


ケイビーエス株式会社は、2018年1月1日をもちまして創業50年

となりました。

印刷業界を巡る大きな環境の変遷の中で、こうして50年ものあ

いだ営業できましたことは、ひとえに、関係各位のご支援ご厚情

の賜物と心より御礼申し上げます。

50年と一言に申しましても、順調であったときもあれば、苦し

い時期もありました。

弊社は、1968年に故・高仁鳳会長が前身会社である僑文社を設

立したのが始まりです。創業当初は、韓国語の印刷物を制作する

印刷会社として、主に地域に多く住んでいる在日韓国人のために貢献してきました。

活版印刷ではハングルの活字を字母づくりから始め、印刷の方法が写植機に移行すれば、ハング

ルの文字版を導入し、いち早く対応してきましたが、電算化の時代となり、コンピューターを利用

するようになってからが、本当の挑戦の始まりとなりました。

80年代に入り、電算写植機が日本で使われるようになった当時は、韓国ではまだ電算写植機が存

在せず、韓国から導入することができませんでした。そこで、日本で電算写植機を製造していたモ

リサワ社に協力を依頼して、世界初のハングル電算写植機を開発し、いち早くハングル印刷の電算

化を果たしました。

90年代、マッキントッシュによるDTPの時代に移行してからも、いち早く多言語RIPを開発し、

ハングルだけでなく、中国語やタイ語など、他の言語も手がけるようになりました。この頃から、

在日韓国人社会だけでなく、日本社会での外国語印刷の需要も増え、さらに顧客層が拡大していき

ました。

21世紀に入ってからは、インターネットの普及によって、紙媒体の需要が縮小し、印刷業界全体

が苦しい時期を迎えています。また、ソフトウェアの発展に伴い、外国語印刷の障壁がなくなって

いき、今ではさほど苦労することなく外国語の印刷物を制作することができるようになりました。

しかし、昨今は日本人自身がこれまで気づかなかった「日本の良さ」が再発見され、空前の日本

観光ブームとなっています。そして、来る2020年には東京オリンピックが開催され、さらなる外国

語印刷物の需要も急増することと思われます。

ケイビーエスは、これまで培ってきた多言語印刷のノウハウを投入し、世界の人々が互いに理解

し合うために、歩み続けます。

皆様には、今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

ケイビーエス株式会社　代表取締役

創業50周年のごあいさつ

2 　 ナルゲ（つばさ）51号　2018.1.1



創業50周年祝辞

創業50周年おめでとうございます

創業50周年、おめでとうございます

近畿グラフィックコミュニケーションズ工業組合

理事長　山　田　義　弘

大阪商工会議所東支部　異業種交流会　フォーラム・アイ

代表幹事　名　倉　信　一

大阪府グラフィックサービス協同組合

理事長　岡　　　達　也

この度、ケイビーエス株式会社様が創業50周年を迎えられたこ
とを心よりお慶び申し上げます。
ケイビーエス株式会社様におかれましては、1968年創業以来、
半世紀にわたり印刷業界発展のため活動され、また長年の近畿
グラフィックコミュニケーションズ工業組合会員として、今日の国
際化、高度情報化、インバウンドの隆盛を見据えて活躍されてこ
られました。近年は多言語スペース「KBSまだん」を開設され色々
な文化活動を積極的に支援されています。
また組合活動においても、組合情報誌「GC近畿」の編集委員
として組合員に新しい情報を的確に発信していだだき、特に組合
事業において、世間がデジタル元年と騒がれたころ、組合でイン
ターネット利用が進歩している韓国に、「デジタル教科書の実態
と韓国印刷組合のデジタル印刷の取り組みの実情を知る」とい
うテーマで研修旅行を企画致した時、ケイビーエスさんには、ひ

とかたならぬご指導、ご協力をいただき、韓国印刷組合との交流
をはじめ、実際にデジタル授業を行っている小学校の授業参観、
デジタル授業について先生、生徒との意見交換など、組合事業を
成功裏に収めることが出来た事は、私には忘れられません。こう
した多方面の活動、配慮が組合に果たされている役割は、計り知
れないものがあると、ケイビーエス株式会社の高社長および社員
の皆様方には、心から感謝と敬意の意を表す次第であります。
ケイビーエス株式会社様におかれましては、創業50周年を新た
なスタートラインとして、ご活躍されますと共に、近畿グラフィッ
クコミュニケーションズ工業組合の運営に一層のご支援、ご協力
を賜りますようお願い申しあげます。
最後にケイビーエス株式会社様の益々のご繁栄、ご発展と高社
長および社員の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言
葉とさせていただきます。

