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はじめに 
 

1906 年にリトアニアに生まれた哲学者エマニュエル・レヴィナスは、1930

年にフランスに帰化する。第二次大戦がはじまるとすぐ通訳兵としてフランス

軍に従軍するが、その直後の 1940 年から 45 年の 5 年にわたり、フランスおよ

びドイツの「捕虜収容所」に拘留されることになる。そのあいだに書き留めら

れてきたものが本稿で取り上げる「捕囚手帳」である。長らく未公刊にとどま

っていたこの手帳は、2009 年よりフランスで公刊が開始された『レヴィナス

著作集』第 1 巻にその校訂版が収められることになり、その時期の思想の一端

が明らかになった1。 

レヴィナスは、生前に公刊されたテクストにおいて、自身の収容所体験も収

容所の問題全般も直接主題として取り上げたことはほとんどなく2、伝記的な

記述を除くと、この問題はこれまでそれほど議論の俎上に載せられることはな

かった3。そういう経緯からしても、強制収容所ではないにせよ、捕虜収容所

                         
1 Emmanuel Levinas, Œuvres I, Carnets de captivité et autres inédits, Paris, 
Grasset/IMEC, 2009. 以下、ここからの引用は、以下 Œuvres I の略号を用い本文中に

頁数を記す。なお「捕囚」と訳した語は captivité であり、レヴィナス自身が自らのノ

ートに付したものである。この語は、自身の拘留生活を指すために用いられることがあ

るが、しかし本稿末尾で引用した箇所などに見られるように、バビロン捕囚をはじめと

したユダヤ人の民族的記憶もまた念頭に置かれていることは確かであるように思われ

る。その両方の意味を考慮しつつ、本稿では captivité を「捕囚」とした。 
2 例外は『存在するとは別の仕方で』の冒頭の献辞と『困難な自由』に収められたいく

つかのテクスト、そして『固有名』末尾「名無し」というテクストである。 
3 ただし、『著作集』第 1 巻公刊以降、この点に関していくつかの考察が寄せられてい
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に拘留されながら書かれた手帳にいかなる思想が現れていたのかは非常に意

義深い。この「捕囚手帳」がとりわけレヴィナスの思想を解釈するうえでどの

ような射程をもっているかを示すことが本論の主たる狙いである。より具体的

に言えば、本稿は、そこに素描されている「欲求の理論」および「エロス」の

問題系に関する思想を検討することによって、単に 40 年代のその思想ばかり

ではなく、61 年に公刊された哲学的主著『全体性と無限』にいたるまでレヴ

ィナス自身が一貫して保ち続けることになる企てがいかなるものかが改めて

理解されることを明らかにしたい。 

さて、『著作集』第 1 巻は正確には次のような構成になっている。全体で三

部からなり、第一部に「捕囚手帳（1940-1945）」として概ね 40 年から 45 年

のあいだに書かれた 7 冊分の手帳がある。第二部には、解放直後に書かれた比

較的短い原稿が数本収められている。第三部は「哲学雑記」と題され、1949

年から 60 年代に書かれた理論的なメモ書きが収められている。この「哲学雑

記」は年代的に本稿の対象外でありここでは取り上げない。本論が対象とする

のは、第一部の捕囚手帳全体と、自らの捕囚の体験について解放直後に語った

第二部のうちの最初の二つのテクストである。 

「捕囚手帳」の形態について若干補足すると、哲学的な省察のメモ書きが主

であるが、ほとんど文をなさないかたちでキーワードだけ羅列したもの、ある

いは逆にある程度の分量の論旨の一貫したメモなどもある。そのあいだには小

説家の作品からの引用とそれに対する注釈、そして自分自身の小説の一場面の

スケッチなども見られる。ただ、そこには具体的な出来事やそれに対する感想

などがつづられることはほとんどなく、時事的ないし政治的な考察なども見受

けられない。雑多な形態をとっているとはいえ、おそらくは後の著作の執筆を

念頭においた、哲学的な省察のためのメモであると言えよう。実際、戦後すぐ

に公刊された『実存から実存者へ』の冒頭で、同著は「捕囚の境涯で続けられ、

大半の部分はそこで書かれた」とされているが4、同著ならびにそれと同時期

に公刊された講演「時間と他者」の一部についてもほとんど同じ表現が「捕囚

手帳」に認められるものもある。 

ただし、「捕囚手帳の射程」と銘打った本論の眼目は、その射程が、これら

戦後すぐの著作にのみ限定されるのではなく、もっと広く、少なくとも『全体

性と無限』にまでいたっていることを指摘することにある。つまり、1961 年

に公刊された『全体性と無限』においてレヴィナスが展開する思想のその実き

わめて本質的な部分が、すでにこの拘留期に練り上げられていたということ、

                                                     
る。とりわけ以下を参照。Daniel Cohen-Levinas et al., Levinas et l'expérience de 
la captivité, Lethielleux, 2011. 
4 E. Levinas, De l’existence à l’existant [1947], Paris, Vrin, 2e éd., 1998, p. 
10. 
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言いかえれば『全体性と無限』は、年を追うごとに段階的に発展していった思

想の到達点というよりは、むろんいくつかの変更はあれ、拘留中にすでに温め

られていた企てを全面的に展開した思想の集大成であるように思われるので

ある。こうした射程を示すことによって、レヴィナスの思想的企ての内実を改

めて捉えなおす糸口が示されるだろう。 

 

１．「捕囚手帳」に見られるレヴィナスの企ての全体的な枠組み 
 

 さて、捕虜収容所における拘留という状況下で、レヴィナスがどのような思

想を構築しようとしていたのか。彼の思索を導く全体的な問題関心は、少なく

とも 1942 年にフランス国内の収容所からドイツの収容所に移送された後に書

かれたと推測される次のメモに示唆されている。 

   

現存在
ダーザイン

から出発するか J から出発するか。〔……〕カテゴリーとしての

J。（Œuvres I, p. 75） 

 

