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図-6.1 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

第 6 章 注目すべき人々 

今日，ニューヨーク市を所有するのは誰か？ 

悪魔！ 

ヘンリー・ワード・ビーチャー 

 

1869 年 9 月 17 日の朝，ウィリアム・ツィード（図-6.11）は，ブルックリン行きフルトンフェ

リーに乗船した。天候は良好で太陽が明るく輝き，水面には涼しい微風がそよいでいた。ツィー

ドには，河川への強い愛着があった。サウス通や造船所あたりの騒音や匂いは，彼が幼い頃から

馴染んだニューヨークの一部であった。彼は市会議員在職中に 2 回，ブルックリンへのフェリー

航路追加の法案に賛成票を投じ，その見返りに数千ドルの現金に

よる献金を快く受けとった。その当時，彼は大変若く，その金額

は相当な額であった。しかし，ブルックリンでアイルランド人が

圧倒的に多いウィリアムズバーグ地区へのフェリー運航に賛成

票を投じることで，連邦議会への出馬支持の約束も取り付けた。

ウィリアムズバーグの人々はその約束を守り，1853 年，ツィード

は 29 歳の国会議員としてワシントンに赴いた。しかし彼にとっ

て，ポトマックでの生活には魅力がなかった。そして，彼は一期

勤めた後，議員の職を喜んで辞した。地元で行動する方がもっと

良い事があった。 

 

当時，大きな船がベルを鳴らしながら河川にサッと出て行くように，彼の背後ではアメリカ国

内で も大きく， も豊かで， も騒がしい都市が拡大して行き，そこで彼と欠かせない数人の

仲間は， 大の権力を握った。 

 

その後，ニューヨークは国内金融の中心地となった。そこには有力な新聞社（グリーリーのト

リビューン新聞，ジェームス・ゴードン・ベネットのヘラルド新聞，サン新聞，ワールド新聞，

イブニング・ポスト新聞，タイムズ新聞）が集まっていた。そこは，流行が決まる場所であり，

社交界の中心でもあった。そこには，アストロ家の邸宅があり，P・T・バーナム，サミュエル・

F・B・モールス，ハーマン・メルビルなどの邸宅もあった。誰かが言ったように，ニューヨーク

が範例となった。そこには，権力，生活様式，多くのユダヤ人，多くのアイルランド人，多くの

神父とスリ，個人による芸術収集物など，国中のどんな都市よりも，更に多くのほとんど全ての

ものがあった。フランス人の給仕が応対する客室数 500 のホテルがあり，20 を越える劇場があっ

た。主要街路であるブロードウェイは，ニューヨークに関する当時の本の見開きのページに掲載

され， 15 マイル（24km）にわたって舗装され，治安が維持され，照明灯が設置されていた。素

敵な女性や金持ちの男性は数えきれないほど多かった。 

 

バッテリーから北へ 5 マイル（8km）ほどの区間で， 後まで残った利用可能な場所のほとん

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2016-04-16） 
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ど全てで建設が進められていた。また郊外に向かう地域，セントラル・パークと楽観的に命名さ

れた新しい公園の近くでは，未完成の状況が散在していた。ダウンタウンでは，終日ものすごい

騒音で，恐ろしいほどの通行量があり，空気は馬の糞尿ですごい臭いであった。ブロードウェイ

に面した地区では，多くの活動的な人々が，普通の人が長々と働く以上に更に遅くまで働いてい

た。また，ほとんどの女性は，ビーチャー牧師の有名な姉であるストー夫人の決して物怖じしな

い考え方に共感していた。ストー夫人は「貧しく小さな私は，いつもニューヨークに疲れて，眩

暈を起こし，驚き混乱し，圧倒されてしまう」という一人の友人を描いた作家である。 

 

都市を知らない人々は，私利私欲と金銭への執着が渦巻く状況に，異常で不快なものを感じた。

「ブロードウェイとウォール街は，ほぼ全面的に，邪悪の富の光で輝いている」とイギリスから

の訪問客が書き残している。また 2 年ほど前に，カリフォルニアからやってきたマーク・トウェ

インは，ニューヨークについて「あらゆる男性が一生涯で達成できることの，2 倍の責務を負っ

ているように見える。急ぐばかりで，気の休まるような時間を持つこともなく，金や仕事や商売

に関係ないことに費やすような自由時間を持っていない」と述べている。 

 

鋭くて，頻繁にぞっとするような対照的なものが至る所にあった。あるフランスからの旅行者

には，日曜日にセントラル・パークを流れるように通っていくピカピカ光っている新しい馬車が，

繊細な細工を施したような宝石のように思えた。だが，ブロードウェイとハドソン川の間にある

アイルランド人や黒人の地域で，同じ旅行者が「このような木作りのあばら屋，このような長い

ぬかるんだ街路，この貧しい住民達ほど，気がめいるほど惨めなものは他にはなかった」と書い

ている。ある英国の作家は「一般的に言えば，市内全域は，世界中で 悪に輝き， 悪に舗装さ

れ， 悪に保たれた都市である」と言った。 

 

街路にたむろする浮浪児は，数千人にのぼった。浮浪児，乞食，放浪者，ケチな泥棒，娼婦な

どの不変的な浮動人口は，おそらく 10 万人と言われていた。売春宿が公然と新聞広告を出してい

た。娼婦はアメリカ大陸のどこよりも多く，危険で，不名誉であると言われていた。おそらく，

それは事実であったようだ。街で も顔がきく女性が堕胎医であるレステル夫人であり，五番街

に面した大きな目立つ住宅，新しい聖パトリックの大聖堂が建設されていた場所の，真向いの住

宅に住んでいた。 

 

しかし，とても多くのことが毎日起きるような都市はどこにもなく，若者，有能な者，大志を

抱く者，幸運な者は言うまでもなく，不謹慎な者にとっても，これほど多くのチャンスがあると

ころは，どこにもなかった。昨日までの屑拾いや石炭の荷揚げ人足が，今日の百万長者（新しい

用語）であった。それは小説ではなく，現実の話であった。A・T・スチュワート2は，かつて普通

の小売商であり，店舗の上の一部屋で彼の妻と住んでいた。コーネリアス・バンダービルト3は，

                                                        
2  A・T・スチュワート（1803～1876 年）は 19 世紀に大成功を収めたアイルランド系アメリカ人の起業家。彼は

1848 年にニューヨークのブロードウェイで婦人用輸入雑貨を扱う大型店マーブル・パレスを始めた。さらに，

1862 年には，ブロードウェイで，キャスト・アイアン・パレスという 8 階建てビルの百貨店を開いた。 
3  コーネリアス・バンダービルト（1794～1877 年）は，アメリカの海運業と鉄道業で財を成した実業家であり，

慈善家。一艘のボートによる海運業から身を起こし，蒸気船で事業を拡大，米英戦争では政府の御用商人とな

った。その後，鉄道事業に進出し，ニューヨーク・セントラル鉄道やニッケル・プレート鉄道を支配下に置き，
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誰でも知っているように，一文無しから出発した。 

 

この都市は，南北戦争以降に新興してきた新時代のアメリカのまぎれもない中心であった。そ

こは，無数の宵越しの陰謀が渦巻く場所であり，素晴らしい面もあるが不合理な面もあり，明白

な悪事もあり，そして，全てが巨大な投資と本当の度胸を必要としているようであった。そこは，

ありとあらゆる種類の興業主，発明家，大道商人，事業家，自称の予言者や普通のペテン師など

の巨大な溜まり場であった。そして，誰もが自分の状況に関係なく，うんざりするほど長い間，

そこに留まることはできなかったようである。 

 

