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映像ナラティブによる浮彫壁画の質的転換および文化伝承の可能性
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代表者: 野澤暁子
(名古屋大学人文学研究科人類文化遺産テクスト学研究センター・共同研究員)

◆本プロジェクトの目的と総括
この企画はインドネシアの考古学者ヨハネス・ハナン氏と文化人類学者／音楽人類学者
である野澤暁子との間で浮上した「遺跡という有形文化遺産を〈リビング・ヘリテージ〉と
いう総合的な観点から再解釈・発信することで、人・土地・文化の有機的な関係を蘇らせる
ことはできないか」という問いから立ち上がった。そしてもう一人のメンバーとしてジャワ
影絵芝居の専門家ヨハン・スシロ氏を加え、これまで本研究では欧米の文献史学的枠組で理
解されてきた、インドネシアの遺跡に残る神話・説話の浮彫壁画群の学際的共同研究と映像
ナラティヴ製作をおこなった(写真 1)。本企画が焦点をあてたのは、東ジャワのテゴワンギ
遺跡(1400 年頃建造)に残る壁画である。この壁画は中世にジャワの民衆の間で生まれたヒ
ンドゥー説話「スダマラ物語」として知られ、この物語は厄払い儀礼と関連した影絵芝居の
演目としても伝承されている。その一方、地域
社会においてもテゴワンギ遺跡の壁画とスダ
マラ影絵芝居との関係を知る者は少ない。そこ
でプロジェクトでは「有形文化遺産としての遺
跡」と「無形文化遺産としての影絵芝居」を融
合させた魅力的な映像制作とその発信を通じ
た「リビング・ヘリテージ」としての中世ジャ
ワ文化の歴史的価値の普及をゴールに設定し

写真 1: 野澤(左)、ハナン(中)、スシロ(右)

た。
２年間の助成期間予定であったこの企画は、新型コロナウィルスによる混乱のため一年
間延長となった。総括として振り返ると、次項からの説明にあるように、このプロジェクト
はコロナ・パンデミック以外にもいくつかの大きな困難に見舞われたが、むしろそうした逆
境がチームの連帯意識をたかめ、目標達成に導いたといえる。プロジェクトの成果物として
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は、目標の映像作品「テゴワンギ遺跡のスダマラ壁画：インドネシアのリビング・ヘリテー
ジ 伝 承 の た め の 映 像 プ ロ ジ ェ ク ト 」（ イ ン ド ネ シ ア 語 版 “Relief Sudamala di Candi
Tegowangi: Sebuah Proyek Untuk Menuruskan Warisan Budaya Indonesia”; 英語版 “The
Relief of Candi Tegowangi: The Audiovisual Project for the Transmission of the Living
Heritage of Indonesia”）の三か国語版を製作完了した。これらのうち、インドネシア語版は
国立スラバヤ大学を含む６つの大学（現地にて配布中）
、日本語版は国立民族学博物館(博物
館コレクションとして登録手続き中)、東京大学、東京学国語大学、名古屋大学、南山大学、
京都大学の各図書館に寄贈した。英語版はインドネシア研究が盛んな５つの大学（CornellU, Wasington-U, U of Michigan, Princeton-U, and UCLA）に寄贈した。この他にも最終年
に追加企画として、バリ島とスラバヤのローカル・チームの主導により、現在のコロナ禍で
実施中のオンライン授業に活用する視聴覚教材（バリ・チームのテーマ：スダマラ説話のバ
リ版、スラバヤ・チームのテーマ：中世ジャワの説話ブブクサとガガンアキン）を制作した。
これら映像制作活動と並行し、代表者である野澤暁子は研究者の発信活動として、2019 年
7 月の国際伝統音楽評議会(ICTM)での学会発表と論文発表 “The Rediscovery of the

Sudamala Story:The Narrative Relief of the Candi Tegowangi between Literacy and Orality”
(『人文学論集 Vol. 4』、名古屋大学人文学研究科)を行った。そして最後の活動として、2021
年 5 月 8 日にスラバヤ・チーム、バリ・チーム、そして国内外の協力者を含めたオンライン
成果発表会を実施し、３年間に及ぶこの企画は完結した。以下が各年度の実施概要である。
１． プロジェクト１年目(2018 年度)の実施概要
1-1 目標
本企画の採択後、まず共同研究者のハナン氏とスシロ氏とのメールを通じた話し合いで
初年度の目標を三項目に設定した。
一点目は、文献調査である。これはハナン氏と代表・野澤が担当することとした。ハナン
氏はテゴワンギ遺跡に関する考古学分野での先行研究を、野澤は文化人類学分野での先行
研究の収集を開始し、お互いに情報共有をはかった。
二点目は、遺跡の壁画および空間構造の撮影である。これは TV ディレクターとしてのキ
ャリアも持つハナン氏が、長らく彼の助手を務めるアディット(R. Putra Adhitya)氏ととも
に担当した。2018 年 7 月の野澤の現地入りをふまえて遺跡での撮影日を 7 月末に設定し、
ハナン氏とスタッフたちの主導で遺跡管理人への撮影許可依頼や機材調達といった事前準
備をするという段取りが決まった。
三点目は、影絵師スシロ氏によるスダマラ説話の影絵芝居上演とその撮影である。スシロ
氏はハナン氏と同じく国立スラバヤ大学に教員として勤める立場から、上演会場を同大学
構内の屋外多目的スペースとして許可申請し、当日のガムラン（影絵の伴奏となるジャワ伝
統音楽）の演奏者として音楽学科の学生に依頼する手続きを行うこととした。この撮影日程
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は、テゴワンギ遺跡を終えた後の 8 月初旬に行う予定とした。
1-2 過程
1-2-1. 第一の試練：連続自爆テロ
野澤が７月のスラバヤ行きに向けて準備していた 2018 年 5 月に、第一の試練となる衝撃
的な事件が起きた。イスラーム過激派の家族（子どもを含む）による、スラバヤ市中心部の
教会を狙った連続自爆テロである。死者と多数の負傷者を出したこの事件は、インドネシア
における民間レベルでの根深い宗教対立を顕在化させるとともに、この現状における本プ
ロジェクトの立ち位置をあらためて自覚する契機となった。そもそもこの活動は、ジャワ島
の「仏教時代―ヒンドゥー教時代―イスラーム教時代」という長い歴史のなかで蓄積した伝
統文化の多層性の価値を念頭においたものである。したがってこのプロジェクトにとって
1400 年のヒンドゥー王国によって建造されたテゴワンギ遺跡は、イスラーム化した今日の
ジャワ社会からジャワ・ヒンドゥー時代の文化的価値を見直すための象徴的な存在でもあ
る。さらに私たちのチームは、日本人である野澤を含め、宗教的・文化的な多様性が特色で
もある。こうした立場から中世ヒンドゥー・ジャワ文化の学際研究に従事する意義を再確認
する一方、この理想の実現がむしろジャワの社会的現状からのリスクに晒されている事実
も実感せざるを得なかった。
特に私たちが懸念したのは、いわゆるイスラーム過激派によるテロ再発の可能性だけで
はなく、ジャワ社会で主流派となりつつあるイスラーム急進派の団体による妨害行為であ
る。これまでジャワの地域社会の多くでは、ムスリム住民の間でも昔から伝承されるヒンド
ゥー教時代に由来する年間儀礼がいとなまれてきた。しかしハナン氏によると、近年こうし
た伝統行事が上記の団体から圧力を受けるケースが目立ち始め、行事の中止を強要する団
体とそれを拒否する住民との間で起きる暴力沙汰の騒動が報道されるようになったとのこ
とである。もちろん、こうした団体にもイスラーム教の思想と生活様式の遵守によってジャ
ワ社会の統一と平和をはかろうとする「正義」がある。しかし、その原理主義的な正義は、
ジャワの多層性を重んじる人びとの正義とは相いれないものである。私たちはこの現状を
鑑み、プロジェクトの理念が後者の正義に属することを認識しつつも、もう一つの「イスラ
ーム・ジャワ」としてのアイデンティティ確立という正義も受け止める大切さを知った。こ
の自覚は、活動開始に特有の熱気をクールダウンし、このプロジェクトの理想を価値観の多
様性のなかで相対化するという重要な一プロセスとなった。
1-2-2. テゴワンギ遺跡撮影
野澤は居住地アメリカ・ミシガン州を出発し、2018 年 7 月 7 日にプロジェクト拠点であ
るインドネシア・スラバヤ市に到着した。まずはハナン氏とミーティングを行い、滞在期間
中の活動計画の日取りを設定した。遺跡の撮影に関してはすでに現地メンバーが段取りを
済ませており、7 月 27 日の撮影が決定した。当日、スラバヤから約１時間半のパレ県にあ
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るテゴワンギ遺跡にて合計１１名のチーム・メンバーと撮影作業を行った（写真 2）
。最初
に行ったのは、野澤、ハナン、スシロによる遺跡壁画の各パネルの撮影および物語内容との
関連性の再調査である(写真 3)。この目視調査においてスシロ氏はプロの影絵師としての知
見を発揮し、壁画に描かれている衣装の描写からヒンドゥー神話の各キャラクターとの関
連性に関する重要な情報提供をしてくれた。そして遺跡撮影では考古学者のハナン氏が、ヒ
ンドゥー神話「乳海攪拌」と関連した本堂の空間構造、本堂二階中央部にある石造の象徴的
なオブジェ（リンガ・ヨニ＝生命の象徴）などに焦点をしぼり、巨視と微視の視点からの詳
細な撮影をおこなった。また、撮影スタッフのカメラ技師アラフ氏の操作によってドローン
撮影も行われた（写真 4）。この映像は遺跡の全体構造を鳥瞰的に解説する上で、プロジェ
クトの映像作品において重要な資料となった。

