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はじめに

　インドネシアでは社会秩序が家族の表象によって
語られてきた。そのため、家族を語る言葉遣いは、意
図の有無にかかわらず、社会秩序を語る言葉遣いと容
易に混ざる状況に置かれてきた。物語の世界で家族を
どう描くかという問いは、インドネシア国民をどう描
くかという問いと密接に関連している。家族を描く物
語には、語り手が社会秩序をどのようなものとして見
ているか、あるいは社会秩序はどのようなものである
べきと考えているかが反映されている。
　スハルト体制を特徴づけたのは家族主義であり、
そこではスハルト大統領は強く正しい「父」であり、
人々は国民を「子」とする家族的な相互扶助のシステ

ムに入ることで豊かさと安全が保障された［Shiraishi 

1997］。1998年の政変によるスハルト体制の終焉は、
スハルト大統領が唯一の父として子（国民）を守る体
制が子によって否定されたできごとであり、人々は国
家からの暴力と抑圧から解放されて民主的な政治を
手に入れたのと同時に、父に導かれる子という理想の
家族像を失い、秩序をめぐる物語を作り直すという課
題に直面することになった。このことはインドネシア
映画に父の不在や父抜きの家族づくりという形であ
らわれた。
　この状況に変化の兆しがあらわれたのは1998年
の政変から十数年が経ったころのことだった。［西 
2017］でみたように、子が父に感謝したり、子が父を
許したり、子が成長して父になったりする物語があら
われるようになっている。また、これとともに注目し
たいのは、スハルト体制期に制作・公開された映画の
リメイクが活発になっていることである。
　本稿では、2018年公開のインドネシア映画のうち、
旧作のリメイクや続編、あるいはオマージュとして制
作された作品に注目して、それらの作品がどのような

要素を強調したり追加したりしているかを見ること
で、2018年に制作されたインドネシア映画としてそ
れらの作品が何に挑戦しているかを考えてみたい。
　2018年は1998年の政変から20年目という節目の
年であり、教会への爆破テロや収監中のイスラム過激
派による立てこもり事件で幕を開けた。翌年に控えた
大統領選挙に向けて政治活動が活発化し、インドネシ
アにあるべき秩序をめぐる議論が盛んにおこなわれ
た年でもあった。2018年に公開された映画のなかで
観客動員数が上位の作品は、過去の作品のリメイクや
続編が多くを占めた１）。
　本稿では、過去の作品の語り継ぎや語り直しに挑戦
している作品として、『ドゥル』と『スザンナ─墓の
中で息をする』を取り上げる。この２つの作品は、物語
の主人公がそれを演じる俳優のアイコンとなって人気
を博した作品群を背景に持つ。この２つの作品につい
て、過去の関連作品を踏まえつつ、家づくりがどのよ
うな危機に瀕しており、それがどのように解消される
のかという観点から物語の特徴を整理し、そこにどの
ような社会秩序観が展望されているのかを検討する。

Ⅰ．詫びる男─『ドゥル』

１．俳優ラノ・カルノとドゥル
　ラノ・カルノは、ミナンカバウ人の俳優スカルノ・ヌ

ル（Soekarno M. Noer）およびジャワとブタウィの血
統を持つ母の子として1960年にジャカルタで生まれ
た。シュマン・ジャヤが監督として映画化した『ブタ
ウィの子ドゥル』（1972年）にドゥル役として出演し
たことをきっかけに知られるようになり、映画俳優

の道を歩んだ。1994年にKarnos Film２）を率いてプロ
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１） 上位15作品のうちリメイクもしくは続編は10作品だった。残
り５作品のうち３作品は小説を原作とする。

２） 父スカルノがハイルル・アンワルらとともに1977年に設立し
た映像制作会社。
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デュース・監督・主演したテレビドラマ・シリーズ『学
校出のドゥル』は、当時としては異例の大ヒットを博
し、以後、「ドゥル」シリーズは第６シーズンまで続け
られて現在に至る。これまでに出演した映画は81作
にのぼる。
　人気俳優としてのキャリアにとどまらず、政界に
も進出し、国民協議会議員（ゴルカル、1997年10月
～1999年10月）を務めたほか、タンゲラン県副知事 

（2008年～2011年）、バンテン州副知事（2012年～
2014年）、バンテン州知事（2014年５月～2017年１月）
を務めた。また、1998年６月には『学校出のドゥル』
シリーズが教育振興を助けたとして、ユニセフ文化大
使に任命された。
　1994年３月に放映が開始された『学校出のドゥル』
はスハルト体制の終わりを告げた1998年政変をま
たいでその後も続いたドラマである。1998年10月に
RCTIでの放映がいったん終わるものの、放送局を変

えてIndosiarで2000年８月から第５シーズンが始まり、
その後も視聴者アンケートを受けて2002年11月に第
６シーズンがつくられた。さらに2002年に「お屋敷
ずまいのドゥル」が続編シリーズとして、2011年には 

