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2008.9 №41（抜粋記事）

「はやとくんフォーラム２００８」＆
電子速記研究会総会の御案内

今年のテーマ

に備える「裁判員裁判！」

施行前年となったので，準備だけはしておきましょう。

①連日的法廷，速記録の即日仕上げは？！

②視聴覚障害者が裁判員候補で参加，情報保障は？！

詳細はまだ未定ですが，今年も楽しくて勉強になる会にしますので，皆様ぜひ御参加ください。

●場所 東京グリーンパレス

〒 東京都千代田区二番町 番地102-0084 2
（代表）03-5210-4600

東京メトロ有楽町線 麹町駅（番町出口 ） 徒歩 分5 1
JR 7または都営地下鉄新宿線 東京メトロ南北線市ヶ谷駅徒歩，

分

または東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩 分JR 7
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩 分7
●日程

◇１１月２９日（土）

13:00----17:00 「はやとくんフォーラム」

17:30～ 懇親会

◇１１月３０日（日）

10:00----15:00 電子速記研究会総会＆開発会議

●参加申込み宛先

Kimi kimi-koni@nifty.com電子メールアドレス： 宛

●申込締切日：１０月末日

（宿泊が必要な方はお早めにお申込みください ）。

●参加申込みについて

２９日は参加自由，３０日は電子速記研究会の会員限定です。

住所，氏名，連絡先，参加予定日，懇親会参加の有無（５お申込みは，

０００円），宿泊の有無（２９日），昼食の有無（３０日）をお知らせください。

カンパのお願い

今年もたくさんの方が参加できますように，御協力をよろしくお願

いします。送金は郵便振替にてお願いします。

口座番号 ０１６９０－６－２７０９３ 加入者名 電子速記研究会
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……………………………………………………………………………………………………

フォーラム参加申込み
「はやとくんフォーラム２００８」に参加を申込みます。

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）： ユーザー所属地域（ ） 個人ユーザー

住所：〒 － TEL （ ）

メールアドレス＆ニックネーム（ある方のみ）： ，

参加予定日（○印をお付けください）： 両日参加・２９日だけ参加・３０日だけ参加

懇親会参加の有無（５０００円）： 有 ・ 無

宿泊の有無（２９日）： 有 ・ 無

昼食の有無（３０日）： 有 ・ 無

その他要望事項（ ）

……………………………………………………………………………………………………

はやとくん学習会 九州
九州の勉強会は，７月１９，２０日の２日間，福岡地裁の中会議室を借りて，行いました。

各県からそれぞれ参加されて，総計１９名。１４名の方が夜の懇親会に参加されました。

クーラーは×で，扇風機だけの暑い中，外気温や室温以上に熱気ムンムン，勉強しましたよ♪

平成20年速記官中央研修
７月１６日，１７日に 回目の速記官中央研修がありました。2
総研所長山名学氏「司法制度改革の全体像と流れ ・民事局第一課長花村良一氏「裁判所をめぐる諸問」

題（民事関係 ・刑事局第二課長齊藤啓昭氏「裁判所をめぐる諸問題（刑事関係 ・株式会社リンク）」 ）」

アンドモチベーションの杉山成榮氏の「セルフ・モチベーション・コントロールについて」の講義と，

「より正確で分かりやすい速記録を作成するための連携・協働 「知識・経験を活かした連携・協働の」

実践」の共同討議でした。

空き時間や懇親の時間には，日ごろ困っている点を全国の仲間に聞くと，すらすらと解決策や名案が出

てきたのにはびっくり。デジタル再生ソフト使用の際，ファンクションキーが使えるように設定できる

というのが分かったり，早聴きで読み返しをすることにより，日常の法廷での聴取りに余裕ができて速

記のスピードも上がる！？との噂も聞きました。また，用字用例集を作成している庁や，便利な一太郎

マクロを作っている方も見付けました。

研修をやってほしいと言い続けて，やっと実現し，まだまだ要求どおりの満足行く日程や内容ではない

かもしれませんが，ある意味，大変収穫のある機会でした。

日弁連司法シンポのプレプレ企画・評議をリアル速記
５月１７日，大阪弁護士会において日弁連司法シンポ（１１月８日・東京）のプレ・プレ企画として

模擬裁判員裁判と模擬評議が行われました。

今回は評議に焦点が当てられる企画のようです。

午前の部と午後の部の２つの裁判体で 「いかに評議が行われたか？」をビデオ撮影と，速記によっ，

て記録し，それを題材にして，大阪のプレ企画「評議はいかにあるべきか？」パネルディスカッション

を７月５日に開催するとのことです。

この企画への協力依頼が速記官にあり，速記官が評議に立ち会うことになりました。

“評議に立ち会う”なんてことは，模擬ならでは！です 「はやとくん」が活躍しました。。
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続いて 日弁連司法シンポのプレシンポ
５月１７日のプレ・プレ企画に続いて，７月５日にプレシンポが大阪弁護士会で行われました。

