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Features 特集記事

ツイート       

「響きあうアジア2019」にて、インドネシア映画の巨匠ガリン・ヌグロホ監督作品『サタンジャ
ワ』が日本初上演される。『サタンジャワ』は、「エクスパンデッド・シネマ（拡張映画）」のコ
ンセプトの元、生演奏付きで上映するために制作されたサイレント映画。今回の日本版「立体音響
コンサート」を任されたサウンド・デザイナーの森永泰弘氏と、ジャワの宗教についての著作があ
り、東南アジアの現代アートにも関心が深い人類学者の福島真人氏に、『サタンジャワ』について
語っていただいた。

インタビュー・文：福島真人（文化人類学者／東京大学教授） 公開日：2019年6月27日

『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク　森永泰
弘×福島真人「サタン・音・欲望」
Interview / Asia Hundreds

いいね！ シェア 84

国際交流基金アジアセンターは、アジアの人々の間に共感や
共生の心を育むため、様々な分野で文化交流事業を実施しています。

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fjfac.jp%2Fculture%2Ffeatures%2Ff-ah-setanjawa-morinaga-fukushima%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8E%E3%82%B5%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%80%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E6%98%A0%E7%94%BB%2B%E7%AB%8B%E4%BD%93%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%80%E6%A3%AE%E6%B0%B8%E6%B3%B0%E5%BC%98%C3%97%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%9F%E4%BA%BA%E3%80%8C%E3%82%B5%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E9%9F%B3%E3%83%BB%E6%AC%B2%E6%9C%9B%E3%80%8D%20%7C%20%E7%89%B9%E9%9B%86%E8%A8%98%E4%BA%8B%20%7C%20%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fjfac.jp%2Fculture%2Ffeatures%2Ff-ah-setanjawa-morinaga-fukushima%2F
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jfac.jp/culture/features/f-ah-setanjawa-morinaga-fukushima/
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PROFILE

「ASIA HUNDREDS（アジア・ハンドレッズ）」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画す
るアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。
文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすること
で、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

森永泰弘（Yasuhiro Morinaga）

東京藝術大学大学院を経て渡仏。帰国後は芸術・音楽人類学的な視座から世界各地をフィールドワーク
し、楽器や歌の初源、儀礼や祭祀のサウンドスケープ、都市や集落の環境音をフィールドレコーティング
して音源や作品を発表している。また、映画・舞台芸術・展示作品等のサウンドデザインや音楽ディレク
ションを中心に、企業やアーティストとコラボレーションを行うconcreteを設立し、国内外で活動してい
る。これまで世界三大映画祭（カンヌ国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭、ベルリン国際映画祭） で自身
が関わった作品等が発表されている。
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! ジャワ文化の重層構造

福島真人（以下、福島）：東南アジアは最初にインドの影響を5世紀ごろに受け、それから
16世紀以降イスラム化が始まります。ジャワ島は大体北部とか東部、西部は非常にイスラム
色が強く、ジョグジャ、ソロあたりはいわばそれに抵抗してきたみたいな重層性がありま
す。今回の制作で行かれたのは、ジョグジャとかソロとか。

森永泰弘（以下、森永）： ジョグジャ、ソロ（スラカルタ）、そして、バンドゥンとバニ
ュワンギにも行きました。すごく面白かったのがそこでの儀礼で、その中に東西南北からや
ってくる悪魔を来た道へ帰す、といったマントラ（呪文）の部分があるのですが、僕は今ま
でずっとマントラというのは、節とかリズム、メロディーがあって奏でるものだと思ってい
ました。でも現地の人たちは、いやいや、普通の朗読だからという。それは何でと聞いた
ら、ヒンドゥーやイスラムとして入ってきたものに関しては全部メロディーがついていて、
土着のアニミズムの中でのマントラというのはどちらかというと朗読に近いのだという言い
方をしていました。
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福島：その重層構造は、ガリンさんを論じるときに、外せないと思いますが、彼はジョグジ
ャ生まれで、小さい頃から自分の家でお父さんがジャワの伝統舞踊などをやっていたとい
う。その意味でいうと、ガリンさんというのは非常に王宮のジャワ的な伝統が強い中で育っ
たという感じです。

森永：僕も本人には聞いてないですが、結構裕福な家庭に生まれて、今、家族のほとんどは
バンドゥンに住んでいるらしいです。彼の実家は高台の上にあって、結構大きな家で、驚き
ました。

