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要旨 

 

 2001 年 7 月 20 日に公開された、宮崎駿監督作品の「千と千尋の神隠し」は19年間も日本の映画興行収

入ランキング1位に存在し続けた。さらに、国際映画祭で優秀賞を受賞するなど、文化の発信における重要

な役割も果たしている。多くの人々に支持されるアニメーション映画を作製することは、単に娯楽の時間を

作る以上の多様な意味を持つ。本稿では、「千と千尋の神隠し」が成功した理由を調査するため、商品性及

びテーマのメッセージ性から作品を分析した。結果として、作品発表当時の日本は自己同一性や働く意義な

どに疑念を抱きやすい情勢になっていることが分かった。物語構造と登場人物の表情の描述が綿密に計算さ

れた作品であると明らかになった。よって、作品発表当時の日本社会のニーズに合ったテーマとそれを実現

させる技法が作品の成功要因である。 
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1 背景 

 2001 年 7 月 20 日に公開された、宮崎駿監督作

品の「千と千尋の神隠し」は19年間歴代興行収入ラ

ンキング1位の座に存在し続けた。2020年12月25日

に配給会社の東宝が2020年の興行成績を発表した

が、2020年6月から8月にかけての再上映分を加え、

本作品の興行収入は316 億8,000万円 (2020/12/15時

点)だった。加えて、世界的な賞も受賞している。第 

52 回ベルリン国際映画祭では優秀賞である金熊賞

を受賞している。第 75 回アカデミー賞では、アカ

デミー長編アニメ映画賞を受賞した。他にも数々の

賞を受賞しており、日本だけではなく、世界でも非

常に高い評価を受けていることがわかる。 

このように、国際映画祭で優秀賞を受賞するなど、

宮﨑駿監督作品ひいては日本のアニメーション映

画は世界に誇ることのできる芸術である。加えて、

巨大な市場を有する産業でもある。「千と千尋の神

隠し」のDVDソフト化による経済効果は270億円と

言われている。つまり、アニメーション映画は日本

経済を発展させる重要な要素の1つである。したが

って、多くの人々に支持されるアニメーション映画

を作製することは、単に娯楽の時間を作る以上の多

様な意味を持つのだ。本稿では、商品性と社会に対

するメッセージ性の強いこの作品を分析し、双方を

充実させるための要素を明らかにする。 

 

2 方法 

2.1 物語構造分析 

宮崎が提唱したテーマの中に、「10歳の少女に共

感させる」というものがあり、本稿はこれに着目し

物語構造分析を行う。小山内ら(2013)は認知心理学

の観点から物語読解において必要な要素と、完全に

物語を読解できた場合に得られる効用を分析した

論文である。小山内ら(2013)は以下の図1のように物

語読解プロセスを提唱している。図1より、物語を

視聴者に共感させるためには、登場人物における状

況モデルが成立している必要があると分かる。論文

では、読者の物語理解を阻害する主な原因の1つは

テキストの不連続性であると述べている。不連続性

が発生する個所は、時間、空間、オブジェクト、人

物、因果関係、動機、視点、読解中に読者が喚起さ

れるだろう感情など多岐に及ぶと指摘する。 

  
図 1 物語読解プロセス(小山内ら(2013)p467) 

ただし、論文の分析対象だった文芸作品の読解と

比較し、映画の理解は瞬時に達成される必要がある。

理由として、上映中の作品は書籍のように個人の意

志で巻き戻すことが不可能だからだ。特に、本作品

は第一予想顧客である児童が容易に理解できる作

品でなければならない。そのため、共感の根幹とな



る部分に着目することになる。したがって、図1よ

り本稿で着目するのは感情移入や共感など没入体

験を支える状況モデルである。 

ところで、文芸作品は登場人物の感情を言語で明

確に表すことができる一方、映画では登場人物の表

情と仕草、そして台詞から感情を推察する必要があ

る。そこで、仕草と表情から千尋の感情が一度の描

写でどれだけ明確にくみ取ることができるか、表情

分析を用いて分析する。 

 

3 結果 

3.1 テーマ分析 

本稿では公式発表されたテーマの1つである「生

きる力を取り戻す」に着目する。精神発達学的に考

えれば、千尋は年齢的に学童期にあたる。松本(2003)

