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「横浜日独協会

設立５周年記念式典・
演奏会開催のお知らせ」
横浜日独協会は今年で設立５周
年を迎えることになり、来る９月
２６日（土曜日）に、それを祝し
て盛大に記念式典を開催すること
にしております。この式典には、
駐日ドイツ大使フォン・ベルテル
ン閣下並びに林横浜市長など多く
の御来賓の方々がご多忙の中ご出
席頂く予定になっております。式
典に続く記念演奏会では二期会の
島村武男氏によるバリトン独唱が
予定されており、さらに若手演奏
家によるピアノ三重奏なども花を
添えてくれます。
またその場を借りて第二回高校
生作文コンテストの最終入賞者
（二名）の発表も併せて行う予定
です。
開催場所は都筑公会堂で、収容
人数も５百人を超える大きなホー
ルでの開催となりますので、会員
皆様におかれましては、お知り合
いの方々も出来るだけ多くお呼び
頂き、ご参加頂きます様宜しくお
願い申し上げます。
（実行委員長 向井 稔）

演奏予定曲目
□バリトン独唱－島村武男：
・日本の歌－赤とんぼ、故郷、
千の風になって
・カンツォーネ－泣かないお前、
禁じられた音楽
・オペラアリア－ドンジョバンニ、
リゴレットより他

□デュエット－
Ｐ；渡辺まこみ、Vn；伊郷彩花
・グノ－; アヴェマリア、
ブラームス；ハンガリー舞曲他
□ピアノ三重奏：
P, Vn, チェロ；遠藤希
・モーツアルト；ピアノ三重奏 K254

働こうよ、キリギリス君！
―ギリシャの大改革とＥＵの行方―
（１） 変わるか、イソップの寓意？

会長

早瀬

勇

真面目に働いて蓄えるドイツ人と、陽気に人生を楽しみ借金を膨らますギ
リシャ人とは、よく『イソップ物語』のアリとキリギリスに喩えられます。
一般には、冬に食べ物がなくなったキリギリスが、アリに助けを求めますが、
アリは笑いながら「夏の間歌ったら、冬の間踊りなさい」と言って突き放す
というものです（河野与一訳、岩波少年文庫）。怠惰な者への戒めです。
しかし別の結末は、アリは「さあ、遠慮なく食べて下さい。元気になって
今年の夏も楽しい歌を聞かせてもらいたいね。」キリギリスはうれし涙をポロ
ポロこぼしました、というものです（波多野勤子監修、小学館）
。
さて現実に総額４０兆円もの借金を返済する当てがないギリシャに対し、
貸し手のＥＵ（欧州連合）
、ＥＣＢ（欧州中銀）やＩＭＦ（国際通貨基金）は
どう対処するのでしょうか？

（２） チプラス・ギリシャ首相は救国の英雄か、稀代の詐欺師か？
ＥＵがギリシャに求めた緊縮策・改革案に反対し、大衆に楽な生活を約束
して今年１月首相の座に就いた弱冠４０歳のチプラス首相。デ
フォルト（債務不履行）の崖っ縁でＥＵの緊縮策を国民投票で
拒み（７月５日）、その直後の対ＥＵ交渉で一転、国民が反対
した緊縮策を受け入れたその変節ぶりに世界は呆れました。ド
イツのメルケル首相は「信頼が失われている」として、チプラス首相のＥＵ
への緊縮同意をギリシャ議会でも承認させ、その二枚舌を封じました。
ＥＵのユーロ圏首脳はその議会可決（７月２３日）により、３年間で８２
０億ユーロから８６０億ユーロ（約１１兆円）の金融支援を決めたのはご高
承の通りです。今後３年間でのギリシャ政府の改革断行は待ったなしです。
巨大な債務を抱え、非効率な大勢の公務員、手厚い年金制度、低い徴税率、
既得権を守る岩盤規制、それらを改革して国民にやる気を起こさせることが
出来れば、チプラス首相はギリシャ史に残る英雄となるでしょう。
（３）「盟主ドイツ」に伍すフランス
ＥＵ各首脳のチプラス対応に温度差が目立ち始めました。
“借りたものを返すのは当然”と加盟国に自己規律を求め、
他国の財政補てんに自国民の税金は使えないドイツは、ギリ
シャだけでなく南欧諸国にも煙たい存在です。
オランド仏大統領は問題の７月５日、チプラス首相に電話で
「君がユーロ圏に残りたいならフランスは支援しよう」と言い、
秘密裏に仏財務省スタッフ１０名をアテネに送りこんで財政改
革案を代作させました。さらに７月１３日のＥＵ首脳最終会合
でも、席をけって部屋を出たチプラス首相を諭して合意を実ら
せたと言われています（日経７月２５日朝刊）。ドイツに伍してＥＵをリード
したいフランスの意志が見えてきますね。
また、アジア通貨危機（１９９７年）で韓国などに非常に厳しかったＩＭＦ
（国際通貨基金）が、いやに優しいのも気になります。６月３０日ギリシャ
の１５億ユーロの支払期限が過ぎても、ラガルド専務理事（元仏財務相）は
デフォルト宣言を見送りました。オランド大統領を援護し恩を
売る巧みな連係と見るのはうがち過ぎでしょうか？
独仏の溝が広がればＥＵの未来はありません。ロベール・シュ
ーマン、ドゴール、アデナウアー、コールなど先人の努力が無
にならないことを祈ります。
（ｐ２へ続く）
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（P1 から続く）
（４） ギリシャ人も働こう！
ギリシャがユーロ圏に入るには若干無理がありま
した。政府による財政統計のねつ造も一度や二度では
ありません。２００９年には、赤字がＧＤＰの１２．
７％だったのにユーロ圏合格点に近い３．７％にねつ
造。裏口入学だったのです。その後も歴代の政権は大
衆に迎合して放漫財政を続けました。
ギリシャは稼ぐ力をつけること以外に活路はあり
ません。ドイツと共にＥＵを牽引するフランスです
が、博愛主義を高く掲げつつも、現実世界の国際ルー
ルは南欧諸国にも求めて欲しいものです。またドイツ
も、債務削減は不可能にしても、
（非救済条項で禁止）、
返済期限の見直しや職業訓練などを通じてギリシャ
国の再起を支援する時だと思います。
人口１１００万、経済規模はＥＵの 2.5 ％という小
国ですが、地勢的にも文化的にも戦後欧州人が営々と
築きつつある「パン・ヨーロッパ」の一員です。ユー
ロ圏やＥＵそのものから離脱したとしても巨額のユ
ーロ建て債務は残り、稼ぐ力が育たなければ金利すら
払えず、国際信用を完全に失います。今回のＥＵなど
の支援を活かしながら、チプラス首相は２６００年前
にアテナイの賢人ソロンも果たせなかった改革を断
行できるのでしょうか？ （了）

