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第 11 章 過去の清算 

その光景はぞっとする。我々は，最初から最後まで，

偽りの環境に住んでいる。 

ウォールト・ホイットマン 

民主党の展望 

 

 

ニューヨーク側ケーソンが進水したとき，近くで待機していた数隻の曳船は，まさに運動競技

のような恰好で揺れ，手漕ぎボートに乗って更に良い眺めを求めて近づいていた 2 人の男性は，

すぐさま水浸しになり救出される羽目となった。六番通りにある進水台の前は，水深が比較的浅

いため，ケーソンには仮設の床を付けて製作してあり，それが波を起こした要因であった。それ

を別にすれば，進水は予想通りに完璧に実施された。実際に，エミリー・ローブリングやウィリ

アム・キングズレー夫人が，夫や数人の他の人々と一緒にケーソン天端に乗り込んで，進水台を

滑って行くほど，技術者達は成功を確信していた。 

 

その後ウェッブ＆ベル社の事務所で開催された大規模な昼食会では，誰もが上機嫌であった。

「我々は現在，異国の地にいます」と株主の一人であるブルックリンのジョン・W・ハンターが

宣言した。誰もが歓声をあげた。そして，ヘンリー・スローカム（図-11.11）が立ち上がり「私

とキンセラは，キンセラが最初に演説を行い，その間に私が考えることで合意しました」と発言

した。しかし，編集者のキンセラ（図-11.22）は，すぐにさえぎり「スローカムは考えるのでは

なく，飲み続けることになっています」と発言し，その説明に大きな爆笑が起きた。 

 

その後，キンセラは，彼の言う“橋梁がもはや一人の男性の頭の中の映像ではなくなった”頃

の思い出を語った。大きい拍手をしながら「ウィリアム・C・キングズレー（図-11.3）が創業者

となった頃，そのような暗い時代に企業経営で活動し，私が知っている誰よりも，多くの財産と

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Warner_Slocum_-_Brady-Handy_restored.jpg （参照 2016-04-16） 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-04-16） 

図-11.2 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 

図-11.1 ヘンリーW.スローカム 

(1827-1894) 

図-11.3 ウィリアム・キングズレー

(1833-1885) 

出典：ニューヨーク市博物館 
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図-11.4 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

図-11.5 オーケイ・ホール 

(1826～1898) 

出典：ニューヨーク市博物館 

図-11.6 ジョン・Ｔ・ホフマン 

(1828～1888) 

評判を築きました」。続いてスローカムは「私達にとって，他の誰よりも大変恩義のあるキングズ

レーに乾杯をしましょう」と再び立ちあがった。キングズレーに対して総立ちの拍手喝采があり，

そのキングズレーは，これまでの人生で演説をしたことが無いとだけ述べ，その代わりに皆でロ

ーブリング大佐の健康を祈念して乾杯するよう頼んだ。その状況のある説明によると，ローブリ

ングが続いて紹介され，大きな喝采を受けたが，脅してもお世辞

を言っても，彼に演説をさせることはできなかったようである。 

 

ケーソンの進水式とその後の祝賀昼食会は，1871 年 5 月 8 日に

開催された。しかし，ケーソンを使用する準備ができるまで，ま

だ多くの作業が残っていた。ケーソンを完全に艤装して設置場所

に曳航し，十分な荷重を載荷して作業員が内部で作業を始めるよ

うになるまで，7 ヵ月以上が経過しその年が終わる。その頃，橋

梁建設に伴う早い段階での取引に関して，誰かが「謎が多い」と

いう言葉を使用したとすれば，それは全く違った理由であった。

ニューヨーク側ケーソンが沈降を始める頃にツィード・リングが

崩壊することは，1871 年 5 月時点では誰も予想もしなかったこと

である。 

 

 

 

1871 年は，ツィード（図-11.43）にとって，華々しく始まった。

元日に，オーケイ・ホール（図-11.54）はニューヨークの市長と

して再び宣誓を行い，州知事としてのジョン・T・ホフマン（図

-11.65）も同様であった。全てがツィードの計画通りに進めば，

1872 年には，ホフマンがアメリカ合衆国大統領に，ホールは州知

事に，そしてツィードはアメリカ合衆国上院議員に選ばれる予定

であり，少なくとも多数の政治評論家が，そのように見ていた。 

 

1 月初めの恒例のアメリカスクラブ舞踏会は，大成功であった。

そのクラブは，コネチカット州グリニッジのロング・アイランド・

サウンドを見渡す崖の上にあり，ツィード自身の避暑地から遠く

ない場所にあった。そこは，国中のあらゆるクラブと同様に豪華

であり，タマニー派の社会活動の頂点であった。舞踏会の夜，ク

ラブハウスの大きなホールは“花采・花・噴水・旗・モミの木の

迷宮”と言われた。クラブの代表であるツィードの明らかな好み

で，1 千羽のカナリアが，ホールのあちこちに吊るされた金メッキ

の鳥かごの中で，にぎやかに鳴いていた。一方で，ダンスフロアの前の舞台上には，巨大なガス

                                                        
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2014-04-16） 
4 https://mcnyblog.files.wordpress.com/2013/10/f2012-58-813.jpg （参照 2014-04-16） 
5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJohn_T_Hoffman.png （参照 2016-04-16） 
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灯の光で演出されたタマニー派の団旗が輝き，ツィードの古いアメリカス第 6 消防団のおなじみ

の吠える虎の頭が飾られていた。切り花の花瓶が壁に沿って並び，大男のツィード自身の実物大

写真が，クレヨンにより手塗りされて正面玄関に向いていた。約 6 千人がそこに出席し，世界中

のどこでもめったに見ることのできない特別公演が繰り広げられていたと，新聞は伝えている。 

 

しかし，その月の下旬 1 月 24 日の夜，セントラルパークの北側で橇（そり）の事故が発生した。

その事故で，ジェイムス・ワトソンという男性が重傷を負った。20 年前，ワトソンがラッドロー

通り刑務所に服役していた時，そこの刑務所長は彼の見事な筆跡をみて，刑務所の記録係を担当

させた。それ以降，ワトソンは急激に出世して，その当時で郡の監査役であり，ツィード・リン

グで帳簿係を任されていた。事故の 1 週間後，ワトソンは亡くなり，ツィード家の崩落が始まっ

た。 

 

ワトソンの死亡は新聞では軽く扱われ，誰もそのことを深く考えなかった。とんでもない重大

事件が世界中の別の場所で発生しており，リングとその活動に対する大衆の関心は，すっかり鎮

静化していた。普仏戦争6が前年の夏にヨーロッパで始まり，途方もない終結に向かっていた。1

月 18 日，ベルサイユの厳粛な式典でドイツ帝国が誕生した。信じられないことにフランスが降伏

する状況となっていた。ドイツ人に対する大衆の支持は，アメリカ合衆国で，特にニューヨーク

で巨大だった。ドイツのウィリアム一世は，愛想のよい礼儀正しい老紳士であり，子供たちに特

に人気があると，新聞では報じられていた。勇敢なプロシアの歩兵連隊が，ハーパー・ウィーク

リー誌の図解ページを埋め尽くした。1 月 27 日，街頭の新聞販売の少年達が，パリの降伏を大声

で叫んでいた。しかし，流血はその後数ヶ月続いた。都市の中で，内戦が始まったからである。

ニューヨークの新聞は，パリ・コミューン支持者達によって殺害された人質の恐ろしい記事で，

埋め尽くされた。 

 

5 月末まで，ツィードの背後に関する大きなニュースは無かったが，それでもツィードが望ん

だまさに宣伝となるうれしい出来事が１件あった。ツィードの娘の 1 人であるメアリー・アメリ

ア・ツィード嬢が，ニューオリンズのアーサー・アンブローズ・マギニス氏に嫁ごうとしており，

花嫁の父とその友人達は，盛大な催しを行った。 

 