午前は模擬裁判「刑事裁判法廷を体験しよう！！」

午後前半はインタビュー「評議室で何が起こったか」

後半はパネルディスカッション「評議室は怖くない？」

（この「評議室は怖くない？」は，裁判員体験者の怖かった…」発言から，

とのようでした ）。

パネリスト 堀田 秀吾氏（明治大学法学部准教授）

西田 真基氏（大阪地方裁判所裁判官）

吉池 浩嗣氏（大阪地方検察庁検察官）

高見 秀一氏 弁護士（大阪弁護士会）

模擬裁判裁判員役の方

コーディネーター 秋田 真志氏 弁護士（大阪弁護士会）

【参加者の感想】

５月１７日行われた裁判体Ａと裁判体Ｂの評議内

容は速記官によって速記録が作成され，本日のメ

インゲストというべき言語学者・堀田秀吾准教授

によって詳しく解析され報告されました。

堀田准教授は，この２つの裁判体の裁判長や陪席

裁判官と裁判員，あるいは裁判員同士がどのよう

に議論をしたかを，その議論の偏りや，発言の満

， ，遍のなさ それが論点数の多寡にも関連するとか

平易な言葉が裁判員の発言を促すとかと関連づけ

てチャート図にして参加者に示されました。

これは議論の複線化という言葉で呼ばれていると

のことでした。

本番になれば密室となる評議の場です。今のうち

に，どのように議論が進められるのがよりいいの

か，模擬の段階でもっとケースを積み重ねていく

ために，こういう専門家の存在は大きいと思いま

した。

長時間，たくさんの発言がありましたが，ごくご

く一部，記録に関係するところを紹介します。

西田裁判官は，今までは大量の証拠書類や，速記

録を読んで心証を形成していたが，これからは見

て聞いて分かる裁判にしなければいけないと発言

されました。

吉池検察官は，パワーポイントなど使って分かり

やすい立証をしていくが，聞いているときはよく

分かったつもりでも時間がたつと忘れてしまう。

検察官の主張はペーパーで裁判員に渡すように考

えていると発言されました。

ある裁判員は，発言をメモするのに時間がかかっ

て，表情を見る暇もなかったと発言されました。

裁判官は，見て聞いて分かる裁判と，ペーパーレ

スを強調されましたが，検察官はやはりペーパー

を用意されるようです。

裁判員もメモが大変なようです。

やはりこの制度の主人公＝裁判員の方の不安や，

怖い！という思いを少しでもなくして参加してい

ただくためにも，証言速記録を評議室に届ける，

この「はやとくん」システムを裁判員制度の必須

アイテムにしてほしいものです
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すごい！の声，大阪司法記者クラブで「はやとくん」
「はやとくん」を記者クラブで見ていただきました。

