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山形 119 番通報（大久保祐映） 
 
01           trrr 
02           (.) 

03           jjj ((受話器をとる?)) 
04           (0.8) 

05  通信員:   百じゅうきゅう↓番 (や↑ま形=消防) ↓です=↑火事ですか 
06      きゅう急↓です↑かh? 
07  通信員:   (.hhhh) | 
08      (0.4)    | (1.0) 

09  大久保: あhの:: ちょっと たい調: 悪くて:h:hhh  
10  通信員: 救きゅう車 ↓の 要↑請 [ですか? 
11 (大久保:                   ['い h) 
12   (0.6) 

12  大久保: はh ↓い:h:hhhh [hh 
13  通信員:               [救きゅう車の↓向↑かうじゅう所 ↓教え↑てくださ↓い:: 
14           kn kn  | 
15           (1.0)  | (1.6) 

16  大久保: #え'#っと:hh (0.2) 山形_ 市_ 小白川_ ↓町_  
17           [k'sh'- 

18  通信員: [小白川- 
19           (.) 

20  通信員:   はい: 
21           (0.6) 

22  大久保: #え#hっとh XX の XX: の↓: ↑XXXX ↓'えす: ((Xは番号)) 
23  通信員: XX の XX ↑の ↓XXXX ↓です' ↑ね? 
24           (.)      | 

25 (大久保: .hhhhh)  | (0.8) 
26  大久保: は h↓い hhhhh[hh 
27  通信員:             [↓え'っと

28           (1.2) 

29  通信員: 一ぱん住たく ↓ですかね↑:: (.) アパート ↓で [すか↑:?  
30  大久保:                                     [hは↓い:: hh 
31  通信員: アパートで [す↓か↑::
32  大久保:           [(じゅうきゅう ↓さ:い)=↑は [:い 
33  通信員:                                  [アパート? 
34           (0.6) 

35  大久保: はい:hhhh 
36  通信員: なん号室で↓す↑か:↑↑:? 
37           (0.2) | 

38 (大久保: hhh)  | (1.0) 
39  大久保: えっと: AA↓A ↑AAAA: AAAAA ((建物名)) ↓'えすhhh  
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01           (.) 

02  通信員: AAA AAAA ↓AAAA↓↓A ((建物名)) 
03   (0.8) 

04  通信員: は:[い 
05  大久保:    [よ ん [  ゼ  ロ [:   ] 
06  通信員:          [え_ これ< [↓あ-] アパートに_ なってるん↓ですかね↓↓::  
07           (0.4) 

08  大久保: は:い: h[hh
09  通信員:       [で え_ 何がいに:_ い-あなた_ お住まい↓ですか↑:? 
10           (0.4) 

11  大久保: よん ゼロ 五: で:す:hh[hh 
12  通信員:                [よん ゼロ 五? 
13           (.) 

14  通信員: ↑二:かいなん↓です↑か:: ↓一かいです↓↓か::
15           (0.4) 

16  大久保: よん階 'え↓:すh[hhhhh 
17  通信員:           [よ:ん階なの? (.) これエレベータ↓ーあります 
18           か↑:? 
19           (0.6) 

20  大久保: ないで:↓:すh[hh  
21  通信員:         [エレベータ↓ーはない↑の? 
22           (0.2)       | 

23 (大久保: .hhhhhhhhh) | (1.0) 
24  大久保: はい:h[h
25  通信員:     [階だんは <屋がい> の_ 階段です↓か↑ね::
26           (1.2) 

27  大久保: 上_ 上がったとこ-(.)ろ ↓です'|hh .hhhhh|  
28                                      | (1.4)   | 

29  通信員: かぎ↓は ↑あいてます↓か:: 
30           (1.0) 

31  大久保: あhあ::h あけま↓すh[hh 
32  通信員: あけます:? あな↓た ↑お一人暮ら↓し:↑:? 
33           (0.6) 

34  大久保: はい: [hhh 
35  通信員:     [あなたが_ 苦しい↓のね:: (.) なんさいの子↓ですか:↑:? 
36           (0.8) 

37  通信員: あな#たの [お 名 まえ ↓は# ] 
38  大久保:       [ 十きゅう で:す ] 
39  通信員: ↑お名前↑↑は? 
40   (0.4) 
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01  大久保: 十九↓で:す|hh .hhhhh|[hh 
02           |(1.2)    |[ 

03  通信員:                  [<あなた> ↓の >お名前教えて 
04           もらって [い↓いす] か::
05 (              [    ]) 
06   (.) 

