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本資料は、インターネット上の情報を使って作成しました。



サンクトペテロブルグの位置



サンクトペトロブルグ（ロシア）

• ロシア観光で一番のハイライトとなる街、サンクトペテルブルク。

• ピョートル大帝の時代から都市計画により建設された街はロシアで
も類をみない美しさです。

• 街ごとすっぽり世界遺産にも登録されているほど見どころの多い街
です。

• サンクトペテルブルクのメインストリート、ネフスキー通りを歩き、
世界三大美術館エルミタージュ美術館を訪れ、ネヴァ川に映えるペ
トロパブロフスク要塞の黄金の尖塔を眺めてみましょう。

• 夏の真夜中に跳ね橋が次々と開いていく光景には思わず拍手です。



サンクトペテルブルクの基本情報

• サンクトペテルブルクは人口500万人(2012年10月現在)を有す
るロシア第二の都市。

• 広大なロシアの東の端にありバルト海に面しています。

• サンクトペテルブルクは1703年、ピョートル大帝の命により
「西洋に開かれた窓」として建設が開始され、その後1914年ま
でロシアの首都として発展してきました。

• 現在は文化・芸術の中心都市としてロシア内で一番多くの観光
客が訪れる街でもあります



サンクトペテルブルクの基本情報（続き）

• ロシアの物価は特に大都市部ではかなり高めです。但し、交通費はそれほどでも
ありません。

• 主な料金ビックマックセット : RUB300(627円)、ビール500ml缶 : RUB60(125.4
円 *スーパーで購入した場合)、水1.5lペットボトル:RUB42(88円),タクシー初乗
り料金 : RUB150 (314円) 

• 治安面・衛生面など治安は良いとはいえません。モスクワに比べるとましですが、
特に観光客を狙ったスリなどの犯罪が多いので気をつけましょう。特

• に人が集まる空港・鉄道駅・地下鉄などでは十分に注意が必要です。衛生面はか
なり整ってきていますが、地域によっては問題のあるところもあるので気をつけ
ましょう。

• 食べ物・水ロシア料理は比較的日本人の好みに合うようです。ロシアならではの
食材を使った料理も多いのでぜひ試してみてください。

• ただし、水道水は飲めません。必ずミネラルウォーターを購入して飲みましょう。
ガス入りの水も多いので苦手な方は購入するときに必ず確認しましょう。



サンクトペトロベルグの名所



エミルタージュ美術館
建物自体が世界遺産であり、
世界三大美術館の一つ。

ロマノフ王朝の女帝エカテ
リーナ2世が、1775年に自分
専用の隠れ家（エルミター
ジュ）展示室を建てたのが
この美術館の起源。

その後、歴代のロシア皇帝
が美術品を収集し、ロシア
革命後は貴族・商人から没
収されたコレクションも集
められ、冬の宮殿の全体の
建物を含めて統合。

総収蔵品は約300万点とされ、
ルネサンス期のものから印
象派まで、貴重な美術品の
数々が展示されている。



エルミタージュを構成するのは、冬宮、小エルミ
タージュ、旧エルミタージュ、新エルミタージュ、
劇場エルミタージュの五つの建物で、19世紀から
約百年かかって完成された。

まず冬宮を中心とする王家の各部屋をまわり、宮
殿装飾を楽しみましょう。

最初は多の歴史の舞台として登場した大使の階段
（ヨルダン階段）だ。

ストレッリにより造られたロシア・バロック建築
の極致であり、館内で迷った際の指標にもなる。

ヨルダン階段



冬宮2階での部屋は

孔雀の時計のあるパヴィリオンの間、

謁見に使われた大玉座（聖ゲオルギー）の間、

女神とピョートルが描かれたピョートル大帝

の間

銀器の展示室でもある紋章の間、

300人の肖像画がある1812年祖国戦争の間、

美しい孔雀石の間、

ロココ様式の着替えの間（ブドゥアール）、

黄金の客間、ニコライ2世の図書室などだ。

各部屋の家具、装飾小物、天井画、額入り絵画、

シャンデリア、モザイクの床などどれをとっても

芸術品。

孔雀の時計のあるパヴィリオンの間

これらの冬宮2階のロマノフ王家の部屋とインテリアを
見て回るだけでも、半日はかかる。

エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9410427,30.3128923,3a,75y,354.32h,89.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMEKmn792mrA7lbe7CCo95VF4ONpz00SqYngQgo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMEKmn792mrA7lbe7CCo95VF4ONpz00SqYngQgo%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya18.868057-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


