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早稲田大学高等研究所

はじめに

本稿は、2012 年 2 月 29 日から 2014 年 2

月 28日までの 2年間、日本学術振興会海外特

別研究員として、スペイン高等科学研究院イ

スパノアメリカ研究部門 (Escuela de Estudios

Hispano-Americanos, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas) の受入のもと、スペ

イン、セビリアを拠点に行った在外研究の体験

記である。(1)ビザ関係の各種手続き、(2)研究

機関の紹介、(3)日常生活の留意点などを、個人

の体験に基づいて執筆した。ここに記した事柄

が、セビリアないしスペインでの長期滞在を将

来的に検討されている方々に少しでもお役に立

てば幸いである。

1. 在日本スペイン大使館での手続き

(i)大使館に申請前の諸手続き

3ヶ月以上の長期滞在にあたりまず必要なの

が、在日本スペイン大使館におけるビザの取得

である。かつてのアメリカでの在外研究時には、

JTB 東京ビザセンター1を通じて手続きしたた

め、非常に簡便であった2。しかしスペイン関連

のビザは、同センターに相談の結果、申請者自

身が行うべき手続きが多いことがわかった。こ

1 http://www.jtb.co.jp/jbn/visa/
2詳しくは次を参照していただきたい。武田和久「米国

ジョン・カーター・ブラウン図書館」『ラテンアメリカ・カ
リブ研究』第 14 号、2007 年、20-31 頁。

のため最初から自分で手続きすることにした。

なお、以下で述べる在日本スペイン大使館より

送られてきた書類によれば、ビザの手続きに必

要な日数は約 2ヶ月半である。また「学生査証

は、スペイン外務省の許可が必要になります。

許可がなければ査証の発給はできませんので、

時間の余裕をもって、だいたい出発の約 3ヶ月

前に申請して下さい。尚、3ヶ月以上前の早す

ぎる時期の申請・書類提出も受付できませんの

でご注意下さい」と書かれている。スペイン本

国が祝日や年末のクリスマス時期ともなれば、

この手の業務が滞ることも予想される。前もっ

て準備しておくのが無難だろう。

在日本スペイン大使館に電話をかけると3、必

要書類の電子版を送るので、メールアドレスを

教えてほしいとの回答を受けた。数日後、大使

館より添付ファイルつきのメールが届いた。内

容は、(1)必要書類や注意事項を記入した書類、

(2)申請書、(3)健康診断書の三つであった4。

ここで (1)の内容に関して、若干の注意を記

しておきたい。

「入学許可証」は、単位、学位取得を目的と

しない場合、受入期間、目的を記した受入研究

者の許可書を提出すればよい。

「無犯罪証明書」は、居住する日本国内の自

治体により手続きが微妙に異なるだろうが、私

3スペイン大使館領事部 (urlhttp://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Paginas/inicio.aspx)。住所：〒
106-0032 東京都港区六本木 1-3-29、電話：03-3583-
8531、ファックス：03-3582-8627、メールアドレス：
emb.tokio.info@maec.es、受付時間：土日祝日以外の 9 時
30 分から 12 時 30 分まで。大抵の場合、電話は込み合っ
ており、自動音声で「しばらくお待ち下さい」と言われる。
辛抱強く待つと応対してくれる。

4 2014 年 1 月時点で (http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/TOKIO/ja/Embajada/ServiciosConsulares/
Paginas/InscripcionConsular.aspx) にアクセスすると、(1)
の書類がダウンロードできることがわかった。しかし、私
が 2011 年秋の時点で申請手続きをした際に、電子メール
に添付ファイルとして送られてきた書類の (2) と (3) はこ
のページに存在しない。このため結局は、大使館に一度は
連絡し、必要書類を送ってもらわねばならないのだろう。
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の場合は、県内にこの手続きを扱う警察署があ

り、そこに出向いてなされた。(1)申請書の記

載と指紋をとる手続き、(2)完成した証明書を引

き取る手続きと、計 2回の出頭が求められた。

本人出頭が基本なので、時間的余裕を持って手

続きしたい。

「宿泊証明」は、少々込み入った話が必要で

ある。大使館職員の電話での説明によれば、ス

ペイン滞在総期間の長さにかかわらず、渡航後、

最低 3ヶ月の滞在先を示す証明書が添付できれ

ばよいとのことだった。また、滞在先がホテル

や大学寮など、いわゆる公的機関であれば、予

約証明書のような、その機関が発行した書類で

十分らしい。しかし一般家庭の場合は、公正証

書が必要で、スペインの公証人 (notario)のサイ

ンが入った書類が必要とのことだった。公正証

書の作成には、日本への原本郵送も含めて、相応

の時間とお金が必要である。こうした手続きが

煩雑な場合は、少なくとも渡航後の最初の 3ヶ

月は、公的機関を滞在先とするのが望ましいの

かもしれない5。

「海外旅行保険」は、「滞在中の傷害・疾病に

備えての医療費及び日本への一時帰国をカバー

するという記載内容」があることが重要で、大

使館での申請時に、この内容がどこに記載され

ているかと尋ねられた。保険契約の際にはこの

点に注意されたい。

「健康診断書」は、その内容は、「精神異常者

でないことを証明する」といった内容であり、

一般に考えられる、血糖値とか、心電図の結果

とか、そういった内容を記載するものではない。

5セビリア大学の学生寮である次の施設には、同大学の
正規学生以外の人も宿泊できる。ここに宿泊した知人によ
れば、一人部屋もあるらしいが、基本的には相部屋で、三
食付きで経済的な料金であったという。セビリア到着から
間もない時期はこの大学寮を拠点に長期滞在先を探すのも
一案だろう。旧市街に位置し、各種店舗や大型スーパーに
も非常に近い。http://www.sta-ana.com/

つまり医師が一言、「この人物は精神異常者では

ない」として、署名・捺印すればこと足りる内

容である。近所の病院に書類を持参のうえで問

い合わせれば、簡単に作成してもらえるだろう。

こうして必要事項を記入し、書類を整え、大

使館に持参した。2011年 11月下旬の頃だった。

一つ問題になったのは、スペインの受入研究機関

が作成してくれた書類であった。同書類はメー

ルの添付ファイルを印刷したものであったが、

サインが本物かどうか疑わしいとのことで、受

入研究者がサインした紙媒体の書類をスペイン

から郵送してもらうようにと言われた。このた

め、この書類を受入機関から一度日本の自宅に

送ってもらい、その後、私が大使館に郵送とい

う手順をとった。

(ii)大使館からの書面通知以後の手続き

2012年の年明け間もなく、大使館から一通の

書面が届いた。内容は、ビザが認可されたとい

うものである。しかし日付が、日本語で「東京、

2011年 11月 7日」、スペイン語で「Tokio, 3 de

enero de 2011」とあった。「なぜ日本語とスペ

イン語で日付が異なるのか。またすでに 2012

年が始まったのに、なぜ 2011年？」と思った

が、「認可された」と書いてあったため、さほど

気にもしなかった。

2011年 11月に大使館を訪れた際、パスポー

トの原本を預けていれば、これにビザが印字さ

れ、後日これを大使館で引き取ることで、すべて

の手続きは完了となる。しかし私の場合、2012

年 1 月から 2 月上旬にかけて、所用で海外に

出かける必要があった。この旅行を終えた後、

パスポート原本を大使館に速やかに郵送し、2

月末日の渡航に間に合わせるように手はずを整

えた。

しかし 2月中頃になっても、大使館から何の
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連絡も入らないため、電話をかけてみた。する