07  大久保: 十きゅうで:すhhhh[h 
08  通信員:            [ん_ 十↑きゅう歳な↓の↑ね: 
09           (0.2) 

10  通信員: あなた↓の 名↑まえ ↓は::? 
11           (0.6) 

12  大久保: 大く'お 'えす:hh[hh 
13  通信員:            [↑はい? 
14           (0.4) 

15  大久保: 大く'お 'えす:hh 
16  通信員: <大く↓わ> 
17           (0.8) 

18  大久保: 久保 'え:↓す hh[hh 
19  通信員:           [大久保さ↓ん ね: (0.2) はい わかりまし↓た
20  通信員: .hhh どう: されたん↓です↑か::? 
21            (1.0) 

22  大久保: ºなんかº (.) ずっと (.) たいちょう わ↓るく↓↓てhhh 
23           (.) 

24  通信員: は::い 
25  大久保: .hhhh えっと::hh |.hhhh hh|[hh 
26                         | (1.2)  |[ 

27  通信員:                         [<↓歩ける↓↓の::?> 
28           (0.4) 

29  大久保: あhh 動ける↓と おもいます:hhh[hh 
30  通信員:                           [>じぶん↓で ↑動けるの?<  
31         (0.6) 

32  大久保: はい:HHHhh 
33         (.) 

34  通信員: じゃ びょう- (.) あの::_ 救急車じゃなくて: タクシーとか 
35         ↓で ↑行きますか::? 
36          (1.4) 

37  大久保:   ↑ああ::::hhHHhh .hhhh ºタ#ク#ºシー::: の番号がわかれば 
38         自分で行けると おもいますhhHHHhh .hh[hhh 
39  通信員:                         [じゃ イチ レイ ヨンに 
40     (.) 聞いてみ- あの病いんは↓:: 
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01  通信員: .hh [あの: お教えするので: 
02 (大久保:     [º ん º) 
03           (0.2) 

04  通信員: [[どんな ぐ- (.) [具合わるい↑の? ] 
05 (大久保: [[ºº いま は  げん[         ]d'す ºº) 
06           (1.0) 

07  大久保: (ひる'っかr' ずっ) (0.4) t'hh のどが渇い↓てhh[hh 
08  通信員:                                  [のどが 
09   かわい[↑て? 
10  大久保:    [.hhhhh さっき 吐い- 吐いちゃっ↓て:hh[hh 
11  通信員:                              [吐い↑で:? 
12   (.) 

13  通信員: ↓ん::ん 
14           (1.0) 

15  大久保: 吐[い (て/で) 
16  通信員:  [いままで_ かかり付けの病いんとかっ↓て あ↑るんです↓か¿ 
17           (1.2) 

18  大久保: 一かい 病いんに行ったん↓ですけど[::hhh 
19  通信員:                  [どこの_ 病い↓ん↑に:? 
20           (0.8) 

21  大久保: (ºと:º) (.) ええ::と MMM ((病院名)) クリニ↓ク: 'ったか 
22   なhHHhhhh 
23  通信員: ん? 
24           (0.8) 

25  大久保: hHHHhhh .hh[hh 
26  通信員:            [なんか かかってる:_ 病気: とかっ↓て 何が ↑あん↑の:? 
27         (1.0) 

28  大久保: ええっと一かい (0.4/.hhh) 近くの病いん行ってもかぜ 
29   だって言わ:[れたんですけ↓ど[もhhh   
30  通信員:       [ん:ん     [ん::ん 
31  大久保: .hhhh じんぜん なおん↓なくてhhh[hhhhh]hhhh 
32  通信員:                      [ん::ん] 
33  大久保: .hhhh そっから >どんどん体調悪くなって来↓ちゃ< ってh[hhh 
34  通信員:                                 [ん 'あ::い 
35  通信員: それ↓は ↑いつごろ↓受しん↓↓したの¿ 
36           (0.4) 

37  大久保: 一しゅう間ぐらいまhえhh [ですねhhh.hh[h  
38  通信員:               [ん ん::ん_  [ええと::- 
39         まあ- その:: ね:つっぽいとかそうゆうのが↓あんのが↑な? 
40           (1.2) 
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01  大久保: たぶん そうだと思いま↓:[すhh 
02  通信員:              [んん 
03           (0.4) 

