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その橋梁は，利用面のあらゆる要素や資金の出所から公

共の事業と考えられるが，未だにそれは，公衆の発言権が

ない全くの民間の法人である。 

デマス・バーンズ 

 

世間をあっと言わせたストークスの裁判は，1872 年前半で数ヶ月に及んだ。リンク委員会が調

査結果の公表を開始した時に，大衆の心の中にはフィスク（とツィード）の腐った世界で行われ

た不正行為が認識されていった。予想通り，橋梁に対するツィードのこれまでの関係が重視され

た。だが委員会の調査の核心は，キングズレー（図-12.1）の報酬の理由と，彼と製材会社との関

係であった。 

 

イーグル新聞は，すぐに橋梁会社の擁護に回った。“ツィード

とコナリー，スウィーニーが，この株式引受人の中にいること

は，事実である。・・・だが 1 年前，これらの人物の支援を拒絶

した会社があったのか”。キングズレーは，橋梁事業を前進させ，

その責任を追っている人物である。そして“彼が，あらゆる他

の請負者と同様に，橋梁会社の利益となるように行動するよう

な状況で，会社が実施する契約に対して，彼が口出しすること

は当然のことである”。さらにまた，企業が合法的に運営される

ことを監視するマーフィーやスタナハン，デマス・バーンズ，

ヘンリー・スローカム等の人物を，ブルックリンの人々が信用

できないとすれば，その当時，誰を信用すべきだったのか。 

 

キングズレー自身は，その後すぐに回答を出した。その回答は，イーグル新聞とユニオン誌に

対し，取材を通してではなく，手紙で行われた。それは自分の回答を適切に言い表したかったか

らと，彼は説明している。 

 

しかしながら，その手紙は，憤慨した長く手厳しい非難であり，逆に，キングズレーに対する

新たな疑問も浮上させた。橋梁会社は，ブルックリンの一流の市民で，全員が信頼できる人々で

構成されていると述べ，イーグル紙のテーマを繰り返し，同じ人々の名前を繰り返し引用してい

た。会社の管理が誤っていると暗示することや，橋梁に関係する誰かの評判を中傷することは，

橋梁に反対することであり，橋梁に反対することは，ブルックリンに背を向け，進歩に逆らうこ

とである。フィフティ委員会は“放浪者とならず者”に“時代遅れの一団”が加わって構成され

ている。だが，その時代遅れの一団は，ブルックリンの昔からの農場の所有権の関係で，富を蓄

え続けており・・・彼らがしつこく抵抗しているまさにその進歩のおかげで，裕福になってきて

いる。これらの人々は，上水道事業や公園，“あらゆる鉄道の敷設”に反対し続けてきた。土地持

ちの連中は，人々の橋梁が主題になることを，しきりに妨害しようとしていた。彼の手紙は，そ

図-12.1 ウィリアム・キングズレー

(1833-1885) 

出典：New York Public Library 
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のような内容であった。 

 

キングズレーは，ツィードとの関係について，彼自身の疑問を交えて答えたとき，改めて，ト

ーマス・キンセラやイーグル新聞の社説を書いている人々のように，とても多くのことを明らか

にした。だが，ツィードとの関係がどれくらい前から始まったかについては，完全に明らかにし

なかった。「記憶が 5 年前に戻る男性は，会社がツィードやスウィーニー，コナリー等の協力を求

めていた時期に分別が足りなかったと発言して，自らの誠実さを，あえて危険にさらすだろうか」。

またキングズレーは，ツィードや他のタマニー派の人々と付き合っていて，当時の彼らの性格は，

少なくともフィフティ委員会の人々の性格より大変良いと感じていたと発言した。 

 

そして，彼が悔やんでいることについて述べた。彼は「建設中の橋梁を進めるために，私は全

ての件に支払いを行っており，ある打撃を受けるまでに 25 万ドル以上の自腹を切っている」と述

べた（面白いことに，「私は政治問題を避けることで更に裕福になってきた」と発言したのは，同

じ人物であった）。そして，彼が行ってきた全ての事項に対するいわば包括的弁明として，「私は

橋梁を建設したかった」と述べたことは，取るに足らないとても小さな被疑者にさえ思われた。 

 

彼は「あらゆる男性は，その人生の中で，金に執着するよりも大きくてすばらしい目標をどこ

かに持たねばならない。私の目標は橋梁を建設することである」と述べている。 

 

イーグル新聞に対して，委員会は独自の手紙ですばやく反応した。その手紙には，市民に対し

て追求の手を緩めるような発言を行い，まさに金と地位を握っているだけで確信を持ったような

発言をすることは，ばかげたことであると書かれていた。また委員会は，橋梁会社がコンサルタ

ント技術者や 4 名のアシスタント技術者は言うまでもなく，技師長を雇用していたかどうか，な

ぜウィリアム・キングズレーの貢献がそれほど非常に大切だったのか，正確には彼はどのような

貢献をしていたのかを，知ろうとしていた。さらに委員会はその時点で，キングズレーがどのよ

うにして 25 万ドルを使ったのかを，はっきりさせることに強い関心を示していた。キングズレー

が示したこの新たな金額は，誰もがこれまでに暗示していたキングズレーへの支払額のちょうど

2 倍であった。さらに，キングズレーが会社から受領した 12 万 5 千ドルは，主として建設の初期

段階での支払いに相当するものであったことを，委員会は橋梁会社の事務所の職員から理解させ

られた。おそらく全ての支払いが，項目別に列挙されたのであろう。そうだとすれば，残りの金

は，何の目的で使われたのであろうか。またブルックリンの人々にとって，そのような商取引の

正当な会計処理は価値が無かったのか。ことによると，人々のお金に関してそのような自由裁量

を個人株主に許すというような法律を通すために，彼はアルバニーで全く物惜しみしなかったの

であろうか。 

 

キングズレーの 2 通目の手紙による回答は，前回と違って短く，挑戦的な記述は全くみられな

かった。金は，建材購入，事務所の賃貸料や備品，ピッツバーグ・シンシナティ・ナイアガラフ

ォールズへの橋梁視察旅行，コンサルタント費用，資料の印刷費として支払ったと説明していた。

しかし彼は，25 万ドルという金額を撤回することもなく，それを説明することもなかった。問題
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は未解決のままとなり，フィフティ委員会は，市民が慣れてしまったその種の人騒がせな疑惑を

伝えるようなこともせず，多数の問題を未解決のままにして，徐々にその追及場面から消えてし

まった。 

 

しかしながら，橋梁会社の取締役達はその問題に取り組むつもりは毛頭なかった。また市民や

ニューヨークの新聞も何もしなかった。更なる調査を要求する激怒した手紙が，編集者へ寄せら

れた。それには次のような疑問が書かれていた。ローブリングが，なぜ株を保有していないのか。

当初の定款に取締役として記載された多くの著名人達が，なぜ全体組織から退任し，株を購入し

なかったのか。ワールド誌は，キングズレーを“貪欲な人物”と呼び，彼がツィードよりもさら

に抜け目がないと報道した。また，キングズレーが，かつてブルックリンの舗装会社から数十万

ドルの見返りを受けとった確かな証拠があると，主張した。一方，トリビューン誌は，橋梁に材

料を供給している工場や石切り場，製材所の中の少なくとも 8 社に対して，キングズレーが直接

的な利害関係を持っていると報道した。 

 

