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ページ 文章 発話 日本語訳

1 ベートーヴェン〔ベートーベン〕 ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ อนันี้

เป็นวธิเีขยีนเหมอืนจะมถีอดเสยีงสองแบบหรอืเปลา่คะ ก็คอื 

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ กบั 

ベートーベン［タイ語なまりの日本語で発話する］ น่ันแหละ 

แตว่า่อนันี้ ベートーベン［タイ語なまりの日本語で発話する］

 เหมอืนเป็นวธิถีอดแบบเสยีงของญีปุ่่ นแบบเกา่

「ベートーヴェン」，これは音を書き起こす方法が2種類ある
んじゃないでしょうか。要するに，「ベートーヴェン」と，「ベー
トーベン」ですね。でも，これは，「ベートーベン」は日本語の
古い形式での音の［書き］起こし方のようです。

2 はい。

3 กบัอนันี ้ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］

 ดใูหมข่ ึน้มาหน่อยอะคะ่ คดิวา่น่าจะเป็นแบบนัน้ แลว้ก็

と，これ，「ベートーヴェン」はちょっと新しそうに見えます。お
そらくそんなことだと思います。それから。

4 （1770〜1827　ドイツ） อนันีก็้คอืปี ชว่งทีม่ชีวีติอยู่ แลว้ก็ทีเ่ยอรมัน これは年です，生きていた期間。あと，ドイツで。

5 うん。

6 คะ่ เยอรมัน แลว้ก็ はい。ドイツです。それから。

7 ベートーヴェンは，ハイドン，モーツァルトと
並んで，「ウィーン古典派」を代表する作曲
家です。

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ เป็น

　［「ハイドン，モーツァルトと並んで」の部分を黙って読む。］

　ออื

　［長く息を吐いて「ベートーヴェンは，ハイドン」の部分を黙

って読む。］　ออื อนันี้［「ハイドン」のこと］ 

ハイドン［タイ語なまりの日本語で発話する］ ออ๋ น่าจะเป็น

ชือ่ นักประพันธเ์พลงอกีคนหนึง่ คดิวา่น่าจะเป็นอยา่งนัน้คะ่

「ベートーヴェン」は。［「ハイドン，モーツァルトと並んで」の
部分を黙って読む。］うーん。［長く息を吐いて「ベートーヴェ
ンは，ハイドン」の部分を黙って読む。］うーん，これ［「ハイド
ン」のこと］，「ハイドン」，ああ，きっと名前です，別の作曲
家。そのようなことだと思います。

8 うん。
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9 แลว้ก็　อนันี［้「モーツァルト」のこと］ ก็ 

モーツァルト［タイ語なまりの日本語で発話する］ สว่นค านี้

［「並」のこと］ น่าจะเป็นวา่เหมอืน อมื สบืตอ่หรอืเปลา่ อนันี้

ไมค่อ่ยแน่ใจเรือ่ง 漢字［日本語で発話する］［「並」のこと］ 

คะ่ จ าวธิอีา่นไมไ่ดด้ว้ย แลว้ก็

　ワイイン［「ウィーン」を読もうとした］　［「ウィーン古典派」を

代表する作曲家です」の部分を黙って読む。］　ค านี้

［「ウィーン」のこと］ ไมแ่น่ใจวา่หมายถงึอะไรอะคะ่ แตว่า่ อนั

นี［้「古典派」のこと］น่าจะเป็น รูปแบบเพลงแบบเกา่หรอืเปลา่

 คดิวา่อยา่งนัน้อะคะ่ หมายถงึยคุ 

classic［タイ語において外来語に当たる］ หรอืเปลา่ไมแ่น่ใจ

คะ่

それから，これ［「モーツァルト」のこと］は，「モーツァルト」。
一方でこの言葉［「並」のこと］はおそらく何というか，うーん，
継承され続けているのでしょうか。これはあまり「漢字」
［「並」のこと］のことがはっきりしません。読み方も覚えてい
ません。それから，ワイイン［「ウィーン」を読もうとした］。
［「ウィーン古典派」を代表する作曲家です」の部分を黙って
読む。］この言葉［「ウィーン」のこと］は何を意味するのか
はっきりしません。でも，これ［「古典派」のこと］はおそらく，
歌の様式，古い様式じゃないでしょうか。そのように思いま
す。classic［タイ語において外来語に当たる］時代を意味す
るんじゃないですか，はっきりしませんが。