７月１５日，守る会大阪支部は記者クラブを訪問して

「リアルタイム速記システムの取材及び報道のお願い」

をしました。

１５日には，笠松事務局長から資料に基づいてるる説

明をしましたが，記者氏から 「はやとくん」を見てみ，

たいという要望があり，再び訪問して「はやとくん」

を披露することになりました。

記者氏は法廷にいる速記官は知っていても，その仕事

ぶりを間近で見るのは初めての方ばかりでした。

Ｉさんの説明，それに対する記者の質問など，すべて

のやりとりをＭさんが速記して，それが漢字仮名交じ

り文字となって即座に横のパソコンに表示されるとい

う「はやとくん」の高い技術を，すごいな～と，しっかり見極めてもらいました。

「キーはどのように押すの？ 「キーの数は？ 「どういうキー組み合わせなの？ 「習得にはどのくら」 」 」

いかかるの？ 「どれだけのパターンを覚えているの？ 「どうして最高裁はこれを裁判員制度に使わ」 」

ないの？ 「アメリカではどうなっているの？ 「音声認識はどうなっているの？」などなどなど……」 」

質問の嵐でした （すべて速記していますが，ここでは紹介しきれません ）。 。

一生懸命それに答え，Ｍさんは一生懸命それをリアルタイム速記で披露しました。

Ｉさんの感想→限りなく記者氏の関心は高かった！びっくり！約２時間，質問ぜめにあいました。

Ｉさん，Ｍさん，お疲れさまでした。

公正な裁判へ文字記録をぜひ 弁護士鶴見祐作氏
朝日新聞５月２３日付け朝刊「声」欄の記事に，次のような記事が掲載されました。

来年５月に裁判員制度が始まるのを前に，耳や目の不自由な人たちが最高裁に，障害者への対

応の充実を申し入れたという（１５日朝刊 。障害者が裁判員の選任の段階で排除されないよう，）

裁判を理解できる環境を求めたのは意義のあることだと思う。

聴覚障害の裁判員には手話通訳や要約筆記者を手配すると，最高裁が回答したとのことだが，

法廷での密度の高い論争や供述の応酬に，これで対応できるか疑問だ。裁判所は企業に発注して，

発言者の音声を文字化する機械の開発を試みて久しいが，実用化にはほど遠い。

一方，法廷の現場で働く速記官の努力により，法廷内のやりとりをコンピューターを使い，同

時進行でテレビ画面に文字表示できる「電子速記」が開発されている。この技術を可能にする速

記官の不足を理由に，最高裁が取り入れようとしないのが残念でならない。

文字による正確な法廷記録は，評議に加わる裁判員にとっても意見表明の論拠に欠かせず，公

正な裁判の前提条件だ。

障害者の市民的権利を保障するためにも，この率直な鶴見弁護士の声が，もっともっと大きく広がっ

ていってほしいです。

裁判員法廷の情報保障 聴覚障害の方のブログ記事より
（回廊を行く―重複障害者の生活と意見より ）http://ameblo.jp/jsds001/entry-10130370450.html

（前略）６月の下旬にミニフォーラムというのに参加してみました。これは本格的な模擬裁判で

はなく啓発的な催しで，私の場合は同じ区の比較的近いところで行われたのです。内容は啓発映

画の鑑賞とそれをテーマとしての模擬評議で合計３時間ほどでした （中略）。

私は手話を使わない聴覚障知人の示唆もあって事務局とあらかじめメールで交渉することとし，
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害者であると連絡して，情報保障としてはパソコン要約筆記か，法律用語に通じた裁判所の速記