取締役達の間で，何とかしなければいけないという声が高ま

り，市民の信頼を回復するために，ニューヨーク州下院議員の

ジェームス・ストラナハン（図-12.21）が，素早く動いた。 

 

次の取締役会は，1872 年 6 月 4 日に開催された。マーフィ

ーは社長に再任された（彼は今のところ名誉を傷つけられるよ

うなことは何も言われていなかった）。またアンドリュー・グ

リーンというニューヨークの会計監査官が，財務委員に指名さ

れた。そしてストラハナンは，これまでのタマニー派の 4 人に

替わり，それ以外の 4 名の立派なニューヨーク出身者を取締役

に任命した。新しい取締役は，ウィリアム・H・ヴァンダービ

ルトとロイド・アスピンウォール，ウィリアム・H・アップル

トン， も重要人物であるエイブラム・S・ヒューイット（図

-12.32）の 4 人であった。 

 

ヒューイットは，この時までに改革者としての評判が高かっ

た。彼は，その後すぐにニューヨーク市長に再選されるウィリ

アム・ハブマイアーから，橋梁会社の取締役になるように依頼

されていた。ヒューイットの説明によると，それは支出額を調

査して，事業の進捗の妥当性を報告するためであった。ハブマ

イアーは，これまで橋梁に関してそれほど気にかけていなかっ

たが，橋梁事業が公共事業で起きる不正行為の絶好の実例とし

て見ていた。彼は，市役所が全ての事業の有効性を管理するべ

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_S._T._Stranahan.png （参照 2016-04-27） 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abram_Stevens_Hewitt_1822-1903.jpg （参照 2016-04-27） 

図-12.2 ジェームス・ストラナハン

(1808-1898) 

図-12.3 エイブラム・ヒューイット

(1822-1903) 
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きであると考えていたので，ブルックリン橋での状況をはっきりさせるため，有能で成功を収め

た実業家を送り込んだ。ストラハナンはその考えを歓迎すると述べ，ヒューイットは，直ちに執

行委員会でツィードの空席を埋めるよう指名された。それは，教室のある領域の秩序を回復する

方法として，クラスの疫病神が追放された時に，疫病神が長く占有していた席に先生のお気に入

りを座らせることに，少し似ていた。 

 

 

 

ヒューイットは，本気のように見えた。1 週間以内に開催さ

れた 初の執行委員会で，ヒューイットは，同席したストラハ

ナンやマーフィー（図-12.43）とともに，約 7 万 1 千ドルに達

している請求書の支払いを直々に承認した。1週間後の会議で，

彼は，技師長に対して，石材・木材・他の材料等の材料費や労

務費が合理的で正当であったかどうかを，できるだけ早急に調

査・報告するように提案した。またローブリングに対して，こ

れまでの橋梁の建設費が父親の見積額より上回っているかど

うか，もし上回っていれば何故そうなったかを報告するよう求

めた。「次回の花崗岩の発注では，技師長が非公開入札の公告

を管理する」というヘンリー・マーフィーから出された提案を

受け入れるというヒューイットの動議は，直ちに同意された。 

 

1872 年 7 月 1 日に，取締役会が技師長からの特別報告を受け

るためにもう一度開催された。取締役会は，橋梁建設が始まっ

てから僅か 9 回開催されただけであった。その報告書は，要請

から 4 日後の 6 月 28 日に提出されていた。マーフィーは何か

の理由で街の外にいたので，エイブラム・ヒューイットが議長

を勤めた。 初に，6 月に開催された 3 回の執行委員会の議事

録，ヒューイットが参加した 3 回分が，取締役会の前で読み上

げられた。このようなことは，これまで行われたことはなかっ

た。それが終わり，本来の取締役会が始まろうとした時，デマ

ス・バーンズ（図-12.54）が更なる抜本的な変更を提案した。

それは，階下で待機している記者を向かい入れ，会議に立ち会

わせるという提案であった。しかしヘンリー・スローカム（図

-12.65）は，取締役会終了後全ての新聞に対して，秘書が作成

した議事録の写しを配布する代替案を提議した。その秘書は，

いっぱいの顎ひげをはやした信心深そうに見える紳士で，オレ

                                                        
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Demas_Barnes#/media/File:Demas_Barnes_-_Brady-Handy.jpg （参照 2015-05-04） 
5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Warner_Slocum_-_Brady-Handy_restored.jpg （参照 2016-04-16） 

図-12.4 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 

図-12.5 デマス・バーンズ 

(1827-1888) 

図-12.6 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 
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図-12.7 ワシントン・ローブリング

(撮影 1870) 

ステス・ペンシラス・クィンタードという印象的な名前の人物であった。スローカムの動議が可

決された。続いて，ローブリング（図-12.76）の報告書が読み上げられた。 

 

報告書の冒頭で，おそらく誰もがほっと一息したであろう。

報告書は，事業のまさに開始時点でヘンリー・マーフィーか

ら，契約の締結や必需品の購入に関してローブリングが何も

することはないと，明確に告げられたとの説明から始まって

いた。「それでも，実施されたそのようなあらゆる取引につい

て，個人的には認識していた。全ての契約が妥当な方式で実

施され，結果的に会社の 高の利益になっていると，私は理

解している。ほとんどの場合が 低入札者と契約しており，

別の入札者と契約した場合には， 低入札者と同程度の低い

金額となっている」とローブリングは記載している。 

 

彼は「購入品が，橋梁の利益を損なうような価格で，会社の関係者から提供されているという

主張がある。そのような全てのケースについて，購入品が適正な競争の後に他の応札者よりも低

い価格で納入されていると，私は認識している」と報告している。 

 

「更に，橋梁に投入されたあらゆる資金が，合法的な方法で，設計された本来の目的のために支

出されており，私が知る限り，正規外の使い方に変更されたことは一切なかったと，私は断言す

ることができる。毎日，私は橋梁の現場に出ており，全ての時間を使って絶えず指揮を執ってい

る。したがって，この質問に関して実直な見解を述べるべき立場にある」 

 

「政治力で雇用された人は誰もいない。賃金は，ほぼ通例の金額である。作業の危険性を考慮し

て，賃金はそれなりに高いかもしれない。賃金に見合わないような仕事しかできない作業員はい

ない」とローブリンは述べている。なお，キングズレーが，どれほどの仕事をしたのかについて

は，記載されていない。 

 

ローブリングは，自分自身で報告を発表したわけではなく，その会議に出席さえもしていない。

この時点でニューヨーク側ケーソンが沈降中であり，その部屋でいるほとんどの人々が知ってい

たように，その作業は大変に難航していた。技師長は疲れ果てており，彼自身の体調が心配され

ていた。 

 

