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「バタヴィア最初の映画館（１）」（２０２１年０７月０１日） 

 

オランダ領東インドでの映画事業は、オランダ人タルボット Talbot が始めた。東インド史上初の映画館は

ブリキ屋根1に竹網壁の小屋がバタヴィアのコニングスプレインに設けられ、そこで夜に映画が上映された。

バタヴィアでの興行が終わると映画館は解体され、次の興行が行われる町に運ばれて、その地でまた組み

立てられた。 

事業競争はたちどころに始まる。オランダ人シュヴァルツ Schwartz が映画の興行をバタヴィアのタナア

バン Tanah Abang に近いクボンジャヘ Kebon Jahe にある馬術練習所で開始し、しばらくしてからそこに常

設映画館を作った。バタヴィアでの第一回上映は１９００年１２月４日であり、それが常設映画館における映

画の事始めになった。ところがその映画館は後に火事で灰になってしまう。 

他にもデ・カロネ Jules Francois de Calonne がこのビジネスに参入した。１９１５年にコニングスプレイン

の北東エリアにオープンしたデカパルク Decapark は総合レクリエーションパークであり、この公園内には音

楽・演劇・スポーツのための施設やレストラン・カフェなどが設けられ、映画の上映はそこでの目玉の一つに

なった。 

デカパルクの映画館は最初オープンシアターだった。後にインドネシア人が言うところのミスバル misbar

である。ミスバルとは grimis bubar の短縮語であり、雨がパラつくと上映が終了することを指している。カロ

ネはその後、ヴィルヘルミナパルク Wilhelmina 

Park に近いピントゥアイル Pintu Air の建物を

映画館に改造し、カピトルCapitolという名前の

映画館にした。 

 

カピトルはオランダ時代の最後までオランダ

人専用映画館として運営された。入場料は１．

５フルデンの一律で、観客のクラス分けがなか

った。オランダ人専用とはいえ、ブパティなどのプリブミ首長や東インド参議会プリブミ議員の入場は認めら

れていた。 

プリブミが障害なく入れる映画館は座席がクラスで分けられ、一等２フルデン、二等５０センの入場料金

 
1 編者註:これはトタン屋根の間違いだろう。当時から亜鉛めっき鋼板のトタンと錫メッキ鋼板のブリキという名称は混

用されていたから。 
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になっていたが、低階層一般庶民の生活が sehari sebenggol と言われていた時代では、スブンゴルとは２．

５センのことであり、その階層のひとびとにとって５０センは２０日分の生活費に相当するわけで、いかに無

声映画とはいえ、映画はまだまだ庶民の手の届くものになっていなかったということだろう。 

映画館経営者にとってその状況は遊休設備を抱えるようなものであり、放っておくわけにはいかない。そ

のころ演劇はまだまだ庶民の娯楽であり、劇場の入場料ははるかに廉いものだったから、映画館の多くも

劇団を招いて映画館で演劇興行を行わせた。 

ジャワのダグラス・フェアバンクスの

異名を取ったタン・チェンボッ Tan Tjeng 

Bok やプリマドンナのミスジャ Miss Dja

に支えられた劇団ダルダネラDardanella

がしばしば映画館で芝居を演じていた。 

華人がこの新興ビジネスに乗って来

ないはずがない。パサルバルを根拠地

にする実業家ティオ・テッホン Tio Tek Hong はやはりピントゥアイル地区に映画館をオープンし、エリート

Eliteという名前をつけて映画ビジネスに進出した。数年後、エリートはユニバーサル映画会社に売却されて

いる。 

やはり華人実業家のひとり、タン・クンヨーTan Koen Yauw も１９１１年、スネン地区に映画館 West Java

をオープンし、１９２０年に Rialto と名前を変えた。かれはタナアバン地区にも同名の映画館を開いた。 

 

客席のクラス分けはそれぞれの映画館が独自に行ったが、オランダ語のバルコン balkon、フランス語由

来のロジェ logeやスタール stallesなどをクラス名称に使うところも、シン 

プルに一等 kelas I、二等 kelas II、三等 kelas III と分けるところもあった。スクリーンから遠い方が、料金

が高くなるのである。[続く] 