写真 2: テゴワンギ遺跡でのスタッフ集合写真

写真 3: 遺跡壁画の目視調査

写真 4: スタッフによるドローン撮影
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1-2-3. 影絵芝居撮影
遺跡撮影の後、野澤、ハナン、スシロの三名で二回目のミーティングを行った。そして次
の課題である遺跡壁画に描かれた「スダマラ物語」の影絵芝居の撮影を 8 月 7 日に行うこ
とが決定した。その後スシロ氏は撮影会場として国立スラバヤ大学西キャンパスの使用許
可申請を行い、同大学の音楽学科の学生によるガムラン演奏の協力を依頼した。当日に野澤
が会場に到着した際、まるで本物の儀礼空間のような豪華なセッティグに驚いた。影絵芝居
の撮影のみを想定していたものの、会場は学生の見物客で大変賑わっていた。こうした臨場
感あふれる雰囲気のなか、スダマラ物語の影絵芝居がスシロ氏率いる影絵劇団とスラバヤ
大学音楽学科の学生によるジャワ・ガムラン楽団との共同で本格的におこなわれた（写真
5）
。ミーティングの際に野澤は「負担がかからないよう、シンプルな上演で」と強調してい
たものの、実際にはスダマラ説話の全編が演じられ、ジャワ影絵芝居の伝統的な上演形態の
通りに夜 7 時に始まった上演は深夜にまで及んだ。撮影は、遺跡撮影と同じアディット氏
率いる撮影班によって行われた。また、道化キャラクターの狂言芝居が演じられる物語の幕
間シーンでは、突然野澤とハナンが舞台に引っ張り出され、スシロ氏演じるユーモラスな道
化から様々な質問をあびせかけられるという想定外の展開（写真 6）もあった（これについ
ては南山大学人類学研究所のウェブサイトに上梓したエッセイ「大根役者の述懐～ジャワ
影絵芝居撮影での出来事～」で紹介）。以上のように、スラバヤ大学とスシロ氏の影絵劇団
の全面的な協力により、予想以上に充実した影絵芝居の撮影が実現された（写真 7）。

写真 5: スシロ氏のよるスダマラ説話影絵芝居
の上演

写真 6: 舞台で質問攻めにあう野澤とハナン
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写真 7: 影絵楽団との記念撮影

1-2-4. 第二の試練：ハナン氏の急逝
以上の 2018 年夏に実施した二つの撮影が滞りなく終わり、野澤は 8 月 22 日に居住地ア
メリカへ戻った。しかしその 3 日後、国立スラバヤ大学の副学長ジョジョック・スパルジョ
氏（当プロジェクトの現地顧問のような役割）から、ハナン氏の訃報がメールで知らされた。
撮影活動では大変活発であったご様子から、この突然の知らせには言葉に尽くせないほど
の衝撃を受けた。これが本プロジェクトの第二の試練となった。
野澤は即座に財団へ報告し、了承を得た上で 8 月 26 日発 9 月 3 日帰国のチケットを手配
し、現地に赴いた。スラバヤ空港では、若手の現地スタッフであるイクバル氏が出迎えてく
れた。空港から東ジャワ州マラン市にあるハナン氏の墓地へ直行し、イクバル氏と涙を流し
ながら氏のご冥福を祈った。スラバヤへの帰途、シドアルジョ市にあるハナン氏の自宅を訪
れ、ご遺族を弔問した。奥様の話によると、ハナン氏は大学で突然具合が悪くなったため帰
宅し、自宅でさらに容態が悪化したためすぐ救急車を呼んで入院させたのだが、そのまま帰
らぬ人となった。死因は心不全の一種とのことであった。奥様は私たちのプロジェクトの今
後を心配し、後任としてハナン氏の大学時代の友人である考古学者のエディ・トリヤンハル
トロ氏を推薦し、その場で本人に電話連絡し、承諾を得てくださった。
その後野澤はスラバヤへ戻り、現地スタッフと緊急会議を開いた。そこにエディ氏も参加
した。そして彼にプロジェクトの趣旨を説明し、今後の予定を具体化した。重要な現地チー
ム統括者の急逝にスタッフ全員は意気消沈していたものの、ハナン氏の遺跡への情熱とこ
れまでの様々な活動を思い出とともに語りあううちに、
「ぜひ彼の遺志を継いでこのプロジ
ェクトを成功させよう」という決意へと皆の心はまとまっていった。
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1-2-5. スラバヤでの厄払い儀礼「ルワタン」の撮影(2018 年 9 月 29 日)
以上の立て直しの後、現地チームの若手スタッフの積極的な協力によってプロジェクト
は引き続き進行した。まず実行されたのが、ジャワの厄払い儀礼ルワタンの撮影である。こ
の儀礼については生前のハナン氏との話し合いで計画されていたものである。ルワタン儀
礼は遺跡壁画のスダマラ物語と密接に関係し、この物語が儀礼影絵芝居として心身の浄化
を目的に上演される伝統的な民間行事として伝承されてきた。これはスダマラ説話の身体
伝承としての文化的価値にくわえ、現在のイスラーム化したジャワ地域社会の人々が先祖
の記憶としてヒンドゥー・ジャワ時代の古い文化を脈々と実践する大切な証でもある。スタ
ッフの情報収集によってルワタンの集団儀礼が 9 月 29 日に実施されることが分かり、主催
者に許可を取った上で当日に撮影が実行された。ルワタン儀礼はスラバヤ市で行われ、参加
者は厄払いを受ける者の家族も含めると 200 名以上ともなる大規模なものであった（写真
8）
。この儀礼は「一人っ子」
「夕方に生まれた」など、ジャワの伝統的な価値観で不吉と考
えられる条件をもつ人々が、司祭者の役割をもつ影絵師による聖なる演目の上演と浄めの
儀礼によって厄払いを行うものである（写真 9）
。そしてスラバヤの現地スタッフはこの儀
礼を受けた者がおらず、儀礼についての詳しい知識もなかったことから、テクスト担当のイ
クバル氏が先行研究で事前調査し、撮影と同時進行で聞き取り調査をおこなうかたちとな
った。したがってこの撮影調査は、ジャワの若い人々がジャワ文化を再学習する機会ともな
った。