「がけっぷちのドゥル」が続編の単発ドラマとしてつ
くられた。これらテレビドラマ・シリーズのその後の
物語として2018年に制作・公開されたのが映画『ドゥ
ル』である。2019年にはその続編となる映画の公開
が予定されている。
　ラノ・カルノがバンテン州知事在任中に刊行された
自伝は『ドゥル─ラノ・カルノ』と名付けられてお
り、物語の登場人物であるドゥルはラノ・カルノの分
身のような存在である。自伝で言及されているように、
テレビドラマ『学校出のドゥル』には、ジャカルタ州
知事にはブタウィっ子がなればよいという話が出た
際に、ドゥルの父はドゥルがいつかそうなるかもしれ
ないと冗談をいうシーンがある。ラノ・カルノがバン
テン州知事になったことは、物語中の冗談がまこと
になったようなものであり、自伝にはそのことへの感
慨が示されている。自伝からは、ジャカルタで生まれ
育ったラノ・カルノがライフワークとして紡いできた
ドゥルの物語と自分の人生を重ねていることが見て
取れる。

２．小説『ブタウィの子ドゥル』と
　　シュマン・ジャヤ監督による映画化

◉小説『ブタウィの子ドゥル』（1932年）

　オランダ領東インドの首都バタヴィアでバライプス
タカから刊行されたのが小説『ブタウィの子ドゥル』
である３）。インドネシア独立後も刊行され続け、1995
年までに16版を重ねている。孤児となったドゥルが
義父や村長の助けで学校へ行くまでが描かれる。当時
はブタウィといえばバタヴィアに古くから住む敬虔
なムスリムのことを指していた。ブタウィの親たちに
は子どもを西洋式の学校に行かせると不信心者にな
るという偏見があるとされ、小説はこの偏見に挑戦す
る物語でもあった。
　著者は西スマトラ出身でバタヴィアに移住したアマ

ン・ダトゥ・マンジョインド（Aman Datuk Madjoindo） 
である。学校教師だったアマンは1920年からバライ 
プスタカで校正掛として働くようになり、1932年には
編集者になっていた。アマンは、当時住んでいたジャ
ティヌガラの人々の生活世界を３年にわたって観察
し、実在の少年ドゥルを主人公に小説を仕立てたと 
いう。序文には、小説内の会話はブタウィ弁を再現し
たものであること、その目的はオランダ領東インドの
人々が首都バタヴィアで話されている言葉を知るた

めであると記されていた［Loven 2008］。
　ブタウィの子らの西洋式の教育を奨励する内容は、
オランダ領東インド政庁が進める倫理政策にも合致
していた。当時バタヴィアの人々はオランダの学校は
キリスト教的でイスラムの価値に反するとして、イス
ラム系の学校に子どもを通わせる傾向にあった。
　舞台は20世紀はじめのバタヴィアである。ブタウィ
の子どもドゥルは、午後にはコーラン読誦に参加する 
日常。ラマダン月が終わったら何が欲しいかと父に尋 
ねられ、ドゥルは学校の制服とこたえる。父はラマダ
ンが終わったら願いをかなえると約束するが、事故で
死んでしまい、ドゥルの生活は一変する。ドゥルの母の 
再婚相手は教育の大切さを認め、ドゥルの学費を出し、 
ドゥルの夢は実現する。ドゥルの母方の祖父はドゥル
が近代教育を受けることを好ましく思っていなかっ
たが、ドゥルの両親の説得もあり、村長が「朝は学校
に行き、昼にコーランの勉強をすればよい」と知恵を

３） 以下、小説「ブタウィの子ドゥル」の紹介は［Loven 2008］に
もとづく。
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出したこともあって、祖父の許可を得て学校に行ける
ようになる。初版には12年後を描く後日談のパート
がある。祖父はドゥルの学校行きに反対したことを後
悔している。ドゥルは祖父にラテン文字で書かれた新
聞を読みあげてみせ、祖父はこれを喜んで聞いている。
祖父は娘（ドゥルの母）が祖父にしたがわず学校に行
かせようとしたことに感謝の意を示す。

◉映画「ブタウィの子ドゥル」（1973年）

　小説『ブタウィの子ドゥル』を映画化したのがシュ
マン・ジャヤ監督である。シュマン・ジャヤは中部ジャ
ワ出身でジャカルタ生活が長く、ブタウィ文化に関
心を持っていた。俳優スカルノの息子ラノ・カルノを
ドゥル役に抜擢し、スカルノをドゥルの祖父役にし、
ラノ・カルノの兄ティノにドゥルのライバルにあたる
サフィイ役を与え、スカルノ一家を使ってアマンの小
説を映画化した。ドゥルの父には喜劇俳優として実績
を積んでいたベンヤミン・スウェブを選んだ。自身も、
ドゥルの母の再婚相手となり、ドゥルの学校行きの夢
をかなえるドゥルの叔父（ドゥルの父の弟）のアスマ
ド役を演じた。
　舞台は1940年のバタヴィア。ドゥルは父母にブタ
ウィ風の子に育てられる。父は弟のアスマドとともに
トラックを運転中に事故に遭って死亡する４）。ドゥル
は母の物売りを手伝うことになり、学校行きの夢を絶
たれるが、ドゥルを不憫に思う叔父アスマドがドゥル
の母と再婚してドゥルの夢をかなえる。小説と異なり、
祖父母は最初からドゥルの学校行きに賛成しており、
母の再婚相手を探していた。
　ドゥルの学校行きの日は次のように描かれる。タ
マン・シスワ学校の最初の授業で名前を尋ねられた
ドゥルは「ドゥルでいい」と答える。先生が「まあい 

