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「ことだま」とは何か？
―ジブリアニメ『千と千尋の神隠し』を起点として―

問題の所在　―「ことばの力」とは何か？―

　ジブリアニメのひとつに『千と千尋の神隠し』と

いう作品がある。この作品のなかで、「ことばの力」

を感じさせる場面が多々ある。例えば、主人公であ

る 10 歳の少女、千尋は湯婆婆のもとを訪れる前に、

ハクに「本当の名前」を決して名乗ってはいけない

と言われる。「本当の名前」を名乗ることは何を意

味するのか。相手に名前を知られることは、相手に

支配されることに結びつく。逆に言えば、名前の知

ることでその人物の全てを知ることが出来ると考え

られたのではないだろうか。

　また、作中のなかで、「えんがちょ」と言って悪

いものを引き離すまじないをする場面がある。縁を

切ることを意味する「えんがちょ」を唱えることで、

まじないの効力が発揮される。さらに主要登場人物

のひとりである湯婆婆は約束や契約を重んじてい

る。それらには言葉の呪術的な働きが関係している

のではないだろうか。『千と千尋の神隠し』の隠れ

たテーマとして「ことばの力」があるように思われ

る。たかが「ことば」、されど「ことば」。

　ついては、「ことば」がなぜ、これほどまでに力

を持ちうるのかについて以下に考えていきたい。「こ

とばの力」に対する思想の原点を探るべく、第一章

では『万葉集』の和歌を例に考察を進め、第二章で

は、言霊の役割や力について触れたい。そして第三

章では、民俗学者として名高い折口信夫の文献を参

照し、第四章では宗教上でのことばの立ち位置を『新

約聖書』の「ヨハネによる福音書」のことばに見て

とることとする。

第一章　万葉集に見る「ことだま」の用例

　「ことばの力」を考える上で、まず念頭に思い浮

かぶのは、「ことだま」である。そこで、「ことだま」

ということばの意味をいくつかの関連する辞書を引

用しながら明確にしていきたい。

言に靈を認める日本古代の信仰。言が単に思想や

感情を述べる方便ではなく、生命あるものとする。

言霊という語は『萬葉集』其の他に見られる。（『神

道大辞典　第二巻』）

 『精選　日本民俗辞典』には、「ことだま」という

項目はないが、「ことだま」と関連すると思われる「忌

言葉」や「神」、「唱え言」などの項目に、『言霊信仰』

という言葉が以下のように見られる。

・言葉は単なる記号ではなく、現実に作用しそれが

指し示す実体を呼び起すという観念、すなわち言

霊の信仰がある。（忌言葉）

・願望を言葉で発し、その魂の力で成就させる言霊

の信仰が生まれ、祝詞や呪詛の働きが重視された。

（神）

・その多くは、定型句が、主に五音・七音を中心と

した一定の音調で反復されて、うたのように唱え

られる。深く信仰に結びついた言葉で、言霊信仰

をその起りとし、言語の技によって超自然の力を

も動かそうとするものであり、諺の古い形態をと

どめているとみられる。（唱え言）

　まだ文字がないころ、言葉は単なる伝達の道具で

はなく、霊威や威力などの何らかの力を持つと信じ

られていた。こうして八百万の神々の思想から発展

して、言葉にも神が宿るとする言霊信仰が古代の日

本に生まれたのではないだろうか。ここで考える「こ

とだま」は、書き言葉ではなく、文字がまだない段

階の話し言葉である。古代の人々が言葉に対してど



のように威力や霊力を認めていたのかをいまとなっ

ては知るよしもない。文字化されたその痕跡をたど

ることでしか「ことだま」ということばがどのよう

なときに用いられたのかを知るすべはない。その痕

跡をかろうじてうかがえる資料として『万葉集』が

ある。「言霊」の語が記載された用例を以下に考察

する。

 『万葉集』の中で、「言霊」ということばが用いら

れている歌の用例は、たった三つしかない。その一

つ目は、第五巻の山上憶良「好去好来歌」である。

なお、引用は折口信夫の『口訳万葉集』からのもの

で、折口のつけた訳文を合わせ載せておく。(1)

神代よりいひ伝てけらく、空見つ大和の国は、す

めろぎのいつくしき国、言
・

霊
・

の幸はふ国と語りつ

ぎ、いひつがひつゝ―――（大昔から、云ひ伝へ

て来たことには、此日本の国は、御先祖の神様達

のおこしらへになつた、立派な国であり、それか

ら、言葉には不
・

思
・

議
・

な
・

作
・

用
・

があつて、霊妙な結果

を現す国だ、と語り伝へ、云ひ伝へしてまゐりま

した。）

　この歌は、天平五年（733）四月の出発を翌月に

控えた第九次遣唐大使の多治比真人広成の訪問をう

けて、山上憶良が贈った送別の歌である。題にある

「好去」は、「送別の時に、留まる者が行く者に対し

て贈る祝福の言葉」である。このことから、山上憶

良は、危険な渡航やこれからの慣れない土地での生

活、言葉の通じない世界での活動が上手くいくよう

に、という想いを「言霊」という言葉に託して歌を

詠んだのではないだろうか。

　二つ目は、第十一巻の柿本人麻呂の歌である。(2)