結婚式は，1871 年 5 月 31 日午後 7 時からトリニティ教会で催された。豪華に装った観衆は，

指定された時間にツィードが娘の手を引いて，メンデルスゾーンの行進曲に合わせて通路をゆっ

くりと堂々と下りてくるのを眺めた。花嫁の装いは，白い縄目のついたシルクの半袖で，素晴ら

しい宮廷用の長い引き裾のドレスであった。花嫁は，髪をオレンジ色の花で飾り，おおきな白い

婚礼用のブーケを持っていた。だが皆が，後々話題にしたのはダイヤモンドの事であった。「巨大

                                                        
6  1870 年 7 月 19 日～1871 年 5 月 10 日のフランスとプロイセン王国の戦争。長い対立関係にあった両国は，1868

年のイサベル 2 世の廃位後のスペイン王位継承をめぐって対立し，1870 年のエムス電報事件をきっかけとして

戦争となった。ドイツ諸侯もプロイセンに味方し，セダンの戦いでナポレオン 3 世は兵士とともに捕虜となり，

1871 年にパリが陥落する。同年パリ・コミューンのさなかの 3 月にベルサイユでドイツ帝国が成立し，5 月に

フランクフルト条約が結ばれた。アルザス・ロレーヌ地方がドイツに割譲され，また賠償金がドイツに支払わ

れた。フランスは帝政が崩壊して共和制に移行し，イタリアのローマ教皇領は，1870 年にナポレオン 3 世軍が

退却したことにより，イタリア王国軍によって占領された。（英辞郎第 7 版より抜粋） 
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なダイヤモンドのブローチが花嫁の胸の上で輝き，大きな一粒ダイヤモンドで飾られた長いペン

ダントが耳できらめいていた」とサン新聞は報道している。彼女が履いていた白いサテンの靴の

上には，小さなダイヤモンドのボタンが輝いていた。 

 

花嫁の母親は，サーモン色のシルクで盛装し，同じく見事なダイヤモンドを身につけていた。

そして，ツイード氏自身は黒の礼装で，胸には素晴らしいダイヤモンドが輝いていたと記録され

ている。 

 

結婚式の後，ツィードは五番街の大邸宅で披露宴を開催した。そこには，青いシルクの天幕と

ブラッセルカーペットが歩道の縁石まで伸びており，通りには大勢の人々が集まっていた。邸宅

は灯具で輝いていた。1 つの片隅では噴水がふきだしていた。屋内の部屋は，多くの花で飾られ

ていた。感嘆したある記者は「このような全てのことを想像して頂きたい。最高の輝きで照らし

出され，豪華に着飾りダイヤモンドを輝かせた数百人の紳士淑女が，楽団の快い旋律を聞き，そ

の雰囲気を満たしている甘い香水を心の中に吸い込んでいる。なお，その情景は，若干の妬みを

生みだすかもしれない程の壮麗さである」と書いている。 

 

夕食はデルモニコス7が料理を担当したが，一番の目玉は，二階の大部屋での結婚の贈り物の展

示であった。贈り物が 4 面全ての壁に沿って並び，2 年前のエジプト総督の娘の結婚以降に見ら

れたあらゆるものを凌ぐと言われた。スターリング銀8製のものが 40 組あった。1 個の宝石だけで

4 万 5 千ドルもしたことが知られていた。ピーター・ブレインズ・スウィーニーは，途方もなく

素晴らしいダイヤモンドのブレスレットを送り，ツィードの仲間である橋梁会社の株主のスミス

とコナリーも同じような気前の良さを発揮した。ヘラルド新聞は，展示されている全ての物の価

値は概算でなんと 70 万ドルに達すると報じた。 

 

結婚式は，ツィード・リング（図-11.79）の富裕の頂点であり，ツィードにとっては，たいへ

んな大失敗であった。最初は驚嘆し喜んでいた市民から，後になって疑問が出始めた。市から中

程度の支払いを受ける立場で人生の大半を働いてきた男が，どうしたらあのような格式の生活が

できるのか。ケルソ警察本部長のような人物が，新聞報道によるとジム・フィスクが贈った物と

ほとんど同じような結婚の贈り物を，買うような金をどこで手に入れたのか。結婚式は，タイム

ズ誌が騒ぎ続けている腐敗の確証であると人々は言い，タイムズ誌以外の新聞がその叫びに応じ

た。 

 

結婚式の 2 日後，ヘラルド紙は激しい皮肉を込めて「タマニーホールの忠誠，君主の権威，豊

富な東インド人の資産の証拠とは何か。この世には，名声・権力・平等の権利に関して，汝の民

主主義と肩を並べる民主主義があったのか。決してないはずである。そして好機の始まりが，ま

                                                        
7  デルモニコ家によって創設されたニューヨークのレストランで，国内で最も素晴らしいレストランの 1 つとい

う評判を獲得し，19 世紀から 20 世紀初頭にかけてロアーマンハッタンで営業した。 
8  重量比で 92.5％以上の銀を含む合金で，割り金には銅が用いられることが多い。 
9  https://mcnyblog.files.wordpress.com/2013/09/who-stole-the-peoples-money1.jpg （参照：2016-04-17） 



第 11 章 過去の清算 
 

 
 - 226 -

図-11.7 トーマス・ナストによるツィードの風刺画 

Who stole the people’s money?  It was him. 
出典：Museum of the City of New York 1871 

ツィード   スィーニー   コナリー  オーケイ・ホール

さにやって来た。ジェフ・ディ

ビス10や，彼の非常識な民主主義

について話すべきではない。パ

リ・コミューンの民主主義が，

本当の民主主義の原則を代表す

るような言い方はすべきではな

い。だが，民主主義の根源，古

いタマニーホールにやって来て，

魔法のリングの幸運な輪の範囲

に入るとすれば，そのような民

主主義を手に入れることになる

だろう｣と報じている。 

 

そのようにして夏となり，市

民には事実の開示の機が熟した。

偶然にも，ある事態が“幸運の

リング”の内部で起きていた。それは，初めてありのままの数字で，法外な略奪の実例を暴露し

ていた。それに比べればツィードの結婚式の経費は，むしろ控え目に見えるようなものであった。

その出来事は，当時の人気のあるメロドラマのうちの 1 件のパターンにどこか似ていた。それは，

マシュー・J・オロークという男性が郡の簿記係の仕事を辞め，ひそかに集めていた文書一式を持

ち出したのが，結婚式のまさしくその当日だったからである。 

 

亡くなったジェイムス・ワトソンの後任の郡監査役には，ずっと昔からの慣例に従って，郡の

簿記係が移動した。オロークは，その移動の 2 ヵ月前に簿記係として雇われた新聞記者であった。

どうしてだか分からないがツィードの仲間は，オロークに秘密を打ち明けるような配慮をしなか

った。しかもオロークは，リングが無視している市当局に対して，ずっと以前から不満を持って

いた。したがって，不運に亡くなったワトソンの古い出納簿から，彼は多くの選りすぐりの実例

を注意深く複写し，これらをニューヨークのタイムズ誌の事務所に届けた。 

 

ワトソンはリングの中枢部にいた。実際にリングに対する“魔法”があるとすれば，ワトソン

はそれを機能させる隠れた補佐役であった。その秘密は，ほとんどの大規模な偽装と同様に，と

ても単純であった。 

 

ワトソンは，市当局の仕事のどの請負者にも，請求書を提出する前に請求額を 50～65 パーセン

ト増額するように，単に要求するだけであった。ワトソンは請求書の額面額を支払い，請負者が

現金で過剰請求分を返却する。そしてワトソンが忠実な会計係のように，リングの内部でそれを

配分した。ニューヨークの請負者の間では，一般に「ジミーの言うとおりにする必要があり，そ

                                                        
10  ジェファーソン・フィニス・デイビス（Jefferson Finis Davis, 1808 年 6 月 3 日～1889 年 12 月 6 日）は，アメリ

