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1 歩きスマホ等に係る事故に注意！ 歩きスマホ等にかかる事故［日本語で発話する］ อันนีใ้ห ้

ระมัดระวงัการเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิไปคยุโทรศพัท์

ไป

「歩きスマホ等にかかる事故」。これは電話で話しながらの歩
行に関する事故の発生に注意をさせます。

2 1　年別救急搬送人員 別救急 そうじん［日本語で発話する］ อันนีค้อืคน เจา้หนา้ที ่
ทีส่ง่ 救急［日本語で発話する］ ฉุกเฉิน

「別救急，そうじん」これは人です。「救急」，緊急で送る係員
です。

3 うん。

4 ฉุกเฉิน 年別［日本語で発話する］ ในแตล่ะปี คนทีน่่าจะเป็น 

อา่ คนทีแ่บบสง่ สง่ สง่ไปไหนวะ ［笑う。］ สง่ สง่ แบบฉุกเฉิน 

ของในแตล่ะปี

緊急，「年別」。それぞれの年において，おそらくした人，
あー，なんか送った人，そこに送ったの？［笑う。］送った，
送った，緊急で，それぞれの年に。

5 東京消防庁管内※1で平成22年から平成26年※2
までの5年間で、歩きながら、自転車に乗りながら
等の携帯電話、スマートフォン等に係る事故により
152人が救急搬送されました。

東京 管内 
平成22年から平成30年までの5年間［日本語で発話する］ ก็

 อา่ น่าจะเป็นในองคก์รการป้องกันอะไรสกัอยา่ง องคก์รที ่

東京［タイ語的に発音する］เนีย่ อา่ ในชว่งหา้ปี ตัง้แตปี่ 

平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิสองถงึ 

平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิหกเนีย่

「東京，管内，平成22年から平成30年までの5年間」。んー，
あー，おそらく何らかのものを守る組織，「東京」［タイ語的に
発音する］の組織がですね。あー，「平成」22年から「平成」26
年までの5年間にですね。

6 うん。

7 เขาวา่กัน เขาบอกวา่ 
自転車に乗りながら［日本語で発話する］ ［「携帯電話 
スマートフォン等に係る事故により152人が救急搬送されまし
た」の部分を黙って読む。］ เขาบอกวา่ อา่ อา่ การทีแ่บบเดนิ
ไปแลว้ ขีจั่กรยานไปหรอืการ ใชโ้ทรศพัทไ์ปดว้ยเนีย่ เออ่ มัน
จะท าใหเ้กดิอบุัตเิหตจุากการใชพ้วก 
スマートフォン［タイ語的に発音する］ หรอืโทรศพัทม์อืถอื
อะไรอยา่งเนีย่ แลว้เดนิไปดว้ยอะไรเงีย้ ซึง่ก็ไดม้กีารแบบ เออ่ 
มหีนึง่รอ้ยหา้สบิสองคนทีแ่บบโดนสง่ อาจจะสง่เขา้โรงบาล 
ฉุกเฉิน แตม่ันไมม่โีรงบาลอะ 
［病院の語が本文に見当たらないという意味］ 
救急搬送されました［日本語で発話する］ ถูกสง่ไปฉุกเฉิน สง่
 สง่จ านวนคนพวกเนีย่ หนึง่รอ้ยหา้สบิสองคนเนีย่

彼らは伝えています，述べているのは，「自転車に乗りなが
ら」。［「携帯電話，スマートフォン等に係る事故により152人
が救急搬送されました」の部分を黙って読む。］述べているの
は，あー，あー，歩いたり，自転車に乗ったりしながら，もしく
は，電話を使いながらですね，えーと，それは「スマートフォ
ン」［タイ語的に発音する］や携帯電話の類を使うことから事
故を生じさせるとかそんなです。それに歩きながらとかなんと
か。つまり，なんというかあります，えーと，152人が送られる
ことがありました。たぶん病院に送り入れられたのでしょう，
緊急の。でも，これは病院がないんです［病院の語が本文に
見当たらないという意味］。「救急搬送されました」。緊急に送
られました。送る，これらの人数の人を送りました。152人をで
す。

8 うん。

9 เหตเุกดิที ่ทีเ่กดิจากอบุัตเิหตุ 事故から生じた，という事で。

10 うん。

11 救急搬送された人の年別救急搬送人員では、平
成26年は前年と比べて6人減少しました（図1）。

救急搬送された人の 年別［日本語で発話する］ 
［「救急搬送人員では、平成26年は前年と比べて6人減少しま
した」の部分を黙って読む。］ 人員［日本語で発話する］ ซึง่

คน 員［日本語で発話する］ เหมอืนพนักงานอะ คนทีส่ง่ไปยงั

ฉุกเฉินแตล่ะปีเนีย่ เออ่ ก็เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 

平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิหกแลว้ 

［黙って何かを考えている。］ เมือ่ ๆ ปีทีย่ีส่บิหกเนีย่ เมือ่

เปรยีบเทยีบกับปีกอ่นหนา้นัน้น่ะ

「救急搬送された人の，年別」。［「救急搬送人員では、平成
26年は前年と比べて6人減少しました」の部分を黙って読
む。］「人員」，は人，「員」は職員です。緊急で送っていった人
は1年につき，えー，「平成」26年のときと比較すると。［黙って
何かを考えている。］とき，26年とですね，それの前の年と比
較すると，ですね。

12 うん。
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13 ปีทีย่ีส่บิหา้เนีย่ก็ลดลงหกคน 25年は，まあ，6人減りました。

14 ふーん。

15 6人減少しました［日本語で発話する］ 「6人減少しました」。

16 はい。

17 2　年齢区分別救急搬送人員 年齢区分別救急［日本語で発話する］ คนทีส่ง่ไปฉุกเฉินของ

ในแตล่ะเขต

「年齢区分別救急」，それぞれの区分の中で緊急に送って
いった人。

18 うん。

19 年齢区分別の救急搬送人員では、40歳代が36人
と最も多く、20歳代から40歳代の搬送が多くなって
います（図2）。

อาย ุแบง่เป็นอายุ 年齢，年齢で分けます。

20 うん。

21 แบง่อาย ุอันนีก็้ เออ่ คนทีส่ง่ไปยงัฉุกเฉินโดยแบง่เป็นอายเุนีย่ 

แตล่ะอายชุว่งเนีย่ แตะ่ละชว่งอายุ

年齢で分けて，これはんー，えーと，緊急で送っていった人を
年齢で分けると，それぞれの年齢の段階で，それぞれの年齢
層で，

22 うん。

23 40歳代［日本語で発話する］ ชว่งอายสุีส่บิ เนีย่ก็มมีากทีส่ดุ

เลยถงึสามสบิหกคน

「40歳代」，40歳代は，一番多くて36人に上ります。

24 ふーん。

25 แลว้ก็ 
［「20歳代から40歳代の搬送が多くなっています」の部分を読
み始める。］ ตัง้แตช่ว่งอายยุีส่บิถงึชว่งสีส่บิเนีย่ก็ไดย้นิวา่เยอะ

ขึน้ คนทีถู่กสง่ไปก็เยอะขึน้ในคนทีช่ว่งอายยุีส่บิถงึสีส่บิ

それから［「20歳代から41歳代の搬送が多くなっています」の
部分を読み始める］，20歳代から40歳代も増えていると聞き
ます。送られていった人も増えています，20歳から40歳代で。

26 はい。

27 3　事故種別ごとの救急搬送人員 ［黙って文字に目を走らせている。］ สาม คนทีส่ง่ไปฉุกเฉิน

ของในแตล่ะ ประเภทอบุัตเิหตุ

［黙って文字に目を走らせている。］3，緊急に送っていった
人，それぞれの，事故の種類で。

28 うん。

29 事故種別ごとの救急搬送人員では、「ぶつかる」が
65人と最も多く、全体の約43％を占めており、次い
で「ころぶ」が43人、「落ちる」が38人となっており、
この3つの種別で約96％を占めています（図3）。

ก็คนทีส่ง่ไปฉุกเฉินในแตล่ะประเภทอบุัตเิหตเุนีย่ก็ คนทีเ่กดิ 

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากการปะทะ การชนกันเนีย่มมีากสดุถงึหกสบิ

หา้คน

んー，事故の種類別に緊急で送っていかれた人は，んー，
遭った人，ぶつかることから生じた事故，衝突が一番多く65
人に達します。

30 ［「全体の約43％を占めており」の部分を黙って読む。］ ซึง่

มันก็ครอบคลมุถงึสีส่บิสาม 

percent［タイ語において外来語に当たる］ ของทัง้หมด

［「全体の約44％を占めており」の部分を黙って読む。］それ
は全体の43「percent」［タイ語において外来語に当たる］まで
をカバーしています。

31 อมื ตอ่มาก็ 
［「次いで「ころぶ」が43人、「落ちる」が38人となっており」の
部分を読み始める。］ ころぶ［日本語で発話する］ คอืลม้ สี่

สบิสามคน แลว้ก็ตกลง อาจจะตกลงจาก อะไรสกัอยา่ง ตกลง

ไปอะ สามสบิแปดคน 
［「この3つの種別で約96％を占めています」の部分を読み始
める。］ ซึง่ในแตล่ะประเภทสามอัน สามอันนีเ้นีย่ รวม ๆ แลว้ก็

เกา้สบิหก percent［タイ語において外来語に当たる］

うーん。続いては［「次いで「ころぶ」が43人、「落ちる」が38人
となっており」の部分を読み始める］，「ころぶ」はつまり，倒れ
る，43人。それから，落ちる。おそらく，何かしら，から落ちる，
落ちてしまったんです。38人。［「この3つの種別で約97％を占
めています」の部分を読み始める。］それで，3つのそれぞれ
の種類，3つはですね，全部で，96「percent」［タイ語におい
て外来語に当たる］です。

32 うん。

33 ประมาณเกา้สบิหก percent［タイ語において外来語に当たる］ 約96「percent」［タイ語において外来語に当たる］です。



34 ここでしているのは事故の説明ということでいいんですよ
ね。

35 อันนีอ้ธบิายประเภทของอบุัตเิหตคุะ่ วา่มกีารชนกัน มกีาร เออ่ 

ลม้ มกีารตกลงไปอะไรอยา่งเนีย่คะ่ แลว้ทีเ่ยอะทีส่ดุคอืการชน

กันมากถงึหกสบิหา้ percent［タイ語において外来語に当たる］

これは事故の種類の説明です。衝突，こと，えー，倒れる，落
ちてしまうとかそんなことを言っています。それから，一番多
いのは衝突で65「percent」［タイ語において外来語に当たる］
に達します。

36 ふーん。

37 ซึง่ครอบคลมุทัง้หมดสีส่บิสาม 

percent［タイ語において外来語に当たる］ คะ่ ตอ่เลยนะคะ

それが全体43「percent」［タイ語において外来語に当たる］を
カバーしています。はい。続けますね。

38 4　救急搬送直後の初診時程度 ขอ้สีก็่ 救急 の初診時てる［日本語で発話する］ อะไรวะ่ 
ล าดบั ［タイ語で「順序」はlamdap 
「レベル」はradapと発音する］ เอย้ ระดบัในตอนที ่รักษาครัง้
แรก การรักษา 診る［日本語で発話する］ อันนีต้วั み 
診る［「診」のこと］［日本語で発話する］ การรักษา ตวัรักษา

4番は，「救急，の初診時てる」，何なの？順序［タイ語で「順
序」はlamdap，「レベル」はradapと発音する］，うっ，レベル，
はじめに治療したときの，治療。「診る」。これは，「み，診る」
の字です［「診」のこと］。治療，体を，治療する。

39 救急搬送直後の初診時程度は、全体の8割以上が
軽症でしたが、入院の必要があるとされる中等症
以上も30人発生しています（図4・表1）。

［「救急搬送直後の初診時程度は」の部分を黙って読む。］ 
เขยีนไมไ่ดใ้ชไ่หมคะ

［「救急搬送直後の初診時程度は」の部分を黙って読む。］書
いていいんですよね？

40 はい，どうぞどうぞ。

41 ［「診」の漢字を読んでいる紙の端に書く。］ 
診る［日本語で発話する］ อา่ ระดบัในตอนทีรั่กษาครัง้แรก 

หลงัจากทีส่ง่ไปยงัฉุกเฉินแลว้เนีย่

［「診」の漢字を読んでいる紙の端に書く。］「診る」，あー，は
じめに治療したときのレベル，緊急に送っていった後にです
ね。

42 うん。

43 ก็คอืระดบัในตอนทีเ่ขา้รับการรักษาครัง้แรก หลงัจากทีส่ง่ไปยงั

ฉุกเฉินแลว้เนีย่ 全体の8割以上［日本語で発話する］ ก็พบวา่
 ［「全体の8割以上が軽症でしたが」の部分を黙って読む。］
 มากกวา่แปดสบิ percent［タイ語において外来語に当たる］ 

