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当委員会では、我が国に電子的ファイルシステム（ＥＦＳ）を導入することの有益性や

システムの導入にあたっての問題点を探るため、既に同システムが導入され、実績を上げ

ているシンガポールの最高裁判所や弁護士会、法律事務所を訪問し、そのシステムの仕組

みや評価に関して調査を実施した。

第１ アレン＆グレッドヒル事務所（Alen & Gledhill）

http://www.gledhill.com.sg/index.html（事務所のホームページ）

（１１月２５日 午後２時から）

訴訟・紛争解決部門のパートナーであるアンドリュー・チェン（Andrew Chan）弁護

士などから、以下のような説明を受けた。その後に若干の質疑応答をした後、ＥＦＳ室

などの見学をした。

１ 事務所の概要について

事務所の歴史は１００年以上であり、成功しているとのことで、弁護士数は、現在

は、パートナー１０３名、 アソシエイト１８１名となっている。

ウェブサイトによると、シンガポール最大の法律事務所であり、ファイナンシャル

・サービス部門、会社・商事部門、知財・テクノロジー部門、訴訟・紛争解決部門、

法人不動産部門などがある。

２ ＥＦＳの導入と強制化について

(1) ＥＦＳの開始当時は、約７０名が訴訟に従事していたが、ＥＦＳの利用を始める

ことはあまり難しいことではなかった。

(2) １９９６年から１９９７年にかけては、強制的ではなく任意的採用ということで

始まった。そのため、余り利用しない事務所もあり、普及が困難な面があった。と

いうのは、スキャナー等の機材もかなり高く、読み込み速度も１分間に２０乃至２

５ページと遅かった。当時は、そのようなものに資金を使える事務所はあまり多く

なかったこともあり、最初の数年は、あまり成功しなかったと言える。

、 、 。 、また 問題としては システムを提供することが難しいという点があった 今は

良いシステムになっている。当時の問題の一つは、Windows95をベースにしていた
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ことであり、Windows2000等が出てきても、利用者側もWindows95を使わなければな

らないという問題があった。すなわち、Windows95が入手しにくくなったため、弁

護士たちは、当初のうちは苦情を言っていた。

、 。 、(3) ２０００年３月から ＥＦＳの利用が強制になった ３月１日から開始となって

この事務所が第１号としてＥＦＳを用いてファイリング（訴訟提起）をした。

強制的採用に際しての問題の一つは、大手の事務所については、強制的採用に至

る前に任意に使っていたので導入がスムーズだったが、小規模の事務所にどの様に

して使って貰うかという点だった。

(4) ＥＦＳを利用することについてのメリットとしては、利用する事務所は 「EFS、

Ready」というシンボルを使うことができた。これは対外的なＰＲになった。

(5) ＥＦＳを利用する設備がない事務所は、サービス・ビューローを通じて利用する

（書類を電子ファイル化して裁判所に送信して貰う）ことになるが、普及を促進す

るために金銭的なインセンティブをつけ、サービス・ビューロー経由の場合は、費

用が約１５パーセント高くなるようにした。

３ ＥＦＳ導入のメリットなどについて

(1) ＥＦＳが導入される前は、裁判所に申請するときの手続では、裁判所に提出する

書類を準備し、バウチャーを用意して弁護士がサインしていた。内部で小切手を準

備し、金額によってパートナー何人かがサインした。裁判所のカウンターに行って

支払いをし、その支払いが終わって受領印を押して貰い、別のカウンターで申請を

するということをしていた。これは一日掛かりの作業となり、裁判所の取扱時間に

間に合わせるためには慌ただしいものだった。

ＥＦＳの導入後は、書類の提出は電子的にできるようになった。書類はフォルダ

ーに電子的に保存されており、ペーパーレスシステムになっている。

オフィスでは、ＥＦＳ担当の職員が必要な情報を入力して申請することになる。

ＥＦＳに入っている情報は必要に応じてエクスポートされ、事務所内部での手続を

コントロールするためにだけ紙の伝票を使っている。

以前は、実際に裁判所に行って、２人で１日を費やしていた作業を、１人で３０分

だけで済ますことができるようになった。ＥＦＳ導入後に弁護士がすることは、作

成した書面が提出用のサーバのフォルダーに入っていることを確認することであ
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る。

(2) また、前例を蓄積していくこと（アーカイブを作成すること）やバックアップを

することも容易になった。アーカイブを作成するとか、事務所内のシステムと統合

することは、すべての事務所が行っているわけではないが、この事務所では行うこ

とにした。

(3) 以前は、他の事務所との連絡も紙で行っていたが、今は、ＥＦＳを使って送達す

ることができるようになった。なお、ＥＦＳを通じて届けられたときには受領を拒

絶することはできない。届いた書類は、ハイエンドのプリンターがあるので、効率

的に印刷することができる。

小さな事務所にとっては大変かなと思うことがあるが、ＥＦＳを使うと何でもで

。 、 。きると言ってよい どの書類もインデックスが付いているので 検索が容易である

(4) スマートカードさえあれば、理論的にはどこからでもファイリングができること

になる。自宅でもモニターすることができ、時間とコストがかなり節約できる。

(5) システムの利用にはサポートが重要になるが、ファイリングの作業はスタッフに

任せていて、１１名ほど詳しい人がいる。２２インチのディスプレイで２つのドキ

ュメントを見ることができるようになっている。

４ ＥＦＳのトラブル事例について

２００１年から２００３年まで、弁護士会の電子的訴訟（E-Litigation）委員会の

委員長をしていた。２００４年にＥＦＳをレビューする委員会が作られた。弁護士会

にそのときのレポートがあり、そのレポートに、ＥＦＳのトラブルの事例と対処方法

が書いてある。

５ ＥＦＳの将来像について

以前は、使用するＯＳがWindows95に限られていたが、今はＷＥＢベースなので、

ＯＳは何でもよく、インターネットに接続できれば何処からでも使用できる。

最終目標はテレビ裁判であり、ビデオ電話で法廷のスタッフと会話ができて、ＥＦ

Ｓの利用により裁判所に出向かなくても申請をすることができるというシステムであ

る。

現在導入されているジャスティス・オンライン・システムでは、審理のため法廷に
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行かなくても裁判官と話すことができる。１日前に申請することになっているが、緊

