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　映画は、そのジャンルや様式を問わず、それが見ら
れることを念頭に置いてつくられているかぎり、社会
の文脈と切り離して理解することは難しい。その意味
で、ある時代、ある地域でそのような作品がつくられ
たことを踏まえて映画を見るのであれば、映画は社会
に対する理解を深め、社会についての議論をするため
のメディアと位置づけることができる。そのような映
画の役割を意識して、特集企画を中心に上映を行うミ
ニシアターの活動が近年インドネシアで活発になっ
ている。
　インドネシアのミニシアター活動を古くから行っ
てきたのがキネフォーラム１）である。ジャカルタ芸
術学院をはじめとする文化施設が集まるタマン・イス
マイル・マルズキ・ジャカルタ芸術センターの一角で
2005年に活動を開始した。「映画研究」と「映画によ
る研鑽」をかかげ、特定のテーマのもとで選んだ複数
の作品を特集上映し、ゲストを招いてトークショーを
行ってきた２）。また、南ジャカルタのクマン地区にあ
るキノサウルス３）は、映画プロデューサーのメイスク・
タウリシヤや映画監督のエドウィンらが中心となっ
て運営しているミニシアターで、月ごとにテーマを設
定して、週末の夕方から夜にかけて作品を上映してい
る。いずれにおいても、アート系と商業系、短編と長
編、ドキュメンタリーと劇映画、国産映画と外国映画
を区別せずに上映作品を選んでいるのが特徴である。
　ミニシアターの活動の活発化と、現在インドネシア
が1998年政変から20年目を迎えようとしていること
とは、必ずしも無縁ではないように思われる。1998年

以降のインドネシアは、その後も、2002年バリ島爆弾
テロ事件や2004年インド洋津波（スマトラ島沖地震・
津波）といった社会的災厄に見舞われながら、政治体
制の変化をどう受け止めるか、そして社会的災厄に社
会としてどのように対応するかといった課題に直面
してきた。それらの課題は、［西 2013］や［西 2017］で
も示したように、インドネシアでつくられる映画にも
反映されてきた。
　以下では、ミニシアターでの上映作品を含めて、
2016年から2017年にかけてインドネシアで制作・公
開された映画を取り上げ、災いの語り直しがどのよう
に行われているのかを見ていきたい。第１節ではイン
ドネシア独立戦争や９月30日事件といった1998年以
前の歴史的事件の語り直しが家族の再生という切り
口を用いて行われていることを、第２節では父になる
ことや子をつくることの困難が「生まれなかった子の
弔い」や「父との和解」を経て克服されつつあること
を、第３節では内戦を擬人化し、「災い」と捉えなおす
ことで公の場で議論をすることが可能になりつつあ
ることを中心に考えてみたい。

１．歴史の語り直しと家族のリユニオン

　独立戦争や政変は、社会が危機的状況に陥ったとき
に社会全体の変革が図られることで生じるという意
味で、それ自体が危機への対応であると言える。ただ
し、独立戦争や政変への動員がはかられることで、ま
た、その結果として急激な秩序転換が生じることで、
危機への対応である独立戦争や政変そのものが人々
の日々の暮らしに新たな危機をもたらし、災いと捉え
られることもある４）。
　2016年から2017年にかけて制作・公開されたイン
ドネシアの劇映画では、過去の戦争や政変のような歴
史的事件を人々の視点から語り直す作品が目につい
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１） 特集企画上映を行うミニシアター。定員45名。運営主体はジャ
カルタ芸術振興会（Dewan Kesenian Jakarta）。2017年以降の
特集上映の情報はhttps://www.kineforum.org/で知ることが
できる。［油井・西谷 2017］も参考になる。

２） 2017年の特集企画にはたとえば以下のようなものがある。「組
み合わせの妙」（Cipta Sejoli、2017年２月）、「歴史とは今のこと」

（Sejarah adalah Sekarang、2017年３月）、「伏流」（Arus 
Bawah、2017年4月）、「厄払い」（Menolak Bala、2017年５月）、

「集まる子ども」（Kumpul Bocah、2017年６月）、「庭のいさかい」
（Tarung Halaman、2017年７月）、「恐怖のパレード」（Parade 
Terror、2017年10月）。

３） 定員30名。https://www.kinosaurusjakarta.com/。

４） 独立戦争や政変・革命を「社会的災厄」と捉えて、事後の社会の
対応と災害復興や社会のレジリエンスの観点から分析する意義
については［川喜田・西 2016］を参照。
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た。そこでは戦争や政変は家族を引き裂いたり崩壊さ
せたりする要因として描かれ、引き裂かれた家族のリ
ユニオンが作品内で果たされることで、戦争や政変が
もたらした社会の亀裂の修復が試みられている。

1.1．政変により国籍を失った恋人
　 　 ──『プラハからの手紙』と9月30日事件
　1965年に起こった９月30日事件により、建国の父
スカルノ大統領は共産主義の拡大と政治的経済的混
乱の責任を取るかたちで失脚し、これにかわって混乱
を収拾したスハルトを大統領とするスハルト体制が
発足した。この過程で共産党関係者は政治犯として逮
捕・拘束され、その支持者とみなされた人々は大量虐
殺の犠牲となった。以後、現在にいたるまで共産党関
係者やその支持者は「国賊」として扱われ、政治的・社
会的な権利を奪われた状態が続いている５）。
　『プラハからの手紙』は、９月30日事件の発生時に 
社会主義圏に留学しており、事件後にスハルト体制へ
の支持を拒んだだめにインドネシア国籍をはく奪さ
れ、帰国できなくなった人々とその周囲の人々に起
こったことを描く。
　物語はララサティが入院中の母スラストリと口論
している場面から始まる６）。ララサティは母の容態を
慮ることなく、家の権利書を貸してほしいと訴える。
ララサティは自分の妊娠中に夫が浮気し、流産したた
めに離婚したいと考えており、裁判費用をねん出する
ために母に会いに来た。ララサティが席を外した間に
母が亡くなり、ララサティは死に目に会えないまま母
を失う。だが、ララサティの関心は母の遺産を使って
夫と離婚することに向けられている。
　ララサティが母に冷淡なのは、物心ついたときから
母が父に心を許さず、そのために父の死を招き、自分
も温かい家庭を得られなかったと考えているためで
ある。
　母の遺言により、ララサティが遺産を受け取るため
にはジャヤという名の男性に小さな木箱と母の手紙
を届けなければならない。ララサティはジャヤのいる
チェコのプラハに向かう。
　ジャヤはスラストリの元婚約者で、原子力工学を学
ぶためにチェコスロバキアに留学し、留学中に９月
30日事件が起こった。事件後、スハルト体制への支持
を拒んだために政治犯とみなされ、インドネシア国籍

