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           モスクワ・サンクトペテルブルク紀行 

 

○ プロローグ 

 

 モスクワ・サンクトペテルブルグへの計画は、結構早く、２０１６年６月のパナマへ行く

前から、（戻って来てからかも？）計画した。ＪＡＬのマイレッジの４万ポイントで行ける

が、この時点で、モスクワ往復を予約できるのは、２０１７年度は、４月の上旬まで、そ

れで、日程が、４月７日（金）から、４月１３日（木）までが決まった。早速、地球の歩き

方のロシア編を買ってきた。昭島のプールで知り合ったＳさんの話では、モスクワは、

６月の花の咲き出すころが、ベストとのことだが、まあ、寒いところは、寒いうちに行く

のも良かろうと、何時もの、春先の旅行を、４月のモスクワとした。まず、新宿のＨＩＳに

行って、モスクワから、サンクトペテルブルクの夜行列車の切符と帰りのモスクワへの

飛行機のチケットを購入する話をしたが、両方とも、まだ時期が早すぎるとのことで、

買えることを確認して戻ってきた。その後、インターネットでモスクワ、サンクトペテル

ブルクのホテルも予約したが、地球の歩き方を読んでいたら、ロシアへの旅行には、

ビザが要り、ビザを取るには、ホテルのバウチャーが要る・・・・・。そのバウチャーは、

日本の旅行会社に頼まねば、取れないらしい・・・・。また、海外旅行保険も、入らない

とビザが下りない。従って、日本の旅行会社に、ビザ取得を御願いするのが、一番ら

しいとのことで、１０月の貴陽から帰って来てから、地球の歩き方に乗っている（株）イ

ンツーリスト・ジャパンという旅行会社に行って来た。 

 新宿から、都営新宿線の市ヶ谷駅から、歩いて直の旅行会社だが、中々、分からな

くて、電話を掛けて何とか探し当てた。行った際は、中年の叔母ちゃんと若いお姉さん

の対応で、この日は、中年の叔母ちゃんと話したが、担当は、若い方のＫＹさんという

お姉さん。２回目に行った際、ビザ取得と（インターネットの予約のホテルをキャンセ

ルして）モスクワとサンクトペテルブルクのホテル、夜行列車の切符、帰りの飛行機の

チケットを予約して貰うことにした。手付金として３万円を払った。その際、役に立ちそ

うな、モスクワとサンクトペテルブルクの市内地図を貰ってきた。 

 その後、直前に、モスクワのホテルが、Landmark Hostel から、Ｍａｔｒｅｓｈｋａ Hotel

に、代わった。以前のホステルは、多人数の部屋で、朝食も無いが、新しいホテルは、

朝食付きで、一人部屋なので、得した感じ。（結局は、朝食は、有料とのことで、朝食

は、コンビニでのパン、果物、ジュース類になったが。）また、驚いたことに、プーチン

大統領が、古巣のサンクトペテルブルグに訪問中に、地下鉄でキルギス出身者の自

爆テロが、有って１４人死亡、何十人かが負傷した！・・・・・、両市とも、交通は、地下

鉄の利用を考えているので、まあ、逆に、警察国家のロシアだから、警戒が厳重にな

り、安心と考えるしか有るまい。旅行会社のＫＹさんからも、注意するようなメールを

貰ったし、最近、奥さんと一緒に、同じく、モスクワ・サンクトペテルブルグに、行ってき
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たＨＮさんからも、注意するよう電話やメールを貰った。 

 サンクトペテルブルグでテロが有ったばかりなので、カミさんには、言い出し難くて、

カミさんが、義母の看護に、下館に行っている間に、私のドアに、日程表を張り出し、

帰ってきてから、見たかどうかは、不明。日程は、以下の通り。 

 

１． ２０１７年４月７日（金）成田空港、１０：４５分の JAL４２１便にて、モスクワへ。 

ドモジェドヴォ（モスクワ）空港に、１５：００着。アエロエクスプレスで、国鉄パヴェレ

ツ駅へ。駅または、観光案内所で、トロイカ・カード（６２０Ｐで、２０回乗れる）を買う。

地下鉄５番線のパヴェレツカヤ駅から乗り、タカンスカヤ駅で下車、７番線に、乗

り換えて、ルビャンカ駅で下車、徒歩で、Ｍａｔｒｅｓｈｋａ Hotel へ。 

２． ４月８日（土） 市内観光 

３． ４月９日（日） 市内観光 

夕方、１９時ごろ、夕飯を食べてから、２０：３０分頃、ルビャンカ駅から、１番線の地

下鉄で、コムソモーリスカヤ駅へ。徒歩で、レニングラード駅へ、２３：５５分発の夜

行列車で、サンクトペテルブルクへ。 

４． ４月１０日（月） 朝、サンクトペテルブルクのモスクワ駅、７：５６分着。駅の近くの

観光案内所で、サンクトペテルブルク・カード（２，５００Ｐ）を買う。３番線の地下鉄

駅プローシャッジ・ヴァウターニャ駅から、ネフスキー・プラスペクト駅で下車、徒

歩で、Central・Street・Hostel へ。荷物を預けて、市内観光。 

５． ４月１１日（火） エルミタージュ美術館中心に、市内観光。 

６． ４月１２日（水） タクシーで、空港へ。１２：４０分発のシベリア・エアーラインのＳ７-

０４６便で、モスクワ・ドモジェドヴォ空港へ。１４：１０分着。１７：１５分発のＪＡＬ４２２

便にて、成田へ。４月１３、日（木）８：３５分着。 

 

○ ４月７日（金） モスクワへ 

 

 昨夜は、夜半に、両足のこむら返しで、あちこち、痛くて、少々焦ったが、２週間位前

に、経験しているので、（この時は、初めてだったので、治し方分からず、痛くて相当焦

った。）足を伸ばしたり、立ったりして収めたが、少々驚いた。カミさんの寝ている間に、

起き出し、昨日の天気予報が、朝のうちから、雨の予想だったので、折り畳みを差して

行くしかないと覚悟していたが、出かける頃は、曇りで、助かった。昭島駅では、時間

があったので、サンドイッチ、おにぎり、ジュースの朝食。今回は、西国分寺から、武

蔵野線で東松戸—アクセス特急で、成田空港第二ビル、空港へ。 

 ＨＮさんから、６，７００ルーブルを一万五千円で、換金してあったので、５万円近くの

切りの良いルーブルに両替した。（２万３００ルーブルだったか。）ＪＡＬのチェックイン

では、ラキーなことに、私のエコノミー席は、満席で、プレミアム席に、換えてほしいと
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のことで、即、ＯＫした。隣の席のロシアの叔母ちゃんは、“ヴィ、ガバリューチェ、パア

