
オーストリア
ポケットガイド

www.austria.info

ヨーロッパの中心に位置し、歴史上に一大帝国を築き上げたオーストリアは、
現代においても豊かで多彩な文化が、大都市や小さな地方都市にも、

そしてアルプスの村々にも息づいています。人々のライフスタイルや文化探訪、
美味しい郷土料理、雄大な山々や澄みきった湖での体験を通して、

オーストリアで至福の休日をお過ごしください。



1 オーストリア  ／  ポケットガイド

オーストリアの
持続可能な休暇のスタイル
サステイナブルツーリズム（持続可能な観光）が提唱される現在、観光の 
大衆化による環境や文化への悪影響、過度な商業化を避けて観光地 
本来の姿を求めていこうとする考え方が進んでいます。

オーストリアは世界で最も成功している観光地の一つです。このオースト
リアで過ごす「持続可能な休暇」とは、一体どんな意味なのでしょうか？ 
それは、大切な資源を利用し、オーストリアのずば抜けて質の高い生活を
次世代も体験できるように配慮して自然を楽しむことといえます。

具体的には、オーストリアの国立公園で生態学的な多様性を知ったり、 
エコホテルに宿泊したり、CO²を排出しない交通手段で移動したり、 
ビオレストランでオーガニック料理を楽しんだりするだけで、その休暇は
もう「持続可能な休暇」となります。
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オーストリアは、アルプスからドナウ川、さらには東のパン
ノニア平原に至るまで、すばらしい自然景観に溢れています。
これら絶景の他にも、この国の特徴の源となっている見所
や歴史、興味深い物語、美食などが多数あり、枚挙にいとま
がありません。
しかしながら、いかにアルプスが感動的でも、いかに湖水が
透明でも、いかに町が美しく素晴らしくても、結局のところ、
オーストリアを特別で素晴らしい国にしているのは、そこに
住む人々であるというのは間違いありません。オーストリア
人はユニークで、居心地の良いスタイルで生活を送っている
ことや、個性的で独特なユーモアを持っていることはよく知
られています。皆様もこの国を訪れ、よい生き方を求めるオ
ーストリア人の特別な精神性にぜひ触れてみてください。

ペトラ・シュトルバ
オーストリア政府観光局本局長

日本の皆様へ

発行：オーストリア政府観光局  Austrian National Tourist Office
編集＆デザイン：株式会社東美　 印刷：株式会社広真　 発行日：2020年2月　 記載内容は変更されることがあります。
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2020年はベートーヴェン生誕250周年を記
念し、ウィーンの多くのミュージアムと近郊の
バーデンで特別展が開催され、音楽の殿堂
ではベートーヴェンのオペラや交響曲などが
演奏されます。
記念の音楽会に行き、特別展や現在記念館と
なっているベートーヴェンが住んだアパート
を見学したり、彼の記念碑やお墓を訪ねたり、
偉大なるベートーヴェンの足跡を訪ねる旅の
ヒントをご紹介します。

1770年12月、ドイツのボンにおいてルートヴ
ィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ケルン選帝
侯付の音楽家である父と宮廷料理人の娘であ
る母の間に産まれました。幼いうちから才能
に恵まれていたベートーヴェンは14歳にして
正式に宮廷楽師となり、そして1787年には、
さらなる勉強のため、当時ウィーンで活躍し
ていたモーツァルトへの弟子入りを試みます。
かねてから憧れを抱いていたモーツァルトで
したが、多忙を理由に師事を断られ、さらに
母の危篤の知らせによりボンへ戻ることにな
ります。
22歳のときに再びウィーンを訪ねましたが、
モーツァルトは早世していたためハイドンや
サリエリ、アルブレヒツベルガーらに師事しま
す。以降35年間にわたりウィーンで暮らし作
曲活動をしました。
ウィーンでの生活は順調で、ピアノの即興演
奏や作曲活動で名声を得ていきました。彼に
はルドルフ大公、キンスキー公爵やロブコヴ
ィッツ公爵のパトロンがおり、毎年年金を保
証されていました。また、ウィーン会議のおか

げで豊かな収入があったともいわれています。
そんなベートーヴェンですが、生涯独身を通
しました。一説によると、身分違いの若き伯
爵夫人との悲恋により、彼女への報われない
想いを貫いたのではないかということです。
5歳のときに患った中耳炎が原因で、20代後
半の頃より持病の難聴が徐々に悪化します。
失意のベートーヴェンは、その絶望感から何
度も自殺を考えましたが、音楽への情熱を胸
に立ち上がり、困難の中、珠玉の作品群を作
り上げました。
ベートーヴェンが音楽界へ与えた影響は大き
く、この時代の音楽様式を高いレベルに発展
させ、古典派からロマン派への架け橋となり
ました。
1827年3月にベートーヴェンが世を去ったと
き、ヴェーリング墓地で行われた葬儀には2
万人もの人々が参列しました。当時のウィーン
の人口からすれば、10人にひとりのウィーン
市民が参列したことになります。ヴェーリン
グ墓地の閉鎖に伴い、60年後、ベートーヴェ
ンの墓はウィーン中央墓地の名誉区32aに移
されました。

ベートーヴェン
生誕250年を祝うオーストリア

ウィーンで過ごした35年間で住居は40ヵ所。
ベートーヴェンはウィーンの至るところに足跡を残しています。
数々の記念碑、墓碑、そして彼の名前を冠した通りや広場など、
見どころはそこかしこにあります。

音楽散歩

FO
TO

  
©

 Ö
st

er
re

ic
h 

W
er

bu
ng

/H
ar

uk
a 

O
ni

sh
i



4 5  オーストリア  ／  ポケットガイド オーストリア  ／  ポケットガイド

ウィーンでは数多くのベート
ーヴェン作品が初演され、大
成功を収めました。オースト
リア演劇博物館のエロイカ・
ホール、スペイン式宮廷馬術
学校の大ホール、オーストリ
ア科学アカデミーの祝典の
間などがその代表です。ベー
トーヴェン唯一のオペラ作品
「フィデリオ」が初演されたア
ン・デア・ウィーン劇場には、
一時期ベートーヴェンが住ん
でいました。
分離派会館セセッシオンには1902年に、「接
吻」で有名なグスタフ・クリムトが描いた全長
34ｍの壁画「ベートーヴェン・フリース」があ
ります。ユーゲントシュティールを代表する名
作の一つです。

ウィーン郊外の町、バーデンにも現存するベ
ートーヴェンハウスがあります。ベートーヴェ
ンが1821年から1823年まで住んでいたこの
住まいでは、第九交響曲第4楽章の大部分が
作曲されました。今はミュージアムとなって
います。

ウィーンの森にある「ベートーヴェンの散歩
道」は、メードリングからバーデンまで丘を歩
く美しいハイキングルートです。メードリング
の教会近くから始まり、レストラン「ボッカー
ル」を通り、ブライテンフェーレまで坂道を上
ります。さらに途中いくつかの山小屋を通り
美しいパノラマを見ながらバーデンまで3時
間ほどのハイキングです。ベートーヴェンば
かりか、シューベルトやグリルパルツァーな
ど、文化人にも好まれたウィーンの森のハイキ
ングルートです。全行程が長い人には途中の
クンポルヅキルヘンからのブドウ畑を見なが
らのんびり歩くこともお勧めです。

ベートヴェンの足跡を訪ねて

ベートーヴェンがウィーンで暮らした住居は
なんと40ヵ所。引っ越し魔であったベートー
ヴェンゆかりの住まいは、現在いくつかが記
念館となっています。
ウィーン1区、リンク通りに近いメルカーバス
タイ8番地にあるパスクアラティハウスには、
ベートーヴェンは1804年～1815年の間に合
計8回、繰り返し住んでいました。ここでは、
フィデリオが生み出され、ビアノソナタ「エリ
ーゼのために」が作曲されました。記念館と
なっていて見学することができます。
同じく1区、コンツェルトハウスに面したベー
トーヴェン・パークには2つのベートーヴェン

像があります。1880年に彫刻家カスパー・ツ
ームブッシュが制作した記念碑は有名ですが、
2017年には彫刻家マルクス・リュペルツが制
作した記念碑が登場しました。但し、かなり
前衛的は作品であるため、撤去すべきかどう
か論争を呼んでいます。見ることができるの
はいまだけかも知れません。
ハイリゲンシュタットの遺書の家はウィーン
19区、プローブスガッセ6番地にある市立博
物館の一つ。有名な「ハイリゲンシュタットの
遺書」を書いた家です。ベートーヴェンの生
涯をめぐる豊富な資料が展示され、ベートー
ヴェン・ミュージアムになっています。ここで
ピアノソナタ、バイオリンソナタ、交響曲「英
雄」が作曲されました。
また、遺書の家に近いハイリゲンシュタット
公園には重要なベートーヴェン記念碑があり
ます。これは1910年にウィーン男声合唱協会
が建てたもので、散歩するベートーヴェンの
姿を示しています。ハイリゲンシュタットの保
養施設で過ごした後、彼は好んで長い散歩を
しました。この散歩道は「ベートーヴェンの小
路」と呼ばれています。ここにも彼の胸像が
立っています。
同じ19区、グリンツィングにあるプファール
プラッツの家は、地元の人や観光客で賑わう
ホイリゲ「マイヤー・アム・プファールプラッツ」
になっています。この情趣溢れる家には1817
年の短期間ベートーヴェンが住んでいました。 FO
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ウィーンのおける特別展

「ベートーヴェン ― 
人間界と神々の麗しき霊感」展
会場：オーストリア国立図書館プルンクザール
期間：2019年12月19日～ 2020年４月19日
ベートーヴェンの手紙や、自筆楽譜や印刷楽
譜のコレクションが展示されます。たくさん
の手紙の内容から、ボンからウィーンへの旅
たち、彼の重要な教師や生徒たち、収入につ
いて、ウィーン時代の暗い時期についてなど、
ベートーヴェンの生活や音楽活動について
解明されます。ハイライトはベルリン国立図
書館から貸し出された交響曲第９番のオリジ
ナル原稿の束です。この第九のオリジナルは
2020年3月８日までのみ展示されます。

「躍動するベートーヴェン」展
会場：ウィーン美術史博物館
期間：2020年 3月25日～ 7月5日
ウィーン楽友協会のアーカイブと協賛で開
催されるこの展覧会は、ベートーヴェンへの
大いなるオマージュです。普遍的かつユニー
クな表現、音楽の画期的な意義だけではな
く、神格化されたパーソナリティは文化、商
業、政治の分野においても影響力を与えまし
た。絵画、素描、彫刻の展示に、映画、ビデオ、
パフォーマンスを通して、ベートーヴェンは過
去から現代へ至る視覚の架け橋となります。

「インスピレーションとしてのベートーヴェン：
ウィーン1900年の絵画に見る交響曲」展
会場：レオポルド美術館
期間：2020年 5月30日～ 9月21日
交響曲第六番「田園」にインスピレーションを
得たヨーゼフ・マリア・アウヒェンターラーは
シャイト邸の音楽室に「田園」をモチーフにし
た大作を描きました。この作品が初めて展示
されます。

音響インスタレーション
「インサイド・ベートーヴェン」
会場：音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）
期間：2020年 6月10日～ 8月10日
最新の音楽エレクトロニクスと巧妙な空間デ
ザインによって、演奏するアンサンブルの一員
として、どのように感じ、どのように聞こえる
かを体験できます。
また、音楽の家は2020年6月15日はオープ
ンから20周年をむかえ、ベートーヴェン・ル
ームの常設展示が拡張され、特別なオリジナ
ル・ドキュメントが加えて展示されます。

「古典派音楽の三位一体：
ハイドン ― モーツァルト ― 
ベートーヴェン」展
会場：モーツァルトハウス・ヴィエナ
期間：2020年2月19日～ 2021年1月27日
「ウィーン古典派」を代表するハイドン、モー
ツァルト、ベートーヴェン。この三人の楽聖の
共通点と相違点、相互関係に焦点を当てます。

ウィーンのおける特別展の詳細は：
https://www.wien.info/ja/music-
stage-shows/beethoven-2020/
beethoven-exhibitions

ウィーンの森にある温泉地
バーデンでの特別展

「ルートヴィヒ・ヴァン・
ベートーヴェンの神話」展
会場：カイザーハウス・バーデン
（皇帝の宮殿）、バーデン
期間：2019年11月9日～ 2020年12月20日
http://kaiserhaus-baden.at/
japanese/

※日程は変更される場合があります。

音楽会

オペラ「フィデリオ」
会場：ウィーン国立歌劇場
期日：2020年 4月22・25・28日、5月2日
今回、ウィーン国立歌劇場で上演される第3
稿は、歌劇場の前身である1814年にケルント
ナートア劇場で初めて上演されました。

オペラ「フィデリオ ― または本物の愛」
会場：アン・デア・ウィーン劇場
期間：2020年 3月16・18・20・23・25・27日
出演：ウィーン交響楽団、
アーノルド・シェーンベルク合唱団
オペラ「フィデリオ」はこの劇場で1805年に
初演されました。アカデミー賞でオスカーを
を受賞した俳優で監督のクリストフ・ヴァルツ
が舞台監督を務めます。

無料の野外音楽イベント
「2020年歓喜の祭り」
会場：英雄広場（ヘルデンプラッツ）、
ウィーン王宮前
期日：2020年 5月8日
演奏：ウィーン交響楽団
第二次世界大戦終結75周年を記念し、ウィー
ン交響楽団による演奏会が開かれます。曲目
はオペラ「フィデリオ」から。

ダニエル・バレンボイムの
ビアノリサイタル
会場：ウィーン楽友協会
期日：2020年 5月21・23・26・29・31日、
6月2・5・7日
ベートーヴェンのピアノソナタ集

ベートーヴェン交響曲全集
会場：ウィーン・コンツェルトハウス
期日：2020年 3月23日（9番）、3月25日（1、
3番）、3月27日（2、5番）、3月29日（4、6番）、 
3月30日（7、8番）
演奏：ミュージック・アエテルナ・オーケストラ
指揮：テオドール・クルレンツィス

ベートーヴェン交響曲全集
会場：ウィーン楽友協会
期日：2020年 5月23・24日（1、2，3番）、
5月27・28日（4、5番）、6月3・4日（6、7番）、
6月6・7日（8、9番）
演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：アンドリス・ネルソンス

ウィーン芸術週間
オープニング野外コンサート（無料）
会場：ウィーン市庁舎前広場
期日：2020年 5月15日20時～
演奏：ウィーン交響楽団
ベートーヴェンゆかりの2つの都市、ボンとウ
ィーンをライブで結ぶ架け橋。2都市同時コ
ンサートで、パブリックビューイング付きの野
外イベントです。

グローバル・プロジェクト
All Together: A Global Ode to Joy
「第九」
会場：コンツェルトハウス
期日：2020年10月16日
演奏：ウィーン放送交響楽団
全5大陸で9つのオーケストリアがそれぞれ
の母国語で「歓喜の歌」を奏でます。

