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NUIT DE LA PHILO 2014
第２回 「哲学の夕べ」
PHILOSOPHIE ET IMAGE(S)
－哲学とイメージ－
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InstItut françaIs du Japon - tokyo
15 IchIgaya funagawara-cho
shInJuku-ku, tokyo 162-8415
アンスティチュ・フランセ東京
〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15

アンスティチュ・フランセ東京はフランス政府公式の語学学校・文化センターです。 
フランス語講座は初心者からバイリンガルレベルまで、バラエティーに富んだ約180の講座が毎学期、用意されています。

今年、第2回を迎える『哲学の夕べ』は、アートと哲
学、イメージと思考、感覚と考察の対話を通し、様々
な角度から哲学にアプローチする一夜です。今年の
中心となるテーマは「イメージ」。「イメージ」とは、画
像、映像、または私たちが心の中に抱く印象など、様
々な意味を含む言葉です。また、私たちの現実世界
とも密接に関わっています。私たちと「イメージ」の関
係、そしてその存在の意味とは…？ アンスティチュ･フ
ランセ東京の敷地内を回遊するようにお楽しみいた
だけるよう、講演会、アトリエ、映画上映、パフォーマ
ンスなど、多様な企画を盛りだくさんご用意していま
す。中庭のフレンチレストラン「ラ・ブラスリー」では、イ
ンスタレーション・パフォーマンスとして、哲学者たち
の饗宴が開かれます。その様子から、プラトンの『饗
宴』を連想する方もいるかもしれません。哲学者たち
に交じってひと休みしたり、ユニークな創作メニュー
を味わったり、意見を交わす場としてもご利用いただ
けます。また、身体と映像の関係性を追求しているユ
ニットoff-Nibroll による野外ダンスパフォーマンスで
は、ダンスと映像、そして言葉がスリリングかつ大胆
に交錯する作品をお楽しみください。
その他、多様なジャンルの企画を盛りだくさんでお届
けする、哲学をめぐるイベント。普段、哲学に触れる
機会が少ない方も、少し見る目が変わるきっかけに
なるかも知れません。このイベントで哲学を（再）発
見しましょう！

Pour sa deuxième édition, la Nuit de la philo vous 
propose à nouveau un dialogue entre art et philo-
sophie, image et pensée, sensations et réflexions, 
en prenant cette année pour thème central la 
question de notre lien aux images, de leur place 
centrale dans notre rapport au réel.  Le public 
pourra déambuler entre les différents espaces de 
l’Institut français du Japon – Tokyo pour choisir 
d’assister à une conférence, à un atelier, à une 
projection cinématographique ou à une perfor-
mance. La brasserie de l’Institut, lieu convivial 
par excellence, accueillera un grand banquet 
des philosophes, où il sera possible de faire une 
pause, se déguster des créations surprenantes, 
et de prendre le temps de discuter. 

Une grande soirée de conférences, de perfor-
mances, de rencontres, et de projections, ouverte à 
tous, pour changer votre regard sur la philosophie !

ギャラリー / Galerie
4月24日（木）～6月1日（日）
展覧会  / Exposition

ニコラ ビュフ 『ポリフィーロの手帳』 
Les Carnets de Polifilo – Nicolas Buffe

ホール / Hall
21:00 - 21:30
パフォーマンス / Performance 
Artificial 
N///K

中庭 / Jardin

19:00 - 19:30
パフォーマンス / Performance 
街にひそむ / La Ville 
off-Nibroll

19:30 - 21:30
映像プロジェクション / Projection
off-Nibroll

21:30 - 22:00
パフォーマンス / Performance 
街にひそむ / La Ville 
off-Nibroll

22:00 - 23:00
映像プロジェクション / Projection
off-Nibroll

メディアテーク / Médiathèque

18:00 - 19:30
哲学のアトリエ / Atelier philo

自己イメージ／鏡映的自己 
Images de soi, miroirs du soi

5月13日（火）～6月7日（土）
展覧会  / Exposition

アルベール・カミュ1913－2013展－デジタル＆インタラクション― 
Albert CAMUS : 1913-2013 - Une exposition numérique, interactive 
et multilingue

