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英国日本人会御中  

佐野圭作会長殿  

First Floor, 3 London Wall Buildings 

London EC2M 5PD 

 

       24th December, 2017 

 

       高嶋 正明  

       15, Earlsfield House, Royal 

Quarter, Seven Kings Way 

Kingston upon Thames 

KT2 5BG 

 

弁明書 

 

私は、英国日本人会 (JA)の代理人 IBB Solicitors の弁護士 Paul Ridout 氏から、

2017 年 12 月 18 日付けレターを受け取りました。  

 

そのレターには、私が個人で管理運営する shukatsuweb にエンディングノート

NALC UK 版、shukatsuweb 版が無料でダウンロード出来るように掲載されて

いた。しかし、それらのエンディングノートは、NALC 日本が発行したエンディ

ングノートをベースに作成されたが、NALC 日本の事前承諾を得ずウェブサイ

トに掲載し、その私の行為は NALC 日本との関係で、JA の信用を傷つけた。  

 

その結果、私のその不適切な行為や NALC 日本の損害を引続き調査する為、JA

理事会は、私を会員資格停止処分にした旨通知を受けました。JA 理事会は、JA

の会社・チャリティ法に基づく法的義務、その社会的評価の保持、NALC 日本と

の友好関係を促進する為、その様な決議をし、そして JA は、今年度の私の納入

済みの年会費を全額返却するとの事でした。  

 

JA は、私がエンディングノート NALC UK 版を、既に shukatsuweb から削除

した事は評価するものの、エンディングノート shukatsuweb 版は、引続き

shukatsuweb に掲載されている事は受け入れられないとして、以下の是正措置

を要求しました。  

 

1）2017 年 12 月 28 日午後 4 時までに、shukatsuweb からエンディングノート

shukatsuweb 版を削除する事。  

2）エンディングノート NALC UK 版、shukatsuweb 版は今後如何なる方法でも

何人にも入手可能としない事。  
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3）私の shukatsuweb からエンディングノート NALC UK 版、shukatsuweb 版

をダウンロードしたと分かっている者に対して、2017 年 12 月 28 日午後 4 時ま

でに、それらのエンディングノートは NALC 日本に著作権があり、複製、転載、

共有しない様に注意喚起する事。  

 

私は、これらの是正措置を 2017 年 12 月 28 日午後 4 時までに完了した事の確認

を求められました。  

 

これに対して、私のこれまでの対応、見解を以下に述べます。  

 

1）  エンディングノートの NALC 日本版、NALC UK 版、shukatsuweb 版の

比較について  

先ず参考までに、ここで言及するエンディングノートの比較は以下の通りです。 

 

エンディング  

ノート  

NALC 日本版  NALC UK 版  shukatsuweb 版  

表紙  

   

著作権所有者  NALC 日本  高嶋正明  高嶋正明  

発行者  NALC 日本  NALC UK 高嶋正明  

ページ数  49 ページ  16 ページ  39 ページ  

発行時期  2003 年 2 月  

（15 刷）  

2017 年 9 月  2017 年 10 月  

言語  日本語  日本語・英語  日本語・英語  

対象  日本在住日本人  英国在住日本人及

び英国人家族  

英国在住日本人及

び英国人家族  

特徴  製本済み。  

日本の色々な法

律・制度（介護施

設・成年後見制

度・終末期医療・

臓器提供・献体・

葬儀・遺言・墓

地・年金）の説明

付き  

PDF ファイル。

エンディングノー

トの基礎情報のみ  

PDF ファイル。

英国・日本の色々

な法律・制度の比

較説明付き（医療

介護・不動産譲渡

所得税・相続税・

贈与税・遺言書・

無遺言相続・成年

後見制度・終末医
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療 26 ページ）  

価格  ￥1,080 未定  無料  

 

 

2）  是正措置について  

12 月 22 日付けの私からのレターでもお知らせしましたが、エンディングノート

shukatsuweb 版は、その日私の shukatsuweb から掲載を削除しました。エンデ

ィングノート shukatsuweb 版は、NALC 日本の承諾を得るまでは、如何なる形

でも何人にも入手可能にしない事を確約します。エンディングノート NALC UK

版については、NALC UK に確認をお願いします。エンディングノート NALC 

UK 版や、shukatsuweb 版について、NALC 日本がその著作権を所有している

と主張されているかどうか、私は存じません。  

 

 

3）  JA の信用について  

JA は、今回の問題で、対 NALC 日本との関係で JA の信用を傷つけられたと主

張しておられますが、その根拠をご指摘頂ければと思います。それは、例えば竹

中厚子氏が 10 月・11 月に NALC 日本を訪問された際に、何かその様な事を言

われたのか、或いは、NALC 日本から JA に直接何等かの苦情が入ったのでしょ

うか。そして、その NALC 日本からの苦情は、高嶋に JA の会員資格停止処分

を宣告しなければならない程の深刻なものだったのでしょうか。謝罪と必要な是

正措置さえ講ずれば、良しとする様なものではなかったのでしょうか。そもそも

お互いに利益追求を目的とせず、無償のボランティア活動をしている団体・個人

の印刷物について、著作権を侵害した・信用を傷つけられた云々で、個人を会員

資格停止処分にするなど、私は理解できません。  

 