＊チケットはそれぞれの会場で
　ご予約ください。FO
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国土の13％が耕地で、その内の10％の農家
が有機農業従事者であるオーストリアは、ま
さに国際的なオーガニックの先進国です。そ
れは、消費者と生産者、すべての人にとってプ
ラスに働きます。消費者はより健康的で、よ
り美味しい食事が楽しめ、生産者は多くの種
類の野菜の作付けができ、家畜の忘れられた
品種を復元し、また、事業経営と収入を改善
することがきます。
有機栽培由来の製品を称する「ビオ (BIO)」
は、厳しい基準をクリアしたものだけに与え
られる高品質の証です。これは、一時的な流
行ではなく、将来も永久に定着したものとな
るでしょう。大きなスーパーマーケットのチェ
ーン店が、ビオ食品の品揃えで、ますます利
益を増加させていても驚くことはありません。
オーストリアは「ビオ製品」では、ヨーロッパ
でトップランクを誇る生産国なのです。

オーバーエステライヒ州シュリアバッハの、ク
レムス渓谷の上にそびえる女子修道院を中心
として、多様な有機農業を行う活動家たちの
総合的なネットワークが出現しました。シュリ
アバッハ女子修道院の修道士たちによって運
営製造されているチーズは、オーガニックの
特別な製品として1999年以来作られていま
す。修道院のオーガニックチーズには、セミハ
ードタイプで天然の脂肪分を含んだもの、ビ
オ・パウルスと呼ばれるマイルドで香りのよい
ソフトチーズ、赤い皮で包まれたクリーミーな
ビオ・バッカスがあります。これら３つのチー
ズは、ずっと以前からチーズグルメたちの間で
人気がありました。修道院見学でチーズのテ
イスティングも可能です。
シュリアバッハ近郊には、伝統的なファーム
ステイ休暇ができるビオ・ファームがいくつ
もあります。ここでは希少な家畜が繁殖保護
されていて、リンゴからヤギのチーズに至るま
で、グルメが絶賛する多種多様な美味しい食
物をビオ・レストランで提供しています。
北へ進むと、ライ麦と天然のサワードウ（発酵
生地）を使って作られる、恐らくオーストリア
で最高の、オーガニックの大きな長丸パン「マ
ウラッハ・シュトゥルッツェン」が焼かれてい
ます。美味しい飲み物をお求めでしたら、オー
ストリアのワイン地方に直行してください。こ
こには、化学肥料、害虫駆除剤、殺虫剤や除
草剤などを使わない、オーガニックなブドウ
栽培をしている人々がたくさんいます。ここで
生産されるワインの硫黄含有量も、法で定め
た基準の三分の一以下ですから、安心して美
味しいワインが楽しめます。

スローフード、オーガニック先進国
オーストリア

「食」はオーストリアを旅する大きな楽しみの一つ。
オーストリアのオーガニック食材は国際的に認められ、
生産地を訪ねる旅など、新たな休暇スタイルにも注目されています。
もちろん、言うまでもなく美味しさは格別です。

食の探検

ザルツブルク州の有名なウィ
ンター・リゾート、例えば、ツ
ェル・アム・ゼー／カプルー
ン、オーバータウエルン、フラ
ッハウ、ホッヒケーニッヒ、ま
たは、スキーサーカス・ザー
ルバッハ ヒンターグレム＆レ
オガングの食の探検ルート
では、山小屋ファンを24の
山小屋と山上レストランへ誘
います。「ヴィア・クリナリア
（www.via-culinaria.com）」
のガイドブックには、ゲレンデのすぐ近くの 
レストランが全部載っています。素朴で居心
地のよい部屋で、いろいろなアルプスの美味
しい料理から、お好きなものをお選びくださ
い。心温まるスープから、風味豊かな冷製肉
料理や、自家製のベーコン、ソーセージとチ
ーズの盛り合わせに焼き立てのパン、その他、
オーストリアのチーズ団子「カースノッケン」
や、コテージチーズの団子「トップフェンクー
ゲルン」、デザートにはふわふわのちぎったパ
ンケーキ「カイザーシュマレン」はいかがです
か？ アルプスの山小屋で味わう料理は一味
違います。

ワインケラーの小径やブドウ園が点在するニ
ーダーエステライヒ州のワインフィアテル地
方は、心地のよいピクニックに最適なところ
です。地元にある10店の主人に、ピクニック
前日までに予約しておけば、ジューシーなロ
ースト肉とポテトサラダ、ソーセージ、チーズ

とバター、ナッツ入りのワインフィアテルのス
プレッドや、新鮮な野菜のピクルス、パンとフ
ルーツなど、この地方の美味しい特製料理が
たっぷり詰まった、豪華なピクニックバスケッ
トを用意してくれます。これらの料理の他に、
ここオーストリア最大のワイン生産地域では、
もちろんDACワイン（オーストリアのオリジ
ナル品質保証認定されたワイン）のボトル１本
と、地元のミネラルウォーターとジュースも入
れてくれます。持ち物がすべて揃ったら、さあ、
近くのピクニックエリアへ出掛けましょう。

ケルンテン州の中部ケルンテン地方は、クラ
ーゲンフルトの北数キロに位置するエリアで
す。この地方では、古くから手工業と農業が
盛んだったため、数年前に「ミッテルケルンテ
ン市場」が率先して作られました。ここは45
人の職人と、さまざまな異業種の製造業を繋
いでいます。靴屋、金細工職人、ワイン造り
職人、醸造者、居酒屋の主人、そして農業者
などの人々が、一般の人々のために店を開い
ています。詳細を知るには、マグダレンスベル
クにあるメアリンクホーフ農場の見学ツアー
を予約してみてはいかがでしょう。そこでは
タウシング夫妻が穀物の育て方を見せてくれ
ます。これらの有機栽培のパイオニアたちが
行っている活動は、有機栽培と認定された農
業と、従来型の農業との違いを説明してくれ
ます。また、穀物がどのようにしてパンになる
のか、その種子がどのようにして油になるの
かを教えてくれます。有機栽培認定農家とし
て、彼らは土壌、地下水、昆虫や動物に有害
な事は一切しません。彼らのお店「タウシング
自然食品」で売られている、さまざまな種類
のパンやオイルの人気の高さが、彼らのビジ
ネスの大成功を証明しています。FO

TO
  

©
 S

al
zb

ur
ge

rL
an

d 
To

ur
is

m
us

, 
 Ö

st
er

re
ic

h 
W

er
bu

ng
/A

nd
re

as
 J

ak
w

er
th



10 11  オーストリア  ／  ポケットガイド オーストリア  ／  ポケットガイド

オーストリアでは食の安全はもとより、そこで
生活する人々や訪れるゲストのために、自然
環境の保全と多様なエネルギー施策に力を
入れています。

オーストリアは新鮮で純粋な水が豊富で、そ
れが特に国の誇りの一つになっています。湧
水や地下水、湖水の高い品質を保つために、
何十年にもわたり様々な施策をとり守ってき
ました。オーストリアのほとんどの水道水は、
アルプスのわき水を利用しており、直接飲む
ことができるのです。また、水浴に関するEU
の水質調査によると、オーストリアの湖は極
めて優れた水質であるという結果となりまし
た。調査した268カ所の水浴場所の97％が
「傑出」あるいは「優良」という最高評価を得
ています。

オーストリアの多くの地域では、環境に優し
い公共交通機関の利用を推奨しています。例
えば、ザルツブルクでは「パーク＆ライド」
のシステムを観光都市として先駆けて導入し、
一般の自動車を進入禁止にしました。アルプ
スの有名なリゾート地レッヒでは、もう何十
年も前から町の入り口に巨大な地下駐車場を
建設し、町への自家用車の利用を減らしたり、
山腹にあるオーバーレッヒのホテルへの移動
は、駐車場からケーブルカーでアクセスするよ
うにしています。また、年間100万泊に近い
ゲストを迎えるチロルの人気スキーリゾート、
人口わずか1100人ほどのセアファウスでは、

1985年に地下鉄を建設し、車の排気ガスに
よる自然破壊を防いでいます。これらの町で
は、ハイカーや登山者、スキーヤー用のバス
やタクシー、馬車を利用しましょう。また、E
バイクや通常の自転車が無料で借りられます。

オーストリア西部にある静かな山岳地方フォ
アアールベルク州は、伝統的に酪農と、やや
保守的な地方文化で知られていましたが、今
日では革命的なエネルギー使用の先駆者とし
て、世界中から注目されています。この州は７
つある村の内、３つの村が欧州エネルギー賞
計画から５つ星を受賞しています。ブレゲン
ツの森地方の中心にあるランゲネッグ村はそ
の一つで、100以上のエネルギー効率に有効
な取り組みが行われています。その中で最も
重要なプロジェクトの一つが、小学校、カフ
ェ、スーパーマーケットの３つが入る多目的建
造物を建設することでした。これらのパッシ
ブハウス（省エネルギー住宅）と呼ばれる建物
は、平均的なヨーロッパの家が暖房に必要な
エネルギーの10％しか使いません。
その他、オーストリアの都市部のホテルでは
熱は自社ビルの地下水ヒートポンプとソーラ
ーパネルから、そして電気は光電池から得て
おり、既にゼロエネルギーを誇っています。

オーストリアには世界レベルの大音楽祭から、
地方の小さいフェスティバルまで200以上の
音楽祭があります。その多くは地域をあげて
ワクワクするような祭り気分の雰囲気の中で
開催されます。美味しい郷土料理も見逃せな
い文化体験です。また、ジャズやダンス、パフ
ォーマンスフェスティバルなどは、年を重ねる
ごとにそれぞれ特徴を形作り、文化イベント
に欠かせないものとなっています。以下に、オ
ーストリア全国の主な音楽祭とフェスティバ
ルをご紹介します。

モーツァルト週間
1956年以来、モーツァルトの誕生日である1
月27日を挟んで、モーツァルト週間は生誕地
ザルツブルクで開催されています。
この音楽祭は国際モーツァルテウム財団が主
催するもので、世界的に有名なモーツァルト
の名演奏家やウィーンフィルやモーツァルテ
ウム管弦楽団などのオーケストラが、祝祭劇
場、モーツァルテウム大ホール、モーツァル
トの住居などの会場でモーツァルトを中心に、
他の作曲家の作品にもスポットライトを当て
素晴らしい演奏を行っています。
開催：1月～2月

ザルツブルク・イースター音楽祭
1967年ヘルベルト・フォン・カラヤンにより創
設された復活祭に行われる音楽祭で、45年
間ベルリンフィルが演奏していました。2013
年からはクリスティアン・ティーレマンとザク
セン・シュターツカペレ・ドレスデンが新たな
時代をスタートさせ、衝撃的な音楽祭デビュ
ーを果たしました。

オーストリアの
音楽祭／フェスティバル

大規模で有名な音楽祭やフェスティバルは、
以前より世界の文化イベントの中で最上位の地位を築き、
近隣や遠方の国々から訪れる音楽ファンを魅了しています。

すべての音 楽ファンのために

音楽祭のプログラムは一流のオペラ、オーケ
ストラコンサート、合唱曲、室内楽、高い芸術
性をもつ若者のためのプロジェクトからなっ
ています。
開催：4月

ウィーン芸術週間
ステージの上だけではなく市全体が舞台とな
り、全く異なる音楽を視聴覚化することがウ
ィーン芸術週間の目的です。その豊かな芸術
性で、国際的なアーチストたちとのジョイン
ト・プロジェクトや、オペラ、舞台劇、コンサ
ート、パフォーマンスアート、展覧会など幅広
いジャンルを強調した革新的なイベントによ
って、ウィーン芸術週間は60年間の経験で世
界のフェスティバル・シーンで重要な地位を築
き上げました。
市内に設けられた数多くの会場は、世界でも
十指に入る大きな文化的総合施設－ミュージ
アム・クォーターからアン・デァ・ウィーン劇
場、アクツェントテアター、中央図書館、広場
や市場などに及びます。
開催：5月～6月FO
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レハール音楽祭
オペレッタの一時代を築き上げた作曲家フラ
ンツ・レハールは、風光明媚なザルツカンマー
グートの中心地バート・イッシュルに別荘を持
つ名誉市民でもありました。1961年に設立さ
れたバート・イッシュル・オペレッタフェステ
ィバルは2004年にレハール音楽祭という新
たな名前になり、国際フェスティバルのカレ
ンダーの一部になりました。会場であるクア
ハウスは2年間にわたる大規模な改修を行い、
1999年に正式にオープン。シアターホールは、
550席を持ち、最新の音響と照明システムと
備えています。
開催：7月～8月

ザルツブルク音楽祭
ザルツブルク音楽祭は1920年、荒廃したヨ
ーロッパの人々を和解させることを目的とした
平和プロジェクトとして、マックス・ラインハル
ト、リヒャルト・シュトラウスらによって創設さ
れました。ホフマンスタールの言葉を借りれ
ば、ザルツブルク音楽祭はオペラと演劇の両
方を、最高の状態で上演するために設立され
ました。今日、ザルツブルク音楽祭は世界で
最も有名なフェスティバルです。2020年は創
立100年を迎えます。
開催：7月～8月

ライディングのリスト音楽祭
神童、ピアノの名手、プレイボーイであり聖職
者。世界の市民、そして自称「放浪の音楽家」
であったフランツ・リストは1811年に、ブル
ゲンランド州ライディング村で生まれました。
リストが生まれた屋根板で葺かれた家は今で
もあり、現在は博物館となっています。
2006年にリスト音楽祭が設立された時、こ
の生誕地のすぐ隣にリスト・コンサートホール
が建設されました。ブルゲンランド州の建築
賞を受賞したこのコンサートホールは、周り
の農家と同じように一階建ての建物で、600
席が設けられています。これはライディング
村の人口とほぼ同じ数です。
開催：3月、6月、10月

シュティリアルテ音楽祭
グラーツで毎年夏に開催されるシュティリア
ルテ音楽祭は、2016年に亡くなったニコラウ
ス・アーノンクールが30年間にわたり主催し
てきた音楽の歴史を刻む音楽祭です。ユネス
コ世界歴史遺産のグラーツ歴史地区の様々
な場所、エッゲンベルク城などの他、シュタイ
ヤマルク州の小さな町や自然の風景も音楽会
場です。

ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスの他、シ
ュティリアルテ音楽祭管弦楽団に加え、フェ
スティバルのレギュラーゲストには初期古典
音楽のスターたちが出演します。オープニン
グコンサートはグラーツ市民公園にて野外で
開催され、入場無料です。
開催：6月～7月

