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新年明けましておめでとうございます。

　今年はうさぎ年です。うさぎのようにぴょんぴょんと飛び跳ねて、

明るい年になることでしょう。いや、そうなります。

　昨年は10月に金大中韓国大統領が日本を訪問しました。そし

て、韓国における日本文化の解禁を進めると言われました。2002

年にはワールドカップが日韓共同で開催されます。今後、日本と

韓国は経済的、文化的に一層交流が深まることでしょう。

　また、昨年11月の終わりには、中国の江沢民国家主席が来日

しました。中国とも交流が活発になります。　

　しかも、日本の国際化もますます進みつつあります。ということは

多言語の出番がより一層多くなることになります。

　そこで、KBSの役割がより一層必要になります。

　当社において、マックによる組版がほとんどですが、新年からは

Windowsによる組版をもっと進めます。現在、カラオケなど一部

は電算写植を使っていますが、写真や画像も入らず、文字のみ。

しかも印画紙しか出力できない。もうそろそろ、このシステムは去

る運命にあるようです。

　多言語の印刷物制作においては常に先を進むKBSは、いつも

一歩先を進み、日本をはじめ、世界に役立つ会社としてぴょんぴょ

ん飛んで行きます。

高　仁　鳳(ko inbong)
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以前一緒に仕事をした済民日報社の前にて

11月13日（１日目）

08：00 関西空港、KALカウンター前集合。
09：30 KAL大韓航空機で、済州へ。
11：20 済州空港到着。現地案内の世一旅

行社の迎えを受け、観光バスに乗る。
済民日報社からも迎えにきていた。高
社長はこの済民日報社が迎えにきた
車に乗って、済民日報社へ。

12：00 済民日報社到着。社内見学。
済民日報日本語版の創刊にはKBS
も制作に加わったのだ。

12：40 昼食、南道会館。 （石焼
ピビンパブ）を食べる。

13：30 三姓穴など観光へ。
14：00 済州道民俗自然史博物館
15：00 書店（漢羅書籍タウン）

「アレアハングル815」の説明書など
を購入。

15：40 龍頭岩観光。
16：00 民芸百貨店
16：40 ホテル着。済州グランドホテル着。
18：30 夕食のため、ロビー集合。
18：40 韓国館に到着、韓国式料亭。夕食は

ここで。傍には女性がついて酒など
注いでくれる。昔のヤンバンの気分。

11月14日（２日目）

08：00 ホテルで朝食。
09：30 観光へ出発。
10：30 山房山に到着、山房窟寺、薬水が飲

めるところまで登る。
11：00 山房窟寺に到着。ここの水を一杯飲

めば、一年若くなる。３杯飲めば３年若
くなる。４杯飲めば元にもどるという。

11：50 乗馬場。カウボーイになった気分で、
馬に乗る。

12：30 射撃場。本物のピストルに実弾を入
れて打つ。まあ、生まれてはじめての
体験。日本ではこんなこと出来ない。

13：12 昼食。キジのしゃぶしゃぶだ。
14：00 新羅免税店。
15：00 天帝淵滝。
16：20 志岩高麗青磁の窯元。すばらしい。
17：00 お化け道路。
17：30 毛皮専門店。
19：10 夕食。ここにソウル支社長一家が参

加。
21：30 ホテルに戻る。
22：15 支社長家族と高社長、上間部長が豚

足を食べに。
若くなった？山房窟寺にて

カウボーイ気分満喫の社長

射撃で高得点

刷りあがった新聞

済民日報社長
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韓国へ行ってたくさんのすばらしい景色を見て
来たが、行く前から1番興味を持っていた事は、や
はり”食”についてだろう。だから私は、「～を見て
来た」などは書かずに、食べ物1本に絞って書く事
にした。
　韓国の魚介類は海が日本と同じなので、ほぼ
一緒だった。出された魚料理は、日本風にアレン
ジしてあったので普段韓国の人がどんな魚料理
を食べているのか味わえなかったのが残念だっ
た。鍋でイカとタコと貝が入っていたが、イカ・タコ
はゴムのように固く、貝は砂を吐かせてないので、
とてもじゃないが食べられた物ではなかった。
　肉料理は中国の影響を受けているのかもしれ
ない（日本で言うと沖縄風）、こちらも韓国の肉料
理で食べる事が出来たのは焼き肉だけだったの
で、よく分からなかった。肉と言えばキジ肉を食べ
たが、鳥と言うより豚に近い味だった。
　野菜は、どれも小振りで白菜なんか日本の1/4ぐ
らいしかなく「こんな小さい白菜でキムチ漬けるの
大変だな～」と思った。果物はみかんと柿が置い
てあり、柿は熟して柔らかくなった物を売ってい
た。みかんは味も見た目も日本と同じだが、成って
いる木は、１メートルぐらいしかなくかなり低かっ
た。後から聞いたのだが、どうやらこの島は風が
強くてあまり大きく育たないらしい。それに年間の
15％ぐらいしか晴れた日がなく、日照時間も関係
しているのかもしれない。
　野菜の中で1番思い出に残っているモノと言え
ば、高麗人参の強烈な臭いには参った。こう文章
を書いていてもあの土臭い臭いが甦って来る
（オェ～）。それに屋台で売っているサナギには思
わず逃げ出してしまった。その他の屋台で売って

いる物はどれもおいしかったけど。
　スーパーでは、豊富なインスタント食品が売ら
れているのに驚かされたが、キムチだけは、パック
や瓶に入っている物はなく、キムチが日本の肉屋
の様に計り売りをしていたのは「さすが、韓国！」と
唸った。そこでキムチを買おうと思ったが、税関で
引っかかると思って諦めたのだが、今から考える
と非常に惜しいことをしたと思う。韓国で食べたキ
ムチは店によって味が違ったがどれも美味しく、話
で「韓国のキムチは辛くない」と聞いた意味が
やっと分かった。
　飲物は、生水が飲めないのでご飯の時に出て
くる物はお茶で、そのお茶も日本の様に麦茶一辺
倒ではなく、「とうもろこし茶」や「柿の葉茶」等 そ々
の店によって様 だ々った。自動販売機はコカ･コー
ラ社が約8割を占め、売っている商品も「パワーエ
イド」なる青色の怪しい液体が主力商品らしい。こ
のパワーエイドと言うのがどうやら日本で言うとこ
ろの「アクエリアス」に当たるらしく、オリンピック公
式飲料になっていたのだが、味は
甘ったるくサイダー風味で、さわや
かな水分補給飲料とはほど遠かっ
た。姉妹商品として、赤色と緑色も
あったが、飲む気にはなれなかっ
た。韓国の自動販売機は、カップと
缶が一緒に売られているのが普
通で、値段は800Ｗ（ウォン）～1000
Ｗが一般的な相場だ。
　韓国の喫茶文化は日本より発達
しており、どの店もおしゃれで、コー
ヒーはほとんどなくお茶の種類が
豊富で、甘い物からすっぱい物ま

でなんでもあった。自分は「きなこ茶」を飲んだが
なかなか美味しく、また飲みたいと思った。日本で
も発売すればいいのに。
　お菓子も日本の会社が出しているのか、単なる
パクリか分からないが、パッケージが全く同じ商品
がいっぱいあった、ここにも「高麗人参ガム」なる
物が売ってあって、臭うとたしかに高麗人参の臭
いがした。
　この旅行で食べた物は、キムチ、ナムル、石焼き
ビビンバ、お造り、魚の焼き物、アワビ粥、チジミ、ホ
テルの朝食、キジ鍋、海鮮鍋、焼き肉、お菓子、飲
物色 、々だった。
　この旅行で出された食べ物（自分のお金で買
わなかった物）全てが、日本人観光客相手用に
作った物だったので口にはあったが、いつも韓国
の人がどんな料理を食べているのか、たとえまず
くてもいいから食べみたかった。