福島：ガリンさんもクジャウェン*1 （ジャワ神秘主義）という言葉を使ってますが、一般に
クバティナン*2 ということも多いです。心（バティン）の平安をめぐる教えや振る舞いのこ
とで、瞑想したり、教えを勉強したりしますが、ガリンさんが描いているのは、その中でも
特に民間伝承っぽい部分です。それが『サタンジャワ』の冒頭に出てくる、プスギハン*3 と
いう話ですが、これを聞いたことはありましたか。

*1 ジャワ（神秘）主義。ジャワ島がうけた様々な文化的影響をもとに、ジャワ人が作り上げた世界観、宗教・呪
術的体系のこと。

*2 心（内面）の学の意味。クジャウェンの別称。

*3 蓄財を巡る呪術的行為、霊的存在のこと。本文参照

森永：僕自身はなかったです。ただ、今回一緒に作品を作るインドネシア人に聞くと、あ
あ、あれねって（笑）。
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! プスギハン

福島：スギというのはジャワ語で、お金がある、という意味で、プスギハンは悪霊を使って
お金をもうけるという民間信仰ですが、それをやると本人も健康を害するとされます。重要
なのは、誰かが急に金持ちになると、周りがそうささやくという点です。日本の民俗社会で
も、江戸時代の中期とかで、急にお金持ちになると、あいつらはオサキ*4 とか犬神といった
動物霊を使って金を儲けたんだろう、とささやかれる。それがいつの間にか『犬神家の一
族』になってしまいましたが（笑）。『サタンジャワ』を初めてご覧になったとき、まずど
んな印象でしたか?

*4日本の民俗社会にみられる霊的動物の一つ。持ち主に富をもたらすとされる。

森永：初めに見たとき、僕はもともと映画を勉強していた側の人間なので、映画的にこの作
品をどういうふうに作ったのかという所に興味がありました。割とシーンとシーンがつなが
らない所であったり、ナラティブなフローがどこかで崩れていったりとかするのを映し出し
たり、サタンの動きとかも、普通だったら編集がつながらないものが強引につながってしま
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う。そういう所にこの映画のテーマが自然に入っていたのが、まず初めの印象でした。

福島：話としては、まず植民地時代の話が出てきて、それから男女の階級格差の恋愛話にな
って、それから男がプスギハンに頼って富を得るという話になるのですが、最初のシーンは
何だったのでしょうか。

森永：それはいまだに僕も（笑）あの子どもが誰なのかも分からないです。僕はあのシーン
を見た時に、あれは1920年代の無声映画へのオマージュだと思いました。影の使い方が表
現主義の使い方なので、そこにオマージュしてプロローグを被せたのではないかと。

福島：冒頭のシーンは子どもが何かやって、それがサタンの母体みたいになったと。という
事はサタンの母体は植民地主義なのだ、みたいな印象を受けますね。

森永：今、言われて、確かにそうかもしれないと思いました。あの映画の最後で、サタンが
女性と交わり、仮面をかんざしで刺します。でも、そのサタンが死んだのか死んでないの
か、あえて答えを出さない終わり方をしているというのは、今の意見を踏まえて考えてみる
と、さらに不思議な面白さが湧いてきます。

福島：あの最後のシーンは確かに微妙ですよね。サタン／プスギハンをやっつけたのか、残
ってしまったのか。

森永：そうなんです。最後のシーンで女性の主人公がサタンの首を絞めるような動きをしま
す。初めそこに、首の骨がバキっと折れる音を入れてみたのですが、全然合わないのです。
これは多分そういう意図ではなかったのかなと思ったり（笑）。

福島：プロレスになってしまわないか（笑）。

森永：そう（笑）。
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! 欲望の記号

福島：先程クバティナンの話をしましたが、瞑想したり心を清めたりという事がその目標だ
とすると、『サタンジャワ』の世界は、あまりそういう感じはなく、全体的に欲望まみれの
感じが強くないですか。

森永：映画の中でいったら、ドラマとして表してない部分があるのかもしれないです。例え
ば煙という記号がもしかしたら瞑想とか、そういう意味で使われているかもしれない。

福島：心を鎮めていく傾向を煙で。

森永：煙で補うとか。

福島：補って、でも本体は欲望丸出しみたいな（笑）。

森永：ガリンさんは西洋美術的なこともやっているから、恐らく象徴的な記号を使って、ク
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ジャウエン的な何かを、ある意味重厚的にメタファとして取り扱っているのかなと思う部分
があります。