カ合衆国及びアメリカ連合国の軍人，政治家である。歴史上においては主に南北戦争の際に分離独立したアメ

リカ連合国の唯一の大統領として記憶されている。 
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図-11.8 リチャード・コナリー 

(1810～1880) 

図-11.9 ジョージ・ジョーンズ 

(1811～1891) 

うすることで，自分の金を得ることができる」と言われていた。 

 

少しばかりの簿記の知識がある人なら誰でも，ワトソンの証

拠記録を見て，何が行われていたか理解できた。例えばオロー

クは，彼が見た書類から，リングが 1869 年以降に 7500 万ドル

を横領したと判断した。 

 

ワトソンは，会計監査官コナリー（図-11.811）の直接指示の

もとで働いていた。コナリーがワトソンの帳簿を誰に見せるか

に関して，なぜそれほど無頓着だったかは理解し難い。だが帳

簿は無防備のままに置いてあり，タイムズ誌は，その後すぐに

ウィリアム・コープランドという別の男性から，その次の帳簿

を写した束を受け取った。その人物は，また更に驚くべき新事

実を複写していた12。 

 

ツィードは，それらの帳簿の写しが活字になる前に，タイム

ズ誌が資料を入手したことに気づいて，予想通り反撃を行った。

ツィードは，タイムズ誌の出版者であるジョージ・ジョーンズ

（図-11.913）という人物が他の連中と同じように金で動くと考

え，コナリーにジョーンズに会うように指示した。コナリーは

話をもみ消すために，ジョーンズに 500 万ドルの提供を申し出

た。ジョーンズはそれを断り，伝えられるところによるとコナ

リーに「悪魔でも，私に対してそれ以上の値段はつけないと思

う」と言った。コナリーは根気強く説得した。「これだけの金が

あれば，君はヨーロッパへ行って豪勢な暮らしができるのに，

どうして？」とコナリーは尋ねた。「確かにそうだが，私は自分

が悪党であることを認めることになってしまう」とジョーンズ

は答えた。 

 

ツィードにとって，その時はまさしく，トーマス・ナスト（図-11.1014）を黙らせるようなもの

にも思われた。ある有名な銀行家は，ナストの取材対象に選ばれた。その銀行家はナストに「貴

方の芸術的な才能は，ある紳士達に非常に賞賛されており，その紳士達が貴方のことをとても高

く評価し，貴方がヨーロッパでその才能を更に磨くための支援として 10 万ドルを提供する意思が

                                                        
11  https://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/1/9/6/4/19642/19642-h/19642-h.htm （参照 2016-4-25） 
12  コープランドは，オロークと違って単独行動をとっておらず，ツィードの政敵のひとりである郡保安官ジミ

ー・オブライエンのスパイであった。ジミー・オブライエンは，コナリーの事務所の仕事にコープランドを就

かせて，ツィードを恐喝する材料として利用するつもりであった。ツィードは，オブライエンを黙らせるため

に 2 万ドルを握らせ，さらなる約束もした。オブライエンは 35 万ドルを要求し，その金を手に入れ，その後，

タイムズ誌にコープランドの“調査結果”を持ち込んだ。 
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Jones_1885.jpg （参考：2016-04-17） 
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_H_Nast.jpg （参照：2016-04-17） 
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図-11.10 トーマス・ナスト 

(1840～1902) 

ある」と告げた。ナストは「私が旅行のために 50 万ドルを受け

取るとでも思うのか」と尋ねた。その銀行家はとても熱心に「貴

方はそうすることができる」と答えたと思われている。ナスト

は「いや，私にはそのつもりはない。つい先頃，そのような奴

らの数人を刑務所にいれるべきだと決心した。私は，奴らをそ

こに送り込むつもりだ」と発言した。そこですぐ，彼は最初に

彼自身が棺に入らないように注意するよう脅された（後日タイ

ムズ誌がツィードを攻撃し始めた後，ツィードは私が若ければ，

自分自身でジョーンズを殺しに向かったはずだと，述べている）。 

 

７月初旬，タイムズ誌はワトソンの帳簿からの転写物の掲載

を開始し，最初はオロークが複写した何件かの兵器庫の詐欺事

件を扱った（リングが借りた全く価値の無い古い 10 軒の厩舎は，年間 8 万 5 千ドルの兵器庫とし

て郡へ転貸されていた。建物はまったく使われておらず，それにもかかわらず，郡はなんとその

修理のために 50 万ドルほどを支払っていた）。その月の下旬，特別な補足資料として，数ある中

でも奇妙な裁判所の詐欺の実証記録をタイムズ誌が発表した。20 万部は即完売した。ホラス・グ

リーリーはトリビューン誌に，タイムズ誌がその事実を公正に伝えているとすれば，オーケイ・

ホール市長とコナリーは州刑務所で岩を砕く作業に従事すべきであると書いている。しかしその

一方で，7 月 12 日，リングに対して更に別の一撃，全く意図していなかった，とても熱心な何人

かの支持者による一撃が加えられた。 

 

7 月 12 日は，ボイン川の戦い15の記念日を祝う年一回のオレンジ党員16のパレードの日であった。

その催しは，その前年にエルム公園で深刻な暴動を引き起こしていた。行楽のために集まった約

2 千人のプロテスタント系アイルランド人のオレンジ党員は，棍棒と拳銃で武装した多数のカト

リック17系アイルランド人に，3 回ほど襲われた。最終的には警察が出動したが，それまでに双方

で数人の人々が殺され，多くの人々が重傷を負った。今年は，同じようなことが再び起こるのを

恐れて，ホール市長はオレンジ党員がパレードを開催することを禁じた（オーケイ自身や英国の

先祖もプロテスタントにもかかわらず，エレガント・オーケイと呼ばれた市長は，シャムロック・

ボタンのついた緑のカシミヤスーツで，明るい緑色のネッカチーフをして，緑色の子供用の手袋

を持って，聖パトリック祭パレードを視察するのを習慣としていた）。ホールの決定に対して，嵐

のような抗議が起こった。リングは，カトリックの野次馬に迎合していたと言われている。礼儀

                                                        
15  ボイン川の戦いは 1690 年 7 月 1 日，ウィリアム 3 世率いるイングランド・オランダ連合軍と，退位させられ

たジェームズ 2 世率いるアイルランド軍の間に行われた戦いであり，アイルランドのボイン川河畔で行われた。

イングランド軍 3 万 6 千人とアイルランド軍 2 万 5 千人が戦い，ウィリアム 3 世が勝利してイングランド王位

の保持を決定的なものにした。 
16  オレンジ党は，1795 年にアイルランドのプロテスタントが組織した秘密結社である。その名は，プロテスタ

ントのオレンジ公ウィリアム（ウィリアム 3 世）にちなんでいる。1690 年，ウィリアム 3 世は，ボイン河畔の

戦いで，復位を狙うジェームズ 2 世と，それを支持するカトリック勢力を破った。これを記念して 7 月 12 日の

オレンジ党勝利記念日にはパレードが行われるが，その際にオレンジ党員とカトリック信者との間に争いが起

こることもある。 
17  カトリックは，キリスト教の伝統的な教派であり， バチカンのローマ法王を中心に，世界中に教会ネットワ

ークをもっている世界最大の宗教組織であり，信者は約 10.5 億人ほどである。プロテスタントは，ローマ法王

に従わず，自由に聖書を解釈するキリスト教の宗派で，何十，何百もの宗派があると言われている。 
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正しい人々が，もはや集団暴行を心配せずに，穏やかにパレードすることができなくなれば，ニ

ューヨークは悲惨な通りになってしまうはずであった。 

 

