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東南7ジ7研究 14巻3号 1976年12†1

コ ミュニティ宗教におけるシンボル

-- 南 ス ラ ウェシ 省 ア ンパ リタにおけ る事 例 -

前 l¶ 成 文*

A PreliminaryReportofaStudyonSymbolism amongtheBuginese

NarifumiM Alて丁)A

Thisisareportonapreliminaryfieldsurveyincal･riedoutDesaAmparita,

KecamatanTelluLimpoe,KabupatenSidenreng･Rappang,SulawesiSelatanovera

periodofthreemonthsfrom Decenlber1975throughMarcll1976.Thepaperaims

atclarifyingthepresentsituationoftheTolotang,acommunity･religionbasedon

pre･Islamicbeliefs,inAmparitathrough historicalperspectivesandthesttldyof

symbolicexpressionsoftheTolotangamongtheotherBuginese,

l 序

1.は じめに

人間はある ｢もの｣を同定するために,その ｢ものJそのものではない何か他の ｢ものJで

それを表わ してきた｡人間文化の栄光も悲劇もこの ｢とりか-ばや｣物語から生 じてきたとも

いえる｡ 取 り斡えにあたってほ, ｢もの｣そのものより,む しろ ｢もの｣ と ｢もの｣ との関係

のあ り方が問題 となる｡ 自己を同定するのに,自分の名前,服装,身体的な特徴など,自己の

一部をもって自己を同定するのと,自分はライオンであるというように同定するのとでは大き

な違いがあるとい う｡1)

ある ｢もの｣を同定するということは同定 した rもの｣以外の ｢もの｣でないことをも示 し

ている｡ ｢この世｣といえば, ｢この世｣でない ｢あの世｣の可能性を包含 し,自己を同定す

れば,他人を措定することを前提 としている｡ 一に同定することはそれに所属することあるい

は関係あることであ り,ここに ｢属｣あるいは ｢縁｣の問題が必ず生 じてくる｡自己は何であ

るか 亨 という問は,自分の周囲の人は ? ブギス人 とは ? 人類とは? という間にそのま

まつながっていく｡ この連続の中で捉えられた 言い換え (transformation) はメ トニ ミ-

にすぎない｡一方,自己を他の人間に比べ られないそれ自身の存在 としてとらえることも可能

*京都大学東南アジア研究セソタ-

1)Leach1976･なお Fernande7-1974および Superber1975参照｡
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前田 :コミュニティ宗教におけるシンボル

である｡ この連続の細を断ち切 った所にメタファーの世界が生 じる｡ ｢自分は 日本人である｣

とい う同定の仕方 も, ｢日本人Jというカテゴリーが世界の他の人間 とはまった く種類を異に

す る ｢他のもの｣であるとされる時に,強力なシンボル ･象徴 として働 き得 る｡ 日本人とい う

ことが,普通に使われる意味 と全然別の次元の意味をもつ ことになる｡ シンボル ･象徴 という

ことばを我 々はこのような場合に限定 して使いたい｡'2)

このような意味のシンボルは,必然的に,いわゆる宗教 と呼ばれる生活領域 と深い闘わ リを

もつ ｡ 本報告は南スラウェシにおける Tolotangと呼ばれ;:i,コミュニティ宗教3)の予備的な考

察である｡世界宗教 といわれ るイスラ-ムの波の中で,小 さな島のように存続する伝統的宗教

のシンボルの強 さ ･深 さの研究の手掛 りとして,予備踏査の報告ではあるが,細部にわた る問

題を掘 りおこしていくための展望 としての序論でもある｡

現地調査は1975年11月より1976年 3月までイン ドネシアにおいて文部省科学研究費によって

行なわれた｡4) 調査対象 となった村には, しか しなが ら,約 3カ月間 しか住み こめず,またブ

ギス語 も十分にマスターされなかった｡

2.ブギス人 と調査地

いわゆるブギス ･マカッサル族 と通称 されるイン ドネシア人の一群紘,南スラウェシに居住

する｡16,7世紀,マ レー半島か らオース トラリア北部 までインドネシア海域各地に植民地を作

るなど海の民 として知 られ ,その勇敢 さ,冒険精神で有名である｡5) マカッサル人は昔のGoa,

Tallo王国を中心 として南スラウェシの南端のほ うに屠任 し,人 口は約 150万 といわれ る｡ マ

カッサル人 と隣接 してその北にはブギス人 350万が住み,南スラウェシの北部山岳地帯には ト

ラジャ人約 50万,西北にはマンダル人 50万が住んでいる｡6) マカッサルとブギスとが一括 して

呼ばれ るのが多いのは,言語も近い し,文化 ･社会組織などが相似ているか らである｡その他

の トラジャ,マンダル語を含めて, 南スラウェシ祖語を 構成 しようとす る試み もみ られ る｡7)

南スラウェシにおける諸文化のより精密な体系的比較整理 も今後の課題であろ う｡

2)Schutz1962参照｡

:3)vanBaaren1975の用語に従 う｡

4)昭和51年度海外学術調査 (研究代表者 :飯島茂教授)研究分担者｡この調査のために組放された東京外

人AA研の ｢アジアの原構造｣プロジェクト参加者ならびに調査隊貝からの多くの知的刺激に感謝した

い｡調査の機会を与えて下さった飯島教授,ならびにジャカルタにて調査上の便宜をほかっていただい

た京大東南アジア研究セソタ一･ジャカルタ連絡事務所の坪内良博助教授 (当時)の御高説にも感謝し

たい｡

LIPIの Koentjaraningrat教授および Hasanuddin大学 Mattulada教授には,調査許可の段階で御世

話を受けた｡UjungPandangでは上記 Mattulada教授およびNurdinYatim講師の協力で,地方政府

との関係もうまくいき,とくに Sidenreng-Rappangの Bupatiは調査に好意的であった｡その他多数の
万々のお陰で調査が行われたことに対して感謝したい｡

5)ブギス族の出稼ぎについては Lineton 1975参照｡ マレーシアのブギスに関しては Winstedt1961,
Andaya1975a,Burridge1956,Pelras1972,Maeda1974など.オ-ストラリアに関してはA.A.Cense,

H.J.Heerenなど愛眼C,

6)Mattulada1974.

7)Mills1975.
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･柚h-ァシア研究 14巷こ3片

マカッサル ･ブギス社会の特徴は 社会階層 と祖先崇拝であるとい う ｡8) 伝統的な社会階層は

普通,(1)王族,嚢族 ,(2)平民,(3)奴隷 とい うふ うに図式化 される｡9) ll)と(2)との間には大 きな

隔差がある｡ 王族は天孫伝説を唱え,他の地上の民 との越えがたい血の相違を強調す るか らで

ある｡ 征服民族 と被征服民族 とに よる二分組織がこの階層制の根底にあるのか,あるいは単な

る双分制度が発通 したものであるか,にわかには決めがたいところであるが,王権そのものは

regalia と密接に 結びついて いたことは 注意されねばならない｡ 王権の正統性 とい うのは,

regaliaを持つ ことなのである｡ Regaliaを失 った王はその支 配 の正統 性 まで失 うことにな

る｡10) インドネシア共和国成立後 ,王族 ･貴族の特権は剥 奪 され,身分制はな くな り経済的に

も没落 した とは言 うものの,農村部では特に身分に対す る畏敬の念が強 く残されている｡ 貴族

の杯 T,封ま好んで使われ,呼称などにも昔の しきた りが残 されている｡ もちろん,政府の役人の

地位,軍の位階に よる上下関係が伝統的な階層制にとってかわ って,新 しいエ リー ト,新 しい

階層制を形成 しているとい う事実はすべての人が認識するところである｡11)

もう一つの特徴 としてあげ られ る祖先崇拝に関 しては,イスラームとの関係上非常に興味を

引 くが,祖先あるいは祖霊の概念 ,祭紀の在 り方など詳 しい研究が行なわれているとは思わjL

ない｡

海の民 として知 られ るブギス人 も,その生業は農業 とくに稲作である｡ もちろん,商人,樵

良,戦士 として有名であ り,事実地方 ごとに商業の上手な国,勇敢な国,学問のできる国など

というステ レオタイプもブギス内部ではある｡ しか し住民の大多数は農耕に従事 してお り,と

くに南スラウェシの中部は殻倉地帯ともいわれる｡12)ちな対 こ南スラウェシ省は 100,457kmコ

の面積 (人 目は1971年で5,179,911人)であるが,1971年の水卜旧由葦勘ま515,400haである｡そ

の多 くが南スラウェシの北部お よび 南 部の此 方地帯を除いた海岸部および中部平野に集中 す る

わけである｡

調査地はこの 穀倉地帯の一つである Sidenreng-Rappang県の南部にある Sidenreng湖の

班 (Sadang河か らのかんがいで 2期作地帯)に 位置す る Tellu Limpoe 郡の 中心 となる

Amparita村である｡13) 1975年での各々の行政単位の人 【1規模は,同県が約 193.000人 ,同郡

8)Chabot1950,1967.なお社会階層に関しては Friedrichy1933に詳しい｡

9)現代の WとIjoを調査した Lineton(1975:192)は王族,貴族,平民の3階層にわける｡

10)Andayl11975および Harvey1974参照｡

ll)南スラウェシの旧ユリ-トと新エリ-トとの関係については,Mattulada1975:65-77を参照｡

12)Schrieke(1955:5)によれば,14-17闘 己の間にマカッサル人は農耕民から (ジャワ人に代わって)帆

海の民となったという｡海賊は1905年頃を境として,汽船の数が帆船の数より多くなると共に姿を消し

ていった (Resinlく1968:317-8)｡

13〕行政準位の訳は誤解を招き易い｡本稿では使宜的に,省-県一都一村一部落を各 P々ropinsi-Kabupaten
--Kecamatと11-Des°(1974年までは Wanua)-Kampung(1974年までほ Lingkungan)にあてておく｡