10 うん。

11 แลว้ก็ ก็คอืเหมอืนอธบิายวา่ 

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ เป็น

ตวัแทนของยคุ น่าจะหมายถงึตวัแทนของเพลงสายนีอ้ะคะ่ 

เป็นนักแตง่เพลงทีเ่ป็นเหมอืน ภาพลกัษณ์ เป็นเหมอืน

ตวัแทนของ เพลงสายนีเ้ชน่เดยีวกบั สองคนนี้

［ハイドン，モーツァルトのこと］ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้คะ่ แลว้ก็

それから，つまり，どうも「ベートーヴェン」を時代の代表とし
て説明しているようです。おそらく音楽のこの流れの代表を
意味しています。同様の作曲家，イメージ，は代表のようで
す，音楽のこの流れと同じくする，はじめに語られたこの二
人［ハイドン，モーツァルトのこと］と。それから。

12 ドイツの都市ボンに生まれたベートーヴェン
は，宮廷（きゅうてい）の音楽家であった父
のもとで，音楽家となるための教育を受け
て育ちました。

［「ドイツの都市ボンに生まれたベートーヴェンは」の部分を
黙って読む。］　เออ่ 

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีเ่กดิ

มาใน เมอืงหลวงของเยอรมัน ก็คอื 

ボン［日本語で発話する］　ボン［日本語で発話する］ นี ้คอื

อะไร　ไมค่อ่ยแน่ใจเหมอืนกนัคะ่ ก็ 

音楽家［日本語で発話する］ อนันีน่้าจะ พอ่ของ 

ベートーヴェン［日本語で発話する］ ซึง่เป็น นักดนตรใีนวงั

หรอืเปลา่คะ ก็ ก็

　［「音楽家となるための教育を受けて育ちました」の部分を

黙って読む。］　ก็ ก็ ベートーヴェン［日本語で発話する］ ก็

เตบิโตมา ถกูเลีย้งดมูาโดยที ่เออ่ ไดรั้บการ สอนเพือ่ทีจ่ะเป็น

นักดนตรปีระมาณนัน้อะคะ่

［「ドイツの都市ボンに生まれたベートーヴェンは」の部分を
黙って読む。］えーと，に生まれた「ベートーヴェン」，ドイツ
の首都，つまり，「ボン」。この「ボン」は何ですか。どうもはっ
きりしません。んー，「音楽家」，これはおそらく，「ベートー
ヴェン」の父，で，宮殿の音楽家なんじゃないでしょうか。
んー，あー。［「音楽家となるための教育を受けて育ちまし
た」の部分を黙って読む。］んー，んー，「ベートーヴェン」は
育ちました，世話されて，えー，受けて，音楽家になるため
の教えをとかだいたいそんなです。

13 はい。

14 ก็คอืพอ่ก็เป็นคนสอน แลว้ก็ 要するにお父さんも教える人です。それから。

15 やがてウィーンへ行き，ピアニスト，作曲家
として注目を集めるようになります。

ในทีส่ดุก็ไปที ่ออ๋ อนันีน่้าจะเป็น Vienna［英語で発話する］ 

หรอืเปลา่คะ เดาเอา　［笑う。］　วา่น่าจะเป็น 

Vienna［英語で発話する］ แลว้ก็ ในทีส่ดุก็ไปที ่

Vienna［英語で発話する］ แลว้ก็　เป็น กลายเป็นนัก 

piano［タイ語において外来語に当たる］ แลว้ก็

　［「作曲家として注目を集めるようになります」の部分を黙

って読む。］　แลว้ก็มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นนักแตง่เพลง น่าจะประมาณ

