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─V・ペレーヴィンの創作におけるナショナリズムへの視線─
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序論

　ペレーヴィンがこの世界の本質を「空（空虚，無）」と見なしたときから，よ
り優れた答えに彼が到達する可能性はなくなった。歴史の発展，政治体制の移り
変わり，現世での栄達といったあらゆる変化は表層的な現象にすぎないという認
識それ自体が，彼にとっての最終解決だったからである。1996年の長編『チャ
パーエフと空虚』によってペレーヴィンが現代ロシアを代表する作家としての名
声を確立できたのは，作家のこうした世界観が停滞する時代の雰囲気に適合し，
多くの読者に受け入れられた結果といえる。ソ連崩壊という，西側との発展競争
における共産主義の敗北を眼前に突きつける事件がもたらした絶望的な虚無感
は，この作品によってみごと肯定的にとらえ返された。
　しかしもちろん現実には，このような思想をロシアのあらゆる人々が受け入れ
ることなどありえない。『チャパーエフと空虚』で明示的に「空」の肯定という
思想を打ち出し，ソ連という巨大なテーマを一旦総括して以後，ペレーヴィンの
創作は，社会に現れた（作家にとっての正確を期せば，ほかのすべてと同じく社
会もまたそれとイコールであるところの）「空虚」に耐え切れずに，それを埋め
塞ぐための確固たる存在を求めては得られず転落していく現代ロシア人の姿を，
消費社会やマスメディア，ナショナリズムへの懐疑を下地に戯画的に描くものへ
と変わっていく。
　本論の目的は，そうして「空虚」にあてがわれるイデオロギーのなかでも最も
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強力な「国家」，ナショナリズムへのペレーヴィンの態度を精査することにある。
ここでナショナリズムに的を絞るのは，つまるところ，デビューから現在に至る
までの彼の創作活動が，「国家」という人々を魅了する仮構といかに向き合うべ
きかの試行錯誤を軸に展開されてきたといっても過言ではないからである。
　第 1章ではまず，ソ連崩壊後，ロシアのアイデンティティをめぐる言説が地
理的「中心／周縁」の対立をめぐって構築されてきたという，米国のロシア文
学者 E・クロウズの議論を援用しつつ，ロシアの国家主義的風潮への批判として
『チャパーエフと空虚』を読みうるという主張を行う。続く第 2章では，ペレー
ヴィンと同様にソ連への疑念を有していた思想家たちが，ひるがえって新生ロシ
アのナショナリズムの興隆には一役買う皮肉な現状にあって，批判されるべきは
もはやソ連かロシアかの具体的な対象にとどまらず，「国家」という抽象的観念
それ自体であることを，2000年代のペレーヴィンがより直接的に発信するに至っ
たということが論じられる。
　そして今回は，ペレーヴィンの「国家」観をより立体的に浮かび上がらせる
ための重要な参照項として，思想家 A・ドゥーギンを取り上げる。ペレーヴィン
が「空」の思想に立脚し，「国家」の無根拠さを暴こうとした作家だとするなら，
ドゥーギンはまさにその正反対，「国家」の概念を領土と等号で結んで実体化し，
そこにロシア人のアイデンティティを係留する「ネオ・ユーラシア主義」の思想
を 1990年代に発表したことで，ナショナリストのイデオローグとして頭角を現
した人物である。2008年にペレーヴィンはドゥーギンをあけすけに揶揄する短
編を発表したが，クロウズは『チャパーエフと空虚』がすでに，ドゥーギンの国
家主義思想に対するパロディとして機能していたのではないかと指摘している。
これまでほとんど注目されてこなかった，同時代の政治思想へのペレーヴィンの
反応を探るという意味でも両者の対比は小さからぬ成果を生むだろう。

1. 『チャパーエフと空虚』とネオ・ユーラシア主義

　ソ連あるいはロシアという国がその根本において「空虚」であり，なんらポジ
ティブな要素を持たないという認識はなにもペレーヴィンの専売特許ではなく，
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1990年代にはすでに流行とすら呼べるものだった。エプシテイン，グロイス，
ゲニス，ワイリ，シニャフスキーなど，錚々たる批評家らがそれぞれの仕方で，
こぞってロシア・ソ連文化の本質的な虚無性，現実から切り離された「シミュ
レーション」的性格を言い立てた。
　こうした傾向について望月哲男は，ロシアのポストモダニズムが「単にひとつ
の時代の文化意識としてだけではなく，ロシアの独自性をめぐる自意識や自己意
識と密接に関連し」ているとしたうえで，『チャパーエフと空虚』を「ロシアの
自己意識とポストモダン的文芸手法がきわめてユニークな結合を見せた例」と評
する 1。この意見を全面的に容れるなら，ペレーヴィンもまた他の多くのロシア
流ポストモダニズムの論者と同じく，ロシアとは何か，ソ連とは何だったのかと
いう「自意識」の問いに突き動かされていたということになるし，ソ連のいわ
ば「ハリボテ」的性格を諧謔的筆致でとらえた『オモン・ラー』（1992）などを
見ても，それは妥当な見解であるように思われる。しかし本論は，すくなくとも
『チャパーエフと空虚』について，ペレーヴィンの「空虚」のテーマをロシアの
「自意識」をめぐる問題系に回収しきってしまう読解に異を唱える。
　上に列挙したロシア・ポストモダニズムの代表的批評家たちが自国文化にネガ
ティブな特徴を見て取るのは，それが基本的に，西欧文化が持つ充実した内容を
持たないと考えるからである。しかしたとえば B・グロイスが，精神分析の知見
をもとに西欧を「意識」に，ロシアを「下意識」になぞらえるというやり方で，
ロシア文化をあるポジティブな存在に対する「無」や「外部」と位置づけると
き 2，そうした議論は自国文化への痛烈な批判のようでありながら，西欧に対す
るある種の特権性をロシアに付与する役割も果たしている。
　『チャパーエフと空虚』における「空」の主題によって批判されているのはこ
のような「自意識」，換言すれば「空虚」さを自国固有の特徴とする裏返しのナ

  1   望月哲男「空虚とポストモダン文芸　ペレーヴィンの作品を中心に」，望月哲男・沼野充
義・亀山郁夫・井桁貞義ほか『現代ロシア文化』（国書刊行会，2000），306-307.

