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ジョン・ダンと視覚文化
― エンブレムと詩的イメージの相関性 ―

宇　野　榛　華

はじめに

「文壇の大御所」と呼ばれたサミュエル・ジョンソン（Samuel Johnson, 1709-84）によって「形

而上詩人」（metaphysical poets）の一人と称された英国詩人ジョン・ダン（John Donne, c.1572-

1631）の詩は奇想に溢れたものである。ダンはそのような奇想をいかにして思いついたのだろう

か。これを単なる天性の才能によるものであるとして片付けず、当時の文学的風土からの影響に

よるものであるとする二十世紀初頭の批評的動向の中で、急速に浮かび上がってきたものがエン

ブレムである（１）。フリーマン（Rosemary Freeman）は『英語のエンブレムブック』（English 

Emblem Books, 1966）の中で、十七世紀の全ての形而上詩人が、その作品の中でエンブレムに

ついて何等かの見識を示しており、その影響の程度と価値は当然のことながら詩人によって大き

く異なるものの、エンブレムを全く無視したものは全くいないと述べる（２）。そこで本稿では、

ダンが視覚文化に関心を見出していたことに加え、その奇想表現にエンブレム的な要素が見られ

ることを、「ジョージ・ハーバート氏へ―錨とキリストの印形に寄せて」（“To Mr George Herbert 

with my Seal of the Anchor and Christ”）及び「諷刺三」（“Satyre 3”）に見られるエンブレム的イ

メージと、エンブレムブック流行の礎を築いたイタリア人エンブレム作家アンドレア・アルチャー

ト（Andrea Alciato, 1492-1550）及び英国エンブレム作家であるジョージ・ウィザー（George 

Wither, 1588-1667）、フランシス・クォールズ（Francis Quarles, 1592-1644）等の作品とを比較す

ることによって示す。

ダンとエンブレム

フリーマンが指摘するように、ダンもまたエンブレムに対して強い関心を抱いていた。ウォル

トン（Izaak Walton, c.1594-1683）によるダンの同時代唯一の伝記『ジョン・ダン博士の生涯』（The 

Life of Dr. John Donne, 1640）の中には、ダンとエンブレムに関する以下のエピソードが記述さ

れている。
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話を進める前に、ダンに死が忍び寄っていた頃、ダンが錨の上に磔にされたキリストの姿