なお,スラウェシ島は南スラヴェシ,東南スラヴェシ,中部スラウェシ,北スラウェシの4省にわかれ

る｡南スラウェシ省は23児からなる｡Sidenreng-Rappang県は昔の Sidenreng侯同とRappang侯同と
が行政上一つにされたもので,7郡よりなる｡
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前田 : 二,ミュここナ †宗教におけ るシンボル

が 15.257人,同村が 7.945人である｡ Amparitaでの遇2回の市と,市のたつ周囲の2階建

長屋店舗 (gard巾 42戸が近隣の村を含めた市場町の中心 となっている(,ここで補充 しうるの

は口常生活必需品に限 られてお り,経済の 中心は県郡の Pangkajeneあるいはむ しろ隣県の

Pare-Pare市といえる｡

Amparitaを調査地 として選んだ理f如よ主として次の三∫)による｡

(1) 南スラウェシ省のブギス入店住県である Pinrang,Pare-Pare,Sidenreng-Rappang,

Soppeng,Wajo,Bone,Sinjaiの請県庁を訪問 したが, その中で Sidenreng-Rappangで

の県側の調査に対する反応が比較的好意的であったこと｡

(2) 集落の歴史が古 く,市場町的な様相をおびなが らも,伝統的な慣習が強 く残っているこ

と｡

(3) いわゆるTolotangと呼ばれているコミュニティ宗教の中心地であ り,イスラームとの

競合地域でもあること｡

¶ デ ー タ

3.Tolotangの意味 と倍徒

TOLOTANG というのは taulautangがなまったものといわれ,tau と Iautangに分解さ

れる｡ Tatlは人を意味する｡ 例えば有名な トラジャ族 というのも,riaja(とか ら)の人 とい

うことであるo Lautangは南を意味する｡14)これは後述するように,これ L4)の人 々がAmparita

あるいは Amparita川,あるいは Amparitaの要塞 (.benteng)の南側に住むことになった

ので,そ う名付け られたとされる｡ これに対 し,Tolotangの中心的人物の一人の説明では,

To というのは人の意味ではな く,木または源を意味 していて,元来 Tolotangというのは信

仰の名前そのものであって, イスラ-ム以前か ら決め られていた 名称だという｡15) Tolotang

という語は現在では人々ならびに信仰の両方を指すのに用いられている｡ 語源がいずれに Lて

も,その信仰の中心は Sure'Galigoと呼ばれる神代記 (iLaGaligoによって伝えられたと

する神 々の物語)に基づ く前イスラーム期の伝統的ブギス信仰である｡ 従って Tolotangはイ

スラームではないという立場をとる｡

トラジャ族を除いた南スラウェシ省はほ とんどがムス リムによって占めr)れているものの,

所 どころにイスラームを受容 していないコ ミュニティが残っている｡ Tolotangのほかに,例

えば半島の南東端の Bulukumba県の Tokajangあるいは Am m a Toaは Pantuntung と

呼ばれる信仰を堅持 してお り, その他小規模な非イスラーム信仰集団として Tablelのよう

なものが報告されている｡ これ らはすべてブギス ･てカッサル族であるが,逆にそれ以外の山

14)Mattulada氏によると梅の意味であるというoSidenrengでは本文のように解されている0

15)Uwil'IJangtik,1976年 2月1()Hc,
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TableI

名 称

KこIraengCaddiy;I

MakdiAkb乙Ir

lllallhll

ShalこltMau一

K;lrilengSerreこI

All叩Ingen即1ge

GuruTogoa

TuangKabbeng

Bawakaraeng

PapesseMata

lllalahud

Belawil

PtlangMallurtl

Tumbu'rrと111uこI

WargaSejatiKerallこIyu乙ln

AjalてInPembahasan
I)uaKalimatSy乙IhadこIt
(FこIham T;lllu)

WargaSwargこl

中 心 地 信 書 数 教 義

Mar()s I,000 不 詳

SeliIViIr 1,,12(i

Jenepont() 不 明

TとIkillill･ バ1

JellepOnt｡ 不 明

Bone

Bone

Mar°s

Marob

Soppeng

Mar°s

Soppeng 不

Pinrang

Bulukumb乙I

UjungPilndang

Miljene

MilrOS

ク

ク

ク

明

･l

リ

7

q
U
nU

1

.3

日J
リ
.

//

ノケ

//

//

J</

//

ウ

ノク

ク

ク

ーク
祖 先 よ り

不 詳
ク

私 党 よ り

1OO 不 詳

Source: Mattulada1976,Table1Aliran-AliranKepercayaandanTareRatdi

Sul乙lW eSiSeIat;lnから抜粋o

岳民がムス リムの場合には Enrekang の ToDuriとい う様に 特殊なグループ扱 いをす るこ

ともある｡

Tolotang の信徒はブギス人に限 られていて,異種族の人間あるいは南スラウェシ以外の土

地の人が Tol()tangに改宗 した とい う例はない｡その借着数は Tolotang側は現在80,00018)と

称 し,1969年の報告では35.000人17)と言われ る｡Tolotang人 目が明確に 把捉 されているのは

Sidenreng-Rappang県だけの ようで, Wajo 県では 5,000人 くらい,18)その他の Pinrang,

Pare-Pare,Soppeng,UjungPandang などはごく少数 と言われ る｡ 一般に 流布されている

数字は, 純粋の TolotangAsliとイスラ-ム儀礼を とり入れて ムス リムに 近 くなって いる

TolotangBentengを明確に区別 していないために混乱を生 じてお り,TolotangBentengの

ほ うは多 くはイスラームとして報告す るようである｡

1969年 7,8月にマカッサル教育大学(IKIP)の学生に よって行なわれたSidenreng-Rappang

16)Uwa'ToboTywu,1976年 3月16日0

17)IKIP1969:581｡この数字は T｡lotang椙者の Makatungeng氏による｡

18)MuchamadArief1973に引用されている BukuLaporanTahunanJawatanPenerilnganRIPropinsi

Stllsel1970/1971(Makassar1971,No.9b,9d)による｡
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蒔田 :コミュニテ †宗教におけるシンボル

帖 こおける5カ年計画サーベイ19)によると, 同県での 純粋の Tolotangは 5,289人 である｡

TolotangBentengあるいは同書で Islam Tolotang と呼ばれているグループは 除外されて

いる｡ これに対 し,1972年の年初に出された宗教局の報告によると,Sidenreng･Rappang県

(人 口181.413人)には9,869人が Tolotang として登録 されているとい う ｡20) さらに1976年

に出された広報によると,1974年でムス リム172,143人,キ リス ト教徒173人,Tolotang信徒

(AliranTowani/Tolotang)12,784人である｡

Anlparita村での Tolotang人 口は IKIP の1969年の調査では2,386人 (34.2%)を しめ

てお り,Islam Tolotangすなわち Tolotang Bentengは 1,660人 (23.8%), ムス リムは

2,935人 (42.0%)にすぎない｡1972年の宗教局報告では,4,016人 (50.6%)が Tolotang信

者 とされているが,この中に TolotangBentengを含むのか香かということは明らかにされ

ていない｡1975年 5月現在の村役場での集計によれば,純粋の TolotangAsliは1972年の数

字 とまった く一緒の4.016人 (50.5%)となっているO この集計では TolotangBentengはイ

スラームとして扱われている｡村人日は 6人増えているだけである｡しか し上部行政単位の郡

人 目は13,430人か ら15,257人に増加 している｡

宗教入 日の決定には種 々の困難がつきまとう｡ 今回の調査では,準備段階 として,家単位ご

とに宗教別にぬ りわけて,家屋数か ら各宗教信者の比率を求めたのみである｡Table2はその

集計を示 している｡ ムス リムが Tolotangの家に婚入 してきた というようなマージナルなケー

スも見 られるが,大 きな 誤差はないと思われる｡ 1969年 と比較して. Tolotang Asli と

TolotangBentengの比率が変わってきているのか注目さ′汗る ｡

4.Amparita

TelltlLimpOe郡はその名が′Jけ ように三つの村か ら成 りたっている｡21)Amparita(1971年

Table2 Number()iHousesbyReligion(asofFeb.,1976)

A

KampungI 267(74.2) 35(().7) 58(16.D

KとImpungII n(16.4) 59(ll.7) 363(71.9)

KampungIII '13()(:i7.4､) 4')(8.O) 336(54.6)

Tot;ll

Note: Ⅰ=Houses

.L380(39.2) 143(9.7) 757(51.1)

()iMuslims

360(10().0)

505(100.0)

615(100.0ノ

1,480(100.0)

B-HoLlSeSOfTolotangBenteng
A-HotlSeS｡fTolotangAsli

ltりIKIP1969:361および489.この調査は大学生が直接面接して聞き取り調査を行なったものである｡当

時の Tolotangに対する厳しい情勢をも考慮せねばならない05･Ⅴ･項参照｡

2O)Asaf1972:15-6.この数は Sidenreng･Rappang鼎統計庁の数字に基づく.