いわ、Abdullahでしょと言う。その後に何か続かな 
いの？」と尋ねると、ドゥルは「俺は生粋のブタウィの 

子」 （Anak Betawi Asli）と答える。生徒はやんやとは
やし立て、先生は笑ってしまう。祖父母は外で授業が 
終わるのを待っている。ドゥルを出迎えた祖母は「学

校出の子」（anak sekolahan）になったのねと喜ぶ。祖
父母のすぐ後ろには両親が立っている。家族に囲まれ
たドゥルを見て、先生は「彼はモダンなブタウィの子

になるでしょう」とつぶやく。
　この作品は、政府や企業の主導で進められる急速な
都市開発に直面しつつあった当時のジャカルタに住
む人々に、ジャカルタが自分たちの町だったころの姿
を回顧させるものだった。ラノ・カルノは、この作品
で描かれた賢く勇気ある少年ドゥルと人物像を重ね
て受け止められた。

◉映画『モダンの子ドゥル』（1976年）

　シュマン・ジャヤは３年後に続編を制作した。成長
したドゥルを演じるには当時16歳だったラノ・カルノ
は似つかわしくなかったため、前作でドゥルの父を演
じたベンヤミンがドゥルを演じ、ドゥルが恋に落ちる
クリスティンをクリスティン・ハキムが演じた。
　ドゥルの義父アスマドはインドネシア独立戦争期
に死んでおり、ドゥルは再び母と２人で暮らしている。
学校を卒業したドゥルは実家でぶらぶらしている。母
は息子を結婚させることで一人前にしようとするが、
ドゥルは学校時代の級友でスチュワーデスになって
いるクリスティンに恋しており、母の勧めにしたがわ
ない。ドゥルは街で一旗揚げるために友人と起業する
金を得ようと、母の土地を売るよう頼む。物語は、ク
リスティンにあこがれるドゥルがクリスティンに釣
り合う男になるにはモダンでなければならないとい
う考えにとりつかれ、クリスティンとつきあう男性の
髪形をまねるなどして「モダンぶる」姿を滑稽に描く。
喜劇俳優としてのベンヤミンの個性がいかんなく発
揮される一方で、まじめゆえに友人たちのからかい含
みの助言に振り回される青年ドゥルには、子ども時代
にドゥルに託された賢く勇気ある人物像が跡形もな
くなっている。

３．ラノ・カルノの挑戦
　　─テレビドラマ・シリーズ『学校出のドゥル』

◉『学校出のドゥル』（Si Dole Anak Betawi、1994年

　～2002年）

　シュマン・ジャヤは「ドゥルが大人になったらどう
なるか」という問いに挑戦し、「モダンぶる哀れな男」
を描いて終わった。ハッピーエンドにも見えるが、全
体から受ける印象はシニカルで、都会やモダンに振
りまわされる男である。ラノ・カルノはこれと別の形
で「ドゥルが大人になったらどうなるか」を描こうと

４） 墓碑には「1895年５月11日生まれ、1940年５月11日死亡、ブ
タウィの子アスマン」と書かれている。



18 CIRAS Discussion Paper No. 82 正義と忠誠──混成アジア映画研究2018

した。
　ラノ・カルノは映画制作を計画したが、映画産業
は斜陽気味だったためにテレビ局に企画を持ち込み、
テレビドラマ・シリーズ『学校出のドゥル』が民放の
RCTIでスタートした。都市の上流階級中心のドラマ
が全盛だった時代に庶民の家庭の物語を描いた『学校
出のドゥル』は売れないと思われたが、結果は大ヒッ
トとなった。
　このシリーズではドゥルの父は死んでおらず、シュ
マン・ジャヤの映画で父を演じたベンヤミンが父役と
して復活した。土地を持っていて（売れば金を得られ
るので）勤勉でなく教育に関心がないというステレオ
タイプなブタウィ人像からの脱却に挑戦し、ドゥルが
工学士になれるかどうかが見どころとなっている。
　『学校出のドゥル』では新しい登場人物が多数造形
された。なかでもユーラシア人（欧亜混血者）のサラ
とそのいとこで親友のハンスはその後のシリーズで
も重要な役割を担う。サラは大学で文化研究をしてお
り、ドゥルを観察対象にしてブタウィ文化研究で卒論
を書こうとしている。サラはモダンで裕福な女性とし 
て描かれ、ドゥルはサラに心ひかれるものの距離を 
置いている。サラとドゥルは終盤で決定的なけんかを
するが、ドゥルの謝罪とサラの謝罪を経て仲直りする。
最終話ではドゥルの卒業式とサラの論文審査合格が
描かれ、サラはドゥルの家族とともにドゥルの家へ向
かう。