官による電子速記で，全文の文字化も可能な「はやとくん 」を要請していたのですが，前者は

適当な人が見つからない，後者は速記官の業務ではないということで，手書きの要約筆記者とい

進行中は大過ないようでしたが，後で思うと担当者から当然説明があったうことになりました。

と思われる事項についての記憶がなく，やはり細大漏らさぬ伝達は困難であるようです。

事後にはっきりとした話し合いの場がなかったこともあり，ミニフォーラムへの感想意見に併せ

ていくつか質問を主催の東京地裁に送りました。正直駄目元の心境で出したのですが，回答をい

しかしその内容は，手話通訳の評価過程や選定につただいたのは大変良心的だったと思います。

のはいささかいては述べていても，肝心の文字系の情報保障については一言も触れていなかった

非礼でした。前記の通り私自身が手話は用いない中途失聴者で，ミニフォーラムの場合もパソコ

「はやとくん」の可ン要約筆記者を要請したのに手書きの要約筆記者をあてがわれたからです。

。実際の刑事･民事の裁判で聴覚障害者の能性について目を閉ざしていることも理解できません

ために役立った例もいくつかあるというのですが （後略）。

【聴覚障害者と「はやとくん」について】

もう１０年前ぐらいになるでしょうか 「はやと，

くん」にリアルタイム反訳機能が付いて，その場

で文字表示ができるようになったときから，全国

で散発的に，必要に応じて法廷で，聴覚障害者の

ための情報保障を行うところが出てきました。

また，裁判員制度の導入が決まってからも，連日

的開廷や，聴覚障害者が裁判員になったときに，

ますますリアルタイム速記技術が必要になるだろ

うと，最高裁に速記官と「はやとくん」の活用を

ずっとお願いしてきました。

国会でも繰り返し問題にされていますが，最高裁

は検討中という答えで，問題は棚上げのままとな

っています。

法廷での情報保障は，これまでに前例があること

や，速記官の業務である公判記録を作成するつい

でに法廷で文字を投影するだけのことなので可能

と考えますが，裁判員制度が問題です。聴覚障害

， ，者が裁判員候補者や 実際に裁判員になったとき

選任手続や，特に評議に速記官が入って文字通訳

を行うことは，何か根拠になるものがないと不可

能と思われます。

何年も前から指摘されてきながら，最高裁はまだ

検討中のようで，地裁レベルでは答えようがない

のでしょう。

聴覚障害者が安心して裁判員制度施行の日を迎え

られるように，早く文字系の情報保障をどのよう

にするのかを決めて，間に合うように環境整備を

しておくことが必要と思います。

（参考 年 月 日法務委員会，井上哲士議員「聴覚障害者の裁判に参加する権利を保障する2005 3 29
ため，リアルタイム速記による字幕表示を要求」

）http://www.inoue-satoshi.com/kokkai/2005_162/houmu_050329.html
井上哲士君

是非、その中でこの速記官の皆さんの技術を活用もして、このリアルタイム速記による字幕表示

ということを位置付けていただきたいと思うんです （後略）。

最高裁判所長官代理者（園尾隆司君）

ただいま御指摘のような様々な事態に対処するために、各裁判体ではいろいろ工夫もし、検討も

しておりまして、また、当事者双方とも相談をして、どのような方法が最も適切かということにつ

いての意見を伺うというようなこともやっておるわけでございます。私ども司法行政の任に当たる

者といたしましても、そのような裁判体の意見なども聞きながら、今後も引き続き検討していくと

いう所存でございます。

裁判員制度と視覚障害者
「視覚障害」２４３号（２００８年８月発行）より

最高裁判所事務総局刑事局総括参事官の平木正洋氏の発言です。

平木：手話通訳者が必要な聴覚障害者とは違い，視覚障害者については，専属の補助者が必要となる

場合はさほど想定できないのではないかと考えています。

障害を持つ裁判員は，裁判官の横の席に座ってもらうなどして，すぐに裁判官が補足説明を行うこと
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ができるようにしたいと思います。お知りになりたいことがあれば，遠慮なく裁判官に質問をしてく