済州美食紀行
MAC部 稲木 隆文

稲木君オススメの「きなこ茶」

１１月１５日（３日目）

05：30 ホテルを出発。日の出を見るために、
城山日出峰へ。

06：30 城山に到着。峰の方へ登って行く。
07：00 太陽が昇り始めた。しかし、ちょうどそ

こに雲がかかっていて、太陽はうっす
らと見えた。それでも、壮快！

11：30 城 民俗村。済州道の昔の生活ぶり
がここではそのままある。

12：30 萬丈窟。
14：00 昼食。ブルコギ。日本語で言えば、焼

肉だが、日本での焼肉とは違う。食堂
の名前は「 ／チェジュヌル
ボム」

15：00 ショッピング。KAL免税店へ行く人と、
市場へ行く人が分かれる。

19：00 大韓航空　KE733で大阪へ。

長い坂道を上り、目の当りにしたのは
感動的な日の出の瞬間

太陽に向かってお祈りすると願い事が
叶うという言い伝えがあります。
どんな願い事をしましたか？
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アンニョンハシムニカ。こんにちは。ニーハオ・・・
社員旅行で韓国の済州島に行って来た。わた

しにとっては、日本以外に初めての外国だが。
二泊三日の旅行で、天気は良かった。少しも寒く
なく、とても十一月中旬だと思わなかった。元はツ
アー旅行そのものが嫌いで、自分で地図一枚を
持ってぶらぶらしたりする旅が好きだったが、みん
なと一緒に楽しめることが出来ればと思って参加
した。
昼食。美味しかったね、あの石焼ピビムバップ

が。韓国式でスプーンで食べるのがマナーで、決
しておわんを持ってたりしたら良くないと聞いてた
ので、行儀良く（？）初めての本場韓国料理を頂い
た。でも少し足りなかったのか、一時に昼食がす
んだのに、三時ごろにお腹がぐ～～と鳴った。我
慢しながら観光してから、グランドホテルへ。それ
は立派なホテルで、庭園
が特に美しい。済州島で
は、南国の植物が多く植え
ていて、空気もすごく新鮮
で、大阪で毎日排気ガス
を吸っていながら生活して
いるわたしにとっては、まさ
に贅沢な享楽地だと言っ
て良いほど、とても気に
入った。
途中、本屋に行きたいと

言ったら社長も大喜びで、
済州の一番大きな本屋に寄せてもらった。一番大
きいと言ってもうちの近くにあるTUTAYAと同じぐ
らいだった。もちろんハングルの本だらけだった。
一度ハングルを習おうと思ったことがあるが、結
局自分の名前しか言えない程度で終わってし
まった。でも、私にとっては、どんな言葉で書かれ
ても見たらわかる本がある。それが碁の本だ。韓
国語では囲碁のことを「パドゥク」というんだ。棋譜
が載っている本なら、解説の部分が別にわからな
くても、棋譜通りに並べて碁の進行を見るだけでも
楽しめるんだ。さっそく世界ナンバーワンの李昌
鎬（イーチャンホ）と曹薫玄（チョフンヒョン）二人の
打碁集二冊を入手。15000ウォンは約1500円で、
日本の半額ぐらいだが、韓国の金銭感覚では少
し高いかもしれない。
ホテルについたらまた時間があったので、テレ

ビをつけた。あら、パドゥクのチャンネルがあるじゃ

ないか、これで再び感心した。ちょうどその日に朝
日新聞社が主催した第二十三期囲碁名人戦七
番勝負に趙治勲名人が王立誠九段の挑戦に四
勝二敗一無勝負で防衛し、名人位三連覇、通算
八期を達成した翌日なので、番組にその対局が
解説されているのだ。韓国では日本のタイトル戦
に在日韓国人の趙治勲を応援するが、国際戦に
なるともし日本棋院に所属する趙治勲と韓国棋院
に所属する李昌鎬が対局することになったら、二
人とも国籍が韓国だとしでも間違いなく本国にい
る棋士のほうに味方をするのだ。愛国心を持って
いる韓国人の国民性を伺うことが出来るじゃない
のかと思った。
二日目、お昼のキジ鍋は美味しかったが、観

光、乗馬、射撃、ショッピングなど決まったコース
で、さすがに疲れた。三日目の未明に起きて、み

んなと一緒に山を登り日の出
を見てから、民俗村と洞窟な
どを観光し、お昼に今まで味
わったことの無い焼肉を美
味しく頂いた。街で普通の
スーパーを見つけてそこで
生の唐辛子を買った。日本
のスーパーでも唐辛子は
売っているが、ぜんぜん辛く
ない。ショッピングはずっと観
光客向けの店ばかりに連れ
られていかれてつまらない

ので、普通の韓国人が生活している環境で買い
物を体験してとてもよかった。

初めての韓国
翻訳部　李 凡

キジしゃぶを食べるわたくし

済州島は有名な観光地として、ホテルや観光
名勝などに韓国語はもちろん、日本語、英語及び
中国語のパンフレットがたくさん置かれていて、観
光客にとってはとても便利だが、なぜか道路標識
はハングルしかなかった。せめて英語ぐらい併記
してもらえないと、ハングルの読めない人の一人
旅だったらお手上げだ。仕事柄のせいか、とても
残念だと思った。
今回の旅行では、初めての韓国を体験しただ

けで良かったと思うが、本物の韓国を味わった感
じがしないのはとても残念なことだ。

兄ちゃん、味噌入れたかい？

お気に入りナンバーワンのプルコギ

二人共に韓国食文化を堪能
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記憶が確かなら、僕は今まで４度、海外旅行を
しました。４度すべてが韓国です。
その４度目の韓国旅行は、２度目と同じくＫＢＳ社
員旅行という形になりました。ただし場所は前回の
ソウルではなく、済州島でした。
いろいろなことがあって書いていくとキリがな

いので、よかったこと困ったことを書こうかと思い
ます。

馬に乗る
MAC部 高 允樹

僕にとって一番のハイライトは乗馬でした。
旅行前から鄭さんに馬に乗りたいと希望していた
ので、スケジュールに乗馬が加わっているのを見
たときは心が躍りました。
果たして旅行２日目の昼、馬の牧場に着きまし

た。貸し与えられた黒のカウボーイハットに赤いベ
ストを着込み、手にはムチを持って馬に跨ります。
「思っていたほど高くはないな」と、まず思いまし
た。実際、この島の馬はおしなべて小型のようで
す。バスガイドさん曰く、１年のうち15％しか晴れる
日がない貴重な秋晴れの下、希望通り馬に跨って
気分が悪かろうはずもありません。手綱を引く兄
ちゃんはシキリに「（ムチで）ケツをシバいて」と催
促してきましたが、少しでも長く馬に揺られていた
いと思い、ポンポンと促す程度に叩くだけにしまし
た。
折り返しの小高い丘の上から麓を見下ろしたと

きは、さながら昔の戦乱の時代の武将にでもなっ
た気分でした。丘の上にいた家族連れを何気な
しに見ていると、男の子と女の子が「アンニョンハ
セヨ」と声をかけてきたので、僕も笑って「アンニョ
ンハセヨ」と返しました。そのときの２人のはにかん
だような笑顔が、とても印象的でした。
丘から下って牧場を一周したところで馬から降

りました。短い時間だったけど、満足感でいっぱい
でした。馬に乗りたいと言っておいてよかったと心
から思いました。
ただ観光地化の行き過ぎには正直あきれまし

た。ホテルの周りは日本語の看板であふれ、店の
前を通ろうものなら「待ってました」とばかり中から
日本語ペラペラの店員が声をかけてきます。
韓国に来る前から、いい靴を安く買えたらいい