横浜日独協会ヤングクラブ
横浜日独協会の皆様
ご無沙汰しております。
大阪での生活を始めてあっという間に 3 か月が経ちま
した。当初は不安もありましたが、今ではすっかりこちら
の雰囲気に染まっています。東京の友人たちに、「関西弁
覚えた？」とよく聞かれますが、まだ使いこなせていませ
ん。土地の雰囲気に慣れるのは早いですが、言葉を習得す
るには思いの他時間が必要なようです。
航空保安大学校は、航空保安職員を養成する国内唯一の
機関です。「航空管制官採用試験」に合格後、こちらで 1
年間の研修を受け、全国いずれかの航空官署に配属されま
す。つまり、ここでの研修は、今後のキャリアの土台とな
る非常に重要なものです。私たちはこの 1 年で、専門知識
はもとより人命を預かる空のスペシャリストにふさわし
い人格も身に付けなければなりません。
私は、小島様のお誘いで、昨年末より例会や YC 立ち上
げ等に参加しております。JDGY の皆様は高尚な方ばかり
で、いつも刺激をいただき感服する次第です。大阪から出
来ることは限られていますが、今後とも JDGY および YC 発
展のため尽力させていただきたく思います。未熟者ではあ
りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

６月例会
『メルケル首相来日に随行して』
講演会に参加して
会員 萩原 一夫

オステン部長ご自身の独文要約は、P4～に掲載。

日本外交において今年最も注目された７年ぶりのメルケル首相の来日。日独首脳会談等一連のメルケル首相の行事
において通訳を務められた駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館一等書記官 通訳・翻訳部長であられる Beate von
der Osten 様より、
「メルケル首相来日に随行して」という臨場感あふれ感動的なご講演を拝聴することが出来ました。
以下講演内容につきましてはオステン部長ご自身から独文要約が添付されますのでここでは省略し私なりの感想を述
べさせて頂きます。
今回のメルケル首相来日については大いに期待し、
「過去の総括」問題、
「近隣外交」
、
「脱原発政策」、
「財政黒字化」
なども討議されると思ったが、日独政府間の良好な外交関係維持の観点から、
「日本に対してアドバイスする立場にな
い」との公式スタンスで和やかな会談となったことはやむを得ない事であろう。むしろ我々日本国民はドイツ政府に
何かを言ってもらう事を期待するのではなく、我々国民自身がドイツの良い点を学び且つ国内で機会を見て伝えてい
く努力を通じて日本政府に訴え変化を求め続ける必要があると思う。
戦後ドイツの政策を今一度振り返ると、アデナウアーの「独仏友好」、エアハルトの「全ての国民に豊かさを」、ブ
ラントの「Wandel durch Annäherung」
（接近する事による<東側陣営の>変化→東方外交→ノーベル平和賞受賞）
、コー
ルの「ＮＡＴＯ加盟下でのドイツ再統一」
、 シュレーダーの「米国のイラク戦争反対」と「アゲンダ２０１０と労働
市場改革」
、メルケルの「脱原発」と「財政黒字化実現」等などである。
メルケル首相が羽田を発たれる時、オステンさんに「あなたを１００％信頼した」と言われた。この言葉を聞いて
ほっとすると共に一連行事の苦労が報われたと思った。（この部分を聞いた時、筆者は思わず涙が出てしまいました）
その後の懇親会でも von der Osten さんより、例えばＮＨＫのニュースを必ず聞き、一つでも分からない日本語が
あると徹底的に調べ頭に入れる等の並々ならない努力をされているお話を伺い益々感服致しました。
最後に、今回メルケル首相が首脳会談前に浜離宮朝日ホールで行った講演と質疑応答における知的且つ包容力ある回
答を明確に記憶している。現在日本の国会における政府答弁からは知的な説得力や志の高さを感じる事が出来ないの
が残念であるが、戦後ドイツの歩みを鏡に希望を保ち続けていきたいと思う。
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日独修好 150 年の歴史