を素描させたことを読者に知らせておいた方が適切であると思われる。それは通常、十字架

に磔にされたキリストの絵を提示したい時に画家たちが描く絵に似ていた。彼は十字架では

なく、希望のエンブレムである錨にキリストの絵姿を添えた。ダンはこれをミニチュアで素

描させ、これをもとにごく小さなヘリオトロープにその絵を彫らせ金環にはめ込んだものを

数多く作り、彼の形見として、また彼の愛情のしるしとして保管し、印形や指輪として使う

ようにと最も親しい友人たちへ贈った。（３）

ウォルトンはこのエピソードをダンに死が差し迫った頃のものとしているが、錨の上に磔にさ

れたキリストの印形は、1615 年 1 月 23 日にダンがエドワード・ハーバートに宛てた手紙にて使

用されていることから、この制作時期は少なくとも 1615 年以前であると考えられ（４）、1631 年

に此の世を去ったダンにとって死に際にあたる時のエピソードであるとするウォルトンの時期認

識は誤ったものであると考えられる。しかし今回は、ダンのエンブレムに対する関心を示すため

にこれを取り上げているため、制作年代に関するこの相違には立ち入らず話を進める。

錨の上に磔にされたキリストというエンブレムのミニチュアの制作を自ら依頼し、友人に贈っ

たというこのエピソードは、エンブレムに対するダンの関心を端的に示すものである。また、三

月の誕生石として知られ、ブラッドストーンの別名を持つヘリオトロープは、深い緑色の中に赤

い斑点が入ったその外見から、十字架にかけられたキリストが処刑される際に流した聖血によっ

て産み出されたという伝承を持っており、この伝承ゆえ献身や困難を乗り越える力を象徴する石

として中世より広く知られていた。これらの事実は、エンブレムそのもののみならず、紋章や誕

生石を含む様々な象徴体系の中でダンが生きていたことを示すものであると言える。

ダンはエンブレムに関するこの伝記的事実に関連する書簡詩の中においてもまた、エンブレム

的な表現を持ち出している。ウォルトンはその伝記の中で、ダンがこのエンブレムのミニチュア

を同じく形而上詩人として知られるジョージ・ハーバートに贈ったということを記している（５）。

この伝記的事実を裏付けるものとして、ダンがエンブレムと共にハーバートに贈った一篇の詩

「ジョージ・ハーバート氏へ、錨とキリストの印形に添えて」（６）が存在する。“A sheaf of snakes 

used heretofore to be/ My seal, the crest of our poor family:/ Adopted in God’s family, and so/ Our 

old coat lost, unto new arms I go.”（７）「一束の蛇、それはこれまで用いてきた印形である。その

印形は貧しい我が家の家紋であった。神の家族の一員として受け入れられることになったので、

古い家紋を捨て、新しい紋章へと移った。」（1-4）という詩行で始まるこの詩において、ダンは

錨とキリストの紋章【図 1】に関する自らの解釈に加え、五匹の蛇を一つに束ねたかつての紋章【図

2】にある蛇のイメージに関する解釈にもまた触れているが、その表現の中にエンブレムブック

にあるイメージとその発想法を同じくする部分がある。

The Serpent, may, as wise, my pattern be;
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My poison, as he feeds on dust, that’s me.

And as he rounds the Earth to murder sure,

My death he is, but on the Crosse, my cure.

