
教育人間科学部人間文化課程／国際共生社会課程

のグローバル・スタディーズ・ツアー。その一環であ

るオーストリアツアーを2月29日〜 3月9日に実施した。

ツアーの中心となった催しは、ウィーン楽友協会資料室

館長オットー・ビーバ氏による講演会とワークショップ 

（於ウィーン楽友協会）、ウィーン大学日本文化研究所

における研究発表ならびに同研究所の学生が企画した

東日本大震災１年を覚えての短冊プロジェクトへの参加

（於ウィーン大学）である。

これらを通じて、一つのテーマに関する複眼的視点が

必要であること、また異文化研究において「外への眼差

し」だけでなく「内への眼差し」が必要であることを参

加学生は体験し、これからの研究に大いに役立つことと

なった。さらに今後の短期あるいは長期のオーストリア

留学を希望する声も多く、今回のスタディーツアーを通じ

てより海外交流の可能性を考える学生が出てきたのは大

きな収穫であった。

また 12月以来、これらの学びを通じてブラッシュアッ

プを重ねてきたフィールドワークをウィーンを中心にお

こない、観光、都市形成、ユダヤ人、芸術文化政策といっ

た多様なテーマを、現地体験を踏まえて深く探究するこ

とができた。

オーストリアSV

51

オーストリア共和国
Republik Österreich



ウィーン楽友協会資料室館長
オットー・ビーバ氏とともに
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世界的な音楽学者であり、先年我が国でも旭日

小綬章を受章したウィーン楽友協会資料室館長の

オットー・ビーバ氏。氏の解説の下、楽友協会内の

ホールをベースに講演会とワークショップの時が持

たれた。

ビーバ氏からは、ウィーン楽友協会の来歴、演奏

家達がどのような努力や勉強を重ねて演奏している

のかなど、さまざまな例を交えつつ具体的な話を聞

くことができた。特に今年ウィーン楽友協会は創立

200 周年を迎えたが、創立当時ベートーヴェンはす

でに著名人であり、ハイドンはその3 年前に他界した

ということからも、楽友協会の歴史をひしひしと感じ

とれる。また200 年という長い歴史を有する協会だ

けに古い伝統もあるが、良い伝統を維持し、またその

ためにこそ伝統を変えるための勇気を持つことも必

要である、という力強い話ぶりが印象的だった。

またビーバ氏によれば、楽友協会の理念ともなっ

た「音楽を愛する」ということは、音楽を「演奏する

こと」であり、「聴くこと」であり、「勉強すること」で

あるとのこと。特に３点目の「勉強すること」につい

て、詳細な解説がおこなわれた。

「勉強する」というのは、例えば研究対象が音楽で

あれば、演奏する楽譜の作曲家に関する情報であれ

ば何であれすべて集めることに始まる。また現在の

形に改良される以前の、作曲当時に使われていた古

い楽器を用いて楽曲が当時どのように演奏されてい

たのかを追体験することも必要である。また「追体

験」ということでいえば、曲が作られた当時の様子や

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ①

講演中のビーバ氏 講演がおこなわれた「石のホール」
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作曲家について知るための重要な資料の一つに絵画

があり、例えばモーツァルトの家の間取り図から彼の

生き方が分かるといった次第。ハイドンやモーツァル

ト、ベートーヴェン、シューベルトなどさまざまな著名

な作曲家の特徴や作曲の仕方も、直筆譜を目にする

ことによって生き生きと追体験できるのである。

今回は、ビーバ氏のご厚意によりベートーヴェンの

補聴器やモーツァルトの直筆譜といった貴重品も見

ることができ、より深くこうした「追体験」をおこなう

ことができた。そして一つ音楽にかぎらず、「勉強す

る」ことの根幹には追体験が必要であること、またそ

れを通じて研究対象が生き生きと蘇ることの素晴ら

しさを、ビーバ氏の話の端々から感じ取ることができ

たのは大きな収穫だった。

このような、参加者全員にとって衝撃的ともいえる

話に刺激され、質問も活発に出た。モーツァルトの

伝説に対する真偽や死因、なぜウィーンが音楽の都

になったのかなど、別にさらなる講演会が必要なほ

どの内容だったが、ビーバ氏はいずれの質問に対し

ても理路整然と丁寧に答えてくださり、充実のきわみ

といえる内容に参加者は大きな感銘を受け、「勉強

する」ことの魅力を再認識していた。

楽友協会資料室の秘蔵資料 ビーバ氏を囲んで

オーストリアSV
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私たちは、ウィーン大学の日本文化研究科講師の

