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2008.2 №39（抜粋記事）

「はやとくんフォーラム２００７」＆
電子速記研究会第１０回総会 報告

昨年１２月２２日，東京グリーンパレスで「はやと

くんフォーラム２００７」を開催しました。

今年も大盛会で，暮れの押し迫った時期でしたが，

約６０人の参加で会場はほぼ満席状態となりました。

現職のベテラン裁判官をはじめ，弁護士，日本速記

協会の皆さま，民間速記者の皆さま，そして社団法人

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の方の参加もい

ただきました。

例年，この場で速記技術の向上をはかりますが，何

よりも，皆さまの速記官に対する暖かいエールをいた

だき，元気を得て現場に戻ることができる，そのこと

が最大です。本当にありがとうございました。

今回のメインテーマは「法廷のイザ！」でした。フ

， ，ォーラムでは 各地の法廷で実際に行った報告がされ

その後，聴覚障害のある方が証人として出廷された場

合の情報提供を「はやとくん」による字幕で行うとい

う模擬裁判を行いました。

裁判長，弁護人，書記官，速記官の皆さん方は本職

の方が演じました。

左の写真は右側の方が中途難聴者の方で，事件があ

ったとされる日時に被告人と一緒にゲームをしていた

とアリバイ証言をされた方です。後方の字幕と同じものが，すぐ前にも表示され質問を文字で読み，答

えるというふうに進みました。

今年，新たに自費購入した速記タイプ「フュージョン」を使ってのリアルタイム速記でした。

， ，この新タイプは録音機能が付いており キーワードをタイプすることで音声を検索して再生できるので

それも実際にやってみました。

証人尋問が終わって，裁判官３人の評議でしたが 「あの部分をもう一回聞き直してみよう」という，

ことになり，イザ検索！ そして，ちゃんと再生されました！ でも，ちょっと変？？？でした。

それは，速記官は評議の様子も全部速記していたので，直近のキーワードのところにまず飛んで再生

された裁判官の声だった！ということが分かり爆笑でした。こうして，聞きたいところの再生にはたど

りつきましたが，キーワードのしぼり方によっては，大変な作業だということが判明しました。

「法廷のイザ！」が「フュージョンのイザ！」とも重なり，大わらわの模擬裁判でしたが，字幕表示

はすばらしく，タイムラグがほとんどなかったのはお見事でした。
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そのほか，ワードワープ社のテレビニュースにリアルタイム字幕付けをする最新の取り組み状況報告