教室301テラス / Terrasse de la salle 301
19:30 - 20:00
パフォーマンス / Performance 
Artificial 
N///K

ラ・ブラスリー / La Brasserie

18:00 - 22:00
インスタレーション / Installation

哲学者たちの饗宴－テーブルと料理のための協奏曲－ 
Le Banquet des savants : concerto pour une table et ses mets

22:00 - 23:30
音楽 / Musique

SHARE / tokyo

エスパス･イマージュ / Espace Images

14:00 - 16:00
上映会 / Projection
ピエール・ズッカ監督『ロベルトは今夜』 
Roberte de Pierre Zucca

16:00 - 17:00
対談 / Discussion
広瀬純と立木康介 
Jun Fujita-Hirose et Kosuke Tsuiki

17:30 - 18:30
講演会 / Conférence
建設現場－都市のイメージ－ / Chantiers, images de la ville

18:30 - 20:00
講演会 / Conférence
終わりなき芸術 / L’art sans fin

20:00 - 21:00
講演会 / Conférence
欧米におけるCM表現様式の変動  
Mutation des modes d’expression du film publicitaire dans les 
sociétés occidentales

21:00 - 21:30
講演会 / Conférence
クリストフ・ジラールへの白紙委任状 
Carte Blanche à Christophe Girard



『ロベルトは今夜』 
上映＆対談（廣瀬純×立木康介）
ProjectioN de roberte de Pierre 
Zucca suivie d’uNe discussioN eNtre 
juN Fujita Hirose et KosuKe tsuiKi.

 14:00～17:00 / エスパス･イマージュ / Espace Images

「活人画」とは何か。人間とイメージというこの二重の生成
変化とは何なのか。政治の美化、あるいは肉体の神学か。そ
れはむしろ両者なのだろうか。廣瀬純と、精神分析家の立
木康介がこの問題をめぐり対談を行います。対談前には画
家バルテュスの実兄、ピエール・クロソウスキー（小説家、哲
学者）と共同で製作された、ピエール・ズッカ監督の代表作

『ロベルトは今夜』の上映を行います。
Qu’est-ce que le tableau-vivant, ce double devenir de 
l’homme et de l’image ? Est-ce une esthétisation de la 
politique ou une théologie de la chair ? Ou, plutôt, les 
deux en même temps ? Voilà une des questions princi-
pales qu’on souhaiterait se poser, avec Kosuke Tsuiki, 
spécialiste des études psychanalytiques, devant le chef-
d’œuvre de Pierre Zucca, Roberte, réalisé en collabora-
tion avec l’écrivain-philosophe Pierre Klossowski, frère 
aîné du peintre Balthus.

『ロベルトは今夜』（1977年／監督：ピエール・ズッカ）
ロベルトは、第二次大戦中、ローマのスイス赤十字で特志
看護婦として前線に赴いた。その後、急進党の婦人代議士
を経て、60歳をすぎた大ブルジョワジーの神学教授オクタ
ーヴと結婚する。しかし夫のオクターヴはヴィットーリォとい
う男と組み、ロベルトを堕落させる…。妻を他の男に与えそ
れを覗き見る老紳士と、反逆を企てるその妻の姿を描く。
Roberte (1977 – réalisation : Pierre Zucca)

廣瀬純
1971年、東京生まれ。映画批評、現代思想。龍谷大学経営
学部准教授。アンスティチュ・フランセ東京にて映画の授業
を担当。

jun Fujita Hirose
Né à Tokyo en 1971, il est critique de cinéma et maître 
de conférences à l’Université Ryukoku, il enseigne éga-
lement le cinéma à l’Institut français du Japon - Tokyo. 