をはく奪されて帰国できなくなった７）。木箱の中身は
ジャヤがスラストリに送った136通の手紙だった。ス
ラストリは1972年に結婚し、９年目にララサティが
生まれた。ジャヤの手紙がスラストリの手元に届いた
のはスラストリが結婚して11年目、ララサティが２歳
のときだったことが明らかになる８）。ララサティは、
母が父に心を閉ざして家庭が壊れたのはジャヤの遅
れたラブレターのせいだったと理解し、ジャヤを「共
産主義者」となじる。
　これに対してジャヤは、政治犯とされた自分がスラス
トリに手紙を送ることでスラストリも政治犯の関係者
とみなされて迫害される可能性があり、手紙をすぐに
送らなかったのはスラストリを守るためだったと説明 
する。また、ジャヤは、自分はナショナリストでありス
カルノ主義者であって共産主義者ではないと説明する。
　ララサティはジャヤのスラストリへの愛が純粋で
揺るぎないものであったことを認める。そして、ジャ
ヤが自分のなかにスラストリの姿を見ていることを
受け入れ、ジャヤの横に寄り添い、ジャヤとスラスト
リが生きている間に遂げることができなかった思い
を自分の体を通して実現させる。それはララサティが
母を許したということでもあった。
　ララサティは９月30日事件がもたらした別離と悲
嘆を知らない世代の代表である。ララサティがジャヤ
を理解する過程は、９月30日事件がもたらした社会
的・政治的変動のために国外に置き去りにされ、親の
死に目にも会えず、様々な仕事で糊口をしのいできた
同国人の人生９）を理解する過程である。観客はこの作
品を通して、９月30日事件の犠牲者がインドネシア国
内だけでなくインドネシア国外にもいたことを知る。
　９月30日事件は母と元恋人との間に亀裂をもたら
しただけでなく、次の世代との亀裂、すなわち母と娘
の間の亀裂の原因としても描かれている。そこにはア
ンガ・ドゥイマス・サソンコ監督の９月30日事件をめ
ぐるインドネシア社会の亀裂についての理解が反映さ
れている。スラストリだけでなくララサティも家庭づ
くりに失敗しており、母の死に目に会えなかった。母
が死んで遺言を得ることになって初めてララサティは
母とジャヤを知る旅に出て、ジャヤを通じて間接的に

５） 9月30日事件の犠牲者のその後については［倉沢 2016］を参照。
６） 病室のカレンダーから2015年の７月か８月ごろであることが

わかる。

７） スラストリは1946年６月20日生まれで1965年当時は21歳。ジャ
ヤも当時21歳だったと述べている。

８） したがってララサティが生まれたのは1981年頃で、2015年時
点での年齢は34歳となる。

９） 劇中、ジャヤと同じ境遇のインドネシア人たちが登場し、「メダ
ンから船に乗って出発した」「当時は東側陣営の国々がインド
ネシア人の学生に奨学金を出していた」と説明している。
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母との和解に至るが、母がこの世にいないことに変わ
りはない。また、ジャヤを理解する過程でジャヤが共産
主義者でなかったことが強調されているのは、スハル
ト体制崩壊から20年がたとうとしている今日のインド
ネシアにおいて、依然として共産主義者であることは
国賊でありタブーであることを示している。

1. 2．戦争から帰らない夫
　─『他者の言葉の物語』とインドネシア独立戦争
　『他者の言葉の物語』はB.W.プルバ・ヌガラ監督の長
編第一作である10）。インドネシア語の原題 Ziarah は墓
参りや巡礼を意味する。「ありのままを受け入れよ11）」 
という言葉を妻に残してインドネシア独立戦争（1945
年～1949年）に行ったきり行方知れずになっている夫
の墓を探す老女スリと、その跡を追う中年の孫を描い
たロード・ムービー仕立ての作品である。
　中部ジャワのジョグジャカルタ市、バントゥル県、
ウォノギリ県などの村々をめぐって夫の足跡を辿る
中で、インドネシア独立戦争、９月30日事件、1980年
代のクドゥンオンボ・ダム建設といった人々の暮らし
に大きな影響を及ぼした事件が後景として描かれる。
　スリは、インドネシア独立を阻もうとするオランダ
による第二次軍事侵攻12）（1948年）の際にゲリラ戦争
に参加するといって出て行った夫プラウィロ（パウィ
ロ）13）・サヒドの墓を探している。スリの娘はすでに死
んでおり、その夫の隣に埋葬された。自分も死んだら
夫の墓の隣に埋葬されたいと願ったスリは、家族に
黙って姿を消す。
　孫のプラプトは、亡くなった母から祖母のことをく

れぐれも頼むと言われていた。プラプトには婚約者が
おり、婚約者の両親に挨拶に行く際に祖母に付き添っ
てもらいたいと考えている。また、婚約者と暮らす
ための土地の購入や住宅建設の資金はスリの土地を
売って用立てるつもりだった。母の遺言もあり、自分
の結婚のためにも祖母と話をしたいプラプトは祖母
の行方を探す。
　物語はスリが夫の消息を探す旅とプラプトによる
スリ探しの旅が交錯しながら進む。プラプトはスリを
追うためにスリの夫の消息も探すことになり、結果と
して、スリとプラプトがそれぞれ村人たちから聞くス
リの夫に関するさまざまな話を観客も聞くことにな
る。プラプトは、スリが尋ねた人と同じ人に話を聞く
こともあれば、スリとは異なる人にプラウィロの話を
聞くこともある。ジャワにはスリの夫と同名の人が少
なからずおり、人々の話がスリの夫についての話なの
か、同じ名前や似た名前の別の人の話をしているのか
判然としない。消息が絶えて60年近く経るなかで、村
の名前が変わっていたり村そのものがダムの下に沈
んでいたりして、スリの夫探しは難航する。
　様々な人がスリの夫について語る「他者の言葉」に
より、スリの夫の人物像は幾度か逆転する。独立のた
めに戦った英雄、オランダに村の情報を横流しした裏
切り者、村人を苦しめた国軍兵士など。人物像が食い違
うのは、それが異なる人物についての情報である場合
や話した人の記憶違いのためという場合もあるが、時
代や受け手によって人の評価が変わるためでもある。
　また、スリやプラプトが話を聞く相手は、９月30日
事件やダム開発がもたらした不遇をかこちながらも、
そうした不本意な過去に折り合いをつけながら暮ら
している人々である14）。
　夫の墓があるとされる場所にスリがたどりつくと、
そこは1980年代のダム開発によって湖底に沈んだ村
だった。親の墓が沈んでしまった村人は、ボートで湖
上に出て、墓地の上と思しき場所で花を散らし、そう
することで墓参りをしている。また、プラプトが湖の
ほとりで会った村人は、インドネシアの国軍が夜中に
突然やってきて貯水を強行したので慌てて家財と家
材を家から引きはがして逃げた話を聞かせる。それは
中部ジャワ州のクドゥンオンボ・ダムで実際に起こっ

10） 監督はこの作品を構想したきっかけの１つとして、2004年イン
ド洋津波（スマトラ島沖地震・津波）災害の被災地となったア
チェを支援活動で訪れ、アチェ独立運動に参加したゲリラの家
族から話を聞いた経験をあげている［Sri Rejeki 2017］。

11） セリフはジャワ語で、インドネシア語の字幕はmengikhlaskan、
英語の字幕はlet it beがあてられた。

12） 1948年12月にインドネシア共和国に対してオランダが行った
大規模な軍事行動。第二次警察行動とも呼ばれる。1945年８月
にインドネシア共和国独立宣言が行われると、これを認めない
オランダとインドネシア共和国の間で戦争状態が生じた。国連
の調停で停戦合意が結ばれたが、1948年12月にオランダはこ
の合意を破棄し、共和国の首都がおかれていたジョグジャカル
タを占領し、共和国指導者のスカルノやハッタを逮捕した。主要
な指導者を失った共和国はゲリラ戦で抵抗した。アメリカをは
じめ国際社会はオランダの軍事行動を非難し、1949年２月にオ
ランダは共和国との交渉再開に同意した。

13） スリの夫の名前はエンディング・クレジットや墓碑銘ではプラ
ウィロ（Prawiro）とされているが、劇中では「パウィロ」と呼ば
れることがある。インドネシア語や英語の字幕でもPawiroと記
されているときがある。プラウィロについて尋ねられた人がパ
ウィロのことを聞かれていると勘違いしているときもあれば、
プラウィロを縮めて「パウィロ」と発話しているときもあるよう
である。

