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読者のみなさま！
音楽が大気に漂う。
そして世界中でウィーンほど音楽に適
した空気はない‐まさしく
「Capital of Music」
なのです。
1792年にウィーンを第二の故郷に選び、
ここでスターに
なったルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンもそのことが
よくわかっていました。
2020年にこの音楽の天才は生誕
250年を迎えます。
ウィーン国立音楽大学
（mdw）
を初め
とした音楽の教育機関は世界でも最も優れているとされ、
今日も世界中から音楽の才能を持った人たちがウィーン
にやって来ます。
すでに世界で活躍する音楽家たちも、
市
内の絢爛豪華なオペラハウスやコンサートホールに出演
するのを楽しみにしています。
ビリー・ジョエルをはじめ、
ハンス・ツィマー、
ユジャ・ワンそしてジョシュア・ベルの世
界のトップスターたちが、
独占インタビューでそれを認め、
惜しげもなくウィーンに対して愛情宣言をしてくれました。
ジークムント・フロイトもまた、
昔も今も変わらずスーパース
ターであり、
ウィーンで数々の重要な発見をし、
そして120
年前に出版された
「夢判断」
もここで執筆しました。
ウィー
ン・ジャーナルではリニューアルオープンするジークムント・
フロイト博物館と2020年春から世界中の1億4800万世
帯に配信されるオーストリア産のNetflix新シリーズ
「フロ
イト」
にも目を向けています。

特別なホームストーリーをもう一つ用意しました：ミツバ
チの巣箱を近くから観察したことはありますか？私たちと
一緒にミツバチのカラフルな世界をのぞいてみましょう。
縞
模様の小さな虫がウィーンにとってどうしてこれほど重要
なのかについてもお話します。
もしもミツバチが話せたら、
きっとウィーンが世界でも最も住みやすい町であることを
証明してくれたでしょう。
まだ完全には納得していない人
のために、
ここで１０の理由を披露します。
コンサルティン
グ会社のマーサーが世界生活環境調査‐都市ランキング
で10年連続、
2019年もウィーンを最も生活の質の高い
都市に選びましたが、
それにはきちんとした理由があるの
です。
イギリスの有名な報道雑誌
「エコノミスト」
も2年連続
でウィーンを最も住みやすい都市に選んでいます。
ウィーンの冬もいかに美しいかをイベントのページで実
感してください。
ビッグスターから小さなスターまでが登場して、
ウィーン
を驚くべき色々な側面から紹介しているウィーン・ジャー
ナルをお楽しみください。
そして、
次のウィーンへの旅を心
待ちにしてください。
それが早い時期に実現しますように。

ノルベルト・ケットナー
ウィーン市観光局局長

モニカとシルヴェスター・リーヴァイ夫妻そしてゲイル・ベ
リー・ツェッヒバウアーが特別に住まいの中を見せてくれ
ました。
3人の住まいは大勢の観光客が訪れるシェーンブ
ルン宮殿とミュージアム・クォーターにあります。
彼らを訪
ね、
文化遺産の中での暮らしについて色々な質問に答えて
いただきました。
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評価：住みやすい

ウィーンを選んだ世界的なスターたち

ウィーンは世界でも最も住みやすい都市‐多くの調査
やランキングでそれが証明されています。
どうしてウィ
ーンが特別なのか、
そしてどうして毎年トップにランク
インするのか、
１０の理由を紹介します。

ウィーンの街と音楽を愛する4人の世界的なスターたち：ロ
ックのレジェンド・ビリー・ジョエル、映画音楽作曲家のハン
ス・ツィマー、
ピアニストのユジャ・ワンそしてバイオリニスト
のジョシュア・ベル。
かつてウィーンを第二の故郷に選んだ
ベートーヴェンのようにウィーンに夢中です。2020年はベ
ートーヴェン生誕250年の年に当たります。

ルートヴィヒ、
あなたのお祝いよ！
2020年に数々の盛大なイベントを予定：ベートーヴェン
生誕250年を迎えます。
ベートーヴェンの革命的な音楽は昔も今も世界中で鳴り
響いています。
しかし、
ここでは作曲の天才が生活の中心
に選んだウィーンの街に目を向けます。

23か所のカフェとマンナーに関する
甘い真実
ウィーンにある23区を散策しながら色々なタイプの
カフェを発見してください。
有名なマンナーのウエハースについても知りたかった
ことをこっそり教えます。

住まいの中を覗く
他の人が休暇を楽しむ場所に住む：シェーンブルン宮殿
のアパートメントに住むリーヴァイ夫妻とミュージアム・
クォーターの中で暮らすゲイル・ベリー・ツェヒバウア―
を訪ねました。
２つの極上のホームストーリーです。

色々なタイプのウィーンっ子とシュヴァ
ルツェン・カメール
前半分がスタンドバー、奥は高級レストランになっている
ツム・シュヴァルツェン・カメールは様々なウィーンっ子が
集い、
まるで万華鏡のようです。風刺画で特徴を際立たせ
てみました。

フロイト、
デザインそして町はずれの
アート
ジークムント・フロイトは現在も変わらずにスーパース
ターであり続けています。2020年春にはジークムント・
フロイト博物館がリニューアルオープンし、Netflixでは
新シリーズ「フロイト」
が世界中の1億4800万世帯に
配信されます。
ウィーンは、
フロイトが生きていた時代
にはすでに世界でも一流のデザインの町として知られ
ていましたが、現在もそうあり続けています。現在活躍
するデザイナーたちもそれを証明しています。
ウィーン
には中心部から離れた場所でも芸術シーンが賑わいを
見せています：現地を視察しました。

ウィーンの隠れた見どころ
ウィーンにはひと目につかない場所も多く、簡単には見
つかりません。
こういった場所でこそ、特別なウィーン
の時間を体験し、本物の地元っ子と出会い、本物のウ
ィーンを実感することができます‐素のままの、
でも信じ
られない、本当に信じられないほど美しいウィーンを。

ウィーンの街中をハチが飛ぶ
おそらくウィーンの街一番の働き者であるミツバチたち
は、街の中に理想的な生息場所を見つけています。私た
ちはウィーンの養蜂家を訪ね、一生懸命に働く蜂を観察
しました。更に、
ウィーン川に沿ってヒュッテルドルフから
ドナウ運河まで足を延ばしてみることにしました。

ウィーンに関する情報＆イベント
のハイライト
ひと目でわかる旅の情報：Vienna City Cardから、完璧
なウィーンでの滞在に必要な連絡先まで。
そして、2020
年のイベント・ハイライトのすべて。
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ビリー・
ジョエル

アメリカ の 音 楽 の
都 と 言 え ば ナッシ
ュビル 、ヨーロッパ
の 音 楽 の 都 はウィ
ーン。何人かの友人
た ちと バ ー に 行 っ
たんだ。皆 、弟 の 友
人たちでおかしなミ
ュージシャン。する
と彼らはロックンロ
ール、ブルースやジ
ャズ で は なくて、ク
ラシック音楽のジャ
ムセッションを始め
たのです。夜 中 、早
朝 3 時に！これに突
然 、ヴァイオリンを
持 参 してい た 弦 楽 器 の アン サンブ ル が 加 わった の
で す・・・・他 にこういった 経 験 が できる 場 所 ってあ
る？い や、ウィーンだけでしょう！こん な 素 晴 らしい
ハプニングが 起きる街 なのです。本 当に素 晴らしい！

文：スザンネ・ブルガー

ウィーンの街と音楽を愛する4人の世界的なスターた
ち：ビリー・ジョエル、
ハンス・ツィマー、
ユジャ・ワンそし
てジョシュア・ベル。
かつてウィーンを第二の故郷に選ん
だベートーヴェンと同じように4人はウィーンに夢中で
す。2020年はベートーヴェン生誕250年に当たります。
今日のスーパースターたちも筋金入りのウィーン・ファン
です。彼らにとってウィーンとは：音楽の喜びと音楽制作、
ネットワーク、
イノベーションと音楽的詩的霊感によるイ
ンスピレーション、
そして特別な空気感のある街。
ウ
ィ
ー
ン

ベートーヴェンは
「ウィーンを第二の故郷に選んだ音
楽の才能にあふれた人」。
ルードヴィヒ・ヴァン・ベート
ーヴェンは22才の時にボンからこの街にやって来て
（
生涯）住み続けました。
ウィーンは当時から音楽家にと
って訪れるべき場所でした。今日の世界的スターたち
も、
ウィーンを彼らにとって特別な音楽の場所に選ん
でいます。
ウィーンに現在も生き続ける貴重な伝統か
ら創造し、
クリエイティブな音楽シーンから放たれる
イノベーション・パワーをリスペクトしています。

ピアノ・マン

ビリー・ジョエルは数10年間スーパースターであり
続けています。
そして魅力的な人物です。
ニューヨーク
に近いロングアイランドにおいて、
8200万枚余りのア
ルバムセールスを記録しているグラミー賞受賞者はベ
ートーヴェンとウィーンに関する質問に答えてくれまし
た。
「ピアノ・マン」
はどちらのテーマにも心を動かされ
ていました。
話しながら饒舌になり、
即興でピアノを演
奏してくれました。楽譜を見ないでベートーヴェンの曲
を演奏し、
ベートーヴェンの音楽を聴きながら育ったこ
と、
ウィーンで暮らす父親と弟に会いに行ったこと、
そし
てベートーヴェンの
「悲壮」
のタクトを自分の曲
「This
Night」
で使ったことを話してくれました。
ビリー・ジョエルの楽曲の中で興味をひかれる一曲に
「Vienna /ウィーン」
がありますが、
これはウィーン
への愛の告白の曲です。
「「Vienna waits for you」
の曲を書いている時、
ウィーンは描いた円の終点であ
ることを表現しようとしました。
ウィーンにいる時に、
世界の色々なことが突然はっきりとわかったのです。
この曲でもそのことを歌っています。
ギヤを落として
周りを見回してごらん、
そして人生の中のいい事を喜
ぼう。私をこのような気持ちにさせてくれるのがウィ
ーンなのです。」

ダ・ダ・ダ・ダーー

ハンス・ツィマーもベートーヴェンとウィーンに心酔し
ています。
ドイツ出身のツィマーはハリウッド映画にお
いて最も有名な映画音楽作曲家の一人であり、
オスカ
ー、
グラミーそしてゴールデン・グローブ賞にノミネー
トされる常連です。独占インタビューを行うために、
ロ
ンドンにある住まいを訪問した際に、
ベートーヴェンの
話になると目が輝きだしました。
「私のベートーヴェン
に対する個人的な思いは、
ベートーヴェンがあらゆる
ジャンルの音楽において、昔も今も最高の天才である
ことを人々が納得してくれるまで話をやめないほど強
いのです。交響曲第５番「運命」
の出だしのダ・ダ・ダ・
ダーーーは何とすごいでしょう！どの子だってピアノで
弾けます。
ただし、天才しか交響曲から花火を打ち上げ
ることはできません。」補足：
「この短い旋律がこれほど
多くの意味を持っているとは・・・・」

私の目には、ベートーヴェンはすべての作曲家の中でも一番人
間味のある作曲家に映ります。一方モーツァルトは完璧な音楽
だから、神に近い存在です。
こ擦れるところが全くなくて流れる
ようです。ベートーヴェンの曲の場合には、作曲しながら中断し
たところ、新しく書きなおしたところ、激高したところそして戦っ
ていた場所が聞こえてきます。だからこそ、彼の音楽の方が、人間
味があると感じるのです。あのような曲を作曲するのは決して簡
単なことではありま
せんから。自筆の楽
譜 、つまり手 書きの
楽 譜を見ると、大き
な一節を荒々しく塗
りつぶしているとこ
ろがあります。ベート
ーヴェンは誰にもそ
の「ひどい部分」が見
られないように塗り
つぶしていたのです。
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ハンス・
ツイマー
ウィーンと聞 いた
だけで音 楽が聞こ
えてくるようです。
不 協 和 音であった
り、情熱的そしてロ
マンティックであっ
たりする音楽。美し
くて軽快だけど、時
には動 揺させられ
る音楽、
革命を引き起こす音楽、
踊りだす音楽、
永遠に生きたいという欲求を起こさせる音楽。

