第 7 回日独通訳者養成セミナー（日程：2018 年 2 月 24 日～26 日、場所：Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen）
2 月 25 日（日）09:00-15:00 Vortrag von Prof. Dr. Miegel zu den Folgen des demografischen Wandels（動画、独→
日）

【セッションの進め方】
参加者は出来る限り独語・日本語母語者同士でペアを組む。講演の動画を数十秒ごとに一時停止し、各ペアで交
互に訳出し、各自フィードバックを行う。この間、相澤啓一先生が任意のグループを訪ね、訳者の声をボイスレコー
ダーで録音。録音された訳をその都度全員で聞き、フィードバックを行った。
講演動画リンク：https://www.youtube.com/watch?v=WxBILWUUCNM（リンクは参加者に事前にメールで配布）
以下、全員でのフィードバックで出た意見を記録しています：
（1）

•

最初に「Demografie がテーマ」と切り出された場合の Demografie の訳は？

•

人口学→学問分野の話だと思われるのでここでは△

•

人口動態の変遷

•

少子高齢化→この文脈には合っている。「先進国+Demografie」の場合はほぼ「少子高齢化」で
問題ない。先進国でなければ「人口構成（比率、推移）」を含むので「少子高齢化」は合わない。

•
•

人口問題

“Demografie ist ungleich mehr als die Flüchtlingsfrage”の「mehr」は「より重要な問題」というより「より広範
囲にわたる問題」という認識の方が正しいのでは

•

通訳は TPO に合わせる。

•

オーディエンスにとって一番分かりやすい言葉を選ぶ。

•

辞書どおりの訳が正しい訳ではない。

•

専門用語の訳に一貫性を持たせる必要性は確かにある（同じ概念に対する訳が、専
門書 A、学会 B、講演 C…、でバラバラになってしまうのは良くない）

•

ただし専門用語にこだわりすぎて、それぞれの文脈で意味が伝わりにくくなってしまう
のも×

•

その場に居る母語者が聞いて分かりやすいように訳すのが良い

•

誤解を招く表現の場合は補足説明をするのも良い

（2）

•

”diese […] Bevölkerungsentwicklung durch Flüchtlinge kompensieren” od. „demografische Probleme über
Flüchtlinge lösen“ →△「難民を通して」、○「難民によって」「難民で」「難民の受け入れを通して」

•

(die Zuwanderung ist) etwas, was mit großer Kontinuität ablaufen müsste→△「連続性」（「連続」は一度終
わったものが繰り返されるイメージのため）、○「継続性」「持続性」

•

von denen, die kommen, geht auch die Hälfte wieder weg→×「戻る」、△「定住しない」（weg gehen は単に
「どこか別の所に行く」という意味なので、そうでない人が「定住」するのかどうか？）、○「とどまらない」
「来る人の半数は去っていく」（こだわらず簡単な言葉で訳すのが良い）

•

außergewöhnlich を「非日常的」と訳したのは分かりやすい

•

話者が強調したい部分を訳出でも表現することが大切

•

枝葉末節に気を取られて大きな構造を見落としては×

•

“es macht einen UNGEHEUREN Unterschied”の強調部分は訳でも表現すべき

•

「人口のあり方が社会にとって決定的」というメッセージをしっかりおさえ、重要さの度合いで立
体的に、強調すべきところは強調しながら訳す

•

der Anteil Erwerbsfähiger und Erwerbswilliger→△「稼働能力人口」（正しいが専門的すぎて聞き手に理解
されにくい）、△「生産年齢人口」（一般的な用語だが Erwerbswillige を含むニュアンスに乏しい）、○「働け
る人や働きたい人」（平易な言葉で話者の意図もよく伝わる）

•

ちなみに「労働人口」の場合は(der Anteil der) Erwerbspersonen（今現在働いている人、就業者）
になる

•

ob eine Bevölkerung jung ist oder alt ist→△「平均年齢が高いか低いか」（この文脈では間違ってはいな
いが「平均年齢」という原文には無い概念を持ち出す必要があるか？）、○「若いか年を取っているか」
（話者の表現が簡単なので気取らず簡単に訳せば良い）

（3）

•

Für viele gilt nach wie vor das Adenauersche Diktum: Ach was, Kinder haben die Leute immer.→△「子供
は生むものだ」、○「子供は生まれるものだ」

•

Adenauer は「アデナウアー元首相」で良いが、「当時のアデナウアー首相」（当時は子供が多
かった）や、「戦後初の首相アデナウアー」等と補足説明を入れると聞き手が理解しやすい

•

“Ach was, …”には、「Diktum（格言）」らしい格式はないので、皮肉を含んでいる。→「『子供なん
て放っておいても生まれるものだ』というアデナウアー元首相の“名言”がございますが…」という
風に訳でも対比を出すと良い

