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東ティモールの「宗教」

〇キリスト教99.1％（大半がカトリック）（外務省HPより）

← 16C～1975年：ポルトガル領 ……これで説明がつく？？

〇”Lulik”という概念を中心とした伝統信仰も残っている
（映画「カンタ！ティモール」などを見て）

……数字には反映されていない

数字に表れずに人々が信仰を保ち続ける伝統信仰は
どのようなものなのだろうか

※1975年時点でカトリックは20～30％

…… なぜ近年激増したのか？



1975年 インドネシアが東ティモールを占領（軍部による暴力的支配）

→ 一神教の信仰を強制

（インドネシアの法を東ティモールにも適用）

東ティモールの人々の多くがカトリックを選ぶ

2002年 インドネシアの支配から独立

歴史的背景とカトリック

ポルトガル植民地時代は、現地人支配層のみを中心に
受容されるにすぎなかったカトリック

↓
(イスラム教の)インドネシアからの独立戦争における教会の協力も

あり、反インドネシアアイデンティティの核を担う

東ティモールで
カトリック教徒
が統計上激増

した要因

カトリックが名実と
もに東ティモールの
宗教となるに至った

要因



〇ウマルリック（儀式用の家屋）

・今も首都ディリ以外の各地に存在(独立後再建)

・共同体での役割は依然大きい（Trindade, 2012）

(エルメラ県レテフォホ地区ハウプーのウマルリック(左)→)

伝統信仰

〇独立(2002年)を果たして国家政府が樹立した今も、伝統的な信仰に基づく

枠組みが人々の行動を左右している。(上田, 2019)

数字に表れずに人々が信仰を保ち続ける伝統信仰は
どのようなものなのだろうか



伝統信仰の体系（José Trindadeの論を参考に）

1. Lulik

2. Feminine （陰）

3. Masculine （陽）

この3要素が互いに作用しながらバランスが維持されていくことで
人々は子孫を残すことができ、共同体の繁栄が続いていく。

伝統信仰

José Trindade
(東ティモール人社会学者)



1. Lulik
神聖な精神世界、（悪霊）

2. Feminine realm
平和、豊饒性、繁栄を象徴
女性、大地、宗教、古い価値観

3. Masculine realm
安全、守護を象徴
男性、人間、政治、新しい価値観

伝統信仰

(Trindade, 2012, Picture12,
http://tlstudies.org/pdfs/TLSA%20Conf%202011/chp_58.pdf )

http://tlstudies.org/pdfs/TLSA%20Conf%202011/chp_58.pdf


渡航前の疑問点

・伝統的な信仰は、政治的権力と不可分の存在ではないか
…… 伝統的世界観は、共同体をどう導くか(＝統治)と密接に関わるはず

・村レベルの共同体において、

独立後の政治の長（シェフィスク）

伝統的な為政者（リウライ）

この両者はどのような関係で存在しているのか。

（リウライはまだいるのか、などの事実関係もこの時点では曖昧）

伝統信仰の政治的側面



・リウライはもう存在しなかった。

・今も存在する伝統的権威はリアナイン。

・リアナインが、伝統的な宗教権威（Trindadeさんはダトと呼んでいた）と

同じものなのかはよくわからなかったが、伝統的な権威がまだ存在して

いることは確かであった。

・シェフィスクとリアナインはともに権威・権力を持つが、それが互いに

衝突しないような仕組みが出来上がっていた（次のスライド）

伝統信仰の実際①

行ってわかったこと



・シェフィスク
選挙で選ばれる。村長。

Materialな事象（事故、殺傷など）を担当

・リアナイン
伝統的権威。村長のもとで諮問機関として委員会のようなものを形成。

Spiritualな事象（婚姻、土地所有など）を担当

伝統信仰の実際①

〇現行の政治体制を構築する段階で、新旧の体制を融合し、

リアナインを諮問機関として新体制に組み込んだ。

→ 民主主義的体制を採用しながらも伝統的権威を尊重する形で決着がついている

〇両者は担当する領域が分かれており、棲み分けができている。



〇「婚姻」の重要性
・神聖な物としてウマルリック内に保存されている物には、

婚姻に由来するもの（主に婚資の証）が多い

e.g.バッファローの角、豚の骨、ベラク（金属製の円盤）

・ルリックについて尋ねると、多くの場合婚姻の話に終始した。

伝統信仰の実際②

〇信仰の地域差
・地域ごとに信仰は少しずつ異なり、首都ディリなどには信仰していない人もいる。

・共同体の慣習として形式的に従う人もいるが、ルリックへの恐れから従う人が多い。



伝統信仰の世界観の継承を担うのは慣習

（家・村落共同体レベルでの教育）が中

心であり、国家の今後を左右していくの

は学校教育と言える。

現在は国家経済が石油に支えられる中で

村落共同体の生活習慣が維持されている

面が大きいが、それがかなわなくなって

人々の生活が変化する時、教育の在り方

がどのように変化し、また伝統的価値観

の立ち位置がどのように変化していくの

か、今後注目していきたい。

（左図はリサーチを通じて抱いたイメージを簡略化したもの）

伝統信仰の今後

伝統的価値観西欧的価値観 人材不足

男女平等
個人重視

理性・科学

男女の別
共同体重視
感覚・歴史

アイデンティティ インドネシア支配

教育

独立

カトリック

石油
|

国家経済

国内産業の未発達
(失業率は6割とも)

学習意欲・
競争の限界



<国内訪問先>

中沢誠人さん

片野もときさん

<現地訪問先>

シスター中村（中村葉子さん）

古沢希代子さん

MilaをはじめHaupuの方々

José Trindadeさん

Marfimさん

お世話になった方々

<活動に際して>

Inuzarioさん

Milaさん

Juliaoさん

シスター中村（中村葉子さん）

中沢誠人さん

今吉龍哉さん

Haluzの方々

古沢希代子さん

広田奈津子さん

ThöbyasをはじめSandra家の方々
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