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謹賀新年

2020年東京オリンピックへの期待

代表取締役

高

允

男

KBSの前身である僑文社が創業して間もない1970年、大阪で

ことは確実で、それに備えて外国人向けの標識やパンフレット

万国博覧会が開催された。1964年の東京オリンピック以来の一

など、多言語の仕事が増えることは間違いない。しかし、その仕

大国際イベントで、多くの観光客が押し寄せた。

事を狙う業者が増えてくるのも確実で、ますます競争が激しく

僑文社は、この時に韓国政府の公式パビリオンである韓国館

なるだろう。外国語の案内物とは、そもそも外国のお客様の利便

のポスターやパンフレットなどを受注し、韓国語の印刷会社と

を図り、日本をより楽しんでもらうよう作成されるものであり、

して、業界に確固たる地位を築くことになる。当時は、まだ活版

これは制作現場においても、全く同じだと思う。

や手動写植の時代で、韓国語の印刷ができる業者はほとんど無

東京が、熾烈を極めた招致レースを「お・も・て・な・し」で勝ち

かった。その後、コンピューターによるDTPが登場して、外国語

取ったかどうかは定かではないが、KBSでもおもてなしの精神

の印刷物制作が容易になり、多言語を扱う業者が珍しくなく

を忘れずに仕事に臨むことが、これからの競争を生き抜き、飛躍

なってきたのは皆さんもご存じの通りである。

するために必要だろう。

先日、念願の2020年東京オリンピック開催が決定した。オリ
ンピックが開催されるとなれば、外国人観光客がさらに増える
社員旅行／熊本城本丸御殿にて松倉絵夢撮影

今年１年間、お客様の立場に立って、何を必要とされているか
を考えながら頑張っていきたい。

チェ

ジュ

ド

―
― 済州島にて ―
―
「おくさんも行きませんか」白頭学院の創始者
チョウ キュフン

曺 圭訓先生の顕彰碑除幕式への参加だ。
「えっ

パンジャ

績を残されたが、事業が傾き第一線から退かれ、
2001 年 95 歳で他界された。

行ってもいいのでしょうか」と言いながら、もう行

その葬儀に参列した李正林さんは、母校であ

こうと思っていた。私には行きたい所がもうひとつ

る新村中学校が曺圭訓先生の寄贈によって創設さ

あった。

れたこと、先生自らは学校にも行けなかったこと

10 月２日から４日、２泊３日の日程で、済州航空

を知った。そのほか様々な業績を知って、こんな

チケットとホテルは予約されている。２日目の除幕

にすばらしい同郷の方がいたことに感銘を受け、

式以外は、自由行動だ。

顕彰事業会を立ち上げ各方面に働きかけ奔走され

初日昼ごろ、済州道オリエンタルホテルに到着。
この日はほかに何の予定もない。荷物を部屋にお
チェジュ

た。2011 年、韓国国民勲章ムグンファ章が贈ら
れた。故人としては初めてのことだという。会長は

くと、さっそく済州大学へ行くことにした。ある

いつもその様子を自分のホームページ「BONG の

人から「大学の展示室を見学していたら後ろから

ページ」で発信していた。今回亡き会長の代わり

高仁鳳会長の声が聞こえてきてびっくりした」と

にと私に声をかけてくださったのだ。

聞いていた所だ。タクシーで約 40 ～ 50 分、大学
の門を入るとすぐ左手に在日済州人センターがあっ
た。広い芝生に囲まれた立派な建物だ。

2013 年 10 月３日、故郷の地に立派な顕彰碑が
②
建立され盛大に除幕式が挙行された。

翌４日、帰りの飛行機は午後７時だ。何の予定
ハンリム

１階にめざす在日済州人室がある。戦前、済州

もない。ホテルにあったパンフレットを見て、翰林

島から大阪へ就航していたさくら丸など、日本への

公園が日帰りにちょうどいいなと朝９時すぎバスに

渡航の歴史が大きなパネルで展示され、続いて日

乗った。亜熱帯の植物園だ。ホテルの人に聞くと、

本での生活は実物を模した家が作られ、その様

それならそこにはきれいな挟才海水浴場があるか

子を垣間見ることができるようになっている。次

らぜひ行ってみなさいと言う。チェジュ市内から海

のコーナーでは、故郷の発展のために尽くした済

岸を右に見ながら西回りの周遊道路だ。ひとり旅

州道出身者たちのインタビューをビデオ上映してい

もいいなあと心がゆったりする。１時間半ほどで翰

る。見覚えのある方々もたくさんいた。会長のイン

林公園着。さきに海辺へ行く。風が強い。まっし

タビュー映像は、入院中の 2012 年４月ごろのもの

ろなさとうのような砂浜だ。広々とした砂浜のむこ

だ。私は 2 ～ 3

ヒョプチェ

①
回くりかえしみた。

うはパステルブルーの美しい海。なにか前に来た

２日目は、真っ青な日本晴れ、ではなくチェジ

ことがあるような不思議な思いにとらわれた。たし

ュ晴れだ。白頭学院初代理事長、曺圭訓先生の

か来たことがある。そうだ、家族で済州島を訪れ

顕彰碑除幕式が、生れ故郷朝天邑新村里で行わ

たとき立ち寄った海岸だ。そのとき撮った写真だ、

れた。先生は日本の敗戦によって解放された祖国

会長の遺影になったのは。この海の色、白い砂浜、

再建には技術を持った人材の教育が急務である

水平線にみえる島影。あれからまだ 10 年も経って

と、私財を投じて建国中学校、建国女学校を創

いないのに。胸の高鳴りを覚えながら、強い風に

立（1946 年４月開校）された。ほかにも多くの功

③
吹かれしばらく海辺にたたずんでいた。

①故高仁鳳会長のインタビュー映像

2

イム

ナルゲ
（つばさ）47号

2014.1.1

②曺圭訓先生顕彰碑前にて

（2005 年８月撮影）
③挟才海水浴場にて

翻訳者エッセイ
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このコーナーは、KBSの登録翻訳者の方からお寄せ頂いたエッセイを掲載しています。

