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Abstract 

An original version of this paper was presented at Shudo Junior and Senior High School Bulletin 2011, and was 

also presented at the symposium with the reformed title at the Chu-Shikoku American Literature Society Winter 

Conference 2012.  I drastically rewrote these original versions, trying to pursue the new perspectives.  

Sylvia Plath and Ted Hughes met dramatically and got married soon after.  Passionately exchanging the creative 

ideas about making poems, they gave incredibly great influences on each other both privately and professionally.  This 

thesis focuses on their same titled poems, “The Rabbit Catcher”, especially from the comparative cultures’ points of view. 

Both of the different cultural backgrounds can give their poems not only the cultural context but also the colonial context. 
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１．はじめに 

「この世で最も強い男性に出会った」("I met the strongest man in the world,")(LH 233)とアメリカ女

性詩人シルヴィア・プラス(Sylvia Plath,1932－1963）は、1人の男性との出会いに感激し、興奮冷め

やらぬ様子で、母親に宛てた手紙に綴っている。その男性とはイギリス詩人テッド・ヒューズ(Ted 

Hughes,1930－1998)である。結婚後、プラスは良き妻として夫に尽くし、夫に対して憧れや畏敬の

念を抱きながらも、その反面、心の中では憎しみ、嫉妬を募らせ、抑圧に対する怒りを燃やしてい

た。夫は彼女にとってライバル、支援者、亡き父の代理父といったさまざまな顔を持ち合わせてい

たが、中でも詩作におけるメンターとしての役割は非常に重要である。ヒューズがプラスの詩作に

もたらした影響の大きさは測り知れず、ヒューズ無しには現在のプラスの名声はなかったであろう

と言っても、過言ではない。 

結婚生活が破綻し、プラスが自殺した後、ヒューズは長い間沈黙していたが、自らの死の直前、

その沈黙を破り、25年以上の歳月を費やした労作『誕生日の手紙』(Birthday Letters 1998）を出版し

た。これは亡き妻プラスとの出会いから壮絶な別れ、7年間の結婚生活を追憶し、応答なき彼女に

「語りかける」88篇の連作詩である。彼の人生の集大成とも言え、彼の最期の出版物となった。彼

は自己弁護のために書いたのではなく、自分の詩の中に彼女の詩の言語を織り込みながら、いかに

二人の精神的結びつきが強かったかを実証したかったように思われる。 
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本論文では、プラスの「ウサギ捕り」("The Rabbit Catcher")と『誕生日の手紙』に書かれたプラス

の詩と同名の応答詩「ウサギ捕り」("The Rabbit Catcher")に特に焦点を絞り、互いに英米という異文化

に生きてきた二人による英米異文化的要素について論じ、比較文化的一考察を試みたい。互いに高

い目的に向かって邁進していった二人の詩人の姿を浮き彫りにしつつ、異文化的要素への反応から

くる心的葛藤がいかに創作に表象されていったのか、そしてその結果何がもたらされたのかについ

て提示したい。 

 

２．プラスの「ウサギ捕り」 

まずプラスの「ウサギ捕り」("The Rabbit Catcher" CP)を取り上げよう。これはウサギを罠にかけ

て捕まえることに対して、いかに彼女が批判的であるかがわかる詩である。 

 

It was a place of force― 

The wind gagging my mouth with my own blown hair, 

Tearing off my voice, and the sea 

Blinding me with its lights, the lives of the dead 

Unreeling in it, spreading like oil. 

 

I tasted the malignity of the gorse, 

Its black spikes, 

The extreme unction of its yellow candle-flowers. 

They had an efficiency, a great beauty, 

And were extravagant, like torture. 

 

There was only one place to get to. 

Simmering, perfumed, 

The paths narrowed into the hollow. 

And the snares almost effaced themselves— 

Zero, shutting on nothing, 

 

Set close, like birth pangs. 

The absence of shrieks 

Made a hole in the hot day, a vacancy. 

