
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス・エモーション 
アニメーションで楽しむ旅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 

フランス観光開発機構 

ATOUT FRANCE 

プロジェクト担当 澤田美和  

 +81 (0)3 3582-5164 miwa.sawada@atout-france.fr 

広報担当 増田真由美  

+81 (0)3-3582-6968 mayumi.masuda@atout-france.fr 
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France eMOTION「フランス・エモーション」とは、フランスの有名な文化施設を舞台にしたデジタ

ル写真展で、スマートフォンやタブレットに入れた専用アプリを通して作品を鑑賞することで、写

真上に展開するアニメーションが一緒に楽しめます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. スマートフォンまたはタブレットに無料アプリFrance 

eMotionをインストールします。 Appstore （iOS）もしく

はGooglePlay （Android）で入手可能です。 

https://itunes.apple.com/nz/app/france-

emotion/id1348314991?mt=8&ign-mpt=uo%3D2 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ste

phenchheng.atoutfrance&hl=en_US 

 

2. カメラへのアクセスを許可します。 

3. レンズを写真に合わせるとアニメーションと共に楽し

い旅が始まります！ 
 

 

 

 

 

オランジュリー美術館、パリ©David Schalliol/Atout France

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/nz/app/france-emotion/id1348314991?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/nz/app/france-emotion/id1348314991?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephenchheng.atoutfrance&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephenchheng.atoutfrance&hl=en_US
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プレスリリース 

 
フランス観光開発機構は、アンスティチュ・フランセとの

協力により、巡回展 France eMotion – Le voyage 

animé (フランス・エモーション－アニメーションで楽し

む旅)として、国際的に活躍する若手写真家と新たなテ

クノロジー、フランスの文化施設を掛け合わせたアート

プロジェクトを立ち上げました。この展覧会では、35点

の未発表写真作品の上で、拡張現実により躍動感を吹

き込むことで、それを見た世界中の人々が、フランスの

豊かな文化遺産に興味を抱き、それらを（再）発見する

ことを目指しています。 

フランスの文化シーンがいかに盛り上がっているのか。

それは、毎年多くの美術館・博物館がオープンし、建

造物の大胆なリノベーション計画や新しいフェスティバ

ルが次々と立ち上がっている状況から強く伺えます。

このエネルギーは観光業を強く後押しし、フランスの文

化関連事業に対する外国人観光客の関心が高まり続

けています。 

写真家マイア・フロールMaia Floreの協力で2014年に始

まった展覧会 Imagine France – Le voyage fantastique

（イマジン・フランス－ファンタスティックな旅）*が大きな成

功を収めたフランス観光開発機構とアンスティチュ・フラン
セは、フランスの文化施設をアピールするための巡回型

アートプロジェクトを新たに計画いたしました。それが「フ

ランス・エモーション－アニメーションで楽しむ旅」です。 

当展のため、フランス観光開発機構とアンスティチュ・フラン

セは展覧会運営委員のミュリエル・アンジャルランMuriel 

Enjalran と緊密に協力し、国際的に活躍する4人の写真家

の参加を得ました。イショラ・アクポIshola Akpo（ベナン）、

エドゥ・モンテイロEdu Monteiro（ブラジル）、デヴィッド・シャ

リオルDavid Schalliol（アメリカ）、ロウルデス・サガデ

Lourdes Segade（スペイン）がそのメンバーです。彼らは

2017年の夏、それぞれが一つの地域を周りながら、35の

文化施設を撮影しました。  

これらの写真に命を吹き込むため、フランスのアーティ

スト、ジュリー・チェン Julie Chhengとトマ・ポンス

Thomas Ponsがアニメーションのキャラクターを作りま

した。簡単で誰でも使える無料モバイルアプリ上の拡

張現実で、このキャラクターは、写真の中を動き回った

り変身したりします。. 