また，批評する連中がよく言っていたように，ニューヨークだけがジム・フィスクやツィード

のような人物を生み出すことができるのであれば，おそらくニューヨークだけがピーター・クー

パーやトーマス・ナストのような人物も生み出すことができたのであろう。西部の開拓が，当時

の大きな人気のある人間ドラマであった一方で，ニューヨークはそれに比べて，小さく，有名で

もなく，派手な面のある観光の目玉にすぎなかった。それでもなお，西部とは反対方向で大都市

のある東方への，重大で意味深い移動先であった。1869 年 6 月にカンザスに到着した若いスウェ

ーデン人移民は「西部は，家を捜している人には 高の場所である」と書いているが，「東側の大

都会は，利口で金を儲けたい人々にとっては，豊富な場所を提供してくれる」と付け加えている。

従って，彼のような無数の人々には，何を目指すかによって，アメリカでの生活で従わざるを得

ない，相反する 2 種類の重要な選択肢があったようである。そして彼のような人々がアメリカの

大平原に流れて行ったように，マーク・トウェインがカリフォルニアの金鉱の街から，ほどほど

に裕福な若いアンドリュー・カーネギーがたった一人でピッツバーグから引っ越してきたのが，

ニューヨークであった。また，オハイオ出身の，もっと若くて文無しのトーマス・エディソンが，

その同じ年の 6 月にビジネスで身を立てようとしたのもニューヨークであった。 

 

ツィードは，たまたま自分の契約した土地を調査するために，数街区の全てを見て回るよう依

頼されていた。彼は，市庁舎のちょうど東側の河川の方に向かったチェリー通 1 番地で生まれた。

同じくチェリー通 3 番地の脇に建っているずんぐりした赤煉瓦住宅は，大変皮肉なことに，かつ

て短期間ではあったが，合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンの邸宅，彼が 初に政権を握り

ニューヨークを首都とした時期の自宅であった。両方の住宅とも，新設する橋梁のアンカーレッ

ジのために更地にするよう取り壊す必要があることをツィードは知っていた。 

 

ツィード家の人々は，勤勉なスコットランド系のプロテスタントであり，彼の少年時代のチェ

リー通りは，まだ立派な地区と考えられていた。彼は特に数学が得意な学生であり，たいへん実

直に商店の簿記の仕事を始めたと言われている。しかし成熟した頃，ボランティアの消防隊に入

会して政治に興味をもった。 

 

1851 年，その消防士は，ニューヨーク市議会に選ばれて市会議員となった。この市議会は，や

がて「40 人の盗賊」として知られるようになる。正直な仕事がもはや必要ないことに，彼が気づ

                                                                                                                                                                             
「鉄道王」と呼ばれた。アメリカ合衆国の鉄道史を語る上で欠かせない人物である。 
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図-6.2 トーマス・ナスト風刺画 

フォルスタッフを模したツィード 

いたのはその頃のようである。 

 

1869 年，ツィードは絶頂期を迎えようとしていた。対岸のビーチャーのように，彼はまさに全

盛期であった。彼は，教育長，道路の副理事，ニューヨーク郡の監査委員会の委員長，ニューヨ

ーク州の上院議員，ニューヨーク郡の民主中央委員会の議長，彼が も気に入っていたタマニー・

ホール（アメリカ民主党の派閥、関連機関）の総括幹事の任にあった。 

 

しかしツィードは，ニューヨークの主要地主の 1 人でもあった。彼は，金持ちの連中や実力者

達と気軽に話をする間柄であり，その中には一緒に仕事もしている人もいた。また，彼は新聞に

とって，とても気前のよい広告主であった。彼は印刷業を営んでした。いずれにせよ，彼は数千

人を雇用しており，その中には数百人の優秀な共和党員も含まれていた。裁判官は彼の要請に沿

って判決を下した4。議員達は，彼が決めたように，法律を可決したり否決したりした。ニューヨ

ーク市長で人気のあった A・オーケイ・ホールは，ツィードが望むように行動し，ニューヨーク

州知事のジョン・T・ホフマンも同様であった。ジョン・T・ホフマンは，ツィードの明確な手先

とまではいかないが，少なくともツィードの言いなりであった。サミュエル・チルデンが書いて

いるように，1869 年 1 月 1 日にオーケイ・ホールがニューヨーク市長に就任した時点で，ツィー

ド・リングが，完全に組織化され完成した状況となった。 

 

また 1869 年には，トーマス・ナストが，ハーパー・ウィークリー誌の紙面で，ツィード・リン

グに対して勇敢で見事な攻撃を始めた。それは，真実の形態や彼の本質が薄れたように見えるツ

ィードの生々しい特徴を攻撃するもので，風刺画の形で，ツィード本質を人々の心の中や，来る

べき世代に示した。ツィードは，全体的に半分滑稽な人格として，鋭くはっきりした黒い線で，

飾りピンをしたフォルスタッフ5が，具体化した不正

行為を，横目で見るような，いやらしい人物（図

-6.26）として描かれている。 

 

その描写は痛烈であり，それはツィード自身が

もよく理解していた。新聞で叩かれた時，彼は「お

前の新聞記事など一切気にしない。私の有権者は，

字の読み方は知らないが，それらのいまいましい絵

を見ずにはいられない」と絶叫したと言われている。

だが，それは風刺画であり，さらにまた人物も別の

ものであった。彼は確かに不正をまさしく行ってい

たが，現実には生身の人間であり，彼について言わ

れた他の全てのことはさておき，彼がとても聡明で，

かつ非常に好かれる人物だったようである。 

 
                                                        
4  アメリカ合衆国の裁判官が，公選制によって選出されており，その弊害と思われる。 
5  フォルスタッフは，シェイクスピア作品に登場する架空の人物。 
6  Harper's Weekly August 1871 
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その年の 9 月の朝，ブルックリン行きのフェリーに乗船していたツィードは，40 代半ばで結婚

しており，8 人の子供の父親であった。髪は濃い赤みがかった茶色で，その髪を耳のあたりまで

厚めに整髪していた。口髭はほぼ髪の毛と同じ色であり，短く硬い髭であった。目は瑠璃色であ

った。 

 

だが彼が，どのような集会でも目立ったのは，途方もない体格であった。身長は 5 フィート 11

インチ（180cm）であったが，それよりずっと大きく見えた。並み外れて大きな頭，大きな手，

大きな首，大きく厚みのあるなで肩と，巨大で攻撃的な腹をしており，その腹には金時計のたい

へん長い鎖を垂らし掛けていた。この時計は，アメリカス・エンジン・カンパニー６号の古い消

防活動仲間からの贈り物であった。推定ではあるが，ツィードの体重は 300 ポンド（136kg）近か

ったようである。 

 

イギリスの歴史学者であるジェイムス・ブライスは，ツィードの全面的に人を魅了する行動を

研究し，アメリカの政治制度のひとつの事象として彼をとらえ，ツィードの体型が職業的な資質

の重要な一部であり，それによって「温情のある善人」の役割をより簡単に演じていると書いて

いる。そして，ほとんど人々の話によれば，ツィードは実際にとても人当りの良い人物で，明る

く，大きな声で，豊富な話題で，すぐに簡単に友達になる天賦の才能があった。「ツィードは活力

に満ち溢れていた」とブライスは書いている。ジョン・ローブリングも同様な見方をしており「ツ

ィードが成功している点は，うちとけた態度，下品だが多くのユーモアがあること，下級で乱暴

な人々の間で人気があることを，陽気に自慢することである」と言っていた。 

 

それ以前やこれ以後の多くの他の有力な詐欺師のように，ツィードには良い面があったことで

知られている。その良い面とは，彼が敵対者の言うような怪物ではなかったことの明らかな証拠

となるような対応，すなわち，何千人という誠実な支持者が受けた小さいが評判のよい対応を，

積み重ねたことであった。彼は酒を飲んだが控えめであった。煙草はまったく吸わなかった。愛

情深く寛大な父親であった。とても慈悲深い人物であった（彼の行政区では，酷寒の冬に石炭無

しで暮らすような家族はいなかった）。彼が少なくとも 2 人の愛人を囲っており，その一人のブロ

ンド女性は彼の肩までもないほど背が低かったけれども，彼なりのやりかたで，その女性達から

は大変魅力的と思われていた。彼は踊ることが好きであった。横柄な態度をとることは決してな

かった。そして，おそらく も重要な点は，ブライスが言ったように，友人達にたいして常に誠

実であったことであろう。 

 

だが，それはそれとして，ツィードは組織作りの天才であり，その当時の誰よりも，政治面で

の報酬の捻出方法を熟知していた。どの程度の金額を，ツィードと仲間達がニューヨークの人々

から盗み出したかははっきりとは分からないが，おそらく 7,500 万ドルから 2 億ドル（現在の貨

幣価値で 7,500 億円～2 兆円）7の範囲と推定される。ツィードが追放される迄に，彼自身は，個

人的におそらく 3000 万ドル（現在の貨幣価値で 3 千億円）を持ち出したであろう。 

 

                                                        
7  現在の貨幣価値への換算は，1 ドル≒1 万円として，表記している。 
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図-6.3 トーマス・ナスト風刺画（タマニーリング） 

Who stole the people’s money?  It was him. 

