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語り合うことの不可能性

1．はじめに

　多くの芸術家がそうであるように、アルベール・
カミュ（1913-1960）は創作活動のために一人きり
になれる空間と時間を必要としていた。創作ノート
『手帖』に、「悲劇は、一人きりだということにある
のではなく、一人きりになれないということにあ
る」⑴と書く彼の孤独へのこだわりは、モーリス・
ブランショが「精神集中」⑵と呼ぶ態度以上のもの
であり、たとえばそれは、孤独への執着と呼ぶ方が
ふさわしい。そうした姿勢は、カミュ自身の芸術観
や創作に向き合う姿勢にあらわれているだけではな
く、彼が生み出した登場人物にさえ反映されてい
る。彼らは、ときに監獄に入れられ、ときに閉鎖さ
れた町に隔離され、ときに自分の意志で密室に閉じ
こもり、ときに言葉の通じない異国の地で見知らぬ

人々に囲まれながら孤立するのだから⑶。
　しかし、カミュは、自らの芸術のために他者と距
離を取ろうと努めつつも、彼らとのつながりを重視
してもいた。その理由は、一つには、孤独を必要と
しながら、カミュ自身がしばしばその孤独に耐えき
れなくなり、強いジレンマを感じていたからであ
り⑷、もう一つには、不条理な世界に生きる人々に
とって対話やコミュニケーションがどのような価値
を持つか、独自の見解を持っていたからである。カ
ミュは、「未来のない孤独」⑸を、二つの世界大戦を
経験した当時の人々が向き合わなければならない深
刻な危機の一つと見なし、そこから脱する手段とし
て、相互理解が欠かせないと考えていた。1946年
の講演原稿にはこう書かれている。「孤独から抜け
出すためには、話すことが必要だと信じています。
それも正直に話すこと、決して嘘をつかずに、知っ
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ている真実を隠さずに言うことが必要だと」⑹。こ
うした見解は、後に、『反抗的人間』や『スウェー
デンでの演説』のなかでなされた芸術家の役割に関
する考察にもつながっていくものである。さらにカ
ミュは、他の機会にも似たような考えを述べてい
る。「仮に、人々の間にあるこの一体感、つまり、
肉体と誇りを互いに認め合うことで得られる一体感
が真実であるならば、私たちは、まさにそうしたコ
ミュニケーション自体に、そうした対話にこそ奉仕
しなければなりません」⑺。こうしてカミュは、他
者との関係性という問題を取り上げる際、一貫し
て、対話やコミュニケーションという観点から考察
を進めていくのである。
　不条理や反抗といった「系列」ごとに、小説、戯
曲、エッセイという異なる手法を用いて作品を書
き、『手帖』に「人はイメージによってしか思考し
ない。もし哲学者になりたければ、小説を書きなさ
い」⑻というメモを残したカミュは、自らの思想を
しばしばフィクション作品に反映させる。そこで本
稿では、カミュが講演などの様々な機会で対話やコ
ミュニケーションの必要性を主張していたことを念
頭に置きながら、フィクション作品において、主要
人物たちと他者の間でそれらがどのように描写され
ているかを分析する。

2．「声」への関心

　カミュが「未来のない孤独」から脱するための手
段の一つとして挙げた「対話」は、言うまでもなく、
声を介してなされるものである。カミュは、習作に
励んでいた時代からすでに、声という主題に強い関
心を持っていたようだ。というのも、彼が 1934年
に最初の妻シモーヌに贈ったエッセイ集には「貧民
街の声」という題名がつけられていて、そこでは、
文字通り、声にまつわる四つのエピソードが語られ
ているのである。しかし、この短いテクストを読ん
でみると、すぐに奇妙な事実に気がつく。各エピ
ソードにおける声が、いずれも、登場人物たちが他
者と円滑なコミュニケーションを取るためには機能
せず、むしろ、常に彼らの孤独を浮き彫りにする役
割を果たしているからである。
　四つのエピソードの内、最初のエピソードで語ら
れる母親は、「声」という語が題名に含まれる文集
の冒頭に登場するにもかかわらず、ほとんど口をき
かない。耳が不自由なこの女性は、その身体的ハン

ディキャップゆえにものを考えることを苦手として
いて、部屋にいるときは身動きもせずにじっと座り
続けている。彼女は足音が聞こえないため、夕方、
息子が帰宅し、後ろからその姿を見ていることにさ
え気がつかない。その放心した様子は、息子に恐怖
心や不安を抱かせるばかりか、親子の愛情が本当に
存在するのかを疑わせるほど彼を追い詰めてしまう
のだ。同様に、次のエピソードの老人は、カフェで
若者に話しかけるものの、誰にも耳を傾けてもらえ
ない。老人は、ふと、翌日以降もその状況が変わる
ことはないのだと気がつく。やがて彼は、自分の部
屋に帰り、別室で休んでいる妻にも気づかれないま
ま、孤独に死を迎える。三つ目のエピソードでは、
弟の愚痴を話そうと離れて暮らす息子の元を訪れた
女性が描かれるが、彼女の声もまた、「失われ、消
え去ってしまう〔中略〕まるで通りのざわめきに対
して閉められる窓のように」⑼。最後に描かれる病
の老婆は、孤独を何よりも恐れ、人とのふれあいを
強く求めているのだが、彼女の家族と、その日この
家に招かれていた訪問客は、夕食後、なんとか引き
留めようとする彼女をアパートに一人残して映画館
に行ってしまう。最後にこのエッセイ集は、彼らの
声が誰にも届かないものであることを示すように、
こう閉じられる。「彼らの声は、ゆっくりと、次第
に消えていく。至る所に存在する心臓のように大き
な音で鳴り響く人々の普遍的な喧噪のなかで、かき
消されてしまうのだ」⑽。東浦弘樹が、「『貧民街の
声』は〔中略〕「太陽の子」カミュのイメージとは
うらはらに、全て夜の室内を舞台としている。カ
ミュの作家としての出発点が、太陽の下で生きる歓
びではなく、貧民街の夜の孤独にあったことはきわ
めて興味深い」⑾と指摘している通り、「声」という
主題の下にまとめられたこれらのテクストは、いず
れも、登場人物の孤独を、彼らの他者との対話の失
敗を描くことに主眼が置かれているのである。
　「貧民街の声」は、すでに、カミュが作り出す登
場人物たちと他者の関係性の一つの典型を示してい
る⑿。すなわち、その後の彼の作品でも、声は、登
場人物たちの間に頻繁に溝を作るのである。注目し
たいのは、その溝を境界線として、カミュ作品に共
通して見られるいくつかの対比が生み出されること
だ。『異邦人』を例に、その対比を明らかにしよう。
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3．「声と沈黙」から「生と死」へ

