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はじめに

����年 �月から �月、筆者はアメリカ東海岸

ロード・アイランド州の州都プロビデンス �&��5.

� !3�!�に位置するジョン・カーター・ブラウン

図書館 �1��3 ����!� B��F3 ?�+���G8以下 1�B?

と略記�から研究助成金を給付され、
ヶ月にわ

たり文献の調査・収集に取り組んだ。短い期間

であったが、実に多くのことを吸収でき、極め

て貴重な体験であった。本稿はこの体験を踏ま

えて 1�B?の概要を紹介するものである。

本稿の執筆の動機は、より多くの日本人研究

者に 1�B?について知ってほしいという願いか

ら生じた。過去数十年の間、後述する 1�B?の

研究助成制度を活用した日本人は確かにいた�。

しかしその数は、欧米の研究者のそれと比べる

と格段に少ない。また ����年 �月現在、日本

語で書かれた 1�B?関連の情報を入手しようと

インターネットで検索しても、それほど多くの

記事は発見できない。

今回 1�B?の概要を記述するにあたり、
ヶ

月にわたる研究生活を認可してくださった前館

長のノーマン・フィエリング ����"�3 ;�!��3:�

博士�、1�B?の職員の方々、図書館で時間を共
� �������������	������������������	������������	���

������������������������	����
�
� �,;� 年から �� 年以上にわたり -!6& 館長を務めた

有することができた <!**�Fたちに心からの謝意

を表したい�。また後述する紹介状の執筆にご

協力くださった上智大学の小林一宏先生と堀坂

浩太郎先生、オックスフォード大学 �23�5!�/��G

�< %H<�� �のアントニー・ウセレル �,� #3��3�

1� IJ!�*!��先生にも篤く御礼申し上げる。

なお本稿の内容は概要にすぎず、また ����

年 �月から �月までの 
ヶ月間の体験と出来事

を中心に構成されている。従ってより詳細かつ

最新の情報については適宜紹介するホームペー

ジを参照されたい。

�� 1�B?小史

詳細については 1�B?の公式ホームページ�を

参照されたい。ここでは 1�B?のこれまでの歩

みについて短く説明するにとどめる。

古書蒐集家であったジョン・カーター・ブラウ

ン氏の個人蔵書をまとめて �
�年に開館した

1�B?は、����年にブラウン大学 �B��F3 23�.

5!�/��G�のキャンパスに移転した。���
年以降

は研究者一般が広く利用できるようになり、その

後現在に至っている。��世紀末から ���年に

かけて出版・印刷された南北アメリカ関連（カリ

ブ海域含む）の貴重書 ����! +��9�およそ 
�8���

冊、���年以降の出版物およそ ��8���冊をは

じめ、古地図や手稿文書（主にアメリカ北東部

のニュー・イングランド関連）などを所蔵して

いる。現在は前述のウィドマー館長のもとで常

勤・非常勤をあわせておよそ ��名の職員が業

務に携わっている。

フィエリング博士は ���� 年 �月 ��日をもって退任し、そ
の任は翌 �月 �日よりエドワード・&・ウィドマー B0�F��

&
 M��(��D 博士に引き継がれた。
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1�B?では一年を通して学術講演会、所蔵資

料の展示会、音楽コンサートなどを催しており、

その成果の一部は刊行物として公にされている。

また詳しくは後述するが、1�B?は独自の研究

助成制度を設けていることでも世界的に有名で

ある。なお 1�B?はブラウン大学管轄の一図書

館のように思われがちだが、完全に独立してお

り、独自の運営方針と資本金を有していること

を付言しておく。

�� 交通案内

1�B?が位置するロード・アイランド州の州

都プロビデンスには(� ;�グリーン国際空港 �(�

;� 6�!!3 '3�!�3����3�* #�������がある�。地元の

人は単に K(� ;� 6�!!3Lと呼ぶ。日本から同空港

への直行便はなく、シカゴ、ニューヨーク、ボ

ストンなどの主要都市で乗り換えなければなら

ない。

(� ;� 6�!!3はプロビデンスに隣接するウォー

ウィック �M��F��9�という町にあり、両市間の

移動は車でおよそ ��分かかる。空港とプロビ

デンス市内を結ぶシャトル・バス �#������ )�3

0����*!�があり、料金はおよそ �ドル、タクシー

だとおよそ ��ドルかかる。詳細やその他の移動

手段については、空港の手荷物受取所 �+�::�:!

�*��"�の近くにプロビデンス観光案内所らしき

場所があり、大抵の時間は職員がいるので尋ね

てみるのもよい。なお後述するように、プロビ

デンスとボストンの間はバスや電車で �時間ほ

どで移動できるので、飛行機でボストンに到着

した後にバスや電車を使ってプロビデンス市内

に入る人もかなり多い。

�� -!/!���� ;!**�F/���/

1�B?の最大の特徴の一つがこの研究助成制

������������������	����	
�

度である�。知人の研究者によれば、図書館が独

自の研究助成制度を持つことは極めて稀だとい

うことである。しかし逆にこのことは、1�B?

