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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 

 

 

27th February, 2018 

高嶋  正明  

15, Earlsfield House, Royal Quarter  

Seven Kings Way, 

Kingston upon Thames, KT2 5BG 

 

 

 

拝啓、  

 

2 月 21 日開催の理事会で、私の JA 会員資格停止処分について二回目の弁明の機会を与え

て頂き、大変有難う御座いました。その日の話し合いについて、私が感じた事、疑問に思っ

た事を以下に述べさせて頂きます。  

 

1）  理事会での質疑応答について  

冒頭、花岡氏から、1 月 11 日の一回目の理事会での皆さんの質問・発言等は、夫々の理事

が個人として質問・発言しているのであって、必ずしも理事会を代表して質問・発言してい

るのではないとの事でした。私から佐野会長宛に送付したレターやメールに対して、皆さ

んは、竹中氏と事実関係を確認しながら綿密に事前打ち合わせをし、ある程度理事会とし

て高嶋にどの様に対応するか意見を集約した上で、夫々の方々が質問・発言されておられ

ると思っていましたが、それは違うと言う事で承知しました。  

 

2）  高嶋に対する弁明の機会について  

花岡氏は、理事会として 12 月 18 日付けの弁護士のレターを高嶋に送付した後、高嶋から

反論があれば、理事会として対応する用意があったと仰いました。しかし、その様な事は弁

護士のレターには一言も触れられておらず、その 2－3 日後には既に納入済みの今年度の年

会費も返金されました。私は、その年会費の返金の小切手はすぐに返送しましたが、その様

なレターや年会費の返金を受け取った者としては、問答無用の無期限の資格停止・除名処

分と受け止めました。本当に高嶋から反論があれば、理事会として対応するお気持ちがあ

ったのでしたら、その弁護士のレターに、「この処分に不服がある場合は XX 日以内に不服

を申し立てて頂ければ、弁明を聞く機会を設けます」旨、一言あって然るべきでは無いか

と反論しました。理事会として、一方的に告発をされた者に対するその様な最低限の配慮

に欠ける対応は如何なものかと思いました。花岡氏は、会員資格停止処分中は会員として

の特典を利用出来ないので、年会費を返却しようとしただけで、他意はないとの事でした。  
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3）  1 月 11 日高嶋へウィリアムズ理事が読み上げた文面について  

ウィリアムズ氏から上記の文書は、あくまでウィリアムズ氏自身が個人の考えをまとめて

佐野会長に送付した文書で、内容に間違いもあり、その文書が渡辺氏やその後高嶋に渡る

事を想定して作成した文書では無いとの説明がありました。しかし、その文書は、ウィリア

ムズ氏は、竹中氏とその事実関係には間違いない事を事前に確認され、理事会でも内容を

精査し、了承を得た上で 1 月 11 日に高嶋に読み上げたのではないでしょうか。そして、佐

野会長自身も勿論目を通され、「1 月 11 日高嶋氏へウィリアムズ理事が読み上げた文面」と

手書きで記入して渡辺氏にその文書を渡され、それに沿って説明されたのではありません

か。何か、今更その文書はウィリアムズ氏個人の見解であり、理事会としての正式見解では

ないと敢えて仰るのは、どうしてでしょうか。高嶋から色々矛盾点を指摘されて、不都合に

なったからでしょうか。その文書がウィリアムズ氏の個人的な見解であろうがなかろうが、

私としては、そこに書かれた事の一つ一つに反論すべき所は反論させて頂きました。そし

て私の反論に対して、どれはご納得頂き、どれはご納得頂けないのか、お知らせ下さい。  

 

4）  今回の問題について  

そもそも、今回の件は何が問題なのかと言う点でも、12 月 18 日付けの弁護士からの英文

のレターと 1 月 11 日に高嶋へウィリアムズ氏が読み上げた文面とで、その内容が以下の様

に違っております。  

 

12 月 18 日付け弁護士

からの英文のレター  

高嶋が NALC UK エンディングノート、Shukatsuweb エンデ

ィングノートを NALC 日本の事前了解無しに web に掲載した

事は、JA の対 NALC の信用を傷付け、NALC 日本の損害賠償

を調査する為、高嶋を会員資格停止処分とし、3 項目の是正措

置を 12 月 28 日 4pm までに実行する事の確認を要求する。  

1 月 11 日に高嶋へウィ

リアムズ理事が読み上

げた文面  

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

拘わらず弁護士の Letter を出してやっとそれが遂行された事

である。  

高嶋の弁明  NALC UK エンディングノートの掲載を含めて、高嶋が終活ウ

ェブを立ち上げるアイデアは、9 月 27 日に竹中氏に了解を得

るべくメールを送り、竹中氏から 9 月 30 日に口頭で、10 月 2

日にメールで了解を得た。10 月 10 日に、竹中氏から NALC 

UK エンディングノートを高嶋の終活ウェブから削除する様、

メールがあり、高嶋は同日削除した。Shukatsuweb エンディ

ングノートは 10 月 12 日に竹中氏や NALC コーディネーター

の皆さんに終活ウェブに掲載した旨メールで連絡したが、それ

以降竹中氏からは、削除要請は無かった。  

 

