
「ダンドゥッの系図（１）」（２０２１年０３月０５日） 

元々はスタンブル Stambul 演劇の中で使われたデリ Deli のムラユ音楽がバタヴィアでの演

劇公演に伴って流行したことから、それがダンドゥッの起源になった、とアルウィ・シャハブ氏は

書いている。だからその当時の歌詞はムラユのパントゥン形式になっているのだそうだ。中に

は一曲で１０分も１５分も、延々と歌い演奏されるものもあった。 

第二次大戦前にランガムムラユ langgam Melayu 別名イラマム

ラユデリ irama Melayu Deli と呼ばれたこのジャンルでは、アライド

ゥルス SM Alaydrus がまず第一人者になり、次いで１９５０年代に

はアライドゥルスの弟子だったフセイン・バワフィ Husein Bawafie

が曲の形式にリフレーンを付けてモダン化を行い、さらにアスボン

Asbon 率いるミナンのムラユ楽団グマラン Gumarang が歌詞に革

命をもたらして一層のモダン化が進展し、世の中から喝采で迎え

られた。パントゥン形式の歌詞はチンタを歌うシャイル形式のものに変わって行ったのである。 

 

そのころ、現在のマレーシア半島部であるイギリス領マラヤで制

作された映画と共にイラマムラユ流

行歌がインドネシアに入って来て、ラ

ムリ P. Ramlee とシプッ・サラワッ

Siput Sarawakが大スターになり、ふ

たりが唄う歌が大いにもてはやされ

た。シプッ・サラワッは後に出た大歌

手アニタ・サラワッ Anita Sarawak の

母親だ。ふたりが出すヒットソングはリフレーン付きで歌詞もシ

ャイル形式になっており、完全に時代の波に乗っていた。 

ラムリは昨今のボリウッドスター、シャー・ルッ・カーン Shah Rukh Khan 並みの人気を取り、

ラムリ主演の映画がジャカルタのクラマッ Kramat にあるリヴォリ Rivoli 映画館にかかると、何

週間も大入りの日が継続したそうだ。ラムリがジャカルタに来たという噂が流れると、かれの姿

を一目見ようとして、かれが泊っていると噂されたホテルを連日女性ファンが取り巻いた。ラム

リに憧れて恋の病に落ちた１７歳の娘の話が新聞に載ることさえ起こった。それはランプンの

Husein Bawafie 



ウダナ Wedana のお嬢さんだそうで、ひどく衰弱して危ない状況になっているという記事だった。

国民的スターになったラムリにマレーシア政府は貴族の称号タンスリ Tan Sri を与え、またか

れの没後にかれの名前を道路と公園に冠している。 

 