創業50周年おめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。
ケイビーエス株式会社さまには、大阪商工会議所東支部　異
業種交流会　フォーラム・アイの設立時から多大なるお力添えを
頂いております。この50周年というおめでたいこの機に、今まで
の弊会への惜しみないご協力、ご貢献に対してあらためてお礼を
申し上げます。
フォーラム・アイといえば、前社長の故高仁鳳さんとの深い関
わりがございます。
多言語スペース「まだん」での韓国語講座に始まり、会員の家
族みんなで、歴史的背景を学ぶ目的でいろいろなところに出向き
ました。猫間川と平野まちなみ博物館や猪飼野と百済野を自転車
で回ったり、滋賀県長浜へはみんなの自転車をトラックに積み込
み、満開の桜の中、朝鮮通信使の足跡を辿ったこともありました。

2012年には、故高仁鳳さんに登壇頂き、東成区民ホールで多
くの方をお迎えし『平和を考える勉強会〜叶えよう、高さんの希
望、歴史の希望』というお話をして頂いたのが、つい先日のよう
に記憶に残っております。
個人的には、しまなみ海道を自転車でご一緒させて頂いたのが
一番の思い出です。
いつも、ドラえもんの四次元ポケットのように、カバンからは
缶ビールが出てきました。
なににつけても、周囲に目を配り信念を曲げない姿勢は、いつ
も周りのものの信頼を集めていました。
その姿勢を高允男社長がしっかりと引き継がれ、次は100年企
業を目指し、ケイビーエス株式会社さまの一層の繁栄をお祈り致
します。

このたび、ケイビーエス株式会社様が50周年をお迎えになられ
たこと、心よりお慶び申し上げます。
また日頃は大阪府グラフィックサービス協同組合の活動にご協
力を賜り、誠にありがとうございます。
1968年に僑文社として創業された御社は、時代の荒波を乗り
こえられて50年目を迎えられました。この間、私たち印刷業界が
経験した変化に対応され、技術革新を先取りしながら今日の繁栄
を築かれたことに心より敬意を表したいと思います。
活字から電算写植、ＤＴＰそしてインターネットと技術のトレン
ドの先頭を走りながら、また一方ではハングルの組版にはじまり、
今では多国籍な言語を操りながら顧客のグローバル化に貢献され
ていることは、私たち大阪府グラフィックサービス協同組合の中
でも大変ユニークで、存在感のあるご商売をされていることに感

銘を受けております。
個人的な話をさせていただきます。弊社（あさひ高速印刷）の
先代が他界し、お別れの会を開いた時の出来事です。壇上の慣
れない挨拶で緊張の面持ちだったであろう私に対して、高仁鳳前
社長が、「うまく挨拶できていたよ。頑張って下さいね。」とわざ
わざ帰り際に笑顔でお声がけいただきました。心のこもったお言
葉にとても暖かくありがたい気持ちになったことは今でも印象深く
記憶に残っています。
次の50年も、ますます変わりゆく環境のなか、高允男社長の
もとで「人と人をつなぐ」ことのプロフェッショナルとして、さらな
る発展をされることを祈念しております。
創業50周年、本当におめでとうございます。
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お り お り の 絵
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総務部　林
イム

　芳
パン

　子
ジャ

気が良くなり、生活にゆとりが出てきたころだ。部屋に
飾るために求める人たちが増えていた。

ギャラリーには風景画、静物画、人物画、書画なども
あったように記憶する。絵には金額が書かれていた。私
は、買掛金の額と同じぐらいのものをと考えた。

しかしその絵にそんな価値があるのか。それを見る目も
知識もない。ひととおり掛けてあるものをみたが、どれが
良いのかわからない。とにかく今、選ばねばならない。

その中で、済
チェ

州
ジュ

島
ド

を描いたものが何点かあった。画家
は済州島の人のようだ。私は行ったことはなかったけれ
ど、社長の故郷だ。

ゆるやかに広がったすそ野、新緑と淡いピンクの木々
が春らしい。おおらかな漢

ハル

拏
ラ

山
サン

の姿。かすみがかった空
の色。火山灰の石垣とかやぶきの家が
右方に描かれている。手前の道は、山
の方へ向かっている。

「これお願いします」館長は「事業
がよくなったら必ず倍にして買い戻し
ます」と言っていた。

1979年秋だったか、社長が「李承徳先生が東京の銀座
で個展を開くそうだよ」と言う。李先生は、社長（夫）
の高校時代の恩師だ。恩師になにかお祝いの気持ちを表
わしたいと見に行くことにした。幼い息子たちも連れ、
家族そろって、大阪からかけつけた。
「どれかひとつ買おうか。パンジャが選んだらいいよ」