蛇は、賢者の象徴として、私の手本となりうる。

また、私は土塊、だから、その土塊を食らう蛇は、私の毒ともなり、

蛇は、地球に巻き付き、息の根を止めるから、

私の死の原因となるかもしれない。しかし十字架の上では私の救いとなる。

 （13-16）

ダンにとって時に賢者、時に毒の象徴となる蛇は、地球に巻き付くことで死の象徴となる。物

体に巻き付く蛇のイメージというと「幸運は美徳に付随する」（Virtuti fortuna comes.）【図 3】

というモットーが添えられたアルチャートのエンブレムや「勤労は美徳を、美徳は栄光をもたら

す」（Labore Virtus, Virtute Gloria Paratur.）というモットーが添えられたウィザーのエンブレム

【図 4】、またヤコブの手紙第 1章 14 節に基づき「人は欲に惹かれ、誘われる時、誘惑に陥る」（Every 

man is tempted, when he is own lust, and enticed.）（８）というモットーが添えられたクォールズ

のエンブレム【図 5】を初めとする幾つかの作品が存在し、地球のエンブレムもまた、「主の手

の中に地の全てがある」（In Manus Domini Omnes Sunt Fines Terrae.）というモットーが添えら

れたウィザーの作品【図 6】や『地球は乳母である』（Nutrix ejus terra est.）というモットーが

添えられたマイヤー（Michael Maier, 1568-1622）の作品【図 7】を筆頭に十六世紀後半から十七

世紀初頭にかけて幾篇かの作品が残されている。物体に巻き付く蛇のイメージを持つエンブレム

に関しては、三者ともにこれ以外の複数の作品を書き残しているものの、本来、否定的な象徴性

をも持ちうる蛇のイメージを、実際に否定的に用いたのはクォールズのこの作品のほか数少ない。

しかし、フリース（Ad de Vries）の『イメージ・シンボル事典』（Dictionary of symbols and 

imagery, 1984）を見れば分かるように、古来より蛇は多義の象徴性をもつイメージであり、クォー

ルズやダンのようなイメージ利用は決して間違ったものではない。また、地球のエンブレムに関

しては先の例と同じく他作品においても人類の住処である地球そのものとして用いられている。

ダンは地球に巻き付く蛇のイメージを、人類の住処に蔓延する毒のイメージに変換することで

これを死と結びつけたのであろう。モットーこそ異なるものの、当時のエンブレムブックに度々

記された地球とそれに巻き付く蛇といった象徴的表現と死という抽象的概念とを結び付けるダン

の奇想は、ダン特有のものでありながら、その発想法を同時代のエンブレム作家と同じくしたエ

ンブレム的奇想であるとも言える。

また、ハーバートに贈った書簡詩におけるダンのエンブレム的な発想法をさらに顕著に示すも

のとして、続く蛇と十字架のイメージが挙げられる。ダンの紋章は錨に磔にされたキリストのイ

メージへと変更されたが、ダンはその錨と共に、“I with this, my first Serpents hold, God gives 
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new blessings, and yet leaves the old”「これ（現在の印形）と共にかつての紋章に用いた蛇をも

携えているつもりである。神は新しい恵みを授けて下さいましたが、古いものも置いていかれた。」

（11-12）と述べる。ダンはなぜ、このようなことに言及したのだろうか。その答えが、十字架上

の蛇は救いを意味するとした 16 行目の一文に示されているのである。十字架上の蛇を救いの象

徴とするその発想自体がエンブレム的であることは言うまでもないが、ダンの詩におけるこの奇

想と完全に対応する「唯一の救い」（Una Salus.）というモットーが添えられたエンブレム【図 8】

の存在を明示することで、この奇想表現がその発想法においてエンブレム的であるということが

より決定的に言える。

ここで注意を要することは、ダンがエンブレムブックにある表現をその詩に引用していたとい

うことではなく、ダンの奇想発想法が同時代のエンブレム作家らのそれと同質のものであったと

いうことである。ダンはエレジー「恋の旅路」（“Loves Progress”）の中で「足は貞節のエンブレ

ム」（79）と記し（９）、また、親友であるヘンリー・グッドイヤー卿（Sir Henry Goodere, 1534-

1595）にあてた書簡においては、グッドイヤー卿の書物が自らの書斎に与えたエンブレム的効用

について言及しており（10）、これらはダンがその日常生活の中で独自のエンブレムを創造してい

たことを端的に示す例であると言える。

「諷刺三」におけるエンブレムの要素

「宗教の風刺詩」の別名をもつダンの「諷刺三」はエンブレム的な要素に加え、マニエリスム

的な要素をも内包しており、当世の視覚文化の影響を強く受けた詩であると言える。プラーツ

（Mario Praz, 1896-1982）が指摘するように、十六世紀のヨーロッパにおけるエンブレムの流行は、

ダンを含む十六、十七世紀の形而上詩人に影響を与えたが、その一方でエンブレムの流行は後の

時代、ポントルモ（Jacopo da Pontormo, 1494-1557）からエル・グレコ（El Greco, 1541-1614）

まで、つまり 1520 年頃から 1600 年頃までと言われるマニエリスムの時代とも重なっている。当

然、エンブレムとマニエリスムとの間に類縁関係が予想されるが、大熊の指摘するように、 実際

にそれらは機知の名において同質である（11）。

「諷刺三」におけるエンブレム的なイメージ利用は、この詩が書かれた時代の社会背景を読み

手に提示する役割をも持つ。宗教の真理の追究をテーマに据えるこの詩では “Is not our mistress 

fair religion, / As worthy of all our soul’s devotion/ As virtue was in the first blinded age?”「我々が

恋人とあがめる美しい宗教は、まだ信仰の光を与えられなかった大昔の人たちにとって、美徳が

そうであったように、全霊を捧げるべきものではないのか」（5-7）という読み手への語りかけか

ら始まり、信仰をないがしろにし、地獄に落ちぬよう勇気を持って努力せよという提言へと繋が

る。語り手の言う「勇気」とは、どの程度のものなのか。語り手は次のような例を挙げる。

Dar’st thou aid mut’nous Dutch, and dar’st thou lay
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Thee in ships, wooden sepulchers, a prey

To leaders’ rage, to storms, to shot, to dearth?