04  通信員: あ:の ない科の先せいがい- いまいらっしゃるの↑が:: 
05           (1.4) 

06  通信員: ええと↓ね[:, 
07  大久保:      [(   )hhHHH[Hhhh 
08  通信員:                 [#ええ:: ↓::# <ち:かくで> いくと:, 
09           .hhh NNNNN NNNNN ((病院名)) 病いん↑か:,  
10           (2.0) 

11  大久保: はい:hHHhhh[h 
12  通信員:          [LL LLLL ((病院名)) びょう院ていうところに:,  
13  通信員: ↓内科の↑せん生いらっしゃ↓るんです:: 
14           (0.5) 

15  大久保: は↓い h[Hh 
16  通信員:     [そのほかにも ↑PPPP PPPP ((病院名)) びょう院と: 
17       ↓QQQQ QQQQ ((病院名)) 病いんてゆうところに  ↓い↑るんですけ↓れど 
18           も:, .hhh[h 
19  大久保:         [は[hhい 
20  通信員:           [>その< ↓近↑くのほう↓がよろ↑しいで↓しょうから:, 
21           (.) 

22  通信員: .hhh 一[度 ↓で:ん話↑をして↓から:, 
23  大久保:       [は(い) 
24    (0.2) 

25  通信員: ええ::: ま ↑タクシーを呼ぶ- 呼ぶなり ↓して:, 
26    (.) 

27  通信員: .hh ええ: 向かうように ↓し↑てくだ ↓さい. 
28            (1.8) 

29  大久保: hhhは::↓い[HHh 
30  通信員:         [よろしいで↓すか↑: .hhh 
31         (.) 

32  大久保: は↓いhhh  
33  通信員: 番↑ご↓う- NN↑NNN NNNN <びょう院と:,> ↓LLL LLLL 病いんの 
34   番ごうをお教えしま↓すの ↑で:, (.) よろしい↓です↑か↑↑:? 
35         ↓メmモの↑ほう取れ↓ます↑か 
36          (0.2) 

37  大久保: .hh は*:- hh 
38  大久保: |.hh hh .h hh .hhh hhh (.hh hhh .hhh hhh) hhhh .hhh| 
39           |                 (11.4)                           | 
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01  大久保: (h)ああ:, す-すいませ↓ん ↑ちょっと待ってく'あさ↓いhh[h, 
02  通信員:                                  [は↓い 
03           (0.6) 
04           ch krr 
05           (2 min 45 sec) 
06           zzz zt zt (.) zt krr (.) cr (.) cr (.) cr cr cr crcr cr 

07  大久保: (h)ああhhh 'あいじょ'ぶで:↓すhhh 
08  通信員: >だい丈夫↓で:す↑か?< 
09           (1.0) 

10  大久保: [[ええhh[hhh 
11  通信員: [[は ↓い [=<NNNNN NNNN ↓びょう>院の番ごう[で↓す:. 
12                                      [(>'あい<) 
13           (0.3) 

14  大久保: はいhhh[h 
15  通信員:      [は↓い ↑YY YY YY の: 
16           (1.6) 

17  大久保: はいhhhhh 
18  通信員: YY Y↓Y ↑YY ↓Y↓↓: ((Yは番号)) 
19           (1.0) 

20  大久保: (hhhh .hhh) 
21  大久保: はh↓いhhh[hh 
22  通信員:        [書けま↓した↑:? 
23           (0.5) 

24  大久保: は↑い[(hh) 
25  通信員:    [<はい, つづいて: LLL↓L ↑LLL びょう院で↓す:_ 
26           (0.2) 

27  大久保: hhhhhh .hhhhhh 
28           (0.4) 

29  大久保: hh[(ººº なんだろ hhººº) 
30  通信員:   [ZZ   Z:   ZZ   の_ 
31           (1.8) 

32  大久保: はいhhhhh[hh 
33  通信員:        [ZZ ZZ ZZ Z[↓Z: 
34  大久保:                   [hhhhh 
35           (1.0) 

36  大久保: hhhh 
37  大久保: な(な) (1.0) zz z: zz ↑の? 
38           (0.6)  

39  通信員: zz zz zz z↓z 
40           (0.6) 
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01  大久保: hhh .hhhhh 
02  大久保: ありがとうご'あい[°°ま:]す°°hhh 
03  通信員:          [へい. ] 
04  大久保: .hhh[hh 
05  通信員: [↓タク↑シーの番ごう こちらでは ↓おお↑しえするこ↓と  
06   ↓でき↑ないの↓で:, イチレイ↓ヨンで, (0.2) 聞いてください↓ね:
07   (0.4) 

08  大久保: あhh 
09   (.) 