ここで J とあるのは、おそらく検閲を免れるためであったと思われるが、「ユ

ダヤ教（judaïsme）」を指す略字であることは確かだろう。他方、現存在のほ

うはほぼまちがいなくハイデガーの語彙であろう。とするならば、この短い文

にすでにレヴィナスの心意気が現れているとすら言いうる。レヴィナスは、30

年代初頭、フランスにおいてほぼはじめてハイデガー哲学を―しかもある種

の畏敬の念をもって―導入した一人であるが5、その直後からハイデガーに

対して両義的な態度をとってゆくことになる。その経緯の詳細は別稿に譲るが
6、ナチスが台頭するなかハイデガーの政治参与をすぐさま知るところとなっ

たレヴィナスは、34 年に論文「ヒトラー主義の哲学についての若干の考察」

を著し、「ヒトラー主義の哲学」の根底に自我を自己の身体へと「繋縛」する

機制を見てとった7。その一年後、「存在の哲学のもっとも徹底的な告発」を

告げる論文「逃走について」においては、今度はいっそう存在論的な次元にお

                         
5 Cf. E. Levinas, « Martin Heidegger et l’ontologie », Revue philosophique de la 
France et de l’étranger, no. 5-6, 1932 : repris in En découvrant l'existence avec 
Husserl et Heidegger [1949/1967], Paris, Vrin, 3e éd., 2001. 
6 この点については以下の拙論を参照されたい。「30年代のエマニュエル・レヴィナス

における「ヒトラー主義の哲学」批判」、『レゾナンス』第 5号、2007年。 
7 E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme [1934], Paris, 
Payot et Rivages, 1997. 
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いて、自我の自己への「釘付け」を記述する8。他方、同じころ、レヴィナス

は、ヒトラー主義の試練によってユダヤ人が自らの「ユダヤ教」から逃れられ

なくなった状況を描き出していたのだった9。こうした展開の延長線上で、「捕

囚手帳」では、あたかもこの「逃げられない」ほどの繋縛を脱出する可能性が

「ユダヤ的存在」にあるかのようにして、ハイデガー的な現存在とユダヤ教的

な存在様態の二項対立が提示されるのである。引用で「カテゴリーとしてのユ

ダヤ教」と言われているものも、宗教としてのそれに限定しないためであろう。

なるほど、戦後すぐに書かれた「イスラエルびとの捕虜における精神性」に見

られるように、レヴィナスにとって捕囚の体験は、フランス共同体への帰属を

断ち切られ、「ユダヤ教」へと追いこまれ、〈イスラエリット〉のアイデンテ

ィティに否応なく直面させるものではあった10。35 年に予感されていた「逃走」

の不可能性が、現実のものとなったのである。だが、ここで J と呼ばれている

のは、もう少し概念的なものであろう。著作集第 1 巻の編者ロドルフ・カラン

が指摘するように11、フランツ・ローゼンツヴァイクの影響を受けた、「存在

カテゴリー」としての「ユダヤ教」という発想がこの時期すでに見いだされる

ように思われる。戦後すぐにレヴィナスが公刊する論文に倣って言うならば、

「ユダヤ的存在様態」とでも言いうるものが問題となっているのである12。 

 次に、レヴィナスが自分自身の企ての概略をいっそう明瞭に示して箇所に目

                         
8 E. Levinas, De l’évasion [1935], Le livre de poche, p. 94. 
9 E. Levinas, « L’inspiration religieuse de l’alliance » [1935], in Cahier de 
l’Herne : Emmanuel Lévinas, Paris, l’Herne, 1991, p. 144. 
10 「イスラエリットの捕虜は、――バラック小屋や特別班のなかに詰めこまれ、偽の身

分で身を隠せばそこから逃れるとみなされていたが――そこで不意に〈イスラエリッ

ト〉というアイデンティティをふたたび見いだした。戦争の前には、フランスの身分登

録簿に特段の記載欄がなかったこの種のことが、不意に彼をいっぱいに満たしたのだ。

長いあいだ自分は〈フランス共同体〉に帰属していると考えていた彼は、そこから排除

されたことに大きな苦しみを味わったが、しかし自らのユダヤ教に追いこまれることで

侮辱や恥辱の苦痛とは別のものをそこから汲みとった。屈辱は選びという聖書的な味わ

いを取り戻したのだ。」（E. Levinas, « La spiritualité chez le prisonnier israélite », 

in Œuvres I, p. 205-206） 
11 Cf. Œuvres I, p. 481. カランは、『困難な自由』のローゼンツヴァイク論でのレ「ユ

ダヤ的実存は存在のカテゴリーである」という箇所を指示している（E. Levinas, 

Difficile liberté [1963/1976], Paris, Albin Michel, 2006, p. 237）。この点につ

いては、さらに以下も参照。S. Hammerschlag, « ‘A splinter in the Flesh’: Levinas 

and the Resignification of Jewish Suffering, 1928–1947 », International Journal 
of Philosophical Studies, vol. 20 (3), 2012. 
12 E. Levinas, « Être juif » [1947], in Cahiers d’Études lévinassiennes, no. 1, 
2003. 
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を向けておきたい。 

   

私がなすべき仕事 

哲学： （一）存在と無 

 （二）時間 

 （三）ローゼンツヴァイク 

 （四）ローゼンベルク 

文学： （一）悲しき富裕 

 （二）非現実性と愛 

批評： プルースト（Œuvres I, p. 74） 

 

哲学の（一）と（二）は本稿の中心テーマとなるため後述する。（三）でロー

ゼンツヴァイクの名が挙げられている点は、これまでレヴィナスがフランツ・

ローゼンツヴァイクを読んだのは戦前からであることは指摘されていたが、そ

の意義がきわめて大きかったことを証言するものであると言える。（四）のロ

ーゼンベルクは、おそらく『二十世紀の神話』の著者にしてナチスのイデオロ

ーグとして知られるアルフレート・ローゼンベルクであろう。管見の及ぶかぎ

り、これまで公刊されたレヴィナスのテクストでローゼンベルクの名前が挙が

ることはなく、その意味で意外なのだが、とはいえレヴィナスが前述の 1934

年の論文「ヒトラー主義の哲学についての若干の考察」以来有していたナチズ

ムに対する思想的対峙という課題が一時的なものではなかったことがここに

裏付けられるだろう。ちなみに「捕囚手帳」では、アレクシス・カレルという

生物学者の優生学的な思想が顕著に表れた著作についての読書メモが見られ

る13。カレルは「ヒトラー主義の哲学者」とは言いがたいが、ヴィシー政権に

協力した学者であり、レヴィナスはそこに見られる「人種」の「思想」に注意

を払っていることは指摘しておいてよいだろう。また、『全体性と無限』の注

において、クルト・シリングというやはりナチズムに加担した哲学者が 1939

年に著した著作にかすかに言及されているが14、目立たぬしかたであれ、レヴ

ィナスがこうした関心を一貫して抱いていたことの傍証もまた「捕囚手帳」か

ら得られるわけである。 

二項目に「文学」とあるのは、ほかの作家ではなく、レヴィナス自身が構想

していた企てを指すように思われる。事実、レヴィナスの遺稿の整理の過程で、

                         
13 E. Levinas, Œuvres I, p. 182-183.  
14 E. Levinas, Totalité et infini [1961], Le livre de poche, p. 125. この点に関

しては以下の拙論を参照。「『全体性と無限』におけるビオス―クルト・シリングの

注から出発して」、合田正人編『顔とその彼方―レヴィナス『全体性と無限』のプリ

ズム』知泉書館、2014年。 
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一連の小説の筋書きが残されていたことが明らかになった。いずれも未完成で