ของทัง้หมด ก็คอื

つまり，はじめに治療を受け始めたときのレベル，緊急に送っ
ていってから，「全体の8割以上」，分かったことは。［「全体の
8割以上が軽症でしたが」の部分を黙って読む。］全体の80
「percent」［タイ語において外来語に当たる］以上，というの
は，

44 うん。

45 ก็คอืไดรั้บการรักษาแบบ ป่วยแบบไมห่นักเทา่ไร นีต่วั 

軽い［日本語で発話する］ ตวัเบา ［「軽」のこと］ อาการ 症 症

 症 症［日本語で発話する］ เออ่ อาการไมห่นักแต ่

［「入院の必要があるとされる」の部分を黙って読む。］ แต ่

中等［日本語で発話する］ อะไรเนีย่ ちゅう 
ちゅう［日本語で発話する］ 
［「中等症以上も30人発生しています」の部分を黙って読む。
］ แตอ่ะไรอะ มากกวา่ แตท่ีม่มีากกวา่โรค อาการ กลางขึน้ไป

เหรอ ทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้โรงพยาบาลเลยเนีย่

というのは，治療を受けました，なんというか，たいして重くな
い病気です。これは，「軽い」の字，軽いの字です［「軽」のこ
と］。症状，「症，症，症，症」，えーと，症状は重くないです
が。［「入院の必要があるとされる」の部分を黙って読む。］で
も，「中等」，何ですか，「ちゅう，ちゅう」。［「中等症以上も30
人発生しています」の部分を黙って読む。］でも，何ですか。
以上，でも，病気，症状が，中ほど以上があるんですか。必
要があって，病院に入らなければならないもの。

46 うーん。

47 เกดิขึน้ประมาณ มถีงึสามสบิคน だいたい起こります，30人に及びます。

48 うん。

49 อมื แตอ่ันนี［้「中等症」のこと］ ยงัไมรู่อ้ะ คนทีป่่วยระดบักลาง

ขึน้ไปเหรอ อันนี ้中等 

［漢字を指でたたきながら日本語で発話する］ โรงเรยีนมัธยม

 มัธยม ฮ ึ中等［日本語で発話する］ ไมใ่ช ่

ちゅうとうしょう［日本語で発話する］ เออ ชา่งมันเถอะ 
［笑う。］

うーん。でも，これ［「中等症」のこと］はまだ分かりません。中
レベル以上の病気の人なんですか。これ。「中等［漢字を指で
たたきながら発話する］」，中等学校，中等の，ふう，「中等」，
「ちゅうとうしょう」ではなくて。えー，ほうっておきましょう。［笑
う。］

50 ［笑う。］



51 東京消防庁＜安全・安心＞＜トピックス＞＜歩き
スマホ等に係る事故に注意！！＞

แลว้ก็อันนี ้

安全安心トピックス歩きスマホ［日本語で発話する］ อันนีเ้ขา

ก็บอกวา่ เออ่ เออ่ ทางองคก์ร เขตทีป้่องกันของ 

東京［タイ語的に発音する］ เนีย่ 

安全安心［日本語で発話する］ เออ่ ปลอดภัย หมดหว่ง 
トピックス［日本語で発話する］ 
トピック［タイ語的に発音する］ อันนีก็้ใหร้ะมัดระวงัการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการเดนิไปคยุไป

それから，これは，「安全安心トピックス歩きスマホ」。これは
述べているのは，えー，えー，組織の，「東京」［タイ語的に発
音する］の保護区域が，「安全安心」，えー，安全で安心。「ト
ピックス」，「トピック」［タイ語的に発音する］。これも歩きなが
ら話しながらの事故発生に注意してください。

52 うん。

53 備考） อันนี［้「備考」のこと］ ก็ 予備［日本語で発話する］ ก็อะไรอะ 
ทีน่อกเหนอืจากเนีย่ เตรยีมไวก้อ่นประมาณนัน้ มตีวั び 
準備［日本語で発話する］［「備」のこと］ อยู่

これ［「備考」のこと］は，んー，「予備」，で，なんですか。これ
の他は，備えておきましょうとか，「び，準備」の字があります
［「備」のこと］。

54 うん。

55 軽症：入院を要しないもの 軽症［日本語で発話する］ ป่วย ป่วยไมห่นักก็คอื ก็คอืไม ่ๆ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้โรงบาล

「軽症」，病気。重くない病気というのは，つまり，ありません，
入院する必要がありません。

56 うん。

57 を要しないもの［日本語で発話する］ สิง่ที ่ก็คอืหมายถงึคนที่

แบบไมจ่ าเป็นตอ้ง คนทีไ่มต่อ้งเขา้โรงบาล ออ๋ นีไ่ง 

ความหมายของอันนีไ้ง 
［軽症，入院の文字から口にしていた言葉がまさに書かれて
いるものと一致していたことにここで気づいた］ ความหมาย

ของไอน้ีไ้ง

「を要しないもの」，もの，つまり，意味しているのは，する必
要がない人，入院する必要がない人。ああ，ほら。これの意
味じゃないですか［軽症，入院の文字から口にしていた言葉
がまさに書かれているものと一致していたことにここで気づい
た］。これの意味じゃないですか。

58 中等症：生命に危機はないが入院を要するもの 中等 症 生命に危機はないが 
入院を要するもの［日本語で発話する］ พวกทีจ่ าเป็น คอื
ไมไ่ดป่้วยแบบ ฉุกเฉิน คอืไมไ่ดแ้บบฉุกเฉินถงึแก ่ไมไ่ดเ้ป็นถงึ
แกช่วีติ แตว่า่จ าเป็นตอ้งเขา้โรงบาล

「中等，症，生命に危機はないが，入院を要するもの」，必要
とするものは，のような病気ではない，急を要する。つまり，
に及ぶ緊急なものではない，命にかかわらない，でも，入院
する必要があります。

59 おお。

60 นีค่อืสามสบิคน อา่ สามสบิคนนะ เขา้ใจแลว้ใชไ่หมความหมาย これは30人です。あー，30人ですね。もう分かりましたよね？
意味は。

行番号39の文章を再度確認する。

61 重症：生命の危機が強いと認められたもの ป่วยหนักเลย อันนีต้วั 重い［日本語で発話する］［「重」のこと］

 ป่วยหนัก อันนีค้อืคนที ่もの［日本語で発話する］ นีค่อืคนนะ 

もの［日本語で発話する］ นีใ้ชม่ะ่ 
［読んでいる紙の隅に「者」と書く。］

重い重い病気。これは，「重い」の字です［「重」のこと］。重い
病気。これは，の人，「もの」，これは人ですね。この「もの」で
すよね？［読んでいる紙の隅に「者」と書く。］

62 うーん。

63 น่าจะเป็นอันนีไ้มใ่ชส่ ิง่ของ きっとこれです，物ではなくて。

64 うん。

65 อันนีค้อืคนที ่เออ่ ยอมรับวา่คอ่นขา้งป่วยหนักมาก 

強い［日本語で発話する］ ตอ้งฉุกเฉินถงึแกช่วีติ อันตรายถงึ

แกช่วีติ เขาเรยีกวา่เป็นป่วยหนัก

これはつまり，人，えー，認められます，病気がかなり，とても
重い，と。「強い」，致命的なほど緊急を要します。重病と呼び
ます。

66 重篤：生命の危機が切迫しているもの อันนี้［้「篤」のこと］ อะไรอะ ตวัอะไร อันนีค้อืแบบ น่าจะเป็นแบบ

 คนทีแ่บบ ใกลต้ายอะ ［笑う。］ ［「切」を指さして］ มันมตีวั 

き［日本語で発話する］［「危」のこと］ ตวันีน่้าจะแบบ ใกลล้ะ

อกีนดิเดยีวอะ ฉุกเฉินมาก ๆ

これ［「篤」のこと］は何ですか。何の字ですか。これはつま
り，うーん，おそらくえーと，死にかけている，えー，人です。
［笑う。］［「切」を指さして］これは，「き」の字［「危」のこと］が
ありますね。この字はえー，あともう少し近づいています。極
めて緊急です。

67 でも，まだ死んではいないんですよね？

68 แตย่งั ยงัไมต่ายมัง้คะ でも，まだ，まだ死んでいないんじゃないですか。



69 はい。

70 ［笑う。］ คอือันนีเ้ดาวา่ อันนีน่้าเบาสดุ［「軽症」のこと］ อันนี้

น่าจะ อันนีห้นักสดุ［「重篤」のこと］

［笑う。］だって，これから推測するなら，これ［「軽症」のこと］
は一番軽くて，これはおそらく，これ［「重篤」のこと］は一番重
い。

71 うーん。

72 คอืมัน 重い［日本語で発話する］ แลว้มันก็มอีันนี ้
［「切迫」を指さす。］

つまり，これは，「重い」。それにこれはこれがあります。［「切
迫」を指さす。］

73 うん。

74 เออ่ หรอืตายทีโ่รงบาล ยงัไมต่ายส ิยงัไมต่าย えー，それとも病院で死んだんですか。まだ死んでいないで
しょう。まだ死んでいません。

75 うーん。

76 มันตวั 
きゅう［日本語で発話する。「危」を「急」と読み間違えたと思
われる］ น่าจะใกลต้ายละ หายใจเฮอืกสดุทา้ย เฮอืก อะไร

อยา่งนี้

これ，「きゅう［「危」を「急」と読み間違えたと思われる］」の
字，おそらく死にそうです。最後のホーッという息，ホーッ，そ
んなところです。

77 はい。

78 เดา ๆ มโน ［笑う。］ 推測で，まあ。［笑う。］

79 5　場所別の救急搬送人員 ขอ้หา้ 場所別の救急［日本語で発話する］ คนทีส่ง่ไปฉุกเฉิน

ของในแตล่ะที ่สถานที่

5番。「場所別の救急」。それぞれの場所に緊急で送った人，
場所。

80 うん。

81 場所別の救急搬送人員では、「道路・交通施設」が
122人と最も多く全体の8割以上を占めており（図
5）、

เออ่ คนทีส่ง่ไปยงัฉุกเฉินในแตล่ะสถานทีเ่นีย่ 道路交通施設が

 最も多く全体の8以上 ［日本語で発話する］ เขาบอกวา่

สถานทีท่ีเ่กดิทางดา้น ทางบนทอ้งถนนจราจรเนีย่ มากทีส่ดุเลย

มรีอ้ยยีส่บิสองคน ซึง่ครอบคลมุมากกวา่แปดสบิ 

percent［タイ語において外来語に当たる］ ของทัง้หมด

えーと，それぞれの場所に緊急で送っていった人は，「道路
交通施設が，最も多く全体の8以上」，述べているのは，発生
した場所の道の側，道の上，交通の道路において，一番多く
122人います。それは全体の80「percent」［タイ語において外
来語に当たる］以上を占めています。

82 うん。

83 その中でも「駅」での発生が38人となっていまし
た。

その中でも駅での発生が［日本語で発話する］ สว่นทีเ่กดิเหตุ

 พวกก็จะเป็นพวกทีอ่ืน่ อยา่งเชน่พวกสถานรีถไฟอะไรเงีย้ ก็มี

สามสบิแปดคน

「その中でも駅での発生が」，起きたところについては，それ
らは他の場所，電車とかの駅などの，38人いました。

84 うん。

85 また、一歩間違えば重大事故につながるおそれの
ある駅ホームから線路上に転落する事故により、
平成23年に3人、平成24年に1人、平成25年に4人
が救急搬送されています。

นอกจากนี ้一歩かちかえば 
重大事故につながるおそれのある駅ホームから 
線路うえにてん てんおする事故により［日本語で発話する］
 สว่นพวกทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุเออ่ ทีต่กลงจากลาน เอย้ จาก

ชานชาลาบนสถานรีถไฟเนีย่ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอบุัตเิหตใุหญ ่ๆ 

เลยอะ ทีแ่บบเหมอืนเราเดนิไปแลว้ก็แบบ คยุไปอะไรเงีย้ ตก

จากชานชาลาเนีย่

このほかにも，「一歩かちかえば，重大事故につながるおそ
れのある駅ホームから，線路うえにてん，てんおする事故に
より」。また，事故による発生は，えー，広場から落ちる，
あっ，電車の駅のホームからですね，大きな大きな事故に関
係しています。なんというか私達が歩きながら，まあ，喋りな
がら，とか，ホームから落ちるのは，

