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始めに

私は東京大学大学院人文社会系研究科に所属する博士課程の大学院生であり、20
世紀初頭におけるイギリスの社会保障改革について研究している。研究に必要な一次
史料を閲覧するため、2022年 2月 19日から 3月 12日にかけ、私はウェールズ中部
の小都市アベリストウィス（Aberystwyth）へと史料調査に出かけた。この史料調査
は極めて異例の情勢の下で行われるものとなった。というのも、当時の日本、及び世
界は未だに 2020年から続く新型コロナウイルスの蔓延に翻弄され続けており、その
上、ロシア・ウクライナ情勢は緊迫の度合いを日に日に高め、ついには戦争の勃発に
至ろうとしていたからである。場合によっては渡航計画が直前になって頓挫する可能
性もあれば、さらに悪いことには、渡航後に帰国が困難になる可能性すらあった。こ
の調査を通じて私が行ったこと、体験したことに関する回想・記録は、近いうちに外
国で研究活動を行う方々にとって少しでも参考になるかもしれない。また、2020年
代始めという、極めて特殊かつ困難な時期における外国史研究が、どのように行われ
ていたのかということを、後世の人間が明らかにする上で有益なものとなるかもしれ
ない。よって、ここに記していこうと思う。勿論、ここには幾分些末な話題も含まれ
ることをご了承いただきたい。
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構想～準備

2021年の 11月が終わり、学会報告がひと段落した時になり、史料調査に行くこと
を構想し始めた。当時はイギリス（連合王国）政府の定める入国制限が大幅に緩和さ
れた時でもあり、「この情勢ならもしかしたら行けるのではないか」と思い始めてい
た。そもそも、その年に史料を新たに収集できなければ、国内で閲覧可能な史料が枯
渇し、私の研究がストップする危険があった。そのため、研究のことを考えれば何が
あっても史料調査に行けなければ困るという状況であった。その後、指導教員や他の
先生方、友人とも相談した結果、史料調査には行けるうちに行っておくべきだとの結
論に至り、本格的な準備を始めたのであった。
具体的な調査先として考えられたのは、ロンドンのウェストミンスターにある議会
文書館（Parliamentary Archives）、もしくはウェールズにあるウェールズ国立図書館
（National Library of Wales）であった。ところで、私の研究にとってのキーパーソン
となる人物の一人は、かつて第一次世界大戦中にイギリスの首相を務め、また、私の
研究対象とする時代には財務大臣を務めていたデイヴィッド・ロイド＝ジョージであ
るが、彼に関する史料の多くは上記二つの文書館に収められている。特にウェールズ
国立図書館は、イギリスの歴代首相の中で唯一のウェールズ人であったロイド＝ジョ
ージの個人文書（手紙、日記など）の収集を精力的に行っており、ロイド＝ジョージ
に関する史料分析をある程度まとまった形にするにはうってつけの場所であった。そ
の上、当時の同文書館はコロナ禍での例外として、史料の写真を撮る際の費用を無料
としていた。当時残りの科研費が乏しかった私にとって、このことはとても喜ばしい
ことであった。というわけで、その年度の史料調査はウェールズ国立図書館に行くこ
ととした。
渡航準備の第一段階として、まずは人文社会系研究科へと海外渡航申請書を提出
し、渡航の可否を伺う必要があった。申請書には、渡航先の国の入国制限や日本に帰
国する際の条件などを記入する必要があったが、これがとても骨の折れる作業であっ
た。なぜならば、イギリスという国はドイツやフランスなどと違い、連合王国の各ネ
イション（イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド）ごとに
別々の感染対策、及び入国制限措置を取っており、しかも内容が微妙に違っていたり
する。イングランドの入国制限措置の内容については、日本の外務省がウェブ上でそ
の内容を簡便にまとめてくれており、簡単に内容を理解できる。しかし、ウェールズ
の場合はそのような簡便なまとめが存在せず、ウェールズ政府のホームページにアク
セスして、恐ろしいほどに長く複雑な英文を読む必要があるからである。その上、今
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回の渡航の場合はどの空港を使うにせよ、イングランド内の空港からイギリスに入国
