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 この旅行ガイド

ロシアの皇帝は、モスクワのク
レムリンに住んでいましたが、
郊外にも土地がありました。外
国からの使者に確かな印象を与
えるために、邸宅は可能な限り
豪華になるように努めました。
以来、モスクワは土地が広が
り、それらの郊外の土地も、中
心的なモスクワの一部となりま

した。古い建築物はそれほど多
くは残っていませんが、現在
でも見れることから、訪れた人
々はロシアの統治者の生活の様
子、日常、性格なども感じとれ
ることでしょう。これらの場所
にある博物館は、誰にとっても
興味深い、詳細な情報にあふれ
ているのです。

皇帝の不動産
ピョートル公園

イズマイロフ

レフォルトヴォ

ツァリツィノ

コロメンスコエ、
イズマイロフ、
レフォルトヴォ、
ピョートル公園、
ツァリツィノ

コロメンスコエ
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ここは、14世紀の皇居として有
名です。「コロメンスコエ」に
ついては、実際のできごとや架
空のできごとにもとづいた、多
くの伝説があるほど、人々をひ
きつけます。
現代の「コロメンスコエ」の
敷地は250ヘクタール以上あ
り、50ほどの建築的、自然的、
考古学的記念物のある、モスク
ワ郊外の旧村、コロメンスコエ
とディヤコフが入っています。
その他にも、博物館、教会、古
い建築、コルモオヴォイ宮殿と
フレブノイ宮殿の基礎部や博物
館となっている基礎部、ディヤ
コフの防塞集落趾、リンゴ園、
樹齢500年以上のオーク、湧泉
群「カドチカ」、変わった形の
石、野外木造建築博物館など、
さまざまなものがあります。こ

の野外博物館には、さまざまな
場所から移築された建築物が立
っています。
ここでは多くのフェスティバ
ルやさまざまな行事が開催さ
れています。例えば、5月1日
から9月30日までの期間、毎
日砂の彫刻見本市（art-pesok.
ru）が開催されている他、夏
には17世紀を再現するフェ
スティバル「時間と時代」 
(временаиэпохи.рф) 
が行われ、歴史的な雰囲気に包
まれます。その他、モスクワ市
創設記念日や、その他の祝日も
祝われます。博物館ではさまざ
まな企画展も開催され、ガイド
も行われています。この敷地内
には埠頭があり、そこから快適
な船に乗ってちょっとしたリバ
ー・クルーズを楽しむことがで

国立「コロメンスコエ」博物
館・自然公園

1
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リー・ドンスコイ軍が、1380年
のクリコヴォの戦いに勝利した
後、ここに来たことは有名な話
です。
ウラジーミルとモスクワの大
公、ヴァシリー3世が統治を
行っていた時代の1528年から
1532年にかけて、主の昇天教会
が建設されました。ヴァシリー
3世の最初の妻だったソロモニ
ヤ・サブーロヴァ妃とは、子宝
にめぐまれなかったため、2番
目の妻のエレナ・グリンスカヤ
妃との間に後継者が生まれるよ
う、願いを込めてこの教会を建
設したようです。ただ、非常に
複雑な構造により、建築に4年
を要したため、1530年には息子
のイヴァン（未来のイヴァン雷
帝）が生まれ、1532年にはこの
教会で洗礼も受けており、完成
した時には当初の建設目的はす
でに消えていたようです。

この教会は特別な建築物で、他
のロシアの教会建築に似たもの
はなく、ユネスコ世界遺産に登
録されたのも納得です。現在は
閉鎖されていますが、下階は
博物館となっています。ここか
ら、16世紀に建設された、洗礼
者ヨアン・プレテチャ斬首教会
がよく見えます。同時代に建て
られた、有名な赤の広場のポク
ロフスキー大聖堂（または聖ワ
シリイ大聖堂）と同じ、支柱の

きます。
毎週末には、さまざまな大きさ
の金属板が、木枠の中に並べら
れた一風変わった楽器、ビラの
音を聴くことも可能です。ひと
りまたは複数の音楽家が「コ
ロメンスコエ」でビラを演奏す
ると、不思議な夢のような鐘の
音が空気中に伝わり、胸が喜び
とハーモニーに満たされるので
す。この楽器についての詳細な
説明や、生みの親であるアレク

サンドル・ジハレフに関する話
は、bila.dxi.ruのサイトに記さ
れています。
歴史上さまざまなできごとがあ
った、この趣ある場所に関する
秘密が、多くの人々を引き寄せ
ます。研究者は考古学的発掘を
行い、2500年前からここに人が
住んでいたことを突き止めまし
た。ディヤコフ村の領域では、
考古学的文化の名前のもとにも
なった、ディヤコフ防塞集落趾
が発見されました。石器時代（
紀元前5000年から3000年）の
発掘物もあります。ここには中
世（8～10世紀）と11～12世紀
にも人が暮らしていました。発
掘調査により、このようなこと
がわかっているのです。
書物に「コロメンスコエ」のこ
とが記されたのは、イヴァン1
世ダニーロヴィチが統治してい
た時代の14世紀です。ドミート

3 2
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前後の門や、命令の間、陸軍大
佐の間などは残っていて、前門
の建物には、「コロメンスコ
エ」の歴史を物語る展示品があ
ります。汲水塔では、最初の給
水管が作られた経緯やメカニズ
ムについて知ることができるよ
うになっています。人々が自分
の願いや、皇帝への不満をぶつ
けた嘆願台も残っています。敷
地内のすべての物に、興味深い
説明書きが設置されています。
アレクセイ・ミハイロヴィッチ
皇帝の息子であるピョートル1
世は、「コロメンスコエ」で生
まれ、子供時代をここで過ごし
ました。アルハンゲリスクから
ピョートル1世の家がここに移
築されていますが、ピョートル
1世は新しい都をつくったため
に、ここではいかなる建築も行
いませんでした。
エカチェリーナ2世は、アレク
セイ・ミハイロヴィッチ皇帝の
宮殿を解体し、昇天教会の近く
に新しい宮殿を造るよう命令し

ました。その宮殿は1812年の祖
国戦争の際に崩壊し、その後に
その基礎部にアレクサンドル1
世の命令により建設された建物
と同様、現在ではその姿をみる
ことができませんが、小さな東
屋があります。「コロメンスコ
エ」の建築物は、主に16～17世
紀の物となっています。
1923年、「コロメンスコエ」に
残っていた歴史的な建築群を野
外博物館に変えたため、モスク
ワでもっとも人気の高い場所の
ひとつとなりました。

たくさんあるめずらしい様式に
なっています。
イヴァン雷帝の死とともに、ロ
シア史の苦難の時期となる動乱
時代が始まり、「コロメンスコ
エ」は異なるできごとと関連す
る場所になりました。1606年、
農民蜂起の首長イワン・ボロト
ニコフが、自分の軍とともにこ
こを訪れ、1610年には偽ドミト
リー2世がここに来ました。
動乱時代の終焉と、ロマノフ王
朝の始まりは、ロシア史に新た

なページを刻み、「コロメンス
コエ」の整備にも良い影響を与
えました。ロマノフ王朝の最初
の皇帝であるミハイル・フョー
ドロヴィチ皇帝時代の1630年、
カザンの聖母聖堂が起工し、そ
の息子のアレクセイ・ミハイロ
ヴィッチ皇帝の時代である1649
年から1653年に、石造りに改
築されました。アレクセイ・ミ
ハイロヴィッチ皇帝は、カザン
の聖母聖堂のわきに、木造の宮
殿と聖堂との屋内通路を建設す
るなど、「コロメンスコエ」を
繁栄させました。この宮殿はエ
カチェリーナ2世の時代に、老
朽化により取り壊されたため、
現在は残っていませんが、ディ
ヤコフ村の跡地には同じ大きさ
の模型が建てられ、内部が博物
館となっているので、それを見
て、皇帝家族の生活を感じるこ
とができます。
この宮殿に関連した、その他の
アレクセイ・ミハイロヴィッチ
皇帝時代の建築の一部となる、

4 2
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モスクワ最大規模の緑地と文
化・休息公園をひとつにしたイ
ズマイロフ公園は、モスクワ有
数の多目的公園です。本物の自
然を堪能することができ、スキ
ー場、自転車やローラースケー
トのレンタル、射的場、スポー
ツ施設などを利用して、さまざ
まな遊びを楽しむこともできま
す。児童用には遊技施設、園
内を走るミニ蒸気機関車、馬が
あり、さらに少し年齢が上の子
供用にアトラクションもありま
す。この場所は、イヴァン雷帝
の最初の妻である、アナスタシ
ア・ロマノヴナ・ザハリイナ・
ユリエワなどの親戚である、ロ
マノフ家やザハリイン・ユリエ
フ家の世襲領地として有名なた
め、17～18世紀の建築物を見る
ことができ、歴史愛好家などは
十分に楽しむことができます。
この土地を引き継いだのは、ア
ナスタシア・ロマノヴナの弟で
あるニキータ・ロマノヴィチで
す。イヴァン雷帝の死後にボリ
ス・ゴドゥノフの統治が始まっ
た時、ニキータ・ロマノヴィチ

の子供たちは王位継承を要求す
る可能性があるとして、新たな
皇帝の不振を買いましたが、後
に妻と剃髪され、修道院に流さ
れたフョードル・ニキーチチ（
その後総主教になり、フョード
ルの息子のミハイル・フョード
ロヴィチはロマノフ王朝最初の
皇帝になりました）と、イズマ
イロフの領主となったイヴァ
ン・ニキーチチのみが迫害を受
けました。
動乱時代が終了すると、イヴァ
ン・ニキーチチにこの土地を整

イズマイロフ公園
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いだのかもしれません。
一人の君主時代に繁栄した邸宅
が、他の君主時代に放置される
ということがありますが、イズ
マイロフも例外ではなく、世代
が変わり、時代が変わり、サン
クトペテルブルクに遷都し、皇
帝の家族はやがてこの場所に住
むことを止めました。イズマイ
ロフに住んだ最後の人物とな
ったのは、アンナ・ヨアノヴナ
で、子供時代をここで過ごし、
皇帝になった後はしばしば訪れ
ていました。
ニコライ1世の時代、イズマイ
ロフには老兵用の老人養護施設
があり、1918年まで残ってい
ました。ここに残っている歴
史的建築物には、橋があった場
所に位置する小城橋塔（1671
～1679）、ポクロフスキー大
聖堂（1671～1679）、表門と
裏門（1679～1682）、鋳鉄製
の門と噴水、19世紀のニコラ

エフ・イズマイロフ軍擁護施設
の石造りの建築物などがありま
す。
現在イズマイロフは、散歩をし
たり、楽しい時間を過ごしたり
することのできる場所で、老若
男女をひきつける、現代的で整
備された公園になっています。