นัน้ มัง้คะ

ついに行きました，ああ，これはおそらく，Vienna［英語で発
話する］でしょうか。勘です。［笑う。］きっとVienna［英語で発
話する］です。それで，ついにVienna［英語で発話する］へ行
きました。それから，なります，piano［タイ語において外来語
に当たる］奏者になります。それから。［「作曲家として注目
を集めるようになります」の部分を黙って読む。］それから，
作曲家になることを決意しました。だいたいそんな，じゃない
ですか。

16 はい。このところはベートーヴェンについて
説明しているんですよね？お父さんについて
ではないんですよね？



17 ベ［「ベートーヴェン」と言いかける］ ออื

　［長く息を吐いて，文全体を黙って読む。］　ออ๋ น่าจะ

อธบิายถงึ 

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ คะ่ คดิ

วา่อยา่งนัน้ก็คอื　［文全体をもう一度黙って読む。］　อือ้

　［文全体をさらにもう一度黙って読む。］　คะ่ คดิวา่หมายถงึ

 ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ คะ่ 

แลว้ก็

ベ［「ベートーヴェン」と言いかける］，うーん。［長く息を吐い
て，文全体を黙って読む。］ああ，おそらく，「ベートーヴェン」
について説明しています。そのように思います。つまり。［文
全体をもう一度黙って読む。］うーんと。［文全体をさらにもう
一度黙って読む。］はい。「ベートーヴェン」を意味していると
思います。それから。

18 このころの音楽家はみな，宮廷や教会にや
とわれて働いていましたが，彼（かれ）は
ウィーンで貴族たちの援助（えんじょ）を受
けながらも，独立した音楽家として生きる道
を選びました。

ในชว่งนี้ นักดนตรทีกุ ๆ คนก็จะ

　［「宮廷や教会にやとわれて働いていましたが」の部分を

黙って読む。］　อา่ นักดนตรหีลาย ๆ คนก็จะท างานอยูท่ี ่ไม ่ๆ

 โบสถก็์ ในวงัอะไรประมาณนีอ้ะคะ่

このころ，音楽家はみんな。［「宮廷や教会にやとわれて働
いていましたが」の部分を黙って読む。］あー，多くの音楽家
は働いていました。教会でないとすれば，宮殿か何か，だい
たいそんなです。

19 はい。

20 แตว่า่ ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

เนีย่

　［「ウィーンで貴族たちの援助」の部分を黙って読む。］　え
んじょ［日本語で発話する］　［「ウィーンで貴族たちの援助を
受けながらも」の部分を黙って読む。］　えんじょ［日本語で
発話する］ นีน่่าจะเหมอืนแปลวา่อปุถัมภห์รอืเปลา่คะ แบบให ้

การชว่ยเหลอืก็คอืเหมอืน เขาก็ไดรั้บความ ไดรั้บการอปุถัมภ์

จากขนุนางของที ่Vienna［英語で発話する］ แลว้ก็　เออ่ 

เป็น

　［「独立した音楽家として生きる道を選びました」の部分を

黙って読む。］　แลว้ก็เลอืกทางเดนิทีจ่ะ มชีวีติอยูใ่นฐานะนัก

ดนตร ีเอกชนหรอืก็คอืประมาณวา่เป็นนักดนตรอีสิระอะไร

ประมาณนัน้ คดิวา่น่าจะเป็นอยา่งนัน้คะ่

でも，「ベートーヴェン」はですね。［「ウィーンで貴族たちの
援助」の部分を黙って読む。］「えんじょ」。［「ウィーンで貴族
たちの援助を受けながらも」の部分を黙って読む。］この「え
んじょ」は後援と同じように訳すのではないでしょうか。なん
というか，助けること。つまり，なんというか，彼も手にしまし
た，Vienna［英語で発話する］の貴族からの後援を得まし
た。それから，えー，です。［「独立した音楽家として生きる道
を選びました」の部分を黙って読む。］それから，歩く道を選
びました，音楽家の立場で生きていくという，私人の。あるい
はつまり，だいたいのところ，自由な作曲家とか何かだいた
いそんなです。そのようなことだと思います。