あり、タイトルはおろか主人公の名前も確定していないのだが、草稿から判断

するに「エロス」が一つの中心テーマとなっていることが伺える。その筋書き

やメモについてはすでに第 1 巻にも記載が見られるが、草稿類の全体は『著作

集』第 3 巻にまとめられている15。 

三項目の「批評」についてプルーストの名前が挙がっているのもまた注目に

値する。事実、「捕囚手帳」には、マルセル・プルースト、レオン・ブロワを

はじめとする多くの小説の抜書きやコメントが見られるのである。プルースト

に関しては、戦後すぐの自身のプルースト論の下書きのようなかたちで16、「社

会性」の問題がすでに取り上げられている。また、19 世紀に「女性」および

「エロス」を主題とした小説を残したジュール・バルベー＝ドールヴィイなど、

今後のレヴィナスのエロス論解釈にとって重要な発見となるはずの名も散見

される。このようにして「捕囚手帳」は、レヴィナスの思想形成において「文

学」の果たした役割がこれまで思われていた以上に決定的なものであったこと

を示唆するものでもあるのである。 

以上のように、収容所でのレヴィナスは、一方で小説を読み、そして書き、

とくに「エロス」という問題系に着目していた。他方で、ローゼンベルクをは

じめとする人種主義の思想にも注意を払いつつ、おそらくローゼンツヴァイク

の影響ゆえに、「現存在」に代わる「カテゴリー」としての「ユダヤ的存在」

という発想を固めていったと推測される。そのなかで、哲学的な主題としては、

「存在と無」そして「時間」の思想を練り上げようとしていたということにな

るだろう。本稿では、以下、「捕囚手帳」に見られるレヴィナスの企ての哲学

的な射程に限定して、それがいかなるものであったかを見ていきたい。 

 

２．レヴィナスの「体系」の構想 
 

当時レヴィナスが自らの哲学的な企図としてどのようなものを抱いていた

のかを如実に示すものが、1942 年に書かれた次の引用である。 

 

体系は次のように組織される。 

                         
15 E. Levinas, Œuvres III, Eros, littérature et philosophie, Paris, Grasset/IMEC, 
2013. なおその概要については、『著作集』第 3巻の編者であるジャン＝リュック・ナ

ンシーの次の論考を参照。「『エロス』― エマニュエル・レヴィナスの小説？」、

『現代思想』第 40巻 3号、2012 年。 
16 E. Levinas, « L'autre dans Proust » [1947], in Noms propres, Montpellier, Fata 
Morgana, 1976. 
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私
．
（je）とは

．．
、現在の決定的なものである

．．．．．．．．．．．．
―この私によって、徐々に

消えてゆく現在は、記憶におけるよりもよりよく継起する（記憶は私を

前提としている）。この私という側面からいうと、自我の自己への現前

である。―しかし
．．．

、「私」とは同時に決定的なものが非―決定的であ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ることでもある
．．．．．．．

―それによって現在が贖われるべきものとなり、希望

が、現在への希望があるのである。それゆえ、救済の弁証法
．．．．．．

―自らの

内密性から解放される私の弁証法がある。他人との内密性である。「他

人との融合」があるのではない―まさしく、私の二元性があるのであ

る。そしてこの二元性
．．．

は、まさしく肉欲―人はあやまってこれを他の

ものと同じような欲望だとみなしているが―のもとで描かれることに

なろう。社会的なもの（social）の起源としての性
．
（sexualité）。性的

なもの（sexuel）には「内密性」があるがゆえに、「個々人の総和」以

上の社会的なものという現象があるのである。 

 こうして愛撫と身体による成就
．．．．．．．．．．

が現れる。〔……〕成就―これはド

ラマを前提とする―人格の二元性を前提とする。―二元性という紐

帯、時間のドラマ
．．．．．．

は、社会的な、すなわち性的な二元性から明らかにな

るだろう。〈善〉―これが存在を超える。（Œuvres I, p. 66. 傍点は

引用者。） 

 

冒頭で「体系」とされるのは、レヴィナスがこの時期まさに自分自身の哲学

をいわば「体系」的に構築しようとしていたことを示しているためだと思われ

る。そして、本稿の観点からは、この「体系」の素描は、レヴィナスの最初期

の思想から『全体性と無限』の結論をつなぐまさしく「決定的なもの」のよう

に思われるため、ここに萌芽的に現れている思想を、論点を区切って分析して

いきたい。論点は少なくとも三つある。第一に問題になるのが、冒頭の「現在

の決定的なもの」としての「私」である。二点目は、これとは逆に「決定的な

ものが非‐決定的であること」に「救済の弁証法」が読み込まれている点であ

る。三点目は、こうした「救済」が、「性」的な「二元性」によってもたらさ

れるとされる点である。これら三点について検討した後、「愛撫と身体による

成就」および「時間のドラマ」に言及されている点についても考察を加えたい。 

 

第一の「決定的なもの」としての「私」から確認しよう。ここで問題とされ

ているのは、直接的にはすぐ次に言われる「自我（moi）の自己（soi）への現

前」、しかも記憶による自己同一化を超えるほど自己へと決定的に結び付けら

れているという事態である。ここで想起すべきは、先に触れたように、このよ

うな発想は自己への「繋縛」ないし「釘づけ」というかたちで 30 年代から 40
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年代に公刊されたレヴィナスのほとんどすべて
．．．．．．．

の哲学的テクスト、そして究極

的にはほかならぬ『全体性と無限』最終部に現れるということだ。 

 その最初期の出現は、すでに引いた 34 年の論文「ヒトラー主義哲学に関す

る若干の考察」にある。 

 

〈自我〉への身体の癒着はそれ自体で価値を有する。これはそこから逃れ

ることのできない癒着であって、いかなる比喩をもってしても、それを

外的対象の現前と同一視することなどできはしない。この結びつきの悲

劇的で決定的な
．．．．

（définitif）味わいは、何をもってしても変えることが

できない。17 

 