白桃とスモモがいくつか、無造作にガラスの容器に盛
られている。容器の外にスモモがひとつ。モスグリーン
の背景に桃のクリーム色と、赤いスモモの色どりに、ほ
のかな明るさとぬくもりを感じる。素朴で飾り気のない、
先生のお人柄を感じさせる絵だ。

「これにしようかな」
のちに、李先生の古希記念自選展

集「蒼波画集」制作をお手伝いさせ
ていただいた。

「今すぐ高麗現代美術館に行って、絵を選んできてくれ
るか」  ある日、社長に言われ、北区神山町にあったギャ
ラリーへ行った。経営が行き詰まり、支払いができない
ので、代わりに絵を渡すという。1970年代は、日本の景

「漢
ハル

拏
ラ

山
サン

春景」　   辺
ピョン

  時
シ

  志
ジ

「静物」　　李
イ

   承
スン

   徳
ドク

50年の歩みの中で、思いがけず手元に入った絵画があります。
有名な画家とか、絵画ではないけれど、折々にいろいろなことが思い起こされます。
※「漢拏山春景」「静物」の画題は、当方にて付けたものです。



「KBS」が「僑文社」と
いっていた頃の、1973年
から85年まで勤めさせて
いただきました。途中、
母（朴禮和）とも数年
いっしょに一緒に働いて
いました。

入社当時は写植機が2台
あり、その１つに上間さんが座っていました。僕は版下専
門で、写植からあがった印画紙をペンナイフで切り刻んで
いました。おかげで手先が器用になりました。（レイアウト
もやりました）

やがて、高仁鳳社長（当時）の開拓で、モリサワとの共
同開発による電算写植機・ハングル入力校正機が入り、僕
は、（留学帰りでハングルができたこともあって）明けて
も暮れても朝鮮語辞典に取り組むことに……。漢字は確か、
右手で１つに９文字（そのうちの１文字が該当する文字）

入ったキーを押さえ、次に左手で該当する番号を押して選
ぶ、というものです。

原稿入力は、２段階作業で、先に漢字を打っておいて、
その後でハングル打ちということになります。ハングルは
子音と母音の組み合わせで入力するわけですが、打つ時が
問題。ハングル・シールを貼った透明カバーをかぶせ、しか
るのちに、カバーごとパサパサと入力することになります。

そんなこんなで、活字好き語学好きの僕にとっては願っ
たり叶ったりの日々で、どちらもすたれずにすみました。
それがのちに、永年の夢でもあった海外放浪の旅を実現さ
せてくれる原動力にもなりました。感謝々々です。

今は近くのボランティア団体（コリアボランティア協会）
のスタッフとして働いています。それもこれも始まりは

「僑文社」。このたび母の自伝（『マダンの児』、날개に連載
された10編もの）を出していただくことになり、ほんとう
に感謝です。

今後ともおつきあいよろしくお願いいたします。

僕を活かしてくれました

　鄭
チョン

　炳
ビョン

　熏
フン

僑文社のこと
イラストも筆者

社員旅行にて（右側）
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孟一栄さんは油絵の画家であるが、版画を研究するた
め日本へ留学して来た。

1988年1月に創業20周年を迎えるため、カレンダーと
年賀状の制作をすることになり、記念の絵を依頼した。
テーマについては任せていたが、題は「祈り」であった。
初めて見たとき、抽象的な表現がよくわからなかった、
というのが正直なところであった。

赤く燃える炎、青い流れが、混沌とした渦の中から立
ち上がり、火柱のような勢いで上昇しているように見え
る。ちょうど火山の噴火のようだ。画面全体をさまざま
な色彩が、共に上昇している。そして天上で雲のように
広がる。一気に描きあげたような力強さを感じる。

いま改めて観ると、画家の熱い想いが、こみあげ、ほと
ばしっているようだ。見る人、見る時、見る心によってさ
まざまな心象を与えてくれる。

刷り取りや資料を整理していて、
孟一栄さんの「現代版画その自立
性への省察」という韓国語の論文
が見つかった。ふと画家の真摯な
まなざしが想起された。

「祈り」　   孟
メン

   一
イル

   栄
ヨン



6 　 ナルゲ（つばさ）51号　2018.1.1

○「僑文社」（KyoBunSha）代表 高仁鳳、韓国語専門印刷会社として
大阪市西成区にてスタート（1968.1）

○「福音新聞」活版印刷、在日大韓基督教会（1968）●１
○ハイデルベルグ社プラテン印刷機導入（1970）
○「大阪万博韓国館ポスター」初めてのカラー印刷（1970）●2
○モリサワ小型写植機、写研3RY手動写植機導入（1970）
○「やさしい日本語」日韓文写植・印刷、NHK国際局（1975）●3
○本名を正しくよぶための「人名仮名表記辞典」写植・印刷、監修 金東勲、

