2008 年 9 月 15 日作製

アウトバーン・コップ・クイズ

Ｑ3：クリスの別れた妻の名は

これはインターネットのサイト「Großes Alarm für Cobra 11-Quiz Teil 2」

(1) カリーナ

Carina

2007 年 9 月 8 日版の日本語訳です。印刷する場合はＡ4 横袋とじ 6 枚です。

(2) マルタ

Martha

原文のサイトを表示させるには、
「」内の独文でネット検索してください。

(3) ベア

Bea

選択肢はサイトを開く毎に順番が変わるため、原文も載せます。高得点を

(4) タンヤ

Tanja

お祈りいたします。

(5) ハンナ

Hanna

妻の名前って記憶にありません。どこかの回で話されていたのかな。
Q1:1060 万人という、最高の視聴者数を記録した回は
(1) 第 1 シーズンＴＶムービー（スピードウェイ）Bomben bei KM 92

Ｑ4：マライケ・ファンシュトラーテンとは誰

(2) 第 4 シーズンＴＶムービー
（通称オリジナル版）
Höllenfahrt auf der A4

(1) インゴ・フィッシャーの姉妹

Schwester von Ingo Fischer

(3) 第 90 話

Tod eines Reporters

(2) トムの学友

Schulfreundin von Tom

Comeback

(3) フランク・シュトルテの(元)彼女

Ein tiefer Fall

(4) ゼミルのいとこ

Kusine von Semir

私は誤解しておりました。サイトを書き換えましたので、正解は第 4 シ

(5) ボンラートの（元）妻

(Ex)-Frau von Bonrath

ーズン（http://www.be21.ne.jp/episode4serie.htm）のページをご覧くだ

ヒント：第 1 シーズン（日本未公開）

レポーターの死（日本未公開）

(4) 第 121 話
(5) 第 91 話

カムバック（日本未公開）
大転落（日本未公開）

(Ex)-Freundin von Frank Stolte

さい。
Ｑ5：アンドレがパワーショベルでトラックを壊した回は
Ｑ2：ゼミルのアンドレアの結婚式の立会人は

(1) 第 43 話

Taxi541

Taxi 541

(1) ヘルツベルガー

Herzberger

(2) 第 20 話

盗賊騎士（日本未公開）

Raubritter

(2) ボンラート

Bonrath

(3) 第 13 話

暗殺（日本未公開）

Das Attentat

(3) トム

Tom

(4) 第 41 話

潜入のアンドレア

Brennender Ehrgeiz

(4) ゼミルの父

Semirs Vater

(5) 第 15 話

クラッシュ（日本未公開）

Crash

(5) ヤン

Jan

これもドイツ版ＤＶＤを丹念に見るしかないですね。

ヒント：第 8 シーズンＴＶムービー（ワイルド・ランナー）
Ｑ6：第 87 話父と子（日本未公開）で爆弾の上に座ったのは誰。
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(1) アンドレア

Andrea

(2) トム

Tom

(3) ヘルツベルガー

Herzberger

(4) ゼミル

Semir

(5) ボンラート

Bonrath

(5) リリー-第 140 話非難（日本未公開）
Lilly – Unter Feuer
ヒント：ファンサイトの上の 5 本の番組ガイド。
Ｑ9：アンドレアが特に関心を持つもの。

ヒント：2009 年 2 月出るドイツ版ＤＶＤで確認するしかないですね。た

(1) 童話の本なら何でも

Alte Märchenbücher

だ、
「父と子」というタイトルなので、所帯持ちがヒントかな。

(2) スポーツカー

Schnelle Autos

(3) 珍しいコイン

Für seltene Münzen

(4) テレビ番組

Fürs Fernsehen
Für besondere Handtaschen

Q7:ゼミルの高速警察隊勤務初日、ゼミルと一緒に現れたのは。
(1) 彼女と

Mit seiner Freundin

(5) 変わったハンドバック

(2) 子ウサギと

Mit einem Kaninchen

どこかの回であるのでしょう。まだ見ていないか記憶にありません。

(3) 腹ぺこぺこで

Mit großem Hunger

(4) 迷い犬と

Mit einem herrenlosen Hund

Q10:シュレーダーが精通しているもの。

(5) 水槽に入った金魚と Mit einem Goldfisch samt Aquarium

(1) マーケッテング

Marketing

ヒント：第 2 話あたらしい相棒（日本未公開）

(2) ウィンナー・ソーセージ

Wiener Würstchen

(3) 二輪車

Mit Motorrädern

(4) ヘリコプター

Mit Hubschraubern

(5) 自動小銃

Mit automatischen Waffen

Ｑ8：アンドレアとゼミルの間に生まれた娘の名は。そして生まれた回は。
(1) イリス-第 11 シーズンＴＶムービー（アラーム・フォー・コブラ 11 死
のパスポート）

