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電子速記研究会発行 2007.11 №38

「はやとくんフォーラム２００７」＆電子速記研究会総会の御案内
今年のテーマ

イザに備えてみんなでれんしゅうっ！「法廷のイザ！」に備える

速記官にとっての法廷のイザ！とは，

①聴覚障害者が参加する法廷なので字幕を付けてほしい

②起訴前の証人尋問があるので，終わってすぐ調書を読み上げ

てほしい

③法廷で，「速記官，さっきのところを読み上げてください。」と言

われたとき。（新製品のステンチュラ・フュージョンは，検索と同

時に音声の再生も即可能ですが，その機能の実験です）

①，②を速記官に要請されることが，実際にあるようになりました。日ごろ余りやったことがないので，

要請があってから慌てて準備することになります。この機会に，あらかじめ経験者の話を聞き，耳の聞

こえの悪い方，裁判官，弁護士，書記官などの御協力も得て，よいやり方を皆で検討できればと思いま

す。

③は，今年２０台のフュージョンが輸入され，これまでになかった便利な機能が付いているので，皆で

音声再生機能が使えるか実験をしてみましょう。

また，遠藤会長と話そうコーナーでは，「リアルタイムはやとくん（StenHlw）」での速記符号の置

換機能に焦点を当てて，使用法や便利な活用法を御紹介します。

ＢＴＲＯＮのfalconは，超漢字Ⅴになってインストールがとても簡単になりました。

懇親会は，今年はＤＶＤ完成記念パーティーも兼ねて豪華ゲストをお迎えして盛大に行いますので，

皆様ぜひ御参加ください。

●場所 東京グリーンパレス

〒102-0084 東京都千代田区二番町2番地

03-5210-4600（代表）

東京メトロ有楽町線 麹町駅（番町出口5） 徒歩1分

JR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7分

JRまたは東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩7分

東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩7分

●日程(予定)

◇１２月２２日（土）「はやとくんフォーラム」

13:00----14:00 遠藤会長と話そう

リアルタイム置換機能をつかいこなそう！

14:00----14:30 ＢＴＲＯＮのfalcon（超漢字Ⅴ）

14:30----17:00 「法廷のイザ！」に備える

17:30～ 懇親会（同建物内の会場）

◇１２月２３日（日）

10:00----15:00 電子速記研究会総会＆開発会議
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●参加申込み宛先

小西貴美子宛 電子メールアドレス：E-MAIL kimi-koni@nifty.com

●申込締切日：１１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

２２日はどなたでも参加自由，２３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（５０００円），宿泊の有無（２２日），昼お申し込みは，

食の有無（２３日）をお知らせください。申込書はこの通信の末尾にあります。

フォーラムに合わせて，昨年同様ステンチュラ用の消耗品の集団購入をします。

原則として品物はブロックごとにフォーラム時に代金と引替えです。料金はレートや人数によっ

て若干変わりますが，例年とほぼ同額の予定です。

＜前回販売価格＞

バッテリー 円＝ 円69.95 9013 9000

リボンカートリッジ 円＝ 円15.50 2153 2200

メンテナンスキット 円＝ 円6.95 975 1000

リアルタイムケーブル 円＝ 円40.00 5240 5300

ＡＣアダプター 円＝ 円27.95 3721 3700

また，大量の品物を自宅等に送ってほしい場合は，個人でインターネット等で注文してくださ

るようお願いします。

電子速記研究会の掲示板を見ておられる方は，なるべくトピックスにつなげる形で申し込んで

ください。（個人あてメールだと，未着や見落とし等のトラブルも考えられますので，御協力を

お願いします。）

個人での申込みではなく，ブロックごと（大きいところは地裁単位）で申し込んでください。

ここのところステノグラフ社は出荷関係でいろいろとトラブルがあるので，少し余裕を持って早

めに締切りを設定したいと思います。

各連絡員の方，よろしくお願いします。締切は１１月３０日です。
また，掲示板で別立てのトピックスで報告しましたが，フュージョンは基本的に注油は要らな

いようです。ダストカバーは注文できると思います。

注文方法：

１ 電子速記研究会のインターネットの掲示板の裁判所の部屋に入れる方は，ステンチュラの

注文品トピックスにコメントを付ける形で申し込んでください。

２ それ以外の方は，★ 空 ★さん（BZW05702@nifty.ne.jp)に直接お願いします。

※ 個人あてメールが多数になると，未着や見落とし等のトラブルも考えられ

ますので，御協力をよろしくお願いします。
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この秋も～全国各地で「はやとくん」大活躍！ 報告特集
◎その１

