
175

アルベール・カミュにおける芸術による連帯

１．反抗と連帯と芸術

　アルベール・カミュはエッセイ『シーシュポスの神話』（1942）で、それまで結論と見なされ

ていた「不条理（absurde）」を出発点と見なし、その先に進もうと試みた（１）。その際、不条理

の帰結としてカミュが提示したのが「反抗（révolte）」という思想であり、その思想はカミュの

次のエッセイ『反抗的人間』（1951）で深く掘り下げられた。いわば、『シーシュポスの神話』と

『反抗的人間』は、不条理から出発したカミュの思想が反抗へと移行していく過程を示している

と言える。そして、この不条理から反抗への移行の過程をつぶさに見てみると、『シーシュポス

の神話』以降のカミュが、本来は異なるもの同士、対立するもの同士をどちらも同時に維持しよ

うとする思想の構造を獲得していたことがわかる（２）。たとえば、カミュによれば、彼が出発点

に定めた不条理それ自体が、明晰さを望む人間の理性と、人間が完全には理解することのできな

い世界の不合理が衝突し、拮抗している状態のことである。また、不条理や反抗を考察する過程

でカミュが重視した、世界の多様性を前にそれでも統一性を求める姿勢や、孤独な個人によるそ

れぞれの孤独を保ったままの連帯といった考え方もそうした思想の構造の例である。とりわけ、

各人の孤独を保ったまま連帯するという考えはカミュの創作活動と深く結びつき、『ペスト』

（1947）や『転落』（1956）、あるいは、短編集『追放と王国』（1957）に収められた「背教者」や

「生まれ出る石」といった作品内で、孤独を前提とする単数人称「私（je）」から複数人称「私た

ち（nous）」への変化をもたらした。

　むろん、対立するもの同士、異なるもの同士を維持しようとするこの思想の構造は、不条理の

帰結である反抗においても保たれている。なぜなら、『反抗的人間』でカミュが定義していると

おり、反抗的人間とは、「「否
ノン

」と言う人間のことである。しかし、その者は拒否しても放棄はし

ない。最初の動きからすでに、「諾
ウイ

」とも言う人間である（３）」からだ。言葉を換えるならば、反

抗もまた、「否
ノン

」と「諾
ウイ

」という本来であれば相反するものをどちらも同時に維持する思想の構

造に則っているのである。

　ところで、カミュは『反抗的人間』で芸術を反抗の一つであると定義している。その理由は、「美

を創造するには、現実を拒絶すると同時にその相のいくつかを高めなければならない。芸術は現
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実に異議を唱えるが、それから逃げはしない（４）」とあるように、カミュにとって芸術が、反抗