◉ドゥルの職探しと嫁探し─視聴者が求めた結末

　1994年８月に第６話で終わった『学校出のドゥル』
が好評だったために第２シリーズが1994年11月から
放映された。新たな登場人物として、前シリーズでは
噂の人として言及されるだけだったザエナブが姿を 
あらわした。ザエナブは、ドゥルの母が息子の嫁にと
考える女性である。工学士号を取得したドゥルの次な
る課題は職探しで、これと並行してドゥルと女性たち
の恋愛模様が描かれる。サラによる海辺への旅行の企
画にドゥル一家が参加して終わる。
　第３シリーズ（1994年12月～1995年10月、全26話） 
は、父を演じていたベンヤミンが死去したため、ドゥ
ルの父はサラとの海岸旅行の際に死んだ設定でス 
タートした。第２シリーズと同様、ドゥルの仕事探し
と結婚がメインのテーマとなっている。控えめでドゥ

ルに片思いするブタウィ人のザエナブに対し、積極 
的だがやきもち焼きのサラ。ドゥルは子ども時代から
知っていて親が勧めるザエナブと、学校に行くことで 
知り合ったサラのどちらを選ぶのか。この問いには決
着がつけられないまま、第４シリーズ（1998年３月～
1998年10月、全16話）、第５シリーズ（2000年８月～
2001年９月、全28話）と続き、第５シリーズはドゥル
の妹のアトゥンの結婚式で終わる。
　視聴者アンケートをもとに制作された第６（最終）
シリーズ（2002年11月～2003年６月、全17話）では、
視聴者の要望を受けてサラとドゥルが結婚し、ザエナ
ブも金持ちの男と結婚し、ドゥルの嫁探しに決着がつ
いたことで『学校出のドゥル』シリーズが終わる。

◉『お屋敷住まいのドゥル』─
　嘘はつきたくない、けれども人を傷つけたくない

　２年のブランクを経てつくられた『お屋敷住まいの

ドゥル』（Si Doel Anak Gedongan）では、ドゥルの生活 
は一変する。裕福なサラが建てた家に住み、大企業に
役職を得たドゥルの暮らしぶりは豊かになっている
が、家庭がうまくいかない。誰もがうらやむ結婚をし
たはずのザエナブは夫の不実に悩んでいる。妊娠した
ザエナブの子は生後間もなく死んでしまい、ドゥルの
子を宿したサラはザエナブに嫉妬して家出する。

　続く『がけっぷちのドゥル』（Si Doel Anak Pinggiran、
2011年８月）では、ドゥルは大企業での仕事もサラも
失い、母と暮らしている。母は病気になり、ザエナブ 
が母を看病している。それまでザエナブを幼馴染の妹 
として扱ってきたドゥルは、周囲の大人（ドゥルの母
やザエナブの父）の意向も受けてザエナブと結婚す
る。プロポーズの言葉は「過去を忘れるのを手伝って
くれるか。僕の残りの人生を助けてくれるか」という 
もので、ドゥルがザエナブに助けを求める形となっ
た。他方でドゥルは妊娠していたサラの子の行方も気 
になっている。シリーズの中盤でサラの母（ドゥルの
義母）によってサラがオランダにいることが伝えられ、
終盤ではサラの母の手引きでサラの子とドゥルが対
面する。
　『お屋敷ずまいのドゥル』と『がけっぷちのドゥル』
におけるドゥルの迷走ぶりは、『学校でのドゥル』第 
６シリーズで視聴者が求めた結末にしたがってサラ
とザエナブがそれぞれ結婚するところまで物語を進
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めたことによるものだ。サラとの結婚によって自分の
家づくりを始めたドゥルは妻であるサラとの関係に
悩み、妊娠していたサラが姿を消すことによって、自
分の子どもづくりも成就しない。物語はそこで足踏み
してしまっていた。

４．14年目の真実─映画『ドゥル』
　2018年の映画『ドゥル』では、サラがドゥルと暮ら
す家を出てオランダに行ってから14年後の世界が描
かれる。ドゥルの母は病気で寝たきりとなっており、
ドゥルの妻となったザエナブが面倒を見ている。ア
トゥンには息子が１人いるが、夫を失って１人で店を
開いている。叔父のマンドラは独り身である。ドゥル
は工学士まで取得したのに定職はなく、注文を受けて
自動車修理の仕事をしている。
　そんなドゥルのもとに、オランダにいるハンスから
仕事を手伝ってほしいのでオランダに来てほしいと 
連絡があり、ドゥルは叔父とともにオランダに向かう。 
ドゥルの母はドゥルがオランダにいるサラに会うので
はないかと疑い、ドゥルにサラに会わないよう約束さ
せる。ザエナブも不安を感じているがそのことをドゥ
ルには言えない。
　ドゥルはオランダでサラに会い、息子にも会う。サ 
ラはドゥルに長年の不在を詫び、赦しを請う。ドゥル
はサラに、これまでオランダに探しに来られなかった
ことを詫びる。ドゥルの息子はドゥルが自分に会って
もすぐインドネシアに帰国すると知り、ドゥルに挨拶
をしないが、最後にはドゥルに非礼を詫びる。ドゥル
はサラに会わないという約束を破ったことを心中で
母に詫びる。
　オランダを去るドゥルを空港まで見送りに来たサラ 
は、ドゥルに自分との離婚手続きを進めるよう伝える。
しかし、それと同時に、サラはドゥルとサラの子が近々、
ジャカルタの高校に行くためにインドネシアに戻るこ
とも伝えるのだった。
　ドゥルは口数が少なく苦難を受忍するキャラクター
で、責められても責め返さない。イスラム教徒は人を
許すものだという父の教えを守り、人を許すキャラク
ターである。同時に、自分の過ちを認めることについ
ては潔く、しばしば人に謝ってもいる。
　ドゥルが詫びる男として矛盾や葛藤を受け止めて
きたことは、結果としてドゥルの周囲の世界の秩序