が自ら K#3 '3/�������3 <�� � 5�3�! �!/!���� �3

��/���G �3 ��! ��"�3���!/Lと自負するのに十分

な経済的な裏づけを示しており、1�B?の名を

世界的に知らしめている要因でもある。

研究助成制度には /���� �!�"と *�3: �!�"の

二種類がある。前者は一月あたり �8��ドルを

受給しながら �ヶ月から 
ヶ月にわたり 1�B?

の近辺で生活するというものである。後者の場

合は � ヶ月から � ヶ月、支給額も一月あたり


8���ドルとかなり高額になる�。0���� �!�"と

*�3: �!�"の研究環境に関しては若干の違いがあ

るが、これについては後述する。なお特定の団

体から研究助成金を得るなど、研究者が資金を自

己負担して 1�B?で調査・研究に従事すること

もできる。その場合は '35��! �!/!���� /���*��

と呼ばれ、研究環境については /���� �!�" <!**�F

と同等となる。

0���� �!�"への応募に関しては特に制約はな

い。しかし *�3: �!�"については、���大学院生

は基本的に応募不可、���アメリカでの数年の

生活体験がなければ応募不可、���アメリカの

�����!3/���を持つ者が応募可能など、幾つかの

制約がある。しかしこれは個人的に聞いた話だ

が、これら諸規定は必ずしも厳密ではないとの

ことなので、長期間の研究を希望する者は、た

とえ大学院生であったり、�����!3/���を持って

いないとしても、思い切って *�3: �!�"に応募

するのもよかろう。ここでは関連事項として、

*�3: �!�"に応募した者が選考からもれた場合、

/���� �!�"の審査へと自動的に回されることを

��������������	������������������	������������	���

������������������������	�����
�
�数字に関しては最新のものをそのつど確認していただ

きたい。
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付言しておく。また 1�B?は再応募を妨げては

いない。実際に筆者は、�、�年を経て 1�B?の

研究助成制度に再び応募し、再度の受給が確定

したという二人の研究者（アメリカ人とカナダ

人）に出会った。なお、1�B?近辺で生活する

ことが研究助成金の受給が確定される条件の一

つだが、住居の選定や生活の様子については後

述する。

通例、募集は毎年 �月上旬に締め切られ、�月

下旬までには結果が公にされる。応募にあたっ

ては ���必要事項を記入した 1�B?指定の書類、

���履歴書および研究業績一覧、���研究計画書

（正本 �部、副本 �部）、�
�推薦書三通が必要と

なる�。申請者は ���、���、���を自分で用意し

期日までに 1�B?に郵送しなければならない。

�
�については推薦者が 1�B?に直接送付する。

いずれに関しても電子メールによる申請は認め

られていない。なお日本から米国へ普通郵便で

郵送すると、およそ � 週間はかかるので注意

されたい。送付期限が迫っているならば、料金

はいささか割高だが、郵便局の国際スピード郵

便 ��,0�をお勧めする	。これだとかかる日数

はわずか数日で済み、インターネットで書類の

運行状況を随時確認することもできる�
。また

$�?、ヤマト運輸（クロネコヤマト）、日本通

運（日通）などの運送会社に頼むというのも一

案である。

申請書類の中でも最も重要かつ執筆に時間を

要するのが ���の研究計画書である。経験に基

づいて述べれば、まずは 1�B?の所蔵資料をイ

ンターネット等を用いて調査した後��、自身の

�書 類 は 次 か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き る 。�����

��������	������������������	������������	�����������

����������������	�����
�
	 ������������
� �	���!��
�
������������	���!�����	���!������"����
���������������	�����������������#������������������

研究にその資料がいかに役立つのか、なぜ 1�B?

で研究しなければならないのか、その意義や重

要性を丁寧に記述することが大事だと思われる。

そして執筆に際しては、���専門用語の使用を

できるだけ避け（使うにしてもカッコや注など

でその意味を説明するとよい）、���自身のこれ

までの研究について略述し、���今後の研究の

深化のためには 1�B?が所蔵する何々の文献の

調査が不可欠であること、�
�1�B?での研究の

展望・発展性などを平易な文章で説明できれば

よいと思われる。


� 各種手続き

���採用から渡米までの手続き

�� ビザ


ヶ月以上の米国滞在を希望する場合は当然

ビザの取得が必要である。この場合、渡米数ヶ

月前に K�!���N���! �< �*�:�+�*��G <�� �H���3:!

)�/���� �1.�� 0����/Lと書かれた書類が 1�B?か

ら送られてくる。まずはこれを熟読した後で �

ページ目の下の箇所に署名する。

ビザ取得のための一連の手続きは各人で行

わなければならない。在日米国大使館のホーム

ページでその手順が説明されているものの��、

いささか複雑の観があり、また最終的にビザを

取得できるまでにかなりの日数を要する。従っ

て知人の助言を参考に、筆者は 1(B東京ビザセ

ンターにすべての手続きをお願いした��。

1(B東京ビザセンターのホームページを見る

とわかるが、手数料はかなり割高の観がある。

しかし筆者はそれだけの価値はあると断言した

い。事実、担当者の指示に従って資料を作成し

た結果、一連の手続きは遅滞なく進行した。ま

た大使館での面接をはじめ、通常であればかな

����������	"�	����
�������	��!������! 
������
�
�������������!����	�!��!���������������������
�
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りの時間を要する事柄に関しても、驚くほどの

