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スロヴェニア共和国「国立大学図書館」の歴史とその機能 

 

岡野 裕行 

 

はじめに 

 

スロヴェニア共和国（スロヴェニア語名 Republika Slovenija / 英語名 Republic of 

Slovenia）はイタリア（Italia），オーストリア（Austria），ハンガリー（Hungary），ク

ロアチア（Croatia）の 4 ヶ国に囲まれた中欧に位置する小国である（以下，単にスロヴ

ェニアと表記する。また，固有名詞の綴りを示す際にはすべて「スロヴェニア語 / 英語」

の順で記載する。ただし人名・地名に関しては，スロヴェニアのものはスロヴェニア語表

記のみ，それ以外の国のものは英語表記のみとする）。 

首都リュブリャナ（Ljubljana）は国土の中心に位置し，同国内の大学で最も歴史のあ

る国立のリュブリャナ大学（Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana，1919 年

設立）の各学部が街の中心部に散在している。同大学の附属図書館はスロヴェニアの国立

図書館も兼ねており，国立大学図書館（Narodna in Univerzitetna Knjižnica / National 

and University Library）の名称で市民に親しまれている 1)。同図書館は，スロヴェニア

国内の図書館システムの中心的存在である一方，その建築設計がヨージェ・プレチュニク

（Jože Plečnik，1872～1957 年）という稀代の建築家の手によるもののため，建物自体の

芸術性にも注目が集まっている。本稿ではスロヴェニアの図書館事情の一例として国立大

学図書館を取り上げ，その公式パンフレット『プレチュニクの殿堂ヌク』（PLEČNIKOVA 

PALAČA NUK / PLEČNIK’S PALACE NUK）に記載されている英語解説文の筆者による

日本語訳を提示し，併せてその特色について論じてみたい 2)。 

 

1. 国立大学図書館の歴史と構造 

 

1.1 国立大学図書館の歴史と構造の解説文（日本語訳） 

ではまず，パンフレット解説文の筆者による日本語訳を以下に示す。 

 

国立大学図書館は世間一般に言われているところの「プレチュニクのリュブリャ



図書館綜合研究 no.7 

2  

ナ」（Plečnikova Ljubljana / Plečnik’s Ljubljana）のほぼ中心部に建っている 3)。

プレチュニクという人物や彼の作品は共に国家の象徴的な存在である。スロヴェニア

の 500 トラール（Tolar）紙幣にはプレチュニクの肖像と国立大学図書館の図面が描

かれているが，その両方が同一紙面に描かれているのは単なる偶然によるものではな

い 4)。国立大学図書館の建築は彼の作品の中でも最高傑作のうちの一つに数えられる。

それは彼の理想としていた都市であるアテネ（Athens）をスロヴェニアのなかで表現

したであった。例えば，アクロポリス（Acropolis）はリュブリャナ城（Ljubljanski 

Grad / Ljubljana Castle），アゴラ（Agora）はコングレス広場（Kongresni Trg / 

Congress Square），ネクロポリス（Necropolis）はジャーレ墓地（Žale / Cemetery 

Žale），ヴーリ（Vuli）は国会に該当することになるだろう。そのほかに学士院，競

技場，劇場，図書館，さらには市の交通網として，通り，広場，橋，土手なども構想

されている。プレチュニクの都市整備計画の構想に合致するこれらの諸要素のうち，

墓地，競技場，いくつかの教会，橋，そして図書館などは実現に至っている。 

国立大学図書館はアウアースペルク公爵邸（Palača Knezov Auersperg / 

Auersperg Ducal Palace）の跡地に建っている。もとの邸宅は 17世紀に造られたも

のだが，1895 年に起こった大地震によって激しい損傷を受けてしまった。国立大学

図書館が建てられている場所はスロヴェニアの歴史において重要であり，古代の建物

や中世の街並みと出会う空間を象徴している。愛国者であり信奉者でもあるプレチュ

ニクは，そのような空間が含意している重要性を理解していた。1931 年に新しい図

書館建築計画の最初の版ができ上がった。1936 年には建築工事が開始され，第二次

世界大戦勃発直前の 1939 年に建物が完成した。そしてイタリア軍が街を占領した

1941 年に蔵書が館内へと運び込まれた。国立大学図書館の建物は，まるでそれ自身

が有する記念碑的価値を道行く人々に語りかけるようにそびえている。様々な建築素

材によって創出された光と影の相互交錯や内装設計の図像などは，来館者たちを絶え

ず精神と文化の世界に招き入れている。 

国立大学図書館の外壁は四つの階層から構成されている。そしてそれらの階層は，

水平に並び連なる窓が描き出す横線によって上下に分割されている（図 1）。また，そ

れらの頂上部分は冠石によって締めくくられている 5)。地上階の壁面は著しく素朴な

造りであり，白い壁となるように表面の石が均一に配置されている。その上に続く三

つの階層は煉瓦造りであり，壁面の単調さを遮るかのように窓の開閉部が整然と配置
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されている。その煉瓦の壁には，建物の壁面から外部に突き出すように大小の石が埋