と、年明けに自宅に届いたビザ認可を示す書面

の日付が「2011年」、また日本語とスペイン語

とで異なる日付となっているため、手続きが一

時停止になっているとのことであった。この回

答には驚いたが、「自宅に到着した書類に 2011

年と記載されていたのですよ。しかも日本語と

スペイン語と異なる日付が入って」と説明する

と、電話応対の職員は、しばし席を外した後、

「手続きを再開する」と答えた。

数日後、大使館より私の携帯に留守番電話が

入った。スペイン人男性職員が日本語で「パス

ポートへのビザの印字が完了した」とメッセージ

を残していた。大使館の窓口が開いているのは

午前中のみである。その日、都内で所用があっ

た私は先方に「緊急的にスペイン大使館に行か

ねばならなくなった」と電話を入れ、六本木へ

と向かった。

大使館に着いて受付に行き、日本人の女性職

員にパスポートの引取りを申し出ると、「まだ

準備できていない」と言われた。しかし私は、

「つい 30分前に男性職員からできあがったと携

帯にメッセージが残されており、こうしてあわ

てて来たのですよ」と説明した。女性職員は少

し席を外して戻ってくると、ビザが印字された

パスポートを持って来てくれた。こうしてめで

たく手続きが完了した。

2. スペイン渡航後の手続き

こうしてなんとか在日本スペイン大使館での

ピザ手続きを終えることができ、晴れてスペイ

ンに渡ることになった。マドリード、バラハス

国際空港に到着後、ビザのページにスタンプが

おされ、これから長い生活が始まるのかと、少々

感慨深い思いにふけった。

大使館から届いた書類には、「スペインへの入

国日より 30日以内に、居住予定の警察署で、学

生証 (Tarjeta de Estudiante)を取得して下さい」

とある。次なる手続きは、この学生証の取得で

ある。

セビリアでのこの手続きは、観光名所として

名高いスペイン広場 (Plaza de España)で行う。

この広大な広場の両端には塔がそびえており、

北塔 (torre norte)と呼ばれる側に、在留外国人

事務所 (Oficina de Extranjería)がある6。ここの

受付時間は「月曜から木曜が 9時から 17時 30

分まで、金曜が 9時から 14時まで」と、入口に

書いてあるが、気をつけねばならないのは、学

生証申請は 9時から 14時までである。なお、学

生証の受け取りは、2012年は午前、午後どちら

でもよかった。こうしたことはどこにも書いて

いない。入口の警備員に聞いてはじめてわかっ

たことである。セビリアに到着して数日後の午

後、申請手続きをしようと出向いたところ、警

備員に「今日は終わった」と言われて、本当の

受付時間がわかったのである。なお後述するよ

うに、2013年以降は、学生証の受け取りも午前

のみになったようである。2年目更新の学生証

引取りの際、前年の経験をもとに、「引き取りは

午後も可能」と覚えており、出かけたが、「引き

取りは午前のみ」と男性職員に言われた。また

以下で説明するように、学生証取得のための手

続きは 1回では終わらない。幾度となくスペイ

ン広場に出向かねばならない。このためセビリ

ア到着直後は、スペイン広場から徒歩圏内に滞

在先を定めるのが得策と考える。

なお、ここで述べる学生証取得・更新手続き

の全般にあてはまることだが、申請にあたり、

書類それぞれのオリジナルとコピー両方を求め

6 http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/
delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/extranjeria.
html
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られることが多い。このためスペイン広場に出

かける際は、両方を持っていくことが望ましい。

コピーを持っていない場合、「コピーした後に出

直すこと」と言われる。スペイン広場内にはコ

ピーできる場所はなく、ここから少し離れた後

述のセビリア大学図書館付近まで歩かねばなら

ない。また、一連の手続きの段取り・内容は、年

ごとに微妙に異なるらしい。在留外国人事務所

を訪れた際には、まずは入口の警備員に尋ねる

のがよい。さらに、在留外国人事務所は午後も

開いてはいるが、「その手続きは午前だけだ」と

言われることの方が多い。午前は大抵の場合混

みあっているために、避けたいところではある

が、まずは午前から行ってみることを勧めたい。

(i)広場訪問 1回目

在留外国人事務所でまずすべきことは、申請

用紙をもらうことである。時期にもよるが、午

前は往々にして混んでいる。この日も用紙一枚

をもらうために、朝から列に並んでずいぶんと

待たなければならなかった。

(ii)広場訪問 2回目

あくる日、記入した用紙を持って在留外国人

事務所を訪れた。この時は、受付で並んだ後、

番号札をとり、待合室でさらに待つように言わ

れた。待合室でも相当数の人が順番を待ってい

た。ようやく自分の番になり、番号に合致する

職員の机に行き、手続きをすませると、今度は、

この一連の手続きを行っている在留外国人事務

所の向かい側の警察署7に後日出頭するのに必要

な、日時予約の手順が記された用紙と、学生証

取得に必要な手数料を支払うための青い用紙を

渡された。前者には、警察署の電話番号とメー

7入口に目立つ標識がないために、ここが警察署だとは
一見しただけではわからない。注意が必要。

ルアドレスが記載され、いずれかの方法で出頭

日時を予約した上で、(1)パスポート原本、(2)写

真 2枚（同じ大きさ、画像のもの。カラーが望

ましい。縦 3センチ、横 4センチの大きさでよ

い）、(3)手数料支払い完了後の青い用紙を持参

するようにと書いてあった。この青い用紙は、

セビリア市内のどこの銀行でも支払い可能であ

る。なおこの時の手数料は 15ユーロであった。

また私はメールによって出頭日時を予約したが、

先方からの返事は速やかに届いた。

(iii)広場訪問 3回目

指定の日時に警察署へ出向き、必要書類を渡

し、指紋をとられた。その後、引換証 (resguardo)