  2   ボリス・グロイス「西欧の下意識としてのロシア」楯岡求美訳，『現代思想』1997年 4月
号（青土社，1997），103-115.
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ルシシズムではないか。ペレーヴィンにとっては，ロシアやソ連こそが
0 0 0

西欧に比
して「空虚」なのではなく，「空」の思想はソ連やロシアにもまた

0 0 0 0

ひとしく適用
されるというだけに過ぎない。
　1990年代のロシア思想に見え隠れする「国家」への根強いこだわりが，『チャ
パーエフと空虚』ではどういった批判にさらされているか，ここでは東西冷戦の
構図とポストモダン的相対主義とをかけ合わせ，西側に対するロシアの独自性を
主張したドゥーギンの思想との関係から見ていこう。クロウズは『崖っぷちのロ
シア―空想の地理とポスト・ソヴィエト・アイデンティティ』と題した著書で，
『チャパーエフと空虚』をネオ・ユーラシア主義のパロディとして読むという試
みを提示する。その主張の出発点は，ロシアではソ連共産主義体制の凋落に合わ
せて，自国のアイデンティティをめぐる議論が「時間」の概念に基づくものから
「空間」を土台としたものへシフトしたという仮説にある 3。ソ連という国は，直
線的な「時間」の流れを想定した歴史理論であるマルクス・レーニン主義を存立
基盤として内蔵しており，その図式のなかで時代の先頭を行く強国を自負した。
しかしソ連が崩壊し時間的・直線的な発展競争においてアメリカを始めとする西
側諸国に対する敗北が決定的となると，ロシアのナショナリストは自国のアイデ
ンティティの拠って立つ基盤を「空間」，つまり自国の領土，地理的要素に求め
だす。クロウズによれば，そうした態度変更の最も顕著な例がドゥーギンである
ということになる。
　ドゥーギンはユーラシア大陸，そしてその文化的な「中心」としてのロシア
（さらにはモスクワ）の，時間の遷移によっては毀損されない本質的な聖性を主
張する。ここで「聖性」という言葉を持ち出すのには理由がある。一般に，ロ
シアの公的なレベルでのドゥーギンの影響が認識され始めたのは，軍の将校養
成機関である幕僚学校での講義をまとめた 1997年の『地政学の基礎』（ならびに
1999年の増補版）によってであると考えられる。ただ，「帝国主義的拡張を正当
化する学問としてソ連ではタブー視されてきた」4（黒岩幸子）とはいえ，一応

  3   Edith W. Clowes, Russia on the Edge: Imagined Geographies and Post-Soviet Identity (New York, 
Cornell University, 2011), xi.
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のところ社会科学としての体裁を取る地政学に立脚しているとされてきたドゥー
ギンの思想の狙いが，しかし果たしてロシアの地理的役割の科学的な裏付けに
あるかどうかは甚だ疑わしいのである。まずネオ・ユーラシア主義とは，ロシ
ア革命期の亡命知識人たちが創案し，ソ連期に N・グミリョフが継承した「ユー
ラシア主義」とは必ずしも深いつながりを持たず 5，むしろゲノン，エヴォラら
の「伝統主義」と呼ばれるオカルト・神秘主義的思想，ハウスホーファー，シュ
ミットの地政学，そしてハイデガーやマムレーエフの形而上学の雑多な混紡であ
る。そしてたとえば『地政学の基礎』以前にドゥーギンが著した『ユーラシアの
神秘』（1991）を見たとき我々が出会うのは，ユーラシアの大地を，アメリカに
よって体現される「西」の悪の文明に対する「東」の聖なる文明の中枢を担う土
地であると立証するために持ち出す，オカルト的色彩の濃い語源学・文化人類学
的知識の数々である。こうなるともはや地政学とは，彼の思想の胡乱な内実を糊
塗するうわべの装いに過ぎないのではないかとすら思われてくる。
　ドゥーギンはソ連崩壊によってロシアが歴史の「周縁」に追いやられてしま
う危機を，世界文明の「中心」地としてのユーラシア（これはとりもなおさず
ロシアのことである）の本質主義的な価値を創出することで克服しようとした。
ここでクロウズは『チャパーエフと空虚』について，「ソヴィエト以後の，空間
的・地理的隠喩に自国のアイデンティティを結合しようとする傾向が，ここでは
根本的な哲学的挑戦の対象となっている」6と評価する。作品の主人公プストタ
（пустота＝空虚）はソ連崩壊のショックから，現代ロシアの精神病棟に入院する

  4   黒岩幸子「【書評】アレクサンドル・ドゥーギン『地政学の基礎　ロシアの地政学的未来
空間をもって思考する』」，『総合政策』第 4巻第 1号（2002）：93.