Julián González - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9413682,30.3135374,3a,75y,264.18h,90.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP9g-RpzPhSwtZZzzmgvhVCO2zLbqRYPeexVsX-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP9g-RpzPhSwtZZzzmgvhVCO2zLbqRYPeexVsX-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya102.2786-ro-0-fo100!7i8704!8i4352






Alexandr Anoprikov - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.939441,30.315357,3a,64.1y,312.64h,93.92t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNFCv4Hd3BTqEfHqv_2lowM_bongoakHGf6UP6Y!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNFCv4Hd3BTqEfHqv_2lowM_bongoakHGf6UP6Y%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya192.58745-ro0-fo100!7i6656!8i3328


Valeria Molkova - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.941296,30.3133506,3a,60.4y,78.27h,91.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOuJyL1fis_pAzYnwsicvAsizsSOJtOCRjqEODG!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOuJyL1fis_pAzYnwsicvAsizsSOJtOCRjqEODG%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya268.75922-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9408214,30.3148258,2a,75y,14.5h,90.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sl5jpHBA7PGuGEkSt7Yd-YA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dl5jpHBA7PGuGEkSt7Yd-YA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D24.47568%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i5632!8i2816


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9416226,30.3168405,2a,75y,293.42h,88.2t/data=!3m7!1e1!3m5!1sox8jJcjW_f0jVQTSE0ZH_w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dox8jJcjW_f0jVQTSE0ZH_w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D359.4408%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i5632!8i2816


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.941671,30.3168201,2a,75y,47.51h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWAgL3CKpnDjCgCFNGZq8jw!2e0!7i5632!8i2816


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9417478,30.3156012,2a,75y,149.82h,91.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCnGKU607rFyrnUo4HMlamA!2e0!7i5632!8i2816


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9413902,30.3160105,2a,75y,84.59h,95.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX4RGvCsBL_vIFgNWG0N_7w!2e0!7i5632!8i2816


エルミタージュ美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9410095,30.3151202,2a,75y,104.07h,93.3t/data=!3m7!1e1!3m5!1srYNJDJ5kt50IKpar6ikexg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DrYNJDJ5kt50IKpar6ikexg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D21.306267%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i5632!8i2816


イタリア美術のコレクションが有名だ。
中でも一番の人気は、レオナルド・ダ・ヴィンチの『ブ
ノワの聖母』（ベヌアの聖母）と『リッタの聖母』の二
作だ。

写真は『ブノワの聖母』で、若き日のレオナルドの最初
の聖母子画だ。女性を描いた作品としては最も柔らかい
表情で親しみやすい顔立ちをしている。

ラファエロの『コネスタービレの聖母』と『聖家族』も
見逃せない。
これら巨匠達の描いた聖母や聖家族の画を見れば、時を
超えて、敬虔な気持ちに浸ることができる。

次に有名な作品としては、ティツアーノの『悔悛するマ
グダラのマリア』と『ダナエ』がある。これらはティツ
アーノが得意とする女性美あふれる絵画の傑作だ。



エルミタージュ美術館の作品 ＜ＺＩＺＩＶＡＶＡの写真
集＞ (coocan.jp)

http://zizivava.travel.coocan.jp/2014_Hermitage/Hermitage_1.html


Virtual Visit (hermitagemuseum.org)

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1?lng=en




British Art (hermitagemuseum.org)

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node483


玉ねぎ型のクーポラが特徴の「血の上の救世
主教会（Храм Спаса на
Крови）」。

1881年、当時のロシア皇帝アレクサンドル２
世がこの場所で爆弾テロに遭い、暗殺された。

聖堂は皇帝の死を悼み、事件現場の上に建て
られたため、こう呼ばれている。

外観はモスクワの赤の広場に建つワシリー寺
院に似た、ロシアの伝統的な教会様式。そし
てなんと言ってもこの教会の見どころは、モ
ザイクタイルのイコン画で埋め尽くされた豪
華な内装！