21)この名前は1961年に3村を合併して郡とする時につけられたもので,limpoから想像されるような伝統
的なものではない｡
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人口7.940人),Massepe(人r二14,634人)および Teteaji(人 口2,856人)である｡Amparitaは

その中の中心地で郡役所の所在地でもある｡他の2村には Tolotangの信者が 1名もいない ｡

3村の各々人家か ら人家までの約 1キロの間は水田で隔て られ,村の額域は極めて明確である｡

Amparita村はさらに三つの部落 (kampunglに分け F)九,各々Ⅰ,Ⅱ,Ⅲと呼ばれる｡22)

各々の部落は二分されて,RK (RukunKampung)Ⅰと RK IIとにわかれる｡RKの下に 3

ないし4の RT (Rul川nTetanga,隣組)が最下位の単位 としてある｡

地図は Amparitaの盾住パターンを示 したもので,北側は部落 Ⅰ,東南側は部落Il,西南

側は部落Ⅲである｡Amparita村の領域は実は地図に 見 られるよりももっと広 く,飛び地の

集落 も含む｡ 北方約1.5キロのところに Panrengngeと呼ばれる約40戸の集落がある｡ これは

部落 Ⅰに属する｡ 部落Ⅲもその西方に小集落をもっている｡ これらの集落は地図には含まれて

いない｡軍事治安が悪 くなる前には,ほうぼ うに小集落が散在していた ようであるが,独立後

のゲリラ戦時代にほとんどが比較的安全な Amparitaに住居を移 した｡23) Amparitaの,こ

とに南および西の住居はこのような人々で占められる｡ ごく最近までは水田であった所でもあ

る｡ 部落Ⅱの飛び地は,昔の屠任地に戻一〕ていった人達の集落で Tolotang信徒である｡ 部

落 ⅠのPanrengngeにはムス リムだけ しか唐佳 していない｡1963年に西端の家か ら発生 した大

火が部落Ⅱ,Ⅲのほとんど大部分 と部落 Ⅰの南東部 とを嘗めつ くした｡新来者が多い上にこの

大火のために,南 ･西 ･東の周辺部には未だ貧 しい粗末な家が多い｡

この分布図をみると,北側にムスリム, 南側k Tolotangという感 じが強いが,詳細にみれ

ばかな り入 りくんでいる｡ 住民に とっても,明確に Tolotangの地,イスラームの地といった

土地の区分は存在 しない｡北側にある墓地も共同で使われている｡ ここでもTolotangの墓の

脹中 している所,イスラ-ムの墓の多い所は明らかであるが,墓地がそのように区分されてい

るのではなく,親族関係の濃いもの同士が近 くに埋められるので,自然 とそのような区分をも

たらしているにすぎない｡言いかえJit(Iま,宅地に しろ墓地にしろ,Tolotangだけ,あるいは

ムス リムだけ使用 してもよい所 とか,逆に使用できない所 というのは無い｡数字の上だけか ら

みれば,既述のように Amparita村での Tolotangの比率は50.5%であるが,村単位でもっ

とも集中度の高いのは,WatangPulu郡にある Arawa村の54.5%である｡24) 部落 レベルで

は部落Ⅱが71.9%と商 いが,WatangSidenreng郡にある Kanyuara部落は1969年において

これ よりも高い78.3%を示 している｡25) さらに下位の単位であるRK レベルでもTolotangだ

22)古い地名としてほ,Arateng,Lasalama了rodanpulu,Labukl…,Ribolangなどがあり,現在でも使われ
ることがある｡

23)以下,単に Amparitaと言う時は,これらの飛び地集落を除いた車山部だけを (二次ページの概念図に示
された部分)指す｡

24)Asaf1972による｡

251全人口1,960人のうち 1,534人｡IKIP1969による｡
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Table3 PoptllationofDesaAmparitabySex(asofMay,1975)

KampungI

KampungII

KampungIII

TotEtl

male

adults chil. total

572 420 992

771 483 1,254

843 589 1,432

2,186 1,492 3,678

female

adults chit. total

766 416 1,182

918 509 1,427

1,021 617 1,638

2,705 1,542 4,247

TOTAL HOUSEHOLD

2,194 415

2,631 536

3,070 571

7,945 1,522

SotlrCe: KantorDesaAmparita.

けの RK というのはない｡

Table3は1975年 5月現在の村役場調査の人口である｡TablelのAmparitaにおける家屋

敷 とは必ず しも一致 しない｡役人,教員などほ地元出身もいるが,近隣村あるいは Sidenreng

内か らのブギス人が多い｡ 診療所,警察は外来者によって占められ, キ リス ト教信者が その

中に 3人いる｡ 市場の店舗経営はほとんど Amparita出身であ り,ムスリムも Tolotangも

いる｡ 市 日に くる行商は市ごとに移動 してい く専門の行商 と,近隣か ら作物を売 りに くる農民

とか らなっている｡ 一つ特殊なグル-プとして,Amparita川か ら水を運搬 して売る水売 りが

あるが,これはBone県の出稼ぎ者10名前後の仕事になっている｡ 大部分の住民は Amparita

村で生まれ,Amparita村で育った人々とその親族か らなるかな り等質的なコミュニティと言

える｡ しか し,出稼 ぎをはじめとして,親族を頼っての出入 り･移転などは頻繁に行なわれて

いるようである｡

郡長 (camat)は県長 (bupati)から任命される｡ 現在の郡長は1968年現在の県長に任命さ

れた｡それまでの郡長は3カ月ないし1年 くらいで更迭されたという｡ 現郡長はAmparita村

より北のほうにある WatangTedongの出身で,母が Tolotangか らイスラームへの改宗者

で彼自身も生まれた時は Tolotang流の儀礼を受けたという｡ 母は死亡 したが Amparitaに

も多 くの親戚をもっている｡ 彼の妻の親族 (Pinrang県の貴族の出),父方の親族 (ムスリム)

などが Amparita以外か らしば しば 訪ねて くるのに対 し,母方の親族 (TolotangAsli)は

Amparitaにいなが ら頻繁には訪ねてこないが,何か事があると訪問にきた り手伝いにくる｡

彼自身は Muhamadiyyahであると自称 しているが,Tolotang対策としては,中央のともす

れば性急な改宗策に反対 して,漸次的な教育による懐柔策を主張する｡イスラ-ム.Tolotang,

貴族の三つを うまく操作 して安定 した指導力をみせているといえる｡ 現役の中尉で,陸軍 と県

と両方か ら給料を得ている｡

郡長の下に郡長代理,行政,総務,財務および地方政府管轄の保健 ･森林などの業務をする

役人が直属 し,その他に教育,広報,宗教など直接中央か ら指令を受ける出先機関もある｡ こ

れ らの役人になっているのほ 二,三 の TolotangBentengを除いてはすべて ムス リムであ
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る｡28)

村長 (KepalaDesa)は行政組織の 末端にあ り,住民の 公選によって8年 ごとに 選出され

る｡ 1970年の選挙で村長に選ばれた現在の Amparita村長は,隣 りの Wajo県出身の軍人

で,Amparitaに在勤 しているうちに村人の信任を得て,他の2人の候補者を制 して村長にな

った｡ムス リムである｡ 彼の父親は Wajoの部落でオランダ時代か らずっと引き続いて部落長

である｡この Amparita村長 と Teteaji村長 とはともに郡長 とゲリラ戦を戦ってきた軍人で

ある｡Teteaji村長 もムスリムであるが,その妻は TolotllngAsliで,住居もTeteajiでは

なく Amparitaの部落 Ⅰの西のほずれにある｡ もう一つの村である Massepeの村長は同村の

貴族出身である｡

なお,同 じ Amparitaの村での1966年の村長選挙では2人の候補者が立ち,一方は 1.800

票,他方は900票を獲得 したが結局後者が村長 とされたという｡ これは,前者の所属政党に帰

因する政治的な決断だと郡長は説明する｡ しか し,当事者はそれが Tolotangのラベルのせい

であるという｡彼は系譜的に純然たるムス リムではあるが,その事はTolotangBentengで,

彼自身ずっと TolotangBentengの指導者の通辞であったので,一般には Tolotangとして

見 られていたのだとい う ｡彼は音楽の才能があってその方面で有名であるが,ある時彼が病気

だというニュースを聞いた県長は,彼に病院に入るように勧めたが, rもっともTolotangは

注射を恐れるからなJといって彼を Tolotang扱いしたともいうo県長を始めとして郡長,料

長 レベルには,Tolotangを近代化か ら取 り残され ようとしている悲 しむべ き民びとというス

テ レオタイプが根強 くある｡

部落長 (KepalaKampung)には,ムス リム,TolotangAsli,TolotangBentengの三つ

のグループの有力者 (pemukamasyarakat)が合意する者が選ばれる｡ 任期も俸給 もな く,

税金などの徴収の手数料が収入となるだけである｡部落 ⅠおよびⅢの部落長はともにムス リム

であるが,72%が TolotangAsliである部落Ⅱの部落長は TolotangAsliである｡ 部落 Ⅰ

のと同様兵役経験者である｡TolotangAsliの内部でとくに地位が商いとはいえず,む しろ部

落長に任命されたことによって Tolotang内部での地位が浮上 した くらいである｡

部落の下の RK,RTのグループごとに長が決め られているが,連絡係の役 目しか果た して

いない｡その他 Hansip(PertahananSipil民警)組織がある｡ この統轄者は部落長,村長.