  5   ドゥーギンはユーラシア主義者の著作物の編集出版にも携わってはいるが，ドゥーギン
とも親交を持つアメリカのジャーナリストで，現代ロシアのナショナリズムについての
浩瀚な書物を執筆した C・クローヴァーは「実際，クレムリンに浸透していくことになる
ドゥーギンのユーラシアニズム論は，ロシアの旧世代のユーラシアニストたちが書いた原
典よりも，他民族帝国，地政学，コミュニタリアニズムなどに関する新右翼の理論を借用
している部分が多かった」と述懐している。チャールズ・クローヴァー『ユーラシアニズ
ム　ロシア新ナショナリズムの台頭』越智道雄訳（NHK出版，2016），291. 

  6  Clowes, Russia on the Edge, 69.
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自己と，ロシア革命期の詩人でその後赤軍に入隊しチャパーエフのもとで活動す
る士官としての自己へと自我を分裂させている。小説はこれら 2つの自我がそれ
ぞれ住まう過去と現在のロシアを往還する形で進む。物語の始め，ロシア革命直
後のトヴェルスコイ並木道を歩くプストタは，青銅のプーシキン像とストラスノ
イ修道院を目にするが，物語の最後，人格の統一を果たし退院したプストタが今
度は現代（ソ連崩壊直後）の同じ通りを歩いていると，そこにあるはずの銅像と
修道院が見当たらないことに気づく。

　とはいえ，遊歩道の端まで歩くと，ちがいもあることに気づいた。青銅の

プーシキン像がどこかにいなくなっていた。だが，どういうわけか僕には，彼

がいた場所に現れた何もない空
プストタ

間こそ，ほかのどんな銅像よりもすばらしい装

飾に思えた。ストラスノイ修道院があった場所もいまや空
プストタ

地になり，しなびた

木々と風情に欠けた外灯がわずかに土地を覆っている。7

　史実としては，プーシキン像はゴーリキー通りに移転され，ストラスノイ修道
院はソ連期の宗教弾圧によって破壊されている。だが精神的にロシア革命期の青
年でありそうした事情を知らないプストタにとっては，プーシキンと正教の教会
というロシア文化のシンボルがモスクワの中心部から姿を消したことは，ロシア
がもはや文化的な「中心」としての地位を剝奪された「空虚」な土地でしかない
ことを強く印象づける出来事にほかならない 8。
　中央アジアの諸都市についても『チャパーエフと空虚』では実体のない空間
として描かれる。プストタはチャパーエフ率いる師団についてユーラシアの各
地を転戦するが，主人公たちが訪れる各都市は地理的な具体性を持たない異空
間として描写されている。それは地名のみが浮遊する思念上の産物でしかないの
である。『チャパーエフと空虚』ではもはや「中心」としてのモスクワも，モス

  7   Пелевин В. О. Чапаев и Пустота. М., 2008. С. 433. ヴィクトル・ペレーヴィン（三浦岳訳）
『チャパーエフと空虚』（群像社，2007），43. 引用は邦訳に拠った。以下ペレーヴィン作品
の引用は邦訳がある場合それを参照し，必要に応じ改訳した。

  8  Clowes, Russia on the Edge, 71-73.
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クワを中心たらしめるために従属させられるアジア地域も「空虚」でしかなく，
「ユーラシア」という統一体の理念はもろくも崩れ去る 9。かくしてドゥーギンが
主張するような，ロシアを他から画し聖性を保証する存在はもうない。
　続いてクロウズは，『チャパーエフと空虚』に描かれる，登場人物たちの意識
下の傷についての洞察に進む。クロウズがこの点に注目するのは，ペレーヴィン
とドゥーギンの著作双方で「下意識」が重要なモチーフとなっているからであ
る。ドゥーギンは『ユーラシアの神秘』で，ロシアが聖なる土地である記憶，す
なわち「内的大陸」が民族の意識の底に植えつけられているとし 10，議論に「下
意識（подсознание）」の語を持ち出す。ユーラシアに暮らす人々の下意識にその
根本構造がある限り，ロシアは「東」の盟主として「西」のアメリカと伍する存
在であり続けるのである。
　一方の『チャパーエフと空虚』だが，現代パートの舞台である精神病院では，
主人公のほか 3人が治療を受けている。そのなかでクロウズがとりわけ注目する
のがセルジュークという人物である。セルジュークは夢（＝下意識）のなかで，
ある日系企業の面接へ向かう途中偶然見かけたワインのラベルをきっかけに，友
人たちと大学構内の片隅でワインを回し飲みした青年期を想起する。

記憶につづいて，やりきれない思いが訪れた。世界そのものがあのころから変

わってしまったいうことはない。ただ，いまでは自分が，当時容易に持てたよ

うな見方で世界を見ることができなくなっている。いまや細い鉄柵を抜けるこ

とは絶対的に不可能だ。柵を抜けて到達できる場所自体がない。なぜなら，か

つては柵の向こう側にあった空間は，もうかなり以前から，人生経験が眠る無

数の棺桶で埋め尽くされてしまっているのだから。11

  9  Clowes, Russia on the Edge, 73-76.
10   Дугин А. Г. Мистерии Евразии // Абсолютная родина. Пути Абсолюта. Метафизика Благой 