と同じく、現実の一部を拒否しつつ、別の一部を受け容れる行為だからである。先ほどの反抗的

人間の定義に倣うならば、カミュにおいては、芸術も現実に対して、本来は対立するはずの

「否
ノン

」と「諾
ウイ

」を同時に言う行為と見なすことができるのだ。

　しかし、カミュが芸術を反抗の一つであると見なしていたならば、芸術もまた連帯に結びつく

のであろうか。というのも、カミュは反抗とともに連帯が生じると考え、それを「我反抗する、

ゆえに我らあり（Je me révolte, donc nous sommes）（５）」という「我（je）」から「我ら（nous）」

の変化によって表したからだ。『反抗的人間』では、反抗が連帯につながると指摘されているの

に対して、芸術と連帯の関係についてはほとんど触れられてはいない。唯一、「反抗と芸術」と

題された同エッセイの第四章で、芸術家の創作活動とその作品──特に、小説──がいかに反抗

という思想に結びつくかが論じられた後、章の終盤で、「反抗的芸術も最後には『我らあり（Nous 

sommes）』を明らかにする（６）」と述べてられているだけである。果たして、反抗的芸術が明ら

かにするというここでの「我らあり（Nous sommes）」とはどのようなことを意味するのか。また、

反抗が連帯に結びつくという特徴を芸術も引き継いでいるのであろうか。

　本稿では、カミュが反抗の一つと見なした芸術に焦点を当て、『反抗的人間』以降にカミュが

書いたテクストを中心に見ることで、芸術と連帯の関係性が成立するかを検討する。

２．「贈り物」としての芸術

　最初に参照するのは、カミュが事故で亡くなる直前の1959年に書いた、ジャン・グルニエのエッ

セイ『孤島』（1933）の改訂版の序文である。カミュは生涯にわたり多くの評論や序文を書いたが、

それらは、多くの場合、新聞記者や作家としての立場から書かれている。そのなかにあって、カ

ミュが『孤島』に寄せた序文は、作家としての自らの原点を振り返るカミュが、芸術作品（文学

作品）を受け取る側の立場も意識して書いているように思われる。グルニエの『孤島』が出版さ

れた約二十五年前、若き日のカミュにとってその作品がどのような役割を果たしたか、彼は当時

のことを振り返りながら次のように書く。

彼［グルニエ］は、うわべを気取ったりしない言語で、単純でなじみ深い経験について私た

ちに語るだけだ。次に、彼は、私たちそれぞれの好みに解釈をゆだねる。その条件の下でよ

うやく、芸術は強制をしない一つの贈り物（don）となる。この本から実に多くのものを受

け取った私は、その贈り物の広がりを知っているし、受けた恩義に感謝している（７）。

　受け取る側の自由な解釈が保証されるという条件の下で、芸術は「贈り物（don）」になる、

とカミュは指摘する。注目すべきは、カミュが「その贈り物の広がりを知っている」と述べてい
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ることだ。この言葉が示すとおり、カミュが作家になろうと心に決めたのは『孤島』という贈り

物を与えられたことによってであった。すなわち、「『孤島』を発見した頃、自分でもものを書き

たいと望んでいた、と私は思う。しかし、本当にそうしようと決心したのは、この本を読んだ後

のことでしかなかった（８）」、というふうに。一般的に、社会学では « don » という語に「贈与」

という訳語が与えられているが、その分野で「贈与（don）」 は一方的な無償の行為ではない。贈

与を受け取った側は何かを返したいと望み、贈与した側もそれを期待することで、双方的なつな

がりが築かれうるからだ（９）。カミュがこうした社会学の文脈における « don » の用いられ方を

どれほど意識していたかはわからないが、少なくとも先の引用を見る限り、グルニエの『孤島』

を贈り物と見なしたカミュが、それを受け取った後、何かを返したい、自分も誰かに与えたいと

望んだことは確かである。言うなれば、そこに、文学作品という贈り物を通じたグルニエとカミュ

の間の、あるいは、カミュと未来の読者との間の双方的なつながりを見いだすことができるので

ある。

　『孤島』の序文を読むと、カミュ自身がそうした双方向の動きをよく理解し、意識していたよ

うに思われる。なぜなら、カミュは「対話（dialogue）」という語によって、芸術作品の作り手

と受け取り手の関係について書いているからだ。

まもなく私たちは皆、主人（maîtres）と奴隷（esclaves）に別れて、互いを殺し合うこと

に明け暮れるだろう。しかし、« maître » という語にはもう一つの意味がある。それは、尊

敬と感謝の関係性のなかで、単純に弟子（disciple）に対置される［師という］意味である。

そのとき、意識間の闘争はもはや問題ではなく、対話が問題となる。その対話は、一度始まっ

てしまえばもう消えることはなく、ある人々の人生を充実させるものとなる。この長い対面

は、隷属も服従ももたらさず、ただ真似だけをもたらすのだ、この言葉の精神的な意味にお

いて（10）。

　カミュによれば、文学作品が著者と読者の間に築くのは「主人（maîtres）」と「奴隷（esclaves）」

の間にあるような一方的な主従関係ではなく、「師（maître）」と「弟子（disciple）」の間に生じ

る双方的な師弟関係である。芸術作品を受け取った側は、生涯を通じた「長い対面」により師に

対して問い返したり、あるいは、今度はその者が別の誰かに与える側にまわろうとしたりする（11）。

そうした双方向の関係性を、カミュは「対話」という語によって表したのだ。対話は複数の人間

によって初めて成立するものである。芸術が作り手と受け取り手の間に対話という一人では成り

立たない双方向のコミュニケーションをもたらすならば、それこそが、カミュが「反抗的芸術も

最後には『我らあり』を明らかにする」という言葉で表そうとしていたことだと考えられる。す

なわち、対話をする者同士の複数性こそが、芸術が最終的にたどり着くものだとカミュが指摘す
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る「我ら（nous）」である、と。そして、その特徴は、『反抗的人間』でカミュが詳細に論じた「連