　「貧民街の声」の場合と同様に、『異邦人』におい
ても、声は、語り手と他者の対話を円滑にするため
にではなく、彼らの間に溝を作る役割を果たしてい
る。小説の題名にもなっているムルソーの異邦人性
自体が、その越えがたい溝によって作られていると
言ってもいい。声による溝は、物語の冒頭からすで
に描かれている。たとえば第一部第一章で、ムル
ソーは、養老院の中庭を院長と歩いたときの様子を
以下のように語っている。

私たちは中庭を横切ったが、そこにはたくさん
の老人たちが、小さなグループに分かれてお
しゃべりをしていた。彼らは私たちが傍を通る
ときは口をつぐんでいた。そして、私たちの後
ろで、会話が再び始められた。まるでインコが
小声でぺちゃくちゃとしゃべっているようだっ
た⒀。

　老人たちの態度からは彼らの困惑が見て取れる。
ムルソーの母親が死んだことで皆が神経質になって
いる上に、養老院に母親を預けた後、ほとんど訪ね
てきたことがなく、葬儀に参加するためだけにやっ
てきたムルソーは、彼らにとってはどうあってもよ
そ者だからだ。しかし、それ以上にここで重要なの
は、他者の声があたかもムルソーを避けるようにそ
の周りで消えてしまい、代わりに、沈黙が彼を包む
ことである。ブライアン・フィッチは、ムルソーの
コミュニケーションの不可能性について、こう指摘
している。「ムルソーは、越えることのできない裂
け目によって他者から自分が切り離されていると感
じているが、その裂け目は存在論的な次元に属する
ものである。彼は、彼自身の意識を除くあらゆる人
間の意識にとってよそ者である。そして、彼の世界
は、孤独を運命づけられた人間の世界であり、また、
他人とのいかなるコミュニケーションも不可能な人
間にとっての世界である」⒁。養老院でのこの場面
が象徴しているように、ムルソー本人はそのことに
無自覚ではあるものの、他者の声や人々のざわめ
き、町の騒音までもが、彼の周りで全て消えてしま
う。声は作中を通して、一貫して、語り手を、他者
に近づける代わりに、孤立させるのである。
　他者の声が語り手に届かない一方で、沈黙や孤独

は常に語り手の周りにある。しかも、ムルソー自身
の態度が、その状況をより確かなものにしている。
なぜなら、彼はときに考えていることを口にせず、
飲みこんでしまうからだ。ロベール・シャンピニー
の次の指摘は当を得ている。「彼を一人の異邦人た
らしめるのは、彼が言ってもいないことを語るから
ではなく、むしろ、彼が言ったことを語るその方法
と、彼が言っていないことを語らないその方法であ
る」⒂。加えて、ムルソーはしばしば、話し相手の
言葉を聞き逃したり、最後まで相手の話を聞かな
かったりもする。母親の葬儀が行われた二日間に
限っても、ムルソーは養老院の院長の言葉や、主任
看護師の名前、そして、葬儀屋の職員の言葉を聞き
逃している⒃。彼らの言葉は全て、ムルソーに届く
直前に霧のように散ってしまうのである。
　ここまでの状況を整理すると、声は語り手から遠
くにあり、沈黙が語り手の近くにあるという、声と
沈黙の遠近の対比を見て取ることができる。そし
て、この対比は、母親の葬儀の場面以外にも、作中
の至る所で用いられている。ムルソーは、たとえば
自分の部屋で、あるいは、夕食に呼ばれたレエモン
の部屋で、アラブ人殺害後に収監された独房で、裁
判所へと向かう護送車のなかで、法廷内で、実にし
ばしば、遠いところから聞こえてくる声や騒音に耳
を傾けているのだ。特に逮捕された後は、監獄の外
から遠くの声や音が聞こえてくるたびに、彼は、そ
れが発せられている場所から自分がいかに隔てられ
ているかを強く意識するのである⒄。注目すべきは、
こうした遠近の対比が、カミュの作品においては、
しばしば、高さの対比や、死と生の対比と結びつけ
られることである。まず高さの対比に関して言え
ば、『異邦人』では、ムルソーが沈黙のなかで遠く
からわずかに聞こえてくる物音を耳にする場所は、
ほとんどの場合、高いところにある。逮捕される以
前から、ムルソーは一人暮らしをしているアパート
で、通行人の声をバルコニーの上からぼんやりと聞
いていた。そして、収監された監獄は、その建物自
体が「町のとても高いところ」⒅に位置していると
明記されている。したがって、遠くから聞こえてく
る町の音は、常に下から上へと、立ち上ってくるよ
うに彼の耳に届くのだ。さらに、監獄の面会室でも、
声が低い場所を流れ、沈黙が高い場所にあるという
対比の構図は守られている。面会に来てくれたマ
リーにほとんど話しかけることができずに黙りこむ
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ムルソーの横で、アラブ人の家族の声は部屋の低い
場所で響く。

