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インドネシア映画に見る父子関係の乗り越え方

『再会の時』
『珈琲哲学』
『三人姉妹
（2016年版）
』より
西 芳実
的な復活を告げる作品となった3）。

はじめに

『ビューティフル・デイズ』の14年後を描いた『再会

1998年のインドネシア政変とは、スハルト大統領が

『再会の時』
の時～ビューティフル・デイズ２』
（以下、
）
も、

唯一の「父」として子である国民を守る体制が、その国

観客動員数366万人となって興行的に大成功を収めた

民（子）によって否定されたできごとだった。スハルト

が 4）、
高校生の純愛物語が鮮烈な印象を残した『ビュー

体制によって体現されてきた強く正しい父とそれに

ティフル・デイズ』と比べて、30代の男女が織りなす

よって導かれる子という理想の家族像が見失われ、こ

『再会の時』の物語は平板でドラマに欠けたとの評も

のことはインドネシア映画に父の不在や父抜きの家

ある。
これは、以下に見るように、
『ビューティフル・デ

族づくりという形であらわされてきた 。

イズ』が残した２つの「別れ」があっさりと克服され、

1）

政変から十数年が経った今日、映画で描かれる父を
めぐる物語に変化の兆しが見える。本稿では、リリ・リ

さしたる困難もなく再会に至ったように見えるため
だろう。

ザ（1970年生まれ）
とミラ・レスマナのコンビ、そしてニ
ア・ディナタ
（1970年生まれ）といった1990年代末から

1.1.『ビューティフル・デイズ』における2つの別れ

2000年代前半のインドネシア映画界を牽引した制作

『ビューティフル・デイズ』はランガの決意の詩で終

者たちと、アンガ・ドゥウィマス・サソンコ（1985年生ま

わる。チンタとランガは互いを慕う自分の気持ちを認

れ）ら2000年代後半から映画制作を始めた新世代の制

め、心を通じ合わせるが、それはランガが父とともに

作者たちの作品を取り上げ、それぞれの作品における

ニューヨークに旅立つ日のことだった。
「行かないで」

父の描かれ方に目を向けて、父を否定することで改革

とすがるチンタにランガはノートを託し、
ジャカルタを

を進めたインドネシア社会で、父子関係をめぐる課題

発つ飛行機へと姿を消す。帰りの車中でチンタはノート

がどのように克服されつつあるかをたどってみたい。

に記されたランガの詩を読む。少し長いが引用する。

１．父がもたらした亀裂を父の死後に修復する
──『再会の時～ビューティフル・デイズ2』
2002年にインドネシアで公開された『ビューティ
フル・デイズ』は、ジャカルタを舞台にした高校生の純
愛物語として若い観客から圧倒的な支持を受け、観客
動員数270万人というインドネシア映画史上最大の
ヒット作（当時）
となる2）とともに、1998年インドネシ
ア政変後に停滞していたインドネシア映画界の本格

１）詳しくは［西 2013］参照。スハルト体制崩壊後のインドネシア
映画における男性性の描かれ方に着目した［Clark 2010］第四
章も参考になる。
２）マレーシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピンでも公開さ
れた。日本では2004年東京国際映画祭アジアの風部門で公式
上映されたほか、2005年に劇場公開された。日本での劇場公
開時のキャッチコピーは「がんばれ、愛」
。

チンタ（愛）
という名で現われた彼女
愛に苦しみ遠く去った母

あまりにつらい思い出／その顔は胸に宿る月
暗い壁の奥で凍えている

何も感じない5）／心を捨て去った者には
けれど天使が僕に奇跡を運んできた
再び愛を信じよう

だから月が満ちる時 僕は帰ろう

そして彼女の前に立とう／何よりも僕自身のために
３）インドネシアの映画制作本数は1997年に年間 31本だったの
が1998年には４本となり、2001年には３本にまで落ち込んで
いたが 2002 年に 18 本となり、以後急速に製作本数が増え、
2008年には119本に達した。
４）1998年から2016年９月初めまでのインドネシア国産映画の
観客動員数歴代３位。マレーシア、ブルネイでも公開された。
５）原文はAda apa dengannya。原題のAda Apa dengan Cintaの
Cintaの部分が代名詞の「それ」になっている。
「それがなんだ
というのか」という意味。
「それ」は愛ともチンタとも母とも
とれる。
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なぜなら君を求めているから／すべてを賭けて6）