壁から柱、天井の全てを埋め尽くすその光景
は、ロシア装飾建築の最高傑作とも称される
のも納得です



教会の内部は、多数のイコンや絵画、装飾文様で埋めつく
されている。

壁画のように見えのはすべてモザイク画。下絵は当時の一
流画家たちによるもので、その総面積は7000平方メート
ル以上もあるのだとか。

鮮やかなブルーの地に微妙な陰影をつけて、写実的にあら
わされた見事なモザイク画。規模の大きさ、色の鮮やかさ、
そして精緻を極めたその技術にはただただ驚嘆するばかり。
ロシア装飾建築の最高傑作とも称される。

堂内の運河寄りの一段低くなった部分は、アレクサンドル
２世が爆弾を投げつけられた歩道。聖堂建設のきっかけと
なった事件現場の歩道の敷石と鉄製の手すりが、当時のま
まの形で再生保存されてる。

巨費を投じて作られ、ロシア工芸技術の最高傑作ともいわ
れる教会だったが、あらゆる宗教が否定されたソ連時代に
は、倉庫として使われたり、交通に障害になるとして爆破
計画もあったのだとか。聖堂の一角には、現在のように公
開されるまでの修復過程を紹介する展示スペースがある。



カザン聖堂

• 息をのむ荘厳美！サンクトペテルブルグの聖堂
• カザン聖堂は、サンクトペテルブルクにおけるロシア正教の中心。

• サンクトペテルブルクのメインストリート、ネフスキー大通りに面してい
ます。

• 両翼に広がる柱が印象的な外観は、ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂を
模したもの。

• 19世紀初め、聖堂の建設を命じた皇帝パーヴェル1世の希望により、この
ようなデザインになったのだそう。

• 聖堂ではほぼ毎日ミサが行われていて、その様子は誰でも見学することが
できます。

• 司教の低い、それでいて歌うような祈りの声と、まるで天使のような聖歌
隊の歌声が交互に響き合い、堂内は荘厳な雰囲気に包まれます。



カザン聖堂



カザン聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9341589,30.3245897,2a,75y,74.45h,94.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1sfDh3pt455rZWMxNSios3_Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DfDh3pt455rZWMxNSios3_Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D4.965775%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


カザン聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9342992,30.3242217,2a,75y,98.89h,92.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOe_mdbf5zRnGD1SvfnmMeA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DOe_mdbf5zRnGD1SvfnmMeA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D295.43765%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


イサク聖堂は17世紀の創建。サンクトペテルブ
ルグの街を築いたピョートル大帝が、自身の誕
生日の聖人、聖イサクに捧げるために聖堂を建
てたのが始まり。

現在の建物は４代目、19世紀前半に40年の歳月
をかけて建設したもので、その規模、豪華さと
もにヨーロッパでも屈指の大聖堂だ。

大理石や花崗岩をふんだんに使った壮大な建物
を支えるのは、48本の巨大な柱。柱はなんと継
ぎ目のない１枚岩から作られていて、直径1.8m、
高さ17ｍ、重さなんと114トンもある。

しかし、サンクトペテルブルグはもともと湿地
の上に建てられた街。軟弱な地盤の上に大理石
や花崗岩をふんだんに使った建物を建てるため、
２万本以上の杭を打ち込み、その上に石の土台
を築いた。

この堅固な土台のおかげで、建造から150年以
上もたった現在でも建物のくるいはまったくな
いとのこと。



colin foo - Google マップ 天井が見事

https://www.google.com/maps/@59.934145,30.3061417,3a,90y,266.01h,91.35t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP6iGVQv2YPcp9XpyZnhiv7ppUerLSz32sjMI19!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP6iGVQv2YPcp9XpyZnhiv7ppUerLSz32sjMI19%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya44.27285-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


• 聖堂の内部は精巧なモザイクや大理石、青い天藍石や緑の孔雀
石で飾られている。もはや言葉を失ってしまうほどの圧倒的な
豪華さだ。

• 晴れた日には中央の丸天井の窓から陽の光が差し込み、内部は
明るく照らされる。色彩豊かな聖画や金箔の装飾、色とりどり
の大理石が明るく輝いて、地上のものとは思われないほどの美
しい光景を目にすることができるだろう。



