


秋山 孝
Takashi Akiyama

　トルストイの『戦争と平和』は、帝政ロシアの末期の長編小説で 1865

年から 1869 年にかけて雑誌『ロシア報知』で発表された。ロシアの人々

とナポレオンとの戦争を描いた自分探しを続ける若者たちの成長物語だ。

　ブックデザインに使われている彼の写真作品は、光学的な現象だと思っ

ていたのにそうではなくて、絵よりも、もっと絵なんだと思わせる感動を与

えてくれる。なんともない日常だけにいっそう些細なディテールが浮かび

上がってきて、巧みな技が見えてくる。

　色調は、グレイッシュなトーンで統一されていてビビッドな吐き出すよう

な力強さでなく小声の遠くに響き渡る余韻が魅力になっている。その魅力

は際限なく至るところに秘密のメタファーを読み取ることが出来るのであ

る。例をあげると、散りばめられて舞う焼けたチリが重要な部分となり深

いメッセージとなっている。

　また、象徴的な激しい戦いの場面に一瞬の静寂があるが見逃していない。

また、至る所にそれを引き立てるための技がある。

　大賞に値するブックジャケットとなっている。

　小川未明は、新潟県高田（現上越市）に 1882 年に生まれる。東京専門

学校（早稲田大学の前身）を卒業し、坪内逍遙から「未明」の号を与えら

れる。また「日本のアンデルセン」「日本児童文学の父」と評された。

　「赤い蝋燭と人魚」は、朝日新聞に1921年2月16日～20日まで掲載された。

作品は雁子浜に伝わる人魚伝説から着想された。人魚の母は、人間の優し

さに幻想を抱いていた。しかし、それが異なり老夫婦に裏切られた人魚娘

の話しとなっている。

　デザインは、物語に出てくる象徴的なモチーフをブックジャケット全体

に散りばめた暗い海を連想させる黒色が配されている。さらに凹凸のある

紙の目にサンドペーパーをかけて夜空の星または海のさざ波を隠喩してい

る。散りばめたイラストレーションの描写も優れている。小川未明の内容

の理解が感動を与える。

一般の部　ブックジャケット・四六判部門

『戦争と平和』

上清�涼太
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学生の部　ブックジャケット・文庫判部門

『赤い蝋燭と人魚』

苗木�遥（長岡造形大学）



大迫 修三
Nobumitsu Oseko

　まず、はじめに触れておきますが、今回の文庫部門一般の部は、総じて

不調であったとお伝えしておきます。四六判の完成度や文庫部門の学生の

部に比べて、もっともっと新しい、斬新なデザインを期待していましたので、

その点では残念でした。新刊本と異なり、文庫の場合、ある程度本の内容

も認知の上での購入になると思うので、その分、多少ポピュラリティなシ

ズル感を伴わなくとも、購入にあまり影響がないと思います。その意味では、

デザインとしてインパクトをもたせた冒険もできるように思います。

　この作品は、赤と黒のとてもシンプルな構成ですが、表裏で主人公の二

人を表しています。表紙のジュリエットは太陽を前に悲しげにも見えます。

一方の月を前にしたロミオは、強い視線を投げかけています。深読みかも

しれませんが、夜にしか逢瀬を重ねることができなかった二人の時間を表

しているようにも思えるのです。具体的な表現を一切排した潔さが、その

他の作品から一歩抜きん出ており、多くの評価を勝ち得たのではないかと

思います。

　今回、課題となったことで小川未明のこの話を初めて読みました。童話

はおおよそ、記憶しているよりもはるかに残酷で、不条理な結論の話が多

いのですが、この話も童話というよりも怪談に近いと思いました。異型の

ものに対する恐怖、信頼と絶望、裏切りと報復。まるで横溝正史のような

血のつながりや情念のお話でした。

　他の作品が蝋燭を素材にしていかにも童話然とした顔をしていたのと異

なり、ここでは、別れ際の赤く塗りつぶした主人公の手が素材になっており、

とてもエキセントリックな仕上がりです。まるでミステリーか殺人事件の刑

事物のような表情をしていますが、コンペであればこそ、この冒険と斬新

な発想を評価したいと思います。話をなんとなく知っている人には、ショッ

キングなビジュアルとして映るでしょうし、また、よく知っている人には、

本当に僅かな人かもしれませんが、琴線に触れるのではないでしょうか？

大胆な力強い写真はもちろん、何もしていないタイポグラフィーが完成度

を高めていると思います。

一般の部　ブックジャケット・文庫判部門

『ロミオとジュリエット』

橋村�実里

学生の部　ブックジャケット・四六判部門

『赤い蝋燭と人魚』

泉水�紫帆（多摩美術大学）
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澤田 泰廣
Yasuhiro Sawada