立木康介
精神分析家、京都大学人文科学研究所准教授。

Kosuke Tsuiki
Né en 1968, il est psychanalyste et maître de conférences 
à l’Université de Kyoto. 

自己イメージ／鏡映的自己
images de soi, miroirs du soi

 18:00～19:30 / メディアテーク / Médiathèque

今日、自己イメージは、社会から強いられる鏡（鏡映的自己）
の多数性によって破裂されつつある。この自己イメージと他
者という鏡に映った自己の関係は、複雑で奇妙になったとい
える。本アトリエでは、現代における「自己イメージ」という万
華鏡を探求するために、そのイメージの二つの重要な起源
を分析する。ひとつ目はその国が持つ歴史、ふたつ目は押寄
せるソフト・パワーである。このふたつの分野はどう繋がるの
か。歴史やソフト･パワーは自己イメージが形成される際に、
どのようにそのイメージに揺さぶりをかけるのか。「自己」とい
う万華鏡の旅へ一緒に出かけましょう。
Le rapport que nous entretenons avec les diverses 
images de nous, éclatées par la multiplicité des miroirs 
qu’on nous impose, n’a jamais été aussi déroutant. Pour 
explorer ce kaléidoscope, nous nous référerons à deux 
axes structurant l’image du soi dans le monde actuel : 
l’histoire nationale et les marées du soft power.

トリスタン・ブリュネ
パリ第七（パリ・ディドロ）大学博士課程。アンスティチュ･フ
ランセ東京、白百合女子大学非常勤講師。

tristan brunet 
Doctorant à l’université Paris-Diderot, professeur vaca-
taire à l’université Shirayuri

哲学者たちの饗宴－テーブルと料理のための
協奏曲－
Le baNquet des savaNts : coNcerto 
Pour uNe tabLe et ses mets

 18:00～22:00 / ラ・ブラスリー / La Brasserie

食事をするテーブルとは、壮大な空間であり舞台でもある。
私たちはそこで受け取り、交わし、それぞれが感覚の哲学者
となる場所。ジル・スタッサールと小野田賢三によるこのテー
ブルは、“音”と“料理”を届ける装置となり、感覚と世界に対
して耳を傾け知覚する力に疑問を投げかける。
La table où l’on mange est un vaste espace, un théâtre 
où chacun reçoit et échange, où chacun devient le philo-
sophe de ses propres sentiments. Cette table du banquet 
des savants revisité est un outil qui livre des sons et des 
mets pour nous questionner sur notre capacité d’écoute 
et de compréhension de nos émotions, du monde.

ジル・スタッサール
作家、料理家、造形芸術と食の融合を探求するアーティス
ト。カルティエ現代美術財団のある一連のイベントのキュレ
ーションを行っている。

gilles stassart
Ecrivain et cuisinier, spécialiste de la confrontation des 
arts plastiques et de l’alimentation, il assure, entre 
autres, le commissariat d’une série d’événements à la 
Fondation Cartier.

小野田賢三
1961年群馬県生まれ。大阪芸術大学芸術計画学科音響
専攻科。2008年「PARKHAUS展」(クンストハレデュッセルド
ルフ)、「パリ国際現代詩ビエンナーレ2009」などに参加。

Kenzo onoda 
Diplômé de l’Université d’Osaka, il est spécialiste d’acous-
tique et a développé une expression esthétique croisant art 
vidéo et art sonore. Il a participé à l’exposition PARKHAUS, 
Kunsthalle de Düsseldorf, en 2008, mais aussi à la Bien-
nale Internationale des Poètes en Val de Marne.

sHare / toKyo 

 22:00～23:30 / ラ･ブラスリー / La Brasserie

SHARE（シェア）とは、主にデジタル機材を使ったオープンな
ジャムセッションの場。2001年にニューヨークで始まったこ
の試みは世界の都市へと増殖を重ね、オリジナルメンバー
であるウエニシケイコ氏によって2012年に日本に持ち込まれ
る。現在は2013年10月にオープンした「アーツ前橋」で定期
的に開催。これまでにないユニークな形の音楽セッションで
新たなる感覚をシェアしましょう。
Share est un projet participatif ouvert à tous les ama-
teurs de musique. Les participants apportent leur ma-
tériel portable et se connectent au système, ils peuvent 
alors improviser sur le signal de chacun et effectuer leur 
mix audiovisuel en direct.