 

 

「バタヴィア最初の映画館（２）」（２０２１年０７月０２日） 

 

プリブミ庶民を対象にしているところはヨーロッパ語でクラス分けをするはずもなく、一等二等三等で呼ば

れた。その三等という、最低レベルのクラスは往々にして kelas kambingヤギ級とも呼ばれた。中には、三等
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はまだ椅子に座るが、三等最前列の椅子と銀幕の間にある空間にしゃがんで映画を見るひとびとをヤギ級

と呼んだという説を述べるひともいる。要するに、人間と言うよりもヤギの群れに近いという印象がその諧謔

的な呼称を生んだのかもしれない。 

また別の説では、バタヴィア路面電車の一等車は西洋人、二等車は非プリブミアジア人、三等車がプリ

ブミと家畜用であり、三等車にはヤギも乗るので、最低等級である三等の実体はヤギ級だという意味に由

来しているというものもある。 

 

映画のことがインドネシア語で gambar hidup と呼ばれたのは、日本語の活動写真とそっくりで面白い。当

時のムラユ語新聞には gambar idoep という綴り方で書かれている。ところがその後、映画を上映する場所

である映画館 bioskop も gambar idoep という言葉で表現されるようになったらしく、現代インドネシア語を網

羅したＫＢＢＩには gambar hidupの語義が bioskop と記されている。 

映画の勃興期はサイレント映画の時代だ。映画館ビジネスが大いに儲かった映画隆盛期には、映画館

に楽団が入って音無しの映画上映に華やかさを加えた。映画が始まる前には映画館の表で音楽を奏で、

映画の始まりに合わせて館内に入り、上映される映画にＢＧＭを付けた。 

人間の集まる場所には食べ物売りが店開きするのがインドネシアの常道であり、映画館の表で販売して

いた物売りたちは観客が入場して席に着くと中まで入って来て、上映が開始されるまで商品を手にして客

席の間を売り歩いた。だから、暗くなって映画が始まる直前まで、館内は物売りの呼び声で賑わった。 

当初は、映画館内は男女別席になっていて、男性用女性用の席が通路によって左右に分けられていた。

暗い映画館内で映画を見ないカップルを防止するのは、この方法に限る。夫婦で映画を見にやってきたカ

ップルはまたふたり揃って帰るのが当たり前の話だから、映画の上映が終了して館内が明るくなると、今度

はカップルが相手の名前を呼び合う大声で館内がにぎわったそうだ。 

だが夫や妻を見つけ出せないまま帰宅した夫婦が皆無だったわけでもあるまい。その二人には愉しかっ

たはずの映画鑑賞の思い出など粉々に砕け散るほどの活劇シーンが深夜に起こったかもしれない。その

システムはあまり長続きしなかった。そのうちに観客が勝手に入り乱れて座るようになり、映画館側もうるさ

く言わなかったために、いつの間にかなくなってしまった。 

古い時代には、プリブミが入場できる映画館では服装も年齢も制限がなく、サンダル履きでも裸足でも、

入場券さえ持てば何ら問題にされなかった。オランダ人のように一張羅で来るひともあれば、見すぼらしい

普段着のままやってくるひともあった。中にはパジャマ姿で来るひとがあったが、どうやらインドネシア人は

パジャマを睡眠のための衣服と考えていないようで、いまだに真昼間からパジャマ姿で世間をうろついてい

るひとを庶民の間に見かけることがある。 
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幼児を連れた大人や、乳飲み子を抱いて映画館に入るイブイブも普通にいて、映画を見ながら授乳する

のは当たり前の光景だった。困ったことに、その赤ちゃんが上映中に泣きだすこともしばしば起こった。 

サイレント映画だから、泣き声が邪魔でセリフが聞こえないという問題は発生しない。そうではなくて、赤

児の泣き声がインドネシア人の心の平静を奪ってしまうのである。銀幕上で繰り広げられているストーリー

に集中できなくなるのだ。母親は入場料金の元を取ろうとして一心不乱に銀幕を見つめているのに、周囲

の人間が、いや映画館の隅にいる観客までもが気が散ってしかたないという事態に陥ってしまう。[続く] 