•

Gesellschaft→△「一般市民の方々」、○「一般の方々」「一般の人々」「多くの人」

•

「市民の方々」という言い方には違和感があるが、最近では「学生の方々」「患者様」等と言うこ
ともあるので間違いではない？

（4）

•

Es ist insofern bemerkenswert, als…（動画 3:25～）から、外国からの労働力確保（移民流入）の歴史につ
いて語られる。話者の発言にはないが、この部分の通訳担当者が「歴史を辿ってみると」と切り出したの
は◎

•

Gastarbeiter→○「ゲストワーカー」「ガストアルバイター」（いわゆる出稼ぎ労働者ではなく、特定の時期・
地域に対する外国人労働者を指すので、「ゲストワーカー」「ガストアルバイター」と言ってよい。ただし、
「ガストアルバイター」は一般には浸透していなさそうなので補足説明を入れた方が聞き手には親切）

•

ein wachstumshemmender Arbeitskräftemangel→△「経済成長を抑える」、○「…を阻害する」「阻む」

•

Chlorindustrie→○「塩素産業」「化学産業」、◎「ソーダ工業」（この文脈においては決定的な情報ではない
ので、「ソーダ工業」が出てこなければ、「化学産業」でも聞き手には十分理解できるので○）

•

「移民で人口不足を補うことは悪ではない」というメッセージを明確に訳す

•

folgenlos→×「結論がない」、○「結果に繋がらない」「成果が無い」

•

Seit 1882 ist in Deutschland kein Jahrgang mehr geboren worden, der so viele Kinder hatte, wie er selbst

（5）

zählte. […] die „Ersatzquote” lag nach den 1920er Jahren bis Ende der 1960er Jahre bei 90 Prozent.:
「Ersatzquote」は、「本人と同じ数の子を産むことを『置換』と言うとすれば」と前置きした上で「置換率」「代
替率」等と訳してしまう

•

Ersatzquote, auch diesen Begriff setze ich in Anführungszeichen,→「カッコ付き」にして距離を置
きたかった理由は、

•

•

「Ersatzquote」という言葉があまり知られていないから？

•

「Ersatzquote」という言い方が正確ではないから？

•

「Ersetzen（死者数を出生数で「補う」）」という言い方が冷酷な印象を与えるから？

Ersatzquote：出産数により死亡者数を補う率。「置換率は…である」という言い方をする。話者に
よれば、1920 年代までは出生数（1882 年生まれの人の出産数）で死亡数を補えており、人口
減少はなかった。

•
•

Ersatzniveau：水準。「置換水準は…に達した」という言い方をする。

出生率と合計特殊出生率

•

出生率：統計的な数で、一定人口に対するその年の出生数の割合。

•

合計特殊出生率：一人の女性が出産可能とされる 15 歳から 49 歳までに産む子供の数の平均

（6）

•

Es müssten ungefähr eine Million geboren werden→△「生まれなければいけない子供の数は 100 万人」、
○「人口を維持するのに必要な子供の数は 100 万人」

•

（7）

eine jährliche Lücke von 350.000 plus→○「毎年 35 万人以上不足している」

•

「何十年にも渡り人口減少が進み、ついに 3～4 年前に国連や連邦統計局により深刻さを公表されるほ
どの人口不足となったが、この穴を一夜にして埋める出来事があった」という話者のドラマチックな語り口
を訳にも出すと良い

•

Was für eine glückliche Fügung, möchte man sagen→○「『恵みの雨』とでも言えましょうか」

•

möchte man sagen と付け加えているのはなぜ？

•

「…との見方もある」という言い方にして、話者自身は迷っている？

•

体裁を気にして「ぼかして」いる？

•

話者は人口問題の専門家であるから、「難民問題は専門外なのでよく分からないが」
と暗に言いたい？

•

「こんなラッキーがあったから、国民はまた暫く無関心でいられるね」という意味の皮
肉？

（8）

•

Also alles bestens. Gibt es auch jetzt wieder keinen Grund, über die Bevölkerungspolitik
nachzudenken→△「問題の理由は無くなった」、○「解決した」（意訳だが日本語では「解決」が最もしっくり
来る）

•

(Wir haben) eine Frage nach der Bevölkerungsentwicklung Deutschlands gestellt→×「疑問をしました」、○
「研究課題となりました」

•

「Problem」や「Frage」に対する訳：「問題、議題、疑問、質問、課題」等があるが、特に文脈に合
わせる注意が必要

•

Problem=問題、Frage=疑問・質問、という一対一の訳はミスマッチになる危険性が高い

•

「問題→Probelem」と無意識に訳してしまいがちだがこれも要注意。日本語では「問題」は「議
題、テーマ」程度の中立的な意味で使われることが多いが、それをドイツ語で「Problem」と言っ
てしまうとドイツ人にはネガティブに取られ、「解決が必要な『問題』」だと思われてしまう

•

Das war eine neue Diskussion, die hatte man so vorher noch nicht gehabt: Wozu überhaupt Kinder?