め込まれている。大閲覧室には地上階から 4階部分まで大きく広がるガラス窓が東西

に設けられており，それらを通して陽の光が図書館内に射し込むようになっている。

それら大きなガラス窓の輪郭は，青銅製の渦巻き形装飾を伴った 2本の擬似イオニア

様式の柱によって強調されている（図 2）。図書館の正面玄関はトゥリャシュカ通り

（Turjaška ulica / Turjaška Street）に面している 6)。その正面玄関部分は建物正面

の壁面から外に出っ張った構造になっている（図 3）。正面玄関の青銅製の二枚扉には，

国立大学図書館の象徴となった馬の頭部型のドアノブが取り付けられている（図 4・5）。

ゴスポスカ通り（Gosposka ulica / Gosposka Street）側の壁面には通用口があり，

その上に渦巻き形装飾用持送りが据え付けられている 7),8)。そこにはまた，ロイゼ・

ドリナール（Lojze Dolinar，1893～1970 年）の制作によるモーセ（Moses）の彫

刻が置かれている 9)（図 6）。プレチュニクは自身の携わった建築物の正面に，しばし

ば彫刻を配置していたのである。 

効果的な建築素材を使用することで実現化された光と影の空間構成は，国立大学図

書館の傑作とも呼べる聖式の要素（荘厳と神聖）を儀式的に結びつけている。国立大

学図書館の建築はパリ（Paris），ミュンヘン（Munich），ウィーン（Vienna）の図

書館建築を始め，ミケロッツォ（Michelozzo）作によるフィレンツェ（Florence）

のサン・スピリット修道院図書館（Monastery Santo Spirito），マニエリスム様式の

ローマ（Rome）のマッシモ宮殿（Massimo alle Colonne），フィレンツェのズッカ

リ宮殿（Palace Zuccari）など，プレチュニク自身の学問的ルーツである古代地中海

建築の伝統に逆らう形になっている。それには建築家プレチュニクの現代的志向を見

て取ることができるだろう。プレチュニクの内面世界に見え隠れしている図像が表現

された応用芸術として，国立大学図書館の建築には彼の好みが強く反映されている。

それはまた，スロヴェニア国家に対するプレチュニクの忠誠心を強調したものにもな

っている。壁面に使用された煉瓦とコンクリートという素朴な建築素材の組み合わせ

は，国立大学図書館が建設された当時のスロヴェニアの建築物にしばしば見受けられ

るものである。 

一般に図書館の建物には単純に機能性が求められるはずだが，国立大学図書館の外

観には驚くような装飾が施されている。これは図書館建築が行われた当時のスロヴェ

ニアに，装飾志向がはびこっていたゆえの影響と説明できるだろう。その当時のスロ
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ヴェニアにおいては，ゴシックやバロックのような芸術様式が盛んだった。国立大学

図書館の建物は，事実上，そのような芸術様式の実践のための実験場となっていたの

である。国立大学図書館の建物は神殿を敷衍したものとして設計されている。神殿の

入り口を進んでいくと，建物内の中心的な空間である大閲覧室へと通じる格調高い階

段に至る（図 7・8）。そこは学問や文化の面で，国立大学図書館における最も神聖な

場所である。その階段は高度に磨かれたポドペチュ（Podpeč）産の黒い大理石の壁

に覆われている 10)。プレチュニクは国立大学図書館の建物において光と影の対照を上

手に利用していたが，その例の一つは，この階段に取り入れられた影から光へと移り

ゆく通路を描こうとするアイデアである。階段を上り始めれば，大閲覧室やその入り

口の上の窓から自然の光が射し込んでくる様子を目にすることができる。この空間で

私たちが触れることができるのは，典型的なマニエリスム様式による階段である。プ

レチュニクは大閲覧室と階段とを直角に配置し，踊り場を設けることで階段を途中で

遮っている。そのような独特な設計によって，踊り場に自然光が取り入れられるよう

になっている（図 9・10）。高度に磨き上げられた壁の大理石が階段と踊り場に差し

込む光を和らげ，ほの暗い空間を生み出している。大閲覧室の扉を背にしながら展示

室の入り口を眺めれば，そこに階段の鏡像を見ることができる 11)。その鏡像は大閲覧

室前の踊り場の窓から降り注ぐ光に加え，階段に差し込んだ光が大理石によって反射

されたことで創出されたものである。大閲覧室を別として，この階段が図書館内の空

間において審美的・概念的に最も突出したものとなっていることに疑問の余地はない。 

美術史家たちは，国立大学図書館内の最も神聖な場所は大閲覧室だと述べている。

大閲覧室は横長の空間であり，その東西の壁面には大きなガラス窓が天井高くまで配

置されている。また，2階の書棚への行き来を可能にする 2本の回廊が大閲覧室の空

間を上下に分割している。この大閲覧室はまるで英国のチューダー様式の大聖堂を思

い起こさせるような構造である。英国の大聖堂では色取り取りの大きなガラス窓越し

に陽の光が降り注ぎ，聖歌隊席の柵や聖職者たちの長椅子によって空間が分割されて

いるが，この国立大学図書館においては，空間を分割している 2本の回廊より上の部

分が大聖堂における柵を表現していることになるだろう。大閲覧室のテーブルや椅子

は相互に面と向き合って整然と並んでおり，天井は木製の格間で飾られている。陽の

光はまた，階段の向きに沿った南北の小さい窓を通しても射し込むようにもなってい

る。大閲覧室には印象的な輪状の大きなシャンデリアが二つ取り付けられている。さ
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らにそれらのシャンデリアの間には，電球が房状に集まった別の形のシャンデリアも