ださい。例えば，証人尋問の途中でも，隣に座っている裁判官をつついて，今，証人はどんな顔をし

ていたのかなども質問してもらって構いません。

また，審理の途中で質問することにためらいがあるような場合には，およそ１時間に１度は休憩時

間を取るので，その間に裁判官に質問をしてもらえればと思います。

７月１７，１８日東京地裁の模擬裁判に参加した，視覚障害者の高橋玲子さんの発言です。

， 。高橋：今回の模擬裁判で 私を専属でアシストしてくれる人がつくといったことはありませんでした

やはり，審理の途中で流れを止めて質問するということはかなり勇気がいることですので，写真や証

人などの様子をちょっと聞くことができる人がいたら，もっと安心できたのかもしれませんし，私は

点字を使えるから自分でメモが取れますが，もし点字を使うことができない視覚障害者が裁判員にな

った場合には，メモの補助をしてくれる人は必要なのではないでしょうか。評議に入る際，自分が重

要だと思った点が，自分の表現でメモされていることが，やはり必要になると思います。

【視覚障害者と「はやとくん」について】

平木参事官の言うように，その場でつついて，ど

んな顔か聞くのも答えるのも，後でまとめて聞く

のも無理でしょう。分からないことは質問のしよ

うもありませんし，過大な勇気を求めている感じ

がします。

速記官がアシストで付いて，その場で逐一，法廷

の情景描写をするのはどうでしょう いつもの う。 （

なずく （泣きながら （右手で払う動作をし）， ），

ながら）などを，より詳しく，表情や動作や視覚

からの情報を速記して 「はやとくん」でできた，

日本語の文字データを，自動点字翻訳ソフトにか

けて，点字ディスプレイで表示したり，読み上げ

ソフトでイヤホンを通して聞こえるようにしたり

するのはどうでしょうか。

メモについても，視覚障害者が口述して速記する

のでも，大事だと思ったところで合図してもらえ

ればその場のやり取りを速記するのでも，いろい

ろなメモの補助のやり方が考えられると思いま

す。

最高裁が本気で障害者のことを考えるなら，障害

者が勇気を出さなくてもほかの裁判員と同じ量の

情報が入手できる環境を整備することが必要で

す。

平木参事官は，同記事の中で「ご意見を聞く必要

性については認識をしており，障害者団体等に対

する説明会の際などにご意見を伺うなどしていま

す 」と述べています。。

制度設計をするのに，それを実際に使用する障害

者の意見を聞くのは当然ですが，速記官活用の方

法もきちんと提示して，個人の勇気頼みではない

ものを作っていってほしいと思います。

裁判員制度までに
音声認識システムによる調書作成は間に合わず

， 。２００８年５月２１日 最高裁が今現在の音声認識システムの研究開発状況について明らかにしました

最高裁と速記官が５年以上前から論争してきたことですが，裁判員制度までに，音声認識システムによ

り，裁判員が公判調書など，文字で確認できるシステムを作ることは間に合いませんでした。

ＮＥＣだけで約４億円，ＩＢＭから始めた５年間の成果は，映像や音声のインデックス機能に使えるだ

け（書記官の支援が必要かも？）というものでした。

（参考）音声認識システムについてのこれまでの流れ

・ ２００３年 日本ＩＢＭが調書作成支援システム（仮称）を開発，最高裁が紹介ビデオ作成

・ その後，なぜか日本ＩＢＭが頓挫

・ ２００５年 音声認識システムの研究開発業者を選定するための調達支援の業者としてＮＨＫエ

ンジニアリングサービスが選定される

・ ２００６年 音声認識システムの研究開発業者にＮＥＣが選定される
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…………………………………………………………………………………………………………………………