この冒頭の文章には，過去の支払いに対する長い会計報告と，橋梁が想定された費用よりも高

くなる理由と，その結果としてジョン・ローブリングが設定した金額で完成させられない詳細な

説明が付けられていた。報告内容は，とても綿密で簡潔なしっかりしたものであり，その準備に

4 日以上費やされたことは明白であった。明らかにローブリングは，まさにそのような会計報告

                                                        
6 http://www.uh.edu/engines/epi87.htm   （参照 2016-04-28） 

Rutgers University, Department of Special Collections and Archives 
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をあらかじめ準備していた。間違いなく，彼はその機会を待ち望んでいた。 

 

これまでのところ建設費は，当初の見積りより 100 万ドル以上増加しそうであった。彼の説明

によると，これは，彼の父親が想定していなかった数件の大きな項目が主要因であった。それは，

橋梁の大きさと高さが増加したこと（変更額 11 万 3 千ドル），取り付け道路部の土地買収費（そ

の支払いに約 33 万ドルを支払い済み），ニューヨーク側ケーソンでのトラブル（約 37 万 5 千ドル，

あらゆることを考慮分），さらに，“通常の建設工事と異なる不測の事態”として説明した事をひ

っくるめた多数の他の支出分であった。他の支出分には，次のような費用が含まれていた。 

コンサルタント技術者への 2 年半分の支払い分 2 万ドル（ホレイショー・アレン）， 

コンサルタント技術者の委員会費用 7 千ドル（当初の 7 名分）， 

彼の父の葬儀費用，交通費，弁護士費用，寄付金，医者の支払い等 8 千ドル， 

税金と利子の支払い約 6 千ドル， 

後に統括責任者の報酬 12 万 5 千ドル， 

合計で 165,771.65 ドル。 

そのような事項は，想定できなかったことであるとローブリングは記述し，ウィリアム・キング

ズレーが立て替えていた費用に関しては，彼や父親が想定できなかったことを，丁寧な方法で明

確にしていた。 

 

この調子で行けば橋梁建設費は 950 万ドルとなり，ローブリングの父親の当初の金額より約 300

万ドル増加すると，彼は結論づけていた。 

 

ヒューイットが後に書いているように，技師長の誠実で正確な報告に対して，取締役の誰から

も質問はなく，その報告書はそのことに関する限り，とても重要な文書として取り扱われた。だ

が数名の取締役の意見では，十分とはいえなかった。したがって，特別な調査委員会を編成する

ことで意見が一致した。デマス・バーンズは，その考えを提案した一人であった。ヒューイット

がバーンズに，そのような委員会を任せるのに誰がふさわしいかを尋ねたとき，バーンズは，貴

方ヒューイットと F・A・シュローダーであると答えた。そこですぐ，議長ヒューイットは，言わ

れたまま，バーンズとヒューイット，シュローダーの各氏を特別委員に指名した。バーンズは，

その委員長になった。 

 

イーグル新聞は腹立たしげに，バーンズが政治的な陰謀を企てているような表現で批判した。

その陰謀とは，ブルックリンの発展と繁栄を阻止することが目的であるとの論調であった。その

論説は，まるで他ならぬウィリアム・キングズレーによって書かれたように，読みとれた。 

 

これまでの 3 年間，アメリカ連邦議会でバーンズは，橋梁に関して誰よりも一生懸命に尽力し

ていた。彼は，橋梁のとても熱狂的な代弁者の一人であり，橋梁を進歩への記念碑と呼んだ一人

であった。だがバーンズは，以前に問題を起こしていた。彼は，表向きには民主党員であるが，

共和党がある問題に関して有利な状況にあると判断した時には，いつでも共和党側に立つという

型破りで腹立たしい傾向があった。彼は，周りと協力してやって行くような人物ではなかった。
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図-12.8 トーマス・キンセラ 

(1832～1884) 

その当時，イーグル新聞は，彼のことを悪名高い民衆扇動家や強情な馬鹿，食わせ者などと呼ん

でいた。イーグル新聞は「橋梁建設の阻止」と不吉に書き立て，ブルックリン資産の価値に，ど

のようなことが起きるかを注視していた。 

 

このようにして，ブルックリンの も影響力ある新聞によ

って，橋梁疑惑の糾弾が単なる政治的な駆け引きで，卑劣な

野心を持ったけちな男達の破壊的な仕業以外の何物でもない

と，書き殴られた。それと同時にトーマス・キンセラ（図-12.87）

は，橋梁自体とその技師長に関して，対照的により多くの紙

面を使いはじめた。キンセラは，強靭で開放的で奔放な男で，

疑惑に関して彼自身の個人的な体験を持った人物であった。

10 人の子供たちの父親である彼は，ブルックリンの教育委員

会への貢献を続けていた時に，彼が学校教育長の妻と関係し

ていることが世間一般に知れ渡ったことがあった。このよう

な状況で，他の男であれば荷造りしてブルックリンから逃げ

出したかもしれないが，キンセラは留まって彼を非難する人々に毅然と立ち向かい，そのような

ゴシップにもかかわらず，イーグル新聞での影響力を保持した。もちろんキンセラは，橋梁の

も初期からのとても熱心な後援者のうちの 1 人であった。ニューヨークの多くの編集者は，彼が

その事業のために雇われた宣伝活動家にすぎず，キングズレーとマクラフリンの組織の利益に一

生懸命貢献していると考えていた。しかし，キンセラには，あらゆる政治面での明らかな党派的

意識があり，後で立証するように，単なる手先ではなくそれを越えていた。彼には壮大な事業そ

のものに対する揺るぎない信念があり，彼が経験した以上の疑惑で，事業が阻止されるのを眺め

ているつもりはなかった。 

 

さらに，キンセラには，ワシントン・ローブリングに対して，本当に心から，限りなく素晴ら

しいと感じており，まさにローブリングの父親に対する思いと同じものであった。建設の進捗状

況に関するローブリングの別の報告書が，その少し前の同じ 1872 年 6 月に公表されている。キン

セラはその全文を掲載した。それは，誰もが橋梁について話すときのように，多少自信に満ちた

語調で記述されている。報告書のほとんどは，ニューヨーク側ケーソンの沈設に関するものであ

った。報告書には，ブルックリン側ケーソンの状況とは，全く違った状況が記載されていたが，

キンセラが完全に気づいていたように，全ての状況が記載されているわけではなかった。しかし，

簡潔で自信に満ちた文章の調子と，記載された驚異的な実績は，キンセラが十分に評価したよう

に，橋梁に関して述べられている他の事項と比べても，できるだけ明確になるように記述されて

いた。橋梁に対する も強力で可能な弁護は，日々肝が据わった男達が達成している施工内容の

事実に基づく飾りのない説明であると，キンセラは明らかに判断していた。また，そのような模

範的な人物は，若いローブリング以外に見当たらなかった。だから，デマス・バーンズがどんな

地域社会にもいるいつも文句を言う人達と一緒くたにされる一方で，イーグル新聞の誠実な読者

は，技師長について熟考するよう求められた。 

                                                        
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-04-28） 
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・・・彼は行動する思想家である。彼は，国家の業績の全てに兵士と同じくらい多く，