14） インドネシアの日刊紙『コンパス』は、「『巡礼』：過去と折り合い
をつける」（Ziarah, Berdamai dengan Masa Lalu）という記事
を掲載し、本作品のタイトル『巡礼』と結びつけて、中部ジャワ
の村々に夫の足跡をたどる老女スリの旅が過去と折り合いをつ
ける（和解する）旅であると位置づける。
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た物語である15）。
　スリは、夫が大けがをして治療のためにフソドのも
とに運び込まれたと聞き、フソドを探す。しかし、村で
は誰もフソドを知らない。盲目の女性の導きでスリは
フソドの息子トゥレスノに出会う。トゥレスノは、フ
ソドが９月30日事件後の混乱の中で生死不明となっ
ており、以降、村ではフソドの消息はおろかその名を
口にすることもタブーになっていると話す。フソドは
スリがプラウィロの妻だと知ると、祖国（tanah air）の
ために戦った者たちは彼らが守ろうとした土（tanah）
と水（air）のもとに帰ったのであって、どこに墓がある
かは問題ではないと語り、墓探しをあきらめさせよう
とする16）。
　スリが夫の墓を見つけると、その隣には妻として別
の女性の名前が記された墓があった。夫の没年は1985
年、その妻の没年は1987年で17）、夫が独立戦争の後に
スリの村に戻ることなく別の地で別の女性と結婚し、
そのまま人生を終えたことをスリは知る。スリは夫が
遺した「ありのままを受け入れよ」という言葉をかみ
しめる。
　スリは夫の短刀とつがいの短刀を肌身離さず持っ
ていた。スリはフソドの家で夫の短刀を見つけ、自分
の短刀と並べて、最初に墓があるとされた湖の上で２
つの短刀を水に流す。それはあたかも、夫と、その帰り
を妻として待ち続けた自分の弔いのようである。夫と
自分の弔いをすませたスリは、フソドの村にあった夫
の墓とその妻として死んだ女性の墓を浄める。現在90
歳を超えたスリは、30年前に亡くなったきり墓で眠っ
ている夫との間に、既に親子ほどの歳の差がある。ス
リが墓に眠るプラプトを弔っているのは、もはや妻に
よる夫の弔いとしてではなく、母の子に対する弔いの
ようなものになっていると見ることもできる。
　物語は、スリが妻としての弔いと母としての弔いを
終えて茫然と座るそばで、フソドが地面に棒で２人分
の墓の図面を画いている場面で終わる。それは、物語

の冒頭でプラプトが自分たちが住む家の間取りを地
面に棒で画いてみせた場面と重なる。９月30日事件の
ために父の墓をつくれなかったトゥリスノにとって、
独立戦争のために夫の墓をつくれなかったスリとの
出会いが意味を持っていたことがわかる。
　作品中、ほぼ全ての会話は中部ジャワの地方語であ
るジャワ語で語られる18）。スリやプラプトが村々で話
を聞く人たちには、エンディングのクレジットで「歴
史の証人」という役名が与えられている。

1. 3．官憲に追われる夫
　　 ─『ソロの孤独』と1998年政変
　発生から50年以上が経過した独立戦争や９月30日
事件の語り直しが、それらの出来事をきっかけに引き
裂かれた家族の再会という形で行われるのと対照的
に、起こってから20年目を迎えようとする1998年政
変は、それによって引き裂かれた家族のありようが示
されるだけで、家族の再会に至らない。
　『ソロの孤独』は、スハルト体制末期から1998年政変
にいたる混乱のなかで消息を絶った詩人ウィジ・トゥ
クル19）の官憲からの逃亡生活を描く。
　ウィジ・トゥクルは、中部ジャワのソロやジョグジャ
カルタを拠点に1980年代に詩作や演劇活動を始めた。
1990年代には中部ジャワの繊維工場による環境汚染
に抗議する住民運動を組織する活動家として当局に
目をつけられていた。中部ジャワの芸術家ネットワー
クの一つだった人民芸術職業ネットワーク（Jaringan 
Kerja Kesenian Rakyat; Jakker）は、トゥクルが長を
務めているときに政治活動への関りを深め、1996年
に非合法政党として結成された民主人民党（Partai 
Rakyat Demokratik; PRD）に合流した20）。1996年

15） クドゥンオンボ・ダムは、日本のODAや世界銀行などの支援を
受けて1985年に建設が始まり、1989年に完成した発電・治水ダ
ムで、中部ジャワ州の３つの県（グロボガン県、スラゲン県、ボヨ
ラリ県）の境界に位置し、ダム建設により３県７郡37村の約5,000
世帯の土地が湖底に沈んだ。立ち退きを拒否した世帯もあった
が、貯水は強行された。

16） フソドの父は生死不明であり、フソドも父の墓をつくることが
できなかった者の１人である。

17） 夫の再婚をどう解釈するかにかかわる直接的な言及は劇中でさ
れていないが、夫の友人の話から、夫とその仲間の間では、スリ
と夫の家がオランダの攻撃を受け、スリはそのとき死んだと思
われていたことが示唆されている。実際にはスリは家の下に
掘った穴の中に隠れていたために死ななかった。

18） インドネシアは多言語社会で、国語・公用語であるインドネシア
語のほかにさまざまな地域的な言語（地方語）が使われている。
地方語で最大の使用人口を持つ言語はジャワ語である。この作
品では、プラプトがスリの消息を求めて訪ねたレジョの孫で
ジャカルタの大学生である女性がインドネシア語で話している
ほか、会話はすべてジャワ語であり、インドネシアで劇場公開さ
れたときはインドネシア語の字幕がつけられた。

19） 1963年、中部ジャワのスラカルタでカトリック信徒の家に生ま
れ、ソロで育つ。

20） 当時のインドネシアでは、政党はインドネシア民主党（PDI）、開
発統一党、ゴルカルの３政党のみ公認されており、それ以外の政
党を結成することは反体制的な行動として認められていなかっ
た。トゥクルはPRD結成宣言に際して壇上で詩を読んだ。トゥク
ルの芸能活動の師にあたるチェンペ・ラウ・ワルタ（Cempe Lawu 
Warta）は当時の状況について、ジョグジャカルタの芸術家の多
くはJakkerが政治活動に巻き込まれることを望んでいなかった
が、民主人民党（PRD）の前身である民主人民連盟の活動家だっ
たリンダ・クリスタンティ（Linda Christanty）ら４名がJakker
をPRDの下部組織にしようとし、それにトゥクルが賛同したこ
とでJakkerが政治化したと語っている［Tempo 2013: 115］。
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にジャカルタで７月27日事件とそれに伴う騒乱21）が
発生すると、治安当局はPRDが騒乱を扇動したとし
てPRDの活動家を捜索対象にした。ここからウィジ・
トゥクルの逃亡生活が始まった。［Tempo 2013］によ
れば、トゥクルは名前や髪型を変えて友人や知人のも
とを転々としながら、ときにはソロの妻子のもとに帰
り、ときにはカリマンタンで身を隠し、そのさなかも
PRDの活動や詩作を続けていた。1998年５月のジャ
カルタ騒乱時には、ジャカルタからソロの妻に電話を
かけて、無事を伝えるとともに妻子の安否を問うた。
しかし、それを最後にトゥクルの消息は途絶えた。妻
は夫と連絡がとれないのは当局から逃亡しているた
めだと考えていたが、2000年３月になって「行方不明
者及び暴力の犠牲者のための委員会」（Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan; 
KontraS）22）に夫が行方不明であることを報告した。
　1998年５月の騒乱の前後には人権活動家や民主化
活動家が誘拐されて行方不明になる事件が頻発して
おり、治安当局による活動家を対象にした掃討作戦が
行われていた可能性が指摘されていた。ウィジ・トゥ
クルも作戦の対象となって誘拐され、行方不明になっ
たと考えられている23）。
　映画『ソロの孤独』では、ウィジ・トゥクルが友人を
たよってカリマンタンに逃亡し、途中で一度ソロに
戻って妻とつかの間の時間を過ごし、再び逃亡生活に
戻るまでが描かれる。ウィジ・トゥクルを助ける友人
の名前を除き、地名や人名、組織名などの固有名詞は
ほとんど口にされず、場所を特定する看板などの表記
も極力排除されている。トゥクルは吃音とくせ毛が特
徴で、その特徴を隠すために逃亡中は髪を刈るか帽子
をかぶるかし、信頼できる人以外とは話をしないよう