　オスナブリュック（ドイツ）と東京を行き来しながら自由な表現姿勢を貫く一

人の芸術家の生き様を、精緻な文章で記録した伝記である。人生というもの

に対する様 な々人達の真摯な眼差しが込められたセルフパブリッシングらし

い一冊だと思う。主人公である芸術家の次女がブックデザインを担っている。

　評価はジャケットにある。透過性が特徴の紙を用い、父の魅力溢れるシル

クスクリーン作品をあえて裏面に印刷し、生じる微かな表情に読み手の興味

を集中させる仕掛けは見事だ。そして、工夫された折りはジャケットの穏やか

な手触りを演出し、クールなレイアウトに温もりを与えている。随所に見られ

る感性の繊細な揺さぶり方が巧い。異なる文化を融合しつつ創作活動に打

ち込む父への敬意を凝縮させた丁寧なデザインと言えよう。

　とにかく写真が素晴らしい。澱む曇り空の下、雑草群が強い風にさ

らされている小高い丘の風景である。そこには広大、且つ不思議な臨

場感が存在し、映し出された精巧なディテールと相まって想像力を盛

んにかき立てる。それは、焦りであり、不安であり、葛藤でもある。

また、題名と作者名のタイポグラフィーは走るという行為を象徴し、

見る側の感情をさらに振動させる役割を果たす。名著を斬新なイメー

ジであぶり出したジャケットデザインである。

　オリジナル表現のコンペテションであるならば、既成概念という目

に見えない常識に一石を投じる強い意識が必要だ。その意味でもこの

仕事は他の出品作品とは違うステージにあったと思う。毒を含んだ勇

気ある実験は僕にとって凄く心地良く感じられた。
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一般の部　ブックデザイン・セルフパブリッシング部門

『太陽は黄色だ！�ヨハネス・アイト��東京と
オスナブリュックを行き来した芸術家の人生』

Lisa�Eidt

一般の部　ブックジャケット・四六判部門

『走れメロス』

上清�涼太



竹内 オサム
Osamu Takeuchi

　セルフパブリッシング部門での作品の魅力は、その一冊に込められた『想

い』によるところが大きい。特に学生作品にはその『想い』の熱量が半端

ではない気がする。金の本賞を受賞したこの作品は、大学在学中に制作し

た作品を一冊にまとめたものだろう。全体的に輝度の高い収録作品群は非

常に小気味好く、これでもかと言うくらい読者に詰め寄ってくる。似通っ

た作品が連続することが多い個人作品集であっても、この作品集ではトリ

ミングや、レイアウトでリズムに変化をつけ、飽きさせない工夫が施されて

いる。決して丁寧に作り込まれた『技有り本』と言うわけでは無いのだが、

逆にその暑苦しいくらいの自己表現の連続が、この作品を魅力的に観せて

いるのだと感じた。

　ハロウィンと言えば、カボチャをくりぬいた「ジャック・オー・ランタ

ン」を作り、魔女やお化けに仮装した子供たちが近くの家を訪ねてはお菓

子をねだる、実にアットホームなイベントだったはずだ。ところがどうだ、

この本に映し込まれたハロウィンは！ この平和なイベントさえ日本という

国に輸入されると、こうも面白くなってしまうのだ。この本に記されたハロ 

ウィンは仮装という一点の共通項を残し、想像もできなかった突然変異

を見せてくれている。イベントの背景や文脈も関係無く、点と点が連鎖し 

街に集結した得体の知れない力。それこそが『東京という特殊装置』なの

だろう。ある意味、現代の日本をもっとも鋭く捉えたアーカイブと言って 

いい。肖像権等の問題で出版に至らなかったのかもしれないが、個人的に

は是非所有したい一冊だ。

14 日本ブックデザイン賞 2017　審査員コメント  グランプリ・金の本賞・My Best One!