86 うーん。

87 ［「平成23年に3人、平成24年に1人、平成25年」の部分を読
み始める。］ อันเนีย่เขาบอกวา่ปี ปี 平成［日本語で発話する］

 ทีย่ีส่บิสามมสีามคน ปี 平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิสีม่ ี

หนึง่คน ปี 平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิหา้มสีีค่นทีถู่กสง่

เขา้ไปฉุกเฉิน เหตเุกดิจากอบุัตเิหตทุีต่กลงจากชานชาลา

［「平成23年に3人、平成24年に1人、平成25年」の部分を読
み始める。］これは，述べているのは，年，「平成」23年は3人
います，「平成」24年は1人います，「平成」25年は4人いま
す，緊急で運び込まれた人が，ホームから落ちる事故によっ
て。



88 うん。

89 ตก ตกจากชานชาลา 落ちる，ホームから落ちました。

90 6　発生時の動作別の救急搬送人員 ขอ้หกก็คนทีส่ง่ไปฉุกเฉินในแตล่ะ เออ่ 

動作［日本語で発話する］ การกระท า ในตอนทีเ่กดิขึน้ 
［黙って「6　発生時の動作別の救急搬送人員」を見つめてい
る。］ ลองแปลอันนี［้下に続く文のこと］ไปกอ่น

6番は，緊急に送っていった人，それぞれの，えーと，「動
作」，行動，起こったときの。［黙って「6　発生時の動作別の
救急搬送人員」を見つめている。］これ［下に続く文のこと］を
先に訳していってみます。

91 発生時の動作別の救急搬送人員では、「操作しな
がら」が55人と最も多く全体の約36%を占めてお
り、次いで「画面を見ながら」が38人、「通話しなが
ら」が26人となっています（図6）。

คนทีส่ง่ไปยงัฉุกเฉินของในแตล่ะการกระท า การเคลือ่นไหว

ตอนทีเ่กดิ เกดิเหตเุนีย่ 操作しながら［日本語で発話する］ 

เดีย๋วแป๊บนงึนะ คนทีก่ าลงัแบบหยบิโทรศพัทข์ึน้มาน่าจะแบบ 

操作［日本語で発話する］ มันแปลวา่ควบคมุ คมุเครือ่งหรอื

จัดการเครือ่ง คนทีก่ าลงัท าอะไรเกีย่วกับโทรศพัทอ์ยู ่ทีไ่มไ่ด ้

โทรศพัทน์ะไมไ่ดค้ยุนะ

行動ごとの緊急に送っていった人，起こったときの動き，事故
が起こったときのですね，「操作しながら」，ちょっと待って。電
話をえー，握っている人，おそらくは，なんというか，「操作」，
これは制御と訳します。機器の操作または機器の管理，電話
に関して何かしている人は，電話しているのではありません
よ，話しているのではありません。

92 うーん。

93 อันเนีย่มากสดุเลยมหีา้สบิหา้คน คอืหยบิโทรศพัทข์ึน้มาแลว้

อาจจะเปิด ๆ อะไรเงีย้

これは一番多くて55人います。つまり，電話を握ってたぶん開
いて開いて，とかなんとか。

94 うん。

95 เออ่ ซึง่อันนีค้อืมสีามสบิหก 

percent［タイ語において外来語に当たる］ ของทัง้หมด

えー，それで，これは全体の36「percent」［タイ語において外
来語に当たる］います。

96 うん。

97 ตอ่มาก็คอืคนทีก่ าลงัดหูนา้จอ 

［「38人、「通話しながら」が26人」の部分を黙って読む。］ ดู

หนา้จออยูเ่นีย่มสีามสบิแปดคน สว่นคนทีค่ยุโทรศพัทไ์ปดว้ย 

อันเนีย่มยีีส่บิหกคน

続いては画面を見ている人。［「38人、「通話しながら」が27
人」の部分を黙って読む。］画面を見ているは38人，一方電
話で話しながらは，これは26人います。

98 うん。

99 ตามแผนผังทีห่กก็คอื อะ๊ ไมม่ภีาพ 
［読む素材の印刷が欠けていた］

図6によると，あっ，絵はありません［読む素材の印刷が欠け
ていた］。

100 ［笑う。］

101 ประมาณนีค้ะ่ こんなところです。

102 また、その内訳をみると、歩行中に「操作しなが
ら」、「画面を見ながら」の受傷が多くなっていまし
たが、自転車で走行中の受傷も35人と全体の約
23.0％を占めていました（表2）。

นอกจากนี ้そのないわけ ないわけ 
ないわけをみると［日本語で発話する］［「内訳」を「ないわけ」
と読み間違える］ ซึง่ก็ดจูากตรงนีแ้ลว้เนีย่ เนือ้หาขา้งบนแลว้

เนีย่

この他にも，「そのないわけ，ないわけ，ないわけをみると
［「内訳」を「ないわけ」と読み間違える］」，それで，この部分
から見るとですね，上の内容は，

103 うんうん。

104 ［『歩行中に「操作しながら」、「画面を見ながら」の受傷が多く
なっていましたが』の部分を読み始める。］เออ่ 歩行中に 

じゅしょう［日本語で発話する］ ก็พบวา่ในระหวา่ง พบวา่จากที่

ดแูลว้เนีย่ เออ่ ก็จะมคีนทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ อันนีต้วั 

きず［日本語で発話する］［「受傷」の「傷」のこと］ ไดรั้บ

บาดเจ็บ คนทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากการทีเ่ดนิไปแลว้ เลน่โทรศพัท์

ไปอะ แลว้ก็ดหูนา้จอไปเนีย่ คอ่นขา้งมากขึน้ ทีเ่กดิอบุัตเิหตุ

จากตรงเนีย่ แต ่คน อา่ การทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากการเดนิ เดนิไป
 
［「自転車で走行中の受傷も35人と全体の約23.0％」の部分
を黙って読む。］ คนทีรั่บบาดเจ็บจากการในระหวา่งทีเ่ดนิไป 

โดยทีแ่บบขีจั่กรยานไป 自転車で［日本語で発話する］ โดยขี่

จักรยานไปแลว้ก็คยุโทรศพัทไ์ปดว้ยอะไรเงีย้ อันนีค้อืมสีามสบิ

หา้คน

［「歩行中に「操作しながら」、「画面を見ながら」の受傷が多く
なっていましたが」の部分を読み始める。］えー，「歩行中に，
じゅしょう」，んー，分かったことは，最中に，分かったことは見
たところによるとですね，えー，んー怪我をする人がいます。
これは「きず」の字［「受傷」の「傷」のこと］。怪我をしました。
歩いていくことで怪我した人は，電話しながらですね，それに
画面を見ながら，かなり多くなっています。このことによる事
故の発生は，でも，人，あー，歩く，歩いて行くことから受けた
怪我は［「自転車で走行中の受傷も35人と全体の約23.1％」
の部分を黙って読む］，歩きながら，えー自転車をこぎなが
ら，途中で怪我をした人は「自転車で」，自転車をこぐことで，
それに電話で話もしながらとかなんとか。これは35人います。



105 ふーん。

106 อา่ ซึง่ก็ครอบคลมุยีส่บิสาม 

percent［タイ語において外来語に当たる］ ของทัง้หมด

あー，つまり，23「percent」［タイ語において外来語に当たる］
に及びます，全体の。

107 7　事故事例 はい［日本語で発話する］ เจ็ดนีก็่ตวัอยา่งการเกดิอบุัตเิหตุ 「はい」，この7番は事故発生の例です。

108 ぶつかった事例 อนัแรกเลย case study  case  case［英語で発話する］ การชน

กนั

始めのものは，「case study, case, case」［英語で発話す
る］，衝突。

109 うん。

110 ชน รถชนกัน ぶつかる，車がぶつかる。

111 駅構内をスマートフォンを操作しながら歩行中、正
面から歩いて来た歩行者とぶつかり、後ろ向きに
転倒し頭と腰を受傷したもの。

駅構内をスマートフォンを操作しながら 
こうちゅう［日本語で発話する］ อันนีค้อืในบรเิวณสถานรีถไฟ

เนีย่ เดนิไปแลว้คยุ 
スマートフォン［タイ語において外来語に当たり 
タイ語的に発音をする］ ไป 

正面から歩いて［日本語で発話する］ เดนิไปขา้งหนา้ 

歩いて来た歩行者と［日本語で発話する］ ก็จะแบบ 

เหมอืนกับ เดนิไปคยุไปแลว้ก็ชนกับคนขา้งหนา้ทีเ่ดนิ มากับ

เราอะ เดนิ เดนิสวนมากับเรา ชนเขา 後ろ［日本語で発話する］

「駅構内をスマートフォンを操作しながら，こうちゅう」，これは
駅の辺りでですね，歩きながら，「スマートフォン」［タイ語にお
いて外来語に当たり，タイ語的に発音をする］で話しながら，
「正面から歩いて」，前に歩いて，「歩いて来た歩行者と」，
んーまあ，なんというか，歩いて話してそれで，前の歩いてい
る人にぶつかります，私たちと来ました，歩いて，私たちと歩
いて，彼らに「後ろ」がぶつかります。

112 車，車は関係しているんですか。

113 อะไรนะคะ 何ですか。

114 車，車がぶつかったんでしたか。

115 ไมอ่ะคะ่ ชนกับคน 違いますね。人とぶつかりました。

116 はい。

117 歩行者と［日本語で発話する］ ชนกับคนทีเ่ดนิมาขา้งหนา้ เรา

เดนิ เราเดนิไปปบุ คนเดนิมาชนปัง ชน

「歩行者と」，前を歩いてくる人とぶつかりました，私たちは歩
きます，私たちが歩いて，歩いている人とバンとぶつかりまし
た，ぶつかりました。

118 うーん。

119 後ろ［日本語で発話する］ 
［「駅構内をスマートフォンを操作しながら歩行中、正面から
歩いて来た歩行者とぶつかり」の部分に黙って目を通してい
る。］ เออ่ ไอน้ีม้ันตวัปะทะ ตวัชน ไมไ่ดห้มายถงึวา่รถอยา่งเดยีว

 คน คนดว้ย

「後ろ」。［「駅構内をスマートフォンを操作しながら歩行中、正
面から歩いて来た歩行者とぶつかり」の部分に黙って目を通
している。］えっと，これはぶつかり，衝突，車だけを意味して
いるのではありません，人，人もです。

120 うん。

121 後ろ向きに［日本語で発話する］ 
［「後ろ向きに転倒し頭と腰を受傷し」の部分を黙って読む。］
 頭と［日本語で発話する］ซึง่ก็อาจจะไดรั้บบาดเจ็บบรเิวณเอว

หรอืหัวอะไรอยา่งเงีย้

「後ろ向きに」。［「後ろ向きに転倒し頭と腰を受傷し」の部分を
黙って読む。］「頭と」，つまり，たぶん頭部か腰か頭のなんと
かに怪我を負ったというようなことでしょう。

122 うん。

123 อา่ 後ろ向き［日本語で発話する］ อันนีห้ันไปขา้งหลงั อาจจะ

แบบชน

あー「後ろ向き」，これは後ろを振り返る，たぶんぶつかり方
です。



124 【平成26年8月　43歳　女性　軽症】 ［黙って括弧の中を読んでいる。］ อันนีก็้ 

［もう一度黙って括弧の中を読む。］ น่าจะเป็นคน หมายถงึ

คนทีเ่กดิเหตกุารณ์เนีย่ หมายถงึผูห้ญงิทีป่่วยเบา ป่วยไม ่ไม่

หนัก ก็คอืแคช่นเฉย ๆ แลว้ก็เจ็บเอว เจ็บอะไรเงีย้ เป็นผูห้ญงิ

อายสุีส่บิสามปี ในชว่งเดอืนสงิหาปียีส่บิหก ในกรณีของคนนี้

［黙って括弧の中を読んでいる。］これも［もう一度黙って括弧
の中を読む］，きっと人で，この状況を起こした人を意味して
ですね，軽症の女性を意味して，症状はいえ，重くないです。
つまり，ただぶつかっただけです。それで，腰を痛めた，なに
かを痛めた，とか。女性43歳です，26年の8月の時期です，こ
の人の事例については。