や 「リアルタイム置換機能を使いこなそう！」や「ＢＴＯＲＮの （超漢字 」の紹介コーナーも， ）falcon
ありました。

「はやとくんフォーラム」に御参加いただいた弁護士さんの発言です。

坂根 真也 弁護士
刑事事件を多くやっていますが，裁判員裁判で，公判の供述をどう弁護人が使うか，あるいは

裁判員が検討するかということに注目しています。

今，実際の公判前整理手続を経た集中審理で，録音反訳で記録を作っている部の事件と，速記

官が記録を作っている部と両方経験していますが，速記のほうが，ゲラの段階で来るのが明ら

かに早いです。私自身は，速記でやってほしいというふうにいつも裁判所に申入れしますが，

録反部のところは対応できない態度です。

耳の聞こえない人の事件もやったことがあり，手話通訳の正確性についても，言っていること

をそのまま伝えていないという印象を非常に持っています。全情報を伝えることは，非常に難

しいと感じました。この速記のシステムを，僕は初めて見て，すごくびっくりしているんです

けれども，こういうシステムがあると非常に素晴らしいと思いました。何とか裁判員裁判でや

ってほしいというふうに思います。

裁判員裁判で，今裁判所が検討しているＤＶＤや録音テープの貸出しというのは，弁護人サイ

ドとしては対応できないと思います。実際に集中審理でやった事件ですが，録反部だったので

録音したものを許可を得て借り出しましたが，検察庁は組織ですから，事務官総出でそれを聞

いて，１日のうちに反訳するんです。

弁護人はそんなことは到底無理なので，すごく苦労したという印象を持っています。

（ ） ，会場のスクリーンのリアルタイム字幕を見ながら これをそのままその日 のうちにくれたら

すごくいいなと思います。僕の速記のイメージというと， その場で打って，後でやり直して

いるのかなというイメージがずっとあって， こういうふうにすぐ文字情報として認識できる

ものがあるというのを初めて 知りました。是非これは採用していただきたいと思います。

濱田 広道 弁護士
坂根さんは，刑事事件にどっぷりつかっている方ですけれども，その方ですらまだ「はやとく

ん」を御存じないということなので，もっと弁護士にも宣伝しなくてはいけないというふうに

思っています。

日弁連の裁判員制度の委員会などでは，一生懸命速記官の養成を再開させようと言っています

が，日弁連は図体が大きくて，なかなか迅速な対応ができないので，非常にもどかしい思いを

しております。

今年６月に大阪で司研集会があり，そのときの記録を知り合いから頂きました。その中で，模

擬裁判を経験した市民の方の発言があり，やはり速記録がすぐにできて，評議に使えて助かっ

たということが書いてありました。自分で取っていたメモは間違っていたということで，やは

り速記が早くて正確だということで，是非裁判員制度になったら「はやと

くん」を使ってもらいたいということを書いていました。

私も本当にそのとおりだと思うので，何とか最高裁も考えを変えてくれな

いかなと思います。

これは国家予算にもかかわる問題で，簡単ではないでしょうけれども，何

とか日弁連からもそういう声を上げるように努力していきたいと思ってい

ます。
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懇親会はＤＶＤ完成記念パーティも兼ねて盛大に！☆

恒例の懇親会はＤＶＤ完成記念も兼ねて盛大に行われました。昨年，速記官制度を守る会と電子速記

研究会が協力して，ＤＶＤ「裁判員制度を支える速記官～充実した評議のために～」を制作しました。

制作にあたり，大変なお力を発揮していただいた編集者の久保田裕之さんは，お忙しいなか，大阪から

駆けつけてくださいました。ご出演，ご協力いただいた先生方をまじえ，親しく懇談できたすばらしい

機会となりました。

今年もくじ引き大会で盛り上げてくださった日本速記協会副理事長の中根さんにも感謝です。ありが

とうございました。

参加いただいた裁判官がブログで感想書いてくださっており，聴覚障害者の方もコメントを寄せてく

ださっていましたのでご紹介します （ ）。 http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/

裁判員制度と速記

２２日の土曜日，電子速記研究会という速記官の集会に東京まで行ってきました。

裁判員裁判には速記録がどうしても必要だというのが私の持論で集会でもそのような発言を

してきました。特に評議の場面で，書記官や速記官に必要な録音録画箇所を検索してもらうの

にそれほどの時間は要しないとは思いますが，評議室から書記官，速記官をいちいち呼ぶので

しょうか。時間的ロスのみならず，議論や思考の中断が避けられないように思います。現在の

速記官の作成能力からすると評議開始までに文字の速記録を作成することは十分可能です。文

字化されたデータは必要な箇所を目でほぼ瞬時に探し出せます。

迅速性が必要な裁判員裁判で供述の確認に無駄な時間はとれないのではないでしょうか。また

当日，中途難聴者の会の方が，裁判員裁判に参加したいが，会場で実演されたような同時速記

字幕のようなものを是非用意してもらいたいとの要望もありました。

この点からも速記反訳プログラム「はやとくん」を使った速記が必要と感じた次第です 「花」。

当事者から (田中邦夫)

「はやとくんフォーラム」に出席した中途失聴の当事者です。

この電子速記は１０年ほど前にも見たことがあったのですが，随分進歩していました。ただ，

公判の記録の作成の他に，裁判員を含めた合議にリアルタイムで使うとすればもう少し幅の

ある考え方が必要かもしれません。漢字変換に１００％の正確度を求めるのは無理と思います。

そもそも，聞こえる人でも常に完全に正確に聴き取っているのかどうか。人間は漢字かな交

じりで話しているわけではないという，思い切りも必要でしょう。要約も必要かもしれません。

もう一つ考えたのは，私がいつも利用するパソコン要約筆記をはじめ，聴覚障害者のための

情報保障としていろいろな手法がありますが，それらの間にあまり連携がないのが残念だとい

うことでした。文字で通訳するというコンセプトにもまとまりが

見られにくいのが，手話に比べても認識の低い一因かもしれませ

ん。

さらに，速記官は年々減少しているそうですが，あれだけの技能

が伝えられないようになるのはいかにもモッタイナイことです。

｢温故知新」を日本語に訳すれば「古きを捨てて省みず」となる

のでは，まさかないと思いますが。
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全司法＆守る会＆速記官 懇談会
今年も，全司法からは副委員長の伊藤さんが，守る会からは国民救援会の深澤さんに御出席いただき