街にひそむ
La viLLe

 19:00～19:30 / 21:30～22:00 / 中庭 / Jardin

街に立ち、体の姿勢を変えて、そこから眺める。高い所から、
低い所から、体の位置が、視点の違いが、姿勢のあり方が、異
なる風景をもたらす。そんな街にひそむ風景をモチーフに書か
れた戯曲をもとに、そこから浮かび上がるイメージを身体と映
像に落とし込んだダンスと言葉が融合するパフォーマンス。
Evoluer dans la ville, changer la position de son regard et 
observer la ville sous différents angles. off-Nibroll nous 
offre un voyage à travers la ville où danse, texte et vidéo 
se mêlent pour stimuler nos sens.

off-Nibroll
ニブロールの映像作家・高橋啓祐と振付家・矢内原美邦に
よるユニット。劇場をはじめ、美術館、ギャラリー、公共施設
など多様な空間で作品を発表。映像インスタレーションとと
もにダンスパフォーマンスも展開し、身体と映像の関係性を
追求している。

off-Nibroll
Le directeur artistique Keisuke Takahashi et la chorégraphe 
Mikuni Yanaihara de Nibroll ont créé off-Nibroll travaillant 
essentiellement sur la relation entre le corps et l’image. Ils 
se produisent généralement au sein de petites galeries dans 
le but de briser les barrières entre le public et l’artiste.

artificial
 19:30～19:50 / 教室301テラス / Terrasse de la salle 301
 21:00～21:20 / ホール / Hall

“自然”や“人工”とはいったい何を指すのか？　奥野美和（ダ
ンサー）がリアルタイムでギターを弾き鳴らし、藤代洋平（音
楽）がその音にエフェクトを掛け、その場で音響に仕上げて
ゆく。“自然”や”人工”をキーワードとしたイメージ映像を背
景に、音と映像の広がりへ身体を投げ出す。その空間の中
で変化してゆく全ての要素（身体／映像／音）や過程は、“
自然”であると同時に、人間の手が加えられた“人工的”なモ
ノなのかもしれない。
que designent «naturel» ou «artificiel»? Accompagnée 
du musicien Yohei Fujishiro, la chorégraphe et danseuse 
Miwa Okuno évolue dans un espace mouvant, modelé 
par le son et l’image dans lequel le corps et l’espace os-
cillent entre le “naturel” et “l’artificiel”.

N///K
2014結成。ダンサー・振付家の奥野美和が映像を手掛け、
藤代洋平が音楽を担当。身体／音／映像を一素材として
扱い、“観る人の内蔵に響くもの”をモットーに総合的な空
間芸術創りを目指す。

N///K
créé en 2014 par la danseuse/chorégraphe/artiste vi-
suelle Miwa Okuno et le musician Yohey Fujishiro. Leur 
réflexion porte sur la création d’un espace artistique glo-
bal utilisant le corps, le son et la vidéo comme materiel.

上映会/講演会
ProjectioNs / coNFÉreNces

哲学のアトリエ
ateLier PHiLo

パフォーマンス
PerFormaNces

展覧会 / インスタレーション
eXPositioNs / iNstaLLatioNs

音楽
musique

建設現場－都市のイメージ－
cHaNtiers, images de La viLLe

 17:30～18:15 / エスパス･イマージュ / Espace Images

都市空間に出現する建設現場、つまり都市の“谷間”が街の
景観にどのような変化をもたらすのか。その未完の状態は、私
たちが知覚する都市景観にいかなる影響を与えるのか。建設
現場の混沌が、そこで働く労働者の姿をどのように演劇化す
るのか。その不安定性と建設計画の間に生まれる空間性と
時間性の解釈を通し、建設現場は社会のある構築を私たち
に見せてくれる。本講演ではアーティスト自身が何年もかけて
撮影した建設現場を舞台とした映像作品の上映も行います。
Où nous verrons comment ces trouées permettent l’émer-
gence du paysage urbain. Comment dans son inachève-
ment, il est le lieu de toutes les projections. Et comment 
ses enchevêtrements théâtralisent la figure de l’ouvrier.

