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ウィーン美術史美術館 

世界10大博物館・美術館のひとつに数え

られる美術館

ウィーンのリング通りにあるウィーン美術史美術館の建物は、ハプスブルク

帝国のコレクションを収納する美術館として、計画され建設されたものです。

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が19世紀末に、ハプスブルク家の皇帝や芸術の

庇護者たちが600年の間に収集した美術品のための、豪華絢爛な舞台装置を

作り上げました。

広壮な階段ホールのある豪華なエントランスホールは、まさに5千年にわたる

美術品を堪能する出発点です。

他では見られない美術の至宝を所蔵し、帝国の総合芸術として世界中の人々

に愛されています。

ウィーン美術史美術館には、リング通りの反対側にあるウィーン世界民族博物

館に加え、ウィーン帝国宝物館、ウィーン帝国馬車博物館も含まれています。

オーストリアで最も愛されている
美術館
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千の名作が語る
千の物語

オランダ・フラマン・ドイツ絵画の 

代表作

ブリューゲル、ルーベンス 、デューラー

美術史美術館の絵画ギャラリーは、世界でも有数の巨匠のコレクションとし

て知られています。美術史上の代表作が広々とした廊下に飾られ、知と感覚

の喜びを与えています。

ハプスブルク家の偉大な芸術の庇護者の知識と収集熱のおかげで、現在ウィ

ーンの絵画ギャラリーには、ピーテル・ブリューゲル（父）の世界最大規模

のコレクションがあり、「バベルの塔」や「農民の婚宴」といった必見の名

作が見られます。

ピーテル・パウル・ルーベンスの大祭壇画は、その圧倒するような力で見る

者を魅了します。ほかにもアンソニー・ファン・ダイクやヤーコブ・ヨルダ

ーンスといったフレマンの絵画も、17世紀の芸術作品の多彩さを豊富に見せ

つけます。

オランダ絵画にもすばらしい作品があります。特筆すべきはレンブラントの

大自画像やヤン・フェルメールの「絵画芸術」です。空間・光・色が調和し

たハーモニーはその右に出るものがなく、ご覧になればその世界に引き込ま

れてしまうでしょう。

アルブレヒト・デューラー作の皇帝マクシミリアン１世の肖像や「聖三位一体

の祭壇画」は、ルネサンスのドイツ絵画の質の高さを裏付けます。
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祭壇画の巨匠

イタリア・スペイン・フランス絵画

ティツィアーノ、ラファエル、カラヴァ

ッジョ

イタリアコレクションに通じる1階部分は、17世紀中ごろに完成しました。現

在では絵画ギャラリーに400の名作が並び、世界でも有数の重要なベネチア絵

画のコレクションとなっています。ジョルジョーネの「三人の哲学者」は、絵

の持つ雰囲気とさまざまな説で、現在でも見るものを印象付けます。ティツィ

アーノの作品は、すべての重要な創作時期を網羅しています。ベリーニ、チン

トレット、ヴェロネーゼはベネチア派を代表する画家です。

ラファエルの聖像画のような礼拝画「草原の聖母」は、その静けさと調和が

感銘を呼びます。ジョゼッペ・アルチンボルドの四季と四大元素のアレゴリ

ーは、独特なファンタジーの世界へといざないます。

カラヴァッジョ派の作品コレクションも、他の追髄を許しません。カラヴァ

ッジョ自身の作品としては「荊冠のキリスト」が展示されています。またカ

ナレットの描く18世紀のウィーンの街の生活風景も、当時の様子を生き生き

とよみがえらせます。

ディエゴ・ベラスケスの感動的な肖像画、「王女マルガリータ」も必見の作品

です。ベラスケスの秀逸な筆使いは当時ユニークとされていました。
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クンストカンマー

 

ハプスブルク家の  

プライベートコレクション

古代エジプト・オリエント・ 

コレクション　＆ 

古代ギリシャ・ローマ・コレクション 

 

芸術は果たして

いつから芸術となるか？ 

コインコレクション 

 

金は天下の回りもの

今も昔も

 

