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はじめに

�		�年 �月 ��日から �月 ��日にかけてのお

よそ �ヶ月間、筆者は南米チリの首都サンティ

アゴに滞在し、同市中心部に位置するチリ国立

文書館（$����1� #������� )� '����、以下 $#'

と略記）ならびにチリ国立図書館（9�!���.���

#������� )� '����、以下 9#' と略記）におい

て文献の調査・収集に従事した。本稿はこの経

験をもとに両機関の利用手順や予め留意してお

きたい事柄を紹介するものである。しかし本稿

の内容は �		�年 �・�月時点のものであり、ま

たあくまで一個人の経験に大きく拠っている。

したがってより最新、詳細、正確な情報に関し

ては、読者個々人で直接お調べいただきたい	。

本稿で取り上げたサンティアゴの両機関につ

いて日本語で書かれた文献は皆無に等しい。本

稿が近い将来サンティアゴで文献調査にあたる

日本人研究者にとって微力ながら一助となれば

本望である。

�� チリ国立文書館 �$#'�

���利用手続き

$#'は、地下鉄サンタ・ルシア ����.� @��K��

�.4�および �4�の基礎情報に関しては、本文中に設け
た枠内の事項を確認していただきたい。なお次のホームペー
ジには、両機関が所蔵する未刊史料に関する詳しい記述があ
る。参考情報としてご覧いただきたい。$�+���
��'�	;�!'
	)�����/	���9	����$��	�
����
��'$�� 7.4�8、$�+����
��'
�	;�!'	)�����/	���9	����$��	�(�(
����
��'$�� 7�4�8。

住所 ����W���� 
	, ���.����, '�����

ホームページ �..+��DDD�)�!�"����

�����1�X���������

開館日 月曜から金曜の �時から ��時 �	

分（土日祝日閉館）

最寄り駅 地下鉄 �号線（赤線）サンタ・

ルシア駅

駅から徒歩数秒の場所に位置する。駅構内には

出口が数箇所あるが、「ミラフローレス �����W�0

����通り出口」と書かれた案内が出ているので、

迷う心配はない。文書館正面入り口を入ってす

ぐにカウンターがある。通常ここには後述する

マルガリータ ��������.��という中年の女性職員

がいる。彼女に来館目的を告げると用紙を渡さ

れるので、これに氏名などを記入する。この用

紙の下部分は切り離して文書館一時利用証 �'��0

)������ -��1�������として使用する。通例はマル

ガリータがこれに登録番号 �#7"��� 6����.���

を記入してくれる。登録番号は文書の請求に用

いる。一時利用証には「�	日間有効」と書かれ

ているが、�	 日を過ぎた場合、これをカウン

ターの職員に見せると、その場で日付を訂正し、

これで更新手続きは完了となる。更新は何度で

もできるようである。ちなみに筆者の場合、理

由は不明だが、一時利用証の作成時にパスポー

トなどの身分証明証の提示は求められなかった。

なお正式な文書館利用証の作成もできるようで、

チリ在住と思われる大方の研究者はこれを持っ

ていた。これの作成には紹介状やパスポート・

サイズの顔写真などが必要と思われる。

一時利用証の作成以後は、文書館を訪れる度

にこれをカウンターで提示し、私物を入れるロッ

カーの鍵をもらう。受け取りの際、鍵に記載さ

れたロッカー番号ならびに氏名をカウンターに
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おかれているノートに記入する。ロッカーはカ

