 年から 70 年へ延長するなどの改正をし

た。 

2016 年 3 月 22 日付改正著作権法(法律第 14432 号、施行 2016 年 9 月 23 日)は、▶「レコ

ード」の定義にデジタル音源が含まれるか否かが不明していたことと、「販売用レコード」の範

囲をめぐって市場で混乱が生じていることから、「レコード」の定義に音をデジタル化したもの

を含むと明記し、「販売用レコード」を「商業用レコード」と改正し、▶ 公正利用条項において、

様々な分野で著作物利用行為の活性化を図るために「報道・批評・教育・研究など」の公正利用

の目的を削除し、公正利用の判断に際して考慮すべき事項のうち「営利又は非営利性」を削除し、

▶著作権保護センターと韓国著作権委員会に二元化されている著作権保護業務を統合し、「韓国

著作権保護院」の設立根拠および業務規定を導入した。 

 

2．保護対象 

2-1  著作物の意義 

 著作権法第 2 条第 1 号が規定している著作物は、「人間の思想又は感情を表現した創作物」を
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言う。著作物は、文学・学術または芸術の範囲に属する人間の知的・文化的活動のあらゆる領域

に属するものを含む概念であって、創作性がなければならない。また、思想や感情それ自体は著

作物になり得ず、外部に表現されなければならないが、媒体に固定されている必要はない。 

 

2-2  著作物の保護範囲 

 著作物となるためには、思想や感情が外部に表現されたものでなければならないので、その保

護対象は、思想や感情の表現に限定され、アイディアそれ自体は保護対象でない。したがって、

具体的な事件で法院が著作権侵害を判断するために 2 つの著作物間の実質的な類似性を判断す

る場合も、アイディアは比較対象から除外されて表現の独創的な部分だけを判断する。 

 

2-3  著作物の類型 

 著作権法第 4 条では、著作物を表現形式により、 

① 小説、詩、論文、講演、演説、脚本などの語文の著作物 

② 音楽の著作物 

③ 演劇及び舞踊・無言劇などを含む演劇の著作物 

④ 絵画・書芸・彫刻・工芸・応用美術の著作物その他の美術の著作物 

⑤ 建築物・建築のための模型及び設計図書を含む建築の著作物 

⑥ 写真及びこれと類似の製作方法で作成されたものを含む写真の著作物 

⑦ 映像の著作物 

⑧ 地図・図表・設計図・略図・模型その他の図形の著作物 

⑨ コンピュータプログラムの著作物 

に分けて例示している。 

 この他にも著作物は、成立の順序によって①一次的著作物と②二次的著作物に、著作者の数に

よって①単独著作物と②共同著作物に分けられ、この他に特殊な著作物として編集著作物があ

る。 

 著作権法は、著作権と別途に著作物の解釈者または転達者として創作に準ずる活動を通じて

著作者と一般公衆の間を媒介し著作物を転達、流通させる役割をする実演者などに著作権に隣

接した権利、すなわち、著作隣接権を付与することによって特別に保護している。著作隣接権の

対象になる著作隣接物は、実演、レコード、放送であるが、実演者の権利とレコード製作者の権

利により厚い保護を与えている。 

 この他にも、 排他的発行権者、出版権者およびデータベース製作者は別途保護されるし、映

像著作物およびコンピュータプログラム著作物については著作権法に特例が規定されている。

また、コンテンツ製作者の営業に関する利益は、コンテンツ産業振興法で保護される。 
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3．著作者の権利 

 著作者が著作権法により有する著作権は、著作人格権と著作財産権に分けられる。 

 

3-1  著作人格権(著作権法第 11 条～第 15 条) 

 著作人格権は、自己の著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利であって、一

身専属的な権利である。著作権法に規定された著作人格権には、公表権、氏名表示権および同一

性維持権がある。 

 

3-2  著作財産権(著作権法第 16 条～第 22 条) 

 著作財産権は、著作物の利用から発生する経済的利益を保護する権利であって、他人にその権

利を譲渡できる。著作権法が規定している著作財産権には、複製権、公演権、公衆送信権、展示

権、配布権、貸与権、二次的著作物作成権がある。 

 

表：著作財産権の類型 

類型 概念および特徴 

複製 

一時的または永久的に有形物に固定し、または有形物として再度製作す
る行為 
例)音楽の録音、論文の複写、美術品の写真撮影、設計図により建築物の
施工など 

公演 

著作物を上演・演奏・歌唱・演説・上映その他の方法で一般公衆に公開す
る行為 
著作物の複製物を再生して一般公衆に公開 
同一人の占有に属する連結した場所内でなされる送信(伝送を除く)を含
む 
例)カラオケなどで伴奏機器により音楽著作物を利用する行為、デパート
で顧客のために音楽放送をする行為 