アラブ人の囚人の大半とその家族は向かい合っ
てしゃがみこんでいた。彼らは叫んだりはしな
かった。部屋全体の騒々しさにもかかわらず、
彼らは小さな声で話しても意思疎通を取ること
ができた。彼らのこもったつぶやき声は、低い
ところから発せられて、彼らの頭の上を飛び交
う会話に対して、絶え間ない低音部みたいなも
のを作っていた。〔中略〕私たちは黙りこみ、
マリーは相変わらずほほえんでいた。〔中略〕
アラブ人たちのつぶやきは、私たちの下の方で
続いていた⒆。

　加えて、ムルソーはある日、独房のなかで、自分
がずっと前から無意識に独り言を話し続けていたこ
とに気がつくのだが、その直前にも、遠く、低い場
所から彼に向かって「ざわめき」が立ち上ってくる
のを感じている⒇。
　声に関するこうした距離と高さの対比の構図がよ
り象徴的にあらわれるのは、彼が同じアパートに住
むサラマノについて語る二つの場面である。まず、
第一部第三章の終わりで、レエモンの部屋で夕食を
一緒に取った後、部屋の外に出たムルソーは、階段
の踊り場でふと立ちすくむ。

彼の部屋を出て、ドアを閉めると、私はいっと
き、踊り場の暗闇のなかでじっとしていた。建
物全体が静まりかえっていて、階段の吹き抜け
の底から、暗く湿った息吹が立ち上ってきた。
耳元で自分の血が脈打つ音しか聞こえていな
かった。私は身動きせずにいた。けれど、サラ
マノ老人の部屋で、犬が鈍くうなっていた21。

　もう少し先の場面でも、裁判で死刑を宣告された
ムルソーが、独房のなかで、改めて、下から上へと
立ち上ってくる「暗い息吹」を感じている22。この
二つ場面の息吹が同じものを指しているならば、そ
して、ムルソーの言う「未来の底」が死以外の何も
のでもないとするならば、全てのものの価値を平ら
にならしながら彼に吹きつけるように立ち上ってく
る息吹は、死の暗喩であるはずだ。ここで、遠く低
い場所で響く声と近く高い場所にある沈黙という対

比は、生と死の対比へと発展するのである。した
がって、この場面でムルソーは、アパートの階段の
踊り場で、沈黙と同時に死にも包まれているのであ
り、ムルソーの沈黙と対比されるように遠くから聞
こえてくるサラマノの飼い犬のうなり声は、たとえ
鈍くかすかに聞こえてくるだけの声であったとして
も、生を象徴しているのである。
　同様に、第一部第四章の終わりでも、ムルソーは
壁越しに、犬に逃げられてしまったサラマノの足音
とすすり泣く声を耳にしている。壁の向こう側から
小さく聞こえてくる声と音を聞きながら、沈黙する
ムルソー自身が思い浮かべるのはここでもやはり死
にまつわること、すなわち、死んだ母親のことであ
る。

彼［サラマノ］はドアを閉めた。私には彼が
行ったり来たりしているのが聞こえていた。彼
のベッドがきしんだ。そして、壁越しに聞こえ
てくる小さく奇妙な物音で、彼が泣いているの
がわかった。どうしてかはわからないけれど、
私は母さんのことを考えた。でも翌日は早起き
しなければならなかった。空腹ではなかったの
で、私は夕食を取らずに横になった23。

　ムルソー自身は、なぜ自分が母親のことを考えて
しまったのか、その理由を理解することができずに
いる。アルミンダ・ピション＝リヴィエールとウィ
リー・バランジェは、ムルソーと母親の関係性と、
サラマノと飼い犬の関係性の、類似点と相違点につ
いて分析し、「サラマノは犬の喪を生きることがで
き、ムルソーは母親を悼むことができない」24と指
摘している。確かに、両者の態度は、表面上は対照
的である。それでも結局のところ、ムルソーが亡く
なった母親を思い出していることに違いはない。遠
くの声が生に、近くの沈黙が死に、それぞれ結びつ
くがゆえに、ムルソーはこの場面で、壁の向こう側
から聞こえてくるサラマノのすすり泣く声や足音を
耳にしながら、沈黙のなかで無自覚のまま死につい
て考えるのである。
　声にまつわるこれらの対比は全て、『異邦人』の
最終章にまで維持されている。了承もなしに独房に
入ってきた司祭に怒りをぶつけて追い払った後で、
ムルソーは少しの間眠る。目が覚めたとき、彼は、
遠くから町のざわめきやサイレンの音が彼に向かっ
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て立ち上ってくるのを耳にするのである。

どうやら眠ってしまったらしい。目が覚めたと
きに、顔の上に星があったから。田舎のざわめ
きが私のところまで立ち上ってきた。〔中略〕
その瞬間、夜の果てで、サイレンが幾度かうな
り声を上げた。それらは、今では私と永久に無
関係になった世界への出発を告げていた。本当
に久しぶりに、私は母親のことを考えた25。

　これまでの対比の構図を考えるならば、ここで彼
が再び死んだ母親を思い浮かべるのはごく自然なこ
とだ。この場面でも、彼の周りの沈黙が死に結びつ
き、遠くの物音が生に結びつくからである。こうし
て、遠くの音を耳にしながら、ムルソーは死んだ母
親のことを思い出し、自身の死についても考えを巡
らせていくのである。