The glassy light was a clear wall, 

The thickets quiet. 

 

I felt a still busyness, an intent. 

I felt hands round a tea mug, dull, blunt, 

Ringing the white china. 

How they awaited him, those little deaths! 

They waited like sweethearts. They excited him. 

 

 

それは力の場所だった― 

風が私自身の吹き飛ばされる髪で口にさるぐつわを

噛ませ私の声を引き裂く。そして海は 

その光で私の目をくらませ、死者の生命が油のように 

広がっていく。その中で解き放たれて。 

 

私はハリエニシダの悪意を味わう。 

その黒く鋭く尖ったところ 

黄色のロウソクの花の最高の塗り油。 

効能があり、偉大な美しさがある。 

そして拷問のように、無茶だった。 

 

行き着くところはひとつだけ。 

ぐつぐつ煮えたり、芳香に満たされ 

小道が狭まってくぼみになった 

そして罠はほとんど姿を消した― 

何も締め付けていない 

 

誕生の激痛のようにぴったりと並んで置かれ 

金切声のなさは 

暑い日に穴を、空虚を作った。 

ガラスのようなライトは澄んだ壁。 

藪は静か。 

 

私は静かな忙しさ、ある意図を感じた。 

ティー・マグを囲む手が鈍く不躾に 

白い陶器を鳴らすのを感じた。どんなに手が 

彼を待っていたことか。これらの小さな死！ 

手は恋人のように待った。彼を興奮させた。 
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And we, too, had a relationship― 

Tight wires between us, 

Pegs too deep to uproot, and a mind like a ring 

Sliding shut on some quick thing, 

The constriction killing me also.          

そして私たちにも関係があった― 

私たちの間にピンと張りつめた針金、 

引き抜くことのできない深い杭、素早く動く 

ものをさっと締めつける輪のような心。 

そのくびれは私もまた殺してしまう。

("The Rabbit Catcher" CP 1-6) 

 

イギリスのムーアで髪がさるぐつわのように口を覆い、強風にあおられている「私」の状況は、

何も言わせてもらえない拷問にあっている状況、弱者として暴力を受けている状況を示唆する。そ

んな中、「私」は罠の残酷さ、悪意を知ることとなる。その罠は目に見えないところで、まだ獲物

をかけず置かれていた。「ティー・マグを囲む手が鈍くぶしつけに／白い陶器を鳴らすのを感じた」

('I felt hands round a tea mug, dull, blunt,/ Ringing the white china." 5)という表現により、手が罠にた

とえられており、ティー・マグを持つ二人の間に緊迫した関係が浮かび上がる。「誕生の激痛のよ

うにぴったりと並べて置かれる」('Set close, like birth pangs' 4)罠は、スティーブンソン(Stevenson)が

指摘しているように「残虐であるだけでなく、避けられないが抵抗することのできない結末の恐ろ

しい象徴」(Stevenson 244-45)である。第6連では、ウサギ捕りの罠の残酷さが、二人の結婚生活の

亀裂を象徴している。ワグナー・マーティン(Wagner-Martin)は草稿段階においてこの詩が「罠」

("Snares")であった(Wagner-Martin 205)ことを指摘しており、プラスはウサギ捕り用の罠にこだわり

を持っていた。「私たちの関係」を罠とウサギの関係にオーバーラップさせ、「私」の死に対する

恐怖が罠に表象され、「罠のピンと張りつめた針金」('Tight wires between us' 6)、「引き抜くことの

できない深い杭」('Pegs too deep to uproot, 6)という表現となっているのだ。二人の結婚生活の実態

そのものが、ウサギ捕りの罠に具現化され、詩の最初にある「力の場所」とは、ウサギを捕る荒野

のみならず、家庭そのものをも示唆しているのである。 

ここで二人の田舎生活に対する意見の相違について、伝記的な事実を照合したい。プラスが「ウ

サギ捕り」を書いたのは1962年だが、実はその6年前に母への手紙で、二人が散歩中に、ヒューズ

が子をはらんでいるウサギを殺したエピソードについて、次のように語っている。 

 