ここで「決定的」とされる「結びつき」とは、〈自我〉が身体に対して「逃れ

ることのできない」かたちでつなぎとめられているというものである。これが

「悲劇的」でもあるのは、同論文で対象となる「ヒトラー主義の哲学」が、「血」

や「遺伝」といった「生物学的」な宿命性をそこに付与するとされるからだ。

次いで 35 年の論文「逃走について」は、上述のように、この繋縛をいっそう

存在論的な次元において記述し、「釘づけにされた存在」という考えを前面に

押し出すことになる。さらにこの発想は、「捕囚手帳」を経て、戦後すぐの『実

存から実存者へ』においても見られる。そこでは、いっそう理論的に「イポス

ターズ」を経た「自我」が「自己」へと「決定的に」釘づけになるという事態

が描かれている18。そして、後に見るように、この「決定的」という性格は、

『全体性と無限』最終部の時間論にきわめて重要なかたちで繰り返されること

になる。 

 

それを確認するためにも、第二の論点に移ろう。そもそも「決定的なもの」

の問題系が看過できないと思われるのは、レヴィナスのテクストにおいてこれ

が用いられるときにはほとんどつねに、この「決定的なもの」を「断ち切る」

ことが問題とされているからだ。しかも、レヴィナスにおいて「他人」が登場

する最初期の箇所において、この「他人」に委ねられているのは、倫理的抵抗

                         
17 E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, op. cit., 
p. 18. 
18 「イポスターズは、〈ある〉に融即すると、孤独として、自我が自己へと決定的に

（définitif）繋縛されていることとして現れる。〔……〕自我にとって自己自身では

ないことが不可能だということ、このことが自我が自らの存在に釘づけされているとい

う自我の根底的な悲劇をはっきりと示している。」（E. Levinas, De l’existence à 
l’existant, op. cit., p. 142-143.） 
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を発動させる「顔」という役割ではなく、まさしく「決定的なもの」を「断ち

切る」という役割であったことは興味深い19。この点はしばし措くとして、論

文「逃走について」がそうであるように、「現在という決定的なもの」への繋

縛の抗いがたさを綿密に記述するのは、逆に、あたかも「現在を贖う」ような

「希望」ないし「救済」の可能性を「弁証法
．．．

」的に描くためであるかのようだ

ということは注目しておくべきである。「弁証法」という言葉は戦後のレヴィ

ナスはあまり用いなくなるが、しかし「決定的なもの」を断ち切ることへの関

心は、その思想のなかで一貫しており、しかもきわめて重要な位置を占め続け

ているのである。とりわけ、『全体性と無限』最終部のいわゆるエロスおよび

繁殖性の議論においては、最終的に「真の時間」としての「時間の無限化」が

描かれることになるが、そこで問題になっているのは、まさしくこの「決定的

なもの」が断ち切られ、「非－決定的なもの」となるような時間性なのだ20。 

ところで、たとえば次の引用が示すように、「捕囚手帳」には、まさしく今

確認したのと同様の発想が認められることを指摘しておくべきだろう。 

 

時間とは、ウーシアの基底たる―さらには存在の実体論的な定義の基

底たる―決定的なものが、決定的ではなくなる可能性、再び始めるこ

との可能性である。時間とともに赦し
、、

が存在の構造そのものとなる。

（Œuvres I, p. 134） 

 

この決定的なものが決定的ではなくなる可能性、再開することの可能性が時

間だとされ、しかもそれが「赦し」とともに存在の構造そのものとなること

―「捕囚手帳」の時期から『全体性と無限』まで一貫して問題となっている

のはまさにこの事態なのである。このことについて以下でもう少し詳しく分析

すべきだろう。 

ところで、先の引用では、この解明の糸口が「救済の弁証法」と呼ばれてい

た。そして、その「救済」がもたらされるために、「社会的なもの（social）

の起源としての性」あるいは「性的二元性」というものが設定されていたので

あった。周知のように、このようないわば「エロス的関係」を通じた「時間」

の成立という筋書きは、戦後すぐの『実存から実存者へ』や『時間と他者』か

                         
19 「他人の他性が、自我の決定的なものを断ち切る。」（Ibid., p. 145.） 
20 「決定的なものが決定的ではなくなる真の時間性とは、したがって〔……〕未来の際

限のない無限性を前にして、失われた契機をもはや後悔しないという可能性を前提とす

る。〔……〕時間の深遠な営みは、自らの父と断絶した主体のうちでこの過去から解放

する。時間とは、決定的なものが非決定的なものとなること、成就したものがつねに再

開する他性である。」（E. Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 314） 
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ら『全体性と無限』まで、ニュアンスの差はあれ継続的に保持されてきたもの

だった。ところで、ほかならぬこのような道筋こそ、この第三の論点である「性

的二元性」を通じて明らかになるように思われる。これについては、章を改め

て必要な論点を検討していこう。 

 

３．「愛の二元性」 
 

上述のように、レヴィナスがこの時期に執筆を進めていた小説のテーマを

「エロス」としていたことからも窺い知れることだが、エロスの主題は、「捕

囚手帳」でも繰り返し触れられている。そのなかでまず目を引くのは、この問

題が、先の引用においても垣間見られたように、つねに「二元性」という観念

とともに主題化されているということである。たとえば次のようにも言われて

いる。「二元性と他人の神秘―これが愛の基底そのものである。性

（sexualité）」（Œuvres I, p. 114）。 

この「二元性」、とりわけ「愛」に結びつけられた「二元性」をどのように

理解すべきだろうか。先の「体系」を述べた箇所では、「他人との内密性」が

語られつつ、「二元性」については「私の二元性」とも言われていた。だとす

ると、単に「私」と「あなた」ないし「君」がいて、両者のあいだでの性的関

係が生じる、というかたちで問題が立てられているわけではなさそうである。

「二元性」という観念の複雑さは、次のような表現にも現れている。「時間の

二元性と空間の二元性。愛の二元性、欲求の二元性」（Œuvres I, p. 113）。

つまり、「愛の二元性」は「欲求の二元性」との対比で考えるべきものとされ

ているのだ。さらに、ここからは理解の手掛かりもまた得られるように思われ

る。というのも、ここでは二種類の二元性の系を読みとることができるからだ。

すなわち、一方で性的次元における「愛の二元性」があり、これが「時間の二

元性」の側に置かれ、他方で「欲求の二元性」が「空間の二元性」の側にある、

という図式がそこから取り出しうるのである。実のところ、これこそ、「捕囚

手帳」がもっとも明白なかたちで打ち出した、きわめて重要な図式であるよう

に思われる。というのも、この図式は、レヴィナスが、この時期に、いやその

後も一貫して、「エロス」の問題を、空間的な二元性としての欲求とは区別さ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