音声認識システムの研究開発について

（全司法情報№ より）2041
最高裁が全司法に５月２１日に説明したことによ

れば，以下のとおりです。

１ 音声認識システムについては平成１５年に調

査研究に着手し，当初は，逐語調書の作成機能を

中心に研究が行われたところであるが，その後裁

判員裁判が平成２１年年度から導入されることに

， ， ，なり 当面 裁判員裁判での利用を念頭に置いて

裁判員裁判の具体的な運用等も視野に入れつつ，

研究開発を進めている。

裁判員裁判では連日的に証拠調べが行われ，審理

の後その記憶が鮮明なうちに速やかに評議が行わ

れることから，公判調書を用いて証言内容を逐一

確認する必要性は低いと考えられる。むしろ，裁

判員裁判に求めるられるのは，評議において，一

般人である裁判員等が法廷における証言内容を確

認する必要が生じた場合に，映像・音声によって

迅速に証言内容を確認することのできるツールで

あると考えられる。

そうした観点から，裁判員裁判の評議における裁

判員等の記憶喚起等のために証人尋問等の録画に

関する法制度が整備され，各裁判員法廷にこの録

画・録音のための設備も整備されることになって

いるが，開発中の音声認識システムにより得られ

た文字データをこの映像・音声データとリンクさ

せ，文字データをいわばインデックスとして利用

することによって，証言等の中から評議での確認

に必要な部分を検索し，速やかに映像及び音声で

再現することを念頭に置いて，映像関連機能とし

て盛り込むことを前提としてシステム構築を行っ

てきたところである。

このような利用のためには，音声認識ソフトの性

能向上が課題であったが，東京，横浜及び大阪の

各地裁の法廷で収集した音声データやこれまでに

蓄積してきた調書データを利用して，言語モデル

及び音響モデルの強化作業を行ったほか，検察官

及び弁護人用のピンマイクの改良を図ったり，音

声入力系の各種改良を図ることにより，認識率の

向上が図られ，このような利用に耐えうるものと

なったと考えている。もっとも，コンピューター

による音声認識には自ずから技術的な限界があ

り，文字データに相応の誤認識部分が生じること

は避けられないが文字データを検索のためにイン

デックスとして利用する上では大きな支障はない

と考えている。

２ 裁判員裁判の導入を間近に控え，今後は現場

の意見を踏まえつつ，法廷環境に適合した最適な

システムとするために平成２０年５月下旬ころか

ら，一，二か月程度の間，東京地裁の４法廷（途

中から法廷数を縮小予定）に映像・音声及び認識

結果を統合するプロトタイプ（試作品）を設備し

て実際の事件の証言等を認識させるとともに，別

紙のとおり，法廷や書記官室において書記官の実

際の業務フローを念頭に置いたテスト運用を行っ

たり，可能であれば模擬裁判の評議等においても

試用してもらうことを考えている。この際，裁判

官及び書記官については事前にアンケート用紙を

配布しておき，意見，要望等を適宜記載して提出

してもらうことを予定しており，また検察官及び

弁護人については当日アンケート用紙を配布し，

その場で又は後日提出してもらうことを考えてい

る。なお東京地裁以外の職員にもプロトタイプの

概要を伝えるために，各庁に対し，プロトタイプ

の主要な画面の遷移，音声認識の状況，検索方法

等をパソコンで見ることができるようなＣＤ－Ｒ

ＯＭを配布し，希望する職員に適宜見てもらい，

意見，要望等があれば出してもらうことを予定し

ている。

３ 音声認識システムの操作画面及び機器構成に

ついては次のとおり作業を進めている。

（１）操作画面。

法廷，評議室，書記官室等の各操作場所での操作

内容に応じて，裁判官や書記官等の操作のしやす

さという観点から検討を進めている。

（２）機器構成については裁判官や書記官の操作

のしやすさという観点や，静粛性，省スペース性

等の法廷環境との調和という観点から検討を進め

ている。機器構成の大まかなイメージとしては音

声認識用と画像制御用のタワー型パソコン２台と

ミキサー等の附属機器を１つのラックに収納して

書記官卓子の下などに設置し，書記官卓子にはデ

ィスプレイ，キーボード及び録画用カメラを設置

することを考えている。そのため音声認識システ

ム等のＯＡ機器の操作がしやすいよう，書記官卓

子の形状を変更することも検討中である。また法

廷内で法廷用ＩＴ機器と音声認識システムを操作

することとなる書記官の負担を軽減するためにデ

ィスプレイとキーボードについては法廷用ＩＴ機

器を構成するパソコンと共用し，切替機により音

声認識用の画面と法廷用ＩＴ機器用の画面を切り

替えることができるようにしたいと考えている

（テレビ運用で使用する機器等は調達の試用を念

頭に置いたものとする予定であるが，調達手続の
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実施前であるので，そのとおり確定するものでは

ない。また現行の書記官卓子ではラックに入れた

機器類を卓子の下に置くことができないことも想

定されるため，書記官卓子の横に置くなど法廷の

現状に合った工夫等をすることも必要になる ）。

４ また昨年度大阪地裁で収集した音声データを

解析したところ，法廷内において関西語が使用さ

れるケースが多くあり，標準語を使用する場合よ

りも認識率が低下することが判明したことから，

より汎用性のあるシステムを構築するために本年

度は関西語を対象とした研究開発を進める予定で

ある。そのため，６月初旬ころから９月下旬ころ

にかけて，大阪地裁において，当初４法廷程度，

最大８法廷程度で，更に２５０時間程度の音声デ

ータの収集を行うことを予定している。

５ 今年度はこのような作業を中心としてシステ

ムの精度を高めていく予定であり，平成２０年１

２月ごろに更に複数の庁の法廷でテレビ運用を実

施し，最終評価を行う予定である。そして平成２

０年度中には，全国の裁判員法廷にシステム機器

を設置し，システムを操作する職員等を対象に操

作説明会を開催したり，業務フローに即したマニ

ュアルを整備するなどして，実際の運用に備えた

いと考えている。 （以上）

…………………………………………………………………………………………………………………………

別紙で「プロトタイプテスト運用における職員の作業内容」の説明が付いてます。

その中に，次のような作業内容の説明もあります。

（４）メモの入力

作業主体：書記官

作業内容：必要に応じて評議等での検索に役立つような事項（証拠の提示，異議，手記命令等の証

拠調べでの節目となるような手続に関する事項であり，ファンクションキーで入力できる ，書。）

記官の備忘的事項等を入力する。

＊必須の作業ではなく運用上は可能な範囲で必要に応じて行ってもらうことを想定している。

（参考） 第１５９回国会 法務委員会 第３号 平成１６年３月１２日（金曜日）

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003a.html
○佐々木（秀）委員 （前略）特に，さっきもお話しのように，裁判員制度が今度導入されるとい

