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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 
（写）花岡副会長殿  
   津久井安子氏  

11th December, 2019 
15, Earlsfield House, 
Royal Quarter, Seven Kings Way 
Kingston upon Thames, Surrey 
KT2 5BG 
高嶋 正明  

 
拝啓、  

2017 年 12 月の JA 理事会の英国弁護士事務所への  
￡3,500 の予算外支出について  

 
佐野会長に於かれましては、益々ご健勝の事、お喜び申し上げます。  
 
さて、上記の件に就いて、私と津久井安子氏との連名で 12 月 7 日開催の JA 年次総会で

の動議提案しました。しかし年次総会の場で、花岡議長から出席された一般会員の方々は

何が問題なのか理解出来ないと思われるので総会の議題として議論するのでは無く、別

途話合いの場を持ってはと提案され、私も承諾しました。  
 
従いまして、私が何故この支出が、果たして JA の活動目的に合致した適切な支出なのか

疑問に思う理由を以下に列挙させて頂きます。  
 
1）2018 年 9 月 5 日付け私から佐野会長へのメールについて  
そもそもこの件は、昨年 8 月 31 日の佐野会長と私との面談の場で、佐野会長が英国弁護

士事務所への手数料として￡3,000 も費用が掛かってしまったと私にお話しされた事が

発端でした。そして、私は 9 月 5 日に佐野会長に添付のメールを送付し、どなたがその

費用を負担するのか、JA が負担する妥当性はないのではないか、理事会で弁護士に相談

して弁護士から英文レターを送付させようと主導した理事が個人で負担すべきではと、

佐野会長の見解をお尋ねしました。佐野会長は、高嶋からそのメールを受け取ったと理事

会でお話しされたと風の便りでお聞きしましたが、結局このメールに対するご返事は頂

けませんでした。従いまして、2019 年 1 月 24 日開催の JA 年次総会で、その支出の目的

を質問しましたが、佐野会長は、「この支出は理事会の承認を得て正当に支出した」とだ

けお答えになり、その後の質問を禁止されました。その結果、今回の年次総会で動議提案

を提出せざるを得なかった事をご理解頂きたく存じます。  
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2）2019 年 12 月 7 日付け佐野会長のメールについて  
私が JA 総会で動議提案した英国弁護士事務所への￡3,500 の支出目的の質問について、

佐野会長は上記のメールで「JA 理事会で高嶋に何回も出席された時にも話の流れで説明

した」と回答されました。しかしながら、2018 年 1 月 11 日、及び 2 月 21 日の高嶋が出

席した理事会での皆さんの発言は、決して理事会の意見ではなく、夫々の理事個人の意見

であると、2 月 21 日の理事会の冒頭で花岡副会長に念を押されました。  
 
私が総会の場で動議提案してその支出目的を質問しようとしたのは、理事会としての回

答です。それが佐野会長のメールで述べられている様に「事の次第を公平に中立的に判断

すべくチャリティー専門弁護士に相談した」のでしたら、その結果は 2017 年 12 月 18 日

付けの英国弁護士事務所の英文レターに反映されて然るべきではと思います。  
 
しかし、英国弁護士事務所は、そもそもの著作権所有者である NALC Japan の意向や、

私の言い分も聞かずに、JA 理事会の代理人として顧客である JA 理事会の意向に沿って

その英文レターを作成・送付し、そしてその報酬として￡3,500 を JA から受け取ったの

ではないですか。そこにどうして公平・中立な判断が担保されるのでしょうか。  
 
その英国弁護士事務所は、JA 理事会の説明以外にどの程度自身で NALC Japan のエン

ディングノートと私が作成し NALC UK が発行した NALC UK エンディングノートを比

較して、英国著作権法に照らし合わせて、確かに JA 理事会が主張する様に著作権を侵害

していると自身の見解を客観的に説明出来るのでしょうか。私の印象としては、その英国

弁護士事務所の担当弁護士は、佐野会長が仰られる様にチャリティー専門かも知れませ

んが、著作権については全くの素人としか思えない様な論理構成で、それも顧客である

JA 理事会の意向を反映させる為に致し方無かったのかと思いました。  
 
更に申し上げますと、2018 年 1 月 11 日の理事会で、Williams 百子氏は「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