にしていたことが知られており、映画の中でもその様
子が描かれる。髪を切るために床屋に行くと威圧的な
国軍兵士24）と隣席になり、些細な会話のやりとりから
身元が判明してしまうのではないかとトゥクルは口
数を少なくするが、それがさらに相手に疑念を与える
のではないかと緊張する。身を隠している村では、兵
士になる夢が挫折して心を病み、自分が兵士になった
という白昼夢の中で周辺の住民に異常な行動を繰り
返す若者がいて、トゥクルの気は休まらない。居候先
の友人はトゥクルを温かく受け入れてくれるが、その
妻はトゥクルの存在に不安を抱いており、それを察知
したトゥクルは孤独感を強める。
　トゥクルの留守を預かる妻は治安当局の監視下に
あり、トゥクルの行方や妻の思想が探られる。妻は毅
然とした態度をとるが、日々生活を監視されている窮
屈さや、夫の不在の間に妻に懸想する近隣男性の煩わ
しさに、静かに疲れをためている。
　トゥクルは手持ちのわずかな金で妻に赤い古着の
スカートを買い、熱湯で丁寧に消毒する。そのスカー
トを持ってソロに戻り、街の安ホテルで妻とつかの間
を過ごす。妻が昼間ホテルの部屋に出入りしたこと
は、夫のいない間に浮気をしたか、それとも男に体を
売り出したかと疑われるが、夫に会ったと言えない妻
は侮辱を甘んじて受け入れ、夫の身をひたすら守ろう
とする。
　トゥクルは治安当局の監視を免れているのか、それ
とも監視下で泳がされているのかが判然とせず、その
ような状況下で送る逃亡生活の恐怖と孤独が静かに
伝わってくる。『ソロの孤独』は、ウィジ・トゥクルを通
して、スハルト体制下で監視する者の存在に気づいた
者が感じた恐怖、そしてその恐怖を周囲の者と共有で
きないことからくる孤独感を的確に伝えている。
　トゥクルと妻はほとんど会話をかわさないが、だか
らこそ２人が互いを強く思い合っている様子が浮か
び上がってくる。あからさまな言葉をあえて使わず、
２人の交情を静かに際立たせるという方法を選ぶこ
とで、この作品が「体制」を批判する力をより力強い
ものにしている。

21） 初代大統領スカルノの娘メガワティを党首とするPDIが党勢を
拡大することを恐れた政府は、1996年７月にPDIの執行部人事
に介入し、前党首のスルヤディがPDIの党首になった。直後に、
スルヤディ派はジャカルタのPDI本部からメガワティ派の強制
退去を実施し、これがきっかけにして、ジャカルタ市内で死者５
名、負傷者149名、逮捕者136名にのぼる騒乱となった。

22） KontraSは1998年３月に複数の人権NGOや学生組織の連合体
として設立され、スハルト体制末期から1998年５月政変前後に
かけて誘拐さたり殺害されたりした活動家の捜索や真実究明を
行うほか、アチェ、パプア、東ティモールなどで治安当局が行っ
た民間人に対する大規模な人権侵害の事例の追及や、マルク、ポ
ソなど治安当局の関与が疑われる社会騒乱の真実究明の活動を
行った。設立者の１人で人権擁護活動家であるムニールは2004
年にジャカルタからオランダに向かうガルーダ・インドネシア
航空機の中で毒殺された。治安当局の指示による暗殺の可能性
が指摘されている。

23） 23名が拉致され、ウィジ・トゥクルを含めた13名の消息が依然
不明である。拉致監禁から帰還した者の証言などにより、陸軍特
殊部隊による組織的な作戦があった可能性が指摘されている。

24） トゥクルの後からやってきた兵士は自分がトゥクルより先に散
髪されるのは当然だという態度をとるばかりでなく、自分の髪
を切ることができる床屋は栄誉であると言い、代金を請求しな
いよう暗に求める。
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２．子づくりの困難からの脱却と 
父権主義批判への懐疑

　1998年のインドネシア政変は、スハルト大統領を唯
一の「父」として「子」である国民を守る体制が、その

「子」（国民）によって否定されたできごとだった。スハ
ルト体制によって体現されてきた強く正しい父とそ
れによって導かれる子という理想の家族像が見失わ
れ、このことはインドネシアの映画においては家族づ
くりの困難という形であらわされてきた［西 2013］。

［西 2017］では、映画において父＝息子関係の亀裂の
修復がはかられていること、他方で、父＝娘関係にお
いては依然として課題を残していることを見た。以下
では、2016年から2017年にかけての映画において、
子作りの困難からの脱却が見られることと、他方で父
権主義批判への懐疑ともとれる作品が作られ始めて
いることを紹介したい。

2.1．生まれなかった子を弔う
　─『妊娠検査』（2012）から『魔の11分』（2017）へ
　『魔の11分』は、モンティ・ティワ監督とレザ・ラ 
ハディアン主演により、人気小説25）の映画化として
2017年５月に劇場公開された作品である。海上石油プ
ラントで働くアルと国際企業で働くアニャが第一子
の流産を乗り越えて家族づくりに再出発する過程を
描く。
　アルには、商業映画から芸術映画まで、英雄からさ
えない上司まで幅広いジャンルと役づくりをこなし
て劇場で見ない日はないとまで言われる人気俳優レ
ザ・ラハディアンが、アニャには、『ビューヒフルデイ
ズ』のカルメン役で人気を博し、以後さまざまな監督
からひっぱりだこになっているアディニア・ウィラス
ティが、アルの父と母は、インドネシアのテレビ・映画
業界で理想の父像と理想の母像を体現してきたスラ
メット・ラハルジョとウィディヤワティ・ソフィアア
ンが配役された。
　レザとモンティ・ティワ監督の組み合わせは、モン
ティ・ティワが2012年にレザ主演で『妊娠検査』を監
督して以来である。『妊娠検査』でレザは、結婚７年目
で子供に恵まれず、妻タタと不妊治療に取り組むが自
身が無精子症であることが判明して妻に逃げられる
ラフマットを演じた。ラフマットは子どものいない生