France eMotionは今までにないアート体験となること

でしょう。写真とデジタルアニメーションの融合により、

それを見る人は驚きに満ちた旅に入り込みます。そし

てフランスの文化遺産の豊かさを（再）発見するのです。 

この展覧会は、国立モニュメントセンター（CMN）の管理

によりパリのコンシェルジュリーにて開催され、その後ス

ペイン、イタリア、ドイツ、ブラジル、アメリカ、ベナン、さら

にほかの国々を2020年まで巡回します。日本では、東京

の港区役所１階ロビーにて、2019年１月23日（水）～2月

4日（月）（土・日を除く）にて展覧会を実施いたします。 

 

France eMotion フランス・エモーション 日本巡回展 

展示期間：2019年1月23日（水）～2月4日（月） （土・日を除く） 

場所：東京都港区役所1階ロビー 〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号 

入場無料 

 

France eMotionは、フランス観光開発機構の「観光・文化クラスター」（フランス観光開発機

構のメンバーで主要文化施設51団体を集めたグループ）と、アンスティチュ・フランセ（フラン

ス国ヨーロッパ・外務省と文化省の下でフランス国外における文化活動を行う組織）の発案

によるイベントです。 

 

教皇庁、アヴィニヨン ©Edu Monteiro/Atout France 

 
*「Imagine France – Le Voyage fantastique（イマジン・フランス-ファンタスティックな旅）」展は2014年、2018年に36ヶ国を巡回しました。 
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ヴィシーのオペラ座、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ©Lourdes Segade/Atout France 

 

シュノンソー城、ヴァル・ド・ロワール©Ishola Akpo/Atout France 

 

凱旋門、パリ ©David Schalliol/Atout France 

 

ファーブル美術館、モンペリエ©Edu Monteiro/Atout France 
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FRANCE eMOTION 

ミュリエル・アンジャルラン 

MURIEL ENJALRAN 
展覧会運営委員 

 
 

フランス旅行は昔から多くの芸術家たちに影響

を与えてきました。遠くからやって来た多くの芸

術家がフランス旅行からインスピレーションを受

け、その風景を文章に書きとめたり、絵画に描

いたりしました。 

 

国際的に活躍する4人の写真家――イショラ・

アクポ Ishola Akpo（ベナン）、エドゥ・モンテイ

ロ Edu Monteiro（ブラジル）、デヴィッド・シャ

リオル David Schalliol（アメリカ）、ロウルデ

ス・セガデ Lourdes Segade（スペイン）――

が、それぞれフランスの一つの地域を、写真を

撮りながら巡りました。そして旅路で、彼らは多

様なフランスの歴史遺産を、独自の視点からと

らえ直したのです。写真家たちと一緒に、城塞

の巡視路や城の庭園を歩き回ったり、美術館・

博物館や最新の展示スペースを見学したり、修

道院や橋のアーチを眺めたりしませんか？ 

 

この写真展は心を刺激する旅なのです。内容

は大きく4つの章に分かれます。 

 

• アーチからアーチへ... アーチなどに見られる

シンプルな建築様式の普遍性と進化の賛美 

• 過去の記憶を呼びさます... 城や城塞都市

に残る豊かな歴史への郷愁 

• あらゆる場所が美術館に…宮殿、邸宅、工

場跡、前衛建築など意外な場所にアートが点

在することへの驚き 

• 変身… 独創的な演出を用いる写真家たちに

よって、魔法がかけられたかのような場所へ

の幻惑 

35枚のディプティック（2つで1組の写真）が、

先史時代から現代まですべての時代を結び

つけて美しい不思議なパノラマをくり広げま

す。 そして色彩、撮影のアングル、画面構

成の中で、それぞれの関係性や対比が明ら

かになります。先へ進みながら、装飾や文

化遺産の多様性に目を奪われることでしょう。

すべての展示品が、絶えず変化し新たな発

明がなされ続けた近未来建築までの歴史を

描き出しています。 

 