を維持してきた。そのことに加えて、ドゥルの世界は
ドゥルが暮らすジャカルタの外の世界とつながって 
おり、不都合があると登場人物はしばしば舞台である 
ジャカルタから退場して別の世界（たとえばオランダ）
へと姿を消す。ドゥルの世界の秩序はこうした仕掛け
によって物語が決定的な破綻に至ることなく、20年の
歳月を越えて持続するシリーズとなった。
　ドゥルは一人前の男になるべく仕事探しと嫁探し
に励む。嘘をつくことと人を傷つけることを避けよう 
としてかえって窮地に追い込まれ、妻子も家も仕事も 
失う。ただし、ドゥルを支える人々は常にいて、周囲
の助言にしたがいながら、仕事探しと家づくりを続
ける。ドゥルを主人公にした物語が続いているのは、
ドゥルが多くを語らず、詫びることや許すことによっ
て人間関係を調整しているためである。2018年の映
画版のドゥルは依然として窮地にいる。はたしてドゥ
ルは幸せな家庭と充実した仕事を手に入れることが
できるのか。答えは2019年に公開予定の『ドゥル』の
続編に持ち越されている。

Ⅱ．化ける女─『スザンナ─墓の中で息をする』

１．女優スザンナとスンデルボロン
　スザンナは1942年に西ジャワに生まれた。ドイツ、
オランダ、ジャワ、マドゥラの血統をもつユーラシア
人女性である。1950年にウスマル・イスマイルの『血
と祈り』に出演して子役としてデビューした。1981年
に主演したシスウォロ・ゴウタマ・プトラ監督の『ス
ンデルボロン』がヒットし、以後、スザンナを主役と
する怪奇映画が多数つくられ、「怪奇映画の女王」の
異名をもつ。
　スンデルボロンは文字通り訳せば「穴の開いた売
春婦」あるいは「穴あき娼婦」である。妊婦が非業の
死を遂げてなるお化けで、マレー世界に広くみられ
るが、スンデルボロンはジャワでの呼び名である。ス
ザンナの映画によってインドネシアでスンデルボロ
ンが広く知られるようになり、以後、スンデルボロン
はスザンナが造形した人物像が原型とされるように
なった。
　スザンナの人生は波乱に満ちていた。最初の結婚で 
２人の子をなすが、そのうち１人はけんかに巻き込ま
れて死んでいる。年の離れた若い共演者と再婚したが、
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前夫とのあいだにできた子どもの家族との関係は良
好でなく、暴力沙汰に発展してニュースになることも 
あった。1991年に引退したが、2008年に「帰ってき
たスザンナ」のキャッチコピーとともに公開された 

『救急車のお化け』に久しぶりに出演した。同年、長年
患った糖尿病で亡くなり、最後の出演作となった。遺
体は夫によって密葬され、子どもたちは母の死を報道
で知ったという。出演した映画は42作にのぼる。
　死後10年たった2018年に、スザンナの名前を冠し
た映画が作られた。タイトルはスザンナが主演した２
作品である『泥の中で息をする』（1970年）と『墓地で
の出産』（1971年）を合わせる形で『墓の中で息をする』
とされた。プロデューサーによれば、完全に新しい物
語をつくったとのことだが、ストーリーは『スンデル
ボロン』（1981年）を基盤にして、これまでにスザンナ
が出演した数々の作品へのオマージュがみられる。主
演女優のルナ・マヤは、姿形だけでなく声音を含めて
ありし日のスザンナに似せるよう尽力した。スザンナ
の夫のクリフト・サングラはスザンナの夫に海外出張
を命じる上司として出演している。
　以下では、2018年の映画『スザンナ─墓の中で
息をする』（以下『スザンナ』）の起源ともいえる３つ 
の作品の内容をたどり、女優スザンナによる「化ける
女」の物語がどのように登場したのかを概観する。そ 
のうえで、スザンナによって演じられたスンデルボロ
ン以降にスンデルボロンの物語がどのように語り継
がれ、また語り直されてきたのかを概観する。最後に、
2018年の『スザンナ』を通じて示された「化ける女」
像が持つ意義について考えたい。

２．スザンナの物語の始まり
◉『泥の中で息をする』（1970年）

　出稼ぎに行ったまま帰らない夫を追ってジャカル
タに出たヤンティ（スザンナ）は、夫が別の女性と暮ら
していることを知る。ジャカルタで悪い男たちに騙さ
れて娼婦に身を落とすが、ひょんなことから金持ちの
子息ブディマンと知り合いになる。ブディマンとヤン
ティは恋仲になるが、ヤンティは女衒からの、ブディ
マンは親からの圧力を受けて２人はなかなか結ばれ
ない。ヤンティに求婚しようとしたブディマンがヤン
ティを見つけたとき、ヤンティは死の床にあった。ブ
ディマンの助けでヤンティの子が母のもとに駆け付