グウェン・ルヴィロワ
1968年生まれのアーティスト。パリ国立高等美術学校（ボザ
ール)で学ぶ。2004年から、パリ・ラ・ヴィレット国立建築大
学にて教鞭をとり、フランス国内外でも展示を行っている。
コンセプチュアルアーティストであり画家でもあるルヴィロワ
は、二次元表現を好み、オブジェとインスタレーションを用
いて共に生きる方法について探求している。

Gwen Rouvillois
Artiste née en 1968, diplômée de l’école nationale supérieure 
de Beaux-Arts de Paris. Enseigne depuis 2004 à l’école na-
tionale supérieure d’architecture de Paris-La Villette

終わりなき芸術 
L’art saNs FiN

 18:30～19:50 / エスパス･イマージュ / Espace Images

近代の芸術は、その成立以来、哲学や文学とたえず高度な
緊張関係を保ちながら展開されてきた。しかし、芸術が市場

（経済）の力学にますます深く巻き込まれ、科学技術や情
報社会が提示する圧倒的な「データ」の力によって変容しつ
つある現在、そして近い将来、芸術はいかなる姿のもとに立
ち現れてくるのだろうか。この対談では、20世紀のフランスを
中心とする近過去の芸術実践と、それと時代を同じくする詩
や哲学との関わりを見据えながら、これから来たるべき「終
わりなき芸術」の姿について対話を行なう。
Si l’art moderne s’est développé dans un rapport constant 
avec la philosophie et la littérature, il est aujourd’hui de 
plus en plus influencé par des logiques de marché et par 
la puissance de la société de l’information et des nou-
velles technologies. Il s’agira ici d’interroger les pratiques 
artistiques de ces dernières années en France, leurs 
liens à la philosophie et à la poésie et de mener un dia-
logue sur la figure à venir de « l’art sans fin ».

特別出演：エリィ・デュラン  
(パリ西ナンテール大学、フランス大学研究院)
avec l’aimable participation d’elie during 
 (univ. Paris ouest Nanterre, iuF)

星野太
1983年生まれ。専攻は美学、表象文化論。東京大学大学
院総合文化研究科附属・共生のための国際哲学研究セン
ター（UTCP）特任助教。

Futoshi Hoshino 
Diplômé en esthétique du département des études 
culturelles interdisciplinaires de l’Université de Tokyo.

桑田 光平
1974年生まれ。日本のフランス文学者。専門はフランス文
学、フランス美術論。東京大学総合文化研究科准教授。文
学博士（パリ第4大学、2009年）。

Kohei Kuwada 
Docteur ès lettres de l’Université Paris IV, il enseigne à 
l’Université des langues étrangères de Tokyo. 

連続講演会《哲学とイメージ》『イメージの同時性』 
講演者：エリィ・デュラン (パリ西ナンテール大学、
フランス大学研究院)
cycLe de coNFÉreNces « PHiLosoPHie 
et image » : L’image simuLtaNÉe
Intervenant : Elie During (univ. Paris Ouest 
Nanterre, IUF)

 5月28日(水) 18:30～20:30 
日仏会館 / Maison franco-japonaise

ダンスクロス(横浜フランス月間2014)
奥野美和「PHANTOMS in MANUFACTURE」
問合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜 : 045-201-1514 

daNcecross (daNs Le cadre du 
mois de La FraNce à yoKoHama 2014)
«PHaNtoms in maNuFacture» de miwa okuno