帯」の特徴と確かに重なる。

　芸術作品を介して作り手と受け手の間に双方的・相互的な働きかけがある、とカミュが考えて

いたことは、ノーベル賞受賞後のスピーチで述べられた以下の言葉からも裏付けられる。

芸術は、私の見解では、孤独な楽しみではありません。それは、共通の苦しみと喜びの特権

的イメージを、できるだけ多くの人々に提供することで、彼らを感動させる方法の一つなの

です。それゆえに芸術は、芸術家が孤立しないことを強制し、芸術家を、最も控えめで、最

も普遍的な真実に服従させます。そして、しばしば、自分がほかの人々と異なっていると感

じたために芸術家としての運命を選んだ者は、自己と万人が似ていることを認めなければ、

その先、自分の芸術を、そして自分の違いを育てていくことができないということを、たち

まち学ぶのです。自分から他者へのこの不断の往復運動のなかで、また、自分になくてはな

らない美と、離れることのできない共同体との中間地点で、芸術家は自らを鍛え上げていく

のです（12）。

　芸術は孤独な楽しみではない、とカミュは指摘する。その理由は、芸術家は、自分と他者との

間の「不断の往復運動」をすることで、美と共同体の「中間地点」に身を置くからだ。「不断の

往復運動」や「中間地点」といった複数の人間がいて初めて成立する表現は、カミュが芸術作品

の作り手と受け手の間に双方的なつながりがあると考えていたことの証にほかならない。とりわ

け、「不断の往復運動」という表現は、先ほど見た『孤島』の序文における、作品を作る側と受

け取る側の間で交わされる「対話」に相当すると見なすことができよう。こうして、カミュが、

芸術が対話や往復運動という形で作り手と受け手を結びつけ、双方向のコミュニケーションをも

たらしうると考えていたのであれば、芸術が最後にたどり着く「我らあり」は、やはり、連帯を

意味していると考えられる（13）。

３．芸術作品を介した孤独者同士の結びつき

　ここまで見てきた『孤島』の序文やノーベル賞受賞後の『スウェーデンでの演説』（1958）で

示された双方向の関係性は、芸術作品を作る側とそれを受け取る側の間で成り立つものである。

この特徴だけでも、カミュが、芸術が連帯に結びつくと考えていたことを十分に示しているよう

に思われる。しかし、カミュは、その関係性がさらに広がっていくと考えていたようだ。すなわ

ち、芸術作品が作り手と受け取り手の縦の関係性
0 0 0 0 0

に加え、作品を受け取る者同士の横の関係性
0 0 0 0 0

を

も築く、と。文壇デビュー作である『裏と表』（1937）が1958年に再刊された際、新たに加えら

れた序文のなかで、カミュは劇場で演劇を鑑賞したときのエピソードを書き、芸術を受け取る者
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同士の横のつながりについて述べている。