「カリンシアの夏」音楽祭
この音楽祭の目的は、様式化された音楽のレ
パートリーの制約を打破することにあります。
ゴットフリート・フォン・エイネム、アルヴォ・
ペルト、ズービン・メータ、リカルド・ムーテ
ィやギドン・クレーマーなどが、フェスティバ
ルに深く関わってきました。
上演会場は、バロック期の素晴らしい装飾を
持つオシアッハ修道院、アルバン・ベルク・ホ
ール、音楽祭の第二の故郷であるフィラッハ
の会議センター、クラーゲンフルトの大聖堂、
ギュンター・ドメニクのアヴァン・ギャルドな
シュタインハウス、近郊の城館や教会など、多
様なステージが用意されています。
開催：7月～8月

インスブルック古楽器音楽祭
ルネッサンスとバロックの時代、インスブルッ
クはヨーロッパの重要な音楽の中心地でした。
現存する初期古典音楽の最古のフェスティバ
ルであるインスブルック古楽器音楽祭は、そ
の伝統を受け継いでいます。1976年以来ずっ
と、古典音楽界で最も著名なアーティストた
ちを招いています。
会期中はミュージシャンたちの奏でる陽気な
音楽が街の広場に溢れ、インスブルックの歴
史的な会場すべてが、華麗なオペラ作品や有
名なアンサンブルの演奏の舞台となります。
開催：8月

メルビッシュ湖上音楽祭
ユネスコ世界遺産であるノイジィードラーゼ
ーの湖上舞台で夏の夜に繰り広げられる楽し
いオペレッタの音楽祭。メルビッシュ湖上音
楽祭では毎夏、オペレッタやミュージカルの
傑作が次々に上演されています。音楽祭の会
場は、ヨーロッパで最大かつ最も美しいオー
プンエアのステージの一つで、国立公園の印
象的な自然の風景によく調和しています。
有名な演奏家たちによるオペレッタやミュー
ジカルの楽しく美しいメロディーは、世界中
から訪れる観客を日常生活から遠く離れた魔
法の世界へと導いてくれます。
開催：7月～8月 

ブレゲンツ音楽祭
毎年夏の４週間、ブレゲンツの観衆は広 と々
した空の下、これまで体験したことのない強
烈な印象の中で、不朽のオペラを鑑賞するこ
とになります。このオペラの夕べは、指揮者
が指揮棒を振る何時間も前、観客たちが水に
浮く湖上ステージに船に乗って集まってくる
時点から始まります。このパフォーマンスも見
せ場の一部となっているのです。
湖上ステージの他、祝祭ホールでのオペラ上
演、オーケストラのコンサートや劇団のゲス
ト出演、ワークショップ劇場、祝祭ホールやブ
レゲンツ・クンストハウスでの現代作品や、そ
の他の会場で数多く行われる若者の「クロス
カルチャー」のシリーズの一部となっているイ
ベントが音楽祭を完結させます。
開催：7月～8月 

サンクト・マルガレーテン
野外オペラと受難劇
サンクト・マルガレーテンでは二千年もの間、
ヨーロッパ最大の採石場として砂岩が切り出
され、奇妙な岩の風景が造られました。これ
により、巨体なオペラのステージセットが生
まれ、1996年に、オリエンタル風の地形の景
色を背景幕として、ヴェルディ作「ナブッコ」が
初演のオペラとして上演されました。
一流の歌手を出演者に迎えて、人気オペラ作
品が上演されるフェスティバルには、今では毎
年2万人を超すオペラファンが集まります。５
年毎に行われる受難劇は、この古代ローマの
採石場のオペラステージで上演されます。次
回の受難劇は2021年夏期を予定しています。
開催：7月～8月

グラーフェネック音楽祭
食の楽しみ、歴史的な城と広大な風景庭園、
世界に誇るコンサート・プログラムのすべてが
組み合わさったグラーフェネック音楽祭は、す
べての人の感覚を大いに楽しませてくれます。 
ルドルフ・ブッフビンダーが音楽監督を務め、
世界の名だたるオーケストラや指揮者、ピア
ニストやソリストが出演します。
素敵な夜を締めくくる最良の方法は、城の居
酒屋を訪れるか、城の特別室（大広間）でデ
ィナーを楽しむことでしょう。賞を受賞した
オーストリア料理と合わせて、近隣のワッハウ
渓谷とカンプタール渓谷か、ワインの産地ヴ
ァグラムの日当たりのよい丘陵地で作られた
ワインを味わってください。
開催：8月～9月

シュヴァルツェンベルク／
ホーエネムスのシューベルティアーデ
シューベルティアーデは、40年以上の間、フ
ォアアールベルク州で行われる世界最高峰の
シューベルト音楽祭です。
2005年に改修され再オープンしたマルクス・
シティクス・ホールをメイン会場とするホーエ
ネムスと、典型的なブレゲンツの森地方の町
シュヴァルツェンベルクが開催地です。青 と々
したアルプスの緑の牧草地や、広大な森とそ
れらを取り囲む岩山の環境の中にある、簡素
な木造のアンゲリカ・カウフマン・ホールは、
オーストリア国内で室内音楽に適した最高の
ホールの一つであると言われています。
開催：ホーエネムスで5月、6月、7月、10月
シュヴァルツェンベルクで6月、8月

※音楽祭の詳しい日程は、
　www.austria.infoをご覧ください。FO
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また、毎年各地で開催される数多くの音楽祭
には、世界中から音楽ファンが集います。最
も有名なザルツブルク音楽祭、ウィーン芸術
週間、ボーデンゼー湖のブレゲンツ音楽祭、
メルビッシュの湖上音楽祭、グラーツのシュテ
ィリアルテ音楽祭、フィラッハ /オシアッハの
カリンシア夏の音楽祭、シューベルティアーデ、
リンツの国際ブルックナー音楽祭やクラング
ヴォルケ、そしてアイゼンシュタットのハイド
ン音楽祭、グラーフェネック・クラシック音楽
祭など、多彩なプログラムが繰りひろげられ
ます。詳しい情報は11～13ページにも掲載
していますので、ご覧ください。

ウィーンフィルのニューイヤーコンサートとシ
ェーンブルンでの夏のコンサートは毎年、世
界中に中継・放映され、音楽ファンを楽しませ
てくれます。

ヨーロッパの中心に位置するオーストリアは、
古来より様々な文化が交錯し、豊かな文化と
歴史を育んできました。中でも「音楽」は、こ
の国を紹介する上で最も重要な代名詞とい
えます。世界的に名高いウィーン国立歌劇場、
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィー
ン少年合唱団、フォルクスオーパーなどは、オ
ーストリアの文化使節としても活躍しています。

オーストリアの音楽史上「ウィーン古典派」は、
偉大な文化遺産の一つに数えられます。その
ウィーン古典派は、ハイドンに始まり、モーツ
ァルト、ベートーヴェン、シューベルトが含ま
れます。ロマン派を代表するのは、ブラーム
ス、ヴォルフ、ブルックナー、マーラーです。オ
ペレッタの王と呼ばれるヨハン・シュトラウス
とフランツ・レハール、また、シュランメル兄
弟の音楽は、ウィーンのワイン居酒屋「ホイリ
ゲ」と切っても切れない関係にあります。

オーストリアのデザイン
百数十年も前から受け継がれている職人たち
の手仕事を現代に再現した「ウィーンプロダ
クツ」加盟企業の製品をはじめ、オーストリア
発のアクセサリーやファッションが世界的に
注目されています。特に、豊かな文化遺産と
若く活力あるクリエイティブシーンの両面を
持つウィーンは、まさにクリエイティブ業界の
中心地です。また、全国に渡りカフェやレスト
ラン、ホテルなどでも、オーストリアならでは
のデザインを感じることができます。

オーストリアならではの逸品
アクセサリーをお求めなら日本でも人気の高
い「スワロフスキー」は本場オーストリアのシ
ョップを訪れてみてください。ワッテンスの本
社に隣接するクリスタルワールドの他、イン
スブルック、ウィーンやウィーン空港にショッ
プがあります。可愛い小物やアクセサリーの
数々がショーウィンドウを飾り、その豪華さは
メルヘンの世界そのものです。
伝統的な品物をお求めなら、高級磁器セット
の代名詞「アウガルテン」、美しいガラス製品
とテーブルウェアでゴージャスな食卓を演出
できる「ロブマイヤー」、独自のアトリエを構え
るテーブルウェアやリネンのお店「シュヴェー
ビッシェ・ユングフラウ」、ユーゲントシュテ

ィールの美術工芸品や各種ウィーンプロダク
ツ商品を展示・販売する「オーストリア工房」、 
歴史的なデザインによる家具やハイセンスな
インテリアを生産する「フリードリッヒ＝オッ
トー・シュミット」などがお勧めです。

ウィーンのファッションでは、バラエティー豊
かなデザインを取り揃える帽子店「ミュール
バウアー」、伝統的な民族衣装とロマンチッ
クな1950年代ファッションに現代的なエレ
メントを加えた「レナ・ホシェック」、カラフル
で独創的スタイルのモードをアピールする「ア
ートアップ」、軽やかで時代を超越した独自ブ
ランドを展開する「ピア・ミア」、ウィーンで
指折りのシックな靴のファッションブティック
「シュー !」、選抜きの眼鏡やサングラスの数々
をコレクションするアイウェアのお店「シャウ
シャウ・ブリレ」などが人気です。

ウィーンでちょっとした小物をお探しなら、最
高級のナチュラルコスメティックスが揃う「セ
ントチャールズ・コスモテカリー」、アルプス地
方の伝統にアイロニーを加えたハンドメイド
磁器が揃う「マノ・デザイン」、選び抜かれた
愛らしい商品の並ぶ雑貨店「アンナ・シュタイ
ン」などはいかがでしょうか。

オーストリアは長い歴史を通じて音楽と美術の保護を
旗印に掲げ、他国ではほとんど例がないほどの
資金と労力を注いできました。

芸術の国
オーストリア

オーストリアについて

帝国の時代、ハプスブルク家の人々は芸術作品収集に情熱を
傾け、幾世紀にわたり世界中から数多くの絵画や美術品の名
作が集められました。現在、オーストリア全国にはルーベンス
やブリューゲル、ベラスケスなど古典の大家から新進の現代
芸術家までの作品を擁する約1000の美術館・博物館があり
ます。特に人気の高い「ユーゲントシュティール」様式を代表
するグスタフ・クリムト、エゴン・シーレ、オスカー・ココシュ
カの絵画は、世界的な名声を博しています。FO
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山小屋「アルムヒュッテ」
アルプスの牧草地に建つ山小屋は、元々、夏
の間山の中腹の牧場で働く牛飼いや酪農従
事者が住むための住居でした。その後、山小
屋はアルプス文化と人生の喜びを象徴するも
のとなりました。
よくある板葺きの小屋では、訪れる旅行者や
ハイカーを親切なオーナーが暖かく迎えてく
れます。山小屋では、心尽くしの料理とサワ
ー種の黒パンが供され、楽しい会話とアルプ
ス独特の魅力を味わうことができます。
どこに？ 山小屋はアルプスのハイキングコー
スに沿ってあります。フォアアールベルク州、
チロル州、ザルツブルク州などオーストリア
西部に多く点在します。

ワイン居酒屋「ホイリゲ」
オーストリアは人生の楽しみ方をよく知って
いる国です。そして、ホイリゲはまさにオース
トリアの暖かさと居心地の良さを実感できる
場所として、この国の人々にはとても馴染み深
いところです。地元の人々はホイリゲに集い、
ワイン醸造者が造った自慢の新酒と、美味し
い家庭料理、自家製のベーコンやチーズなど
に舌鼓を打ちます。テーブルには楽しい会話
と笑い声があふれ、時が経つにつれて歌声が
店内に響き渡ります。ホイリゲで楽しむ伝統
は、少なくとも18世紀まで遡ることができま
す。それは、時の皇帝ヨーゼフ2世が、いつで
も誰でも自家製のワインを販売したり、供し
たりすることを許可する条例を施行した時代
でした。
どこに？ ウィーン郊外のホイリゲ地区、ニー
ダーエステライヒ州、ブルゲンランド州とシュ
タイヤマルク州のワイン産地にあります。

地元の人が集まる居酒屋「バイスル」
オーストリアの暖かさと居心地の良さを語る
とき、３つの場所が挙げられます。それは、カ
フェとワイン居酒屋、そして昔ながらの居酒屋
「バイスル」です。典型的なバイスルの設えは、
木製バーカウンターと木製の壁の羽目板、メ
ニューを手書きした黒板を特徴としています。
ウィーナー・シュニッツェルやエッグノッケル、
古典的な家庭料理がどこのバイスルでも味わ
えます。
どこに？ オーストリア中、どこにでもあります。

ソーセージスタンド「ヴュルステルシュタント」
ここは単なる伝統的なスナック・バーではあ
りません。仕事の合間にちょっと立ち寄って
一息入れる大切な場所なのです。ここで、ケ
ーゼクライナー（チーズ入りソーセージ）にマ
スタードを添え、パンと食べ、ウィットに富ん
だ、魅力ある店員と会話を楽しみます。当初、
ヴュルステルシュタントは帝国時代に、退役
した傷痍軍人たちの生計を立てる仕事を与え
るために出現しました。伝説的なケーゼクラ
イナーは、オーストリア人が創作したものです。
ソーセージのレシピはスロヴェニアが起源で
すが、それをオーストリアの食通が、ソーセー
ジを焼いた時に溶けるチーズを加えて完成さ
せた、手軽で美味しいご馳走なのです。
どこに？ ウィーンのソーセージスタンドはよ
く知られていますが、オーストリアのどの主要
都市でも見られます。

ケラーガッセ・ワイン祭り
ワインの生産地域の夏のハイライトが、この
ワイン祭りです。この時期、人々はワインケラ
ー（ワイン貯蔵所）が立ち並ぶ小路をそぞろ
歩き、貯蔵所から貯蔵所へと渡り歩いて、そ
れぞれのワイン醸造者が造った素晴らしい新
酒と美味しい料理を味わって回ります。それ
に加えて、何世紀もの歴史を誇る、見渡す限
り続くブドウ畑の風景は、見る者に活力を与
えてくれます。
どこに？ オーストリアのワイン産地、特にニ
ーダーエステライヒ州が有名です。

ビアガーデン
夏の暑い夜、人々に愛されている場所の一つ
が、国中どこにでもあるシャニーガルテン（シ
ャニーとは、オーストリアのニックネームでヨ
ハンの愛称）とも呼ばれるビアガーデンです。
仕事の後、オーストリア人はこれら愉快なビア
ガーデンに立ち寄り、ニワトコの花から作った
ホルンダージュースや、ビールで喉の渇きを癒
します。店によっては、オリジナルのビールを

醸造して提供しています。このような所では、
普通の夕べがささやかな祝杯の席へと変わり、
ありふれた日常をしばし忘れさせてくれます。
どこに？ ザルツブルクが有名ですが、オース
トリア中どこにでもあります。