かつ，兵士よりも出費を抑えて貢献している。彼が目指すものは，戦いに勝ち上がり，

能力を凝集して業績を増やしていく点で，政治家が目指すものと同類である。そして，

技術者の仕事が難しくて重要なだけで，その過程において芸術的魅力がないと考える

人々がいたとしたら，その人々に橋梁の建設の物語を読ませよう。 

 

橋梁会社の新しい調査委員会は，その調査に 6 ヵ月を費やし，キングズレーが 初に非難の的

になってから 1 年以上経って，結論を提出することになる。 

 

しかしながら，その 7 月の取締役会に続く数ヵ月間，かつてなかったほどニューヨークの新聞

は，橋梁疑惑を重視して盛り上がっていた。橋梁は完全にブルックリン・リングの仕業であり，

その中の誰も株に対して 1 セントも支払っていないと追及した。株は単なる見せかけに過ぎず，

ニューヨークとブルックリンの自治体から資金を搾取するという明白すぎるほどの意図を隠して

いる。その事業の 高責任者が，“リングの君主”自身である。橋梁会社に自分の工場から材料を

売りつけて巨大な利益を出し，その後でその支出額の手数料を着服するだけが，彼の職務である

ことは明らかである。 高責任者が本当に必要であるとすれば，事業を成功させているような人

物が，1 年にわずか 1 万ドル程度で雇われるわけがない。 

 

技師長の言葉でさえ疑惑がかけられていた。彼にも真実を隠す動機があるかもしれないし，い

ずれにせよ，彼が発言してもよいこと以外を述べた場合，彼は仕事を失う立場の使用人にすぎな

いと糾弾された。ワールド誌は「彼もまた父親の良き息子であり，父親が設計した構造物を建設

することで，自分自身の名前や名声を高めるようなことは望んでいない。また，彼を雇用してい

る会社の影響力をある 高責任者や執行委員会に異議を唱えない事に関して，全く責められるこ

とはない」と書いている。 

 

サイエンティフィック・アメリカン誌は，橋梁の建設費が何らかの対応をしない限り， 終的

に 4 千万ドルになるであろうと，解説した。編集者は，いずれにしろ河川を橋で渡る発想が間違

っており， 初からトンネルで進めるべきであったと主張していた。 

 

1872 年 11 月初旬，エイブラム・ヒューイットは，総括責任者のキングズレー氏との契約が終

了したことを発表した。キングズレーはまだ仕事をしていたが，報酬は止められた。 

 

しかしその頃，ブルックリンでは，橋梁事業の複雑な事情やリベート・調査の話題等々は，突

然，全く話題に上らない状況となっていった。11 月初旬に，ヘンリー・ワード・ビーチャー（図

-12.98）の不祥事が大々的に暴露されたからである。ビクトリア・ウッドハル（図-12.109）は，

                                                        
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Ward_Beecher_-_Project_Gutenberg_eText_15394.jpg 参照(2016-04-30) 
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoria_Woodhull_by_Mathew_Brady_c1870.png 参照（2015-05-16） 
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自分が主催する新聞の週間ウッドハル＆クラフリン10の紙面で，ビーチャーに姦通者の烙印を押し

た。彼女は，名うての女性株式仲買人で出版者，降霊術者，男女同権主義者，磁気治療者，自由

愛好家，多芸の女性冒険家という多面的な女性であった。その年の初秋，彼女はボストンの降霊

術者の総会の前に，彼女の講演スタイルであった催眠状態で，

ビーチャーに関して同じ内容を話していた。しかし，その時に

は，まともな新聞は，その話を掲載する気はなく，彼女は自分

自身で公表することに決めた。 

 

嫌疑は，新しいものではなかった。ブルックリンには，少し

の間，ビーチャーの噂話があった。しかしながら今やそれが記

事になった。その記事は，彼が，若い教区民の 1 人であるエリ

ザベス・ティルトン（セオドア・ティルトンの妻）と浮気をし

ているというものであった。セオドア・ティルトンは，著名な

自由主義の編集者で詩人であり，宗教新聞であるインデペンデ

ント誌でビッチャーのかつての弟子であった。ウッドハル夫人

は「ビーチャーは，私が非難していることを，完全に彼の権利

の範囲内で行った」と考えていると言った。ビーチャーの“途

方もない肉体的な能力”と彼女が表現したものは，彼女の見解

では“このように有名で典型的な男性の も重要で堂々とした

特質のひとつ”であった。ウッドハル夫人は「ビーチャーの唯

一の罪は，自分の行為を隠し，私と一緒に自由恋愛の素晴らし

さ説明していないことである」と考えていた。彼女の念願は，

自分の記事が爆弾発言のように，道徳主義的な世の中ではじけ

ることであった。その効果はあった。 

 

彼女の告発本は 10 万部以上がすぐに売り切れた。中古本は 40 ドルでもすぐに売れていた。そ

の話は，河川の両岸地域で人々が他のことを話さないほど大きな騒ぎとなった。 

 

すぐにウッドハル夫人とその妹は，郵便を利用して猥褻な印刷物を送付した罪で逮捕され，ラ

ドロー通り拘置所に収監され，6 ヵ月間拘束されることになった。プリマス教会の日曜日の聴衆

は，着実に増加していった。ビーチャーは，家族や友人の忠告を聞き入れず，その話題に関して

何らかの形で発表することを拒否した。ウッドハル夫人は，とりわけ常習的な嘘つきとして知ら

れていた。 善の策は，口をつぐみ嵐が過ぎ去るのを待つことであると，彼は信じていた。だが，

それは 善の方法ではなかった。そしてブルックリンは，再び全く同じ状況に戻ることはなかっ

た。 

 

 

                                                        
10 クラフリンとは，テネシー・クラフリンのことであり，時々テニー・クラフリンと呼ばれる場合もあり，ウッ

ドハル夫人の妹であり，ヴァンダービルト老提督の夫人であった。 

図-12.10 ビクトリア・ウッドハル

(1838-1927) 

図-12.9 ヘンリー・ビッチャー

(1813-1887) 
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調査委員会の大半の報告書は，1872 年 12 月 16 日に公表された。それは，印刷された 6 ページ

に及ぶものであり，ヒューイットとシュローダーの署名があった。その結論は手短に言えば，

高責任者の貢献に対して支払った 12 万 5 千ドルを除き，橋梁会社内のあらゆる処理は適切に行わ

れており，その 高責任者への支払いについては，“金の誤用”という丁寧な言い回しで記載され

ていた。 

 