4．  『ペスト』と『追放と王国』における
声の対比

　では、『異邦人』以外の作品ではどうだろうか。
ここでは、『ペスト』と、短編集『追放と王国』に
収められた作品のうち三つの短編「不貞」、「ヨナ」、
「唖者たち」の場合を考察しよう。
　『ペスト』では、声にまつわる遠近の対比を、『異
邦人』以上にはっきりと見いだすことができる。と
いうのも、疫病が外に広がるのを防ぐために閉めら
れた町の門が、町の内側と外側をはっきりと区切る
境界の役割を果たすからである。門が閉ざされた
後、人々は町の外側から連帯を呼びかけるのだが、
彼らの呼びかけは、孤立し、ペストで苦しむオラン
の住民たちに届くことはない。

空路と陸路から送られてくる救援物資と同時
に、毎晩、電波に乗って、あるいは、新聞紙上
で、同情的だったり感嘆がこもっていたりする
言葉が、あれ以来孤立してしまったこの町に浴
びせられていた。そして、そのたびに、叙事詩
のような語調が、あるいは、受賞演説のような
語調が医師をいらだたせた。〔中略〕深夜に時
折、すっかり人気のなくなった町の深い静寂の
なかで、短すぎる睡眠を取ろうとベッドに入る
とき、医師は受信機のスイッチを回してみるの
だった。すると、世界の果てから、何千キロも

渡って、見知らぬ親しげな声が、彼らの連帯を
なんとか伝えようと不器用に試みていたが、結
局のところ、その声は同時に、人は誰でも自分
が目にすることのできない苦痛を本当に分かち
合うことはできない、という恐ろしい無力さを
証明してしまうのだった。「オラン！　オラ
ン！」その呼びかけは、むなしく海を渡ってき
て、むなしくリウーに警戒を呼びかけると、ま
もなく雄弁さが増していき、グランとその演説
者を二人の無関係な人にしてしまう根本的な隔
たりを、ますます浮き彫りにしてしまうのだっ
た26。

　彼らの叫びは、閉ざされた町のなかにいる登場人
物たちに、他者との絆を確かめさせるよりもむし
ろ、越えられない溝があるという事実をさらしてし
まう。この物語でも、他者の声や生は、登場人物た
ちから常に遠い場所にある。病に倒れ、次々と死ん
でいく人々を前に、オランの住民たちはただ沈黙す
ることしかできない。それゆえ、外からの呼びかけ
の声が人々の善意から発せられたものだと理解しつ
つも、医師リウーは、声と沈黙の距離の対比を指摘
するかのように、「彼らはあまりに遠すぎる」27と口
にするのである。
　物語が進むにつれて、こうした遠近の対比は、閉
ざされた町の内側でさえ見られるようになる。それ
は、一つには、ペストの罹患者が健康な人たちから
隔離され、面会も許されない収容所に入れられてし
まうからであり、もう一つには、家族を失い喪に服
している人たちが、さらなる沈黙を余儀なくされる
からだ。語り手であるリウーもまた、ようやく町の
開放が現実味を帯びてきた時期に、ともにペストと
闘ったタルーの死を看取る。リウーが、静まりか
えった部屋のなかで、窓越しに、門の開放を心待ち
にする人々の声や、町の喧噪を耳にするのはまさに
そのときである28。ここでも、声の遠近の対比は、
低い場所と高い場所の対比に、そして死と生の対比
に結びついている。タルーの喪に服しているリウー
は、生き残ったことを喜ぶ人々の歓声の輪のなかに
入っていくことができない。しかも、この場面のす
ぐ後で、リウーは、門が閉鎖される直前に病気の療
養のためにオランを離れていた妻が、療養先ですで
に亡くなっていたことを知らせる電報を受け取る。
この電報は、リウーと他者の間にある溝をいっそう
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深くするのである。
　町が開放された後、この小説の最後に、リウーは、
ぜんそく患者の老人を訪問往診し、かつてタルーと
語り合ったその家の上の階にあるテラスに、改めて
上がらせてもらう。その場所で、彼は、今度は一人
きりで、遠く、町の方から上ってくる楽しげなざわ
めきに耳を傾ける。

その夜は、タルーと彼がペストを忘れるために
このテラスに上がった夜とそれほど変わらな
かった。海の音だけが、断崖の下の方で、あの
ときよりも騒がしかった。〔中略〕町のざわめ
きは、しかしながら、波の音と一緒にテラスの
足下を打ち続けていた。〔中略〕遠くで、赤み
を帯びた黒い光が、大通りとイルミネーション
で飾られた広場がどこにあるのかを示してい
た。今や解放された夜のなかで、欲望を遮るも
のはなくなり、リウーのところまで届くのはま
さにそのとどろきであった。〔中略〕花火の多
彩な光の束がより多く空へと上がっていくにつ
れて、強さと長さを増してテラスの足下まで
長々と響いてくる歓声のなかで、医師リウー
は、このとき、ここで完結する物語を執筆しよ
うと決心したのであった29。

　カミュは、ルイ・ギユーに宛てた手紙（1946年
1月 5日付）に次のように書いている。「進歩と真
の偉大さは、人の背丈に見合った高さでの対話のな
かにあるのであって、孤立した山の高いところで独
り言として話され、書き取られた福音書のなかにあ
るのではありません」30。けれど、友人であったタ
ルーや医師として看取った多くの犠牲者を忘れたく
ないと願うリウーは、その高く、死に結びつく静か
な場所からまだ下りようとはしない。他者の声から
遠ざかり、孤独なまま、彼は死にまつわる物語の語
り手となることを心に決めるのである。
　短編集『追放と王国』においても、登場人物たち
が置かれている状況は『異邦人』や『ペスト』の場
合とそれほど大きく違わない。「不貞」の主人公ジャ
ニーヌは、夫マルセルの商用旅行に仕方なく同行す
るのだが、目的の町に着いた後、彼女は通りから立
ち上ってくるざわめきを幾度も耳にする31。そして、
その日の夜中にも、町から聞こえてくる遠くの物音
が、目を覚ました彼女を怖がらせる。彼女は隣で寝