タにとって独身最後の記念旅行でもある。
ニューヨークではランガがカフェを経営しながら

チンタは「僕は帰ろう」のくだりを読むや顔をほこ

文筆活動を続けている。詩集9）の制作にとりかかって

ろばせる。チンタ
（愛）
という名前を持つ彼女にとって、

いるが、調子が出ない。忘れられない女性が心にある

この詩はランガが自分のもとに帰る決意を伝える詩で

せいだろうと友人に指摘される。そこに異父妹が現わ

ある。こうしてチンタとランガの再会の予感が示され

れ、ジョグジャカルタにいる母に会ってほしいと頼ま

たことで『ビューティフル・デイズ』はハッピーエンド

れ、
ランガはインドネシアに向かう。

となっている。しかし、
「チンタ」を愛と読むならば、最

物語が進むにつれ、チンタとランガの14年の様子

初の３行に示されているように、ランガにとって愛に

が明らかにされる。ランガがニューヨークに去った後

ついて語ることは母を語ることだった。ランガの母は

も、チンタとランガは電話やメールのやりとりを続

チンタがランガに出会う前にランガと父のもとを去っ

けており、チンタは家族旅行でニューヨークを訪問

ていた。ランガの父はスハルト体制期に政府を批判し

して10）ランガと楽しいひと時を過ごしていた。しかし

て職を失い、共産主義者と目されていわれのない差別

ニューヨークから戻るとランガからの連絡は間遠に

を受けており、ランガによれば、母はそんな父と暮ら

なり、ついに理由もなく別れを告げる手紙が届いて音

7）

すことに耐えかねて姉と兄を連れて家を出ていた 。

信不通となった。チンタは突然の別れを受け止めきれ

この詩は、母の出奔に苦しみ、そのために愛を信じら

ず、高校時代の友人たちの励ましで何とか立ち直った

れなくなったランガがチンタとの出会いによって再

ものの、ランガからの手紙を収めた箱を捨てられない

び愛を信ずるようになった道のりを示す詩でもある。

まま９年を過ごした。

ランガにとってインドネシアを離れることは、チンタ

ジョグジャカルタでカルメンたちが偶然ランガを

との距離が離れることだけでなく、父と自分のもとを

見つけてランガとチンタを引き合わせると、そこから

去った母との距離が離れることも意味していた。

はチンタの９年越しの恨みをランガがどのようにと

『ビューティフル・デイズ』
はこの詩をもって終わり、

きほぐすかが焦点となる。なぜランガは突然別れを告

ランガのアメリカ行きはチンタと母という２人の女

げたのか。そして２人の仲はどうなるのか。２人がな

性との別れであったことが示されていた。14年を経て

お互いに惹かれあっていることは明白であり、２人を

この２つの別れがどのように解消されるのか。観客の

隔てる最大の障害は９年の歳月とそれによってもた

『ビューティフル・デイズ』の「その後」への期待に『再

らされた心のしこりだけのようだ。ジョグジャカルタ
をともに旅することで２人の間に再び時間が流れ始

会の時』
はどう応えたのか。

め、観客の予想と期待の通り、２人は心を通わせ合い、
２人がともにある人生が始まる予感で物語は終わる。

1. 2. 予定調和に見えた再会
『再会の時』はチンタのいるジャカルタとランガの

かくしてランガのチンタとの再会は、 ランガが

いるニューヨークという２つの場所から始まる。チン

ニューヨークからジョグジャカルタに来ることであっ

タはアートギャラリーを経営し、順風満帆の人生を

さりと達成される。チンタとの出会いが偶然によるも

送っている。高校時代の仲間たちとのつきあいは今も

のであることもあいまって、
『ビューティフル・デイ

続いており、豊かな暮らしぶりも当時とかわらない。

ズ』以来の課題だった再会と和解は予定調和的に達成

カルメンが薬物依存者更生施設での保護期間を終え

され、その道筋は平板に見える。なぜそうなったのか。

たことをきっかけに、チンタ、カルメン、出産間近のミ
リ、３児の母になっていたマウラの４人が顔を揃え、

1. 3. 14年の経過と父親世代の後退

ジョグジャカルタへの小旅行に向かう 。直前にチン

ここで思い起こしたいのは、ランガの別れの理由がチ

タは恋人のトリアンと婚約しており、この旅行はチン

ンタの父の一言だったことだ。親としてチンタの幸せを

8）

６）劇場公開版（日本国内販売DVD版）の日本語字幕（松浦美奈）
より。
７）母はランガの兄と姉を連れて行ったがランガのことは連れて
行かなかった。
８）
『ビューティフル・デイズ』でチンタの最良の理解者であり、父
の家庭内暴力に苦しみ自殺をはかったアリヤは『再会の時』で
は事故で亡くなっている。
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願うチンタの父の一言が、結果としてランガにチンタと
９）映画関連書籍として、ランガがつくるはずだった詩集『今日
ニューヨークはなかった』
（Tidak Ada New York Hari Ini）が
刊行されている。詩は詩人アアン・マンスル（M. Aan Mansyur）
、写真はモ・リザ（Mo Riza）が担当している。
10）ランガのパソコンにはニューヨークで撮られたと思われるチ
ンタとの写真ファイル2006年の日付で保存されている。
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の関係の継続をあきらめさせた。
『ビューティフル・デ

ランガと母、ランガとチンタを隔てる最大の障壁で

イズ』でランガがニューヨークに去らねばならなかっ

ある父たちがいない14年後の世界で、２つの再会はク

た理由がランガの父にあった ことと併せて考えれば、

ライマックスを経ないまま果たされる。

11）

２人の仲は２人の父によって引き裂かれたといえる。
『再会の時』でランガの父は亡くなっている。チンタ

1. 4. インドネシアの「いま」と地続きの物語

の父については何も言及がないが 、これはチンタの

『ビューティフル・デイズ』
と同じ役者・配役で制作さ

父を気にする必要がなくなったということであり、ラ

れ、劇中の時間も現実世界と同じ14年を経て公開され

ンガはチンタに９年前の別れの理由を話すことがで

た『再会の時』は、登場人物とともに観客も同じだけの

きる。もはや２人を離れ離れにした障壁はない。亀裂

時間を過ごして劇場でチンタとランガに再会したと

の修復に必要なのは、失われた９年の歳月が隔てた距

いうつくりになっている。インドネシアやマレーシア

離をどう取り戻すかである。そのため後半の見どころ

の劇場ではマウラたちのような子連れの若いカップ

は２人のジョグジャカルタめぐりとなる。

ルの姿が目についたという。登場人物たちの14年は、

12）

チンタには婚約者がおり、そこでチンタの心に葛藤
が生じ、２人の関係はすぐには戻らないが、それもさ

かつて『ビューティフル・デイズ』
を見た観客たちの14
年でもある。

ほどの障壁ではない。チンタは自分の判断にしたがっ

チンタとランガの父を演じた２人の俳優は実生活

て行動できるだけの大人になっていた。
『ビューティ

上でも亡くなっており13）、
『再会の時』における「父と

フル・デイズ』と同様に、ランガへの思いを自覚した

いう壁の消失」は、物語上の必然だけでなく、今のイ

チンタはニューヨークへと出発するランガを追って

ンドネシアを生きる人々のリアリティを示している

空港に向かう。
『ビューティフル・デイズ』と違い、チ

ともいえる14）。観客は文字通り父の世代が後退した今

ンタはランガの乗る飛行機に間に合わない。しかし、

を生きている人々であり、父の影を気にせずに社会

『ビューティフル・デイズ』の後に家族旅行の機会を待

の中心を担うようになった世代がこの作品に共感し

たなければならなかったのと違い、チンタはおそらく

たといえるかもしれない。この作品が多数の観客を呼

自分で婚約者との関係を清算し、単身でアメリカのラ

び込んだ背景は、
『ビューティフル・デイズ』世代の成

ンガに会いに行くことができた。

長とともに、14年前に時代の節目を的確につかんで

ランガと母との再会はどのように果たされたのか。

『ビューティフル・デイズ』を作品にしたリリ・リザと

ニューヨークに現れた異父妹がランガを探しに来た

ミラ・レスマナが再び時代の節目を的確につかんで

のは、ランガの母の再婚相手が亡くなったためだった。

『再会の時』をつくり、同世代感覚に広く訴えたためだ

ランガの父も亡くなっており、ランガが母に会うのに

と言えるだろう。

父におもねる必要はない。ジョグジャカルタでチンタ
と９年ぶりの再会を果たすと、その足でランガは母の
家に向かう。自分を突然失ったチンタの痛みを受け止
めることで、自分の目の前から突然姿を消した母の事
情や心情に思い致すことができるようになったランガ

２．成長して父を理解する
──『珈琲哲學 ─ 恋と人生の味わい方─』
『 珈琲哲
『珈琲哲學－恋と人生の味わい方－』
（以下、

にとって、母との再会に大きな障壁はなくなっている。

学』
）は、アンガ・ドウィマス・サソンコ監督の長編第６

11）ランガの父ユスリザルが息子を連れてのニューヨーク行きを
決意するのは、ならず者たちによって自宅に火炎瓶が投げられ
る事件があった後のことだった。劇中ではこの経緯は明示さ
れていないが、脚本では火炎瓶投下直後にランガの父の「ここ
にはもういられない」
（Kita memang harus pindah dari sini）
というセリフがある
［ Jujur : 74］
。なお『ビューティフル・デイ
ズ』
でアメリカのニューヨーク大学からユスリザルに電話がか
かってきたシーンで、日本語字幕では「息子さんの当校への入
学が決定しました」とされているが、セリフは「We decided