ビリー・ジョエル、
ハンス・ツイマー、
ユジャ・
ワン、
ジョシュア・ベルその他の世界的な
スターとのインタビューの入ったビデオは
music2020.vienna.info (英語)
でご覧いただけます。

ハンス・ツィマーはウィーンに来るのをいつも楽しみに
しています。人が皆親切だから。歓迎してくれる様子が
好きで。食事が美味しいため。美術館でエゴン・シーレ
の作品に出会うため。
そして洗練された環境の中で音
楽が鑑賞できるから。
ツィマーは音楽の収録にウィーン
の音楽スタジオ、
ウィーン・シンクロンステージも使っ
ています
（「インフェルノ」。
「ザ・クラウン」）。
ウィーンの
映画音楽制作の現場はハリウッドと比べ見劣りしませ
ん。
「作品をウィーンにおいてウィーンの音楽家たちに
演奏してもらうのは、作曲家冥利に尽きます」

音楽とスィーツ

ジョシュア・ベル

もちろん、どのミュー
ジシャンにとってもこ
こに来るのは夢です。
どの 街 角も美しい 町
にいると、ものすごく
インス パ イアされ ま
す。ミュージシャンの
私にとって、美しいも
のは美しいものをインスパイアします。ベートーヴェンの交
響曲みたいな偉大な音楽作品のように。
どの音符もあるべ
き場 所にあり、考えに考えてその場 所に置かれたのです。

世界的なピアニストのユジャ・ワンは2019年5月にウ
ィーンで客演しました。
ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団とシェーンブルン宮殿サマーナイトコンサート
で共演したのです。毎年10万人の聴衆が集まり、何百
万もの人たちにテレビ中継されるこのクラシック音楽
のオープンエア・コンサートは、2020年には5月21日
に開催されます。
ユジャ・ワンとのインタビューを開始し
てすぐに、
自分が何をしたいかがはっきりわかってい
る、好感の持てるエネルギッシュなアーティストである
ことを実感しました。
パワフルで、
メインストリームは性
に合わず、
そしてザッハートルテに夢中な女性でした。

ウィーンにはたくさん友人がいます。
ここに来る
と、幸せで、安全でそして愛されていることを実
感します。
シュタット
パークの散歩を楽
しんでいます。
コン
サートハウスも楽友
協会からさほど離
れていません。小さ
な楽園のようです。

ウィーンと言えば音楽とユジャ・ワン
「音楽のないウィ
ーンって想像できる？もちろん美しいでしょう。
ケーキ
もコーヒーもあるでしょう。
ウィーンの人々は人生を楽
しむこともできるでしょう。
それに、美術館が素晴らし
いことも力説します。
でも音楽は・・・・おまけではあり
ません。重要な要素の一部であり・・・音楽がなければ
ウィーンの街はとても静かでしょう」
（笑い）

ヴァイオリンケースと亡霊

最後にウィーン・コンサートハウスでアメリカのジョシ
ュア・ベルに会いました。現在ロンドンのアカデミー室
内管弦楽団の音楽監督を務め、
ニューヨークに住んで
います。
「ウィーンに来て町を歩いていると、二人に一
人はヴァイオリンかチェロのケースを持っている。音
楽の都であることを実感します。音楽が演奏されてい
なくても、音楽が聞こえてくるような錯覚に陥ります。
この街では多くの音楽の天才たちの魂が宙を漂って
いますから」

ユジャ・
ワン

ウ
ィ
ー
ン
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ルートヴィヒ、
あなたの
お祝いよ！
2020年に盛大なお祝いを予定：ベートーヴ
ェン生誕250年を迎えます。
ベートーヴェンの革命的な音楽は昔も今も
世界中で鳴り響いています。
しかし、
ここでは
ウィーンに目を向けます、作曲の天才はこの
街を生活の中心に選んだのですから。彼はこ
こにやって来て、生涯ここに住み続けました。

文：スザンネ・ブルガー

120年の歴史を誇るトップオーケストラの一つウィーン
交響楽団はベートーヴェンの全交響曲を新たに収録。
もちろん2020年ウィーンにおいて生演奏も楽しめる。

音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）
は2020年に設立20
周年を迎える。年間を通してベートーヴェンを紹介する
が、
ハイライトは
「Inside Beethoven」
のインスタレー
ション。音楽アンサンブルの一員になった気持ちになる。
（2020年6月10日－8月10日）

ウ
ィ
ー
ン

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは人として芸術家
として、過激に絶大な力を持っていました。
それまでの
すべてのことに疑問を抱き、探りそして新しく創り上げ
る夢想家であり－これによって音楽そしてウィーンに
インパクトを与えました。
そのインパクトは今日も効果
を発揮しており、
ウィーンのミュージックシーンは沸騰
し、煮えたぎっています。
かつてのベートーヴェンのよう
に、世界中のミュージシャンがウィーンに引き寄せられ
ています。多くの才能あふれる若者にとって、mdw
ウィーン国立音楽大学に入学することが大きな目標
になっています。QS社の2019年世界大学ランキン
グによると、mdwは音楽大学で1位でした。
これ以上
はないのです。

生きる、愛する、苦しむ

ウィーンは35年間に渡ってベートーヴェンが生活し、
創作し、
そしてインスパイアーされた場所でした。
ロブ
コヴィッツ侯爵、
キンスキー侯爵そしてオーストリア・
ルドルフ大公の3人の貴族が合わせて4000グルデン
を
（代償を取り決めずに）
ベートーヴェンに年金として
渡していました。
しかしベートーヴェンのパトロンに対する態度には矛
盾するところがありました。一方ではパトロンに気に入
られようとし、他方では独立性と自分を尊敬するよう迫
りました。
この際、衝動的な気性が呼び覚まされること
も度々ありました。部屋を提供したリヒノフスキー侯爵
の要求に腹を立てていました：
「毎日午後3時半には家
に戻り、
マシな服を着て、髭を生やさなければならない
と言う－とても我慢できない」
ベートーヴェンの人生に関わった女性たちについて
は様々な憶測が飛び交っています。遠くから慕ってい
た女性もいれば、実際に心を射止めた女性たちもいま
した。
ものすごく夢中になった人もいれば、激しく熱愛
した人もいました。
では確かな話は何か？－ピアノを習
い始めた人なら誰もが弾く
「エリーゼのために」
はテレ
ーゼ
（マルファッティ）
に献呈したピアノ曲だったという
ことです。
ベートーヴェンはこの曲をパスクアラティハ
ウスで作曲しました
（現在住まいは記念館となってお
り、見学できます）

30才の頃から聴覚の喪失に心身ともに苦しめられまし
た。
それでも、聴覚を完全に失った後も、傑出した楽曲
を作曲し続けました。
その一つが交響曲第9番ですが、
この終楽章ではシラーの
「歓喜に寄せて」
からの一部
を抜粋し、
曲を付けました。1827年3月26日に57才
で亡くなった時には、
まるでポップスターのように墓に
運ばれました。葬儀には2万人が参列、
当時のウィーン
では10人に一人が参列したことになります。最初にヴ
ェーリンク墓地に埋葬されましたが、
その後、
ウィーン
の中央墓地に移されました。

ベートーヴェン・ライブ2020

2020年のベートーヴェン・イヤーには巨匠の生誕を
祝い、150年前に建設された楽友協会やウィーン・コ
ンサートハウスなどウィーンの各コンサートホールに
おいて、例年以上にその革命的な音楽が演奏されま
す。
ベートーヴェンが唯一完成させたオペラ
「フィデリ
オ」
が2020年にウィーン国立歌劇場とオスカー賞受
賞者のクリストフ・ヴァルツが演出を手がけるアン・デ
ア・ウィーン劇場（初日：2020年3月16日）
の二か所
で上演されます。
オーストリア国立図書館とウィーン美術史博物館で
開催される特別展では、
ベートーヴェンの生涯と信じ
られないような天賦の才で作られた作品を多方面か
ら考察します。作曲家の足跡も至るところで辿ること
ができます。
ベートーヴェンが実際に暮らしていた数
々の住居（現在、
ベートーヴェン博物館、
レストランあ
るいはホイリゲとして利用されています）、大成功を収
めた場所、絶望した場所、記念碑、
セセッシオン
（分離
派会館）
のベートーヴェン・フリースから最終的に埋
葬された中央墓地における名誉地区などがあります。
音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）
では2020年ベー
トーヴェンをインタラクティブな形と特別プログラム
で紹介します。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

絢爛豪華な新王宮の中にある古楽器コレクションには5世紀に渡
る価値ある楽器が展示されている。
この中にはベートーヴェンの
時代の楽器も。

music2020.vienna.info (英語)
www.wien.info
ベートーヴェンと音楽年2020に関するすべての情報
（ウィーン市内のベートーヴェン関連の場所および
2020年にイベントの詳細について）
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ALL EARS ON

マエストロ
に招かれて

引っ越し好きで知られるベートーヴェン
は35年間ウィーンに住んでいましたが、
この間に60回以上引っ越しをしていま
す。今日のベートーヴェン博物館とオペ
ラを上演するアン・デア・ウィーン劇場
の二か所の住まいを訪問しました。

文：スザンネ・ブルガー

ハイリゲンシュタット

1800年頃のウィーン郊外のトレンディな保養地。
当時の浴場の温泉は枯渇してしまい
ましたが、田園地帯の雰囲気は健在です。狭い小路、石畳にのどかな雰囲気。
ルードヴィ
ヒ・ヴァン・ベートーヴェンは苦悩を和らげるため、
そしてここの自然を愛していたために
（
交響曲６番の
「田園」
では、鳥のさえずりや雷雨を楽器で表現しています）、1802年から
何度かプロブスガッセ6番地に滞在していました。現在この建物はベートーヴェン博物
館になっています。
ベートーヴェンがここで書いた
「ハイリゲンシュタットの遺書」
は弟た
ちに送られることはありませんでしたが、
この書から当時の深い苦悩を推し量ることがで
きます。
「私が敵意を抱き、頑迷で、厭人的な人間であると思い込んでいる人々よ、
お前た
ちは私に何と不当なことをしているか・・・」
このすぐ近くにある現在ホイリゲ・マイヤー・アム・プファールプラッツ
（ワイン居酒屋）
となっている場所にもベートーヴェンは滞在していました。
そして当時も、
ウィーンのワ
インを楽しんでいました。

ユリウス・シュミットによるルートヴィヒ・ヴァ
ン・ベートーヴェンのポートレート、1901頃。
今日のベートーヴェン博物もかつて巨匠の住
まいであった。

アン・デア・ウィーン劇場

アン・デア・ウィーン劇場：今日オペラを現代風に演出する場所で、
ベートーヴェンの
「フィデリオ」
が初演された。

:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA

アン・デア・ウィーン劇場にも一時住んでいました。ベートーヴェンは1801年にここ
に雇われました。雇用条件には一定の収入と建物の一部（現存しない）
を住まいとし
て提供するという内容が含まれていました。ベートーヴェンはここでオペラ
「フィデリ
オ」
を２つのバージョンで初上演し、
ヴァイオリンコンサートそして交響曲第2，5，6も
上演しました。
指揮者のイグナーツ・フォン・サイフリートはベートーヴェンの劇場にあった住居の状態
について回顧録の中で鮮やかに描写しています：
「住居の中は実に賞賛に値する混乱し
た状態であった・・・・あらゆる場所に本や楽譜が散乱し、
あちらには冷めた軽食の食べ
残しが－こちらには未開封の、
あるいは飲みかけの瓶があり、
－高机には慌ただしく書
いた新しいカルテットの
（おそらく楽曲）素案－・・・窓と窓の間には立派なストラッキー
ノ・チーズの塊がそして干からびた本物のヴェロネーズ・サラミの残骸が転がっている・
・・」
－天才はこのような生活を送っていたのです。

Enable the “Beethoven’s Vienna”*
Alexa skill** and retrace the
footsteps of one of the greatest
musical geniuses of all time.
* Also available as “Beethovens Wien” in German
**Also available as Google Action
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ウィーンの53％は緑地。

ウィーンが最高だということは、今では世界中に知られるようになりました。
それでも毎
年、
白黒がはっきりするのは嬉しいことです。
ウィーンは2019年9月にイギリスの
「エコノ
ミスト誌」
で2年連続世界一住みやすい都市に選ばれました。
また、
グローバルなコンサルティング会社のマーサーが毎年公表する世界生活環境調
査‐都市ランキングでは10年連続生活の質が最も高い都市に選ばれました。
ウィーンが
10年連続で１位になったのはどうしてなのでしょうか？－どうしてこの街が最も住みや
すいのか、
たくさんの理由がありますが、
そのうちの10の理由をまとめてみました。

1.