写真 8: ルワタンの集団儀礼

写真 9: ルワタン儀礼の影絵芝居

1-2-6. 2019 年 4 月の活動：現地でのミーティングとバリ島の儀礼撮影
2018 年 10 月からは、野澤と現地チームの間でインターネットを介して撮影素材の編集
作業とテクスト作成の作業が続いた。それと並行して野澤は当初から計画に含まれていた
ICTM(国際伝統音楽評議会)バンコク大会での学会発表のための申し込みを行った。その採
択結果が 12 月に届き、2019 年 7 月の発表が決定した。
これをふまえて野澤は 4 月 2 日にスラバヤ入りし、映像編集担当のアディット氏とテク
スト補佐のイクバル氏と今後の協議をおこなった。議論の中心となったのは、実際の長時間
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にわたるスダマラ説話の影絵芝居映像と遺跡壁画の映像を、発表時間 20 分におさまる映像
作品としていかに編集するかという問題であった。アディット氏の提案で各図像とそれに
対応する影絵のシーンを交錯させるスタイルが決まり、6 月までに学会発表用の短編版を完
成させることで意見一致となった。
もう一つの議題となったのは、ハナン氏の国際学会発表用の旅費の活用法である。これに
ついてはネット上での話し合いで、バリ島におけるスダマラ説話影絵芝居の撮影費に活用
するという案が出ていた。バリ島ではこれをサプ・レゲール儀礼という厄払い儀礼のなかで
上演する習慣となっており、2019 年は 4 月に行われるという情報を得た。これを長編作品
のなかに導入すれば、スダマラ説話のジャワとバリにおける文化的伝承をより広い視野か
ら提示することができる。そこでバリ島の撮影をサポートする現地ファシリテーターとし
て、
野澤が 7 年前に代表を務めたトヨタ財団アジア隣人プログラム
（助成番号：D11-N-0001）
で協力いただいたバリ島ギャニャール県クラマス村のスコラ・バリ・キタ学園の校長アグ
ス・ティスヌ氏に再び協力をあおぐこととなった。アグス氏の快諾によってスラバヤの現地
チームとの話し合いが順調に進み、バリ側の全面的なサポート体制が整った（写真 10）。
この撮影には、アディット氏とイクバル氏と他２名のカメラマンによる合計４名のチー
ムが結成された。彼らは前日に車一台で出発し、当日朝に儀礼会場のギャニャール州ベン村
へ到着した。アグス氏らが事前に主催者から許可を得ていたため、ヒンドゥー教徒ではない
スラバヤのスタッフたちも好意的に受け入れられた。彼らには儀礼場へ入るために必要な
バリ島の伝統衣装が準備され、儀礼進行を妨げないかぎりは自由に撮影する権限が与えら
れた。撮影は順調に行われ、その状況が LINE を通じてアメリカに居住する野澤にも同時進
行で写真や動画とともに報告された（写真 11, 12）
。スラバヤのメンバー全員にとってバリ・
ヒンドゥーの儀礼撮影は初めての経験であったため、その感動は予想以上であったようで
ある。
また、この儀礼撮影の翌日にスラバヤ・チームは、アグス氏からの情報提供により、バリ
島バングリ県にある Pura Tirta Sudamala という寺院の撮影も行った。これはスダマラ説話
と同じ「浄化(Suda-Mala)」という概念を名称に含み、東ジャワとバリがマジャパヒト王国
の文化を共有していた 14 世紀ごろに建設されたと考えられている。この寺は谷あいに位置
し、本堂から階段を下りていくと渓流がある。ここはバリのヒンドゥー教徒の間で浄めの寺
として知られており、健康面や生活面で不調を感じた時にここを訪れ、供物を奉納した後に
この渓流と崖から流れる湧き水で身と心を清める習慣となっている。こうした聖なる水に
よって心身の浄化をはかる信仰はジャワのルワタン儀礼とも共通していることから、スダ
マラ説話の映像作品をより豊かな内容とする映像資料としてこの寺院での撮影を行った
（写真 13）
。こうしてハナン氏亡き後の経費活用を目的として実施された追加企画は、バリ
島側の協力によって十分な成果をおさめることができた。
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写真 10: アグス氏(右)とスタッフの事前会議