ジュリー・ステファン・チェンJulie Stephen 

Chheng とトマ・ポンスThomas Pons によ

る拡張現実のアニメーションが、展示に楽し

く詩情に満ちた世界をつけ加えます。ヴァー

チャルなキャラクターが、写真の中を歩き回

ったり変身したりするのです。写真家たちの

作品とアニメーションのコラボというわけで

す。現実と仮想空間をひとつにし、写真とア

ニメーションが対話する中で、これらの場所

をより深く知ることができることでしょう。

 
 

 

 
 

ミュリエル・アンジャルランMuriel Enjalran 

 

ドゥシー・レ・ミーヌDouchy-les-Minesのノール・パ・ド・カレ地域写真

センターCentre Régional de la Photographie (CRP) Nord Pas-

de-Calais所長、アート評論家、展覧会運営委員。2015年までフランス

芸術センター開発協会Association française de développement 

des Centres d’art事務局長。2012年アンスティチュ・フランセのプログ

ラム「ジュヌ・コミッセールJeunes commissaires」に選ばれる。以来、

ポルトガル、ブラジル、アメリカ、モロッコなど国際的なアートシーンでさ

まざまなプロジェクトに携わる。 
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写真家たちの 

プロフィール 

ロウルデス・サガデLOURDES SEGADE（スペイン） 

バルセロナを拠点に活動。写真作品がニューヨーク・タイムズ、

サンデイ・タイムズ・マガジン、シカゴ・トリビューンに掲載される。  

2013年に、マグナム・ファンデーション・エマージェンシー・グラント

Magnum Foundation Emergency Grantに、2014年にはユニセフ

のフォト・オブ・ザ・イヤーにノミネートされる。2014年アクシオン・ク

ルトゥラル・エスパニョラAcción Cultural Españolaとアンスティチ

ュ・フランセにより、ヨーロッパ写真美術館(MEP)のアーティスト・レ

ジデンスに２か月間招聘される。 

http://lourdes.segade.book.picturetank.com/ 

 

イショラ・アクポISHOLA AKPO（ベナン） 

コートジボワール出身。ベナンでマルチメディアアーティスト、写真

家として活動。2013年にパリのアンスティチュ・フランセのヴィザ・

プル・ラ・クレアシオンの１人に選ばれ、現地で「パ・ド・フラッシュ・

シル・ヴ・プレ！Pas de flash s’il vous plait!」を製作。 

2015年フォトケPhotoquaiのアーティスト・レジデンスに選ばれ、パ

リのケ・ブランリ－ジャック・シラク美術館のコレクションに作品が収

蔵される。2016年にラゴス・フォト・フェスティバル（ナイジェリア）で

連作「大切なものは目に見えないL’essentiel est invisible pour 

les yeux.」を発表。ハインリヒ・ベル・ファンデーションFondation 

Heinrich Böell、トゥールーズ写真フェスティバルFestival de 

Photographie de Toulouseのフリーランス・デュ・ウェブドク

Freelens du webdoc などで数々の賞を受賞。 

http://www.isholaakpo.com/curriculum-vitae/ 

 

デヴィッド・シャリオルDAVID SCHALLIOL（アメリカ） 

写真家、映像作家、シカゴのセント・オラフ・カレッジで社会学

の助教授を務める。社会階層の問題、社会的・物質的世界に

おける意味の問題に、学術的側面と芸術的側面からアプロー

チする。彼の写真や論文は、ソーシャル・サイエンス・リサー

チ、ニューヨーク・タイムズに掲載されたほか、ベルファスト写

真フェスティバルのオープニングや、現代写真美術館のミッド

ウエスト・フォトグラファー・プロジェクトなどで展示されている。 

http://davidschalliol.com/ 

 