足りなかったのが非常に残念でした。
開会式で特筆すべきことは 1861 年に日本・プロイ
セン修好通商条約が締結された時のドイツ側代表オ
イレンブルク伯爵の末裔であるジークバルト・ツー・
オイレンブルグ伯爵と日本側の代表であった安藤対
馬守信正外務大臣の末裔安藤綾信氏が参加されて再
会を果たされた事でした。日独友好の歴史の長さを実
感した次第です。
開会式・内覧会終了後大型バス 4 台に分乗し広尾の
ドイツ大使館公邸に向いヘルツベルグ臨時代理大使
主催の日独の友好の宴がもようされ、150 年経過した
今も日独間の深い絆を感じる事が出来ました。
なお、この展示会は佐倉の国立歴史民俗博物館を皮
切りに長崎・鳴門・横浜でそれぞれの博物館の地域的
特性を生かした展示会を開催されるとの事です。
横浜では来春に横浜開港資料館で開催される予定
との事ですので是非見に行って戴きたいと思います。

―ドイツと日本を結ぶもの―
副会長

黒崎

稔

千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館にて 7 月 7
日から 9 月 6 日迄、幕末に国交を樹立以来ドイツと日
本がどのような交流の歴史を紡いできたかの企画展
示会が開催されています。開催に先立ち 7 月 6 日に開
会式・内覧会がモニカ・グリュッタース ドイツ連邦
首相府文化メディア担当大臣等の来賓のご出席を得
て関係者を招き盛大に行われ横浜日独協会からは早
瀬会長以下 5 名が参加しました。
今回の展示会は第一章「プロイセン及びドイツ帝国
と幕末維新期の日本」第二章「明治日本とドイツ」第
三章「両大戦下の日独関係」第四章「宮古島から見た
日独関係史」に分かれて本邦初公開の多数の資料も含
めて写真・絵画・ステンドグラス・木箱・書籍・書状
等の貴重な資料が展示されており内覧会では時間が

７月例会

志賀トニオ氏レクチャーコンサートに参加して
会員 早瀬 純
「パパパパパパパゲーナ！」
「パパパ
パパパパゲーノ！」男性参加者と女
性参加者の合唱の息がピッタリと合
い、志賀トニオ氏が『魔笛』のフレーズをピアノで弾
き終えたとき、会場にいた参加者全員がある種の高揚
感と達成感に浸っていたのではないでしょうか。それ
ほど、トニオ氏のレクチャーコンサートは素晴らしい
体験でした。この貴重な体験の感想をお伝えしたいと
思います。
会報の行事予定に書かれていた「演題（未定）ピア
ノでの弾き語り」から想像していた内容とは全然違っ
て、前半は『指揮者の仕事―ドイツにおける叩き上げ
指揮者の伝統―』と題して、ドイツで指揮者になるに
は、どのような課題と実技をクリアしていかなければ
ならないのか、その際、指揮者の素養としてどれだけ
ピアノが重視されているかなどについて、トニオ氏の
ドイツでの体験談がピアノの実演を交えて語られま
した。中でもスコアリーディングという話題は、「ハ
音記号」を見たことがなかった私にはとても新鮮で、
指揮棒を振るのは指揮者の仕事のほんの一部でしか
なく、様々な音程のスコアから音を読みとり、頭で鳴
らし、音に表情を付けていく作業が指揮者の仕事の要
であり、その基礎となるスコアリーディングが出来る
ようになるまでには大変な鍛錬が必要だということ
を初めて知りました。
後半は、トニオ氏のもうひとつの肩書である「コレ
ペティトーア」
（歌手に下稽古をつける人。副指揮者、
練習ピアニスト）の本領を発揮され、会場の参加者に
「『魔笛』よりパパゲーナとパパゲーノのデュオ」の
合唱指導をされ、「悪くない」と我われをうまくのせ
ながら数回の練習で一定レベルにまでもっていかれ

た手腕はお見事でした。
懇親会では、日本で生まれ育って身に付けた忍耐強
さと「和」の精神が、究極の年功序列社会であるドイ
ツの劇場で生きていくのに役立っているというお話
しが印象的でした。
志賀トニオ（登仁夫）氏は、日本人のお父様とドイ
ツ人のお母様の間に生まれ、今年 40 歳。長年の修行
を経てその魅力と才能を開花されつつあり、イケメン
（！）指揮者として、日本と欧州での活躍が大いに期
待されますので今後も注目していきたいと思います。
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Zusammenfassung des Vortrags

2015年６月20日の JDGY での講演の要約

「通訳から見た2015年3月のメルケル独首相
の日本訪問 －その準備と課題への挑戦」

„Der Japan-Besuch von Bundeskanzlerin Merkel im März
2015 aus der Sicht der Dolmetscherin – Von der
Vorbereitung und den Herausforderungen der Aufgabe“
gehalten am 20. 6. 2015 bei der JDG Yokohama