エフスキー大通り



77 ネフスキー・プロスペクト - Google マップ

エフスキー大通り

https://www.google.com/maps/@59.9314134,30.3577535,3a,75y,75.61h,90.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0DsjqL8KFDJNyOuJGdLcCA!2e0!7i13312!8i6656


Заказать 3D-панораму, тур 8-904-
338-57-42 - Google マップ

トイッキー大聖堂

https://www.google.com/maps/@59.9162561,30.3049339,3a,75y,51.97h,89.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPkOrSPJYQ2G4iTcE0NmIVXxxDsujizvmLiLv56!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPkOrSPJYQ2G4iTcE0NmIVXxxDsujizvmLiLv56%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya196.91245-ro0-fo100!7i10000!8i5000


ショッピングセンタ



トロイツカヤ・プロシャジ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9169341,30.3045536,3a,75y,104.26h,88.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZwvvLG7Xn3Gg1BXQnXLQbQ!2e0!7i13312!8i6656


https://www.travel.co.jp/guide/matome/505/#ct_10

サンクトペトロベルグの名所



トロイッキー大聖堂



ペトロパブロフスク要塞

• ピョートル大帝のバルト
海進出に伴い築かれた要
塞で、周りは厚い壁で囲
まれている。

• 中央に立つ、高さ122.5ｍ
の高さの尖塔を持つ大聖
堂は、ピョートル大帝は
じめ、歴代の皇帝が眠る
霊廟でもある。

• また、要塞の建設を始め
た1703年5月16日がペテル
ブルグ市誕生の日となっ
ている。



ペトロパヴロフスク要塞ペトロパヴロフスク要塞 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9502252,30.3165553,2a,75y,73.89h,90.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1saEORxZ1PZIPw3ki37NLd0Q!2e0!7i13312!8i6656


Google - Google マップ

ペテルゴフはロシ
ア・サンクトペテ
ルブルクのペトロ
ドヴォレツォヴヌ
イ区にある町であ
る

https://www.google.com/maps/@59.8871047,29.9191999,3a,75y,190.24h,94.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2-TdF4fnugCFtHtzw4xK2A!2e0!7i13312!8i6656


ペテルゴフ

• サンクトペテルブルク中心部から西に約29km離れた、フィンランド湾の
南岸に位置している。

• ペテルゴフ宮殿やサンクトペテルブルク大学の2つのキャンパスのうち1つ
がある。

• サンクトペテルブルクのベッドタウンとなっており人口が増加しているが、
歴史的景観を保護するため開発が制限された地区がある。

• 1721年に宝石と大理石の細工工場が建設され、大勢の職人が集められた。
これは宮殿の内部を飾り付けるためだった。

• 1920年代に工場は時計の装飾を手掛けるようになり、第二次世界大戦後
には時計の製造の全工程を行うようになった。

• 1961年からは「Rocket」のブランド名で出荷されていた。1981年には
7500人の従業員がいたが、現在では生産規模は大幅に縮小されている。



「サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群」として
世界遺産に登録

• ペテルゴフ宮殿とその庭園
• ペテルゴフ宮殿（露）（ピョートル大帝の夏の宮殿）とその噴水庭園

はロシアを代表する観光地のひとつである。

• ピョートル1世の命により当時の先端技術を投入されて建設されたもの
で、ベルサイユ宮殿の影響が見られる。

• 歴史地区
• ペテルゴフ町内のNew Peterhof地区には多くの歴史的建造物が残さ

れている。以下はその代表的なものである。
• Cathedral of Peter and Pavel - 1904年に竣工した高さ60mの聖堂。ペテルゴ

フ宮殿「上の庭園」入口から徒歩5分。1935年に閉鎖されたが、1985年から
1990年にかけて修復された。

• New Peterhof駅 - 1857年に竣工。ロシア最古級の駅舎である。小規模だがトレ
インシェッドを備えている



Cathedral of Peter and Pavel New Peterhof駅







Google - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8891555,29.9115707,3a,75y,221.07h,96.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1scEjKzNT75X1kxnXF47UQYw!2e0!7i13312!8i6656


