
- 1 -

2008.11 №42（抜粋記事）

ワードワープ社がＣＳシリーズで字幕付けデビュー！
年 月 日（月）プロ野球クライマックスシリーズ2008 10 20

「阪神ｖｓ中日」のテレビ放送で，ワードワープ社で育っ

た 人組「はやとくん」リアルタイムチーム（ステノキャ4
プショナー）が生放送の同時字幕をつけました（字幕放送 。）

試合は，２対０で，中日に阪神タイガースは破れ，今季限りで

の退任を表明した岡田監督にとっても，最後の試合となりまし

た。

， 。ワードワープ社の皆様 おめでとうございます

感動してます！とてもとてもお疲れになったこ

とでしょう。でも，それにしっかり見合うだけの，素晴らしい成果を残されたと思いま

す。本当にお疲れ様でした。 さんよりM

「はやとくんフォーラム２００８」＆
電子速記研究会総会の詳細

皆様，お申込みはもうお済みでしょうか？

今年の「はやとくん」の進化を確認に，またお仕事のレベルアップや，交友を深めに，皆様ぜひ御参加

ください。

●日程

◇１１月２９日（土）はやとくんフォーラム

１３：００－１３：１０ 開会

１３：１０－１４：１０ 「はやとくん」の新機能等

１４：２０－１５：５０ 「評議に間に合う速記録！早く仕上げるあの手この手」

模擬裁判

１６：００－１６：３０ 聴覚障害者と裁判員制度

１６：３０－１７：００ 質問コーナー＆模擬裁判の速記録発表

１７：３０～ 懇親会

◇１１月３０日（日） 総会＆開発会議

１０：００－１１：００ 総会

１１：００－１２：００ 開発会議

１２：００－１３：００ 昼食会

１３：００－１４：００ 全司法＆守る会＆速記官懇談会

１４：００－１６：００ 総会or開発会議の残り

●内容

★リアルタイム送信機能（速記録，速記符号 ，関西弁対応機能など，遠藤会長は今年も大きく「はや）

とくん」を進化させてくれました。急ぎの仕事に新機能をどう活用するか，必見です。

★今年の講師は，初心者にも分かりやすいと評判の★ 空 ★さんです。
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「 」 ， 。評議に間に合う速記録！早く仕上げるあの手この手 と題して 次のような内容の説明があります

・質問の仕方など協力のお願い

・事件辞書の重要性

・新設略語と数字などの新しい打ち方をマスターしていこう

・立会の仕方（便利なバッチファイルなどの工夫）

・速記録に仕上げるまでの工夫

・１人リアルのすすめ

・デジタル録音の工夫

・置換データの活用

皆でいつもの手順をもう一度確認しながら，アイディアや疑問点を出し合い，速記録を早く仕上げる

ベストな方法を一緒に学習しましょう。最後は，模擬裁判で実践です。

★聴覚障害者の田中氏の講演も，法廷でのよりよい情報保障を考える上できっと役に立ちます。

「聴覚障害者のための字幕付与技術」シンポジウム2008の
模様がテレビ放映
１０月１１日に京都大学で開催された字幕シンポですが，その様子が で１０月１９日午後７：３NHK
０に放送されました （再放送も１０／２４，２６，３１にありました）。

音声認識，ワードワープ社の２人「はやとくん ，パソコンによるダイレクト要約筆記，手話と字幕付」

与技術が紹介されました。ワードワープ社の春名さんがインタビューに応じておられました。

シンポジウムで字幕付け報告
『聴覚障害者のための字幕付与技術』シンポジウム が， 月 日2008 10 11

（土 ，京都大学で開催されました。）

今回のテーマはノートテークです。静岡福祉大学の太田晴康先生，群馬

大学の金澤貴之先生，京都市立二条中学校の高井小織先生，京都大学の河

原達也先生が，障害のあるなしにかかわらず，教育や情報が保障されると

いうことの意味，ノーマライゼーションとは何かを考えさせる，深い内容

の講演をされました。

このシンポジウムでは，すべてに字幕と手話がつけられました。

字幕は，司会・金澤講演・質疑応答をＩＰ を使ったパソコン要約筆記の チーム，太田講演・talk 2
高井講演を電子速記 はやとくん ２人入力・２人反訳のワードワープチ－ム 河原講演を音声認識 ジ「 」 ， 「