ウィーンの中はどこも環境に優しい公共交通

全長1,150キロを地下鉄5路線、路面電車28路線そしてバス129路線が
走行。最も人里離れた場所までも、環境に優しく、信頼できる公共交通機
関で行くことができます。
しかも料金も非常に手頃です。年間乗り放題チケットを
持っていれば、一日1ユーロしかかかりません。
しかも、
ウィーンの公共交通は夜通
し運行しています。平日は終電が出発した後は、利用者が帰宅できるように深夜バ
スが運行します。金曜・土曜と休日前の夜にはウィーンの地下鉄５路線が、夜更か
しした人を自宅のベッドのそばまで運んでくれます。

2.

ウ
ィ
ー
ン

山から直接

ウィーンでは、
（ウィーンのワインに次いで）一番の飲み物は水道の蛇口か
ら直接飲める新鮮な湧き水です。
ニーダーエースターライヒ－州とシュタ
イヤーマルク州の境にあるアルプスから2本の水道管を通って、毎日40万立方メ
ートルの新鮮な湧き水が町に供給されます
（満タンの浴槽およそ250万個分）。市
内1,000か所にある水飲み場ではいつでもこの水を味わうことができます。
ウィー
ンは世界で初めて飲料水を憲法擁護の対象としました。

ウィーンには1000か所の水飲み場がある。

路面電車28路線はＡからＢ地点まで安全に運行。

3.

そ旧
しド
てナ
スウ
ポ川
ーは
ツ 、
の休
楽養
園。す
る
た
め
の
オ
ア
シ
ス

4.

体を動かすのが好き

スポーツも色々楽しめます。
ウィーンの森は
ハイキングをする人やマウンテンバイクに乗
る人にとっての楽園。市内には標識の付いた11のハ
イキングコースがありますが、
そのうちのいくつかもウ
ィーンの森に通じています。
山の空気を満喫したい人
にはカーレンベルクの空中アスレチックがあります。隣
には新しく3Ｄ弓術公園が作られ、新たなハイライトに
なっています。
ここでは目標を射止めるのはマスト！水
浴は市内の各所にある屋外プールや近くの湖水そし
てドナウ川で楽しめます。
また、
じっとしていられない
人は、
ジョッギングあるいはインラインスケートをしに
プラーターのメインストリートやドナウ・インゼルに出
かけます。
旧ドナウ川ではスタンドアップ・パドルで運
動神経を試すこともできます。

7.

5.

草木が青々と茂る・・・ウィーンには990の公園や緑地、30万本の木、数えき
れないほどの芝生、森そして畑があり、世界でも最も緑の多い首都の一つで
す。市街地の53％は緑地です。
リング通りに沿って数多くの公園やウィーン・プラー
ターがあり、
中心部からもすぐに緑の多い場所に行かれます。
ヨーロッパでも最後の
手つかずの河畔林の一つとされるローバウがあり、
ウィーンはドナウ・アウエン国立
公園の一部にも含まれています。
また、
ウィーンの森の一部は絶滅の危機にある多く
の動物たちの生物圏保存公園に指定されています。

6.

キュウリの都

ウィーンは100万都市ですが緑地のおよそ3分の1、町全体の面積
の15％は農業目的で使われており、農業も盛んです。645の造園‐、
ブドウ栽培/ワイン醸造‐と野菜や果樹の生産農家があり、市内に豊富な種
類の野菜、果物、穀物そしてワインを供給しています。
ウィーンではオースト
リア全土で消費されるキュウリの大部分が生産されており、年間28,700ト
ンと文字通り
「キュウリの都」
なのです！

8.

WUキャンパスにおける建築のハイライト。

ウィーンのオレンジ色作業着

ウィーンの修業に終わりなし

ウィーンの中の世界

ウィーンはヨーロッパの中央に位置し、交通のアクセスもよ
く、
また生活の質の高さが評価され、国際機関（国連など）
やグローバル企業が好んで立地場所に選んでいます。国際性が高い
おかげで、
ウィーンは国際会議、各種大会や企業イベントの開催場
所に選ばれることも多く、年間で4,500以上開催されています。国際
会議協会（ICCA）
のランキングによれば、2018年の開催件数でウ
ィーンはパリに次いで2位にランクインしています。
また、UIA（国際
団体連合）
の統計によるとウィーンは4位となっています。3か所の素
晴らしい国際会議センター（オーストリアセンター・ウィーン、
ホーフ
ブルク王宮、
メッセ・ウィーン展示＆会議センター）
の他にも歴史的
なそして近代的なイベント会場が多数あります。

ウ
ィ
ー
ン
は
世
界
で
も
最
も
人
気
の
高
い
会
議
開
催
地。

多くの国際的なランキングでウィーンは
生活の質の高い都市の1位にランクインしています。
2019:
エコノミスト誌調査部門エコノミスト・インテリジェンス・ユ
ニット
（EIU)で世界一住みやすい都市に選ばれる。
イ
ン
フ
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ウィーン料理の星付きレストラン

ウィーンはダイエット休暇を過ごすのに適しているとは言えないで
しょう。
ウィーンは世界でも唯一、料理の総称に町の名前が付いて
います。
「ウィーン料理」
です。
ウィーンには星付きのレストランも数多くあり
ます：市立公園（シュタットパーク）
の中にあるハインツ・ライトバウアーの
「
シュタイラーエック」、
ユアン・アマドールのレストラン
「アマドール」、
あるい
はコンスタンティン・フィリッポのお店などは星のお墨付きレストランのほん
の一例に過ぎません。
もっとローカル色の強いお店が好みの人には、多くの
レストラン、食堂、居酒屋などがあり、
お腹を空かせた来店者のために様々
な料理を用意しています。

ウィーンにある10の総合大学、
５つの専門大
学と５つの私立大学ではおよそ20万人が学
んでいます。
ウィーンはドイツ語圏における最大の大学
都市です。
ウィーンの大学の質の高さはお墨付きで
す。mdwウィーン国立音楽大学は世界の音楽大学で
1位を獲得しています。大学都市ウィーンは発展し続
けています。2019年秋には高い評価を得ている中央
ヨーロッパ大学(CEU)がウィーンに移転して来まし
た。CEUのマイケル・イグナティエフ学長はウィーンに
夢中で
「ウィーンは大学、企業そして国際機関のため
の国際的拠点です。
ウィーンにキャンパスを置くこと
で、CEUの教授陣と学生たちに素晴らしい新たな可
能性が開けます」

生活の質が高いためには、街が清潔であるこ
とも重要です。市の廃棄物処理・道路清掃・車
両局MA48は市民から称賛されている部局です。
ウィ
ーンのゴミを市外の処分場まで、
これほどクールな職
員たちが運んでいる町は他にはないでしょう。
オレンジ
色の作業着の
「清掃作業員」
は年間12万回清掃車を
動かしています。距離にして900万キロメートル、二週
間ごとに月までの距離を走っている計算です。

9.

9

グリーン、
グリーンがいっぱいのウィーン

2017:
モノクル誌では世界における生活の質の高い
都市で3位を獲得。
2019:
世界的に活動するコンサルティング会社ローランド・ベル
ガーによる「スマートシティ・ストラテジー・インデックス」
で1位にランクイン。
2018:
LGBT最大の旅のプラットホーム
Gay Travel.comにおいて
「2017世界で一番の目的地」
に輝く

文
：
ア
ン
ゲ
リ
カ
・
レ
ヒ
ナ
ー

10.

果てしない数の芸術

100の美術館におよそ250のコンテンポ
ラリー・アートギャラリー、年間15,000
回以上のコンサートと80のフェスティバルを開催、
コ
ンサートホールの座席数は10,000、3つのオペラハウ
ス、
およそ120の舞台（音楽＆演劇）、28の城、163の
宮殿。
これ以上の芸術や文化は考えられないでしょう。
いや、断じて考えられません。
この中でも特筆すべきは、
グスタフ・クリムト、
エゴン・シーレそしてブリューゲル
の世界最大のコレクションです。
ウィーンの旅では必
見です。

レウ
とィ
ブー
リン
ュの
ー美
ゲ術
ル館
では
点ク
数リ
をム
稼ト
ぐ。、
シ
ー

ウ
ィ
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ン
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シシィのように宮殿の中で、
あるいは世界屈指
のカルチャーエリアの中で暮らす？‐ウィーンだ
ったら可能です。現在多くの歴史的建造物に
一般の人が住んでいます。
シェーンブルン宮殿
とミュージアム・クォーターを訪問しました。

ベーゼンドルファー社のグランドピアノ・インペリア
ルでリーヴァイ氏は数多くのヒット曲を作曲した。

かつてシェーンブルン宮殿では何段もの階段を上って女帝や皇帝
たちが自室に入って行きました。
そして数年前まで、
自分を1793
年に斬首されたフランスのマリー・アントワネットであると信じて
いた一人の女性が、洋服をなびかせながら中を歩いていました。
モニカ・リーヴァイは
「女性は少し頭がおかしかったみたい」
と話
してくれました。
どうして、
そのようなことを知っているのでしょう
か？‐それは、
モニカが夫である作曲家のシルヴェスター・リーヴァ
イと共に20年前からシェーンブルン宮殿のアパートメントに住ん
でいるからです。
リーヴァイ夫妻の住居を見せていただくために、
私たちは今日階段を上っているのです。オーストリアでも最も見学
者が多い名所のシェーンブルン宮殿には35の住居があり、隣の建
物には更に120あります。
広い居間に入ると、思わず息を呑んでしまいました：窓から正面に
グロリエッテが見えたからです。
ウィーンでここよりもいい眺望を見
つけるのはむずかしいでしょう。住まいの広さは150㎡。歴史学者
で皇妃エリザベートの専門家でもあるモニカ・リーヴァイは夢中に
なって
「ここではどの石にも歴史が息づいている」
と話し、
「この住
居にはかつて
「赤い皇女」
と呼ばれたエリザベート
（注：社会民主
党に
「転向」
した皇太子ルドルフの娘）が住んでいたと言われてい
ます」
と話してくれました。
シルヴェスター・リーヴァイにとってもこのインペリアル・アパートメ
ントはぴったりの住まいです：シシィの生涯にスポットを当てたミュ
ージカル
「エリザベート」
を作曲し、1992年に世界で大ヒットしまし
た。歌は別の場所で作曲されましたが、
ミュージカル
「モーツァルト！
」
と
「レベッカ」
はここでベーゼンドルファー社のグランドピアノ・インペ
リアルを弾きながら作曲しました。
「この居間の下が皇妃のバルコニ
ーでした。
それは刺激的でインスピレーションが湧きます。私の魂は
本当に幸せです。
これ以上のことはないでしょ？」

グロリエッテの素晴らしい眺望が楽しめる居間のモニカとシルヴェスター・リーヴァイ。

モニカ・リーヴァイは熱心にエリザベートの所持品を収集し
ている。手に持っているのは皇妃の水差し。

皇妃エリザベートの名刺。
50㎡ある広い居間は住居の中心。

ジョッギングする象たち

ウ
ィ
ー
ン

リーヴァイ夫妻はここに引っ越したことを後悔したことはありません。
ただし
「来場者の間を縫って、
買い物や荷物を住まいまで持って来る
のは少し大変」
であることは認めました。宮殿には毎年400万人が来
場します。
それでも驚くほど静かです。
「朝6時に窓が開いていると、
ジ
ョッギングをしている人たちが玉砂利の上を走るギシギシした音が
聞こえます」
とシルヴェスター。
「風向きによって、夜、動物園でライオ
ンの吠えているのが聞こえます。
とてもロマンティックですよ」。
モニカ
が「数年前に早朝のギシギシする音が特にうるさかったことがあった
の。下を見たら、何と動物園の象たちが飼育員と一緒に一周散歩して
いるのが見えました、
もちろん開園前のことです」
20時を過ぎると160ヘクタールある宮殿の庭園は住人たちだけのも
のになります。
リーヴァイ夫妻は毎年大晦日にはグロリエッテの丘を
上ります。
グラミー賞受賞者のシルヴェスターは
「頂上からの市街地
と花火の眺めは最高です」
と熱く話してくれました。
ハンガリーの名前Erzsébetで署名された皇妃エリザベートの
自筆の手紙。