家乡·孔子与翻译
呂

鳳

美

故郷・孔子と翻訳
はじめまして、呂鳳美（ろほうび）と申します。私は中国山東省曲

初次见面，我叫吕凤

阜市の出身です。曲阜といっても知っている日本人はほとんどいない

美。中国山东省曲阜市人。

が、孔子及び『論語』について知っている日本人は少なくないと思う。

说起曲阜，也许日本人知

そう、曲阜は孔子の故郷なのです。

道的并不多，但是“孔子”

曲阜は中国山東省南西部に位置し、市内には孔林・孔廟・孔府とい

和《论语》日本人大概都

う「三孔」がある。孔林は曲阜市北部に位置し、孔子及びその家族の

知道。对，曲阜就是孔子

墓地があり、現在世界で歴史上一番古くて大きな氏族墓地と言われて
いる。孔廟は曲阜市中心部に位置し、中国古代歴代王朝の孔子を祀っ

故里。
曲阜位于山东省西南

た廟（寺院）で、北京紫禁城についで二番目に壮大な宮殿建築群だ。

部， 城内有“ 三孔”， 即

孔府は孔廟の東側に位置し、孔子の直系子孫の邸宅で、「天下第一家」
と呼ばれている。

孔林，孔庙，孔府。孔林

曲阜は儒教文化の発祥の地として、中国の「国家歴史文化名城」と

位于曲阜城北，是孔子及

なっている。儒教文化は東アジアの国々に大きな影響を与えた。近年、

其家族的墓地，也是目前

曲阜では、毎年旧暦 8 月 27 日（孔子の誕生日）に「祭孔大典」が行

世界上最悠久最大的氏族
墓地 ；孔庙位于曲阜城中

杏壇：孔子が講学を行ったところ

われている。
私は中学校国語教科書で「三人行けば、必ず我が師有り。其の善き

央，是中国古代祭祀孔子的庙宇，是规模仅次于北京故宫的宫殿

者を択びて而ち之に従い、その善からざる者は而ち之を改む。」等の『論

建筑群。孔府位于孔庙东侧，是孔子直系子孙的宅邸，被称为“天

語』の名句を習った。近年、中国では国学ブームにつれて各自の『論語』

下第一家”
。
曲阜作为儒家文化的发源地，成为中国国家历史文化名城。
儒家文化对东亚诸国产生过巨大影响。近年，在曲阜，每年阴历
八月二十七日孔子诞辰日都会举行“祭孔大典”
我在中学语文课本中就学过“三人行，必有我师焉。择其善
者而从之，其不善者而改之”等《论语》名句。近年在中国随着
国学热的兴起，更是有很多学者讲述各自的
《论语》心得。在日本，
被誉为“日本资本主义之父”的涩泽荣一著有《< 论语 > 与算盘》。
今天日本各书店都摆放着各种《论语》读本。现在中日两国许多
人都能念出“三十而立，四十而不惑”
“有朋自远方来，不亦说乎”
等《论语》名句。可见，孔子及其思想从各领域影响着中日两国。
我学了日语后从事翻译工作数年，一个偶然的机会，我发现
我的家乡，家乡的这位伟人，居然还影响到了翻译界。这可能是
很多人都想不到的。历史上最早论及翻译的是孔子。两千多年前，
孔子就提出“名从主人”这一音译原则（今后若有机会再介绍），
说明孔子对翻译有过认真的思考。这不仅在中国而且在世界翻译
史上也是最早的 ※。此外，在翻译界中被推崇为经典翻译标准的
“信、达、雅”，也似乎和孔子的思想有关。1895 年，中国近代启

読後の心得を述べる学者が現れている。日本では、
「日本資本主義の父」
といわれる渋沢栄一の著書である『論語と算盤』がある。今日の日本
の各書店では様々な『論語』の読本が置かれているそうだ。今の日中
両国の多くの人々は「30 にして立つ、40 にして惑わず。」「朋有り遠
方より来たる、また楽しからずや。
」等の『論語』の名句を口に出し
て読むことができる。孔子及びその思想は各分野で日中両国に影響を
及ぼしていると言える。
私は日本語を勉強し、翻訳の仕事をするようになって数年になるが、
偶然、私の故郷と故郷のこの偉人が翻訳界にも影響を及ぼしているこ
とが分かった。これはたぶん多くの人々には思いがけないことだった
かもしれない。歴史上一番早く翻訳に言及したのは孔子である。二千
年ぐらい前に、孔子は「名従主人（当人の自称を尊重する）」といっ
た音訳の原則を述べたそうだ（将来機会があればまた紹介する）。こ
れは孔子が翻訳について真剣に考えたことがあることを意味してい
る。中国だけではなく世界翻訳史では一番早かったと言われている ※。
また、翻訳界でスタンダードな翻訳の基準と考えられている「信、
達、雅」も孔子の思想と関わりがあるそうだ。1895 年に中国近代啓
蒙思想家・翻訳家である厳復は翻訳書『天演論』の序文「訳例言」で
「訳事三難：信、達、雅」と述べた。厳復は「修辞立誠」（辞を修めて
其の誠を立つ）
「辞達而已」
（辞は達するのみ）といった孔子の言葉を
引用して、
「信達雅は訳す事の模範」と指摘した。「信」とは原文を忠

