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ベートーヴェン・ハウス博物館とデジタル・
ベートーヴェン・ハウス

案内



ベートーヴェンの生家

ベートーヴェン―オリジナルとデジタル

現在のベートーヴェン・ハウスの後方の建物（黄色の建
物）にベートーヴェンー家は数年間住んでいた。ルートヴ
ィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはここで1770年12月に誕生
した。1889年以降ベートーヴェン・ハウス協会は、この生
家を世界最多のベートーヴェン・コレクションを有する記
念館として保存しており、展示室にはボンとウィーン時代
のコレクションから選択された150以上のオリジナル文書
及び記録が展示されている。ベートーヴェンの洗礼式を
祝った右側の歴史的な隣の建物（白色の後方の建物）で
は、2004年以降近代的な展示形式であるデジタル・ベー
トーヴェン・ハウスが、マルチメディアを活用してベートー
ヴェンの生涯と作品を紹介している。（デジタル・コレクシ
ョン・スタジオ）
彼の音楽が視聴覚芸術として全く新しく演奏され、
始めて視覚室で演出されている。（視覚化音楽舞
台）

順路

順路は下記に示された順序に開始する。
・	ベートーヴェン生家（博物館）黄色の建物へは
中庭の入口から

・	デジタル・コレクション・スタジオ（ベートーヴェ
ン・	マルチメディア）白色の建物（１階）へは彫
刻のある側の中庭の入口から

・	視覚化音楽舞台（視覚劇場）、上演時間は入場
券売場に明記、デジタル・コレクション・スタジ
オに集合

その他には
・	オーディオ・ヘッドフォン（数カ国語と博物館の
歴史的な楽器を使用した音の例）

・	現在の特別展示物（ほとんどは博物館第７展示
室。特別案内に記載）

・	博物館ショップ（特に一連のベートーヴェン・ハ
ウスＣＤ、その他）

digital  
beethoven-
haus

museum



5

4

3

１階

第１展示室
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生家に入っ
て来た。オーディオ・ヘッドフォン案内希望者はここ
で受け取る。
ベートーヴェン・ハウス博物館は元来２つの分か
れた建物からなっている。
ベートーヴェンの両親は、結婚以来（1767）ベート
ーヴェンが1770年12月に誕生した後方の家（庭
に面した家）に住んでいた。ベートーヴェン一家は
この家に数年住み、その後ボンだけでも少なくと
も３回は引越している。19世紀には前方の建物
は居酒屋として使用されていた。1889年この両建
物すべてが売りに出され取り壊しの危機に面した
時、ボン市民の有志達12人がベートーヴェン協会
を設立し、両方の建物を買い取り修復し両家をつ
ないでベートーヴェン記念館とした。今日に至るま
でベートーヴェンの生家は、ベートーヴェン・ハウ
ス協会の管理下にあると同時に世界最大のベート
ーヴェン・コレクションを誇っており、ベートーヴェ
ンの生涯と作品が驚く程記録されている。この展
示室にはベートーヴェン家の系図［１］とボン・ウィ
ーン［２］の地図が提示され、ボンの地図には後に
ベートーヴェンが住んだ他の場所も示されている
が現存しているのはこの生家のみである。

ベートーヴェンの生家
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ベートーヴェンの生家
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２階

ボン時代のベートーヴェン

第２展示室

ベートーヴェンの祖父ルート
ヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（1712－1773）［３］は、ケル
ン選帝侯の宮廷楽長として高
い名声を博していた。“ボンの舞
踏会”（1754）［４］では、ボンの
宮廷（現在のボン大学）の劇場
の仮面舞踏会で演奏しているボ
ン宮廷楽団が描かれている。前
列に立っているのはクレメンス・
アウグスト選帝侯である。その

後継者であるマクシミリアン・フリードリヒ選帝侯	
［５］とマックス・フランツ［６］（マリア・テレジ
ア女帝の末息子でケルンの選帝侯（在位1784
－1794））は若いベートーヴェンの雇い主であっ
た。宮廷はおおらかな雰囲気で啓蒙主義の気風に
満ちていた。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
は、宮廷楽団で既に12才の1782年には代理者と
して、また1784年からは専任のオルガニストとし
て、後にはヴィオラ奏者及びコレペティトールでも
あった。これによって彼は一家の経済的な生活を
荷っていたが、母親の死後（1787）ルートヴィヒは
一家のすべての責任を荷った。