短時間で完了してしまった（ちなみに筆者の場

合、待合室では多くの人がビザの取得を待って

いたにもかかわらず、大使館に入館してから退

館するまでに実に �時間もかからなかった）。こ

れはおそらく、1(B東京ビザセンターというビ

ザ取得のための専門家を通して手続きしたから

だと筆者は考えている。迅速かつ確実にビザを

取得したい方はこのような代理店をぜひ活用し

ていただきたい。

+� 航空券

航空券は各自で購入することになっている。

長期間プロビデンスに滞在する人は片道と往復

どちらを選ぶか迷うところだが、個人的な体験

を述べれば、税関での入国審査の際、係員は復

路用の航空券が予約されているかどうか確認し

ていた。帰国の予定が決まっている人は、入国

審査をスムーズに行うためにも、予め往復航空

券を購入しておくのがよいと思われる。

特別な場合に限り、1�B?が航空券代を負担し

てくれることもある。これも個人的な事例なの

でいつもそうだとは断言できないのだが、1�B?

の研究助成制度に応募した時点で筆者は大学院

生だった。1�B?は筆者の経済状況を考慮し、渡

米後に航空券代として �8���ドル分の小切手を

手渡すことを約束してくれた。これにはおそら

く、ヨーロッパなどの近場からではなく、日本と

いう遠方から米国に来るという筆者の特別な事

情も関連していると思われる。航空券の購入に

あたっては、まずは 1�B?に自身の経済状況に

ついて相談してみるのもよかろう。なお 1�B?

に航空券を負担してもらう場合、領収書等の一

連の書類は英文で作成してもらうよう航空券会

社に依頼することを強く勧める。

�� 保険

保険会社や保険のタイプに関しては特に指示

はないが、1�B?はすべての <!**�Fに保険への

加入を勧めている。プロビデンスに到着後も何

らかの保険には加入できるらしいが、やはり手

続きは日本で済ませておいたほうがよかろう。

1�B?に到着後、職員は保険関連の書類を複写

の後に保管したいと申し出てくるので、また万

が一の事故や怪我のことを考えて、保険には加

入しておきたい。

 � 下見

これは渡米前に必ずしもやることではないが、

金銭・時間的に余裕のある人は、前もって 1�B?

を訪れておくと、その後の調査・研究をスムー

ズに開始できると思われる。筆者の場合、����

年 �月に渡米の用事があったため、プロビデン

スでの一週間の滞在を旅行日程に盛り込んだ。

滞在期間中は、1�B?の館長や職員との挨拶に

加え、所蔵資料の簡単な調査や、住居の選定な

どを行った。特に住居に関しては、渡米前に職

員と電子メールをやりとりして数軒の候補を挙

げてもらい、プロビデンスに到着後は下見に同

行してもらった。後述するように、現在 1�B?

が <!**�F専用の共同住宅を建設中であるため、

今後このような事前の住居探しは必要なくなる

のかもしれない。しかし下見そのものは決して

無駄にはならないと思うので、可能な方にはぜ

ひお勧めしたい。

���� 1�B?到着後の手続き

�� 0����* 0!�����G ��"+!� �00��

1�B?に到着後、研究生活を始める前に必要

な手続きが幾つかあるが、その中でも特に重要

なのが 0����* 0!�����G ��"+!� �00����の取得

である。これがないと 1�B?から支給される研

究助成金に税金が課税されてしまうので、必ず

��日本語では「社会保障番号」と訳出されている。
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取得しなければならない。

00� の取得にあたっては数種類の書類が必

要だが、これらすべては 1�B?の職員が用意し

てくれるので心配ない。また一度プロビデンス

のダウンタウンにある事務所 �&��5� !3�! $�/.

����� %Æ�!8 �� M!/�"�3/�!� 0��8 &��5� !3�! -'

������を訪れる必要があるが、同じく 1�B?職

員が同行してくれるので指示に従えばよい。事

務所は 00�の取得手続きを待つ人で常に混み

合っており、時には � 時間以上も待たされる

こともあるという。文庫本や雑誌などを持参し

ていれば待ち時間は苦にならないだろう。事務

所での手続きが完了すると、およそ一ヶ月後に

00�が郵送されてくる（この期間については申

請者の国籍等の関係でかなりばらつきがあると

言う）��。

00� は 1�B? での研究生活が終了した後で

も米国関連の何らかの研究助成を受ける時に必

要とのことである。またむやみに第三者に知ら

せてはならない重要な個人情報だそうである。

取り扱いには十分に注意していただきたい。な

お前述の研究助成金への課税金を払い戻す手

続きに関しては、00�取得の後にブラウン大学

キャンパス内の;��!�:30�� !3�8 ;���*�G O 0���

0!�5��!/という部署で行われるので、これまた

1�B?の職員に任せるとよい��。

+� B��F3 '$ ��� 

1�B? <!**�FにはB��F3 '$という顔写真つき

のカードが発行される。手続きに関しては 1�B?