備し、拡大できる可能性が生ま
れ、イヴァン・ニキーチチの息
子であるニキータ・イヴァノヴ
ィチ・ロマノフが父の活動を引
き継ぎました。ニキータ・イヴ
ァノヴィチは、ここや、犬の訓
練用に野生動物（オオカミ、キ
ツネ、クマ）を放していた「オ
オカミ園」で狩猟業をで始めま
した。
ニキータ・イヴァノヴィチは優
しい人物だったため、まわりの
人に好かれていましたが、外国
の物にひきつけられるという、
当時としては珍しい特徴があ
り、ヨーロッパ風の服を着て、
使用人には制服を着せ、宗教本
を読み、珍品を家に置いていま
した。もっとも変わった物は「
聖ニコライ」船（小型帆船）
で、イギリスの商人からの贈り
物だった可能性もあります。
ニキータ・イヴァノヴィチには

子供がいなかったため、死後（
アレクセイ・ミハイロヴィッチ
皇帝の統治時代）はすべての所
有物が大宮殿庁に引き渡されま
した。
アレクセイ・ミハイロヴィッチ
皇帝はこの土地に、試験農場や
農園をつくり、ブドウ、スイ
カ、メロン、綿花、アーモン
ド、ピーマンなど、ルーシで価
値の高かった物すべてを栽培し
ていました。アレクセイ・ミハ
イロヴィッチ皇帝の息子のピョ
ートル1世は、ニキータ・イヴ
ァノヴィチの古い小型帆船を見
つけ、その船で航海に出かけま
した。「聖ニコライ」船は、「
ロシア艦隊のおじいさん」と呼
ばれることになります。古い小
型帆船とイズマイロフの土地の
影響で、ピョートル1世はニキ
ータ・イヴァノヴィチからヨー
ロッパの伝統への関心を受け継
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Train ｹ 24,  37,  43
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この場所は世襲領地ではありま
せんが、ピョートル1世と関係
があります。モスクワ東部に
は、ピョートル1世と関連性の
ある名称が多く残っています。
例えば、地下鉄のセミョーノ
フスク駅やプレオブラジェンス
ク地区は、セミョーノフスク隊
員やプレオブラジェンスク隊員
と関係があります。ポテシュナ
ヤ通りや、若き君主の軍団に最
初に登録したセルゲイ・レンチ
エヴィッチ・ブフヴォストフの
ブフヴォストフ通りなどもあり
ます。ブフヴォストフはピョー
トル1世のすべての遠征に参加
し、最後には将校の名を手に入
れました。現在、地下鉄のプレ
オブラジェンスク広場駅のわき
には、ブフヴォストフ像があり
ます。
イズマイロフ地区はピョートル
1世の子供時代に関連があり、
「レフォルトヴォ」は、ここに
暮らしていた、ピョートル1世
の盟友フランツ・レフォルトと
関係があります。ピョートル1
世は大きなグループを連れて客
人としてここをよく訪れていた
ため、これが国の資金でこの家
に大広間を増築し、石作りの宮
殿を建てる理由のひとつとな
った可能性があります。フラン
ツ・レフォルトは新しい宮殿に
引っ越して間もなく亡くなった
ため、その後ピョートル1世が
使用しました。
モスクワのこの地域の宮殿は、
多くの名家の人、皇族、アン
ナ・ヨアノヴナ、エカチェリー

ナ2世、パーヴェル1世などが自
分たちが使用するために建設し
たものです。さらにピョートル
1世の盟友フョードル・ゴロヴ
ィンの土地だったゴロヴィン庭
園は、アンナ・ヨアノヴナが「
ヤウザのヴェルサイユ宮殿」と
呼んでいましたが、現在でも最
初の設計要素を見ることができ
ます。

レフォルト宮殿、スロボダ宮
殿、エカチェリーナ宮殿など、
いくつかの宮殿は現在まで残っ
ています。ゴロヴィン公園は、
現在、コロメンスコエ、イズマ
イロフ、リュブリノと同様、モ
スクワ国立博物館・自然公園の
一部となっています。

宮殿・公園アンサンブル
「レフォルトヴォ」
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国立歴史・建築・芸術・
風景・博物館・自然公園

「ツァリツィノ」

多くの場合、皇族や貴族は、戦
争で活躍したり、皇帝や国への
忠誠心を示した先祖から、土地
を相続しているため、君主があ
えて自分で土地を選ぶという珍
しいケースは関心を引きます。
こういった個人の選択では、そ
の人自身を多く物語り、それが
エカチェリーナ2世のような存
在感があり、他の人とは違う人
物だと、ますます土地の魅力は
増します。
エカチェリーナ2世は1775年
を、「コロメンスコエ」など、
モスクワで暮らしました。これ
はかなり批判されました。
当時の流行を考えると、実際に
「コロメンスコエ」はエカチェ
リーナ2世の好みに当てはまる
場所ではなかったため、「コロ
メンスコエ」の隣のチョルナ
ヤ・グリャジ（黒い汚れ）とい
う名前の村の美しい自然を見
て、そこに本物の皇居らしい自
分の邸宅を建てようと決心しま
した。なぜこの場所にそんなに
引き付けられたのでしょうか。
恐らく、池、草地、林など、公
園（当時は「コロメンスコエ」
のように庭園と菜園でしたが）
を整備できる条件がそろってい
ることを感じとったからでしょ
う。エカチェリーナ2世はロシ
ア人ではなく、ヨーロッパ出身
者だったため、すべてをヨーロ
ッパ的なセンスに合わせようと
努力し、自分でもそれを維持し
ていました。
この場所について、エカチェリ
ーナ2世はこのように手紙に書

いています。「広い林にかこま
れた河畔と、お供と船で小川を
渡る陛下を想像してみてくださ
い。その前には茂みで覆われた
低地があって、そこにはキジ、

鳥かご、堰き止めのある池、秋
の背の高いヤナギがあり、その
ヤナギをかきわけると大きな池
が現れて、一方の広い岸辺には
小さな木々が散らばり、他方の
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緩やかな傾斜のある岸辺には野
原、草地、林、そしてポツポツ
と生える木々があり、いかだの
左側には林におおわれた水藻の繁
茂した細流あって、円形劇場の
ように高く周囲が広がって行く
のです。これをすべて想像して
みてください。そして、誰も興
味のないコロメンスコエと全然
違う、ツァリツィノに来てくだ
さい」。ここを訪れた人々は、
実際にこの記述にある場所がど
こかを当てることができます。
わずか2週間で簡単な木造建築
を完成させ、エカチェリーナ2
世は引っ越してきました。建
築を任された、優れた建築家
のV.I.バジェノフは、1775年か
ら1785年までの10年間でツァ
リツィノの建設工事を完了し、
チョルナヤ・グリャジ（黒い汚
れ）と呼ばれた場所を豪華な
宮殿の土地に変えましたが、
完成した宮殿はエカチェリーナ

2世のお気に召さず、改築では
なく、解体するように命じまし
た。実際には、宮殿ではなく、
バジェノフに不満があったよう
です。歴史学者はさまざまな原
因を推測していますが、バジェ
ノフの器量の悪さが問題という
のが、原因のひとつ、または原
因をまとめた結論になっていま
す。バジェノフに対する罰は厳
しく、1年間建築家としての活
動ができなくなり、さらにバジ
ェノフの弟子のM.F.カザコフに
師匠の宮殿を解体し、新しい宮
殿を建設するように命令しまし
た。カザコフの当初の設計は、
資金不足により、いくつも変更
点が加えられました。カザコフ
の宮殿の建設にはさらに10年か
かり、1794年に外装が完成し
ましたが、その時にはすでにエ
カチェリーナ2世のこの場所に
関する関心は失われていたよう
です。

内装を完成を見ることなくエカ
チェリーナ2世は他界し、次の
パーヴェル1世はその工事を続
けなかったため、放置された建
物は使われることなく廃墟とな
りました。後世の一部には、こ
の宮殿はあまり気に入られてい
ませんでした。「8本の高い塔
のある宮殿の建物は、ロウソク
を手にして立っている大きな修
道士に囲まれた、祭壇に置かれ
た大きな棺のようです」と、有
名な旧モスクワ調査者のM.I.プ
ィリャエフは表現しています。
宮殿は2000年代に入ってから
改装されたので、今はプィリャ
エフの表現は当てはまらないで
しょう。

バジェノフの他の建築物とし
て、宮殿、橋、門などが現在で
も残っています。
この場所には実際に、池、林、
野原、また現在は階段が設置さ

れている大きな坂など、エカチ
ェリーナ2世を感動させた自然
も忘れることはできません。ツ
ァリツィノの特徴として、リン
ゴ園の花が咲く春と、坂の林が
黄金色になり、カエデの葉にさ
まざまな模様が現れる秋が美し
いことがあげられます。

国立歴史・建築・芸術・風景・
博物館・自然公園「ツァリツィ
ノ」は、モスクワを訪れる人々
や、この街の住人に大変な人
気があります。絵のように美
しくロマンチックなこの場所
に、I.S.ツルゲーネフやI.A.ブー
ニンは主人公を登場させました
し、ウィルキー・コリンズの長
編小説を映画化した「白衣の
女」の撮影にも使われました。
ロシアのゴシック様式（擬ゴシ
ック様式）はロマンチックなた
め、ここで多くの結婚式を見る
ことができるのです。
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ピョートル旅行宮殿の周囲の小
さな緑地は、かつてここにあっ
たピョートル公園のほんの一部
でしかありません。19世紀に壊
された公園には、現在「ディナ
モ」スタジアムのある場所など
も含め、大変広い敷地がありま
したが、まず宮殿についてご案
内します。
この宮殿は、モスクワでもっと
も有名な建築物のひとつです。
旅行宮殿は、皇族がサンクトペ
テルブルクからモスクワに行く
際、立ち寄って休息をとり、ク
レムリンへの華麗な登場のため
の準備を行った場所です。エカ
チェリーナ2世は、ツァリツィ
ノの場所を取得した1775年、
高ピョートル修道院の敷地にあ
るトヴェリ関所の裏に、露土
戦争の勝利の記念物として、地
下宮殿を建てるよう命令しまし
た。建設はM.F.カザコフに依頼
し、7年を要しました。この独
特な建築物は、ゴシック様式と

トルコ様式がひとつになってい
ます。
エカチェリーナ2世が初めてこ
こに寄ったのは、1787年のこと
でした。ピョートル1世は戴冠
式の前にここを訪れました。ナ
ポレオンが、1812年にロシア帝
国へ侵攻した際、モスクワの大
火災から逃れるために、9月16
日から9月18日までこの宮殿に
滞在しました。
オークに囲まれた
ピョートル宮殿陰うつで
最近は栄誉を誇る
無駄に待ったナポレオン