13）ランガの父を演じたプラマナ・パドマダルマヤ（Pramana Padmadarmaya、1933年生まれ）は2013年、チンタの父を演じた
フランス・トゥンブアン（ Frans Tumbuan、1939年生まれ）は
2015年に亡くなっている。また、ランガの行きつけの古書店の
1947年
店主リンボン役を演じたギト・ロリエス（Gito Rollies、
生まれ）
は2008年、ランガの高校の用務員ワルディマン役を演
じたマン・ディマン（Mang Diman、1930年生まれ）は2001年
に亡くなっている。
14）登場人物たちの14年は役者たちの14年でもある。劇中、ティ
ティ・カマル（Titi Kamal）
演じるマウラはクリスと結婚し一児
を設けているが、クリス役のクリスティアン・スギオノ
（Christian Sugiono）は実生活上もティティ・カマルの夫である。なお
ティティ・カマルはイスラム教徒、クリスティアン・スギオノ
はキリスト教徒だが、２人はそれぞれの信仰を維持したまま
オーストラリアで結婚したカップルとして知られる。

you to join us. I hope your son come too. Thank you so much
you accepted our invitation.」と言っている。

12）ランガがチンタのかつての家を訪ねているが、すでに家主は変
わっていた。チンタの父は死んだとはされないが、このシーン
から、チンタの父はその存在を気にしなくてよくなっているこ
とが推察される。
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（Dee Lestari、1976年生
作目で、原作はディ・レスタリ

を「最高」と言わず「悪くない」と評価する。この客は

まれ）
がスハルト体制崩壊の２年前である1996年に執

最高のコーヒーは別にあると言い、ベンとジョディは

筆した同名の短編小説である。

そのコーヒーを探しに中部ジャワに向かう。２人はセ

ディ・レスタリは小説家と歌手の２つの顔を持つ。

ノ
（Seno）夫妻が営む農園でティウス・コーヒー（Kopi

歌手としては、本名のデウィ・レスタリを使い、３人組

Tiwus）を飲む。セノ夫妻はジャワ語を話す。ティウス

ポップ歌手リダ・シタ・デウィの１人として1994年に

という名前は、２人の亡き娘の口癖が「ティウス・ティ

デビューした。小説家として知られるようになったの

ウス」だったことからつけられた。ベンはその味の素

（Supernova、2001
はサイエンス・ロマン大作『超新星』

晴らしさに衝撃を受け、自分が受け取った5,000万ル

年～）以降で、同作品は第６巻まで刊行されており、リ

ピアはセノに渡すべきだと言い、ジョディがそれを拒

ザル・マントファニ監督によって2014年に映画化さ

否すると、ベンはそれならバリスタをやめるという。

れた。ほかにディ・レスタリ原作の小説で映画化され

１人になったジョディは手元にあったティウス・コー

たものに『紙の舟』
、
『紙の舟２』
がある。

ヒーの粉でコーヒーを淹れる。ジョディは初めて自分

サソンコ監督は、コーヒーを通じた自分探しを描い

で淹れたコーヒーを飲みながら、一啜りごとに何かに

たディ・レスタリの軽妙な短編小説に一味も二味も加

気づいていき、３回啜ったところで友人を失ったこと

えて、
「消えた父」からの自立の道を示す作品に仕上げ

を理解する。ジョディはベンに会ってティウス・コー

た。サソンコ監督が原作に加えた味を味わうため、映

ヒーを淹れ、
カードを渡す。
「今日のコーヒーはティウ

画と異なる部分を意識しながら原作の内容を簡単に

ス・コーヒー。その意味は、人生は完璧でなくてもある

紹介したい。

がままで美しい」
。友情が復活し、店も復活する。
スハルト体制崩壊の前に書かれたこの小説には、親
子の葛藤の物語や民族的多様性の要素はない。

2.1. 原作小説『珈琲哲学』
原作は、
「ここであなた自身を見つけて」をモットー
（ Jodi ）
と、世界中を
に掲げるカフェの経営者ジョディ

2.2. 映画版『珈琲哲学』

15）

ジョディ、ベン、エルの３人を主軸に展開する映画

カフェはオランダ時代に床屋だった店舗を改装した

『珈琲哲学』は、スハルト体制崩壊後のインドネシア社

（Ben）
まわったバリスタのベン
の２人の物語である 。

ものだ。

会が直面した「父の不在」の克服と、インドネシア国内

ベンが珈琲を淹れながら話す薀蓄が客に受けて、客

の多様性がもたらす社会の亀裂の修復という２つの

たちはその説明を楽しみに来店するようになる。そこ

課題の克服の道を、鮮やかに、しかも希望をもって示

で店名を「珈琲哲学」に変えて、
「ここであなた自身を

している。

見つけて」というスローガンを掲げ、客に「あなたが今

映画版『珈琲哲学』のジョディ、ベン、エルの３人は

日飲んだコーヒーは＊＊＊」
（＊＊＊の部分にはベンの

それぞれ父との関係に問題を抱えている。ジョディと

メッセージが書かれる）
というカードを渡すことにした

エルは、何を考えているか教えてくれることなく目

ら大繁盛する。そこに、若くして商売で成功して美し

の前を去った父に対してわだかまりがある。ベンの父

い女優の妻を得た30代の外車輸入会社社長が訪れ、自

は、突然態度を豹変してベンに理解できない存在にな

分の人生を象徴するような「完璧なコーヒー」を出し

り、ベン自ら父の前を去った。これらはいずれも、スハ

てくれたら5,000万ルピア払うと申し出る。ベンは店

ルト体制崩壊後にインドネシア映画が子を保護し導

を何日も閉めて開発に没頭し、とうとう「完璧なコー

く強く賢い父を容易に描けなくなったことを彷彿さ

ヒー」を完成させて5,000万ルピアを手に入れる。
「ベ

せる。３人はそれぞれどのようにして「消えた父」と

ンの完璧な珈琲」
（Ben’s Perfecto ）と名付けられた一

の関係を修復させていくのか。

杯は、
「成功は人生の完璧さを形にしたもの」という説
明のカードとともに客に供され、店は大繁盛する。

ジョディは父が生前経営していた雑貨店を改装し、
兄弟同様に育ったベンとともにカフェ「珈琲哲学」を

大満足のベンのもとを１人の男性客が訪れる。得意

営んでいる。父が残した負債の存在が明らかになり、金

げに珈琲を出すベンに、客は「ベンの完璧な珈琲」の味

策に頭を悩ませている。店舗を売れば負債を返済でき

15）原作は2006年に刊行された短編集に収められている。本稿で
は2012年に刊行された［Dee 2012］を使用した。

22

るし、海外で学位をとったジョディならば次の職を得
ることもできるだろうが、コーヒーを淹れることしか
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とりえのないジョディが路頭に迷うからと、店を担保