ュリウス」の京大河原チームが分担しました。

ワードワープチームのメンバー構成は，入力は安達と奥平，反訳は林と南でした。

初めの太田先生講演の字幕は，うまくいったと思います。

次は金澤先生の講演。ＩＰ によるとても見事な連携プレー字幕でした。talk
その次の高井先生の講演で，私たちの字幕は，講演者や聴衆の方に大変申し訳ない，大きな失敗をし

てしまいました。高井講演の終わりの５分ぐらいが，入力１と２の表示の順番がひっくりかえってしま

， ， 。って そのまま終わりまで 日本語になっていない文字の羅列をスクリーンに出し続けてしまいました

原因は不明です。

機械を使う以上，故障・不具合は起こり得るものです。そのことを予想した事故マニュアルが私たち

にありませんでした。気がついた時点で中断してもらって 「はやとくん」を立ち上げ直せば何十秒か，

で回復できたことですが，その時点でそういった対処をする余裕が私たちにありませんでした。状況を

機敏に把握し 「すみません，ちょっと待って」と言えるよう，主催者と情報保障提供者の間にこうし，

たことがありうることを了解してもらっておくことも大事なことであったと今になって思っているとこ

ろです。この失敗はぜひ今後の教訓にしたいと思っています。

， 。 ，とても感心したのは パソコン要約筆記の さん・ さんチームです ほとんど逐語に近い字幕がH S
遅れなくコンスタントに出てきて，読みやすく，話が分かりやすく，その力に圧倒されました。後でお

聞きすると，調子に乗っているときは１０字ずつぐらいを交替で取っていくとのことでした。我々の一
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つの目標に出会ったと思っています。また，音声認識ソフト｢ジュリウス｣にも感嘆の声が上がって，期