ハプスブルク家は600年以上もの間、オーストリアを治めてきました。その長

い時代の大部分は、神聖ローマ帝国の皇帝としてでした。戦争で成功した皇帝、

政治で成功した皇帝、また結婚相手として成功を収めた皇帝もいました。しか

し皇帝たちのほぼ全員が情熱をもったコレクターでした。遠い異国から異文化

の奇妙なもの、エキゾチックなもの、神秘的・魅惑的なもの、そしてその時代

のすばらしい美術品を集めました。

ベンヴェヌート・ツェリーニの「サリエラ」は、クンストカンマー・ウィーン

の最も有名な展示品と言えるでしょう。

古代エジプト・オリエント・コレクションでは、エジプトの墳墓に入り、副

葬品の中にあるかわいい青いカバをどうぞご覧になってください。その周り

には、6メートルの高さのパピルスの束をかたどった支柱やミイラ、石棺が

あります。

古代ギリシャ・ローマ・コレクションでは、3千年の歴史をたどり、キプロス

からギリシャを超えて古代ローマ、そしてローマ時代の現在のオーストリア

にあたる地域へと誘われます。「ゲンマ・アウグスタ」のような珍しい石の

彫刻をご覧になり、後期ギリシャ時代や民族大移動時代の発掘品、そして古

代ギリシャの壺やローマの手工芸品などのコレクションをお楽しみください。

美術館の3階にはコインコレクションがあり、古代から現在までのコイン、そ

して高価なメダルや勲章が収められています。70万点以上の陳列品で世界で5

指に入るコレクションとなっており、お金の歴史を通じてさまざまな時代の

変遷が見られます。

5千年分の美術品－ 
古代エジプトから
18世紀末まで
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ウィーン世界民族博物館

 

 

世界中から集められた文化財 

 

 

 

 

 

真珠の首飾りのような美しさ

エントランスホール 

（柱の間）

今日見られるウィーン世界民族博物館のコレクションは、16世紀にチロル大公

フェルディナント2世が世界中から集めた文化財が、その基礎となっています。

その中には、世界でも有名になったメキシコの羽根の頭飾りもあります。オー

ストリア皇帝フランツ1世は世界旅行に非常に興味を示し、19世紀の初めに、

かの有名な航海士ジェームス・クックのコレクションを買い上げ、また皇帝

の娘とブラジル皇太子との婚約時にはブラジル探検旅行の資金を提供しました。

皇位継承者の大公フランツ・フェルディナントは、サラエボで暗殺され、そ

の死が第一次世界大戦の発端となったことで知られていますが、存命中自分

の博物館を欲し、世界中で買い求めた無数の財宝を、新王宮のリング通り側

に増設されたコール・ド・ロジ形式の建物に収めました。そのコレクション

は今日でも新王宮で見学できます。

新しいコンセプトでまとめ上げられたコレクション展示が、2017年から始まり

ました。他では見られないみごとな14の展示室をご覧になれば、国境を越えた

テーマが自然と浮かび上がります。世界中から集められたまたとない文化財と

その解説が展示の中心です。解説は真珠の首飾りのように、流れるように美し

く並べられ、現代の観点から分析されています。

ウィーン世界民族博物館の中心部分は、ゾイレンハレ（柱の間）と呼ばれる、

重要文化財のエントランスホールです。ホールの出入りは自由、落ち着いた

雰囲気をもち、その息をのむほどの美しさは来訪者を博物館へと誘います。ま

た、博物館主催の催しやイベントで貸し出される場所としても使用されます。

新装したレストラン cook café & bistroからは、柱の間のすばらしい眺めを

楽しむことができます。

世界都市の世界民族博物館
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帝国狩猟・武器コレクション 

 

古楽器コレクション 

 