福島：実際、話が記号的ですよね。サタンは欲望そのもので、植民地時代にオランダから始
まり、インドネシア近代化を進めるにつれ、その欲望は加速化する。だからこの続きは『ウ
ォール街』の貪欲な主人公のゴードン・ゲッコー*5 みたいな、とか。

*5 オリバー・ストーン監督の『ウォール街』（1987）に登場する貪欲な投資家の名前。マイケル・ダグラスが演
じている。

森永：それはすごく面白いです。例えば、先ほどの煙もそうですが、鏡なんかもそうじゃな
いですか。自分を映し出して自分は何者かと。自分自身を見つけていきながら思っていた欲
望が後半になるにつれて爆発していくというお話の流れというのを、今、伺ったことを思い
出しながら振り返ったら、確かにそう感じます。

福島：プスギハンって、ブド・イジォっていう緑の化け物とか、トゥユルという座敷わらし
のような霊、蛙や亀のプスギハンもいますが、『サタンジャワ』で面白いのは、カンダン・
ブブラ*6 という霊を主題にした点ですね。カンダンは家、ブブラは壊すとか建て替えですか
ら、あえて訳せば「リノベーション蓄財霊」（笑）。常に新築してなければいけない。建築
理論の「メタボリズム」じゃないですけど、渋谷なんかいつも工事中ですし、あれ？これも
プスギハンじゃないかと。

*6 プスギハンの一種。持ち主は家の改築を迫られる。本文参照。

森永：先ほど伺った、プスギハンは周りのひそひそ話でもある、という点ですが、これって
もしかしたら僕達含め、この映画、この映像を見ている観客の事なのかもしれないですよ
ね。

福島：この映画のサタンを我々自身が支えていると。

森永：そう。という拡大解釈を。

福島：『リング』みたいに。このビデオを我々も……。

森永：（笑）
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福島：そして、その悪霊がどんどん皆に広がっていくみたいな……（笑）。

次のページ

ジャワ中心主義との距離
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Features 特集記事

ツイート       

! ジャワ中心主義との距離

森永：僕がガリンさんとよく話すのは、島国としての日本、島国としてのインドネシアとい
う点です。この『サタンジャワ』も本来だったらジャワ的なものを使っていますが、例えば
コスチュームデザイナーは、スマトラの素材をこの中に入れたりしています。だから僕が音
楽を作る時も、あまり今のジャワに限定しないでいいと言われていました。結果的に集めた
メンバーが皆ジャワの人達にはなってしまったのですが。

福島：面白いのは、ジョグジャ、ソロと他の地方の間には、言ってみれば、京都対その他、

『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク　森永泰
弘×福島真人「サタン・音・欲望」
Interview / Asia Hundreds

いいね！ シェア 84

国際交流基金アジアセンターは、アジアの人々の間に共感や
共生の心を育むため、様々な分野で文化交流事業を実施しています。
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みたいな距離感があります。地方から見れば、ジョグジャ、ソロは洗練されているけど、あ
る種の反発もないわけではない。だからガムランなども、下手をすればそうした王宮文化中
心主義の象徴になりかねない。ガムランを、もっと、ざっくばらんな使い方にするとか。

森永：結局アートの分野、現地のアーティスト達というのは、みんなソロ（国立）の芸術大
学に行きたいから、そこを夢見ています。田舎に行けば行くほど、その夢というのはどんど
ん強くなって、ソロに行って、そこで勉強したら、私の子はすごく偉いのよとなっていたの
が少し前だとしたら、今はそこを飛び越えて外国に行けてしまいます。そうなった時に、そ
の人が帰国した時の、インドネシア音楽の文化の見方というのがどうなるのだろうという所
にも僕はすごく興味があって、いつも話しています。

福島：面白いですね。要するにこのソロ、ジョグジャには伝統的なエリート層がいますが、
それに対して新しいエリート層が出てくると、揉めますよね。インドネシア語は、皆が使っ
ている言葉で、敬語も余りないし。『オペラジャワ』では、多少他の言葉も出てきますが、
ほぼ全編ジャワ語で話しているじゃないですか。一つ間違えるとジャワ・ショービニスムに
見えてしまう。他方、彼のフィルモグラフィを見ると、政治的、文化的なマイノリティ系を
題材にして、それで物議をかもすことで逆に活性化するというか。問題はこれがジャワとい
うテーマを持ち出した時に、監督のストレートさが上手く働くのかどうか。