ている夫に話しかけるのだが、その声は夫に届くこ
とはない。「彼女は話しかけた。が、その口からは
何の音も出てこなかった。彼女は話しかけた。が、
その声は自分でもほとんど聞き取れなかった」32。
孤独に耐えられなくなった彼女は、夫を残して、一
人で外に飛び出し、堡塁へと向かう。やがて帰って
きた彼女は、夫といくつか言葉を交わすのだが、今
度は互いに相手の話を全く理解することができない。

ジャニーヌが先ほどと同じ注意深さで戻ったと
き、マルセルはまだ目覚めていなかった。けれ
ど、彼女が横になると夫は何やらぶつぶつとつ
ぶやき、何秒か後で、いきなり身を起こした。
夫は何か話したが、彼女には何を言っているの
か理解できなかった。夫は立ち上がり、〔中略〕
妻を見たが、訳がわからなかった。彼女は泣い
ていた。こらえることができずに、さめざめと
涙を流していたのだ。「何でもないの、あなた」
と彼女は言った。「何でもないの」33。

　この短編小説においても、対話は成功せず、声や
言葉はジャニーヌとマルセルを隔てる溝を浮き彫り
にしてしまう。ジャニーヌの孤独感は、町のざわめ
きを耳にすることで生まれ、夫の声がそれを決定的
なものとするのである。
　同様に、「ヨナ」の主人公は、将来を嘱望される
画家であったが、他者や家族に煩わされ、次第に絵
を描くことができなくなってしまう。その結果、彼
は、自分の意志で人々から遠ざかる。廊下の上の空
間に板を張り、自分の手で屋根裏を作って、そこに
閉じこもるのだ。そして、彼もまた、低いところか
ら立ち上ってくる声や物音を遠くに聞いている。

翌日の朝早くから、彼は屋根裏によじ登った。
〔中略〕直接耳に入ってくるのは、台所や洗面
所から聞こえてくる物音だけだった。それ以外
の雑音は遠いところにあるように思えて、訪問
者も、玄関や電話のベルも、人の往来も、会話
も、まるで通りや向こうの中庭から届いてくる
もののように、半ば押し殺されて聞こえてき
た。〔中略〕暗がりと、この半ばの沈黙──そ
の沈黙は、彼がそれまで暮らしてきた場所と比
べると、砂漠か墓穴の沈黙のように思われた
──のなかで、彼は自分の心臓の音を聞いてい
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た。屋根裏にまで届く物音は、それ以来、たと
えそれが自分に向けられたものであっても、彼
にはもう無関係なもののように思われた。彼
は、自分の家で眠ったまま一人きりで死んでい
く、あの男たちに似ていた34。

　ここでもヨナを包む沈黙は、遠く、下の方から聞
こえてくる生き生きとした声や音とは対照的に、孤
独や死のイメージで描かれている。ヨナは創作活動
に専念する目的でその屋根裏にこもるのだが、そこ
で、彼は絵を全く描かないばかりか、視覚をほとん
ど使わない。彼はひたすら立ち上ってくる遠くの物
音に耳を澄ませるのである。やがて彼は倒れてしま
うが、その直前にも、彼は家族の声や外の物音を聞
いている。

彼は子どもたちのつぶやき声や、水の音、食器
が重なり合う音を聞いていた。ルイーズが話し
ていた。大通りをトラックが走ると大きな窓ガ
ラスが振動した。世界はまだそこにあった、
若々しく、愛すべく。ヨナは人々が立てる美し
いざわめきに耳を澄ませていた。とても遠くか
ら聞こえるそのざわめきは、彼の内部のこの
嬉々とした力を、彼の芸術を、彼が口にするこ
とのできない永遠に沈黙しているこの思想を、
妨げはしなかった35。

　ここでも遠くから聞こえてくる人々の声は、ヨナ
の沈黙と対比されて、彼の孤独を浮き彫りにする役
割を果たしているのである。
　オーウェン・ミラーは、同じ短編集に収められて
いる「唖者たち」の主人公イヴァールが他者に対し
て抱えている問題も、本質的には、ヨナのそれと同
じだと指摘している。ミラーは、この二人の登場人
物はともに、「ある瞬間に精神的なジレンマに陥っ
てしまった結果、自分に対する、あるいは、他者に
対する忠実さと折り合いをつけるように強制してく
る状況と、正面から向き合わなければならなくな
る」36と書いている。ヨナは、全ての他者に対して
忠実に振る舞おうとしたあまり、彼らに煩わされ、
画家として創作活動に専念する時間を十分に確保で
きなくなり、最終的に彼らから遠ざかりたいと願う
ようになる。他方で、イヴァールと彼の職場の同僚
たちの場合、他者とのコミュニケーションの問題