写真 11:日中の路上での供物奉納による浄化儀礼

写真 13: スダマラ寺院での撮影
写真 12: サプ・レゲール儀礼での影絵上演

1-3 成果
１年目の活動を以下「達成できた点」と「今後の課題とした点」という二つの項目に分け
て自己評価した。ただし、これらは「プラス評価／マイナス評価」と単純に二項対立化でき
るものではない現実をあらかじめ記しておく。例えばハナン氏の急逝によって新しい展開
や人間関係が生まれたり、一方で作業を効率化することによって何かが見落とされたりな
ど、プラスとマイナスは表裏一体の要素をもつためである。
1-3-1. 達成できた点
一つ目は、撮影作業が順調に進んだ点である。遺跡、ジャワ影絵芝居、スラバヤおよびバ
リでの厄払い儀礼の全てにおいて、滞りなく映像作品に必要な素材をおさめることができ
た。これはひとえに、現地の協力者たちの積極的なサポートがあったためである。特にテゴ
ワンギ遺跡とジャワ影絵芝居の撮影を助成採択決定から約２か月間という短い期間の間に
準備できたことは、現地側の優れた機動力とチームワークの証という他ない。
二つ目は、困難を前向きに乗り越えた精神力である。本プロジェクトはスラバヤでの連続
爆弾テロやハナン氏の急逝といったいくつかの動揺に見舞われたが、そうした逆境のなか
でも有能な若手スタッフたち（アディット氏やイクバル氏など）は常に可能性を問い続け、
私を力強く励ましてくれた。こうしてスタッフ一人ひとりが柔軟な主導力を発揮し、困難を
結束に昇華できたことが一年目の大きな達成であったと考える。
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三つ目は、リモート・ワークによる編集作業の進展である。撮影終了後の課題は、野澤が
居住するアメリカとインドネシアとの地理的距離という条件のなかでいかにスムーズに編
集作業を実現できるかということであった。しかしながらデジタル世代の若手スタッフと
の間でこの心配は不要であった。LINE を通じて常に意思疎通をはかり、編集の進展状況も
随時 Google Drive で共有と確認することができた。情報技術による物理的な距離をこえた
「つながりの感覚」のなかで共同作業を進めることができたのは、本プロジェクトの達成点
であると同時に今後の可能性にむけた私自身の発見でもあった。
1-3-2. 今後の課題とした点
一つ目は、作業の合理化によるナラティヴ案の不十分である。この理由として、野澤の渡
航時期(2018 年 7-8 月)に設定した撮影のための各種準備作業によって、文献調査に費やす
時間がとれなかった状況が挙げられる。もし一年間を十分な文献調査にもとづく映像ナラ
ティヴの構成を練る作業に充てることができれば、成果作品はより創造的なものに仕上が
っていたであろうというのが実感である。しかし現実的に、ハナン氏の急逝を含め、２年間
という当初の助成期間のスケジュールでそれを実行するのは不可能であった。したがって
必然的に「2019 年 7 月の ICTM 発表のための映像作品完成」という目的に照準をあわせ、
最も確実に「目標達成」できるスケジュールと内容構成の設定をする結果となった。こうし
た合理化により、
「文化を書く／語る／見せる」という行為そのものへの問いを模索し、創
造的な答えを導き出すプロセスが省略された側面が否めない。
二つ目は上記と関連した、当初の予定とやや異なる映像テクストの仕上がりである。この
プロジェクトの当初の目的は、これまで欧米の文献史学的方法論から「読むテクスト」とし
て解釈されてきたテゴワンギ遺跡のスダマラ壁画に対し、この物語を儀礼歌や影絵芝居と
して身体伝承してきた現地の価値観に即した「詠むテクスト」として映像ナラティヴ化する
という挑戦であった。そこで計画していたのが、スダマラ説話と関連した影絵芝居や儀礼歌
の映像をテゴワンギ壁画の映像と巧みに織り交ぜて「リビング・ヘリテージ」という一体感
を表現する編集方法であった。ここで最も期待がかけられていたのは、映像プロデューサー
としてのキャリアをもつハナン氏の手腕であった。実際に彼は、以前私と制作した「スリ・
タンジュン説話壁画」の映像制作で、現地の女性歌手に儀礼歌としてのスリ・タンジュン物
語を即興で歌わせたものを作品に導入して私を驚かせたのである。しかし遺跡と影絵芝居
の撮影後のハナン氏急逝により、それまで計画していたハナン氏主導による映像編集がか
なわない状況となった。そこで混乱と時間的制約のなか、若手スタッフのイクバル氏がテク
スト担当、アディット氏が映像編集担当、という体制でハナン氏不在の逆境を乗り切ること
となった。私がテクスト担当するという案も浮上したが、インドネシアの感性を前景化する
という当初の理念を変えないため、あくまで研究者の立場からの助言役にとどまることと
した。その結果として仕上がった作品は、遺跡と影絵芝居を一つの物語にまとめたという点
では客観的には十分な映像民族誌といえる。しかしながら解説的な要素が大部分を占め、当
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初目指していた創造性には及んでいないのも事実であるため、この反省点を今後の伸びし
ろとして温存しておきたい。
三つ目は、共同研究者間の継続的なコミュニケーションの欠如である。ハナン氏とは常に
メールで情報交換を続けることができたが、もう一人のスシロ氏はプロの影絵師という職
業柄、インターネットは殆ど活用しない主義であった。したがって現地での対面交流には積
極的であったものの、野澤の帰還後は連絡がとりづらい状況となった。メールアドレスはあ
るものの、あまりチェックしない彼の習慣から、ハナン氏急逝の際にも知人を通じて伝言せ
ざるを得なかった。そして影絵芝居撮影後にはさらに連絡がとりづらい状況となり、次第に
疎遠となっていった。ここにはハナン氏という現地の中心人物が不在となったことも大き
な理由となっている。加えてハナン氏の後任となったエディ氏も年齢的にメールでのコミ
ュニケーションにあまり積極的ではなく、返信を得るまでに時間を要した。さらに彼は考古
学において基本的に発掘作業を主とする現場主義者で、映像作品のためのテクスト作成は
大きな負担となったようである。なかなか進まないエディ氏の仕事は編集担当のアディッ
ト氏にとってストレスとなり、次第にエディ氏と他の若手メンバーとの間にも不和が生じ