なあと思っていたので靴屋に行きました。入るとス
グに店員が寄ってきます。日本の店でもスグに声
をかけてくる服屋や靴屋を嫌う僕は、アッという間
に買う気が失せてしまいました。そこで、１人で店
に入れば観光客とは思うまいと考えて、最終日の
朝に店に行ってみました。思ったとおり、店に入っ
てスグに声をかけてはきません。「観光客っぽいけ
ど、朝に１人では来えへんやろしな…」といぶかし
げに見ているだけです。しかし「しめた」とばかり
に靴を手にとると、いつの間にやらすぐ背後に立
ちハングルでベラベラッと話しかけてきました。
「○☆ウォンでお安くなってますヨ」みたいな感じ
のことを言ってるようですが、ほとんど理解しきれ
ません。たまらず店を出ました。
結局、靴は買えずじまいでした。もし次に韓国

に行くことがあったら、じゅうぶんに時間をとって店
員の攻撃にうち勝ち、楽しい買い物をしたいもの
です。
最後に、宴会が思った以上にうまくいってよかっ

たです。みなさん、楽しいジェスチャーのご披露、
ありがとうございました。

賞品のサンタ帽と変装セットの上間部長
日の出を見た帰り道

三姓穴の中まで
入ってしまった社長。

最後の夜のお出かけは喫茶店へ。
シェークの上に星と月の
デコレーションがついてカワイイ。

済州島のシンボル
「トルハルバン」
いたる所でこの姿
を見かけました。

写真あれこれ
ミニエピソード

市場で見つけたのは
笑っている様に見え
るブタ。
韓国では笑顔のブタ
は縁起が良いらしい。
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ブラウン管に引き込まれそうな風景が映ってい
た。グレーの空気に古びた建物。どうやらやっぱり
私は北の国が好きらしい。久 に々テレビで見たの
はスコットランドと離れ島たち。
　本当はアイスランドかオークニー諸島の海を見
たかったのだけれども、私が最も北まで足をのば
したのはスカイ島までだった。今から5年も前の話
だ。北を目指してロビンフッドのノッティンガムから
ニューカースル、エジンバラ城、アバディーン、ネス
湖で知られたインバネス、オーバン、そしてベン・
ネヴィス山の麓フォート・ウイリアムへと旅は続い
た。イングランドからスコットランドに入ると風景が
全く変わってしまう。枯れ果てた色の大地と青 と々
した山 。々勿論エジンバラなどの都市に行けば、
街中でタータンチェックのスカートを着たバグパイ
プ奏者や誰もが連想する「スコットランド」が見れ
るのだけれども、むしろ私は街の風景より旅路に
窓から見えるそんな風景が好きだった。旅の途中
で降り立つと、静かすぎる大自然に囲まれた自分
がとても心地良かった。そんな大自然も、きっと夜
になれば今にも呑み込まれそうな不気味な黒い
固まりにしか見えないのだろう。確かに英国北部と
いえば暗いイメージがあるけれど（英国という国
全体が暗いイメージかもしれないが）それは、や
はり天気やそういった山や平原のどこか寂しげな
景色から連想されるのだろう。
　二度目の渡英の最大の目的はスコットランドの
「訛り」に触れることだった。一度目はイングランド

Dark blue sky and old buildings. Scotland was
on TV. It reminded me of something and in a way,
I felt I was there, it reminded me how much I love
the North.
Actually I wanted to visit and see Iceland or

Sea of the isle of Orkney  when I first made my
journey to the North. But I could not make it, since
I could only go as far as Isle of Sky. That was five
years ago.
I left the city of Nottingham which is famous

for Robin Hood. Then I headed to the North, stop-
ping at  New-castle-upon tyne, Castle of
Edinburgh, Aberdeen, Inverness (known for Loch
Ness), Orban and Fort William, the very at the foot
of Ben Nevis. Watching the view from the train
and the bus, you would notice the change of sce-
nic colour on the way up to Scotland from En-
gland. You don't see many deep green colours or
clear blue sky in the North. There is only dry-ish

での暮らしに憧れての渡英であったが、スコットラ
ンドの風景と人との出会いによって色 と々影響を
受けた気がする。日本で東北訛りがあるように、ス
コットランドの訛りも大したもので、初めは同じ英語
なのに何を喋っているのか全く分からない状態が
続いたのだが、話し、聞き、調べていくうちにとても
奥が深く、いつか私もスコットランド訛りを身につけ
たい、と思う程にまでなっていた。
北の空気はイメージ的にどうしてもグレーと表

現してしまいがちだが、それでも人 は々陽気で楽
しい。日本ほど娯楽施設が発達していない為、自
然と「パブ」が皆の集まる場所と化してしまうのだ
けれど、少 の々お酒と音楽とダーツとビリヤードな
どの飾りすぎないそんな楽しみ方にホッとする「居
場所」があったりするものだ。また、芸術関連では
グラスゴー/エジンバラ周辺は大変優れており、な
かなか活動も盛んでロンドンに負けじと力を入れ
ている。残念ながら大学の関係で二度目もイング
ランドの滞在だった為スコットランドでの生活こそ
出来なかったが、何度か訪れる度に「あぁ、やっぱ
り北が好きなんだな」と心を打たれるものがある。
もし機会があれば今度こそスコットランドで長期
滞在したいと思っている。
　ちなみに日本国内ではなぜかまだ北へ進んで
いない。国土最南端の佐多岬までの西日本は制
覇したのだけれど。次回はこの旅について書こう
かと思う。

green and mountains. Of course you would
be met with the view of the Scotsman play-
ing his Bagpipe (wearing traditional clothes)
in the big city like Edinburgh, but let me
tell you that I prefer the other side of Scot-
land view to that. After stopping at Pubs
for lunch, I felt so good myself, enjoying
fresh air in the middle of enormous natural
surroundings. But thinking of it, at the night
time, it would turn to the weird black coun-
tryside with no lights on, as if it may over-
whelm you.
Well, most people tend to think that En-
gland (the United Kingdom we call it) is
not suitable for holidays because sun doesn't
shine. Well it is true for the story, sun

doesn't shine as much as isle of Sicily, summer
time is so short.
My intention for the second visit to U.K. was

to study the Scottish accent. The aim of my first
visit to the U.K. was to live in England as they do,
but during the time, I went to Scotland on holiday
and there I learned lots. Lots with nice people and
its landscape. As you may know, just as there are
Japanese accents such as Tohoku-ben, there are
some different accent in U.K. too. Obviously there
is a big difference between England and Scotland's
accent, and I was so into that. Well, the air of the
North is often described as Grey-ish colour, but
people are so nice and cheerful like the colour of
sunshine. There are not many amusement shops
or places like in japan. So that people come and
gather in the local pubs at the night time. The pub
is not just for drinking, it is the place for the people
to have fun time, get drunk a little, have some nice
music, or play darts and billiards. That's almost
all they have for amusement. It differs from Japan

a lot, but they enjoy it so and feel they belong there.
Also, Scotland is great for the Art, especially
around Glasgow/Edinburgh area, they do a good
job.
Against my longing, I couldn't stay up in Scot-

land because of where my University was. But
whenever I go up there, it hits my head, and I real-
ize I love the life in the North. If I ever get the
chance again, I would really love to stay and spend
some of my life time there for a while.
Leaving the funniest story for the finish, I have

never been to the North of Japan. Though I have
been to Sata-Misaki (Kagoshima), the very south
of Japan main land. Well, I guess I should write
about this trip next time.

