
　語る人・高　仁　鳳
日時・2012年8月24日（金）午後6時30分
場所・大阪市立東成区民センター 6 階 小ホール

主催・大阪商工会議所異業種交流会フォーラム・アイ

「平和を考える勉強会」



話す人・高 仁鳳（KO INBONG）

大阪生まれ。太平洋戦争を体験、豊岡へ疎開。

終戦後、母と兄、3人で韓国へ帰国、朝鮮戦

争勃発。高校生の兄は軍隊に。母を亡くし、ひ

とりぼっちに。この時 12 歳。散髪屋の丁稚とし

て働く。そして、ふたたび日本・大阪へ。

大学卒業後、ハングル印刷の僑文社を妻と始

める。韓国より早く、ハングル電算写植を、写

植メーカーのモリサワと共同で制作。角川書店の

朝鮮語大辞典一部印刷組版。三修社の月刊ハン

グルの印刷組版をする。

1995 年からビデオカメラで記録を取りはじめ

る。

2005 年、「幻のフィルムでつづる建国の 60 年」

制作から、ビデオカメラを常時携帯して記録する

ようになる。

現在、KBS 株式会社会長、食道ガン治療中。

信条はハミョンテンダ（なせばなる）

高 仁鳳（KO INBONG）略歴
1941年5月1日	 	大阪市此花区大開町で誕生。
	 	 	戦時中、豊岡へ疎開。
1945年8月15日	 	終戦。祖国は解放される。
1947年		 	韓国へ帰国（全羅北道裡里へ）
1950年6月25日	 	小学3年６.25事変（朝鮮戦争）勃発。兄、高校生で軍隊へ。
1952年2月10日	 	母亡くなる。
1954年9月19日	 	兄を捜してソウルへ。首都理髪館で働く。
1957年5月17日	 	日本・大阪へ再び来る。
	 9月27日	 	建国中学校２年に編入。
1962年2月22日	 	建国高校卒業。
	 4月	 	合成樹脂工業新聞社入社。
1963年4月23日		大阪経済大学入学。								
1967年4月	 	結婚。
1968年1月	 	僑文社を始める。

▲

生まれる

●1941（昭和16）年5月1日、誕生
父・高元国　母・玄行春の次男として、大阪市此花区大開町1丁目131番
地で生まれる。兄・仁守は 8 歳上だった。
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大阪市街全図（昭和 16年発行）
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▲

帰国するまで

戦時中、兵庫県豊岡市へ疎開。2階建１軒家でまわりに畑もあった。
写真は、戦中・戦後住んでいた森町の家。大阪市東成区森町市営公設
市場前で住む。母が乾物屋を営んでいた。森町から父の工場へ、三輪
車で疎開道路を行ったり来たりした。道路には爆撃の痕が残っていた。
（2012 年 7月 21日撮影）

大阪空襲（「戦後 60年　写真が伝えた戦争」日本新聞博物館　2005 年）

父と生駒山へ行った。
父はヘヤーピン工場を職人４～５
人使って経営していた。

写真の裏に、「昭和 22年４月30日写す」と書かれている。昭和 22年とは1947年だ。
左が母・玄行春、1900 年生、この時 47 歳だった。
右後が仁守兄、1933 年生、15 歳。
その前が仁鳳、1941年生、6 歳だ。
韓国へ帰国直前に撮影したと思われる。

●豊岡へ疎開、森町へ引越し ●1945年8月15日、終戦
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▲