がわたされ、45日後にこれとパスポート原本を

持参すると、学生証が受理されると言われた。

(iv)広場訪問 4回目

これでようやく学生証の引取りとなるわけだ

が、注意したいのは、引換証には、「これは 45

日後に効力を失う」と書かれている。つまり、

何らかの理由で、45 日後きっかりに学生証を

引き取れなかった場合はどうなるのか。こうし

たことを考えて、引換証を受け取ってから、35

日から 40日後のタイミングで警察署を訪れた。

結果、問題なく学生証を引き取れた。2012年 3

月上旬から手続きを始めてから 2ヶ月近くを要

した。

なおこの学生証は、常時携帯しておくのが望

ましい。スペイン国内では、パスポートと同等

の身分証として機能する。例えば、ホテルでの

チェックイン時に有効である。また、商店等で

クレジットカードで品物を購入する際には、ス

ペインでは、ほとんどの場合に身分証の提示が

求められるが、その際はこの学生証を提示すれ

ばよい。さらに、飛行機を使っての旅行時、ス
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ペイン国内、国際便に限らず、空港でのチェッ

クイン時、海外からスペインへ入国の際、パス

ポートとともに学生証の提示が求められること

が多い。学生証が、スペイン長期滞在許可証と

して機能しているからである。なお博物館や美

術館など、指定の場所で提示すれば、割引料金

ないし無料が適用されることがある。セビリア

市内の場合、例えば大聖堂やアルカサルへの入

場は、セビリア在住者として、無料となる。

3. 学生証 2年目更新の手続き

学生証の有効期限は発行から 1年間である。

日本の運転免許証のように、「有効期限が近づい

ていますから更新の手続きを」などという書面

通知は絶対に来ない。うっかり更新を忘れてし

まい、期限失効後もスペインにそのまま留まっ

ていれば、不法滞在者として、日本に強制送還

されることにもなりかねない。したがって更新

にあたっては、自ら率先して動かねばならない。

(i)広場訪問 1回目

1 年目に取得した学生証の有効期限は 2013

年 2 月末日であった。前もっての準備を考え

て、2012年 12月にスペイン広場を訪れた。そ

の日の午後、受付 (información)は空席で、誰に

尋ねていいのか一瞬とまどった。受付の奥の席

では、数人の職員が机に向かっていた。しかし

ガラス窓で仕切られている上に遠いため、声を

かけることができない。

入口に立つ二人の警備員の一人に受付担当は

どこにいったのかと聞くと、わからない、係員

が戻るまで待てと言われた。しかし 5分ほどし

て、一人の男性職員が、何かの用事があったら

しく、ガラス窓の向こうから受付近くにやって

きた。このタイミングを見計らって、警備員が

私の用件を彼に伝えると、職員は番号札を渡し

てくれ、速やかに対応してくれた。

この職員の机の前の椅子に座ると、彼は、学

生証の更新手続きに必要な 1枚の書類を印刷し、

「これに記入して提出すること」と言った。ま

たその他の必要書類を説明した用紙も渡してく

れた。

説明用紙には、「学生証が失効する 60日前か

ら、また失効後 90日までの間に、以下の書類を

用意して更新手続きすること」と書いてあり、必

要書類が箇条書きで記されていた。留意点は保

険である。この書類には、スペイン滞在期間全

体を保証する保険証書を添付することとある。

私の場合、セビリアでの研究終了日は 2014年

2月末日であり、本来であれば、この日までを

保証する保険証を提示せねばならない。しかし

私は、後述するようにスペインの保険に加入し

た。スペインの保険契約は、基本的に 1年間で

ある。2013 年中に加入すれば、失効日は同年

12月 31日となり、翌 1月 1日からは更新契約

となる。つまり私は、2013年 12月 31日まで

を保証すると明記された保険証書しか提示でき

なかったが、問題なく受理された。また、大学

の成績証明書を添付せよとも書いてある。しか

しこれは、受入教員の受入承諾書（書式任意）

を提出することで解決された。

さらに注意したいのは、更新に必要な関連書

類は、在留外国人事務所のあるスペイン広場の

北塔ではなく、向かい側の南塔 (torre sur)の登

録事務所 (Oficina de Registro)に提出せねばな

らない。学生証の新規作成と更新の手続きは違

う部署で行われるのである。しかし更新に必要

な書類を明記した用紙をもらえるのは新規作成

を行った北塔である。

(ii)広場訪問 2回目

2012年 12月の最終週、学生証失効のちょう
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ど 60日前に、南塔の登録事務所を訪れた。中

に入ると番号札をとる機械があり、「書類の提

出」ボタンをおしてしばし待った。入口に荷物

検査の警備員がいるので、わからないことは彼

に訪ねるとよい。

壁にかけられたモニターに自分の番号が表示

されたため、中に入った。男性職員が座る机に

向かい、関連書類を提出した。職員は中身も確

認せず、提出書類の一つであった更新申請書に

青色のスタンプを無造作に押し、「2012年 12月

28日」と印字された。「もう終わり？」あまり

の速さに拍子抜けした私がそう言うと、「そう、

終わり」の一言。「以後の手続きは？」と聞け

ば、「1ヵ月半後に税金支払い通知書が自宅に郵

送される」との返事であった。

(iii)広場訪問 3回目

実際には 2ヵ月以上経過した 2013年 3月上

旬、税金支払いを命じる書面が自宅に郵送されて

きた。16.32ユーロの支払いが求められた。こ

の支払いは、初年度と同様、セビリア市内の各

種銀行で現金払いできる。気をつけたいのは、

税金の支払いが、書類に印字された日付から 10

日以内になされねばならないと書かれている。

そして期日を過ぎての支払いは無効になるおそ

れがあるとも書かれている。つまり、この税金

支払いを命じる書面が自宅に届く可能性がある

時期は、長期の自宅不在は極力控えるのがのぞ

ましいだろう。

(iv)広場訪問 4回目

税金支払いの完了を証明する書類を持って、

登録事務所へ向かった。後日また別の書類が自

宅に届くと言われ、この書類は、3月中旬あた

りに意外にも早く到着した。中身は別種の税金

18.18ユーロの支払いを命じるものと、初年度と

同様に、北塔の在留外国人事務所の向かい側の

警察署に出頭する日時が記載された書類であっ

た。出頭日時は、5月 10日の正午と、書類到着

から 1ヶ月以上先となっていた。しかし私は、

4月下旬から 5月にかけて所用が生じ、セビリ

アを不在にすることになり、5月 10日の出頭は

不可能となった。このため同封されていた警察

署のメールアドレスに対して、出頭日の変更を

申し出た。数日後に返信が届き、出頭日は 4月

中旬の午後と変更された。

(v)広場訪問 5回目

4月中旬、予約していた出頭日時に警察署を

訪れ、必要書類を提出し、指紋をとられた。前

年はインクによって指紋をとられたが、今回は

機械によるものだった。手続きが終わると、初

年度同様、45日後に学生証の受け取りが可能と

の引換証を渡された。しかし前述の通り、引き

取りは、およそ 30日後からでも可能である。少

なくとも私の場合はそうであった。

(vi)広場訪問 6回目

2013年 5月の最終週、学生証の引取りのた

め北塔の在留外国人事務所へと向かった。前年

と違い、引取りも午前のみとなったのは述べた

通りである。受付で引換証とパスポート原本を

提示し、本人確認がなされたうえで、更新版学

生証を取得できた。手続き開始から、実に 5ヶ

月が過ぎていた。

4. 学生証更新手続き中のスペイン国外旅行に必

要な出入国特別許可書

ここで付言したいのが、学生証の更新手続き

中のスペイン出入国にかかわる問題である。前

述の通り、私の初年度の学生証は 2012年 2月

末日で失効し、更新版が取得できたのは 5月下
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旬であった。この間、スペインから諸外国へ出

