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発話 日本語訳

1 世界の中の日本を語るのに，ノルウェーの北極圏の街，ハンメルフェス
トに

ကမ္ဘာပပေါ် က ဂျပနက် ို ပလေ့လာတ ေ့ အခါမ္ ာတ ေ့။ 世界の中の日本を勉強するときにと言っています。

2 やってまいりました。なぜその必要があったのでしょうか。 ဘာလ ို ေ့ အ ဒ ီシセー ဆ ိုတာ ရ  တာလ ပပါ ေ့။ なぜ，その，「シセー」というものがあるのか。

3 私の心の中には，少なくとも，3つの理由があります。 စ တထ် မ္ ာ န ပပမ္ ေ့လ ဘ  အပ ကာင််းရင််း ၃ ခိုရ  ပါတယ။် 心の中に少なくとも3つの理由があります。

4 えー，少し長くなりそうですけれど， န န ရ ညသ် ာ်းမ္ယလ် ို ေ့ ထငပ်ပမ္ ေ့လ ဘ တ ေ့။ 少し長くなるかもしれないけど，と言っています。

5 ここでその理由をお話しさせてください。 အ ဒ ီအပ ကာင််းပပချကပ်တ က ို ပပန် ...ရ င််းပပမ္ယ။် その理由をまた…説明します。

6 あ，そうですね，その前に，えー，自己紹介をする必要があります。 အာ အ ဒလီ ိုမ္ျ  ်း အ ဒါ မ္ရ င််းပပခငမ်္ ာ က ိုယ်ေ့က ိုက ိုယ ်မ္ တဆ်ကပ်ပ်းဖ ို ေ့ 

လ ိုအပ်ပါတယ။်

んー，そういう，それを説明するときに自己紹介が必要です。

7 この，「世界の中の日本」という45分のテレビシリーズの，第1回から第
15回まで担当させて頂きます，高橋和夫です。

[12秒間無言。] [12秒間無言。]

8 今考えていることをことばにしてください。

9 ပအာ် ဂဏန််းပတ က ို ပမ္ေ့သ ာ်းတယ။်  ၄၃ လာ်း ? အင.်.. えーと，数字を忘れました。34ですか。え…

10 မ္ တမ်္ တာဘ  ပပပာလ ိုကမ်္ယ ်ရမ္လာ်း? 覚えていることだけ話してもいいですか。

11 ဟ ိုဟာ ဂျပနလ်မူ္ျ  ်း ဆ ိုပပီ်းပတာေ့ အ  たか，高橋カタソ，高橋カタソ 

ပဖစ်ပါတယ။်

あれ，日本人と言っています。えー，「たか，高橋カタソ，高橋カタソ」で
す。
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12 えー，今日の最後まで，そしてこのシリーズの最後までよろしくお付き
合いをお願いします。

အာ အဆ ို်းထ က ို ပသပသချာချာပလ်း နာ်းပထာငပ်ပ်းပါ။ あー，最後までしっかりと聞いてください。

13 えー，このシリーズでは，ま，上からわたくしが教えるという雰囲気では
なくて，

[20秒間無言。] [20秒間無言。]