Вести. Мистерии Евразии. 1999. М., С. 576.
11  Пелевин. Чапаев и Пустота. С. 206. ペレーヴィン『チャパーエフと空虚』，210.　
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　かつて若者の活気であふれた空間が今は「棺桶」で埋め尽くされているという
このイメージをクロウズは，アフガニスタン紛争によってこの世代に残された傷
の象徴と解釈する。セルジュークの夢における戦争の記憶として，ほかにもクロ
ウズは「鶴」のイメージに着目する 12。セルジュークは日本人の面接官から脇差
を受け取るが，その刀の束には鶴の意匠が施されており，これを目にしたセル
ジュークは 1969年のソ連の歌謡曲「鶴」を口ずさむ。R・ガムザトフの手にな
る「鶴」の歌詞は，空を舞う鶴とは，戦場から帰還できなかった兵士たちの死後
の姿ではないかと歌うものだ。この歌は精神病棟のラジオから偶然流れ，現実世
界のセルジュークの心をかき乱す。そして彼は病室で折り鶴を折り続けながら，
主人公が退院したのちも病院にとどまることになる。クロウズの指摘通りここで
「鶴」とは戦場で倒れた兵士のイメージであることは間違いない。またそこにつ
け加えれば，セルジュークの折る折り鶴に，日本文化における鎮魂の祈りという
含意が重ねあわされていると見ることも無理な解釈ではないだろう。民族の誇り
を疑似科学的「下意識」のうちに求めるドゥーギンの議論が，「国家」が自国民
の意識下に深々と残した傷を度外視したところで成り立っているとの指摘は，ク
ロウズの『チャパーエフと空虚』読解のなかでもひときわ精彩を放つ部分であ
る。
　上に紹介してきたクロウズの読解の弱みは，それが『チャパーエフと空虚』か
らネオ・ユーラシア主義への批判的言及と解釈しうる箇所をいくつか拾い出し，
いわば「状況証拠」として提出しているのみで，『チャパーエフと空虚』の執筆
時，作家がドゥーギンの著作を実際に参照していたかどうかについては証拠立て
られていないことにある。彼女はたとえば『チャパーエフと空虚』と『ユーラシ
アの神秘』のいずれにも登場するユンゲルン男爵の名前を，2冊をつなぐ符号の
1つに数えるなどしているが 13，このモチーフをペレーヴィンが，1991年執筆，
1996年出版（これは『チャパーエフと空虚』と同年である）の『ユーラシアの
神秘』から借りたという確証はなく，そもそもクロウズは両者の直接の影響関

12  Clowes, Russia on the Edge, 88-93.
13  Clowes, Russia on the Edge, 70.
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係を扱う意図を持っていないと考えられる。本論第 2章で見る，ドゥーギンへの
風刺を主題とした短編作品「ネクロマンサー」を見れば，ペレーヴィンがネオ・
ユーラシア主義に批判的に注目しているというクロウズの見立ては正しいといえ
るが 14，『チャパーエフと空虚』に関してのみいえばクロウズの論は，1990年代
ロシアの思想潮流のなかにペレーヴィンを置いた場合，どのような立ち位置が与
えられるかを考察したという程度にとどまる。
　1996年時点で 2人をつなぐ糸はあったのだろうか。1つ挙がるとすればそれ
は，「雪どけ」期のモスクワ・ユジンスキーのアパートで，神秘主義や東洋思想
などの非公式文化を学ぶ地下サークルを主導していた Yu・マムレーエフの影響
を，程度の差こそあれ両者とも受けていたという事実だろう。『ユーラシアの神
秘』でドゥーギンは，自身の思想がロシアにとっての「我（я）」をめぐるもので
あると述べる 15。これは明らかに，マムレーエフの哲学的著作『存在の神秘』の
影響下にある記述と考えるべきである。1997年，「ユジンスキー・サークル」メ
ンバーの小説・詩・評論が集められたアンソロジー『ユニオ・ミスチカ』には，
ドゥーギンによる『存在の運命』の書評が収められている 16。1960年代にその
原型が生まれ 1993年『哲学の諸問題』誌に掲載された『存在の運命』は，イン
ド哲学におけるヴェーダーンタの思想をマムレーエフが自己流に再解釈した「我
教」«Религия Я»なる思想を解説したもので，最終的にブラフマン（宇宙の根本
原理）とアートマン（自我）が合一を果たし悟りを得る際，「中心」的概念であ
るブラフマンに，アートマンたる自己が「周縁」として飲み込まれることをよし
とせず，むしろ「周縁」としての自己，ブラフマンとの合一によって救済され

14   2008年発表の短編集『ピンドスタンの政治的ピグミーによる別れの歌（«П5: Прощальные 
песни политических пигмеев пиндостана»）』所収のこの作品について，2011年出版の『崖っ
ぷちのロシア』には言及がない。ちなみに原題の «Некромент»は，「死霊を操る魔術師」
を意味する «некромант»と，「警官」を意味する俗語 «мент»を掛けた言葉遊びになってい
るが，本論の論旨には直接関係がないため，文中の訳語は前者の意のみを取って「ネクロ
マンサー」とした。

15  Дугин. Мистерии Евразии. С. 597.
16   Дугин А. Г. Пристрастный свидетель кошмара реальности // UNIO MISTICA. Московский 

