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Info
Ars ElEctronicA cEntEr
Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Austria
電話: +43-732-7272-0
E-mail: center@aec.at
www.aec.at

開館時間 
火曜日、水曜日、金曜日： 9 AM – 5 PM 
木曜日： 9 AM – 9 PM 
土曜日、日曜日、祝日： 10 AM – 6 PM

入館料
通常料金：7€ / 割引料金対象者：4€    
6 歳未満の小児は無料。割引についての情報は
Webサイトで入手できます。

cUBUs cAfE.rEstAUrAnt.BAr
電話: +43-732-944149
E-mail: office@cubus-aec.at
www.cubus.at
開店時間：月曜日-土曜日 9 AM – 1 AM、 
日曜日 9 AM - 6 PM 

アクセス

cUBUs cafe.restaurant.Bar

www.aec.at

アルス エレクトロニカ 
センター 

Infotrainers
アルスエレクトロニカ・センターには、オレンジ
色のユニフォームを着た説明員であるインフォ
トレーナーが館内にくまなく配置されています。
必要なときにいつでも、インフォトレーナに質問
してください。個々の作品や企画の背景につい
て、豊富な知識でお答えします。3000 m2 に及ぶ
広大な展示空間を、インフォトレーナーが未来
へのコミュニケーターとしてサポートします。ま
た、便利なオプションとして、インフォトレーナー
によるガイドツアーでハイライトを効果的に巡
ることも可能です。

ハイライト ツアー 
毎日11 AMと3 PM。木曜日には6:30PM、土曜日
と日曜日には4 PMのツアーが追加されます

冒険の旅    
6歳から10歳の子供向け。毎日3PM。土曜日、日
曜日、祝日および学校休暇中には11 AMの回が
追加されます。 

スクールプログラム
アルスエレクトロニカ・センターでは、学校授業
用の特別プログラムを用意しています。
詳細は、次のサイトからオンラインで入手でき
ます： www.aec.at/schulprogramm

Image Credits:
CubuS, Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber, Ray Tang/Rex Features, rubra,  
Stefan Eibelwimmer, Gerid Hager, Florian Voggeneder, Ars Electronica
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未来を感じる。“Museum of the future-未来の
美術館”は最先端テクノロジーとアート、社会と
の融合から見える「未来」のための体験型アート
センターです。

アルスエレクトロニカ・センターは今世界で起こ
りつつあることに着目しています。未来のテーマ
と課題を探求するため、最先端テクノロジーに
対するアート・社会の動向を通し、私たち一人一
人が考える場を創造します。ここでは専門的な
知識はいりません。直感的な体験型展示が来館
者を未来へと誘います。

アルスエレクトロニカは世界中のアーティス
トや最先端テクノロジーの専門家を惹き付け
るフェスティバルとして1979年に始まりまし
た。1987年に、現在ではコンピュータアート分野
で世界最高の賞とされる「プリ・アルスエレクト
ロニカ」を設立。1996年には、アルスエレクトロ
ニカ・センターの館内展示物を開発するととも
に最先端のメディア表現を社会へと実装する研
究所「フューチャーラボ」を発足。同年には、アル
スエレクトロニカ・センターもオープン。2009年
1月、現在の印象的なガラスのファサードで包ま
れた新しいセンターが始動しました。 

ここだけのユニークな体験：Deep space様々な展示企画

オレンジ色のシャツを着ているのがインフォトレーナー
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アルスエレクトロニカ・センターはリンツ市の施
設です。運営および活動資金は上オーストリア州
および民間セクターから拠出されています。

センターの入り口は「未来」へのゲート

日本語
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アルスエレクトロニカ・センターはリンツ市の施
設です。運営および活動資金は上オーストリア州
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GeoCity
ジオシティでは、グローバルデータからリンツに
まつわるローカルデータまで、人と都市、それを
取り巻く環境をテーマにしています。私たちは、
そもそも人として地球に存在し、様々な資源を
絶えず消費することによって地球全体に継続的
な影響を与えています。ジオシティではこのよう
な情報を分かりやすく可視化し、複雑な相互関
係をより簡単に把握できるようデザインされて
います。 

リンツの人口と同じ数だけのブロックで建物を
作ったり、自分の指紋の形からユニークな仮想
都市を創り出したり、リンツの街について知りた
ければ、特別なノートとタッチペンで、様々な都
市情報や歴史的地図を使ったリンツのインタラ
クティブ都市マップを体験できます。ジオシティ
の展示に参加することで、私たちを取り巻く環境
が映し出されてゆくのです。 