ました。冒頭，全司法と守る会それぞれに，現在の活動状況をお伺いし，その後，速記官との間でやり

とりが行われました （紙幅の関係上，要約して記述させていただきました ）。 。

全司法 現在 ２期目の副委員長をつとめている 職種は調査官 秋の給与課長交渉で速記官の卓子 法， 。 。 （

廷用速記官机）の改善が前進した。

守る会 昨年はＤＶＤを制作し，４月２６日には国会議員への要請行動を行った。５月１１日には例年

行われる司法総行動に守る会も参加して，最高裁にも要請を行った。１０月１３日には東京で

行われた裁判員制度イベントに字幕サービスをしながら速記官をアピールした。昨年末には全

国３０００名の弁護士へのアンケートにとりくみ，今現在１００余りの回答が寄せられている

ところだ。

（速記官 ・全司法に 「裁判員制度を支える速記官」のＤＶＤをお渡ししたが，御覧になった感想と，） ，

活用について。

・法廷の速記官机の問題が前進した。私物のステンチュラに合わせた改造はしないと言って

いた。その経過を知りたい。

（全司法 ・ＤＶＤは個人的にはとてもおもしろかったが，本部としてＤＶＤはまだ検討しておらず，）

活用されていない。

・職場から上がった要求は，必ず折衝で上げてる。折衝の場に出たわけではないが，最高裁

受け入れざるを得ないという判断になったのではないか。

（速記官 ・ステンチュラの官支給をずっと要望しているが，ソクタイプの在庫があるから駄目と言わ）

れる。

・物品の耐用年数の観点から解決策はないのか。ソクタイプの在庫で最も新しいのでも既に

１０年近く経過している。

・裁判所が調達している物品すべてに耐用年数があるのではないか。

・ソクタイプ本体だけでは使えず，リボン，インク，その他摩耗する部品が必要。きちんと

準備されているのか。

・パソコンの時代なのに，そろばんを支給しておいて，壊れてないじゃないかと電子化され

た速記タイプを支給しないのは常識的におかしい。海外の裁判所でも皆電子化された速記タ

イプを使用している。

（全司法 ・まず，予算請求する必要があるという気持ちが最高裁の側にあるかということだと思う。）

情勢としては，公務員の削減や予算の抑制があるが，最高裁が予算請求するよう具体的に押

していくことが必要。速記官全員がステンチュラを使っても３００台で，五，六年で減価償

却して新しいものに換えていくとすれば，１年に５０台新しいものを買えばよい。１台５０

万円とすれば２５００万円で，恐らく財務省から考えたら少ない予算だと思う。その要求を

皆さんの声として具体的に数字にして上げてく必要がある。

・実際，最高裁がソクタイプの耐用年数が何年とは，恐らく明示していない。折衝の中で耐

用年数を明らかにしていくことが必要。

（速記官 ・先日の最高裁交渉でソクタイプの台数を聞いたが，あるということで，それ以上の回答は）

なかった。

・私物のステンチュラを使って，裁判所の記録を作っているのが現実なので，速記に関する

お金は前より掛かってないと思う。ステンチュラを購入してくれないのは納得がいかない。

ソクタイプのように１人に１台でなくて，法廷に１台ずつでも構わないので置いてほしい。

（全司法 ・少なくても法廷に１台ということなど，是非皆さんの側で要求を整理して一度上げてほし）

い。

（速記官 ・裁判員裁判の専門部ができるが，人員体制がどうなるのか当局に聞いても回答がない。本）

， 。当に始めて大丈夫なんだろうかと心配なので 最高裁のスケジュールを早く示させてほしい

（全司法 ・情勢としては裁判員制度が始まれば必ず速記録が必要だということが出てくると思う。そ）

れを最高裁がちゃんとやらなかったら努力しなかったという形になる。ここは本当にこれか

らあと１年半の運動が大事。青写真を示さないことについては，本部全員がいらいらしてい
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る。早く明らかにさせて人員がきちんと整備できるかを全体の構想としては考えていかなけ