活に満足していたが、タタが子を熱望するためにその
期待に応えようとし、自分が原因で妻に子どもを授
けることができないことに失望して自信を喪失する。
ラフマットの元恋人で不妊症のために夫と離婚した
スーパーモデルのシンタと再会したことで、シンタと
同じ境遇を共有して生きていくか、タタとの間で家庭
づくりを追求するかで迷う。タタはラフマットとの生
活を捨てることを選択し、ラフマットは１人になる。
　『妊娠検査』で子どもはそれほどほしくないものの無
精子症に悩む男性を演じたレザは、『魔の11分』では、
愛する妻との間で子どもを熱望し、妻の流産に落胆
し、妻を責めてしまう男性を演じた。
　アルの妻アニャはキャリア・ウーマンだったが、ア
ルの求めに応じてキャリアを重ねてきたジャカルタ
の会社をやめ、アルについてニューヨークに移住す
る。しかしアルは海上石油プラントで働いており、た
まにしか会えない。アニャが妊娠すると、２人はお
なかの子にアイダンと名をつける。アルは妻を１人
ニューヨークに置いておくことに不安を感じ、自分の
両親がいるジャカルタに近い石油プラントへの異動
を希望し、アニャとともにジャカルタに戻る。アニャ
はジャカルタの会社に復職し、妊娠９か月目を迎えた
２月14日にアイダンを流産する。アルはアニャが復職
したことが流産の原因だとアニャを責めてしまう。そ
れをきっかけにアルとアニャの関係が冷え、夫婦は危
機に直面する。
　夫婦が危機から脱出するきっかけをつくったのはア
ルの両親の経験だった。アルの父はリナルディ・リシャ
ド将軍という軍人で、諜報活動にもかかわっていた人
物である。父はアルがアイダンの死の原因をアニャに
帰したことを後悔しつつもアニャに謝れないでいるこ
とを知ると、自分もかつて流産した妻との関係が壊れ
かけ、その修復に２か月かかった過去を語りだす。自
分の悲しみにかまけて妻の悲しみに気がまわらなかっ
たことや、生まれなかった子の墓参りを今も欠かさず
していることを語る。アルはアイダンの墓参りを熱心
にするようになる。そして、アニャがアイダンの墓を
避け、アイダンが生まれていれば使うはずだった部屋
に入り浸っていることに気づく。アルの母もアニャに
自分の流産の経験を話し、流産は誰のせいでもないと
語り、自分を許す方法をゆっくり探すよう諭す。
　アルとアニャのきょうだいや友人のとりなしもあ
り、アルとアニャは互いの痛みを受け止めあい、アイ
ダンの死を共有し、２人そろってアイダンの墓参りに

25） イカ・ナタッサ（Ika Natassa）の同名の小説は2015年８月に刊
行され、爆発的な人気を得て発売から３か月で第７版まで出版
された。
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行く。それからほどなくして２人は子どもを授かる。
　アルが子を得て父になる過程は平たんではない。１
人目の子どもは生まれず、生まれなかった子どもを受
け止めることに苦労し、夫婦関係は危機的状況に陥
る。しかし、親（軍人）の世代がアルたちと同様にかつ
て生まれなかった子をめぐって家族崩壊の危機に直
面し、それを乗り越えたことで自分たちの世代がある
ことを知り、自分たちの危機を乗り越えて子づくりに
向かうことができた26）。

2.2．家づくりの喜び─『開口8度』と
　　『ベンとジョディ～珈琲哲学第二章～』
　『魔の11分』公開に先立つ2017年２月には、アンガ・
ドゥイマス・サソンコ監督による『開口８度』が公開さ
れた。定職を持たないお調子物のアラム（チコ・ジェリ
コ）が、妻ミアの出産騒動を経て妻の家族に認められ
るとともに、父になるまでを描いたコメディ・タッチ
の作品である。エンディングでは制作スタッフとその
子どものスナップ写真が並べられ、子づくりや父にな
ることに対するポジティブな姿勢が前面に打ち出さ
れた。
　同時期に制作されたアンガ・ドゥイマス・サソンコ
監督の『ベンとジョディ～珈琲哲学第二章～』（2017）
では、ベンと女性バリスタのブリがいがみ合いつつ、
最終的には豆から一流のコーヒーをつくるという志
を共有していることを互いに理解しあう。ベンの父は
コーヒーの新しい品種をつくるための栽培施設を遺
していた。この施設を引継ぎ、ベンとブリはコーヒー
の新品種つくりに共同で取り組む。２人が作り出した
豆には、「ベンとブリ」（Ben & Brie）の名がつけられて
いる。２人が結婚している様子はなく、恋愛感情も描
写されていないが、同じ志で共同事業に取り組む２人
が生み出した成果は、いわば２人の子どもであり、子
どもを生み育てる２人は「家族」をなしている。その
意味で、『ベンとジョディ』は、血を分けた子をつくら
ずとも新しい家をつくる道があることを示唆してい
る。同じ時期につくられた『ベンとジョディ』と『開口
８度』は、２つで１セットとなって、現代の若いに世代
に「家づくり」への希望の道を示している。

2.３．父権主義批判への懐疑─『窓』（2016）
　男性を主人公にすえた映画において子づくりの困
難が克服されつつあるように見える一方で、女性を主
人公にした映画では依然として父との関係に不穏な
様子が見える。
　ヌルマン・ハキム監督の『窓』（2016）は、1998年5月
のジャカルタ騒乱から間もない時期27）を舞台に、ジョ
グジャカルタの名家の崩壊と再出発をスハルト体制
の崩壊に重ね合わせて描く。同作品は、『三つの祈り　
三つの愛』（2008）と『カリファーの決断』（2011）に続 
き、ヌルマン・ハキム監督作の長編三作目にあたり、 

『カリファーの決断』と同様、脚本はナン・アハナス28）

との共同による。
　1998年半ばのジャカルタでマーケティング会社で
アルバイトをしながら１人で暮らすデウィ29）のもと
に、ジョグジャカルタの実家から初めて手紙が届く。
そこには精神障害のある姉ディが妊娠したことを報
じる地方紙の切り抜きが入っていた。
　デウィが10年ぶりに実家に帰ると、ベッドで寝た切
りの姉が妊娠していた。地元の工場で要職にある父ダ
ルソノは権威主義的で、毎朝母がつくる紅茶の甘さ加
減に文句を言うことで自分の権威を示している。父は
ディの精神疾患の原因は母方の血筋にあると母を責 
める。母は父に逆らわず、また、姉の妊娠を「処女懐
胎」だと説明する。そのような母のことをデウィは歯
がゆくてならない。他方、父は娘ディの妊娠を、数か月
前に近所で夜市が開かれたときに村の外の人間が家
に忍び込んで妊娠させたのではないかと疑っている。
　デウィは姉を妊娠させた犯人を突き止めようとす
る。犯人は仮面をかぶっていたらしい。視覚障害をも
つギター弾きの物乞い、隣家に間借りする絵描きでよ
そからやってきた若者プリヤント、幼馴染でカウボー
イハットをかぶるジョコなど、家のまわりには怪しい
人々がいた。しだいにデウィはプリヤントに惹かれて
いくが、プリヤントは仮面の男に襲われる。やがて、デ

26） タイトルの『魔の11分』は、航空機事故の発生確率が高いとされ
る離陸時の３分間と着陸前の８分間をあわせた時間を指す言葉
からとられている。新婚夫婦の家づくりを飛行機のフライトに
たとえ、どんなベテランでも細心の注意を払うべき時があると
警告する作品が登場したことは、家づくりをめぐる課題がもは
やそれほど大きなものになっていないことを意味しているかも
しれない。

27） 劇中に示される壁のカレンダーから1998年８月頃と推測さ
れる。

28） ナン・アハナスがリリ・リザ、ミラ・レスマナ、リザル・マントファ
ニと共作した『クルドサック』は、スハルト体制末期に停滞し、
1998年政変後も制作本数が激減していたインドネシア映画界
に新風を起こした。監督作に『囁く砂』（2000年）、『写真』（2007
年）がある。