公衆送信 

伝送 

公衆送信のうち、公衆の構成員が個別的に選択した時間と場所
で接近できるように著作物などを利用に提供することをいい、
これによって行われる送信を含む 
例）インターネットを通じた音楽やソフトウェアのダウンロー
ドサービス 

放送 
公衆送信のうち、公衆に同時に受信させる目的で、音、映像ま
たは音と映像の送信 
1 対多数および同時性を帯びた公衆に対する一方向の送信 

デジタ
ル 

音声送
信 

公衆送信のうち、公衆に同時に受信させる目的で公衆の構成員
の要求により開始されるデジタル方式の音の送信 

展示 美術著作物、建築著作物または写真著作物の原本またはその複製物を一
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般公衆が自由に観覧できるよう陳列しまたは掲示する行為 

配布 

著作物の原本またはその複製物を公衆に譲渡または貸与する行為 
ただし、配布権には「最初の販売原則」が適用され、著作物の原本などを
販売などの方法で取引に供した後は、その原本などの配布権を改めて行
使することはできない。 

貸与 
商業用レコードまたは商業的目的で公表されたプログラムを営利の目的
で貸与する行為 

二次的著作物作成 
原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映像製作などの方法で二次的著作物
を作成し利用する行為 

 

 なお、「公衆送信」とは、放送・伝送・デジタル音声送信を包括する上位概念として従来の放

送、伝送、デジタル音声送信のうち、いずれにも属さない形態の伝達形態まで含む。これは「著

作物を公衆に受信または接近(アクセス)させる目的で無線または有線通信の方法によって送信

し、または利用に供すること」と定義され、例えばリアルタイム音楽ウェブキャスティングや動

画像の一斉配信を放送とみるべきか伝送とみるべきかという解釈上の問題を払拭している。 

 

4．著作権の保護期間 

4-1  原則 

 著作権は著作した時から発生し、著作権の成立に何ら手続や形式が要求されない。 

 著作財産権は、原則として著作者の生存中および著作者の死亡後(共同著作物である場合、著

作財産権は最後に死亡した著作者の死亡後)70 年間存続し、無名または広く知られていない変名

が表示された著作物の著作財産権は公表された時から 70 年間存続する。ただし、この期間内に

著作者が死亡してから 70 年が過ぎたと認定するだけの正当な事由が発生した場合、その著作財

産権は著作者が死亡した後 70 年が過ぎたと認められるときに消滅したものとみなす。著作財産

権の保護期間は、著作者が死亡しまたは著作物を創作もしくは公表した翌年から起算する。 

 

4-2  特例 

① 団体名の著作物及び映像著作物は公表した時から 70 年間存続し、創作した時から 50 年以

内に公表されない場合には、創作した時から 70 年間存続する。 

② 新聞・雑誌のような定期刊行物や百科事典のような逐次刊行物の公表時期は、毎冊・毎号ま

たは毎回の公表時を公表時期と見て、一部分ずつ順次公表して完成する順次著作物におい

ては最終部分が公表された時を公表時期と見るものの、継続されるべき部分が 3 年以上中

断した場合には、その時まで公表された部分のうち最後の部分が公表された時を公表時期

とする。 
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4-3  外国人著作物の保護期間 

 著作財産権の保護期間を 30 年から 50 年に拡大した 1987 年 7 月 1 日施行の著作権法は、外

国人の著作物保護に対する不遡及の原則を規定した世界著作権協約とジュネーブレコード条約

を援用して外国人著作物に対する遡及保護を認めず、世界著作権協約が発効した 1987 年 10 月

1 日以降に発行された外国人著作物のみを保護した。その後、外国著作物に対する溯及保護を原

則とするベルヌ条約が 1995 年 1 月 1 日発効したことに伴い、1995 年に著作権法の改正を通

じて遡及保護に関するベルヌ条約を受け入れることによってその改正前法によって保護されな

かった 1987 年 10 月 1 日前に公表された外国人の著作物のうち、1957 年以降に著作者が死亡

したり団体名義の著作物が公表された外国人の著作物(「回復著作物」)に対する遡及保護が可能

になった。 

 1995 年に改正されて 1996 年 7 月 1 日に施行された旧著作権法の附則により、遡及原則が

適用される外国人の著作物およびレコードのうち同法施行前に公表された著作権と実演者およ

びレコード製作者の権利は、当該回復著作物などが韓国で保護されていたならば認められたで

あろう保護期間の残余期間の間存続する。これをまとめると、外国人である著作権者が 1957 年

以後に死亡したか、1957 年以後に公表された団体名義の著作物である場合には、その死亡日ま

たは公表日の属する年度の翌年度から起算して、韓国の著作権法の定める保護期間の間に保護

を受けられることになる。 

 