急の場合は、その日の申請でも大丈夫である。

６ 質疑応答

(1) 具体的に、どのように、時間とお金の節約になっているのか。

以前のやり方で１日かかっていたのは、事務所を出発してから、支払いをして、

申請をする。その日に写しが貰えることもあるが、次の日になることもあった。裁

判所の業務時間の後になると、余分の費用がかかっていた。

コスト面での違いは具体的に見えにくいかもしれないが、他の利点も含め、総合

的に考える必要がある。書類を引き出したい、検索したいということがあるが、今

では、非常に楽になった。総合的にはプラスになっていると思う。ファイリングと

いう行為（申請行為）そのものというよりは、電子的に記録が残るということが大

きい。

なお、サービス・ビューローを通じてのファイリングと自分の事務所でのファイ

リングの違いは少なくなっている。

とにかく、３６５日２４時間いつでもファイルできるようになった。ＥＦＳの導

入前は、午後５時前に提出しなければならなかったから、事務所を午後４時３０分

までに出発しなければならなかった。交通渋滞などで５時を過ぎたら間に合わなか

った。

(2) 全く書面を印刷しないのか。

書類を回し読みするときには印刷する。

書類は、訴訟関係については７年間保存している。訴訟が終わって上訴がなけれ

ば終了処理をする。紙は倉庫に保管し、電子データはＣＤに保存する。

(3) ＥＦＳのコストは誰が負担しているのか。

ファイリングの際の手数料を運営費用に充てて、裁判所が運営している。サービ

ス・ビューロー経由でもそれほどのコスト高にはならない。

(4) セキュリティは問題ないか。

書面提出を電子化するには、電子メールなど違う方法もあり得る。しかし、ハッ

キング等の攻撃、原本性の確認、本人確認というセキュリティ面ではＥＦＳが優位

。 、 。だと考えている なお 現在までＥＦＳでセキュリティの問題が生じたことはない



- 5 -

７ ＥＦＳ関係設備の見学

(1) ＥＦＳ室

《ＥＦＳ室の様子》

ファイリング専用にＰＣ４台が置かれていた。

提出用の文書は弁護士によってPDF化されて、事務所サーバの特定のフォルダに

納められているとのことであった。

弁護士は、ＥＦＳ室の職員に対し、ファイル名・内容・提出先等を紙の伝票で示

し、職員がＥＦＳ用ソフトでログインして送信している。

《スマートカードの読取装置》
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認証については、弁護士毎に交付されているＩＣカードが用いられる。

(2) ビデオ会議室

パソコンとＷＥＢカメラを用いた会議システムにより、裁判所や関係者との打合

せができるようになっている。背景には事務所の銘板が置かれている。

《背景に事務所のロゴが映るように工夫されている》
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第２ シンガポール弁護士会（Law Society）

http://www.lawsociety.org.sg/（シンガポール弁護士会のホームページ）

（１１月２５日 午後４時１０分より）

簡単な自己紹介の後、リム氏からＥＦＳ導入の経緯等について説明を受け、若干の質

疑応答を行った。

１ ＥＦＳ導入の経緯について

、 、ＥＦＳの導入は ハイコートでは沢山の紙ファイルがあることが問題となっており

それをなんとかしたいという考えから始まったもので、そのシステムには非常に興味

深いものがあった。この問題の解決策を探っているうち、弁護士が書類を紙で提出し

、 、 。てくるため このままでは 紙の増大に対する解決にはならないという結論になった

そこで、電子的ファイルシステムを導入することによって解決しようとしたものであ

る。

このＥＦＳは、シンガポールにおける裁判手続の典型的な方法で、弁護士も、その

システムの一部として協力し、この法廷のやり方に協力するとともに、これに従うと

いう性格を有している。

２ ＥＦＳの発展について

これまでに発展してきたＥＦＳの段階は、３つのステージに分けることができる。

(1) 第１のステージは、裁判所がこのシステムを作り、弁護士に対して、一緒にこの

システムに入って下さいと招待したものだった。このステージの段階においては、

弁護士の意見を聴かずにシステムが構築されたため、種々の問題が存在していた。

、 、 、また 時期的にもインフラが未発達だったため ＷＥＢベースのシステムではなく

、 。 、また 通信環境もダイアルアップやＩＳＤＮを前提としたシステムだった そこで

弁護士会や公訴局などの関係者にも協同で諮問があり、システムの望ましい動作な

どについての議論がなされ、改良が加えられてきた。

(2) 第２ステージにおいては、２００３年頃になって、殆どの人がＷＥＢベースでの

アクセスが可能となり、通信環境もブロードバンドが普及したため、システムもＷ

ＥＢベースのものとなった。

(3) 第３ステージに入り、現在のシステムはPDF形式（Adobe Systems社によって開発
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された、電子文書のためのフォーマット）のファイルを使っているが、今後は、xm

l形式（インターネット上で扱うデータを記述するためのデータフォーマットの一

） 、 。つ のファイルを使うことになり 更にアクセス等が改良されることになっている

３ 質疑応答

(1) システムの利用料について

システムを利用する費用については、当初は、弁護士は高価なスキャナーを購入

、 。 、するだけで 特に負担することはなかった システムがＷＥＢベースになった際に

使用した分だけ支払うということになったが、この費用については依頼者に転嫁さ

れているようである。一方、システムの開発費は政府が負担している。この費用だ

が、ページ数を基準にして積算され支払いがなされており、大量の書類が提出され

るのを防ぐという効果がある。

(2) ＥＦＳと法律事務所のシステムとの関係について

ＥＦＳと、各法律事務所のフロントエンドシステムとは特に連携はなく、ローフ

ァーム内でドキュメントをどの様に管理するかは、ローファームが各自で決めてお

り、ＥＦＳのシステムとは関係がない。

(3) ＥＦＳの研修について

ＥＦＳの利用についての研修等だが、シンガポール・アカデミー・オブ・ローで

は、ＥＦＳの書類をどの様に使うのか、というコースが設けられている。また、ロ

ーソサエティでもランチ・オン・セミナーを開いており、ランチタイムにシステム

の説明を受けられるということで、多忙な弁護士には評判がいい。

(4) システムの開発業者について

実際にシステム開発にあたった業者については、分野毎に異なった会社、具体的

には、レキシスネキシス、マイクロソフト等が開発を担当した。なお、ＥＦＳにつ

いては、この評価についての報告書が公表されている。

(5) 扱えるデータについて

新しいシステムの下においても、音声や映像は送れず、あくまでも書類ベースと

なっている。ただし、データをXML 化することができたり、スキャンした書類を取

り込むことができる。また、新システムにおけるAPI によって、各ローファームと

統一的なシステムを構築することができるようになった。具体的には、事務所にお
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ける自分達の事件管理システムと容易に統合することが可能である。

(6) ＥＦＳが弁護士に与えた影響について

、 、このようなシステムの変化が弁護士にあたえた影響だが その影響は千差万別で

依然として「紙を見ながらの方がいい」という人もいる一方で 「殆ど紙を使わな、

い」という人もいる。

(7) セキュリティシステムについて

新しいシステムではスマートカードが廃止される。現在のＥＦＳでは、３つのセ

キュリティがあり、それは、①アクセスＩＤとパスワード、②ＳＳＬ、③スマート

カードによるドキュメント自体の暗号化であるが、③については、誰も書類を盗ん

、 、 、だりしないし 審問主義の下では 変な書類は代理人によってチェックされるので

必要ないということになった。
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第３ シンガポール最高裁判所視察（Ⅰ）