Heading to the North

■旅予定メモ
基本的な現地交通手段 a バス、電車、寝台列車。
余裕があれば自転車、バイク、車、タクシーも可。
基本的な食生活 a その地域柄を受け入れたい。
質素でも良。ベジタリアン生活も体験済。
基本的な持ち物 a 身軽が一番、時折寝袋必要。
心地良い音楽とカメラと地図。
死ぬ前に訪れてみたい旅先 a アイスランド、アラ
スカ、モンゴル、チベット、日本でまだ行ってない県。

■PLANS FOR THE NEXT TRIP
Basic Transportation a Bus, Train, or Bike,
Motorbike, Car, Taxi - only if I can afford.
Basic Life a I try to eat what they eat, spent
vegetarian life before.
Basic Travel Items a As small as it can be.
Perhaps sleeping bag needed. Definitely good
music, camera and maps.
Places to visit before I die a Iceland, Alaska,
Mongol, Tibet, and the rest of main land of
Japan I haven't been.

エジンバラ中央広場にて

スカイ島に到着

北の国へ MAC部 太田 晶子
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　初参加した４年前…豪快なフォームから快速球
を繰り出す女性投手の前にバントすらさせてもら
えず、チームも初戦敗退。
　２度目の２年前…初戦でヒットを放つも、２回戦
で敗れる。

　その雪辱を晴らすべく臨んだ今年の大会だっ
た…
…が！しかし、メンツが足りない。集まったのは、４
人。役員さんに加わってもらって出場することにな
る。
　試合が始まる直前になって、加わってくれる役
員（ユーコー社）さん５人と顔合わせ。「下手ですけ
どよろしく」という言葉とは裏腹に、どの人を見ても
上手そうだ。
　さらに、「好きな打順と好きなポジションいってく
れはったら、後はうちが埋めますんで」というあり
がたいお言葉。そんなことを言われても、誰もピッ
チャーにいけないところが悲しいところだが…。打
順の方は１～４番にいかせてもらって、ポジション
は僕がセカンド、後の３人がサード、ショート、セン
ターに決まった。
　初戦の相手は企画版下（株）さん。
　ピッチャーにいってくれた人は経験も豊富のよう
で、コントロールよく速球を投げ込む。他の４人の方
も、堅実な守備を期待できそうだ。
　そして不安は的中する。足を引っ張りまくってし
まったのだ。

　ショート・サードはフライは落とし、ゴロをこぼし、
セカンドはゲッツーを焦って悪送球２連発と惨憺
たる有様だった。また守備が不安なところに限っ
て打球がよく飛んでくる。それでランナーを背負っ
てもエースはねばり強く投げてくれ、結局５イニング
を３点に抑える快投（自責点ゼロ？）。
　バッティングの方でも１～４番は力んで引っかけ
たり打ち上げたりして、５番以降で点を取るという
困った案配であった。挙げ句は「見たかダブルク
リーンナップ！」とかなんとかわけのわからない言
い訳をしている始末だ。それでも、相手チームもエ
ラーを連発しどんどん点が入っていく。終わって
みれば13－3の５回コールド勝ち。
　我 ４々人も終盤はようやく地に足がつきはじめ、

チームにいい手応えを感じたのは確かだっ
た。

　次の試合までのインターバルが長かっ
た。なんと２回戦が不戦勝になり、いきなり準
決勝進出である。その間に売れ残ったフラ
ンクフルトや焼き鳥をいただいて腹を満た
し、意気揚 と々ベスト４に臨んだ。相手は優
勝候補の呼び声高いモリサワ（株）さんだ。
　ゲームは初戦のエラー合戦から一転、大

ようにエースがねばり強く抑えてくれるのを祈るし
かなかった。
　次打者の打球はセンターへのライナー勢のあ
たり。ドキッとしたが、がっちりキャッチ。ランナーも
そのままで１死２塁。次は左打者。ライトの僕にも緊
張が走る。「とりあえず後逸だけは絶対に避けよ
う」と頭にいれた。しかし無情にも打球はまたして
も僕の頭上を越えていってしまう。サヨナラタイム
リー…。
　「もうちょっと深く守っときゃよかった！」思わずグ
ラブを地面に叩きつけ、ぐしゃっとかぶっていた帽
子を握りしめた。他の人もガッカリしていた。それぐ
らい悔しかったし、いい試合だった。
　引き続いて梅田印刷さんと３位決定戦が行わ
れたが、こちらはお互いドッと疲れが出たのかワ
ンサイドゲームになった。12－2の４回コールドで勝
利。ユーコー社・ケイビーエス連合チーム、堂々の
３位である。優勝はモリサワ（株）さんだった。
　来る前は「１回勝って２試合できたらいいかな」
ぐらいに考えていたけど、まさか最後の閉会式ま
で残ることになるとは思ってもいなかった。もちろ
ん、この３位のトロフィーを獲得できることも…

　最後になりましたが、一緒に戦ってくださった
ユーコー社のみなさん、お疲れさまでした。みなさ
んが加わってくれなかったら、試合をすることも叶
わなかったのだから、本当に感謝しています。来
年も連合チームでやれたらいいですね（笑）。
　それと、来年はケイビーエス社員のみなさんも
積極的に参加してくださいね。

会史上にも残ろうかという締まった投手戦になる。
初戦の失態が身にしみたのか、我 ４々人も飛んで
くる打球をまずまず無難にさばくことができた。
　２回表にまずウチが６番のタイムリーで先制を
し、追いつかれ、エースのソロホームランでまた引
き離す。予断を許さない攻防ではあったが、ペー
スはウチが掴んでいるようだ。それを裏付けるよう
に、５回に２番タツヒロのダメ押しといえるソロが飛
び出す。
　大はしゃぎのチームみんなのハイタッチの歓迎
を受けホームイン。勝利の女神は確かに我 に々微

笑んでいたはずだった。
　ところがところが、流れというもの
は本当にわからない。その裏、ラン
ナーを１塁に置いての相手主砲の
打球はこの試合ライトに回った僕
の遙か上を超えてゆく…。痛恨の
同点２ラン被弾である。
　次の回は両チーム音なしで、両
投手・両チームの好投・好守で展
開が早かったこともあり、僕自身初
めての最終７イニング目を迎えた。
　その表のウチの攻撃。簡単に２ア
ウトをとられたが、またしても２番タ
ツヒロが初球を叩いてのツーベー
ス。３番の僕に打順が回ってきた。
　こんな緊張する場面にしては、
比較的冷静だったらしい。「１点入

ればいい。でかいのはいらん。ピッチャー返し、
ピッチャー返し…」それを念頭にバッターボックス
に立つ。
　そして１ボールからの２球目を強打、狙いどおり
のピッチャー返しだ。しかし、あらかじめ２塁ベース
よりに守っていたセカンドのグラブをかすめて内
野安打になり、セカンドランナーをホームに迎え入
れることはできなかった。
　それでも２死１、３塁とチャンスは広がったのだ
が、次の打者があえなく凡退してしまい万事休
す。裏を抑えてのジャンケンにかけることとなっ
た。
　ところが先頭バッターがエラーで出塁し、いきな
り２塁まで進む。絶体絶命の場面である。今までの

賞状と連合軍の仲間達

これが３位の賞状です
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ナルゲ（つばさ）22号 1999年１月１日（10）

第１日目　出発
　朝９時に関西空港に集合。ざーっと説明と今回
参加のメンバーの簡単な紹介があった。
　飛行機はパリ経由でベルギーのブリュッセル
へ。パリまで１３時間、乗り換えてパリからブリュッセ
ルへ、１時間ぐらい。
　パリからブリュッセルへ向かうための乗り換え
のとき、フランス入国カードを出した。そのときパス
ポートも一緒に出したが、係員はパスポートは見
向きもせず、カードのみ受け取った。
　ブリュッセル空港についてそのまま外へ。入国
審査とか、税関とかなんにもない。そのまま、外へ
出て迎えの観光バスに乗ってホテルへ。その名
はラディソンSASホテル・ブリュッセル。
　夕食は先程、機内で食べたのがまだお腹に
残っているので、食べたいと思わない。ホテル内
のスナックのようなところに源地さんと二人でビー
ルを飲んだ。源地さんはこの旅行でのひとつの部
屋で一緒に泊まるパートナーだ。