編集代表 佐伯重義（1975）●4
○現在地、大阪市生野区勝山北へ移転（1977）

○モリサワ・ハングル電算写植入力校正機完成、導入（1982）
○「基礎ハングル」電算写植による日韓混植完全ページアップ、三修社
（1984）●5

○末広バルブ製作所「会社案内」日韓中英４カ国語電算写植同時出力
（1984）●6

○「朝鮮語大辞典」ハングル・ルビ・発音記号など日本語との混植組版を
ページアップ、角川書店（1985）●7

○リョービ・レックス・システム導入（1987）
○「韓訳 萬葉集」全三巻、組版・印刷、成甲書房（1987）●8
○「在日韓国人実業名鑑」取材・制作・印刷、共同新聞社（1989）●9
○「ケイビーエス㈱」へ改組・社名変更、代表取締役　高仁鳳（1989）
○「自動車用語８カ国語辞典」制作・印刷（1991）●10
○マッキントッシュ導入、多言語組版の可能性を模索（1991）

主な実績とあゆみ

1968年〜2017年

Ｋ Ｂ Ｓ
作 品集

●１

●2

●3

●4

●5

●6
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○ＭＡＣによる日本語タイ語混植・完全版下化成功（1992）●11
○「大阪府メディカルパスポート」7カ国語（日・英・韓・中・スペイン・タ

イ・タガログ）組版・同時出力（1995）
○ホームページ開設（1996）現在、日・韓・中（簡体・繁体）・英語版対応
○富士写真フイルム製LuxSetter5600導入、Ｂ2多言語出力が可能
（1997）　

○「済民日報日本語版」編集・印刷、インターネット・電子メールを利用し
日韓間データ送受信による新聞編集・校正・記事の差替えなどに対応

（1997）●12
○「韓国向け通販カタログ」インターネット利用の編集・校正作業に参加、

㈱ミスミ（2000）●13
○「Study in Japan」サイトの韓国語版・中国簡体字版・中国繁体字版・

英語の翻訳・ html化担当、進研アド（2000）●14

○ＵＳＪ多言語ホームページ、韓中（簡体字・繁体字）翻訳・ html化担当
（2001）

○「B’zGold, B’sClip」アプリケーションを韓国語・中国簡体字・中国繁体
字へローカライズ、BHA社（2001）

○多言語カラオケ組版自動化プログラム作成（2002）
○2004年、代表取締役　高允男就任
○愛知万博トヨタ公式パンフ翻訳（2005）●15
○「KANSAI THRU PASS」パンフレット、翻訳・編集・印刷・配送業務、

スルッとKANSAI協議会（2007〜）●16  
○クラウドによる制作工程管理システムを開発・提案（2011）
○「漢拏山」原稿データ作成・編集・制作・印刷、関東済州道民協会
（2011）●17

●6 ●7 ●7

●8

●9

●11●10

●12 ●13 ●16

●15

●14

●17
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私がケイビーエスに入社した、今から40年くらい前、文字組