インドネシアの歌謡界で当時トップクラスにいたサイッ・エ

フェンディ Said Effendiがムラユ楽団 Orkes Melayu「イラマア

グン」Irama Agung を従えてマラヤ製イラマムラユをカバーし

た。その後を追って、ジャカルタにさまざまなムラユ楽団が

誕生して大衆音楽界の覇を競ったことから、自ずとイラマム

ラユのジャンルは厚みを増した。 

ジャカルタで、広範に散らばるカンプンでの祝祭や催事に

ムラユ楽団が招かれて、大音量で深夜までイラマムラユ音

楽が流され、若者たちがジョゲッで踊り狂う習慣はその辺り

が起源になったのかもしれない。それよりもっと多かったの

は、結婚式での余興仕事だったそうだ。結婚式と言っても、もちろん立食パーティー式の披露

宴であり、パーティーの賑わいに音楽が演奏され、招待客の中の男性ばかりがジョゲッしたと

いう話だ。国営ラジオ局ＲＲＩにもムラユ楽団はしばしば出演した。 

その時代に名前を挙げたムラユ楽団には、フセイン・アイディッ Husein Aidit 率いるクナガン

Kenangan と歌手のハスナ・タハル Hasnah Thaharにジョハナ・サタル Johana Sattar。 

またフセイン・バワフィ率いるチャンドラレラ Chandralela 所属の歌手はムニフ・バハスアン

Munif Bahasuan、マスハビ Muhammad Mashabi、エリヤ・カダム Ellya Khadam。この楽団には後

にオマ・イラマ Oma Irama とエルフィ・スカエシ Elvie Sukaesihが加わっている。 

このジャンルで永遠の金字塔をうち建てた大歌手エリー・カシム Elly Kasimを擁した、アスボ

ン・マジッ Asbon Majid 率いるミナン人のムラユ楽団グマラン Gumarang。アブドゥル・ハリッ

Abdul Chalik 率いるブキッシグンタン Bukit Siguntang は歌手スハイミ Suhaimi を擁し、ファウ

ジ・アスラン Umar Fauzi Aselan率いるシナールメダン Sinar Medan もイラマムラユの世界を賑

わした。名前はメダンでも、この楽団はジャカルタのサワブサールに本拠を置いた。[ 続く ] 

 



 

「ダンドゥッの系図（２）」（２０２１年０３月０８日） 

グマランもミナンカバウの楽団がジャカルタに進出してきたのでなく、これはジャカルタ在住

のミナン人が編成した楽団だった。１９５４年初、ジャカルタ在住の十人近い若者がメンテンの

一軒の家に集まり、故郷の音楽にロックンロールを融合させた音楽をやろうということに合意し

たのがグマランの発端だ。かれらはミナン音楽の記念碑的楽団プギブルハティ Penghibur Hati

の後継者たらんことを目標にした。 

かれらが付けた楽団名のグマランはミナンの説話チンドゥエ・マト Cindue Matoに出てくるキ

ナンタン、ビヌアン、グマランの中から採ったものだ。初代リーダーには、仲間の間でアンワル・

アニフが選ばれた。 

 

当時の世界的なラテン音楽の流行に即して、グマランは

ラテン曲をレパートリーに採り入れ、またミナン音楽にラテン

調の雰囲気を盛り込んで人気を呼んだ。楽団の力が安定し

てきたところで、かれらは次のステップアップとして国営ラジ

オ局ＲＲＩでの出演に挑戦した。世の中で名の知られていな

いセミアマチュアバンドをそのままオンエアーさせてくれるよ

うなＲＲＩではない。グマランはそのオーディションに合格し、

念願のラジオ出演を果たした。 

そこまで来て、最初のリーダー、アンワル・アニフは９カ月間でリーダーの座を降りることにな

った。アリディルが後継したが、しばらくしてアスボン・マジッがグマランに関わるようになり、か

れがリーダーを交代してこの楽団を音楽史に名が残るものに育て上げた。グマランは国家宮

殿・グドゥンクスニアン・イストラスナヤンなどの栄えあるステージや大会場で客を集めることの

できる首都有数の楽団に成長して行った。 

そのようにして新しいイラマムラユはジャカルタで大人気を博し、旧スタイルのイラマムラユ

デリは没落して行ったが、リアウやメダンでは旧スタイルの楽団や歌手が新登場して、反対に

人気が盛り上がった。若手の歌手ヌライニ Nuraini が人気を集め、またメダンで新進作曲家リ

リ・スハイリ Lily Suhairyが新作を連発し、その中の Bunga Tanjungはマレーシアからシンガー



ルまで含む広範なエリアで流行し、大ヒットになった。 

 