Ted, a dead-eye marksman, shot a beautiful silken rabbit, but it was a doe with young, and I didn’t 

have the heart to take it home to make a stew of it. (LH 269) 

 

テッド、全く正確な射撃の名手は美しい絹のようなウサギを撃った。でもそれは子をはらん

だメスで、私はそれを家に持ち帰ってシチューを作る気になれなかった 

 

批評家レイモンド(Raymond)はプラスが「ヒューズを領土、風景の支配者として描き」(189)、

1度の流産と2度の出産を経験した後書かれた詩として伝記と詩の関係性についても触れてい

る。ウサギ捕りに関しては、文化的相違だけでなく、子をはらんだウサギを殺したことで、女

という共通の肉体メカニズムを持つウサギと彼女自身の間の距離が縮まり、接点が生まれ、そ

の反対に、死んだ目の射撃の名手に対して相容れない距離や差異が生まれているようだ。残酷

な状況の下で、抑圧された女性性を表象する犠牲者としての詩人が浮き彫りになっている。 

 

 

 

 

65上杉：シルヴィア・プラスとテッド・ヒューズ―「ウサギ捕り」(“The Rabbit Catcher”)についての比較文化的一考察―



３．ヒューズの「ウサギ捕り」 

もうひとつの伝記的エピソードが、ヒューズによる同名の詩「ウサギ捕り」("The Rabbit Catcher" 

BL)に克明に描かれている。前述の通り、プラスの「ウサギ捕り」に呼応するこの詩は、伝記的な

事実の時系列に沿って、二人の感覚のずれの根本に何があったかを解き明かしてくれる。 

 

It was May.  How had it started?  What 

Had bared our edges?  What quirky twist 

Of the moon’s blade had set us, so early in the day, 

Bleeding each other?  What had I done?  I had 

Somehow misunderstood.  Inaccessible 

In your dybbuk fury, babies 

Hurled into the car, you drove.  We surely 

Had been intending a day’s outing, 

Somewhere on the coast, an exploration— 

So you started driving. 

What I remember 

Is thinking: She’ll do something crazy. And I ripped 

The door open and jumped in beside you. 

So we drove West. West. Cornigh lanes 

I remember, a simmering truce 

As you stared, with iron in your face, 

Into some remote thunderscape 

Of some unworldly war.  I simply 

Trod accompaniment, carried babies, 

Waited for you to come back to nature. 

We tried to find the coast.  You 

Raged against our English private greed 

Of fencing off all coastal approaches, 

Hiding the sea from roads, from all inland. 

You despised England’s grubby edges when you got there. 

That day belonged to the furies. I searched the map 

To penetrate the farms and private kingdoms. 

Finally a gateway.  It was a fresh day. 

Full May.  Somewhere I’d bought food. 

We crossed a field and came to the open 

Blue push of sea-wind.  A gorse cliff, 

Brambly, oak-packed combes.  We found 

An eyrie hollow, just under the cliff-top. 

It seemed perfect to me.  Feeding babies, 

Your Germanic scowl, edged like a helmet, 

Would not translate itself.  I sat baffled. 

I was a fly outside on the window-pane 

Of my own domestic drama. You refused to lie there 

Being indolent, you hated it. 

That flat, draughty plate was not an ocean. 