Dar’st thou dive seas, and dungeons of the Earth?

Hast thou courageous fire to thaw the ice

Of frozen North-discoveries, and, thrice

Colder than salamanders, like divine

Children in th’oven, fires of Spain, and th’Line,

Whose countries limbecks to our bodies be?

Canst thou for gain bear? [...]

お前は反乱を起こしたオランダ人を助ける勇気を持ち

木の墓のような船に乗って、指揮官の怒りや、大嵐や

鉄砲の玉や、飢餓に身をさらすだけの勇気があるのか。

水に潜り、地下牢に入るほどの勇気は持っているのか。

北極海の氷を溶かし、北回りの航路を発見するだけの

熱い勇気の火を持っているのか、また、サラマンダーよりも

冷血で、かの炉のなかで生きた神の子供たちのように

儲けのためなら、スペインや赤道直下の火に耐えて、

それらの地方の蒸留器に負けない熱気に肉体をさらす

だけの勇気があるのか。・・・

 （17-26）

「反乱を起こしたオランダ人」（17）という表現から、この一文の背景にスペインからのオラン

ダ独立戦争である八十年戦争（1568-1648）があることが分かるが（12）、それ以上に注目すべきは 

“ships, wooden sepulchers”「木の墓のような船」（18）といったエンブレム的な表現である。こ

の表現は、ダンがクリストファー・ブルック（Christopher Brooke, ?-1628）に宛てた書簡体ソネッ

ト「嵐」（“The Storm”）の中で “some coffined in their cabins lie”「船室という棺桶に横たわり」（45）

という言葉に変えられて登場するほか、「愛の戦争」（“Love’s War”）の中では “they [ships] are 

deaths”「船は死そのものだ」（27）という端的な表現に繋がっている。これら二篇はいずれも

1596 年から 97 年にかけてダンがカディス、アゾレス遠征に参加した時の経験をもとに書かれた

ものであることから（13）、「諷刺三」におけるこれらの詩行もまた、宗教戦争の一端に加担したダ

ン自身の経験を背景に記された可能性が示唆される。ボールドは、その根拠は明らかにしていな

いものの、「諷刺三」の制作年代を 1596 年頃と推定しており（14）、ミルゲートもまた、その具体

的根拠を明らかにせぬまま 1593 年から 98 年頃に制作されたものと推定しているが（15）、以上の

ような事象を考慮すれば首肯できる推定である。
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前述の通り、ダンは同時期に書いた三篇の詩において「木の墓のような船」といったエンブレ