し、そこから何らかの手段でウェールズに入境することになるため、「イギリス国外
からイングランドに入国する場合」の条件のみならず、「イギリス国外からウェール
ズに入国する場合」、及び「イングランドからウェールズに入境する場合」の条件も
調べなくてはならなかったからでもある。入国の条件を調べ終わり、指導教員の承認
を得た上で、大学事務に海外渡航申請書を提出した結果、いくつかの書類上のミスを
指摘されたものの、何とか渡航の許可をいただくことができた。その後は航空便や滞
在場所の決定、予約などの具体的な準備に取り掛かった。
さて、ウェールズ国立図書館という場所に行くことが許可されたものの、この時点
での私は、この文書館の具体的な場所をよく把握しておらず、ウェールズの首都であ
るカーディフにあるのだと勘違いしていた。しかし、よく調べてみると、ウェールズ
の中でも産業が発達し、人口の集中する南部ではなく、中部のアベリストウィスとい
う人口 1万 5千人の小さな町にあると分かった。その上、この町にたどり着くには、
一番近い国際空港であるバーミンガム国際空港から鉄道で 3時間 30分かけなくては
ならないということも分かった。渡航初日から移動で疲れ果てそうである。しかし、
もう決めてしまった以上は仕方がないということで、東京からバーミンガムへと行け
る航空便を探し始めた。そこで検索にヒットしたのが、成田からドバイを経由してバ
ーミンガムへと向かうエミレーツ航空の便であった。北回りの旅客便に比べれば飛行
時間が長く、体の疲労はなかなかのものになると予想されたが、エミレーツ航空であ
ればサービスも悪くないであろうと考え、この便を選んだ。後にウクライナで戦争が
始まった結果、ロシア上空を通過できなくなった北回りの航空便が大きな迂回、もし
くは欠航を強いられるようになったことを考えれば、この選択は正解だったと言えよ
う。そして航空券を購入することとなり、クレジットカードの情報をウェブサイトに
入力したら、なんと不正な利用を疑われて取引がキャンセルされてしまった。もしか
すると、コロナ禍で海外に行く日本人がいるはずはないと思われたのであろうか。二
回目に取引を行ったら承認されたため、何とか航空券を買うことはできた。
次にするべきことは宿の確保であった。アベリストウィスは小さな町であり、そも
そもホテルがあまり多くない。しかも、ある程度有名なリゾート地であることも手伝
って、数少ないホテルの宿泊費はそれほど安いわけでもない。最初に確保したホテル
は、その中でも安めの「フォーシーズンズホテル」という所であった。「フォーシー
ズンズ」という名前は有名高級ホテルブランドの名前でもあり、最初は安心できると
思って予約したのであった。しかし、予約した後によく調べてみると、東京の大手町
にあるようなフォーシーズンズホテルとは何の関係もなく、その上、過去にオーバー
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ブッキングを何度も行い、裁判沙汰にもなったことすらあるホテルだったとのことで
あった。さらに悪いことに、オーバーブッキングが起きた際には、宿泊客を古びた大
学寮へと移動させるとのことである。あるレビューによれば、その大学寮は「誰かが
死んだような匂い」がする建物な上、家具が全体的に古くて汚く、扉に鍵もついてい
ないらしい。これを見た私は、さすがそんな目に遭いたくはないと思ってそのホテル
の予約を取り消した。かといって、そのホテルの予約を取り消したのは渡航まで一か
月を切った時であり、もうアベリストウィスには残りのホテルがあまり残っていなか
った。仕方がなく、民泊物件に泊まることも視野に入れながら検索を続けた結果、ア
ベリストウィスの中心部から少し離れた場所に大変良い貸し別荘を発見した。その物
件は、建物の 3階部分を全て一人で利用して良い上、一泊当たりの値段が 8000円も
しない破格の物件であった。なんと私一人に対してベッドルームとシャワールームが
二つもあり、その上ダイニングとキッチンも付いていた。私が普段暮らしている東京
の小さなワンルームアパートよりも、ずっとゆとりのある生活を保証してくれそうで
あった。私はすぐさまその物件を予約した。
ここまでの準備は、通常の場合においても、海外へ旅行する上で誰もが行うもの
である。一方で、ここから先の準備はコロナ禍ならではのものであった。まず行っ
たのは、イギリスから日本へ帰国する際に必要な PCR検査の予約であった。日本政