５月だった。それはどのようにして始まったのか？

何が僕たちの危機を明らかにしたのか？ 

どんな月の刃の気まぐれな湾曲が僕たちにあの日 

あんな早い時間に互いの血を流させたのだろうか？ 

僕が何をしたのか？僕はとにかく誤解していた。 

君の悪霊に取り憑かれたような怒り 

に近よりがたく、子供たちを車に放り込み、 

君は運転した。僕たちは確かに日帰りの遠足を 

計画していた。どこか海岸に、探検に― 

それで君は運転し始めた。 

僕が思い出すのは 

考えたことだ。彼女は何か狂ったことをしそうだと。 

僕はドアを引き開け君の隣に飛び乗った。 

そして僕たちは西に向かって車を走らせた。西に。

コーンウォール方向の小道を僕は覚えている。 

君が鉄のような表情をして 

何か内なる戦いのどこか遠い落雷の風景を 

見つめていた時のぐつぐつ煮えるような小休止を。

僕はただ子供たちを抱えてついて歩き、 

君が元に戻るのを待った。僕たちは 

海岸を探すよう努めた。君は、 

激怒した。道路から、あらゆる内陸から、海を隠し、

全ての海岸沿いの接近を囲う 

僕たち英国人の私的貪欲さに対して。 

到着した時、君は英国の汚い岬のはずれを軽蔑した。 

あの日は怒りの１日だった。僕は地図を調べた。 

農場と個人の領土を通るために。 

ついに出入り口があった。爽やかな日。 

５月の真盛り。僕はどこかで食べ物を買った。 

僕たちは野原を横切り、海風が 

青く吹き付ける空き地に来た。ハリエニシダの崖、

茨の多いナラで密集した険しく深い谷。僕たちは見

つけた。崖の頂上のすぐ下に１つの巣穴を。それは

僕には完壁に思えた。赤ん坊に授乳しながら、ヘル

メットのような縁取りのある君のドイツ人的しかめ 

面は自らを分かり易く説明しようとしなかった。 

僕は困惑して座っていた。僕は自分自身の 

ホームドラマの窓ガラスの外に止まっている１匹の

蠅だった。君は怠慢にそこに横になるのを拒絶した、

君はそれを嫌った。あの平らで隙間風入る板は海で 
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You had to be away and you went.  And I 

Trailed after like a dog, along the cliff-top field-edge, 

Over a wind-matted oak-wood— 

And I found a snare. 

Copper-wire gleam, brown cord, human contrivance, 

Sitting new-set.  Without a word 

You tore it up and threw it into the trees. 

 

I was aghast.  Faithful 

To my country gods―I saw 

The sanctity of a trapline desecrated. 

You saw blunt fingers, blood in the cuticles, 

Clamped round a blue mug.  I saw 

Country poverty raising a penny, 

Filling a Sunday stewpot.  You saw baby-eyed 

Strangled innocents, I saw sacred 

Ancient custom.  You saw snare after snare 

And went ahead, riving them from their roots 

And flinging them down the wood.  I saw you 

Ripping up precarious, precious saplings 

Of my heritage, hard-won concessions 

From the hangings and the transportations 

To live off the land.  You cried: 'Murderers!' 

You were weeping with a rage 

That cared nothing for rabbits. You were locked 

Into some chamber gasping for oxygen 

Where I could not find you, or really hear you,  

Let alone understand you. 

はなかった。君は離れるべきだった。そして行った。 

そして僕は風がもつれさせたカシの木の上にある 

崖の頂上の平地の端に沿って、犬のように 

後をつけていった。そして1つの罠を見つけた。 

銅線の輝き、茶色いコード、人間の考案品、 

新しい装置が並んでいた。一言も言わず 

君はそれを引きちぎり、木々の中へ投げ入れた。 

 

僕は仰天した。田舎の神に忠実であった僕は― 

罠の並びの神聖さが汚されるのを見た。君が 

見たのは表皮の血が滲み出た無遠慮な指が青い 

ティー・マグの周りをしっかりと握っていたこと。 

僕が見たのは田舎の貧困が１ペニーを儲け、 

日曜のシチュー鍋を満たしていたこと。 

君が見たのは赤ん坊の目をした絞め殺された 

無垢であり、僕が見たのは聖なる古代からの 

慣習だった。君は続く罠を見て前へ進み、 

その根から罠をもぎ取り森の中へ投げ飛ばした。 

それらを僕は君が不安定で貴重な若木を 

引き裂くのを見た。僕の伝統のなかなか勝ち 

取れなかった特権。吊したり追放したり 

することからは。その土地から食べ物を得る 

ために。君は叫んだ「人殺し！」 

君はウサギのことなんか気にしていない激怒で 

すすり泣いていた。君は部屋に閉じこめられて 

酸素を渇望する。そこでは僕は君を 

見いだせなかったし、本当に声を聞けなかった 

ましてや君を理解することなどできなかった。 

("The Rabbit Catcher" BL 1-3 ) 
 