ングリスキー？（英語を話しますか？）”に、”ニィェット！“の答えだったので、しばらく

会話の無い状態が続いたが・・・、彼女が、トイレに立つ際、私が立とうとしたら、”大丈

夫、大丈夫！“との日本語が飛び出し、以降、日本語の雑談で時間が潰せた。ソヤさ

んというモスクワ出身の叔母ちゃんで、娘が、旦那と、東京に、住んでいるので、孫の

顔を見に、何度も東京に来ており、日本語が話せるそうだ。この際、プーチン大統領

以降は、新興財閥のオルガルヒなどの民間企業は、また、国営企業に戻って、皆さん

公務員になったのですかとの私の質問に、”そうです。“と答えていたが、モスクワ空

港に着いて、叔母ちゃんと”ダスヴィ、ダーニャ！（さようなら！）“と別れた後、入国審

査の何故か時間の掛かる長い待ち時間に話した１０年以上ロシアで仕事をしている

日本の中年男性の話では、民間企業は、日本同様有るとのことで、全てが、国営企

業に、戻った訳ではないとのこと。ただし、民放などは、当然規制が、厳しいらしい。ま

た、この中年の叔父さんは、私の感覚では、少々変で、”プーチンは、凄い等“私が、

話したら、”その話は、止めましょう！“と日本人同士なのに、口止めされた。この際だ

からと、外に、ロシアで、注意することはありますかと聞いたら、”地下鉄での集団スリ

には、充分注意しなさい！“との忠告を頂けた。この叔父さんとは、エアロエクスプレ

スの駅の行き方教わって別れた。エアロエクスプレスの自動切符の買い方分からず、

旅行客の男女に、教わって買った。エアロエクスプレスの駅は、空港を出て直のとこ

ろにあった。何本も、走っているおり、乗ると、それ程待たずに、走り出し、一時間くら

いでパヴェレツ駅に着いた。 

 

  

（モスクワ空港内部）              （モスクワ空港） 
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（エアロエクスプレス内部）           （パヴェレツ駅） 

 

 パヴェレツ駅の近くに、パヴェレツカヤ駅と言う地下鉄駅あり、ここの切符売り場で、

トロイカ・カード（モスクワの地下鉄、バス等のパス）を１、０００ルーブル分チャージし

て買った。（実際は、５００ルーブル位で充分だったか？）駅のインフォーメーションセ

ンターのお兄ちゃんは、英語が旨いので、今回のホテルの近くのルビャンカ駅への行

き方教わった。ロシア文字で、出発駅のパヴェレツカヤ駅→テアトリーナヤ駅（２番線）

駅構内を歩いて、アホートニー・リャド駅（１番線）→ルビャンカ駅を紙に書き出して貰

った。この際、私を中国人と思ったらしく、地下鉄の中国語版のガイドブックを貰った。

（ホテルに着いてから、気付いて、日本語版貰おうかと思ったが、クレムリン、その他

の美術館等も、ガイドブックは、中国語版は、有るが、日本語版は、ないので、地下鉄

のガイドブックも日本語版は、なさそうだ。） 

 駅名のロシア文字は読めなく、この際教わったインフォーメーションのお兄ちゃんに

よる駅名書き出しが、役に立ち、地下鉄に乗る際、また、降りる際に、近くの乗客に、

書いた駅名指差して確認しながら、ルビャンカ駅に着くことができた。（お陰で、以降

は、その日に、回る観光地名、また、そこに行く際の地下鉄の駅名等は、紙に書き出

し、持ち歩いて、何処でも、指差し確認して、迷うことなく観光することが出来た。） 

 ルビャンカ駅を降りて、直に、マトリシカ・ホテルの地図見せながら、通りがかりの叔

母ちゃんに、“パジャールスタ！（すみません！）”“グジェ、マトリシカ･ホテル？（マト

リシカ･ホテルは、何処ですか？）”と聞くと、身振り手振りで、大体のホテルのある場

所が、見当がついたが、次に、スマホを持ったお兄ちゃん、お巡りさん、最後に、運よ

く、当ホテルの泊り客のお姉ちゃんに、聞くことになり、一緒に、ホテルまで行くことが

出来た。フロントのお兄ちゃん達は、英語が旨いので、朝食何時からか、聞いたら、有

料とのことで、ホテルの地図に、近くのコンビニの位置、安くて美味しいレストランのあ

る場所を記入して貰った。教わった近くのコンビニに、明日の朝食のバナナ、パン類、

ジュース、水等買出しに行って来て、夕食は、飛行機で済ませたので、早々に、ベッド

に、潜り込んだ。 
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○ ４月８日（土） モスクワ市内観光（１） 

 

 昨夜、時差ぼけも有り、早めに寝たので、暗い内から起き出した。朝食、シャワーを

済ませ、今日の回るところをロシア文字で書き出した。今日は、地下鉄で、午前中は、

アホートニー・リャド駅、赤の広場、クレムリン、昼食は、ロシア料理レストランの“ゴド

ゥノフ”、午後は、クロポトキンスカヤ駅から、救世主キリスト聖堂、そこから、歩いて、

トレチャコフ美術館等ロシア文字で書き出した。相当早いが、７時過ぎには、ホテルを

出発した。モスクワの地下鉄は、相当に深く、核戦争の際の避難場所でも、考慮した

のだろうか（？） 

 

  

（泊まったマトリシュカ･ホテル） （深い地下鉄のエレベ-ター） 

 