21 はい。

22 20代の終わりごろからは，耳が聞こえにくく
なってしまい，たいへん深く思いなやみま
す。

พอชว่งอายยุีส่บิ ตอนชว่งตอนปลายอายยุีส่บิ ตัง้แตต่อนชว่ง

ตอนปลายอายยุีส่บิก็คอื

　［「耳が聞こえにくくなってしまい」の部分を黙って読む。］　

ก็ หก็ูเริม่ไดย้นิไมค่อ่ยดขี ึน้มาอะคะ่ แลว้ก็

　［「たいへん深く思いなやみます」の部分を黙って読む。］　

อนันี ้なやみ［日本語で発話する］ น่าจะทีแ่ปลวา่ความทกุข ์

แตพ่อไมเ่ขยีนเป็น 漢字［日本語で発話する］ แลว้รูส้กึไม่

คอ่ยแน่ใจขึน้มาคะ่ ก็เป็นทกุขจ์าก

　［「耳が聞こえにくくなってしまい」の部分を黙って読む。］　

การทีห่ไูมไ่ดย้นิอนันีค้ะ่ ก็คอืเป็นทกุขอ์ยา่งมากอะไรประมาณ

นัน้ คดิวา่น่าจะหมายถงึอยา่งนีค้ะ่ แลว้ก็

20歳ごろになると，20代の終わりごろ，20代の終わりごろか
ら。［「耳が聞こえにくくなってしまい」の部分を黙って読む。］
えー，耳があまりよく聞こえなくなってきました。それから。
［「たいへん深く思いなやみます」の部分を黙って読む。］こ
れは，「なやみ」，おそらく訳すところは，苦しみ。でも，「漢
字」で書かないと，自信がなくなってきます。まあ，からの苦
しみ。［「耳が聞こえにくくなってしまい」の部分を黙って読
む。］耳が聞こえないこのことです。つまり，大きな苦しみで
すとかだいたいそんなです。そのように意味していると思い
ます。それから。

23 しかし，ついにはその困難に打ち勝って，交
響曲（こうきょうきょく）第5番「運命」をはじめ
とする数々の大作を生み出していきました。

แตว่า่

　［「しかし，ついにはその困難に打ち勝って」の部分を黙っ

て読む。］　แตก็่เอาชนะความยากล าบากนัน้มาได ้แลว้ก็
　こうきょうきょく［日本語で発話する］ 
［「交響曲」を黙って見つめている］ เออ่ ค าวา่ 

こうきょうきょく［日本語で発話する］ ของคนญีปุ่่ นนีน่่าจะ 

หมายถงึ symphony［英語で発話する］ มัง้คะ คอืวา่ใน

ภาษาไทยไมม่ ีค าทีแ่ปลค าวา่ symphony［英語で発話する］ 

อกีทคีะ่

でも。［「しかし，ついにはその困難に打ち勝って」の部分を
黙って読む。］でも，その困難を克服してくることができまし
た。それから，「こうきょうきょく」，［「交響曲」を黙って見つめ
ている］えー，「こうきょうきょく」という日本人の言葉はおそら
く，意味するのは，symphony［英語で発話する］じゃないで
すか。言ってしまえば，タイ語にはありません。symphony［英
語で発話する］という言葉を訳す言葉は。もう一度。



24 はい。

25 ตรงนีน่้าจะเป็น symphony［英語で発話する］ หมายเลขหา้ 

แลว้ก็ชือ่เพลงก็คอื อา่ โชคชะตา 

運命の［日本語で発話する］ คะ่ แลว้ก็ แลว้ก็

　［「をはじめとする数々の大作を生み出していきました」の

部分を黙って読む。］　ออ๋ เริม่ ๆ จากเพลง 

symphony［英語で発話する］ หมายเลขหา้เนีย่ แลว้ก็มี

ผลงาน แลว้ก็ผลติผลงานทีย่ ิง่ใหญอ่กีหลาย ๆ ผลงานออกมา

ประมาณนัน้คะ่ แลว้ก็

このところは，symphony［英語で発話する］5番のはずです。
それから，曲名は，あー，運命。「運命の」です。それから，
それから。［「をはじめとする数々の大作を生み出していきま
した」の部分を黙って読む。］ああ，始めました，symphony
［英語で発話する］5番の曲からですね，それに作品があり
ます。それにさらに多くの偉大な作品を生み出しました，作
品を出してきました，だいたいそんな感じです。それから。