た。そして現場の判断によって、エディ氏が一部作成したテクストの続きを、ハナン氏の教
え子のイクバル氏が引き継ぐとこで問題解決するに至った。エディ氏を推薦したハナン夫
人はあくまで善意によるはからいであったが、残念ながらプロジェクトの運営上、ハナン氏
亡き後に最も協力的な若手スタッフの意見を尊重する方向に切り替えざるを得なかった。
２． プロジェクト２年目(2019 年度)の実施概要
2-1 目標
2019 年 12 月に採択された ICTM(国際伝統音楽評議会)・バンコク大会での作品発表が
2019 年 7 月 17 日に決定した(タイトル “Candi Act: The Audiovisual Project of Javanese
Hindu Art for Transmission of Living Heritage”)。これをふまえて 2 年目の活動は、国際的
発信活動として「①国際学会での作品発表」
「②学術雑誌への論文発表」
「③成果作品（イ・
日・英語版）の大学図書館への寄贈」、プロジェクト拠点地の東ジャワ・スラバヤを中心と
するローカル発信活動として「④国立スラバヤ大学でのプロジェクト成果発表会」という４
項目を達成目標とした。
2-2 過程
2-1-1. リモート・ワークによる編集作業
5 月からは私とアディット氏との間で、7 月の ICTM 発表に向けたオンラインによる映像
作品の編集作業が続いた。問題は、ジャワ・ヒンドゥー時代の文化的背景、テゴワンギ遺跡
と壁画、影絵芝居、そして厄払い儀礼ルワタンという複数の観点からスダマラ説話という物
語をいかに「リビング・ヘリテージ」という一体性へまとめあげるかという点であった。特
にスシロ氏による影絵芝居の物語展開とイクバル氏のテクストは魅力的であるが冗長な要
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素が多く、アディット氏と私で Google Drive で確認を行いながら枝葉をカットする作業が
続いた。6 月初旬には概ね完成し、最終作業のため 6/17 に野澤はアメリカを出発し、 6/19
に現地へ到着した。現地ではアディット氏、イクバル氏と対面で総仕上げの編集作業を行っ
た。7 月初旬に無事完成したため、その後野澤は口頭説明のための準備に専念した。
2-1-2. ICTM での作品発表 (2019 年 7 月 17 日)
野澤は 7/13 にスラバヤを出発し、同日バンコクに到着した。大会会場であるバンコク中
心部のチュラロンコーン大学構内にあるインターナショナル・ゲストハウスにチェックイ
ンした。翌日会場に赴くと、世界中からの研究者で大変な盛況ぶりであった。ITCM は第二
次世界大戦後間もない 1947 年に「世界各地の伝統的な無形文化(音楽、舞踊、演劇など)の
保護」を目的に発足し、同時期に誕生した UNESCO の連携機関として今日まで様々な活動
を続けてきた。しかしながらその研究大会は欧米諸国で行われ、1990 年代よりアジア・ア
フリカ諸国でも開催されるようになったものの、アジア（特に東南アジア）からの参加者は
地理的距離によるコスト面がハードルとなって相対的に少ない状況が続いていた。こうし
た経緯において、
今回の ICTM バンコク大会は東南アジアで初めての事例となる
（写真 14）
。
この決定にいたるまで、特にマレーシアやフィリピンの一流研究者諸氏が多大な尽力を果
たしたといわれており、彼らの情熱にはただ頭が下がる思いであった。このような歴史的に
貴重な機会に発表機会を得たことはプロジェクト代表として大変な光栄であったが、唯一
残念であったのはハナン氏の不在である。発表応募の際には当時まだご健在であったハナ
ン氏との共同発表で申請したため、採択後に事情を説明し、このまま連名としながらも野澤
の単独発表ということで了解を得るかたちとなった。それでもこの発表は、発想から制作に
至る一連のプロセスにおいて、実質的にハナン氏とともに作り上げた成果であることに変
わりはない。
野澤の発表は大会最終日の朝一番であったため、すでに帰国した参加者も多く、残念なが
ら満席には至らなかった。しかしながら司会をジャワ音楽研究者の Lee Alex 氏が務め、他
にもジャワ音楽研究の第一線で活躍する Sumarsam 氏(Wesleyan University)や福岡まどか
氏(大阪大学)などの姿を客席に見ることができ、充実した気分で発表に入ることができた。
Alex 氏の紹介の後、野澤から共同発表者ハナン氏の不在の事情を説明し、作品の上映を開
始した（写真 15, 16）。上映を終えると、いくつかの質問があった。一つ目はイタリア人研
究者による「なぜ影絵芝居の映像がスクリーンの前(すなわち影が映る側)ではなく、後ろか
ら撮影されているのか」という質問であった。これは的を得た質問であり、すでに予想して
いたため、野澤は「今日ムスリムが大半を占めるジャワ島では、
〈影を映す〉行為が偶像崇
拝的な観点から宗教上あまり好まれない」
「影絵をあくまで芸能という営みとして、影絵師
のわざに焦点を当てた映像が好まれる」という現地の文化的事情に即した返答をした。さら
に福岡氏から「東ジャワの人びとの間でテゴワンギ遺跡の壁画とスダマラ説話の関係性は
どの程度認知されているのか」という質問があった。これに対し野澤は「スダマラ説話に関
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しては影絵芝居の演目として知っている人々の方が多く、テゴワンギ遺跡との関連性は殆
ど知られておらず、この遺跡の存在すら知らない人も多い。こうした事情から、このプロジ
ェクトは〈リビング・ヘリテージ〉という観点から、ヒンドゥー・ジャワ時代から伝承され
る遺跡と影絵芝居の関係性を映像として体現した」と答えた。他にもいくつか有意義な質問
があり、全体として本プロジェクトの趣旨を十分に伝えることができたと考えている。なお、
このセッションは野澤の後に民族衣装を着て現地から参加したチベット人研究者による、
大変情熱的な映像作品の発表があった。セッション終了後には Alex 氏とこのチベット人研
究者と記念写真を撮り、充実した気分とともに任務を完了することができた（写真 17）。そ
して野澤は同日にバンコクを経ち、スラバヤへ戻った。そしてスラバヤでアディット氏らと
長編作品編集などの今後の予定に関するミーティングを行った後、8 月に帰国した。

