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つまりこれこそが富裕人の義務とすべきものである。まず、顕示や奢侈を戒め、慎まし
く虚飾のない生活の範を垂れること。自分に依存する人々の正当なる願望に対して、慎ま
しいだけのものを提供すること。そしてその後に残った余剰の収入をすべて、自分が監督
を任された信託財産として考えること（中略）そしてそれを使ってコミュニティのために
最も有益な結果をもたらすことである。
　

――アンドリュー・カーネギー (1835-1919)
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著者のメモと謝辞

初めてチャック・フィーニーを見かけたのは、一九九四年三月一七日のホワイトハウス
のパーティーでのことだった。わたしはワシントンを拠点とするジャーナリストとして招
かれていた。フィーニーは、アイルランド和平への貢献のおかげで招かれていた。かれに
ついて知っていたのは、『フォーブス』誌で億万長者の上位に上がっている人物なのに、安
物の時計をしている、ということだけだった。でもわたしはもとより、その晩ビルとヒラ
リー・クリントンと共にその部屋にいた誰一人として知らなかったことだが、チャック・
フィーニーは世界最大の秘密慈善家だったのだ。そしてそこにいただれ一人として知らな
かったことだが、かれは億万長者にはほど遠く、家どころか車さえ持っていなかったの
だった。
チャック・フィーニーと知り合ったのは、勤め先の新聞にウォール街担当を命じられて
から、共通の友人を介して紹介を受けた二〇〇二年のことだった。何度か昼食ミーティン
グを経て（場所はもっぱらかれのお気に入りのサロン、三番街のＰＪクラークスだった）、
かれは自分の人生についての本に協力することを同意してくれた。それは人々に、存命中
に寄付するよう勧めるのが狙いだった。かれは家族や友人、仕事仲間、寄付先に対し、こ
れまでずっと続いてきた秘密厳守の誓いを解く作業をしてくれて、資料室にわたしを入れ
てくれた。本書の内容について、かれは一切口出ししようとしなかった。またかれも、か
れの慈善団体も、この伝記にまったく資金は出していない。
その後もあらゆるものに出し惜しみなくアクセスさせてもらった。かれとともに、財団
の富で善行を施そうとするかれの果てしない探求の旅で世界中をまわったものだ。かれと
その友人たちとの昼食や夕食を楽しんだ土地は、ホノルルからホーチミン市まで様々だ。
フィーニーを仕事や慈善活動で知っている人々はほとんどすべて、かれの物語を手伝える
ことで大喜びだった。それは仕事上でかれと袂を分かった人々も含めてのことだ。わた
しはアメリカ本土からハワイ、イギリス、アイルランド、フランス、スイス、ベトナム、
オーストラリア、タイ、香港、バミューダへと旅して、かれの人生の様々な時期に登場し
た各種の人々にインタビューを行った。
長々とした度重なるインタビューに耐えてくれた、辛抱強さとユーモアのセンスの点
で、チャック・フィーニーには特に感謝したい。そしてチャックとヘルガには、サンフラ
ンシスコやブリスベーン、ダブリンで訪問を許してくれたことに感謝したい。フィーニー
一家はかなりの無理をして便宜をはかってくれた。キャロリーン・フィーニー、ダニエ
ル・フィーニー、ダイアン・フィーニー、レスリー・フィーニー・ベイリー、ジュリエッ
ト・フィーニー・ティムジット、パトリック・フィーニー、ジムとアーリーン・フィッツ
パトリック、アーシュラ・ヒーリーである。かれらの洞察は得難いものだった。
本書は、アトランティック慈善財団の創設代表者だったニューヨーク大学のハーヴェ
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イ・デール教授、および二〇〇一年から二〇〇七年にかけてＣＥＯを勤めたジョン・Ｒ・
ヒーリーの熱心な協力なくしては成り立たなかった。
また、デューティーフリー・ショッパーズにおけるチャック・フィーニーの共同事業者
たち――ボブ・ミラー、アラン・パーカー、トニー・ピラロ――には特に感謝したい。か
れらはジュネーブ、ヨークシャー、クシュタートの自宅に鷹揚に招いてくれて、かれらに
想像を絶する富をもたらしてくれた人物との、ときにぎくしゃくした関係について語って
くれた。
本書のためにインタビューに応じてくれた以下の人々に感謝する。ジェリー・アダム
ズ、ハリー・アドラー、フレッド・アンティル、エイドリアン・ベラミー、パドレイグ・
ベリー、ゲイル・ヴィンセンチ・ビアンキ、クリスティーン・ブンデソン、ジャック・ク
ラーク、ピーター・コールドレイク、ロン・クラーク、ボブ・コーガン、フランク・コノ
リー、マーク・コンロイ、エーモン・クレガン、ロジャー・ダウナー、フランシス・「ス
キップ」・ダウニー、タス・デューランド、ジム・ドワイヤー、ジョエル・フライシュマ
ン、ケン・フレッチャー、フィル・フォング、ジョン・フォード、ハワード・ガードナー、
ジャン・ゲンツブルガー、ジョン・グリーン、レイ・ハンドラン、ポール・ハンノン、マー
ク・ヘネシー、テッド・ハウエル、ファリド・カーン、ヒュー・ルン、アイン・マッカー
シー、ヴィンセント・マッギー、ジェフ・マールシュテット、コリン・マクリー、マイケ
ル・マクダウエル、マイケル・マン、ボブ・マトウセク、トマス・ミッチェル、ジョン・
モンティエロ、ジェイムズ・モリッシー、ゲリー・マリンス、フランク・ムッチ、ナイア
ル・オダウド、クリス・イースクリ、ダニー・オヘア、パット・オライヤー、レ・ナン・
フォン、ベルナール・プレガー、フランク・ローズ、チャック・ロールス、デヴィッド・ラ
ムジイ、デイヴ・スミス、ジム・ソーレイ、サム・スマイス、リー・スターリング、アー
ニー・スターン、ボニー・サチェット、ドン・ソーンヒル、トム・ティエルニー、ジリ・
ヴィディム、エド・ウォルシュ、スー・ヴェッセルカンパー、マイク・ウィンザー、カミン
グス・ズイル。他に本プロジェクトを手伝ってくれたのは、ジョナサン・アンダーソン、
ジェーン・バーマン、ロレッタ・ブレナン・グリュックスマン、マーク・パトリック・ヘ
ダーマン、クリス・ヒューイット、デズモンド・キニーとエスメラルダ、シルヴィア・セ
ヴェリ、パディー・スマイス、ウォルター・ウィリアムス。パトリック・オクレーリーは
原稿を読んで非常に有益なコメントをくれた。デクラン・ケリーは本書の出発を後押しし
てくれた。わたしは特に、我がエージェントであるエスター・ニューバーグの激励と、パ
ブリックアフェアズ出版の編集長クライブ・プリドルの得難い助言に感謝する。そして最
後に、慧眼にして想像力豊かな妻ザナは、本書の形成に時間と編集能力を大いに発揮して
くれたので、最終的な本はほとんど共同作品の様相を呈してきた。双方にとって、これは
苦労を好きで引き受けたようなものだった。もちろん、欠点やまちがいはすべて、わたし
一人の責任である。
出所はすべて本文中に明記してある。ただし一部ごくまれに、情報提供者が匿名を求め
たり情報源として名を出されたくないと要望した場合はこの限りではない。
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プロローグ

一九八四年十一月二三日金曜日の朝、快晴のナッソー国際空港はすでに暑くなりはじめ
ていた。ニューヨークからの三時間フライトを終えた乗客たちが飛行機を降りてきた。ほ
とんどは、感謝祭の週末にかけてバハマでパーティー三昧を狙うアメリカ人の休暇客だっ
た。その中で一人、様子のちがう男がエコノミークラスから下りてきた。ブレザーとオー
プンネックのシャツ姿で、すべてを見通すような青い目をのぞけば、いささかも目立つと
ころはない。かれは細君とタクシーで、ケーブルビーチのオフィスビルに向かった。そこ
は空港とナッソー市の中間あたり、大西洋の淡いアクアマリンの海に面した、マンション
とホテルが並ぶ一角だ。男にとってはなじみの場所だった。かれは世界有数の金持ちにな
るにあたり、この亜熱帯の島をしばしば打ち合わせ場所として使っていたからだ。今回か
れがバハマにやってきたのも、ビジネス上の取引を完了するためではあった。だがその取
引はこれまでのものとはまったくちがうもので、かれの人生を後戻り不可能な形で変えて
しまうものなのだった。
その朝、弁護士二人もかれと会うためにバハマに向かっていた。フランク・ムッチはバ
ミューダからナッソー空港に到着したが、かれはこの取引の法的な証人となることになっ
ていた。ハーヴェイ・デールも、両親と感謝祭を祝っていたフロリダから到着するはず
だった。必要な書類はかれがすべて持ってくることになっていた。デールはこの出来事
を、細部にいたるまで細心の注意を払いつつ計画していた。二年にわたる計画の結果であ
るこの取引がバハマで行われたのは、他で行うと巨額の財務的な罰金が科されるからだっ
た。このハーバード出の弁護士は、ケーブルビーチにある信託企業から会議室を確保し
た。そこで書類に署名が行われるはずだ。それは複雑なプロセスなので最高三時間かかる
はずだが、みんな晩のフライトで、もと来たところに帰れるはずだった。
だが署名が行われるはずの時間になっても、ハーヴェイ・デールの姿はどこにも見あた
らなかった。かれが唯一コントロールできなかったのは、天気だった。その朝、上空に雷
雲がいすわっていたために、パームビーチでは全フライトが欠航となっていたのだ。一時
間、また一時間と過ぎるのに自分のフライトのアナウンスがないので、デールのフラス
トレーションは高まる一方だった。一方のバハマでは他の面々が待っており、外へ出て
フィッシュ＆チップスの昼食をとってオフィスに戻ってきては、会議室のテーブルに向か
い、とりとめのない会話をするばかりだった。
デールは午後一番で、ウェストパームビーチからナッソーに向かうフライトに乗れた。
このコミュータージェットは、いまだにゴロゴロと雷鳴響く雲にまっすぐつっこんで、か
なりの乱気流に出くわしたもののすぐに振り切り、一時間後にバハマについた。息を切ら
せて会議室に飛び込んだのが午後四時頃。会議室を明け渡して空港に戻るまであと一時間
しかなかった。かれはブリーフケースを開けて、同意書、代理人委任状、定款などの法的
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文書をテーブルに広げた。「しゃべっている暇はない。あなたはここにサインして。あな
たはここ」とかれ。そしてその書類をまとめ、みんな島を出る晩のフライトに間に合うよ
う急いでその場を後にした。
ナッソー空港へ戻る道すがら、ブレザー姿の男チャールズ・Ｆ・フィーニーは、心底
ほっとしていた。その朝バハマに到着したかれは、ものすごい金持ちだった。いま帰路に
つくかれは、三十年前に各種の事業をはじめたときと同じく、名前以外にはほとんど何も
持っていなかった。その感謝祭の週末には、何百万ものアメリカ人たちは、自分たちが慈
悲深くも与えられた各種の物質的な富に感謝を捧げていたが、この人物だけは、運命と金
儲けの天与の才が重荷としてかれにもたらしたすさまじい富を、自分個人の手から剥奪で
きたことに感謝を捧げていたのである。
すべては極度の秘密性をもって行われた。その日バハマに集った小集団以外で、その日
に起きたことを知る者はほとんどいなかった。その後丸四年たってからも、『フォーブス』
誌はフィーニーを、存命中のアメリカ人の中で二十三位の大富豪として挙げていた。その
推計によればかれの総資産は十三億ドル。でも『フォーブス』はまちがっていたし、その
まちがいをその後何年も繰り返すことになる。チャック・フィーニーはそのすべてを処分
してしまったのだった。かれはもはや財産のない億万長者なのだった。



第 I部

富を築く
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第 1章

パラソル屋の少年

一九三一年の春、エンパイア・ステート・ビルディングがニューヨークにお目見えした。
活況の一九二〇年代の経済発展を飾った最後の大きな功績の一つだった。同時期に、数々
の打撃がアメリカ経済を襲いはじめた。大恐慌がアメリカに蔓延し、銀行が破綻して失業
率がはねあがった。チャック・フィーニーが生を受けたのは、まさにこのアメリカの歴史
的分岐点だった。かれは一九三一年四月二三日、ニュージャージー州エルモラの労働者階
級が住む地域で苦しい生活をおくっていたアイルランド系アメリカ人の家庭に生まれた。
父親のレオ・フィーニーと母親のマデリーンは、数年前にフィラデルフィア州から
ニュージャージー州へ移ってきたばかりだった。新婚の二人は、ニューヨーク市の豊かな
郊外生活に大いに期待していた。あの華やかなニューヨーク市はハドソン川の対岸数キロ
のところだったのだから。二人の父親はどちらもフィラデルフィアの鉄道作業員で、結婚
祝いにはペンシルベニアとニュージャージーを結ぶ鉄道無料乗車券を里帰り用に贈ってく
れた。
二人はニューアークのヴェイルスバーグ地区に居を構え、後にエリザベス区とユニオン
区にまたがるエルモラの町へ移った。レオは保険業者の仕事につき、マデリーンは看護士
として働いた。二人が授かった三人の子供たちは全員エリザベスのオレンジ記念病院で誕
生した。二人の女の子、アーリーンとアーシュラに挟まれた一人息子、チャールズ・フラ
ンシス・フィーニーである。
近所の家庭の多くにくらべれば、フィーニー家は大恐慌をうまく乗り切ったほうだっ
た。両親とも働き者だった。幼いチャールズは母親がオレンジ記念病院で昼夜を通して働
き、父親が夜明けからスーツに身を包んでニューヨークのロイヤル・グローブ保険会社へ
出勤するのを目にしていた。最初は借家住まいだったが、祖父の死で手にした遺産の二〇
〇〇ドルを頭金に、カトリックのアイルランド人やイタリア人が暮らすエリザベスのパリ
セード通りに二階建ての小さな赤レンガ造りの家を買った。この家はいまも、交通量の多
い道路網（ガーデンステート・パークウェイ、州間高速道路 78号線、国道 22号線、州道
82号線）に囲まれた一戸建ての並ぶ静かな通りのトウヒの木陰に建っている。
フィーニー家の家計は厳しかった。一九三〇年代にニュージャージー州で労働階級とし
て生きていた人は、だれでも一ドルのありがたみを骨身に染みて知っていた。共働きでも
自由になる金はほとんどなく、月三二ドルの住宅ローンを払って、自家用車の緑のハドソ
ンを維持するので精いっぱいだった。車の床板はぼろぼろで、角を曲がればクラクション
がいきなり鳴り出した。古いおんぼろ車はフィラデルフィアに向かう途中で――鉄道無料
乗車券は長く使えなかった――ときどき故障したし、再生タイヤがパンクすることもあっ
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た。ときどきは家族でポッツヴィルに住むマデリーンの親戚をたずねた。この親戚は「プ
レッツェル工場」を営んでいるので金持ちだと思われていたが、実際は台所に大型オーブ
ンがあるにすぎなかった。家のあちこちに金を隠しているという評判だったが、死後にそ
の金を発見したという人もいなかった。
人々はこの苦しい時代を助け合うことで乗り切った。マデリーン・フィーニーは奥ゆか
しい善き『サマリア人』で、だれにも知られることなしに人助けをしていた。筋萎縮性側
索硬化症にかかっている近所のビル・ファロンがニューヨークへの通勤でバス停まで毎日
歩いていると知ると、彼女は出かけるふりをして、家の前を通りかかるかれを車に乗せて
やった。「母が実はどこにも出かける用なんかなかったなんて、かれはまったく知りませ
んでした」と、アーシュラは振り返る。第二次世界大戦の折には、夜になると赤十字の篤
志看護士として青い制服を着込んで働きに出ていった。赤十字で働く他の人々が「奉仕」
活動でなぜ金を受け取る気になれるのかマデリーンには理解できなかったが、後にこれは
新聞で暴露されてちょっとしたスキャンダルになった。
レオ・フィーニーは毎日教会に通っており、やはり人助けに多くの時間を費やしてい
た。かれはカトリックの男性友愛団体で、会員とその家族に資金援助をする「ナイツ・オ
ブ・コロンバス」に加わった。かれはつねに金のもとを取ることを意識していた。子供た
ちがある程度大きくなると、かれはエルモア通りの図書館までいっしょに出かけるのだっ
た。「わたしたちは税金を払っているんだよ」と、レオは子供たちに話した。「だから活用
しなければいけない」。
幼い頃のチャールズ・フィーニーは、活発で少しやんちゃな少年だったと姉のアーリー
ンは語る。「生意気だからってブラッドレー・ビーチの幼稚園を放り出されたんです。問
題児というわけではありませんが、いつもふざけていました。かれと座り込んで笑ってい
るときがいちばん楽しかった。ひょうきんで頭の回転の速い子でした。母のお気に入りで
したよ。『わたしのチャールズ、わたしのチャールズ』って言って……」
弱冠十歳にして、フィーニーはすでに金儲けの才能を見せていた。「わたしたちには何
もなかった」と、友人のフランシス・『スキップ』・ダウニーは当時を振り返る。「当時は十
セントは十セントなりの価値があったんだ」。フィーニーの生まれて初めての事業は、相
棒のジャック・ブルーウィットの父親が用意したクリスマスカードを一軒ずつ売り歩く仕
事だった。近所の通りはブルーウィット本人がおさえていたので、フィーニーは別の町内
まで売りに出かけた。さらにクリスマスの郵便物を届ける配達人の手伝いで数十セント稼
ぎ、雪が降れば友人のムース・フォリーと一緒によその家の前の雪かきを引き受けた。「わ
たしが家を訪ねて二五セントを受け取り、ムースは雪かきをして、二人で金を山分けした
んです」と、フィーニーは語る。ここでかれは商売を広げすぎるとどうなるかという最初
の教訓を得た。「先に金を集めてまわりすぎると、雪かきを手伝うはめになりましたよ！」
フィーニーはたえず新たな金儲けの計画をひねりだしたが、中には非現実的なものも
あった。十一歳の頃、夏の昼下がりにスキップ・ダウニーの家で遊んでいたかれは、黒い
クレヨンで『ダウニーのビール＆プレッツェル』とベランダに書きつけた。万が一だれか
が通りかかって注文を出し、二人に金を払ってくれるというチャンスに期待したのだ。ス
キップの母はこれを見て、幼いフィーニーに言った。「チャールズ、日暮れまでにあれを
片付けないと、明日の日の出が拝めないほどのお仕置きですからね」。だが彼女はチャー
ルズが大好きだったのだとエクソンの重役の座を退いたスキップは語る。「とてものんき
なやつでした。母はかれを『市長』と呼んでいましたよ。あらゆる人を知っていましたか
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らね」
チャールズ・フィーニーはエリザベスのプリンストン通りにある聖ジュヌヴィエーヴ文
法学校に通い、八年生にしてマンハッタンの東 84丁目にあるリージス高校に通う奨学金
を獲得した唯一の生徒になった。この学校はイエズス会の専門学校で「大都市ニューヨー
ク近郊に居住しており、すぐれた知能と指導能力を有するローマ・カトリック信者の青年」
で、ほかのところでカトリック教育を受ける余裕がない人のための学校だった。フィー
ニーはここをひどく嫌っていた。毎朝駅まで四○分歩いて七時四五分の電車に乗り、埠頭
からフェリーでハドソン川を渡って地下鉄に乗り換え、86丁目に向かう。帰ってくるの
は午後七時をまわることもしばしばだったし、宿題もあった。遠方から通うせいで、マン
ハッタンに新しい友人はできなかったし、子供の時からの友人はみな大通りのつきあたり
の丘の上にあるエリザベスの聖マリア・アサンプション高校に通っていたのだ。一年半も
惨めな思いをしたうえ、両親がかれのために切りつめて通学費を出すのを目のあたりにし
ていたこともあり、フィーニーはみずからリージス高校を退学になった。「宗教学の試験
でカンニングしたところをつかまったんですが、計画通りでした。宗教的な試験でカンニ
ングすれば、退学を命じられるのでね」
聖マリア高校に通うことになって、フィーニーはずっと幸せだった。ほとんどの子供た
ちがかれと同じようにアイルランドの血を引いていた。何をやるときも、フィーニーは
その中心にいた。喜劇『女神フローラ』を学校で発表したときはウェインを演じ、フット
ボールチームでは背番号 38を背負った。一九四七年には上級生の投票で、学年で『もっ
とも機知に富んだ男』に選ばれた。仲間たちがかれをクラス一の『芸達者』に選んだのは、
かれが「いつもふざけて何でもネタにしていた」からだと友人のボブ・コーガンは語る。
かれは親友のジョン・『ジャック』・コステロと一緒にコメディーショーをやった。一九四
八年の学内誌にはこんな広告が掲載されている：「楽しい夜を過ごすなら、アメリカの新
たなコメディ・センセーション、チャーリー・フィーニーとジョン・コステロの出演する
お気楽クラブへどうぞ」十代の少年たちにとって聖マリアは天国のようだった：フィー
ニーの学年は女子一〇〇人に対して男子はたった三五人で、道を挟んだところには女子校
があった。チャーリー・フィーニーはハンサムな痩身の若者に成長していて「女の子たち
はビートルズにするみたいに、わたしたちに黄色い声をあげましたよ」と、コーガン。
いつも金儲けに熱心だったフィーニーは、週末になるとポート・エリザベスのゴルフ場
でキャディーをつとめた。「九ホールは一ドルでチップが二五セント、十八ホールは一ド
ル七五セントでチップが二五セント」と、フィーニーは振り返る。「いつも九ホールまわ
る二人連れを探したものです」母親が看護士の仕事を休んでニュージャージー州の海辺の
ポイント・プリーザントで下宿を借り、有料で部屋を貸していた夏休みの間は、かれも遊
歩道でビーチタオルとパラソルを貸す仕事をした。また、数セントで客に自分めがけて
ボールを投げさせて水入りの桶に「はめさせる」のもやった。フィーニーはスキーボール
マシン（※ボールを的に投げ入れるゲーム機）の名人になり、かわいらしい景品を獲得し
すぎて河岸を変えるはめになった。そして最終的にはゲーム機の所有者から両替の仕事を
もらったのだった。
当時、浜辺を仕切っていたのはニュージャージーのマフィア支部だった。浜辺の入場料
の二五セントを含めて、利権はかれらのものだった。「浜辺に一日いる場合は、安全ピン
で身につける色つきのリボンを売りつけられました」と、フィーニー。「何人もの男たち
に『ぼうず、入場リボンを見せてみな』と声をかけられたものです」。母親は宿泊客たち
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にリボンを渡していた。学校友達の一人はリボンを再利用したり、二つに裂いたりして数
セント稼ぐ手法を編み出した。「それはマフィアのお気に召さなくて、マフィアにそう伝
えられたのであの子たちもやめたんです」と、アーリーン。
十代のチャーリー・フィーニーは、週末に下宿へ友人たちを招いて屋根裏で一緒に泊ま
りこむこともあった。朝になると友人たちを引き連れて、開店まで空腹の少年たちのため
に箱入りのドーナツを外に出しておいてくれる店へ行って、それを朝食にした。夕方には
遊歩道へ繰り出すか、映画に出かけた。スキップ・ダウニーは十六歳の頃にフィーニーの
運転でアズベリー・パークのパラマウント・シアターへ出かけた経験を振り返る。ニュー
ジャージー州で女の子をデートに連れていくならここ、という場所だ。裏口の男はフィー
ニーの顔見知りで、無料で中に入れてくれた。かれらはスクリーンの後ろの梯子を登って
キャットウォークを通り、反対側で降りて席についたという。
フィーニーの友人のジョー・キャッシュは、かれのことを「自分の親友だと思わせてく
れるタイプの男で、いつ話しても考えが先走っているんです。いつも先々を考えていまし
た」と、何年もたって振り返っている。ジャック・コステロはポイント・プリーザントの
遊歩道でパラソル屋をしていたやり手の友人を「つねに働いては金を稼いでいた」と振り
返る。
フィーニーは一九四八年六月に卒業し、四ヶ月後にわずか十七歳にしてニューアークの
徴兵所へコステロと一緒に行って空軍に加わった。「兄は志願したんです」と、妹のアー
シュラ。「そんな必要なかったのに。もっと前にフランキー・コリガンと一緒に行こうと
したこともありました。ある晩ふたりで家を抜け出そうとしたんです。どこにも行けませ
んでしたけど。車のエンジンがかからなかったんです！ 　歳をごまかして入隊するつも
りで、わたしにも母が許可したと書類に署名させるために来いというんですよ」。当時は
第二次世界大戦終結の三年後で徴兵制がまだ残っていたため、いずれにせよ数年のうちに
は徴兵されるとフィーニーはわかっていた。「そこで思ったんですよ。ただぶらぶらして
いるくらいなら済ませてしまった方がいいだろうとね。そこで三年間の契約で入隊するこ
とにしました」。
入隊したことで、ニュージャージーの十代の少年には新たな展望が開けた。テキサスの
ラックランド空軍基地で通信士として訓練を受けたフィーニーは、アメリカ占領軍の一員
として日本に派遣された。国外へ出たのはこれが初めてだった。かれは新たな生活と新し
い名前を手に入れた――空軍ではみながチャックと呼びはじめたのだ。フィーニーは抜群
に利発な新兵として、日本の南端に位置する空軍芦屋基地の米空軍第五通信中隊第十二機
動部隊分遣隊に配属された。これは朝鮮半島にもっとも近い空軍基地だった。かれの中隊
は通信諜報（シグイント、SIGINT）――戦争終盤に日本軍の暗号を解読した国家安全保
障局の一部門――に属していた。
戦後の日本は廃墟と化していたが、若い軍人にとっての暮らしは悪くなかった。「日本
への配属は、アメリカ兵には楽なお遊びとみなされていた」とデヴィッド・ハルバースタ
ムは書いている*1。「アメリカドルは強かったし、日本女性は愛想がよく、ありふれた下
士官たちが貴族のような生活をおくっていた」。しかしフィーニー三等軍曹は日本語の習
得に時間をつぎこんで諜報技能を磨いた。軍の語学学校で学び、日本人の子供が楽しむ日

*1 David Halberstam, The Fifties (Villard Books, 1993). 邦訳ハルバースタム『ザ・フィフティーズ』
金子宣子訳、新潮社、1997.
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本語のマンガを読んだ。
一九五〇年六月二五日に朝鮮戦争が勃発すると、空軍芦屋基地は F-80戦闘機と前線の
アメリカ兵に物資を落とす C-119 輸送機の集結地点になった。三年の予定だったフィー
ニーの海外勤務は四年に延長された。かれ自身が戦線に送られることはなかったが、担当
していた内勤の仕事は本格化した。所属部隊の任務は、日本海上のロシア戦闘機が用いる
無線通信の傍受だった。ソ連のパイロットはアメリカが芦屋から派遣した戦闘機の使用す
る周波数を傍受していた。アメリカとソ連の冷戦は、ともすれば局所的な武力戦争を引き
起こしたし、アメリカ機が敵の空域に入らずに侵入するにも限界があった。ある二〇歳そ
こそこの新米パイロットが五分間にわたり領空侵犯して、ソ連側の緊急発進を招いたこと
があった。機体は撃墜され、若者と同乗していた二人のロシア語専門家が死亡したが、か
れらは二日前の夜にフィーニーと同じシフトで働いていたばかりだった。フィーニーはか
れらの叫び声をイヤフォン越しに聞いた。アメリカに帰国したかれはニューヨークのブロ
ンクス地区に向かい、戦死した仲間の家を訪ねた。かれには何と言えばいいかわからな
かった。「その男が明々白々な命令――境界を越えるな――に従わなかったために、二人
は亡くなったのです」。
日本で軍務についていた四年間、フィーニーは一度も帰郷しなかった。かれがいたのは
世界の反対側だったし、戦争のさなかだった。「かれが連絡してくるクリスマスには、み
んなで台所に座り込んで電話を待ったものでした」と、姉のアーリーンは振り返る。コレ
クトコールの電話代は家族が負担した。「お金がなかったので、わたしたちはいつもこう
でした――『あまりしゃべっちゃだめ！』」家族がじかにかれの軍服姿を目にしたことは
一度もなかった。しかしエリザベス・デイリー・ジャーナル紙には、髪を分けてクリーム
でまとめた空軍制服姿のフィーニー四等軍曹とコステロ伍長が東京で三日間の休暇を一緒
に楽しむ姿をおさめた写真が掲載されている。コステロはフィーニーほどついていなかっ
た。かれは陸上通信兵として朝鮮の戦線に派遣されたのだ。それでも生き延びて大家族の
父親になった。写真の説明にはフィーニーの言葉が引用されている。「戦争でさえジャッ
クとおれを引き離すことはできないよ」
フィーニーは実家にあてた手紙の中で、仕事の内容は明かすことは許されないと書いて
いた。「秘密主義の一部はそのときに身についたのかもしれません」と、アーリーン。「除
隊して帰ってきたかれは、そこに座ってこうしていました」――彼女は台所のテーブルを
せわしなく叩いた――「トン、トン、トン：そして言うんです。『ごめん、モールス信号
だよ、軍で使っていたんだ』。モールス信号で『考えていた』のかどうかはわかりません
が、その後もしょっちゅうこんなふうにやっていましたよ。トン、トン、トンって」





11

第 2章

サンドイッチマン

チャック・フィーニーは日本にいた一九五二年の春から、除隊後に受給できるＧＩ奨学
金をどう活用しようか考え始めていた。フランクリン・Ｄ・ルーズベルト大統領の復員兵
援助法（一九四四年）によって、第二次世界大戦復員兵は高等教育を受ける費用を出して
もらえることになっていたが、その枠組が朝鮮戦争の復員兵にも適用されるようになった
のだ。これはコカ・コーラの経営者になったドナルド・R・キーオー、アメリカ上院議員
になったボブ・ドールなど、軍務に就いた多くのアメリカ人たちの人生を変えた。スキッ
プ・ダウニーは、昔なじみの学校友達が最初から兵士奨学金に目をつけていたのではない
かと考えている。フィーニー家には息子を大学にやる金がなかったが、「かれは絶対に大
学に行くと内心で・決・め・て・い・たから、復員兵支援法の受給資格をもらいに空軍へ入ったんで
すよ」。
フィーニーは基地の図書館で大学について調べた。そして『リーダーズ・ダイジェス
ト』の『コックのための学校』という記事でコーネル大学ホテル経営学部の特集を見つけ
た。「それならできる、人の世話ならわたしにもできると思ったわけです」。この課程はか
れの起業家気質のはけ口をもたらした。コーネル大学はニューヨーク州北部、フィンガー
レイクス地域のイサカの町に位置しており、世界で最初にホテル経営学の学士号を設けた
大学だった。フィーニーはそれまでエリザベスの二大ホテル、今はなきウィンフィール
ド・スコットとエリザベス・カータレットに足を踏み入れたことさえなかったが「旅、優
雅な環境、サービスを提供する人々」という発想が気に入った。かれは入学許可を申請し
て、東京でコーネル大学募集担当者の面接を受けた。フィーニーの通っていた日本語学校
を運営していた女性は面接官の知り合いで、「わたしについて良いことしか書かないよう
に、その男の肩越しに見張ってくれましたよ！」
フィーニーは一九五二年六月一日に空軍を除隊して、未払いになっていた六三四ドル三
三セントの給料を手にニュージャージー州の実家に帰り、コーネル大学の出願結果が出る
のを待った。とても長いあいだ留守にしていたせいで熱烈な歓迎を受けたものの、両親は
大学の選択にいい顔をしなかった。当時、聖マリア高校出身のカトリックの少年たちはア
イビーリーグの大学には行かなかった。父親の親友で、カトリック系の高校で校長をつと
めていたジョン・ドワイヤーは、かわりに車でシートン・ホール大学を見に行かないかと
提案した。ドワイヤー本人がいくらか人脈を持っていたカトリック系の私立大学だ。かれ
はフィーニーが有名エリート校に入ろうとするのは、身の程知らずではないかと心配し
ていた。だがその翌日に、コーネル大学ホテル経営学部から合格通知が郵送されてきた。
フィーニーは九月に入学することになった。聖マリア高校で大学へ進学した同級生は二人
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だけだった。もう一人はニュージャージー州立ラトガース大学へ進学する奨学金を受けて
いた。
合格通知はフィーニー家にとって大事件だった。家族に大学へ進んだ者はいなかった。
だがフィーニーはすでに、生涯を通じて表れてくる気質を示していた：たとえ実現が不可
能に思えても、大きなことを考えて最高の結果を目指すのだ。「かれは、コーネルに入学
を認められるとは思ってもいませんでした」と、マサチューセッツ州ボストン出身でホテ
ル経営学部の学部長をつとめたジョン・J・クラーク・ジュニアは語っている。かれもや
はりアイルランドの血を引くカトリック育ちで、若いフィーニーが一線を越えるのがどれ
ほど大変だったかよくわかっていた。「チャックや私の世代のほとんどは、大学へ通い出
した最初の世代でした。一九五〇年代のコーネルやアイビーリーグには、カトリック信者
はあまりいませんでしたね」。
コーネルのあらゆる学部や研究科の中で、ホテル経営学部は受け入れる生徒の能力判断
基準になる大学進学適性試験（SAT）点数の下限がもっとも低かったが、起業家として
もっとも成功をおさめた人間を絶えず輩出していた。たとえばバーガーキングの共同創立
者ジェームズ・W・マクラモアとデヴィッド・R・エドガートン、アラモ・レンタカーを
立ち上げたマイケル・イーガンなど。「われわれは他の学生たちからいくらか見下されて
いました」と、クラークは語る。「ホテル経営学部に入学を認められるのにギリシャ文化
の歴史をすべて知っている必要はありませんでしたが、知力と体力の適切な組み合わせは
求められました」。
フィーニーは初めのうち、自分の社会的立場から迷い出てしまったように感じたはずだ
と、かれの姉妹は考えている。コーネル大の他のみんなは、だれもかれも私立高校の出身
らしく、車を持っていた。だがかれはすぐにイサカの暮らしに慣れた。志を同じくする多
くの仲間にかこまれていたのだ――教育を受け、世界を探検して財を成すことに熱心な起
業家の卵たち。「ひとたび受け入れられれば、そこの人々と競うことができるのは確かで
した」と、フィーニーは振り返る。「それをつきとめるには、その場に身を置かなければ
ならなかったのです」
まもなくフィーニーは有能な起業家として頭角を現しはじめた。すぐに隙間市場を見い
だしたのだ。当時のイサカにはウェンディーズもマクドナルドもなかった。学生たちは夜
になると腹を空かせていたし、ほとんどは懐に金がある恵まれた人々だった。フィーニー
はサンドイッチを作って男子学生の友愛組織や女子学生の社交クラブの周りで売り出し
た。まもなくかれは「サンドイッチマン」として学内で有名になった。コーネルでやって
いくには追加収入が必要だったのだ。兵士奨学金は学費として学期ごとに月額一一〇ドル
しか支給してくれなかったため、自由に使える金がほとんどなかったのだ。当初フィー
ニーは金曜の遅くに材料を店で買い込んだ。そうすれば小切手が月曜まで換金されない。
「これで初めて赤字財政を経験しました」と、かれは振り返る。フィーニーはサンドイッ
チをかごに入れ、釣り銭用に大きなポケットのついた古い陸軍野戦用ジャケットを着込ん
で客のもとに向かい、友愛組織の建物の外で笛を鳴らして来訪を知らせた。ホテル経営学
部で同期だったフレッド・アンティルは、フィーニーが自分のいた社交クラブにやってき
たこと、サンドイッチの薄さについてお決まりのジョークを飛ばしあったことを覚えて
いる。
ハンサムで社交的な角刈りのフィーニーは苦もなく友人をつくり、アパートに来てサ
ンドイッチを作って切るのを手伝うようかれらを説き伏せた。「かれはやり手で、いつも
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笑顔でした。計算してみたところ、わたしはかれのもとで夕方早くに働いてサンドイッ
チを一万六〇〇〇個作ったんですよ」と、かつてルームメイトだったタス・デューランド
は語る。最盛期には一週間に平均七〇〇個のサンドイッチを売り上げたと本人は推定し
ている。フィーニーはデートの相手探しに苦労したよ、サンドイッチづくりが上手な子
でないとダメだったから、とチャック・ロールスは冗談を言う。チャック・ロールスは、
ニューヨーク州のビンガムトン・セントラル高校出身でフィーニーの生涯の友になり、後
に「チャックス・ステーキ・ハウス」チェーンを創立した人物――コーネル大学ホテル経
営学部のサクセスストーリーの一つだ。退職して現在はコロラド州アスペンで暮らすロー
ルスの記憶では、サンドイッチマンは儲けが減らないように「ボローニャソーセージと
チーズ」サンドのハムは一枚だけにしろと仲間たちに言いわたしていたとか。
フィーニーはあらゆることに手を出した。チャック・ロールスがスポーツ面のすぐれた
能力のおかげで――かれは小柄ながら一九五二年に学生バスケットボールの国内記録をう
ち立てていた――フットボール競技場のプログラム販売権をとりつけると、フィーニーは
かれのもとで販売員をやった。「かれはいつもすばらしくウィットに富んでいました」と、
ロールス。「その日の対戦相手だったプリンストン大学の男がチャックのもとに来て『プ
ログラムはいらないよ。字が読めないから』と冗談を言うと、チャックは『それじゃ君は
プリンストンの人間だな』と返したんですよ！」
フィーニーは副業として校内でクリスマスカードを販売したほか、休暇にはエリザベス
のインダストリアル・フード・クラフツで見習いとして働き、ニューヨーク州ファイア・
アイランドでサマークラブを運営し、パンやケーキを製造するダンカン・ハインズ社の試
食・試験係を務めた。
一九五五年の最後の夏休みに、チャック・フィーニーとチャック・ロールスはワーキ
ング・ホリデーでハワイに滞在した。これはロールスが同級生のガールフレンド、ジー
ン・ケリーと一緒に過ごせるようにとの計らいだった。彼女の父のロイ・C・ケリーはハ
ワイでホテルチェーンを展開していた。「飛行機を降りてホテルにチェックインするなり、
チャックが突然ウェイトレスに向かって日本語をしゃべり出したんです」と、ロールス。
「かれが日本語を話せるとは知りませんでした」。かれらは夏のあいだ一緒にコテージを借
りて、フィーニーはホノルルのエッジウェア・リーフ・ホテルで夜警業務――鍵を持たず
に締め出されてしまった客を部屋に入れてやる――などをした。当時二四歳だったフィー
ニーは合衆国外で――ハワイはまだ州になっていなかった――初めてホテル業に従事し
て、異国情緒漂うこの土地を非常に気に入った。かれは旅行熱にとりつかれていたのだ。
当時は知るよしもなかったが、後に運命の導きでかれはふたたびハワイにやってくる。
フィーニーはホテル経営学学士号を取得して一九五六年にコーネルを卒業した。複数の
ホテルチェーンから仕事の口をいくつも提示されていたが、フィーニーはマリオットやス
タットラーの中で働いて登りつめるという発想が気に入らなかった。母親はどうしてそ
んなにいい申し出を断ることができるのかと訝ったが、本人は好機を待っているのだと
言った。フィーニーは世界を見て起業家として自分の道を歩みたくてたまらなかったの
だ。フィーニーとチャック・ロールスはニュージャージー州から車で大陸を横断して、カ
リフォルニア州に何があるか確かめてみることにした。
出発前にエリザベスを訪れたロールスは、ニュージャージーの酒場でフィーニーの昔な
じみの友人たちに紹介された。友人の一人は海軍退役兵で、カジノのルーレットで必勝法
を知っていると豪語した。ゼロが一つだけのルーレットを選ぶよう気をつければいいだけ
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だった。負けるはずがないそうだ。コーネル卒の二人は、道々それを試してみることにし
た。二人はネバダ州リノに向かい、そこでゼロが一つしかないルーレットを見つけた。当
時のリノはハロルズ・クラブやハラーズなどカジノがいくつもある、急成長中の賭博の町
だった。二人は土木作業員用の下宿屋に間借りして、賭場をうろついて様子をみはじめ
た。「席についてビールか何かを飲みながら、ルーレットの指す数字を一時間ほど書き留
めました」と、ロールス。下宿屋に戻ってかれらは数字を研究した。
数日で準備が整った。掛け金は五〇〇ドル必要だと二人は推測した。ロールスはその半
額を提供できる現金を持っていたが、フィーニーは携帯用タイプライターとカメラをリノ
で質入れするはめになった。ハワイで手に入れたアロハシャツとズボン姿で質屋に入ろう
とするフィーニーの姿をロールスは写真におさめた。
「カジノに行って夜十一時からゲームを始め、夜通し賭け続けました。いやいや、それ
がうまくいったんですよ」と、ロールス。「わたしたちは六つの数字のかたまりに十セン
ト賭けました。その六つのうち一つが当たれば、五〇セントが返ってきます。わたしたち
を唯一苦しめたのはゼロでした。あれさえなければ毎回金が入ってきたのですが」。
ことは予定通りに進み、かれらはひたすら稼ぎ続けた。六時間ルーレットをして建設作
業員たちと一緒に朝食をとって少し眠り、しばらくバスケットボールをして夜になると
また六時間ルーレットをやった。「どれほど金持ちかばれやしないかびくびくしつつ、道
の真ん中を歩いてアパートへ帰りました」と、ロールス。「私たちは二百ドルか三百ドル
勝っていました。金持ちになったと思いましたよ」
すっかり夢中になったコーネル卒の二人は、この調子で数年間ルーレットをして楽隠居
しようかと空想した。「それで、やめないことに決めました」と、ロールス。「わたしたち
はルーレットを続けました。それがある朝の五時半頃に、ふいにうまくいかなくなったん
です。問題の場所に手をつけて十二の数字を押さえて、有り金をすべてつぎこみました。
二〇回、二五回やってもその数字のグループは当たらなくて、そんなはずがないと思いま
したよ。実際起こったのですがね。最後に賭けて迎えた二五回目も外れで、わたしは次の
一投にすべてを賭けたいと思いました――もう命を賭けそうになっていました」。
だがフィーニーがそうさせなかった。「だめだ」と、かれは言った。「これで終わりにし
よう」二人はチップを換金して立ち去った。それでも一人一六〇〇ドルと、かなりの勝ち
をおさめた。フィーニーはタイプライターとカメラを質屋から受け出し、二人でカリフォ
ルニアへ向かった。そこで他の友人二人も加えて、夏の間ロサンゼルスの郊外サンタモニ
カにコテージを借り、ビーチバレーなどしつつ、しばらく怠惰に過ごした。チャックは朝
方に抜け出してカリフォルニア大学ロサンゼルス校で授業を受けていたとロールスは振り
返る。「わたしたち三人は寝過ごしていたわけなんですが、チャックは朝からロシア語を
習いにサマースクールに出かけて行きました」。フィーニーはコーネル大学でもフランス
語とロシア語の単位を余分に取得していた。当時かれは、最終的に自分は諜報員になるの
かもしれないとなかば本気で考えていた。国家安全保障局は除隊時の報告聴取でフィー
ニーをスカウトしようとしていた。関係者の一人はこう言った。「君のような人間は自国
のために貢献を続けることができる。ここに署名するだけでいい」。フィーニーは数秒考
えて「いいえ、結構です」と言った。
一ヵ月後、まだ兵役についていなかったチャック・ロールス宛にフロリダ州ペンサコラ
に出頭するようにとの徴兵令状が届き、二人は東海岸へ向かって車で長い旅を始めた。再
びネバダを通って辺鄙なガソリンスタンドが近くにある小さなカジノに立ち寄った。今度
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はフィーニーが、例のからくりをほんの少しだけ試してみたがった。ロールスは、もうた
くさんだから自分は車で待つと言った。フィーニーはカジノの中に消え、かれは車で眠り
についた。フィーニーは三〇分後に戻ってきて「とっとと出ようぜ」と言った。「いくら
すったのか、とうとう話してくれなかった」と、ロールス。
フィーニーはもう決してツキに左右されるゲームに手を出さなかった。「それ以来ずっ
とギャンブルには嫌気がさしているんです」と、フィーニーは語っている。「あのからく
りがだめになる前に二人で三二〇〇ドルを稼ぎ、それをそっくり失う前にゲームをやめら
れたのは幸運でした」。
フィーニーとロールスがルーレットで大金を稼いできたので、必勝法は本物だったとい
う噂がニュージャージー州の例の居酒屋に舞い戻った。居酒屋にいた男たちは金を出し
合って、金儲けのために代表者を二人送り込んだ。かれらはすっからかんになった。
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第 3章

指輪をぶつける

一九五六年の盛夏まで、チャック・フィーニーには学位をとった後の身の振り方がさっ
ぱりわからなかった。だがコーネルを出て、世界のどこにでも行けるという自信がつい
た。カジノで獲得した金を元手にした資金が二〇〇〇ドルあったし、兵士奨学金で与えら
れる三六ヶ月分の政府資金はまだ四ヶ月分残っていた。しかし残りを請求するには、アメ
リカか海外で何らかの課程を履修する必要があった。ホテル経営学部の図書室で何時間も
観光事業と旅行についての本を読んで、世界を見たいという衝動に拍車がかかっていた。
フィーニーはかねてからヨーロッパに行きたいと思っていたし、資金を使いたくてたまら
なかったのだ。かれはマンハッタン五番街七四丁目のフランス領事館に行って、フランス
の大学について尋ねた。驚いたことにフランスの大学教育は無料だった。願ってもない話
だった。フィーニーはキュナード海運の安い乗船券を買って、数週間のうちにパリに着い
た。パリ大学で一ヶ月間フランス語の集中講座に参加してから、かれはグルノーブルとス
トラスブールの大学に入学許可をもとめる手紙を書いた。
一九五六年九月上旬のこと。フランス南東部に位置するグルノーブル大学入学事務局の
事務員が視線を上げると、事務室に二五歳の角刈りのアメリカ人が来ていた。「政治学部
の履修登録をしたくて来ました」と、フィーニーは強い訛りのあるフランス語で言った。
「学部長はどなたにも会いません」と、事務員の女性はよそよそしく応じた。「そうです
か、わたしはここにいますから」と、フィーニーは言った。
「わたしは雑誌を読みながらずっとそこに居座りつづけ、その男は部屋を出たり入った
りしていました」と、フィーニーは振り返る。ついに事務員がいくらか立腹した様子で
「学部長が面接いたしますが」と言った。「ナチュレルモン（もちろんです）」と、フィー
ニー。学部長室で「フィーニーさん、あなたは興味深い志願者だ」と学部長に言われて、
フィーニーは「ええ、ありがとうございます！」と答えた。「あなたはストラスブール大学
の政治学部の入学許可をもとめてグルノーブル大学に手紙を送った初めての人ですよ！」
フィーニーは願書を入れる封筒を取り違えたのだ。かれはすぐに言い返した。「ええ、で
もわたしはここにいるんだから、入学したいのがここだというのは明らかです。ストラス
ブールに行きたければグルノーブルにはいません」。学部長はあきらめて両手をあげた。
「参りました！」フィーニーは一四世紀に設立された大学で政治学修士課程を履修するこ
とを許可された。このコーネル大学卒業生は学部唯一のアメリカ人で、本人はそれをずっ
と誇りにしていた。
雪をいただくアルプス山脈に囲まれた広い谷に位置するグルノーブルの生活は安くあ
がった。フィーニーの基本的な生活費は一ヶ月およそ一五ドルだった。フランス語、テニ
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ス、スキーはかなり上達した。どういうわけかアメリカ政府は一一〇ドルの奨学金小切手
を四ヶ月ではなく六ヶ月分送ってきた。天のだれかさんは私を気に入っているらしい、と
フィーニーは思った。
八ヶ月の課程の終わりに、フィーニーは旅行鞄とテニスラケットを手に、金儲けの機会
をもとめてヒッチハイクで南へと向かった。通りには手書きの目的地表示を掲げた人がと
てもたくさん出ていたので、車をつかまえるのは難しかった。かれは「英会話教えます」
と大きく書いたものをテニスラケットに貼りつけて、アンティーブの郊外で掲げた。それ
からは乗せてくれる車に不自由しなかった。フィーニーは地中海沿岸で、ヴィルフラン
シュ・シュル・メールに拠点をおく合衆国艦隊の海軍将校の家庭教師をしているアメリカ
人と出会った。ヴィルフランシュ・シュル・メールは急勾配の石畳路地に一八世紀の家々
が並ぶ絵のように美しい港だ。アメリカ第六艦隊の旗艦をつとめ、将校や下士官約二〇〇
〇人を擁する重巡洋艦セーラム号の母港だった。「そこでまわりにこういった海軍関係者
の扶養家族がいることに気づきました」と、フィーニー。「かれ（アメリカ人教師）に、こ
の人たちが夏はどうしているのかたずねてみたところ、ぶらぶらしていると言うのです。
そこでわたしは海軍関係者の子供を対象に、サマーキャンプのような企画を始めることに
しました」。フィーニーはビジネスチャンスと人の役に立つ手段を見つけたのだった。か
れはヴィルフランシュのペンションで部屋を借り、浜辺でサマーキャンプを開いた。海軍
勤めのアメリカ人の親たちは喜び、預けられた子供たちは七〇人ほどになって、フィー
ニーはスタッフとしてアメリカ人を四人雇うはめになった。
フィーニーはヴィルフランシュでテニスクラブの管理人と取引して、コートの清掃をす
るかわりにテニスを無料で楽しんだ。そのコートで出会ったのがアンドレ・モラリ＝ダニ
ノスだった。休暇中だったフランス系アルジェリア人の精神科医は、教養あるアメリカ人
の若者がフランス人学生なら軽蔑するような仕事をやっていることに興味を持った。モラ
リ＝ダニノスは高位の勲章を与えられた退役軍人で、第二次世界大戦中にフランス・レジ
スタンスに参加し、一九四五年に家族をともなってパリに来ていた。ヴィルフランシュを
訪れたのは夏期休暇で、団体旅行がまだ存在しない当時は家族で浜辺を占有するのが普通
だった。モラリ＝ダニノスの二三歳の娘、ダニエルはパリ大学の学生で、アメリカ人の
リーダーと一緒に子供たちが何十人もわめいたり口笛を吹いたりしながら浜辺へ侵攻して
きたことにいささか当惑していた。しかしそのハンサムなリーダーが思いやりと強さを
もって子供たちに接するのにとても感銘を受けた。快活なフランス系アルジェリア人の女
性と二六歳のアイルランド系アメリカ人は話をするようになり、恋が始まった。
ヴィルフランシュでフィーニーはアメリカ第六艦隊によって生計を立てている人々に出
会った。水兵を待ち伏せるかわいらしい女性や艦内店舗におさめる分の注文を取りに急ぐ
セールスマンたちだ。かれは海軍関係者が上陸時に制服を脱ぎ捨てて私服に着替えられる
ように、ずらりと買い占めた古いロッカーを貸していた両替商のサイ・ポドリンと知り
合った。フィーニーも八月の夕方にはポドリンのもとで数週間にわたって「海軍ロッカー
クラブ」を管理して、酒場へ出入りする船員たちにロッカーを使わせていくらか金を稼
いだ。
夏の終わりに、フィーニーはふたたび北へ向かおうと考えた。学生生活は気に入ってい
たし「ドイツの大学へ行けるだけの資金をためこんでいた」。しかしある晩、フィーニー
はヴィルフランシュの酒場でボブ・エドモンズという一人のイギリス人に出会った。エド
モンズは地中海一帯の港で免税の酒類を販売する事業を立ち上げようとしていた。かれは
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フィーニーにそれを手伝ってくれないかと頼んだ。
アメリカ海軍は艦内でのアルコール飲料の消費を許可していなかったが、エドモンズは
免税の酒類を最高五本まで購入して別送手荷物扱いで母港に届けさせるしくみを船員向け
に確立していた。一大市場になる見込みがあった：地中海のアメリカ第六艦隊は五〇隻
で、乗組員は一年間に三回交代した。軍人向けの値引きは大きかったし、乗組員のほとん
ど全員が、酒類を五本組で購入してアメリカに帰って受け取る余裕を持っていた。ヨー
ロッパで五本の酒類を免税で購入すれば送料込みで一〇ドルだったが、アメリカで同じも
のを購入すれば三〇ドル以上かかった。エドモンズはイギリスの軍用納入業者、サコーン
＆スピードの提携を取りつけられなかったため、自力でやっていくしかなかった。そこで
協力してくれるアメリカ人を心の底から必要としていたのだ。
「艦隊が大移動をしていて四十隻が加わる」と、エドモンズは言った。「わたしが会える
のは二十隻だけだ。あと二十隻に会える男を探している」「どういう意味ですか？」と、
フィーニーはたずねた。「行って酒の注文について話してくるんだ」
フィーニーとエドモンドは、艦船に乗り込んでは乗組員からおもにカナディアンクラ
ブ・ウィスキーとシーグラムＶＯの注文を取り始めた。そしてアントワープとロッテルダ
ムの倉庫からアメリカの港へ酒が送られるように手配した。商品の代金は前払いではな
かったので、資本は必要なかった。一時期は市場を独占できたが、すぐに競争相手があら
われた。エドモンドは新たなチャンスをもとめてカリブ海の下調べに出かけ、フィーニー
はイギリス南部のハイズにあるエドモンドの自宅で注文の処理にかかった。十月にヴィル
フランスへ戻ったフィーニーは、第六艦隊がバルセロナへ向かっていると聞かされた。か
れは列車でスペインの港へ向かったが、艦隊の到着は遅れていた。
フィーニーはコーネル大学の同窓会報から、同じホテル経営学部出身のロバート・
ウォーレン・ミラーがバルセロナのリッツホテルで働きはじめたことを知っていた。暇つ
ぶしに、かれは木々の立ち並ぶグラン・ヴィア・デ・レス・コルテス・カタラナス通りの
リッツホテルへ向かった。ロビーに入ると見覚えのある茶色い縮れ髪と生意気そうな笑顔
のミラーがフロントにいた。二人はコーネルでは友達付き合いをしていなかった――ミ
ラーはフィーニーより一学年上だった――が、ミラーは青い眼のひょろひょろしたアメリ
カ人にすぐ気づいた。「フィーニー、ここで何してるんだ？」と、ミラー。「きみこそ何し
てるんだ？」と、チャックは返した。
このなにげない会話が、国際事業の歴史において最大の収益をあげたパートナーシップ
の幕開けだった。
ヨーロッパに至るミラーの道程も、フィーニーと同じくらい行き当たりばったりだっ
た。ミラーはボストン南部のクインシーで工業油会社のセールスマンの息子として育っ
た。かれは入隊猶予を受け、高校を出て奨学金でコーネル大学に進学した。ミラー家もや
はり経済状態は厳しかったので、かれはウェイターや即席料理の調理係をアルバイトで勤
めなければならなかった。一九五六年に卒業してから数ヶ月がたち、カリフォルニア州
ニューポート・ビーチで料理人として働いていたかれは、クインシーにいた父親から徴兵
令状が届いたことを知らされた。ミラーは車でサンタアナへ向かい、海兵隊に入隊してサ
ンディエゴの新兵訓練に派遣された。しかし身体検査で幼少時の事故で負った傷が頭部に
あることがわかり、戦闘で頭部を負傷しても海兵隊の責任を問わないという権利放棄証書
に署名するよう大尉に求められ、署名しなければ名誉除隊になるとつけ加えられた。ミ
ラーは名誉除隊を選んだ。かれは七八ドルを与えられ、サンディエゴ行きのバスに乗せら
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れた。
フィーニーと同じく、ボブ・ミラーも頭脳労働職は望んでいなかった。ヘミングウェイ
の著作をたくさん読んだ二二歳のコーネル卒業生は、作家か傭兵になるという突飛なこと
を考えていた。かれは三ヶ月間航海するマグロ漁船に乗る契約を結び、船出を待つあいだ
週末にひと騒ぎしようとメキシコ国境を越えてティファナへ向かった。そこで乱闘に巻き
こまれてひどく殴られ、拘置所に放りこまれた。裂けたシャツに靴は片方だけという姿で
出所したとき、マグロ漁船はすでに出航していた。人生のどん底を経験して、かれは身を
落ち着けることに決めた。ミラーはアメリカに戻ってホテル業に就き、三千ドルを貯め
てギリシャの遠洋定期船『クイーン・フレデリカ』に乗り込み、スペインに向かった。そ
してマドリードを経てバルセロナへ向かい、リッツホテルのフロント業務についていた
のだ。
その日ミラーの仕事が終わると、かれとフィーニーは二人で夕食に出かけた。ミラー
はまだ三千ドルの資金を持っていて、すでに「制服姿で」ホテルで働くのに飽き飽きし
ていた。二人は運命共同体として、アメリカ艦隊との商売で金儲けをすることに決めた。
ミラーはベルギー人のホテル支配人ジュアン・フィンケに計画を話して辞表を提出した。
フィンケは笑って「そんなことをしても未来はないぞ。このままリッツにいなさい。きみ
ならいつかすばらしいホテルマンになれる」と言った。
ミラーが辞表を出している頃、フィーニーはスペイン語講座を受講していた。「かれは
落ちつくことなくいつも走り回る人間だったので、スペインにいるのならスペイン語も習
おうかと考えたんですよ」と、ミラーは振り返る。
ミラーは戦後のヨーロッパで普及していた免税品の密売を垣間見た経験があった。かれ
はフィーニーにアメリカドルを闇レートで換金するバルセロナの香港人神父のことを話し
た。神父はピレネー山脈にある小規模な非課税国、アンドラから神父服の下に隠して持ち
込んだ腕時計、フィルム、カメラ、タバコといったささやかな商品を裏の小部屋で見せて
くれたのだった。「心配いりません。わたしが手にした利益はすべて教会のものになりま
すから」と朗らかに言った神父は、香港ではほとんど何もかもが免税だからミラーも行く
といいとつけ加えた。
フィーニーとミラーはヴィルフランスを拠点に、アメリカの海軍関係者から酒類の注文
を取り始めた。車が必要になったので、フィーニーはルノーのドーフィンという小型車、
ミラーはシムカを手に入れて、艦隊が停泊する地中海沿岸の港を車と列車でまわりだし
た：マルセイユ、カンヌ、バルセロナ、バレンシア、ジブラルタル、ジェノバ、ナポリ。
彼らは何週間も顔を合わせずに過ごし、ヴィルフランシュに戻ると会って次にすることを
決め、別々の方向へ旅立った。チャックは艦船の乗務員たちにウイスキーの価格表に添え
て渡す業務用封筒をデザインした。艦内の「猟犬」を見つけると、乗組員たちに母港で引
き取る五本組の酒類を申し込ませるかわりに手数料を約束した。免税酒類の領収書はすっ
かり艦内に行き渡り、賭けポーカーに使われるようになった。
一九五八年に入って酒販売の競争が激化すると、二人のコーネル卒業生たちは他に売れ
そうな物を探した。四月にブリュッセル万国博覧会に行った二人は香水、カメラ、おも
ちゃの列車、トランジスタラジオ――当時の最新技術――「常に忠誠を（Semper Fideles）」
と記した海兵隊の紋章など記章をあしらったドイツ製のビールジョッキなどを加えて品揃
えを広げることを思いついた。
成功の鍵は、民間人が通常は立入禁止のアメリカ艦船に乗り込めるかどうかにかかって
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いた。フィーニーとミラーは香水からスーツまであらゆる品を売りつけようとするフラン
ス、イギリス、オランダ、ベルギーのセールスマンたちとしのぎを削るはめになった。艦
船に「飛びこみで」近づくのは難しかった。だがまともなアメリカ人らしい装いで「アメ
リカ人らしく」話せば、憲兵をうまくまるめこんで船に乗りこみ、補給担当士官に会えた。
水兵たちに公に物品を売るにはその許可が不可欠だった。ときには――金に青い石をあし
らった特徴的なコーネルの指輪で C の文字が彫り込まれた――指輪を「ぶつけて」コー
ネル卒の士官たちと友人になり、艦内へ昼食に招いてもらうこともあった。フィーニーた
ちはアメリカ国内のつてをたどってコーネル卒業生、とりわけホテル経営学部を出た補給
担当士官が地中海へ向かう艦船に乗っていないか調べようとした。フィーニーはナポリで
一度、海軍艦船内で民間人に科される厳しい通商禁止命令をうまく切り抜けたことがあっ
た。ごみ収集人と一緒に舷門を登り、補給担当士官に「ごみを集めに来ました」と告げた
のだ。「砂浜にいたチャックはどういうわけか小さな船に乗り込み、気がつけばさらに大
きな船にいて、いつのまにか空母の士官棟で物を売っていたと聞きましたよ」と、チャッ
ク・ロールスは振り返る。「そこにいてはいけないはずだったのに、どうやってかれがそ
こに行って出てきたのか、だれにもわからなかった」コーネルの同期で海兵隊に所属して
いたフレッド・アンティルは、空母の舷門に現れたフィーニーに司令官が「何でお前はい
つもわれわれの居場所を知っているんだ？」とたずねたところ、フィーニーが「司令官、
あなたを派遣しているのはだれだとお思いですか？」と答えたと聞いたという。
艦船の目的地を調べるのが、しばしば最大の問題にだった。アメリカ海軍は安全対策と
して、ナポリあるいはバルセロナ行きを予定しては、土壇場で目的地を変更するのだった。
多くの場合、情報源としてもっともすぐれているのは港の娼婦たちだった。ミラーはニー
スのアメリカ領事館のある若い女性の機嫌をとって、第六艦隊の動向についてこっそり助
言を受けた。あるとき彼女が空母と駆逐艦がギリシャのロードス島に停泊する予定だと知
らせてきた。ミラーは列車でナポリに向かい、ブリンディジ行きに乗り継いでそこからオ
リンピック航空のＤＣ－３に乗り込み、コルフ島、アテネを経てロードス島に着いた。こ
の旅の最終行程で、かれはアメリカ艦隊の機密情報を知る商人が他にもいることに気づい
た。オーダーメイドのスーツを海軍相手に販売していたスマイリー・チョウという香港出
身の「やせた中国人」だった。ロードス島に到着した二人はホテルで相部屋に泊まるはめ
になった。仕立屋はアメリカドルの厚い札束を下着に縫いこんで身につけていた。かれは
アーミーナイフも携帯していて、こう言った。「だからおかしな真似はするなよ！」酒よ
りスーツを売った方が儲かるし、もっと利益をあげられる場所があるとスマイリー・チョ
ウはミラーに話した。バルセロナの牧師と同じく、かれも「香港に行くといい」と言った。
注文と金は山のように積み上がった。フィーニーはミラーに一〇〇万ドル儲かるぞと豪
語した。彼らは「若き成功者」と自称していた。二人のアメリカ人セールスマンは現金と
アメリカ財務省からの小切手をポケットに詰め込んで行商し、機会があればそれをスイス
のジュネーブにあるロイズ銀行の口座に預けた。スイスにおけるアメリカドル口座の取
り扱いはフランスほど「複雑でなかった」と、ミラーは語る。また、税務上の利点もあっ
た。彼らがやり始めたゲームで勝つには、税金を皆無か最小限にとどめて金を稼ぐ必要が
あった。ミラーが両親をヴィルフランシュに連れてくると、父親は息子が借りた小さな別
荘の机に積まれたアメリカの小切手の山を見て「すごいな！ 　この小切手の山でいくら
になるんだ？ 　三万ドルか四万ドルはあるな」と言った。「父には想像もつかなかったん
です」と、ミラー。「本当におもしろかった」
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一九五〇年代末には第二次世界大戦も遠い思い出と化し、アメリカ人旅行客が大挙して
ヨーロッパに押し寄せるようになった。アメリカの急増する中産階級は大恐慌以降はじめ
て自由に使える金を手にして、必需品以外のものも購入できるようになったのだ。カクテ
ルがかれらの社会的潤滑油で、テレビ広告が酒の需要を押し上げていた。ある日チャッ
ク・フィーニーは、派手な服を着こんでカメラを手にしたこれらの行楽客たちがアメリカ
の十五州のいずれかに居住している限り、海外で免税の酒を買って持ち帰ることができ
るのを知った。アメリカの税関はかれらが五本組の酒――五分の一ガロンの瓶五本で合
計一ガロン（約四リットル）――を三一日間につき一回、無税で輸入することを認めてい
た。「そこで突然気づいたのです。くそっ、これなら場所と相手を問わずに売りつけられ
るじゃないかとね」と、フィーニー。「アメリカに帰って申告さえすれば、どこで購入し
ようがどこから送ろうがかまわなかったのです」
問題はフィーニーとミラーから五本組の酒を買うようアメリカ人旅行客を説き伏せる方
法と、それを旅行客の家に届ける方法をさがすことだった。海軍の顧客の酒を保税倉庫か
らアメリカの港へ発送して、入港した乗組員に受け取らせるのはまだ簡単だった。今度の
課題はさらに大きかった。フィーニーはどうしようか考えるために飛行機でニューヨーク
へ向かった。
その答になったのは国営の小荷物配送サービス、いまや廃業した鉄道高速配送局だっ
た。同社の緑のトラックはアメリカの道路ではおなじみだった。鉄道高速局は宛先が合衆
国内であれば、すべての荷物を受理するよう法で義務づけられていた。フィーニーはヨー
ロッパを旅するアメリカ人旅行客向けにパンフレットを何万部も刷って、十五州（ニュー
ヨーク、コネチカット、ロードアイランド、マサチューセッツ、ペンシルバニア、ニュー
ジャージー、デラウェア、ワシントン DC、オハイオ、アリゾナ、アイダホ、イリノイ、
ミズーリ、ウェストバージニア、ノースダコタ）のいずれかに住んでいれば、ツーリス
ツ・インターナショナル――ミラーとかれは自分たちの新会社をそう名づけた――で免税
の酒を買って自宅玄関まで届けさせることができると朗報を知らせた。フィーニーはアン
トワープの船具商に注文を取らせて、厚紙製スーツケースに詰めた免税の酒をコンテナに
積んでアメリカの港へ送らせ、そこで鉄道高速配送局に引き渡すよう手配した。かれらか
ら酒を買って金を払った旅行客たちは、税関で別送手荷物があると申告した。そして領収
書をヨーロッパのフィーニーの事務所に返送すると酒が発送される。申告書を記入して待
つだけの手間をかけた旅行客たちは充分な見返りを得た。シーグラムＶＯはニューヨーク
では四七ドル七五セントだったが、ツーリスツ・インターナショナルなら二二ドル五〇セ
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ントで自宅まで届くのだ。ジャック・ダニエルス、タラモア・デュー、ジェムソン、ジョ
ニー・ウォーカー、ヘイグ、ベルズでも同じくらいお得だった。
たえず飛びまわっているせいでチャック・フィーニーには私生活にまわす時間はあまり
なかったが、かれはヴィルフランシュの浜辺で出会ったダニエル・モラリ＝ダニノスと一
年後に再会した。チャックが酒の郵送計画を練っている頃に、ダニエルは休暇を利用して
ニューヨークへやって来た。それから二人はイギリスでしばらく一緒に過ごす時間をつく
り、チャックが一九五九年五月にパリへ戻ったときに結婚を決めた。
ダニエルの家族はユダヤ系で、彼女も父親と一緒に働く立派なユダヤ系パリ市民と結婚
することを望まれていた。だがダニエルもやはりチャックのように冒険心を持っていた
し、フィーニーは彼女にまったく新しい世界を開いてくれた。若く教養あるおしゃれなダ
ニエルは二人の関係にフランスの洗練された雰囲気を持ちこんだ。彼女にはフィーニーの
尽きないエネルギーにつり合う活発さがあった。この頃には流暢なフランス語を話せるよ
うになっており、いつも熱心に力になってくれるアメリカ人青年にダニエルと家族も魅了
されていた。二人は一九五九年一〇月にパリで結婚した。まずセーヌの 16区で人前婚を
おこない、翌日にチャック・ロールスを付添人として教会で式を挙げた。
結婚式を挙げた二人はチャックの青緑色のルノー・ドーフィンでスイスに向かい、ヨー
ロッパの永住権を取得した。かれの言葉でいうと「止まり木」がヨーロッパのどこかに必
要だったのだ。二人は中世の町ルツェルンのすぐ北のエビコンで見つけた家具なしのア
パートを一年契約で借りて、ベッドとソファを運び込んだ。だがかれらはそこにせいぜい
六泊しかしなかった。フィーニーの真の目的地だったリヒテンシュタインに車で向かった
のだ。リヒテンシュタイン公国はワシントン DCと同程度の広さしかない内陸国で、スイ
スとオーストリアの間に位置しており、公式な止まり木に使わせないよう定めた厳しい居
住法があった。「でも租税回避地だったので、われわれのような人間はここへ行って事業
をしたのです」と、フィーニー。銀行取引や税に関する規制はないに等しかった。チャッ
クとダニエルは、岩山の上に城をいただくライン川沿いの一三世紀来の首都ファドゥーツ
にある四階建てのワルトホテルにチェックインした。しかし旅行客を装って長期滞在して
いる人がいないか確認するために警察が連絡してくるので、二人は七日ごとに荷物をまと
めてチェックアウトしなければならなかった。
もみの木に囲まれたライン渓谷を見晴らすホテルの小部屋二つで、フィーニーはツーリ
スツ・インターナショナルの世界本社を初めて立ち上げた。かれは住民の若いイギリス人
女性を二人雇って、毎日タイピングと事務処理に通わせた。フィーニーたちは公的な事
業所の住所を持てるように、何十もの怪しげな「オフショア」会社にまざって、アルテン
バッハ通り 534のオベラハウスに「ツーリスツ・インターナショナル」と書かれた真鍮板
を掲げた。
その一年後、ワルトホテルのフィーニー宛にコーネルで一緒だったニューヨーク州出身
のレオン・P・スターリングから手紙が届いた。かれは兵役につき、ドイツのシュトット
ガルト地域の将校クラブで支配人をつとめていた。スターリングもチャックと同じように
ヨーロッパに心を奪われて、除隊後もヨーロッパに残れる仕事を探していた。そしてコー
ネル大学ホテル経営学部の同窓会報を読んで、サンドイッチマンがリヒテンシュタインに
いると知ったのだった。かれはファドゥーツにいいホテル関係の仕事がないかたずねてき
た。フィーニーはかわりに自分の会社に加わるように誘った。スターリングは一九六〇年
一〇月二四日に列車でリヒテンシュタインにやって来た。「かれは『これが私たちのやっ
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ている仕事だよ』と言っただけで、どこかに行ってしまいました」と、スターリング。「そ
れがチャックについて知るようになったことです。かれは相手に職責を与えたら、そのま
ま任せるタイプの男でした。かれはうろうろとそばにいたりしませんでした。よそでもっ
と他の取引をしていたんです」
フィーニーは競合となる新興アメリカ企業と取引すべくジュネーブへ向かっていた。か
れのもとで働くセールスマンの一人が、デューティー・フリー・ショッパーズという会社
が発行したフルカラーの高級カタログを偶然見かけたのだ。その会社はジュネーブのロー
ヌ通りに事務所を構えてトランスオーシャン名義で貿易をおこなっていた。カタログは全
二八頁で、アメリカ人旅行者向けにル・ガリオンやモリニューの香水、カシミヤ、腕時計
など高級品の多くを「すばらしくお得な価格で」提供しており、その多くはアメリカの定
価の半額だった。
この会社の方がはるかに優位にたっているとフィーニーは思った。だが酒を扱っていな
いなら、次のカタログに自分の酒のパンフレットを同梱してもらえるかもしれないと思っ
たのだ。フィーニーは一九六〇年一二月一九日にジュネーブに到着して湖畔のロンジュマ
ルにあるささやかなホテルにチェックインすると、トランスオーシャンに電話をかけて経
営者につないでくれと言った。驚いたことに、電話に出たのが経営者自身で、すぐに来な
いかという。かれはクリスマスの買物客の間を縫うようにローヌ通りの DFS事務所に向
かった。
デューティー・フリー・ショッパーズはナポリ拠点のアメリカ海軍交換士官スチュワー
ト・デイモンの考案で設立されたものだった。アメリカ人の海外旅行客に免税品を売るの
が目的だ。デイモンはもう一人のアメリカ人起業家ハリー・アドラーと一緒にニューヨー
クの投資家一七人を説得して九万五〇〇〇ドル分の株式を買わせ、製造業者に商品の梱包
と発送を手配した。カタログを五〇万部印刷して、殺到するはずの注文を処理するために
ジュネーブに事務所を開いた。だが注文はぽつぽつとしか来なかった。
デイモンは会社再建のためにアメリカに戻ったが、失敗して辞職した。ジュネーブのハ
リー・アドラーに残されたのは三七〇〇ドルの負債と、香水の在庫一七〇〇ドル分の資産
だった。フィーニーが現れた日、アドラーは未払いの請求書の処理と机の整理をしている
ところだった。アドラー夫妻と二人の幼い子供たちは親戚から借りた金でニューヨーク行
きの飛行機に乗る予定だった。この日がアドラーにとって最後の出勤日だった。
そんなとき、「二十歳そこそこの金髪に青い眼の若者」が事務所に入ってきてチャック・
フィーニーと名乗ったのだとアドラーは振り返る。実際は当時三〇歳くらいだったフィー
ニーは会社が陥っている苦境も知らずに、アドラーの発想はすばらしいもので必ず大きな
成功をおさめるだろうと話して、次に出すカタログに自分の酒のパンフレットを入れてく
れるなら酒の注文について手数料を支払うと申し入れた。
「皮肉きわまりない話だった！」と、アドラーはのちに自叙伝に書いている。「またもや
これを盤石の発想だと思い込んだ男がやってきて、ばかげたチラシの配布を手伝ってくれ
とやってきたのだ。正直に言うしかなかった。『なぁきみ』と、わたしは言った。『われわ
れの流通機構は一度きりの大ばくちだったんだが、それもいまやぶざまな失敗に終わった
んだよ』」
フィーニーは目に見えてショックを受けていたが、絶句はしなかった、とアドラーは語
る。「かれは高い声でとても早口に、この会社や事務所がどうなるか、いまだ処理中の注
文はどうなるかとたずねた」。そしてこの「魅力的な若者」はパーカーのペンを取り出す
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と、左に傾いた癖のある文字でおびただしい量のメモを書き始めた。フィーニーはパート
ナーのボブ・ミラーに電話をして、翌日商談に戻ってくると言った。
基本的な仕組みは正しいし、適切なマーケティングをもってすればこの会社はまだ生き
残って成長できるとフィーニーは確信していた。これはフィーニー自身の事業を免税の
世界に論理的に拡大したものだった。翌日フィーニーは、取引をアドラーに持ちかけた。
フィーニーとアドラーで新年早々にアメリカへ行き、そこでフィーニーが会社の株式に対
して最高一万ドルを提示して買い取る。ツーリスツ・インターナショナルはアドラーを月
額千ドルで雇い、三ヶ月分の給料を前払いして一緒に働いてもらうというのだ。アドラー
は自分の耳が信じられなかった。
その夜、チャックはアドラーとホロコーストを生き延びたその妻のエラを、自身の記
憶によると「かなり贅沢な」食事に連れていった。「勘定はわたしが持つというと、アド
ラー夫妻は感動してくれました」と、フィーニーは振り返る。フィーニーはクリスマス
の二日前に、ファドゥーツから契約書に添えて前払いの給料三ヶ月分の三〇〇〇ドルと
ニューヨーク行きの往復チケットを送って、アドラーをさらに感動させた。「ほんの四日
のうちにわたしの世界は一変し、惨めな落伍者から胸躍る将来の開けた立派な人間となっ
た」と、アドラーは回想している。
そのころファドゥーツの事業は問題に行き当たっていた。リヒテンシュタイン当局が
フィーニーの存在をこれ以上容認できないと判断したのだ。一九六一年三月のこと。ホテ
ルの支配人がやや動揺してフィーニーのもとへやってきた。「ここをお発ち下さい。もう
これ以上は警察に抵抗できません」と、かれは懇願した。フィーニーはヨーロッパでほか
に事業に優しい土地を見つけるしかないと決意した。もっとも近いのはヴィルフランシュ
のすぐ東の地中海に位置する世界で二番目に小さな独立国、モナコだった。ファドゥーツ
のツーリスツ・インターナショナルはすでにタイプライターと戸棚だけでなく、山のよう
なファイルと会社記録も抱えていた。ただ車に飛び乗って国境を越えるわけにはいかな
かった。「国境をいくつか越えなければなりませんでした。まずはスイスへ」と、フィー
ニーは語る。「われわれは滞在許可を取っていませんでした。役人は『それはいったい何
だ、あなた方はその書類で何をしている』と訊くでしょう。スイスがそういったことをど
うおさめるか知らない人はいません。許可がなければ、罰金を取るのです」。
フィーニーたちは夜逃げを決行することにした。リー・スターリングがまず車でドイツ
のルートヴィヒスブルグのアメリカ陸軍基地に向かい、粋な小型の自家用車サンビーム・
アルパインを陸軍病院の指揮官で旧友のショーン・オマホニー二頭陸佐所有の大きなス
テーションワゴンと一時的に取り替えた。スターリングたちはファドゥーツで戸棚などの
事務用品をワゴンに積み込むと、洗濯物で覆った。フィーニーはファイルや書類を自分の
ルノー・ドーフィンに積みこみ、上からシーツや汚れた衣類をかけた。かれらは一九六一
年三月一六日の真夜中にファドゥーツを離れてＮ－ 13沿いに南へ向かい、スイスを抜け
て午前三時にイタリアの国境に着いた。国境警備員にはスターリングがアメリカ陸軍中尉
の身分証を見せて、兵役を終えたばかりだと説明した。入国管理官もちょうど復員した
ばかりだった。「もと兵士に何か？」と男はたずねた。彼らが心付けを渡すと、男は手を
振って通してくれた。フィーニーたちはその後フランス国境を経て、何事もなくモナコへ
入った。もう物理的にファドゥーツを拠点としていなくても、フィーニーは租税回避地の
リヒテンシュタインをあきらめるつもりはなかった。かれはリヒテンシュタインの永住者
アルノ・スカーレットを将来の秘書およびツーリスツ・インターナショナル本部の顔とし
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て働いてもらうために雇った。ファドゥーツのアルテンバッハ通りの標札はそのまま残る
ことになった。
地中海の都市国家モナコは外国実業家に寛容な態度をとっていた。フィーニーは赤い屋
根瓦の古い家々が並ぶ閑静なシュフラン・レイモンド通りにツーリスツ・インターナショ
ナルの新たな事務所を設立して、リー・スターリングを責任者に据えた。リヒテンシュタ
インのときと同じく、かれらは労働許可を取っていなかった。注意を向けられないように
するには、当局に働きかける力を持ち、必要があれば問題から救い、フランスの仕入れ先
を見分けてくれる地元の仲介者が必要だった。
その人物が見つかったのはまったくの偶然だった。「ある日だれかの怒鳴り声が聞こえ
て外に出てみると、かなり大柄な若い男がいました」と、スターリング。「われわれが彼
のトラックの邪魔になっていたのです。数日後また同じことがあった。英語を話せるし頭
もよさそうだったので『一緒に仕事をしないか？』と言いました」。そのトラック運転手、
ジャン・ゲンツブルガーはアルジェリア戦争あがりのフランス人復員兵で、月額六〇〇フ
ランで建築現場に木材を運んでいた。スターリングはツーリスツ・インターナショナルの
給料として八〇〇フランを提示した。ゲンツブルガーは上司のもとに行って仕事を辞める
と伝えた。「給料を二〇〇フラン増やそう」と言った上司にゲンツブルガーは答えた。「も
う遅いね」
このフランス人は、アメリカ人セールスマンがツーリスツ・インターナショナルの事務
所に出入りしているのはまったくの違法だとすぐさまはっきりさせた。「ここで働く許可
を得なければ、全員やっかいなことになる」と、かれはスターリングに話した。「きみだけ
が法的に認められた人間なのだから、代表者になるのはきみだ」と、スターリングは言っ
た。ゲンツブルガーは事務所のゲラン――法律上の責任者――になった。セールスマンた
ちがモナコ警察の注意を向けられた場合に窮地を救ってやるのも、かれの仕事のうちだっ
た。あるときジェノバから小型バイクで泥だらけになってやってきたセールスマンの一人
が警察に連行されてしまった。ゲンツブルガーは警察に足を運んで保証人になり、軍の人
脈を通じてかれを釈放させた。「当時の事業はそんな調子でしたよ」と、カンヌを臨む邸
宅に暮らすゲンツブルガーは当時を振り返る。
フィーニーは時々立ち寄るだけだった。いつも足早で、艦隊用のパンフレットがぎっし
り詰まった重いスーツケースを持っているときでも、それは変わらなかった。かれはつね
に新しい構想を考えていた。フィーニーの次の企てはパリのラペ通り一二番地に今までに
ないアプローチの店を開くことだった：アメリカ人旅行客は四カ国を四日でまわることが
多いが、あらゆるものが揃ったこの店でスコットランドのカシミヤセーター、オーストリ
アのビーズのバッグ、アイルランドのウォーターフォード社のクリスタルガラス製品、イ
タリアの革財布などを注文すれば、すべて原産国からアメリカの家まで別送手土産品とし
て届けさせることができる。在庫を揃える必要はなくて、商品サンプルさえあればよかっ
た。店では華やかな売り子の女性を雇い、パリ近辺で最大規模の五つの観光ホテルのロ
ビーで注文を取らせた。フィーニーはゲンツブルガーをパリに派遣して店を任せた。この
フランス人仲介者は、注文をとって集めた現金を詰め込んだバッグを持った若い女性たち
が毎晩やってくるとポン引きになったような気がすると言った。フィーニーは近くに来る
と店に立ち寄った。「かれは二、三日やってきてはラ・ケシュで昼食をとった」と、ゲン
ツブルガーは振り返っている。「二人でカウンターに座ったものだ。かれは本日のおすす
めを注文し、運ばれてくると掻きこんで、店を出てしまう。わたしも早食いになったよ。
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かれはずっと話してばかりで、頭の中はスピーディー・ゴンザレスのようにいつも駆けめ
ぐっていた」
時には彼らのお役所仕事嫌いが裏目に出ることもあった。「チャックやリー・スターリ
ングは新しい型の腕時計を持ってパリの店にやってきて、前の型とあっさり取り替えてし
まうんだ」と、ゲンツバーガーは嘆く。「ある日、税関の職員がパリの店に商品の確認に
やってきた。腕時計の番号は一つも請求書と合わなかったよ」。店は二万フランの罰金を
科された。優秀な

ゲ ラ ン

責任者だったゲンツブルガーは、それを千フランに値切った。
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第 5章