（１１月２６日 午前１０時３０分～午後１２時３０分）

・下記１及び３の説明者は、Ms. Zhuang Yihong Joan, Head (International Relation

s Unit)及びMs. Desiree Pang, Assistant Director (Corporate Affairs), Assista

nt Director (International Relations Unit)

・下記２の説明者は、図書館職員

・下記４の説明者は、Ms. Tan Wen Hsien, Assistant Registrar

１ 最高裁判所ギャラリーの説明

最初に、最高裁判所ギャラリーにおいて、最高裁判所の歴史の紹介などを受けた。

シンガポールの訴訟制度であるが、シンガポールは国土が狭いために、裁判所の土

地管轄が別れていることはない。裁判所は、日本と異なり、１つの下級裁判所と最高

裁判所の２つで、構成されている。

日本の裁判所では、訴訟記録は、文書すなわち紙によるものであるが、シンガポー

ルの民事訴訟手続においては、訴訟記録は電子ファイル化されている。そのため、最

高裁判所、下級裁判所、および、法律事務所の相互間の書類の授受は、ＥＦＳシステ

ムにより行われている。したがって、法律事務所では、インターネットによりＥＦＳ

に接続したコンピュータのインボックスに、新たに電子ファイル化されたファイルが

ないかどうかをチェックする。

このように、ＥＦＳの利用は、任意でなく強制されている。ＩＴ機器のない弁護士

や一般市民には、サービスビューローという窓口が用意されている。サービスビュー

ローは、クリムソンロジックという民間会社が運営するサービスで、そこには、ＥＦ

Ｓのプロセスを知っている職員がいて、アドバイスを受けることができる。ただし、

サービスビューローの職員は、法律について専門知識を持つ職員ではないので、法律

相談をすることはできない。

２ 最高裁判所図書館におけるリーガルデータベースシステムの説明

最高裁判所図書館においては、最高裁判所図書館に設置されているパソコンで、リー

ガルデータベースシステム（LAWNET2）により、訴訟記録（判決）を検索することが
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できる。

このリーガルデータベースシステム（LAWNET2）は、Singapore Academy of Law（htt

p://www.sal.org.sg/default.aspx）という民間組織によって運営されており、最高

裁判所が運営、提供しているものではない。データベースサーバーは、シンガポール

裁判所が訴訟記録を保管するＥＦＳのために構築したサーバとは、別のシステムにな

っている。

このサーチシステムは、オンラインリーガルデータ提供サービスであって、日本に

おけるWestlawやLexisNexisのサービスとほぼ同様のものである。判決は、カテゴリ

ーで整理されている。したがって、shoplifting（万引き 、woman（女性）などの検）

索語を用いて、目的の判決を探し出すことができるようになっている。

Singapore Academy of Lawのライブラリーには、１９８０年代初期のころからのデ

ータが保管され、それ以前のものは、マレーシアの裁判所のデータベースに保管され

ている。そのため、マレーシアの裁判所の判決も検索できる。

LAWNET2は、最高裁判所図書館においては、無料で利用できる。弁護士は、有料で

加入することにより、法律事務所で利用することができる。

なお、Singapore Academy of Lawは、法律関係のレポートや、各種のセミナー等も行

う組織である。

３ Electronic Queue Management Systemの説明

Electronic Queue Management Systemの説明を受けた。Queueには、行列という意

味があり、Electronic Queue Management Systemとは、裁判官との面会受付システム

である。このシステムは、Registrarとの面会の受付に利用されていた。Registrarは

書記という意味であるが、職務として、召喚状の交付、主張の整理から、証拠採否の

手続までを担当していて、日本の裁判所書記官の職務とは異なり、いわば、準備手続

担当裁判官とでも理解すべきものである。Registrarの手続中に、和解が成立するこ

とがあることは、日本の手続きと同じである。日本の判事にあたるjudgeが担当する

手続は、trial（公判）と呼ばれている。また、シンガポールでは、送達は当事者の

責務となっていて、日本のように、裁判所が送達を担当している手続きとは異なる。

、 、 （ ）訴状を裁判所に提出した後 Registrarと面会して召喚状の交付を受け 訴状 副本

とともに被告に届ける。
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このように、Registrarの手続は、trial（公判）までの、召喚状の交付、主張の整

理、証拠（証人尋問）の決定の手続である。日本における弁論手続と同様に、同じ時

間に複数の事件が指定されているため、Electronic Queue Management Systemが必要

になるようである。

実際にElectronic Queue Management Systemの利用は、次のように行われている。

最初の画面は、Queue Optionsの画面で、ヒアリングタイプを選択する画面が表示さ

れる。ヒアリングタイプとは、指定された期日の内容で、 Registrarと面会して行う

手続をいう。①既にヒアリングが設定されている場合、②担当のRegistrarに面会す

るためのヒアリングを要求する場合、及び、③既存のqueue情況の変更の場合の３つ

に分かれている。

、 、 、その次の画面は Select Law Firmの画面で 弁護士事務所名を入力する欄があり

アルファベットの最初の一文字（例えば「A ）を入力すれば、当該文字から始まる」

法律事務所名が表示され、出頭した弁護士は自分の法律事務所を選択することができ

る。法律事務所を選択すると、当該法律事務所が関わる事件のヒアリング日時が表示

される。なお、想定はされていないかもしれないが、システム上は、自らの法律事務

所だけでなく、他の法律事務所も選択できるので、他の法律事務所が関わる事件のヒ

アリング日時も知り得るし、一般人も立入り可能な場所にモニターが設置されている

、 。 、 、ため 一般人も操作可能である さらに 出頭した弁護士が自らの事件を選択すると

出頭した旨のボタン、ＳＭＳ（携帯電話によるショートメッセージ）によって呼出通

知を希望するか否かのボタン及び予期されるhearingに要する時間（５分以内、１５

分、３０分、４５分以上）を選択する画面となる。これらを出頭した弁護士が入力し

て、当事者が揃うと、Registrarの部屋に入って手続が始まる。なお、複数の事件の

当事者が揃った場合は、予期される時間が短い事件から、順に処理していくことにな

る。

４ Assistant Registrarの説明

Assistant Registrarの机の前には、２つのモニターを有するパソコンが設置して

あり、これら２つのモニターで別の書類を見ることができる。Assistant Registrar

は、このパソコンで、弁護士がElectronic Queue Management Systemで入力した情報

を見ることができる。予定された当事者が全て出頭すると、当事者を部屋に入れて、
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手続が始まる。

Assistant Registrarはパソコン上で、Adobe Acrobatというソフトを利用し、PDF

形式の電子ファイルとして全ての書類を作成している。Assistant Registrarのサイ

ンも既に記録されているサインの画像をファイルに貼り付ける方式であった。Assist

ant RegistrarがPDF形式で作成した文書を、このパソコンからＥＦＳに入力すると、

法律事務所はＥＦＳを通じて当該書類を受け取ることができるようになっている。
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第４ シンガポール最高裁判所（Ⅱ）