れた時間的な二元性の問題として考えている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、ということを示唆するものだか

らだ。 

このように主張しうるのは、「捕囚手帳」においては、「エロス」について

の議論と平行するかたちで、ある程度まとまった「理論」として、まさしく「欲

求の理論」が素描されているからだ。要するに、この「欲求」との対比でこそ、

「エロス」の思想の意義が浮かびあがってくるのである。 
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問題の欲求は besoin であって、『全体性と無限』において主題化される欲

望（désir）という概念はまだこの時期には表れていない。さらには、欲望の

赴く先にある全き他者という発想も、それに対する無限の責任、倫理的責任と

いう概念すらもまだ見られない。この時点で問題になっているのは、『全体性

と無限』第二部の享受論がもう一度問題とするような、事物に対する、満たす

ことのできる欲求である。たとえば、明白に「欲求の理論」と題された次の引

用を見られたい。 

 

欲求の理論 

事物との関係は―欲求であるに関わる。〔……〕欲求とは、事物との

関係の特別なカテゴリーである。諸々の欲求がある。すなわち住むこと、

食べること、飲むこと、体を温めること、呼吸すること等である。（私

の手帳に列挙、分類）。だがそれゆえ欲求は外部との関係に対応する。

（Œuvres I, pp. 117-118）21 

 

ここには荒削りながら、『全体性と無限』の享受論の原型が見られると言っ

てよいだろう。「住む」、「食べる」、「飲む」等々といったさまざまな「外

部との関係」こそが、「欲求」として考えられているのである。ところで、「捕

囚手帳」の「欲求の理論」をさらにたどっていくと、外部の事物に向かう「欲

求」のもつ空間的な「二元性」が、「志向」と「成就」という「二元性」であ

ることが明らかとなる。 

 

欲求の理論（補注） 

欲求の構造―事物との関係に固有な成就―これは、外部性の、空間

の第一の現象である。間（intervalle）である。言いかえれば、志向
、、

‐
、

成就という二元性
、、、、、、、、

が空間なのであって、志向そのものの外部性ではない。

志向は空のうちにある。志向は、外部が内部になる光を与える。外部の

志向は、成就の運動そのものである。（Œuvres I, p. 119. 傍点は引用

者。） 

 

「欲求」が空間的な構造を有しており、これは「志向」と「成就」という二元

的関係からなるとはいかなることか。ここでは、明言されているわけではない

が、フッサールが『論理学研究』の志向性の議論において定式化した、空虚な

                         
21 引用文中の下線および取り消し線はレヴィナス自身のものである。「捕囚手帳」は基

本的に手稿のためそういった箇所が多くあり、『著作集』校訂版でもこれらは残されて

いる。以下もすべて引用者の付した傍点以外はレヴィナスのものである。 
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意味志向が、対象の直観において充実化されるという「志向」と「充実化」の

関係がモデルとして念頭に置かれているように思われる。レヴィナスは、最初

期の『フッサールの現象学における直観の理論』以来、一貫してフッサールの

「志向性」概念の意義を評価しつつも、それが対象化作用ないし表象作用の特

権化にいたることに対しては異議を唱えてきた。そのような経緯に加え、後の

『全体性と無限』では「表象の志向性」に「享受の志向性」が対置されること

を考え合わせると22、レヴィナスにおける「志向性」概念の捉えなおしの契機

がすでに「捕囚手帳」に現れていると考えることができよう。まさに、レヴィ

ナスは外部の「糧」へと向かう志向を「欲求」とし、その「充実化」を「成就」

とすることで、「享受」における「欲求」に「志向性」を読み込んでいるので

ある。 

いずれにせよ、本論にとって重要なのは、第一に、こうしたかたちで「欲求」

が「志向-成就」というかたちで空間的な二元性を有しているということであ

り、第二に、この場合の「成就」とは、「糧」を「享受」し、その外部性ない

し「間」を消失させるかたちで内部へと吸収することにあるということだ。 

 

欲求をエロスから隔てるもの、それは欲求が乗り越えられた間であり、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

そこで二元性が消えるということにある
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。主体による外的な世界の吸収

である。満たされた欲求はどれも、まずもって飽満、食べ終わった状態

である。食べることの優位（私の手帳を見よ）。これこそが欲求の享受

の意味である。（Œuvres I, p. 120. 傍点は引用者。） 

 

「捕囚手帳」は、このようにして享受を志向性として捉えるという『全体性

と無限』第二部の課題を先取りしているばかりではない。この引用箇所にも示

唆されているように、「志向」と「成就」の「二元性」は、さらに、先に触れ

た「欲求の二元性」と「愛の二元性」の関係をも明らかにしてくれるのである。 

 

エロスにおいては、二元性が享受そのものである。間は単に乗り越えら

れたのではない―つねに乗り越えられるべきものとなっている。それ

が空間と時間の差異そのものである。どのような空間も位置において与

えられている。時間はつねに来るものである。未来とは、神秘である。

言い換えれば処女性である。（Œuvres I, p. 120） 

 

すぐさま確認できることは、「エロス」もまた、「欲求」と同じようなかた

ちで「二元性」を有しているということである。とはいえ、両者のあいだには

                         
22 Cf. E. Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 133. 
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すでに差異が認められている。欲求においては欲求が満たされ成就されるとい

う際の二元性は空間的な構造であるのに対し、エロスの二元性は時間的な構造

を有しているとされる。したがって、この場合の「間」は、糧を吸収するよう

にして乗り越えることはできない。「未来」、「神秘」といった語彙に示唆さ

れているように、我有化しようと思ってもつねにすでに手元から逃れ去ってい

くという、そういう時間的な他性の問題がここにすでに立てられているのであ

る。 

周知のように、このような「神秘」的な他者とのエロス的関係という発想は、

とりわけ『時間と他者』が提示し、『全体性と無限』第四部がいっそう展開す

るようになる議論を予告するものである。この意味で、「捕囚手帳」のとりわ

け欲求の理論が戦後のエロス論の展開の起点となっている意義はもちろん大

きいものであろう。とはいえ、「捕囚手帳」の意義はそれにとどまらない。と

いうのも、そこには、それでもやはりこのエロス的な欲望が何らかの仕方で「成

就」する可能性が具体的に素描されているのである。 

 