ツィード   スィーニー   コナリー  オーケイ・ホール 

 

 

フェリーがブルックリンに到着し，ツィードはフルトン通にあるガス灯会社の事務所に入った。

彼は，橋梁会社の新しい執行委員会のまさに初めての会議に，出席するためにやって来た。彼は

橋梁会社の 6 人の執行役員の一人であった。 

 

会議の公式記録によれば，執行委員会には委員全員，H・C・マーフィー，S・L・ハステッド，

ウィリアム・M・ツィード，J・S・T・スタナハン，ヒュー・スミス，H・W・スローカムの各氏

が出席していた。この委員会は，先週の取締役会議で組織された。今後， 委員会が事業に関する

あらゆる取り決め行い，橋梁会社の取引に関する全てを管理することが同意された。これにより，

委員会が，全ての指名業者を決定し，全ての必要な用地を買収し，必需品に関する全ての契約を

決定し，会社の自己勘定を監査し，会社の弁護士（アレキサンダー・マッキュー）を任命し，全

ての給料と他の全ての手当を決定することになった。 

 

 

 

橋梁に対するツィードの関心は以前からあったが，ローブリングの葬儀の直後の 8月 3日以降，

その大事業に関するあらゆる公式な手続きで，彼の名前が関わり始めた。重大な取締役会議が，

ガス灯会社の事務所で開催された。ローブリング大佐が正式に技師長に指名され，6 人の新任取

締役が，1 人の死去と合計 8 人の辞任に伴う欠員を補充するために指名された。8 人の取締役は全

て突然の辞任であったようである。新任取締役のうちの 3 人，ストラナハン，スローカム将軍と

ジョン・W・ルイスは，ブルックリン側の代表であった。他の 3 人はニューヨーク側の代表で， ツ

ィードと，彼の も親しい仲間，ヒュー・スミスとピーター・スウィーニーの 2 人であった。 

 

スミスは共和党員で，銀行の

頭取で首領ツィードの親しい友

人であった。ツィードはスミス

を警察本部長に就かせていた。

また，スウィーニー（図-6.38）

はピーター・ブレイン・スウィ

ーニーとして知られており，ず

んぐりして黒髪で邪悪な感じの

男性であり，ツィード側近の「こ

そ泥」と呼ばれていた。だが彼

は自分のことをツィードのアド

バイザーのようなものと，謙遜

して説明するのを好んでいた。

スミスは，ツィードと同様に新

                                                        
8  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tammany_Ring,_Nast_crop.jpg （参照日 2016-03-01） 
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設された影響力の大きい執行委員会の委員に指名され，ツィードが橋梁を代表して初めて歴史的

な事業を遂行するところを，見るのが楽しみであった。 

 

重要な公的責務を有する組織を立ち上げる際のツィードのいつものやり方で， 初から責務に

関連するきわめて立派な人物も要望した。だから執行委員会が活動を開始したとき，ツィードは，

ホレイショー・アレンを顧問技術者として若いローブリングと同じ年棒 8 千ドルで任命すること，

また，アレンがこれまで顧問技術者として何ら仕事を手掛けていない場合であっても，任命日は

8 月 1 日とするよう主張した。そのような趣旨の正式提案が示されて承認され，その場に出席し

ていた温和なアレンは直ちに了承した。続いて，数件の簡単な形式的手続きが行われて，会議は

解散し，ツィードは川を渡ってニューヨークに戻った。 

 

いかなる種類の大歓迎も無く，外面上は，重要なことは何ら達成させられなかったように見え

たかもしれない。だが間違いなく，とても気持ちの良い朝を過ごしたとツィードは感じていたで

あろう。 

 

年輩のローブリングの突然の死去が，その投機的事業に唯一の危険性のある不具合を生じさせ

たと，ツィードは見ていた。だから彼はそれを解決するため，つまり，それを解決するふりをし

て行動した。それはとても重要なことであった。若い技術者に備わった技術に関係なく，その父

親の指揮がなくなったことで国民の信頼が失墜し，架橋事業が中止になる恐れがあり，それはツ

ィードが望んでいないことであった。ツィードは，この事業がまだ当面の間，続くことを望んで

いた。だがいまや，若いローブリングが，父親の時代の由緒ある一人の技術者に支援を受けるこ

とになった。その技術者は専門的立場では有名であり，その性格は非の打ちどころのなく，ユニ

オン・リーグ・クラブ9の創立メンバーでもあった。この巨大で重大な事業を継続するために，誰

がアレンをその立場に配置したのかについて，記録を調べれば，ウィリアム・M・ツィードとい

う名前を見つけるはずである（その後の数年間の工事で，ホレイショー・アレンの専門的な面で

の貢献は全く無かった）。 

 

タマニー派首領であるツィードは，ブルックリン側の現場

も初めて視察したが，動揺は起きなかった。彼は誠意をもっ

て公然とブルックリンに向かい，フルトン通りに姿を見せた。

そして，スローカム将軍やヘンリー・マーフィー（図-6.410）

のような実直な紳士の仲間となり，地方自治体のその当時で

の 大事業に自分の名前を刻み込んだ。また，それを阻止す

るため，手を挙げたり声を出したりするものはいなかった。 

 

その後ほぼ 2 年間，橋梁会社の事業でツィードは重要な役

割を担った。ブルックリンに出向いて株主との会議に参加し，

                                                        
9  ユニオン・リーグ・クラブは，1863 年創立のニューヨーク支配者階級の私的社交クラブ。 
10  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 

図-6.4 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 



第 6 章 注目すべき人々 
 

 
 - 128 -

彼の目的に資する時には執行委員会にも出席した。彼が橋梁へ

の関心を隠そうとすることもなく，橋梁業務に関して彼の一声

が大きく影響するという明白な事実を，他の人達も隠したり誤

魔化したりすることはなかった。しかし，ツィードが橋梁会社

設立の初期対応－彼の親しい事業関係者に前もって交渉した商

取引－について説明した時には，彼の話によれば，2 人の主要

人物ウィリアム・キングズレー（図-6.511）とヘンリー・マー

フィーが，彼のあらゆる発言に腹を立てて非難したとのことで

あった。 

 

マーフィーは，ツィードが言うことは嘘ばかりだと決めつけ

ていた。マーフィーは，ツィードが適任と思われている立場で活動していることについて完全に

否定し，自分とツィードは橋梁に関しては素人であると主張していた。そして，そのことに死ぬ

まで固執していた。彼らのうちの一人あるいは両方が，偽りのない真実を話していたのかどうか

は，決して判明しないであろう。 

 