その結果，ホフマン知事は，ツィードの指示がなかったとすれば，おそらくツィードの了承を

得て，アルバニーから大急ぎで駆けつけ「誰でも集合して，穏やかな行列で行進するのは自由で

あり，警察と軍隊が充分な保護を行う」と宣言した。それは，非常に注目を集めた行動であった。

およそ 160 名のオレンジ党員は，パレードを実施することにした。国家警備隊の 4 連隊が待機す

るように命令され，そこには，ツィードの親友のフィスクが連隊長をしている第 9 連隊が含まれ

ていた。カトリック聖職者が，平和と相互理解を呼びかける一方で，ブルックリンには訓練を受

けたアイルランド人の悪党の一団が，活動の準備をしているとの噂があった。 

 

行列行進は，八番街と 29 番通りの交差点にあるラマルチーヌホール内のオレンジ党のギデオ

ン・ロッジから始まり，8 番通りとバワリー街の交差点にあるクーパー・ユニオンまでの繁華街

で行われた。オレンジ党員が 26 番通りに到着するまで何も起こらず，そこでは，警察が行進の両

側で通路を遮って，群衆を強制的に通過させる必要があった。25 番通りで警察は，突撃するよう

命令を受けた。その時までに，石と煉瓦は，屋根から取り外されていた。24 番通りの隅の近くで，

銃が発射された。後に警察は，それが二階の窓から発射されたと述べているが，他の人々は，小

銃が第 9 連隊の間で偶然に発射されたと主張した。その第 9 連隊は 25 番通りに整列しており，滑

稽な表情をしたフィスクが馬に乗ってその周りを闊歩していた。 

 

いずれにせよ銃弾は，第 9 連隊の K 中隊の兵士の頭の辺から飛んできた。ただちに，兵士達は，

命令なしで群衆に向けて発砲した。一斉射撃は非常に短かった。それが終わったとき，兵士 2 人

と警官 1 人，多くの女性や子供を含む傍観者 46 名が死亡した。 

 

（フィスクは，この出来事の最中に馬を下りて居酒屋に姿を消した。後で分かったことだが，彼

はその店の裏口から逃げ出し，数ヶ所の垣根をよじ登り，23番通りの一軒の家で軍服を脱ぎ捨て，

その後，大急ぎでニュージャージ州ロング・ブランチの流行の海岸保養地に逃避した） 

 

誰もがリングに激怒した。その中には，長年タマニー派のまさしくその活力源となっていた大

部分のアイルランド系カトリックの人々が含まれていた。プロテスタントの人々の間では，アイ

ルランド人の専制政治について憤慨する声が出ていた。「“A・オーケイ・ホール市長の犯罪的な

対応によって殺される”と水曜日の犠牲者の墓石に書くべきである」とある男性が批評した。他

の人々は，暴動が更に大きな悲劇の前兆となると感じた。「アイルランド人の愚行と不正の背後に

は，アメリカ的な欠点・腐敗・無関心がある」とネイション誌は報じている。 

 

しかしながら，ツィードに対する何らかの運動を組織できるような人々が，夏の間ほとんど街

にいなかったことが問題であった。タイムズ誌は，来る日も来る日も記事による攻撃を続けたが，

何も起きなかった。ツィードは，タイムズがツィードについて報道していることについて意見を

強く求められた時「さて君達は，それに関して何をしようとしているのか」と挑戦的に大声で発
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図-11.11 サミュエル・ティルデン

(1814～1886) 

言した。 

 

実際には夏の終わりまで，それに関して何も実施されず，大規模な会議がクーパー・ユニオン18

で開催されたのは 9 月 4 日月曜日の夜であった。前市長のウィリアム・ハブマイアーが議長とな

り数千人が出席した。すぐに，むしろ上品でおとなしい群集が，我を忘れて熱狂した。ジェーム

ズ・エモット判事が「正義の憤りの熱意で武装し，目覚めて燃え上がった人々の力に匹敵する力

はない！」と演台の上から発言した。彼は，これ以上リングの不正を許すことはできないと述べ，

ツィードのその時点での有名な反論に対する明瞭な返答として「現在，皆さんは，このような男

達をどうするつもりなのか」と尋ねた。「彼らを絞首刑しろ！」という声が観衆からあがった。 

 

いわゆるセブンティ委員会が，その夜に組織された。その構成

員には，ニューヨークではとても著名な数人の人々，エモット判

事とロバート・ルーズベルト，アンドリュー・グリーン（ジョン・

A・ローブリングの葬儀で棺を担いだ人物），エイブラム・ヒュー

イットが含まれていた。また，委員の中には，サミュエル・J・

ティルデン（図-11.1119）という，ヒューイットの裕福な友人で，

ニューヨークの仲間もいた。ティルデンは，かなり冷酷で，抜け

目のない会社顧問弁護士であり，大きな野心を持ったタマニー派

の民主党員であった。彼は，この件に関してツィードの名誉を傷

つけるような発言はしていなかったが，この時点で委員会の責任

者となり，やがて全ての改革運動のリーダーとして知られるよう

になった。 

 

リングを倒そうとする運動は本格的となった。9 月 12 日，何者かがコナリー会計監査官の執務

室に押し入り，1870 年の全ての証拠書類を盗み出した。市役所職員に言わせると，窃盗は大きな

ミステリーであったようである。しかし，ハーパー・ウィークリー誌にナストは，コナリー，ス

イニー，ツィード，ホールが彼らの無実を宣言しているような，とても滑稽に見える風刺画を載

せた。そして数週間後，ナストは，同じグループが絞首台の影ですくんでいる風刺画も発表した。 

 

ツィードは，密かに全ての不動産所有権を息子に移し始めた。ホール市長はコナリー会計監査

官を辞任させようとした。一方，コナリーは，他の人々が自分を見捨てようとしていることを恐

れ，ティルデンに相談した。ティルデンはコナリーに，休職して実直なアンドリュー・グリーン

を会計監査官代理に任命するように勧めた。これは実施された。武装した警備員が残っている記

録を見張るために，会計監査官の執務室に配置された。改革派は，足掛かりを勝ち取った。 

 

一方でツィードは，これらの全てのことに落ち着いていられるはずがなかった。それでも，彼

には豊富な権力があり，戦わずにあきらめる気はなかった。本当の試練，重要なことはたった一

                                                        
18  クーパー・ユニオンは，ニューヨーク市マンハッタンにある私立大学である。ピーター・クーパーが，1830
年にフランスの政府支援大学エコール・ポリテクニークに啓発されて 1859 年に設立した。 

19  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SamuelJonesTilden.png （参照：2016-4-18） 
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つ，11 月の投票であることを彼は認識していた。州の上院議員としての彼の任期は，12 月 31 日

迄であった。 

 

最初にツィードは，タマニーホールの全体委員会の委員長に，自分自身を満場一致で再選させ

ている。そして彼は，ロチェスターでの民主党州大会に向かう際に，態度が煮え切らない代議員

達の同意を得るために，ニューヨークやくざの一団を同行した。賄賂は惜しげなく渡した。ティ

ルデンと他の若干の改革派の代議員がちょっとした抵抗を行ったが，ツィードはその間ずっと主

導権を握っており，誰もがそれを認識していた。彼は，自分が望んで考えたように指名を獲得し

た。 

 

ツィードは，大会が終了した翌日にニューヨークのロワーイーストサイドに戻り，ツィードプ

ラザで，約 2 万人の声援してくれる支持者を前にして，小さなスコッチキャップを取り，深くお

辞儀して，次のように述べている。 

 

地元で再び，幼年期に出入りした場所，いつも友人たちに取り囲まれていた場所で，

私自身と私の業績，すなわち私が公式な官僚として，みなさんの注視の前で包み隠さず

履行してきた全ての実績を，安心して提示できると感じています。今晩，皆様から受け

た支援について，心から感激しています。しかし，次のような状況については，私自身

にとって不当であり，また私に公職を委任するのが適切であると考えていただいた人々

にとっても不当だと思います。すなわち，一人の民主党員となり，ある公共機関に口出

しすることが，裁判もせずに中傷・非難され，惜しげもなく名誉を傷つけられる時，公

職に就くものとして，そのようなことで誇り高き満足感を，自分の胸に刻む気持ちには

なれません。私は，幼年期の友人のところに行って，彼らの手を取り，彼らと気軽に付

き合うことができ，そして彼らに「これが私の実績です」と述べ，彼らの承認を得てい

ます。 

 

