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BD（ベー・デー＝バンド・デシネ、フランスの漫画の総称）は、まだまだ日本で紹介されて

いない分野です。モエビュス、ビラル、あるいはペータースとスクイテンなど、SFジャン

ルはある程度の成功を収めていますが、その他の漫画家たちは殆ど知られていません。英雄

ファンタジー、歴史、推理ものなど、いくつかの分野はフランスでもベストセラーを生み出

しており、新たに自信を持ってご紹介できる作品も数多くあります。また、若年層向けの傑

作といえば『タンタン』が浮かびますが、彼のベルギーやフランスの“従兄弟”たちも日本

の読者を楽しませたいと期待しています。 
 
 
第一次世界大戦開戦第一次世界大戦開戦第一次世界大戦開戦第一次世界大戦開戦からからからから 100 周年周年周年周年にににに向向向向けてけてけてけて 
 

 

Jacques TARDI, 『C’était la guerre des tranchées 』 

1993 年, Casterman 出版, 152 ページ 
 

第一次世界大戦に強い関心をいいだく TARDI は、恐ろしく現実的

なマンガ作品を書き上げました。大戦に関する自身の知識と、資料

記録員、Jean Pierre Verney の援助により、読者に塹壕、鼠、

恐怖、死と戦争の不合理、人間の愚かさといった、戦争の惨禍を伝

えます。登場人物の Binet, Lecerf, Lafont, Desbois が

次々と命を落とし、また多くの兵士達が「祖国のために戦死」して

ゆくのです。  
 

 
歴史歴史歴史歴史 
  

 

David PRUDHOMME, 『Rebetiko 』, 2009 年 

La mauvaise herbe, Futuropolis, 104 p. 
 

1930 年代後半のギリシャ。軍独裁者が権力を得、自由は瞬時にし

て奪われました。可愛い女の子好きでハシシを好む（時には売買も

している）反抗者、Starvo は、突如として敷かれた法に屈せずにい

ます。Starvo は出所したての親友の Markos に再会します。二人

は水ギセルを吸いながら世界を元に戻そうと語り合い、ブズーキ

（ギリシャの楽器）の演奏のレベティコ（ギリシャの大衆歌謡）に

合わせて夜通し踊りに出かけるのです。David PRUDHOMMEは、

アテネのスラム街の世界に読者を引き込みます。 
 

 
 
 
 
 



SF 
 

 

Jean David MORVAN と LI-AN 『Le Cycle de Tschaï 』 

2000-2008 年,  Delcourt 出版, 全 8 巻 

 

この作品群は、Jac Vance の同名の小説が原作となっています。こ

のシリーズは人種や文化の入り混じった惑星、チャイを舞台に繰り

広げられます。SF とファンタジーの間に位置づくチャイの世界は、

ジャンルの垣根を越えています。とはいえ、冒険家、Adam Reith が

駆け巡るのは筋の通った世界であり、人間と宇宙人が前代未聞の歴

史、神話、儀式を持つ複雑な社会を作り上げているのです。SF の伝

統的な作法を用いながらも、この作品群は、ページをめくるごとに

驚くべき世界と冒険へと私達を導いてくれるのです。 
 

 

 

Jean VAN HAMME ( 原作) と Grzegorz ROSINSKI ( 絵）『Thorgal 』 

1977-2006 年, du Lombard 出版, 33 巻 
 

英雄ファンタジーと SF の間の傑作、『Thorgal 』は、星からやって

きた子供、Thorgal Aegrisson のお話です。ヴァイキングの親方に

貰われ、育てられた Thorgal はその昔、他の惑星に避難した男女の

直系の子孫なのです。本作品は地球で挫折した両親、Thorgal の

妻、Aaricia 、そしてその子供達である Jolan と Louve の、家族の

系譜物語です。Rosinski の才能は、時間を横切る、現実的でありな

がら夢のような世界を創り出します。 
 

 
 
英雄英雄英雄英雄ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー 
 

 

Joann SFAAR と LewisTRONDHEIM , 『Donjon 』2000 年代, 
Delcourt 出版, 35 巻 
 

ロールプレイングゲーム「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」への、皮肉

なオマージュとして着想された『Donjon 』ですが、すぐにも主な

登場人物たちの青年期、熟年期、老齢期を描いた同時進行の 3 つの

シリーズに発展しました。作家の 2 人は、付属のシリーズやボーナ

ス巻、また、この作品のロールプレイングゲームも付け加えたので

す。今日ではこの原作、絵を担当する両クリエーター、この作品か

ら枝分かれした世界に加わった、あるいは一時的にこの作品に介入

する一群の漫画家たちと共に、全部で約 40 巻に近い作品が発表さ

れています。 
 

 



 

Christophe ARLESTON と Didier TARQUIN  
『Lanfeust de Troye 』1994-2000 年, Soleil 出版, 8 巻 
 