（１１月２６日 午後１時３０分～２時３０ 分）

http://app.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgID=1

【supremecourt－最高裁判所のホームページ 】）

最高裁判所では、午後からは「Digital Transcription System (DTS)」という法廷内

の証拠調べ等を電子化するシステムを見学し、詳しい説明を受けた。

《ＤＴＳの構成とシステムの説明図》

１ ＤＴＳについて

シンガポールでは、以前は、判事の書いたものが正式な記録になるので、もしも書い

たものが残っていなければ、正式な記録はないということになってしまっていた。今

はそれを変えて、デジタル音声で記録されているものが正式な記録とされている。

デジタル音声で記録されたものは、トランスクライバーと呼ばれる人達が記録してい

く。以前は法廷の中で同時に入力していたが、現在は録音したものを後で聞いて入力

し、２４時間以内に弁護士の手元に届けられる。

もう１つのシステムとしては、ライブノートというシステムもある。このシステム

は、職員がやり取りを聞きながら入力していくので、法廷で話されたことがライブノ
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ートの使用を申し出た弁護士の画面にそのまま表示されてくることになる。

－引き続き 法廷のビデオを見ながら やり取りを聞いてトランスクリプションをする 書、 、 （

いていく、記録をする）セクションに案内するということで、まず、ＤＴＳのサーバが

設置されている部屋に案内された－

２ サーバールームの説明とＤＴＳのメリット

この部屋に設置されているサーバーがＤＴＳの心臓部になり、法廷の中での音声記

録は全てこちらに保存される。

ＤＴＳが入る前は、裁判所は、古い高裁の建物とシティホールの建物と２つに別れ

ており、古い建物の方では、①判事が記録する手書きのもの、②速記者が法廷で書い

たもの、③アナログのテープで１５分毎に録音をする、という３つの方法で記録して

いた。そして、１５分おきにそのテープを聞いて、速記を見ながらトランスクリプシ

ョンするということで入力していった。

そうなると、入力した記録が出来上がるのに、少なくとも１時間はかかるという問

題があった。ところが、ＤＴＳを使用することで、審理が始まってすぐにトランスク

リプションの作業を始めることができるようになった。

もう１つの利点としては、ＤＴＳを使用することで、判事が書き終わるのを待つと

いう必要がなくなり、弁護士が判事の手を見ながら話すという必要がなくなった。

そのため、法廷の中での話が早く進んでいくので、審理が進み、時間が節約される

ことになる。結局は、訴訟の当事者達の時間と費用の節約につながることになる。

－次に、サーバールームに掲示されている法廷の様子を写したパネルを見ながら説明を受

けた－

３ 法廷での審理内容の電子的保存方法

法廷には、ハイクオリティーの高感度マイクが４カ所に設置されており、判事用、

、 、 、 、被告側の弁護士用 原告側の弁護士用となっており もう一つは 証人台に設置され

証人用となっている。原告側の弁護士用のマイクは、刑事では検察が利用する。

法廷の中で記録されている音声は、デジタル形式で録音されてこのサーバに保存さ
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れる。このデジタル記録には、①判事用、②被告の弁護士用、③検察側あるいは原告

の弁護士用、④証人用の４つのチャンネルがある。４つのチャンネルに別れているこ

とで、音声が混ざっているときでも１つのチャンネルに絞って集中して聞くというこ

とができる。その他にもう１つ、全部を合わせたチャンネルがあり、全てのバックア

ップをするために使われている。

この４つのチャンネルから来る音声は１つのファイルサーバに入り、バックアップ

のものは別のサーバに入る。そして、毎日サーバの中に入っている１日分のデータを

ＤＶＤに保存していく。ＤＶＤは２部作り、１つはここで保管され、もう１つは別の

所で保管される。

かように、審理が始まると録音データがファイルサーバに入って来るが、この建物

の中にいるユーザー全てが、このサーバの中のデータにアクセスすることができるよ

うになっている。トランスクライバーは、このファイルサーバにアクセスして、審理

と殆ど同時に入力作業を行ってくことが可能となっている。

このようなシステム（ＤＴＳ）により、聞き漏らしたといった問題が生じても、そ

の部分について法廷ですぐに確認することができる。

－次に、やはりサーバールームに掲示されているトランスクライバーが執務する部屋の様

子を写したパネルで説明を受けた－

４ 審理内容の電子記録化の方法とそのメリット

こちらがトランスクライバーの部屋で、以前はサーバルームの前にあったものを移

転した。まず、朝出勤するとログシートを開ける。これには、タイムスタッグという

ことで時間が書いてあり、誰が話しているかということと、最初のいくつかの言葉が

書いてある。ログシートには、法廷の中で起きた主な出来事も記録されている。例え

、 、 、 。ば 反対尋問とか 再尋問とか 判決が下っているといったこと等が記録されている

ログシートが出来ると、２階のミディアムにいるトランスクライバーがログシート

を引き出すことができる。トランスライバーは 「ＳＴＲ」と呼ばれているシステム、

を利用することで、このログシートから音声バイトを見ることができる。そして、ト

ランスクライパーは、これらのデータを聞きながら、目の前にあるメインスクリーン

を利用して、ワードで入力作業を行っていくことになる。
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トランスクリプトが出来上がると、高度な正確性を保つため、スーパーバイザー等

により２度のチェックが行われ、このチェックを経た後に、裁判所にいる他のユーザ

。 、 、ーもこのトランスクリプトを見ることができるようになる 但し このデータの方は

判事とかレジストラ等といったアクセスが許可されたユーザーだけが見られるように

なっている。

これらを利用するユーザーが、何処にいたとしても、オフィスであっても、裁判所

にいても、その他の場所でも、アクセスさえできれば、このログシートを使ってサウ

ンドバイトを引き出すことができる。

５ 質疑応答（１）

(1) 音声を人が手で入力するということだが、機械で読み取るとか、自動的に音声デ

ータを認識するとかいう方法は考えなかったのか。

検討はしたが、トランスクライバーが自分で入力する方が早いということになっ

た。以前、判事のために音声認識ソフトを導入したが、その判事が喉を痛めていた

日に音声認識を始めたところ、非常に正確性を欠く結果になった。また、音声認識

させるためには、１人１人の判事用にコンピュニエーションしなければならず却っ

て手がかかる。音声認識のソフトでできたものを修正するというのは、非常に手間

がかかる。

(2) 他の裁判所でも使っているのか、また、事件の種類に制限はあるのか。

現在使用しているのは最高裁判所のみ。家事裁判所ではまだ使用していないが、

そろそろ見学に来て導入しようという段階になっている。

事件の種類については、民事・刑事両方共に使っている。

、 。 、－サーバールームに引き続き ログを記録している部屋に実際に案内された こちらでは

職員の席に２台のモニターが設置され、右側のモニターには、法廷の様子がリアルタイ

ムに表示されていた。当時数人の職員が作業をしており、このシステムの説明を受ける

ことができた－

６ 審理内容の記録化の実際

この設備や職員の作業を観察することで、どのようにしてログを作っていくかとい
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うのが確認できる。右側のモニターは４画面に分割され、法廷から直接それぞれのビ