ピョートル公園 
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りが生まれ、街は大きく変わり
ました。A.S.グリボエドフは戯
曲「知恵の痛苦」の中で、モス
クワの再建について「火災が街
の多くの装飾に役だった」と書
き、後に有名なフレーズとなり
ました。1827年にピョートル
宮殿は美しい公園にかこまれ、
宮殿から続く遊歩道が敷かれ、
池を掘り、堤がつくられまし
た。夏の劇場、コンサート用の
建物、ぶらんこ、東屋、ビリヤ
ード場、プール、カフェなどの
ある新しい公園は、とても人気
の場所になりました。現在公園
の敷地は縮小しましたが、一部
残っています。そのひとつの遊
歩道は、ピョートル公園の生神
女福音教会を建設した、A.D.ナ
ルィシュキナの名前にちなん

で、ナルィシュキナ小路と呼ば
れています。その息子のドミト
リー・パヴロヴィッチとコンス
タンチン・パヴロヴィッチは、
アレクサンドル・デュマ・ペー
ル（大デュマ）と知り合いでし
た。デュマ・ペールはモスクワ
に来た際、ピョートル公園にあ
ったドミトリー・パヴロヴィッ
チの別荘を客人として訪れまし
た。現在はこの別荘も、他の建
築物と同様に残っていません。
残っているのは、1844～1847
年に建設された、ピョートル公
園の生神女福音教会（blagpb.
orthodoxy.ru）と、1908年に
建てられたN.P.リャブシンスキ
ーのヴィラ「チョルヌイ・レベ
ジ」です。

最後の幸福に陶酔し
モスクワはひざまずく
古いクレムリンの鍵で
いや、私のモスクワは行って
ない
罪ある頭でそこには
祝日も受け入れる贈り物もなく
モスクワは火事を用意
短気な英雄に
ここから、思いにふけり
恐ろしい炎を彼は見た
A.S.プーシキンは、この部分
で、ロシア史の劇的なページの
1枚を正しく表現しました。

1812年ロシア戦役後にモスク
ワの再建が始まると、環状並木
道が現れ、多くの地区が統一さ
れた建築様式にまとめられ、焼
けた建物の代わりに道や大通



24

モスクワの公園と屋敷

25

 この旅行ガイド

美しいクルィラツク丘は、特別
自然保護区で、自然・歴史公園
「モスクワ川」の一部となって
います。
この領域にはかつて、1417年
にモスクワ大公のヴァシリー1
世の遺言に初めて記された、ク
ルィラツク村がありました。こ
の村が宮殿省に属していたこと

を証明する、後の記述もありま
す。この場所は、文献によっ
て、クリタチスコエ、クルィラ
ツコエ、クルィレツコエといっ
た異なる名前となっています。
そのことから、羽を意味する「
クルィロ」という言葉からつい
た名前ではなく、玄関を意味す
る「クルィリツォ」から来たと
推測され、実際に、高い丘はモ
スクワの玄関にもなっているの
です。
この場所では、皇族の狩りがよ
く行われていたことが知られて
いるので、野生動物も多くいた

のでしょう。現在はクマなどは
いませんが、レッドデータブッ
クに記載されている欧州野ウサ
ギなどの数少ない動物が保存さ
れています。
この場所の名所は、生神女誕生
教会で、19世紀に建設されたも
のですが、最初の教会が建てら
れたのはイヴァン雷帝の時代で
す。公園内には「ルドネンスカ
ヤの生神女」もあります。
ロシア革命後は土地が農奴に与
えられたため、コルホーズがこ
こにできました。1980年のモス
クワ・オリンピックの準備が行
われた際、農業関連建築物がす
べて解体され、その場所に漕艇
場、屋内競輪場、自転車用道路
などが建てられました。
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旧モスクワ郊外の屋敷
現在のモスクワの地図を見る
と、サドーヴォエ環状道路から
までの場所に、緑色の「島」が
あることがわかります。この多
くが、歴史ある旧モスクワ郊外
の名家の屋敷で、現在は公園や
博物館に変わっているところで
す。この郊外の不動産は、セン
スがあり、当時流行した建築様
式に従っているので、「モスク
ワの真珠の首飾り」と呼ばれて
いることも納得です。現在は、
ただ大切に保管され、修復され

る歴史的建築物というだけでな
く、休息、ロマンチックなデー
ト、写真撮影、家族の散歩、自
然などを楽しめる場所になって
いるのです。
モスクワには、64カ所の建築・
公園アンサンブルがあります。
モスクワを訪れる人々や、街の
住人の文化遺産に対する強い関
心をふまえ、モスクワ市政府は
美しい建築や庭園・公園芸術の
記念物35カ所に対して修繕を行
い、行ける場所を増やそうとし
ています。

旧モスクワ郊外の屋敷
オスタンキノ

アルハンゲリスコエ 

クジミンキ

クスコヴ

リュブリノ
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シェレメチェフ伯爵の屋敷だっ
たことと、ヴァルヴァラ・アレ
クセエヴナがここからそう遠く
ないヴィシュニャキで育ったこ
とから、夫妻はクスコヴォに住
みました。ピョートル・ボリソ
ヴィッチは自分の所有地に、贅
の限りを尽くし、美しい宮殿を
建設し、肖像画を集め、想像も
つかないほどの大規模な歓迎会
を催し、毎回異なる新しい娯楽
で驚かせながら皇族を招き、当
時としてはほとんど類のない豪
華な劇場を敷地内につくり、さ
らに慈善活動を行っていたの
に、資産が減ることはありませ
んでした。逆に正しい管理で多
くの収入をもたらしたのです。

シェレメチェフ伯爵は国の仕
事に従事し、新法典作成委員会
の会議（1767年）に参加しな
がら、自分の領土の農奴を解放
する用意もあることを表明しま
した。
20年以上の幸せな結婚生活を送
った後、ヴァルヴァラ・アレク
セエヴナが病気で死去すると、
シェレメチェフ伯爵はひどく落
ち込み、エカチェリーナ2世に
自分をあらゆる国と軍の仕事
から解放するよう求めたほどで
した。仕事をやめた後でも、自
分の領地の整備は怠りませんで
した。
シェレメチェフ伯爵はその後次
の結婚相手を探すことなく20年

クスコヴォとオスタンキノ
このモスクワの端と端に位置す
る2箇所の屋敷は、1743年からロ
シア革命の時まで、シェレメチ
ェフ伯爵の家系に属していまし
た。この伯爵の姓は、シェレメ
チエヴォ国際空港のおかげで、
多くの人に知られています。
1743年、アレクセイ・ミハイ
ロヴィッチ・チェルカッスキー
公の唯一の娘で、公の家系の最
後の代表者となり、多くの遺産
を相続した、（ロシアで最大の
遺産だったという意見が多いで
す）ヴァルヴァラ・アレクセエ
ヴナ・チェルカッスカヤは、ピ
ョートル・ボリソヴィッチ・シ

ェレメチェフ伯爵と結婚しまし
た。ピョートル・ボリソヴィッ
チの父はボリス・ペトロヴィッ
チ・シェレメチェフで、ピョー
トル1世がロシアで初めて伯爵
の称号を与えた人物です。こう
して、多くの財産と土地がまと
まりました。チェルカッスキー
家はオスタンキノと、モスク
ワから東側の土地である、ペロ
フ、ヴィシュニャキ、ヴィロ
ニ、ジュレビノなどを所有して
いました。ピョートル・ボリソ
ヴィッチ・シェレメチェフ伯爵
の不動産である、小さな「クソ
チカ（小片）」は、そのまま屋
敷の名前「クスコヴォ」になり
ました。
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ました。ニコライ・ペトロヴィ
ッチは妻が亡くなってから長生
きすることはなく、1809年に
息を引き取りました。その時6
歳だった息子のドミトリーには
後見人がつき、1812年のロシ
ア戦役の際に多くの財産を処分
し、ドミトリーが成年に達する
までにその多額の財産で大儲け
しました。それでもシェレメチ
ェフの財産は多く残り、ドミト
リー・ニコラエヴィッチの息子
で、ニコライ・ペトロヴィッチ
とプラスコヴィヤ・イヴァノヴ
ナの孫となる、セルゲイ・ドミ
トリエヴィッチが、現在のシェ
レメチエヴォ国際空港近くの土
地の最後の所有者となり、その
姓がそのまま空港につけられた
のです。

シェレメチェフ家は皇族と深い
つながりがあり、ボリス・ペト
ロヴィッチはピョートル1世の
盟友で、ポルタヴァの戦いに参
加し、ピョートル・ボリソヴィ
ッチはエカチェリーナ2世に信
頼されて好かれ、ニコライ・ペ
トロヴィッチはパーヴェル1世
の幼馴染でしたが、シェレメチ
ェフ家の人々はその地位を利用
することはなく、逆に慈善事業
を行っていました。屋敷は豪華
さと優れたセンスの見本となり
ました。多くの残っている建築
物は、建築専門家だけでなく、
ここを訪れる一般の人々を感動
させ、はるか昔の雰囲気に招い
てくれるのです。

生きて亡くなり、息子のニコラ
イ・ペトロヴィッチがその多く
の財産を相続しました。ニコラ
イ・ペトロヴィッチの時代にモ
スクワ郊外の屋敷はそのさらな
る繁栄の時を迎え、クスコヴォ
とオスタンキノについて話が及
ぶ時はニコライ・ペトロヴィッ
チのことが思い出されます。
父と同様に芸術と劇場に夢中に
なり、皇族を含むさまざまな歓
迎会は父親以上の豪華さをほど
こしました。こんなできごとも
ありました。ある日、パーヴェ
ル1世がオスタンキノ宮殿を訪
れることになると、宮殿を囲む
庭園の一部で、帯状の一帯の
木々に切れ目を入れておき、そ
の木々のわきに人を立たせまし
た。パーヴェル1世が到着する
と、合図でその木々がいっせい
に倒れて、一瞬で見事なオスタ
ンキノ宮殿のパノラマがあらわ
れたのです。

ただ、ニコライ・ペトロヴィッ
チは上流階級の舞踏会よりも、
自分の劇場により興味を持って
いました。自分の農奴劇場にい
た、美しい声と美貌をかねそ
なえ、気立てが良かった女優プ
ラスコヴィヤ・イヴァノヴナ・
コヴァリョワ・ジェムジュゴワ
を、情熱的に愛しました。歴史
家によると、当時は女性がより
身分が低い場合、一人の女性に
夢中になるよりも、遊ぶ方が寛
大に受け止められていたため、
この感情は秘密にしておかなけ
ればなりませんでした。

