
- 1 -

〈抜粋記事〉 №５０

２０１０．１１

「はやとくんフォーラム２０１０」＆
電子速記研究会総会の御案内

今年のテーマ

「方言に対応する！」
普通の言葉は「はやとくん」できれいに変換しているのに，方言で話されると誤変換が多くなってし

まうということはありませんか。

「はやとくん」には，関西弁変換に切り換えるスイッチも付いていますが，方言をきれいに変換させ

ようと思うと，附属語辞書を理解して登録する作業が必要です。

「はやとくん」のバージョンアップが幾ら進んでも，地方の方言ばかりは，その地方で対応しなけれ

ばいつまでたってもきれいに変換しません。

附属語辞書の基礎を学び，方言の登録の仕方に焦点を絞って情報交換をいたしましょう。

そこで皆様にお願いですが，次の２つについて教えてください （地域連絡係までお願いします）。

１．うまく変換しなくて困っている方言を出してください。

２．各地方で，うまく変換するように登録している仕方を教えてください。

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

〒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

◇１２月２５日（土）

13:00----17:00 「はやとくんフォーラム」

17:30～ 懇親会

◇１２月２６日（日）

10:00----16:00 電子速記研究会総会＆開発会議

●参加の申込み宛先

電子メールアドレス：E-MAIL kimi-koni@nifty.com

●申込締切日：１１月３０日

（宿泊が必要な方はお早めにお申し込みください ）。

●参加申込みについて

２５日は参加自由，２６日は電子速記研究会の会員限定です。
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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（２５日），昼お申込みは，

食の有無（２６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。

送金は郵便振替か，ぱるるの通帳を持っていれば口座振替でお願いします。

０１６９０－６－２７０９３ 電子速記研究会口座番号 加入者名

★ステンチュラ用の消耗品の申込みを受け付けてます！！
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。

＜参考：前回販売価格＞

バッテリー（６０００LX） ７３．５０ドル ７８００円

バッテリー（フュージョン） ７８．９５ドル ９５００円

リボンカートリッジ １５．５０ドル ２２００円

リアルタイムケーブル ４０．００ドル ５３００円

メンテナンスキット ８．７０ドル １１００円

ＡＣアダプター ３３．５０ドル ３８００円

ステンチュラバッグ ９５．００ドル １００００円

ステンチュラジェットバッグ ４６．００ドル ５０００円

ペーパートレイ ９９．００ドル １０４００円

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。

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。

＜消耗品の締切は１１月２０日＞

ユーザーへのお知らせ

札幌ツールバーの「元に戻す（矢印）」ボタンが，実は「やり直し」のボタンでした。

次回改訂時には直そうと思いますが，とりあえず，演習がてら，御自分で入れ替えてみてください。

＜ヒント＞

１ ツールバー右クリックで「ユーザー設定」

２ コマンドタブから「編集」～「元に戻す」ボタンをドラッグ

３ 「やり直し」ボタンを右クリックして「削除」
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国際ユニヴァーサルデザイン会議in浜松
で字幕を付けました！！