虎の背に乗って

フィーニーとミラーは海軍艦内で注文をとっているときに、車を売っているのはお前た
ちかと訊かれることがあった。最初はちがったが、じきに手を広げた。外国駐在の米軍関
係者は、免税扱いで車を買って母港へ送る権利があるのがわかったのだ。競合セールスマ
ンの中にはすでにこの商売に着手している者もあった。ミラーとフィーニーは車のショー
ルームでパンフレットをもらい、艦内に持ち込んだ。やってみると車の販売は酒の販売と
まるで同じだった。かれらは保証金をもらい、車の販売業者に前金を払って顧客の母港に
車を送るよう手配すればいい。
車売りとして名前が知れわたると、注文は殺到した。ヨーロッパの自動車製造業は上向
きで、ヨーロッパ製の車はアメリカで人気だった。フィーニーたちは地中海の港と軍事基
地をまわるセールスマンを雇うようになった。ジョー・リヨンズ、ボブ・マトウシェクな
ど、西ドイツで軍隊経験がある退役軍人を雇い、合計三〇万人のアメリカ兵が駐屯してい
るドイツの基地を担当させた。フィーニーたちはこの事業をカーズ・インターナショナル
と名づけた。事業はすぐに拡大した。フィーニーは西ヨーロッパを東奔西走して米軍相手
に車、酒、タバコを売る代理人のネットワークを築いた。そしてチラシをデザインして
『スターズ＆ストライプス』紙などの米軍刊行物に広告を載せた。艦隊のときと同じく、
セールスマンの成功は下士官・士官のクラブと陸軍基地の居住設備へのアクセスにかかっ
ていた。退役軍人たちは、基地の内も外も知っていたんだ、と陸軍大尉だったマトウシェ
クは語る。
西ヨーロッパでアメリカ人が金儲けをするにはいい時期だった。ヨーロッパの年配の
人々の大部分はアメリカ人を解放者と見なし、アメリカ兵をソビエト共産主義から守って
くれる存在だと考えていた。若い戦後世代にはアメリカの映画や消費財が人気だった。戦
後ドイツの奇跡の経済復興は、政治的に安定した新時代を西ヨーロッパにもたらし、フラ
ンスとイタリアはかつてない繁栄の時代を迎えた。フィーニーと契約した退役軍人たちも
解放されて兵役を終え、一九五〇年代のアメリカの堅苦しいしきたりの枷を外されたばか
りだった。金を手にするなり使って楽しく過ごすのも自由だった。チャック・フィーニー
のチームは積極的で自信にあふれ、ぎりぎりで法を守っていた。かれらは強い仲間意識を
楽しんでいた。アメリカは新しい豊饒の時代を迎えていたから、アメリカ人顧客は自由に
使える元気を持っており、おかげで現金が転がり込んできた。かれらはいい時期に、いい
場所に居合わせたのだった。
フィーニーとミラーは西ドイツの八箇所に自動車販売事務所を設置した。フランクフル
トでは米軍区域の中心部にあったボルボ社ショールームを買い取って、他のディーラーか
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ら展示用の車を手に入れて顧客に見せた。バーに隣接した旧軍需工場のスペースを借り
た。豪華なパンフレットを刷って、ショールームに来られない軍人に郵送した。そこに
は当時流行していたあらゆる外車が載っていた：サンビーム・タイガー、オースティン・
ヒーリー、ポルシェ 911、ルノー R-8 セダン、MG スポーツ、スピットファイア、ボル
ボ、フォルクスワーゲン・ビートル。フォルクスワーゲンは、ドイツの自動車設計者フェ
ルディナンド・ポルシェが手掛けた頑丈で堅実な作品で、アメリカで日常の足として人気
があり、一番人気だった：アメリカで一七〇〇ドルするフォルクスワーゲン 113 セダン
が、五〇〇ドル引きで買えたのだ。購入者はカーズ・インターナショナルに代金の一割を
支払い、会社側は五パーセントの頭金を業者に支払って注文を確定した。「顧客がわれわ
れに資金を与えてくれて、納入業者もかわったやり方で資金を提供してくれていたんで
す」とフィーニーは語る。かれは兵士や水兵たちが必要なら公務員保険社から融資を受け
られるよう手配していた。
成功の鍵は、いつもながら在庫を持たずにすむことだった。かれらが売っていた酒も車
も、先行投資は一ドルも要らなかった。それに事業は『オフショア』だったのでアメリカ
の税を払わずにすんだ。完璧なビジネスモデルのようにみえた。客は自分の自動車をフラ
ンスやドイツで受け取ることもできたし、アメリカに帰国するまで待ってもいい。ヨー
ロッパでしばらく運転すれば中古車と見なされて、アメリカでの自動車税が減額された。
マトウシェクが車を二台売ったある陸軍少将は、税金を払うのをひどく嫌がった。「かれ
がその二台をひと回りだけ運転したところでその車を船に積み込んで、かれがドイツで
乗っていた車としてアメリカへ送りました」
どこの自動車セールスマンも同じだが、退役軍人たちは自分たちの手数料がいちばん高
い車をほめそやして熱心に売り込んだ。だがかれらの最大の問題は、ヨーロッパの製造業
者が注文に応じきれないことだった。フランス、ドイツ、イタリアの自動車供給は、急増
する国内需要にすら追いつけなかった。フランスでは一九五〇年代に車の所有数が三倍の
六〇〇万になった。時にはカーズ・インターナショナルは、工場の内通者たちに袖の下を
使って車を『灰色市場』化してもらうしかなかった。つまり他の場所に納品されるはずの
車をまわしてもらうのである。ボブ・ミラーはシュトゥットガルトのダイムラー・ベンツ
輸出部門 6Cのリーダーで韓国を担当していたハンス・シェーファーを採用して灰色市場
車を都合させた。書類上ではこれらの車は韓国に送られていたが、実際の行き先はアメリ
カだったのだ。この仕組みは、ある少佐がダイムラー・ベンツの工場をおとずれて、フロ
リダ州ジャクソンヴィルに送るよう注文した車をチェックさせろと要求したために露見し
た。かれはこう言われたのだ。「はい、少佐。その車ならおよそ八週間で韓国のソウルに
届きますので」。これですっかりばれてしまった。ハンス・シェーファーは解雇されたが、
ドイツ人秘書のヘルガ・フライツとともに、ただちにフランクフルトのカーズ・インター
ナショナルに再雇用された。
最盛期にあったカーズ・インターナショナルはタイム誌の外国駐在軍版の全面広告を
買いあげた。そこでは「カーズ・インターナショナル独自のアメリカ本土配送プログラム
は、四九二種類のさまざまなアメリカ製、ヨーロッパ製自動車を輸出向け低価格で軍人の
方々にお届けします」と謳っていた。広告に掲載された注文書には「チャールズ・フィー
ニー販売部長の特別保証」とあり、四五日たっても車が届かない顧客はだれでも代金払い
戻しが受けられることになっていた。
フィーニーは販売促進のために高度な広報戦略も用いた。空母フォレスタルで五〇〇〇
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人の乗組員を集めて開かれた慈善目的の抽選の景品として二六五〇ドルのMGBスポーツ
カーを寄付し、水兵たちに配布されたパンフレットでそれを次のように煽ったのだ。「対
女性兵器……奥様がいないあなたでも、このMGBがあればすぐに見つかるかも！」次号
のパンフレットには、くじに当選した機械工の仲間でミシガン州出身のウィルソン・ホー
イの言葉が引用された。「妻だって？ 　こいつみたいな美人がいればいらないね」
フィーニーはビジネスの機会をもとめてさらに遠くへ向かった。軍の基地があればどこ
でも潜在的な顧客がいた。かれは販売事務所を設立する機会を探して世界をまわる旅に出
かけ、駐留米軍が増えつつあったサイゴンにたどり着いた。そこからはハバナを経由して
南キューバの米軍基地グアンタナモに向かった。おそらく当然のこととして、CIAはカー
ズ・インターナショナルがスパイ活動のいい隠れみのになると目をつけた。もと海兵隊の
ブルックス・リードもパンフレットを抱えて中南米のカーズ・インターナショナルで働い
ていた。かれが CIA工作員であったことは、後にもと諜報員のフィリップ・エイジー著
『CIA日記』で暴露されている。
この頃、自動車販売事業にコーネル出身者がもう一人加わり、のちに事業の世界展開
に貢献することになる。ジェフリー・コーニッシュ・マールシュテットはコネチカット州
オールド・グリニッチ出身のコーネル大学ホテル経営学部卒業生で、チャック・フィー
ニーのサンドイッチ顧客でもあった。太平洋のアメリカ第七艦隊で海軍中尉として任務
についていたかれは、フィーニーから手紙を受け取った。「きみも海軍を出たらヨーロッ
パへ来るべきだ。ここは楽しいし日当たりもいい。かわいい女の子たちもいる」。だが
フィーニーは、まもなくマールシュテットに別の提案を送った：太平洋に残ってカーズ・
インターナショナルのために車を売ってほしい。「われわれが金持ちになろうとしている
こと、極東がまるごと空いていることを伝えました」と、フィーニーは振り返る。「利益
が一〇〇万ドルに達しつつあると言うと『乗った！』と、ジェフリーは言いました」。
カーズ・インターナショナルとツーリスツ・インターナショナルはヨーロッパでかつて
ない過酷な競争に直面していたのだ。車から香水やアルコールにいたるまで、あらゆるも
のを売りこむセールスマンたちがアメリカ艦船に乗り込もうと押し合いへし合いしてい
た。フィーニーは人の少ない太平洋なら、もっと有利なチャンスがあるはずだと考えた。
彼はマールシュテットに事業に関する資料を送った。
一九六〇年一月に海軍を「離脱」する期限がくると、マールシュテットは大佐を説得し
て横須賀で除隊できるようにしてもらった。これは東京湾口に位置する大規模な海軍基地
で、極東アメリカ海軍司令本部だった。アメリカの艦船が絶えず出入りしていたが、戦後
の日本では世界のどの港にもあるような娯楽をのぞけば、乗組員たちの金の使い道がほと
んどなかった。マールシュテットはかれらに何であれ免税品を売りつけている者がだれも
いないことに気づいた。酒の需要はなかった。艦隊の母港は免税の酒を乗員一人当たり一
本しか認めないカリフォルニア州にあったからだ。そこでマールシュテットは車を売るこ
とにした。
「小さな旅館に住み込んで、日本人のガールフレンドをつくって通訳にしたんです」と、
マールシュテット。「昔の現役軍人用身分証を使って海軍基地に毎日通いました。船に乗
り込むと『用向きは？』と訊かれるので『友人をたずねるだけです』と答えて士官室に行
き、人々に話しかけました」。おそらく船員たちが、セールスマンの訪問を予想していな
かったせいもあるのだろうが、マールシュテットの売り文句はかなり怪しまれて、三週間
たって車は一台も売れなかった。初めて車が売れたのは週末休暇で訪れた東京で、車を買
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いたいのだがお薦めはあるかと列車の中であるアメリカ陸軍大尉に訊かれたときだった。
機転の利くセールスマンは膝の上のタイム誌に目をやってプジョーの広告を見つけ、大尉
にたずねた。「プジョーが今年の最優秀自動車だというのはご存知ですか？」マールシュ
テットが列車を降りる前に、大尉はプジョーの前金として四〇〇ドルを渡した。「確か、
自分がいかに大金を持ち歩いているか自慢されたので、丸め込んで頭金を払わせたように
記憶しています」と、マールシュテットは振り返る。
横須賀での粘り強い活動が報われて、それから三週間で二〇台分の保証金が入ってき
た。マールシュテットは旅館の布団にあぐらをかいて注文をタイプし、ヴィルフランシュ
のフィーニーとミラーのもとへ送った。「リヒテンシュタイン公国ファドゥーツ、ツーリ
スト・デューティー・フリー・セールス事業所」代表を名乗る名刺も作った。あまりに
長ったらしくて「だれも何のことだかさっぱりわからなかった」という。
極東の本当の儲け口は日本ではなく香港にある、とマールシュテットは考えていた。そ
こはアメリカ海軍の艦船が帰還時に停泊して、乗組員たちが帰国を前に散財するところだ
からだ。一九六〇年の始めに、かれは香港行きの日本貨物船に席を予約した。やはり香港
行きの空母に乗っていた従軍牧師を相手に日本で最後の営業を終え、保証金二〇〇ドルを
受け取ったマールシュテットは、問題があれば香港のアメリカン・エキスプレス気付けで
連絡してくれと伝えた。だがマールシュテットの船が遅れてしまい、先に到着していてか
れに会えなかった牧師は詐欺にあったと通報した。司令官は全艦通達で「リヒテンシュタ
イン公国ファドゥーツから来たというジェフ・マールシュテットに注意」するようにと乗
組員たちに警告した。マールシュテットは香港の入国審査で逮捕されたが事情を説明し
て、最終的にはその牧師も車を手に入れた。
マールシュテットは九龍のネイザンロード沿いにある中国系ホテルの一四〇四号室に事
務所を構えた。壁という壁にピンで自動車のポスターを留めたかれは一九六〇年六月二三
日にチャック・フィーニー、ロバート・ミラー、ジェフリー・マールシュテットを取締役
として「ツーリスト・デューティー・フリー・セールス（香港）社」を登記した。もと海
軍中尉の「事務所」はとても窮屈で、客はかれにドアを開けてもらわないとベッドの横を
通り抜けられなかった。
太平洋のアメリカ兵たちがこの取引の噂を聞きつけるに及んで、事業は上向いた。
フィーニーはミラーが香港へ行ってマールシュテットを手伝い、極東地域の事業を拡大
して、自分は引き続きヨーロッパでの事業展開を手掛けてはどうかとミラーに提案した。
「いわばわれわれは世界を分けたのです」と、ミラー。かれは一九六〇年九月に香港に到
着し、もと海軍中尉とともに仕事を始めた。
その二ヶ月後、黒いスーツとネクタイに身を包んだミラーとマールシュテットは、湾仔
のリディフュージョン・ハウスに車のショールームを開いた。シャンパンの栓が抜かれ、
厄よけ用の長い爆竹に火がつけられた。「日付を覚えているのはコーヒーテーブルに広げ
た『サウス・チャイナ・モーニング・ポスト』に『JFK アメリカ大統領に選出』と書か
れていたからです。一九六〇年一一月九日でした」と、ミラーは振り返る。ショールーム
の立地はよかった。海軍の艦載ボートは建物の前の桟橋に着いた。いたるところにトップ
レスバーと愛想のいいホステスのいるミュージックパーラーがあり、通り沿いのルコック
ホテルでは、その年の人気映画『スージー・ウォンの世界』を上映していた。便利にもリ
ディフュージョン・ハウスの上にはメルセデス・ベンツのエンブレムにそっくりなスリー
ポインテッド・スターのネオンがあったので、マールシュテットはこれを目印に上陸する
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乗組員たちに道を教えた。
「何でも売りました」と、マールシュテット。「メルセデス・ベンツをお望みでもサン
ビーム・アルパインをお望みでも。手元にあろうがなかろうがおかまいなしで、後から手
配をつけました」。カリフォルニア州で免税の酒類五本の持ち込み禁止が撤廃されると、
酒も扱い始めた。独自に活動していたボブ・エドモンズがサクラメントへ足を運び、軍の
関係者に対する差別だと主張してカリフォルニア議会に法規制の変更をもとめるロビー活
動をおこない、成功していたのだ。
その頃ミラーはハワイに免税業のチャンスがあることを知った。かれは香港に行く途中
にハワイに立ち寄り、一九五一年にコーネル大学ホテル経営学部を卒業した旧友のピー
ター・フィシアンとともに過ごした。このボストン出身の金髪の青年は女の子たちを雇っ
てフラダンス用のスカートを着せ、飛行機の乗客を

レ イ

花輪とキスで迎えさせた。かれはCBS

の当時の人気番組『ファッツ・マイ・ライン？』に一度出場したこともあった。これは回
答者があれこれ質問して、出場者の変わった職業を当てようとする番組だ：かれの場合
は、女の子たちとキスをする仕事だった。当時のホノルルの空港ターミナルはトタン屋根
に合板床のかまぼこ型プレハブだった。パン・アメリカン航空とアメリカン航空が八〇席
のダグラス DC-8をさらに大型のボーイング 707と替え始め、急増した観光客に対処する
ために新たなターミナルが建築中だった。フィシアンはミラーをホノルル空港内の営業権
を取得した数人の人々に紹介した。「仕事を訊かれて、免税業を営んでいると答えました」
と、ミラー。「かれらはこう言いました。『ほう、それはおもしろい。新しいターミナルが
完成したら、ここの免税店の営業権の入札がおこなわれますよ』」。
それから一年以上後のこと。仕事で日本に来ていたミラーは、ホノルル空港免税店の営
業権の入札期限がその週で切れるとフィシアンから電話で聞かされた。入札を望むなら、
すぐハワイへ行って財務諸表と保証金を出す必要があった。ミラーはジュネーブのフィー
ニーに連絡した：「チャック、二四時間以内にバランスシートが必要なんだ。送ってくれ
ないか？」フィーニーはジュネーブ事務所の会計士に資料を調べさせて、入札金額を算
定し、ハワイへ向かったミラーにテレックスを送った。この入札では『ツーリスツ・イン
ターナショナル・セールス社』は、営業権取得の見返りとしてホノルル空港に毎年七八〇
〇〇ドルを、一九六二年五月三一日から五年にわたって支払うことを確約していた。新
ターミナルの小さな小売店にしては莫大な金額だったが、フィーニーとミラーは観光客の
増加にともなって免税業が上向きになることに賭けていた。ミラーは開札の前夜、ほとん
ど眠れなかった。候補は五社あった。参加者は政府の施設に集められて、運輸省の担当者
が大きな黒板に金額を書くのに立ち会った。ツーリスツ・インターナショナルは見事に落
札した。次に高い金額を提示した入札者はマーキュリー・インターナショナルという両替
商だった。負けたと知ると、同社の責任者は十万ドル出すから契約を降りてくれとミラー
に提示した。「ごめんだね！」と、ミラーは言った。
数ヶ月後にミラーとフィーニーは香港の啓徳国際空港初の免税店の営業権も確保した。
ここでも建てて第二次世界大戦以来利用されてきたイギリス製のかまぼこ型（ニッセン
式）プレハブに替わる新しいターミナルが建設中で、ボーイング 707に合わせて滑走路も
延長されていた。アルバイトで車のセールスマンをしていたディック・フォルタは、空港
での各種公示を報じた週刊刊行物を見て、香港当局も新ターミナルに酒類とタバコを販売
する免税店を入れる予定であると気づき、上司にそっと知らせた。フィーニーとミラーは
『ツーリスト・インターナショナル（香港）セールス』として入札し、ミラーが香港民間航
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空局で入札書を箱に入れた。三年契約を結ぶため、かれらは総売上の二八パーセントに加
えて小額の営業権費用と各種手数料を約束した。このイギリス植民地の開札は非公開だっ
た。ある朝ミラーのもとに、落札を知らせる公文書が届いただけだった。
当時、車と酒の販売業を手がけていたコーネル卒の四人の起業家たち――フィーニー、
ミラー、スターリング、マールシュテット――は、この二つの空港免税店の営業を金にな
るか否かわからない副業と見なしていた。免税店に商品を運び込んで店長を選んだもの
の、太平洋地域では旅行がまだ普及していなかったため、小さな店が開店してもほとんど
はやらなかった。大金を儲けるなら軍人に車を売り、アメリカ人観光客に酒類を売るほう
がよかった。だがかれらにはどんなチャンスであろうと賭けてみる覚悟があった。企画
書も戦略もなしで日和見的だったが、かれらはつねに規模を拡大していった。「虎の背に
乗っているようでした」と、ミラー。「進むがままに連れられていったのです」
たまたまチャック・フィーニーは、別の儲かりそうなチャンスを北アメリカで探ってい
た。かれは一九六一年の前半にハリー・アドラーと一緒にアメリカに帰国して、スイスで
ひどく失敗して破産したデューティー・フリー・ショッパーズを買収していた。同社の株
主たちは、すでに同社への投資分を損金処理してしまったと知ったからだった。
会社の根本的なアイデアは、アメリカ国外であればどこでも免税品をアメリカ人旅行客
に販売できるということだった。フィーニーとアドラーは市場調査にメキシコシティへ向
かった。仲介役に五〇〇〇ドルを支払って国際的なソナロッサ地区の中心街のロンドレ
ス通りに小さな店を開き、腕時計、スカーフ、カシミヤセーター、鳩時計のサンプルと近
所の店で買ってきた酒瓶を棚に並べた。サンプル以外の在庫は置かなかった。「アメリカ
人旅行者が店にやってきてカタログに載っているものか、店内のものを何か注文します」
と、アドラー。「われわれは『お届けいたします』と答える。旅行者はアメリカに戻り、た
とえば海外で買ったプリングルのカシミヤセーターが別送手荷物として届くと申告しま
す。注文はジュネーブに届き、アムステルダムの倉庫から発送されます。購入者の家に荷
物を持ってきた配達人が『関税を払ってください』と言うと、客はメキシコから帰国する
際に別送手荷物として申告したと答えて領収書を渡します。配達人がその領収書を発送し
ます。なかなかうまくいきました」
フィーニーの次の手は、はるかに大きな市場になるはずのカナダ国境で免税ビジネスの
可能性を探るというものだった。アメリカ人旅行客がフランスやドイツで酒を注文して
ヨーロッパの保税倉庫からそれを送れるなら、カナダからでも遅れるはずだ。調べてみる
と、このチャンスを利用している人はだれもいなかった――ハイチに住むカナダ人の船舶
供給者、エリアス・『パパ』・ヌースタス以外には。かれは一九六〇年に酒類の通信販売を
ハイチで始めていた。フィーニーはこの仕組みについて相談するためにハイチのポルトー
プランスへ行った。そして香港のジェフ・マールシュテットに連絡をとると、ツーリス
ツ・インターナショナルで通信販売業をカナダで立ち上げるので、ニューヨークに来て手
伝ってくれないかとたずねた。ミラーとうまくいっていなかったコーネルの仲間は喜んで
極東を離れ、ニューヨークへやって来た。
ビジネスとなるとフィーニーはできる限り経済的に事をはこんだ。かれは毎朝マール
シュテットと喫茶店で会って戦略を練った。「二人でメモを書きつけ、公衆電話から方々
へ電話をしては、店を追い出されるまでそれを続けました」と、マールシュテットは振り
返る。「喫茶店を渡り歩いたもんです。喫茶店で紙を貼り合わせて印刷に持っていきまし
た。前払いしたのはパンフレットを印刷する費用だけでした。印刷工にもすぐには支払い
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ませんでしたから。それから五番街四二丁目のうらぶれた建物の最上階に事務所を借りま
した。わたしが香港で借りたホテルの部屋の方がまだ広かった！ 　入るときは机を動か
さないといけませんでした。チャックはというと『いい住所だろう――五番街だ。これ以
上のところがあるか？』という立場でした」
たえず新しいことを思いつくフィーニーは、切り離しやすいミシン目入りの注文書を考
案した。ダイレクトメールにこの方法が採り入れられたのはこれが最初だとマールシュ
テットは信じている。フィーニーはツーリスツ・インターナショナルを払込先にした顧客
用の白地小切手を添えることも思いついた。注文書には旅行客向けにこう書かれていた。
「カナダ、メキシコ、カリブ海、ヨーロッパ、極東、パゴパゴ、行き先がどこであろうと免
税の五本組パックをご自宅にお届けいたします。（中略）カシミヤ、カメラ、腕時計、磁
器、クリスタルガラス、銀、真珠、革製品、翡翠、スキーウェアなどさまざまな品物がす
べて免税価格で」。客は税関で購入品を『別送品』と申告して申告書様式第 3351号をもら
い、記入してスイスのジュネーブ　ローヌ通り九四番地、ツーリスツ・インターナショナ
ル デューティー・フリー・セールス事業部――アドラーの倒産した会社を買ってフィー
ニーが手にした事務所――に航空便で送るだけでよかった。「あとは私たちにお任せくだ
さい。（中略）ご自宅に着いた直後に注文書を確認して、ご注文の酒類の到着予定日をお
知らせいたします」。
手続きは複雑で配送を六週間待つことになるが、客はこれで金を最大で五〇パーセント
も節約できた。この工程でもっとも重要なのは、旅行客の訪れた国から酒を発送する必要
がないことだった。カナダでジョニー・ウォーカーを五本注文したアメリカ人は税関申
告書をジュネーブに送り、アムステルダムの保税倉庫から送られた荷物を受け取ったり
する。
フィーニーは電子データ処理システムを作り上げ、荷受人の氏名と住所、整理番号、荷
物の内容を記したアルファベット順リストを作らせた。小包にはそれぞれ受取人の氏名・
住所を記入した荷札がつけられ、平均二〇〇〇個の小包がアムステルダムからニューヨー
クの港へ鉄製コンテナで運ばれた。通関手続きを経て、小包は鉄道高速輸送局の手に渡
り、旅行客たちの家へ届けられた。ツーリスツ・インターナショナルは酒類をまったく保
有していなかったので、在庫用の出資も倉庫も必要なかった。
マールシュテットはカナダへ向かい、ナイアガラの滝のパークホテルに免税アウトレッ
ト店を立ち上げた。それから一年間で、かれはアメリカ人旅行者が五本組の酒を免税で買
える店をカナダ国内に六店設けた。ガソリンスタンドでパンフレットを配布し、地域担当
者をおいてアメリカ人旅行客がよく利用するホテルやモーテルに行かせ、注文書を添えた
パンフレットを配らせた。注文書には番号がついていて、注文に応じて仲介者とホテルの
従業員に手数料が入った。事業が拡大すると、ヨーロッパのリー・スターリングもフィー
ニーに呼ばれて手伝うことになった。かれらは数ヶ月後に届く手編みのノルウェーセー
ターなど、さまざまな商品を売り込むために展示用の店を開いた。だが大金が入るのは酒
類の販売で、当初は「莫大な」利益があったとマールシュテットは語る。最初の夏は、カ
ナダ国内で免税の酒類を通信販売で扱っているのは事実上フィーニーたちだけだった。ま
もなくかれらは年間五〇万本の蒸留酒をアメリカに配送するようになった。酒類の販売を
独占していたオンタリオ当局は売り上げの低下に気づいた。王室カナダ騎馬警察はパンフ
レットを配布してまわっていたマールシュテットを尾行したが、違法なところは何ひとつ
見当たらなかった。
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パンフレットには、現在の基準から見ると「政治的に不適切」な部分もあった。笑って
いる家族――父母と一〇歳くらいの子供――それぞれの前に酒が五本ずつ積みあげられた
絵の説明文には「家族お一人ごとに一ガロン注文できます」と書かれていた。パリのエッ
フェル塔のスケッチをあしらったパンフレットには、ツーリスツ・インターナショナルを
通じて年間に注文される酒の瓶を積み上げると、エッフェル塔の一一五倍の高さになると
書かれていた。
そこへ競合相手たちがやってきた。「この五本組販売を始めたときは、われわれに独占
権がまったくないことに気づきませんでした。あっという間に、同業者が他に十五社も出
てきたんです」と、フィーニー。カナダ国境付近のホテルやモーテルは、他の業者のチラ
シや注文書であふれかえった。アメリカ国内でもかれらの事業に対する反感は強まりつつ
あった。
「バッファローの酒屋たちは、われわれのせいで商売あがったりだと言いました」と、
マールシュテット。「人々はわれわれのことを知ると、車で橋を渡ってカナダで酒を注文
してから、別の橋から戻ってカナダに四八時間滞在したと主張する、ということがよく
あったのです。年齢制限はなしでした。車に小さな子供を一〇人乗せていってその子たち
の分も酒の別送申告をすることもありました」
国内の小売商から苦情が殺到すると、アメリカの検事総長は酒注文ブームに歯止めをか
ける法的手段を探した。ある日のこと、ニューヨーク事務所に酒類管理局の職員がやって
来てハリー・アドラーと対峙した。「アドラーさん、あなたは許可なくニューヨーク州の
人々に酒類を販売している」と、男は断言した。「旅行者にしか売っていませんよ」と、ア
ドラーは言い返した。ニューヨーク州酒類管理局はツーリスツ・インターナショナルを相
手取って訴訟を起こし、敗訴した。
それからまもなく、アドラーは事務所を辞めてフェニックスで家具販売を手がけること
にした。「チャックとは楽しい時を過ごしました」と、かれは振り返る。「チャックは各地
を点々としていた。すべてがビジネスとつながっていました。われわれは気ちがいじみた
ことをたくさんやりました。わたしはビジネスへの『十代の開拓者』アプローチとチャッ
クが称したものに参加したのです。かれが周囲を頭の切れる大学出の若者で固めたからそ
う呼んだのですが、ほとんどは独身で活動的な『世界征服者たち』でした。わたしはかれ
の『カウボーイ』の中で一番の年寄りで、いつも『きみはどうかしている』と水を差して
ばかりだった。だがわたしの人生においてそれは非常に刺激的な一章でした」。
当時、モンマルトルにアパートを持っていたチャックとダニエルは、パリとニューヨー
クを行き来していた。面倒を見るべき仕事はヨーロッパ中に散らばっていた。フィーニー
はあまりに飛びまわっているせいで、住所不定だった。「当時は定住所がありませんでし
た。不要だったんです」と、かれは振り返る。だが自宅の必要性は緊急性を帯びてきた。
長女のジュリエットが一九六二年一月にパリで生まれ、次女のキャロリーンが一二月にや
はりパリで生まれたのだ。
ニュージャージーの実家をおとずれても、フィーニーは成功をひけらかさなかった――
そういう性分ではなかったし、音信不通だったエリザベスの学校の昔なじみがいい顔をし
たとは思えない。だが両親には贅沢なはからいをしようと決めた。一九六三年一一月に、
かれは両親を説き伏せて船旅に送り出した。留守の間にパリセード通りの家を改装するよ
うひそかに手配していたのだ。作業員たちがやってくる前にフィーニーとアーリーンの夫
のジム・フィッツパトリックが家の中を片付けた。「地下室に下りてたくさんのがらくた
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を捨てました」と、フィッツパトリックは振り返る。「フィーニー氏は決して物を捨てな
い性分でした。古新聞が天井まで積み上がっていましたよ。防災面からも感心しない状態
です。屋根裏も同じでした。そこでチャックとわたしでトラックを借りて、すべて捨てて
しまったんです。船旅から帰ってきたフィーニー氏の奥さんは大喜びでした。家はぴかぴ
かで新しいカーテンに家具の類がすべて揃っていたんです。『こうなると知っていたら船
長さんだって連れてきたのに！』と言っていましたよ。フィーニー氏はすぐに地下室へ下
りていきました。だれか殺しかねないほどの剣幕でした！ 　わたしは慌てて家を出まし
たっけ」
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第 6章

最大級の嵐

一九六四年半ばには、ツーリスツ・インターナショナルは従業員二〇〇人を抱えて二
七ヶ国で事業を展開するようになっていた。ニューヨーク本部はレキシントン街のもっと
広いオフィスへ引っ越していた。だがカーズ・インターナショナルと空港免税店を二つ傘
下に持つ巨大な多国籍企業を経営する四人のコーネル大学卒業生たちは、まだ一堂に会し
たことがなかった。フィーニーはこの年の九月に全員をニューヨークに集めて、第一回年
次取締役会を開いた。ツーリスツ・インターナショナルは別の名前で各国に登記した半独
立的な砦で構成されており、その中心でフィーニーが原動力とビジョンと展望を提供して
いた。適切な経営構造が必要だった。
議長を務めるチャック・フィーニーは、パートナーであるボブ・ミラー、ジェフ・マール
シュテット、リー・スターリングの三人に、会社が手に負えなくなってきたことを憂慮し
ていると告げた。第一の目標は秩序ある発展と全体的拡大を実現するための基盤作りだ、
とかれは語った。四人のアメリカ人たちはたった五年間で驚くべき成功をおさめたが、会
社には事業拡張計画も組織図もなければ歴史も方針もなく、それどころか従業員一覧さえ
なかった。「もっと効率的な活気ある組織へと成長させなければならない」。経営に一貫性
を持たせるために、かれはそれぞれに経営責任者の職を割り当てた：ミラーは極東、マー
ルシュテットは北アメリカ、スターリングはヨーロッパ。この三人の報告をつき合わせて
方針を決めるのがフィーニーの役割になった。
また、フィーニーとミラーは共同設立者として、公平な持株比率も決めた。二人はそれ
ぞれ三八．七五パーセントを所有することで合意した。ジェフリーが一二・五パーセン
ト、リー・スターリングは一〇パーセントだった。自分がマールシュテットと同じ扱いを
受けて然るべきだと思っていたリーは不満だった。これは口頭の合意だけで、何一つ書面
には記されなかった。
だれもが会社は大儲けしていると思っていた。かれらは一ヵ月あたり最大四〇〇〇台の
車を売り上げていた。この仕組みの中を現金が流れているのは確かだった。だがバランス
シートなしでは、どれだけ成果を挙げているか正確に知るすべはなかった。かれらはボ
ブ・ミラーが香港で雇ってきた、がっしりした体格で大げさなところのあるイギリス人会
計士のデズモンド・バーンを財務担当者に任命し、会計処理を集中管理してフィーニーに
直接報告するように指示した。
ちょうどその頃フィーニーはニュージャージー時代の仲間の一人とばったり会って、世
界中に二七社を持っている旨を話した。友人は言った：「だが儲かっているのか？」もっ
ともな質問だった。次に四人の取締役が顔を揃えたのは一九六五年一月にジュネーブのエ
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ルヴェティク通り七六番地の事務所で開かれた役員会議だった。デズモンド・バーンは支
店をまわってわかったことを報告した。会社は活況ながら、手持ち現金が慢性的に不足し
ていた。「諸君、金がないんだよ」と、バーンはにべもなく言った。「金はどこだ？」
自動車販売部門に深刻な問題があるとかれは明かした。納車の時期になったとき、車の
代金用の現金が手当できるまでにかなりの遅れが生じていた。かれらは軍人から保証金を
受け取って、そのお金を経費や配送費用にあてていたのだ。
取締役たちは愕然とした。資金はあり余っていて、会社のネットワークをまわっている
だけだと思いこんでいたのだ。かれらは費用を切りつめて策を講じることにした。フィー
ニーはまず、自分たちの給料を減らそうと提案した。かれらは海外在住のアメリカ人の免
税限度額である二〇〇〇ドルを毎月稼いでいた。その給料を月一二〇〇ドルに下げること
で合意した。
「財務面でどんな具合か、さっぱりわかっていませんでした」と、マールシュテットは
振り返る。「どこかで事務所が開けば、だれか金のある者が送金しました。まともじゃあ
りませんでした。経理がなかったんです。記録をつけていなかったわけじゃない。われわ
れは香港に送金し、香港はカナダに送金したりしましたが、それをきちんと関連づけてい
なかった」。事業が急激に拡大したせいで、帳簿に充分な注意をはらっていなかったのだ。
「われわれは会社の構造だとかそういったものにまったく時間をかけていませんでした。
ただ忙しく車や免税の酒を売って現金を手に入れ、現金を銀行に預けては、現金で出し入
れしていたんです」と、ミラー。
コーネルの卒業生たちはホテル経営学部でホテルやレストランの経営については詳しく
学んでいたが、今度は世界的なビジネスネットワークの経営原理を、走りながら学ぶ必要
があった。かれらは一九六三年のベストセラー、アルフレッド・P・スローンの『GMと
ともに』をまわし読みした。スローンは、ゼネラルモーターズ社の経営に成功したのは分
散経営と財務統制のおかげだと書いていた。前者はツーリスツ・インターナショナルにも
あったが、後者はなかった。「財務統制なんか必要なかったんです」と、フィーニーは当
時を振り返って冗談を言う。「金がなかったのですから！」
問題の一つは自動車販売事業が米軍との激しい競争に直面していることだった。一九六
〇年まで、俗に PX（酒保）と呼ばれる陸軍購買部の海外店は、アメリカ製自動車や贅沢
品は扱っていなかった。だがいまや PXは、アメリカ車を――免税で――ヨーロッパの軍
人に販売し、本国へ配送するようになっていた。PXはアメリカの自動車メーカー三社に
展示スペースを与えていた：ゼネラルモーターズ、フォード、クライスラー。「もちろん
すばらしくお買い得でした」と、フィーニー。「海外勤務から戻って地元のフォード販売
店へ行けば、ヨーロッパで注文した車を受け取ることができました。言うなれば、われわ
れは締め出されてしまったのです」
香港でも自動車販売は他社との競争に直面していた。フィーニーとミラーのセールスマ
ンはかつて太平洋を独占していたが、第七艦隊のある艦船が太平洋から地中海へ配置換え
になってイタリアのナポリに停泊した際に、競合会社のセールスマンが乗船して士官たち
がすでに香港で車を買っていることを知ったのだ。それで秘密がばれてしまった。
カーズ・インターナショナルの動脈に金を送り込んでいたのはフィーニーが運営するカ
ナダ国境での酒の通信販売業だったが、猿まねの競合他社に押されてこれも衰退しつつ
あった。一九六三年に年間二〇〇〇万ドルだった売り上げは、一九六四年には五〇〇万ド
ルに落ちていた。
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一年前にニューヨークの街角での偶然に出会った人物から、かれらは自分たちが別の
やっかいな事態に陥っていることを知らされていた――これは裁判沙汰になりかねなかっ
た。リー・スターリングは、ニューヨーク州グレートネックの学校仲間でコーネル大でも
一緒だった新米弁護士ハーヴェイ・デールと鉢合わせして、自分の関わっている自動車販
売業について話した。デールはニューヨークのカーティス・マレット＝プレヴォスト・コ
ルト＆モスレ法律事務所で働き出したばかりだった。この新米弁護士には国際法の知識が
あり、友人の起業家が潜在的に深刻な税金問題を抱えていることに気づいた。「君たちも
きちんとしておかないと、法が変わりつつあるぞ」と、かれは言った。
リー・スターリングがこの話を報告すると、フィーニーとボブ・ミラーは詳細を聞きに
パーク街一〇一番地のカーティス・マレット法律事務所を訪れた。フィーニーが事業の資
金繰りの概略を話すと、弁護士たちはあっけにとられて首を振った。かれらの説明によ
ると、この年アメリカは海外に居住して事業を営むアメリカ市民への課税を強化してお
り、車と酒の販売業のパートナーたちは莫大な税金と追徴金に直面しているということ
だった。
ハーヴェイ・デールもこの会議に同席していた。この若手弁護士はハーバード・ロース
クールを優秀な成績で卒業したが、その前にコーネル大学で哲学を学んでいてフィーニー
のことを少しばかり知っていた。フィーニーとミラーは、自分たちの世界規模の事業を視
察して、会社に大打撃を与えかねない課税を回避するにはどうすればいいか調べてほしい
とデールに依頼した。これがやがてチャック・フィーニーの生涯にもっとも影響を与えた
人物となるハーヴェイ・デールとの付き合いの始まりだった。
チャック・フィーニーはこの税金問題で、別の弁護士とも知り合うことになった。口達
者でいきいきとしたイタリア系アメリカ人で、やはりフィーニーの事業において大きな役
割を果たすことになるアンソニー・M・ピラロである。かれはバージニア・ロースクール
を出たばかりで、同法律事務所からこの会議の書記として呼ばれていた。小柄ながらもト
ニー・ピラロは高校のバスケットボールチーム、フットボールチーム、バスケットボール
チームの主将をつとめていた。フィーニーはこの自信にあふれた頭の切れる新人弁護士に
感心した。そして一九六四年一二月にピラロがバハマの法律事務所で働こうとしていると
耳にすると、かわりにツーリスツ・インターナショナルで働くよう説き伏せたのだった。
フィーニーが才能ある起業家で、とてつもない成功をおさめる運命にあると感じたピラロ
はこれに応じた。自分に何を求められているかはよくわかっていなかったが、税のコンサ
ルタントと交渉役をつとめるのだろうとかれは想像していた。
ハーヴィー・デールはすぐに四人のコーネル大学卒業生が直面している事態が倒産より
まだ深刻であることを証明してみせた。「かれらの経営のやり方には刑務所送りになりか
ねない法的リスクがありました」と、かれは振り返る。「故意にではありませんでしたが、
かれらのやり方はジョーンズのための信託資金を受け取り、その保証金をスミスへの配送
に使ってしまうというもので、非常に深刻でした――これはネズミ講で、詐欺です。最悪
の事態を迎えれば刑事責任に問われる可能性があった。この仕組みは経済的にも刑事的に
も重大なリスクを所有者にもたらしかねないものでした」
この財政危機のせいで、その後ずっと重要な役割を担う人物がもう一人、ツーリスツ・
インターナショナルにやってきた。帳簿を調べていたプライス・ウォーターハウスのシ
ニアパートナーが、フィーニーたちにいい会計士を雇うよう勧めて、アラン・パーカーの
名前を挙げたのだった。ローデシア生まれでイギリス国籍のアラン・ムーア・パーカー
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は、秀でた額に大きな眼鏡をかけた有能な法廷会計士で、当時ジュネーブに住んでいた。
フィーニーは面接を受けにロンドンへ来てほしいとかれに頼んだ。当時のことでもっと
もパーカーの記憶に残っているのは、ロンドンの通りを歩くフィーニーの足の速さだっ
た。「わたしはずっとかれの三歩後ろにいました」と、パーカー。「どんなに早く歩いて
も、チャックには追いけませんでした」フィーニーの足の速さはすでに伝説になってい
た。ロンドン事務所を任されていたボニー・サチェットはこう語っている。「時には話し
ながら歩き去ることもあって、追いかけて階段を駆け下りるはめになりました」
パーカーは雇われるなり腕をふるった。「かれらはものすごい勢いで金を使っていまし
た。ジュネーブではだれもかれも会社負担で昼食を外でとっていました。ボブ・ミラー
かジェフ・マールシュテットが支払いをしていたのです。ただちに止めてもらいました。
『このままでは無理です』と言ってね」
さらに悪いのはここからだった。フィーニーがカナダ国境で始めた事業は大きくなりす
ぎ、痛手を受けた州の議員からの圧力で、ホワイトハウスが介入して酒類の通信販売をや
めさせようとしていた。一九六五年二月二五日にリンドン・ジョンソン大統領は酒類の免
税限度を五本から一本に引き下げ、特権を二一歳以上の成人に限定する法案を発表した。
一人の旅行者が子供の分も含めて車の同乗者全員について許容量の五本ずつを申告すると
いうのはこれで不可能になる。ジョンソン大統領は国際収支の観点から、史上最大規模で
海外へ向かうアメリカ人たちの支出は「現在は容認できるものではない」と述べた。
この法案が法として成立するには議会の両院を通過する必要があった。フィーニーは法
案に反対するよう上院・下院の議員たちに働きかけるためにワシントンD.C.へ向かった。
トニー・ピラロも同行させた。二人ともまだ若かった――フィーニーが三三歳、ピラロは
二九歳――ワシントンを相手に議論の力で勝てると思うほどに。ピラロは「肝が据わって
いただけです」と言う。かれらはヒルトンホテルに腰を落ち着けて、ロビー活動のために
強力なパイプを持つ、ワシントンのアーノルド・フォルタス＆ポーター法律事務所を雇っ
た。エイブ・フォルタスは大統領の友人で懐刀だったし、ポール・ポーターは街でもっと
も有力な弁護士の一人だった。ポーターはフィーニーたちに言った。「大統領に恥をかか
せない主張をお持ちなら、引き受けましょう」
本社がリヒテンシュタインのファドゥーツにある企業では、議員の同情をまず買えない
とわかっていたフィーニーとピラロは「アメリカ観光貿易協会」の社長と秘書として現れ
た。「貿易に観光産業を」をモットーに、この機会のためだけにつくった会社だ。フィー
ニーたちは五本組の酒類販売を手がける国内の商売敵からいくらか署名を集めた。かれら
の活動はすっかりアメリカ的なものになっていた。
ポール・ポーターはフィーニーが共和党のカリフォルニア州上院議員エヴァレット・
ダークセンに話を十分間聞いてもらえるように取りはからった。強い反共産主義の上院野
党代表で、次の気の利いた発現で有名だ：「こっちに一〇億、あっちに一〇億とやってい
たらすぐに大金になってしまう」顎がたっぷりとたるんだ白髪のぶっきらぼうな上院議員
は、最初のうち疑わしげだった。「かれはチャックと私を座らせるとインディアナ産のぶ
どうで作られたブランデーを出してくれました。それで海外で手に入るフランスのブラン
デーがどうなろうと知ったことではないのだろうと薄々感づきました」と、ピラロは振り
返っている。フィーニーはできるだけ口早に「この法案はひどく不当なもので、皆のため
に危険を冒している軍人たちから酒をとりあげることになる」と訴えた。ダークセンはメ
モもとらず、質問もしなかったとフィーニーは記憶している。「だが軍人たちへの公平性
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には関心を持ち、議場に出かけると、これ以上はないほど熱のこもった演説をしてくれま
した」
フィーニーは歳入委員会でアメリカ観光貿易協会の社長およびツーリスツ・インターナ
ショナルの取締役として証言することに望みをかけた。そしてヒルトンホテルで数日かけ
て下院法案 HR7368の可決に反対する証言の草稿を作成した。
一九六五年五月三日、四日の連邦議会公聴会に出向いたフィーニーは、自分が政権のお
偉方に立ち向かっていることに気づいた。最初に登場したヘンリー・ファウラー財務長官
は、財政赤字が三一億ドルで「いまは海外旅行を奨励している場合ではない」と告げた。
法案は国際収支と税関に有利な効果を与えるだろう。多くの州の酒税を失わせてひどく苦
しめた『別送品』特権は広く濫用されており、撤廃が必要だとファウラーは主張した。
ポーターはアメリカ観光貿易協会の代理として『別送品』として持ち込まれた酒は、国
内総消費量の二億七五〇〇万ガロンのうちたった四五万ガロンでしかないと反論した。そ
して「このわたしですら飲んだかどうかわからないくらい」と、つけ加えて笑わせた――
かれは酒豪として有名だった。
二日目に、フィーニーは国内バーボン産業の本拠地であるケンタッキー州の民主党員
ジョン・E・ワッツ議長から召喚された。フィーニーは宣誓供述において、宅配サービス
はもともと自分の発案だったが、すでに一五社がこれを採り入れていると認めた。その排
除は「産業全体を容赦なく潰してしまうことになる」と、かれは訴えた。しかも法案は目
的を達成できないだろう。ドルの流出に与える影響はわずかで、アメリカ国内の何百人も
が職を奪われることになる。
この法案は「アメフト代表チームのスクリメージ」にも等しいものをかきわけてケネ
ディ国際空港で酒を申告する旅行者たちに大きな負担を強いる、とフィーニーは哀れっぽ
く説明した。そして「過去数ヶ月にわたって共産主義の侵攻に抵抗してきた若い旅客た
ち」である帰還兵たちを差別しないでほしいと議員たちの愛国心に訴えた。
それでも公聴会は揺らがなかった。民主党の大半はジョンソン大統領に賛成し、法案は
上院を通過した。だがダークセン上院議員への訴えはいくらか効果をあげた。上院財政委
員会のダークセンはジェイク・ジャヴィッツ上院議員とともにこの法案の発効日を六月一
日から一〇月一日に遅らせた。フィーニーとピラロは四ヶ月の猶予を得たのだ。
もとから勝ち目がなかったのだと、ロビー活動を担当した事務所の弁護士は後になって
フィーニーに教えた。「ここぞというところで、ジョンソン大統領は議会の首脳陣を文字
通り執務室に集めて言った。『これはこうなると決めたんだ。われわれは免税限度枠を変
更する。議論の余地はない』」。ワシントンに来てからというもの、この日のジョンソンほ
どのごり押しを見たことはなかったと弁護士は語った。当時バーボンの人気は急落してい
た。それはフィーニーたちだけのせいではなかったのだが。そしてバーボン製造業者たち
は「スコッチとフランス製のブランデーしか売っていない」と免税事業を責めた。後にあ
る新聞のコラムニストは、ジョンソンの法案の裏にはアメリカの酒造業者たちがいたと書
いている。それに力を貸した伝説的なワシントンのロビイスト、トミー・『コルク』・コー
コランは、ジョンソンとしばしばバーボンのグラスを傾けていた。何年も後になってピラ
ロはサイパンの商談の席でコーコランに会い、この疑惑についてたずねてみたが、『コル
ク』はその話に触れるのを拒んだ。
こうして一九六五年の盛夏、設立から八年がたって、会社が世界初のグローバル小売業
の一つへ成長するのを見てきたチャック・フィーニーとボブ・ミラーは、最大級の嵐にみ
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まわれた。会社は一連の痛手に打ちのめされていた：ジョンソン大統領による五本売りの
破壊、地中海とカナダ国境における熾烈な競争、自動車販売についてのPX店舗との競争、
アジアでの自動車販売独占の終わり――これらに下手な経理と莫大な浪費が加わって、先
見の明のある指導者による革新的事業がつぶれるときの見本のような状態となった。
連邦議会で敗北を喫した数日後に、フィーニーはサルベージ作業に着手した。かれは
ジュネーブの事務所を閉めて、すべてをニューヨークに集めた。解雇された人々の中に
は、雇われてたった四ヶ月のアラン・パーカーもいた。リー・スターリングは取得した三
六種におよぶスイスの就労許可をバーナード・『バーニー』・コーンフィールドに売ってし
まった。かれは国際投資家で、スイス本拠の会社を通じてアメリカの投資信託への投資を
売っていた。この会社は後に破産して、数々のアメリカの銀行、ヨーロッパの銀行に壊滅
的な被害を与えることとなる。
パーカーが仕事を探していると、ジェフ・マールシュテットがニューヨークから電話を
かけてきて仕事に戻らないかと持ちかけた。かれはパーカーのヨーロッパでの仕事ぶりに
感心していた。そこで急いでアメリカへ来て会社の財務状況を立て直すのを手伝ってほし
いとパーカーに頼んだのだった。会計士は結婚を目前にしていたが、申し出に同意した。
六月一二日に結婚式をあげたパーカーはデンマーク人の妻イェッテとともにニューヨーク
行きの飛行機に乗った。かれもいささか冒険だと感じていた。アメリカには一度も行った
ことがなかったのだ。
ボブ・ミラーも五月にエクアドル美人のマリア・クララ・「シャンタル」・ペザンテと
結婚したばかりだった。かれはハネムーンでマレーシアのキャメロン高原に来ていたが、
フィーニーは居所をつきとめてメッセージを伝えた。「大きな問題発生。ただちにニュー
ヨークへ来られたし」。ミラーも旅行を切り上げて、シャンタルと二人でアメリカに向
かった。
ニューヨークに来たパーカーは、手がつけられない事態になっていることを知った。
キャッシュフローは「最高」だったが、配送時に製造業者に払う資金が慢性的に不足して
いた。かれらは難題に直面した。自動車事業は閉鎖しなければならなかったが、そこが現
金を生みだしているために、すぐには閉鎖できなかったのだ。
自信にあふれて落ちつきのあるアラン・パーカーは、数人の監査役たちとともに帳簿を
調べにかかった。ニューヨークに到着した三日後には、事態のひどさを発表できるように
なっていた。一六〇万ドルの赤字だった。「いまでは取るに足りない額ですが、当時は莫
大な金額でした」。かれらは破産寸前だった。すでに破産していたといえるかもしれない。
一九六五年の陰気な真夏の日、専門資格を持った人間はみな怯えて社を逃げ出した。デ
ズモンド・バーン、トニー・ピラロ、カナダ人会計士のボブ・ルイスは一緒にレキシント
ン街のツーリスツ・インターナショナル事務所をおとずれ、会社に残って専門家としての
評判を落とす危険は冒せないと告げたとジェフ・マールシュテットは振り返る。金融不
祥事に巻きこまれることを恐れたのだ。デズモンド・バーンはずけずけと言った。「きみ
たちは破産する。この会社はよくてもあと二、三ヶ月以上は持たない。わたしはここを
出る。会社が倒産してもここに残っていたら公認会計士としての評判が丸つぶれだ」。ミ
ラーは会社が存続する可能性をたずねた。「百万に一つだな」と、デズモンドは立ち去り
際に言った。
次はトニー・ピラロだった。「かれはうろたえて、自分も去らなければならないと言い
ました」と、ミラー。「こうしてトニーが去り、デズモンドが去ったのです。沈んでいく
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船から飛び込むネズミのようでした」ピラロのことはずっと心に残ったとミラーは語って
いる。「状況が厳しくなるとトニーは度を失うんです」
マールシュテットも去った。負債は別にどうでもよかったが、五年間にわたって休みな
く毎日一七時間働いており、これは過酷すぎたのだという。「ついていけませんでした。
すっかり疲れ果てていたのです」。トニーはかれに「できるだけ早く抜け出す」ようにと勧
めていた。ピラロの警告は「残念ながらわたしの決断に影響しました」。マールシュテッ
トはチャックとボブに、アラン・パーカーは手放さずに持ち株の一二．五パーセント――
この時点で何らかの価値があるわけではなかったが――を与えてやってほしいと話し、示
談で二人からもらった六千ドルのキャデラックに乗り込んでカナダ国境へ向かった。マー
ルシュテットはナイアガラの滝へ行き、禁酒法時代――ジョン・F・ケネディ大統領の父
親のジョー・ケネディのようにカナダからアメリカへの酒の流入について責任者がいた頃
――に酒の密売所があった跡地に、もぐり酒場風のレストランを開いた。
コーネル大学ホテル経営学部の卒業生でフィーニーの友人のディック・ブラッドリーも
カーズ・インターナショナルの経営を手伝っていたが、まもなくかれも去り、のちにアメ
リカ、カナダ、日本に一〇〇店舗を持つまでに成長したレストランチェーン『ヴィクトリ
ア・ステーション』の共同設立者になった。
「本当に過酷な時期でした」と、ミラー。「わたしには結婚して二ヶ月の若い妻がいまし
た。会社はつぶれそうで、会社の主要メンバーは逃げだそうとしていたのです」。ミラー
は監査法人ラーセン＆ウルフの会計士レスター・ウルフに、独自に帳簿を調べて身動きが
とれないかどうか見極めてほしいと依頼した。ウルフは事業全体のキャッシュフローを
研究して支払い期日の口座残高、配送するべき車の台数、解雇すべき従業員数を割り出
した。数時間かけて数字を調べ上げると、ウルフは言った。「あなたとチャックは何とか
やっていけると思います。でも経費が多すぎるから、ただちに切りつめる必要があります
ね」。ミラーは跳び上がり、驚く会計士を抱きしめてキスすると「ウルフさん、あんたが
大好きだ！」と宣言した。
ミラーはアラン・パーカーを事務所に呼び戻して、辞めないでほしいと頼んだ。「ここ
にはどうするべきか割り出してくれる会計主任が必要なんだ」と、かれはパーカーに言っ
た。パーカーは微妙な立場にあった。かれはアメリカにわずか数日滞在していただけだっ
た。就労許可もなく、事業は危ういように思われたが、ヨーロッパに帰る金もなかった。
そこでかれは、会社の株式を約束してくれるならミラーたちとともに残って五年間働こう
とこたえた。「会社は倒産しそうだから、いまわたす株はマイナスの値段しかつかないぞ」
と、ミラーは言った。だがチャックに話をつけて「かれにも株式を提供することで合意し
ました」。この決定がパーカーを世界一の資産家の一人にすることになる。
フィーニーとミラーはほとんど振り出しに戻ったようなものだった。二人はツナサンド
イッチを食べにニューヨーク市内のデリへ出かけた。ミラーはフィーニーにこう語ったと
いう。「なぁチャック、これでおれたち二人きりだ。どうやら最悪の事態になったようだ。
なんとか抜け出さないと。また二人でその方法を考えよう」。まだ混乱から抜け出すチャ
ンスはあるとフィーニーは言った。自動車業はキャッシュフローを生んでいたため、すぐ
閉鎖するわけにいかなかったが、香港とハワイの免税店からのキャッシュフローを増やし
て負債を清算できるかもしれない。
フィーニーはつかのま失望していた。「当然です。それも仕事のうちだ。だがわれわれ
にできることはあまりなかった。われわれが始めたことでしたし、百万ドルを儲けるつも
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りだった。会社を救うか、崖から落ちるかしかなかったのです」。ハーヴェイ・デールは
事態を立て直そうとする二人の決断にうたれた。「ボブもチャックもキャッシュフローを
整理して汚名を返上し、問題から抜け出すのが正しいやり方だと思っていたのです」と、
デールは振り返る。
ダニエル・フィーニーは、この危機の間は夫の様子が変わっていたという。ダニエルに
は、チャックがつねに成功したいという願望に突き動かされていたように見えた。彼女は
――かれがコーネルに行ったこと、フランス語を習ったこと、やがて成功をおさめて国際
人となったことに――このうえなく敬服していた。結婚したときフィーニーは金のことは
まったく語らずに、ただ事業を成功させることだけを話していた。フィーニーの真の目標
は富じゃないんだな、と彼女は気づいていた。かれの仕事は挑戦だったのだ。その希望が
砕かれ、自尊心が傷つくのをダニエルは目のあたりにした。それでも家庭では魅力的で優
しい陽気なフィーニーだったが、難局に立ち向かうために家に出入りする人たちと休みな
く仕事をしながら、ときには不安定になって腹を立てることもあった。フィーニー家はさ
らに大家族になりつつあり――三女のレスリーが一九六四年六月にパリで生まれ―――経
済的な責任は増していた。だがダニエルは、チャックが状況を打開する方法を見つけ出す
と信じて疑わなかった。
フィーニーとミラーは経費削減のために、レキシントン街にあったツーリスツ・イン
ターナショナルの事務所をマンハッタンからジョージ・ワシントン・ブリッジを渡ってす
ぐのところにあるニュージャージー州フォートリーの安いビルへ移した。そこでパーカー
は一セント単位まで皆の支出を切り詰めにかかった。あるときハーヴェイ・デールがたず
ねてきて、床にブリーフケースが捨てられているのを見つけた。「ボール紙製の古いもの
で、中は空でした。あまり金がなかったわたしには、アタッシェケースが必要でした。ア
ランにもらってもいいかと聞くと、かれはわたしを見て『いいとも。五ドルだ』と言いま
した。払いましたとも」。交際費予算は削られてゼロになった。打ち合わせを兼ねた昼食
があれば、相手方が支払いをした。この新体制はボブ・ミラーの懐具合に大きな打撃を与
えた。各自が支払う約束になっている銀行家たちとの昼食では、ミラーが各人から現金を
集めてクレジットカードで支払った。パーカーは会社小切手の入った引き出しに鍵をかけ
るという簡単な方法で財務統制をおこなった。ボブ・ミラーが「アラン、この請求書は払
わなければいけないんだ」と懇願すると、会計士はにこりともせずに言うのだった。「一
〇日のうちに小切手を切ると伝えてください」。
次に会社を離れたのはリー・スターリングだった。かれは一九六五年前半にハワイで免
税店を管理して売り上げを伸ばしてほしいと頼まれた。当時かれらはピーター・フィシア
ンに金を払って監督にあたらせていたのだ。だがスターリングは結婚したばかりで、新妻
はホノルルの生活を気に入らなかった。堪忍袋の緒が切れたのは、ミラーが手紙を送って
「傲慢な調子で」カーズ・インターナショナルにハワイから六万五〇〇〇ドル送金するよ
う求めてきたときだとスターリングは振り返る。「ボブとわたしは決して馬が合いません
でした」と、かれは認めている。父親を亡くしたスターリングは、ニューヨークで父親が
営んでいた事業を売却する時間を必要としていた。かれはフィーニーにだれか代わりを見
つけてほしいと告げて会社を去り、のちに不動産関連の弁護士としてコロラド州で成功を
おさめた。
ボブ・ミラーがフィーニーの友人のリー・スターリングやジェフ・マールシュテットと
うまくいかなかったことは、フィーニーとミラーの関係に影を落とした。二人は楽しく立
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ち上げの時を過ごし、「わんぱく坊主」として目標を分かち合っていたが、親友になるこ
とはなかった。そしてその後の二人の関係の予兆となるよそよそしさが生まれた。だが当
面なすべきは復旧作業の管理だった。そのために二人は世界を二つに分けた。フィーニー
はホノルルへ行って免税事業の改善につとめた。ミラーはニューヨークで世界中の経費を
できる限り迅速に切りつめた。
一段落すると、株式が再分配された。マールシュテットとスターリングの辞職で二二．
五パーセントの空きができていた。フィーニーたちはアラン・パーカーに二〇パーセン
ト持たせることで合意した。パーカーは全体の三分の一を望んだだろうが、ボブがその
話題に触れるとチャックは「冗談じゃない！ そうしたいなら自分の持株を分けてやれば
いい」と、言い返した。今回も書類は作成されなかった。これで二．五パーセントが残っ
た。フィーニーたちはこれを無料で働いてもらうかわりにとトニー・ピラロに提示した。
かれはすでに別のところで身を立てていたが、フィーニーはこれほど法律に詳しい優秀な
ブレーンを失いたくなかったのだ。ワシントンでともにジョンソン政権と戦ったフィー
ニーは、ピラロがどれほど明敏でひたむきになれるか知っていた。辞めたことを後ろめた
く思って悩んでいた弁護士は、申し出を承諾した。
ジャン・ゲンツブルガーも財政難の被害者だった。フィーニーはハワイに行く前に、パ
リの店舗経営用に立ち上げたフランスの会社を解体するようかれに指示していた。フラン
スに戻ったフィーニーは救済できるものがないかみずから視察に行って、他でも使えそう
な電気式加算機とグルンディヒ製テープレコーダーがあるとパーカーにメモで知らせてき
た。フィーニーはかつてないほどあらゆる浪費を避けなければと感じていた。
ハーヴェイ・デールの助言にしたがって、フィーニーとミラーは会社の所有権を外国
人の妻に譲渡してアメリカの税法が及ばないようにした。こうして会社の書類上は「取
締役」であるフランスのヌイ・シュル・セーヌ市のダニエル・ジュリエット・フィーニー
と、単に「主婦」であるエクアドル、グアヤキルのマリア・シャンタル・ミラーが大株主
になった。
車と五本組の事業がだめになって、フィーニーとミラーは「ツーリスツ・インターナ
ショナル」と「カーズ・インターナショナル」の看板を下ろした。二人はほとんど香港
とホノルル空港の小売店だけとなってしまった事業に、ニューヨークの倒産した会社か
らフィーニーが買った名前をつけることにした。これらがのちにデューティー・フリー・
ショッパーズ（DFS）として名を馳せることになる。
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第 7章

サンドイッチ諸島

一九六五年末にチャック・フィーニーが到着したとき、ホノルル国際空港の免税店はほ
とんど露店同然だった。海外線出発ロビーに構えた店舗の床面積は九平方メートルを少し
上回る程度だった。店では長さ一二〇センチのカウンターを三つ並べてセロテープでつな
いだものを使っていた。
空港の店舗で免税品を売るという発想は当時まだ新しかったが、世に知られている最初
の免税協定は西暦七〇〇年にまでさかのぼる。マーシアのエセルレッド国王が、輸入品に
かかる慣習的な税を、ロンドンの司教については免除としたのだ。この発想はヨーロッパ
の軍隊に取り入れられ、兵士たちには免税の酒類とタバコが支給された。大使館も昔から
受入国では供給品を免税で入手する権利を享受してきた*1。ほとんどの国はやがて海港に
免税区域を設け、輸入品を保管する保税倉庫を設けたが、それは船舶への商品提供のため
だった。そうした物資は国内経済にまったく入ってこないため、課税されなかったのだ。
初の免税店が登場したのは第二次世界大戦前の遠洋定期船のみやげ物屋で、バーを利用
する乗客たちは免税価格で酒を嗜んだ。戦後この特権は国際線の乗客にも適用されるよう
になったが、一九四〇年代、一九五〇年代の空港の対応は遅かった。ターミナルの構造が
古く、商業活動を営むスペースがほとんどなかったからだ。最初に空港免税店が設置され
たのは一九四七年で、大西洋を横断する飛行機が燃料補給に経由するアイルランド西部の
シャノン空港でのことだった。シャノン空港のケータリング責任者ブレンダン・オレーガ
ンが考案したその店は、一八〇センチの木製カウンターにアイリッシュ・ウイスキーとア
イルランド製タバコ『キャロル』のカートンが並ぶ棚、ダブルのスーツを着込んだ三人の
男性従業員という取り合わせでスタートした。あまりに斬新な発想にアイルランドの税関
職員たちは釈然とせず、保税倉庫から酒の箱が店へ運ばれるたびに同行したし、手作業に
よる在庫調査が一日に三回も義務づけられた。空港で瓶を開けることは認められなかっ
た：落ちて割れた瓶は開けられたものと見なされ、税関職員がやってきて割れたガラスを
調べ、その場で物品税を徴収した。一九五〇年代になって店は成長し、おもにアメリカ人
の乗り継ぎ客を相手に香水や時計、カシミアも扱うようになった。これらはロンドンやパ
リの製造業者から店舗に直接届けられ、シャノン空港店は他の空港免税店が真似ることに
なる大切な前例を確立した。
フィーニーはハワイが旅行ブームの序盤にあることに気づいた。ハワイが一九五九年に

*1 Julian Fox, The Golden Book: 50 Years of Duty Free (Tax Free World Association and Raven

Fox Cohen, 1997).
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アメリカの州になることを承諾し、カリフォルニア州からわずか三時間で旅客を運べる
ボーイング 707が太平洋路線に導入されると、アメリカ人旅行者たちが大挙してやってく
るようになった。
うららかな気候、風にそよぐヤシの木、紺碧の海のハワイ諸島は、アメリカ人にとって
楽園そのものといえる場所だった。オスカーを獲得した一九五八年の映画『南太平洋』で
ハワイはアメリカ人に知れわたり、ホノルルのビーチリゾートであるワイキキにはクルー
ナーのドン・ホーなどといったハワイの有名なエンターテイナーに本土の人々が耳を傾け
に来て、夜の娯楽文化が発達した。フィーニーのコーネル仲間のチャック・ロールスは、
この地で初めてサラダバーつきアメリカンレストランを一九五九年に開いたが、これは
アメリカ中に五十店のチェーン店を持つ『チャックス・ステーキ・ハウス』の前身となっ
た。一九六〇年代中盤の新たなホテル開発はワイキキを海のマンハッタンに変えつつあっ
た。ワイキキビーチのロイヤルハワイアンやモアナなど、かつてハワイ贔屓の富裕層の旅
行客やハリウッドスターを相手にしていた古い落ちついたホテルは、パック旅行のホテル
に押されて影が薄くなりつつあった。建築ラッシュのすごさから、ハワイの国鳥はクレー
ン（鶴）だと言われるほどだった。
海外線出発ロビーのＤＦＳのあたりでうろついている旅行客のほとんどは本土との間を
行き来するアメリカ人で、州から州へ移動しているだけのかれらは免税品を買うことは許
されなかった。国際法では、外国へ行く旅行者だけが免税品を買えることになっている。
フィーニーはしばしばハワイが外国だと思いこんで店に来たアメリカ人を追い返さなくて
はならなかった。
しかし店舗は正午から午後二時までは混み合った。アジア行きの飛行機が燃料補給のた
めに少しばかり着陸するのだ。品揃えを見にふらふらとやって来る乗客の中で、ますます
増えつつあったのは日本人だった。一九六〇年代中盤はまだ、日本人を海外で見かけるの
は稀だった。戦争で崩壊した経済を復興するために、東京の政府は日本の一般市民が娯楽
として海外へ行くことを長年禁じていた。商用旅行者にはその旅に限って有効な一次パス
ポートが発行され、国外に持ち出せる外貨の額には厳しい制限が設けられた。だが一九六
四年の東京オリンピックに合わせて遊覧旅行の禁止措置が緩和されると、すべてが変わり
だした。すでに日本は経済大国への道を着々と歩んでいたのだ。軍人として日本に駐留経
験があり、東京オリンピックも観戦していたチャック・フィーニーは、人口一億人を擁す
るこの国が戦後の孤立から飛び出せる状態にあることをかぎ分けた。一九六四年にはおよ
そ二万人の日本人に海外へ遊覧旅行に出かける許可が与えられた。一日当たり五五人にす
ぎなかったが、その大部分はホノルルに向かった。真珠湾についての恨みは時とともに薄
れた。ハワイが日本人旅行客にとって魅力的だったのは亜熱帯性気候と砂浜のせいだけで
はなかった。簡単に行けたし、地元民の多くは日本の血を引いていたし、そしてそこが大
量消費の中心地であるアメリカだったからだ。
初期の日本人旅行客たちのおもな目的は、ためこんだ貯金をつぎこんで、自国では手に
入らないか法外に高くつく海外の贅沢品を買うだった。高級な酒、香水、腕時計、ペン、
宝石類、革製品が好まれた。「いちばん最初にやってきたのはそういう『農家』、田舎者で
した」と、フィーニー。「かれらは店に入るとベルトをはずし、ズボンを下げて股のとこ
ろから大量の円を取り出したのです。家にためこんであった現金なんです」
日本で軍人勤めをしていたフィーニーは、日本の複雑な贈答文化を知っていた。日本語
では、贈り物を表現するのに三十五種類のことばがあるのだ。『餞別』とは旅立つ人に金
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を贈る慣習、『お土産』とは、そのお返しに上司、同僚、家族、友人への贈り物を買う慣習
だ。日本人が外国へ行くとなると上司や客やさまざまな友人たちが旅行用の現金を提供す
るが、するとその人たちに贈り物を持って帰ってくる義務が生じる。会社員たちは年末の
『お歳暮』と真夏の『お中元』でも紙幣の詰まった封筒を受け取る。ホノルル空港店のカ
ウンターで接客しているうちに、フィーニーはこの仕組みに詳しくなった。事業家らしき
日本人が従業員のために口紅を一五本、部下に革財布、雇い主に腕時計、上司や家族ぐる
みの友人にウイスキーのボトルを買い込む姿をよく見かけたのだ。
小さな店のカウンターに群がる日本人がますます増えるようになると、フィーニーは、
日本語教師のタチカワの授業を週に五日早朝に受けて、軍人時代に身につけた日本語を
磨き直した。言い回しを覚えたかれは、たちまち日本語で接客できるようになった。か
れはカウンターに立つ者が日本語で接客することにこだわった。女性店員の中にはアメ
リカ兵と結婚した日本出身の女性もいた。日本の飛行機が到着する頃になると、彼女た
ちが小さなカウンターに陣取った。「わたしも女の子たちの真ん中に立って、昨夜の試合
のフリーキックを迎えるディフェンスラインのように彼女たちを並ばせたものです」と、
フィーニー。
フィーニーは赤丸特売品制度を設けて、利幅がもっとも大きい商品をすすめた店員には
手数料を与えた。「いいかげんな陳列をしていればいいかげんな客しかこない」と、かれ
は従業員に話した。「客に売るのはハエをつかまえるようなものだ。ぴしゃりとやったら
ハエは死んでしまう」。フィーニーは女の子たちを教育したが「われわれを教育してくれ
たのもいました。ある女の子は五〇ドルのペンを六本売ってからこう言ったのです。『お
友達はそれだけですか？ 　わたしなら一本六五ドルのもっといいペンをあと六本買いま
すけど』」。あるやり手の日本人店員はあまりに商売上手で、客たちはしばしば何を買わさ
れたかわからないまま店を出た。あるとき一人の客が、買ったタバコに穴が空いていて吸
いにくいと文句をつけに戻ってきた：彼女はタバコが虫に喰われていたと認めるかわり
に、穴が空いているのは高品質の証だと客を説き伏せたのだった。
日本人たちは免税価格に本気で驚いていた。日本は保護政策の観点から、輸入品の高級
コニャックやウイスキーに二二〇パーセントの関税を課していたのだ。東京では定価二
五ドルのウイスキー一本が、この免税店ではたった六ドルだった。東京で五〇ドルのコ
ニャックも、免税ではたった一〇ドルだった。
一年のうちに、ちょろちょろと訪れていた日本人旅行客が奔流となり、やがて大河へ
と変わった。「こちらの事業は大盛況だ」とフィーニーは一九六六年三月二三日にパリの
ジャン・ゲンツブルガーに書き送っている。かれらを破産寸前まで追い込んだ危機は、一
年とたたないうちにおさまりはじめた。免税品販売で得た利益のおかげで、ミラーは自動
車事業の負債を清算できた。さらに重要なこととして、フィーニーはふたたび事業で成功
しつつあった。ホノルルから車で二十分のアイナハイナ・ビーチに借りた家族の家でパー
ティーが開かれた。フィーニーは三人の娘ジュリエット、キャロリーン、レスリーに心躍
る思いだった。ゲンツブルガーにあてた別の手紙には「子供はいい――きみもつくれ！」
と書き、ダニエルが日焼けしすぎるせいで「少しは陽射しを避けてくれないと人種問題が
起こりそうだ」と冗談をとばしている。
前途がきわめて有望とみたフィーニーたちは、一九六七年には自信たっぷりに一〇〇万
ドルを入札に投じ、免税店の排他的営業権をさらに三年分更新した。これはホノルル新聞
の見出しを飾った。小さな空港の営業権に払うには法外な額だと思われたのだ。だがかれ
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らはちゃんと心得ていた。日本の戦後復興はきわめて順調で、一九六八年にはすでに世界
で二番目の規模の自由市場経済になっていた。金を使い放題の日本人旅行客の流出はまだ
始まったばかりだった。
フィーニーは一九六八年一月に、子供たちと一緒にヨーロッパへ戻り、パリにふたたび
居を構えた。アラン・パーカーがハワイに行って支店長として運営にあたり、ヨーロッパ
で自動車事業を仕切っていたジョー・リヨンズが販売部長になった。パーカーもフィー
ニーと同じく、ハワイに着いて驚いた。「着いてみると、ハワイの最初の店舗は机ほどの
広さしかありませんでした」と、パーカー。「プレッシャーが増す一方でしたね――あま
りに早く成長したのでカウンターが女性定員に押しつけられていた時期もありました。日
本で手に入らないものや、値段が十倍もする商品を買おうととんでもない混雑が起こりま
した。最初の日本人団体客は社員旅行で来たのですが、これが事業を軌道に乗せてくれま
した。われわれはちょうどいいときにちょうどいい場所にいましたし、とてもついていま
した。賢明にも（中略）日本の海外旅行が爆発的に伸びるはずだとわれわれは気づいてい
たのです」。かれらは空港店舗を三六平方メートルに拡張して「ワニ革のハンドバッグ、
腕時計、宝飾品、革製品、ペンと鉛筆のセット、ダイヤモンドに酒、タバコ、香水」を並
べたと、当時の「ホノルル・スター・ブレティン」紙は報じている。
フィーニーはホノルルに通って、日本の旅行産業の高まりに乗じる方法をパーカーやラ
イオンズと一緒に考案した。かれらは一九六九年に七四〇平方メートルの免税店をホノル
ルのダウンタウンに開いた。営業権契約には、空港外での出店を禁じる条項はなかった。
新店舗はワイキキ・ビジネス・プラザの日本航空本部の上に設けられた。休暇旅行客たち
は立ち寄って欲しいものを選び、商品を飛行機に届けさせることができた。この頃には旅
行客たちが消費する額もさらに大きくなっていた。一九六八年に日本政府は外貨限度額を
一人あたり五〇〇ドルに引き上げ、旅行制限をさらに緩和した。一九六九年には、日本人
旅行者の五人に四人が、娯楽でなく買物を目的に来る観光客になっていた。
フィーニーたちはダウンタウン店に日本人を引き入れるのがうまくなり、店舗はやがて
飛行機の格納庫くらいの規模になった。かれらは旅行社に金を支払って、観光客がホテル
にチェックインする前に来店させた。地元のガイド、バスやタクシーの運転手には軽食と
テレビつきの待合室をあてがってもてなし、預かった人々を女性店員の手に渡したかれら
がさっさと帰ってしまわないようにした。顧客関係管理部長を務めるハワイ出身で日本語
が堪能なモーリス・カラマツは、旅行ガイドを空港で出迎えて運転手たちと親しくなり、
ダウンタウン店に観光客たちを連れてきてもらった。カラマツはあらゆる人に土産を用意
していた。日本人を店に案内するときはいつもこう言った。「これから向かいますのはリ
トルトーキョー――でも、はるかにお安いですよ！」客たちにはカードが配られて、二度、
三度とおとずれると特別なプレゼントをもらえる仕組みになっていた。ホノルルでは、日
本人は一人当たり平均二回以上店舗を訪れた。
フィーニーのコーネル大学時代の友人たちも、ハワイでかれが成功したという噂を聞い
た。ハワイはまたの名をサンドイッチ諸島というが、これは一七七八年にイギリス海軍
のキャプテン・ジェームズ・クックが後援者のサンドイッチ伯爵にちなんで名づけたもの
である。友人たちはフィーニーをからかう新聞を送りつけた。見出しはこうだ：『サンド
イッチマン、サンドイッチ諸島で大成功』。
まだフィーニーとミラーが経済的に不安定だった一九六五年のある日、威厳のある長
身のフランス人男性がホノルル空港の海外線出発ロビーを通って DFS店舗へぶらぶらと
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やってきた。男はコニャック会社カミュの社長ミシェル・カミュで、当時ほとんど無名
だった自社のブランデーをアジアに売り込みに行く途中だった。「なぜカミュは陳列され
ていないのです？」と、かれはたずねた。理由――キャッシュフローの問題で信用取引が
難しいから――を聞くと、カミュはパリに会いにきてほしいとチャック・フィーニーを招
いた。
ミシェル・カミュとチャック・フィーニーは前にも一緒に仕事をしたことがあった。数
年前に、地中海のアメリカ海軍に酒を売っていたフィーニーは品揃えに加える安価なブラ
ンデーを見つけてくるようジャン・ゲンツブルガーに頼んでいた。フランス人はパリの
『国際食品・ワインフェア』へ行って、『カミュ』と記した屋台にシャルル・ド・ゴールを
彷彿とさせる紳士がいるのを見つけた。ミシェル・カミュはゲンツブルガーをフランス西
部のコニャックの町の近くにある自社のワインセラーへ招き、格安でコニャックを五〇箱
売った。こうしてフィーニーとミラーはカミュの顧客になった。このフランスの会社の社
長は、一九六三年にはフィーニーのために「カミュ・セレブレーション」ボトルまで作っ
てくれた。
ミシェル・カミュが一九六五年にハワイを訪れたとき、ＤＦＳは大部分の供給業者から
信用取引をとりつけるのに苦労していた。「すばらしく成功していれば信用売りをしても
らえますが、駆けだしではそうはいかないのです」と、フィーニー。ほとんどの高級ブラ
ンドは、免税店なんてペテン師が小さくて窮屈な店で営むような、どちらかといえばうさ
んくさい事業だとみなしていた。高級な売り手は『安売り』店と提携すると自社のブラン
ドの格が落ちると考えていた。「当時の免税店とは脱税業者みたいなものでした」と、カ
ミュの輸出販売部長になったジャン・ゲンツブルガーは説明する。「人々はこの事業を理
解できずに、何か悪いことに違いないと言っていたんですよ」。
流通業者もやはり免税を嫌った。免税店主はいつも直接製造者のもとへ行って工場渡し
価格で手に入れようとするので、締め出されてしまう――これも信用枠を広げる阻害要因
になった。酒類の供給業者はとりわけＤＦＳに対して手厳しかった。蒸留酒の信用販売で
は、小売業者の支払い期限は通常六〇日に拡大される。DFSに対する期限はわずか一五
日から三〇日で、前払いを求められることもあった。一箱二〇ドルの酒が一〇〇〇個必要
になると、フィーニーは二万ドル用意しなければならない。一本も売れないうちから。
コニャックメーカーとして定評のあるヘネシーやマーテルは、DFSがとても小さかっ
たため「実に横柄だった」と、ボブ・ミラーは振り返っている。シャネルは立派な店にし
か香水の販売を認めなかった。アラン・パーカーはジュネーブの一流腕時計ブランド、パ
テク・フィリップの事務所で「われわれの店はかれらの質の腕時計を売れるような場所で
はない」と言われてけんもほろろにあしらわれたという。腕時計メーカーは「非常に手強
いやり手」だったとフィーニーは振り返っているし、おもな腕時計会社はかれらに取り合
わなかった――だがロレックスの社長の妻がアイルランド人だと知ったフィーニーは、と
ある公式行事の後に社長と雑談して人脈をつくり、ロレックス製品を扱う許可を得た。
この信用取引をめぐるジレンマに駆り立てられて、フィーニーはパリへミシェル・カ
ミュに会いに行った。そして商品を掛け勘定で入手する苦労と自動車事業を閉鎖する努力
について話したのだが、ホノルルと香港の DFS店舗の売り上げの見込みについては滔々
と語った。コニャックメーカーから直接買いつける必要があり、寛大な信用取引を必要と
している。そのかわり DFSはカミュを宣伝して、多くの日本人が出かけて大金を使いつ
つある極東と太平洋に同社が切望していた流通網を築く、とかれは話した。
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ミシェル・カミュにしてみれば、失うものはほとんどなかった。カミュ家はかつてサン
クト・ペテルブルグにブランデーを輸出して栄え、現地ではロシア最後の皇帝一族御用達
の公認コニャックとされていた。それも革命とともに終わり、カミュはコニャックをソ連
のウォッカと交換するようになっていたが、利益を上げられる商売ではなかった。一九六
〇年代半ばには相当な在庫を抱えたまま破産に等しい状態になっていて、コニャックの世
界売上では二〇位という低い位置にあった。
あかぬけて魅力的なコニャック出身のミシェルはニュージャージー出身の青い眼のもと
軍人をとても気に入った。ミシェル・カミュはコニャック卸売業の世界で、フィーニーは
酒類販売の世界で、二人とも負けを喫していた。カミュはフィーニーに直接販売と一二〇
日間の信用取引を提示した。これは「

ジュス

酒」業界では前代未聞の取引条件だった。これで
フィーニーたちはカミュを一瓶二ドルで入手できるようになった。クルボアジェの原価は
六ドルで、どちらも一瓶あたり九．九五ドルで売れた。
カミュとのつながりは DFSの所有者たちが負債の清算に奮闘するにあたってさらに重
要になった。DFSには準備金もなかったが、大きな信用枠を得て資本供給を受け、現金を
もっと手にしなければカーズ・インターナショナルを閉鎖できなかったのだ。トニー・ピ
ラロはスイスの銀行を利用して信用をとりつけようとしたが、ジュネーブでコラテリー通
りのロンバー・オディエ銀行を訪れて百万ドルを求めたところ、はねつけられた。「どう
かしているんじゃないかという目で見られましたよ」。やがてピラロはリスクを取って融
資してみようという銀行家を見つけた。バハマのナッソーにある――ピラロがしばらく働
いていた――バトラー銀行の所有者アラン・Ｃ・バトラーが、ピラロとパーカーの提示し
た計画に対して五〇万ドルの融資枠を提供することに同意したのだ。まず DFSがカミュ
のコニャックを独占的に世界に流通させる代理店をバハマに立ち上げる。代理店はミシェ
ル・カミュの膨大な在庫を買い上げ、アジアのDFSおよび「その他の」免税会社に売って
バハマの DFSの所有者に現金収益をもたらす。カミュは流通網を手に入れ、フィーニー、
ミラー、パーカー、ピラロには自動車事業から抜け出すための現金が入る。ナッソーを経
由する金はアラン・バトラーのつなぎ融資の安全を保証する、というものだ。一九六五年
九月にフィーニーたちはナッソーで流通代理店のエアポート・チャンドラーズ社を登記し
て、DFSの持株割合に比例して四人が株主になった。
思惑はうまくいった。「DFSからカミュへの注文をエアポート・チャンドラーズ社が受
け、カミュがエアポート・チャンドラーズ社に請求し、エアポート・チャンドラーズ社が
DFSに請求し、DFSがエアポート・チャンドラーズ社に支払い、エアポート・チャンド
ラーズ社がカミュに支払って利益を吸収しました」と、ゲンツバーガーは説明する。ナッ
ソーの代理店はたちまちカミュ製品の九割を扱うようになった。
この計画をうまく運ぶために、DFSは日本人旅行者にそれまでの酒の買い方をやめさ
せて、カミュのコニャックが最高級品だと説き伏せなければならなかった。フィーニーの
考えた賞与ほしさに、ハワイの販売員たちはカミュに乗り換えるよう旅行者を言いくるめ
た。「日本人男性は、来るとジョニ黒を二瓶買い求めました。ジョニー・ウォーカー黒ラ
ベルをかれらはそう呼んでいたのです」と、ボブ・マトウセクは言う。ワイキキのダウン
タウンに店を開いたときにフィーニーがホノルルに連れてきて空港店を任せた、もと車
セールスマンのいつも陽気な男だ。「当時は持ち込みが二瓶まで許されていて、ジョニー・
ウォーカーは日本向けの立派な土産でした。女の子たちは『あらあら、新しいコニャック
をご存知ないのですか？ 　これが一番新しいんですよ』と言って、それをカミュと替え
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たのです。車のセールスを思い出しましたよ。トライアンフに決めた相手に、もっと儲か
るボルボに替えさせるのです。でもどこでもあることですし、とてもうまくいきました。
すばらしいものでしたよ」
一九六六年三月までにフィーニーは、ホノルル空港の小さな店で月に一六〇〇本のカ
ミュを売り上げるようになっていた。かれはゲンツブルガーに当てた手紙に、女性店員が
「まさに客に熱弁をふるって」カミュを売りつけて賞与を手に入れていると書いている。
また、香港でのカミュの売れ行きがゼロに近いことにも触れて、現地を数週間おとずれて
「少々揺さぶりをかけてくる」つもりだとも述べていた。