 最初は、隣の駅の覚え難いアホートニー・リャド駅へ。朝が、早いので、メイン観光

地だが、流石に、まだ、観光客は少ない。赤の広場、レーニン廟とは、直分かったが、

クレムリンへの入り口は、中々、分からず、歩き回っているうちに、クレムリンへの切

符売り場があり、９時からの入場だが、９時前から、入場切符売り場の列があり、並ん

でいた隣の家族の１３歳の中学生位の大きな男の子と英語で話すことになり、そのお

姉さんとその可愛い息子さん、お母さん（息子のお婆ちゃん）の４人家族とクレムリン

内を御一緒することとなった。主に、大きな男の子の英語の案内で、進んだが、時々、

ロシア語になって、分からない時もあったが、お姉さんも、少々、英語を話すので、助

かった。男の子の名前は、Ｖｏｖａ君で、Ｅｖｄｏｋｉｍｏｖさんと言う家族名。 
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（観光客の少ないマネージナヤ広場）      （赤の広場） 

 

  

（赤の広場へのセンスキー門）   （カザンの聖母聖堂） 

  

  （レーニン廟） 
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（スパスカヤ塔）           （ボクロスキー聖堂） 

 

  

（クレムリンへの入り口で）          （クレムリンを御一緒した家族） 

 

  

（入ってすぐの元老院の前で）        （バトリアーシェ宮殿） 
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（大砲の皇帝とお姉さんと息子）  （鐘の皇帝の前で） 

 

   

（ウスペンスキー大聖堂）           （大クレムリン宮殿） 

  

（イワン大帝の鐘楼）              （スパスカヤ塔） 
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（ブラゴヴェシンスキー聖殿）        （リザバラジェーニ教会とテレムノイ宮殿） 

 

 クレムリン内は、Ｖｏｖａ君の通訳で回れたが、お礼に、写真送ろうとしたが、残念な

がら、Ｖｏｖａ君も、お姉さんも、スマホ世代で、ＰＣメールのアドレスは、持たないとの

こと。クレムリンを出てから、御家族は、赤の広場に行くとのことだったので、出たとこ

ろで、“スパシーバ！（ありがとう！）”、“ナイス、ツー、ミーチュ、ユー！”と男の子、お

姉さん、お母さんと、握手をして、別れた。 

 お昼近くになったので、クレムリンの近くにある、ロシア料理のレストラン“ゴドゥノフ”

のロシア文字で書いた紙見せながら、巡回中の男女のお巡りさんに、近くまで、案内

してもらって、この先だと言うことで、一人で進んで、通行人の男性に、紙見せて、尋

ねたら、残念ながら、この店は、クローズしたとのこと。仕方がないので、地下鉄で、ホ

テルのあるルビャンカ駅まで戻って、フロント･マンに教わったレストラン街に行って、

庶民の“Ｍｙ Ｍｙ”と言うビュッフェ方式のレストランで昼食とした。 

 午後からは、クロポトキンスカヤ駅、戻りのルビャンコ駅、救世主キリスト聖堂、ドル

チャコフ美術館をロシア文字で書いた紙をバイダーで留めた持ち歩き用紙の一枚目

にして、出発。分からなくなれば、乗客に、確認しながら、クロポトキンスカヤ駅に。降

りると直に、救世主キリスト聖堂が、聳えていたが、何処が、入り口か分からず、少々、

ウロウロした。教会関連の観光地は、何処でもだが、周りには、何故か、お婆ちゃんの

乞食が多い。入場チケットを払って入ったが、残念ながら、内部は、写真撮影は、禁

止。今日は、土曜休みで、入場者も多いし、時々、十字を切る御婦人方も多い。聖堂

を出る際、英語の旨いお姉ちゃんガイドに、次のドルコチャフ美術館の行き方、教わっ

た。当然、お礼は、何処でも、“スパシーバ！” 

 聖堂からの出掛けには、小雨が、降りだし、持って来た折りたたみ傘差して、まずは、

聖堂前の大橋から、出発。ガイドに教わった路地を右折すれば、美術館が、見えると

のことだったが、美術館らしき建物は、分からず、また、指先確認で途中の通行人の

叔母ちゃんに、教わった。英語は、話さないが、身振り手振りで、次の通りを左折すれ

ば、美術館の入り口有ることが分かった。 



 

10 

 

  

（救世主キリスト聖堂） 

 

  

（聖堂前のモスクワ川に掛かる大橋）   （大橋からのモスクワ川とクレムリンか） 

 

  

（大橋と救世主キリスト聖堂）     （ドルチェコフ美術館、小雨の中の来場者の列） 
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（庶民の美術館鑑賞と文化は高いようだ）  （美術館入り口内部） 

 

 美術館への入場は、列を並んで、時間が掛かるし、入場券を買う自動入場券売り機

も、買い方分からず、前の家族の叔父さんに、教わって買ったが、領収書を取っただ

けで、（前の家族も、）入場券が、機械の出口に出ていたらしいが、入場券を取らずに、

入場券買う列に、また、時間を掛けて並んで、窓口で、領収書を見せたら、ここではな

いようなことを言われた・・・・、仕方がないので、また、別の列に並んだら、窓口の叔

母ちゃんが、出てきて、インフォーメーションの叔母ちゃんに相談するような素振り。イ

ンフォーメーションの叔母ちゃんに、領収書を見せたら、一緒に、先程の自動入場券

売り機のところに行き、入場券の出る口を探して、結局無くなっていたらしく、入場券

売り場の窓口の叔母ちゃんに頼んで、領収書と入場券を交換してもらった。この辺は、

実に、一人旅での、言葉の通じない美術館への入館は、大変である。 

 クロークに、荷物を預ける際、聖堂内では、写真撮影禁止だったので、この美術館も、

写真撮影禁止かと勝手に思い込み、カメラも、預けてしまったが、ノー・フラシュなら、

写真撮影が、ＯＫだったので、写真が撮れず、残念なことをした。美術館内を、一時

間くらい掛けて見て回ったか。 

 美術館を出て、来た道を戻り、救世主キリスト聖堂では、午後の四時半の入場終了

の鐘が、丁度、大音響で鳴り響いていた。大橋を渡って聖堂内を通れば、地下鉄駅

が、直ぐであったが、聖堂内が通れず遠回りして地下鉄駅に。今日の観光は、これく

らいにして、ルビャンコ駅に、戻った。ホテルに戻る前に、レストラン街のちょっと高そ

うなビフテキ料理の出るレストランへ。確かに、約３、５００ルーブル（日本円で、７千円

位）して、相当高かったが、ビールは、二杯、赤ワインも、飲んだので、サラダも美味し

く、まあ、満足の行く夕食ではあった。帰りに、コンビによって、少々、買出ししてホテ

ルに戻り、ほろ酔い気分で、早々に、ベッドに潜り込んだ。 
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（少々高いレストラン内）            （今日の贅沢な夕飯） 