Iris – Auf Leben und Tod

ヒント：第 6 シーズンＴＶムービー（ワイルド・ランナーＸ3）

(2) アイダ-第 139 話フラッシュバック（日本未公開）
Q11:インゴ・ナウヨクスが短気な夫と殺人者を演じた回は。

Aida – Flashback
(3) クリスティーナ-第 134 話疑惑（日本未公開）
Christina – Unter Verdacht
(4) Yvonne-第 138 話戻る道なし（日本未公開）
Yvonne – Kein Weg zurück

(1) 第 40 話

爆走タンクローリー必爆！

Tödliche Ladung

(2) 第 90 話

レポーターの死（日本未公開）Tod eines Reporters

(3) 第 50 話

爆殺！高速の復讐者

Hase und Igel

(4) 第 91 話

大転落（日本未公開）

Ein tiefer Fall
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(5) 第 51 話

ハイウェイマニアック

Highway Maniac

(5) 底なし沼

In einem Sumpf

ヒント：IMDb http://www.imdb.com/name/nm0622581/で調べると、こ
の俳優さんはアウトバーン・コップに 2 本出演しています。
Ｑ12：第 36 話誘惑の森で、後に殺される暴力的なトラック運転手の名は

Q15:高速警察隊の 3 番目の秘書は
(1) ペトラ・シューベルト

Petra Schubert

(2) レギーナ・クリストマン

Regina Christmann

(1) トミー

Tommy

(3) アンドレア・シェーファー

Andrea Schäfer

(2) ハリー

Harry

(4) スゼンネ・ケーニッヒ

Susanne König

(3) ジョニー

Johnny

(5) カタリーナ・ランプレヒト

Katharina Lamprecht

(4) フリツィ

Fritzi

(5) ゲルハルト

Gerhard

Ｑ16：ゲデオン・ブルクハルトが、アウトバーン・コップに出演する前に
演じていた、有名な探偵番組は。

Ｑ13：たびたび登場する赤いトヨタ・スープラ。持ち主であるハルトムー

(1) 警視レックス

Kommissar Rex

トが車に名付けた名前は。

(2) バルコ（直訳）

Balko

(1) ギナ

Gina

(3) 大都市管轄（直訳）

Großstadtrevier

(2) アルフ

Alf

(4) 第 40 章（直訳）

Abschnitt 40

(3) バービー

Barbie

(5) ドナウ特殊捜査班（直訳）

SOKO Donau

(4) ロージー

Rosi

(5) ルーシー

Lucy

Ｑ17：ゼミルの事をたびたび「キュウリ頭」と呼んだのは誰。
(1) クリス

Chris

Ｑ14：第 113 話友人の危機（日本未公開）で、ボンラートとヘルツベルガ

(2) アンドレア Andrea

ーは、何が入ったプールに落とし入れられ、殺害されようとしたか。

(3) トム

Tom

(1) ガソリン

Benzin

(4) アンドレ

André

(2) 硫酸

Schwefelsäure

(5) ヤン

Jan

(3) 熱湯

In heißem Wasser

知らなかったですね。まだ見ていない回で言ってるのかな。

(4) 塩酸

Salzsäure
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Ｑ18：第 94 話別れ（日本未公開）で、トムの彼女エレーナ・クルーガー

ヒント：どこかの回で呼ばれていたのかもしれないけど、気づかなかっ

はどのようにして死んだか。

た な 〜 。 ド イ ツ ・ ウ ィ キ ペ デ ィ ア に ヒ ン ト 有 り 。

(1) 交通事故

Durch einen Autounfall

(2) 死んでいない

Sie ist nicht gestorben

(3) 自動車に仕掛けられた爆弾

Durch eine Autobombe

(4) 自殺

Sie beging Selbstmord

(5) 射殺された

Sie wurde erschossen

ヒント：第 121 話カムバック（日本未公開）でわかります。

http://de.wikipedia.org/wiki/Cobra_11
Ｑ21：ゼミルとフランク・シュトルテがコンビを組んだ番組の回数は。
1 6 7 8 9
Q22:ハルトムートの初演回で、彼が高速警察に向かないとわかった回は。
(1) 第 7 シーズンＴＶムービー（ワイルドランナーＸ2）Feuertaufe

Ｑ19：第 147 話セカンドチャンス（日本未公開）で、ヘルツベルガーが依

(2) 第 11 シーズンＴＶムービー（アラーム・フォー・コブラ 11 死のパ
Auf Leben und Tod

スポート）

存症に陥っていることに気づいた物は。
(1) リンゴケーキ

Apfelkuchen

(3) 第 6 シーズンＴＶムービー（ワイルドランナーＸ3）Hetzjagd

(2) アスピリン

Aspirin

(4) 第 8 シーズンＴＶムービー（ワイルドランナー）Für immer und ewig

(3) ダイエット薬

Diätpillen

(5) 第 2 話

(4) 鶏のもも

Hühnerschenkel

(5) 咳止め

Hustensaft

Der neue Partner

あたらしい相棒（日本未公開）

Q23:第 32 話プロドライバーで、ヘルベルガーがアンドレをからかった事

見てるんですけどね、覚えていない。この回は RTLnow でも見られなく

は。
(1) 彼がドイツをひどくののしったこと。

なり、確認のしようがない。残念。

Dass er gegen Deutschland gewettet hat
Ｑ20：シュランクマン検事のファーストネームは
(1) テア

Thea

(2) アガーテ

Agathe

(3) シャルロッテ

Charlotte

(4) イゾルデ・マリア

Isolde Maria

(5) リタ・カリーナ

Rita Carina

(2) 運転の練習を必要としたこと。
Dass er zu einem Fahrtraining muss
(3) 彼が車を運河に沈めたこと。
Dass er sein Auto in einen Kanal gefahren hat
(4) 彼が赤い靴下をはいていたこと。
Dass er rosa Socken trägt
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(5) 彼が今後制服を着るようになったこと。