備え付けられている。そしてそれらが厳粛で壮観な調和を保っている（図 11・12）。 

国立大学図書館の建物はウィーンにあるツァヒェール宮殿（Zacherl Palace）やプ

ラハ（Prague）にあるイエス・キリストの聖心教会（Church of the Holy Heart of 

Jesus Christ）などと共に，プレチュニクの作品の中で特に重要な三例のうちの一つ

に数えられる。国立大学図書館はプレチュニクの考えていたアテネの概念における，

文化（特に言語や本）の象徴となる空間となっている。 

 

では以上を踏まえ，次節において国立大学図書館の特徴についてまとめてみたい。 

 

1.2 国立大学図書館の歴史と構造について 

一つ目に，パンフレットの解説文全体の主題として，国立大学図書館としての機能面よ

りも，その建物の構造自体に注目が集まっているという特徴が見られる。図書館の中では

どのような図書館サービスが行われているかなどについては言及されておらず，専ら建物

の建築素材や構造などの説明に終始している。このことはパンフレットを作成している国

立大学図書館自身が，図書館としての機能面ではなく，建築構造のほうが世間一般的には

重要なものであると認識しているためと考えられるだろう。 

二つ目に，そのような芸術性に富んだ建物の建築手法が独創的かつ画期的であることが

指摘できる。ヨージェ・プレチュニクという建築家の特徴やその評価についての詳細は後

述することにするが，上記の日本語訳解説文からも窺えるように，彼の設計する建築物は

ヨーロッパの伝統的な建築からの影響を極力排している。このことは例えば，プレチュニ

クが自身の建築手法におけるルーツとしてのパリやミュンヘンの図書館，フィレンツェの

サン・スピリット修道院図書館などの古代地中海様式に安易に倣わずに，その影響から抜

け出す形で現代的志向を目指していたという解説文から推測が可能である。国家の中心と

なる図書館を建築しようと決定した際に，ヨージェ・プレチュニクという稀代の建築家が

その足下で活躍していたこと，そしてまた，彼が図書館の設計に取りかかったちょうどそ

のときに五十代後半という建築家として非常に脂の乗った老練な年齢になっていたことは，

スロヴェニア国家にとって非常に恵まれたことであったと言えるだろう（ただしこの時点

ではスロヴェニアは独立国家ではなく，ユーゴスラヴィア王国の一部である）。 

三つ目に，大地震による街の崩壊がプレチュニクという建築家に活躍の場を与えたとい
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う側面もある。日本語訳解説文に示した通り，リュブリャナでは 1895 年に大地震が起こ

