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はじめに

ホスピスケアにおいては、死を前にした患者本人の全人的痛みに対する全

人的ケアの必要性が強調される。そして、それと同時に患者が亡くなった後、

死別によって遺族が持つ「悲嘆」（grief）に対するケア、すなわちグリーフ

ケアも、ホスピスケアにおいては欠くことができない。その死別による悲嘆

の要素の一つとして、亡くなった身近な者（の霊魂）が、死後落ち着くべき

ところに落ち着いて安らかに鎮まっているかどうか等の、スピリチュアル

(溌的':｝）な不安、摘みとして捉えられるものがある。本稿は死別による遺

族の悲嘆に対するグリーフケアにおいてもスピリチュアルケアが必要である

ということ、その際地域の文化、信仰等を考慮する必要があるということを

示し、したがって、沖純におけるグリーフケアを考えるときも、マブイ（溌

魂）と死後についての沖繩独自の考え方を理解し、それに即したケアが必要

になるということを論じる。そして、そのような観点から、沖縄においては

死者のマブイ（霊魂）に対するヌジファ（抜霊）の一連の儀式が、そのよう

なスピリチュアルケアの懲味合いを持っているということを論じることを目

的とする。
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Ｉグリーフケア

日本ホスピス緩和ケア協会は、ホスピス・緩和ケアの基本的な考え方につ

いて、次のように述べている(2)。

ホスピス・緩和ケアは、治癒不可能な疾患の終末期にある患者およ

び家族のクオリティーオブライフ（ＱＯＬ）の向上のために、さま

ざまな専門家が協力して作ったチームによって行われるケアを意味

する。そのケアは、患者と家族が可能な限り人間らしく快適な生活

を送れるように提供される。ケアの要件は、以下の５項目である。

１）人が生きることを尊重し、誰にも例外なく訪れる「死への過程」

に敬意をはらう。

２）死を早めることも死を遅らせることもしない。

３）痛みやその他の不快な身体症状を緩和する。

４）精神的・社会的な援助を行い、患者に死が訪れるまで、生きて

いることに意味を見いだせるようなケア（霊的ケア）を行う。

５）家族が困難を抱えて、それに対処しようとするとき、患者の療

養中から死別した後まで家族を支える。

この考え方はホスピスケアの基本をなすものである。重要な考え方がいろ

いろ述べられているが、このなかで遺族へのグリーフケアという観点から本

稿として特に注目したいのは、患者に対するケアだけでなく、家族に対す

るケアもはっきり調われていることである。確認すると、「患者および家族

のクオリティーオブライフ……｣、「患者と家族が可能な限り人間らしく……｣、

｢５）家族が困難を抱えて、それに対処しようとしているとき、患者の療養

中から死別した後まで家族を支える｡」

このように、ホスピス・緩和ケアにおいては、家族へのケアという視点が

欠かせないが、これはＷＨＯの「緩和ケア」（paniativecare）の定義にお
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いてもはっきり述べられている。要点を見ると、緩和ケアにおいて重要なこ