5．著作隣接権、出版権および製作者の権利 

5-1  著作隣接権 

著作権法は、著作権者が有する著作権以外に、実演者、レコード製作者および放送事業者の各

実演、レコードおよび放送に対し、これを著作隣接権として保護している。 

 

 著作隣接権には、 

① 実演者が有する複製権、配布権、貸与権、公演権、放送権、商業用レコードを使用した公演

に対する補償請求権、放送事業者に対する補償請求権及びデジタル音声放送事業者に対す

る補償請求権、 

② レコード製作者が有する複製権、配布権、貸与権、伝送権、商業用レコードを使用した公演

に対する補償請求権、放送事業者に対する補償請求権補償請求権及びデジタル音声放送事

業者に対する補償請求権、 

③ 放送事業者の複製権及び同時中継放送権及び公演権がある。 
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著作隣接権は、 

① 実演の場合はその実演をした時、 

② レコードの場合はその音を最初にそのレコードに固定した時、 

③ 放送の場合はその放送をした時から発生し、 

著作隣接権発生年度の翌年度から起算して 70 年間存続する(ただし、レコードの場合はレコー

ドを発行した時から起算、放送の場合 50 年間存続)。 

 

著作権法では、実演者に著作者の人格権に準じる氏名表示権と同一性維持権を付与している。

旧著作権法では外国人実演者およびレコード製作者には商業用レコードの放送補償請求権を制

限していたが、現行著作権法では外国人実演者およびレコード製作者も相互主義に立脚して、商

業用レコードの放送による補償金を受けられるようにするものの、文化観光部長官が指定する

団体を通じて補償請求権を行使できるようにした。特に、実演およびレコードのデジタル音声送

信に関しては、外国人に対しても相互主義による制限なしに内国民待遇による補償請求権を付

与し、その補償請求権を指定団体を通じて行使できるようにしている。一方、放送事業者の公演

権とは、放送事業者に公衆の接近が可能な場所で放送の視聴と関連して入場料を受ける場合に

付与されたもので、放送事業者が放送をするにあたり相当な費用を投資する点を考慮して放送

プログラムを通じて一定の商業的利益を得る者に放送事業者が財産権を行使できるようにする

という趣旨である。 

 

5-2  出版権 

 著作物を複製・配布する権利を有する者(「複製権者」)は、その著作物を印刷その他これと類

似の方法により文書または図書として発行しようとする者に対し、これを出版する権利(「出版

権」)を設定することができる。著作権者が自己の著作物に関して第三者に出版権を設定した場

合、出版権の設定を受けた者である出版権者は、設定期間中、当該著作物を出版する独占排他的

な権利を有し、著作権者であっても出版権が設定された後には当該著作物を出版できない。 

 出版権の存続期間は、その設定行為に特約がないときには、最初に出版した日から 3 年間存

続する。 

 

5-3  製作者の権利 

(1) データベース製作者の権利 

 データベース製作者は、当該データベースの全部または相当な部分を複製・配布・放送または

伝送する権利を有する。 

 データベース製作者の権利は、データベースの製作を完了した時から発生し、その翌年から起
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算して 5 年間存続する。データベースの更新などのために人的・または物的に相当な投資がな

された場合には、当該部分に対するデータベース製作者の権利はその更新などをした時から発

生し、その翌年から起算して 5 年間存続する。 

 

(2) 映像製作者の権利 

 映像著作物は、主に二次的著作物であるとともに共同著作物であり、映像著作物を創作するに

当たって映像著作物の製作者が別途に存在するので、これらにより作られた映像著作物に対す

る権利関係も複雑にならざるを得ない。 

 著作権法は、このような映像著作物の複雑な権利関係を明確にするために映像著作物につい

て別途の規定をおいている。 

 

1) 映像化許諾の範囲 

著作財産権者が、著作物の映像化を他の者に許諾した場合には、特約がない限り、次の権利を

含めて映像化を許諾したものと推定する。 

① 映像著作物を製作するために著作物を脚色すること 

② 公開上映を目的にした映像著作物を公開上映すること 

③ 放送を目的にした映像著作物を放送すること 

④ 伝送を目的にした映像著作物を伝送すること 

⑤ 映像著作物をその本来の目的で複製・配布すること 

⑥ 映像著作物の翻訳物をその映像著作物と同じ方法で利用すること 

 