っており，歴史的な建造物が軒並み倒壊するという大きな被害を被っている（ただしこの

時点のスロヴェニアは独立国家ではなく，オーストリア・ハンガリー二重帝国の一部であ

る）。伝統的な建物はそれによって大部分が失われてしまったが，それは一方では，震災当

時 23 歳という若い建築家にとって，新しい建物を故郷の街中に創り出す絶好の機会にも

なっていたことを意味している。街を再建しようとする国家の意向と建築家として評価が

高まっていたプレチュニクの活躍していた時代の時間的一致は，その後の国立大学図書館

建築へと至る流れと見事に符合している。これはまさしく歴史の巡り合わせと言うほかな

いだろう。大地震による街の倒壊は市民の生活にとって不運なことであり，おそらく多く

の人々に大きな苦労が降りかかってきたであろうが，再建後のリュブリャナの街に点在し

ているプレチュニクの数多くの遺作を見れば分かるように，非常に芸術性の高い建築物を

街のあちこちに残すきっかけにもなったのである。 

四つ目に，国立大学図書館はそのような芸術性の高い特異な建築物であるが故に，多く

の観光客をリュブリャナへと呼び込む役割をも果たしている。国立大学図書館はリュブリ

ャナ市内のインフォメーションセンターで配布されている観光パンフレットにも観光ポイ

ントの一つとして記載されており，また，小さいながらも展示室も備えられていることも

あり，「図書を利用するため」ではなく，「建物自体を見るため」「展示内容を見るため」に

来館する観光客の姿も数多く見られる。また，スロヴェニア人の民族性が評される際には

文学の盛んな民族であるとの評価を受けることが珍しくない。例えば千田善は，彼らが他

民族による支配を繰り返されながら自分たちの言語を「文学」という表現に託して長年守

ってきたことを指摘した上で， “ロマンティックな表現をするなら，スロヴェニア人は「文

学的民族」なのです”12)と指摘しているのだが，それはこのような荘厳な図書館を持つがゆ

えの側面も少なからずあるだろう。このことは日本語訳解説文の最後の文章において，国

立大学図書館が“文化（特に言語や本）の象徴となる空間”であると述べられていることか

らも感じ取ることができる。 

以上の通り，スロヴェニアの国立大学図書館の建物は偏にヨージェ・プレチュニクとい

う建築家の功績を強く刻印している場所となっている。それはまた，長年に渡る他民族か

らの支配（例えば第二次世界大戦中にドイツに支配された地域では，スロヴェニア語の禁

止とドイツ語の強制という政策が取られた）に対し，スロヴェニア語を守り抜いてきたス

ロヴェニア人の書物に対する思い入れの強さの象徴ともなっていると言えるだろう。 
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2. 国立大学図書館の機能と役割 

 

2.1 国立大学図書館の機能と役割の解説文（日本語訳） 

しかし，国立大学図書館のパンフレットは同図書館の機能面について全く触れていない

わけではない。歴史や構造の解説に比べると文章量こそ少なく，明らかにその補足的な位

置付けではあるが，次のように国立大学図書館の機能について言及している解説も見られ

る。ではこちらに関しても筆者による日本語訳を行ってみたい。 

 

国立大学図書館はスロヴェニアの国立図書館であり，リュブリャナ大学の附属図書

館であり，そしてまた，スロヴェニアにおける目録事業をも担っている機関である。

さらに，スロヴェニアにおける図書館ネットワーク発展の中心的役割を担う機関であ

り，国内の図書館司書の研修機関であり，また，ISBN，ISSN，ISMN 管轄機関の役

割をも果たしている。IFLA は国立図書館をその国における最も重要で系統立った図

書館との定義している。 

国立大学図書館はリュブリャナ大学の附属図書館として，そのコレクションやサー

ビス業務によって教育や調査を支援している。また，図書館と情報システムとを繋げ

て組織化することで図書館職員らに業務支援も行っている。 

国立大学図書館では逐次刊行物，手書き原稿，音楽資料，地図や絵画資料，書簡資

料，視聴覚資料，図書館学関係資料のような特殊コレクションも扱っている。 

国立大学図書館が完成する以前には，文化協会図書館（Licejska Knjižnica / 

Lyceum Library）が 1774 年に設立されており，それが徐々にスロヴェニアにおけ

る大学図書館と国立図書館の機能を引き継ぐようになった 13)。公式に国立大学図書館

という名称が与えられることになったのは 1945 年である。 

 

では以上を踏まえ，次節において国立大学図書館の機能についてまとめてみたい。 

 

2.2 国立大学図書館の機能と役割について 

まず一つ目に，スロヴェニア国家を代表する国立図書館の役割を果たしていることであ

り，これは当初の設立目的からして当然有されているべき機能である。建築計画が立ち上

がり，実際に国立大学図書館が建てられた頃はユーゴスラヴィア王国の一部であった時代
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であるが，リュブリャナの街はスロヴェニア人が数多く住んでいたという地域性から考え

ても，その当時からスロヴェニア語を使用するスロヴェニア人のための中心となる図書館

であったことは疑いようがないだろう。 

二つ目に，国立図書館レベルの大規模な図書館がリュブリャナ大学の附属図書館と位置

づけられていることは，同大学の研究者・学生たちにとって大きな強みとなっている。ス

ロヴェニア国内にはリュブリャナ大学のほかに，国立のマリボル大学（Univerza v 

Mariboru / University of Maribor）とプリモルスカ大学（Univerza na Primorskem / 

University of Primorska），公立のノヴァ・ゴリツァ大学（Univerza v Novi Gorici / 

University of Nova Gorica）の 3大学があるのだが，このような特色は他の大学には見

られないものになっている 14)。もちろんこのことは国家の首都に建てられている大学とい

う地理的な条件，そしてまた，国家として最も歴史のある大学という歴史的な理由に依る

部分が大きい（スロヴェニアにおいて国立大学図書館の建築以前に開学していた大学は，

リュブリャナ大学のみである）。これはスロヴェニア国家における大学制度の成り立ちと図

書館整備の歴史の流れに従うものであり，この地域の過去の文化政策がそのような図書館

の発展を選択し，建築計画を実行に移してきた結果であると理解できる。 

三つ目に，スロヴェニアの図書館における目録整備の事業を担っていることも大きな特

徴である。これについては同国のオンライン図書館システムである COBISS（コビス）に

ついての若干の説明をしなければならない。COBISS とは，“Co-operative Online 

Bibliographic System and Services”の頭文字を取ったもので，日本で言うところの

OPACに該当するものである 15)。元々は旧ユーゴスラヴィア諸国の目録情報を一括して管

理するために計画されたシステムであり，1987 年から運用が開始されている。ユーゴス

ラヴィア解体後の現在においても国境を超えて同一のフォーマットで提供されている。現

在のスロヴェニアにおける図書館検索システムは COBISS のフォーマットに従っており，

同国の目録整備事業の中核を担う重要なシステムとなっている。 

四つ目に，スロヴェニア国内の図書館ネットワークの中心となる機能も有しており，こ

れは先に示した COBISS のデータベースを管理している団体として機能しているという

ことである。COBISS はスロヴェニア国内の大学図書館や公共図書館を全てオンラインで

結んでおり（前述の通り，正確には旧ユーゴスラヴィア諸国の図書館も含む），インターネ

ットに接続できる環境さえあれば，どの図書館の蔵書であっても予約などの手続きを利用

者が簡便に行うことができるようになっている。国立大学図書館はそのシステムの基盤を
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整備する役目を負っているという側面もある。 