とは、患者の痛みをコントロールすることであると同時に、心理的、社会的、

霊的（Spiritual）な問題のコントロールであり、緩和ケアのゴールは、「患

者とその家族」（patientsandtheirfblmnies）の最善のクオリティーオブ

ライフを実現することである。緩和ケアは、生を肯定し死を自然な過程と見

なし、死を早めたり遅らせたりせず、苦痛を和らげ、ケアの心理的側面と霊

的側面を統合し、患者が死に至るまでできる限り患者の活動をサポートし、

患者の病気の間および死別に際して、「家族」（family）がうまく対処できる

ようにサポートする、と述べられている。このように、ＷＨＯの緩和ケアの

定義においても、患者の家族に対するケアの必要性が謡われているのであ
る(3)。

家族に対するそのようなケアのうち、患者が亡くなった後家族が経験する

深い悲しみ、「悲嘆」（grieDにたいするケアの重要性が、近年強調される

ようになってきた。それは、愛する人、大切な人を死によって失ったとき、

誰もが感じるであろう「悲嘆」に対するケアであり、グリーフケア（grief

care）といわれる。死別によるこの悲嘆をうまく克服できない場合、心身に

悪影響が出ることにもなってしまう。

愛する人を失った遺族は、「悲嘆のプロセス」（griefprocess）と呼ばれ

る一連の過程をたどることがあると言われる。アルフォンス・デーケンは、

それを次の12の段階に分けた(4)。①精神的打撃と麻痩状態②否認③パ

ニック④怒りと不当感⑤敵意とルサンチマン（うらみ）⑥罪意識

⑦空想形成、幻想⑧孤独感と抑うつ⑨精神的混乱とアパシー（無関心）

⑩あきらめ－受容⑪新しい希望⑫立ち直りの段階―新しいアイデンティ

ティの誕生。しかし、もちろん、アルフオンス・デーケンも認めているよう

に、喪失の経験をする全ての人がこれらの12の段階を順序通りに全部通る訳

ではない。したがって、そのような段階を固定的に捉えずに、柔軟に見てい

けば、そのような設定は死別の悲嘆を考える上で確かに有用なものであろう。
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そして、このような心理的な悲嘆反応に関連する要因として、死別した相

手との関係（夫婦、親子、兄弟姉妹等)、死の原因（病気、自殺等)、死の様

子（安らかな最後であったか、苦しんだか等）等があるが、後で見るように

その中に民族性や文化的な要因が挙げられる。悲嘆のプロセスに関連するこ

の「宗教や民族`性、地域性、文化的な要因」は、いわゆるスピリチュアルペ

インと深く関連してくると考えることができる。

Ⅱスピリチュアルペイン

ホスピスケアにおいては、全人的なケアが重視される。全人的なケアとは、

患者を身体的な病気を持つ人としてケアするだけでなく、家庭を持ち、社会

人として生き、様々なことを感じ、考え、信じている一人の人間としてトー

タルにとらえてケアすることと言えるだろう。したがって、患者が持つ痛み

も「全人的痛み」（totalpain）として理解しなくてはならない。それは具

体的には、身体的痛み（physicalpain)、心理的（psychological）痛み、社

会的痛み（socialpain)、スピリチュアルな痛み（spiritualpain）の四つ

であるとされる。これはすでに見た、日本ホスピス緩和ケア協会の「ホスピ

ス・緩和ケアの基本的な考え方」にも示されていた。

身体的痛みは癌がもたらす身体的な痛みや不`決な症状等であり、心理的痛

みは不安感や絶望感、鯵状態等であり、社会的痛みは仕事や家族に対する気

がかり、心配等であり、あまり分かりにくい点はないだろう。しかし、スピ

リチュアルペインとは何であろうか。この点を巡っては、様々な議論が行わ

れている。上で見た、日本ホスピス緩和ケア協会の「ホスピス・緩和ケアの

基本的な考え方」においては、その４）で「患者に死が訪れるまで、生きて

いることに意味を見いだせるようなケア（霊的ケア）を行う｡」と述べられ

ている。この「霊的ケア」は、スピリチュアルケアのことであると言える。

この点について本稿で十分な検討をする余裕はないが、いくつか見ることで、

スピリチュアルペインの中の１つに死後についての不安があるという、本稿
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にとって重要な論点を確認しておきたい川。