キングズレーの管理下で納入された購入品と，特に彼が所有する製材会社からの購入品につい

ての調査を実施した後，ヒューイットとシュローダーは，（公的資金を支払う事業で通常行うよう

な）公開入札を全てのケースで義務付けていなかったけれども，そのことによって，橋梁会社が

なんら損害も受けたことはなかったと断定した。しかし，彼らは以下の事項を追記した。 

 

しかしながら委員会としては，このような慣行は好ましいものではなく，競争入札以外

で，十分な公告の無い購買は行うべきではなく，建設事業の経営に何らか関わっている

人物の団体からの購買も，その団体が公正で公開された競争における 低価格入札者で

ない限り，行うべきではないと考えている。また，いかなる事情があっても，会社の職

員と利害関係がある特定の団体と契約すべきではない。なお会社の職員とは，仕様書の

初の作成や承認後，契約の履行段階におけるそのような仕様書の順守について，審査

や認証を行う人のことである。 

 

それら全ては，キングズレーが，今後，彼のやり方に用心すべきことを長々と述べたものであ

った。だが，間違いなく数人の人達にはすぐに認識したように，橋梁建設がさらに進んでいった

時に，他の重要な利益相反が，まさに行く手に待ち構えていることも示唆していた。なぜならば，

鋼製ワイヤーの一番の製造業者がトレントンにあるジョン・A・ローブリングズ＆サンズ社であ

ることは，周知の事実であったからである。 

 

2 人の調査者は，実際にキングズレー氏が，彼の名前が現れていることの他に，どの程度まで

株に関心があったのかについては，かなり少ない印象を受けたと述べている。彼らは，このよう

な対応をすべきではなかったことを認め「金の支出を伴う官民の人物間での単なる協力関係は，

公共の利益を守るという点では，不適切である」と述べた。そのようなことから，彼らは 2 項目

の特別提案で締めくくった。 

 

第 1 番目は橋梁会社に対する勧告として，アレキサンダー・マッキューは，株式による投票権

をブルックリンとニューヨーク市に認めるように，当初の定款の改正案を作成し，取締役会によ

る承認を受けること。また両市は取締役の選出を行い，「個人株主が，それぞれの株の持ち分に応

じて，取締役会に代表を送ることができるように配慮すること」。つまり，今後は両市が，橋梁事

業を監督するものとし，マーフィーの定款によって認められたような個人株主が行使できる権力

を制限すること。 
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第 2 番目の提案は，総括責任者（役職名称は指定せず）の雇用は継続するが，年棒については

技師長に支払われる金額を上回らないものとすることであった。なおこの時点で，技師長の年棒

は 8 千ドルから 1 万ドルに昇給していた。 

 

だがデマス・バーンズは，彼の意見を別途提出すると言ってゆずらなかった。彼は，大半の報

告書の論評が寛大過ぎて一般論的であると感じており，その勧告は全く的を射てないと言った。

そして少数派の 1 人として，議長バーンズは，彼独自の報告書を発表した。その報告書は，もう

一方の報告書の 2 倍の長さであり，橋梁の経営管理に何らかの形で携わっていたほぼ全員を激怒

させることとなった。それは，注目すべき文書であった。 

 

バーンズの基本的な主張は，公共の資金で橋梁を建設しているので，その管理者は，管理者で

ない市民対して説明責任があるということであった。当初の定款は，不正に対する適切な保護策

無しで，ブルックリンとニューヨークの人々に提供されており，橋梁の多くの取引は，秘密が多

すぎる状況で続けられてきており，会社の特定の人々が個人的に相応以上の利益を得ていたと，

彼は述べた。財務委員が記録を残していなかったこと，執行委員会の会合で発言された少数派の

動議の記録や，あらゆる質問に対する何ら本質的な討議の記録も，残されていないことを，彼は

報告した。 大株主のキングズレーが，取締役でなくて委員会の役を務めていないので，会議や

委員会で決められたことに対して責任を問われることがないことを，彼は指摘した。それにもか

かわらず，キングズレーの判断を限定するような制約もない一方で，委員会の無条件の承認がな

い彼の判断に対する規制や勧告がなかった。これまでに購入された材料の一部には，公示されな

かった材料もあった。実際に，それらのいずれかがこれまでに封印されて応札されていたとして

も，誰が開札をしたかという痕跡がなかった。 

 

バーンズは，キングズレーへの手数料支出の合意に関して， も非難されるべき不法行為があ

ることに気づき，以前の 11 月に決められた協定の種々の変更が，なぜ何の説明もなく行われたの

かを疑っていた。そして，キングズレーの製材会社，すなわち，その会社の経理部長の A・アメ

ルマン宛てに支払われた全ての金について徹底的に調べたのは，バーンズであった。 

 

またバーンズは，小切手がかなり独特な方法で処理されているようであると報告している。彼

は「ほとんどの組織では小切手を銀行に預けるとき，小切手帳の備考欄にその小切手の振出人の

名前を記録するのが普通である。だが，次に示す 1870 年 4 月 12 日の入金に対する振出人には，5

団体 2 万 3 千ドルと記載されている。その総額は 6 月 3 日まで銀行に入金されておらず，また小

切手は 5 枚ではなく 1 枚だけが預けられていた。預けられた小切手の振出人の名前は消去されて

おり“check”という言葉が書き入れられていた。同じような状況（抹消など）が数回見受けられ

た」と述べている。バーンズには，その手続きがとても不可解に思えた。 

 

しかし，この件や彼の報告書の 1，2 件の事柄は，他の取締役達の数人には些細なことにこだわ

っているとの印象を与えた。そして，記録書類の中のやや疑わしく見える全ての不整合について，



第 12 章 いかに自然で，正しく，適切に 
 

 
 - 253 -

実際にバーンズは，キングズレーの 12 万 5 千ドル以外の不正行為の証拠を，ほとんど何も見つけ

られなかった。 

 

それにもかかわらず，バーンズの報告書は，そのような重要な公共事業の構築の手段としての

民間会社に厳しい告発を行い，その運営方針を即座に変更するよう強力に推奨して，次のように

締めくくっている。 

 

会社には金融の規制がなく，職権に対する説明すらできない。民間会社の事業ではそう

かもしれず，その構成員が必要となるあらゆる品物を提供するかもしれない。その会社

が望むような供給品や労働力，監督等に対して，そのような費用を支払うかもしれない。

会社がその総支払金の 15 パーセントの支払いに同意することは，法律を犯しているわけ

ではない・・・。それに 50%あるいは 100%の支払いをしたわけでもない。この都市の

人々は，民間株式の全てに金を払おうとしており，また既存の定款のもとで橋梁を完成

させる特権に対して 100 万ドルを支払おうとしている。 

 

