
ヴィシェグラード 

 

 

 

私が紹介する町はヴィシェグラードです。ヴィシェグラードはブダペストから北に 40ｋｍ

ぐらいのところにあります。ヴィシェグラードはペスト県にあり、ドナウ川のドナウベンド

の右岸にある小さくて古い町です。ヴィシェグラードの名前の意味は上の写真の城から来て

います。この城はハンガリーの歴史上でも特に重要な城で、それに景色が美しいため人気の

観光スポットになっています。 

 

面積:33,27 km² 

人口:1867 人 

人口密度:56,03 人/km² 

 

 

 

 

ドナウベンド 



歴史 

 

ポネナワタと呼ばれたローマの砦が 4 世紀にシブリク坂に建てられました。ローマの砦はド

ナウ川を見下ろす丘の上にありました。 

ヴィシェグラードの城については 1009 年のイシュトバーン 1 世

（聖イシュトバーン）の時代に初めて記録されました。聖イシュ

トバーンはハンガリー国家の創設者であり最初の王です。聖イシ

ュトワーンはハンガリーをキリスト教国家にしました。 

1241－1242 年のモンゴルの侵入後に、ベーラ 4 世王が国境防衛の

ために城砦の建設を始めました。 

 

マティアス王（ハンガリー語でマーチャーシュ王）の時代になる

と町は栄え、ハンガリー王の玉座が置かれました。 

 

トルコ占領下（1541-1686 年）では激

しい戦闘により町が破壊されました。そしてトルコ人の追放

（1686 年）後で城は荒廃しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖イシュトワーン王 

1 万フォリント札の聖イシュトワーン王 

ベーラ 4 世王 

マーチャーシュ王 

千フォリント札のマーチャーシュ主 



 

ヴィシェグラードの王宮や城は荒れ果てた理由は

1685 年のトルコの包囲と天気だった。 

 

 

 

 

城塞 

王宮 



名所 

有名な観光スポットにはヴィシェグラード山、城塞、王宮、マーチャーシュ王の博物館、シ

ャラモンタワー(Salamon-torony)、シブリク坂(Sibrik-domb)でのローマ時代のキャンプ遺跡、

そしてアパートクーチ谷(Apátkúti-völgy)です。アパートクーチ谷に悪魔ミル滝(Ördögmalom-

vízesés)とマグダ泉 (Magda-forrás)あります。また、洗礼者聖ヨハネ教区教会とマリアのチャ

ペルとカルバリアチャペルもあります。ヴィシェグラード・レペンツェ温泉（Visegrád-

LepenceTermálfürdő）も有名ですが、現在改装工事のため閉鎖されています。 

 

 

 

 

 

 

ヴィシェグラードはとても有名な町なので、これらの名所もよく知られています。それでこ

のガイドブックでは Salamon-torony、Bertényi Miklós Füvészkert、Gizella Major állatsimogató の

３つを紹介します。 

 

Salamon-torony 

シャラモンタワーはシャラモン王の名にちなんで名付けられました。聖ラースローが王にな

った後もシャラモンはまだ王だったのに、統治をあきらめざるを得ませんでした。それでシ

ャラモンは聖ラースローを暗殺しようとしたので、彼はタワーに閉じ込められました。伝説

によると、シャラモンが閉じ込められたタワーはソロモ

ンタワーだったと言われています。しかし、これは真実

ではありません。シャラモンは 11 世紀の人ですが、シ

ャラモンタワーは 13 世紀に建てられました。（シャラ

モンの本当の監禁場所はシブリク坂のローマ時代のキャ

ンプだったと考えられています。）しかしこのタワーに

はドラキュラで有名なヴラドが 1462 年と 1474 年の間に

投獄されました。 

 

 

 

シャラモンタワー 

悪魔ミル滝 

ローマキャンプ遺跡 



Bertényi Miklós Füvészkert 

マグダ泉の噴水（最後の地図を見てください）を通り過ぎると、ベルチェーニ・ミクローシ

ュ植物園の入り口を見つけることができます。この植物園は 1979年に開園しました。この

植物園には樹齢数百年の木や若い木、低木や茂みで覆わ

れています。ここを散策するのは心地よいリラクゼーシ

ョンとなります。 

訪問: 予約制で、いつでもコンツ・ミクローシュ 

（Koncz Miklós）林務官で提出することができる。 

電話番号: +36/209846046 

開店時間: 土曜日から日曜日まで 12 時から 20 時まで 

住所: Visegrád, Mátyás király utca 4. 