うことになると，その関係でもリアルタイムの文字化というのがどんどん必要になってくるだろう

と思うんですが，この音声認識技術の実用化の見通しについては，裁判所はどう考えているんです

か。

○中山最高裁判所長官代理者 今委員から御紹介がありましたとおり，今，裁判所では，日本ＩＢ

Ｍと，音声認識技術をベースにこれを調書化する，しかも，その調書の裏には，その発話された音

声というものがリンクされている，こういうものを共同開発中であります。

現在，これは委員の方にもごらんいただきましたけれども，９割方の正確性であるということで

あります。これは６０個ぐらいの調書を読み込ませて，その上でのことでありますが，日本ＩＢＭ

によりますと，今後１万の調書を読み込ませることによって，例えば，刑事事件，民事事件でも医

療過誤，行政訴訟，そういったそれぞれの分野で使える辞書というものが開発されていくことにな

り，相当精度は上がってくるということであります。

（後略）

○佐々木（秀）委員 （前略）今，音声認識技術がどのぐらいで実用化されるのだということにつ

いてはまだお答えがなかったと思いますけれども，それをあと何年ぐらいと見ているのかと，それ

ができた場合には，１００％大丈夫だという，まあ１００％はないでしょうね，九十七，八％なん

かになった場合には，今の録音反訳方式による調書の作成はなくなるのかどうなのか（後略）

○中山最高裁判所長官代理者 裁判員制度が何年ごろから実施されるかというところにもよります

けれども，それまでの間に実用化させたい，こういうふうに思っております。年限でいえば，３年

ないし４年というふうに考えておるところであります （中略）。

録音反訳につきましては，これはもともと，最初に平成９年に導入することを決めましたときか

ら，過渡期のものである，こういう位置づけでやっておりました。したがって，音声認識が本格化

， 。してそれが使えるということになりますれば それは消えていくということになろうかと思います

（後略）
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， ，最高裁は ４年前から音声認識システムで調書作成ができるシステムは既に開発済みという宣伝をして

速記官の養成再開の声が高まらないように抑えつけてきました。

タイムリミットでとうとう出てきたものは，よくて８割のヒット率の不完全なインデックス機能でしか

使えないシステムで，書記官の支援付きでやっと使えるだろうという代物のようです。

調書も作成できない，リアルタイムで文字表示もできない音声認識システムしかできなかった責任を，

最高裁はどう取るつもりなのでしょうか。

最高裁は一転，記憶が鮮明なうちなので調書は必要ないと，また詭弁と屁理屈で押し通すつもりのよう

です。せっかくの技術を生かせない速記官も無念ですが，公判調書がないまま評議を行う裁判員，情報

保障が受けられない視聴覚障害者が一番の被害者です。

プロトタイプのCDを見ました。これまでリアルタイム速記には自信が

なかったのですが，「あれよりは上だわ」と，速記に対してモチベーショ

ンがぐんと上がりました。 2008.8.18 M.S.