エントランスホールの回廊を通って、ウィーン美術史美術館の新展示室や二つ

のコレクションを収めた常設展示室へ行くことができます。

ウィーン帝国狩猟・武器コレクションは、この種のコレクションとしては世

界でも屈指の内容を誇り、特に騎士が戦いや競技会で着用したものが見られ

ます。きらびやかな鎧や高価で当時の流行の服装、豪華な武器、精巧に作ら

れた競技会用の装備を見れば、当時の贅沢な生活ぶりや、戴冠式、結婚式、帝

国議会、出征といった、宮廷で起こった重要な出来事が想起できます。宮廷

生活の一部であった狩猟、特に鷹狩についてのコーナーは、このコレクショ

ンの見どころです。

古楽器コレクションでは、音楽史の時代ごと、音楽家ごとに分かれた12の展

示室で、ルネサンスとバロック時代の楽器を代表とする世界でも貴重な品々

を通して見える音楽の世界が体験できます。オーディオガイドには楽器の音

色が多数あり、古楽器の音に親しむことができます。オリジナルから復元さ

れた楽器の中には、演奏可能なものもあります。

狩猟、騎士の競技、音楽
ハプスブルク宮廷での娯楽
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ウィーン帝国宝物館 

 

 

ハプスブルク家の王冠・財宝

西洋ヨーロッパの覇者

西暦800年にカール大帝が初代皇帝として戴冠した神聖ローマ帝国は、、1000

年以上の歴史をもち、古代ローマ帝国の皇帝たちが築き上げた伝統を受け継

いでいます。ハプスブルク家は、西洋ヨーロッパ・キリスト教圏の重要な支

配者として、ローマ・ドイツ皇帝の威厳を最も長く内包しています。1806年

まで続いた帝国は、ナポレオンの脅威により崩壊しました。当時の皇帝フラン

ツ2世／1世は、それを予見していたかのように1804年にオーストリア帝国を

築きました。その後帝国は1867年から1918年までオーストリア・ハンガリー

二重帝国として続きました。

ウィーン帝国宝物館は、ウィーン王宮内の中世時代に建てられたスイス宮にあ

り、現在のヨーロッパを形作ったすべての事象の痕跡が見られます。宝物館に

は宝石を散りばめた王冠が安置され、他にも皇帝の地位を象徴する品が見ら

れます。それは帝国の王冠、宝剣、王笏などで、西洋ヨーロッパ・キリスト

教圏の重要なシンボルを形成しています。そしてルドルフ2世が1600年ごろに、

個人的な私有の王冠として作らせたオーストリア皇帝の王冠は、19世紀のハ

プスブルク帝国の繁栄を物語っています。

他の代表的展示品には、金毛騎士団の財宝、15世紀のブルグンドの財宝、ま

たナポレオン皇帝の息子のゆりかごがあります。さらにハプスブルク家の皇

妃や皇女が使用した美しく魅力的な宝石や、皇妃エリザベートの使用した装

身具の一部が見られます。8世紀に造られた聖槍、かつて聖杯であるとされて

いた世界最大のメノウの杯、伝説の「一角獣」の角など、伝説に包まれた貴

重品をご覧いただけます。

こうした珍しい美術品や支配者の権威の証を所蔵していることで、ウィーン帝

国宝物館は世界でも有名な宝物館となっています。

ハプスブルク家の  
王冠や宝石  
西洋ヨーロッパの覇者の象徴
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ウィーン帝国馬車博物館

 

 

皇帝の馬車とシシィの衣装

シェーンブルン宮殿の庭園にあるウィーン帝国馬車博物館では、珍しい馬車が

オーストリアの歴史の旅へ導きます。マリア・テレジア、ナポレオンやフラン

ツ・ヨーゼフの馬車でその波乱の人生を追うことができます。

ひと際輝く華麗なバロック時代の皇族用馬車の周りを、ハプスブルク家の贅

沢な装飾が施された馬車、快適な旅行用馬車や子供用の馬車が囲みます。博

物館のハイライトは「シシィの小道」で、皇妃の馬車の他、唯一現存する皇

妃の乗馬鞍や「乗馬用チャペル」、そしてシシィが実際に着用した豪華なド

レスが展示されています。

皇帝の馬車と
皇妃の衣装
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ウィーンの伝統カフェ文化と 
またとない芸術体験を 
同時にお楽しみください