11

ハプスブルク家の末裔が来訪することも

正真正銘のハプスルク家の末裔も時おり姿を見せます。
スター作曲
家は
「ハプスブルク＝ロートリンゲン家とは親しくしています。
ここで
夕食会を開きますが、度々参加されます。
ここに住みたいとストレー
トにはおっしゃいませんが、
いらっしゃるのを楽しみにしているのが
よく伝わります」
と話してくれました。
ハプスブルク家の人々は、玄関ホールに置かれている歴史的なガラ
ス戸棚を見ても喜ぶでしょう。
中には、
かつてエリザベート皇妃が所
有していた食器、
フォーク・ナイフセット、
グラスなどが飾られていま
す。
「6才の時に初めて彼女に関する本を読みました」
とモニカ・リー
ヴァイ。
ハプスブルク家のお宝を定期的にオークションなどで競り
落としており、展覧会にも貸し出しています。
リーヴァイ夫妻の住居
を後にするとき、帝国の過去の一部も置き去りにしてきたような気
持ちになりました・・・

「本当に刺激的！」

訪問を快く受け入れていただいたもう一件の住居も、
ウィーンの有
名な場所にあります。元オーストリア航空のスタッフであったゲイル・
ベリー・ツェヒバウアーとご主人は11年前にミュージアム・クォータ
ー（MQ）
がすっかり気に入り、
２階にある広さ１５０㎡のアパートメン
トに住んでいます。世界最大のカルチャーエリアの一つにある住居は
感動的です。一方の側から
（ベッドからも）
ウィーン自然史博物館と美
術史博物館そして女帝マリア・テレジアの銅像が、
また、
５５㎡ある広
いテラスからは近代美術館（mumok）
そしてMQの賑やかな中庭が
見渡せます。住居の中はウィーン・モダンの家具やご主人が収集して
いる美術品が飾られ、趣のある雰囲気です。

ゲイル・ベリー・ツェッヒバウアーはマリア・テレジアの銅像、
自然史博
物館そしてウィーン美術史博物館の息を呑む景色を楽しんでいる。

文：ロベルト・サイデル
ユリア・ツァンゲル
宮殿の見学者はこの先は通行禁止となっている。
こ
の先は人が住んでいる。

ベリー・ツェッヒバウアー夫妻もここに引っ越して住み続けています。
ゲイルは
「空きが出たという知らせが来た時、即決しました」
と引っ越
し当時を振り返りました。二人は何と８年間も待ち続けていたので
す。今では、
ここ以外の場所で暮らすことは想像もつきません。
ニュ
ーヨーク出身のゲイルは
「ミュージアム・クォーターにいると、街で
起きている事がすぐに伝わってきます。
７区は私にとって、
ウィーン
でも一番ヒップでクールな場所。玄関を出た途端にすべてがそこにあ
ります。芸術、文化、歴史、建築、音楽にダンス、
しかも一年中。
エンタ
ーテイメントそのものです。」補足：
「ここは本当にワクワクする場所」

「マンハッタンはサイレンの音しか聞こえない」

リーヴァイ夫妻と同様に、空手師範のゲイルも歴史的な雰囲気を重
視しています。
ここは旧帝国時代に厩舎があった場所でした。
「このよ
うな歴史的な場所に住めるのはとても刺激的です。
ここではバロック
がモダンと出合います。」
と熱く話します。何と言ってもこの住まいで
一番のハイライトはテラスです。
まるでオペラハウスのプライベートな
桟敷席のように、
テラスから二人は友人たちと一緒に、MQでの数々
のイベントが楽しめるのです。
しかも、
アーバン・ガーデニングを楽し
むスペースもあります。
MQには毎年450万人が押し寄せて来ます。
ここで生活するのって大
変ではないか？という質問にベリー・ツェッヒバウアーは間髪を容れ
ずに
「いいえ。
いつも中庭で何かやっているから、時々多少うるさいこ
とはあるけど、
そのおかげで若さを保つことができるわ。
それに、騒音
は人生を楽しんでいる人たちが発していますから。
グラスの鳴る音や
笑い声。
マンハッタンではサイレンの音しか聞こえません。私は、本当
の騒音って何かを知っていますから」
2時間後に後ろ髪を引かれる思いで宮殿とミュージアム・クォータ
ーから新興住宅の我が家に戻って来ました。別れる際にベリー・ツ
ェッヒバウアーは変えたいことが一つあることを思い出しました。
「
マリア・テレジアが私たちに背を向けているのが本当に気になるの。
銅像の向きを変えてくれるか頼んでもらえませんか」
と笑いながら話
してくれました。
それはなかなか難しいことですが、
周知のように、
ウ
ィーンでは何でも可能性はありますから。

mumokの真向かいにある広さ55㎡のテラスは緑のオアシス。

ウィーン・モダンの家具が置かれた、趣味のいいリビング。

体を休ませるために、空手師範のゲイルは書庫で過ごすことも多い。

リビングには夫が集めている美術品がたくさん飾られている。

ウ
ィ
ー
ン
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文：スザンネ・カッペラー

シュヴァルツェン・カメールの店内は今日も身動きが取
れないほど超満員です。
カウンターの周りは大騒ぎ。
白
いジャケットと赤いネクタイを締めたウェイターたちは
人の間をすり抜けて行きます。
ビジネスマンの集団の隣
で労働者風の人が一杯のビールを味わい、地元婦人た
ちのグループは125mlのワインを一杯か二杯、名物の
オープンサンドと一緒に食べながら週一回の集まりを楽
しみ、
そして観光客は長い歴史を彷彿させる板張りの壁
とレリーフタイルが貼られたユーゲントシュティールの
店内の雰囲気に感激しています。
その間で有名政治家
がハイソサエティの芸術家と、忙しがり屋がおせっかい
屋と待ち合わせをしていたりします。
シュヴァルツェン・
カメールは地元の人が集い、
ウィーンらしい雰囲気に包
まれた場所、
やって来るお客が主役です。
そして立食で
も食べられるオープンサンドも。前半分がスタンドバー、
後ろ半分が高級レストランになっているシュヴァルツェ
ン・カメールは様々なウィーンっ子が集うウィーン切っ
ての社交場です。
ヨハン・バプティスト・カメールが創業
したこのお店を現在はフリーゼ家が経営しています。創
業400年の老舗。喧騒の中ではなくゆっくりとお食事を
したい人は奥にあるレストランへどうぞお入りください。
ボーグナーガッセ5番地、
１０１０ウィーン

3

1

2

店の主人ペーター・フリーゼ
シュヴァルツェン・カメールの主人。
たえずほほ笑みを
浮かべ、例え初めてお店に入っても常連客であるよう
な気持ちにさせてくれます。
いつも中央レジに立ち指
示を出しています。
ここが家族経営の店内全
体を見渡すベストポジションだからです。

1

給仕
シュヴァルツェン・カメールを切り盛りし、
当然、
常連客には名前で挨拶します。追加注文をした
がっている人を目ざとく見つけ、
ベスト
タイミングでテーブルに注文を聞きに
来ます。
ジョークを飛ばしながら、
それ
でいて決して目立たない存在です。
白いスモーキ
ングジャケットに赤いネクタイという姿で、
まるで
ひざまずくように控えめな態度です。

3

旧市街に住む洗練された婦人
年齢不詳の婦人は店内でも、
ミンクの襟付きの
上品なキャメルヘアのコートを着たままです。
当
然髪はブロンド。
まるで美容院から直接ここに来
たように
（実際そうかもしれません）完璧にセッ
トされ、
口紅もしっかり塗っています。
これだけ
すべてが完璧であると、外科医が多少
手助けしたのかもしれません。洗練さ
れた旧市街に住む婦人は好んで午後
の早い時間からグリューナー・フェルトリーナー
を飲んでいます。

2

ウ
ィ
ー
ン

芸術家
黒いタートルネックに黒いズボンそしてモジャモ
ジャの髪－ウィーンで良く知られた絵描きはシュ
ヴァルツェン・カメールの中、欠かしたことのない
赤ワインを飲みながら、少し物思いにふ
けっています。他の客たちが「彼かな、違
うかな」
とささやき合っています。確信
が持てないのです。
「誰と待ち合わせをしているの
かな？」囁きをよそに、
ほとんどの場合は一人きり
でいます。
・・・
もっとも、
カメールで一人になることはあり得ま
せんが。

4

ヴェルバー・ジョヴァンニ
額の髪は幾分薄くはなっているものの、残りのや
やグレーの髪は長めにジェルでまとめ後ろにとか
した、今まさに男盛り。短く生やした顎
ひげにジレのスーツが彼のトレードマー
ク。何年も前からシュヴァルツェン・カメ
ールの常連客で席も決まっています。皆彼のこと
を知っており、
すぐにお気に入りのワイン125ml
が運ばれてきます。

13

給仕長のヨハン・ゲオルグ・ゲンスビヒラー
特徴ある皇帝風頬ヒゲを生やした給仕長のヨハン・
ゲオルグ・ゲンスビヒラーは定年を過ぎてパートタイ
ムで働いていますが、現在も変わらずシュヴァルツェ
ン・カメールのトレードマークであり続けています。
お
客をてきぱきと席に案内し、
すべてのお客の肩書を覚
えているために、
「奥様」
「ドクター」
などと正
しい肩書で話かけています。各テーブルをま
んべんなく回って、
どのお客も大切にされて
いるという気持ちにさせます。
ゲンスビヒラーの着て
いる服もフロックコートであったり、
カラフルなスーツ
であったりと、相当目立っています。

7

5

秘書
仕事の後で、
シュヴァルツェン・カメールで友人た
ちと白ワインのスプリッツァーかプロセッコを1・2
杯飲むのが楽しみ。
ミニスカートでカウ
ンターのハイチェアに座り、
お化粧もば
っちり決め、長い髪を胸元に垂らし、
ふ
っくらした唇。
そして視線はバーカウンターに座る
小粋な弁護士に向けられています。

6

5
6
8
4

10

7

9

オシャレ弁護士
ウィーン一の名家出身。前ボタンが一つ開けすぎ
のシャツを着て満面の笑顔のサニーボーイは、
バ
ーに寄りかかり、店内にいる女性たちを
中心に辺りを見回しています。
パステルカ
ラーのカシミヤセーターを丁寧に肩にか
けています。
カウンターには、
よく冷やされたシャン
パンの瓶が置かれ、高級住宅街のドブリングに住
む友人たちが来るのを待っています。

風 刺 画：ベルント・エルトゥル
www.ausgezeichnet.com

8

貴族
ややすり切れて着古した感じの上着、少しヨレヨレ
のズボン。床屋にもしばらくご無沙汰をしている感
じ。古くからウィーンに住みついている貴
族の子孫はまだ立派な名前を名乗って
います。小指には、過去の栄光を物語る
豪華な印章付きの指輪をはめています。

9

エルナーさん
エキセントリックなメガネをかけた女性も、
シュヴァル
ツェン・カメールの古株です。
ショーケースに並んだ
名物のオープンサンドのマネージャーで、
信じられない精確さですべてをさばいて
いきます。
チャーミングにイチ押しのサン
ド、卸したフレッシュなホースラディッシュ載せハムサ
ンドを勧めます。

10

架空の人物が実在の人物を似ている
場合もありますが、
それは偶然です。

ウ
ィ
ー
ン

14

文：スザンネ・カッペラー

ウィーンのカフェと言えば、真っ先にクラシカルなウィーンの伝統的なカフェ
を思い浮かべる人がほとんどでしょう。確かにウィーンにはこういったカフェ
が130件もあります。
ただし、
ウィーンには他のカフェもあります。
カフェレスト
ラン、
カフェ付き菓子屋からエスプレッソ、
コーヒー焙煎の小さな店そしてトレ
ンディな店まで。
ウィーンにある全23区のカフェを巡りながら、色々なタイプ
のカフェを発見してみてください。