森永：今回の作品を作る時に、僕はよりミニマルに人を選んでいきたいと思うのですが、彼
の場合はどんどん増やします。人が増えるという事が彼にとっては多分ものすごく大事な点
です。例えば『サタンジャワ』のオリジナルはそれこそガムランにシンフォニーオーケスト
ラを入れて、何が何だか分からないけど、ごちゃごちゃにわーっとやる。多分、監督にとっ
ては人が関わるという事が、要素を埋め尽くすという美学なのかなと思います。『オペラジ
ャワ』もジャワのその分野の先駆者達がいっぱい参加しているじゃないですか。映画もそう
ですし、ガリンさんを見ていても、撮影している現場に行くと多分彼が一番生き生きしてい
るのかなと思います。そういう人達を演出していくというのは、大変だけれど、ものすごく
楽しい事だと思います。だから、いろいろな演奏家、ダンサーがいっぱいいて、それを一つ
のカメラのフレームの中に全部収めようというアプローチというのは彼しか出来ない事なの
かなと思います。

福島：ただ、『オペラジャワ』と『サタンジャワ』だと、『オペラジャワ』は明らかに、イ
ンドネシアでは有名な人々総動員みたいですが、『サタンジャワ』というのは、その意味で
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言うと総動員っぽいですか？

森永：若手の人は多分総動員しているはずです。ダンスをやっている人たちはジャワでも皆
知っている方たちだし、音楽に関して言えば、作曲家のラハユ・スパンガがトップにいて、
いろいろな音楽を集めている。だから僕の中では、『サタンジャワ』は世代が僕と近いか
ら、余りわっという驚きはないけれども、その分野で面白い事をしている人たちは集まって
いる。あと、予算が限られていたというのも多少……。

福島：下部構造的な制約があった。

森永：そうですね。

! 音を与え過ぎない

福島：今回、海外版のサンプルを試聴する機会があって、森永さんの仮バージョンとちょっ
と比較してみたのですが、海外版はガムラン色がかなり強くて、映像によるジャワ影絵芝居
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（ワヤン）みたいな印象をうけました。森永さんのバージョンを見ると、メリハリが全く違
って面白かったです。まず海外のバージョンはお聞きになっていますか。

森永：生のライブでは聞いてないです。

福島：普通一つの映像に複数の人が別の音をつけるって余りないじゃないですか。そういう
場合に、既にあるバージョンは何か制約になりますか？

森永：ないです。ガリンさんも初めに映像を渡してきた時に、音楽を聞くなと言われまし
た。消して見てくれと言われて、でも、そう言われたら、聞いてみたくなってしまう
（笑）。

福島：（笑）。では、聞いたことは聞いた？

森永：聞いたことは聞きました。でも、演奏家は全員、オリジナルの音楽を知らないと思い
ます。この前、日本側の演奏家達に、映像を見せて演奏してもらう時、間違えて音ありのや
つを出してしまったのです。何これ？、今のと全然違う、と言っていました。

福島：ある特定の映像があって、そこに音楽をつけるというのは殆ど無限の可能性がありま
すよね。その時にどうやってそれを絞り込むのかなというか。ぱっと見て、インスピレーシ
ョンが、音楽が湧いてくる感じなのでしょうか。

森永：例えばスティオがかんざしを取り出して、壊れた鏡で自分自身を見る、その次のシー
ンではスティオが恋する女性の股の間でお香を焚く。僕はあそこ、すごく魔術的だと思いま
す。自分自身を見ずして己を見たりとか、煙を使って相手や自分の気持ちを表したりとか。
そこに確か、ジャワのスリン（竹製の笛）も使っていますが、スリンってもともと魔法とか
を使うときに奏でられる楽器だというのをどこかで読んで、あそこのシーンで使いたいと思
いました。

福島：そうすると一種の概念上の連想みたいなものがあると。

森永：まずは映像にどういった音の歴史や文化が隠されているのかをシーンごとに全部考え
て、合わない時は、合わない楽器に対してどういった楽器が合うだろうという事をなるべく
考えて作っています。
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福島：実際にそれではめてみると、あれ？というような事も。