Deep Space
アルスエレクトロニカ・センターでしか味わえな
いユニークな体験ができるのがDeep Spaceで
す。正面の壁と床面に映し出される16 x 9 mの
巨大なプロジェクションが、２Ｄと３Ｄのハイビ
ジョン映像空間に来館者を引き込みます。

この巨大映像空間を通して、歴史的世界遺産か
ら宇宙の彼方まで遥か遠くの世界を旅すること
ができます。また高精細キガピクセルの写真が、
有名な絵画の細部を露わにし、息を呑む大自然
を映し出してくれます。 

New Views of 
Humankind

メインギャラリーでは、私たちの生活に大きく影
響する最新の科学分野をテーマにしています。
網膜のクローズアップ写真や高倍率顕微鏡によ
り生成された画像、3Dプリンタを使って作られ
た作品や、ヒューマノイドロボットなど、「New 
Views of Humankind：人への新しい視点」で
は、人間にとって本質的なものである「人の体」
を特集しています。それを読み解く鍵として、こ
の展覧会は四つのラボから構成されています。 

ブレインラボでは、人体の内部、特に私たちの知
覚において、実際に起きていることを見ることが
できます。バイオラボでは、顕微鏡の世界や遺伝
子工学の領域を探検することができます。ロボ
ラボでは、人とロボットの共存について、様々な
ロボットのあり方を通じて未来の風景を共有し
ます。ファブラボでは、これらの広大な科学領域
でのインスピレーションを、来館者自らが作品と
して創造できます。私たちにとって最も身近な「
体」を軸に、「人への新しい視点」について議論
を深めます。

Temporary 
Exhibits

特別企画展示は年に数回公開されます。「アーテ
ィスト、クリエータ、エンジニア」は、さまざまなジ
ャンルの境界を超えたイノベーションの展示シ
リーズ。場合によっては、１人の主役が三つの役
割すべてを担うことがあります。こうしたアーティ
ストたちは、未来を描く道具としてテクノロジー
を使い、クリエイティブな試みを行ってきました。
これらの活動を通して新しい生活の形や眼差し
が生まれてきたのです。この特別企画展示シリ
ーズでは、クールでクレバーな、楽しいまたは哲
学的な、あるいはシンプルに美しい、そんな作品
達を紹介しています。 

ブレインラボで人体を見つめる ロボラボのテレコミュニケーション・ロボット

バイオラボのたばこの葉のクローン ファブラボでの3Dデザイン 世界を映し出す情報デザイン 超巨大スクリーンで微細なディテールを楽しむ

3D宇宙のクルージング

3Dメガネをかけて、ショーが始まる

直感的な体験型作品 アーティスト、クリエータ、エンジニアの思想に浸る

未来のビジョンをたどる旅

夢で見たような世界が広がるリンツのインタラクティブな都市マップ ブロックであなたもピクセル・シティーを創造 
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の展示に参加することで、私たちを取り巻く環境
が映し出されてゆくのです。 

Deep Space
アルスエレクトロニカ・センターでしか味わえな
いユニークな体験ができるのがDeep Spaceで
す。正面の壁と床面に映し出される16 x 9 mの
巨大なプロジェクションが、２Ｄと３Ｄのハイビ
ジョン映像空間に来館者を引き込みます。

この巨大映像空間を通して、歴史的世界遺産か
ら宇宙の彼方まで遥か遠くの世界を旅すること
ができます。また高精細キガピクセルの写真が、
有名な絵画の細部を露わにし、息を呑む大自然
を映し出してくれます。 

New Views of 
Humankind

メインギャラリーでは、私たちの生活に大きく影
響する最新の科学分野をテーマにしています。
網膜のクローズアップ写真や高倍率顕微鏡によ
り生成された画像、3Dプリンタを使って作られ
た作品や、ヒューマノイドロボットなど、「New 
Views of Humankind：人への新しい視点」で
は、人間にとって本質的なものである「人の体」
を特集しています。それを読み解く鍵として、こ
の展覧会は四つのラボから構成されています。 

