「太陽風交点」事件

資料リスト

●印は訴状、答弁書、準備書面、証拠申出書、証人尋問速記録、口頭弁論調書、判決
・印は書証類
全 146 点（A001 〜 A146）
１．一審
・A001 口頭弁論期日呼出、答弁書催促状 1981 年 4 月 20 日
● A002 訴状 1981 年 4 月 15 日
1981.6.10（第 1 回口頭弁論）
● A003 答弁書（堀）
● A004 答弁書（徳間書店）
1981.8.31（第 2 回口頭弁論）
● A005 準備書面（１）（早川）
・A006 甲第 1 号証（内容証明郵便 1981.2.19 堀晃→今岡清）
・A007 甲第 2 号証（内容証明郵便 1981.2.26 堀晃→今岡清）
・A008 甲第 3 号証（内容証明郵便 1981.2.27 堀晃→早川書房）
・A009 甲第 4 号証（早川作製の協定書案 1981.3.12）
・A010 甲第 5 号証（「第一回日本ＳＦ大賞について」プレス資料）
・A011 甲第 6 号証（堀の手紙コピー 1980 堀晃→今岡清）
・A012 甲第 7 号証（「出版権消滅に関する通知」1981.4.20 かんべむさし→早川書房）
・A013 検甲第 1 号証（単行本「太陽風交点」早川書房）
・A014 検甲第 2 号証（文庫本「太陽風交点」徳間文庫）
・A015 検甲第 3 号証（文庫本「太陽風交点」ハヤカワ文庫）
1981.10.28(水)（第 3 回口頭弁論）
● A016 準備書面（1）（堀晃）
● A017 準備書面（1）（徳間）
1981.12.11（第 4 回口頭弁論）
● A018 準備書面（2）（堀晃）
● A019 準備書面（2）（徳間）
・A020 甲第 8 号証（弁護士法第二十三条の二に基く照会方申出書 1981.8）
・A021 甲第 9 号証の 1（照会申出に基く回答の通知 1981.9.14）
・A022 甲第 9 号証の 2（弁護士法第２３条の２に基づく照会について・回答）
・A023 甲第 10 号証の 1（著作権登録原簿等の謄本交付について・通知）
・A024 甲第 10 号証の 2（「太陽風交点」著作権登録原簿謄本）
・A025 甲第 11 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 47 年度）
・A026 甲第 12 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 48 年度）
・A027 甲第 13 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 49 年度）
・A028 甲第 14 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 50 年度）
・A029 甲第 15 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 51 年度）

・A030 甲第 16 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 52 年度）
・A031 甲第 17 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 53 年度）
・A032 甲第 18 号証（文化庁年報 著作権登録表頁コピー昭和 54 年度）
・A033 甲第 19 号証（証明書（印刷製本部数）1982.2.12 中央精版印刷）
・A034 乙第 1 号証の 1（文庫版「太陽風交点」出版仮契約書 1981.1.29）
・A035 乙第 1 号証の 2（文庫版「太陽風交点」出版契約書 1981.2.19）
・A036 乙第 2 号証（「太陽風交点」著作権登録原簿）
・A037 丙第 1 号証（単行本「太陽風交点」出版通知書 1979.10.1）
・A038 丙第 2 号証（「太陽風交点」正誤表 1981.4.25）
・A039 丙第 3 号証（内容証明郵便 1981.2.24 今岡清→堀晃）
1982.2.24(水)（第 5 回口頭弁論）
● A040 準備書面（2）（早川）
● A041 証拠申出書(甲)
● A042 証拠申出書(乙)
● A043 証拠申出書(丙)
1982.5.31(月)（第 6 回口頭弁論 今岡清主尋問）
・A044 甲第 20 号証（堀晃主要著作一覧表 作製・今岡清）
● A045 速記録（今岡清）
1982.7.23(金)（第 7 回口頭弁論 今岡清反対尋問）
・A046 乙第 3 証の 1（日本ＳＦ大賞に関する覚書 1980.8.8）
・A047 乙第 3 証の 2（ＳＦアドベンチャー 1980.10 78 〜 79 頁）
・A048 乙第 4 号証（ＳＦアドベンチャー 1981.3 34 〜 37 頁）
・A049 乙第 5 号証（報告書 豊田有恒 1982.2.23）
・A050 乙第 6 号証（三年以内に他社より刊行された著作物一覧 山本和夫 1982.5.25）
・A051 乙第 7 号証（田沢幸男「銀河系の悪魔」出版契約書 1978.7.24）
● A052 速記録（今岡清）
1982.10.22(金)（第 8 回口頭弁論 細井恵津子主尋問・反対尋問）
● A053 速記録（細井恵津子）
1982.12.17(金)（第 9 回口頭弁論 堀晃主尋問・反対尋問）
● A054 速記録（堀晃）
・A055 甲第 21 号証（報告書 今岡清 1982.12.17）
・A056 丙第 4 号証（早川文庫「太陽風交点」出版通知書 1981.2.20）
・A057 丙第 5 号証（筒井康隆「腹立半分日記」1977.5.3,5.11 部分）
・A058 丙第 6 号証（堀晃著作リスト 堀晃 1981.4.25）
・A059 丙第 7 号証（「太陽風交点」に関する事実の経過
1983.3.04(金)（第 10 回口頭弁論 堀晃反対尋問）
● A060 速記録（堀晃）
1983.4..25(月)（第 11 回口頭弁論）