ウンターの右側の入り口を入ってすぐ右の壁側

にある。鞄などはここに預けねばならない。し

かしノート、コンピューター、封筒、ファイルな

どは閲覧室に持ち込んでも特に注意されなかっ

た。ロッカーの右隣には炭酸飲料などの飲み物

の自動販売機、またロッカーの向かい側にトイ

レがある。

����閲覧室の様子

ロッカーの左側に茶色の木製のドアがあり、

これが閲覧室への入り口である。中には机が �

つほどあり、机一つにつき椅子が �脚おかれて

いる。席は特に決まっていない。ごく一部の場

所でしか電源がとれないため、コンピューター

を使用したければ早めに来館して電源に近い席

を確保する必要がある。また窓側の席には外光

が入るが、史料カタログを収めた書棚側の席に

は外光がほとんどささない。閲覧室全体はそれ

ほど暗くはないが、外光が必要な際は注意され

たい。

閲覧室内にはガス式のストーブがおかれてい

るが、ほとんど効果がない。筆者を含む文書館

利用者の多くが、室内にもかかわらず、コート

やマフラーを着用しながら諸作業に取り組んで

いた。閲覧室の出入り口にも「扉は常に閉めて

おいてください」と注意書きがあるものの、扉

をきちんと閉めないで退出する人も少なからず

いる。基本的に閲覧室全体は、暖房器具が設置

されているものの、かなり寒いと考えてよい。

冬場の防寒対策には万全を期したい。

�����史料請求、複写・複製の仕組み

$#'では原本史料の請求に関しては下記の

通り時間帯が決まっているので注意されたい。

ただしマイクロ・フィッシュ化された史料は時

間帯に関係なくいつでも請求・閲覧できる。史

料請求用紙は閲覧室内の職員机においてある。

原本史料の請求時間帯（�		�年 �月現在）

開館日時は月曜から金曜の�時から ��時 �	分

�　 �時から �時 �	分まで

�　 ��時から ��時 �	分まで

�　 ��時から ��時 �	分まで

�　 �
時から �
時 �	分まで


　 ��時から ��時 �	分まで

デジタル・カメラを用いての原本史料の撮影

は可能である。ただしフラッシュは禁じられて

いる。ちなみにマイクロ・リーダーの画面に投

影されたマイクロ・フィッシュの画像を自分の

カメラで撮影することもできる。しかしマイク

ロ・リーダーがかなり旧式のこともあり、綺麗

に撮影するのはほとんど不可能に等しい。した

がってマイクロ・フィッシュ化された史料の場

合は複製を頼むとよい。料金について職員に尋

ねたところ、例えばマイクロ・フィッシュ一枚

に ��コマ収められているものを �枚複製する

として、およそ �万ペソ（約 ��		円）との返答

だった。もちろん分量にもよるが、その完成に

はおよそ一週間かかるとのことだった。しかし

後述するように、この完成予定時期は必ずしも

厳密ではない。なお職員によれば、$#'では

マイクロ・フィッシュのデジタル化業務も行っ

ているとのことだが、この場合は上記と同じ条

件で 
万ペソ（約 �
		円）以上かかり、また

完成までにかなりの日数を要するとのことだっ

た。このため$#'としては、マイクロ・フィッ

シュの場合は複製を強く勧めていた。なお作業

完了時には申請用紙に記載した電話番号もしく

は電子メールアドレスに知らせが届く。

ここで史料の閲覧と複写・複製の受付窓口の

違いについて言及したい。史料の閲覧は閲覧室

担当の職員に、史料の複写・複製は $#'正面
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入口のカウンター担当の前述の女性職員マルガ