言
・

霊
・

の八十の衢に夕占とふ。占、まさに告れ。妹

会はむと、我に告りつる（四通八達の辻に出て行

人の詞に潜んだ不
・

思
・

議
・

な
・

力
・

をば、夕占によつて自

分は問はうと思ふ。どうぞ占ひが実際通り、どう

か託宣を下して下さい。いとしい人に会へるとい

ふことを。）

　歌に出てくる「八十の衢」は「路が多岐に分かれ

ている辻」のことであり、「夕占」は、「道ゆく人の

何心ない言葉を聞いて自らの関心事の吉凶を占うこ

と」である。「夕方のいわゆる大禍（おおまが）時

の雑踏は言霊の盛んに活躍する場であ」ると考えら

れたため、このような占いが行われるようになった

とされている。この歌から、話される「ことばの力」

は実現化することのできるほどの力があると信じら

れていたことが分かる。だからこそ、この歌の作者

である柿本人麻呂も、行き交う人々の何気ないこと

ばから言霊の力を借りて自分の望みを叶えようとし

ているのだろう。その思想は現代の「有言実行」と

いう四字熟語と近いと言えるかもしれない。

　三つ目は、第十三巻の柿本人麻呂の歌である。(3)

磯城島の大倭ノ国は言
・

霊
・

の助くる国ぞ。まさきく

ありこそ（大倭の国は、言葉にひそんでゐる精霊

が、不
・

思
・

議
・

な
・

作
・

用
・

を現して、人に力添へをしてく

れる国である。私が今かうして祈つているのだか

ら、きゝ目のない訣はない。どうぞ無事でいらつ

しやつて下さい。）

　この歌からは、祈りも「ことばの力」を発生させ

るひとつの行為であったことが分かる。訳にある

「効き目のないわけはない」という言葉からも、言

霊の効果を疑いなく信じていることが分かる。言霊

は、人に力添えをしてくれる善の存在である印象を

受ける歌である。また、大和の国は、言霊と人が共

存し、言葉に潜んでいる精霊たちが、人の世界を支

えているとされていた考え方があったということが

分かる。

第二章　折口論に見る「ことだま」とは何か？

　『万葉集』が書かれた時代には言霊という考えが

あった。相手の安全や自分の願いを成就させるため、

言霊の効果が期待されていた。言霊には、そのよう

な人の想いや願いを現実にすることのできる力があ

るとされてきた。言霊とは、万物に霊が宿ると信じ

られた思想が言葉にも及び、霊の宿った力のある言

葉を発することで、霊の力を借りようとしていた思

想であったのだ。

　『万葉集』は文字がないころの言霊信仰の痕跡が

残る資料である。しかし、『万葉集』自体は文字化
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「ことだま」とは何か？

以後の時代につくられている。文字化以前と文字化

以後のちょうど過渡期にあって、それが言霊信仰を

生み出す起因になると同時に、失われた古代へのあ

こがれを駆りたてている。古代人にとって発話や声

は「言霊」と結びつく特別なものだった。文字化が

進むと同時に、文字で発話や声を偽装したいという

気持ちが生まれた。それを具現化したのが『万葉集』

に採られた歌であった。歌は伝達の道具でしかない

地の文や散文とは異なり、声に出してうたわれるこ

とで価値が出る。歌に「言霊」を用いて声にのせら

れることで「ことばの力」が発揮されることを期待

していたのだろう。

　しかし、数多くの歌が収録されている万葉集に「言

霊」が用いられた歌が三首という点から、古代人に

どれほど言霊信仰が浸透していたのか、という疑問

が残る。言葉の力を信じていたからこそ、言霊とい

う言葉を乱用しないようにしようとして歌が少ない

のか、それとも言霊信仰の普及の低さが歌の少なさ

に反映されているのだろうか。

『口訳万葉集』の筆者折口信夫は、別に「ことだま」

に関する文章をいくつか書いている。『折口信夫全

集』の中から「ことだま」について触れた箇所をピッ

クアップすると、十三項目にわたっている。

最初に「ことだま」ということばがでてくるのは、

「国文学の発生」というエッセイのなかである。こ

のなかでは言霊とまじないとの結びつきが書かれて

いた。(4)

