
 
    翻訳奨励 30 作品（ＢＤ部門） 
 
 
 
 
BD は、今なお、日本にとって開拓すべき作品、作家にあふれた分野です。メビウス、ビラル、ニコ

ラ・ド・クレシー、ピータース、スクイテン、またはヴィヴェスのような有名作家が知られ始めてき

たとはいえ、その他の評価の高い作家たちはいまだに日本ではほとんど紹介されぬままであり、彼ら

は日本の読者を魅了したいと願っています。 

 

アンスティチュ・フランセ日本は皆様に、日本では未翻訳の BD から選り抜きの 30 作品をご提案させ

ていただきます。これらの作品を翻訳する企画については、以下の助成制度の適用が優先的に扱われ

ます。 
       ・ Plan d’aide à la publication 著作権買取 翻訳出版助成プログラム（PAP） 

    -  Séjours de traducteurs en France 翻訳家のためのフランス滞在給費制度 

    -  Crédit au traducteur sur projet 作家・翻訳家・出版社のための給費制度 

 
詳しい内容については、アンスティチュ・フランセ日本 WEB サイトをご覧ください。 
http://www.institutfrancais.jp/traducteurs/ 
 
 

 

ダヴィッド・プリュドム、レベティコ、雑草、フュチュロポリス、104 p. 
 

30 年代の終わりのギリシャ。軍による独裁専制政府が支配し、すべての自

由が太陽の下の雪のように溶けてなくなっていく。若い女性と大麻（時に

はバイヤーにもなる）を愛するスタブロスの反骨精神はこの圧制に屈する

ことが我慢できない。彼は監獄からでてきた友人マルコスに再会し、二人

で水パイプを吸いながら、議論に盛り上がる。彼らはブズーキの音に乗っ

て一晩中踊り明かそうと酒場に出かけていく。ダヴィッド・プリュドムが

読者をアテネのスラム街にどっぷりと浸らせる作品。 

 
 

 

アンドレ・ジュリアール、「青いノート」、カステルマン、72 p. 
1995 年アングレーム、ベストアルバム・アルファート賞、1995 年シエー

ル・フェステバル特別審査員賞,シャルロット・フェステバル賞. 
 

若くて美人でケベック育ちのルイーズ・ルモワンはパリに住んでいる。ア

パルトマンの窓にはまだカーテンがついていなかったせいで、彼女は複雑

な心境におちいっている。地上を通る地下鉄の正面にすんでいるので、あ

る朝シャワーからでてきた時に、二人の青年に裸の姿を見られてしまった

のだ。彼らはただちに彼女に恋をしてしまった。彼らは彼女をなんとかし

てもう一度見ようとし、あらゆる手段をつくして彼女の心をつかもうとし

て、避けようもなく恋の鞘当てをすることになる。 

 
 



 

ジャン＝ピエール・オトゥマン「白身魚の料理」、グレナ、166 p. 
 
カマルグ出身のかつてのレジスタンスの闘士、海軍大将が齢 70 の同僚数

人とともに再び任務に就く。南仏言葉にこめられたカリスマ的な人物の魅

力の秘密が明らかにされる効果的なモノクロ作品。 
 

 

 

ルイス・トロンダイム「だいたいのところ」、コルネリウス、160 p. 
 

ルイス・トロンダイムが作家である自分の日常生活、疑いの心、激しい不

安、そして他人との関係を語る。私小説的日記、あるいは自己中心主義の

実践としか思われかねないものが、実は爆笑物の愉快な自己精神分析であ

ることがわかってくる。トロンダイムは自らの後ろめたさと戦い、メタボ

対策に身を投じ、彼の人生をダメにしたこれらの欠点すべてを無に帰する

ことを試みる。 

 
 

 

バンジャマン・レネ「意地悪きつね」、デルクール（シャンプーイン

グ）、192 p. 
 