森永：あれ？というのが逆に合っていたりもするわけですが、スティオが刺されたあとに稲
を頭にかぶって動くシーン。あそこはお客さんからしたら一番悪魔的というか、怒りのよう
な感情が出て来ている。本来、あそこだったら、稲に関する何かの音を僕は探してきて入れ
たいなと思っていましたが、あそこでバニュワンギの演奏家の人たちが、「ヤス、トライア
ングル使うのはどうだ？」と提案してきたので、あそこの部分にはキーンキーンという音が
入ってます。それは映像には合っていないけど、木というか自然物を連想させるシーンに対
して、鉄っぽい響きをつけるのはすごく新しかったです。全く違う楽器を使って、あえてお
客さんと多少の距離感を作っていくというのは、映画の中の歴史だったら、エンニオ・モリ
コーネというイタリア映画を代表する作曲家とかが昔からやっていた事だったので、取り敢
えず今の段階では、このトライアングルを使ってみようと。

福島：入れてみたと。入れたら、ばっちりみたいな。

森永：でも、合わないんですよ。合わないから、少し変だなって思います。でも、映像を見
ていて、あそこでかんざしを刺されて、その後、稲を使ってもがくのも変じゃないですか
（笑）。

福島：元が変（笑）。

森永：そう。だから、いいんじゃないかなとか思って（笑）。

福島：逆に、例えばその場合は、映像としての稲に着目してますが、例えばもう少し深読み
して、一種の当事者の心理的混乱みたいなところに焦点を当てると、そういう音楽を入れ
る、それもあり得るじゃないですか。内面主義的に読み替えてみたいな。

森永：それもありますよね。モチーフとして、どのモチーフを使っていくかというのはすご
く大事。映画の音楽で劇版といわれるものがあって、描写するための音楽（アンダースコ
ア）というものがあったとしたら、映された人物の内面性を表す音楽もあるし、色々な音楽
がちゃんとそこにはあるべきですが、僕達がいつもふれ合っているテレビとかの音というの
は、ものすごく一辺倒です。

福島：すごく、ですよね。
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森永：悲しいぐらいに（笑）。

福島：さあ泣くぞ、ここで泣くぞ～みたいな感じで。

森永：ああいうのをやられると結構悲しい。そういう音が必要な所にはそういう音を使いま
すが、あえて過剰に情報を音から与えすぎないようにしないといけないという事はずっと心
がけています。

! コラボレーションとコンフリクト

福島：ここでちょっと伺いたいのは、意見の差です。特にここはもめたとか、ここはだいぶ
解釈が違うというのはどうですか。

森永：僕が準備してきたベースに、ガリンさんは、ここに音入れよう、あそこに入れようと
いう感じで色々とアイデアが出てくるから、初めの2日間のリハのとき、大丈夫かなと思っ
ていたけど、最終的に彼が日本に来るのが公演の1日前なので、もう全ての要素は入れたか
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ら、後は森永が決めてくれという感じで投げられたから、まあ、よかったと思っています。
チェックをしていく段階で、話の中でガリンさんが一番気にしていたのはプロローグでし
た。僕はあそこに音を一切入れていませんでした。だけど、ガリンさんはそれを聞いた時
に、この作品はライブミュージックでプロローグだから何か入れたいと言う。僕もそうなの
かと。確かにプロローグって本編を凝縮したものと考えれば、音楽は入れるべきだなと思っ
て、今のバージョンには音楽を入れています。

福島：最初に入れなかった理由は何ですか。

森永：僕は、あのプロローグこそ一番映画的だと思いました。チェーンの、チャラチャラい
うかすかな音であったり、オランダ兵が果物を食べている音とか、割と細かく聞き取れるの
ではないかと思って。

福島：まさにそういう音だけを残して、音楽は入れない。

森永：そうです。タイトルに向かっていくにつれて、少しずつ現場で鳴っていない音情報を
埋め込んで、タイトルが始まるような。

福島：その方がよさそうですよ（笑）。そのバージョンでいきませんか。

森永：（笑）

福島：もう少し一般的な話をすると、コラボレーションというと格好がいいですが、コンフ
リクトも多いだろうと。そのコンフリクトをいかに乗り越えるのかが、コラボの質を決める
と思いますが、このガリンさんのケースも含めて、それは日常茶飯事？