ブレインラボでは、人体の内部、特に私たちの知
覚において、実際に起きていることを見ることが
できます。バイオラボでは、顕微鏡の世界や遺伝
子工学の領域を探検することができます。ロボ
ラボでは、人とロボットの共存について、様々な
ロボットのあり方を通じて未来の風景を共有し
ます。ファブラボでは、これらの広大な科学領域
でのインスピレーションを、来館者自らが作品と
して創造できます。私たちにとって最も身近な「
体」を軸に、「人への新しい視点」について議論
を深めます。

Temporary 
Exhibits

特別企画展示は年に数回公開されます。「アーテ
ィスト、クリエータ、エンジニア」は、さまざまなジ
ャンルの境界を超えたイノベーションの展示シ
リーズ。場合によっては、１人の主役が三つの役
割すべてを担うことがあります。こうしたアーティ
ストたちは、未来を描く道具としてテクノロジー
を使い、クリエイティブな試みを行ってきました。
これらの活動を通して新しい生活の形や眼差し
が生まれてきたのです。この特別企画展示シリ
ーズでは、クールでクレバーな、楽しいまたは哲
学的な、あるいはシンプルに美しい、そんな作品
達を紹介しています。 

ブレインラボで人体を見つめる ロボラボのテレコミュニケーション・ロボット

バイオラボのたばこの葉のクローン ファブラボでの3Dデザイン 世界を映し出す情報デザイン 超巨大スクリーンで微細なディテールを楽しむ

3D宇宙のクルージング

3Dメガネをかけて、ショーが始まる

直感的な体験型作品 アーティスト、クリエータ、エンジニアの思想に浸る

未来のビジョンをたどる旅

夢で見たような世界が広がるリンツのインタラクティブな都市マップ ブロックであなたもピクセル・シティーを創造 
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な影響を与えています。ジオシティではこのよう
な情報を分かりやすく可視化し、複雑な相互関
係をより簡単に把握できるようデザインされて
います。 

リンツの人口と同じ数だけのブロックで建物を
作ったり、自分の指紋の形からユニークな仮想
都市を創り出したり、リンツの街について知りた
ければ、特別なノートとタッチペンで、様々な都
市情報や歴史的地図を使ったリンツのインタラ
クティブ都市マップを体験できます。ジオシティ
の展示に参加することで、私たちを取り巻く環境
が映し出されてゆくのです。 

Deep Space
アルスエレクトロニカ・センターでしか味わえな
いユニークな体験ができるのがDeep Spaceで
す。正面の壁と床面に映し出される16 x 9 mの
巨大なプロジェクションが、２Ｄと３Ｄのハイビ
ジョン映像空間に来館者を引き込みます。

この巨大映像空間を通して、歴史的世界遺産か
ら宇宙の彼方まで遥か遠くの世界を旅すること
ができます。また高精細キガピクセルの写真が、
有名な絵画の細部を露わにし、息を呑む大自然
を映し出してくれます。 

New Views of 
Humankind

メインギャラリーでは、私たちの生活に大きく影
響する最新の科学分野をテーマにしています。
網膜のクローズアップ写真や高倍率顕微鏡によ
り生成された画像、3Dプリンタを使って作られ
た作品や、ヒューマノイドロボットなど、「New 
Views of Humankind：人への新しい視点」で
は、人間にとって本質的なものである「人の体」
を特集しています。それを読み解く鍵として、こ
の展覧会は四つのラボから構成されています。 

ブレインラボでは、人体の内部、特に私たちの知
覚において、実際に起きていることを見ることが
できます。バイオラボでは、顕微鏡の世界や遺伝
子工学の領域を探検することができます。ロボ
ラボでは、人とロボットの共存について、様々な
ロボットのあり方を通じて未来の風景を共有し
ます。ファブラボでは、これらの広大な科学領域
でのインスピレーションを、来館者自らが作品と
して創造できます。私たちにとって最も身近な「
体」を軸に、「人への新しい視点」について議論
を深めます。

Temporary 
Exhibits

特別企画展示は年に数回公開されます。「アーテ
ィスト、クリエータ、エンジニア」は、さまざまなジ
ャンルの境界を超えたイノベーションの展示シ
リーズ。場合によっては、１人の主役が三つの役
割すべてを担うことがあります。こうしたアーティ
ストたちは、未来を描く道具としてテクノロジー
を使い、クリエイティブな試みを行ってきました。
これらの活動を通して新しい生活の形や眼差し
が生まれてきたのです。この特別企画展示シリ
ーズでは、クールでクレバーな、楽しいまたは哲
学的な、あるいはシンプルに美しい、そんな作品
達を紹介しています。 