帰国、裡里（イリ）ヘ

▲

朝鮮戦争起こる

最初は、イリ郵便局の近くの日本家屋に住んだ。
現在は益山郵便局になっていた。（2004年7月撮影）

1966 年訪問時のイリ駅（現在は益山駅）で兄と。

イリ市絵地図

1年か2年して、 裡
里駅の近く、中央
市場の店舗に引っ
越す。オモニは乾
物屋を営んでいた。
（1966年8月撮影）

現在はイリ中央初等学校となっていた。
（2004 年７月撮影）

●1948年4月、裡里中央国民学校入学

1950 年米軍のイリ爆撃犠牲者慰霊碑（2004 年 7月撮影、
この慰霊碑の日付を見て、その日が 1950 年 7月 11日だっ
たことが分った）

檀紀 4283 年、小学 3 年生。まだ戦争が始まる前に、教
室で子どもたちが、逆に読んで３

サンパルイサ

８２４、38 度線が引っ越す、
と騒いで遊んでいた。
7月11日、授業が終わって、帰り支度をし、「ソンセンニム、
アンニョン……（先生、さよう……）」終礼のあいさつが終わ
るか終わらないときに、「クワーン !!」という大きな音で、気
を失う。どれほど経ったのか。気がつくと誰もいない。走っ
て家へ帰る。母は店をしまい、兄と私が学校から帰るのを
待っていた。
兄も帰ってきたので、裏の土手に上がり、空を見上げて
いると、また飛行機が飛んできた。兄は飛行機についてい
るマークを見て、「逃げることはない。これは味方の飛行機
だ」 と言った。それは確かにアメリカの飛行機だった。
しかし、爆弾が落とされた。黒煙がもくもくと上がり、炎
が空をおおっていった。その場所はイリ駅の方だった。後で
分ったことだが、イリ駅は重要な軍事的な拠点で、鉄道を
利用して北から攻めて来るのを遅らせるため爆破されたとい
う。しかし、多くの人々が犠牲になった。

●1947年、韓国全羅北道裡里市（現益山市）へオモニと兄と3人だけで帰国 ●1950年6月25日、
   ６.25事変（朝鮮戦争）勃発
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7

▲

朝鮮戦争

▲

1950.6.25　6.25 事変ぼっ発

●避難生活 ●兄は軍隊へ

勉強した木はそのままあった。（1966 年撮影）

●木の下で勉強

7月のある日、遠くから大砲や銃声の音が聞こえて、それが
だんだん近づいて来た。私たちはみんな寺の本堂へ入って、
息を殺して隠れていた。やがて、銃声が収まり、静かになった。
外は雨。
しばらくして、戸が開いて、銃を持った兵士が入ってきた。
その服装は今まで見たことのない服装だった。みんなびっく
りして手を挙げた。その兵士は言った。
「手を下ろしなさい。怖がることはない。」
「アジュモニ（おばさん）、ご飯を炊いてください。それと負
傷者がいるので手当てを手伝ってください」
それから約３ヵ月間、人民軍の支配下になった。国旗、国歌、
金日成将軍の歌を教えられた。学校名は、裡里中央人民学
校に（国民が人民に）。
街中にはなにか不安が漂っていた。兄の友人は「人民委員
会」に入り、腕に腕章を付けて、偉そうにしていた。兄と同
じ年頃だから18 歳ぐらい。
その後、人民軍・共産軍が逃げてから、この人は逃げ遅れ
て、ウチの屋根裏にしばらく隠れていたが、あと、どうなった
か、知らない。

9月、国連軍が仁川上陸。北の方
から、韓国軍が来た。市民たちがか
れらを迎え町は平和を取り戻した。私
たちは山から下りて、市内に戻った。
学校へ行くと教室や講堂は避難民が
いっぱいで使えない。校庭の木の下
で勉強した。

写真の裏に「1950 年（朝鮮戦争の年）３月 20日　裡里公立工業中学校
応用化学科３年　学級記念写真　高仁守　18歳」と書かれている）

兄（左）と友人

平壌からの避難民
国連軍が平壌放棄を決定。破壊さ
れた大同江にかかる橋をわたる平
壌からの避難民。（1950 年 12 月
4 日、マックス・デスフォー撮影、
1951 年度ピューリツアー賞受賞写
真）（「戦後 60年　写真が伝えた戦
争」日本新聞博物館　2005 年）

中央市場の家から、北の方へ引っ越す。
（1966年撮影）

1966年8月、兄と共に
訪問した時、その家はそ
のまま残っていた。

市場の人たちとで、ヤクスト（薬水処）といわれ、寺もある
小さな山へ避難した。山に小屋を建てて住んだ。雨が降ると
雨もりがひどく、大変だった。（「戦後 60年　写真が伝えた
戦争」日本新聞博物館　2005 年）
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▲

オモニが亡くなる

●教会へかよう

（1966 年 8月撮影）

後に済州道へ墓を移葬、父と並んで眠っている。
（1981 年撮影）オモニ、息子が来ました。（1966 年 8月撮影）

叔父さんに引き取られたが、叔父さんはまもなく軍隊にとられた。あまりの
ひもじさに家出、孤児のようになる。（「戦後 60年　写真が伝えた戦争」日
本新聞博物館　2005 年）