リータに頼まねばならない。彼女が昼食時や所

用の際には別の男性がカウンターにいるが、史

料の複写・複製申し込みは彼女だけが受け付け

てくれる。したがって彼女がカウンター業務を

担当する時間帯や日時を見過ごさないように注

意したい。

史料の複写・複製申請の際には、作業開始前

に一定額の内金 ��!����の支払いを求められる。

内金の額は申請時の史料の分量によって異なる。

内金の支払いが完了しないと作業は始まらない

ので、注意されたい。

また分量が多いと、作業は予定通りには終わ

らないと考えておいたほうがよい。筆者の場合、

複製担当のフランシスコ（%��������）という眼

鏡の男性職員に予め指定された作業完了予定日

時に来館したものの、「やっぱりまだできてい

ないので、〇〇日に再び来てくれ」と言われた

ことが数度はあった。したがって現物を直に受

け取りたい場合は、このような作業の遅れを想

定して、現地滞在日数を設定したほうがよい。

��1�紛失史料について

筆者の研究テーマであるスペイン統治期ラプ

ラタ地域のイエズス会布教区に関する史料はす

べてマイクロ・フィッシュ化されており、閲覧や

複製を頼む際には極めて利便性が高かった。し

かし残念ながら、�		�年�月時点、イエズス会関

連のマイクロ・フィッシュは�	巻以上が紛失し

ている。他のテーマに関するマイクロ・フィッ

シュも一部紛失しているが、イエズス会関連が

特に集中して失われている。数人の職員に紛失

の経緯について尋ねたが、すべては彼らが$#'

に勤める以前に起きたようで、事情に最も詳し

いというある女性職員も、詳細は何も知らない

とのことだった。またイエズス会布教区関連の

マイクロ・フィッシュに関しては、$#'には原

本史料も存在せず、その所在についても職員の

誰一人として把握していないとのことだった。

�� チリ国立図書館 �9#'�

住所 $1� @�!��.�)�� 9�����)� AY�������

�
�, ���.����, '�����

ホ ー ム ペ ー ジ �..+��DDD�)�!�"����

!�!���.���X���������

開館日　基本的に月曜から金曜の �時か

ら ��時、土曜の �時 �	分から ��時（日

曜・祝日閉館）�

最寄り駅 地下鉄 �号線（赤線）サンタ・

ルシア駅

���所在地・入館の仕組み

9#'の最寄り駅も、前述の$#'と同様の地

下鉄サンタ・ルシア駅であり、やはり地上に出

て徒歩数秒の近さである。

9#'の入り口は �箇所あり、サンティアゴ

の目抜き通りであるベルナルド・オイギンス大

通り �$1� @�!��.�)�� 9�����)� AY��������に一

つ、またその裏手のラ・モネーダ通り �'���� @�

����)��にもう一つある。一般書の閲覧などを

希望する場合は利用証を作成せねばならないと

思われるが、後述するメディーナ室所蔵の図書

やマイクロ・フィルムの閲覧には必要ない。な

お今回 9#'では、植民地期ラテンアメリカ関

係の文献をコレクションの主体とするメディー

ナ室所蔵の文献調査に集中した。9#' 内部に

はこれ以外にも数々の部署や歴史関係以外のコ

レクションがあるが、これに関して筆者は何も
�ここに記した開館日はあくまでも �4� 正面入り口の

開館日である。�4�内部には後述するメディーナ室をはじ
め様々な部署がある。各部署の開館日時は異なるため、詳
しくは直に確認すること。また夏季のサマー・タイム時に
は土曜日は通例休館のようである。
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言及できないことを予めお断りしておく。

����メディーナ室

ベルナルド・オイギンス大通り側の入り口か

ら入ってすぐ目の前の階段を使って � 階に上

り、階段に最も近い場所にメディーナ室 �����

��)����がある。これはチリを代表する書誌学

者・歴史家のホセ・トリビオ・メディーナ �C��;