サイトアドレス: www.parkerdo.hu 

informacio@pprt.hu 

 学生や高齢者 成人 専門家の指導 

入場料 250 フォリント 500 フォリント 
1 時間 4000 フォリント 

2 時間 6000 フォリント 

 

 

Gizella Major állatsimogató（ギゼッラマヨルふれあい動物園） 

ヴィシェグラードのメイン通りである 11号線にふれあい動物園もあります。ここで動物に

触ることができます。 

電話番号: +36/309948215 

連絡人：Eőry Zsolt 

住所: Visegrád, 11-es főút 47 

 

http://www.parkerdo.hu/
mailto:informacio@pprt.hu


有名人 

 

I. Mátyás király 

ハンガリーで最も有名な王の１人であるマーチャーシュ 1世（1443年 2月 23日 - 1490年 4

月 6日）は 1458年から 1490年まで在位しました。フニャディ・マーチャーシュ（Hunyadi 

Mátyás）、マティアス・コルヴィヌス（Matthias Corvinus）と呼ばれ、「正義王」の異名も

あります。 

マーチャーシュ王の治世は、ハンガリーの歴史の中で最も輝かしい時代の一つと考えられて

います。マーチャーシュ王の治世によりハンガリー王国は強化され、外交政策も幅広く行わ

れました。マーチャーシュ 1世は数々の戦争に対処しなければなりませんでしたが、それで

も国の内部秩序を確保することができました。国民の権利を尊重し、多くの場合には議会を

招集しました。マーチャーシュ王の正義は伝説にもなっています。またマーチャーシュの時

代には国が国内貿易で栄え、商業も開発されました。芸術にも造詣があり芸術家のパトロン

にもなっていました。また多言語で読み話すことができました。このようにマーチャーシュ

は十分な教育を受けた人でした。有名なコルヴィナ（Corvina）図書館もマーチャーシュ王

が建てました。コルヴィナ図書館はヴィシェグラードの王宮につくられました。コルヴィナ

は手書きの装飾された本のことです。コルヴィナ図書館はマーチャシュ王の時代で二番目に

大きい図書館でした（3000 冊ぐらい）。しかしマーチャシュ王の死後、トルコは図書館を

襲い図書のほとんどが略奪されました。これらの多くのはプレゼントとして配られました。

今ハンガリーで 53 冊だけが残っています。 

マーチャーシュ王は多くの歌や物語に正義と偉大な知恵の持ち主として登場していて、間違

いなくハンガリーの民話の中で最も人気のあるヒーローと言えます。今日もハンガリーで使

用されている諺に「マーチャーシュが死亡した後、正義はなくなった」というものがありま

す。（ハンガリー語で Meghalt Mátyás, oda az igazság!） 

 

マーチャーシュ王の家紋 

マーチャーシュ王 



レストラン 

 

Ördögmalom étterem 

オルドグマロムレストラン（日本語で「悪魔のミル」）

はアパートクーチ谷にあります。開店時間は土曜日か

ら日曜日までと祝日の 12 時から 20 時までです。平日

には開いてないんです。週末と祝日に釣り事も出来ます。

値段はちょっと高いかも知れません。スープは 650-

800 フォリント、メーンディッシュは約 2000 フォリン

ト、漬物は 400 フォリント、デザートは 200 フォリン

ト。メーンディッシュは マスや狩猟肉料理です。 

電話番号:+36/705033043 

住所:GPS座標: 

47°46'13.21"北 

18°58'58.78"南 

 

PiknikFalatozó 

ピクニックファラトゾーはレーブ通りの教会の前にある広場の安いレストランです。 

電話番号:+36/306808687, +36/307562307 

住所:Visegrád, Rév utca 2. 

 

Teazoo Café 

テアズ喫茶店はレーブ通りにある人気パブです。週末にコンサートやカ

ラオケもあります。色々なお酒も購入できます。開店時間は火曜日を除

き毎日 12 時から 22 時までです。 

 

電話番号:+36/204900382 

住所:Visegrád, Rév utca 2. 

Teazoo Café 

Ördögmalom étterem 



ホテル 

 

Patak Park Hotel 

パタクパルクホテルは山の城塞の近くに位置しています。 

 

電話番号:+36/26397486 

住所:Visegrád, Mátyás Király utca 92-94 

email@patak-park-hotel 

 

 

Royal Club Hotel 

ロイヤルクラブホテルは城塞の近くに位置しています。 

電話番号:+36/26597100 

住所:Visgrád, Fő utca 92 

royalclubhotel@email 

 

Hotel Visegrád 

ホテルヴィシェグラードは町の中心部に位置しています。 

電話番号: +36/26397034 

住所:Visegrád, Rév u. 15 

info@hotelvisegrad.hu 

 

 

http://www.szallasvadasz.hu/patak-park-hotel/uzenet-kuldes/
http://www.budapesthotelstart.com/booking/send-email-to-hotel.php?lang=hu&hotelID=637
mailto:info@hotelvisegrad.hu


歩き方 

 

ヴぃシェグラードの大通りは Fő utca と呼ばれる通りです。Fő utca からの歩き方は非常に簡

単です。大通りを歩くと町の名所が見えてきます。例えばカトリック教会や王宮やシャラモ

ンタワーです。王宮のそばにきれいな庭園があります。Fő utca を歩くと色々な像やモニュメ

ントも見ることができます。城塞とシブリク坂に到達するためにはハイキングの装備が必要

となります。Mátyás király utca を歩くと、悪魔ミル滝とマグダ泉とアパートクーチ谷に到着

します。 

 

 

 