けるが、ヤンティはすでに死んでいた。

　原作は雑誌『Baria』に掲載された「泥の中で泳ぐ」
（Berenang dalam Lumpur）で５）、セックスやレイプ、
粗野な会話を描いたために一部地域で上映が認めら
れなかったものの、ヒットした。

◉『墓地での出産』（1971年）６）

　大農園主を父にもつリラ（スザンナ）は姉のドラと
折り合いが悪い。ドラは使用人やリラにきつくあたり、
母もリラに加勢する。父の判断でリラは姉と母から引
き離され、街で育てられる。美しく成長したリラは裕
福な男と結婚し、臨月を迎えていたが、母の逝去の知
らせを受けて夫とともに帰省する。父は母の死の衝撃
で廃人と化しており、館と農園はドラがとりしきって
いた。リラの夫は外国出張のため館を離れる。リラは
ドラによって水中に突き落とされる。近くにいた使
用人に運よく助けられるが、その夜、陣痛に苦しむリ
ラにドラは強酸水をかけ、瀕死のリラを墓地に埋葬
させる。
　リラの埋葬の翌日から村に白衣に長髪の女があら
われて人々を脅かす。館のドラの前にも姿をあらわし
てドラを悩ませる。ドラは呪術師を使って追い払おう
とするがうまくいかない。夫が帰国してリラを探すと
ともに、村で噂の白衣の女の謎を探る。夫は館に乗り
込んでドラに迫るが劣勢となる。館の周りにはかねて
よりドラに反感をもっていた村人たちが松明をとも
して集まってくる。騒動の中、父はドラが母を殺した
ときの記憶をよみがえらせ、ドラをわが身もろともベ
ランダから突き落とす。父のもとに白衣で長髪の女が

「父さん」といって歩み寄ったことから、夫はその女 
が妻であると確信するが、夫を見上げた妻の顔が焼け 
ただれているのを見て後ずさりする。妻に抱かれた赤
ん坊の泣き声で夫は我に返り、妻のもとに歩み寄り、
妻とともに赤ん坊をあやす。
　白衣の女の特徴はスンデルボロンによく似ている
が、この物語では女は生きており、姉を脅かすために
幽霊に化けている。リラが生きたまま埋葬された際に
墓地で産声をあげた子どもは無事生まれて夫の手に

５） 本作品と同名の作品が同じ監督によって1991年にリメイクさ
れている。ヤンティ役はMeriam Bellinaが、ブディマン役はラ
ノ・カルノが演じた。

６） 原作は Ganes THのコミック「霧夜の涙」（Tangisan di Malam 
Kabut）である。
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渡される。農園で働く村人たちは、長年ドラに厳しい 
仕打ちを受けており、ドラに狙われたリラを助ける。
父はリラを農園から遠ざけるという方法でリラの身
を守ったが、父はドラによって廃人となって機能して
おらず、そのような状況下でリラは農園に呼び戻され
る。かわってリラを守るべき夫は外国出張中で、リラ
は庇護者が不在のときに襲われている。

◉『スンデルボロン』（1981年）

　娼婦だったアリシア（スザンナ）はヘンダルトに見
初められて結婚し、商売から足を洗う。これを快く思
わない娼館主はヘンダルトが外国出張で不在中に男
たちにアリシアを襲わせ、アリシアは望まぬ妊娠をし
てしまう。堕胎しようにも医者は認めてくれない。娼
館主を告訴し、家族と自分の尊厳が傷つけられたと法
廷で訴えるが、元娼婦であることを理由に強姦の罪は
問えないという判決が下る。堕胎もかなわず悲観した
アリシアは自殺する。
　９か月の出張を終えて帰宅し、妻の自殺に驚く夫の
前にアリシアとうりふたつの女性があらわれる。アリ
シアの双子の妹のチンタだと名乗るが、朝になると姿
を消すなど不審な点がある。チンタは非業の死を遂げ
たアリシアがスンデルボロンとしてこの世にあらわ
れたものだった。夫に自分たちの悪事がばれることを
恐れる娼館主たちは夫を襲うが、夫は警察によって助
けられる。スンデルボロンは自分を襲った男たちとそ
の手引きをした娼館主らを襲う。呪術師がスンデルボ
ロンを始末しようとするが失敗する。スンデルボロン
は夫の前で最後の１人に罪を告白させる。夫の後ろに
は警察官がおり、一部始終を目撃している。夫の制止
を聞かずにその男を殺したスンデルボロンは「許し
てあなた。私は私たちの幸せを壊した男たちを殺して 
しまった」と告げる。夫が「離れよ。自然に帰れ」と説 
き、イスラム導師たちがコーランの言葉を唱え始める
と、スンデルボロンは泣き始め、スンデルボロンの姿
が消えるとともに、アリシアの姿が一瞬幻のようにあ
らわれ、そしてそれも消えるのだった。
　この作品のヒットを受けて、シスウォロ・ゴウタマ
監督によるスザンナを主演に据えた怪奇映画がつく
られていった。