125 うん。

126 携帯電話を操作しながら歩行中に、電柱と接触し
顔面を受傷したもの。

สว่นอกีกรณีหนึง่เขาบอกวา่ ในระหวา่งทีเ่ดนิไปแลว้ก็ เออ่ ใช ้

โทรศพัทม์อืถอืไปดว้ย พวกนีก็้ไดรั้บบาดเจ็บบรเิวณหนา้ ทีเ่กดิ

จากการสมัผัส 

じゅ［日本語で発話する］［「受傷」を読もうとした］ คอือะไร 

［黙って文全体を読む。］ เดนิไป เกีย่วกับ ไมใ่ชค่ลืน่ไฟฟ้า 

เกีย่วกับการสมัผัสกับ เกีย่วกะอะไรไฟฟ้าสกัอยา่ง บรเิวณหนา้

もう1つの状況について言っていることは，歩いている途中
で，えー，携帯電話を使いながら，これらは顔の辺りに怪我を
受けました，接触によって生じました。「じゅ［「受傷」を読もうと
した］」は何ですか。［黙って文全体を読む。］歩いて行って，
関して，電波ではありません。との接触に関して，何か電気に
関係したもの，顔の辺りに。

127 うん。

128 น่าจะแบบมอืโดนไฟแลว้แบบ สญัญาณหรอืเปลา่ เหมอืนแผ่

รังสหีรอือะไรสกัอยา่งอะ เหมอืนคลืน่อะไรสกัอยา่งทีท่ าใหห้นา้

เราแบบ ［黙って文全体を読む。］ เป็นอะไรสกัอยา่ง เรยีกไม่

ถูก ［笑う。］ เพราะมันบอกวา่น่าจะแบบไดรั้บบาดเจ็บตรง

บรเิวณหนา้ แลว้แบบเดนิไปคยุไปตลอดแลว้มันรอ้นไง คอื

อาจจะรอ้น แบบโดนหนา้

おそらく，んー手が電気に当たったような，それにうーん，信
号なんでしょうか。なんというか放射するとかそういった何か
です。なんというか何かの波のような何か，私達が直面する
ような。［黙って文全体を読む。］なんらかのものですね，うま
く呼べません。［笑う。］それが言ってるのはおそらく，んー，
ちょうど顔の辺りに怪我を負って，それで，えっと歩きながら
話しながらずっと，その，ように熱くて，つまり，たぶん熱いん
です，顔に当たったように。

129 うーん。

130 เนีย่แหละเดาเอา こうですね，推測だと。

131 【平成26年8月　63歳　男性　軽症】 อันนีก็้เป็นถอืวา่ป่วยแบบไมห่นักเทา่ไร เป็นผูช้ายหกสบิสามปี 

เกดิขึน้ในปีเนีย่ ยีส่บิหก ปีทีย่ีส่บิหกเดอืนสงิหา

これは怪我はたいして重くないと見られます。男性63歳です。
起こった年は，26，26年8月です。

132 うん。

133 ころんだ事例 สว่นในกรณีทีแ่บบลม้ ころんだ［日本語で発話する］ ลม้ลง

อะไรอยา่งเนีย่

一方状況は転倒，「ころんだ」，転げ落ちたとか，そんなところ
です。

134 うん。

135 携帯電話を扱いながら歩行中、ポールに躓き転倒
し、ブロック角で顔面を受傷したもの。

กรณีทีแ่บบเดนิไปแลว้ก็ใชโ้ทรศพัทไ์ป อันนีก็้จะลม้ลง ポール

 ポール［日本語で発話する］ คอือะไรไมรู่ ้

ブロックかどで［日本語で発話する］ อันนีก็้ 

［黙って「躓き転倒し」の部分を指さしながら読む。］ คอื

อาจจะเป็นแบบ น่าจะเป็นแบบเดนิไปใชโ้ทรศพัทไ์ปและแบบ

สะดดุหรอือาจจะแบบ ［黙って文全体を読む。］ ไมเ่ห็นวา่มัน

ถนน ทางเดนิมันแบบ มัน ไมไ่ดเ้ทา่กันอะไรอยา่งเงีย้ มันก็เลย

อาจจะลม้ลงหนา้เลยไปกระแทก เดาเอานะ ในมมุทีแ่บบเป็น 
ブロック［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音を
する］ ทีม่มุอะ มันเป็นเหลีย่ม

歩きながらそれに電話を使いながら，の事例，これも転げ落
ちました。「ポール，ポール」は何か知りません。「ブロックか
どで」，これは［黙って「躓き転倒し」の部分を指さしながら読
む］，つまり，たぶん，んーと，おそらく歩きながら携帯電話を
使いながら，それとなんかつまずくか，たぶんなんか。［黙っ
て文全体を読む。］その道が見えなかった，歩道が，それ，同
じでは何かないような，それはそれで，たぶん前に転んだん
です，激しく，推測ですよ。隅はえーと「ブロック」［タイ語にお
いて外来語に当たり，タイ語的に発音をする］，隅のところで
すね，それは角です。

136 うん。

137 เป็นอะไรอยา่งเงีย้ เลยไดรั้บบาดเจ็บบรเิวณหนา้ อันนีก็้เป็นป่วย

แบบ ก็อกีขัน้หนึง่คอื ไมไ่ด ้ไมไ่ด ้ไมไ่ดว้า่เบามาก

このようなことです。それで，顔面に怪我を負いました。これ
は症状は，んー，まあ別のレベルで，違います，違います，と
ても軽くはありません。

138 うーん。

139 【平成26年4月　44歳　男性　中等症】 ป่วยในระดบัทีแ่บบไอเ้นีย่ เป็นผูช้ายอายสุีส่บิสี ่สีส่บิสี ่ในเดอืน

เมษา ปีที ่ปีทีย่ีส่บิหก

このような段階の症状はですね，男性年齢44，44，4月に，年
の，26年の，です。



140 左手に鞄を持って、右手で持った携帯電話で通話
しながら歩行中、地下鉄駅出口の約10センチメー
トルの段差部分で躓いて転倒し受傷したもの。

อันนีเ้ขาบอกวา่ เขาก็บอกวา่ เดีย๋ว ［待ってください］ นะ 

［黙って文全体を読む。］ ก็จะเป็น เขาอธบิายเพิม่ แลว้ก็อันนี้

ในกรณีทีแ่บบวา่ อยา่งเชน่ อยา่งเชน่ยกตวัอยา่ง เดีย๋วแป๊บนงึ 

มันตอ้งท าทา่ถงึจะพูดออก อยา่งเชน่แบบมคีนหนึง่ทีแ่บบวา่

เดนิแลว้ก็แบบ ถอืคลอ้งอยา่งเงีย้ที ่เอย้ มอืซา้ย คลอ้งมอืซา้ย 

คลอ้งกระเป๋าทีม่อืซา้ย

これは言ってるのは，言っているのは，ちょっと［待ってくださ
い］。［黙って文全体を読む。］んーえっと，説明を加えていま
す，それで，これは，んー状況において，たとえば，たとえば
例を挙げると，ちょっと待って。それは話している様子をしな
ければなりません。たとえば一人の人が話しながら歩いてそ
れで，こう持ち運んで，えっ，左手，左手でかばんを運んで。

141 うん。

142 แลว้ก็แบบเดนิไปคยุไปดว้ยโทรศพัท ์โดยใชม้อืขวา それから，歩きつつ話しつつ電話で，右手を使って。

143 うん。

144 เดนิไปคยุไปอยา่งงี ้แลว้ก็เหมอืนกับ ก็ลม้ลง แบบวา่ลม้ สะดดุ

ขาตวัเองหรอือะไรสกัอยา่ง มัน［「躓」のこと］ มตีวั 

あし［日本語で発話する］ หรอือะไรสกัอยา่ง อันเนีย่

［「躓」のこと］ ไมรู่ ้漢字［日本語で発話する］ ตวันี ้แตเ่ห็นตวั

ขาอยู ่น่าจะเป็นอะไรทีเ่กีย่วกับการสะดดุขาหรอืเปลา่

こうやって歩きつつ話しつつ，それで，なんというか，まあ転
んで，なんか転んで，自分の足で躓くか何かそんな，これ
［「躓」のこと］は「あし」の字か何かがあります。これ［「躓」の
こと］はこの「漢字」は知りません。でも，足があるのが見えま
す。おそらく何か足での躓きに関したものじゃないでしょうか。

145 うん。

146 หรอืลม้ลงอะไรอยา่งเนีย่ บรเิวณตรง だん［日本語で発話する］

 ［「段差部分」のところを解釈しようとしている］ อะไรเนีย่ 

บันไดเหรอ だんさ［日本語で発話する］ น่าจะเป็นความ

แตกตา่งของบันได คอืน่าจะแบบบันไดมัน มันสลบั มันยงังีก้ันอะ

あるいは転んだとか何か，「だん」［「段差部分」のところを解
釈しようとしている］の辺りで。何ですか。階段ですか。「だん
さ」おそらく階段との違いは，おそらく，んー，この階段ははし
ごのような，交互の，そんなものです。

147 ん？

148 ก็เลยลม้ลงสะดดุตรงนัน้ สบิ 
センチメートル［タイ語において外来語に当たるが，日本語寄
りで発音する］ 
センチメートル［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］ ของทางออก บรเิวณสถานทีต่รงสบิ 
センチメートル［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］ ของทางออกสถานรีถไฟใตด้นิ

それで，転んで躓いてそのところで，10「センチメートル」［タイ
語において外来語に当たるが，日本語寄りで発音する］，「セ
ンチメートル」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発
音する］，出口の，地下鉄の駅の出口の場所周辺10「センチ
メートル」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音
する］のところ。

149 うん。

150 【平成26年11月　59歳　女性　軽症】 อันนีก็้ ก็ลม้ลงนดิหน่อยก็คอืป่วยไมห่นักมาก ป่วยปกต ิป่วย

เบา ๆ แคล่ม้ลงเฉย ๆ เป็นผูห้ญงิอายหุา้สบิเกา้ เกดิขึน้ในเมือ่

เดอืนพฤศจกิาปีทีย่ีส่บิหก

これも，んー少し転びました。つまり，症状はとても重くはあり
ません。普通の症状です。軽い症状で，単に転んだだけで
す。女性年齢59です。起きたのは11月，26年のときです。

151 落ちた事例 ตอ่ไปในกรณีทีแ่บบตกลง 続いて落ちた事例です。

152 携帯電話を操作しながら校舎内の階段を降りてい
たところ、足を踏み外し5～6段程度転落、受傷した
もの。

อันนีค้อืหลงัจากทีแ่บบเดนิ ［黙って文全体を読む。］ เดีย๋ว

แป๊บนงึนะ อันนีค้อืในกรณีทีแ่บบวา่ ใชโ้ทรศพัทไ์ปแลว้ก าลงั

ลงบันไดอะ บรเิวณ เออ่ ในตวัโรงเรยีนน่ะ

これはつまり，歩いていた後で。［黙って文全体を読む。］
ちょっと待ってね。これはつまり，この事例においては，電話
を使いながら，階段を下りているんです。周辺，えーと，学校
の中で，ですね。

153 はい。

154 สนามโรงเรยีน เอย้ อะไรสกัอยา่งของโรงเรยีนอะ อันนีก็้ 校庭，えっ，学校の何かです，これも。

155 ［電話は］何のために使っているんですか。話すんです
か。

156 คยุโทรศพัท［์データ収集者と発話が重なる］ 電話で話します［データ収集者と発話が重なる］。 あるいは［協力者と発話が重なる］，

157 話す，話すんですね。



158 ออ๋ อันนี ้อันนีไ้มไ่ดค้ยุคะ่ น่าจะถอืโทรศพัทห์รอืใชโ้ทรศพัท์

เฉย ๆ อะคะ่

ああ，これは，これは話していません。おそらく電話を持って
いるか，単に電話を使っているだけです。

159 え。

160 เขาไมไ่ดบ้อกวา่คยุ 操作［日本語で発話する］ ควบคมุก าลงั

ถอืโทรศพัทอ์ยูแ่ลว้ก็แบบ

話すとは言っていません。「操作」，コントロール，電話を手に
持っていて，それで，

161 うん。

162 น่าจะใชโ้ทรศพัทแ์ลว้ก็เดนิก าลงั ชว่งก าลงัเดนิลงบันได おそらく電話を使っていて歩いていて，階段を下りている間
に。

163 うん。

164 ［「足を踏み外し5～6段程度転落、受傷したもの」の部分を読
み始める。］ ไปเงีย้ เขาก็เหมอืนกับ 足［日本語で発話する］ 

น่าจะแบบสะดดุ สะดดุอกีละ ［笑う。］ ตก ตกบันไดประมาณหา้

หกขัน้ ออื ก็ไดรั้บบาดเจ็บตรงนีม้า อันนีค้อืป่วย ป่วยเบา ป่วย

ไมห่นัก

［「足を踏み外し5～6段程度転落、受傷したもの」の部分を読
み始める。］行きました，「足」のようです。おそらく躓いたよう
な，また躓きました。［笑う。］落ちます，階段から5，6段ほど
落ちました。うーん。このところに怪我を負いました。これはつ
まり，症状，軽症，重くない症状です。