&���!�� ��)��� ��
�����	�のコレクションを

もとに開設された部屋である。スペイン領アメ

リカならびにポルトガル領ブラジルの歴史にま

つわる古書、貴重書、マイクロ・フィルムなど

が所蔵されており、内部にはメディーナの功績

を称える展示スペースがある。

メディーナ室入り口を入ると左右双方の奥に

職員机がある。入り口を背にして向かって左側

の席にいつも座っている眼鏡の男性職員（まる

でメディーナの生き写しと思えるほど、そっくり

の顔である）がこの部屋の責任者のようである。

史料の請求や閲覧、質問は彼に尋ねるとよい。

古書・貴重書閲覧の場合、部屋に備えつけの

用紙に必要事項を記入すれば、職員がすぐに取

り出してくれる。室内でメモを取ったり持参し

たコンピューターに情報入力することは問題な

い。また手荷物に関しては、原則ロッカーに収

納せねばならない。ロッカーは 9#'館内 �箇

所に設置されている。一つは、ラ・モネーダ通

り入り口から入ると、案内係りと思われる職員

が立つカウンターがあり、その左側にロッカー

が並ぶ。もう一つは、ベルナルド・オイギンス

大通り側入り口から 9#'内に入ると地下 �階

に降りる階段があり、階段を降り終わった付近

に設置されている。双方のロッカーは共にコイ

ン式で、閉めるのに旧型 �		ペソ硬貨一枚が必

要。旧型は新型と比べて若干大きい。�		�年 �

月時点のサンティアゴ市内では旧型よりも新型

が広く流通している。このため買い物の際に入

手できた旧型硬貨は大切にとっておくことが望

ましい。なお硬貨はロッカーを開けた時に戻る。

�����メディーナ室文献複写の仕組み

論文執筆のためにどうしても必要などの事情

があり、また分量が少なければ、デジタル・カ

メラを用いての古書・貴重書の撮影を特例とし

て認めてくれる場合がある。この是非について

も前述のメディーナ似の男性職員に尋ねるとよ

い。しかしメディーナ室では、そしてこれはお

そらくその他の部署でも同様と思われるが、古

書・貴重書の複写に関しては、マイクロ・フィ

ルムの作成を勧めている。この場合、書籍の一

部のみをマイクロ化することはできず、書籍 �

冊すべてを申請せねばならない。

古書・貴重書のマイクロ・フィルム化を依頼

する場合、メディーナ室にいるもう一人の若い

男性職員に書籍を携行してもらい、�階の調査

室 ����� )� 4�1��.���)���まで一緒に行き、この

部屋の責任者である女性職員に相談する。この

時にマイクロ・フィルム化したい書籍の状態を

確認し、全ページ数を勘定し、費用が算出され

る。筆者は貴重書一冊のマイクロ・フィルム化

を依頼したが、同書は全 ���ページ、�ページ

を見開きにして �コマとして撮影し、総額 �	�	

ペソ（約 ��		円）と算出された。この金額が

妥当ならば、マイクロ・フィルム化申請書類の

作成に移る。

調査室の女性職員が書類を作り終えると、今

度はこれを持ってメディーナ室の若い男性職員

と共に地下 �階に降り、B��.�/� <  ���������と

書かれた窓口まで行く。ここでマイクロ・フィ

ルム化に必要な料金を前払いする。なお代金支

払い後のキャンセルはできない。支払いが済む

と領収スタンプを書類に押してもらえるので、
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続いてこの書類を持って同じ男性職員と共に �

階の調査室へ戻り、女性職員に支払いの完了を

確認してもらう。マイクロ・フィルムの完成ま

でには通常 �週間を要する。完成時には申請書

類に記載した電子メールアドレスにこの女性職

員から連絡が届く。なお請求した分量が少ない

という理由もあるだろうが、前述の $#'の場

合と違い、これに関しては完成予定日時は守ら

れた。

��1�マイクロ・フィルム閲覧の手順

メディーナ室が所蔵する古書・貴重書の一部

はマイクロ・フィルム化されている。これを閲覧

する場合、まず部屋の職員に資料請求番号 ����0

��.����を伝える。するとマイクロ・リーダーが

設置されている地下 �階へ降りるように言われ

る。地下 �階のマイクロ・リーダー設置部屋の

前には警備員が常駐する席があり、ここでパス

ポートなどの身分証明証を預けるように言われ

る。警備員はこれと引き換えに番号札を渡して

くれる。なおこのマイクロ・リーダー設置部屋

での手荷物チェックは厳しく、いかなる大きさ

の鞄や袋も前述のロッカーに保管するように言

われる。

部屋に入って正面入り口を背にして一番奥に

見えるカウンターにてメディーナ室で請求した

マイクロ・フィルムを受け取れる。フィルムが出

てくるまでの時間は長くて �	分程度であった。

メディーナ室から地下 �階にマイクロ・フィル

ムが届いたかどうかカウンターの職員に尋ね、

届いたことが確認されれば、職員はカウンター

に設置された用紙への必要事項の記入を求めて

くる。これが完了すれば、部屋に設置されたマ

イクロ・リーダーを使って自由に閲覧できる。

なお複数のマイクロ・フィルムを請求した場合、

閲覧は一本ずつとなる。

マイクロ・リーダーは十数台以上設置されて

おり、職員から台を指定されることもなく、好

きな台を利用できる。デジタル・カメラでの画

像の撮影や、コンピューター入力も問題ない。

しかしマイクロ・リーダーはどれもかなりの旧

式で、機械に投影された画像も決して読みやす

いとは言えない。このため筆者は、分量も少な

いということもあり、マイクロ・フィルムの必

要箇所を紙媒体で複写することにした。

�1�マイクロ・フィルム複写の手順

これに関しては、前述の地下 � 階のマイク

ロ・リーダー設置部屋のフィルム受け取りカウ

ンター付近の壁に注意事項ならびに料金が書か

れたボードが取りつけてある。これによると �

枚程度ならば職員がその日に複写してくれるら

しい。しかしそれ以上の枚数を希望する場合は、

自分で複写することになる。カウンターの右側

には黒い机の上に最新型のコンピューターが �

台設置されており、いずれもマイクロ・フィル

ム複写専用に使うものである。机の下に各コン

ピューターの電源スイッチがある。この電源ス

イッチとコンピューターの起動スイッチを入れ

た後にパスワードの入力を求める画面が出てく

るが、これは各コンピューターのアカウント名と

同じである。マイクロ・フィルムのコンピュー

ターへの取り付け方、ピントや画質調整のやり

方、印刷の仕方などは、マイクロ・フィルム室入

口前の警備員席を背にして、真正面のガラス扉

（一見するとただのガラス窓のようで、扉とは思

えない）の奥の部屋にいる男性職員に尋ねると丁

寧に教えてくれる。複写料金は �枚につき �	�

ペソ（約 ��円）だが、見開き �ページを �枚に

選択しての複写も可能なので、工夫するとよい。

複写が終わると、マイクロ・リーダー設置部屋入

口を背にして、左側にあるB��.�/� <  ���������
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で自分が使っていた複写用コンピューターの番

号を告げると、複写代を請求されるのでお金を

払う。支払いが済むと、マイクロ・リーダー設

置部屋入口に入って左側にある複写機から複写

物が出てくる。

�1��電子版古書・貴重書の無料ダウンロード

9#' 所蔵の文献はインターネット検索が可

能であり、また一部の古書・貴重書も無料でダ

ウンロードできる。この中には ��世紀から ��

世紀にかけての出版物も含まれている。関心の

ある方はぜひともアクセスしていただきたい�。

�� $#'および 9#'内外の施設・設備

$#'および 9#'内外には以下の通り研究・

調査に便利な施設・設備が備わっているので、

ここで簡単に紹介したい。

���インターネット

9#' の � 階中央部にはインターネット室

����� )� 4�.����.�と明記された空間があり、この

部屋のカウンターで必要事項を記入すれば、�回

につき �	分無料で利用できる。なお筆者のよう

な外国人の場合、用紙の記入の後にカウンター

の職員にパスポートなどの身分証明証の提示が

求められる。どのコンピューターでも日本語の

サイトは閲覧できるが、入力はできない。なお

すべてのコンピューターでは持参した8�9メ

モリー・スティックをつなげられる。しかしあ

くまでも筆者個人の利用経験の範囲内での判断

だが、ウイルス・ソフトの更新がどのコンピュー

ターでもなされていなかった。したがってイン

ターネット室での作業は、電子メールの送受信

程度に極力とどめておくのが無難と思われる。

満席の場合、部屋に設置されたソファーでしば

� $�+��@@@'(
�������'�������T#�
��U
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らく待っていると、職員が空いた席の番号を順