写真 15: 野澤の発表

写真 14: チュラロンコーン大学の ICTM 会場

写真 16: 成果作品の上映

写真 17: 司会者 Alex 氏とチベット人発表者と
の記念撮影

2-1-3. 映像作品・長編版の編集
野澤のアメリカ帰国後は、リモート・ワークでの長編版の映像作品の編集作業が続いた。
この長編版は、2019 年 4 月に撮影したバリ島の儀礼、影絵芝居、そしてスダマラ寺院の映
像を含むものである。この追加映像のテクストをイクバル氏が担当したが、ムスリムのジャ
ワ人である彼にとって、バリ・ヒンドゥーの儀礼文化について先行研究から正確な理解を得
るまでにしばらくの時間を要した。特に儀礼で重要な要素を占める多種類の供物は、それぞ
れに内容物が宗教的文脈と関連付けられているため、その確認作業に労力がかかったよう
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である。しかしながら 2020 年初旬には全体で約 33 分のマスター映像が完成し、後は成果
発表会と教育機関への成果作品寄贈をもって本プロジェクトを締めくくる段階となった。
2-1-4. 論文執筆と投稿
長編版の編集作業の傍らで野澤が行ったのは、研究者の視点からこのプロジェクトを総
括した論文 “Technological Bricolage and Beyond: A Reflective Filmmaking of the Candi
Tegowangi and the Cultural Heritage of East Java”の執筆である。この論文では、主に次の
二点を焦点とした。一点目は、植民地学者の主導でリテラシー形成の一環として言説化した
ジャワ遺跡壁画の説話解釈である。ここでは前世紀初頭において「出版」という制度が特権
的な価値をもち、西洋的なまなざしを介した解釈がトップダウン式に現地の知識人を通じ
て正統化されていった経緯を論述した。二点目は、前世紀の出版という複製技術に代わる今
世紀の技術的可能性である。ここではドローンを導入した視聴覚的な遺跡撮影や影絵芝居
上演と壁画を織り交ぜた映像制作の実践、そしてインターネットを介した現地との協働作
業がもたらす新たな文化的ナラティヴの創成の可能性を提示した。この完成原稿を 12 月末
に ICTM の学会誌へ投稿したものの、結果的に厳しい採択率のため選考で通過を果たすこ
とはできなかった。
2-1-5. 第三の試練：新型コロナウィルス流行による成果発表会の中止
以上の作業と並行し、野澤と現地スタッフは本プロジェクトのしめくくりとしての成果
発表会の企画を進めた。これにはその会場となる国立スラバヤ大学・歴史学科のナスティオ
ン教授を中心する先生方が積極的に協力してくれた。この成果発表会は故・ハナン教授の追
悼式典としての意味も兼ねていたため、歴史学科の過去と未来を学生諸氏と共有する上で
も大切な行事であった。双方のスケジュールを調整した結果、2020 年 4 月 8 日の開催が決
定した。そしてトヨタ財団から加賀道さんが参加する運びとなり、同学科は大学側との手続
きやフライヤーの作成などの準備を着々と進めた。
しかしながら、新型コロナウィルス流行という予期せぬ事態により、この計画は中断を余
儀なくされた。それは当初の楽観に反し、刻々と変わる状況のなかで方向転換の即決を迫ら
れる状況となった。野澤は 4/3 デトロイト発、上海経由ジャカルタ行きのデルタ航空とガ
ルーダ・インドネシア航空の共同運航便を予約していた(帰着便：ジャカルタ発 4/11、デト
ロイト着 4/12)。したがって、1 月初旬の武漢での新型コロナ発生により、1 月 30 日に経由
地を上海からソウルに変更した。その後新型コロナウィルスは各国へ波及し、中国発着のフ
ライトだけでなくソウル経由のデルタ便も 2 月半ばには欠航となった。ナスティオン教授
と今後の展開を慎重に判断した結果、4 月の成果発表会を中止とする決定を下した。そして
2 月 26 日にこれをトヨタ財団へ報告し、各種予約を全てキャンセルした。
その後新型ウィルス流行は世界的パンデミックとして悪化し、インドネシアにおいても
感染防止のため 3 月末以降の外国人入国の拒否が決定された。そして世界的な混乱をふま
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えて４月にプロジェクトの一年延期が決定し、成果発表会と成果作品の配布はひとまず保
留となった。
2-３成果
2-3-1. 達成できた点
一つ目は、企画時より目標としていたバンコクでの ICTM 世界大会での成果作品発表で
ある。この国際学会発表の採択と実現だけでなく、発表会場で交流した国立民族学博物館
（大阪）の福岡正太教授からの「本映像作品を民博のコレクションに登録する」という提案
も一つの成果であった。この場合、通常における同博物館の図書館への寄贈と異なり、館内
の映像ブースでのより幅広い活用が可能となり、民博の意向によっては壁掛けディスプレ
イで上映することで不特定多数の一般来館者へ公開することもできる。この提案を大会後
に現地スタッフへ報告したところ、大変な喜びようであった。さまざまな困難を乗り越えて
完成した作品が権威ある研究機関で持続的な公開の場を得られたことは、これまでのチー
ム全体の努力に報いる有意義な結果となった。
二つ目は、成果作品長編版の完成である。ここにおいて特筆すべきは、撮影・編集担当の
アディット氏、テクスト担当のイクバル氏、そしてバリ側の儀礼撮影ファシリテーターとな
ったアグス氏による貢献である。彼らとの協働は、映像作品の完成だけでなく、ジャワ島と
バリ島の文化交流と学び合いの場としても機能した。中世マジャパヒト王国時代に東ジャ
ワとバリは現地化したヒンドゥー教を中心に一つの文化圏を形成していた。だが 16 世紀以
降のジャワのイスラーム化により、ジャワ文化とバリ文化はそれぞれ別の道をたどった。そ
れは「スダマラ説話」とそれに関連した厄払い儀礼の伝承についても同様で、ジャワとバリ
はそれぞれ隣の島でこの説話と儀礼が今日も実践されていることすら知らない状況であっ
た。したがってバリ版スダマラ説話をテーマとした追加企画によって、両者が共有する文化
的ルーツを再発見するという成果も得られたのである。特にバリ島のサプ・レゲール儀礼に
関するテクスト作成では、若きジャワ人研究者がバリ独自の文化的世界に正面から向き合
い、新たな視野を開拓する貴重な機会となった。
2-3-2. 今後の課題とした点
二年目の未消化に終わった活動は新型コロナウィルス・パンデミックに関連したものが
殆どである。しかし無関係の項目として挙げられるのは、ICTM に投稿した論文の不採択で
ある。だがこの執筆の過程ではアディット氏やイクバル氏との意見交換や、本プロジェクト
の協力者でもあるミシガン大学の Judith Becker 教授からのコメントを受けるなど、様々な
視点から新たな発見を得ることができた。これらを翌年の論文執筆に活用できた点におい
て、有意義な挑戦であったととらえている。
そして新型コロナウィルス流行に阻まれた一つ目の活動としては、まず 4 月 8 日に予定
していた国立スラバヤ大学での成果発表会である。ただしこの中止に関しては、発生源から
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世界各地への感染拡大を観察しながら比較的早い段階で決定を下したため、コスト面での
ダメージを生じなかったのが幸いである。とはいえ、同大学歴史学科の先生方がフライヤー
作成を含めてすでに準備に着手していたため、野澤からナスティオン先生を通じて発表会
中止に関して丁寧な説明をすることで理解を得た。
二つ目は、成果作品(DVD)の国内外図書館への寄贈である。３月の時点でインドネシア
語版 “Relief Sudamala di Candi Tegowangi: Sebuah Proyek Untuk Menuruskan Warisan
Budaya Indonesia”と英語版 “The Sudamala Relief of Candi Tegowangi: The Audiovisual
Project for the Transmission of the Living Heritage of Indonesia” の二つのマスター映像を
完成させており、４月にそれぞれをカバー付き DVD として前者は現地の各大学図書館へ、
後者は日本とアメリカの大学図書館へ寄贈する予定であった。しかし発表会中止と助成期
間延長とともに、この計画もひとまずペンディングとした。ナスティオン教授と相談した結
果、国立民族学博物館の公認映像資料となる方向性をふまえ、次の一年間の活動に日本語版
の制作を加えることで合意した。
三つ目は、もう一つの国際学会での成果発表である。2019 年 5 月に提出した経過報告書
では、AAS(Association for Asian Studies)での成果作品(長編版)の発表を目標とする旨を記
した。アメリカを拠点とするこの学会は世界最大のアジア研究学会として知られ、その大会
が 2020 年 3 月にボストンで開催される予定であった。2019 年 10 月の応募受付に発表を申
し込む予定であったが、7 月にバンコクで開催された AAS アジア大会に参加した結果、そ
の考えは変わった。ICTM に比べてイデオロギー的な偏向性がみられること、また採択基準
の偏りに関して会員から多くの不満が出されていることがその理由である。検討の末、その
代わりとして申し込んだのが、2020 年 9 月末にイタリア・ボローニャで開催予定の映像音
楽人類学研究会 “The Study Group of Audiovisual Ethnomusicology” (新たに発足した
ICTM のスタディ・グループ)の大会である。しかし申し込みの後には不運にもイタリアで
新型コロナウィルスの感染拡大が深刻化し、開催自体が危ぶまれる状況となった。したがっ
て航空券手配などはせずに状況を見守ったものの、4 月に実行委員会から大会中止の連絡が
届き、成果作品・長編版の国際的な発表の場は当面のあいだ先送りとなった。
３． プロジェクト３年目(2020 年度)の実施概要
3-1 目標
新型コロナウィルスの世界的な感染拡大によって先行きが不透明ななか、現地と連絡を
とりながらこの状況で出来ることを模索する状況が続いた。そこでまずこの一年間の活動
として設定したのが、スダマラ説話映像作品（長編版）の日本語版の制作である。次に野澤
は研究者の活動として、2020 年 9 月締切の名古屋大学人文学研究科の研究論集への論文投
稿を決定した。そしてこの二つの課題が完成し、三か国語版の DVD の配布準備が整った
2021 年 1 月に、残りの予算(約 70 万円)の活用方法を現地と相談した結果、スラバヤとバリ
の二つの拠点それぞれでチームを作り、現地の歴史文化教育に活用可能な視聴覚教材を制
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作する案で意見一致した。それはコロナ禍でオンライン授業が続くインドネシアにおいて、
最も公益性のある貢献になると判断したためである。この案は財団スタッフ（加賀さん、加
藤さん）との話し合いの上で了承を受け、スラバヤ・チームは中世ジャワの仏教説話「ブブ
クサとガガンアキン」、バリ・チームは「スダマラ説話のバリ版」をテーマとする約 15 分の
視聴覚教材を制作する運びとなった。そしてプロジェクトの最終イベントとして、2021 年
4 月末にオンラインでの合同成果発表会を開催することが決定した。
3-2 過程
3-2-1. スダマラ説話映像作品・日本語版の制作
これは ICTM 大会でお会いした福岡正太氏から、国立民族学博物館との成果作品の共有
の案を受けたことから、本作品が日本語字幕とともに多様な層の人々に理解してもらえる
ことを目的に発案されたものである。この日本語版の字幕制作は、野澤に加えて日本で学位
を取り、日本語が堪能な国立スラバヤ大学のナスティオン氏にも協力いただいた。日本語テ
クストの制作そのものはスムーズに完了したが、字幕として映像に挿入する際には日本語
特有の「適切な改行箇所」という問題が一つのハードルとなった。そこで編集担当のアディ
ット氏と野澤の間で随時 Google Drive で編集過程を確認しながら、視聴者にとって見やす
い日本語字幕の配置を調整する作業が続いた。
3-2-2. 『人文学論集 vol. 4』への論文投稿
2020 年 5 月に編集委員会へ投稿申し込みを送信し、さっそく執筆活動に取り掛かった。
このプロジェクトに協力いただいたスラバヤ大学やミシガン大学の研究者諸氏にも読んで
もらえることを目的に、 “The Rediscovery of the Sudamala Story:The Narrative Relief of the