 

 

大部分のアメリカ人にとって，ツィード・リングの不正は，大都市における基本的な不正の自

然の成り行きであった。大都市の中でも最大になりつつあるニューヨークでは，ツィードのよう

な人物が現れてくることは，全く自然のことであった。ニューヨークは単に，ニューヨークにど

のような価値があるかという意識の問題となっていた。結局，街は大部分の人々が外国生まれで

あり，半分がローマ・カトリックの人々という状況よりもましであった。代議政治の黄金時代は，

研究者達が憂鬱そうに述べていた 100 年間よりも短い期間しか続かなかった。ジェファーソンは，

都市がアメリカ人の生活に何をもたらすかを正しく認識していた。その時点での先行きは，外国

人の大衆やツィードの嗜好に合っていた。ジョージ・テンプルトン・ストロング20は「おそらく，

“ニューヨークの首領”という敬称は，“ベニスの総督”のように永久不変で歴史上の人物になっ

                                                        
20  ジョージ・テンプルトン・ストロング（1820～1875）は，米国の法律家・日記作家。1930 年に発見された彼

の日記は，19 世紀の市民の暮らし，特に南北戦争中の市民の印象的な暮らしの説明が述べられている。 
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ていくのであろう」と自分の日記に書いている。ブルックリンの詩人ウォールト・ホイットマン，

その年に出版した“民主主義の回想”のなかでニューヨークの力強さ・豊かさ・活動について称

賛している彼でさえ，アメリカの“深刻な退廃”に激怒して書いている。彼は，そのアメリカの

退廃を“心の底での空しさ”と分析している。 

 

しかし，ニューヨークで，いやニューヨークでさえ，信念のある人物，人格者，教育者や資産

家が奮起して，ツィードに打ち勝つことができれば，おそらく，共和制に対する希望はあったは

ずである。その考えは強壮剤であった。E・L・ゴドキンがネイション誌に書いているように，他

の多く都市にも“発言をしない不名誉なツィード達”が存在していた。また，他の都市は政治的

美徳の復活のために自ら活発な改革運動を行っていた。改革グループは，流行となった。委員会

が構成された。政治的な不道徳を黙って見過ごすことは，上流社会ではもはや許容できない状況

であり，ブルックリンも例外ではなかった。 

 

当然のことだが，ニューヨークのすぐ近くで起こっている事態の影響は，特にブルックリンで

目立っていた。10 月の話題は，ほとんど全てが政治問題であった。事務所が橋梁会社の真下にあ

ったユニオン誌の編集者は，ブルックリンが，ニューヨークのセブンティ委員会の活動成果をう

まく利用できるので，ツィードへの追及が始まって以来ずっと，ブルックリンの特定の官僚の間

では“警戒感と身震い”が起きていると論説している。 

 

2 年前のブルックリンの市長選挙で，マーティン・カルブフレッシュ閣下が行った選挙の不正

は，誰もが知っていた。今回もほぼ同じことが，更に続いていることは，当然のことのように思

われた。だが，そんなカルブフレッシュでさえ，改革の活気に巻き込まれているように見えた。

彼は民主党を非難し，無所属候補者として再選を目指して運動していた。だから三つ巴の選挙と

なっていた。共和党が 1 名の候補者を擁立し，首領マクラフリンは，パウエルという名の元市長，

とても礼儀正しく全くマクラフリンの代行のような市長で，カルブフレッシュとはまるで正反対

の人物を推薦していた。 

 

民主党は，数年ぶりに大変なことになっていた。反対勢力は，ツィード・リングと一緒にブル

ックリン・リングの破綻も呼びかけていた。カルブフレッシュは間違いなく，共和党より民主党

の票を奪い取るはずであった。マクラフリンにとって，マーフィーとキングズレー，トーマス・

キンセラにとっても，この時期は多くのことが問題になった極めて忙しい時期であった。その中

でも無視できないのが，橋梁会社をどのように運営するかという絶対的な決定権であった。ブル

ックリン政治の実態を理解していれば，民主党が負けるかもしれないと，本気で考える人はいな

かったが，その一方で，民主党は安全策を取っていた。 

 

そして 10 月 23 日，橋梁でひどい事故が発生した。2 人の男性が死亡し，その両方とも結婚し

て家族があった。3 人目はほとんど持ちこたえられないほど重体であり，その他に 5 人が重傷を

負っていた。これまで，橋梁には完璧な安全記録があった。建設が始まって 2 年間，一件の重大

事故も取り立てて言うほどの怪我人もなく犠牲者も出していなかった。これは既知の災害を考慮
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図-11.12 主塔工事中の揚貨装置 

出典：by S.A.Holmes, Museum of City of New York 

しても驚異的であり，慎重な管理の証であると一般に理解されていた。 

 

その時点で，ブルックリン側の主塔はおよそ 70 フィート（21m）の高さに達していた。事故の

当日，主塔の天端に設置した巨大なブームを有する 3 基の揚貨装置（図-11.12）の 1 基で，花崗

岩の 8 トンのブロックを主塔天端に向けて吊上げ中であった。それらの揚貨装置は全て，船のマ

ストのような控索で固定されていた。突然，その控索の１本の固定端が壊れ，2 基の揚貨装置が

主塔から崩れ落ちた。 

 

揚貨装置上にいた 1 人の鳶工が，巨

大な木製のブームに当たって，頭部の

半分が削ぎ取られてしまった。彼は主

塔の天端に投げつけられ，即死であっ

た。C・C・マーティンは後で「彼が動

かずにいれば，負傷しなかったであろ

う。だが，あらゆるものが音をたてて

崩壊するのを聞いたとき，平静さを失

って，ちょうど揚貨装置が崩れてくる

方向に向かって走り出し，ぶつかって

しまった」と述べている。 

 

もう一人の男性は，主塔の川側面に沿って走る高架軌道のうえに立っていた。そこは，石材運

搬の平底船が停泊する埠頭の上空 50 フィート（15m）の場所であった。彼の仕事は，埠頭上のエ

ンジンで石材を巻き上げた時，石材の下で小さな平台型貨車を押して，主塔上の揚貨装置の吊り

上げ位置まで移動させることであった。揚貨装置が倒れた時，それらの一基が吊り上げていた石

材は，彼が立っていた場所から約 20 フィート（6m）離れた軌道の位置に落下してきた。言い換

えると，それは彼から外れていた。しかし彼は，それが落下してくるのを見て，軌道の終端に向

かって逃げ出し，飛び降りてしまった。その落下で彼は両足を折ってしまったが，他の内臓など

の怪我は見られなかったようである。彼はその後亡くなった。 

 

即死したもう一人の男性も，塔の上にいた。彼も倒れてくる揚貨装置を見て，石積工の上に置

かれている花崗岩のブロックの上を飛び越えて，そこから逃げようとした。まさに彼が飛び上が

ったとき，1 基の揚貨装置のマストが彼に倒れ掛かり，わずか 8 インチ（20cm）の深さしかない

石造りの割れ目の中に下向きに押しつぶした。 

 

事故発生時，ローブリングとペイン，コリングウッドは，ニューヨーク側にいたが，C・C・マ

ーティンはブルックリン側の現場の下側にある事務所におり，大音響を聞いて，主塔の片隅の一

箇所に設けられた狭い一続きの階段を駆け上がった。マーティンは，数人の作業員が倒壊した揚

貨装置を動かそうと，死にもの狂いで無益な試みを行っているのを見つけた。下敷きになってい

る男は意識不明であったが，まだ生きていた。マーティンはジャッキとレバーを取り寄せて，そ
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れから 15 分程で揚貨装置を持ち上げた。男は下側から引き出された。彼は，まるでひどい苦しみ