学生の部　ブックデザイン・セルフパブリッシング部門

『nonsense�note』

曲�芸（東京造形大学）

一般の部　ブックデザイン・セルフパブリッシング部門

『Tokyo�Halloween』

大西�隆介



この作品を手にしたとき。ページを開き、次のページに目を移した時。何

か冷ややかな目で私が見つめられているような、一種の霊気を感じた。

モノクロームの風景写真。しかし、これは単純に風景写真の世界と理解す

べきではないという作者の精神的な呼びかけを感じる。

風景写真には、必ず人間の生きざまや呼吸が感じられる。この作品には、

それはない。

タイトルの、“NO COLORS HAVE COLORS”をもう一度心にぶつけてみ

よう。

作者は、神が創り給うたそのままの姿“景色”に何かが存在するに違いな

いと考えたに違いない。人間が汚した都市の姿や、破壊しつづける自然。

その中に必ず残されている最も大切な神のメッセージを求めていることに

気がついた。

豊口 協
Kyo Toyoguchi

“うまいなぁ”と思わず声が出てしまった。

時代感を滲ませる表紙全体のテクスチャー。視覚と肌ざわりに訴えている。

その中に立つロミオとジュリエットの無機的な表現。

シェイクスピアの世界は悲劇であり喜劇だ。読者にとっては、そのどちら

にも理解出来るし、そのすじ書の裏にヒントがかくされている。アポン・エ

イボン・ストラトオード。寺院の僧であったシェイクスピア。日本の近江の

近松寺の住職であった近松門左衛門。二人の僧の社会観は面白い。

坂能光希君の、文学に対する興味は、この作品の表現に、実に巧みに生か

されている。

ブックデザインの重要なポイントは、著者の心にせまりつづけることなのだ

から。
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学生の部　ブックジャケット・四六判部門

『ロミオとジュリエット』

坂能�光希（横浜美術大学）

学生の部　ブックデザイン・セルフパブリッシング部門

『NO�COLORS�HAVE�COLORS』

高木�勇輔（多摩美術大学）



中垣 信夫
Nobuo Nakagaki

　詩集「何処にもない木」は 10 年以上前に出版された。私はこの詩集が

好きで以前から持っている。

　この詩集の外回りの佇まいと、本文に使われているメタリック・インキの

画像とが、詩のタイポグラフィーと調和して実に美しい。デザイナーの井

原氏はかなりキャリアのあるベテランの筈。

　只、私は寧ろ吉増剛造のエクリチュールに興味がある。詩は元来声の芸

術だと思っている。それを文字化（記号化・エクリチュール）することは、

声を無音化させることである。しかし、吉増氏のエクリチュールは、その

生の声を消させない力がある。氏のカリグラフィーは、その行為としての

狂気さえ感じさせる。昨年出版された「怪物君」は、詩表現の可能性を更

に進化させているのだ。

　この作品を見て、真っ先に 16 世紀チューリッヒのカリグラファー

Christoff Stymmer の曲線的装飾を思い出した。グーテンベルクの活版 

印刷がヨーロッパに普及し始めた 16 世紀、寧ろ活版では表現出来ない 

カリグラフィーが多く登場する。今回の課題図書「ロミオとジュリエット」

は 13 世紀の物語、それに 15 世紀初頭、ヨーロッパで広く使われていた 

フラクトゥーア書体、その物語を 16 世紀シェイクスピアが書いた、それ 

ぞれの時代背景としても、このタイポグラフィーはそれ程違和感もない。

私がこの作品を選んだ理由としては、何しろ見た目が美しいことである。

日本語が何処にも使われていない。多分英語圏で通用するのかな？
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一般の部　ブックデザイン・パブリッシング部門

『何処にもない木』

井原�靖章

一般の部　ブックジャケット・四六判部門

『ロミオとジュリエット』

上清�涼太
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秋山 孝
Takashi Akiyama

My Best One !
一般の部／ブックジャケット・四六判部門

『悪の華』

甲賀 正彦

ボードレールの心の叫び

　19 世紀後半のフランスは第二次帝政からパリコミューン、世紀末へと慌

ただしく移っていった。世紀末の都市生活者たちは、美の世界にふけり、

人生の素晴らしさに想いを馳せようとしていた。その時代にボードレールは

『悪の華』を出版する。憂鬱と理想、無気力と倦怠、神への反逆など死

への主題をテーマとした。「偽善の読者よ、私の同類、私の兄弟よ！」と

いうメッセージのもとに読者に対し偽善者への共感を呼び起こした。当時

のブルジョアジーの代弁でもあった。

　甲賀正彦は『悪の華』のブックジャケットで、この感覚世界（死への恐怖と

廃退ぶり）をユーモアを込めて表現している。表紙には、死への門（アーチ）

とその奥に死者が葬られる死の世界を風刺的に描いている。アーチに装飾

的にタイトルを入れ、絵と文字が一体化されている。さらに、ブックジャケッ

トの裏表紙や袖には、太く黒い線、細い線、点など理解不能な筆跡が

記されていて、それが、まるで詩を作る時のボードレールの鬱屈とした心の

叫びのように思えてならない。その線や点が文字にも見えてくる。とにかく、

見ていると、ボードレールの言葉にならない心の叫びの世界に迷い込んだ

感覚に陥る。彼のブックジャケットとイラストレーションには、ぼくを強く惹き

付ける目に見えないメタファーが存在している。
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大迫 修三
Nobumitsu Oseko