2) 映像著作物に対する権利 

映像製作者と映像著作物の製作に協力することを約定した者が、その映像著作物に対して

著作権を取得した場合、特約がない限り、その映像著作物の利用のために必要な権利は映像製

作者がこれを譲り受けたものと推定する。 

映像著作物の製作に使用される小説・脚本・美術著作物または音楽著作物などの著作財産権

は、上記規定によって影響を受けない。すなわち、たとえば小説が映画として製作された場合

には、小説に対する著作権者は、自己の著作物を映画以外の方法で利用する権利を依然として

保有する。映像製作者と映像著作物の製作に協力することを約定した実演者が有するその映

像著作物の利用に関する複製権と実演放送権は、特約がない限り、映像製作者が譲り受けたも

のと推定する。 

  

3) 映像著作物の製作者(映像製作者)の権利 

映像製作者が映像製作物の製作に協力することを約定した者から譲り受ける、映像著作物の
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利用のために必要な権利は、映像著作物を複製・配布・公開上映・放送・伝送その他の方法で利

用する権利である。この他にも、映像製作者は、実演者からその映像著作物を複製、配布、放送、

または伝送する権利を譲り受ける。 

 

6．著作権の登録 

 上述した通り、著作権は著作した時から発生し、何らかの手続や形式があることを要しない。

しかし、著作権登録をすれば、次のような直接・間接的な効果が生じる。著作権以外に出版権、

著作隣接権およびデータベースも登録を通じて同じ効力を有する。 

 

6-1  推定力 

 著作者または著作財産権者で氏名が登録された者は、その登録著作物の著作者または著作財

産権者として推定を受け、著作隣接権者およびデータベース製作者も同様である。また、著作物

の創作年月日と公表年月日、著作隣接物の実演・レコードの固定・放送年月日、およびデータベ

ースの製作完了、更新年月日、公表年月日も該当する事実を登録することによって推定的効力を

有する。なお、著作財産権者、排他的発行権者、出版権者、著作隣接権者またはデータベース製

作者の権利が登録されている場合、その権利を侵害した者は侵害行為に過失があると推定され

る。 

 

6-2  対抗力 

 著作財産権の変動、排他的発行権または出版権の設定および変動、著作隣接権の変動、データ

ベース製作者権利の変動を登録すれば、これを第三者に対抗することができる。すなわち、権利

変動の事実を登録しない場合でも、権利変動の当事者間においては変動の効力が生じるが、第三

者に対して権利変動が有効であることを主張することはできない。 

 

6-3  保護期間の延長 

 無名または広く知られていない異名で公表した著作物の場合、実名登録をすれば、保護期間が

公表後 70 年から著作者の死亡後 70 年に延長される効果がある。 

 

6-4  法定損害賠償の請求資格の付与 

侵害行為がある前にその著作物、実演、レコード、放送、データベースを登録した著作財産権

者、排他的発行権者、出版権者、著作隣接権者またはデータベース製作者は、故意または過失に
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より権利を侵害した者に対して、事実審の弁論が終結する前には実際の損害額などに代え、侵害

された上記各著作物当り 1 千万ウォン(営利を目的に故意によって権利を侵害したときは 5 千万

ウォン)以下の範囲内で相当な金額の賠償を請求することができる。  

 

6-5  著作権登録の手続 

 著作権は、著作権法の規定により文化体育観光部に登録することができ、現在、韓国著作権委

員会で著作権登録業務を担当している。 

 申請人は、著作権、出版権または著作隣接権の登録申請書を添付書類(著作物などの明細書、

登録関連媒体、登録税の領収書、登録事由の証明書類、必要な場合に著作権登録のための第三者

の同意または承認を立証する書類、委任状など)と共に韓国著作権委員会に提出することによっ

て著作権などの登録を申請することができ、外国人も直接申請行為をすることができる。 

 

7．著作権委託管理 

 著作財産権者、排他的発行権者、出版権者、著作隣接権者またはデータベース製作者がそれら

の著作財産権、排他的発行権、出版権、著作隣接権、データベース製作権またはその利用権を個

別に行使する代わりに委託を通じて著作権などを集中的に管理して行使する方策が摸索されて

おり、これに関連して著作権法の規定により文化体育観光部の許可を受けた著作権委託管理団

体が該当著作物に対する著作権を委託管理運営している(現行著作権法上では、著作権の包括的

な委託を受けることを著作権信託管理業(許可制)、個別的に委託を受けることを著作権代理仲介

業(届出制)と区別して用いているが、本書では「委託管理」と総称する)。 

 著作権委託管理団体は、著作物の利用者から著作権料を徴収し、これを該当著作権者などに分

配する業務を担当するものであり、現在、文化体育観光部の許可を受けて著作権などを集中管理

する著作権委託管理団体は 13 団体ある。 

 