版には写真植字機が使われておりました。写真植字機は通称

写植機と呼ばれ、これまで和文タイプが鉛の活字を用紙に打ち

込んで印字していたのに対して、文字盤という2000字以上の

文字を配列したものをカメラレンズの上にもっていき、一字一

字シャッターを押すことでレンズと直結するドラムの中にセット

された印画紙上に文字を撮影していくもので、意図した大きさ

や書体、組み体裁を作ることができます。

写植の作業を始めるには、まず印画紙を入れるドラムを機械

から取り外し、暗室へ持って行って新しい印画紙を巻き、専用

のバンドで固定します。それが済めば、そのドラムを機械にセッ

トし、作業の準備が出来たことになります。

オペレーターは原稿を見ながら、書体は文字盤を希望のもの

に載せ替え、文字の大きさは級数レンズを回転させて選び、字

送りや行送りは歯車の目盛りをセットして、一文字一文字シャッ

ターを押しながら組版をしていきます。ですから、原稿によって

は何度も文字盤を載せ替えたり、級数レンズを回転させたり、

字送りや行送りの目盛りを変更したりしながら作業を進めてい

かねばなりません。また、平体や長体、斜体などの変形文字も、

別のレンズをかますことによって可能ですが、これらは全て手

作業で行います。

一通りの印字が終わると、印画紙の入ったドラムを暗室に

持って行き、新しい印画紙と取り替えて、外した印字済の印画

紙を自動現像機にかけて現像します。現像の終わった印画紙

は、水を張ったパレットに入れて水洗いします。水切りゴムで水

気を取った印画紙を頭上に張った洗濯ハサミを取り付けたロー

プに吊り下げて自然乾燥させます。印画紙のサイズはＡ4より少

し大きいくらいですので、印画紙を取りかえる為に、一日に機械

と暗室を行ったり来たり何度もくりかえします。これが写植オペ

レーターの仕事でした。

こうして見ると、ずいぶんと手作業や移動の動きが多かった

ことが分かると思いますが、ここから時代は進み、電算写植機

が登場します。電算写植では文字入力は入力専門の人がワー

プロやパソコンで入力のみを行い、写植オペレーターは組版に

専念します。コンピュータを利用した電算写植では、ページ毎

の文字組や写真枠を版下状に組み上げることができ、切り貼り

もほとんどないので、自然に版下作業というものは必要がなく

なってきました。

しかしこの時代も長くは続きませんでした。電算写植の組版

機や出力機のコストが非常に高かったこともあり、次に出現し

たMacやWindowsという安価なコンピュータで組版ができる

ようになると、これまで製版工程で行ってきた網掛けや色分け

に限らず、様々なデザイン効果も演出できるＤＴＰ（デスクトッ

プパブリッシング）と呼ばれる方式に移行し、ページメーカーや

クォークエクスプレス、イラストレータなどの組版ソフトを利用

することでカラー写真やイラスト等も自由に取り込めて、これま

でになかった画期的なデザインが可能になってきたのです。し

かも、これらは1人の作業者が自分のデスク上で、思い通りに作

り上げていけるようになったことで、製版工程さえも不要となっ

たのです。

ＤＴＰ用のソフトも、どんどんパージョンアップされ、インデ

ザインという頁物作成に便利なソフトも開発され、これまで以

上にさまざまな複雑な表現を紙面に反映させることができるよ

うになりました。

要するに時代とともに、印刷の前工程に人の手が掛からなく

なり、しかもCTPという、便利な刷版方式が出来、組版完了の

ＤＴＰデータから、フイルム出力をすることなく、そのまま印刷

用の刷版ができるようになっていきました。

これまで印刷して製本という流れの出版物なども、近年では

電子書籍という形で多く世に出回るようになってきました。コン

ピュータの凄まじい発達により、この先の印刷業界がどのよう

に変わってゆくのか、この業界に身を置く私たちにとっては、今

後も日々、目を離せない状況が続いて行きそうです。

組版の変遷
営業企画部 　 上 間　行 洋

KBS50年の歴史 −それぞれの時代、それぞれの想いー

写研の手動写植機
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印刷業界の中でも、組版一筋

で今日まで来ました。写植が手

動機から電算写植へ移行した

時は、本当に苦労した思い出が

あります。しかしその電算の時

代もそう長くはなく、その後Mac

を軸にしたコンピュータによる

DTPが登場したのでした。

多言語PDF化に
日々苦闘

制作部 　 李　秀　泰

私がKBSに入社したのが1998年、2018年で20年になります。

入社した当時会社には巨大な印刷機がありました。その印刷

機から印画紙やフイルムを出力するには、危険な薬物を調合し

たり、ツンと臭いのする液を補充したり、触ると皮膚がただれそ

うな廃液を交換したり、メンテナンスも大変でした。

パソコンのモニターも大きなブラウン管で放熱も凄く、ほぼ

1年中冷房をかけていた記憶があります。

配線もいろいろな規格が入り乱れ、コードも太く短く置く場所

に苦労し、電源も機器それぞれに必要なので、たこ足を継ぎた

し継ぎたし利用していました。

あの頃のデータの受け渡しは、FD（フロッピーディスク）が

中心で、5インチが主流になりつつありましたが、8インチなん

て大判もまだまだ見かける時代でした。

いまでは、いろいろな事が1台の機械でできるのが当たり前