ベアーテ・フォン・デア・オステン
東京ドイツ大使館および大阪・神戸ドイツ総領事館
通訳・翻訳部長
2015年3月ドイツのメルケル首相が7年ぶりに日本を
訪問、予定のびっしり詰まった東京での2日間でした。
政府高官の訪問、ましてやドイツ連邦共和国の首相の
訪問ともなれば、一方では当然通訳の仕事のハイライ
トではありますが、もう一方では通訳者にのしかかる
責任とプレッシャーは非常に大きなものとなります。
こういう状況で通訳の間違いなど到底あってはなりま
せん。
それだけに、通訳としてできる限り万端の準備をす
ることが一層重要となりますが、その作業は、訪問の
遥か以前から既に始まっているのです。つまり、－当
然自明のことながら－ 世界やドイツ、そして日本国
内のニュースを日々追い、専門分野における語彙を完
璧に把握するよう常に勉強しておくことです。更に非
常に役に立つのは、通訳をする人物 －今回はドイツ首
相でしたが－ その人物の考えや表現の仕方を、あら
かじめインターネットでスピーチ原稿や記事等を検索
し研究して、熟知しておくことです。
こういった作業は、ベルリンから書類が届く来日の
ほんの数日前からしか、具体的に訪問のテーマやプロ
グラムに合わせた準備を始められないため、ことさら
重要になってきます。スピーチの最終原稿や会談の文
書は、最後の最後まで、つまり日本に着陸する寸前ま
で機内で準備検討されることはしばしばで、当然通訳
にとっては相当な時間的プレッシャーが生じる可能性
があります。
ここで時に役に立つのは、通訳とは自分の利害のた
めに動くのではなく、
「顧客（*通訳の相手方）の声」
であるということを、省や連邦首相府、連邦大統領府
の担当者に思い起こさせることです。なぜなら外国語
で「他人の声」になるという任務を最大限遂行できる
ためには、特に会談文書やスピーチ原稿 －草稿も非
常に重要！－ といった必要な全ての情報を、あらかじ
め通訳者に早めに渡す事が重要で、ひいては担当者自
身の得になるからです。
「他人の声」になるということは、内容的にも専門
用語的にも元の言葉に極力近い翻訳をするだけではな
く、使える限り全てのコミュニケーション手段、つま
り非言語的なコミュニケーション手段も使って、 話
し手の意図を翻訳することをも意味します。スピーチ
や対談での話し手の言葉というのは語彙的構文的に素
晴らしい翻訳をすることはできますが、声が小さ過ぎ
るなどの他の理由で聞き手に届かなければ、その翻訳
も殆ど役に立たないのです。言ったことが相手側に届