窪寺はスピリチュアリティについて、「スピリチュアリティとは、人生の

危機に直面して「人間らしく」「自分らしく」生きるための「存在の枠組み」

｢自己同一性」が失われたときに、それらのものを自分の外の超越的なもの

に求めたり、あるいは自分の内面の究極的なものに求める機能である。(6)」

と定義し、スピリチュアルペインについては、「スピリチュアルペインとは、

人生を支えていた生きるJ意味や目的が、死や病の接近によって脅かされて経

験する、全人的苦痛である。特に、死の接近によって「わたし」意識がもっ

とも意識され、感情的、哲学的、宗教的問題が顕著になる｡」と定義してい

る(7)。そして、「死に直面した人は誰でも……死んだ後の自分の生命や存在

のことなどを考える。死後の自分は一体どうなるのかという不安である。(8)」

と述べ、さらに「スピリチュアリティは、死後の世界を示す。……死に逝く

人は、死後の世界の有無に関心がある。死に逝く人の魂の関心に応えるのが、

スピリチュアリティの機能である。この機能は死後の世界を肯定するように

働く(9)」と述べている。人間としてあるいは自分自身としての我々の存在

の根底が迫りくる死によって脅かされ、失われたときには、我々は死後の世

界に関心を持つようになり、それに肯定的になるが、スピリチュアリテイは

そのような関心に応えるように機能するものであるとされている。

村田は、スピリチュアルペインを「自己の存在と意味の消滅から生じる苦

痛」と定義する('0》・死を前にした末期の患者は、自己の存在の消滅を実感

することによって自己の生の意味、目的、価値が揺らぐのを経験する.スピ

リチュアルペインの構造を解明するために、村田は人間存在の構造を「時間

存在｣、「関係存在小「自律存在」という３つの次元においてとらえてい

る('')。時間存在として人間は、過去と将来に支えられて現在、意味ある存

在となる。関係存在として人間は、自己のアイデンティティの確立のために

他者を必要とする。自律存在として人間は、自分のことや自己コントロール

が自分ででき、自己決定によって自分の価値が確認できるのである。このよ
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うな人間存在の３つの次元に対応して、それぞれスピリチュアルペインがあ

る('2'･時間存在として人間は、死の接近によって将来を失い、それによっ

て現在に生きる意味をも失ってしまう。関係存在として人間は、死によって

他者を失い、それによって自己の存在の意味をも失う。自律存在として人間

は、死の接近によってさまざまな「出来なくなる」を経験し、したがって他

者への依存を経験し、それによって自己の生の無価値、無意味さを経験する。

このようなスピリチュアルペインのそれぞれに対して、スピリチュアルケア

における要点が次のように言われている('3)。時間存在としての人間のスピ

リチュアルペインに対しては、患者自身が「死をも越えた将来を見いだす」

ことによって、新たに現在の意味を回復することが出来るだろう.関係存在

としての人間のスピリチュアルペインに対しては、患者が「死をも越えた他

者との関係を見いだす」ことによって、新たに自己の存在の意味が得られる

だろう。自律存在としての人間のスピリチュアルペインに対しては、患者が

｢知覚、思考、表現、行為の各次元での自律がなおも可能であることを知り、

身体に依存しないスピリチュアルな自己の覚知」によって、自己の自律が回

復できるだろうとする。このような３つの次元に関連した様々な問いとして

スピリチュアルペインが表出される。「なぜ私が？」、「これから私はどうな

るの？どこへ行くの？」等々・

以上のようにスピリチュアルペインは、我々の存在の根源的な意味や価値

の揺らぎや喪失に関わる痛みとしてとらえることができ、そしてその痛みに

は死後への不安に由来する要素が含まれていると言える。すなわち、「死ん

だらどうなるのか｣、「死後の世界はあるのか｣、「死後の裁きのようなものが

あるのか｣、「天国、地獄のようなものがあるのか」といった問いに関わる不

安である。
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Ⅲスピリチュアルペインとスピリチュアルケア、グリーフ

ケア、および文化的要因

ところで、このスピリチュアルペインは（他の３つの痛みと同様)、死を

前にした患者が持つことはもちろんであるが、身近な人等をなくした遺族も

持つといえる。それは我々人間がスピリチュアルな面を持つ存在である限り、

むしろ当然のことであるといえる。スピリチュアルペインは、死別による遺

族等の悲嘆の１つとして見ることができるのである。この点について、窪寺

は「スピリチュアルケアを必要とする人は、患者だけではない。末期がん患

者を抱える家族もまた、スピリチュアルペインを感じている【M)」とし、家

族のその痛みは患者の生存中だけではなく、次のように述べて死後にも見ら

れることを指摘している。「愛する者の死後、その家族は喪失感が大きくて

なかなか立ち直れないで苦しむことがある。喪失感の原因の１つは、亡くなっ

てしまった人がどこへ行ってしまったのかわからないということがある。('５１」

そして、そのような痛み、気がかりは、たとえば故人が天国へ行ったと考え

ることで軽減されると述べている。「愛する父親を見送った家族は「お父さ

んは、もう苦労から解放されて天国で微笑んでいる気がする」などと遺族や

親族の集まりで話す。……もし、父親が苦しんでいたら家族は安心していら

れない。父親が安らいでいると思うことが、遺族の苦痛を緩和している。('`'」

したがって、スピリチュアルペインに対するケアであるスピリチュアルケ

アもグリーフケアとしてとらえられる。そして、グリーフケアと深く関係す

る要因として考えられる民族性や文化的な要因を考慮に入れることはスピリ

チュアルケアに際してやはり重要である。死別による悲嘆は個々人によって

も異なる面があるが、文化によっても様々に異なるのである。沖縄における

ヌジファ等の儀式とグリーフケア・スピリチュアルケアの関連性について考

えようとしている本稿にとってこの点は重要であり、何人かの論者を手がか

りに確認しておきたい。

Eisenbruchも死別の悲嘆のあり方は文化（集団）によって異なるとし('7)、
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様々な文化（集団）について、例えば、アメリカの様々なエスニック・グルー

