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佐野会長殿 

First Floor, 3 London Wall Buildings 

London EC2M 5PD 

 

 

       12th January, 2018 

       高嶋 正明 

       15, Earlsfield House, Royal 

Quarter, Seven Kings Way 

Kingston upon Thames 

KT2 5BG 

 

拝啓、 

 

意見書 

 

昨日は、私の会員資格停止処分に関して、弁明の機会を与えて頂き、大変有難う御座い

ました。以下に、私なりに皆さんの仰った事をどう理解したか、理解出来なかったか、

そして、私からの率直な意見も述べさせて頂きます。項目は、当日の実際の話の順番と

は必ずしも一致していませんがご容赦ください。  

 

1）  私への告発に対し、私に弁明の機会を与えずに会員資格停止処分が決議された事

について 

皆さんは、理事会で私への告発を受けて、私の過去の言動から推測して、その告

発者の主張は本人に確認する必要も無く、正当と信ずるに足る理由があり、私に

反省を促す為にも、会員資格停止処分を決議した。そして、その判断は適切であ

ったと仰りました。私が前科一犯か二犯か知りませんが、だから今回は本人に弁

明の機会も与えずに、告発内容を事実として処分を決議しても良いとは、社会の

ルールとして許される筈は有りません。その様な予断・先入観を持って物事を判

断する事はやはり間違っていたと思います。どうして処分を例えば昨日まで待て

なかったのでしょうか。どうして私の納入済みの会費を返金する必要が有ったの

でしょうか。会員資格停止処分の通知をそれも英文で専門用語を散りばめられて

弁護士経由で受け取り、会費も返金されればおとなしく引き下がるだろうと思わ

れたのではないですか。そして、もし会費の返金の小切手を現金化すれば、それ

は告発内容を認めたとして、この件はクローズさせるお積りだったのではないで

しょうか。そして、皆さんは、JA 会則第 9 条で、「一旦納入された会費は理由の

如何に拘わらず返却されません。」と言う会則も無視し、全く気にされておられ

ないのでしょうか。 



2 / 6 

 

2）  NALC UK、及び shukatsuweb エンディングノートの著作権について  

皆さんは、NALC UK、及び shukatsuweb エンディングノートの著作権は、高嶋に

有る筈が無く、高嶋がそれらの著作権を主張するのは訂正して欲しいと仰りまし

た。そして、私が NALC UK、及び shukatsuweb エンディングノートの著作権は自

分にあると主張するなら、その根拠を示して頂きたいとの事でした。  

 

私が 12 月末に、英国の弁護士にこの件を相談した所、私の shukatsuweb エンデ

ィングノートは、日本の著作権法は別途詳細を調べないと分からないが、少なく

とも英国著作権法上は、NALC 日本の著作権は侵害しておらず、一つのオリジナ

ルの著作物として認められるだろうと言われました。その見解を正式に書面で作

成するには￡500+VAT と言われ、保留にしています。 

 

例えば、私が￡500+VAT の料金を支払って、その弁護士からのレターを JA に提

出すれば、何か状況が変わるのでしょうか。もしそうでしたらお知らせ下さい。 

 

私は英国の著作権法は詳細を承知していませんが、日本の著作権法では、著作権

を主張する事は、それ自体余り意味が有りません。著作権を主張するのにどこか

の登録・許可が必要と言う訳ではありません。問題は、shukatsuweb エンディン

グノートが、どなたかが自身の著作権を侵害されていると思われるのでしたら、

その方は、その事を認識してから 6 か月を期限として、私に対して是正措置、損

害賠償を要求できると定められています。 

 

そして、私から皆さんに NALC UK, 及び shukatsuweb のエンディングノートの

著作権は私には無いと仰られるのなら、皆さんはどなたが持っているとお考えで

すかとお聞きしましたら、NALC 日本では無いし、NALC UK でもない様なご返事

で、良く分かりませんでした。しかし、12 月 18 日付けの英文の弁護士からのレ

ターには、NALC 日本の事前承諾無しに発行された云々で、NALC 日本が著作権を

侵害している事が問題で、更に是正措置の項目に NALC UK、及び shukatsuweb の

著作権は NALC 日本にある事を確認する様要求されています。皆さんが昨日仰っ

た事は、明らかに 12 月 18 日付けの弁護士からのレターと食い違いがあり、私は

混乱し、皆さんのお考えが良く理解出来ませんでした。  

 

その後、皆さんは著作権の事は専門家でもないのでよく分からないが、一般常識

として、NALC UK エンディングノートの作成を依頼したのは NALC UK だから、高

嶋が、勝手にその著作物を NALC UK に無断で二次使用するのは問題だと言う事で

した。しかしながら、皆さんはこの件は、IBB Solutions の Paul Ridout 氏とも

著作権について相談・確認し、私の行為に著作権上の問題ありとして、その弁護

士は私にレターを送られたのではないのでしょうか。  
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3）  NALC UK エンディングノートの転載・複写・編集について 