は、自分たちの心情に忠実であろうとすることで生
じる。労働条件の改善を要求するストライキが失敗
に終わってしまい、彼らは自分たちの意志に反して
仕事を再開しなければならなくなるのだが、彼らの
気持ちはストライキを始める以前のものとは別物に
なってしまっている。この短編の題名である「唖者
たち」という言葉がよく示しているように、彼らは
仲間内でも互いにかける言葉を見つけられなくなっ
てしまうのだ。「彼らは黙っていた。こうして敗北
者として工場に入ることを恥じて、自分たちの沈黙
に憤りながら。でも、沈黙が長引くにつれて、それ
はだんだん破りがたいものとなってしまった」37。
仲間内でさえ互いにかける言葉を見つけられないの
だから、ストライキの交渉相手であった工場主と交
わす言葉を見つけられないのは当然のことだ。工場
主が挨拶をしても誰一人として返事をしないばかり
か、工場主の娘が病に倒れたことがわかったとき
も、イヴァールと同僚たちはかたくなに沈黙を守
る。工場主の声も、労働者たちの声も、互いに相手
に届くことはなく、結果として、どちらも孤立する。
こうして、この物語は対話がなされないままに終
わっていくのである。

5．  結論に代えて──「語り合うこと」から
「見ることと見られること」へ

　こうしてカミュのフィクション作品における声の
役割を概観してみると、本来、対話を成立させるは
ずの声は、カミュ作品では必ずしも主要人物たちが
孤独から脱するための助けとなってはいない。登場
人物と他者とのコミュニケーションが成立しない状
況の背後に、カミュの実生活の影響を見ることもで
きよう。というのも、カミュ自身が、講演や社会的
コンテクストに結びつく文章などで行っていた主張
に反して、ときに、他者との対話に困難を覚えてい
たのだから。たとえば彼は、1951年の『手帖』に、
「あまりにずっと一人きりだ、「コンバ」紙がなく
なって以来、私が何かを話したり、弁護したり、表
明したり、場合によっては正当化したりする場所は
どこにもない」38と本音を漏らし、他者と対話する
機会が持てないことを嘆いている。また、『裏と表』
に収められた「皮肉」の最終段落にカミュが書いた
次の言葉は、生き生きとした遠くの声・生と近くの
沈黙・死との対比や、他者とのコミュニケーション
の失敗によって引き起こされる登場人物の孤独を的
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確に表している。「こうした全ては一致しないだろ
うか。見事な真実だ。映画に行くために置いてきぼ
りにされる女性、もう誰にも話を聞いてもらえない
老人、何も買い戻すことのできない一つの死、そし
て、その反対側には、世界のあらゆる光」39。
　対話が本来の役割を果たさずに、登場人物たちが
孤独から抜け出すのを妨げてしまうようなとき、ま
た、他者の声が彼らの孤独をむしろ浮き彫りにして
しまうようなとき、登場人物たちは、もし外の世界
と再びつながりたいと望むならば、別の手段を探さ
なければならないはずだ。その新たな手段の特徴を
詳しく論じるためには稿を改めなければならない
が、ここでは、展望を開くために要点を押さえてお
きたい。「声」によるコミュニケーションから、「視
線」によるコミュニケーションへの移行。それが、
カミュ作品において、他者と対話を成立させること
ができなかった登場人物たちが、他者との絆を改め
て結ぼうとして用いる最も典型的な手段である。た
とえばムルソーは、死刑宣告を受けた後、司祭との
面会を三度も拒否し、それでも許可なしに独房に踏
みこんできた司祭に怒りをぶつけて追い返す。こう
して他者との対話の可能性を自ら断ち切ったムル
ソーが最後に望むのは、死刑が執行される当日に、
大勢の人たちに見に来てもらうこと

0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。「全て
が成し遂げられて、私の孤独がやわらぐように、望
むことといえば、処刑の日に大勢の見物人が来て、
私を憎悪の叫びで迎えてくれることだけだった」40。
そのとき人々が彼に向けて発する声は、憎悪に満ち
た叫びでしかないのだから、ムルソーと彼らの間に
対話の余地はやはり残されていない。しかし、それ
でもムルソーは、人々に見られることで孤独がやわ
らぐのだと断言する。言うなれば、彼は、自分に向
けられる視線によって、他者とのつながりを確かめ
ようとするのである。また、戯曲『カリギュラ』で
は、主人公が、物語の第一幕で、ローマ全土を舞台
とする「最も見事な見世物」を行うと宣言し、その
ためには、彼自身が常に観客に見られていることが
必要だと述べる41。以降、意図的に暴政を敷く皇帝
カリギュラは、元老院の貴族たちの言葉に一切耳を
貸さないばかりか、しばしば舌を引き抜いたり、毒
物を口に無理矢理詰めたりすることで彼らを殺して
いく。舌や口といった発声器官に振るわれる暴力
は、カリギュラが他者と「語り合うこと」をやめ、
全ての人々を観客に、自らを唯一の役者に見立てた

見世物へ、すなわち、「見ることと見られること」
という新たな関係性を作り上げようとしていたこと
を示している。さらに、『追放と王国』に収められ
た「背教者、あるいは混乱する精神」の語り手は、
物語の冒頭の時点ですでに他者との対話の可能性を
奪われている。なぜなら、彼はそれ以前に言葉の通
じない異国の町タガサにキリスト教を布教するため
に出向き、現地の住民にとらえられて、舌を切り取
られてしまっているからだ。その際、語り手は、タ
ガサの人々から執拗に見られ、また、異教の物神を
見るように強いられることで、最終的に異教に改宗
する。舌を切り取られた瞬間から、彼の声は、自分
の頭のなかで響くだけになり、もはや誰の耳にも届
くことはない。たとえ届いたとしても、意味をなさ
ない雑音でしかないだろう。他者と言葉を交わす方
法を失った彼は、新たに布教にやってくるキリスト
教の宣教師を殺すため、見張りを続けているのであ
り、そうした状況や彼のそれまでの経験そのもの
に、彼と他者との関係性が声から視線へと変化した
ことを見て取ることができるのだ。
　こうした対話をあきらめ、視線によるコミュニ
ケーションへと移行していく登場人物たちの例をい
くつか見てみると、そのコミュニケーションもまた
非常に特殊であることが推察できるだろう。しか
し、そうした特殊なコミュニケーションはやがて、
カミュの思想において「孤独」と対になってあらわ
れる「連帯」がどのような特徴を持ち、両者がどの
ような関係にあるのか、あるいは、孤独な登場人物
たちと他者の間に「連帯」が果たして本当に築かれ
るのか、築かれるとすればどのような形で実現され
るのか、そうした問題を考察するための多くの示唆
を与えてくれることになるのである。