９／８公開セミナー「裁判員制度のeサポート」（案内は前号掲載）の中で，電子速記「はやとく

ん」のデモを行いました。プレゼンテーションをした小西貴美子事務局長の報告です。

「裁判員裁判にすぐ役立つ電子速記」と題して，「はやとくん」の説明と実演を行ってきました。

いつも以上に緊張してうまくは話せない上に，内容も詰め

込みすぎてひどかったのですが，実演のほうはばっちりでし

た。

私の説明に速記官が字幕を付ける形で，最初の５分を校正

者を付けた２人リアルタイムで，後の１０分を校正者なしの

１人リアルタイムで，今の「はやとくん」の精度を実際に見

ていただきました。

服に付けたピンマイクの反対方向にスクリーンがあり，そ

ちらを向いて話したため，小さい声になってしまって，実演

役の速記官を苦しめてしまいました。

（後で聞いた話では，速記官の後ろの機器からの音もあって，最初特に聞き取りづらかったそうです）

「大きな声でお願いします。」（その場で言えるのも速記官の強み）と注意もされてしまいましたが，

ピンマイクの位置問題に気付かない私は，きっと最後まで小さい声でした。

説明をしている私は，どんな字幕が出ているか全く分からなかったのですが，リアルタイムは誤変換も

ほとんどなくスムーズに表示され，教室内はその精度に驚かれていたそうです。

結果的には，素人のあがったしゃべりでも，ひどい環境でも，速記官ならちゃんと文字化できるとい

う証明になって，「はやとくん」の実演的にはよかったかなと思います。

会場ではリスピーク方式の音声認識の実演もあり，「司法制度改革と先端テクノロジィ」研究会では，

こちらも検討されているようでした。さすがに，法廷の生の音声を直接認識させるという無謀なことは

言わなくなったようですが，リスピーク方式にしても実際の裁判で使うには無謀で高価です。

日本より音声認識の進んでいる米国でもリスピーク方式（ボイス・レポーター）はうまくいかないの

で広まっておらず，先駆けて音声認識を開発・実用化している日本の放送局の実情を見ても，結局は特

殊なキーボードで打つスピードワープロや，パソコンの高速入力に頼っている現状を見てほしいとお願

いしました。

話のプロのアナウンサーや議員がそろっている放送局や議会でも難航しているのに，素人の自然発話

で，更に様々な悪条件がそろっている法廷では無理なことをお話ししました。

海外では既に１０年前のシンプソン裁判の時代から速記を活用してハイテク法廷を実現しており，米

国で有名なハイテク法廷のコートルーム２１や２３でも文字情報を速記官が提供している様子をお伝え

しました。

また，韓国や中国でも電子速記が導入されているのに，最高裁が支給している時代遅れの速記タイプ

ライターの紹介もして，自腹でステンチュラを購入している悲惨な実態もお話ししました。

今，最高裁が開発中の音声認識システムでは，調書の作成はできないことがはっきりしてきました。

リスピーク方式が推奨され，更に最高裁が研究・開発を行うと言えば，また数億円と何年間もの無駄と

なります。速記官を活用すれば間に合う整備を遅らせ，裁判員裁判では文字の記録なしで裁判をしなけ

ればならないことが決定的になってしまいます。今すぐ使える電子速記の活用をお願いしました。

（説明の資料はこちらの司法制度改革と先端テクノロジィ研究会のHPにあります→http://www.legaltech.jp/katudou

/semi0908.html）

（公開セミナーに参加したてまりさんのブログです→http://www3.sokkikan.coco.ac/modules/wordpress/index.php?

p=120）
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公開セミナーに参加された北海道大学の町村泰貴教授のブログ記事を御紹介します。