は、千尋の発達段階を人生の自己確立とその後成人

として自己実現が可能になってくる、広い意味での

青年期の直前に位置すると指摘する。 

学童期では勤勉性を獲得することが課題になる。

また、社会へ能動的に関わる主体性を獲得する前段

階として、他者と社会の広がりに気づくことも同様

である。思春期・青年期では、自己と他者の間に距

離があることに気づくこと、そして自己同一性の獲

得が課題になる。他者と自己の隔たりを認知するプ

ロセスを1つずつ積み上げることで、多様な人間同

士の関係性からなる社会や、人間以外の有機物、無

機物からなる環境の存在に気づく。社会や環境の広

がりを認知し、そしてその中に自分という存在がい

ることを理解するようになる。 

この一連のプロセスを今後千尋は踏むことにな

る。そのため、千尋は順当に精神発達の段階を進ん

でいるのならば、他者を発見することや、新たな社

会を発見することへの期待を保持しているべきだ。

この理想状態に基づき、宮崎が企画書で上げたテー

マの1つである、「生きる力を取り戻す」について分

析する。尚、宮崎は千尋を2000年前後の等身大の少

女像としている。等身大の千尋を使用し、作品発表

当時の社会へメッセージを送信している。 

第一に、テーマの文言についてだ。「生きる力を

取り戻す」ということは、本来あるべき「生きる力」

を損失していることになる。そして、損失した「生

きる力」とは、新たな社会を積極的に発見する喜び

である。これは物語序盤で千尋一家が引っ越しのた

め車中移動するシーンから分かる。千尋は両親に対

し新天地より引っ越す前の環境の方が良いという

趣旨の発言をし、拗ねたように後部座席に沈んでい

る。この際、千尋は移住後の新たな社会を発見する

ことに不安を感じている。つまり、精神発達の段階

的に本来持っているはずの、新たな社会を積極的に

発見する喜びを見失っているのだ。 

第二に、インタビューで、宮崎はこの作品では千

尋が成長ではなく、元来有している力を発揮するこ

とで困難を乗り越えられるとしている。また、宮崎

は千尋の力とは、「周囲に喰い尽くされない力」と

している。この力が発揮されていると分かる代表的

なシーンは2つある。まず、物語冒頭の「ここで働か

せてください」と湯婆婆に何度脅されても主張でき

るシーン、そして物語中盤から終盤でカオナシに大

量の金を渡されそうになっても頑として拒むシー

ンだ。仮にこれが成長物語であれば、徐々にこのよ

うな「周囲に喰い尽くされない力」を持つ性格にな

ることが予想される。けれども、千尋は物語冒頭か

ら終盤まで一貫して「周囲に喰い尽くされない力」

を有している。よって、彼女は成長したからこそ、

というよりも、元来有している力を発揮することで

危機を脱却するといえる。 

以上を踏まえると、宮崎が提唱する「生きる力を

取り戻す」とは次の表1のようになる。 
表 1 「生きる力を取り戻す」とは 

 
 以上より、「生きる力を取り戻す」とは2つの要素

によって構成されていることが分かる。第一に、世

界は美しく、凄惨で発見さえしたくないような場所

ではないことを若年層の視聴者に伝えることだ。第

二に、仮にその世界で困窮することになったとして

も、元々持っている力とその使い方さえ知れば生き

延びることができる。この2点を宮崎は「生きる力

を取り戻す」という言葉で纏めたのだ。 

 