エドゥ・モンテイロEDU MONTEIRO（ブラジル） 

ブラジルのポルト・アレグレ生まれ。1991年より写真を始める。コ

ンテンポラリーな写真を専門にし、とりわけ写真とパフォーマンス

の相互作用を作り出すことを探究している。ブラジル、中国、ロ

シアで写真展を開催。 

http://www.edumonteiro.com/gallery/45524/trabalho-de-

iemanj/ 

http://lourdes.segade.book.picturetank.com/
http://www.isholaakpo.com/curriculum-vitae/
http://davidschalliol.com/
http://www.edumonteiro.com/gallery/45524/trabalho-de-
http://www.edumonteiro.com/gallery/45524/trabalho-de-
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デジタルアーティストの 

プロフィール 
 

フランス人アーティスト、ジュリー・ステファン・チェンJULIE STEPHEN CHHENGとトマ・ポンスTHOMAS PONS 

ともに国立装飾美術学校で学位を取得し、2016年にデジタルアートでヴィラ九条山招聘

アーティストに選ばれる。ジュリー・ステファン・チェンは、接続アプリケーションの開発とさ

まざまなメディアを用いた本を作っている。トマ・ポンスはバンド・デシネの画家、アニメー

ション映画監督、ビデオクリップ監督として活躍。 
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リヨンの歴史地区、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ©Lourdes Segade/Atout France 

 

ケ・ブランリ－ジャック・シラク美術館、パリ©Ishola Akpo/Atout France 

 

ヴィラ・カヴロワ、オー・ド・フランス©David Schalliol/Atout France 

 

ポン・デュ・ガール ©Edu Monteiro/Atout France
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写真展に参加している文化施設 
 

 
1. 凱旋門 Arc de triomphe、パリ Paris 

2. リヨンの歴史地区 Centre historique de Lyon

、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプAuvergne-

Rhone-Alpes 

3. モン・サン・ミシェル修道院 Abbaye du Mont-

Saint-Michel、ノルマンディー Normandie 

4. プティ・パレ Petit Palais、パリParis 

5. ミヨー高架橋 Viaduc de Millau 

6. カヴロワ邸 Villa Cavrois、オー・ド・フランス 

Hauts-de-France 

7. クリュニー修道院 Abbaye de Cluny、ブルゴ

ーニュ Bourgogne 

8. ポン・デュ・ガール Pont du Gard 

9. ル・ヴォワイヤージュ・ア・ナント   

10. アゼ・ル・リドー城 Chateau d’Azay-le-

Rideau、ヴァル・ド・ロワール Val de Loire 

11. アンボワーズ城 Chateau d’Amboise、ヴァ

ル・ド・ロワール Val de Loire 

12. トワリー城 Chateau de Thoiry 

13. 教皇庁 Palais des Papes、アヴィニョン 

Avignon 

14. ブロワ王城 Chateau royal de Blois、ヴァル・

ド・ロワール Val de Loire 

15. シュノンソー城 Chateau de Chenonceau、ヴ

ァル・ド・ロワール Val de Loire

 

16. ブザンソン Besancon の城塞都市 

17. オー・クニグスブール城Chateau du Haut-

Koenigsbourg、アルザスAlsace 

18. エグモルト Aigues-Mortes の塔と城塞 

19. ファーブル美術館 Musee Fabre、モンペリエ 

Montpellier 

20. ケ・ブランリ－ジャック・シラク美術館 Musee 

du quai Branly – Jacques Chirac、パリ 

Paris 

21. サン・ソヴール駅 Gare Saint Sauveur、リー

ル3000  lille3000、リール Lille 

22. シャンティー城 Chateau de Chantilly 

23. ブルー王立修道院 Monastere royal de Brou

、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプAuvergne-

Rhone-Alpes 

24. コンフリュアンス博物館Musee des 

Confluences、リヨン Lyon 

25. オランジュリー美術館 Musee de l’Orangerie

、パリParis 

26. アンドレ・マルロー近代美術館 (MuMa) 