デオ映像が送られてくる。したがって、理論的には４つの案件を同時に扱うことがで

きる。

、 、 。今は 法廷５のＡが映っているが ビデオのカメラは判事の後ろに設置されている

入力の際、判事は声を聞けばわかるので、モニターを見る必要はないが、弁護士は、

いずれの弁護士が話しているのか声だけでは分からないので、モニターで確認する。

この映像は民事で、今は証人台には誰も証人が立っていない。

左側のモニターに表示されているのがログシートで、時間と発言した人物、発言の

。 、 （ ）最初の一部を入力していく 例えばこの行を見ると 午後２時３５分にコート 判事

が発言し始めたというのが分かる。

トランスクライバーは、これを引き出して聞いていき、この判事が言ったことを文

に完成させる。つまり、トランスクライバーは、ログシートに書かれている発言を、

法廷でのその日の審理が終わるまで、全部完成させていくということになる。

このモニターを見ると４つの部屋がある。最高裁判所の建物では２３の部屋全てに

ＤＴＳが入っている。その他、別の場所にある２つの大部屋にも入っており、ＤＴＳ

はトータルで２５の部屋を扱うことができる。もっとも、１日で全ての部屋が使われ

ていることはないので、必要なモニター数は、法廷の部屋数よりも少なくてよく、職

員は６人いれば問題ない。今日は、３名が休暇なので３名の職員しかいないが、この

３人が４つの法廷を扱うことができる。また、本日審理が行われているのは５カ所だ

けなので、その審理を扱うには十分である。

７ 質疑応答（２）

(1) モニターに映っている法廷では、どのような事件が審理されているのか。

一つは麻薬犯罪の刑事事件、もう一つの４のＤの法廷では殺人事件の審理が行わ

。 、 、 （ ）、 （ ） 。れている 被告 証人 被告側の弁護士 被告の方 検察 手前 が映っている

判事の前に座っている女性が判事の秘書で、その隣にいるのが新しく仕事を学んで

いる秘書。ここでは、判事の顔は確認できないが、声を聞けば分かる。

(2) 音声が、タイムスタンプやセンテンス毎に自動的にファイルになるのか。また、

声が途切れたときは、文章の所だけを音声にとっているのか。

職員が行を変えた時に次のタイムラインが出るようになっている。今モニターに
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映っているのは反対尋問を行っているところだが、Ｑが質問でＡが答えとなってい

る。４のＤの法廷が映っている箇所については、職員が、この事件の審理を聞いて

いるところで、今は弁護士が証人に質問をしている。

(3) 聞き取れなかった時は、この場で直ぐにもう１回聞き直すことはできるのか。

ここの職員の役割は、法廷での発言が誰のものによるのかを分けて明確にするこ

とにある。したがって、たとえ聞き取れないことがあっても、その部分はトランス

クライバーが入力するので、聞き取れなかったというのは重要ではない。今話して

いる人が変われば、自動的にモニターが次のラインに移るので、ここの職員の仕事

は、全部の発言を入力することではなく、質問している最初のいくつかの言葉を入

力することで、トランスクライバーが後で聞いてわかるようすることにある。

発言者の名前についても、いちいち全部入力する必要はなく、省略された１つキ

ーを押せばいいように工夫されている。

第５ シンガポール最高裁判所（Ⅲ）

（１１月２６日 午後２時３０分～４時３０分）

http://app.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgID=361

【最高裁のテクノロジーコートに関するホームページ】

《テクノロジーコートで講演するHwee氏》
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午後は引き続き実際の法廷（Technology Court）に案内され、Senior Assistant Reg

istrar (Chief Information Officer)であるTan Ken Hwee氏から、テクノロジーコート

やＥＦＳに関する講演を受けた。

・配布資料 Electric Filling System An Overview 4頁

The Singapore Judiciary's Electric Filling System

& Other Technology System 10頁

１ テクノロジーコートの概要

「テクノロジーコート」と呼ばれている法廷では、数多くのテクノロジーが導入さ

れている。プロジェクターや、各弁護士席のモニター、ビジュアルライター（上に物

を載せるとスクリーンに映し出される装置）等が設置され、ＥＦＳが操作できるよう

になっている。

シンガポールでＥＦＳが強制されるようになったのは、２０００年の３月のことで

ある。ＥＦＳは、全ての書類を電子化することを目的としており、アドビ・アクロバ

ットリーダーのＰＤＦファイルを使っている。弁護士事務所は、直接にＥＦＳに加入

して使用することもできるが 「サービスビューロー」に書類を持参して利用するこ、

とも可能となっている。サービスビューローは、書類を電子ファイルにして裁判所に

提出する業務を行っている。裁判所は電子ファイルしか受け入れないため、弁護士の

方で、時間がない、やり方がわからないといった場合は、サービスビューローのカウ

ンターに行って書類を提出することができる 裁判所から見ると 外部のサービス 民。 、 （

間会社に委託）ということになる。

２ ＥＦＳのサブシステム
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《フロントエンドシステムの構成図》

、「 」弁護士事務所が法廷に書類をファイリングするときは フロントエンドシステム

というシステムを使用する。裁判所の内部では、ワークフローシステムがあり、裁判

官や書記官に向けて書類を流すのに使用され、フロントエンドとバックエンドをつな

ぐゲートウェイが設けられている。ゲートウェイでは、スマートカードを使っている

ので、その認証システムがあり、最高裁内のスタッフがその担当をしている。

３ ＥＦＳの機能

弁護士事務所から、ＥＦＳを利用して、最高裁や下級裁判所に裁判書類を提出でき

るが、刑事については最高裁のみが対象となる。また、ＥＦＳでは電子認証が利用で

き、またＷｅｂ上でドキュメントの検索などもできる。

ＥＦＳを利用して、弁護士事務所間で書類のやり取りをすることもできる。シンガ

ポールでは、書類の授受は当事者の責任となっている。例えば、原告が申請して裁判

所が出した令状などが、どの様にして被告に送付されていくのかを確認することは、

裁判所の責務ではなく当事者の責務とされている。海外への書類の送付については、

裁判所のスタッフが大使館などに問い合わせるといった援助をすることもあるが、基

本的には書類の送達は当事者の責任とされている。したがって、弁護士事務所間での
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書類のやり取りの機能は、弁護士に対して便益を提供したということになる。