しかしマラヤ製映画の黄金時代は長続きしなかった。インドネシアの映画制作界がマラヤ映

画の輸入を禁止するよう、政府に圧力をかけたのである。ほぼ同じころにエジプトでナセルの

王制転覆が起こったため、アラブ系ブタウィ人が大好きだったエジプト製映画も輸入が止まっ

た。 

困ってしまった映画輸入業界はインド製映画に矛先を向けた。インドネシア映画制作界はそ

れを甘く見た。吹き替えなど行われず、インドネシア語の字幕だけが付けられるのだから、ヒン

ディ語に堪能なインドネシア人以外はあまり関心を持たないだろう、という考えがかれらを油断

させたようだ。 

その当時、ほぼ唯一と言えるほどの大衆娯楽だった映画は、言うまでもなくビッグビジネス

だった。１９６０年のマラヤ・インド・米国映画の年間観客動員数は４億５千万人に達している。

その年、全国の映画館数は８９０あった。ところがオルラ期のインドネシア共産党が国民の映

画鑑賞に共産主義宣伝を持ち込んできた。アメリカ映画はボイコットされ、中国や社会主義諸

国が作ったイデオロギー宣伝映画を上映するよう圧力がかけられたのである。１９６６年には、

営業している映画館は３５０まで減少した。 

オルバ期に移行して、映画が国民大衆の娯楽の地位に復帰したが、そのうちにＴＶ放送が

はじまり、映画は斜陽の坂を転げ落ちて行った。１９８９年の年間観客動員数は３億１千２百万

人に低下している。 

 

１９５５年にラジ・カプール主演のインド映画アワラが封切られたとき、映画に飢えていたひと

びとで映画館は埋め尽くされ、テーマ曲アワラフムは大ヒットになった。インドポップソングのビ

ートのきいたリズムは人気を博し、イラマムラユのジャンルにも影響を与えた。 

そのダンドゥッ成熟期に活躍した作曲家兼歌手にふたりの大物がいる。マスハビとムニフ・

バハスアンだ。またフセイン・バワフィもその生涯で２百曲ほどの作品を発表した。スロジャ

Serojaはその中のひとつだ。[ 続く ] 

 

 



「ダンドゥッの系図（３）」（２０２１年０３月０９日） 

かれらはインド映画のヒット曲にインドネシア語の歌詞を付け、インドネシア人が誰でも歌え

るようにした。特にマスハビはイラマムラユにインド映画のヒット曲が持っているビートを持ち込

んで好評を博した。それが後に出現するダンドゥッの特徴をなすインド曲ビートとの融合の確

立に大きく貢献したことは疑いがない。 

１９６８年にマスハビが没してから、オマ・イラマ、ムッシン・アラタス Muchsin Alatas、エルフ

ィ・スカエシたちがインドポップス風のビートに彩られたイラマムラユをひっさげて台頭してきた。

その音楽がダンドゥッと呼ばれ、１９７０年代に一世を風靡するようになる。ダンドゥッという言

葉は、インド歌謡曲のビートを擬音化した言葉だったと言われている。 

 

１９０８年スラバヤ生まれのシェッ・アルバ

ル Syekh Albar がアラブ音楽ガンブス

gambus を携えてジャカルタに進出し、アラブ

系住民を中心にして大好評を得た。かれの

レコードは中東でもてはやされ、エジプトの

伝説的ガンブス歌手アブドゥル・ワハブ

Abdul Wahab に引けを取らない大歌手であるとさえ評された。シェッ・アルバルはインドネシア

に昔からあったハドラマウトスタイルの伝統を持つガンブスをエジプトスタイルに変えることに

貢献した。 

１９２０年代にはシェッ・アルバル率いるガンブス楽団はよくラジオ放送に出演し、かれの自

作曲が電波に乗った。シェッ・アルバルの後を追って、ハサン・アライドルス Hasan Alaydrus 率

いるアルワタン Al-Wathanやムッタル・ルッフィ Muchtar Lutfi率いるアルワルダ Al-Wardahな

どが産声を上げた。 

アルバルの妻のファドルン Fadlun は１９５０年代に名を挙げた著名映画スターであり、映画

プロデューサーのジャマルディン・マリッと結婚して娘を生んだ。その娘がカメリア・マリッ

Camelia Malik だ。一方、シェッ・アルバルとの間で生まれた息子のアッマッ・アルバル Ahmad 

Albar はロック音楽の世界に飛び出して行った。このガンブスというアラブ音楽のジャンルがダ

ンドゥッの祖先であるという説もある。 



 