ペテルゴ宮殿



Google - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8849942,29.9096376,3a,77.4y,208.16h,91.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1s69ApD_tPHCmkHoexfTmC_w!2e0!7i13312!8i6656


ボリショイ・ドヴォレツ - Google マップ 宮殿の中

https://www.google.com/maps/@59.8845788,29.9087306,3a,75y,271.49h,90.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNSndRAMDSERSCTqkJn2ZLHM-7nAVDSaPJFiIls!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNSndRAMDSERSCTqkJn2ZLHM-7nAVDSaPJFiIls%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya280.44995-ro0-fo100!7i10240!8i3366


ペテルゴフ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8846403,29.9076769,3a,75y,188.71h,89.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMnnIBtNYQGmr0QmvMfqPZyogrOWGFn9Ezg1jK9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMnnIBtNYQGmr0QmvMfqPZyogrOWGFn9Ezg1jK9%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya150.17714-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


default - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8690283,29.9293333,3a,75y,285.99h,73.06t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPeZaudyQs0aJN7Y--EgrX39m9pR6me_irNLQU_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeZaudyQs0aJN7Y--EgrX39m9pR6me_irNLQU_%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya340-ro0-fo100!7i8192!8i4096


サボール・ペトラ・イ・パヴラ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8789992,29.913157,3a,75y,110.32h,94.9t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMNh7Ve1Ob7ztwkCHJJv_U1ubU8MNUjhGfNEQTu!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMNh7Ve1Ob7ztwkCHJJv_U1ubU8MNUjhGfNEQTu%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya261.61905-ro0-fo100!7i8704!8i4352


サボール・ペトラ・イ・パヴラ Sven Krüger - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.8792969,29.9134289,3a,75y,341.08h,94.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOSeB8q52e9vdPuyJ4yMhyroyz8k4DTYiJ625b5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOSeB8q52e9vdPuyJ4yMhyroyz8k4DTYiJ625b5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya132.31575-ro-0-fo100!7i5656!8i2828


エカテリーナ宮殿エカテリーナ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.7155599,30.3949131,2a,75y,226.44h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHvj98QE-8pcPhAcCZaMdGw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DHvj98QE-8pcPhAcCZaMdGw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D207.93594%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


Eugenio Barolo - Google マップ
エカテリーナ宮殿

https://www.google.com/maps/@59.7156946,30.3948725,3a,75y,203.92h,86.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP85G2tAwOsjdP0FarphWdz9pJquNNIM0MIaW4C!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP85G2tAwOsjdP0FarphWdz9pJquNNIM0MIaW4C%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya166.1737-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


琥珀の間

• 琥珀の間とは、ロシア連
邦のサンクトペテルブル
クにあるエカテリーナ宮
殿内の一室である。

• その名の通り、部屋全体
の装飾が琥珀で出来てお
り、これは世界で唯一の
ものである。



琥珀の間の成立

• 琥珀の間に使用された装飾は、ロシア西欧化の基礎を築いたピョートル大帝がプロイセン王、フリードリヒ・
ヴィルヘルム1世から譲り受けた装飾が元になっている。

• 琥珀の間の原型とも言える「琥珀の部屋」はプロイセンで構想され、制作が開始された。当時のプロイセン王
フリードリヒ1世は、琥珀の部屋の装飾、独創性を好んだという。しかし、フリードリヒ1世は琥珀の部屋の完
成を見ることなく、この世を去っている。

• その後、琥珀の部屋の装飾はフリードリヒ1世の子、フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の時代に、ピョートル大
帝が所望し、贈られることとなる。しかし、装飾はすぐに組み立てられることはなく放置された。

• ピョートル大帝の死後、即位したエリザヴェータは自国文化の更なる西欧化を図ったが、冬宮（現在のエルミ
タージュ美術館）の改築の際に、放置されていた装飾は宮殿の謁見の間の装飾として、ロシアで作られた装飾
と共に利用された。こうして、当初のプロイセンで構想された琥珀の部屋より大きく広い空間となった。この
時点で琥珀の間としては完成していたと考えられる。