эзотерический сборник. М., 1997. C. 314-320.
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るその瞬間に消失してしまうかに見える主体を頑なに保持することを目指す 17。
ドゥーギンのメガロマニアックな文明論における，一旦は「周縁」においやられ
た「東」のロシアが「西」のアメリカを打ち倒し，ふたたび「中心」に返り咲
くという構図は，『存在の運命』で展開された自我の問題を，ロシアのアイデン
ティティの問題にそのまま横滑りさせたものと考えられる。マムレーエフが初
期の形而上学的な思索から後年ナショナリズムへと近づいていったことについ
てはすでに指摘があるが 18，1991年時点ですでに彼の弟子筋にあたるドゥーギ
ン（もっともマムレーエフは 1974年から 1994年までの期間亡命していたため，
1962年生まれのドゥーギンと直接の交流があったのはサークルのもう 1人の有
力人物である詩人ゴロヴィンであった）が，マムレーエフの哲学の社会思想への
転用を試みていたことになる。
　一方のペレーヴィンも，1990年代にマムレーエフの著作を愛読していたこと
をインターネット上でファンと交流した際に明かしており 19，1993年の中編「黄
色い矢」には「ウートリズム」という『存在の運命』中のマムレーエフの造語，
そして「インド鉄道旅行案内」というパンフレットの一節として，マムレーエフ
の思想の影響を受けたとみられる次のような記述が見つかる。

［…］実際にはいかなる幸福もなく，幸福の意識だけが存在する。あるいは別

の言葉で言うならば，意識だけが存在するのだ。いかなるインドも，いかなる

列車も，いかなる窓もない。存在するのは意識だけであり，ほかのすべては私

たち自身も含め，意識の空間に現れる限りにおいて，存在しているにすぎな

い。それではなぜ─私はこの問いをくり返し考えるのだが─，なぜ私たち

17  Мамлеев Ю. В. Судьба бытия. М., 2006. С. 71.
18   マムレーエフがたどった，初期の形而上学的思想からナショナリズム思想への変遷につい
ては以下の論文を参照のこと。松下隆志「身体なき魂の帝国 : マムレーエフの創作におけ
る「我」の変容」『スラブ研究』第 62号（2015）：173-196.

19   Виртуальная конференция с Виктором Пелевиным,
     http://pelevin.nov.ru/interview/o-peirc/1.html［以下，注に記載の URLは 2017年 1月 31日に
最終確認］
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はほかのすべてのものを捨て，言葉にできぬ永遠の幸福を，直接，目指しては

ならないのか ?確かに，自分自身も捨てることになる。しかし，だれが捨てる

のか ?そのとき，だれが幸せになるのか ?そして今，だれが不幸なのか ? 20

　しかしペレーヴィンはその後マムレーエフの独我論的思想からは離れ，インド
哲学や仏教の原義により近い「空」，無我の思想に踏みとどまる。ソ連の地下文
化との距離の差が，「空」を取るか「我」を取るかの違いとなってペレーヴィン
とドゥーギンの間に現れたことをここでは指摘すべきだろう。
　西欧に対する「周縁」性をロシアの独自性と置き換え，「我＝国家」に固執す
るドゥーギンは，冒頭に紹介した，ロシアの「自意識」語りとして「空虚」の
テーマを見出した思想家らの列に連なっている。一方，ペレーヴィンがいう
「空」とは，ロシアないしソ連の文化に固有の特徴ではなくこの世界の根本原理
であり，なんらかの「空虚」でない事物を充填することで克服されるようなも
のではない。『チャパーエフと空虚』のラスト，プストタは「作り物の世界の鏡
の玉」21であるシャンデリア（精神面のみはいまだ革命期にあるプストタはミ
ラーボールを認知できない）を銃で破壊し，「どこにも存在しない玉座にたどり
ついた者が行きつく場所」22である「内モンゴル」へと脱出する。これは短編
「ヴェーラ・パーヴロヴナの 9番目の夢」（1992）で，チェルヌィシェフスキー
『何をなすべきか』（この作品においてガラスとアルミで輝く水晶宮が西欧的理性
の象徴であったことを思い起こそう）のヒロインと同名の主人公が最後，汚水に
押し流されたモスクワでチベットの仏者と出会う場面の変奏とも考えられるが，
西欧的充溢をではなく，アジア的「無」との個人的な合一を選択するペレーヴィ
ンの思想を，「空虚」のテーマを発見しながら結局は，西欧との比較におけるロ
シアの「自意識」の問題に収斂していくロシアのポストモダニズムが持つ，ナ

20   Пелевин. В. О. Желтая стрела. // Все повести и эссе. М., 2010. С.288-289. ヴィクトル・ペレー
ヴィン（中村唯史，岩本和久訳），『寝台特急黄色い矢』（群像社，2010），258-259.

21  Пелевин. Чапаев и Пустота. С. 445. ペレーヴィン『チャパーエフと空虚』，444.
22  Пелевин. Чапаев и Пустота. С. 316. ペレーヴィン『チャパーエフと空虚』，311.
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ショナリズムとの近親性に対する批判と解釈することには，一定の合理性が認め
られるはずである。