29） ジャカルタの場面では華人を対象にした暴動の傷跡があちこち
に残っている様子が示される。デウィが会社から帰ろうとする
と、華人の受付嬢はデウィに「そのまま帰ると危ない。華人に間
違われる。ベールをかぶっていたほうがよい」と助言する。デ
ウィの下宿の外壁には「プリブミ」（原住民、つまりここに住ん
でいるのは華人ではないという意味）と大書されている。
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ウィが家を出てジャカルタに行ったのは父がデウィ
に欲情していることに母が気づき、デウィを父から引
き離して守るためだったことがわかる。デウィは姉を
妊娠させたのは父ではないかと疑い始める。また、デ
ウィの家は母方の祖父が名士で、オランダ植民地時代
に工場の原住民頭として勤めていた祖父の功績のた
めに父は工場で仕事を得ていたことがわかる。母は家
に代々伝わるバティックの掛け布を大事にしており、
それをいつもディにかけている。１つ１つの模様に物
語が託されていると言い、寝たきりのディに物語を聞
かせている。
　やがて父ダルソノは工場で閑職に追いやられる。父
はそのことを家族に言わず、毎日出勤を続け、母は父
に仕え続ける。しかし、父が工場で閑職に追いやられ
たのも、その後も工場に通っているふりをしつづけら
れるのも、母が工場長に掛け合って実現させたらしい
ことがわかってくる。新聞にディの記事が掲載された
のも母の手配で、デウィを呼び寄せたのも母だった。
　父は次第に権威を失っていく。ジョコは道端で会っ
ても父に挨拶しない。家庭ではデウィが父に敬意を払
わない。居場所を失ったダルソノは、ジャカルタ行き
の列車が出る駅に向かって線路の上を１人で歩き、向
かってくる列車にはねられて死亡する30）。
　デウィ、母、ディは父の葬式が終わると家をたたみ、
父が死んだのと同じ線路を歩いて駅に向かい、ジャカ
ルタ行きの車中の人となる。
　三人がいなくなった村ではジョコが仮面をもって
歩いており、ジョコこそがディを妊娠させ、プリヤン
トを襲った人物であることが示唆される。ジョコは仮
面を池に落とし、その仮面を拾おうとして水中に沈ん
でいく。
　ここには父権主義が崩壊する過程がシニカルに描
かれている。父が母を長年抑圧していることや、デ
ウィに欲情していることなどから、父権主義の罪と横
暴さが描かれる。父にしたがう母もある意味で父権主
義を支えている存在として描かれる。同時に、父権主
義が機能しなくなっている状況も描かれている。父は
娘の妊娠を防げず、妊娠の後も娘を守れない。家の外
ではジョコから挨拶されない。
　その父は、家庭内でも家庭の外でも権威を失い、工
場での仕事も失い、自殺に至る。そのきっかけをつ
くったのは長年にわたって父の権威を支えてきた母

だった。それはスハルト大統領が女房役だったウィラ
ント国軍司令官やハルモコ国会議長・ゴルカル総裁に
引導をわたされて辞任した過程と重なる。ここで終わ
れば抑圧する父権主義に抵抗した女たちの物語とな
るところだが、物語はそこで終わらず、ディを妊娠さ
せたのは実は父ではなく、家の外にいるジョコである
ことを明らかにする。しかも、そのことにデウィたち
は気づいていない。
　ジャカルタに女三人で向かったデウィたちにその
先どのような人生があるのかは示されない。経済状況
が厳しい中、ジャカルタでただちに明るく自由な未来
があるとはとても思われない。さらに、本当の敵は父
ではなかったかもしれないこと、そして、そのことに
３人が気づかぬままエンディングを迎えていること
は、1998年政変でスハルト体制が崩壊して父権主義
を否定したことを手放しでは喜べない現実が2016年
のインドネシアで切実なものとなっていることを感
じさせる。

３．魔物の登場─内戦の擬人化

3.1．災害被災地として描かれてきたアチェ
　2017年のインドネシア映画祭は、劇場公開がわずか
数日間だった作品に作品賞・脚本賞・主演男優賞を与
えた。2017年５月に公開されたエミル・ヘラディ監
督31）の『夜行バス』である32）。
　紛争地サンパルへ向かう夜行バスの一夜を描く。内
戦終結のためのメッセージを託された男がバスに乗
り込んだことで、バスは政府軍と反乱軍の双方から狙
われ、乗客全員の命が危険にさらされる。内戦終結を
望まぬ第三の勢力の存在が明らかになるなかで、バス
と乗客は無事目的地にたどりつけるのか、スリリング
な展開が続く。夜行バスという限られた空間で、誰が

30） ダルソノの墓碑には1940年５月12日生まれ、1998年８月１日
没とある。

31） 監督作品にアジアフォーカス・福岡国際映画祭で上映された『サ
ガルマータ』がある。文筆家をめざすシタと写真家をめざすキラ
ナの物語。２人は親友どうしで、自分探しの旅に出る２人の女性
のロード・ムービー仕立てになっている。ネパールのサガルマー
タ国立公園が舞台。実はキラナはシタと一緒に行ったムラピ山
登山で死亡しており、シタにとってサガルマータへの旅は自分
のせいで親友を失ったことに決着をつけるための旅だった。

32） 2017年４月６日に劇場公開されたが、制作側の要望で１週間を
待たずに公開が中止された。観客動員数は約２万人で、2017年
インドネシア映画祭で作品賞にノミネートされた作品のなかで
最小の動員数だった。インドネシア映画祭各賞受賞後、11月30
日から２週間、ジャカルタのいくつかの劇場で受賞記念上映が
行われた。リフヌによれば、CGを利用したいくつかの場面につ
いて技術的な問題があったという。また、プロデューサーのダリ
ウスによれば配給上の問題があり、いくつかの場面の上映がで
きなかったという。
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敵で誰が味方かわからないなかで危機に見舞われる
サバイバルものであるとともに、乗客たちの過去が明
らかにされ、内戦が人々にもたらすさまざまな理不尽
さがあらわにされていく。
　主演のリフヌ・ウィカナ（Teuku Rifnu Wikana）が
実際に体験した事件をもとに執筆した短編小説「命拾
い」を原作としており、地名や固有名詞は変えられて
いるが、1970年代から2005年まで続いたアチェ内戦
についての物語であることは明らかである。
　アチェでは、1998年政変でスハルト体制が崩壊す
ると内戦が激化した。アチェ独立を求める自由アチェ
運動（GAM）とインドネシア政府との紛争終結のため
の和平協議が国際社会の仲介を得ながら繰り返され
たが、実ることはなく、2003年にインドネシア政府
は戒厳令を敷き、アチェでは外部から閉ざされた状況
下でインドネシア国軍による反乱軍の鎮圧作戦が行
われていた。この状況を変えたのが2004年インド洋
津波だった。紛争地から自然災害の被災地になること
で、アチェには域外から支援の手が差し伸べられ、閉
ざされていたアチェが外部世界に開かれ、そのことが
結果として紛争の終結をもたらした［西 2014］。
　自然災害の被災地となったことで、アチェにはイン
ドネシア各地からボランティアが訪問するようにな
り、アチェの被災はインドネシア全体の被災として受
け止められ、話題にされるようになった。このことは
映画制作にも反映され、2004年以降、アチェの津波被
災を扱う作品が増えていった33）。
　『デリサのお祈り』（2011）は、インドネシアの若手人
気作家テレ・リエによる同名の人気小説を原作とする 
映画で、津波被災から７周年を迎えた2011年12月に
公開された。その後もテレビで毎年放映され、大き
な反響を呼んだ。津波で母を失ったデリサが母の願い
だった礼拝ができるようになり、それとともに母の遺
品を見つけ、母の死を受け入れるまでが描かれている。
　『クマラ』（2012）では、次第に視力を失っていく頑固
な娘クマラと写真家ランギットがジャカルタからア
チェに向かう船上34）で出会い、恋に落ちるが、視力を
ほとんど失ったクマラがランギットのもとを去り、そ
れをよしとしないランギットがアルトゥルと名乗っ
て言葉をしゃべれない風を装ってクマラに近づき、ク

