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□旅程（予定） 

2月 4日（火） 福岡→ソウル→ロンドン 

2月 5日（水） ロンドン→ヨーク 

2月 6日（木） ヨーク 

2月 7日（金） ヨーク→ハワース 移動、ヒースの丘 

2月 8日（土） ハワース トップウィンズ へ 

2月 9日（日） ハワース→ロンドン 資料収集、移動 

2月 10日（月） ロンドン ハリーポッター 

2月 11日（火） ロンドン マーケット ビッグベン ウエストミンスター  

2月 12日（水） ロンドン バッキンガム宮殿、ミュージカル鑑賞 ナショナルギャラリー  

2月 13日（木） ロンドン→ソウル→福岡 大英博物館 

2月 14日（金） 福岡着 

 

□研究旅行の目的 

エミリー・ブロンテ（1818-1848）の『嵐が丘』（Wuthering Heights, 1847）は、彼女の唯一の長編小説なが

ら、作者の死後に姉のシャーロット・ブロンテ（1816-1855）による再刊行を経て評価が高まり、その評価と人

気の高さは、評論家 E.Ch.ブランデン（1896-1974）が「『リア王』『白鯨』と並ぶ英語文学の三大悲劇」と評し

たことや、数多くの映画化（1939, 1953, 1970, 1986, 1988, 1992, 2009, 2011）やオペラ化（1951）によっても

明らかである。むろん、これらに先立つ形で、舞台での公演数は数限りなくあり、日本においても、宝塚歌劇団

（1969, 1997, 1998）や、少女漫画作品『ガラスの仮面』における劇中劇という形で、翻案版が成立しているこ

とが興味深い。また、ポピュラー歌手ケイト・ブッシュ（1958- ）のデビューアルバムは「嵐が丘」（1977）と

題され、この楽曲が日本の娯楽番組「恋のからさわぎ」（1994-2011）のオープニング・テーマ曲になっていたこ

とまでふまえると、間接的影響力は計り知れない。 

 この魅力的な物語像の研究の一環として、専門科目「イギリス文学史」を履修するとともに、比喩表現（戸谷

鉱一, 2006）ヤ神学的解釈（廣野由美子, 2001）といった観点からの研究論文を読解し、さらに現時点でＤＶＤ

化されている映画版 3 点（ワイラー監督 1939；コズミンスキー監督 1992；ジェドロイック監督 2009）を映画

学的に比較検討している（於栗原ゼミナール）。 

 こうした中、作品の基盤になっている英国ヨークシャー地方の風土について実感を得たいという欲求が強くな

った。 

 

 



□期待される成果 

「嵐が丘」の第一章は「1801年」という日付で始まっており、また、このタイトルとなっている屋敷の名前、

ワザリング（wuthering）は、舞台となっているヨークシャー地方特有の形容詞であることが象徴されている。

つまり、この小説は夢物語ではなく、19 世紀入って間もないイギリスの北部を表しているという。ひとくちに

ヨークシャー地方といっても、当時と現在とでは相違点も多いが、まずはこの地域を訪れることによって、作品

世界が近くなることが期待される。 

 また、ブロンテが晩年を過ごしたハワース村（Haworth Village）には、現在「ブロンテの登場人物たち博物

館」（Brontë Personage Museum）が置かれ、作品世界に近づくための視覚的資料が多数収蔵されていることか

ら、またとない知見を得ることが期待される。さらに、同博物館は、ブロンテ協会（The Brontë Society）の本

部となっているので、最新の研究の動向について可能性を探ることも期待される。 

 あわせて、ヨークシャー地方とは全く異なる大都市ロンドンをも訪問する。これは日本に暮らす我々が一口に

いう「イギリス文化」の多様性の一端にふれるためであると同時に、この作品が「地方色」を前面に打ち出すこ

とが大都市にいる評論家や文学愛好家にとって、どれほどのインパクトだったかについても、うかがい知れるよ

うになると期待している。 

 