二人は５月のある日、車で出かけたが、彼は「君の悪霊に取り憑かれたような怒りに近よりがた

く」(‘Inaccessible/ In your dybbuk fury’ 1)感じた。車をわざと落として自殺しようとしたことのある

プラスだから、「彼女は何か狂ったことをしそうだ」(‘She’ll do something crazy’ 2)と予感していた。

二人がイギリスの田舎に向かい、崖っぷちのある海岸に近づくと、イギリス人のやり方に対するプ

ラスの嫌悪感が露わになる。「君はそこに着いたとき、イギリスの汚い海岸を嫌悪した」(‘You 

despised England’s grubby edges when you got there.’ 2)。ヒューズは「君のドイツ的なしかめっ面」

(‘Your Germanic scowl,’ 2)を見て、困惑した。プラスは「道路から、あらゆる内陸から、海を隠し／

すべての海岸沿いの接近を囲う僕たち英国人の／私的な貪欲さ」(‘our English private greed/ Of 

fencing off all coastal approaches,/ Hiding the sea from roads, from all inland.’ 2)に嫌悪を覚えており、そ

の一方、ヒューズはプラスのアメリカ人らしさを異質なものと見なしていた。実際に、ヒューズと

ウサギ捕りの罠の列を発見した際、プラスはそれらがあまりにも残酷な「赤ん坊の目をした絞め殺

された無垢」(‘baby-eyed/ Strangled innocents’ 3)、「連続する罠」(‘snare after snare’ 3)であると感じ、

狂ったように走り回って、その罠を引きちぎった。それに対して、ヒューズは「神聖さが汚される」

(‘The sanctity of a trapline desecrated’ 3)と感じ、田舎に住む人にとってウサギ捕りとは、「聖なる古

代からの慣習」(‘sacred/ Ancient custom’ 3)であり、生きるために食べていく手段としての「人間の
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考案品」(‘human contrivance’ 2)であったことを理解していた。しかし、プラスは「人殺し！」

(‘Murderers!’ 3)と叫び、その罠を感情的に引きちぎり、投げ捨てたのである。文化的背景の違いか

ら感情の亀裂が起こり、そのずれが吐き出される。 

二人のものの見方の違いは次々に列挙されていく。彼女は「無遠慮な指が青いティー・マグの周

りをしっかりと握っている」(‘You saw blunt fingers, blood in the cuticles,/ Clamped round a blue mug.’ 

3)、つまり家で待つ主婦の姿を見た。プラス自身の詩では、「ティー・マグを囲む手が鈍くぶしつ

けに／白い陶器を鳴らす」(前出)と異なる表現が用いられている。この彼の「しっかり握る」とい

うのと彼女の「鳴らす」という手の動きは、それぞれ異なり、マグの色も違っている。また、彼は

「田舎の貧困が1ペニーをもうけ、日曜のシチュー鍋を満たしていた」(‘I saw/ Country poverty raising 

a penny,/ Filling a Sunday stewpot.’ 3)、つまり彼は田舎の人間が生活の手段として、ウサギを捕り、

生きる糧としているのを見た。このように、同じ対象について二人があまりにも隔たりのある見方

をしているのである。 

最終スタンザで、ヒューズはそのプロセスについて、プラスがそのときこの経験の中に何かをと

らえ、それを非常に敏感なタッチで詩の中に囲い込み、詩の中で生命力みなぎるものとして誕生さ

せたと言い、いろいろな考え方の違いはあったものの、最後には彼女の創作のプロセスを尊重する

理解者としてこの詩を終えている。 

 

In those snares 

You'd caught something. 