 

○ ４月９日（日） モスクワ市内観光（２）、夜行列車でサンクトペテルブルグへ 

 

 今日も、暗い内から起き出して、今日回るところを書き出した。朝食、シャワーも済ま

せて、８時過ぎには、チェックアウトして、荷物をホテルに預けて、折り畳み傘、ガイド

ブック、地図等入れたナップサックを背負って出発。ノヴォデビィチ修道院を先に書い

たが、修道院の開くのが、９時なので、まだ早く、雀が丘のヴァラビヨーヴィ・ゴールィ

駅へ。 

 

  
（広いヴァラビヨーヴィ・ゴールィ駅）  （この先、雀が丘） 

 

 駅を降りて、駅に向かう叔母さんに、ロシア文字の“雀が丘”指差して、“グジェ？”と

尋ねると、駅から昇った丘全体を言うらしい。坂の途中では、人を恐れない、人の手

から、餌を貰うリスがいた。どうも、雀が丘は、ナポレオンが、モスクワ進攻時に、この
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丘から、モスクワ市街を眺めて感慨にふけった丘とのことだが、私の行った所は、

木々が多く、モスクワ市外が一望に出来るところには、行けなかったようだ。丘の上の

小さな動物園など少々見て帰ってきた。 

 

  

（人の手から、餌を貰うリス）    

 

  

（丘の上にあった鳥小屋） 

 

    

（ナポレオンが眺めた雀が丘の地点ではなさそう） 



 

14 

 

 次には、隣駅のノヴォデヴィチ修道院のあるスポルチーヴエヤ駅へ。 

駅を降りると駅前に、赤と黄色の派手な服着たガイドらしいき若者が二人立っていた

ので“ヴィ、ガバユーチェ、パアングリスキー？”と尋ねると、“スュアー！”とのことで

“ノヴォデヴィチ修道院”への道尋ねた。大通りの２つ目の信号左折とのことで、迷うこ

となく着いた。  

 

  

（日曜なので、皆、修道院の教会へ）   （門の上のプレオブラジェーンスカヤ教会） 

 

  

(スモレンスキー聖堂)        （ウスペンスカヤ教会） 
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（スモレンスカヤ教会）            （教会入り口） 

 

  

（賑わう教会内）                （門の上のポクフスカヤ教会） 

 

  
（改修中の鐘楼）            （スモレンスキー聖堂） 
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 修道院を出て、ホテルの朝の計画では、修道院の近くのレストランの昼食を計画し

たが、まだ、早く、一旦、クレムリンのあるアホートニー・リャド駅へ。クレムリンから、そ

んなに遠くない処に、ベラルーシ料理の“ベーラヤ・ルーシ”と言うレストランあり、行

ってみることにした。 

 

  

（レストラン途中の街並み）      （レーニンは、今も健在？） 

 

  

（まだ早く、客のいないレストラン内部）   （お奨めのベラルーシ料理） 

 

 英語が通じて、お勧め料理を頼んだ。ビールと赤ワインも飲んで、８００ルーブル位と

リーズナブルで美味しかった。少々、空いているレストランで食休みして、ここから、直

のアルバート通りに行ってみることにした。 
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 （途中の街並み）         （ドフトエフスキー像） 

 

  

（高くついた写真）          （アルバート通り街） 

 

  
（アルバート通り街） 
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 アルバート通りの入り口に、動物の縫いぐるみ被ったお兄ちゃん達が、多分、ロシア

語は、分からないので、英語で、“ウェルカム、アルバート！”とか何とか言いながら、

“ピクチャー、ピクチャー”言うので、つい、カメラを渡して、写真を一緒に撮ったのが、

インチキ泥棒達で、カメラを還して貰おうとしたら、“１、０００ルーブル”を要求され

た！“アイアム、プアー、１００ルーブル！”言うも、縫いぐるみを脱いだ怖い顔のお兄

ちゃん達は、頑として還してくれない！ 咄嗟に、ポケットから、１００ルーブル出すつ

もりが、つい、１、０００ルーブル札が、出してしまい結局、１，０００ルーブル払ってカメ

ラを還して貰った。 

 写真のように、私の方こそ、泥棒のようなカッコウなのに、私の顔は、プロが見ると

“カモ”と見えるのかと、酷く、反省したが、始まらない・・・・。 アルバート通りの何箇所

かには、二人組みのお巡りさん達が、いるが、何故か、このインチキ泥棒の周りには、

お巡りさんがいない。帰りに、インチキ泥棒達を見ていたら、子供をあやしては、その

母親から、小銭をせしめていた。（帰りのロシア人の日本のツアーのガイドのお姉ちゃ

んの話では、泥棒達は、お巡りさんに、お金払って、グルだろうとのこと。） 

 

  

（帰り道でのロモノーフ像だったか）     （再訪の赤の広場） 

 

  

（日曜日なので、観光客は、多い） 
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 午後は、まだ早いが、モスクワ観光は、これくらいにして、一旦、ルビャンカ駅に戻り、

夕飯まで、ホテル近くの喫茶店で、時間を潰すことにした。 

 

  

（ホテル近くの喫茶店内）        （レニングラード駅の喫茶店内、持ち歩き用紙） 

 