おばかなうさぎと豚の庭師、ものぐさ犬に偏屈鶏を向こうにまわして、

裏なり狐が怖い獣になりすまそうとする。あれこれやってもうまくいか

ずに、また新し方策を考える。その方法とは、卵を盗む、ひよこを育て

る、そして脅かして、食べる。しかしこのやり方も、狐が母性に目覚め

た時、考えた通りにはいかなくなる。 

 
 

 

ジピ「お前の影が伸びて行くのをを見ろ」、フュチュロポリス, 113 p 
 

海岸で、男が倒れる。 救急車で専門病院に連れて行かれる。突発性分

裂症ではないか...この男、シルバーノ・ランディは既に書かなくなっ

た作家である。他人の作り話を聞いたり、自分の作り話を聞かせたりし

て暮らしていた作り話の発明家。かつては様々な作品の「世界」を創造

したが、今では紙切れの上に彼がとりつかれた二つの物を描くことしか

できない。それは一本の枯れた木とガソリン・スタンドだ。ある夜彼の

妻が一人娘をつれて彼のもとを去ったのは、あるガソリン・スタンドで

のことだった。彼の愛する者たちが消えてしまったのはそこだったの

だ。所変わって、第一次世界大戦の戦場で戦士たちを引き離す荒地で

は、砲弾が落ちてできたくぼ地の中で、一人の兵士が彼を待つ妻に、彼

の愛しい子供に手紙を書いている。この兵士の名もランディという。彼



 は作家の曽祖父なのであろうか? 

 

 

ウィルフリド・ルパノ & グレゴリ・パナチォネ、「愛の海」、デルク

ール (ミラージュ) 222ｐ. 

 
毎朝、ムッシューはブルターニュの海の沖に釣りにでる。しかし、そ

の日は彼のほうが身の毛のよだつようんあ「工場船」に吊り上げられ

たのだ。その間、マダムは待っている。耳の聞こえない彼女は、夫が

生きていると信じて、ブルターニュの伝統衣装を身にまとったまま夫

を探しに出発する。そうして大荒れの海の上での危険な戦いが始まっ

た。セリフはないけれどかもめは一杯出てくる物語。 

 
 

 

ブルーノ・ハイツ、「ブタかイノシシ、どっちも最悪」、ル・スイユ, 

120 p. 
 
人間たちが街から逃げる。恐怖に怯えているのだ。攻撃が激しくなり、

商店が破壊される....なんと、人間の姿をした豚たちによって! 豚た

ちに開放されたその他の動物たちも豚たちにつづき、反抗をはじめる。

人間たちの恐怖はさらに高まり、彼らは街を去る。街に残っているのは

もうじき豚が率いる動物たちだけになる。アナザーワールドの誕生か? 
 

 
 

 

リアド・サトゥッフ、「未来のアラブの男」、アラリー出版社、146 p. 
 
シリア人の父とブルターニュ出身の母との間に生まれたリアド・サトゥ

フは、教師である父が就任したばかりのリビアのトリポリで幼年期を過

ごす。貧しい家庭の出身で、政治好きで汎アラブ主義に取りつかれたア

ブデル-ラザク・サトゥフは。息子リアドを近代的、男性的な権力の象

徴であるアラブ諸国の専制君主信仰の中で育てる。1984 年、家族でシリ

アに移住してホムスのそばにある小さな村サトゥフに戻る。いとこたち

にひどい目に合わされて(ブロンドだから無理もない）リアドは因習的

な田舎の生活の厳しさを知る。彼の父の望みはただひとつ : 息子のリ

アドがシリアの学校に行き、近代的教育を受けたアラブの男、未来のア

ラブの男となることだ。 
 

 



 

マニュ・ラルスネ、「毎日の戦い」、ダルゴー、54 p. 
 

マルコは田舎に住むためにヴェリジーを去る。マルコはリポーターの

仕事を辞職したのだ。それは「エキゾチックな死体」やそうなること

にやっきになっている人々を写真にとる仕事に嫌気がさしたからだ。

それ以外は全てうまくいっている。マルコにはとても気のあったジョ

ルジュという兄弟がいる。海辺に住む親戚がいる。すっかり年をとっ

て、今のことはすぐに忘れるが、自分の結婚式に母親が着ていたドレ

スの色はよく覚えているパパ、マルコのことを、彼の便秘や将来や、

ベルジュラン夫人の息子のように彼が必ずかかるはずの肺がんのこと

まで心配してくれるママがいる。マルコは獣医のエミリや木苺を摘ん

で歩く素敵なおじいちゃんに出会う。だから新しい恋人と友達がひと

りずつできたのだ。でも、物事はすぐにうまくいかなくなる。エミリ

は恐ろしい望みを抱き始める（彼と家一軒と子どもをもつことだ）

し、おじいちゃんのいまわしい過去が突如として蘇ってくるのだ。 
 
 

 

ルツ・モダン、「貫通銃創」、アクト・スュッド、176 p. 
 