MuMa (Musee d’art moderne Andre 

Malraux)、ル・アーヴル Le Havre 

27. 欧州・地中海文明博物館 (Mucem) Mucem、

マルセイユ Marseille 

28. オルセー美術館 Musee d’Orsay、パリ Paris 

29. カルカッソンヌ Carcassonne の要塞都市 

30. ポン・ダルク Pont d’Arc の洞窟、オーヴェル

ニュ・ローヌ・アルプAuvergne-Rhone-Alpes 

31. クロ・リュセ城 Chateau du Clos Luce – レオ

ナルド・ダ・ヴィンチパーク Parc Leonardo da 

Vinci、ヴァル・ド・ロワール Val de Loire 

32. パリ動物園 Parc zoologique de Paris 

33. ラリック美術館 Musee Lalique、アルザス
Alsace 

34. ピック・デュ・ミディ Pic du Midi 

35. ヴィシー・オペラ座、オーヴェルニュ・ローヌ・

アルプ Auvergne-Rhone-Alpes 
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巡回の予定 

この展覧会はフランスで開催されたあと、メキシコ、アメリカ、スペイン、イタリア、ドイツ、

ブラジル、ベナン、さらにほかの国々を2020年まで巡回します。 

日本では、東京、港区役所１階ロビーにて、2019年１月23日（水）～2月4日（月）（土・日を

除く）にて展覧会を実施いたします。 

 

フランス観光開発機構について 
 

 

フランス観光開発機構は観光産業の発展を目指し、国際的な観光市場を調査、分析して

います。そしてそれによって得られた需要と供給に関する知識をもとに、フランス観光開発

の戦略を決定しています。 

 

フランス観光開発機構は、その専門知識を用いて企業の競争力とフランスのデスティネー

ションの魅力を向上させています。またフランス内外の観光のマーケティングとプロモーショ

ンを行う1200人のプロフェッショナルと協力しています。 

 

フランス観光開発機構は、観光宿泊施設の格付け、旅行業者の登録、 旅行者の受け入れに

積極的なワイン生産地域を認定した制度「ワインの産地と発見Vignobles & Découvertes」

の調査とプロモーションなど、サービスの質の向上にも努めています。 

 

フランス観光開発機構は、30カ国33か所に配置されたオフィスのネットワークによって、国

際的なミッションを展開しています。またフランス大使館の協力により、その活動は78のマ

ーケットに広がっています。この類い稀な組織力にもとづき、フランス観光開発機構は国際

的なマーケットとクライアントへの知識を絶えず深め、プロジェクトの発案からその商品化ま

で、パートナーの活動をより明確にし、実現へのお手伝いをします。 

www.atout-france.fr – www.france.fr 
 

 

 

アンスティチュ・フランセについて 
 

アンスティチュ・フランセはフランス国外における文化活動を行う公共施設で、ヨーロッパ・

外務省と文化省の監督下で、フランスの影響力の外交に積極的にとり組んでいます。アン

スティチュ・フランセのプロジェクトやプログラムは、世界中のフランス大使館、アンスティチ

ュ・フランセ、アリヤンス・フランセーズの文化担当の大規模なネットワークに支えられてい

ます。 

www.institutfrancais.com 

http://www.atout-france.fr/
http://www.france.fr/
http://www.institutfrancais.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報用画像は下記リンクよりダウンロードいただけます。 

https://www.dropbox.com/sh/zilh2yljqimyrn6/AADkfyCyjV1sNUek2lztKVfNa?dl=0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« France eMotion – Le voyage animé »は、フランス観光開発機構がアンスティチュ・フランセとの協力によって実行したプロジェクトです。- 2018 不許複製 

https://www.dropbox.com/sh/zilh2yljqimyrn6/AADkfyCyjV1sNUek2lztKVfNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zilh2yljqimyrn6/AADkfyCyjV1sNUek2lztKVfNa?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