14 今，何を書いていますか。

15 အ ဒါက ို ပမ္နမ်္ာလ ို ပရ်းလ ိုကပ်ပီ်း မ္ တပ်နတာ။ それをミャンマー語で書いて覚えています。

16 書いたものを，声を出して言ってくださいませんか。

17 はい。うん…。 「はい。うん…。」

18 えー，皆さんと同じ目線に立ち同じ立場からさまざまなものを見て疑問
に思い，そして専門家に話を伺う，えー，質問をぶつける，

[20秒間無言。] ခိုနဟာပတ က ိုဘ  သငပ်ပ်းဖ ို ေ့ မ္လ ိုပပမ္ ေ့ က ိုယပ်နရာ 

က ိုယပ်တ ်းပပီ်းပတာေ့ အထ်ူးပလေ့လာပနသကူ ို ပပနပ်ပပာပပမ္ယ။်

[20秒間無言。]さっきのだけ教える必要はないですが，自分の立場で
考えて，専門家にまた話をします。

19 さっきのこと，というのは，何のことですか。

20 အ  上から ဆ ိုတာဘ  ခဏက  ကာ်းလ ိုကတ်ာ။ 上から ဆ ိုတာဘ  ခဏက 

ပပပာလ ိုကတ်ာ။  上から ဆ ိုပပီ်းပတာေ့ ပပပာလ ိုကတ်ာ။ ဒဗီီဒမီ္ ာ အစပ ိုင််းမ္ ာ 

ပါသ ာ်းတာ။

えー，さっき，「上から」というのが聞こえました。さっき，上からと言いま
した。「上から」と言いました。このビデオの最初にありました。

21 そういう役割を演じることができればと，えー，期待しています。 [30秒間無言。] အ ဒ ီအ ဒ ီအ ဒလီ ိုမ္ျ  ်း 役割 အ ဒါ လိုပ်န ိုငမ်္ယဆ် ိုလ ို ေ့ရ  ရင်... 

ပဖတခ်န ပမ္ေ့သ ာ်းတာ။ ပမ္ေ့သ ာ်းတာ။

[30秒間無言。]その，その，そういう，「役割」，それができるなら…パッ
と忘れました。忘れました。

22 長くしたら，忘れてしまうんですか。

23 はい。はい。はい。 「はい。はい。はい。」

24 えーさて，3つの理由なんですけれど， အ  အပ ကာင််းရင််း အပ ကာင််းရင််း ၃ ခို ရ  ပပမ္ ေ့လ ဘ ။ えー，理由，3つの理由がありますが。

25 まず第1番目の理由です。 ပအာ် ပထမ္ဆ ို်း အပ ကာင််းရင််း ပဖစ်ပါတယ။် えーと，1つ目の理由です。



26 幕末に浦賀の沖で， バクマツデ。 「バクマツデ。」

27 [中略] [中略] [中略] [中略] [中略]

28 海の底の石油を掘りだす，天然ガスを掘りだすテクノロジーであります
し，えー，莫大な額の投資であります。

[42秒間無言。] [42秒間無言。]

29 今のこと，少し話してください。

30 အ ဒါ ဟ ိုဟာ တခိုခိုရ  တာ ပပပာလ ိုကတ်ာ ထငပ်ပမ္ ေ့လ  ဘာမ္ နာ်းမ္လညဘ််ူး။ それは，あの，何かを話したと思いますが何もわかりませんでした。

31 しかしその前提の前提となったのは， [8秒間無言。]ゼンテーってなんですか。ゼンテー。ゼンテーってなんで

すか。［笑う］ အ  ဒါပပမ္ ေ့ အ ဒ ီအပ ကာင််းရင််း တခိုလ ို်းနာ်းပထာင ်ကညေ့မ်္  

ဘာလ ဆ ိုတာ န န  သ မ္ယ ်ထငတ်ယ။် မ္ န််းလ ို ေ့ ရမ္ယထ်ငတ်ယ။်

[8秒間無言。]「ゼンテーってなんですか。ゼンテー。ゼンテーってなん
ですか。」［笑う］ えー，でも，その内容を全部聞いてみてから，どういう
のかが少しわかると思います。推測できると思います。

32 北海の国際法秩序の安定であります。 ပအာ် ဟ ိုဟာ န ိုငင် တကာန ေ့ ဟ ိုဟာ ［聞き取り不能］ ဆ ိုရင.်..  アンテー…

ちょっと難しいな。［笑う］

えー，あの，各国と，あの［聞き取り不能］ だと…「アンテー…ちょっと難
しいな。」［笑う］

33 つまりどこからどこまでが誰の海であるかということが တနည််းအာ်းပဖင်ေ့ ဘယပ်နရာက ဘယပ်နရာ အထ က ဘယသ် ူဘယသ်ရူ ေ့ ဒ ီ

ပငလ်ယလ် ? ပ ိုငတ် ေ့ ပငလ်ယလ် ?