タクシーの運転手をしているコビーと、兵役訓練中の兵舎で皆にジラフ

ィート（きりんちゃん）と呼ばれているヌミのおかしな出会い。突然コ

ビーの人生に現れたヌミは、彼の父親（ヌミの愛人）は恐らくカミカゼ

テロの身元不明の犠牲者であると告げる。二人は、それぞれのやり方

で、手探りではあっても決して諦めずに事件の究明に身を投じていく。

その姿は偶像破壊主義者であり、その創立者たちからも打ち捨てられ、

再検討の道を歩みつつある新しいイスラエル社会を象徴している。受け

入れがたいコビーの父親の失踪、その運命に抗うおうとするとてつもな

い探求の物語は、暗に、権威を失った父の二つの姿を描いている。 
 

 
 

 

ギィ・ドゥリール、「深圳（シンセン）」、アソシアシオン、200 p. 
  
カナダ人ギィ・ドゥリールは、中国、深圳市に 3 ヶ月の予定で、あるア

ニメーション映画のスタジオを監修するために出張を命じられる。彼は

その滞在中に経験する彼のすべての同僚と友人たちとの会話を、言語の

壁にもかかわらず事細かに、しかも独特で鋭い観察者の目をもって語

る。時には突飛な、でもほとんどが愉快で、いつも豊かな内容にあふれ

ている話ばかりだ。 Aline et les autres で知られているギ・ドゥリー

ルのしっかりした線の、しかし途方もなく表現力のあるスタイルがこの

作品を特徴づけている。てらいのない日記にふさわしい、ニュアンスに

富むのびのびとした筆致が、作家の発見、疑い、無理解を愛情深く描き

だしている。要するに、ちょっと変わったタイプの旅行ガイドみたいな

漫画。このシリーズの他の作品も読みたくなることうけあいです。 
 



 

ファブリス・ノ、「日記」、エゴ・コムＸ、184 p. 

1997 年アングレーム、アルファート「トキメキ」賞（第 1巻） 

 
ロベール・クラムや手塚治虫のような偉大な先達の存在にもかかわら

ず、それまで誰も BD でこのようなスタイルの日記を描こうとしたもの

はいなかった。一般の漫画によく見るような「大きな鼻」が現実との距

離を持たせるのに対し、そのレアリストな画風はまったくリアルで露骨

なまでの世界を展開している。今日、すでに高い評価を受けているこの

4 巻の「日記」は多くの国で出版されている。ファブリス・ノの『日

記』の特徴のひとつは、ほとんどアングレームにのみ暮らしていること

と、この街にバンド・デシネにおいてもっとも完成された「私 BD」の中

で重要な役割をを与えているということである。主人公はアングレーム

の街と風景のなかで哲学的な苦悩の日々を送る。この街はいわば彼の心

を映す『失われた幻影』の舞台なのだ。 
 

 
 

 

ジャン- C.・ドゥ二、「幽霊が描いた絵、その他の物語」、ドラッグ

ストア、167 p. 
 
感情の機微を描くことでは比類のないマンガ家による繊細で幻想的な

物語。 
売れない画家が路頭で凍死した後、幽霊となって愛と名声を手に入れ

る。,町のバーは不思議な出会いが数多くおこる場所だ。海の女神のよ

うに愛する女性の心を取り戻さなければならない青年の話。ピリ辛味

ボンボンを使って恋人の心を繋ぎとめようとする若い娘... あまり他

に例を見ることがない、真の人生の教訓を語る BD。 
 

 
 

 

マチュー・ブランシャン、「驢馬の谷」、エゴ・コムＸ、84 p. 
2002 年アングレーム、アルファート・ベストアルバム賞 
 

マチュー・ブランシャンは彼の子ども時代の思い出を語る。『驢馬の

谷』はすべての人が生きた忘れがたい時間、永遠とも思えるこの時間

を蘇らせる。この人生における短い期間は、それでも子どもたちにと

っては、一杯の思い出作りの場となる。この BD は読者にその一コマ一

コマをもう一度生きる機会を与えるのだ。本当に心地よい時間となる

だろう。 

 



 

ロレンゾ・マトッティ、クラウディオ・ペルサンティ、「聖痕」、カ

ステルマン、200 p. 