DFSの販売員たちは行く先々でカミュを売り込むのを楽しんだ。出張でおとずれた日
本では、ナイトクラブでかならずカミュのコニャックを頼んで、ないとなると不快感と驚
きを装った。
しかしフィーニーは、ブランデーとなると日本人旅行者が何よりクルボアジェ・ナポレ
オンを好んで買うことに気づいた。この銘柄にはトレードマークのフランス皇帝のシル
エットが描かれており、ナポレオン・ボナパルトがセントヘレナ島へ流されたときにクル
ボアジェの樽を数個注文して送らせた事実をもとに『ナポレオンのブランデー』と豪語し
ていた。アジアでは、ナポレオンという名前は正統性と男らしさの表れだった。クルボア
ジェは世界市場でも優勢で、認可を得て日本に輸入されている唯一のブランドだった。だ
がクルボアジェのマーケティングには穴があった。日本人はこのブランドを製造業者では
なく『ナポレオン』という言葉で認識していた。『ナポレオン』という言葉の特許はだれ
にも取られていなかった。フィーニーはミシェル・カミュにカミュ・ナポレオンの名でコ
ニャックを売り込むことを提案した。カミュはクルボアジェとの直接対決に乗り気ではな
かった。自社のナポレオンがあからさまな模倣と受け取られて失敗するのを恐れていたの
だ。フィーニーはラベルのデザインを現代的に改め、小さな文字で『ナポレオン』と表記
して、長い期間をかけてカミュの文字を小さくして『ナポレオン』を大きくしていくこと
を提案した。かれらのやり方に気づいた人はほとんどいなかった。『ナポレオン』の文字
を探してブランデーを買っていた日本人たちは、まもなくクルボアジェとカミュの区別が
つかなくなった。
カミュのマーケティングはフィーニーにとってちょっとした執念になった。ミシェル・
カミュに宛てた手紙で、ナポレオンの表が見えるブックのそばに立つ二本のカミュを扱っ
た宣伝用の写真をプロの手で作り直し、シルクスクリーン印刷と表示を改良してボトルの
前のコニャックグラスを「見栄えがするように」動かさないかとたずねたこともあった。
フィーニーは念のために自分で描いた最終的な仕上がりのスケッチを添え、他の変更を列
挙していた。「本をわずかに左へ。CAM NAP（カミュ・ナポレオン）を（本と）同じだ
け左へ。NAP EXTRA（ナポレオン・エキストラ）をわずかに左へ向けて文字がすべて
見えるように」
ビジネス旅行客は同じ上司たちに土産を買わなければならないことがしばしばだったの
で、カミュは年代物のブランデーをさまざまなボトルに入れて品揃えを広げた。バカラの
クリスタル製デキャンタ、リモージュの磁器のブック、さまざまな色のナポレオン像など
は日本の顧客向けのすばらしい贈り物になった。もっとも成功したのはカミュ・ジョセ
フィーヌで、軽いコニャックの入った細いボトルに、アールヌーボーの芸術家アルフォン
ス・ミュシャの描いたしなやかな女性のラベルをあしらった製品だった。これは日本の
『OL』に大人気だった。
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DFSはアルマニャック――ピレネー山脈のアルマニャック地域で造られたブランデー
で、コニャックとは違って一度だけ蒸留したもの――の「創造」にもかかわり、これを世
界的に認められるブランドに仕立て上げた。ゲンツブルガーの提案でミシェル・カミュは
スペイン国境近くのラバスティード・ダルマニャック村のシャボー家由来の古い未使用銘
柄『シャボー』を買って製品を立ち上げた。ゲンツブルガーが最初のボトルをデザインし
て、このナポレオン・シャボーをプリンス・ド・シャボーと名づけた――ある日この称号
を名乗る人物が連絡してきて、名前の使用料として売り上げの一部を求めてから、この名
前は取り下げになった。

DFSに信頼をおいたフランスの製造業者はミシェル・カミュだけではなかった。母親
のニナ・リッチと一緒に有名なフランスの香水メーカーを設立したロバート・リッチの義
理の息子ジル・フックスは、DFSがまだ苦境にあった頃にアラン・パーカーに会いにき
た。「かれはニナリッチの七ミリリットル入りを一瓶三ドルで一〇〇〇本売りたがってい
ました」と、パーカーは振り返る。「そこで『こうしよう。ひとつ一ドルで三〇〇〇本だ』
と言ったのです。かれは受けてくれました。われわれは非常に安い価格で買い続け、莫大
な利鞘が出るので徹底的に売り込みました。そのおかげで日本には、年を追うにつれてニ
ナ・リッチの巨大な市場ができたのです。かれは賢明にも、自社の香水でわれわれを引っ
かければ何百万本もの香水瓶が流れこみ、日本でのマーケティングに投資する必要がない
ことをわかっていました。そもそもかれらは日本に入れなかったので、日本でマーケティ
ングのしようがなかったんです。われわれはニナリッチを相場の三分の一ほどで買って、
二倍もの金を儲けました」
女性店員たちは何も知らない日本人客たちにニナリッチを売り込んで特別手当てを受け
取った。「彼女たちはこのときも、とても弁舌巧みでした」と、マトウセク。「ニナリッチ
を客の手にためしにつけて『これは新しい香水なんです。流行の先端ですよ』と、言った
のです」。会社が大きくなると日本人旅行客たちは店に入ったとたんにカミュとニナリッ
チのディスプレイに直面することとなり、やがてこれらを欧米の一流贅沢品として受け入
れるようになった。
カミュと契約を結び、エアポート・チャンドラーズ社を設立して二年で DFS自動車事
業の負債は解消し、エアポート・チャンドラーズ社は利益を上げていった。四人の株主た
ちは車を注文した司令官や将官たちに対する納車義務を果たし、すべてを期限内どころか
早めに配送できるようになった。エアポート・チャンドラーズ社は DFSより先に配当金
を出した。当時の「金のなる木」だったとパーカーは振り返る。最初の配当金は三一二五
〇ドルで、一九六七年に四人の持株比率に応じて分配された。チャック・フィーニーとボ
ブ・ミラーがそれぞれ一万二一一〇ドル、アラン・パーカーが六二五〇ドル、トニー・ピ
ラロが七八〇ドルだった。

DFSの所有者たちは物覚えが良かった。苦境にあった頃にかれらを冷遇したメーカー
のもっと有名なコニャックが DFSの棚に並んだのは何年も後になってからだ。一九八〇
年代の中盤までには、カミュはおよそ五〇万箱のコニャックのほとんどを DFSから小売
りするようになり、日本で売り上げ一位、世界で五位につけるコニャックになっていた。
ゼロから始まったシャボーはフランスで輸出額最高のアルマニャックになった。
頂点を迎えた一九八〇年代には、この協定が四人の株主にもたらす配当金の総合計は年
間平均五〇〇〇万ドルになった。社外の者はだれもそれを知らなかった。これは世界規模
の小売りクーデターだった。「われわれは世界規模の権利を持ち、価格を設定するのもわ
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れわれで、自分たちだけで売ったのです」と、フィーニー。
チャック・フィーニーはミシェル・カミュが信用してくれたことを決して忘れなかっ
た。「すばらしい関係の始まりで、われわれに訪れた大きな幸運の一つでもありました」
と、フィーニーは語る。ミシェル・カミュはフィーニーにとって父親であり、良き師のよ
うな存在になった。フィーニー家とミラー家は定期的にフランス西部のコニャック村のす
ぐそばにあるカミュの城を訪れた。ミシェル・カミュは訪れたかれらによく語ったもの
だった：「いいコニャックを造るのは簡単だ。コニャック造りに生涯を捧げた曾祖父、祖
父、父がいればいいんだよ」
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第 8章

香港のワニたち

フィーニーがホノルル空港で濡れ手に粟をつかみ、ミラーはカーズ・インターナショナ
ルの閉鎖にとりかかっている間、かれらは香港の啓徳空港ターミナルに立ち上げた免税
店の経営をジョン・モンテイロに任せた。ポルトガルの血を引く見識豊かな地元の会計
士だ。モンテイロはチャイナ・ライト・カンパニーの部長職にあったが、アメリカに職
を得て移住しようとしていたところを二人の創業者たちに説得されて DFS に入社した。
フィーニーたちはかれのように世慣れた人物を必要としていた。かれらはそのうちにアメ
リカに異動させるとモンテイロに約束して、契約書にその旨を盛り込んだ。
このイギリス植民地は、一九六〇年代後半には人口四〇〇万人を擁する自由競争資本
主義の世界的中心地になっていた。あらゆるものが売り買いできた。香港の港にはカモ
メがいない、食べられるものは何も捨てないからだと言われていた。政治的権限を握っ
ているのはイギリス総督だったが、実権を持っていたのは香港上海銀行やジャーディン・
マセソン、バターフィールド＆スワイン、サウスシー・テキスタイルスなど大手の『ホン
（Hongs）』、すなわち貿易会社の重役会議室だった。
香港は東京から飛行機でわずか三時間だった。洋風の店舗、二階建てバス、英語の道路
標識。海外経験とバーゲンをもとめる日本人旅行者にとってはアジア随一の目的地だっ
た。ほとんどイギリスに行くようなものだった。それにあらゆるものが免税だった。ただ
し酒とタバコは例外だった。それを免税で売ることができたのは DFSだけだった。
ハワイと同じく、空港免税店は四．五メートルのカウンターが二つあるだけの屋台のよ
うなものだった。所有者たちが気配りを欠いた最初の数年はうまくいかなかった。数十人
の日本人旅行客が免税の酒を取りに来る日だということを忘れた店長が従業員にクリス
マスの一日休暇をとらせてゴルフに出かけてしまい、怒った日本人たちが暴徒と化して
シャッターを下ろした店に詰めかけたこともあった。
ハワイと同じく、一九六四年以降は香港の空港店にも日本人観光客が押し寄せるように
なった。女性店員たちの手が追いつかないほどの勢いで免税の酒やタバコの注文がなだれ
こんだ。モンテイロは日本語を話せる人たちを雇って観光バスに同乗させ、空港で渡す商
品の注文を取らせた。日本が海外旅行の制限を緩和すると、売上は毎月倍々ゲームで拡大
した。「ものすごくてわれわれの手には手に負えない」ところまで行き着いたとモンテイ
ロは語る。そうこうするうちに、DFSの〇．〇九平方メートルあたりの売り上げはロン
ドンのデパート、ハロッズのおよそ五〇倍になった。
だが金が儲かると DFSの所有者たちはすぐにその利益を吸い上げて自動車事業の整理
にまわした。そのためモンテイロは仕入先への支払いを遅らせ、破綻させないように機転
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を利かせなければならなかった。あるとき、もっとも売れ行きのよかったウイスキーの
セールスマンがしびれを切らして「小切手を送ってくるまで納品しない」と言ったことが
あった。モンテイロは銀行が払い出しをしないように、数字で書いた金額と、ことばで書
いた金額とが一致しない小切手を送った。セールスマンが連絡を入れて「いったいこれは
何だ？」と聞いてくるとモンテイロは言った。「おっと、すみません。返していただけれ
ば小切手を切り直します」これで二週間の余裕が稼げた。「愉快な遊びでした」と、かれ
は語っている。
モンテイロはダウンタウンにもっと大きな店舗を建て、高まる需要にこたえて扱う商品
の幅を広げることを思いついた。啓徳空港店は旅行客たちの需要の二割しか満たしていな
かった。日本人たちはカメラ、香水、化粧品、高価なペンなど高級品を買いたがっていた。
契約には DFSを空港内に限定したり、酒とタバコだけを売るよう制限したりする条項は
なかった。繁華街に『ワンストップ』ショッピングの店舗を構えて、購入したものを空港
に届けると言って旅行者を引きつけることも可能だった。
四人の所有者たちはこの提案を協議にかけて悩んだ。新しい店舗用に香港のダウンタウ
ンに上等な場所を借り、設計と改装をして従業員を四倍に増やすには資金が必要だ。計算
ちがいがあれば、ふたたび会社は落ち込む。香港はホノルルより競争が熾烈な場所だっ
た。それに中国の旅行業者が日本人客を連れてくることを拒めば、ダウンタウン店は繁盛
しない。多くの旅行業者は高めに値段をつけた雑貨を扱う店を自営しているか、店に団体
客を連れていくと大きなリベートをくれる友人を持っていた。旅行者以外を除いてだれも
が知っているいかさま商売だったのだ。
モンテイロは香港の旅行業全体をほとんど仕切っている上位二十位の旅行業者を訪れ
て、ある提案をした。自営する小売業をあきらめて日本人旅行客をすべてダウンタウンの
DFS店舗に連れてくれば、団体客が買ったハンドバッグ、万年筆、腕時計などの品物につ
いていい手数料を渡す、というものだった。「自分で店なんか持たなくてもいいじゃあり
ませんか」と、モンテイロはたずねた。「代わりにわたしが店をやって、品揃えと価格を
さらに充実させてあなたにリベートをお渡しさせてくださいよ」
「一社か二社をのぞいてほかは、いい案だからその話に乗ろうと言いました。そうチャッ
クとボブに伝えると、二人が『やろう』と言ったのです」。

DFS は九龍のハンコウ・ロード（漢口道）に位置するホートン・ハウスの一階、極東
のホテルの「貴婦人」といわれるペニンシュラホテルの裏にダウンタウン店を設けた。
そして店長を二人と女性店員たちを雇った。『風水』――状況に調和をもたらす立地と配
置――は絶好という見立てだった。モンテイロたちは正式な開店式典とパーティーを開
いた。
しかし非常に乗り気の様子だった旅行業者たちも、そう簡単に自分たちの事業をあきら
めようとはしなかった。かれらは香港における高級品や土産物の供給元を脅して、商品を
DFSに卸売りすれば関係を絶つと言ったのだ。「旅行業者たちはそいつらを『しまいこん
だ』のです」と、モンテイロは香港のポルトガル風クラブ・ルシターノで茶を飲みながら
開店当時を振り返る。「ST デュポンのライターは日本人が当時必ず購入した絶対的な商
品でしたが STデュポンは供給してくれませんでした。ロレックスも供給してくれません
でした。シャネルも供給してくれませんでしたよ」
モンテイロはフィーニーに連絡した。「わたしはこの旅行業者を全部相手にしなきゃな
らない。店を建てなければならないし、従業員を雇わなければならない。余裕がないせい
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で経営を手伝う部下はほとんどいないし、商品を調達するために仕入業者すべてに会わな
ければならない。一人でこなすのはまったく無理だ。助けてくれ」。
この頃ミラーは会社の活動から身を引いて休職していた。かれはフィーニーと十年にわ
たって事業に取り組んできた。世界をまわってツーリスツ・インターナショナルとカー
ズ・インターナショナルの事務所を閉鎖してきたが、これは楽しい仕事ではなかった。い
まやミラーは配当金を投資して他のことをやりたいと考えていた。かれは妻のシャンタ
ル、幼い娘のピアとともにロンドンに住んでいた。
フィーニーはみずから香港に赴くしかないと悟った。一九六七年九月に飛行機で啓徳空
港にやってきたのだが、当時これは記憶に残る経験だった。空港に低空で近づくと、九龍
の六階建ての団地のテレビの青い光のちらつきが乗客にも見えた。パイロットにこれほど
急カーブのアプローチで街の中心部を横切らせる空港は世界でも他になかった。
フィーニーとモンテイロは納入業者を二分して、商談にまわった。二人はとにかく仕入
れるために、『利幅なし』の買いつけを申し出た。それでも事業はうまくいかなかった。
納入業者たちに DFSをボイコットさせようとした旅行業者たちは、団体客を店に連れて
くるという約束も守らなかった。フィーニーたちは強欲なペテン師たちに取り囲まれてい
たのだった。「人生最悪の悪夢でした」と、モンテイロ。「地獄でした。わたしはいったい
何がどうなっているのか確かめに二十の業者のところへ戻りました。言ってやりました
よ。『このろくでなしども、おれをはめやがったな。これが提案だ。おれの店に来て協力
しないなら、あんたの客には免税の酒を売らない』」。
一週間はそのまま酒の注文に応じるが、日本人も店に連れてこなければ手を切るとモン
テイロは旅行業者たちに伝えた。業者たちは屈した。団体旅行客たちをダウンタウン店に
連れてくるようになったのだ。一週間のうちに DFSは非常に混み合うようになり、女性
店員を雇うのが間に合わないほどになった。
「旅行業者たちはリベートをくれる相手ならだれであろうと手を組みましたし、しばら
くするとかれらも、われわれが街で一番の獲物だと気づいたのです」と、フィーニーは語
る。「われわれからは他より多く手数料を取れました。いまでもそうです。昼食でレスト
ランに客を連れていけば一人あたり一ドルとれるかとれないかですが、われわれのところ
に来れば大金が手に入りました」。中には、客をDFSに連れてきて手にした手数料がとて
も多かったので、自分の小売り店舗を店じまいした旅行業者もあった。
香港の小売業史上もっとも大胆な賭けの一つが成功した。これでデューティー・フ
リー・ショッパーズは、酒とタバコだけでなくすべてが免税の店だと思っていたであろう
旅行客たちに、あらゆる高級な贅沢品を販売できるようになった。「酒とタバコをエサに
かれらを引き入れて、腕時計を買わせたのです」と、フィーニー。
女性店員たちの負担は容赦ないものだった。彼女たちは一週間休みなしで一日に一五時
間働いた。夫たちが不平をもらし始めた。店に電話で「おれは妻を見かけなくなったし、
子供らも母親に会ってない。こんな状態がいつまで続くんだ？」と言ってきたのだ。怒っ
た夫たちはついに結集してダウンタウン店の責任者たちに詰め寄った。フィーニーとモン
テイロは声高に暴言を吐く夫たちに対峙した。「どうか辛抱してください」と、チャック
は懇願した。数人の女性は辞めたが、ほとんどは残った。従業員が倍に増やされ、さらに
倍になると負担はやわらいだ。
モンテイロに休みはなかった。かれは大晦日の夜も店長の一人とそろって婚約者を待た
せてタキシード姿で棚卸しに励んだ。午前二時になっても二人が働いていたので、婚約者
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たちは家に帰ってしまった。
需要があまりに高いのでダウンタウン店は拡張を余儀なくされた。つまりはホートン・
ハウスの所有者に他のテナントを立ち退かせてくれと要請するということだった。テナン
トの中には隣人の事業の規模を見てとどまることに決める者もあった。香港店の店長の一
人はコオロギに人間の排泄物をかけて競合店に放つ『中国コオロギ攻撃』でかれらを追い
払おうと提案した。「それはとても独創的だがやらないでおこう、とかれに言いましたよ」
と、モンテイロは笑って言う。
フィーニーとモンテイロは日本人旅行客たちの買物の傾向を研究した。すると旅行客た
ちは四日間の旅行の三日目に、初日の三割増の額を費やしていることがわかった。日本人
たちは三日目までに価格を見極めて、その日に買い物を完結させようとしていたのだっ
た。モンテイロは日本人客をもう一度連れてこさせるために、ふたたび旅行業者たちのも
とを訪れた。「一部は賛同しましたが、多くが拒否しました。こんなたわごとを言うので
す。『もう六ヶ所の店に連れていっているし、すでにあなたの店には行っている。どんな
口実で同じ店にもう一度連れていけというんだ？』。そこでわたしは『わかった。もう一
つ店を建てるから、まずここを訪れて、二度目はそっちに行くといい』と言ったのです」。

DFS はこれを実行に移した。九龍の『ゴールデン・マイル』、ネイザン通りとグラン
ヴィル通りの交差点にダウンタウンで二軒目の店舗――いわゆる『リピーター』店舗――
を開いたのだ。旅行者が自発的にやってきた場合でも、二軒目の店舗で買ったものすべて
について手数料を払うとモンテイロは旅行業者たちに約束した。買ったものを空港に配送
するためにホートン・ハウスの店舗で旅行者に渡される買物カードを見れば、どの業者の
扱い客かはわかった。
ここでも疑いをもった旅行業者たちもあった。モンテイロはかれらを夕食に誘い、この
仕組みで得られる推定金額を示した。「かれらはあっけにとられていました。『からかって
いるんだろう』と言うので『本当だ！ 　来月試してみるといい！』と答えました」。
酒とタバコがエサになったが、ふたを開けてみるとステータスを重視する日本人旅行客
相手の商売でもっとも大きな位置を占めるのは、その他の一般商品だった。しかし『免
税』店であるという宣伝は、他の競合店との摩擦のタネになった。あらゆる物が普通の店
よりも安いという印象を旅行客たちに与えかねないというので、他の香港企業はかなり
憤っていた。デューティー・フリー・ショッパーズは頭文字の DFSだけを名乗ることに
して問題を回避した。
香港とハワイの老舗企業たちは免税事業のチャンスを逸していた。「ハワイなら五本の
指に入るといっていい『ホン』のジャーディン・マセソンは、最初のうち眠っていました」
と、アラン・パーカー。「かれらが見逃したというのは驚くべきことです」。
自動車事業の負債を完済すると、免税店はすさまじい利益を上げ始め、所有者たちは
配当の九割を現金で受け取ることに同意した。この慣行は二五年にわたって続くことに
なる。「社内に現金を留保したくなかったのです」と、フィーニーは語る。「そこでわれ
われは DFS の始動以来、現金はひたすら配当として外へ配っていました」。「たいてい
三ヶ月ごとに大金が入りました」と、ミラー。経営危機に直面して面目を失った三年後
に、フィーニーとミラーは百万ドル稼ぐという目標を着実に果たそうとしていた。そして
免税店は、ひたすら拡大する滝のような現金を生み出す蛇口になっていた。
フィーニーがモンテイロの手助けにきた六ヶ月後の一九六八年三月一八日に、妻のダニ
エルが香港へ来て夫に合流した。フィーニーたちの子供は四人になっていた。一番下のダ
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イアンはまだ十歳だった。フィーニーは海抜の高いマウント・デイヴィス通りのケープ・
マンションズの二十階を家族のために確保していた。三七歳にしてチャック・フィーニー
は、すでに当時の水準からみて裕福な男になっていた。裕福になったという事実は、イギ
リス植民地に居を構えるまでダニエルの意識に影響を与えていなかった。大金があるとい
うのがどういうことか、ダニエルがある日突然気づいたわけではなく、おもに他人の目を
通して気づいたといえる。かれらに対する人々の見方や扱い方が変わっていたのだ。
フィーニー家は裕福で贅沢な人々と生活を共にするようになった。ジャガーを一台と小
さな船を一隻購入して、運転手のジョージと数人の家事手伝いを雇った。かれらはクラブ
に加わってパーティーを開いた。当時フィーニーが持っていたタキシードは二着だった。
フィーニー家がひいきにしたのは植民地でもっとも排他的で高級なクラブの一つ、ミッド
レベルの婦人レクリエーションクラブだった。日曜に両親がテニスをする間に子供たちが
プールで水遊びするというような場所だ。香港で贅沢な生活をするのは簡単だとダニエル
は気づいた。家事手伝い、建物、食事が安かった。彼女は宝飾品やアンティークを買い、
マンションに装飾品など美しい品々をショーケースのように陳列した。
ダニエルは裕福な家の出ではなかった。家族はアルジェリアからパリに移り、父親が著
名な精神科医として身を立てるまで壊滅的な経済状態をくぐり抜けてきた。ダニエルは厳
しい状況の中で第二次世界大戦を生き抜き、チャックの事業のために国から国へ点々とし
て、香港に来てようやく楽しみに使えるための金ができたと感じた。彼女は植民地での生
活が気に入っていた。もっとも、その無益な側面は熟知してたが。
健康で、もみあげを短くしたこざっぱりした髪型、日焼けした肌のチャック・フィー
ニーは戦後のアメリカ人起業家に典型的な自信と活力を放っていた。かれは寛大で勤勉
で家族思いの立派なアメリカ人だった。仕事を楽しみ、事業の成果に満足しており、少
なくとも最初のうちはこの快適な生活をいくぶん楽しんでいたようだった。DFSの人々
はフィーニーをとても慕っていた。献身的な人物だったかれは、相手にも献身を求めた。
フィーニーは店員全員の名前を知っていたし、その家族にも気を使った。かれは問題を抱
えている従業員に手を差し伸べることで評判だった。ジョン・モンテイロの八歳の息子ミ
カエルがバイクのガソリンタンクに火のついたマッチを放り込んでひどい火傷を負った際
も、かれをニューヨークの一流病院に転送していくつもの手術を受けさせ、その費用をす
べて負担した。
フィーニーが香港でみせた恵まれない子供たちの福祉に対する配慮は、かれの生涯を特
徴付けるものとなる。ヴィルフランシュの浜辺のキャンプで子供の世話に向けた熱意は、
単なる商業活動ではなかった。かれは香港で下の階に住んでいたスザンナという聾の女
の子に、最適な治療を受けさせてやろうと奔走した。アメリカンスクールの送迎バスで、
子どもたちがサンルーフから顔を出しているのに女性運転手が無視しているのを心配し
た。「彼女が急ブレーキを踏んだり事故を起こしたりしたら、子供たちがひどいけがをす
るじゃないか」と、フィーニー。運転手のアパートに電話して懸念を述べたが「くたばっ
ちまえ」と言われたかれは、子供の親を一人ひとり訪ねて最終的に車から頭を出すのをや
めさせた。
香港の免税事業があまりに成長し、太平洋沿岸に手を広げられる公算が非常に大きかっ
たため、一九六九年にフィーニーはボブ・ミラーを説得して会社に呼び戻した。「正直な
ところ、わたしだけでは香港のすべてを取りしきれませんでした」と、フィーニーは振り
返っている。「『ボブ、みんな戻ってくるべきだ。まだまだたくさんのことができる可能性
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がある』と、言ったのです」。フィーニーはアラスカと太平洋諸島に初の免税店を展開し
て、事業を広げる可能性を視野に入れていた。「『わかった、戻るよ』と、ミラーは言いま
した」ミラーは家族とともにロンドンからイギリス植民地へ戻り、そのまま定住すること
になった。アラン・パーカーがハワイを取りしきり、ミラーが香港を管理するようになっ
て、フィーニーはようやく香港を離れて新しいチャンスを探せるようになった。
フィーニー家とミラー家はどちらもイギリス領香港の社交界の中にあったが、両家の
交流はめったになかった。ダニエルはボブを気に入ってミラー家とうまくやっていたが、
チャックの記憶によるとミラー家がフィーニー家を訪れたのは一度きりで、かれがミラー
家を訪れたのも一度だけだという。創業者二人のよそよそしさは、それぞれの社会的目標
のせいで悪化した。ボブとシャンタルの夫妻は最高のものに金を費やし、上品であること
と社会的な高みをめざすことをよしとした。シャンタルは「娘たちは王子と結婚させるの
よ」とダニエルに宣言したこともあった（うち二人は実際にそうなった）。
しかしフィーニーはだんだん、それまでの人生――そして家族や友人がニュージャー
ジー州エリザベスで相変わらず送っている人生――とかけ離れたそんな生活に対する姿勢
や、子供時代からしみついた倹約の価値について考え直すようになった。後になってダニ
エルにも、アメリカ人の夫が正装の晩餐会や趣味のヨットの世界に強い居心地の悪さを感
じていたこと、そしてひけらかしや、香港での裕福な社交生活をいかに嫌うようになって
いるかがわかってきたのだった。

DFS創業者二人の違いは、会社の慈善寄付をめぐる意見の相違となって表れた。黒字
になると、フィーニーは税引き前利益の五パーセントを善行に使おうと提案した。収益の
これほど大きな割合を寄付するのは当時の社風に反していたし――一九七〇年のニュー
ヨークタイム誌でミルトン・フリードマンは『企業の唯一の責任は利益を増やすこと』と、
有名なコメントを残している――慈善事業に大金を寄付していた香港企業はおよそ十社し
かなかった。ミラーはやりすぎだと考えたが、これに従った。チャックは会社に慈善信託
をおき、その管理にあたったモンテイロが政府高官（のちに政務司長）のアンソン・チャ
ン、もと知事のデヴィッド・アーカーズ＝ジョーンズ卿、もと政務司長のデニス・ブレイ
ディ卿など数人の名士を諮問委員会に加えた。ホームレス、盲人、老人向けの慈善信託
は、DFSの評価を高めることにもなった。
チャックとボブの人間関係は、事業の発展にもっとも尽力しているのはだれかという問
題でさらに悪化した。内部の人間にとって、仕事を一手に引き受けているのはフィーニー
だった。一方、そもそもハワイと香港という DFSの主要二店舗の営業権を最初に確保し
たのはミラーだった。「ボブは楽しみたがっていましたし、チャックは事業を成功させた
がっていました」と言う店長の一人は、フィーニーが決してもうミラーとは事業提携をし
ないと話していたと振り返る。「ボブが明敏で頭の切れる実業家ではなかったというわけ
ではありません。ただ、チャックのほうがずっと時間をつぎこんでいたというだけです」。
ボブ・マトウセクはミラーのことを「上品で話し上手な男」で、この世の良いものを最大
限に楽しむ人物だったと振り返る。アラン・パーカーは、フィーニーこそ会社の長でほと
んどの創造的な案を思いついた人物だったのだから、かれが DFSの支配権を持つべきだ
と考えていた。
だからフィーニーが独自にいくつか自前で事業を興しはじめたのも当然かもしれない。
カミュのコニャックとアルマニャックをアジアの・国・内・市・場・に売り、アジア地域でのシャ
ネルの香水代理店をつとめる会社を作るという機会を見いだしたのだ。かれは免税事業
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のパートナーに黙ったまま、一九七〇年四月一日にバハマで別会社を登記した。そして
利益山分けを条件に、専業で働くようジャン・ゲンツブルガーを説得した。このフラン
ス人にいい取り決めだと納得させるため、フィーニーは一ヶ月間の事業活動予想を罫線
入りのノートに大まかに描いて、経費を差し引いた利益の五割をゲンツバーガーが取り、
フィーニーが残りの五割を取る旨を説明した。二人は契約を結び、握手を交わした。四人
の DFS株主で所有するエアポート・チャンドラーズ社と区別するために、かれらはエア
ポート・チャンドラーズ・インコーポレーテッドとして取引することにした。ゲンツバー
ガーと妻で歯科医のアイリーンは、取引に着手するために二ヶ月後にフランスから香港へ
移った。
フィーニーはカミュの流通事業を独自に立ち上げた理由を、他にだれも見いだしていな
い機会がそこにあったというだけだと後に弁明している。カミュは「アジア一帯で売らず
に DFSだけで売っている限り、二流ブランドめいたものにしかなれない運命」だったと
フィーニーは語る。フィーニーの興した新事業は、論理的な次のステップであり、しかも
結局はパートナーたちに利益をもたらすことになる。アジアにおいてカミュの評判が高く
なるほど、DFSでのカミュの売れ行きも高まるのだ。
トニー・ピラロはこの一年後に東京でゲンツブルガーに会い、「いったいここで何をし
てるんだ？」とたずねてこの事業について知ったという。ピラロを含む DFS の株主は
フィーニーが勝手に事業を始めたことを侮辱だととらえた。アラン・パーカーは、フィー
ニーとカミュの関係は DFSとコニャックメーカーの関係から生まれたもので、だれかに
属するとしたら全員に属するものだと考えていた。「チャックは、そうは考えなかったん
です」と、パーカー。「そういう発想がないんです。おそらくいまでも、かれはこちらの
主張が理解できないでしょう」。
株主たちが詰め寄ると、フィーニーは免税でないカミュの販売業をエアポート・チャン
ドラーズ社に組み入れることにあっさりと同意したとピラロは振り返る。「かれはあっさ
り手放しました」と、ミラー。「いつものように、怒っていたとしても自分の胸におさめて
おいたんでしょう」。かれらはジャン・ゲンツブルガーの会社を――本人にはひどく喜ば
しいことに――三七万五〇〇〇ドルで買収した。統合された会社はやがて COL（Camus

Overseas Ltd.）と名称を変えてカミュ・コニャックの世界最大の販売会社になり、四人
の所有者たちにかなりの配当金をもたらしたのだった。
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一九六九年、ジョン・モンテイロは香港を離れてホノルルへ移る準備をしていた。かれ
はビザを取得してハワイへ異動させる条項が契約にあったことをチャック・フィーニーに
思い出させた。だがそれは難航した。DFSはホノルルで弁護士たちを雇って、会社には
ポルトガル語、広東語、英語、そして日本語も少々話せる経営に長けた人物がどうしても
必要で、この要件を満たすのはジョン・モンテイロしかいないとアメリカの入国管理局に
示さなければならなかった。
「ようやくアメリカに渡る許可をとりつけて荷物をまとめ、船に積み込んでチケットを
買いました」と、モンテイロ。「するとチャック・フィーニーに呼ばれて『申し訳ないが会
社はきみを本当に必要としているんだ。ハワイでなくアラスカで』と、言われたのです」。
モンテイロと妻のキャロルはずっと蒸し暑い香港で暮らしていた。それがフィーニーの
命令で、冬が厳しく平均積雪一五〇センチのアンカレッジで過ごすことになったのだ。当
時のアンカレッジは人口一〇万人余りの辺境の町といった雰囲気で、犯罪まみれ。一九六
四年の壊滅的な地震からいまだ復興しきっていなかった。モンテイロにしてみれば、これ
ほど嫌な場所は他にないくらいだった。夫妻には一歳の息子がいたし、キャロルは妊娠し
ていた。彼女は二人のメイドつき香港のマンション暮らしに慣れていたのに、アラスカに
きてみると雪まみれで車も運転できず、夫は朝から夜まで働き通しだった。一年我慢すれ
ばハワイに行ける、とフィーニーには言われていた。
フィーニーがモンテイロの熱意と経験をアラスカに必要としていたのは、一九六九年に
アラスカ州当局へ出向いてアンカレッジ空港の免税店営業権を DFSに与えるよう説得し
ていたからだった。金持ちの日本人観光客はハワイと香港に押し寄せるだけでなく、ヨー
ロッパやアメリカ本土へ向かい始めていた。ボーイング 747 ジャンボジェットの時代が
到来して、世の中はいっそうグローバルビレッジに近づきつつあった。ソ連領空の飛行が
許可されていなかったので、飛行機は北極経由で東アジアに行き来せざるをえず、アンカ
レッジはその燃料補給用の中継地だった。乗客たちは燃料補給のあいだ飛行機を降りて粗
末なターミナルをうろついていた。
「給油地のアラスカに行って免税店を開くなんてだれが思いつきます？」と、ボブ・マ
トウセク。「チャックですよ。かれは危険を承知していました。かれには不思議な力とい
うか認知力、他のだれにも見つけられないビジネスチャンスを見いだす能力を持っていま
した。747は事業を爆発的に伸ばし、水門を開いたのです」。
剥製の白クマが目印のアラスカ店舗は、すぐに大当たりした。日本からロンドンやパリ
に向かう飛行機が午前中に六便着き、乗客はターミナルにぞろぞろ入ってきて免税店の安
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さに金切り声をあげ、夢中になって買物を始めた。午後もヨーロッパやアジア行きの飛行
機が着くとまた騒ぎになって、旅行者たちは酒、腕時計、香水、毛皮に飛びついた。購入
したものを預けておいて、帰りにタラバガニやサーモンを買い込むついでに回収すること
もできた。
フィーニーはジャン・ゲンツブルガーと一緒に一度アンカレッジに立ち寄ったことがあ
る。キャロル・モンテイロが男の子を出産したところだった。カトリック教徒のモンテイ
ロ夫妻は名付け親になってほしいとフィーニーに頼み、近くには他にカトリック教徒がい
ないからだと冗談を言った。モンテイロはフィーニーとゲンツブルガーを市内観光に連れ
ていったが、その際に肌もあらわな女性が注文をとるわいせつな酒場にも寄った。ゲン
ツブルガーはそこでいちばん太った、体重一一〇キロの歯がない娼婦に二〇ドルを渡し、
フィーニーがすっかりあなたに見とれているのだがかれはとても内気だから、と話した。
そういう男の扱い方は心得ているわと言って、彼女はチャックのもとへ行って膝に座っ
た。巨体のせいでかれは身動きがとれなかった。「やめてくれ」とフィーニーが拒むと彼
女は言った。「心配いらないわ。内気な方なんでしょう」。友人たちは腹を抱えて笑った。
アンカレッジでの成功したことで、パリに日本人旅行客向けの免税店を開くという「完
全な失敗」も引き起こしたとフィーニーは語る。これは「最大の大失敗」だったとボブ・
マトウセクは語っている。ボブはその頃にはフィーニーの親友になっており、一九七〇年
にパリのオペラ通りに開いた DFS店舗の経営に乗り出した。構想はこうだった。パリへ
行く日本人団体客がアンカレッジや香港で乗り換える際に、そこの店長が航空便の情報を
入手してテレックスでパリに詳細を送信する。パリの DFSは団体客を店へ案内させるよ
うに手配して、安い酒とタバコのほか香水、ネクタイ、スカーフ、革製品などパリの商品
を買わせて、税は空港で申告させる。
しかしアメリカ人たちはパリの『ワニ』にかなわなかった。競合店や代理店が DFSの
戦略を逆手に取ったのだ。「パリの街には無数の店舗があるし、日本の旅行代理店は年を
追うにつれて知恵をつけてきたので、現金でキックバックを受けるようになっていたので
す」と、フィーニーは語っている。「最大のミスはツアーガイドに裏をかかれると気づか
なかったことに尽きます。われわれは、こんなのは狂気の沙汰だという結論に達しまし
た。最終的には店舗をたたむことにしたのです」。
しかし他の DFS、特にハワイ店舗の成功は旅行業界の語りぐさとなっていた。現地の
免税店営業権は明らかに金のなる木だった。現金がいくら転がり込んでいるか知っている
のは所有者たちだけだったが、他の小売業仲間も注目していた。DFSは一九六七年にこ
れといった対抗馬もなくハワイにおける三年間の営業権を更新していた。一九七〇年の更
新時には――この際の期間は十年――もっと高額を提示した入札者に負けるかもしれない
とかれらは恐れていた。そうなれば血と汗の結晶すべてが、他の誰かの懐を潤わせること
になってしまう。
一九七〇年七月にフィーニー、ミラー、パーカー、ピラロはハワイの営業権をいくら
で更新するか決めるためにホノルルへ向かった。日本の「エンパイア貿易」という企業
が本気で落札を狙ってくるという噂だった。憂慮すべきことに、この企業はデズモンド・
バーンに入れ知恵されていた。バーンは一九六五年の経営危機に逃げ出してハワイに移住
した、DFSのもと会計主任だ。バーンは DFSの数字を知っていた。DFSの事業と将来
性も。
秘密保持が何より重要だった。応札には巨額の保証金が必要だったが、その金額は入札
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額の一定割合と決まっていた。銀行へ行って入札用に支払保証小切手を一枚だけ作れば、
銀行内のだれかに入札額の見当がつきかねないと所有者たちもわかっていた。そこでかれ
らは隠蔽のために別々の銀行へ行き、支払保証小切手を五、六枚に分けて購入した。四人
はフィーニーがアイナ・ハイナ・ビーチに借りた家に集まって入札額を算定した。入札書
には、十年間の営業権についてハワイ政府に払う最少額をそれぞれの年について書くこ
とになっていた。会計担当のアラン・パーカーが資料を提供した。販売見通しについては
フィーニーがもっとも強気だった。かれらは六九〇〇万ドルを提示することで合意した
――年間七〇〇万ドルをわずかに下回る額だった。
一九七〇年九月一日の正午、かれらは封をした入札書の正式な開札に立ち会うため
に、黒板に面して椅子が並べられた天井扇のまわる殺風景な運輸省の事務室に集まった。
フィーニーとパーカーが席についた。ボブ・マトウセクのほか、香港で DFSに雇われた
財務担当重役のイギリス人、マイク・ウィンザーも一緒だった。空港職員も何人か見物に
やってきた。ホノルル・スター・ブリテン紙のケイ・ルンドも席についた。アラン・パー
カーは緊張していたが、フィーニーはとても落ちついていたようだとウィンザーは振り
返る。
入札したのは四社だったが、本気だったのはDFSとエンパイア貿易の二社だけだった。
役人が黒板に、各社が入札で確約した年間賃貸料を一年分ずつ書き出していった。僅差
だった。エンパイア貿易は DFSにわずか四〇〇万ドル及ばない六五〇〇万ドルで入札し
ていた。ケイ・ルンドによると、落札額が高額になることは想定のうちだったとはいえ、
上位二社の額が明かされると空港職員たちは息をのんだという。驚くべきこの金額は、免
税事業が DFSだけでなくハワイ州にとっても収益性が高いものであることを示している
と彼女は書いている。
入札の成功は「所有者たちの人生を一変させた」と、マイク・ウィンザーは何年ものち
に振り返っている。もし入札に失敗していれば、その大きな痛手からは立ち直れなかった
かもしれないとかれは語る。営業権を維持したことで、かれらは日本発展の波に乗ること
ができた。
それから三年間で日本人海外旅行客――フィーニーたちは OJと称した――は倍増して
二三〇万人に達した。一九六二年に六人だったワイキキ店舗の女性店員数は、一九七二年
には一六〇人に増えていたが、いまだにずらりと肩を並べて注文をとるのがやっとだっ
た。世界でもっとも貯蓄率の高い日本人は、ドルと円を隠しポケットのついた腹帯に詰め
こんでやってきた。DFSはどちらの通貨でも受け入れた。注文の三分の一は円だてだっ
たので、DFSは円を受け取る大手海外企業の一つになった。重役たちはときどき円紙幣
の詰まったスーツケースを東京へ運んで、銀行ルートでアメリカドルに換金した。香港で
は円紙幣がたまりすぎて金属製のトランクを使わなければならなかった。「この通貨を再
評価しなければならないと確信しました」と、アラン・パーカーは振り返る。「香港上海銀
行に巨大な貸金庫を借りて、数ヶ月は円を貯めこみました。そこで香港の財務担当者コリ
ン・ライトが買ってきた古いトランクに一万円札を詰めこみ、東京へ行って預け入れて、
それからドルに換金しました」。円は一九七〇年代前半に一ドル当たり三六〇円から二八
〇円へと高くなって、貯めこんだた日本紙幣は DFSに巨大な利益をもたらした。
かれらは他の方法でも円で鞘取りをした。DFSはホノルルにキンカイ不動産社を設立
してダウンタウン店の不動産を買った。「キンカイが建物を所有して DFS に貸し、取引
は円でおこなわれました」と、トニー・ピラロ。「われわれは三和銀行へ行って一パーセ
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ントの利率で貸し付けを受け、五五〇〇万ドルを借りてその五五〇〇万ドルを担保に利率
七パーセントの短期国債に投資しました。リスクなし。六パーセント。金のなる木でし
たよ！」
フィーニーは一九七〇年に東京へ行って「非常に頭のいい」日本人女性、サガワノリコ
を雇って DFS事務所を任せ、そこから旅行業の傾向を見守って日本の旅行業者との「卸
売り」契約に踏み切った。かれは東京の帝国ホテルに部屋を借り、やがて日本人旅行者の
半分がパスポートを取得する建物に事務所とショールームをおいた。そして一年前から旅
行の計画をたてる日本の大手旅行業者と親しくなり、翌年の旅行客たちの行き先を調べ
た。日本航空の乗客予想と航路も研究した。日本の野村総合研究所を雇って「計量経済学
的モデル」を定期的に更新させ、日本人の旅行計画を予測した。調査は正確でなければな
らなかった。すでに DFSは六ヶ月前から在庫注文をするようになっていたからだ。

DFSは海外で購入した免税品に欠品や破損品があることに帰国して気づいた客のため
のアフターケアも東京の成田空港と大阪空港で始めた。フィーニーは、日本人が DFSを
海外休暇の自然で好ましい一部として考えてほしいと思っていて、お客に気を配って購入
品がいい状態で届くよう配慮する会社という評判を作りたかった。商品はすべて保証つき
の純正品で――偽の消費財が通りの市場にあふれる地方では重要なことだ――欠陥や故障
のある品物はすべて交換された。苦情処理事務所では、購入品が帰国便に届かなくても
――時々あったことだが――最終的にはかれらの手元に届けることも保証した。免税品の
サンプルがずらりと並ぶ事務所で、旅行客たちは行き先の DFS店で購入できる商品につ
いて詳述した四ページのパンフレット『買物のパスポート』をもらえた。後には DFSク
レジットカードの申請もできた。DFSは懇意の人々に気を配り、毎年日本で二〇万ドル
のゴルフトーナメントを主催した。東京ではロビー活動に成功して、帰国した旅行者に日
本側で免税品を売れるようにする法案を阻止した。
「日本に従業員をずらりと揃えてすべての旅行代理店と連絡をとらせ、団体旅行客が来
る時期と到着する便を把握させました」と、ボブ・マトウセク。「顧客担当係は添乗員た
ちが飛行機から降りてくるところを出迎えました。ツアコンと一緒に客たちが大挙して繁
華街の店舗にやってきて、旅行業者には手数料が入るのです」。DFSは添乗員と旅行業者
に、店舗を訪れた旅行客一人当たり一ドルと、その団体の売り上げの五パーセントの手数
料を支払った。
フィーニーは日本のまわりに想像上の円を描き、日本人が行きそうな旅行先を探した。
かれはフィリピンを訪れてみたが、大統領夫人でマニラ首都圏知事だったイメルダ・マル
コスの要求は多すぎた。「イメルダ・マルコスが結ぼうとした提携は、われわれがすべて
をやって金を払い、店を経営してすべてのリスクを背負い、彼女がリベートを得るという
ものでした」と、フィーニーは語る。「『汚職』の文字が浮かび上がってきて、われわれは
逃げました」。旅行業者に手数料を払うのと、汚職政治家に巻きこまれるのは、まったく
別の話だった。
かわりにフィーニーはグアムに目をつけた。アメリカ領として最東の地、太平洋に浮か
ぶ島で、日本人の旅行先として見込みがありそうだった。かれは東京から飛行機で四時間
かけて現地視察にでかけた。グアムはマリアナ諸島の南端の島で、一八九八年のアメリ
カ・スペイン戦争後にアメリカに譲渡されてアメリカ領になっていた。一九四一年に日本
軍に占領され、三年後にアメリカ軍に奪還された。広さはワシントン DC の三倍で――
その三分の一をアメリカの軍事施設が占めており――先住民の数はわずか六万五〇〇〇人
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だった。通貨はアメリカドルで、店に並ぶのはアメリカ製品だった。
日本人たちはまだ来るようになっていなかったが、いずれ来るのは明らかだとフィー
ニーは判断した。アメリカ風の文化、温暖で快適な気候、珊瑚礁を備えたグアムは、日本
のマイアミビーチになる可能性を秘めていた。「ここぞわれわれの求めていた場所だと実
感しました。生き場所として実に自然でした。グアムは香港のようなものだったのです。
課税されるのは酒とタバコだけでした。それならわれわれは店をおいて酒とタバコ以外の
商品を売ればいい。考えるまでもありませんでした」。
「トニー、われわれでここを独占できるぞ」。一九七一年にグアムへ行ったとき、フィー
ニーは飛行機の中でそう言ったとピラロは振り返る。「かれは――行きの飛行機の中で
――わたしに神話の旗を渡してこう言うのです。『きみに任せたい』。わたしはグアムに乗
り込んでありとあらゆるものを買いつけました。空港での営業権、ホテルの売店。とても
急いでことを運びました」。
グアムの空港は当時ブリュワー・フィールド海軍航空基地と呼ばれており、木造の小屋
があるだけで一般乗客用ターミナルはなかった。一九四四年のアメリカ軍の勝利を受けて
ケネス・T・ジョーンズ・ジュニアという年配のアメリカ人が現地にジョーンズ＆ゲレロ
という小売業の会社を起こし、空港における小売店舗の営業権を持っていたが、かれが
経営のイロハも知らないのをフィーニーは見抜いた。DFSはタモン湾から砂浜と翡翠色
とコバルトブルーの湖礁を見わたせるグアム初の国際的なホテル、第一ホテルに出店し
た。ニナ・リッチの香水とカミュ・コニャックで「パリを少しばかりグアムへ持ち込んだ
のです」と、ピラロ。かれらは一九七二年に二軒目の店舗をダウンタウンに開店し、年末
には空港免税店の営業権を獲得した。そしてタモン湾に並ぶ一流ホテルに四店舗をおい
た。チャックはもとアメリカ海軍補給担当士官だった、最高の車のセールスマン、ボブ・
ブルーソを送り込んでグアムの店の経営を任せたが、まさにその頃、予想通り日本人が大
挙してやってくるようになった。
グアムの DFSがみごとな成功をおさめたので、フィーニーはサイパンも検分すること
にした。サイパンは北マリアナ諸島にあるグアムの五分の一の規模の島で、日本にはこち
らの方が三二〇キロ近かった。サイパンには空港さえなかった。島から島をつなぐ飛行機
は土の滑走路に降りてカマボコ型プレハブの前で止まった。戦前は日本の管理下にあった
が、アメリカ海兵隊が第二次世界大戦中でもっとも激しい戦闘を展開して一九四四年一月
に日本軍を駆逐していた。島にいた日本兵三万二〇〇〇人のうち二万九五〇〇人が戦死し
た。ここには何百人もの日本兵や島民の家族が、アメリカ軍に降伏するかわりに島の北端
のラデラン・バナデロという高さ二四〇メートルの断崖から身を投げたという太平洋戦争
でもっとも悲劇的な逸話の一つがあった。終戦後、サイパンは国連協定によってアメリカ
の信託統治領として承認された。一九七四年にフィーニーが小型プロペラ機でサイパンに
着いたときは、まだ戦闘の跡が島に残っていた。だが砂浜はグアムよりすばらしかった
し、西岸沿いには壮大な珊瑚礁があった。また、日本人が戦没者を偲ぶ巡礼地にもなりつ
つあった。
「サイパンには観光産業どころか、ホテルさえありませんでした」と、アラン・パーカー
は振り返る。「チャックはここがまちがいなく観光にいい場所だと思いついたのですが、
戦後に残っていたのは草ぼうぼうの古く長い滑走路だけでした。われわれは政府当局のも
とへ行ってこう言いました。『サイパンでの免税販売営業権二十年分と引き替えに、われ
われが空港建設と滑走路の改装の金を出しましょう』」。「そしてわれわれは世界一の税制
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取り決めを結びました」と、ピラロ。「愛国心を煽ってサイパンをアメリカ領最大の租税
回避地にしたのです。サイパンで得た収入を免税とする法案を成立させたんです。すべて
われわれが構築したんです。金脈でしたよ。非課税です」
ターミナルの建設に五〇〇万ドルを支払って、一九七六年に民間空港ができあがると、

DFSがすべてを取りしきった――免税店、土産物屋、カフェ、最終的にはホテル内店舗が
四軒とダウンタウン店。DFSの中では、この空港の滑走路をピラロ滑走路と呼んでいた。
かれが建設に大きく貢献したからだ。まもなく年間十万人がサイパンを訪れるようになっ
たが、ほぼすべてが日本からだった。大手ホテルチェーンがサイパンにくると、日本人旅
行客の数はふたたび増加した。「すばらしいドル箱商売でした。サイパンでは、ビーチと
われわれの店に行くくらいしかすることがなかったのです」と、ピラロは語る。
日本ではかなり長い間、東京でゴルフを一ラウンドするよりも飛行機でグアムかサイパ
ンへ行って週末ゴルフを楽しみ、二〇〇ドルか三〇〇ドルの買い物をして帰って来る方が
安かった。
急速に発展したこの時期に DFSはカナダのトロント空港、カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ空港、オークランド空港の免税営業権の確保にも成功し、サンフランシスコとロ
サンゼルスに海外旅行客向けのダウンタウン店を開いていた。DFSが活況を呈する資本
主義企業になったのは、ウォール街が後退した時期だった。一九六八年から一九七四年に
ウォール街の平均株価は七〇パーセント下がった。同時期に DFSの現金配当は年間数百
パーセント増加した。一九七七年には、年間配当は三四〇〇万ドルになっていた。フィー
ニーとミラーがそれぞれ一二〇〇万ドル、パーカーはほぼ六〇〇万ドル、トニー・ピラロ
がほぼ一〇〇万ドルを手にした。すべてが現金だった。かれらは本格的に裕福になりつつ
あった。



第 II部

地下に潜伏
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第 10章

いくらあれば豊か？

香港で経営に四年間とりくんだフィーニーは、DFS以外の新しい企業を始めるに充分
な資金を蓄えていた。かれは DFSの日常業務から身を引く意向をパートナーたちに伝え
た。一九七一年の取締役会では、トニー・ピラロに最高責任者を引き継がせることを提案
した。フィーニー自身は所有者の一人として、新たなロケーション探しや全般的な戦略、
契約更新の入札決定への協力には関わり続ける。
かれは香港での虚飾に満ちた国外在住者生活にうんざりしていた。ダニエルと一緒にフ
ランスに帰国したのは、子供たちをフランスの学校に通わせるのがおもな目的だった。五
人目のパトリックが一九七一年一一月に生まれて、子供は五人になった。フィーニーたち
はパリへ渡ったが、その後にコートダジュールへ移り、地中海沿岸の裕福なヨーロッパ人
たちが休暇に好んで出かけるフェラ岬に大邸宅を購入した。チャックとダニエルが一五年
前に出会った、ヴィラフランシュの砂浜が見わたせる場所だ。一九七二年五月に夫妻はそ
こへ引っ越した。家は荒れていたし、庭の草は生い茂っていた。だが家族はこの家をとて
も気に入った。フィーニーは古ぼけた籐いすとビロード張りの家具を取っておくと言い
張った。ダニエルはかれが室内装飾に金をかけたがらないことに気づいた。裕福さがもた
らす楽しみと、優雅な生活の板挟みになっているかのようだった。家を買ったのは貯まっ
ていく現金を投資するためだったが、フィーニーは富にとらわれることや、それにつきも
のの高価なものを当然とする意識にますます不快感を示すようになっていた。
かれは自分がそんなに大金を持っていいのだろうかと疑問視するようにさえなってい
た。何年も後に、この時点で豊かだったかどうかたずねられたフィーニーはこう答えた：
「いくらあれば豊かなんでしょうね？ 　文句なしに豊か、何の留保もなく豊かと言えるに
は？ 　わたし自身はちょうど、お金とか、ヨットを買うとか、各種の装飾品にはまった
く興味をそそられないという結論にたどりついたところですよ」。かれは安いタイメック
スの腕時計をして中古のボルボを買い、意識して質素な暮らしをした。海を渡る長時間の
空の旅ですら、お買い得だからと家族みんなエコノミークラスに乗ると言い張った。パリ
やモンテカルロでは渋々ながら正装の晩餐会に数回出席したが、フィーニーとダニエルの
写真がパリ・マッチ誌に掲載されると激怒した。かれはこの手の催しに参加するのをや
めて、夫婦で加わりはじめていた南フランスでの裕福な人々との社交をすべて断ってし
まった。
フィーニーは虚飾嫌いを服装で示した。マンハッタンの経営コンサルタント会社クレ
サップ・マコーミック＆パジェット出身で、DFSに雇われて日本の旅行トレンドの評価に
携わっていたトーマス・ハーヴィルは、DFSの最高幹部たちに会いにホノルルに行った
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ときのことをこう振り返る。「そこへ色褪せたアロハシャツに白のジーンズ、素足に靴と
いういでたちの男が入ってきたんですよ。もちろんそれがチャック・フィーニーでした」。
成功した一事業家として目立たないようにするのには他にも理由があった。一九七〇年
代のイタリアでは、身代金目当ての子供の誘拐がはびこっており、当時フィーニーが住ん
でいたのはフランスでもイタリア国境からわずか五〇キロのところだった。一九七〇年か
ら一九八二年にかけて、イタリアの犯罪組織や政治ギャングは五一二件の誘拐事件を起こ
していた。フィーニーは自分の子供が、一九七五年に二〇〇万ドルの身代金を払ったにも
かかわらず誘拐犯に殺された一八歳のイタリア人少女、クリスティーナ・マゾッティのよ
うになってしまうことをおそれていた。フィーニーは娘たちをイタリアに行かせようとし
なかったし、彼女たちも大人になるまでは行かなかった。誘拐団は国境を越えてくること
もあった：一九七七年には五歳のイタリア人少女がジュネーブの学校へ通う途中でつかま
り、二〇〇万ドルの身代金を払って解放されている。
車で五分のところに住むイタリア人映画製作者で、ミラノの新聞コリエーレ・デラ・セ
ラ の出版者であるアンジェロ・リッツォーリの娘のイザベラ・リッツォーリと娘のキャロ
リーンが仲良くなると、子供たちの安全を気遣うフィーニーの思いはますます強まった。
二人の娘たちは同じ学校に通っていて、キャロリーンはイザベラを家に連れてくるように
なった。キャロリーンがイザベラの家を訪れると、小型機関銃を持った警備員たちが敷地
の見回りをしていた。二人が一緒に遊園地へ行ったときは、イザベラの父親が装甲車を出
して武装したボディーガードを六人つけた。「彼女の父親はとても知名度の高い標的だっ
たので、わたしはいつも不安でした」と、フィーニーは語っている。「かれらは金があるの
をひけらかして、大きな車で学校に乗りつけていたのです」。フィーニーは「一石二鳥に
なってしまうから」と、娘が友人と一緒にイタリアへ行くのを許さなかった。イザベラ・
リッツォーリはフィーニー家が大好きで、数年後にかれらがアメリカへ移住したときには
一緒に行かせてほしいと両親に懇願した。両親はそれを許さず、かわりに金持ち向けのス
イスの学校に行かせた。イザベラはそこで麻薬にはまり、二三歳の誕生日をむかえた一ヵ
月後に自殺した。一九八七年のことだ。「キャロリーンの友達だったその美しい少女は薬
漬けになって、モナコのビルから飛び下りて死にました」と、フィーニー。彼女の短い一
生は、金が幸せを約束しないことを劇的なかたちで実証した。
フィーニーはイザベラのように行き場を失った不幸な人々、特に崩壊した家庭の子供を
家に受け入れることにした。十代の子供たちに仕事を与えたり大学へやったりして、かれ
らのいい導き手になったのだった。フィーニーの実の子供たちもこれに対応するすべを身
につけなければならなかった。ニュージャージー州にいた十代の頃、フィーニーは気を配
るべき友人たちを家に連れてくることで知られていた。一晩泊まりにきたある片親育ちの
少年は、結局夏の間ずっと滞在した、と姉のアーリーンは振り返る。
フィーニーと近しい人々は、かれの性格がこの頃に変わり、中年に近づくにつれて世間
の状態をさらに憂慮するようになったことに気づいていた。事業を始めた当初はアメリカ
人たちにとって楽観の時代で、フィーニーはあらゆることが可能な活気ある新しい世界を
見いだしていた。大恐慌と第二次世界大戦をくぐりぬけて、世の中はかつてない安定と繁
栄の時代を謳歌していた。そこに一九六四年のジョン・F・ケネディ大統領の暗殺、ベト
ナム戦争、各国での反米運動が起こった。「父やその友人たちの多くは、自力でのしあが
りました」と、息子のパトリックは振り返る。「父はその勢いが続いて、世界がもっと良
い世界になると期待していたんです。でも年をとるにつれて、それが実現していないこと
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がわかってきました。父の失意は若い頃に多大な望みを抱いていたせいなのです」
矛盾するようだが、フィーニーは倹約的になる一方で国際的な免税事業をさらに拡大す
る方向へみずからを駆り立て、ますます裕福になっていった。ダニエルの目には、かれが
職業上の関心にさらに突き動かされ、専念の度合いを深めているように映った。フィー
ニーはビジネス書や成功した実業家の伝記を読み、ロンドン、ニューヨーク、ハワイ、香
港、東京、グアム、サイパンへひっきりなしに出かけていった。仕事仲間のトム・ハー
ヴィルなどはこの頃のフィーニーについて「駆り立てられている男で、つねに新しいチャ
ンスを追い求め、つねに旅と勉強を欠かさない。旅するときはめったに荷物を持たず、む
しろ数々の旅先に着替えを置いておくことを好んだ」と振り返っている。
だが子供たちにとっては、この頃がもっとも楽しかった。子供たちはコートダジュール
の学校をとても気に入っていた。山の中の『雪の学校』に行ったときは、クラスの子供た
ちに「サウンド・オブ・ミュージック」「野生のエルザ」など最新の映画をみせてやるた
めに父親が映写機とスクリーンを車に積みこんで三時間かけて来てくれたという。また、
フィーニーは年老いた父親をフェラ岬に連れてきて、ニュージャージー州への家族旅行を
企画した。客もしょっちゅうやってきたし、かならず何か楽しいことがあった。
フィーニーはコートダジュールから車ですぐのモナコに個人事務所をかまえ、口述筆
記をさせて、ますます広がる事業上の関心を管理した。税理士のジャック・ムーアを採用
し、カーズ・インターナショナル時代から DFSにいたヘルガ・フレイツを秘書に雇った。
一九七五年に経営危機が起きて、かれは DFS取締役に引き戻された。会長の役割を引
き受けたトニー・ピラロは、事業拡大のために経営の専門家として、ハワイ・リバティ
ハウスから強引なアメリカ人の小売商エド・アテベリーを初の外様幹部として雇い入れ
ていた。アテベリーは独自に人材を連れてきてハワイのジョー・ライオンズ、グアムの
ディック・ウェイド、香港のジョン・モンテイロなど支店統括者たちの裁量権をほとん
ど剥奪してしまった。かれは在庫をジュネーブで集中管理してスイス中央購買オフィス
（CBOS）と名づけた。悪夢だったとモンテイロは振り返る。「結果としてハワイのシャツ
が香港に届いてしまい、香港自慢の土産物がワイキキに行ってしまいました」。さらに悪
いことに、アテベリーは苦労して会社を立ち上げた人々に暴言を吐いた。「かれはわれわ
れを見くびって強く非難しました」と、モンテイロ。「オフィスに呼びつけられるたびに
怒鳴り合いになりました」。各地の統括者たちがみな辞職をほのめかす中で、フィーニー
はアテベリーが辞めるべきだと結論を出した。ボブ・ミラーとアラン・パーカーも賛成し
た。フィーニーはピラロに「クビにしろ！」と告げた。会社の本部とレジの音が鳴る現場
の間にはいつも摩擦があったとピラロは振り返るが、アテベリーは事業の本質を理解して
いなかったせいで会社を去るはめになった。
フィーニーはジュネーブの CBOS事務所で開かれた DFS取締役会議の議長をつとめ、
最高経営責任者としてふたたび会社の統轄にあたった。フィーニーは容赦なかったとモン
テイロは振り返る。アテベリーたちが去ると、所有者たちはボストン出身の経験豊かな小
売商ボブ・フトランを雇って専門的に会社運営にあたらせ、新入りの彼に DFS文化を把
握させるためにフィーニーが数ヶ月残った。フトランの経営のもとで CBOSは段階的に
縮小され、各地の統括者たちも力を取り戻し、DFSは成長を続けた。
所有者たちの懐に入る金が増えると、強欲すぎではないかと考えるDFS幹部も現れた。

DFS管理企画担当副社長に昇進したトーマス・ハーヴィルは嫌気がさして一九七七年六
月に辞職した。かれは所有者たちに手紙を送って、かれらがやっていることの倫理観を受
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け入れがたく思ったと明かした。何年もたってからハーヴィルは、「ビジネスにおける自
分の最盛期を、必要以上の財を蓄積しているようにみえる四人の株主の利益のみに捧げる
ことに哲学的嫌悪を抱いたため」に去ったのだと如才なく説明している。
フトランに会社経営を任せたフィーニーは、ふたたび積極的な関与をやめてパートナー
たちからさらに距離をおいた。大株主でないかれには、DFSの経営方針を思い通りにで
きる保証はなく、友人たちはそれがかれの悩みの種だと思った。フィーニーは一九七七年
後半に取締役会議への出席をやめ、友人の一人でジェフ・マールシュテットの海軍仲間で
もあるジョージ・パーカーを代理に指名した。やがてフィーニーがパートナーたちと顔を
合わせるのは、会社の存続にかかわる契約更新入札額の決定など、必要最低限の場合だけ
になった。かれは一九七七年一一月二四日に、父親のコニャック事業を継いだジャン＝
ポール・カミュに宛てた手紙で「急成長する家族にもっと多くの時間を割くため」一線を
退くと書いている。
フィーニーは自分が共同設立して築き上げた会社の命運を左右できないことを明らかに
不満に感じていた。「正直なところ抜け出したかったのです。一つには、自分がかかわる
なら、以前のようにわたしがすべての仕事をやって、他の人々がその分け前を持っていく
というだけというのはいやだと宣言したんです」と、フィーニー。トニーは自分の役割を
果たす「働き者」、アランは「いい会計士」だとかれは考えていた。だがボブとの昔から
のわだかまりは悪化していた。
「当初かれらはいい提携関係にありました」と、香港生まれのパキスタン人で、メキシ
コとオーストラリアで DFSのオパールの買い付けを担当してしばしば窃盗に遭う大きな
危険にさらされたファリド・カーンは振り返る。かれはフィーニーと家族ぐるみの友人に
なった。「かれらは金を生む印刷機を手にしていました。チャックが陣頭指揮者兼立案者、
ボブが強力な操縦者でした。でもフィーニーは、他の所有者たちがかれをもっとコント
ロールしようとすると腹を立てました。自分は創立者で、それを小者たちが数を頼みに潰
そうとしているとおもったんですね。チャック一人では契約承認の署名もできませんでし
た。かれは遠ざかっていきました。もうそれ以上敗北を喫したくなかったのです」。
トニー・ピラロはフィーニーのこんな発現を記憶している：「トニー、きみはばかだよ。
会社に一〇〇パーセント自分を捧げているのに、二．五パーセントしか手にしていない。
わたしは一〇〇パーセントっさげて三八．七五パーセントだけ受け取るなんていやだ」
一方でフィーニーは太平洋に独自の投資機会がないか探していた。かれは南太平洋にう
かぶ、フランス語が公用語で、『愛の島』の異名をとるタヒチに飛び、首都パペーテの臨海
部にある店舗、アパート、事務所を備えた複合商業施設バイマ・センターに一二〇〇万ド
ルを投資した。バイマ・センターはフランスの香水を専門的に扱う免税店の営業権をとっ
た。これを聞きつけた DFSのパートナーたちは、かれが DFSの主力事業を邪魔してい
ると考えて立腹したが、事業規模がごく小さかったので大騒ぎはしなかった。ポリネシア
諸島まで東京から飛行機で一〇時間かかる日本人にとっては、あまり人気の高い旅行地で
はなかったのだ。「ちっぽけなもので、問題にはなりませんでした」と、フィーニーは振
り返る。ミラーも「多少むかつくが、害にならない」ものだったと認めている。それでも
この問題がもとで、日本人旅行客のハブとなるあらゆる空港の免税営業権に入札すること
を禁じる競業禁止条項に四人の所有者全員が署名することになった。その権利は DFSに
属するということで全員が一致した。
チャック・フィーニーの次の大きな投資は、もっと大きな軋轢を引き起こすことになっ
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たが、それは偶然から生まれたものだった。かれは一九七六年一二月にハワイでディッ
ク・ホイーラーという年配の小売商に出会った。ホイーラーは妻のシルヴィアと一緒にア
ンドラーデというポルトガル系の活気のない古い会社を営んでおり、ハワイ諸島に小売店
やリゾート店を三四軒所有していた。死期が迫っていたホイーラーは、アンドラーデを売
却したいのだが企業集団ではなく個人事業主に経営されることを望むとフィーニーに語っ
た。フィーニーはアンドラーデを二〇〇万ドルで買うことに同意して、小売店を引き継い
だ。小売店で免税品は扱っていなかったが、顧客には DFSが専門的に免税店へ囲い込ん
でいた日本人旅行客も含まれていた。
フィーニーは家族を一年間ハワイに住まわせてアンドラーデ小売チェーンを引き継い
だ。かれはハワイに会社を設立して、店の経営と太平洋地域の他の企業の開発・運営にあ
たった。かれはこの会社をゼネラル・アトランティック・パシフィック（後にインターパ
シフィック）と名づけて、ホノルルのマイク・ウィンザーに経営を任せた。最初の頃のこ
とでウィンザーの記憶に残っているのは、タヒチの免税店に入るとフィーニーが一人でカ
ウンターにいて、日本人観光客相手に接客していたことだ――日本語で。フィーニーはと
ても仕事熱心で真剣だったという。「かれはそれまで経験したこともないような仕事への
集中力をもたらしてくれました。何かがうまくいかないと、代案を四つも五つも考えつき
ます。かれは多面的な見方で事業をとらえる人で、アプローチは几帳面です。午後遅くホ
ノルルに行っても就寝前には本店を訪れました。店員と話して、ディスプレイと価格を確
認しました。翌朝には検討するべきことのリストを揃えていました。多くの経営者は、部
下を言い負かすのが好きで、人の話をあまり聞きません。チャックは店員の話に耳を傾け
ました」。
翌年フランスに戻ると、フィーニーはジョージ・パーカーを雇って投資対象をすべて持
株会社にまとめさせた。パーカーはバミューダが理想的な場所だと割り出した。この英領
の島は企業収益や個人に課税しないからだ。かれらは会社をゼネラル・アトランティッ
ク・グループ社（GAGL、発音は『ガグル』）と名づけた。GAGLはフィーニーの所有す
る三八・七五パーセントの DFS株、増大しつつあった不動産関連の投資、小売店などの
事業をまとめた個人の持ち株会社として一九七八年にバミューダで登記された。アメリカ
国民のフィーニーはアメリカ国税局に目をつけられていたので、すべてフランス国民であ
るダニエル・ジュリエット・フィーニーの名前で登記された。チャック・フィーニーは会
長兼最高責任者の任について、ジョージ・パーカー、マイク・ウィンザー、ジャック・ムー
ア、ジャン・カロウビが取締役に就任した。カロウビはダニエルのいとこでパリの DFS

店舗のもと取締役だったが、のちにフィーニー家ファミリーオフィスの代表になった。
あいまいな会社名は目立たちたがらないチャックの好みに合っていた。多くの会社が

「ゼネラル」「アトランティック」といった言葉を名前に含んでいたが、両方併せ持つ会社
はなかった。聞き覚えがあるようで正体不明の名前だった。バミューダのとあるホテルで
幹部会を開いたとき、ロビーにいたある男が掲示に気づいて「ゼネラル・アトランティッ
ク会議。これはゼネラル・エレクトリックの所有者じゃなかったっけ？」と、フィーニー
にたずねた。「ああ、その人たちだよ」と、フィーニーはまじめくさった顔でうけあった。