待が寄せられていました。

文字による情報保障は，聴力障害を持つ人にはとても求められています。教育の場ではとても必要な

ことです。機械速記・電子速記もそれに活用できればいいのにと思っているところです （春名）。

◇プログラム

講演１「中途失聴・難聴者のニーズと情報コミュニケーション支援」太田晴康（静岡福祉大学）

講演２「大学における聴覚障害学生への情報保障の取り組み」金澤貴之（群馬大学）

講演３「ノーマライゼーションへのチャレンジ～集団と学力の保障。学級の実践から～」高井小織（京都市立二条中学校）

講演４「音声認識技術の授業への適用」 河原達也（京都大学）

討論 司会 兼子次生

テレビ生字幕の仕事をしました
月 ０日，セ・リーグ 第 ステージ第 戦，阪神 中日実況中継の10 2 CS 1 3 vs

生字幕をしました。

残念ながら阪神は敗退。しかし，試合終了後に沸きあがった岡田コール，そ

れを実況するアナウンサーの言葉を入力し反訳を続ける我が字幕チーム，見守

っている者の胸にも熱いものが…。番組終了と同時に，局の方たちから「ご苦

労さん 「よかったよ」と声をかけていただきました。私も思わず自分のチームに拍手をしてしまいま」

した。

字幕内容としては，番組冒頭の「当番組は同時入力の為，誤字脱字が発生する場合があります 」と。

いうお断りのとおり，誤字脱字はありました。人名ミス，聞き間違いあり，１０秒以上の遅れもありま

， 。 。したが まあお許しいただけたということでホッとしました それにしても本番に強い我がチームです

野球のイロハから始まって，辞書づくり，２人入力・２人反訳の４人の練習を５か月間積んできて，こ

の日，この３時間の本番が一番の出来ばえでした。

ご協力くださった方々に心からお礼を申し上げます。

次のステップはまだ決まっていませんが，技量アップの練習と工夫・検討をして次に備えていきたい

と思います。

今，もう１つの課題は「養成」です。これは局の方からも強く要望されています。今回の生字幕がき

っかけとなって「はやとくん」を学ぶ人が，１人でも２人でも出てくることを強く願っています。

１人リアルタイム「はやとくん」で文字通訳
速記者１人だけのリアルタイム「はやとくん」で，文字通訳にチャレンジしました。

「はやとくん」で情報保障を行うときは，速記と校正の２人組で行うのですが，今回は平日で人手がな

かったのと，１人リアルタイムでも結構きれいに出ているので，小さいパソコンの画面に文字を表示す

るだけならと，思い切って１人でやらせてもらいました。

今回の依頼は，聴覚障害者の方が講師で，１日目に講演を２時間行い，２日目に質問コーナーの時間が

３０分あるということで，その質問コーナーの３０分の情報保障をしてほしいということでした。

◎準備

聴覚障害者の方は，情報保障に慣れた方で，講演に出てくる固有名詞をすべて抜き出した資料を事前に

送ってくれました。

講演の前日に，私物の のパソコンに，いつも「はやとくん」を使っている職場のパソWindows Vista
コンの環境をそっくり移しました。ところが， が難解な動作をするので，ここでとても苦労しまVista
した。

（参考 Vistaの困った点）

普通は，辞書や，はやとくんの自分の環境は，コピーで簡単に移せるのですが，Vistaは勝手にフォルダを作って

保存して，そちらのものを使うのです。

例えば，「はやとくん」の環境を移すなら，C:\Program Files\Hayato\StenHlWに，Stenhlw.iniというファイルをコピ

ーすればよいだけですが，Vistaでは勝手にC:\Users\****（ユーザー名）\AppData\Local\VirtualStore\Progra

m Files\Hayato\StenHlWというフォルダができていて，そちらのStenhlw.iniを読み込んでくるのです。
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辞書も同様で，勝手にフォルダを作ってそちらにコピーして，そちらのものを使っているようです。

辞書を書き換えると，C:\Users\****\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Aisoft\WXG\DICの辞書が書

き換わりますが，元辞書のC:\Program Files\Aisoft\WXG\DICの中のファイルは書き換わらないので，分からず

使っている人は混乱します。

はやとくんで作成された記録も，VirtualStoreのほうにできているので，探すのは困難で，普通の人は二度と見つ

けられないでしょう。

「 」 ， 。はやとくん を使っている方で新しいパソコンを買おうとしている方には はお勧めしませんVista
機械の設定を終え，ステンチュラを職場から持ち帰り，なんとか準備はできたのでした。

◎１日目

翌日は聴覚障害者の方の講演の日で，ぶっつけ本番は パソコンに不安もあったので，講演を聴きVista
がてら練習をさせてもらうつもりでした。ところが急遽，講師紹介の部分を情報保障してほしいという