が和らげられたように数回呼吸をして，そして亡くなった。 

 

亡くなった作業員はドーアティーといい，主塔上の現場監督である石工トーマス・ダグラスの

傍で作業していた。ダグラスは，ドーアティーと同方向に走り出したが，邪魔になっている石材

のブロックを飛び越えようとせずに，そのブロックのそばに身をかがめた。その結果，石材が彼

を救った。しかし，ドーアティーにブームが衝突したとき，彼は膝からダグラスの背中に落ちて

きて，ダクラスを押さえつけて動けないようにした。ドーアティーは苦しみながら，ダグラスの

腎臓を激しく蹴ったため，その腎臓は決して回復することはなかった。その後，ダグラスは 2 年

近くパートタイムで働きながら生きていたが，その時の怪我でたいへん調子が悪く，徐々に悪化

していった。彼は，せめてブルックリン側の主塔が完成するまで，生きようとしていたという話

が伝わっている。彼は主塔が完成したと聞かされたあと，ほどなくして亡くなった。「彼は立派な

男であった」とマーティンが記者達に話している。 

 

しかし，その事故は多くの人々に，橋梁会社による現場管理は適切であったのか，また，いつ

になったら橋梁会社が最も求められている住民の信頼を得るのか，という疑問も残した。揚貨装

置の控索は 1 ヶ所の固定端の不完全な溶接部で壊れ，そのことは教訓となった。事故は，誤った

管理や設備の粗雑な使用に起因したものではなかった。しかし，非常に多くの人々はそのことを

知らず，知っていたとしても信じることはなかった。 

 

取り調べの指示を受け，検死官によって調査が実施された結果，橋梁会社の潔白は証明された。

そして，最高品質の材料が使用されており，事故に対するあらゆる予防安全措置が行われていた

ことが公的に証明された。ウィリアム・キングズレーは「最初からこのような状況であり，今後

もこれを継続して行きます。従業員の安全を保障するための努力や経費を，節約することはあり

ません」と述べている。選挙の前日，執行委員会は，各々の遺族に対して 250 ドルもしくは 3 ヵ

月分の賃金を若干上回る見舞金を支払った。 

 

しかし事故の数日後，選挙の 2 週間前に数百人の改革派のブルックリンの住民達が，ブルック

リン・スケート・リンクに結集し，自らのフィフティ委員会（彼らはそのように呼称），やがて一

般に知られるようになるリンク委員会（市役所の数部門における不正・浪費・横領の容疑を調査

するための委員会）を組織した。ニューヨーク橋梁会社も，その調査対象に含まれていた。 

 

 

 

予想どおり，民主党はブルックリンで勝利したが，僅かの差であった。彼らはすぐに告発され

た。それは，ニューヨークからチンピラを雇って連れてきた件，投票を買収した件，重複投票や

偽名等あらゆる慣習的な手段を利用した件に関する告発であった。告発のほとんどは，おそらく

真実であった。そこでの投票で不正があったことは，全く間違いなかった。後の調査で，最低で

も 6 千件の違法な投票が行われたことが判明した。しかし，たった 5 人の男性だけが，その後の
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裁判で有罪判決を受けた。その全員が全く無名で重要でない人物であった。その主たる理由は，

民主党が，起訴を行った地方検事に関する職務上での若干の不利な情報を握っていたからである。 

 

その時点でパウエルが市長であった。マクラフリン，キングズレーそして残った人々全員が，

依然として権力を握っていた。だがイースト川の対岸では，選挙によってツィード・リングが崩

壊した。 

 

改革派は，ニューヨークで，かつてなかったほど活動を行った。また彼らは，共和党と民主党

が共同して活動した。彼らは，それが唯一最善で最後の機会であると信じていた。青年改革同盟

が組織された。聖職者達は，信徒達に自らの義務を果たすように求めた。新聞と写真雑誌は，お

そらく，これまでで最も重要な選挙であるという解説をしたのであろう。A・T・スチュワート21は，

投票日に百貨店を休業にして，全ての従業員が投票できるようにした。民兵組織の 4 連隊が警察

を支援して，投票が適切に行えるように監視し，大部分で適切な投票が実施された。しかしなが

ら，多くの年配者や裕福な市民の間では，このような状況になるとは全く考えられないことであ

った。 

 

改革派の公認候補者が，圧倒的大多数の支持を受けて当選した。タマニー派の市会議員は 2 人

だけが，かろうじて当選することができた。ティルデンは州議会議員に当選した。市の上院議員

選挙区の 5 地区のうち，ツイード 1 人を除いて，セブンティ委員会が推した候補は全員が勝利し

た。しかもツィードの得票数は 2 年前の得票数の半分以下であり，選挙区にばらまかれた金額は

かなりなものであった。選挙開票から数日後，毎年恒例のアメリカスクラブ舞踏会を延期する発

表があった。 

 

その直後，ニューヨークのワールド誌は川を渡って記者を送り込み，キングス郡の機関の中枢

と考えられている男性，ウィリアム・C・キングズレーにインタビューを行った。ワールド誌はそ

れまでずっとツィードに対して特に寛容であり，その時点では，ニューヨークが汚職の温床では

なかったことを実証しようと強く望んでいた。キングズレーは，ブルックリン・リングのような

ものは存在しないと，断定的に述べた。ヒュー・マクラフリンは最も質素な様式で生活している

と，彼が言った。マクラフリンが馬の一頭も飼っていない理由や，おそらく 10 万ドルの資産も持

っていない理由を，キングズレーは強調して述べた。ツィードと対比していたことは言うまでも

なかった。 

 

キングズレーは，主としてツィードの問題のため，キングス郡の民主党が投票で多少の打撃を

受けたことを認めた。彼は「国中に吹き荒れている汚職の大きな趨勢は，ある程度，ここの我々

にも被害を及ぼしている。だが，誰も自分自身の目標に対する判断を誤ることはなく，私は，政

治とは全く無関係で手に入れた 25 万ドルで，裕福になっただけである｣と発言してインタビュー

の結論とした。 
                                                        
21  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。 
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その後すぐにフィフティ委員会は，橋梁会社の運営状況を調査し始めた。すでに委員会は，プ

ロスペクト公園の運営の不正行為を最初に捜索しており，何も暴き出すことができなかった。1，

2 件の他の調査では，同程度に取るに足らないことを立証していた。またブルックリン民主党の

なかでは，とても実直な委員長のバックハウスが，数えきれないほどのひどい物笑いの種になっ

た。しかし橋梁に関して，調査者達は何かがあると信じていた。それは，主として彼らの好奇心

によるものであり，彼らが別の方法で入手した事というより，むしろ記事になる前に個人的に話

していただけの多くの問題であった。 

 

橋梁会社にとって，この異常な時期において，橋梁の業務に関するツィードの目立った役割は，

タマニー派の彼の同僚 3 人スミス，コナリー，スウィーニーは言うまでもなく，もちろん明らか

な困惑の種であった。多くのブルックリン人々は，その役割と発生原因について明らかにする必

要があると考えていた。しかし，明確にすべきことは，むしろ橋梁事業の運営におけるキングズ

レーのかなり不明瞭な立場であり，その時の最大の関心事となっていた彼の“貢献”に対する報

酬について，如何に明確にするかであった。 

 

