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上智大学大学院

はじめに

本報告では、2003年 1月 30日から 2月 23日

にかけてマドリードで実施した史料調査に基づ

き、市内 4ヶ所の史料館の事情を紹介する。ま

ず、各史料館の基本及び参考情報1を右記の例に

従って列挙する。次に、史料請求や複写申請の手

続きを記す。

なお、調査の過程で学んだ各史料館の事情を

体験に即して紹介するのが本報告の主旨である。

従って報告の力点は、施設毎の詳細な説明では

なく、それらを利用する際の秘訣の伝達にある。

各史料館の歴史的背景や所蔵史料の特色などは、

施設毎のホームページや案内書が詳しく解説し

ているので、そちらを参照して頂きたい。

今回の調査は、上智大学 21世紀 COEプログ

ラム「地域立脚型グローバル・スタディーズの構

築」の一環「若手研究者育成のための助成金」に

よって実現した。この場を借りて心より御礼申

し上げる。

12003年 2月現在。

例

史料館の正式名称2（略号3）

(1) 住所

(2) 電話番号（代表）

(3) ファックス番号（代表）

(4) メイルアドレス

(5) 公式ホームページ（ない場合は案内書）

(6) 参考ホームページ

(7) 開館時間4

(8) 閉館日

(9) 最寄り駅

(10) carńe（入館証）

(11) 電源プラグの形状

(12) 食事

(13) 備考

1. Biblioteca Nacional de Espãna (BNE)

(1) Paseo de Recoletos 20-22, 28071 Madrid

(2) (34)-91-580-78-23 (información)

2原語表記にした。他にも原語表記の方が分かり易い場合
は、訳出していない。

3史料館を指す場合、本文ではこの略号を用いる。
4本報告で挙げたのは、10月から 6月までの開館時間で

ある。7月から 9月までのサマータイムの季節には、時間は
大幅に短縮されるので、事前に確認しておくこと。
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(3) 表記なし