165 どこを痛めたのですか。

166 คะ はい。

167 どこを痛めたのですか。

168 เจ็บที ่เจ็บ เขาไมไ่ดบ้อกเจ็บทีไ่หน เขาแคบ่อกวา่บาดเจ็บจาก

การทีแ่บบ น่าจะสะดดุขาตวัเอง ขากา้ว ประมาณเนีย่หา้หกขัน้

痛めたのは，痛めた，どこを痛めたかは言っていません。
言っているのはなんか怪我しただけです。おそらく自分の足
で躓いて，歩いた足で，だいたいそんなです，5，6段。

169 はい。

170 อะไรอยา่งเงีย้คะ่ ตกลง ตกบันไดน่ะแหละ そんなところです。落ちました。階段から落ちたんですね。

171 【平成26年2月　16歳　女性　軽症】 เออ ป่วยเบา ผูห้ญงิอายสุบิหกปี น่าจะเกดิเหตกุารณ์ในโรงเรยีน

ม.ปลาย โรงเรยีนมัธยมปลาย โรงเรยีน 

こう［日本語で発話する］ ［黙って括弧の中を読む。］ สบิหก

ปี เกดิขึน้ในปีกมุ เดอืนกมุภาปียีห่ก

えーと，軽症，女性年齢16歳，おそらく事故が起きたのは高
校でしょう。高等学校。「こう」校。［黙って括弧の中を読む。］
16歳，起きたのは，に，2月，26年。

172 携帯電話を使用しながら駅を歩行中に、誤って階
段約20段を転落し、全身を受傷したもの。

แลว้ก็ตอ่ไปก็ เออ่ ในระหวา่งทีแ่บบใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแลว้ก็

เดนิอยูใ่นสถานรีถไฟ อันนีก็้ตกยีส่บิขัน้เลย ตกบันไดยีส่บิขัน้ 

เออ เนีย่ผดิพลาดไง อันนีห้มายความวา่ท า ท าผดิพลาดก็

หมายถงึวา่ เออ่คอืการท าแบบเนีย่คอืแบบวา่ คอืเขาแบบเผลอ

ไง ใชโ้ทรศพัทไ์ปคยุ ใชโ้ทรศพัทไ์ปเดนิไปอะไรอยา่งเนีย่ ตก

บันไดถงึยีส่บิขัน้ ก็ไดรั้บบาดเจ็บทัง้ตวัเลย อันเนีย่เขาบอก วา่

บาดเจ็บทีไ่หน แตอ่ันเนีย่เขาไมไ่ดบ้อก เขาแคบ่อกหกลม้ อันนี้

คอื 全身［日本語で発話する］ คอืบาดเจ็บทัง้ตวั

それから，続いては，えーと，携帯電話をんー使っている間，
それに電車の駅の中を歩いています。これは20段も落ちまし
た。階段を20段落ちました。えー，これはどう誤ったのでしょ
う，これが意味するのはした，誤ったことをしたのが意味する
のは，えー，つまり，こういったことをしたことは，つまり，こう，
つまり，その人の不注意ですね。電話を使って話して，電話を
使って歩いてとかそんなで，階段を20段も落ちて，それで，全
身に怪我を負いました。これはですね，言っていることは，ど
こを痛めた，でも，これは言ってないですね。言っているのは
転げ落ちただけ，これは「全身」，つまり，全身を怪我しまし
た。

173 【平成26年4月　59歳　女性　重症】 อันนีก็้ ทัง้ตวันีย่งัป่วย เออ่ อา ใช ่ๆ อันนีป่้วยหนัก ใชถู่กละ ถูก

ละ อันนีค้อืป่วยหนักเลย เออ่ ぜん［日本語で発話する］ ทัง้ตวั

เลย ［「全」が括弧内にないことを確認］ เป็นผูห้ญงิอายหุา้สบิ

เกา้ปี แกด่ว้ย เดอืน เดอืนเมษา ［笑う］ ปีทีย่ีส่บิหก ออื

これも，まだ全身の症状。えー，ああ，そうそう，これは重症，
そうそれが正解。これはすごく重い症状です。えー，「ぜん」は
全身です［「全」が括弧内にないことを確認］。女性，年齢59
歳，年も取ってます。月，4月［笑う］，26年，うーん。

174 駅ホームから転落した事例 ตอ่ไป case［タイ語において外来語に当たる］ ทีแ่บบตกลง

มาจากชานชาลาสถานี

続いて，駅ホームから落ちたという「case」［タイ語において外
来語に当たる］。

175 駅のホームで携帯電話を操作しながら歩行中、線
路上へ誤って転落し受傷したもの。

อันนี้เ้ขาบอกวา่ คอืในกรณีคนทีแ่บบวา่ อันนีเ้ป็นคนทีแ่บบวา่ใช ้

โทรศพัทไ์ป บรเิวณตรงชานชาลาสถานอีะคะ่ แลว้ก็เดนิไปดว้ย 

คนนีก็้ไดรั้บบาดเจ็บโดยการ เออ่ ลม้ลง บรเิวณตรง ตรงเสน้ 

เสน้น่ะ เสน้ เสน้ตรงชานชาลาอะ เออ

これは言ってるのは，つまり，状況下で人がなんか，これは
人がなんか電話を使って，ちょうど駅ホームのあたりでです。
それで，歩きながら，この人は怪我をしました，ことによって，
えー，落ちました。辺りに，ちょうど，ちょうど線路，線路です
よ，線路，線路，ちょうどホームのですね。ええ。



176 なお、接触はしなかったが、直後に電車の進入が
あった。

อนึง่ และเออ่ เขาบอกวา่อะไรอะ 
［「接触はしなかったが」の部分を黙って読む。］ 
接触はしなかった［日本語で発話する］ คอืไมไ่ด ้ไมไ่ดไ้ป

แตะ ตวัทีเ่ป็น 

［「直後に電車の進入があった」の部分を黙って読む。］ ตรง

นัน้ ちょくに電車の［日本語で発話する］ คอืไมไ่ด ้ไมเ่ขา้ใจวา่

ไมไ่ดไ้ปแตะอะไร ไมไ่ดไ้ปสมัผัสอะไร แตม่ันก็ มรีถไฟอะ เขา้

มาทันท ีรถไฟ ขบวนรถไฟมันก็มาทันทหีลงัจาก หลงัจากทีเ่กดิ

 อันนีไ้มเ่ขา้ใจอะ เดีย๋ว ［待ってください］ นะ 

［何か呟くが聞き取り不能］ ออ๋ คอืเขาตอ้งการจะบอกวา่ คอื

เนีย่เขาตกลงไปใชม่ะ

さて，で，えっと，何を言っているのですか。［「接触はしな
かったが」の部分を黙って読む。］「接触はしなかった」つま
り，なかった，触れていくことはなかった，それは［「直後に電
車の進入があった」の部分を黙って読む］，そのところ「ちょく
に電車の」，つまり，なかった，分からないのは何を触ってい
かなかったのかです。何と接触しなかったのですか。でも，そ
れは，電車がありますね，すぐ入ってきました，電車，列車が
すぐに来ました。あとで，起きたあとで，これは分かりません
ね。ちょっと［待ってください］。［何か呟くが聞き取り不能］あ
あ，つまり，言おうとしているのは，要するにですよ，彼は落
ちたんですよね？

177 うーん。

178 แตว่า่เขาก็ไมไ่ดรั้บบาดเจ็บ เออ่ ไมใ่ช ่ไมใ่ช ่ไมไ่ด ้ไมไ่ดแ้บบ

ไปโดนสถา［「駅」を意味するสถานとี言いかけたと思われる］

 ไมไ่ดไ้ปโดนรถไฟ ไมไ่ด ้ไมไ่ดเ้อาตวัไปโดนกับตวัรถไฟหรอื

เปลา่ 接触はしなかった［日本語で発話する］

でも，彼女は怪我を負っていません。えー，違います，違いま
す，してな，え［「駅」を意味するสถานี
と言いかけたと思われる］に当たったのではありません，電車
に当たったのではありません，違います，体が電車の車体と
当たらなかったのでしょうか。「接触はしなかった」。

179 うーん。

180 แตแ่บบ แตห่ลงัจากเกดิเหตเุนีย่มันก็แบบ ก็มเีห็นรถไฟ ตามมา

ทหีลงั คอืน่าจะชว่ย น่าจะชว่ยเหลอืทันละ่มัง้

ですが，えー，でも，そのことが起きた後で，まあ，電車が見
えました，後ろから来ました。つまり，おそらく助かった，おそ
らく助けるのが間に合ったのでは？

181 【平成25年5月　10歳　男児　重症】 แตอ่ันนีเ้ขาก็แบบป่วยหนักอยูเ่หมอืนกันเพราะวา่ลม้ลงไป แรง でも，これは，彼も同じく重症です。落ちたからです，激しく。

182 うん。

183 อันนีก็้เป็นเด็กผูช้าย 男児［日本語で発話する］ เด็กผูช้าย

ไมใ่ช ่ไมใ่ชผู่ใ้หญอ่ายสุบิขวบ เกดิขึน้เมือ่เดอืนพฤษภาปีที่

ยีส่บิหา้

これは男の子「男児」，男の子，じゃなくて，大人じゃなくて，
年齢10歳。起こりました，5月に，25年。

184 駅のホームで携帯電話を見ながら歩行中に誤って
線路に転落し受傷したもの。

ถัดมานีเ่ขาก็บอกวา่เป็นคนที ่เหมอืนกันคะ่ ตกลงไป 続いてこれは，言ってるのは，人の，同じです。落ちました。

185 うん。

186 จากการทีด่โูทรศพัท ์ด ูๆ โทรศพัทไ์ปเดนิไปบรเิวณชานชาลา 電話を見ていたことから，電話を見つつ歩きつつ，ホームの
辺りを。

187 【平成25年12月　40歳　男性　中等症】 อันนีก็้ป่วยในระดบัทีก่ลางขึน้มาหน่อย เป็นผูช้ายอายสุีส่บิปี 

เดอืนธันวาปีทีย่ีส่บิหา้

これも症状は中程度です。男性年齢40歳です。12月，25年。

188 自転車で走行中に受傷した事例 ตอ่ไปเป็น case［タイ語において外来語に当たる］ ทีไ่ดรั้บ

บาดเจ็บในระหวา่งที ่เออ่ ใช ้ในระหวา่งทีแ่บบคยุไปขีจั่กรยานไป

続いては，ときに怪我を負った「case」［タイ語において外来
語に当たる］，えー，話しながら自転車をこぎながら。

189 うん。

190 自転車で走行中、スマートフォンを操作しながら運
転していたため、高さ1メートルの道路脇の用水路
に転落したもの。

自転車でスマートフォンを 操作しながら 運転していた 
［日本語で発話する］ เนือ่งจากวา่ขีจั่กรยานไปโดยใช ้

スマートフォン［タイ語において外来語に当たる］ ไปดว้ย

「自転車でスマートフォンを，操作しながら，運転していた」自
転車をこぎながら［スマートフォン」［タイ語において外来語に
当たる］を使っていたため。

191 うん。

192 เออ่ 
［「高さ1メートルの道路脇の用水路に転落したもの」の部分を
黙って読む。］ ท าให ้จักรยานเนีย่ หรอืเขาขีอ่ยูเ่นีย่ มันตกลง

ไปในบรเิวณทีเ่ป็นน ้าอะ เป็นถนนทีเ่ป็น เป็นร่องน ้า เป็นเขา

เรยีกวา่อะไร เป็น ［黙って考えている。］ เป็นถนนทีเ่ป็นน ้าอะ 

เออ ทีม่ัน ทีไ่วใ้ชใ้นตอนทีใ่ช ้ไมแ่น่ใจวา่มันตกลงไปในร่องที่

เป็นถนนชอ่งทีเ่ป็นร่องมนี ้าอยูอ่ะ

えーと。［「高さ1メートルの道路脇の用水路に転落したもの」
の部分を黙って読む。］させた，自転車が，あるいは彼がこい
でいたことが，水の辺りに落ちたんですね，としての道です，
水路です，何と呼ぶのでしょう，です。［黙って考えている。］
水の道ですね。えー，それは，使うため使うときのために，落
ちた溝が水があった水路，道なのかははっきりしません。