 
家族もなく職もなく、アルコールにおぼれた孤独な男にキリストの五

つの聖痕のうちの二つ、「手の平の釘穴」が現れる。その閉じること

のない傷跡から流れ出る血は止まらない。全く説明のつかないこと

だ。男は流浪の追放者となる。彼の奇妙な「才能」が周囲に恐怖、信

仰、嫌悪、幻惑－すなわち、ほとんどすべての種類の人間の情動を引

き起こし、彼自身においては死との境目となる暴力的爆発にまでいた

る。黄泉の国から立ち戻ってきた、この神秘的な傷痕によって姿まで

もが変貌している男は、それでも彼の人生の深い意味を知るのであ

る。それは再生、そして救済でさえもある。 

 
 

 

エマニュエル・モワノ、「爆弾の時代」、デルクール、176 p. 
 

19 世紀末のフランス。激しい口論の末、父親に大怪我を負わせてオ

ーギュスタンは逃げる。父は亡くなる。パリでは、新聞を発行し流

血のテロを起こしている無政府主義者のグループに加わる。また実

家に戻ると、生活共同体を創設しようとする。悲劇とユートピアが

絡み合いながら続く道の最後まで、オーギュスタンは血のつながり

の強さを感じ続けるだろう。全 3 巻 : 「父の名において」、「反

骨の精神」、「勝負に負けた息子」。 

 
 

 

クリストフ・ブラン、「減速機」、デュプュイ、88 p. 
 
大戦艦『ベリクー』の航路監視員ジョルジュ・ギルベールとルイと甲板

長ノルディツが船底のエンジン機関室に降りると、暗闇と大轟音の中に

も奇妙に幻惑的な世界が広がっていた。戦艦の奥底ににある減速機の巨

大な歯車を、ルイがその不手際によって故障させてしまう。他の同僚た

ちに追い詰められ,つかまれば裏切り者として糾弾されることを恐れた 3

人は、同時に心の奥底に宿している彼らの苦悩と恐怖の究極まで行き着

かねばならないと声に導かれて、停止した戦艦の内部をさまよう。いか

なる者にとっても肉体的にも精神的にも無傷で終わることのない試練な

のだ。 
 

 



 

ブーレ、「覚え書、1.生まれつきの怠け者」、デルクール（シャンプーイ

ング）, 2008, 188 p. 

 
この作品「Notes」には辛口の提言のスタイルで日常生活、音楽、テレ

ビ、BD 作家、食べ物全般、そして特にセックスについて、それから少しミ

レイユ・マチューについての賞味期限に関して僕がいろいろ考えたことが

述べられている。これは全部僕のスケッチブックから引用したもので、友

人たちに勧められて 2004 年に始めたブログの内容にもなっている。 
 

 
 

 

ドミニク・ゴブレ、「振りをするのは、うそをつくこと」、アソシア

シオン、136 p. 

 
ドミニク・ゴブレが自分の子ども時代と大人になってからの重要な出

来事を物語るには 12 年の月日が過ぎる必要があった。作家本人に加

え、彼女の父と彼女の恋人が主な登場人物だ。前者はアルコールに依

存して、娘との間に自分では願っている関係が築けないままになって

いる。後者は以前の恋人のことがいまだに忘れられない。たしかにク

ラッシックではあるが、ドミニク・ゴブレはこの風景の中心に奥の深

い、興味深い視点を与えている。人は彼らのためだといって、他人に

うそをつけをつけないし、彼らの営みを無視することもできない。何

も見ない、聞こえていない振りをしながらも、人は周囲に対するのと

同じくらい自分自身にうそをつく。そうなると人間関係というもの

は、友情であれ、愛情であれ、親子であれ、はじめから『うそ』の上

に築かれているので、それ自体がすでに不確かで実りのないものなの

だ。 
 

 
 

 

グレゴリー・マルドン、「接近戦」、デュプュイ、72 p. 
 