ればいけない。

（速記官 ・今模擬裁判をしきりにやっているが，フルコースの模擬裁判をすることによって，どれだ）

けの人手が要るのかの算定作業に入っている状態と聞いている。裁判員の選任手続が今最大

のテーマになっていて，その後の手続や，調書の問題まではまだ行き着いてない。例えば速

記官だけではなく，書記官すらどういう仕事の仕方をするのかが，いまだに最高裁は決めら

。 ， 。れていないと聞いている 全司法として こうしたいというビジョンを作っていただきたい

・聴覚障害者が裁判員に選ばれたとき，メモを取ること自体できない。聴覚障害者は下を向

いた途端に，何も分からない状態になる。今予定されている裁判員裁判は，参加した人が法

廷でメモを取り，分からないことは後で録画で確認する，そういうやり方を最高裁は予定し

ているようだが，それでは聴覚障害者は事実上締め出されているのと同じこととなるのでは

ないか。私たちが信じてきた裁判所というのは人権のとりでだったはずだ。労働組合から最

， 。高裁に対して問題提起と そういった視点から記録というものに対して考えていただきたい

・評議のときに速記録を活用してほしいということに対して，最高裁は裁判員に膨大な記録

は読ませられないと言っている。昨日「はやとくんフォーラム」でベテラン裁判官は「速記

録は山～谷～川～平野が一瞬にして見分けられる，他証言との対比も容易にできる」と言わ

れた。全司法としての考えは。

（全司法 ・全司法は，政策立案して早々に最高裁に伍せるようなものを出さなければいけないという）

のはもっともな指摘だと思う。聴覚障害者の方が裁判員になる場合には紙の記録が必要では

ないかというのを，要求として出していくということは，私は必要なことだと思っている。

しかし，最高裁交渉では，今言われた形でしか回答が出てこない。本当にＤＶＤで検索が容

易にできるのか，私はできないと思っている。検索結果，幾つもヒットする箇所があり，ど

うやって絞り込むのか，すごく無駄なことをやらなければならなくなる。そういうことがあ

らかじめ予定されているのであれば，最初から速記官が立ち会い，即日調書ということでフ

ィードバックする作業が必要になってくるのではないか。

・私の体験だが，少年法問題で国会議員要請したとき，速記官のことを反問されたことがあ

る。全司法として要求を前進させていくためには，ぜひ職場から速記官の要求を上げていた

だきたい。

（速記官 ・守る会が行った弁護士に対するアンケートとはどんなものか。）

（守る会 ・アンケートについてのお願いという依頼文書と，末尾のアンケート内容。今回，弁護士に）

依頼したのは，一つは，私たち国民救援会の中で裁判傍聴してる人たちにとっては，裁判記

録がどう作られるのか，どういう役割を果たしているか，記録の作り方自体も知らない人が

。 ， 。いる そういう方に中簿半端な質問をしても正確な回答が出ないと考え 弁護士に依頼した

３０００人の弁護士へ，名簿の中からランダムに抽出してアンケートを送った。

（速記官 ・弁護士の回答が多く寄せられれば，これからもアンケートを続けてほしい。最終的には，）

速記官の養成再開についてどう思いますがというストレートなものもやってもらいたい。

問１ 現在，裁判員制度導入後の裁判記録は，どのような形で入手できると考えていますか （複数回答可）。
１ 音声認識システムで作成された裁判記録が交付される。
２ 速記官が作成した裁判記録（速記録）が交付される。
３ 映像と音声の入ったビデオテープかＤＶＤが交付される。
４ 録音テープが交付される。
５ 記録は何も交付されない。
６ 分からない。

問２ 連日的開廷の準備のための裁判記録は，どのようなものを希望しますか （複数回答可）。
１ 裁判所速記官の作成した裁判記録（速記録）の交付。
２ 裁判所速記官の作成した裁判記録の電子データの交付
３ 映像と音声の入ったビデオテープかＤＶＤの交付。
４ 録音テープの交付。
５ 記録は何も交付されなくてよい。

問３ 裁判員裁判の審理・評議のためには，どのような記録が望ましいと思いますか （複数回答可）。
１ ビデオ映像と音声に，速記官が文字情報を付けているもの（検索機能を有し裁判記録としても利用可能 。）
２ ビデオ映像と音声に，音声認識システムで検索機能のみ利用可能なもの（裁判記録としては利用不可能 。）
３ 裁判所速記官の作成した速記録。
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４ 記録は何も交付しない。

問４ 高齢などによる聴力低下，中途失聴など聴覚障害のある人が裁判員や当事者あるいは証人になったとき，
裁判所はどのように対応すべきだと思いますか。
１ 速記官が法廷や評議の場でリアルタイム字幕付けをして情報保障を行う。
２ 手話通訳者や要約筆記者を付ける。
３ 分からない。

問５ 民事裁判や刑事裁判等で，これまで速記官の作成する速記録がほしいと思うことがありましたか。
１ 速記録がほしいと思うことがあった。
２ 速記録がほしいと思うことはなかった。
３ 速記官が立ち会う法廷を経験していないので，どちらとも言えない。