My Best One !
学生の部／ブックジャケット・四六判部門

『マッチ売りの少女』

長谷川 胡桃（京都嵯峨芸術大学）

マッチ売りの少女

　このお話をどう読み解くかはなかなか難しいですね。クリスマスの

夜に、寒さで昇天した少女の幸せはいったいなんだったろうかと考え

てしまいます。アンデルセンは、この悲しいお話で何を伝えてようとし

ていたのでしょうか？ 文学として読み解くととても不思議なお話です。

　ブックデザインを考えると当然、舞台装置のマッチやキャンドル、

そしてクリスマスなどのビジュアルが定番ですが、根底に流れている

テーマは、貧困だとも考えられますよね。そう思うと、彼（彼女）のこの

パッチワークのブックデザインは、貧しさの表現と考えるとなかなか

するどい指摘だと思いました。

　審査会場の中では、ほとんど定番のビジュアルが展開している中、

この作品は初見のころから気になっていました。日本的な布の選択も

よくて、カラーリングのバランスもいいですね。全体の完成度がもう少

し高ければ、もっと押せたと思うのですが。文字はやはりちゃんと縫っ

て、写真取りして欲しかったですね。文字のデザイン、文字の入れ方、

全体レイアウトなどの緊張感がもっと欲しいと思いました。しかし、この

発想の広がりを何よりも評価したいと思います。
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太田 徹也
Tetsuya Ota

My Best One !
学生の部／ブックジャケット・文庫判部門

『高瀬舟』

関﨑祐香子（長岡造形大学）

『高瀬舟』のジャケットデザイン

　『高瀬舟』は森鷗外の代表作の一つ。本編は短時間で読めるショートストー

リーで、鷗外自身が書いた解説文のほうが長いほどである。弟殺人の罪で

遠島がきまった若い男。そして彼を京都から大阪まで、高瀬舟で護送する役目

の中年の小役人。この二人が、月あかりの高瀬川を下りながら交わす奇妙な

対話が、パラドックスにみちた短編に仕立てられている。

　悠久に流れる水の動き。舟べりを打つ漣（さざなみ）の音。このジャケットに

描かれたイラストレーションは、いうまでもなく眼に見えない無限的な時空の

表現に重きをおいている。そのために、日本画の伝統技術である単純化と

省略の技法を生かし、琳派的なデザイン性を獲得しているようにみえる。

　文庫本のジャケットというミニ空間であっても、おもてうらをイラストレー

ションで包んだデザインは、屏風絵や障壁画の広大さを思わせる世界をつ

くることの可能性をみせてくれる。コンピュータグラフィック万能の現代に、

このように個性豊かな作品に出会えたことは、驚きであり喜びである。
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澤田 泰廣
Yasuhiro Sawada

My Best One !
学生の部／ブックジャケット・文庫判部門

『白鯨』

尾高 裕希（多摩美術大学）

　学生の部のトライアルにとても活気があった。若いエネルギーの成せる業

なのか、無垢なる勇気の賜物なのかは定かではないが、常識という多数派

からなる解答に体当たりしている力作が目立ったように思う。中でもこの作

品のアプロ―チには異端を感じた。

　僕が若かりし頃、『白鯨』の読破に挑み、知学に溢れた文章に四苦八苦し

た記憶がある。同時に読書後に感じた何とも言いがたい気だるい静寂と恐

怖を今でもちゃんと覚えている。そんなシズル感がこのジャケットと出会った

とたんに甦ってきた。見ると、ギャラモンド書体でオーソドックスに組まれた

題名・作者名の他には、直線と円というシンプルな形態が表紙と裏表紙そ

れぞれに構成されているだけである。しかし、それらは、僕の知る巨大な 

“モビィ・ディック”の姿や、果てしなく続く大海原の景色をリアルに思い出さ

せてくれたのだ。雄大で、且つ強烈な個性が入り交じる奥深い物語を、削

除と圧縮による行為だけで描き切ろうとした作者の決断を大いに評価した

い。更に付け加えるならば、触覚を重視した白いオパール紙の選択、ビジュ

アル要素全てに用いた箔の切れ味、淡いグレーによる粋な色面、そして、

表三に静かに潜む捕鯨船の遊び心等、ディテールもかなりいかしている。
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竹内 オサム
Osamu Takeuchi