2. 「国家」転覆の戦略

　2008年，ペレーヴィンはドゥーギンを風刺する短編「ネクロマンサー」を発
表する。それまでもペレーヴィンが同時代の批評家や政治家などを作中で風刺す
ることはあったが，「ネクロマンサー」はこの短編そのものがドゥーギン批判の
みを目的に書かれたという印象を残す。仮に1990年代からペレーヴィンがネオ・
ユーラシア主義の動向を追ってきたのだとして，発表の時期はいささか唐突の感
を与えるが，なぜこのタイミングでドゥーギンをほぼ名指しで批判したのかに
ついては，「ネクロマンサー」に前後してペレーヴィンが「帝国」や「国家」を
テーマとした長編を立て続けに発表していることと関連づけるのが理にかなって
いるだろう。
　「ネクロマンサー」は，モスクワで交通警察の長官を務め，極右の論客として
メディアでも活躍したクルーシンという人物が起こした，同性愛者の警官を大量
に殺害したのち自らも拳銃自殺を遂げるという一連の事件について，彼が残した
謎めいた手記や同僚へのインタビューなどから考察していくドキュメンタリーを
模した作品である。手記からはクルーシンが，被害者の遺灰を町中に配置する儀
式によってロシアの民衆の死後の生を獲得するという計画に入れ込んでいたこと
が明らかになるが，ではなぜクルーシンがこうした狂気に走ったのか，彼が政治
的な発言をする際の助言者として契約を結んでいた「政治技術者」たち，とりわ
けドゥーピンなる人物に多大な影響を受けていた可能性が示唆される。
　ドゥーピンのモデルがドゥーギンであることは，「地政学」「ハイデガー」
「ユーラシア」「ハウスホーファー」等，ドゥーギンの思想に関連する用語が作中
に次々登場することから自明といってよい。この作品でペレーヴィンは，ドゥー
ギンら極右の思想家が推し進める国家の上層部への政治的介入が，オカルト的思
想をバックボーンにした得体のしれない企みであることを辛辣に描き出す。
　こうした手がかりを得てみると，「ネクロマンサー」に前後して書かれた『エ
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ンパイア V』（2006）やその続編『バットマン・アポロ』（2013），あるいは
『S.N.U.F.F.』（2012）といった長編を，現代ロシアのナショナリズムの陰謀的・
誇大妄想的内幕を暗に批判した作品群と解釈できるようになる。これらの作品で
は SF・ファンタジー的な物語世界を舞台にした寓意的な表現が採用され，陰謀
を主導し世界を陰から操作しているつもりであった人物たちが，実はさらに上位
の存在に支配されていたり，あるいは支配していたはずの下位の存在に裏切られ
たりという，上下関係の反転・瓦解の描写が批判の戦略として用いられている。
それはつまり，「帝国／植民地」「男／女」「神／人間」等，ある特定の価値観の
もとでは一方が上ないし中心，他方が下ないし周縁的な存在としてヒエラルキー
を形成していた二項の関係が，いとも簡単に無に帰す様を描いてみせるというも
ので，劣位に追いやられていた存在が優位を奪取するということではなく，そも
そもそうした対立自体が無効であり，したがって「中心」への欲望はどこへもた
どり着かないことを示すものである。
　こうしてある種正統なポストモダニズム的戦略をペレーヴィンが採用するに
至った背景には，第 1章である程度まで説明した，ロシアにおいて根強い思想的
風潮があると考えるべきである。それは，一般的なポストモダン思想の文脈に
あっては目の敵ともいうべき「二項対立」の図式をむしろ積極的に維持しようと
する癖のようなものであった。乗松亨平は『ロシアあるいは対立の亡霊―第 2世
界のポストモダン』において，1960年代以降のロシアのポストモダン思想を渉
猟した結論として，それらが「脱構築というより二項対立の再導入へとしばしば
向かう」23傾向を持つと指摘している。そして，本来はある普遍的体系の脱構築
を促すための操作子にすぎない「他者」性の概念を「ロシア」という具体的な対
象にいわば受肉させ，欧米が発信する諸々の普遍的理念がふるう暴力に対抗する
ローカル性を体現する理念として称揚するに至った，Yu・ロトマンやM・エプ
シテインといった思想家らの様子を報告する。
　ドゥーギンやマムレーエフらの思想は，ロシア思想に顕著なこうした傾向が極
端な形で発露した例であるといえよう。とりわけドゥーギンは 2004年のインタ

23  乗松亨平『ロシアあるいは対立の亡霊　第 2世界のポストモダン』（講談社，2015），37. 
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ビューでポストモダニズムを，西欧型のリベラリズム，すなわち個人主義と資
本主義の理念を極限まで押し詰めた結果ニヒリズムに陥り歴史が停止した状態
である「ハイパーモダン」ないし「ウルトラモダン」と，そこからさらに進み，
西欧の普遍主義によって圧殺された，個々の国々が持つローカルな伝統に根差
した世界を再現する「プレモダン」の 2種類に分け，後者を自身の思想的支柱
として採用すると述べており 24，ロシアのポストモダニズムが知らず知らずはま
りこんできた陥穽をむしろ，西欧的近代への逆襲の理念として自覚的に使用し
ている。
　ロシアのポストモダニズムの論者たちは，西欧に対する否定性（「空虚」「周
縁」「他者」性）をロシア固有の特徴として逆用してきたのだが，結局こうした
理論は，ロシアが実体なきからっぽ

0 0 0 0

の存在であることそれ自体を肯定することに
はつながらず，なんらかの精神的・物質的充足を求める方向へ向かう。である
からして，ネオ・ユーラシア主義のような思想の誕生を，ロシアのポストモダニ
ズムは最初から予告していたのだともいえる。こうしたロシア的「空虚」の理論
が，ペレーヴィンが仏教を素地に描く肯定的「空」とはまったく異なることは繰
り返し指摘せねばならない。「空虚」の主題をロシアやソ連という「国家」を培
地として用いずには語りえなかったロシアのポストモダニズムに，ペレーヴィン
は懐疑的な眼差しを注ぐ。
　2000年代の作品で「国家」はどのように「空」へと解消されていくのだろう。
まずは「帝国」の一語を冠した長編『エンパイア V』とその続編『バットマン・
アポロ』である。これら 2作は，古来より人間の歴史を陰から支配してきた吸血
鬼の物語であり，主人公の青年ロマンはある日先代の吸血鬼から「舌」を受け継
ぐことで吸血鬼ラマ 2世としての生を送ることになる。吸血鬼たちは「カルデア
人」と呼ばれる上流階級人たちを従えることでロシアの政治経済を操り，マスメ
ディアを通じて吸い上げた人間たちの欲望を「舌」の糧にして吸血鬼としての生
を持続させる。またその際精製される「バブロス」という麻薬によって，言語に