五つ目に，スロヴェニアにおける図書館司書のための研修機関であることが挙げられる。

例えば日本においても，国立国会図書館はもとより，都道府県立図書館レベルの中心的な

役割を果たしている図書館では，それぞれの地域における図書館司書のための研修制度が

整備されており，資料の保存やレファレンスなどの様々な図書館業務について相互の技術

向上が目指されているが，こういった活動自体は国が変わったとしてもそれほど大きく変

わるものではない。国立大学図書館がスロヴェニア国家における中心的な図書館である以

上，国内の図書館司書の能力技術向上に力を注ぐのは当然の責務であろう。 

六つ目に，ISBN などの図書コードのデータ管轄を行うことである。これは日本で言う

ところの日本図書コード管理センターとしての役割であり，スロヴェニア国内の出版デー

タの管理を行っている。このことはまさしく，図書の出版からその保存までに至る出版流

通の一連の流れにおける様々な場面において国立大学図書館が深く関わり合っているとい

うことを意味している。つまりスロヴェニアの国立大学図書館は単に図書や雑誌の収集・

保存という側面からのみの機能ではなく，それらが世に生み出される時点においても大き

く影響を及ぼしていることになる。すなわち現在のスロヴェニアの出版事業は，国立大学

図書館を抜きにしては成り立たなくなるほどの発展を遂げていることになる。 

七つ目に，手書き原稿や絵画などの特殊コレクションを保存することである。これは図

書や雑誌の形態を取っている資料のみを収集対象とするような狭い捉え方ではなく，文化

遺産を広く見据えた資料収集方針であり，まさしくスロヴェニア国家の文化蓄積のための

中心的な存在となっていることを意味している。もちろんこのような特殊コレクションは

現存するものが通常一点のみという貴重なものであるため，他の図書館との協力も広く行

われている。例えばスロヴェニアの高名な文学者の一人にオトン・ジュパンチチ（Oton 

Župančič，1878～1949 年）という人物がいるが，その手書き原稿や遺品などは，現在，

国立大学図書館から 1km ほど北に位置するリュブリャナ市立図書館に保存されており，

全ての特殊コレクションが国立大学図書館に一極集中して管理されているわけではない。 

以上の通りスロヴェニアの国立大学図書館は，①スロヴェニアの国立図書館であること，

②リュブリャナ大学の中央図書館であること，③目録事業を担うこと，④図書館ネットワ

ークの中心となること，⑤図書館司書の研修機関としての役割を担うこと，⑥ISBN など

のデータの管轄を行うこと，⑦特殊コレクションの収集・保存を行うこと，などのように

様々な機能を担っていることが明らかにされている。 
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3. ヨージェ・プレチュニク 

 

3.1 ヨージェ・プレチュニクの経歴と評価の解説文（日本語訳） 

さて，ヨージェ・プレチュニクの経歴についても若干述べておきたい。プレチュニクの

経歴については，同図書館のパンフレットの最後に短い解説文が添えられている。 

 

ヨージェ・プレチュニク（1872～1957 年）は，建築家，街のプランナー，デザイ

ナーである。 

ヨージェ・プレチュニクは，ウィーン，プラハ，およびリュブリャナというヨーロ

ッパの三つの中規模の街に作品を残した。彼の仕事は 20 世紀におけるヨーロッパ建

築の最も重要な傑作の部類に入っている。ヨージェ・プレチュニクはリュブリャナに

おいて，小さな柱，通り沿いのランプ，ベンチ，そして橋と国立大学図書館へと通じ

る一面の芝生など，いくつかの建築素材を用いることで，街の通りや水流の方向の整

備を計画した。国立大学図書館は，紛れもなくリュブリャナにおける最も美しい建物

の一つである。 

2002 年に国立大学図書館内のプレチュニク回廊において，ヤネス・ピルナート

（Janez Pirnat）制作によるヨージェ・プレチュニクの石造りの肖像画の除幕式が行わ

れた。 

 

では以上を踏まえ，次節においてヨージェ・プレチュニクの経歴とその評価についてま

とめてみたい。 

 