 

4）  エンディングノート NALC UK 版、shukatsuweb 版の NALC 日本の著作

権の問題について  

そもそもエンディングノート NALC UK 版は、私は今年 5 月に竹中厚子氏から

エンディングノート NALC 日本版のサンプルを手渡され、その NALCUK 版を

作成して欲しいとの依頼を受け、6 月 2 日にその原稿を彼女に提出しました。勿

論、それは私からの無償のボランティア活動として、JA や NALC UK からも何

ら報酬は頂いておりません。  

 

その後、9 月 30 日に NALC UK 主催で終活・エンディングノートワークショッ

プを開催し、そのエンディングノート NALC UK 版は、参加者 45 名全員にも配

布されました。  

 

私は、エンディングノートの著作権については、竹中厚子氏がてっきり NALC 日
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本とのエンディングノートの過去の打合せで、NALC 日本と何らかの事前了解

があり、私自身が NALC 日本と著作権について改めて確認しなければならない

とは全く思っても居ませんでした。竹中厚子氏が NALC 日本の著作権について

私に言及されたのは 10 月 10 日が初めてで、彼女が 10 月・11 月の日本滞在中に

NALC 日本の方がたと面談して、著作権について話し合うと伺い、これまで

NALC 日本と著作権について未だ確認していなかったと知ってビックリしまし

た。そして、その NALC 日本での面談の結果がどうなったのかも、私には今でも

知らされていません。  

 

その様な中で、JA 理事会は、エンディングノート NALC UK 版や shukatsuweb

版の著作権について NALC 日本の事前承諾を得なかった事について、私の責任

とするのでしょうか。  

 

JA 理事会は、エンディングノート NALCUK 版や、shukatsuweb 版を NALC 日

本の事前承諾を得ずに shukatsuweb に掲載したとして、私の会員資格停止処分

を決議しましたが、それでは、エンディングノート NALC UK 版を 9 月 30 日の

NALC UK 主催の終活・エンディングノートワークショップの 45 名の出席者に

NALC 日本の事前承諾無しに配布した NALC UK の責任者に対しては、何か処

分はされるのでしょうか。もし NALC UK の責任者に対してはお咎めなしで、私

のみ会員資格停止処分とは、公平ではないと思います。  

 

 

5）  shukatsuweb について  

私は、無償のボランティア活動の一環として、shukatsuweb を開設したいとのア

イデアを、9 月 27 日にその Web の原稿を竹中厚子氏に送付し、彼女の事前了解

を得たくメールを送付しました。そしてその Web の原稿には、エンディングノ

ート NALC UK 版も無償で掲載する事となっていました。そして、9 月 30 日に

は口頭で、10 月 2 日にはメールで、竹中厚子氏から高嶋の個人の責任でどうぞ

ご自由にと承諾を得ました。  

 

従いまして、もし私が個人の責任で開設した shukatsuweb に NALC 日本や他の

企業・団体と著作権等の問題が発生した場合は、それは私個人の責任で対応すべ

きであり、著作権の所有者でもない JA がどうしてそこまで関与するのか、理解

に苦しみます。今回のエンディングノート shukatsuweb 版の NALC 日本との著

作権の問題については、私の責任として NALC 日本と直接連絡を取り、対応し

たいと考えますが、佐野会長は、12 月 22 日のメールで、私に対して NALC 日

本と直接の折衝は控える様にと仰いましたが、その理由をお知らせください。  

 

もし JA が NALC 日本の著作権の英国での法的な問題の対応を NALC 日本から

委任されているのでしたら、その旨お知らせ頂ければと思います。  
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6）  JA 理事会の私に対する会員資格停止処分について  

JA 理事会は shukatsuweb 上のエンディングノートの著作権の問題について、ど

なたかからの告発に基づいて、私に何ら弁明の機会を与えずに会員資格停止の処

分を決議しました。その様に、当事者に何ら弁明の機会を与えずに処分するとは、

あまりに一方的ではありませんか。私が違法行為・不適切な行為をしたと告発が

あった場合、その告発を事実として私が認めるか、認めないか、それは意図的か、

何らかの誤解が有ったのか等々、弁明の機会を与えられて然るべきと思います。

その様な弁明の機会すら与えらずに、一方的に会員資格停止の処分を決議すると

は、私に対する人権侵害であり、その様な処分自体が不当であると思います。当

日の理事会で何名の理事の方が出席されたのか存じ上げませんが、「あなたの告

発は分かりました。しかし、念の為、高嶋の弁明も聞きましょう。」と仰る方は

一人もいなかったのでしょうか。  

 

7）  今後の対応について  

先ずは、6）で述べましたように、JA 理事会が私に弁明の機会も与えずに、一方

的に私の会員資格停止処分を決議したことは不当だったとして、その処分を一旦

保留・撤回して頂きたく思います。そして私の出席の上で、本件の再検証の場を

設定して頂きたく思います。その際には、私は私の当然の権利として弁護士も同

席させて頂くかも知れませんが、ご了承ください。  

 

 

本件、2018 年 1 月 5 日（金）午後 4 時までに回答頂けるよう、宜しくお願い申

し上げます。  

 

 

 

 

        高嶋 正明  

 