しかしツィードの言い分によれば，仮にマーフィーのやり方が目的を達する唯一の方法である

とすれば，一方のヘンリー・スタイルズと呼ばれ，すごい力のあるツィード独特の政治手法から

みると，マーフィーはとても変わった人物であった。1867 年末から 1868 年初頭にかけて，ニュ

ーヨーク市による橋梁株式への 150 万ドル（現在の貨幣価値で 150 億円）の出資の確約にむけて，

マーフィーは活動していた（きっちりその 2 倍となるブルックリンの出資金については，全く順

調に話が済んでいた。ブルックリンからの 300 万ドルは，準備がすっかり整っていた。残りの株

式 50 万ドルは民間人に売り出される予定であった）。 

 

どのようなことが舞台裏で進行していたかについて，残されている唯一のものがツィードの証

言である。それは数年後に明らかにされているものの，マーフィーが支援を求めてツィードを訪

れた時期のような非常に重要な詳細については，かなり曖昧である。－例えばマーフィーが 1868

年の州知事への民主党の指名で激しく争った時期が，その訪問の前なのか後なのかは曖昧である。

この指名争いで，ツィードが推したジョン・ホフマン候補にマーフィーは敗れた。言うまでもな

く，この時期のことは架橋話の中で興味深い部分である。いずれにしてもツィードによると，マ

ーフィーが 1 人でアルバニーのツィードの事務所を訪れ，橋梁会社はニューヨークからの出資金

が必要であり，それは市議会で決定される案件であると，マーフィーが語ったようである。 

 

当時ツィードは，オールバニーに新しく事務所を構えていた。彼は，ニューヨークのフォース

地区を代表して，マーフィーと同僚となる上院議員になったばかりであり，そこに事務所を置い

ていた。彼は，デレバン・ハウスの 2 階に一組の部屋を借りていた。その部屋は周りに鉢植えが

あり，ウィスキーとオランダ製ジンのデカンターが載ったサイドボードがかすかに光り，可愛が

っているカナリアの落ち着いたさえずりの中で，ツィードは公務を行っていた。この先にある年

                                                        
11  New York Public Library 

図-6.5 ウィリアム・キングズレー

（1833～1885） 
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月を経た石造りの国会議事堂で，何かしらの働きかけを希望する人は，デレバン・ハウスの 2 階

を 初に訪れた。やがて，ジム・フィスク・ジェイ・グールドとバンダービルトの 2 人が姿を現

して，数えきれないほどの更に細かい院外活動を行った。どこでも 1 票の通り相場は 50～500 ド

ルであったと，彼らの一人が後に証言している。ツィードは，バンダービルト 1 人を通して 18 万

ドルを配ったと言われている。 

 

ツィードが言うように，彼とマーフィーが非公式に会って，橋梁に関して合意に達したとすれ

ば，その場所は間違いなくツィードの事務所であり，それは注目すべき対面であったに違いない。

彼ら二人は，同じ政治という硬貨の裏表のようにまるで正反対のようであり，ひとりは巨体で赤

ら顔の大男で派手なスーツを身に着けており，一方は小柄できちんとして威厳があるが，木の実

のように固くて，どんなささいな裏取引も間違いなく大変嫌う人物であった。彼らが差し向かい

で座った場所には，バラのつぼみをあしらったツィードの大好きなエナメル塗の一対の痰壷が，

すぐ傍に都合よく配置されていたに違いない。 

 

ツィードによると，自分がもはや市議会議員ではないので，その議決には何も関与できないと，

あらためてマーフィーに注意したようである。マーフィーは「しかし，貴方なら彼らを動かすこ

とができるのではないでしょうか」と言った（この短いやり取りを，とても真面目な顔でツィー

ドは説明したようである）。 

 

ツィードは「そこでは，その件に関して全く陳情活動をしていないが，もし必要であればと・・・

私は答えました」と続けている。 

 

「しばらくして，彼が再び依頼してきました。その間に私は，市議会での地位もあり信頼でき

る人物と話をしました。それなりの金を積めば出資金の確保は議会を通すことができると，その

人物は言っていました」。それがいくらかかるかをツィードは聞き出していたが，その返事を思い

出そうとした時が何年も経っていたので，それが 5 万 5 千ドルか 6 万 5 千ドルのどちらであった

かは，はっきりしなかった（ツィードが関わった多くの裏工作の数を考えれば，彼の記憶に残っ

ていないことは驚くことではない）。だが価格については折り合いがついた。「私はマーフィー氏

にその内容を連絡しました。彼は，その内容で折衝を進めてくれるようにと，私に言いました。

私はそのように折衝し，その出資金は，予算化あるいは債権化して用意することが認可されまし

た。それがどのような方法で実施されたか知りませんが，出資金は確保されました。」 

 

その信頼する紳士に金が届けられ，仲立ちをしてくれたので，ツィードがその紳士に再度連絡

するような手間はかからなかった。 

 

「誰と交渉をしたのですか」とその後の捜査で，彼は尋問された。 

「トーマス・コマン氏」とツィードは答えている（市議会議員のコマンは，タマニー派を長年に

わたって仕切っていた人物である）。 

「市議会の議員に支払う合計金額を，まとめて彼に渡したのですか」 
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「はい，そうです。」 

 

金が実際どのような方法でツィードに届けられたかについて，彼は決して話さなかった。後の

話によると，旅行鞄に詰めた全額 5 万 5 千ドルあるいは 6 万 5 千ドルが，ブルックリンから川を

渡って，ある晴れた日に運ばれたようである。その鞄を運んだ人物は，ウィリアム・C・キングズ

レーしかいないはずである。なぜならば，たとえツィードが話したことが全て真実だったとして

も，マーフィーがその受け渡しに直接関与することは，なかったはずである。一方，キングズレ

ーは，高額の金の取扱いに職務上慣れていた。また，2 人とも，そのような役割を他人に任すよ

うなことは，全くありえないと思われる。当時の裏事情について書かれたものの中で，キングズ

レーが関係していたと思われる唯一のものが，ジョン・A・ローブリングに宛てた 1868 年 4 月 16

日付の手紙の中味であった。キングズレーがローブリングに伝えたことは「ニューヨーク市会議

員達の間で，買収されることを望む一団が，（橋梁の）法案に反対して強く連携している」という

ことであった。 

 

しかし，ツィードは裏金を受け取ったにもかかわらず，その後，マーフィーとキングズレーが，

異なる一項目に合意するまで，金をコマン市議会議員に渡さなかった。ツィードは，同僚の政治

家に金を取り次ぐことに，いつもとても積極的であり，普通は自分の取り分を少し確保すること

を好み，おそらく本件でもそのようにしたはずである。しかし，その頃のツィードは，ケチな汚

職者ではなかった。彼も，明確なビジョンと将来に対する視野をもった人物であり，より大規模

でより重要な計画において必要となる第一段階を除いて，数人の市会議員を買収することは，も

はや彼の方針では絶対なかった。ツィードは，自分とその一団（ツィード・リング）が橋梁事業

全体を仕切ることができるように準備をしているところであった。 

 

 

 

何よりも先に，ツィードは橋梁の株式を求めており，割引価格での入手を望み，実際には贈与

の形で手に入れたいと考えていた。それが，そのような案件に対するいつもの彼のやり方であっ

た。ツィードの証言によれば，マーフィーは彼に，ブルックリンで橋梁の株式を売ることが若干

難しく，それは事実であり，新たな個人投資家は大歓迎であると話した。そこですぐツィードは，

スミスやブレインズ・スウィーニーも，ツィードが述べたような橋梁の進め方が好ましいと考え

ていることを，マーフィーに示唆した。 

 

ツィードは「ブルックリン橋の株主になろうとした動機は？」と事件の本質部分を曝け出す証

言を通じて尋ねられることになった。彼は「その時に読んだ法案によると，橋梁全体・歳出予算・

賃金や必需品への支出・その他あらゆる事を，50 万ドルを出資した個人株主が管理できることに

なっていた」と答えている。 

 

マーフィーが起草した法案に，ツィードはたいへん精通していた。法案によれば会社全体は，

市民（両市）からの資金は 450 万ドルとなっているが，実際には個人株主によって管理されてい
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図-6.6 ニューヨークの郡裁判所 