３．スンデルボロンの物語
　スザンナの当たり役となった『スンデルボロン』

（1981年）は、その後インドネシア映画におけるスン
デルボロンの基本像をつくった。この作品以降にイン
ドネシア映画で制作される「化ける女」の物語は、イ 
ンドネシアにおけるジェンダー表象研究の分析対象
としてしばしば取り上げられてきた。そうした研究の
中でも比較的新しく、スハルト体制期のスンデルボロ
ン像と1998年政変以降のスンデルボロン像の比較分

析を行った［Wilger 2016］を参考にしながら、インド
ネシア映画におけるスンデルボロン像がどのように
変化してきたかを概観する。
　『スンデルボロン』（1981年）では、前述したように、 
元娼婦のアリシアが夫の不在中に昔の仕事仲間に
よって強姦されて妊娠する。堕胎や告発の試みは社会
によって拒否され、アリシアは自殺する。アリシアは
スンデルボロンとなって犯人らを襲う一方で、夫の前
に生前の姿であらわれ、アリシアの双子の妹と偽って
夫と時間を過ごそうとする。妻の不在と謎の女の出現
を不審に思う夫は真相を探ろうとする。
　スンデルボロンはアリシアの恨みを果たし、アリシ
アと家族の名誉が傷つけられた真相を夫と警察の前
で明らかにしたのち、コーランを詠みあげる声ととも
に姿を消す。

◉『スンデルボロンの伝説』（2007年）

　元踊り子の妻が夫の不在中に夫の雇い主によって
監禁され強姦される。妻は自力で逃げ出すが医者は堕
胎を認めてくれず、命を落とす。妻はスンデルボロン
になり、帰宅した夫の前に生前の姿であらわれる。
　夫は妻の遺体を発見し、真相を理解する。妻の姿を
したスンデルボロンは夫の前から消える。夫の雇い主
はほかにも多くの女性を犠牲にしており、それを知っ
た村人によって成敗される。しかし、スンデルボロン
そのものはこの世に依然として存在しており、成敗さ
れていない。

◉『スンデルボロンの都市伝説』（2009年）

　父母を失った姉妹は都会で暮らす。姉アリサは恋人
から求婚されるが、妹アニサが大学を卒業するまでそ
の学費を稼ぎたいという理由で求婚を断る。姉は強姦
されて妊娠し、死後、スンデルボロンとなって犯人や
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人々を襲う。敬虔なムスリムである妹は姉の恋人とと
もに真相を探る。姉は死んでおり、人々を襲っていた
のはスンデルボロンであって姉ではないとして、スン
デルボロンを調伏する。

　インドネシア映画研究では、［Wilger 2016］も指摘
するように、スハルト体制下でのホラー映画は秩序が
攪乱されたのちに回復するプロセスを描くもので、攪
乱の要因や回復のプロセスに特徴があるとされてき 
た。そこでは同時に男女の役割が明確にされており、
男は秩序の守り手で、女は良き妻や良き母として秩序
を支える存在である。良き妻や良き母になれなかった
女は攪乱者となる。強姦され妊娠した状態で死んだ女
が化けて出るスンデルボロンはまさしくこの意味で
秩序の攪乱者である。
　1981年版ではスンデルボロンは警察（公権力）とイ
スラム導師（宗教）と夫（男）に迫られて姿を消し、秩
序が回復される。2007年版では、スンデルボロンは非
業の死を遂げた妻の怨念を原動力にこの世にあらわ 
れた化け物で、妻が夫によって弔われたのちもこの 
世に残って攪乱の機会を待ち続けている。このことは、
秩序を攪乱する原因が女性から引き離されたと見る
こともできるだろう７）。2009年版では、真相を究明し、
スンデルボロンを調伏して秩序の回復を導くのは夫
ではなく妹である。その妹の属性として特徴的なのは
彼女が敬虔なイスラム教徒であり、かつ都市で高等教
育を受けていることである。

４．スザンナの物語の語り継ぎと語り直し
　2018年の『スザンナ─墓の中で息をする』では、
時代は1989年５月に設定され、裕福で敬虔なムスリ
ムの家庭に不幸が訪れる。夫の仕事は大企業の工場長
で、舞台は村落部である。妻スザンナは夫に待望の妊
娠を告げるが、夫は海外出張で不在となる。留守宅を
狙って夫に恨みをもつ夫の部下たちが夫婦の屋敷に
空き巣狙いで押し入ったところに出くわしたスザン
ナが殺されて裏庭に埋められる。スザンナはスンデル
ボロンとなって部下たちを襲う。夫が帰宅すると、生
前と同じ姿で夫の前にあらわれてともに時間を過ご

