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（はやとくん通信No.47の抜粋版です） 2009.12 №47

「はやとくんフォーラム２００９」＆
電子速記研究会総会の詳細

前回号で御案内させていただきましたが，皆様，お申込みはもうお済みでしょうか？

来年は，裁判所が一太郎からワードに移行する年です。

２０１０年２月 ワード整備完了 ～移行期間～ ８月ワード移行

２０１１年２月 一太郎サポート終了

以後，セキュリティ上の関係から一太郎は利用できなくなります。

これまで便利に使ってきた「段下げ 」や「あいさんマクロ」も使えなくなります。YOSI

新 用「段下げ マクロ」誕生！！そこで， Word IZA
文書の段下げや尋問番号付けをしてくれるワードのマクロをフォーラムでを発表いたします。

これまでの一太郎や の技に加えて，ワードにスムーズに移行できるノウハウや，段下げマクロの組WZ
み込み方，使い方を，フォーラムでぜひマスターしてください。

もちろん今年も進化した「はやとくん」の確認と，交友を深めにだけでもぜひ御参加ください。

●日程

◇１２月１９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 講師 遠藤基資会長

１４：２０－１５：２０ 反訳作業のスキルアップ講座（一太郎，WZなど）

１５：３０－１６：３０ 速記録作成に必要なワードの基礎知識

新「段下げIZAマクロ」の使い方

１６：３０－１７：００ 質問コーナー等

１７：３０～ 懇親会

◇１１月３０日（日） 総会＆開発会議等

１０：００－１６：００

●場所 東京グリーンパレス

http://www.tokyogp.com/access/index.html地図 →

（ ）〒 東京都千代田区二番町 番地 代表102-0084 2 03-5210-4600
●参加申込み宛先

E-MAIL kimi-koni@nifty.comＫｉｍｉ 宛：

●申込締切日：会場の定員に達するまでは受け付けていますの

でお申し込みください。

（宿泊は締め切りました）

●参加申込みについて

１２月１９日は参加自由，２０日は電子速記研究会の会員限定です。

お申込みは，住所，氏名，連絡先，参加予定日，懇親会参加の有無（５０００円 ，昼食の有無（２）

０日）をお知らせください。
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人権擁護大会（１１月６日）字幕付け報告 in 和歌山
去る平成２１年１１月６日（木 ， 和歌山県）