My Best One !
学生の部／ブックジャケット・文庫判部門

『マッチ売りの少女』

呉 珺（多摩美術大学大学院）

日本の心にとどく、儚い命の表現。

　翻訳本のデザインが難しいのは、全く違った文化や環境、さらには時代

背景さえも異なる作品を、デザインの力で新しい読者に出会わせるという

点だろう。

　特にこの課題図書『マッチ売りの少女』は、誰もが幼少期、絵本という形

で出会った作品。その絵本を文庫本（文章主体の作品）として生まれ変わら

せるのだから、この作品とは「初めて日本に紹介される翻訳本」として向き

合うべきだ。そういう視点で見ると、このデザインは実に秀逸と言える。

　このデザインの作者は、『マッチ売りの少女』の主人公や情景ではなく、

主題である「命の儚さ」を視覚化したかったのだろう。マッチ売りという職業

も、当時の状況も、生き死ににつながる貧困の経験もない現代の日本人には、

線香花火（を想起させるマッチ）が特別な感傷を抱かせ、作品の主題を予感

させてくれる。親しい人と共に過ごす時は美しく、優しく、そして儚い。ただ、

永遠の時を望んだとしても、線香花火のようにいつかは終わりを迎えるのだ。

　さらに、この本の優しい顔立ちは、目立つ事、売れる事とは違う方向性

のデザインと言っていい。優しくずっとそばにいてくれるデザイン。私は、

生まれ変わった『マッチ売りの少女』と出会い直しをするなら、こんなデザ 

インがいいと思った。



16 日本ブックデザイン賞2016　My Best One !   審査員が選ぶ「私の一冊」 

豊口 協
Kyo Toyoguchi

My Best One !
学生の部／ブックジャケット・四六判部門

『ごんぎつね』

大村 勇貴（常葉大学）

日本人の心のふるさと

　人ときつねの心の触れあい。そんな話が本になる国は、日本しかないだ

ろう。農耕民族の代表みたいな日本人の歴史。その歴史観から生まれてく

る動物達との、さまざまな触れあいの積み重ねは、すばらしい世界観、時

の流れを創りあげてくれている。

　十二支に、きつねの姿がないのはなぜだろう。きつね料理という言葉を

耳にした事がないのはなぜだろう。

　きつねは神様のおつかい。鳥居の前にやさしく、でも少し人をばかにした

ようあ笑みを浮べ鎮座して人を待つ、不思議な動物である。

　作品にじーっと眼を向けてみよう。すると、さまざまな音が聞こえてくるだ

ろう。葉づれの音、何かが動く気配、虫の声鳥の声。

　そのすべての情報を、この一枚の表紙の中に表現したいとする作者の心

が強く観る人の心をうつ。きつねの表情をよくみてほしい。

さびしそうであり悲しそうであり、それでいて何かとぼけたような満足感が

表現されている。裏表紙の人間の姿との対比は、なかなかなものである。

作者の豊かなメッセージが込められた秀作である。
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中垣 信夫
Nobuo Nakagaki

My Best One !
学生の部／ブックデザイン・セルフパブリッシング部門

『蜘蛛の糸』

戴 勇強（東京造形大学大学院）

豊かな日本語のタイポグラフィ

　マイ・ベストセレクションに、戴勇強君の応募した芥川の『蜘蛛の糸』

を選んだ。私が評価した所は、本文に使われている戴君のデザインし

た連綿体のかな文字なのである。戴君は東京造形大に在籍している中

国人。その彼が日本のかな文字に興味を持っている事に嬉しくなり、

早速彼に電話でその事を伝え、また彼が日本語の多様な文字表現に魅

せられている事を知った。

　そもそも、かな文字は筆でさらさらと縦書きされた草書体が本来の

姿である。日本人は、かれこれ 800年もの長い間、柔らかなその文字

を書き続けてきた。そのかな文字は正方形とは無縁である。所が日本

で活字が使われるようになり、無理に正方形の中に封じ込めてしまっ

た。私達が使う文字数から考えても無理からぬ事だ。しかしそれによっ

て、かなが持つ言葉の息遣いが失われてしまった。文字とは言葉を形

にする記号である。人が話す息遣いを如何に再現出来るかが重要だ。

例えば声を通して聞く詩と、活字で読む時の詩では別次元なのである。

今日DTPで連綿体を組む事は可能であり、将来その可能性は多いに

期待出来る。私は年齢とともに、漢字かな混じりの日本独特の文字

使いは何と魅力的な文化なのだと思い始めている。
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