　ことだまは言語精靈といふよりは寧、神託の文

章に潜む精靈である。

　折口は言語そのものが神というよりは、言語を使

うこと、つまり発話することで神託のことばになり、

力をもつということを主張しようとしたと考えられ

る。つまり、「ことだま」は一連の発話のなかにあ

るのだ。折口は、古代人同様に文字化以前の「発話」

主体に焦点を当てたのではないか。

　また、「古代人の思考の基礎」というエッセイの

なかでも、「ことだま」について論じている。エッ

セイのタイトルの「古代人」「基礎」という部分から、

「ことだま」は古代からある基礎となる思想である

ことが分かる。このなかで折口は以下のように述べ

ている。(5)

言靈は、單語、又は一音にあるやうに、古く神道

家は解いてゐたが、文章或は、その固定した句に

於て、はじめてある事實である。文章に、靈妙不

可思議な力がある、と言ふ意味からして、其が作

用すると考へ、更に、神の言葉に力があるとし、

今度は語の中に威力が内在してゐる、と考えた。

　折口はここで、「ことだま」は「単語」または「一音」

にあるように考えた神道家の意見を批判し、新たな

主張を展開していると考えられる。折口の主張では、

「ことだま」とは発話あるいは声にしてはじめて現

れる事象であった。ここから、「ことだま」の思想

の原点は、神道家たちのいう「単語」レベルの最少

単位ではなく、一連の「発話」行為という大きな枠

組みのなかにあったことが分かる。神道家は神の詞

に力があるということを正当化するために、「こと

だま」という概念を「単語」または「一音」にとり

いれた。それを折口は批判しているのである。

　別の箇所で、折口はまた以下のように述べている。

(6)

　言靈は、一語々々に精靈が潜んでゐることだと

する人が多い。だが、此は誤解だ。……つまり、

完結した意味をもつた文章でなければ、言靈はな

いことになる。

　

　ここでもやはり、「ことだま」は単語のひとつひ

とつに精霊が潜んでいるとする神道家たちの考え

は誤解であるという論を展開し、「完結した意味を

持つた文章」ということをいっている。「ことだま」

の正しい解釈として、さらに折口は、最低限の「句」

あるいは「短文」ということを主張している。(7)

　言靈は、詞靈と書き改めた方が、わかり易いか

も知れぬ。最少限度で言うても、句或

は短文に貯藏せられてゐる威力があり、其文詞の

意義そのままの結果を表すもの、と考へられて居

たのである。

　　

　折口は「言霊」の表記に着目し、「ことだま」を「詞



霊」と書き改めたほうが本来の意味を分かり易く表

せるのではないかとしていた。折口の考える「こと

だま」の本来の意味とは、「発話」主体のなかにあり、

文字化以前に帰るということであった。「言霊」と

いうと、文字化された「単語」ひとつひとつに精霊

が宿っている印象を受ける。しかし、「詞霊」とす

ることで、意味を持った文章のなかで言霊が宿ると

いう解釈がしやすい。折口は「ことだま」とは単語

ひとつひとつと結びついているものではなく、文章

や句などの一連の発話のなかで響く声、そこに宿る

力であるとしている。そのような思想であることを

「言霊」の表記の問題から定義したと考えられる。

　『折口信夫全集』に見える「ことだま」に関する

主張を参照し、言霊と思想の結びつき、そして国文

学と言霊信仰の結びつきを考察した。折口の論では、

「ことだま」とは発話や声から生まれた思想である。

その論は、文字がないころの言霊信仰の痕跡がかろ

うじて残された資料『万葉集』の「言霊」をとらえ

ている。しかし、神道家によって一連の発話ではな

く「単語」や「一音」に宿るという考えがもたらさ

れた。そうした考えは、文字化以後の立場からの発

想である。そのため、文字それ自体に霊力が宿ると

考えた。しかし、「ことだま」の原点は文字化以前

にある。そこに着目した折口は、文字化以前の「発

話」主体である古代の思想に立ち返ることで本来の

言霊信仰を論じようとしたと考える。

第三章　教祖の声をいかに聞き取るか？

　折口が文字化以前の古代に帰るという発想をどこ

から得たのかについては別途考えるとして、古代信

仰の問題を考える際に宗教における神のメッセン

ジャーとしての教祖のことばをいかに伝えるかとい

う問題が共通してあると言えよう。

　そこで、世界三大宗教のひとつであるキリスト教

の正典である『聖書』を参考にして考察していきた

い。そのなかでも、「ヨハネによる福音書」という

項目に焦点を当てたい。 

　ヨハネによる福音書の冒頭は次のような一節では

じまる。(8)