書類のやり取りは、１クリックで、ファイル＆サーブする方法である。弁護士事務

所から裁判所に申請書を送ると、受け取った裁判所が、この書類に電子スタンプを押

捺し、連番をつけてから弁護士事務所に送付している。弁護士事務所に受信する施設

がないときは、近くの施設のある所へ行ってプリントアウトしてくることになる。や

り取りする書類自体は直ぐに出来上がって裁判所に保管されているので、法廷を終え

て直ぐに相手方の弁護士に渡すこともできるが、直ぐ渡したくないときは、決まった

日時を指定して相手方の弁護士事務所に送付するということも出来る。標準的には、

裁判所で出来上がった書類は、直ぐに相手方の弁護士事務所にも送付されるようにな

っている。

、 、書類のファイリングが行われると 裁判所でのワークフローの時間帯にのっとって

裁判所内で業務処理がなされるが、最近では、ＡＣＥＳというシステムで管理してい

る。最高裁と下級裁の間で、相互にファイルを閲覧することができるシステムで、裁

判所間での事件の移送もできる。例えば、最高裁に申請されたけれども、２５万ドル

を超えてないという理由で下級裁へ事件を移送することもあるが、そのような処理も

電子的に行う。

手数料の納付についても、電子納付で扱っており、ベンダーが対応している。

４ ＥＦＳの概念図

ＥＦＳは、弁護士事務所の実施する部分、裁判所の実施する部分、エクストラのサ

ービスが実施する部分に分けられる。最初に始まったときは、インターネットベース

でなかったので、特別なＩＳＤＮ回線が必要で、ダイヤルアップで接続していたが、

、 。 、最近ではインターネットが一般的になり ＷＥＢベースとなった シンガポールでは

ブロードバンドの普及率が日本と同じくらいなので、楽になった。

フロントエンドをデザインするとき、高いソフトウェアを必要とすることなく、セ

キュリティを確保することを考えた。使いやすさということでは十分ではないので、

これからも向上させていく予定である。

５ ＥＦＳにおけるファイル提出の取り扱い
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《ケースファイルを扱う操作画面》

弁護士がケースファイルを扱う際の画面では、ステップ１，２，３というのが上部

に表示されていて、今どのステップかが強調して表示される。インターネットで物を

買うのと同じように、弁護士はかなりの量の情報をＷＥＢのフォーマットに入力して

おり、書類がどこに行くかというのも選ぶことが出来る。

弁護士は、情報を入力して選ぶということだけではなく、送る書類をＰＤＦで保存

してアップロードしなければならない。弁護士にとっては、まずワードでドラフトを

作成し、ＷＥＢサイトでそれ以外の情報を入れる、という２つの作業が必要となる。

時給がものすごく高い弁護士は、２度手間だと考えて、ワードで全部詳細が入ったも

のを一度に提出したいと考えている。

６ 裁判所でのＥＦＳの取り扱い

裁判所は、バックエンドになるが、提出されたドキュメントをチェックしている。

バックエンドでもいろいろなコーディネーションが行われる。例えば、システムに入

って来ている書類を、色々なサブシステムで出力することも必要になる。全てのケー

スファイルは、それまでに提出された書類を含めて、それに更に追加されるという形
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にする必要がある。そのため、例えば、４９の書類があるというものについては、最

後の書類のために、今までの４８の書類も付けなくてはならない。

《ＥＦＳシステムのメインスクリーン》

裁判所の中で使う時のメインスクリーンでは、メニューが表示される。弁護士に

は関係のない、弁護士が興味を持たないものが多くある。例えば、マスターダイアリ

ーでは、裁判所全体の予定表を見ることができる。ケースファイルを開くと、その中

に全て今まで入ってきたドキュメントが記録されている。
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《ドキュメントのデータが表示されている様子》

ケースファイルには、ドキュメントの名前、提出された日にち、それがどこから来

たのか、誰から来たのかが記録されている。例えば、一番上に表示されているファイ

ルをクリックすると、右側にその書類が表示される。書類は、ＰＤＦファイルで出て

くるが、署名も入っている。

《ミニッツシートのフォルダが表示されている》
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例えば、ケースファイルの中の「ミニッツシート」という判事がとっているメモだ

けを見たいという場合は、ミニッツシートというフォルダをクリックすると、それだ

けが表示される。その他に、一連の事件の中でどこかの限定した部分だけを見るとい

うこともできる。例えば、控訴の部分だけを見ることにすると、４つの書類だけが表

示されてくる。色々な事件が、他の事件と繋がっているという場合もある。例えば、

当事者が同じであったり、関連した内容であったり、あるいは、１つの建設のプロジ

、 。ェクトでの違った事件であることもあるが これらの事件をリンクすることもできる

リンクをして、Ａの事件を扱っているときに、それに関連するＢ事件を見たりするこ

ともできる。

《印刷されるイメージで文書が表示されている様子》

ＥＦＳでは、ドキュメントを閲覧するとき 「ペーパーエクイバレント」というや、

り方で、紙と同じように表示させることができる。紙を見ているような感覚で閲覧で

きるという利点を残しながら、例えば、何人もの人が同じページを一緒に見るという

コンピュータの利点も発揮することができる。又、判事がそういった書類を全部家に

持って帰る必要がなく、家にいながらにして書類にアクセスできる。更に、物理的に

保管することに比べて、倉庫のスペースもかなり節約できている。
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７ ＥＦＳ導入の経過

ＥＦＳは、１９９５年から導入が検討され始め、いくつもの段階を経て、現在、バ

ージョンは、８．０になっている。今まで色々向上させ、見直しもしてきた。これか

ら新しくしていくということも検討している。

《ＥＦＳシステムが導入されてきた流れ》

まず２０００年の３月にシステムが開始されたが、それから色々とフェーズごとに

進歩していき、２００３年から見直しをしてきた。２００４年に、ＥＲＩＣという委
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員会を作り、弁護士会その他の関係者を加えて協議をした。さらに、色々な新しいフ

ェーズという段階を経て導入して行くと共に、新しいものへの計画も進めた。

現在のＥＦＳのビジネスモデルは、ハイブリッドモデルで、いくらかの部分が政府

からの資金、いくらかの部分が民間のサービスプロバイダーやベンダーが拠出してい

る。フィルダーから後で回収できるという見込みで行っている。

サービスプロバイダーからのサービスレベルというのもしっかりと見ており、当初

、 、 、 、は ２週間に１回のミーティングを持っていたが その後 １ヶ月に１回に減らして

今は２ヶ月に１回となっている。ミーティング以外にもＥメールでいろいろなコーデ

ィネートをしており、テクニカルスタッフの方で何か問題があればミーティングを待

つことなく伝えている。

８ ＥＦＳファイルの修正とバックアップ

いったん弁護士事務所からドキュメントとかデータが提出されると、裁判所側でそ

れを取り替えることは出来ない。また、データの書類に間違いがあっても、訂正する

ことも出来ない。あくまで、提出者自身が間違いを直さなければいけない。ＥＦＳが

ドキュメントとかデータを受け取ると、それを修正することになるが、誰がどのよう

に変えたかという詳しい跡が残る。管理者がそれを削除したいと思っても削除できな

いようにうなっている。

、 、 、 。 、バックアップは 毎日 週ベース 月ベースで行っている バックアップデータは

最高裁以外の別の場所で保管している。例えば、最高裁のビルが無くなっても、何か

万が一のことが起きてもバックアップしたデータが別の場所にある。１年に２回ほど

。 、災害の訓練をしている 万が一のことが起きて全部なくなってしまったという想定で

バックアップしている別の場所でそれを全部起動させるという訓練をしている。今の

ところ、電子でのケースファイルは全てオンラインで見ることが出来る。今まで蓄え

てきたドキュメントをオフライン上の他のところに移すという必要はない。

９ ＥＦＳの将来

新しいバージョンとして 「インテグレーテッドＥＦＳ」というシステムを開発中、

である。

このシステムでは、オープンスタンダードをもっと使うように考えている。ストラ
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クチャーデータをもっと取り込むシステムを検討している。弁護士がワードで書類を