• その後、琥珀の間は夏宮に移された。完成は1770年、エカチェリーナ2世の時代であった。エカチェリーナ2世
は琥珀の間をことのほか愛し、部外者の立ち入りを禁止していたという。



Summer Palace of Catherina - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.7162883,30.3958533,3a,75y,279.93h,95.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMI0WeWQV2UvuSlWyDDYs_e0h_3vm4kKNFfaqQK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMI0WeWQV2UvuSlWyDDYs_e0h_3vm4kKNFfaqQK%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya115.69853-ro0-fo100!7i9964!8i4982


Денис Чагин - Google マップ

ヤンタルナヤ・コムナタ

https://www.google.com/maps/@59.7164459,30.3941422,3a,47.8y,0.7h,69.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNvOiXl1Ia1VLZw8BB_EA8JAbYpegMdnxHJ5tsR!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNvOiXl1Ia1VLZw8BB_EA8JAbYpegMdnxHJ5tsR%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya186.56927-ro0-fo100!7i8192!8i4096


サンクトペトロブルグ
ロシア

おわり

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２１/２/２６（金）

本資料は、インターネット上の情報を使って作成しました。



サンクトペトロブルグの
歴史など

２０２１/３/２６（金）
インターネット世界旅行



歴史
• 歴代ロシア皇帝は帝都サンクトペテルブルクの整備を続け、1754年には皇帝が冬の時期を過ごす宮殿と

して冬宮が完成し、ネフスキー大通りが整備され、冬宮を中心とした放射状の街並みが作られた。

• 1757年には演劇アカデミーが創設された。

• エカチェリーナ2世の時代の1762年には冬宮の一角に後のエルミタージュ美術館の元となる展示室が開設
された。

• 1800年、サンクトペテルブルクの人口が22万人に達する。フランス皇帝ナポレオン1世の侵攻による
1812年の祖国戦争において第2の都市モスクワが壊滅したがサンクトペテルブルクは戦火には見舞われな
かった。

• 1837年にはペテルブルクとツァールスコエ・セローとの間にロシア初の鉄道が建設された。1851年には
モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が完成した。

• 1869年、人口は67万人になった。1873年当時のサンクトペテルブルクの様子は日本の岩倉使節団の記録
である『米欧回覧実記』に詳しく記されている。

• 19世紀末には、聖イサアク大聖堂や血の上の救世主教会など、現在でもサンクトペテルブルクの名所と
なっている多くの建築物が建設された。また、サンクトペテルブルク市民の経済力も向上したため、ネ
フスキー大通りを中心に豪奢な建築物が立ち並ぶようになった。

• スモーリヌイ修道院 ソビエト政権独立宣言がここで行われ、首都がモスクワに移されるまでソビエト
政府の中枢であった

• ロシア革命では二月革命・十月革命の2つの革命の中心地となり、武装蜂起によるボリシェヴィキの政権
奪取やレーニンによる憲法制定会議の解散が起こった。

• その後、ソヴィエト政権は外国からの干渉軍の派遣を恐れ、首都を国境地帯に近いペトログラード（サ
ンクトペテルブルク）からより国境から遠いモスクワに移転。

• 1922年にモスクワが正式に首都と定められたことで、この町は政治の中心では無くなった。



ソビエト連邦時代
• 1924年にロシア革命の指導者ウラジーミル・レーニンが死去すると、その功績を称えペトログラードは

「レーニンの街」の意であるレニングラードに改名された。

• レニングラードはフィンランドとの国境地帯に近いため、有事の際はフィンランド軍によって占領され
る危険性があった。そこでヨシフ・スターリンはフィンランドに対してレニングラード周辺のフィンラ
ンド領の割譲を要求したが、フィンランド政府がこの要求を断固拒否したため、1939年に冬戦争が勃発。

• 当時のソ連軍とフィンランド軍の戦力差は絶望的であり、当初はソ連の圧勝かと思われたが、フィンラ
ンドは善戦し、ソ連軍は多大な犠牲を払うこととなった

• しかし結局翌1940年にはレニングラード周辺地域の割譲をもって講和がなされ（モスクワ講和条約）、
この戦争が中立的であったフィンランドの枢軸陣営への参加を招いた。