プ、つまり黒人、エスニック・チャイニーズ、東南アジアの難民、ハイチ

人、イタリア人、ギリシア人、スペイン語を話すグループについてそれぞれ

の悲嘆のあり方の違いを検討している('9)。そして、あるヴェトナム人の例

を挙げて、死別者にとって大きな意味を持ち、慰めとなるような伝統的な儀

式が行えないときは「死別のストレスは増大する。」（thestressof

bereavementisamplifled.）ということを示している(''１゜そのヴェトナム

人の場合、死者が死後の旅路で必要となるコインを死者の口に入れるのに死

後硬直のせいで苦労したことや、イギリスの親戚のところに埋葬したかった

が、そのための飛行機による遺体の移動に霊魂がついてこれずにさまよって

しまわないか（霊魂は死後７日目に家族の家の遺体を訪れるとされていた）

と心配したこと、また南向きの墓地が望ましいとされたにもかかわらず墓地

の監督官からは東南向きの墓地を指定されたこと、墓に要する多額の費用の

中に墓碑の分が含まれていなかったこと等々、伝統的なヴェトナムの習慣と

アメリカ、イギリス社会の習慣のずれによって、死後のほとんど全ての段階

で難問にぶつかり、苦しんだというのである。

そのような事例の考察を通して、Eisenbruchは葬儀等を含め死と死後の

一連の儀式は死別者にとってその悲嘆の癒しという点で大きな意義があるの

であり、別の文化集団のメンバーの悲嘆への援助を考えるとき、西洋的なグ

リーフカウンセリングの手法だけで考えるのではなく、それぞれの文化集団

内の健康に関する「専門家」（ethnichealthprofbssionals）の助けを借り

る必要'性についても検討しなければならないと述べている(20)。

デイビッド・キセインとシドニー・ブロックは、マオリ族の家族の例をあ

げて、悲嘆のケアにおいて、やはりそれぞれの文化と宗教を尊重することが

重要であることを示している鰹')。マオリ族の夫婦の夫が亡くなったが、夫

はマオリ族の出身、妻はイギリスからの移住者であり、共にカトリックの信

者であった。彼らは結婚後ニュージーランドを離れてオーストラリアに住ん
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だ。彼の死後マオリ族の儀式がカトリックのミサと並んで行われたが、遺族

はカトリックの儀式ももちろんではあるが、特にマオリ族の儀式によって大

きな支えと慰めを得ることができたのであった。そこから、デイビッド・キ

セインとシドニー・ブロックは、セラピストは文化的な問題と宗教的な習慣、

儀式の重要性を学び、家族がこうした儀式に対してどのような反応や気持ち

を持っているかということを探らなければならないとしている。

したがって、「それぞれの文化は、死を、そして死別を意味付ける特定の

方向と経路に従う行動体系を持ち、死を迎える者や死別を体験する人々を支

援するそれ独自の方法を持つ」のであって、「種々の文化の本質に存在する

精神的態度という独自な面を尊重すること」が重要になってくるのであ

る唖)。全米ホスピス協会（NationalHospiceOrganization）のホスピス

ケアにおける「25の基準」の「死別後のケア」の「基本方針」においても、

｢ホスピスは、悲しみを表に現すことを促し、喪失に関する社会的、宗教的、

民族的な多様性を理解し、意義のある埋葬のサービスを行い、祭儀に関わる

スタッフや家族を支援する｡」と述べられている(鯛)。

では、沖縄においては、グリーフケア・スピリチュアルケアを考えるとき、

人の死と死後、霊魂等について、どのようなことが考慮されるべきだろうか。

次に、この点について、考察したい。

Ⅳ死後のマブイ（霊魂）とグソー

沖縄の伝統的な考え方では、人が死ぬとそのマブイはシニマブイ（死んだ

霊魂、死霊）となってグソー（後生）へいくとされる砂)。

グソーがどこかということに関しては多少議論の余地があるところではあ

るだろうが、一般的にはグソーは墓であると考えられていると言えるだろ

う(2`)。というのは、たとえば盆の際に魂を迎えるのは墓からであり、また

清明祭では墓に親戚が集まって重箱等の料理を供え、先祖供養を行うからで

ある.あるいは、ヌジファ（次項参照）においても、マブイを導く目的地点
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}ま墓である。櫻井は「まさしく墓そのものをグソーの世界と考え鄭重に扱っ