通っていた新光教会の入り口階段（1966 年 8月撮影） 再訪時には建替えられ石碑に刻まれていた
（2004 年 7月撮影）

●1952年2月10日、この部屋でオモニは亡くなった ●孤児のようになる

1952 年 2月10日、オモニが言いました。

「私は死なないからね。おまえを残しては死ねない。
おまえをひとりぽっち、残して死ねないよ。死ねない、しねな
い……死ねない……」。オモニは静かに息を引き取りました。
私は母親の乳房を吸っているのです。いつも寝るときはオモニ
は私をだっこしてくれます。そのとき、私はオモニの乳房を吸い
ます。落ち着いて、眠れますもの。
この日も同じです。母親の乳房を吸っています。
もう、その乳房は冷たくなっています。しかし、私はいつまで
も吸っています。いつまでも離れようとしません。いつまでも、
いつまでも……。
なきがらは、裏山に埋めました。

日曜日にはキリスト教会へ行った。賛美歌を歌っ
たり、先生が話をしてくれる。楽しい。クリスマス
にはおかしがもらえる。階段にあった聖書のことば
は今でも覚えている。
「私は道であり、真理であり、命である」

ものを拾
って食べ

る。

中央市場
、私たち

が住んで
いた所の

隣は米屋
さん。

米粒が落
ちている

のを拾っ
て食べる

。

それを見
ていた、

その米屋
の女の子

、

5歳か 6
歳ぐらい

。

私の目の
前に米粒
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▲

休戦

▲

ソウルへ

（アサヒグラフ　1953 年 8月12日号掲載）

韓国では休戦反対。
（アサヒグラフ1953
年 7月15日号掲載）

手紙と封筒

中区草洞 107 番地を探していく。兄の友
人「李成福」氏の家で何日間か世話になる。
（「戦後 60年　写真が伝えた戦争」日本新
聞博物館　2005 年）

●1953年7月27日、休戦協定

●チョルンと友だちに

●1954年9月19日、兄に逢おうとソウルへ行く

張哲雄君、チョルン君。小学３年生の同級生。

だが、私が学校をやめてから転校して来た。本

など借りて読んだ。とにかく、本をよく読むよう

になった。チョルンの家に遊びに行った。

彼のオモニがとても優しくしてくれた。

「インボンア、ご飯たべたか」、ごはんを出して

くれる。
1999 年 5月、ソウルで会った。97 歳になって

いた。
この時も同じことばを発してくれた。

「インボンア、ご飯たべたか」

〈手紙の訳〉
兄さん、お元気ですか。
ぼくは、いまソウルに来ています。ソウルの駅前でこの手紙を書いて
います。
ぼくは兄さんが下宿している家を探しまわっています。
兄さんが（ぼくを）なんとかして捜してください。
ソウルには 9月19日に来ました。いまぼくはお金もなくて、
何も食べていません。

9月20日　　インボンより
〈封筒訳〉
ソウル特別市駅前でうろうろしている

コウインボンより

ソウル駅に下りると見渡す限り一面の焼け野原。駅から明洞聖堂（ミョンドン
ソンダン）だけが見えた。
兄に手紙を出す。兄はいつも万一のためにと所属軍隊と切手封筒一式を持た
せてくれていた。
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▲

ソウルで

▲

大阪へ

●1957年9月27日、建国中学校２年に編入

●1959年4月、
   建国高校入学

首都理髪館
1966 年訪れた時、以前と
同じところにあった。

大阪に来てまもなく、いかるが（現桃谷）公園で父と（1957年夏）

体育祭

卒業式を終えて、担任の全永女先生と父、
友人と

桃谷の自宅前で（現在も）

●散髪屋で働く

●兄が戦地から戻る

●1957年5月17日、ソウルを出発。7月、大阪に到着

となりに住んでいた散髪屋の主人が「うちで働か
ないか」と言ってくれた。そして首都理髪館で働く
ことになった。給料はなし、食事と寝泊りだけ。朝
６時から夜９時頃まで。それでも幸せだ。食えるの
だから。
たまに、店員たちが宴会を開く。店の前のクモン
カゲ（最近はこんな店をスーパーという）でマッコル
リや焼酎、アテにビンデトク（チヂミ）、スルメなど。
このビンデトクがとてもおいしかった。

