
2019 年 8 月 27 日(火) 
 
各位 
 

第 45 回ベルクソン哲学研究会開催のご案内 
 
謹啓 

秋暑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことお慶び申し上げます。 

さて、この度、第 45 回ベルクソン哲学研究会を下記の要領で開催することとなりました。今回は科研費プロジェ

クト「生成の実在性と純粋な関係性をめぐるベルクソン哲学の研究」（課題番号 JP17K02200、研究代表者：永野拓

也）との共催にて、「国際ワークショップ」を開催します。ふるってご参加下さいますようお願い申し上げます。 

謹白 

記 

日時 ： 2019 年 9 月 29 日（日）12:30～18:00 

場所 ： 東京大学本郷キャンパス 法文 1 号館 215 教室 
 

タイトル ： ベルクソンにおける持続とその数学的射程 
« Durée » bergsonienne et ses portées mathématiques／Bergsonian « duration » and its mathematical ranges 
 

プログラム ： 
セッション 1  12:30-14:30 

1. 初期ベルクソンにおける多様性の問題：『試論』

から『物質と記憶』まで 

岡嶋隆佑（慶応大学） 

On the Problem of Multiplicity in Early Bergson: 
from Time and Free Will to Matter and Memory 
Ryusuke Okajima (Université de Keio) 

 

2. 記憶のベルクソン的・幾何学的構造 

セバスティアン・ミラヴェット （トゥールーズ・

ジャン・ジョレス大学） 

La structure bergsonienne et géométrique de la 
mémoire 
Sébastien Miravète (Université de Toulouse 
Jean-Jaurès (France)) 

セッション 2  14:50-16:50 

1. 非決定性の一因子としての持続の非局所的性格 

エリー・デューリング（パリ・ナンテール大学） 

The non-local character of duration as a factor of 
indeterminacy 
Élie During (Université Paris Nanterre (France)) 

 

2. Occurrent と Continuant の間で：ベルクソン的持

続の『コレージュ・ド・フランス講義 1902-1903 

年』における位置づけ 

永野拓也 （熊本高等専門学校） 

La durée bergsonienne entre l’occurrent et le 
continuant : son statut dans les Cours au Collège de 

France 1902-1903 
Takuya Nagano (Kumamoto National Institute of 
Technology) 

 
全体討論 Discussion générale  17:00-18:00 

 
主催 ： 平成 29 年度科学研究費補助金・基盤研究（C）課題番号 JP17K02200 
共催 ： ベルクソン哲学研究会 
後援 ：  Project Bergson in Japan (PBJ) 
主要言語 ： フランス語・英語。通訳なし。

 
� プログラムは研究会 HP でもご覧になれます。https://berutetsuken.wordpress.com/ 
� なお、研究会終了後、会場近辺にて懇親会（参加費￥3500 程度）を開催いたします。こちらの方にもどうぞお

気軽にご参加下さい。 
� 研究会・懇親会への出席の可否について、電子メール（世話人宛）にて 9 月 20 日（金）までにご連絡下さい。 

以上 

【世話人 今回担当】永野拓也 連絡先 nagano★kumamoto-nct.ac.jp（★を＠に書き換えて送信ください） 
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会場（下図）は、正門付近にある法文１号館

キャンパスマップ
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  東京大学 本郷キャンパス

東京都 文京区

────────────────────────────────────────────────────────────────────

会場（下図）は、正門付近にある法文１号館

キャンパスマップ https://www.u
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本郷キャンパス

文京区 本郷 7-3
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会場（下図）は、正門付近にある法文１号館

https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html
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本郷キャンパス 
3-1  
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会場（下図）は、正門付近にある法文１号館 2 階 215

tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html
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215 教室です。 

tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html
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◆近隣の

の所要時間はおよそ以下のとおりです。

 

丸ノ内線

千代田線

南北線
 
JR 上野駅

JR 御茶ノ水駅

 

◆ 都営バス

御茶ノ水駅から

①茶

 「東大正門前」下車：徒

②東

 「東大正門前」下車：徒歩

③学

 「東大構内」下車：徒歩

（いずれも乗り場が違います。ご利用の場合は

都営バスのサイトでお調べください。）
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近隣の鉄道・地下鉄

の所要時間はおよそ以下のとおりです。

丸ノ内線・大江戸線

千代田線 湯島駅、根津駅：徒歩

南北線 東大前駅：徒歩

上野駅、御徒町駅

御茶ノ水駅 徒歩

都営バス 

御茶ノ水駅からバス約

茶 51 駒込駅南口行き

「東大正門前」下車：徒

東 43 荒川土手行き

「東大正門前」下車：徒歩

学 01 東大構内行き

「東大構内」下車：徒歩

（いずれも乗り場が違います。ご利用の場合は

都営バスのサイトでお調べください。）

tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html 
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鉄道・地下鉄各駅から

の所要時間はおよそ以下のとおりです。

大江戸線 本郷三丁目駅：徒歩

湯島駅、根津駅：徒歩

東大前駅：徒歩 8 分 

、御徒町駅 徒歩 25
徒歩 20 分 

バス約 7 分 

駒込駅南口行き 
「東大正門前」下車：徒歩

荒川土手行き 
「東大正門前」下車：徒歩

東大構内行き 
「東大構内」下車：徒歩 5 分

（いずれも乗り場が違います。ご利用の場合は

都営バスのサイトでお調べください。）
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各駅から法文 1 号館まで

の所要時間はおよそ以下のとおりです。 

本郷三丁目駅：徒歩

湯島駅、根津駅：徒歩 10 分 
 

25 分 

歩 2 分 

「東大正門前」下車：徒歩 2 分 

分 
（いずれも乗り場が違います。ご利用の場合は

都営バスのサイトでお調べください。） 

 

 

号館まで

 

本郷三丁目駅：徒歩 10 分 

（いずれも乗り場が違います。ご利用の場合は