作成した情報を、再度ＷＥＢでも入力しなければならないという作業が必要でなくな

。 。る 自分の弁護士事務所でのシステムとインテグレーションさせることも可能になる

例えば、弁護士が、銀行からクレジットカードの債権を回収するように依頼された

場合、まず弁護士は、クレジットカードの利用者に対して支払請求の文書を作成し送

付する。何ヶ月後かに効果がないとわかれば、同じシステムから、訴訟手続を始める

ことができるようになる。債務者の負債の詳細、名前、住所、銀行の口座番号といっ

た情報が手に入ると、それらの情報が自動的に支払のための令状などといった裁判所

のフォームに入力されていく。また、色々な検索ができるようになる。例えば、訴訟

の相手方が破産したことがあるか、といった情報も調べることができる。裁判所内部

では、よりよいワークフロープラクスティングも行う。

。 。 、これらのシステムを開発して実施するのに 大体２年ほどかかる 開発に際しては

業者に対してプロトタイプを作ることを依頼している。色々と話合うというのではな

く、とにかく業者にプロトタイプを作ってもらって、それを使ってみて、そこから意

見を言っていくというやり方である。

新しいバージョンでは、どこにでも売っているような簡単に手に入るソフトを２つ

使う。一つはマイクロソフトのインフォパス２００７、もう１つはＫ２グラスパール

である。インフォパス２００７は、ＸＭＬのテクロノジーを使っている。Ｋ２グラス

、 。 、パールは ワークフローについて扱えるようになる 判事から秘書に対して動くとか

そういったものができるようになる。

、 。 、このプロジェクトについては 厳しく管理する部署を作っている ローアカデミー

弁護士会、法務長官などの関係者と込み入ったコンサルテーションをしている。この

様なシステムを実現するには、法的な変更や、法廷でのやり方を変える必要がある。

関係者のトレーニングも重要となる。新しく弁護士になる人たちにＥＦＳの使い方を

わかるようにするため、弁護士試験を受けるときからＥＦＳのトレーニングをしてい

る。

10 その他のテクノロジー

最高裁では、その他にも次のようなテクノロジーが使われている。

まず、テーブルを上げると電源があり、ノートパソコンを接続してプレゼンテーショ
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ンをすることもできる。法定内の誰のものを写すかは、セントラルコントロールで行

っている。また、ワイヤレスのブロードバンドのコネクションも設置されている。出

頭した弁護士が、法廷からオフィスにいる同僚に連絡して、書類のチェックや、他の

資料の送付を依頼できる。

この法廷では、左右両方にカメラが設置され、別の部屋とビデオ会議ができるよう

になっている。例えば、性犯罪の被害者とか、幼い証人等を別室にして、加害者と顔

をあわせる必要がないようにしている。その他にも、専門性のある証人が必要となる

場合、証人が外国にいても、法廷まで飛行機で来る必要なく、オフィスからビデオ会

議システムを使って、証言するということもできる。

また 「モバイルインフォテクノロジー」という装置もある。これは、台車に色々、

な機材を載せたもので、ビデオプレーヤーとか大きなスクリーンとかを移動させ、ど

の法廷でも使えるようにするものである。

更に 「ジャスティスオンライン」というビデオ会議システムがある。どんなにオ、

フィスが近くてもオフィスから出たくない弁護士がいるが、そういう人達に対して、

オフィスのビデオ会議の機材を使って法廷をつなぐとういものである。相手方がいな

い、当事者が１方だけである、というような特に簡単で短く終わる事件処理に役立っ

ている。

その他にも、審理等の順番待ちを管理するシステムもある。例えば、その当事者の

、 。順番が０９番であれば ０７番が呼ばれている時点で携帯電話にメールで連絡が入る

また建物内にも、どの法廷で何番の事件が扱われていのるかを表示するモニターが、

あちらこちらに設置されている。

テクノロジーコートの入口のところには表示板が設置され、どういう事件を扱って

いるか表示されているので、わざわざ紙に書いて、それを持っていって貼るという必

要はない。

11 質疑応答

(1) 民事裁判について

ア ＥＦＳの使用について

① 全ての弁護士がＥＦＳを使うのか、また、それは義務づけられているのか。

システムを利用するのにあたって、全ての弁護士、特に大規模事務所の弁護士
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は、ＥＦＳ用のスマートカードを持っているのか。

コンピュータ化したが、弁護士の全てがＥＦＳを使っている訳ではない。弁

護士事務所によっては、その中の１人か２人が好んで使用するというところも

。 、 。ある また ＥＦＳを全ての弁護士が使わなければならないということはない

また、大規模事務所の弁護士でもスマートカードを全員が持っているという訳

でもない。

② コンピュータの操作に不慣れな弁護士から、ＥＦＳの導入に対する反対はな

かったのか。

反対意見はあった。世界ではＥＦＳの使用を自由にしているところもある。

弁護士がペーパーを使うか、電子申請を使うか選ぶことができるようにしてい

る。しかし、シンガポールでは２つのシステムを維持していくというのは大変

で、コストがかかると思った。事件数が少なく、小さな司法機関において、Ｅ

ＦＳの選択を自由にすれば、申請の数が少なくって、採算をとることは困難で

ある。そこで、ＥＦＳを義務的なものとした。強制的なものとすることに、特

に年配の弁護士が反対したが、時間をかけ、見直しを行い、それを説得した。

③ 原告がＥＦＳで訴訟を提起した場合、裁判所は、それをどのように被告に送

達するのか。また、当事者に代理人弁護士がいない場合はどうするのか。

被告に申請の内容を送達するのは原告の仕事である。相手方に弁護士がいな

いときも同じである。

④ 訴訟において関連文書を弁護士が相手方に送達するのにＥＦＳを使う必要が

あるか。

その必要はない。むしろ、弁護士の負担を軽くするためにＥＦＳで送達する

ことができる。

⑤ 手続において、解像度が低くスキャンされた書証が含まれることは問題にな

らないのか。そのような問題はどう処理しているのか。

経験からすると、その逆の問題が多い。解像度が高すぎる、２５６色で出し

、 。て色が濃すぎる 白黒の書類なのにファイルサイズが大きいという問題がある

そのような場合は、システムが拒絶することになるため、弁護士に解像度やス

キャンボリュームを告知している。

他方、解像度が低くて読めない書証、曲がってしまって読めない書証などの
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場合、相手方の弁護士がクレームを付ける。これらの書類については、裁判所