カフェ
ウィーンのカフェ文化は、オーストリア人が食
通である事を証明する最適の例でしょう。ウ
ィーンではカフェが、ユネスコにより無形文
化遺産として認定されたほどです。その歴史
は17世紀末まで遡ることができ、トルコ軍に
よるウィーンへの包囲攻撃と深い関わりがあ
ります。代表的な古典的カフェのインテリア
は、小さな大理石のテーブルに、トーネット・
デザインの曲木製の椅子、ボックス席、新聞
ラック、歴史主義的意匠の飾り付けを施した
内装を特徴としています。そして、カフェで出
される水も、オーストリアのカフェ文化を特
徴づけています。また、世界で初めてお客様
に新聞を提供したのはウィーンのカフェです。
どこに？ オーストリア中どこにでもあります
が、最も有名なのはやはりウィーンのカフェ
です。

オーストリア人は、人生を謳歌することに長けています。
ここでは、人生を最高に楽しむために彼らが通う特別な場所を、
いくつかご紹介しましょう。

人生の“愉しみ”を
満喫する

オーストリアについて
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の町メルビッシュ、サンクト・マルガレーテンの野
外オペラなど音楽イベントも豊富です。また、良
質でおいしいワインの産地としても知られてい
ます。州都はハイドンとエスターハージー侯爵
家ゆかりの街アイゼンシュタット（32ページ参
照）。

ニーダーエステライヒ州
ウィーンを囲むようにして広がる州。州東側
の丘陵地帯は良質のワイン産地になっており、
北部は森林におおわれています。バロック様
式の修道院が建つメルクとクレムス間のロマ
ンチックなドナウ河の渓谷は「ワッハウ渓谷」
と呼ばれ、ユネスコ世界遺産にも登録されて
おり、ニーダーエステライヒ州でいちばん人
気のある休暇地となっています。州都はサン
クト・ペルテン。

ウィーン
オーストリアの首都ウィーンは古い伝統を持
つハプスブルク帝国の都、音楽と芸術が輪舞
する街。その一方で、近代的で未来を志向す
る建築物も多く、スタイリッシュなライフスタ
イルと活気のあふれる文化の愉しみにあふれ
ています。市の周囲には約1350km²にもお
よぶ広大なウィーンの森が広がり、市民の憩
いの場所となっていて、これは他のヨーロッパ
の大都市にはみられない独特の魅力です。 詳
しくは22ページをご覧ください。

ブルゲンランド州
オーストリアの東端に位置する州。ここには世
界遺産のノイジィードラーゼー湖があり、野鳥
の宝庫であるゼーウィンケル国立公園も隣接し
ています。ルストなど、コウノトリがコロニーを
作る農村やハンガリー風のエキゾチックな町が
魅力。オペレッタ・フェスティバルで有名な湖畔

シュタイヤマルク州
森が豊かなことから「緑の州」とも呼ばれてお
り、アルプスの大自然はもちろん、牧歌的な村
の風景も美しく、スロヴェニア国境の南シュタ
イヤマルク地域はワインの名産地として有名。
ブッシェンシャンクと呼ばれるワイン生産者の
直営店が点在しており、ワイン愛好家におすす
めのルートです。数多くの文化財を見ることも
できます。一方、バード・アウスゼー周辺のザ
ルツカンマーグートのシュタイヤマルク州側の
部分は、美しい湖と山の景観によって、南部と
は違った魅力を放っています。州都はグラーツ
（33ページ参照）。

オーバーエステライヒ州
風光明媚な湖水地方ザルツカンマーグートは、
オーバーエステライヒ州にも広がり、保養休
暇を過ごすのに理想的な環境を提供します。
皇帝フランツ・ヨーゼフ１世と皇妃「シシィ」
はバート・イッシュルで何度も夏を過ごしまし
た。州の北側の森の深いミュールフィアテル
の丘陵地帯は、チェコとの国境を形成してお
り、訪れる人々を惹き付けます。州都のリンツ
は、音楽家ブルックナーゆかりの街として知
られ、モダンなアルスエレクトロニカセンタ
ーやレントス美術館など、芸術探訪もおすす
めです。

ザルツブルク州
ザルツブルク州は、ハイカーや自然愛好家の
憧れの場所となっているホーエタウエルン国
立公園を含むアルプスの山岳地方。ザルツカ
ンマーグートの大自然の美しさは映画『サウ
ンド・オブ・ミュージック』でお馴染みです。
ザルツブルクの名前の由来の「岩塩の城」を
体験できるハラインの岩塩坑や、「きよしこの
夜」誕生の地オーベルンドルフ、世界一の氷穴
があるヴェルフェンなども見どころです。州都
はザルツブルク（38ページ参照）。

ケルンテン州
オーストリアの最南部にあるケルンテン州に
は、ヴェルターゼー湖、オシアッハゼー湖、ミ
ルシュテッターゼー湖など、湖水浴のできる
大きな湖があって、水泳や水上スポーツが楽
しめるパラダイスとなっています。州の最北
端にはオーストリア最高峰のグロースグロッ
クナー山が秀麗な姿を見せています。州都の
クラーゲンフルトは、バロックとユーゲントシ
ュティールの建物が建ち並び、芸術や文化の
薫り高い見どころの多い古都です。

チロル州
牧歌的な山の景色で知られるチロル州の文化
の拠点は、インタール渓谷に数珠つながりに
存在します。インスブルック、ハル、ラッテンベ
ルク、クーフシュタインなどの魅力的な町が点
在します。また、ツィラータール、シュトゥーバ
イタール、エッツタールなどの渓谷、サンクト・
アントンやゼーフェルトはハイカーやスキーヤ
ー、そして休養を求める人々の理想郷として有
名です。また、東チロルはザルツブルク州をは
さんで離れたところに位置する自然の宝庫で
す。州都はインスブルック（44ページ参照）。

フォアアールベルク州
オーストリアの一番西に位置する州。面積は
小さいながらも、シルヴレッタの氷河の世界
からライン渓谷の平地にいたる、変化に富ん
だ自然が特徴です。州都ブレゲンツを有名に
しているのが、世界最大のオペラ・フェスティ
バルの一つ、夏の「ブレゲンツ音楽祭」。個性
的な湖上ステージは映画007のロケでも使
われました。スキーやハイキングが盛んなア
ールベルク地方の村レッヒは、世界のセレブ
が休暇を過ごす高級リゾート地で「ヨーロッ
パで最も美しい村」に選ばれました。

オーストリアは
個性あふれる９つの連邦州からなる共和国です。
各州にはそれぞれの魅力と特長があります。

個性あふれる
９つの州

オーストリアについて

FO
TO

  
©

 Ö
st

er
re

ic
h 

W
er

bu
ng

/R
ob

er
t 

H
er

bs
t,

 J
ul

iu
s 

S
ilv

er
, 

 B
re

ge
nz

er
 F

es
ts

pi
el

e/
An

ja
 K

öh
le

r



20 21  オーストリア  ／  ポケットガイド オーストリア  ／  ポケットガイド

1: 2,800,000

ドイツ

イタリアスイス

スロヴェニア

ハンガリー
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オーストリア地図
位置と距離

オーストリアについて
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オーストリアは中央ヨーロッパの南部に位置し、
国土の総面積は83,858平方キロメートル、人口は約890万人。
公用語はドイツ語ですが、英語はよく通じます。

（km） ブレゲンツ アイゼンシュタット グラーツ インスブルック クラーゲンフルト リンツ ザルツブルク サンクト・ペルテン ウィーン
ブレゲンツ - 769 700 187 575 547 429 656 720
アイゼンシュタット 769 - 183 582 307 232 347 113 55
グラーツ 700 183 - 513 133 215 255 190 210
インスブルック 187 582 513 - 377 360 242 469 533
クラーゲンフルト 575 307 133 377 - 257 212 339 335
リンツ 547 232 215 360 257 - 118 121 185

ザルツブルク 429 347 255 242 212 118 - 230 294
サンクト・ペルテン 656 113 190 469 339 121 230 - 65
ウィーン 720 55 210 533 335 185 294 65 -

州都間の距離

９つの州と州都
ウィーン

ニーダー
エステライヒ州オーバー

エステライヒ州

ザルツブルク州
ブルゲンランド州

シュタイヤマルク州

ケルンテン州

チロル州

東チロル

フォアアール
ベルク州

リンツ サンクト・
ペルテン

アイゼンシュタット

グラーツ

クラーゲンフルト

インスブルック

ザルツブルク
ブレゲンツアウトバーン

建設中のアウトバーン

高速道路

建設中の高速道路

幹線道路

主要道路

その他道路

鉄道

国際空港

国境

州境

ヨーロッパ主要都市
までの距離 （km）
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シェーンブルン宮殿　ユネスコ世界遺産に指
定されたハプスブルク家の夏の宮殿。マリア・
テレジア・イエローで彩られた外観が印象的。
ロココ様式で統一された内部には、1400も
の部屋があり、そのうち40室が公開されてい
ます。ウィーン会議の際に舞踏会場として使
用された大広間、6歳のモーツァルトが御前
演奏した鏡の間は必見です。
宮殿の後方に広がる庭園は面積1.7km²。シェ
ーンブルンの名前の由来となった泉、1752年 
から始まった残存する世界最古の動物園、大
温室パルメンハウス、ネプチューンの噴水、迷
路庭園、日本庭園があります。ギリシア風の
神殿グロリエッテの中にはカフェがあり、また、
宮殿に隣接する馬車博物館には歴代の皇帝
たちが使用した豪華な馬車が展示されてい
ます。
www.schoenbrunn.at

古くよりヨーロッパの東西と南部を結ぶ十字
路として、ウィーンは二千年の歴史に育まれて
きました。ハプスブルク家が育んだ音楽と芸
術の都として知られ、ハプスブルク帝国の重
要な歴史的建築が見どころですが、最近では
モダンな現代建築、最新のデザインやファッ
ションの発信地としても知られるようになり
ました。

シュテファン大聖堂　鮮やかな屋根が街並に
花を添えるウィーンのシンボル。南北2つの
塔からはウィーンの街が一望にでき、石造り
の説教壇や祭壇を彩る絵画など幻想的な内
部装飾は必見です。カタコンベ（地下墓地）に
は歴代皇帝の内蔵が安置されています。
MAP  P.27 B-3

ベルヴェデーレ宮殿　バロック宮殿の最高傑
作に数えられるベルヴェデーレ宮殿は、ヨハ
ン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントが設計、
対トルコ戦争の時代ハプスブルク軍の総司令
官であったサヴォイ家のオイゲン公（1663～
1736）が夏の離宮としていました。式典用の
上宮と居住用の下宮からなり、その間には緩
やかに傾斜したバロック庭園があります。
上宮のオーストリア・ギャラリーには、クリムト、
シーレなどユーゲントシュティール、ビーダー
マイヤー、歴史主義などの名画が多く、下宮に
はバロック美術の名作が展示されています。
MAP  P.27 D-3,4　www.belvedere.at

リング通り　19世紀の中頃、ウィーンの旧市
街を取り囲んでいた城壁を皇帝フランツ・ヨー
ゼフの命により取り壊し、現在の幅広い環状
道路が作られました。この通りに沿って、公
園、国会議事堂、市庁舎、大学、ブルク劇場、
国立歌劇場、美術史／自然史博物館、王宮な
どが建築図鑑のように立ち並んでいます。
MAP  P.26,27 A,B,C-2,3,4

ホーフブルク王宮　ハプスブルク家の皇族た
ちが住居として使用していた居城。帝国の発
展に伴い増改築が繰り返され、各時代の建
築様式が共存する建物となっています。旧王
宮ではシシィ博物館と皇帝の住居を公開して
います。銀器コレクションも見事です。宮廷
宝物館ではオーストリア帝冠や様々な宝物が
展示されています。新王宮にはウィーン世界
博物館があり、日本の展示もあります。また、
隣接する王宮庭園には有名なモーツァルト像
があり、絶好の写真スポットとなっています。
MAP  P.26 C-2　www.hofburg-wien.at

音楽と芸術の都ウィーン
宮廷文化が今も華麗に息づく古都

ウィーンの
見どころ

ウィーン

上宮、下宮の2つの宮殿と広大な庭園からなるベルヴェデー
レは、ユネスコ世界遺産に登録されています。ベルヴェデーレ
上宮には、中世から現代にいたる、オーストリア最大の芸術作
品のコレクションや、モネやゴッホ、ベックマンら国際的なア
ーティストの傑作が所蔵されています。コレクションのハイラ
イトである「ウィーン1880–1914」には、有名な「接吻」と「ユ
ディト」を含む、世界最大のグスタフ・クリムトの絵画コレクシ
ョンと、エゴン・シーレとオスカー・ココシュカの作品が含ま
れています。フランス印象派の代表作と、最大のウィーン・ビ
ーダーマイヤー時代の芸術コレクションもまた、ベルヴェデー
レ上宮に展示されている魅力溢れる所蔵品のハイライトです。
ベルヴェデーレ下宮とオランジェリーは、最上級の特別展の

会場です。これらの美術館は、
モダンギャラリーとして設立
され、国際的な環境における
オーストリア芸術に焦点を当
てています。
ベルヴェデーレの庭園は、ヨ
ーロッパで最も重要な歴史
的なフランス式庭園の一つで
す。今日のように縮小された
庭園となってもなお、優れた
後期バロック式庭園デザイ
ンの好例として非常に高く評
価されています。

 
ベルヴェデーレ 
Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27
A-1030 Wien 
Tel.: +43 1 79 557 0 
info@belvedere.at 
www.belvedere.atFO
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ヨーロッパで最もすばらしいバロック様式のランドマーク
ベルヴェデーレ
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ウィーンと音楽は切っても切れない関係にあ
ります。2020年は、音楽の都ウィーンから世
界へ発信する音楽アーティストと団体がテー
マです。ウィーンの「音楽の都」としての芽は、
ずっと昔に芽生えました。ルードヴィヒ・ヴァ
ン・ベートーヴェンは2020年、生誕250周年
を迎えます。彼は人生と創作活動の拠点とし
て自らウィーンを選び、ウィーンの音楽家とな
りました。現代では、ビリー・ジョエル、ユジ
ャ・ワン、ハンス・ジマー、レベッカ・バッケ
ン、ジュリアン・ラクリン、ジョシュア・ベルな
ど、世界的な音楽界のスターたちも、ベート
ーヴェンのようにウィーンを音楽活動の拠点
に選んでいます。
ベートーヴェンは、人としても、芸術家として
もラジカルで、自然のパワーそのものでした。
彼は明確なビジョンを持ち、先人たちの残し
たものすべてに対して疑問を呈し、改革する
ことで、音楽とウィーンに刺激を与えたので
す。そして今日でも、その刺激を感じ取ること
ができます。ウィーンは35年間、ベートーヴ
ェンの故郷であり、創造性とインスピレーシ
ョンを与えてくれる場所でした。ベートーヴェ
ン・イヤー2020年には、楽友協会やコンツ
ェルトハウスなどで、彼の革新的な音楽をい
つもより多く聴くことができます。ウィーン国
立歌劇場とアン・デア・ウィーン劇場では、ベ