JA 理事会が問題視しているのは、NALC 日本の著作権の問題なのか、著作権云々では無い

のか今一度ご確認頂きたくお願いします。  
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5）今回の問題に対する NALC 日本の見解について  

今回の問題について、NALC 日本の見解についても、以下の様に夫々の主張に違いがあり

ます。  

 

高嶋が 12 月 27 日に

NALC 日本国際部岡田

部長と電話で確認した

内容  

NALC 日本は NALC エンディングノートの英国版が英国で事

前了解なしに発行されたのはちょっと迷惑だが、NALC 日本と

してはこれ以上問題にする積りは無い。この問題は、JA/NALC 

UK と良く話し合って解決して頂きたい。  

岡田部長の 1 月 5 日付

けのメール  

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。  

竹中氏の 2 月 21 日の理

事会での説明  

昨年 10 月に NALC 日本の方々と話し合った時には、NALC 日

本の著作権の問題も含めて NALC UK にその対応を任された。  

 

高嶋が岡田部長と 12 月 27 日に電話で確認した内容は、彼の 1 月 5 日付けのメールでこの

件は NALC UK の内部問題と仰った点では、同じ様な意味かと思います。しかし、竹中氏

は、今回の件は、NALC UK の内部問題に留まらず、NALC 日本の著作権の問題も含めて

NALC UK は対応を任されたと言う事で、明らかに違いがあります。従いまして、理事会と

して、この件は、NALC UK の内部問題なのか、又は NALC 日本の著作権の問題も含めて、

NALC UK は任されているのか、NALC 日本の正式見解を書面で取り寄せて頂きたく、お

願いします。その際には、以下の点についても NALC 日本の正式見解も確認をお願いしま

す。  

 

a. NALC 日本は、12 月 18 日の弁護士からの英文にレターに是正措置として求められてい

る NALC UK エンディングノートや Shukatsuweb エンディングノートの著作権は

NALC 日本にあると主張するか否か。  

b. NALC UK エンディングノートや Shukatsuweb エンディングノートは、NALC 日本の

著作権を侵害しており、今後如何なる形でも発行しない事を要求するか否か。  

c. 損害賠償額はいくらか。  

 

高嶋としては、もし NALC 日本が本当に自身の著作権が侵害されている事を問題としてい

るのでしたら、その是正措置の内容や損害賠償額も含めて弁護士でもない第三者にその交

渉をお任せするなど到底考えられません。  

 

6）竹中氏が昨年 10 月にメール・話合いを通じて数回 NALC UK エンディングノートを高

嶋の終活ウェブから削除する様要請したとの主張について  

佐野会長は、この数回と言う表現は、「言葉の綾である」と仰いました。「言葉の綾」の意味

は、言い換えれば事実ではないと言う事をお認めになったと理解して宜しいですか。竹中

氏は、複数の会員の皆さんに「高嶋は、昨年 10 月にメール・話合いを通じて何回も（中に

は数百回も－これこそ言葉の綾と思いますが）NALC UK エンディングノートを終活ウェ

ブから削除要請をしたにも拘わらず、自身に著作権があるとして NALC UK エンディング

ノートを掲載し続けた」と主張されたと聞いています。その主張が事実か否かは、「言葉の
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綾」として済まされる筈はなく、この問題の重要なポイントです。1 月 11 日高嶋へウィリ

アムズ理事が読み上げた文面の文書にも、以下の様に私が竹中氏の NALC UK エンディン

グノートの数回の削除要請を無視して、NALCU UK エンディングノートの掲載を続けた、

削除要請に直ぐに従わなかったとして、その高嶋の確信犯的な悪質性が繰り返し強調され

ています。  

 

a. 竹中理事が 10 月にメール、話合いを通じて数回 NALC UK のエンディングノートを本

人の HP から削除する様要請したにも拘わらず、著作権は自分にあるとして掲載を続け

た….. 

b. 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拘わらず弁護士の Letter を出してやっとそれが

遂行された事である。….. 

c. 例えお互いに誤解が有り、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….. 