蒙思想家严复在《天演论》的“译例言”中提出“译事三难 ：信、

実に正確に訳し意味を勝手に増減しないこと。
「達」とは原文に拘らず、

达、雅”
。他引用孔子的话“修辞立诚”
“辞达而已”，并指出信、达、

ニュアンスと意を尽くすこと。「雅」は文章表現の美しさを追求する

雅为“译事楷模”
。
“信”指意思不违背原文，
要准确，不随意增减；

こと。

“达”指表达不拘泥于原文，通顺明白 ；
“雅”则指翻译时用词要
得体，追求文章的简明优雅。
儒家思想核心部分的“仁、义、礼、智、信”、
《论语》中的“辞，
达而已矣”，至近代，严复概括提炼出经典翻译标准“信、达、雅”，
足见孔子思想对于翻译界的影响。

儒教思想の核心部分としての「仁、義、礼、智、信」及び『論語』
の中の「辞達而已矣」から、近代に至って、厳復は名高い翻訳基準で
ある「信、達、雅」を主張した。孔子の思想の翻訳界に与えた影響は
明らかだ。
東アジアは儒教文化圏に属し、それらの国民は皆「万世師表」（永
遠の先生）と呼ばれている孔子を聖人のように尊敬している。皆様に

东亚国家同属儒家文化圈，各国都不约而同地都尊奉着这位

は機会があればぜひ私の故郷であり孔子の故郷である曲阜に来ていた

万世师表的孔圣人，欢迎海外的朋友们有机会能来我的家乡圣人

だき、聖人の知恵と情緒を体験していただくことを心から歓迎してお

故里曲阜，来感受圣贤的智慧与情怀，同时也愿我们能活用先贤
的思想使其在翻译领域更放光芒。

ります。同時に我々も先賢の知恵を活用して翻訳の世界で輝けること
を願っている。
※ 中国翻訳学会理事 孫迎春『孔子と翻訳』山東大学威海分校翻訳研究所 2012

※ 中国翻译学会理事 孙迎春《孔子与翻译》山东大学威海分校翻译研究所
2012
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ケイビーエス

http://blog.kbsjapan.com/

2010年から始まったKBS社員のブログ。日頃感じたことを書き綴って
いますので、どうぞお気軽にアクセスしてみてください。今号でもナルゲ
紹介用に文章を少し訂正し、いくつかをご紹介いたします。

アグラといえば、ご存じ世界遺産のタージ・マハ
ルがある都市です。私たちは、ニューデリーで列
車の切符を買い、乗車率200％はあろうかという
満員列車に乗って日帰りで観光に行きました。
世界遺産のタージ・マハルでは、その白大理石

「高仁鳳さんを偲ぶ会」に出席して
【02月29日】

社員ブログ

松本 佳代子

私には4歳の娘がいます。2月19日は、偲ぶ会へ出席するため夜が遅く
なるので主人と私の実家へ協力を求め、娘には「お母さんは、この日は仕
事だからね」と話していました。

の美しさもさることながら、圧倒的なシンメトリー
に衝撃を受けました。これだけ大きな建造物が完
璧な左右対称を誇ってそびえたっていると、ある種
の違和感すら覚えました。まさに「人工物」といった感じです。そういえば高
校の世界史の時間に「幻の黒大理石版タージ・マハル」の話を教わったなあ、

当日の朝、起き出した娘がパジャマのまま色鉛筆を持って絵を書き出し
ました。そして、「これ、おかーさんのかいしゃのかいちょ」と言って2枚

と思 い 出しながら建 物 内 部に入りました。 唯 一 非 対 称になってしまった、
シャー・ジャハーンの棺を見ると、少ししんみりした気分に・・・なるかと思い

の絵をくれました。絵を見てびっくり！！会長がお気に入りの緑の韓服を

きや、内部は人員整理の警笛や人々の喧騒でごった返しており、静かに眠るど

着ているのです。頭にはトレードマークの韓服の帽子まで！2枚目は、「お

ころか未来永劫眠れないのでは、と変な感想を持ってしまいました。

しゃしん撮ってるの」と…。娘は会長と1度だけ、弊社のBBQでお会いし

写真は、私が人ごみを掻き分け掻き分け、なんとか最前列に陣取って携帯

てますがその時の会長の服は、この緑の韓服ではなかったハズ。そもそ

で撮影したものです。とても暑い晴れた日だったのですが、空の色がややくす

も、今夜が偲ぶ会とは娘に言っておらず、当日の朝、突然「かいちょ」

んでいるのが残念です。

と…。「あぁ、会長が『カデヂャ、今日はよろしく』と言いにきてくれた」

私の旅の定番になりつつあるジャンピング写真も、いろんな人の協力を得

と思いました。私には残念ながら見えませんでしたが幼い娘には見えたの

て撮影することが出来ました。今思えば、お墓であんなにはしゃいでよかった

かもしれません。（私はぐっすり寝ていました）

のでしょうか。

会社へ行って、その話をして絵を専務に渡すと「なんでウチには来てく

私がアグラに行った日が休日だったためか、インド国内からも多くの人が観光

れへんねんやろ…」と少し寂しそうにおっしゃっていましたが、いえ、毎

に訪れていました。また、観光シーズンでもなかったので東洋人が珍しかったら

日来ていると思います。見えていないだけです（笑）

しく、あちらこちらで写真を撮らせてほしいと言われました。思いがけず色んな

偲ぶ会が始まって、当日私は李次長と歌の披露をしたのですが「きっ

国・地域の人と話すことが出来て、それもまた良い思い出になりました。

と、今ビデオ回してるんやろうな」と娘のおかげで会長の存在を感じるこ
とが出来ました。

HTML5・CSS3のすごさ「次世代の可能性」

今でも会社の行き帰り、会長が自転車で「あんにょ

【06月12日】

ん！」と手を振っている姿が見える気がします。今ま
で、「見える気がする」と思っていましたがきっと、本

横澤

寅男

以前このブログで【「CSS3 ドラえもん ver3」って知ってます？】という記

当に乗っているのかもしれません。見えないだけで。会

事を書きましたが、今回は見ていて“すごいなぁ”と思うサイトの紹介です。

に集まってくださった方々ひとりひとりの所へニコニコ

HTML5・CSS3の勉強をしていて、いろんなサイトを見ていると驚く程す

とお礼を言っていることだと思います。ビデオをまわし 写真を撮っている会長
ながら（笑）

ごいページを目にします。もちろんそれはWebに携わっているから、すごいと
思うのかもしれません。なぜならこれから紹介するサイトは、Flashとかを利
用すれば表現できるものなので、普通の人がそれを見て、なぜそれがすごい
のか理由が分からないと思うのも当然だからです。