番に知らせてくれる。

����喫茶店

インターネット室の隣が喫茶店であり、コー

ヒーやケーキなどを注文できる。またこの店の

付近には無線ランが整っているようで、コンピ

ューターを持参してインターネットに接続する

人もかなり目にした。

�����周囲の環境

$#'・9#'共にサンティアゴ中心部に位置

しており、周囲には飲食店、喫茶店、ホテル、

両替所、インターネット・カフェが溢れている。

大方の職員も昼食時は周囲の飲食店に入るよう

であり、何度か顔を合わせた。したがって食事

に関しては心配無用である。

��1�トイレ

これに関しては注意事項ということで読者に

はご理解いただきたい。$#'内部のトイレに

ついては、トイレット・ペーパーならびに液体

石鹸が補充されるのは毎月の第一週目のみだけ

なので、利用の際には十分に気をつけたい。補

充が速やかになされない理由は、「トイレット・

ペーパーならびに石鹸は $#'利用者のための

ものではなく、職員のためのものである」とい

うトイレ内の壁に貼られた館長名での注意書き

を読んで一応納得することにした。

また 9#'内部のトイレに関しては、およそ

一ヶ月の調査期間の間に何度も利用したものの、

トイレット・ペーパーの補充は一度も確認でき

なかった。この期間に大勢のトイレ利用者を目

にしたが、おそらく彼らのすべてが紙を持参し

て来ているのだろう。なおこのようなトイレ事

情はあくまでも男性トイレに関することである。

男である筆者に女性トイレの事情について知る

術はない。しかし女性トイレの利用に関しても、
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男性トイレのこのような状況を踏まえて、万全

の準備を整えておいたほうがよいだろう。

�� サンティアゴ市内の本屋

インターネットの情報、またサンティアゴ滞

在中に面識を得たチリ人研究者のいずれもが、

チリにおける学術書の出版事情の悪さを指摘し

ている。食費その他の日用品と比べてあらゆる

ジャンルの本がチリでは高額であり、日本で目

にする輸入専門書の価格に匹敵するものも珍し

くない。また出版部数もあまり多くないために

すぐに絶版になるそうである。しかし筆者は、

チリ人研究者より「本屋に足を運んだところで

お目当ての本には出会えないと思うよ」との忠

告を受けつつも、彼が教えてくれた次の数件を

実際に訪ねてみた。

��� 9#'内部の本屋

ラ・モネーダ通りに面した入り口を入って右

手にいわゆる 9#'のブックストア的な本屋が

ある。何人かのチリ人研究者は「これがサンティ

アゴ市内で最も充実した本屋」と述べたが、か

なり狭いスペースで、また品数も決して多いと

は言えない。主に人文科学系の書籍がおかれて

いる。

����チリ大学内部の本屋

地下鉄駅ウニベルシダ・デ・チレ �8��1����)�)