Candi Tegowangi between Literacy and Orality” という題目の英語論文とした。この論文は、
1817 年のラッフルズによるテゴワンギ遺跡の報告から今日にいたるまでの壁画解釈をめぐ
る変遷をふまえ、一方でスダマラ説話が影絵芝居として身体伝承されてきたという「リテラ
シーとオラリティの関係性」を分析したものである。ここで中心的資料として取り上げたの
は、1925 年にオランダ人考古学者 P. V. S. カレンフェルズよって出版された著書 De

Sudamala in de Hindu-Javaansche Kunst である。テゴワンギ遺跡の壁画を「スダマラ説話」
と同定し、その解釈を定着させたこの原著の分析を通じて、数多くの発見を得ることができ
た。その重要点については次の「成果」の項目で後述する。
3-2-3. アメリカ、日本、インドネシアの大学図書館への成果作品の寄贈
日本語字幕版を完成させた後、この成果作品の最後の作業として DVD 化を行った。この
作業は後の配布作業の都合上、野澤が居住するアメリカで行う必要があった。そこで知人の
マルチメディア・アーティストであるライアン・ホワイト(Ryan White)氏に協力を仰ぎ、一
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連の DVD 制作を担当していただいた。ライアン氏はアディットが制作した三か国語版の
DVD 表紙デザインとマスター映像をとりまとめ、合計３０部（各 10 部ずつ）のケース入
り DVD を 12 月に野澤へ納品し、滞りなく作業を完遂した（写真 18）。
2021 年 2 月に野澤はこれら成果作品の配布作業を実施した。英語版は米国内でインドネ
シア研究の中心的な大学として、Cornell University、Princeton University、University of
Michigan、University of Washington、UCLA の 5 つの大学図書館へ寄贈した。日本語版は
国立民族学博物館、東京大学、東京外国語大学、名古屋大学、京都大学、南山大学の各図書
館へ寄贈した。またインドネシア語版に関しては、計 6 部をナスティオン氏へ送り、国立ス
ラバヤ大学を含むインドネシアの大学図書館への寄贈を依頼した。

写真 18: 成果作品のインドネシア語版(左)、英語版 (中)、日本語版(右)

3-2-4. 追加企画・バリとスラバヤでの視聴覚教材の制作
財団からの承認を受け、スラバヤとバリの各チームはさっそく追加企画である視聴覚教
材の制作に取り掛かった。スラバヤ・チームは、イクバル氏のテクスト制作と並行しながら
中世ジャワ仏教説話「ブブクサとガガンアキン」の壁画が残る東ジャワ州ブリタール市にあ
るプナタラン遺跡での撮影活動を行った。一方バリ・チームはリーダーのアグス氏を中心に、
「スダマラ説話・バリ版」に造詣の深い国立芸術大学デンパサール校の教授へのインタビュ
ー、その説話に関連したサプ・レゲール儀礼の実施と撮影などを行った。これらの活動は
LINE やメールで野澤に随時報告されるとともに、4 月に編集を終えた動画が Google Drive
を通じて共有された。後述するように、いずれも短期間で完成されながらも質の高い仕上が
りとなった。
3-2-5. オンライン成果発表会
プロジェクト最後の企画として、スラバヤ国立大学のナスティオン教授を中心にオンライ
ン成果発表会の準備が進められ、2021 年 5 月 8 日のジャカルタ時間 9 時～11 時半（日本時
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間 11:00～13:30）の開催が決定した（写真 19）
。
当日は多数の現地関係者や国立スラバヤ大学の
学生に加え、トヨタ財団の加賀道さんなどイン
ドネシア以外からの参加者もあり、総勢 200 名
前後の大規模なイベントとなった（写真 20）
。発
表会はナスティオン教授の挨拶に始まり、本企
画の成果作品（インドネシア語字幕版「Relief
Sudamala di Candi Tegowangi: Sebuah Proyek
Untuk Menuruskan Warisan Budaya Indonesia」
）
の上映(30 分、写真 21)、代表・野澤暁子のプロ
ジェクト説明（約 15 分）
、バリ・チームの作品
「Filosofi Sudamala」(15 分、写真 22)とチー
ム代表イ・マデ・アグス・ティスヌ氏による作品
解説(15 分)、スラバヤ・チームの作品「Bubuksah
dan Gaga Aking」(15 分)とチーム代表・ナステ
ィオン氏による作品解説(15 分、写真 23)、そし
て質疑応答(20 分)でさまざまな意見交換を行
い、無事終了した。