GAGLは急成長した。フィーニーの個人会社は数年間に世界中で二十以上の企業の設
立や投資を手がけた：ニューヨーク、デラウェア、テキサス、イリノイ、バミューダ、ハ
ワイ、イギリス領バージン諸島、オランダ領アンティル諸島、グアム。投資はロイヤル・
ハワイアン・パフューム社、パシフィック・リゾーツ社から GAランド・ディベロップメ
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ント・オブ・テキサス社、ソシエテ・シビル・ゼネラル・アトランティック・オブ・パリ
まで多岐にわたった。規模はハワイのアンドラーデ小売店からニューヨークのイアン・マ
クリーン・アンティーク社までさまざまだった。フィーニーは六店舗を持つテキサス州サ
ンアントニオの小売業で、難あり商品を売って一時的に成功をおさめたソロ・サーブや
ニューヨーク州北部の小さなデパートチェーン、カールスにも投資した。シカゴのリッチ
モント・ホテルの改装と経営を手掛ける数百万ドルの契約を取り、一時はフランスのミ
ニ・モートというモーテルチェーンにも関心を寄せた。
初期の日和見的な投機の一部は大失敗に終わった。免税店の入ったタヒチのモールは、
ついに経済的にまわらなかった。一九七九年に中国を訪れたフィーニーは北京で大規模
な友誼商店を見かけ、それに倣ってワイキキのロイヤル・ハワイアン・ショッピングセン
ターにチャイナ・インポート・ストアをもうけた。十代だった娘のキャロリーンが客寄せ
の道化をしたにもかかわらず、この店はまったく人気が出なかった。彼女は大学の休暇に
パンダの着ぐるみを着て、呼び込ものチラシをまいた。彼女はとてもいい呼び物になり、
日本人観光客が旅行案内所で彼女が登場する時間を訊くほどになったが、「公共の場で集
会」を引き起こしているとして、止めるようもとめられた。フィーニーは三年後に店を閉
めたが、四〇〇万ドルの損失を出した。
一九七八年に八〇〇室を擁するグアムの豪奢なホテルに数百万ドル投資した際は、はる
かに大きな利益をあげた。日本人旅行客が深夜の航空便に乗るためにチェックアウトする
と、やってきた団体客がその晩同じベッドを使うというやり方で儲けたのだ。
一方で DFSの配当金も増え続けた。一九七八年にフィーニーは現金一八〇〇万ドルを
銀行に預けた。一九八〇年までに、かれの配当は二三〇〇万ドルに増加していた。企業の
所有者たちが継続的にこれほど多額のドルを現金で受取り、しかもその額がどんどん増え
続けるなどというのは史上まれなことだった。
かれ独自の事業が別のキャッシュフローを生みだすに至って、フィーニーは一九八〇年
に資本投資子会社をニューヨークに立ち上げてゼネラル・アトランティック社と名づけ
た。最初に代表に立ったのはもとマッキンゼー＆カンパニーのパートナー、エド・コーエ
ン、その次はもとアメリカ海軍士官のスティーブ・デニングだった。この会社は世界中の
不動産、ソフトウェア、石油やガスの利権など新しい投機事業に出資した。ウォール街は
長年の沈滞状態から抜け出しつつあったし、投機的な投資や買収にまわすべき資金もあっ
た。トランスポーテーション・マネージメント・システムズという会社に四〇〇万ドル
をつぎこんだ最初の投資は大失敗だったが、これは例外だった。ユニバーサル・ヘルス・
サービスに対する五〇〇万ドルの投資は三年で、三倍の価値になった。
フィーニーは不動産を買いつづけた。財産で居心地の悪い思いをしながらも、立派な家
を持つのはかれの暮らしぶりの特徴だった。フェラ岬では家のある通り沿いに近所の敷地
を二軒分購入した。これは年老いて金に困った所有者たちのたっての願いで、所有者たち
はそのまま家に住み続けた。フィーニー家は一九八〇年まで香港に住み続けた。かれらは
パリ郊外のしゃれたヌイ・シュル・セーヌ市に家を購入し、ホノルル郊外の浜辺に別荘を
買い、マンハッタンで貸しアパートを手に入れた。フィーニーはしょっちゅう、その場の
思いつきで不動産を買った。交通渋滞に巻きこまれたタクシーの車内から、マンハッタン
の五五番街で売りに出ていたタウンハウスを見かけて事務所用に買ったこともあった。
一九七六年八月のモントリオールオリンピックの後に家族そろって車でニューヨークに
旅した際も、まさにその場の思いつきで邸宅を購入しており、それは長年にわたって家族
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で過ごす休暇用の別荘になった。かれはコネチカット州北西部ソールズベリーに寄り道し
て、コーネル大学の同級生でマスター・ティー・ブレンダー社のジョン・ハーニーを訪ね
たのだった。家族で一九世紀からあるホワイト・ハート・インに泊まり、夜はハーニー家
の中庭で野外料理を楽しんだ。子供たちはとても喜んで、もう一日いよう、あと一日だけ、
と懇願しつづけた。そうこうして二週間が過ぎる頃、チャックは近くにあるウォノンスコ
ポマク湖畔のレイクヴィル村へ子供たちを連れて行き、かつて町長が住んでいたエルム通
り九番地の大きな白い家の前で車を止めた。「ちょっと仕事で中に行ってくる」と、かれ
は子供たちを車に残して行ってしまった。そして戻ってくるとこう言った：「さて、新し
い家はどうだったね？」
レイクヴィルはフィーニー家の夏の家になり、子供たちは夏休みに友人たちを連れてき
て、チャックとダニエルが歓待した。居間の二段ベッドに子供が二十人ほど泊まることも
しばしばあった。チャック・ロールスなどコーネル大学の友人たちが来たときは『サンド
イッチマン』がサンドイッチを作った。フィーニーは毎日散歩やジョギングに出かけ、読
書をしたり、裏庭のポーチの細長いピクニックテーブルに四種類か五種類の新聞を広げて
読んだりした。子供たちを脇へ呼んで、目標と予算や、他人とすべてを分かち合うことと
倹約について真剣な話をするのも、レイクヴィルで過ごす夏休みのお決まりの一部になっ
た。キャロリーンが大学で演劇をやることになると、フィーニーは代役の子とも役を分け
合い、二番目の代役にもチャンスをやったらどうかと提案した――キャロリーンは、演劇
はそうはいかないのだとかれに言わなければならなかった。
ダニエルもチャックも、子供たちを育てるにあたって金が豊富にありすぎるのは危険だ
とわかっていた：ダニエルは自分が子供たちを甘やかしがちだと気づいていたが、夫がか
れらに無私無欲と自立という強いバックボーンを与え、知識の価値を教えているのを知っ
ていた。かれの父親がしたように、フィーニーも子供たちを公立図書館に連れていくと言
い張った。
フィーニーはどこにいるときもジョギングを好んだ。肥満だった母親のマデリーンが一
九六四年に六二歳の若さで他界していたので、フィーニーは家族に太らず健康でいるよう
教え込んでいた。何につけてもそうだが、かれはその道の達人になるまでがんばってしま
い、一九七九年には世界一有名なマラソン競技の一つであるボストンマラソンを完走する
と心に決めた。ボストンマラソンに出場するには、どこか別のところでフルマラソンを完
走した経験が必要だった。そこで夫妻は、ホノルルマラソンに出場しようとハワイへ向
かった。体調は良好だったが、山がちな四二キロのコースと高い気温は厳しすぎた。ゴー
ル近くで道をよろよろと蛇行するようになり、他のランナーにぶつかって肩で押し返さ
れ、ついには自宅近くの道端で倒れ込んだ。フィーニー家と一緒に来ていたジャン・ゲン
ツブルガーとダニエルはその様子を見て駆け寄った。フィーニーはショック状態で、体が
すっかり硬直していた。かれは腕に点滴をして救急車で病院に運び込まれた。かれを診た
心臓専門医は、体内の水分や食べもの欠乏のせいで危うく心臓発作を起こして死ぬところ
だったとダニエルに告げた。
フィーニーのプライドは明らかに傷ついており、その後はこの話をしたがらなかった。
ただ脱水症状を起こしただけだ、と回想して語りつつも「わたしは負けっぷりがよくな
い」と、かれは認めている。だが死を身近なものとして感じたこの出来事は、無意識にか
れの足を止めて人生を振り返らせ、蓄積されていく膨大な財産で本当は何をするべきかを
見極めるようにうながしたのかもしれない。
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裕福さが増すにつれて、フィーニーはお金をちょろちょろと寄付しはじめた。かれは仕
事仲間に親切で、従業員やその子供たちの医療費をしばしば負担した。本人の記憶による
と最初に大きな寄付をしたのは一九六〇年代で、友人で一九六一年から一九八一年までホ
テル経営学部で学部長をしていたロバート・A・（ボブ）ベック元教授に一万ドルを送金
したという。ホテル経営学部がもとめたのは千ドルの寄付だったが「意味のある贈り物を
したかったし、一万ドルなら意味があると思った」と、かれは述べている。ベックはノル
マンディ上陸作戦で片脚を失っていたが、あまりの高額を受け取って興奮したかれが小切
手を差し上げてよく見ようとしたところ、一陣の風が吹いて「次の瞬間にはグラウンドを
走って追いかけていた」と話してくれた、とフィーニーは笑って振り返る。
最初の積極的な慈善活動としては、子供たちが通っていたニースのブランシュ・ド・カ
スティーユ・カトリックスクールにスポーツセンターを提供した。フィーニーが費用を負
担して、バスケットボールやハンドボールにも使える屋外テニスコートと屋内施設を備え
たスポーツ複合施設を丘の斜面に建設したのだ。それ以来さまざまな慈善活動に貢献した
が、かれは一介の寄付提供者でいるだけでは満足しなかった。一九八〇年六月にホノルル
へついてきたパシフィック・ビジネス・ニュース紙の粘り強い記者に対して、自分にとっ
て慈善活動を支援するとは単に金を渡すことでなく、それができるだけ多くの人を助ける
ために有効に使われるかどうか個人的に見届けることなのだと話している。
「わたしは実はお金好きじゃないんだ」とかれは記者に語った。「お金にわくわくする人
もいる。でもわたしの流儀じゃない」。フィーニーは「競争意識が極めて強」かったが、
かれの意欲は既存の何かに対してもっといいアプローチを適用するという創造的な挑戦か
ら生まれていた。成功の定義とは、金を欲しいだけ手にすることではなく、幸せで健康な
家族を育めることだとかれは語った。「人生にはバランスがなければいけない。ビジネス、
家族、学びと教える機会のバランスだ」。
かれはすでにこれらのテーマをハーヴェイ・デールとの会話から引き出しつつあった。
フィーニーとデール弁護士は、一九六〇年代前半にデールがツーリスツ・インターナショ
ナルの財政面の立て直しについて初めて助言して以来の友人だった。ニューヨーク州の弁
護士はフィーニー家の相談役に落ち着き、おもに税金問題についてチャックとダニエルに
助言していた。モーツァルトへの愛情を備えた名ピアニストであり、複雑な税金問題の達
人でもあるデールは、ニューヨークの数々の法律事務所でパートナーとなり、一九七九年
にはニューヨーク大学の法学教授になっていた。真剣で集中型、法律尊重主義だが経営経
験のないデールは、ビジネス志向で気ぜわしいフィーニーの完璧な引き立て役だった。か
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れらは陰と陽のように互いに釣り合いがとれていたとマイク・ウィンザーは述べている。
デールはフィーニーを才気あふれる小売商だととらえていたし、フィーニーはデールの知
力に畏敬の念を抱いていた。「ハーヴェイとわたしのどちらが賢いかとたずねるつもりな
ら、それはばかげた質問だ」と、フィーニー。「ハーヴェイだよ。機械のような頭を持つ
明晰な弁護士だ」。
フィーニーの推定総資産が二・五億ドルにならんとする一九七〇年代後半には、かれは
デールと何度も昼食や夕食を共にして真剣な慈善活動について話し合うようになった。大
きな事を考えるべきだと同僚に好んで語っていたフィーニーは、本格的な寄付という概念
に取り組む自分にも同じ助言を当てはめた。まもなくデールにも、フィーニーが心の内で
温めているのは何か徹底的なものであり、本人は事業での継続的な成功を楽しみつつも、
ただの寛大な寄付者になるだけでなく、富の重荷を減らしてその慈善利用に責任を負いた
いと思っているのがわかった。
やりとりが進む中で、デールは寄付に関する文献をフィーニーに紹介した。フレデリッ
ク・ゲイツ牧師が雇用主である世界初の億万長者ジョン・D・ロックフェラーに与えた助
言を引用してみせたのだ：「ロックフェラーさん、あなたの財産は雪崩のように増える一
方です！ 　増えるよりも速く分け与えなければなりません！ 　さもないとあなたや子
供、孫の代までつぶされてしまう！」二人はアメリカに移住したスコットランド系移民の
息子に生まれ、一九世紀後半にアメリカの鉄道に鉄と鋼を供給して巨万の富を築き、生前
にそのほとんどを図書館、学校、大学の設立に寄付したアンドリュー・カーネギーの著作
について意見を交わした。
フィーニーは、一八八九年にノース・アメリカン・レビュー誌に初掲載されたカーネ
ギーの有名な随筆『Wealth』*を何度か読み返した。この慈善家は、過剰な富の処分には
三つの方法があると述べていた：家族に残すか、政府に遺贈するか、生きているうちにな
るべく有効に使ってくれる人々に与えるか。一番目は虚栄心と子供への間違った愛情によ
るもので、子供たちには重荷過ぎて結局は呪いになってしまう。二番目は富が使われる前
に所有者が死ぬことになるが、そうすると遺志が阻まれかねない。三番目なら確実に過剰
な富が有効に使われ、何百年もかけて少しずつまき散らされることもない。富を使う最良
の方法とは「向上心ある者が登れる梯子」――たとえば大学や図書館――を提供すること
だとカーネギーは結論づけていた。また、富を持つ人は「ひけらかしや浪費を避け、控え
めで地味な生活の」手本を示すべきだと戒めていた。
カーネギーの主張はこのニュージャージー出身の起業家に深い影響を与えた。「カーネ
ギーがコーネル大学でおこなったスピーチの原稿をだれかがくれたことは覚えています。
何となくそのスピーチについて調べて、カーネギーの本を二冊読みました」と、フィー
ニーは振り返る。ユダヤ人であるハーヴェイ・デールは、一二世紀のユダヤ人哲学者マイ
モニデスの著作もフィーニーに紹介した。マイモニデスは、八段階のツェダカ（供与）で
もっとも崇高なのは、仲間のユダヤ人が自足できるように訓練と教育を通して助けてやる
こと、次に崇高なのは、提供者が被提供者を知らず、受益者も資金の出所を知らないやり
方で与えることだと説いていた。フィーニーたちは、あらゆる宗教においてもっとも崇高
な供与の形態とは、つねにエゴや政治的・社会的影響力への期待によるものではないこ
と、また受益者に恥や恩を感じさせたり、提供者を称える公的行事に出費させたりしない
ものであることも話し合った。イエス・キリストは山上の垂訓で施しをする人々に忠告し
た：「施しをするときには、偽善者たちが人からほめられようと会堂や街角でするように、
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自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない」。コーランはこう述べている。「あなたがた
は施しをあらわにしても結構だが、人目を避けて貧者に与えればさらによい。それはあな
たがたの罪悪の一部を払い清めるであろう」。
もともとチャックを動かしたのはカーネギーやマイモニデスでもなければ、どの宗教の
教えでもなかっただろうとデールは想像していた。チャックの生来の善良さと、少年の頃
ニュージャージー州で育った文化を考えれば、財を使って人助けを考えるのも当然だとい
う。「かれはただ還元することにますます関心を持ち、所有することに関心を失っていっ
たのです」と、デールは振り返る。
また、フィーニーは何をするにしても匿名でやろうと決めた。これにはおもな理由が二
つあったという。フィーニーは――母親が近所の筋萎縮性側索硬化症患者をわざわざ車に
乗せてやっていることを決して知らせなかったように――「鼻にかけたく」なかったし、
同じ有益な目的に寄付をしようとする他の貢献者の意欲を削ぎたくなかった。公にすれば
それは避けられないだろうと考えたのだ。また、コーネル大学に多額の寄付をしてから寄
付の依頼が殺到していたが、それが続くのを嫌ってもいた。
高額の寄付をするには、慎重に場所を選んで特定の財団を設立する必要があった。かれ
が示唆していたように事業資産をこういった財団に移そうと決めた場合、そして寄付の範
囲を国際的なものにしたいと考えている場合はなおさらだった。ハーヴェイ・デールは
チャックの要件を満たす法体制の区域について世界規模の調査を始めた。アメリカは拠点
として論外だった。匿名にするのはまず不可能だし、当時アメリカ政府は事業資産を財団
に集中させるのを禁止しようとしていた。多くの裕福なアメリカ人たちが、自分の企業の
利益をコントロールし続けるためだけに慈善事業を利用しているという証拠を連邦当局が
押さえていたからだ。
デールはチャネル諸島とバハマを検討して、最終的にバミューダに決めた。面積およそ
五四平方キロのこのイギリス領自治区は、個人や企業所得に直接税を課さなかったし、慈
善団体や財団に課税していなかったし、財団の情報公開も要求していなかった。また、慈
善事業が善行のために世界規模で出資することも認めていた。バミューダの経済と財政構
造は高度に発達していたし、フィーニーのゼネラル・アトランティック・グループ社はバ
ミューダの首都ハミルトンにあるワシントン・モールのデリカショップの向かいの小さな
事務所ですでに登記されていた。
だがバミューダで財団を設立するには、当人が一年間そこに居住していなければならな
かった。つまりチャックだけでなく、ダニエルも。すべて彼女の名義で登記されていたか
らだ。一九七八年三月に、フィーニーは地元の銀行家カミングス・ズイルの助けを借りて
バミューダに大邸宅を買った。ズイルはバミューダの旧家の一員で、バミューダ銀行香港
支店で働いていた頃にフィーニーと出会っていた。フィーニー家は一九七八年の夏にこの
家に移り住んだ。「あれはわたしがかれに与えた罰だったとチャックは言うでしょうね」
と、ハーヴェイ・デール。「ダニエルは絶対にそう言いますよ！」
ウッドランズといわれるバミューダの邸宅には青々と茂った庭にプール、テニスコート
があった。場所は海沿いの街ページェットのそばの田舎道で、道の脇は黄と白のセイヨウ
キョウチクトウの生け垣に鮮やかな色のハイビスカス、手入れの行き届いた芝生で彩られ
ていた。近くにはピンク色の砂浜に、椰子の木の立ち並ぶ入り江があった。ゴルフクラブ
やヨット遊び用のマリーナも近かった。あたり一帯には珊瑚色の石壁に杉の梁の立派なコ
ロニアル式の家が立ち並んでいた。すぐ隣は一八世紀に建てられたコロニアル式の五つ星
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ホテル、フォーウェイズ・インだった。ピアニストはタキシード姿、ウェイターはシャツ
にネクタイ、半ズボンに膝丈靴下といういでたちの場所だ。首都ハミルトンは目と鼻の先
だった。
ダニエルはここが大嫌いだった。アメリカからは一〇〇〇キロ、パリからは五六〇〇キ
ロ離れていた。知り合いはいないし雨ばかりで、バミューダの運転免許試験に落ちた彼女
は町へ行くにも庭師に頼らなければならなかった。家の中は荒れていた。大西洋の亜熱帯
の島の文化で彼女が気に入ったところはほとんどなかった。「バミューダは小さな町で、
イギリスを離れた中流階級の人々だらけで、ご婦人方は昼食をとり、テニスをしてはお茶
を飲んでいました」と、娘のレスリーは振り返る。活気あふれるフランス人の母親は「ひ
どく目立って疎ましがられました」。
チャックは仕事で家を空けることが多かった。かれもバミューダがあまり気に入らな
かった。このイギリス領で暮らす他の外国人事業家たちの暇つぶしになっていたゴルフ、
ヨット、海釣りには興味がなかった。しかしかれはここでいつも好んでやっていたことを
した。子供たちをまとめるのに手を貸し、専門知識を他人のために役立てた。かれらの住
まいの隣にあった学校ではバスケットボールの指導に力を貸した。また、バミューダ観光
顧問委員会の一員にもなった。子供たちのうち、幼かった一一歳のダイアンと八歳のパト
リックはバミューダの学校に入学した。十代のジュリエット、レスリー、キャロリーン
は、チャックがハワイから連れてきた中国人家政婦と一緒にマンハッタンの五番街のア
パートに移り住んで、アメリカの学校に入った。
フィーニー家の子供たちも、退屈なバミューダのとりこになったとはとてもいえなかっ
たが、楽しい時も過ごした。特に休暇になると、子供たちが海外からだだっ広い家に連れ
てきた友人たちをフィーニーがもてなした。一度に二十数人来たこともあり、女の子が二
階に、男の子が下の階に泊まって家は寮と化した。フィーニーが親として注文をつけるこ
ともあった。休暇には子供たちを働かせ――パトリックはアイスクリームを売った――厳
しい予算の決まりを守らせた。ニューヨークの娘たちには割り当てたお小遣いの中から責
任を持って出費させ、金の価値を学ばせた。この点でかれは苦労を惜しまなかった。娘た
ちと十代の友人の一人がマンハッタンのアパートからヨーロッパのボーイフレンドに電話
をかけて高額な料金を請求されると、フィーニーがやってきて電話をはずし、ニューヨー
ク市街地図を居間の壁に貼って近所の公衆電話の場所に○をつけた。そしてそこに十セン
ト硬貨を何枚かセロテープで留めてつるすのだった。フィーニー用の予備の寝室におかれ
たもう一つの電話に友人たちが電話をかけてきて、フィーニーがそこに居合わせると、五
分後に六一丁目と五番街の公衆電話にかけ直すよう相手の子供に言うのだった。フィー
ニーの五〇歳の誕生日をレストランで祝った後で客を迎えたとき、娘たちは壁かの一〇セ
ント玉を外してほしいと懇願したが、かれは聞き入れなかった。訪れた大人の客たちはお
もしろい面を目にした。一人はこう口にした。「うちの子供にもこれをやろう！」
バミューダにやってきてすぐ、チャックとダニエルは初の名前つき慈善事業を立ち上げ
た。ダヴニー基金という。ダヴニーとはフィーニーの母親の旧姓デイヴィスと、父親の姓
フィーニーを混ぜた名前だった。これは財団法人として登記しなかった。本物の財団の設
立を前に、匿名で個人や教育機関、慈善団体に金を払うシステムを「試運転」したにすぎ
なかったからだ。自身も軍人奨学金で成功したことから、フィーニーはこの基金をおもに
有能で向上心のある低所得家庭の子供たち、とりわけ従業員の子供たちの支援に使った。
「何か還元しようと初めて本格的に試みたのがダヴニーでした」と、一年目に一〇〇万ド
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ルを基金にあてたフィーニーは言う。
チャックはニュージャージー州に住んでいた妹のアーシュラをダヴニー基金で雇った。
彼女はバミューダに口座開設にやってきた。「カミングス・ズイルが銀行に口座開設に行
くところを覚えています。短パン姿のかれに『あんな格好をしているなんて、なんて銀行
家なの？』と思ったものでした」。最初の受益者の中には、軍隊でフィーニーのことを気
にかけてくれたが心臓発作で世を去った消防士の四人の子供もいた。「その子たちがみん
な確実に教育を受けられるようにしてやりたい」と、チャックは妹に語っていた。アー
シュラはダヴニーの口座資金を利用して、目や耳の不自由な子供を二十人ほど集め、ハワ
イで二週間のキャンプを開いた。彼女は与えることについて教訓を得た：受益者は助け
を得るにふさわしくなければならない。基金はハワイの DFS従業員の子供たち約二〇人
に、一人あたり二〇〇〇ドルの奨学金を与えた。「その子たちは出席簿に名前さえ書けば
学位がもらえる、とある学校へ行きました」と、アーシュラ。「意地の悪いわたしは、成
績を送らせることに決めたのです。驚くほどたちまち何人かがいなくなりました。候補者
たちはお手軽に大学に行けたわけではありません。それなりの成績をとらなければなりま
せんでした」。
一方でチャックとハーヴェイの対話も進行して、かれがすべてを財団につぎこむつもり
であることが明らかになった――DFSの持株、事業、すべての投資。ダニエルと子供た
ちが不自由しないだけは確保したし、家は家族のものとして残したが、それだけだった。
それはかれの考えが発展した結果であり、「ある坂道に沿ったもの」だったとハーヴェ
イ・デール振り返る。かれはフィーニーがその決断に至ったのは一九八〇年から一九八二
年までのどこかだったのだろうと考えている。「チャックの時計はわたしの知る他のだれ
とも違います。重要な決断をするときには、それをいわば漬け込んでおくのです。時間
がたって、かれ自身が内心でその方向性を心地よく感じられるところに行き着くまで」。
フィーニー自身は「崖を越えた」瞬間を思い出せないでいる。決断に至った後でそれを哲
学的によく思索してみたかどうかについても。「たくさんの金はいらないという結論にた
どりついたのです。そんなものが必要な生活をおくるつもりはなかったので」と、かれは
簡単に述べた。
この件を熟考している間に、フィーニーは初めて個人的な大きい贈り物をした。コーネ
ル大学一九五六年卒業生の二五周年記念で資金調達係をしていたアーニー・スターンから
一九八一年に連絡が入ったのだ。当時はコーネル大学の同窓生全員で、卒業二五周年記念
に総額二五万ドルを大学に贈るならわしがあった。スターンは、裕福な同窓生の一人でク
リーブランド・エレクトリック・イルミネーティング社の社長を父に持つジョン・リンド
セスに、目標額を一〇〇万ドルにするよう説き伏せられていた。大学の振興室は、それが
非現実的な目標だとスターンに警告していた。そこでスターンはフィーニーの居場所をつ
きとめて、助けを求めてきたのだ。「かれのことはサンドイッチ屋としてかすかに覚えて
いました。かれの論旨はこんなだったと思いますよ――サラミやボローニャはあまり入れ
ないで、パンを増量！」フィーニーは七〇万ドルの小切手を書いて送った。「結局二〇〇
万ドル集まりました」と、スターン。
フィーニーの学年の面目は立ったが、大学の具体的な要望が満たせたわけではないと本
人は思っていた。寄付したいというかれの衝動には両親の例がもとになり、本人の起業家
的気質に根ざした強い信条があった。自分に財を築かせた才能を生かして、寄付したお金
が有効に使われるようにするべきだというその信条だった。つまり、単に小切手を書くだ
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けではすまないということだ。
フィーニーの望む条件で公認慈善事業を立ち上げるには手間がかかった。たとえばバ
ミューダにおける慈善活動の狭小な定義の抜け道を見つけなければならなかった――ス
ポーツへの寄付は慈善として認められていなかったが、スポーツを愛するフィーニーなら
スポーツに寄付したがる可能性がある。匿名で寄付をして事業を保有し、世界的に活動す
る独特の慈善団体を立ち上げるには、結局バミューダ議会の特別法が必要になった。一九
八一年にハーヴェイ・デールは島で最大の法律事務所コンヤース・ディル＆ピアマンで働
いていたイギリス出身の弁護士フランク・ムッチの手を借りて、必要な法案の叩き台を
作った。一年後に、かれらはバミューダ下院の立法法案委員会に草案を提出した。慈善団
体アトランティック財団設立の手筈は整った。アトランティック財団の活動が本物である
ことを議員たちに示すため、この法案はバミューダ慈善委員たちに財団の監督権限を与え
ていた。委員会は一九八二年にアトランティック財団会社法を承認し、同法は赤い絨毯の
下院をすんなりと通過した。
財団の書類はハミルトンのパーラメント通り三〇番地の会社登録機関に委託され、アト
ランティック財団は一九八二年三月一日に公式に設立された。財団の当初の基本財産は五
〇〇万ドルで、貧困と苦難を軽減して教育をすすめ、衛生、児童、青少年、老人、国際司
法などを助けるために世界中のプロジェクトを援助することを寄付行為として掲げてい
た。プロジェクトや方向性によって活動を限定することはなかった。理事にはチャック、
ダニエル・フィーニー、ハーヴェイ・デールが名前を連ねていた。フィーニーはコーネル
大学のもと振興担当部長のレイ・ハンドランを代表に就任させ、理事会を創設した：三人
のコーネル大学卒業生――チャック・ロールス、ボブ・ベック、フレッド・アイット――
とジョージ・パーカーの友人、ジャック・ノルドマンである。
フィーニーは財団関係者全員に、カーネギーが富について書いた小論のコピーを配っ
た。フィーニーは事業について語らせると見事なものだったが、人生哲学について語るの
はけっして得意ではなかった。きまり悪くなってしまうのだ。かれは内省に対する防御機
構として皮肉を使った。知人たちはかれが真情を吐露したりしたことは一度もなかったと
言い、かれはユーモアを使って自分も内心を隔てていたと述べている。自分の考えを説明
するかわりに、かれは友人や家族に雑誌や新聞の記事や切り抜きを渡した。周囲の人々は
そこからかれのメッセージを推察しなければならなかった。『富』のコピーを渡すのは、
かれの寄付行為の真髄を悟らせる賢いやり方だった。フィーニーはカーネギーの小論のコ
ピーを自分の机にも置いていた。
アンドリュー・カーネギーはチャック・フィーニーにとって、ロールモデルそのものと
いうわけではなかった。このスコットランド人の慈善家は厳しく冷酷な事業のやり方で財
を築き、図書館や学校に自分の名前を冠するのをとても好んだが、どちらもフィーニーに
は当てはまらなかった。だがその根本にあるメッセージははっきりしていた――存命中に
与えること。『富』のコピーを渡された人々は、フィーニーが免税事業で蓄積した財産の
すべてかほとんどをどうしても寄付するつもりで、のちに『強欲の十年間』と位置づけら
れる一九八〇年代の際立った消費には背を向けるのだと確信した。
両親の例、ニュージャージーの労働者階級の分かち合い文化での生い立ち、少年時代の
隣人や友人たちと距離をおきたくないという思い、生来の親切心と他人への思いやりが植
えつけたかれの本能のすべてがこの決断をさせたことは間違いない。ニュージャージー州
エルモラのあたりでは、他人には力を貸したし、成功にともなう富を見せびらかしたり慈
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善行為を自慢したりしないのだ。
仕組みは整ったが、デールは財団が意図した通りに機能することを確かめるまでは、
フィーニーが多くの資産を財団にゆだねるのを嫌がった。かれはこの財団を金が入っては
寄付されて出ていく『トンネル組織』として数年間運営するようフィーニーに勧めた。そ
れにチャックとダニエルは彼女と子供たちのためにとっておく額について話し合いや同意
を済ませていなかった。「でもチャックにはすでにそれが唯一の例外だということがはっ
きりしていました。他のものはすべて組み入れられる予定だったのです」。
検討事項はさらにあった：すべてはフランス国民であるダニエル・フィーニーの名義に
なっており、もしダニエルに何かあった場合は、フランスの法では同じくフランス国民で
ある子供たちがすべてを相続することになっていた。「ダニエルがフランス国民でフラン
スに住居があり、子供たちはフランス国籍であるというのは大きな税金問題でした」と、
フランク・ムッチは説明する。「チャックは世界のどこにいようが課税されるアメリカ国
民でした。ダニエルが所有者のままで死亡した場合は子供たちに分け前を相続させるとい
う決まりがフランスの法にはあったのです。売ってしまわない限り、それを回避すること
はできません。問題は所有権をどこにおくかということでした。普通ならバミューダの信
託にしますが、信託には受託人が必要です。そこでまたフランスの法に戻ってしまうわけ
です。財団や慈善団体という思いつきはフランスの問題をかいくぐり、しかもチャックを
アメリカの法的責任から解放しました。そういった意味では異例の構造ではありませんで
した。際だった特徴は、チャックがつぎこんだ資産の総額です。事業の分け前を丸ごとつ
ぎこむというのは他に例がありませんでした。国際的事業の最低三〇パーセントが組み入
れられているヨーロッパの財団ならたくさんありますよ。異例だったのは、それが実質上
フィーニーの全財産だったということです」。
フィーニーとデールはかれがやろうとしていることがいかに壮絶なことかについて「真
剣な話し合い」をした。「二人とも理解していたことの一つは、資産価値がいくらにせよ、
ダニエルと子供たちのためにとっておく額以外はすべてを財団に入れるということでした
が、これは非常にめずらしい決断でした、世界史上でもたぶん類がないでしょう。わたし
は『気持ちは固いのだろうね。三週間後に気が変わっても知らないぞ。資産は手元を離れ
てしまい、取り戻すことも使うこともできない』と言って、この件ではかれを厳しく問い
詰めました。かれの気持ちはいささかも揺らぎませんでした。それこそまさに自分の望み
通りだということを、かれは十分に承知していたのですから」。
第十二章
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第 12章

部屋の四人組

チャック・フィーニーがひそかにバミューダで慈善事業を立ち上げている頃、一部の友
人たちも同じくひそかに、一九八一年四月二六日にフィーニーが必ずニューヨークにい
るように仕組んでいた。ジェフ・マールシュテットと、コーネル大学の同窓生でかつて
フィーニーのもとでサンドイッチを作ったエイラ・ダグリアンが五番街六〇丁目のメトロ
ポリタン・クラブで、四月二三日のフィーニーの五十歳誕生日パーティーを計画していた
のだ。かれらはフィーニーに、コーネルホテル経営者会がボブ・ベックのために抜き打ち
パーティーを開くと告げて、何としてもベックを連れてきてくれと頼んだ。フィーニーが
ボブ・ベックとともにテーブルにつくとカーテンが引かれて、部屋いっぱいの飲み騒ぐ
人々が現れた。チャック・ロールスとリー・スターリングもいた。学生社交クラブ仲間の
トニー・キャシェンが司会をつとめて、フィーニーが昔コーネル大学でサンドイッチ配達
のときに硬貨を入れるために着ていたようなアーミージャケットを着て、サンドイッチ屋
の実演をやってみせた。マールシュテットは集まった人々のために一九六〇年の思い出話
をした。フィーニーはジュネーブでベンツを所有していたが、ある土曜日に一度だけそれ
に乗ったら日本人旅行者が運転する車にぶつけられた――「それ以来かれはずっと日本人
に返済させているんです」。
免税業のパートナーは、ニューヨークで開かれたチャック・フィーニーの五〇歳の誕生
日パーティーに一人も出席していなかった。四人ともすでに大金持ちになってしまい、独
自に投資会社を展開して世界各地に家族信託をおくのに忙しかったのだ。成功すればする
ほど友情の絆は弱まっていった。トム・ハーヴィルの記憶では、会社がまだ「若く活気が
あって、起業家的で楽しくて、昼は議論して意見を戦わせ、夜になると家族ぐるみで食
事に出かけて仕事のことは決して口にしなかった」一九七〇年代とは事態が変わってし
まっていたという。アラン・パーカーとトニー・ピラロは二人の創業者たちと親密な間柄
を保っていたが、フィーニーとミラーが地中海でアメリカ艦隊を追いかけて築いた絆は、
もはやないも同然だった。かれらの人生の道行きは二人の間の溝の深さを強調している。
ニュージャージー州エリザベスの聖マリア高校出身の少年は、バミューダに居を定めて余
分な財産の処分方法を見いだそうとしていた。一方、マサチューセッツ州クインシーの
セールスマンの息子は、香港の目がくらむような社会的高みを登りつつあった。ローデシ
アの薄給な役人の息子のアラン・パーカーはスイスに落ち着き、地味に投資して富を増
やしていた。持株わずか二．五パーセントのトニー・ピラロはフォーブズ誌のアメリカで
もっとも裕福な四〇〇人のリストに着実に加わろうとしていた。
これらの人々を唯一結びつけていたのはかれらの免税帝国から金を絞り出すプロセス
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で、そのためにはなお折にふれて集まり、四人だけで一部屋に集まって事業上の意志決定
を下さなければならなかった。免税業の営業権を更新する時期になると、入札額をうまく
決める必要がある。これは DFSの継続的な成功の秘訣だった。所有者たちは計算と予測
の多くを財務担当者に頼り、日本人の旅行予測、消費傾向、円とドルの相場を研究した。
だが最終的には他のだれでもなく、本人たち自身が賽を投げた。事業の伸びや政府の取り
分についてはかれらが判断した。契約更新の必要性はこのビジネスモデルの強みでもあ
り、弱みでもあった。DFSの圧倒的な規模や力、免税制度についての理解の深さは、いま
や潜在的な競争相手をびびらせるに十分だった。だが最後の算定のために四人が顔を合わ
せるときには、競り負けるのではないかというおそれが部屋に満ちた。
「民間企業最大のサクセスストーリーの一つでしたが、詰まるところは四人が一部屋に
集まって数を選んでいたわけです」と、トニー・ピラロ。「最後に数字を考えついた人物
の勝ちでした。だれも否という勇気がなかったでしょうから。空港の入札に二等賞はない
のです」。強気になることを覚え、莫大な準備金を用意していたせいでかれらは頻繁に成
功することができた。「われわれには大きな肝っ玉と大金がありました」と、ピラロ。
「部屋の四人だったことは確かです」と、アラン・パーカーも同意する。「われわれ四人
がいつも入札をおこない、他にはほとんどだれもかかわっていませんでした。少なくとも
入札の一週間前には集まって考え出しました。だれよりも我を通したのはおそらくチャッ
クでしょう。ボブは折れましたから。チャックが腰を下ろして『乗客二一万人かけること
のインフレ込み三〇二ドル、乗客の増加率としてこれをかけ、消費額の増加率としてこれ
をかけて』と言い、わたしが計算をしました。ボブはおそらくチャックと同じくらい頭が
切れたのでしょうが、わたしの見たところ、本気で身を入れることはなかったと思いま
す。かれはまったく――チャックの言う『熟考』――に時間を費やさなかった。何を意味
したにせよ、チャックはこの言葉をよく使いました。一晩間をおいて翌朝戻ってきたとき
にも、ボブは計算には五分しか費やさず、ビールを数杯飲んできたでしょうね」。
部屋に集まった四人はやがて額を決定すると、封筒に入札書を入れて封をした。チャッ
クはいつも小さな棍棒を持ち出して封筒をこすった。「入札の成功を祈っていたんです」
と、かれは含み笑いをして語る。
一九八〇年に四人の所有者たちはもっとも収益性の高い契約である太平洋のグアムにつ
いて決定するためにホノルルに集まった。グアムは日本人旅行客に一番人気のリゾートに
なっていた。毎月日本人消費者たちが何便もの飛行機を埋めつくして、日本の延長の免税
地と考えているらしいこの地へやってきた。DFSは事実上日本の小売店となって、海外
の東京『郊外』に等しい場所で日本人相手に商売をしていた。独占的小売業をこういった
『郊外』でおこなうことで、DFSは日本で事業を営む海外企業が直面する多数の障害から
逃れていたのだ。

DFSは太平洋で非常に優勢になったため、かれらと牙城を争うに充分な規模や大胆さ
を備えた競争相手は免税業界にはほとんどいなかった。だが DFSがおそれる相手が一つ
あった。ホスト・インターナショナルはケータリングと買物のチェーン店を築き上げ、ア
メリカ国内の二五の空港の営業権を手にして、ニューヨークの JFK空港に免税店を八店
舗持っていた。ホスト・インターナショナルはロサンゼルスでは DFSを打ち負かし、今
度は太平洋の拠点を狙って壮大な戦いの準備をしていた。

DFS はグアムの落札者として免税営業権の期間決定について発言権を持っていた。
フィーニーは、短期間の方が望ましいという見解を示した。二十年間もつ店舗を建てなけ
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ればならないのに、それだけ営業権が確実に続くと保証されなければ、競争相手が尻込み
するだろうという考えだった。ピラロは反対だった。「われわれがダウンタウンに大きな
店舗を持っていますから、二年か三年分の入札ならだれも来ないだろうとチャックは考え
たのです。でもわれわれには金がありましたから、入札金額をかなり高くできたんです」。
かれは「大きな度胸、大金」と題したメモを書いて、契約期間が長ければ更新のたびに契
約を失う危険をおかさなくていいと主張した。最終的にかれらは一〇年間で一億五〇〇万
ドル、うち二七五万ドルを新しい空港施設の建設に使うという条件で入札することに合意
して、フィーニーが棍棒で触れて「幸運を祈った」。ピラロは島間移動便でホノルルから
トラック諸島のジョンストン島へ向かい、やがて封印入札をおこなうグアムに着いた。し
かしかれはグアムであるコンサルタントからホスト・インターナショナルがこの入札で
DFSより高値をつける準備をしているという情報を得た。「電話をかけて『チャック、一
億五〇〇万に一〇〇〇万増やして一億一五〇〇万ドルにしたい』と言いました」と、ピラ
ロ。「かれは嫌がりました。そこでアランをつかまえたのです。アランは承諾しました。
ボブも。多数決がわれわれのルールでしたから、そうしました。一億一五〇〇万ドルで入
札したのです」。
ホスト・インターナショナルの挑戦は実現しなかった。「かれらはそこにいました。た
だ入札しないと言ったのです。」と、ピラロ。「入札公開日にホスト・インターナショナル
はおじけづいて空の封筒を提出しました。つまり理論上はトニー・ピラロが一〇〇〇万ド
ルを無駄にしたわけです」。だが一〇年間ではなく一五年間の営業権を手に入れたとピラ
ロは言う。「そして何億兆ドルも儲けたんですよ」。ピラロはテキサス州ダラスの投資銀行
に資金調達パッケージを作らせて、カルロス・G・コマチョ知事がグアムの商業地区の真
ん中に新しい空港を建設できるよう手配した。歳入債を起債して調達した四三〇〇万ドル
を投じた最先端のターミナルは、一九八二年に完成した。島の指導者たちはこのターミナ
ルの収容力が生かされることはないと思い、無用の長物呼ばわりした。だがこの年だけで
三〇万人以上の人々がこの空港を訪れたし、その五人に四人は日本人だった。五年後には
年間の日本人観光客数が一〇〇万人へとうなぎ登りに増加してあふれんばかりにいっぱい
になり、第二のターミナルを建設するはめになった。DFSは新しいレジを何十台も購入
しなければならなかった。

DFSの四人の所有者たちは、ハワイの更新入札のためにこの年もう一度ホノルルに集
まった。ホスト・インターナショナルの人間が町に来ている様子はなかった。だがハワイ
の営業権を失った場合の結末は非常に深刻だったので、かれらは数ヶ月前から現地に入っ
て準備にかかった。ハワイの DFS は母艦であり、事業の心臓を脈打たせる鼓動であり、
すでに州最大の小売店になっていた。
ハワイでは今後七年半の営業権が入札されることになっていたが、この時は話をややこ
しくする事態が生じていた。ハワイの運輸省はアメリカ反トラスト法違反を避けるため、
営業権を二つに分割したのだ。運輸省は空港店舗の最低保証賃貸料総額の入札を募り、最
高額入札者には免税品販売に最高の立地、つまり日本航空のゲートの真横（営業権 A）、
敗者には売れ行きがはるかに劣る国内線ゲートそばの二番目の立地（営業権 B）を与える
ことにした。しかしどちらの高額入札者――最高額入札者と二番目の入札者――も、ダウ
ンタウンの免税店は営業できた。
ハワイの DFS の責任者ジョー・ライオンズはホノルルに小さな事務所を別に構えて、
所有者たちが入札額を算定する資料として売上実績と将来見通しを用意した。かれは入札
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額算定のためにプライス・ウォーターハウスから香港生まれの会計士、フィル・フォンを
迎え入れた。コーヒーが無料で飲めるからと、フィーニーが朝の打ち合わせの場所を豪奢
なワイキキパークホテルのロビーにしたのをフォンは覚えている。
「わたしはかなりの時間をかけてチャックとアランにひたすら耳を傾け、入札の金融モ
デルを作りました」と、フォン。「まだコンピュータがなかった頃です。すべてを計算機
でやっていました。わたしは IBMへ行って PLAN-CODEという高度な金融モデル作成
プログラムを学びました。いま使われているマイクロソフトの精巧なシステム、エクセル
をもっと簡単にしたものです。データ端末はわたしの事務所に置きました。入力したデー
タは何キロか離れたわれわれのコンピュータ室に送信されますが、その両側でデータを暗
号化しました。だれかが侵入してわれわれがやっていることを突き止めてしまうのが心配
だったからです」。同じように競争相手のスパイ行為をおそれて、計算に使われたすべて
の書類とノートは定期的にシュレッダーにかけられ、ジョー・ライオンズがその残骸を車
のトランクに入れて持ち去った。
ここでミラー、パーカー、ピラロは驚くべき情報を耳にした。競争相手がチャック・
フィーニーかもしれないというのだ。フィーニー自身が空港の二番手経営者として入札
することを考えているという話だった。「チャックは明らかに A店舗をチャック・フィー
ニーかかれの関係筋の所有として、B 店舗を DFS の所有とする計画をたてていました」
と、アラン・パーカーは語る。「これは明らかに利益背反なんですが、どうしてチャック
がそれを理解できないのか、わたしには想像つきません」。フィーニーが入札するという
見込みはかれらの気分を害したとピラロは言う。だが実現はしなかった。フィーニーはこ
う説明する。「われわれは注意深く話し合いました。談合になってしまったら規則違反で
すから。でもわたしたちのだれかが確実に営業権を手にできるという保証になると思った
んです。でもやらないことに決めましたよ」。
フォンの分析によると免税事業のわずか二〇パーセントが空港で、八〇パーセントがワ
イキキのダウンタウンでおこなわれていた。空港一の立地を逃したとしてもダウンタウン
はあったし、「どの競争相手もただちにワイキキに新たな店舗を建て、供給業者をすべて
揃えてマーケティングを整え、顧客を慣れさせなければなりませんでした」
四人の所有者たちは最終的に一億六五〇〇万ドルで入札することに決めた。つまり保証
金六〇〇万ドル――各営業権の入札額の二パーセントと、二五〇〇ドルの手数料――を運
輸省に託すということだ。従来のようにかれらは別々の銀行から銀行小切手を集めて、一
つの銀行から額が漏れる危険を避けた。かれらは一九八〇年九月一六日にホノルルの運輸
省事務局に行って、ヒガシオンナ・リョウキチ担当官による開札に立ち会った。いつもの
見物人と金融ジャーナリストの他に、いくつか見慣れない顔もあった。役人たちは黒板に
各入札者の提出した年間保証賃貸料をチョークで書きつけていった。DFSの所有者たち
は奇襲を仕掛けられていた。ホスト・インターナショナルが DFSを八一〇〇万ドル上回
る二億四六〇〇万ドルで入札したのだ。
「かれらは非常に狡猾でした」と、フィーニー。「以前負けたことにむかついたので、で
きるだけこっそりやることにしていたんですね。今度は事前情報もなかったので、他に入
札者がいるとは気づきませんでした」。ホスト・インターナショナルは子会社の DFIファ
イナンシャルを通して入札に参加していた。これは DFSのレーダーに引っかからなかっ
たし、DFSのもと会計士デズモンド・バーンがコンサルタントとしてかれらに助言して
いることもわからなかった。
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入札額が黒板に書き出されるのを、DFSの四人の株主たちは衝撃をもって見つめてい
た。空港一の場所を取られたからではなく、ホスト・インターナショナルの入札額がどう
みても高すぎたからだ。「茫然としてかれらの年間提示額に耳を傾けていましたが、この
入札がかれらを破産に追い込むだろうとわたしは気づきました」と、ピラロ。「ホスト側
の大きな間違いでした。チャックを見ると、かれもショックを受けていました。われわれ
全員がかれらの入札に衝撃を受けました。かれらには無理だったのです」。
ホスト・インターナショナルの免税事業を率いるアイラ・シェクターはただちに DFS

があった空港一の場所に免税店を開き、DFSショッピングモールから数ブロック離れた
クヒオ通りのワイキキトレードセンターの中二階にライバル店舗を設置しにかかった。ホ
スト・インターナショナルのダウンタウン店は一九八一年一月一日に開業し、世界でもっ
とも豪華な免税店の一つと評された。真剣勝負だった。
フィーニーはハワイにかかわる主要旅行業者十社を「世話してきた」旧友のモーリス・
カラマツに頼んで、DFS を見捨てないよう手をまわさせた。「かれにこう言いました。
『第二の競争相手が現れた。できる限り商売を押さえておきたい。八〇パーセントか九〇
パーセント』。カラマツは『かれらとは長く仕事をしているし、日本文化ではなじみの相
手を見捨てて、新参者に寝返るのは悪いことなんだ。かれらにはこれまでずっとうまい汁
を吸わせてあげたんだからなおさらだ』と、答えました。かれは旅行業者のところへ行っ
てこう言いました。『きみたちは最初に仕事の機会をくれた人々とやっていくべきだ』。ホ
スト・インターナショナルは DFSが手数料として払っている額を調べて、二〇パーセン
ト上乗せすると申し出ましたが、業者たちは忠誠を守り、引き続き日本人観光客を空港か
ら直接 DFS店舗へ連れてきてくれました」。
「DFSにはブランド認知という強みがありました」と、フィル・フォンは語る。「日本
語を話す店員たちは忠誠心に篤い働き者で、なかなか得がたいとチャックは知っていまし
た。そういったバイリンガルの従業員は不足していたのです。われわれにはツアーガイド
や地元ガイド、バスやタクシーの運転手との特別な取り決めもありました。かれらには客
が買い物をしている間に昼食をおごり、快適なテレビつきのラウンジで長居してもらいま
した。リラックスできるし、われわれのところの方が売り物も多いから、手数料も増える
とかれらもわかっていたのです」。

DFS従業員たちはフィーニーその人にも忠誠心を抱いていた。ライバル店が日本語の
話せる経験豊かな店員を必死になって探し始めると、この忠誠心が大きく効いた。親切で
思いやりある上司の存在は昇給よりずっと重要だった。「チャックはみんなに個人的に関
心を持ってくれました」と、フォン。「かれは従業員を名前で呼んでいました。『わたしの
ことはチャックと呼んでくれ』と言ってね。ある年のクリスマスには子供連れで事務所に
立ち寄って挨拶をしていってくれました。わたしにはどんな昇給やボーナスより大切なこ
とです」。
九ヶ月で勝負はついた。ホスト・インターナショナルが収支を合わせるには日本人市場
の三分の一が必要だった。それが六分の一も獲得できなかったのだ。ホスト・インターナ
ショナルは二五〇〇万ドルの損失を出して九月に閉店した。値引きをしてもかれらには日
本人ツアー業者たちに、観光客の群れを自分たちの店に向かわせることができなかった。
「ハワイでわれわれは日本語で『欲張り』と呼ばれていました。どんな機会が持ち上がっ
てもそれをつぶそうとしたからです」と、フィーニーは笑って振り返る。
舞台は一九八一年一一月にニューヨークへ移った。DFSはピラロの勧めで、大打撃を
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受けたライバルのホスト・インターナショナルの株を買収しようと持ちかけ、一株二四．
二五ドルで売るという承諾を取りつけたのだ。だが契約を締結しようとしていた金曜の午
後に、マリオットホテルチェーンがその申し出を上回る二九ドルを提示した。フィーニー
は入札戦争になるのを危惧していたが、DFSは月曜に提示額をさらに上げて二九．二五
ドルにした。マリオットはそれを上回る三一ドルを提示した。この問題はビル・マリオッ
トが DFSに連絡してきて会社の分割に合意したことで解決した。DFSは一株二九．二五
ドルでホスト社のロサンゼルス、ボストン、JFK空港の免税店経営権を手にした――総
額は三一六〇万ドルになった。マリオットはホテルを一株三一ドルで手に入れた。DFS

はやはりついていた：ロサンゼルスはピラロの言葉でいうと『ドル箱』だったのだ。
この顛末は結局「DFSをさらに拡大させて、環太平洋地域におけるわれわれの地位を
強め、西海岸での地位も強化し、アメリカ本土でもまともな小売り業者の地位を与えたく
れた」とフィル・フォンは語る。
まもなく新しい戦線が生じた。今度はアラスカ州アンカレッジだった。一九八三年に

DFSの四人の所有者たちは、この実入りのいい店の営業権を五年分更新するために七一
〇〇万ドルの値をつけた。最終的な入札価格の設定にあたっては、フィーニーが決断力を
みせた。かれらを競り負かしたのは七六六〇万ドルで入札したアンカレッジのインターナ
ショナル・デューティー・フリー社と名乗る小売店だった。かれらを出し抜けるのは、内
部情報に通じている人物しかなかった。それは二年前まで DFSの太平洋地域責任者をつ
とめ、たっぷりとした退職金をもらった退社したリチャード・ウェイドだった。

DFSの所有者たちは激怒した。かれらはこれを甘受する気はないと決めた。「チャック
は入札で負けるのを嫌いました」と、この年に DFS最高責任者の任を継いだエイドリア
ン・ベラミーは振り返る。「われわれは弁護士たちと八方手を尽くし、ウェイドの入札に
何か穴がないか徹底的に調べにかかりました。チャックはみんなの作業指示に熱中してい
て、元気を出させるのがとりわけ上手でした」。アンカレッジの事務所には『勝負は最後
の最後までわからない』というフィーニーの手書きの張り紙が壁に留められた。DFSは
もとの勤務先と競合しないという退職時協定に反するとして、ウェイドに二〇〇〇万ドル
の損害賠償訴訟を申し立てた。
最終的にウェイドは要求された一七二〇万ドルの融資保証を用意できず、かれの入札は
無効となって、営業権は規程により DFSの手に戻った。この勝利は重要だった。アンカ
レッジ店は、ヨーロッパや日本を行き来する十数便の長距離便が到着する午前と午後の二
回にわたって集中的な買い物ラッシュが発生し、国際線の乗客一人当たりでおよそ一〇〇
ドルの売り上げを得ていたのだ。これは世界平均額の一〇倍にあたる。
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ハワイとアラスカの営業権更新で、DFS の安泰が数年間保証されると、チャック・
フィーニーはすべてを正式に手放す日が来たら、四〇〇〇万ドルと家々はダニエルや子供
たちのためにとっておかれて、そのお金は数年に分けて支払われるという条件で妻の同意
をとりつけた。この額は「家と子供と教育と衣服と船と芸術品と宝飾品」を都合するのに
必要と考えられた額だとハーヴェイ・デールは振り返る。
アトランティック財団は一九八二年の創立から二年たったが、うまく稼動していた。
フィーニー家はこの二年間に財団経由で一五〇〇万ドルを寄贈しており、そのうち一四〇
〇万ドルがコーネル大学への寄付だった。コーネル大学はかれにすべてを与えてくれた。
アイビー・リーグでの教育、世界への足がかり、誠実な友人たちのネットワーク。だから
この大学は、いつも真っ先にかれの寄贈先となった。フィーニーは自分に自信と事業の繁
栄を授けてくれたこのアイビー・リーグの大学にひたすら恩義を感じていた。かれはホテ
ル経営学部をおとずれた際に学生たちに話している。「わたしはコーネルからたくさんの
ものをもらいました。ただの学位だけではありません。それはわたしに、その先の道を整
えてくれたんです。きみたちもコーネルを出るときには立派な荷物を背負っているでしょ
う。『コーネル大学』と言えば、だれだってとてつもなくいい大学だと知っていますし、
ホテル経営学部は世界一です」。ダニエルは協力的で、チャックとダニエル宛の感謝状を
喜んで受け取っていた。二人はコーネル大学に舞台芸術センターを建てるためのチャレン
ジ・グラントに二〇〇万ドルを寄付し、ボブ・ミラーもこれに応じて二〇〇万ドルを寄付
した。この贈り物は質素な環境で育った学生たちをホテル学部で学ばせるための奨学金に
もあてられた。
一九八四年一一月までに、フィーニー家はすべてを財団に移譲する準備を終えていた。
だがバミューダ領で大規模な財産を譲渡するには収入印紙の支払いが必要で、弁護士のフ
ランク・ムッチの計算によると、バミューダならその額は四〇〇〇万ドルにもなるという
ことだった。かれらは取引をバハマでおこなうことにした。バハマなら、財団への寄贈で
はなく財団による購入ということにして、それがバミューダ領外で行われれば、印紙は不
要だった。すべてがダニエルの名義だったので、財団が約束手形を振り出して彼女の資
産、すなわち DFSの持株と事業を一定期間内に購入するように手配された。
日取りが決まった：一一月二三日、アメリカの感謝祭の翌日だ。チャックとダニエル、
そしてフランク・ムッチ、ハーヴェイ・デール弁護士二人の同席がもとめられた。フィー
ニー夫妻とムッチは当日の朝にニューヨークとバミューダからナッソー国際空港に飛行機
でやってきた。デールはウェストパームビーチから来る予定だったが、空港のあたりに雷
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雨がとどまってかれの搭乗便を遅らせてしまった。ようやく乗りこんで機長が「天候が一
時的に回復したようですので、お望みでしたら飛び立ちます」とアナウンスしたときに
は、デールは「みんな乗り気だよ」と叫びそうになっていた。このときのことは想像でき
る限りの大惨事に近かったとかれは振り返る。「着いたのは昼下がりで、もう四時頃でし
た」と、デール。「信託会社が閉まるのは午後五時。着陸するなり飛行機から走り出てタ
クシーに飛び乗り、階段を駆け上がると会議室にはみんなが座り込んで指をもじもじさせ
ながら待ちうけていました。契約締結には二時間から三時間かかる予定でした。でも残り
時間は一時間しかなかった」。部屋に入ったデールにフィーニーは「どうも」と声をかけ
ただけで、さっさと契約締結にとりかかった。
すべての書類への署名をもってアトランティック財団は譲渡禁止約束手形を発行して、
エクゼターという子会社から何年もかけてダニエルに四〇〇〇万ドルを支払うことで、資
産の購入を済ませた。このほか世界各地にあるフィーニー家の邸宅を中心とする事業外資
産二〇〇〇～三〇〇〇万ドル相当はダニエルの手元に残った。
弁護士事務所でサインを一つ（実際には複数だったが）しただけで、チャック・フィー
ニーは五三歳にして全財産を処分してしまった。とはいえ財団の会長として、その用途を
左右することはできたのだが。もちろん無一文にはほど遠かったし、ビジネス帝国はすべ
て財団の所有になってしまい、二度と取り戻すことはできないとはいえ、ゼネラル・アト
ランティック・グループ社会長として経営は続けていたし、毎年給料も得ていた。だがか
れは億万長者の筆頭格から、五〇〇万ドル以下の財産しかない人物に成り下がった。のち
にかれはこんな冗談を言った：「百万長者になる方法？ 　まず億万長者になることだよ！」
これは史上もっとも多額財産譲渡の一つだったが、深く関わった人々のだれ一人とし
て、その価値を億ドル単位ですら正確には推定できなかった。フランク・ムッチはフィー
ニーの資産総額は当時六億ドルだったと考えている。ハーヴェイ・デールは八億ドルほど
もあっただろうと推測している。これはフィジーやバルバドスの国内総生産に相当する
額だ（年利七パーセントで投資していれば二〇〇七年には三八億ドル相当）。二年前から
フィーニーに相談役として雇われていたポール・ハノンは、当時の個人的なメモの中で、
資産価値は五億から一〇億ドルの間だろうと示している。これはベアー・スターンズなど
かなり大規模な投資銀行の資本に匹敵し、モルガン・スタンレーの資本をはるかに上回る
額だ。
正確な算定が難しくなったのは DFS が民間の多国籍企業で、フィーニーの持株三八．
七五パーセントの価値が、本人に言わせれば「見る人しだい」だったせいだ。この年にト
ニー・ピラロが DFSに提示した他の所有者たちの権利買収額、六億一〇〇〇万ドルをも
とに考えると（結局ピラロはこれだけの現金を用意できなかったのだが）フィーニーの持
分はおよそ二億三六〇〇万ドルだったことになる。だが DFSが株式市場に上場していた
ら、市場価値はさらに高かったかもしれない。しかも急成長していたゼネラル・アトラン
ティックの持株と投資はこのときすでに数億、おそらくは五億ドル以上になっていた。
フィーニーとデールは内輪では財団の資産を『教会』と『国』に分けていた。『教会』は
奨学金にあてる流動資産、そして『国』は事業と DFSの持株を意味していた。この譲渡
で資産の九割は『国』になった―――ほとんど事業を保有していない現代の慈善団体では
前代未聞の割合となる。
契約締結後の祝杯や食事はなしだった。全員が、ナッソーを出る夕方の便に乗ろうと空
港に急いだ。チャックとダニエルはニューヨークへ、ハーヴェイ・デールはウェストパー
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ムビーチへ、フランク・ムッチはバミューダへ。
ダニエルにとって、これは夫の商取引の一つにすぎなかったが、これは大きな重要性を
帯びていた。こういったことでは彼女はいつも夫の決めた通りにしていたし、資産が自分
の名義ではあっても、自分のものではないことはわかっていた。ハーヴェイ・デールは彼
女の弁護士でもあったし、夫妻ともデールの家族と親しくしていた。ダニエルは自分が拒
むべきではないと感じていたし、この件で結婚生活に波風をたてたくはなかった。四〇〇
〇万ドルは一家の資産のごくわずかとはいえ、彼女は何かを奪われたようには感じていな
かった。
それでもダニエルは後に、この出来事を好ましくは思わなくなった。一九八〇年代の後
半にかけて、彼女とチャックはますます別々の生活をおくるようになっていったと友人た
ちは言う。フィーニーは以前にまして不在がちになり、仕事や慈善活動にほとんどの時間
を割くようになった。しばらくたつとダニエルは腹立たしく思い、将来に不安を持つよう
になった。自分の人生に何かとてもひどい深刻なことが起こったように感じたのだ。彼女
は子供たちが相続権を失ったことを心配しはじめた。ハーヴェイ・デールとの関係はかな
りこじれてしまった。彼女は弁護士が夫に大きな影響を与えすぎたのだと考え、顔を合わ
せるとしばしば会話の中ではっきりとその思いを知らせた。
フィーニー家の子供たちは父親とニューヨークの弁護士の間柄をどう考えていいか判
断がつきかねていた。かれらなりにハーヴェイ・デールが及ぼした影響について考え、か
れが父親を何らかのかたちで操ったのか、それともマイモニデスがデールに影響を与え、
デールが父親に影響を与えたのかと思いをめぐらせた。だが存命中に贈与するという発想
が父親の心の中で長いあいだ育ってきたものだということはほとんど疑問の余地がないと
思っていた。
フィーニーはハーヴェイ・デールが自分の生涯にもっとも影響を及ぼした人物だとあっ
さり認めている。「間違いありません」と、フィーニー。「かれは完璧に誠実で、人間とし
てすぐれた人物です。かれはわたしの動機を理解していました。わたし自身の発想はまっ
たく変わっていません――富を使って人々を助け、富を使って人々の助けになる団体をつ
くる。かれもわたしと同じ実践的な考え方をしていると思います」。
「ハーヴェイにはとても影響力がありました」と、フランク・ムッチは語る。「実はす
べてかれの仕業だった。かれはチャックの発想を支持しました。ユニークだったのは、
チャックが自分自身を養う手だてを何ひとつ講じなかったことです」。フィーニーの顧問
弁護士のポール・ハノンは、デールはフィーニーの願いをくみとっただけでなく「ある程
度かれの願いそのものを構築した」と感じていた。
末娘のダイアン・フィーニーは、一九八四年に入ってしばらくしてハーヴェイ・デール
が財団の創設でどんな影響が生じるか家族に説明したと振り返る。「ハーヴェイがわたし
たち一人ひとりに会いに来たのを覚えています」と、彼女は語る。「当時わたしはコーネ
ル大学に通っていました。相談のためにフットボールの試合をあきらめろと言われたの
で、これはかなり大事にちがいないとわかりました。かれはわたしを座らせると、父がお
金をすべて慈善事業に寄付したいと考えていて、その話を進めている段階なのでその話を
したかったのだと言いました」。
しかしバミューダで巧妙に築いた機構には欠陥があったのを一年後に知って、かれら
はひどく落胆した。バミューダ法によると、パーラメント通りの会社登録機関に託され
た財団設立趣意書は公開文書だった。だれでも文書を調べて、構成員がチャック・フィー
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ニー、ダニエル・フィーニー、ハーヴェイ・デール、フランク・ムッチ、カミングス・ズ
イルだと突き止めることができた。だれか望ましくない人物――たとえば金融ジャーナリ
スト――が登記簿を調べたという証拠はなかったが、フィーニーが秘密の慈善事業委員会
の一員であることはすぐにも『ばれる』可能性があった。解決策はただひとつ――法を変
えさせることだった。
幸いなことにバミューダの司法長官はフランク・ムッチのもとパートナーで、かれらの
ジレンマに理解があった。アトランティック財団の弁護士たちは一九八二年のアトラン
ティック財団会社法に、新たに条項 17Aを盛り込んだ改正法案を作成した。これはアト
ランティック財団の登録を調べられるのは司法長官か慈善事業委員、もしくは最高裁判所
の任命を受けた人物だけに限るというものだった。それ以外は世間に知らされないことに
なっていた。
「われわれは理由を挙げました」と、ムッチ。「財団員も委員会も、寄付の勧誘を受ける
ことを望まないと言ったのです。電話に悩まされたくはありませんでした。われわれは非
公開財団でしたが、何か隠し立てしようとしていたわけではありません」。改正法案はだ
れにも何が起こっているか気づかれないまま通過した。「記者たちが名前をつかむ前に扉
を閉めました」と、ムッチは語っている。
これはバミューダの情報公開に対するクーデターだった。バミューダの日刊紙『ロイヤ
ル・ガゼット』は事態を知って、報道の自由の制限について記事を書いて抗議した。もう
手遅れだった。だがこれで初めてアトランティック財団の名前が新聞記事に登場すること
になった。
一九八六年にフィーニーはバミューダ領で二つめの財団『アトランティック・トラス
ト』を立ち上げて、アメリカでの寄付を扱うことにした。これはアメリカの新しい課税法
案のために必要に迫られたもので、DFSの四人の所有者たちはこの法案のせいで会社を
二分して再編することになった：アメリカとグアムの事業、そしてアメリカ以外と環太平
洋地域の事業の二つだ。アメリカとグアムの DFS 株はアトランティック・トラストへ、
アメリカ以外と環太平洋地域の DFS株はアトランティック財団へ組み込まれた。
アメリカをはじめどこの慈善業界の人間も、新たな大物慈善団体が登場したことに気
づかなかった。アトランティック財団の代表取締役と最高責任者の役割を担うデールは、
マンハッタンの弁護士事務所キャドワレイダー、ウィッカーシャム＆タフトの弁護士た
ちを中心に秘密保持契約を作らせ、財団の立ち上げに関わった全員にそれに署名させて、
フィーニーのプライバシーを守らせた。財団の運営に当たっては厳しい規則が設けられ
た。寄付の勧誘は受け入れないこと。寄付は匿名でおこない、受け取った人々に出所を知
らせないこと。受取人も秘密保持契約書に署名しなければならないこと。受取人がアトラ
ンティック財団やチャック・フィーニーについて何か知ってそれを公表した場合には送金
が止められること。アトランティック財団は世界最大の秘密財団になった。
最初からチャック・フィーニーは、寄付行為で名前をあげたくないという点は譲らな
かった。出資した建物には記念碑も名前もなく、正装行事の「感謝の」晩餐会や名誉学位
もない。世間はかれが財団の裏にいることを知るべきではない。受取人には名前も知らせ
ない。
これは目立ちたがるエゴの欠如に由来するものではあるが、同時に秘密主義はフィー
ニーの習性になりつつあった。かれが人生で取り組んだことのほぼすべてにおいて、秘密
を守って目立たないようにすることが重要だったのだ。ニュージャージー州の家族は、そ
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れが朝鮮戦争中に日本で諜報活動をしていたことからきていると考えている。この活動は
非常に機密性が高く、かれがその話をすることが禁じられていた。ヨーロッパではリヒテ
ンシュタインでスパイ映画の登場人物のように活動して、つねに移民局の一歩先を制し
た。ヨーロッパで艦隊相手に酒を売るにあたって、かれとボブ・ミラーは艦隊の動向につ
いての機密情報を頼りにしなくてはならなかったし、太平洋での自動車販売はだれにも知
られないことが肝心だった。同じようにアメリカで五本組の酒を輸入するしくみが繁盛
したのも、競争相手たちが突き止めて力づくで割り込んでくるまでのことだった。DFS

の組織自体も秘密主義に根ざしていた。競合他社が大きな営業契約入札に DFSがいくら
で入札するつもりか知ったなら、DFSを上回る入札をして商売から追い出すことも可能
だった。もっとも収益の高い営業権の一部を手にするための鍵は、どれだけ儲かっている
かを空港関係者に知られないことことだった。非上場企業である DFSは、どこにも利益
を公表する必要がなかった。DFSの最高責任者たちは財務収益について厳しい機密保持
誓約書に署名しなければならなかったし、四人の所有者たちは記者の質問に対する答は一
つだけ、という同意書を交わしていた：「この質問にお答えしたいところですが、答えられ
ない決まりなのです」。フィーニーは打ち合わせの場で「規模や成功の度合いについて公
に吹聴してはいけない」と主張していたとジョン・モンテイロは語る。そして当然のこと
だが、フランスで生活していたフィーニーは、「ここにも大金を持ったやつがいる」と考
えたギャングなどに子供が身代金目当てで誘拐されたりしないか、いつも危惧していた。
一九七八年にボブ・ミラーと妻のシャンタルが香港のレパルス湾で三日間の豪華なパー
ティーを催したことにフィーニーは失望した。パーティーにはカリブのスティールバン
ド、南アメリカのロックグループ、パリから飛行機で乗りつけた DJが顔を揃え、シャン
タルはインカの王女の衣装を身にまとって熱気球で客たちの中に降り立った。これは同
等の額を慈善事業に寄付したというミラーの発表とともに社会面のコラムでとりあげら
れた。
「つねづね話していたことですし、説教していたとさえ言えることですが、あまり語ら
ず見せつけないほど、腹を立てて嫉妬する人も少ないものです」と、ハーヴェイ・デール。
「ボブ・ミラーはそのやり方を守りませんでしたが、他のパートナーたちは実によくやり
ました。フィーニーからみればボブはますますひけらかして香港の大物、将軍きどりに
なっていました。かれはそのすべてが気に入りませんでした」
トニー・ピラロは、ボブ・ミラーの上流階級的な目立ち方をフィーニーほどは憂慮して
いなかった。「ミラーがロールスロイスを乗り回したところで、人々がうちのビジネスモ
デルについて何か勘ぐるわけじゃないですし。旅行業者、シャネルをわれわれに売った
人々、航空会社、みんなわれわれが大金を儲けているはずなのは知っていたんですから」
免税品が必ずしもお買い得とは限らない、という認識もかれらは公にしたがらなかった
が、こちらは広まりつつあった。一九八五年三月に『ファー・イースタン・エコノミック・
レビュー』のある記事が、香港の免税店には気をつけろと旅行者に警告した。「そういう
店は、もともと免税のこの都市に何千とある店よりも、少なくとも一割高い値段をつけて
いる」
皮肉なことにフィーニーが財産の大部分を手放してしまった後も、事情を知らない人々
はみなチャック・フィーニーが「大金持ちの一人」だと思い続けていた。自分の所業を秘
密にすることで、いまも大金持ちだろうとみんなに憶測させておいたのだ。DFSのパー
トナーたちも、フィーニー夫妻がもう DFSの三八．七五パーセントを個人的には所有し
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ていないとは知らずにいた。かれは営業権入札額を決める必要があるときはまだ DFSの
共同所有者として出席していたし、ゼネラル・アトランティック・グループ（GAGL）の
会長および最高責任者として立ち回り、減額した年俸二〇万ドルを手にしていた。かれの
慈善財団が GAGLの事業資産をすべて所有していたのだが、表向きは何も変わったよう
に見受けられなかった。
しかしフィーニーが実情をほのめかすこともあった。「かれは二時間半ほどかけて、所
有物が自分の所有ではないことをわたしに説明してくれました。自分は言わばその管理人
で、金を稼げたのは幸運だがそれは自分の金ではないし、本質的にはそれを再循環させて
いるだけだ、というんです」と、一九八三年にボブ・フトランに代わって DFSの最高責
任者になったアドリアン・ベラミーは振り返る。「かれが二度ともどってこないような形
で手放してしまったと理解していたのか、自分でもわかりません」。

GAGLの相談役に雇われた後にポール・ハノンはフィーニーから『富』のコピーを渡
され、ハーヴェイ・デールに脇に呼ばれて慈善事業のために活動することになると説明さ
れたと振り返る。「チャックと金は愛憎関係にある」と、デールはかれに話した。「金はか
れの得点表だから稼ぐのは好きだけれど、それを持っていることは好まないんだ」。ハノ
ンの理解では、金持ちになることよりもっと重要な何かのために働いていることをフィー
ニーは知らせたかったのだ。エール大学出身の弁護士は、自分の年収がフィーニーを上回
ることを知って驚いた。「ずいぶんやりにくくなりましたよ。上司が自分よりはるかに少
ない手取りしかないのに昇給を要求したら『わかった、だがきみはアフリカで飢えている
子供たちから巻き上げているんだぞ！』と言われるでしょう」。
一九八〇年代半ばには、GAGL社は金融機関とマスコミのレーダーをかいくぐるには
大きくなりすぎていた。DFSの配当金を除く一九八四年のGAGL社の年間収益は三〇〇
〇万ドルだった。
一九八五年五月二三日にハノンはチャックに機密報告書『秘密主義の利点と負担』を提
出して、膨大な情報が公的記録に記載される状態になっていると警告した。国内で経営し
ていればアメリカ国税局が三〇〇〇万ドルの半分を持っていっただろうし、国税局がゼネ
ラル・アトランティックに注目してその気になれば「そのコストはすさまじく、たやすく
億単位になる。（中略）したがってたゆまぬ努力をもってあらゆる法的手段を講じ、国税
局からオフショア事業体、所有者の正体、その管理する財の規模を隠すべきである」。
会社が「出所不明の共同出資」という形態であるために、銀行やパートナー、従業員へ
の対応がむずかしくなっている、とハノンは警告していた。この組織形態は「石油王、マ
フィアなど正体を隠す必要のある人々イメージ」を想起させるからだ。取引先銀行は、ゼ
ネラル・アトランティックとの取引について別個に秘密ファイルを作成することに同意し
ていたが、ハノンの推測では金融界で二〇〇人ほどは秘密の富について何か知っており、
フィーニーという人物がその裏にいるのを知っているだろうということだった。ゼネラ
ル・アトランティックが数々の会社をアメリカで共同所有していることは、その会社の証
券取引委員会向けの有価証券報告書に記されていた。アメリカにおける一定規模の買収は
司法省に届け出なければならなかったし、ハワイとアラスカの営業権入札によってゼネラ
ル・アトランティックという事業体が DFSの三八．七五パーセントを取得していること
はすでに公開情報だった。ハノンはこう締めくくっていた：「これまでのように投資を続
けるなら、今後数年のうちにわれわれが『フォーブス』『ウォールストリートジャーナル』
その他の経済新聞の大々的な調査対象になることは事実上避けられないだろう。われわれ
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は見過ごされるにはあまりに大きすぎるし、興味深すぎる」。
主張を強調するために、ハノンは『ウォールストリートジャーナル』のしつこい記者が
嗅ぎ回って書きたてそうな偽の記事をまとめた。そこには記者がやりそうな中傷的な憶測
もいくらかつけ加えた。

アメリカの知られざるスーパー大富豪
フィーニーの財産：百万か一〇億か？
過度の秘密主義にもかかわらずマフィアとのつながりは未確認

先週火曜日の正午頃。チャールズ・F・フィーニーはニューヨーク三番街の安っ
ぽいアイルランド風酒場『クラークス』のスイングドアをくぐり抜けた。（中略）
細く機敏なフィーニーは数人の仕事仲間を従えていつものテーブルへ向かい、ハン
バーガーと白ワインの食事をとりながら巨大なゼネラル・アトランティック帝国の
仕事を片付けた。
フィーニーと同僚たちは一貫して質問への回答や『ウォールストリートジャーナ
ル』（WSJ）の電話取材に折り返して連絡することを拒んできた。しかしWSJの
詳細な調査によってフィーニーの財はもっと有名なアメリカ人富豪の財をはるかに
上回ることがわかった。T・ブーン・ピケンス、イワン・ボエスキー、ドナルド・
トランプ、ドリス・デュークも、この控えめなフィーニーに比べれば小物でしかな
い。（中略）
フィーニーの金融帝国の特徴はその過剰なまでの秘密主義である。その資産は海
外財団法人、トラスト、家族の面々、五〇以上の企業の網の目に隠されている。し
かし法的に義務づけられた政府機関への報告、ときに相反するわずかな記事の切り
抜き、そして一人残らず匿名を条件とした銀行家や元従業員たちからの聞き取りに
よって、フィーニーの膨大な資産の輪郭が明かされた。
香港のデューティー・フリー・ショッパーズの株式三八．七五パーセントがゼネ
ラル・アトランティック・グループの要石である。（中略）空港関係者に提出され
た報告書をWSJが調査したところ、DFSの売上高は七億五〇〇〇万～一〇億ドル
程度、税引き後の利益は年間およそ六〇〇〇万～一億ドルと推定される。
ニューヨークの資本家 A・M・ピラロが DFS株式をわずかに保有しているため
に、ある噂がつきまとっている。（中略）ピラロはかつて逃亡した資産家ロバート・
ヴェスコの近しい相談役を務めていた。（中略）
フィーニー個人の唯一の浪費の例がニューヨーク市、パリ、バミューダ、ホノル
ル、サンフランシスコの自宅で、受取人たちの話では大富豪らが人里離れて住む
コートダジュールのフェラ岬にもいくつか豪邸を所有しているという。
さらに小規模ではあるが専門的な小売業におけるフィーニーの持株会社には、ハ
ワイで二番目に大きな小売チェーンのアンドラーデ、ディスカウント販売のデパー
トとして利益を上げている南西部のソロサーブ、ニューヨーク州北部の伝統的デ
パートであるカールス、ロンドンのバーリントン・アーケードに店舗を構えて上品
なカシミアを扱うエヌ・ピールがある。
ゼネラル・アトランティック（中略）はコンピュータ・ソフトウェア会社、石油・
ガス事業、医療分野に抜かりなく投資してきた。（中略）また、同社は過去数年に
わたってインフライト・サービス社の株式を大量に保有している。証券取引委員会
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の報告書によると、総じてフィーニーのインフライト株はバミューダ在住だという
フランス国籍の妻、ダニエル・J・フィーニーの名義で間接的に所有されている。
しかし近所の人々は、広大ではあるがどこか手入れされていない印象のあるフィー
ニー宅のあるバミューダのウッドランズでは、フィーニー家の人々をほとんど見か
けていないという。

フィーニーはこのような最悪の新聞記事が本当に出るのではないかと震えあがり、ハー
ヴェイ・デールはひどく危機感を抱いて、この報告書のすべてのコピーを破棄することを
望んだとハノンは振り返る。そして何にも増して、すべてを秘密にするというフィーニー
の決意はこれでさらに固まり、セキュリティがさらに強化されたのだった。
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一九八二年にバミューダでアトランティック財団を創設した際に、チャック・フィー
ニーはアメリカ国内で寄付行為をするにも匿名が保てる体制をつくった。かれはコーネル
大学の故郷であるニューヨーク州イサカに事務所を設けて、アトランティック財団サービ
ス社（のちにアトランティック慈善サービス社）という無難な名前をつけた。これはディ
スクロージャー規則を避けるために『営利』企業として登記された。レイ・ハンドランが
責任者として、寄付の受給者の特定と支払いの手配にあたった。
また、フィーニーはチャック・ロールスなど信頼できる数人の友人による諮問機関を設
けて奨学金推薦状を精査した。そして財団から各人に年間二万五千ドルを渡し、それぞれ
の選んだ慈善活動への寄付にあてさせた。これで同サービス会社はパンフレットにある通
り、匿名の寄付を希望する「多数の個人」を扱うコンサルティング会社を名乗れるように
なった。かれらの本には、寄贈者は八人か十人とあった。「まったくの嘘ではありません」
とハンドラン。「すべてチャックの金でしたが、寄付していたのは他の人たちです」。ハン
ドランはサービス会社の業務に関するバミューダの経営陣用の極秘内部報告書でもこの作
り事を守って「思いやりに満ちた顧客の方々のために、かれらと共に働けるのは光栄であ
り、喜びです」と書いている。
フィーニーや GAGLの銀行口座などの管理を委託されたバミューダのハミルトン市に
設立された民間企業スターリング・マネージメントにも同じ用心が適用された。スターリ
ング・マネージメントの経理担当者マーガレット・ハーンは「しっかりした私的慈善財団
グループ」という誤解を招くものの正確な業務説明を持つ会社の常勤事務所を構えた。
受給者に『提供者』の正体を知られないようにするさらなる手段として、奨学金はバ
ミューダにある財団の銀行から、富裕層の顧客、家族基金、財団を相手に取引している
ニューヨークのプライベート銀行であるベッセマー信託会社に送金された。ベッセマーは
金の出所をまったく示さずに受給者に小切手を振り出した。
小切手は受給者が守るべき条件を説明する手紙とともに郵便で届けられた。
手紙の主旨は「尋ねるべからず、語るべからず」というものだった。手紙にはこう記載
されていた：「提供者たちはこの贈り物についていかなる認知をも望んでいません。われ
われがかれらのために価値あるプロジェクトを捜し出し、査定して支援を続けられるかど
うかは、どこまで秘密を守れるか次第です。機密保持の問題は提供者たちにとって最重要
事項です。この贈り物を――対外的にも内部的にも――個人的な寄付として扱い、提供者
から受け取った旨を口頭や書面で述べることがないよう特にお願いします。年次報告書、
内部報告書にもそのように記載してください。また、この寄贈に関する書類は機密資料と
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して保管することを推奨します。（中略）同意確認のために、この手紙のコピーに連署し
て返送してください」。
「ひどく厳しいうえに、受取人が金を受け取る方法は複雑だったので、出所をたどるの
は不可能でした」と言うカミングス・ズイルは、匿名の規則が財団のスタッフにとっても
問題となったと振り返る。かれらは家族に仕事内容を伝えることもできず、経歴書に職歴
として書くこともできなかったのだ。「アトランティック財団の会議に出席するときは、
秘密を守るために酒場にいると奥さんたちには伝えていました」と、ズイル。
アトランティック財団会長のハーヴェイ・デールはしばしば諮問委員たちに秘密厳守の
必要性を説いた。「秘密の定義として気に入っているものに、人づてにだんだん広まって
しまうもの、というのがありますが、そんな筋書きはごめんでした。だからこの件ではで
きるだけ極端な方に用心を進めておいたんです」と、デール。「ほとんど集まるたびに、こ
れは機密事項なんだから、それを知らなかったとかは言わせないし、そういう言い訳は通
用しないとみんなに念を押しました」。やがてチャックでさえ、デールはやりすぎだと感
じるようになった。あるときかれとデールがイサカの事務所で諮問委員のレイ・ハンドラ
ン、チャック・ロールス、フレッド・アイト、ジャック・ノードマン、ボブ・ベックと打
ち合わせをおこなっていたとき、示し合わせた通りに秘書が緊急の電話でデールを呼び出
した。戻ってきたデールは全員がドアに背を向けているのを見て一瞬当惑した。合図でか
れらが振り返った。全員グルーチョ・マルクスに扮していたのだ――にせものの鼻につけ
ひげ、大きな眼鏡――ハンドランが渡しておいたものだった。デールは爆笑して、みんな
で写真用にポーズをとった。
この

コヴァート

秘密団体のメンバーたちは、財団が任命した計画管理者の名前がアンジェラ・コ
ヴァートであることを少々楽しんでもいた。
デールが秘密主義を強いるのにはかれなりの理由があった。巨大な財団を管理している
ことが知られたら、人々とのつきあいが変わってしまうのを恐れていたのだ。慈善家や財
団幹部になってしまえば、まずい食事の食べおさめにつまらない冗談の言いおさめ、とい
うのは慈善事業では自明の理だとデールは語っている。みんなが阿諛追従で何でも誉める
ようになるからだ。「金を寄付する力があると気づかれてしまえば、だれもがつねにあな
たに嘘をつく」と、かれはロックフェラー家の相談役の忠告を引用した。
「それがいつも恐れていたことでした」と、デールは振り返る。「自分が『すごいハンサ
ムで踊りの名手』にされてしまうことが心配だったのです。『権力は腐敗するし、絶対的
な権力は絶対的に腐敗する』と言ったアクトン卿は、人間の本性をだれよりわかっていた
と思います。金を寄付する立場にあることに誘惑されてしまうのですが、それに伴う傲慢
さと無用な自信はひどいものです。大嫌いだ。最悪なんですが、そうなってしまう可能性
はとても大きい。友人や仲間たちには大きな財団の会長だと思われない方がずっと心地よ
かったのです」
顧問弁護士のポール・ハノンは、アトランティック財団を離れてかなりたって振り返る
と、秘密主義が財団の適正な運営を困難にしていたと考えている。「わたしの意見では、
ハーヴェイ・デールはサンタクロース役を好んでいたのだと思います」と、ハノン。「たと
えばチャックが『高齢化に興味があるんだ』と言えば、ハーヴェイが出かけていってその
分野で有名な人を探しました。かれらはボブ・バトラーという男を支援することにして、
財団からかなりの金を与えました」。国際長寿センターの理事長兼最高経営責任者である
ロバート・バトラー博士は、のちに奨学金の申請を審査する諮問委員会に資金提供を頼み
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に行ってフィーニーと会ったが、かれが匿名の恩人だとはまったく知らなかった。
最初のうち財団のおもな受益者となったのはコーネル大学だった。一九八一年にフィー
ニーから最初に大きな贈り物を受け取ったアーニー・スターンは、フィーニーのコーネル
大学に対する寄付は、借りという感覚からくるものだと信じている。かれもやはり幼い頃
は、そのような一流大学を卒業できるとは思ってもいなかった。スターンはナチス配下の
ドイツに生まれて一九三八年一一月、『

クリスタルナハト

水晶の夜』の四日前に両親とアメリカへ逃れて実
業界で成功し、専門的な電子機器、防衛用電子機器を扱うタレス・コンポーネンツ社の会
長兼最高経営責任者となった。スターンは、フィーニーと自分は成功や友人たちについて
コーネル大学に恩を感じていたのだと考えていた。
この最初の贈り物のあと、フィーニーとスターンは力を合わせて、慣習として特に多額
の寄付を実現させることが要求されている五年ごとに、自分たちのクラスからそれまで以
上の金額を実現させることにした。二人は学年の寄付額を増やす方法について顔をあわせ
て相談した。スターンは同窓生たちにメッセージを送った：だれかが五〇〇〇ドルを寄付
すれば匿名の寄贈者たちが――つまりはフィーニーだが――その二倍、もしくは三倍の寄
付をする。「かれは呼び水になることに意欲を持っていました」と、スターン。
フィーニーによる奨励策のおかげで、一五〇室を擁するスタットラーホテルをホテル経
営学部の構内に新築する資金が集められた。この場所にはもともと五二室規模のみすぼら
しいホテルがあり、年間一五万ドルの損失を出していた。一九八一年にボブ・ベックから
ホテル経営学部の学部長を引き継いだジャック・クラークは、フィーニーが大学に寄付し
ているという秘密も報されており、一九八三年にホテルを建て替えようと思いついた張本
人だった。フィーニーは建築家の図面を見にクラークの事務室へやってきた。「図面は気
に入った」と、フィーニー。「だが将来のことを考えると、ホテルの規模はどのくらいが
いいでしょうか？」クラークは「正直なところ、できることなら一〇〇室ではなく一五〇
室にしたいところだ」と、こたえた。「じゃあそうしましょう！」と、フィーニー。この
五〇〇〇万ドルのプロジェクトにフィーニーが最初に出資したことで、マリオットホテル
のビル・マリオット、ユナイテッド航空のディック・フェリス、バンフィ・ヴィントナー
ズのジョン・F・マリアーニなど、業界の指導者たちからも寄付を引き出せた。完成した
ホテルは「金の成る木」になったとクラークは言っており、いまではホテルはいつも満員
で年間一〇〇万ドル以上を稼ぎ出している。
フィーニーはいつも破れるまで着古した明るいカーキ色のレインコート姿で大学構内に
現れたとクラークは振り返る。フィーニーは自分が「みすぼらしい慈善家」だと冗談をと
ばした。
かれのもっとも革新的な贈り物は『コーネル・トラディション』として有名になった仕
組みの原資となった七〇〇万ドルだった。勉強と学内での仕事を組み合わせることで、質
素な家庭育ちの聡明な学生たちにコーネル大学への奨学金を提供するものだった。フィー
ニーはこれが「金の手渡しではなく手を貸すから」気に入ったとハンドランは語る。コー
ネル・トラディションは自力で資金がまわるようになり、毎年六〇〇人に奨学金を与え続
けた。「フロントを務める子たちもテニスコートなど他のことをしている子たちも、みん
なコーネル・トラディションです」と、クラークは大学構内をそぞろ歩きながら語る。「か
れらが床を掃除して、ホテルを切り盛りして、チェックアウトの手続きをしているので
す」。この構想は、コーネル大学のフランク・ローズ学長に熱心に支持された。ローズは
当初からフィーニーの秘密を報され、のちに親しい仲間となった。この仕組みは『ニュー
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ヨークタイムズ』の興味を引き、高等教育への出資方法として記念碑的な方式として絶賛
されたのだった。
レイ・ハンドランはコーネル大学を訪れたフィーニーについてこう振り返る。「かれは
学長と面談したがるわけではありませんでした。むしろ階下の教職員クラブにいるか、ホ
テル経営学部のラウンジで座っているか、そんな具合で子供たちと話しているのです。か
れはとても思いやりがあって人間らしいひとなので、年若い少年たちと同席してかれらの
将来や仕事について話すことができたのです。少年たちも、かれはどんな方法であれ自分
たちに必要な助けを、経済的支援にせよ助言にせよ与えてくれるためにそこにいるのだと
わかっているようでした」。
ハンドランのおもな責務は、寄付にふさわしい名目がアメリカ国内に他にないか探すこ
とだった。かれがボストンで見つけたのは一九八八年に夏期の地域サービスプログラム
として始まった『シティ・イヤー』という私費プログラムだった。およそ七〇人のボラン
ティア学生たちが校舎のペンキ塗り、ホームレス施設の改修、公園の清掃にあたってい
た。スピーチを終えた共同設立者のマイケル・ブラウンに、ハンドランは接触した。そし
て、ブラウンが何を目指しているか綿密な聞き取りが行われた。一九九一年に数百万ドル
の助成金が届けられた。おかげでシティ・イヤーは成長をとげ、十年間で活動の場所を一
四都市に広げた。これはビル・クリントンの青年向け国家事業、アメリコープス・プログ
ラムのモデルになった。アトランティック財団はミネソタ州セントピーターのアメリカ市
民奨学金財団にも資金提供して、その『学者にドルを』プログラムを全国に広げて効果の
ほどをみる追跡調査も可能にした。
アトランティック財団の匿名小切手は『サービス会社』の精査が済むまではもらえな
かった。それはコーネル大学でさえそうだった。「ここの人たちは本当にしっかり調べま
すよ」と、非営利組織で若者にインターンシップの機会を与えていたチャック・サプルは
語っている。自分のところに来たエド・マクマホンの場合とは違ったとかれは語る。マク
マホンは芸能人で、『アメリカン・ファミリー・パブリッシャーズ』宝くじの当選者に与
えられる高額の小切手を持って、連絡もなしにやってくるのだ。アトランティック財団は
追跡調査で寄付金の効果をみる一方で、金の使い道に口を出さないように配慮した。
ハンドランはしばしば直感に頼った。「ハワード・ガードナーが教育関連の会議でスピー
チをしたのを聞いて、帰りの飛行機に同乗して何が必要かについて話しました」。ガード
ナーはハーバード大学教授で、一九八〇年代に多重知性に関する実証的な研究で教育、芸
術、認知心理学、医学に従事する人々の考え方を変えていた。かれは、ハンドランの正体
をまったく知らなかったというが、機内で話した後にかれはハンドランを空港からホテル
まで車で送っていった。「その後まもなく、かれはわたしに夢のような支援を申し出てく
れました」と、ガードナー。「『ハーバード・プロジェクト・ゼロ』のわれわれの研究班は、
変な条件なしに惜しみない財政的支援を受け取りました。この支援はわれわれの活動継続
のために不可欠でした。（中略）非定量的社会科学やさらに広範な先進的指向の教育調査
に対する支援はどんどん減らされつつあるんです」
ガードナーは匿名性の要件を忠実に守った。かれは会話の中ではレイ・ハンドランを
レックス・ハリソン、計画管理者のアンジェラ・コヴァートをアガサ・クリスティ、財団
を AF（匿名の出資者ことアノニマス・ファンダーの略）と呼んだ。のちにハンドランの
後任として、ジョエル・フライシュマンがアトランティック財団サービス社の代表に就任
した。フライシュマンを見たガードナーの子供たちはたずねた。「あの人が AF？」ガー
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ドナーは「ただにっこりしておきました」と語っている。
ハンドランは十分に立派な人物で、ほとんどの人々に資金源が非の打ちどころのないも
のだと納得させられた。受給者たちはそれが「汚れた」金かもしれないと心配すること
もあったというが、かれは笑ってつけ加えている。「でも資金調達で心配なのは『足りな
い！』ということですよ」。最初は寄付を受けるのをためらう人もあったが「わたしの素
性と経歴から、それが麻薬や賭博の資金ではないという事実をみんな信用してくれたと思
いたいですね」。受給者にとって深刻なのは、もしその金が不正なものなら、法廷から提
供者の債権者たちへ返還を命じられるということだった。
やっかいな事態がもちあがったのは、ニューヨークのコロンビア大学が数十万ドルにの
ぼる匿名の寄付の申し出を拒否したときのことだった。ある理事が反対したのだ。ハンド
ランは資金源を明かせなかったが、依頼を受けたフランク・ローズがコロンビア大学の学
長と接触して秘密財団の正当性を保証すると、寄付は受け入れられた。「匿名の申し出と
いうのは非常に怪しい誘いかけだと考えた大学が一つか二つはありました」と、ローズは
振り返っている。「『これはまったく合法的ですが、匿名にする正当な理由があるのです』
と相手に説明しなければならなかったことも、一度ではすみませんでした」。
「みなあの手この手で探りを入れてきました」と、ハーヴェイ・デール。「わたしたちは
質問を封じてそれ以上話にのらないための、お決まりの答を用意していました。厳しく言
いましたし、契約書に書いておきました。『その質問はお断りです。われわれは匿名の資
金提供者の代理です。この資金――かれらの資金で、われわれの資金ではありません――
をあなたに渡す条件は、質問しないこと、このことを話さないことです』」。二五人に一人
くらいは懸念を示す受給者もいたとデールは言う。「それ以外は『ほんと！ 　そりゃいい
や！ 　ありがとう！ 　あなたはすごく立派な人ですね！』と、こうでした」
あるときニューヨークのある非営利団体で、委員の一人が匿名の出資者からの寄付に反
対した。デールは策を弄してまでかれらに資金援助を画策した。デールはその団体の代表
に、別の有名な慈善団体に助成金を申請するよう提案したのだ。実はアトランティック財
団は日頃からこの慈善団体に資金を提供し、推薦する相手に助成金を出させていた。アト
ランティック財団の資金はこうしてだれにも気づかれることなく、狙った相手に渡されて
いた。「われわれがやっていないことまで、われわれのおかげだとされました」と、デー
ル。「活動がいくらか知られるようになると、こう言われるんです。『絶対にあなただと
思っていましたよ！』でも、そうじゃないこともあったんです」
チャールズ・ディケンズの『大いなる遺産』で、主人公のピップがミス・ハヴィシャム
だと思いこんでいた匿名のパトロンが実は囚人のマグウィッチだったように、恩人を人違
いしている受給者もいた。だがかれらにそれが告げられることはなかった。ハーヴェイ・
デールは、ピップの真の恩人のジャガース弁護士が言ったのと同じ条件をつけた。「重大
な秘密ではあるが、もっと重要なことにこれはあなたが尋ねないという束縛条件でもある
のだ」。
受給者の警戒もデールには十分に理解できた。学生時代にかれは全米学生連合で活動し
ていたが、後になってこの団体は、左翼系の指導者になりそうな人物を把握するために
CIAがひそかに出資していたものだと知ったのだ。
コーネル大学学長のフランク・ローズはフィーニーを公の場で称賛できないことを不満
に感じていた。「でも秘密といっていいくらい匿名にすること、そしてかれが提供者であ
ると公に特定されないことがチャックの望みでした」。ローズがコーネル大学ハーバート・
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F・ジョンソン美術館内のカユーガ湖をのぞむ個室でフィーニーのために内輪の夕食会を
開いたときのこと。ローズはちょっとしたスピーチをした中で、匿名でいたいという気
持ちは尊重するが、部屋に集まった人々は資金の出所を知っているし、チャック・フィー
ニーの寛大さを評価していると言ったのだった。
当たり障りのない意思表示のようにみえたが、ハーヴェイ・デールは立腹した。「何よ
り苛立ったのは、あたりに給仕係がうろうろしているところでコーネルの学長が『だれも
知らないことですが、この膨大な資金の出所はすべてチャック・フィーニーです。この大
きな秘密はこの部屋のみなさんとしか分かち合えません』と言って、台無しにしてしまっ
たことです。だれもフランク・ローズには本気で食ってかかりませんよ。でもわたしは後
で『フランク、あれはまずかった。よくない思いつきだよ。二度とやらないでくれ』と言
いました」。ローズはというと、フィーニーは匿名性を必要悪としてあしらっていたが、
ハーヴェイ・デールは機密性をあまりにも厳しく主張したので、アトランティック財団か
ら援助を受けるには「署名によってほとんど人生を放棄しなければならなかった」と振り
返っている。
秘密の寄付行為にまつわる問題の理解を財団内で深めるために、アトランティック財団
はインディアナ大学慈善活動センターでおこなわれた匿名寄付行為に関する会議にも資金
を出した。当然ながら、出資は匿名でおこなわれた。
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アイルランド人の幸運