民文化会館で行われた日弁連の第５２回人権擁護

大会において字幕付けを行いました。

昨年の「はやとくんフォーラム」で，和歌山か

ら，その応援要請を必死で訴えさせていただいた

， ， ， ， ，ところですが おかげさまで 札幌 釧路 新潟

東京，小田原，大阪，奈良，神戸，松山の速記官

の皆さんと，退職されたＭさん（３２期 ，そし）

てＩさんも駆け付けてくれて，総勢１９名の大所

帯となりました。

毎年２日間の日程で行われる人権大会，最初，

和歌山弁護士会のほうからは，３つの分科会と全

体会すべてに字幕を付けてほしいということでお

話があったのですが，集中審理が増えたことと，

裁判員制度も始まったことから，人員の確保が今

， ，までより難しくなるのではということで 今回は

全体会（１０時～１７時）のみの字幕付けという

ことでお引き受けすることになりました。

何もかもが初めての和歌山３名は，何から手を

つけていいのかも分からず，大阪管内の速記官の

方が開いてくれた打合せ会，８月の「はやとくん

学習会」に来てくれたＹさん，Ｆさんに教えてい

ただく中，夏休みを利用して札幌と大阪の方を中

心に辞書作りから始めました。現地の和歌山とし

ては，とにかくもらえる限りの資料を集めてほし

いということで窓口の先生に何度も連絡を取っ

て，続々と膨大な量の資料が届きました。

さて，当日ですが，今回は打ち手・反訳のペア

が６組（うち前ロール１ ，３系統で，スイッチ）

ャー３名，ナビ３名での字幕付けなので，たくさ

んの機械が並びました。それをすべて自分たちで

こなしていくのは，正に神業です。前日の夜のセ

ッティングが少しうまくいかなったものの，当日

の朝には，ばっちり間に合いました。

大会が始まり，あいさつ等の原稿を前ロールで

流すところが，内容が変わったり順番が違ったり

してＫさんのせっかくの前ロールが使えなくて慌

てたところはありましたが，ほぼ完ぺきな字幕付

け。分科会の報告で白熱する質疑も多々ありまし

たが，その早口の発言にも，ぴったり付いて，専

門用語もばっちり，やはり何回にも及ぶ経験と速

記技術，そしてチームワーク，すごいなと思いま

した。

至らない点も多かったとは思いますが，無事終

えることができ，ほっとしています。

忙しい中，不安な私たちに優しく声を掛けてく

れて，力を与えてくれた今回参加の皆さん，ほん

とうにありがとうございました。

また，今回，参加はできないけど辞書作りは手

， ，伝いますと言って協力してくださった釧路 札幌

大阪，宮崎の方々，ほんとにありがとうございま

した。

そしてまた参加する皆さんを快く送り出してく

ださった職場の方々，御協力ありがとうございま

した。

後日，和歌山弁護士会の窓口の先生からは，

「最高裁は，なぜこの技術を有効に使わないのか

疑問だ。変換ミスも気にならないくらいの見事さ

。」 。だった というおほめの言葉もいただきました

（余りそういうタイプの先生ではないので，余計

うれしく感じました ）。

また，和歌山弁護士会からは，早速，弁護士会

長と実行委員長から，参加の皆さんそれぞれに，

お礼状も届いています。

今回の字幕付けで，改めてはやとくんのすばら

しさを再確認しました。こういう機会でもなけれ

ば最先端のリアルはやとくんに触れることもなか

ったかと思うと，いい経験ができたことに感謝し

ています。ほんとうにありがとうございました。

（ ちなみに来年の大会は岩手の盛岡で開催され

るとのことです （和歌山）。）
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速記官制度を守る会大阪新支部長に安原浩弁護士
１１月１９日 「裁判所速記官制度を守る会」の大阪支部長に，石松竹雄弁護士に代わり安原浩弁護士，

がなられました。

御就任を記念して，秘蔵の講演速記録を公表させていただきます。２年前の「はやとくんフォーラム２

００７」で，まだ安原弁護士が家裁所長御在職中の折に御講演いただいたものです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

松山家庭裁判所の所長というポストにおります安

原と申します。

今家庭裁判所ですけれども，４０年の裁判官生活

の中，ほとんど刑事裁判を担当しておりました。

特色としてはボランティア判決を最初にしたと

か，最高裁で初めて違法収集証拠を排除して無罪

にした事件の原審を担当したと，そういうような

ところが私の自慢の話であります。

日本裁判官ネットワークについては，御存じの方

もあるかと思いますけれども，現職の裁判官だけ

で組織した団体ということで，日本では歴史上始

まって以来の出来事と言いますか，１９９９年に

設立したものでありますが，メンバー約２０名と

いう弱小だったのであります。

目標は大きく掲げておりまして，開かれた司法，

あるいは司法機能の強化，そういうことを目標に

しておりますが，要するに最高裁の枠内の考えで

はなくて，自由に自分たちの頭で考える裁判官，

そういった裁判官をお互いに支援し合おうという

団体であります。

特に最高裁と対決しようという姿勢ではないんで

すけれども，とかくそういう団体ではないかとい

うふうに見られております。

本日も所長という名前を使いましたけれども，資

格としては裁判官個人，私安原という裁判官個人

の立場で参っております。これから申し上げる意

見につきましても，全く私個人の意見ということ

でお聞きください。

裁判官ネットワークの間でも，速記官の問題につ

いては各種の意見があるということは，事実あり

ます。まず私の立場の前提として，裁判員制度に

非常に賛成しているという立場から話を始めたい

と思います。

裁判員制度については，最高裁，法務省，弁護士

会を挙げて推進しているということになっており

ますけれども，実際にはなかなか新しい制度につ

いていけないという意識の方も多いのです。

ただ，私が長く刑事裁判を担当した立場から申し

上げますと，今の刑事裁判には非常に問題がある

と思います。一番問題なのは，私は刑事裁判官の

有罪慣れだということを常に申しております。常

に我々が担当している事件の９割以上は有罪判決

であります。それを支えているのは，捜査官が作

った膨大な供述調書で，それの相関関係と言うん

でしょうか，それに長年慣れてしまうと，本来の

無罪の推定，起訴状一本主義，予断を持たないと

いう裁判官の立場がだんだん崩れてくる。私を含

めて，ベテランになればなるほど，ほとんどの事

件は有罪なんだから，この事件はやっていないと

， ，言っても またうそを言っているんじゃないかと

こういうような目で見る危険が非常に強い。

それをバックアップするのが，捜査官の供述調書

ですね。

これを今まで裁判官は，読み込むと言いますか，

家へ帰って膨大な供述調書を読み比べて，その中

に少しでも矛盾があれば，どこかおかしいんでは

ないかというふうな疑問を持つというところから

考えだすということで今までやってきたんですけ

れども，それではだんだん目が曇ってくるんです

ね。９割以上の有罪判決，間違いのない供述調書

をずっと読み込んでおりますと，その矛盾点を発

見するのも，目が曇ってできなくなってくる。そ

うすると冤罪を生むと，こういうことになってく

るわけです。

やはり日本の将来の刑事裁判というのは，供述調

書を使わないということを原則にして，しかも，

新鮮な風を吹き込まないといけないと。いつも刑

事裁判の有罪ばかり担当している裁判官が，その

まま事件を担当すると危ない状態になる。裁判員

， ，が６人 １件だけの事件で立ち会うということは

非常に新鮮な意見，いろいろな角度からの意見が

出てくると。それを聞くと裁判官も，なるほどそ

ういう見方もあるのかということで，本来の立場
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に戻れるのではないか。そういう意味で，３人の