(4) info@bne.es

(5) http://www.bne.es/

(6) http://lanic.utexas.edu/project/tavera/espana/

bibnacional.html

(7) 9時から 21時（月曜から金曜）、9時から 14

時（土曜）

(8) 日曜、祝日

(9) 地下鉄 Colón駅から徒歩 5分

(10) 2階の Informacíon General y Carńesにて

作成。紹介状、写真 2枚（縦 3cm横 4cm

程度が望ましい）、パスポートの複写（多色

刷りが望ましい）が必要。紹介状の書式は

http://www.bne.es/esp/acce-fra.htmからダウ

ンロードできるが、これに準じなくても良

い。なお紹介状がない場合、職員は carńe de

usuarioという入館証を利用者に渡す。これ

だと図書の請求とその複写のみ可能。一次

史料の請求には carńe de investigadorが必

要。写真がない場合、carńe de investigador

は pase temporalとなる。有効期間は 2、3

週間。

(11) SEタイプ

(12) 南側のエレベーターで地下1階に降りるとカ

フェテリアがある。ランチは 13時から。二

品にデザートと飲み物がついて 5.3ユーロ。

(13) 各部署の利用時間が異なるため注意が必要。

(i) 入館

利用者の入り口は、北（地下道側）と南（近郊

鉄道 Cercaniasの Recoletos駅側）に一箇所ずつ

ある。双方の入り口には警備員がいる。利用者

は手荷物を機械に通して、金属探知機を潜らなけ

ればならない。鍵や携帯電話は稀に反応するが、

時計は問題ない。公衆電話の近くの階段を上る

と、コインロッカーと手荷物預け所が見えてく

る。ロッカーを閉めるのに、0.5ユーロが必要。

硬貨はロッカーを開けた時に戻る。荷物が軽い

場合は、手荷物預かり所で預かってくれる。重い

荷物は、ロッカーに入れるよう勧められる。

(ii) 手荷物検査

手荷物預け所付近の鉄製の扉を潜ると、

Vest́ıbulo Principalに入る。左側に警備員机があ

り、ここで持ち込み荷物を検査される。ファイ

ル、鞄、小物入れは、ここで中身を見せる必要が

ある。パソコンを持ち込む場合は、ここで品番が

登録される。検査が終了すると警備員は、日付

が入ったシールをくれる。Lectorと印字された

シールは、赤、青、黄、緑と日毎に色が異なる。館

内にいる間、利用者はこれを胸元に貼っておく。

警備員机を背にして、左側に進むとSaĺon Gene-

ral（図書の請求及び閲覧室）やSala de Información

Bibliográfica（カタログ部屋）が見えてくる。右

側に行くと、休憩スペースがある。ここには自動

販売機があり、コーヒーや水を購入できる。椅

子も数脚並び、喫煙も可能。その他 Oficina de

Reprograf́ıa（複写申込所）や Sala Cervantes（一

次史料の請求及び閲覧室）がある。

(iii) Sala Cervantes

席を獲得

Sala Cervantesは 3つの小部屋に分かれてい

る5。第 3室に入ると、中央に職員机が見える。

ここで利用者は、carńeと引き替えに閲覧机の番

号札を受け取る。札を貰う際に座席を指定すれ

ば、希望の席に座れる。

史料請求

史料は一度に 3つまで請求可能。第 3室の中

央の職員机には、灰色の複写式の請求用紙が置か

れている。用紙に必要事項6を記入した後、利用

5便宜上、本報告では手前から奥に向かって第 1室、第 2
室、第 3室と表記する。

6本報告では、carńe番号、閲覧机番号、signatura（史料
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者は第 2室の職員からサインを貰う。サインが

入った用紙を持って第 3室に戻り、職員机にあ

る機械に用紙を通して、日付と時間を打ち込む。

これが済んだら用紙を職員机に置き、15分から

30分程待つと史料が出てくる。職員によって史

料は、閲覧机まで届けられる。利用者が席を外し

ていても、職員は史料を机上に置いてくれる。

なお、ラテンアメリカ関係の史料の主要カタ

ログは、次の通り。

Paz, Julían. (ed.) 1992.Catálogo de manuscritos

de América existentes en la Biblioteca Na-

cional, 2 ed., Madrid, Ministerio de Cultura.

複写申請

まず利用者は、複写式の申請用紙に必要事項

を記入する。用紙は Sala Cervantesの職員机や

Oficina de Reprografı́aのカウンターにある。ま

た http://www.bne.es/esp/colec-fra.htmからもダ

ウンロードできる。BNEの大部分の史料は、マ

イクロフィルムに保存されている。故にマイク

ロフィルム番号が分かれば、史料請求しないで複

写申請できる。第 2室の棚から signatura順に並

んだカードを見つけ出し、マイクロフィルム番

号を用紙に記入する。第 2室の職員からサイン

を貰った後に、用紙をOficina de Reprografı́aへ

持っていく。

Oficina de Reprografı́aでの支払いは現金のみ

で、前払いが原則。なお館内に cajero autoḿatico

はない。図書館の南口を出てすぐのRecoletos駅

内に数種類ある。支払いが済むと、職員はレシー

トと控えの用紙をホッチキスで止め、利用者にこ

れを返却する。複写の受取まで 1週間から 2週

間程かかる。

受取の際に利用者は、控えの用紙を職員に提示

する。複写が大量の場合、Oficina de Reprografı́a

請求番号）、利用者氏名などを一括して「必要事項」と表記
する。

にはビニール製の白い bolsaがあるので、必要に

応じて貰える。

2. Real Academia de la Historia (RAH)

(1) Calle del Léon 21, 28014 Madrid

(2) (34)-91-429-06-11

(3) (34)-91-369-46-36

(4) secretaria.rah@insde.es

(5) http://rah.insde.es

(6) http://lanic.utexas.edu/project/tavera/espana/

historia/historia.html

(7) 9時 15分から 13時、16時から 20時（月曜

から金曜）

(8) 土、日、祝日

(9) 地下鉄 Antón Mart́ın 駅の Plaza de Ant́on

Mart́ın口から徒歩 3分

(10) 作成には紹介状、写真 1枚（縦 3cm横 4cm

程度が望ましい）、パスポートの複写（多色

刷りが望ましい）が必要。

(11) Cタイプ

(12) 館内に食堂はない。近くにカフェテリアや

Burger Kingがある。

(13) 基本的に 16時以降、館内が少し混雑する。

(i) 閲覧室

入館時の荷物検査はない。上着と手荷物を閲

覧室後方の armarioに置いた後、利用者は好きな

席に座れる。

閲覧室にはパソコンが 1台あり、自由に使用

可能。RAHが所蔵する史料や研究書の一部は、

パソコンで検索できる。閲覧室奥の職員机付近

の棚には、RAHの所蔵史料のカタログがあり、

自由に閲覧可能。ラテンアメリカ関係の史料の

主要カタログは、次の通り。

Alberola Fioravanti, Maŕıa Victoria 1995. Guı́a

de la Biblioteca de la Real Academia de la His-
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toria, Madrid, Imprenta Taravilla.7