県長である｡

宗教的には,ムス リム代表 という形ではないが,部落,村にImam Kampung,ImamDesa

が行政組織の中に組み込まれている｡ これ とは別に SanroWanua(村の呪術師 ･祭司)の地

位も現在に至るまで受け継がれている｡イスラームとは全然別であるが,この地位につき得る

261以下述べるように村長 ･部落長のレベルでもTolotangの任用は少ない｡県レベルでも学校教師を除い

て役人にはほとんど登用されていない｡ただし,県議会および州満会には代諌貝を選出している｡
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のは人格高潔 とされるムス リムである｡TolotangAsliは対外的には UwattaBattowaeの

地位にある者が代表するとされているが,現在はその地位を継承すべ き人侶】が未だ若いので,

後見人が Tolotang Asli代表 としてすべての対外交渉にあたっている｡ 同様に Tolot<lng

Bentengにも一人の最高指導者が対外的な代表 として貢任をもっている｡例えば共同作業に要

す る人員を集めるのにも,Tolotangの場合はこれ ら指導者を通 じるほ うがずっと能率的で確

実だとされる｡ また重要な問題は,郡長または村長か i､)これ ら指導者に相談される0

5.歴史的背景

5.i.前 イスラーム時代

南スラウェシでは5.000年前 といわれるCabbenge遺跡が発掘されている｡もとよりその時代

か ら歴史時代までを明 らかにするような研究はなされていない｡ブギス･マカッサルの古代史は

いわゆる Lontara'と呼ばれている固有の記録文学の完全な解明をまって始めて明 らかになろ

う｡ この中でも特に重要な Sure'Galigoの名をと一つて,9世紀から14世紀までを Galigo時

代 と名づけている｡27)南スラウェシで最 も青い王国は北東にある Luwu'だといわれているが,

Sidenrengの支配者はこの Luwu'あるいは現在の TallaTorajaか ら来たと言われる｡ この

ような王国の支配者の正統性の原理は,天孫降臨 (Tomanurung)28)伝説を中心 とする血統 と,

墾なる神器 (Arajang)の保持 ということは既にふれた｡Arajangに限 らず,その他の崇拝対

象である saukang,pantas(-1などの供養 (puja),祖先 (jlttOriolong)崇拝が信仰生活の基本

をな していたものと思われる｡29) ィスラームが入るのと前後 して,あるいはそれ以前にポル ト

ガル人の影響で Suppa(Pare-Pare),Bacukik工Goa,Siang(Pangkajene)などにキ リス ト

教信者がいたとい う ｡30) しか し,これ ら一神教が入って くる前に,哩-神 (DewataSeuwae)

の存在が信 じられてお り,Sure'Galigoに よれば世界の始祖は Patotoeと呼ばれてお り,神

皇紀はこの神か ら始 まるとされている (6.iii参照)｡

このようなイスラーム以前の信仰が いかなるものであったかも,Lontara'の詳細な研究に

待たねばな らない｡ ヒンドゥイズムの影響の大 きさなどという点も,現在残っている非イスラ

ーム的な文化か ら問題をつきつめていくより,記録にあ らわれた限 りでの歴史の再現 というこ

とが第 1次資料 とな らねばな らない｡

Sidenrengの王統 も,種 々の Lontara'か らイスラーム以前の王の名前が 知 られている｡

1964年に出版された'Ft政府の報告によれば,Addauang31)と称された王が 6人,ArungSide-

nreng と称された王 3人がその後に続いて, イスラームに改宗 した とされる Ⅰ,aPattiroiは

27)Mattulada1975,なお,Noorduyn1961,1965参照｡

2R)インドネシア独立前まで続いた王統は,第三次の Tomanurungを直接の先祖とする｡MIlttulada1974,

Harvey1974参照｡
29)RepbulikIndonesia1953:593.

30)Mattulada1976参照｡
31)Akkadauang(-tempatbernaung)の略だという0
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第10代 と数えられている｡82) 一方,郷土史家 LaSideによると,最初の王は Manurungnge

riBulu-Lowa(Lowa山に降臨 した王)で,その娘 Songko'Mpulawengngeが王位を継い

で,Wepawawoiと結婚 したとされる｡ Wepawawoiは初代の Bacukiki地方の王 (Arung

Bacukikilの LaBangenge(ManurungngeriBacukiki)の息子で,ArungRappappang

兼 ArungBacukikiでもある｡33)前掲省政府報告書 では, この Wepawawoiを 第 6代 の

Sidenrengの王 として,Songko'Mpulawengngeの名はあげていない｡ その後の LaBata,

LaPasampoi,LaPateddungi,LaPatiroiに至る王の名前に関 しては異同がない｡ 王の称

を封ま各地方によって異なるが,Sidenrengでは Addatuang(<datu)がその後定着 した｡天

孫が降臨 したとされる上記 Lowa山は Amparitaの北 lkm の所にある円錐形の低い山であ

る｡ ほとんど完全な円錐形をなしていて,古来か ら念願成就祈願の聖地 として信仰されてい

て,現在でも遠方か らわざわざ参 りにくる人も多い｡頂上 まで一雨線の道が東側にあ り,15-

20分 くらいで頂上に達する｡

Amparitaの起源は不詳である｡ この地名の由来については二,三の説明がなされる｡ 通説

によれば,ずっと首この辺 りは一面ジャングルであった｡北のほ うか ら移動 してきた人々はこ

の地にいたって始めて住めるような 土地を見出 した｡ そこで Ampa(初めて,ちょうど)+

ri-ita(見られた) と名付け られたのだという｡ あるいは TanaTorajaか ら弟を探 しにきた

兄連がここで出会 -つたか らだという語源説もある｡ さらには,Amperita(見られた有様)が

変化 して Amparitaになったのだ ともいう｡ この説によると,Addauangの前に Attalowa

(前掲 ManurungngeriBulu-Lowaか) という最初の王がいた｡ 彼は南スラウェシをほと

んど支配下におくほど権勢を振るつたが,ある時,丸い美 しい山を作ってその上に家を建てる

ことを思いつき,民衆を働かせて (Selayar島か ら土を運んで)現在の LowaLl｣を作った｡

ところが王の思った通 りの山になる前に,民衆はその童労働に耐えかねて王を殺 して頂上に埋

めた という｡ ところがこの王殺 しのためにこの地方では 7年間稲が実 らず,人 々はバナナの幹

までをも食べて命をつないだとい う｡ 8年 日に大々的な王-の供養を した結果,稲ももと通 り

のようになった｡それ以後 この地方は Amperitaと呼ばれ,毎年収穫の後には巡礼するよう

になったという｡34)

Amparitaを支配 していたのはArungAmparitaと呼ばれる｡ ArungAmparitaはAdda-

tuangSidenrengとは直接の血の繁 りはないというが,やは り北方か らの来住着で,Luwu'の

貴族 と密接な関係にあるという｡ ArungAmparitaの大きな邸は村の中に残ってお り,その

32)H.AndyStlPadaMappangile1964.

33)LaSide1974.

t'i4)HasanPulu氏による｡この話は LOntara'(すくなくとも Sure'Galigo)にはのっていないという｡話

手のHasan氏は歴史に関する知識が豊富で,小学校長を勤めている｡面自いことには,現在の県政府も
Attalowaのように,この山頂に RestHouseを建てる案を立てたが, この山を聖地とみる人々の根強
い反対で実現しないという｡
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子孫が今でも住んでいる｡

5.ii.初期のイスラーム化

南スラウェシでのイスラームの弘布は,港 々か ら徐々になされた漸次的な波 と,象徴的な里

程 としての王の改宗とそれに伴 う民衆の改宗の波の二つか らなされた｡前者は後者が成 り立つ

ための基盤 となって歴史の中に埋 まってしまい,我 々が知 りうるのは後者の過程だけである｡

イスラームを最初に受け入れたのは Luwu'の1603年,次に Talloの1605年,Goaの1607年

で,他の王国は Goa壬か らの圧力もあって,1609年に Sidenreng,1610年に Wajo,1611年

に Boneの各王が入信 している｡35)その後 ミナンカノミウ人の聖者が布教活動をすることになる

が,とくに北のほうではス-フイズム的な要素を強 く示 し,前イスラームのSawerigadingや

DewataSauwae信仰 と結びつ く形でイスラーム化が進行 した｡36)このような土着信仰 との融

和もあって,イスラームの受容のされ万は民衆 レベルではまちまちで,中にはイスラームを折

否 したものもいるし,あるいは Allahを DewataSauwaeに置きかえただけで実質上は伝統

的な倍仲を保持 しているという場合もあろう｡37)Wajoの KampungWaniの人々はイスラー

ムを拒否 したグループである｡彼 らは,イスラームを強制するWajo王の下に屠 られなくなっ

て, Amparitaに移住 してきた という｡Amparitaの Tolotangを Toaniとも呼ぶのは,

Waniの人 (ToWani一一,Toani)とい う意味か らきている｡

Waniからの移住については次のような諸説がある｡

u) 元来Tolotangは Sidenrengに住んでいたのが,イスラームが入るずっと以前に,痩

病が流行 したのでほうば うに移住 していき,その多 くは Wajoに定着 した｡Wajoの国がイ

スラ-ムとなってか ら,それを嫌った人々が再び Amparita-戻って きたのだという｡38)