が、ティウスは友達と離れたくないといって嫌がる。

に借金をして、カフェで利益をあげることで負債を返

引っ越した先の村で流行り病にかかってティウスは

す方法を探している。ジョディにとって父が負債をつ

死んでしまう。夫婦は引っ越しをしなければティウス

くっていたことも、自分がその負債を負わねばならな

を死なせることはなかったと後悔し、コーヒー豆に娘

いことも納得がいかない。金策を手伝ってくれる女性

の名をつけ、娘を育てるようにして豆を育ててきた。

にジョディの海外留学費用もそこから出たと諌めら

親子の物語が隠されたティウス・コーヒーの豆を使っ

れるが、
「店の価値より負債の方が大きいなんてつい

てジョディとベンは最高のコーヒーを作り上げる。子

ていない」と父への不満は尽きない。父の墓参りにも

を失った親の心情を示す物語を経て、３人はそれぞれ

行っていない。

父との関係を修復していく。

ジョディによれば、父は金を手当てしてくれたけれ

ベンはセノのコーヒー農園で父とのやりとりを思

ど、ジョディのことも含めて大事なことは死ぬ直前ま

い出し、父の教えが自分を形作っていることに気づ

で父一人で決めていた。ジョディは父の意図がいまだ

く。最高のコーヒーを作るというジョディとの約束を

にわからず、恨んではいないが、父の雑貨店をカフェ

果たすと、父のもとに帰る。コーヒー栽培をやめて野

に変えたことは父への復讐であると語る。

菜づくりを生業にしている父は、ベンに自分のために

ベンはコーヒー農園を経営する父のもとで豆ひき

コーヒーを淹れてくれるよう頼み、あの日何があった

をおもちゃに育った。母の死をきっかけに父はコー

かを明かす。父はコーヒー農園をアブラヤシ開発業者

ヒー栽培をやめ、ベンがコーヒーに関わることを一切

に売るよう脅されており、母の死は父が業者の要請を

禁じる。納得がいかないベンは家を出て、ジャカルタ

断ったことによるものだった。母の遺体の手には、次

で路頭に迷っているところをジョディの父に拾われ、

は息子の命を狙うことを示唆するメモが残されてい

ジョディと兄弟同然に育てられる。父を慕っていた

た。父がベンにコーヒーに触れることを禁じたのはベ

ジョディは父の態度の急変が理解できず、父に裏切ら

ンを守るためであり、父もまた母の死を受け入れるた

れた気持ちが消えないまま実家と音信不通になって

めに時間が必要だった。

いる。コーヒーを淹れることが生きがいになっている
が、コーヒー農園にだけは足を踏み入れずにいる。
エルはコーヒー評論家の父を持つ。父は仕事で世界

ジョディはベンとともに最高のコーヒーを作り上
げたことで、父の負債を払ってあまりある金を手に
入れる。これで父の店を売らずにすんだと思いきや、

中をまわり、家に戻るのは月に２日程度だった。エル

ジョディは店を売り払い、かわりに一台のバンを移動

の18歳の誕生日パーティーには帰ってくると約束し

式店舗に改造してモバイル・カフェの珈琲哲学にする。

たが、父はパーティーに間に合わなかった。謝る父に、

負債を返した途端に店を売ったのはなぜか。店を売ら

エルは「私には父はいない」と責めた。その後、父は２

ないのは父への復讐だと言っていたジョディが店を

冊目の本の準備のためペルーに取材に出かけ、飛行機

売ったのは、父への復讐心がなくなったことを示して

事故で帰らぬ人となった。エルによれば、父にはエル

いる。ただし、店を売ったジョディが移動式のカフェ

に理解できない自分の世界があった。

を始めたことにはそれ以上の意味がある。劇中、父の

ジョディは経営者として、ベンはバリスタとして、

店は「トコ・クロントン」
（toko kelontong ）
と呼ばれて

エルはコーヒー評論家として「最高のコーヒー」を求

いる。かつてインドネシアにはクロントン
（kelontong）

めていた。３人の連携が実った時、心を打つ一杯にた

と呼ばれる小太鼓を鳴らしながら村々に生活雑貨を

どりつく。それは、３人が父の生き様を理解して自分

売り歩く華人の行商人がいた。転じて、現代インドネ

の来歴を受け入れ、それにより自分の道を見出して父

シアでクロントンの店といえば街角の雑貨店やコン

からの自立を遂げた時でもあった。

ビニを指す。ジョディも父も華人であり、ジョディが

重要な役割を果たすのは、エルがジョディとベンに

父の雑貨店（toko kelontong）を売って移動式カフェ

紹介したセノ夫妻の物語である。セノ夫妻がつくる

にすることは、自分たちの祖先の、そして父の生業を

ティウス・コーヒーの味の絶品さに驚愕したベンは、

継承することを意味しており、また、ジョディの父が

この豆をつくるのにどんな秘訣が隠されているのか

さらにその父の思いを継承してきた系譜をも理解し

激しく問い詰める。セノ夫妻は亡くなった愛娘ティウ

たことを意味している。ジョディが最後にしたこの選

スの話をする。夫妻は住んでいた村を移ることにした

択は、1998年政変以降、スハルト大統領という「大き

インドネシア映画に見る父子関係の乗り越え方 ──『再会の時』
『珈琲哲学』
『三人姉妹（2016年版）
』より 西芳実
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な父」の負債に苦しんできたインドネシア社会が新た