□研究成果 

≪ヨーク≫ 

 ヨークへはキングスクロス駅から約２時間。駅には 2ポンドで購

入できる地図があり、その地図はデザインもよく、建物の特徴をよ

く捉えてあったためわかりやすかった。ヨークはロンドンに比べる

と小さい都市ではあるが、散策しやすい。多くの美術館や博物館も

あり、観光客にも人気の都市の一つだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ヨーク・ミンスター≫ 

 ヨーク・ミンスターはゴシック様式で、中世のステンドグ

ラス窓は世界最大と言われている。ここでは聖堂内を見学す

るだけでなく、塔に登ることもできる。入場時に時間を割り

振られ、決まった時間になると指定してある場所へ集まる。

そして約 30人で塔に登る。階段はとても急で長い。 

 １番上まで登ると、そこではヨークシティが一望できる。 

 

 

 

 ステンドガラスはひとつひとつが美

しく、太陽光が当たると神秘的である。

ヨーク・ミンスターではステンドグラス

や内部の構造だけが魅力的ではない。ヨ

ーク・ミンスターの歴史や建築過程、予

算など様々な情報が工夫した形で観光

客を魅了している。例えば、１ポンド硬

貨を投入するとカラクリ人形が動いた

りする。また、タッチパネルを使ってク

イズやステンドガラスの絵を描いたり

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ヒースの丘 in Haworth≫ 

嵐が丘の舞台となったハワースの街へと来た。 

まずは、嵐が丘のモデルとなった家の周りに咲き誇っていたヒー

スの花を見に行った。この街には、いくつものムーア（丘）が存在

し、無数のヒースの花が咲いている。今回訪れた時期が冬であった

ためヒースの花は咲いてはいなかったが、夏に来ると紫色の花が満

開になっている。 

まずは、ヒースの咲いている丘に行ってみることにした。左の写

真は、ハワースのメインロード沿いにあるハワース教会。この教会

はエミリーの父であるパトリック・ブロンテによってたてられ、

1988 年に修復されたものである。南向きの部分には日時計が存在

し、教会の中には家族全員分の名前が彫られた記念碑も存在してい

る。この教会の共同墓地を通りすぎ、馬やにわとり、羊などの家畜

のための牧草地を横目に小道を進んでいく。すると、看板が見えて

くる。この看板には、ハワースやトップ・ウィンズへの方向が示さ

れている。この写真では見えづらいが、よくみてみると、「歩道」

と漢字で書かれているのである。看板の状態からしても、とても新

しいものではないのにもかかわらず、漢字が書かれているというこ

とは古くからこの地は、観光客でにぎわっているということが想像

できる。この看板の「歩道」の方へ進んでみることにした。しばら

く歩いているとヒースの花があちらこちらに咲いているのが見え

てくる。それも何百という数どころではない。無数のヒースが咲い

ているのだ。（左の一番下の写真が満開に咲いたヒース）ところで、

先ほどからヒースと言っているが、現地でヒースと言っても通じな

い。この花はヒースではなく Heather（ヘザー）と現地で呼ばれて

いる。夏にこの赤紫の花が一面に広がっているのはどんなにきれい

だろうか。今回ヒースが見られなかったのは、残念であった。 

もう少し丘の上の方へ登っていくと道の途中にこのような本の

形をした石碑がおいてあった。（右下の写真）嵐が丘を書いたエミ

リーだけでなく、ブロンテ家族の執筆家たちの象徴であるのだろう

か。文字が書いてあったわけではないので、ほんとうは何のために

作られたのか定かではないがこの地にブロンテ家族がどれほどの

価値をもっていたのか、そして、現在まで続くのかが想像できるひ

とつであるだろう。 

 

ちなみに、現地で出会った人の誰もがハワースに行くと言えば

「ブロンテ」を訪れるの？と、聞いてくる。日本に来ているイング

ランド出身の英会話講師も例外ではない。ブロンテといえば、ハワ

ースというイメージは現代における今でも強い印象をもっているこ

とがうかがえる。 

 

歩道 



 

≪トップ・ウィンズ≫ 

嵐が丘の舞台となったブロンテ・カントリーを歩くのにはいくつ

かのルートがある。私たちはハワースを起点にまず隣村のスタンベ

リーへ向かった。ハワースからスタンベリーまでは約２キロほどで

あったが、道は急な坂が多く、上り下りを繰り返した。 

 