)� '�����の出口を出てすぐ目の前にチリ大学管

轄下のブックストアがある。前述の 9#'内部

の本屋よりは広いスペースを有している。しか

し日本の紀伊国屋のような大規模な本屋を経験

している人にとっては、これも小規模に感じる

と思われる。ここは 9#'と比べて一般書が若

干多くそろっている印象を受けた。

�����フェリア・チレーナ・デ・リブロ�

� $�+��@@@'#	����$��	
�)	���(��'���

サンティアゴ市内中心部のウエルファノス

�����5�����通り ���番地にフェリア・チレー

ナ・デ・リブロ �%���� '������ )� @�!���という

名称の本屋がある。前述の ���・����と比べても

最もスペースが広く、専門書から一般書まで幅

広くそろえている。


� 生活全般

ここではサンティアゴ市内での生活に際して

特に注意したい事柄について述べる�。

��� 94-カード

サンティアゴ市内を走るバスや地下鉄などの

公共交通機関を利用する際には94-と記載され

たプラスチック製の磁気カードが欠かせない。

これは日本の首都圏で広く普及しているスイカ

やパスモに似たものである。カードに一定金額

をチャージして、駅の改札通過やバスへの乗車

時に機械にかざすことで運賃が差し引かれる。

チャージは駅の窓口や市内の一部売店などで可

能。地下鉄乗車の際は窓口で切符を現金購入で

きるようだが、バス乗車の際は94-カードのみ

での支払いのため、注意されたい。

����防寒対策

これは $#'の閲覧室の説明でも述べたこと

だが、カリブ海域の島国とは違い、チリには明

確な冬という季節がある。したがって冬季には

コート、マフラー、手袋などが欠かせないのは

もちろんだが、$#'の閲覧室と同様に、市内の

公共施設やレストランなどでは暖房設備が整っ

ているとは必ずしも言えないということを予め

留意しておくべきである。例えばランチ・タイ

ムには市内のレストランは軒並み客で賑わうが、

�チリにおける生活全般の基礎的情報に関しては次の
ホームページが参考になる。ホームページ管理者は日系旅
行代理店に勤務する在チリ %� 年以上の日本人女性である。
$�+���!��
)'�	����	!'/��1�!$�	�$�
%5%���
)	;'$��
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相当数のレストランでは真冬にもかかわらず入

り口の扉を開放したままのことが少なくない。

このためコートを着用したまま室内で食事、ま

た外気の冷たさによりスープがすぐに冷めてし

まうこともあった。もちろん市内のすべてのレ

ストランがこのような状況であるとは限らない。

しかし例えば、一般に冬の寒さが厳しいと言わ

れる日本の北海道では、暖房設備が完備されて

いるため室内は快適とのことだが、同じく寒さ

厳しい冬のサンティアゴでは、これが必ずしも

成り立たないのである。冬季にサンティアゴを

訪れる際は十分な防寒対策を心がけたほうがよ

いであろう。

おわりに

以上、サンティアゴでの文献調査の過程で学

んだ各機関の利用手順・仕組みを、個人的な体

験に基づいて述べてきた。筆者が言及していな

い事柄については各機関の公式ホームページを

参照していただきたい。

最後におよそ一ヶ月にわたるサンティアゴ滞

在で感じたことを述べさせていただきたい。チ

リを訪れたのは今回が初めてだったが、今この

国ではアジアに対する関心が確実に高まってい

ることを実感した。名門チリ大学やチリ・カト

リック大学では近年アジア研究に力を入れ始め

ており、例えば後者では孔子研究所 �4��.�.�.�

'��5���� 8'�が �		�年 �月に設立され、最近

では中国語講座も開設された�。昨今のチリで

のアジア研究への熱の高まりは、もっぱら中国

を対象としており、経済成長著しい中国がチリ

の特産品である銅を購入する最大のお得意先で

あるという、両国の経済的な結びつきが大きく

関与しているらしい。しかしチリ滞在中、チリ・

� $�+��@@@'��'�����
#�������$�������)�'$��

カトリック大学のある男子学生と話す機会があ

り、「自分は教育学を専攻しており、いつか優れ

た教育制度を持つ日本に留学し、その知見をチ

リの教育制度改革に役立てたい。そのために日

本への留学を希望しているのだが、どのような

手段や機会があるか」との質問を受けた。筆者

は、この男子学生が日本の教育制度に対して過

剰に美化されたある種の固定観念を有している

ことを危惧しながらも、「日本は中南米諸国に貢

献できる潜在性を今なお秘めているのでは」と

感じた。

いかなる理由があるにせよ、元来ヨーロッパ

や北アメリカへ向きがちだったラテンアメリカ

の人々の眼差しが、今から �	年ほど前からア

ジアにも徐々に向けられ始め、最近ではその傾

向はますます顕著になった。これは確かなこと

である。日本でラテンアメリカ研究に従事する

者は、いかなる専門分野に携わるにせよ、この

現状を踏まえて自身の研究を深めていく必要が

あろう。この度のチリ滞在を通じて、文献調査

の成果もさることながら、��世紀ラテンアメリ

カが向かおうとしている方向性が垣間見えたよ

うな気がした。

付記

本稿は平成 ��年度文部科学省科学研究費補助

金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部

である。 □■