つまりどこからどこまでがこの海が，誰，誰のものか。所有している海
か。

34 はっきりしなければ，投資家はお金を注ぐことができなかったわけで
す。

ပအာ် ပပတပ်ပတသ်ာ်းသာ်း မ္ပပပာ မ္လိုပ်လ ို ေ့  ရ  ရင ်အ  က ိုယ်ေ့ပပေါ် 

က ိုယ်ေ့ပ ိုငတ်ယက် ို မ္သ  မ္သ ဘ်ူးပဖစ်မ္ယ။်

えーと，はっきりと言う，やらなければ，えー，自分の，自分が所有して
いるかがわからなくなる。

35 ヨーロッパ人は北海周辺諸国は အ ဥရာပ လမူ္ျ  ်းပတ က။ あ，ヨーロッパの人たちは。

36 第二次大戦後30年余りの ダイニサンセンゴ，ダイニサンセンゴ…。サイセン…，サイセン…。

30年前。 န စ် ၃၀ ပလာက။် ダイニ，ダイニサンセンゴ。 အ ဒ ီ

ပနာက်ပ် ိုင််းမ္ ာ န စ် ၃၀ ပလာက် မ္ ာတ ေ့။

「ダイニサンセンゴ，ダイニサンセンゴ…。サイセン…，サイセン…。30
年前。」30年ぐらい。「ダイニ，ダイニサンセンゴ。」その後で，30年ぐら
いにと言っています。

37 時間をかけて粘り強く交渉し ネバリヅヨクコーショー。ツヨク。コーヨー。うん…。[17秒間無言。] 「ネバリヅヨクコーショー。ツヨク。コーヨー。」うん…。[17秒間無言。]

38 一発の弾丸を発射することもなく，この北海の [20秒間無言。]うん…。[30秒間無言。]わからないな。 [20秒間無言。]「うん…。」[30秒間無言。]「わからないな。」

39 分割を平和裏に完了します。えー，その外交が生み出した国際法秩序
の安定が大規模な投資を可能にし，えー，それによって，北海周辺諸
国全てが大きな果実を得たわけです。

カツワ。 အကိုနလ် ို်းက။ わからないことばたくさんあって。 「カツワ。」全部が 。「わからないことばたくさんあって。」



40 そのとき推測したことばは？

41 ဟ ို နာ်းမ္လညတ် ေ့ဟာပတ  အမ္ျာ်းကက်ီး ရ  ပပီ်းပတာေ့ အ ဒလီ ိုဆ ိုရင ်အ ဒလီ ို 

ဗီဒယီ ိုက ို  ကညေ့တ်ာ ပပပာတာက ို အဆ ို်းထ  နာ်းပထာငပ်ပီ မ္ န််းရမ္ယ။်

あの，わからない所がたくさんあります。そうすると，そういうビデオで
見て話したことを最後まで聞いてから推測します。

42 翻って東アジアの情勢を考えてみますと，そこには東シナ海，南シナ
海，同じように豊かな海があります。

シナカイ。 အပရ ှေ့ဘက ်ကျွန််း။ အပနာကဘ်က ်ကျွန််း။ ပတာငဖ်က။် 「シナカイ。」東側の島。西側の島。南側。

43 あー，しかしながら残念ながらそこは対立と紛争と領土問題の海となっ
ています。

うん…。うん…。အပရ ှေ့ဘကက်ျွန််း ပတာငဘ်ကက်ျွန််းမ္ ာ ပငလ်ယပ်တ  

ရ  ပပီ်းပတာေ့ အ ဒ ီပငလ်ယမ်္ ာတ ေ့။ ဒ ီထငတ်ာပပါ ေ့ပနာ်။ ပပသနာ ၂ ခို ရ  တယပ်ပါ ေ့။

 အ ဒ ီ၂ ခိုက ထငတ်ာပပါ ေ့။ သပူပပာတာ နာ်းမ္လညလ် ိုကဘ််ူး။ ပနာကမ်္  

ပပနမ်္ န််း ကည်ေ့ရင ်မ္ န််း ကည်ေ့မ္ယ။် မ္ဟိုတဘ််ူးဆ ိုရင ်အခိုထငတ်ာ 

ညစ်ညမ်္်းတာတ ို ေ့။ ပငလ်ယ ်ညစ်ညမ်္်းတာ။ အမ္  ကပ်တ မ္ျာ်းတာ။

「うん…。うん…。」東側の島と南側の島には海があって，その海ではと
言っています。ここで思ったことです。問題が2つあります。その2つは
思ったことです。彼が話したことはわかりません。あとで推測するかもし
れません。そうじゃないなら，今思ったのは汚染です。海が汚れてい
る。ごみがたくさんあることです。