参議院決算委員会で前川きよしげ議員が質問

５月１９日参議院決算委員会で，民主党の前川清成議員から 「裁判員裁判におい，

ては速記録が必要！１９９７年に裁判所が速記官の養成停止を決定したが，裁判員制

， 。」度が創設されたのは２００４年 １９９７年の最高裁の判断は間違っていたと思う

という趣旨の発言がありました

速記官の法廷卓子，その後の経過
２００８年５月２８日，最高裁から「新しい速記官卓子の使用について」の説明がありました。

これまでのいきさつ
２００１年にステンチュラの法廷使用が許可になりましたが，速記官の法廷の机が，ステンチュ

ラ対応型でないためいろいろと不都合がありました。

全国各地の速記官が，裁判員法廷の増改築の際に，速記官の机を改造又は新しいステンチュラ対

応型のものにしてほしいと要望しましたが，最高裁からは私物のステンチュラのために改造はでき

ないという回答でした。

２００５年から，全司法や速記部同窓会を通じて要望してきましたが，裁判員法廷の改築はどん

どん進められ，速記官の机については，従来の机の構造のままの新しい机が設置されたところと，

二，三十年たった机でも更新されないところがありました。

昨年１１月，急に新しいステンチュラ対応型のものを支給するという進展がありました。

今回の説明
新しい速記官卓子の使用については，さきに使用図面を示して意見，要望を聴取したところである

が，速記官及び職員団体から出された主な意見等及びそれについての検討結果を別紙のとおり取り

まとめたのでお知らせする。

今後，この検討結果を基に技術的な細部を詰めて使用を確定し，本年度以降，法廷の増改築等によ

り，新規に整備する必要がある法廷に整備していきたいと考えている。

法廷の増改築などめったにありませんし，裁判員法廷への改修はほぼ終わっています。法廷の電子機器

の増加で，速記官はますます居場所がない状態で，日々困っています。要望のあるところにはすべて早

急に整備してもらうことが必要です。
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インテルステノ北京コングレス開催
初めてアジアへやってくるインテルステノ・コングレスが来年８月１２日 水）から１１日間，北京で(
開かれます （注；コングレス－国際会議，学会，大会）。

世界の速記者，情報処理技術者，秘書が一堂に会するコングレスでは，速記競技，議会速記者分科会，

先端技術報告会のほか，晩餐会，観光，交流会などが企画されています。日本速記協会では，訪問団を

派遣して，韓国の速記界と連携をとり，アジアで初のコングレス成功に向けて参加するそうです。

日本速記協会では，申込みが今年１０月１日から始まるそうです。

金額，旅程等はまだ決まっていませんが，競技参加，報告等の申込みをする場合は，早く挙手しないと

日程に組み込んでもらえないおそれがあるそうです。

今の段階で，競技参加の希望がある方は，御連絡ください。

競技参加の申込み締切：１０月１５日必着

Kimi kimi-koni@nifty..com申込先： 宛

↑↑↑「はやくとん」は，またまた進化
関西弁スイッチの新設

Ｈ Ａ ＫＨＴＹ 働かへん
Ｋ Ａ Ｏ Ａ Ｈ

ＡＩＯ
Ｎ Ｋ

Ｈ Ａ ＫＨＴＹ 働けへん
Ｋ Ａ Ｏ Ｏ Ａ Ｈ

ＡＩＯ
Ｎ Ｋ

Ｙ ＳＡ ＫＨＴＹ
Ｔ Ｋ Ａ Ｏ Ａ Ｈ しゃべらへん

ＡＩＯ
Ｎ Ｋ

Ｙ ＳＡ ＫＨＴＹ しゃべれへん
Ｔ Ｋ Ａ Ｏ Ｏ Ａ Ｈ

ＡＩＯ
Ｎ Ｋ

１ 括弧で「て」の省ける略語の処理
「て」を省いて打った速記符号から 「て」を補う反訳処理を新設しました。，

詳細は 「速記符号」の中の「括弧で「て」の省ける略語」を見てください。，

2 スイッチ機能の変更
従来のスイッチの設定は， 進数を使った複雑な方式でしたが，直観的で理解しやすいチ16

ェックボックスとラジオボタン方式に変更しました。

なお，方式は変わっても，内部的には従来と同じで，設定してある数値は有効であるし，機

能に変わりはありません。

また，従来どおりの数値も表示されますが，その数値は，チェックボックスやラジオボタン

と連動するのではなく，画面を再表示したときに変化します。

秋の字幕付け予定

９月２６日（金）関東弁護士連合会シンポジウム・定期大会

220-8173 2-2-1-3横浜ロイヤルパークホテル 〒 横浜市西区みなとみらい
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「市民の身近にあって利用しやすい司法を目指して

～司法基盤の整備と弁護士過疎・偏在の解消を～」

１１月 ８日（土）第２３回司法シンポジウム「カウントダウン！みんなで築こう裁判員制度」

１０：３０～１７：００ 弁護士会館 千代田区霞が関１－１－３

１１月２３日（日）午後 少年法のシンポジウム パネルディスカッション 東京

秋の講演予定
１１月８日，東京速記士会の平成２０年度下期研修会において，遠藤会長が講演予定です。

日時 １１月８日（土）１３時～１７時

場所 早稲田速記医療福祉専門学校研修室

内容 第Ⅰ部 「デジタル反訳入門講座 （１３：１０－１４：２０）」

講師 早稲田速記㈱常務取締役・日速協理事 保坂 正春氏

第Ⅱ部 韓国の速記事情（１４：３５－１５：２５）

講師 元衆議院記録部・日速協常務理事 薄葉 威士氏

第Ⅲ部 裁判員制度と速記官の役割（１５：４０－１７：００）

講師 電子速記研究会会長 遠藤 基資氏