ウィーン美術史美術館の丸天井ホールにあるカフェ・レストランは、世界で最

も美しいレストランのうちのひとつに挙げられています。豪華な帝国時代の建

物の雰囲気をどうぞお楽しみください。

ウィーン美術史美術館の貴重なコレクションをゆっくり見て回り、クンストカ

ンマー・ウィーンの「サリエラ」や、絵画ギャラリーにある世界最大規模のブ

リューゲルコレクションをどうぞご覧ください。

ご鑑賞後は、絵画に囲まれたきらびやかなレストランで美味を満喫し、ウィー

ンのカフェ文化の醍醐味をご堪能ください。

高価な美術品に囲まれた美術館内の独特の雰囲気が、息をのむほど美しい建

物の中で魔法のようなひと時を作り出します。

ウィーン美術史美術館の丸天井ホール内にある高級レストランでは、毎週木

曜日に、特別のビュッフェ形式のディナーがお楽しみいただけます。コース

の一つ一つをいただきながら、館内のコレクションを見て回ることができま

す。ご希望ならガイドツアーに参加し、ハプスブルク帝国のコレクションの

世界に浸ってください。

帝国時代の

ウィーンのカフェ文化

丸天井ホールでの

グルメディナー

芸術と食文化
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人気のあるテーマ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供のためのガイドツアー

 

 

アトリエ

 

 

オーディオガイド

 

 

美術館とその無数のエピソードについて、われわれ美術館のスタッフ以上に熟

知している者はいません。スタッフが、さまざまなお客様のご要望とご要求に

合わせ、美術館のハイライトと興味深いエピソードをご紹介します。

ご希望により、個別のグループガイドツアーを組むことができます。お好みに

合わせることもできますし、特に好きなテーマを選ぶこともできます。

• ウィーン美術史美術館とハプスブルク家 

一般ガイド 

• 世界最大のブリューゲル・コレクション 

ウィーン美術史美術館の絵画ギャラリー

• ハプスブルク家の私生活 

ウィーン美術史美術館内のクンストカンマー

• ハプスブルク家の王冠や宝石 

ウィーン帝国宝物館

• 皇帝の馬車とシシィの衣装 

ウィーン帝国馬車博物館

全盲や視覚障害の方のためのガイドも行っています。この分野のガイドにお

いては世界トップクラスの見識があります。

すべての博物館において、子供の年齢に合わせたテーマつきガイドツアーがあ

ります。ご希望によりアトリエでの実演見学もつけられます。

ご自身の創造力を発見なさりたい場合、アトリエでのコースをお薦めします。

お子様や学生の方にもさまざまなコースがあります。

ウィーン美術史美術館グループのすべての博物館やコレクションで、各国語の

オーディオガイドがございます。ハプスブルク家の美術品についてや逸話、ま

た博物館の建物についても詳細情報を聞くことができます。

百見は一体験にしかず

美術品は語る
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あなたがイベント企画を内容豊かなものにし、招待客に特別なサプライズをし

たいとき、私どもは午前10時以前または夜18時30分以降に、お客様のためだけ

に、ウィーン美術史美術館の絵画ギャラリー、古代エジプト・オリエント・コ

レクション、クンストカンマーや古代ギリシャコレクション、そして有名な王

冠など君主の力を象徴する品のあるウィーン帝国宝物館を開けることができま

す。ほかにも羽根の頭飾りのような、人類学的・民族学的コレクションを保

有する世界民族博物館、鎧や武器のある狩猟・武器コレクション、また馬車、

そりや輿のあるシェーンブルン宮殿のウィーン帝国馬車博物館、クリムトの

「裸のヴェリタス」のある演劇博物館を、特別見学のためにご用意いたします。

オーストリア最大の博物館でのスペシャルナイトに、あなたのお客様を招待

しませんか？　美しい空間やイベント会場で、あなたのイベントが開催でき

ます。ウィーン世界民族博物館の帝国風のガラ・ディナー、演劇博物館の変

わった空間でのコンサート、ウィーン美術史美術館という会場自体が美術品

のような場所でのレセプションまで、私どもはお客様のご要望にお答えします。

50席を設けた会場での講演演から700人のお客様を迎えての立食カクテルパー

ティまで、一流の会場、料理、そして個性的な芸術と文化をご提供いたしま

す。ガラ・ディナー、製品発表会、コンサート、ワークショップ、セミナー、

講演会、記者会見、そして市役所式の結婚式も可能です。

パーティと芸術

特別ガイドと美術館の会場利用

開館時間外の 

特別ガイドツアー

 