キングズレーは，彼が行ってきたことだけを取り上げ，役に立った機会を考慮すると，もっと

誉められるのかもしれないと，バーンズは述べている。バーンズの見解では，もっと多くのお金

が盗まれなかったことが奇跡的であった。バーンズは，キングズレーが十分に利益を得ていると

考えていたが，しっかりした正確な情報をもっておらず，キングズレーを徹底的に糾弾できなか

ったことはほぼ確実である。バーンズが活字として結論付けたことは，キングズレーや他の大株

主に法律上認められていた行為は実際にはかなり少なく，彼がそれ以上の事を行っていなかった

ということであった。キングズレーに不正はなく，言い換えると，バーンズは，少なくともそれ

を証明することはできなかったが，法律的にはそのようになっており，それに関して何かを行う

ことはできるものであった。 

 

バーンズは，ヒューイットやシュローダーと異なり，取締役会に対して定款の少しの変更で終

わらせる気はなかった。彼は，信頼できる市民の中でこれまで橋梁に関して何も関わってこなか

った人々よる公正な会議で，同意・承認されるような変更を望んだ。 

 

またバーンズは，更なる調査が実施されることを望み，キングズレーの雇用継続については言

及しなかった。彼は「人々は橋梁を必要としている。人々が橋梁に 1000 万～1500 万ドル（バー

ンズは明らかにローブリングが提示した 新の数字を認める気がなかった）を支出する時期を明

らかにして，やがて人々が 1000 万～1500 万ドルの真価を持つ橋梁を保有し，その金を支払う準

備をすることを，人々に理解してもらう必要がある｣と結論付けた。 

 

その数ヶ月後に，バーンズは，定款に対する称賛すべき多くの改正事項を強く訴えることとな

る。委員会の全ての会議を公開し，総額千ドル以上の全ての調達を公示し，その入札を会社の事

務員が委員会の面前で開札するように要望した。全ての委員会の議事録を，何時でもあらゆる取

締役の調査にも公開するように要望した。 
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執行委員会がその報告書を受領したとき，調査委員会への回答として，株主達はその権利の範

囲内のことだけを実行していたと，答弁したはずである。バーンズは，自分の論拠を支持する事

項だけを記録から引用しており，その報告書には“執行委員会に対する誠意のない中傷”が詰ま

っていると，責められたようである。キングズレーとの合意に関しては「それが基礎の建設を進

める唯一のやり方であり，それは非常に危険な工事であり，そのような先例のない苦労を引き受

ける人物としてキングズレーは 適の選択であった」という理由で擁護された。キングズレーが

その合意から金を儲けるつもりであったことは，否定されなかった。「キングズレー氏が，自らこ

の大規模な事業に関与することで，なんらかの金銭上の利点に目を向けていたというのは，間違

いなく真実であろう。誰でもそれだけの時間を使って苦労し，報酬に対して少しの期待もせずに

活動し，そのような金銭的な責任を背負い込むことは，とても考えられない」。キングズレーの

15 パーセントは，連邦政府がニューヨークの新郵便局の建設において石材を供給している請負者

に認めた比率にすぎないと，執行委員会は主張した（その状況は，明らかに全く同じではなかっ

たが，そのことは大目に見られた）。そして，執行委員会が 後に主張したことは， もしキング

ズレーが実際には行っていた資金を融通しなかったとしたら，彼が本当にそうしていた場合には，

橋梁は建設されておらず，彼が橋梁建設に関わってきた間，ずっと仕事が適切に処理されていな

かったとは，誰も言えないということであった。 

 

彼の職務は，厳密には何であったのか，橋梁に対してどれほどの時間を費やしていたのか，彼

の他の事業や政治的な利益に，どれほどで効果があったのかは，決して説明されることはなかっ

た。 

 

だが，彼が 12 万 5 千ドルの上限について同意した理由と，彼が 5 万ドルを返却した理由につい

ての説明はあった。「キングズレーは，これまで保有していた会社の株式の一部を手放すべき対処

を理解してくれた。執行委員会は，その株式を個人の資金力に応じて取締役会の 2 名の委員の助

けを借りて，自らの要求でキングズレーから購入し，彼に株式の額面価格の 13 万ドルを支払い，

執行委員会としての責任を果たすことに同意した」 

 

言い換えると，5 万ドルを返却することで，キングズレーは，自分が投資していた 13 万ドルを

取り戻した。したがって実際には，5 万ドルを返却する代わりに，彼に返却される 8 万ドルを受

け取ることになった。また，彼の貢献に対して支払われていた追加の 12 万 5 千ドルは，結局，彼

が支出したと主張する 25 万ドル（しかし、誰もが納得するような項目別に列記することができな

かった費用）にならなかったとしても，それでもなお，かなりの金額であった。 

 

キングズレーの製材会社からの購入品に関する弁明は，橋梁会社が全ての物品を適切な価格で

購入していたので，それによる損害はなかったということであった。さらに，製材会社とキング

ズレーがその取引で利益を得たかもしれないという関連する論点については，明らかに検討され

なかった。 
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ただし執行委員会は，製材会社の経理部長のアメルマン氏へ支払われた金について，その会社

への支払いとして見なすべきではなかったことを，報告することができた。アメルマン氏には製

材会社の代表ではなく，ジョージア州の工場経営者の代表として約 8万 4千ドルが支払われたと，

丹念に説明された（おそらくその会社は，キングズレーが 1869 年頃に 4 万 6 千ドル相当の木材を

購入したジョージア州の同じ会社であろう）。 

 

しかし，執行委員会（その当時，マーフィーとスローカム，ストラハナン，ハステッドで構成）

の見解では，本当の問題はキングズレーの潔白ではなかった。しかしいずれにせよ，橋梁会社は，

民間会社での一般に容認されている慣例と倫理基準に従って，まさしく全員の一致した意見を持

って運営されていた。彼らは，例えば材料の購入については，鉄道会社の職員や家を建設中の民

間人が行っているように，実施してきたと説明している。そのような人々は，自らが選んだ建築

業者や販売業者のどちらでも，“一般の公告を行う必要性とか妥当性を考慮せず，自らの利益が

高となるように考えて”価格交渉を行っているというのがその説明であった。 

 

執行委員会は，あらゆる人々に次のようなことを再認識させた。「この会社は民間企業として公

認されている。ニューヨークとブルックリンの両市がその株主資本を引き受けてはいるが，その

事実が会社の性格を変えるものではない。この州には，街や都市が法律の権限のもとで株式を引

き受けている鉄道会社が多くあり，それらの会社は民間企業の性格を保持したままである。それ

とは反対に執行委員会は，あらゆる法的規定が不足している状況で，他の民間会社と同じような

方式でこの関連について自らの判断を行っている。我々は，その対応方法がいかに自然で正しく

妥当であるかを示すために，単にこのような事実を引き合いに出しているだけである」 

 

すなわち，壮大な公共事業としての橋梁に関するあらゆる話題に対して，権力を有する人々は，

実業的な事案としてそれを捉えていた。 

 

この特別文書は 1872 年 12 月末日に署名された。1873 年 1 月 11 日，取締役会が開催された。

定款をどのように改正すべきかを検討するために，5 名で構成される委員会が組織された。その 5

名は，ヒューイットとシュローダー，ウィリアム・マーシャル，マッキュー判事，ジェームズ・

ストラハナンであった。定款の原本を起草したマーフィーは，その構成員には選ばれなかった。

また，とても厳しく，たいへん実直な批判者であったデマス・バーンズも選ばれなかった。 

 