キングズレーは理解するのが難しい男性であった。ビーチャーが言うように，彼の名前はブル

ックリンにおける目玉商品であった。一方で彼は，行動力があり，勤勉で，立派な人々（中でも

注目すべきはマーフィーやスタナハン）から尊敬され，間違いなく善良な市民であった。彼のキ

ングズレー＆キーニー社は，最近とても話題となっている町の新しい建物のブルックリン劇場を

建設中であった。彼は，オールバニの新しい州議事堂に関する委員のうちの 1 人でもあった。明

らかに，彼は個人的に成功していた。彼には思いやりがあり，愛情深い家庭的な男性であった。

定期的に教会に参列もしていた。お金には太っ腹で，苦境の時には隠し立てもせずに同情的だっ

た。1871 年 10 月，シカゴ火災22のニュースがブルックリンにもたらされた時，彼は何らかの行動

を起こそうとしたまさに最初の人物であった。カルブフレッシュ，マッキュー判事，アイザック・

ヴァン・アンデンとともに，彼は被災した都市を支援するために 10 万ドルを寄付した。このよう

な相当額の寄付は，ブルックリンの寛大さの単なる前兆のように報道された。また（それを裏付

けるように）キングズレーが共同経営者であったイーグル新聞は，さらなる寄付金を増やすため

の運動を展開した。 

 

やはり，それらは誰もが知っていたようなキングズレーの政治的な側面であり，どこで彼の事

業への関心が薄れ，どこで彼の政治的への傾倒が始まったかについては，全く不明瞭であった。

リンク委員会の人々が橋梁の財政面を追究し始めた時，幹部の政治家と一緒に活動し，それによ

って利益を得ている彼の手腕は，河川のブルックリン側に必ずしも限定されないように，見え始

めた。 

 

                                                        
22 1871 年 10 月 8 日夜にイリノイ州シカゴ市内で発生した大規模火災で，19 世紀を通してアメリカ史上最大の災

害であり，多くの被害を出したと同時にシカゴ市の再開発を進展させた契機として知られている。死者 250 人

以上，17,400 以上の建造物が全焼し，800 ヘクタール以上を焼き尽くした。被害額は当時にして約 2 億ドル，家

を失った人は 10 万人に上った。 
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ツィード騒動が始まった初夏以降，偶然にもツィードもニューヨーク側取締役 3 人の誰もブル

ックリンで見かけなくなった。ただし 6 月にツィードとヒュー・スミスが執行委員に再度指名さ

れても，誰も異議を唱えなかった。だがそれ以降，コナリー，スウィーニーのどちらも，橋梁に

関して何かを行ったり，口を出したりすることは無くなった。おそらく橋梁会社の事務所内での

対応の取決めが厳格になったからであろう。 

 

だが会社の記録が示すように，騒動の前でさえ，ツィードが委員会の会議に出席することは，

実はほとんどなかった。委員会の会議は，ツィードが参加した初回会議の 1869 年 9 月から，タイ

ムズ誌が彼への糾弾を開始した 1871 年 7 月の間に，58 回ほど開催されている。ツィードは最初

の会議を含め，ちょうど 6 回の会議にわざわざ姿を見せている。そのように極めて少なかったの

で，実際，記録を調べた誰もが，彼がわざわざ参加したそれらの会議に必然的に大きな関心を示

すことになった。つまり，ツィードにとって時間が極めて貴重であることは，誰もが理解してお

り，彼がわざわざブルックリン迄やって来た時はいつでも，ある種の明確な目的を念頭において

いたに違いなかった。 

 

議事録は，概要のみであり，各々の会議の課題について，とても簡潔に，可能な限り一般的な

表現で記載されていた。それでも，ツィードが出席した会議の議事録を調べることで，基本的な

ことが判明するはずであった。ほとんどいつも，頻繁ではないがツィードから提案された数件の

特に興味深い動議が，取り上げられている。そして言われていたように，これらの動議は，ほぼ

必ずウィリアム・キングズレーに直接利益をもたらすように思われた。 

 

例えば，橋梁建設がまさに始まった時期の 1869 年 10 月 27 日の執行委員会の会議で，ツィード

から 1 件の動議が行われている。その動議は，委員会が木材費用としてキングズレー＆キーニー

社への 46,915.56 ドルの支払いを決議するものであった。キングズレーは後に「その建材は，橋梁

建設が始まる前にジョン・A・ローブリングの要請で，ジョージア州の販売業者から特に良い値

段での仕入れが可能であったので，購入したものである」と説明している。そのころ橋梁会社は

資金を持っていなかったので私が事前に購入したと，キングズレーは述べている。だから委員会

は，彼宛てに届き保有しているものに対して，単に返金しただけであった。それはともかく，ツ

ィードは，キングズレーが元金と利息を手に入れることに同意した一人であり，当然そのことが

一部の人々に疑問を抱かせたことを，議事録は示していた。 

 

しかし，更に重要な動議が 1870 年 7 月 5 日に開催された会議で通過した。それは，6 ヵ月以上

ずっと欠席していたツィードが出席した会議であった。この日は，ツィードが後に暴露した委託

報酬の支払い条件を，橋梁会社の公式の方針として認めた日であった。その時の記録によれば，

決議は以下のように記載されている： 

 

【議決事項】 

河川の両側の橋梁の主塔の基礎の内，土地の買収費を含む高潮位までの基礎の建設費

の総額の 15%を，統括責任者のウィリアム・C・キングズレーに対し，この会社に代
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わって実施・推進させたことに対して，基礎が完成するまでに支払う。 

 

常に動議を提唱した委員の名前を記録に含めることが慣例となっていたが，この場合について

は記録されていない。その議決事項が新聞紙上で発表されることはなく，更に，執行委員会の業

務が，いまだに非公式に行われていることも発表されなかった。それに関して，数週間前の年次

取締役会で議論されることも無く，触れられることさえなかった。また，取締役が再び招集され

たときでも話題に上らなかった。 

 

さらに，とても興味深いことに，ツィードは，9 月の初旬に橋梁会社の事務所に再び現れて，

その時点までにウィリアム・C・キングズレーに支払われるべき総額を支払い，それから先は決議

で申し合わした金額になるように月払いするように提案した。その年末までの橋梁に対する支出

額は 1,179,521.40 ドルとなった。これは，キングズレーへの 15 パーセントの支払いが，およそ 17

万 5 千ドルにのぼることを意味した。この金額に対する小切手は 1871 年 1 月 3 日にキングズレー

宛てに発行された。橋梁へのキングズレーの公式の関わりが，1869 年 10 月に総括責任者に正式

に任命された時にさかのぼるとすれば僅か 1 年で，その時点での彼の報酬は相当高額な給料とな

っていた。新聞報道によれば，アメリカ合衆国大統領のおよそ７倍の報酬に相当したようである。 

 

なぜツィードが，キングズレーの利益をそれほど大事にしたかは，はっきりとはわかっていな

い。おそらく推測されるのは，リング関係者との当初の申し合わせに，執行委員会でのツィード

の支援に対する見返りとしてキングズレーが 15%の一部を引き渡すとか，あるいは，キングズレ

ーが 4 人のタマニー派に渡した橋梁株に対する支払いに 15%の一部をそのまま充当するという同

意も含まれていたのかもしれない。この推測については誰も否定しないであろう。だが，ツィー

ドは，彼自身がキングズレーとまったく取引をしていないと証言している。 

 

「キングズレーは，貴方と 15 パーセントを分け合うことになっていたのか」とツィードは尋ね

られている。 

 

「私は，彼とそのような同意はしていない」とツィードは答え，しかしその一方で「私は残り

の人に関しては何も知らない」と付け加えている。残りの人とは，スミスとスウィーニー，コナ

リーを指している。彼らが自分のために，キングズレーと一緒にどのように行動していたかにつ

いて，ツィードは説明できなかった。 

 

しかし，そのような取り決めがツィード・リングの一般的な方法であることが判明してから，

正しいかどうかは別にして，かなり多くの人々が，それがまさにキングズレーが同意していたこ

とであると断定するようになったのである。さらに，橋梁の株式購入では 1 度に総額の 10%を支

払う分割払いが求められていたこと，キングズレーやほとんどの株主がその支払い方法を利用し

ていたこと，そして会社の支出額のうちの数 100 万ドルの 15 パーセントを受け取ることが，投資

上の観点から大変魅力的な対応であったことも，指摘された。 
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当然のことながら，これら全ての事に関して，キングズレーは，まったく違った説明をしてい