識に欠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。」と発言されました。 
 
これは、Willams 百子氏の個人的な見解ですか、又は JA 理事会の見解でしょうか。もし

JA 理事会の見解でしたら、「数回とは言葉の綾」であり、その様な事実は無かった事を佐

野会長自身がお認めになられたのではありませんか。そうすると、JA 理事会が話合いで

は無く、英国弁護士事務所を通してその英文レターを送らざるを得なかったと言う根拠

が失せたのではと思います。  
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3）NALC Japan の著作権侵害・損害賠償について  
上記の英文レターには、JA 理事会は NALC Japan の著作権侵害・損害賠償を調査する

為に、私を JA の会員資格停止処分にしたとも書かれています。果たして JA 理事会は結

局の所、その著作権侵害・損害賠償の調査をされたのでしょうか。もしされたのでしたら、

その調査結果を是非お知らせ下さい。その様な調査は実際はされなかったのでしたら、そ

の英国弁護士事務所からの英文レターは何の意味があったのでしょうか。  
 
4）2018 年 1 月 11 日の JA 理事会での Williams 百子氏の発言について  
Williams 百子氏は「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、弁護士のレターを

出してやっとそれが遂行された事である。」とも発言されました。その「JA が問題視して

いるのは著作権云々では無い」とは、Williams 百子氏個人の見解ですか、JA 理事会の見

解ですか。そして、その発言が JA 理事会の見解でしたら、英国弁護士事務所からの著作

権侵害・損害賠償云々の英文レターは、重要では無いと言う事になるのではと思います。  
 
5）問題の本質について  
2018 年 1 月 11 日の JA 理事会で、花岡副会長だったと思いますが、「今回の問題の本質

は、決して著作権の問題では無く、エンディングノートに対する NALC UK と高嶋の方

針の食い違いに原因があったと思う。」と仰いました。私もその通りかと思います。  
 
竹中氏は、高嶋とのエンディングノートの今後の取扱いについての意見の相違に不満を

持ち、自身が JA の理事であると言う立場を利用して、高嶋を JA から排除する目的で、

ありもしない著作権侵害・損害賠償の問題を作り上げ、英国弁護士事務所に￡3,500 を支

払ってまで英文のレターを高嶋に送付させ、納入済みの JA の年会費も返金すれば高嶋は

大人しく会から去ると思ったのではと邪推します。竹中氏にとって、問題は当事者同士で

話し合って解決するのではなく、自分と意見の異なる者を会から排除しようとしたので

はと思います。  
 
しかし、高嶋が NALC Japan に電話までして NALC Japan の見解を確認して、NALC 
Japan に著作権侵害を問題としたり、損害賠償請求の意志が無い事が分ると、次は著作

権侵害が問題では無く、高嶋に数回メール・話合いを通じて NALC UK エンディングノ

ートを高嶋のウェブから削除する様要請したが、高嶋がそれに応じなかったのが問題だ

と、主張が変わりました。そして、高嶋がその様なメールは受け取っていない、何月何日

にその様な数回のメールを送ったのかと質問すると、返答に詰まり、竹中氏に代わって佐

野会長が「その数回とは言葉の綾」と仰いました。  
 
以上の様に、2017 年 12 月 18 日付けの英国弁護士事務所からの英文レターは、今回の問

題解決の上でどれだけ意味があったのか、それに￡3,500 も支出した価値・正当な理由は

果たしてあったのか、JA の活動目的に合致した支出だったのか疑問に思います。  
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もしその支出が高嶋の不適切な行為を是正する為の JA として止むを得ない正当な支出

だったのでしたら、私はそれを弁済します。しかし、其れに対する合理的な理由が無いの

でしたら、JA 理事会で英国弁護士事務所に英文レターを出させようと主導した理事が個

人としてその費用を JA に弁済するべきだと思います。  
 
以上、私から天地神明に誓って、事実に基づいて私の意見を述べさせて頂きました。  
 
では、宜しくご対応の程お願い申し上げます。  
 
 
 

敬 具  
 
        高嶋 正明   
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