で却下することができる。

⑥ ＥＦＳは、すべての事件が対象となるか、例外はないのか。

全ての事件についてＥＦＳで申請しなければならないが、ＥＦＳの前に始ま

ったものは例外となっている。しかし、すべての事件を電子化すべきであるの

で、新しいシステムでは、この例外を認めない予定である。２００９年になれ

ば、ＥＦＳ開始の前後による区別はなくなる。

⑦ 従来の書面に基づく訴訟と比較して、ＥＦＳの利点と欠点は何か。

ＥＦＳの利点は、ファイルがなくなるということがないということ、同時に

何人もの人が見られるということ、そして誰かを手配して運んでもらうという

手間もないということである。

欠点としては、紙を使ってないので、ページを折って、このページが重要だ

とか、ポストイットを貼って、ここが重要だとかそういったことができないこ

とがあげられる。

⑧ ＥＦＳが使われてから、裁判官は、電子ファイルを印刷することがあるか。

裁判官次第である。弁護士の中には、判事のためにハードコピーで出してあ

げるという弁護士もいる。頭の良い弁護士であると、この判事はハードコピー

が欲しいか欲しくないかというのが分かるので、ＥＦＳになっても、実際に法

廷に来たときにハードコピーを作って出したりしている。

⑨ 裁判官はＥＦＳに満足しているか。

若い裁判官は満足しているが、年配の裁判官の中には、ＥＦＳなんか関係な

いと思っている方がいて、当事者達と審理をするときはハードコピーが目の前

にあるものだと思っていたりしている。

⑩ ＥＦＳの実施は、一般にどう評価されているか。

弁護士事務所の中には、最初は嫌がっているという所もあったが、何年か経

って受け入れられている。

⑪ ＥＦＳについて改善すべき点はあるか。

多くの改善点があり、この２年間のプロジェクトで完全な新しいものを作る

方向で活動している。

⑫ ＥＦＳを使って民事事件の審理が早くなったか。
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ＥＦＳの導入によって、色々とやり方を変えなければいけなかったので、答

えるのは難しいが、私達がＥＦＳを導入してどのように案件を管理していくか

というよりも、どれくらいのスピードで今まで溜まっていった案件を処理する

かの方が早期審理より重要である。それはＥＦＳそのものよりも、アクティブ

ケースマネジメント、すなわち当事者に遅延をさせないよう管理することが重

要である。これは実際に審理を行う前に「プリトライアルカンファレンス」と

言う審理前の会議をして、時間を守らせるようにし、それを守らない当事者に

対して却下することを伝える。

イ 技術的問題について

① ＥＦＳは海外から使用できるか。

海外でも使えるが、スマートカードがなければ使えない。

② スマートカードは、改竄に対して安全か。

スマートカードは、改竄に対しても、その他についても安全である。

③ ＥＦＳについて、秘密情報の漏洩、ウイルスの感染、メール攻撃、他人の不

正使用、電子ファイルの改竄、消去などのセキュリティの問題が生じたか。

ＥＦＳについて、セキュリティ上の問題が生じたことはない。ＥＦＳは、フ

ァームウェアのテクノロジーを使っていて、一旦書かれたものは誰も変える事

はできないようになっている。

④ ＥＦＳの構築と運営にかかる費用はどの位か。

正確な金額は言えないが、何千万ドルという金額を使っている。

⑤ ＥＦＳでは、当事者は電子署名を使う必要があるか。

電子署名を使う必要はない。ＥＦＳの書類に署名があるが、これは実際の署

名をスキャンしたものである。

⑥ 裁判所は、どのように当事者を特定しているのか、特に弁護士が代理してい

る場合はどうか。

記録しているＩＤでわかる。プロファイリングがあり、それを使ってどの弁

護士が誰の代理をしているかも分かる。

⑦ 依頼者が署名した委任状が、弁護士の代理権限を証明するために必要とされ

るか。
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シンガポールでは委任状は必要ない。弁護士事務所によっては、ワランティ

という弁護士任命書を要求することもあるが、裁判所は要求していない。

⑧ ＥＦＳでは、どのような形式のファイルが使われているのか。フォーマット

のために必要なソフトウェアは有料か。

ソフトウェアは、アドビ社のアクロバットリーダーを使っているが、無料で

手に入るアクロバットリーダーではＥＦＳには十分ではない。フルバージョン

のソフトを購入し、プラグインソフトも必要になる。

、 。新しいＥＦＳでは どんなソフトを使ってＰＤＦを作ってもいいようにする

オフィス２００７には無料でＰＤＦを作れる機能があるが、今後は、それでも

大丈夫である。

⑨ 電子ファイルに容量の制限はあるか。容量の制限を超えた場合、弁護士は他

にどのような方法が採れるか。

ＥＦＳは、かなりのボリュームまで送れるように設定している。容量の大き

いファイルは、ＣＤ－ＲＯＭに入れて、サービスビューローから送るというこ

とも出来る。

⑩ 電子ファイルの受け取りや送信に失敗するということはあるか。

ＥＦＳは、一般的に使われているインターネットで送受信している。大きい

容量のファイルであれば、遅れたり、届かなかったりすることもあり得る、通

常のファイルであれば、エラーメッセージが表示され、それを見た弁護士が再

送することになる。

(2) 刑事事件について

① ＥＦＳは、刑事事件にも使われているのか。使われているとすれば、どのよう

な事件にどれぐらいの割合で使われているのか。

ほとんど使われていない。セキュリティの問題もあり、刑事事件については扱

っていない。

② 交通違反について、ＥＦＳは、使われているのか。

交通違反は、管理の数がものすごく、例えば、スピード違反といったマイナー

な違反になる。そのような事件に弁護士はつけないし、１つ罪状があってそれだ

けについて罰金を払えば済むような事件を電子化するメリットはない。シンガポ
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ールでは、刑事事件の９８％をＥＦＳのない下級裁判所で扱っている。刑事事件

については、上訴があったときのみＥＦＳを使っている。

③ ＥＦＳは、刑事裁判になる前の捜査、逮捕などに際して使われているか。

検察には捜査に使うシステムがあるが、それがどういったシステムかはわから

ない。

３ その他の質問について

① 新しいシステムというのはいつから稼動する予定なのか。

可能性としては、２００９年中頃、あるいは、２０１０年初め頃になる。

現行のシステムがある中で移行するので、現行のシステムにあるものをいくつか

残しておいて新しいシステムを徐々に出していくか、あるいは、全部新しくしてそ

れを一気にリリースするかはまだ決めていない。弁護士会とも話し合っている。