の職員がすべてやってくれるので全く問題な

い。このカードは後述の 1��3 $� -��9!<!**!�8

��後述するように >���	F 宛てのすべての郵便物は -!6&

に設置されている専用のメール・ボックスに送ることができ
る。従ってこの ��� の送付先も -!6& に指定できる。や
り方については -!6& の職員がすべて手続きしてくれる。

���������������	������$
���������	���	������

%������&�'���

1�� ?�+���Gで本を借りる時や '??サービスを利

用する時に必要となる。また滞米中の身分証明

としても使えるので、常に携帯することをお勧

めする。

�� B��F3 �.,��* #  �!//

これの取得に関する手続きもすべて 1�B?職

員が教えてくれるので特に心配いらない。プロ

ビデンスに滞在中はこのメール・アドレスを使

用できる。後述するように電子メールが時折ブ

ラウン大学から送信されてくるが、その宛先と

してはこのメール・アドレスを指定するのが望

ましいとのことである。

 � 銀行口座の開設

1�B?から支給される研究助成金は基本的に銀

行口座に振り込まれる。1�B?の近くには ����.

�!3/ B�39��と0�5!�!�:3B�39��という二つの銀

行があり、<!**�Fはいずれかの銀行で口座を開設

しなければならない。手順等については 1�B?

職員が細かく説明してくれるのでそれに従うと

よい。

口座が開設されるまで研究助成金は小切手で

支払われる。毎月 ��日頃と ��日頃の �回、小

切手ならびに関連書類が 1�B?のメール・ボッ

クスにおかれるので、これを持って銀行に行き、

現金に換えてもらう。なおその際パスポートな

どの身分証明が必要である。銀行口座が開設さ

れると、小切手は自動的に口座に入金されるよ

うになる。この場合の入金も同じく一月に二回、

��日頃と ��日頃である。

�� 1�B?利用案内およびサービス

���地上 �階の様子

1�B?には正面と裏に一つずつ入り口がある

が、毎朝最初に入館する際は正面入り口を使わ

�����������������(������"��	
��	
��
��������������	����������"��	
�
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なければならない。正面入り口を入ってすぐの

�!� �3: ���"の中央机に座る職員が入館者の顔

と名前を確認するためである。これが済んだ後

は裏口も自由に利用できる。

後述するように、*�3: �!�" <!**�Fは地下 �階

の共同研究室を使えるため、�!� �3: ���"の職

員との挨拶の後はそのまま地下に降りていくこ

とが多い。しかし /���� �!�" <!**�Fには机の割

り当てがないため、鞄等の私物はカタログ部屋の

奥のロッカーに入れる。ロッカーはコイン式で

ある。刻みの入った専用のコインがロッカーの

中に置かれているので、これを使って開閉する。

資料請求�	の際にはカタログ部屋にある白く

長い長方形の請求用紙に必要事項を記入し、そ

の後同じ部屋にある指定の入れ物にいれておけ

ばよい。なお一度に請求できる資料は �冊まで

だが、数巻にわたる資料は一点としてまとめて

請求できる。ただし閲覧の際には数冊ごとに分

けて参照しなければならない。なお資料の閲覧

中に席を離れる場合、例えそれがトイレ休憩な

どのわずかな時間であっても、資料は �!� �3:

���"の職員に一旦預けなければならない。

前述のとおり 1�B?の所蔵資料の大半はイン

ターネットで検索できるが、職員の話によると

すべてを検索できるわけではないらしい。従っ

てカード・カタログの確認も忘れてはならない。

資料請求にあたっては時間帯に注意しなけれ

ばならない。職員が資料を書庫から出してくれ

るのは月曜から金曜までの平日のみで、しかも

午前 時と午後 �時の �回だけである。従って

1�B? を初めて訪れた者が平日 時 ��分の開

館直後に資料を閲覧することはできず、どうし

ても午後 �時以降ということになる。また土曜

日は閲覧のみで資料請求はできない。従って土

�	ここでいう資料とは貴重書 B��� 7		8D を指す。

曜日に資料を閲覧したければ、金曜日の午後 �

時までに請求しておかねばならない。

資料は �!� �3: ���"のみで閲覧できる。鉛筆

による筆記やコンピューター入力は可能だが、

ボールペン等の使用や複写は認められていない。

極めて特別な事情に限りマイクロ・フィルムの

作成を依頼できるそうである。しかしこれは稀

で、通常は持参したコンピューターに資料の内

容を入力する。なお �!� �3: ���"にはワイヤ・

レス設備が整っているためインターネットに自

由に接続できる。ただしそのためには 1�B?の

コンピューター専門の職員の許可が必要である。

他に希望者がいなければ、請求資料は無期限

に閲覧が可能である。数日間継続して同じ資料

を閲覧したい場合は、�!� �3: ���"の職員にそ

の旨を伝えると、鍵つきの棚に保管してくれる。

なおこの地上 �階にはラテンアメリカ独立の

英雄シモン・ボリーバルの手紙や肖像画を展示

した 0�"43 B�*P5�� -��"がある。通常は鍵が

かけられているが、特別な催し物がある日に公

開される。しかし普段の日でも職員に頼めば開

けてもらえるので、一度は見学してみるのもよ

いであろう。

����地下 �階の様子

-!� �3: ���"の下の地下一階には、��世紀

以降に出版された刊行史料、研究書、諸研究機

関の蔵書カタログなどがおかれた書棚があり、

自由に閲覧できる。複写や館外への持ち出しは

できないものの、他に閲覧を希望する者がいな

ければ、貴重書と同様にほぼ無期限に <!**�F用

の書棚に保管しておくことができる。書棚は �

階のカタログ部屋の隣にあり、一度に最大 �冊

の保管が可能である。保管に際しては �階のカ

タログ部屋にある資料請求用紙に必要事項を記

入し、指定の箱に入れておけばよい。
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また前述のとおり、地下 �階には *�3: �!�"