3.2 ヨージェ・プレチュニクの経歴と評価について 

ヨージェ・プレチュニクがスロヴェニアの各地に残した建築物は数多い。リュブリャナ

市内だけでも国立大学図書館やコングレス広場の他に，三本橋（Tromostovje / Triple 

Bridge），靴屋の橋（Čevljarski Most / Cobbler’s Bridge），聖フランシスコ教会（Cerkev 

Sv. Frančišk / St. Francisco Church）など，街中にその作品が点在している。そのよう

な作品群の数々はまさしく 1.1 において既に示したとおり，「プレチュニクのリュブリャ

ナ」と呼ぶにふさわしいほどにリュブリャナの街並みを特徴付けている。さらにプレチュ

ニクはツェリェ（Celje）やクラーン（Kranj）などのスロヴェニアの他の街はもとより，
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ウィーンやプラハなどの周辺諸国の街にも作品を残している 16)。彼の作品の多くがリュブ

リャナに集中している一方で，このような周辺諸国の街における仕事の数々は，彼の才能

が中欧地域の広範囲に渡って高く評価されていたことを強く感じさせてくれる。 

また，プレチュニクについての解説文には，ジョルジュ・カステラン／アントニア・ベ

ルナール（千田善訳）による文章もあるので，そちらも引用し，考察を加えてみたい 17)。 

 

ヨージェ・プレチュニク Jože Plečnik（1872～1957 年）はウィーンで，「現代建

築」の典型的な代表であり，また「分離派」の一人としても名を知られるオットー・

ワーグナー O. Wagner のもとで建築を学んだ。同時に，プレチュニクは師匠の教え

からかなり早い時期に抜け出し，自由な観察眼をもつようになった。プレチュニクは

ウィーンでツァッヘルハウス Zacherhaus ，オッタークリンク Ottakring 教会を手

がけたほか，プラハではフラッチャニ Hradčaný（プラハ城＝現大統領官邸）の修復

を行ない，その後，リュブリャナに移り住んだ。彼はその才能を都市に刻印するかの

ように，こんにちのリュブリャナ市の中心部のほとんどすべての建物の改修を行なっ

た。彼はあたかも万能の創造者であり，総合的な都市計画（例えば［三本橋 

Tromostovje］）から建物（大学図書館），インテリア（図書館の閲覧室），家具や調

度品（カリス＝聖杯）などにいたるまで，あらゆるものを手がけた。プレチュニクは

古典から触発されながら，実際の作品にはモダンなタッチと彼自身の創造力をしのば

せる個性を反映させた。 

 

以上の説明からも分かるように，プレチュニクの活動の基礎は若い頃にウィーンで培っ

たものであり，そこで学んだ建築技術を生まれ故郷であるリュブリャナを中心として展開

してきたものであった。「あたかも万物の創造者」という形容のされ方は，スロヴェニア国

家におけるプレチュニクの偉大さを表現するにふさわしい言葉といえるだろう。このこと

は「街のプランナー」という評価からも窺い知ることができる。スロヴェニアにおけるプ

レチュニクの業績はいくら強調しても足りないくらいであり，国家の独立に際してその作

品が国歌として採用されたスロヴェニアの大詩人フランツェ・プレシェーレン（France 

Prešeren，1800～1849 年）とともに，スロヴェニア人の誰もが当たり前のように知って

いる偉人の一人となっている。 

また，プレチュニクは建物や街並みを整備しただけではなくインテリアのデザインにお
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いても評価が高く，椅子やチェスト，テーブル，建物の内装に使用するランプに至るまで

様々な調度品の作製をも行っている。プレチュニクがデザインした建物はいずれも内装も

含めて素晴らしく調和が取れた空間になっているのだが，それはこのようなトータル的な

デザイン感覚に優れた人物であったという側面も大きい。例えばリュブリャナのシシュカ

地区（Šiška）に建てられている前述の聖フランシスコ教会などは，建物自体の外観の荘

厳さも見事ながら，建物内の天井から吊り下げられている十数個のランプがすべて微妙に

デザインを違えられており，一つとして同じランプが見られないという非常に手の込んだ

作りとなっている。そのような細部に至る気の配り方からは，プレチュニクのインテリア

に対するこだわりを充分に感じ取ることができるだろう。プレチュニクの評価を高めてい

るのは単なる大掛かりな建物を造るだけの建築家に留まっておらず，このようにデザイナ

ーとしての細やかな能力に優れていたという部分に依るところも大きい。物の大小を問わ

ずに一流のオリジナルなデザインを生み出し続けていたその仕事ぶり故に，プレチュニク

は見る者を圧倒するような作品を数多く残すことになったのである。 

 

4. 国立大学図書館の問題点 

 