5区
庭のあるカフェ：リューディガーホーフ
リューディガーホーフの庭は、
ウィーンでも最も牧歌
的な庭の一つとされます。
カフェの外観も素晴らしい
ユーゲントシュティールの様式で、
中のレトロな雰囲
気は誰もが気に入るでしょう。
ハンブルガーシュトラーセ 20、1050ウィーン
6区
ゲイ御用達：カフェ・サヴォイ
美しい歴史あるカフェにやって来るのはゲイの人たち
だけではありません。大きな鏡が目をひきますが、
ヨー
ロッパではヴェルサイユ宮殿に次ぐ大きさです。
リンケ・ウィーンツァイレ36、1060ウィーン

7区
トレンド：カフェ・エスプレッソ
当時の家具が置かれた1950年代風のエスプレッソは
最もトレンディ―な7区にあります：小さなテーブル、
赤い合成皮革のベンチに湾曲したバー。
コーヒーが
飲めない人にはミルクフラッペもあります。
ブルクガッセ57, 1070ウィーン
8区
チャーミング：カフェ・アイレス
見た目も食事も一新してリニューアルオープンした市
庁舎の近くの伝統あるカフェ。
すべては昔のままです
が、
どこか新しい。
ヨーゼフシュテッター・シュトラーセ2, 1080ウィ
ーン
9区
旧郵便局：カフェ・テレグラフ
美しいタイルの床がビストロを彷彿させるモダンなカ
フェ。
かつてここから世界中に電報が送られたように、
モーニングでは世界各国の料理が楽しめます。
ガルニソンガッセ7、1090ウィーン

10区
ソーシャル：マグダス食堂
ギャラリー見学の合間にパン工場に併設されたマグ
ダス食堂でコーヒーブレークはいかがでしょうか。
こ
こではなかなか仕事にありつけない人たちに働くチ
ャンスが提供されています。
アブスベルグガッセ 27、1100 ウィーン

ジョージア風：2区カフェ・アンザリ

1区
ボヘミアンのためのカフェ：カフェ・エングレンダー
エングレンダーへはコーヒーやケーキが目的で来る
人はあまりいません。
その場に居合わせるために来る
のです。
アーティスト、
クリエイター、売り込みをする人
たちが出入りしています。
まさに、
この業界の店です。
ポストガッセ2、1010ウィーン
2区
ジョージア風：カフェ・アンサリ
田園的なプラーター通りにある珠玉のカフェは、感動
するジョージア料理と店内は建築家が細部まで愛情
を込めて設計しました。
プラーター通り15、1020ウィーン
3区
とっておき情報：カフェ・アム・ホイマルクト
典型的なアルト・ウィーナーのカフェでありながら、伝
統的な旧市街のカフェとは正反対：静かで、少し隠れ
た場所にあり、見た目は少し古めかしく、平日しか営
業していません。
アム・ホイマルクト15、1030ウィーン

ウ
ィ
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ン

4区
多世代‐カフェ：フォルペンジオン
ここはまるでクールなおばあさんのリビングにいるよう
ですが、
それには理由があります：フォルペンジオンで
はおばあさんたちが自分の人生の話をしながら、
自家
製のケーキを出しています。
シュライフミュールガッセ16, 1040ウィーン

トレンド：7区 カフェ・エスプレッソ

ゲイ御用達：6区 カフェ・サヴォイ

11区
ツァ・シェーネン・ライヒ：
中央墓地のオーバーラー菓子店
カフェとしては珍しい場所にありますが、見どころ満
載の中央墓地を散策した後で一休みするのにお勧め
の場所－美味しいことで定評があるオーバーラーの
ケーキもあります。
ジンメリンガー・ハウプトシュトラーセ232、入口は
第2門近く、1110ウィーン
12区
郊外カフェ：カフェ・ライマン
ローカル色が濃いクラシカルな郊外型カフェ、
ウィー
ンっ子が好んで昼食を食べにやって来ます。典型的な
ウィーンのカフェではお料理も出しています。
シェーンブルンナー・シュトラーセ285,
1120 ウィーン

15
16区
労働者地区の宮殿。
カフェ・リッター
ウィーンにはカフェ・リッターが2件あります。
オッター
クリングにあるこのカフェは、労働者地区のど真ん中に
豪華な宝石のような輝きを放っています。
これ以上のコ
ントラストはないでしょう。
オッタクリンガー・シュトラーセ117、
1160 ウィーン
存在したことのないカフェ：カフェ・バウフシティッヒ

17区
緑に囲まれたカフェ・マナマイエライ
モダンな木造の建物に入った魅力的なカフェはウィ
ーンの森の麓のシュヴァルツェンベルクパークの中に
あり、街のハイキングコース3を通ってたどり着けます。
エクセルベルグ・シュトラーセ32、1170ウィーン

21区
ピンク色の：アイーダ
お菓子屋チェーンのアイーダは信頼できます。
カフェ
がなかなかない場所にもきっと、
ピンク色がトレード
マークのアイーダの店はあるでしょう。
シェーンターラガッセ 1、1210ウィーン
フロリズドルファー・ハウプトシュトラーセ1、
1210 ウィーン

23区
ホイリゲ
23区でコーヒーブレークをしたい人にはワイン酒場
のホイリゲ・マウアーがお薦め。
それとも、
グラス一杯
のウィーナー・ゲミシュター・サッツもいいでしょう。
ホ
イリゲがいくつも並ぶ村ではワインが一番ですから。
ホリゲンドルフ・マウアー、1230ウィーン

遊べるカフェ：18区カフェ・ショーペンハウアー

18区
遊べるカフェ：カフェ・ショーペンハウアー
アルト・ウィーナーのカフェハウスには、
タロット、
ブリ
ッジなどをする人たちが集まります。
チェス、
サイコロ
ポーカーやカロムも遊べます。
シュタウドガッセ1、1180ウィーン

歴史あるカフェ：15区 ディ・トゥルンハレ

22区
360度の視界が広がるカフェ：
ドナウタワーの中のタワーカフェ
1964年竣工のドナウタワーの中にあるタワーカフェ
は地上170メートルの高さにあり回転しています。
カフ
ェを飲みながらウィーンの街全体のパノラマが楽しめ
ます。
まるでテレビの前にすわっているよう・・・
ドナウトゥルムシュトラーセ4、1220 ウィーン

19区
13区
見晴らしのいいカフェ：
家庭的：カフェ・ドームマイヤー
カフェ・オクトゴン・アム・ヒンメル
13区は中産階級の保守的な区。地元の人はビーダー 町はずれの高台にある周囲がガラス張りの八角形の建
マイヤー調のインテリアのきれいで、夢のようなカフェ・ 物からの市内の眺めは最高です。近くにあるシシー・チ
ドームマイヤーを愛しています。
シェーンブルン宮殿を ャペルもお薦めです。
見学した後にぴったり。
ヒンメルシュトラーセ 125、1190 ウィーン
ドームマウアーガッセ1、1130 ウィーン
20区
14区
存在したことのないカフェ：カフェ・バウフシティッヒ
ウィーンっ子は、
ナイフで刺される危険がありそうな
サイクル・カフェ：ヴェロビス
かつてのグロリエッテ映画館でハイブリッドな体験：ヴ 怪しいカフェをこうに呼んでいます。
当然カフェ・バウ
ェロビスはサイクルショップとカフェ・ビストロが一つに フシティッヒ
（腹の一刺しの意味）
は実際には存在し
なった店です。
シンプルで、
自転車が壁に掛かっていま ませんが、
かつて空き店舗のファサードにふざけてこ
すが、
それでも居心地がとてもいいです。
の名前が書かれていました。
ヨーンシュトラーセ1-3, 1140ウィーン
15区
歴史あるカフェ：ディ・トゥルンハレ
かつてのユダヤ人学校の体育館が国際的な雰囲気漂
う素晴らしいお店に。
かつてはこの地区において、
ユダ
ヤ人社会の中心的建物でした。
ヘアクロッツガッセ21、1150ウィーン

労働者地区の中の宮殿：16区カフェ・リッター

バラ色の中の甘い幸せ

文：スザンネ・カッペラー

ウィーンの菓子メーカーが誕生日を祝います。バラ色のパッケージが目印のマンナー社は130年前からお
菓子を製造してきました。有名なマンナー・ウエハースは世界中に知られています。

17区はチョコレートとヘーゼルナッツの甘い香りが漂っています。
マンナー社は1890年から自社工場で良質の菓子を生産してきま
した。
中でも一番のヒット商品がマンナー・ウエハースです。
ヘーゼ
ルナッツ・カカオクリームをはさんだオリジナルのナポリターナー・
ウエハースの世界的なサクセスストーリーはウィーンで始まりまし
た。今ではウィーンを代表するお菓子になっています。
1つのパッケージは10個入り－マンナーには驚くべき事実が10あ
ります。

• 世界では2秒ごとにマンナー・ウエハースのパッケージが2
つ食べられています。何と、1時間で72，000個。パッケージ
を並べると3,528メートルにもなり、
これはウィーンのシュ
テファン大聖堂の高さの26倍です。
• マンナーのウエハースは一番有名なウィーン土産の一つに
数えられます。
シュテファン広場にあるマンナー直営店だけ
で毎日およそ4,000個のパッケージが販売されています。
• マンナー・ウエハースは一口サイズにカットされています。成
功の秘訣のサイズは49×17×17ミリ。
• かつてヘーゼルナッツはナポリ周辺で採れたものを使って
いたために、
マンナー・ウエハースには「ナポリターナー・ウ
エハース」
という名前が付けられています。
• シュテファン大聖堂はマンナーのロゴの一部になっていま
す。
シュテファン大聖堂を商標登録して使用できる企業はマ
ンナー社だけです。
• 大聖堂との絆の印として、
マンナー社はシュテファン大聖堂
の石工職人の賃金と付帯費用を出しています。この職人
は、一般的なブルーの作業着ではなく、
マンナーカラーの作
業着を着ています。
• 世界的に知られているマンナーのピンク色は創立当初から
変わっておらず、2019年に正式にパントーン社の色見本に
加えられました。

• マンナーのように自家焙煎のカカオ豆から直接チョコレー
トを製造しているメーカーはほとんどいません。
また、
マンナ
ー・ウエハースは以前からビーガン仕様でした。
ビーガンと
いう言葉が広まるはるか昔から・・・
• ウィーンの地元っ子にとって、
マンナー・ウエハースが売られ
ていないソーセージ屋台は本物のソーセージ屋台とは言え
ません。
ホイリゲや映画館でも同様です。
• 定番のヘーゼルナッツ入りのチョコクリームは昔から何も
変わっていませんが、マンナー・ウエハースではラズベリー
からコーヒー味まで様々なフレーバーのものが登場しまし
た。現在はレモン、
ココナッツ、ヴァニラそしてチョコクリー
ム味があります。
しかし、オリジナルに勝る味はまだ登場し
ていません。
www.manner.com

一口サイズの4層のヘーゼルナッツ・カカオクリーム
をはさんだ5層のウエハース。

ブルーの代わりにマンナー・ピンクの作業着の職人：
シュテファン大聖堂で作業するウィーン一甘い石工職人。

ウ
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今、
ジークムント・フロイトは避けて通れない人物です。
ウィーンにある
「彼の」博物館はリ
ニューアルオープンし、Netflixでは若き日のフロイトを主人公とする新シリーズが世界中
に配信されます。野心的な医者が、
ウィーンから人間に対する考え方に大変革をもたらす
科学のポップスターになるというストーリーです。