私は NALC UK エンディングノートの作成者として、この NALC UK エンディングノ

ートは、どなたでもご自由に転載・複写・編集をして頂いて結構ですと言う意図

で、敢えて「禁・無断転載」と記載せず、更に「Word ファイルも準備されており、

自由に項目の削除・追加・編集も可能です。」とも記載し、NALC UK が発行しまし

た。それらの事から NALC UK エンディングノートは、コピーフリーであるので、

それをどなたがどの様に二次使用しても問題無いと説明しましたが、皆さんはご

納得頂けたかどうか良く分かりませんでした。  

 

4）  NALC UK の立場について  

NALC UK は NALC 日本の海外拠点の一つとして、NALC の活動のノウハウ、色々な

印刷物の二次利用の権利を与えられていると言う事でした。と言う事は、竹中氏

が 10 月 10 日のメールで NALC UK エンディングノートの著作権について NALC 日

本と相談に行くと仰ったのは、どういう意味だったのか、よく分からなくなりま

した。12 月 18 日付の弁護士からのレターによりますと、 NALC 日本の事前了解

を得ずに NALC UK、及び shukatsuweb エンディングノートが発行された事が問題

だったと思っていましたが、今は NALC 日本では無く、NALC UK の事前了解を得

なかったことが問題だと仰っているのでしょうか。 

 

5）  shukatsuweb について 

竹中氏は、shukatsuweb について、NALC と一切関わり合いを持たずに、高嶋個人

の立場でおやりになるのはご自由にどうぞと言ったにも拘わらず、それに従わな

かった高嶋が理解出来ないとの事でした。 

 

それが、NALC UK エンディングノートを shukatsuweb に無料掲載した事を意味す

るのでしたら、私は竹中氏には 9 月 27 日に私のウェブの原稿を事前にお見せし、

了解を得ていました。その後、10 月 10 日に、NALC コーディネーター例会で、今

後は NALC UK エンディングノートは、NALC 会員のみに無料配布し、非会員の方

には提供しないと決まり、私も shukatsuweb から NALC エンディングノートを削

除しなければと思っていた矢先に竹中氏から直ぐ削除する様指示を受けました

ので、即日削除しました。竹中氏はそれをじっくり拝見する余裕が無かったとし

てそれが混乱の原因だった事をお認めになりました。  

 

私の shukatsuweb エンディングノートについては、私が著作権を所有していると

信じております。皆さんはそれは違うと仰っていますが、shukatsuweb エンディ

ングノートはどなたかが自身の著作権を侵害しているとして、是正措置・損害賠

償を要求していない限り、著作権法上問題有りません。それは、著作権の問題と

言うより、一般常識の問題とも言われましたが、その様な主張は 12 月 18 日付け

の弁護士からのレターには記載されていません。皆さんは何か主張を変更された
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のでしょうか。 

 

6）  佐野会長が、高嶋に NALC 日本と直接コンタクトする事を控える様に言った事に

ついて 

佐野会長が、高嶋に NALC 日本と直接コンタクトする事を控える様に言った理由

は、今回の問題は、NALC 日本から英国でのトラブルは JA / NALC UK にお任せす

ると言われていたので、NALC 日本に迷惑をかけない様にする為との説明でした。 

 

高嶋が 12 月 27 日に NALC 日本国際部の岡田部長と電話で確認した際は、「 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つもりは無い。

この問題は JA/NALC UK と良く話し合って解決して頂きたい。」と言われました。

何か岡田部長はそんな事は私に言っていないと言われたそうですが、何処が違う

のか会議の席ではよく聞き取れませんでした。  

 

私の疑問は、NALC 日本は特段今回の件を問題にする積りは無いのにかかわらず、

JA は NALC 日本との信用を傷つけられた、 NALC 日本の損害を更に調査する為と

して高嶋を会員資格停止処分にした点です。その疑問は未だ晴れていません。  

 

NALC 日本の国際部岡田部長のメールアドレスについては、その 2－3 日前に、私

が NALC 日本に電話した所、NALC 日本のスタッフの方から岡田部長は不在と告げ

られ、ではメールで連絡したいのでメールアドレスを教えて頂けないかとお聞き

したら、そのスタッフの方から教えて頂けただけです。私としては、何か特段問

題があったとは認識していません。 

 

7）  今回の問題の本質について 

確かにどなたかがいみじくも仰った様に、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 と高嶋の方針に食い違いに