<!**�F用の共同研究室がある。部屋はパーテー

ションで仕切られ、各人用の机と椅子がおかれて

いる。-!� �3: ���"で資料を閲覧する時以外、

*�3: �!�" <!**�Fは大抵この部屋にいる。なお彼

らには特別の鍵が与えられ、専用の入り口から

�
時間いつでも 1�B? に出入りできる。ただ

し /���� �!�" <!**�Fと '35��! �!/!���� /���*��

にはこのような鍵は与えられず、また共同研究

室も利用できない。

他にも様々な設備がある。筆者が 1�B?にい

た時点では合計 
台の ��+*�� ��"���!�があり、

電子メールの送受信や印刷などが自由にできた。

また電話とファックスも備わっており、研究等に

関連する用件に限り国際電話や海外へのファッ

クス送信も許された。さらに <!**�F ごとの名

前が貼られたメール・ボックスもこの地下 �階

におかれている。自分宛のすべての郵便物をこ

こに届けてもらうことができ、また職員からも

そのようにすることを勧められる。後述するよ

うに郵便物が滞在先の家族宛のそれとまじると

いうような混乱を防ぐためである。そしてメー

ル・ボックスのすぐ脇には棚があり、ここに郵

便物をおいておけば郵送料は 1�B?負担で送っ

てもらえる。ただし電話やファックスの場合と

同様に、郵便物の中身は研究等に関連すること

に限られる。またたとえ研究関連であったとし

ても、極端に大きく重い荷物については、送料

は自己負担として近くの郵便局から出さなけれ

ばならない。

さらに地下 �階には飲食用の小部屋があり、

ここで昼食をとったり休憩したりできる。ちな

みに職員の多くはこの部屋に備えつけの新聞や

雑誌を読みながら昼食をとる。共用冷蔵庫もあ

るので食べ物の保存もできる。台所にはカップ、

大小さまざまな大きさの器、フォークやナイフ、

電子オーブン、コーヒー・メーカーなどがおか

れている。なお毎週金曜の午前中にはケーキ、

ビスケット、パン、ハム、チーズなどの軽食を

1�B?の職員が週代わりで用意してくれる。

�� 関連図書館およびサービス

1�B?の魅力はその中での研究生活であるこ

とは言うまでもないが、外に一歩出れば徒歩数

分の圏内にブラウン大学管轄下の図書館が点在

している。もちろん 1�B? <!**�Fであればこれ

らの図書館を使うことに何の制約もない。ここ

ではこれら図書館の中でも筆者が頻繁に利用し

た二つの図書館の特徴や利点を説明する。なお

その他の図書館についてはホームページを参照

されたい�
。

��� 1��3 $� -��9!<!**!�8 1�� ?�+���G

いわゆるブラウン大学の中央図書館��である。

一般に短く K-��9Lと呼ばれている。建物はコ

ンクリート製でそのデザインは極めてシンプル

であり、現代建築のお手本といった観がある。�

階と �階には数十台の ��+*�� ��"���!�があり、

この内のおよそ半数では日本語の読み書きがで

きる。祝日を除いてほぼ毎日開館している。ま

た開館時間も日本の一般の大学図書館と比べて

はるかに長く（例えば授業期間中の平日に-��9

が閉まるのは深夜 �時）、極めて便利な図書館

である。

しかし何にも優る -��9の最大の魅力は完璧

なまでの '3�!� ?�+���G ?��3 �'??� の制度であ

る。ホームページで必要事項を入力すれば数日

後には本の到着が電子メールで通知され、-��9

の �����*����3（貸し出し担当者がいる机）で無

�
�������������	�����������������#������������������

�����
���������������	�����������������#������������������

������	�"�
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料で借りられる（通常であれば �ヶ月）。しか

も貸し出し冊数に関して制限がない��。

-��9が提供する '??制度には幾つか種類が

あるが、特に優れているのは ���5�� 大学を

除く '5G ?!�:�!諸大学間 �Q�*!、&!33/G*5�3��、

&��3�!��3、��*�"+��、B��F3、$���"����、���.