193 うん。

194 ตกลงไปอะไรอยา่งเนีย่ ซึง่หาความสงูประมาณหนึง่ 
メートル［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］ จากทอ้งถนน 
［「高さ1メートルの道路脇の用水路に転落したもの」の部分を
黙ってもう一度読む。］ สงูประมาณหนึง่ 
メートル［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］ ก็สงูทเีดยีวตกลงไป

このようなことでいいでしょう。高さは道の面から1「メートル」
［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音する］。
［「高さ1メートルの道路脇の用水路に転落したもの」の部分を
黙ってもう一度読む。］高さ約1「メートル」［タイ語において外
来語に当たり，タイ語的に発音する］はかなり高い，落ちまし
た。

195 【平成26年4月　16歳　男性　軽症】 อันนีก็้ป่วยแบบไมห่นักมาก เป็นผูช้ายอายสุบิหกใน เกดิขึน้ใน

เดอืนเมษาปีทีย่ีส่บิหก

これは症状はとても重くはありません。男性年齢16で，4月，
26年に起きました。

196 うん。

197 携帯電話を操作しながら下り坂を自転車で走行
中、ガードレールに気付かず衝突し受傷したもの。

ตอ่ไปก็ 
［「携帯電話を操作しながら下り坂を自転車で走行中」の部分
を黙って読む。］ อันนีค้อื คนทีแ่บบขีจั่กรยานไป ขึน้เนนิ เอย้ 

ลงเนนิ ก าลงัลงเนนิ เออ่ ใชโ้ทรศพัทไ์ปดว้ย อันนีก็้ไดรั้บ

บาดเจ็บโดยการ เออ่ ชนกัน การชน

次は［「携帯電話を操作しながら下り坂を自転車で走行中」の
部分を黙って読む］，これは，自転車をこいでいた人が，上り
坂，あっ，下り坂，坂を下って，えー，電話を使いながら，これ
も怪我を負いました，によって，えー，ぶつかって，衝突。

198 うん。

199 ガードレール ガードレール［日本語で発話する］ คอือะไรอะ
 ガードレール［日本語で発話する］ โดยทีไ่มไ่ด ้ไมไ่ด ้ไมไ่ดดู้
 ไมไ่ดใ้สใ่จ ガードレール ガードレール［日本語で発話する］
 คอือะไรไมรู่อ้ะคะ่

「ガードレール，ガードレール」とは何ですか。「ガードレール」
なかったので，ない，見ない，意識しない，「ガードレール，
ガードレール」が何か知りません。

200 うん。

201 ［「気付かず衝突し受傷したもの」の部分を黙って読む。］ ก็

ไดรั้บการ 衝突［日本語で発話する］ ชน

［「気付かず衝突し受傷したもの」の部分を黙って読む。］「衝
突」を受けました。ぶつかる。

202 うん。

203 ชนเหมอืนกัน แตไ่มรู่ช้นอะไร เขาไมไ่ดบ้อกไว ้ 同じくぶつかりました。でも，何がぶつかったかは分かりませ
ん。言っていません。

204 ふーん。

205 【平成26年11月　19歳　男性　中等症】 อันนีก็้เป็นป่วยในระดบัทีแ่บบกลาง เป็นผูช้ายอายสุบิเกา้ปี これは中程度のレベルの症状です。男性年齢19歳です。

206 うん。

207 เกดิขึน้ในเดอืนพฤศจกิาปีทีย่ีส่บิหก 11月，26年に起きました。

208 相手にけがをさせた事例 ตอ่ไปก็เป็น case［タイ語において外来語に当たる］ ทีแ่บบ 

อา่ けがをさせた［日本語で発話する］ นีรู่ป 

使役［日本語で発話する］ ก็น่าจะเป็นใน 

case［タイ語において外来語に当たる］ ทีแ่บบใหค้น ท าให ้

คนอืน่บาดเจ็บ เราไมไ่ดบ้าดเจ็บ เราท าใหค้นอืน่บาดเจ็บ

続いては，の「case」［タイ語において外来語に当たる］，あー
と，この「けがをさせた」は「使役」形ですから，人に対してとい
う「case」［タイ語において外来語に当たる］ですね，他人を怪
我させた。こちらは怪我を負いません。こちらは他人を怪我さ
せました。

209 歩行中に携帯電話を見ていた女性に衝突され、転
倒し受傷したもの。

อันนีก็้ 
［「歩行中に携帯電話を見ていた女性に」の部分を黙って読
む。］ ก็ชนกับผูห้ญงิ 
［「携帯電話を見ていた女性に衝突され」の部分を黙って読む
。］ ถูก ถูกผูห้ญงิทีก่ าลงัดโูทรศพัทเ์นีย่ชน

これも［「歩行中に携帯電話を見ていた女性に」の部分を黙っ
て読む］，女性とぶつかり［「携帯電話を見ていた女性に衝突
され」の部分を黙って読む。］られ，られ，電話を見ている女
性にですね，ぶつけられました。

210 うん。

211 อา่ คอืคนนีก้ าลงัเดนิอยูแ่ลว้ถูกผูห้ญงิคนทีก่ าลงัดโูทรศพัท ์เดนิ

ไปดโูทรศพัทไ์ปโดนชน

あー，つまり，この人は歩いていて，電話を見ていて歩きつつ
電話を見ている女性ににぶつけられました。

212 うーん。



213 อา่ ก็ไดรั้บบาดเจ็บ อมื ลม้ลงนดิหน่อยอะไรอยา่งเนีย่ あー，それで，怪我を負いました，うーん，ちょっと倒れたとか
何かそのような。

214 うん。

215 【平成25年5月　82歳　女性　軽症】 ซึง่ก็ไดรั้บบาดเจ็บป่วยแบบไมไ่ดห้นักมาก เป็นผูห้ญงิอายแุปด

สบิสอง โอ ้老人［日本語で発話する］ ทเีดยีว ชรา แปดสบิ

สองปี ประมาณอายแุบบ เออ เกดิเดอืนพฤษภาปีทีย่ีส่บิหา้

つまり，怪我を負って，症状はとても重くはありません。女性
年齢82，おお，まったくの「老人」ですね。高齢，82歳，およそ
年齢がんー，えー，5月，25年に起きました。

216 うん。

217 東京消防庁＜安全・安心＞＜トピックス＞＜歩き
スマホ等に係る事故に注意！！＞

แลว้ก็อันนีก็้ เออ่ ก็เหมอืนกับเมือ่กีเ้ลย それから，これは，えー，さっきと同じです。

218 ん？

219 ก็คอื องคก์รป้องกัน 東京［タイ語的に発音する］ 

安全［日本語で発話する］ ปลอดภัย อา่ 

安心［日本語で発話する］ หมดหว่ง 

トピックス［日本語で発話する］ อันนีก็้คอืใหร้ะมัดระวงัการเกดิ

อบุัตเิหต ุเดนิไปคยุไป

要するに，防護する「東京」［タイ語的発音する］組織，「安
全」，安全，あー，「安心」，心配の消えた，「トピックス」，これ
はつまり，事故の発生に注意させます，歩きながら話しながら
の。

220 ふーん。

221 路上を歩行中、正面から携帯電話を見ながら自転
車を引いて歩いている男性と接触し受傷したもの。

เขาบอกวา่ในระหวา่ง อันนีก็้อกี 

case［タイ語において外来語に当たる］ หนึง่ของไอเนีย่ ท า

ใหค้นอืน่บาดเจ็บ

言っているのは最中での，これはさらにもうひとつの「case」
［タイ語において外来語に当たる］についてですね，他人に怪
我させてしまいました。

222 うん。

223 ［「正面から携帯電話を見ながら自転車を引いて歩いている
男性と接触し受傷したもの」の部分を指で追いながら発話す
る］ ก็ เขาบอกวา่ในระหวา่งทีแ่บบเดนิไปตามทอ้งถนนเนีย่ ก็

ไดรั้บบาดเจ็บโดยการทีแ่บบ ไปโดนผูช้ายทีเ่ดนิอยู ่โดยแบบ

ก าลงั ［黙って文を読む。］ ทา่ทางจะแบบก าลงัจะขีจั่กรยานอะ

［「正面から携帯電話を見ながら自転車を引いて歩いている
男性と接触し受傷したもの」の部分を指で追いながら発話す
る］んー，言っているのは，なんか路上を歩いているときに，
怪我を負いました。ことによって，んー，歩いている男性にぶ
つかって，よって，んー，ている。［黙って文を読む。］様子は
なんか自転車に乗ろうとしているようです。

224 うん。

225 แลว้แบบคยุโทรศพัทไ์ปดว้ยอะ อา่ ก็คอืโดนชน คอืเขาก็ไม ่

ไมไ่ดม้องขา้งหนา้เงีย้ ไมไ่ดม้องขา้งหนา้ก็ไปโดนชนกับผูช้าย

それに電話で話しながらですね。ああ，つまり，ぶつかった。
要するに彼はない，前を見ていなかったんで，前を見ていなく
て男性とぶつかってしまいました。

226 ふーん。

227 【平成26年3月　41歳　男性　軽症】 อา่ อันนีซ้ ึง่ม ีเขาก็ไดรั้บบาดเจ็บตรงนีเ้นีย่ ป่วยแบบไมไ่ดห้นัก

มาก ป่วยเบา ผูช้ายอายสุีส่บิเอ็ดปี เกดิขึน้เมือ่เดอืน มนีาปีที่

ยีส่บิหก

あー，これはあります，この人もここに怪我を負いました。症
状はあまり重くはありません。軽症です。男性年齢41歳。発
生したのは3，月，26年。

228 うん。

229 8　インターネットモニターによるアンケート調査結
果

ขอ้แปดก็ผลจากการส ารวจแบบสอบถามทีเ่กดิจาก 
インターネット［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発
音する］ ผลแบบสอบถามทีท่ า ท าจาก 
インターネット［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発
音する］ อะ 
インターネット［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発
音する］ モニター［タイ語において外来語に当たり，タイ語的
に発音する］

8番は「インターネット」「タイ語において外来語に当たり，タイ
語的に発音する］源のアンケート調査の結果，したアンケート
結果，「インターネット」［タイ語において外来語に当たり，タイ
語的に発音する］でしたものですね。「インターネット」［タイ語
において外来語に当たり，タイ語的に発音する］，「モニター」
［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音する］。



230 平成26年4月28日から5月7日に当庁のインター
ネットモニターとして登録された当庁管内に居住す
る満18歳以上の男女400名に対し歩きスマホ等に
関するアンケート調査を実施しました。

平成［日本語で発話する］ ยีส่บิแปด 
［「26年4月28日から5月7日に当庁のインターネットモニター」
の部分を黙って指さしながら読む。］ 
として登録［日本語で発話する］ 
［文の後半部分を黙って読む。］ อันนีเ้ขาก็บอกวา่ ไดท้ าการ

ส ารวจแบบสอบถามเกีย่วกับการใช ้
スマートフォン［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］ ไปแลว้ก็เดนิไปเนีย่ เออ่ ของผูช้ายผูห้ญงิ

「平成」28［「26年4月28日から5月7日に当庁のインターネット
モニター」の部分を黙って指さしながら読む。］「として登録」。
［文の後半部分を黙って読む。］これは言っているのは，ได ้

ท าการส ารวจแบบสอบถามเกีย่วกับการใช ้
スマートフォン」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］を使いつつ歩くことに関するアンケート調査を実施
したところ，えっと，男性女性の。

231 うん。

232 เออ่ สีร่อ้ยคนทีอ่าย ุสบิแปดปีขึน้ไป สบิแปดปีเต็มขึน้ไปทีอ่าศยั

อยูใ่นสถานทีท่ีถู่กลงทะเบยีนไว ้ก็คอือยูใ่น 

インターネットモニター［日本語で発話する］ ［笑う］ ของ

เมอืงนี้

えーと，400人，年齢，18歳以上，登録された場所に住んでい
る満18歳以上。つまり，この町の「インターネットモニター」［笑
う］の中にいる。

233 うーん。

234 ออื ของเมอืงนัน้ ของเมอืง ของเมอืง ของเมอืงนัน้ ของเมอืง

นัน้ ๆ

うーん，その町，の町，の町，その町，そうした町。

235 うーん。

236 ทีถู่กลงทะเบยีนไวแ้ลว้ กลุม่เด็กพวกนี ้กลุม่ผูช้ายผูห้ญงิพวกนี้

ทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้ ใหเ้ด็กกลุม่ ใหก้ลุม่พวกเนีย่ท าแบบสอบถาม 

เกีย่วกับการเดนิไปคยุไป ทีม่ขี ึน้ในวนัที ่ตัง้แตว่นัทีย่ีแ่ปดเมษา

ปีทีย่ีส่บิหกถงึ วนัทีเ่จ็ด พฤษภาในปีเดยีวกัน

登録されて，これら子どもたちのグループ，これら男性女性の
グループが，子どもをグループに，これらをグループにしてア
ンケートを行い，歩きながら話すことに関して，実施は日，26
年4月28日から，7日，同年の5月まで。