４．愛の成就と「幸イナル罪」 
 

 これまで十分な注意が払われてこなかったように思われるが、このエロス的

な欲望の「成就」という問題系は、実のところ『全体性と無限』最終部が提示

するものにほかならない。たとえば、同著第四部 C 節「繁殖性」の末尾の次の

ような一節をどう理解すべきだろうか。 

 

繁殖性を産み出す繁殖性は、善性を成就する
．．．．．．．

。〔……〕ここで、本書の

最初の数頁において欲求に対置させた〈欲望〉、欠如ならざる〈欲望〉、

分離した存在の独立であり超越であるところの〈欲望〉が成就される
．．．．．．．．．．

。

自らを満足させたり、そのようなかたちで自らの姿を欲求であるとした

りすることによってではなく、自らを超越することによって、〈欲望〉

を産み出すことによって〈欲望〉は成就される
．．．．．．．．．．

のである。23 

 

一般に、『全体性と無限』を中心としたレヴィナスの〈欲望〉論の要は―こ

の引用にも表れているように―、第一に、それが欠如に基づくものではない

という点、第二に、それは何らかの状態に到達することで満足されるものでは

ないという点に認められてきた。それはつねに他なるものを目指すがゆえに、

けっして成就するはずのないものなのだ。ところが、今引用した箇所にあるよ

                         
23 E. Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 302. 傍点は引用者。 
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うに、「繁殖性」において、まさしくそのような〈欲望〉が成就されると言わ

れているのである。 

これを理解する鍵こそ、「欲求」の空間的二元性との対比において「愛」の

時間的二元性を定式化する「捕囚手帳」が与えてくれるものだろう。しかも、

この鍵は、『全体性と無限』第四部に見られるもう一つの難問を解く鍵ともな

りうるものでもある。 

 

幸イナル罪は、単に時間を前提にするばかりではない。時間の二つの行

為では十分ではない。というのも、頂が争われうるからである。幸イ［ナ

ル罪］のためには、乗り越えることのできない頂がなければならない。

それが〈メシア〉である。時間はある仕方で完遂するのであり、何がし

か現在の重力を破壊するものをもたらす。 

 成就の時間。（Œuvres I, pp. 81-82） 

 

ここに「時間」の二元性の乗り越えがたさがもう一度述べられているが、そこ

で「乗り越えることのできない頂」が「メシア」であると語られていることに

ついては―レヴィナスにおけるいわゆる「メシア的時間」の問題系全般との

関連において―別途論じなければなるまい。本稿ではさしあたり、この時間

の「完遂」ないし「成就」の可能性について、「幸イナル罪（felix culpa）」

という語に言及されている点に目を向けたい。「成就の時間」とは、これまで

の引用に照らすなら、あたかも「罪」が赦され、―「現在の重力の破壊」を

伴って―「幸福」をもたらすものであるかのように描かれていた。ここでは

さらに「幸イナル罪」という観点が導入されているのだが、それは具体的には

どのような事態を示しているのか。 

 まずは、多少迂回することになるが、「幸イナル罪」という語について確認

しよう。この語は、実のところ、『全体性と無限』第四部の末尾において、2

回だけ現れていたが24、文脈に照らしてあまりにも唐突に現れるものであった

                         
24 「忘却は過去との関係を無化するものであるけれども、赦された過去は赦しによって

浄化された現在のうちで保存される。赦された存在は、無垢な存在というわけではない。

両者の差異は、赦しの上位に無垢を置くことを可能にするものではない。とはいえ、そ

の差異があることで、赦しのうちに幸福という剰余を、和解という奇妙な幸福を、つま

りすこしも驚くべきものでもない日常的な経験によって与えられる、幸イナル罪（felix 

culpa）を見分けることが可能になるのである。〔……〕幸イナル罪といったものが存

在するという心理学的な事実〔……〕は、時間という神秘そのものをさし示すことにな

る。時間がそもそもなりたち、それが正当化されるのは、時間が可能にする再開におい

てである。現在にあって犠牲にされた、ともに可能であったことがらのすべてが有する

繁殖性を介して、時間は復活というかたちで再開を可能にするのである。」（E. Levinas, 
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ために、これまで解釈の定まらなかったものである。これに対し、「捕囚手帳」

は、いずれも決定的とは言いがたいが、しかし幾度もこの語を用いており、少

なくともこの語でもってレヴィナスがどのような考えを抱いていたのかを推

測させてくれるのである。 

 周知のように、この幸イナル罪という語そのものは、ローマ・キリスト教会

の古い典礼文に端を発する。概して、アダムの罪―楽園追放―は、逆に神

の栄光の顕現と人類に対する恩寵の条件となっているというかたちで解釈さ

れており、アウグスティヌスからトマスを経て、キリスト教神学はもちろん、

ミルトンの『失楽園』をはじめとするキリスト教文学のなかでもたびたび言及

されてきたものである25。そのような出自ゆえに、『全体性と無限』における

幸イナル罪への言及は、違和感をもって受け止められてきた。ロバート・ギブ

スは、『全体性と無限』末尾での用法に注目しつつ、なぜレヴィナスは、「キ

リスト教神学により親しみを感じている読者のために」ラテン・キリスト教の

用語を使ったのかと疑義を呈している26。 

 もちろん、「捕囚手帳」では幸イナル罪への言及は散見されるとはいえ、出

典がどこかは確言できる情報は与えられていない。ただし、少なくとも、この

語が言及されるところの近くで、19 世紀フランスの小説家バルベー＝ドール

ヴィイの「罪のなかの幸福」という短編が引用されていることは注目に値する
27。「捕囚手帳」にはここから特定の概念を取り出した形跡は残されていない

とはいえ、プルーストが好み、レオン・ブロワが師事したこのダンディズムの

作家の、まさしく「女性的なもの」を主題にしたこの小説の内容および「罪の

なかの幸福」というタイトルそのものがレヴィナスに着想を与えた可能性は否

定できないだろう。『時間と他者』において「騎士道および近代社会における

〈女性〉崇拝」について触れるとき28、レヴィナスの念頭にはバルベー＝ドール

ヴィイが念頭にあったのではないか。 

 文学からの影響については別稿に譲るとするとして、「捕囚手帳」において

は、少なくとも、幸イナル罪ということで問題とされている事柄そのものには

若干の光があてられるように思われる。別の個所で次のように言われている。 

 

                                                     
Totalité et infini, op. cit., p. 316-317） 
25 この点についてはなかでも以下を参照。アーサー・ラヴジョイ『観念の歴史』名古屋