原因があったと言う事だと思います。即ち、 NALC UK は、このエンディングノー

トは当面 NALC 会員のみに無償配布し、非会員の方には配布しない。そして、今

後各方面の専門家とも相談して、終活関連情報を追加して、より充実したエンデ

ィングノートにグレードアップし、製本して正式に有償で販売したいと言う方針

だと記憶しています。一方高嶋は、自分が“丹精”込めて作成したエンディング

ノートを約 80 名の NALC 会員のみに限定配布するとの方針に賛成できず、タイト

ルを NALC UK エンディングノートから shukatsuweb エンディングノートに変更

し、諸々の終活情報を追加して、どなたでも活用頂けるように無償掲載し、それ

について、竹中氏は私に対して強い不満を抱いていた様です。 

 

私に少し強引過ぎた面があった事は認め反省しています。そこにもう少し、竹中

氏や他の NALCUK のスタッフと話合いが行われていれば、今回の様な騒動になら
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なかったのでは思っています。この点は申し訳ありませんでした。  

 

8）  私への応援メッセージについて 

他の一般会員からの私への応援メッセージについては、私がどの様に皆さんに事

情を説明したかが不明であり、高嶋がその様に誘導した可能性もあり、そのまま

全てを信用する事は出来ないと仰られたのは、その通りかと思います。そして、

私がそこに書かれている事を私は証明する事は出来ません。カラオケ・映画・ス

マホ同好会は理事会で承認した積りは無く、一つ一つ潰していくと言うのも事実

無根であると仰られました。私からは誰がそれを言ったかは、申し上げられませ

んが、複数の方がその様に仰っていた事は事実です。更に、あべのレストラン地

下でのスマホ会の事は皆さんが仰った事は、私が上田氏から直接言われた事と明

らかに異なります。私は、上田氏から自分は以前程スマホ会に参加出来ないが、

浜口理枝氏と一緒にスマホ会を引続き宜しく頼むと言われました。決して、スマ

ホ会を休部にする様な事は上田氏は仰いませんでした。 

 

とにかく、私への応援メッセージは、話し半分としても、耳を傾けるべき点は多

いのでは思います。理事の皆さんが一生懸命ボランティアで活動されているにも

関わらず、一般会員の皆さんには理事会の活動内容が十分に伝わっておらず、理

事会と一般会員の間で意識のギャップが有るのではと懸念します。ある方から、

以前理事会を傍聴したいと要望したが、断られた、どうして理事会を非公開にし

なければならないのか、理事会の議事録も非公開なのも理解できないと仰ってい

ました。その様な秘密主義的な対応が理事会への不信にも繋がっているのではと

思いました。理事会はいつでも傍聴可、議事録も個人に関わる所は別にして原則

公開すれば、少しずつ理解が広まっていくのではと思います。今は、日本の国も

地方も如何に情報公開を進めるべきか議論されている中、 JA 理事会は少し閉鎖

的なのではと思います。この様な事を言うと、更に皆さんから何を JA に入会し

て 2 年も経っていない若造がと言われるのを承知で敢えて私の意見を言わせて

頂きました。是非ご検討をお願いします。  

 

9）  私の職歴・家庭環境について  

私の過去の職歴・家庭環境に言及され、私の行動様式が理解出来ないと仰りまし

たが、その様なプライベートな事への言及は御控え頂きたく存じます。  

 

 

私は、今回設定された理事会で、私の弁明を皆さんに聞いて頂けるものと、私なりに準

備し、プロジェクターとスクリーンを準備して頂きたいと事前に事務局長に依頼しまし

たが、プロジェクターは準備出来ないとの回答で、その後、メールでのやり取りは拒否

されました。当日、自分のプロジェクターを持参して、スクリーンを借りたいとお願い

しましたが、それも拒否されました。会議では、冒頭から、理事会側の質問に答える様

にとの事で、私が色々弁明しようとしても、途中でその事は質問していないと遮られた
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り、後は、他の事項も理事会で話し合わなければならないとして、時間切れを宣告され

ました。 

 

私は、あくまで 12 月 18 日付けの弁護士からの英文のレターに対して私の弁明を準備

してましたが、当日皆さんが仰った事は、その弁護士からの英文レターと随分異なる主

張・質問をされ、正直困惑しました。そして、私が述べたかった弁明の 10 分の 1 も皆

さんに聞いて頂けなかったと思い非常に悔しい思いをしました。  

 

改めて申し上げますが、私に対する今回の処分理由は、12 月 18 日付けの弁護士からの

英文のレターに全てが網羅されていると思いましたが、違うのでしょうか。もし違うの

であるなら、もう一度その詳細をお知らせ頂ければ幸いに存じます。  

 

 

 

 

 

 

 

   早 々 

 

       高嶋 正明   

      

 