この説によると,Tolotangは Amparitaの原住民であるということと,Amparita-の移

住が1610年頃であるということの2点が特徴である｡ 前者の点は,Tolotangがどうして特

に Amparitaを移住の地 として選んだか という問題に対 して,菅か ら WaniとAmparita

とは血縁関係があったか らだ という現在の Tolotangの説明と整合する｡

(2) 1609-1615/20の間のある時期に Tolotangは Waniか ら移住 して来,まず Amparita

の野で ArungAmparita と会見 して,後に述べる ｢約束｣をこの Arungととりかわ し,

最終的な Sidenreng王の許可は,当時の経世済民の賢者 NeMalomoの民力によって可能

となったという｡39)NeMalomo(1530-1615/20,その墓は Allakuwangまたは Wattang

35)Mattuladn1976:Chap.1.
:i6)Ibid.:29.

37)例えば,Luwu'典の Maliliの近くのCerekengでは,pua'と呼ばれる祭司集団が現在でもイスラーム
教徒と主張しながら,伝統的な祭紀活動をもって責のイスラームであるとしているという(AndiAnton,
Belopaの話)｡

38)IKIP1969:481.
39)LaSide,1975年12月12日,UjungPandang,イソクビュ-｡情報源はLont.,ra'に基づく彼自身の歴史の

研究｡
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Sidenreng)とい うのは トラジャ地方の Sangallaか ら来た賢者 で, その業績 とされる逸話

は数多 く,古代の民主主義の鏡 とたたえ 吊 している｡ その結果後 世になって彼の した事では

ないことも彼の逸話 とされる傾向もある｡Amparitaの関係者は 上記の Tolotang来任 と

NeMalomoとの関係を否定 している｡ ただ注 目すべ きことは,Tolotangが Addatuang

Sidenrengではな く,ArungAmparitaと誓約をまじえたという点であ り, Amparitaに

おけ る Arung と Tolotangとの関係を知る上で重要ではある｡

(3) 1666年に Pott<lMatowaeとい う Wajo王が ,その民衆すべてに対 Lイスラーム教徒

となることを強制する布告を出 した｡ この時に,iPabbareに代表 され る Toani(Waniの

人)は Wajoを離れ る決意を L Amparitaに来た｡ 当時 Massepeにいた Addatuang

LaPatiroiに請願 して居li:.許 可を 得た とい う｡40) AddatuangLaPatiroiは 1605年か ら

1611年に王座にあったとされているので,上記年代 とは合致 しない｡また Wajo王の Petta

Motowaeとい うのも単なる称号にす ぎず,実名が記 されていないので同定は困難である｡41)

Waniか らの移住の際の指導者は IPabbareのほかに IGoligaという人がお り, この人

は Bacukikiに移 り住みそこで死んだとい う｡42)

(4) 他の説によれば,Wajoでイスラーム法をすべての分野に適用すると決定 したのはArung

MatowaWajoの IJaCellaで,この際にイスラームを奉 じない グループが反発 し,1648年

に大規模な逃散を行なった｡Sidenrengでこの逃散者 と誓約書をかわ したのはNeMalomo

で1649年のことであるとい う｡43)

(5) イスラームの正式に認め られる二 ,三年前か ら,少 しずつ Wajoか ら Sidenreng-の

移住者が続いた｡その頃の Wajoの王は Toddamanとい う｡Amparitaの背約は多分1639

年になされたとい う｡44)

Tolotang-Toaniがいつどの ように して Amparitaに来たか ということは 重大な関心事で

もある｡ それは一つには TolotangAsliと TolotangBentengとの Asli論 争にも関係す

るか らである｡ それは ともか く,反イスラームのグループの大移動があったのは ,イスラー∴

が王に受け入れ られた時点ではな く,実際に王か ら民衆-のイスラーム信奉への強制があった

時期 (17世紀前半) と考え られ る｡ その反イスラームのグループは単に Waniだけではなか -,

たろ うということも推測 されるが,ともか くAmparitaに来往 した人 /<は,Waniか ら徒歩で.

あるいは馬で,あるいは舟で永住の地を求めてやってきた者の子孫であると信 じている｡ その

40)Asaf1972.この報告は,宗教周から派遣された著者が1972年 1月3- 4日にAmpとIrit･,1で行なったイン

タビュー (氏名不詳) に基づく｡必ずしも Tolotangに好意的な報質ではなく,この全文を T｡lotang
関係者に見せないようにとの注意を受けた｡

41〕Abdurrazak1964.

42)Taijeb& Makkattlngang1966･

43)H.AndySapada1964,p.I/13.
44)HasanPulu氏｡彼は TolotangBentengの指導者であった故 UwaPonrengから聞いたという ｡
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時の Waniの人目,指導者あるいは追随者の属 した社会階層 ･社会関係なども不明である｡

移住の年代も,1610,1649,1666あるいは村の人が記憶 している 1613,1639年 とまちまちで

はあるし, あるいは 漸次的な 移動が行なわれたのかもしれないが, とにか く移住民であった

Tolotang-Toaniと Amparitaおよび Sidenrengの寺 との問に ｢約束 lがあったということ

は歴史的事実のようである｡

この ｢誓約｣は,(a)Tolotangは Sidenrengの王 (あるいは ArungAmparita)に忠試

をつ くしその命に従 うこと, (b)結婚 と葬式 とはイスラームの定める形式で とり行なうことの

二つの条件をTolotangが遵守する限 りにおいて,Tolotang自身の信仰を護持 して Sidenreng

に住むことを許す という内容である｡(a),(b)を受け入れると約束 した Tolotangは,それまで

の rrOaniに代わって, Tolotangという名前を支配者からつけ られたという｡

なお,ここでもうーっ注 目しておきたいのは,イスラーム以前には Lontara'は口承文学で

あったのが,イスラーム化 と相前後 して聖 クラーソに対抗 して文字化されて,LontaraPuru-

kani,LontaraKatiなどの聖典が書かれたという説である｡45)

5.iii.イスラ-ムと Tolotangの共存

すでに しば しば Tolotang Asli(あるいは Tolotang-Toani)と TolotangBenteng(め

るいは Islam Tolotang)とについで言及 してきたが,実はこの二つの系統がはっきりと分離

･対立 したのは第 2次大戦後のことであって,それまでに両者が別々に存在 したかどうか とい

')ことまで現在は論争されている｡ TolotangAsliは,TolotangBentengを戦後の異船 橋

として見,イスラ-ムと Tolotangの混交 したもので,真の Tolotangの教義を 2/5しか知

らないのだという｡ 逆に,TolotangBenteng は,Amparita の先住者は 彼 らであって,

Tolotang-Toaniのグループは後か ら来たのだと主張する｡実際に戦前においても,貴族の結

婚式などの時に両者の問で役割分担があって,TolotangBentengは客の接待だけを したのに

対 し,TolotangAsliはその外の見張 り,監視などを したという違いがあったとい う ｡

断片的なデ-タか らの憶測が許されるならば,(a)TolotangAsliとTolotangBentengと

は Amparitaに入植後,何 らかの事情で別個の指導者をあおぐようになった分派であると考

えるか, (b)TolotangAsliというのは Sidenrengにおいてもかな りイスラーム化が進んだ

時に移住 したグループで,TolotangBentengとい うのは Amparita在住者の中でイスラー

ムを受容せずに伝統的信仰に固執 してはいたがイスラーム式の結婚 ･葬式を していたグルーブ

と考えられる｡ いずれに しても,指導者の 系譜が異な り,祭事の細かい 点では 相違があって

も,婚姻 ･葬礼に際 して,イスラ-ム式の儀礼を行なった後,イスラーム以前の慣行に従って

諸儀礼を再度取 り行なうとい う二二重儀礼において両 者同 じであったといえる｡

一方,ムスリムと言われた人々の場合も,イスラーム以前の諸慣習を多 くそのまま残 してい

45)Arief1973.
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て, 11スラームとTolotangとの間に大 きな宗教的 ･社会的隔絶がそんなになかったのではな

いか と思われる｡ ともか く,第 2次 世界大戦までほ このようにムス リムとTolotang(Asliに

しろ Bentengに しろ) とは平和に共存 したようである｡

5.iv.Tolotangの分裂48)