26 ベートーヴェンの作品は，交響曲，協奏曲，
室内楽曲，ピアノ曲，声楽曲など，あらゆる
ジャンルにわたっています。

ベー ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ 
เพลงของ 

ベートーヴェン［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็จะ อมื

 ม ีอนันี［้「交響曲」のこと］ น่าจะเป็น 

symphony［英語で発話する］ คะ่

「ベー，ベートーヴェン」，「ベートーヴェン」の曲は，んー，
うーんと，あります，これが［「交響曲」のこと］，symphony
［英語で発話する］のはずです。

27 ふーん。

28 สว่นอนันี［้「協奏曲」のこと］ ไมรู่ว้า่　［笑う。］　เออ่ เป็น ๆ 

ศพัทเ์ฉพาะของญีปุ่่ นก็เลยไมแ่น่ใจคะ่ คนไทยไมไ่ดแ้ปลค านี้

ดว้ย

一方これ［「協奏曲」のこと］は知りませんが。［笑う。］えー，
で，ですから，日本独特の単語ですからはっきりしません。
タイ人はこの言葉も訳しません。

29 ふーん。

30 คะ่แลว้ก็
　［「室内楽曲，ピアノ曲，声楽曲など」の部分を黙って読む。
］　อนันี［้「室内楽曲」のこと］ น่าจะเป็น 

etude［英語で発話する］ หรอืเปลา่ไมแ่น่ใจคะ่　［笑う。］　

แลว้ก็ เพลงส าหรับ ピアノ［タイ語において外来語に当たる］

 คะ่ แลว้ก็ อนันี［้「声楽曲」のこと］ น่าจะเป็น เพลงขบัรอ้ง

ประสานเสยีงประมาณนัน้หรอืเปลา่คะ เพลงส าหรับขบัรอ้ง ก็　

เหมอืนมหีลาย ๆ แนว เชน่อนัทีก่ลา่วมาเนีย่คะ่ แลว้ก็

はい，それから。［「室内楽曲，ピアノ曲，声楽曲など」の部
分を黙って読む。］これ［「室内楽曲」のこと］は，おそらくは，
etude［英語で発話する］なんでしょうか，はっきりしません
が。［笑う。］それと，ピアノ［タイ語において外来語に当たる］
のための曲です。それに，これ［「声楽曲」のこと］は，おそら
くは，合唱曲のようなものであるのかどうか，ですね。歌うた
めの曲，で，多くのジャンルがあるようで，これまで述べてき
たように，ですね。それから。

31 そしてその多くが，続く世代の作曲家たちに
大きな影響（えいきょう）をあたえました。

ออื

　［「そしてその多くが，続く世代の作曲家たちに」の部分を

黙って読む。］　ออ๋ อนั

　［「大きな影響をあたえました」の部分を黙って読む。］　

พวกแนวทัง้หลายเหลา่นีก็้ มผีลตอ่ มอีทิธพิลตอ่คนในยคุถัด

มา นักดนตร ีนักแตง่เพลงในยคุถัดมาอยา่งมากคะ่ ประมาณนี ้

คะ่

うーん。［「そしてその多くが，続く世代の作曲家たちに」の部
分を黙って読む。］ああ，これ。［「大きな影響をあたえまし
た」の部分を黙って読む。］これらのすべての多くのジャンル
が，対して効果がありました，後世の人たちに対して影響が
ありました，後世の，音楽家，作曲家に大きく。そんなとこ
ろ，です。

32 ありがとうございました。