Ｑ27：レネ・シュタインケが出演していない映画は。

Dass er von nun an auch eine Uniform tragen muss
Ｑ24：新しい秘書スザンネ・ケーニッヒを演じている女優は。

(1) 彩られた夢の王子（直訳）

Traumprinz in Farbe

(2) 私が愛した娼婦（〃）

Ich liebe eine Hure

(3) ガソリンスタンド出身の花嫁（〃）Die Braut von der Tankstelle

(1) ケルスティン・シンドラー

Kerstin Schindler

(2) マリア・ローラント

Maria Lorant

(3) ベッティーナ・シューマン

Bettina Schumann

(5) 邦題：バニシングレーサー

(4) マルテイナ・ヒル

Martina Hill

これが直ぐにわかれば、正真正銘のレネ・シュタインケのファン。私の

(5) ダニエラ・ヴッテ

Daniela Wutte

ような一般的なアウトバーン・コップのファンは、彼の出演作品をチェ

(4) マキシマム・スピード（第二チームＴＶムービー[邦題マキシマム・ス
Maximum Speed

ピード]とは別物）

Hammer und hart

ックするしかなさそう（笑い）。逆に、アタライが出ていて、シュタイン
Ｑ25：第 38 話狙撃者ジョーカーで、プロの殺し屋にすり替わったのは誰。

ケが出ていない作品を知っていれば、直ぐに解けそう。

(1) ゼミル

Semir

(2) ボンラート

Bonrath

Ｑ28：第 76 話名誉に関わる問題（日本未公開）で、トムが事件に一人で

(3) アンドレ

André

取り組んでいるとき、ゼミルは何をしていたか。

(4) ヘルツベルガー

Herzberger

(5) トム

Tom

(1) マッサージサロンに横たわり、楽しんでいた。
Er liegt mit Verspannungen in einem Massagesalon
(2) 警察学校で、女生徒を相手に講義中。

Ｑ26：第 1 シーズンで、フランク・シュトルテが(最初に)乗っていた車は。
(1) BMW 3 シリーズ

BMW E36

(2) アルファロメオ

Alfa Romeo

(3) ベンツ

Mercedes Benz

(4) ポルシェ 911

Porsche 911

(5) アウディ

Audi 100

100

Er unterrichtet Frauen an der Polizeischule
(3) シュレーダーと共同で、ファスト･フード･レストランを開店。
Er gründet mit Schröder ein Fast Food-Restaurant
(4) 科学捜査所でハルトムートを手伝け。
Er hilft Hartmut in der KTU
(5) アンドレアと休暇中。

ヒント：第 3 話の印象に書いています。

Er macht Urlaub mit Andrea
ヒント：第 76 話のドイツ版ＤＶＤは、2008 年 11 月 3 日に出るので、
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勘で答えるしかないですね。ただ、シュレーダーやハルトムートが最初

2.画面が替わり、点数が表示されます。

に出演した回がわかれば、選択肢が減ります。後は、おとぼけ路線かシ

3.更に「Sie wollen die richtigen Lösungen für dieses Quiz?」をクリック

リアス路線か…。

すると、画面が替わり、正解が出ます。

Ｑ29：スザンナ・フォン・ランディツとフランク・トラバーが出演したＴ
Ｖムービーのタイトルは。
(1) 邦題：インターチェンジ

Todesfahrt der Linie 834

(2) 邦題：死をまねく夢（※）

Tödliche Träume

(3) 邦題：人質の行方（※）

Zahltag

(4) 邦題：マキシマム・スピード Countdown auf der Todesbrücke
(5) 邦題：不正が生んだ悲劇（※）Explosive Mischung
ヒント：2008 年 9 月 15 日時点で、日本未公開作品もありますが、アウ
トバーン・コップのファンの方なら、難なく答えられると思います。※
は原題と邦題を突き合わせて確認していないので違うかもしれません。
ご了承下さい。
Ｑ30：ラストはアクションに関する問題。アクション・コンセプト社の社
長で、アウトバーン・コップのスタントを育てた人物は。
(1) シュテファン・シャハナー

Stefan Schachner

(2) アンドレアス・ヘラー

Andreas Heller

(3) ヘルマン・ヨハ

Hermann Joha

(4) ティム・ヴィーゼ

Tim Wiese

(5) ペーター・ミュラー

Peter Müller

1.全て回答したら、[Auswertung(評価)]をクリックしてください。
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