日本軍占領時代の1944年に,礼拝 (Sembahyang)を しない者 をイスラーム式で結婚 させた

り,葬式を取 り行な うことは禁止す るという日本軍政の通達がカディを通 じてなされた｡47) そ

の通達に基づいて,Tolotangはイスラーム式の儀礼をやめて,伝統的な固有の儀礼だけを取

り行な うことになった｡すなわち,guruと呼ばれる imam による nikah(婚姻締結) の儀礼

をせずに,uwa と呼ばれる Tolotangの指導者に よって結婚が取 り行なわ九 ,また死者への

お祈 りな しに tlWaの引導で埋葬されることになった｡ところが1944年の年末か ら翌年初にか

けて,当時の AddatuangSidenrengの LaCibuが Tolotangの指導者である LaSamang

と LaPonrengの 2人を州都に呼んで, 先祖の背約すなわちイスラーム式の結婚 ･葬式を行

な うことを守 ることを要求 し,両者 ともその場では誓約を確認 した という｡48)ところが, J1本

草の通達 と王の 要請 との 両方に従 うと, 結局 ムス リムにな らざるを 得ないデ ィレンマに陥-つ

て,2人の指導者の一方 LaSamangに従 う人 々はイスラーム式の結婚 ･葬儀を行なわないと

いう道を選んだ｡他方の LaPonrengの グループは,恐 らく礼拝の件はあいまいに したまま,

昔通 りの二重儀礼を 選択 した｡ 前者の系統が 多数派で Tolotang Asliあるいは Tolotang-

Toaniと称 し,後者の系統が TolotangBentengあるいは Ma'Tolotang と言われ る｡

その後,日本軍の敗戦,独立戦争,ゲ リラ活動,QahharMuzakarの反乱と続 いて,南ス

ラウェシの治安は混乱の状態におちい り,Tolotang問題は人 々の注意をひ くところとな らな

かった｡1965年 2月3日のQahharの死に よって治安の回復が始 ま り,それ と共に上記の問題

が Sidenreng-Rappang県ひいては南スラウェシ省および共和国宗教省によって取 りあげ られ

ることになる｡

5.V.ム-てディヤの イスラーム化

1966年に至 って Sidenreng-Rappang県政府はイスラーム式の結婚 ･葬式に関す る誓約をも

ち旧してきたが,Tolotang Asli側はこの暫約は Sidenrengの芋 とかわされた ものであっ

て,王制が廃された現在では無効であ り,信仰の自由 こ基づいて彼 ら自身の倍仰を堅持す るこ

とを表明 し,ここに省政府あるいは軍 とTolotangとの対立が表面化 した｡同時に,共産主義

46)主として Asaf1972による0

47)Sidenrengのカディは KadiSyechJam,dlPadael｡,ImこIm Amparit;1ほ L;1Palingal｡ この通達の持後
にはムスリムと Tolotangの対立があり,イマムが Tolotang-の儀礼をHl祭することを拒香したこと

から発展していったという (TelluLimpoe郡長の話)0

48)日本軍の通達がー榊こイスラ-ム通によってなされたのか,地元のウラマなどの崩動によるものかつまび
らかにしないO後者の場合,前注のように単なるウラマのヒスチリ-か,あるいはムス1)ム側にTolot;lng
改宗の意図があったのか,これも明らかでない (,
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著のスクリーニングで Tolotangの中か らも共産主義者 として報告された者 もた くさん出て,

その面か らも攻撃を受けた｡1966年 2月 一日]付けで県長の菖示が出され.(a)AgamaTolotang

をAgama(宗教)として認めない,(b)結婚 ･離婚は法律で定めた手続に従 うこと, という2点

が通達された｡後者に関 しては民事婚による登記を行なえば問題がないわけであるが,前者(a)に

関 しては Tolotangの代表がジャカルタの宗教省に陳情 したことによって問題は複雑化 した｡

宗教省次官の回答は,Tolotang信仰はインドネシアで認め られた宗教ではないとしたのに対

し,その 3カ月後に出されたヒソドゥ一 ･′ミリおよび仏教社会指導局長の手紙では,Tolotang

をヒンドゥー ･バ リの一派 として認めたのである｡ 後者の見解に対 して,南スラウェシの省議

会,Sidenreng-Rappang県議会,軍などが,AgamaでないTolotangの禁止 ･解散を主張 し

たが,Tolotangの根強い抵抗にあって,いわゆるOperasiMaliluSipakainge(Tolotangを

もとにもどす運動) も結局は失敗に終わる｡ もっとも強硬に運動を推進 したのは軍指令官であ

り,その先兵 となったのはMuhammadiyahの青年達である｡1967年頃には.割ミ長がTolotang

全部を集めてモスクで礼拝を強制 しようとした り,死者を葬る直前に遺体を無理矢理モスクに

運ばせて最後の折 りをイマムがあげた り,Tolotangの指導者を郡庁舎に呼んで改宗をせまっ

た りし,これに対 し各地の Tolotangが刀などで武装 して Amparitaに集まり険悪な空気に

包まれたこともあったという｡

この時期は Tolotangにとって 試練の 時で, かな りの者が 脱落 して いったとも言われ,

TolotangAsli自身も礼拝を しないまでもイスラーム式による結婚 ･葬式を 強制されたとい

う｡ そ して伝統的な Tolotangの宗教的行事はムス リムの目を隠れるように して行なわれたと

いう｡

5.vi.イスラ-ム化 と反イスラーム化

現在の郡長が1968年に赴任 してきた時には,未だ Tolotangとムス1)ムとの敵視が拭いさF)

れず,先にどちらかの者が会議などの部屋の中にいると,他のグループの者は入 らずに帰 って

いって しまうという雰囲気であった｡その後,強制的改宗は不可能 ということがわかって,政

府側も早急な手段によることをやめ,Muhammadiyahのほうの熱 もさめて,再び平和共存が

続 くようになる｡

TolotangAsliとしてほ,上記のような試練のおかげで一種の浄化作用があって,倍仰の

強い者だけが残ったとする見方 もあるoTolotangが Agamaであるかどうかという最終的

な決着はなされておらず,Tolotangの人の身分証明書の宗教の欄は空自となっている｡ しか

し,一般にはヒンドゥー教の分派 (sekta)として 認め られ,るようになってきているし, また

Tolotangもそのように認められることを主張 している｡49) この宗教 として公認されるかどう

49)1976年 2月に Tolotangの中尉の軍葬が行われた時には,県長,軍指令官出席の前で,彼の宗教は ｢~ヒ
ソドゥ-教｣とその弔辞で読みあげられた｡
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かの問題 もあって,表面上従順に役人の指導に従ってはいるが,ムス リムに対 してほ依然 とし

て猫疑の念をもっている｡

TolotangBentengは,TolotangAsliと違 って,彼 ら自身む しろイスラーム教徒 として認

め られ ようとしている｡奨際一一部の者はメッカ巡礼にまで行ってお り,モス クでの礼拝をムス

リム同様に行なった りしている｡ しか し,その指導者を始めとして中心的な人物はもちろん,多

くの者が礼拝を しない｡そ して聖典は聖 クラーンではな く Sure'Galigoであることも確かで

ある｡ Amparita内ではメッカにいった者 もいず, イスラームとはいっても比較的 Tolotang

としての意識を強 くもっているようであるが,他方,他地方に少数で住む者達はむ しろイスラ

ーム教徒 となっていくのか もわか らない｡

この三者の混交は周辺域ではあ り得るが,依然 として画然たる境がある｡ それは一つには宗

教儀礼 とくに集会がそれぞれ 独白にあることにより, また-つには 結婚規則による｡ もちろ

ん,相互間に通婚かないというのではない｡まず周囲か らの反対があ り,それでも結婚 した場

令,どちらか一万がその宗教を犠牲にすることが要求 されるo Lか しもとの親族関係がその為

に断ち切られるということはない｡ ところがTolotangAsliの一派 とTolotangBentengとの

通婚ほ決 してないとも言われる｡ これは昔TolotangAsliの男 (uwa)が TolotangBenteng

の女を第 2豪として要ったが,一一度 きり訪問 しただけで,その結果子供が生 まれても第 2妻の

所にはもどらなかった｡これを怨んだ第 2妻は,子々孫 々絶対に TolotangAsliとは結婚す

るなとい う呪いを残 して死んでいった伝説に基づいているのだという｡50)

TolotangAsliはSure'Galigo,Latoaなどの伝統的 ブギス俗念体系に基づいて,積極的に

イスラーム儀礼か ら遠ざかろうとし,かつイスラームと対抗 しようとする｡TolotangBenteng

は,信念体系は TolotangAsliと共有す るが,二重儀礼を行ない,名目上あるいは保身上 ム

ス リムと同一-化 しようとする｡ ムス リムは,伝統的な信念体系に基づ く儀礼をイスラームで牽

強付会するか,あるいはそのような儀礼を頭か ら否定 しようと努力するが,生活の多くの場面

にそのような儀礼を残 しているO1967年前後ムス リムが Tol｡tangに礼拝させ ようとした事実

をとらえて,む しろ礼拝を強制される必要のあるのほ礼拝をしていないムス リムであると批判

した Tolotangの青年の言はけだ し的を射ているといえる｡ ムスリムが自分自身の信仰に対す

る不安感を しずめるために Tolotangを迫害 した り,単にムスリムとしての体面を保つために

Tolotangのイスラーム化を しなければな らないという社会的風潮を生みだ したのか もしれな

い 0

6.Tolotang としての象徴的表現

ムス リムとTolotangとを判別するのは H常生活の とでは極めて難 しい｡衣食住 ･言語 とも

r)0)TolotangBenteng側の伝説｡TolotilngAsliからほ TolotangBentengとの結婚は "bi呈ISこ1"(通例の)