かける際はどうすればよいのか。スペイン入国

時、往々にして、パスポートと共に学生証の提

示が求められるからである。

この場合は、Autorización de regresoと呼ば

れる出入国特別許可書を取得する必要がある。

これがあれば、有効な学生証がなくとも、スペ

インへの入国が認められる。以下では、私の取

得体験を述べる。

(i)広場訪問 1回目

出入国特別許可書の取得手続きは、北塔の在

留外国人事務所の向かい側の警察署で行う。初

回の訪問時に取得希望を申し出ると、職員が必

要書類を明記したリストと申請書を渡してくれ

た。手数料も必要で、私の場合は 10.10ユーロ

であった。これもセビリア市内のいずれの銀行

でも払い込みできる。気をつけたいのは、パス

ポートのすべてのページのコピーを提出せねば

ならないことである。以前は顔写真が写ってい

るページのみコピーすれば十分だったそうだが、

現在は全ページとなっている。これのコピーの

仕方について指示は一切なかったが、私は、A4

用紙一枚の表面にパスポート 6ページ分を縮小

コピーしたものを提出し、受理された。また一

連の書類は、スペイン出国の 10日から 2週間

前をめどに提出すべしと言われた。

(ii)広場訪問 2回目

必要書類をそろえて警察署を訪れた。書類内

容の確認がなされた後、青色の提出日スタンプ

が押された。これが引換証の役目を果たす。一

週間後には許可証はできていると言われた。

(iii)広場訪問 3回目

一週間後の午前中、北塔の在留外国人事務所

の受付（申請書類を提出した警察署ではない）に

てパスポートのオリジナルと引換証を提示し、

A4用紙一枚に記された許可証を渡された。こ

れの効力は 3ヶ月間であり、その後もまた必要

なら再申請せねばならないとのことだった。

5. 研究施設の紹介

(i)インディアス文書館 (Archivo General de In-

dias［AGI］)

住所 Edificio de La Cilla, Calle Santo Tomás 5,

41071 Sevilla España

電話 (34) 954 50 05 28

ファックス (34) 954 21 94 85

HP http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI/

開館日時 基本的に平日の 8時から 15時まで。

聖週間や夏期は短縮開館時間が適応されるため、

最新情報は職員に尋ねるとよい。

中南米史の研究に携わる者の中で、この文書

館の名を知らない者はまずいないだろう。それ

ほどまでにこの AGIは世界的に知られている。

入館に際しては、かつては紹介状をはじめ多

くの書類が必要だったと聞く。しかし今では、

パスポートなどの身分証明があれば、基本的に誰

でも入れるようになった。AGIの利用にあたっ

ては、初回に事務所での登録手続きが必要であ

る。文書館の史料閲覧室は午前 8時から開くが、

この登録窓口は午前 9時から開くので注意され

たい。もっとも、スペイン語圏の国々にありが

ちなことだが、9時ぴったりに窓口に出向いて

も、職員が不在のことも珍しくない。

AGIの正面入口を入ると警備員がおり、空港

さながら、手荷物を検査機械に通すように言わ

れる。しかしセキュリティーレベルはそれほど

高くない。警報音がなり荷物の中身が検査され
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ることはまずないからである。ここを抜けると