　朝３時に目がさめた。パートナーの源地さんはま
だ眠っている。あたりまえか。日記のようなメモを
書くことにした。
　５時ごろ外へ出た。寒い。近くになにかオペラ劇
場のような建物があった。飲み物を買おうとコンビ
ニのような店を探したが見当たらない。パン屋が
あった。うまそうなサンドイッチがあった。缶ビール
も見えた。それで、缶ビールとサンドイッチを注文
し、その店の中で食べた。源地さんに持って帰ろ
うと缶ビールとサンドイッチを持ち帰りに買ってホ
テルにもどった。
　これら、かたことの英語で意思が通じた。うー
む、うれしい。外国での言葉が通じるということは。

　ホテルの部屋に戻った。６時過ぎだ。源地さんも
目を覚ましていた。私が買ってきたビールとサンド
イッチを食べてくれた。実は、この部屋の冷蔵庫が
故障で使えない。だから、飲み物が取れないの
だ。
　７時から、朝食。早めに済まして出かけることに
した。
　源地さんが町の風景とか看板を写真に撮りた
いとのこと。また出かけた。ビールの広場のような
ところまで出かけた。あとでわかったが、ここは
マーケット広場という。つまり、市場の広場というと
ころか。
　朝10時、みんなでこのブリュッセル市内観光に
でかける。天気はとてもいい。気候も寒くなく、暑く
もなく気持がいい。
　世界ではじめて出来たという屋根着きアーケー
ドを通り、広場へ進む。朝来たところをまた来た
が、朝とはちがう、人がいっぱいだ。
　そばになんとか像があって、その右腕をなでる
と幸せになるとか。皆さんその腕をなでなで。そし
て、つぶやく。この不景気吹っ飛ばせるようにと。
　次は小便小僧を見に行った。なんとちいさい。こ
んなに小さいとは思わなかった。
　とにかくこのブリュッセルはいい町だ。
　私たちは観光バスに乗り、ブルージュへ。ブ
ルージュへ着いて、ちょっと歩くと雨がふってきた。
あんなに天気がよかったのに。
　このブルージュのまちはほんとうにヨーロッパの
古い街そのものだ。街全体がまるで、映画セットの
ようであった。馬車も走っていた。
　教会があった。ノートルダム寺院。私たち一行は
ここに訪れた。中に入ってそのすばらしさに感動
し、私はビデオをまわしつつけた。
　しばらくして回りを見るとだれもいない。はぐれ
てしまったらしい。まわりを見まわった。しかし、一
行は見当たらない。マーケット広場の方へ行った。
このブルージュの町もマーケット広場があるのだ。
しかし、そこにも見当たらない。絶対、ここに来るは
ずだとわたしは直感してる。ちょうど広場にパト
カーのおまわりさんがいた。このおまわりさんに話

第16回マーケティングツアーに参加
１９９８年9月１１日～20日

ヨヨ
ーー
ロロ
ッッ
パパ
旅旅
行行

高　仁　鳳
(ko inbong)

第２日目　ブリュッセル

掃除を車でしている

腕をなでなでしあわせに

パンを配達、外におかれてる

小便小僧は
思ったより小さい



ナルゲ（つばさ）22号1999年１月１日 （11）

第３日目　パリへ
　ブリュッセルの飛行場から、パリへ。この辺の航
空会社は時間にルーズのようだ。小さなデボネア
という飛行機にのってパリに着いた。パリの空港
はとっても大きくて広い。
　ここも出るとき入国審査も税関もなく、そのまま観
光バスへ。荷物もポーターがバスまで運んでくれ
た。
　まずは昼食。有名なレストランらしい。
　ノートルダム寺院へ。映画「ノートルダムのせむ
し男」の場所だ。ブリュッセルでも寺院を見てビッ
クリしたが、ここはそれ以上、びっくり。ステンドグラ
スがすばらしい。その他もすばらしい。このすばら
しさはとても私には表現できない。
　コンコルド広場からシャンゼリゼ通りの方へバ

スは行った
が、そこでは航空
ショーがあり、しかも日曜日で
あるために、人たちでいっぱいだ。車も
いっぱいでなかなか私たちが乗ったバスが前
へ進めない。凱旋門のほうへ向かった。凱旋門の
まわりを通り、エッフェル塔が良く見える場所へ。写
真に収めた。
　私はいま、パリにいる。なんと、すばらしいこと
か！考えるだけで、興奮する。
　夕食は、自由行動だ。源地さんはオプションツ
アーに参加したので、私は一人ぽっちになった。
　どこで飯を食おうか。あまりわからないので、ホ
テルの近くにある中華料理屋「中華飯店マンハッ
タン」にした。餃子とコーンスープ。この食堂にはや
はり日本の観光客が多い。しかも日本語が通じる
とのことで日本人が入りやすいのだろう。食事後
にどこかへぶらつこうと思ったが、雨が降ってきた
のでやめた。

　今日も朝３時ごろ、目を覚ました。
　５時ごろ外へ出た。寒い。どこに何があるのかわ
からない。ガイドさんがくれた地図を片手にとにか
くオペラ座の横をとおり、足の向くまま進んで行っ
た。
　宿泊のル・グランホテルはこのオペラ座の近く
にあったので、どこへ行こうが、オペラ座を目標で
帰ればいい。足の向くまま進んだ。すると、知らぬ
間にコンコルド広場にでた。
　早朝の町は人も車もあまりない。広場のそばに
観光客向けのお土産売り場のような店があった。
そこで、日本語で書かれたパリのガイドブックと写
真集を買った。
　ホテルへ戻るにはヴァンドーム広場から、オペラ
座の方へ行けばいい。オペラ座の近くに来たもの
の、道が斜めに交差していることと、建物の格好

をして、助けてもらおうと、話しかけた。もちろん、片
言の英語。話はこうだ。「私は日本からきた団体旅
行者で、マキトラベルで、私が泊まっているホテル
はここです。」それからホテルの電話番号を書い
たカードを見せて「マキトラベルのガイドさんは携
帯電話を持っていますからここにいることを伝え
てください」ということをおまわりさんに言おうとし
た。ちょうどそのときに、私を石田大成社の人が見
つけてくれた。
　午後４時まで自由時間。私はマーケット広場の
まわりを見て回った。４時に全員集合して、再び、ブ
リュッセルに戻った。
　夕食はマーケット広場のそばのレストランで取
るとのこと。広場では、テントを張って、いろんな
ビールを集め、ビヤガーデンのような感じでビール
を売っていた。営業は夜10時までとのこと。ならば
夕食を済まして、ぶらっとここへ来れば、ビールが
飲めるなあ、と思った。
　こちらの人たち、ヨーロッパの人は比較的時間
をかけて食事を取る。ガイドさんから、夕食は２時
間ぐらいかけて食べて下さい。と言われた。
　ところが、なんと食事が終わったのが、11時す
ぎ。３時間以上かかったのだ。あの広場でビールを
飲む楽しみがパーになった。