Renseignements :  
Institut français du Japon - Yokohama 045-201-1514 

欧米におけるCM表現様式の変動 
mutatioN des modes d’eXPressioN 
du FiLm PubLicitaire daNs Les 
sociÉtÉs occideNtaLes

 20:00～20:50 / エスパス･イマージュ / Espace Images

テレビCMはそもそも、ある商品が何らかの問題を解決して
くれる証拠を描き出す《説得・納得》と同時に、社会で共有
されているステレオタイプや《ライフスタイル》のイメージに
商品を結びつける《同一化・投影》の形を基本とした。しかし
90年代からその定型を失い、メディアが作り出し、広げた独
特の価値観によって、広告メッセージが新しいメカニズムに
応じるようになった。ウンベルト・エーコが考える《モダン／
ポストモダン》の対比を用いて、欧米社会における広告メッ
セージの新しいメカニズムの分析を試みたい。
Umberto Eco propose d’interpréter le postmodernisme 
comme une attitude s’apparentant à la déclaration 
d’amour d’un homme contraint par son époque à dire à 
la femme aimée : « Comme dirait Barbara Cartland, je 
t’aime désespérément ». Les nouveaux mécanismes de 
la publicité depuis la fin des années 90 ressemblent éton-
namment aux modalités de cette déclaration d’amour.

シルヴァン・カルドネル
龍谷大学、国際文化学部教授。

sylvain cardonnel 
Professeur à la faculté de communication interculturelle 
de l’Université Ryukoku.

アルベール・カミュ1913－2013展－デジタル＆
インタラクション― 
aLbert camus : 1913-2013 
uNe eXPositioN NumÉrique, 
iNteractive et muLtiLiNgue

 5月13日（火）～6月7日（土） 
メディアテーク / Médiathèque

昨年、『異邦人』や『ペスト』などで知られるアルベール・カミ
ュの生誕100年を祝う記念イベントが世界各地で開催され
ました。カミュは小説の他にも数多くの戯曲やエッセイ・評
論を執筆し、1957年にはノーベル文学賞を受賞。その作品
が湛える哲学的考察や普遍性が大きく評価されています。
メディアテークでは、デジタルという新たなツールを使い、そ
の生涯と作品を紹介します。
L’année 2013 a été marquée par la mémoire d’Albert 
Camus, écrivain et philosophe français. Cette année, 
nous prolongeons les célébrations de sa mémoire avec 
une exposition numérique qui permet de parcourir sa vie 
et l’ensemble de ses œuvres. 

ニコラ ビュフ『ポリフィーロの手帳』展 
Les carNets de PoLiFiLo – NicoLas buFFe

 4月23日（木）～6月1日（日） / ギャラリー / Galerie

これを観れば「ポリフィーロの夢」がもっと面白くなる！ 4月
19日から6月29日まで原美術館で開催の展覧会「ポリフィー
ロの夢」との関連企画展。ニコラ ビュフの作品制作の過程
に迫ります。
Une plongée dans les travaux préparatoires de Nicolas 
Buffe pour éclairer son exposition Le songe de Polifilo au 
Musée Hara et en décrypter les influences.

クリストフ・ジラールへの白紙委任状
carte-bLaNcHe à cHristoPHe girard
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クリストフ・ジラール
2001年から2012年までパリ市長の補佐として文化事業を担
当。「ニュイ･ブランシュ」を始めパリの大規模文化プロジェク
ト（アートスペース 104、フランス初のメディアアートセンター 

「ゲテ・リリック」など）を手がける。2012年よりパリ第4区区長。

christophe girard
Adjoint au maire de Paris chargé de la culture de 2001 
à 2012, il est notamment l’initiateur des Nuits blanches 
ainsi que d’autres projets culturels d’envergure (104, 
Gaîté Lyrique), avant de devenir maire du 4ème arrondis-
sement de Paris en 2012. © DR
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