１０月３０，３１日，浜松で「第３回国際ユニヴァー

サルデザイン会議」の字幕付けを行いました。速記

官は，２日間で延べ１４名（１日目１３名，２日目１０

名）がボランティアで参加しました。

いつもは字幕が脇役のことが多いですが，今回は

英語字幕やパワーポイントの画面とともに舞台中央

に大きく掲げられ，主役級の扱いでした。

初日は，寛仁親王殿下をはじめとする開会式挨拶

は日本語だったのですが，基調講演の１つと，パネ

ルディスカッションのパネリスト４名は外国の方で英

語だったので，同時通訳のイヤホンを付けての字幕

付けでした。

米国の速記者も来ていて，日米速記者で一緒に

字幕を付けるのも初めてで，お互いの字幕を見なが

ら，表示する早さを競うように付けたり，「（子供たち

が歌っている）」など表示の仕方を参考にして付けた

りしました。

英語の字幕は，１人が速記して，校正者なしで，タ

イムラグ２秒で単語の半分の長さからもう表示される

のが印象的でした。

日本語の字幕は，１人が速記，１人が校正で，漢

字変換の正解率を上げるためもあり，句点ぐらいま

での文章をためてから，まとめて出すので，少し時間

が掛かります。

同時通訳者は，舞台横のブースの中の字幕が見

える位置にいて，字幕を参考にしながら通訳してい

るようでした。

話すと，間髪を入れずに英語の字幕が付き，同時

通訳のヘッドホンから日本語が流れ，通訳された結

果が日本語の字幕で表示されていくという連携作業

で，舞台そのものが言語の壁をなくすＵＤ（ユニヴァ

ーサルデザイン）となっていて見事でした。

外国の方の参加も多かったので，耳の聴こえの悪

い方ばかりではなく，違う国の言葉を理解するという

ためにとても役立ったのではないかと思います。

いろいろなところで望まれるＵＤだと思いましたが，

裁判でも実現できたら，どんなに通訳事件がスムー

ズに正確になるだろうと思いました。

初日の講演中，寛仁親王殿下も２階からずっと御

覧くださっていたので，最高裁も見てくれない「はやと

くん」を，殿下には御覧いただけたとうれしい気持ち

もしました。

裁判所の中でだけ仕事をしていると決して体験で

きないことなので，ボランティアをすると，してよかっ

たと思うのですが，できれば仕事でもこの技術を生

かせないかと思います。

字幕付けをしていると，外国の講師の方は，皆，

やけに話しかけてきます。

パワーポイントの資料を前もって見せてくれたり，

話すのが速すぎないかと聞いてくれたりします。速記

者が字幕に表示することが根付いているからかなと

思いました。

日本でも，裁判でも，速記者の字幕付けが当たり

前になるようになればいいなと思いました。

この会議を後援している中日新聞の１面に，大きく

写真が載り，字幕も写っていますので，下のサイトを

御覧ください。

http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/2010103

1/CK2010103102000126.html
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♪守る会の運動を紹介します♪