が良く似ているために、迷子になってしまった。そ
れで、カフェバーに入って、片言の英語でホテル
を聞いたが、あまり英語がブリュッセルほど通じな
い。手まねボディランゲージでなんとか意思が通
じたようだ。
　何度かホテルのまわりで迷子になって、ようやく
ホテルの場所がわかるようになった。新聞売り場
があちこちに朝早くからあった。パリの町にはネオ
ンがみあたらない。
　ホテルに戻って、源地さんと一緒に朝食をとっ
た。日本食があったが、飯が硬い。コメがやはり、
日本とは違うのだろう。
　今日は夕方まで自由時間なので、源地さんと
二人で、シャンゼリゼ通りへ行くことにした。コンコ
ルド広場に再び来た。まだ早いせいか、人はあま
りいない。昨日はあんなににぎやかだったのに。
　シャンゼリゼ通りを歩いて凱旋門の方へ行っ
た。通りにそっていろんな有名メーカーの店が並
んでいた。源地さんはセーターを買った。私も別の
店でシャツを買った。
　昼食は赤テントのカフェテラスで取ることにし
た。通りにホットドッグ屋さんがあった。そこにはウ
イスキーも置いてある。ビールはもちろん、日本で
は考えられない。ホットドッグとウイスキーを一緒に
食べるのか。
　もう、ホテルへもどることにした。途中源地さん、
トイレに行きたいと。あまりトイレが見当たらない。
見つけた。小さい。人がいっぱいだ。２フラン払っ
たとのこと。
　チュイルリー庭園からまた、ヴァンドーム広場を
通ってホテルへ戻った。源地さんは休むといった。
　私はひとりでまたホテルを出た。スリッパのよう

第４日目　パリ

地下鉄の中

地下鉄の案内

ブリュッセル ― ベルギー

ブルージュのマーケット広場

ブルージュでは馬車が

朝のコンコルド広場

ルーブル美術館の入り口

（次頁へ）
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第６日目　バルセロナ
　朝早くパリ空港からスペインのバルセロナへ向
けて出発。バルセロナに昼頃到着した。
　もちろん、ここもなんの検査もなしに外へ出た。
天気がいい。空は雲ひとつない。ここは夏だ。急に
暑い。まずは、昼食のために、海岸のレストランへ
行った。そこは海水浴場があり、ヨットハーバーが
あった。海は青くきれいだ。海水浴場では人々が
泳いでいた。また、砂場では男女がねそべってい
た。その中には、トップレスの女性もいる。
　観光ガイドさんの話。スペインの人たちは土日
一所懸命にあそび、月曜から金曜までは体をとと

なものを買おうと近くにMarks & Spencerというスー
パーマーケットがあったのでそこに入った。そこで
簡単にはける履物を買った。ヨーロッパのホテル
には日本のようにスリッパをおいていない。西洋
ではあまりスリッパをはく習慣がないらしい。スー
パーマケットでもスリッパを見つけることが出来な
かった。それで、それに変わる簡単にはける履物
を買ったのだ。
　三越ETOILEへ鈴木蔵さんの展示を見に行っ
た。志野焼という焼き物だが、赤色がすばらしい。
さすが、人間国宝である。会場の裏庭に出ると凱
旋門が丸見え。
　夜は鈴木先生の主催による晩餐会に私たちは
参加した。高級レストランだ。本格フランス料理を
生演奏の音楽を聴きながら、楽しんだ。

　今日は一日中、勉強だ。携帯電話関係のこと。
町の携帯電話を販売している店を見まわった。
fnacという店とオートバックスのような車の部品売
り場を見てまわった。
　11時からホテルのセミナー室で、BOUYGUES
TELECOMという会社から携帯電話に関するお
話があった。
　昼食には有名レストランだ。エスカルゴ、いわゆ
るカタツムリの料理だ。本場だけあっておいしい。
　昼からはJSTVという、ヨーロッパで日本語テレ
ビ番組を衛星中継で行う会社の説明だ。
　セミナーが終わって、私一人でパリの町に出
た。どうしてもパリの地下鉄に乗ってみたかった。
　地下鉄に乗って、ルーブル宮殿へ行くことにし
た。地下に降りた。複雑だ。オペラという駅なんだ
けどとても広い。しかも、下へ、下へと降りていっ
た。結局ルーブルへはどのようにいけばいいかわ
からなくなった。駅員に聞く事にした。窓越しに、私
は地下鉄の地図をもってルーブルへ行くにはどう
すればいいかと聞くと、駅員もガラスごしに地図を
広げてこう行くのだと示してくれた。そのようにし
て、なんとか電車に乗った。日本と違って、ドアは

半自動な
ので、自分で

あけないといけ
ない。二つ目の駅が

ルーブルだ。
　降りたが、外へ出る方法がわからない。また、気
のよさそうな人に外へ出る方法を聞いた。もちろ
ん、ボディランゲージだ。その人も親切に対応して
くれた。
　パリの地下鉄は日本に比べて乗りにくい。本当
に近いところなんだけれど、だいぶ時間を費やし
た。でも地下鉄に乗れたことで、なんだか満足感
を感じた。
　地下から出るとルーブルの真ん前であった。中
庭の方へ入った。中にはガラスのピラミッドのよう
なものがあった。
　入り口はここからであった。しかし、ビデオの
テープが切れてきた。いつも予備のテープを一本
持っているのに、今回はうっかり持っていなかっ
た。時間も遅いし、中へ入ることをあきらめて戻る
ことにした。
　夜の７時からセーヌ川ディナークルーズがある。
オプションツアーだが、源地さんが昨日参加して
よかったというので参加することにした。
　日本人観光客のためのMy  busという、観光社
があった。ここに私たち以外の日本人観光者たち
が集まって一緒にセーヌ川クルーズに参加した。
約３時間の観光。船から見るライトアップされた、パ
リの景色、これはすばらしい。２万9000円。値打ち
ある。船がエッフェル塔の下を通るときは皆さん陽
気に踊りだした。

のえて、また金曜の夜から、土日と一所懸命にあ
そぶのだと。
　このスペイン、金の換算がしやすい。一ペセタ
が約一円だ。
　昼食を済ますとバスに乗って観光に出かけた。
バルセロナオリンピックがあった、運動場を廻っ
て、ガウディに関連あるグエル公園へ。ガウディが
残したいろいろな作品といおうか、残したものが
ある。ほとんどすべてが、直線ではなく、曲線だし、
アンバランスである。この公園で全員の集合写真
を撮った。全員の写真はこれが最初で最後。これ
一枚だけだ。
　サグラダファミリア寺院へ行った。変わってい
る。今まで見てきた教会のイメージとはがらりとか
わっている。あのガウディがかかわっているのだ。
ガウディが1884年からこの教会を建て始めてい
た。いま私たちが訪れたが工事中であった。完成
は200年先になるか、いつになるかわからないとの
ことだ。信仰には教会が完成することより、建設中
のほうが重要らしい。
　塔に登るのに、エレベータもあるが、若い人な
ら、階段で歩いて登ることもできると、ガイドがいう
ので、私は歩いて登ることにした。狭いらせん状の
階段をぐるぐる上った。さすが、一緒に上った人
は、はあはあとしんどそうだが、私は毎日大阪城に
散歩を行っていた甲斐があって、そんなにしんど
く感じない。
　上まで登るとなかなか気持がよかった。これら、
ガウディの作品には、興奮する。どうして、こんなす
ばらしい作品が日本であまり知られなかったのだ
ろう。それは、私だけが、知るチャンスに恵まれな
かったのだろうか。
　ホテルに着いた。プリンセサ・ソフィア・インター
コンチネンタルというホテルだ。源地さんと夕食を
食べに出かけた。レストランよりも軽い食事が出来
るところを探した。
　近くにデパートがあった。日本でなら、地下あた
りに食堂があるが、地下のほうに行ってみたが、食
堂らしきものは見当たらなかった。仕方なく、そこを
出てもっと歩いていった。すると、中華料理屋が
あった。そこにした。日本語が通じた。餃子となに
かいくつか注文したが、やはり口に合わない。食
べのこしてしまった。
　diagonal通りを歩いた。帰り、パン屋によって、サ