ム的表現を利用したが、この奇想表現は、当時のエンブレムブックに度々登場する舟というイメー

ジを用いながらも、それにダン特有の象徴性を持たせることにより、これら三篇の詩において、

八十年戦争の過酷さを読み手に印象付けるエンブレム的な役割を果たしていると言える。船に関

するエンブレムはウィザーによって「運命が私たちを運ぶ」（Quo Fata Trahunt.）【図 9】という

というモットーが添えられたものが描かれたほか、「正しい道からは容易に逸れる」（In facile a 

virtute desciscentes.）【図 10】や「最も手近にある希望」（Spes Proxima.）【図 11】というモットー

が添えられた作品がアルチャートによって描かれている。舟を描いたエンブレムは、ウィザーと

アルチャートの作品に絞ったとしてもこれら以外に 5つ存在するなど、エンブレム作家の中で広

く用いられたイメージであるが、先に挙げた三作品をはじめとする同時代の舟のエンブレムは人

間の運命を左右する箱舟として描かれる傾向が強く、ダンと同様に死という象徴性を持たせるも

のはウィザー、アルチャート、クォールズの三者に限っては存在しない。一方で、アルチャート

は「仲間の残酷さによって滅びゆく者」（In eum qui truculentia suorum perierit.）【図 12】とい

うモットーのもと描いたエンブレムに「私は意に反して岸に打ち上げられたイルカである。この

例は天候が安定しない海には大きな危険が潜むことを示すものだ。ネプチューンさえも息子たち

を助けようとしないのに、船の上にいる人間が安全であると誰が思うのだろうか。」というエピ

グラムを添えている。このエンブレムの中心に描かれるものはイルカであり、舟ではないが、船

上の人間の死を暗示させるようなエピグラムは、「諷刺三」におけるダンの奇想と近しいものが

ある。

「諷刺三」におけるダンの感受性は、エンブレム作家ばかりでなく、デヴァイス作家のそれと

も通じる部分がある。一般に道徳的規範を示そうとするエンブレムに対し、デヴァイスとはイエ

ズス会に属する子どもらの修辞学的能力を培うために私的に制作されたものであるが（16）、大熊

はそのデヴァイス作家の特徴としてフェニックス、ユニコーン、サラマンダーなどの伝説的なイ

メージを好む点を挙げている（17）。そこで「風刺三」において注目すべきは “salamanders”「サラ

マンダー」（22）に関する表現だ。サラマンダーのイメージはウィザーやクォールズのエンブレ

ムブックには登場しないものの、16世紀後半から17世紀初頭にかけて、フランソワ一世（François 

Ier de France, 1494-1547）の紋章【図 13】として用いられたほか、先にも述べた通りヴァエニウ

ス（Otto Vaenius, c.1556-1629）や、バルノー（Nicolas Barnaud, 1538-1604）などのデヴァイス

作家によって好んで用いられた（18）。【図 14】【図 15】プラーツはデヴァイスの定義を「相互に解

釈し合う題名と絵による…目的、願望、ふるまいの象徴的提示」（19）をなすものとするが、ネブ

カドネツァル王によって三人の子どもたちが投げ込まれた炉の熱さや、スペインにおいて異端者

に課せられた焚刑に耐えうるものの象徴としてサラマンダーのイメージを取り入れたダンのこの

詩における趣向は、同時代のデヴァイス作家らのそれと同根であると言える。

また、ダンは「諷刺三」において、エンブレム的、かつマニエリスム的な要素を内包した表現

をこの詩のテーマでもある「宗教の真理」への到達過程に言及した詩行において用いている。
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Cragged and steep, Truth stands, and he that will

Reach her, about must, and about go,

巨大な山の頂上に、真理は立っている。その真理に

到達するには、ぐるぐる、ぐるぐると昇って行かねばならない。

 （80-81）

巨山の頂上に真理を立たせるという表現は非常に象徴的なものであるが、これと類似したエン

ブレムが存在することもまた事実である。“Tout bon Prelat, doibt monstrer la lumiere, / Sur le 

hault lieu, [...] ”「優れた高位聖職者はみな、高き場所に知識を掲げねばならぬ」（1-2）というエ

ピグラムから始まるエンブレム【図 16】は、アルチャートの影響を大きく受けたとされるフラ

ンスのエンブレム作家ペリエール（Guillaume de La Perrière, c.1499-1565）のものであるが、こ

こでは高位聖職者が険しい道の頂上に真理の象徴である蝋燭を掲げる姿が描かれており、これは、

先に挙げた詩行におけるダンの表現に近いイメージを持つ作品である。「険しき美徳への道」

（Ardua Virtuem.）というモットーが添えられたカメラリウス（Joachim Camerarius, 1500-74）の

エンブレム【図 17】においては、そのイメージ自体はダンと類似しているものの、頂上に立た

されるものが美徳であるという点において、ダンのイメージとは異なっている。しかし “Is not 

our mistress, fair Religïon, / As worthy of all our soul’s devotïon, As virtue was in the first, blinded 