府は PCR検査に関し、検体の採取方法などを詳しく指定しており、それに合致しな
い PCR検査の陰性証明書は受け付けていなかった。より具体的には、日本政府は検
体採取方法として「鼻咽頭ぬぐい液、唾液、もしくは鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液
の混合（Nasopharyngeal Swab, Saliva, and Nasopharyngeal & oropharyngeal swabs）」
しか認めていなかった。一方で、イギリスの多くの検査場のサイトでは、これらの検
体採取方法をとっているかどうかを明示していない場合が多く、陰性証明書にも単に
「鼻ぬぐい液（nasal swab）」などとしか記載されないこともある。仮にそのような陰
性証明書が発行され、空港でのチェックイン時に航空会社のカウンターに提示したと
しても、飛行機への搭乗を拒否されることとなる。しかし、イギリス国内には日本政
府の求める形式の陰性証明書を発行してくれる検査場がかなり限られていたため、私
はそのような検査場を探すのに大変苦労し、気が付いたら夜が明けていた。やっと見
つけた検査場は、「日本向け PCR」と銘打って不当に値段を釣り上げており、さすが
にそこを選ぶ気にはなれなかった。最終的には、最近帰国した先輩にどこが良いかを
尋ね、バーミンガム空港の Express Testという検査場で検査を受けることにした。
また、イギリスに入国する 48時間以内の時間に乗客追跡フォームを記入する必要
もあった。このフォームの記入方法も中々に独特であり、少々難儀をした。例えば、
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このフォームの質問項目の一つには、自分が最後に居た国を答える項目があるが、
「あなたはこの国の ‘island’ もしくは ‘territory’ を訪れましたか？」というものがあっ
た。さて、読者の方々はこの質問の意味するところを理解できるであろうか？私は最
初、‘island’ を日本列島の島のいずれかのことであると理解し、質問自体には「はい」
と答えた後、その質問の下にポップアップで現れた「島の名前は？」という質問に
‘Honshu’ と記した。しかしながら、そう記入しても「そのような島はありません。」
という表示がなされた。それを見た私は、北方領土ならまだしも、本州が日本に存在
しないはずはないと思い、実に戸惑った。この項目を無視して進むことはできなかっ
たため、ひとまずその質問には「いいえ」と答え、次に進んだが、特にその後問題に
なることはなかった。後で辞書を引いて調べた結果、‘island’ や ‘territory’ には、自治
領や海外領土としての島もしくは領域という意味もあるということであった。少なく
とも戦後の日本には縁のない単語である。また、この乗客追跡フォームには現地で使
う携帯電話番号の入力が必要なので、現地用の SIMカードを入れて携帯を使う場合、
日本の携帯電話番号は使えないということになる。そのため、予めアマゾンでイギリ
ス用の SIMカードを購入し、先に現地の携帯電話番号を知っておくこととした。
また、帰国後に成田空港に着いてからの流れも確認しておく必要があった。出国前
当時においては、ワクチン接種済みの帰国者（入国時に陰性）は、国の指定する宿泊
施設で一定期間隔離の後、自宅で自主隔離を行う必要があった。記憶が正しければ、
当時の隔離期間は施設待機が 6日間、その後の自主隔離が 1日の、合計 7日間であ
った。自宅への移動には公共交通機関が使えないため、残り 1日の自宅隔離を行う
のに、どのようにして帰宅すればいいのかがよく分からなかった。一応ハイヤーを使
えばよいとのことではあったが、片道 2万円ほどの運賃がかかるため、非常に悩ま
しい。それだけお金を払うくらいなら、いっそのこと成田空港周辺のホテルに泊まろ
うとも考えていた。しかし、渡航中に政府の方針が変わり、施設待機が廃止され、自
宅待機が 7日間となった上、公共交通機関の利用が可能となったため、特に問題は
なくなった。

渡航

2022年 2月 19日に私は家を出て、京成線の快速列車で成田空港へと向かった。そ
の日の夜は雪の予報であり、京成線が動かなかったらどうしようかと思っていたが、
何とか小雨で収まっていた。私が最後に成田空港に来たのは、ロシアのウラジオスト
クへ旅行した 3年前であった。その時は日本へ観光に訪れる外国人でターミナルは