アトランティック財団の創設後、フィーニー家はバミューダを離れた。ダニエルはこの
国を嫌うあまり、二度と足を踏み入れないと誓った。一九八五年にチャックとダニエルは
家族の住まいをロンドンへ移した。フィーニーは、慈善財団の事業を実施する多国籍企業
ゼネラル・アトランティック・グループ社の経営拠点にしたいと考えていた。慈善財団も
この会社もかれの所有ではなかったが、それでも事実上この二つを管理しているのはかれ
だった。アトランティック財団を創設して数年は、チャック・フィーニーもほとんどの寄
付がアメリカ国内の大学や、すばらしい経済活動の基盤を自分に授けてくれた大学に集中
していても不満はなかった。だが他の地域を避ける理由もなかった。ロンドンに移ってか
らは、読書や問い合わせにかなりの時間をつぎこんで、金儲けと寄付の両方について新た
な機会を探した。
しかしロンドンで会社を登記しようとしたフィーニーは、思いがけずお役所的な面倒に
ぶつかった。『ゼネラル』『アトランティック』など一般名称を二つ組み合わせた企業名の
使用は、イギリスの会社法では認められていなかったのだ。だが、Gと Aで始まる適当
な名前を選べば、その頭文字の『G.A.』は自由に使える。「電話帳を調べにかかりました」
と、フィーニー。「そしてジェラルド・アトキンス社という古い貿易会社を見つけて買い
上げ、その名前で活動して『G.A』の頭文字を使ったのです」。会社のレターヘッドに記
したジェラルド・アトキンス社の名前があることで、注意をひかずに匿名性を保つのにも
便利だった。
かれはゼネラル・アトランティックの資金を使い、ロンドンのしゃれた仕立屋街の中心
地、サヴィルロウ一七番地にむやみに広いビルを買い、GAGLの世界本社を兼ねた自分
とダニエルの住まいにすることにした。かれは「型破りな建物が好きなんだ」とポール・
ハノンに語っている。フィーニーは機内で知り合ったブロードウェイの劇場設計者、フ
レッド・フォックスの力を借りてこのビルを改装した。「チャックはこのプロジェクトを
大いに楽しんで、壁を取り壊したりペンキを塗ったりしていました」と、ハノン。「かれ
が最上階をとったので、われわれは階段の上り下りをくりかえすはめになりました。皆の
運動にはなりましたが、効率的とはいえませんでした。五階建てでエレベーターなしだっ
たのです。かれは家族と最上階に住むつもりだったのですが、ダニエルが反対しました」。
結局フィーニーは家族をメイフェアの三戸建に住まわせて、当時一四歳だったパトリック
をフランスのリセに入学させた。
フィーニーはロンドンではすでにエヌ・ピールを手に入れていた。世界でもっとも有名
なカシミヤブランドで、バーリントン・アーケードに店舗が二軒、スコットランドのグレ
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ンイーグルス・ホテルに売店が一軒、スコットランド国境のホーイックに工場が一棟あっ
た。かれはカシミヤの店に入ってディスプレイを確認するのが好きだった。
チャック・フィーニーがアイルランドに出かけたのは、偶然の招待を受けたからだっ
た。ロンドンに移ったすぐ後で、トニー・ピラロの友人があるパンフレットを見つけてか
れに送ってきたのだ。それはアイルランド人投資家とアイルランド系アメリカ人投資家を
八〇人の会員からなる共同事業体に勧誘するパンフレットで、築七〇〇年の大邸宅で豪華
なホテルとして利用されているメイヨー州コリブ湖畔のアシュフォード城の購入と修復が
目的だった。パンフレットには冗談交じりの手紙が添えられていた。「これはまともなイ
タリア系アメリカ人が手を出すようなものではありませんが、あなたならご関心をお持ち
になるかもしれません」。ギネス家が一時暮らしていたこのホテルには、アメリカの著名
人たちが好んで訪れた。一九五二年にはジョン・ウェインとモーリン・オハラがジョン・
フォード監督の『静かなる男』撮影中に滞在し、一九八四年五月にはロナルド・レーガン
大統領が公務でアイルランドを訪れた際に一晩過ごしていた。
ほとんどのアイルランド系アメリカ人がそうであるように、フィーニーも祖先の地に感
傷的な思い入れを持っていた。フィーニー家ではいつも、聖パトリックの日は一大行事
だった。フィーニーは、自分は王位を追われた『アイルランドの高貴な王』の血を引いて
いると子供たちに冗談を言っていた。かれは家系について調べてみて、父方の祖母は北ア
イルランド、ファーマナ州のラーガナカランという小さな農村地域の出身であることをつ
きとめた。財布に『ソーンスティックス』のカードを入れてアイルランド系アメリカ人で
あることを示し、アイルランド文化と慣習に強い誇りを持っていたが「公表することも、
鳴り物入りの宣伝も、個人的な見返りもなかった」
フィーニーが最初にダニエルと子供たちを連れてアイルランドに行ったのは、一九七一
年のことだった。滞在先はクレア州のドロモンド城ホテルだった。ハープ奏者が奏でる哀
愁を帯びたアイルランド音楽に耳を傾けつつ、かれの顔に涙がつたい落ちていたのを家
族は覚えている。かれは映画監督ジョン・ヒューストンから、アイルランド西部のクロー
ウェル付近にあるジョージア風邸宅を買うことも検討したが、値段が高すぎた。
アイルランドに愛着を感じれば感じるほど、フィーニーは自分のようなアイルランド系
アメリカ人がもっと援助するべきだと確信するようになっていった。一九八〇年代のアイ
ルランド共和国の経済は瀕死状態だった。成人の五人に一人は失業していた。学生の四人
に三人は、学位を取るなり国を出ていった。あるイギリスの新聞コラムニストはアイルラ
ンドについて、天候以外は第三世界だと評したし、多くのアイルランド人はそれに同意し
て国を出ていった。北アイルランドでは『ザ・トラブルズ』と呼ばれる血なまぐさい紛争
が頻発し、解決のきざしはみられなかった。
アシュフォード城ホテルの購入に参加するのは出発点としてよさそうだった。他の共同
所有者たちも金持ちで、アイルランドのために何かするというフィーニーの関心を共有し
てくれるかもしれないというだけでも価値はあった。これはフィーニーが、ある文化にな
じんでいく方法だった：ゼネラル・アトランティックの金を投資する前に、かれは「止ま
り木」を見つけて雰囲気をつかもうとした。もともとかれは、ホテル事業というものを理
解していたこともある。共同事業体は一九八五年にアシュフォード城を七〇〇万ドルで買
い、フィーニーはそのうち七万ドルを負担した。かれはポール・ハノンとDFSのジョー・
ライオンズを誘って、かれらにもそれぞれ出資させた。チャック、ダニエルと子供たちは
シャノン空港で飛行機を降り、借りたフォルクスワーゲンのバンにどやどやと乗りこん
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で、ホテルにしばらく泊まった。例によってチャックは、アシュフォード城の支配人の売
店運営に手を貸すことになった。
アシュフォード共同事業体の共同経営者たちのほとんどは、他のことよりゴルフや鮭釣
りに興味があるようだった。もしここに深入りするなら、この国に詳しくて、地域を調べ
て投資先の探索を代行してくれる人物が必要だった。できればコーネル大学の関係者がよ
かった。かれが見つけたのはパドレイグ・ベリーという若く情熱的なアイルランド人だっ
た。かれは二万ドルの奨学金――奨学基金に対するフィーニーの寄付金で可能になった
――を手にしてコーネル大学ホテル経営学部に通い、ボブ・ベック学部長の補佐として働
いていた。フィーニーはベックと一緒に何度かベリーに会ったことがあり、その後も連絡
を取り合っていた。
ベリーはフィーニーに心酔していた。「最初はとても変わった人だと思っていました。
まるで正体を知られることを恥ずかしいと思っているようでした。それからかれに会っ
て話をしました。かれがわたしに向けた鋼のような青い眼を覚えています」。かれらはベ
リーが会計士として働いていたロンドンで会って、昼食や夕食をともにした。「チャック
は計画表も何もなしに案を思いついては、事態がどう展開するか、一緒にすばらしいこと
ができないかと考えたものでした」。やがてフィーニーは、アイルランドへ行って投資の
機会を探してくれとベリーに提案した。ベリーは仕事を辞め、フォルクスワーゲン・ゴル
フ GTI に荷物を積み込んで、何をするべきかごく漠然としたことしかわからないまま、
一九八七年五月にアイルランド行きのフェリーに乗りこんだ。フィーニーは前もってか
れに大金を渡していた。「その小切手で、何年もかれのもとで毎日休みなく一六時間働き
ました」と、フィーニーを父親代わりに考えるようになっていたベリーは語る。フィー
ニーは何度もアイルランドを訪れ、ベリーと一緒に投資対象になりそうなものを車で探し
まわった。「ダブリンでは毎晩ギャラリー二二番地で食事をとりました。白ワインのマコ
ン・リューニーレを数本空けましたよ。お決まりの儀式でした」
フィーニーによると、しばらくは「ただ行っては場当たり的にことに当たるだけ」だっ
たという。かれはアイルランド唯一の――人工――スキー場があるダブリン山脈のふもと
の霧がかった丘陵地帯のキルターナン・ゴルフ＆カントリークラブ、そしてダブリンの
ジョージア風建築の傑作ヘリテージ・ハウスを手に入れて、その時代の室内装飾の見本と
なるようフレッド・フォックスに改修させた。
その頃ある新聞記事がかれの目を引いた。アイルランド議会のパディ・ハート議員の発
想でダブリンにおいて『アイリッシュ・アメリカン・パートナーシップ』という団体が結
成されたという。アイルランドには成功したアイルランド系アメリカ人たちから途方もな
い善意が寄せられているが、それがアイルランドの事業発展促進に充分に活かされていな
いとハートは考えていた。事務局長のジョン・ヒーリーは愛想のいいやり手の外交家で、
アイルランド貿易委員会のもと高官でもあった。フィーニーはダブリンでかれとの面会を
手配した。ヒーリーはフィーニーについて下調べをしようと、貿易委員会の高官に電話を
入れた。そんな人物は聞いたこともないという答だった。
フィーニーとパドレイグ・ベリーは、一九八七年九月四日にダブリンにあるヒーリーの
事務所をたずねた。ヒーリーは団体のあらましを説明しつつも、フィーニーなる人物の見
極めがつかずにいた。「その男はそこに座って、言葉少なに腫れぼったい目でわれわれを
じっと見ているだけでした」と、かれは振り返る。ヒーリーは最後にフィーニーに向き
直って言った。「いまやらなければいけないのは、対になる組織をアメリカに立ち上げる
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ことです。そこを活動拠点にするのです。その資金の調達先について助言をいただけませ
んか？」フィーニーは答えなかった。だがキルデアストリート＆ユニバーシティクラブで
昼食をとろうと歩いていたとき、フィーニーは二五万ドルの助成金を検討してくれそうな
ところがアメリカにあるのを知っているとヒーリーに話した。そしてイサカのアトラン
ティック財団サービス会社にいるレイ・ハンドラン氏に申請を送ってみたらと提案したの
だった。昼食後にヒーリーはニューヨークで資金調達専門家として働いている友人に電話
してたずねてみた。「財団のサービス会社って何？」友人は答えた。「見当もつかんよ」。
ヒーリーは申請書をまとめてイサカに送った。二五万ドルの小切手がきちんと送られて
きた。
キルデアストリート＆ユニバーシティクラブはアイルランドの学術関係者が好んで食事
をとる場所で、その日テーブルにつくときにヒーリーはフィーニーをエド・ウォルシュに
紹介した。かれは創立五十年になるリムリック高等教育学院の責任者で、これを正規の大
学に昇格させようとダブリンでロビー活動をしていた。「西部にくることがあればいつで
もリムリックに立ち寄ってください」と、ウォルシュは礼儀正しく言った。フィーニーは
「お話しにうかがいます」と答えた。
三週間後にフィーニーはリムリックに現れた。ウォルシュは「いまいましいイギリス人
がアイルランドを出ていかない」のことしか気にかけてないアイルランド系アメリカ人に
うんざりしていたので、お決まりの待遇をすることにした：事務所で一五分お茶を飲み、
それからシャノン川沿いのなだらかな草地に建つ施設構内を案内するのだ。だがこの訪問
者は、かれの学校に関する構想に並はずれた関心を持ち、資金調達先があるかもしれない
とほのめかした。のちにウォルシュは、自分には寄付を求めないだけの知恵はあったと述
べる。「金を求めれば得られるのは助言で、助言を求めればやがて支援が得られるかもし
れない」からだ。ベリーはフィーニーがみずから「餌にかかって引き寄せられる」ことを
許したのだと振り返る。
卒業生からの寄付がどのくらいあるかたずねられて、ウォルシュはあっけにとられた。
アイルランドでは、大学はもっぱら国の助成金に異存していた。慈善文化は存在せず、財
団や振興担当者もアイルランドの教育機関にはなかった。
「この学校はかなりの額の資金を受け入れる余地があるとすぐにわかりました」と、
フィーニーは振り返る。「大学の立地はすばらしかったが、建物が粗末でした。これは伸
びる学校だし、しかもカリスマ性を備えた指導者がいるとわかりました。組織を支援する
にはこの二つが必要なのです」。フィーニーは弱者を助けるという概念にも魅力を感じて
いた：アイルランドがヨーロッパの弱者だとしたら、リムリックはアイルランド教育界の
弱者だった。
フィーニーは案内役のウォルシュにたずねた：「アメリカで最高の大学は？」ウォルシュ
は学校名をいくつか並べたてた：「スタンフォード？ 　イェール？ 　ハーバード？」「い
や、コーネルですよ」と、フィーニー。「おいでになりませんか？」ウォルシュはためらっ
た。この客は吊しものの服に安物の腕時計を身につけており、本当のところ何者か、何を
しているのかさえ見当がつかなかった。だがアメリカの一流大学とのつながりは大学昇格
をめざすうえで害にはならなかったので、同意することにした。
ウォルシュは一二月にニューヨークをおとずれ、セントラルパークをのぞむ五番街のマ
ンションでチャックとダニエルに会った。フィーニーは姿を消すと、日曜の遅いブランチ
に焼きたてのベーグルをいくつかとクリームチーズを抱えて戻ってきた。かれらは食事を
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済ませてから飛行機に少しばかり乗って、コーネル大学のあるニューヨーク州北部のイサ
カへ向かった。
ウォルシュは次のように振り返る。「驚いたことにコーネル大学は、わたしの訪問にま
さに破格の待遇をしてくれました。リムリック高等教育学院はもとより、そもそもリム
リック自体、だれも聞いたことがないのが普通です！ 　でも飛行機を降りると、お偉方が
出迎えに来ていました。明らかにチャックのためにね」。ウォルシュはフィーニーが「た
だ者ではない」ことに気がついた。フィーニーの寛大さは巧妙に示された。かれはウォル
シュをレイ・ハンドランに引き合わせ、ウォルシュはハンドランの口からその年にコーネ
ル大学が同窓生の寄付で五億ドル以上を得たことを聞かされた。まったくの新世界だっ
た。この日はコーネル大学のフランク・ローズ学長主催による、ウォルシュのための非公
式の夕食会で締めくくられた。「まったく訳のわからない会合でした」と、その時点でも
フィーニーが何をもくろんでいるのかいぶかっていたローズは振り返る。夕食後にアイル
ランドの客人は、是非リムリックにお越しくださいとローズを招いたが、経営不振の教育
機関にわざわざ一流大学の学長がたずねてくるとはほとんど期待していなかった。
しかしエド・ウォルシュがアイルランドに戻って数週間すると、アメリカから続々と客
が訪れた：イサカ大学学長のジェームス・ウィーランと妻のジリアン、コーネル大学ビジ
ネス学部学部長のデヴィッド・ロング、ホテル経営学部学部長を含むチャックとダニエル
の一行、ジャック・クラークとレイ・ハンドラン、そしてふたたびチャックがフランク・
ローズと一緒にやってきて、二日がかりでリムリックの発展について徹底的に質問して
いった。
ある日、フィーニーから電話があった。ヨーロッパに来ている友人の一人――ニュー
ヨーク大学の優秀な職員で、慈善事業関連の法律を専門としている――が大学を訪問し
たがっているので、案内してくれないかということだった。友人の名前はハーヴェイ・
デール。
すでにフィーニーの友人というだけで丁重にもてなすことになっていた。ウォルシュと
妻のステファニーは、デールと当時かれの妻だったナンをダーグ湖に連れていってヨット
に乗せた。夕食はバンラッティ近くの老舗レストランへ案内した。デール夫妻は数日滞在
して質問や見学をしていった。ニューヨーク州の弁護士はフィーニーとの関係については
語らずにエド・ウォルシュを脇に呼び、フィーニーなら大学支援のためにその人脈でウォ
ルシュの個人資産よりはるかに多くの金を集められるし、すべての資金は匿名扱いになる
と伝えた。また、フィーニーがマスコミに煩わされないこと、フィーニーを写真に撮らせ
たり取材に応じさせたりしないこと、これらの条件を守れなければフィーニーがリムリッ
クにもたらすはずの助力も危うくなると強調した。
ウォルシュは耳を傾けてうなずいた。かれはこれらの条件を委員会に伝えた。一部の委
員は匿名出資者から金を受け取ることに懸念を示した。だがウォルシュは、資金のパイプ
はアメリカのアイビーリーグでも高く評価されている人物だと述べて、かれらをうまく納
得させた。
フィーニーはリムリックのことで頭がいっぱいだったとパドレイグ・ベリーは振り返
る。「六ヶ月間は耳にたこができるほどリムリック大学のことばかりでした。その話ばか
りでしたよ」。リムリックを訪れてだれにも知られずにふらふらしていることもよくあっ
た。「何とも驚きだったのは、普通でありたいというかれの願いでした」と、ウォルシュ
は振り返る。
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フィーニーをリムリックに引きつけたものに、指導者の反骨精神とお役所的な規制嫌い
があった。かれはエド・ウォルシュが一九八〇年代後半に新しい学生宿舎建設のために資
金集めを決めたとき、ダブリンのアイルランド高等教育局の怒りをかい、反対されたこと
を知った。学生宿舎の賃貸料では建設資金をまかなえないというのは、当時は常識と思わ
れていた。リムリックの財務担当者でいたずらっぽいところのあるジョン・オコナーは、
法的に独立した民間会社を設立して建設に当たらせた。法的に独立した会社だから、教育
局としては建設中止命令を出すわけにはいかなかったのだ。フィーニーが初めて大学構内
に現れたときはすでに宿舎群建設の第一段階は終わっており、やがては学生六千人のうち
千人を収容できるまでに拡張された。
リムリックはフィーニーの求めていた機会を提供してくれた。フィーニーはアトラン
ティック財団の出資水準を高めて成果を上げたかったのだ。かれが最初に大きな寄付をし
たのは、大学とリムリック市の音楽活動の中心となったコンサートホールだった。アトラ
ンティック財団は一〇〇〇万ドルに相当する六〇〇万アイルランドポンドを拠出し、エ
ド・ウォルシュはメアリー・オローク教育相への働きかけを成功させて、国に同額を出さ
せた。「後から考えると、この第一歩はきわめて重要なものでした」と、一九八九年にリ
ムリックの大学昇格を認められたウォルシュは語る。「われわれの成功で、民間投資額と
同額を出すというマッチングファンドの概念が、大学への大口の民間投資を本当に促すの
だと官僚機構は納得したのです」。
フィーニーとフランク・ローズは財団を立ち上げて資金を集めるようウォルシュに勧
め、大学の発展に関する助言を与えた。アメリカの大学では、学長が卓越した実業界の指
導者や地域の指導者たちに助言を盛んにもとめる。アイルランドの大学には財団がないば
かりか、理事会はおもに政治的に任命された人で構成されており、そうした人物は利己的
だったり横柄だったり、政治的野望に駆られていたりした。
ウォルシュはこの発想をリムリックの理事会に持ち込んだ。大反対が生じた。大金の調
達に成功したら、国はこれを口実に限られた予算を他の大学に振り向けるのではないか？
　だがウォルシュは粘った。ハーヴェイ・デールが驚くとともに頭をかかえたことだが、
ウォルシュはチャック・フィーニーを口説き落としてリムリック大学財団の初代理事長の
座につかせたのだった。
コーネル大学やフィーニーとの交流が刺激になって、ウォルシュの発想も大きくなっ
た。アメリカに行って著名人を財団委員会に勧誘したのだ。ウォルシュは当時コネティ
カット州ゼネラルエレクトリック社の会長で――リムリック高等教育機関の名を耳にした
こともなかった――ジャック・ウェルチを説き伏せ、上級役員だったフランク・ドイルを
理事として派遣させた。そのほかウォルシュはウォール街の投資家ルイス・L・グラック
スマンも狙っていた。ニューヨークのハンガリー系ユダヤ人二世として生まれたグラック
スマンはケン・オーレッタ著『ウォール街の欲望と栄光』にあるように、一九八三年の役
員会議における壮大な戦いを経て、マンハッタンを拠点とするリーマン・ブラザーズの実
権を手にしていた。かれは海軍士官としておとずれたアイルランドとその文学にほれこ
み、コーク州を第二の故郷に選んでいた。かれの妻はアイルランド系アメリカ美女のロ
レッタ・ブレナン・グラックスマンで、ニューヨーク州の慈善家としても有名だった。
ウォルシュとフィーニーはウォール街のルイス・グラックスマンの事務所で打ち合わせ
をおこなうことにした。「チャックは遅刻してきました」と、ウォルシュ。「地下鉄で足止
めをくったそうです。それから二人は若い頃に改札をすり抜けて地下鉄に無賃乗車したこ
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とを振り返っていました。フィーニーが『わたしはちびだからくぐって歩けたよ！』と
冗談を言うと、グラックスマンが言いました。『わたしは一度つかまったよ。警察に突き
出されて他に三、四人いる監房に入れられた。そこで同じくらいの若い男に訊いたんだ。
『地下鉄でつかまってここにきたんだが、きみはどうした？』するとその男曰く『お袋を
殺した』」。
グラックスマンは財団委員会に加わり、おもな資金供与者の一人となって、のちに
フィーニーの後を継いでリムリック大学財団の理事長になった。かれとフィーニーは二人
とも早寝を好み、財団委員会の夕食会ではいかに品よく先にその場を離れられるかを競っ
た。勝者にはネクタイが贈られた。
匿名の出資者に関する質問をかわすために、エド・ウォルシュは月に一度アメリカに
行って裕福なアメリカ人実業家からドル紙幣の詰まったスーツケースを受け取っているの
だと周囲に思わせておいた。驚いたことにこの話は広く信じられていた。フィーニーは大
学内では、物見高い人々の目から守られていた。時には物理的にそれが実行されることも
あった。アトランティック財団の人間がカメラを持った人間とフィーニーの間に立ちはだ
かったのだ。あるときなど客たちは写真に撮られたと思っていたが、カメラにフィルムを
入れるなと公式カメラマンに指示が出ていたこともあった。フィーニーの正体を知った大
学関係者は、公式な会合でどれがフィーニーかを他人に教えなかった。『リムリックリー
ダー』紙がフィーニーの映った写真を掲載したときは、ハーヴィー・デールがこの新聞す
べてを買い占めて破棄させたとポール・ハノン弁護士は振り返る。
フィーニーは自分が秘密主義にこだわることを冗談のタネにしていた。あるときかれは
アメリカから来た財団の委員たちを出迎えにシャノン空港に現れて、こんな掲示をかざし
た：「歓迎　匿名寄贈者御一行様」
リムリックで、チャックは仕事を始めて以来ずっと尊敬してきた人物とともに過ごす機
会に恵まれた。ブレンダン・オリーガンはシャノン空港に免税店を立ち上げ、チャックに
ビジネスモデルを与えて一財産を築かせた人物だった。かれは理想主義者でもあり、みず
から率いるアイルランド平和研究所を通じて祖国に平和をもたらそうとしていた。一九八
八年の夏にオリーガンはドロモランド城で開かれた平和会議にフィーニーを招待した。こ
こでもう一つの偶然の出会いがフィーニーに新たな視野を開いた。エストニアの代表のカ
レ・テンノと話をして、当時まだソ連の一部だったバルト海の小さな共和国で起ころうと
していた変化を目にするべく招待されたのだ。
一九八八年九月にフィーニーは、学校仲間のスキップ・ダウニーの息子で、ヨーロッパ
へ来てビジネスチャンスの発見と開発を手伝っていたジム・ダウニーを連れてエストニア
に向かった。かれらはエストニアの知性の中心であるタルト県の大学へ行き、この国が第
二次世界大戦後にソ連に併合されて以来はじめてこの街を訪れた欧米人たちに名を連ね
た。フィーニーはエストニアが欧米とわたりをつけるのを助けようと大学の指導者たちに
約束した。そして大学初のファックス機も提供した。
アイルランドに戻ったフィーニーはダブリン州ブラックロックのもと孤児院を買い取っ
てエストニア市民貿易経営研究所を立ち上げ、エストニア人をはじめとするソビエト市
民が経営学と英語を学び、アイルランドの院生たちがロシア語、フランス語、スペイン
語を学ぶ場にした。「われわれはそこを四二万六〇〇〇アイルランドポンド（およそ七二
万ドル）で買い、半年で改修して学校に変えました」と、パドレイグ・ベリーは語る。怪
しんだソビエト大使館員がやってきて、何が起こっているのかを尋ねて報告にまとめた。
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フィーニーはアイルランドの学生に刺激を与えたいとも考えていた。「若いアイルランド
人たちが事業面の努力をしないのがとても不満でした」と、フィーニー。一九八九年三月
に元アイルランド首相ギャレット・フィッツジェラルドが開学の演説をおこない、講義に
はフィーニーがリムリック大学、アイルランド国立大学ダブリン校、コーネル大学の講師
たちを手配した。
この頃、フィーニーはエド・ウォルシュとアシュフォード城で朝食をとりながら、ソ連
の中で改革にあたるエストニアの「英雄的努力」について話した。「現地に足を運んでタ
ルト大学の総長と会って、力を貸せないか考えてみてくれないか？」と、フィーニーは尋
ねた。「チャックはめったに頼み事をせず、一方的に与えてばかりだった」ので、同意す
るしかなかったとウォルシュは語る。かれはリムリックのガス・オドリスコル市長が率い
る代表団に加わってエストニアに出発し、タルト大学と交換留学生についての協定に署名
した――結果的にかれの長男のマイケルが現地に留学し、未来の妻のマルジュと出会うこ
とになった。「いまではわたしの子供たちも初孫もエストニア語を話します」と、ウォル
シュ。「すべてチャックがきっかけでした」
この頃には、チャック・フィーニーの心はすっかり二分されていた。ゼネラル・アトラ
ンティック・グループの事業でやっていたあちらこちらから適材をとりいれる日和見的な
やり方は、慈善活動にも明らかに持ち込まれていた。リムリックがその証拠だ。かれはい
い機会を見つけると、商取引を通じて財団の非流通資産を増やすものであろうと、寄付行
為によって流動資産を減らすものであろうと、さらに拡大を続けるネットワークの他の機
関を助けるためにそれを活用した。
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第 16章

無駄金を積む

一九八六年には、DFSは世界最大の酒類小売店となり、年二億五千万ドル相当を売り
上げていた。DFSは香港、ハワイ、アラスカ、グアムでは唯一最大の小売店であり、シン
ガポール、台湾、マカオ、サイパン、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカのロ
サンゼルス、サンフランシスコ、ダラス・フォートワース、ニューヨーク、ボストンで店
舗事業を展開していた。一二の国際空港の四十の店舗営業権に一億八五〇〇万ドルを支払
い、世界中で六五〇〇人、ハワイだけで一二〇〇人の従業員を雇っていた。DFSは国際
小売業の巨人で、旅行業で日本が年一〇〇億ドルの出超となっている主要な理由の一つが
DFSだった。日本人の海外旅行は目を見張るような成長を続けていた。一九六四年から
一九八六年までの旅客成長率は年平均一九パーセント、円の価値は年間四パーセント増加
していた。

DFSがあやしげなディスカウント業として一流ブランドメーカーに冷遇されたのは遠
い昔のことだった。すでに同社はブランド志向の日本人観光客向けに、近代的な巨大店舗
で一級品を扱うようになっていたが、苦しい時期に力になってくれたメーカーには猛烈に
忠実であり続け、DFS店舗に入ればだれもがカミュのコニャックとニナ・リッチの香水
の際立ったディスプレイに出くわす仕組みになっていた。DFSの最高責任者ベラミーが
『エゴ集約型商品』と称した中にはエルメスのネクタイ、グッチの靴、ティファニーのダイ
ヤモンド、ブルガリの腕時計、ダンヒルのライター、モンブランのペン、スワロフスキー
のクリスタル、ウェッジウッドの陶磁器、ゴディバのチョコレートがあった。日本の OL

たちはフェンディのバッグやシャネルの香水を国内の半額以下で買おうとレジに群がり、
東京の企業重役たちは年代物のシーバス・リーガルをまとめ買いするのに数百ドルを手渡
した。
四人の所有者だけが目を通す一九八六年の年次報告書の中で、ベラミーは同年がめざま
しい『当たり年』だったと書いている。かれらは大波に乗って「そのままいけるところま
で乗っていきました」。
「巨大デパートは百年前からありますが、われわれはジェット世代でした」と、ベラ
ミーは一九八六年六月発行の『ファイナンシャル・タイムズ』の取材で熱っぽく語り、こ
の会社が日本の消費者文化で儲けるまたとない自動販売機を作りあげたことを説明した。
かれはこのインタビューで、DFSがいかに抜け目ないマーケティングを取り入れて日本
人の人気を獲得したか話した。「当初われわれは純粋な店舗運営会社でしたが、いまでは
ファッション業界の商人であり、海外旅行客相手の小売業です」
この記事を見た DFS 所有者たちの反応は「爆弾級」だったとトニー・ピラロは語る。



120 第 16章 無駄金を積む

フィーニーはいきりたった。かれは重役会にジョージ・パーカーを派遣して「わたしに対
する不快感をはっきりと表した」と、ベラミーは振り返る。パートナーたちは、DFSの成
功要因の一つが、その国際的業務が外部には謎だったことなのを知っていた。免税のしく
みや DFSの規模は、だれもあまり知らなかった。この年『ワールド・エクゼクティブ・
ダイジェスト』誌に、香港の DFSが免税特権を利用して他の品物も免税だと宣伝してい
るという批判記事が載り、所有者たちは警戒感を抱いた――この記事は、DFS創設者た
ちについては絶賛していたのだが：フィーニーはいまなおこの事業の中心人物で「つむじ
風のようなありったけの原動力と動的エネルギー」を持ち込んでおり、ミラーについては
「銀行家、投資家にしてスポーツマンで美食家であり、世界中の DFSの高評価と立派さを
象徴する人物」と述べていた。
何より DFSの所有者たちが秘密にしたがっていたのは、自分たちが会社から配当とし
て得ていた額と、独自の税金処理だった。一九八六年の配当額は驚異の一億八六〇〇万ド
ルで、そのうちフィーニー――というかかれの財団――は三九〇〇万ドルを現金で受け
取っていた。
この年、自由な現金の流れはすんでのところでアメリカ当局に持っていかれるところ
だった。DFSはオランダ領アンティル諸島の持株会社を通じてアメリカとグアムで事業
活動をおこなっており、外国籍の四人の所有者たちはこのために配当金の課税を回避して
いた。しかしアメリカ政府は一九八六年に控除の撤廃を予定しており、その後の配当金の
三割を税として持って行かれる危機に直面した。新たな法のもとでは DFSの収益につい
てアメリカの税を二重に払わされる可能性もあった。
ピラロは大胆な解決策を思いついたが、それにはオランダ領アンティル諸島の会社を一
夜で解体してアメリカの合資会社として経営し、資産のすべてを外国人株主に分配するこ
とが必要だった。巧妙な資産の再評価（「ステップアップ」という）によって、それまで
払っていた会社収益に対するアメリカでの税も、少なくとも数年はほとんどかからなく
なった。かなりの書類作業と提出がおこなわれただけで基本的には何も変わらなかった
が、この案はその後十年間でおよそ七億ドルの節約をもたらした。「つまりこの計画はア
メリカでの DFS事業を非課税のキャッシュフロー製造機に変えたのです」。
この『ビッグ・バン』構造改革は四人の創業者たちの距離をさらに広げた。かれらはい
まだにだれの目にも DFSの所有者とみなされていたが、法的にはかれらがつくった節税
策と慈善財団の『株主代表』となっていたのだ。
この不協和音がもっとも大切な入札プロセスの失敗の一因となったのかもしれない。四
人は日々の事業経営から退いていたが、引き続き会社を掌握していたので、営業権入札額
を算定する時期になると集まった。一九八七年、かれらはかつて本拠地だった香港で間違
いをおかした。香港の入札システムは他のどことも異なっていた。決められた日に下亞厘
畢道（ロワーアルバート道）の中央政庁のエレベーター・ホールに置かれた入札箱に入札
書類を入れるのだ。四人の所有者たちは一緒に歩み寄って入札書類を入れ、公文書でだれ
が落札したか知らされるのを待った。一度などは書類不備で危うく入札に失敗するところ
だったが、直前になって書類の写しは一枚だけでなく二枚入れなければいけないことを思
い出したこともあった。
一九八七年六月四日、酒とタバコの販売権を三年間延長するために入札書類を提出した
後で、かれらは中華人民共和国の後援を受けた中国企業三社の合弁企業である僑發投資会
社に入札額を上回られたことを知った。会社を率いていたのは左翼のもと映画スターの
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フー・チー（Fu Chi）と女優で妻のシェク・ワイ（Shek Wai）。かれらが有名になったの
は実話をもとにした一九六七年の政治メロドラマで、文化大革命活動で香港に国外追放さ
れそうになって香港と中国を結ぶ橋の上で二七時間抵抗する役を演じたのだ。僑發社は
DFSより二五パーセント以上高い値をつけていた。
しかし香港はハワイと違った。これが大惨事になることはなかった。免税が適用される
のはまだ酒類とタバコだけだったし、DFSは腕時計、ペン、衣料品など旅行客が求めそう
なものすべてを扱っていた。フィーニーは中国人の邪魔をしようとするのは倫理に反する
し、立派に敗北を受け入れて香港の他店と同じように小売業を続けるべきだという考えを
示した。アラン・パーカーもこれに同意した。「われわれはとにかく事業を続けようと決
めました」と、パーカー。「香港における免税店という話自体がウソなのです。そもそも
香港はすべて免税で、例外としてビール、酒類、香水だけにほんのわずか税がかけられて
います。われわれはデューティー・フリー・ショッパーズというものを丸ごと作りあげ、
名前を使っていました（が）、世界のあらゆる品物を売っていました」
しかしアラスカとハワイで長年過ごしたのち、香港の事業経営にあたるために戻って
きたジョン・モンテイロはこの敗北にむきになった。中国企業はマネージャー、女性販売
員、主任を含むモンテイロの配下の従業員の二割を引き抜いて繁華街に店舗を構え、『公
式免税店』の看板を掲げた。かれは酒とタバコの販売権を取り戻すために戦うことにし
た。香港の旅行業者――ワニ――たちは、新店舗を支持しなければならないかもしれない
とモンテイロに告げた。かれらはやがてこのイギリス領を引き継ぐ中国政府の支援を受け
ているからなおさらだという。だがモンテイロは、税込みの酒を新免税店の価格を五パー
セント下回る価格に抑え、僑發社が価格を下げるたびにそれより下げた。業者たちは忠実
であり続け、新店舗ではなく DFSへ引き続き日本人を連れてきた。DFSもまた、あらゆ
る手段を講じてヨーロッパのブランドメーカーが共産中国の支持する企業に商品を供給す
るのを阻止した。
啓徳空港では中国合弁企業が機内渡しの免税品販売を独占していた――荷物の多い旅行
客にはかなり便利だった。だがモンテイロは航空会社の友人をたずねて、DFSの税込み
の酒類とタバコを日本で受け取る別送手荷物として貨物輸送する同意をとりつけた。空港
関係者はこれを阻止しようとしたが、DFS慈善委員会の一員だった香港のアンソン・チャ
ン経済担当官は、これは違法ではないと裁定した。
「大きな争いになって、中国人たちはとんでもない金銭的損失をこうむりました。政府
には最低保証金を払わなくてはならなかったし、それに見合う売り上げがなかったのです
から」と、モンテイロは語る。
香港で中華人民共和国の名代を務める新華社通信の一人がエイドリアン・ベラミーに昼
食を一緒にとりたいと持ちかけてきた。「とても知的な男で、非常に印象的でした」と、ベ
ラミー。「戦いをやめるように、わたしと DFSにかなりの圧力をかけてきたのです。『二
匹の獅子が争えば、二匹とも傷つく』と、かれは言いました。われわれは一歩も引きませ
んでした。ジョニー・モンテイロは本当に攻撃的なやつでした。自分のビー玉を取られる
のが気に入らなかったんですよ」。
一九八八年七月までに僑發社は給料を払えなくなり、不満を抱いた六〇〇人の従業員た
ちが五〇時間の座り込みをおこなった。僑發社は敗北を認めた。二週間にわたり昼夜ぶっ
通しの交渉を DFS代表のモンテイロとトニー・ピラロとおこなったのち、僑發社は管理
手数料をもらって営業権を譲るという形にして体面を保った。DFSはその翌年に入札を
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経て営業権を正式に取り戻した。
香港での敗北での不安は、部屋の四人がハワイの営業権を更新するための翌年の入札
で、最大の誤算をした要因の一つになった。これは一九八六年から一九九一年の四年半の
営業権についての更新だった。ハワイがあまりにも重要になったため、DFSは一九八二
年に国際本部を香港からホノルルへ移した。ハワイの会社以外でそんなことをするのは
DFSが初めてだった。飛行機の格納庫並の規模を持つハワイのワイキキ店舗の売り上げ
は年間四億ドルに達し、これは平米あたりの売上二十万ドルに相当する――ニューヨーク
のブルーミングデールズは平米あたり売上八千ドルでしかない。この頃には、ホノルルの
日本人投資家たちが大手ホテルの三分の二とおもなオフィス街の数ブロック、コンドミニ
アム、ゴルフコース、レストラン、建築会社を所有するようになっていた。何千人という
購買力の高い日本人――旅行者、事業経営者、新婚夫婦――が毎日、東京から六時間のフ
ライトで続々とホノルルにやって来た。円高のせいで、日本人にとってハワイはアメリカ
人にとってのメキシコのようなものだった。あらゆるものが安価で、DFSは無料同様の
店だった。
ワイキキ店舗は毎日あまりに多くの現金を得ていたので、DFSは独自の銀行をつくっ
た。毎日夕方になると武装した警備員が装甲車でこの『中央レジ』に現金を持ち込み、特
殊な両替カウンターに処理をまかせた。DFSにはレジが三〇〇台あったため、毎日三〇
〇件の預け入れを扱う中央レジには防弾ドアと監視カメラが設置された。円は特別金庫室
で別に数えられた。毎日持ち込まれるアメリカの通貨と日本の通貨があまりにも多額だっ
たので、DFS内に通貨ディーラーの特別部門が設けられ、オーバーナイトの短資市場で
取引がおこなわれた。
チャック・フィーニー、ボブ・ミラー、アラン・パーカー、トニー・ピラロは入札額算
定のために飛行機で現地入りした。かれらはハワイ州当局者の入札説明会で競争相手を見
かけたように思った。みな神経質になっていたとパーカーは振り返っている。「店の外を
うろつく人々を見て、通り過ぎる人がみな入札予定の人ではないかと考えたものでした」。
入札に必要な二パーセントの保証金を出すために、かれらは金を貯めこんで別々の銀行か
ら銀行小切手を買い始めた。競争相手である韓国の企業が入札の準備をしているという情
報も入ってきた。
四人が集まって交渉のテーブルに載せる額を最終的に決める日がやってきた。予測を研
究するにつれて、額はじりじりと上がっていった。「チャック主導でした」と、アラン・
パーカー。「いちばん単純な話として、その場にいる人の中で最高額を挙げたやつの金額
が、みんなの決める入札金額になったんです。だれも入札で負ける金額を提示した人物に
なりたくはありませんでしたから」
「入札の力学はいつもこうでした――チャックはどこだ？」と、アドリアン・ベラミー。
「他の三人に対するかれの影響力はとても大きいものでした。どうするべきかについて、
かれは本能的直感でつねにみんなより数歩先んじていました。たいていはチャックがボブ
を説得しました。アランはだいたいいつも、自分は額を提示する人間にはなり得ないと主
張していましたが、いつだって大物の一人が決めるのを待って、勝った方の肩を持つこと
でコントロールできました。かれは有力な立場にありました」。
最終的には一一億五一〇〇万ドルに決まった。後にも先にもこの世の免税営業権の入札
でつけられた最高額だ。これはかれらの計算がもたらしたただの数字ともいえたが、本物
の一ドル札で積み上げると一一五キロメートルの高さになる。
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かれらは数店舗を経営する権利のためだけに、その後五年にわたって三日ごとに約二〇
〇万ドルをハワイ州に支払うと申し出たのだ。前年にかれらが世界各地の全営業権のため
に支払った一億八五〇〇万ドルの六倍以上だった。ピラロによると「アランはこの入札に
強力に反対した」という。だがかれは多数派ではなかった。
かれらは入札書を開封して黒板に数字を書き出すというおなじみの儀式のために、ぞろ
ぞろと運輸局事務所に出かけた。競争相手は確かに現れた。韓国にショッピングセンター
と免税店を持つ、韓国のロッテホテルだった。だが入札額はたった三億七二〇〇万ドル。
DFSの所有者たちは席についたままあっけにとられていた。七億七九〇〇万ドルも多く
入札していたのだ。「われわれは馬鹿みたいにたくさんの金を無駄にしたわけです。一〇
億ドルの四分の三です」と、ピラロ。「何が起こったかって？ 　わかりませんよ。われわ
れはバカみたいでした。みんなに責任があった。あまりに大金を稼ぎすぎていたのかもし
れません。最後に金額を思いついた人の勝ちでした」。落札したこと以外に利点も一つだ
けあったとかれは語っている。「どう甘く見積もっても、二度とだれもわれわれに対抗し
て入札しようとは思いませんよ」。五年後に DFS が四億一〇〇万ドルでさらに四年の営
業権を確保したときも、対抗入札者はいなかった。
何年もたって、フィーニーはこの入札を振り返って擁護している。「最悪なのは負ける
ことでした」。実のところ、この金額を払ってもまだ莫大な利益をあげる余地があった
のだ。
ハワイの失敗の影響で、エイドリアン・ベラミーはマッキンゼー＆カンパニーからコン
サルタントを雇って入札額の算定について研究させた。かれはジュネーブでプレゼンテー
ションをおこなうよう手配してフィーニー、ミラー、パーカー、ピラロを招き、コンサル
タントたちの結論を聞かせることにした。
コンサルタントたちの言い分を聞きに集まった四人の所有者たちは憤っていた。だれも
自分たちの営業権入札額決定方法について聞きにこなかったのだ。「かれらは長ったらし
くてややこしいプレゼンテーションを持ってきました。物事の解決法に関する典型的な
マッキンゼー流でたらめです」と、アラン・パーカー。「わたしは『入札にあたってきた
こちらの人々は膨大な経験を積んでいる。なぜこの中のだれかに話を聞きにこなかったん
だ？』と、かれらに言いました」。ピラロは激怒した。「エイドリアンはどうやらこのくそ
コンサルタントにわれわれのカネを二〇〇万ドルつぎこんだらしいが、そいつらはわれわ
れの流儀を尋ねもしなかった。ハワイでは失敗した。それがどうした？ 　この『とんま』
らは座って、不確実性の下での意志決定についてあれこれ言うんだが、すべて石油採掘手
法に基づく議論で、油井の有無や深さがわからない場合に採掘の決断を下すときの手法が
前提だった。わたしは石油になぞらえること自体まちがっているといってボコボコにして
やったよ。石油は区画を切って掘るもんだし、だめなら隣を掘ったりとか、他の区画を
掘ればいいんだ。でもこれは免税の話だ。逃したらさようなら。二度目はない」。フィー
ニーはしばらく耳を傾けていたが、ただ立ち上がって部屋を出ていくことで自分の考えを
明らかにしてみせた。
翌年の一九八八年はハワイの大がかりな入札の直後だったにもかかわらず、免税店の収
益から所有者たちに払われた配当金は四億ドルだった。チャック・フィーニーの財団はこ
のうち一億五五〇〇万ドルを受け取った。事業ポートフォリオから得られる利益とカミュ
代理店からの数百万ドルの配当金に加えて、財団は五日ごとに現金二〇〇万ドル以上の収
益を出していた。フィーニーは世間の注目を避けようと懸命だった。だがこれが気づかれ
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ないはずはなかった。
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第 17章

金持ちで強引、そして頑固

一九八八年一〇月七日、金曜日のこと。仕事仲間の一人がチャック・フィーニーに
フォーブス誌を見せた。開いた三六ページの見出しには『金持ちで強引、そして頑固』と
あった。「見ましたか？」と、かれは聞いた。「チクショウ！」と、フィーニー。
フィーニーは暗澹とした思いで、自分がフォーブス誌のアメリカ人長者番付四〇〇人に
入っているのを読んだ。ニューヨークを拠点とするこの雑誌によると、チャールズ・F・
フィーニーは存命中のアメリカ人では二三番目の富豪で、資産は一三億ドル、ルパート・
マードック、デヴェイッド・ロックフェラー、ドナルド・トランプよりも裕福だというこ
とだった。かれらは無視するには「大きすぎ、おもしろすぎる」存在になりつつあるとい
うポール・ハノンが三年前にたてた予測は、フォーブス誌に実証されてしまった。
ボブ・ミラーはアメリカ国籍を捨ててイギリス市民になっていたので、この長者番付に
入っていなかったが、同誌はかれも億万長者であろうと推測していた。イギリス国籍のア
ラン・パーカーも評価対象外だった。トニー・ピラロは番付入りしていて、推定資産三億
四〇〇〇万ドルで二三一位となっていたが、フォーブス誌はかれの DFS株を二．五パー
セントではなく一〇パーセントと誤って報じていた。
フォーブス誌の記事でフィーニー家は大騒ぎとなった。ニュージャージー州のチャック
の姉妹はこの額に「気が遠くなった」。ダニエルはアーリーンに電話してチャックが激怒
していると話したものの、成功した事業家として仲間に認められたことをとても誇りに思
う気持ちもかれの中にはあるのではないかとひそかに考えていた。ニュージャージーの
「聖マリア出身者はこぞってフォーブス誌を買いに出かけた」と、学校仲間のボブ・コー
ガンは語る。「みんなびっくりしましたよ。かれがいったい何をしているのかまったく知
らなかったのです。CIAにいたのかもとさえ思いました。かれは何も話しませんでした。
自分がわたしたちよりすぐれているなどと思われたくなかったのかもしれません。それが
いきなりロックフェラー家と肩を並べてひょっこり現れたんです」。
フォーブス誌の二七五〇語の記事についてチャックがもっとも心配したのは、かれがロ
ンドンでフランス人の妻と暮らしていて子供が五人いること、バミューダを拠点とするゼ
ネラル・アトランティック・グループを通じてヨーロッパ、アジア、アメリカで数十の企
業を立ち上げたり投資したりしていることを暴露されたことだった。
ハーヴェイ・デールはただちに被害を最小限にくいとめようと動いた。報道の扱い方に
ついてロックフェラー家に助言を求めたのだ。ロックフェラーは、移動の際は偽名を使っ
てボディーガードをつけるようフィーニーに勧めた。フィーニーは日課こそ変えなかった
ものの、コーネル大学同窓生で警備会社を営むジュールス・クロールの助言には耳を傾け
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た：「タクシーを探しているときに一台待っているのがいたら、絶対にそれには乗らずに
次の車に乗ること」。
「金持ちで強引、そして頑固」という見出しはフィーニーとミラーを指していた。フォー
ブス誌はフィーニーについて、とても神経質で早口で、頭の回転が速く倹約家で地上一一
０００メートルにいないと安心できないエコノミークラス愛用者だと述べ、ミラーについ
ては、特注のスーツを好む銀髪を粋に伸ばした社交家だと書いていた。また、フィーニー
がある日ズボンを安全ピンで留めた姿でロンドンの打ち合わせに現れたことにも触れて
いた。
「かれは普通の男であることを見せたくてそうしたのです」と、ロンドンの事務所長ボ
ニー・スーシェは振り返る。フィーニーはそれをおもしろがった：かれは仲間たち宛のメ
モに、フォーブス誌の切り抜きを安全ピンで留めて送った。
フォーブス誌の記者、アンドリュー・タンザーとマーク・ビーチャムはフィーニーの慈
善事業については何も知らなかったが、DFSにいい内部情報源を持っていたのは明らか
だった。かれらは DFSが日本人団体旅行客との密接なつながりを築き上げたこと、巧妙
な戦術を展開してかれらを繁華街店舗に招いたこと、納入業者を締めつけて、品物に最高
二〇〇パーセントの利益を上乗せしていることを書いていた。また、カミュとの関係も
知っていた。記者たちはホノルルで免税業アナリストとして身を立てたデズモンド・バー
ンの言葉を引用していた。DFSの株主たちは、バーンが会社を離れるという間違いをお
かしたせいで恨んでいるのだろうと考えた。会計士のままでいれば、かれがアラン・パー
カーになれたのだ。この年の始めにバーンはホノルル・スター・ブレティン紙に手紙を送
りつけ、DFSがハワイ州議員たちのためにゴルフトーナメントを開催して、強欲にも政
府から特別待遇を受けようとしていると糾弾していた。
フォーブス誌は DFSの前年売り上げが一六億ドルに急増したと推定していた。これは
かなり正確だった。四人の所有者用にこの年 DFS財務部が用意した極秘の内部メモによ
ると、一九八八年までの十年間で年間売り上げは二億七八〇〇万ドルから一五億四三〇〇
万ドルに増加していた。驚くべき成長率だった―――年率約一九パーセント。四人の所有
者たちだけが知っていたことだが、この期間にかれらが手にした配当金は八億六七〇〇万
ドルで、チャック・フィーニーはこのうち三億三四〇〇万ドルを受け取っていた。
フィーニーは億万長者としてかれの名前を報じたフォーブス誌の号にあったローレン
ス・ミナード編集長代理の社説に気づいた。この中でミナードは、フォーブス誌の長者番
付四〇〇人から外れる方法は（１）金を失う（２）寄付する（３）死ぬ、のみだと書いて
いた。五日後にフィーニーはハーヴェイ・デール宛にメモを書いた。「以下の結論に達し
た」と、かれは左に傾いた手書き文字で書いている。「家族とわたしの個人的事情により、
来年のフォーブス番付には入らないつもりだ。フォーブスは番付から除外される条件に
ついて述べている。選択肢（１）はありえない。（３）は望ましくない。そこで残るのは
（２）」。もっとも良い方法は「今後は番付から外し、財団の露出を最小限にしたいという
われわれの希望に協力するようにフォーブスを説得することである」。
フィーニーはフォーブス誌のジェームズ・Ｊ・ダン副会長と個人的な話し合いの場を設
けて、秘密を守る必要があると知らせることを提案した。
デールとハノンはニューヨークの広告会社、フライシュマン・ヒラードに専門家とし
ての意見を求めた。ピーター・マッキュー上級副社長はにべもなく言った。「チャックが
フォーブスの番付からこっそり外れる手なんかありませんよ」。そのかわりに、かれはみ
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ずからの言葉で公式発表をするようデールたちに勧めた。「チャックに腹黒い考えやあや
しげな動機があるものとしたがる活動的なジャーナリストに事実を歪曲して伝えさせるわ
けにはいきません。だからわれわれはもともと称賛されるべきだったと主張せざるを得な
いでしょう」と、マッキューは忠告した。その後でフォーブス誌と内々に打ち合わせをす
ればいい。
それから数週間かけてフライシュマン・ヒラード社はチャックをフォーブス誌の番付か
ら下ろす見込みについて膨大な報告書を作成した。一一月二二日にピーター・マッキュー
は二〇〇〇語におよぶ覚書を提出して、ライバル誌にチャックの純資産について真実を話
すか、アトランティック財団の存在を明かす記者会見をおこなうか、フォーブス誌の所有
者マルコム・フォーブスとチャックとで個人的な話し合いの場を設けて、間違い――億万
長者だということ――の証拠を提示し、雑誌に訂正記事を出してもらうという手があると
述べた。そして最初の選択肢はフォーブス誌に恥をかかせ、自分たちの記事の正しさを示
すために悪い噂を掘り出すように仕向けかねないとして除外した：「追いつめたネズミが
愛らしくなったりはしない」。記者会見も同じように「迅速かつ表立って、しかも世界規
模で」フォーブス誌の顔をつぶすだろう。しかしマルコム・フォーブスのところへみずか
ら行けば、チャックはかれにすばらしいクリスマスプレゼントを贈ることになる。「唯一、
真に名誉ある行動をとって、みずからを心から好ましく思う機会である」。（この提案の脇
にフィーニーは「ふん！」と書きなぐっていた）。フォーブスが「正しいこと」をしそこ
ねた場合は、選択肢の一か二に戻ればいい。
この望ましい選択肢には一つ不備があった。フィーニーはマルコム・フォーブスとの会
談はしないと、余白に書き込んだコメントで言明していたのだ。
チャック・フィーニーとハーヴェイ・デールには、いまだ秘密扱いの財団に世間の目が
向けられるのを懸念するだけの理由があった。フォーブス誌が一三億ドルと推定した――
そして実際はまちがいなくもっと多い――資産をもつアトランティック財団は、アメリカ
で登記すれば国内の十大慈善団体に入り、メロン財団に匹敵するといっていい規模で、先
駆けであるロックフェラー財団の一六億ドルにも迫っていた。だがポール・ハノンが一九
八八年一一月三〇日にフィーニー宛の宅配便で届けたメモで指摘したように、アトラン
ティック財団が過去三年間に寄付した額は年間一〇〇〇～二〇〇〇万ドルで、資産の二
パーセントを大きく下回っていたし、従業員は五人しかいなかった。対照的に、メロン財
団はこの前年におよそ六五〇〇万ドルをばらまいていた。これだとアトランティック財団
はずいぶんけちか、もっと悪いものに見えてしまう。
アトランティック財団とは、フィーニーが資産のほとんどを管理下に置いておくための
税金対策法だとフォーブス誌が結論づける可能性は十分にあった。でなければなぜフィー
ニーは、広い開示と高い年間寄付率を求めるアメリカ法の管轄を逃れ、秘密のオフショア
財団など設立して、事実上の支配権を手元に残したりするのだろう？ 　アメリカ法は関
連企業への大規模な投資を禁止しているが、フィーニーは財団を通じてアメリカ法の及ば
ないバミューダへ流入してくるオフショア投資からの利益を、何の制約もなしに儲かりそ
うな好機に投資できた。また、外国企業体である財団は、アメリカでの投資の売却益に
キャピタルゲイン税を払っていないし、フィーニーは国税局の干渉を受けることなく財団
から支払いを受けることができるとフォーブス誌が主張する可能性もあった。
「ハーヴェイはなるべく露出を控えることについてはきわめて厳しかったし、わたしも
同じ考えでしたが、何をしているか言わないと、みんな疑って、『どうなっているんだ？
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　やつらは何かたくらんでいるに違いない』と言われるのが問題でした」と、フィーニー
は振り返る。
ハノンは、マルコム・フォーブスのもとを訪ねたところで、フィーニーが本当に資産を
慈善事業に寄付したのか、それともそれがアメリカの手の届かない場所で巨万の富を非課
税で増やす狡猾な手口なのか――またはその両方なのか――確かめようがない理由から、
フィーニーを長者番付から除外するのを拒むかもしれないと主張した。
何ヶ月も思案したあげく、チャック・フィーニーは何の手も打たないことにした。フォー
ブスなどの雑誌には好き勝手に長者番付を書かせておくことにしたのだ。財団の存在は
秘密にしておかなければならない。だれもが記者たちにお預けを食らわせねばならない。
『沈黙の掟（omerta）』の文化は依然として残った。フィーニーもみずからを守秘規定で
縛った。ゼネラル・アトランティックの会長兼最高責任者として、かれは自分の給与につ
いて正式な契約書を財団と交わしていた。その額はこの年わずか七万五〇〇〇ドルだった
のだが、その契約書には「在職中に入手したいかなる情報も開示してはならない」という
条項があった。つまりかれは沈黙を守ることをみずから法的に義務づけていたのだ。
フィーニーと密に仕事をする従業員たちはかれの秘密を知らざるを得なかった。しかし

「これらの人々はチャックに傾倒していたので、かれを裏切ったりしませんでした」と、ボ
ニー・スーシェは語る。新たに加わった上級職員たちは相変わらず厳密な手続きを踏まさ
れた。ゼネラル・アトランティックが太平洋においた子会社インターパシフィックの最高
財務責任者としてデヴィッド・スミスが雇われた際は、フライシュマン・ヒラード社の関
係者に会うよう指示され、かれから何事についてもだれにも何も話さないように、迷った
ら「知りません」と答えるように言われた。「ハーヴェイ・デールとは何度も夕食や昼食
を共にしました」と、スミスは振り返る。「かれはその度にことを内密にしておく必要性
を強調しました」。スミスは金融関係者たちの質問をうまく扱えるようになった。「投資の
ための融資を受けに銀行へ行くと、自己資本の出所についてかなり質問をされました。人
前に出たがらないある個人からとだけ言って、わたしは巧みにこれらの質問をかわしまし
た」と、スミス。「たいていは『ああ、それはすばらしい。その方にお会いできますか？』
と返されました。『いや、だめです』と答えたものです。最後にはかれらもその人物は明
かされず、会えないということを受け入れるしかありませんでしたよ」。
フォーブス誌はゼネラル・アトランティック・グループがフィーニーの事業の親会社で
あると特定したが、高い収益をあげている投資子会社のゼネラル・アトランティック社と
は結びつけていなかった。同社はコネチカット州グリニッチの緑の豊かな郊外で、フィー
ニーの慈善財団の流動資産を生み出すエンジンとしての地位を固めていた（一九八九年
にゼネラル・アトランティック・パートナーとして独立したが、依然としてその主な取引
先は慈善事業だった）。手がけた投機でもっとも収益を上げたのは、一九八一年七月にコ
ロラド州デンバーに設立した石油探査会社のゼネラル・アトランティック・エネルギー・
コーポレーションで、これは一九八八年一二月に一億ドル以上でプレシディオ石油会社に
売却された。ニューヨークの出版者ナイアル・オダウドはテキサス州のとある実業家が
「ここらではこのフィーニーってヤツの噂で持ちきりだよ。やつは石油市場の底値で買い
込んで最高値で売った。みんな言ってるよ。『なんでそんなことができるんだ？ 　だいた
いこのチャック・フィーニーってのはいったいだれだよ？』ってね」と話していたと振り
返っている。
フィーニーの投資会社の社長を務めるエド・コーエンは、フィーニーにかわってニュー
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ヨークとサンフランシスコで不動産取引交渉をするために、友人の不動産専門家で世界
最大規模の古地図コレクションの持ち主でもあるデヴィッド・ラムジーを雇い入れた。
「チャック・フィーニーはありきたりの実業家ではないよ」と、コーエンはラムジーに語っ
た。「かれは慈善家だ。きみがやるのは不動産業だが、その方面でもかれを助けることに
なる」。かれはラムジーに、DFSから流入する現金を健全で良い投資にまわして不動産、
石油、ガス「そしてソフトウェアとかいうもの」が混ざった状態にする必要があるのだと
話した。「ソフトウェアって何だ？」と、ラムジーはたずねた。「ああ、コンピュータがら
みのなんかだよ」と、コーエンは言った。
「コンピュータがらみのなんか」はアトランティック財団にめざましい成功をもたらし
ていた。のちにレジェントと社名を変えた高名なコンピュータソフト会社モリノ・アソシ
エイツに対する三〇〇万ドルの投資は、五年後の一九八八年には非課税で換金できる有価
証券にするとおよそ五二〇〇万ドルに増えた。
ラムジーもスミスと同じく、不正に得た資金を洗浄しているわけではないと銀行家たち
を説得しなければならなかった。「銀行へ行って『ゼネラル・アトランティックの者です』
と言えば、銀行家は『ええ！ 　お噂はかねがね。財務諸表を見せていただけますか？』と
言ってきます。『ある程度までしか系列関係は開示できません。われわれのトップは表に
出るのをとても嫌う人物なのです。すべてお見せすればこの会社が何億ドルにも相当する
ことがおわかりになりますよ』。こうなると銀行家は目をまわしてたずねます。『あなた方
はどんな事業をしておられるんです？』」。ラムジーは絶対に口を割らなかった。
ラムジーはサンフランシスコの大規模不動産購入の交渉にあたったが、その中には一八
階建ての JHドラービルや人目を引くフンボルト銀行ビル、そしてフィーニーがサンフラ
ンシスコで関わった中でもっとも壮大な投資――ベイサイド・ヴィレッジとして有名なサ
ウスビーチの中心のエンバーカデロ通り沿いの、ワンベッドルームやツーベッドルームお
よびワンルームの物件合わせて八六五室で構成されたマンション開発――も含まれた。も
との敷地は古い土管や空き倉庫だらけで、周辺も荒れていたが、サンフランシスコを愛し
ていたフィーニーはその地域を復活させる可能性を見いだし、観光地として有名なフィッ
シャーマンズ・ワーフから徒歩圏内に手頃な住宅を供給できると考えた。
フィーニーはフォレストシティラトナーと提携して、自己資本一二〇〇万ドルと八〇〇
〇万ドルの債権発行で総合施設を建築することにした。デヴェイッド・ラムジーとフォレ
ストシティラトナーのスティーブ・アルバートは八千万ドルの融資を受けようとバンカー
ズ・トラストのジャック・マステレリを現地視察に連れていったが「きみたちはどうかし
ている」と言われた。この投資はうまくいくとかれらはマステレリに請け合った。そこ
に貧困や虐待の犠牲者と元ギャングメンバー向けのリハビリセンターを経営するデラン
シー・ストリート財団が、エンバーカデロ沿いのマンション用地の向かいにある三万七
〇〇〇平方メートルの敷地を確保したと発表したのだ。この財団の共同設立者ミミ・シ
ルバートが運営する「敗者向けハーバード」である。この計画が出て、銀行家たちは「ビ
ビって」しまった。ミミ・シルバートはフィーニーに宛てて、かれのパートナーたちが提
案中のセンターを薬物中毒者の巣窟だと「こき下ろしている」と苦情をよこした。でも
「人々がマリファナを吸うのは、ストライク一回で退場になるこちら側ではなく、あなた
のところになる可能性が高いでしょう」とも述べていた。実際のところ、デランシー・ス
トリート財団はギャング生活を生き延びた人々に、職を得られるような技能の教育や訓練
を受けさせる、自立したリハビリセンターであるという評判を得ていた。これはあらゆる
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意味でフィーニーの好みに合っていた。
ミミ・シルバートが銀行家をなだめるのを手伝うと申し出てきたので、ラムジーはマス
テレリをパシフィック・ハイツにあるシルバートの本社へ夕食に連れていった。「そこで
われわれスーツ姿の若者が大挙してマステレリと出かけていったのですが、彼女は全員
を魅了しました」。と、かれは振り返っている。マステレリは商談を成立させた。ベイサ
イド・ヴィレッジは一九八六年から一九九〇年までかかって三段階を経て完成し、サン
フランシスコ南部で最大の集合団地になった。ゼネラル・アトランティック・グループは
チャック・フィーニーが立ち寄った際に使えるように、ここの小さな部屋を一つ買った。
このマンションは世界を飛びまわるフィーニーのお気に入りの立ち寄り場所となり、食事
はデランシー・ストリートの住人が開いたレストランでとった。
一九八九年にデヴェイッド・スミスはウェスタン・アスレチック・クラブスの買収につ
いてインターパシフィックとの交渉にあたった。西海岸沿いに一一の健康・保養・運動目
的のリゾート施設を展開するまでに成長したサンフランシスコを拠点とする従業員約二
〇〇〇人の会社である。ウェスタン・アスレチック・クラブスもアトランティック財団の
「金のなる木」になったとスミスは何年もたってからサンフランシスコで語っている。「会
費制が基本の事業なので、季節ごとに収益が変動するハワイの小売店とは違ってキャッ
シュフローが安定しています。三七〇〇万ドル支払ったうちの三〇〇〇万ドルは借入金で
した：おそらくいまは三億ドル相当の価値でしょう」。フィーニーの勧めでウェスタン・
アスレチック・クラブスは全利益の五パーセントを地域の慈善活動に寄付するという高水
準の慈善行為をおこなうことにした。「また、イベントを催してスポンサーになり、がん
治療などのために資金を集めています」と、フィーニー。「かれらはこれを社会的責任と
称しています」。
スポーツ施設を手に入れてサヴィルロウを住所に持つフィーニーは、ハワイアンシャツ
を突っ張らせる胴回りを指さして、なおかつ崩れた体型にみすぼらしい服装であることを
好んで冗談にした。
インターパシフィックグループはフィーニーの助言に沿って高級な休暇旅行先のモデル
としてグアムとサイパンにパシフィック・アイランズ・クラブ・リゾートホテルも展開し
て、富裕層向けのバリ・ゴルフ＆カントリー・クラブ（一九九五年にゴルフの『ジョニー・
ウォーカー・ワールドクラシック』の会場になった）と、タイのプーケットにある八万九
〇〇平方メートルにわたる優雅なラグーナ・ビーチ・リゾートにも投資した。矛盾したこ
とに、倹約家で財にとらわれることに不安を感じるフィーニーは富裕層にぜいたくな休暇
を提供することにかなりの力を注いだ。仕事では五つ星ホテルに泊まっていたが、かれは
節約の習慣がすっかり身についている様子をみせていた。ラグーナ・ビーチ・リゾートの
もと経営者のジョン・グリーンは、戦略会議でチャックと同席したときにかれが鉛筆を
使っているのを見て、こっそりと自分のモンブランのペンを隠した。
フィーニーはテキサス州とオクラホマ州に自分――アトランティック――のホテルを
所有していたが、手を広げた。『メダリオン』ブランドを冠する数々の高級ホテルを購入
して、経営はヒルトンのもと副会長のシドニー・ウィルナー、フィーニーの仲間のフレッ
ド・アイトに任せた。メダリオングループの花形は、F・スコット・フィッツジェラルド
の『華麗なるギャツビー』に登場する、ケンタッキー州ルイビルの全三二二室のシール
バックホテルだった。フィーニーはときどき義理の兄弟のジム・フィッツパトリックとケ
ンタッキー・ダービーへ行ったが、このホテルも好んで利用した。オクラホマ・メダリオ
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ンは一九九五年四月一七日にティモシー・マクベイが二三〇〇キロの手製爆弾を積んだラ
イダー・トラックを屋外に止めて爆破した連邦政府ビルから四ブロックのところにあっ
た。フィーニーは一部を改装のために閉めていたこのホテルにただちに連絡して、門扉を
開放してけが人やレスキュー隊員に無料で部屋を貸すように言った。他のメダリオンホテ
ルからも従業員が派遣された。
ロンドンでもフィーニーは折を見て新たな企業に投資していた。ある日かれはヒース
ロー空港で、業界誌を出版しているロンドンのレッドウッド社が無料配布していた『エア
ポート』という雑誌を見かけた。広告収入で制作費がまかなえるからいい投資に思えた。
フィーニーは公衆電話からデイリー・エクスプレス誌のもと編集者でエアポート誌共同発
行者のクリストファー・ワードに電話をかけてすぐに、かれがこの赤字の雑誌を廃刊にし
ようと考えているのを知った。フィーニーは旅行をとりやめてタクシーでロンドンに乗り
つけ、この雑誌を買収した。だが復興には失敗して清算するはめになった。「不意打ちを
くらいました」、と、フィーニー。「この雑誌に出版権を与えておきながら、空港当局は独
自に雑誌を立ち上げたのです」。しかしかれはレッドウッドの大株主になって、同社の存
続を確かなものにする手助けをした。
一九八〇年代の終わりには、まもなく崩壊する共産圏の東欧で投資機会があることが
ニュースに注目していれば――フィーニーは熱心だった――だれの目にも明らかになって
いた。一九八九年一一月にビロード革命とプラハの共産主義政府の崩壊があったのを受け
て、フィーニーはホテル開発の可能性をみるため当時のチェコスロバキアへ向かった。一
九九〇年一月にウェンセスラス・スクエア近くのアールヌーボー風ホテル、パレスホテル
にチェックインしたかれは、フロントオフィスマネージャーのジリ・ヴィディムと話を始
めた。この時だけはフィーニーの安物の腕時計――カシオのプラスチック製――が強い印
象を与えた。「それはわれわれにとって贅沢品でした」と、ヴィディムは振り返る。「だれ
もがロレックスかカシオを欲しがっていたのです！」チェコのホテルマンは雪で覆われた
通りを案内してまわったが、どこのホテルもまだ国営で何も売られていなかった。しかし
フィーニーはかつての日本人が贅沢品と酒類への欲求をつのらせていたように、チェコの
人々が西洋の物に飢えているのを見てとった。かれはゼネラル・アトランティックとの合
弁会社を設立する資金をヴィディムに与え、プラハに店舗を立ち上げるためにジム・ダウ
ニーと、アイルランド人の同僚マーティン・キニロンズを派遣した。かれらはレサー・タ
ウン・スクエアのはずれにある一戸建ての美容院を改装してニュー・エイジ・ショッパー
ズと名づけ、テレビ、レコードプレイヤー、電子機器、腕時計、宝飾品、ネクタイ、化粧
品を全長一二メートルのトレーラーでダブリンから運び込んだ。一九九〇年一二月一八
日に開店すると人々が殺到し、一分とたたないうちに最初の腕時計が売れた。まもなく
ニュー・エイジ・ショッパーズはさらに二店舗増えたが、この事業は四年間しか続かな
かった。今回は免税業物語をもう一度とはいかなかった。東ヨーロッパの人々は、日本人
が貯め込んでいた通貨貯蓄を持っていなかったのだ。だがフィーニーはパイオニアだっ
た。かれは共産主義後のプラハに欧米風店舗を開いた最初の事業家だった。
だがアイルランド系アメリカ人でカトリック教徒のフィーニーは、共産主義崩壊後のプ
ラハで生き抜こうと苦労していた修道女会の再建に手を貸せたことをもっとも喜んだ。か
ねてから病人の世話をしてきたグレイ・シスターズ聖フランシスコ第三修道会は、一九五
〇年に歴史的な旧市街の中心部のバルトロメヤスカ通り九番地の修道院を含むプラハの五
つの修道院を持っていたが、秘密警察に立ち退かされていた。共産主義政府はこの修道院
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をルズィニエ刑務所という尋問所に変えてしまった。その収容者でもっとも有名なのは
ヴァーツラフ・ハヴェルである。ビロード革命後に生き残った一五〇人の修道女たちは修
道院に戻った、その多くは高齢で改修費もなかった。
チャック・フィーニーとジリ・ヴィディムはある計画を思いついた。チェコスロバキア
南部の松林の奥深くで生活していたロメック会修道院長の七八歳の修道女に会いに行っ
て、ヴェイディムともう一人のパートナーが修道院を引き取ってクロイスター・インとい
う名の八〇室の安ホテルに変え、最上階に住む修道女たちのために特別な修道院を設ける
という取引をまとめるように計らったのだ。さらに観光客用の呼び物として、ハーヴェル
の拘禁されていた階下の第六独房にも泊まれるようにした。ゼネラル・アトランティック
は改装資金として八〇万ドルの信用状をチェイス・マンハッタン銀行宛に振り出した。
修道女たちはこの取り決めを喜び、惜しみない感謝をチャック・フィーニーにささげ
た。「彼女たちは毎日かれのために祈っていますよ」と、ジリ・ヴィディムは語る。
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チャック・フィーニーが共産主義後のヨーロッパで新事業を模索していた頃、DFSの
パートナーたちは手を組んでフィーニーをつぶしにかかっていた。一九九〇年五月一二日
にボブ・ミラー、アラン・パーカー、トニー・ピラロはDFS臨時取締役会議のために、ロ
ンドンのバンク通り四〇番地に位置する国際的法律事務所アレン＆オーヴェリーへぞろぞ
ろと入っていった。チャック・フィーニーはその場にいなかった。かれが DFSの定時取
締役会議に出席するのをやめてからかなりの時がたっていた。代わりをつとめていたのは
ジョージ・パーカーとポール・ハノン顧問弁護士で、このとき法律事務所の会議の席につ
いたのもかれらだった。
世間話は抜きだった。取締役たちと弁護士たちは用意した法的文書を読み上げた。ミ
ラーは大きな眼鏡をかけて「反逆文書を読み上げた」と振り返る。三〇分後に三人の株主
たちは DFS小売業の経営管理をおこなう役員会からフィーニーの代理人たちをはずすこ
とを投票で決めた。かれらはそうする法的権限が自分たちにあると信じていた。トニー・
ピラロは多数派の意志こそが「尊重されるべきだし、実際に尊重される」と考えていたと
いう。
ジョージ・パーカーとポール・ハノンは憤然と書類をまとめて部屋を後にした。「過酷
な経験でした」と、ハノン。共同設立者にしてビジョンをもたらし、DFSの三八．七五
パーセントを（財団を通じて）所有するチャック・フィーニーが、企業統治に関する発言
権を失ってしまったのだ。
部屋に揃った四人の男たちは、本当の意味で腹を割った仲間だったためしもなかった
が、いまではパートナーシップを引き裂きかねない争いの渦中にあった。フィーニーの代
理人たちを役員会から外す旨をとりまとめたのは、三人の株主の中でもっとも温厚で、一
番志の高いアラン・パーカーだった。これはハワイでチャック・フィーニー個人が営む小
売業をやめさせようとパーカーが他の二人と取り組んできた働きかけの結末だった。この
事業は DFSと同じ旅行者たちの金を争うもので、倫理にもとる競争だとパートナーたち
は主張していた。
「ひどいものでした」と、アラン・パーカーは語る。「こうするのは非常に嫌な気持ちで
した。チャックがビジョンをもたらし、会社の頭脳でした。そのかれをわれわれは追い出
そうとしていたのです」。
争いの種になったのは一九七六年にフィーニーが買収したアンドラーデだった。既製の
服と、アロハシャツやムームーなど旅行客に人気のカジュアルな衣料品を売るハワイの小
売りチェーンだ。その三年後にフィーニーはアンドラーデの大店舗をワイキキの中心部
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にあるショッピングセンターに開いた。DFSギャラリアから道を隔てた向かい側だった。
一九八五年にかれはキャロル＆メアリーというハワイの衣料品店を三軒手に入れてホノル
ルのファッション店四軒を日本の流通グループの西武から買収した。西武がそれら店舗を
「経営することで大損している」と見て取ったからだ。これらの店舗は創始者のアイルラ
ンド移民、パトリック・マイケル・マキナニーの名前で商売をおこない、昔からホノルル
の王族と上流階級の顧客に衣料品を提供していた。マキナニーの店舗の一つはワイキキの
ロイヤル・ハワイアン・ショッピング・センターにあったが、これは DFSのダウンタウ
ン・モールから二ブロックしか離れていなかった。仕入れをおこなうインターパシフィッ
クは、一九九〇年までにハワイで DFSについで二番目に大きな小売業になっていた。こ
れらをまとめて作ったハワイアン・リテール・グループは、従業員六〇〇人で、旅行客を
相手に商売するロイヤル・ハワイアン・ショッピング・センターの賃貸契約も保有してい
た。「かれらがロイヤル・ハワイアンに入ったことが問題視されたのだと思います」と、ト
ニー・ピラロは語る。「客が一〇〇ドルを持っている日本人で、あなたもわれわれもその
客を狙っていれば、競争になるでしょう」
一九七八年に、だれもが日本人客狙いのグアムで、自分が八〇〇室のホテルを購入した
こともパートナーたちを苛立たせたのだろうとフィーニーは推測している。一九八六年に
フィーニーがパリのアメリカン大学のもと学科長ポール・スローソンを雇ってインターパ
シフィックの経営を任せると、いがみ合いは悪化した。スローソンはワイキキの旅行者か
ら荒稼ぎするのにかなり強引なやり方をとったし、フィーニーはかれを抑えようとしな
かった。いつも隙のない装いで企業指導者の風格を漂わせるスローソンは、DFS役員会
で一時フィーニーの代理をつとめていたが、かれの態度は温厚なアラン・パーカーの気持
ちを紙やすりのように逆撫でした。「かれは（DFS役員たちにとって）受け入れがたい人
物でした。明らかにみんなと張り合っていましたから」と、ポール・ハノンは語る。
事態がかなり緊迫したことを受けて、ポール・ハノンは解決の道を探るため、他の所有
者三人の代理人を務めるウィリアム・ノリス弁護士との対話を一九八八年の中頃に始め
た。五ヵ月におよぶ話し合いは不毛だった。フィーニーは明らかに一歩も引くつもりはな
かった。一九八九年一月に、パートナーたちはニューヨーク州スカッデン・アープス・ス
レート・ミーガー＆フロム法律事務所のマーク・カプラン弁護士を仲介人に選んだ。かれ
はトニー・ピラロが DFS役員会で代理人に指名していた人物で、一流弁護士として定評
があった。カプランはヨーロッパを歴訪して三人の所有者たちの見解を調べ回り、フィー
ニーに対するかれらの懸念をハノンに伝えてきた。かれは一連の提案を出してきたが、関
係者一同に受け入れられるものではなかった。ミラーはかれの提案が「法的すぎる」と
思ったという。
フィーニーは自分の行動に問題があるとは思っていない、とパーカーは信じていた。