ートーヴェン唯一のオペラ「フィデリオ」が上
演されます。オーストリア国立図書館プルン
クザール、ウィーン美術史博物館、レオポル
ド美術館、モーツァルトハウス・ヴィエナでは、
ベートーヴェンの特別展が開催され、天才の
多面的な人柄と、驚異的な才能から生まれた
作品を深く掘り下げます。そして、音の博物
館、音楽の家では、ベートーヴェンをインタラ
クティブな形で紹介します。
現在は、ベートーヴェン博物館や高級レスト
ラン、ホイリゲとしても利用されている、かつ
てベートーヴェンが住んでいた家々、彼の偉
業などを示す場所、記念碑、分離派会館に
あるクリムトのベートーヴェン・フリースか
ら、彼の墓があるウィーン中央墓地に至るま
で、大作曲家の面影を感じる場所はウィーン
にたくさんあります。2020年、世界の注目が
ベートーヴェンの街ウィーンに注がれます。
音楽スターたちとのインタビューと、ウィーン
のベートーヴェン・イヤーに関する情報は：
music2020.vienna.info

 
ウィーン市観光局  Tourist Info Vienna
Albertinaplatz/Maysedergasse, A-1010 Vienna
Tel.: +43 1 24 555　Fax: +43 1 24 555-666
info@vienna.info　www.vienna.info

ドナウ運河　シュヴェーデンプラッツにはド
ナウ定期観光船発着場やカフェ、レストラン
があります。夏季の土曜日には運河沿いに
美術骨董品の露店市がたちます。ドナウ本
流はここより東約3キロのところにあります。
MAP  P.27 A-3, B-3, C-4

プラーター　ドナウ運河とドナウ本流の間
に広がるプラーターは、遊園地、スポーツ施
設、緑地をもつウィーン市民老若男女の憩い
の場所です。大人にも子どもにも人気の高
い大観覧車やミニ列車をお楽しみください。
MAP  P.27 A-4

マリアヒルファー通り　ウィーンっ子に一番
人気の約2キロ（リング通り～国鉄西駅間）
のショッピング街。ウィーンでは数少ない日
本式デパートもあります。地下鉄U3。
MAP  P.26 D-1, C-2

市庁舎（ラートハウス）　1872年から1883年
にかけて作られたネオゴシック様式の建築。
手前の市庁舎前広場は各種イベント会場と
なります。夏には音楽フィルムフェスティバル、
11月中旬～12月24日まではクリスマスマー
ケットを、11～3月はスケートリンク開設。
MAP  P.26 B-2

ケルントナー通り　シュテファン大聖堂から
南に延び、国立歌劇場まで続く最も賑やかな
歩行者専用の大通り。高級店から人気ブラン
ド店、カフェが並び、いつも街頭ミュージシャ
ンが活躍しています。
MAP  P.27 C-3

ウィーン国立歌劇場　1861年から1869年
にかけて宮廷オペラ劇場として建てられまし
た。1945年に戦災を受けましたが修復され、
1955年カール・ベームの指揮するベートー
ヴェンの「フィデリオ」で再開されました。館
内のガイドツアーがあります。 
MAP  P.27 C-3  
www.wiener-staatsoper.at

美術史博物館　マリア・テレジア記念像をは
さんで自然史博物館と向かい合う。ハプス
ブルク家歴代の収集品を展示し、世界屈指
の美術コレクションを誇ります。ブリューゲ
ルの作品群が特に有名です。 
MAP  P.26 C-2   www.khm.at

自然史博物館　先史時代からの動物、植物、
鉱物やハルシュタット文化時代の出土品、約
2万5千年前の「ヴィレンドルフのヴィーナ
ス」像、マリア・テレジアの「宝石の花束」な
どが有名です。
MAP  P.26 C-2

ベートーヴェンと現代の音楽スターたち
ウィーン2020年 – 音楽の都
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左：ウィーン楽友協会、右上右下：ベートーヴェン・ミュージアム
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レオポルド美術館は、オーストリア芸術のモ
ダニズム初期の最も卓越した作品のコレクシ
ョンを所蔵しています。美術館の名前は、創
設者ルドルフ・レオポルド（1925年～ 2010
年）に由来します。ルドルフ・レオポルドは
1994年に、50年以上の歳月をかけて蒐集し
たプライベート・コレクションを持ち込み、美
術館創設のために個人基金を設立しました。
コレクションは、2001年にウィーンのミュー
ジアムクォーターに新しく建設されたレオポ
ルド美術館で一般に公開されました。

美術館の中心となるのは何といっても世界最
大にして、最も重要なオーストリアの画家エゴ
ン・シーレのコレクションです。そこには、40
点以上の絵画のほか、紙に描かれた作品や写
真、手紙などが含まれています。もう一方の
ハイライトとして、グスタフ・クリムトの絵画コ
レクションがあり、中にはクリムトの傑作の一
つである「死と生」が含まれています。これら
の作品は、1900年代のウィーンというテーマ
の下に、包括的に展示されています。19世紀
末の芸術界では、ユーゲントシュティール（ア
ールヌーボー）とウィーン分離派が大きな役割
を果たしていました。また、コロマン・モーザ
ーとヨーゼフ・ホフマンの工芸運動「芸術と
工芸」の作品群は、この時代は如何にデザイ
ンが重要であったかが強調されています。

エゴン・シーレのコレクションと並行して、レ
オポルド美術館が他にも力を入れている芸術
が表現主義です。表現主義のパイオニア、レ
ハルト・ゲルストルとオスカー・ココシュカの
作品のほか、1918年から1938年の時代のオ
ーストリアのアートに関する膨大なコレクショ
ンがそれを物語っています。

レオポルド美術館の新しい展示ウィーン
1900は、ユニークな経験の世界を創り出し、
見学者は快活だった当時の雰囲気に浸ること
ができます。ウィーン1900は、時代の多様性
を示し、時代を特徴づけていた華麗さと汚れ、
夢と現実、象徴主義と自己反省を明確に見せ
てくれます。この展示はウィーンを、再生のた
めに激しく活動する原動力としての実験の場
と捉えています。レオポルド美術館の名作を
鑑賞して、彼らの時代の独創性と多様性を体
感してください！

 
レオポルド美術館  
Leopold Museum
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 525 70 1523
tourismus@leopoldmuseum.org
www.leopoldmuseum.org

ウィーン

リムトと知り合い、父親のような友人関係と
なり、次第にクリムトの影響を大きく受けるこ
とになります。わずか2年でシーレはアカデ
ミーを去り、芸術的功績を模索するため、友
人たちと「新たなる芸術団」を結成し、リーダ
ーを務めました。
シーレは常に良い友人や後援者に恵まれ、仕
事の依頼も多く得ていました。一般的にはシ
ーレの画は前衛的でユニークで、挑戦的と評
価されていました。その神経質で粗い線によ
り肉体的な特徴が誇張され、精神状態の不
安定さ、表現主義における脆さが明確に表れ
ていました。彼の美しいとはいえない裸の絵
やスケッチはエロチズムというより、むしろ運
命や悲劇を感じさせるものでした。
1918年、シーレと妻エーディットはスペイン
風邪にかかり、妻の死後、彼も3日後に死亡、
享年28歳の若さでした。数か月先まで生き
ていれば、ウィーン分離派館で開催された特
別展覧展で、シーレの絵画は国際的に華々し
い評価を得、大きなブームを呼ぶことになっ
たのを知ることができたでしょう。

ユーゲントシュティール時代を代表する画家、
エゴン・シーレは1890年6月12日、ウィーン
近郊のトゥルンに生まれました。19世紀末に
おこったヨーロッパの芸術文化を指すアール・
ヌーヴォーは、オーストリアでは「ユーゲント
シュティール」と呼ばれています。「時代には
その芸術を。芸術には自由を」をモットーに、
19世紀末のウィーンにはグスタフ・クリムトを
筆頭に、エゴン・シーレ、オットー・ワーグナ
ーほか偉大な芸術家たちが登場しました。

エゴン・シーレは学校時代から、授業中にい
つも絵ばかり描いていて、決して成績の良い
生徒ではありませんでした。一方、美術の教
師は彼の才能を認め、造形美術アカデミーに
進学できるように力を貸し、16歳のとき入学
が認められました。 
シーレはアカデミーで超保守的な歴史画家、
クリスティアン・グリーペンケールスのマスタ
ークラスでいやいや実践を重ねました。しか
し、彼の個性的な画風には何ら影響は与えま
せんでした。ウィーンでシーレはグスタフ・ク

シーレの作品は、主にウィーンのレオポルド美術館、
ベルヴェデーレ宮殿のシーレ・コレクション、
トゥルンのシーレ美術館で見ることができます。

世紀末を駆け抜けた
エゴン・シーレ
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クリムトとシーレの名作
ウィーン1900
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左：クリムト「医学」の展示、右上：レオポルド美術館外観、右下：クリムト「死と生」(部分 )
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音楽の都ウィーン！ － ２つの博物館のハイライト
２つの博物館、モーツァルトハウス・ヴィエナと音楽の家では、
特にウィーンの音楽魂を感じ取ることができます。モーツァル
トハウス・ヴィエナは、ウィーンに残る唯一のモーツァルトのア
パートで、詳細に見ることができます。ここでモーツァルトは、
他のどの場所よりも多くの曲を作曲しました。このアパートで
は、彼が生きたその時代と最も重要な作品を分かりやすく紹
介しています。展示は、この偉大な作曲家の創作活動のピー
クであった、ウィーンで暮らした時代に焦点を当てています。

音楽の家では、４つのフロ
アで魅惑的な音楽と音の世
界を紹介しています。ここが、
175年以上前に、有名なウィ
ーンフィルが創設された場所
です。見学者はウィーンの音
楽の歴史を学べるだけでは
なく、自分で音や楽器を使っ
て実験や指揮も出来ます。

 
モーツァルトハウス・ヴィエナ
Mozarthaus Vienna
Domgasse 5, A-1010 Wien
Tel.: +43 1 512 17 91
office@mozarthausvienna.at
www.mozarthausvienna.at
音楽の家  Haus der Musik
Seilerstätte 30, A-1010 Wien
Tel.: +43 1 513 48 50
info@hdm.at
www.hausdermusik.com

彼の社会的名声は剥奪されました。貴族階級
の特権を攻撃するようなテーマは、当時、ひ
どく物議をかもし、すんなりと好評を博すこ
とにはならなかったのです。宮廷での仕事も
つぶされ、貴族の弟子も、収入基盤も失って
しまうことになりました。
1787年、故人となった宮廷作曲家のグルック
の後を引き継ぐと、モーツァルトの財政状態
も改善されました。三つのシンフォニーを終
えると、ダ・ポンテの台本を引き受け、「コシ・
ファン・トゥッテ」を作曲しましたが、またし
ても風紀を乱すとの非難を受け、いたく傷つく
のでした。「魔笛」は、最終的にはウィーンで
人気を博し、お金も入りましたが、それから一
年も経たないうちに、仕事と気苦労で衰弱し、
憔悴しきってモーツァルトは亡くなりました。
モーツァルトの遺した作品は、その完成度、
調和、表現力、すばらしい創造力において、オ
ーストリアのクラシック音楽の頂点を極めて
います。自分の中に浮かんだ曲想を、燃える
ような情熱をもって、そっくりそのまま譜面の
上に書き表すことができた創作の天才でした。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
（1756–1791）は、幼い頃よりヨーロッパ各地
で歓待され、絶賛されました。しかし成長す
るにつれ、雇い主であるザルツブルク大司教
と折り合いが悪くなり、ぎすぎすしたものに
なっていきます。誤解され、正当に評価され
ていないと感じた彼は、ザルツブルクを去り、
ウィーンに行くことを決意します。

1781年、モーツァルトは、ウィーンに移り住
み、次第に、ピアニスト、音楽教師、指揮者、
作曲家として名声を獲得していきました。し
かしながら、彼の私生活はほぼ慢性的にひど
い財政上の窮乏の陥っていました。彼の６人
の子供のうち、４人までが、非常に幼くして亡
くなっています。
彼の作品の中で、最もすぐれたオペラの一つ
とされている「フィガロの結婚」は、ウィーン
でもプラハでも絶賛を浴びたにもかかわらず、

ウィーンのモーツァルト

ウィーン

ウィーンの森　ウィーンの東部を除く北・西・
南をぐるりと取り巻くウィーンの森は、市街地
の３倍ほどの面積、約1350km²の広さを持っ
ています。アルプス山脈の一部をなしている
豊かな丘陵地帯とドナウ河畔の地区ではブド
ウ畑が広がり、ベートーヴェンやシューベル
トゆかりの歴史ある町々が点在しています。
グリンツィングは、ウィーン市内ながらホイリ
ゲ（ワインの居酒屋）が何軒も並ぶワインの
産地。シュランメル音楽を聴きながら新酒の
ワインを楽しむのは、ウィーンならではの夜
の過ごし方です。ハイリゲンシュタットはベー
トーヴェンゆかりの地で、記念館や住居、記
念像が点在し、田園交響曲の構想を得たベー
トーヴェンの小路も残っています。プファー
ル広場の住居は、ホイリゲになっています。

アクセス：グリンツィングへはショッテントアか
ら市電38で終点まで約30分。ハイリゲンシ
ュタットのベートーヴェン記念館へは、ショッ
テントアから市電37を終点で降り、徒歩5分。

ワッハウ渓谷　ドイツの黒い森を起点に、オ
ーストリアや東欧を抜け黒海まで続くドナウ
河。全長約2800kmにもおよぶこの大河の
一番の見どころは、メルクからクレムスにいた
る世界遺産のワッハウ渓谷。その魅力を存分
に楽しみたいのなら、ドナウ川クルーズがお
すすめです。ウィーン西駅から準急列車で約
１時間、パステル色の家並みが美しいメルク
の町から出発します。メルク修道院を見学し
てからクルーズへ。丘陵に広がるぶどう畑や
壮麗な古城などが目の前に迫ってきます。川
沿いにはリースリングという白ワインの産地
ヴァイセンキルヒェンやシュピッツ、中世都
市デュルンシュタインなど見どころもたくさん。
終点のクレムスの対岸の丘にはゲットヴァイ
ク修道院がそびえています。

運航期間：クルーズ船の運航期間は4月上旬
～10月末まで。それ以外の期間は、メルクや
デュルンシュタイン、クレムスの町々を列車で
訪ねます。ウィーンから観光バスも出ています。