注
⑴　Albert Camus, Carnets, in Œuvres complètes, tome IV 

(1957-1959), Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
2006, pp. 1143-1144. 以下、本稿では、カミュの著作から
の引用は特に断りのない限り全て新しいプレイヤッド版
の全集（全四巻）を使用し、« Carnets, IV, pp. 1143-
1144 »というように作品名、全集の巻数、該当ページの
順で表記する。

⑵　ブランショは、リルケが書いた手紙を引き合いに出し
ながら、芸術家が創作活動に専念するために求める一人
きりの空間と時間について、「彼［リルケ］の言う孤独は
本質的には孤独ではない、それは精神集中だ」と書いて
いる。Voir Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Galli-
mard, coll. « Folio essais », 1988, p. 13.
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⑶　カミュは『裏と表』の序文に、「楽園を夢見るように、
孤独を夢見る」（L’Envers et l’Endroit, I, p. 36）と書いて
いる。「楽園 « paradis »」や「夢見る « rêver »」といった
語からは、彼の孤独に対する願望と、それが本当には実
現されないものであると見なしている様子の両方をうか
がうことができる。カミュの芸術観と孤独との密接な関
わりについては、拙稿「閉ざされた空間と文学創造の場
──アルベール・カミュにおける「孤独」・試論──」（『フ
ランス文学語学研究』、早稲田大学大学院「フランス文学
語学研究」刊行会、第 33号、2014年、45-57頁）を参照
されたい。
⑷　カミュは生涯を通じて、孤独の必要性と、他者とつな
がりを求める気持ちとの間で葛藤していた。そうした揺
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は、たとえば、『手帖』に残された次の断章に見ること
ができる。「人は孤独のなかで創造し始め、それを難しい
ことだと思う。しかし、やがて仲間と一緒に書いたり、
創造したりするようになる。すると、そのような企ては
ばかげたものであり、幸福は最初の状態にあったのだと
知ることになる」（Carnets, II, p. 1119）。また彼の孤独に
対するジレンマは、たとえば未完の小説『幸福な死』の、
第二部におけるパトリス・メルソーの行動の一貫性のな
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に色濃く反映されている。
⑸　« La Crise de l’homme », II, p. 743.
⑹　« Conférence au couvent de Latour-Maubourg （1er décem-

bre 1946） », II, p. 510.
⑺　« Le Temps des meurtriers », III, p. 360. フェルナンド・
バルトフェルドによれば、カミュは、南アメリカ大陸へ
の旅行中に少なくとも四度、これと同じ題目の講演を行っ
ている。この事実は、カミュの当時の関心が、何よりも
対話やコミュニケーションにあったということを示して
いる。Voir Fernande Bartfeld, Albert Camus, voyageur et 
conférencier : le voyage en Amérique du Sud, Lettres Mod-
ernes Minard, coll. « Archives Albert Camus », no 7, 1995, 
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年にアメリカで行った講演（« La Crise de l’homme », II, 
pp. 737-748）や、「犠牲者も否、死刑執行者も否」の、特
に「 対 話 の 方 へ 」 と 題 さ れ た 章（Actuelles Chro-
niques 1944-1948, II, le chapitre « Vers le dialogue », 
pp. 454-456）においても、ほとんど同じ見解を述べている。
⑻　Carnets, II, p. 800.
⑼　« Les Voix du quartier pauvre », I, p. 82.
⑽　Ibid., I, p. 86.
⑾　東浦弘樹、「アルベール・カミュの作品における「夜」」、
『人文論究』、関西学院大学人文学会、第 55号、2005年、
223頁。

⑿　なお、カミュは「貧民街の声」の文章を、後に、文壇
デビュー作であるエッセイ集『裏と表』に利用している。
具体的には、『裏と表』に収められている「皮肉」と「肯
定と否定の間」に、「貧民街の声」の三人の人物──「考
えることをしなかった女」、「死ぬために生まれてきた男」、
「病気の老婆」の三人──が登場するのである。そのため、
『裏と表』のこの二つのエッセイにおいても、描写の中心
にあるのはコミュニケーションの失敗による登場人物の
孤独であると言うことができる。
⒀　L’Étranger, I, p. 143.
⒁　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. 213.

⒂　Robert Champigny, Sur un héros païen, Gallimard 1959, 
p. 26.
⒃　これら三つの場面でのムルソーの語りを並べて引用し
ておこう。「院長はまだ私に話していた。けれど、私はも
うほとんど聞いていなかった」（L’Étranger, I, p. 142）；「こ
の女性の名前は聞き取れず、私はただ彼女が看護師の代
表者だということだけを理解した」（ibid., p. 148）；「葬儀
屋の職員が私に何か言ったが、私にはよく聞こえなかっ
た」（ibid., p. 149）。