ただし，国立大学図書館の抱えている問題点も散見される。 

まず一つ目に，そもそも国立大学図書館は建物の造りとして機能性よりも芸術性を優先

させている部分があるため，現在では書庫にゆとりが少なくなってしまったということが

挙げられる。国立大学図書館の閲覧室の天井は非常に高くゆったりとした造りで読書をす

るには非常に快適な空間となっており，また，階段部分に光を導くために中庭も二つ設け

られているなど，芸術性を高めるための工夫が建物の随所に見られる。そのような芸術性

は空間を贅沢に使用することで実現化されている部分もあるのだが，このような空間利用

の大胆さは機能性や効率性をある程度損なってしまうことと表裏一体の関係である。もち

ろんこれは既に建築から 70 年近く経過した建物である以上，蓄積された資料が膨大なも

のとなっていることが根本的な原因であり，多くの書物に溢れている現在の出版事情にそ

ぐわないというのはある程度仕方のない面もある。現在はその解決策として近くに分館の

建設が予定されているが，予算などの問題が残っており，実現化に向けての具体的な建築

作業に踏み切れていないのが現状である。 

二つ目に，大学図書館の機能についてはそれぞれの学部の図書室にも蔵書が保存されて
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おり，必ずしもすべての資料が国立大学図書館内に一括して所蔵されているわけではない

という側面もある。例えばリュブリャナ大学文学部の日本研究講座の資料（主に日本語文

献）は，日本研究講座内の小さな図書室に収蔵されている。その他の学部学科も同様であ

り，原則的に専門書はそれぞれの学部の図書室で管理されている。これは大学が研究をす

る場である以上，専門書は各学部の手元に置いておく方が研究利用上の効率が良くなるた

め，当然の措置のように思える。また，前述のように国立大学図書館には収蔵量の問題も

あるため，わざわざ専門書を各学部の図書室から国立大学図書館へと移管する理由もない

だろう。一般書と専門書の性質の違いもあり，利用頻度の低い専門書についてはリュブリ

ャナ大学の各学部の責任において保存するのが最も効率が良いことは理解できる。しかし

それは一方では，資料の囲い込みという弊害に繋がっていく虞がある。例えばリュブリャ

ナ大学に在籍している教師や学生たちについてはそれら資料の利用に支障がないとしても，

そういった関係者以外の者が気軽に利用可能かというと少々疑問が残る。国立大学図書館

の建物内において物理的に一元管理されていないということは，一般企業や研究所の研究

員，あるいは他大学の学生など，学外の者にとって資料へのアクセスが困難になるという

問題が出てくるだろう。国立図書館と大学図書館の両方の性質を併せ持つことは，一方で

は資料収集の効率化（例えば同じ図書を二重に購入する必要がない）などの利点もあるが，

もう一方ではリュブリャナ大学関係者の特権化という側面にも繋がってしまう可能性が強

く残る。国立図書館と大学図書館が一体になるということは，このような欠点をも含むこ

とを念頭に入れておく必要があるだろう。 

 

おわりに 

 

以上見てきたように，スロヴェニアの図書館の中心となっている国立大学図書館は大き

く分けて機能面と芸術面の二つの側面から見ていく必要があるということが指摘できる。

同国の図書館事業の中心的な役割を果たすと共に建物自体の芸術性の高さをも兼ね備えた

ものとなっているため，両者の絡み合いによって国立大学図書館はスロヴェニアにおける

非常に重要な建物となっていることが理解されるだろう。世間一般的には芸術面における

知名度が高く，リュブリャナにおける観光スポットとしての役割を担っている側面が非常

に強いが，プレチュニクの建築家としての評価の高さ故にそのような傾向は今後もおそら

く変わることはないであろう。むしろスロヴェニアへの観光者が増大している昨今では，
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ますますそのような芸術面への期待は強まっていくと予想される。 

しかし，やはり図書館である以上，本来の役割である機能面の考察を疎かにすることは

できないと考えられる。スロヴェニアにおける図書館制度については日本ではまだまだ研

究対象として取り上げられることは少ないが，例えば COBISS についても旧ユーゴスラヴ

ィア諸国との関連性などの側面からより深い調査研究がなされる必要があると考えられる。

今回調査したスロヴェニアの事例はもとより，中欧諸国における図書館研究の今後の大き

な発展を期待したい。 

 

註 

1) スロヴェニア語名の頭文字を取って“NUK”と略される。 

2) Zidnič, Nina; Zorec, Matej. PLEČNIKOVA PALAČA NUK. Ljubljana, Narodna in 

Univerzitetna Knjižnica, 2002, 12p. 

3) リュブリャナの街には，現在でもプレチュニクがデザインした建築物が多数残されて

おり，一般に「プレチュニクのリュブリャナ」との名称を与えられている。リュブリャ

ナ市も彼の業績を観光の目玉としており，市内に点在するプレチュニクの作品を記した

観光マップをインフォメーションセンターで配布している。また，リュブリャナ市内の

中心からほど近い場所に建てられている彼の住居兼仕事場も，現在はプレチュニク住居

（Plečnikova Hiša / Plečnik’s House）という博物館として保存・公開されているなど，

スロヴェニア国家にとって重要な人物の一人と見なされている。 

4) 2007 年 1月 1日より通貨単位が新しくユーロへと移行されたため，現在では旧通貨の

トラールは流通しておらず，このプレチュニクの肖像が描かれた 500 トラール紙幣を見

ることはできなくなった。しかし，現在流通しているスロヴェニアの 10 ユーロセント

硬貨のデザインはプレチュニクの遺した国会議事堂（Katedrala Svobode / Cathedral 

of Freedom）のデザイン図面となっている（建築計画のみで建物自体は未完成）。独自

通貨のトラール時代から絶えず貨幣のデザインに採用されるところからは，スロヴェニ

ア人にとってプレチュニクという人物がいかに偉大であったのかが窺える。ちなみにこ

の国会議事堂の図面はスロヴェニア独立後の国家としての最初の切手のデザインにも

採用されており，スロヴェニア人にとって愛着のあるものとなっているようである。 

5) 「冠石」とは，別名「笠石」とも呼ばれ，石や煉瓦などの塀や手すりの上にかぶせる

ことで，壁体の頂上を保護するために用いられる石のことを意味する建築用語である
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（原文では capstone と表記されている）。 