ブレインラボで人体を見つめる ロボラボのテレコミュニケーション・ロボット

バイオラボのたばこの葉のクローン ファブラボでの3Dデザイン 世界を映し出す情報デザイン 超巨大スクリーンで微細なディテールを楽しむ

3D宇宙のクルージング

3Dメガネをかけて、ショーが始まる

直感的な体験型作品 アーティスト、クリエータ、エンジニアの思想に浸る

未来のビジョンをたどる旅

夢で見たような世界が広がるリンツのインタラクティブな都市マップ ブロックであなたもピクセル・シティーを創造 



GeoCity
ジオシティでは、グローバルデータからリンツに
まつわるローカルデータまで、人と都市、それを
取り巻く環境をテーマにしています。私たちは、
そもそも人として地球に存在し、様々な資源を
絶えず消費することによって地球全体に継続的
な影響を与えています。ジオシティではこのよう
な情報を分かりやすく可視化し、複雑な相互関
係をより簡単に把握できるようデザインされて
います。 

リンツの人口と同じ数だけのブロックで建物を
作ったり、自分の指紋の形からユニークな仮想
都市を創り出したり、リンツの街について知りた
ければ、特別なノートとタッチペンで、様々な都
市情報や歴史的地図を使ったリンツのインタラ
クティブ都市マップを体験できます。ジオシティ
の展示に参加することで、私たちを取り巻く環境
が映し出されてゆくのです。 

Deep Space
アルスエレクトロニカ・センターでしか味わえな
いユニークな体験ができるのがDeep Spaceで
す。正面の壁と床面に映し出される16 x 9 mの
巨大なプロジェクションが、２Ｄと３Ｄのハイビ
ジョン映像空間に来館者を引き込みます。

この巨大映像空間を通して、歴史的世界遺産か
ら宇宙の彼方まで遥か遠くの世界を旅すること
ができます。また高精細キガピクセルの写真が、
有名な絵画の細部を露わにし、息を呑む大自然
を映し出してくれます。 

New Views of 
Humankind

メインギャラリーでは、私たちの生活に大きく影
響する最新の科学分野をテーマにしています。
網膜のクローズアップ写真や高倍率顕微鏡によ
り生成された画像、3Dプリンタを使って作られ
た作品や、ヒューマノイドロボットなど、「New 
Views of Humankind：人への新しい視点」で
は、人間にとって本質的なものである「人の体」
を特集しています。それを読み解く鍵として、こ
の展覧会は四つのラボから構成されています。 

ブレインラボでは、人体の内部、特に私たちの知
覚において、実際に起きていることを見ることが
できます。バイオラボでは、顕微鏡の世界や遺伝
子工学の領域を探検することができます。ロボ
ラボでは、人とロボットの共存について、様々な
ロボットのあり方を通じて未来の風景を共有し
ます。ファブラボでは、これらの広大な科学領域
でのインスピレーションを、来館者自らが作品と
して創造できます。私たちにとって最も身近な「
体」を軸に、「人への新しい視点」について議論
を深めます。

Temporary 
Exhibits

特別企画展示は年に数回公開されます。「アーテ
ィスト、クリエータ、エンジニア」は、さまざまなジ
ャンルの境界を超えたイノベーションの展示シ
リーズ。場合によっては、１人の主役が三つの役
割すべてを担うことがあります。こうしたアーティ
ストたちは、未来を描く道具としてテクノロジー
を使い、クリエイティブな試みを行ってきました。
これらの活動を通して新しい生活の形や眼差し
が生まれてきたのです。この特別企画展示シリ
ーズでは、クールでクレバーな、楽しいまたは哲
学的な、あるいはシンプルに美しい、そんな作品
達を紹介しています。 

ブレインラボで人体を見つめる ロボラボのテレコミュニケーション・ロボット

バイオラボのたばこの葉のクローン ファブラボでの3Dデザイン 世界を映し出す情報デザイン 超巨大スクリーンで微細なディテールを楽しむ

3D宇宙のクルージング

3Dメガネをかけて、ショーが始まる

直感的な体験型作品 アーティスト、クリエータ、エンジニアの思想に浸る

未来のビジョンをたどる旅

夢で見たような世界が広がるリンツのインタラクティブな都市マップ ブロックであなたもピクセル・シティーを創造 



H

P
H

P H Hauptbahnhof

Hauptplatz

H
P

Rudolfstraße

Unte
re

 D
onaulände

Rudolfstraße
Frie

dric
hstr

.