10  通信員: は↓い
11  大久保: はいhhh[hh 
12  通信員:      [おだい事に::_ 
13     (0.4) 

14  大久保: は:hい- 
 

----- テープ終了 ----- 
 

 

書き起こし: 西阪仰，早野薫，小宮友根 
書き起こしに用いられている記号一覧: 
[ 複数の参与者の発する音声が重なり始めている時点は，角括弧（［ ）によって示される． 
[  ] 重なりの終わりが示されることもある． 
= 2 つの発話が途切れなく密着していることは，等号（=）で示される．1 つの発話におい

て，語と語が途切れなく密着していることは，その間に等号を挟むことで示される．さら

に，音の重なりを書き取ったがゆえに，1 つの発話が，間の 1 行（もしくは 2 行以上）に

より分断されるとき，この分断された発話が 1 連なりの発話であることも，分断された両

端に等号（=）を付すことで示される． 
(   ) 聞き取り不可能な個所は，(   ) で示される．空白の大きさは，聞き取り不可能な音声

の相対的な長さに対応している． 
(言葉) また聞き取りが確定できないときは，当該文字列が (  ) で括られる． 
(n.m) 音声が途絶えている状態があるときは，その秒数がほぼ 0.2 秒ごとに (   ) 内に示さ

れる． 
(.) 0.2 秒以下の短い間合いは，（ ）内にピリオドを打った記号，つまり (.) という記号

によって示される． 
:: 直前の音が延ばされていることは，コロンで示される．コロンの数は引き延ばしの相対的

な長さに対応している． 
言- 言葉が不完全なまま途切れていることは，ハイフンで示される． 
h  呼気音は，hh で示される．hの数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している． 
.h 吸気音は .hh で示される．hの数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している． 
言(h) 笑いながら発話が産出されるとき，そのことは，呼気を伴う音のあとに(h)を挟むことで

示される． 
言h 発話が，笑いではない呼気を伴うときは，( )のないhが，呼気を伴う音のあとに挟まれ

る． 
¥  ¥  発話が笑い声でなされているときは，当該箇所を¥で囲む． 



下線 音の強さは下線によって示される． 
大 とくに音が大きいことは，斜体により示される． 
º  º 音が小さいことは，当該箇所が º で囲まれることにより示される． 
.,?  語尾の音がなんらかの区切りとして聞こえるとき，その区切りの音調に応じて，ピリオド

（.），カンマ（,），疑問符（?）が用いられる． 
↓↑ 音調の上がり下がりは，それぞれ上向き矢印（↑）と下向き矢印（↓）で示される． 
言葉_ 語尾の音調があえて平坦に保たれるとき，それは空白上の下線（_）によって示される． 
>  <  発話のスピードが速くなる部分は，左開きの不等号と右開きの不等号で囲まれる． 
<  >  発話のスピードが遅くなる部分は，右開きの不等号と左開きの不等号で囲まれる． 
言葉<  急いで慌てて発言が終えられるとき，そのことは右開きの不等号（<）がその発言の末尾

に付されることで示される． 
#  # 声がかすれている部分は，#で囲まれる． 
((  )) 発言の要約や，その他の注記は二重括弧で囲まれる． 
 

注: 
1) この書き起こしは，いわゆる山形 119 番訴訟の原告代理人から提供いただいた音声ファイル

から，所見作成のための作業用に作成した書き起こしをもとにしたものです．もとの書き起こ

しは，ローマ字で作成しましたが，それを機械的にかな漢字に直しました．もとの書き起こし

も作業用のもので，100 パーセント完全とはいえません． 
2) もとの書き起こしでは，子音のみの発生となっている部分（s'や d'）を，適宜，母音を補っ

ています（s'や d'を「す」や「で」とするなど）． 
3) ローマ字版とレイアウトが異なっている部分があるため，行番号は必ずしも一致しません．

（所見における引用に際しては，ローマ字版のほうが参照されています．） 
4) 報道等で公開された音声ファイルにおいて消去されていた固有名については，今回もアルファ

ベットにより伏せてあります．（ただし，書き起こし作成には非公開のファイルを用いている

ので，音調や重なりなどは，もとのものが精確に反映されています．） 