父親であるヨハン・ヴァン・ベートーヴェンは、聴衆
に才能豊かな息子を（モーツァルトの様な）神童と
してアピールしようとした。ベートーヴェンが公に
演奏したもっとも早期の史料は1778年3月26日ケ
ルンの演奏会予告（通知）［７］である。父親は多大
の注目をひきつけようとルードヴィッヒの年齢をわ
ざと実際より若く記した。1782年にはベートーヴ
ェンのボン時代の最も重要な師であり宮廷オルガ
ニスト、劇場楽長及び作曲家でもあるクリスティア
ン・ゴットロープ・ネーフェ（1748－1798）［９］を
興奮させた処女作［８］（ドレストナーの行進曲に
よる９つのピアノ変奏曲）が出版された。
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第３展示室

ガラスケースの中にはベ
ートーヴェンがボン時代
に使用したヴィオラ［10］	
（1780年代にウィーン
でセバスティアン・ダリン
ガーによってＪ．シュタイ
ナー式で製作されたと推

測される）がある。壁には若いベートーヴェンの作
曲活動に影響を与えた18世紀の重要な作曲家達
［11］の影絵、また選帝侯の夏の居城であったブ
リュールのアウグストゥスブルク城［12］、選帝侯オ	
ーケストラの重要な活動場所であったボン城［13］	
が掛けられている。

第４展示室
この展示室のテーマは若
かりしベートーヴェンの
友人達である。中央の影
絵は一番早期の16才の
ベートーヴェンのポート
レート［14］である。その
左右の影絵［15］はベー
トーヴェンにとって大き

な意味を持っていたブロイニング一家である。ベ
ートーヴェンは子供達の友人でもありピアノ教師
でもあった。ポートレート［15a］は、ターフェルクラ
ヴィーアの横に座っている娘のエレオノーレであ
る。ベートーヴェンが実母の死後（1787）母親的
助言や精神的教育を受けたのは、彼等の母親であ
るヘレネ・フォン・ブロイニング［16］からであった。
一生涯友好関係にあったという証拠がガラスケー
スの中にあるベートーヴェンとエレオノーレ・フォ
ン・ブロイニングの祝いの葉書［17］である。また、
エレオノーレの夫となった医師のフランツ・ゲルハ
ルト・ヴェーゲラー（1765－1848）［18］は、ベート
ーヴェンの幼なじみであった。彼は1838年この作
曲家の初めての信頼すべき伝記［19］を出版した。
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第５展示室（前方の家）
ベートーヴェンは
10才から常時ミノ
リーテン教会（現
在のザンクト・レミ
ギウス教会）のオ
ルガン［20］を弾い

ていた。この楽器［21］は第二次世界大戦で破壊さ
れたが、この歴史的な演奏台は1904年オルガン
の改造にあたり取り除かれてベートーヴェン・ハウ
スに譲渡されていた。壁の右側にフランソワ・ルソ
ー作、宮廷のシーンを描いた２枚の油絵が掛って
いる。ガラスケースの中に12才のベートーヴェン
が選帝侯に献呈した初期の三曲のピアノ・ソナタ
の初版を見ることができる。

1792年ベートーヴェンはウィーンに住むヨーゼ
フ・ハイドン［22］のもとで作曲を勉強する為にボ
ンを後にした。その後には宮廷音楽家としてまた
ボンに帰って来るつもりでいたが、1794年ライン
地方をフランスが占領し、宮廷が解散した為ウィー
ンに留まらざるを得ず、故郷であるボンを二度と見
ることはなかった。友人達はベートーヴェンの送別
に際し、記念帳［23］を作り、彼の門出を祝った。見
開きになっているのが有名なワルトシュタイン伯
爵の記入で“・・・たゆまぬ努力によって、モーツァル
トの魂をハイドンの手から受け取ってください。”と
ある。ベートーヴェンは後にピアノ・ソナタ作品53“
ワルトシュタイン・ソナタ”を彼に献呈した。
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ウィーン時代のベートーヴェン

第６展示室

壁に掛っているエッチング
の肖像画［24］はウィーン
でのベートーヴェンの師で

あるヨーゼフ・ハイドン（1792－1794）、ヨハン・
ゲオルク・アルブレヒツベルガー（1794／95）、ア
ントニオ・サリエリ（1801／02）である。

第７展示室
ここではベートーヴェンの
生涯と作品を個々の様々な
角度や観点から見た特別
展示物を見ることができる
（これに関してはカタログ
及び小冊子の折り込みを

参照）。時たま特別展示物が常設展示物に組み込
まれていることもある。（灰色の文字で記されてい
る）常時展示されているのはヴィリブロート・ヨー
ゼフ・メーラー（1815）作ベートーヴェンの肖像画
［15］と貴重な歴史的木管楽器コレクション（ツィ
ンマーマン・コレクション）［26］である。
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３階