Landstraß
e

1, 2, 3

K
rem

stal Bundestraß
e

M
ühlkreisautobahn 

 
       Salzburg, W

ien �

3

Ferih
um

erst
r.

1, 
2

P

A7

DONAU

B139

Abfahrt Hafen

Abfahrt Urfahr

HWildbergstraße

Landgut-
straße H

Uni �

Fre
ist

adt,
Pra

g �

Info
Ars ElEctronicA cEntEr
Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Austria
電話: +43-732-7272-0
E-mail: center@aec.at
www.aec.at

開館時間 
火曜日、水曜日、金曜日： 9 AM – 5 PM 
木曜日： 9 AM – 9 PM 
土曜日、日曜日、祝日： 10 AM – 6 PM

入館料
通常料金：7€ / 割引料金対象者：4€    
6 歳未満の小児は無料。割引についての情報は
Webサイトで入手できます。

cUBUs cAfE.rEstAUrAnt.BAr
電話: +43-732-944149
E-mail: office@cubus-aec.at
www.cubus.at
開店時間：月曜日-土曜日 9 AM – 1 AM、 
日曜日 9 AM - 6 PM 

アクセス

cUBUs cafe.restaurant.Bar

www.aec.at

アルス エレクトロニカ 
センター 

Infotrainers
アルスエレクトロニカ・センターには、オレンジ
色のユニフォームを着た説明員であるインフォ
トレーナーが館内にくまなく配置されています。
必要なときにいつでも、インフォトレーナに質問
してください。個々の作品や企画の背景につい
て、豊富な知識でお答えします。3000 m2 に及ぶ
広大な展示空間を、インフォトレーナーが未来
へのコミュニケーターとしてサポートします。ま
た、便利なオプションとして、インフォトレーナー
によるガイドツアーでハイライトを効果的に巡
ることも可能です。

ハイライト ツアー 
毎日11 AMと3 PM。木曜日には6:30PM、土曜日
と日曜日には4 PMのツアーが追加されます

冒険の旅    
6歳から10歳の子供向け。毎日3PM。土曜日、日
曜日、祝日および学校休暇中には11 AMの回が
追加されます。 

スクールプログラム
アルスエレクトロニカ・センターでは、学校授業
用の特別プログラムを用意しています。
詳細は、次のサイトからオンラインで入手でき
ます： www.aec.at/schulprogramm

Image Credits:
CubuS, Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber, Ray Tang/Rex Features, rubra,  
Stefan Eibelwimmer, Gerid Hager, Florian Voggeneder, Ars Electronica
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未来を感じる。“Museum of the future-未来の
美術館”は最先端テクノロジーとアート、社会と
の融合から見える「未来」のための体験型アート
センターです。

アルスエレクトロニカ・センターは今世界で起こ
りつつあることに着目しています。未来のテーマ
と課題を探求するため、最先端テクノロジーに
対するアート・社会の動向を通し、私たち一人一
人が考える場を創造します。ここでは専門的な
知識はいりません。直感的な体験型展示が来館
者を未来へと誘います。

アルスエレクトロニカは世界中のアーティス
トや最先端テクノロジーの専門家を惹き付け
るフェスティバルとして1979年に始まりまし
た。1987年に、現在ではコンピュータアート分野
で世界最高の賞とされる「プリ・アルスエレクト
ロニカ」を設立。1996年には、アルスエレクトロ
ニカ・センターの館内展示物を開発するととも
に最先端のメディア表現を社会へと実装する研
究所「フューチャーラボ」を発足。同年には、アル
スエレクトロニカ・センターもオープン。2009年
1月、現在の印象的なガラスのファサードで包ま
れた新しいセンターが始動しました。 

ここだけのユニークな体験：Deep space様々な展示企画

オレンジ色のシャツを着ているのがインフォトレーナー
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アルスエレクトロニカ・センターはリンツ市の施
設です。運営および活動資金は上オーストリア州
および民間セクターから拠出されています。

センターの入り口は「未来」へのゲート

日本語