文：シュテファン・ミュラー

ジークムント・フロイトは精神分析学の創始者であり、
今日もウィーンに影響を及ぼしている。

Netflixの新シリーズ「フロイト」
でロバート・フィンスターがジークムント・フロイトを演じる。

1876年春、19才の医学生のジークムント・フロイトが将来、偉大な
学者そして
「ウィーンの心」
の研究者になる兆候は全くありませんで
した。
むしろ逆で、
フロイトは初恋で失恋したために叩きのめされ、生
活は貧しく、
そんな中でトリエステの動物園で解剖刀を使ってウナギ
の睾丸を見つけようとしていました。
この時のフロイトの熱心な様子
に解剖の先生は感心していました。1881年には下等魚類の脊髄神
経に関する学術論文を書きました。
今日、
フロイトは世界中で知られ、最も引用される学者の一人であ
り、
その名声は現在も健在です。特に中国において人気が高まってい
ます。
フロイトが120年前に執筆した
「夢判断」
はかつてないほど注
目されています。更に、2020年5月にはウィーンのフロイト博物館が
リニューアルオープンし、映像ストリーミング配信最大手のNetflixが
2020年春にオーストリア発のシリーズを世界30か国、1億4800万
世帯に配信します。新シリーズ「フロイト」
では若き日の、未完成の男
性が休む間もなく自分の理論で世間とぶつかる様子が描かれます。

「彼は天才だった」

ジークムント・フロイト博物は2020年5月にリニューアルオープン。

ウ
ィ
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ベルヴェデーレ下宮では2020年10月23日から
2021年3月7日まで
「ダリ－フロイト」展を開催
フロイトの影響を受けた偉大なシュールレアリストを
取り上げます。
レンヴェーク6番地、1030ウィーン
www.belvedere.at

魚の研究ではあまり成果を上げることができなかったために、
パリ
留学の後1885年、精神病理学に目を向けるようになり、次第に人
間の精神構造を解明していきました。
これは大胆な行為でした。欲
望と攻撃性、衝動の抑圧とノイローゼ。人は自己をコントロールして
いるのではなく、無意識が私たちとメリーゴーランドに乗り、他の人
について知っていると思っていることは、実は氷山の一角に過ぎない
といったことを、
いったい誰が聞きたいと思うでしょうか。
フロイトが
開けてしまった深層の扉はすべてを変えてしまいました。芸術も、学
問も社会も、
そして人間のイメージも。
ウィーンのジークムント・フロイト私立大学初代学長のアルフレッド・
プリッツ教授は
「時は熟しており、
フロイトは天才だった」
と明確に述
べました。
「フロイトは現代の精神を理解する上での中心的な人物で
す。彼には弱みもありましたが、彼をトータルな意味で歴史的な人物
だったと受け止めるべきです。私たちの専門分野で彼に匹敵する人
物は世界中にいません」。
これも2021年と2023年におよそ9000
人が出席する神経医学と精神療法の学会がウィーンで開催される

理由の一つでしょう。精神分析の基礎理論を確立したのも偉業の
一つです。
「相手を尊重する特別な関係によって、人は生きやすくな
り、
また、治癒できることも彼は示しています」
とプリッツ。
ベルクガッ
セ19番地にあるフロイトの診療所の門をくぐった多くの
「頭のおかし
い」人たちに、
フロイトは治療器具としてのカウチ
（寝椅子）一つと話
すことだけで、気持ちを楽にさせることができました。

フロイトの遺志

1900年前後のウィーンには、
フロイトが確立した治療方法を実践で
きる精神が存在していました。将来につながる優れた研究者は他に
もいましたし、
もちろんフロイトにも先駆者はいました。
しかし、彼が
新しい基準を作ったのです。彼の遺志は、偉大なマエストロの周りに
群がっていた
「弟子」
たちに受け継がれていきました。
ヴィクトール・フ
ランクルは人生の意義（生き甲斐）
を研究の中心に据え、
マリエンガ
ッセ1番地には彼の博物館があります。
フロイトは存命中からヨーロッパ、北米・南米でよく知られていまし
た。
それでも、
内部離反と損なわれた人間関係に苦しめられ、毎日
仕事の後に自己分析をおこなっていたフロイトは自己不信に悩ま
されていました。精神分析という彼の新しい
「非科学的」理論に対
する批判は収まる気配はありませんでした。
その分、信奉者たちは
彼を益々尊敬するようになったのです。死後、彼は揺るぎない名声
を確立しました。
きっと、Netflixでシリーズの主人公になったこと
を喜んでいることでしょう。

ジークムント・フロイト博物館
ベルクガッセ19、1090ウィ
www.freud-museum.at
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モダンタイムズ
ウィーンはすでに100年前にデザインの町でしたが、現在もそれは変わってい
ません。特にユーゲントシュティールの時代とウィーン工房の影響は色濃く残っ
ており、街の大きな特徴の一つになっています。
この遺産は現役のクリエイター
たちにとってもインスパイアされる環境を作っています。
ウィーンのデザイナー
たちは伝統と戯れ‐あるいは意識的に距離を置いています。
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磁器工房ファイネディンゲ*の店内は目の保
養になる。

文：スザンネ・カッペラー

ヨーゼフ・ホフマンのデザインによるアウガルテンのメロンシリーズ
は人気のある土産品。

町はずれのアート
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ストリートアートのスーパースターのニコスはシュ
ピッテラウでフロイトを
「解剖」。

ケルントナー通りにあるエステライヒッシェ・ヴェルクシュテッテン
（
オーストリア工房）
では伝統が現代と出合います。
ユーゲントシュティ
ールやウィーン・モダンのクラシカーに若手のデザインが加わってい
ます。100年前にヨーゼフ・ホフマンがウィーン工房のために考案し
たデザインによるロブマイヤーのグラスやアウガルテンの陶磁器そし
てバックハウゼンのテキスタイルの横には、
マノ・デザインのコンテン
ポラリーな磁器、
グラスヒュッテ・コンプロイの花瓶そしてミュールバ
ウアーの帽子も置かれ輝いています。
ホーフブルク王宮のインペリアルショップには伝統工芸の織物と伝
統的デザインを取り込んでいる若手デザイナーの製品などが豊富
に揃っています。
クラシカルなデザインと並んで、
トーネットの椅子
の籐の座面模様をモダンにアレンジしたサガン・ヴィエンナのバッ
クが目をひきます。
また、…セッド・ザ・フォックスはヨーゼフ・ホフマ
ンにオマージュを込めて、彼のモチーフをポーチなどの小物バックに
使用しています。
MAK－オーストリア応用美術博物館はデザイン・ミュージアムでも
あり、
ウィーン工房のアーカイブを収蔵しています。
このためMAKの
デザインショップにはウィーン工房のモチーフのメモ帳からウィーン
のデザイン集団モストライクリーがアウガルテン磁器工房のために
デザインした動物の形をした塩・コショウ入れまで素晴らしいオー
ストリア・デザインの商品が揃っています。
アトリエ見学と陶磁器が好きな人は、
アウガルテン磁器工房を直
接覗いてみることをお薦めします。4区のファイネディンゲ*や16区
のマンノ・デザインといった小さな工房も一見の価値があります。

大規模な
「美術館」
そしてほとんどのギャラリーはウィーンに中心
部に集中しています。
しかしながらウィーンでは、町はずれの芸術
シーンも賑わっています。

公共交通が非常に充実しているために、
ウィーン中心
部から郊外へも簡単に行けます。
わざわざ行く甲斐が
あります。
ギュルテルと呼ばれる環状道路よりも外側に
移転するギャラリーや若手アーティストが作品展示会
場として利用するオフスペースが益々増えているためで
す。現在ホットスポットの一つとなっているのが16区の
オッタクリンガー・ビール醸造所の裏手にあるオフスペ
ース
「ディ・シェーネ」。工場の2階にある広さ400㎡の
多目的スペースは、
ギャラリー、実験スペース、生産ワー
クショップそしてアトリエに使われており、1階にはコン
テンポラリー・アートのオンラインショップのプラット
ホーム
「クンスト・アプ・ヒンターホーフ」
のショップも
あります。
ここでは新進のコンテンポラリー・アートの
作品が購入できます。運営者のソニヤ・ガンスベルガ
ーとフロリアン・アッペルトはオッタークリングに移っ
たことを後悔していません。
「すでに成功している芸術
と適度な
「安全距離」
を置いているこの場所が気に入

っています。新しい、伝統にとらわれないものをスター
トしたかったので」。
デメリットは限定的だと言います
「中心部のすぐ近くにないということは、
クリエイティ
ブになるためにはプラスです。色々なくふうによって、
通りすがりの人がいない点を補っています」
15区にはAAコレクションズが、
また18区にはフレヴァ
イン・カザクバエフが移転して来ました。10区にあるパ
ン工場にはいくつもアートスペースやギャラリーが入っ
ています。16区のイッペンプラッツでは、
もと屋内市場
だった場所がプルンネンパサージェと呼ばれる多目的
スペースになり、演劇、
ダンスから音楽イベント、展示会
そして映画上映会など年間400以上のイベントが開催
されています。更に20区のニュー・ヨルグとMz*バルタ
ザールス・ラボラトリーという二か所のオフスペースで
は、奇想天外なアートが見られます。
ストリートアートの芸術家たちもウィーンの郊外にある
区に目をつけるようになりました。ヘルンアルザー・ギュ
ルテル13にアーティストのゴリフが描いた25×15 m
の壁画（17区）
はまだ描かれたばかりです。
イッペンプ
ラッツの周辺でもいくつものストリートアートが見られ
ます。
ブラウンヒルシェンパーク
（15区）、
クエレン・シュ
トラーセ156（10区）、
ブロートファブリック
（10区）
と
ギルスターガッセ10（12区）
にも見ごたえのある作品
があります。

ギャラリー「ディ・シェーネ」
の展示会。

文：ロバート・サイデル
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ウィーンは住み心地がいいだけではありません。多くの動物
の生息地でもあります。特にミツバチは年間を通して街中で
食糧にありつくことができます。
ミツバチの世界を知るため
に、
ビオの養蜂家を訪問し、
マリア・テレジアの時代から盛ん
な黒黄の縞模様のミツバチの飼育に光をあてました。