第８展示室

この部屋は見学者をウィ
ーン時代のベートーヴェ
ンへと誘っていく。1812
年ウィーンの彫刻家フ
ランツ・クライン（1779
－1836）作のベートー
ヴェンの胸像［27］は、
既にとっていたライフマ

スク（第11展示室）を元にして作られたもので、特
に本人に近いと思われる。ベートーヴェンの聴覚
喪失の証しは左側の壁のガラスケースの中にあ
る。既に30歳頃ベートーヴェンは友人のヴェーゲ
ラーに進行する難聴とそこから生じる孤独感を知
らせている。その１年後２人の弟達に“ハイリゲン
シュタットの遺書”［28］として有名になった文書を
記している。補聴器［29］も少しの助けにしかなら
ず、1818年頃からは“会話帳”［30］すなわち小さな
メモ帳の助けをかりなければならなかった。ロンド
ンのピアノ製作者であるトーマス・ブロードウッド
は1817年ベートーヴェンに１台のハンマーフリ
ューゲルを贈ったが、やはりブロードフッドが製作
したそれと全く同じ型のもの［32］が展示されてい
る。もう１台の楽器は、有名なウィーンのピアノ製
作者コンラッド・グラーフのベートーヴェン最後の
ハンマーフリューゲル［33］である。この２台のハ
ンマークラヴィーアはベートーヴェン最後の住居
である“シュヴァルツシュパーニアハウス”に置かれ
ていた同じ状況で展示されている。この２台の楽
器と、1800年頃ベートーヴェンの後援者であった
カール・リヒノススキー候から贈られた弦楽四重奏
用楽器［31］を用いて録音されたＣＤが博物館の

birthroom

room 11

room 10

room 9

room 8
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ショップで販売されている。２台のハンマーフリ
ューゲルの置いてある側の壁には、1820年ヨー
ゼフ・カール・シュティーラーが描いた最も有名な
ベートーヴェンの肖像画［34］を見ることができ
る。ベートーヴェンの死後２枚のミニチュア肖像画
［35］と“不滅の恋人”と呼びかけた恋文が発見さ
れたが、現在に至るまで誰にあてた手紙であるか、
またこの２枚の肖像画は誰であるかは不明であ
る。ジュリエッタ・グィッチャルディ［36］には一時期
愛情をささげ、ピアノ・ソナタ作品27の2嬰ハ短調“
月光ソナタ”を献呈し、また一時ジョセフィーネとテ
レーゼ・ブルンスヴィクの姉妹やアントニー・ブレ
ンターノとも個人的に親密なつきあいがあった。

第９展示室
ボードゥマー室には
スイスの愛好家ハン
ス・コンラッド・ボード
ゥマー博士［37］から
1956年にベートーヴ
ェン・ハウス教会に遺
贈された、極めて重要

な個人コレクションの中から選別された物が展示
されている。その他にもたくさんのベートーヴェン
の書簡やボードゥマーがシュテファン・ツヴァイク
から買ったベートーヴェンの折りたたみ式書き物台
［38］やデスク［40］などがある。

ベートーヴェン最後の文書［39］は死の３日前に
書かれた遺言書の追加文で、甥のカールに全財産
を遺贈するとあるが、この字面から明白に肉体的
衰弱がうかがわれる。縦型の棚になったガラスケ
ース［41］の中に、ベートーヴェンが日常使用し
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た小さな品物や彼が“座右の銘”としていたものを
見ることができる。ベートーヴェンは1827年3月
26日ウィーンの“シュヴァルツシュパーニアハウス”
の自宅で他界した。心を打つ記録として死の床の
ベートーヴェンをヨーゼフ・ダンハウザー［42］がリ
トグラフで描いている。ベートーヴェンが生前から
いかに有名で賞讃されていたかは、フランツ・シュ
トーバーの水彩画による1827年3月29日の葬送
行列［43］に表されており、この時の弔問者は約２
０，０００人におよんだ。

第１０展示室

後方の家に戻る途中の左側の壁に
は、1904年に取り壊されたベート
ーヴェンが亡くなった部屋が見え

る“シュヴァルツシュパーニアハウス”の写真［44］
が掛けられている。

第１１展示室

ベートーヴェンのデスマスク［45］
は、ベートーヴェンの死の約12時
間後にヨーゼフ・ダンハウザーによ
ってとられたものである。その少し
後にベートーヴェンの難聴の原因
を究めようと解剖の為頭蓋骨が開
けられた。ライフマスク［46］は41
才の時のベートーヴェンをフラン
ツ・クラインがとったものである。