 

 

「バタヴィア最初の映画館（３）」（２０２１年０７月０５日） 

 

映画の黎明期、タルボットやシュヴァルツの映画館で上映される映画はドキュメンタリーばかりで、ドラマ

などはほとんど見られなかった。インドネシアで初めて上映された映画はオランダのヴィルヘルミナ女王を

写したドキュメンタリー映画だった。 

映画上映には楽団の演奏が必ず付随し、上映開始前にはオランダ国歌が演奏された。国家が演奏され、

銀幕にヴィルヘルミナ女王が出現し、オランダ人観客は一斉に起立する。プリブミ庶民も入れる映画館では、

それに誘われて起立するプリブミもいたが、まったく我関せずと他のことをしているプリブミも少なくなかった

そうだ。 

そのうちにドラマ映画の制作が活発化して、米国・イギリス・イタリア制作のものが多数を占めるようにな

る。ファントマ、ジゴマ、トム・ミックス、エディ・ポロ、チャーリー・チャップリン、マックス・ランデー、アルセー

ヌ・ルパンなどの映画が人気を集めた。中でも、チャップリンの人気はたいへんなものだった。 

 

チャップリンは２回、オランダ領東インドに観光旅行にやってきた。１９２７年と１９３２年で、２度とも西ジャ

ワ州ガルッ Garut を汽車で訪れた。チバトゥ Cibatu 駅に到着したチャップリンをたくさんの市民が歓呼で迎

えた１９３２年３月３０日の画像がある。かれはファンたちの歓迎に応えて、お土産やお金を駅頭でひとびと

に配った。 

１９３２年の旅では、チャップリンはバタヴィアに到着してから汽車でバンドンに向かい、１８９７年に開業し

たバンドンのグランドホテルプリアンガーGrand Hotel Preangers に宿泊した。ホテルに滞在中チャップリン

が愛用した椅子が今に残されている。 
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ガルッではホテルグランドガンプラン Hotel Grand Ngamplang に泊まり、当時ヨーロッパで観光スポットと

して名声の高かったチャンクアン湖 Situ Cangkuang をはじめ、いくつかの観光地を見物した。ガルッを出た

あと中部ジャワのチャンディボロブドゥルを訪れ、更にスラバヤから１９３２年４月４日にバリ島のシガラジャ

に船で渡り、バリ島南部デンパサルのバリホテルに宿泊した。 

かれのバリ島滞在は４月４日から１７日までのほぼ二週間に渡った。最初は１０日にスラバヤに戻る日程

だったが、その予定が延期されて１７日に変更されたのである。かれがいかにバリ島を気に入ったかをその

事実に見ることができる。かれはガムラン伴奏で演じられるバリ娘の舞踊レゴンダンス tari Legongに狂喜し

た。お返しにデンパサルで数回、映画の上映が行われた。その時代、映画は上流社会層と金持ちが楽しむ

もので、一般庶民が簡単に見に行けるものでなかったから、バリ島民に提供された無料映画上映はたいへ

んな価値を持っていたと言えるだろう。 

 

チャップリンの時代が終わると、カウボーイ映画が人気を集めた。特にプリブミ庶民を対象にした二級三

級映画館では、ストーリーが単純で活劇シーンの多い内容のものが好まれた。一方、プリブミ庶民があまり

近寄らない、ヨーロッパ人とプリブミ上流階層が集まる一級あるいは高級映画館に、文芸の薫り高い作品

がしばしば掛けられた。 

Rembrandt Theatre, Globe Bioscoop, Decapark, Troelie などがそのクラスに数えられた映画館であり、ト

ーキー時代に入ってからもそのステータスが維持され、１９３０年からスタートしたインドネシアプリブミ制作

の映画がそれらの映画館で上映されることはなかった。それらの映画館の中で長命を保ったのはパサル

バルのグローブだけだった。[続く] 