Contreras, Remedios. 1978.Catálogo de la

colección “Manuscritos sobre América” de la

Real Academia de la Historia, Badajoz, La

Minerva Extremẽna.

Lecina, Mariano. 1895.Catálogo de los 116

legajos existentes en la sección titulada “je-

suitas” de la Biblioteca de la Academia de la

Historia arreglado para uso particular de los

PP. de la Compañı́a, Madrid.

Rodŕıguez Mõnino, Antonio. 1949. Catálogo

de documento de América existente en la

colección de jesuitas de la Academia de la His-

toria, Madrid.

Rodŕıguez Villa, A. n.d. Índice General de

Manuscritos, 1910-1912.

(ii) 史料請求

史料請求用紙は、閲覧室の職員机の上にある。

必要事項を記入した後に用紙を職員に渡し、10

分から 15分程待つと、職員が史料を席まで届け

てくれる。なお、青い上着を着た白髪の男性職員

は、非常に丁寧な応対をしてくれる。

(iii) 複写申請

複写申請には、予め史料の請求が必要。長方

形の白い紙（職員に頼むと貰える）に氏名を書い

た後、利用者は複写箇所にこれを挿む。また、申

請用紙にも必要事項を記入する。原則として利

用者は、全ての複写申請を一枚の用紙に収めな

ければならない。数日間続けて申請する場合、利

用者はこれを保管しておく。余白がなくなった

時点で、新たな用紙を貰える。複写の受取には 5

日程要し、原則として 16時以降。RAHの正面

入り口を入って左側に複写室があり、ここで代

7RAH にて販売。約 5ユーロ。前半が RAH の紹介。後
半に所蔵史料が列挙。

金を支払う。支払いは後払いで現金のみ。館内

に cajero autoḿaticoはないが、Calle Atochaに

出ると銀行が数軒ある。

3. Archivo Histórico Nacional (AHN)

(1) Calle Serrano 115, 28006 Madrid

(2) (34)-91-561-80-01

(3) (34)-91-563-11-99

(4) なし

(5) Sánchez Belda, Luis. 1958.Guı́a del Archivo

Histórico Nacional, Madrid, Direccíon Ge-

neral de Archivos y Bibliotecas

(6) http://lanic.utexas.edu/project/tavera/espana/

nacional.html

(7) 8時 30分から 18時まで（月曜から木曜）8

時 30分から 15時まで（金曜）

(8) 土、日、祝日

(9) 地下鉄Reṕublica Argentina駅から徒歩 8分

(10) 紹介状、写真 2枚（縦 3cm横 4cm程度が望

ましい）、パスポートの複写（多色刷りが望

ましい）が必要。

(11) Cタイプ

(12) AHNの正面入り口を出て、左側に見える建

物の裏手に回って階段を降りるとカフェテ

リアがある。ランチは 13時 30分からで、1

時間ほど混雑する。二品とデザートつきで

4.15ユーロ。デザートはコーヒーに変えら

れる。

(13) Sala de Secretarı́aと Contabilidadの開館時

間は 14時まで。

(i) 入館

正面入り口で手荷物を機械に通して、金属探

知機を潜る。右手に Sala de Secretarı́a（carńe作

成の場）があり、左手に Sala Ṕublica（閲覧室）

や Contabilidad（複写の受取と代金支払いの場）

がある。Sala Ṕublicaに入る前、利用者はその扉
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前の右側のカウンターで手荷物を預ける。AHN