Beate von der Osten
Leiterin des Sprachendienstes
Deutsche Botschaft Tokyo /
Deutsches Generalkonsulat Osaka-Kobe
Im März 2015 besuchte Bundekanzlerin Merkel seit sieben
Jahren wieder Japan. Zwei Tage in Tokyo mit dichtgedrängtem
Programm. Hochrangige Besuche, zumal, wenn es sich um die
Bundeskanzlerin handelt, sind einerseits natürlich das Highlight
in der Arbeit eines Dolmetschers, andererseits bedeuteten sie aber
auch eine enorme Verantwortung und einen hohen Druck, der auf
dem Sprachmittler lastet. Fehler zu machen ist in einer solchen
Situation schließlich keine Option.
Umso wichtiger ist es also, dass man als Dolmetscher so gut wie
möglich vorbereitet ist. Und diese Arbeit beginnt schon lange vor
dem Besuch, indem man – was natürlich ohnehin eine
Selbstverständlichkeit ist – täglich die internationalen, deutschen
und japanischen Nachrichten verfolgt und kontinuierlich an der
Vervollkommnung seines Wortschatzes in den eigenen
Arbeitssprachen arbeitet. Zudem ist es sehr hilfreich, sich mit dem
Denken und der Ausdrucksweise der zu verdolmetschenden
Person – in diesem Falle der Bundeskanzlerin – vertraut zu
machen, in dem man im Internet nach Redebeiträgen, Artikeln
u.a. sucht und diese studiert.
Dies gilt vor allem, da die ganz konkret auf die Themen und das
Programm des Besuchs abgestimmte Vorbereitung erst wenige
Tage vor dem Beginn des Besuchs beginnen kann, wenn man die
Unterlagen aus Berlin zugesandt bekommt. Allerdings wird
häufig an den Endfassungen der Reden und Gesprächsunterlagen
noch bis zur letzten Minute, d.h. noch im Flugzeug bis kurz vor
der Landung in Japan, gearbeitet, so dass ein ziemlicher Zeitdruck
für den Dolmetscher entstehen kann.
Hier hilft es manchmal, wenn der Dolmetscher bei seinen
Ansprechpartnern im Ministerium, Bundeskanzleramt oder
Bundespräsidialamt in Erinnerung ruft, dass der Dolmetscher ja
nicht im eigenen Interesse agiert, sondern „die Stimme des
„Kunden“ ist. Von daher liegt es im ureigenen Interesse des
Auftraggebers, den Dolmetscher rechtzeitig vorher mit allen
Informationen, die er für die Ausübung des Auftrags benötigt, d.h.
vor allem mit den Gesprächsunterlagen und Redetexten – auch
Entwurfsfassungen sind Gold wert! –, zu versorgen, damit dieser
seine Aufgabe, die „Stimme des Anderen“ in der
fremdsprachlichen Version zu sein, so gut wie möglich
wahrnehmen kann.
Die „Stimme des Anderen“ zu sein, bedeutet jedoch nicht nur, in
der fremdsprachlichen Verdolmetschung inhaltlich und
terminologisch so eng wie möglich am Ausgangsredebeitrag zu
sein, es bedeutet auch, die Intention des Sprechers durch alle, zur
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き受け入れてもらえるためには、言語の形式は別とし
て、それを十分に可能にする方法で伝えねばなりませ
ん。それにはアイコンタクトや声のイントネーション
をはじめ、沢山ありますが、これらのコミュニケーシ
ョン要素は聞き手の注意を確実にひきつけるのに非常
に重要です。注意をひきつけることこそが、内容の伝
達を成功させるためのそもそもの前提なのです。その
ため、本来の話し手自身だけでなく通訳者もまた、演
説したり公的な場に出る才能を持っていれば、非常に
有利になるのです。
通訳者にとって本質的に重要なのは、卓越した語彙
力があり、母国語も外国語も、またあらゆる専門用語
においても素晴らしく堪能であるのは勿論のこと、真
に適切な翻訳をするには、それに相応した文化的知識
を持ち合わせていなければならないことは言うまでも
ありません。すべてが逐語的に訳せるものではないか
らです。話し手の言葉は、場合によって文化の違いを
考慮して適切な言葉に置き換えることが必要です。そ
れを適切に行えるために通訳にとって絶対不可欠なの
は、－とりわけ外交場面では－ 通訳する相手の意図
を知っていることです。
ただ、たとえ通訳者が必要な書類を適時受け取って
綿密に準備し、翻訳の際、いかに実際話された言葉に
細心の注意を払って適切に訳したとしても、その通訳
内容から逸脱したり、すべての結果をひどく妨害しか
ねない領域がふたつあります。
一つは、言語とは常に解釈だということです、自分
の経歴や自分達が携わってきた言語（母国語）に基づ
いて、ひとつの同じ表現でも、様々な人々によって様々
な連想が引き起こされることがよくあるのです。ある
人にとってはポジティブな概念でも、他の人にとって
はネガティブな言外の意味を持ち得るのです。言語や
その言語についての私達の理解に規格などありませ
ん。そのため通訳がたとえ綿密な仕事をしていても、
大なり小なり誤解が生じてしまう危険は、どうしても
排除できません。聞き手が、自身の言語的な背景を基
に通訳者の言葉をどう理解し解釈するかについて、通
訳者は影響力を持たないからです。
二つ目は、会談の相手側がいかに正確に傾聴するか
という問題です。人は得てして自分の聞きたい事だけ
を聞くものです。通訳が専門用語を完璧に正しく翻訳
しても、聴く側が他の事を期待したり望んだりしてい
ると、心の中で多少違って聞こえてしまうことが十分
有るのです。大抵それはニュアンスやたった一つの概
念にすぎないのですが、その矛盾は決定的なものとな
る可能性があります。それは、もしその聞き手がメデ
ィアの代表者で、その文章や映像によるリポートが非
常に多くの人に届いた場合、事情によってはなおさら
重要となります。大半のジャーナリストはきわめて良
心的に仕事をしているにもかかわらず、時には、専門
用語の理解が不完全なまま、対談内容に全く違ったニ
ュアンスを与えかねない記事やリポートも見受けられ
ます。それによってまさに外交の場では、最悪の場合、
二国間の不協和音へと繋がることが有り得るのです。
例えば、実際に使われた「日本」という表現が「日本