ですが、20年前は写真をデータ化するだけでも専用の機械の

専用のソフトを使い、面付けも簡単とは言えないソフトを使い、

試行錯誤の毎日、失敗した事も多々ありました。

パソコン上のソフトも1度に複数立ち上げると落ちてしまう

ので2つまでと決め、こまめに終了させながら仕事をしていまし

た。そのクセは今でも抜けず、使い終わればすぐにソフトを終了

させてしまいます。

当時置いてあったプリンターは、フォントがインストールされ

てあり、とても高価な物でしたが、地図などの詳細なデータや

大判物を印刷するには、とにかく時間がかかりました。高性能

プリンターが普通にある今では考えられないかもしれません

が、A3サイズ1枚で3時間かかりました。

あれから20年。巨大な印刷機は撤去され、1畳にもみたない

複合機になり、メンテナンスも業者の方が定期的にしてくれる

ようになりました。

パソコンのモニターは10センチ以下になり、本体の熱も少な

くコードもUSBに統一され電源も余る程です。

保存メディアの王道は変わらずHDですが、容量がTB単位

に、FDは過去の遺物となり、MOからCDそしてDVDとなりま

した。

ソフトもいくつ立ち上げても大丈夫になり、3つ4つ同時に作

業しても落ちることはなく、大きなデータをプリントする時も待

たずに数分で出力されます。

さらにインターネットの普及と高速化・大容量化により、デー

タはネットを介して行われ、

モノを見る機会は格段に減

りました。

これから20年。AIが人の

代わりをし職を奪うと言わ

れていますが、デザインなど

の創作物は、心の通った人

が作るからこそ、人の心を

動かすのだと思います。

昔も今もこれからも、仕事

に“心”を込めていきたいと思

います。

制作現場の
20年とこれから

制作部 　 稲 木　隆 文

会社行事の時の火おこしも
20年かわらず私の大事な仕事です

そのようなDTP組版をしてきて特に思い出される仕事は

2001年、故高仁鳳会長の肝いりで入ってきたソフトのローカラ

イズとマニュアルの多言語PDF化でした。いずれも初めての経

験で、社員はビックリ!! 

ソフトを多言語化するローカライズ担当はC++がどうだの、

言語別にパソコンのハードディスクを入れ替え、もう悪戦苦闘。

私たちマニュアル班は韓国語、中国語（簡体字・繁体字）の組

版データを、どんな環境でも文字化けしないPDFにする。当時

ＰＤＦは印刷業界でもまだまだ一般的ではなく、しかもそれに

適した外国語フォントを探すのは大変で、連日徹夜に近い作業

でした。

今ではお客様とのデータのやりとりに必須のPDFですが、

KBS多言語50年の歴史を顧るとき、まさに隔世の感があり

ます。
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何か良いタイトル考えて

進んでいけば
道はできる

2004年にケイビーエスの営業部へ入社し、2年後制作部

へ。制作部に所属した2年間に結婚し、出産。産・育休を頂いて

から総務部へ移動。現在に至ります。

ケイビーエスで働きながら、人生の大きな節目を過ごしまし

た。私の人生は、まだほんの少し。50年には届きませんが、ケ

総務部 　 松 本　佳 代 子

KBSと縁結び

我是翻译部中文负责
人吕咏鸿。进公司第7年
了。KBS迎来创办50周年
之际，恰逢我过了来日10
周年、结婚5周年之时。
50、10、5，如此的数字巧
合，我想，我和KBS的缘
分一定是命中注定的吧。
最近，刚满2周岁的孩子
（中日混血）开始同时用
两种语言学说话了，从此
以后，愿我的人生，也能
随着KBS一起在多语种的
领域中迈向新的时代。

KBSは今年創業50周年を迎えるわけですが、私個人にとっ

ては、ちょうど来日10年目・結婚5年目を迎えます。50、10、5、

このような数字の偶然は、私とKBSとのご縁がきっと運命に定

められているからだろうと思います。最近、満2歳の子ども（日

中ハーフ）がバイリンガルになるよう日中両国の言葉を習い始

めているのですが、これから、私の人生もKBSとともに、多言語

の分野で新しい時代をまい進していければと思います。

翻訳部 　 呂　咏　鴻

「故きを温ねて
新しきを知る」を胸に

入社3年目の今年、KBS創業50周年を迎えるということで、

わたしの年齢の約2倍の歴史が、この会社にはあるんだなぁ

と、改めて驚いております。これを機に、古くから在籍している

社員の皆さんに昔の話などを聞かせていただき、この会社・業

界の歴史に触れることで、仕事に対する理解をより深め、新た

な知識を身につけたいと思います。

I’m glad that I can celebrate the 50th anniversary 

of our company with all of my fellow employees 

present. It’s only been 

3 years since I’ve 

joined this company 

and I hope I can learn 

more about the history 

of this company and 

our field of industry 

by communicating 

with other employees 

who have been in this 

company longer than 

me.