3!**�での図書の相互貸借制度（B����F $��!��

と呼ばれている）である。おそらくこの制度を

使って手に入らない文献はないであろう。個人

的な体験を述べれば、同制度のおかげで �年以

上も探し続けていた文献を発見できたこともし

ばしばあった。正直言ってこの '??制度には完

全に脱帽した。

また -��9に所蔵されていない雑誌論文の無

料複写サービスもある（ただしこのサービスの

利用にあたっては事前にインターネットでの個

人情報の登録が必要）。ホームページ上でわか

る範囲内で書誌情報を入力すると、担当者は主

として米国東部の大学図書館や研究機関と連携

して論文の所在を調べてくれる。論文によって

は発見までに数週間を要するものもあるが（も

ちろん諸事情により見つからない場合もある）、

待つ価値は十分にある。見つかった論文は紙の

状態で所蔵図書館から-��9へと送られ、'??の

担当者がスキャナーで読み込んだ後に &$;ファ

イルに変換され、これをホームページ上からダ

ウンロードできる。これら一連のプロセスは電

子メールによって通知される��。

���� 1��3 ��G ?�+���G

通りをはさんで -��9 の隣にあるのが 1��3

��G ?�+���G��である。主に �� 世紀末から ��

���������������	�����������������#������������������

������������	���	�����
�
���������������	�����������������#������������������

������������	���	�����
� の �?	F #	 =�3���# 9=/1!&0�

�	# 9)��7�� # 6�	F�+ の箇所を参照。
���������������	�����������������#������������������

世紀初頭にかけて出版された書物が所蔵されて

いる。-��9とは対照的に建物は大理石で造ら

れており、その白壁はヨーロッパの歴史的な建

造物を思わせる。利用にあたっては初回に登録

が必要だが、1�B? ;!**�Fであれば手続きは速

やかに進行する。

手荷物を受付近くのロッカーに入れた後、利

用者は閲覧室に入ることができる。ロッカーの

開閉にはクォーターと呼ばれる ��セント硬貨が

必要だが、手持ちの硬貨がなければ受付で借りら

れる。なお受付の横には数台の ��+*�� ��"���!�

が設置されており、蔵書の検索等が可能である。

資料の請求にあたっては、長方形の用紙に必

要事項を記入しなければならない。記入し終え

ると、�!� �3: ���"でしばらく待つように指示

される。入り口には常に鍵がかかっているので、

入室の際には職員に言って開けてもらわねばな

らない。-!� �3: ���"のほぼ中央には職員用

の机があり、その周りに閲覧用の机が配置され

ている。しばらくすると職員が席まで請求資料

を持ってきてくれる。1�B?と同様に閲覧室で

は鉛筆やコンピューターのみ使用可能。資料の

とりおきや返却については �!� �3: ���"の職員

に尋ねればよい。

�� ;!**�F/ ?�3��!�3 ����

毎週水曜の昼、名物ともいえる 1�B?主催の

K;!**�F/ ?�3��!�3 ����Lが開催される。��


年以来間断なく継続されているこのカジュアル

な雰囲気の学術講演会には、1�B?の職員や役

員、ブラウン大学の教職員、近隣住民などあり

とあらゆる人が参加する。

昼食はブラウン大学キャンパス内の建物の一

室（時期によって変更あり）で ��時から始ま

���������



�� 武田和久

る。食べ物の持ち込みも可能だが、わずか �ド

ルで十分に満足のいくビュッフェ式の食事を堪

能できるため、持参する人は皆無に等しい。食

事の最中、1�B?館長がおもむろに立ち上がり

テーブル上のグラスをナイフやフォークなどで

チンチンとたたいて皆の注目を集め、新しく到

着した <!**�Fや来訪者などを紹介する。

��時 
�分、皆が一通り食事を終えると、館

長は再び席を立ちその日の講演者と演題を紹介

する。講演のやり方はスライドを使ったりコン

ピューターを用いたりと様々だが、ほぼすべて

の演者が原稿を読み上げていた。およそ ��分

の講演の後に質疑応答が ��分ほど続く。

なおこの?�3��!�3 ����は 1�B?が研究助成

金の給付と引きかえに <!**�Fに与える唯一の課

題である。また応募に際して提出した研究計画

の進捗状況を公にする場でもある。従ってどの

<!**�Fもプロビデンスに滞在中に最低 �回はそ

の準備に取り組まなければならない。ただし研

究計画と発表の内容が完全に一致していなくて

もよい。

� プロビデンスでの生活

���気候

いわゆる日本の北海道・東北のそれと考えて

相違ない。冬が極めて厳しいため、寒さ対策に

は万全を期したい。手袋やマフラーはもちろん

のこと、特にブーツは必需品である（これがな

いと雪道を歩くことは並大抵のことではない）。

日本から必ず持参するか現地で早急に購入する

ことをお勧めする。

その一方で春や夏は日本と比べてかなり快適

であり、むしろ昼夜の寒暖の差にかなり注意し

なければならないほどである。またこれは毎年

のことがどうかわからないが、筆者がプロビデ

ンスに滞在した 
月から �月にかけて、朝は大

雨だが昼には快晴、あるいはその全く逆など、

一日の内で天気が大きく逆転する日がかなり多

かったように思う。折りたたみ式傘などはでき

るだけ携帯したほうが良いように思われる。

����住居

ブラウン大学は閑静な住宅地に囲まれており、

多くの <!**�Fは 1�B?と古くから付き合いのあ

る近隣住民の自宅の一室を借りて生活する。つ

まり通常のアパートとは違い、家具等はすでに

設置されていると考えて差し支えない。家賃の

平均は光熱費を入れて一月あたり���ドルから

���ドル��。筆者の場合、1�B?から徒歩 ��分

から ��分くらいの距離にあり、家族 �人（家主

の女性とその夫、��代の息子二人に高校生の娘

が一人）が暮らす一軒家の �階の一室を借りた。

トイレとシャワーは同じ階の別の部屋に住む二

人の住人（ブラジル人の男性とメキシコ人の女

性で二人ともブラウン大学の関係者）と共用し

た。冷蔵庫、洗濯機、台所などは家主一家と共

用した。このお宅は 1�B?の職員に紹介された

数軒の内の一軒である。それぞれ家賃、1�B?