プロの裁判官と，６人の素人裁判官が一緒に考え

るということは，非常にいい制度だというふうに

思います。

こういった裁判員制度を前提にすると，法廷が真

剣勝負の場になります。今までは，我々は家に帰

って読むのが真剣勝負です。家に帰って読むなん

， 。てことは 裁判員制度では予定されておりません

法廷がすべて真剣勝負ということになります。こ

れは劇的な変化です。

検事も弁護士も裁判官も，法廷は眠たいなと感じ

ることが結構あります。速記の皆さんもそうでし

ょう。だらだらとやって聞いているけど，そこで

勝負を決めるんじゃなくて，家へ帰って，それと

供述調書とを読み比べたりしながら考えるという

のが，今の刑事裁判の実態だったわけですから，

法廷が非常に緊張した場面になる。

更にもう一つポイントとしては，普通の仕事を持

っている裁判員の人に，それほど長く付き合って

もらうわけにいかない，迅速性の問題ですね。早

く結論を出せるようなシステムを考えなければな

らない。そのためには記録の正確性と迅速性，こ

れが非常に大事になってきます。

法廷での記録とその正確性，迅速性ですね。それ

について，最近注目すべき事件に出会いました。

これは，１２月１４日付けの松山の新聞ですが，

東京地裁で３日間の模擬裁判をやったそうです。

裁判員がいるという前提で，実際には裁判官だけ

でやったようですが，裁判員をどうやって説得す

るかということを，検事と弁護士と裁判官が協力

し合って考えて模擬裁判をした。そこでは，一通

も捜査段階の供述調書は使われなかった。

今日の関係で私が注目したのは，こういう場面で

す。内容を記録した書面は，すぐにはできないた

め，裁判官自ら懸命にメモを取った。法廷が勝負

ですから，法廷の記録を正確に残さないといけな

い。しかし，そのときは速記録がなかったんでし

ょうね。そのために裁判官が必死になってメモを

取ったということを記者が見ています。

これはしかし，本来いけない，つまり法廷で証人

の証言を聞くべきところを，書くほうに精力を注

いだ。そういうことは，本来の裁判員制度では予

定されておりません。正確性と迅速性をどうやっ

て両立させるかという点について，いろいろな考

えがあると思います。

私は，速記録がやはり必要だと，裁判官の立場か

らそう考えます。なぜかと言いますと，一番必要

なのは評議の場面ですね。先ほどフュージョン

（ 米国製速記タイプ：速記録や速Stentura Fusion
記符号から検索して録音が再生できる機能があ

る）で，ある部分を再生してくださいと裁判官が

言って，それを再生すると。ちょっともたつきま

したけれども，そういう場面はほとんどありませ

ん。つまり，先ほども例があったようですが，審

理の途中でさっきこう言ったじゃないですかとい

うことを突きとめるために，直前に言った言葉を

再生してもらう。それはあるかもしれませんが，

そんなに数多いことではありません。

一番多いのは，評議であの場面でこの証人はどう

言ったじゃないかということを，特定して再現し

たいという場合ですね。

ここには書記官も速記官も，原則入りません。も

ちろん必要な場合に録音録画を再生してくれ，あ

るいは速記を再生してくれということを，必要な

場面で呼ぶということはあると思いますが，原則

評議室は密室でありまして，裁判員以外だれも入

りません。

ところで，記録の正確性という場合には，一番正

確なのは，録音録画ということであることは間違

。 ， ，いないと思います ただ 録音録画が正確なのは

， ， ， ，例えば言葉自体 それから更に所作 動作 表情

これも残るわけですね。ですから，正確さという

意味では録音録画が一番間違いないだろうという

ことは，多分争いがないだろうと思います。記憶

の薄れとか，あいまいさとか，それから人によっ

て，裁判員と裁判官が９人おりますと，それぞれ

関心を持って聞く方向が違うものですから，思い

込みで聞き違う。こういうはずだという頭で聞く

と，そう聞こえてくるというので誤解が生じ得る

んですが，そういう場合も録音録画の再生で再現

できるでしょうし，小声であったり，微妙な表現

をわざと使ったり，あるいは方言というふうなも

のも録画の再生で十分正確に再現できると思いま

す。

， 。しかし 私が問題にしたいのは評議の円滑性です

その都度，速記官を呼んで，あるいは書記官を呼

んで，録画を再生させるのか。私が模擬裁判を担

当した場面でも，何回かやっぱり証人なり被告人

の証言を再現したいという場面がありました。

そのときは，もちろん速記が入っておりません。