作文講座

【03月12日】

林

芳

子

何年か前にOGS（大阪府グラフィックサービス協同組合）の作文講座に参
加した。月１回仕事を終えた後、組合事務所に集まり、缶ビールやジュース
を片手に気軽に開かれた。

じゃあFlash ってなに？というところから教えてほしいと思うかもしれません
が、面倒くさいので省きます。難しく考えずにHTML5・CSS3（テキストに
記述するだけ）で、こんな表現ができるんだなあと思って頂ければ十分です。
HTML5 花火大会
ま ず はこ れ から の 季 節 に は ぴったりの 花 火 を

いつも講師の長谷川信正先生のかんたんな講義があり、その日の「お題」

HTML5で表現しているサイトです。JavaScriptや

が出され原稿用紙が配られる。400字、30分以内に作文しなければならない。

CSS3で書かれたコードが美しい花火となって夏の夜

それを8名ほどの受講者全員で回し読みをする。最後に先生のコメントをもら

空を鮮やかに彩ります。

う。中には完成度の高い作品や専門的なことを書かれていて、冷や汗の連続
だった。でも先生のコメントを聞くときは小学生に戻ったようで、なんだか嬉
しかった。

HTML5 Fireworks→ http://jsdo.it/event/html5hanabi
WebGLを使ったデモ
もう一つはWebGLを使ったデモです。とってもきれいです。

文章を書くとき、次のような留意点を挙げられた。

http://alteredqualia.com/three/examples/webgl_terrain_dynamic.html

・わかりやすく書く。

キーボードで n を押すと夜と昼が入れ替わり、m を押すと大地がうねり始めます。b

・短い文章を心がける。

を押すとサウンドの on off が可能です。（残念ですが、IEではご覧になれません。）

・書き出しに気を配る。
・文章のはこびで「起承転結」を大事にする。
・品位を重んじる。
これに留意して新聞のコラムなどを読むととても勉強になる。でも最近、と
りあえず書き残すことが大切だと思う。会長のように。

台湾語異体字の話の続き

【06月17日】

呂

咏

鴻

去年私は、台湾で異体字と正体字の共存で台湾の漢字使用の混乱気味と
いった現象について投稿しました。最近新しい例に出会いました。中国人に
とっても大切な知識ですね。ここで簡単に例を挙げます。

インド旅行記

【05月07日】

松倉 絵夢

インドに行ってきました。私の初めてのインド旅の一部をご紹介します。
（アグラ編）
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１.「為」、「爲」、「为」
台湾語の正体字は「為」です（台湾教育部国語辞典による）。「爲」は台
湾では異体字として認識されているようで、使うのも少ないみたいです。最
近の仕事の中でお客さんからのテキストには「爲」が使われていたのです。

2014.1.1

結果、DTPで文字化けしてしまいました。いろいろ調べて以下のように分か
りました。

この本、おすすめです！

「爲」
：本来の繁体字で、比較的古い。篆書、早期の隷書で見られるそうで

【10月17日】

柳

美

善

フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」。

す。手書きであまり書かない。台湾の異体字
「為」
：
「爲」の隷書（篆書が簡略化されてできたもの）からの字だそうで

せつない余韻を残す小説「グレート・ギャツビー」
は、現代アメリカ小説の中で、最も偉大な作品の一

す。学校教育では「為」を教えられる。台湾の正体字。
「为」
：中 国大陸は以上の二文字を全部「为」に簡略化し統一（草書楷書

つとして取り上げられている小説です。フィッツジェ
ラルドの「グレート・ギャツビー」は第一次世界大

化字）。繁体字・異体字を一切廃止したのです。
なので、中国人としては「爲」を見たとき違和感はありません。書道や歴

戦直後、アメリカの社会を生々しく描いた作品で、ジャズ音楽があふれ、経

史旧跡などで本来の繁体字は「爲」です。漢字の源流・発展・変化はここで

済大恐慌がおこる前、いわば空虚な「アメリカンドリーム」を象徴する道徳的

別の話ですが、一つの地区・社会の中では、統一・規範は問題ですね。これ

に堕落し、腐敗した世代を描写しているのです。そしてギャツビーをはじめ、

については、お客さんだけではなく、「爲」を使う台湾の学者の論文も検索

登場人物達を通して人間の欲望や夢、愛を描いています。

されました（台北市立大学曾榮汾氏論文『異体字三論』http://diction.