237 うん。

238 その結果、395人の回答があり、アンケート結果
（1）では、「あなたは、歩きながらや自転車に乗り
ながらスマートフォンや携帯電話（PHSを含む。）等
を使用したことがありますか。」との問いに約半数
の49.1％が「使用したことがある」と回答しました
（図7）。

ผลลพัธข์องมันก็คอื ผลลพัธอ์อกมาก็คอื เออ่ มคี าตอบทัง้หมด

สามรอ้ยเกา้สบิหา้คน มคีนตอบมา คอืท า ท าใน 
インターネット［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発
音する］ มัง้ อมื ท าในสามรอ้ยเกา้สบิหา้คน

結果は，結果として，えー，全部で395人の回答がありまし
た，答えた人がいました。というのは，しました，「インターネッ
ト」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音する］の
中でしました，じゃないですか。うーん。しました，395人の中
で。

239 はい。

240 ［「アンケート結果（1）では、「あなたは、歩きながらや自転車
に乗りながらスマートフォンや携帯電話（PHSを含む。）等を
使用したことがありますか。」との問いに約半数の49.1％が「
使用したことがある」と回答しました」の部分を読み始める。］
 ผลลพัธเ์ขาบอกวา่ อันดบัทีห่นึง่เหรอ แบบสอบถามเขาบอกวา่

 あなたは 歩きながらや［日本語で発話する］ เออ่ 
自転車に乗りながらスマートフォンや携帯 
使用したことがありますか［日本語で発話する］ ค าถาม เขา

บอกขอ้ทีห่นึง่ ค าถาม アンケート［日本語で発話する］ ผลละ่

นะ ขอ้ทีห่นึง่ค าถามเขาบอกวา่ เคยใช ้โทรศพัทม์อืถอืหรอื เออ่
 
スマートフォン［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］ โดยการแบบ ขีจั่กรยานไปหรอืเดนิไปไหม

［「アンケート結果（1）では、「あなたは、歩きながらや自転車
に乗りながらスマートフォンや携帯電話（PHSを含む。）等を
使用したことがありますか。」との問いに約半数の49.2％が
「使用したことがある」と回答しました」の部分を読み始め
る。］言っている結果は，1番目ですか。アンケートで言ってい
るのは，「あなたは，歩きながらや」えー，「自転車に乗りなが
らスマートフォンや携帯，使用したことがありますか」，質問，
1つ目に述べています，「アンケート」項目の結果ですね。質
問の1つ目に述べているのは，使ったことが，携帯電話か，
えーと，「スマートフォン」［タイ語において外来語に当たり，タ
イ語的に発音する］，によって，なんというか，自転車に乗っ
たり歩いたりしながら，ありますか。

241 うん。

242 อะไรอยา่งเนีย่ เคยใชไ้หม ซึง่อันเนีย่เขาบอก ค าตอบบอกวา่

เคยถงึสีส่บิเกา้จดุหนึง่ 
percent［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］

そのようなことです。使ったことがありますか。つまり，これは
ですね，述べています。答えとして述べているのは，あるの
が49.1「percent」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的
に発音する］。

243 ふーん。

244 อา่ ประมาณครึง่หนึง่ ประมาณครึง่หนึง่ของ あー，およそ半分，のおよそ半分です。



245 次に、アンケート結果（2）では、「使用している人に
よりケガをさせられた。またはケガをさせられそうに
なったことがありますか。」との問いに対し、「ある」
と回答した人は、図7で「使用したことがある」と回
答した人の中では31.4％でしたが、「使用したこと
がない」と回答した人の中では「使用したことがあ
る」と回答した人の2倍以上となる71.6％となりまし
た（図8）。

ล าดบัตอ่มาก็เป็นผล อา่ ของอันทีส่อง ออื ค าถามขอ้ทีส่อง 
使用している人によりケガをさせられた 
またはケガをさせられそうになったことがありますか［日本語
で発話する］ ค าถามของอันนีค้อื ค าถาม อา่ เขาน่าจะบอกวา่ 
เออ่ ［質問をもう一度黙って読む。］ ท าใหเ้คยไดรั้บบาดเจ็บ
จาก จากคนทีใ่ชโ้ทรศพัทแ์ลว้แบบเดนิไปดว้ยหรอืขีจั่กรยานไป
ดว้ยไหมอะไรอยา่งเงีย้

続きまして，結果，あー，2番目の，うーん。2番目の質問。
「使用している人によりケガをさせられた，またはケガをさせら
れそうになったことがありますか」。この質問は，質問，あー，
おそらく述べているのは，えーと。［質問をもう一度黙って読
む。］から怪我を負わされたことが，電話を使いつつそれに歩
いているか自転車をこいでいる人から，ありますかとかその
ようなことです。

246 うーん。

247 อา่ หรอื หรอืเคย เคยทีจ่ะแบบ เกอืบไดรั้บบาดเจ็บไหม あー，あるいは，あるいはことが，なんか，怪我を負いそうに
なった，ことがありますか。

248 うん。

249 อันนีค้อืแบบน่า น่าจะยงั させられそうに［日本語で発話する］

 คอืแบบเกอืบไดรั้บบาดเจ็บอะ เคยไหมอะไรอยา่งนี้

これはつまり，なんかおそらく，おそらくまだ「させられそうに」
つまり，怪我を今にも負いそうな様子です，ありますかとかそ
んなです。

250 ［「「ある」と回答した人は、図7で「使用したことがある」と回答
した人の中では31.4％でしたが」の部分を読み始める。］ 
เขาบอกวา่เคย เคยก็ตามรูป แผนผังอันทีเ่จ็ด เขาบอกวา่เคย 

คนทีต่อบวา่เคย เนีย่ ก็มสีามเอ็ดจดุสี ่
percent［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］

［「「ある」と回答した人は、図7で「使用したことがある」と回答
した人の中では31.5％でしたが」の部分を読み始める。］述べ
ているのはあり，あるのは図によれば，図7によると，あると
述べています。あると述べた人，は，31.4「percent」［タイ語に
おいて外来語に当たり，タイ語的に発音する］います。

251 ふーん。

252 ［「「使用したことがない」と回答した人の中では「使用したこと
がある」と回答した人の2倍以上となる71.6％となりました」の
部分を読み始める。］ แตค่นทีบ่อกวา่ไมเ่คยเนีย่ 

［何か呟きながら読んでいるが，聞き取り不能。］ สว่นในคน

ทีบ่อกวา่ในจ านวนคนทีต่อบวา่ไมเ่คยเนีย่ อะไรงง ［笑う。］ เจ็ด

สบิเอ็ดจดุหก 
percent［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］ ของคนทีต่อบวา่เคย ออ๋ เขาบอกวา่ในจ านวนคนทีต่อบวา่ไม่

เคยเนีย่ ไมเ่คยใชเ้นีย่

［「「使用したことがない」と回答した人の中では「使用したこと
がある」と回答した人の2倍以上となる71.7％となりました」の
部分を読み始める。］ですがないと答えた人は。［何か呟きな
がら読んでいるが，聞き取り不能。］一方この人たちの中でな
いと述べた人たちは，とか，混乱しています。［笑う。］あると
答えた人の71.6「percent」［タイ語において外来語に当たり，
タイ語的に発音する］。ああ，述べているのは，ないと答えた
人の数は，使ったことがないのは，

253 うん。

254 ก็มถีงึเจ็ดสบิเอ็ดจดุหก 
percent［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］ ซึง่มากถงึสองเทา่ของคนทีต่อบวา่เคยใช ้ออื ๆ หมื ถูกละ 

ถูกละ อมื ก็คอืพูดงา่ย ๆ วา่คนทีต่อบวา่ไมเ่คย ไมเ่คย ไมเ่คยใช ้

เนีย่ ［黙って文全体を読み返す。］ มถีงึเจ็ดสบิเอ็ดจดุหก 
percent 
［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音する］ คอื

มากถงึ มากถงึสองเทา่

71.6「percent」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］いて，それは使ったことがある人の2倍の多さにの
ぼります。うんうん，へえー，そうですよ，そうですよ。うん。つ
まり，簡単に言うと，ないと答えた人は，ことがない，使ったこ
とがないとですね。［黙って文全体を読み返す。］71.6
「percent」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音
する］いて，それは及びます，2倍に及びます。

255 うん。

256 また、アンケート結果（3）では、「歩きながらや自転
車に乗りながらスマートフォンや携帯電話（ＰＨＳを
含む。）等を使用することは、危険だと思います
か。」の問いに対しては、ほとんどの人が、危険だ
と思うとの回答でした（図9）。

และในผลลพัธผ์ลถัด アンケート［日本語で発話する］ อันที่

สามก็บอกวา่ 歩きながら［日本語で発話する］ 

［黙って文の続きを読む。］ เขาถาม เขาถามวา่การใช ้

โทรศพัทไ์ปเดนิไป การใชโ้ทรศพัทไ์ปแลว้เดนิไปดว้ยหรอืขี่

จักรยานไปดว้ยเนีย่มันอันตรายไหม คดิวา่มันอันตรายไหม 

ค าตอบก็ はい［日本語で発話する］ คนสว่นใหญ ่คนเกอืบ

ทัง้หมดเลยคดิวา่มันอันตราย

そして，「アンケート」結果の3番目として言っているのは，「歩
きながら」。［黙って文の続きを読む。］尋ね，尋ねたのは，電
話を使いながら歩くこと，電話を使いながら同時に歩くか自転
車に乗るかですね，それは危険ですか。それを危険だと思い
ますか。答えは「はい」，大部分の人は。ほぼ全ての人がそ
れを危険だと思っています。

257 อันนี［้後ろに続く文章のこと］ ดว้ยใชไ่หมคะ これ［後ろに続く文章のこと］もですよね。

258 はい。



259 事故を防ぐために Okay［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音する］
 事故を防ぐために［日本語で発話する］ เพือ่ทีจ่ะ เออ่ 

ป้องกันการเกดิอบุัตเิหต ุเขาก็เลยบอกวา่

「Okay」［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に発音す
る］「事故を防ぐために」，ために，えー，事故の発生を防ぐ，
それで，述べているのは，

260 歩行中や自転車で走行中に携帯電話やスマート
フォン等を操作したり、画面を見ることは、周りが見
えなくなり大変危険です。

［黙って文全体を読む。］ เขา เขาบอกกอ่นวา่ก็คอืการทีแ่บบ

ใช ้
スマートフォン［タイ語において外来語に当たり，タイ語的に
発音する］ หรอืโทรศพัทไ์ป แลว้เดนิไปดว้ยหรอืขีจั่กรยานไป

ดว้ยอะไรอยา่งเงีย้ หรอืการดหูนา้จอมอืถอืเนีย่ มันท าใหเ้ราไม่

เห็นรอบขา้ง ซึง่ตรงเนีย่มันอันตรายมาก 
大変危険です［日本語で発話する］

［黙って文全体を読む。］こ，ここでまず述べているのは，なん
か「スマートフォン」［タイ語において外来語に当たり，タイ語
的に発音する］か電話を使いながら，歩くか自転車に乗ること
とかなんとか，あるいは形態の画面を見ること，それは私達
に周りを見えなくさせる。つまり，これがとても危険です。「大
変危険です」。

261 また、通話時にも事故は発生しています。 และ ［黙って文全体を読む。］ และในตอนทีเ่ราก าลงัคยุ

โทรศพัทเ์นีย่ สนทนาเนีย่คยุกันเนีย่ มันก็อาจท าใหเ้กดิอบุัตเิหตุ

ดว้ย มันก็จะท า ไมใ่ชอ่าจจะ มันก็จะเกดิอบุัตเิหตดุว้ย

それから。［黙って文全体を読む。］それから，私達が電話で
話しているときに，会話し話しますね，それも事故を生じさせ
ます。それは起こします，おそらくではなく，それも事故を起こ
します。

262 立ち止まって安全な場所で行いましょう。 เขาบอกวา่ใหเ้ราอะหยดุแลว้ก็ยา้ยไปคยุ หรอืไปเดนิไปใน

สถานทีท่ีม่ันปลอดภัยดกีวา่ ถา้จะใชโ้ทรศพัทเ์นีย่ใหห้ยดุกอ่น

แลว้ก็ ยา้ยทีไ่ปอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภัยดกีวา่

述べているのは，私達に，止まってそれに移動して話させま
す。それか安全な場所へ歩いて行くのが良いでしょう。もし電
話を使うなら止まってから，安全な場所に移動するのが良い
でしょう。

