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英国日本人会御中  

佐野会長殿  

First Floor, 3 London Wall Buildings  

London, EC2M 5PD 

 

16th January, 2018 

高嶋  正明  

15, Earlsfield House, Royal Quarter  

Seven Kings Way, 

Kingston upon Thames, KT2 5BG 

 

拝啓、  

 

昨日、渡辺道英氏とお会いし、1 月 12 日の理事会の席で、彼に渡された「高嶋氏へのウィ

リアムズ理事が読み上げられた文面」と言うメモ書きのペーパーを入手しました。そこに

記載されている理事会の主張は、私の認識と随所に異なりますので、以下にお知らせしま

す。  

 

理事会の主張  高嶋の弁明  

1) 弁明の機会を与えず会員資格停止処分

は常軌に反している  

竹中理事が 10 月にメール、話合いを通じ

て数回 NALC UK の Ending Note を本人

の HP から削除する様要請したにも関わら

ず、著作権は自分にあるとして掲載を続け

たやり取りを知らされた結果、これは話合

いをしたとしても本人が自分が誤った事を

していると言う認識にかけているので、弁

護士を通してサスペンションをする旨の手

紙を送り、その後本人の言い分があれば聞

くと言う処置を理事会で決定する事になっ

た。  

NALC UK エンディングノートが

shukatsuweb に掲載されたのは 10 月 2 日

です。その後、竹中氏から、NALC UK 

エンディングノートの削除の要請があった

のは 10 月 10 日のメールの一回のみで

す。そして、私は即日削除しました。  

 

それ以外に NALC UK エンディングノー

トの削除要請は有りません。話合いやメー

ルで数回削除要請をしたと仰いますが、事

実無根です。  

2）NALC UK エンディングノートは本人

が自分で編集作成したとあり、自分に著作

権が有る様に書いているが、間違ってい

る。NALC UK に依頼されてそのパワーポ

イントと PDF 版のレイアウトの作成をし

たのであってコンテンツ（最初の 18 ペー

ジ）に関するテキストは NALC Japan と

Care Team Japan in Switzerland の所有

所有物とはどういう意味か分かりません。

NALC UK エンディングノートを作成した

私が著作権を主張して、何が問題でしょう

か。私が NALC UK エンディングノート

を作成した者として、自分の著作権を主張

するのに、どこかの第三者機関の登録・認

可が必要と言う訳ではありません。著作権

を主張する事自体は自由です。問題は、誰
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物であり、氏は著作者ではない。  かが、NALC UK エンディングノートは自

分の著作権を侵害されているとした場合、

その著作権を侵害された本人のみが 6 か

月以内に是正措置・損害賠償を請求出来ま

す（親告罪）。12 月 18 日付けの弁護士か

らのレターには、是正措置の一つとして、

NALC UK エンディングノートは NALC 

日本に著作権がある事を確認するように書

かれていますが、NALC 日本は NALC UK

エンディングノートの著作権を主張して是

正措置・損害賠償をしているのですか。  

3）本人は、JA の要請を無視して直接日本

に連絡し、NALC Japan の見解について

「岡田部長が NALC Japan の事前承諾無

しに NALC UK のエンディングノートが

英国で発行されたのはちょっと迷惑だが、

それを問題にするつもりは無い。」と言っ

たと指摘しているが、以下の返事が岡田氏

から来ており、本人の言う理解とは違う。

「本件については NALC UK 内部問題で

あり、佐野会長と竹中事務局長にお任せし

ていると言うのが我々の見解ですとだけ高

嶋氏には申し上げております。」  

 

 

 

 

 

 

 

 

JA が問題視しているのは、著作権云々で

は無く、NALC UK のエンディングノート

を本人の HP から削除する様指示したにも

関わらず弁護士の Letter を出してやっと

それが遂行された事である。日本 NALC

と NALC UK の信頼関係の中で、このエ

ンディングノートが企画されたのに、一人

の会員がこれを JA の許可無く、自分の

HP に掲載したことが問題である事を理解

NALC 日本の岡田部長との電話の内容は、

私は自分自身で以下の様にメモしていま

す。  

 

「12 月 27 日英国時間 6am、日本時間

3pm NALC 日本の国際部岡田部長と電

話。NALC 日本が発行した NALC エンデ

ィングノートには禁・無断転載と表示して

ある。英国で NALC UK が NALC 日本の

事前承諾無しにエンディングノート

NALC UK 版を発行した事は、ちょっと迷

惑だとは思うが、それ以上は NALC 日本

としては、問題とするつもりは無い。もし

高嶋氏がこの件で JA や NALC UK ともめ

ているのなら、JA や NALC UK と良く話

し合って解決して欲しい。NALC 日本と

しては、コメントする立場に無い。この

NALC 日本の見解は神野会長も同じであ

る。」でした。  

 

私の岡田部長との電話内容は、理事会が確

認したのと違うと仰いますが、これは言っ

た言わないの水掛け論になるかも知れませ

んが、結論は同じ様なものだと思います

が、違いますか。  

 