ジャン＝ピエール・マルタンは、ある整形外科医院で医療事務の仕事

をしている。あるアニメ番組で縫いぐるみの声を担当するシリルとい

う役者の卵の友人がいる。シリルは彼の番組の制作会社カトゥ－ンデ

ザインの社長の娘、アニエスと出会う。アニエスは世界中を旅してい

るが、あちらこちらで旅の思い出に刺青をする。その刺青はその度に

大胆なものになっていく。アニエスの母は、娘とはちがったやり方で

身体に手を加え、造形的な完成を求めることによって心の傷を癒そう

としている。そんなわけでジャン＝ピエールと彼女は定期的に顔を合

わせることになる... 
 

 



 

ジャン＝クリストフ・ムニュ、「父子手帳」、アソシアシオン、128 p. 
 
この分厚い作品集は、ジャン＝クリストフ・ムニュが 1991 年から 1994

年の間に手がけた、彼の「かぞく」をテ－マにした自伝的作品の主なも

のを収録している。ヘルシンキから出発し、パリと米国を通過しながら

ノルマンディに到着するまでの間、父性と創造力は悲喜劇的に展開して

いく。 
 

 
 

 

パブロ・ロッカ、「しわ」、94 p.  
 

エミールはアルツハイマーの発作を重ねた後、家族によって老人ホ－ム

に入れられてしまい、それ以降、彼はひとりで新しい生活に立ち向かう

ことになる。他の患者やこのホ－ムの日常を知らなければならない。そ

こには怖気をふるうような繰り返しの毎日、おびただしい薬があり、何

よりも－全員が最も恐れているもの！－最上階の存在を知る。そこで

は、もはや自分ひとりでは生活していけない人々が暮らしているのだ。 

 
 

 

マニュエル・フィオ―ル、「秒速 5000 キロ」、アトラビル、144 p. 
 
ピエロとルチアの恋物語。彼らの人生の様々なシーンが、あるジェネレ

ーション、不安定でふらふらとした、今現在 30 代になっている人々の

ポ－トレートのように描かれている。幾千とある可能な人生のあり方を

前に、彼女はどれが自分にあっているのかもわからない。探し求めなが

ら、世界に足を踏み出して、新しい道に進みかけてはまた道に迷う。長

距離恋愛で、離れているだけ理想化され、どんどん早くなるコミュニケ

ーション手段がおこす幻想に惑わされ、愛は別のものとなり、衰え、終

にはその残酷な姿を現すのだ。マニュエル・フィオ―ルの息を飲むよう

な水彩画によって輝きを与えられたこの内省的な絵巻は、彼女の画風の

驚くべき成熟度を示している。 
 



 
 

 

ジュリ・ビルマン、クレマン・ウブルリ、「パブロ」、ダルゴ－、86 p. 
 

「マックス・ジャコブ」は、ビルマンとウブルリ共作のシリーズ『パブ

ロ』の第一作。4 つのエピソードで、1900 年から 1912 年の間のマン八ッ

タンにおける若い日のピカソの日常を描いている。この『パブロ』の第

一巻は、丘の上に立つボヘミアンたちが住む建物バトー・ラボワール

（洗濯船）が舞台になっている。ピカソはそこで初めての大恋愛の相

手、フェルナンドに出会い、百枚もの彼女の肖像画を描く。この芸術家

たちの中には、ピカソに夢中だった悲劇の詩人マックス・ジャコブ、ア

ポリネール、そしてピカソの女性版幻視者、ガートルード・スタイン、 

親友であり、ともにキュービスムを築いた画家ジョルジュ・ブラック、

そして忘れてならないのは、鉄の丸眼鏡で一段高いところから彼らを眺

める、ピカソの最大のライバル、アンリ・マチスだ。 

 
 

 

エチエンヌ・ダヴォドォ、「無知なひとびと」、フュテュロポリス、 

272 p. 
 