までの距離、立地条件など幾つかの点で違いが

あったが、最終的には家賃、家主の人柄、スー

パー・マーケットに歩いて行けるという点を重

視して決めた。

なお最新情報によると、����年 �月頃、1�B?

が <!**�F 専用の共同住宅を建設するための土

地をブラウン大学の近くに購入し（�� ����*!/

;�!* 0��）、まもなく工事が完了するとのことで

ある。家賃等の細かなことについてはまだ明ら

かにされていないが、立地条件と生活環境につい

ては申し分ないことと推察される。今後 1�B?

��もちろんこの金額内におさまらない物件もある。時折、
「自宅の一室を貸します」という類の貼り紙を道ばたで見か
けたことがあったが、中には一月 ����� ドルと書かれたも
のもあった。
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の研究助成制度への応募を検討中の方は、この

共同住宅への入居も念頭においたほうがよいだ

ろう。

�����セイヤー・ストリート �(��G!� 0��!!��

1�B? に最も近い繁華街と言えばこのセイ

ヤー・ストリートである。わずか数百メートル

のこじんまりした通り沿いには、喫茶店、レス

トラン、各種洋品店やアクセサリー店は言うに

及ばず、�
 時間営業のコンビニエンス・スト

アー、ドラック・ストアー、郵便局、銀行、映画

館、眼鏡屋、美容院など生活に欠かせない店や

施設が立ち並んでいる。またブラウン大学が管

轄する B��F3 23�5!�/��G B��9/���!もこの通り

にある��。中では学術書はもちろんのこと、ト

レーナーやマグ・カップなどの大学関連商品、

後述するローカル・バスの回数券なども割引価

格で購入できる。

��5� ����9/�3 #��*!��� ��"�*!H �B��F3 23�5!�.

/��G #��*!��� ;���*���!/�

B��F3 '$ ��� を提示すれば、1�B? <!**�F

は無料でこの施設を利用できる。中には筋力ト

レーニング用の各種機材を用意した部屋、プー

ル、バスケットボール・コート、シャワー・ルー

ムなどがある。時期によって施設の利用時間が

かなり異なるため事前の確認を忘れないでいた

だきたい��。

�5�ダウンタウン

プロビデンスの中心街ダウンタウンへは 1�B?

から徒歩 ��分から ��分ほどで移動できる。ダ

ウンタウンは驚くほど小規模なので全体を把握

するのにそれほど時間はかからない。土日や休

日には多くの商店が閉まり、通行人を見かける

こともほとんどない。

����������		"��	�����	������
�����������	������$���������)����	����

このように小規模なダウンタウンの一角に

&��5� !3�! &*��! ,�**がある��。土日祝日の閑

散としたダウンタウンの様子とは対照的に、こ

こはたくさんの客でいつも賑わっている。ほぼ

すべての買い物や食事をここで済ますことがで

きる。映画館も備えるこのショッピング・モー

ルはプロビデンス市民の憩いの場となっている。

ダウンタウンの中心には�!33! G &*���と呼

ばれる広場があり、バス・ターミナルの役割を

果たしている。後述するローカル・バスと長距

離バスの利用の際にはここで乗り降りする。ま

たこの �!33! G &*���を中心に数軒のホテル、

ドラック・ストアー、コンビニエンス・ストアー

などが立ち並んでいる。

�!33! G &*���から �分から ��分ほど歩い

た距離に &��5� !3�! &�+*�� ?�+���G がある�	。

サービスとしては日本の公立図書館とほぼ同じ

で、雑誌や児童書を含む様々な図書、音楽テー

プ、�$、ビデオなどを無料で借りられる。ま

たこれは日本ではまだ馴染みのないサービスだ

が、時間制限つきでインターネットの利用もで

きる（おそらく無料）。

�5��公共交通機関

アメリカ東海岸ではこの国が車社会であるこ

とを忘れてしまうほどバスや電車といった公共

交通機関が整備されている。ここでは移動に欠

かせないこれらの様子について概説する。

�� ローカル・バス

プロビデンス市内では -'&(#�-�� ! '/*�3 

&�+*�� (��3/�� #�������G�と呼ばれる会社がロー

カル・バスを運営している�
。バスは市内を東

京 ��区並みに頻繁に往来しており（ただし土

日祝日は本数が激減するので注意）、�!33! G

���������������	�������������	
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�
������������������	
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&*��� はバスを待つ人でいつも賑わっている。