ウィーンにはミツバチなどの益虫のために植えられた花壇が至
るところにある。

ミツバチには年齢を推定できる小さな
「目印」
がある。
この働き蜂はまだ毛が多いため、非常に若い。

文：カロリーネ・ガシエンチア‐ブリヤク
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ウィーンではよく踊ります。舞踏会ではスタンダードダンスを、
イム 市も公園の芝を自然のままに育て、
エコ農業によってミツバチを支
プルスダンス・フェスティバルではコンテンポラリーなダンスをそし 援しています。
ウィーン市内のヒルシュシュテッテンの花の庭園、
ゼ
てミツバチの巣ではワイルドに揺れながら。
ハチミツも伝達手段と ーシュタット・アスペルンそして中央墓地など市内の色々な場所に
してダンスするのです。
ダンスによって仲間に周辺の食糧がある場 ミツバチの巣があります。
ウィーン中心のウィーン国立歌劇場、
セセ
所を伝えています。
ッシオン
（分離派会館）、美術史博物館そして市庁舎といった名所
ミツバチのダンスを発見したのはウィーン出身の研究者カール・フ の屋根にもミツバチの巣があります。
ォン・フリッシュでした。本人はダンスが上手だったかは定かではあ
りません。彼の情熱はミツバチに向けられていました。
ミツバチの生
ヴィラ・エルブセでミツバチは幸せに暮らす
態におけるこの画期的な発見によって、1973年に動物行動学者の ビオ養蜂業「ヴィラ・エルブセ」
でミツバチの世界に浸ることができま
コンラート・ローレンツとニコラース・テニンベルゲンと共にノーベル す。23区の中で、
自然のままの庭園を持つ古い家に囲まれた地域に
生理学・医学賞を受賞しました。
緑色のファサードのヴィラはあります。
これよりも200年前に、何と女帝マリア・テレジアがミツバチに関心 「ミツバチの主な仕事には周辺の偵察があります。餌を求めて3キ
を寄せていました。女帝は1769年に世界初の養蜂学校をウィーン ロ離れた場所まで飛んでいきます」
とヴィラ・エルブセの養蜂家の
に創立しました。
当時の養蜂学校校長であり宮廷養蜂マイスターで マーティン・アッシェはウィーン・ジャーナルのインタビューで話し
あったアントン・ヤンシャの記念銘板がアウガルテンにあります。世界 始めました。
ミツバチは花蜜そして花粉が大好きですが、
周辺で十
ミツバチの日にヤンシャの誕生日の5月20日が選ばれましたが、
これ 分に見つかります。
このおかげで近隣の果樹は受粉されるという嬉
ほどふさわしい日は他にあるでしょうか？ミツバチが私たちの生態系 しい効果もあります。
と経済にとっていかに大切であるかを強調するために、国連は2018 「僕は生まれながらの養蜂家と言えるでしょう。父も庭にミツバチの
年にこの日を正式に世界ミツバチの日と定めました。
巣を置いていましたから」
とアッシェ。最初のミツバチの群れはマー
ティン・アッシェに向かって飛んで来ました。飛び立ったミツバチの
200万都市
分蜂の群れは法律上誰も所有していないので、
このミツバチは捕獲
ウィーンにとってもミツバチは大事です。
ミツバチはウィーンの上空 して飼育することができます。
そこでアッシェはバーテンダーの仕事
を飛んでいると言えるでしょう。
ウィーンは、
ミツバチに理想的な生 を辞め、養蜂家に転職しました。
ビオ養蜂家は話の途中で度々
「ミツ
息地を提供する努力を続けています。都会がミツバチに最高の生活 バチは自然に近い状態での飼育がとても重要」
と強調し、私たちのた
条件を提供していることを知る人はあまりいません。特にウィーンの めにミツバチの巣を一つ開けてくれました。何と防護服も着ないで。
ように緑の多い都会が。
ウィーンは緑地の割合が多く
（53％）、
また 黄金色のハチの巣を見せてくれながら
「ミツバチが髪の毛の中に入っ
緑化された屋根やテラスそして植物の植わっているベランダが無数 て来るのだけはいやだ」
と若い
「ミツバチ父さん」
は話してくれました。
にあり、年間を通してミツバチに食糧を提供していることになります。 夏の間は、早朝から夜遅くまでミツバチの世話をしたり、
ウィーン市
およそ700人の養蜂家はこれを利用して、夏の間およそ2億匹のミツ 内と周辺で所有している100以上の巣箱からハチミツを採ったりま
バチを街中に飛ばしています。
す。1個の蜂の巣箱からは一年に最高30キロのハチミツが採れます。
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ミツバチは色が識別できる。
このためミツバチが正しい
巣箱に戻れるように、入口は色分けされている。

ヴィラ・エルブセ ビオ養蜂業
フランツ・ガスラーガッセ16、1230ウィーン
+43 680 206 79 08
honig@villaerbse.at
www.villaerbse.at

パートナーのヴェレーナ・マニエはミツバチのマネージャーで、テ
イスティングのためにハチミツにベリー類や花などを使った豊
富なバリエーションを用意してくれましたが、
これが実に美味し
いのです。
隣の家までは数メートルしか離れていません。
それでもアッシェのミ
ツバチは大人しいため、
ここでは誰も怖がることはありません。
ミツ
バチのブンブンと鳴る音と特別な香りに気持ちが落ち着きます。
マ
ーティン・アッシェは、
これはフェロモン、
ハチミツの香りそして花粉
によると説明してくれました。
アピス・メリフェラ‐西洋ミツバチ‐は、
特に丈夫で大人しいことで知られるとのこと。
そこで私たちはマー
ティン・アッシェが更にミツバチのことを話してくれている間にハチ
の巣の中をもっと近くから観察しました。
明日もミツバチの作業は、
ミツバチが食糧を探すために巣から飛び立
つ早朝5時から始まるために、私たちもそろそろこことお別れをしな
ければなりません。
ミツバチの行動は永遠に繰り返されます。
どこか
で食料が見つかると、再びダンスをし出します。

マーティン・アッシェは2013年から熱心な養蜂家であり、
できるだけ自然に
近い方法でミツバチを飼育。

隣家はすぐそばに建っているが、何千ものハチが餌を
求めて群れで飛び立っても、誰も怖がる必要はない。

ウィーンを流れるウィーン川
ウィーンとも呼ばれているウィーン川は治水工事が行われるはるか昔からウィーンの日常生
活の一部でした。以前は流れの激しかったウィーン川がまっすぐに流れるようになると、街の
人々の生活そして地下でもその影響は増していきました。流れの激しいワイルドな川から静か
な町の川になっただけではなく、
自然の川へと変貌を遂げました。
ウィーン川は治水工事によって現在のようなまっす
ぐな姿になる前は、勢いのある水力を、水車などを
動かすために利用していました。
ウィーン川が町の
名前の由来になっているのかもしれません。
ウィー
ンの名称が記録に初めて登場するのは、881年の「
ヴェニアンの戦い」です。
ヴェニアンは森の小川とい
う意味です。
穏やかな川は、
ウィーン・チンズホイゼルンからはコ
ンクリートの暗渠を流れ、
ドナウ運河へと流れ込ん
でいます。
ウィーン川の水源は美しいウィーンの森の
カイザーブリュンデルです。皇妃シシーはコーヒーを
飲むために、特別に美味しいここの水をわざわざシェ
ーンブルン宮殿まで運ばせていました。それとも体の
中から美しくなりたいと思っていたのでしょうか？こ
の湧き水は現在もキレイになる効果があると言われ
ています。
ウィーン市の西の境界にある13区では、
自然な川で
あることが実感できます。技術者と生物学者はこの
一帯の川を元の状態に復活させることで一致したの
です。
これによって川岸を自然に近い状態に戻し、動
植物の生息地になっています。全長7㎞あるウィーン
川遊歩道は河川敷にあり、
この緑のオアシスの中を
通っています。細い流れを見ただけでは、激流である
ことがにわかには信じられませんが、河川敷には27
の標識があり、川の水位が一定の高さに達すると直
ちにプロナードから離れなければなりません。
ウィー
ン川の水量の調整によって、町全体を洪水から守っ
ているのです。激しい雨が降ると、短時間で激流に変
わる場合があります。

文：カロリーネ・ガシエンチア・ブリアク

動物にとっても市内はとても居心地がいい。特にウィーンを流れる川は
水鳥や魚の生息地となっている。

川に沿って市の中心方面に歩いていくと、川は突然視
界から消えます。
その先からウィーン川は暗渠を流れ
ているのです。
そして、
ナッシュマルクト近くのウィーン
の下水道はハリウッド映画の名作「第三の男」
に登場
し、世界的に知られるようになりました。
ウィーン川が再び地上に顔を出す市立公園には1906
年に完成したウィーン川玄関口の建造物があります
が、
これは建築家フリードッヒ・オーマンの設計により
ます。
この辺りの河床はコンクリートで固められたモノ
トーンな印象を受けますが、
ここにも白鳥、鴨や色々な
魚が泳いでいるのが見え、
ウィーン川が自然の川であ
ることがわかります。
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ウィーンにはひと目につかない場所も多く、簡単には見つかりません。
ところがこういった
「ウィーンの生活の舞台」
は一見に値するのです。
こ
こでは、
ウィーンの特別な時間を体験し、素のままの、信じられないほ
ど、本当に信じられないほど美しい本物のウィーンが実感できます。
そ
して、
自分自身が主人公になれるのです。
－The stage is yours!

色とりどりの家
オットー・ワーグナーが設計し、
エルンスト・フックスが改装。
ウィーンの森のはず
れ、
ヒュッテルベルク・シュトラーセ26番地に建つユーゲンシュティールの至宝の
ヴィラほどカラフルで華やかな建築にはなかなかお目にかかれないでしょう。
ワー
グナーの時代には、
グスタフ・クリムト、
アドルフ・ロースそしてグスタフ・マーラーと
いった巨匠たちが出入りし、伝説となっているサマーフェスティバルやサロンが開
催されていました。1970年代初めにエルンスト・フックスがここを買い求め、現実
離れしたアイデアをヴィラに加えていきました。
エルンスト・フックスは文字通りフ
ァンタスティックリアリズムの創設者の一人であり、
ヴィラの一部は建設当時のま
まに保ちながら、一部は自分のイメージに合わせ改装し改築しました。
ヒュッテルベルク・シュトラーセ26、1140ウィーン

瞑想車両D
ウィーンでは路面電車に乗って瞑想することだってで
きます。路面電車D線はおよそ40分で市内の喧騒を
離れ、重要な観光スポットの一つ、
ブドウ畑が広がる
ヌッスドルフへと通じています。
まず、D線の車両に座
り目を閉じて深呼吸をした後、瞑想にふけってくださ
い。
ヌッスドルフに到着する少し前に、右手を軽く持ち
上げ、肘を肩の方に90度曲げてみてください。
そして、
到着した後すぐに手にするワイングラスの感触を想像
してみてください。
もう一度深呼吸をして
「プロースト」
！と言った瞬間に瞑想は終了です。
始発駅：アルフレッド・アードラー・シュトラーセ、
1100ウィーン
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アウガルテンのモノリス
まるで警告の碑のようにウィーン市内には６基の高射
砲塔がそびえています。第二次大戦の際に対空防衛の
ために屋根に高射砲を設置したためのものでした。思
い出したくない時代のことを思い出させる遺構です。高
さ55mある砲塔のうちの2基がフランス式の並木道に
囲まれたウィーンのバロック式庭園の中に立っていま
す。夏には塔が作る日陰でピクニックし、
周辺にはジョ
ッギングする人あるいは遊んでいる子どもたちもいま
す。
コンクリートの壁があまりに厚いため、
この遺構を
爆破解体することができないのです。
オーベレ・アウガルテン・シュトラーセ1、
1020ウィーン

ロッサウア・レンデン
ウィーンでフィットネス・スタジオに通う人、
それは自己
責任。本格的にタフな若者たちは
「マッスル・ビーチ」
と
呼ばれるドナウ運河のロッサウア一帯でトレーニング
をしています。隆々とした筋肉。誰が一番多く懸垂がで
きるかのバトルを毎日繰り返しています。
マッチョな男
性の遊び場になっています。
ここを散歩する人あるいは
U4号線に乗ってここを通過する人は、
この特別なマッ
スルショーを近くから楽しめます。
U4ロサウアー・レンデ駅下車、1090ウィーン
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神経の細い人にはおススメしません
もしも愚者の塔の壁に口があるなら、話したいことが山ほどあるでしょう。神経の細
い人はほとんどの話には耐えられないでしょう。愚者の塔は1784年に精神病患者
のために建てられました。現在、
ここには精神病患者はいませんが、今も誰もが楽し
める場所ではありません。
およそ5万の標本を保存しており、病理学－解剖学の標
本としては世界最大です。通路や部屋には先天性欠損や疾患を示す標本があふれ
ており、学生や医者が疾患の研究をする際に参考にしています。
ウィーン市民の中
には死後、検体として体の一部を提供する人もいます。
－これもいつまでも記憶に
残るための、
ウィーン式バリエーションの一つ・・かもしれません。
シュピタールガッセ22，1090ウィーン

健全な世界のプラネタリウム
スノーグローブはウィーンで発明されました。発明したのは
3代目アービン・ペルツィーのおじいさんで、実験をしていた
際の偶然の産物でした。
これによって1900年に最初のウィ
ーン・スノーグローブが誕生しました。人工雪の原料は厳し
い企業秘密です。現在、3代目アービン・ペルツィーがシュテ
ファン大聖堂、
シェーンブルン宮殿そして大観覧車に雪を降
らせています。
ウィーン・スノーグローブ・ファクトリーとミュ
ージアムはヘルナルスにある古い建物の中にあります。
アメ
リカの前の大統領バラック・オバマにもウィーンのスノーグ
ローブが贈られました。
シューマンガッセ87、1170ウィーン

ユーゲンシュティールの中で泳ぐ
労働者地区の中にある公共の高級プール？－ 1926年にアマリエンプールがオ
ープンした当時、住民たちは喜びそしてびっくりしました。外からは見事な中の様子
は想像することもできません。
プールは色鮮やかなアール・デコの要素を取り入れ
たユーゲントシュティール様式です。更衣室も洗練されており、
タイルやモザイクの
一部は現在もオリジナルのものが使われています。特にガラスの天井から空を眺め
ながらの背泳ぎは格別です。以前はこの屋根を車のルーフの様に開けることができ
ました。
かつてのアマリエンプールはカブリオレ・プールだったのです。
ロイマンプラッツ23、1100ウィーン