という｡
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に外見上はまった く同 じといってもよく,Tolotangのほうが青い伝統的な形を残 していると

いわれるが, これも詳 しく観察せねばわか らない｡ 数年 Amparitaにいる外来者でもムス リ

ムと Tolotangとを混同 した りす る｡ これはムス リムか らすると,Tolotangであるかないか

は直接本人あるいは知人か ら聞 く以外にはモスクに来 るか来ないか ということで推測せざるを

得ないか らでもある｡ 逆に Tolotangのほ うは,ムス リムに比べて信者の集まりがより密であ

り,より完全であるので,仲間 というのは よE)ほっきE)している｡生活空問を共に しなが ら,

外見上同 じムス リムと区別 して Tolotangであるとい うことをどのように表現するか とい う点

について検討 してみたい｡これは何故 Tolotangがイスラームを受容 しないのか ということに

関 して,歴史を離れて考察する道を開 くものといえる｡

6.i.Uwaの存在

ブギス ･マカッサル社会では基本的に三つの身分が認め られたとい うことは序の2において

述べた｡独立前の Amparitaにもやは り貴族階級は存在 していたが, Tolotangの内部でも

同様の階層区分が考えJ)れている｡ すなわち,(1)貴族階層の Uwa,(2)平民の Tosama,(3)最

下層の Ataの三つである｡51) この 3層の問の適婚ほ原則として認め られない｡ とくに女性が

彼女 より下位の身分にある男性 と結婚すると,両者 ともに Tolotangの社会の一員として認め

られなくなるとい う ｡男性の場合も地位の低い女 と結婚するとその子供は一段低 くなるので,

上層階級ほど血の純粋を保 とうとする｡ Uwaの中でも血筋の良い系統は内婚傾向が強 く,節

1イ トコ婚の出現度が極めて高 い｡

Uwaというのは一般 ブギス社会では ｢二王族Jにあたるのだと説明するか, その影響力は聖

俗両面にわたる｡ すなわち,宗教上の権威者 として宗教的儀礼の執行はもちろんのこと,日常

生活の相談 ･忠告,呪医的な役割までも果たす｡Tolotang全体の指導, 対外的な代表 もこの

uwaの 1人があたることになる｡

Uwaという語は,ilrブギス語では, 父または母を意味する｡52) 現在では,インドネシア語

同様,傍 系の父母世代親を意味する.53)Amparitaでは一般に目上に対する尊称 として,単な

る Bapak よりも尊敬をこめて使われる場合 もある｡ 嚢族の間では,世代にかかわ らず親族内

での身分の差 と親族関係上の上下関係 との鮎齢を妥協 させるための方便 として用いられるとい

う｡ このような親族名称上のuwaの意味 とTolotangでいうuwaとは混同すべきではない｡

Tolotang-Toaniの問では,この uwaというのは一つの血統に基づ く身分であって,uwa

の子供は男女を問わず uwaと呼ばれる｡ 事 情 を いっそ う複雑に しているのか,このuwaとい

う身分か ら選ばれる指導者の地位 (paso)も uwaと呼ばれることである｡ この特殊な地位は

tr)1)ToboTywun.a.:9.

52二)Matthes1874･現在では普通のブギス人はこの古義を知らない｡なお,筆者の調査したマレ-半鳥のジ

ャクソの一部のグル-プで,wahという語が父または母の意味で使用されている (前田1974:157-8)0

53)その綴字は,ll;-,uak,wElk,uw;1'などみられる｡
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Tolotang･Toaniでは五つ54)とされ,現在 もその地位は前任者の死亡 と同時にその子供の中か

ら1人男女長幼を問わず 最適任者が選ばれ継承される｡ 対外的に Tolotangを代表する職は

UwattaBattoaeであ り,外部の者はこの職が最高位だと考えているが,Tolotang内部では

この五つの職にある者の地位はまったく同格であるという｡Amparita以外の Tolotang眉任

地には,そこを代表する代理の uwaがいる｡ しか し,彼はあくまでも代理であって,住民 と

tlWaとの関係は彼を通さずに直接行なわれる｡

Uwaは Tolotang信者に とっては神 (D cw ataSeu w a e)との仲介者であって,この uWa

の仲介な しには死後の生活 も保障されない｡ Uwaが信者を強制するのではなく,借着が来世

の為に神か ら特別の恩寵 (wahyu)を受けている uwaを必要 とするのである｡

一方 TolotangBentengの間では,Tolotang-Toaniのように uWaを粗製乱造 しないと

いう｡このグループの中では,uwaは全体の指導者 (paso)として 1人 しか認めないのだとい

う｡ これは,全体の宗教儀礼執行者ならびに対外的な代表者 として 1人であるという意味で,

現実には uwa という語は Tolotang-Toani同様 もっと広 く)肌 ､らILている ｡

6.ii.Uwaへの儀礼上の義務

Tolotangの遣 (molalaleng)の一つとして,(1)来世 (linopaimeng)のため,(2)子供が

生まれた報告のため,(3)結婚 した という報告のため,(4)死亡 したという報告のために,その折

折に供物を捧げ (mappenreinanre)ねばならない｡ 報告するのは神 (DewataSeuwaeJに

対 してであるが,この神へ報告 し得るのは uwaだけであるか らuwaに供物を持っていく｡(1)

に関 しては毎年,(2)～(4)に関 しては事があった直後に,飯,負,鶏の料理,シレ,ピナンそれ

に若干の銭をそえて大きな皿にのせ,サロンで覆った裸足で tlWaの家に届ける｡ 義務を果た

さなかった年の分は翌年に加算される｡(4)の死亡に関 しては,まず遺病になった時 (sakorat),

死んだ時(nanroleppu), 死後 1.3,8日日から3年 目に至るまでの定め られた日(mappenre

inanremalliwong)に供物を uwaに出すのが家族の義務である｡ 供物をあげるuwaは個人

にとって 1人 とは 限 らず,妻の uwa,両親の uwaなどに対 しても義務を果たさねばなF)皮

い055)

TolotangBentengでは,この供物は uwaに対 してする必要がないとされている｡

6.iii.唯一神 と聖典

イスラームの Allah と聖 クラ-ソに匹敵するのが唯一神であるDewataSeuwaeとSure'

54)UwとIttこIBattoae,UwattaGalungnge,UwattaMakkunraie,UwattaOroane,UwattaWawedding. -ta

は人称代名詞で,uwattaというのは ｢我われの (私の)uwa｣という意味｡

55)Asap(1972:9)によれば,一般の追随者は年収の40%くらいは uwaに吸い上げられていると推定して
いるが,その根拠は示されていない｡もしそうであるとしても,供物の再分配ということも考慮にいれ
ねばならない｡これに関するデ-タは,今回の調査では得られなかった｡非衛生的であるという当局側
からの非難などもあって,Tolotangは mappenreinanreについてセソシチプで,横棒的に語りながら
なかった0
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Galigoに代表 され る Lontara'である｡ DewataSeuwaeは創造神 (To-Palanroe)あるい