マラとの交流を取り戻そうとする過程が描かれる。ク
マラはアチェ出身の娘で、津波で母を失ったイノンと
いう少女が重要な役割を果たす。後半はバンダアチェ
の沖にあるウェー島のサバンが舞台となっている。
　『武士道スピリット』（2014年）では、アチェで生まれ
育ち、空手の名手である父と兄を2004年の津波で失っ
た少年マディが空手を通じて自信を取り戻すまでを
描く。バンダアチェでも撮影され、アチェの楽曲35）が 
BGMに使用されている。津波で妻子を失って失意と
トラウマで空手をやめていたアズワル先生から特訓
を受けたマディは、バリで開かれた国際空手選手権で
勝利し、東京へ向かう36）。
　このように、アチェを扱う映画は増えていったが、
その多くは自然災害の被災と復興に焦点をあてるもの
だった。アチェを描いているにもかかわらず、アチェ
で30年にわたって続いた内戦が言及されないのは、内
戦を語ることの困難ゆえだったといえる。内戦とは同
じ社会に属する人々のあいだの紛争であり、人災であ
る。人災である紛争について語るからには誰かしらの
責任を問わざるをえない。それは、内戦終結後、かつ
て相争った勢力が平和裏に共存している社会の安寧
を脅かしかねない。別の言い方をすれば、長らく内戦
に苦しんでいたアチェを劇映画で扱うことが可能に
なったのは、アチェが津波という災害の被災地になっ
たことで、敵味方を決めることなく災いを共有するこ
とが可能になったからであった。では、『夜行バス』は
どのようにして内戦を描くことを可能にしたのか。

3.2．実話をもとに作られた短編小説の映画化
　 ─『夜行バス』（2017）
　『夜行バス』が内戦を描くことをどのようにして可
能にしたのかを考える前に、映画の原作となったリフ
ヌ・ウィカナ37）の短編小説「命拾い」38）の内容を見てみ
よう。事件は2011年に北スマトラ州メダンからアチェ
州バンダアチェに向かう夜行バスで起こった。当時リ

33） ニア・ディナタの『分かち合う愛』もそうした作品のひとつであ
る。詳しくは［西 2014］を参照。

34） 設定ではアチェだが、実際にはジャカルタからアチェに直行す
る船便はなく、ジャカルタから北スマトラ州ブラワンに向かう
船である。

35） Kandeの楽曲。Kandeの歌手ラフリも出演している。
36） 東京でも撮影され、エンディング・テーマは五輪真弓の「心の

友」。日本からは武田梨奈らが出演している。
37） 1980年北スマトラ州プマタンシアンタル生まれ。父はTeuku 

Syarifuddin、母はCut Nurasyiah。男性の名前がTeuku、女性
の名前がCutで始まるのはアチェの名家の出身者の名前の特徴
である。なお、2017年12月にバンダアチェで上映会が開かれた
際にリフヌは自身の出身地はアチェ州西南アチェ県のスソ

（Susoh）だと答えている。
38） 原題はSelamat。当初 Lentera Timurのウェブサイトに掲載さ

れたが、現在このサイトは閉鎖されている。http://hai.grid.id/
Feature/Stuffs/Cerpen-Selamatに再録されており、本稿では
このサイトに掲載されているものを使用した。
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フヌはメダン工科大学の学生で、バンダアチェに住む
家族の家に戻るために夜行バスに乗った。このときの
経験をもとにバンダアチェやメダンといった実在の
地名を架空の地名に変えて短編小説として発表され
たのが「命拾い」である。
　香料や金などの豊かな天然資源に恵まれ、かつて海
上交易の中心だったものの、開発から取り残された地
域サンパル〔アチェに相当、以下同じ〕はサンタニ島

〔スマトラ島〕の端にある。サンパルの独立を求める反
乱軍と政府軍との紛争が数十年にわたり続いている。
ランパ〔メダン〕からサンパルに向かうバスは政府軍
と反乱軍の検問を受けたのち、両者の銃撃戦に巻き込
まれ、バスに反乱軍と政府軍の兵士一人ずつが取り残
される。そのなかで、バスは反乱軍と政府軍のどちら
とも異なる「正体不明組織」（Organisasi Tak Kenal; 
OTK）に襲われる。彼らは情勢を利用し、金のためな
らなんでもする勢力である。バスから降りた車掌は
OTKに頭を撃たれて死ぬ。バスの車中では、乗客およ
び反乱軍と政府軍の兵士が連携してOTKを制圧する。
その際に乗客の少女が流れ弾に当たって死ぬ。また、
反乱軍の兵士はOTK制圧後にバスを降りようとした
ところを撃たれて死ぬ。小説は、反乱軍の兵士が国に
よって埋葬されたことと、政府軍の兵士が軍をやめた
ことを知らせるラジオ・ニュースで終わる。
　小説はサンパル取材に出向くデファこと「私」の一
人語りとなっている。名前のある登場人物は、隣席に
なったサンパルの女性インダのみである。インダの父
は政府の役人（郡長）で、反乱軍からたびたび脅迫やた
かりを受けている話を「私」にする。
　映画では、バスに乗り合わせた乗客にさまざまな立
場を与え、その背景を丁寧に描くことで、紛争が人々
に与える痛みやその痛みを受け止めきれずに誰かを
責めずにいられない状況を示し、紛争の理不尽さを示
す。映画ではデファはユダに、インダはアンニサに名
前が変えられている。
　運転手のアマンは、かつてサンパルの鉱山会社に勤
めており、待遇はよかったはずなのにやめて今はラン
パで長距離夜行バスの運転手をしている。サンパルに
いる家族に会うため、武力衝突による入境禁止が解け
て最初のサンパル行きバスの運転を志願した。運転席
に家族の写真をはりつけている。
　記者のユダは車中でいろいろな人にカメラを向け
て話を聞こうとする。同じくレポーターだった妻の遺
品のカメラをもってサンパルへ向かう。５年前、ユダ

と妻は取材時に武力衝突に出会い、妻は負傷者を助け
ようとしてユダの目の前で撃たれて死んだ。
　女子医学生のアンニサは車中でずっとエリック・
シーガル39）の本『Doctors』を読んでいる。サンパルの
病院で紛争犠牲者がたくさん運び込まれたと聞いて
サンパルに戻る。公務員で誘拐された父を返してもら
おうとして反乱軍にさらわれ、集団レイプされた。
　老女ヌルは息子のフアドがサンパルで死んだため、
その娘ライラを連れて墓参りに行く。フアドは内戦に
加わるのを拒み、怒った仲間によって妻と一緒に家ご
と焼かれて死んだ。実はフアドは生きており、スハと
名乗ってサンパル独立軍を指揮していた。
　盲目の男ルトゥフィ40）は、ときどきまるで目が見え
ているかのようにふるまう。酒を飲むがイスラム教の
礼拝は欠かさない。出身の村は、男はみな内戦に駆り
出され、自分を除いて女性ばかりになっていると自嘲
する。ときどきサンパル語の詩を詠唱する。
　パナマ帽の男ウマルはサンパルの街に近いLam 
Puteh村の出身で裕福だ。臆病者で、なんでも金で解
決しようとする。反乱軍の検問の際には、途中で乗り
込んできた政府軍の諜報員を教え、諜報員２人が殺さ
れる。自分の村に着くと村は丸焼けになっており、小
さな男の子が一人生き残っているだけだった。
　若いカップルのマラ（女性）とリファット（男性）は
バスが出発したランパの出身である。交際をマラの両
親に認めてもらえず、駆け落ちをした。サンパルの鉱
山会社アレカ鉱業（PT Areka Tambang）の求人広告
を見てサンパルに行くことにした。
　人道支援団体 HiPeaceのスタッフであるイドゥル
スは、バスでサンパルに向かった団体スタッフが行方
不明になっており、その消息を尋ねてサンパルとラン
パの境界の検問所に来ており、サンパル行きのバスが
来たのでそのバスに乗った。
　車掌のバグドゥンは幼少期に道端の溝に落ちてい
るところを運転手のアマンに拾われ、以後、命の恩人
としてアマンを慕っている。