録画の再生です。現在の録画の再生は，書記官が

大体この辺りだということを覚えておって，ばば

。 ，っと検索する 将来の最高裁が考えているものは

今のフュージョンのように，言葉を入れればそこ

が出るというふうな検索機能が付けられるのだと

思いますけれども，それにしても議論，思考が中

断されます。

我々が今まである速記録を見るのは，録画のよう

。 ， ， ，にざあっと見るんじゃないんですね 山 谷 川

平野，それらを意識しながら，この証人のこの山
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の証言というのは，一瞬にして文字情報の場合は

見れます。

評議までに速記録が出ておれば，我々が見れば，

もうあっという瞬間に，必要な場面が取り出せま

す。それに対して録画の場合は，ちょっと待って

ください，検索文字を入れて，再生して，ちょっ

と違っている場所でしたと。

更に問題なのは，２つの証言を対比したい場合，

主尋問と反対尋問で違うことを言っているとか，

この証人と同じ場面で他の証人が違うことを言っ

た，それを両方対比したい。我々は，今までです

と，速記録を上下させて，ぱっと引き出して見る

， ，わけですけれども それを録画でやろうとすると

またちょっと厄介なことになります。

それほどものすごい時間が掛かるというわけでは

ありませんけれども，議論と思考が中断され，だ

らっとしてしまう評議になってしまうという危険

性は，非常に強いんではないかと。文字情報の瞬

。 ，時性というのはものすごいものです やはり私は

そういう側面から見ると，正確性では録画が優れ

ているけれども，迅速性という面では非常に問題

が大きいと考えます。

最高裁のほうは，最初は音声での自動反訳を考え

ていましたが，どうもそれはうまくいかないとい

うことで，現在はフュージョンに似たような，言

葉で録画画面を検索するような方式に切り替えよ

うとしていますが，やはりそれでは不十分で，文

字情報の正確なものを評議の場に提供してもらわ

ないと，円滑な評議ができないというのが私の考

え方であります。

皆さん御存じのとおり，諸外国の法廷では，速記

がまだまだ十分な機能を発揮しております。アメ

リカでは，２１世紀法廷ということで，全過程の

録画ということで対処したら，高裁のほうから全

部見なきゃいけないから，たまらないからやめて

くれというようなことで，やめたという話も聞い

たことがあります。とんでもない時間が掛かるん

ですね。

文字情報の目で読む瞬時性というものは，全く失

われてしまう。そういう意味で，速記と録画とを

併用するというのが裁判員制度にとっては必要だ

と。

つまり速記録も正確性においては１００パーセン

トではない。雑談ですけど，先日宇和島というと

ころに行きましたら，昔の大津事件の児島惟謙と

いう大審院裁判長の方があそこの出身ですが 児，「

島惟謙（いけん）と言ったらいけん 」と地元の。

人に言われました。

どこでもそういう方言があると思うんですが い，「

けん」というのは 「いけない」ということに通，

じるので 「児島惟謙（これただ 」という正式， ）

な名前を言ってくださいと怒られたんですけれど

も。例えば，憲法訴訟で「イケン」と言うと，ど

っちの「イケン」なんだ，いけないと彼は言って

いるのか，憲法違反だと言っているのか。例えば

「違憲です」と言えば憲法違反のほうになります

よね。

その「です」を言ったかどうかは，速記のほうで

はっきり出るかというと，それは録画を見ましょ

う。こういう微妙なところを最終的に確認するん

， ，であれば 録画は残しておかなければならないし

評議には速記録が必要なんだと，私はこういうふ

うに，今個人的には確信しておるしだいです。

こういう意味では，今の速記官制度を，こう言う

と皆さんに怒られるかもしれませんが，裁判員に

限定して，その部分で養成を再開すると。裁判員

裁判というのは広がっていくでしょうから，そう

いうものについて速記がちゃんと対応できる。そ

ういう迅速性を要する裁判というのは，ほかにも

多分あるんだと思いますが，裁判員裁判が最も厳

しいですよね。

ほかの裁判については録音反訳で対応するという

考えも，私はあり得るというふうに考えておりま

す。裁判官の立場ばかりから申し上げて，どうも

失礼いたしました （ はやとくんフォーラム２。「

００７」での安原浩元所長の講演録）
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