 

あなたのイベントを帝国風に

EVENTMANAGEMENT

T +43 1 525 24 - 4030

EVENT@KHM.AT
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ホーフブルク王宮 

インフォ・センター 

 

ウィーン・インペリアル・ショップ

 

ホーフブルク王宮の敷地はオーストリアの歴史の中心舞台です。かつてのウィ

ーン王宮ほど、政治、行政、文化が交差した場所はほかにありません。

見どころの多い王宮周辺を見るには、ぜひ英雄広場にあるホーフブルク王宮イ

ンフォ・センターを出発点にしてください。ここでは、ウィーンの帝国の歴史

のみならず皇室の収集の趣向や才能を反映している立派な建物や財宝、展示品

について、知ることができます。

  

新装開店したウィーン・インペリアル・ショップはリング通りの王宮内にあ

り、以前の皇室御用達の製品やウィーン伝統工芸品がお土産としてお買い求

めいただけます。

品物を見れば、ウィーンの魅力、すばらしい品質、長い伝統がうかがえ、皇帝

や皇后を満足させた選り抜きの品であることがご納得いただけるでしょう。製

品はオーストリアで設計され、オーストリアの品質管理基準で丁寧に作り上げ

られウィーン・ホーフブルク王宮の皇室に飾られました。デザインはクラシッ

クからモダンまで、種類も小さな思い出の品から高価なプレゼントまでござい

ます。ウィーンの旅の思い出をどうぞお持ち帰りください。 

ウィーン・ホーフブルク王宮から
出発する旅

開館時間：毎日9時-18時

住所：Hofburg, HELDENPLATZ,

1010 WIEN  

INFO@IMPERIALSHOP.AT

WWW.IMPERIALSHOP.AT

T +43 1 525 24 - 3435
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Schloss
Schönbrunn

B

B

Heldenplatz

Hofb
urg

Ringstraße

52 53

B B

停留所：シェーンブルン宮殿前

駐車場：Schönbrunner Schlossstraße

詳細は www.busguide.at　を参照

地下鉄: U4 Schönbrunn または Hietzing

路面電車: 10, 58

バス: 10A

Kaiserliche Wagenburg Wien (ウィーン帝国馬車博物館)

Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

ウィーン美術史美術館グループの美術館・博物館内はバリアフリーです。車椅

子の無料貸し出しもあります。詳細はホームページ www.khm.at　まで。ご相

談は喜んで承ります。

バリアフリー

バスの停留所：ウィーン美術史美術館前

世界民族博物館へは徒歩2分

ウィーン帝国宝物館へは徒歩7分

バスの駐車場： Bellariastraße, Schmerlingplatz （徒歩10分）

詳細は www.busguide.atを参照

地下鉄：U2, U3 Volkstheater, U2 Museumsquartier, 

U1, U2, U4 Karlsplatz, U3 Herrengasse

路面電車：D, 1, 2, 46, 49, 71, ウィーン・リングトラム

バス：1A, 2A, 57A

Kunsthistorisches Museum Wien (ウィーン美術史美術館)

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Weltmuseum Wien (ウィーン世界民族博物館)

Heldenplatz, 1010 Wien

Hofburg Info Center & Imperial Shop Vienna 

(ホーフブルク王宮インフォ・センター & インペリアル・ショップ・ウイーン)

Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien 

Kaiserliche Schatzkammer Wien (ウィーン帝国宝物館)

Hofburg, Schweizerhof, 1010 Wien

公共交通機関

公共交通機関

住所

住所

観光バス 観光バス

美術館・博物館までのアクセス
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コンタクト マルクス・クスタチャー

観光・セールス担当

 

住所：Burgring 5, 1010 Wien

携帯番号： +43 664 605 14 - 2505

電話番号： +43 1 525 24 - 2505

markus.kustatscher@khm.at

ヴェレーナ・ホーファー 

セールスマネージャー

住所：Burgring 5, 1010 Wien

電話番号： +43 1 525 24 - 2500

tourist@khm.at
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WWW.KHM.AT
WWW.TOURISM.KHM.AT