ベートーヴェン誕生の部屋

ボンの以前のザンクト・レミギウス教会の洗礼記録
［47］にある1770年12月17日と記入されている
ものが、いつベートーヴェンが誕生したのかを知
る唯一の手がかりである。おそらく1770年12月
16日か17日、いずれかの日にこの小さな屋根裏
部屋で誕生したのである。
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１階
第１２展示室
（かつてのベートーヴェン家の台所）

ここでは第７展示室の特別展示物の
続きやベートーヴェン・ハウス協会の
歴史の記録が紹介され、講演室にはコ
ンラッド・グラーフ製作の歴史的なハン
マーフリューゲル（1824年作）［48］が
置いてあり、演奏会ではベートーヴェン
の音楽の本物の響きを聴くことができ
る。また左右の壁にはベートーヴェン・
ハウス協会の設立者達や多数の名誉

会員の肖像写真が掛けられている。

生涯と作品のデータ
1770	年　（12月16日又は17日）ルードヴィヒは、ヨ

ハン・ヴァン・ベートーヴェンとマリア・マグダ
レーナ・ヴァン・ベートーヴェンの第二子とし
て誕生し、12月17日ザンクト・レミギウス教会
で洗礼を受ける。

1778	年　（3月26日）ルートヴィヒ・ヴァン・ベート
ーヴェンはピアニストとして初めてケルンで
演奏する。

1782	年　処女作出版
1784	年　ベートーヴェンはオルガニストとして、

また後にはヴィオラ奏者としてケルン候の
宮廷楽団員となる。

1792	年　11月　ベートーヴェンはウィーンに移
り住みヨーゼフ・ハイドンに師事する。

1795	年　ベートーヴェンの作品１（３つのピアノ
トリオ）が出版される。

1798	年　聴覚に異常をきたし始める。
1800	年　ベートーヴェンが初めて彼自身の演奏

会を開催。交響曲第１番の初演。
1802	年　（10月6日）ハイリゲンシュタットの遺

書、自殺を考える。
1809	年　ベートーヴェンをウィーンにひきとめて

おく為に後援者達が定期的にお金を出すこ
とにする。

1813	年　“ウェリントンの勝利またはヴィットリア
の戦い”作品91でベートーヴェンは名声の
頂点に達する。

1824	年　交響曲第９番　初演
1827	年　（3月26日）ベートーヴェン死去

（3月29日）ベートーヴェンの葬儀
20,000人が葬列に加わる。



デジタル・ベートーヴェンハウス

１階
デジタル・コレクション・スタジオ 

彫刻の中庭からベッドフォン付きの４台のダブル・
コンピューターと８台のシングル・コンピューター
のあるデジタル・コレクション・スタジオに行くこと
ができる。ここではベートーヴェンの作品とベート
ーヴェン・ハウスのその他のコレクションの記録を
集約的に見聞きすることができる。最初の画面に
はまず概観が出てきて5,000以上の資料を有する
デジタル・アーカイヴへと導く。すべての記録、文
書は最新技術でデジタル化されているので、最高
の画質と倍率で見ることができる。そしてベートー
ヴェンのすべての作品には解説と曲の一部が吹き
込んであり、朗読付きの手紙、音楽付きスコア、コン
ピューターの中の展示物、またデジタル化して再
現されたベートーヴェン最後の住居等を見ること
ができる。コンピューターでは下記のことが可能で
ある。

・ベートーヴェンの作品の自筆譜、初版本の観察。
・全ての作品をドイツ・グラモフォン録音で試聴。
・自筆譜を読みながらその曲を試聴。
・手紙や絵画を通してベートーヴェンの生活の実
感体験。

・ベートーヴェンの手紙の朗読の試聴。
・コンピューター上での展示物の閲覧。
・デジタル化して再現されたウィーンのベートーヴ
ェン最後の住居の内覧。

・ベートーヴェン生家の気に入った展示物の隅々
までの観察。

・色々なモチーフの挨拶状の発送。
・特別に子供達の為に“ハロー、ベートーヴェン”

digital  
beethoven-
haus



デジタル・ベートーヴェンハウス

地階
視覚化音楽舞台

歴史的建物である“イム・モーレン”の地下室にあ
る視覚化音楽舞台は、新しいメディア“ヴァーチャ
ル・ワールド”を使用してベートーヴェンの作品を
実験的に視覚的な演奏をする場である。ベートー
ヴェンの作品の中から選択された２曲を今までに
ない全く新しい方法で三次元のコンピューターグ
ラフィックにしてある。部屋の中に配置されている
18個のスピーカーから出てくる音の響きもまた三
次元の体験を支えている。抽象的な模様と形がス
クリーンに現れ、部屋の中で動く	―	三次元対応眼
鏡を使用。　演奏（45分。上演時間は入場券売場
に掲示）にはインフォトレーナーが引率する。デジ
タル・コレクション・スタジオに集合。