39） ユダヤ教ラビの息子。アメリカ人。2010年死去。作家で脚本家。
1970年に小説『Love Story』が映画化されて各国で上映された。
日本では『ある愛の詩』として知られる。

40） アチェ出身の詩人で俳優のアグス・ヌルアマル（Agus Nuramal）
が演じている。アグスはアチェの近代芸能者ペ・エム・トの話芸
を引継ぎ、現在、アグス・ペ・エム・トを名乗っている。ルトゥフィ
が読む詩はアグスが作詩した。なお、リフヌはアグスにアチェ語
以外の言語による作詩を依頼した（2018年1月23日、リフヌ・ウィ
カナへのインタビュー）。



31離散・父権・魔物──インドネシア映画による災いの語り直し　西芳実

3.3．紛争の擬人化
　以下では、上映された映画と脚本41）をもとに、『夜行
バス』が紛争をどのように描いているのかを詳しくみ
ていく。アンニサに興味を持ったユダがアンニサと会
話を始めるシーンで、サンパルについて、ユダが「崖
が多いな、地滑りで危ない」（rawan longsor）と言っ
てアンニサが「強盗も危ないわよ」（rawan rampok 
juga）とするやりとりがある。アチェが紛争時に「危
険な地域」（daerah rawan）と呼ばれていたことを連想
させる。
　劇中で災いのもととして繰り返し言及されるのが
アンテック・ダジャル（Antek Dajjal42））という魔物で
ある。
　アンテック・ダジャルは「紛争が長期化すると生ま
れる。５年続けば現れる。世界大戦のときだって現れ
る。紛争を終わらせるために遣わされる。どの陣営の
兵士だって食っちまう。サンパルでは森の中に住んで
いる」、「見たことはないが、人の姿をしていて、とても
残酷らしい」43）と説明される。NGOのイドゥルスは、
メンバーを乗せたバスの消息を検問所の軍人に尋ね
たところ、誰もが「アンテック・ダジャルのせいだ」と
いって魔物のせいにしたという。ここには、紛争を擬
人化する試みを見て取ることができる。イドゥルスは
人を食い物にするのは人しかないと考え、軍人の言葉
を信じず、そのことによって、物語の後半で責めるべ
き相手を見失い、苦しむことになる。
　物語の中盤で、アンテック・ダジャルがバシルとい
う男の姿で現れ、次のように語る。「和平が失敗するの
は吾輩のせいだ」 「政府軍に実地で訓練させているの
だ」 「サンパルの者どもはすぐに感情的になるからコ
ントロールしやすい」 「停戦したいと言い出した奴を
殺せば紛争は続く」44）。
　政府軍と反乱軍はそれぞれの論理を持ち、互いに言
葉が通じる存在として描かれる。検問所で小競り合い

も起こるが、それは言葉のやり取りのなかでとりなさ
れる。しかし、アンテック・ダジャルは言葉や理屈によ
る交渉が成り立たない。強盗ならば金品を渡せばすむ
かもしれないが、紛争が続くことを求めるアンテック・
ダジャルは金品を奪うだけでなく恐怖を与え、紛争の
種を作り続ける。
　紛争を望み、自らが紛争であるアンテック・ダジャ
ルという魔物は紛争を擬人化したものである。自然災
害は天災であって、その原因を特定の人に帰すること
ができないのに対し、戦争や紛争は人災であり、その
原因として責めるべき人が存在する。そのため、戦争
や紛争は解決が難しい。紛争を擬人化することによ
り、紛争の原因を紛争当事者と別に存在するとするこ
とで、紛争の責任を紛争当事者から切り離すという見
方が可能になる。この考え方は紛争当事者の責任を棚
上げにするものだという批判もありうるが、津波を経
たアチェで紛争を人災から天災へと転換させて捉え
る見方に問題解決の可能性を見出したと見て、そこに
希望を見出したい。
　この映画では、人は紛争終結を望む存在として描か
れる。停戦のための話し合いで、反乱軍の司令官アリ
フは独立（kedaulatan）よりも安寧（keselamatan）を 
優先すべきとして和平を望んだ。夜行バスはそのメッ
セージを反乱軍の新司令官スハに届ける使命を託さ
れたという設定である。そのことを知っているのは、
運転手のアマンだけである。無事にサンパルにたど
りつきたい、紛争はもううんざりだという乗客の思い
が、メッセージをサンパルのスハのもとに届けること
になる。
　映画のエンディングでは「紛争は犠牲者を選ばな
い」というメッセージが示される。『夜行バス』は、ア
チェ内戦の原因をアチェ独立派とインドネシア政府
軍の政治的立場の違いに求めるかわりに、紛争を擬人
化することで、アチェ独立派とインドネシア政府軍が
同じ立場で協力ができる可能性を示した。このこと
と関連して重要だと思われるのは、夜行バスがたどり
ついたサンパルの街の情景が実際にはバンダアチェ
にあたると考えられるが、バンダアチェでは街が破
壊されるほどの戦闘が行われなかったにもかかわら
ず、映画では街が焼き尽くされた様子になっている。
これは津波直後のバンダアチェの風景を彷彿させる。
アチェは、津波被災で多くの犠牲者を出したことを
契機に、主権（kedaulatan）をめぐる争いをやめ、安寧

（keselamatan）を最重視し、結果として内戦終結に至っ

41） 第５版の脚本［Rahabi Mandra 2015］。リフヌによれば、撮影現
場では脚本の一部が改変された。実際に著者が2017年12月に
劇場で見た『夜行バス』と［Rahabi Mandra 2015］では、会話や
場面展開において相違点が認められる。

42） dajjalはアラビア語起源のインドネシア語で、世界の末期に現れ
る大きな食人鬼の恰好をした悪魔を意味し、antekはジャワ語起
源のインドネシア語で、手先や部下などを意味するため、直訳す
ると「悪魔の手先」の意味になる。脚本では固有名詞として扱わ
れ、劇中でも聞き慣れない魔物の名前として扱われているので、
ここではカタカナで表記する。英語字幕ではSatan’s minionの訳
があてられた。

43） ウマルのセリフ［Rahabi Mandra 2015: 9］。
44） 脚本では、「面倒なのはサンパルの者ども。おまえ達の指導者は

すぐに和平と言い出す」というセリフもある。
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た。アチェの課題が人災から天災へと転換したことで
内戦が終結したことと重なるように、『夜行バス』は紛
争を擬人化することで天災として描いて物語として
成立させた。
　同じ社会に属する人々が憎しみ合い殺し合う内戦
は、どちらの陣営から描くかが常に問われる。内戦が
終結した後も、内戦による犠牲について語ることは
容易ではない。どちらかの陣営を責めることになり
かねず、和平を崩しかねないからだ。『夜行バス』は、
内戦を社会全体にとっての災いとして理解する解釈
を示すことで、内戦について公の場で語る道を切り
開いた。
　他方で、本作品では、災いをどのように受け止める
か、そして、そのような災いをどのようにして防ぐこ
とができるのかという問いへの回答は保留にされた。
夜行バスはサンパルに到着し、和平へ向けたメッセー
ジは反乱軍司令官の手に届けられた。他方で、内戦に
より身近な人を失い、あるいは自身の尊厳を奪われた
乗客たちは、責めるべき相手がアンテック・ダジャル
という魔物だが、現実の社会では内戦の原因は魔物で
はなく人であり、自分たちの社会の内部の存在であ
り、そのことに言葉を失ったままである。
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