子を描いたインドネシア映画の古典と評価されてき

な一歩を踏み出したことを象徴している。

た。当時はハリウッド映画が全盛で、キャピトルやメ

アンガ・ドゥウィマス・サソンコ監督はもう１つの

トロポールといった上級映画館ではハリウッド映画

味を加えている。ジョディは華人でキリスト教徒であ

がかかり、国産の映画はインド映画、マレー映画、中華

り、セノの妻はガヨ人
（アチェ人）である。彼らの出自

映画とともにいわゆる低級の映画館でしか上映され

は劇中でさりげない形で紹介される。華人やガヨ人や

なかったが、
『三人姉妹』
はキャピトルやメトロポール

キリスト教徒は、インドネシア現代史の中で周縁化さ

で上映された
［ Tito 2015］
。ウスマルはバンドンに住

れてきたマイノリティである。映画は彼らの社会的地

む三人姉妹のおじ役で、ウスマルの実子も重要な役ど

位をめぐる問題をしばしば題材にしてきたが、本作で

ころで出演している。

彼らの出自はマジョリティと互換可能なものとして

ウスマルの『 三人姉妹』はハリウッド映画の翻案

描かれている。ここではマイノリティかマジョリティ

だったことが指摘されており、映画のクレジットにも

かを気にする必要のない世界が示されている。

ウスマルが翻案者と記されている。どの作品からの翻
案かは明らかにされていないが、ヘンリー・コスター

３．女たちが家をまとめる
──『三人姉妹（2016 年版 ）』

監督の
『天使の花園』
（Three Smart Girls 、1936年）
とそ
の続編にあたる
『庭の千草』
（Three Smart Girls Grow

Up 、1939年）だったと考えられている。
『天使の花園』

ニア・ディナタは、インドネシア映画の父と称され

は、３人の姉妹が母と離婚した父の再婚を阻み、父母

（1956年）を
るウスマル・イスマイル監督の
『三人姉妹』

のよりを戻させようと奮闘するミュージカル仕立て

もとに『三人姉妹（2016年版）』
を制作した。1970年生ま

のコメディで、末娘のペニーを演じたディアナ・ダー

れのニアは９歳のときにテレビで放映されたウスマル

ビンの出世作となった。

の『三人姉妹』
を見て好きになったという。ウスマルの

ウスマルが1930年代の作品にどこで触れたのかは

『三人姉妹』
もまた、1930年代につくられたハリウッド

定かでないが、触れる可能性は十分にあった。ウスマ

映画の翻案であったことが知られている。映画は映画

ルは映画制作を学ぶためロックフェラー財団の奨学

を参照しつつ、時代や地域の課題をうつしとっていく。

金で1952年にアメリカに留学しており、留学後に制

以下では、比較のために、
まずウスマル版『三人姉妹』
と

作した『カフェド』や『危機』にはアメリカ映画の影響

その原案とされるハリウッド映画について見てみたい。

がうかがえるとされる。ウスマルと親交の厚かったロ
シハン・アンワル16）は、ウスマルが『天使の花園』に触

3.1. ウスマル版『三人姉妹』

れたのは青年期ではなかったかとしている
［ Rosihan

ウスマルの『三人姉妹』
は、ウスマルのキャリアで画

。ウスマルは1921年に西スマトラのブ
2014: 36－38］

期となる作品だった。独立して間もないインドネシア

キティンギで生まれ、1935年から1939年にパダンの

で映画を通じた近代的な国民精神の涵養を重視して

普通中学校に通った。ウスマルはパダンにあった映画

いたウスマルは、
『血と祈り』や『ジョグジャカルタの

館で映画を見るのが好きだった。1938年頃に人気だっ

６時間』などの芸術性の高い映画を制作していた。売

た作品の１つがユニバーサル・ピクチャーズの『天使

れることより質を重視するウスマルの方針もあり、彼

の花園』
だったという。

が立ち上げたインドネシア国民映画社（PERFINI）
は

以下ではニアの『三人姉妹（2016年版）
』の特徴を理

経営危機に瀕していた。そこで負債を返すため、政府

解するため、それに先立つヘンリー・コスターの
『天使

の資金援助を受け、興業的な成功を至上命題に娯楽映

の花園』
（1936年『
）庭の千草』
（1939年）
とウスマル・イス

画としてつくられたのが『三人姉妹』だった。ただし、

マイルの『三人姉妹』
の内容を紹介したい。

ウスマルは、娯楽性の高い作品にするために『三人姉
妹』の脚本を部分的に変えなければならなかったこと
を不本意に思っていたと伝えられている。

3.2.『天使の花園』
（1936）
・
『庭の千草』
（1939）
と『三人姉妹』
（1956）

『三人姉妹』は８週間にわたって上映されて興業的

『天使の花園』は、実業家の父と離婚した母とともに

成功をおさめ、PERFINIの建て直しに一役買った。本

16）西スマトラのパダン出身のジャーナリスト・作家。ウスマル・イ
スマイルと同時代をパダンで過ごし、妻はウスマルの妻と姉
妹関係。PERFINI 設立にも関わった。

作品は公開直後からモダンなインドネシア社会の様
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スイスで暮らしているジョアン、ケイ、ペニーの３人姉