（現在：ツィード・コートハウス） 

た。まさにツィードが証言したように，10 株（1 千ドル相当）を保有する株主は，その事業に数

100 万ドルを出資しているニューヨーク市やブルックリン市と同等の発言権を有していた。 

 

ツィードの尋問者は「その時点で，本橋梁の株式引受人の 1 人となることで，どのような便益

を得ることを期待していたのか」と尋ねた。ツィードは 2 項目について答え，その 2 番目は，控

えめな表現をする才能の古典的な見本のような回答であった。 

 

ツィードは「ニューヨークとブルックリンの住民と，その資金によって橋梁が建設される時，

それが儲かる配当株になることを，私は期待していた。そして，橋梁の建設で必要となる大量の

労働者の雇用や，いろいろな物品への消費が生まれることを，我々は期待していた」と述べてい

る。 

 

ツィード・リングが崩壊して驚くべき横領が暴露されるまで，ツィードが大量の労働者の雇用

や，いろいろな物品への消費発生についてあっさりと述べた時に，彼が心の中で何を考えていた

かを，誰も理解できなかった。大規模で費用も時間もかかる公共事業に対して，鋭く洗練された

評価を行うような活動的な政治家はいなかったというのが，真相であった。 

 

例えばツィードは，架橋に関心を持つようにな

る数年前に，チェンバーズ通りの新しい郡裁判所

（図-6.612）に関係し始めた。その建物は，ちょう

ど市庁舎から公園をはさんだ向かい側，すなわち

橋梁のニューヨーク側の入り口となる場所からほ

ぼ一直線の場所にあった。建築家の計画では，パ

ラディオ様式の建築形式で，鉄と大理石造りの 3

階建ての予定で，法律に従えば，わずか 25 万ドル

の建設費であった。 初は，素直で比較的控え目

な事業の一部ように見えた。しかし，1868 年にな

ってもいまだ建設や改築が続いており，常にとてもゆっくりと進められていた。工事を継続する

ため，さらに 300 万ドル追加予算を，市の有力者（ツィード・リングの人々）が認可した（その

ような大型建造物は，巨大なニューヨークにふさわしいものに絶対するべきと，ツィードは発言

していた）。そして，建設作業に従事し，建物を円滑に維持して行くために必要となる人数には，

際限がないように思われた。例えば，暖房設備を維持するためだけに，32 人の常勤作業員を雇っ

ていた。それが完成する 1871 年には，ツィードが関わった裁判所の建設費は 1300 万ドル以上と

なり，アラスカ州の買収価格のほぼ 2 倍近く（1867 年 3 月 30 日に総額 720 万ドル，1km2あたり

4.74 ドルで，アメリカ合衆国がロシア帝国から買収）となっていた。 

 

ニューヨーク橋梁会社の設立法案には資本金のみが示されていただけで，橋梁に投資する費用

の明確な限度額や， 終的な費用の概算金額さえも明記されていなかった。もちろん公的な記録

                                                        
12  http://courthousehistory.com/gallery/states/new-york/counties/new-york （参照日 2016-03-05） 
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としてローブリングの見積書があったが，技術者の見積書はあまり正確とはいえなかった。それ

でも，600 万～700 万ドルという概算事業費は，ツィードにとって裁判所建設でのスタートより，

かなり良いと思えたに違いない。 

 

しかし，ツィードやその仲間の連中が関わってきたのは，そのような巨大で先例のない建設の

一部には，ある部分でとんでもない法外な請求できるという見込みがあったに違いない。そのよ

うな場所では，あらゆる種類の予期せぬ展開で，公的資金の莫大な支出を要求することができた。

チェンバーズ通りの裁判所の椅子 3 脚とテーブル 40 卓対して，ニューヨーク市は 179,792 ドルを

支払った。窓は 1 箇所について 8 千ドルであった。リングの仲間であるガービーという「漆喰職

人の王子」として知られるようになる人物に対して，裁判所の内装工事の代金としての 50 万ドル

と，彼が行った工事の補修代金としてそれを上回る 100 万ドルを，1869 年に支払った（その年の

7 月分の漆喰工事に対するガービーからの請求額は 153,755 ドルであり，彼が提出した請求額の合

計は，概算 2 万ドルの工事に対して，約 300 万ドルであった）。もう一例を示すと，裁判所建設で

の「必要備品」に対して作成された多くの伝票の中で「ほうき等」として 41,190.95 ドルというの

もある。 

 

だから橋梁は，ツィードやその仲間にとって，実現可能な も素晴らしい夢のように思われた

に違いない。 

 

 ツィードには次のような尋問が行われている。 

「あなたは，橋梁に関する材料費や人件費から，手数料を取るつもりだったのですか」 

「はい」 

「あなたがそうすることに関して，誰かとの合意があったのですか」 

「直接の合意はなかったが，暗黙の合意のようなものであった」 

 

その後で，ツィードは，ウィリアム・キングズレーも取り決めに沿って，材料の購入費に対す

る手数料をどのように受け取っているかを説明した。また，キングズレーが建設工事の全体的な

高責任者であり，契約について大きな発言力を持っていたことも説明した。だが架橋が本格化

するまで，協定のこの部分の公式な承認は得られなかった。やがてキングズレーは，マーフィー

よりも，たいへん多くの件について釈明を求められることとなる。 

 

ツィードがキングズレーと個人的に交わした唯一の同意は，ツィードが自分の持ち株の 20 パー

セントの割賦金を支払った後，その残額をキングズレーが支払うことであったと，ツィードは証

言している。 

「ああ！ 彼がそうだったのか？」とツィードの尋問者は叫んだ。 

「あなたが自分の持ち株の 20 パーセント分を支払った後に，キングズレー氏がその残額を支払っ

たのですね」 

「はい」 

「キングズレー氏は，他の人に対してもそのように対応していたのですか」 



第 6 章 注目すべき人々 
 

 
 - 133 -

「私はそうしたと思っているが，よくわからない」 

 

そして，合意した取決めは，次のようであった。ツィード，スミスとスウィーニーは，1 株あ

たり 100 ドルと評価された橋梁の株式を，合計で 1,260 株を受領する。それを彼ら 3 人で均等に

分割し，1 人あたり 420 株で 4 万 2 千ドルの株価であった。それに対して，彼ら各自がその 20 パ

ーセントの 8,400 ドルを支払うという想定であった。しかし 終的に実施された対応では，彼ら

各自が 560 株を受領し，将来的にツィードの共謀者の他の人物に 140 株ずつ引き渡すことできる

ようになっていた。そして株を引き渡す人物については，ツィード・リングの中にいる必要があ

り，ツィードが決定した。その人物は「狡猾男のコナリー」と呼ばれたチャード・B・コナリーで，

ニューヨーク市の会計監査官として知られていた。つまり，公的資金の支出を含むあらゆる計画

では，とても役に立つ人物であった。このような手口で，ツィード，スミス，スウィーニー，コ

ナリーの 4 人全員が 終的に 420 株を手に入れた。このことは，彼ら個々が，イースト川橋梁に

関する民間の大株主になったことを意味している。なおキングズレーは，それよりもさらに多く

の株を保有していた。彼は自らの建設会社であるキングズレー・キーニー社で，1,600 株を購入す

るように手配していた。一方マーフィーは，わずか 100 株を保有しただけであった。だがツィー

ドとその仲間は，一緒で総計 1,680 株， 株式価格で 16 万 8 千ドルを支配した。すなわち当初の

利権として彼らは，マーフィーとキングズレーの合算分（1,700 株）とほぼ同等に株式を保有して

いた。それは，キングズレーが大部分の株式の代金を支払って，彼らに与えたものであった。 

 

 

 

ツィードの話を信じるとすれば，それは取引の規模に関してのことであり，その証言が得られ

た状況を思えばおそらく真実であろう。 

 

彼の証言は，1877 年 9 月 18 日に宣誓した上で述べられたものであり，その日は，執行委員会

の 初の会合に彼が出席してから，ちょうど 8 年が経っていた。それまでに彼は，以前とは明ら

かに違う人間になっていた。彼は拘置所に入っており，病気で意気消沈しており，彼の友人から

も見放されていた。さらにまた，彼が詳細をすっかり白状すれば，釈放されるだけでなく，それ

以上の起訴に対する免責特権が与えられると，信じさせられていた。守るべき昔から仲間も残っ

ておらず，自分の名前がずっと前から悪事と同じ意味になった状況で，真実以外の供述をする理

由は全くなかった。彼には失うものは何もなく，そのほうが彼にとって得るものが多いように思

われた。そのため彼の供述は，重要でない細部を除き，ほぼ真実で筋が通っていると思われる。 

 

株式の配分状況は，もちろん全記録が残っており，ツィードが証言したとおりであった。株式

所有に関する明細記録によると，架橋に着手していた 1869 年秋の時点で，以下のようであった。 

キングズレー・キーニー社        1,600 株 

J・S・T・ストラナハン   100 株 

H・W・スローカム   500 株. 