ガンブス gambus または qanbus はイエーメンの撥弦楽器であり、ウードに似ている。７世紀

以来、中東の商人がヌサンタラの地にやってきたとき、かれらは交易物産だけでなく、自分た

ちの慰安のために楽器をも持ってきた。その文化交流はスマトラ島海岸部にアラブ音楽の一

端を植え付けた。商人たちは併せてイスラム布教を行ったし、また、ヌサンタラに住み着いて

原住民をイスラム化しようとする布教者もやってきた。かれらが宗教の傍らで音楽をも地元民

に教えたとき、地元民の音楽世界にアラブ音楽がしみこんで行った。地元民が奏でるローカル

音楽の中に、ガンブスや他のアラブ音楽用の楽器が使われることもあったのではあるまいか。

古いムラユ音楽がそのリズムや旋律の影響を受けたのは自然の成り行きだった言えるだろう。 

１８６９年にスエズ運河が開通してエジプトやイエーメンにその航路の寄港地ができると、ヨ

ーロッパとアジアを結ぶ蒸気船に乗る機会がエジプト人やイエーメン人に大きく開かれた。当

時ハドラマウト Hadramautと呼ばれていた南イエーメンから、大勢のアラブ人がヌサンタラに移

住した。 

ハドラマウトというのは、１９世紀後半から２０世紀初期にかけてハドラミ Hadhrami と呼ばれ

るアラブ系種族が支配した、バーレーン・カタールからアブダビ・ドゥバイ・オマーンを回ってア

ラブ半島南海岸部のアデンに至る広大な地域を指している。その根拠地は現在の南イエーメ

ンにあった。諸説あるハドラマウトの語源の中に hadir-mautというおどろおどろしいものがある

のは面白い。 

１８７０年から１８８８年にかけて、たくさんのアラブ人がオランダの蒸気船に乗ってヌサンタラ

にやってきた。やってきたのは男ばかりであり、プリブミの女を妻にして家庭を持ったから、アラ

ブ系インドネシア人というのはまず間違いなくプリブミとの混血者だ。 

その点では華人プラナカンとそっくりの状況になっており、インドネシア人はかれらをアラブ

プラナカン peranakan Arab と呼ぶ。プラナカンという言葉は華人系原住民子孫だけを指してい

るのではない。[ 続く ] 

 

 

「ダンドゥッの系図（４）」（２０２１年０３月１０日） 

かれらハドラミはヌサンタラのあちこちの都市にアラブ村を作って居住した。周辺のプリブミ



社会がイスラムコミュニティなのだから、アラブコミュニティはプリブミ社会に容易に溶け込み、

華人コミュニティであるプチナン pecinan が持っている周辺プリブミ社会から浮き上がった印象

とはまるで正反対の趣がアラブ村に付着している。 

ジャカルタのプコジャン Pekojan やクルクッ Krukut、ボゴールのンパン Empang、スラバヤの

アンプル Ampel、ソロのパサルクリウォン Pasar Kliwong、グルシッのガプラ Gapura、モジョクル

トのカウマン Kauman、チルボンのカウマン、ヨグヤカルタのカウマン、マランのジャガラン

Jagalan、プロボリンゴのディポヌゴロ Diponegoro、ボンドウォソやバンジャルマシンにはその名

前ずばりの Kampung Arabなどが顕著なカンプンアラブになった。そればかりか、バンダアチェ、

パレンバン、シグリ、メダン、ランプン、マカッサル、ゴロンタロ、アンボン、マタラム、アンペナン、

スンバワ、ドンプ、ビマ、クパン、果てはパプアにまでアラブ村が存在している。 

 