大学出版会、2003年、とりわけ第 14章「ミルトンと堕落の僥倖の逆説」。 
26 Robert Gibbs, Why Ethics? Signs of Responsibilities, Princeton University Press, 
2000, p. 351f. 
27 Jules Barbey d'Aurevilly, Le Bonheur dans le crime [1871], in Les Diaboliques, 
Paris, Dentu, 1874. 
28 E. Levinas, Le temps et l'autre [1948], Paris, PUF, 1983 p. 79. 
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無カラノ創造―幸イナル罪という平面で捉えられた。購われた罪―

無垢以上のものを与える。幸福と平和―存在に対する勝利、存在から

の解放―無以上のものを与える。（Œuvres I, p. 173） 

 

単なる「無垢」よりも、「罪」があったにもかかわらずそれが「購われた」場

合のほうがいっそうの「幸い」が与えられるという発想自体は、「幸イナル罪」

をめぐるキリスト教の思想にも概して見うけられるようだが、レヴィナスが

「幸イナル罪」というときに考えていることも大枠ではそこからは遠くない。

図式的に言えば、まずもって罪ないし悪があり、それが許され、購われること

によってこそ「幸福」がもたらされるという構図は共有されているように思わ

れる。だが、だとしても、レヴィナスが問題にする購われるべき罪とは何か。

そしてそれが、「存在に対する勝利、存在からの解放」とどう結びつくのか。 

第一に指摘しておくべきことは、「捕囚手帳」においては、まさしく「欲求」

と「エロス」の関係の問題が、「存在」という「悪」から解放され、「幸福」

をめざす「第一歩」として考えられていることである。先に引用した「欲求」

と「エロス」に関する引用の直前の次のような記述を無視するわけにはいかな

い。 

 

欲求においては、次の二点を検討すべきである。１）欲（appetition）

として、それは間との存在である―そして幸福への第一歩である。２）

悪として、それは存在があまりに充満しているところに自らの源泉を有

している。これら二つの側面は、同じものから生じているのか。―欲

求をエロスから隔てるもの、それは欲求が乗り越えられた間であり、そ

こで二元性が消えるということにある。（Œuvres I, p. 120） 

 

すなわち、欲求が、一方で、存在の充満に根ざすために「悪」を宿すとされ、

他方で、それが「間」との関係を有することで「幸福」に近づくことができる

とされているわけである。欲求が、この「間」を自己へと吸収するかたちで「成

就」されることはすでに見た。これに対し、「エロス」のほうもまた、乗り越

えがたい「間」を有するにもかかわらずそれなりのしかたで「成就」されるの

であった。それは、「悪」たる存在の充満から離れ、空間的二元性ならぬ時間

的二元性を踏破し、エロス的欲望が向かう〈いまだ存在しないもの〉たる「未

来」との関係を取り結ぶということである。そしてそのことこそ、先に引いた

「体系」を語る箇所に見られるように「決定的なものを非‐決定的なものにす

ること」のめざすところであったように思われる。すなわち、「現在」におけ

る自我の自己への「決定的な」繋縛から、「他人との内密性」を介して、「救

済」がもたらされ、あるしかたで「存在を超える」―こうした筋道こそが、
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「成就の時間」へ向かうものとして構想されていると言えるだろう。「捕囚手

帳」ではまだ「繁殖性」が概念化されてはいないが、『全体性と無限』がこの

概念を通じて後に定式化することになるこの事態こそが、そこに素描されてい

たように思われる。先に注で引用したが、今一度問題の箇所を『全体性と無限』

から引用をしておこう。 

 

決定的なものが決定的ではなくなる真の時間性とは、したがって〔……〕

未来の際限のない無限性を前にして、失われた契機をもはや後悔しない

という可能性を前提とする。〔……〕時間の深遠な営みは、自らの父と

断絶した主体のうちでこの過去から解放する。時間とは、決定的なもの

が非決定的なものとなること、成就したものがつねに再開する他性であ

る。29 

 

すなわち、30 年代にハイデガーをはじめとする現象学思想の薫陶を受けつ

つ、同時に「ユダヤ人」としてヒトラー主義の台頭そして捕虜収容所の体験を

経たレヴィナスの自らの哲学の「体系」の構想においては、その最初期から少

なくとも『全体性と無限』最終部にいたるまで、存在への「決定的な」連縛を

断ち切り、他者とのエロス的関係を通じて、存在からの解放というしかたで「真

の時間性」すなわち「成就の時間」を構想するというプログラムが一貫してい

たように思われる。この企ては、ハイデガーが「現存在」の存在を起点に解明

しようとした本来的時間性の問いを、レヴィナスもまた引き受けつつも、「エ

ロス」論を介在させることで独自のしかたで立てなおすことにあったとすら言

えるかもしれない。いずれにせよ、1961 年に公刊された『全体性と無限』と

いう書物は、10 数年を隔ててはいるものの、やはり「捕囚の境涯のなかで」

考え抜かれていたものの総括という性格を有していると言っても過言ではな

いだろう。「捕囚手帳」はまさしく、30 年代のレヴィナスの思索の営為の出

発点にあった問題が、「捕囚の境涯」を経て、その後の自らの哲学の展開へと

いたる筋道をはっきりと浮かび上がらせるのである。 

「捕囚手帳」にはほかにもいろいろなかたちでレヴィナス思想の新たな理解

を促す視角が見られるだろう。なかでも、以上の議論との関係から、最後に次

のような二つの補足的な指摘をしておきたい。一つは、これまでレヴィナス思

想の中心部とみなされていた「他者」の「顔」との倫理的関係についての考察

のほうが、少なくともその思想の展開についての発生論的な観点から言うと、

後から挿入されたものであるように思われるということだ。「エロス」論のほ

うがもともと中心的な問題であったとすれば、「顔」との「倫理」の思想は、

                         
29 E. Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 314. 
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どこでまたどうして挿入されたのか。もう一つの問いは、一点目を逆転させ、

いっそう射程を拡げた問いである。「エロス」論がもともと中心的な問いであ

ったとしても、『全体性と無限』以降それが明示的には主題化されなくなって

ゆくのも同時に確かではないか。とすると、いわゆるレヴィナス思想の「転回」

問題もこの観点から再考すべきではないか。以上の問いは、レヴィナスが哲学

に託した企てが何であったのかを考えるとき、現在進行中の『著作集』の精査

をふまえ、改めて検討すべき問いである。 

 