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ごった返しており、大変にぎやかだった。それに対し、コロナ禍が始まっておよそ 2
年が経ったその日のターミナルは、水を打ったように静かな空間であった。飲食店は
ほぼすべてが休業しており、夕飯にありつけたのは唯一空いていた吉野家においてで
あった。そこで最後の日本食を楽しんだ後、航空会社のカウンターでのチェックイン
を終え、制限エリアへと向かった。制限エリア内もまさしく無の空間に等しかった。
ナリタ五番街に軒を連ねる数々のブティックはシャッターを下ろし、人の声は全く聞
こえない。ただひたすら、動く歩道の ‘Watch your step.’ というアナウンスが定期的
に流れるのみである。
しばらく待つと飛行機の搭乗が開始された。乗客は数えるほどしかおらず、席の間
隔も広く取ってあったため、実に快適な機内空間であった。眠くなったら席四列をベ
ッド代わりにして寝ることができた。ここまで気持のよかったフライトは初めてであ
る。また、飛行機も比較的新しい機材を使っていたようで、座席のクッションがくた
びれておらず、腰も痛くならなかった。

12時間ほど乗るとドバイ空港に到着した。快適なフライトではあったものの、乗
り継ぎ時間が 1時間半であったところに、この飛行機が 30分ほど遅れてしまったた
め、ドバイ空港では乗り継ぎのために全力疾走する羽目になってしまった。その上、
セキュリティチェックが実に混雑しており、しかもドバイ空港は横に広い。あまりに
走りすぎたせいか、カバンにぶら下げていた折り畳み傘をドバイ空港のどこかに落と
してしまったようである。誰かが大切に使ってくれれば良いが。かなり汗をかきなが
らも搭乗ゲートに到着し、搭乗開始に何とか間に合った。
こうして乗り継ぎ便に間に合い、バーミンガムに向かうこととなった。バーミンガ
ム行きの飛行機は成田発の飛行機とは違い、乗客であふれかえっていた。さらに、比
較的古い機材が使われており、座席のシートなどには所々に傷みが見られた。私の座
ったシートはリクライニング機構が壊れていたため、ほぼ背中を腰に対して直角に保
ったままバーミンガムまで耐えることを余儀なくされた。非常につらかった。
腰と背中に激痛を抱えながらも何とかバーミンガム空港に到着した後、イギリスへ
の入国審査を生まれて二回目に受けることとなった私であるが、昔入国した時に比
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べ、大変スムーズであった。昔は「EU外、イギリス国民以外」の行列に並び、時に
は審査官に訝しい目を向けられながら、他の国に比べ比較的長い時間の質問攻めを受
けなくてはならなかったが、現在は日本のパスポートであれば、パスポートを端末に
かざし、端末に任せて顔写真を撮るだけで終了である。こうして無事に入国し、空港
を出た。
その後はバーミンガム空港からアベリストウィスまで鉄路 3時間 30分の旅が始ま
る予定であった。しかし、私がバーミンガムに到着する直前に、イングランドとウェ
ールズにハリケーン並みの暴風雨 ‘Eunice’ が上陸しており、また、当日は別の暴風雨
‘Franklin’ が来襲しつつあった。その結果、バーミンガムとアベリストウィスの間の
鉄道は一部で路盤が流出して不通となり、途中のシュルーズベリー駅から先がバス代
行となった。とりあえず私はシュルーズベリーまで鉄道を乗り継いで辿り着き、そこ
から代行バスに乗車した。代行バスは途中までは順調に進んでいたが、次第に雨風が
強まり、途中で冠水した道路に差し掛かった。バスはすさまじい水しぶきを上げなが
らも洪水を突破し、私を何とかアベリストウィスまで送り届けてくれた。後に聞いた
話によると、あの後シュルーズベリーを流れるセヴァーン川の堤防が決壊してシュル
ーズベリーの駅前が水浸しとなり、代行バスの
運行すらもキャンセルされたそうだ。私は実に
運が良かったのかもしれない。あと少し遅けれ
ば海外で被災していた。アベリストウィス駅に
着くと、宿まではオーナーさんに車で送ってい
ただいた。こうして 3週間のウェールズ滞在、
及び史料調査がスタートした。

調査中

本来ならばアベリストウィス到着の次の日から史料調査を開始する予定であった
が、先日の暴風雨の影響でウェールズ国立図書館の設備に損傷があった関係上、次の
日は臨時閉館となっていたため、史料調査はその次の日から開始した。まずは図書館
のサービスカウンターで利用証を作った。その際には、カウンターで私の顔写真が撮