 

 

 

牧場のようなところへ入り、それからひたすら道なりに歩い

てゆく。２時間ほど歩いてゆくとやっと建物のようなものが見

えてきた。それが「トップ・ウィンズ」であった。しかしここ

に到着するまでに天候はますます悪くなっていき、太陽も雲に

覆われ、風は凄まじい勢いで私たちを襲った。台風並みの、い

や、それ以上の風圧に耐えながらもトップ・ウィンズにたどり

着き、そこでは登山競技のようなものが行われていた。多くの

競技参加者とみられる人たちがトップ・ウィンズにたどり着く

と実行委員のような人にチェックを受けて、ひき返していった。

どうやら競技の折り返し地点として利用されているようだ。ト

ップ・ウィンズは本当にただ存在している廃墟、という感じで

あった。周りにはほとんど何もなく、他の建物を見つけるには

１時間ばかり離れたところまで行かなければならないだろう。

まさに『嵐が丘』の屋敷の光景に類似している。 

トップ・ウィンズには休憩所があり、そこでしばし休憩した。

そして次にブロンテの滝へ向かおうと地図を見ながら再出発

した。だが地図といってもあまり詳しいものではなく、道も整

備されているわけではない。私たちは競技者が歩いている道が

地図にあるルートだと考え歩き出した。そしてしばらくすると

貯水池が前方に見えてきたのだが、本来ならば見えないはずで

ある。しかし道はずっと続いていたので歩きつづけた。周囲に

はトップ・ウィンズまでの道のりと同様にほとんど人がいなか

ったがしばらくすると後方に一人の男性がやってきた。そして

私たちに「どうかしましたか。」ときいてきたので「ブロンテ

の滝へ行きたい。」と答えると、ひどく驚いた顔をした。その

人曰く、正反対の方向へ歩いていたらしく、私たちが歩いてい

た道は競技用として使用されているため、山を降りるまでひど

く険しく長い道のりであった。だからといって引き返すのはさらに大変だと言われ、その男性は私たちを山の麓

まで案内してくれた。山を降りたところには競技のスタッフが数人待機しており、私たちを案内してくれた男性

も競技スタッフの一員だった。それから男性の奥さんが車でヘブデン・ブリッジという町まで送ってくれた。こ

の時には雨や雹が降っており空は雲に覆われていたため薄暗くなっていた。もし男性に出会わなければ遭難して



いただろう。 

 夏の荒野はヒースで埋め尽くされる。紫の絨毯が永遠に

続くかのようだ。『嵐が丘』でキャサリンとヒースクリフ

がお互い素直に愛し合っていた時の輝かしくも温かい子

供時代を感じることができるのは夏であろう。しかし『嵐

が丘』の舞台は冬に行かなければわからないと言われてい

る。冬の荒野は厳しい自然の恐ろしさを物語る。切り裂く

ような風は顔に吹き付けられ、寒さによって手足は痺れる。

ロックウッドのように立ち往生するのは当然である。実際

私たちもトップ・ウィンズを見つけたときは天国のような気分であった。幸い雪が積もっておらず、登山中は降

ることもなかったが、もし降ったり積もったりしていたらと想像するととても恐ろしい。たった１、２日間荒野

を歩いただけでこれほど自然の厳しさや恐ろしさを肌で感じることは今までになかった。まさにロックウッドと

同じ経験をすることができた。 

 

 