「要するに、チャックは自分がだれより DFS に大きな貢献をしていると考えていたので
す。だから片手間に何であろうとしたいようにできた。それは道徳的にまずいとわたし
は思いました。チャックは決してそうとらえなかったのです」。また、かれはフィーニー
の小売業が「日本人旅行客相手の販売を強め、既存あるいは将来の DFS納入業者から仕
入れを調達しようと注力していた」と主張しており、フィーニーが納入業者との交渉に
「DFSの肩書き」を利用して有利な価格条件を得ているのを危惧していた。これはまった
く真実ではないとフィーニーは言った。かれの小売業は九割が地元向けで日本人旅行者市
場向けではなかったし、日本人顧客向けに広告したことは一度もなかった。
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ボブ・ミラーはフィーニーの行動を非倫理的だとも非道徳的だとも考えていなかった。
この状況は自分とフィーニーの間の「一種の我の張り合い」で、アンドラーデは一種の示
威行動だとかれは見なしていた。でなければ、DFSで百倍以上の金を稼いでいるのにわ
ざわざ競争したがるはずがない。アンドラーデがそんなに儲かっていないことは全員が
知っていた。フィーニーが「ハワイでまさにわれわれの庭先に」アンドラーデを立ち上げ
たとき、ミラーはかれにこう言ったという。「やめてくれよ、チャック。まったく、競合
しない投資機会なら山ほどあるだろうに。なんでこんな嫌がらせみたいなことをするん
だ？」。だが答はわかっていたつもりだった。「表に出さなくても内心で、会社（DFS）の
株をもっと所有していないことをいくらか憤慨していたのだとわたしはずっと思っていま
した。個人的意見ですがね」。
フィーニーの友人にも批判的な人物はいた。「同じ金目当てでしのぎを削る店を開くの
はなしですよ」と、ジャン・ゲンツブルガー。「基本的にそれは公平な事業のやり方では
ないと思っていました。わたしならやりませんね。チャックもやめておくべきだった」。
一九八八年にハワイの営業権をめぐって一一億五一〇〇万ドルという大金を入札したこ
とで、関係はさらに悪化した。チャックがこのときホノルルで DFSと争ったことにパー
カーは「激怒した」と、ピラロは語る。
所有者たちにかわって DFSの経営にあたっていたエイドリアン・ベラミーは、これは
ちっぽけな空騒ぎだと思っていた。ベラミーはアンドラーデが DFSの売上を奪っている
とは思わなかったが、「いくぶん嫌がらせのきらい」はあったという。フィーニーがそう
したのは、それがかれの好きなことだったからだとベラミーは信じていた。「かれはいつ
もいろいろなことをやってきました。アンドラーデが現れたので買ったのです。引きつけ
られていました」。本当のところアンドラーデはフェラガモの靴を除いてまったく儲けを
出していなかったとスローソンの前にインターパシフィックの経営にあたっていたマイ
ク・ウィンザーは語っている。それに店の多くは DFSがない他のハワイ諸島にあった。
フィーニー本人はかれらの懸念に取り合わなかった。「ボブがロンドンに住んでいた時
期に、とある空港の入札があったのですがボブとジャン・ゲンツブルガーは DFS名義で
はなく自分たちで入札しました。かれらが営業活動にあたりたかったのです。だれもそれ
には文句をつけませんでした。公平なゲームです」と、かれは語っている。
振り返ってみると、フィーニーの事業活動は決して間違っていなかったとポール・ハノ
ンは主張する。DFS株主たちはそれを阻むような取り決めを結んでいなかったし、他の
株主たちも過去に同じく私的な小売業をやろうとしたことがあったという。それにフィー
ニーの所有するハワイの小売店は決して重要な事業ではなかったし、まったく儲かってい
なかった。ハノンの評価では、アラン・パーカーは心からチャックが道徳的に間違ってい
ると信じており、ミラーはこれを「チャックにかみつく」機会の一つとしか考えていなく
て、トニーはどうでもいいと思っていたが「大物」たちの大きな問題を多少なりともコン
トロールできることになるので何とか解決しようと努力した、ということだった。
パーカーは、かれらにはフィーニーの代理人を DFS役員会から外す法的権利があると
いう弁護士たちの助言にもとづいて、ロンドンのアレン＆オーヴェリーで臨時会議を開い
たのだった。
「ついにわれわれは役員会から追い出されました」と、ハノン。「かれらはそれがチャッ
クに対する圧力になると思ったのです。もちろんジョージとわたしに対する圧力にはなり
ました。でもチャックは、どのみちわれわれが役員会で何か重要なことをしているとは
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思っていなかったと言ったのです。わたしに対するちょっとした侮辱ですね」とつけ加え
てかれは笑った。「でもチャックには何の圧力にもなりませんでした。少しも気にかけて
いなかったのです」。
だが実はフィーニーは気にかけていた。ミラーがアレン＆オーヴェリー事務所の会議で
述べた「DFS 外部で利益を手にするために DFS 社の機会を侵害している」という告発
に、チャックはとても憤慨した。「チャックは事業がまったくちがうので問題はないとい
う見方で、アランには同意しませんでした」と、ハーヴェイ・デールは振り返る。「後から
考えれば（ハワイの DFSの隣に開店するのは）やめておいた方が賢明だったかもしれま
せんが、店で売っていたのは DFSの事業にとって決して重要なものではありませんでし
た。なぜかれがやったのかは、わたしには理解できます。チャックを動かしたさまざまな
情熱を振り返ると、起業家精神が骨の髄までしみこんでいるんです。それが強力すぎて、
機会を見つけたときそれが物議を醸すかどうかじっくり考えなかった。おそらく心に浮か
びもしなかったでしょう。これはいい事業だ、さぁやろうと思ってしまったのです」
チャックの代理人を役員会から放り出したことは「あまりに過剰反応で、どう考えても
容認できませんでした」と、デールは続ける。「われわれは法的措置をとる覚悟で、さまざ
まな国の法廷弁護士に相談しました。内輪で打ち合わせを重ねに重ねて、どうするべきか
話し合いました」。訴訟は匿名性を台無しにしてしまうが「にらみ合いの膠着状態で、各
種のリスクを抱えた訴訟が今にも起こりかねませんでした」。
この争いを解決する触媒になったのはサダム・フセインだった。一九九〇年八月二日の
早朝に十万人以上のイラク兵が七〇〇台の戦車を従えてクウェートへ侵攻したのだ。イラ
クの独裁者は、あえてかれに挑戦する国があればクウェート市街を「墓場」に変えると威
嚇した。ジョージ・H・W・ブッシュ大統領はこの襲撃を「公然たる侵略行為」と糾弾し
た。アメリカを巻きこんだ戦争は避けられなかった。警鐘は DFS中に鳴り響いた。戦争
は世界の観光事業を急速に萎縮させる――DFS配当金も。その日フィーニーはダブリン
にいて、朝早く会ったジョン・ヒーリーからニュースを知らされた。「かれはすっかり蒼
白になって、きびすを返して階段を駈け降り、一日中アパートから出てきませんでした」
と、ヒーリー。「かれはテレビにくぎ付けでした。海外旅行、特に裕福な日本人旅行客の
旅行習慣に一大事が起こりそうで、それが免税品の購買傾向に影響すると即座に見抜いた
のです」。
フィーニーの親しい仕事仲間の一人でありながら所有者全員と良好な関係を維持してい
たジョージ・パーカーは八月九日にサンフランシスコへ行き、そこでボブ・ミラーが危機
について話し合うために DFS役員会に出席することを知った。かれはパークハイアット
ホテルのロビーでミラーを待ち伏せた。「いいか、これはばかげてる」と、パーカーはロ
ビーのバーで飲みながらミラーに話した。「この問題を片付けないと。事業がだめになり
かけているんだ。弁護士抜きで会って、みんなで一丸となって働くための基本ルールを決
めよう」。ミラーは、やるだけやってみようと認めた。「会社のまとまりを守りたかった
し、DFSをずたずたにしてしまう株主間の紛争を避けたかったのです。もてあそぶには
貴重すぎる資産でした」と、かれは振り返る。八日後にジョージ・パーカーはチャックが
同意したというメッセージをミラーに送ってきた。トニー・ピラロとアラン・パーカーも
同調した。いまやだれもがもっと大きな問題を抱えていた。DFSのレジは鳴りをひそめ
ていた。ジョン・リード DFSハワイ地域取締役がまとめた日報によると、売り上げが五
〇パーセント落ちた週もあった。「営業権に一日当たり百万ドルを支払いながら収益はな
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し。ドアからは何も入ってきませんでした」と、アラン・パーカーは振り返る。
ミラーは大型ヨットを手に入れて、ジョージ・パーカーを連れて希望峰めぐりの船旅に
出かけた。このフィーニーの仲間は、膠着状態の打開策を見つけたと信じて旅から戻って
きた。かれの提示した解決策は訴訟でなく調停だった。小売業をめぐる議論と将来の紛争
を解決する『賢人』を任命するというものだ。「行ったり来たりしてジョージとわたしで
取り組み、ようやくチャックの同意をとりつけました」と、ハノンは語る。一九九一年二
月二〇日水曜日、アメリカ率いる多国籍軍がクウェートのイラク兵に対して地上戦を開始
する三日前に、DFSの四人の所有者たちは『賢人協定』に署名した。「そしてわれわれは
役員会に戻されたのです」と、ハノン。
フィーニーは一九九三年一月三一日に、賢人協定のもとにゼネラル・アトランティック
のハワイアン・リテール・グループを無関係の第三者に売却することに同意した。株主は
ハワイ、グアムを含むいくつかの『ドーム』地域ではいかなる小売業も営まないことに
なった。かれらはいかなる場合も、DFSやその利益と実質的に直接争う事業筋に投資し
たり、開発したりしない。DFSの仕入れ先との取引に制限を設ける旨の合意が結ばれた。
株主はみな、アジアの旅行客を対象とした小売業を世界規模で営むことを禁止された。争
いは全て賢人の仲裁で解決されることになった。また、この協定は株主を A、B、C、D

と分けることでミラーの気持ちも静めた。ボブが株式 A、チャックが B、アランが C、ト
ニーが Dを手にした。価値は変わらないままだった。共同所有者たちは、フィーニーが
ハワイアン・リテール・グループを売却するつもりなどなくて、頑固に保持し続けるので
はないかと考えていた。その疑いは的中した。みずからの強情さを問われると、かれは
「もう少しいい表現をしてほしいな――粘り強さだ」と言った。
トニー・ピラロが賢人にふさわしい人物として選んだのは、ニューヨークでもっとも高
名な弁護士の一人に数えられるアイラ・M・ミルスタインだった。ニューヨーク州の一流
弁護士事務所ワイル・ゴットシャル＆マンジェスで時給五〇〇ドルを稼ぐシニア・パート
ナーだ。眼鏡に禿げかけた白髪頭の当時六四歳の仲介人は、ゼネラルモーターズ、ウェス
ティングハウス、ウォルト・ディズニーなど著名な役員会で企業統治について助言を求め
られていた。企業買収家のドレクセル・バーナム・ランバートの破産調停をまとめたのも
かれだった。ミルスタインは十年前にほんの少し DFSと関わったことがあった。そのか
れが四人の所有者たちを座らせて、こう語ったのだとピラロは振り返る。「このバカモノ
どもが！ 　自分たちがどんなにすばらしいものを手にしているかわからんのか。しっか
りしろ！ 　一丸となって争いを解決する方法を探したまえ」
湾岸戦争による旅行の途絶のせいで、一九九〇年までの四年間は年間平均二億七二〇〇
万ドルだった四人の株主たちの配当金は、一九九一年にはわずか一二〇〇万ドルに急落し
た。DFSはハワイ当局と交渉して、一億三〇〇万ドルの営業権の支払いを二年間延期し
てもらわなければならなかった。

DFSの売り上げの落ち込みにともなって、フォーブス誌によるフィーニーの長者番付
は下がった――一九九一年に一九億ドルだったのが一九九二年には九億ドルになった。新
しい長者番付が掲載されたフォーブス誌の出版日にチャック・ロールスはフィーニーと夕
食を共にした。レストランを出て二四ブロック離れたコーネルクラブに戻る際に、かれは
フィーニーを振り返って「歩きにするかタクシーをつかまえるかどっちがいい？」と尋ね
た。「そうだな」と、チャック。「この一年で一〇億ドル失ったとフォーブスに書かれたと
ころだから、歩きにするかな」。そこで二人は歩いた。実のところ、プライス・ウォーター
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ハウスの会計士たちの監査によると、一九九一年の時点でフィーニーの個人的な資産価値
は一〇〇万ドル以下だったという。
免税業の低迷はアトランティック財団にとって大きな痛手で、かつて結んだ慈善行為の
誓約が満たせなくなってしまった。これらはバミューダで導入した構造のため法的強制力
はなかったが「道徳的に強制力があった」と、ハーヴェイ・デールは語る。これは「受給
者にもわれわれにもひどい苦痛をもたらした」。デールは大きな障害にぶち当たってその
年に約束した寄付を果たせない見込みだとコーネル大学のフランク・ローズ学長に伝える
のを「個人的にとてもつらく」感じた。DFSが不振状態にある中で、ゼネラル・アトラ
ンティック・グループは現金の寄付約束を守るため、ハノーバー・トラストから六〇〇〇
万ドルの融資枠を確保しなければならなかった。一九九一年にフィーニーがグアムのパシ
フィック・アイランド・クラブ・ホテルを二億ドルで日本企業に売却したことで流動資産
は増えた。買ったときには、このホテルは八〇〇〇万ドルだった。
湾岸戦争が終わるとすぐに観光産業は回復したが、この危機と DFSの所有者たちとの
亀裂のおかげで、フィーニーが数年がかりで検討していた案がいよいよ固まった。アトラ
ンティック財団の所有する免税事業の株式を売却するときがきていた。売却や株式公開の
可能性は以前も持ち上がっていたが、だれも本気で検討はしていなかった。会社を分割し
ようという話もあって、ボブがアジアをとり、チャックがアメリカとグアムをとるといっ
た議論が交わされていたが、それもまとまらなかった。
共同設立した会社に対するフィーニーの感情的なつながりも綻びつつあった。巨大な多
国籍企業へと拡大するにつれて、社風が悪化しつつあるという不満が耳に入っていた。一
九八九年に役員の一人がかれに手紙を送り、DFSの道徳性は腐ってしまったと警告して
いたのだ。所有者たちが管理職に道徳基準に反することをもとめたことは一度もなかった
し「夜はよく眠れた」が、もはや DFSは他の会社と同じく「無神経で利己的で強欲」に
なってしまったとかれは書いていた。
フィーニーは DFSを買収できるだけの現金留保を持った公共団体や民間団体の一覧を
作成するようポール・ハノンに依頼した。ハノンはアメリカンエキスプレスからブルネイ
国王まで、必要額の約二〇億ドルを用意できる資金力を持った企業や個人を二四個、世界
中から選んだ。だが現実には、DFSほど巨大な小売業を買って経営する能力を持った企
業はほんのわずかしかないことは、フィーニーも十分承知していた。その一つは高級品の
世界的リーダーでパリを拠点とするモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）だった。
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一九九一年までの七年で、アトランティック財団とアトランティック・トラストは累計
一億二二〇〇万ドルをひそかに寄付していた。アメリカの慈善活動がもとめる資産の五
パーセントをはるかに下回る額ではあったが、フィーニーの活動は事業と不動産の資本が
やたらに多く、流動資産がとても少ないという点で、他に類のないものだった。しかし
フィーニーは、寄付を大幅に増やしたいと切に願っていた。六〇歳を前にして、財団資金
の有効利用にもっと関わりたかったのだ。かれはゼネラル・アトランティック・グループ
の最高責任者を辞任して、慈善事業に全精力を傾ける時期がきたと考えた。フィーニーが
それを伝えると、ポール・ハノン顧問弁護士は「その方が楽しいと思いますか？」と尋ね
た。「いや」と、フィーニー。「相手にする人々のこともあるし、収益はないし、はるかに
たいへんな仕事だが、やってみたいんだ」
それでもかれはすべてを匿名でおこないたがった。フォーブス誌の記者であるポール・
クレブニコフは、長者番付を更新するためにもっと情報を探り出そうとしていた。財団の
過度な秘密主義や寄付行為の水準の低さについて何か漏れでもしたら、何かよからぬこ
とを企んでいるという疑いを持たれかねなかった。そこで一九九一年三月にハーヴェイ・
デールとポール・ハノンは、マスコミ対応について従業員に新たな指示を出した。『報道
機関から問い合わせがあった場合』と題したこの指示には、記者の質問に対する望ましい
答え方がいくつか挙げられていた。「どういったご用件でしょうか」に始まって、終わり
はこうだ。「勘弁してください。うちは民間企業だから、そういった情報をマスコミには
渡しておりません。はいそれでは。失礼します！」
一九九一年七月初旬に正体不明の女性がハーヴェイ・デールの秘書に電話をかけてきて

「エクセターのハーヴェイ・デール」への連絡方法を尋ねたので、デールは危機感を抱い
た。エクセターとはアトランティック内部の人間だけが知っている非公開の団体名で、一
九八四年に財団の資産をダニエルから円滑に買い上げるために使われたものだった。報道
機関による暴露計画が進んでいるのではないかと心配したデールは、ロンドンのチャック
に連絡をとって、気はすすまないものの、自分たちの流儀にしたがった「お披露目」の準
備を早め、記者会見に備え始めることを提案した。ポール・ハノンは個別の連絡で「われ
われの複雑で入り組んだ節税構造はマイナス要因だ。公表する際はこの点に関する質問に
答えられるよう準備しておくべきだ」と警告した。
一九九一年七月から八月にかけて、声明の草稿がいくつか作成された。財団の存在を明
かして、財団はフィーニーの所有ではないが、かれが常勤で管理する予定であると発表す
るものだ。七月二二日版の草稿には、フィーニーの目的は「存命中に与える」ことに対す
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る富裕層の関心を高めることだが「慈善活動に関心のない、隠遁生活をおくる億万長者と
して知らている状態では、それは無理だった」という本人のコメントが含まれていた。ほ
とんどの草稿にはフランスの哲学者ブレーズ・パスカルの「表に出ない高潔な行いがもっ
とも貴い」という言葉と、アメリカの財政家バーナード・バルーチの「だれの功績になる
かを気にしなければ、なんでもやりとげられる」という言葉が含まれた。
しかしこの翌月、チャック・フィーニーはまたしても何もしないでいることに決めた。
慈善事業の匿名性を保つことにこだわるために、自分が「裕福」だという誤解を許したの
だ。どのみちフィーニーがマスコミの嵐と向き合うには、決していい時期ではなかった。
一九九〇年一〇月、チャックの長年のアシスタントでしばしば旅に同行していたドイツ
人のヘルガ・フライツとの親密な関係をめぐって、チャックとダニエルは別れた。二人の
別れにだれもが衝撃を受けたが、ひどく驚きはしなかった。一九八〇年代にチャックとダ
ニエルの間に溝ができていたのは明らかだった。友人たちは後年のかれらは似合いでな
かったと評した。かれらはますます離ればなれで過ごして別々の生活をおくるようになっ
ていたし、ダニエルはしばらく前から自宅での夫の落ち込んで苛立った様子を見て、自分
たちの関係が終わったことに気づいていた。フィーニーはしだいに自宅で過ごさなくなっ
ていったし、ダニエルの買ったヨットには絶対に乗らないと主張した。コートダジュール
のフェラ岬の荒れ果てた家も、ダニエルが優雅な豪邸に変えてしまってからは決して足を
踏み入れなかった。
子供たちは二人の別れを非常に悲しんだ。親子仲は良かったのだ。それでも母親と父親
が対照的なのはかれらの目にも明らかだった。「かれはつましく自虐的な慈善家で匿名性
を切望していましたが、ダニエルは大型ヨットの持ち主で大胆な性格でした」と、家族に
親しい人は言う。
フィーニーは生き方を変えること、つねに旅先にあって一箇所には長くて数週間しか留
まらないことを――すでに全員大人になっていた――子供たちに話した。そして寄付行為
のきっかけになったものを説明する記事をつづったバインダーを一人ひとりに渡した。一
つはカーネギーの富についての小論。もう一つは子供の誕生日に一〇〇万ドルを費やした
ブルネイ国王の奢侈に関する記事。これが自分と動機について子供たちに伝えるフィー
ニー流の風変わりなやり方だった。
離婚により法律面で財団の未来にも問題が生じた。ダニエルの弁護士であるシア＆グー
ルド法律事務所のミルトン・グールドが一九八四年の示談の結果に異議を申し立て、ダニ
エルがアトランティック財団に譲渡した資産の対価四〇〇〇万ドルについて増額を求めた
のだ。新たな示談の結果、ダニエルがさらに六〇〇〇万ドルを財団から受け取ることに
なった――これは当時財団が事業上保有していた流動資産の総額で、さらに四〇〇〇万ド
ルを五年越しで家族慈善団体に渡す約束がされた。フィーニーはパリ、ロンドン、フラン
ス南部、コネチカット、ハワイ、ニューヨークにある家はすべてダニエルに行くよう主張
した。苦い思いが生まれないように家族のものにしておきたかったのだとかれは語って
いる。そして、当人は一家の財産から何一つ受け取らなかった。「ダニエルのものを何か
要求する法的権利がチャックにあるという見解に、かれは仰天していました」と、ハー
ヴェイ・デール。二年間の別居を踏まえて一九九五年にダニエルとの離婚が決着すると、
フィーニーはヘルガ・フライツと内輪だけの小さな結婚式を挙げた。
この間にフィーニーは身内の不幸に見舞われた。姉のアーリーンの息子、ジェームス

（ジム）・フィッツパトリックが末期癌と診断されたのだ。フィーニーは医療分野のあらゆ
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る人脈を使って甥に最高の治療を受けさせようとした。だが助けを求められたコーネル大
学医学部出身の専門家にも、打つ手はなかった。G・トム・シャイアーズ医事長はフィー
ニーに最悪の事態を覚悟するように告げた。長い年月がたったがフィーニーはかれの言葉
をそのまま覚えている：「甥御さんが登る山はとても高い。わたしの言っている意味がわ
かるかい？」
甥の病気はフィーニーの人生と仕事に暗い影を落とした。かれにとってジミーは息子の
ようなものだったし、似通ったところがたくさんあった。ワシントンのアメリカン大学を
卒業したかれはしばしばチャックのところに泊まり、一緒にジョギングへ出かけたもの
だった。あるクリスマスにサンフランシスコのバス停に立っていたジミーが、暴走した消
防車にはねられて重傷を負ったことがあった。フィーニーはただちにホノルルから駆けつ
けて、サンフランシスコ一の病院治療が受けられるようにはからった。その後フィーニー
はかれをハワイへ静養に連れていき、インターパシフィックが所有するグアムのホテルの
改修を監督する仕事を与えた。フィーニーはジミーの私生活にも口を出し、かれには合わ
ないと思われたガールフレンドとの結婚をやめるように飛行機で乗りつけて説得して――
首尾良く――やめさせたこともあった。
ジミーの容態が悪化するとフィーニーは世界を飛びまわるのをほとんどやめて、かれと
時間を過ごした。甥は一九九二年三月に他界した。年を重ねるとともに、愛する人々の時
ならぬ死がフィーニーを途方もなく悲しませ、落ち込ませた。フィーニーはその不公平
さをとても受け入れがたいものと感じていたと家族の一人は語っている。「父はジミーの
死にひどく打ちのめされました」と、パトリックは振り返る。「父は甥や姪を実の子と同
じくらい愛していたのです」。いつものことだが心の底の感情をそのまま表したがらない
フィーニーは胸を打つ脚本を書き、それを一九九二年三月九日にエリザベスの聖ジュヌ
ヴィエーヴ・ローマ・カトリック教会でおこなわれた鎮魂ミサでキャロリーンと演じ、自
分はジミーの天国行きを主張する役を引き受けた。
「いくら金があったところで、愛する人たちの健康問題は解決できない」と、長年がたっ
てフィーニーは思いをめぐらせた。「目の前のジミーにわたしはあらゆるものを差し出し
て問題を解決しようとしたが、解決できる問題ではなかったのだ」。この悲劇はのちにア
トランティック財団を医学・生医学研究分野に集中させるという決意を固めさせた。
華々しいビジネスキャリアの中で初めて、チャックは「ボールから目をはなした」と友
人の一人は語る。フィーニーはゼネラル・アトランティック・グループの最高責任者の立
場から身を退いて、後任にポール・スローソンを指名した。スローソンはインターパシ
フィックのトップとしてウェスタン・アスレチック・クラブの買収やパシフィック・アイ
ランズ・クラブの開発に携わり、台湾のおむつ市場やタイと北京のピザハットといった副
業に投資していた。かれならば自分に似た直感と技能をゼネラル・アトランティック・グ
ループ全体の経営にもたらせるとフィーニーは信じていた。
ポール・スローソンは新たな責務を担うために一九九一年一〇月にロンドンに移った。
全員をサヴィルロウに招集して関心事をたずねると、ゼネラル・アトランティックの副顧
問としてポール・ハノンに雇われたアメリカ人の優秀な若手弁護士、クリス・イークスリ
は「さらにプロジェクトをやる機会があるのなら、喜んでお引き受けします」と答えた。
イークスリは幅広い旅行経験の持ち主で――コスタリカに生まれ、中国で北京語を身につ
け――すでにチャックの東ヨーロッパにおける一部の事業の末端にかかわっていた。
翌日スローソンはイークスリを事務所に呼んで言った。「きみのプロジェクトに対する
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関心が目に留まった。きみをあるプロジェクトの責任者にしよう――事務所の移転だ！」
スローソンは「型やぶりな」建物が気にくわず、ゼネラル・アトランティックの「近代化」
に乗り出したのだ。かれは本社をグロヴナー通り二五番地の新しいオフィス街に移転させ
た。建物は現代風で、曲線状の壁にモダンアートという取り合わせだった。スローソンは
一万ポンドの中世風テーブルを会議室に据えつけた。「国際企業の事務所らしい眺めで、
どこかだらしないサヴィルロウの家族経営のウサギ小屋とは違っていました」と、イー
クスリ。「新たな倫理が生まれました――支出から美学、人々の重々しさに至るまで」。
フィーニーはサヴィルロウの自分の事務所はそのまま残し、経営補佐にスローソンが金融
界から三人のアメリカ人を投入したグロヴナー通りには近づこうとしなかった。
スローソンは高給取りのコンサルタントたちを雇い始め、礼装が必要な各種の晩餐や
パーティーにも関わり出した。同僚の一人はかれらについて「管理職がやたらに増えて、
その連中が事務所、家具、装飾、部下にかける費用は湯水のように使った」と振り返って
いる。スローソンの事業はお役所的すぎて「とてもチャックらしくない」ものになってし
まったとイークスリは思った。
スローソンはウェスタン・アスレチック・クラブの成功を繰り返そうとロンドンのキャ
ノンズ・ヘルス＆フィットネス・クラブの買収に取りかかった。プールとスカッシュの
コートを備えたこのクラブはキャノン・ストリート駅の高架下にあり、ロンドンの社交界
の名士や都会風の人々にひいきにされていた。取締役会長はロンドンの高級なクイーン
ズ・テニス・クラブの取締役でもある年配のエストニア人、ジェームス・ハーヴェイワッ
ト卿だった。キャノンズはコヴェント・ガーデンにもう一つスポーツセンターを持ってお
り、ロンドン郊外にはカントリークラブを設けていた。
このスポーツクラブを運営していたのはスポーツ界の伝説だった当時五三歳のオース
トラリア人、ロン・クラークだった。一九六〇年代に陸上競技で一九の世界記録を打ち立
て、一九五六年のメルボルンオリンピックで聖火を灯した人物だ。フィーニーはクラーク
に電話して、翌日の午前八時頃におとずれて買収前に下見をすると告げた。
「かれが着く前にいつもの早朝トレーニングをする時間があると思ったのです」と、ク
ラークは振り返る。「あいにくかれは午前七時頃にやってきました。大げさな打ち合わせ
にはしたくないというご希望だったので、どのスタッフにもかれが来ないか見張るよう話
していませんでした。われわれにはメンバーカードを持たない人はだれも、だれひとり回
転ドアから中に入れないという厳しい規則がありました。わたしがシャワーを済ませて事
務室に入ったときには、すでにチャックは一時間待っていました。ロビーでわたしを延々
と待っているアメリカ人紳士がいると内線で女の子たちに聞かされて、死にそうになりま
したよ。カンカンに怒っているだろうと思ったのです。かれは待たされたことを怒るかわ
りに女の子たちがとても用心深かったと褒めて、まったく気分を害したりせずに、彼女た
ちのやったことはまったく正しいと言ってくれたので、わたしはすっかりかれのファンに
なりました」。フィーニーについてクラークは「わたしがこれまで会ったどんなビジネス
マンとも違って、衣服や印象をつくろうことにほとんど関心がないようでした。そして質
問するときは、その答に耳を傾けてくれました」。フィーニーはこの朝目にしたものを気
に入って、ゼネラル・アトランティック・グループはキャノンズを買収した。
一年後にクリス・イークスリがフィーニーに書きつけをよこして、新しく入った人々は
会社にとって何がいちばんいいか考えていないようなので、自分はよそへ移ろうと考えて
いると言ってきた。フィーニーはとどまるよう頼んだ。「その件はこちらも多少調べてい
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るところだ。どこかおかしい」と、かれも同意した。イークスリは残り、ゼネラル・アト
ランティックを辞めて国際企業調停者になったポール・ハノンに代わり、相談役に昇進
した。
フィーニーが世界中をまわってみると、自分がつくった企業集団であるゼネラル・アト
ランティック・グループと子会社のインターパシフィックのいたるところで不満の声が多
くあがっていることを知った。スローソンへの信頼は崩れた。一九九三年の初夏にロンド
ンに戻ったときには、フィーニーの手には過去数ヶ月で辞職した人々の名前が並んだレ
ポート用紙の束があった。「かれがどんな混乱を引き起こしているか見てとれました」と、
人間で物事をはかるフィーニーは振り返る。ハーヴェイ・デールは内部報告書の中で、諸
経費が過剰になって、大きな戦略ミスが生じ、職員の士気も下がったと結論づけた。六月
にフィーニーは在職わずか二年のスローソンに退任を求めた。直接対決を嫌うかれは、こ
の一件に心乱された――しかも大規模な退職金を支払わなければならなかったので、高く
ついた。フィーニーはふたたびゼネラル・アトランティック・グループの経営に戻り、本
社をサヴィルロウに戻した。
交替後にフィーニーは、キャノンズのとあるイギリス人重役がゼネラル・アトラン
ティックによる買収前まで年間一万二五〇〇ポンドの給料だったのが、買収後は・月・額一万
二五〇〇ポンドに増額されているのに気づいた。クリス・イークスリによると、かれはス
ローソンが経営を引き継いだ後で、重役として残って一万二五〇〇ポンドを『月払い』で
受け取ると手紙で知らされたのだという。本来は『年額を毎月わけて受け取る』であるべ
きだったのだが。フィーニーはスワンソンが去った後に重役を呼び、手紙を受け取ってど
う考えたのか尋ねた。アメリカ企業はかなり高給を支払うことで有名なので、これが新し
い取り決めなのだろうと思いこんだ、と重役は答えた。「チャックはその話を信じなくて、
かれの役目はそれで終わりになりました」と、イークスリ。
フィーニーは運動に専心する人々に敬服しており、クラークやかれのスポーツ関係の人
脈に感心した。もとランナーのクラークは一九九四年五月六日にロンドンのグロブナー・
ハウス・ホテルで開かれた、一マイル四分の壁をロジャー・バニスターが破った四〇周年
記念を祝う正装行事にフィーニーを招待した。フィーニーはダークスーツに青のネクタイ
姿でロン・クラークのテーブルにつき、一九五六年に金メダルを獲得したアイルランド人
ロン・デラニーの隣の席に座った。世界的ランナーばかりの綺羅星のような顔ぶれで、ク
リス・チャタウェイ、クリス・ブラッシャー、ジョン・ランディ、ハーブ・エリオット、セ
バスチャン・コーもいた。オックスフォード大学ペンブロック・カレッジ校長に就任して
いたロジャー・バニスターは、散会際にフィーニーに心のこもった挨拶をした。かれらは
最近ロンドンのアテナウム・クラブで昼食を共にしており、チャックはオックスフォード
大学への寄付を手配した。フィーニーは一九六四年の東京オリンピック以来ほぼすべての
オリンピックに行き、これらのランナーの多くが競技に参加するのを目にしていた。これ
はフィーニーにとって大きな出来事であり、ますます親しくなったロン・クラークとの付
き合いは、数年後にオーストラリアでも続くことになった。
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第 20章

建物を見せてくれ

慈善事業にもっと貢献するという長期的計画の一環として、チャック・フィーニーは一
九八九年にダブリン中心街のモールズワース通りにビルを一本購入し、アトランティッ
ク・ハウスと名づけた。かれはアメリカ・アイルランド・パートナーシップの事務局長
ジョン・ヒーリーを雇い、タラ・コンサルタンツという事業の立ち上げと運営にあたらせ
た。ヒーリーはフィーニーに招かれてロンドンで会い「よくあるとりとめのないぼんやり
した会話」を交わす中で、何やらコンサルティング会社の何らかの職を提示されているの
を察した。すでにフィーニーが普通のアメリカ人事業家ではないとわかっていたかれは、
これを承諾した。
承諾して新しい上司のハーヴェイ・デールから状況説明を受けにニューヨークへ向かっ
たアイルランド人は、そこで初めて自分が世界最大にしてもっとも秘密の慈善団体の一つ
で働くことになるのを知った。デール弁護士は、アトランティック財団とアトランティッ
ク・トラストが設立されたのは資金を異なる『

スピゴット

蛇口』から流すためだと話した。
スピゴット

蛇口と
いうのはアイルランドでは使われていない表現だったが、ヒーリーはその意をくみ取っ
た。フィーニーはアイルランドの慈善事業を一段増やすつもりなので、知識と人脈をか
われてヒーリーが選ばれたのだとデールは語った。タラ・コンサルタンツの常務取締役
として、かれはいくつかの規制がきちんと守られるようにする責任も負うことになった：
フィーニーの名前はいかなる報道発表にも、記念プレートにも出ないこと。いかなる名誉
学位も提供してはならず、かれも受け取らしないこと。守秘義務が破られれば財政的支援
はとりやめになること。ヒーリーは飛行機でイサカに向かい、レイ・ハンドランから財団
サービス会社の仕組みについて説明を受けた。そして助成金提供の規模と『教会』と『国』
と呼ばれるアトランティック財団独自の兌換・非兌換資産について教わった。
「当時われわれは機密を堅く守っていました」と、フィーニーは説明する。「『こういう
ことがしたいが、認知は一切ご無用に願いたい――あなたがたが自力で資金を集めたとい
う印象を与えておいてください』と言っていました」。受給者たちがかれの関心を引きた
がると、完成した建物を見せてくれるだけでいいとかれは伝えた。
リムリック大学における慈善活動の成功から、フィーニーはアイルランドの他の六大学
の状況を見てまわろうと思いついた。これらの大学はすべて国費で賄われており、拡大と
近代化のための資金が足りなかった。当時苦境にあった国に対するフィーニーの大望は広
がりつつあった。一隻の舟を引き上げたところで、アイルランドの高等教育分野にとって
は雀の涙だ。多くに手を貸せば、国全体に効果を及ぼせる。かれはリムリックと同じくら
いのやる気とビジョンが見つかることを願って、国内の大学学長たちと、一見すると偶然
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のような出会いを仕組んでまわった。かれの日和見的な慈善事業がもっとも成功をおさめ
るのは、資金をうまく使える人々を見つけられた場合だった。称賛に値するのは慈善家で
はなく、その資金を善いことに使う立場と能力と展望を備えた人々であるとフィーニーは
信じていた。かれは自分を裕福にした才能を利用して、価値あるプロジェクトの特定と発
展に手を貸せる。だが資金を有効に使うには、関係者の人格とやる気にかかっている部分
があまりに多い。「結局のところ、最後に重要になってくるのは人なんだ」と、かれはし
ばしば口にしていた。
ダブリン市立大学学長に就任したばかりのダニエル・オヘアへのアプローチも、例に
よってもってまわったものだった。オヘアは平和活動団体コーペレーション・ノースがダ
ブリンで催した毎年恒例の夕食会に招待され、「小柄なアメリカ人男性」の隣の席につい
た。パドレイグ・ベリーも居合わせて、カメラマンを追い払っていた。チャックは白ワイ
ンのグラスを片手に、資金調達が必要な大学のプロジェクトがないかとオヘアに尋ねた。
研究棟のために一〇〇万アイルランドポンドが必要だとオヘアは話した。「だれに向かっ
て話しているか知ってさえいれば！」と、かれは何年もたって当時を振り返って笑う。「い
まのと簡単なメモにしてパドレイグ・ベリーに渡してもらえますか」とフィーニーは言っ
て、力になれそうな人を知っているかもしれないと説明した。ほどなくベリーが提案書を
受取にダブリン市立大学の学長室を訪れて、秘密厳守の必要性を強調した。オヘアは「こ
れは怪しげな金なのか？ 　まっとうな金か？ 　まずいぞ、マネーロンダリングの金かも
しれない」と、思い始めた。かれはアメリカに支店を持つアイルランドの銀行に勤める友
人に電話をかけてたずねた。「このチャック・フィーニーというのはだれだ？」友人はか
け直してきた：「文句なしの

ブルーチップ

安全牌だよ！」
そしてチャックの友人とだけ説明されていたハーヴェイ・デールが、アメリカを訪れた
オヘアをニューヨークの自宅へ招いた。その場でデールはさりげなく言った。「われわれ
は喜んであなたのプロジェクトをお手伝いしましょう」。オヘアはこの言葉から、デール
がフィーニーの事業で大きな役割を担っているのだと推測した。この弁護士は「おそろし
く頭脳明晰で、あらゆることすべてを知りつくしているような男で、とても積極的できわ
めて意志が強く、匿名性を非常に重視していました」と、オヘア。のちにかれが政府から
マッチングファンドを受けられなかった場合はアトランティックから約束された一〇〇〇
万ドルを失うのかとハーヴェイ・デールに訊いたところ、「かれはわたしの目を見て『確
実に失います』と、言いました。身の毛がよだちましたよ」。
フィーニーはオヘアが気に入り、ダブリン市立大学を定期的に訪れるようになった。リ
ムリックと同様に、新しい建物と設備用の資金が流入しはじめた。「チャックは弱者に特
別な愛着を持っていましたし、われわれは新参者でした」と、オヘアは語る。かれは資金
源を明かさないというアトランティック財団の要求を忠実に守った。あるときかれはアト
ランティックが出資しているスポーツ棟の設計図を「アメリカからの客人」に見せてやっ
てほしいと建築家のバリー・キオーに頼んだ。フィーニーが設計図をつぶさに見て「これ
はここからこっちへ移したらどうかな……」と言ったとき、キオーが「いや、それはでき
ません」と口を挟んだ。オヘアはテーブルの下でかれを蹴とばし、それで建築家もピンと
きた。後でオヘアはチャック・フィーニーの正体をキオーにこっそり明かした。「バリー
はもと神父だったので告解には慣れていて、秘密を守ってくれました」と、かれは愉快そ
うに振り返る。
フィーニーはダブリンの中心部にあるアイルランド最古の大学、トリニティ・カレッジ
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の監守（学長）トム・ミッチェルにも好感を持った。一九九一年九月にジョン・ヒーリー
はフィーニーを伴ってミッチェルとの昼食にのぞんだ。「かれが裕福だということしか知
りませんでしたが、それまで会ってきた大金持ちのアメリカ人実業家たちとはえらくか
け離れていました」と、ミッチェルは振り返っている。「とても控えめで最初は内気で、
典型的なアイルランド系アメリカ人実業家とは似ても似つかない外見と話し方でした」。
フィーニーはこの時点でリムリック大学に四年間出資していたが、財団の秘密はもれてい
なかったので、かれがどれほどの重要人物なのかミッチェルには見当もつかなかった。
「昼食の席で印象に残ったのは、かれが『発想はとにかく大きくないとだめです。大き
な発想をおそれてはいけない』と言い続けていたことです」と、ミッチェルは振り返って
いる。「それを忘れたことはありませんでした。トリニティを含めてアイルランドの大学
が直面していた課題はとても大きく、資金はわずかだったからです。一九八〇年代がどれ
ほど暗い時代だったかご存知でしょう。差し迫って必要でないものにはまったく投資が
なかった。トリニティは満杯で崩壊寸前でした。研究室は設備不充分で人が多すぎまし
た。図書館は時代遅れ。教室は満員。大学として国際的水準が望めるようなものではな
かった」。
フィーニーは大学の近代化に個人的に関わった。「わたしがやりたかったことはすべて、
アトランティックの出資を受けてから本格的に始まったんです」とミッチェルは言うが、
もちろんそれはハーヴェイ・デールが現れて秘密厳守についておそろしい警告をしていっ
た後のことだった。トリニティ・カレッジ・ダブリンは学生宿泊施設、図書館の改装その
他の設備計画や研究プログラムに何百万ドルもの支援を受けた。
最終的にはアイルランド共和国の七大学と北アイルランドの二大学すべてがアトラン
ティックからかなりの出資を受けた。その総額は何億ドルにものぼる。フィーニーはアイ
ルランドの大学の上に立つ者たちすべてに『好感触』を抱いたわけではなかったが、それ
でも差別するのは不公平だということに落ちついた。アイルランドの大学はきわめて秘密
裏に、教授会のトップにさえ背後にいる人物の正体を知らせずに、ものの数年で第二世界
から第一世界のレベルに上昇した。おもにチャック・フィーニーの介入のおかげである。
アイルランドの高等教育システムは、このおかげで一九九〇年代後半に台頭する「ケルト
の虎」経済のための卒業生や研究者を輩出しやすい状態となったのだった。
やがて大学のトップたちは、全大学がある大物の『匿名篤志家』の恩恵を受けていて、
競合大学に出資している慈善事業の黒幕もおそらくは自分の後援者チャック・フィーニー
であろうと気づきはじめた。しかしダニー・オヘアは学会のおしゃべりの話題が『匿名
篤志家』に転じると、決して加わろうとしなかった。「わたしはこう考えながら傍観して
いました――悪い子たちだ。みんなこういうことは黙っているように言われているだろ
う？」と、かれは振り返る。だが口をつぐんでいるのにはうんざりだった。オヘアは金を
受け取った人がそれについて話せることは重要で、さもなければその人は心理的ダメージ
を受けるというクロニクル・オブ・ハイヤー・エデュケーション誌の記事を読んだ。かれ
はこの記事をジョン・ヒーリーとハーヴェイ・デールに送って「ほら、きみたちはわたし
に心理的ダメージを与えているんだよ！」と言った。「いいでしょう」と、かれら。「では
もうこれから金を渡しませんから！」
エド・ウォルシュもやはり規制を不満に思って、アトランティック財団の職員をダシに
ちょっとしたお遊びをやった。チャックとヘルガがエド・ウォルシュと妻のステファニー
をタイで過ごす休暇に招いた際のこと。インターパシフィックのラグーナ・ビーチ・リ
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ゾートが差し向けたロールスロイスで丁重に迎えられたところで、ウォルシュが写真を一
枚撮った。帰ってきたウォルシュは週刊のリムリック・リーダー紙の一面に似せたものを
コンピュータで作成し、写真と『マーガレット・ライアン』という記者名で架空の記事を
加えた。「フィーニーの別の人生」と題したその記事は、フィーニーが金髪女性二人とタ
イでロールスロイスに乗りこむところが目撃され、他での倹約的なやり方とは対照的にか
れがタイでは一四五の寝室と三七六人のスタッフ、ペットの象がいる屋敷で贅沢な生活を
おくっていると報じていた（金髪女性二人はかれらの妻で『屋敷』はホテル）。ウォルシュ
がこの偽物の紙面をアトランティック財団事務所に送りつけると「大騒ぎになりました。
本物だと思ったんです」と、かれは楽しそうに振り返る。
リムリック州グレンスタル・アベイのもとベネディクト会修道僧マーク・パトリック・
ヘダーマンも、アトランティック財団が修道院図書館に二〇〇万ドルの寄付を承認する際
に課した『公表不可』の規則をかいくぐって少しばかり楽しんだ。かれは自伝*1の前書き
に『見知らぬ寄贈者へ』と題した詩を書いた。

Cクレマチスは壁を取り巻くつたをめぐらせ
H百の葉が果てしない灰色の石材を隠す
A秋は虹のような衰退を下ろし
R宵をおそれの足取りから救う
L
プラネタリア

天 球に音を散りばめ
E編纂された本の列がわれわれを包み込む
S想い出の詰まった棚がわれわれに知らせるのは
F乗り継ぎバスで見つけた魅力的なもの
F未来はそんな啓示を読む者たちがつくる
E耳を澄ます先の音域は
E鷹の目の向こう。壮麗さが揃わせる：
Nこの世のものはみな調和を欠いてはならない
E振動は刻々と絶えずつなげる
Yあなたのものをいわゆるスフィンクスの謎へ

各行の最初の文字がチャールズ・F・フィーニーの名前をつづっていることに気がつい
たのは、きわめて鋭敏な読者だけだった。「われわれの図書館への寄付についてチャック
に感謝するすべがありませんでした」と、ヘダーマン。「そこで暗号化した献辞をしたた
めたのです。わたしの密かなダ・ヴィンチ・コードですよ！」
この修道僧の韻文趣味は、すでにフィーニーの知るところだった。財政支援の遅れにつ
いて質問する際に、ヒーダーマンは長々とこっけいな詩のファックスを送ってきたのだ。
始まりはこうである：

親愛なるチャック
われらは膠着
文無しに帰着
請求いささか尽き

*1 Mark Patrick Hederman, Walkabout, Life as Holy Spirit (The Columba Press, 2005)
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お恵みなくば
われらの急場
このたのしき皐月……

アイルランドのリムリック大学に対する資金提供の指示にとりかかったフィーニーは、
何キロも離れたリムリック市以外に訪問者の滞在場所があたりにないことに驚いた。かれ
はコーネル大学構内のスタットラー・ホテルの重要性を知っていた。そしてある日エド・
ウォルシュ、ブレンダン・オレーガンとリムリック大学で昼食をとっていたフィーニー
は、リムリック大学のために同じようなことをする機会を見つけた。大学の表の二万八三
〇〇平方メートルの広場が売りに出されていて、おそらくは「派手派手しいパブと汚らし
い団地」用地になるだろうとウォルシュが食事をとりながら不平を言ったのだ。
ちょっと見に行こうとフィーニーは提案した。長く伸びた草を踏み分けて、三人はブ
ラックベリーの茂み越しにその区画を覗いた。のちにフィーニーはパドレイグ・ベリーに
この敷地を見せた。「これは重要な土地だ」と、フィーニーは言った。「それがこの土地を
購入せよという合図だったので、そのように計らいました」と、バリーは振り返る。「そ
ういう仕組みでした。わたしが価格交渉をしてバミューダに電話をかけ、百万必要だとか
一千万だとか言うのです。すると資金が直接現金で入ってくる。システムも規制も何もな
しです」。売買が完了すると、フィーニーはこの二万八三〇〇平方メートルの土地を大学
に寄付した。
六週間ばかり後にフィーニーはウォルシュをアシュフォード城での朝食に招いた。かれ
はコーヒーカップを脇にやって、例の土地に建てるホテルと会議場の構造図を広げた。の
ちのキャッスルトロイ・パーク・ホテルである。フィーニーは、ホテルを建てる八〇〇〇
平方メートルについてはかれの事業が買い戻すと言った。
「かれは二万八三〇〇平方メートルを買う資金を提供してくれました」と、大学の財務
担当者ジョン・オコナーは語る。「そして八〇〇〇平方メートルを買い戻して自分のホテ
ルを建てたのです」。つまりかれはホテルを建てる土地に二重払いしたのだとオコナーは
言う。「それで皮肉交じりに、暴利をむさぼったとわたしを責めるんですよ！」
フィーニーはパドレイグ・ベリーを最高責任者として運営会社を設立し、ホテルを建設
してアイルランドの宿泊サービス業の模範とした。ダブリンのサンデー・ビジネス・ポス
ト紙はホテルの資金提供者についてもっと調べようとしたが、三週間におよぶ「国際的調
査」の後で、謎のフィーニー氏の写真の入手に失敗したと紙面で認めた。
『一〇万のようこそ』の国として名を馳せているにもかかわらず、アイルランドの宿泊
サービス業体制は弱かった。最大のホテルチェーンである国営のグレート・サザンは、ア
イルランド南部と西部に九つの巨大ホテルを展開していたが、運営はまずく非効率的だっ
た。フィーニーは以前アイルランドを訪れた際に買収したいと思ってグレート・サザン・
ホテルをまわり、だれもが「給料以下の仕事」しかしておらず、経営能力に欠けるという
結論を出した。かれはダブリンのメスピル・ホテルで当時の労働大臣バーティ・エイハー
ンに会い、グレート・サザンを買収してホテルを近代化したいと話した。エイハーンは
フィーニーの評価に賛同した。この会社はやる気に欠け、役員会はボロボロ、従業員はど
んどん辞めていとかれはアメリカ人のフィーニーに語った。だがすべてのホテル従業員が
所属しているアイルランド最大にして最強の労働組合、サービス産業専門技術者組合のせ
いで、売却はできないということだった。SIPTUは決してホテルの民営化に同意しない
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だろうとエイハーンは語った（グレート・サザン・ホテルチェーンは衰退を続け、結局は
二〇〇六年に売却された）。
キャッスルトロイ・パーク・ホテルは、この規模としては第二次世界大戦以降初の近代
的なホテルで、アイルランドのメアリー・ロビンソン大統領の幅広い称賛を受けて一九九
一年五月五日に開業した。客室は一〇八室で、二五メートルプールを備えたアイルランド
初の健康・フィットネスセンターがあった。その後まもなく同ホテルは国内最高のホテル
としてエゴン・ロネイ賞を獲得し、四つ星を授与された。そしてすぐにアイルランドの他
のホテルに比べて賃金がいいという評判を獲得したのだった。
「キャッスルトロイはかれの宝でした」と、当時副支配人を務めていたエイン・マッカー
シーは語る。フィーニーはロビーに座って客が迎えられ、チェックインして荷物を運ばれ
る様子を観察していた。かれはビュッフェ型式の朝食のシリアルの並べ方、新鮮なジュー
スの補充、バターの柔らかさ、薄切りベーコンの種類にこだわった。あるときは常連客の
一人が五〇〇ミリリットルのギネスビールを温室に持ち込むのを見かけて、酒を飲む場所
ではないと言いに行くようマッカーシーにもとめた。
最初の二ヶ月は創業時の苦労に悩まされた。ある日の早朝、パドレイグ・ベリーは作業
員たちが修繕していたロビーのカーペットにフィーニーが掃除機をかけているところに出
くわした。ベリーは不覚にも「こんなことをなさってはいけません！」と言ってしまっ
た。いまでもかれはフィーニーが浮かべた激しい非難の表情を覚えている。「かれはすべ
てが完全にきちんとしているようにとてもこだわっていました」と、ベリー。「かれは細
部に信じられないほどの注意を向けました。とりつかれていると言っていいほどでした。
あるとき、クビにするべき人物について口論になって、こう言われました。『きみがクビ
を言い渡せないなら、わたしだってきみなんか要らない』かれは鋼鉄のような冷たい碧眼
でわたしをまっすぐに見つめたのです」。
ホテルに滞在するとき、フィーニーは毎回ちがったスタンダードルームに泊まると主張
して、決してスイートはとらなかった。かれがいることはだれも口にしてはならなかっ
た。エド・ウォルシュの後任としてリムリック大学学長になったロジャー・ダウナーは、
ある事務員が「フィーニーさんが宿泊されているという記録はございません」と言ってい
るのを耳にしたが、そのときフィーニーはしっかりと部屋にいたのを覚えているという。
アイルランドでは、そして特に自分のホテルでは、フィーニーもいつもよりくつろいで
いた。一九九三年九月にリムリック大学の二五〇〇万ドルの寄贈施設とコンサートホール
の開館式が、駐アイルランドアメリカ大使のジーン・ケネディ・スミスの司会でおこなわ
れたのをフィーニーは目立たない場所でこっそり見守った。その後でかれは地元の要人向
けにキャッスルトロイ・パーク・ホテルで開かれた祝賀会に出席した。かれの慈善事業と
その生き方は、すでに招待客の間では公然の秘密になっていた。エド・ウォルシュは晩餐
後のスピーチで、寄贈者は秘密主義が過ぎて洗濯室に追いやられてしまったと冗談を言っ
た。フィーニーはこれを逆手にとって会場を抜け出し、物干しロープシャツを干す姿がホ
テルの有線テレビに映るように手配した。だれもがこの冗談を楽しんだ。実はフィーニー
は本当に自分の洗濯物をホテルの部屋で洗うことが多かったのだ。かれの倹約ぶりは大
学の語りぐさだったた。ジョン・オコナーはキャッスルトロイ・パーク・ホテルでフィー
ニーやジョン・ヒーリーと何百万ポンドもの投資について話していたのだが、その最中に
フィーニーはロンドンの秘書ボニー・サチェットに六回も電話をかけ、もっと安い航空券
を手配しろと指示していたそうだ。オコナーが得たメッセージは「金を浪費しないこと」
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だった。
時がたつにつれてエド・ウォルシュはもっと野心的になった。かれはチャック・フィー
ニーと財団役員会議長のリュー・グラックスマンを集めて言った：「さて、図書館のため
にわれわれは二五〇〇ポンドを集める必要があるのだが、わたしは一五分ばかり外に出て
くるので、戻ってきたら二人で図書館をどう建てるかについて聞かせてほしい」。かれは
二人を残して部屋を出た。戻ってきたかれに二人は「よし、ではこんな具合にしよう」と
言った。フィーニーもグラックスマンも莫大な資金を約束して、建物にはグラックスマン
の名前がつけられた。
それから大学はオリンピックサイズのプールを擁する競技場を建築する計画を出して
きた。ジョン・ヒーリーは財務担当はジョン・オコナーが十分な公金を調達できるかどう
か疑問視していたが、かれが「この分野でもっとも利口な男」であることは認めていた。
ヒーリーはあるときうっかりと、五〇メートルプールが万が一できるようなら、裸で二往
復泳ぎに来ようとオコナーに約束した。立派なプールは二〇〇二年に完成してバーティ・
エイハーン首相が開館式をおこなった。その後ヒーリーは大学を訪れるたびに、裸で二往
復泳ぐ約束を楽しげに催促された。「ある晩だれもいなかったときにこっそりやりました」
と、かれはまじめくさった顔で主張してこうつけ加えた。「観客の前でやるとは言いませ
んでしたからね」
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第 21章

喫茶店の四人

一九九三年一月にチャック・フィーニーは、ニューヨークで出版者をしている友人のナ
イアル・オーダウドから電話で夕食に誘われた。かれらは三番街の PJクラークスへ出か
けた。低い天井と薄暗い照明の部屋は、いわくつきの会合に絶好の場所で、それこそオー
ダウドのねらい通りだった。フィーニーとの友情関係の中で、かれは何ひとつ、一度たり
ともフィーニーに頼み事をしたことはなかった。これが初めてだった。小さな木製の食卓
に乗り出して、出版者は単刀直入に切り出した。「さて、チャック。わたしのやっている
ことなんだが。アメリカ人を集めてアイルランドへ連れて行きたいんだ。アイルランド共
和国軍（IRA）が停戦を宣言すると思うんだ。アメリカに歩み寄る心づもりなのだろう。
これはきみとしても是非とも関わりたいものだと思う」
フィーニーは二つ返事で引き受けた。「ああ、もちろんだ」と、フィーニー。「わたしは
自分のルーツに強い思いを持っているし、きみのやりたいことなら何であれ全力を尽く
そう」
二人が友人になって六年がたっていた。アイルランドのティペラリー州出身でもと教師
だったオーダウドは、一九七九年にアメリカへ移住して『アイリッシュ・アメリカ』誌を
共同設立した。著名なアイルランド系アメリカ人に焦点を当てた雑誌で、公然とビジネス
重視、民族主義支持を掲げていた。一九八七年にこの雑誌を見つけたフィーニーは、オー
ダウドに電話を入れて雑誌を気に入った旨を伝え、朝食をとりに東五九丁目のカプランズ
へ来るよう招待した。このうらぶれた食堂はその後閉店してしまった。オーダウドはこう
語っている。「とても控えめにレインコートを着込んで、一人きりで隅の席に座っている
男がいたんですよ。かれは自分のことはまったく何も語りませんでした。わたしはてっき
り実業家だろうと思いこみました。やっとだれかがアイルランド系アメリカ人コミュニ
ティを記録にとどめてくれてとても嬉しい、アメリカ人はルーツから遠く離れすぎてし
まったと思うから、とその人物は言ってくれました」。かれらは午前中ほとんど話し続け
た。それ以来フィーニーは町にくると定期的にオーダウドに連絡した。二人はカプランズ
でコーヒーを飲むか PJクラークスで昼食をとり、週末にはアイルランド人がコネチカッ
ト州のフィーニーの家へ出かけた。
「われわれが意気投合したのは、基本的にかれがこの世の中をずいぶんバカバカしいと
ころだと考えていて、わたしも似たようなものだったからです」と、オーダウド。「かれは
ちょっとこきおろすような、自虐的なユーモアの持ち主でした。きわめて意識的に、他の
人々が騒ぎ立てるあらゆるものをバカにして見せるんです。それに長々とした会話をカプ
ランのウェイトレスと交わしていましたよ。いつもかれらは互いの『意地悪さ』をめぐっ
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てやりあっていたのです。彼女が『つまらないお茶だけね？』と言えば、かれは『水だけ
でいい』と言うのです。あるとき近くのテーブルの人が携帯電話で話し出すと、チャック
はプラスチック製の大きなおもちゃの電話を取り出して大声で話すふりをしました」。
一九八八年一〇月にフォーブス誌の記事が出るまでフィーニーがどれだけ裕福かまった
く知らなかったオーダウドは、家族志向のニュージャージー州のアイルランド系アメリカ
人コミュニティの独特な産物をかれに見ていた。「何事も内に秘めるようなところがあり
ます。性格全体に、とてもはっきりした独自のアイルランド人的存在があるんです」と、
かれは言う。フィーニーは他界した両親とかれらが自分に与えた影響についてオーダウ
ドに話しながら、感情をあらわにして、ときには感極まって涙を流した。オーダウドの
知る他の裕福なアイルランド系アメリカ人実業家はほとんどが共和党を支持していたが、
フィーニーには対照的に民主党左派傾向があった。「世界でもっとも裕福な人間の一人で
あるこの男がバリバリの共産主義者とはね！」
かれらはよくアイルランドの政治について話し合った。フィーニーは北アイルランドの
武力衝突を嘆いていた。不合法なアイルランド共和軍（IRA）がイギリスの北アイルラン
ド支配に対するゲリラ戦争を展開していたのだ。IRA活動の標的は、多数派のプロテスタ
ント教徒でイギリス軍や北アイルランド治安部隊関係者だった。一九八七年一一月八日、
フィーニーの祖先の故郷からたった数キロのエニスキレンの町で、イギリスの戦没記念碑
にしかけられた IRAの爆弾が爆発し、追悼礼拝に来ていた一一人が死んだ。フィーニー
はロンドンにいた。かれは惨状をテレビで目にして「これは狂気の沙汰だ。このまま続い
てはならない」と考えた。
「当時のわたしは

う ぶ

初心だったのかもしれません」と、フィーニー。「でもこれはアイルラ
ンド流のやり方ではないと思いました――記念式典で子供たちを吹っ飛ばすなんて」。特
に看護士のメアリー・ウィルソンが瓦礫の中から父親のゴードン・ウィルソンの手を握っ
て「お父さん、大好きよ」と言いながら死んでいったという痛ましい話にかれは心を痛め
た。フィーニーの娘のレスリーは、エニスキレンの爆破事件の後にかれが「わたしが生き
ているうちに、あの地には平和になってほしい。これはわたしの存命中に解決されるべき
だ」と言っていたのを覚えている。「父はいつもこういったことを気に掛けていました」
と、レスリーは語っている。「父の態度はこうでした――この富をもってわたしも何かし
なければならない」。
オーダウドはアイルランドに強い人脈を持っており、IRA がすでに平和をめざす用意
があるという感触を得ていた。だが政治部門のシンフェインとその指導者ジェリー・アダ
ムズはイギリス、アイルランド、アメリカの各政府から糾弾されており、膠着状態になっ
ていた。オーダウドは冷戦の終結と一九九二年の民主党ビル・クリントン大統領の当選を
踏まえて、アメリカはシンフェインの指導者たちを政治の表舞台に引き出し、和平プロセ
スを押し進める架け橋になれると信じていた。かれは人望の厚いアイルランド系アメリカ
人の小派遣団を組織して、アマチュア外交官として三つの政府と北アイルランドの全政党
の対話を進めるのに手を貸そうと思いついた。政治的に認知されるためには、派遣団にア
イルランド系アメリカ人の大物で IRAに援助したことがない人物を入れる必要があった。
オーダウドがまっさきに思いついたのがチャック・フィーニーの名前だった。
フィーニーが参加しても、オーダウドが他の人を募る役にはまったく立たなかった。

「まったく役立ちませんでした。だれもかれを知らなかったというのが実情です。ビル・
フリンが参加してくれたことの方がはるかに大きかったですね」。パークアベニューの
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ミューチュアル・オブ・アメリカ社代表であるビル・フリンは、社会的地位を備えたマン
ハッタンのカトリック教徒の中心人物だった。かれは全米外交政策委員会の議長で、数え
切れないほどの慈善委員会や教育委員会に加わっていた。労働組合幹部のジョー・ジャミ
ソンと、もとコネチカット州議員でビザ免除の獲得に成功してアイルランド人の英雄に
なったブルース・モリソンも加わり、派遣団は「新生アイルランドの課題のためのアメリ
カ人の会」と名づけられた。最初の任務は一九九三年一月にアーカンソー州で次期クリン
トン政権に働きかけることだった。
ジェリー・アダムズが武力衝突を本気で終わらせるつもりだとチャック・フィーニーに
示すために、オーダウドは二人を個人的に会わせる手筈を整えた。フィーニーとオーダウ
ドは飛行機でダブリンに向かい、シンフェインの案内役とホテルで落ち合って、労働階級
が暮らす地域の一軒家に通された。当時アダムズはつねに暗殺の危険にさらされていた。
一九八四年三月一四日にはロイヤリストの狙撃手らに二〇発の弾丸を車に撃ち込まれ、重
傷を負わされていたのだ。眼鏡をかけて黒い髭をはやしたシンフェインの指導者は、つね
に護衛同伴で、予定をころころと変えていた。
フィーニーとアダムズは屈強な護衛を外に立たせておいて、狭苦しい居間で小さな暖炉
を囲んで語り合った。「この男が何者かについて簡単な説明は受けていたが、たくさんの
人々に会っていたあの狂ったように慌ただしい日々の真っ只中のことだったからね」と、
アダムズは振り返っている。「だがかれには大いに感心した。尊大じゃなかった。さほど
風采が上がらず、地に足が着いていて普通だった。わたしは和平プロセスを築くための継
続的な努力、対話の重要性、いまの枠組みの外にいる人々を中に入れることの重要性につ
いて話した。当時のわたしは、人々ではなく政情を変えるべきだという意見だった。アイ
ルランドとイギリスの争いとなったら、イギリスがかならず勝つ。向こうが優勢なのは明
らかだからだ。でも枠組みの外の人々なら、状況を変えられるかもしれなかった」。
フィーニーはアダムズに「本質的な感情」を覚えた。シンフェインの指導者はアイルラ
ンド系アメリカ人たちの圧倒的に望み、つまりアイルランドの政治から銃を取り払おうと
していると確信したのだった。「チャックは人を見抜けるのです」と、オーダウド。「かれ
はアダムズをとても気に入りました。かれらはわたしがかつて同じ部屋で顔をあわせた
人々の中でもっとも賢い二人でした。かれらはアメリカがなすべきことについて、とても
いい話し合いをしました」。
しかしジョン・ヒーリーはこの会談の話を聞いて激怒した。「わたしを怒鳴りつけまし
たよ。『何てことするんだ？』ってね」と、オーダウド。大手慈善財団の創立者が、米英ア
イルランドの各政府にテロリスト集団の走狗とされる組織の代表と接触するというのは、
ヒーリーにとって大問題だった。本人はつねに否定していたが、アダムズは IRAの軍事
評議会の一員であると広く報じられていた。かれはベルファストのスラム街では庶民の英
雄だったが、イギリスやアメリカには入国禁止で、かれの声はイギリスやアイルランドの
ラジオ、テレビでは放送禁止になっていた。
だがフィーニーはひるまなかった。戦争で荒廃したベルファストの状況をフィーニーに
見せるため、二回目の会談が設定された。オーダウドはフィーニーを、民族主義的な労働
階級地域である西ベルファストのバリーマーフィーの一軒家に連れていくように言われ
た。かれとフィーニーはベルファストの民族主義地域を走る旧式黒タクシーで移動した。
焦土と化した瓦礫だらけの通りを、イギリス兵たちがライフル銃を構えて巡回しているの
が目に入った。かれらは小さな前庭のある二階建てテラスハウスを訪れてドアをノック
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した。一人の大柄な男がドアに近づいてきて、疑わしげに二人を見た。「あんたら何の用
だ？」と男は尋ねた。「お巡り（警察）か？ 　取り立て屋か？ 　おれをパクりに来やがっ
たのか？ 　出て行きやがれ！ 　おれの家から出てけ！」
オーダウドが住所を間違えたのだ。二人は家主に追われて小さな庭の小道を走って逃げ
た。「このときは仰天しました」と、出版者。「本当にきちがいじみた話ですが、重装タク
シーでやってきたわれわれが通りに放り出されているときに、ジェリー・アダムズはわれ
われに会おうとまるで違う場所へ向かっていたのです」。タクシーのドアが中から開くと、
かれらは乗りこんで走り去った。「われわれは思わず笑いだしました」と、オーダウド。
「世界でもっとも裕福な男の一人が、借金取り立て人として追いかけられているのですか
ら」。フィーニーは装甲タクシーのドアが奇襲に備えて外から開かないようになっている
のをいたく気に入った。
ニューヨークに戻るとアイルランド系アメリカ人たちは、シンフェインも含めた全政党
と一連の公開集会を開く目的でアイルランドを訪れる手筈を整えた。シンフェインを孤立
状態から対話に参加させるためだ。かれらはアイルランド系アメリカ人団体が立派なも
のだとクリントン政権に認めさせるため、IRAに一時停戦を求めた。数ヶ月を要したが、
メッセージは何とか IRA指揮官たちのもとにひそかに届けられた：一九九三年九月初旬
の一週間は攻撃をおこなわないこと。発表はおこなわれなかった。ホワイトハウスとアイ
ルランド系アメリカ人代表団だけが知らされた。
一九九三年九月六日の月曜日、フィーニー、オーダウド、ブルース・モリソン、ビル・
フリンはダブリンのウェストベリー・ホテルの喫茶店で会って戦略を相談した。フィー
ニーはファスナーつきのチョッキと黒いズボン姿という行楽客のようないでたちだった。
オーダウドは前の週の金曜深夜から一週間の停戦を誓約するという IRAの書類を配った。
すでに施行から四八時間がたっていた。数日ではあったがアイルランドは平和だったし、
それをなしとげたのはこの喫茶店に集まった四人だった。オーダウドはこの件を極秘扱い
にするというシンフェインとの約束を守るために、この後で書類を破棄した。
フィーニーはこの旅でハーヴェイ・デールも舌を巻くほどの秘密主義を経験した。電
話で話すときはだれもが暗号名を使った。ジェリー・アダムズは理事長、そして IRAは
サッカーチーム。アイルランド系アメリカ人たちはコノリー・ハウス・グループという名
で通っていた。アイルランドの一九一六年蜂起の指導者だったジェームズ・コノリーにち
なんで名づけられた、ベルファスト・シンフェイン本部でアダムズに会ったからだ。駐ア
イルランド米国大使のジーン・ケネディ・スミスは『空の娘（Speir-bhean）』（先見の明の
ある女性）。チャック・フィーニーは――いささか想像力に欠けるが――CFと呼ばれた。
ハイヤーで移動する際は、運転手がスパイ行為を働いている場合に備えて会話はせず、走
り書きのメモだけでやりとりした。
代表団はまずアイルランドのアルバート・レイノルズ首相に会いに行ったが、かれ自身
も秘密外交に大きく関わっていた。「アルバートはだれもかれも事務室から追い出して、
われわれと二時間にわたる会議をしました」と、オーダウドは語る。かれらはアメリカ
大使館に『空の娘』を尋ねた。それから一六〇キロ離れたベルファストに車で向かい、ス
トーモント城を訪れてイギリス政府統治を支持する北アイルランド大臣パトリック・メイ
ヒュー卿に会い、全政党の協議に取りかかった。シンフェインと激しい敵対関係にあった
イギリス民主統一党党首イアン・ペイズリー牧師はアイルランド系アメリカ人たちをひど
く怪しんで「きみたちの魂胆はわかっている」と、フィーニーに言った。「どういうこと
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です？」と、フィーニーは尋ねた。「だってアイルランド系アメリカ人だろう」と、ペイ
ズリー。「ええ」と、フィーニー。「だが、それでわたしの助力が阻まれるわけではない」。
訪問のヤマ場は、厳重に守られたコノリー・ハウスでアダムズやその仲間たちとおこなっ
た徹底的な会談だった。かれらは双方の過激派たちが袋小路の出口を探していることを納
得して去っていった。
フィーニー、オーダウド、フリン、モリソンが安全に出国した後で、IRA の秘密の停
戦は九月一三日に終わり、大規模な爆発でベルファストのストーモントホテルが破壊さ
れた。
代表団はそれから数回アイルランドを訪れた。あるときベルファストでデリーへ向かう
ハイヤーをつかまえに出たフィーニーは、格安のエコノミーカーを一台手に入れて戻って
きた。大物のビル・フリンも含め、アイルランド系アメリカ人たちはその車にぎゅうぎゅ
う詰めで乗りこんで往復二〇〇キロを移動しなければならなかった。会談でフィーニーは
ほとんど発言しなかったが、口を開くといつも鋭くて率直だったとアダムズは振り返る。
「来ても顧問つきで、お決まりの台詞しか言わない人もいるし、公職に立候補しようとし
ていれば、それで頭がいっぱいになる人もいる」と、アダムズはベルファストのシンフェ
イン事務所で語った。「あるいはかなりの権力者なら、いささか自己中心的である決まっ
たやり方で扱われるのが当然だと思っている人もいる。チャックにはどれもなかった。知
り合って以来いつもそれは変わらなかった。かれが秘密主義だと思ったことはない。普通
だと思った。かれはホテルの寝室から持ってきたビスケットを上着のポケットから取り出
したんだ――カスタードクリームの」と、かれは笑って言う。「わたしはそれを倹約とは
呼ばないが。かれはホテル代を払っているんだから。そうやって人をからかうのが好き
だったんだろう」。アダムズが驚いたのはフィーニーの移動の多さだった。「かれはオー
ストラリアからサンフランシスコに向かう途中にここに立ち寄ったりする。『次はいつ会
う？』とわれわれが聞くと、こう答えた。『そうだな。これからオーストラリアへ戻って、
次に香港へ行って、その次がリムリックなんだ』」。
アダムズとクリントン大統領の間には秘密の通信回線が設けられた。ベルファストに
いるシンフェインのテッド・ハウエルからニューヨークのナイアル・オーダウド、エド
ワード・ケネディ上院議員の連邦議会執務室、ホワイトハウスの国家安全保障会議のナン
シー・ソダーバーグへ。これを使ってアダムズはクリントン大統領を納得させ、四八時間
のビザ免除制度を受けられるようになり、一九九四年一月にニューヨークのウォルドー
フ・アストリア・ホテルで開かれた北アイルランド和平会議に出席した。イギリス政府は
憤慨し、フィーニーは喜んだ。
クリントン大統領が六週間後にタキシードと緑のボウタイ姿で催した、ホワイトハウス
のセント・パトリック・デーのパーティーには、フィーニーをはじめとするアイルランド
系アメリカ人代表団のメンバーが招待された。ビュッフェ形式の食事では緑のチョコレー
トの山高帽、ブラーニーチーズ、アイリッシュコーヒーケーキも供された。招待客がポー
ル・ニューマン、リチャード・ハリスなどハリウッドスターと交流する混み合った東の間
で、フィーニーとオーダウドは上院議員のエドワード・ケネディ、クリストファー・ドッ
ド、ジョージ・ミッチェルと雑談した。フィーニーはかれの英雄の一人である八七歳の公
民権運動家、ポール・オドワイヤーと静かに語らっていたとオーダウドは振り返る。その
夕べはビル・クリントンと北アイルランドの政治家ジョン・ヒュームが歌う『アイルラン
ド人のほほ笑みは』で幕を閉じた。
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一九九四年八月にオーダウドから緊急のメッセージが届いたとき、フィーニーはオース
トラリアにいた。劇的な出来事が起ころうとしており、フィーニーがベルファストで必要
とされていたのだ。「かれは飛行機に飛び乗ってロサンゼルスへ向かい、ロサンゼルスか
らニューヨークへ来てケネディ空港でわたしと落ち合い、一緒にアイルランドへ行きまし
た。それほどかれにとっては重要なことだったのです」と、オーダウド。IRAはいまにも
停戦しようとしていた。シンフェインとしては、これがアメリカに対して政治的な貸しと
なることを、アイルランド系アメリカ人の仲裁人にじかに再確認したがっていた。チャッ
ク・フィーニーの同席は欠かせなかった。かれはワシントン DCのシンフェイン・ロビイ
ング事務所に資金を融通する約束をしていた。シンフェインの和平戦略に対するこういっ
たアイルランド系アメリカ人の支援があれば、アメリカ国内の IRA支援者たちのが分裂
の危険を迎える可能性は下がる。
フィーニーは一九九四年八月二五日に、ダブリンでふたたびアマチュア特使団に加わっ
た。かれらはまずダブリンのアルバート・レイノルズ首相の事務所を訪れた。首相は永続
的な停戦以外はすべて強硬に拒絶してかれらを驚かせた。「ベルファストへ行こうとして
いるかれらに、わたしははっきり言いましたよ――ベルファストに行って、三カ月や六カ
月の停戦の話だけで戻ってきたら、きみたちの肩は持たない。それは受け入れられない。
オール・オア・ナッシングだ」。それから何年もたって、かれはダブリンのホテルでコー
ヒーを飲みながらこう振り返る。「テーブルを囲む全員の顔がわたしを見つめているのが
わかりました。ビル・フリンは何も言いませんでした。チャック・フィーニーも。オーダ
ウドとブルース・モリソンは少々面食らっていたと思います」。
その翌日、アメリカの労働運動の代表者であるジョー・ジャミソンとビル・レニハンを
加えた代表団は、ベルファストのウェリントン・パーク・ホテルで朝食をとりながら、停
戦が永続的なものであると発表されるかどうか見極めようとした。フィーニーは自信を
もってそうなると予測していた。「どうことが運ぶか言明していたのはチャック一人でし
た。かれはシンフェインを完璧に読んでいたのです」と、オーダウド。
コノリー・ハウスでアダムズは穏やかにかれらに話した。「われわれは完全停戦を協議
したい」。戻ってくると、すさまじい報道攻撃にさらされた。それまで何とかカメラをか
わしてきたフィーニーだったが、今回は手遅れだった。フリーのカメラマンがガードレー
ルの上に登って、他の人々の後ろにいたかれの写真を撮ったのだ。その翌日に写真はダブ
リンのアイリッシュ・タイムズ紙に掲載された。スーツにネクタイ姿でアダムズの後ろに
いるフィーニーの小さな姿は、明らかにかれとわかるものだったが、説明文にかれの名前
はなかった。
その後まもなく IRAは、八月三一日水曜日の深夜から「軍事活動の完全停止」に踏み
切ると発表した。六週間後の一〇月一三日にロイヤリスト準軍事組織も停戦を発表した。
チャック・フィーニーは政治的な別の選択肢を掲げるワシントンの事務所への出資につ
いて、シンフェイン関係者たちと直接交渉した。「われわれはシンフェインに月額二万ド
ルを三六カ月にわたって渡しました――総額七二万ドルと、それ以外にもいくらか」と、
フィーニーは何年も後になって語った。「正しい行動でした。何か考えのもとに人々を集
めることが可能だと証明してくれた」。シンフェインに同情的なイギリスの法廷弁護士で、
ロンドン・ホールデン社会党弁護士会に属するリチャード・ハーヴェイが、総額とその支
給スケジュールの交渉にあたった、とシンフェイン関係者のテッド・ハウエルは語る。資
金はラリー・ダウンズ弁護士が主宰する『シンフェインの友』というニューヨークに設立
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された団体に電信送金で渡された。「会ってソーダを飲みながらすべてを検討しました」
と、ダウンズ。「真っ先に明言されたのが、この資金はいかなる暴力も排除した民主主義
プロセスのためのものだということです」。報告書はすべてワシントンの司法省に提出さ
れた。フィーニーの金は「一ペニーも」IRA に渡っていないとアダムズは語る。フィー
ニーはこれが私財による「まったく個人的な」寄付であると強調した。当時かれはゼネラ
ル・アトランティック・グループの最高責任者として年間五〇万ドルの給料を公式に受け
取っていた。アトランティック財団の仕事や役員たちと公に結びつけるには、この件は政
治的すぎた。
フィーニーの率先的な活動はホワイトハウスの称賛を受けた。「この件についてのわれ
われのアプローチとは、交流して関わるほど、かれら（シンフェイン）は穏健になるとい
うものでした」と、ナンシー・ソダーバーグはシンフェイン事務所に対するかれの出資に
ついて語る――のちにこの予測は当たることになる。フィーニーはそのオフィスの立地や
設備にも個人的に関心をよせ、ワシントンのデュポンサークルのそばの近代的な建物に設
置されることになった。ジェリー・アダムズは一九九五年三月にワシントンホテルでレセ
プションを催して事務所の開設を公式に発表し、これはシンフェインの「外交代表部」で
あると重々しく述べた。イギリス人記者のピーター・ヒッチェンズが大使館つき武官は置
くのかとたずねると、大笑いになった。
フィーニーはのちにロイヤリスト準軍事組織、アルスター防衛協会の政治的代表者ゲ
リー・マクマイケルに二〇万ドルを渡した。物事のバランスをとるためと称して北アイル
ランドのカトリック教徒を多数殺害した組織である。マクマイケルもアダムズと同じく、
純粋に和平を実現させたいと望んだ人物なのだとフィーニーは考えていた。
事態が後退するときもあった。一九九六年二月二日にサンフランシスコ事務所にいた
フィーニーは、ある人物からの電話で IRAが政治的進展のなさに対する抗議として停戦
をやめたと聞かされた。IRA はロンドンの大型商業開発地域カナリーワーフで大型爆弾
を爆発させ、二人の死亡者と三八人の負傷者を出し、推定一億五〇〇〇万ドルの被害を与
えた。当時かれのもとでプロジェクトマネージャーを務めていたエイン・マッカーシー
は、受話器を置いたフィーニーにちらりと目をやった。かれの頬には涙が流れていた。
一九九七年七月二〇日、一九九八年四月一〇日に停戦は再開され、北アイルランドの主
要政党とイギリス政府、アイルランド政府はいわゆる聖金曜日協定に署名して権限移譲政
府、準軍事組織収監者の早期釈放、準軍事組織の武装解除、警察および司法制度の改革、
北アイルランドとアイルランド共和国の新たな関係の立案に着手した。
その後五年間の政治的プロセスの展開の中で、フィーニーは北アイルランドの適切なプ
ロジェクトにアトランティック財団から総額三〇〇〇万ドルを送った。この中には共和党
員やロイヤリストのもと収監者を「積極政治」に進出させる手助けをする地域団体への
二五〇万ドルも含まれていた。アトランティック財団は資金提供によって、こういった
人々が地域開発に関わる手助けをすることで、警察活動がいまだ問題である地域に正義を
もたらすにあたって非暴力的選択肢をもたらした。二〇〇六年に IRAは武装解除プロセ
ス、つまり何トンもの爆発物、ロケットランチャー、重機関銃を含む武器の破棄を終了し
た。そして二〇〇七年には改革された警察の支援という最終段階に乗り出した。チャッ
ク・フィーニーは二〇〇七年五月八日にベルファストでおこなわれたシンフェインと、イ
アン・ペイズリーの民主統一党を含む連立政権の公式立ち上げの場に招かれた。かれはこ
の一週間前にニューヨークで転んでしまい、数日入院して膝の治療をしなければならな
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かった。しかし七六歳になったばかりの慈善家は、この行事に出るために大西洋を飛行機
で渡ると言い張った。行事はストーモントと呼ばれる北アイルランド国会議事堂でおこな
われ、イギリスとアイルランドの首相、政治的・社会的重要人物が多数出席する非常に感
動的なものだった。かれは無精髭をはやした開襟シャツ姿で到着し、正面ホールに集う要
人たちの後ろを杖にすがってうろうろしていた。「人生の中で大仕事にこんな満足のいく
かたちで『終わり』と書きこめることはめったにない」と、フィーニーは言った。「今日
がその日だ」。アトランティック財団はこの平和を維持するために、いまも北アイルラン
ドに資金をつぎ込み続けている。
ジェリー・アダムズの見立てでは、アイルランド系アメリカ人仲裁者たちとビル・クリ
ントン大統領の介入のおかげで、停戦は少なくとも一年は前倒しになり、おかげで大量の
人命が救われたという。「打開策のタイミングと発展にとって、かれらの登場はとても重
要だったし、多くの点でわれわれが（IRAに対し）前へ進む別の方法があると説得できる
ようになるためにも重要だった。そしてわれわれの苦闘に力を貸してくれる別の前進方法
というのは、一部は国際社会でした」。シンフェインにとって、回線とビザ、アメリカで
の資金集めの権利、他の関係者と同じ扱いをするという約束をホワイトハウスから取りつ
けることはきわめて重要だった。
もう一つの重要要素はワシントンにおけるシンフェイン事務所の開設だった。「それを
引き受けてくれたのはチャックだった」と、アダムズ。「最初の打ち合わせのときから、
かれは実行力のある人だった。実現には代表団の全員が大きな役割を果たしたが、すべて
最終的にはチャックが出てきて、われわれが提案を出すと控えめなやり方で実行してくれ
た。その後知ったことだが、かれが乗り出してきたら、徹底的に調査して確認し、研究に
吟味を重ねて照合する。かれはきわめて情報通だった。もののわかった判断を下した。か
れが

う ぶ

初心だというのは大間違いだな。アイルランドの和平プロセスはアメリカの外交政策
の中でもっとも成功をおさめたもので、その発端にいた人々がいかに正しかったかはすで
に歴史が示している。その点で、実際に現金を提供したチャックはなおさらだ。かれは口
だけでなく行動で証明した。かれが和平プロセスに提供した資金はきわめて重要だった。
すばらしい投資だった。わたしはかれの大ファンだ。かれがアイルランドの和平プロセス
にまったく近づかなかったとしても、かれはわたしが会った中でもっとも立派な人だと
思っただろう。かれは人々のためにとても前向きなやり方で力と影響力を行使するとい
う、アメリカの最良の部分の見本だし、わたしは賞賛を惜しまない」。
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湾岸戦争が終結してすぐに旅行業は持ち直し、DFSからアトランティック財団への配
当金は、一九九三年に五七〇〇万ドルだったのが、一九九四年には一億二〇〇〇万ドルに
増えた。だが慈善公約を破るという苦い経験のおかげでフィーニーは、慈善事業の基盤を
もっと信頼できるものにするために持株を売る頃合いだと確信するようになった。「われ
われの慈善目的の寄付のために、長期にわたって金が入ってくるようにしておきたかった
のです」と、フィーニーは語る。
「自分たちがまったく流動性のない非分散型の莫大な資産を持っていることはわかって
いました。ポートフォリオとしては最悪の代物を持っていたわけです」と、デールは振り
返る。かれは一九九四年の最高取締役報告で、アトランティック財団の資産は二〇億ドル
で、そのうち一〇億ドルが DFS株式、事業と投資ポートフォリオが各五〇万ドルと評価
した。「DFSが倒産する可能性もあったし、無配の年がまたくるかもしれない。だれにわ
かります？ 　この世は複雑です。売却が非常に望ましいことは何年も前からわかってい
ました。それが湾岸戦争当時の配当金打ち切りの苦しみの中で、なおさら明らかになった
のです。そうやって受益者たちを苦しめ続けるわけにはいかなかった。どこか頃合いを見
て出ていく必要があったのです」
フィーニーも、DFSは成熟した事業で、事業上の理由だけで見ても売り時だと確信し
ていた。新たな形態の旅行が不安の種だった。「かつては空港に立って、日本人が百人く
れば、かれらの平均出費を当てられました」と、フィーニー。「それが突然、ぼろぼろの
ズボン姿なんかで現れるようになって、わたしはこう言いました――この人たちは長年わ
れわれが商売相手にしてきた日本人とはちがう」。
変化トレンドはハワイの DFS店舗でもっとも顕著に表れた。ジョン・リードは日本人
市場がいまやステータスよりも価値重視になってしまい、新たな日本人旅行客たちの可処
分所得は初期に DFS の売り上げをのばしてくれた人々より少ないと見てとった。「年齢
も下がり、あまり裕福でなく、要求するものも増え、以前の人々を縛っていた贈答などの
伝統をあまり気にかけなくなった」と、フィードはパシフィック・ビジネス・ニュースに
語った。もはや東京に品不足はなかったし、日本でも価格は下がっていた。ドルに対する
日本円の下落と、日本における融資規制も消費額を押し下げた。日本人旅行客たちはだん
だん、自分自身が消費する物品を単品購入するだけになっていた。
エイドリアン・ベラミーは一九九五年一月に DFSの最高責任者を退いたあとに、後任
のマイロン・E・ウルマンに宛てた機密報告書の中で似たような悲観的評価を下していた。
DFSは金銭的に大きな成功をおさめており、世界でもっとも効率的なマーケティング機
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構を持っているが、不吉な前兆があるとかれは警告していた。事業がかかった営業権に
は大変な時期が控えていた。日本人観光客を直接 DFS店舗に案内するという昔からの常
套手段は、日本からの旅行者が自立するにしたがって機能しなくなってきたようだった。
DFS店舗の商品はかなりのお買い得品だった、それは DFSが税を払っていないからでは
なく――その分は営業権の獲得費用で相殺されていた――日本、韓国、台湾などあらゆる
ところの国内価格と DFS価格の間に莫大な差があったからだ。その価格差は、これらの
国の流通機構が非効率的なために生じていた。「われわれにとっては残念なことだが、免
税の旗印の下にうまくまとめた独自の強みがどんどん崩壊しつつある」。一九八七年には
酒類で崩壊し、いまや化粧品と香水でも崩壊しつつあって、一九九〇年代末にはこれらの
国での内外価格差は一〇パーセント圏内に入るだろう。ベラミーは、分散的すぎる DHS