る。だが彼が自己弁護のために，公的に正々堂々と意見を述べざるを得ないと感じる前に，彼と

橋梁会社との取決めについて，若干の注目すべき変更が行われた。 

 

1871 年 11 月 13 日，ブルックリンとニューヨークでの選挙のわずか 5 日後，ツィードが滅びた

ことがはっきりした時点で，執行委員会は「1870 年 7 月 5 日の決議によるウィリアム・C・キン

グズレーの権利は，彼の同意を得て，この決定よって清算する」と決議した。総括責任者の彼は，

橋梁に関する彼の活動に対して，その時点で，総額で 12 万 5 千ドルを越えない報酬を受けとるこ

とになった。変更に関する説明は記録の中には残されておらず，再びそのことに関して新聞で報

道されることもなかった。 

 

11 月末，この新しい規則に従って，キングズレーは橋梁会社に，超過受領分の 5 万ドルを返却

した。彼の取り巻き連中が後日強調しているように，それは自発的に返却したものであった。そ

れは，彼がそうしなければならないという規則はなかったからである。この記録についても，説

明は残されていない。建設の勘定書には，単にキングズレー氏から 5 万ドルと記入されているだ

けである。 

 

やがて，1871 年 12 月初旬頃，誰かが古い 7 月 5 日決議を含んだ協議記録を抜きだし，キンン

グズレー“100 分の 15”を消して，“100 分の 5”と読めるように修正している。記録の中に，こ

れに関する記載はない。そのようなことが，何故，誰によって行われたかを説明するようなもの

は何もない。 

 

総括責任者としてのキングズレーの報酬は，調査で判明した主要課題となっていたが，同様に，

会社の資材購入方法に関する重大問題が浮上してきた。何をどこから購入するかを，まさに誰が

決定したのかという点であった。 そのように思われたのは，キングズレーの推薦が，常に執行委

員会から無条件の承認を受けているからであった。なぜ入札公告がされなかったのか。さらに具

体的に言うと，なぜ橋梁会社は過去 2 年間にニューヨーク＆ブルックリン製材会社から 14 万ドル

相当以上にものぼる量の木材を購入したのか。すなわち，その会社は，財務部長がアメルマン氏

で，その時点での総括責任者キングズレーが共同経営者の会社であることは，誰もが知っていた。

キングズレー氏は，橋梁に関する取引を行っている会社のなかで，他に何社と関係していたのか。

総括責任者キングズレーは，彼が熱心に要望していた橋梁建設での購入品を，2 都市が支払うよ

うに決定し，自分自身から全く多くのものを購入することを決めているような印象があった。 

 

 

 

リンク委員会は，翌年 1872 年の初春まで，その結論を報告する準備ができなかったようである。

その時まで，ツィードは厳しい時期を過ごしていた。 
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図-11.14 ジム・フィスク 

(1835～1872) 

図-11.13 ピーター・スィーニー

(1811～1891) 

図-11.15 エドワード・ストークス

(1840～1901) 

その選挙は，ピーター・ブラインズ・スィーニー（図-11.1323）が，公園委員会理事長としての

公職を辞め，フランスに向けてできる限り早急に出発した時から，わずか数日後に行われた。ヒ

ュー・スミスも国外に逃亡し，その一方でコナリーは，その時点でニューヨークのセブンティ委

員会に迎合するようにあらゆることを行っていた。ツィードだけ

が残り，逮捕は時間の問題と思われていた。 

 

その後それが現実となった。12 月 15 日，起訴陪審がツィード

を 120 件の訴因で起訴した。次の晩，年配の南部連邦支持者であ

る郡執行官マシュー・T・ブレナンが，彼を逮捕した。マシュー

は，歴史的な儀式を遂行するため，直接，ツィードの事務所にや

って来た。ブレナンは，ツィードの肩に軽くさわり「貴方は，私

が追い求めていた人物であると，思っている」と忍び笑いをしな

がら言った。 

 

ツィードがほぼすぐに保釈されたことは，誰も驚かなかった。

彼は囚人としての最初の夜を，自分が経営しているメトロポリタ

ンホテルで過ごした。だが，彼は公共事業部を辞めざるを得ず，

12 月 29 日にタマニーホールにおける投票で幹事長としての権限

を失うことになった。 

 

法廷は，郡あるいは州に，ツィードを裁判にかける権利がある

かどうかを決断できず，彼が裁判にかけられるまで更に 1 年が経

過することになる。しかし，彼の世界は至る所で崩壊していた。

1 月 6 日，ジム・フィスク（図-11.1424）は，グランド・セントラ

ル・ホテルでエドワード・ストークス（図-11.1525）に射殺され

た。フィスクは，かつて裕福なストークスからブルックリンの石

油精製所の所有権を騙し取り，一方ストークスは，フィスクの愛

人であるジョシー・マンスフィールドに求愛してかなりの成功を

収めていた。 

 

フィスクが亡くなるとき，彼を見取った人々の中にはツィード

もいた。フィスクがついに息絶えたとき，ツィードは取り乱して

しまった。ツィードが長年にわたって組んでいた数えきれないほ

どの人物のなかで，フィスクは最も愉快な人物であった。新聞は，

破綻したツィードとその苦悩について書きたてた。1 万人の人々

が，いわばフィスクのエリー鉄道の事務所に，正装安置されてい

                                                        
23 https://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/1/9/6/4/19642/19642-h/19642-h.htm （参照日 2016-04-25） 
24 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JimFisk.jpg （参照日 2016-04-25） 
25 https://img0.etsystatic.com/000/0/5951640/il_fullxfull.270385976.jpg （参照日 2016-04-25） 
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る彼の遺体との最後の別れをするために訪れたが，タマニー派の元有力者ツィードを上回るよう

な人物は誰もいなかった。イーグル紙はその状況を次のように解説している。 

 

全ての人々を感動させたのは，ウィリアム・M・ツイードであった。彼は子供のように

泣いていた。彼のすすり泣きは家中に聞こえ，そして，まるで寒さに震えるような彼の

手が，親愛なる友人の広くて穏やかな前額部をしきりになでる一方で，彼の熱い涙が棺

のなかに，にわか雨のようにしたたり落ちていた。 

 

大部分の市民にとってフィスクの殺害は，当然の神の復讐のように思われた。プリマス教会か

らは，フィスクについて，ビッチャーの声で「幸運なるあのような最高の詐欺師」，「まったく道

徳観念のない」，「恥が完全に欠けている」，「憎むべき欲望を持った」のように罵倒し「仲間の罪

人の手によって，神の摂理が彼を地面に叩きつけた」というような宣言が届いた。 

 

 

 

ツイードの逮捕，フィスクの殺害，ストークスの公判，ブルックリンでの天然痘，音楽学院で

の恒例の下院舞踏会（アメリカ合衆国において我々の都市ほど社交面で楽しい場所はないと，ユ

ニオン紙が報道した舞踏会），わいせつ文書についてフィールディングとデュマに対して説教を行

うタルメージ神父，ブルックリンで遊んでいるビル・コーディ，ニューヨークで新しく開設され

たメトロポリタン美術館，来るべき大統領選挙の話題，プロスペクト公園の湖での 2 千人のスケ

ーターの話，氷の巨大な固まりでイースト川を渡る話など，1871～72 年の冬には，読んだり話し

たりする多くの話題があった。しかし，実際の橋梁建設に関する新聞記事は，極めて稀であった。

リンク委員会が調査するかもしれない事項に関して，確かに多くの記事が載っていた。しかし 12

月中旬，ローブリングがニューヨーク側ケーソンの沈降開始の準備が整ったことを発表した時，

わずか 1～2 行の記事になっただけであった。それ以後も，橋梁建設は大きな関心時とならず，若

干の評論家が，橋梁のニューヨーク側基礎が下水道の中に沈められているというようなある種の

皮肉記事を書いているだけである。 