 

改めてお聞きしますが、上記の a, b, c の記述はウィリアムズ氏は、竹中氏と事実として確

認された上でご自身の文書に記載し、理事会の了解を得て 1 月 11 日に私に対して読み上

げ、翌日には渡辺氏にも同様の説明をされたと言う事で宜しいでしょうか。  

 

そして、竹中氏には、昨年 10 月にメール・話合いを通じて数回 NALC UK エンディングノ

ートを高嶋の終活ウェブから削除する様要請した事実は無く、実際は 10 月 10 日に NALC 

UK エンディングノートの削除要請をし、高嶋は同日に削除した。そして高嶋が 10 月 12 日

に Shukatsuweb エンディングノートを掲載した旨連絡を受けたが、削除要請はしなかった

事は事実であったとお認めになりますか。  

 

7）NALC UK エンディングノートと Shukatsuweb エンディングノートの違いについて  

どなたが仰ったか覚えておりませんが、NALC UK エンディングノートは、NALC 日本の

エンディングノートを参考に編集され、それは NALC 日本の著作権を侵害している。その

後 NALC UK エンディングノートからタイトルを Shukatsuweb エンディングノートに変

更されたが、前半の 16 ページは NALC UK エンディングノートと実質的に同じで、後半の

23 ページに英国・日本の医療・介護・相続・遺言等の情報が追加された事は関係なく、

Shukatsuweb エンディングノートも同様に NALC 日本の著作権を侵害している事には変

わりないという様な事を仰りました。しかし、以前もお知らせしましたが、私の

Shukatsuweb エンディングノートは、前半の 16 ページの終活の基礎情報の部分も後半の

23 ページの英国・日本の医療・介護・相続・遺言等の情報も加えて、全体として英国の著

作権法上、私のオリジナルの著作と認められるのではないかと私の弁護士からもコメント

を頂いています。参考までに英国の著作権法のポイントを以下に引用します。  
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The Copyright, Design and Patent Act 1988 (CDPA)  

Literary works including books, webpages, computer programs, instruc tion manual, 

dramatic / musical works, artistic works including technical drawings, photographs, 

diagrams, maps, films, videos, broadcasts, sound recordings, databases, typographical 

arrangement, layout, publications. 

 

Copyright automatically exists under law whenever an individual creates any type of 

work provided it is original (not directly copied or adapted from an existing work and 

exhibit some degree of labour, skill or judgement in its creation. Taking the whole or 

substantial part of the copyright owner ’s work is the apparent infringement of copyright.  

 

For freelance or commissioned work, rights will usually belong to the author of the work 

unless there is an agreement to the contrary (i.e. in a contract for service).  

 

Only the copyright owner can bring proceedings in the court against an infringement – 

an offense subject to prosecution only on complaint from the victim.  

 

Remedies include interim and final injunctions, damages or an account of profits and 

delivery up and destruction of infringing items. 

 

何か、異論が有りましたらお知らせ下さい。  

 

8）出版・言論の自由について  

花岡氏は、shukatsuweb エンディングノートが例え著作権法上問題が無いとしても、その

エンディングノートの発行が会の方針に反する場合は、理事会としてその会員を会に相応

しくないとして、会員資格停止処分にする事も有り得ると仰いました。日本は憲法で、英国

には憲法は有りませんが、出版・言論の自由は保障されていますが、理事会は、会員が会の

活動範囲外で個人として何かを適法に出版しようとした場合でも、出版・言論の自由を制

限して、出版差止め請求やその請求に従わない場合は、その会員を会員資格停止処分に出

来るとお考えでしょうか。花岡氏のそのお考えは、理事会としても同じ認識かどうか、確認

をお願いします。  

 

9）竹中氏の 10 月 12 日付け「老婆心」のタイトルのメール、会のイベントでの写真撮影、

私の Facebook の非公開グループの活動について  

これらの件を佐野会長は取り上げましたが、これは今回の件と直接関係はないと思います

ので、ここではコメントしません。  

 

 

長々と述べさせて頂きましたが、私は未だ竹中氏や理事会の皆さんと今回の件で和解の道

は無いかと思っています。それは、以下の通りです。  
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a. 今回の件は、あくまで NALC UK の内部問題で、NALC 日本の著作権云々の問題では無

い事を相互に確認する。  

 

b. 竹中氏の高嶋に対する告発は撤回して頂き、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後英国でどの様に展開するか、竹中氏と高嶋が

直接話し合い、お互いが納得できる解決策を見出す。  

 

 

最後になりますが、私からの 1 月 18 日付けの佐野会長、竹中氏、ウィンター事務局長への

竹中氏虚偽告発云々のメールは、さすがに過激で私の過剰反応であり、竹中氏やその他の

皆様に不快な思いをさせた事は深く陳謝します。大変申し訳ありませんでした。そして、実

際には、私からはそのメール・添付の文書は上記の三名以外の方には、一切送付したり、開

示していない事をお知らせします。  

 

 

 

 

 

早 々  

 

       高嶋 正明  

 