今，「速記官制度を守る会」が取り組んでいる，

「裁判の証拠調べに裁判所速記官の立会を要請してください。速記官の養成再開にご協力を。」運動を御紹介

します。

速記官の立会は，付速記の基準が明確に定められていないため，速記を付けることを抑えられていたり，裁

判員事件にも速記を付けないという地域があります。

また，速記が付きやすい地域でも，この事件は是非とも速記を付けてほしいと思われたときに要請をお願い

します。

２０１０年９月

弁護士会会員 各位

裁判所速記官制度を守り，司法の充実強化を求める会

会 長 鶴 見 祐 策（東京弁護士会所属）

証拠調べに裁判所速記官の立会を要請してください～速記官の養成再開に向けて～

１９９７年，最高裁裁判官会議で裁判所速記官の養成停止が決定され，最大時８２５名いた速記

官は２０１０年４月時点で２４０名となりました。このため，速記官がゼロ若しくは１名配置とな

った地裁本庁・支部は全国で３１庁にも上り，このままでは，いずれ裁判所から速記官がいなくな

ることは明白となっています。

当事者が訴訟準備を十分に行い，公正・迅速な裁判を実現するためには，正確で迅速な供述記録

＝速記録の作成が非常に重要です。しかし，速記官数の急激な減少のため，必要な事件に速記官が

立ち会えない状況が広がっています。

， （ ）速記録に代わるものとして 最高裁は民間業者委託の録音データ起こし いわゆる録音反訳方式

による供述記録を提供していますが，完成までに日数がかかり，誤字・脱字等が多いため，審理に

も少なくない影響を与えています。

養成停止決定後に「司法制度改革」が行われ，裁判員裁判制度が導入されるなど情勢も大きく変

わり，速記録の需要は一層高まっています。当会はもちろんのこと，種々の民主団体，また裁判所

内部からも速記官の養成再開を求めていますが，最高裁は養成再開に応じようとしません。

， ， ，そこで 最高裁に速記録の需要が高まっていることを改めて訴え 養成再開を実現させるために

速記録のユーザーである皆様から各事件担当の裁判体に対し 「速記録を作成してほしい 「速記， 」，

官を法廷に立ち会わせてほしい 「速記官の填補をしてほしい」という要請をしていただきたいと」，

考えております。

当会の活動趣旨にご理解を頂き，本とりくみへのご協力をよろしくお願いいたします。

以 上

なお，この取り組みの問い合わせ先は次のとおりです。

裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化を求める会

東京都千代田区霞が関１－１－４ 裁判所合同庁舎内 全司法東京地連気付

電話（ＦＡＸ兼用） ０３－３５８１－２７０５
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～掲示板～

『聴覚障害者のための字幕付与技術』シンポジウム 2010◎
毎年恒例の聴覚障害者のための字幕付与技術シンポジウム２０１０の詳細は以下のとおりです。

☆日時 2010年11月27日（土） 午後1時30分～5時30分

☆場所 京都大学 学術情報メディアセンター 南館 京都市左京区吉田二本松町

アクセスマップ

☆定員 100名 参加無料 ただし懇親会費(任意参加；3000円程度)は当日受け

☆主催 京都大学 学術情報メディアセンター

(予定) 科学技術振興機構 CREST「人間調和型情報環境」領域

（社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 近畿ブロック，速記科学研究会，速記懇談会

☆協賛 （社福）京都聴覚言語障害者福祉協会

(予定) （財）京都新聞社会福祉事業団，NPO全国要約筆記問題研究会 関西ブロック・近畿ブロック

（社）日本速記協会，京都大学 身体障害学生相談室

☆協力 （株）ワードワープ

◇プログラム

１３：３０ 開会

１３：３０ 講演１「携帯端末やパソコンに学年別に対応した漢字のみにルビを自動付加してリアルタイムに

字幕を提示するシステム」 小林正幸 （筑波技術大学）

１４：１０ 講演２「バリアフリー上映～聴覚障害者のための映画の字幕付与～」

深田美知子（京都リップル）

１４：５０ （休憩）

１５：００ 講演３「文字によるコミュニケーション支援の広がり ～「失語症」を視野に入れて～」

長谷川純（県立広島大学）

１５：３０ 講演４「話し言葉を整える技術について」 兼子次生 （関西サイエンス・フォーラム）

１６：００ 講演５「音声認識を用いた講演・講義の字幕配信システム」 河原達也 （京都大学）

１６：３０ 討論

１７：１５ 閉会あいさつ 山口武彦

１７：３０ 交流会

☆事前申し込みは，こちらのフォーム http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/jimaku/jimaku10.html

☆問合せは，河原達也，兼子次生 (jimaku10@ar.media.kyoto-u.ac.jp) まで
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TBS月曜ゴールデン

に速記官登場！！「沈黙の法廷－赤と黒」

２０１０年８月３０日，沈黙の法廷ー赤と黒に，速記官が登場しました。

赤と黒は，浅野温子さんが明るく突拍子もない弁護士役で

（人呼んで「法廷の魔女」），一方，石田ひかりさんは暗い過去

を持つやり手の検事役で，対決するドラマです。

殺人事件が起こりましたが，被告人はやってないと否認するものの，名前も事件のことも黙秘していました。

ところが，ある速記官が立ち会ったのを見て，罪を認めるから裁判を即刻やめろと暴れ出します。

実は，被告人は速記官の昔別れた父親で，被告人は娘を守るために事件に巻き込まれ，黙秘を続けていた

のでした。

速記官に被告人が父親と分かる大事なシーンに，

はやとくんのリアルタイムがうまくドラマの小道具として使われていました。

最後に「電子速記研究会」のロゴも出て，

速記官とはやとくんが大活躍のドラマが終わったのでした。

←ここに「電子速記研究会」ってあるの，見えますか？