影され、それが利用証に印刷されることとなる。私はそのことをすっかり忘れていた
ため、寝ぐせだらけの酷い髪型のまま写真を撮られることになってしまった。大変恥
ずかしい。その後は荷物をロッカーに預け、史料を受け取る読書室へと向かう。読書
室に入る際、図書館員の方に利用証を見せることになるのだが、その際、図書館の方
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の一人が私を見るなり「おはようございます。」と日本語で声をかけてくれた。聞い
た話によると、その方は若いころに日本に住んでいたことがあるそうで、少し日本語
が分かるのだそうだ。中部ウェールズを訪ねる日本人というのは、現地の人にとって
は大変珍しい存在なのだろう。
そして史料の撮影についての誓約書に記入した後、図書館の端末から使いたい史料
を選び、出庫を依頼した。15分ほど経つと史料が手元に届き、史料の中の必要な部
分について撮影を行う。以後 3週間、図書館で行うのはこの作業の繰り返しであっ
た。朝 10時の開館時間から夜までこの作業を繰り返していたら、さすがにカメラの
バッテリーが足りなくなり、何度か充電のため休憩することになった。今から考えれ
ば、予備のバッテリーが必要であった。昼食には図書館のカフェテリアを利用した。
そのカフェテリアではパンなどを厨房で自作しているようで、大変良い食事を楽しめ
た。また、ウェールズの聖人の日であった 3月 1日の St. David’s dayには Cawlとい
う特別メニューが出されたこともあった。
図書館は町の中心から離れた高い丘の上にあり、そこからは町の全貌が見渡せる。
また、図書館の前には牧草地が広がり、羊が草を食み、ウサギが飛び跳ねていた。実
にのどかな場所に立つ図書館であった。この図書館は私が滞在していた宿からは離れ
ており、辿り着くには徒歩で 30分かかる上、崖のような坂を毎日上らなくてはなら
なかったが、大変気持ちの良い運動になった。
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土日は図書館が開いていなかったため、町を散歩するなどして時間を過ごしてい
た。特に、休日のうちのとある一日には、先述の図書館員の方が家族での昼食会に招
いてくれたという日もあり、大変楽しめた。どうやらそのご家族は家族旅行で日本に
旅行に来られたこともあったようだ。とても楽しい旅行をできたそうで何よりであ
る。
滞在中の昼食以外の食事は、主にスーパーで買った食材を調理して作っていた。イ
ギリスのスーパーで売られている野菜や肉が比較的割安なのは昔から知っていたが、
ウェールズは特に、乳製品が安くておいしいと感じた。牛乳やバターのほとんどには
ウェールズ産と記されており、どれも極めて濃厚な味わいがした。また、アベリスト
ウィスの水が良いのか、ミネストローネのようなスープ料理が、日本で作る場合に比
べてとても引き締まったような味がした。イギリスに行けば食べるものには大変苦労
するというのが定説であるが、調理設備のある宿に泊まった場合においては、なかな
かに豊かな食生活を送ることができるということを学んだ。
このようなとても充実した研究生活はあっという間に過ぎていき、気が付いたら帰
国直前になっていた。正直な所、緊迫する世界情勢ゆえに、出国前の私は「ちゃんと
帰国できるのだろうか」と、とても不安な気持ちでいっぱいになっており、もう行き
たくないとさえ思っていた。しかし、アベリストウィスの人々や図書館員の方々に出
会い、大変優しくしていただき、また、この町の雰囲気にも大分慣れてきていたこと
もあって、帰国前にはむしろ帰りたくない気持ちになっていた。

帰国

3月 11日の朝にアベリストウィス駅から鉄道に乗り、ウェールズを後にした。未
だに鉄道路線に不通区間が残っていたため、今回も一部がバス代行となった。4時間
ほどかけてバーミンガム空港に到着したすぐ後には同空港の検査場へ向かい、PCR
検査を受けた。検査後 4時間以内に結果が分かるとのことであった。その後はバー
ミンガム中心部のホテルへ向かった。バーミンガム・ニューストリート駅は大変現代
的な駅であり、どこか韓国のソウル駅を思わせる造りであった。駅を出ると目つきの
怪しげな中年男性に話しかけられ、たばこのようなものを見せられた。何を言ってい
たのかは分からなかったが、麻薬でも売ろうとしていたのだろうか。この街は雰囲気
がどこか混沌としており、アベリストウィスに比べ、一人で出歩くのには注意が必要
そうだと感じた。
ホテルにチェックインしてしばらくした後、携帯に PCR検査の結果が届いた。結