⒄　ムルソーが遠くから聞こえてくる声や音を耳にする場
面はいくつもあるが、ここでは彼が護送車に乗っている
場面を引用しよう。その場面には、遠くの町の音と近く
の沈黙の対比に加えて、音が聞こえてくる場所に対して
彼がノスタルジーを抱く様子がよくあらわれている。「護
送車の暗がりのなかで、私は、自分の疲労の底からわき
出るもののように、私が愛している町の、そして、私に
満足感を与えてくれる時刻の、なじみのある物音の全て
を一つ一つ聞き分けていった。すでにやわらいだ大気の
なかに響く新聞売りたちの呼びかけの声、広場の小公園
にいる巣に帰る前の鳥たち、サンドウィッチ売りの呼び
かけ、町の高台のカーブでトラムがきしむ音、そして、
夜が港へと傾いて落ちる前の空のあのざわめき、その全
ては、いつもの道のりを盲人が通っている、というよう
な考えを私に抱かせたのであり、その道筋は、私が監獄
に入る以前にはよく知っていたものだった」（ibid., 
pp. 197-198）。
⒅　Ibid., p. 183.
⒆　Ibid., pp. 183-184.
⒇　「一日が終わりを迎え、それは私が口にしたくない時刻
だった。夕方のざわめきが監獄の全ての階から沈黙の列
へと立ち上ってくる、名もなき時刻だった」（ibid., p. 188）。
21　Ibid., p. 160.
22　「私の未来の底から、この不条理な人生を過ごす間ずっ
と、暗い息吹が、まだ来ていない年月を通して私の方へ
と立ち上ってくる。その息吹は、吹き抜けていく道すがら、
今生きているのと同じくらい現実味のない年月のなかで
人が私に提案するものの全てを、平らにならしてしまう
のだ」（ibid., p. 212）。

23　Ibid., p. 164.
24　Arminda A. de Pichon-Rivière et Willy Baranger, 

« Répression du deuil et intensifications des mécanismes et 
des angoisses schizo-paranoïdes (note sur L’Étranger de 
Camus) », in Revue française de Psychanalyse, tome 23, 
no 3, mai-juin, 1959, p. 414.
25　L’Étranger, I, p. 212.
26　La Peste, II, p. 129.
27　Id.
28　「彼ら［リウーとその母親］は、沈黙の通夜を続けてい
た。〔中略〕聞き慣れた夜の物音が通りから次々と起こっ
た。まだ許可が下りていないにもかかわらず、かなりの
数の車が再び行き来するようになっていた。それらの車
は舗道をすするような音を立てて急いで過ぎていき、消
え去ったかと思うとまたあらわれた。話し声、呼び声、
再び訪れる沈黙、馬の足音、カーブできしんだ音を立て
る二台のトラム、何かわからないざわめき、そして再び
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夜の呼吸音」（ibid., p. 235）。
29　Ibid., pp. 247-248.
30　Albert Camus et Louis Guilloux, Correspondance 1945-

1959, Gallimard, 2013, pp. 34-35.
31　たとえば、町に着いた直後のホテルの部屋のなかや、
見物に訪れた堡塁の上などで、彼女は下の方から上って
くる遠くの物音を聞いている。加えて、彼女は、そうし
た物音を聞くたびに孤独を感じるのである。ここでは、
二つの場面を引用しておこう。「彼女はホテルに入った。
〔中略〕彼女は待っていた。が、それが何なのかはわから
なかった。彼女はただ、自分の孤独を、身に染み入るよ
うな寒さを、そして、心臓のあたりに重苦しさを感じて
いた。彼女は本当に夢見ていた。マルセルの声の断片も
含めて、通りから立ち上ってくる様々な物音もほとんど
耳に入らず、反対に、銃眼から入ってくる、今はこんな
に近く感じられる椰子の茂みに風が呼び起こす、あの大
河のざわめきに心を集めながら」（L’Exil et le Royaume, 
IV, p. 8）；「彼ら［ジャニーヌとマルセル］が堡塁の階段
を上ったとき、午後の五時になっていた。〔中略〕階段を
上るにつれて、道は次第に広がった。〔中略〕と、オアシ
スの物音の全てが二人の耳元にはっきりと届いた。明る
い空気が二人の周りで震えているようだった。〔中略〕そ
のこだまは、次第に頭上の空にみなぎり、やがて急に死
に絶えると、果てしない広がりの前に黙り込んだ彼女だ
けが残された。〔中略〕人一人見えなかったが、いくつか
の中庭から、コーヒーを煎る香ばしい煙とともに、笑い
声や、よくわからない足踏みの音が立ち上ってきた」
（ibid., pp. 12-13）。
32　Ibid., p. 15.
33　Ibid., p. 18.
34　Ibid., p. 80.
35　Ibid., p. 82.
36　Owen J. Miller, « L’Exil et le royaume : cohérence du 

recueil », in Albert Camus 6 : Camus nouvelliste : L’Exil et 
le royaume, Lettres Modernes Minard, coll. « La Revue des 
Lettres Modernes », 1973, p. 36. ミラーは、ヨナとイヴァー
ル以外に、『追放と王国』の他の短編の主人公であるダ
リュとダラストも、状況や条件は異なるものの、他者と
の関係性に関して、先の二人と似た問題に直面している
と指摘している。
37　L’Exil et le Royaume, IV, p. 38.
38　Carnets, IV, p. 1119.
39　L’Envers et l’Endroit, I, p. 46.
40　L’Étranger, I, p. 213.
41　「この私がおまえに向かって宣言する、そして、おまえ
を招待してやる、際限のない宴に、この国全体に広がる
一大訴訟に、最も見事な見世物に。そのために、私には
人が、群衆が、生け贄たちが、そして罪人たちが必要だ。
〔中略〕観客だ、私には観客が必要なのだ！〔中略〕ああ、
セゾニア、私は彼らに見せてやろう、彼らがかつて見た
ことのないものを、この帝国でただ一人の自由な人間の
姿を！」（Caligula, I, p. 339）。