6) トゥリャシュカ通りは国立大学図書館の北面に沿った通りの名称である。 

7) ゴスポスカ通りは国立大学図書館の東面に沿った通りの名称である。国立大学図書館

はトゥリャシュカ通り・ゴスポスカ通りの 2本の通りの他に，西面に沿ったヴェゴヴァ

通り（Vegova ulica / Vegova Street），南面に設けられたフランス革命広場（Trg 

Francoske Revolucije / French Revolution Square）に囲まれた建物である。 

8) 「持送り」とは，壁や柱などに取り付けることで庇や梁，棚，床などの突出部分を支

えるための横材のことを意味する建築用語である（原文では console と表記されてい

る）。 

9) ロイゼ・ドリナールは，リュブリャナ生まれの彫刻家である。 

10) ポドペチュとはリュブリャナから南西に 10km ほど離れた場所に位置する街の名前

であり，大理石が産出される土地である。 

11) 国立大学図書館には一部屋のみの小さな空間ではあるが，簡略な企画展示を行えるス

ペースも造られている。展示テーマの事例としては，スロヴェニア語訳聖書の歴史など

が取り上げられており，主に国立大学図書館の所有する貴重書を中心とした企画展が年

に数回催されている。一種の博物館的な機能であり，これらは原則として有料での公開

がなされている。この展示室は階段を挟んでちょうど閲覧室の真向かいに造られている。 

12) カステラン，ジョルジュ；ベルナール，アントニア．“訳者あとがき”．スロヴェニア．

千田善訳，白水社，2000，p.179-185，（文庫クセジュ，827）． 

13) 文化協会図書館図書館は 1774 年にマリア・テレジア（Maria Theresia，1717～1780

年）によって設立された公共図書館である。国立大学図書館は 1850 年からオーストリ

ア帝国のカルニオラ地方（Carniola，現在のスロヴェニアの領土にほぼ該当する）にお

ける法的納本の資格を与えられ，さらに 1919 年以降には州立参考図書館（Državna 

Študijska Knjižnica / State Reference Library）と改名された。同年にリュブリャナ

大学が設立されたことで，大学図書館としての機能も徐々に与えられるようになった。

その後，1941 年にプレチュニクのデザインした図書館が開館したことにより，国立図

書館・大学図書館の機能がそちらに移管され，1945 年から公式名称として国立大学図

書館が用いられるようになった。すなわち，スロヴェニアの国立図書館の歴史は，現在

から 235 年前にまで遡ることができる。 

14) スロヴェニアには最も歴史のあるリュブリャナ大学（1919 年設立）の他に，2 番目
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に古い大学として，1961 年に国立のマリボル大学が，国の北東に位置するスロヴェニ

ア第 2の都市マリボル（Maribor）に，3番目の大学として，1996 年に公立のノヴァ・

ゴリツァ大学が国の西側に位置するイタリアとの国境沿いの街ノヴァ・ゴリツァ（Nova 

Gorica）に，4番目の大学として，2003年には国立のプリモルスカ大学がコペル（Koper），

イゾラ（Izola），ポルトローシュ（Portorož）の 3市（いずれも国の南西に位置するア

ドリア海沿岸の都市）にまたがる形で開設されている。現在のところ，スロヴェニアに

は以上の 4大学が開設されている。 

15) IZUM．Co-operative Online Bibliographic System & Services．

http://www.cobiss.si/cobiss_eng.html，（参照 2009-03-03）． 

16) ツェリェはリュブリャナとマリボルのちょうど中間に位置しているスロヴェニアで3

番目に大きな規模を持つ街である。クラーンはリュブリャナから 30kmほど北西に位置

するスロヴェニアで 4番目に大きな規模を持つ街である。 

17) 前掲 12)．“X 造形美術”，p.159-167． 
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図 1：国立大学図書館西面 図 2：国立大学図書館東面 

図 3：国立大学図書館北面 図 4：正面玄関のドアノブ 

図 5：国立大学図書館正面玄関 図 6：モーセ像 
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図 7：階段下から踊り場を見上げた様子 

図 8：踊り場から階段を見下ろした様子 

図 9：大閲覧室から展示室を眺めた様子 

図 10：展示室から大閲覧室を眺めた様子 

図 12：大閲覧室の様子 図 11：大閲覧室中心のシャンデリア 
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付属資料：国立大学図書館の平面図 
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