営業企画部 　 金 山　麻 美

KBS50年の歴史 −それぞれの時代、それぞれの想いー

イビーエスで過ごした10年間だけでも、たくさんのことを経験

し、少しは成長し、大切な時間を過ごせたと思います。

これからの10年20年も、しっかり前を向いて進んでいきま

す。そして、過去の写真を見ながら「太ったなぁ…」と成長を実

感したいと思います（笑）。

2004入社 2007結婚 2008出産 2017現在
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56歳からの
再出発

みなさん、伊能忠敬ってご存知だと思いますが、実測日本地

図「大日本沿海輿地全図」を作った人ですよね。若い時から始

めたのかと思いきや、なんと日本地図の測量を始めたのは、55

歳の時からだというから驚きです。50歳で江戸に出て天文学を

制作部 　 横 澤　寅 男

十年一昔

10년이면 강산도 변한다는 말이 있습니다. ‘강산’의 ‘강’과 ‘산’
은 세월의 흐름에도 크게 변하지 않는 자연입니다. 그러나 10년이
란 세월이 그리 짧지 않은 세월이기에 그래서 강산도 변할수 있는 
긴 시간이란 뜻으로 해석됩니다. 내년이면 KBS에 입사한지 10년째
를 맞이하는 저에게도 그동안 많은 변화가 있었습니다. 

일본에서의 회사 생활은 KBS가 처음이었고, 생각해 보면 참 떨
리고 새로운 하루 하루였습니다. 처음 1년은 나름 힘든 시기였습
니다. 적응기라고나 할까요? 한국과 사뭇 다른 분위기? 조용한 회
사,,, 공동체에 묻혀 가는 곳?,,, 지금 생각해 보면 웃을 일이죠. 문
화가 다른데 당연한 거죠. 

9년이라는 시간은 길다면 길고 짧다면 짧은 시간일 수 있습니다
만, 입사 4년째에 접어드는 시기에 저는 정사원에서 파트사원으로 
업무 형태를 바꿨습니다. 왜냐하면 입사 4년째에 일본의 부립고등
학교와 사립고등학교에서 한국어 교사 제의가 들어왔습니다. 많은 
고민 끝에 사장님께 상담을 드렸는데 사장님께서 저의 생각을 존
중해 주셨습니다. 그래서 저는 번역일과 한국어 교사 일을 겸하며 
일할 수 있게 되었습니다. 감사한 일입니다. 

10년이라는 시간은 저에게도 많은 변화를 가져왔는데 하물며 
‘50년’이라는 반세기를 살아온 KBS는 어떤가요. KBS의 창립자인 
고 고인봉 회장님의 뒤를 이어 2대째인 고윤남 사장님과 KBS의 
중핵인 오랜 사원들 그리고 새내기 사원들 이들이 이 회사를 지켜
내고 있습니다. 50년의 발자취에 감춰진 KBS의 그 세월의 뒷이야
기들은 다 알지 못 하지만, 오늘도 이렇게 KBS가 건재하게 있다는 
것은 50년의 그 세월 속에서 수 많은 변화와 과정들을 잘 이겨냈
기 때문이 아닌가 생각해 봅니다. 앞으로도 KBS가 正道를 걸으며 
사람과 사람을 잇는 그리고 문화를 전해주는 가교의 역할을 하는 
곳이 되길 바라며 글을 매듭짓겠습니다. 