初乗り �ドル ��セントで走行距離に関係なく

乗車できるという格安さはこのローカル・バス

の最大の魅力である。ローカル・バスは生活の

ためだけでなく観光目的でも利用できる。例え

ばニュー・イングランドの人気の観光地ニュー・

ポート ��!F &����へは、�!33! G &*���からバ

スに乗り �時間ほどで到着する。

+� 長距離バス

ダウンタウンの �!33! G &*���からは &!�!�

&�3 �B�3�3�� B�/���と6�!G���3 ��の二種類の

長距離バスを利用できる。アメリカ人の知人に

よると、前者は東海岸を移動する際に利用され、

後者は主にアメリカ全土を旅行するのに使うと

のことである。ちなみに筆者は 6�!G���3 の

利用経験はないのでこれについて詳しい事はわ

からない。�!33! G &*���の中央の建物に切符

売り場があり、販売員がいる。売り場は早朝か

ら開いているが、土日祝日は開店が若干遅いの

で注意しなければならない。&!�!� &�3 を使っ

た場合、ボストンまでは片道およそ ドルで �

時間くらい、ニューヨークまでは片道およそ�


ドルで �時間ほどかかる。しかし渋滞等の影響

で ��分から �時間ほどは余計にかかると考え

ていたほうがよい。時刻表をはじめ詳細情報に

ついてはホームページを参照。

�� 電車

ダウンタウンの &��5� !3�! &*��! ,�** の近

くに &��5� !3�! (���3 0�����3があり、ここから

アムトラック �#"���9�と呼ばれる電車に乗る

ことができる��。これについても筆者は乗車経

験がないので多くを語ることはできないが、駅

に備えつけの時刻表を見ると、電車は比較的頻
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��
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繁に発車しているようである。また地元の人の

話だと、料金と乗車時間は上記長距離バスとそ

れほど大差はないとのことである（ただし前述

の通りバスの場合は渋滞時間を予め考慮してお

かねばならない）。詳細についてはホームペー

ジを参照。

 � ,B(# ��""��!� -��*

これも使った経験がないので正確なことはわ

からないが、ボストンとプロビデンスの間では

,B(#�� ��""��!� -��*という電車が運行され

ており、その名のごとく主に朝や夕方の通勤時

間帯に多くの人が利用しているようである。バ

スと比べて定刻どおりに目的地に到着できると

いうことで、ボストンとプロビデンスの間を移

動する際にはこれを好んで使う人も多い。料金

や時刻についてはホームページを参照��。

�5���治安

前述のとおり閑静な住宅地に囲まれる 1�B?

近辺を昼間歩くことには何の問題もない。しか

し夜間の外出には注意が必要である。筆者がプ

ロビデンス滞在中に使用していたB��F3 !."��*

�  �!//には、
ヶ月の間に二度 K���"! �*!��Lと

いう件名の電子メールがブラウン大学から送信

されてきた。メールの内容は、いずれも 1�B?

近辺の通りで学生が不審な男たちに声をかけら

れ金品を強奪された、あるいはされそうになっ

たという事件の概要だった。二件とも夜 �時過

ぎや ��時 ��分頃に発生していた。事件が起き

た通りの内の一つは筆者が普段 1�B?に向かう

のに使っていた道だったため、このメールを受

信した時は少々不安を感じた。

ある日のこと、前述のセイヤー・ストリート

にあるレストランで <!**�Fたちと夕方 �時頃か

������5���##� 6 /���$	�##�	� 9�#5	��# の略号。
�������������
�����	
�
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ら食事をしたことがあった。その日は �時 ��

分頃に日が暮れかかり、<!**�Fの一人が「暗く

なるからそろそろ」と言って早々と会計を済ま

せたことで食事会はお開きとなった。また別の

機会にプロビデンスで長年暮らす知人からは、

夜 ��時以降に外出する時は距離に関係なく車

を使うようにと忠告された。住宅地といえども

夜間の外出には十分に注意されたい。

おわりに

以上、簡単ではあるが 1�B?の概要を述べた。

字数の関係上言及できなかった事柄が多々ある

が、詳細はホームページをご覧いただきたい��。


 ヶ月にわたる研究生活の一番の思い出は、

貴重な文献を数多く参照できたこともさること

ながら、超一流と言っても過言ではないスタッ

フや研究者との出会いだった。皆自身の仕事に

誇りと専門的な知識を持ち、それでいて立派な

人格を兼ね備えていた。1�B?とは、南北アメ

リカ史の飽くなき探求という志を共有する人た

ちが、年齢、性別、国籍を超えて一堂に集う知

的交流の場なのである。

1�B?を生きた一人の人間と思えば、彼（彼

女）はいつも歴史研究の魅力と醍醐味を道行く

あまたの人に説いているに違いない。1�B?の

南側の外壁に刻まれた次の言葉を目にする度、

歴史研究に関与できる幸福と喜びをしみじみと

かみしめたものだった。K0�!�9 �� ��! ��/� �3 

�� /��** �!��� ��!!�L □■

��例えば近年 -!6& が力を入れている南北アメリカ諸地
域の古地図や各種図像のデジタル化はその一つである。