初めに言（ことば）があった。言は神と共にあっ

た。言は神であった。この言は、初めに神と共に

あった。万物は言によって成った。成ったもので、

言によらずになったものは何一つなかった。言の

内に命があった。命は人間を照らす光であった。

光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しな

かった。……

　ヨハネがこのような文を書いた背景や意図は何

だったのか。

　ヨハネは、イエスの十二弟子のひとりであり、兄

弟ヤコブとともにイエスに従った人物として知られ

ている。十二弟子のなかで、イエスの側近として仲

間とともにイエスの重大な時機を過ごした。イエス

の昇天後はペテロに次ぐ重要な位置を占めており、

共に活動していたとされている。

　「ヨハネによる福音書」は、『新約聖書』のなかに

ある２７の文章群のひとつであり、『聖書』の冒頭

に置かれている福音書の第四番目に書かれているも

のである。相浦忠雄他編の『聖書事典』によると、

「ヨハネによる福音書」の思想的特徴は、「受肉した

言葉としてのイエス」が書かれている点であるよう

だ。また、人間的な面と同時に、栄光・生命・光な

どの語によって表わされているイエスの神的な面が

強調されているそうだ。(9)

　ここで、前述した「ヨハネによる福音書」の思想

的特徴である「受肉した言葉としてのイエス」とい

う表現に注目したい。そこに今まで述べてきた「こ

とだま」との共通性が見てとれる。イエスの死後、

イエスの肉声は再現不可能だった。そこで、イエス

の肉声を文字化することでイエスの肉声を再現させ

ようと試みたと考えられるのではないか。言い換え

れば、「書かれた音声・肉声」という矛盾めいた営

みをあえてしたと言える。

　ではなぜ、それほどまでに音声・肉声に執着した

のだろうか。声は、響きと共に全身そして五感に受

け止められる。この、全身で受け止める作用をもつ

声でことばを伝えることで、ことば自体も全身で受

け止められる。つまり、イエスの肉声で伝えられた

ことばは、全身で反芻されたのだ。全身で受け止め

られる音声の作用にヨハネは気がついており、その

ためイエスの肉声の再現である『聖書』、つまり文

字を正当化するために、冒頭の一節を書く必要が
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「ことだま」とは何か？

あったと考えられる。

　西洋史の研究者である祈寛恵は、「言（＝ロゴス）」

という文字に着目する。(10)

さて「言」というギリシア語は単に言語を意味す

るだけのものではなく、物の本質、原理、理法、

法則をも指す言葉でした。ヨハネの意識であの方

はまさにこれだったのです。そうして、その真理、

原理であり給うあの方はまた、イスラエルに伝承

されてきた絶対者「神」とそのはじめから共にあっ

たのです。

　物の「真理」や「原理」を示すギリシア語の「言

（＝ロゴス）」を『聖書』の日本語訳は「ことば」に

置き換えた。神は、目には見えない存在である。実

体がない存在は非常に不安定である。物の「真理」

や「原理」であるはずの神の不明確さを補完する媒

体が「言（＝ロゴス）」であり、「ことば」だったの

ではないだろうか。

　また、レオン デュフール編の『聖書思想事典』

によると、ヨハネは、福音書のなかで「福音」とい

う語を使わず、代わりの語として「言葉」とか「証」

を使用しているという。(11)ヨハネは「言（＝ロゴス）」

というギリシア語の意味を知っていたからこそ、そ

れに対応する表現として「言葉（＝福音書）」を使っ

たと考えられる。文字化以後の世界で、物の「真理」

や「原理」と同等の存在であり、失われたイエスの

肉声を今に再現できる媒体として「言葉（＝福音）」

があったのだ。

結論 複製媒体としての文字と「ことばの力」

　技術の発展とともに CD や VHS などの複製芸術

が増えた。かつてベンヤミンが『複製技術時代の芸

術』において考えた以上に、今日では音声を複製し

たり、再現したりすることは容易になった。(12) し

かし、『万葉集』や『聖書』が書かれた時代を考えると、

音声の再生は容易でなかった。その唯一の手だてが

文字だった。つまり、文字は原初的な複製媒体であ

るということである。一連の発話を文字によって再

現させようとするところに、矛盾が生じる。この矛

盾のなかに『万葉集』も『聖書』もあり、折口の志

向した古代幻想もあった。文字化以後の世界から見

れば、文字は発話を偽装するぬけがらにすぎない。

つまり、音声の複製媒体である文字は、ベンヤミン

の言う複製芸術のはしりに他ならないのだ。

　ジブリアニメ『千と千尋の神隠し』も映画という

複製芸術のひとつである。だが、私たちは千尋やハ

クの肉声を（それはあくまでも声優たちによって偽

装されたものでしかないのだが）直接、耳にするこ

とができる。だとすれば、この作品は「ことばの力」

についての描写を取り入れることで、新聞や雑誌、

本などの文字に囲まれて生活している現代での「発

話」の重要性をあらためて取り戻そうと意図したの

ではないか。あたかも『万葉集』や『聖書』と同じ

ようにして。
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