NALC 日本の岡田部長は、この問題は、

NALCUK の内部問題だと仰ってますが、

何かおかしくありませんか。JA は今回の
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していない。  問題は、12 月 18 日付けの弁護士からの英

文のレターでは、NALC 日本の著作権が

問題だと思いましたが、違うのですか。皆

さんの主張は、12 月 18 日付けの弁護士か

らの英文のレターと微妙に変化している

事、矛盾している事にお気付きになりませ

んか。  

 

私としては、私個人の Shukatsuweb に

NALC UK エンディングノートを掲載する

事も含めて、竹中氏に 9 月 30 日は口頭

で、10 月 2 日には、メールで了解を得て

います。しかし、竹中氏から 10 月 10 日

に NALCUK エンディングノートの削除要

請があり、同日削除しました。竹中氏は、

10 月 12 日に私から 9 月 27 日付けのメー

ルを受け取った時に、NALC UK エンディ

ングノートが含まれていたことを確認する

余裕が無かった事、それが混乱の原因だっ

たことをお認めになりました。  

 

Shukatsuweb エンディングノートは、10

月 12 日に shukatsuweb に掲載し、12 月

18 日付けの弁護士からの英文レターで削

除要請があり、12 月 22 日に削除しまし

た。それ以外にエンディングノートの削除

要請は受けていません。  

4）高嶋氏は、竹中さんの指示を仰いで許

可を得たと理解しており本人は何も誤った

事はしていないとの態度である。しかし例

えお互いに誤解があり、最初は本人は許可

を得たと思っていたとしても後日そうでは

無い事が判明した時点で指示に従って即刻

削除するのが通常の常識である。  

これは上記の繰り返しですが、NALC UK

エンディングノートは竹中氏から 10 月 10

日に削除要請があり、同日削除しました。

Shukatsuweb エンディングノートは、10

月 12 日にアップロードし、12 月 18 日付

けの弁護士からの英文レターで削除要請が

あり、12 月 22 日に削除しました。それ以

外にエンディングノートの削除要請は受け

ていません。  

5）弁護士からの Letter を受け取った後の

高嶋氏の行動は JA の存在を脅かすもので

ある。理事会は本人のプライバシーを守り

他の会員には一切何も説明していないにも

私は、理事会から弁明の機会すら与えられ

ず、一方的に会員資格停止処分を受けて、

それは不当だと思っています。このウィリ

アムズ理事が読み上げた私に対する理事会
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関わらず、本人は知り合いに会員にメール

や会合の場で会長を個人的に攻撃する様な

言葉を使ってこの件に就いて会員に働きか

けた。  

 

 

 

理事会として、JA の組織を運営してゆく

上でこの様な勝手な個人行動は JA の将来

を脅かすもとしてこの様な事が今後生じな

いように厳しい対処をせざるを得ない。  

の主張と、私の弁明とにこれだけの見解の

違いがあるのを、皆さんはどの様にお考え

でしょうか。理事会はあくまで公平・公正

であるべきで、この様に一方の主張のみで

判断する事の危うさをご認識頂きたくお願

い申し上げます。  

 

理事会が告発者の主張のみを信じて、私を

会員資格停止処分とし、高嶋は、やっと弁

明の機会が与えられたと思ったら、皆さん

からの質問攻めで、弁明をしようとする

と、先ずは質問に答えろとかで私の弁明を

遮り、理事会で他にも話す事があるからと

して時間切れを宣告されました。理事会の

その様な一方的な対応に私個人で何が出来

るのでしょうか。  

 

私にとって唯一の対抗処置は、その理事会

の私に対する不当な対応を他の一般会員の

皆さんにもお知らせして、会員からの応援

メッセージを理事会の皆さんにお伝えし

て、皆さんに公平・公正な判断をして頂く

よう、再考してもらうしかありません。最

新の応援メッセージを添付します。  

 

皆さんは、私の名誉を守る為と称して、非

公開の理事会と言う密室の中で私を裁こう

としています。  

 

私自身は全く構いませんので、これからは

傍聴も許される公開の理事会の場で、あく

まで中立的な方の議事進行の下、理事会側

と私とで公平に発言の機会を与えて頂いて

審理頂く様、お願いします。  

 

 

上記を踏まえて、今後どの様にこの問題を解決するか以下に提案させて頂きたく存じま

す。  
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1）  NALC 日本の国際部岡田部長、及び JA もお認めになっている様

に、この件は、あくまで NALC UK の内部問題であり、NALC 日

本の著作権の問題については、今後お互いに言及しない。  

 

2）  竹中氏の高嶋に対する今回の告発は一旦撤回して頂き、現在ある

NALC UK エンディングノート、shukatsuweb エンディングノー

トを今度お互いにどの様に展開するか、竹中氏と高嶋とが直接話し

合い、お互いが納得できる解決策を見出す。  

 

3）  もし、竹中氏と高嶋の直接の話合いでもお互いが納得できる解決策

が見いだせず、竹中氏が高嶋に対して理事会に再度告発したいとす

るのなら、その権利を留保する。  

 

 

以上ですが、如何でしょうか。宜しくご検討の程、お願い申し上げます。  

 

 

 

早 々  

 

       高嶋 正明  

 