緒にジャカルタで暮らすヌヌン、ナナ、ネニの３人姉

妹が、父ジャドソンの再婚予定を報道で知り、再婚を阻

妹の物語である。父は勤め人で仕事に忙しく娘たちを

止すべく父のいるニューヨークに乗り込み奮闘する物

放任しており、祖母は「このままでは生きている間に

語である。父の再婚相手ドナが金目当ての女性だと知

ヌヌンの結婚が見られない」と心配し、ヌヌンの婿と

り、金持ちの若い男にドナを誘惑させようとする。末娘

りに奔走する。

のペニーは愛くるしい態度と美声で父の心をつかみ、

母親代わりのヌヌンは家事に忙しく、なかなか外出

最後に父に再婚を踏みとどまらせる。ジョアンとケイ

しない。他方、次女のナナは恋人ヘルマンがおり、外出

は計略の手助けをしてくれる２人の男性とそれぞれ

もしている。祖母の要望で父が職場の同僚を家に連れ

恋に落ちる。ドナは計略によりヨーロッパ行きの船で

てくる。祖母はヌヌンに給仕をさせ、ヌヌンは歌を披

ニューヨークを離れ、
入れ違いに母がスイスからニュー

露するが、男たちは年齢が高く、ヌヌンに釣り合わな

ヨークに到着し、父と再会したところで物語は終わる。

い。祖母がヌヌンの婿探しをしていることを立ち聞き

劇中でペニーは３曲歌う。いわゆるミュージカル風の

で知ったネニは、婿探しを手伝うために若者たちを集

歌って踊るシーンはないが、娘たちがヨットを操ったり

めて家でダンス・パーティーを開くが、ヌヌンは賑や

湖で泳いだりボールを投げたり体操（あん馬、平行棒、吊

かな集まりに興味がなくうまくいかない。祖母はヌヌ

り輪）
をしたりして躍動する身体を見ることができる。

ンにナナを連れ出すよう頼み、ヌヌンはナナをダンス・

『庭の千草』では父ジャドソンと母はよりを戻し、

パーティーやピクニックに連れ出すが、活動的なナナ

３人姉妹とともにニューヨークで暮らしている。ペ

と異なり、ヌヌンは座っているだけで、ヘルマンと一

ニーの社交界デビューのパーティーで、長女ジョアン

緒に家に帰ってしまう。迎えた祖母に、ヌヌンは年長

はリチャードに結婚を申し込まれて婚約する。ペニー

の自分はパーティーに来る若者たちから浮いてしま

は大喜びでそのことをみんなに報告するが、密かにリ

うと訴え、なぜパーティーに行かされるのかと尋ねる。

チャードに恋をしていたケイはうかない顔をしてい

このやりとりを立ち聞きしていたネニは、祖母がヌヌ

る。ケイの日記を盗み見てケイの思いを知ったペニー

ンの婿探しをしていることを漏らしてしまう。ヌヌン

は父に相談するが、仕事に忙しい父

は怒りつつも祖母の気持ちを理解する。

は相手にしてく

17）

れない。執事の助言でケイが別の男性を好きになれば

翌日、ヌヌンは外出先で若い男性トト19）のバイクに

問題は解決すると考え、ケイに音楽仲間のハリーを紹

衝突する20）。足にけがを負ったヌヌンはベチャに乗っ

介する。しかしペニーの思いをよそに、ハリーとジョ

て帰宅する。トトはヌヌンの後を追い、ヌヌンの許し

アン、リチャードとケイがそれぞれ互いに心を通わせ

を請うが、ヌヌンはトトを素気無くあしらう。他方、ト

るようになる。ペニーは何とかことをおさめようとす

トはナナや祖母とたちまち打ち解ける。ナナはトトに

るが、ジョアンとケイはペニーがハリーを好きだと誤

積極的にアプローチし、ヘルマンを遠ざける。ナナに

解する。実業家で仕事に忙しい父と社交に忙しい母は

邪険に扱われたヘルマンはネニと親しくなる。祖母と

娘たちの変化に気づかず、リチャードとジョアンの結

父はナナがトトと婚約する気でいると知り、姉が先に

婚式の準備は着々と進んでしまう。ペニーは一人途方

結婚するという常識にしたがわず、恋人ヘルマンを思

に暮れる。ペニーの異常に気づいた父は仕事の電話を

いやらないナナに仰天する。祖母は、ナナがヌヌンよ

全て遮断し、ペニーから事情を聴きだす。ジョアンと

り先に結婚したらヌヌンは一生結婚できないと怒り、

ケイは不安の中で結婚式当日を迎えるが、新婦の父と

ナナはそれは迷信だと祖母を批判し、ナナの恋路を邪

してジョアンの腕をとった父はジョアンを会場の外

魔立てするとヌヌンのことも責める。

に誘導し、ついでケイの腕をとって新郎リチャードの

諍いのあと、ヌヌンはバンドンにいるおじのタムシ

もとに誘導する。２人の姉を思うペニーの願いはかな

ルのもとに静養に行かされる。ネニはヌヌンはトトを

い、姉たちの門出をペニーは歌 で祝福する。

好きなはずだと父に伝え、父の協力のもとで一計を案

18）

ウスマルの『三人姉妹』は、母の死後、父と祖母と一
17）ペニーが父にいよいよ相談しようとすると、ヨーロッパからの
長距離電話がかかってきて中断されてしまう。
18）Because（Guy d’Hardelot 作曲、Edward Teschemacher 作詞、
1902年）
。
「なぜってあなたが私のもとにあらわれたから」で
始まり、自分のもとにあらわれた人によって自分が希望と喜び
と愛に目覚め神に感謝する内容となっている。

19）トトはキャリアを積んだ勤め人の設定で、バイクを新調するだ
けの蓄えがある。ヘルマンは法学部の学生。
20）場所はブロックM地区の Toko Tjiliwoengの前。現在も存在す
る。なお３人姉妹が住むのはクバヨラン地区。http://www.

kompasiana.com/jurnalgemini/pop-art-1950-an-tiga-dara_57ad7157d37e61fd48969bc4による。この記事はTiga Dara

が現代においてどのように見えるかをよくあらわしている。

インドネシア映画に見る父子関係の乗り越え方 ──『再会の時』
『珈琲哲学』
『三人姉妹（2016年版）
』より 西芳実
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じる。ヌヌンがバンドンから父に送った手紙には毎晩

る。怒ったグンディスは自分の車で一人帰宅する。後

ジョニにキスされていると書かれており、この知らせ

を追いかけたユダはグンディスの許しを求めるが、グ

はネニを通じてトトに伝わる。トトはジョニに嫉妬心

ンディスの態度は素っ気ない。エラはハンサムで裕福

を抱き、自分のヌヌンへの気持ちに気づく。ナナは自

そうなユダに一目ぼれするが、祖母はユダをグンディ

分とヌヌンのどちらかを選ぶようトトに求め、トトは

スの婿候補と見定め、エラがユダに近づくのを諌め、

ヌヌンを選ぶ。トトはヌヌンへの愛を伝えるが、ヌヌ

ユダとグンディスを接近させようとする。

ンはジョニと毎晩寝ている事を認めるだけで返事を

ベベはユダがグンディスに心惹かれていること、グ

留保する。ナナたちがバンドンに行ってタムシルに会

ンディスもまんざらでないことを察し、ユダとグン

うと、タムシルの幼い子がジョニだった。誤解が解け

ディスが２人きりで話す機会をつくり、２人を接近さ

て、ヌヌンとトトは抱擁をかわし、ナナはヘルマンと

せる。また、エラを慕うビマがエラに素気無くされる

よりを戻す。ヘンリー・コスターの『庭の千草』同様、

とビマを慰める。自身はイギリス人とインドネシア人

三女の積極的な働きとそれに手を貸す父により、長女

のハーフであるエリックと親密な関係を結んでいる。

と次女のねじれた恋模様は整えられ、解決に至る。

ユダはグンディスと互いの夢を語り合ったことで

３人姉妹による劇中歌「三人姉妹」 は、仲睦まじく

意気投合したと理解し、グンディスにプロポーズする

暮らしていた３人の姉妹が思いがけずいっせいに恋に

ことを決め、グンディスに伝える前にグンディスの父

おちて平常心を失い、悲喜こもごもの騒動が展開する

クリスナに了承を求める。クリスナは家族会議でユダ

という本作品の内容をリズミカルに歌い上げている。

はグンディスにプロポーズする予定であること、ホテ

21）

ルの資本をユダと共有する計画があることを明かす。

3.3. ニア・ディナタの『三人姉妹（2016年版）
』

ユダが大手ホテルチェーンの経営者であることから、

ニアの『三人姉妹（2016年版）
』もまた、母を早くに亡

ユダが自分に近づいたのはホテル買収のためではな

くして父と祖母と三人姉妹からなる家庭で、娘の嫁入

いかと疑っていたグンディスは、自分が買収の道具に

りに無関心な父にかわって祖母が長女の婿探しに奔

されたと理解し、ユダのプロポーズを拒絶する。

走するという設定をウスマルの『三人姉妹』から引き
継いでいる。

翌朝、ユダがホテルを朝早く発ったと知り、グン
ディスは動揺する。ベベはユダからだといってメッ

長女グンディス
（32歳）
、次女エラ（28歳）
、三女ベベ

セージカードをグンディスに渡す。グンディスがユダ

（19歳 ）は母を早くに亡くしており、祖母（ オマ）と父

を追って波止場に向かうと、船に乗りそびれたユダが

クリスナの５人家族である。父がフローレス島でブ

おり、２人は互いの気持ちを確かめ合う。

ティック・ホテルをオープンすることになり、生まれ

ホテル前の浜辺で結婚披露宴が開催される。新郎は

育ったジャカルタの家を引き払い、一家でフローレス

クリスナ、新婦はジャカルタでの古くからの隣人アマ

島に移り住む。

ンダだった。グンディスとユダ、エラとビマ、ベベとエ

グンディスは母譲りの料理の腕を活かして料理長、

リックがそれぞれ仲睦まじく踊るなか、孫娘ではなく

社交的なエラは広報・施設担当としてホテル経営を助

息子の再婚を祝う羽目になった祖母はうかない顔をし

け、英語が得意で屈託のない末娘のベベはホテルの雑

ているが、ベベがエリックとの子を妊娠したことを報

用をこなしながら島の小学校で英語の課外授業をし

告し、
ひ孫の顔を見たいという祖母の願いは成就する。

ている。エラの幼馴染のビマも広報用写真撮影の手伝
いとしてホテルに来ている。
グンディスの結婚を願う祖母はホテルの客から婿

3.4. 女家長による家作りの試み
ウスマル・イスマイル版の主題歌「三人姉妹」
が多用

候補を探してグンディスに引き合わせようとするが、

されているほか、長女と婿候補の出会いのシーン、祖

なかなかよい相手がいない。グンディスは食材を買い

母の言いつけで父の友人たちが座るテーブルに長女

にでかけた市場でユダのバイクにぶつかりそうにな

が給仕するシーン、長女と婿候補がよりを戻すきっか

21）
「これは一つの事件、悲喜こもごもの物語／これは3人姉妹の
愛のお話／わたしたち互いに仲睦まじく暮らしていた／ただ
あるときみな一斉に恋に落ちてしまったの／いわゆる思いが
けない恋、３人の娘は平常心を失った」と歌う。なお2016年版
のインドネシア語タイトル「これは３人姉妹の物語」は「３人
姉妹」の歌詞の中の一節からとられている。