クスコヴォでは、常に歓迎会や
祝い事が行われていたため、プ
ラスコヴィヤ・イヴァノヴナは
ここでとても有名で、噂の的に
なり、訪れる人が悪い冗談を言
ったりすることもあり、これが
プラスコヴィヤ・イヴァノヴナ
をひどく傷つけ、自分の置かれ
ている状況を悩みました。その
ため、ニコライ・ペトロヴィッ
チは、プラスコヴィヤ・イヴァ
ノヴナとオスタンキノに移る決
心をしたのです。クスコヴォ劇
場は閉鎖され、オスタンキノに
新しい芸場が建設されました。
ニコライ・ペトロヴィッチの幼
馴染であるパーヴェル1世がオ
スタンキノを訪れた際、プラス
コヴィヤ・イヴァノヴナがその
家の婦人としてパーヴェル1世
を迎えたという証拠がありま
す。プラトン府主教もプラスコ
ヴィヤ・イヴァノヴナの気立て
の良さを認め、二人の結婚を支
持しました。

社会的な身分の差によるあらゆ
る困難を乗り越え、1801年に
二人はようやく結婚することが
できました。でも、その幸せな
結婚生活はわずか2年で終わり
を迎えます。プラスコヴィヤ・
イヴァノヴナは息子を産んだ
直後の1803年に亡くなりまし
た。悲しみにくれたニコライ・
ペトロヴィッチは、妻への思い
を込めて、モスクワに貧しい人
向けの病院となる浮浪者施設を
建設し、さらに劇場を閉鎖し
て、豪華絢爛な世界の幕を閉じ
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ここは、ロマンチックな人々や
夢想家、また舞踏会や上流社会
の歓迎会に憧れる人々、啓蒙時
代の優雅さに引き付けられる人
々にとって、申し分のない場所
です。あらゆる芸術が繁栄した
時代のクスコヴォ邸は、一見の
価値があります。現在も残って
いる、池の岸に立つ木製の美し
い宮殿は、有名なモスクワの建
築家カルル・ブランクが率いて
1769年から1775年に建設した
建物で、建築群の構造的中心と
なり、多くの来賓を招くことが
できるように設計しています。
外装と内装には18世紀らしさが
あります。さまざまな建築要素
が昔の世界に人々を招き、馬車
が入れるようにつくられたスロ
ープは、馬の蹄鉄の音、舞踏会

国立陶磁器博物館と 
「18世紀のクスコヴォ邸」
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うに、通常別棟や東屋がありま
すが、これは、独特の建築様式
がほどこされた別の建築芸術で
す。
クスコヴォ公園にはオランダ
館、イタリア館、エルミタージ
ュなどの別棟や、ストルボヴァ
ヤ、ドリチェスカヤ・ガレレ
ヤ、パゴデンブルク（中国式東
屋）などの東屋がありました。
現在まで残っている別棟では、
展示が行われています。池岸に
ある別棟のグロトは、その際立
ったバロック建築の美しさで、
クスコヴォのシンボルとなりま
した。エカチェリーナ2世は、
この屋敷を訪れた際、ここで昼
食をとりました。
ロシアの厳しい気候条件で温帯
植物を育てて、夏季に散歩道を
飾るために、クスコヴォには温
室がありました。鉢植え栽培し
た植物の樹冠を、船や動物など
の幾何学的な形に剪定して、そ
れをそのまま温室から公園内に
運びました。珍しいほどしっか
りと保存された、18世紀のさま

ざまな様式の建築群もここにあ
ります。
1919年に屋敷は博物館にな
り、1938年にロシア唯一の陶磁

器博物館に変わり、現在は世界
有数のアンティックの陶磁器や
ガラス器のコレクションがそろ
っています。

のドレスのかさかさという音、
紳士淑女を迎える美しい音楽を
奏でているようです。寄木細工
の床、暖炉、レリーフ装飾、絵

画、木彫りなどの内装が保存さ
れ、お皿、花瓶、その他の陶磁
器が置かれていて、本物を見る
ことができます。
もっとも重要な場所は公園で
す。フランス式庭園をつくるこ

とは大変な芸術作業でしたが、
維持することはさらに大変でし
た。現在まで公園があまり残っ
ていないのはそのためで、1980

年代に再建された、銅像、装飾
的花瓶、その他の要素のあるク
スコヴォ公園は、庭園・公園芸
術というものを示す貴重な場所
なのです。
散歩しながら休息をとれるよ
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オスタンキノ宮殿は、チェルカ
ッスキー公が1620年頃から所有
していました。何世代にもわた
って引き継がれ、その間に家が
建設され、庭園がつくられ、池
が掘られました。1677年から
1692年にかけて、石造りのオス
タンキノの施生命至聖三者教会
が建設されましたが、これは現
在まで残っていて、独自に発展
したロシアの彫刻装飾様式を見
ることができます。
ヴァルヴァラ・アレクセエヴナ
とピョートル・ボリソヴィッチ
がクスコヴォに暮らすようにな
ってから、オスタンキノ邸は家
事などで使うのみとなりました
が、放置したわけではなく、庭
園を造り、温室を建設して、整
備しました。オスタンキノはニ
コライ・ペトロヴィッチの時
代に繁栄します。プラスコヴィ
ヤ・イヴァノヴナとここに引っ
越してから、質の高い宮殿劇場
を建設しました。
F.カムポレジ、D.クヴァレン
ギ、K.ブランクなどの建築家
や、A.ミロノフ、G.ディクシ
ン、P.アルグノフなどのシェレ
メチェフの職人が、他にも宮殿
を建設していたかどうかは不明
です。
ニコライ・ペトロヴィッチは宮
殿の建築のみならず、当時とし
ては画期的だったアイデアを自
分の領地に採用し、イギリス公
園や人工池などをつくりまし
た。
現在、チェルカッスキー家とシ
ェレメチェフ家が所有していた

オスタンキノの土地のほとんど
が、N.V.ツィツィン大植物園に
なっていて、建築群のある場所
は博物館・宮殿オスタンキノに
なっています。
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クジミンキ林園には、静かな場
所、人の多いにぎやかな場所、
池、小川、歴史的建築物、広い
林などがあり、異なる好み、季
節、年齢に合う休息に適した場
所になっています。
クジミンキの近代史は、グリゴ
リー・ドミトリエヴィッチ・ス
トロガノフ公が、川にある水車
とその周辺の土地の所有者とな
った、1702年に始まります。ス
トロガノフ公の曾々孫にちなん
で、人気の高いロシアの肉料理
が、ビーフ・ストロガノフと名
づけられ、現在は世界中の料理
本に記載されています。
ストロガノフ家はこの場所の整
備を行い、ヴラヘルヌィの生神
女イコンの木造教会と、大きな
池をつくりました。
1757年、グリゴリー・ドミトリ
エヴィッチの孫のアンナ・アレ

クサンドロヴナは、この土地を
嫁資として、ミハイル・ミハイ
ロヴィッチ・ゴリツィン公に嫁
いだため、長年（ほぼ1917年

のロシア革命まで）ゴリツィン
家の屋敷となり、世代ごとにこ
の場所を見事に装飾していきま
した。
ミハイル・ミハイロヴィッチの
時代には、現代も残っている4
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ヴィッチ皇太子（後のアレクサ
ンドル2世）など、クジミンキ
には皇族がたびたび訪れていま
した。
この屋敷の美しさは、当時を
知る人々の証言と、古い絵で
しか確認することができませ
ん。1859年にセルゲイ・ミハイ
ロヴィッチが亡くなると、屋敷
は親戚に相続されましたが、整
備は一切行われず、夏の別荘と
して貸し出していました。
有名な建築家が設計した、たく
さんの建築物があったにもかか
わらず、一部しか残っていませ
ん。ストロガノフ時代に建設さ
れ、ゴリツィン時代に改築され
た家は、1916年に火事で焼失
したため、17世紀末に建設され
たヴラヘルヌィの生神女イコン
教会が重要な名所となっていま
す。クジミンキはかつて、住ん
でいた人々からヴラヘルヌィか
らヴラヘルンスコエと呼ばれて
いたこともありました。
ヴェルフニー池のそばに立

つ、1805年に建設され、1823
年に改築された、有名な建築家
ドメニコ・ジラルディのコンヌ
イ小屋から、当時の様子をイメ
ージすることができます。コン
ヌイ小屋のコンヌイとは、馬を
意味するので、ここがどのよう
な場所だったかは想像がつきま
すが、馬小屋や、馬車を保管す
る馬車小屋がありました。サン
クトペテルブルクのアニチコフ
橋に設置されている、彫刻家
P.K.クロォトの彫刻に似た彫刻
があることは興味深いです。ま
た、同じものがベルリンとナポ
リにもあります。
ここには鳥小屋、家畜飼育場、
温室、船が停泊している桟橋、
別棟、記念建築物など、30点以
上が残っています。これらはす
べて、同じアンサンブルで建て
られました。
現在敷地内には、K.G.パウスト
フスキー博物館・センター、ロ
シア荘園文化博物館、旧車・乗
車者博物館などがあります。

面の池からなるカスケードがつ
くられ、その息子のセルゲイ・
ミハイロヴィッチの時代には、
隣接する土地を取得して、さら
に拡大され、セルゲイ・ミハイ
ロヴィッチの妻、アヴドチヤ・
イヴァノヴナ・ゴリツィナ（イ
ズマイロフ家系）が所有者とな
りました。セルゲイ・ミハイロ
ヴィッチとアヴドチヤ・イヴァ
ノヴナの関係はうまくいかなか
ったため、結婚して2年が経過
すると、別居を始めました。当
時を知る人の話では、美しかっ
たアヴドチヤ・イヴァノヴナ
は、アレクサンドル1世の侍従
武官だったミハイル・ペトロヴ
ィッチ・ドルゴルコフを愛して
いたそうですが、夫のセルゲ
イ・ミハイロヴィッチが離婚に
応じなかったため、結婚するこ
とができなかったそうです。ま
た、ミハイル・ペトロヴィッチ
は、結婚できると信じていた、
アレクサンドル1世の妹のエカ
チェリーナ・パヴロヴナを愛し