ヒュー・スミス    560 株 
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W・M・ツィード    560 株 

P・B・スィーニー    560 株 

W・ハンター・ジュニア    50 株 

J・H・プレンティス    50 株 ※ 

J・W・ルイス     50 株 

G・T・ジェンクス    50 株 ※ 

H・C・マーフィー   100 株. 

アレキサンダー・マッキュー   100 株 ※ 

マーティン・カルブフレィシュ   200 株 ※ 

S・L・ハステッド    200 株 ※ 

アイザック・バン・アンデン  200 株 ※ 

サミュエル・マクレーン    50 株 ※ 

ウィリアム・マーシャル    50 株 ※ 

アーサー・W・ベンソン    20 株 ※ 

 

ツィードが供述しなかった大変興味深い数件の項目を示す 1 冊の名簿が残っている。それによ

れば，例えば 1867 年の法人組織の定款に記載された 38 人の取締役には，十分な投資と考えた 9

名（※プレンティス，ジェンクス，マッキュー，ハステッド，カルブフレィシュ，ヴァン・アン

デン，マクレーン，マーシャル，ベンソン），すなわち投資をするためにその時点で事業に関わっ

た人々が含まれており，そして彼らの持ち株を合計（920 株）しても，キングズレーの建設会社

が保有する株式より少なかった。確かに，株主でない当初から取締役も数人いたが，彼らは依然

として取締役として勤めており，その中にはブルックリンの立派な人物，例えば，シメオン・チ

ッテンデンのような人物も数人含まれていた。だが，その他の多くの尊敬される人物，例えば著

名なニューヨークのアンドリュー・H・グリーン等は，完全に退任していた。そして 1869 年時点

では，そのリストの上位 3 人の紳士が，まったく明確に支配していた。 

 

しかし，その名簿には，それ以上の事項も同様に示していた。その名簿に掲載されたニューヨ

ーク側の人物は，ツィード，スミスとスウィーニーだけであった。当初の定款に記載されたニュ

ーヨークの居住者で，株を引き受けたものは一人もいなかった。だから，ツィードが全株式の大

多数を支配していなくても，少なくとも個人投資分と，ニューヨーク市からの公的投資分の両方

を，完全に支配していた。 

 

ツィードの話の一部で，疑問として残り，残さざるを得なかったことに，ツィードがマーフィ

ーの所為にした役割がある。ツィードの供述が行われた当時，一般市民は言うまでもなく新聞の

かなり紙面が，彼のあらゆる証言を信じる状況にあった。そして，新聞と一般市民の両方が，全

ての公共事業，どんなに立派なものにも汚職がはびこっており， 近のほとんど全ての政治家と

特に民主党員は，別の方法で立証でもしない限り，罪を犯しているという結論を下していた。す

ぐさま，マーフィーとキングズレーの両方が，ツィードが述べたような役割を果たしたことを否

定した。ただし，マーフィーは，ベイリッジの自宅での珍しい訪問取材において，そのような交
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渉について少なくとも耳にしたことを認めた。橋梁建設が進んできた後で，金の受け渡しがあっ

たという噂を聞いたことがあり，そのニュースを聞いて大変驚いていると，マーフィーは記者に

話した。またマーフィーは自分の知らないところで，誰かがツィードに賄賂を渡したのかもしれ

ないと証言した（これは，むしろキングズレーに疑いの目を向けさせたようである）。そして結論

として，川の向こう岸にいるタマニーの悪魔と共同して，何者かがそのような協定を思いつい理

由について，ともかく理論的にはその可能性があるという考えを述べた。 

 

マーフィーは「その当時，ツィード氏はニューヨークの実力者であり，彼の支援なしでは市議

会では何もできないし，アルバニー（州政府）でも難しい状況でした。あの当時，彼があらゆる

ことをどのように調整していたか，皆さんはご存知のはずです。それゆえ何らかの件で法律制定

が必要となった時には，それを通過させる対策として，彼の影響力を確保するために訪問を受け

る有能な人物でした」と述べている。 

 

今にして思えば，ツィードとの提携の全体像の説明として，これが も寛容でたぶん一番 も

らしいようである。またツィードが，当初の定款である 1867 年の法律第 399 章の制定に関わって

いたことを，まさに示唆していたのかもしれない。その法律の言い回しには，マーフィーが話し

たような，「・・・何らかの件で法律制定が必要になった時には，それを通過させる対策として・・・」

と同じ表現があった。 

 

ツィードが長年の恨みを晴らすために，法廷での自分の審議が終了する前に，まさにヘンリー・

マーフィーの名声を汚そうとしていたことも，もちろん十分に考えられる。それはありうること

だが，その可能性は低い。ツィードは，何しろそのようなタイプではなかった。また橋梁を建設

することになったとすれば，ツィードが大きな役割でそれに関与しなければならなかったことも，

厳しい現実であったようだ。そうでなければ架橋はできなかった。とても単純なことであった。 

 

その時代の基準で判断すると，ヘンリー・クルーズ・マーフィーは，ことわざにもあったよう

に弦と同じくらいまっすぐで，別格の資質の政治家であった。また彼は，飾り気が無く，とても

魅力的で教養のある人物であった。だが彼は，唯一のえり好みで自分の信念に妥協する，すなわ

ち，生きている間に架橋するという望みの全てを断念する羽目になるのであれば，潔癖性の道義

心で，それの邪魔をするつもりは全くなかった。 

 

ことによるとマーフィーは，ローブリングのいう橋梁建設にかかる 5 年間も，ツィード・リン

グが存続できないと考えたのかもしれない。そうなれば，ツィードがいわば集金にうろうろしな

くなり，したがって，その時点で彼とのあらゆる約束は，ほとんどうやむやになり，何とか不正

を免れるはずであった。あるいは逆に，マーフィーは，そのようなことは全く考えてもいなかっ

たのかもしれない。おそらくマーフィーは，オールバニーでの取引で習慣化している金銭面での

条件に関して，ツィードが何を行っているかを知っており，自分と他のブルックリンの人々が軽

い罰で済むと判断したのであろう。ツィードが何のためにツィード・リングを維持してきたかを

考え，当初の数人の関係者にとって，どのような価値があるのかを考えると，このような特別な
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図-6.7 アルフレッド・エリー・

ビーチ (1826～1896) 

事業が両方の地域社会に及ぼす価値とそれに伴う名声は言うまでもないことだが，一部の市会議

員に支払う 5 万 5 千ドルや 6 万 5 千ドルは安いものであった。 

 