ていた“)」と述べ、墓の内部で先祖や神々がどのように存在しているか、

図示して説明している(璽打。それによると、墓の内部の最も奥の中央に白衣

をつけたグソーの世界のウフヌシ（大主）であるウフヌシガナシ（大主加那

志）が坐っており、その隣にウフヌシガナシのトゥジ（妻)、ウフヌシガナ

シの前面にはアミダブトゥチ（阿弥陀仏）が侍坐し、一番新しい死者がウジョー

パンヌ神（御門番の神）として墓の入り口を守り、墓の内部中央の両方の壁

の側にウヤファーフジヌ神（先祖の神々）達がいて平常は寝ているが、必要

に応じて起きてくるのだという。

特に問題がなければ、通常は死後マブイはそのようなグソーヘと赴き、年

忌供養を受けて霊として鎮まり、安定していく。年忌供養は、地方によって

異なるが、１４仏事が行われることも多いようである。すなわち、初七日から

四十九日までの七七忌、百カ日、一年忌、三年忌、七年忌、十三年忌、二十
ワカスーコー

五年忌、三十三年忌である。このうち十三年忌までは若焼香、二十五年忌と
ウフスーコー ウワイスーコー

三十三年忌が大焼香と言われ、特1こ三一卜三年忌は終わり焼香と言い、この最

終年忌を終えることによって、マブイはそれまで保っていた個性を失って祖
ウワイスーコー

神へと昇華するするとされ(麹)、その意味で終わり焼香は祝儀とも見なされ

ている。「三十三年忌がすむと、「ウヤファーフジヤ、ウカミナイミセーン」

(祖先はお神になられます）という説明は今でも好んでなされる」(29)のであ

る。

人が死ぬと、マブイはそのようにして、墓へと赴き、祖神となりカミとな

るのである。しかし、何らかの事情で問題が生じた場合マブイが墓（グソー）

へいけずに、死んだ場所にとどまっていることがあり、その場合ヌジファが

必要になる。

Ｖヌジファ(抜霊)と、グリーフケア・スピリチュアルケア

ヌジファとは、一般的には次のように言えるだろう。たとえばある人が交
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通事故で死んだ場合、「マプイがその現場から離れきれないことがあるんで

す。というよりも、強い思念がそこに残っていて、いつまでも現世とのつな

がりがフシきれないでいるんですね。このため、霊としての浄化ができずに、

現世との間をさ迷い苦しんでいる。ヌジファはそういうマブイの現世とのひっ

かかりをとりのぞいて、安心成仏できるようにしようという祈願です。(３０１」

ヌジファは、病院での死、交通事故死、海での溺死、戦争での死、他郷での

死の場合等、様々な場合に必要となることがあるとされる。

ヌジファについては、櫻井が『沖縄のシヤマニズム』で詳しい研究を行っ

ている(31)。櫻井はヌジファを10の類型に分けて考察している(321゜しかし、

本稿でその全てを検討する余裕はなく、また本稿のテーマとの関連で考える

とき、その必要もないだろう。ここでは、筆者自身が行ったインタビュー調

査による事例と、櫻井の挙げている事例を要約する形で３つ見ることによっ

て、ヌジファが死別による遺族の悲嘆に対するグリーフケア・スピリチュア

ルケアの意味を持つことを確認したい。

事例①：2005年５月16日、筆者が那覇在住のＴさんへ行ったインタヴュー

より要約

Ｔさんの父親らは、第二次世界大戦における沖縄戦の際に山に避難したが、

そこではマラリヤが蔓延し、兄弟、親を亡くしてしまい、その場で山の中に

遺体を埋めたのだという。戦後、家に戻りひとまず落ち着いた後、もう一度

火葬をするために遺骨を拾い上げてきた。しかし、そのときには祈りをする

ような女性、祖母、母親も亡くなっていて、祖父一人、男でそういうことも

分からないまま、混乱期だったということもあって、そのまま火葬したのだ

という。しかし、何年もの後父が健康を害し具合を悪くしたとき、ユタの判

断でヌジフアの話が出た。戦後25年か30年たった頃であった。Ｔさんは、自

身もユタの事を学びユタの行う儀式は自らできた。そこで、このヌジファを

自分たちで行うことにした。父の元気な兄弟姉妹全員集まって、一緒に埋葬

－１１－
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していた山に入ったのである。地形はすっかり変わっていた。おば達はその