手荷物預かり所があり、鞄等を担当職員に渡さ

ねばならない。この時、持参したパソコンは史

料閲覧室に持ち込める。しかし、いかなる筆記

用具、ノート、メモ用紙は持ち込めない。史料

閲覧室に入って左側のカウンターに設置されて

いる鉛筆と小さな紙だけが、室内で使用が許可

された筆記用具とメモ用紙である。

史料閲覧室に入ると、まずこのカウンターで

チェックイン手続きをする。ここの鉛筆を使っ

て紙に氏名と登録手続きの際に取得した ID番

号（大抵はパスポートなどの身分証の番号がそ

のまま使われる）を書く。これを職員に渡すと、

情報がパソコンに入力される。その後、席が割

り当てられる。その日の作業はこの割り当て席

で行う。席には番号が記されている。希望の席

があれば申し出ることができる。各席の位置と

番号を記した用紙がここのカウンターにおいて

あるので参考にするとよい。

各席にはデスクトップ型のパソコンが設置さ

れており、史料の請求はこれを通じて行う。初

回登録時に取得した ID番号とパスワードを打

ち込めばログインできる。

パソコンを通じての史料請求の仕方は、慣れ

るまでは多少難しく感じる。具体的なやり方は、

史料閲覧室中央の席に座る職員に尋ねるとよい。

大抵、男女 1 名ずつ、2 名の職員が常駐する。

彼らは史料閲覧室の責任者であり、わからない

ことはすべて彼らに聞くとよい。親切に史料の

読み方すら教えてくれることもある。

史料はすべてレガッホ (legajo)と呼ばれる史

料群ごとにまとめられている。一日に請求でき

るのは 2レガッホまでである。それ以上は翌日

以降に請求せねばならない。

請求したレガッホをとりおいてもらい、翌日

以降に再び参照することもできる。しかしその

際、パソコン上で改めて閲覧申請手続きせねば

ならない。つまりこの日も前日と同じレガッホ

を参照することになり、もし前日に 2レガッホ

を請求していて、翌日も同じものを参照するな

らば、その日はそれ以上は参照できない。

パソコンで請求したレガッホは 20分ほどで

白衣の職員が倉庫から運んできてくれる。複数

人が請求したレガッホを台車で一度に持って来

てくれるのだが、これらを積んだ台車を動かす

職員が史料閲覧室に入ってきたら、カウンター

に近寄り、請求した史料番号を告げるとよい。

史料の一部はマイクロフィルム化されており、

この種のレガッホ原本は基本的に請求できない。

そしてマイクロフィルムの請求も通常のやり方

とは少し異なる。手順としては、パソコン上で

閲覧請求できない史料が出てきたら、それらは

大抵がマイクロフィルム化されたものである。

こうした場合は、史料閲覧室中央の職員にマイ

クロフィルムの閲覧希望を伝える。すると職員

は、レガッホ原本とは異なるマイクロフィルム

請求番号を教えてくれる。この番号を使ってパ

ソコン上から請求する。これの入力方法は、カ

ンマやセミコロン、大文字や小文字などの間違

いがあるとエラー表示が出てしまうので、職員

に尋ねるとよい。

マイクロフィルムも、請求から 20分程度で

出てくる。フィルムを読める機械は、2013 年

の時点で史料閲覧室に 2台しか設置されていな

い。このため 8時の開館と同時に機械がうまっ

てしまうこともある。また機械が相当に旧式の

ため、史料のインクの濃淡により判読が難しい

こともかなりある。なお、こうした問題を解決

するための手段として、基本的には閲覧できな

いマイクロフィルム化された史料の原本をみる

方法があるのだが、これについては後述する。

AGIの史料請求番号には旧番号と新番号があ



64 武田和久

る。現在請求は新番号で行われているが、例え

ば 20世紀初頭から中葉までの間に刊行された

文献をみると、旧番号が表示されていることが

ある8。こうした場合は、旧番号と新番号の対応

を確認せねばならないのだが、これはAGIのサ

イト上でできる。具体的なやり方は史料閲覧室

中央の席の職員に聞くとよい。

a. 図書室の存在

AGIには、未刊史料に加えて、刊行史料、研

究書、論文を所蔵する図書室も存在する。オン

ラインカタログも存在するが9、気をつけるべき

点は、オンライン検索可能なのは一部の蔵書の

みである。つまりオンライン検索でヒットしな

ければ、AGI入口を入って正面に設置されてい

る目録カードを丁寧に見ていく必要がある。請

求用紙は史料閲覧室を入ってすぐ左の受付カウ

ンターにある。これに必要事項を記入して 20

分ほど経過すれば、未刊史料と同じ手順で職員

が文献を持って来てくれる。なお 2013年末時

点では、図書はオンライン上で請求せねばなら

なくなった。しかし雑誌は受付カウンターに設

置されている用紙に記入せねばならない。

図書室の文献は一定期間貸し出し可能と言わ

れているが、種類によりできないこともある。

しかしケースバイケースのこともあるようで、

詳しいことは職員に尋ねるとよい。

8例えば 1912年から 59年にかけて出版された次の文献
は、AGIが所蔵するイエズス会関連の史料の要約だが、請求
番号はすべて旧番号である。Pablo Pastells y Francisco Ma-
teos (eds.), Historia de la Compañía de Jesús en la provin-
cia del Paraguay, (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Bo-
livia y Brasil: según los documentos originales del Archivo
General de Indias), Madrid: Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo,
1912-1959. 全 8 巻からなり、最後の第 8 巻は 2 部構成と
して 2 冊にわかれている。つまり全冊数は 9 冊となる。

9 http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/busqueda.cmd こ
のサイトでは、AGI 所蔵の図書だけでなく、スペイン国
内のその他の文書館に収められている文献も検索可能であ
る。

b. 複写申請の方法

AGI の史料は有料で複写申請できる。料金

は、複写の種類（紙媒体か電子媒体）、また紙媒

体であれば用紙の大きさによって異なるが、極

端に高額というわけではない10。注意点は、日

頃から多くの研究者が申請しているため、作業

完了まで数ヶ月から場合により 1年近く待たね

ばならないことである。

b-1. 史料原本からの複写申請

史料原本から直接複写申請する手順は次の通

りである。まず複写したいレガッホを請求する。

次に職員に複写申請したい旨を告げて、二種類

の申請用紙を受け取り、必要事項を記入する。

このうち一つの短冊形の用紙を複写希望の史料

には挟んでレガッホを閉じる。さらに AGI の

各席に設置されているパソコン上で必要事項を

入力し、レガッホを返却する。記入や入力の仕

方は職員に尋ねるとよい。

この作業が終わると、記入した用紙をもって

AGI 利用許可証を発行してもらった窓口で代

金支払いの手続きをする。ここで職員が作成し

た用紙をもってセビリア市内の銀行ラ・カイシ

ャ11(la Caixa)で料金を振り込み、領収書原本を

AGI利用許可証の発行窓口の職員に渡して、一

連の手続きは完了する。銀行での振り込みは現

金のみである。またラ・カイシャのどこの店舗

でも振り込みは受け付けている。なおスペイン

の銀行は通常は平日の午後 2時頃までしか開い

ていないので、注意されたい。

作業が終われば、申請用紙に記載したメール

アドレスに連絡が入るので、AGIに引き取りに

行けばよい。銀行への振込用紙を作成してくれ

10最新の料金表は次を参照。http://www.mcu.es/archivos/
MC/AGI/Servicios/Tabla.html

11 http://portal.lacaixa.es/もしくはカハ・ソル (Cajasol)と
いう名称の銀行でも同じく振込みできる。
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た部署で引き取りできる。なお、スペイン国内