2007/09/09 justice:電子速記「はやとくん」（http://matimura.cocolog-nifty.com/より）

立命館大学で行われた司法制度改革と先端テクノロジィ研究会の公開セミナーに，「裁判員

裁判にすぐ役立つ電子速記」というセッションがあった。

電子速記システム「はやとくん」については，このブログでも「court_techno:音声認識なる

か？」の記事や「radio:裁判所速記官制度を守る会の石渡さん登場」の中で触れているし，電

子速記研究会ブログもある。

しかし，日本の電子速記デモンストレーションを見たのははじめてであった。

今，というか随分前から，最高裁は「速記官」制度を廃止することとし，速記官養成制度は既

に実施されなくなっている。

しかしながら，裁判審理において，証人尋問や本人尋問，鑑定人尋問などの記録には語られ

たことを記録して参照することのできるシステムが不可欠であり，これまではそれをステンチュ

ラという速記機械で行っていた。最高裁は，この人手を省くため，証人尋問等は録音して，必

要に応じて外注して反訳するという方式に代えようとしていた。少なくとも民事訴訟法は平成

10年施行の現行法からそういう方向が明文化されていた。

しかし，新民訴は同時に集中証拠調べを導入し，さらに計画審理方式も導入している。他方

刑事訴訟では，裁判員裁判が導入されることになっている。これらの新しい方式で審理のスピ

ードが上がり，集中審理ともなると，証人尋問調書が即日できあがることが望ましい。という

より不可欠になってくる。

証人尋問の記録が即日できるためには，リアルタイムスクリプティングが必要になる。音声

反訳ではそれは不可能だ。そこで，音声認識システムができないかというのが裁判所の意向で

あった。確かに音声認識も技術の発達でかなりの所までは行くが，多数人が代わる代わる発言

し，しかも肝心なところ（自分にとって都合の悪いところとか）は小声になったり早口になっ

たり，興奮したり泣き出したり，頷いたり首を振ったり，機械が認識できる標準的な発話を保

つことが困難な場所が法廷であり，見果てぬ夢といってもよい。

リスピーク方式といって，音声を聞き取った人間が一度発話し直して，それを音声認識にか

けるという方式ならかなりの精度が期待できるが，これでも校正者は必要であるし，コストは

かなり高いものが予想される。

その点，従来の速記であれば，入力から文字に反訳するプロセスは当然ながら電子化できる

ので，比較的容易にリアルタイムスクリプティングに発展させることができる。

現にアメリカではコートレポーター（裁判所速記者）が電子速記を当然のように使用して陪

審裁判にも利用している。この点は，2000年にシカゴで模擬証言録取（デポジション）を見学

したが，その際にも当然のように用いられていた。

この冬に訪米した際に見学した法廷およびCourtroom21でも，視聴覚障害のある陪審員のた

めのサポートが課題となっており，電子速記はそのための有力ツールとなりうるものであった。

リアルタイムスクリプティングができれば，聴覚障害者が裁判員になってもついて行けるし，

出力を点字にすれば視覚障害者にとっても理解が進む。

なお，ビデオ録画による記録も有力な手段であるが，記録としては検索機能の

高いビデオと文字データとが両方ないと不完全である。この意味で，ビデオ録画

記録は電子速記に代わるものではなく，電子速記に付け加えられて高機能化する

ものと位置づけられる。

裁判員裁判が実施されるまで後１年半。せめて証人尋問の同時文字化くらいは備

えないと十分な審理はできないので，最高裁は早急に「はやとくん」導入を決定

すべきである。
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◎その２ 情報保障ボランティア ｉｎ札幌