24   Дугин А. Г. Александр Дугин: заколдованная среда «новых империй» (интервью) // 
Художественный журнал. 2004. №54, http://xz.gif.ru/numbers/54/dugin/
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は尽くしがたい超越者との合一の感覚を得ることができ，吸血鬼たちの多くはそ
の虜となっている。
　ロマン＝ラマ 2世はあるとき，そうした麻薬に依存してのみ究極的な感覚が得
られるのなら，果たして吸血鬼である自身は本当に超越的な存在たりえているの
かという疑念に襲われる。

ここでひとつ，もっともな疑問が浮かんだ。仮にぼくたちの感覚，体験が，ぼ

くの外にある原因に依存しているのだとして，ぼくはほんとに神になったのだ

ろうか ?どんな神学者でも，違うというに決まっている。25

　人間の欲望を駆り立てることでバブロスを手に入れる吸血鬼が，その麻薬への
欲望に駆り立てられているというこの構図が主人公に，吸血鬼が人間より優れた
「神」に近い存在であることを疑わせる。
　『バットマン・アポロ』では，主人公のこうした疑念が物語全体を駆動する主
題へと引き上げられる。ここでは，吸血鬼が支配者として君臨することに欺瞞を
覚え人間たちの解放を主張する一派が登場し，その中の幾人かが特殊な技術を用
いて涅槃のような空間に逃げ込むという設定がなされている。そしてその派閥の
伝説的存在であるドラキュラは，主人公に対し「吸血鬼がこの惑星の隠れた支配
者，現行の食物連鎖の受益者であるなどということはまったくない。吸血鬼，こ
れは苦しみにどっぷりとはまりこんだ，ただのみじめな生き物だ」26と語り，人
間の欲望，そしてそれが満たされない苦しみから生まれた物質を糧に生きる吸血
鬼は，人間の支配者などではなくむしろ同じ苦しみを味わうのだということ，そ
してさらに，世界には「私」しかなくその「私」は「無」であるという，彼に
とっての救済となる（ペレーヴィンの読者にはすでに馴染み深い）思想を開陳す
るのである。こうして，支配者としての吸血鬼の地位，人間を家畜化することで
成り立つ「帝国」の構造はその内側から揺るがされる。

25  Пелевин В. О. Ампир V. М., 2010. С.358.
26  Пелевин В. О. Бэтман Аполло. М., 2013. С. 271.
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　テレビなどのメディアによる支配と支配者層の堕落というテーマは 1999年の
長編『ジェネレーション P』から受け継がれたものだが，加えて「国家」のテー
マが前景化しているのが 2000年代的特徴である。クロウズは『エンパイア V』
をやはりネオ・ユーラシア主義のパロディととらえ，吸血鬼の地下の居城（人間
の上位存在であるはずの吸血鬼たちが地下に隠れ住まうという設定もまた象徴的
である）が「ハートランド」と名付けられていることを根拠の 1つに数えてい
る 27。「ハートランド」とはドゥーギンの地政学思想における鍵概念で，陸の勢
力を統合した「ハートランド」と海洋の勢力「リムランド」の対立が世界情勢を
規定するとされる。ドゥーギンは上に言及したインタビューで，ネグリの「マル
チチュード」やドゥルーズの「リゾーム」のような概念は，多様性を称揚するよ
うでいながら，西欧の価値観に基づく新たな階層差を再度作り出す結果に終わる
と批判し，ネグリの「帝国」概念をネオリベラリズムによる世界の均質化の理論
であるとして棄却したうえで，ロシアや日本，アラブ諸国など，伝統的社会に有
機的に結合する国々によるプレモダン的「諸帝国」の再興を提唱しており 28，こ
うした状況に照らし合わせるなら，文字通りの帝国主義再燃に冷や水を浴びせる
役割を『エンパイア V』と『バットマン・アポロ』が果たしていると見ることは
可能である。
　ペレーヴィンの「国家」観を探るため最後に参照する『S.N.U.F.F.』では，と
ある 2国間の戦争を題材に，両国のナショナリズムがメディアによって煽られ，
経済的利益を生む様子が描かれる。『S.N.U.F.F.』の舞台は遠い未来，上空に打ち
上げられた巨大な球状の施設内部に作られた「ビザンティウム」または「ビッ
グ・ビズ」と呼ばれる国と，技術的に遅れた地上の国「ウルカイナ」とに分断さ
れた世界である。物語はこの 2国が定期的に行う戦争を軸に進むが，実はこれは
ビッグ・ビズのマスメディアが仕掛ける TVショーであり，ウルカイナ側の高官
もその企みに協力し利益を得ている。主人公ダミロラは，カメラと銃火器が搭載
されたドローンをビッグ・ビズの自室から操作することで地上の戦争に参加し番