ただ、愛する一人の女性を手に入れるために生きてきたギャツビーの生き

sg1002.myweb.hinet.net/dict2006/doc/05doc.pdf）。規定された

方を通して、何が私達の人生で大切なのか、どんなものがもっと価値のある

標準でも使われている数でも台湾は「為」なのに……

人生なのかを考えさせられます。
この本を読みながら私はとても優れた表現と細かい描写に感嘆せざるをえ

２.「裡」、「裏」、「里」
この間の仕事では、お客さんからのテキストには「裏」という字はDTPで

ませんでした。作品はだいたい作家自身が歩んできた人生の軌跡が刻まれて

文字化けして出てこなかったのです。「裡」で入れればいけそうです。その

いると言われます。この作品もおそらくそうでしょう。何回も映画として脚色

理由としては、

されたこの小説は、アメリカでは今も毎年30万部以上売り上げている傑作だ

「裡」
：台湾の正体字です。（台湾教育部国語辞典による）方位名詞、中と

そうです。私はこの本を読んで感じた妙な感覚をそのまま心にしまっておきた
くて、あえて映画は観ませんでした。小説の最後の部分がずっと心に残り、

いう意味です。
「裏」
：
「裡 」と同じです。
「裡」の異体字です（台湾教育部国語辞典による）

今もちょっとせつない余韻を『こうしてぼくたちは、絶えず過去へ過去へと運

「里」
：発音は上の二文字と同じですが、意味は「さと」、「距離単位、さら

び去られながらも、流れにさからう舟のように、力のかぎり漕ぎ進んでゆく』

に内部（古文の中では「裡」と通用するので）などの意味です。

この秋、「グレート・ギャツビー」を一冊読み終えるのはいかがでしょうか？

大陸簡体字は昔「裏」（繁体篆書）という字も通用していたが、現在以上
の三文字を全部「里」に簡略化し統一したのです。なので、中国大陸の人も
台湾人も「裏」を繁体字として見たとき違和感はないですね。異体字は一番
標準的な字ではないのでDTPで出てこない場合もありますね。

51年ぶりの懐古…HOTOKU

【10月18日】

李

秀

泰

さて、世界中の漢字を使っている中国語社会（大陸、台湾、香港、海外

もっと早く書きたかった。でも、もったいなくて暫くは心に留めておき

華人華僑地区）では、簡体字と繁体字に関する批判と論争は長い歴史の中で

かったのが事実かもしれない。2012年9月22日土曜日の昼過ぎ、尼崎記

ずっと続いてきました。もちろんイデオロギーを持って文化の角度で簡体字

念公園野球場での話。またもやステの高校野球の話題か！と、思われる

を批判することも少なくなかった。一体簡体字はどれぐらい漢字文化さらに中

方、しばしの間、お付き合いの程お願い申し上げます。

華文化を破壊してしまったかはとりあえずここの話題ではないが、一つの社会

なぜなら、51年ぶり即ち半世紀ぶりの出会い、いや初対面が実現した

の内部では言語文字使用の標準化は必要だと思われています。それは台湾

からだ。時は、1961年夏の甲子園、小学校2年の自分は毎日熱戦をテレ

社会でもこのような議論が見つかりました。（http://news.tvbs.com.tw）

ビで観ていた。倉敷工vs報徳学園。

これは台湾のTVBSテレビ局の「道では正体字や変体字（異体字・大陸の

試合は９回まで０―０の投手戦で延長に。11回表に倉敷工が一挙６点、こ

簡体字と違った簡略手書き字）が混用されて人々が困る」といったニュース

れにて報徳はくやし涙か？ と、思いきや、なんとウラの報徳も一挙６点入れ

です。台湾の学者も規範にあった文字を使うべきだと提言したそうですね。

て再延長。手に汗握る自分は、延長12回ウラに報徳
が1点を入れ、サヨナラ試合をこの目で確認した。

自社の受注管理システムを構築した話
【09月30日】

高

允

これが伝説的な「報徳・奇跡の大逆転劇」といわれ

男

KBSでは、顧客管理や販売管理、また外注先といった管理システムを自前
で構築して運用している。

る試合である。それ以来、夢中になり続けてきた春･
夏の高校野球。特に、報徳への思い入れは強かった。
そして、ようやく実現した尼崎での秋季大会、対
明石商戦。試合前に私の前に座られる方に学生も、

厳密に言うと、納品書や請求書等の伝票発行

大人（OBと思われる）たちも一礼をして行く。そ

や会計管理等については、市販の管理システム

して落ち着くや、「自分は逆転報徳のファンでして、

を利用しているが、見積、受注、外注といった

大阪から来ました。確か小さい頃、延長戦で6点入

進捗管理をファイルメーカーを利用して構築し

れられても6点を入れかえして、逆転勝利したこと

ている。
このシステムを運用し始めたのは、約10年前

メニュー画面

関学に勝った報徳の選手達
（夏の兵庫大会 2013.7.14
尼崎市記念公園野球場にて）

が今日まで脳裏から離れずに、いまここに来ることが出来ました」と。する
と、間髪入れずに「その時のキャッチャーが私です。となりはピッチャーで

の2004年からで、従って10年間の受注データを、このシステムを利用してす

す」と。「えっ！ あの時の……」絶句せずにはいらなかった。「でも50年も

ぐに探し出すことができる。

前のことをよく覚えてはりましたなぁ。オイ！ 現役生にこの方に感謝しな

このシステムは、何らかのロールモデルがあるわけではなく、我が社の業

さい」と言われた。そして回りを見渡すと、OBの方たちで超満員。報徳か

務に必要な機能だけを少しずつ構築してきた完全なオリジナルシステムで、

ら慶応大学へと招かれた福島元監督もおられた。そのOBの方たちの中に自

最初に運用したバージョンは、全く知識の無いところから、独学でファイル

分がいる。なんと素晴らしい、この日が来ることがまるで描かれたように試

メーカーを勉強して、半年程度で作り上げた。その後、ファイルメーカーの

合を観続けた。50年の余韻は今でも続いている……。

バージョンアップに伴い機能を強化し、今では日々の業務に必要な機能はほ
ぼ網羅している。
今後の課題としては、これまで蓄積したデータを活用して、分析ができるよ

17年後のお楽しみ

うな機能を追加すること。そして、こちらの方が本題であるが、こういった
ファイルメーカーシステム構築のノウハウを活かして、新しいビジネスチャン
スを模索していくことである。
こんなことができないかな？というような案件があれば、遠慮無くご相談く
ださい。