去る平成１９年９月１４日，札幌プリンスホテル国際館パミールにて行われた，第６回「高齢者・障

害者権利擁護の集い」（主催：日本弁護士連合会・北海道弁護士会連合会・札幌弁護士会）において，

字幕付けを行いました。

午後１時００分 開会

特別講演－厚生労働省からの報告

基調報告－日弁連高齢者障害者の権利に関する委員会

〈障害者音楽家によるバンド演奏〉

パネルディスカッション

テーマ１：触法障害者をめぐる諸問題

テーマ２：障害者の地域支援ネットワーク

テーマ３：高齢者虐待防止法の実効性を見据えて

高齢者虐待問題と地域支援を考える

午後５時５０分 閉会

当日は，札幌から５名，新潟・函館・釧路からそれぞれ１名ずつ，合計８名の速記官で字幕付けに臨

みました。３系統で行ったので，入力・反訳に６名，前ロール・ナビに１名，スイッチャーに１名と，

ぎりぎりの人数だったため，開会から閉会まで全員が息つく暇なく作業に没頭しました。

時間の割に内容が盛りだくさんだったからか，皆さん話すのが速い…とても速い……。閉会を迎えた

ときにはかなりの疲労感に襲われましたが，その後の打上げで大いに食べ，飲み，語って楽しく過ごし

たことで，元気を取り戻すことができました。

昨年の釧路での人権大会に続き，今年も貴重な体験ができました。今回も快く送り出してくれた職場

の皆さん，ありがとうございました。

◎その３ 「聴覚障害者のための字幕付与」シンポジウムの報告

９／１５京都で行われた 「聴覚障害者のための字幕付与」シンポ

ジウムに，遠藤会長が参加して「はやとくん」の講演を行いまし

た。 シンポジウムの詳細はこちらです→http://www.media.kyoto-

u.ac.jp/activity/info/event/2007/08/post_7.php

以下，遠藤会長の報告です。

----ＰＣ入力，はやとくんから音声入力まで----

開催場所が京都大学学術情報メディアセンターであったためか，

予定人数の１００名を超過し，参加できなかった人がかなりあった

ようです。参加者も聴覚障害者から専門技術者まで多様でした。

字幕付けは，パソコンの要約筆記と「はやとくん」でした。

パソコン要約筆記は，ほとんどが前ロールでしたが，最後に日本速記協会副理事長の中根康雄さんが，

わざと原稿にないことをゆっくりしゃべって，実力を確認していましたが，その速さと正確さは見事な

ものでした。

「はやとくん」は，２人入力２人反訳方式で，速記入力はワードワープの２人です。反訳は，兼子さ

んの講演部分を大阪地裁の速記官２人が担当し，私の遅いしゃべりをワードワープの２人が担当しまし

た。

兼子さんは，視線を原稿に置いたまま，ニュースのアナウンサーに負けないほどのスピードで読み上

げました。入力者２人の呼吸はぴったりで，短時間で交替しながら正確に入力できていました。講演時

間は４０分ぐらいだったでしょうか，最後の部分で触れが出始めたという話です。

現役速記官の反訳は，さすがで，遅れもほとんどなく（あっても次の反訳にまで影響することはな

く），この入力と反訳であれば，どこへ出しても恥ずかしくないと思います。

音声認識の河原先生は，「最初にお断りしておきますが，多くの方が自動音声認識で字幕もできるよ

うになったと思われているかもしれませんが，現時点で，できたか，できていないか二者択一で答える

とすると，『できていない』と言わざるを得ません。」（当日渡された事前原稿）と発言された後，そ

れでも少しはお見せしないといけないので，急遽作ったプログラムで，私の話すのを出力してみます，
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と５分ぐらい実演されました。やはり，最初にお断りされた理由がよく分かりました。07年10月8日