写真 19: オンライン成果発表会のフライヤー

写真 20: オンライン成果発表会の模様
(参加者 200 名前後のためスクリーンは数ページにおよぶ)
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写真 21: メイン成果作品の発表

写真 22: バリ・チームによる成果作品の発表

写真 23:スラバヤ・チームによる成果作品の発表
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3-3 成果
3-3-1. 達成できた点
プロジェクト最終年となった 3 年目は、当初の目標であった成果作品の完成と配布に加
え、スラバヤとバリでの追加企画による成果を得ることができた。スラバヤ・チームはこれ
まで先行研究が乏しく、現地でもあまり知られていない中世ジャワ仏教説話の映像ナラテ
ィヴを始めて作り上げた点において、現地の歴史文化教育にとって大きな成果であったと
考える。東ジャワの南端にあるプナラタン遺跡の映像を豊富に取り入れ、植民地時代に出版
された文献も紹介するなど、大学での講義に適した教材が完成された。一方でバリ・チーム
が制作した作品は、学術的なスラバヤ・チームの作品と異なり、バリの小中学生をターゲッ
トとする親しみやすい作風であった。特筆すべきは、アグス氏が校長を務めるバリ・キタ学
園の教員たちが「スダマラ物語って、何だろう？」という問いから演劇的に進めていく構成
である。子どもと同じ目線からバリ文化を再学習するという謙虚な姿勢が表れており、彼ら
の教育者としての徳が反映された作品となった。いずれの視聴覚教材も、ローカル・チーム
からの発案によって実現されたものである。したがってこれらの作品が継続的に現地の教
育活動に活用されることは確かであり、本プロジェクトがコロナ禍の中でつかみとった大
切な成果の一つであると考える。
二点目は、論文執筆の過程で得た発見である。テゴワンギ遺跡壁画をスダマラ説話と同定
した P. V. S. カレンフェルズの原著を精読した結果、三つの事実が明らかとなった。一つ
は、この解釈がバリ島の口承説話から着想を得た点である。1915 年にこの調査を開始した
カレフェルズは壁画解釈に行き詰り、バリへ赴いた。そこで村人から聞いたスダマラ説話が、
この壁画描写を酷似していると判断し、テゴワンギ遺跡壁画の題材として同定したのであ
る。この発想の飛躍の背景を調べたところ、その根底には 19 世紀にバリ島を「忘れられた
中世ジャワ文化の保管庫」と意味付けて植民地学者たちに古文書収集を促したオランダ人
官僚ホエベルの歴史観が影響を及ぼしていると野澤は考察した。二つ目は、カレンフェルズ
が複数の古文書のパッチワークから行ったスダマラ説話のテクスト化の一方で、ジャワの
影絵師と共同でこの説話の影絵芝居を創作した点である。当時「忘れられていた」はずのこ
の説話が現在ジャワのルワタン儀礼の演目として定着している背景には、リテラシーとオ
ラリティーの相互作用による文化形成が作動していたと考えられる。三つ目は、カレンフェ
ルズのバリ調査が、1917 年のバリ大地震、1918 年のスペイン風邪大流行による社会混乱の
復興過程で行われた点である。こうした背景を考慮に含めると、スダマラ説話影絵芝居の創
出を通じてカレンフェルズと現地の人々が見出した「浄化」の概念には、当時の危機的状況
における特別な意味合いが込められていたことが推察される。これは新型コロナウィルス。
パンデミックの渦中で論文執筆を行っていた野澤にとって、非常に示唆的な発見となった。
三つ目は、オンライン成果発表会を通じたつながりの再構築である。今回は本プロジェク
トのメイン成果作品であるテゴワンギ遺跡のスダマラ壁画に関する映像作品に加え、追加
企画としてバリ・チームとスラバヤ・チームが制作した二つの作品の上映を行った。どの作
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品も高い評価を受け、「インドネシアの伝統文化を〈生きた文化遺産〉として見直すよい機
会となった」という大変良い反応を得ることができた。ここで最も重要だったのは、これま
でジャワとバリでそれぞれにスダマラ物語が伝承されていたという事実を現地の参加者に
広く知ってもらえる機会になったことである。今日のジャワとバリは、前者がイスラーム教、
後者がヒンドゥー教を中心とする独自の文化をもつものの、この説話が両者をつなぐ架け
橋になったことは確かである。こうした「つながりの再構築」のなか、全体としてインドネ
シアのおおらかな国民性に包まれた、雑談で始まり雑談に終わる、という楽しい成果発表会
となった。そして代表の立場からも、コロナ禍で物理的に隔たれた状況のなかで数多くの現
地協力者の方々にオンライン上で直接感謝の言葉を伝えることができ、最高の形で本プロ
ジェクトを締めくくることができたと感じている。
3-3-2. 今後の課題とした点
このプロジェクトは一連の過程においてハナン氏の急逝や ICTM 世界大会での発表とい
った眼前のハードルを乗り越える努力に終始していた。結果としては多くの課題を克服で
きたものの、走りながら得た数々の発見を映像作品の中に全て反映させることができなか
ったのも事実である。その一例が、前述したカレンフェルズによるスダマラ壁画解釈の背景
である。本プロジェクトが理念とした「
〈読むテクスト〉から〈詠むテクスト〉へ」という
テーマも、影絵芝居との関連付けは映像作品の中で実現できたものの、儀礼歌キドゥンとの
関係性を盛り込むには至らなかった。さらに重要な要素として挙げられるのは、テゴワンギ
遺跡と死の関係である。この遺跡は最初ラッフルズによって「地元民から Séntul または

chúnkup（死者の埋葬所）と呼ばれている」と報告されていた。しかしその後のオランダ人
学者やその子弟であるインドネシア人考古学者スクモノによって、この遺跡の「寺院」とし
ての機能が強調されていった。これは「死の排除による遺跡の近代化」ととらえることがで
きる。しかしながら、新型コロナウィルスの脅威と共存する現代社会において、テゴワンギ
遺跡を通じて死の解釈の問題にあらためて向き合うことは一つの重要性をもつと考える。
代表として私に残された仕事は、こうした本プロジェクトによって得た発見を現地と語
り合える関係性を発展させることである。
『人文学論集 vol.4』に掲載した英語論文は、その
ための媒介の一つである。インドネシアの遺跡はラッフルズによる発見から今日に至るま
で、外国人研究者と現地社会との相互発見を通じて様々な物語を織り上げてきた。そして近
年では現地社会の主導によってジャワ遺跡を儀礼の場とする「身体化」の動きも広まってき
たが、これらは新型コロナによる規制によって沈静化を余儀なくされている。こうした現状
をふまえ、ジャワ遺跡の歴史的解釈を現地の人々とともに相対化し、今を生きる私たちの
「リビング・ヘリテージ」としての価値を問い続けていくことが、このプロジェクトに与え
られた私自身の課題であると考えている。
以上
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