Had you caught something in me, 

Nocturnal and unknown to me?  Or was it 

Your doomed self, your tortured, crying, 

Suffocating self?  Whichever, 

Those terrible, hypersensitive 

Fingers of your verse closed round it and 

Felt it alive.  The poems, like smoking entrails, 

Came soft into your hands. 

それらの罠で 

君は何かをとらえた。 

君は僕の中の、夜行性のそして僕の知らない 

何かをとらえたのか？あるいはそれは 

君の不運の自己、君の拷問にあった、嘆き悲しむ 

窒息している自己なのか？どちらにせよ 

それらの恐ろしい、超敏感な 

詩の指がそれを囲い込み、生き生きしたもので 

あると感じた。詩は煙をあげる内臓のように 

君の手の中に優しく入ってきた。 
("The Rabbit Catcher" BL 5) 

 

「それらの恐ろしい、超敏感な／詩の指がそれを囲い込み／生き生きしたものであると感じた。詩

は煙をあげる内臓のように／君の手の中に優しく入ってきた。」 (‘Those terrible, hypersensitive/ 

Fingers of your verse closed round it and/ Felt it alive. The poems, like smoking entrails,/ Came soft into 

your hands.’ 4)お互いの相違はあっても、あたかもそれらすべてを受け入れ、乗り越えたかのように、

ヒューズは最後に彼女を詩人として認めている。あるひとつの不幸な経験が、プラスにとって詩を

生みだすまさに原動力となったことが明らかである。そしてそんな苦い体験を彼女は詩に転化する

才能を持っていた。そしてそのことを、誰よりもヒューズが理解していたのである。 

 

４．比較文化的観点からの考察 

以上の二人のものの見方の違いについて、もう一歩比較文化的考察を進めてみたい。私はここで

英米比較文化的観点が有効であると考える。その理由として、もともとプラスはアメリカ中産階

級出身の消費者であり、一方、ヒューズは「田舎の神に忠実な」(‘Faithful/ To my country gods’ 

3)ヨークシャーの労働階級出身の自然や動物と身近な禁欲主義者であることが挙げられる。そ

ういった二人の異文化から生まれた価値観のギャップは、まずは「罠」というメタファーに集約

されている。これこそが、心的葛藤を詩に投影させるプロセスのひとつとなっている。粗野なイギ

リスの田園地方の文化と商業的で流行を追うアメリカの文化がせめぎあうその異文化の狭間
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で、差異を受け入れられずにいる二人の詩人が、それらの異なる切り口から、異質なるものへ

の嫌悪感や感情を、共通の経験を通して詩に表しているのが特徴的である。 

このように異文化の狭間で生まれる心的葛藤が、詩という言語の中に表象され、「罠」というメ

タファーを通じて、支配するものとされるものの状況が浮かび上がる。そしてこの関係は英米両国

の歴史的な植民地の関係を背景としていることが言えるのではないだろうか。そこで、英米文化の

差異について論じた加藤の説を参照したい。 

 

言語の共通性による混乱に加えて、英米両国の歴史的な関係とそれに伴う相互的な偏見の問題

がある。いうまでもないことだが、アメリカは、イギリスにたいする植民地叛乱によって独立

した国家である。もちろん、独立宣言からすでにほぼ二世紀にちかい時間が経過しているから、

英米間に敵対関係は存在していない。しかし歴史心理的にいって、イギリスにとってのアメリ

カは「反逆者」であり、アメリカにとってのイギリスは「暴君」なのであった。その相互反撥

的な緊張関係は現代にも尾をひいている。（加藤 137） 

 