森永：僕はめちゃめちゃ言います。自分の関わっている担当の所じゃなくても、これもう一
回やったら？とか言います。特にガリンさんの娘さん（カミラ・アンディニ監督*7 ）の作品
の時はめちゃめちゃ言うし、娘さんも僕にめちゃめちゃ言います。

*7世界で高い評価を得ているインドネシア期待の若手映画監督。ガリン・ヌグロホ監督の長女。

福島：信頼関係で。

森永：そう。でも、それがあるから、逆に次につながっているのかなと思います。言われた
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ことだけをやっているのは、僕の性格上あり得ないから。

次のページ

サウンドデザインの意味
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Features 特集記事

ツイート       

! サウンドデザインの意味

福島：ちょっとここでサウンドデザイナーという肩書について伺いたいのですが、結構新し
い職なので、ウィキペディアにも出てないと言われますが、特に森永さんの場合、フィール
ド調査もやるし、そういう作品も出すし、コラボもしますけど、その境界線というか、音が
関われば何でもやってしまうみたいな感じですか。

森永：そうです。僕の場合、何でそういう言い方をするかというと、まず初めにデジタルメ
ディアを使った活動をしていて、音をデザインするというのがいわゆるデジタルメディアが

『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク　森永泰
弘×福島真人「サタン・音・欲望」
Interview / Asia Hundreds

いいね！ シェア 84

国際交流基金アジアセンターは、アジアの人々の間に共感や
共生の心を育むため、様々な分野で文化交流事業を実施しています。

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fjfac.jp%2Fculture%2Ffeatures%2Ff-ah-setanjawa-morinaga-fukushima%2F3%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8E%E3%82%B5%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%80%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E6%98%A0%E7%94%BB%2B%E7%AB%8B%E4%BD%93%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%80%E6%A3%AE%E6%B0%B8%E6%B3%B0%E5%BC%98%C3%97%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%9F%E4%BA%BA%E3%80%8C%E3%82%B5%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E9%9F%B3%E3%83%BB%E6%AC%B2%E6%9C%9B%E3%80%8D%20%7C%20%E7%89%B9%E9%9B%86%E8%A8%98%E4%BA%8B%20%7C%20%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fjfac.jp%2Fculture%2Ffeatures%2Ff-ah-setanjawa-morinaga-fukushima%2F3%2F
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出てきてから活性化された言葉だと思っていて。

福島：自分で出来るというか。

森永：自分で出来るし、音を視覚化できます。そこが僕にとってはすごく大きいです。それ
ってまさに時間に音を貼っていったり、映像と音を組み合わせていくという、まさに僕にと
ってはデザインであると思って、そう呼んでます。

福島：純粋に現代音楽みたいな分野にも興味がありますか。

森永：現代音楽を作るのも一種のデザインだと思っていて、僕にとって手法をデザインとい
う言葉に置き換えている所が大きいです。だから、音を使って映像を付加していくような事
も、もちろん音のデザインの一つだと思いますし、現代音楽というものを作っていかなけれ
ばいけないならそれも一つのデザインだと僕は思います。

福島：それは自分の活動領域に入っている？

森永：そうです。ただ勿論自分で出来ない事もあります。今回、例えばこの『サタンジャ
ワ』でどうしてもやりたかった事は、コレクティブな音の作り方。バニュアンギの伝統の音
楽やバンドゥンの儀礼音楽があって、それを全部僕が作曲するわけにもいかないし、かとい
って、彼らの伝統をそのまま持ってきて、伝統音楽見本市みたいなこともしたくなかったか
ら、彼らが持っているものをどうやってこの映画の情報と作品性を使って拡張していくか。
その部分を皆で作り込めるための場作りが、今回の音の作り方のキーワードです。

福島：小さいニッチを超えるという戦略を考えた時に、この『サタンジャワ』のこのやり方
はどうでしょう。ジャワというのを全面に出して、ドーンといくというやり方が、世界のよ
り広いオーディエンスに訴える戦略としては。

森永：僕はこの作品に取り組む時にジャワということを考えないようにしました。ジャワに
行って音楽家を見つけたけど、決して、ジャワ島の伝統音楽を作品の中に入れていきたいか
ら彼らを選んだという事ではなくて、彼らが持っているものに対して、どれだけ伸び代を作
っていける事が出来るのか。それを見極めて、今回たまたまこういうメンバーが集まったと
いう感じです。だから、彼らも恐らく、バンドゥンの音楽を弾いているという意識はないと
思います。
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! オーディエンスを考える