ヨハネス・ヴィルヘルム氏の下、ウィーン大学で自分

たちのテーマの勉強会やフィールドワークを行った。

私たちのテーマは音楽、歴史、宗教、景観、観光など

多岐にわたっていたが、ヴィルヘルム氏からは現地

に住む人ならではの視点で様々なアドヴァイスを聴く

ことができた。ウィーンのことだけではなく日本のこ

とについても大変詳しく、双方の比較なども交えた指

摘がなされたので、改めて自国への認識を深めるこ

とができ、当初から自分たちで計画していたフィール

ドワークに生かすことのできる大切な学びとなった。

さらに東日本大震災から一年ということで、ウィー

ン大学日本文化研究科の学生が企画した短冊プロ

ジェクトにも参加した。日本や東北への祈りをはじ

め、自分の目標などを短冊に書き、ウィーン大学内に

ある日本庭園を飾り付けた。ウィーン大学の学生は

日本への興味・関心がとても高く、その意識に驚かさ

れるとともに、楽しくまた充実した交流ができ、大変

に嬉しい企画となった。

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ②
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私たちはウィーンフィルハーモニー管弦楽団のチェ

ロ奏者イェルゲン・フォグ氏、ピアニスト浦田陽子氏

のお宅にうかがい、家庭音楽のワークショップならび

に演奏会を体験した。ウィーンの音楽の特色、また

ウィーン・フィルの音の秘密はこのような家庭音楽に

よって培われてきており、ご夫妻はこの伝統を守るた

めに様々な機会にこうした集いを開かれている。

演奏にはフォグ氏の弟子であるセバスチャン・ブ

ルー氏も参加し、ベートーヴェンのチェロ・ソナタを

はじめとする室内楽の数々が演奏された。演奏が始

まるとそれ以前の雰囲気とは一転し、美しいハーモ

ニーが部屋いっぱいに広がった。これまでクラシッ

クなどあまり聞いたことのない私たちをも魅了して、

CDなどで聞くのとは違う、間近に聞くクラシックの素

晴らしさ、家庭音楽の魅力に感動させられた。

また家庭音楽の跡は出演者を交え懇親の時が持

たれたが、そこでも、古い時代のチェロの話、ウィーン

フィルハーモニーについてなど、貴重な話を聞くこと

ができた。特にフォグ氏はブルー氏を高く評価して

おり、「彼は今まで出会った中で最も優れたチェリス

トで、幼い頃からその才能を示していた。」とのこと。 

ブルー氏は19歳でウィーンフィルハーモニーに入団

したそうで、父親も優れたチェリストだったそうである。

フォグ氏とブルー氏は、チェロを二人でまた一緒に

演奏したいと話していたが、彼らはまるで本物の親

子のように仲が良く、お互いのことをチェリストとして

尊敬し合っているという印象をうけた。「音楽の都」

といわれるウィーンでは、このように素晴らしい演奏

家の伝統や技術が受け継がれていることを肌で感じ

取った一日だった。

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ③

室内楽の様子 チェロ奏者イェルゲン・フォグ氏とピアニスト浦田陽子氏
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ユダヤ人の差別と迫害の歴史は、古くて長い。そ