≪エミリーについて≫ 

1818年 7月 30日にトーンソンで生まれ、姉妹の中で一番背が高かった。最年長の

マリアが 11 歳の若さで亡くなったあと、エミリーは通っていた学校をやめる。さら

に 1835年位はローヘッドに行っていたがこれもまた、ホームシックにより 6か月後

には実家である、パーソネイジにもどってしまった。さらに、1838 年位はサウソウ

ランのハリファックスの近くの女の子たちに教鞭をとっていたが、長時間の勤労とハ

ードな仕事で体調が悪化。またしても 6か月後にパーソネイジに戻った。これらのこ

とからみても、エミリーは、社会との関係を持つことを苦手としており、地元である、

ハワースという小さい世界に閉じこもってしまっていた。そして、シャーロッテ、ア

ン、エミリーで小説を出版することを決め、1847年 12月に『嵐が丘』は出版された。

初めのうちはあまり高く評価されず、売れていなかったが、それが今ではここまでのイギリスを代表する作品の

一つになったのだから、とても驚きである。この作品はエミリー・ブロンテではなくエリス・ベルというペンネ

ームを使い出版された。 

エミリーの最期は、風邪によって体力が消耗している中、家族からの援

助や、医者までも拒否して 1848年 12月に亡くなってしまう。ちなみに、

彼女が飼っていた犬「キーパー」は彼女の葬儀のあとに彼女の死を何日も

悲しんでいたと言われている。 

 



 

≪キースリー＆ワースバレー鉄道≫ 

ハワースからキースリーに戻る際に利用したこ

の鉄道は、イギリスにある保存鉄道の一つで、イ

ギリスで有名なキャラクターであるトーマスのモ

デルにもなっている一つの路線である。1867年に

最終的にオープンしたが、1845年の会社設立の際

にはエミリーの父であるパトリック・ブロンテが

大きく関わっていたようだ 

 

 

  

 

エミリーが亡くなったのが 1848 年であるためこの鉄道に乗るこ

とはなかったが、もしこの鉄道に乗っていたら、また新たな作品

が生まれていたかもしれない。さらに、「ウォータークレス線」で

は、実際にトーマスや、その仲間たちが線路の上を走っている。

実際に駅構内に入ると、トーマスの世界に引き込まれる。という

のも昔の状態を大切にそのままにしているからであるだろう。イ

ギリスでは日本と同じように昔のものを大切にしようという精神

があり、鉄道にとどまらず、街並みであったりと様々なところで、

古いものを大切にしようという気持ちが現れているのがわかる。

ちなみに、現在、この保存鉄道は国や自治体が運営しているので

はなくボランティアの人々によって運営されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 

 

ハワース駅                    キースリー駅 



≪演劇鑑賞 in London≫ 

 ロンドンではこの他に『レ・ミゼラブル』を鑑賞した。これは『嵐

が丘』が小説のみならず演劇・映画といった上演芸術で繰り返し

解釈されなおしていることをふまえて、イギリスでの演劇にふれ

たいと考えたためである。滞在期間中、残念ながら『嵐が丘』は

上演されていなかったが、『嵐が丘』と同じように小説から発して

演劇・映画の素材としても人口に膾炙している『レ・ミゼラブル』

を鑑賞することができた。『レ・ミゼラブル』はクイーンズシアタ

ーで公演されているこの劇場はチャイナタウンのような通りを過ぎたところにあり、とても賑やかな通りであっ

た。 

 『レ・ミゼラブル』といえば、新演出が舞台だけでなく映画化

されたことでも有名になった。今回鑑賞したのは旧演出である。

席は３階の上手前側だ。クイーンズシアターでは未だに新演出で

の公演は一度もないらしい。劇場はそれほど広くはなく、狭くて

長い印象を受けた。幕には『レ・ミゼラブル』のイメージキャラ

クターである少女コゼットが映し出されていた。一番魅力的なの

は舞台の小さい丸い床がくるくると回るところだ。この舞台装置

は昔からあるもので、バリケードのシーンでは民衆側と警察側、

両方からみることができるため効果的であると感じさせられる。

また、下水道をジャンバルジャンが歩くシーンも上からスポット

ライトを当てることでマンホールを表していた。博多座であった

『レ・ミゼラブル』は背景幕を映像にすることで舞台セットを最

小限に抑え、かつ実物では不可能であったことを映像化にするこ

とで可能にし、リアルに感じさせる。まさに博多座のような舞台

装置は新演出とともに新しい可能性を引き出した。 

 

 

 

 

 

 