日曜日は、休み。たいていチョルンの家へ行っ
た。そのころチョルン一家は、ソウルへ引っ越し
て来ていた。本を借りて読んだ。読解力がついた。
映画をよく観た。近くに首都劇場があり、仕事
が終わって行くと、「コマ（チビ）、入れ」と入れ
てくれた。ここは洋画を上映していた。ナイアガラ、
帰らざる河、シェーン、マンガ映画のバンビ等々。
まるで映画や物語の主人公になったかのように、
希望にあふれていた。

小学校３年から中学校１年まで、６年間の空白
がある。漢字は読めるが、書くのはむずかしい。

兄はタクシーの助手として働いた。弟の将来を
心配し、「おまえは勉強しなければならない」と、
日本にいる父の元へ行かせようと父に手紙を出
し連絡を取った。
そして、いよいよ大阪へ出発。

新聞部に入る。新聞づくりがとても
おもしろい。
新聞記者になろう。
1962 年 2月、建国高校卒業。
業界新聞社に就職しようと、履歴
書と「建国新聞」を持って就職活動
をした。
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▲

就職

名刺 給料封筒

初めて取材した国際見本市の写真がトップに。
当時の皇太子ご夫妻をまじかに見ることができた。

編集中

業界紙記者１年生

韓国学生同盟に入る。事務所のあった民団大阪本部

プサン、1957年に韓国から日本に来て以来9年ぶり（1966年 8月 1日撮影）

兄とチョルンにも再会

兄、チョルンと共に（1970 年代）
妻・林芳子
（父・林学周　
母・李順謙）
新居は東大阪市
喜里川町 8-4 の
中古住宅を購入

夏期学校の写真

腕章など

●1962年４月、合成樹脂工業新聞社入社

●1963年4月、大阪経済大学入学

▲

母国訪問

●1966年８月１日～、第１期在日僑胞夏期学校に参加

●9年ぶりの里帰り

●1967年4月4日、結婚

夏期学校の公式日程のあと8月 20日から9月
10日まで、兄とソウルやイリへ里帰り。母と住んで
いたイリの家も、そのままあった。チョルンにも再開。
イリ中央市場に行く。米屋もそのまま。主人がい
たので、あのときの女の子は？と聞いた。「その子
は病気で死んだよ」なんにも言えなかった。
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▲

僑文社始める。

●1977年1月、大阪市生野区勝山北の現在地へ移転

手差し印刷機

西成教会の建替えのため退去することにな
り、桃谷の父の家を改築して移転した。自
前の工場を持つことができた。

屋上にプレハブを建て、写研の手動写植機を購入

在日大韓基督教会機関紙「福音新聞」、民団や民族学校、各機関の印刷物、結婚招待状などを主に受注した。

ハイデルベルグ社製プラテン機

韓国館ポスター、初めて受けたカラー印刷だ。

1988 年 1月、新年会の後全員集合。

●1968年1月、大阪市西成区で韓国語専門印刷・僑文社を始める

●1969年6月、大阪市生野区桃谷へ

●70年大阪万博、韓国館の仕事をする

1817
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▲

KBS 新たにスタート

「できるかな？にチャレンジ」
私はよく夢を見ます。寝ているときに見るあのユメでは
なく、「空を飛べたらいいのになー」とかそういうもの。つ
まり願望のようなものです。
私がレックスシステム※１を導入するとき「ハングルができ
そうだ」と思ったから、チャレンジしたのです。いま、これが
KBSの主力になっています※2。
レックスシステムを製造したリョービの会社技術部も、
ワープロでは書体変更は不可能と言われましたが、私はで
きると信じました。すると、いまKBSでは、ハングルの書体
指定もワープロでできるようになりました※3。
私は映画が好きです。なぜならユメがあるからです。好
きな映画の中に「E・T」があります。その中に子供たちが自
転車に乗って空を飛ぶシーンがありますが、あれは子供た
ちが「飛べるんだ」と信じたから、飛べるのです。
いまKBSではまた新しくMacを挿入しました。これには
ユメがありそうなんです。
なにがあるか、まだわかりません。しかし、何かがありそ
うです。それを見つけます。きっと。
できると思ったらできます。
「하면된다」＜ハミョンテンダ、為せば成る＞
みなさんチャレンジしてみてください。
大いに冒険しましょう。
失敗は成功の母です。失敗を恐れることはありません。