英雄ファンタジーの傑作であるこのシリーズの成功は現在も進行中

です。Troye では人々が日常で魔法が使えます。大人も子供も、

それなりに役立つ力を持っているのです。Lanfeust には視線を一

度投げかけるだけで、金属を溶かす力があります。老人賢者の

Nicolède と、彼の互いに似ても似つかない二人の娘と共に、

Lanfeste は突飛で、世にも不思議な、驚きと危険を孕んだ生き物

達に出会う冒険へと巻き込まれていきます。 
 

 

Jean-Luc MASBOU ( 絵)  と Alain AROLLES ( 原作) 
『De cape et de crocs 』1995-2012 年, Delcourt 出版, 10 巻 
 

ラ・フォンテーヌのキツネの寓話を含む数々の引用を含んだこの漫

画は、中世の世界で起こる、狼とキツネという型に納まらないコン

ビのお話です。近衛騎兵と寓話の動物達に囲まれた世界の、二匹の

の共謀のお話です。 
 

 
 
 
 
ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー  
 

 

Marie と Sébastien KERASKOET 、並びに Fabien VEHLMANN
『Jolies ténèbres 』2009 年, Dupuis 出版, 96 ページ 
 

子鬼か？お化けか？この作品は、死んだばかりの少女の遺体から逃

げ出してきた、小さな生き物たちによる不思議な物語です。不気味

な世界と夢のような世界を行き来する、前代未聞のストーリーで

す。死を逃れて出てきたこの小さな生き物たちに何がおこるのでし

ょうか。 
 

 
ユーモアユーモアユーモアユーモア 
 

 

F'MURR, 『Le Génie des Alpages 』1976-2007 年 
Dargaud 出版, 14 巻 
 

このユーモア溢れるシリーズは、独自の笑いを創り出します。羊飼

い、犬、羊、鷲、観光客、ライオンからなるシンプルな世界から、

ズレた笑いの世界、単純ではありますが普遍の笑いを提供します。

滑稽な場面は必ずといって高地で夏季に行われる放牧中か、不規律

な群れの間で起こります。タガの外れたキャラクター達を描いたこ

の作品は、F’MURRの最も有名な作品です。 
 

 



 

MANDRYKA, 『Le concombre masqué 』1975-2006 年, 
Futuropolis/ Dargaud, Dupuis, serie. 
 

『Le Concombre masqué 』は、Nikita Mandryka により 1965

年に発表された漫画です。おしゃべりで哲学的なキュウリ（漫画の

タイトルは“仮面をしたキュウリ”の意味）が、不思議な世界で動

きまわります。このウリ科植物の世界では、親友のコールラビー

（キャベツの変種）や、彼のサボテン司令塔に居座りつくカード遊

びに興じるゾウ、宿敵のジャイアント芋など、幾つもの人物が登場

します。夢のような出来事が連なるストーリーは、明らかなナンセ

ンスのうちに展開します。このシリーズは 2005 年、アングレーム

国際漫画際において、文化遺産賞を受賞しました。 
 

 
アドヴェンチャーアドヴェンチャーアドヴェンチャーアドヴェンチャー 
 

 

Rob-Vel, Jijé, Franquin 他 
『Les aventures de Spirou et Fantasio 』1938-2013 年 
Dupuis 出版, 57 巻 

 

タンタンの遠い親戚である Spirou は、冒険家です。友達の

Fantasio とお気に入りのリスの Spip に付き添われ、Spirou は、地

球上のあらゆる悪い、毛の生えた動物達をやっつけます。そういっ

たわけで、Spirou は、恐ろしい学者、Zorglub や、悪人海賊、John 

Hélèna と戦い、ニューヨークでは、イタリアのマフィアと中国の三

合会と対決し、架空の動物、Marsupilami の秘密を解明します。

Spirou は、今年で 75周年を迎える、最も偉大なキャラクターの

ひとつです。 
 
 

 
 
推理推理推理推理 
 

 

Bruno GAZZOTTI ( 絵) と Philippe TOME ( 原作) 『Soda』 

1987-2008 年, Delcourt 出版 

 

悲劇的状況で命を落とした警察の息子である本名 Solomon 、通称

Soda は、病弱な母親に自分は牧師だと偽っていますが、実際には

父の死の手掛かりを追い、正義を取り戻すためニューヨークの街を

駆け巡っているのです。厳しい職と母との間で引き裂かれた Soda
は、危険な悪党と対決するだけではなく、母に対しても秘密を守ら

なければならないのです…  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
料理料理料理料理 
 

 

Christophe BLAIN, 『En cuisine avec Alain Passard 』 

2011 年, Gallimard 出版, 96 ページ 
 

2 年以上に渡り、Christophe Blain は厨房にあるピアノから、

庭の野菜畑まで、シェフのアラン・パッサールを追い続けました。

作家は特有の観察力で、野菜に“貴族叙任状”を与えたこの料理人

の興味深いプロフィールを描きました。アラン・パッサールの未発

表の 16 のレシピが、この素晴らしい料理レッスンの仕上となって

います。 
 

 