3.2. 構造分析 

 本稿で連続性を調査するにあたり、時空間と千尋

の行動の双方から分析する。時空間と行動からシー

ンを分割し、どのように作品が展開しているかを調

査する。 

まず、ショットにより大まかにシーンを統合す

る。連続するショットで同じ建物内部、土地、街

(以下、統合して最大の舞台装置と呼ぶ)を使用して

いる場合は、1 つのシーンとして統合可能とす

る。また、舞台装置には小道具も存在する。最大

の舞台装置が同一で、登場し続けた小道具が全く

登場しなくなった場合は次のシーンへ移動してい

るとする。さらに、前ショットの最大の舞台装置

が出現しなくなった場合も、次のシーンへ移動し

ているとする。加えて、最大の舞台装置が同一で

も昼間から夕方へ、夜から朝へなど、あからさま

な時間経過でもシーンは移動しているものとす

る。上記のパターンに該当しないのは、背景絵が

激動する移動シーンである。移動シーンに統合す

るためのショットは移動ショットとして他のショ



ットとは異なるものする。作品中に存在した移動

ショットは、ハクが千尋の手を引いて走るショッ

トと、カオナシが千尋に向かって走るショット、

そして直後にあるカオナシが湯婆婆に向かって走

るショットの 3 つのみである。 

 次に、シーンの統合をより綿密に調整するた

め、行動のデータを使用した。本稿では、千尋の

行動をできる限り細分化することで恣意的になら

ないようデータを取得した。千尋の動作データは

全てで 731 個である。村井(2013)の方法に則り、取

得したデータを 1 つのプロットに纏める。単純に

行動だけでは動作データの統合し纏めることが難

しい。そのため、動詞の機能の同一性を時空間と

台詞を補助にしながら図 2 のように統合した。結

果、78 シーンに作品を分割した。 

 
図 2 行動分析統合一例 

まず、空間の移動で突然場所が変化し視聴者が

没頭状態から外れる可能性が高まる個所は 4 シー

ン存在した。その内 3 シーンは台詞による補助が

あるため、混乱をきたす可能性は低い。残りの 1

シーンは千尋が白竜に乗っているショットであ

る。同様の現象が 2 度発生するが、双方で前後の

ショットと場所、千尋の恰好で矛盾している。シ

ョットの発生原因は同じで千尋が白竜の背に乗る

と発生する。2 回目のショットがあった直後に千

尋がハクの真の姿を思い出す。千尋が幼い頃コハ

ク川で溺れた際、川の主のハクが千尋を浅瀬に運

んだという台詞がある。それを白竜の背に乗った

千尋が水中を移動するというアニミズム的表現に

しているのだ。よって、これはフラッシュバック

の表現である。同じショットを用いる描写はこの

2 ショット以外に存在しないことから、フラッシ

ュバックと見抜きやすい描写であると考察する。 

次に、時間についてだ。劇中で明確な時刻と日

にちは描写されていない。そこで、千尋が寝起き

する描写、天体の描写から日数を計測する。千尋

が不思議な世界に迷い込んだ日を 1 日目とするな

らば、元の世界へ帰還するのは 4 日目の朝であ

る。しかし、千尋の家族が保有する乗用車の状態

から、本来はかなり日数が経過している可能性が

ある。千尋の父親の台詞で 

「うわ、中も埃まみれだ。誰かの悪戯かなあ？」

(劇中 119 分 59 秒) 

というものがある。内部の詳細な描写はない

が、この台詞と合わせて考えると、数十日放置さ

れた状態になっていると考えられる。 

また、2 日目に満月だった月の形が 3 日目の夜

には上弦の月へと変化している。上弦の月は月齢

7 日目で、満月は月齢 15 日目である。月齢は 29

日まであることから、2 日目から 3 日目に 21 日分

天体が移動したことになる。ここは明らかにスト

ーリーラインと矛盾している。 

 最後に、千尋の言動についてだ。因果関係が不

明なシーンは 2 つである。千尋が白竜をハクと断

定するシーン、そして千尋が両親の場所を言い当

て、労働契約から解放されるシーンだ。論理的整

合性が確認できない。こればかりは単なる直感か

愛や絆など不確定な力の作用としか言いようがな

いだろう。そのため、共感を得られるかは視聴者

の経験と考えに依存してしまう。個人差はあるも

のの、精神発達的にまだ異性へのリビドーを抱く

年齢ではない 10 歳の少女に、この愛による作用を

共感せよというのは無理があると考える。 

 とはいえ、劇中は視聴者が千尋に自己投影し続

けることを考えると、視聴者が常に注目するのは

千尋の言動である。78 シーン中 68 シーンという

登場回数の多さと主人公という役割から、千尋の

言動の流れこそメインストーリーである。千尋の

言動の流れで連続性が不明なシーンは 2 つのみで

ある。すなわち、全 78 シーン中、因果関係が明確

な個所が 76 シーンであり、これは 97.4%の確率で

連続性が保持されていることになる。そのため、

メインストーリーそのものは非常に理解しやすい

作品である。さらに、時間の進行速度の不一致、

両親の不在を言い当てられた不可解さなどが全面

に出るのはエンディング間近に集中しているた

め、没頭状態から外れても大きな問題にならな

い。したがって、共感を得るために必要な、状況

モデルは非常に綿密に構成されている。 

 