27  Clowes, Russia on the Edge, 167.
28  Дугин. Александр Дугин: заколдованная среда «новых империй».
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組を撮影して回る，パイロット兼テレビマンである。彼はあるとき地上で発見し
たウルカイナ人カップルをショーに利用することを思いつき，結果 2人を自宅に
住まわせることになるが，メイド兼ダッチワイフとして使用する女性型アンドロ
イド・カヤがウルカイナ人の青年とともに地上に逃走してしまう。彼らをドロー
ンで追うが出し抜かれて捕獲叶わず，また自らの操作ミスでそのドローンまでも
失った主人公は絶望し，ビッグ・ビズがウルカイナの協定違反の攻撃によって墜
落していくなか，脱出を試みることなく死を選ぶ。
　文明の遅れを蔑み，高度な技術によって支配していたウルカイナに滅ぼされる
ビッグ・ビズと，心を持たないアンドロイドとして意のままに従えていたつも
りのカヤに裏切られるダミロラ，このパラレルな構図によって，本作でも上下
関係の瓦解がはっきりと描かれる。もっとも，ウルカイナ側も一方的に搾取され
ているわけではなく，ビッグ・ビズへの協力者が存在していることはすでに述
べたとおりで，『S.N.U.F.F.』の主題はビッグ・ビズ（中心）へのウルカイナ（周
縁）の反抗の単純な図画というよりは，両国家間のなし崩しの利益関係であると
いえる。「ネクロマンサー」には，クルーシンが右派の有力人物として地歩を固
めていった背景として，2004年ウクライナのオレンジ革命の存在を匂わせる記
述があったが 29，ロシア‐ウクライナ間の競り合いを見つめる作家の視線の先に
『S.N.U.F.F.』を置いたとき，「ビッグ・ビズ」がロシア（ドゥーギンが「東」側
の文明のかつての中心地としてビザンティウムをとらえていたことも想起しよ
う）に，「ウルカイナ」がウクライナに読み換えられるのは自然なことのようだ。
しかし本作では，現実政治における特定の陣営への賛否というよりは，互いに反
目しているようでもどこかで根を通じ共犯関係を結んでいる，ショーの主役とし
ての「国家」が崩壊していく様を寓意的に描くことに力点が置かれていると考え
るべきである。

29   Пелевин В. О. Некромент // П5: Прощальные песни политических пигмеев пиндостана. М., 
2008. С. 155-156. 
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結論

　ペレーヴィン作品における「空（空虚，無）」の思想は，実存的な憂愁の比喩
としてであったり，エキゾチックな雰囲気を醸し出す商業用ツールとしてであっ
たりと様々に受け止められてきたが，本論ではそれが，自国の「空虚」さをめ
ぐって展開されるロシアの思想が，ポストモダニズムを通過してなお単純な二
項対立の図式に絡めとられ，「自意識」の依り代としての「国家」を再び求め始
めるという事態に作家が直面したとき，そうした欲望をかわすために見出したも
のという読解を提示しようとした。そのため今回は新しい試みとして，ペレー
ヴィンの思想にドゥーギンの思想をぶつけるという方法を採用し，奇しくも同じ
1962年生まれの 2人が，ソ連崩壊という 20世紀最大の政治的事件をロシア人が
当事者として乗り越えるうえで果たしてきた，両極ともいえる役割を浮かび上が
らせた。両者の思想はある意味でコインの裏表であって，ソ連崩壊後のロシアが
まったき「空虚」であるという点までは認識を同じくしている。ではそこから先
の歩みがなぜこれほどまでに鋭く対立していくことになったのかという問いに対
し本論は，ソ連の地下文化における独我論的な思想の受容のありかたが両者にお
いて根本的に異なったという解答を提出した。
　ロシアのナショナリズムとポストモダニズムの複雑な関係を問うことは，ペ
レーヴィンの読解に新たな角度からの光源を提供するとともに，西欧の哲学の輸
入という営為が単に客観的な翻訳紹介ではありえなかったロシアの思想・文学
のダイナミズムを概観するうえでも有益なはずであり，今後そうした方面への研
究の発展も見込めるだろう。本稿でのテーマ論的読解から一歩踏み込んだペレー
ヴィンの個々の作品のさらなる精読については，別稿を期すこととしたい。

（ささやま　ひろし，東京外国語大学大学院）
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Пустота и государство: взгляд на национализм в произведениях В. 
Пелевина

Хироси Сасаяма
Токийский университет иностранных языков

Цель этой статьи – анализ критического взгляда В. Пелевина на русский национализм. 
Его рассказ «Некромент», опубликованный в 2008 году, был прямой сатирой на А. Дугина. 
Дугин – мыслитель, создавший «неоевразийство» под влиянием Ю. Мамлеева, советского 
неофициального философа, или «традиционализма» Р. Генона и Ю. Эволы и вышедший на 
первый план как ментор националистов в России после распада СССР. 

Постмодернизм в России часто упрощённо связывается с национализмом, и 
неоевразийство Дугина является экстремальным примером такой особенности русского 
постмодернизма. С помощью идеи «пустоты» Пелевин критикует такую связь между русским 
постмодернизмом и национализмом. Американский литературовед Э. Клоуз замечает, что 
один из самых известных романов Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996) можно толковать 
как пародию на неоевразийство. По ее мнению, русский национализм после распада СССР 
начал основываться на государственной материальной субстанции, то есть на территории 
России. С другой стороны, Пелевин считает сущностью этого мира «пустоту» и «ничто». 
Его идея «пустоты» играет роль отрицания националистической идентификации России 
как страны, которая имеет самую большую территорию в мире. Прежде идея «пустота» или 
«ничто» в произведениях Пелевина считалась экзистенциональным мотивом, выражающим 
меланхолию русских людей после распада СССР, но Клоуз нашла в нем политическую 
мысль.

В 2000-е годы в романах «ампир V» (2006), «S.N.U.F.F.» (2012) и «Бэтман Аполло» (2013) 
явно появляется сомнение писателя в концепции «государство». В них государство выражено 
как система угнетения человечества и в конце романов его основа оказывается чем-то 
неустойчивым и пустым.