の長い歴史のなかで有名なのはナチス・ドイツによ

るホロコーストであり、アウシュビッツ強制収容所で

は最大級の惨劇が生まれたとされている。このよう

にドイツとユダヤの関連性が目立っているが、オース

トリア、そしてウィーンとユダヤの関係性も実に興味

深いと思った。

ハプスブルク帝国下、世紀末ウィーンの文化を担っ

た学者や作家、音楽家たちの多くがユダヤ系だった。

フロイト、シュニッツラー、マーラーなどが有名な人物

として挙げられる。多くのユダヤ人が、現在の煌びや

かなウィーン文化の繁栄に貢献した。

当時のウィーンに暮らすユダヤ人にとって、ハプス

ブルク帝国の社会と文化に同化することが、歴史の

中に引き継がれた差別を克服し、社会的解放を実現

するための手段だった。しかし彼らは帝国で築きあ

げた自分たちのアイデンティティーを、後にオースト

リア出身であるヒトラーの台頭によって喪失すること

になる。

このような歴史のあるユダヤ人だが、今回実際に

ウィーンを訪ねて、ウィーンの歴史とユダヤ人の歴史

の関わりが多く垣間見ることができた。また、ユダヤ

人という視座からの、現在のオーストリアに見る「過

去の克服」はどのようなものであるかということを現

地の人に尋ねるフィールドワークも行えた。

このような経験からウィーンとユダヤとの関わりを

今後も深く追求してゆきたい。

それぞれのフィールドワークから ―― ①

ウィーンとユダヤの関係性
フロイト博物館

ユダヤ人犠牲者記念碑 シナゴーグ内部ホロコースト記念碑



57

ウィーンのリング周辺はモーツァルトのお菓子や

グッズを販売するショップが非常に多く、改めて彼が

ウィーンの観光の目玉であるということを実感した。

各施設には、モーツァルトが生まれた部屋やモー

ツァルト直筆の手紙や楽譜が、お金を払って見るも

のとして展示されていた。これほど街全体がモー

ツァルトを推しているのとは裏腹に、彼が埋葬された

共同墓穴は非常に雑然としていた。他の著名人とは

違い、他の死者たちとまとめて葬られたモーツァルト

の共同墓穴の地面には、後世が推定したに過ぎない

記念碑が置かれていた。観光地とそれ以外の地か

ら見るモーツァルト像に大きな矛盾を感じた。

オットー・ビーバ氏のお話にもあったが、モーツァ

ルトは晩年世の中から忘れられていたのであろうと

考える。どんな時代にも新しい波というものは必ず

訪れる。その新しい波によってモーツァルトは掻き

消されてしまったのである。ウィーンにおいて金に

なる仕事をもらえないまま続けた作曲活動の行き着

いた先は、貧困という苦しみであった。そんな彼が

後々政府による国の観光事業振興の手段として使わ

れたことを、ウィーンの街を目にして痛感した。

「音楽の都」と呼ばれるウィーンにゆかりのある著

名な音楽家は多くいるが、モーツァルトもその一人で

ある。

幼い頃から「神童」と称され、ヨーロッパ各地で演

奏を披露したモーツァルトは、宮廷音楽家をやめた

後、ウィーンに定住し、フリーの音楽家として活動を

続けた。現代ではモーツァルトは天才であったと語

られており、ウィ―ンの観光の目玉として大きくとり

あげられているが、彼は経済的に困窮し、35 歳とい

う短い生涯を終えた。彼の死因には、フリーメーソ

ンによる暗殺や、サリエリによる殺害など様々な逸話

が語られている。謎多きモーツァルトのウィーンで

の生活を追究すべく訪れた主な場所を挙げる。

　  ウィーン： 
　　 ● 聖マルクス墓地
　　 ● 楽友協会資料室館長オットー・ビーバ氏に
　　   よる講演会

　  ザルツブルク：
　　 ● モーツァルトの生家
　　 ● モーツァルトの住居

それぞれのフィールドワークから ―― ②

ウィーンとモーツァルト
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今回のスタディーツアーで、ハプスブルク家にゆか

りのある場所を訪ねた。

オーストリアは640 年もの間、ハプスブルク家の

統治下にあった。オーストリアには今でもハプスブ

ルク時代の名残がある。例えばハプスブルク家の皇

室御用達だったカフェが点在し、至る所に皇帝や女

帝の銅像が見られ、宮殿や王宮も観光地として開放

されている。しかも王宮や宮殿では散歩したり子供

を遊ばせたりしている人が多く、オーストリアの人々

とハプスブルク家の結びつきが感じられた。

私は、例えばホーフブルクとシェーンブルン宮殿に

行ってみた。ホーフブルクは主にシシィ（ミュージカ

ルでもお馴染みの19 世紀の皇后エリーザベト）の

博物館を見たのだが、彼女は今ではオーストリアの

人々から愛され観光名物となっているのとは対照的

に、当時の国民からは見放され、特別に名が知られ

ていたわけではなかったというのが印象的だった。

それでも彼女が観光のシンボルとなって絶大な人気

を誇るようになったのは、彼女の死後、政府がその悲

劇的な人生を取り上げて観光の「ネタ」にしようとし

たからだということが徐々に分かってきた。

シェーンブルン宮殿では宮廷生活が送られた40

もの部屋を見ることができ、当時の豪華な生活が目

に浮かんだ。その中でもエリーザベト、マリー・アン

トワネット、マリア・テレジアにゆかりのある部屋や

生活が大きく取り上げられていて、ハプスブルク家の

女性の存在の大きさを感じた。

それぞれのフィールドワークから ―― ③

ウィーンとハプスブルク家