時折、演劇の「初日」に、それは厚かましくも「パリの名士たち」と呼ばれる人に私が出会

う唯一の場でもあるのだが、私は、劇場が消えていき、存在するように見えるこの世界が実

は存在していないような印象を覚えることがある。私にとって現実だと思われるものはほか

のもの、舞台で叫んでいる偉大な人物たちである。そのとき逃げ出さないためには、観客の

一人一人もまた自己と出会う約束があり、彼らはそれを知っていて、おそらくすぐ後にそこ

に赴くであろうことを忘れずにいなければならない。するとたちまち、観客の一人一人が改

めて兄弟となる。社会が引き離す者たちを、孤独が結びつけるのだ（14）。

　カミュは演劇作品を鑑賞しているとき、現実の世界が消え、舞台上の世界が本物であるような

感覚を持つことがあると書く。それはいわば、彼が舞台という芸術作品を介して自己と向き合う

孤独の経験である。カミュによれば、その際、カミュは同じ舞台を見ているほかの観客たちもま

た、全員が孤独な個人であり、その一人一人が舞台を通じてカミュと同じように自己と向き合っ

ているのだと理解し、逆説的に彼らとの結びつきを感じるのである。カミュの言う、「社会が引

き離す者たちを、孤独が結びつける」というのはそういうことだ。舞台を見る観客は、孤独な個

人であると同時に、孤独であるというその共通点によって結びつくのである。長年カミュ研究を

牽引してきたブライアン・フィッチは、カミュの考える孤独と連帯について、「しかし、連帯は

どうしても孤独と相容れないものであろうか。反対に、カミュが同胞たちに対して感じている連

帯は、各人の本質的な孤独に基づいている（15）」と指摘するが、確かに、孤独な個人が、その孤

独を保ったまま、自分と同じように孤独な状態に置かれている他者と結びつくという構図は、ま

さにカミュが『反抗的人間』に示した連帯のあり方そのものである（16）。それゆえ、演劇作品を

鑑賞しているときに彼が自己と向き合い、自分と同じように孤独な他者と結びつきを感じるこの

エピソードは、芸術に伴って連帯が生じるということの一つの証であると考えられる。

　芸術作品を受け取る者同士のつながりについて書かれているカミュのテクストはほかにもあり、

たとえば、1955年に書かれた「ドストエフスキーのために」という短いテクストがその一つであ

る。カミュはこれを「ラジオ・ヨーロッパ」が組んだドストエフスキー特集に寄稿した。このテ

クストの冒頭でカミュが書くのは、これまでに見てきた引用とは異なり、自身の読書体験やほか

の分野の芸術鑑賞の経験ではない。代わりにカミュは、知り合ったばかりの一人のロシア人青年

と、作家とその作品を介してつながりを感じた経験を振り返っている。それは、カミュが自分の

事務所にその青年を招いた日のエピソードであり、カミュが特に思い出すのは、トルストイとド

ストエフスキーの肖像画が部屋に飾られているのを見た瞬間のロシア人青年の表情である。
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私が若い友人の顔に見たこの光、その光はただそれだけで、人々を引き離すために今日積み

重ねられている全ての愚行と残酷さを忘れさせるものである。私がこの光を感じたのは、ロ

シアを思ってでも、フランスを思ってでもなく、国境を越えて輝く創造の才、ドストエフス

キーの作品全体におけるほとんど休みのない仕事に対して人が感じる創造の才を思ってのこ

とである（17）。

　カミュとこのロシア人青年の間には、確かに、国や文化の差、あるいは、年齢の差が存在する

だろう。そうした差は、ときに誤解を生み、それぞれに孤立や沈黙を強いることさえありうる。

しかし、ここでカミュとロシア人青年を結びつけるのは、彼らがそれぞれに触れたことのある芸

術作品とその作り手、すなわち、ドストエフスキーとその作品である。それは、先ほど引用した

『裏と表』の序文での舞台を前にしたカミュとほかの観客が感じたつながりにも通じるものであ

ろう。カミュもロシア人の青年も、それぞれに孤独な個人でありながら、その孤独を保ったまま

芸術を介して連帯を感じるのである。

　ここまでに見た演劇作品を鑑賞する観客同士のつながりも、ドストエフスキーの作品を介した

カミュとロシア人青年とのつながりも、芸術作品や舞台を享受する者同士の横のつながりである。

カミュは、『反抗的人間』に先駆けて1945年に「反抗に関する考察」というテクストを発表した。

『シーシュポスの神話』で帰結として提示されていた反抗という思想が、初めて具体的に論じら

れたこのテクストは、『反抗的人間』の特に冒頭三つの章のプロトタイプの役割を果たすもので

あるが、そのなかでカミュは、「この考察のなかで問題となっているのは、水平的と人が呼びう

るところの超越（18）」であると述べ、反抗によって個人が他者と連帯する様を「水平的超越」と

いう言葉で表した。舞台や小説を初めとする芸術作品を受け取る者同士のこうした横のつながり

は、まさにその水平的超越に当てはまる。言い換えるならば、反抗に伴って連帯が生じるのと同

様に、芸術もまた、水平的超越・横のつながりによって連帯を生み出すのである。

おわりに──連帯から共同体へ

　『シーシュポスの神話』で不条理を出発点に定めたカミュは、その帰結として、不条理を維持

する姿勢である反抗にたどりついた。すなわち、「筋道の通った数少ない哲学的姿勢の一つは、

したがって反抗である。反抗とは、人間と人間自身の難解さの永久の対立である。それは不可能

な透明性への要求だ。反抗は毎秒ごとに世界を問題にする（19）」、というふうに。そして、『反抗

的人間』で反抗を詳細に考察したカミュが帰結としてたどりついたのは、「正午の思想（la pensée 

de midi）」である。簡潔に説明するならば、この思想は、反抗が行き過ぎて過激なものになったり、

ニヒリズムに陥ったりしないために、反抗する者は自らの思想や行動の限界、境界線を見極め、

中庸と節度を重視しなければならないという考えである。カミュはこの思想を『反抗的人間』の
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最終章で提示したが、おそらく、その思想は──『シーシュポスの神話』で不条理の帰結として