福島：伝統的な素材を使いながら、そこを超えたい人の共通の、まさに伸び代をどこまで広
げられるか、という課題でしょうね。海外から見ると、ある種のエキゾチズム枠があってそ
の中ではいいけど、世界的なオーディエンスがいて、それをある程度意識しながら広げてい
くというか。そういう戦略的なものはよく感じますか。

森永：今回の場合は映画があるから、その伸び代が全部映画の中の視覚的な情報に付加でき
るので、あまり違わない方向だと。そこを上手く調整していくのが僕の役割だと思っている
から、例えば彼らが、コレコレをしたいんだけどうだ？って言ったらば、では取り敢えずや
ってみようというやり方をしてます。やってみたときに、本人も変だなというのは分かるも
のなんです。それが分からなければ、その人達を選んでないし、その人達と一緒にやってな
いだろうなと。

福島：そこって、結局アートの基本というか、オーディエンスはどこにいるのかなと。
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森永：オーディエンスを勿論僕は考えます。現代音楽で、僕が聞いても難解な音を1時間ず
っと映像に充てて聞かされたら、つまんないって僕も思ってしまう。自分自身が面白いと思
えるようなアプローチで知らない音楽を紹介していくというのが、この作品に関しては僕が
課せられている役目の一つなのかなと思っています。

福島：もう少し一般的に、ほかの作品なんかで非常に前衛的なのもよくあると思いますが、
その場合の想定はどうですか？

森永：すごくいい質問だと思います。僕はお客さんの事を考えたら、音楽以上に光を考えま
す。光とか視覚的なところで音楽、音がどういうふうに聞こえるのか。その音が聞こえるこ
とで光が見えるのだろうとか、共感覚的なものをどれだけ体感的に揺さぶる事が出来るのか
というのが、特に舞台物の作品を作る時には注意するようにしています。

福島：光の効果と音の効果を両方含んでるような。

森永：そう。例えばある音、音楽作品を作った時に、それをライブにしたいと。そこで例え
ば、パソコン上でこうやって演奏したり、誰か演奏者がいるだけだと、その音楽を聞いてい
るだけにしかならなくて、そこにものすごい量の煙や、光がピカピカしてたら、そこに今
度、二次的なイメージとか想像とかそういうものが生まれてきて、そういうアプローチを割
と僕は大事にするようにしています。

福島：それは重要ですよね。それで、今回は大成功と（笑）。

森永：いやいや、それはもう……（笑）。



2019/08/06 12:02『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク　森永泰弘…真人「サタン・音・欲望」 | 特集記事 | 国際交流基金アジアセンター

5/10 ページhttps://jfac.jp/culture/features/f-ah-setanjawa-morinaga-fukushima/3/

【2019年6月8日、東久留米にて】

【公演情報】

「『サタンジャワ』 サイレント映画＋立体音響コンサート／響きあうアジア2019」

【参考情報】

CINRA特集記事
「コムアイ×森永泰弘 『サタンジャワ』の音作りで挑む、神秘の復活」
Eiga.com コムアイ・インタビュー
「コムアイ、インドネシア巨匠の白黒サイレント映画でライブパフォーマンス「地球人とし
て声出したい」」

インタビュアー：福島真人（ふくしま　まさと）
東京大学大学院・総合文化研究科教授。専門は科学技術の社会的研究、認知と組織、東南ア
ジアの宗教・政治・アート等。『暗黙知の解剖』（2001金子書房）、 『ジャワの宗教と社

https://jfac.jp/culture/events/e-asia2019-setan-jawa/
https://www.cinra.net/interview/201906-setanjawa
https://eiga.com/news/20190618/11/
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会』（2002 ひつじ書房）、『学習の生態学』 （2010東京大学出版会）、『真理の工場』
（2016東京大学出版会）、『予測がつくる社会』（2019東京大学出版会）、On small
devices of thought: Concepts, etymologies, and the problem of translation.［B.Latour ＆
P. Weibel eds. Making Things Public: Atmospheres of Democracy］（2005 MIT Press）。
「病んだ体と政治の体－アピチャッポン・ウィーラセタクンの政治社会学」［夏目深雪、金
子遊（編）『アピチャッポン・ウィーラセタクン』］（2016 フィルムアート社）等。
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イベント情報