◎その４ 関東弁護士連合会シンポジウム（新潟）の字幕付け終了

９月２１日（金）の午前１０時から午後１時まで，３時間を，５人でのりきりました。

いろいろありました。（一時はどうなることかと思いました。）トラブルもあったんですよ。詳細は，

どなたかから報告があると思います。私自身，久しぶりのボランティアでした。

「新潟へは大阪から直行便があるから」との情報もいただき・・・いざ，新潟へ。

毎回，字幕付けは大変な思いをしますが，仲間のすばらしい技術や，的確な対応の再認識。

そして，何よりも，自分の腕を鍛え直す機会になり，終わった後の充実感は何とも言えません。

終了してから，朱鷺メッセからアナスタシア号に乗って，「ふるさと村」へ。

そこで「エチゴ生ビール」で乾杯！

新潟市内観光もできて，「イタリアン」もゲットして帰途につきました。

参加した皆さん，お世話になりました。ありがとうございました。（真鍋）

◎その５

１０月１３日，東京・青山学院大学において， 裁判員制度に関する法曹三者と市民のシンポジウムが

開催されました。

テーマ：「裁判員の選任と評議を考える－市民の積極的参加のために」

コーディネーターは濱田広道弁護士，

法曹界から，

平木 正洋氏（最高裁判所事務総局刑事局総括参事官）

川原 隆司氏（法務省刑事局裁判員制度啓発推進室室長）

仲田 信範氏（日本弁護士連合会裁判員制度実施本部副本部長）

市民としては福岡・京都・東京・新潟から５人という充実した参加者で行われたようです。参加され

た方からのお話によれば，富山えん罪事件や鹿児島志布志事件があった後だけに，証拠法の問題，取り

調べの可視化についての議論も活発に行われたとのことです。

「はやとくん」によるリアルタイム字幕表示は東京の速記官が中心となって行い，終了後にはデータ

を主催者にお渡しすることができました。

議論の中では速記のことに触れられなかったようですが，最高裁の平木参事官のすぐ右側にスクリー

ンがあったので，ちらちらとスクリーンを見ていた様子だったとのことです。

このイベントに速記官が参加するのは３回目です。１回目の担当官は全然見ようともしてくれず，２

回目の去年の担当官はちょっと見てくれ，終わった後速記官に会釈をしてくれた程度，今回の平木さん

は字幕の様子が気になって見てくれてるといったふうに受け取れたようで，最高裁の態度にも変化が表

れているのでしょうか。

終了後の交流会で，市民の方から「話を聞いてて分からないときに字幕を見るとちょうど出てるのが

いいね」と声をかけていただいたようです。そのほか，「あらゆる面で速記官以上に能力的に匹敵する

ものがない限り速記官はいかなる刑事裁判にも永遠に必要です。」とのコメントもいただいております。

こうしたご声援が「はやとくん」の栄養源になっております。ありがとうございます。

「はやとくん」は，これからもどんどん賢くなるぞ～ （守る会ブログから転載）

なお，このシンポでは休憩時間中に「裁判員制度を支える速記官」DVDが上映されました。

番外編 またまた，石渡さんがラジオ出演！

７／２６と８／２，ラジオ番組で大いに速記のことを語り，リアル

タイム実演も含めて，ネットラジオにていつでもオンエア中の石渡さ

んですが，またまた，ラジオに出演しました。

９／２８（金），ラジオ大阪「ほんまもん！原田年晴です！」とい

う生放送番組の午後３時からのゲストコーナーということで，硬派の

特別ゲストとして招かれました。

写真はステンチュラとともに生出演中の様子です。アナウンサー＆
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アシスタントから「裁判所の速記官ってどんな仕事？」～「なんでそれが無くなるの？」矢継ぎ早な質

問を受け，そのいきさつから「はやとくん」まで，更に速記官が立ち会ってこそ間違いのない記録が素

早く提供できることの重要性を話すことができたようです。最後に原田年晴アナウンサーは，

「こういう速記官という仕事があって，これから先，裁判員制度という世界に突入していく中では，本

当の意味で必要になってくるやろうなという。ところが今無くなる方向に向いているという現状がある

ということ，全く今日まで知りませんでした。初めて今日知りましたけれども，ラジオお聞きの皆さん

も，裁判とどこまでかかわるかことがあるか分かりませんが，これから先，裁判員制度ができたならば

かかわっていく確率として多くなるわけですよ。そうなったときに速記官にいてほしいと。大阪は確率

が高いと言われていますから，決してこれは他人事ではないと。ちょっと皆さんも考えていただけたら

と思います。今日はいい勉強になりました。」

とまとめられました。裁判員制度が始まるのを前に，これまであまり取り上げられる機会のなかったラ

ジオの世界で，裁判所速記官のこと，聞いてもらえたのはうれしいことですね。

（重要）

◎ ステンチュラの消耗品（リボンカートリッジ，バッテリー等）は，総会の折に手渡します。

１日目のみ参加の方は受付にお申出ください。

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

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

フォーラム参加申込み
「はやとくんフォーラム２００７」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・２２日だけ参加・２３日だけ参加

懇親会参加の有無（５０００円）： 有 ・ 無

宿泊の有無（２２日）： 有 ・ 無

昼食の有無（２３日）： 有 ・ 無

その他要望事項（ ）

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