 クイーンズシアターは伝統的な演出、舞台装置である。しかし、違い

が見られたのはそこだけではない。まず観客である。観客は日本と違っ

て開演後も静かというよりは少しざわついており、気軽に観るような空

気感であった。そのためか、観客の反応もよく、終始観客のリアクショ

ンがあった。役者は、とくにアンサンブルがしっかりしていた。日本で

は注目すべき人、歌っている人を邪魔しないように抑えた演技であるが、

今回観た舞台ではひとりひとりが自分をしっかり主張しており、注目す

べき人が自ら一歩前にでるような演技をしていた。いろんな場面で日本

と英国、新演出と旧演出が比較することができた。 



≪ナショナルギャラリー・大英博物館≫ 

 ナショナルギャラリー、大英博物館では書籍等で

見られる美術品の数々を、実物で見ることができた。

それだけでなく、展示の仕方や雰囲気の違いも比較

できた。 

 ナショナルギャラリーでは13～15世紀、16世紀、

17世紀、18～20世紀初期の絵画に区分してある。

作品はびっしりと並べられており、絵画の実際の大

きさには迫力があった。特別展示ではゴッホの「ひ

まわり」の２つバージョンがロンドンで６５年ぶり

に共に展示され、ゴッホの代表作を直に見比べることができる希少なチャンスであった。入場は無料であるが、

展示部屋には決められた人数しか入ることができないように整理券が配られた。 

 

 

 大英博物館ではロゼッタストーン、ミイラ、

彫刻等、１日ではとても見きれないほどの収蔵

数である。ここでは国やジャンルで区分してあ

った。日本のギャラリーでは古代から現在まで

の作品が展示されていた。展示だけでなく、展

示室内の茶室「和英庵」で定期的に茶道の実演

を行っている。 

 

 

 ナショナルギャラリー、大英博物館でも多くの学校が見

学に来ていた。それも、小学生から高校生と年齢層は幅広い。

また、彫刻を前に椅子を置き、スケッチしていた人もいた。

幼い人から老人まで、多くの人が気軽に芸術に触れることが

でき、また愛される存在であると感じた。 

 

 

 

 

 

 



 

≪まとめ≫ 

 今回の研究旅行奨励制度で今まで経験したことの

ないことを経験できた。ヨーク・ミンスター、ナシ

ョナルギャラリー、大英博物館など博物館、美術館

では日本と英国の鑑賞に対する違いを発見し、ハワ

ースでは『嵐が丘』のロックウッドと同じ様な体験

をした。悔やまれることはブロンテ博物館を訪れる

ことが出来なかったこと、ブロンテの滝にたどり着

けなかったことだ。この解決策としてホームページ

でチェックするだけでなく事前にメールなどで確認

し、アポをとっておくことだ。次回美術館等を訪ね

るときはこれらを心に留めておく。また、地図に関

しては注意深く選ぶことが大切である。ロンドンの演劇鑑賞では劇場の作りや舞台装置が日本とは全く別物であ

ることがわかった。演劇は書籍では語れないことがあるため、観劇に行くことが一番だ。 

これらのことを経験し、実際にその場に赴くことはとても重要であるということが再確認できた。小説はファ

ンタジーや現実性を帯びないものもあるが、少なくとも『嵐が丘』の小説の理解を深めるためは実際にその舞台

を訪ねるべきだ。彼女が育ったその土地や気候が小説に反映されていることは確かである。今回は『嵐が丘』と

いえば地獄のような冬に訪れるべきだと考え、実際に貴重な経験ができた。だが、相対的である天国のような夏、

ヒースが丘を覆い尽くす夏に再度訪れたい。自然の恐ろしさや温かさをエミリーは知っていたとするならば、冬

と夏、それぞれの季節の特徴を理解することで、もう一歩理解を深められるのではないだろうか。今回の研究旅

行で『嵐が丘』だけでなく、様々な点で新たな発見と課題を見つけることができた。今後の調査や研究、学生生

活にこれらを生かしていきたい。 

 

  

最後になりましたが今回の研究旅行奨励制度を利用させていただき、国際文化学部の先生方、現地でお世話に

なった方に深く感謝申し上げます。 
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