森を歩きワインを味わうウィーンの森、
ドナウ川クルーズのハイライト、ワッハウ渓谷

ウィーンの
郊外へ

ウィーン

2020年はベートーヴェンの特別展も開催
モーツァルトハウス・ヴィエナ／音楽の家
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ウィーンから南へ列車で約2時間半で行くグ
ラーツは、南欧の雰囲気が漂う文化都市。赤
い瓦屋根の並ぶ旧市街は今もなお中世のた
たずまいを色濃く残しています。
2003年欧州文化首都に指定されたことで、
グラーツは他に類をみない独自性のある町に
変化しました。古い街並みの中に極めて近代
的な建物が溶け込んでおり、旧市街にアクセ
ントを添えています。

シュロスベルク　13世紀の時計塔が立つ小
高い山。グラーツはこの山を中心に開けて
いきました。山の上の城塞は、全時代を通じ
もっとも堅固な城塞としてギネスブックにも
載っています。19世紀初頭、ナポレオンさえ
も、この城塞を陥落させることはできません
でした。頂上へは石段を登ることもできます
し、エレベーターを使うことも可能です。上に
は眺めの良いカフェ・レストランもあり、旧市
街の大パノラマが楽しめます。
MAP  P.35 A-1

州立武器庫（ツォイクハウス）　州庁舎隣の
武器庫は、トルコの襲撃に対する武器の常備
庫として造られました。中世の鎧や鉄砲など
1551年以来の武器３万点以上が保管されて
いており、今でもすぐに使えるほど整備され
ています。冬期は休館です。
MAP  P.35 B-1,2

王宮　15世紀に皇帝フリードリッヒ３世が建
て、後にその息子マキシミリアン１世が手を
加え後期ゴシック様式に改修しました。王宮
の主な部分は19世紀に撤去され、現在は州
知事官邸となっています。最初の中庭を突き
抜けた第3棟の脇には、1499年につくられた
「二重螺旋階段」があります。ゴシック末期の
石工芸術の傑作です。
MAP  P.35 A-2

旧市街と郊外のエッゲンベルク城は世界遺産
ウィーンに次ぐオーストリア第２の都市グラーツはグルメの都市

グラーツの
見どころ

グラーツ

ヨーゼフ・ハイドンゆかりの地として有名なアイゼンシュタッ
トに、オーストリアで最も美しいバロック様式建造物の一つ
とされてるエスターハージー宮殿があります。宮殿内にあるハ
イドンホールはエスターハージー侯爵家の宮廷楽長であった
ハイドン自ら考案した踏み木の床がその優れた音響を生み出
し、今も文化イベントの中心となっています。コンサート・祝
祭、そしてエスターハージー侯爵の壮麗な生活の様子を知る
ことができる展示会（宮殿ツアー、ハイドン博物館、オースト
リア国内最大のワイン博物館）などが開催されています。その
対極をなすのが、宮殿の反対側のかつての厩舎で、そこでは

現代的なもの歴史的なもの、
音楽と芸術、料理とワインが
ユニークな形で交差していま
す。さらに見逃せない名所に、
古城フォルヒテンシュタイン
があり、民間の収集ではヨー
ロッパ最大規模の武器コレ
クション、侯爵家の肖像ギャ
ラリー、歴史的な城内の厨房
などを紹介しています。また、
採石場での真夏の夜の野外
オペラでは、一流の舞台芸術、
演出、そして出演者を集め観
客を魅了しています。

 
エスターハージー宮殿
Esterhazy Betriebe GmbH
Esterhazyplatz 5, 
A-7000 Eisenstadt
reisen@panevent.at
https://esterhazy.at/

アイゼンシュタット

カルヴァリエンベルクとベルク教会　エスタ
ーハージー侯の命で1701年以降建設された
人工の丘には、多くの礼拝堂や祠が配され、
ゴルゴタの丘へ登るキリスト受難の道を再現
しています。丘の上のベルク教会には、1932
年パウル・エスターハージー侯がハイドン廟を
建立し、ウィーンの楽友協会が所蔵していた
ハイドンの頭部を提供、1954年になって大
作曲家の遺骨がようやく埋葬されました。

近郊には、ユネスコ世界遺産のノイジィード
ラーゼー湖、コウノトリのコロニーで知られる
ルスト、フランツ・リストの生家があるライデ
ィング、湖上オペレッタで有名なメルビッシュ
があります。

ハンガリーと国境を接するブルゲンランド州
の州都アイゼンシュタットは、ウィーンの南約
55kmにあり、車で45分、バスで1時間ほど
の落ち着いた瀟洒な小都市です。ハイドンと
エスターハージー侯ゆかりの地。

エスターハージー宮殿　中世の城塞跡に、
17世紀に建てられた城館です。今日のブルゲ
ンランド州からハンガリーにわたる広大な領
地を持っていたエスターハージー家が居住と
して使っていました。

ハイドン博物館　1766～1778年にハイドン
が住んだ家で、大作曲家の遺品や絵画、楽譜、
当時のピアノなどが展示されています。生家
はアイゼンシュタットから近いライタ河畔の
村ローラウにあり、こちらも記念館として一般
公開されています。

ハイドンゆかりの地
アイゼンシュタット
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エスタハージーへようこそ
エスターハージー宮殿とフォルヒテンシュタイン城、採石場の真夏の野外オペラ
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州庁舎　北イタリアの宮殿様式で建てられた
州庁舎は、支柱の下方に見られる彫刻と豪華
な回廊をもつルネッサンス様式の美しい中庭
が特徴です。
MAP  P.35 B-1,2

中央広場と市庁舎　グラーツの街の中心点。
中央広場の真ん中には1878年に造られたヨ
ハン大公像の噴水があります。これは、「シュ
タイヤマルクの王子」と呼ばれたヨハン大公
を追悼するものです。丸屋根、時計、角型の
塔を特徴とする市庁舎は、19世紀末から現
在まで中央広場にその姿を誇っています。
MAP  P.35 B-1

歴史的広場とロマンティックな小路　市庁舎
が建つ中央広場、肉屋が多いフランツィスカ
ーナ広場、カフェが立ち並ぶメール広場、伝
統と現代文化が融合したフェルバー広場、イ
ベントで賑わうシュロスベルク広場はいずれ
も明るい雰囲気で、独特で魅力的な文化的風
土を生み出しています。ヘレンガッセやシュポ
ールガッセにはシックなブティックが、また、 
ザック通りには数多くの美術工芸専門店が並
び、ショッピングや市内散策を楽しむことが
できます。
MAP  P.35 B-1,2

クンストハウス グラーツ　建築家のピータ
ー・クックとコリン・フルニエがこの印象深い
建物を設計し、2003年に建設しました。この
ムーア川のほとりに建つ新しい現代設計とシ
ュロスベルクの古い時計塔が生み出す独特の
コントラストは、この街の象徴であり、そして、
建設的で緊張感溢れる伝統性と前衛性の関
係を具現しています。
MAP  P.35 A-1

大聖堂（ドーム）　この聖堂は、皇帝フリード
リッヒ3世が1438年から1464年に王宮用教
会として造らせました。聖堂の南壁には、小さ
な張り出し屋根で保護された「苦難の絵」が
あり、1480年にシュタイヤマルクを襲ったペ
スト、トルコ人襲来、イナゴの大群という三つ
の苦難を表現しています。
MAP  P.35 B-2

霊廟（マウソレウム）　皇帝フェルディナント
2世の霊廟。この皇帝は、当時オーストリアの
覇者としてグラーツに滞在し、文化史上非常
に価値の高いハプスブルク家の霊廟の一つを
グラーツに造らせました。イタリアの宮廷御
用達画家であったジョバンニ・ピエトロ・デ・
ポミスの設計です。
MAP  P.35 B-2

ムーアインゼル　フランツィスカーナー広場
から中欧橋までは数歩しか離れていません。
そこから、「ムーア・プロメナード」（ムーア川沿
岸遊歩道）へ下りて行ける階段があります。こ
の川辺の道は、ほんの少し休憩したり、ある
いは、ちょっと川に足をつけてみたりするの
に最適です。
また、欧州文化首都をきっかけに設計された
「ムーアインゼル」は、新たな街のシンボルで
す。ニューヨークの芸術家ヴィト・アコンチの
設計で、この「川辺に浮かぶ貝」が創られまし
た。二本の桟橋によって川の両岸に繋がれて
おり、中には喫茶店と半円形劇場があります。
MAP  P.35 A-1

エッゲンベルク城　市内から市電１番で約15
分西に行ったところにあり、この城はヨハン・
ウルリッヒ・フォン・エッゲンベルク侯爵が中
世の城を基に、1623年に居城として建設しま
した。豪華な内部はガイドツアーで見学でき
ます（冬期は閉館）。貴重な日本の屏風「豊
臣期の大坂」も現在ここに公開されています。
また、城内にはアルテギャラリーが入っており
500年以上にわたるヨーロッパの絵画、美術
品が展示されています（年間オープン）。美し
い「惑星の庭園」と公園は四季を通じて市民
の憩いの場となっています。
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３月に行われる「ダイアゴナル」オーストリア・フィルム・フェス
ティバル、6月には高名な「シュティリアルテ」クラシック音楽
祭、演劇フェスティバル、ストリート・パフォーマンス、人形劇
「ラ・ストラーダ」などの他、グラーツ・オペラハウス、シャウ
シュピーレハウス劇場、ヒップなクンストハウス、または、見事
なバロック建築で知られるエッゲンベルク城で行われる、さ
まざまな音楽公演がグラーツの文化イベントに花を添えてい
ます。

グラーツの文化イベントヒント
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グラーツの街は、さまざまな異なる趣向を持
ったすべての人々を受け入れます。地中海性
のライフスタイル、とても魅力的な見どころ、
美しく貴重な建築物、アートスペース、トレン
ディなフェスティバル、流行のデザインショッ
プ、食通の好みに応える多数のバーやレスト
ランなど、多種多様な顔を持ったグラーツは、
ここを訪れるすべての人々の心を掴んで放し
ません。
山の上に塔が建つ、美しい街グラーツ。その
歴史的旧市街の中心にそびえるシュロスベル
ク（城山）に建つ、歴史的なランドマークの時
計塔が、堂 と々した姿で街を見下ろしていま
す。その時計をじっくりと見てみると、何かが
違っていることに気付くかも知れません。実
は、この街では時計が他とは違った時を刻ん
でいるのです！
グラーツの街では、過去が未来に溶け込んで
います。それは、建築物を見るとよく解りま
す。優雅な中庭、特徴的な家々、ポーチのあ
る玄関、丸屋根、石畳の小道、独特な赤い屋
根のある旧市街の街並みは、ユネスコ世界文
化遺産として保護されています。カリスマ的
な魅力がある歴史的旧市街に、国際的にも有
名なグラーツの現代建築は見事に溶け込んで
います。街の真ん中に位置し、ムーア川に浮
かぶ、もう一つの見事な建築物も人目を引き
ます。島のようであり、船のようでもあるこの
ユニークな建築物、ムーアインゼルは、地元

の人にとっても、旅行者にとっても、見どころ
であり、待ち合わせ場所でもあり、夜には鮮
やかな色にライトアップされる魅力的なスポ
ットです。

グルメ、食通、美食家を魅了する街
グラーツはオーストリアの美食の首都として、
至福の食の楽しみで人々をお迎えします。多
数あるファーマーズ・マーケットでは、新鮮
な野菜や果物、塩漬け肉、焼き立ての黒パン、
ハチミツ、自家製ジュース、ジャムやケーキな
ど、さまざまな美味しい食品を豊富に揃えて
訪れる人を惹きつけています。その他、小さ
なバーや道沿いのカフェ、高級レストラン、屋
外バーやデリカテッセンの店などが街の至る
所にあり、あらゆる食の要望に応えています。
グラーツのレストランはいつもグルメで賑わっ
ています。それは熱心なシェフたちが、豊富
な地元の食材から好みのものを選び抜き、店
のお客様や食通たちの舌を繰り返し魅了し続
けているからです。

 
グラーツ市観光局　Graz Tourismus
Herrengasse 16, A-8010 Graz
Fax: +43 316 8075-15
info@graztourismus.at
www.visitgraz.com
Instagram: VisitGraz

南シュタイヤマルクのワイン街道
アルプスの大自然はもちろん牧歌的な村の風
景も美しく、スロヴェニアと国境を接する南シ
ュタイヤマルク地域はワインの名産地として
有名です。エーレンハウゼンとロイチャッハ間
のおよそ25kmの街道は、シュタイヤマルク
で最も大きなワイン栽培地域です。グラーツ
からは約50km、高速道路で約45分のところ
にあり、週末には人気の高い訪問先となって
います。
このワイン街道には、ブッシェンシャンクと呼
ばれるワイン生産者の直営店が点在しますの
で、ワイン愛好家にお勧めのルートです。例
えば、ワイン居酒屋と宿泊施設のあるワイナ
リー「ケーグル」では、300年の歴史を持つ家
屋を改築し、良質のワインを楽しんだ後、車
で移動したくないゲストのために客室を提供
しています。ワイン樽の間で夜を過ごせるユ
ニークな客室もあります。グラーツから観光
バスも出ています。

ローグナー バート・ブルマウ
日本でも知られているオーストリアの画家フ
リーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーが設
計したこの温泉ホテルの建物は、カラフルな
ファサードと黄金の丸屋根を備えた、まさに
「住める彫刻」。自然の風景と現代建築を融
合した憩いと安らぎの場です。波打つ丘陵風
景は生きた総合芸術であり、温泉の湧き出す
自然を通して、年を重ねるごとに熟成してい
きます。
ヘルス＆ウェルネスセットをはじめ、その他
の医学療法、バラエティーに富んだスポーツ
やイベントプログラム、子供アドヴェンチャー
クラブやヨガなどの特別セミナーなどが揃っ
ています。自由な造形、流れる曲線、虹の色
彩…、ローグナー バート・ブルマウは、人と 
自然と建築が見事に調和している温泉です。 
グラーツから温泉への送迎バスもあります 
（5泊以上は無料）。

州都をグラーツに置くシュタイヤマルク州は、
森が豊かなことから「緑の州」とも呼ばれています。

グラーツの
郊外へ

グラーツ
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美食と文化の街
グラーツ ̶ 永遠の憧れ

左上：新鮮な食材を扱うマーケット、左下：クンストハウス グラーツ、右：シュロスベルクの時計塔
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ザルツブルクは、モーツァルトの故郷、「サウ
ンド・オブ・ミュージック」の舞台として知ら
れ、世界でもっとも美しい都市のひとつに数
えられる古都で、ユネスコ世界文化遺産にも
登録されています。

ホーエンザルツブルク城　メンヒスベルクの
丘の上にたたずむ町のシンボル。中世の城
塞建築としては中部ヨーロッパで最も良く保
存されているもののひとつです。豪華な装飾
で彩られた大司教の居間や黄金の間は圧巻。
「ザルツブルクの雄牛」と呼ばれる大オルガン
などがあり、城塞コンサートも開催されてい
ます。博物館には昔の武具や工芸品などが展
示されており、日本語音声ガイドもあります。
テラスからはアルプスの山並みと市街のパノ
ラマが楽しめます。
MAP  P.39 B-2　
www.festung-salzburg.at