場を見たとき、当時を思い出してか、ヌジファを行うと、「祈っているそば

でわあわあ泣いていた」ということである。Ｔさん自身も、魂がそこで寝て

いたのだということで、本当に気になっていたという。「魂がようやくこう

してお墓にちゃんと100％安らかになると思ったら、もう胸がとっても晴れ

るということでね。おばさん達もお墓で本当にありがとうって｡」そのよう

にして無事、ヌジファを終えたのである。Ｔさんの父親も、現在いたって健

康だということである。Ｔさんは、何年たっていても、ヌジファが必要な場

合があると述べている。

沖縄戦では多くの犠牲者が出たが、その犠牲者の霊魂が死んだ場所を離れ

られずに、このケースのようにグソー（墓）に行けない場合があるとされる。

そのような場合、その霊魂をその場所からいわば「抜いて」グソーに導くと

いうヌジフア（抜霊）が必要になるのである。この場合、実に戦後25年か３０

年たった頃にヌジファが行われている。Ｔさん自身ユタの行う儀式のやり方

は身につけており、ヌジファを自ら行っているが、Ｔさんのおば達もＴさん

自身も、ヌジファによって魂がちゃんと墓に落ち着き、安らかになると思っ

たら、「胸がとっても晴れる」思いがしたのである。ヌジファによって、死

後の身内の魂の行方に関するスピリチュアルペインが癒され、スピリチュア

ルなケアがなされたと言えるだろう。

事例②：『沖縄のシヤマニズム』（櫻井）からの要約（ppl20-137）

大宜見村出身の平良氏の伯父がマニラの攻防戦で戦死したと伝えられてい

た。伯父の母親は息子のことが気がかりで那覇のユタのところを訪れた。ユ

タのハンジは、戦死した伯父の供養は現在のやり方では不十分で、やり直さ

なければならないと出た。南方フィリピンのマニラで戦死した伯父のマブイ

は成仏できずに、今もなお、戦地をさまよい続けているというのである.他

国で死んだ者のマブイを迎えるためには、「シューカーワタイ（潮川渡り）

－１２－
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のヌジファ」を行わなければならない。ユタによって日取りが決められ、専

門のトートゥサー（祈願者）によって平良氏等と共にそのヌジファの一連の

儀式が那覇のミーグシク（三重城）とヤラザームイグシク（屋良座森城）で

行われた。餅、米、酒、塩等を供え、線香を置き、伯父の霊をヌジファして

沖縄本島に迎え、線香にのり移らせ、そして生まれ故郷の大宜味村へと一行

は急いだのである。故郷の墓前でも、香炉に線香を立て、水、塩、酒等が供

えられ、ウチカビ（紙銭）の上に線香を置き、ウジョウバンヌ神（御門番の

神）に対してアミダプトゥチ（阿弥陀仏）の神へ合図して、ウフヌシガナシ

(大主加那志）へ通してくださいと祈願を捧げる。そのような祈願によって、

ウフヌシガナシの神が、深い眠りについているウヤファーフジ（先祖の神々）

を呼び起こして新しい死者と対面させるのだという。こうして神々の諒解を

得て、マニラでさまよっていた伯父のマブイはグソーに入ることができ、ウ

ヤファーフジの神々の一員となって安らかに眠ることができたのである。こ

れで、ようやく伯父のマブイも鎮まり、「かくして墓前の供養祈願を完了し

た遺族たちは、墓からムトゥジ〔ムトゥヤー。分家の親元の家〕に帰ると、
、、、、､、､､、､、

無事に祈願が終了したことを、満ち足りた思いをこめて仏壇に報告するので

あった｡」（傍点筆者）

以上が櫻井のあげている事例の１つの簡単な要約であるが、本稿のテーマ
、、、､、､､、､、、

との関連では、特に最後の傍点を振った「満ち足りた思いをこめて」という

箇所に注目したい。遺族として母親は戦死した息子（平良氏からは伯父）の

マブイのことが気がかりであったわけで、やっと故郷の墓（グソー）に入っ

て鎮まったのであるから、当然のことながらそれによって安堵したわけであ

る。このように、死後についての沖純の考え方に沿って、死者に対して儀式

を行い、供養することによって、死別した遺族はスピリチュアルな意味合い

でケアされたのである。
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事例③：『沖縄のシヤマニズム』（櫻井）からの要約（「Ｉ一般死者の場合