 夕方、ビュフェ方式のレストランへ。ここでは、お酒のサービスが無いので、ちょっと

寂しいが、今日は、ホテルから、荷物を背負って、ルビャンカ駅から、コムソモーリスカ

ヤ駅まで、地下鉄で、更に、レニングラード駅まで、歩いたりするので、仕方がない。

少々食休みして、ホテルへ。リックを還してもらって、と言っても、フロントマンから、鍵

を預かり、荷物置き部屋から、自分で持って来たのであるが、フロントの椅子で、ナッ

プサックを、詰め込み、フロントマンに、“ダスヴィ、ダーニャ！（さようなら！）”言って、

出発した。 

 コムソモーリスカヤ駅から、レニングラード駅は、直分かり、ホームに入ったが、何処

の待合椅子も、満席で座れない。ちょっと、待合椅子が、少なくて足りないようだ。今

夜の夜行列車は、２３：５５分発なので、何と、まだ、４時間くらいある。構内の喫茶店

は、（多分、外より高いのであろうか？）客が、少ない。マチュピチュへ行った際のリマ

空港内での徹夜の時間潰しの喫茶店思い出し、喫茶店で、時間を潰すことにした。 

 海外での一人旅の辛さは、夜間の長い待ち時間で、本も読めず、持って来た囲碁の

本も、３問も解けば、飽きてしまうし、一緒に無駄話する人も居ないことであろうかと、

つくづく感じた。 

 ２３：２０分位に、ホームに行ってみた。乗車券のプリント（旅行会社から、貰った）乗

務員らしいお姉ちゃんに、尋ねると、まだ、何番線か、決まっていない。この辺は、マド

リッド、ニュー･ヨークと同じ。その内、同じく待っていた乗客らしい男性に、乗車券のプ

リント見せたら、目の前のホームだった。早速、乗り込もうとするが、乗車券のプリント

は、ロシア文字で、何両目で、どの寝台か、分からない。列車の入り口ごとに立ってい

る乗務員のお姉ちゃんに乗車券見せて、１２両目は分かったが、その車両の入り口の

乗務員のお姉ちゃんは、英語が通じず、どの寝台か、分からない。何度も尋ねていた
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ら、何か怒っているような態度で、私の荷物を持って、最初の寝台の部屋に、置いて

行った。この寝台と言うことだろう乗り込んだ。その内、英語の旨いドミトリーと言うお

兄ちゃんが、入って来て、何かと教えてもらえて助かった。その内、若いグラマーなお

姉ちゃんと、若奥様風の叔母ちゃんが相部屋になった。ドミトリーは、私の右手の上の

寝台、グラマーなお姉ちゃんは、私の上なので、このお姉ちゃんは、英語は、聞ける

が、話せないとだったが、代わりましょうかと言ったら、上の寝台で良いとのこと。私の

英語がまずかったか、冗談のつもりで、私は、６９歳なので、セーフティだが、ドミトリー

は、３０歳なので、デインジャーと言ったが、誰も笑わなかった・・・。 

 ドミトリーには、私は、スノアー（鼾）をかくかもしれないので、皆様に、その旨謝って

と説明しておいたが、サンクトペテルブルグに近づいた朝に、ドミトリーに聞いたら、鼾

は、なかったようだ。夜中に、トイレに起きて、また、こむら返しになったが、慣れてい

たので、足をチジメたり、伸ばしたりしたら、直治った。 

 

  

（列車の表示板のあるホーへの入り口）   （サンクトペテルブルグへの夜行列車） 

 

  

（お世話になったドミトリー）          （サンクトペテルブルグに着いた夜行列車） 
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 サンクトペテルブルグの駅に着くと、お姉ちゃん、叔母ちゃんには、“ダスヴィ、ダー

ニャ”と別れたが、 ドミトリーとは、一緒に地下鉄の駅まで行って貰って、サンクトペ

テルブルグ･カードを買って貰った。今回は、ドミトリーの勧めで、５００ルーブル、チャ

ージした。（二日間、これで十分足りた。）お礼に、モスクワで、まだ、多分、それなりに

使えるトロイカ･カード（１，０００ルーブルチャージして、大して乗ってないので）を上げ

て、“スパシーバ！ ダスヴィ、ダーニャ！”と別れた。ここまでは、順調に進んで、セ

ントラル・ストリート・ホステルの近くのネフスキー・プラスペクト駅を降りて、地図片手

に、ホステルを探すも、これが、中々、分からない。何人目かの叔父さんは、アパート

内の誰かを呼びだして、聞いてくれ、Ｈｏｔｅｌの看板のあるアパートまで連れて来てくれ

た。“スパシーバ！”と言って別れて、ホテルの看板のある、開いていた鉄条門の中

庭に入って、ホテルのドアホーン押してホテルの係りのお姉ちゃんと話すも、“貴方は、

内の客ではない！セントラル・ストリート・ホステルは、知らない！”と繰り返す・・・・。

仕方がないので、中庭から、出ようとすると、鉄条門が閉まっていて、閉じ込められて

しまった・・・・。その内、誰かが、出てきて、鉄条門の近くのブザー押して開けて出て

行ったので、私も真似して出てきた。いやはや、朝から、慌てる、慌てる。再度、通行

人のお姉ちゃんに、ホステルのバウチャーのプリント見せて“グジェ？”と尋ねたら、持

っていたスマホで、ホステルに電話してくれたが、この電話番号は、存在しないとのこ

と！（多分、一文字入力を間違えたのか？） サンクトペテルブルグは、現在、朝の８

時過ぎだが、東京は、１４時ごろなので、今回のホステル取って貰った旅行会社のお

姉ちゃんに、電話した。折り返して電話しますからと、旅行会社のお姉ちゃんも、相当

ビックリしていたようだった。その内電話があり、近くの目立つ建物とかありませんかと

聞いてきたので、忘れてしまったが、日本の会社名の看板名を教え、そうこうするうち、

ホステルの係りのお姉ちゃん（Ｋａｔｅ嬢）が、直接迎えにきてくれた。何のことはない、

私が、ドアホーンを押した扉の隣の扉が、今回泊まるセントラル・ストリート・ホステル

の入り口である。今でも、謎であるが、何で、隣のホテルの係りのお姉ちゃんは、隣だ

と教えてくれなかったのだろうか？（多分、ライバルのホテルで、ショッチュウ間違えら

れて、嫌味で、わざと教えないのだろうか？） 
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（ホステルは、カザン大聖堂は、直近く）  （血の上の救世主教会も近い） 

 

  