冬のある晴れた日に、毛糸の帽子をかぶり、剪定ばさみを手にした二

人の男が一本の葡萄の木を刈り込んでいる。一人は自分の動作と言葉

に自信があるようだ。もう一人のほうは、もっとぎこちない様子で、

相手を見ながら「この男をこの葡萄の木にこれほど執着させているの

は何なのか」を理解しようとし、また「一人の男と風に打たれた葡萄

畑の丘が奇妙に融合している風景」に驚いている。一人目の男は葡萄

の木の栽培者であり、二人目は BD の作家である、彼らになんの共通点

があるのか。一年間の間、ＢＤ作家のエチエンヌ・ダヴォドォは枝の

剪定、土の盛り直し、樽の製造の楽しみを味わい、バイオダイナミッ

ク農法についても考察する。片やリシャール・ルロワは、エチエンヌ

が選んだＢＤを読み、エマニュエル・ギベールやジャン＝ピエール・

ジブラのようなＢＤ作家と出会い、ＢＤのサロンに参加し、さらには

出版社・フュチュロポリスを訪れたりする。エチエンヌとリシャール

はお互いの知識と技術を交換し、この二つの活動（ＢＤ制作/葡萄栽

培）にある共通点を明らかにする。結局のところ、二人はお互いにこ

の疑問に答えあう。「いかに、どうして、そして誰のために本を、ワ

インをつくるのか?… 
 

 
 

 

ソルダドゥ・ブラヴィ、「落ち着いていこう!」、カステルマン、136 p. 
 
難しい年頃のティーンエージャーの二人の娘に悩まされているソルダド

が、思いもかけない逃避の道を見つけたのは...ジョギングだった！彼女

は熱心にいつでもどんな状況でも、雨が降ろうと風が吹こうとジョギング

に行く。そう、正直なところ、彼女がよけいなくらいジョギングするのは

何キロかやせるためでもある。ジョギング以外にも厳しいダイエットをし

ているのだから。娘たちにはくたくたにさせられ、ジョギングで死ぬほど

疲れ、空腹にさいなまれれれば..機嫌が悪くならない方が難しい！ソルダ

ド・ブラヴィは女性週刊誌『エル』に連載された、ドクター・アガのコラ

ム」で一躍有名になり、現在も『エル』巻末にＢＤを連載中。 
  



 

ツェップ、「ティトゥフ」、BD ロ－ズヴェルト、84 p. 
 
ある少年の生活について、彼の人生についてのあれこれ沢山の疑問、彼

自身による答えと友達たちによる答え、そのすべてが彼ら特有の話し言

葉でとびかう。 
 

 

 

ジェレミ・モロー、「マックス・ウィンソン」1 / 2 巻、デルクール、

2014, 166 p. 
 

マックス・ウィンソンは人生でただの一度もテニスの試合で負けたこと

がない。みんなにちやほやされているけれども、実は彼の素顔はぜんぜ

ん違うのだ。大きな図体をした悲しいそうなピエロのように見えるの

は、彼を思い通りに操る父親の強いる非人間的な練習プログラムのため

に、普通の子ども時代を過ごせなかったからだ。その父親が衰えて息子

を監督する力を失ったとき、マックスは自由を手にするが、テニスプレ

ーヤーとしては以前のようにはいかなくなる... 

 
 

 

アニ・ゲッツィンジェール、「ディオールを着た少女」、ダルゴー、

2013、128 p. 
 
ディオールに身を包んだファッションに夢中な少女、クララが、ディオ

ールのメゾンと歴史の案内する。1947 年 2 月 12 日、パリっ子たちがモ

ンテェーニュ通りで催されたクリスチァン・ディオールの第一回のファ

ッションショーにつめかけた。 
ロングスカートのすそを優雅に翻えしながら歩くモデルたちの登場とと

もにショーが始まる。見学席から見る人々は目を見張った。「ショーは

成功だ!」ファッション雑誌ハーパーズ・バザーのカーメル・スノーが叫

ぶ。「これは、確かに革命だ。あなたの創るドレスは本当に独創的

だ ! 」この瞬間に、ディオールのキャリアがスタートしたのだ。そして

クララの物語が始まる。 
 