age?”「我々の恋人である美しい宗教は、信仰とは無縁であった大昔の人々に対して、美徳がそ

うであったように、全身全霊を捧げるだけの価値がないとでもいうのか。」（5-7）という詩行に

あるように、宗教、つまりこの詩における真理は、古代における美徳と同様に全身全霊を捧げる

べきものであるとする語り手の見解を踏まえると、この詩において美徳と真理の両者は同等の価

値を持つものであるとみなされ、カメラリウスのエンブレムとダンの詩行における美徳と真理の

相違はダンのこの表現がエンブレム的であることを示すにあたって大きな問題ではないことが分

かる。

「真理に到達するには、ぐるぐる、ぐるぐると昇って行かねばならない」（80-81）という部分

にはエンブレム的な象徴法が用いられるほか、このイメージの全体像、さらにその細部の表現に

マニエリスム的な要素もまた内包されていると言える。ホッケ（Gustav René Hocke, 1908-85）

は後世においてマニエリスム作家と呼ばれる芸術家の特徴の一つとして「驚異的なもの」「魔術

的な風景」への志向を指摘し、その一例としてエル・グレコの『シナイ山』（Mount Sinai, 1570-

72）【図 18】を挙げている（20）。螺旋状の道を昇りゆこうとするダンの表現と比較すると、頂上

に連なる道の描き方において相違があるものの、巨山とその頂上へ繋がる急峻なる道のイメージ

は「諷刺三」におけるそれと類似している。それゆえホッケの論に基づくとダンのこの風景イメー

ジの全体像もまた、マニエリスム的なものであると言える。

また、プラーツは十六世紀初頭から数十年にわたって美術と文学に浸透したマニエリスムとい
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う様式における固有の指標として、ブロンズィーノ（Agnolo Bronzino, 1503-72）の『愛の勝利

の寓意』（Allegoria di Amore, 1544-45）【図 19】に見られる捻じれた人体や、ジャンボローニャ

（Giambologna, 1529-1608）の『サビニ女の略奪』（The Rape of the Sabine Women, 1574-82）【図

20】に見られるいくつもの捻じれた人体が織りなす群像、また、その姿態が捻じれるばかりでな

く、顔や胸、足までもがそれぞれの方向を向け、二人が昇ろうとする階段までもが螺旋を描くサ

ルヴィアーティ（Salviati, 1510-63）の『ダヴィデのもとへ赴くバテシバ』（Betsabea si reca da 

David, 1552-54）【図 21】をはじめとする作品に見られる ‘figura serpentinata’（蛇状曲線）といっ

た特徴を挙げている（21）。勿論、ぐるぐると昇りゆくといったダンの表現に見られる螺旋階段の

イメージもまた、蛇状曲線の一種とみなされる。

これに関してプラーツは以下のような疑問を抱く。「蛇状曲線は、不安や内面の動揺を示すも

のなのか、それとも単なる優雅さの追求の結果なのか。」（22）プラーツはその著書の中で読者にこ

う問いかけるが、「風刺三」の場合、この答えとして前者を選択すべきであろう。それは、「風刺

三」が書かれた当時、宗教の真理を発見することは社会のみならずダンにとっても極めて重要な

課題であったことに起因する。当時の様子について、ウォルトンは以下のように述べる。

19 歳のころ、彼はどの宗教を信奉するかについてまだ決心がつかず、また、最も正当な

ものを選ぶということが、どれほど自分の魂に関わってくるかについて、熟考していた。そ

れゆえに（彼の若さと健康は長寿を約束していたけれど）その問題に影響を与えそうな、あ

らゆる良心のためらいをなくすために、直ちに法律の勉強を全部やめてしまった。彼に一つ

の名称を貼りつけるような、他の全ての学問もやめてしまい、当時、プロテスタント派教会

とローマ・カトリック教会との間で論争があったので、その神学を、真剣に精密に調べ、研

究し始めた。（23）

1572 年から 73 年の間に生まれたとされるダンが 19 歳になるのは 1592 年頃と推定され、これ

は先に指摘した通り「諷刺三」が書かれたと考えられる時期に近いものである。この詩の中で語

り手は “[...] unmoved thou/ Of force must one, and forced, but one allow;/ And the right [...]”「お