堀晃 1982.4.1）

・A061 準備書面（3）（早川）
・A062 準備書面（4）（早川）
・A063 準備書面（5）（早川）
・A064 甲第 22 号証（毎日新聞 1981.3.25 夕刊）
・A065 甲第 23 号証（東京タイムズ 1981.3.26）
・A066 甲第 24 号証（大阪新聞 1981.3.27）
・A067 甲第 25 号証の 1（「噂の真相」1982.7 表紙）
・A068 甲第 25 号証の 2（同誌 66 〜 71 頁）
・A069 甲第 26 号証（「情報春秋」1981.11.25）
・A070 甲第 27 号証の 1（美作太郎「著作権と出版権」表紙）
・A071 甲第 27 号証の 2（同書 130 〜 135 頁）
・A072 甲第 28 号証（「情報春秋」1981.4.30）
・A073 甲第 29 号証（「情報春秋」1981.6.20）
・A074 甲第 30 号証（「情報春秋」1981.5.25）
・A075 甲第 31 号証（「情報春秋」1981.4.10）
・A076 甲第 32 号証（単行本「太陽風交点」の制作経過 伊勢本敬 1983.4.9）
・A077 甲第 33 号証（単行本「折紙宇宙船の伝説」の制作経過 伊勢本敬 1983.4.9）
・A078 甲第 34 号証（文庫本「太陽風交点」の制作経過 伊勢本敬 1983.4.9）
・A079 甲第 35 号証（文庫本「梅田地下オデッセイ」の制作経過 伊勢本敬 1983.4.9）
・A080 甲第 36 号証（報告書。今岡清 1983.4.25）
・A081 甲第 37 号証（早川書房版単行本「太陽風交点」の誤植について 倉橋卓 1983.4.25）
・A082 甲第 38 号証（報告書 倉橋卓 1983.4.12）
・A083 甲第 39 号証（単行本「太陽風交点」在庫表 早川・築山和徳）
・A084 甲第 40 号証（写真撮影報告書 早川・築山和徳 1983.4.8）
・A085 甲第 41 号証（私の著作物についての報告書 矢野徹 1983.4.10）
・A086 甲第 42 号証（報告書 今岡清 1983.4.25）
・A087 甲第 43 号証（報告書 今岡清 1983.4.25）
・A088 甲第 44 号証（報告書 細井恵津子 1983.4.25）
1984.6.22(水)（第 12 回口頭弁論）
● A089