【11月25日】

稲木

隆文

娘が産まれた年に漬けた梅酒が3年経ち飲み頃に
なったので、少しだけ別の容器に移し、娘が20歳にな
る17年後飲むことにしました。
20歳の誕生日に一緒に飲めたら嬉しいですね。
2014.1.1
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自費出版のお手伝いを
アドバイザー認定試験に合格

港レト
ロ
門司
・

日間！
２

熊本城

今年の夏、ＮＰＯ法人日本自費出版ネッ
ト ワ ー ク が 行 う 第10回 自 費 出 版 ア ド バ イ
ザー認定試験に挑戦しました。
そもそものきっかけは、昨年の第9回自費
出版アドバイザー認定試験を受けて既に合
格されている我が社の林芳子専務が、私に
もこの認定試験を受けるよう強く勧めてい
ただいたことです。
これまで永年印刷会社に勤める中で、雑
誌 や 機 関 誌、 記 念 誌 な ど の 制 作 に 多 く 関
わってきており、自費出版アドバイザーは、
その経験を活かせる仕事になるという思い
もあり、昨年秋と今年春の2回にわたってア
ドバイザー養成講座に参加し、受験資格が
得られましたので、さっそく受験すること
にしました。
自費出版アドバイザーとは、出版経験の
ない著者が、どのような本を作ろうとして
いるのか、その思いや考えを聞き取り、出

3 年度 社員旅行
201

阿

営業企画部

上間 行洋

版 に 関 す る 専 門 家 の 目 で 編 集・ 組 版・ 印
刷・製本・流通にいたるまで、提案やアド
バイスをしながら、著者の思いに添うよう
な本づくりのお手伝いをする役割を担うも
のです。
従って、認定試験の内容は、原稿整理や
組版・校正など編集に関する知識、用紙・
印刷・製本など印刷知識のほか、個人情報
保護法・肖像権・著作権など法的要素が含
まれる事柄から出版・流通にいたるまで、
結構幅広い分野の知識が求められる内容と
なっておりました。
試験などというものは、高校生の時以来
ですので、かれこれ40数年振りとなるので
すが、試験問題に目を通してびっくり。ほ
とんどが記述問題で、得意の二択、三択の
問題は全くありません。覚悟を決めて何度
も問題を読み返しながら、一つひとつ空白
を埋めていき、苦心惨憺の挙句にようやく

11 月初旬に、社員旅行へ行ってきました。
KBS の社員旅行は 3 年ぶりとなります。
残念ながら参加できなかった社員もいまし
たが、お天気は最高！ご機嫌な旅を楽しみ
ました♪

門司港
レトロ

耶馬渓

蘇・湯布院

門司港レトロ

湯布院

お昼前に門司港レトロへ到着。
昼食に「瓦焼きそば」を食べまし
た。お味は…焼いてない方が美味
しい…？

耶馬渓

別府温泉

湯布院

阿蘇･草千里

別府
温泉

阿 蘇
草千里

耶馬溪は、壮大な風景がパノラ
マ！空気も澄んでいて大阪ではな
かなか味わえない自然を満喫でき
ました。

6

全ての答案を
記入し、締切
日寸前にやっ
と提出しまし
た。
特にしんど
か っ た の は、
日頃ほかの人
が書いた文章を読む機会は多くありますが、
自分自身が文章を書くということは、短い
文章であっても、その組み立てに手をやい
たことです。
苦労の甲斐あって、10月の初めに合格の
通知を受け取りました。これで、晴れて自
費出版アドバイザーとして認定されたこと
になります。この上は、これを生かして、
一人でも多くの人に自費出版のお手伝いが
できるよう、今後も勉強を積み重ねていき
たいと思います。

熊本城

1 日目のお宿は別府温泉。ホテル
近くの竹瓦温泉にも入ってきまし
た。温泉のハシゴができるのも旅
の醍醐味♪
湯布院の金鱗湖は温水の池だそう
で、水面から湯気が立ち上り、紅
葉が映えた景色は幻想的でもあり
ました。
昼食に馬刺し！（３切れでしたが
ｗ）お腹いっぱいになった後は、
草千里を走るもよし、景色を楽し
むもよし！

ナルゲ
（つばさ）47号

2014.1.1

熊本城

最後の観光地。残念ながらクマモ
ンには会えませんでしたが、大阪
城とはまた一味違う熊本城はなか
なかの迫力です。

多言語サイン（看板・案内図等）
韓国語印刷からスタートし昨年創業45
周年を迎えたKBSですが、今では多様な
言語で幅広いジャンルの仕事に携わらせて
いただいています。過去に紹介した事のあ
る観光パンフレットから工業製品の取扱説
明書に至るまで、様々な分野でお客様に貢
献してきました。今回は数ある仕事の中か
ら、駅や公共の場で多くの人が目にする機
会のあるサインボード、案内図などの翻訳
に関して紹介します。
最近では駅や公共施設でも国際化が進
み、看板や案内表示など複数言語で表記し
てある事も珍しくありません。弊社では、
そうした施設看板などの多言語化のお仕事
を数多く頂いております。サインなので、
短いものは駅名や位置表示など一言や二言
から、案内図の場合でも、長くて一文や二
文程度のものがほとんどです。とはいえ、
日々多くの人の目に触れる重要なものなの
で翻訳作業は非常に気を使います。一見短
いので訳しやすいかのように思われます
が、実は翻訳は短い方が難しい場合も多い
のです。
例えば、サインや案内板という特性上、