44 開発の前提となる国際法秩序の安定が確立されていないわけです。こ
こで我々アジア人は一度ヨーロッパの経験を振り返り，北海の分割か
ら何ものかを学ぶことができるのではないか，

［39秒間無言。］え，うん…。 တခိုခိုက ို ထငတ်ာ ထငတ်ာဘ  ပပပာမ္ယပ်နာ်။

 တ တ ကျကျ မ္သတမ်္ တထ်ာ်းဘ်ူး။ ပနာကပ်ပီ်းပတာေ့ ဥပရာပရ ေ့ ဟ ို ဒ ီ

ပငလ်ယန် ေ့  ပတသ်ကတ် ေ့ အပ ကာင််းအရာ တခိုခိုက ိုလ  သင ်ကာ်းလ ို ေ့ 

မ္ရန ိုငဘ််ူး ဆ ိုလ ို ေ့ ထငတ်ာ။

［39秒間無言。］「え，うん…。」何か思った，思ったことだけを話します。
はっきりと決められていない。それから，ヨーロッパの，あの，この海に
関する何かしらの内容を教えることができないと言ったと思います。

45 そんな思いから実はハンメルフェストから အ ဒလီ ို ထငပ်ပမ္ ေ့ တကယက်ပတာေ့တ ေ့။ そう思ったけど本当は，と言っています。

46 北海を眺めているわけです。 ホッカイ。က ိုယ်ေ့ က ိုယရ် ေ့ ပ ိုငဆ် ိုငတ် ေ့ ပငလ်ယက် ို ပ ိုပပီ်းပတာေ့ 

မ္ျာ်းပအာငလ်ိုပ်တာလာ်း?

「ホッカイ。」自分，自分の所有する海を更に増やすことですか。

47 なぜそう思いましたか。

48 ホッカイって［笑う］。わからな…ホッカイ ဆ ိုတာ နာ်းမ္လညပ်ပမ္ ေ့လ  

ဟ ိုဟာ ဒ ီက ိုယ ်ဒ ီပ ိုငတ် ေ့ ပငလ်ယဟ်ာက ို ပ ိုပပီ်းပတာေ့ မ္ျာ်းပအာငလ် ို ေ့ 

က ိုယပ်နရာ လိုတ ေ့ သပဘာလ ို ေ့ ထငတ်ယ။်

「ホッカイって［笑う］。わからな…ホッカイ」というのはわかりませんが，
あれ，この自分の，この所有する海を更に増やすために場所を奪うと
いう意味だと思います。

49 3つ目の理由はわたくしの丁度後ろになります ၃ ခို ပပမ္ာက ်အပ ကာင််းရင််းကပတာေ့တ ေ့။ ဒ ီငါတ ို ေ့ရ ေ့ ပတာ်ပတာ်ပလ်း 

အလ မ်္်းပ၀်းတ ေ့ဟာလ ို ေ့ ထငတ်ယ။် 丁度後ろです。

3つ目の理由は，と言っています。ここにいる私たちからかなり遠く離れ
たものだと思います。「丁度後ろです。」

50 けれど北極であります。この北極の氷が溶け始め， コー。ホッキョク ဆ ိုတာ ပရပန ်းပင ှေ့။ コーリက ပရပန ်းပင ှေ့လာ်း? အ  ၃ ခို 

ပပမ္ာကက် ホッキョク。ホッキョク。ပရပန ်းပင ှေ့ ပပသနာ။ ပရပန ်းပင ှေ့ တခိုခို 

ပဖစ်န ိုငတ်ယ။်

「コー。ホッキョク」というのは蒸気。「コーリ」は，蒸気ですか。え，3つ目
は「ホッキョク。ホッキョク。」蒸気の問題。蒸気に関する何かです。

51 えー，夏の間はこの北極を ပန ရာသမီ္ ာ ဆ ိုလ ို ေ့ရ  ရင ်အ ဒ ီホッキョク က ိုတ ေ့။ 夏になると，その「ホッキョク」は，と言っています。



52 使ってアジアからヨーロッパへ， သ ို်းပပီ်းပတာေ့ အ ဒါက ို သ ို်းပပီ်းပတာေ့တ ေ့ အာရ ကပနပပီ်းပတာေ့ ယရူိုတက် ို။ 使って，それを使ってアジアからヨーロッパに。