のヌジフアーニザシチユリーー」（pPl38-l42)）

本部町のＳ女のケースは、婚家の祖母の死にともなうものである。その祖

母が他家に嫁いだ次女（Ｓ女にとっての義理の叔母）の家で病死した。遺体

は自家に運ばれ葬式も、供養も丁寧に行われた。しかし、遺族は「チム

(cimu，気持ち）がワサワサ（wasawasa)、つまり胸騒ぎがしてどうにもな

らない｡」そこで、ユタのハンジを求めたところ、人がタビやユスシマなど

の部落の外で死ぬと、必ずそこにマブイが残り、ヌジファが必要であるとい

う。一般に、「長く病床に伏して、ついに幽明界を異にした死者の出たばあ

い、その死霊は寝座敷の畳に染みついて離れようとしない。そのままにして

おくと、この死霊が家族の者に霊威を及ぼすから、その死霊を抜きとって冥

界におくるヌジファをしなければならないのである。……まず、ユタがグイ

ス（祈願のことば）を唱えて、死霊を抜きとり、グソー（後生）へ行くよう

に祈願をこめる」のである。それをニザシチユリー（ヌジファのために寝座

敷のオユルシを乞うために行う巫儀）という。

ここでは、遺族が丁寧な葬式、供養を行ったにもかかわらず｢チム（cimu，

気持ち）がワサワサ（wasawasa)、つまり胸騒ぎがしてどうにもならない｡」

と言っていることに注目したい。死後の祖母に関して、何か「胸騒ぎがして

どうにもならない」というのである。そこで、ヌジファを行ったわけである

が、その結果遺族がどのように感じたかは残念ながら櫻井は記していない。

しかし、当然、安堵したであろうことは疑い得ないだろう。恐らく、「チム

ワサワサ」は収まったであろうと推測される。

この事例は一般的な死の場合のものとして挙げられているが、1977年に家

庭での死よりも病院でなくなるケースが多くなり現在では病院死が圧倒的に

多くなっている(３３)。そこで、病院でなくなった場合も、同様にヌジファが

必要になることがあるということを併せて確認しておこう。『ユタと霊界の

不思議な話』（pl44）で、あるユタは次のように述べている。「病院で死ん
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だ人のマブイがヌジファを要望するという例もあります。現世は、入院中に

死ぬということはふつうともいえるでしょうが、それにもこだわるマブイが

いるんですね。とくに、入院期間の長かった人か、お年寄りの霊に多いよう

です。この場合はユタが遺族とともに病院をたずねて、入院室に残っている

死者の遺念を離脱させます｡」事例③では「長く病床に伏して」と言われて

いるが、ここでも「入院期間の長かった人」と言われており、病院における

ヌジファもニザシチユリーに類するものと考えることが出来るだろう。病院

でヌジファを行うということも実際に少なくないようであり、筆者の行った

病院関係者に対するアンケート調査やユタに対するインタヴューでも、その

ことは明らかである⑱')。病院死が圧倒的に増えている現在、遺族がヌジファ

を望み、それによって安心できるというのであれば、その遺族に対するグー

リーフケア・スピリチュアルケアとして我々は病院死の場合にもヌジファの

意義を充分考慮しなければならないと言えるだろう。

終わりに

本稿は、遺族に対するグリーフケアのあり方を考えるとき、遺族のスピリ

チュアルペインに対するスピリチュアルケアもグリーフケアとして必要な場

合があること、そのようなスピリチュアルケアに際しては文化的、地域的な

違いを考慮に入れる必要があるということ、したがって、沖縄におけるグリー

フケアを考えるときにも沖縄独自の死と死後についての考え方、霊魂観等を

考慮に入れる必要があること、特にヌジファの意義が認められるべきであろ

うということを論じた。亡くなった身内等のマブイがグソーヘ行けず苦しん

でいると思えば、やはりヌジファによってそのマブイをグソーヘ導き、そこ

で鎮まり、神となってもらいたいと願うのは当然であろう。それによって、

遺族も安堵するのである(３５１。もっとも、安易に心身の不調をマブイからの

知らせと解釈しいたずらにヌジファにこだわるのは問題であろう。しかし、

それにしても、ヌジファを必要とする遺族がいることは事実であり、沖縄に
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おける死別による遺族のグリーフケアを考えるとき、ヌジファは十分考慮す