の場合ファイルは持ち込めない。パソコンも入

れ物を外さないと注意される。なお手荷物預け

所の左には、下り階段がある。地下には自動販売

機があり、軽食や飲み物を購入できる。硬貨のみ

使用可能。

(ii) Sala Pública

Sala Ṕublicaに入ると、左側に受付がある。こ

こで利用者は、carńeと引き替えに閲覧机の番号

札を受け取る。BNE同様、AHN でも好きな席

を指定できる。受付の前には、史料のカタログが

seccíon毎に並んでいる。ラテンアメリカ関係の

史料の主要カタログは、次の通り。

Guglieri Navarro, Araceli. (ed.) 1967.Docu-

mentos de la Compañı́a de Jesús en el Archivo

Histórico Nacional, Madrid, Editorial Raźon y

Fe. (Seccíon Clero)

Lı́mites de España y Portugal(Seccíon Estado,

número 17.)

Pescador del Hoyo, Marı́a del Carmen. 1954.

Documentos de Indias siglo XV-XIX: catálogo

de la serie existente en la sección de diversos,

Madrid, Direccíon General de Archivos y Bi-

bliotecas (Sección Diversos, ńumero 1).

(iii) 史料請求

利用者は、受付にある長方形の白い用紙に必要

事項を記入した後、受付の職員にこれを渡す。史

料が届くまで 15分程かかる。頃合いを見計らっ

て利用者は、受付の隣の小窓へ向かい、請求史料

の seccíon名と legajo番号を職員に告げる。職員

は史料と引き替えに、白い用紙にサインを求めて

くる。AHN の史料の大部分は、紐で縛った箱に

収められている。閲覧後に利用者は、紐を縛り直

し、再び小窓へ持って行く。なお史料請求は 13

時 30分まで。

(iv) 複写申請

予め史料を請求した後に複写申請する。申請

には、Sala Ṕublicaの窓際の机上にあるピンク色

の細長い厚紙と、白い請求用紙が必要。厚紙と請

求用紙に必要事項を記入する。前者を複写箇所

に挿む一方、後者には窓際の机に座る職員のサ

インを貰う。サインは Jośe Luis氏（眼鏡をかけ

た男性職員。Contabilidadの職員は、彼を jefeと

呼んだ。）に頼むのとよい。質問にも丁寧に答え

てくれる。しかし、彼が Sala Ṕublicaにいる時間

は短い。10時 30分以降はほとんど姿を現さず、

女性職員が代わりを務める。概してサイン担当

の職員は、長時間席を離れる傾向がある。複写は

完成までに 1週間程かかる。

複写と引き替えに利用者は、Contabilidadにて

料金を払う。支払いは後払いで現金のみ。支払

いが完了すると、職員は factura（請求書）を作成

する。なお複写が膨大だと、職員は安くて早いマ

イクロフィルムの作成を勧めてくる。但しこの

場合、マイクロフィルムが完成しないと料金が分

からない。このため Contabilidadの職員は、手

始めに 100から 150ユーロの支払いを利用者に

求める。支払い後に余った金額は、saldo a favor

（貸越残高）として蓄積される。現金によるこの

分の返金は不可能。代わりに小切手が渡される。

但し小切手は即日発行されず、ある程度の時間

を要する。なお館内に cajero autoḿaticoはない

が、AHN の正面入り口を出て、左手に見える建

物に 1台ある。

AHNでは海外からも複写を依頼でき、支払いは

saldo a favorや銀行振り込みで行う。現在 AHN

にはメイルアドレスがないため、複写の依頼は

ファックスで申し込む。
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4. Biblioteca Hispánica e Isĺamica de Agen-

cia Espãnola de Cooperacíon Internacional

(BHAECI) (BIAECI)

(1) Avenida de Reyes Católicos 4, Ciudad Uni-

versitaria, 28040 Madrid.

(2) (34)-91-5838-175 (BHAECI)

(34)-91-5838-164 (BIAECI)

(3) (34)-91-5838-525 (coḿun a las BH y BI)

(4) biblioteca.hispanica@aeci.es (BHAECI)

biblioteca.islamica@aeci.es (BIAECI)