263 携帯電話やスマートフォン等を使用しながら運転し
ている自転車と接触し受傷する事故も発生してい
ます。

携帯電話［日本語で発話する］ ［黙って文の続きを読む。］ 
ซึง่ แลว้เขาก็บอกอกีนะวา่ มันก็ยงัมเีกดิเหต ุอบุัตเิหตทุี ่เกดิ

จากการทีเ่ราไป ไปโดน หรอืไปสมัผัสไป ไปปะทะไปชนกับ 

เออ่ จักรยานทีเ่ขาขีไ่ปคยุ คยุโทรศพัทไ์ป ขีจั่กรยานไปคยุไป

อะไรเงีย้ มันก็จะเกดิเหตกุารณ์แบบวา่เรา ไดรั้บอบุัตเิหตจุาก

ตรงนัน้ดว้ย มันก็ท าใหเ้กดิอบุัตเิหตทุีแ่บบไดรั้บ โดยการแบบ

ไปสมัผัสหรอืไป ไปชนกับจักรยานที ่ทีก่ าลงัแบบขีอ่ยูแ่ลว้ก็ใช ้

โทรศพัทไ์ปอะไรเงีย้

「携帯電話」。［黙って文の続きを読む。］それにもうひとつ述
べているのは，それはさらに事，事故があります。したことに
よって起きた，ぶつかった，もしくは接触した，ぶつかった，
と，えー，乗りながら話している自転車，電話で話している，
自転車に乗りながら話しているとかそんなです。それがこの
ような状況を生みます。そのことによる事故を受けます。それ
が受けるという事故を生じさせます，なんというか接触する
か，か，自転車とぶつかるか，今乗っていてそれに電話を
使っているといったようなことによって。

264 歩行中や自転車で走行中は、自分自身がけがを
するだけでなく、周囲の人にけがをさせたりする
等、迷惑をかけているということを認識しましょう。

［「歩行中や自転車で走行中は」の部分を黙って読む。］ 
自転車で［日本語で発話する］ ซึง่ในระหวา่งทีแ่บบ 
［「歩行中や自転車で走行中は、自分自身がけがをするだけ
でなく」の部分を黙って読む。］ เดนิไปแลว้ก็ขี ่หรอืขีจั่กรยาน

ไปอะไรอยา่งเนีย่ แลว้ใชโ้ทรศพัทไ์ปดว้ยเนีย่ เขาบอกวา่มัน

ไมใ่ชแ่คจ่ะเกดิอบุัตเิหต ุเอย้ ไมใ่ชแ่คจ่ะไดรั้บบาดเจ็บแคต่วัเรา

 คอืไมใ่ชแ่คต่วัเราทีจ่ะไดรั้บบาดเจ็บ แตอ่าจจะท าใหค้นรอบ

ขา้งเนีย่ไดรั้บบาดเจ็บไปดว้ย ดงันัน้ก็ใหร้ะมัดระวงักัน เพือ่ทีจ่ะ

ไมใ่หท้ า สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้ับคนอืน่ 

めいわこかけている［日本語で発話する］ ให ้อมื

［「歩行中や自転車で走行中は」の部分を黙って読む。］「自
転車で」つまり，最中になんというか。［「歩行中や自転車で
走行中は、自分自身がけがをするだけでなく」の部分を黙っ
て読む。］歩いていてそれに乗，あるいは自転車に乗ってい
てとかそんなことですね。それから，電話も使っていますね。
述べているのはそれは事故が生じるだけではない，えっ，自
分だけが怪我を負うだけではない，要するに怪我を負うのは
自分だけではなく，周囲の人もですね。怪我を負わせるかも
しれません。そのため注意しましょう，させないために，ほか
の人に難儀を引き起こすこと，「めいわこかけている」させる，
うーん。

265 うん。

266 また自転車を運転中の携帯電話の使用は禁止さ
れています。

นอกจากนี ้自転車を運転中の携帯電話［日本語で発話する］

 นอกจากนีเ้นีย่เขาบอกวา่การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในระหวา่ง เออ่ 

ขบัรถหรอืขีจั่กร เออ่ ขีจั่กรยานเนีย่ เออ่ ก็ การใชเ้นีย่ ใหห้า้มก็

ได ้มกีารหา้มใช ้และใหม้กีารหา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในระหวา่ง

ขีจั่กรยานไป

このほかに「自転車を運転中の携帯電話」このほかにです
ね，述べているのは，携帯電話を最中に使うことは，えー，車
を運転したり乗ったり自転，えー，自転車に乗ったりですね。
えー，まあ，使うことは，禁止してもいいです，使用禁止があ
ります。それに自転車に乗っているときの携帯電話の使用禁
止もあります。

267 東京都道路交通規則第8条 ซึง่อันนีเ้ขาบอกวา่อันนีเ้ป็น เออ่ กฎหมายมาตราทีแ่ปดหรอืเปลา่

 ของกฎการใชจ้ราจรบนทอ้งถนน 東京［タイ語的に発音する］ 

เมอืง 東京［タイ語的に発音する］

つまり，これは，述べているのは，これは，えーと，法律8条な
のでしょうか。「東京」［タイ語的に発音する］の道路交通で使
う法律の，「東京」［タイ語的に発音する］都の。

268 東京消防庁＜安全・安心＞＜トピックス＞＜歩き
スマホ等に係る事故に注意！！＞

นีเ่ขาก็ อันนีก็้เหมอืนกันทีเ่มือ่กีท้ีบ่อกไปก็คอืขององคก์ร 

ป้องกัน 東京［タイ語的に発音する］ ก็จะม ีความปลอดภัย 

ความหมดหว่ง トピックス［日本語で発話する］ อันนีก็้

ระมัดระวงัการเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากการเดนิไปคยุไป

これ，も，これもさっき述べていたのと同じです。つまり，組
織，「東京」［タイ語的に発音する］を防護する，あります，安
全，安心。「トピックス」これは歩きながら話すことによって生じ
る事故発生に注意します。



269 「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手
で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示さ
れた画像を注視しないこと。」

ก็ในกรณี ในตอน แลว้ก็ในตอนที ่เออ่ ก าลงัขีจั่กร อา่ 

運転自転車［日本語で発話する］ ก าลงัขีจั่กร เอย้ แลว้ใน

ตอนทีจ่ะขีจั่กรยานเนีย่ให ้［黙って読む。］ แป๊บนงึนะ 

［黙って読む。］ ใหค้ยุโทรศพัทไ์ป ［黙って読む。］ อันนีเ้ขา

บอกวา่ในตอนทีจ่ะ ขีจั่กรยานเนีย่ใหใ้ชโ้ทรศพัทค์ยุ อา่ 

［黙って読む。］ โดยใชม้อืเนีย่ ออื ใชม้อืถอื อา่ คยุโทรศพัท์

กอ่นหรอื または画面表示用装置に 表示された画面を 

注視しないこと［日本語で発話する］ โอย้ 

［「又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」
の部分を黙って読む。］ ออ๋ หรอืวา่เขาไมใ่หว้ะ ［笑う］ เขา

บอกวา่ในตอนที ่เอาใหมน่ะ ในตอนทีจ่ะขีจั่กรยานเนีย่เขาแบบ 

ไมใ่ห ้ไมใ่หค้ยุโทรศพัทโ์ดยใชม้อื เพราะเราตอ้งขีเ่ราตอ้งใช ้

ตอ้งจับ hand［タイ語的に発音する］［handleのこと］ ใชม่ะ 

ไมใ่หใ้ชโ้ทรศพัทเ์ลย แบบถอื มอือะไรอยา่งเนีย่ แลว้ก็ไมใ่หดู้

หนา้จอ ทีใ่ชง้านอยูเ่นีย่ ไม ่ๆ ไม ่ไมค่วรทีจ่ะดหูนา้จอใน

ระหวา่งขีจั่กรยาน

んー，場合において，ときに，それから，ときに，えー，じてに
乗っている，あー「運転自転車」，自転車に乗っている，えっ，
それに自転車に乗っているときには。［黙って読む。］ちょっと
待ってください。［黙って読む。］電話で話して。［黙って読
む。］これ言っているのは，ときに，自転車に乗っている，電
話を使って話す，あー。［黙って読む。］手を使うことで，うー
ん。携帯を使う，あー，先に電話で話すか「または画面表示
用装置に，表示された画面を，注視しないこと」うわー。［「又
は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」の部
分を黙って読む。］ああ，それともさせないの［笑う］？述べて
いるのは，ときに，もう一度ね，自転車に乗っているときにで
すね，えっと，させない，手を使って電話をさせない。乗らなけ
ればならないから，「hand」［タイ語的に発音する］［handleの
こと］をつかまなければなりませんよね。電話を使わせませ
ん，手で，手とかなんとかで。それに画面を見させません，操
作中に，しないしないしない，自転車に乗っているときに画面
を見るべきではありません。

270 【罰則】5万円以下の罰金 ซึง่ก็ถา้เกดิละเมดิกฎเนีย่ก็จะ ถูกปรับมะ มะ อา่ ถูกปรับไมเ่กนิ

หา้หมืน่เยน ภายในหา้หมืน่เยนไม ่จะถูกปรับไมเ่กนิหา้หมืน่เยน

それで，もしこの規則を無視したらですね，罰せられます。
ん，ああ，罰は5万円は超えません。5万円以内です。ない，5
万円を超えずに罰せられます。

271 ※　東京都道路交通規則が一部改正され平成21
年7月1日に施行されました。

อันนีเ้ขาบอกเป็นกฎจราจรบนทอ้งถนน 

東京［タイ語的に発音する］ เนีย่ ไดถู้กบังคบัใชใ้นวนัทีห่นึง่

กรกฎาปี 平成［日本語で発話する］ ทีย่ีส่บิเอ็ด ซึง่ไดถู้ก

ปรับปรุงกฎอันเนีย่ไปสว่นหนึง่แลว้ 

一部改正され［日本語で発話する］ อมื

これは「東京」［タイ語的に発音する］道路上の交通規則につ
いて述べていて，「平成」21年7月1日に強制されるようになり
ました。つまり，この規則が一部改正されました「一部改正さ
れ」，うん。

272 ※1　東京都のうち東久留米市、稲城市、島しょ地
区を除く地域

ขอ้หนึง่ 東京都のうち［日本語で発話する］ อันนี ้
［「東久留米市、稲城市、島しょ地区を除く地域」の部分を黙っ
て読む。］ いなばし［日本語で発話する］ ไมใ่ช ่

いな［日本語で発話する］ อะไรไมรู่ ้อันนีค้อืชือ่เมอืงคะ่ ทีอ่ยู่

ใน เออ่ เมอืง 東京［タイ語的に発音する］ อะ ออื ชือ่เขต

ตา่ง ๆ อันนีอ้า่นไมอ่อก

1項。「東京都のうち」これは。［「東久留米市、稲城市、島しょ
地区を除く地域」の部分を黙って読む］「いなばし」，違いま
す，「いな」何なのか知りません。これは町の名前です，内に
ある，えーと，「東京」［タイ語的に発音する］に。うーん。いく
つかの区，これは読めません。

273 うーん。

274 （東久留米市は平成22年4月1日より東京消防庁
管内）

นะคะ อันนีเ้ขาก็ได ้ใช ้อา่ เริม่ในวนัที ่เริม่ ๆ เริม่ใชม้าตราการ

เนีย่ อา่ ตัง้แตว่นัทีห่นึง่เมษาปีทีย่ีส่บิ ทีย่ีส่บิสอง อา่ เนีย่ คอืใน

เมอืงนีน้ะ เมอืง เมอืงเนีย่ เมอืงเนีย่ได ้เริม่ตัง้แตว่นัทีห่นึง่เมษา

ですね。これもまた，使います。あー，日から始め，始める始
める，制度を始める，あー，1日4月20年，26，あー，ですね。
つまり，この町で。町，町で，町でできます，4月1日に始めま
す。

275 うん。

276 ※2　平成26年の救急搬送人員については暫定値 แลว้ก็อันนีก็้ เกีย่วกับคนทีส่ง่ไปแบบฉุกเฉินของในปีทีย่ีส่บิหก

เนีย่ อันนี［้「暫定値」のこと］ ［笑う］ ไมรู่อ้ะ ไมรู่จ้รงิ ๆ แปล

ไมไ่ดอ้ะ

それから，これも，26年に緊急で送った人についてですね。こ
れ［「暫定値」のこと］は［笑う］わかりません。本当にわかりま
せん。訳せません。

277 うん。

278 はい［日本語で発話する］ 「はい」。