その後，取締役会では，執行委員会に対し Wm・C・キングズレー氏を 1 万ドルの俸給で総括責

任者に任命する方針で進めるよう決議した。この件は，同日の引き続きの執行委員会が，ヒュー

イットの動議に基づき実施した。また，前年の 7 月 12 日で有効であったキングズレーの報酬の支

払いも同時に行われた。彼の“以前の役職”は，前年 7 月 12 日，主塔基礎が 高水位点まで立ち

上がった時点で失効していた。動議は実施された。経営陣は，まさに当初から同じのままで残る

こととなった。 

 

キングズレーはこの小さい式典に出席し，“新しい役職”を喜んで受け入れた。そして，医者か
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ら“仕事を離れたある程度の休養が絶対的に必要”であり，そのような観点から強制的に 6 週間

程度の休暇を取得するように忠告されていると述べた。この要請は満場一致で承諾された。 

 

 

 

 

どういうわけか，ヒューイットは納得していた。彼は，執行委員会の改革の声をあげた人物と

して知られており，新顔の 1 人で，ニューヨーク市の唯一無二の代表であり，その時点で十分に

はっきりと中心人物となっていた。そしてヒューイットは，明らかに，橋梁会社に対する彼自身

の審査に加え，執行委員会における他の人々による提言（バーンズへのまさに公式な反論ではな

く，個人的な会話など）から，事業の全体的な進め方や主要な要員の顔ぶれを大きく改革する必

要がないということを認識して，十分に満足していた。 

 

それでもヒューイットは，定款を変えることを望んだが，それに関しては急がなかった。そし

て，当面の間，物事は以前のように続けられると断定していた。だから，橋梁経営陣が危機は去

ったというのであれば，その問題は終了であった。そのような趣旨の発言があったわけではない

が，状況はそのようになっていた。執行委員会では，その時点やもう少し後での定款の変更に反

対する者はいなかったが，それを大急ぎで実施する状況にはなかった。 

 

しかしながら，過去 1 年半かけて事業を進めたような状況で継続できるか心配している人や，

その全てを識別できている人にとっても，状況が全て整然としているとは思われなかった。確か

に口に出されていないことは僅かであったが，数件のとても重大な質問については未解答のまま

であった。 

 

依然としてキングズレーは，建設開始以前に 25 万ドルをどのように費やしたのか説明していな

かった（バーンズは，5 万 9 千ドル余りについては適切と判断できたが，それには 4 万 6 千ドル

の初期の木材購入費を含んでいた。それに関しては，既にキングズレー＆キーニー社に返済して

いた。バーンズへの回答の中で執行委員会は，キングズレーの初期の支出の評価，すなわち委員

会が関与するようにとの提言事項さえ無視した。キングズレーは，危険を冒して大金を支払った

と本当に信じられており，それによって利益を上げるのは当然と思われていた）。 

 

なぜキングズレーとの協定は，ツィード・リングが投票で敗北した後でそのように突然変更さ

れたのか，なぜ通常の方法で単に協定の改正をせずに記録は抹消されたのか，誰も言及しなかっ

た。 

 

キングズレーの役割は，依然として説明されないままであった。キングズレーの弁護や享受し

た特殊な特権を正当化するために述べられた全ての事項のなかで，彼の責任は何であったのか，

彼が事業に専念するためにどの程度の時間を期待され求められていたのかについて，わざわざ言

及する人はいなかった。執行委員会のメンバーに言わせると，彼の存在は極めて重要であったが，
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まさにその理由については，その中の誰もが説明することはなかった。さらに，橋梁会社の経営

陣が，工事の状況に関して信頼ができて確実な意見を求める場合は，いつでもローブリングであ

り，決してキングズレーに求めなかったことは，不思議に思われた。橋梁会社の説明によれば，

橋梁建設はキングズレーの指示ではなく，常にローブリングの指示で進められていた。残念なが

らローブリング自身は，キングズレーがどのような仕事に貢献しているかについて，あまり明確

にしなかった。ローブリングが，それまでに作成した 2 件の年次報告で，ローブリングは様々な

職員を名指しで列挙し，あれこれの成果について彼らの功績であることを，彼なりの方法で表現

していた。彼の言い方では，それらの成果はしばしば“生命や健康へのある程度の危険”が伴う

ものであった。しかしキングズレーについては，数件の契約を行ったというように付随的に言及

しただけであった。 

 

キングズレーが 10 万ドル，20 万ドル，25 万ドルを使ったとすれば，橋梁建設が始まる前にい

ったいどんなことに，またどこでそれを使ったのだろうか。ワシントンだろうか。州都のオール

バニーだろうか。あるいはそのような金額を使わず，そのような活動では慣例上必要とされるそ

の種の初期費用として妥当な額と思われる 6 万ドルほどの金を使っていたとすれば，それでは，

どんな理由でそのような不相応に高い報酬を，彼の活動に対して受けとる権利があったのだろう

か。 

 

彼の製材会社は，彼が話をまとめた橋梁事業でどのくらいの利益を得たのか。橋梁と取引して

いるどれくらいの会社と，彼は関係があったのか。執行委員会のメンバーが所有している株のう

ち，どれほどの株をキングズレーがメンバーに所有できるようにさせたのか。どうして彼が，

初の段階で橋梁建設をそれほど熱望していたのか，政治家と請負業者との間で，どれくらいの取

引が個人的に同意されていたのか。これらは明らかな疑問であったが，依然としてそれに対する

答えは無かった。また，それを知るべき立場の人々からの回答もなかった。 

 

ヒューイットは，不適切なことは何も行われていなかったと，しっかりと主張していたようで

ある。他のメンバーも明らかになってきた責任を否定することを除き，多くを語らなかったよう

である。橋梁会社の閉じたドアの向こうで進められていることを，ローブリングがどの程度知っ

ていたかを推測することは，とても難しかった。しかし印象では，間違いなく不明朗なことは，

ローブリングに隠されており，実行するのはそれほど難しいことではなかったようである。ロー

ブリングは株主ではないため，取締役会や全権を有する執行委員会の会議に出席する資格は，特

に要請されたとき以外には無かった。なお，彼がめったに会議への出席を要請されておらず，技

術的な事項が議論されるときだけであったことは，記録からも明らかである。 

 

彼が株を所有しなかった理由は，一度も説明されなかった。彼の父親のやり方では，自分が造

る橋梁には可能な場合はいつでも投資していた。また確かに，キングズレーや他のブルックリン

人々が初期の頃のように民間資本を切望していたとすれば，その当時に裕福であったジョン・ロ

ーブリングは 良の株主候補であったはずである。だが父親のローブリングは橋梁に投資してお

らず，彼の息子も同様であった。 
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おそらくキングズレー達は，ジョン・ローブリングが彼らと一緒に行動することを阻止し，横