パリ　―　フランス

第５日目　セミナー

源地さん撮影に夢中 団長の安部さん

ノートルダム寺院の前

凱旋門の前
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ンドイッチと、ビールを買いホテルへ戻った。

　intercomと言う会社がインターネットに関する話
をするため、ホテルに来て講演してくれた。
　スペインでは３年ほど前から、インターネットがは
やりだした。日本より、若干遅れている感じがし
た。でも、この会社の社長さんの話、考え方などす
ごく幅広く好感がもたれた。それなりにインターネッ
トの可能性の広いことが感じた。
　昼食はまた有名レストランに。子豚のまるやきを
分けて出された。味は豚肉の味じゃなく、どちらか
というととり肉のような味だった。
　バスに乗って観光に出た。モンセラットというと
ころ。かわった岩山だ。結構高い山の上に教会が
建てられたもんだ。修道院である。ここに祭ってあ
るマリアさまはなぜか黒い肌をしている。
　ホテルに戻った。
　源地さんは休むというが、私はホテルのまわりを
散歩するとホテルを出た。
　ホテルの近くにコピーサービス店があった。ド
キュウテックとかカラーコピー機をおいていた。大
学が近所にあるからこんな店があるのだろう。
　近くのカフェバーに入った。店の看板は
MANGOと書かれてあった。言葉は通じないが陳
列しているものを頼んだ。かにの爪、と何かわから
ないもの。そして、ビール。カニの爪は日本での味
とそう変わらない。もうひとつのものは、口にあわ
ず、食べられなかった。
　夕方はさわやかだ。寒くも暑くもない。しかも、風
はさわやかに吹いている。新聞売り場があったが
そこでは、ポルノ雑誌も売っている。
　夕食は、Botafumeiroという有名レストラン。海鮮
料理だ。すごい！だけど私はあまり食べられなかっ
た。
　ここで、はじめて自己紹介をする機会がもたれ
た。その間、なかなか、みんなそろって話し合う場
をもつチャンスがなかった。
　私はここでKBSの社内報を配った。KBSをおぼ

えてもらい
たかった。参加者
32人、まだ全員の名前と顔
が合致しない人がいる。まあ、この食
事会が事実上最後の晩餐会みたいなものだ。
みんな、この旅行の感想とか、体験を話しあった。
　食後、フラメンコの踊りを見に行くことにした。
　十数人が参加した。さすが、スペインは情熱の
国だ。迫力のある踊り、心も血も騒ぐ。しかし、私は
飲みすぎたのか、途中で眠ってしまった。だから、
すばらしい盛り上がりの場面を見ることができずじ
まいだ。残念。

　源地さんとタクシーに乗ってミロの美術館へ向
かった。今日は一日中自由時間だ。しかも、今日
で最後のヨーロッパ滞在の日だ。ミロの美術館に
入った。ミロの作品、どこかガウディの影響を感じ
る。しかし、まあ、私には理解しにくい。
　私はひとつ宮崎アニメに出てくる、ある出演のも
のと似たものを見つけた。これは関連があるのだ
ろうか。
　美術館を出て、私たちは地下鉄に乗って、行く
ことにした。カタロニアへ。切符を買って地下にお
りた。フランスよりはわかりやすい。地下鉄のかんじ
もフランスとあまり変わらない。どこへどういくかド
アのところにちゃんと表示されているので、行きや
すい。
　ラムビア通りへいった。人が多い。ほとんどが観
光客のようだ。
　マーケットに入った。野菜やら、果物いろいろと
いっぱいある。活気があふれている。通りにはみ
やげ物のようなものを売っている店が並んでい
た。その一つの店に入りみやげ物を選んでいると
き、急に表のシャッターがしまった。どうしたのかと
聞くと、ひるの２時から、４時迄の２時間は昼休み
で、すべての店などがしまるとのことだ。店から外
へは裏口から出た。出てびっくり。すべての店が

シャッターを閉めていた。
　夕食はこの通りのテラスで取ることにした。

　朝３時にモーニングコールがあった。バルセロ
ナ空港へ。バルセロナ空港で、免税処理をここの
税関の係官にすることにした。してもらえるどうか、
心配しながら、頼んでみたところ、ＯＫだ。ラッキー！
　バルセロナ空港からマドリードへ。マドリードか
らパリ行きに乗り、パリから大阪へだ。
　なんだかまるまる一日を飛行機の中で過ごす
ことになる。パリ発のエールフランスのボディには
韓国のサッカー選手のイラストが大きくかかれて
あった。この飛行機にのって、12時間パリから、大
阪まで行くのだ。
　大阪に着いた。団長の安部専務から、荷物が
出たら、流れ解散だから、ということで、自然解散
になった。
　最後になりましたが、この旅行でお世話になっ
た皆様、ありがとうございました。

バルセロナ　― スペイン　
第７日目　セミナー

第８日目　フルタイム

第９日目　帰国の途へ

モンセラット

海岸の砂場で若い男女が抱きあっている

ラ
ム
ビ
ア
通
り
に
は
ピ
エ
ロ
が

ミロの美術館で宮崎アニメ
に出ているようなものが

グエル公園

日本へ帰るエールフランスの機体に
韓国のサッカーのイラストが
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　KBSの売りはもちろん多言語。「こんな言語出
来ます？」という注文もさる事ながら、あるデータ
を元に、複数の言語による文書を作成したりなん
かも出来ます。
　たとえば、テーマパークなど世界中からお客
様を招く場合、すべてのスタッフが何ヶ国語も話
せるとは限りません。また、その反対に、世界に向
けて発信するにもです。そんな時、強い味方とな
るのが各国語に印刷された書類です。これさえ
あれば、言葉がわからなくても、絵を見ながら、
「こちらへどうぞ」なんて説明が出来てしまう。し
かも、相手は自分のわかる言葉で書かれている
わけですから理解度はアップ。まあ便利！
「３２カ国語で手紙を作って！」なんてこともありま
したが、今回はKBSで最もよくある注文、韓・中・
日三カ国語パターンを御紹介いたしましょう。

原稿入稿
　お客様からデータが来ます。（原稿、カット用イ
ラスト・写真、入力データなど。）これは、まず翻訳
データ部にいき、原稿の整理、翻訳に入ります。
一言で文字データといっても、外から入ってくる
データはどんな形式でやってくるかわかりませ
ん。MAC、Windows、様 な々使用アプリケーショ
ンなどなど。それを、作業しやすいよう（作業可
能な形式）にします。ここで各言語に翻訳・入力
されたデータは、社内ネットワークを通じて、組版
をするMAC部へとやってきます。

組版をする
　いきなり三カ国語同時に組版という訳にはい
きませんので、まず、レイアウトをきめるため日本
語に取り掛かります。（すでに、出来上がった
データが来る場合もあります。）ここで、レイアウト
にＯＫがでれば、多言語組版の開始です。
　多言語組版といっても文字を各言語に置き換
えるだけなんですが、それだけの事が最も大切
なことなのです。

途切れたりしません。でも、各
言語のルールを守りつつ、原
本にあわせる。矛盾を感じつ
つ、よりよい形へとの訂正はなん

とも難しいものです。

　最後の難関「カラーの違い」。先方より
指定されたレイアウトや、カラーデータがあ
れば別ですが、やはり、おまかせではお互い
に抱いている色のイメージとは一致しにくいも
のです。そこで、Ａ３ワイドのカラープリンタで色
校正。

多言語データの出来るまで
　まず第一に「書体の違い」。同じようなものを
選んでみてもなぜかしっくりこない、イメージに
あう書体がない、などです。やはり、ここは日本。
日本語の書体の多さといったらきりがない（あ
たりまえですが）。基本の書体など、かなり揃っ
ているKBSでも、飾り文字などの対応には限界
があります。