（このドアが、泊まったホステルのドア、それらしい看板も無い） 

 

 今回の泊まるホステルは、アパートの最上階の５階で、エレベーターが無いので、

階段が、疲れる、疲れる。ホステルの係りのお姉ちゃんは、二人で、二人とも、英語が

旨いので、まず、私の泊まるドアの鍵の掛からない部屋に、案内してもらって、トイレ、

シャワー室等教わった。私の部屋には、お客と言うより、住人のような、昼寝て、夜が

仕事のこれまた、ドミトリーという中年の叔父さんと私の二人のみ。この叔父さんも、

英語が通じる。係りのお姉ちゃんから、観光地への行き方教わったが、今日行こうと

計画していたエルミタージュ美術館近くの船着場から、高速船で行くペテルゴーフは、

今の時期は、観光時期ではないとのことで、止めにした。エカテリーナ宮殿への行き

方は、二号線の地下鉄のターミナル駅のクブチノ駅から、バスで、プーシキン停留所

で降りること教わって、それぞれ、ロシア文字で書いて貰って、早速、出発した。 
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 クブチノ駅は、二号線のターミナル駅なので、降りて、バス停のバスの運ちゃんに、

停留所の名前と“エカテリーナ宮殿”指先確認すると”２８６“番のバスが行くこと教え

てくれた。２８６番のバスの中でも、乗客に、プーシキンの停留所に停まるか、確認し

ていたら、親切にも、この乗客は、降りる際、運ちゃんに、プーシキン停留所で降ろす

よう、頼んでくれていた。 

 

  

（プーシキン停留所）               （宮殿が見えて来た） 

 

 バスを降りるとバス停からの大通りを右折したら、エカテリーナ宮殿が、見えてきた。

大勢の観光客で賑わうが、入り口が分からない。 

 

  

（豪華絢爛な外観のエカテリーナ宮殿） 
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（宮殿内を御一緒したティ－ラポン・ピヤワット、アム夫妻） 

 

  

（宮殿内部） 

 

 入り口への列らしい列の隣の夫妻に、話しかけたら、いきなり、日本語が返ってきた。

タイのティーラポンさんと奥様のアムさんで、二人とも、日本に、留学したことがあると

のことで、カタカナの日本語で名前も書ける。三人で、宮殿内を見て回った。地下鉄

の私とは、別の駅から、バスで来たとのことだったので、帰りは、御一緒すれば、楽に

帰れると思ったが、私には、買えない主義のお土産を、ゆっくりと見て回ったり、エカテ

リーナ公園を見に行くとのことで、せっかちな私は、昼飯ぐらいは、御一緒したかった

が、一人で、来た道を先に、帰ることにした。結婚二年目とのことだったが、まあ、新

婚旅行の様なものだろうから、二人だけの時間を邪魔するのも野暮だったので、正解

かと、今では、思われる。 
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（どちらが、エカテリーナ一世、二世） 
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（アレクサンドラ皇后）      （悲劇のニコライ２世） 

 

  

（帰り際のエカテリーナ宮殿）        （この先、エカテリーナ庭園か） 

 

 帰りは、来た際の停留所まで戻って、通行人の叔母ちゃんに、指先確認で、地下鉄

のクプチノ駅行きのバスが、来るか聞くと、通りの更に先のバス停指差した。そのバス

停の乗客らしい叔母ちゃんにも、同じように聞くと“ダー！”だったか忘れたが、行くら

しい。直来た乗り合いバスのバンの運ちゃんにも指先確認すると、行くとのことで乗り

込んだ。値段は、分からないが、持っていたコイン全部運賃箱に放り込んだら、乗せ

てくれた。クプチノ駅らしいところの停車場で、運ちゃんに確認して降りた。地下鉄は、

慣れたのものとの油断が、禁物で、ネフスキー・プラスペクト駅で降りたが、全然、記

憶の無い街並みに降りてしまった・・・・・。今思えば、ネフスキー・プラスペクト駅は、

広い駅で、出口が、四ヶ所あり、ホステルの近くの出口は、北西の出口なのに、ネフ

スキー大通りを挟んだ一番遠い南東の出口から出てしまったからで、方向音痴の私

には、一瞬、ホステルへの方向が、分からなくなってしまった・・・・。通行人の叔父さ
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んに、地図取り出して、ホステルの場所指差して確認して教えて貰って、やっと分かっ

た。ホステルの近くのビュッフェ方式のレストランで昼食とした。ホステルに戻って、

少々、ベッドの上で食休み。次は、トロッキーも寝泊りしたスモーリヌイ聖堂（当時は、

女学校）へ。１９１７年１０月２５日に、ソビエト政権樹立宣言が、ここで行われ、翌年の

１９１８年に首都がモスクワに移されるまで、ここが、ソビエト政権の中枢であったとこ

ろ。（ちなみに、１０月革命で倒されたケレンスキー政権は、明日行く予定の現在のエ

ルミタージュ美術館（冬宮）に、臨時政府を置いた。） ネフスキー大通りのトロリーバ

スの５番、１１番、１５番で行けるとのことで、５番のトロリーバスに乗り込んだ。乗った

際の柱のスキャナーに、サンクトペテルブルグ･カードをかざしたが、壊れているらしく、

車掌の叔母ちゃんのハンドスキャナーでチェックしてもらった。その際、下車する停留

所指先確認したら、英語は通じないが、着いたら、教えてくれるとの仕草で、助かった。

車掌の叔母ちゃんの指示で、スモーリヌイ聖堂の見える通りで降りた。 

 

  

（ネフスキー大通り）       （スモーリヌイ聖堂） 

  

（スモ－リヌイ聖堂） 
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                          （帰りのトロリーバス内） 

 

 帰りのトロリーバス乗り場が、何処か分からなかったが、トロリーバスは、降りた停留

所を通り過ぎると、どこかを回ってまた、この通りに戻ってくるらしく、の通りの反対側

の停留所から乗れば、ネフスキー大通りに戻ることが分かった。帰りも、車掌の叔母

ちゃんに、ネフスキー･プロスペクト駅の近くで降りたい旨、指先確認したら、降りる際

教えてくれるとのことで、無事戻れた。今日は、明日が、休館なので近くのロシア美術

館行くつもりだったが、既に、閉館の時間が過ぎおり、明日、念願のエルミタージュ美

術館行くので諦めた。近くのカザン大聖堂は、開いていたので行くこととした。 
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（泊まったホステルの直近くのカザン大聖堂、残念ながら、内部は、写真撮影禁止） 