この説は非常に的を射ており、総体的に、英米関係の植民地的
コ ロ ニ ア ル

な文脈の存在を確認することがで

きる。特に同じ英語圏であるからこそかえってその言語同一性が、歴史的なメンタリティの差をよ

り複雑にしているのではないか。またクラーク(Clark)が指摘しているように、イギリスではプラス

は植民地的対象(‘the colonial subject’ Clark, 92)となっていた事実があり、表面的なアメリカ的物質主

義を体現していたのである(‘embodying superficial American materialism’ Clark 92)。 

加藤とクラークの説をプラスとヒューズの関係に当てはめて考えてみよう。男性が中心的だった

ケンブリッジ大学に、女性だけのスミスカレッジから留学した彼女にとって、プラスは嘲りの的で

あり、それゆえイギリス文化に自らを適合させようと、彼女はアクセントさえ真似ようと奮闘した

面がある。プラスはイギリスの自然風景との統合ができないだけでなく、イギリス人の夫やその文

学伝統との統合ができなくて悩んだようである(Clark 107)。イギリスのムーアそのものが男性的で、

重々しく、支配的で、それこそがまさにイギリス的なものであった。その反面、彼女が子ども時代

を過ごしたアメリカのノーセットの海は果てしなく、広大で開放的であり、それこそがまさにアメ

リカ的なものであった。そのような異文化的背景で生きてきた二人だから、二人のムーアの受け止

め方自体、非常に異なっているのは至極当然のことである。クラークの分析にあるように、ヒュー

ズはムーアの詩において地平線のイメージを「原始的な永遠性を表すもの」として用いているが、

一方プラスはイギリスの地平線は「実感や境界線のないもの」としてとらえていた(Clark 108)。こ

のようにプラスが異文化の中で心的葛藤をし、それが詩の中に克明に表されているのを感じたヒュ

ーズは、プラスがイギリスからアメリカに戻った方が創作上に利点があると言ったほどである

(Clark 95)。 

総体的かつ歴史的な異文化間の植民地的
コ ロ ニ ア ル

な背景、支配するものと支配されるものの関係性を、二

人の「ウサギ捕り」に読み取ることが可能ではないだろうか。それを背景に、異文化間の男と女の

パーソナルな関係、夫婦間の葛藤が投影されていることに深い意義があると思われる。 

まさに異文化のこの関係性が支配者である夫、征服される妻という男女の構図、さらには狩猟者

と獲物という構図にも拡がり、つながり、そして置きかえられているのである。それゆえに、ここ

にプラスとヒューズの詩を英米比較文化の角度から考察することは歴史的・文化的基盤に立った考

察を深めることとなり、非常に有効である。 
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しかしながら、結果的に、葛藤そのものは詩の中に表象され、変質化されていく（時には昇華・

浄化させられていく）のだが。そしてそれこそが、詩の力が持つ特有の効果とでも言えよう。 

 

５．おわりに 

プラスはヒューズから詩作について忠告を受け、多くを学び、彼から動物や自然についての描写

に影響を受けただけでなく、彼に対する彼女の心的葛藤や畏敬の念を、詩という言語に投影した。

しかしながら、それらの詩の中には、夫に対する愛情に満ちあふれた詩はないと言っても過言では

ない。確かにプラスはロマン派詩人ではなく告白詩人と言われるだけあって、夫との関係において

も、幸せや愛情よりも、むしろ醜い部分や隠したい部分をさらけ出す傾向にあった。 

今回は英米比較文化の観点から、夫との間に、埋めようのない文化的相違を感じながらも、異文

化の狭間で感じた心的葛藤を創作に橋渡し、投影させ、自己を浄化させるという詩人の技巧につい

て注目した。またプラスとヒューズが書いた同名の詩から二人の感性の違い、異文化に根差す

植民地的
コ ロ ニ ア ル

背景、そして、心的葛藤が詩という言語に転化されていくそのプロセスについて考察した。

そのようなプラスの詩は、死後50年経過した現在もなお、生きることや愛することの苦しさを私た

ちに問いかけ、生き続けている。それゆえにプラスの現代性があるといえるだろう。 
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