•

「子が必要か」という議論そのものが新しかったことを強調したい

•

通訳者はここで、「話者が一生かけて取り組んでいる問題なのに笑われたんだ…」と、客観的に
観察できる位の余裕を持った方がよく通訳できる。

•

Batelle-Institut：アメリカの G. バテルの遺産を基金として設立された研究所だそう。（フランクフルトの研
究所は 1990 年代半ばに閉鎖）

（9）

•

Warum Kinder haben in dieser atombedrohten Zeit – das war in diesen 70er Jahren das große Thema:
「70 年代の大きな関心事は核問題である」ということを言うべき

•

“Mein Bauch gehört mir”→「産むかどうかは私の意志」よりシンプルに「私のお腹は私のもの」が良い？

•

Werden Infrastrukturen brachliegen?→「インフラは放置されるのか」より「インフラを維持していけるのか」
が良い？ （brachliegen は「利用されずに放置される」だが、インフラの場合は「（その結果）維持できなく
なる」ので、日本語としては後者の方が自然）

（10）

•

Können wir wieder nach Polen oder ins Baltikum greifen oder in die südeuropäischen Staaten, um unsere
Lücken zu füllen?→「ヨーロッパから」より「国外から」の方が良い？

•

qualifizierte Arbeitskräfte→△「質の高い労働力」「有能な専門工」、○「スキルの高い労働力」（「質の高い」
はその逆が差別的に聞こえるので人に対しては使わないほうが良い。「有能な専門工」は間違いではな
いがドイツ語では qualifiziert は「スキルや知識がある人材」程度の意味で使われるので、あまり大げさに
訳さなくて良い）

•

Medianalter→×「年齢層の中央値」、○「年齢の中央値」

•

Wie sollen die sozialen Sicherungssysteme auf Dauer finanziert warden?→△「社会保障の資金はどのよう
に確保すべきか」、○「社会保障の財源はどのように確保すべきか」

（11）

•

kulturell und religiös immer fremder werden→△「文化的、宗教的によく分からなくなってきている」、○「文
化的、宗教的に異質になってきている（異質さが増してきている）」

•

Wie wir am letzten Sonntag zu sehen bekommen haben: 前の日曜日にザクセン=アンハルト州で州議会
選挙があり AfD が第 2 党に躍進したことを指している。もし分かれば補足説明すると良い。

•

fragil, ängstlich und starr→「もろく、臆病で頑固」と平易な言葉でまとめたのは○

•

これまでは若く成長する社会に（労働力となり得る年齢の）移民が流入していたが、今は停滞する少子
高齢化社会に若い移民が入ってくる、というコントラストが訳でも表現されていて良い

（12）

•

Dann hat sich die wirtschaftliche und soziale Ordnung als ein unfruchtbares Biotop erwiesen→「実を結ぶ
ことがない（不毛な）ビオトープ」と訳しても聞き手には伝わりにくい。ここで「Biotop」は「社会全体」の比喩
として使われているので、この言葉に拘りすぎず、「社会として根本的に欠陥がある」等と訳すのが良い。

•

geordnete Zuwanderung→△「統制された」（「統制」はナチス時代を想起させるため）、○「計画的な」「コン
トロール（管理）された」

（13）

•

「ベタ訳」の長短について

•

デメリット、リスク

•

ベタ訳を読み上げている内に、話者がどこまで話したか分からなくなる

•

ベタ訳作成に時間がかかる

•

話者が原稿どおりに話すかどうか分からず、脱線のリスクあり

•

対策：ベタ訳ではなく要点のみ書き出したメモを作っておく（全文のベタ訳を
作る時間が無いときにも有効）

•
•

サイトラで練習しておく

メリット、「ベタ訳」を作った方が良い理由

•

責任問題。原稿が出ているのにベタ訳を作らず、その結果通訳が失敗したら、完全
に通訳者の落ち度。

•

話し言葉の「手抜き翻訳」をすれば、時間をかけずにベタ訳を作ることは可
能であり、十分に採算が取れる（目安：30 分の講演の場合、2 時間で翻訳
を作る）

•

ベタ訳の作り方

•

2 列構造にし、左に原文、右にベタ訳を配置する。適当に段落ごとに分ける（すると、
段落が飛んだ場合に仕切り直しやすい）。キーワードにマーカーを引いておく（すると、
話者が原稿どおりに話さなかった場合にも該当する箇所を見つけやすい）。