もちろん株の実態価格は，別の問題であり，疑問が残っていた。まさしくツィードが言ったよ

うにその潜在的価値は莫大であり，キングズレー，マーフィー，ストラナハン，スローカムや他

のブルックリンの株主達もそうなることを信じて疑わなかった。また，それに伴う潜在的な権限

が，とても大きいことは明らかであった。このような観点から，ツィードは，とても大きな賄賂

を実際に手にしていたのである。しかし当面の間，賄賂の現金支出費は比較的小さかった。実質

的な費用は，事業に対するツィードの支配力の大きさであり，旅行鞄につめた現金ではなかった。

これに関しては，時が経つにつれて明らかになってくる。 

 

実際には，キングズレー・キーニー社は，総民間株式のほぼ 4 分の 3（会社名義分とツィード

の株式の裏負担分）を購入していた。当てにしていた社会的地位のあるブルックリンの資本出資

者が思いがけず駄目になったこともあり，キングズレーにとって選択の余地はなかった。 

 

ツィードが証人席に立つよりずっと以前，このようなあらゆる状況でのキングズレーの役割は，

すぐに明らかされことになる。橋梁建設に着手するために，そのような莫大な金額を提供するキ

ングズレーの意欲は，事業に対する彼のゆるぎない確信をできるだけ印象づけるための行動であ

ったと，彼の弁護の際に言われた。もちろん，ツィードとの取引も進んで行った気持ちも，同様

であったと言えるだろう。だが，彼の取り巻き連中は，それに関して何も言わなかった。 

 

橋梁事業に着手するかどうか，取り組むべきかどうかの 終決定権は，そのツィードが握って

いたことは疑う余地がない。さらに偶然なことだが，そのような案件でツィードを絡ませたくな

ければ，ほんとうに誠実な人物はそこまでやる必要があるという，まさにその時代の注目すべき

実例がある。 

 

 

 

マーフィーとツィードがオールバニーで裏工作を行っていたと

き，サイエンティフィック・アメリカン誌の編集者であり発行者で

あるアルフレッド・エリー・ビーチ（図-6.713）は，ニューヨーク

の 初の地下鉄を，ツィードやそれを知る誰の手も借りずに掘削す

ることを目指していた。 

 

ビーチの性格はとても変わっていた。彼は，21 歳でタイプライタ

ーを発明し，22 歳で 初のペニーペーパー（19 世紀の米国に生ま

れた廉価な大衆紙）であるニューヨーク・サン紙の発行者になった。

その新聞社は，ニューヨークの発明家でもあった彼の父親が数年前

                                                        
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Ely_Beach.jpg （参照日 2016-03-08） 
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図-6.8 ビーチ・シールド 

に買収した会社であった。しかしビーチは，大衆的な新聞雑誌界にうんざりするようになり，彼

の兄であるモーゼに新聞社を引き継ぎ，すぐさまハイツの邸宅を入手してプリマス教会の中心人

物になった（モーゼ・ビーチは，1867 年にマーク・トウェインや他の人々とともにパレスチナを

訪問し，エルサレム東郊にある丘陵のオリーブ山からビーチャーにオリーブの木を届けた人物で

ある。その旅行についてはトウェインが『地中海遊覧記（The Innocents Abroad）』に詳しく書いて

いる）。アルフレッドは，サイエンティフィック・アメリカン誌にたいへん興味を持ち，19 歳の

時にその会社を買収した。それだけでなく，他の数件の構想にも興味を持ち， も重視した構想

が圧縮空気を利用した列車であった。 

 

その構想は，彼が約 10 年前に思いついた企画であった。ニューヨークの人々が，その都市で利

用するもっと便利な交通手段を求めていると，彼は確信していた。たとえば，市庁舎の近くの自

分の会社から東 20 番通りの自宅まで，夕方のラッシュ時には 1 時間以上かかった。彼の考えた解

決策は，地下を高速で走行する空力推進列車による交通体系であった。 

 

しかしながら，ツィードは，石造りの巨大な高架橋を構築して，壮大な費用のかかる高架鉄道

を都市の上に走らせるという構想をすでに公表していた。そのため，高速交通機関に対するどの

ような代替案であっても，ツィードによってつぶされるか，その提案者がタマニー派からの脅迫

の犠牲になるかの運命にあった。ビーチは，この種のこと全てを認識しており，したがって，自

分の望むことを秘密裏に進めることにした。 

 

1868 年，郵便物搬送の実験的な気送管（pneumatic tube）を，自らが建設することを許可する重

要とは思えないような法案を，彼はツィード抜きで成立させた。それから年末に向けて，それ以

上の法的権限もないまま仕事に着手した。彼は，ブロードウェイとマレイの交差点でデブリンの

衣料品店を借りて，そこの地下室で直径 9 フィート（2.7m）のトンネルを掘り始めた。それは，

ブロードウェイの直下をウォーレン通りに向かって，住宅地一街区分を通過するトンネルであっ

た。掘削は，その作業のために彼が開発した特殊装置の内側で続けられた。その装置は，ビーチ・

シールドとして知られようになる設備（図-6.814）で，

両端が開いた巨大な大樽のような形状をしており，水

圧ジャッキを動力とするものであった。掘削を行う作

業者がシールド内側に作業を行い，掘削が前進すると，

そのジャッキが巨大なクッキー・カッターのように，

シールドを前方に押し出した。この工法では，陥没に

対して作業者は十分に安全であり，地上面では何も妨

げなかった。掘削が必要な箇所は，唯一トンネル本体

の部分だけであった。泥まみれのビーチは，暗くなっ

てから掘削した土の袋を，こっそり搬出した。 

 

全てが，全く独創的で若干風変わりで，トンネル内に設置する予定の車両のようであった。そ

                                                        
14  http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_Pneumatic_Transit （参照日 2016-03-08） 
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図-6.9 ビーチが計画した圧気交通機関 

(a) 車輛とプラットホームの状況 (b) 客車内部の状況 

れは円筒形の車両（図-6.9(a)15）で，22 人が乗れる大きさであり，トンネルの一端に設置された

巨大な反転可能な送風機で，線路に沿って急速に前進・後進が行える車両であった。 

 

ビーチは，実質的な建設の責任者として彼の息子をあてた。掘削中に生じると心配した事項や

疑念事項を回避するために四六時中注意していたものの，作業は何ら問題もなく進んでいった。

掘削作業の頭上近くを急いで動くブロードウェイの群集は，自分の足元でそのような作業が進ん

でいる認識は全くなかった。ツィードの仲間も，ビーチが彼らにそれを言うまで，気づかなかっ

た。全体的な工事，ビーチが実演用工事にすぎないと思っていた工事は，1 年少しで完成した。

その主要な理由は，ビーチが改良に苦心したからである。避けられないツィードの憤りを克服す

るひとつの方法が，即座に民衆からの喝采を浴びることであると，ビーチが実証した。したがっ

て，彼の圧気式トンネルは，まさに工学面での成功以上のものとなるべき成果であった。車両自

体（図-6.9(b)16）は，カーテンで豪華に装飾して応接室と同じくらい優雅にし，凝った通路やプ

ラットホームには，フレスコ画が描かれた壁，噴水，金魚鉢，グランドピアノなどを配置する計

画となっていた。これら全てに，彼は 35 万ドルを投資しており，これは，ウィリアム・キングズ

レーが橋梁に投資した額を，若干上回っていた。 

 

1870 年 2 月，このトンネル計画が公表された時，即座に大評判となったが，その偽装にものす

ごく激怒したツィードは，仲間の州知事ジョン・T・ホフマンに，ビーチの設立許可証を拒否させ，

有名な圧気式トンネルを利用したニューヨーク初の地下鉄に幕を降ろさせた。 

 

だが，ビーチの夢のような計画が，ツィードに気づかれず結果的に協定に妨げられず実現でき

たとすれば，イースト川を橋で渡るような事業は，あきらかに実施されなかった可能性がある。 

 

 

 

橋梁建設が実際に開始された 1869 年秋は，落ち着きのない時期であった。アメリカ社会の多く

                                                        
15  http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_Pneumatic_Transit （参照日 2016-03-08） 
16  http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_Pneumatic_Transit （参照日 2016-03-08） 
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が思ってもいなかった方向に進んで行き，多くの人々は，何を信じたらよいか分からなくなりつ