特にKBSでは。

※１　ロボット式電算写植機。
手動写植用文字盤を利用して、自動で文字を拾い組版を行う。こ
れにハングル文字盤を搭載し、ハングル電算システムを作る。

※２　データ入力
文字入力はパソコン、NEC9800、いわゆる 98 で行った。
KOAハングルのワープロを利用して、そのころ増えてきた
留学生のネイティブが入力・校正作業をする。

※３　逆変換プログラム
書体を変えるには、文字盤を変える。文字盤には文字盤番号が付
いていて、それを変えればよい。インターネットのサイトを作る
HTML言語。この理屈を利用した。
＜文字盤１＞明朝体＜ /文字盤１＞＜文字盤２＞ゴジック体＜ /
文字盤２＞
逆変換システムも考える。文字校正は編集機で行うのは非効率的。
逆変換して、PC98 で文字校正をすると、効率が上がる。編集機
の数は限られているが、パソコンは増やせる。

モリサワ社製ハングル電算写植１号機

社内報ナルゲ創刊

2003 年 1月、TAGENGOSPACE「KBSまだん」完成

1991年Mac ２CI 導入
後にMac で多言語組版
を考案

1984 年１月より、三修社月刊誌「基礎ハングル」組版を担当

1985 年、角川書
店「朝鮮語大辞典」
の組版受注

●1982年9月、ハングル電算写植機導入 ●1990年1月、僑文社からケイビーエス株式会社へ

2019



▲

KBS 新たにスタート

「できるかな？にチャレンジ」
私はよく夢を見ます。寝ているときに見るあのユメでは
なく、「空を飛べたらいいのになー」とかそういうもの。つ
まり願望のようなものです。
私がレックスシステム※１を導入するとき「ハングルができ
そうだ」と思ったから、チャレンジしたのです。いま、これが
KBSの主力になっています※2。
レックスシステムを製造したリョービの会社技術部も、
ワープロでは書体変更は不可能と言われましたが、私はで
きると信じました。すると、いまKBSでは、ハングルの書体
指定もワープロでできるようになりました※3。
私は映画が好きです。なぜならユメがあるからです。好
きな映画の中に「E・T」があります。その中に子供たちが自
転車に乗って空を飛ぶシーンがありますが、あれは子供た
ちが「飛べるんだ」と信じたから、飛べるのです。
いまKBSではまた新しくMacを挿入しました。これには
ユメがありそうなんです。
なにがあるか、まだわかりません。しかし、何かがありそ
うです。それを見つけます。きっと。
できると思ったらできます。
「하면된다」＜ハミョンテンダ、為せば成る＞
みなさんチャレンジしてみてください。
大いに冒険しましょう。
失敗は成功の母です。失敗を恐れることはありません。

特にKBSでは。

※１　ロボット式電算写植機。
手動写植用文字盤を利用して、自動で文字を拾い組版を行う。こ
れにハングル文字盤を搭載し、ハングル電算システムを作る。

※２　データ入力
文字入力はパソコン、NEC9800、いわゆる 98 で行った。
KOAハングルのワープロを利用して、そのころ増えてきた
留学生のネイティブが入力・校正作業をする。

※３　逆変換プログラム
書体を変えるには、文字盤を変える。文字盤には文字盤番号が付
いていて、それを変えればよい。インターネットのサイトを作る
HTML言語。この理屈を利用した。
＜文字盤１＞明朝体＜ /文字盤１＞＜文字盤２＞ゴジック体＜ /
文字盤２＞
逆変換システムも考える。文字校正は編集機で行うのは非効率的。
逆変換して、PC98 で文字校正をすると、効率が上がる。編集機
の数は限られているが、パソコンは増やせる。

モリサワ社製ハングル電算写植１号機

社内報ナルゲ創刊

2003 年 1月、TAGENGOSPACE「KBSまだん」完成

1991年Mac ２CI 導入
後にMac で多言語組版
を考案

1984 年１月より、三修社月刊誌「基礎ハングル」組版を担当

1985 年、角川書
店「朝鮮語大辞典」
の組版受注

●1982年9月、ハングル電算写植機導入 ●1990年1月、僑文社からケイビーエス株式会社へ
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▲