53 ヨーロッパからアジアへと ယရူိုတက်ပနပပီ်းပတာေ့ အာဂျီယာက ို ပပနပ်ပီ်းပတာေ့တ ေ့။ またヨーロッパからアジアに，と言っています。

54 船で通ることが可能になりつつあります。 ဟ ိုဟာ သပဘဘာန ေ့ တငပ် ို ေ့တယ။် 船で。 あれ，船で運んで送る。「船で。」

55 つまりここが，あー，国際政治の一番ホットな ［21秒間無言。］ န ိုငင် တကာန ေ့ ယ ဥ်တ ေ့ コタンセージ အရညအ်ပသ ်းက 

ဆ ိုလ ို ေ့ရ  ရငတ် ေ့။ န ိုငင် တကာန ေ့ ယ ဥ်တ ေ့ အရညအ်ပသ ်း 一番。

［21秒間無言。］各国と比べたら，「コタンセージ」，品質だと。各国と比
べて品質が「一番」。

56 フロンティアとなりつつあるわけです。 フロンケ。フロンケ…。[13秒間無言。]フロンケ…。うん。[25秒無言] 「フロンケ。フロンケ…。」[13秒間無言。]「フロンケ…。うん。」[25秒無
言]

57 この北極海を誰が管理するのかという問題に， ［32秒間無言。］ န ိုငင် တကာန ေ့ ဒီ အရညအ်ပသ ်းက ဆ ိုလ ို ေ့ရ  ရင ် ホッキョク

 ပအာ်　ホッキョクカイって ပပမ္ာကဘ်ကပ်ငလ်ယလ်ာ်းမ္သ ဘ်ူး။ အ ဒါ အ ဒရီ ေ့

 ဒ ီစည််းမ္ျဥ််းပတ  ဘယသ် ူအ ဒ ီပပသနာက ို ဘယသ်ကူပနပပီ်းပတာေ့။

［32秒間無言。］各国とこの品質は，「ホッキョク」，えーと，「ホッキョクカ
イって」北側の海かもしれません。それは，それの，この決めごとを誰
が，その問題を誰が。

58 えー，世界の注目が集まっています。 ［10秒間無言。］ジュ―。［18秒間無言。］ジュ―ロクってなんですか。အ

ပာာာာ ်ပပမ္ာက ်ပပမ္ာကက် ို ပပပာတာလာ်းမ္သ ဘ်ူး။ ジュ―ボク ဆ ိုတာ 

ボクက ပပမ္ာက ်ပပမ္ာကပ် ိုင််းလာ်း?

［10秒間無言。］「ジュー。」［18秒間無言。］「ジューロクってなんです
か。」えーと，北，北というのかもしれません。「ジューボク」というのは，
「ボク」は北。北のほうですか。

59 なぜ北だと思いましたか。

60 ボク  ကာ်းလ ိုကတ်ာ။ 「ボク」と聞こえました。

61 ボクというのは北という意味なんですか。

62 東西南北。 「東西南北。」

63 東西南北で北だと思いましたか。

64 はい。はい。はい。［7秒間無言。］ ဒ ီကမ္ဘာပပေါ်မ္ ာတ ေ့ ジューボク 

ဆ ိုတာပတ က စိုပ ိုပနပပီ်း ...

「はい。はい。はい。」［7秒間無言。］この世界に「ジューボク」というもの
が集まって…



65 この国際政治の一番ホットな話題を皆さまにお伝えしたいというのが， ［17秒間無言。］［聞き取り不能］ホク，一番ホク。 ဂျပနလ် ို 

ဘယလ် ိုလ ?　あー，セージ，セージって，あの。 ဒ ီန ိုငင် တကာမ္ ာ အဓ က

 ပဖစ်ပနတ ေ့ဟာက အ ဒလီ ို ပပပာချငတ်ယလ် ို ေ့ ထငတ်ယ။်

［17秒間無言。］［聞き取り不能］「ホク，一番ホク」。日本語でなんだろ
う？「あー，セージ，セージって，あの。」これは各国で重要なことになっ
ているというようなことが言いたいのだと思います。