は近代化しなければ「競争で完敗するだろう」として、香港の店は安っぽくて供給業者か
ら見ても恥ずかしいこと、DFSが「上から命令を下すのは得意だが、店ごとに主体性を持
たせる面では弱い」ことを述べ、「がつんとやっておれたちの言うことを聞け」的な経営
方式が変わらなければ、問題に陥るだろうとつけ加えていた。
またベラミーは、DFSがカミュのコニャックを従業員に勧めさせるやり方は、客に対
して「まちがいなくいささか傲慢」だと後任者に助言した。かれは DFSの所有する供給
会社カミュ・オーバーシーズ社が正常に機能しておらず、「われわれはとんでもなく筋の
悪い商品を扱っており、わたしにはあまり利点があるように思われない」と述べていた。
辞職しようとしているこの最高責任者は、ジャン・ゲンツブルガーが一九七二年から一九
八五年――この年に退任して持株を三六〇万ドルで売却した――まで扱っていた、カミュ
との協定がもとから気に入らなかった。ゲンツブルガーは後任者が辞職した後で、一九九
二年にもとの地位に返り咲いていた。かれの計算によると、カミュとの協定だけで二五年
間に六億～七億ドルの配当金が DFSの四人の所有者にもたらされていた。しかし配当金
は減りつつあり、販売機会に対する購入義務の比率はますます重荷になりつつあり、パー
トナーたちはマイケル・カミュの後継者の事業のやり方にますます不満を抱くようになっ
ていた。
それでも DFSは驚異的なサクセスストーリーであると見なされており、一九九〇年代
前半には買収の申し出が引きも切らなかった。「三ヶ月ごとに『いや実にきみたちはすば
らしい事業をやっている。買収について話し合いたいものだ』という手紙がきましたよ」
と、フィーニー。「手紙で『何か話をまとめよう』と言ってくるのです。話をしてみると
かれらはこう言う。『こうしよう。一〇パーセントをあなたたちに渡して、残りは後で払
う』。そうは問屋がなんとやらですわな。そこで手紙の差出人によっては折り返して『う
ん、これはいい事業だしわれわれも長くやっている。ところで買収なら現金決済で、金額
は三〇億か四〇億ドルになるだろう』と返事するんです。様子見や口だけの連中や冷やか
しは、それで追い払いました」
ハーヴェイ・デールは一九九四年七月に自分のニューヨーク事務所で、ジョージ・T・
ロウィから電話を受けた。ロウィはフィーニーが使っている法律事務所の一つ、クラバ
ス・スウェイン＆ムーア法律事務所のパートナーの一人で、古い知人でもあった。フラン
スに人脈を持っており、流暢なフランス語を話す。「DFSの買収に関心がありそうな人物
がいるのですが」と、ロウィは言った。名前は明かせなかったが、かれは「話してみるつ
もりはありますか？」とたずねてきた。「その人から名前を明かす許可をとってもらわな
いと。わたしはチャックと話さなければいけない。それから返事をしよう」と、デールは
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答えた。ロウィは翌日あらためて電話をかけてきた。かれの情報提供者はニューヨークと
パリに拠点を置き、合併買収を専門とする投資銀行ラザードの会長だった。ラザードの経
営パートナーであるアントワーヌ・バーンハイムは、パリのモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィ
トン（LVMH）のベルナール・アルノー代表の個人的な友人で、後援者でもあった。バー
ンハイムはアルノーを「財務の洗礼盤へ」抱えていったと豪語したこともあった。
デールはすぐに、この打診の裏に LVMHがいるのなら本気だと悟った。パリを拠点と
する年間売り上げ約六〇億円の巨大企業は、おそらく当時この免税事業を即金で買えた世
界唯一の小売業者だった。このとき四五歳で世界長者番付の一人に名を連ねようとしてい
たアルノーは、ルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーを合併して LVMHを掌握していた。か
れはこの四年前の厳しい権力争いで、ルイ・ヴィトンもと代表のアンリ・レカミエを失脚
させて、絶対的な支配権を握っていた。かれは富裕層向けのブランド帝国を築くプロセ
スにあり、すでにルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオール、ジバンシー、セリーヌ、
クリスチャン・ラクロワ、ケンゾー、ロエベ、フレッド、ヴーヴ・クリコ、ヘネシー、モ
エ・エ・シャンドン、ドン・ペリニヨン、ポメリーが傘下に入っていた。また、フランス
のスーパーマーケット・チェーンのボン・マルシェも買収済みだった。
後でわかったことだが、かれは数年前から DFSに目をつけていた。かれは一八〇店舗
におよぶ DFS店舗のネットワークを買収した場合の相乗効果を望んでいたのだ。LVMH

は DFSにとってブランド品の供給最大手だった。アルノーは世界の新たな富の源泉であ
るアジアにも進出したがっていて、そこは DFSがすでに足場を築いていた。
フィーニーは興味をそそられた。一九九四年八月一〇日にかれは顧問弁護士のクリス・
イークスリと飛行機でロンドンからパリへ向かい、グッチ、ジル・サンダー、シャネル、
クロエ、セリーヌ、エスカーダなど優雅な一流ファッションブランドが多く建ち並ぶシャ
ンゼリゼ通りのはずれの並木道、モンターニュ通りへタクシーで向かった。モンターニュ
通り三〇番地のディオール本社で、アルノーは大きな白いソファとクリスチャン・ディ
オールの肖像画を備えつけた応接室に来客を迎え入れた。かれらはフランス語で話をし
た。このエルフめいた容貌の痩身のフランス人男性は紳士だとフィーニーは感じた。かれ
らはうまが合った。二人には多くの共通点があったのだ。二人とも控えめな服装で、脚光
を浴びるのを避けた。有名人の集まりに参加するのを好まなかった。小売業の細かなとこ
ろに過剰なまでにこだわった。フィーニーは DFS店舗のディスプレイのペンにインクが
入っているか調べることで有名だったし、アルノーはかつてジバンシーのニューヨーク店
の化粧品カウンターが、姉妹会社の出費で以前訪れたときより数十センチ広くなったのに
気づいたことがあった。
フィーニーはある一点を除いて、多くを語らなかった。「われわれが話題にするべきは
書類のやりとりではなく現金、莫大な現金のことです」と、かれは言った。フランスの
ファッション界の大物はたじろがなかった。かれは DFSの株式に値をつけるために財務
情報をいくらかもとめた。フィーニーは売り上げが年間三〇億ドルに達したと伝えた。か
れらは第一段階として、アルノーがフィーニーの DFS持株の一部を買う交渉を始めると
いう約束で別れた。ロンドンへ飛行機で戻ったフィーニーはイークスリに言った。「きみ
にこれを進めてほしい」
「チャックはどんな立場にも柔軟でした」と、イークスリは振り返る。「これが売却の機
会だ、と考えている印象は与えませんでした。かれの戦略はこうでした：まずは大まかな
情報、そこにあるものの雰囲気だけ見せてやるが、パートナーたちへの影響と、かれらが
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どう見るか気がかりだから、あまり多くを与えたくはない」
アルノーはいつものように、腹心の友のロバート・レオンとパリのカフェで土曜の朝の
コーヒーを飲みながら、フィーニーの訪問について語った。LVMHの資金にはもっとい
い使い道があるとレオンは示唆した。だがアルノーは初めて成功をおさめた世界的小売業
の株を買い込むという発想に引きつけられていた。免税業はフランスの贅沢品市場の生産
額の二割を吸収しており、流通を左右できれば、それだけかれは自分の運命を御すること
ができたのだ。
その翌月にアルノーとフィーニーは DFS全体の取得をめざす第一歩として、LVMHが

DFSの八．五パーセントを買収する正式交渉に入った。これは四人の株主の釣り合いを
乱さないくらい小さな割合だったが、アルノーが加わって事業に参加できるだけの大きさ
はあった。
フィーニーは他の株主たちに連絡して自分のやっていることを知らせた。「いまや売る
機会ができたから、売るべきだと思う」とかれはボブ・ミラーに話した。「これはすばら
しいやつだ。こっちの目をまっすぐに見て、書類のやりとりについて話しているのではな
く現金、大金について話していると言える人物なんだ」。ミラーは「それは興味深い。か
れらは何を考えているのだろうな」と答えたものの、非常に心を悩ませていた。かれはこ
う振り返る。「DFSはわれわれの子供だ：わたしはかれ（アルノー）の評判が気になって、
かれがわれわれの会社を買って、そのまま『横流し』するのではないかと心配していまし
た。かれは会社をつぶすのか、それとも転売するのか？」。アルノーは企業乗っ取り屋と
して名を馳せていた。イブ・サン・ローランのピエール・ベルジェはかれを「ハゲタカ」
と評したことがある。その「冷たい視線」はヴーヴ・クリコ・シャンパンのラベルに描か
れた老齢のクリコ未亡人に匹敵するとフォーブス誌は述べていた。
フィーニーはダブリンで投資会社を立ち上げていたトニー・ピラロを捜し当てた。「か
れはちょうどここに座りました」と、ピラロは製本した DFSの記録が並ぶ天井の高い部
屋で語った。「かれは『自分の持ち分から株式の八．五パーセントを LVMH に売ろうと
思っている』と、言いました。かれはわたしの後ろ盾と支持が欲しかったのですよ」。ピ
ラロはその後ハーヴェイ・デールに電話をして、デールの言によると「非常に興奮して」
LVMHへの売却は四人の株主に利益をもたらし、DFSの売り上げを大幅に増加させるだ
ろうと語ったという。その熱意は、アルノーがついにもっとも高価な最高級品を DFSで
売らせてくれるだろうという前提からきていた。LVMH最大の小売業者ルイ・ヴィトン
がその高級革製品を販売するのは、ルイ・ヴィトン店舗を通してのみだった。LVMHが
DFSを買収して禁を解けば、DFSの年間売り上げが年間およそ一億五〇〇〇万ドル上昇
する可能性があった。
ミラー、ピラロ、パーカーはアルノーとの直接対面をもとめて、かれが何を考えてい
るか知ろうとした。一九九四年一〇月一三日、今度はフィーニーを除いた三人の所有者
たちがアルノーの応接室の白いソファに座った。翌日ピラロはアルノーに宛てた手紙に、
LVMHと DFSの相乗作用は明らかで、小数の株式を購入しようとするかれの努力に「全
関係者の真剣な検討に値する」と書いた。だがかれは「価格は説得力あるものでなければ
ならない」と、つけ加えていた。ピラロは、株式の八．五パーセントをチャックが売却す
ることに自分たちが合意するかどうかは、LVMH が DFS にルイ・ヴィトン商品の販売
を許すかどうかによると明言したのだった。アルノーはこんな条件は認めず、返事を書
こうともしなかった。一九九五年一月二三日にピラロはふたたび LVMH会長に手紙を書
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いた。今度の手紙では、かれとミラーとパーカーは LVMHに自分たちの持株を売る気は
まったくないと述べていた。
クリス・イークスリとジム・ダウニーがパリへ往復して LVMHの弁護士と交渉を重ね、
六カ月後の一九九五年七月二〇日に、フィーニーはアルノーに DFS株の八．五パーセン
トの売却を公式に提案した。これは DFSの資本価値がおよそ三五億ドルだということを
前提に、自分の DFS株すべてを取得させる第一段階としてのものだった。アルノーが返
答したのはさらに四カ月後だった。一九九五年一一月一三日にかれは二段階購入の契約を
受け入れると同時に、他の株主たちの持株も買収したいという意向を示した。二週間後の
一一月二九日に、フィーニーはパートナーたちにあてた手紙で合意を知らせ、LVMHは
DFSを買収できる唯一の企業で、しかもアルノーは全株式を買い取る用意があるという
見解を伝えた。そして LVMHの子会社と DFSの「対等な立場での利害関係」を尊重し、
維持するという約束をアルノーからとりつけたことを明かした。
ピラロはフィーニーに宛てた手紙で、パーカーと二人で一九九六年一月九日にふたたび
アルノーとパリで会い、他の株主たちも DFS株すべての買収提案を検討するつもりはあ
るが、それは会社の資本評価額が三五億ドルを上回る場合に限ると伝える意志を伝えた。
ピラロに言わせれば、おもな目的は「会社について最高額を引き出すこと」だったという。
アルノーとの会談はうまくいかなかった。
「わたしはアルノーから引きだそうとしました。『あなたの戦略は？ 　何がしたいんで
す？』だがかれはあまり率直ではなかった」と、ピラロは振り返る。「わたしは具体的に
言いました。『もしあなたの戦略が両者の収益性を伸ばすことであるなら、ちょっとした
秘密を教えてあげましょう。方法は実に簡単だ。あなた（ルイ・ヴィトン）の商品をわれ
われに売って再販させればいい』」。
ブルックリン生まれの弁護士は次の段階として、フィーニーが売却に乗り気なら、その
株を買うべきなのはアルノーではなくかれら三人だとミラーとパーカーに提案した。かれ
らはフィーニーの DFS株三八．七五パーセントとカミュ販売業の所有権、そしてフィー
ニーがハワイで取得した――ハワイアン・リテール・グループと総称される――複数の小
売店を、免税業全体を二三億ドルとする総資本評価額にもとづいて取得する公式な提案を
作成した。これはアルノーの評価額より一〇億ドル以上も低い額だった。
ここにきて『賢人』までこの件に巻きこまれた。フィーニーのハワイでの小売活動をめ
ぐる紛争以来、所有者たちは意見の相違に対処するメカニズムを備えていた。この時点で
かれらはマンハッタン事務所のアイラ・ミルスタインに連絡して、自分たちの申し出を
フィーニーに伝えてほしいと頼んだ。LVMHがハワイ店舗の投入ぬきでずっと高額な申
し出をしたばかりであることを踏まえると、かれらの申し出は「いささか理解しづらく明
らかに不公平」だとミルスタインは感じた。ほどなくアイラ・ミルスタインは「トニーは
きみが返事をしなかったことにおかんむりだ」と、フィーニーに話した。フィーニーは
「あんな申し出には応じないよ」と返した。
そこでミルスタインは五月六日にパリでおこなわれたミラー、パーカー、ピラロと

LVMH の会談に同行して、アルノーが提案金額を引き上げるかどうか確認した。アル
ノーは過半数の持株を得られるのであれば、DFS の資本価値を四〇億ドルで評価して、
これを基準に価格を引き上げようと話した。ミルスタインは一ヵ月後にニューヨークにき
てくれとアルノーに申し出た。そこで一対一の会談をし株主たちの反応を伝えると言うの
だ。ミラーは会談に先立って、アルノーの提示価格での売却は検討しないぞと賢人に警告
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した。アルノーはパリからニューヨークへ向かい、六月一三日にミルスタインに――最低
資本価値を四〇億ドルとして DFS株の過半数を買収するか、三五億ドルを根拠として少
数の株式を買収するという――公式な申し出を提示した。フランス製高級品の大御所は、
二社間には独自の相乗作用があると信じているから他の誰よりも多く払えるのだと賢人に
語った。
ニューヨークでアルノーとミルスタインの会談がおこなわれた後、フィーニーはパー
カーを夕食に連れ出し、一緒に持株を LVMHに売却するよう促した。フィーニーはパー
カーの迷いを感じとっていたのだ。二人はフィーニーの個人的な小売活動をめぐって仲間
割れしたときでさえ、つねに親密な間柄を保っていた。パーカーはその件について決して
感情的にはならなかった、とトニー・ピラロは振り返る。フィーニーとパーカーは合計で
持株の五八．七五パーセントを所有していた。かれらが一緒に売却すれば、アルノーに免
税帝国の支配権を与えて最低四〇億ドルの評価額を保証することになる。
パーカーは「板挟み」になったと感じていた。かれの片腕はフィーニーに、反対の腕は
トニーにとられていた。だがアルノーの申し出はとても魅力的に思えた。LVMH会長は
DFSの年間推定売上三〇億ドルを三三パーセント上回る評価額をつけており、これは一
九九〇年代中盤の富裕層向け小売業の強気市場を考えても、かなり上乗せした金額だっ
た。フィーニーは一六億ドル近く、パーカーは八〇〇万ドル以上を受け取る立場にあっ
た。「驚くほどの大金でした」
パーカーにとって売却同意の決め手となったのは、フィーニーとパーカーが売れば、あ
と二人の所有者たちも手続き完了後六〇日間は同じ条件で買い取ってもらえる、というア
ルノーからフィーニーが引きだした確約だった。「だれも干からびないようにと約束した
のです」と、フィーニーは語る。
パーカーはフィーニーと運命を共にすることにした。「アランは実利的です。いい財務
屋であり、いい投資家です」と、フィーニー。「かれは売却に同意しました」。
ミラーにそれを伝えねばならなかった。かれらは電話会議を開いた。「ボブはひどく
がっかりしていました」と、フィーニー。「アランがこちら側についたことに衝撃を受け
たのです。かれはアランの裏切りを責めました。そして一方的に電話を切ってしまいま
した」
この段階でトニー・ピラロは、会社を株式市場で公開する案を推して、モルガン・スタ
ンレーの投資銀行家たちに株式公開の目論見書を作成させた。「トニーはつねに市場屋で、
何かと言えば株式公開でした」と、パーカーは振り返る。モルガン・スタンレーの意見を
聞くために、五番街七六七番地のアイラ・ミルスタインの事務所でフィーニー以外の所有
者は会合を開いた。チェース・マンハッタン銀行の支援を受けた投資銀行家たちは、新規
株式公開（IPO）で五〇億ドルから七〇億ドルを手にできるが、市場はまだ熟していない
ので六カ月待たなければならないと話した。かれらの直面した選択は IPOの見込み六〇
億ドル「と、それ以上になるだろうというモルガン・スタンレーの戯言」か、アルノーに
保証された四〇億ドルの分け前かだったとパーカーは振り返る。六〇億ドルはかなり有利
な金額に思えたが、投資家たちは所有者たちが経営を続けてくれることを望むのが通例だ
から、当初はまず二割しか売りに出さないことになっていた。
「チャック・フィーニーは IPOが可能とも思わなかったし、それが適切なことだとも考
えませんでした」と、クリス・イークスリは語る。「でもトニーはボブをせっつき続けま
したし、ボブは何となくトニーの言い分に耳を貸していたんです」。パーカーは「ボブは
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すっかりトニーの言いなりでした」と断じている。
株主たちとその弁護士らに賢人を交えて、ニューヨークで別の会合が行われた。その場
でピラロは、チャックが機密情報を競争相手にもらしたと糾弾した。ハーヴェイ・デール
は、ＩＰＯのためにモルガン・スタンレーに DFSを評価させたピラロも、少なくとも同
じくらいの情報を銀行家たちに与えていると鋭く反論した。
舞台はパリに戻った。一月二六日にアイラ・ミルスタインと四人の株主たちはモンター
ニュ通りから少し歩いたところにあるヴァンドーム広場のリッツホテルに会議室を借り
て、検討されている企業価値評価すべてを検討してからアルノーに会いに行くことにし
た（『いまだにあの打ち合わせ用の部屋の費用のショックから立ち直れていませんよ』と、
パーカーはのちに語っている）。しかし腰を落ち着けると同時に、ミラーとピラロが不意
打ちで驚かせた。カミュの事業とハワイのフィーニーの小売業も含めて DFSを四〇億ド
ルと評価し、それを元にフィーニーとパーカーに買い取りを申し出たのだ。ピラロたちの
言い分としては、アルノーの提示額と同価格で仲間に買い取らせてくれるのがフィーニー
としても最低限の仁義だろうということだ――LVMH会長はハワイアン・リテール・グ
ループも含めるよう要求してはいなかったが。フィーニーとパーカーは考えさせてくれと
言った。打ち合わせは一時間もかからずに散会となり、アルノーとの会談は延期された。
両陣営の雰囲気は明らかに敵意を帯びてきた。ミラーとピラロは買収用の資金調達を手
配するにあたり、デューディリジェンスのために銀行家たちに DFS 店舗を訪れさせた。
「ボブとトニーは DFSに銀行家たちのチャーター機の費用を払わせるつもりでしたが、わ
たしはそれを突き止めて『冗談じゃない！ 　これは株主の取引であって会社の経費じゃ
ないぞ』と言いました」と、パーカーは語る。「その後、事態は非常に難しくなりました。
友好的な雰囲気はあまりありませんでした。三〇年間かれらと事業をやってきたので、こ
れは実に困った状態でした。チャックとボブの敵対意識は本当に強烈だったんですよ。わ
たしは皆とそれなりに親しくしていましたが、いまやまちがいなくチャック側にいたん
です」。
パーカーは、ミラーとピラロが買収できるだけの資金繰りができているとはまったく思
わなかった。フィーニーはもっと懐疑的だった。「ミラーは自分が買収したかったから、
われわれがアルノーに売るのを防ごうとしたんです」と、フィーニー。「だがかれにはで
きなかった。金がなかったのです。これは株式投資、きわめて大きな高リスクをともなう
投資で、大金を用意する必要がありました」。トニー・ピラロは、本当に銀行家たちの支
援を取り付けていたと主張している。「融資先はありましたよ」と、ピラロ。「同意の手紙
もありました。内容は『トニー・ピラロ、ボブ・ミラー、両名は三七億五〇〇〇万ドルの
融資枠を得ている。契約の前金として二〇〇〇万ドルを払ってもらえればいい』というも
のでした。翌日もう一通手紙がきました。内容はこうです。『ところでトニー、もし運転
資金としてさらに五億ドルが必要だったら（どうぞ）』。チャックはそれが本当だと思わな
かったかもしれません。でもわれわれには金があったんですよ」
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椅子取りゲーム

ボブ・ミラーとトニー・ピラロがチャック・フィーニーとアラン・パーカーの DFS株
買い上げを申し出た一週間後の一九九六年七月三日に、四人はコートダジュールのカンヌ
でおこなわれたジャン・ゲンツブルガーの息子マルコの結婚式で顔を合わせた。全員の家
族が招待されていた。チャックの前妻ダニエラと子供たちも招待客の中にいた。ミラーは
妻のシャンタル、娘たちと護衛を連れていた。DFSの所有者たちにはめずらしいこの社
交的な集まりは、三十年間の付き合いの中で最大の危機の真っ只中でおとずれた。チャッ
クはいつものように繁華街の小さな三つ星ホテル、タンブーリネア通りのロリビエに泊ま
り、他の三人はカンヌ湾を一望できるピカソのお気に入りだったテラスハウス式四つ星ホ
テル、ミュスカダンにチェックインした。
フィーニーとパーカーは、ミラーとピラロが付け値を上げ、九月一日までに金を都合し
ない限り、パートナーたちの申し出を拒否して LVMHへの持株売却を進めようとすでに
決めていた。ハワイの入札が秋にまた予定されていることが懸念だった。もし入札に失敗
すれば DFSの価値は下がるので、その前に動きたかったのだ。
しかしこの結婚式は、ミラー一人を脇へ連れ出して、LVMHへの売却に乗るか、少なく
とも邪魔をしないよう説得する機会をフィーニーとパーカーに与えてくれた。フィーニー
たちはクロワゼットの海沿いの大型ホテルで、ミラーにこっそりと会った。かれらはすべ
てをおさらいした。アルノーとの合意するときに、同条件で売却できる六〇日の期間を設
けることでミラーを守ってやったことを指摘した。パーカーはボブが納得したと感じて
いた。
だがそれも長くは続かなかった。パーカーは次のように振り返る。翌朝「トニーから電
話がありました――当時かれの妻だったリンダと一緒の車で結婚式に向かってくれないか
と言うのです。おかしな話だと思いましたが、構わないよと言いました。トニーは事態を
かぎつけて、わたしの手をふさいでおきたかったのだと思います。かれはボブに会いに飛
んでいきました。次の車に乗ったのはボブとトニーです。ボブは、式場に着いたときには
こう言いました。『わたしは取引はやらない。うまくいかないよ』」。
ボブと同乗しようと画策したという示唆を、ピラロは否定している。「わたしはそんな
によこしまではない、本当だよ。椅子取りゲームなどしていない」。ピラロは、何かのや
りかたについてならミラーに影響を与えられたが、それをやるかどうかについては、自分
に影響力はなかったと主張する。「そうでないと思うのは、ピラロの論理力を過信してま
すよ！」
ミラーはのちにこう結論づけている。「トニーはたぶん、わたしにとって足を引っ張る
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存在でしかなかった。チャックから株を買い上げるようわたしに迫っていたのですから。
トニーには物事を煽り立てるようなところがありました」。
カンヌを見わたせるラ・クロワ・デ・ガルド通りの優雅なゲンツブルガー邸の庭のレモ
ンの木々の下で議論は続いた。「何かが起きているのはわかっていました」と、ゲンツブル
ガーは振り返る。「話をしているかれらは、あまり嬉しげではありませんでした。トニー
は、次々と話し相手を変えて、何かを動かそうとしていました」。のちにかれは、こんな
に重要な交渉に庭を提供した自分は手数料をもらうべきだとフィーニーに冗談を言った。
フィーニー家の若者たちはミラー家の人々と写真を撮ったが、両家の親たちの敵対意識
が雰囲気を台無しにした。かれらはボブが大きな間違いをしているとは露ほども考えてい
ないミラー家の姉妹から、父にひどいことをする相手の子として悪者扱いされているのを
感じた。ダニエルは長年ミラー家と懇意にしていたし、そろって香港に住んでいた頃のボ
ブを好ましく思っていた。だが友情は年月を重ねるにつれてほころび、いまや前夫に対す
るボブの敵対は裏切りも同じだと考えるようになっていた。
ミラーもことの成り行きを心から悲しく思っていた。「本当につらかった――わたしの
一生はこの事業を築くために費やされてきたのに、いまやみんなせっかちになっていて、
つなぎ融資の高いコストや IPOの可能性や、アルノーへの売却といろいろあって、はっ
きり考えるのがとても難しくなっていました。トニーはわれわれでチャックの株を買い上
げようという計画を進めていました。二〇億ドルの現金を融資してくれる銀行家たちは
揃っていましたが、わたしは利息が高すぎて嫌だったのです。本当に困難で苦しい時期で
した」
チャック・フィーニーは、つらい様子はほとんど見せなかった。困難な交渉の最中に
イークスリがロンドン事務所を訪れたところ、机に山積みの書類の一番上にあったのは
サンフランシスコのベイサイド・ヴィレッジにあるピザ・プレゴというレストランの図面
だった。「かれは四〇億ドルの売買をめぐる議論よりもピザのメニューに関心があったん
です！」
だがフィーニーですら迷い始めていた、とイークスリは振り返る。「かれは、パートナー
たちがいがみ合っているような事業を渡すのはアルノーへの信義にもとると感じるように
なっていました。そしてアラン・パーカーが加わった後のある時点で、やっぱりこの売却
をやめようと覚悟したんです。衝突を避けるかれの流儀にふさわしいことでした。わたし
は自分の事務所に赴いて、一枚のメモをタイプしました。『これしかないんですよ。こん
な機会はもう二度とないかもしれない。みんな大人なんだし、みんな自分が何に足をつっ
こんでるかは自分でわかっているはずです』。この段階で、わたしも疲れ切っていました」
と、イークスリ。「二年間もこれに費やしてきたんです。もうやるしかなかった」。
夏がだらだら続いたが、何も解決しなかった。賢人は DFSの所有者各人に宛てた手紙
で膠着状態への不満をあらわにした：「二人は分散を望み、二人は望まない。世の歴史に
はこれまでにもあったことだし、人々はそれを解決してきた。ロケット科学者がいるよう
なむずかしい話じゃない、現実をちゃんと認識すればいいだけだ」。かれは法的論争が長
引けば DFSの「内輪の恥」がさらけ出されかねないと警告し、もしどうしても自分が仲
裁者として決着をつけるとなれば、世界でもっとも秘密にされてきた会社の内幕が明かさ
れることになるだろうと述べた。「これまで世間はきみたちそれぞれの持株、利益などは
知らない。泥沼訴訟はこれをすべて明らかにするだろう」
かれの言葉も効果がなかった。最終的な決裂を迎えたのは一九九六年八月三〇日だっ
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た。その日アルノーは四人の所有者へのプレゼンテーションのために、ニューヨークのア
イラ・ミルスタインの事務所へ招かれていた。かれはすでに裏ルートから手をまわし、売
却に同意するならミラーとピラロには割増金――顔を立てるためのちょっとした追加――
を払うと伝えてあった。チャックより多額の金を受け取れば、ボブの自尊心も満たされる
はずだ。
アルノーが到着する前に、四人は弁護士を後ろに控えてテーブル越しに賢人と対面し
た。ピラロの回想によると、ボブ・ミラーは「これはわたしの会社だ。わたしが会社を買
う」と、アイラに抗議したという。見るスタインはやりかえした。「いいかね、アルノーは
きみにもっと払うし、きみたちはもっと高い額を手にできる。このアランとチャックは、
そんなことはどうでもいいと思ってるんだ」
フィーニーとパーカーはあらためて、九月三〇日までにアルノーに売却するつもりで、
ボブとトニーに買い取る金があるとは信じていないとあらためて述べた。かれらはアル
ノーがしびれを切らさないかと心配していた。
この時点でミラーとピラロは席を立って出ていった。「われわれは腹を立てて立ち去り
ました」と、ピラロ。フィーニーはミラーが「飛びだしていった」と振り返る。二〇世紀
においてもっとも成功を収めた小売業の一つを三十年間取りしきってきた四人組が一堂に
会したのは、これが最後の機会になった。
ミラーとピラロはエレベーターで下へ向かった。二人が一階で降りると、ベルナール・
アルノーが上に行こうとエレベーターを待っているところだった。ミラーとピラロが現れ
て通り過ぎるのを、フランス人は驚いて見守った。ピラロは「やぁ！」と言ったが、足は
止めなかった。かれはミラーと五番街に出ていった。「おそらくかれは誕生会にやってき
て会社を丸ごと買い取るつもりだったのでしょうが、二人の男が出ていくのを目にしたわ
けですよ」と、ピラロ。アイラ・ミルスタイン事務所での会談は中止になった。
だがミラーはまだ悩んでいた。退席した後でかれはフィーニーに電話をかけて、もう一
度ロンドンで会おうと提案した。ミラー、フィーニー、パーカーはミルスタインの事務所
での失態の直後に飛行機でイギリスに戻り、ピラロはニューヨークに残った。九月一日の
日曜の朝に、かれらはサヴィルロウ一七番地にあるアトランティック・グループ本社一階
でテーブルを囲んだ。建物の中にほかに人はいなかった。フィーニーは三人で新しい提案
を作成できるように、専門的資料や財務データを出せるクリス・イークスリを連れてきて
いた。やっぱりアルノーへの売却を検討する用意はあるが、できればもっと高い価格が望
ましいとミラーは言った。資金調達の問題を検討するにつれ、クリスが上階へ駆け上がっ
てダブリン郊外の自宅にいるジム・ダウニーに電話をかけると、ダウニーが東芝のラップ
トップコンピュータで新たな案をはじきだした。
この三人の株主たちは、実に多くの苦労を共にしてきたというのに、新たな数字が出て
くるのを待つ間にお互い何も話すことがないようだ、とイークスリは思った。「あまり話
をせず、浮かない顔つきでした」と、イークスリ。株主たちが交わしたわずかな言葉には
現実離れしたところがあった。かれらは略語で話していた：「二．八」「三．四」つまり二
八億ドル、三四億ドルのことだ。一時間半後にかれらは、株主四人全員が LVMHに段階
的売却をするという案に達した。それぞれが会社の資本価値を四二億ドルとして持株の半
分よりちょっと少ない数をアルノーに売却し、残りの株を一八カ月後に購入する権利を
LVMHに与えるというものだった。ミラーは契約書に頭文字を記した。
「かれら全員に同意の意志があるとして、一枚の紙に頭文字が記されました」と、イー
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クスリ。「かれらが去った後でチャックの事務所の階に上がって『これはかなり前向きで
すよね？』と言うと、チャックは言いました。『いや、ボブは明日になれば気が変わる』」。
パーカーも疑いを持っていた。ミラーは「まず確かに」そうするとしか言わなかったと
パーカーは振り返る。かれは長年、ミラーが直接フィーニーに立ち向かわず、後で気を変
えるのをときどき目にしていたのだ。
トニー・ピラロは日曜日にマディソン通りのカーライル・ホテルでアイラ・ミルスタイ
ンから電話を受けて、何かが起こりつつあるのに気づいた。アラン・パーカーお抱えの
ゴールドマン・サックスの投資銀行家がミラーに連絡をとろうとしているのだが、かれが
どこにいるか知らないか、というのだ。答は一つだった――他の二人がボブを押さえてい
るのだ。ピラロは空港へ急ぎ、自家用ガルフストリーム IIIをただちにロンドンへ向かわ
せた。そしてミラーの住むロンドン中心部のしゃれたマンションへ車で直行した。ミラー
は「銀行家が何らかの形でボブに影響を与えるかもしれない」から、その場にいたかった
のだ。かれが到着した直後にゴールドマン・サックスの銀行家がドアをノックした。「か
れはわたしがいるのを見て仰天していましたよ」と、ピラロ。
ピラロとミラーは独自に提案の改訂版を作成した。四人の所有者による DFSの売却を
支持するが、一九八六年の『ビッグバン』でミラーとピラロが DFSの利益を受け取る方
式を変えたために生じた税負担を LVMH が持ってくれる場合に限るというものだった。
この案はパリに伝えられたが、アルノーは関心を持たなかった。九月一八日にミラーは
フィーニーとパーカーに手紙を書き、やっぱり頭文字を記した同意書について気が変わっ
たと伝えた。そして全員「もう落ちついて DFSに金儲けの仕事を続けさせる」べきだと
物憂げに提案した。
ミラーが生涯にわたる DFS とのつながりを断ちたがらなかったことが、この決断に
至ったおもな理由だったのは明らかだった。フィーニーはこれを、ミラーには越えられな
い一線だと見ていた。「わたしも分析してみて、ボブは決して動かせないと思ったのです。
かれのメンツがつぶれるからです。ボブはミスター・デューティー・フリーでした。かれ
はその役割を演じるのが気に入っていた。かれはいつも『デューティー・フリーはわたし
の申し子だ』と言ってきたものです」。
フィーニーとパーカーは九月末にニューヨークに戻り、LVMHとの契約をまとめにか
かった。複雑な作業で、双方の弁護士たちは一週間近くぶっ通しで条項の作成にあたらな
ければならなかった。「部屋には弁護士が二十人いて、チャック、わたし、ハーヴェイは
かれらが相談できるように隣の部屋に控えていました」と、パーカーは振り返る。弁護士
たちの中でもウォッチェル、リプトン、ローゼン＆カッツ法律事務所のデヴィッド・グル
エンスタインはパーカーに強い印象を残した。「非常にすばらしい。頑強です。かれのよ
うな人物には生まれてこのかた会ったことがない。終わり際には三日間眠らずに働いてい
ました」
一〇月一日火曜日には、フィーニーとパーカーの署名を待つだけの状態になっていた。
フィーニーはいつものくだけた服装ではなく、スーツにボタンダウンシャツと青い絹のネ
クタイ姿で現れたが、時計はトレードマークの黒のプラスチック製だった。シャツ姿に
金時計の弁護士たちが背後をうろつく中で、フィーニーたちは長いガラステーブルに並
んだ朱印つきの一連の法律文書に署名した。やがてそれも終わった。株価の基準となる
DFS全体の資本価値を四二億ドルとして、フィーニーとパーカーは署名をもって持株を
LVMHに譲渡したのだった。
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老眼鏡から目を上げたフィーニーは満足げな笑みを浮かべた。助手の一人がシャンパン
のグラスを渡した。フィーニーは立ち上がると、ハーヴェイ・デール、ジム・ダウニー、ク
リス・イークスリと一緒にシャンパンを手に写真におさまった。疲れ切ったフィーニーと
パーカーはそのまま引き上げ、数人の弁護士たちと一緒に数十億ドル規模の契約をフィー
ニーらしくニューヨークの目立たないレストランで祝った。
契約には一九九六年一二月三一日という「ぎりぎりの」締切があった（のちに一九九七
年一月一五日に改められた）。ミラーとピラロが考えを変えた場合は、この日まで同じ条
件で売却できた。LVMHはミラーとピラロに連絡を取って、すぐにでも申し出が受けら
れることを伝えた。かれらは断った。ミラーは激怒していた。かれはフィーニーとパー
カーが「半生を共にしたパートナーたちを鼻であしらった」と苦々しく不平をもらした。
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第 24章

赤ん坊を二つに切る

三週間後、ボブ・ミラーとトニー・ピラロが戦いを挑んできた。一九九六年一〇月二四
日の木曜にマンハッタンのアイラ・ミルスタインのウェイル・ゴットシャル＆マンジェス
法律事務所へ手紙が二通、ミラーとピラロの代理の弁護士たちから一通ずつバイク便で届
けられた。これらの手紙は、賢人協定にかかわるいかなる論争や議論も、かれの面前で仲
裁によって解決するよう定められていたことをミルスタインに指摘していた。チャック・
フィーニーとアラン・パーカーによるベルナール・アルノーへの DFS株売却案は、賢人
協定違反であるというのがかれらの主張だった。したがって売却を進めてはならないと裁
定するようミルスタインにもとめていたのだ。
この翌日、ミラーとピラロの弁護士たちはマンハッタン繁華街のセンターストリートに
位置するニューヨーク最高裁判所に、訴訟番号九六六〇五三四五を申し立てた。二〇〇頁
におよぶ書類は、DFSグループが LVMHと競争する能力を著しく損なうことを根拠に、
フィーニーとパーカーによる DFSの持株売却の差し止め請求を行っていた。また、かれ
らが競争相手に機密情報を暴露したとも訴えていた。二十年の経験を持つベテランである
ニューヨーク最高裁判所のベアトリス・シェインスイット判事はその日のうちに、フィー
ニーとパーカーは差し止め命令を出すべきでない理由を一九九六年一一月二五日までに裁
判所に示さねばならないと裁定した。
この時点まで DFSの将来をめぐる戦いはマスコミの関心を免れていた。それが裁判文
書の提出で変わった。DFSは一〇月三〇日にプレス発表を行い、フィーニーとパーカー
の持株を LVMHに売却する案の詳細を明らかにした。ニューヨーク・タイムズ紙は「野
心的な億万長者」ロバート・ミラーがチャック・フィーニーとアラン・パーカーによる売
却を妨げようとしており、それはかれとピラロ氏が「DFS最大の納入業者である主力競
争相手に管理される企業の少数株主にはなりたくない」からだと報じた。同紙は「かれの
手広い事業に詳しい」人々の証言として、フィーニーが億万長者で、その純資産は最近
のフォーブス誌の長者番付が報じた九億七五〇〇万ドルを「はるかに上回る」と述べた。
ウォール・ストリート・ジャーナル誌とファイナンシャル・タイムズ紙もこの争いを報じ
た。ミラーとピラロは、値段をつり上げようとして抵抗しているだというアルノーの広報
担当者の発言が引用されていた。
この話が報じられた日にニューヨークのコロンバス通りを歩いていたキャロリーン・
フィーニーは、アンドリュー・ピラロが向かいから歩いてくるのを見かけた。二人は幼な
じみで、香港では週末に両家の子供たちで会社の船に乗ったものだった。二人は互いを避
けるどころか、抱擁を交わした。キャロリーンの回想では「この件は僕たちとは何も関係
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ない。あれは両親たちの話だよ」と、アンドリューは言ったそうだ。
DFSが売却されるというニュースは野蛮な来訪者を招いた。コールバーグ・クラヴィ
ス・ロバーツ社（KKR）のヘンリー・R・クラヴィスは、『野蛮な来訪者』*1で華々しく描
かれた、一九八八年の RJRナビスコのレバレッジド・バイアウトで知られるが、かれは
アイラ・ミルスタインに手紙を送り、DFSを LVMHの提示価格より高い価格で買収した
いという意向を示してきた。この企業乗っ取り屋は会社を買い取って再編し、一部の資産
を売ってから会社を売り払って利益を得る手口で有名で、ジレット、テキサコ、サムソナ
イト、セーフウェイなど有名なアメリカブランドを買い上げては売却していた。かれは払
込資本五〇億ドル以上での入札を保証できると述べた。「われわれ KKRは、迅速な取引
がおこなえる独特な立場にあるものと信じております」と、かれは書いていた。

LVMH はクラヴィスの入札に取り合わなかった。このような申し出はフィーニーと
パーカーが署名した購入協定の条項では認められないものであると広報担当者は述べた。
DFSの四人の所有者のだれ一人として、これを深刻に受け止めた者はいなかった。
賢人は調停を開始するため、一一月六日午前十時に所有者たちの法定代理人を自分の
事務所に集めた。一一人の高給取りの弁護士たちが部屋に詰めかけた。チャック・フィー
ニーの弁護団を率いるのはクラバス・スウェイン＆ムーア法律事務所のフレデリック A・
O・『フリッツ』・シュワルツで、一九七五年にアメリカの諜報機関を調査したフランク・
チャーチ上院議員の委員会で法律顧問をつとめた人物だった。ボブ・ミラーの代理人は
ウォーターゲート事件の公聴会でジョン・N・ミッチェルもと司法長官の代理人を務め
たピーター・フレミングおよびウィリアム・ブリッカーンで、二人ともカーティス、マ
レット=プレヴォスト、コルト＆モスル法律事務所の弁護士だった。ピラロの弁護団は二
つで、一方を率いるのはスカデン・アープス・スレート・メーガー＆フロム法律事務所
のトーマス・J・シュワルツ、他方を率いるのはロビンソン・ブログ・レインワンド・グ
リーン・ジェノヴェーゼ＆グルック法律事務所のアンソニー・ジェノヴェーゼだった。ア
ラン・パーカーの代理人はワクテル、リプトン、ローゼン＆カッツ法律事務所のバーナー
ド・ヌスバウムで、かれは二年前までビル・クリントン大統領の法律顧問を務めていた。
アイラ・ミルスタインはいくぶん気が進まない様子で話した。四人の株主たちはかれの
友であるとミルスタインは語った。かれはあらゆる手を尽くして調停を避けようとしてき
た。「わたしは LVMH への売却について初日からさまざまな提案について話し合ってき
た。売却したいというチャック一人の要望に始まって、それから一部は売って一部は売ら
ず、一部は同意して一部は同意せずとさまざまな合従連衡が続いている。わたしはパート
ナー一人ひとりと共にこれらの議論の一つひとつにかかわってきた。チャックが一人で会
いに来た。ボブが一人で会いに来た。トニーが一人で会いに来た。わたしはかれらとまと
めて会い、個別に会い、ありとあらゆる組み合わせで会ってきた」。また、かれは所有者
の一人か二人、三人あるいは四人全員との契約を軌道に乗せる助力を求めてきたベルナー
ル・アルノーと「数え切れぬ」数の話し合いをしていた。どれもうまくいかなかった。「調
停者だか賢人だか知らないが、わたしはとにかくみんながいっしょにやるよう合意をもた
らすのに完全に失敗した」と、ミルスタイン。「落第だ」。そこで、とかれは続けた。弁護
士たちの議論に耳を傾けてから隅のほうへ行って腹を決めることにする。

*1 Bryan Burrough and John Helyar, Barbarians at the Gate (HarperCollins, 1990).　邦訳バロー、
ヘルヤー『野蛮な来訪者――RJRナビスコの陥落』鈴田敦之訳、日本放送出版協会、1990。
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「わたしは赤ん坊を二つに切る方法を見つけなければならない」と、かれは言った。「だ
れかがとても悲しむことになるだろう」。
各所有者との過去の交渉における利害の衝突についてミルスタインを免責とするか否か
検討したいと言ってミラーの弁護士が猶予を求めると、賢人は憤慨した。七〇歳の誕生日
は二日後の金曜に迫っている、とかれは弁護士たちに話した。週末はここを離れて家族と
過ごすつもりで、つぎの水曜まで帰らない。免責にしないなら「もう出ていく」から別の
調停者を急いで選定してくれ、とかれは言った。自分のこれまでのキャリアは立派なもの
で、ミソをつけられたくないから、後で利害の衝突についてだれからも責められたくな
い、と。ミラーの弁護士たちは内輪で話し合った。フレミングは戻ってきてこう言った。
「ミラー氏は免責を認めます」
ミルスタインは一二月四日までに弁論趣意書と答弁書を提出するよう双方にもとめて、
その後で裁定するとした。フィーニーとパーカーが署名した契約はそれまで保留となっ
た。弁護士たちが書類をブリーフケースに詰めこみだすと、それにもう一つ、とミルスタ
インが言った。傍目に偏見があると思われないように、自分が受け取るべき未払勘定があ
ればただちに清算してほしいとのことだった。弁護士事務所のシニア・パートナーとして
時給五〇〇ドルを要求していた賢人は、自分の手数料として二五万ドルの小切手を請求
した。
それから数日間で賢人の卓上には訴えや反訴が山のように積み重なった。パリからは
ベルナール・アルノーが DFSを独立事業として維持するという誓約書を送ってきた。か
れは一九八八年に LVMHが取得したフランスのデパートチェーン、ボン・マルシェの例
を指摘して、事業は任せていると主張した。競合専門店が LVMH系列店と同じようにボ
ン・マルシェの目立つ場所に入っていることを示す見取り図も同封されていた。
ミラーとピラロは宣誓供述書において、賢人協定はフィーニーとパーカーがもくろんだ
類の取引を禁じていると述べた。この売却は他の高級品ブランドとの関係を傷つけ、DFS

に害を与えるとかれらは主張した。そしてなかでもフィーニーは自分の持株売却に賛成・
反対する他の株主たちの権利を認識していたとして、それを示す通信とメモを提出した。
フィーニーとパーカーは八つの宣誓供述書と数箱分の通信でこれに応じた。賢人協定は株
主による売却を抑止していないし、DFSを独立事業以外の形態で経営するのは LVMHの
利益にならないとかれらは主張した。そして売却が阻止されればもう他の買い手を見つけ
ることはできないかもしれないと訴えた。また、かれらはチャックの代理人が放り出され
た一九九〇年の役員会議においてピラロが述べた、多数派の意志が「支配できるし、支配
するもの」という言葉を本人に返した。
ミラーの代理をしていたフレミングが、依頼人は宣誓供述書を通読しなければならな
いと指摘した。それは「残念ながらいくばくかの時間を擁する雑務」なので、猶予をくれ
という。ヌスバウムは手厳しく応じた：「ミラー氏とピラロ氏が腰を落ち着けて宣誓供述
書を読めば、そんな雑務は数時間で終わりますよ」。場の雰囲気が険悪になるにつれ、フ
リッツ・シュワルツはミラーとピラロを批難して、かれらは自分のライフスタイルを通し
たがっているだけだと述べた。
チャック・フィーニーは一一月一八日にロンドンで合衆国弁護士ロバート・ドルセのも
とに宣誓をおこない、かれのゼネラル・アトランティック・グループにおける資産は DFS

の株式三八．七五パーセントを含めて、取り消し不能な形で一九八四年に「もっぱら公益
および慈善を目的とする」アトランティック財団に譲渡、一部はのちにアトランティッ
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ク・トラストに譲渡されているという供述書を提出した。これはかれらが DFS株を売却
する能力について「いかなる拘束にも同意しなかっただろう」という点を強調するものだ
とフィーニーは述べた。アトランティック財団はこの時点までに五億ドル以上の助成金を
投じてきた世界最大の国際的慈善団体の一つであるとかれは明かした。慈善事業の寄付責
務を果たすには、持株が自由に譲渡できるようになっていなければならない、さもないと
投資収益に適切なリスクとボラティリティを持たせることができない、というのが主張
だった。
フィーニーの個人的な法律顧問だけが、フィーニーがすべてを手放したことを前もって
知っていた：フリッツ・シュワルツはしばらく財団の理事会に加わっていたのだ。弁護士
たちも依頼人たちもみなかれの宣誓供述書にアクセスできたが、この爆弾は報道陣には漏
れなかった。しかしフィーニーの供述はベアトリス・シェインスイット判事への提出書類
に含まれており、彼女の判断は賢人の裁定後に示されるはずだった。話が世間に知れわた
るのは時間の問題だった。
ボブ・ミラーの弁護士のピーター・フレミングは、アルノーが買い手として受け入れら
れないことをミルスタインに納得させようと、一二月初旬に賢人に提出した書類でアル
ノーのビジネス倫理を激しく非難した。このフランス人実業家はまるで信用できないとフ
レミングは主張した。サンデー・タイムズ紙は LVMHを掌握するための四年間にわたる
アルノーの働きかけは「これまでフランスで見た中でもっとも卑劣な企業戦争」と評して
いたし、メール・オン・サンデー紙はアルノーについて、LVMHを掌握するための現金を
手に入れる手段として、少数株主のいるクリスチャン・ディオールとボン・マルシェの両
社に多額の負債を背負わせたとアルノーを非難していた。フレミングは、ミラーとミラロ
が少数株主になったときのためにアルノーが厳しい協力非介入同意書に署名してかれらの
利益を守るよう要求した。
パーカーはこれを読んで衝撃を受けた。「かれらはアルノー氏について、かれがどんな
に悪人かあらゆる書類を提出しました。個人的な訴訟においてはこのような書類が一般に
公開されると聞いてわたしは愕然としました」と、パーカー。
アルノーとミラーの反目はニューヨークの社交界に小さな危機をもたらした。ミラーの
娘のマリー＝シャンタルはギリシャのパウロス皇太子と結婚してマンハッタンに住んでい
たが、彼女は一二月九日のメトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュート舞踏
会――マンハッタンの正装行事の時期でもっともきらびやかなイベント――の共同司会者
を降りた。ベルナール・アルノーが主賓の一人だったからだ。
賢人は一二月一二日にミラーとピラロの立場が少数株主として保護されることを確証す
る一通の手紙と箱詰めの書類をアルノーから受け取った。箱には賢人親展として投資銀行
家たちによる機密扱いの報告書と内部メモが入っていた。弁護士たちは午前中ずっとミル
スタインがこれらを読むべきか否か議論したあげく、ようやく非公開で読むことに同意し
た。ミルスタインは LVMHの書類をつつきまわそうとしたが、そのときはじめてすべて
がフランス語で書かれていることに気づき、フランス語を話せる同僚の助けを借りるはめ
になった。
ミラーとピラロは現実を認めようとしていないとヌスバウムが非難して、会議は後味の
悪い終わり方をした。これはいい取引だとかれは言った。「ミラーもわかっている。ピラ
ロもわかっている。かれらはわかっているのだ。この取引で利益が得られるとわかってい
る。だが、かれらのものではなくなってしまう。ミラーがよく言う『わたしの会社』では
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なくなってしまうのだ。『わたしの申し子』ではなくなる。それがこの件の正体だ。これ
は経済と害の話ではない。エゴと名声の話だ」。フレミングは激怒した：「取り消せ、バー
ニー、削除しろ」。賢人がとりなして言った。「そういう議論もあり得る。だがそれがわた
しの決定の根拠にならないことは約束しよう」。
ここにきてトニー・ピラロはホノルルの DFS営業権の将来について疑問を提起するこ
とでかれとミラーの主張を強めようとした。DFSの所有者が変われば、ハワイ当局は免
税業の営業権を撤回できた。この問題はホノルルで一二月一三日におこなわれる土地天然
資源委員会会議の議題にあがっていた。八人からなる委員会は新しい所有権の取り決めが
どうなろうと支持する予定だったが、トニー・ピラロはハワイ時間午前五時三〇分にホノ
ルル DFS代表のジョン・リードに電話して、かれと二人で売却の承認を翌年まで議題か
ら外すよう懇願した。リードがこの依頼をサンフランシスコの DFS本社に報告したとこ
ろ、介入するのは不適切であろうという助言が返ってきた。DFSのマイロン・ウルマン
会長も、やはり秘密裏にアイラ・ミルスタインに事態を報告した。
一二月一二日にホノルルのパンチボウル通りの事務所に招集された委員たち八人の一人
は、DFSの所有者たちの紛争にかれらが巻きこまれる理由をリードに尋ねた。リードは
こう答えた。「どういうことか全容をお話しましょう。われわれの少数所有者たちはいま
大海の大きな魚ですが、もしこの譲渡がまとまればかれらは大海の小さな魚になってしま
う。そしてもしこの譲渡がまとまれば、少数所有者たちは五年間何の配当も受け取らない
ことになります」。アンソニー・タキタニによると、会議でミラーとピラロの代理人をつ
とめたリードは、配当金が LVMHの債務返済にあてられてしまうのだと主張したという。
委員会は DFSの売却は何の問題にもならないと言明した。
実はベルナール・アルノーはこの二日前に、株主たちに対してそれまで通りの九割配当
を LVMHが払い続けるのは無理だが、「もっと一般的に、五割を下限として」支払うとミ
ルスタインに話していた。
トニー・ピラロはここに至ってリードの発言を引用してミルスタインに直訴した。「ク
ラリオンの音が響きわたっている、アイラ」と、かれは一二月一四日付の手紙に書い
た。「ボブとわたしは保護されていない。われわれはほぼ二〇億ドルを危険にさらしてい
る……」。アルノーは負債を払う必要があるから、少数株主になってしまったらかれとミ
ラーは配当を得られないだろう。賢人はかれらを保護するべきだ。かれは一九七七年に三
四〇〇万ドルだった DFSの配当が一九九五年に三億九〇〇万ドルに上昇したことを示す
記録を同封していた。わずか二十年間に満たないうちに二八億五〇〇〇万ドルの現金が四
人の所有者の口座に流れ込んだ。賢人の決断には利害が絡んでいた。「あなたにはわれわ
れを守れるし、守るべきであるし、守ってくれることを願う」とピラロはつづり、売却を
止めるかあるいはピラロたちが LVMHを上回って多数支配を及ぼせるようにフィーニー
とパーカーの持株の九パーセントをかれらに売るよう命じてほしいと賢人に依頼して手紙
をしめくくった。
裁定書を作成していた賢人は一二月一五日にピーター・フレミングから最後の訴えを
受け取った。フレミングはアルノーが「少数株主を根本的に軽視」していると責め、アラ
ン・パーカーは「恥知らずにも」賢人協定に定められた義務を回避しようとしていると非
難した。かれはミラーの推薦者で DFS役員会に名を連ねる八〇歳のローレンス・ラック
マンの手紙を同封していた。かれはブルーミングデールズの代表としてニューヨークの一
デパートを全国チェーンに変えた人物だった。ラックマンは小売業と製造業を一体化させ
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ることで大企業が負いかねない打撃について警告していた。ブルーミングデールズが成功
したのは、ひとえに損失を出していた組織内の薬・化粧品製造会社を処分したからだとか
れは述べた。
手紙の写しを入手したヌスバウムは、ミラーがラックマンを通して猶予を求めている旨
を非難する手紙を書き、リードが配当金に関する LVMHの計画を知り得たはずがないと
述べた。
一二月一七日の火曜日に、ようやく賢人が決断を下す用意が整った。フィーニーは寒々
とした――予報は雪だった――通りを歩いて、八番街五二丁目のワールドワイド・プラザ
に位置するクラバス・スウェイン＆ムーア法律事務所に向かい、裁定が下るのを待った。
かれに有利な裁定であれば売却は承認され、所有権はただちに譲渡されることになる。
イタリア風の緑と深紅の大理石にドイツ製木材をあしらった法律事務所の優美な会議室
に、約三十人の弁護士、投資銀行家、銀行関係者、署名者、その補佐たちが集まった。署
名するべき書類が卓上に並べられ、だれかがファックスを運び込んできてコンセントにつ
ないだ。LVMHの弁護士も到着した。かれは数日前から数億ドルの小切手をポケットに
入れて歩きまわっていたとアラン・パーカーは振り返る。手紙、法的書類、預金伝票が卓
上に並んだ。JPモルガンの関係者は、小切手と預金伝票を持って銀行へ駆けつけられる
ようにとスニーカー履きで現れた：クリスマスを前にしたマンハッタン街の交通渋滞でタ
クシーを見つけようとはせずに。金はただちに預ける必要があった：十億ドルは一晩あた
り何万ドルもの価値になった。ニュージャージーにある別の銀行も、業務時間後にミルス
タインが自分たちを支持する裁定を下した場合に決済ができるように待機していた。だれ
もがコーヒーをすすりながら待ちかまえていた。
「望み通りの決断が出れば、数分で契約をまとめる必要がありました。負けた側がただ
ちに裁判所へ行って調停規定を禁止させ、訴訟全体を公にして物事の進行を遅らせてしま
う恐れがあったからです」と、ハーヴェイ・デール。「でも取引がすでに終わっていれば、
裁判所がそれを覆すことは決してありません。だからさまざまなことを非常に素早く運ぶ
必要がありましたし、この取引締結は複雑でした。未定の部分をいろいろ固める必要が
あったのです」
午後三時三〇分にファックスが鳴った。ミルスタインの裁定が一一頁流れてきて、よう
やく「売却は続行とする」という文字が現れた。賢人は一つ条件をつけた――少数パート
ナーたちは保護され、LVMHは DFSに独立事業を続けさせる規定の協力協定に署名する
というもので、アルノーはすでにこれに同意していた。
だれかが「行くぞ！」と言うと、部屋中がいきなり動き出した。購入用の小切手が「こ
ちらで七億ドル、あちらで四億ドルと」署名されたとクリス・イークスリは笑って言う。
JPモルガンのスニーカー履きの男は駆けだしていった。LVMHの弁護士が協力協定に署
名すると、配達人がその複製を一七ブロック離れた五番街にあるアイラ・ミルスタインの
事務所へ大急ぎで届けた。ニューヨーク最高裁判所には、ミラーとピラロが差し止め命令
を求めた場合にフィーニーに対抗する機会が与えられるよう求めるチャックの弁護士のフ
リッツ・シュワルツの署名入りの手紙がファックスで届けられた。これは必要なかった。
「裁定後、かれらが差し止め請求をして小切手の決済を停止しようとするものと思いこん
でいたのですが、かれらはそうしませんでした」と、パーカー。最後の書類の署名と立
ち会いが終わり、JPモルガンによる小切手の決算が済んだときには午後八時をまわって
いた。
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チャック・フィーニーはベルナール・アルノーから財団宛に現金一六億二七五〇万ドル
を受け取った。アラン・パーカーは八億四〇〇〇万ドルを受け取った。
ミラーとピラロは敗北を半ば予測していた。「アイラが決定を出したのは三時でした」
と、ピラロは振り返る。「その直後にチャックとアランの取引がまとまりました。直後で
すよ！ 　ですから明らかにかれらの弁護士たちは前もって決定が自分たちを支持するも
ので、取引がおこなわれると知っていたのです」
チャック・フィーニー、アラン・パーカーと十数人の弁護士たちはその夜、西四六丁目
のローマ風ユダヤ料理で有名な家族経営のレストラン『ラッタンジーズ』の小部屋でシャ
ンパンを開け、祝賀晩餐会を催した。客の中に LVMH――モエ・シャンドンの生産者――
が雇った弁護団の幹部が二人いることにイークスリは気づいていたが、シャンパン代は
DFSの売却者たちが払った。かれらにはそれだけのお金があったのだ。
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第 25章

戦略ミス

ボブ・ミラーとトニー・ピラロは諦めたわけではなかった。賢人の裁定日に即時差し止
めをもとめることこそなかったが、年明けにニューヨーク最高裁判所に戻って、賢人は権
限を逸脱しており、売却を認めたかれの決定は無効であると裁定するようにシェインス
イット判事にもとめた。「われわれは非常に迅速な措置を求めていました」と、ピラロ。
判事は一九九七年一月一〇日の金曜日に、一ヵ月以内に賢人の決断を覆すべきでない理由
を示すようチャック・フィーニーとアラン・パーカーに命じた。
だがこの翌月に LVMHは、三〇日間にわたる反トラスト期間の終了をもって、DFSを
管理下におさめた。持株と資金が譲渡され、取引は終了した。アルノーは支配権の獲得に
成功したものの、市場は DFSの買収がフランスのファッション帝国の収益性に影響を与
えるのではないかと恐れて LVMHの株価に打撃を与えた。
ピラロはアイラ・ミルスタイン個人に対しても、「クラリオンの音」を無視して競争相
手に対する売却を許し、「委託された権力」の義務に違反したかどで訴訟を起こそうとし
た。しかしピラロの法律事務所スカデン・アープス・スレート・メーガー＆フロムがこの
訴訟を扱うのを辞退したため、この一件は取りやめになった。
ピラロにはもう一枚切り札があった。ハワイの小売業をめぐる、未解決の根深い紛争を
蒸し返したのだ。一九九一年二月二〇日の賢人協定は、フィーニー所有のハワイアン・リ
テール・グループを一九九三年一月三一日までに第三者に譲渡するよう定めていた。しか
しフィーニーは何もせずに、期日を一九九四年一月三一日に延長していた。またしても何
も起こらなかった。さらに出遅れと延期が重なり、一九九六年一月にピラロは、ゼネラ
ル・アトランティックに命令してハワイアン・リテール・グループの所有権を DFSに譲
渡するよう賢人にもとめた。フィーニーはこれに応じて一九九六年三月二五日にハワイア
ン・リテール・グループを四人の DFS株主が所有する団体に売却するという原則合意に
署名した。だがそれから十ヶ月がたっても、やはりなにも起こらなかった。
「初日からチャックは賢人協定のその部分をあっさり無視していたのです」と、クリス・
イークスリは語る。「ひたすら引き延ばされるばかり。われわれはリテール・グループの
再編策に何時間もつぎこみました――でもまったく実行しませんでした。とても賢明なこ
とにね。最終的には何の意味もないような計算をあれこれやったもんですよ」
一九九六年からハワイアン・リテール・グループを経営していたマイク・ウィンザーの
回想では、あるときフィーニーは同グループを DFSの所有者たちの選んだ特別慈善団体
に譲渡しようと提案したそうだ。「でも他の所有者たちがそれをはねつけました。かれら
はこの件でチャックに嫌な思いをさせたかったのですよ。他の三人は合理的な解決策よ
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りも、勝つことを望んでいました。われわれがハワイアン・リテール・グループを売らな
かったのは、チャックがそう望まなかったからです。わたしは前々からこの戦いの中で
チャックに尋ねていました。『ねえ、この小売業はまったく儲かっていませんよ。続ける
価値がない。処分しませんか？』するとかれはこう言いました。『かれらはわたしを怒ら
せたんだ。折れるつもりはない』」
ピラロは一九九七年一月二日に第二弁護団のアンソニー・ジェノベーゼに指示してアイ
ラ・ミルスタインに手紙を書かせ、フィーニーにハワイの店舗を DFSの四人の株主に譲
渡させるか、もしフィーニーがこれらの小売店を継続事業体として二週間以内に譲渡しな
ければ一九九六年三月二五日にさかのぼって一日当たり五万ドルの罰金を払わせるよう要
求した。ミラーはピラロにならって、その翌日に手紙で同じ要求をしてきた。フィーニー
は一月一七日までにピラロ、ミラーの代理人との打ち合わせを設定して譲渡を実施するよ
うイークスリに指示した。今度は問題ないだろうとフィーニーは言った。
まもなくこの余興はもっと劇的な事件にかき消された。ピラロは飛行機でロンドンに向
かい、クラリッジ・ホテルにチェックインすると、アルノーの買い上げ案が失効する一月
一五日の水曜日にミラーを昼食に招待した。かれらはバークレー・スクエアのすぐそばの
マークス・クラブというピラロが会員になっている内輪の会食クラブに行き、ピラロが指
名した DFS役員会の取締役リック・ブラドックもそこに加わった。
布張りの壁に油絵がかかった部屋のアンティークのテーブルでメイン料理に手をつけな
がら、トニー・ピラロは持株二．五パーセントを買うというベルナール・アルノーの提案
をやはり受けることにしたとミラーに語った。かれの場合は総額にして一億一千万ドルに
なった。ミラーは唖然とした。「きみにはきみの道がある」と言うのがやっとだった。
「昼食の最中にトニーは『ボブ、わたしは売ることにしたよ』と言ったのです」と、ミ
ラーは振り返る。かれは三二年前に、会社が倒産すると思いこんだピラロが辞めていった
ときのことを思い返していた。「残念ながら、これがトニーのやり方でした：さんざん大
騒ぎしておいて、最後の最後になって考えをころっと変えてしまえるのです」と、ミラー。
ピラロはボブにも売るように促した。かれはアルノーと戦う「ピット・ブル（テリア）」
だったとピラロは指摘した。本当にかれは残留したかっただろうか？ 　かれらは持株に
対してフィーニーとパーカーより多くを得られるかもしれない。アルノーはかれらが応じ
たなら買い取り価格に上乗せすると話していた。「電話をして上乗せがまだ有効か聞いて
みよう」とピラロ。
昼食を終えるとかれらはアルノーに電話をするためにカボット・スクエアのモルガン・
スタンレーの事務所へ行った。巨額が絡んでいたために事務室が一部屋用意されて、モル
ガン・スタンレーのアンソニー・J・テナント上級顧問がかれらの代理で電話する役にあ
てられた。テナントはクリスティーズ・インターナショナル社の重役職にあったが、後に
サザビーズの重役会のアルフレッド・タウブマン議長と競売手数料率の不正操作を共謀し
た容疑をかけられた：タウブマンは起訴されたが、容疑を否認したテナントは身柄を引き
渡されることなく裁判を逃れた。
「テナントが電話をして、『こちらにピラロ氏とミラー氏がおられます。若干質問がある
そうです。あなたが提示した上乗せ分について知りたいとのことです。上乗せがあるので
すか？』と、尋ねました」と、ピラロ。「アルノー氏は『割増の重要性はわかっています』
と言いました。テナントが『上乗せはありますか？』と訊くと、かれは『その件について
いまは答えられません』と答えました。わたしはテナントに『いつ答えられるか訊いて
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くれ』と言いました。するとアルノー氏は『金曜日』と言ったのです。その日は水曜でし
た。われわれの売却オプションはその日で失効です。『テナントさん、アルノー氏にわれ
われの売却期限を金曜に延ばしてくれるか訊いてくれないか』と言ったところ、アルノー
は「だめです」と答えました。そこでわたしは言ったのです。『今日売却オプションを行
使するから、わたしの弁護士から連絡がいくと伝えてくれ』」
アルノーが「少なくともこれで一人は押さえた」と言ったのが聞こえた。ピラロは「少
なくともピラロには売らせた」という意味だと解釈したが、後になって「少なくともミ
ラーは残されたから、DFS掌握のにあと一六億ドル払わなくても済む」という意味だっ
たのかもしれないと思った。
ミラーはその日「とても内にこもって東洋的で読みにくかった」と、ピラロは振り返
る。「アルノーはわたしをとても嫌っていたから、わたし抜きなら二人はもっと友好的な
関係になれると思ったのかもしれない」。ピラロは持株二．五パーセントを一億一〇〇〇
万ドルで売却しようと提示したが、ミラーは関心を持たなかった。かれはその後 LVMH

から競業禁止協定に署名するようもとめられた。「『ああ、何だって署名するよ』と言いま
した。DFSからは手を引いたのです」
ピラロが売却した日、チャック・フィーニーとアラン・パーカーはパリの一流レストラ
ンでアルノーと祝賀晩餐会を開くことになっていた。晩餐の前に二人はアルノーの事務所
に立ち寄った。ラザードの銀行家が階段を駈け降りてきて言った。「信じられないことが
怒りました。たったいまトニーが署名したんです」
およそ二十人が出席した晩餐会の雰囲気は幸福に満ちあふれていた。フィーニーはアル
ノーと、かれの妻でカナダ生まれのほっそりした金髪のピアニスト、エレーヌ・マルシエ
に挟まれて上座に座った。
ハーヴェイ・デールは、売却するというピラロの決断をほぼすぐに知らされた。「信じら
れませんでした。かれはこの取引をけなしていましたから」と、デールは振り返る。デー
ルはアイラ・ミルスタインに電話をかけた。賢人は打ち合わせ中だったが、デール弁護士
は電話に出るように強くもとめた。ミルスタインが電話に出た。「トニー『行使』！」と、
ハーヴェイ・デール。「なんだと！」とミルスタインは言った。
ある春の日、ピラロはスイスのクシュタートに構えたシャレー風の邸宅でコーヒーを
飲みながら、DFSに残ることを考えたことは一度もなかったと振り返った。「契約がまと
まってしまえば、わたしがベルナールの少数パートナーになるべき理由がないでしょう？
　かれが支配していたんですよ」。ピラロはアルノーからトラブルメーカーだと思われて
いることに気づいていた。もともと売却に反対したのは間違いだったとかれは認めてい
る。「チャックは時機をみる天才でした。未知の要素、どこか何かがおかしいという感覚
に鋭かった。会社でも、かれがやってきて『何かやろう』と言って、別の針路をわれわれ
がとってみたがかれが正しかった、ということが一度ならずありました」
ミラーとピラロの関係が修復することはなかった。「わたしはトニーには、失望したど
ころの話ではなくて、以来かれとあまり話していないのです」と、ミラー。ピラロと賢人
の友情もやはり終わってしまった。数年後にミルスタインはピラロに宛てた手紙で、それ
までアルノーの仕事をしたことはなかったが、その LVMH会長から法的問題において代
理人になるようもとめられたことを知らせたかった、と伝えた。ピラロは次のような返事
を返した。「われわれはもう大人だし、昔のよしみもあるが、これは言わせてほしい。あ
なたがやった（DFSの売却を認めた）ことは委託された権力に反するし、あなたには貸し
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があるとわたしは信じている」。それきりかれらは連絡をとっていない。
クリス・イークスリはこの日、フィーニーのハワイ店舗売却交渉でピラロの弁護士のク
レイグ・レオナードとニューヨークで会っていた。「そこでトニーが売却を決めたところ
だと聞きつけてからは、もうハワイアン・リテール・グループに関することはほとんど何
もやりませんでした」と、イークスリ。もうだれも興味がなかった。ハワイ店舗はゼネラ
ル・アトランティックの所有物のままになった。
ピラロが去ってアルノーが DFSの実質的な所有者となると、ミラーとピラロの訴訟は
行き詰まった。二月の審問にかけられる訴状からは、ピラロの名前は「その後復帰を認め
ない」との条件つきで削除されていた。ミラーは訴訟をこれ以上すすめるつもりはないと
弁護士たちが判事に伝えると、三月二七日まで休廷となった。
一方でミラーは三八．七五パーセントの持株に対してもっと高い価格をアルノーに要求
し、ある時点では取引がまとまったかと思いこんでいたが、LVMHのボスはそれを拒否
した。結局上乗せはなしだった。かれは少数株主の立場に甘んじることになった。
何年もたって、ミラーはイギリスのヨークシャーの狩猟小屋で「この一件はわたしに
とってかなり衝撃的な影響を与えました」と振り返った。「わたしは体調を崩して帯状疱
疹になりました。当時の精神的な動揺のせいだと思います」ミラーは自分のおこないが正
しかったかどうか悩み、自分の弁護士たちが事業のやり方をこきおろしたベルナール・ア
ルノーとの今後のつきあい方を気にしていた。「アランが売ると決めた時点で、もう話は
決まったも同然」だとわかったし、トニーにも裏切られた。かれが留まったのは DFSと
のつながりを断ちたくなかったため、そしてアルノーからもっと高値を引き出せると思っ
たためだとミラーは語った。
『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙は、ミラーが「大手納入業者でもある筆頭株主
に公然と対立する、不満を抱いた少数株主になってしまった」と報じた。フランスの経済
記者エリー・ルチエは、アルノーが「気のいいロバート・ミラーを手玉にとり」、ミラー
は「不愉快ながら」株主の一人として残ることに決めたと書いた*1。
だが、チャック・フィーニーに「un blue」――青二才――のように手玉に取られたの
は、アルノーのほうだと感じた者もあったと、ルティエはある大物実業家の言葉を引用し
ている。その実業家によれば、フランスのファッション業界の大物は一九九六～一九九七
年のアジア金融危機の直前に DFSを買収するという紛れもない戦略ミスをしたという意
見だった。
アルノーが取得したこの資産は、確かにどんどん目減りしつつあった。売却交渉がおこ
なわれた一八カ月間で、DFSの売り上げは三〇億ドルから一五億ドルに落ち込んでいた。
日本の不況、アジア経済の低迷、ヨーロッパ通貨の弱体化で DFSの中心顧客層の消費額
は少なくなっていた。配当は枯渇した。売却の一年後に三二〇人が解雇され、香港店は史
上初の赤字を出した。DFSの母艦であるハワイでは、一九九五～一九九六年に四億二六
〇〇万ドルだった売り上げが一九九九～二〇〇〇年に二億二九〇〇万ドルに落ちた。ル
イ・ヴィトン、セリーヌの専門店が DFSギャラリアに入ったにもかかわらず、四半期の
利益は二〇〇〇万ドルを下回るという報告が二〇〇〇年までに出された。
ミラーにとって一つ有利だったのは、アルノーに対して相当な拒否権を持っていたこと

*1 Airy Routier, L’ange exterminateur: La vraie vie de Bernard Arnault (Éditions Albin Michel

S.A., 2003)
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だ。賢人は LVMHが DFSに十年間は干渉しないようにしていた。このフランス企業は
ミラーの了承なしに重要な新戦略を採用することもできなかった。ミラーは新たなパート
ナーと同床にあるのなら、それを最大限に利用しようという姿勢をとった。ミラーはベル
ナール・アルノーに対して、かれの払った代価がいつか妥当なものとなるようにできる限
りのことをしようと語った。それはミラーの利益でもあった。いまでは二人はうまくやっ
ているとミラーは語る。
チャック・フィーニーとの関係の面でいえば、対立はミラーにほとんど影響しなかった。

「いずれにせよ当時われわれはよそよそしい間柄でした。わたしは一九九六年以来チャッ
クにほとんど会っていません。すべてのパートナーシップはいずれ壊れる。ビートルズさ
えもね。そして妻たちが絡むと、ことはきわめて複雑になる。われわれは持てあますほど
の金を手にしました。だからだれもが幸せなのです。どうでもいい。気にかけるほどのこ
とではないのです。LVMHはチャックとアランの分をとてもいい値で買い上げた。かれ
らがその金を手にして幸せでありますように。わたしが同じときに売らなかったことを後
悔しているかって？ 　わかりません。それはずいぶん考えてみましたよ。それだけのま
とまった金が今よりわたしを幸せにしてくれたかどうかはわかりません。わたしは DFS

と会社を心から愛しています。でもあの『賢人』アイラ・ミルスタインとの法的な事柄は
みな、はっきり言うとまったくの戯言でした。あんなややこしい弁護士沙汰なんか必要な
かった。弁護士たちは人を引きずり込んで、話を実際よりややこしくしがちだ。当時われ
われは莫大な法的費用を払っていましたが、それが結果に少しでも影響を与えたとは思い
ません。騒ぎがおさまってみると、時間とエネルギーと金の莫大な浪費にすぎなかったと
わかるのです」。

DFSの成功はかれらが適時適所にいたという事実から生まれた、とアラン・パーカー
はレマン湖の岸辺の豪邸で振り返る。「だれもあの事業には一銭も金を注ぎ込んでいませ
ん：そして八〇億ドルだか何だかを引き出したのです。そこまで頭のいいやつなんかいな
い。いろんなことが、たまたま自分たちの都合のいいほうに向いていただけのことです」。
数ある中でも最大の決断へ導いたのは、事業の下降を見抜いたチャックの洞察力だったと
かれは信じている。もっとも良かったのは、縮小して解雇が避けられなくなる前に DFS

を売却したことだった。
「われわれにはつらい経験になったでしょうし、他の人たちより上手にできたとも思え
ない。何千人もの人々を解雇するのは、わたしとチャックには本当にこたえたでしょう
ね。一九九七年以降、かれらは約五〇〇〇人を解雇しました。われわれのように寛大に
やってきた者にとっては、どう考えても災難だったはずです。チャックにはまさに大打撃
となっていたでしょう」。
「かねてからチャックについてもっとも興味深かったのは、かれが物事を決断するやり
方でした」と、何年もたってからアドリアン・ベラミーは振り返っている。いまやボディ
ショップの常勤会長を務めているロンドンでのことだ。「チャックを分析してみても、か
れが決断に至るにあたって、ほとんどの人が意志決定するときのまともなやり方と比べて
みると、まったく一貫したやり方がないようで、そこそこ冷静に人々といろいろ話し合う
んです。おびただしい数の人々におびただしい数の質問をするのです。どこを目指してい
るのか、見当もつかない。気がついたときには、かれはそこに到達しているのです。もっ
とも興味深いのは――いかにして会社を売却するべきだと信じるに至ったか、いかにして
LVMHの問題を乗り切ったか――あれは『みんなで部屋にこもって、売るべきかどうか
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決めよう』という状況ではありませんでした。かれは他のほとんどの人たちよりも先を
行っていたのです。チャックはどうやって検討したのか？ 　わたしは、かれの直感の中
にわれわれには容易に理解できない明敏さがあるという結論に達しました。それは目に見
えるものではないですが、きわめて確かなものです。かれはこの能力で正しいボタンを適
切な時に押すのです。普通の知的なやり方でそこに至るのではなくて」
フィーニーは「この取引をあの時期にあの価格でできたのは、わたしの天才ぶりのおか
げだとみんな言いますがね」と、PJクラークスの混み合った奥の部屋で昼食をとりなが
ら語った。「天才なんかじゃない！ 　もっと早くに、おそらくもっと少ない金額でも売っ
てましたよ」。そしてそもそも大もうけできたことだって、自分に何か他人とちがうとこ
ろがあるからではなく、ただの「まぐれ」だったと主張した。かれはしばしば「ボブの立
場があったおかげで結果的に最高価格を得ることができたんじゃないか」と考える。かれ
はミラーが売らなかったことを心底後悔しているだろうと推測していた。二〇〇五年時点
での DFSの資本価値は約一〇億ドルに下がったと推定され、ミラーの持ち株は四億ドル
になっている。この期間の利息を無視しても、かれが売っていれば手にできた金額の四分
の一だ。
トニー・ピラロは、アルノーがあんなに高い金額を支払ったのは、自分が競争をもたら
したからだと主張して、チャックに言った。「競争があったという事実を軽視してはいけ
ないし、競争には価値を維持する傾向がある」
カミュのコニャックとアルマニャックをかれらのカミュ・オーバーシーズ社（COL）を
通じて販売するという四人の所有者たちの有益な副業も、やっかいな結末を迎えた。売却
交渉の中でジャン＝ポール・カミュは、売却が成立したらかれらと結んだ特別契約はど
うなるのか尋ねる手書きの手紙を DFSの所有者たちに送ってきた。カミュはいまだに最
恵コニャック待遇を受けていた：過去四年間に DFSは二億四二〇〇万ドルに相当するカ
ミュ・コニャックを売り上げていたが、ヘネシーのブランデーは売上五〇〇〇万ドルだっ
た。ヘネシーを所有するアルノーがこれを逆転させるのではないか？ 　アルノーは、長
年の取り決めには干渉しないと保証した。だがカミュには他にも問題があった。カミュが
自分で生産しているのは自社の「酒」のほんの一部だけで、大部分は外部から買い付けて
おり、そのために莫大な借り入れが必要だった。カミュは倒産寸前で、銀行はかれらの負
債を肩代わりしてくれる相手を捜していた。フィーニーとパーカーはパリの某銀行でおこ
なわれた会議に出席をもとめられた。フランス人銀行家が一〇人から一五人はいたとパー
カーは振り返る。銀行家たちはこう言った。「あなた方はカミュで大金を稼いでいるのだ
から、これはあなた方の問題であってわれわれの問題ではありません」。パーカーは「わ
れわれはカミュと契約していますから、この契約を守って購入を約束したコニャックを
買います。それだけです。あとはあなたがたの問題だ」とやり返した。フィーニーとパー
カーは銀行から立ち去った。モルガン・スタンレーは COLを六億ドルと評価したが「最
終的にはすべてをただでカミュに渡しました。世界規模の販売権をわたすかわりに、その
後はもう巻き込んでくれるなと言ったんです」と、パーカーは語る。
独自の事業展開を目指して一九六五年に DFSを離れたリー・スターリングとジェフ・
マールシュテットは、かつて自分たちが一部を所有していた会社が数十億ドル規模で売
却されたと聞いた当時のことをこう振り返る。「辞めたのが数年早すぎましたね」と、ス
ターリング。「後悔はしていませんが、残っていればよかっただろうなあ！」「残念かっ
て？」とマールシュテット。「まともな人ならだれだって言いますよ。『もちろん！』」
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DFSを売り払ってから、チャック・フィーニーとアラン・パーカーはその売却益の中か
ら、長年勤めてきた免税店の従業員たちに小切手を送るよう手配した。このためにフィー
ニーは二六〇〇万ドル、パーカーは一三五〇万ドルを取り分けた。資格を与えられたのは
五年以上勤めた部店長、一〇年以上勤めた従業員、一五年間勤めあげて過去五年以内に辞
めた従業員だった。フィーニーは送り状の中で、その小切手は「われわれの好意、敬意、
思いやりを示すことを意図した」贈り物であると説明した。
これは実業界ではほとんど前代未聞の寛大な行為だった。フィーニーとパーカーのもと
には、小切手が届くとは想像もしておらず大喜びの雇用者たちから、何百通もの手紙がよ
せられた。ホノルルの製造部長は、雇用者たちが封筒を開けると「歓声がおこり涙が流
れ、気が動転して座り込んでしまう人もいた――気前の言い贈り物を受け取ったときのあ
らゆる感情」がみられたという。ワイキキ免税店のある女性は、贈り物があると知らされ
て、腕時計か財布だろうと思っていた、とアラン・パーカーに語った。「その翌日出勤す
ると二通の手紙を渡されました。まずあなたの手紙を開け、心臓が少し止まったようで、
ものが考えられなくてショックに陥りました。ひたすら泣けて、ただ信じられませんでし
た。それからフィーニーさんの手紙を開けたんです！ 　仕事を始める前に部長の一人に
なだめてもらうはめになりましたよ」