ていましたが、1808年にミハ
イル・ペトロヴィッチは何者か
によって殺害されました。アヴ
ドチヤ・イヴァノヴナはミハイ
ル・ペトロヴィッチへの思いを
絶ち切れなかったため、その後
結婚をすることはありませんで
したが、独立心のある社交的な
性格で、上流社会を楽しまずに
はいられませんでした。1816年
からは、サンクトペテルブルク
のアヴドチヤ・イヴァノヴナの
家で、文学サロンが行われるよ
うになり、A.S.プーシキンも訪
れていました。プーシキンはア
ヴドチヤ・イヴァノヴナに恋を
していたため、友人はそれをか
らかいました。
当時、セルゲイ・ミハイロヴィ
ッチの屋敷は、とても有名で
した。1826年以降、女帝マリ
ヤ・フョードロヴナ（パーヴェ
ル1世の妻）、その息子のミハ
イル・パヴロヴィッチ大公とニ
コライ1世、ニコライ1世の息
子のアレクサンドル・ニコラエ
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モスクワ郊外にあるこの屋敷
は、その歴史の中で所有者がさ
まざまに変わりながら、異なる
時代を見つめてきました。もっ
とも有名となったのは、裕福な
家系の出身で多くの財産を所有
していた、ニコライ・ボリソヴ
ィッチ・ユスポフ公の時代で
す。ニコライ・ボリソヴィッチ
は芸術品の収集家、愛好家とし
て知られていました。国の仕事
でも、武器庫、クレムリン建築
部の管理責任者、帝国劇場の館
長、エルミタージュ館長など、
芸術とかかわりのある役職につ
いていました。
プーシキンと知り合いで、プー
シキンは「貴人へ」というニコ
ライ・ボリソヴィッチの詩を買
い手います。ここには、有名
な芸術家のA.N.ベウナ、K.A.コ
ロヴィン、K.E.マコフスキ
ー、V.A.セロフなども訪れてい
ます。
アルハンゲリスコエという村の
名前は、アルハンゲリスク市と
は関係ありません。1660年から
1667年にかけて建てられた、こ
の敷地内でもっとも古い建築物
の、大天使ミハイル教会の大天
使を意味するアルハンゲルから

きています。この教会が、アル
ハンゲリスコエの建築群に導き
ますが、様式は異なります。
宮殿・公園群は豪華に広がり、
その調和のとれた厳格な美で非
常に強い印象を与えます。1780
年から1790年代に、当時の流行
に合わせて建設されました。フ
ランスの建築家シャルル・ド・
ゲルンの設計にもとづいて建設
されたこの美しい宮殿には、段
丘の公園があり、そこには温
室、住居用離れ、小さなお城「
カプリズ」、乗馬練習場などの
他の建物があります。
ロシア革命まで、この屋敷はユ
スポフが所有していましたが、
その後国有化され、ユスポフ家
は外国に亡命しました。1919年
から、ここは博物館となり、絵
画、アンティーク、陶磁器、珍
本、その他さまざまな本物の展
示品が所蔵されています。
公園と屋敷以外にも川があり、
見事なフランス式庭園を引きた
てています。

最近、アルハンゲリスコエは毎
年夏季に開催される、ジャズ・
フェスティバルのおかげでとて
も有名になりました。
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モスクワの辺境地域にある多く
の土地には、多くの歴史が隠さ
れていて、自然的また歴史的記
念物があり、文書による記録も
残っています。リュブリノ屋敷
も例外ではなく、16世紀から
この場所に関する記述が現れま
す。1801年から1806年に建設
されたここの宮殿には特徴があ
ります。
当時の所有者は、裕福なことで
有名だったニコライ・アレクセ
エヴィッチ・ドゥラソフで、有
名なモスクワの建築家R.R.カザ
コフとI.V.エヴォトフを招いて、
建築群の設計を任せました。こ
の二人が宮殿をつくったので
す。この建物の設計は、十字と
円が組み合わせたもので、ニコ
ライ・アレクセエヴィッチに授
与された、一等聖アンナ勲章の
形をもとにしたとも言われてい
ます。

内装は豪華で、古代神話の浅浮
き彫りや大きな円柱の絵などで
飾られ、ホールには大理石が使
われています。絵、装飾的要
素、美しい家具などを組み合わ
せて、宮殿を本物の芸術の場に
しました。
古典主義様式の他の建築物は、
リュブリノ池のあるイギリス式
庭園と同様、現在は一部しか残
っていません。
豪華な屋敷の建築物を想像する
ことしかできないのは残念なこ
とです。1917年のロシア革命後
は、宮殿と屋敷の所有者が何度
も変わり、保存状態は悪くなり
ました。2001年から2005年に
改築された宮殿は、モスクワ国
立博物館・自然公園の一部にな
っています。ここでは見本市、
クラシック・コンサート、講義
などが行われており、再び芸術
の場になっています。
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モスクワの緑地は、昔の屋敷や
静かな孤立した場所だけでな
く、アトラクション、運動場、
イベント場のある現代的な公園
もあります。にぎやかで明る
く、子供の笑い声がひびいてい
ます。こういった文化と休息の
公園の総面積は、1427ヘクター
ルにもなり、毎年1550万人の人

々が訪れます。24時間営業のゴ
ーリキー公園をのぞいて、夏季
にはどの公園も朝8時から夜中
の12時まで開いていて、入場料
は無料となっています。現在モ
スクワには、文化と休息の公園
が14箇所あり、体を動かすのが
好きな人々がさまざまに楽しん
でいます。
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モスクワの公園と屋敷

ゴーリキー中央文化・休息公園
は、ゴーリキー・パークとも
呼ばれ、ロシア国内のみなら
ず、世界でも有名です。1928
年に開業したこの公園は、異
なる時代を見つめてきまし
た。ソ連の繁栄、幸福な子供
時代、文化的余暇のシンボル
だったこの場所には、荘厳で
華麗な様式（建築家V.A.シチュ
コ）でつくられた入口、子供
用アトラクション、見本市用
パビリオン、噴水、花壇など
があり、観光名所として、観
光客が必ず訪れる場所になっ
ていました。

1990年代初めから、国の経済
と政治の構造が変化し、公園
も変わりました。入場料は有
料になり、夏のカフェやシャ
シリク（串焼き肉）屋が建て
られ、かつて愛されたアトラ
クションは放置されました。
休息を取りたい人は公園を訪
れていましたが、以前のよう
な輝きは見られませんでした。

ゴーリキー公園を、かつての
ようにロシア最高の豪華な公
園に戻すという課題は簡単で
はありませんでしたが、2011
年に大規模な改修工事が行わ
れ、昔の名残をそのまま残し
ながら、世界レベルの休息の
場所にしたのです。

よみがえったこの公園は、入
場料も以前のように無料にな
り、24時間営業になりまし

た。ここにはさまざまな娯楽
が用意されているので、自分
に合う場所をここで見つける
のは難しくはありません。自
転車や7人乗り自転車のレン
タル、卓球台50台、テニスコ
ート、バドミントンコート、
スケート場、水上自転車や双
胴船をレンタルできる、ピオ
ネル池やゴリツィン池の停泊
所などがあります。カラー音
楽噴水は見事で、夜はロマン
チックでもあります。子供向
けには、子供が創作的活動を
行える場所があり、アニメー
ターやボディーペインターが
働いていて、モスクワ最大の
砂場もあります。自然の中で
休んだり本を読んだりするこ
とが好きな人のために、やわ
らかい腰掛けやデッキチェア
ーが、またネット中毒者のた
めには、無料WI-FIもありま
す。500席ある「オリーヴ・ビ
ーチ」では、無料のフィット
ネス、ダンス、ヨガ、気功の
教室も開かれています。その
他、視覚的、文化大衆的、身
体鍛錬・健康的イベント、コ
ンサート、演劇、野外行楽、
フェスティバルなど、たくさ
んの楽しみがあります。夏季
の屋外シネマ、緑地も忘れて
はいけません。これらはゴー
リキー公園の公園広場部分で
しかなく、有名なニエスクチ
ヌイ庭園もあります（参照ペ
ージ）。この場所は、モスク
ワ市の統一国家文化施設とな
っています。

ゴーリキー公園
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この場所と公園の名前となって
いるソコリニキとは、ハヤブサ
や勇ましいを意味するソコルと
いう言葉から派生したものです
が、15世紀に、皇帝アレクセ
イ・ミハイロヴィッチが好ん
だ、公族や皇族のハヤブサ狩り
が、実際にここで行われていま
した。また、大規模な娯楽も催
され、ピョートル1世の時代、
そのためにマイスキーと名づけ
られた帯状の空き地がつくられ
ましたが、現在まで残っていま
す。1879年、この土地の所有者
はモスクワ市になりました。そ
のため、古い建築物はありませ
んが、特別な雰囲気がただよっ
ています。
現代の「ソコリニキ」文化・休
息公園は、1931年に建築され
ました。この場所は、庭園・公
園芸術地域的記念物として、文
化遺産になっている他、一部は
特別自然保護区にもなっていま
す。この公園はまるでひとりひ
とりの来園者のためにつくられ
ているように、さまざまなオプ
ションがあります。
ここは国立公園「ヘラジカ島」
と隣接しているため、未開の自
然があるのが魅力的です（参照
ペー68ジ）。自然が好きでも
なかなか遠出できないという人
には、理想的な散歩の場所とな
っています。優れた芸術家I.I.レ
ヴィンタンの「ソコリニキの秋
の日」という絵画のように、秋
の黄金色の落ち葉で覆われた道
は遠くまで続き、ベンチは赤く
燃えるカエデの葉を見つめなが

ら、座って夢を見るよう、招い
てくれます。ソコリニキは現在
でもその姿を変えていません。
バラ園とライラック園も魅力的
です。大小のバラ園は、単なる
花壇や茂みではなく、心から休
める美しい場所となっていま
す。バラの木の下にある芳香た
だよう快適なベンチは、まるで
ロマンチックな映画の飾りのよ
うです。デートや写真撮影、ま
た敷地内に広がる香りを楽しむ
ことのできる場所です。
もうひとつソコリニキのシンボ
ルとなっているものに、ダンス
があります。東屋とそこから広
がる敷地が印象的な「ロトン
ダ」は、ワルツを踊っているお
年寄りや、ダンスを楽しむ若者
を見れる場所で、ディスコ、ダ
ンス・パーティーなどが開催さ
れます。子供向けには、アトラ
クションや遊び場、体の不自由
な子供のための設備や、インタ
ラクティブな科学の展示品があ
るインノパルクもあります。ソ
コリニキには冬季になると氷の
街がつくられ、2011年からは氷
博物館も企画されるようになり
ました。
ここには会議・見本市センター
もあり、見本市、会議、コンサ
ート、スポーツ・イベントなど
が開催されます。公園内では、
運動用具のレンタルが行われて
いて、さまざまなスポーツの施
設が整備され、エクストリー
ム・ゾーンと呼ばれる、新種の
スポーツが楽しめる場所も用意
されています。
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モスクワの公園と屋敷

フィリという名前を聞くと、ロ
シア人はすぐに、1812年の祖
国戦争の最中、ここからそう
遠くはないフィリ村で行われた
有名な軍事会議をイメージしま
す。この村は以前はモスクワ郊
外にありましたが、1920年代
にモスクワが拡大すると、フィ
リやクンツェフといった村はど
んどん吸収され、そのままモス
クワ市の地区名になっていきま
した。以前の村の場所すべてに
建物が立ち、アスファルトの道
路がつくられているわけではな
く、未開の自然も残っていて、
緑を楽しんだり、公園内の静か
な場所で考えごとにふけった
り、スポーツをやったりするこ
とができます。フィリ・クンツ
ェフ林園がそのような場所で、
フィリョフスキー公園とスヴォ
ロフスキー公園が含まれます。
モスクワ川の河畔に位置し、さ

