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ワシントンポスト 1994年 5月13日付け

公文書館竣工、館長は空席一「決定間近」と側近

ワシントンポスト、ビル・マッカリスター/ アル・カメン

メリーランド州と連邦政府は昨日、第二公文 また別の理由に、政府が情報を紙ではなくコン

書館の竣工式を挙行した。これは、連邦政府の ビュータで貯蔵する方針に方向転換したため、

新ハイテク記録貯蔵施設で、メリーランド州カ

レッジパークに 289.6百万ドル(邦貨 30 

4億 8百万円)をかけてこの程完成した。ただ

し、館長は別だ。

国立公文書館記録管理庁の職員は、クリント

ン大統領がこのメリーランド大学キャンパスに

出現した巨大な 6階建てのビルに姿を見せ、待

望久しい長官、つまり公文書館長の選任を行う

かと期待を寄せていた。結局大統領は姿を見せ

ずじまい。公文書館首脳の中には、これは大統

領が公文書館長を決められなかったせいかとの

穿った見方もある。

高官筋によると、クリントン大統領は「もう

間もなく決定を下そうというあたり」で、大統

領がこの日姿を見せなかったことと年俸 11 9， 

300ドル(邦貨 1250万円)の館長職の空

席とは無関係とのこと。側近は、公文書館長が

1 5カ月間も決まらない理由は、政府側と研究

者グループの双方が次々と候補者を出してくる

ためだそうだ。

アメリカ国立公文書館長は、 1993年 2月以来

空席となっている。前の公文書館長ドン・ウィ

ルソン氏はレーガン政権に任命され、民主党か

ら「不在館長」と呼ばれた人。テキサスに新設

するジョージ・ブッシュ大統領図書館の方向性

をめぐる議論の最中に辞任した。国立公文書館

長のポストの任期は決まっていない。このポス

トは適性にもとづいて(専門家が)選任される。

政治的な選任は行わないと法令に定められてい

る。

管理筋は、クリントン大統領が指名に手間取っ

ている主な理由に、現在第 1候補とされている

歴史学者、スタンレー・カッツ氏(プリンスト

ン大)にニューヨーク選出のパトリック・モイ

ニハン議員が反対していることをあげている。

公文書館の業務が変化したこともあげられてい

る。 rcこれからの公文書館が担うのは)これま

でとまったく異なる業務です。…情報技術の変

化の結果と情報アクセスの諸問題のために公文

書館の役割が変化し、一層複雑になりました」

とこの筋は語っている。

米国歴史協会のペイジ・ミラーは、ホワイト

ハウスの(公文書館に対する)関心が十分でな

いことを指摘している。管理筋によれば、最終

選考者残った候補者には、メアリー・メ ープル・

ダン氏(スミス・カレジ)、ウィリアム・ジョ

セフソン氏(元平和部隊理事長、ニューヨーク

市法律顧問)、リチヤード・コーン氏(ノース

カロライナ大チャペルヒル校)、ジョン・ク-

f一氏(ウィスコンシン大マディソン校)が含

まれているという。また、他の政府筋は、テキ

サス・カレジ学長でL.B.ジョンソン元大統

領の腹心、リチヤード・ハーデスティ氏も候補

者の一人であり、さらに現砲脹尚子のトラデ.ィ・

ピーターソン氏が館長のポストに意欲を見せ、

これが館内のスタッフを二分しているとも伝え

られている。そうでなくても公文書館の内部は、

ウィルソン館長時代の管理の緩みに加え、ブッ

シュ政権下でのホワイトハウスのコンビュータ

通信が大統領の公文書として公文書館に入るべ

きであったかどうか、ウィルソン館長はこれに

どう関わるべきだったかなと.について、批判が

燃え上がっているところなのである。

昨日、メリーランド大学長ウィリアム・ E• 
カーウィン氏は公文書館新館を「ホイヤ一議員

の建てた家」と述べ、メリーランド州選出のス

テイニー・ H・ホイヤ一議員が地元メリーラン

ドに公文書館を誘致しようとした努力を称えた。

ホイヤ一議員はこれをうけて、前の副館長代行

フランク・パーク氏が新館建設に向けて議会の
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支持を取り付けるのに

大変な苦労をしたこと

などをとりあげ、公文

書館関係者の努力に感

謝の意を表明した。

なお、設計にとくに

配慮が施された新館の

倉庫には、政府の第2

次世界大戦以降の記録

の多くが収蔵される。

ただし、独立宣言など

の「古文書」は、今後

も引き続き国立公文書

館本館展示場に保管さ ( 

れることになっている。

(写真はカレッジパー

クの新館竣工式で祝辞

を述べるステイニー-

H・ホイヤ一議員)

(訳 ・小川千代子、 国際資料研究所)

特別報告 13:30-14:00 

報告者:熊田敦美氏(国立国会図書館副館長)

題 目:マルチメディアと関西館構想(仮題)

シンポジウム 14:00-16:30 

テーマ:ミュージアム・ライブラリー・アー

カイヴをつなぐものーアートドキュ

メンテーションからの模索と展望」

パネ リスト:

高階秀爾氏(国立西洋美術館長)

上田修一氏(慶応義塾大学文学部図書館 ・

情報学科教授)

安津秀一氏(駿河台大学文化情報学部長)

.はみだし[ニュース]

①第 1回アート・ドキュメンテーション研究

フォーラム

開催日:1994年11月18日(金)~19日(土)

会場:国立国会図書館新館講堂

主 催:アート・ドキュメンテーショ ン研究

会/国立国会図書館

統一テーマ:美術情報と図書館

11月18日(金)

研究発表会 13:00-17:00 

テーマ:アート・ドキュメンテーションの職

能と教育

※研究発表会後、懇親会・交流会を予定

11月19日(土)

講演会 10:30-12:00 

講演者 .マギー・ ウィスハウプト女史

(オランダ王立図書館美術部長)

題 目:美術研究者と美術図書館員 :電子時

代の技能と領域

コーディネータ:

水谷長志氏(東京国立近代美術館)

申込方法 :往復ハガキにて氏名・職業(所属)、

及び参加希望事業 (講演会 ・シンポジ

ウム等)を明記の上、下記宛て申込

干110台東区上野公園7-7国立西洋美術

館内波多野宏之研究室
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