新聞・マスコミ

▲

沿革

1968 年		1 月					大阪市西成区にて高仁鳳が僑文社を創業。
1969 年		6 月					大阪市生野区桃谷に移転。
1970 年		2 月					写植機を導入。オフセット印刷へ一部移

行。
1975 年		1 月					NHK 国際局より、韓国向け日本語テキス

ト印刷を受注。
1977 年		1 月					現在地、大阪市生野区勝山北へ移転。
1981 年		5 月					角川書店より「朝鮮語大辞典」組版の打診。

手動では困難なため、ハングルの電算写
植を模索。

	 12 月					写植機メーカー・モリサワへハングルの
電算化を打診。

1982 年		9 月					ハングル電算写植の入力校正第 1号機が
完成、導入。これは韓国本国よりも早く、
世界初の実用化。

1984 年		1 月	 			三修社より月刊誌「基礎ハングル」の組
版受注。電算写植で完全ページアップに
成功。

	 4 月					末広バルブ製作所の会社案内を日本語・
韓国語・中国語・英語の 4カ国語で同時
電算出力。世界初。

1985 年		12 月		 角川書店「朝鮮語大辞典」完成。
1987 年		8 月					社屋を一部拡張。リョービ・RECS シス

テムを導入。
1989 年		12 月		 株式会社に設立登記。社名をケイビーエ

ス株式会社に変更。
1990 年		1 月					ケイビーエス株式会社として、新しくス

タート。
1991 年		7 月					韓国ソウル支社設立。
	 7 月					マッキントッシュ導入。
1992 年		4 月	 			Mac 部発足。
	 4 月					タイ語会話の本（日本語混植）Mac で完

全版下化。
	 4 月					社内報 <ナルゲ >創刊。
1993 年		9 月					Mac 多言語イメージセッター導入。
1994 年		7 月					日本経済新聞（7月 20日付）に多言語印

刷システムが紹介される。
	 10 月					月刊誌「経済界」に多言語印刷システム

が紹介される。
	 12 月					朝日新聞に多言語印刷システムが紹介さ

れる。
1995 年		2 月					大阪府発行メディカルパスポート 7カ国

語
	 	 	（日・英・中・韓・スペイン・タイ・タガログ）

同時出力。
	 6 月					KDD 発行　タイ語、ベトナム語会話の本

を制作組版。
	 9 月					2 台目のMac 多言語マルチスクリプトイ

メージセッターを導入。
	 12 月					インターネットチーム発足。
1996 年		1 月					KBS ホームページ開設。
	 4 月					kbsjapan.com	ドメイン取得。

1997 年		1 月					「済民日報日本版」インターネットを活用
した組版制作。

	 4 月					高品質イメージセッター富士写真フィル
ム製 LuxSetter5600 導入。B2 ワイドの
多言語出力可能。また、同リップで出力
可能な多言語カラープリンタも導入。

	 12 月					OCNインターネット専用回線導入。
1998 年		1 月					創業 30周年。
	 8 月					Windows多言語DTP環境構築。社内報「ナ

ルゲ」の一部をWindows で制作、印刷。
	 9 月					WindowsDTPチーム発足。
1999 年		2 月					高仁鳳社長 ( 当時 ) の個人 Web「鳳 @

bong のページ」開設。ビデオカメラによ
る記録を主に発信。

2000 年		5 月					( 株 ) ミスミの韓国向け通販カタログ制作
で、インターネットや電子メールをデー
タの転送に活用。

	 8 月					進研アド「Studying	in	Japan」韓国語版・
中国語版 (簡体字、繁体字 )・英語版の翻訳・
HTML化。

2001 年		3 月					BHA 社の B'sGold、B'sClip のアプリケー
ションを韓国語・中国語 ( 簡体字、繁体字 )
ローカライズ。

2002 年		8 月					社内報 <ナルゲ >28 号を CTP 印刷にて
制作。

	 10 月					多言語組版に関する講演を JAGAT にて行
う。

	 11 月					読売テレビの全国ネット番組「ウェーク
アップ」で 11月 30 日放送分にて紹介さ
れる。

	 12 月					カラオケ組版新システム構築。
2003 年		1 月					Tagengo	Space「KBSまだん」が完成。
	 1 月					社内報ナルゲ 29号発行。
	 4 月					KBS まだんで「韓国語講座」開く。
	 6 月					韓国にて National	SOIE のプロモーショ