けに手紙が使われている点など、ウスマルの『三人姉
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妹』
を彷彿させる要素がふんだんに盛り込まれている。
他方で、2016年版では新たに11曲の歌がつくられた。
中でも祖母オマと３人の姉妹が唱和する「マトリアー
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ク」
（Matriarch、女家長）は、劇中で２度歌われるほかに

決め台詞に家のことを決めようとする25）。

エンディングとしても用いられており、2016年版の主

長女と次女の恋の騒動は、人の気を見るのに敏い三

題歌ともいうべき楽曲である。ニア・ディナタが作詞

女ベベが本人たちも自覚していないそれぞれの願い

した「マトリアーク」の歌詞が「世界が男家長
（パトリ

をくみとって自在に動き、行き違いや勘違いを利用し

アーク）
に倦んだとき／私たちは女家長（マトリアーク）

て調整し、あるべき組み合わせに整えていく。小学生

に直面する」と歌っていることに明らかなように、ニ

に課外授業で英語を教える歌として挿入されている

ア・ディナタの2016年版には、強い父が家を治める世

26）
ベベの「母音の歌」
は、英語とインドネシア語の母音

界の次の世界を描こうとする意図が明確に見える。

の読み方の違いを楽しみながら歌うもの27）だが、言葉

父クリスナの影は薄く22）、祖母が家の実務をとりし

の行き違いのために意図がずれて伝わることを前提

きり、孫娘たちに指示を出す。ウスマル版で勤め人（給

にしつつ、共有できるものを積極的に探して楽しもう

与所得者）だった父の職業はホテル経営となり、家族

とする三女の生き方を象徴している。

にとって家は住まいであると同時に職場になってい

物語の最後に、３人の孫娘がそれぞれ伴侶を得ると

る。仕切り屋の祖母が娘たちに指示を出すのは台所や

同時に、父は再婚し、４組のカップルが誕生する。３

居間や玄関だが、それは同時にホテル（職場）の調理場

人の娘たちはそれぞれの伴侶に対して主導権を握っ

やロビーやフロントでもある。ウスマル版で長女が料

ている。大手ホテルチェーンの経営者であるユダとブ

理をつくることは家事だったが、ここでは長女はプロ

ティック・ホテルの共同経営者で料理長のグンディス

の料理人である。３人の娘たちは家事ではなくホテル

の２人は、社会的にはユダの方が力を持っているよ

経営という形で生計を担っている。

うにも見えるが、グンディスはキッチンにユダを入れ

長女に結婚を、次女に身を引くことを求める祖母

てユダに料理させることで自身の優位を維持してい

の差配は、孫娘たちには規範のおしつけに思える。長

る。エラの相手のビマは幼少期からエラの要望に従っ

女が歌う「女の子」 は、
「女の子の運命ってこんなも

ている。ベベの相手でイギリス人とのハーフであるエ

の？」で始まり、
「女は男の取引の材料／家族の要請

リックはインドネシア語にやや難があり、ベベから言

で人生が決まる／いまは21世紀／独身はタブーであ

葉を教わっている。３人の男たちはいずれもこの家の

るべきでない／私は恋愛を信じている／恋愛はおの

娘たちからこの家での適切な振舞い方を教えられて

ずと訪れるはず／一人で生きるのが怖いなんて誰が

おり、
あたかもこの一家に婿入りするかのようである。

いった／愛する仕事とともに独り身で日々を過ごす

父の再婚は、家族に知らされずに極秘裏に準備さ

（ことの何が悪い）
」と続き、女性は独身でいるべきでは

れ、家の事柄としては扱われていない28）。父の再婚相

23）

ないという規範に反発してみせる。次女は「二番目」24）

手のアマンダが劇中で最初に登場するのは、一家が

の歌に載せ、
「いつも年上を先にしなければならない

ジャカルタの家を引き払う際に開かれたガレージ・

／だけど年少にもいつも譲らなければならない／自

セールのシーンで、
「子供の頃、みなさんのおうちに招

分らしくいるのが難しい」と長幼の序の狭間で立場を

かれたときからこのお皿を狙っていたの」と言って一

わきまえることの困難を嘆く。
他方で、祖母と３人の孫娘が「マトリアーク」で「女
家長と呼ばれたって気にしない／みんなにとっての
最善を求めるだけ／女家長、女家長、私達はみんな愛
すべき私達の女家長で立ち往生」と歌っているように、
女家長＝祖母の仕切りを孫娘たちは結局のところ受
け入れている。長女は台所を取り仕切り、母の料理の
継承者として、いざというときは「母ならこうした」を
22）ヘンリー・コスターの『庭の千草』やウスマルの『三人姉妹』で
は姉思いの三女が父の協力を得て長女の幸せを後押しする。ど
ちらも父と三女の連携が重要な役割を果たすのと対照的に、ニ
ア・ディナタの『三人姉妹』では父が娘の婿取りに無関心であ
るばかりでなく、父の不用意な一言が成就しかけた長女の恋
路をぶちこわす。
23）ニア・ディナタ、ルッキー・クスワンディ作詞。
24）ニア・ディナタ作詞。

25）対して次女は父との距離が近い。ジャカルタの家をひき払う際
に行ったガレージ・セールで長女は父の古いレコードを売ろう
とするが、次女はホテルの客も聞きたがるかもしれないから
という理由で売らせず、父のもとに届ける。
26）ニア・ディナタ作詞。
27）
「私達は〔Aを〕アというけど〔英語で〕彼らはエイという／イ
とアイ、ウとユー、エとイー／言葉、それは人がつくるもの／
言葉を学ぶのは互いを知るため／言葉が世界にたくさんある
のは多様性（keberagaman）を貴ぶため／〔中略〕／でも私達は
どちらも〔Oを〕オーと呼ぶ／言葉は人がつくるもの／みんな
一緒にオーと言おう！」
28）父クリスナは自分の再婚やユダのホテル経営への参画を独断
で決めており、クリスナにとって娘や祖母は相談や助言を求め
るどころか承認を求める相手にもなっていない。その意味で父
と他の家族メンバーとの間には明確な断絶がある。ヘンリー・コ
スターの『庭の千草』で父が娘たちの要望を聞き入れて態度を
あらためる様子と比べると、ニア・ディナタ版では父は依然とし
て気を許せない存在である。父に力を持たせないのは父が危険
な存在であるためであり、場面にあらわれない形で父が持つ（娘
たちにとって交渉の余地のない）
決定権が刻み込まれている。