表：著作権委託管理団体 

分野 団体名 

著作権 

音楽著作物 
韓国音楽著作権協会 
(www.komca.or.kr) 

音楽著作物 
ハムケハヌン音楽著作人協会 

(www.koscap.or.kr) 

言語著作物一般 
(文芸、学術著作権) 

韓国文芸学術著作権協会 
(www.copyrightkorea.or.kr) 
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放送シナリオ 
韓国放送作家協会 

(www.ktrwa.or.kr) 

映画シナリオ 
韓国シナリオ作家協会 
(www.scenario.or.kr) 

著作隣接
権 

音楽実演者 
韓国音楽実演者連合会 

(www.fkmp.kr) 

放送実演者 
韓国放送実演者権利協会 

(www.kbpa.co.kr) 

レコード製作者 
韓国音盤産業協会 
(www.riak.or.kr) 

その他 

映画著作物のインターネットを通し
た複製、著作権保護 

韓国映画製作家協会 
(www.kfpa.net) 

言語著作物の複製権、 
伝送権などの保護 

韓国複製伝送著作権協会 
(www.korra.kr) 

アニメーション、キャラクターなど
の 

公共文化コンテンツの保護 

韓国文化情報院 
(www.kcisa.kr) 

映像著作物の公演権の保護 韓国映画配給協会 

ニュース著作権の保護 
韓国言論振興財団 
(www.kpf.or.kr) 

 

8．コンピュータプログラム著作権 

 コンピュータプログラムとは、特定の結果を得るためにコンピュータなど情報処理能力を有

する装置内で直接または間接に使用される一連の指示・命令で表現されたものをいい、このよう

に表現された創作物をコンピュータプログラム著作物(以下「プログラム著作物」)という。ソー

スコードプログラムのみならず、オブジェクトコードプログラムもこれに含まれる。 

 従来、著作権法と別途のコンピュータプログラム保護法によりコンピュータプログラム著作

権に関する事項を規律してきた。コンピュータプログラム保護法は 1986 年に改正されて以来、

コンピュータプログラムの著作権保護の増進に相当肯定的な機能を果たしたことは事実である。

しかし、コンピュータプログラム保護法が長年にわたり母法の著作権法と別途の特別法の形態

で存在しつつ、著作権法との均衡に対する考慮なく独自的な改正過程を経て、プログラム保護法

が著作権法に規定された事項を重ねて独自的に詳細に規定する方式を取っていたために、体系

も多少難解で一部解釈上、運営上の問題点が露呈されるようになった。しかし、著作権法とコン

ピュータプログラム保護法を統合した著作権法が 2009 年 4 月 22 日に公布され、2009 年 7 月

23 日に施行されることで、このような問題点は解消された。 

 一方、コンピュータプログラムは産業的な利用が活発であるという側面から一般の著作物と
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は区別される特徴があることを反映し、統合法でもコンピュータプログラムに関する特例規定

がいくつか存在する。例えば、コンピュータプログラム著作権者の効率的な権利保護のために不

法複製物であることを知りながら営利を目的に業務上、利用する行為については著作権者の明

示的な意思に反して処罰することができないようにした反意思不罰罪の導入などを挙げること

ができる。一方で、コンピュータプログラムに関するある著作物の図書などへの出版以外には一

般著作物には認められないもので、他の人にその著作物に対して独占的に複製し、配布または伝

送することができるように設定が可能な排他的権利の排他的発行権の制度が認められていると

いう点も特異である。 

 

9．問合せ先 

韓国著作権委員会 

住所 〒52852 慶尚南道晉州市忠義路 19、1 階、3 階、5 階 

   電話 (82)55-792-0000 

   FAX (82)55-792-0069 

ソウル事務所 

住所 〒04323 ソウル特別市龍山区階厚岩路 107、5/16 階 

   電話 (82)02-2669-0010 

   HP http://www.copyright.or.kr 

 

 

韓国著作権保護院(著作権保護センターと韓国著作権委員会の公正利用振興局が統合) 

    住所 〒03925 ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路 400 

（上岩洞 1602)、ソウル産業振興院 4 階、9 階、10 階 

   電話 (82)1588-0190 

   FAX (82)2-3153-2709 

   HP http://www.kcopa.or.kr 