準備書面（3）（堀晃）

● A090 準備書面（3）（徳間）
1984.3.23(金)（判決言渡し）
● A091 判決

２．控訴審（二審）
事件番号

昭和五九年（ネ）第八一四号事件

東京高裁第十三民事部
1984.6.01(金)
・A092 口頭弁論期日呼出状（1984.5.30）
● A093 控訴状（1984.3.23）

1984.7.25(水)（第 1 回口頭弁論）
● A094 準備書面（早川 1984.7.25）
1984.10.01(月)（第 2 回口頭弁論）
● A095 準備書面（徳間 1984.10.1）
● A096 準備書面（堀 1984.10.1）
1884.11.7(水)（第 3 回口頭弁論）
● A097 準備書面（早川 1984.11.7）
● A098 証拠申出書（早川 1984.11.7）
● A099 証拠の申出（徳間 1984.11.7）
1984.12.17(月)（第 4 回口頭弁論

小汀良久証人尋問）

● A100 第４回口頭弁論調書（小汀良久）
1985.2.13(火)（第 5 回口頭弁論

美作太郎証人尋問）

● A101 第 5 回口頭弁論調書（美作太郎）
1985.3.25(月)（第 6 回口頭弁論

美作太郎証人尋問（続行））

● A102 第 6 回口頭弁論調書（美作太郎）
・A103 甲第 45 号証（毎日新聞 1984.5.8）
・A104 甲第 46 号証（小汀良久 朝日ｼﾞｬｰﾅﾙ 1976.10.22）
・A105 甲第 47 号証（情報春秋 1984.7.20）
・A106 甲第 48 号証（新文化 1984.7.26）
・A107 甲第 49 号証（ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ No.30）
・A108 甲第 50 号証（新文化 1984.7.19）
・A109 甲第 51 号証（美作太郎「出版と著作権 」）
・A110 甲第 52 号証（美作太郎「最近の著作権問題について 」）
・A111 甲第 53 号証（報告書 原田奈翁雄）
・A112 甲第 54 号証（作品収録許可のお願い）
・A113 甲第 55 号証（手紙 文春→早川）
・A114 甲第 56 号証（出版契約書見本）
・A115 甲第 57 号証（報告書 高田正吾）
・A116 甲第 58 号証（報告書 今岡清）
・A117 甲第 59 号証（報告書 沖田安弘）
・A118 甲第 60 号証（報告書 今岡清）
・A119 甲第 61 号証（野生時代 1982.9）
・A120 甲第 62 号証（再録許可願）
・A121 甲第 63 号証（覚書）
・A122 甲第 64 号証の 1（作品収録についてのお願い）
・A123 甲第 64 号証の 2（支払通知）
・A124 甲第 65 号証（覚書）
・A125 甲第 66 号証（覚書）
・A126 甲第 67 号証（手紙 講談社→新泉社）

・A127 乙第 8 号証の 1（書協案内）
・A128 乙第 8 号証の 2（出版契約書見本）
・A129 乙第 8 号証の 3（同解説）
・A130 乙第 9 号証（書協会報 No.339）
・A131 乙第 10 号証の 1（念書）
・A132 乙第 10 号証の 2（契約書）
・A133 乙第 10 号証の 3（契約書）
・A134 乙第 10 号証の 4（出版契約書）
・A135 乙第 10 号証の 5（出版契約書）
・A136 乙第 10 号証の 6（出版契約書）
・A137 乙第 10 号証の 7（出版契約書）
・A138 乙第 10 号証の 8（出版契約書）
・A139 乙第 10 号証の 9（出版契約書）
・A140 乙第 10 号証の 10（出版契約書）
・A141 乙第 11 号証（朝日ｼﾞｬｰﾅﾙ 1976.11.12）
1985.5.13(月)（第 7 回口頭弁論）
● A142 準備書面（早川 1985.5.13）
● A143 最終準備書面（早川 1985.5.13）
1985.6.19(水)（第 8 回口頭弁論）
● A144 最終準備書面（徳間 1985.6.19）
● A145 準備書面（2）（堀 1985.6.14）
1985.12. 2(月) 和解勧告？
1986.2.26(水)（判決言渡し）
● A146 判決