(5) http://www.aeci.es/

(6) なし

(7) 9時から 19時 45分（月曜から金曜）

(8) 土、日、祝日

(9) 地下鉄Moncloa駅から徒歩 8分

(10) 発行には紹介状（紹介者のサインと印章が

必要。印章がないと無効。）、写真 2、3枚（縦

3cm横 4cm程度が望ましい）、パスポートの

複写（多色刷りが望ましい）が必要。なお、

調査が短期間の場合は、パスポートの複写

のみでよい。警備員がパスポート番号をパ

ソコンに入力し終わると、入館許可証をく

れる。利用者は、館内にいる間これを胸に着

ける。

(11) 不明（館内でパソコンを使わなかったため。）

(12) 館内に食堂はないが、正面玄関の近くに

Museo de Aḿericaのカフェテリアがあるの

で利用するとよい。図書館の職員もお茶を

飲んでいた。但し Museoが 15時で閉まる

ため、カフェテリアも同時刻に閉店すると思

われる。ランチメニューもある。二品にデ

ザートと飲み物がついて約 5ユーロ。

(13) 上記のMuseo de Aḿericaにも図書館が併設

されている。パスポートの提示のみで入館可

能。9時から14時30分まで（月曜から金曜）。

ホームページは http://www.geocities.com/

museode america/。

(i) 場所

図書館は、AECIの正面入り口の裏手にある。

入り口の左の駐車場を抜けて階段を上ると、図書

館が見えてくる。

(ii) 閲覧室

閲覧室にはパソコンが数台あり、所蔵図書を

検索できる。部屋には掲示板があり、アラビア語

文献の翻訳依頼や、アラビア語勉強会の知らせが

出ている。また、AECI発行の図書も展示してあ

る。利用者は好きな席に座れ、荷物を預ける必要

はない。だが閲覧室はかなり広いので、盗難には

注意が必要。

(iii) 図書請求

一度に請求できる図書8は 3種類まで。但し数

巻に及ぶ図書の場合は、1種類と見なされるの

で、まとめて請求できる。複写式の青い請求用

紙は、閲覧室の recepcíonカウンターにある。必

要事項を記入した後、利用者はこれを recepcíon

の職員に渡す。約 15分後、書庫から戻った職員

は、recepcíonの右側の机に図書を並べる。利用

者は、自分で図書を取りに行く。閲覧し終わっ

た図書は、recepcíonの右側の机上に置かず、職

員に直接手渡す。なお 14時 30分から 16時まで

は、図書の請求はできない。

(iv) 複写

閲覧室には複写機が1台ある。一回につき0.05

ユーロ。硬貨のみ使用可能。用紙は A4 サイズ

のみ。複写の枚数制限はない。但し、複写機か

らは釣り銭が出ない。1、2ユーロ硬貨や紙幣は

recepcíonで両替できる。

8BHAECIでは雑誌と研究書のみ請求したため、所蔵史料
については今回言及できない。従ってここでは、図書の請求
や複写について紹介する。
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(v) Sala de Revista

recepcíonの右側には扉があり、ここを抜ける

と 2階建ての Sala de Revistaに出る。1階には

辞書や百科事典が並び、2階には過去 4、5年分

の学術雑誌が置かれている。なお、2階の右奥に

も複写機が 1台ある。閲覧室の複写機が混んで

いる場合はこちらも利用できるのだろうが、使っ

ている人はいなかった。

(vi) Biblioteca Islámica

BHAECI にはアラビア語の研究書、学術雑

誌、新聞も多数あり、こちらは BI (Biblioteca

Islámica)と呼ばれる。BIでは、アラビア語文献

のOPACへの入力が現在進行中であり、将来的に

は所蔵文献を全てインターネットで検索できる。

おわりに

以上、マドリード市内の史料館 4ヶ所の事情

を紹介した。だがこれらは、スペインに数ある

史料館の一部に過ぎない。BNEのホームページ

内（http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm。画面上の

Bibliotecasを選択する。）では、国内の主要な史

料館の基本情報も検索できるので、是非とも活用

して頂きたい。

今回の調査によって、ラテンアメリカだけで

なく、ヨーロッパにある数々の史料にも留意す

る必要性を痛感した。確かに、世界各地に分散

する全ての史料に気を配るのは、容易ではない。

しかし、広い視野から対象を観察し、全体像を把

握しようという心構えこそ、とかく狭い領域に埋

没しがちな研究者に注意を促し、研究に新たな展

望を示す道標となる。「研究に携わる者はこの事

を常に念頭に置かねば」と心底実感させる調査で

あった。 □■