前は惑わされずに、断じて強引に、一つの宗教、正しい宗教を求めねばならぬ。」（70-72）と呼

びかけるが、ウォルトンの記述を踏まえると、この部分は社会のみならず、ダンが自分自身にた

だ一つの正しい宗教を求めることを呼びかけているかのようにも聞こえる。ここでプラーツの提

示する問題に関して再考すると、ダンは当世の宗教情勢に対する懐疑と、その宗教に関する自己

の苦悩とを、同時代の文化的風潮にのっとり、視覚的に、より印象的な形で訴えるべく、後の時

代にマニエリスム的であるとされる急峻たる巨山と螺旋階段のイメージを挿入したと解釈するこ

とも可能である。これらの前提を全て正しいものとして踏まえると、ダンは「諷刺三」において、

全体を通じて表面上は外部的な宗教情勢全般を風刺の対象としているものの、エンブレム的な船

の描写を通じて宗教戦争に加担した自己の経験を暗喩的に介入させるほか、巨山あるいは螺旋階
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段のエンブレム的かつマニエリスム的な描写を通じて社会的な宗教不安に加え、自己の不安な内

面をも間接的に表現させているように解釈できる。

結び

ダンがその生涯の中でエンブレムに関心を抱いていたことは、上述の伝記的事実より明らかで

あるが、ダンはその奇想の発想法において、エンブレム作家らのそれと同質のものを持ち得てい

たと考えられる。ショーペンハウアー（Arthur Schopenhauer, 1788-1860）は『意志と表象とし

ての世界』（Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819）の中で詩とエンブレムの関係について以

下のように述べる。

一般的に、エンブレムの名は単純な寓意的描写に対して与えられているが、この描写は説

明的な銘言を伴い、直感的な形式において道徳的真理を示すためのものである。…それは詩

的な寓意への移行を成すものである。…寓意は詩において全く別の価値を有している。…詩

的寓意という形式をとって表現されているものは、常にある概念から生じるものであり、概

念はある表象を介して直感的な理解を求めるのであるから、描写される形象が、時折、表現

とともに現れ、表現を充全たるものにすることが認められる。（24）

ショーペンハウアーが指摘するように、詩的なイメージは潜在的にエンブレムになりうる要素

を含んでいる。プラーツは「感覚的な確かさを表現上必要とし、イメージの純粋に空想的な形象

化に留まることがなかった十七世紀の芸術家は、そのイメージをひとつのヒエログリフ、ひとつ

のエンブレムにおいて表現し、投影することを欲し、言葉の内容を完璧に伝えようとして造形表

現を付け加えるのを好んだのである。」（25）と述べるが、これはダンの詩作においても当てはまる

見解であると考えられる。そしてこれこそが「ジョージ・ハーバート氏へ、錨とキリストの印形

に添えて」及び「諷刺三」を含むダンの作品において、エンブレムを含む視覚文化の影響が見ら

れる所以であると言える。
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【図 3】Virtuti fortuna comes.

【図 1】

【図 5】  Every man is tempted, when he is own 
lust, and enticed. ―JAMES I. 14.

【図 4】Labore Virtus, Virtute Gloria Paratur.

【図 2】

【図 6】  In Manus Domini Omnes Sunt Fines 
Terra.
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【図 7】Nutrix ejus terra est.

【図 9】Quo Fata Trahunt.

【図 11】Spes Proxima.

【図 8】Una Salus.

【図 10】In facile a virtute desciscentes.

【図 12】In eum qui truculentia suorum perierit.
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【図 13】Nutrisco & extinguo.

【図 15】Mea Vita Per Ignem.

【図 17】Ardua Virtuem.

【図 14】   “A salamander lives in the fire, which 
imparts to it a most glorious hue.”

【図 16】Le theatre des bons engins, LXXXVI.
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【図 18】Mount Sinai

【図 20】The Rape of the Sabine Women

【図 19】Allegoria di Amore

【図 21】Betsabea si reca da David
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