“フィデリオ21世紀”	（20分） 

音楽：ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲。“フィデリ
オ”２幕目の場面から（1814年）、レナード・バーンスタイ
ン指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団（1978年録
音）ルネ・コロ（フロレスタン）、グンドゥラ・ヤノヴィッツ（レ
オノーレ）、ハンス・ゾーティン（ドン・ピツァロ）、マンフレッ
ド・ユンクヴィルト（ロッコ）

“フィデリオ21世紀”はクラシック・オペラ中、初めて
三次元グラフィックと音響（三次元ヴァーチャル・リ
アリティまたはヴァーチャル環境）を用いて演出さ
れたものである。オペラの中に登場する人物は小さ
な粒子（パーティクル・システム）から成る抽象的な
形で作られている。これらの形は音楽的、演劇的条
件に応じてダンス的な動作で音楽の流れを表現す
る。さらに操作機で演出することもできる。

ストーリー：制作に選ばれた場面はベートーヴェ
ンのオペラ“フィデリオ”のストーリーが主軸になっ
ている：フロレスタンは競争相手のピツァロによっ
て不当に牢獄につながれている（序奏）。そこで幻
の中に妻のレオノーレが天使として現われる（アリ
ア“人生の美しい春に”）。牢獄の看守ロッコがピツ
ァロを招き入れて（ホイッスル）、ピツァロはフロレ
スタンを短剣で殺そうとする。フィデリオ（男性に
偽装したレオノーレ）が二人の間に入り、自分の素
性を明らかにし、短剣を持つピツァロから夫のフロ
レスタンを救い出す（四重奏“彼は死ぬ”）。二人は
共に救出、再会、解放、ピツァロの無力化を祝う（二
重唱“言いようもない嬉しさ”）。



デジタル・ベートーヴェンハウス

登場人物：動く粒子によって作られたオペラの登
場人物は、特徴的なフォームと色で見分けられる
ようにされていて、音楽の密度や強度によって変
化する：ピツァロ（白い棒）、レオノーレ（青い壁又
は波型）、ロッコ（触手の付いた赤－白のダブルボ
ール）、フロレスタン（白－赤の螺旋）、牢獄は幾何
学的に配置された棒からなっている。

画面演出操作機：画面が設置されている部屋にあ
る４個の画面演出操作機によって、見学者はオペ
ラの実演中に定められた範囲で、視覚的、聴覚的
出来事を操作することができる。この機械の操作
で、登場人物とそれに付属した声を部屋の他の場
所へ移動させることができ、見学者はこれによって
自分の演劇的イメージを表現することができる。
画面演出操作機は形によって区別され、使用準備
が完了すると光る：
ロープ		 ―	フロレスタン（螺旋形）
ボール		 ―	ロッコ（球状形）
円柱		 ―	レオノーレ／フィデリオ（壁形）
ジョイスティック		―		ピツァロ（棒から組み立てられ

た形）

“フィデリオ21世紀”とは反対の叙情的な曲であり、
追加演奏として創ったのが視聴覚芸術作品“プレ
スト126／4”である。
ベートーヴェン・ハウスのハンマーフリューゲルを
パウル・コーメンが演奏しているもので、曲はベー
トーヴェンのバガテル作品126－4ロ短調である。
４分間のデジタル演出は、形の一部、音の強弱、音
響スペクトルを三次元化された画像の中に配置し
てあり、また同時に見学者が操作することもできる。

制作　“フィデリオ21世紀”と“プレスト126／4”：ヨハン
ナ・ドムボア（構想、演出／脚色、芸術監督）ウリ・レヒナー
（視覚効果監督）、フロリアン・ドムボア（アイデア、構想、
企画監督）。ベートーヴェン・ハウスのための制作でヴェル
ティゴ・システムズ有限会社、ｒｍｈ－ニューメディア有
限会社、メディアイコミュニケーション©フラウンホーファ
ー研究所、ザンクト・アウグスティン（2004年）の共同作業

これらのインフォメーションはインターネットから
も検索できる	www.beethoven-haus-bonn.de
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