インドネシア映画に見る父子関係の乗り越え方 ──『再会の時』
『珈琲哲学』
『三人姉妹（2016年版）
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家の皿セットを購入している。近所の人たちの噂話か

実際には３人の娘たちの生計は父が用意したホテ

らアマンダがすでに作家としての名声を確立してお

ルによって支えられており、娘たちが父の存在抜きに

り、その著書は何か国語にも翻訳されているが、未婚

経済的に自立できるかどうかは定かでない。
『三人姉

であることが知らされる。その後、クリスナがときど

妹（2016年版）
』の物語は、経済面での不安がないこと

き家族に内緒で女性と電話で会話している場面を経

が前提になっており、現在のインドネシアから見れば

て、最後のシーンでアマンダがクリスナの再婚相手で

多くの人にとって夢物語に見える。また、ヘンリー・コ

あることがわかる。アマンダが娘たちの家に招かれて

スターやウスマル・イスマイルの『三人姉妹』では三女

この皿で食事をしたのはおそらく娘たちの母が生きて

と父の協業が混乱を解決に導くのに対して、
ニア・ディ

いた頃のことで、その頃から女主人の象徴である皿に

ナタの『三人姉妹』の父は三人姉妹の混乱に無関心で

目をつけていたことから、クリスナとの再婚はアマン

あるばかりか混乱を増やしており、父の存在は家族に

ダが主導して進められたことが想像される。もともと

とって積極的な意味をもたらしていない。

影の薄かった父は、この再婚によって一家における父
としての役割を終え、引退するかのようにもみえる。

このことにフローレス島が舞台に選ばれた意図が
隠されているように思われる。フローレス島は母系社

３人の娘の恋の成就は一家に新たに３人の男が加わ

会で、インドネシアの中に母系的なあり方が伝統的に

ることを意味するが、３人とも婿のように見えること

あることを観客に伝えている。また、フローレス島は

で彼らが男家長になる兆しは見えない。そのため、複数

1992年のマウメレ地震・津波によって2,000人以上が

の男手はあるが男家長はいない状態が生まれている。

亡くなる被害に見舞われ、その後に復興を遂げた地域

これは現実にはなかなか見られないことかもしれな

でもある。劇中でグンディスとユダが夢を語り合っ

いが、家族の生業を給与所得者の家から家族経営のブ

たマゲパンダのマングローブ林は、津波の被害を軽減

ティック・ホテルに、舞台をジャカルタから伝統的な母

するために住民が津波後に自発的にマングローブを

系社会として知られるフローレス島に移したことで、

植えた場所として紹介されている。
『三人姉妹』の物

ニア・ディナタは男家長のいない世界を描いて見せた。

語がフローレス島に移されたことで、インドネシアの
伝統の延長上にあると同時に、社会の力で復興しうる

3.5. 社会の力で復興する
インドネシアの未来への期待

インドネシアの未来の姿と重ねあわせられている。ニ
ア・ディナタが描いてみせた家づくりの課題の克服の

それでは誰がマトリアーク（女家長）になるのか。孫

仕方が有効であるかどうかは、次に再び『三人姉妹』の

娘たちが伴侶を得て、三女にひ孫ができたことで祖母

リメークがつくられるときに検証されることだろう。

の願いは成就し、祖母は女家長としての役割をほぼ終

『再会』では、父が消えることは、父に起因する亀裂

えたといってよい。家の中心である台所を掌握し、亡

を修復し克服する機会として描かれている。亀裂その

き母の継承者を自認する長女が当面は女家長の役割

ものが克服すべき災いであり、災いは父によっても

を担うように見える。そのやり方は、祖母の女家長ぶ

たらされている。これに対して
『珈琲哲学』では、亀裂

りが孫娘たちにときに疎ましく感じられたのと同じ

は父子の間に生じており、父が消えることは、亀裂の

ように、秩序や規範をもちだして指図するやり方を

入った父子関係を修復する機会が失われたように思

とる可能性を秘めている。他方で、祖母の意をくんで

われる点で、災いと捉えられている。その災いは、父抜

祖母よりずっとスマートに長女と次女の間をとりし

きの人生を歩み始めて成長した子が父の生き様を理

きって２組のカップルを誕生させ、自分も姉妹の誰よ

解するとともに、父の愛を確信することで解消され、

りも早く相手を見つけて妊娠した三女ベベは、権威や

子は父の思いを背に感じながら自分の道を歩み出す。

規範にたよることなく、むしろ権威や規範を出し抜く

『再会』と『珈琲哲学』には父子関係をめぐる課題の捉

ことで成員の希望を調整し幸せを実現させるという

え方に明確な違いがみられる。この違いは、スハルト

キャラクターを体現している。それを女家長と呼んで

体制末期に青年期を過ごし、20代後半でスハルト体制

よいかは議論の余地があるだろうが、一家にひ孫とい

崩壊を経験したリリ・リザやミラ・レスマナの世代と、

う次世代をもたらしたベベには、家長を女に変えただ

成人した時にすでに父＝スハルトが失われていたア

けでは解決しない家づくりの課題を克服する可能性

ンガ・ドゥイマス・サソンコの世代の、それぞれの課題

が託されているように思える。

の捉え方の違いであるとしたら言い過ぎだろうか。
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『三人姉妹』では、父＝男家長抜きの家族づくりが試

インドネシア、⑥インドネシア語、⑦未公開。

みられているが、それは様々な奇跡の積み重なりの中

『紙の舟２』①Perahu Kertas 2、②Paper Boat 2、③ハ
ヌン・ブラマンチョ
（Hanung Bramantyo）
、④2012
年、⑤インドネシア、⑥インドネシア語、⑦未公開。

で描かれている。インドネシア映画の父とされるウス
マル・イスマイルの『三人姉妹』を原案にとること、舞
台を首都ジャカルタから遠く離れた東インドネシアに
置くこと、ミュージカル仕立てにすることは、いずれも
ニア・ディナタが男家長という課題の克服を一つの作
品にし、それを観客に届けるための工夫であるといえ
よう。その工夫が重ねられれば重ねられるほど、男家

『カフェド』①Kafedo、
③ウスマル・イスマイル
（Usmar
Ismail）
、④1953年、⑤インドネシア、⑥インドネ
シア語、⑦未公開。
『危機』①Krisis、②Crisis、③ウスマル・イスマイル
（Usmar Ismail）
、④1953年、⑤インドネシア、⑥
インドネシア語、⑦未公開。

然として難題であることを示しているように思える。

『珈琲哲學 ～恋と人生の味わい方』①Filosofi Kopi、
③アンガ・ドゥイマス・サソンコ（Angga Dwimas
Sasongko）
、④2015年、⑤インドネシア、⑥インド
ネシア語、⑦東京国際映画祭（2016年）
。
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インドネシア映画に見る父子関係の乗り越え方 ──『再会の時』
『珈琲哲学』
『三人姉妹（2016年版）
』より 西芳実
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