まざまな植物や動物が存在し、
樹齢100年ほどの木々、昔のリ
ンゴ園、動物や鳥などは、街の
喧騒を忘れさせてくれます。
ここにはさまざまな歴史がある
ことを、考古学者は証明してい
ます。ここには「呪われた場
所」と呼ばれる、クンツェフ防
塞集落趾があります。人々は、
十分な知識のないまま、ここを
呪われた場所だと言い、悪魔が
不思議な物をここに持ってきた
と書いています。
昔の人々が住んでいた場所は通
常は保存されませんが、そうい
った場所が触れられずに残って
いると、その後の文化に覆い隠
され、何かが発見されると、
あり得ない伝説が生まれるので
す。コロメンスコエのゴロソフ
雨裂では、タタール・モンゴル
軍舞台が数百年後に霧の中から
現れたとか、クンツェフでは教

フィリ公園
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ッチ・ナルィシキンです。ナル
ィシキン家は1865年までここ
を所有していました。当時、こ
の屋敷には、エカチェリーナ2
世、プロイセン王のフリードリ
ヒ・ヴィルヘルム3世、アレク
サンドル2世、女帝マリヤ・フ
ョードロヴナなど、ロシアや外
国の皇族が訪れていました。そ
れでも、所有者はサンクトペテ
ルブルクに暮らしていたため、
このような土地を所有すること
は無駄であるとの結論に達し、
商人のK.T.ソルダテンコフに売
りました。ソルダテンコフはこ
の場所をしっかりと整備し、農
奴に林を使うことを許可してい
たため、農奴は尊敬の念を持っ
て新しい所有者に接しました。
また、国民の啓蒙の問題を心配
し、当時の多くの優れた人々

と話をして、絵画をたくさん集
め、美術館に渡しました。それ
らの作品が、現代でもトレチャ
コフ美術館やロシア美術館に所
蔵されています。
ここには歴史家N.M.カラムジ
ン、詩人M.Y.レルモントフ、芸
術家I.N.クラムスコイ、A.K.サヴ
ラソフ、V.V.プキレフ、M.A.ヴ
ルベリ、作家L.N.トルスト
イ、A.I.ゲルツェン、作曲家
P.I.チャイコフスキーなどが訪
れました。

現在敷地内には、歴史・民族学
センター「職人の街」と、ロバ
ノフ・ロストフスキー公博物
館・屋敷があります。これは、
昔の手工芸、文化、日常の歴史
について学ぶことのできる、老
若男女のための現代建築です。

会が丸ごと地中に吸い込まれた
とか言われていますが、これら
すべては歴史家の優れた研究材
料となるのです。詳細な科学調
査が行われると、昔の謎はと
け、文化の発展についてより多
くを知れるようになるのです。
クンツェフ防塞集落趾について
は、ここにそのような集落が
あり、約2500年ほど前から人
が住むようになったことがわか
っています。ここに住んだ人々
は、土器の破片、骨角器、農具
などを残して行っています。
近代では、ナルィシキンがこの
場所を所有していましたが、
最初の所有者となったのは、
ピョートル1世の母であるナタ
リヤ・キリロヴナ・ナルィシキ
ナの兄弟、すなわち、皇帝のお
じさんであるレフ・キリロヴィ
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1941年から1945年の大祖国戦
争に勝利したことが、ロシア人
にとってどのような意味を持っ
ているかということは、ご説明
するまでもないでしょう。戦争
とは、あらゆる国民の脳裏に焼
きつけられる大きな悲劇で、勝
利とは、大きな意義のあるでき
ごとで、勇敢さと勇気の結果で
す。そのため、ロシアやモスク
ワには、それらのできごとと関
連した名称がたくさんあるので
す。英雄や司令官の名前は、道
となり、広場となり、大通りと
なりました。ロシアや旧ソ連共
和国の30以上の都市には勝利公
園があり、モスクワも例外では
ありません。
勝利公園をつくるという考え
は、戦時中からすでにありまし
たが、具現化されたのは1950年
代で、記念施設は戦後半世紀が
経過した、1995年にオープンし
ました。
ここには戦争のシンボルや証拠
がたくさんあり、中心路には、
戦争の日数と同じ1418個の噴
水があり、勝利記念碑の高さは
141.8メートルとなっています。
公園の敷地内には、戦争に参加
した人々の機械や設備が300点
以上展示された、大祖国戦争時
代の軍事技術展が常設されてい
ます。
お辞儀が丘の重要な歴史的、文
化的施設となっているのは、大
祖国戦争中央博物館で、1986年
に建設され、もっとも貴重な記
念物のひとつ、1945年4月30日
に、ドイツ・ベルリンの帝国議

会の上に掲げられた勝利旗を所
蔵しています。主要な戦場を再
現した6箇所のジオラマは、と
ても見ごたえがあり、来場者に
強い印象を与えます。5万点の
展示品の中には、武器、機械、
制服、賞品、写真、書類、本、
プラカード、造形芸術作品など
があります。
お辞儀が丘には、聖大致命者凱
旋者ゲオルギイ教会、記念モス
ク、記念シナゴーグなどのさま
ざまな宗教施設も建設されてい
ます。
公園と記念施設の場所がここ
になったのは偶然ではありませ
ん。昔、お辞儀が丘はモスクワ
郊外に位置していたため、商人
や旅行者はここからモスクワの
パノラマを見て、モスクワの教
会に頭を下げました。そこから
このような名称がついたので
す。
モスクワへの入口では、貴賓も
お辞儀をしました。これを知っ
ていたナポレオンは、モスクワ
の鍵を持った貴族をここで待ち
ましたが、思惑通りにはいきま
せんでした。勝利という二つの
戦争の象徴的な関係により、上
空に広がる平和な空の価値を教
えてくれる勝利公園として、お
辞儀が丘が選ばれたのです。

勝利公園
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モスクワの公園で庭園と呼ばれ
る場所は、諸条件によるもので
すが、なぜ一部の緑地が庭園と
呼ばれているのでしょうか。モ
スクワには、実のなるフルーツ
の木のある公園もあります。モ
スクワの有名な庭園や畑につい
て、さまざまなエピソードを交
えながら、ご紹介してまいりま
す。

1  ロシア科学アカデミー
N.V.ツィツィン大植物園
ロシア、特にモスクワで植物園
をつくるには、長い歴史を要し
ました。薬草のさまざまな種類
を栽培するため、また温帯植物
をロシアの気候条件のもとで栽
培するために、人々は昔から試
行錯誤してきました。アレクセ
イ・ミハイロヴィッチ時代のイ
ズマイロフやコロメンスコエな
ど、皇族の世襲領地では、17
世紀に異なる種類の植物の栽培
が試みられました。こういった
試みは放り出されることなく、
むしろ拡大し続け、ロシアや世
界中にたくさんの植物園が建て
られることとなりました。ツィ
ツィン大植物園はモスクワの誇
りです。敷地面積は361ヘクタ
ールで、生きた展示品の中には
樹木園、保護オーク林、常咲庭
園、日本庭園、沿岸植物園、温
室などがあり、世界全大陸のあ
らゆる気候帯の植物を見ること
ができます。
ここには、1945年4月14日の創
設以来35年間勤務した、初代園

長でアカデミー研究員のN.V.ツ
ィツィンの名前がついています
が、歴史はそれよりずっと前か
ら始まっています。昔ここには
チェルカッスキー公の狩場があ
り、ピョートル1世の父である
皇帝アレクセイ・ミハイロヴィ
ッチも狩りに訪れていました。
ヴァルヴァラ・アレクセエヴ
ナ・チェルカッスカヤが、ピョ
ートル・ボリソヴィッチ・シェ
レメチェフ伯爵と結婚したた
め、1743年にこの場所の所有者
がシェレメチェフ家に変わり、
その後慈善事業に熱心だった、
夫妻の息子のニコライ・ペトロ
ヴィッチ・シェレメチェフ伯爵
が、ここを整備しました。この
ようにして、イギリス公園と、
ヤウザ川支流のカメンカ川から
水が流れる、5面の人工池がつ
くられました。こ植物園の土地
の一部が含まれたオスタンキノ
の繁栄は長くはありませんでし
た。N.P.シェレメチェフの運命

庭園

1
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2  ニエスクチヌイ庭園
ニエスクチヌイ（退屈じゃな
い）という名前を聞いただけ
で、思わず期待してしまいます
が、実際にここを散歩して後悔
することはないでしょう。1人
の人物がかつて所有していた場
所につくられる、モスクワの他
の多くの公園とは異なり、3箇
所の屋敷を合わせたこの庭園
は、さまざまな時代に異なる人
々によって所有されてきまし
た。
例えば、たくさんの鉱業会社を
所有し、数百万もの財産を保有
していた、プロコフィイ・アキ
ンフィエヴィッチ・デミドフ
（1710～1786）です。トレチ
ャコフ美術館に行ったことのあ
る人なら、有名な芸術家D.G.レ
ヴィツキーが描いた肖像画で知
っているかもしれません。大
富豪が園芸用じょうろにもたれ
かかっているこの絵は、この二
つのモデルがあまりそぐわない
ことから、注意をひきます。プ
ロコフィイ・アキンフィエヴィ
ッチを知る人物にとって、これ
は不思議な光景ではありませ
ん。モスクワ川河畔のこの土地
で、驚くほど独創性に富んだ植
物園を整備したのです。この植
物園では、世界中の約2000種
の植物が栽培され、温室ではパ
イナップルまでつくられていた
ことは有名です。プロコフィ
イ・アキンフィエヴィッチの植
物への愛はとても強く、「嫉妬
心」から、白亜で真っ白に塗っ
た庭師に彫像のフリをさせて訪

問者の監視役にしました。訪問
者が珍しい植物を摘み取ろうと
すると、その「彫像」はすぐに
反応しました。プロコフィイ・
アキンフィエヴィッチは自然や
植物の愛好家に、押し花用の植
物を採取することを許容してい
たことは有名なので、これは単
なる噂にすぎないかもしれませ
ん。慈善事業に熱心で、特に捨
て子、浮浪児、孤児などをしつ
け、教育を受けさせる、帝国孤
児養育院には、多額の寄付をし
ていました。
次のこの場所の所有者は、軍や
国の仕事をし、エカチェリーナ
2世の盟友だったアレクセイ・
グリゴリエヴィッチ・オルロフ
伯爵（1737～1807）です。ア
レクセイ・グリゴリエヴィッチ
と、その兄のグリゴリー・グリ
ゴリエヴィッチ（エカチェリー
ナ2世の愛人）が、エカチェリ
ーナ2世が女帝に即位したとい