本来人類学的には同種のアラブ人であっても、ハドラミは文化的差異によって他のアラブ人

から区別され、同じハドラミも信仰・信条・家系などによってアラウィとカビリに区別されることが

ある。 

一説では、ハドラミは本元の南イエーメンにあまり残っておらず、ヌサンタラに移住して子孫

繁栄を得た移住組の方が量的に本元を圧倒しているという話だ。アニス・バスウェダン現ジャ

カルタ都知事の祖父アブドゥラッマン・バスウェダンは１９０８年スラバヤ生まれのハドラミであ

り、インドネシア独立革命期に活躍したひとりだ。既述のシェッ・アルバルもスラバヤ生まれの

ハドラミである。 

 

 

Snouck Hurgron 

 

オランダ東インド植民地政庁の顧問で、ヌサンタラのアラブ事情を詳しく研究し、その名声を



スノーク・フルフロニェ Snouck Hurgronje と二分したファン・デン・ベルフ van den Berg によれ

ば、ハドラミの移住はまずインドのマラバール海岸に向かい、その後ヌサンタラにやってきた。

最初はアチェを目指し、そこからパレンバンやポンティアナッに流れた。１８１９年にシンガポー

ルが建設され、シンガポールがアチェの地位を奪って発展するようになると、移住者はアチェ

をやめてシンガポールを中継地にし、そして移住者の流れもジャワに向かうようになった。東

部インドネシア地方に入るようになるのは、１８７０年代以降だったそうだ。 

 

アラブ人移住者がプリブミ女性を妻にして子供を持つと、父方のアラブ系親類縁者と母方の

プリブミ系親類縁者の文化的融合が起こることも稀でなかった。父方に親類縁者がいなけれ

ば、父の文化をその子供が母方の親類縁者に媒介した。こうしてプリブミの中に、アラブ音楽

の演奏になじむ人間もたくさん出るようになる。 

ガンブスをフィーチャーし、バイオリンやハルモニウムを加え、そして多彩な打楽器でリズム

を盛り上げる楽団がガンブス楽団、略して単にガンブスとも呼ばれた。結婚パーティや割礼の

祝いはしばしばガンブス楽団が活躍する舞台になった。楽団はぶ厚いペルシャ絨毯に座り込

んで演奏し、その前で踊り手がザピンの舞を踊った。 

１９４０年代から６０年代まで、ガンブス楽団はジャカルタやスラバヤだけでなく、マカッサル、

パレンバン、バンジャルマシン、ゴロンタロなど各地のアラブ村に現れた。しかも、楽団員には

アラブの血の混じっていない純血プリブミが多数含まれていた。ガンブス音楽がプリブミの間

に深く根を張ったことがその事実から分かる。 

その時期にエジプトスタイルの音楽がガンブス音楽界に新しい潮流を作り、ハドラマウト風

伝統タイプとの二分が起こった。シェッ・アルバルはエジプトスタイルの源流のあたりにいる。

[ 続く ] 

 

 

「ダンドゥッの系図（５）」（２０２１年０３月１２日） 

これは音楽が社会現象であることを如実に示すものだ。音楽に娯楽や慰安を求めるひとび

とと、ガンブスが旧来から背景として持っていた宗教的な様式から離れることが宗教的意味合

いを薄めることになると考えるひとびとの原則に関わる相克がこの分裂を起こしたように思わ



れる。とは言っても、進歩派も相変わらずイスラムの宗教的原理や様式の中にいて、われわ

れの目から見るなら、目くじら立てるほどの原理原則の変化が見られるわけでもないのだが。 

 