•

時間が無い場合は、まず原稿全体を読み、優先順位をつけ、必要なところからベタ訳
を作る

•

話者が強調したい場合、直訳ではなく、日本語における別の強調表現で言い換えたのが良かった

•

“In Deutschland hat es nie eine soziale Marktwirtschaft gegeben” – Punkt.→「Punkt」の部分を
「全く」と言い換えた

•

Diese materielle Grundlage war für ihn bereits mit dem Wohlstandsniveau der 1960er Jahre
ausreichend geschaffen. Mehr braucht kein Mensch.（動画では Mehr Braucht Kein Mensch を一
語一語明瞭に、ゆっくりと発音）→「十分そのレベルに達していた」と訳し、「十分」を強調して発
音していた

（14）

•

Soziale Marktwirtschaft: 社会的市場経済。競争原理における「弱者」に手を差し伸べる、社会福祉を加
味した市場経済。対比としてシカゴ学派（原則的には競争原理、自由市場経済を擁護）が出てくることも
ある。

•

die Realisierung der sozialen Komponente zunehmend durch den Staat und nicht mehr durch Wirtschaft
und Gesellschaft

•

sozial も Gesellschaft も「社会」と訳してしまうことの危険性

•

「社会」という日本語は意味が広く希薄すぎる

•

sozial は、ここでは「社会的」というよりも、「社会福祉」「社会保障」等の言葉を用いた
ほうが文脈に合う

•

これに対し、Gesellschaft は（sozial との混同を避ける為にも）「市民社会」等と訳した方
が良い

•

soziale Komponente→○「社会的市場経済における『社会』の部分、つまり『社会福祉』
的役割」

•

Wirtschaft: 実際は「民間経済」「経済界」「企業」「産業」の意味で使われている為、単に「経済」
とするよりこれらの言葉を使った方が良い。

•

感覚的には、日本語の「産業」= ドイツ語の「Wirtschaft」。（直訳では産業 = Industrie
だが、Industrie とすると工業（製造業）系に限定される感じがするので Wirtschat の方
が合っている）

（15）

•

nicht nach irgendwelchen Währungsparitäten gerechnet, sondern nach Kaufkraft→○「通貨の強さではなく、
実質の購買力を基準にした」

•

どれだけのモノを購入できる収入があるか、を基準にした場合、ドイツ国内で最下層に属する
人々も世界では上位 20%の富裕層に入る、という意味

•

nach Kaufkraftprarität（購買力平価）を基準にした、と言いたいのであろう

（記録係の記録はここまで）

【記録係の所感】
予め動画のリンクが配布されていたこともあり、ベタ訳を作ったり、講演者の言う「先週の日曜日」の出来事をチェ
ックする等、各自が準備をして臨んでいた。その為か、フィードバックにおいても、内容の解説よりも、「聞き手にと
って分かりやすい訳」という観点からの意見が多かったように思う。つまり、
・直訳に拘らず、
・必要以上に専門用語や難解な訳を用いることなく、
・必要に応じて補足やカットを行いながら、
・その場に居る聞き手が最も自然に理解しやすいような訳を心がけることが大切である
という旨の指摘が多く聞かれた。
また、準備段階では気にならなかったが、この記録を書いていて思ったのが、講演者の語り口は大変抑揚に富
んでおり、声の表情が非常に豊かだということである。その為、ドラマチックな語り口も、文字にすると効果が失わ
れてしまい記録係としては残念だが、逆にこれを生きた言葉で表現できるのが通訳者の強みであり課題でもある。
例えば「Mehr braucht kein Mensch（13）（動画 14:24）」という部分は文字にすると何でもない一言だが、これを「十

分」というやはり何でもない日本語で、しかし「じゅーーぶん」と強く声に出すことで、話者の気持ちを伝えていた。こ
のような表現方法は通訳ならではだと思う。優先順位としては、上記の「聞き手に分かりやすい」と共に、まず
・話者が伝えたい部分が分かるように立体的に訳す
ことが出来てから、その上で、
・話者の心の機微を読み取り、皮肉や強調が伝わるように訳す
ことが出来ればなお良い、という方向で指摘があったと思う。
経験豊富な先生方からベタ訳の賛否についてご意見を伺えたのも有難かった。また、基本用語の為、無意識に
一対一の訳をしてしまいがちだが実は「要注意！」の単語ペアがいくつか挙げられたことも興味深かった。今回挙
げられたのは、「Problem→問題」、「sozial/gesellschaftlich→社会的」、「Wirtschaft→経済」だが、このような基本用
語ほど文脈によって色合いが変わる可能性がある為、注意すべき例は他にも多数あるのだろう。（「Leben→生命」
というのもどこかで挙げられていた。）
一人では考え付かないご意見やご指摘に触れることができ、大変勉強になりました。先生方、参加者の皆様に、
この場を借りて御礼申し上げます。