 

  

 

 夕飯も、同じく、ビュフェ方式のレストランで夕食。ここのお姉ちゃんに、ビールが、な

いか聞いたら、お酒類は、ないとのこと。帰りに、フロントのお姉ちゃんに教わったスー

パーで朝食の買い物、フロントのお姉ちゃん二人に、お土産に、チョコアイス二個買っ

て帰った。夕方は、早々にベッドに潜り込んだ。 

 

 

○ ４月１１日（火） サンクトペテルブルグ市内観光（２） 

 

 朝は、相当に早く起き出した。フロントのお姉ちゃんは、共通サロンのソファーで仮

眠中。何故か、客か、フロントの係りか分からない若いお兄ちゃんが、ＰＣに向かって

ゲームをしているのか、ゲームを開発しているのか分からないが、同じく共通サロン

のテーブルに座ってＰＣに向かって起きている。徹夜したのか、寝ずの番なのかも、

不明。“グッド、モーニング！”と挨拶は、交わして、私は、シャワー室へ。自分の部屋
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で、朝食。８時頃と、早い時間から、出発した。モスクワの街々でも、サンクトペテルブ

ルグの街々でも、日本人の観光グループは、少ないと言うより、余り見かけないが、

中国人の観光グループは、沢山見かける。今朝も朝早くから、青銅の騎士像周辺に

も、何人もグループで、写真を撮ったりして歩き回っていた。 

 

  

（ホステルのあるアパ－ト街）        （エルミタージュ美術館も、歩いて直） 

 

  

（旧海軍省）                   （イサヤ聖堂） 

  

（旧元老院）                   （青銅の騎士像） 
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 念願のエルミュタージュ美術館、周辺を見て回ったが、それでも、時間が余り、エル

ミタージュ美術館の周りの広場の日当たりの良い場所に座って、開館を待った。１０時

過ぎには、入り口に、列が出来たので私も並んだ。開館前に、中庭までは入れたが、

時間通り、１０時半までは、入館出来ない。一緒に並んでいたタイのお姉さま達に、何

処からですかなど聞いたが、“タイランド”の一言の返事のみ。その内、やっと入館、期

待に、胸躍らせて、入館した・・・・・。まあ、ニューヨークのメトロポリタン美術館、パリ

のルーブル美術館、ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク、シカゴ美術館等と大差なしと

感じたが・・・・、まあ、一見の価値は、当然あろうか。 

 

  

（エルミタージュ美術館、宮殿広場、アレクサンドルの円柱） 

  

                         （中庭には、入れたが・・・） 

  

（クロークに、荷物を預けて入館） 
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（何故か、軍楽隊が演奏していた） 
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  以上、思いつくままに、撮った写真の主なものです。エルミタージュ美術館を一周

して歩き疲れたので、何時ものビュッフェ方式のレストランで昼食。一旦、ホステルに

戻って、食休み。 

 

  

（お世話になったＫａｔｅ嬢）         （ホステルのフロント兼共通サロン） 

 

 午後からは、地下鉄の一駅先にあるのペトラパブロフスク要塞を見に。帰りは、歩い

て、トロイツキー橋を渡って“夏の庭園”、“血の上の救世主教会”等見て回ることとし

た。 

 

  

（砲兵博物館か）         （ペトロパヴロフスク聖堂） 
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（イオアンオフ門）               （ペトロパヴロフスク聖堂） 

  

（ペトロパヴェロフスク要塞内部）       （ペトロパヴロフスク聖堂） 

 

  

（歩いて渡ったトロイツキー橋）          （橋からの要塞） 
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（血の上の救世主教会が、見えてきた） （途中のマルス原の永遠の火） 

 

  
                         （この先、夏の庭園らしい） 

 

  

                 （観光客で賑わう地の上の救世主教会） 
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（教会内部） 

 

  

 

   
                     （ここから、ホステルは、直ぐ） 
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（赤い看板は、ビュフェ方式のレストラン） （ホステルの街並みカザン聖堂が見える） 

 

 夕飯は、この看板のレストランとしようとしたら、ビュッフェ方式でアルコールのサー

ビスは無いとのことで、隣のジョージア料理のレストランに入った。 

 

  
（ジョージ料理のレストラン内部）     （ボリュームたっぷりの肉スープ） 

 

 ビール二本、白ワイン、野菜サラダ（ボリューム多くて食べきれず）、肉スープ（こちら

も、ボリューム多くて食べきれず。）更に、魚料理頼んでいたが、とても食べきれない

ので、テイク・アオトとしてラップ詰めして持ち帰って、フロントのお世話になった Kate

嬢のお土産とした。当然、社交辞令の丁寧なお礼を言われた。 

 今朝、出掛けに、スペインのエストニアだったかのグループが、入ってきて、“デ、ド

ンデ、エス、ウステ？”等話したが、静かなので、スペインの人達は、帰ったのかと聞

いたら、別の部屋に、泊まっているとのことだった。明日朝のタクシーを呼んでもらうよ

う依頼して、酔いも回って、早々にベッドに潜り込んだ。 

 

○ ４月１２日（水） 帰国 

 

 昨夜が早く寝たので、早いうちから起き出した。同室のドミトリーさんは、夜勤でまだ

帰ってこない。共同サロン室では、何時もの若者が、徹夜だろうか、起きて、ＰＣに、



 

44 

 

向かっている。Ｋａｔｅ嬢は、ソファーで仮眠中。朝食を済ませて、シャワーを浴びに行

ったら、シャワーが壊れていて、旨く出ない。仕方がないので、お湯を浴びることで済

ませた。その内、ドミトリーさんも戻ってきた。部屋で少々、休んで、共通サロンに出た

ら、フロントのＫａｔｅ嬢は、帰ったらしく新しいお姉ちゃんに代わっていた。また、スペイ

ンの夫婦が、朝食を食べていて、一緒にどうですかと勧められたが、すでに済んだ旨、

英語かスペイン語（ノー、グラシャス、テルミノ．）で断った。その内、夫婦の息子とそ

のガールフレンドが、来たりした。お父さんは、多分、私が、スペイン語を話すので、ソ

ファーにいた若者（ロシア人）に、“アブラ、エスパニョル（スペイン語話しますか）？”