　第二に「文字数の違い」。「同じ事書いてるん
だからできるでしょ。」うーん、それはそうなんで
すけれども、やはり、翻訳をすると、かなり文
字数に誤差はでてきてしまいます。目安とし
ては日本語を１とすると、韓国語は1.5倍、中
国語は0.7倍となります。ということは、中国語
と韓国語では、場合によっては２倍近い文字
量の差がでてしまいます。（ロシア、フランス
など単語の長いヨーロッパの言語では、日
本語と２～３倍の差が、なんてことも…）このよ
うに、日本語ベースで作業の場合、すきま風

の吹くデータとおしくらまんじゅうの
データが出来てしまいます。これを
いかにして、違和感なく読ませ
ることができるか。そこが腕
の見せ所？

　第三に「バランスの違
い」。これは、おもに併記版

ゆえの悩みです。一つの単語
を数カ国語並べると、「大きさ違い

ますよ」。単独で作業の場合は気付き
ませんが、各言語の独特な文字の形は、
同じ級数を指定しているはずなのに、なぜ
か全然違うような気がする。これは、１と２
の悩みが合わさった永遠の課題とでも
いいましょうか。
　そして、各言語ごとに翻訳とスペ

リングのチェック。見出しやタイトルも、マ
ザーランゲージの翻訳者だからできるよりよい
バランスをアドバイス。本文だって変なところで

そのほか…
　最近では、翻訳のみの仕事にも力を入れて
います。英語などの特殊な作業環境を必要とし
ないデータの場合、自分で作業はしたいけれ
どもよい翻訳を探すのってたいへんですよね。
そんな時、KBSがお手伝いをさせて頂きます。
その次の作業がスムーズに進むように整理さ
れたテキストデータがあなたの元にE-mailや
Niftyで瞬時に送られてきます。もうこれで、ミミ
ズのようなFAX原稿に悩みながら作業すること
もありません。

碧南市ハンドブックの英訳をしました

KBSのある生野区のハンドプック
韓国語版を制作しました

さあ、出力だ！
　KBSでの納品方法は三種類、アウトライン
データ、印画紙、フィルム出力です。
　印画紙は、版下張り込み用、フィルムは即、印
刷工場にまわせます。しかも、どんな言語が一緒
になっても面付け可能。面付けソフトを利用し
て、最大B２トンボ付きの美しいフィルムが届きま
す。さて、御満足いただけたでしょうか？
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　マッキントッシュの新しいCPU「G3」シリーズが
発表されてずいぶん経つ。私のマックはパワー
マック8500/120。我がKBSの主力のCPUは未だ
「604」である。「601」や、パワーマック以前のも使っ
ている。相変わらずハード面の進歩はめざましく、
それにあわせてマシンを買い換えていったので
は当然赤字になってしまう。「買い換え」の時期が
本当に難しい。私は以前マックの周辺機器を購入
するときに大失敗をしたことがある。大容量リムー
バブルドライブを購入するにあたり、サイクエスト
のリムーバブルハードディスクを４台購入したので
ある。MOドライブがやや優勢かとも思っていたの
だが、あの遅さではあまり普及しないのではない
か、と思い、また、リムーバブルHDはそのころ使っ
ていた外付けHDより速かったので、かなり安価で
外付けHDが手に入ると計算したのである。その
頃のハードディスクは市場に出ている最大容量の
物でも500MBくらいで240MBくらいのがかなりの
高額で売られていたのである。しかし予想はもの
の見事に外れ、日本での標準はMOとなり、今、新
人にリムーバブルHDを見せてもそれが何なのか
わからないだろう。

　現在、最新のマックOSは8.5である。我がKBS
の主力は「8.0」もしくは「7.5.5」である。私は好んで
「7.5.5」を使っている。「7.6」がかなり安定している
と聞いてインストールしてみたがかなり遅く感じら
れて捨ててしまった。我 は々いつも多言語のシス
テムを使う。日本語、韓国語、北京語、台湾語の
入っているシステムが基本である。場合によって
はそこにロシア語やタイ語が加わる。フォントの数
の多さも出力センター顔負けである。私がOSで一
番に重んじるのはその「速さ」と「安定性」である。
それが得られれば多少使いにくくてもいっこうにか
まわない。私の入社した頃のOS「6.0.7」に比べれ
ばその両方とも格段に向上したと言っていい。そ
れに加えてずいぶん便利にもなった。多言語シス
テムが安定するかどうかはそれを作って使ってみ
るまでわからない。CPUのパワーにもよるし、それ
ぞれのマックの特性、よく使う拡張機能にもよるだ
ろう。私は今の所「7.5.5」で満足しているのだが、
もうじきそうも言っていられないであろう。もう一つ
の「進化」、アプリケーションのアップデートである。
主力ソフト「ページメーカー」「クオークエキスプレ
ス」「イラストレーター」「フォトショップ」がどんどん

アップグレードしている。私が使っているので最
新の物はひとつもない。ページメーカーは6.0、ク
オークは3.3、イラストレーターは5.5、フォトショップ
は3.0である。もう1～2つ前のバージョンである。そ
のわけはやはり「速さ」。新バージョンの遅さは我
慢ができないのである。そしてその「遅さ」を補う
新機能もはっきり言ってなんの魅力も感じない。そ
れは私の使い方にも関係のあることで、例えば、イ
ラストレーターはイラストを描くためのソフトなので
その方面の機能がアップしていくのはすごく当然
のことであるが、私にとってはチラシ作成ソフトな
のであまり恩恵は受けないのである。イラストなん
て白黒のロゴか地図しか書かないのである。フォ
トショップにしてもゴミ取りとトーンカーブ、レベル補
正くらい使えれば他は別にいらない。しかし、他社
との互換性という意味で、バージョンアップを余儀
なくされるのである。それはしかたない。そして当
然ハード、OS
ともアップグ
レードしなけ
ればならない
のである。そ
ろそろその
時期が近づ
いている。

近頃のKBSマック事情
ＭＡＣ部　高允哲

1999年 年中行事予定
1月5日 新年会
4月 お花見(大阪城公園)
8月 第10期決算

花火大会(淀川河川敷)
11月 社員旅行
12月 忘年会

編　集　後　記

いつもナルゲは社長がすべてを組版、レイ
アウトをしてきたのですが、今回は社長と３人
の社員で作りました。どうでしょう、これまでと
違う感じがするでしょうか？
今回もWin、Macの両方で組版をし、面付

けをしました。どちらにも多言語が入るように

作られていますので、今後の参考にしていた
だければ幸いです。

製作メモ
使用アプリケーション
（Windows、Macintosh共通）
Adobe PageMaker 6.5J（ページレイアウト）、
PhotoShop、Illustrator

純豆腐チゲ

〈材料〉（分量:4人分）
絹こし豆腐 800g 豚肉 100g
あさり 200g 白菜キムチ 200g
玉ネギ 1/2 白ねぎ 1/2
唐辛子粉 大さじ２ ニンニクみじん切り 大さじ１
たまご 4個 塩、コショウ 適量
サラダ油 少々 水 3カップ

1. あさりは塩水につけて、砂を吐かせておく。あさ
りと水を鍋に入れて沸騰させる。口が開いたら
あさりを取り出し、汁はろ過して置く。

2. 豚肉は脂肪分を取り、ひとくち大に、白菜キムチ
は中の薬味を取って２～３cmの大きさに切る。

3. 玉ネギは半分に切ってスライスし、白ねぎは笹
切りにしておく。

4. 鍋に油をひき、キムチ、豚肉、玉ネギ、みじん切
りしたニンニク、唐辛子粉を入れていため、あ
さりのだし汁を入れる。

寒い夜に…

あたたかいチゲはいかが？

5. 豚肉とキムチに火が通ったら土鍋に移し、とう
ふを入れる。

6. あさりと白ねぎを入れてもう一度沸騰したら塩、
コショウで味付けをする。

〈作り方〉