提示された反抗が、次のエッセイ『反抗的人間』で詳細に論じられたように──次のエッセイで

さらに深く掘り下げられるはずであった。なぜなら、カミュが『手帖』に残したメモによれば、

彼は、シーシュポスをモチーフにした「不条理」のエッセイ、すなわち『シーシュポスの神話』

と、プロメテウスをモチーフにした「反抗」のエッセイ、すなわち『反抗的人間』の次に、「節

度の女神」であるネメシスをモチーフにしたエッセイに取り組もうと計画していたからだ（20）。

しかし、そのエッセイは書かれることがないまま、カミュは交通事故により命を落としたのであ

る。

　それでは、正午の思想、あるいは、中庸や節度の思想が掘り下げられていた場合、それまでに

論じられたカミュの思想はどのような展開を見せ、それらとどう結びつくと予想できるだろうか。

最後に一つの可能性を考察して本稿を締めたい。それは、「連帯」が「共同体（communauté）」

という考えにつなげられたのではないかということである。というのも、上述の通り、カミュは

『反抗的人間』の最終章で、「正午の思想」を提示し、反抗の限界や境界線を見極めなければなら

ないと指摘していた。そのことを踏まえると、『手帖』に残された次のメモが「連帯」から「共

同体」への展開を示しているように思われる。すなわち、「反抗の最終目的は人々の和解である。

あらゆる反抗は達成され、人間の限界を認めること──そして、人間がいかなる存在であれ、そ

の限界の内側に、全ての人々の共同体を認めること──によって存続していく（21）」、と。連帯が

共同体という考えにつながっていくとするならば、連帯と芸術の関係性も、共同体と芸術の関係

性につながっていくのではないだろうか。

注
（１）Cf. Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, tome I ［1931-1944］, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 

2006, p. 219：「しかし、同時に、これまでは結論と考えられていた不条理が、このエッセイでは出発点と見な
されている、ということを書き留めておくのは有益であろう。」以下、カミュの著作からの引用は、全て新し
いプレイヤッド版の全集（全四巻、2006-2008）を使用し、「Le Mythe de Sisyphe, I, p. 219」というように作
品名、全集の巻数、該当ページの順で示す。

（２）カミュにおける本来は異なるもの同士、対立するもの同士をどちらも同時に維持しようとする思想の構造と、
それに深く関わる彼の作品内での複数人称「私たち（nous）」の出現については、別の場所で詳細に論じた。
本稿のこの段落に挙げたいくつかの例は、そこで考察した内容である。拙稿「不条理から反抗へ──アルベー
ル・カミュ作品における « nous » の出現──」（『早稲田大学大学院文学研究科紀要』、早稲田大学大学院文
学研究科、第64輯、2019年、303-311頁）を参照されたい。

（３）L’Homme révolté, III, p. 71.
（４）Ibid., p. 282.
（５）Ibid., p. 79. 同様の考えは、たとえば、カミュが1957年にノーベル賞を受賞した際に行った演説においても述

べられている。そのため、『反抗的人間』以降のカミュが、こうした考えを一貫して持っていたと推察できる。
Voir Discours de Suède, IV, p. 259：「芸術は存在するものに対する完全な拒否でもなければ完全な同意でもあ
りません。拒否であり同時に同意でもあるのです。だからこそ芸術は絶え間なく更新される分裂でしかあり



182

得ないのです。」
（６）Cf. L’Homme révolté, III, p. 298：「破壊の世紀において、失敗の機会は数の幸運によってのみ相殺されるか

もしれない。数の幸運とは、すなわち、十人の本物の芸術家のうち少なくとも一人が生き残り、同胞たちの
最も優れた言葉を引き受け、その人生において情熱のときと創造のときを同時に見いだすことに成功すると
いう幸運のことである。芸術家は、欲しようと欲しまいと、もはや孤独者ではありえない、仲間たち全員の
おかげで手に入る憂鬱な勝利の間を除いては。反抗的芸術もまた最後には「我らあり（Nous sommes）」を明
らかにし、それとともに、ある執拗な謙虚さの道を明らかにするのである。」下線は引用者。