営業企画部

松倉 絵夢

味が通じなくなるのであり、短い文こそ翻
訳の難しさという問題をはらんでいるので
す。

訳文も原文に沿ってある程度短くまとめな
ければなりません。しかし、短いからこ
そ多くの言葉が省略されており、なおかつ
原文の多くには慣習によるある程度の了解
や文化的な背景が反映されています。訳文
ではそれらを適度に補ってあげる必要があ
り、違う言語で同じように端的に表現する
のはとても難しいことなのです。
また、サインの多くはその場にあってこ
そ意味が通じるものも少なくありません。
前後の脈絡がないと何を指しているのか曖
昧な場合も多く、たとえ短い一文、一語で
あったとしても「どんな場所に、どのよう
な目的で設置されるのか」といった背景を
必ず確認するようにしています。言語は文
化や慣習といったものと非常に密接な関係
を持っています。だからこそ、直訳では意

새로운 발견과 자유로운 상상…

저에게 있어서‘호시 신이치’
는

2013年、私どもKBSが会社を構える
大阪では新しい商業ビルのオープンが相次
ぎました。4月にはJR大阪駅直結のグラ
ンフロント大阪、6月には近鉄大阪阿倍野
橋駅直結のあべのハルカスが一部オープン
しました。それに伴って周囲の商業施設や
駅には新たにサインが設置されます。さら
に関西圏で見ると、伊勢神宮の式年遷宮と
いう一大イベントに合わせて新たに新型特
急が開通するなど、何かとサイン関係のお
仕事が多かったように思います。
2020年には東京でのオリンピック開催
も決まり、今後日本への観光客誘致はます
ます本格化していきます。そうなると、更
に多くの場所で多言語によるサインが設置
されるなど、海外からの観光客に向けた環
境整備が進められていくことが予想されま
す。より多くの人が出来るだけ便利に利用
できるように設置されるサインや案内図。
そうしたより良い社会づくりに、弊社も貢
献していければ幸いです。

新しい発見と自由な想像…私にとって
「星新一」は
翻訳部

柳美善

최근 읽은 소설 작품의 작가 중에 가장 마음에 드는 작가는‘호시
最近読んだ小説の中で一番気に入った作家は「星新一」です。日
신이치’
입니다. 일본에서는 소설가 그리고 SF작가로도 유명하다고
本では小説家として、またSF作家として有名だそうです。名前を聞
합니다. 이름은 들어 본 적이 있었지만 그의 소설을 직접 읽은 건 최
いたことはありましたが、彼の小説を自分で読み始めたのは最近で
근입니다. 남편의 권유로 호시 신이치의 책을 한 권 받아 들고는‘언
す。夫から勧められて、一冊の本を受け取っては『いつ、これを全
제 이 걸 다 읽을까?’내심 걱정했었습니다. 책장을 넘기면서 단편
部読み終えるんだろう？』内心、心配でした。ページをめくりなが
소설 모음집이라는 걸 알았을 때 안도의 한 숨을 쉬었습니다.‘빨리
ら短編小説集であることに気づいた時には、安堵の息をつきました。
읽을 수 있겠군’
. 급한 성격의 소유자인 저는 전공도서 이외엔 사실
「早く読み終えそうだな」
。せっかちな性格の所有者である私は専攻
일본어로 쓰여진 소설책을 거의 읽은 적이 없습니다. 왜냐하면 일본
図書以外、日本語で書かれた本をあまり読んだことはありません。
어로 쓰여진 책은 생각보다 빨리 책장이 넘어가질 않습니다. 그래서
なぜならば、日本語で書かれた本は思い通りに早く進まないので、
늘 읽는 도중에 포기하곤 했었습니다.
いつも読んでいるうちにイライラして諦めたりしました。
‘호시 신이치’
의 소설은 몇 장 되지 않는 짧은 분량의 쇼트 소설들
「星新一」の小説は何枚もならない短いショート小説です。ただ
입니다. 하지만 쇼트 소설이라고 해서 결코 가볍게 봐서는 안 됩니
し、ショート小説だと言って決して軽く見てはいけません。彼の小
다. 그의 작품은 완벽한 구성과 구조를 가지고 있으며, 또 무엇보다
説は完ぺきな構成と構造を持っています。何より優れているのは斬
도 결정적인 것은 참신한 소재들입니다. 그 참신함과 다양한 소재로
新な素材です。その斬新さと多様な素材で、時には笑わせたり悲し
때로는 웃게도 만들고, 또 때로는 슬픈 마음이 들게도 만들며, 또 때
い気持ちにさせたり、また時にはその短い分量の小説が人を深く
로는 그 짧은 분량의 소설이 사람을 깊은 생각에 빠지게도 만듭니다.
考えさせたりもします。本当に不思議な小説ですね。一編、一編の
참 신기한 소설입니다. 한 편 한 편의 쇼트 소설을 읽고 난 후면 언제
ショート小説を読み終える頃はいつもこんなことを考えます。『彼の
나 이런 생각들을 해 봅니다.‘그의 상상력의 끝은 어디까지 일까?’
想像力の終わりはどこまでなのかな～？』。こんなに短い小説で異な
이렇게 짧은 소설들로 다양한 세계를 보게 하다니 정말 지루할 틈이
る世界を見せてくれるなんて、本当に退屈なんて考える暇もありま
없습니다. 그리고 항상 대반전이라는 의외의 결말들을 가져오는 등
せん。そしていつも大逆転という意外な結末を持ってくるなど、彼
그의 작품들은 놀라울 정도로 창의적입니다. 이런 부분들이 그의 작
の作品は驚くほど創意的です。私はたぶんこんなところで彼の作品
품의 매력인지도 모르겠습니다.
に魅力を感じたのかもしれません。
이 책을 읽으면서 저에게 발견한 것 중의 하나는 무언가를 보는 시
この本を読みながら私が発見したものは、ものごとを見る視線が
선이 늘 새로워졌다는 것입니다.
新しくなったことです。
새로운 발견과 자유로운 상상들, 저에게 있어서‘호시 신이치’
는
新しい発見と自由な想像、私にとって「星新一」はこのような発
이런 발상들을 할 수 있도록 해 준 매개체적인 존재입니다.
想ができるようにしてくれた媒介的な存在です。
2014.1.1