そうとする。
　スザンナの念が宿る屋敷をなくしてしまえばスン
デルボロンを退治できると聞いた部下たちは、スン
デルボロンの噂を流して夫婦の屋敷を村人に襲わせ
る。スンデルボロンの前で夫を殺せば退治できると聞
くと、部下たちは夫を誘き出して襲おうとするが、ス
ザンナが危機を報せて夫は助かる。スザンナは呪術師、
夫は部下とそれぞれ対決する。夫婦それぞれが敵に立
ち向かい、夫は真相を知るとともにスザンナの復讐も
とげられる。夫と心を交わしたのちに妻は昇天し、夫
も力つきて死ぬ。夫婦の遺体は村人によって墓地に弔
われる。
　スザンナが襲われたのは、スザンナの前歴ゆえでは
なく、夫の職場での人間関係がうまく調整されなかっ
たとばっちりのためであり、夫は家族を守れなかった
男である。スザンナが化けたのは、夫婦で力をあわせ
て真実と名誉を取り戻すためであり、その意味でスザ
ンナは夫の危機を救う女でもある。
　スザンナは強姦されてはおらず、おなかの子は夫と
のあいだの子である。これは『墓地での出産』に通じる。
スンデルボロンとはおなかに子がいるまま死んだ女の

霊である。この霊は「知りたい霊」（arwah penasaran） 
と説明され、この世に未練があるため、死んだにもか

かわらずこの世に戻って悪魔（iblis）になるとされる。
　動機は家族の幸せを壊されたことへの恨みで、家を
守ることには夫を守ることも含まれており、その延長
上でスンデルボロンの所業が説明されている。
　スザンナの死が故意によるものでないことも本作
品の特徴である。部下たちは最初からスザンナを殺そ
うと考えておらず、むしろスザンナに出くわさないよ
うにしていた。スザンナの落命に直接かかわった男も
殺すつもりはなかった。空き巣に入った理由も母親の
薬代が払えないというものである。
　スンデルボロンなどを通じてスザンナが体現して
きた「化ける女」は、男によって守られるべきとされ
た秩序が男の機能不全によって乱され、それに対応す
るために女が化けることによって秩序が回復される
と見ることができる。攪乱の原因は男の不在で、女は
攪乱の犠牲者である。女が化けなければ秩序の攪乱は
人々に気づかれない。女が化けることで真相が究明さ
れ、それが秩序の回復を導いている。男の不在によっ
て女が襲われ、そのためスンデルボロンが招来されて

７） ［Wilger 2016］は、2007年版でスンデルボロンが完全に調伏さ
れないことをもって、スンデルボロンに担わされた「女性性」
が秩序に飼いならされず攪乱分子であり続ける点を積極的に
評価する。
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秩序の攪乱が起こるという物語は、女を守られるべき
存在とする価値観を強化するという問題を孕む。その 
ことを了解した上で、化ける女の存在の意味を明らか 
にさせたのは、スザンナの名を題名に冠したオマー 
ジュ作品をつくらせたスザンナその人の魅力なので
はないだろうか。

結びにかえて　

　インドネシアの1998年政変は、「子」たる国民が 
「父」たる大統領をその地位から引きずり降ろすかた
ちで成立した。強く正しいとされてきた父を子が否定
したことは、映画に描かれる物語においては、父の不
在、あるいは父になることの困難としてあらわれてき
た。これは、秩序をどのように描けばよいかが見失わ
れた状態であったといえるだろう。
　「詫びる男」と「化ける女」の物語は、秩序の維持は
どのように果たされるか、あるいは秩序が攪乱された
ときにどのように秩序を再編するかという課題への
応答と見ることができる。ドゥルに体現される詫びる
男は、年長者を敬おうとうする忠実さ、嘘をつかない
という清廉潔白さ、人を傷つけたくないという温和さ 
を兼ね備えており、それゆえに問題が起こり続けてい
る。それによっておこる苦難や不利益を黙って引き受 
け、必要に応じて詫び、他者の謝罪を受け入れて許す。
起こる問題の一部は、別の場所に行って姿を消したり、
他者が我慢したり黙っていたりすることで、決定的な
破綻を起こさない範囲に調整されている。そのような
状況が周囲によってつくられているのは、ドゥルが苦
難を受け止め詫びる男であるためで、そのような存在
によって『ドゥル』の世界は秩序が維持されている。
　スンデルボロンに体現される「化ける女」の物語は、 
これまで秩序が化ける女によって乱され、それが平定
されることで人々が安堵するという観点から語られ
てきた。しかし、1998年政変以降の「化ける女」をめ
ぐる語り直しや語り継ぎ（とりわけスザンナのイメー
ジとともにつくられてきた「化ける女」の語り直しと
語り継ぎ）は、「化ける女」は秩序の攪乱の結果で、化
ける女の存在が秩序の異変を人々に伝え、秩序の見直
しの担い手となる側面を強化しているように見える。
　2018年の『スザンナ』は、「化ける女」を演じ続け
てきた女優スザンナに対するオマージュにあふれて

いることによって、「化ける女」とその周囲の人々の  
「罪のなさ」が際立っている。夫とともに復讐を果た
し、正義を遂行したスザンナは昇天し、夫の遺体と並
んで埋葬されて弔われる。イスラム教の導師が姿をあ
らわすのは夫婦の墓の前であり、この登場のしかたは
社会が夫婦を丁重に弔ったことを示している。
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