（７）« Préface aux Îles de Jean Grenier », IV, p. 624.
（８）Ibid., p. 623.
（９）Voir Marcel Mauss, Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 2e édition, 

Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2012. むろん、こうした見解には反論もある。ここでは、
その一つの例として、文学と「贈り物・贈与（don）」の関係性について、モーリス・ブランショの見解を挙
げておく。ブランショは、ジョルジュ・バタイユの思想や文章を分析しながら次のように書いている。「贈与
を受ける者がいっそうの権力や威光を送る側に返すことを義務づけられるような贈与がある──この場合、
決して与えたことにはならない。贈与とは放棄であり、与える者の存在に対してさえ打算や保護をすること
なく、放棄された存在が二度と返ってこないものだという覚悟を定めることである。そこから、沈黙の放棄
のなかにある無限への要求が生じる」（Maurice Blanchot, La Communauté inavouable, Minuit, 1983, p. 30）。

（10）« Préface aux Îles de Jean Grenier », IV, p. 623.
（11）引用にあるように、この関係は、支配と服従によって成り立つものではなく、途切れることのない対話と真

似（学び）によって成り立つものである。事実、カミュ自身も常々グルニエの『孤島』の文章を真似ようと
してきたと告白している。「今日でもまだ、『孤島』のなかや、同じ著者の他の本に見いだされる文を、あた
かもそれが私のものであるように、書いたり、言ったりしてしまうことがある。そのことで困惑したりはし
ない」（idem.）。

（12）Discours de Suède, IV, p. 240.
（13）なお、芸術──とりわけ、言葉によって成立する文学作品──が、著者と読者のコミュニケーションの手段

であるという考えそのものはそれほど珍しいものではない。しかし、たとえば、カミュが『反抗的人間』で
高く評価したマルセル・プルーストは、読書を「会話（conversation）」とは反対の性質を持つもの、別の言
い方をするならば、読書は双方向のコミュニケーションではなく、読者が孤独な状態のうちに「ほかの一つ
の思想からコミュニケーションを受け取ること」であると見なしていた。Voir Marcel Proust, « Journées de 
lecture », in Contre Sainte-Beuve, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 174. その点において
カミュの見解とは異なっている。

（14）L’Envers et l’Endroit, I, p. 35.
（15）Brian T. Fitch, Le Sentiment d’étrangeté chez Malraux, Sartre, Camus et S. de Beauvoir : « étranger à moi-

même et à ce monde », Minard, coll. « Reprint érudition poche », 1983, p. 214.
（16）カミュ作品における連帯が、孤独な個人がその孤独を保ったまま自分と同じように孤独な状態に置かれた人

間とつながりを持つことであるということについては、別の場所で詳細に論じた。拙稿「アルベール・カミュ
作品における孤独と連帯」（『フランス語フランス文学研究』、日本フランス語フランス文学会、第114号、
2019年、51-62頁）を参照されたい。

（17）« Pour Dostoïevski », IV, p. 590.
（18）Cf. « Remarque sur la révolte », III, p. 326：「この考察のなかで問題となっているのは、水平的と人が呼びう

るところの超越であり、それは、神の超越やプラトン哲学の本質であるところの垂直的超越と対置されるも
のである。」下線は引用者。この引用にあるように、不条理を出発点に据えた『シーシュポスの神話』で考察
の中心となっていたのは、哲学者が不条理な状況にとどまることをあきらめ、神や自分の理解を超える存在
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にすがる「垂直的超越」であった。他方、「反抗に関する考察」では、不条理の帰結として提示された反抗と
いう思想を考察するにあたり、カミュは「垂直的超越」との対比で「水平的超越」という表現を用いている。

（19）Le Mythe de Sisyphe, I, p. 256.
（20）Voir Carnets, II, p. 1082：「ネメシス──節度の女神。節度を超える者は皆、情け容赦なく撃ち殺されるだろ

う。」Voir également Carnets, IV, p. 1093：「I.『シーシュポスの神話』（不条理）── II.『プロメテウスの神話』
（反抗）── III.『ネメシスの神話』。」

（21）Carnets, II, p. 1073.