ジャカルタでは、プコジャンで１９４７年にフセイン・アイディッがガンブス楽団アルシシャアグ

Al Usysyaag を率いて登場し、大衆の人気を集めた。この楽団はアラブ音楽だけでなくムラユ

音楽もレパートリーに加えてプロの道を驀進し、１９５０年代になってからムラユ楽団に変身し

てオルケスムラユクナ~ガンと名を変えた。 

ガンブス楽団からムラユ楽団を経て１９７０年代にダンドゥッが新ジャンルとして音楽界に台

頭してきたその長い流れを通して、且つまた、もっと古い時代にガンブス音楽がムラユ音楽に

与えた影響を通して、ガンブスがダンドゥッに結実したのである、というのがガンブスのダンドゥ

ッ出産説のようだ。フセイン・アイディッの楽団がガンブス→ムラユ→ダンドゥッという変遷を身

をもって体現したことも、その印象を強める結果をもたらした可能性は高い。 

１９７０年代になると、ジャカルタに加えてチルボン、トゥガル、インドラマユ、マカッサル、ゴロ

ンタロ、パレンバンなどにガンブス楽団が輩出した。さらにエジプト映画が人気を呼んで映画の

中で歌われる曲もヒットした。ウンミ・カルソウム Ummi Kalsoum、アブドゥル・ワハブ Abdul 

Wahab、ファリッ・アラトラス Farid Al-Atrasたちエジプトの俳優歌手にもファンが付いた。 

 

昔、ガンブス演奏は伝統的様式のまま行われるのが普通で、楽団や踊り手はガミスを着た

男性ばかりであり、観客が飛び入りで踊る場合も男性しか人目を浴びる場所に出て来なかっ

た。楽団が衣装や楽器で発出させる雰囲気が伝統的なものであることで古来からの宗教性が

維持されるという観念に対して、進歩派がその様式をモダン化することで時代に応じた革新を

呼びかけたというのがガンブス楽団の潮流分裂の本質だろう。 

進歩派楽団にしても、スーツを着て椅子に座り、折り目正しく控えめで慎ましやかな姿勢を

崩さない。音楽もキーボード、エレキギター、エレキベース、ドラムなどが加わったが、西洋音

階の音から四分の一音高いアラブ音楽特有のシカも守られている。ソフトなダンドゥッビートを

加えてノリを高め、歌手は軽いステップでゴヤンするようなものが進歩派ガンブス楽団のスタイ

ルになった。この進歩派ガンブス音楽では、女性歌手が歌うこともあれば、楽団の前に女性観

客が飛び入りして踊ることすら起こるようになり、ついにはジャカルタでソラヤ率いる女性ガン

ブス楽団まで誕生している。 



結婚パーティや祝祭も、主催者が進歩派か守旧派かで彩りががらりと変わるものになった。

ところが、そこに招かれて演奏しているのがどちらもガンブス楽団だと言われると、事情を知ら

ない人間は目をパチクリすることになるのである。 

２０００年１月にジャカルタのＴＩＭでコンサートを開いた東ジャワ州ジュンブルのガンブス楽

団バラシッのステージには、アラブ系の青年男女が詰めかけて賑わった。青年でないひとびと

も加えて、観客の９９％がアラブ系だったとそのときの記事は述べている。 

そのときに多数の関係者が驚いたのは、普段からおとなしく影に隠れて人前で目立つ振舞

いをしないイメージが濃厚だったアラブ系の娘たちが、招かれたふたりのゲスト歌手がエジプト

のスタンダードヒット曲ハビビヤヌルルアインを歌い出すと、その場で身体をゴヤンさせながら

手拍子を取り、大声で一緒に唄い、ヒステリックな叫び声をあげ、ジョゲッに我を忘れる姿を目

にしたことだった。[ 続く ] 

 

 