については、オスタンキノ屋敷
に関する案内に詳細に記載され
ています（参照ページ）。1809
年にニコライ・ペトロヴィッチ
が亡くなった後、屋敷の整備は
行われなくなり、ほぼ放置され
た状態になっていまいました
が、20世紀に入ってから植物園
ができたことで、息吹を吹き返
しました。
通常緑地は、住居の建築などの
用途で木々が伐採され、時間の
経過とともに縮小していくた
め、歴史的な林はあまり残らな
いものですが、ここは幸いに保
存されたため、オスタンキノの
オーク森やレオノフスキー林に
含まれるエルデニエフスカヤ庭
園を散歩することが可能なの
です。
植物園の主な科学的課題は、多
種多様な植物の保存、その特徴

の研究、栽培方法の研究で、娯
楽的課題は、休息、デート、子
供との散歩に適した場所の整備
です。遠く海外に足を運ばずに
して、世界中のさまざまな植物
を見ることができます。
全ロシア博覧センターと隣接し
ている場所には、「ヨーロッ
パ・ロシア」、「コーカサス」
、「中央アジア」、「シベリ
ア、「極東」、「自然植物の薬
草」の6箇所の植物・地理的展
示スペースがあります。また、
栽培植物の展示スペースも10箇
所あり、農業植物の発祥や進化
や、長年の栽培によって豊作を
可能にした経緯について、知る
ことができ、栽培植物の野生種
なども見ることができます。栽
培植物がうまくいく秘訣は、良
質の植えつけ材料のみならず、
正しく土壌を耕し、植物の手入
れをすることで、このような話
も展示スペースで知ることがで
きます。
1994年にオープンした「カルー
ナ園」には、カルーナの種類、
エリカ、シャクナゲ、針葉樹、
装飾的低木などがあります。バ
ラ園には、長持ちする品種、価
値の高い品種、美しい品種など
があります。日本庭園は、日本
的な美しい風景をつくりだして
いる緑の芸術です。
この植物園では、珍しく美しい
植物を堪能するだけでなく、秋
には種、庭や畑に植えることの
できる苗木、その他の植えつ
け材料を入手することができ
ます。

2
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テルブルクにあったため、皇族
はここをあまり訪れませんでし
た。それ以降の時代にはモスク
ワっ子が自由に出入りできる場
所となり、多くの人々が散歩に
訪れました。
現在、ニエスクチヌイ庭園は、
ゴーリキー中央文化・休息公園
の一部となっていますが、その
独自性と魅力を残した、特別な
場所であることには変りありま
せん。現在でも残っている昔の
建築物や、ソ連時代の建築的名
所には、夏の家、オルロフ伯爵
の時代に建設された乗馬練習場
の建物、またロシアのテレビ番
組の撮影の場となっている狩り
の家、小さな滝のついた泳ぎ手
の像、モスクワ800周年記念ロ
トンダ・東屋などがあります。
また、図書館、児童乗馬学
校、A.E.フェルスマン鉱物博物
館などが営業しています。スポ
ーツ好きは、テニス・コート、

卓球台を使用して楽しむことが
できます。
レッドデータブックに掲載され
ている約60種の木や、珍しい鳥
が生息する、広大な美しい森も
あり、専門家によると、ここは
モスクワでもっともヨナキツグ
ミが多くいる場所だということ
です。

う国の大きな変化に関わってい
たことについて、歴史家は数々
の記述を残しましたが、そのう
ちの多くが矛盾しています。そ
の代わり、1770年のチェスマ海
戦の勝利で、オルロフ・チェス
メンスキーと名乗る権利を与え
られたことは、事実です。アレ
クセイ・グリゴリエヴィッチの
名声により、オルロフ・トロッ
ター種という馬の種類にその姓
が使われました。歴史家による
と、名声を愛していたものの、
オープンで愛想が良く、親切
で、ロシア風の生活を送ってい
たため、モスクワでは好かれて
いました。また、蹄鉄を手で曲
げたという逸話があるほど、非
常に力が強かったということで
す。こういった特徴と軍の功績
などにより、あらゆる身分の人
々をひきつけていました。この
場所では自分の娘のために、お
祝いごとや饗宴を行っていまし

た。ここには、ステージ装飾の
代わりに木々が使用された、屋
根付きのギャラリーのある、オ
ルロフ伯爵の「屋外劇場」があ
りました。
デミドフ家からオルロフ家に引
き継がれた宮殿は、現在でも残
っていて、この18世紀の歴史的
建造物に、ロシア科学アカデミ
ーが入っています。
トルベツキー・シャホフスキー
と、ゴリツィンの屋敷がここに
隣接していましたが、ニエスク
チヌイと呼ばれていたのがどこ
の屋敷だったのかについては、
未だに歴史家の意見が一致して
おらず、ニコライ1世がこの領
域すべてをまとめて購入したこ
とで、ここの全域がニエスクチ
ヌイという名称になりました。
ニコライ1世はこの美しい庭園
を、自分の妻のアレクサンド
ル・フョードロヴナに贈りまし
たが、生活の拠点はサンクトペ

3
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すようになりました。
1894年、モスクワ中心部に、演
劇愛好家の間で有名な、演劇活
動家のY.V.シチュキンが「ノヴ
ィ・エルミタージュ」庭園を創
設しました。シチュキンは農奴
一家に生まれ、准医師の教育を
受けましたが、多くの収入をも
たらすビュッフェやレストラン
をつくるという商業活動に従事
するようになり、第二ギルドの
商人になりました。
その後、演劇との関係を持つよ
うになり、ピョートル公園で歓
楽的イベントを組織した後、自
分の劇場をつくる決心をし、外
国人やロシア人の興行を行いな
がら、演劇興行主として有名に
なりました。
1894年に、劇場と夏の庭園をつ
くり、翌年に厳かな開業式を行
いました。
この場所は、モスクワの重要な
文化的ニュースで有名になりま
した。1896年5月26日、モスク
ワで初めて、リュミエール兄弟
の映画の上映が行われ、1898
年10月26日、「エルミタージ
ュ」劇場で、K.S.スタニスラフ
スキーとV.I.ネミロヴィッチ・ダ
ンチェンコの指揮で、モスクワ
芸術大衆演劇が始まりました。
また、A.P.チェーホフの「かも
め」や「ワーニャ伯父さん」の
戯曲の公演が行われ、ロシアの
私設オペラの指揮者として、ロ
シアの優れた音楽家で作曲家
のS.V.ラフマニノフがデビュー
し、F.I.シャリャピン、L.V.ソビ
ノフ、A.V.ネジダノワ、サラ・

ベルナール、アンナ・パヴロワ
などの名前がポスターに掲載さ
れました。
第一次世界大戦や革命は、芸術
の発展を妨げましたが、1920
年代に再び劇場としての息吹
を吹き返しました。100年の
間に、A.I.ライキン、R.カルツ
ェフとV.イリチェンコのデュ
オ、K.I.シュリジェンコ、L.I.ル
スラノワ、L.O.ウテソフ率いる
オーケストラなど、多くのスタ
ーがここで公園を行いました。
「ゼルカリヌイ劇場」では、テ
レビ番組の録画も行われまし
た。
現在は劇場以外にも、さまざま
なイベント、フェスティバル、
見本市「花の世界で」が開催さ
れています。2014年は創立120
周年にあたりますが、休息のた
めの現代的で、おしゃれで、快
適な場所に整備しながら、その
時を迎えます。

3  薬草園 
画像共有やカメラの普及によ
り、モスクワではM.V.ロモノー
ソフ・モスクワ国立総合大学植
物園である薬草園を訪れること
が流行しています。この場所に
人気がある理由は、街のほぼ中
心部に位置していて、行きやす
いこと、また、小さな場所にさ
まざまな植物が密集しているこ
となどです。毎シーズン、カメ
ラを持った人々が道をふさぎ、
横たわったり、立ったり、しゃ
がんだり、座ったり、ジャンプ
したりしながら、生きた自然の
美や多様さを撮影しようとしま
すし、若いカップルは、この場
所のロマンチックさにため息を
もらしています。すぐにしおれ
てしまう花束を女性に買うより

も、この場所をそのままプレゼ
ントして、一生この印象を記憶
してもらった方がいいと考えて
います。子供連れの家族は、新
鮮な空気を子供に吸わせたり、
学校の理科の授業で習う植物を
見せたりしています。仕事で忙
しい人々は、びっしりと詰まっ
たスケジュールからほんの少し
の時間でも解放されようと、こ

こを訪れて、自然のエネルギー
を吸収していきます。
薬草園はピョートル1世の時代
に創設されたもので、現代まで
残っている植物園の中ではもっ
とも古く、ロシア語のもとの名
称である「アプテカルスキー・
オゴロド」の、「薬の、薬剤師
の、薬局用の」を意味するアプ
テカルスキーとは、ここで育て
られる植物が薬の調合用や、医
科大学の学生の植物学の学習用
を意図しています。1805年か
ら、モスクワ大学の管理下に置
かれています。

4  エルミタージュ庭園
この庭園内では、「ゼルカリヌ
イ劇場」の中に入っている「ノ
ヴァヤ・オペラ」や、「スフェ
ラ」、「エルミタージュ」とい
う3箇所の劇場が活動している
ため、モスクワはそれ以外の街
の演劇愛好家には有名な場所で
す。メルポメネの観客としてこ
こに来る人々も、庭園・公園芸
術の本物の作品となっているこ
の庭園には関心を寄せずにはい
られません。
モスクワのそれぞれの公園に歴
史があり、その場所のみなら
ず、特定の歴史的な時代の、人
々の習慣、生活様式、特徴につ
いて語ってくれます。19世紀末
は、誰もが劇場に夢中になって
いました。この芸術は社会の生
活で大きな意義をもつようにな
り、劇作家、俳優、監督などに
対する姿勢が変わりました。そ
して徐々に、映画も存在感を増

4
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動物園のことを語らずして、モ
スクワの公園をご案内したとは
言えません。世界中のさまざま
な場所に生息する動物を見るた
めに、老若男女がこの場所に来
ます。ここにいる動物やその多
様さを見ながら、どれほど素晴
らしい生き物と人間が共存して
いるのかを理解するということ
は、特別な感覚です。
モスクワ動物園は、1864年、
ロシア皇族動物・植物気候順応
学会がつくりました。当時は動
物公園と呼ばれ、80種200匹の
野生動物や100匹以上の愛玩動
物などが飼育され、うち多くが
ロシアの動物でしたが、ライオ
ン、ジャガー、サイ、オウム、
アリゲーターなど、国内にはい
ない珍しい動物も見ることがで
きました。
特に来場者を喜ばせたのは、ペ
ットや鳥などの血統種の販売と
飼う際のアドバイスでした。
さまざまな動物を購入し、輸送
するには、とても費用がかさん
だため、ここは多くの上流社会
の人々から支援を受け、そうい
った人々の寄付で、動物や植物
の気候順応のための特別な建物
もつくられました。
ロシア革命後、動物園と新たな
名称になったこの場所は、国の