要望があり，一緒に聴覚障害者の方と壇上に上がり，いきなり本番となりました。

今回の文字通訳は，リアルタイム「はやとくん」の文字を拡大して表示するという方法で行いました。

ステンチュラの組み立てと，パソコンを起動してケーブルをつなぐだけの簡単なセッティングだったの

で，５分ほどですぐ準備もできました。講師紹介も，５分ぐらいの短い時間でしたが，リハーサルもで

きて速記の宣伝もしてくださって，ラッキーでした。

その後，１回目講演１時間，休憩１時間，２回目講演１時間を，講演を楽しみながら，練習もばっちり

したのでした。

会場の後ろのほうで速記をしていると，興味を持ってのぞきこんでくれる人もいて，これだと聴覚障害

者とのコミュニケーションがスムーズにできますねと，感心してくれました。

手話は，助詞がない結構アバウトな言語なので，誤解することがよくあったり，専門的な用語を伝える

ときに特に正確に伝えるのは難しいというようなことを言われていました。

◎２日目

いよいよ質問コーナーの日で，本番です。聴覚障害者の方と一緒に壇上に上がり，司会者の方の紹介か

ら速記を始めました。速記の宣伝もしっかりしてくださり，質疑応答の間に，参加者の方は自由に壇上

に上がって文字通訳の様子を見てくださいと勧めてもくれました。司会者の方の声に押されて，たくさ

んの人が見てくれました。

情報保障の経験はたくさんある私ですが，いつも校正役だったので，最初は速記をする手も震えて，緊

張しました。音に集中して正確に打つのに精一杯で，表示される字のほうまで最初チェックしている余

裕がありませんでした。

数分して，画面を見ると大体きれいに出ているようなのでちょっと安心して，質疑応答に入ると質問と

答えの間に時間も少しできるので，チェックする余裕も出てきました。

誤ったものを追加して打ち直したり，発音が悪くて聞き取れないときは，括弧して聞き取れないと打っ

てみたり，質問者とそのそばの人の私語のような会話も括弧して打ってみました。

発言者の表示も 「＞司会／＞ 「＞講師／＞ 「＞質問者／＞」こんな感じで辞書登録しておくと，， 」， 」，

「＞」で改行が必ず入ってくれるので，読みやすくてよいです。

何より気持ちよいのが，校正者を入れてないので当然ですが，発言の数秒以内に全く遅れなく文字がパ

ソコンの画面に表示でき，質問者が発言し終わると，すぐさま聴覚障害者の方が回答できるスムーズさ

がとてもよかったです。

ちなみに，１人リアルタイムで文字通訳の精度はどれぐらいだろうと，正解率を調べてみました。

間違っている字を拾い出し，句読点を除いた総字数で割ってみると，２．４％と出ました。

９７％の正解率ぐらいでは出していたのかなと思います。

（音声認識は語数で数えるのですが，字数のほうが簡易なので字数で数えてみました。語数にすると，

一番多かった長い人名や，ディサビリティーの誤変換が１語となるのでもう少し正解率がよくなると思

います）

主な間違いは以下のとおりです。
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高遠 → 講演

進行 → 信仰

終身 → 修身

新婦 → 神父

頂角 → 聴覚

深厚 → 信仰

空かし 赤し 明石 → あかし

ツー印絡 → 通院から

木の芽 → この目

託さん → たくさん

明示 → 明治

対象 → 大正

地下ころ→ 近頃

独身 → 読唇

有 → いう

感じ → 漢字

示威時 → じいじ

意外 → 以外

し艶 → 支援

結核 → 欠格

古都 → こと

出ざびり帝都 出ざびり底出

出ざびり底図 出さブル座

出さぶるど

→ ディサビリティー関係

余戸 → 用語

鉛 → なまり

開設 → 解説

マスカラ → ますから

あと人名の誤変換と，略語の打ち間違いが多少ありました。

緊張して略語を打てず誤変換したもの，日頃使わない語も誤変換が多いです。人名は，事前に辞書登録

してなかったので，ほとんど誤変換しました。

あと，誤変換しやすい「古都」や「マスカラ」は辞書から単語を抜いてい

るはずなのに，復活しているのは の呪いか？？？Vista
反省点としては，言い直しや言いよどみなどもっと整理して打てればよか

った。画面をもっと見て，打ち間違いや，変換できてない言葉を言い換え

て打ち直しができればよかった。言葉が早くなるとこまめに送る時間がな

くなり二，三行まとめてどんと送ったところがあった，などです。

， ， ，いろいろありましたが 聴覚障害者の方も喜んでくださり 私も大収穫の

「 」 。うれしい１人リアルタイム はやとくん の文字通訳初挑戦となりました

（Ｋｉｍｉ）

来年11月5,6日，人権擁護大会（和歌山）御協力のお願い
来年の話ですが，もう和歌山の弁護士さんから字幕付けの依頼がありました。

毎年引き受けている人権擁護大会ですが，今年の富山は，地元や周辺に速記官がいないことや，全国的

に速記官が減っている上に刑事では連日開廷的なことも始まり，平日のボランティアの人員の確保が難

しく，お断りせざるを得ませんでした。

来年の依頼は，５日の３つの分科会（１２時半～１８時）と６日の全体会（１０時～１７時）まで，全

部に付けてほしいという依頼ですが，平日の人員の確保が非常に厳しい状況下では，５日の１つの分科

会と６日の全体会というのが最大かなと思います。しかし，これも皆様の御協力がなければ大変難しい

状況です。

和歌山の速記官からヘルプの声が届いてますので，参加できる可能性のある方は，和歌山の速記官まで

お知らせをお願いします。

電子速記研究会事務局 Ｋｉｍｉ

振替口座番号（郵便局） 電子速記研究会 ０１６９０－６－２７０９３

E-mailアドレス kimi-koni@nifty.com

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www2.hayatokun.coco.jp/

http://kimi-koni.cocolog-nifty.com/blog/