結びに代えて 
 

結びに代えて、以上のような「捕囚手帳」の思想が、やはり「イスラエリッ

トの捕虜」体験そのものと無関係ではなかったのではないか、という点に触れ

ておきたい。なかでも、「捕囚手帳」に見られる、いっそう子細な検討を加え

るべきものであろうが、問題の所在を示唆するためにもあえて引用しておきた

い。 

 

迫害において私は j
．
の根源的な意味
．．．．．．．

を見いだした。そのもともとの感情

をである。何らかの迫害ではない―絶対的な迫害
．．．．．．

、存在をいたるとこ

ろで追い回し、その存在のむき出しの事実のうちに閉じ込めようとする
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

迫害
．．

である。そしてそこでもまた｛（イザヤ 53 章）｝―誰も理解し

えないこの落胆のうちに―神的な存在が啓示される。純粋な「耐え忍

ぶ」という状況である。そこでは、あなたの肌にかすめる｛愛撫する｝
．．．．．．．．．．．．．．．．

誰かの愛という意味での選び
．．．．．．．．．．．．．

がある。あるいはむしろ、自然的な秩序と

は異なる秩序の啓示だ―自然的な秩序がすべて挫折したのにもかか

わらず現実的な。―それによって人が神の子になるという、この無益

な苦しみ、この純粋な受動性の陶酔。幼年。これは非常に重要である。

純粋な「耐え忍ぶ」ことは世界の自由専横を感じ取ることではない。そ

ういうことは目を世界に向けていても可能である。だが、耐え忍ぶこと

はここでは、系譜性＝父子性
．．．．．．．

（filialité）となる。（Œuvres I, p. 179-180. 
傍点は引用者。） 

 

ここにはまさしく、「jの根源的な意味」を示す「迫害」が、「存在のむき出

しの事実のうちに閉じ込めようとする迫害」であることが示され、その「絶対

的な迫害」を純粋に「耐え忍ぶ」なかに、「愛撫」という「選び」の契機がそ

れでもやはり認められるのである。そして、たとえ概念化されていないとはい
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え、ここに「系譜性＝父子性（filialité）」の問題が提起されているのであ

る。 

もう一つの注目すべき引用は、解放直後に書かれたものである。 

 

遺棄の絶対的な受動性において、あらゆる紐帯からの離脱において―、

自らが〈主〉の手のなかにいるような感情を抱き、その現前を感じるこ

とです。焼け焦げんばかりの苦しみのなかで、神の接吻の炎を見分ける

ことです。至高の苦しみが幸福へと変転する神秘
．．．．．．．．．．．．．．．．．

を見いだすことです。

つまり、結局のところ、ユダヤ教とは何なのでしょうか。道徳的教えや

善についての戒律をたっぷり有し、一なる神的原理という観念に到達し

たほかの諸宗教とはどの点で異なるのでしょうか。―絶望の底でも、

希望を前にしつつ―この苦しみが幸福へと変転することもありうる

という、イザヤ以来の、ヨブ以来の経験ではないのなら、ユダヤ教とは

何なのでしょうか。（Œuvres I, p. 213. 傍点は引用者。）  

 

この問いかけは、単に奇跡的な解放、生還を神に感謝する宗教的敬虔さにとど

まるものではあるまい。とりわけ、あたかも「希望」は「遺棄の絶対的な受動

性」を通じてしか可能とならないかのごとくに描かれているが、少なくとも「至

高の苦しみが幸福へと変転する神秘」こそが「ユダヤ教」なのだと言われると

き、そこには戦中の「捕囚手帳」に見られる「幸イナル罪」の発想および「ユ

ダヤ的存在」様態への着眼との共鳴を見てとることは難しくない。「現存在か

ら出発するか J から出発するか」という二者択一は、まさしく捕囚の境涯にお

いて、「カテゴリー」としての「ユダヤ的存在」という発想を起点にして、ハ

イデガーとは別の仕方で「存在」の問いに接近するというレヴィナスの企てを

示すものであったとすら言いうる。 

もちろん、哲学者の思想を、その哲学者が生きた体験に還元して解釈しよう

とする誘惑にはつねにつつしみ深くあるべきだろう。とはいえ、本稿を通じて

見てきたように、そこにはやはりこうした「ユダヤ的捕虜体験」そのものを自

らの哲学の展開の基軸に据えるようなかたちで哲学を展開しようとするきわ

めて特異な企てが、レヴィナス思想の形成の基底にあったと認めざるをえない

ように思われる。もちろん、それが確かであるとしても、実際に『全体性と無

限』で結実することになる思想には、少なくとも明示的には「ユダヤ的捕虜体

験」に対する言及は皆無であり、なおかつ形式的には「西洋」の哲学的言語で

記述することが標榜されているのも同時に確かである。ここに残された問いも

また「捕囚手帳」に照らして再考されるべきであろう。 

査読者：菅野賢治／藤岡俊博 

  



『京都ユダヤ思想』第五号 

62 

 

Range of the Notebooks in Captivity of Emmanuel Levinas 
About a Levinasian Project 

 

 

Yotetsu TONAKI 
 

Born in 1906 in Lithuania, Emmanuel Levinas became a naturalized 

citizen of France in 1930. Soon after the World War II started, the 

philosopher, who followed the French army as interpreter, was arrested 

by Nazi-Germans and detained in several prisoners' camps. The notebooks, 

which he wrote through this internment experience, have been published 

recently as part of the first volume of Works of Emmanuel Levinas. The 
present article seeks to clarify the potential of these notes, which 

enables to reexamine the project Levinas had deepened from the beginning 

of his career to, at least, his magnum opus of 1961, Totality and Infinity. 
It is discussed firstly that at that period Levinas tried to 

build his own philosophy of “Jewish being”, by appropriating (sometimes 

critically) Heidegger’s ontology and Rosenzweig’s Jewish thought, as 

well as by turning his attention to some “Hitlerian philosophies”. The 

influence of literature cannot be omitted for the development of his 

thought. 

Among these themes, this article focuses on the plan Levinas 

has showed in order to explain his own philosophical “system”. According 

to this plan, his philosophy should propose finally a new concept of 

“time”, which will appear through the “erotic relation” and the 

“dialectics of salvation” that consists in rendering “non-definitive” 

the “definitive” character of the existence of “ego”. From the analysis 

of the “Notebooks in captivity”, we show that these points of view prepare 

the very thought Levinas develops after the war and make more 

comprehensible some enigmatical conceptions treated especially in the 

final part of Totality and Infinity, such as ambiguity of eros, 
achievement of the desire, felix culpa, etc.   
 