「ダンドゥッの系図（６）」（２０２１年０３月１５日） 

ブタウィ史家のＪＪリザル史はダンドゥッの歴史について、次のように説いている。冒頭のア

ルウィ・シャハブ氏の論説と重複する部分もあるが、ご容赦願いたい。 

ダンドゥッの社会的感情やそのためのツールは起

源をオランダ植民地時代当初までさかのぼることが

できる、とウィリアム・Ｈ・フレデリックはロマ・イラマと

ダンドゥッスタイルと題する論説に書いている。バタヴ

ィア周辺の農園主であるオランダ人トアンが出歩くと

き、その行列に華やかさを添えるためにトアンが奴隷

たちに作らせた合奏団タンジドール tanjidor がその発端になったのだと言う。そこではインドネ

シアとアラブと西洋の楽器がごちゃ混ぜに使われて音楽を奏でた。 

１９世紀にはガンバンクロモンと呼ばれる中華風アンサンブル、そして都市部で人気を呼ん

だスタンブルやトニールの中で使われたクロンチョンも影響をもたらした。１９４０年代には、古

いハーモニースタイルに西洋音楽の新機軸が加えられて、イラマムラユモダン化の実験がさ

まざまに試みられた。サンバやルンバのリズムも取り込まれた。 

tanjidor 



１９５０年代になると、独立インドネシアにとってのパンインドネシア主義のよりどころを民族

オリジナル文化に求めようとする政治情勢に押されて、パダンやメダンなどジャカルタから遠く

離れたへき地で発展した伝統的ムラユ楽団の世界にモダンクロンチョンミュージシャンたちが

入って行った。その音楽がムラユデリと呼ばれた。 

 

１９５３年にイギリス領マラヤの俳優ラムリが主演するジュウィタ Djuwita と題する映画がイン

ドネシアで大ヒットし、かれのヘアスタイルばかりか映画で歌われたムラユデリ曲も大いに流行

した。 

それにヒントを得て１９５９年にサイッ・エフェンディがミュージカル映画スロジャを作り、主演

して自作の曲を唄った。こうしてかれがインドネシア側の巨匠にのし上がった。アブドゥル・ハリ

ッ、フセイン・バワフィ、ハスナ・タハルたち同時期の自作自演歌手たちと共に一世を風靡する

ことになる。 

その後を追って登場したエリヤ・カダムが Boneka dari India の大ヒットを飛ばし、当時ダンド

ゥッという言葉はまだ使われていなかったにも関わらず、それをダンドゥッの起源に奉る者も少

なくない。 

その大ヒットは作曲者フセイン・バワフィの絶妙な曲想とアレンジの成果だった。オーケスト

レーションにインドネシア・アラブ・インドのグンダン gendang と笛・シタールを使ってインドポッ

プスのビートの効いたリズムを特徴的に奏でさせたことが大衆に大いに受けた。当時、インド

映画の中で流れるインドポップスはインドネシア大衆の人気の的になっており、それがイラマ

ムラユと融合したことで絶大な人気を博したのである。 

ジャカルタ郷土史家リッワン・サイディ Ridwan Saidi 氏が１９１９年生まれのフセイン・バワフ

ィをジャカルタムラユ音楽の創始者と評するのも、そこに原因があるのかもしれない。１９５０年

代のジャカルタで起こったムラユ音楽の種々の革新が、それまでもっと北の地方の、言い換え

るならジャワ島外の、音楽だったイラマムラユの中心地をジャカルタに移動させることになった

のである。 

 

５０年代には、ジャカルタに国民級の有力ムラユ楽団が勢ぞろいしていた。ウマル・ファウ

ジ・アスラン率いるシナールメダンは歌手アブディラ・ハリス Abdillah Harris を擁して Kudaku 



Lari をヒットさせ、ハスナ・タハルは Chayal Penyair、ムニフ・バハスアンはデビュー曲 Ditinggal 

Kekasihを打ち上げた。 

フセイン・アイディッ率いるクナ~ガンはヒット曲 Aiga、アブドゥル・ハリッ率いるブキッシグンタ

ンは歌手スハイミを擁して Burung Nuri、Halimun Malam、Cinta Sekejapなどのヒットを放ち、サ

イッ・エフェンディがリーダーのイラマアグンは Khayalan Suci といった代表曲をものした。[ 続

く ] 

 

 