ウィーン アクア・カルチャー
旧ドナウ川の魅力は今も健在です。
川に沿った長い浜で一日を過ごせば、
まるでリ
ビエラで休暇を過ごしているよう。違いは、
ウィーン中心部から地下鉄U1号線に
9分も乗れば目的地に到着できる点だけでしょうか。
いくつも桟橋が川に伸びてお
り、青々とした芝生といくつもの公共の水浴場があり、
日光に飢えた人たちを楽しま
せてくれます。
モダンなドナウシティーのスカイラインを眺めながら、長い晴れた日
の締めに典型的ウィーンの浴場のビュッフェスタイル・バーベキューが楽しめます
が、
ここでグリルされるのはチキンだけではありません。
アルテ・カイザーミューレ、
レストラン・ラ・クレペリ、
レストラン・ビルナーあるいはボートハウスでは、
川を眺め
ながら、
パーフェクトな一日を終わらせることができます。
アルテドナウ

ドナウの対岸で楽しむ8分の1リットル
ウィーンの地元っ子はワインを飲むときにはシュタンメ
ルスドルフのワイン居酒屋ホイリゲに行きます。
ドナウ
川の対岸にあるこのワイン産地には、感じのいい古い
ワインセラーが並ぶ路地がいくつもあります。1960
年代の目立たない一軒家でトップのワイン醸造家た
ちのワインが楽しめます。
たどり着くのは大変ですが、
思ったほどではありません。
ショッテンリンクから路面
電車31号に乗れば、直接シュタンメルスドルフに到着
します。道中も目的の一つとはよく言ったもの・・・・目的
地で8分の1リットルのワインが待っていると思うと、
また格別です。
シュタンメルスドルフ、1210ウィーン

全体がモニュメント
カール・マルクス・ホーフは1919年から1934年ま
での赤いウィーンの時代を代表する労働者用の集合
住宅であり、
つながっている集合住宅としては世界で
一番長い建物です。全長1,100メートルの建物には
1,382世帯が入り、5,000人以上に住まいを提供し
ています。建築家カール・エーンの最大の課題は、住民
の生活の質を落とさずに、細長い土地を有効活用する
ことでした。
その結果できたのがこの芸術作品です。敷
地面積15万平方メートルのわずか18％にしか建物
は建っていません。残った部分は緑地、社会福祉施設
などが入っており、住民にとってマルクス・ホーフは町
の中の町となっています。
「洗濯場」
のミュージアムま
であり、
ここではウィーンの住宅史を紹介しています。
ハイリゲンシュテッター・シュトラーセ82‐92、
1190ウィーン

この他ウィーンの生活の様々な瞬間は
yourstage.vienna.infoでご覧いただけます！
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ウィーン訪問の
役に立つ情報

Vienna City Card
ウィーンの公式カード

ウィーン空港観光案内所

文
：
ヘ
ル
ガ
・
ゲ
ル
ブ
ル

現地で行き先を決める場合も、事前にウィー
ンで何をするか計画を立てる場合も、Vienna
City Card はウィーン市内を巡る際の便利で
役に立つカードです！
ベーシックなカードには24，48、72時間有効
な3種類があります。市内の公共交通機関は
乗り放題になり、美術館、観光名所、
レジャー
やスポーツ、
レストラン、店など200か所以上
で割引などの特典があります。家族にとっても
魅力的。Vienna City Card 1枚に付き、15
才未満のお子さん一人が無料で交通機関を
利用することができます。

空港からの移動の際に利用

現地で様々なサービスを提供する
観光案内所
飛行機で到着する場合にはウィーン国際空港の到着ロビーにある観光案内所が、
また列車で到
着する場合には中央駅の観光案内所がウィーンで最初に立ち寄る場所ということも多いでしょ
う。観光案内センターは旧市街の国立歌劇場近く、
アルベルティーナ広場にあります。観光案内
所の熱心なスタッフは毎年およそ100万人のウィーン観光客に様々なサービスを提供し、
また
専門的な相談にも応じています。
ここでは市街地図や各種パンフレットを無料でもらえ、人気の
あるVienna City Cardも購入できます。
アルベルティーナ広場にある観光案内所では観光や
文化的イベントのチケットサービス、無料のWLANもあります。

ウィーン旧市街
の観光案内所
アルベルティーナ広場と
マイゼーダーガッセの角
毎日9－19時

ベーシックカードに空港までの往復のモジュー
ルTRANSFERをオプションでブッキングでき
ます。空港から市内へのアクセスにはCAT（シ
ティ・エアポート・トレイン）、
オーストリア連邦
鉄道 (ÖBB) のレールジェット
（追加料金なし
でファーストクラスを利用可能）
とＳ７の急行そ
してウィーン・エアポート・ラインのバスの方法
があります。
シティ・エアポート駅ウィーン・ミッ
テ/ランドシュトラーセにおいて、CAT利用の有
無にかかわらず、
ほとんどの航空会社のシティ・
チェックインがおこなえます。

購入場所

Vienna City Cardは17ユーロから、市内各所
（観光案内所、ホテル、公共交通機関「ヴィー
ナ・リニエン」
の切符売り場）
で購入できます。
またはshop.wien.info からオンラインで、
も
しくは出発前にVienna City Card アプリで
購入できます。Vienna City Cardアプリはド
イツと英語でiOSとアンドロイドから無料でダ
ウンロードできます。
その他Vienna City Cardの詳しい特典は
www.viennacitycard.at をご覧ください。

快適な観光

モジュールTRANSFER以外にもモジュール
TOURをブッキングすることができます。
これ
にはビッグバス・ヴィエナの24時間乗り降り自
由なホップ・オン・ホップ・オフのバスチケットと、
ガイド付き散策ツアーが含まれています。

ウィーン国際空港
の観光案内所
到着ロビー
毎日 7－22時

www.wien.info
13か国語の旅行ガイド

ウィーン中央駅
の観光案内所
オーストリア連邦鉄道
（ÖBB）
のインフォポイントの中
毎日 9－19時

www.wien.infoではあなたがウィーンについて知りたい情報の多く、
あるいはす
べてが見つかります。
このヴェブサイトでは観光、
レジャー・スポーツ、
レストラン
とショッピングに関するヒント、必見の場所そして穴場まで様々な情報を提供し
ています。
とっておきの情報もyourstage.wien.info（本ウィーン・ジャーナルの
20/21頁にも掲載）
で入手できます。LGBTの観光客はLGBT.wien.infoでこのコ
ミュニティーのホットスポットについて知ることができます。events.wien.info
には5000以上のイベントが掲載されており、
ドイツ語か英語のニュースレター
では出発前に、あるいは次回のウィーン旅行のための情報が入手できます。
ぜひ、newsletter.wien.infoをお申込みください。

出発前に個人的に問い合せをしたい人のために、
ブ
ッキングサービス Wien Hotels & Infoがありま
す。
スタッフはウィーンを熟知しており、貴重な情報を
提供し、
ホテル予約をする場合もお手伝いします。

WIEN HOTELS & INFO
月曜日から金曜日 9－17時
Tel: +43-1-24 555
info@wien.info

ウィーンはソーシャルメディアにも

評価して当てよう

アドレスは

ウ
ィ
ー
ン

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
#ViennaNow
ウィーンオンラインは www.wien.info

SURVEY.VIENNA.INFO/VISITOR

において、
ウィーンの素晴らしい見どころが満載です
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ウィーン冬の夢
文：アンゲリカ・レヒナー

町の冬は物悲しくて、灰色？それはウィーンにはあてはまりません！11月中旬から多くのクリスマス
マーケットが開催され、
キリスト誕生を心待ちにします。
クリスマスマーケットでは、温かいアルコー
ルの入ったプンシュ、美味しいクリスマス菓子そしてきれいなオーナメントが売られます。
ケルント
ナー通りやマリアヒルファー通りなどのショッピングストリートにはクリスマスイルミネーションが
点灯し、
ショッピングを楽しみます。
クリスマス当日にも色々催しがあります。特に子供向けには、
ウ
ィーン・クリスマスドリームではメリーゴーランドに乗ったり、
シェーンブルン宮殿のポルディーのク
リスマス工作ワークショップに参加したりすることで、
クリスマスの喜びが増します。
クリスマスが終
わると、次に大晦日をどのように過ごすかを考えます。
ハイライトの一つは旧市街やプラーター公園
で開催される賑やかなシルヴェスター街道。
その他ガラ・
ディナー、
ホーフブルク王宮の華やかなシルヴェスター舞
踏会、
コンサートホール、
オペラ座、今どきのクラブあるい
は居心地のいいバーでも、楽しく新しい年に滑り込むこと
ができます。滑ると言えば、市庁舎前広場には1月から3月
にかけて広大なスケートリンクが出現します。老いも若き
もスケート好きにとっては夢のパラダイス！スケートリン
クよりもダンスフロアが好きと言う人にとっては、1月と2
月がウィーンの舞踏会のハイシーズン。
ウィーナーワルツ
の4分の3拍子のリズムに合わせて踊りますが、
ディスコ
ミュージックも流れ、
ダンス好きをダンスフロアに誘いま
す。冬のウィーンで退屈することはないでしょう！詳しい情
報は winter.vienna.info多言語に訳されています。

イベント・ハイライト
ヴィエナ・メジャー

イースター・マーケット

2020年3月27日から4月14日まで開催されるウィーンのイース
ター・マーケットでは伝統的なイースターの飾り、美味しい食べ
物と音楽プログラムが訪れる人を待ち受けています。子ども向け
のプログラムも充実しています。

シェーンブルン宮殿ウィーン・フィル・サマーナイトコンサート

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は2020年5月21日に、美しい
バロック様式のシェーンブルン宮殿をバックに、最高レベルの音楽
の喜びを、現地では大勢の聴衆に無料で、
そしてテレビ中継で世界
中の人々に贈ります。

ウィーンのドナウ・インゼルは2020年8月に再び国際ビ
ーチバレーボール・シーンのホットスポットになります。
第三回ヴィエナ・メジャーが開催され、世界のトップ選手
たちが全力で戦う姿に興奮します。

アルベルティーナ・モダン

アルベルティーナ美術館は2020年3月12日から改
修工事を終えたばかりのカールス広場のキュンスト
ラーハウスにおいて、現代美術およそ6万点のコレク
ションを披露します。広さ5000㎡ある新しい美術館
の名称はアルベルティーナ・モダン。
こけら落としには
「The Beginning. 1945から1980までのウィーン
の芸術」展が開催されます。

市庁舎前広場における第30回音楽フィルム・フェスティバル

30才になることは悲しいことではありませんし、
ウィーン市庁舎前広場
で開催される夏の人気イベントが30周年を迎えることも喜ばしいこと
です。6月末から9月初めにかけて、巨大なオープンエアのスクリーンに
はジャンルを超えた様々な音楽プログラムが上映されます。世界各国料
理の屋台も並び、訪れた人を楽しませます。

ウィーン・シティマラソン

2020年4月18日と19日は再び42,000人のランナーたちが走りなが
らウィーンの観光名所を巡る日となります。
マラソンコースはウィーン
市内の美しい名所を通るためで、途中多くの観衆が声援を送り、
また、
太鼓のコンサートなどの応援イベントも開催されます。

MUMOKにおけるアンディ・ウォーホル展

ミュージカル
「キャット」

ローナッハー劇場のプログラムでは
「ネコの音楽」
を予定して
います。2020年には息を呑むダンスシーンや素晴らしい衣
装、魅力的な舞台装置と興奮させる音楽で世界的に大ヒット
しているミュージカル
「キャッツ」
が上演されます。

mumok ウィーン・ルードヴィヒ財団近代美術館では2020
年5月1日から9月6日までアンディ・ウォーホルの2つの展
覧会を予定しています。mumokでは、定番の作品とはひと
味違った視点から世界的なポップアートのアイコンであるウ
ォーホルの作品を紹介。展覧会のキューレーターそしてイン
スタレーション・アーティストとしてのウォーホルの類まれな
才能も再発見できます。
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