翻訳部 　 柳　美　善

日本語には、「十年一昔」

ということわざがあります

が、韓国語では「10年経て

ば山河も変わる」という言

い方をします。「山」「河」に

とって10年という歳月は一

見短い月日のように思われ

ますが、そういった自然でも

10年経てば大きく変化する、

という意味があります。入社

して10年目を迎える私にも

多くの変化がありました。

日本で初めて就職したのがKBSですが、振り返ってみると最

初の頃は初々しさで満ち溢れていた毎日でした。でも、最初の1

年目は大変でした。適応時期というか、慣れる時期でしょうか。

はじめは、「会社」という共同体への溶け込み方に文化の違い

を感じ少し戸惑いました。

入社して4年目に当たる年に、私は正社員からパート社員と

いう形に変えました。なぜならば、そのころ日本の高校から韓

国語教師として依頼を受けたからです。悩んだ末に社長に相談

したところ、社長は私の意見を尊重してくれ、そのおかげで、私

は今でもKBSでの翻訳の仕事と、韓国語教師の仕事を並行す

ることができました。とても感謝しています。

10年という時間が私に沢山の変化をもたらしたのに対し、

「50年」という半世紀を歩んできたKBSはどうでしょう。KBS

の創立者である故高仁鳳会長をはじめ、2代目である高允男社

長とKBSの中核である昔からの社員、そして若手社員たちまで

多くの社員たちにこの会社は守られています。50年間の歩みの

裏に隠されたbehindストーリーの全部は知りませんが、今日も

KBSが健在でいられるのは、50年の時の流れの中で数多くの

変化と試練を乗り越えてきた結果ではないかと思います。これ

からもKBSが正道を歩み、多言語で人と文化を結ぶ架け橋の

役割を果たすことを心から願っています。

学んで、それから……。凄い！人生

に遅すぎるなんてことは無いので

すね。私も今年55歳でした。そして

一つの決断をし、新たな道を歩ん

でいきます。ケイビーエスもまた新

たな50年を歩んでください。みな

さんありがとうございました。
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■今回、はじめてナルゲの編集長（しかも記念号）を務
めました。実は、1年程前からVol.51の編集長として
名指しされていたので内心ドキドキしていましたが、「何
事もとにかくやってみる！」精神と社員の皆さんのご協力
のおかげで、今年も無事皆さんにお届けすることができ
ました。「KBS作品集」ページの作成にあたっては、私
が入社前のものはもちろん、生まれる前の資料も多々
あったため、それらを整理しながらケイビーエスの歴史
に触れることができたので、とてもいい経験となりまし

【年末年始休業日のお知らせ】
過ぐる年も格別のお引立てとご愛顧を賜り、まことにありがとうございました。

年末年始を下記の通り休業させていただきます。
新しい年も、なにとぞご高配のほどよろしくお願い申しあげます。

12月29日（金）〜1月4日（木）
1月5日（金）午前中営業、1月9日（火）より平常通り営業いたします。

た。50年の歩みと社員全員の思いが詰まった、記念号
にふさわしい素敵なものができたと思います。　（金山）
■KBSは創業50周年を迎えた。本紙ナルゲは1992
年の創刊当時は社内報でありつつ、マッキントッシュ導
入による、多言語組版の熱い実験場でもあった。そこ
には日本人も、さまざまな国からの留学生たちも働いて
いた。まさに多文化の職場でもあった。多くの人の手を
経て出来上がった印刷物を見ながら、あらためて歴史の
重みを感じた。　　　　　　　　　　　　　　（sute）

　この度、創業50周年を記念してカレンダーを作成しました。表紙には、前回の40周年記念カレンダーの銀色
から少しグレードアップして金色をあしらい、少し豪華な雰囲気になっています。
　今回の挿絵のテーマは「世界の民族衣装」。各月ごとに世界各国色とりどりの民族衣
装を掲載しております。リサーチするにあたり、国によっては一つの国にいくつもの民族
衣装があったり、男性あるいは女性のどちらか片方の衣装がメインとなっていたり、各国
それぞれの歴史・文化が反映されていることが読み取れ、とても勉強になりました。
　イラストは、京都在住のイラストレーターにしむらさちこさんに描いていただきました。
柔らかなタッチで少し可愛らしさも残しつつ、素敵なものに仕上げていただきました。
　50周年記念カレンダーはナルゲに同封させていただいておりますので、ぜひデスクの
そばに飾っていただき、お仕事中一息入れる際などにお楽しみいただければと思います。

「マダンの児」（朴礼和著）が本になります
　『マダンの児』は、KBSの事務を担当していた
朴禮和さんの体験記で、本紙「ナルゲ」に本人
の挿絵とともに連載され、好評を得ました。
　幼いとき植民地下の韓国から日本へ渡り、言
葉もわからないまま小学校に入学。卒業するま
での体験を描いた第17号～第26号の部分を
本にまとめることになりました。
　ふるさとでの出来事、日本での近所の人、同

級生、先生との交流などが、まっすぐなまなざし
を通して綴られています。
　読み終えたとき、厳しい現実のなか、子どもら
しくいきいきと生きた少女と周りの人々との交
流に、ほっこりした希望を見出すことでしょう。
2018年４月発行予定です。
　詳細は、３月ごろKBSホームページにてお知
らせいたします。

創業50周年記念カレンダーを作りました！
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創業50周年を迎え、KBSのロゴを一新しました。
●ロゴマーク：Ｋの鋭角部分をペン先に見立て【翻訳・ＤＴＰ=文字を起こす】、Ｂの中心円
は地球に見立て【世界の言語・グローバル】、Ｓの曲線に沿った２つの円は人の頭部に見立
て【人と人とのつながり・確かな信頼】を表現しています。
●社名ロゴ：現在の社名の濁点や点を、ロゴマークともリンクさせ親しみを持たせました。
1968年の創業以来、ハングルから多言語化へお客様のご信頼に応えるべく邁進してまいり
ました。これからも一歩進んだ多言語化をめざして、社員一同歩んでまいります。
新しいロゴとともにどうぞよろしくお願い申しあげます。

を紹介します新 しい ロ ゴKBSの