ンを行う。
	 8 月					社内報ナルゲ 30号発行。
	 9 月					日韓印刷情報交流フェアに出展。
2004 年		1 月					高允男が社長に就任。高仁鳳は会長に。
	 3 月					JP2004 メディアプロデュース展に出展。
	 7 月					JGAS2004	印刷ビジネス交流展に出展。
2005 年	 3 月					モトヤ印刷展に出展。
	 8 月					ホームページ	リニューアル。
2006 年		2 月					MOTOYA	EXHIBITION	2006 に出展。
	 7 月					「第 1回九州印刷コラボレーション展」に

出展。
	 9 月					東京オフィス開設。
	 	 	 JGAS2006	出展。
2007 年		6 月					ケイビーエス	ホームページ	「中国語繁体

字版」追加。
2008 年		1 月					創業 40周年。
2009 年		 					KBS 印刷センターをホームページに開設。

日本経済新聞　1994 年 7月 20日掲載

朝日新聞　1994 年 12月 18日掲載

読売テレビ「ウエークアップ」で 2002 年 11月 20日全国ネッ
トで紹介
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▲

新聞・マスコミ

▲

沿革
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行。
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ト印刷を受注。
1977 年		1 月					現在地、大阪市生野区勝山北へ移転。
1981 年		5 月					角川書店より「朝鮮語大辞典」組版の打診。

手動では困難なため、ハングルの電算写
植を模索。

	 12 月					写植機メーカー・モリサワへハングルの
電算化を打診。

1982 年		9 月					ハングル電算写植の入力校正第 1号機が
完成、導入。これは韓国本国よりも早く、
世界初の実用化。

1984 年		1 月	 			三修社より月刊誌「基礎ハングル」の組
版受注。電算写植で完全ページアップに
成功。
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1987 年		8 月					社屋を一部拡張。リョービ・RECS シス
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1989 年		12 月		 株式会社に設立登記。社名をケイビーエ
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1990 年		1 月					ケイビーエス株式会社として、新しくス
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	 7 月					マッキントッシュ導入。
1992 年		4 月	 			Mac 部発足。
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同時出力。
	 6 月					KDD 発行　タイ語、ベトナム語会話の本

を制作組版。
	 9 月					2 台目のMac 多言語マルチスクリプトイ

メージセッターを導入。
	 12 月					インターネットチーム発足。
1996 年		1 月					KBS ホームページ開設。
	 4 月					kbsjapan.com	ドメイン取得。

1997 年		1 月					「済民日報日本版」インターネットを活用
した組版制作。

	 4 月					高品質イメージセッター富士写真フィル
ム製 LuxSetter5600 導入。B2 ワイドの
多言語出力可能。また、同リップで出力
可能な多言語カラープリンタも導入。

	 12 月					OCNインターネット専用回線導入。
1998 年		1 月					創業 30周年。
	 8 月					Windows多言語DTP環境構築。社内報「ナ

ルゲ」の一部をWindows で制作、印刷。
	 9 月					WindowsDTPチーム発足。
1999 年		2 月					高仁鳳社長 ( 当時 ) の個人 Web「鳳 @

bong のページ」開設。ビデオカメラによ
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で、インターネットや電子メールをデー
タの転送に活用。
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ションを韓国語・中国語 ( 簡体字、繁体字 )
ローカライズ。
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制作。

	 10 月					多言語組版に関する講演を JAGAT にて行
う。

	 11 月					読売テレビの全国ネット番組「ウェーク
アップ」で 11月 30 日放送分にて紹介さ
れる。

	 12 月					カラオケ組版新システム構築。
2003 年		1 月					Tagengo	Space「KBSまだん」が完成。
	 1 月					社内報ナルゲ 29号発行。
	 4 月					KBS まだんで「韓国語講座」開く。
	 6 月					韓国にて National	SOIE のプロモーショ

ンを行う。
	 8 月					社内報ナルゲ 30号発行。
	 9 月					日韓印刷情報交流フェアに出展。
2004 年		1 月					高允男が社長に就任。高仁鳳は会長に。
	 3 月					JP2004 メディアプロデュース展に出展。
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　語る人・高　仁　鳳
日時・2012年8月24日（金）午後6時30分
場所・大阪市立東成区民センター 6 階 小ホール

主催・大阪商工会議所異業種交流会フォーラム・アイ

「平和を考える勉強会」


