
ププルルンンククザザーールル  

  
オーストリア国立図書館のプルンクザールは世界で最も美しい歴史的図書館に数えられています。 
 
この世俗的なバロック建築の珠玉は、皇皇帝帝カカーールル66世世 (1685 – 1740) の命によって宮廷図書館として建設されました。プルンクザー
ルは1723～1726年にかけて有名な宮廷建築家であるJJBB  フフィィッッシシャャーー・・フフォォンン・・エエルルララッッハハ (1665 – 1723) とその息子のヨーゼフ・
エマニュエル (1693 – 1742) の計画に従って建設されました。天井フレスコ画は宮廷画家のダダニニエエルル・・ググラランン (1694 – 1757) によっ
て描かれ、1730年に完成しました。建物の大きな損傷の後、このフレスコ画は1769年にフフラランンツツ・・アアンントトンン・・ママウウルルベベルルチチュュ 
(1724 – 1796) によって修復されました。フレスコ画に関する詳細はプルンクザール内のインタラクティブなマルチ・タッチスク
リーンでご確認いただけます。 
 
長さ77.7m、幅14.2 m、高さ19.6mのプルンクザールはヨーゼフ広場の正面に位置しています。入口の翼廊にあるフレスコ画は世
俗と戦争に関するテーマを扱っており、元々皇帝のための出入口であったウィーン王宮に接する奥の平和の翼廊では、天国と平和
の寓意的な表現をご覧いただくことができます。高さ約30メートルの丸天井にあるフレスコ画は、宮廷図書館の施工主であり芸術
と学問の保護者であった皇帝カール6世の賛美と神格化を表しています。 
 
フレスコ装飾に関する王家のバロック計画は、宮廷学者のココンンララーートト・・アアドドルルフフ・・フフォォンン・・アアルルブブレレヒヒトト (1682 – 1751) によって作
られました。 
 
楕円形のホールの中心には、皇帝カール6世の等身大より大きな大理石彫像 "Hercules Musarum" が立っています。これは、皇帝
の王宮彫刻家であるアアンントトニニオオ・・ココッッララデディィーーニニ (1668 – 1752) によって1735年に制作されました。オーストリア・ハプスブルク
家とスペイン・ハプスブルク家を表すその他の大理石像は、ペペーータターー (1660 – 1714)・パパウウルル (1648 – 1708) 兄弟とドドミミニニクク・シシュュ
トトゥゥルルーーデデルル (1667 – 1715) によって制作されました。これに関する詳細は下記をご覧ください。楕円形のホールにあるヴヴィィンンチチ
ェェンンツツォォ・ココロロネネリリ (1650 – 1718) によって作られた4つのバロック時代の地球儀と胡桃製の本棚が、18世紀のバロック図書館その
ままの空間を演出しています。 
 
現在、プルンクザールには1501～1850年までの蔵書が約20万冊コレクションされています。その中には、楕円形のホールにある
ププリリンンツツ・・オオイイゲゲンン・・フフォォンン・・ザザヴヴォォイイエエンン (1663 – 1736) の1万5000冊にも及ぶコレクションの大部分も含まれています。この歴
史的な著作権フリーの蔵書コレクションは、オーストリア国立図書館によってGoogleと共同でデジタル化されました。すべての
デジタル化された蔵書は、図書館のオンラインカタログ (www.onb.ac.at) にて無料でアクセスすることができます。 
 
ププルルンンククザザーールルととオオーースストトリリアア国国立立図図書書館館ののそそのの他他ののミミュューージジアアムムにに関関すするる詳詳ししいい情情報報はは、、以以下下ののササイイトトををごご参参照照くくだだささいい::  wwwwww..oonnbb..aacc..aatt  ((ドドイイツツ語語  //  英英
語語))  

 

彫彫像像 

11  皇皇帝帝フフェェルルデディィナナンントト33世世(† 1657) 
22  大大公公レレオオポポルルトト・・ヴヴィィルルヘヘルルムム  († 1662) 
33  王王フフェェルルデディィナナンントト44世世(† 1654) 
44  大大公公ルルドドルルフフ33世世(† 1307) 
55  ススペペイインン王王フフェェリリペペ22世世  († 1598) 
66  チチロロルル＝＝ゲゲルルツツ伯伯ママイインンハハルルトト22世世  († 1295) 
77  大大公公カカーールル22世世(† 1590) 
88  ドドンン・・フフアアンン・・デデ・・アアウウスストトリリアア  († 1578) 
99  ススペペイインン王王カカルルロロスス33世世  ((皇皇帝帝カカーールル66世世))(† 1740) 
1100  大大公公ルルドドルルフフ44世世「「建建設設公公」」  († 1365) 
1111  大大公公アアルルブブレレヒヒトト77世世(† 1621) 
1122  大大公公ママククシシミミリリアアンン33世世(† 1618) 
1133  王王フフェェルルナナンンドド22世世  († 1516) 
1144  大大公公ジジーーククムムンントト  († 1496) 
1155  ススペペイインン王王カカルルロロスス22世世  († 1700) 
1166  王王アアルルブブレレヒヒトト 22世世(† 1439)  
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22  大大公公レレオオポポルルトト・・ヴヴィィルルヘヘルルムム  († 1662) 
33  王王フフェェルルデディィナナンントト44世世(† 1654) 
44  大大公公ルルドドルルフフ33世世(† 1307) 
55  ススペペイインン王王フフェェリリペペ22世世  († 1598) 
66  チチロロルル＝＝ゲゲルルツツ伯伯ママイインンハハルルトト22世世  († 1295) 
77  大大公公カカーールル22世世(† 1590) 
88  ドドンン・・フフアアンン・・デデ・・アアウウスストトリリアア  († 1578) 
99  ススペペイインン王王カカルルロロスス33世世  ((皇皇帝帝カカーールル66世世))(† 1740) 
1100  大大公公ルルドドルルフフ44世世「「建建設設公公」」  († 1365) 
1111  大大公公アアルルブブレレヒヒトト77世世(† 1621) 
1122  大大公公ママククシシミミリリアアンン33世世(† 1618) 
1133  王王フフェェルルナナンンドド22世世  († 1516) 
1144  大大公公ジジーーククムムンントト  († 1496) 
1155  ススペペイインン王王カカルルロロスス22世世  († 1700) 
1166  王王アアルルブブレレヒヒトト 22世世(† 1439)  