べきことであろう。

注

（１） 伊田広行（｢スピリチュアルケアをめぐる議論を見渡す｣、大阪経大論
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ConceptualFrameworkfbrComparativeAnalysis'，，Culture，

MedicineandPsychiatry，８(1984)，ｐ285.

Ｍ.Eisenbruch，“Cross-culturalAspectofBreavement.Ⅱ：Ethnic

andCulturalVariationsintheDevelopmentofBreavement

Practices，，，Culture，MedicineandPsychiatry，８(1984)，ｐｐ､324-

336.
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(19）

(20）

(21）

ｉｂｉｄｐｐ､329-331．

ibidpp､341-343．

DavidWKissaneandSidneyBloch，Fhz伽jb1Fbcz《ｓＢｄＧγ”

T7jBmｶﾂ，OpenUniversityPress，2002,ｐ87～89．（邦訳、『家族指

向グリーフセラピ－』、デイビッド・キセイン＋シドニー・ブロック

[著]、青木聡十新井信子［訳]、コスモス・ライブラリー、2004年、

ppll7-l20｡）

『死別』、ＣＭ・パークス箸、桑原治雄・三野善央訳、メディカ出版、

1993年、ｐｉ．

『日本のホスピスと終末期医療』、Ａデーケン・飯塚眞之編、春秋社、

1991年、ｐ241．

イチマブイとシニマブイの関係は明らかにすることが容易ではないよ

うであるが、本稿ではひとまず本文のように表現しておきたい。Ｃｆ

『沖縄のシヤマニズム』、櫻井徳太郎、昭和48年、弘文堂、pl87-188。

たとえば、仲松弥秀（『神と村』、巣社、1990年、ｐ80-82）は、人は

死ぬとニライカナイに逝くとしている。

櫻井徳太郎、ｏｐ・Cit・pl31o

ibidp､129-132．

平敷令治は、その箸『沖縄の祖先祭祀』（第一書房1995年）で、比

嘉春潮や仲松弥秀を引いて、「沖縄本島においても、三十三年忌を境

にして死霊が御神になると伝えられてきた｡」（p,62）と述べている。

ibiCLp､104．

『ユタと霊界の不思議な話』、月刊沖縄社編、1992年再販第２刷、pp

l41-142･

櫻井徳太郎opcit､138-195．平敷令治は、櫻井によってヌジファの

｢ほぼ全容が解明された」（『沖縄の祖先祭祀』ｐ68）と述べている。

10の類型とは、Ｉ一般死者の場合のヌジファ、Ⅱシューカーワタイ．

(22）

(23）

(24）

(25）

(26）

(27）

(28）

(29）

(30）

(31）

(32）
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沖縄におけるグリーフケアとしてのヌジファについて（浜崎盛康）

タマスウカビのヌジファ、Ⅲキガニ（ズ）ンに対するヌジファ、Ⅳウ

グヮンプトゥチのヌジファ、Ｖクイサギヌジファ、Ⅵヤーザレーのヌ

ジファ、Ⅶマブイワカシのヌジファ、Ⅷ移葬・洗骨のヌジファ、Ⅸカ

ンヌヤーのヌジファ、Ｘマブイグミのヌジファ、である。

(33）『死を学ぶ』、柏木哲夫、有斐閣、1995年、pp4-5。

(34）病院でのヌジファについての筆者の調査・研究は現在も進行中である

が、稿を改めて論じたい。特に、やり方によってはヌジファは病院側

にとって迷惑行為となることもあり、この点も含めて、ヌジファをめ

ぐる遺族、ユタ等、病院の三者の関係について論じたい。

(35）ヌジファによって遺族が安堵するのは、故人のマブイからの知らせに

よる心身の不調から遺族自身が回復することが期待できるということ

も理由の１つになっていると思われる。沖縄の「人々の死霊に対する

畏怖感は、本土のそれとは比べえないほど熾烈である｡」（櫻井、

opcit.p､189）とも言われている。
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