• 第二次世界大戦中は、フィンランドとドイツ軍による約900日、足掛け4年にもわたる包囲攻撃を受けた
（レニングラード包囲戦）。

• 枢軸軍はレニングラード市民の戦意を挫くため街と外部の連絡を徹底的に絶ち、物資が途絶えた市中で
は飢餓により市民・軍人に多数の死者が発生したが、ソ連側はこの苦境を耐え抜き、最後までにレニン
グラードがドイツ・フィンランド軍の占領を受けることはなかった。

• その功績により、レニングラードは英雄都市の称号を与えられた。

• 戦後もレニングラードはソ連第二の都市として存在感を持っており、その歴史的経緯や地理的要因から
首都であり最大都市のモスクワとは違った文化や風土を維持した。

• また、レニングラードの共産党第一書記になることはソビエトの政治体制の中で重要な位置を占めるこ
とと同義であり、クレムリンでの権力闘争でも大きな影響力を持つことになった。

• なお、ロシア革命以降でレニングラード（サンクトペテルブルク）出身者がロシアのトップに登り詰め
たのはソ連崩壊後の2000年にロシア大統領に選ばれたウラジーミル・プーチンが初めてである。





赤い帆
• 赤い帆は、ロシアの大都市サンクト

ペテルブルクで毎年6月の夏至のころ
に「白夜祭」として行われる祭りで
ある。

• 冬宮殿前の宮殿広場に巨大な赤い帆
が飾られて、ネフスキー大通りなど
の街中にも赤い帆のシンボルマーク
が飾られて、音楽など様々な行事が
行われ、最近は100万人の観光客であ
ふれるといわれている。

• この祭りの歴史はそう古くなく、第2
次世界大戦後に高校卒業生がアレク
サンドル・グリーンの童話「赤い
帆」（1922年）にちなんで卒業を祝
う行事を行なって以来という。



聖イサアク大聖堂とピョートル大帝像



ミハイロフスキー城
ミハイロフスキー城の建物は、シンメト
リカルな全体に対して、大小様々な形の
部屋を配し非対称的な構成となっている。
モイカ川に面する北側ファサードは大理
石の列柱が低く抑えられ、オープンテラ
スが設けられている。北側入り口にはヘ
ラクレス像とフローラ像が設置され調和
が取れた空間を構成している。
東西には尖塔が立ち、東側に礼拝堂、西
側に楕円形ホールが造られた。
皮肉なことにパーヴェル1世は、ミハイ
ロフスキー城を居城と定めて移転した40
日後に、反パーヴェルの貴族、将校らに
よって絞殺され、遺骸は踏みつけにされ
た。パーヴェルの跡を継いだのは、パー
ヴェルの長男でエカテリーナ2世の寵愛
を受けたアレクサンドル1世である。ア
レクサンドルは、ミハイロフスキー城を
暗殺犯の一人ニコライ・ズーボフに下賜
した。
パーヴェルの死後、帝室一家は冬宮に移
り、ミハイロフスキー城は、20年以上の
長きに渡り放置された。



ミハイロフスキー城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@59.9405213,30.3372165,3a,75y,283.39h,91.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOirvAII3CZZfQvn8mBpVMVKvxGW5ctvGsIpLJP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOirvAII3CZZfQvn8mBpVMVKvxGW5ctvGsIpLJP%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya15.124058-ro-0-fo100!7i11000!8i5500


ペトロパヴロフスク要塞 1700年に始まった大北方戦
争の過程でスウェーデンか
ら土地を防衛するために
ピョートル1世の命令で建
設された。

星型要塞の理論に基づいて
設計され、河口付近のザー
ヤチ島の形状を生かして構
築された。

要塞の中央に首座使徒ペト
ル・パウェル大聖堂（ペト
ロパヴロフスキー大聖堂）
があり、ピョートル1世が
葬られている。

大聖堂はロシアの歴代皇帝
の埋葬地となり、帝政ロシ
ア時代は最も神聖な場所と
された。



ロシア革命時、冬宮前に押し寄せる民衆