つあった。 

 

9 月初旬，ペンシルバニアのエイボンデールで，石炭鉱山内部が吹き飛ぶような火事と爆発が

発生し，100 人以上の労働者が亡くなった。その災害報告と鉱山技術の明らかな欠陥は，国中に

衝撃を与えた。「鉱業会社の過失責任を必要以上に厳しく追及するには無理がある」とハーパー・

ウィークリー紙は書いている。 

 

続いて 9 月 24 日，ニューヨークで国家的大惨事に近い事件が発生した。それは，悪名高い若い

株相場師のジェイ・グールドとジム・フィスクの 2 人，首領ツィードと親交が深い仲間の 2 人が

引き起こした突然の金融恐慌，ウォール街初の「不吉の金曜日」であった。 

 

グールドは，ホワイトハウスとの関係もあるとの噂であった。グラント大統領が政府の金を売

ることはないと，グールドは発言してフィスクを安心させていた。だから，彼ら 2 人が一緒にな

れば，金相場を吊り上げることができた。その夏，ほとんど全てを信用取引で，彼らは金の買占

めを始めた。9 月 22 日には，金の相場は 137 ドル（1 トロイオンス，31.1035g の価格) まで上昇

した。24 日の金曜日の朝，売買が開始された 10 時の金の相場は 150 ドルであった。グールドと

フィスクが，どうやらグラント大統領と組んで金の買占めにほぼ成功し，それによって彼らの望

むどのような相場でも決められるようになったという話が，金融街に広まった。 

 

取引市場は，これまで見られないほどに狂乱した。ブルックリンでは，ウォール街での暴動を

鎮圧する準備をして待機する指令が，国家警備隊の分隊に出ていた。金相場は，11 時頃に 155 ド

ルとなり，やがて 160 ドルとなった。多くの仲介業者が破産していった。ある男性は家に戻って

銃で自殺した。ついに，政府が対応することを決定し，金市場に 400 万ドルを投機したのは昼直

後であり，その時の気配は 165 ドルに近づいていた。30 分も経たないうちに，金相場は 135 ドル

まで急落した。 

 

国の介入による影響はものすごかったが，金融界では別の窮状が起っていた。なぜなら，ニュ

ーヨークのせこい相場師 2 人が，金融システム全体をあやうく破壊しかけ，さらに大統領自身が

それに関わっていると思われたからであった。実際にはそうではなかったが，非常に多くの人々

がそう信じていた。また，グラント大統領が関与していなかったとしても，確かに彼は，愚か者

でまったく見え透いた不正操作にだまされやすい人物のように仕立てられていた。事件の全容に

ついては，それらがどんな影響をもたらすか理解していた人々でさえ，謎であった。 

 

グラントが大統領に就任したその年の 3 月に遡ると，ハーパー・ウィークリー紙は，政治面で

の徳のある人物の代表として，グラントを取り扱っていた。なお，ハーパー・ウィークリー紙は，

ツィード・リングの実態を調べて，商用印刷物に初めて発表した新聞である。就任から僅か 6 ヵ

月後，グラントの品性が問題となり，誰にも受け入れられない状況に陥っていた。 
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図-6.10 カーディフの巨人 

その後 10 月中旬，よくあるような奇妙でどこか滑稽な，

やや信じがたい説明しづらい小さな事件が起きた。それは，

これまでの歴史上のよくある事件と同じように，あるいは

それ以上にその世代を特徴づける事件であった。ニューヨ

ーク州北部のカーディフの村の郊外の農場で，10.5 フィー

ト(3.2m）の巨人の石像（図-6.1017）が発掘された。すぐ

さま，空前絶後の主要な科学的発見の一つと説明されたが，

すぐに大きな悪戯の一つと判明した。 

 

カーディフの巨人と言われた石像は，ビンガムトンのハ

ルという葉巻製造業者の捏造であった。数年前に，彼はア

イオワに行って 12 フィート（3.65m）の石膏ブロックを購

入し，シカゴへ船荷で送った。そこで，数人の彫刻師を雇

いその手を借りて，彼が望んだような創世記の超人の石化

した遺体を彫り出した。彼は，特殊な方法で自分の仕事に

取り掛かった。人間の皮膚の毛穴に見せかけるために，かがり針で石像の全面をたたいた。自分

が望むような年月が経った肌の色合いを出すために，硫酸を像全体に浸した。 

 

石像は，「未完成の大理石彫刻」と記された木枠箱に梱包されて，東方へ船荷で送られ，1868

年 11 月，従兄弟のスタブ・ニューウェルの農場の納屋の裏手に埋められた。そして翌年の 10 月

きっちり計画通りに，井戸を掘るために雇われた作業員達が，その巨像を発見した。その場所に

は素早くテントが設営され，切符売場が設けられた。入場料は 50 セントであった。 初は数百人

の人々が，やがて数千人が見物に訪れた。 

 

シラキュース（ニューヨーク州）の数人の興行主は，すぐさま 3 万ドルで巨像の所有権を部分

的に買い取り，それを自らの都市に移動させた。科学者が巨像を調査し「かなり 近に彫られた

もので偽物である」と発表した後でさえ，シラキュースでの大衆の関心は衰えることはなかった。

科学者は，大衆が何を望んでいるか理解していた。世界の偽物の中心地であるニューヨークでは，

巨像の買取りに失敗した P・T・バーナムが，模造品（ロッキー山脈で発見された 古の「コロラ

ドの巨人」と宣伝された）を作って展示して大成功を収めた。その後，本物の巨像が街に運び込

まれ，バーナムの博物館から僅か数ブロック離れた場所で展示されると，両方に桁外れの群衆が

押し寄せた。 

 

1869 年の 11 月の選挙では，その巨像もある役割を果たした。それは小さな役割だが，像を面

白がる人々に対して選挙に関心を持たせ，あるいは，偽物やばかげた行為がアメリカ社会を支配

している状況を深刻に心配させるものであった。巨像が大騒ぎの原因となった州北部では人々が

真剣に選挙に取り組んでおらず，郡によっては，巨像の話題や，消滅した民族に呪われた丘陵の

話題の多くが，大衆の判断力を曇らせるといわれた。 

                                                        
17  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cardiff_Giant_2.jpg （2016-03-10） 
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図-6.11 ヘンリー・アダムズ

 (1838～1918) 

 

いずれにしても，そのような状況全てを含んで投票が行われた

時，タマニー・ホールの太った巨人（ツィード）は，かつてなか

ったほど，その州での支配を強めていた。民主党は，20 年以上か

かって初めて，州議会の上院・下院の両方で過半数を占めた。ツ

ィードは自分のやり方で，あらゆるものを手に入れていた。 

 

この当時の米国民のムードに関する論評で，ヘンリー・アダム

ズ（図-6.1118）は「あらゆることに嫌悪感を覚えるが，人々は，

そんなことには背を向け，鉄道や鋳物工場でこれまで以上に頑張

って働いて，自らを満足させるべきである」と書いている。彼は，

橋梁事業のことを言い添えたのかもしれない。 

 

 

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Notman_-_Henry_Brooks_Adams,_1885_(transparent).png   

ヘンリー・ブルックス・アダムズは，アメリカ合衆国の作家・歴史家・思想家である。代表作のひとつに

ピューリッツァー賞を受賞した『ヘンリー・アダムズの教育』が挙げられる。曽祖父は第 2 代アメリカ大統

領であるジョン・アダムズ，祖父は第 6 代アメリカ大統領であるジョン・クィンシー・アダムズ，父はアメ

リカ南北戦争当時に駐英公使を務めた歴史家のチャールズ・フランシス・アダムズ，そして弟は歴史家・批

評家のブルックス・アダムズである。（参照日 2016-01-23） 