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果は陰性であった。その際発行された陰性証明書は PDFで送信されてくるが、日本
への入国には紙媒体での提示が必要である。そのため、街の写真店に赴き、そこで印
刷してもらうことにした。写真店の営業が 16時までであり、陰性証明書が届いたの
が 15時 55分だったため、大変ぎりぎりのタイミングであった。陰性証明書の印刷
が終わった後、写真店の店員さんは僕を見るなり ‘Congratulations!’ と声をかけてく
れた。
その後は日本政府が指定するMy SOSというアプリケーションに陰性証明書の画
像を送信し、その他の書類もそこで入力したことで、入国時の手続きを一定程度先に
終えることができた。こうして、後は次の日に空港へ向かい、帰国するだけとなっ
た。
次の日、バーミンガム空港ではドバイへ向かう乗客がエミレーツ航空のカウンター
に大行列を作っていた。通常のチェックイン時の作業に加え、陰性証明の提示なども
あるため、チェックインには時間がかかるらしい。チェックインを終えた後はセキュ
リティチェックを経て出国となるが、セキュリティチェックも酷い混雑であった。こ
うして、およそ一時間半かけて出国したのち、やっと制限エリアに入ることができ
た。バーミンガム空港は比較的小規模な空港であり、お店も少なく、時間を潰すのに
はとても苦労したことを覚えている。
そしてドバイを経由して成田空港に向かった。成田空港に到着した時は、ようやく
この困難な情勢下での史料調査を終えることができたことに胸をなでおろしたもの
の、空港から出るまでの間に非常に面倒な仕事が待っていた。私は予めMy SOSで
必要書類を提出していたため、入国手続きはすぐに終わるものだと思っていた。しか
し、私の乗った飛行機の到着した時間には、香港便やクアラルンプール便など、他の
飛行機便が多数同時に到着していたため、到着客が多く、空港の入国手続きそれ自体
の列や、入国時の抗原検査の列がとても長くなっていた。飛行機が到着した後、我々
は係員の誘導で成田空港第二ターミナルのサテライト棟に連れていかれ、パイプ椅子
が沢山置かれた部屋で待つように指示された。しかし、2時間ほど経過しても何の動
きもなく、入国者たちの中には何やら不穏な空気が漂い始めていた。後ろからは「日
本の水際対策無能すぎだろ」などという罵り声も聞こえた。あまり関わりたくない人
だ。その後また別の部屋に移され、そこでさらに 1時間ほど待った後、ようやく呼
び出されて入国手続きを行うことができ、抗原検査を受けることができた。さらにそ
の後はサテライト棟の通路の所にあるパイプ椅子に座らされ、抗原検査の結果を待っ
た。ここで陰性が確認された後、通常通りの入国審査を別の部屋で受け、帰宅の途に
就いた。
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帰宅してからは 7日間の自主隔離が義務付けられていたため、基本的に家にいな
くてはならない。その上、不定期でMy SOSを通じて居場所確認の電話やメッセー
ジが送られる。この電話やメッセージに応えることができないと、自主隔離義務を怠
ったと見做されてしまい、ペナルティの対象（具体的には氏名の公表）となることも
ある。帰国してしばらくの間は時差ボケが酷かったため、殆ど日中に睡眠をとってい
たのだが、これらの電話やメッセージは、普段人が寝ていない日中の時間に来ること
が多い。そのため、寝ている間に逃してしまってはいないかととても心配になった。
この間の、いつ通知が来るかわからないという焦燥感や恐怖はなかなかであった。ま
た、隔離期間中の食事などはネットスーパーで食材を買って済ませ、家から出ない生
活を何とかやりくりできていた。
自主隔離期間は 7日間が原則であったが、帰国後 3日目に PCR検査を自主的に受
け、陰性証明書を受け取った上でMy SOSアプリ上で確認を受ければ、4日目から隔
離期間を終わらせることができるとされていた。私はその制度を利用して 4日目か
ら隔離を終了することができた。

こうして、コロナ禍や緊迫する世界情勢にも関わらず、何とか 3週間の史料調査
を無事に終えることができた。渡航の準備を始めた頃から隔離期間が終わる時までは
実に心労が尽きず、心身ともに疲れ果てた。昨今になってもコロナ禍の完全な収束は
全く見込めず、その上ウクライナ戦争の行く末も見通せない状況にあるが、この回想
が何かの役に立てば幸いである。