所有となり、啓蒙的、観光的業
務を続けました。時間の経過と
ともに、敷地は拡大し、オリ
に入れられていた動物が飼育場
に移され動物の数も増えて行き
ました。最近は現代的な要求に
答えるために改築が行われてお
り、ここ数年で動物の数も1000
種以上、約8000頭まで増加しま
した。これにより、世界で6番
目に種類の多い動物園になりま
した。毎年300万人以上の人々
が訪れます。
動物園では案内ガイドが行われ
ており、動物の世界をより深く
知り、その性質や習性を理解す
ることができるようになってい
ます。また、ただ見学をして、
写真を撮ったりすることもでき
ますが、規則はしっかりと守ら
なければなりません。お子さん
と一緒の場合、例え動物園慣れ
していたとしても、動物園とは
潜在的に危険な場所で、約束を
守らないといけないことや、わ
からないことは大人にきかなけ
ればならないことを説明する必
要があります。
オリを越えることは、絶対にや
ってはいけません。動物が見た
目には優しくてかわいくても、
自分の領域に侵入されることを
嫌うため、襲ってくる可能性が

あるのです。また、お子さんを
柵の上にのせるようなことはせ
ず、動物が見えない場合は見え
るまで待ちましょう。お子さん
には、オリの中に手を入れて動
物を触ろうとすることのないよ
うに教える必要があります。こ
れらは大変に危険です。愛玩動
物でも必ずしも安全というわけ
ではありませんから、野生動物
ならなおさらのことです。

動物園内には、改修や建築が行
われている工事現場が存在する
場合もあるため、そのような場
所に入り込まないように、お子
さんから目を離さないでくだ
さい。動物園は危険な場所なの
で、必ずお子さんと一緒にいて
ください。危険性は大人も子供
も認識すべきことです。
また、動物を刺激したり、注意
を引こうとしたり、イライラさ
せてはいけません。そのため、
動物園で騒いだり、大きな音楽

をかけたり、ペットを持ち込ん
だりしてはいけません。
また、動物の生命にとって危険
なため、動物園の動物にはエサ
を与えないでください。どの動
物にも、獣医が管理する、バラ
ンスの取れたエサの量というも
のがあり、規則正しくないエサ
の摂取により、動物は病気に
なったり死んだりしてしまいま
す。動物園にいる多くの動物
は、ロシアの気候に慣れておら
ず、したがって、エサも同様で
す。子供は善意から、気に入っ
た動物にお菓子をあげようとし
ますが、それもしないようにお
子さんにご注意ください。
これらの規則を守れば、動物園
はきっと楽しい場所になるはず
です。モスクワっ子の中には、
毎週末にここに来る人もいるほ
ど、魅力的な場所です。動物を
見ながら、何か新しいことや、
自分自身について気づくことが
出てくるかもしれません。

動物園
!
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がそろっていて、道路網、ベン
チ、ひさし、表示、児童遊戯場
など、使いやすくなるようにイ
ンフラが整備されています。ま
た、ヤウザ川を巡航するエコ・
コースも計画されています。

自然保護区の雀が丘は、有名な
展望台からモスクワ全体を見渡
すことのできる、観光に適した
場所で、敷地内の自然も美しい
です。ここにはエコ道が3本あ

り、老若男女に植物や動物につ
いてさまざまな話をしてくれ
る、案内ガイドもいます。

自然・歴史公園「ビツァ森林公
園」には、小川、川、雨裂、長
い谷などがある景勝地です。複
数の種類の木々、珍しい種類の
植物、リスやキジの飼育場など
があります。豊かな自然と、大
昔から続く歴史のある、美しい
公園です。

自然保護区というと、広大な森
をイメージしますが、モスクワ
のような大都市で、そのような
領域が存在するとは信じがたい
でしょう。これらの場所の多
くは、正式な意味での自然保護
区には当てはまりませんが、特
別な位置を占めています。珍し
い種類の植物、鳥、動物を見る
ことができますし、自然の景色
を堪能することもできます。こ
ういった場所には利用価値があ
り、十分に散歩を楽しむことが
できます。自然を汚さないこと
と、この場所の調和や全体的統
一を壊さないことが重要です。
しばしばこのような場所には、
説明書きが点々と置かれている
特別な散歩コース「エコ道」が
あり、案内ガイドに話を聞くこ
ともできます。

「モスクワ川」自然
歴史公園は、ストロギンスク沖
積平野、セレブリャノボルスク

山林区、セレブリャヌィ森林 
（銀松林）、クルィラツク沖積
平野（カラムィシェフ河岸通り
含む）、スポーツ公園、ムニョ
ヴニコフスク沖積平野、クルィ
ラツク丘、フィリ・クンツェ
フ林園（フィリョフスキー公園
とスヴォロフスキー公園からな
る）の自然区域を含んでいま
す。人工島に位置している大き
な森、セレブリャヌィ森林（銀
松林）のモスクワ唯一のアシ沼
には、「エコ道」があります。
この公園は活動的な休暇、ピク
ニック、子供との休息などのた
めの施設や、ボートのレンタ
ル、コースを走る電動自動車の
観光などもあります。
  ここのビーチでは、モスクワ
には珍しく遊泳が許可されてい
ます。

国立公園「ヘラジカ島」は、 
国の特別保護区です。
ここには休息やエコ観光の条件

自然保護区 

「モスクワ川」自然

「ヘラジカ島」 

ビツァ

雀が丘は
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 この旅行ガイド

博物館・屋敷「オスタンキノ」
電話　8(495) 683-46-45
モスクワ市オスタンキノ通り5
www.ostankino-museum.ru/ru/
営業時間　平日（水～日）は予
約団体のみの案内
休日（土、日）は12:00から
17:00まで個人の来館者をまと
めて見学グループとして案内
公園は20時まで営業
チケット販売は19:00まで

 駐車場、輸送、入力

自然・歴史公園クジミンキ
電話　8(495) 258-45-60
モスクワ市クジミンキ通り10
www.kuzpark.ru
公園　24時間営業

博物館・屋敷「アルハンゲリス
コエ」
電話　8(495) 363-13-75
モスクワの北西、クラスノゴル
スキー地区、イリインスコエ通
りから5キロ
www.arhangelskoe.su
公園は毎日10:00～21:00（受付
20:30まで）、
土、日、祝日は10:30～18:00（
受付17:30まで）

リュブリノ屋敷
電話　8(495) 350-15-53
モスクワ市レトニャヤ通り1/1
www.mgomz.ru
敷地は24時間オープン

 ルート、入力

ゴーリキー公園
電話　8(499) 237-07-07
モスクワ市クルィムスキー・ヴ
ァル通り9
www.park-gorkogo.com
公園　24時間営業

ソコリニキ公園
電話　8(499) 268-60-11
モスクワ市ソコリニキ通り1/1
www.park.sokolniki.com/
営業時間　毎日　8:00～23:00

フィリ公園
電話　8 (499) 146-05-31
モスクワ市ボリシャヤ・フィリ
ョフスカヤ通り32/3
www.park-fili.ru
営業時間　10:00～18:00

勝利公園
電話　8 (499) 142-4911
モスクワ市お辞儀が丘フォンチ
ェンコ兄弟通り11
www.poklonnayagora.ru
営業時間　火、水、金、土、 
日　10:00～19:00
木　10:00～20:00
休館日　月曜日と最終木曜日

 駐車場、輸送、入力博物館

国立博物館・自然公園「コロメ
ンスコエ」
電話　8(495) 232-61-90
モスクワ市アンドロポフ大通
り39
www.mgomz.ru
公園　24時間営業
博物館　日曜日～金曜日  
10:00～18:00、
土曜日 10:00～19:00、
休館日　月曜日

 ルート、入力

イズマイロフ公園
電話　8(499) 165-12-36
モスクワ市バウマン地区2、 
14号館
www.mgomz.ru
公園　24時間営業
博物館　毎日10:00～18:00、
休館日　月曜日

 駐車場、輸送、入力

屋敷・公園アンサンブル「レフ
ォルトヴォ」
電話　8(499) 261-70-20
モスクワ市クラスノカザルメン
ナヤ通り1
www.mgomz.ru
公園　24時間営業
博物館　毎日10:00～18:00、
休館日　月曜日

国立歴史・建築・芸術・風景・
博物館・自然公園「ツァリツ
ィノ」
電話　8(495) 321-63-66
モスクワ市、ツァリツィノの沼
岸に沿った、ヴォズドゥシュナ
ヤ通り、バジェノフ通り、リペ
ツク通り、シピロフ通りの間
www.tsaritsyno.net/ru/
営業時間　6:00～24:00

 駐車場、輸送、入力

ピョートル公園
モスクワ市レニングラード大通
り40
公園　24時間営業

クルィラツク丘
モスクワ市、地下鉄「クルィラ
ツコエ」駅、「モロジョジナ
ヤ」駅、徒歩10～15分、クルィ
ラツク丘通り沿い
公園　24時間営業

「18世紀のクスコヴォ邸」
電話　8(495) 375-31-31
モスクワ市ユーノスチ通り2
www.kuskovo.ru
営業時間　 
水～日　10:00～18:00、
休館日　月曜日、火曜日

 ルート、入力

補足情報

 製品情報は変更することができます。電話で指定してください。
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ロシア科学アカデミーN.V.ツィ
ツィン大植物園
電話　8(495) 977-91-45
モスクワ市ボタニチェスカヤ通
り31
www.gbsad.ru
営業時間　毎日10:00～18:00、
休館日は月曜日と木曜日

ニエスクチヌイ庭園
電話　8(499) 237-07-07
モスクワ市レーニン大通り30
www.park-gorkogo.com
営業時間24時間

薬草園
電話　8(495) 680-67-65
モスクワ市平和大通り26、 
1号館
www.hortus.ru
営業時間毎日　10:00～20:00
4月に2～3週間閉鎖

エルミタージュ庭園
電話　8(495) 699-04-32
モスクワ市カレトヌイ・リャド
通り3
www.mosgorsad.ru
営業時間月　14:00～23:00、
火～金　12:00～23:00、
土～日　10:00～23:00

モスクワ動物園
電話　8(499) 252-35-80
モスクワ市ボリシャヤ・グルジ
ンスカヤ通り1
www.moscowzoo.ru
月曜日以外毎日営業、
夏季　10:00～20:00、
冬季　10:00～17:00

 ルート、入力

シンボル

子供のための面
白いゲーム

美術館やモニュ
メント

軍事博物館

軍装備品の博
物館

駐車場

公共輸送

警察

バー

 
化粧室

地元のスケート

スペースマリオ
カート

自転車専用道路

スキー場のリ
フト

 製品情報は変更することができます。電話    
          で指定してください。