1 L’Imperatore Ferdinando III († 1657)
2 L’Arciduca Leopoldo Guglielmo († 1662)
3 Il Re Ferdinando IV († 1654)
4 Il Duca Rodolfo III († 1307)
5 Il Re Filippo II di Spagna († 1598)
6 Il Conte Mainardo II di Gorizia-Tirolo († 1295)
7 L’Arciduca Carlo II († 1590)
8 Don Giovanni d’Austria († 1578)
9
10 Il Duca Rodolfo IV, detto il Magnanimo († 1365)
11 L’Arciduca Alberto VII († 1621)
12 L’Arciduca Massimiliano III († 1618)
13 Il Re Ferdinando V († 1516)
14 Il Duca Sigismondo, detto il Danaroso († 1496)
15 Il Re Carlo II di Spagna († 1700)
16 Il Re Alberto II († 1439)

ププルルンンククザザーールル  

  
オーストリア国立図書館のプルンクザールは世界で最も美しい歴史的図書館に数えられています。 
 
この世俗的なバロック建築の珠玉は、皇皇帝帝カカーールル66世世 (1685 – 1740) の命によって宮廷図書館として建設されました。プルンクザー
ルは1723～1726年にかけて有名な宮廷建築家であるJJBB  フフィィッッシシャャーー・・フフォォンン・・エエルルララッッハハ (1665 – 1723) とその息子のヨーゼフ・
エマニュエル (1693 – 1742) の計画に従って建設されました。天井フレスコ画は宮廷画家のダダニニエエルル・・ググラランン (1694 – 1757) によっ
て描かれ、1730年に完成しました。建物の大きな損傷の後、このフレスコ画は1769年にフフラランンツツ・・アアンントトンン・・ママウウルルベベルルチチュュ 
(1724 – 1796) によって修復されました。フレスコ画に関する詳細はプルンクザール内のインタラクティブなマルチ・タッチスク
リーンでご確認いただけます。 
 
長さ77.7m、幅14.2 m、高さ19.6mのプルンクザールはヨーゼフ広場の正面に位置しています。入口の翼廊にあるフレスコ画は世
俗と戦争に関するテーマを扱っており、元々皇帝のための出入口であったウィーン王宮に接する奥の平和の翼廊では、天国と平和
の寓意的な表現をご覧いただくことができます。高さ約30メートルの丸天井にあるフレスコ画は、宮廷図書館の施工主であり芸術
と学問の保護者であった皇帝カール6世の賛美と神格化を表しています。 
 
フレスコ装飾に関する王家のバロック計画は、宮廷学者のココンンララーートト・・アアドドルルフフ・・フフォォンン・・アアルルブブレレヒヒトト (1682 – 1751) によって作
られました。 
 
楕円形のホールの中心には、皇帝カール6世の等身大より大きな大理石彫像 "Hercules Musarum" が立っています。これは、皇帝
の王宮彫刻家であるアアンントトニニオオ・・ココッッララデディィーーニニ (1668 – 1752) によって1735年に制作されました。オーストリア・ハプスブルク
家とスペイン・ハプスブルク家を表すその他の大理石像は、ペペーータターー (1660 – 1714)・パパウウルル (1648 – 1708) 兄弟とドドミミニニクク・シシュュ
トトゥゥルルーーデデルル (1667 – 1715) によって制作されました。これに関する詳細は下記をご覧ください。楕円形のホールにあるヴヴィィンンチチ
ェェンンツツォォ・ココロロネネリリ (1650 – 1718) によって作られた4つのバロック時代の地球儀と胡桃製の本棚が、18世紀のバロック図書館その
ままの空間を演出しています。 
 
現在、プルンクザールには1501～1850年までの蔵書が約20万冊コレクションされています。その中には、楕円形のホールにある
ププリリンンツツ・・オオイイゲゲンン・・フフォォンン・・ザザヴヴォォイイエエンン (1663 – 1736) の1万5000冊にも及ぶコレクションの大部分も含まれています。この歴
史的な著作権フリーの蔵書コレクションは、オーストリア国立図書館によってGoogleと共同でデジタル化されました。すべての
デジタル化された蔵書は、図書館のオンラインカタログ (www.onb.ac.at) にて無料でアクセスすることができます。 
 
ププルルンンククザザーールルととオオーースストトリリアア国国立立図図書書館館ののそそのの他他ののミミュューージジアアムムにに関関すするる詳詳ししいい情情報報はは、、以以下下ののササイイトトををごご参参照照くくだだささいい::  wwwwww..oonnbb..aacc..aatt  ((ドドイイツツ語語  //  英英
語語))  
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K  皇帝カール6世 († 1740)