ナルゲ（つばさ）47号

7

京都先斗町 鴨川納涼床

KBS まだん韓国研修旅行 2013

今にも雨が降り出しそうな曇り空の下、 京都へと向かう。 前日までの暑さ

ジュージュー、ジューと音を立てて肉が焼かれていく。分厚くて大きな

は嘘のように涼しく、 京都に着いた頃はポツリポツリと雨が降り出した。 韓

肉は、日本のそれとは明らかに違う。キムチはこっちに置いた方がいいと

国語教室で夏の恒例行事となりつつある「京都先斗町 鴨川納涼床」 を、

か、上手な焼き方を教えてくれるお店は「삼겹천하
（三ギョップ天下）
」
。

教室に来ている大野さんの案内で今年も行うことができた。 京都市内はバス

明洞にあるサムギョプサルのお店だ。この店は石板を使って焼くのが特徴

での移動が便利ということで、 バスの一日乗車券を購入し、 まずは高麗美

で、味も良く手頃なお値段が魅力的。

術館へ。 高麗美術館では 「朝鮮文化と京都」 を見学し、その後同志社大

９月の連休に今年も「KBS まだん韓国研修旅行」に行ってきた。今年

学へ。「尹東柱の詩碑」を見た後、大野さんより同志社大学の建物について、

は韓国旅行の入門的な観光地ばかりを回ってきたが、KBS まだんの韓国

いろいろとお話を伺った。ちょうど今年は NHK の大河ドラマで 「八重の桜」

研修旅行にしては珍しいことかもしれない。それでもガイドブックには

をやっていたのでタイムリーな見学となった。

載っていないお店を探したり、市場で食材を買い求め、それを調理しても
らって食べるという、決して型にははまらないのがまだん韓国研修旅行の

雨が激しくなりだし、「李青」というお店でお昼にする。 このお店は隠れ

いいところだ。

家のような雰囲気で、 誰かに教えてもらわないとわからない、そんな感じだ。

人であふれてにぎやかな明洞の通り。人ごみをぬって歩くのはいつもの

お昼を済ませ外に出ると雨は小降りになっていた。その後バスで移動して寺

ことだが、今年はちょっと雰囲気が違う気がした。何が違うのか？そう、

町通辺りを散策する。 錦市場でお買い物をしたり…。
夕方になって先斗町ヘ行く。 メインの鴨川納涼床だ。 このときはもう雨も

日本人が減っている。以前はもっと日本語が飛び交っていたのに、今は少

上がっていたが、 半分は室内で半分は床を楽しめた。夕暮れ時の先斗町は

なくなっている。日韓関係があまりよくない状況は、旅行客にも影響して

雰囲気があっていい感じ、さすが京都と思わせてくれる。

いるのだろう。仕方のないこととはいえ、ちょっと寂しい気がする。

高麗美術館

先斗町街並

ノリャンジン市場

ソウルタワー

楽しい韓国語教室 生徒募集中!!
KBS まだんでは映画会や忘年会、韓国旅行など、教室以外でも楽しく学ん
でいただける機会を作っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

〈火曜 中級コース〉
〈水曜 初級コース〉
夜７時～８時 30 分まで（1 クール 10 回）

Tel.06-6716-5665

http://www.hangul-net.com

メール：hangul-net@kbsjapan.com

年末年始休業日のお知らせ

【個人情報の取扱について】
この社内報「ナルゲ」は、お取引先・外注先・協力関連先の皆様にお
送りしております。
ケイビーエス株式会社は、お客様の個人情報を合理的かつ適切に管理
し、業務の目的以外に使用いたしません。また、法令に基づき開示が
義務づけられるなどの特段の事情がない限り、第三者に開示・提供す
ることはありません。
当社が管理するお客様自身の個人情報について、お客様から内容確
認、修正・更新・削除の要請を受けた場合には、お客様の意思を尊重
し、合理的な範囲で必要な対応をいたします。
当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令・規範を遵守すると共
に、その取り扱いについては、適宜その見直しと改善に努めます。
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韓国語教室のようす

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上げます。

12月28日（土）〜 1月5日（日）
1月6日（月）午前中営業、1月7日（火）より平常通り営業いたします。

編

集

後
記

● 昨 秋 開 催 さ れ た 東 京 モ ー タ ー ショー で けるかどうか 不 安 でも ある。
（上間）
は 、未 来 の 完 全 自 動 運 転 を目 指した 高 度 運 ● パソコンに向かって作業をしている。一段落
転 支 援 システム の デ モ ンストレ ー ションが して体を伸ばすと気持ちいい。そこでもう少し
行 わ れ注 目を集 めた 。また 一 方 では 小 型 の 伸ばしたとたん、
“アッ痛タタタッ !!”
。 完全に
ヘリコプターにＧＰＳを搭 載したも の で 、無 運動不足である。健康診断に行くと先生からは
人 の 宅 配 サ ービスを行 な おうとアマゾンや “日頃運動はしていますか？”と聞かれ“いいえ”
ドミノピ ザ で 開 発 を 進 め て い ると いう。こ と答える。わかってはいるのですがダメですね。
ん な 話 題 に 触 れると、将 来 が 非 常 に 楽しみ 2014年はその“いいえ”を“はい”に変えら
でも あるが 、そ ん な 時 代に自 分 が つ い て い れるようがんばってみよう。
（横澤）