『サタンジャワ』 サイレント映画＋立体音響コンサート／響きあうアジア2019

特集記事

ガリン・ヌグロホ――挑戦するシネアスト、飽くなきインスピレーションに導かれて

イベント情報

東南アジア映画の巨匠たち／響きあうアジア2019

イベント情報

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2015 インドネシア大特集

最新特集記事

DANCE DANCE ASIA-Crossing the Movements 東京公演 2019　Nikii × スズキ拓朗
――異なる出自の二人による、共鳴し合うダンスクリエイション―

https://jfac.jp/culture/features/f-ah-setanjawa-morinaga-fukushima/2/
https://jfac.jp/culture/features/f-ah-setanjawa-morinaga-fukushima/
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https://jfac.jp/culture/features/f-ah-tiff2018-garin-nugroho/
https://jfac.jp/culture/events/e-asia2019-masters-of-southeast-asian-cinema/
https://jfac.jp/culture/events/asiafocus-program-2015-2/
https://jfac.jp/culture/features/f-ah-dda2019-nikii-suzuki/
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Interview / Asia Hundreds

ジャールナン・パンタチャート―― バンコク同時代演劇界で最もアクティブで重要な演
劇人のひとり
Interview / Asia Hundreds

パラグミ・サイナート――「農村記者」としての誇り　インド農村の豊饒な物語
Presentation / Asia Hundreds

リザ・ディーニョ＝セゲラ――フィリピン映画の過去と現在と未来を拓く
Interview / Asia Hundreds

ガリン・ヌグロホ――挑戦するシネアスト、飽くなきインスピレーションに導かれて
Interview / Asia Hundreds

特集記事一覧へ #
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埋め込む Twitterで表示

@jfasiacenterさんのツイート

20時間

[Message to "NIHONGO Partners" program]
Koichi Tadenuma, Professor of Hitotsubashi 
University : We hope that direct interaction with local 
students and staff will contribute to the further 
deepening of mutual understanding…
See all message asia2019.jfac.jp/en/#voice
  

 

【“日本語パートナーズ”事業への応援の声】
大学連携派遣に参加した一橋大学の蓼沼宏一教授か
らのメッセージ：現地の学生・教職員の方々と直接
交流できたことが、東南アジア各国と日本との相互
理解の更なる深化に寄与することを願っていま

国際交流基金 アジアセンター
@jfasiacenter

国際交流基金 アジアセンター
@jfasiacenter

あなたと他友達98人が「いいね！」しました

国際交流基金アジアセンター The Japan
Foundation Asia Center
日曜日

今年6月から7月にかけて日本国内で、国際交流基金アジアセン
ターが主催した日本と #東南アジア の文化交流の祭典「 #響き
あうアジア 2019」で実施したプロジェクトの一つ、「 #プラ
ータナー 」について、脚本・演出の岡田利規氏や原作者のウ
ティット・へーマムーン氏、セノグラフィー・振付を担当した
塚原悠也氏のインタビューや対談などが多くのメディアに掲載

国際交流基金アジアセンター The Japan …
5,605 「いいね！」の数

「いいね！」済み 詳しくはこちら

https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjfasiacenter
https://twitter.com/jfasiacenter
https://twitter.com/jfasiacenter
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/jfasiacenter/status/1158259282988552193
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1158259282988552193
https://t.co/eiqfl24RGU
https://twitter.com/jfasiacenter
https://twitter.com/jfasiacenter
https://twitter.com/jfasiacenter/status/1158259282988552193/photo/1
https://jfac.jp/culture/features/f-ah-setanjawa-morinaga-fukushima/3/#
https://twitter.com/jfasiacenter
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https://www.facebook.com/robarting
https://www.facebook.com/aniya.barry
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014662680801
https://www.facebook.com/kzybob
https://www.facebook.com/yasutaka.takeda
https://www.facebook.com/haruhiro.ishitani
https://www.facebook.com/hanae.utamura
https://www.facebook.com/jfasiacenter/?ref=nf&hc_ref=ART2k5MrQR2Y-MkxU3mWQBVrlCwOTmGRMqce12pf9n3s-lM3UgXxq7xgWjWhvQobryA
https://www.facebook.com/jfasiacenter/posts/2158550414444814
https://www.facebook.com/jfasiacenter/posts/2158550414444814
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	『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク　森永泰弘×福島真人「サタン・音・欲望」 | 特集記事 | 国際交流基金アジアセンター
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