 

 

「バタヴィア最初の映画館（４）」（２０２１年０７月０６日） 

 

トーキー時代は１９２７年に米国で幕を開き、バタヴィアでトーキー映画が初めて上映されたのは１９２９

年だった。ところが、トーキー上映が幅広く行き渡るのに１９３４年まで待たなければならなかった。というの

も、移行の初期には、サイレント映画で栄えていた映画館の多くがトーキーシステム機材のあまりの高額さ

にめまいを起こしたからだ。６，５４０から１９，４９０フルデンという高価なトーキー機材の購入に迷い、ある

いは資金の工面に時間をかけざるを得なかったのだろう。 

折りしも映画制作会社はそれを予知していたかのように同一映画のトーキー版とサイレント版を作ったの



バタヴィア最初の映画館 

6 

で、映画フアン大衆に映画危機が発生することはなかったようだ。 

サイレント映画は一般に film bisu と呼ばれたが、ブタウィ人は film gagu と呼んだ。トーキー時代が始まっ

たとき、ひとびとはそれを film bicaraと呼ぶようになり、そのうちに bisuや bicaraという言葉で区別する必要

のない時代に移行して行った。 

 

トーキー時代が始まっても、ハリウッド製カウボーイ映画が大衆の人気を博した。それはジャゴアン

jagoan である強い男を演じる男性スターの時代だったのだ。とはいえ、アメリカのジャゴアンを相手にするマ

リリン・モンローやエリザベス・テーラーなどの美女スターも高い人気を得た。かの女たちのブロマイドは大

いに売れた。 

ジャゴアンたちとは別に、一躍時代のスーパースターに躍り出たのはクラーク・ゲーブルやルドルフ・ヴァ

レンチノで、ゲーブルの鼻ひげのセックスアピールが娘たちや奥様方に好評で迎えられ、娘たちはヴァレン

チノに熱い視線を送った。 

 

１９４２年２月に日本軍がバタヴィアを占領したとき、有力な映画館は次のようにバタヴィア内に散在して

いた。 

Rex  -  Kramat Bunder 

Cinema  -  Krekot  （後の Krekot) 

Astoria  -  Pintu Air （後の Satria) 

Capitol  -  Pintu Air 

Rembrandt  -  Pintu Air 

Dierentuin  -  Cikini 

Centraal  -  Jatinegara （後の New Jaya) 

Rialto  -  Senen 

Rialto  -  Tanah Abang （後の Surya) 

Thalia  -  Hayam Wuruk 

Olimo  -  Hayam Wuruk 

Orion  -  Glodok 

Al Hambra  -  Sawah Besar 

Oost Java  -  Rijswijk 

このレイスウェイクのオーストヤファ映画館が、１９２８年８月２８日の午前中に第二回青年会議の第二次
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集会が開かれた東ジャワ映画館だ。 

日本軍政期になると、映画館は日本軍の戦意高揚映画で占められるようになる。米英蘭中など敵性映

画はもちろんご法度で、日本製やインドネシア製を除けば、せいぜいドイツやイタリアの映画が検閲許可を

得て上映される程度だった。 

 

植民地政庁統治下の１９３６年に全東インド人口は６千万人いて、映画館は１３０軒が稼働していた。１９

４５年の共和国独立後、映画館の数はうなぎのぼりになったが、オルラ期のアンチ西洋政策のために西洋

映画ボイコット運動に発展し、映画館数は激減した。 

１９６４年にインドネシア共産党が米国・イギリス・イタリアなど資本主義諸国で制作された映画のボイコッ

トを開始したのである。スカルノ政府の方針に即した PAPFIASが各地で大衆動員によるデモや非難行動を

行い、米国帝国主義宣伝映画をヌサンタラから追放せよと叫んだ。Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis 

AS というのがその PAPFIASの正体である。[続く] 

 

 

「バタヴィア最初の映画館（終）」（２０２１年０７月０７日） 

 