ミラベル庭園／宮殿　風光明媚なこの庭園
では、ザルツァッハ川越しに旧市街のホーエ
ンザルツブルク城とドームや数々の教会の尖
塔の麗しい姿を眺望することができます。ギ
リシャ神話を題材にした石像、水しぶきが輝
く噴水、色彩豊かな花々などが、訪れる人々
を魅了します。園内のほぼ中央に位置するミ
ラベル宮殿は、大司教ヴォルフ・ディートリッ
ヒが愛人サロメ・アルトのために建てた別荘
です。内部の大理石の間は、室内楽コンサー
トや結婚式など催し物の会場として使用され
ています。
MAP  P.39 A-1

モーツァルトの生家　1756年、旧市街一番
の目抜き通りであるゲトライデガッセ通り9
番地で、モーツァルトは誕生しました。色鮮
やかな黄色い建物は現在、記念館として一般
に公開しています。モーツァルトが使用して
いた子供用バイオリン、コンサート用バイオリ
ン、ピアノ、モーツァルト家の肖像画と書簡な
どが展示されています。
MAP  P.39 B-2　www.mozarteum.at

ゲトライデガッセ通り　15世紀建築の市庁舎、
中世以来のギルドの伝統を受け継ぐさまざま
な形をした鉄細工の看板が楽しい、独特の雰
囲気を醸し出すショッピングストリート。た
ぶん、ゲトライデガッセ通りは世界で最も素
敵なショッピング街の一つでしょう。この通
りには、買い物にもウインドウ・ショッピング
にも楽しい様々なお店が多数軒を並べていま
す。年中旅行者の姿が絶えません。
MAP  P.39 B-1,2

ドーム (大聖堂）　バロック様式とローマ風の
建築様式が見事に調和した華麗な教会。大
司教マルクス・シティクスのもとで建築家ソラ
ーリによって1614年建設開始され、1628年
に完成しました。モーツァルトが洗礼を受け、

カラヤンの告別式が行われたことでも知られ
ます。約6000本のパイプからなるパイプオ
ルガン、ドーム博物館が見どころ。正面のドー
ム広場では毎年夏、ザルツブルク音楽祭の恒
例演目「イェーダーマン」が上演されます。
MAP  P.39 B-2 

サンクト・ペーター修道院　オーストリア最
古のベネディクト派修道院。映画「サウンド・
オブ・ミュージック」にも登場しました。修道
院内を飾る装飾品の数々は、宗教芸術として
価値の高いものばかり。裏手に広がる墓地に
は、モーツァルトの姉のナンネルや旧友ミヒャ
エル・ハイドンが眠っているほか、初期キリス
ト教徒の祈祷のための洞窟「カタコンベ」は
必見です。
MAP  P.39 B-2　

「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台
世界でもっとも美しい都市のひとつ

ザルツブルクの
見どころ

ザルツブルク
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レジデンツ　歴代大司教の宮殿で、豪華な内
部はガイドツアーで見学できます。レジデン
ツ広場の中央を飾る大噴水は、アルプス以北
で最も美しいバロック噴水のひとつとされま
す。この広場では9月のルペルト祭やクリス
マス市など、様々な催し物が行われます。
MAP  P.39 B-2　
www.residenz-salzburg.at

ザルツブルクのドームクォーター　ドーム（大
聖堂）、サンクト・ペーター修道院、レジデン
ツなどを含む旧市街の見どころ巡るドームク
ォーターは、17世紀に造られた回廊を通って
見学することができる美術館巡回コースです。
200年前と同様に重要な建物を繋ぐ回廊は
美術館を超える見応えで、訪問者の知的好奇
心を満たします。
この巡回コースにより、街を取り囲む丘陵の
魅力あふれる新らたな眺望と、素晴らしい建
築物が一度に見ることができます。バロック
様式を代表する建築物の素晴らしい部屋の
数 と々、2000点ものバロック美術品を堪能す
ることができます。
通行時間：火曜日を除き、毎日午前10時～
午後5時まで、7月～8月は毎日
MAP  P.39 B-2　www.domquartier.at

グロッケンシュピール　1702年に造られた、
レジデンツの反対側にある新レジデンツの鐘
楼。音程の異なる35個の鐘がついており、毎
日7時、11時、18時に美しく鳴り響きます。
MAP  P.39 B-2

マリオネット劇場　世界で最も著名な人形劇
場のひとつで、精巧な人形によってオペラや
バレエが演じられます。
MAP  P.39 A-2　www.marionetten.at

モーツァルテウム　1914年設立された国際
財団法人で、音楽院とコンサートホールを備
え、サマーアカデミーが開催されています。庭
園にある「魔笛の家」はウィーンから移された
もので、1791年この家でモーツァルトが「魔
笛」を完成しました。
MAP  P.39 A-2　www.mozarteum.at

マカルト広場のモーツァルト住居　モーツァ
ルトが故郷ザルツブルクを捨てウィーンに向
かうまでの7年間（1773年～1780年）を過ご
した家。現在はモーツァルト一家の博物館に
なっています。日本語解説あり。
MAP  P.39 A-2

ヘルブルン宮殿　旧市街から南へ7キロ、大
司教マルクス・シティクスが作らせた宮殿です。
見事なバロック庭園には水を利用したさまざ
まな愉快な仕掛けが施されています。思いが
けない所から水が飛び出し、訪問者の歓声が
耐えません。水力で動くミニ人形劇場もあり
ます。4～11月オープン。
アクセス：市内からバス25番で20分　
www.hellbrunn.at

レッドブル・ハンガー 7　ザルツブルク空港に
は、7番目の格納庫と呼ばれる貝殻のような
形をしたガラス張りの超近代建物があります。
使用した1754個のガラスパネルは飛行機の
発着によるどんな振動にも耐えられるよう設
計されており、内部はレッドブルのエクスト
リームスポーツで活躍するF-1マシンや航空
機などが展示されています。併設のレストラン
「イカルス」は、ザルツブルクを代表する美食
のスポットです。
www.hangar-7.com

今年は、世界が注目するザルツブルク音楽祭が創立100周 
年を迎えます。今日まで、この音楽祭は、コンサートと共に、
ドラマやオペラの公演を組み合わせたユニークなフェスティ
バルとして、大物アーティストたちや世界中から訪れるビジタ
ーたちを、惹きつけてきました。この比類なきイベントは、ユ
ネスコ世界遺産の都市ザルツブルクの有名なコンサートホー
ルを、文字通り「世界のステージ」に変身させます。
ザルツブルク音楽祭は、100年前荒廃したヨーロッパの人々
を和解させることを目的とした平和プロジェクトとして、マッ
クス・ラインハルト、リヒャルト・シュトラウスらによって創
設されました。ホフマンスタールの言葉を借りれば、オペラ
と演劇の両方を、最高の状態で上演するために設立された
音楽イベントです。この宝石のような音楽祭の舞台となるの
は、バロック建築が建ち並ぶ市の中心部と、かつて世界の旅
人アレクサンダー・フォン・フンボルトがこの地球上で最も美 

しい景色と呼んだ周辺地域
です。
2020年4月25日から10月
31日まで、ザルツブルク音楽
祭の100周年を記念して、ザ
ルツブルク博物館のノイエレ
ジデンツにおいてのザルツブ
ルク音楽祭についての展覧
会が開催されます。1,800m²
の展示エリアでは、フェステ
ィバルの年表に加えて、過去
100年間の作品のドキュメン
ト、音楽祭の歴史を通して現
在、そして未来を見ることが
できます。また、音楽祭の発
展とともにザルツブルク市自
体の歴史、政治そして経済
的発展も見ることができます。
ザルツブルクカードがあれば
入館無料。

 
ザルツブルク音楽祭の日程：
7月下旬～ 8月末
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世界最大の音楽フェスティバル
ザルツブルク音楽祭 創立100周年
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グロースグロックナー・アルプス山岳道路は、魅力的なパノラ
マビューが満喫できる、世界で最も風光明媚な自動車道路の
一つで、2015年以来、歴史的に貴重な建造物として保護整備
されています。全長48㎞の山岳道路は、ホーエ・タウエルン
国立公園の中心を通り、海抜2571mまで達し、オーストリア
最高峰の麓を辿り、やがて東ヨーロッパで最長を誇るパステ
ルツェ氷河に達します。標高2369mのフランツ・ヨーゼフス・
ヘーエからは、グロースグロックナー山（3798m）の側面と美
しい雪原、それを取り囲む3000m級の峰々の雄大な眺めが楽

しめます。ハイキングをすれ
ば、マーモットや、運が良け
ればアイベックス、カモシカ
やワシも見ることができます。
自然の中で過ごす、テーマを
持った教育的な数々のハイキ
ングコースや、興味の尽きな
い展示物は、忘れ得ない楽し
い旅の思い出となるでしょう。
2020年、ユネスコ世界文化
遺産への登録を申請中。

 
グロースグロックナー・
アルプス山岳道路
Grossglockner 
Hochalpenstraßen AG
Rainerstraße 2, 
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 662 873673-0
info@grossglockner.at
www.grossglockner.at

グロースグロックナー
標高3798mオーストリアの最高峰のグロー
スグロックナーは、初登頂以来200年以上経
ったいまでも、数多くの神話と伝説が伝えら
れていることでも知られています。グロース
グロックナーの名称の由来については、山の
形が鐘（グロッケ）に似ていたからだとする説、
あるいは金の発掘（ゴルト・クロッケン）に関
係があるという説などがあります。
いずれにせよ、グロースグロックナーはたい
へん魅力ある山で、いまも昔も多くの人々を
惹きつけ、オーストリア皇帝もその一人でした。
1856年、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は皇妃
エリザベート（シシィ）とともに、この山の氷

河を見物に訪れました。ハイリゲンブルート
から4時間かけて、皇帝夫妻はひとつの鞍部
に達し、ここが「フランツ・ヨーゼフス・ヘー
エ」と呼ばれるようになりました。皇帝はこの
場所に2時間以上とどまり、オーストリア最大
の長さ9.4kmのパステルツェ氷河の眺望をは
じめ、グロースグロックナーの偉容に深い感
銘を受けたと伝えられています。
グロースグロックナーの麓のハイリゲンブル
ートは、キリストの聖なる血が納められたと
いわれる聖ヴィンツェンツ巡礼教会で知られ
る山村です。伝説によれば、キリストの聖血
（ハイリゲンブルート）を携えて旅していたビ
ザンチン帝国の官吏が、この地の寒さで行き
倒れになり、この人物と聖血のために教会が
献堂され、それ以来、この村は巡礼地となり
ました。
また、グロースグロックナーをはじめいくつも
の3000m級の高峰を擁するホーヘ・タウエ
ルン国立公園は、面積1800平方キロにおよ
ぶ中部ヨーロッパ最大の国立公園で、訪れる
人に自然の偉大さをまざまざと見せつけます。
公園管理局ではガイド付きのハイキングやト
レッキング、野生動物観察、そして金の洗鉱
の跡や昔の商業路を訪ねるツアーなど、さま
ざまな企画を用意しています。

ザルツカンマーグート
ザルツブルクの東に広がるザルツカンマーグ
ートはオーストリア屈指の景勝地として知ら
れています。1500～2000m級の山々に抱か
れた高原内に、大小約50の湖が宝石のよう
にちりばめられている湖水地帯。この素晴ら
しい絶景は映画「サウンド・オブ・ミュージ
ック」でも紹介され、多くの人々の心に今も残
っています。マーラーやクリムトなどにも愛さ
れた地域です。
15世紀の古城（現在ホテル）が麗しい姿を水
面に映してたたずむ「フッシュル湖」、この地
方の中で最も美しいといわれている湖「ヴォ
ルフガング湖」の湖畔の町サンクト・ギルゲン
は、リゾート地として人気の高いモーツァルト
ゆかりの地。対岸のサンクト・ヴォルフガング
の町はオペレッタ『白馬亭にて』の舞台となっ
たホテルが残る有名な町でシャーフベルク山
へ上る登山鉄道も人気です。サウンド・オブ・
ミュージックの結婚式の舞台となった教区教
会がある「モント湖」、レハールやブラームス
ゆかりの温泉地で皇帝の別荘カイザーヴィラ

がある「バート・イッシュル」、ユネスコ世界遺
産に登録されている「ハルシュタットとダッハ
シュタイン地域」、クリムトゆかりのアッター
ゼーなど、魅力的な湖や町が点在します。

アクセス： ザルツブルクからバート・イッシュ
ルまでバスで約1時間30分。ここからサンク
ト・ヴォルガングまではバスで約30分。ザル
ツブルクから列車でバート・イッシュルやハル
シュタットへ行く場合は、アットナング・プッフ
ハイムで乗り換えます。

オーストリア屈指の景勝地ザルツカンマーグートと
グロースグロックナー

ザルツブルクの
郊外へ

ザルツブルク
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皇帝も愛したアドベンチャーワールド
グロースグロックナー・アルプス山岳道路
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インスブルックはハプスブルク帝国の「陰の
首都」と呼ばれ、政治、経済、芸術の発展にお
いて、ウィーンに次ぐ中心地として栄えました。
現在でも中世都市の面影を強く残しています。
美しいアルプスの山々が町を取り囲み、自然
と文化が融合する魅力的な町です。

黄金の小屋根　ハプスブルク家の黄金時代
を築いた皇帝マキシミリアン1世の宮廷用観
覧席として建てられた、後期ゴシック様式の
張り出しテラス。金箔をはった2657枚の瓦か
ら“黄金の小屋根"と呼ばれています。欄干は
砂岩のレリーフ、壁はフレスコ画が彩り、内部
にはマキシミリアン1世の博物館があります。

ホーフブルク王宮　インスブルックの町の中
心であるハプスブルク家の2つ目の王宮。ウ
ィーン以外に「ホーフブルク」と名付けられ
た王宮はここだけです。ジークムント大公が
1460年に創建し、その後マリア・テレジアに
よって改築されました。華麗なシャンデリア
や天井画で飾られた大広間は見逃せません。

ノルトケッテンバーン　市の北側に聳え立つ
ノルトケッテ（2300m）へ、ホーフブルク王宮
近くの駅からケーブルカーで約30分（フンガ
ーブルク駅でロープウェイに乗り換え）で上る
ことができます。頂上のノルトパークからは
チロルの400以上のアルプスの山々からグロ
ースグロックナーまで眺望できる雄大なパノ
ラマが広がります。ベルクイーゼルのジャン
プ台と同様、建築家ザハ・ハディドがデザイン
した4つの駅舎も必見です。

チロルの町々　牧歌的な山の景色で知られ
るチロル州。住人の大部分が生活するインタ
ール渓谷には、インスブルック、ハル、ラッテ
ンベルク、クーフシュタインなどの魅力的な町
が点在します。また、ツィラータール、シュト
ゥーバイタール、エッツタールなどの渓谷、サ
ンクト・アントンやゼーフェルトはハイカーや
スキーヤー、そして休養を求める人々の理想
郷として有名です。また、東チロルはザルツブ
ルク州をはさんで離れたところに位置する自
然の宝庫です。