Verfügung stehenden - d.h. auch non-verbale Kommunikationsmittel zu übertragen. Eine Rede oder ein
Wortbeitrag kann wortschatzmäßig und vom Satzbau her noch so
kunstvoll gedolmetscht werden, wenn jedoch die Empfänger aus
anderen Gründen, z.B. einer zu leisen Stimme, nicht erreicht
werden, nützt dies wenig. Damit das Gesagte überhaupt beim
Gegenüber ankommen und aufgenommen werden kann, muss es
abgesehen von der sprachlichen Form auch in einer Weise
vermittelt werden, die dies in hohem Maße ermöglicht. Hierzu
gehören u.a. Augenkontakt, Stimmführung und vieles mehr, sind
diese Kommunikationselemente doch von enorm großer
Bedeutung, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer bzw. des
Zuhörers zu sichern, was überhaupt erst die Voraussetzung für die
erfolgreiche Vermittlung des Inhalts darstellt. Von daher ist es
von großem Vorteil, wenn nicht nur der eigentliche Redner selbst,
sondern auch der Dolmetscher ein Talent für das Reden und den
öffentlichen Auftritt hat.
Es ist selbsterklärend, dass es für einen Dolmetscher von
essentieller Bedeutung ist, nicht nur einen hervorragenden
Wortschatz und eine exzellente Sprachbeherrschung sowohl in
der Mutter- als auch in der Fremdsprache bzw. allen
Arbeitssprachen zu haben, sondern, dass auch die entsprechenden
kulturellen Kenntnisse vorhanden sein müssen, um eine wirklich
adäquate Verdolmetschung zu leisten, denn nicht alles kann 1:1
übersetzt werden. Manche Äußerungen erfordern kulturell
angemessene Umschreibungen. Um diese Leistung jedoch
wirklich adäquat bieten zu können, ist es für den Dolmetscher –
zumal auf diplomatischen Parkett – unabdingbar, die Intention
des zu dolmetschenden Sprechers zu kennen.
Doch auch wenn der Dolmetscher die notwendigen Unterlagen
rechtzeitig erhalten und sich gewissenhaft vorbereitet hat, auch
wenn er bei der Verdolmetschung mit größter Aufmerksamkeit
auf das tatsächlich gesprochene Wort geachtet und es adäquat
wiedergegeben hat, gibt es dennoch zwei Bereiche, die sich
seinem Einfluss entziehen und das Gesamtergebnis stark
beeinträchtigen können.
Zum einen: Sprache ist immer Interpretation. Aufgrund unserer
Biographie und eigenen Beschäftigung mit unserer
(Mutter)Sprache kann und wird ein und derselbe Ausdruck bei
verschiedenen Menschen häufig verschiedene Assoziationen
hervorrufen. Ein Begriff, der für den einen positiv besetzt ist,
kann für einen anderen eine negative Konnotation haben. Sprache
und unser Verständnis von dieser lassen sich eben nicht normen.
Von daher lässt sich auch bei gewissenhaftester Arbeit eines
Dolmetschers die Gefahr von kleineren oder größeren
Missverständnissen nie ausschließen, denn er hat keinen Einfluss
darauf, wie der Hörer die Aussage aufgrund seines sprachlichen
Hintergrunds versteht und interpretiert.
Der zweite Punkt betrifft die Frage, wie genau der oder die
Gesprächspartner ihrerseits hinhören. Die Erfahrung zeigt
nämlich, dass wir oft nur das hören, was wir hören wollen. So
kann es also durchaus die Situation geben, dass der Dolmetscher
terminologisch vollkommen korrekt gedolmetscht hat, der
Zuhörer jedoch im Geist etwas anderes hört, weil er vielleicht
etwas anderes erwartet oder erhofft hat. Dies betrifft meist nur
Nuancen oder einen einzigen Begriff, doch diese Diskrepanz
kann entscheidend sein. Dies gilt u.U. umso mehr, wenn dieser
Zuhörer ein Vertreter der Medien ist, dessen Schrift- oder
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政府」と伝えられたり、原語でも翻訳でも、ある良く
ない状況にある事実についてニュートラルに語られ、
状況改善への希望と結びつけられていても、メディア
がそれを「勧告」や「要求」として何らかの対策を講
じるべきものと伝えたりする場合です。
こういった問題は通訳者にとっても大変不快なもの
となり得ます、もし自分が同席した唯一の通訳者で、
しかも録音されてない場合、自分が専門用語的に正し
く翻訳したことを証明する必要が生じる状況もあり得
るからです。そこで通訳メモ帳の綿密なメモが非常に
貴重な助けとなるのです。なぜならプロの通訳は、自
分が通訳メモに書いた事と、自分が通訳で言った事が
一致していると、自信を持って確信しているからです。
とはいえその様なケースは幸いにも滅多にありませ
ん。通訳を交えた対談の大半は全ての人にとって非常
に満足行くものとなり、通訳にとっても、有益な会談
の成功や実り多き訪問に協力したという達成感を与え
てくれるのです。
（訳文：会員 大治はるみ ）

Bildbericht ggf. einen sehr großen Adressatenkreis erreicht.
Gleichwohl die große Mehrheit der Journalisten ihren Beruf
äußerst gewissenhaft ausübt, finden sich gelegentlich jedoch auch
Berichte, die terminologisch nicht 100% sauber arbeiten und
dadurch dem angeblichen Gesprächsinhalt eine vollkommen
andere Note verleihen können. Gerade auf dem diplomatischen
Parkett kann es dadurch im schlimmsten Fall zu bilateralen
Misstönen führen, wenn aus dem tatsächlich verwendeten
Ausdruck „Japan“ die „japanische Regierung“ wird oder wenn
im Original und der Verdolmetschung ein bestimmter im Argen
liegender Sachverhalt neutral als solcher festgestellt und wertfrei
mit der Hoffnung auf eine Verbesserung des Zustands verbunden
wurde, dieser sich jedoch in den Medien als eine „Mahnung“ oder
gar „Forderung“, Abhilfe zu schaffen wiederfindet..
Solche Verwicklungen können potentiell auch für den
Dolmetscher sehr unangenehm werden, da es Situationen geben
kann, in denen er – sollte er der einzige anwesende Dolmetscher
gewesen sein und es auch keine Tonaufnahme geben – ggf.
nachweisen können muss, dass er terminologisch korrekt
gedolmetscht hat. Hier erweist sich das gewissenhafte Notat des
Dolmetschers auf seinem Blöckchen als unschätzbare Hilfe, denn
ein professionell arbeitender Sprachmittler kann davon ausgehen,
dass das, was von ihm dort notiert wurde, auch genau dem
entspricht, was er in seiner Verdolmetschung gesagt hat.
Derartige Fälle sind jedoch zum Glück die ganz große Ausnahme.
Die große Mehrzahl der Dolmetscheinsätze verläuft
weitestgehend zur Zufriedenheit aller und für den Sprachmittler
mit dem guten Gefühl, am Gelingen gewinnbringender
Gespräche bzw. einem ertragreichen Besuch mitgewirkt zu
haben.