2.5 表情分析 

 物語に没頭させるには、視聴者が想起すると予

想される感情から離れないような表現をするべき

だ。そこで、千尋は 10 歳の少女らが共感できる単

純で素直な感情表出を行うと仮定し、分析を行っ

た。本稿では工藤(1999)に倣い、表情から間違いな

く読み取ることができる感情とされている、「驚

愕」、「恐怖」、「嫌悪」、「悲しみ」、「軽蔑」、「怒

り」、「幸福」の 7 つの感情の発生回数を分析し

た。また、分析指標の 1 つの「幸福」だが、先行

研究により「幸福」の定義は分かれていた。スト

ーリーの中で、千尋が楽しさを感じ笑顔を浮かべ

るシーンは無い。そこで本稿では、仕事や目標の

達成による達成感とその際に得られる他者からの

承認を「幸福」の原因としている。 

簡単に読み取れる表情では驚愕が半分以上を占

めているが、千尋が驚くタイミングは劇中 44 分以

前の湯屋で働く権利を得るまでに集中している。

44 分以前で既に 18 回驚愕の表情を浮かべている

「千」として
働くことに
なる

湯婆婆に返事
する

ハクを見る
湯婆婆を
見る

ハクを見る

ハクに
「千」と自
己紹介す
る



ことから、物語前半で千尋は未知の対象に驚愕し

続けていることが分かる。驚愕は小さな発見程度

のものから、対象が何かを把握した瞬間に恐怖に

変換されるものもある。感情の大きさに差はある

ものの、一貫して驚愕の表情は実際に人間が行う

ものと同じ特徴を有していた。また、次に回数の

多い恐怖は 44 分以前で 12 回発生していることか

ら、物語中盤以降は千尋が強い恐怖心を表情に出

すことは少なかったことが分かる。物語の内容と

しても、湯屋で勤労する以前は未知を体験するこ

とが続く。したがって、構造と内容上、千尋が一

気に窮地に陥る前半で驚愕と恐怖の感情を抱くの

は自然な現象である。 

 
図 3 千尋の表情分析 

 物語の中盤以降、千尋は環境の変化など外的要因

ではなく、ハクを助けたいという内的要因に依存し

た行動を始める。また、湯屋での振る舞い方をリン

に指導されたこと、環境に慣れたことなどから、千

尋は真剣な表情をすることが増える。千尋は次の図

4 のような表情を浮かべることが増え、上の最も生

理的な感情をあからさまに表現することが減る。こ

の表情は 44 分以前では湯婆婆に働く意思を主張す

る場面にのみ出現する。一方、白竜とハクが同一人

物と確証もないまま救助に向かう決心をする以降

は、のような表情が増える。 

 
図 4 決心した表情(劇中 72 分 30 秒) 

この表情の登場シーン以降千尋は自発的に行動す

るため、「決心した表情」と名付ける。この決心した

表情は物語全体で 20 回出現し、物語の中盤以降で

17 回も出現する。上図 4 の決心した表情が物語中

盤以降の出現頻度が上昇することは、千尋の心理的

な成長と「生きる力」を取り戻しつつあることの表

現と考える。3.1 で「生きる力」とは、元から自分に

備わっている能力を世界の中で上手く発揮できる

こととした。湯屋と不思議な世界の環境に慣れ、千

尋は自分の意志でハクや両親のために行動するた

めの決意を固め、目標を達成していく。千尋は物語

序盤の不思議な世界への恐怖を克服し、不思議な世

界の環境でも自分の力を発揮できる能力という「生

きる力」を強めていくのだ。 

 

4 考察 

 2000年頃の日本社会はバブル経済崩壊による不

況による終身雇用制度の崩壊、女性の社会進出の活

発化など労働に対する価値観の変換点にあった。価

値観の転換の中で、日本社会はまさに「生きる力を

取り戻す」ことを欲していたのだ。なぜ生きるか、

なぜ働くか。宗教が人間の生きる目的を定めていた

近代以前には発生しなかった問である。この難解な

問に真正面から挑むテーマ、そしてテーマを描述す

る技術はこの作品の魅力が成功した要因と言える。 

 時間の連続性が担保しないことで、不思議な世界

が現世と理が異なっていることを恣意的に示して

いる可能性がある。すると、時間軸の矛盾ですら構

造の1つとして計算されていることになる。 

さて、今後の課題として、2001年当時10歳だった

視聴者がどのように考察し納得するのかを本稿で

は実際にアンケートなどで明らかにすることはで

きていない。また、連続性が途絶えた瞬間を見つけ

ることに留まっており、その後どのような考察をす

る可能性があるかについても分析できていない。し

たがって、実際に連続性が失われた段階で、どのよ

うに作品を捉えているのかはわかっていない。客観

性を高めるため、アンケートやインタビューをとる

こと、もしくはこれらの分析を複数名で行うことで

より精度の高い研究ができると考える。 
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