外への郵送も受け付けており、希望があれば料

金支払い時に送料を追加で払えばよい。

b-2. マイクロフィルムから紙媒体への複写

すでにマイクロフィルム化されている史料は、

基本的にAGI史料閲覧室に設置されている機械

に備え付けられているプリンターを使って紙媒

体として複写せねばならない。手順としては、

マイクロフィルムを請求した後に職員に機械へ

の取り付けをお願いし12、画面を見ながら自分で

コピーする形式である。コピーの仕方は職員に

聞くとよい。用紙の補給も職員が行う。A4と

A3のコピーが可能で、後者の方が用紙が大き

いために料金が少し上がる。マイクロフィルム

の状態によってコピーされた史料のインクの濃

淡がだいぶ違うため、画面上では読めるものの、

紙媒体では判読できない部分もある。こうした

場合のコピーの取り直しは可能である。インク

の濃度が不鮮明で読めないコピーは、理由を述

べれば、この分の料金の支払いは免除される。

コピーをとり終えたら、史料閲覧室中央の席

の職員から用紙をもらい、これに必要事項を記

入し、前述と同じ手順で料金をセビリア市内の

銀行ラ・カイシャで支払う。ここで発行された

領収書を AGI の利用証発行部門の職員に渡す

と、職員が支払い完了証明書を発行してくれる。

これを史料閲覧室の中央席の職員に提示すれば、

コピー受け取りとなる。なおコピーが大量の場

合は史料閲覧室中央の席の職員に預かってもら

い、翌日さらにコピーを続けていけばよい。

b-3. マイクロフィルム全体を電子化する方法

ここでは、ある種の裏技とでも言うべき手順

12マイクロフィルムの機械への取り付け、取り外しは職
員がすることになっている。自分でこの作業を行うと、「こ
れは私たちがやるから」と注意される。

を紹介したい。しかしこれがいつも成功すると

は確約できないので、この点はあらかじめお断

りしておきたい。

私は、すでにマイクロフィルム化されたレガッ

ホの大半の史料を複写申請する必要があった。

しかしこれをすべて紙媒体で複写するとなれば、

手間もかかるし、何より膨大な紙がかさばって

しまう。このためマイクロフィルム全体の電子

化を申請しようと思い、史料閲覧室中央の席の

職員に相談した。

最初の回答は、AGI利用許可証発行担当の職

員に相談せよとのものだった。そこで相談した

ところ、この種の作業はマドリードのセンター

で行うものであるとのことだった。しかし 2012

年夏頃の時点で、センターは移転の最中にあり、

マイクロフィルムの電子化には相当の時間がか

かること、またたとえ移転の問題がなくとも、

マドリードに依頼するために、完了までに結局

は相当の時間を費やすというのが職員の回答で

あった。このため気長に紙媒体でセルフコピー

するのが望ましいとなった。

およそ 1年後の 2013年の夏、同種の相談を

改めて職員に持ちかけた。まず史料閲覧室の職

員に尋ね、すると職員が利用許可証発行部門の

職員に内線電話をかけ、連絡はさらにマドリー

ドのセンターに届いたようである。回答は、す

べて AGI に一任するとのことだった。こうし

てマドリードのお墨つきが出たことで、AGIで

マイクロフィルムの電子化作業が行われること

になった。つまりAGI内部にも、マイクロフィ

ルムの電子化が可能な機械が設置されているわ

けである。

この作業に必要な料金は、史料閲覧室の中央

席の職員のパソコンに入っているマイクロフィ

ルムそれぞれの画像数を記したファイルをもと

に算出され、これまで述べている通りの手順で
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銀行ラ・カイシャを通じて支払った。もともと

マイクロフィルム化されているものを電子化し

たため、分量の割には意外にも早く作業は完了

した。この一件の成功の秘訣は、一度難色を示

されたとしても、同様の相談を繰り返しするこ

とだと思う。相談の仕方やその相手、切り出す

タイミングなども重要な要素だと思う。

b-4. マイクロフィルム化された史料原本を請求

し、これの電子化を申請する方法

ここでもさらに裏技的な方法を紹介したい。

前述の通り、マイクロフィルム化された史料原

本は基本的に請求できない。しかし以下の理由、

手順により、可能な場合がある。

マイクロフィルムを読む機械は旧式のため、

画像によっては文字が不鮮明であり、紙媒体で

コピーしても判読できない場合がある。こうし

たコピーを職員に見せて、判読できないと説明

し、史料原本を見たいと頼めば、特別許可とし

て認められるのである。

マイクロフィルム化された史料原本の請求番

号は、史料閲覧室の中央机の職員のパソコンに

データ化されている。このため請求は職員が行

う。倉庫から出された原本は職員の机に置かれ

たうえで閲覧となる。原本を目にして驚くこと

は、その保存状態の良さである。文書館が原本

へのアクセスを認めていないことの一般的な理

由として、原本の状態が極度に悪いことが想像

される。しかしAGIの場合は、そうした理由と

は考えにくい。単に、一度マイクロフィルム化

された史料の原本を公開する必要はないという

判断なのだろう。しかし前述の通り、マイクロ

フィルムを読む機械が旧式のため、画像が不鮮

明で読み取り困難であり、紙媒体でコピーした

ところで、インクが薄くて読めない個所が相当

にある。なお、このマイクロフィルム化された

史料原本を電子化する手順は、先に述べたのと

同じである。

(ii) スペイン高等科学研究院イスパノアメ

リカ研究部門 (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas)

住所 Calle Alfonso XII 16, 41002 Sevilla Es-

paña

電話 (34) 954 50 11 20

ファックス (34) 954 50 09 54

HP http://www.eeha.csic.es/

開館日時 基本的に平日の 9時から 20時まで。

7月中旬から 9月中旬までの 3ヶ月間は夏期短

縮期間となり、午後 2時まで。また聖週間をは

じめ、祝日などで臨時休館も時折ある。

研究者の間ではエスクエラと呼ばれる。エス

クエラは、通称セシック (CSIC)と呼ばれるス

ペイン高等科学研究院の一機関であり、スペイ

ンにおける中南米史研究の拠点である。

エスクエラの図書館13は中南米史研究者に広

く開放されており、無料で利用できる。長期間

の利用や文献の貸し出しに際しては利用証の発

行が必要である。エスクエラの専属研究者の手

紙があれば利用証は図書館受付で簡単に作成し

てもらえる。

この図書館は閉架式で、閲覧したい文献の情

報を用紙に記入し、職員がカウンターに持って

来る仕組みである。一度に請求できる文献は 3

点までという規則が一応あるが、実際はケース

バイケースである。文献は、持参したデジタル

カメラで無料で撮影できる。紙媒体での複写も

可能だが、指定の用紙に必要事項を記入して、

職員に複写を依頼せねばならない。A4用紙の
13 http://www.eeha.csic.es/biblioteca.php
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大きさで一枚につき 0.15 ユーロである。なお

図書の貸し出しは基本的に二週間、延長も可能。

図書室内には無線ランが完備され、持参した

パソコンによるインターネットへの接続が可能

である。接続にはパスワードが必要であり、職

員に尋ねるとパスワードが書かれた小さな用紙

を渡してくれる。なお用紙にも書かれているが、

セキュリティーの都合上、パスワードは定期的に

変更される。接続が急にできなくなった場合は、

新たなパスワードを職員に求めねばならない。

図書室には文献検索用のパソコンが数台置か

れている。立ち上げにはパスワードが必要だが、

職員に尋ねればすぐに対応してくれる。ここで

は電子化された文献も閲覧できる。なお電子版

の文献は検索用パソコンからのみ閲覧でき、持

参したパソコンからはアクセスできない。一定

数のページに限り紙媒体での複写申請が可能だ

が、電子版そのもののデータ取得はできない。

また複写依頼は、エスクエラの専属研究員を通

じて行わねばならない。

蔵書検索すると、スペイン各地のセシック管

轄の図書館所蔵の文献が表示される。専属研究

員は、これの取り寄せが可能であり、通常は二週

間程度で到着するらしい。エスクエラ以外が所

蔵する文献を閲覧したい場合は、親しい専属研

究者に頼むとよい。なお雑誌論文は PDF化さ

れて専属研究者宛てに送られるため、一度この

人物に届いたデータを後日引き取る必要がある。

(iii) セビリア大学図書館 (Biblioteca de la Uni-

versidad de Sevilla)