ドイツと私

そして最初に訪問したのは、英国からも賛辞がおく
られた名将ロンメル将軍のお墓であった。もちろんガ
イドブックにも出ていなければ、今のようにネットで
調べる事も出来ない。市役所に手紙を書き、場所を確
認した。こうして訪れる人もない墓地を探しあて、一
人悦に入った。
またベルリンでは１９３６年にベルリンオリンピッ
クが開催された競技場を訪れた。そして開催当時に思
いをはせた。私がここを舞台にした「ベルリンオリン
ピックの証人」を横浜日独協会で講演させていただい
たのは、訪問から３６年後、２０１４年９月の事であ
る。

大堀 聰
ドイツと私の関係は仕事と趣味と二つの面がある。
ここでは紙面の制限もあるので、趣味に限って紹介さ
せていただく。
ドイツが好きになったのは、少年時代にアメリカの
テレビ番組「コンバット」を見てからである。アメリ
カ兵が活躍するドラマであったが、端正な制服のドイ
ツ兵に親近感を覚えた。そして最初に覚えたドイツ語
が、アメリカ兵を見つけたドイツ兵が叫ぶ「アメリカ
ーナ―（アメリカ人だ！）」であった。

「三つ子の魂百まで」、
ドイツにこだわる私の
中に少年時代からある
のは、もっぱら７０年
以上前のドイツ、とり
わけベルリンである。

大学は上智大学ドイツ語科を選んだ。そして１９７
８年、３年生の夏、ドイツへの研修旅行があり参加し
た。教授が引率する２ヶ月の団体行動であったが、私
は往復の飛行機のみ他の学生と一緒で、ヨーロッパで
は全く自由行動とした。
この時、南回りが比較的安い渡欧ルートであったが、
チューリッヒまで約３０万円であった。今のような格
安航空券のない時代であった。約２７時間かかった。
一人で回ったドイツ旅行にはこだわりがあった。チ
ューリッヒからその日に南ドイツ、ウルムに入った。

１９７８年、ベルリンオリ
ンピック競技場にて
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ゲンプト前会長に旭日小授章
春の叙勲で、姉妹協会のフランクフルト独日協
会フォルカー・ゲンプト前会長に日本政府から旭
日小授章が授与されました。長年にわたる日独交
流への貢献がみとめられたもので、当協会として
も大変喜ばしく、心からお祝い申し上げます。

喜びのゲンプト前会長と
信子夫人

Sehr geehrter lieber Herr Präsident Prof. Hayase,
sehr geehrte Mitglieder der Nichi-Doku Kyô Kai
Yokohama,

親愛なる早瀬勇会長様、
横浜日独協会会員の皆様、

sehr gern komme ich Ihrem Wunsch nach, ein Gruß- und
Dankeswort zu schreiben anlässlich der Verleihung des
Ordens der Aufgehenden Sonne Goldene Stahlen durch
die japanische Regierung. Hier bedanke ich mich
zunächst sehr herzlich für die Gratulation und die guten
Wünsche, die mir Ihr geehrter Präsident Herr Professor
Hayase in Ihrem Namen dazu hat zukommen lassen.

今日、日本政府の御意向でお受けすることになり
ました旭日小綬章受賞に際し早瀬会長様からの祝辞
をいただきまして心からの感謝の意を表したく思い
ます。
ご存知の様に、私は青年時代から日本に感心を持
っておりました。
かつて警察学校で柔道を習い始めた折、日本に関
して深い知識を持たれた“先生“のもとで訓練を受
けた事がきっかけでした。
その後交換留学生として米国で勉学中に、今の家
内と知り合った事から、より個人的な興味も深くな
り日本語の勉強に加えて日本と日本の考え方をより
良く知るための努力が深まって行きました。

Wie Sie wissen befasse ich mich bereits seit jungen
Jahren mit Japan, ausgelöst wohl durch mein schon
frühes Judotraining an einer Polizeischule, wo ich auf
einen wunderbaren ‚Sensei‘ stieß, der ein ausgewiesener
Japankenner war.
Als ich viel später meine zukünftige Frau bei einem
Schulbesuch in den USA traf, bekam das ganze eine
besondere sehr persönliche Note. Dies führte schon
zeitig zum ersten Studium der japanischen Sprache und
erhöhter Bemühung, das Land und die Denkweise
besser verstehen zu wollen.
In der Tat hat das Land Japan später, auch nach einem
betriebswirtschaftlichen Praktikum bei Shin Nihon
Seitetsu K.K. in Verbindung mit Tokyo Dai Gaku und
später nach einem dreijährigen Stipendium des DAAD
zum Studium in Japan selbst, dazu geführt, auch in
meinem späteren Berufsleben häufig im Mittelpunkt zu
stehen.
Hilfreich waren hier auch meine vielen Jahre als
Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaften zuerst
in Stuttgart und später in Frankfurt am Main. Die
Krönung dieser Bemühungen war mit Sicherheit die
Partnerschaft mit Ihnen in Yokohama und ich danke
Ihnen allen für dieses Entgegenkommen. Auch möchte
ich hervorheben, dass ohne die tatkräftige und sehr
effektive Unterstützung durch die ehrenamtlichen
Mitglieder meines Vorstands unsere Arbeit in Sachen
Japan nicht hätte erfolgreich sein können. Den Orden
haben wir daher sozusagen ‚gemeinsam‘ bekommen.
Ihnen allen in Yokohama danke ich für die wachsende
überaus erfreuliche Zusammenarbeit und hoffe, dass wir
diese auch weiterhin vertiefen können.