は運命を定める神 (Patotoe)と呼ばれるが, イン ドネシア語では TuhanYangMahaEsa

と訳され る｡56)これが Siva神であるか どうかは別 として,世界はこの神の子孫であるBatara

Guru,Sawerigadingなどの神 々に よって最初に住まわれ,その後で tomanurungと呼ばれ

る人間が現われた とい う｡ この中で Dewata Seuwaeによって恩寵 (wahyu)を与えられた

人間によって,Sawerigadingに端を発す る信仰が伝え広め られた｡ それが Toaniであ り,

現在は Tolotangになっているわけである｡

Tolotangはこの DewataSeuwaeの信仰 と同時に,その神 々の事績を記 し,祭事ひいては

日常生活の指針まで書かれた Sure'Galigoを聖典 とみな してお り,すべてのことはこの中に

記されていると信 じられ ている｡ 見方によれば,uwaとい うのは,この聖典の守護者であ り解

釈者でもあると考 えられる｡ 古い lontara'ほ一種の arajang ともなる｡ 例えば Tolotang

Bentengに伝わる Lontara'ほ特別の祭の時だけにその指導者に よって開きうる門外不出の秘

伝である｡

6.iv.結婚 と葬式

Amparitaの誓約で,なぜ結婚 と葬式 とが特に選ばれて,それをイスラーム式にすることを

Tolotangに強制 したか という説明は今 となってほ推測 しかできないが,実際にイスラーム式

と Tolotang式 との 違いは, 司祭が guru(すなわち imam)であるか uwaであるかの 違

いであるといってもよい｡ もちろん, 現在ではムス リムの 結婚式では見られない 古い慣習を

Tolotangの結婚式 (とくに uwa階級の)は未だ保持 しているとはいえ,基本的には同様で

あるといえる｡57) ムス リムの男 とTolotangの女 との閲の結婚は,まずイスラーム式でイマム

の前で婚姻締結 (nikahうし,次に uwaの前で結婚す ることにより,Tolotangにとっては前

者が無効になるのだ という｡ ムス リムの女の場合には,イスラーム教徒たることをやめなけれ

ば Tolotangと結婚できないようであるが,これ も不可能ではない｡

葬式についても,泣 き女 ,相をのせる輿 ,それを押 し合い Lで墓地にいかせないようにする

儀式などはムス リムの場合には見 られないというが,遺体の水潅 ,白布で包む こと,遺体を戸

様である｡

結婚 ･葬式 とも手伝い人,参会者が宗教によって限定 され ることはないが,近隣,親族関係

などに よって自然に一万に芳一寄 ることはもちろんである｡Tolotangの場合はその上 Tolotang

56)結婚式の招待状などにほ 神の御紬こよってという場合,ToloLa輔 も Tull乙lnYal唱 MこIllt,IEsaを用い
るO

.i-'7)例えば,ムスリムは屋外で椅 J'･を使ってお客を接待するが,Tolotangは現在でも家の前壁を抜いて陳

を継ぎ,大きな広間を作って, そこで椅 ｢を使わずに接待する.なお,TolotIlngの結婚については
Tj;lklくe1970参照｡

428



前田 :コミュニティ宗教におけるシツ ポル

内部での相互扶助が末だ強 く働いているので,ムス リムが手伝いにいくということは稀 といえ

る｡ ただ し社会的に上位の者の時は,他のグル-プ,宗教か らの参会者が多い｡58)

6.Ⅴ.礼拝

Tolotangの間ではモスクのような共同礼拝堂はない｡人々が集まるのは,uwaの家 と墓場

とである｡ Uwaの家は 一般のブギス人の 家の標準59)か らすれば 2,3倍の 大 きさがあ り,

Amparitaでは菅の ArungAmparitaの家 とならんでも1)とも大 きい｡これは uwaがその

信者をいかに搾取 しているか という例に よく引かれるが,一種の集会所 としての機能を果た し

ているというべ きである｡ そ してこの集会 というのは,それが uwaの家であろうと,墓場で

あろうと,uwaが信者にその教義を説明する機会 として重要である｡

Tolotangにも marellau と呼ばれる祈 りはあるが,イスラームの様に形式化 していない｡

ムス リムか らすれば,Sembahyangのあるなしが鼓 も重要なイスラームの基準であることは既

にふれた｡礼拝に対する Tolotangの頑強な抵抗も礼拝の象徴的な重要性を示 している｡

6.vi.巡礼

Wajoか ら移住 してきた際の指導者の IPabbareの墓が Amparitaの西 2km の Perri-

nyamengにあ り,もう1人のIGoligaの墓は Pare･Pare県の Bacukikiにある0IPabbare

は死ぬ間際に遺言して,彼女の死後毎年 1回墓参 りに くることを子孫に命令 した｡ これ以後,

年 1回の Perrinyameng詣では, どんな遠い所にいても TolotangAsliである限 り参加 し

なければならぬ義務 となっている｡ この際に,Bacukikiの墓,故郷の Waniでの墓,その他

wahyuを受けた と信 じられている人々の墓参も行なわれることがある｡

この Perrinyamengの年祭は manresipulung(集まり) と呼ばれ,(1)聖別された獣のい

けにえ,(2)Massempeといわれる足斗技,(3)IPabbareの墓のお参 りの三つか らなる｡ 日

取 りの決定,祭把の執行などは UwattaBattoaeの権限である｡ 当日60)は,iPabbareの墓

が中央にある墓地 とその周辺の空地 2ha81)に,各地か ら集まった TolotangAsliがそれぞれ

の小屋掛けを作 り,また来客用の場所 も設け られる｡(1)の獣はこれ らの人の共食用に用いられ

る｡(2)の足斗技は,昔王が来臨 した時にその慰みとして 設けられたものだという｡ Tolotang

以外の来客の目当てはこれの見物である｡ 昔は大人が参加 したが,本当の争いなどに発展 した

り恨みを残すことが多かったので,最近では年少者 (12,3才まで)に限 られ,それも全部で

2時間 くらいしか行なわれない｡

58)注 49)の中尉の軍葬の時には,県長,軍司令官以外に,県･郡の役人やムスリム有力者が多勢参加して

行われたが,TolotangBentengの有力者は一人も顔を見せなかった.結婚式よりも葬式のほうがより
保守的傾向をおびる一つの事例かもわからない｡

59)Pelras1976.
60)1976年は少し遅れて2月8日(‖)に行われた｡
61)2年前から鉄条網で囲まれている｡墓地は森の中にある｡その他の基地も鉄条網で囲われるようになっ

た｡
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この外側の騒々しさとは対照的に,森の中では IPabbareの墓を取 り囲んで信者達が黙然

と坐っている｡ 外での Massempeが始まる頃に,uwaに順番に導かれて墓のある棚の中に入

り,シレをuwaの前に置 き,墓の上にある穴か らの泥をシレに塗 りつけても(-)って祈誓(niat)

する｡ この墓参 りは夜まで続 くが,終わった人は自由に帰っていく｡62)

TolotangBentengは決 してこの年祭には参加 しない｡それに匹敵するものとして,Amparita

の開村以来あるといわれる BungingngePakkawarueという井戸の周 りでの儀礼を行なう｡

ほぼ 9月頃といわれ,各地か ら TolotangBentengがみんな集まってき, その中にはメッカ

巡礼をすまして白い-ジ帽を着けた人も混 じっているという｡

その他,ムス リムも Tolotangも区別な く詣でる Lowa山やその他の泉,墓などの聖地も

多 くある｡

6.vii.伝統的生活様式

今まで度々Tolotangは伝統的な儀礼を保持 していると述べてきた｡ このような伝統志向性

は,ムス リムと比較 した場合,生活全般についてもいえることで,例えばムス リムの家では必

ず椅子があるのに,Tolotangでは椅子を用いないで板の間に坐ることなどは重要な相違であ

ると考えられている｡ 最近はタバ コにかわってしまったが,ごく少 し前までシレ,ピナンを接

客用 として用いていた｡ これ らの伝統的 といわれる生活様式が徐々に 日常生活か ら消えてゆ

き,儀礼的な時に思い出されるだけにな りつつあることも確かである｡ 衣服は日常ではムス リ

ムと変わ らないが,より多 くの枚会にサロンを用い,上述 したように mappenreinanreの時

には草履をは くことができない｡また,オー トバイが普及 しても,巡礼の時には馬を乗用 とす

る｡ 冠婚葬祭,稲作儀礼などの時には古い伝統的な儀礼に忠実であろうとする｡ 日常的には近

代化を受け入れなが らも,その節 目節 目では伝統的様式が残されているといえる｡

Ⅱ お わ り に

なぜ,Tolotangがムス リム社会の中でムス リムに吸収されずに存在 し待たか ということは,

逆説的にいえば,Tolotangとムス リムとの相違が非常に少なかったか らだと言えよう｡それ

は,ブギスの伝統文化の強さを示すものであると同時に,スラウェシでのイスラーム化が伝統

文化の担い手自身である貴族によって稀釈された形でなされたことにもよろう｡ 極端にいえ

ば,最初のイスラーム化はコミュニティ宗教 (ブギス文化)によるイスラーム要素の吸収の段

階 ともいえるo さらには,本稿で 十分触れることのなかった 階層内婚が, イ トコ婿の選好,

hypergamyの強調によってうまく機能 し続けたことにもよろう｡

ムス リム側か らの Tolotangを改宗 させようとする動 きは, スラウェシでのイスラーム化

62)この年祭に参加せず,別に Amparita詣でを行うWajo(Uloe,Otting)の Tolotangもいる｡ これを
ukkangと呼んでいる｡
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浴,いまや,ブギス文化 (コミュニティ宗教)の中でのイスラ-ムの増殖 と純化 ･拡大の時期

にあたっていることを暗示す るのかもしれない｡Tolotang の将来は,前パラグラフで述べた

内的な要因と同時に,Tolotangが政府か らヒソ ドゥ-としで正式に認め られるかどうか とい

うこと,周囲のムス リムが今後 どのような反応を示すかにもかかわっている｡ ヒン ドゥーとし

て認め られ,ムス リムもTolotangを差別視 しないような状態になれば,む しろ Tolotangは

民聞信仰 として残存は しても自然にムス リム社会に融合 して しまうかもしれない｡その逆であ

)吊ま,迫害されるコミュニティのシソボルとして Tolotangはますますイスラームと対立的な

方向を指向 してい くであろう｡ それを支えていくのは,(1)少な くともイスラームと同価値をも

った一つの宗教であるという確信,(2)すでに過去 300年にわたってイスラームと共存 してそjL

に併呑されなかった とい う歴史的な自信,(3)いわれなき迫害に対す るルサンチマンなどであろ

う｡Tolotang の宗教的意義 よりは Tolotangに帰属 しているとい うことが強調され,その内

容よりも標示機能が問題になって くる｡ ある意味では,個人の自由とコミュニティあるいは社

会の拘束力 との平衡がどのように変化 していくかを見ていく上での好個のデータを提供 して く

れるといえる｡
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