など聞いていたが、若者は、キョトンとした顔をしていた。 

 新しいフロントのお姉ちゃんは、タクシーを呼ぶ件は、聞いていたらしく、タクシーを

空港まで御願いしたい旨言ったら、タクシーの車種（白のホルクスワーゲンのポロ）、

ナンバー（８８３）を書いた紙をくれて、赤い看板のビュフェ方式のレストランの隣の駐

車場で待っているとのこと。“ダスビィ、ダーニャ！”と別れを言って、リックを背負って

階段を降りて、駐車場まで。タクシーは、直分かって、直に乗り込んだ。運ちゃんの叔

父さんに、“ヴィ、ガバリーチェ、パアングリスキー？”と聞いたら、“ニィェット！”と英

語は出来ないとのこと。空港について、降りる際は、“スコーリカ、ストーイト？（いくら

ですか？）”“ナピシェーチ、パジャールスタ、スジエーシ！（ここに書いてください！）”

というと、５８０の数字書いてきた。フロントのお姉ちゃんの言う値段と同じだったので、

６００ルーブル払ってあげた。 

 空港の待合ゲートには、日本人の中年女性組みや、来た時一緒のトラピックスのツ

アーのロシア人のガイドのお姉ちゃんと、どちらかと言うと年配の男女のグループが

居り、ロシアのお姉ちゃんガイドとアルバート通りのインチキ泥棒の話しをしたら、多

分、警察も、グルだろうとのこと。モスクワから、サンクトペテルブルグへは、ロシア版

新幹線で、来たとのこと。多分、このグループには、クレムリンでも、見かけた気がし

た。モスクワ空港に着いても、ツアー客と一緒に、移動していると、ガイドのお姉ちゃ

んが、何かと大きな声で皆を先導するので、私にも良く聞こえて助かった。 

 帰りのＪＡＬの席も、また、団体が、多いためか、ラッキーなことに、プレミアの席に

替えてもらえた。隣は、オーストラリアに、１０年以上住んでいてモスクワ帰りのロシア

の叔母ちゃんと一緒になった。当然、娘夫婦とオーストラリアのシドニーだかに住んで

いるので、英語は旨い。私の自分の家族の経験から、娘夫婦との同居が、一番、幸せ

な組み合わせだなどと話したか。成田空港に、着陸する際、桜が、まだ、咲いており、

あれは、桜ですかとの質問が、何故か、印象に残った。“ナイス、ツー、ミート、ユウ！”

“アイ、ホープ、ユー、ハブ、グッド、リターン！”と別れた。彼女は、東京に一泊するら

しいが、飛行時間が長いためか、冗談だか分からないが、東京は、観光、ショッピング

ではなく、ホテルで寝るだけとのこと。 

 着きました成田空港。 
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○ エピローグ 

 

 ここのところ、ロシア関係の本は、『情報戦のロシア革命』（ロバート・サーヴィス著）、

『レーニン対イギリス秘密情報部』（ジャスミン・ミルトン著）、『そいつらを黙らせろ』（プ

ーチンの極秘指令、マーシャル・ゼッケン著）、『プーチン』（内政的考察、木村汎著）

等を読むと、嘗て、学生時代に、読んで感動したロシア革命の『世界をゆるがした１０

日間』（ジョン・リード著）などは、エドガー・スノーの『中国の赤い星』同様、革命を美化

し、世界に向かっての広告塔の役割だったような気がする。 

 悲劇のニコライ２世ではないが、（彼は、皇太子時代、大津事件で、日本のお巡りさ

んに、サーベルで切りつけられて怪我をした。）革命で、家族ごと虐殺されるし、ロシ

ア革命のチェカー達は、何と、貴族、地主、警官を殺しの対象としていたのでは、残酷

な話ではある。第一次大戦の残酷な大量戦死などがあったれば、こそ、成立したロシ

ア革命のような気がする。  

 それでは、現代のプーチンのロシアは、どうだろうか。状況証拠しかないが、どうも、

チェチェン戦争は、モスクワのアパート爆破によるチェチェン人のテロ（？）をきっかけ

として始まったが、アパート爆破は、ＦＳＢの仕業と言われており、（プーチンは、この

戦争の勝利で大統領になった。）チェチェン人の仕業と言われるモスクワ劇場占拠、

ベスランの学校占拠への対応でも、プーチンは、特殊部隊を、突撃させて、テログル

ープは、全滅させたが、無辜の市民が、劇場占拠では、百何十名、学校占拠では、三

百から四百名（児童多数）が死んでいる。ロンドンで、ポロニウムで殺された元ＦＳＢ

将校のアレクサンドル・リトヴィネンコの死も、私も読んだことのある『プーチニズム』

（チェチェン戦争を批判し、アパート爆破の件も、ＦＳＢの仕業ではないかと指摘）の著

者であり、ジャーナリストのアンナ・ポリトスカヤの死も、また、プーチン政権の汚職や

腐敗を糾弾し、また、クリミア併合を批判し、ウクライナへの進攻は、正規軍である証

拠を提出すると言っていた野党党首のポリス・ネムツォフの死も、不自然である。 

 完全に、言論の自由は無く、司法権も独立しておらず、三権分立は、成り立っておら

ず、シロビキ（国家財産を自分のものにした高級公務員）と忠誠オルガリヒ（新興財閥）

を優遇し、企業は、許認可制経済での賄賂社会となっており、言うことを聞かないオ

ルガルヒは、投獄されるか、海外に追い出されている。海外援助によるＮＧＯなどは、

監視対象とされており、下院議員の不正選挙を批判したＮＧＯは、潰されている。スタ

ーリンの死後、フルシチョフのスターリン批判が有ったように、プーチンが、死なない

かぎり、プーチン批判は、出てこないのだろうか。 
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