柄な老人とその一徹な完璧性から，安全な距離を保つことを優先させたのであろう。それどころ

か，橋梁のある面に関して彼らは，両ローブリングが他の株主の何かに気づいて，更に疑うよう

なことをして欲しくないと決めていたのかも知れない。その答えは決して出ないであろう。 

 

調査委員会からの報告書が出版される頃には，ワシントン・ローブリングの体調は，かなり悪

化していた。嫌疑のかかっている橋梁疑惑について彼が知っていることを，いつか述べるつもり

であったが，それは何年も後になってしまう。 

 

当面は，キングズレーの疑わしい点を好意的に解釈しようとする執行委員会にとってさえ，キ

ングズレーが橋梁で金持ちになっていなければ，その疑いは確実に晴れることは明らかと思われ

た。さらにキングズレーは，自分が実質的に何も犠牲にしないやり方で，その全てを処理してい

た。彼も他の人々の誰もが，自分達の骨折りに対して 1 セントも失うことはなかった。 

 

確かに，キングズレーの基本的な性格や，常日頃に行動していた政治や実業界の基本原則を考

慮すれば，次のような結論以外は，とても世間知らずで，あまりにも現実離れしているようであ

る。つまりキングズレーは，ニューヨークで，あるいはワシントンでも，だがオールバニーでは

確実に，惜しげもなく金を配っていた。ワシントンでは比較的小さい抵抗があり，ブルックリン・

リングの仲間ではなかったデマス・バーンズは，多分どんな案件でも収賄に応じそうにない人物

であり，そのような交渉では安全な共謀者ではなかったのであろう。しかしアルバニーでは，新

聞を読む誰もが，見方によっては実質的に盗みを許可するような定款について，この時までに特

に詳しく知っていたので，極めて熱心な支持を得ることができた。あるニューヨークの新聞は「ヘ

ンリー・マーフィーが，アルバニーでの法律の起草やツィードと一緒の陳情運動などの全ての活

動をしており，まさにその当時，ヘンリー・マーフィーが提供した活動に対する彼自身への大き

な謝礼を要求したのかもしれず，またそのことが，より早い段階でキングズレーが“投資した”

金の実質的な部分を占めていた」とも示唆していた。これが事実とすれば，1866 年の運命を決し

たあの冬の夜，マーフィー宅の暖炉の傍でキングズレーが示した“事実や数字”の一部は，アレ

キサンダー・マッキューの状況の説明の中で暗示したものと，全く違っていたのかもしれない。 

 

キングズレーは，実質的に株のほとんどを購入しており，明らかにそれが も役立つところで

配った。取締役達が拒否する努力をしなかったので，彼には橋梁会社との契約で利益を得る見込

みが十分にあった。また，15%協定により政治面での支援や株に対して支払った分を取り戻そう

と考え，おそらく，それに加えて，更に多くのものを手に入れようとしたことは，かなり明瞭で

あった。1871 年秋までのような状況が継続し，15%協定に突然の不可解な変更がなければ，彼は

橋梁事業によって大金持ちになっていたであろう。だが予想外のことが起こった。ツィード・リ

ングは紙粘土のようにぼろぼろに崩れた。ツィードとの協定はもはや許容されなかった。政治面

で積極的に活動していた建設請負人が，自動的に疑惑の対象となった。橋梁事業全体へ，突如と

して疑惑が向けられた。ブルックリンン・リング全体は言うまでもなく，まさに突然，キングズ
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レーはとても脆弱になった。橋梁会社と彼との協定は，それが一般の注目を浴びるようになれば，

全く適切とは思われないであろう。橋梁事業の経営は，他人の手に委ねられることになるかもし

れない。協定は変える必要にせまられ，その変更は，たいへん大急ぎで要領悪く行われた。 

 

だから彼が，多くのことを画策する機会を手に入れる前に，足元をすくわれてしまった。だが

その結果として，誰もが，何でも彼のせいにすることもできなくなった。また，その橋梁が民間

企業によって建設されていたので，誰も口をはさむことができず，彼や大株主が何を行っても，

法律的には全く問題なかった。 

 

しかしながら，これらあらゆる点で重要なことは，キングズレーの強欲さや罪の意識の度合い

ではなかった。長い目で見て重要なことは，主としてツィードの没落という運命の気まぐれによ

って，その時代における地方自治体の大事業で，アメリカ人が未達成の飛び抜けて素晴らしい構

造物が，ツィードやタマニー・リングの手元での確実な不名誉や恐らく起こり得る災難から，救

われたことであった。さらに、その橋梁を一般の企業が本当に建設するという展開は，この時点

から始まったといえる。1867 年の旧定款がオールバニーで変更されるまでに更に 2 年が経過する

ことになるが，それでも，橋梁会社が好き勝手に進めることができた日々は終わった。これ以上，

執行委員会とウィリアム・キングズレーは，大衆の意見を無視することができなくなっており，

完全な免責を有する業務や，鉄道事業よりも低い倫理的規範で業務を行うことができなくなって

いた。  

 

同時に，その時点で橋梁を実際に建設していたそれらの人々は，もはや仕事が全体として立派

で英雄的な努力として見られなくなったという事実を，認める必要があった。多すぎるほどの疑

惑の種が蒔かれており，ツィードが追放されヒューイットのような人物が参加した事実や，橋梁

事業の運営方法を公開したことでは，確実に噂に終止符を打つことはできなかった。ワールドの

ような新聞は，橋梁に対して公然と反対のままであり，その経営陣がこれ以降まったく潔白であ

ることに，決して納得したわけではなかった。 

 

ある新聞では，そのことを“アメリカ大陸の不正の七不思議”の 1 つとして，ツィードの裁判

所建設やノーザン・パシフィック鉄道の事件とともに発表した。もちろん橋梁は始めから論争の

中心ではあったが，いつも技術的な基盤の論争，すなわち，技術面でしっかりしているか， 終

的な構造物は持ちこたえるのか，それとも崩壊するのかという論争であった。その時点で懐疑的

となる他の理由もあり，その結果として，まったく異なるさまざまな懐疑論者にとって，橋梁は

特別に強い興味を引く話題となっていた。なお，そのような懐疑論者は極めて多かった。 

 

そこには，まだ不正を行うような同様な状況が十分にあることは，誰もが認めており，同じよ

うな人々が権力を持った。そしてツィードの退任による空席は，より小さい悪党達が策を弄する

更なる余地を十分に提供することにになった。要するに，努力したにもかかわらず疑惑の渦は残

ったままであり，橋梁自体には，ジョン・ローブリングが 10 年以上も前に社会的・政治的状況を

踏まえてそうなることを懸念した多くの事態が，発生するはずであった。その懸念とは，河川の
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両岸に，はびこる全体的な金銭第一主義への大きく著しい悪化であった。それとは逆の意見もあ

ったが，日々の仕事では，誰かがその舞台裏で儲け続けているような多少の不正が続いているこ

とを，市民の大部分は確信したままであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