この興味を実践に移す機会として経営経済学実習
生として新日本製鉄および東京大学で教育を受け、
その後３年間 DAAD 奨学金を受けて日本での勉強を
終了し、以後現在に至るまで職業の中心を日本とし
て進んでまいりました。
その間長年のシュツットガルト独日協会会長とし
て、又その後のフランクフルト アム マイン独日
協会会長としての経験が大きな支援となりました。
その中でも最大の栄誉は横浜の皆様とのパートナー
シャフトが実現出来にいたった事です。
今までフランクフルト独日協会の実践してまいり
ました日本に関しての多くの仕事は協会理事一人一
人の無償の支援と実行力なくしては成功に至らなか
ったのです。
従って今回の受賞は“私達皆“でお受けするわけで
す。
横浜の皆様との種々の面での活動の拡大を心から
感謝し、今後もさらに深めていくことを願っていま
す。
心からの感謝をこめて、
フォルカ
ゲンプト
（信子ゲンプト夫人訳）

Herzlich,
Ihr
Volker Gempt

7

ヤングクラブＹＣの例会（予告）

行事予定

趣旨：

YC の各メンバーが「趣味を語る会」と称して、
思い思いにドイツの話題をお話しする会を企画
しています。
日時： １０月４日（日）14:00－15:30
ＹＣ例会（
「趣味を語る会」
）
１５：３０－１７：００懇親会
内容：
（１）小泉智郷：
「ドイツの航空雑学講座」
（２）上遠野翔：
「駆け出し学徒の常識としての中世ドイツ史」
（３）澤口聡太：
「カントの哲学」
（４）渡邊大記：
「見ず知らずのドイツ人に親切にしてもらった話」
（５）廣岡奈々子：「ベルリン旅行史」
（６）渡邊野乃花；「ドイツクラブチームでの経験」
注１．発表予定者、タイトルは暫定、変更の可能性有
会場：戸塚区民文化センター４階創作室
会費：例会―１０００円（但しＹＣ会員無料）
懇親会―５００円

■平成 27 年 9 月 設立 5 周年記念例会：
・日時；9 月 26 日（土）午後 1:30～4:30
・会場；都筑公会堂ホール（センター南駅より 5 分）
・内容；記念式典＋コンサ―ト
（デュオ、バリトンソロ他）
・会費；1000 円（なお学生は 500 円）
＊参加申込は同封のハガキに希望枚数を記入し、添
付の振込用紙にて 8 月中にお支払いください。
▲2015 年オクトーバ―フェスト：
・日時；9 月 26 日（土）午後 6:00～
・会場；横浜カントリーアンドアスレティッククラブ
Tel.; 623-8121・根岸線山手駅徒歩 15 分・
・会費；約 2000 円
＊今年は 5 周年行事と重なりましたので、参加希望者は記
念行事終了後、個別に会場へ移動をお願い致します。

■平成 27 年 10 月例会：
・日時；10 月 4 日（日）午後 2:00～5:00
・会場；戸塚区民文化センター4 階創作室
・内容；ヤングクラブ会員の「ドイツを語る」懇話会
・会費；例会－1000 円 懇親会－500 円
■平成 27 年 11 月例会：
・日時；11 月 22 日（日）
（予定）午後 2:45～5:00
・会場；戸塚区民文化センター
4 階リハーサル室（予定）
・内容；ホームビデオ鑑賞会『菩提樹』
（後編）
・会費；鑑賞会～500 円、懇親会－500 円
■平成 27 年 12 月 クリスマス会：
・日時；12 月 12 日（土）11:30～14:30 （受付 11:00）
・会場；イタリアン パパダビデ (Tel; 045-650-7080)
みなとみらい線 元町・中華街駅 4 番出口隣

編集後記
このたび担当の変更があり、山口さんとご一緒にやらせ
て頂いた編集のお仕事は本号をもって最終となります。
あまりお役に立てなかったのですが、この会報の編集を
通じて多くのことを学ぶことが出来、大変感謝しており
ます。次回号からは新山口編集長が中心となって、より
クオリティーの高い「Der Hafen」の発行を目指してい
かれますので、是非会員読者の皆さま、ご期待ください。
（向井）

今月は、記事が多すぎて掲載を諦めた記事があった
にもかかわらず、8 ページになってしまいました。次
回から向井さんもいらっしゃらないとなると、やって
いけるか不安になっております。
（山口）
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新入会員紹介
・森 信義様（もり のぶよし）
・杉山壮二様（すぎやま そうじ）

あなたの原稿を本にします

株式会社 文芸社

代表取締役 瓜谷 綱延

設立百三十周年
横浜生まれのドイツ商社

ウィンクレル株式会社

最先端テクノロジーを革新する

トルンプ株式会社

おもてなしの心をすべての人に
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モトスミ・ブレーメン通り
商店街振興組合

株式会社 コトブキ

人と人をつなぐ、コトブキ

アム フルス

製パンマイスターが作る
本格ドイツパン

ワインブティック伏見

ドイツ銘醸ワインをはじめ
世界ワインの品揃え

・

祝 横浜日独協会設立五周年