ただ「西洋映画を上映するな」と言うだけでは映画館への営業妨害と何の違いもない。インドネシア共産

党とその宣伝機関のひとつ人民文化機関(Lembaga Kebudayaan Rakyat = LEKRA)は東側諸国が制作した

イデオロギー宣伝映画を輸入して、全国の映画館にその上映を強要した。政治権力を背負って強要されれ

ば、国民のひとりである映画館経営者は従わざるを得ないだろう。しかし映画の観客に「金を払ってこの映

画を見ろ」と強要することはできないのである。反対に観客のマジョリティが楽しい映画を上映しない映画館

をボイコットするようになり、映画館経営は破綻して全国の映画館数が激減した。 

Ｇ３０Ｓ事件とその後の共産主義者狩りがその映画館ビジネスにとっての冬の季節を追い散らして春を

呼ぶ結末に至ったわけだが、なんとも後味の悪い春の季節になったものである。 

 

１９７０年代の庶民の娯楽は映画だった。テレビ放送はまだ国営のＴＶＲＩに独占されていた時代であり、

特定の人気番組はみんなが見ても、テレビの前にかじりつくような時代でなかったから、家族や若いカップ

ルが行くところは映画館が主流を占めた。 
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中でも、ルバランになると誰もが余暇を持て余し、子供たちすらお年玉をもらって金回りがよくなるので、

昼間から映画館に殺到することも起こった。需給関係が需要過多になれば価格が上昇する。さすがに映画

料金を需給関係に応じて引き上げる映画館は見られなかったものの、ダフ屋が跳梁跋扈した。今ではチャ

ロ calo と呼ばれている行為だが、７０年代はチャトゥッ catut という言葉をよく耳にしている。 

面白いのは、catut は常に行為を指し、行為者は tukang catut となる一方で、calo は行為と行為者の双

方に使われ、特に tukang calo と言う場合は行為者を強調していると見られることだ。用法が異なっている。 

映画入場券のダフ屋の歴史は日本軍の置き土産だと語る声がある。１９４６年に出た雑誌記事の中に、

映画館で catut 行為が初めて起こったのは日本軍政時代であるという文があり、更に１９６３年の雑誌記事

には現在インドネシアで繁茂している catutの源泉が日本時代だったという文も見つかる。 

１９５６年制作のインドネシア映画にも、ダフ屋のシーンが登場する。映画を見るために映画館へ来た恋

人同士が列に並んでいると、窓口で「売り切れです！」と言う声と窓口を閉める姿が見えたので、ふたりは

急いで駐車場に向かう。駐車場には tukang catutがいて、入場券をヒラつかせながら客を待っている。二倍

の金額を言われたふたりは口惜しそうに諦めるというシーンだ。 

ダフ屋行為は、売り場窓口の職員がからんでいるケースと無関係のケースがある。からんでいればダフ

切符販売者の投資リスクは消滅する。内部者との伝手を持たないダフ切符販売者は自費で切符を手に入

れなければならないから、買い手が付かなければ大損だ。 

露骨に５～６人が徒党を組んで列の前方に割り込むような連中は、その後者と見て間違いあるまい。買

い手にも頭のいい人間がいて、中で映画上映が始まったと見るや、外でダフ屋に向かってハードネゴを始

める者もいるようだ。 

 

わたしも１９８０年代前半に、ヨグヤカルタからジャカルタに夜行列車で戻ろうとして、チャトゥッの標的にさ

れた体験がある。トゥグ駅2構内の乗車券販売窓口の列に並び、そしていざ自分の順番が来たとたん、窓口

職員がさっとカーテンを引いて椅子から立ち、背を向けた。お前にはここで売らないという意思表示だろう。

わたしには初体験のできごとだったから面食らってしまった。すかさずダフ屋らしい男が近寄って来たが、相

手にしないで宿に引き揚げた。今となっては、懐かしい思い出のひとつだ。[ 完 ] 

 
2 編者註:ジョグジャカルタの中央駅。 