住所 Calle San Fernando 4, 41004 Sevilla Es-

paña14

14経済学部など一部の学部は別の所在地にキャンパスがあ
る。ほとんどの文献はここに記載した Calle San Fernando
4 の建物に収められているが、別のキャンパスにおける所
蔵が確認された場合は職員に尋ねるとよい。

電話 (34) 95 455 11 28

ファックス (34) 95 455 11 35

HP（オンラインカタログ） http://bib.us.es/

開館日時時期・各部門によって異なる。ホーム

ページか現地で確認するとよい。

観光名所としても名高い王立タバコ工場 (Real

Fábrica de Tabacos)の跡地が、現在はセビリア

大学として利用されている。正規の学生・教員

でなくとも、同大学所蔵の文献を無料で閲覧で

きる。来館目的を受付で告げ、用紙に必要事項

を記入すれば、文献の閲覧が可能である。ただ

し貸し出しはできない。

セビリア大学図書館で気をつけなければなら

ない点は、多くの文献が、総合図書館（Biblioteca

General）に加えて、中世部門、アメリカ部門、

近代部門、人類学部門など、多くの専門的な図

書室に分散されて所蔵されていることである。

このためオンラインカタログで請求番号を調べ

て職員に告げると、「この文献はあっちの図書室

だよ」と言われることがよくあった。各部署は

開館日時、利用の仕方が微妙に異なる。特に小

規模な図書室に関しては、昼休み時間があった

り、時期によっては午前のみの開館など、注意

が必要である。なお大学構内への入口が数箇所

存在し、受付や警備員が待機する場所があるの

で、ここで各図書室の場所を尋ねるとよい。総

合図書館の入口の向かい側は古書ならびに貴重

書部門であり、これも自由に閲覧できる。

(iv)コロンブス協会 (Institución Colombina)

住所 Calle Alemanes s/n, 41004 Sevilla España

電話 (34) 954 56 07 69; (34) 954 56 27 21

ファックス (34) 954 56 27 21

HP http://www.icolombina.es/index.htm

開館日時夏期と冬期では大きく異なる。基本的



68 武田和久

に土曜、日曜、祝日は閉館。

大聖堂の側面にあたる Alemanes通りの角に

入り口がある。一見してこぢんまりとした入り

口であるため、セビリアで長く暮らす人すらも、

「そんな所にそんな名称の施設などあったか？」

と首をかしげるくらいである。

この協会の蔵書は、コロンブスの息子エルナ

ンド・コロン (Hernando Colón 1487–1539) が

有していた書物が母体とされる。現在は、数々

の史料、貴重書、研究書、論文を所蔵する。蔵

書は主に 1492年以前の文献にあたるコロンブ

ス文庫 (Biblioteca Colombina)と、それ以降の

参事会文庫 (Biblioteca Capitular)の二つに分け

られる。

入口を入って 1階の一番奥の部屋が文献閲覧

室である。ここの扉の横にオンラインカタログ

検索用のパソコンが設置されている。このカタ

ログは自宅からも検索可能である15。協会に設

置されているパソコンの動作は非常に遅かった

ため、できる限り自宅で検索しておくのが望ま

しい。なお職員によれば、オンラインカタログ

に表示されるのは、蔵書の一部に過ぎないとの

ことである。全容の把握のためには検索用パソ

コンの横にある図書目録カードを丹念に見てい

かねばならない。

オンラインカタログを一瞥すると、蔵書は主

にセビリアの教会史、キリスト教史関連の文献

から成り立っているという印象を受けた。訪問

目的を告げれば、さしたる紹介状も必要なく、

調査は問題なくできた。

15 http://213.97.164.119/ABSYS/abwebp.cgi

(v)セビリア公立図書館 (Biblioteca Pública In-

fanta Elena)

住所 Avenida de María Luisa 8, 41013 Sevilla

España

電話 (34) 954 71 23 05

ファックス (34) 954 71 22 84

HP http://www.juntadeandalucia.es/

culturaydeporte/opencms/export/bibliotecas/

bibsevilla/

開館日時夏期ならびに冬期と開館時間が大幅に

変わるため、ホームページで確認されたい。基

本的に日曜と祝日は閉館。

パスポートなどの身分証があれば、5年間有

効の利用証を無料で発行してくれる。各種図書、

雑誌、新聞に加えて、CD、DVDなども豊富に

取り揃えており、様々な音楽や映画を手軽に無

料で楽しむことができる。

6. 生活

(i)住居の選定

生活を始める第一歩が住居の選定である。私

が参考にしたのは、セビリア大学が運営するイ

ンターネットの住居紹介ページである16。この

ページは、同大学に留学経験のある日本の方に

教えていただいた。このページでは、セビリア

市内の物件が地区ごと、種類ごと（アパート全

体の賃貸、アパート内の一室を間借り、食事の

有無など）にわかれており、クリックしていく

と、家主の連絡先やアパート内に設置されてい

16 http://www.sacu.us.es/bolsaaloj/listapiso.asp。またセビ
リア滞在中、次のサイトの存在を知人から得た。いわゆる世界
の間借りサイトである。知人によれば、過去の宿泊者の書き込
みをよく読むことが大事だという。https://www.airbnb.jp/。
またスペイン国内の物件に限定されるが、次のサイトも
有益と知人から聞いた。http://www.loquo.com/。さらに中
南米研究者にとっては次の物件案内も参考になるだろう。
http://www.h-net.org/~latam/housing/
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る備品に関する説明が出てくる。家賃は様々に

設定されているが、セビリアの場合、アパート一

室の間借り形式で、一ヶ月で 250から 300ユー

ロ、アパート全体の賃貸で、500から 600ユー

ロが平均と言われている17。この値段に、光熱

費やインターネット接続料金が含まれているか

どうかは、家主に問い合わせる必要がある。家

主が提示する連絡先に直接連絡して、実際の物

件を確認するのが望ましい。なおこのサイトに

は、部屋の写真などは一切掲載されていない。

住居の選定は、やはり現物を見たうえで、最

終的に判断したほうがよいだろう。私自身も、

このページで興味深い物件を幾つか選択し、そ

れぞれに足を運んだ。家主と対面し、(1)その

人柄、(2)光熱費やインターネット料金が込みか

否か、(3)立地条件（スーパー、銀行、郵便局な

どの位置）と言った点を確認した後で決めた。

物件を目にする時期や時間帯によっても、そ

の見え方や印象はいささか異なってくるだろう

が、理想は、冷暖房設備が整っているところが

よいだろう。夏のセビリアは、最高気温 40度

まで上がるのが普通で、最も暑い時間帯だと 50

度近くに感じることも珍しくない。このため日

中は正午以降の外出を極力避けるのが望ましい

のだが、冷房設備と言って、大抵の家に備わっ

ているのは扇風機である。湿度がないので、確

かにこれでも暑さを凌げないこともないが、や

はりエアコンには勝てない。エアコンを備える

家はめったにないのだが、住居選定の際は、こ

れの有無も考慮するのがよいと思う。

冬はだいたい 10度くらいで、北ヨーロッパに

比べればずっと温かい。雪もまず降らない。し

かし体感的には、室内にいても寒く感じる。こ

17一般にマドリードでの一ヶ月の家賃が 600 から 800
ユーロ、バルセロナになると 800 から 1000 ユーロ、もし
くはそれ以上の場合もあると言われている。