「ダンドゥッの系図（終）」（２０２１年０３月１６日） 

それらのさまざまなムラユ楽団が市場を賑わす中で、１９３０年代以来数百の作品を世に送

ったフセイン・バワフィ率いるチャンドラレラは歌手にマスハビやムニフ・バハスアンを抱えて、

ジャカルタの大衆娯楽界にイラマムラユのゆるぎない一角を築き上げ、町内に必ずひとつはイ

ラマムラユの音楽グループがあるという姿を実現させた。 

ジャカルタにムラユ音楽を興隆させてジャカルタムラユ音楽というジャンルを築いたかれの

功績は筆舌につくしがたいものがある。ジャカルタ式ムラユ音楽にはチャルテやタブラと呼ば

れる独特の打楽器奏法があって、デリやマラヤとは異なる特徴を持っている。また、デリやマ

ラヤのムラユ楽団はガムランのゴン gong を常に備えているが、ジャカルタのムラユ楽団はゴ

ンを使わない。 

ダンドゥッの起源を語るとき、われわれはそのジャカルタムラユ音楽に特に注目しなければ

ならないのである。イラマムラユデリがたどった変遷の歴史が行き着いたダンドゥッは、ジャカ

ルタで進展した質的変化に触れなければ正確なストーリーが描かれないのだ。 

加えて、逆の見解が述べられているマクロ的要素も存在している。６０年代に入って、西洋

のロック音楽が都市部で興隆したためにムラユ音楽が片隅に追いやられたというのは当を得

ていない。政府は西洋音楽の国民社会への侵入に対抗するために民族性の高い音楽を求め、

西洋大衆音楽を否定しようとした。その政治の指向が一部国民ミュージシャンをイラマムラユ

に向かわせたのである。 

西洋音楽の代替となる大衆音楽というイデオロギーがかった政治的要求に染まっていた国

民社会を、それはかなりのレベルで満足させることができた。国民指導者は~ガッ~ギッ~ゴッ音



楽と呼ばれるインドネシア民族の個性と倫理観を損なう西洋大衆音楽の排斥を目指し、しかし

ただ排斥し撲滅するだけでは収まらない空白を埋めるために、民族性の香り豊かな音楽を振

興させようとしたのだ。 

１９６５年にＧ３０Ｓ事件が起こり、スカルノとその実験的政策のすべてが終焉したあと、西洋

音楽輸入禁止政策が生んだ空白を満たそうとするかのように、怒涛のように流れ込んできた

西洋のロック・カントリー・ポップス音楽がムラユ音楽の上にのしかかってきたのである。ムラユ

音楽が地べたに這いつくばったのはその時期なのだ。 

スハルトのオルバ政府が経済の門戸を西側世界に開こうと準備しているときに、イギリスの

ロック音楽への扉がいち早く開かれた。その冷遇の時代を超えた１９７０年代に、新時代を画

する新ジャンルの音楽としてダンドゥッが勃興してきた。中央ジャカルタ市トゥブッ Tebetを故郷

にするひとりの若者ロマ・イラマ Rhoma Iramaがその勃興の中心にいた。ロマは楽団を完全エ

レキ化し、演奏の舞台をシアター風なものにし、実生活に即した活力を感じさせる歌詞を唄っ

た。かれはデビュー当初の名前をオマ・イラマにしていたが、後にロマに改名した。 

更に重要なポイントとして、ロマの楽団はムラユ楽団を称さず、ソネタグループ Soneta 

Group という名称にした。当時の実業界でコングロマリットが自社を呼ぶときに使ったシナール

グループやカルティニグループのような言葉を取り上げたということだ。強い市場オリエンテー

ションを持つ実業界のムードが、ロマのバンドに付着した。 

いかにかれらが、ビジネス時代への変化にぴったりとフォローし、マスメディア時代の情報技

術に即した意識を涵養していたかということがそこに示されているようだ。その一方で、ロマ・イ

ラマのダンドゥッとイスラム教のきわめて複雑な関係も、１９７０年代に深まって行った貧富格

差を含む社会問題の実態がそれを方向付ける背景になった。ダンドゥッは１９７０年代の時代

を画するフィノメナルな社会現象だったのである。[ 完 ] 