中世の面影をたたえるハプスブルク時代の帝都インスブルック
チロル州は、夏はハイキング、冬はウインタースポーツのメッカ

インスブルックと
チロルの町々

インスブルック

 旅に役立つ
基本情報

インフォメーション
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商店の営業時間
商店は一般的に、月曜日から金曜日は9時～
18時（店により8時から）、土曜日は17時ま
で営業しています。ウィーンのショッピングセ
ンター等は、平日20時まで開いています。業
種や季節により営業時間は変更され、特にリ
ゾート地のハイシーズンは時間が延長される
こともあります。日曜日や祝祭日は基本的に
休業しますが、ミュージアムショップや一部
のおみやげ店はオープンしています。

オーストリアの免税システム
オーストリアでの買物には付加価値税 (MwSt.)
が含まれていますが、条件をみたした外国の
旅行者には、税金を免除する特典があります。
通常、商品価格の約13％が払い戻されます。
詳細は以下のウェブサイトでご確認ください。
www.austria.info＞ 基本情報・アクセス＞ 
役立つ情報＞ ショッピング・免税手続き

オーストリアへのアクセス
■飛行機　日本からの直行便は、全日空がウ
ィーンへ毎日運航している他、4月から10
月までの夏期のみオーストリア航空が飛ん
でいます。その他、様々な航空会社の乗り
換えの便利なルートでオーストリアへアク
セスしてください。ウィーン国際空港シュヴ
ェッヒャートの他、グラーツ、ザルツブルク、
インスブルック、リンツ、クラーゲンフルトの
6都市に空港があります。
■鉄道　隣接するオーストリア周辺諸国から、
ウィーン及びオーストリア各地へ快適な鉄
道網が整備されています。鉄道の旅に関す
る詳細な情報は、オーストリア政府観光局
のホームページをご覧ください。
■自動車　オーストリアのアウトバーン及びそ
の他の高速道路網は極めて良く整備されて
おり、気ままな個人旅行には最適の交通手
段です。高速道路は有料のため、利用には
ビニエット（ステッカー）が必要です。キオ
スク、ガソリンスタンドでも購入できます。
www.vignette.at

ウェブで得られるオーストリア情報
オーストリア政府観光局公式ウェブサイト
www.austria.info

各地の紹介をはじめ、イベントの紹介や有益
なアドバイス、楽しい話題も豊富です。旅の計
画づくりにお役立てください。

Facebook
www.facebook.com/feelaustriaJP

オーストリアからの直送の、あるいは日本国
内でのオーストリアに関するホットニュースを
発信しています。Facebook 「オーストリアの
休日」を有効にご活用ください。

Twitter
twitter.com/ANTO_Tokyo

オーストリアの観光情報や、オーストリアで休
暇を過ごすための情報を発信しています。

YouTube
www.youtube.com/austria

冬はスキーや雪山のハイキングなどのアクテ
ィビティ、夏は緑の草原を行くハイキングや
雄大な山岳登山、オーストリア料理を紹介す
る動画が各種リストアップされています。ビ
デオで躍動するオーストリアのハイライトを
ご覧ください。

メールニュース
「オーストリアニュース レター」
オーストリア政府観光局では毎月一回、無料
の「オーストリアニュース レター」を配信して
います。このメールニュースでは、オーストリ
アで休日を過ごすためのヒントや、オーストリ
アに関する最新情報、日本におけるオースト
リア関係のイベントなどの情報が得られます。
ご登録はウェブサイトかQRコードで： 
https://www.austria.info/jp/Newsletter
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「バケットリスト」とは、一生のうちに絶対やっ
てみたいことをリスト化したもの。
ここでは、オーストリアが誇る音楽や美術、ア
ルプスが織りなす絶景、歴史地区のそぞろ歩
きやグルメなど、28の魅力ポイントをご紹介
します。多彩な魅力のなかから、気になるポ
イントに✔を付けて、自分だけのオーストリ
ア・バケットリストを作ってみてください！

ウィーン 

青空の下、葡萄畑を望む
「ホイリゲ」でカンパイ！

大都市でありながら市内にブドウ畑が広がる
ウィーン。郊外のウィーンの森地区にはワイナリ
ーが経営するワインの居酒屋、ホイリゲがたく
さんあります。生演奏とともにワインで乾杯！

世界最高水準のオペラを
オープンエアでタダで見る

ウィーン国立歌劇場では、4月～ 6月、9月、
そして年末年始に劇場前の広場で、ライブヴ
ューイングを開催。観賞は無料！贅沢なひと
時を体感しましょう。

世界で一番美しい図書館に
心を奪われる 

ヨゼフスプラッツ広場に建つ国立図書館のプ
ルンクザールは、まるで映画『美女と野獣』に
登場する図書館のよう。天井のフレスコ画と
約20万冊の蔵書を並べた書架の曲線美に圧
倒されます。

ウィーン美術史博物館KHMで
アートナイト 

ブリューゲルの『バベルの塔』やフェルメール
の代表作『絵画芸術』などを所蔵する世界屈
指の美術品コレクションを誇るKHM。毎週
木曜の夜は21時まで開館。ライトアップされ
た美しい外観が、これから始まるナイトミュ
ージアムへの期待をグッと高めてくれます。

本物のウィンナーコーヒーを
飲む 

335年も続くカフェの歴史を持つウィーン。ウ
ィーンのカフェでは、コーヒー、プリーズでは
通じません。20種類ものコーヒーを提供する
のは当たりまえ。さて、どんなコーヒーを注
文しましょうか。

レオポルド美術館 

美とエロスの天才画家
エゴン・シーレの作品に酔う

クリムトと同じ時代を生きた若き画家エゴ
ン・シーレの最大のコレクションを誇る美術
館。欲望や苦悩、孤独感を感じさせる自画像
や、個性的で生々しいエロティシズムを表現
した名画を通じ、シーレの人生に触れてみて
ください。

ウィーンのオシャレスポット！
アートベンチ&ミュージアムカフェでくつろぐ

ミュージアムクオーターの広場にはモダンな
ベンチ、エンツィがたくさんあり、人々は自由
なスタイルで寛いています。エンツィの色は
毎年違い、さて今年は何色でしょうか。

マイ・オーストリア
バケットリスト

オーストリアでできる 2 8のこと

外の景色がアートになる美術館で
お気に入りのフォトスポットを探す

装飾を極限までそぎ落とした外観が印象的
なレオポルド美術館。館内の窓から見える外
の豪華な建築物がまるで額縁の中の絵画の
ような景色となり、他では見ることのできな
いレアスポットとなっています。

グスタフ・クリムトの
作品に出合う

注目は、グスタフ・クリムト晩年の傑作『死
と生』。花畑のような場所で赤ん坊から少女、
女性、老人、男性など人生で辿る姿の人々が
身を寄せ合いまどろんでいます。そこに忍び
寄るのは十字架をまとった死神。クリムトが
表現したかったものとは…？

お気に入りのアイテムを見つけて
日常にアートを添える

ミュージアムショップにはシーレやクリムトな
どの展示品をモチーフとしたハイセンスなグッ
ズが揃っています。アートをモチーフにしたア
イテムは、他ではなかなか手に入らない貴重
なものです。

ベルヴェデーレ宮殿 

門外不出！
クリムトの傑作『接吻』の真実を探る 

オーストリア美術史上の最高傑作といわれるク
リムトの『接吻』を展示しているのは、世界最
大のクリムト・コレクションを有するベルヴェデ
ーレ宮殿。この作品は門外不出となっています。
ミュージアムショップには『接吻』をテーマにし
たグッズも販売しています。 

ウィーン屈指の眺望に
息を呑む 

ウィーンの英雄オイゲン公が夏を過ごしたベル
ヴェデーレ宮殿。ベルヴェデーレとは、“美し
い景色”という意味。上宮と下宮の2つの宮殿
を、まるでアートのような庭園がつないでいま
す。なだらかな丘の上に建つ上宮からは、下宮
へと続く広大な庭園とウィーンの街並みを一望。
まるで映画のワンシーンに入り込んだような景
色は、息を呑む美しさです。 

モーツァルトハウス・ヴィエナ 

モーツァルトが暮らした
アパートを訪ねる

モーツァルトが『フィガロの結婚』を作曲した
アパートで、寝室、遺品や直筆の楽譜などを
見学。また、友人や後援者、フリーメーソンと
の関係、ギャンブル好きなど多方面から、一人
の人間としてのモーツァルトに迫ります。
2020年はベートヴェン生誕250周年を記念
した特別展「ウィーン古典派の三位一体」もお
見逃しなく。

音楽の家 

ウィーン・フィルの
指揮者になる

世界的な名声を誇るウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団の指揮者を体験できる、とって
おきの場所です。タクトがリズムに乗れなく
なると、団員が演奏をやめて一斉にブーイン
グ！そのかわり、最後まで演奏できると大き
な拍手がもらえます。
通常のベートーヴェンの展示室に加え、2020
年はさらに２つの展示を展開します。

グラーツ 

世界遺産の歴史的旧市街を
散策する

世界遺産のグラーツ旧市街。街の散策では必
ず武器博物館をお見逃しなく。世界最大の歴
史的な武器コレクションは、各種の武器のほ
か、騎士の鎧や兜など32000点が展示され
ています。街のランドマークの時計塔も見逃
せない見所の一つです。ここから望む市の印
象的な眺望は見事です。

グルメの首都
グラーツで食べ歩きをする

グラーツは、オーストリアの美食の首都であ
り、グルメのパラダイスです。街中に食欲をそ
そる美味しいものが一杯。美食のハイライト
は、何といっても毎年、旧市街の中心で行わ
れる食のフェスティバル、長い食卓です。
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とびきりヘルシー！
名物パンプキンシード・オイルを食す

シュタイヤマルク州でまたの名を「黒い黄金」
として知られる、パンプキンシード・オイル
は、カボチャの種から抽出した薫り高いオイ
ル。ナッツのような味わいがあり、とても健
康的な食品です。様々な料理で美味しさを引
き立てます。お土産にも最適です。

ファーマーズ・マーケットで
農家直送の生産物を手に入れる

活気に満ちたグラーツのファーマーズ・マーケ
ットでは、この地域の農業従事者が市場の露
店に入って、わずか１時間前にとってきた作物
を並べています。オペラハウスの裏手にある
カイザー・ヨーゼフ・プラッツ広場か、レント
プラッツ広場のマーケットに立ち寄る予定を
入れてください。営業時間は、月曜日から土
曜日の午前６時から午後１時までです。

エッゲンベルク城に秀吉時代の屏風？
「大阪屏風全図」を見学する

世界遺産のエッゲンベルク城は秀吉時代の
大阪城と城下を描いた大変貴重な屏風絵を
所蔵しています。慶長12年～19年頃のもの
と推定されており、豪奢な大阪城だけではな
く、町屋や神社仏閣、500人もの武士や町人
が色鮮やかに描かれていて、平和な城下の生
活が活き活きと伝わってきます。

エスターハージー宮殿 

「交響曲の父」ハイドンが仕えた
侯爵の館を訪ねる

音楽楽長として活動したハイドンが自ら考案
したハイドンホールと侯爵家のプライベート
コレクションを見学しましょう。宮殿の歴史と
侯爵家の生活様式、侯爵家とハイドンの希少
な資料なども展示されて、知られざるハイド
ンの音楽への情熱が感じられます。宮殿地下
にあるワイン博物館では彼の愛したエスター
ハージーワインを一緒に楽しみましょう。

エスターハージーワイナリーと
採石場の夜の野外オペラ

エスターハージー宮殿から車で5分の所にあ
るワイナリーは、良質のワインを市場に提供
している醸造所で、見学や試飲が楽しめます。 
7、8月に世界遺産の採石場で行われる真夏の
夜の野外オペラもおすすめ。オペラ会場のラ
ウンジでは今一番トレンディーなエスターハー
ジーワインをお楽しみください。オーストリア
の風土を感じられます。野外オペラへはウィー
ンとアイゼンシュタットからのシャトルバスも
運行しています。

ザルツブルク 

クリエイティビティを
刺激される

古都ザルツブルクは、街中でユニークな作品
に出合うことができるモダンアートの地とし
ても人気。人の背ほどあるキュウリのモニュ
メントや、白いスペイン産大理石で作られた
カリブ風の少女の顔など、好奇心をくすぐる
アートが市内の随所に散りばめられています。

モーツァルトの
足跡を辿る

世界的音楽家モーツァルトの生まれ故郷を辿
る旅のはじまりは、彼の記念像が建てられて
いるモーツァルト広場。そして、モーツァルト
が洗礼を受け、オルガン奏者も務めたザルツ
ブルク大聖堂。新市街のモーツァルトの住居
もお見逃しなく。

ザルツブルク名物の
ビールを飲む！

600年以上前からビールを醸造しているザル
ツブルク。最初の商業的なビール醸造所が生
まれたのは14世紀末。最も古い伝統的なビ
ール醸造所のうち、シュティーグルブロイとア
ウグスティーナー・ブロイは現存しており、伝
承された知識と技術のもとに作られた味わい
深いビールを楽しむことができます。

ミステリアスなザルツブルクで
魔法にかかる

千年もの間、大司教による統治の独立した国
家だったザルツブルク。そのミステリアスな
魅力を感じられる場所の一つが、ホーエンザ
ルツブルク城。城の頂上にある威厳を示す監
視塔からは、360度の美しい街並みを見渡せ
る一方、そこはかとない儚さも感じられます。

「ドレミの歌」を
歌いながらスキップ

美しい町並み、自然豊かなザルツブルクは、
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台。
ザルツブルクを散策すれば、街角のいたると
ころで名曲が奏でられたロケ地に巡り合うこ
とができます。マリアになった気分で、軽やか
な足取りで市内を探索してみましょう。

グロースグロックナー・アルプス山岳道路 

アルプスの野生動物を
ウォッチング 

野生動物に出会えるのは、グロースグロック
ナーの特徴の一つです。ホーエ・タウエルン
国立公園をトレッキングしていると、かわいい
マーモットの鳴き声が聞こえ、時にはファミリ
ーで姿を見せてくれることも。運が良ければ、
立派な角を持つアイベックスにも出合えます。 

全長8キロメートル！
東アルプス最長の氷河を間近に見る

グロースグロックナー観光の一番の見どころ
である展望台、カイザー・フランツ・ヨーゼフ
ス・ヘーエからは、8キロにも渡る壮大なパス
テルツェ氷河が目の前に現れます。氷河をも
っと間近に感じたいならケーブルカーで降り
るか、ハイキングにトライしてみましょう。 

オーストリアでできる 2 8のこと

特設サイトにて「オーストリアでできる50のこと」を公開中！
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