れは一般に南スペインの住居が冬向きには作ら

れていないためと言われている。北ヨーロッパ

の人には笑われてしまうだろうが、10度といえ

ども、寒く感じるのである。そしてセビリアで

暖房と言えば、足元を温める程度の電熱ストー

ブが主流である。まれに、蒸気パイプがある家

もある。できるだけ、暖房設備が整った住居を

選ぶのがよいと個人的には思う。

立地に関しては、大型スーパーマーケットの

近くを選ぶのがよいと思う。普段の買い物は、

できるだけ簡便なほうがよい。特に夏の猛暑の

時期は、スーパーの近さが身にしみてありがた

いと思うはずである。また何かと旅行するので

あれば、アルマス広場18(Plaza de Armas)と呼ば

れるバスターミナルの近くに住居を定めるのも

一案である。このターミナルはセビリアで最大

の規模を誇り、スペイン各地をはじめヨーロッ

パ諸国への国際バスも出ている。個人的にはス

ペイン国鉄レンフェ (Renfe)よりも利便性が高

かった。

そしてなにより重視したいのは、住居は、旧

市街 (casco antiguo)ないし中心街 (centro)と呼

ばれる地区に定めることをお勧めしたい。理由

は、学生証取得の手続きの個所で詳しく述べた

ように、特に到着間もない頃は、これの取得の

ために、スペイン広場に足しげく通わねばなら

ないからである。現在セビリアには地下鉄も存

在し、近郊の村々からも旧市街に簡便に行ける

ようになった。しかしやはり、遠方から何度も

スペイン広場まで足を運ぶのは大変である。加

えて、学術講演会、音楽や舞踊などの各種コン

サート、美術展覧会、その他様々な行事やイベン

トのほとんどが、旧市街で開催される。また週

末の飲食を目的とする人々の集まりも、ほぼ間

18 http://www.autobusesplazadearmas.es/
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違いなく旧市街で開催される。こうした理由か

ら、何かにつけて便利な旧市街で暮らすことを、

これからセビリアで住居を探そうとする方々に

お勧めしたい。

(ii)スペインでの保険加入

海外長期滞在の際は、ビザ取得の目的に加え

て、万が一の事故や病気のことを考えて、保険へ

の加入を検討せねばならない。私は渡航前に、

日本で海外保険に加入した。しかし難点は、海

外の病院での検査にかかる費用は補償の対象外

であったことだ。この保険は、明らかな体調不

良や事故が起きた際に適用されるものであった。

そこでセビリアでの生活を始めた後、地元の

スペイン人の意見を踏まえて、市内の保険会社を

何軒か訪ね、最終的に大手のマフレ (MAPFRE)

に加入し直した19。自宅から徒歩圏内にオフィ

スがあり、職員と直に相談でき、日本で契約した

海外保険よりも保険料が安く、病院での検査も

補償対象となることなどが、加入の理由であっ

た。スペインの保険は基本的に 1年契約で、支

払い方法は、2ヵ月ごと、3ヵ月ごと、半年ご

と、年間一括など幾つかあり、月々の保険料も

微妙に異なる。

(iii)郵便事情

スペインから日本への郵便物は、普通郵便な

ら基本的に問題なく一週間から 10日程度で届

く。私は主に書類や手紙を送ったが、2年間の

うちで紛失は一度もなかった。またスペインの

公的な郵便局に加えて、DHL、UPS、FedExと

いった私企業の国際宅配便業者も存在する。後

者は前者に比べて割高だが、安全、確実に郵便

物が届けられることで定評がある。

19 http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml

諸外国からスペインに郵便物を送る際には、

注意が必要な場合がある。スペイン郵便局の公

式ホームページを見ると、EU諸国の外から届く

荷物には一定の税金がかけられるという20。し

かしこの規定は、この筋に詳しい方の話によれ

ば、ケースバイケースとのことである。つまり

荷物は、状況により、マドリード、バラハス国

際空港そばの税関に差し止められ、税金支払い

が命じられることがある。私自身も、日本から

送った衣類のことで、税関と相当に難しいやり

取りをせねばならなかった。後に知人に聞いた

話だが、海外からスペインに送る衣類は税関で

引っかかりやすいとのことである。

余談として、自宅不在時の郵便再配達という

サービスはスペインには存在しない。ポストに

通知が入った翌日以降に身分証を持って自分で

引き取りに行かねばならない。なお通知がポス

トに入った当日の引き取りは拒否される。また

非常に大きい郵便物も配達はされず、局での引

き取りとなる。

おわりに

以上、セビリアで 2年にわたり実施された在

外研究生活について述べてきた。細かな点は年

を経るごとに変更される可能性が高い。適宜、

最新情報を確認していただきたい。

この在外研究が無事に満了できたのは、多く

の方々のご支援があってのことであった。特に

ここでは、日本学術振興会海外特別研究員への

申請に協力してくださった国立民族学博物館の

齋藤晃教授、またスペイン高等科学研究院イス

パノアメリカ研究部門の受入研究者ホセ・ヘス

20 https://www.correos.es/ss/Satellite/site/informacion_
cliente-1363182550229-inicio/includeTemplate=
COR_DetalleGuiasAyuda-origenc=AttCliente_
C-origencid=1363182546168-origent=COR_
DetalleGuiasAyuda-sidioma=es_ES
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ス・エルナンデス・パロモ (José Jesús Hernández

Palomo)博士の氏名を記すことで、謝辞を表し

たい。

また、長期にわたる異国での生活を支えてく

れたのは、セビリアの滞在先のご家族、生活を

通じて面識を得た方々、私の帰国を待ち続けて

くださった日本の知人、そして日本に残してき

た家族であった。この度のセビリア生活では、

今後の研究の発展につながる多くの知見や人的

交流が芽生えた。またこれと同じくして、家族

と友人の尊さを痛切に実感した。研究ならびに

個人の生活の両面で、セビリア生活の 2年間は、

長く、深く、忘れがたい記憶として、私の心に

刻まれた。 □■