DFSにはチャック・フィーニーとアラン・パーカーが所有者だった時代への懐古の情
が大いにある。二人とも――特にフィーニーは――DFSに思いやりの文化を吹き込んだ
とベラミーは語る。「チャックはいつも弱者、女性店員たちとその家族を支援していまし
た」。かつて DFSは幸福な会社で、人々に端々まで愛されていた。「いつも年末にはパー
ティーを開き、経営陣はおかしな格好をしてステージに上がり、女性店員たちがどんなに
よくやっているか彼女たちに語りました。われわれは人々にいい給料を払い、いい手当て
を与えました。それがだれよりチャックに由来するものだったのは明らかです」
雇用者たちは二〇〇六年一月にワイキキで、給付金と労働条件が売却以降悪化している
ことへの失望を公然と表明した。医療制度、奨学金、もとの所有者たちが導入した報奨金
の水準は、いまやもう過去の話だとかれらは述べた。九月一一日のテロが航空ビジネスに
打撃を与えて、ふたたび人員削減された DFSギャラリアでは、さらなる解雇が噂されて
いた。
「ハワイを訪れる日本人旅行者は若くなりましたし、もう何度も来たことがある人ばか
りです」と、かつてDFSハワイで在庫管理者を務めており、現在ジーンズ会社を営むフィ
ル・フォンはホノルルの倉庫で語った。「いまのDFSはコスト削減と効率性をますます重
視するようになりました。売却前とは一〇〇パーセント異なる文化です」。かれは一九九
八年に DFSホノルル会計部の三〇人に解雇を告げるようもとめられたと言う。そしてこ
の不愉快な仕事を終えるやいなや、かれ自身の仕事も廃止になって、ただちに辞めるよう
に言われたのだった。
二〇〇六年一月にハワイのワイキキ DFSギャラリアでチャック・フィーニーの名前を
口に出したところ、年配の店員が嬉しげに顔をくしゃくしゃにした。彼女は両手を握りし
めた。「ああ！ 　フィーニーさんのことは覚えています。本当にいい方。一万ドルをわた
しに下さいました。パーカー氏は二五〇〇ドル。小切手を受け取ったとき、夫は『桁がま
ちがってないか！』と言いました。わたしたちは本当に感謝でいっぱいでした！」
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第 26章

「見事な作戦行動」

チャック・フィーニーの財団が所有する DFS株式の売却により、匿名の日々はまさに
終わろうとしていた。賢人およびニューヨーク最高裁判所宛の意見書は、かれが免税帝国
の所有権を慈善団体にひそかに譲渡したと明言しており、それがいつマスコミにアクセス
されてもおかしくなかった。すでにあふれんばかりの投資と資産の宝箱に一六億ドルが加
わったことで、この財団はこれ以上人目を逃れ続けるにはどう見ても大きくなりすぎて
いた。
ハーヴィー・デールの懸念は、広報を適切に仕切らないと財団の金が汚れていると勘ぐ
られかねないことだった。この二年前に匿名の寄付を装って、アメリカの慈善事業史上最
大の詐欺行為がおこなわれていたのだ。フィラデルフィア出身のキリスト教徒の実業家、
ジョン・Ｇ・バーネット・ジュニアがニュー・エラ慈善事業財団を設立して一定期間に多
額の資金を人々から募って財団に寄付させ、秘密の――存在しない――篤志家たちがこれ
と同額を寄付するとうたって一億三五〇〇万ドルをだまし取っていた。
アトランティック財団は一九九七年一月一三日に存在の秘密「公開」作戦を開始した。
この日、アトランティック財団サービス会社のジョエル・フライシュマン代表はニュー
ヨーク・タイムズ紙の発行者アーサー・（パンチ）・サルツバーガーに電話して、緊急会合
をもとめた。二人は長年の友人だったが、法と公共政策を教えるデューク大学の教授で、
ヴァニティ・フェア誌でワイン評論家を務めたこともあったフライシュマンは、世界的な
大手慈善事業のサービス機関をひそかに運営していることをザルツバーガーに一度も話し
ていなかったのだ。
風邪をひいていたザルツバーガーは、五番街の自宅アパートにフライシュマンを招い
た。そこでデューク大学教授はフライシュマンに話した。「なぁ、パンチ。わたしは自分
が実はどんな仕事をしているのか、一度もきみに話せずにいた。きみが何かきいても、い
つもあいまいな答えしかできなかった。でもやっと仕事について話せる。いよいよあと十
日でこの組織の存在を公表するんだ。ニューヨーク・タイムズの独占記事にしてかまわな
いよ」
この記事の発表は一月二三日木曜日と決まった。ニューヨーク・タイムズの重役マイケ
ル・オレスケスは、ジュディス・ミラー記者と、デヴィッド・ケイ・ジョンストンに話を
すべて洗わせた。かれらはフィーニーの寄付行為と秘密主義にかける情熱が確かに独特だ
という確証を得た。慈善関係の法に詳しいワシントンのカプラン＆ドライスデール法律事
務所のトーマス・A・トロイヤーに連絡したところ、かれは二人にこう請け合った。「こん
な話聞いたこともありませんよ」。デヴィッド・ケイ・ジョンストンはこの発表がどれほ
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ど重要なのか言われるまでもなかった。かれは何年も前から、慈善事業界には定期的に大
学や非営利団体に資金提供している巨大な存在があって、その人物は「匿名」としか明か
されていないことを知っていたのだ。
ハーヴィー・デールは一月二二日に都心のレストランで三人の学友たちと食事をして、
自分が世界最大の私的慈善事業の一つの代表であることをニューヨーク・タイムズ紙が翌
日発表すると明かした。親しい仲間のだれも、かれの隠された生活を知らなかった。デー
ルは国立慈善事業センター所長、そしてニューヨーク大学ロースクールの法学部長に就任
していたが、理事たちにすら資金の出所を話していなかった。頭では公表するのが正しい
ことだとわかっているが、私人でいた頃を心の中で懐かしく思うだろうとかれは語った。
同じ日、フィーニーはジェットエンジンの音が背後で響くサンフランシスコ空港の公衆
電話から、打ち合わせ通りにニューヨーク・タイムズに連絡した。かれはジュディス・ミ
ラーに、秘密を世間に公開する準備はできていると話した。自分は新聞のビジネス面でよ
くいわれるような億万長者ではなくて、はるか昔に DFSの持株や事業も含めたすべてを
バミューダ拠点の二つの慈善団体、アトランティック財団とアトランティック・トラスト
に寄付してしまった。フィーニーの個人資産は二〇〇万ドル以下だが、その事実は家族や
友人など親密な人々にしか知られていなかった。過去十五年間にかれ――厳密にいうとか
れの慈善事業――は、アメリカをはじめとする世界各地での善行に六億ドルを寄付してい
た。いまや残りも寄付にとりかかろうとしていた――DFS売却後により、その残額は約
三五億ドルになっていた。
「とにかく、自分にはもう充分にお金はあると判断したんです。わたしの人生の原動力
にはならない。わたしは見た目通りの人物なんです」と、フィーニーはミラーに語った。
「金に魅力を感じる人もいますが、靴を何足持っていようと、一度にはけるのは一足なん
です」。かれは個人的なライフスタイルの詳細をいくつか打ち明けた。そう、友人たちの
話は事実で、飛行機はエコノミークラスを使うし腕時計は十五ドルのものです、とかれは
話した。
翌日、ニューヨーク・タイムズ紙は『六億ドルを寄付したのにだれも知らなかった』と
いう見出しで、これをトップ記事に持ってきた。ジュディス・ミラーの一八〇〇語の記事
は非常に好意的だった。過去一五年間にニュージャージー出身の実業家が莫大な金額を大
学、医療機関をはじめその他の受益者たちに寄付してきた――が、その秘密主義のために
「ほとんどの受取人たちは後援者がだれかまったく知らなかった」と記事は述べていた。
篤志家チャールズ・F・フィーニーは痕跡をきれいに隠したので、ビジネス誌はかれが何
もかも寄付してしまったことを知らず、長年かれの総資産を数十億ドルと推定してきたと
ミラーは書いていた。さらに彼女の記事には、この機会に秘密保持誓約を免除された受益
者何名かが引用されていたが、みんなかれの寄付のやり方を心底称賛し、おかげで自分た
ちに何ができたかを赤裸々に語っていた。
ニューヨーク・タイムズの取材には同意したものの、フィーニーはいまだ写真は承諾し
ていなかった。タイムズ紙が見つけられた唯一の写真が十七年前のものだったことをかれ
は喜んだ。
念入りに準備された公表計画がすべて円滑に進んだわけではなかった。ニューヨーク・
デイリー・ニュース紙のジム・ドワイヤーもこの日、同じネタを取りあげていた。「かれ
は漏れた情報をつかんだのです。電話攻めにあいましたよ」と、ドワイヤーの電話に出る
のを拒んだデールは語る。ドワイヤーもフィーニーについてきわめて好意的だった。「か
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れに引きつけられました」と、アイルランドで和平交渉について書いていたときにフィー
ニーと会っていたこの記者は振り返る。「けばけばしい富は恥じるどころか褒めそやされ
るもの、というアメリカ社会に何十年間も浸透していた、グロテスクな消費と過剰とは対
照的な人物でした。かれはその浪費を覆して、われわれの社会のすべての毒々しい因習に
挑んだのです」
「チャック・フィーニーは、ドナルド・トランプの全存在を逆立ちさせたような生き様
だった」と、かれはデイリー・ニュース紙に書いた。
フィーニーの姉のアーリーンがニュージャージーから電話をかけてきて、ニューヨー
ク・タイムズ紙の一面に載っているわよと伝えると、チャックは驚いたふりをした。彼女
は「数日たって公立図書館に入るまで待たずに」新聞を買いに出るようにとチャックに
言った。古い知人の一人などはフィーニーが死んでしまったのだと思いこんで、ハワイか
らかれの事務所に電話をかけてきて秘書にお悔やみを述べた。
公表日にハーヴィー・デールは、財団をバミューダにおいたのはよからぬ目的のためだ
という疑いを一掃すべく、二三ページの声明をマスコミに発表した。フィーニーの財団の
理事会は、アメリカの慈善事業団体および教育機関の最高級「紳士録」であると明かした
のだった。
一九九〇年代半ばまで、理事はチャック・フィーニー、ハーヴィー・デール、フランク・
ムッチ、カミングス・ズィルの四人だけだったが「これほどの金にチャック・フィーニー
と二人の弁護士、銀行家一人だけでは本当に何か秘密の魂胆があるようにみえる」という
ムッチの警告を受けて、理事会は拡大されていた。DFS売却の前にアトランティック財
団はつぎの人々を役員に採用していた。ロックフェラー家の相談役でマッカーサー財団の
副会長であるエリザベス・マコーミック、イギリスのパレート・パートナーズの創始者の
一人でロンドン・スクール・オブ・エコノミクスとキングストン大学の理事をつとめるク
リスティン・V・ダウントン、いくつかの権威ある団体の長で、DFS をめぐる争いでは
フィーニーの主席弁護士をつとめたフリッツ・シュワルツ、コーネル大学学長の座を退い
たフランク・ローズ、コロンビア大学名誉学長のマイケル・ソヴァーン。
声明によれば、一九八二年以降に支払われた一五〇〇件の助成金六億一〇〇〇万ドルの
うち、二億九一〇〇万ドルが高等教育に、八九〇〇万ドルが青少年に、四八〇〇万ドルが
非営利部門、二三五〇万ドルが高齢者福祉に費やされたことも明かされた。そのほか一億
四八〇〇万ドルが海外慈善活動に充てられていた。最大の受益団体はコーネル大学だっ
た。声明文には、「典型的な」助成金受領者が二十七人挙げられていた。かれらは適切な
プロジェクトに資金提供を受けたと認めてもいいと許しを得たのだった。アトランティッ
ク財団とアトランティック・トラストの口座が秘密裏に機能していた長年の間ずっと、プ
ライス・ウォーターハウスが会計監査を行っていたことについても、プライス・ウォー
ターハウス側が請け合うと文書にはつづられていた。
何百もの受益者は、それまで資金の出所は数々の匿名提供者の代行をつとめるニュー
ヨークのコンサルティング会社だと聞かされていた。ハーヴィー・デールの補佐を束ねる
クリス・ペンドリーは、その受益者たちに「ファックス攻撃」を一斉送信していた。かれ
らはいまになって、それが作り話だったと知らされたのだ。実は匿名提供者はチャック・
フィーニーただ一人だった。
アメリカの慈善事業界は、謎の活動的な財団を身中に抱えていたというニュースに沸き
たった。この財団が国内に拠点をおいていれば全米四位の助成金提供財団となっていた
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だろう。これより財産規模が大きいのはフォード、ケロッグ、ロバート・ウッド・ジョン
ソン財団しかなかった。アトランティックはピュー、リリー、マッカーサー、ロックフェ
ラー、メロン財団よりも大きく、それがアメリカ国内と海外に専門家が数十人というわず
かな人材で運営していた。
ジュディス・ミラーの記事の好意的な論調が他のあらゆる人々の論調を決めた。活字メ
ディアと電子メディアは秘密の寄付者に熱狂したが、かれがあまりに知られていなかった
ために、別人の写真を放映してしまったテレビ局もあった。AP通信の称賛に満ちた記事
をアメリカ全土の新聞がとりあげ、フィーニーの家族と子供時代の友人たちが読んでい
たニュージャージー州ニューアークのスター・レッジャー紙のような見出しが生まれた：
「大物の腕時計は安物でも、慈善の心は純金」。バミューダのロイヤル・ガゼット紙は「バ
ミューダの慎重な銀行法がかれのひそかな寄付行為にうってつけの隠れみのを提供した」
とうれしげに指摘した。
ワシントン・ポスト紙では脚本家ジェーン・スタントン・ヒッチコックが、チャック・
フィーニーは匿名性の名誉を回復したと述べ、かれに敬意を表して「だれにも知られず、
やりがいがあって法にかなう」何かをおこなうことが検討できる「匿名提供者の部屋」の
創設を提言した。タイム誌もインテルの会長兼最高経営責任者でマイクロチップの代表
者、アンドリュー・グローブに贈られた一九九七年の『マン・オブ・ザ・イヤー』の次点に
フィーニー、ダイアナ妃、アラン・グリーンスパンをあげて公的に称賛した。「フィーニー
の慈善行為は存命中のアメリカ人ではすでに最大のもので、やがては史上もっとも寛大な
慈善家になるだろう」と、タイム誌はうたった。富を拡大したがる時代において「フィー
ニーは謙虚な心がいまだ脈打っていることを示した。多くの点でこれはかれの寄付総額よ
りもさらにありがたい新事実である」

DFS 所有者たちの蓄財ぶりに嫌気がさして一九七七年に DFS を離れ、のちにボンマ
ルシェの最高経営責任者になったトム・ハーヴィルは、フィーニーの慈善行為を喜んだ。
「チャックの非常に寛大な匿名の慈善行為について初めて読んだとき、すぐさま自分が
DFSを離れた理由を思い出して、いかにかれを誤解していたか気づいたのです」と、ハー
ヴィル。
フィーニーはコーネル大学卒業生、アイルランド系アメリカ人、仕事の関係者、受益者、
ニュージャージー州エリザベスの昔の学校仲間たちから、かれの功績に対して温かみと誇
りと称賛のこもった数百通の手紙を受け取った。コカ・コーラのもと代表ドン・キーオは
フィーニーへ宛てた手紙に「あなたはわれわれ全員の模範だ」と書いた。免税業において
昔フィーニーのパートナーだったハリー・アドラーは、かれが匿名で与えて受取人を自立
させるというユダヤ信仰における最高位の慈善（ツェダカ）に到達したとフィーニーを
賞賛する手紙をつづった。友人でコーネル大学の同窓生だったフレッド・アンティルは、
ニューヨーク・タイムズ紙は的はずれだとフィーニーにメモを送った――人類に対する
フィーニーの最大の貢献は、アンティルを妻のアンに紹介してくれたことだ。フィーニー
はこう返した：「それを知ってうれしい。だがきみは細かい注意書きを読まなかったね。
結婚紹介手数料は生涯賃金の一〇パーセントだ。追伸：うまくいかなかった場合はきみ
が一〇パーセントの払い戻しを受け取ることになっている」。コーネル大学時代にフィー
ニーのもとでサンドイッチ作りをやっていたタス・デューランドは、この頃ウィスコンシ
ン州マディソンで獣医学教授をしていたが、ニュースに喜んで昔を振り返った。「ところ
でかれに尋ねてくれるかな。わたしはかれの最初の従業員だったわけだが、年金はいつか
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らもらえるのかな？」
しばしばテロ行為について報道していた（そしてブッシュ政権の情報源を明かさなかっ
たことで後に刑務所行きになった）ジュディス・ミラーは、IRAの政治部門であるシン・
フェインに対するフィーニーの援助にはほんのわずかしか触れなかった。アメリカ人の大
部分は北アイルランド紛争についてほとんど知らなかった。事情通の有力なアイルランド
系アメリカ人の中では、フィーニーは祖先の島の平和貢献を高く評価され、あがめられて
さえいた。批判的な手紙はニューヨーク・タイムズ紙に一通だけ掲載された。それはコネ
チカット州フェアチャイルドのトーマス・J・フリンの手紙で、フィーニーが「アイルラ
ンドのナショナリズムのおとぎ話を鵜呑みにして、シン・フェインに対する寄付が非暴力
的活動の援助にしか使われないと思いこんでいる」と批判するものだった。
アイルランドでは人々が次々に支持を表明した。ダブリンの大手日刊紙、アイリッ
シュ・タイムズは、アイルランドの大学に対するフィーニーの大規模な寄付の発覚に焦
点をあて、かれの慈善行為をアイルランドでもっとも裕福な実業家の一人、アンソニー・
オライリーと比較した。「二人の活動のおもな違いは明白だ」と、アイリッシュ・タイム
ズの・バーニス・ハリソンは書いている。「フィーニー氏はほとんど匿名で寄付している。
（中略）オライリー博士の寄付は非常に公的であるため、おそらくこの実業家に不朽の名
声めいたものを与えているだろう」
イギリスのタブロイド紙のフィーニー報道はおおむね好意的だった。だがミラー紙は

「シン・フェインの四〇億ドル男に対する怒り」という見出しで、「年配の奇矯な」億万長
者によるシン・フェインへの寄付は「激怒した平和団体やプロテスタントの」厳しい非難
を呼んだと書きたてた。「激怒した平和団体やプロテスタント」として同紙が引き合いに
出したのは、武装組織による脚の狙い撃ちに反対し、統一党に同調的なアイルランド系ア
メリカ人から資金提供を受けている、北部アイルランドでの恫喝とテロに反対する家族
の会という圧力団体の関係者二人だった。創始者の一人であるナンシー・グレーシーは、
フィーニーが「あらゆる傷と苦痛の元凶である人々に流血の償金を渡している」と、同紙
に不平をもらした。だがミラー紙はフィーニーが「派閥的支援者」ではなくて、北アイル
ランドの両陣営に貢献してきたことも述べていた。同紙は「チャックは黄金の心を持つ」
と題した社説の締めくくりに、拝金主義が支配する世の中でフィーニー氏のひそかな慈善
行為は「非凡であると同時にすがすがしい」と書いていた。
実のところ、平和団体はチャック・フィーニーに激怒とはほど遠かった。コミュニティ
をまたがる平和団体で、のちにコーペレーション・アイルランドと改称したコーペレー
ション・ノースだけでも、アトランティック財団から一〇〇〇万ドルを受け取っていた。
このような非営利団体の多くがフィーニーとアトランティック財団を頼りに存在してい
た。「和解と人権はアイルランドにおいて財政的支援が必要な重要分野でしたし、われわ
れはこのような組織に資金提供することの可能性が知りたかったのです」と、フィーニー。
「マスコミはわたしが北アイルランドで資金提供した人々の半分は共和党だといいます：
その理屈だと、残り半分はロイヤリストに違いない」
ジョン・ヒーリーは「ロイヤリストの爆弾テロリスト」がフィーニーの和平貢献を誤解
した場合に、ベルファストにおいた財団職員の安全が脅かされないかと危惧していた。そ
こでかれは国際的警備会社のリスク・マネージメント・インターナショナルに助言をもと
めた。「杞憂でした。ベルファストでは脅迫電話一本かかってきませんでした。ベルファ
ストでは平穏きわまりない日々でしたね。共和国では申請が次々ときましたよ」
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DFSの売却のおかげで、アイルランドにおけるフィーニーの役割について、かれを激
怒させる記述が登場した。それはエリー・ルチエがフランスで出版したベルナール・アル
ノーに関する本に書かれていた。「相続という概念に反対して（中略）チャック・フィー
ニーはみずからの資金をさまざまな人道的理由のために寄付したが、アイルランド秘密軍
IRAに対しても出資者の一人となった」と、ルチエは述べていた。「チャックはベルナー
ルに DFS の売却によって医学研究に財政的支援をおこなうことができるようになると
約束した。だがかれが LVMHの金をどう使うかは、カトリックの神とチャック・フィー
ニーのみぞ知る！」
フランスにではフィーニーが住んでいた頃からかれを知っていた多くの人が、この中傷
に触れることになった。子供たちのうち、ジュリエットとパトリックの二人はフランス
に住んでいたが、友人たちはこうたずねた。「あなたのお父さんは IRA を支援している
の？」二人は父親がどれほど傷ついたか目の当たりにしていた。「超最悪でした」と、娘
のレスリーは語る。「父はまったくの平和主義者、人道主義者です。中傷は実に不公平で
す。あの本には父も本当にカンカンでした」
それから何年も後に、オーストラリアのビクトリア州議会で、自由党ワランダイト選挙
区のフィリップ・ハニーウッドが、メルボルン工科大学の財源は「バミューダを拠点とす
る存在で、長年にわたってアイルランド共和国軍のおもな資金提供者となっているチャー
ルズ・フィーニー氏」によるものだと議会討論で申し立てた。メルボルン・エイジ紙は翌
日この発言を「大学後援者には IRAとのつながりがあると議員が発言」と見出しをつけ
て報道した。フィーニーは「他の方法では報道に取りあげてもらえないが、どういうわけ
かわれわれを苛立たせたかった」二流政治家のこの発言にも「カンカン」になった。この
記事は財団から援助を受けている一部のオーストラリア人を束の間うろたえさせたが、ア
イルランドの窓口をあたってみてかれらにも全容がわかった。
ほとぼりがさめてマスコミの関心が薄れると、ハーヴィー・デールは公表の成功につい
て財団の人々全員をほめたたえた。「ニューヨーク・タイムズ紙の記事と、これに続いた
国際メディア報道のほぼすべてがわれわれにとても好意的だった」と、かれは財団史上
「もっとも重大な出来事」について取締役報告書の中で書いた。「われわれがもっとも恐れ
た歪曲や好ましくない『解釈』は一つも実現しなかった」。それどころか、クリントン大
統領の外交諮問委員会の一員である友人の「スパイ」は、チャック・フィーニーのお披露
目を「見事な作戦行動」と評したとかれは豪語した。
それでもチャック・フィーニーとハーヴィー・デールは、まだ秘密主義を捨てる覚悟を
きめていなかった。売却後、アトランティック財団とアトランティック・トラストは統一
されてアトランティック・フィランソロフィーという名称になり、ふたたび人目から逃れ
た。匿名寄付のおかげでかれらは「クラウディングアウト」効果を避けることができた、
とデールは売却報告書で述べた。もし有名な大金持ちが寄付しているとわかったら、寄付
したかもしれない他の人々が怖じ気づいてしまうだろうというのがその議論だ。「われわ
れは長年守ってきた助成金提供における二つの特徴をなおも忠実に守り続ける：飛び込み
申請は受けない。受領者たちには寄付金の出所を秘密にすることを要求する」
アトランティックはすべての受益者たちに太字体で書いたメッセージを送り、特別に許
可された場合を除き、機密保持誓約は解かれていないと伝えた。「寄付金の出所を明かさ
ないという条件は、いまでも有効です」と、メッセージは言明していた。「この継続的要
件について、貴団体のご担当者にお伝え下さい」。その他の規則は変わらなかった：賞の
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発表は認められず、受取人は機密保持書類に署名して寄付者に連絡を取ろうとしないこと
を約束しなければならなかった。
関心は DFSの売却に集中していたが、フィーニーの投資はそれ以上の莫大な額をもた
らしつつあった。一九九六年には、Priceline.com社、イー・トレード・グループ、シエ
ラ・オンライン、バーン社といった企業への投資が四億三〇〇万ドルの投資利益をもたら
した。一九九五年にはレジェント社の株式をコンピュータ・アソシエイツに売却したこと
で、さらに一億七三〇〇万ドルがもたらされていた。
総資産四〇億ドルのうち、一〇億ドルはいまや『国』、つまり事業と不動産に投資され
ており、残りは『教会』だった。最初にアトランティック財団が立ち上げられたときは資
産の九〇パーセントが『国』で、流動的なのは一〇パーセントだけだった。現金の割合は
七五パーセントまで急上昇しており、さらに上昇が見込まれた。買収と拡大におよそ二十
年をかけたチャック・フィーニーは、いま多国籍コングロマリットを段階的に縮小しよう
としていた。あるいはデールが取締役報告書に書いたように、ゼネラル・アトランティッ
ク・グループのさまざまな事業を「収穫できるだけの熟成度にさせて」いたのだ。

GAGLより財団を優先する「転換点」があったとクリス・イークスリは振り返る。それ
以来「われわれは運用資産を手離す方向へ向かいました」。かれらはすでにそのプロセス
に着手しており、ロンドンのキャノンズ・スポーツ・クラブをロンドン・ダンジョンズの
所有者であるヴァードンに四〇〇〇万ドルで売却し、一九九八年一月にはテキサス州とオ
クラホマ州のメダリオン・ホテルを売却して、さらに一億五〇〇〇万ドルを手にしていた。
一九九〇年代前半は流動性資産が非常に限定されていたため「受取人とわれわれの双
方に多大な苦痛」をもたらしていたと、ハーヴィー・デールは報告書の中で指摘している
――湾岸戦争中の DFS配当金の枯渇を指した言葉だ。いまやかれらは配当金の枯渇を心
配する必要はなくなった。売却後の展望では、アトランティック・フィランソロフィーは
総資産価値の五パーセント以上を寄付できる。「ただしそれだけの寄付は長期的にはポー
トフォリオの価値を縮小させることになるが」。五パーセントの支出率ということは年額
およそ二億ドルになる。この前年の寄付金は総額一億四〇〇〇ドルだった。いまやこの額
をはるかに上回ることもできる。
チャック・フィーニーはニューヨーク・タイムズ紙で世に出てから引っ張りだこになっ
ていた。アメリカのテレビ局はインタビューをやかましくもとめてきた。しかしフィー
ニーは空港で電話をしてから数年はマスコミのインタビューに応じなかったし、財団は
CBS テレビの『60 ミニッツ』プロデューサーからの定期的な出演依頼を無視した。サ
ンフランシスコ空港の公衆電話からジュディス・ミラーのインタビューに応じたあと、
フィーニーはいつもの世界旅行に出かけていた。フィーニーは自分の手に余る状況で公
に取りあげられてから、ふたたび姿を消して元の無名の存在に戻ることに決めた。ハー
ヴィー・デールは旅先でパパラッチに遭遇した場合の対処について助言した。デール弁護
士はプロのカメラマンを雇い、顔がわかる写真を撮られないようにするやり方を実演させ
ていたのだ。かれはフィーニーにその助言を伝えた：カメラマンがカメラを構えたら、両
目を閉じるか、片手を鼻と口に当てること。
ただしいくつか例外をもうけたが、そこにはアイルランド人贔屓が表れていた。サンフ
ランシスコのとあるレストランで、アイルランド人のゲリー・マリンズに気づかれて声を
かけられたフィーニーは、有名な写真家ドロシア・ラングがアイルランドで撮影した写真
のドキュメンタリーに援助をもとめられて、熱意をこめて応じた。その結果がマリンズと
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アイルランド系アメリカ人のディードリー・リンチの共同製作で受賞に輝いたドキュメン
タリー『Photos to Send』である。
また、フィーニーはアイリッシュ・アメリカ誌主催の一九九七年『アイリッシュ・アメ
リカン・オブ・ザ・イヤー』を直接受賞することを承諾して、友人のニアル・オーダウド
を驚かせた。フィーニーは自画自賛的な催しを嫌悪していたが、オーダウドのことは気
に入っていたので、西五二丁目の 21クラブで開かれた昼食時の授賞式に登場することを
約束した。オーダウドは全国メディアの友人二人にこの情報を漏らした。ニューヨーク・
タイムズ紙のコラムニスト、モーリーン・ダウドとデイリー・ニュース紙のジム・ドワイ
ヤーである。式に出たフィーニーは、コーネル大学の学生時代に金と銀行業についてのア
ンケートを埋めて教授から指摘を受けたことを二人のコラムニストたちに話した：「文章
の才能はあるが、主題についての知識がない。ジャーナリズムを志すといい」。モーリー
ン・ダウドは、初めて公式に姿を見せて緊張しているかとフィーニーにたずねた。「そう
だな、スピーチをすれば二〇ドルだと約束したからね」と、かれは冗談を言った。「人々
が手当たり次第にあらゆる物に名前を書きたがる時代にあって、チャック・フィーニーの
匿名性を望む気持ちには驚くばかりだ」と、彼女はニューヨーク・タイムズ紙のコラムに
書いた。「ここに往年のテレビ番組『ザ・ミリオネア』のジョン・ベレスフォード・ティ
プトンの本物がいた。ティプトンは、善意の人の正体は明かさないという条件で、何も知
らない人物に一〇〇万ドルの小切手を与えるよう私設秘書に命じており、その顔をだれも
知らないのだ」。
ジム・ドワイヤーは、フィーニーのスピーチは結婚式で伯父が即興でやった乾杯の音頭
のようだったと振り返る。かれは「これでおしまい、もうやらないぞ」と言って話を堂々
と締めくくったという。
フィーニーが正体を明かすにあたって懸念していたことの一つは、生活が一変してしま
うことだった。だが昼食後、モーリーン・ダウドは他の企業の担い手たちがリムジンに乗
り込む横で、灰色のレインコートにツイードの帽子姿のフィーニーが通行人に気づかれる
こともなく歩き去るのに気づいた。フィーニーは正体を明かした後もニューヨークでタク
シーを拾ったり、PJクラークスの奥のテーブルで食事をしたりしながら半・匿名の状態
に戻ることができたのだ。PJクラークスのウェイターたちはかれの正体を知らないふり
を装った。世界中のさまざまな友人や知人――学者、建築家、医療専門家、作家、芸術家、
法律家――が、忠誠心と感謝をもってかれのプライバシーを守っていた。
「ハーヴィー・デールはチャックを脅かして、正体を明かせば生活がと激変すると信じ
込ませ、CIA のように取り仕切ったのです」と、フィーニーの顧問弁護士を務めていた
ポール・ハノンは語る。「でもチャックは生活が全然変わらないことを知ったと思います
よ。PJクラークスのサービスは相変わらずでした」
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第 27章

黄金の心

DFS売却の四ヶ月後にあたる一九九七年四月二七日、チャック・フィーニーはサンフ
ランシスコ空港での搭乗待ち中に、「サンフランシスコ・エグザミナー」紙の奥のページ
に一カラムの記事を見つけた。見出しは「ベトナム貧困者の最後の希望はアメリカの財
団」となっていた。記者のサンドラ・アン・ハリスは、ベトナムで窓も戸口もない一室の
小屋にすむ、七人の子の母親の話を書いていた。この女性は子供を養うすべがなく、ロサ
ンゼルスを拠点とするイースト・ミーツ・ウェスト財団という人道支援組織に頼って糊口
をしのいでいるのだという。だがこの組織のベトナム主任であるマーク・コンロイの発言
によれば、アメリカ国際開発機関（USaid）からの 5年で四〇万ドルにおよぶ補助金があ
と五ヶ月で終わってしまうので、新しい資金源を見つけなければこうした人々の支援はお
そらく続けられない、という。
フィーニーはその記事を破って保存した。サンフランシスコに戻ると、インターパシ
フィックの事務所にいる管理部長ゲイル・ヴィンセンツィ・ビアンキにイースト・ミー
ツ・ウェスト財団について調べさせたのだった。
六六歳になったとはいえ、チャック・フィーニーは隠居するつもりはなかった。まった
く。隠居の楽しみとされる三つのＧ――ゴルフ、孫、庭いじり――はやらない、とかれは
家族に語っていた。新規事業への投資はもうやめたが、いまや全時間を慈善事業に使おう
と決意していたのだ。かれはますます、存命中に贈与という発想にこだわるようになって
いた。フィーニーはこう回想する。「ＤＦＳを売ったら世界が一変しました。売却益の一
六億ドルで金庫は満杯でしたね。そのお金を何かに使えばもっといいことができるという
ような気がしたんですが、問題は、どこに使うかということです」。かれの慈善は行き当
たりばったりだったが、でたらめではなかった。調査して精査し、時には少額の手付け的
な寄付金で関係者の能力を試すこともあった。そして最終的な決断は必ず、その関係者た
ちの質がどうか、という点で決まったのだった。
かれの調査では、イースト・ミーツ・ウェスト財団はレ・リ・ヘイスリップが設立した
ものだった。これはベトナム人女性で、オリバー・ストーン監督の一九九三年の映画『天
と地』で戦争被害者として描かれた人物だ。ベトナム中央部のダナン近くにある仏教徒の
村カイラでフン・ティ・レ・リとして生を受けたこの女性は、子供時代にベトコンに加わ
り、十五歳のときには南ベトナム軍に拷問を受けているが、その後ベトコンに間違って裏
切り者と糾弾され、故郷から逃げざるを得なくなった。才覚を発揮して生き延び、一時は
米軍基地で売春婦として働いたこともあったが、一九六九年にアメリカ人と結婚して、か
れの手配でアメリカに渡った。最初の夫は四年後に他界し、彼女は別のアメリカ人デニ
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ス・ヘイスリップと再婚したが、その夫も一九八二年に他界し、レ・リには信託基金を残
した。彼女はそれを投資して豊かになったのだった。そして自分の人生を語る本を二冊書
いている*1。1987 年には、学校建設と安全な飲料水の供給を通じてベトナム最貧層の健
康と福祉を改善し、自足をうながすための慈善団体イースト・ミーツ・ウェスト財団を創
設したのだった。
この物語はフィーニーに強くアピールした。かれは人助けというのはつまり、かれらの
自助努力を支援することに他ならないと思っていたからだ。また、ベトナム人たちはアメ
リカにひどい目に遭わされたとも思っていた。「ベトナム戦争についてはいろいろ本を読
みましたよ。アメリカに勝ち目はなかった戦争でした。ベトナム戦争で本当に思い当たっ
たこととして、そもそもの発想がすべてまちがっていたということです（中略）村にでか
けていって、農民一家を殺すなんて。勝てない相手と戦争を始めてから、カーティス・ル
メイ将軍は『爆撃して石器時代にまで戻してやる』と言いました。そして貿易封鎖をしま
した。過酷です。正直いって、アメリカと貿易しないならだれとも貿易しないに等しいで
しょう。いまやアメリカは彼の地で貿易しているし、正しいことだと思います。ああいう
扱いをした後なんだから、われわれがベトナムにできる最低限のことですよ」
フィーニーはイースト・ミーツ・ウェスト財団の会長マーク・スチュワートに、サンフラ
ンシスコでちょっと会って話をしようと持ちかけた。スチュワートは元海兵隊員で、ダナ
ンで重傷を負っていた。「会議に赴いたときには、あまり乗り気でなかったかもしれませ
んが、出てきたときにはずいぶん興奮してましたよ。チャックはかれに『ほれ、十万ドル
あげるから、それで何ができるかやってみてくれ』と言ったんですよ」とマーク・コンロ
イは振り返る。フィーニーは実質的にスチュワートにこう告げたのだった。「使い切った
ら戻ってきて、何をやったか話してくれ。気に入ったら、まあこっちの懐は深いから、続
きがあるかもしれないよ」。イースト・ミーツ・ウェスト財団はその 10万ドルで、小学校
と幼稚園をいくつか買い取って改修し、浄水施設を設置した。スチュワートはフィーニー
に何をやったか説明して、フィーニーはすぐさま二回目の寄付二〇万ドルを渡した。大金
を提供する前に、小手調べの寄付の使い道を見るのがフィーニーのやり方だった。フィー
ニーはまた、昔の信用できる友人に頼んで状況を調べてもらうのがお気に入りだった。か
れはサンフランシスコ外れのティブロンにすんでいたボブ・マトゥセクに電話をかけて、
ベトナムにいってこの財団の人々の質や、かれらのやっている仕事がどんなものかを評価
して、共産党政府が口をはさんだりしないかどうか調べてみないかと持ちかけた。
マトゥセクが旧サイゴンことホーチミン市に飛んだのは一九九八年初頭のことだった
――かれの一ダースにものぼるベトナム旅行の第一回となる。そこからかれはダナンに向
かい、マーク・コンロイに自己紹介した。ベトナム主任は一週間かけて、かれにいろいろ
なプロジェクトを見せてまわった。マトゥセクは、きちんと子どもたちの面倒を見られな
い地方部の親たちの苦労を目の当たりにして心動かされた。いつもバイクで田んぼの中を
走り回り、農夫たちと顔をあわせているコンロイは、ダナン郊外にかれらの作った「同情
ホーム」を見せた。小さい乾いた煉瓦造の建物でトイレが入っている。千ドルちょっとで
建てられる。ベトナムの多くの家屋は防水シートでできていた。雨漏りだらけで、トイレ
も調理場もない。

*1 Le Ly Hayslip, When Heaven and Earth Changed Places (Doubleday, 1989) 邦訳レ・リ・ヘイス
リップ他『天と地』（全四巻、角川文庫、1993）、および Child of War, Woman of Peace (Doubleday,

1993)
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マトゥセクはフィーニーに、その人々にもかれらの活動にも感銘を受けたし、政府から
の妨害や、キックバックを求める役人もいないと報告した。またバミューダからベトナム
への送金にも制限はない。
一九九八年十月に、チャック・フィーニーはベトナムに飛び、サンフランシスコ・エグ
ザミナー紙の記事を書いたサンドラ・ハリスも同行した。ホーチミン市から東海岸のダナ
ンに飛んで、イースト・ミーツ・ウェスト財団の活動を自分の目で確かめようとした。
コンロイは回想する。「チャックはやってきてわたしの古いオフィスに腰を下ろしまし
た。みんなが洞窟と呼んでいたところです。ヘビとかネズミとか、想像しうる限りなんで
もいるような場所です。かれは台所に戻ってきました。2時間ほど話しましたよ。いまか
ら振り返ると、そのときのことはちょっと恥ずかしいですね。わたしはチャックの魂胆は
何か、この組織に何の関心があるのかと糾弾し続けていたんですから。その頃にはイー
スト・ミーツ・ウェスト財団の理事たちもチャックのことを知って『どうなってるんだ？
　この大金持ちは何者だ？ 　うちの小さな組織に何の興味があるんだ？』と尋ねていた
んです。チャックが乗り込んできて、組織を乗っ取って好き放題やるんじゃないかという
懸念がありました。わたしもそれを察しました。だから『チャック、何でベトナムなんか
に？ 　ここで何をするつもりなんですか？』と尋ねました。かれの答えは『いやベトナ
ムはひどい目にあったと思うので、立ち直る手助けをしたいんですよ』。実際、それ以上
はあまり言うこともなかったんです」
コンロイにしてみれば、フィーニーの到来はこれ以上あり得ないほどのみごとなタイミ
ングだった。当時のかれは、ダナンで孤児院を一つと診療所一つ、ちょっとした灌漑とマ
イクロファイナンスを運営する以上の資金がなかった。あまりに資金状況が厳しかったの
で、かれはダナンにやってくる観光ツアーの船を港で待ちかまえて、西側観光客団体にプ
レゼンテーションをして寄付を求めている状況だった。
「洞窟」で会話するにつれてコンロイにもわかってきたことだが、フィーニーは人々の
生活に大きな改善をもたらし、資金も大量に吸収するような大規模プロジェクトに興味が
あるのだった。「草の根みたいな代物にはさほど興味がないようでした。かれのレベルな
らずっと大きなことができる。もっと大きなインパクトを求めていたんです。人々を教育
すれば、かれらは自分で自分の国を発展させるというのがかれの信念でした。わたしたち
は小組織ですからボトムアップで、子どもたちを死なせないように、教育を受けさせるよ
うにと努力していて、チャックはトップダウンで考えていたんです。だからお互いかなり
ぴったりはまりましたね」
かれはアメリカからの客をダナンの病院につれていった。そこが新しいやけどセンター
をひどく必要としているのを知っていたからだ。病院でフィーニーは院長たちに、二番目
に火急のニーズは何かと尋ねた。是非とも小児科センターを改修したい、かなりひどい
状態だから、というのが答えでした。それを聞いてフィーニー曰く「両方やったらどう
です？」
病院からの帰り道、フィーニーは尋ねた。「マーク、いまのはいくらかかると思う？」
コンロイは「まあ 30万ドルってとこでは」と答えた。洞窟に戻るとフィーニーはかれに
「ハーヴェイ・デール氏なる人物」の連絡先を教えて、この二つのプロジェクトの企画書を
書くように頼んだ。「紙切れの四分の三ほどにあれこれ書き付けましたよ。するとチャッ
クが『これでいいんじゃないですか』と言って、サインしてハーヴェイにファックスした
んですよ。一ヶ月後にお金がきました」とコンロイ。
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その後、チャック・フィーニーはベトナムに足繁く通うようになる。ベトナム第四の都
市ダナンで、かれは一泊 25ドルのホテルに泊まり、シクロやバイクタクシーや、アオザ
イを風に翻して自転車に乗る女学生だらけの街路を通って病院や学校を視察した。かれは
イースト・ミーツ・ウェスト財団が、それまでの上水道や学校、幼稚園、同情ホームなど
の仕事も続けるだけの資金が得られるよう配慮したが、「組織をいささかでも乗っ取るよ
うなことはなかった」とコンロイは語る。フィーニー曰く「連中は『エーと、今月は小学
校か幼稚園を推したいんです』と言って、われわれはそれを支援しました」。一九九〇年
代後半で、イースト・ミーツ・ウェスト財団は学校を 2ダースしか建てられなかったが、
この新パトロンを得て、かれらは二〇〇一年だけで四十八校を作ったのだった。
フィーニーはベトナムの教育と保健のニーズについて真剣に調査を始めた。サンドラ・
ハリスにコンロイと六ヶ月かけて、ベトナムの学校教育に関するペーパー「包囲網下の教
育」を作成させた。そしてベトナムの英語紙を持ち帰り、国の状態についてそこから何が
わかるか調べようとした。
アイルランドのほぼすべての大学でやったのと同様に、フィーニーはダナン大学の学長
事務所にふらりと立ち寄って、将来計画について尋ねた。火急のニーズは図書館の新設
だったが、大学にはそれだけの金がなかった。フィーニーは必要資金 70万ドルをまとめ、
イースト・ミーツ・ウェスト財団を通じて大学に提供した。コンロイはある日、ホーチミ
ン市のレックス・ホテルに呼び出された。「『あの図書館にはいいエレベータが必要だ』と
いうんですよ。『二日がかりでエレベータを見ていたんだがね。ここのオーチスはあまり
いいものを作ってなくて、部品を適当に寄せ集めているだけだ。唯一まともなのはシンド
ラーだけだよ』」。かれはコンロイをシンドラーの人々と引き合わせて「この人とやってほ
しい」とシンドラー社に告げた。そこでコンロイははたと思い当たった。フィーニーは大
量にエレベータを買うつもりだ。図書館は皮切りでしかない。
「かれは建設プロジェクトが好きでした。よい機関やよいリーダーといっしょに、かれ
らのプログラムを支援するような施設を作るんです。大きなツールみたいに使える、物理
的な資産や機関を作り出すのが好きでした」とクリス・イークスリ。「チャックが、『エグ
ザミナー』の記事を見せてくれたのは覚えています。別にそれで何かを言おうとしていた
わけじゃないんですよ。それがチャックの遠回しなやり方なんです。後になってみんな気
がつくんです。みんなにいきなり記事とかを渡して、何の説明もなく、ときにはこっちの
知っていることと何の関係もないようなものです。それが自分に頼みたいことの前兆な
のか、それとも単に自分の机の上から処分したいだけなのか、見当もつきません。やた
らに曖昧です。そういうことがよくありました」。フィーニーはまたごく短期間、ベトナ
ムにいたアイルランドの学生ジョン・ジョイスと、ゼネラル・アトランティック・パート
ナーズを退社したスティーブ・レイノルズをベトナムでの自分の代理人にして、アトラン
ティック・フィランソロフィーの理事たちをベトナムにつれてきては、そこにどんな機会
があるかをかれら自身の目で見せるようになった。
フィーニーはまた、以前の慈善活動で作り出した善意の蓄えも活用した。ウォルター・
ボルツ博士はアメリカ高齢学会の元会長で、『だれでも百歳まで』『バカでもできる長寿
法』などのベストセラーを書き、アトランティック財団から多額の寄付を受けていた人
物だが、フィーニーはかれをベトナムに視察に招いた。アイルランドの二大学の学長ダ
ニー・オヘアとエド・ウォルシュをダナンとフエに同行するよう招き、高等教育で何が必
要か見てほしいと頼んだ。「人々はやってきて、だれ一人として少なくともチャックが何
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か頭の中でねらいや計画があるとは知らないんですが、いきなりみんな沸き立つアイデア
や可能性のシチュー鍋の中で顔をあわせることになるんです」と語るイースクリは、アト
ランティック・フィランソロフィーのベトナム国担当および健康プログラム担当者となっ
たのだった。
マトゥセクはこう語る。「チャックは、飛んで火に入る夏の虫のようにベトナムに惹か
れましたね。ベトナムは出資に対して最大の見返りを与えてくれるところだと気がつい
て、個人的に熱心に興味をいだくようになったんです。オンボロの病院や学校の中をうろ
ついては『こいつは改修できるしあっちは建て直せると思うんだ』と言うんです。六ヶ月
後にかれが戻ってくる頃には、それが完成していて、それを実現したのがかれの資金だと
いう事実に対する感謝の念が、人々の表情に浮かぶんです。教育者や医者の顔に、かれが
その場で決断をくだした結果が見られて、そこで実現された前項を目の当たりにするの
は、かれにとってかけがえのない気分だったんでしょう。病院で治療を受ける患者が増
え、学校を卒業する子供が増えるんです」
ハノイでのある公共保健セミナーで、ベトナム系アメリカ人医師レ・ナン・フォンが
フィーニーやアトランティック・フィランソロフィーの人々と出くわした。フォン医師は
アメリカ大使ピート・ピーターソンの公共医療計画に関する医療アタッシェであるマイケ
ル・リンナン医師といっしょに働いていたのだった。「マイケル、こいつら何者？」とフォ
ン医師は尋ねた。リンナンは答えた。「この人たちは本気で相手をしたほうがいいぞ。な
にせベトナムにとってものすごい貢献をしてくれる可能性がある人たちなんだから」
その後まもなく、アトランティックは医学の心得を持った駐在主任が必要だと判断し
て、フォンに声をかけた――かれはちょうどフルブライト奨学金をもらってアメリカに
戻る寸前だったのだ――そしてかれは説得され、かわりに国に残ってアトランティック・
フィランソロフィー出資のプロジェクトを監督することになった。

1975年に北ベトナム軍がサイゴンになだれ込んだ時点で、レ・ナン・フォンは十歳だっ
た。南ベトナム政権とつながりのある人々の間には、パニックが広がっており、その中に
はフォンの両親も混じっていた。母親レ・ティ・ハンはかれと妹を孤児院に入れた。何万
人ものベトナム人孤児を空輸して脱出させようという、アメリカ政府支援のベビーリフト
作戦で国外脱出できるのではと期待してのことだった。家族とのつながりを隠すため、子
供二人は偽の出生証明書と名前を与えられた。空輸は一九七五年四月四日に始まった。そ
の 2 週間後、フォンの母親は孤児院に戻って子どもたちを引き取ろうとした。サイゴン
空港から出る飛行機に乗せる道が見つかったからだったが、すでに国外に送られてしまっ
たと誤って伝えられたのだった。一週間後の四月二十七日、フォンとその妹はベトナム戦
争で一日の難民輸送としては最大の七千人以上に混じって国を離れた。フォンとレ・モ
ン・ホアンはフィリピンのクラーク空軍基地に運ばれ、そこからグアム、サンフランシス
コ、オレゴン州ポートランドへと移り、別々の里親のもとで一年過ごした。母親の居場所
は知りようがなかった。ポートランドのソーシャルワーカーが、かれの持っていた両親の
写真を取り上げてしまったが、それは家族との唯一のつながりだった。両親とは二度と会
えまいと思った。子供四人を持つポートランドの夫婦が二人を養子にしようと申請を出
した。書類にサインされる三日前に、母親がポートランドのかれらの戸口にあらわれて、
失った子供を取り戻しにきたのだった。彼女と夫のファム・テ・トルイェンはベトナムを
離れ、アーカンソー州リトルロックの難民キャンプに入れられてから、アトランタに移っ
た。失った子どもたちを見つけようと絶望的な探索を続け、教会や難民グループをまわっ
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て子供の写真を見せて歩いたのだった。やっと、見覚えがあるという人があらわれた。お
かげでフォンとその妹は、アトランタで両親と再会できたのだった。
フォンは医師となって、メリーランド州ボルチモアのジョンズ・ホプキンス大学で公衆
衛生の修士号を取った。アメリカでは臨床医をやっていたが、故国ベトナムに惹かれるも
のを感じていた。「一方ではアメリカ人としてとけこもうとしていました。でも他方では、
自分のやるべきことについて運命的なものも感じていました」とかれは語る。一九九八年
にはアメリカのベトナム人医師集団に混じってハノイにでかけ、ハノイのアメリカ大使館
にある健康アタッシェであるリンナン博士が、三百ドルの月給でハノイの学校に公衆衛生
を広める仕事を申し出た。かれはアメリカに戻って月給一万ドルの仕事を辞め、家とム
スタング・コンバーチブルを売った――「車を売るのはつらかったですね」とかれは笑う
――ベトナムに戻ってそこで暮らして働き始めたのだった。「実にすばらしい開放感があ
りましたよ」とかれは語る。
それ以前の人々と同様、レ・ナン・フォンもチャック・フィーニーを父親のような存在
と見なすようになった。かれはアトランティックのベトナムの国担当主任およびプログラ
ム担当重役となり、フィーニーがベトナムを訪れたときには、ガイド兼通訳をつとめ、冗
談をともにして、晩には白ワインの消費を手伝った。「かれは個人を忘れません。私には、
両親にも配慮してひんぱんに電話するようにと語ってくれました。絶対忘れません。私た
ちはかれのビジョンを実現しようと心底がんばるんです」
フィーニーが個人的に関与したために、ベトナムの院長や学長たちはかれと知り合いに
なり、慈善活動の背後にいるビジョナリーにして原動力がかれだということも理解した。
フィーニーが匿名でいたいという願いは、尊重されたがあまり評判はよくなかった。「銘
板を掲げたいといってずいぶんつつかれましたが、チャックはいやだというので、とにか
くだめでした」とコンロイ。だが、間接的にフィーニーを讃える銘板がいくつかベトナ
ムに登場した。たとえば一九九八年に開校したツピホア学校の銘板は「黄金の心の志に
より」と宣言していた。「しばしば寄付者たちに感謝状を書いてくれと祝えるんですが、
一部の貧乏で教育を受けていない人はこの表現を使っていました」とコンロイ。「たぶん
『黄金の心』の銘板は一ダースかそこらあるでしょう。チャックは何もわたしには言いま
せんでしたが、ボブ・マトゥセクは、これ以上はもうダメだと言いました」
ベトナム地方部の奥深くにある、タン・ビンの孤立した学校は、匿名を保てという指示
が伝わらなかったようだ。その学長は「フィーニー氏の志」と書いた銘板をつけた。たぶ
ん公式にチャック・フィーニーの名前を掲げた建物は世界でここだけだろう。
ダナン病院の経営者たちは、ヘリポートつきのエンジニアリングおよび診察棟の資金を
フィーニーが集めたとき、いたずらっぽい形でフィーニーを讃える方法を見つけた。二〇
〇五年十一月にかれが竣工した建物を見に来ると、院長は誇らしげに言った。「色をごら
んなさい！」　かれは六階建ての建物を緑に塗って、フィーニーのアイルランド性に敬意
を表したのだった。後に、ホー・チ・ミンの胸像がある小さな会議室で昼食をとりながら、
フィーニーは病院の首脳部に対して、なぜ自分が栄誉を受ける誘惑を拒否するのかについ
て説明した。「正直いって、この功績はすべてあなたたちのものなんです。わたしたちは、
自分たちの側でやることはやりましたが、それは簡単な部分ですから。本当の作業はそっ
ち側です。アトランティックは、やると言ったことをやりとげる質の高い人々と仕事がで
きて誇りに思います」。院長は、フィーニーが可能にした高い水準のおかげで、他の外国
財団からの資金も集めやすくなったと指摘した。
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フィーニーはほとんど政府の妨害らしきものは見かけなかったが、外語教育大学のダナ
ン学習リソースセンターでは、学生がインターネットをアクセスしているコンピュータ端
末のあたりをうろうろしている人物が、人呼んで「人間ファイアーウォール」なのだと
こっそり教えられた。
フィーニーは、学生たちといっしょのときは非常にくつろいでいた。そのときのダナン
訪問では、かれは撮影禁止ルールを捨てて、各種のグループといっしょに立って、みんな
に腕をまわしてかれらに写真を撮らせた。「世界には助けが必要な人がたくさんいて、き
みたちがそれを助けたら、もっといい人間になれるんだ」とかれは生徒たちに語った。
医者としてフォンは、アトランティックでの地位を利用して、ベトナムで禁煙キャン
ペーンを個人的に展開した。ベトナムでは喫煙関連の疾患で年に少なくとも四万人が死亡
しているのだ。寄付者を讃える銘板のかわりに、かれはあちこちに禁煙の標識をたてる
ようにこだわり、その規則は厳しく施行された。「禁煙標識は、ベトナム語ではアトラン
ティック出資という意味なんです」とフエの病院理事は冗談をとばした。
フィーニーが目立ちたがらなかったので、直接知り合いになった病院や学校の上層部以
外にはかれの名前は漏れずにすんだ。ときには、かれが同じ部屋にいるのがわかっている
ときでさえ、だれもフィーニーがどの西洋人か指摘できないこともあった。ベトナムで
は、いつもはアロハシャツを着て、貧乏旅行中の気だてのいいアメリカ人にしか見えな
かった。ベトナム駐在のオーストラリア大使マイケル・マンは、財団のプロジェクト視察
に全国を巡っていたフィーニーとアトランティック理事たちを讃える晩餐会をハノイで開
いた。「わたしはどれがフィーニーか知っていましたし、その背景もしっていましたが、
でもすべて秘密だったので他にはほとんど知る人はいませんでした。かれは非常にえらい
人々といっしょにきたんですが、一番気取りのないのがチャックでしたね。隅っこで、わ
たしの八歳の娘アレクサンドラとおしゃべりしていまして、他のみんなの会話には参加し
ていませんでした」とマンは述べる。晩餐では、マンはチャックを妻モニークの隣にすわ
らせた。二人ともフランス語をしゃべると知っていたからだ。彼女はチャックに魅了され
た。かれは自分の五人の子供について話し、みんな大学を出てこんなことをしていると
語った。晩餐の後で彼女は夫に「食事のときに隣にすわっていた、すてきなご老人はどな
た？」と尋ねた。マンは答えた。「おまえの隣にいたのはチャック・フィーニーですぜ、相
棒！」彼女は、夫の隣にいた重要人物めいたアメリカ人が「億万長者」だと思っていたの
だった。マンの隣にすわっていたのは、確か自分だった、とはハーヴェイ・デールの言だ。
「チャックなら大いにおもしろがったことでしょうよ」とこの話をきいたデールは笑った。
フィーニーの初の訪問以後の七年間をふりかえって、レ・ナン・フォンは語る。「アト
ランティックがベトナムに与えた影響はすさまじいものです。ベトナムで活動している他
の慈善団体とはどれもまったくちがいます。チャックは指示を出したりしません。ときど
き、自分が興味を持ったものの方向に舵切りはします。いつどこでアトランティックが行
動を起こすべきかも決めます。そして行動を始めたら、そのときは本気です。何かを見つ
けたら、迅速にそれを実現するんです」
ベトナムでの成功は、アトランティック・フィランソロフィーの驚くべき柔軟性を反映
したもので、それがフィーニーの大胆な問題解決における霊感に満ちた手法に対応できた
ためだ。イークスリの回想では「チャックの指導力は、ときには実におざなりな形で財団
に伝わって、ときには理事会の直前になってやってきて、ほとんど説明なしにゴム印を受
けるんです。チャックはベトナムを『やりたがって』いたので、ゴム印はかなり好き勝手
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に使われたので、おかげでずいぶん低コストの大建築ができました」。後にベトナムの戦
略プランが生まれ、それは保健と教育に的を絞ったものとなっていた。
一九九八年から二〇〇六年にかけて、アトランティック・フィランソロフィーはベトナ
ムにおける一連の建設や奨学金や健康イニシアチブのために、2.2億ドルを提供した。こ
れはいまやベトナムでもっとも近代的な図書館で、学習リソースセンターと呼ばれるもの
をカントー、フエ、ダナン、タイグェンの四大地域大学に建設して設備を整えた分も含ま
れる。またダナン、フエ、タイグェンの各大学に、学生寮や学生センター、スポーツ施設
も建設している。アトランティックはまた、ダナン大学に英語学校設立を支援して、ベト
ナム中央部の英語教育改善を図った。フィーニーは、中央ベトナムの学生が世界に出るに
はこれがきわめて重要だと強く信じていた。「英語至上主義と思われるのはいやだが、英
語がうまいのはとても重要なことです」とかれは言った。
資金の半分近くは保健プログラムに注がれた。ダナン総合病院は、そのほとんどの部
門が建物の新築または改築を受けて近代化された。肥満科、婦人科、やけど、小児科、内
科医療、外科、緊急科、熱帯医療、腫瘍科、死体置き場、廃棄物処理などが改善されたの
だった。アトランティックはクアンチ地域病院での小児科や外科などの新築や改築に資金
を出し、フエ中央病院の小児科と心肺センターには建物と設備を提供した。心肺センター
は中央ベトナム唯一のものだ。またホーチミン市の心臓研究所カテーテル研究室の新設備
にも資金を出し、ハノイ国立小児病院の第一期建設と、ハノイ公衆衛生大学の新キャンパ
スにも出資した。「ベトナムの公衆衛生システムの創造原動力となるよう、多額の金をつ
ぎこむようになったんです」とフィーニーは語る。アトランティックはまた車いす製造部
門にも資金を提供し、これはボブ・マトゥセクが監督して二〇〇七年に開業した。
ダナン眼科病院は、ベトナムの貧しい地方部で、白内障で盲目となり苦しんでいる人々
に、自分の慈善活動がどんな影響を与えたかという直接の証拠をフィーニーに与えてくれ
た。外科医――アトランティックの支援によりタイで訓練を受けた八人の一人――が超近
代的な設備を使ってベトナム人の老農夫に視力回復手術をする様子を、フィーニーは緑の
外科手術用マスクとガウンを着て見物したのだった。ダナン眼科病院はアトランティッ
ク・フィランソロフィーにより改修と設備更新を受け、いまでは年に 3500人の白内障患
者を治療している。
いつもながら、フィーニーは自分の努力をてこにもっと大量の支援を引きだそうとし
た。二〇〇〇年にアトランティック財団が、イースト・ミーツ・ウェスト財団とは独立し
て活動を開始すると、ダナン省とカンホア省で健康システム改革に資金を提供し、その直
接の受益者は二〇〇万人以上となった。そのときに、それぞれの省政府は、コミューン健
康センターの総インフラ建設費と設備費の最大三割を負担した。アトランティック財団の
助けにより、カンホア省健康局長トラン・タン・ミン博士は、カンホア省をベトナム全国
のヘルスケア制度改革のお手本にすることができた。
チャック・フィーニーがベトナムで関与したプロジェクトとしてもっとも野心的なもの
は、ホーチミン市のサイゴン南部新都心地区に建設された、3360万ドルの最先端大学だ。
これはこの共産主義国において初の外国所有大学となった。出資したのはメルボルン王立
工科大学 (RMIT) で、資金の半分は現金でアトランティックからきた。外交官のトップ
としての二五年のキャリアを投げ打って、マイケル・マンが大学の初代学長の座についた
のだった。
「大学がわたしにも関与してくれと行ってきたので、チャック・フィーニーみたいな人
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が後ろ盾ならこれほど安全なことはない、とわたしは答えたんです」とかれは、四階建て
の主要建築をとりまく芝生ぞいの椰子の木の間を歩きながら述べた。「かれなしには、こ
の大学がベトナムにできることもなかったし、この建物もここになかったでしょう」と
かれは、ノーマン・デイ設計のキャンパス建築を身振りで示した。二〇〇二年にアトラン
ティック財団が提供した資金により、RMITはまた世界銀行 (IFC) とアジア開発銀行か
ら大学建設資金の融資を引き出し、大量のコンパック製ワークステーションを導入でき
た。二〇〇六年にこの大学は生徒数一四〇〇人で、若いベトナム人には国際的に認知さ
れたオーストラリアの学位を、メルボルンに留学する費用の半額で入手できる機会がで
きた。ベトナム首相ファン・ヴァン・カイはマンに、この大学がベトナムの他の大学のお
手本になってほしいと告げた。マンはまた、ここをアジア最高の「テニス大学」にしよう
と企んでいる。「チャック・フィーニーと知り合えたのは、我が人生のハイライトの一つ
です。実に慎ましい人物なのにダイナミックです。そして頭は時速百マイルで回転して
いる」
マーク・コンロイもまたフィーニーを、生涯で出会った中で「最高のもっとも思慮深い
人々」の一人と見なすようになった。「われわれみんな、いずれは棺桶におさまることに
なるんです。金で死体を包んでもらうわけにもいかないでしょう。そうできると思ってる
人もいますがね。そういう人は富をため込みたがる。ずいぶんと無意味なことです。この
種の仕事に入ると、お金は人助けのため以外では考えなくなります。みんな『二百ドルし
かありません。助けたいんですけど、お金持ちみたいに寄付はできませんから』と言うん
です。そういう人には『そうおっしゃいますが、あそこで顔のやけどを治すのに二百ド
ルの恩恵を受けた人は、そうは思いませんよ』と言います。人々の自助努力を支援して、
人々がこの地球をお互いに共有するための十分な機会を発見できるだけの教育を与えるの
が重要なんです」
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第 28章

カササギ

チャック・フィーニーは、ＤＦＳの出張でオーストラリアの入国審査官に始めて対面し
たときの、一九七〇年代の逸話を語るのが好きだ。「『犯罪歴があるか』と聞かれたんで
す。そこでわたしは『いまでもそれが入国条件とは知りませんでした』と答えたんです
よ。相手は爆笑しました*1」
オーストラリアに定期的に通うようになったのは、オーストラリアのテニス代表選手
だったケン・フレッチャーが一九九三年にロンドンで愚痴って以来のことだった。かれは
「もうたくさんだ、ぼくはオーストラリアに帰りたいよ」と述べ、フィーニーは「そうか
い、いっしょにいくよ」と答えたのだった。かれらはシドニーに飛んで、そこからフレッ
チャーの故郷ブリスベーンに北上した。クイーンズランド州の首都で、カフェや川辺の
道、水上タクシーがあり、太平洋に面して快適な亜熱帯気候の町として急成長していると
ころだった。
アイルランドやベトナムの場合と同じく、フィーニーは個人的なつてをたどって国にな
じんでいった。オーストラリアでのつては、ケン・フレッチャーだ。オーストラリアのテ
ニス黄金時代のヒーローの一人で、一九六〇年代にはチャンピオンのマーガレット・スミ
ス・コートとウィンブルドンにおけるミックスダブルスのグランドスラムを実現するな
ど、ダブルスの十大タイトルを制覇している。不れっちゃー派絶頂期に香港に移住してプ
ロのテニス選手となり、一種の「ラリキン」――権威を嫌って人生を楽しむ人物――とし
て評判になった。香港でフィーニー一家と知り合い、婦人レクリエーションクラブで時々
テニスを教えたりした。何年もたってからロンドンで再会したときには、フレッチャーは
郊外のテニスセンター運営という先のない仕事についていた。フィーニーは伝説的スポー
ツ選手が大好きだったので、かれをスポーツや不動産投資に関するコンサルタントとして
迎え入れたのだった。
ブリスベーンでフィーニーは、フレッチャーを川辺のアパートに住まわせて、自分の目
や耳になってくれと依頼して、車を提供した。「投資機会を見つけて、われわれに注目さ
せてくれるという、一種のスポッターとしての仕事を与えたんです」とフィーニー。フ
レッチャーの昔の仲間だった、引退ジャーナリストのヒュー・ルンもブリスベーンに住ん
でいて、ドックサイド・アパートメントホテルに「止まり木部屋」を買ってインターパシ
フィックに貸し出すようにした。チャックとヘルガはオーストラリア滞在中に、そこに滞
在することになる。

*1 訳注：オーストラリアはもともとイギリス犯罪者の流刑地だった。
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オーストラリア人二人はまもなく、チャックの支出に対する細かいチェックを目の当
たりにすることになる。フレッチャーは回想する。「あるときチャックがやってきて、
ヒューイーが電話の請求書を見せたんです――些末なもんでした――チャックはそれをい
ちいちチェックしたので、ぼくは言いましたよ。『ヒューイー、見ろよ。この億万長者は
二桁ほどの電話代を詮索してるんだ』、と。このけちけちぶりは、かれが生まれも育ちも
小売業者だというところからくるんだと思います。道を歩いていても、かれは店のウィン
ドウをあれこれ見ろというんです。億万長者のくせに、カシオの腕時計の値段なんか見
てるんですよ。『あれを一ドルで買って十ドルで売れたら、それがわたし好みの儲けなん
だ』。あたりをまわるのにリムジンを頼んだりすることは決してなかった。ぼくが運転手
ですよ。そして、自分のアパート街区のすぐ横に泊まっている巨大ヨットが自分のものだ
と思われるのをすごくいやがってました！ 　でも、気前がいいときもありましたよ。メ
フィストの靴を買ってくれたことがあるんですが、あれはとんでもなく高いですから」
ＤＦＳ売却の後、アイルランドとベトナムにおける寄付モデル成功に元気づけられて、
フィーニーはオーストラリアでも似たような慈善の機会がないか探し始めた。一九九八
年三月、かれとフレッチャーはブリスベーン市長ジム・ソルリーに会いに出かけて、大学
の学長たちとの面談を設定してもらった。ソルリーはキリスト教マリスト会の神父出身
で、一九九一年以来市長の座にあった人物だ。かれはクイーンズランド大学副総長（学
長）ジョン・ヘイ教授と、クイーンズランド医学研究大学長官のローリー・パウエル教授
という二人の主要な学界人を招いて、市のアイリッシュクラブで晩餐会を開いた。手持ち
のプロジェクトは何でも支援してもらえるかもしれないから、準備万端でくるようにと市
長は情報を流しておいた。
アイリッシュクラブの会長室における晩餐の席で、アイルランド独立戦争中にマイケ
ル・コリンズが書いた手紙の額の下、ヘイとパウエルは、自分たちの発展計画が資金不足
で絶えず覆されているので、自分たちの大学が絶えず不満足な成果しかあげられないのだ
とフィーニーに語った。アイルランドと話はまったく同じだった。オーストラリアの高等
教育機関は運営を学費と政府の補助金に頼っていて、企業や豊かなＯＢによる慈善的な寄
付の伝統はまったくなかった。
フィーニーは時間を無駄にはしなかった。翌日かれは電話をかけて、クイーンズランド
大学のキャンパスに出かけてヘイに会った。ヘイは若くして業績豊かな大学経営者で、分
子生物科学の研究所を作りたいという野心的な計画を持っていた。ものの数週間でフィー
ニーはアトランティックに手配して、このプロジェクトのシード資金として一千万豪ドル
（米ドルで 750万ドル）を用意した。クイーンズランド州は 150万豪ドル、キャンベラの
連邦政府も大学予算から 150 万豪ドルを出すことに同意した。ヘイはいまや研究所用に
5500 万豪ドルを手にしていた。「だからいきなりこれが巨大プロジェクトになったんで
す」とかれは回想する。プロジェクトが進むにつれて、アメリカからハーヴェイ・デール
がやってきて、アトランティック負担分の資金源については極秘だぞと念を押した。
そのすぐ後に、労働党のピーター・ビーティーがクイーンズランド州の首相に選ばれた。
かれはこの発想を大いにほめそやして、さらに 8000万豪ドルを追加で出した。「その後も
コンペ式の研究補助金でかなりの資金を集めたので、全体で数億ドルになりました。オー
ストラリアで大学ベースの研究所としてもっともエキサイティングなものです」とヘイ。
プロジェクト――投資を何倍にもふくらませるために、公共から寄付と同額の補助金を
引き出すというフィーニーの手法の代表例――はその他一連のイニシアチブにつながっ
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た。ヘイがバイオエンジニアリングとナノテクノロジー研究所を創設できたのは、総額
7000万豪ドルの費用のうちアトランティックが三分の一を出し、クイーンズランド州と
大学がそれぞれ三分の一ずつを出したからだ。二〇〇六年までにフィーニーは、累計で
1.25億豪ドルをクイーンズランド大学に提供していた。「これで有名になったために、他
のアメリカの機関からも補助金がもらえるようになったし、ハーバード大学とともにゲイ
ツ財団からも大量に補助金を受け取っています」とヘイ。「チャック・フィーニーなしに
は、これは決してあり得なかったでしょう。わたしがブリスベーンに残ったのは、一点の
疑問の余地もなくチャック・フィーニーのおかげです」
フィーニーがちょっとおもしろがったのは、クイーンズランド大学史上で自分以外に
たった一人大規模な寄付者がいたということだった。その人物もまたアイルランド出身
だったのだ。一九二六年にジェイムズ・オニール・メインは、いまの大学が建っている二
七〇エーカーの土地を寄付した。その土地を買う金は、父親パトリック・メインの遺産
だった。この人物はタイロン郡からの移民で、あるよそ者が飲んだくれて追いはぎにあっ
て殺された直後に、不思議なことに裕福になったのだった。パトリック・メインは臨終に
際して自分が殺したことを告白した。クイーンズランド大学はメインの財産の出所がお気
に召さず、その寄付を受け取るという決定も一票差でかろうじて決まったほどだ。大学最
大の講堂はメイン講堂と名付けられていたが、フィーニーは 750万豪ドル出してそれを美
術館に改装し、そこにオーストラリアの画家が無料で提供した自画像のギャラリーを設け
た。これはリメリックでエド・ウォルシュが考案したアイデアだった。「だれでも思いつ
くことです」とフィーニーは、画家に自画像を提供させて人々にそれを買わせ、でも壁に
残しておくことで、大学に金が入るのだと説明した。「自分の作品がコレクションに加わ
るという栄誉を求める、レベルの高い画家はオーストラリアにたくさんいますから」。で
もヒュー・ルンに言わせると「チャックは無料で絵をせしめるという発想が気に入ったん
です」
ギャラリーのオープニングで、カメラマンがやってきてこの慈善家に尋ねた。「あなた、
チャック・フィーニーですか？」フィーニーは「いや、それはあの人です」と答えた。カ
メラマンはヒュー・ルンのところにいって「ブリスベーンの科学に対するあなたの貢献に
感謝したいので、握手してください」と言った。「わたしは恥ずかしい思いで握手しまし
たよ。そのカメラマンは写真も撮らずに帰っていきました」
フィーニーがクイーンズランドに登場した時期は、ピーター・ビーティーが州の地位向
上計画を打ち出したときとたまたま同時期だった。当時、クイーンズランドは多くのオー
ストラリア人に、アメリカの中西部のような扱いを受けていた。五十三歳の労働党党首
は、クイーンズランドを「

スマート・ステート

賢 い 州」に変えるべく、知識、創造、イノベーションを推
進するつもりだった。これは一部は、もっとも優秀な住民たちが流出するのを防ぐ意図
もあった。そしてブリスベーンのイメージも、従来の「ブリスベガス」――都心にカジ
ノの列を持ったギャンブル都市――からハイテク首都に変えたいと思っていた。かれは
「
スマート・ステート

賢 い 州」という標語を車のナンバープレートにも刻ませた。その課題の筆頭にあがっ
たのは、教育制度改革であり、情報技術とバイオ技術の研究開発奨励だった。
フィーニーはその発想を心底賞賛した。「賢い人ほどもっと賢くなるんです」。そして
こう付け加えた。「クイーンズランドには、賢く利発な若者がたくさんいるのは明らかで
した」。ビーティーによれば、

スマート・ステート

賢 い 州の確立においてフィーニーは重要なパートナーと
なったという。
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ローリー・パウエル教授も、アイリッシュクラブでの晩餐会を機に、自分の大学が一変
したのを目の当たりにした。フィーニーは、クイーンズランド医学研究大学のがん研究セ
ンターの初期投資として六千万豪ドルを提供した。これはこの種のがん研究センターとし
ては南半球初のものだ。竣工近くに追加で五百万豪ドル必要になると、フィーニーはパウ
エルに、センターの命名権を売るよう助言した。裕福なクイーンズランドの不動産開発業
者クライブ・バーグホファーが五百万豪ドルを持って名乗りをあげた――オーストラリア
の基準ではものすごい慈善だ。「わたしは何も借りていない、貸していない、負ってもい
ないし負われてもいない。わたしのものはわたしのもので、いまやバーグホファーがん研
究センターとなったもののために、コミュニティーに恩返しできるのは大いなる栄誉で
す」と小切手を提供しながら彼は語った。フィーニーは喜んだ。そしてかれらがクライ
ブ・バーグホファーがん研究センターという巨大な赤いネオンサインの横をとったとき、
フレッチャーが「あのバカの名前があそこに上がっている」と口走ると、フィーニーは大
いに不機嫌になった。「チャックは飛びかからんばかりでしたよ。『あの人はバカなんか
じゃないぞ！』と言うんです。ぼくは『そういう意味じゃないって。ただあなたが善良す
ぎるんだよ。あの建物を建てた野郎はあんたなんだから』と言いましたよ。フィーニーは
あるとき、命名権についての考え方をこう説明しました。『図書館にだれの名前がついて
いようと、人々が使える図書館があれば関係ない』と」
ヒュー・ルンは語る。「チャックがクイーンズランドで寄付した影響はすさまじいもの
です。クイーンズランド脳研究所は、アトランティックから 2000万ドル受取りましたが、
そこのブレント・レイノルズ博士が人間の脳から幹細胞を取り出す講演をしたときには千
人集まりました。チャックはブリスベーンでそれだけの認識を引き起こしたんです――脳
についての講演に千人も！」
オーストラリアにおけるほとんどすべての寄付は「必要資金のたった三分の一でした」
とフィーニーはかなり満足そうに述べる。「三分の一はわれわれ、三分の一はその機関自
身、そして残り三分の一は政府からです」。アトランティック・フィランソロフィーズの
寄付を呼び水に、かれは五億豪ドル以上を引き出している。
フィーニーはお金だけでなく、協力も引き出している。自分の態度は「助けてあげても
いいが、かわりにだれかほかの人を助けること」。かれはオーストラリアの大学を、自分
の拡大する世界ネットワークに組み込んだ。それはもともとリメリックを支援するのに
コーネル大学を使ったときの、フランク・ローズが「古典的テンプレート」と呼ぶものを
利用したのだった。アメリカ、アイルランド、オーストラリア、そして後に南アフリカと
ベトナムの大学の学長や学者や科学者たちは、フィーニーとアトランティック・フィラン
ソロフィーズのうながしによって、協力して相互に助け合うようになった。
「チャックは、ベトナムのための知識と技術のプラットホームとしてオーストラリアを
利用しました」とレ・ナン・フォンは語る。アトランティックは、ベトナムの学生をク
イーンズランド大学に留学させる計画に出資した。フィーニーは、二〇〇五年十一月のあ
る日、その一部と対面した。アロハシャツにスラックス、だらりとしたカーディガン姿で、
鷹揚な寄付者とはほど遠い格好だった。学生たちは、なぜか自分たちの留学がフィーニー
のおかげだというのを感じ取り、みんな群がって写真を撮った。学長たちですら写真撮影
は許されていなかった。学生たちの中には、十代の異様な美女も混じっていた。フィー
ニーは彼女たちにこう言った。「がんばって勉強しなさい、きれいなだけじゃだめだよ。
きみたちが活躍すればわれわれも活躍できる。できる限りのことをしなさい。ベトナムは
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君たちが戻ってきて支援するのを待っているよ」
滞在するすべての国でやることだが、フィーニーはその穏やかな物腰と社交性と風変わ
りなところで人々と親しくなった。ジョン・ヘイは語る。「ユニークな人だと思います。
すごい人ですよ。虚栄心がほとんどない。絶えずこれを読めといって、論文や記事の切り
抜きをたくさん持ってくるんです。ときには山のようにね。『前回は厚さ 5センチだった
のに。最近さぼってるんじゃないか、チャック！』と言ってやるんです」。クイーンズラ
ンド工科大学の副総長ピーター・コールドレイクは、いつの間にかチャックの訪問を心待
ちにするようになっていた。共通の関心事を議論するためだ――アメリカの政治だ。「ビ
ニール袋に最新の切り抜きや本を入れて持ってくるんです。あの人はとんでもないカササ
ギなんです。わたしの机を見てください。わたしもカササギなんです」とかれは、紙が散
乱した机を指さしてみせる。カササギはオーストラリアの鳥で、あれこれガラクタを集め
ては巣を作るのだという。
オーストラリアでフィーニーの慈善事業は大成功をおさめたが、たった一つの大きな商
業ベンチャーは大きな問題となった。そもそもの発端は一九八九年、当時インターパシ
フィックの社長だったポール・スローソンが、クイーンズランド沖合の南ストラドブロー
ク島の一部を買って、日本人観光客を呼べるクラブメッド式のリゾート用地にできないか
と考えたことだった。全長 22キロのこの島はブリスベーン郊外のすぐ南にあり、砂浜や
砂丘、熱帯ヤシ、そして世界でここにしかいないゴールデン・ワラビーもいた。
「この島で売り地を見つけて、すっかり参っちまったんですよ」と当時インターパシ
フィックの財務部長だったデイブ・スミスは語る。「片側は海釣り用の深い海で、はんたい
がわはウィンドサーフィンとかのための湾になってたんです。でも数字をはじいてみたん
です。やがてこれがモノにならないのがわかりました。シドニー経由でブリスベーンにき
た人たちを収容して、フェリーを停泊させて島まで運ぶための設備が必要でした。島で必
要なものはすべて本土から運ぶしかありません。それにゴミ処理の問題がありました。そ
んなわけで、こりゃちょっとダメだわ、と思ったんです。そのまま寝かせておきました」
フィーニーとフレッチャーは、一九九三年に初めて訪れたときに四十三分かかるフェ
リーに乗って、この島にきている。これがリゾートとして適切かどうか、二人とも危ぶ
んだとフレッチャーは回想する。かわりにかれらは州政府と交渉して、この島の土地を、
本土側にある十三ヘクタールの敷地と等価交換することにした。そこならインターパシ
フィックはスポーツ＆フィットネスセンターを開発して、その収益を市に寄付できる。で
も、政府が追加で三〇〇万豪ドルを要求してきたので、この交渉は決裂した。フィーニー
は支払いを拒んだのだ。市にスーパースポーツセンターを提供しようという試みがどんな
に真剣なものか理解していないと言って、フィーニーはブリスベーンの役人にいらだって
いたとフレッチャーは述べる。「あの人は頑固なときは頑固ですからね、あのチャックは」
ロンドンでキャノンズ・フィットネスクラブの支配人をやっていたロン・クラークが、
一九九四年のクリスマスにオーストラリアを訪れてこの島を視察に行った。かれはそこが
「息をのむほど美しい」と思い、かなり興奮してロンドンに戻ると、建築家のスケッチや
写真を持ってフィーニーに見せた。かれは島の北東部にあるクーラン・コーヴを「家族向
け環境重視リゾートに完璧な条件」だと保証し、フィーニーを説得してオーストラリアに
戻り、インターパシフィックのためにリゾート開発を一任させた。クラークは、ケン・フ
レッチャーと同じくらいホームシックになっていたのだ。キャノンズを十三年も運営して
きたかれは、新しいことに手を出したいと思っていた。フィーニーは同意した。



218 第 28章 カササギ

インターパシフィックの経営陣は驚愕した。元短距離走者に、リゾート建設を白紙委任
することについて大反対した。クリス・イークスリはチャックに対し、クラークには監督
が必要だとメモを書いた。ジム・ソルリーはチャックに「あそこには行かない方がいい、
大損こくぞ」と言ったという。土地の等価交換が失敗して州政府に対してカンカンだった
ために、各種の助言にもかかわらずそこにリゾートを作ろうと決めてしまったのではない
か、とかれは考えている。「チャックはわたしとちょっと似ていて、クソ頑固なアイルラ
ンド人なんですよ」。でもフィーニーはクラークが実地型の運営者ですばらしい運動選手
だと思っていたし、かれがキャノンズで成し遂げたことにも敬意を抱いていたのだ、とジ
ム・ダウニーは振り返る。
フレッチャーは、自分の縄張りにロン・クラークが割り込んできたことを苦々しく思っ
ていた。クーラン・コーヴ開発に反対したことでチャックが自分に「冷たくなった」のを
感じていたし、チャックがクラークを気に入っていないのも知っていた。イークスリはク
ラークが「単独走者のように自分一人で駆けだし」て、インターパシフィックにまともな
ビジネスプランも出さずに開発に着手したことで批判的だった。フィージビリティスタ
ディも不十分で、開発の段階的なアプローチもなく、アカウンタビリティもほとんどな
かったのを記憶しているという。ＤＦＳ売却をめぐるドラマに気をとられていたフィー
ニーは、何が起きているか自分で判断する時間がほとんどなかった。
太平洋の島にエコリゾートを開発する際の問題はすさまじかった。硫黄性の酸性土を二
十二万五千トンも運び出し、沼地を浚渫して天然の沼地を作らなくてはならなかった。本
土につながる送電線がない島なので、このリゾートは発電も浄水も廃棄物処理も自前でや
らなくてはならなかった。
リゾートの開発費用は、もともと三千万豪ドルと推計されていたが「あっというまにそ
れが六千万豪ドルになり、何もかもがさらに上昇していきました」とクリス・イークスリ。
やがては九千万ドルに達し、そして一九九八年九月の竣工時には、一億八千五百万豪ドル
というとんでもない金額になり、世界でもっとも開発に金のかかったリゾートの一つと
なった。他のデベロッパーならこれで破産しただろうがインターパシフィックの親会社で
あるゼネラル・アトランティック・グループ社はその年の投資収益額が十億米ドル近かっ
たのだった。フレッチャーは費用の高騰について皮肉った。「チャックがどうしてクラー
クにこれだけの費用支出を認めたのか、ぼくには見当もつきませんや。チャックは実に善
良な人ですから」
なぜ費用がふくれあがったのかという質問に対するメールに答えて、クラークはこう述
べる。「建中期間にも詳細な費用明細は月次でアメリカに送っていましたし、向こうの会
計担当がそれをチェックして、支出変動についてはすべて説明しました。大きな問題は、
あの地域にやたらにあった硫黄性の酸性土が、当初の調査より遙かに大量だったことで、
おかげで地元大学にまったく新しい処理方法の開発を委託することになりました。さらに
地元政府の規制で、すべての下水を新処理設備ですべて三次処理までやれと固執したため
に、インフラ費用がはねあがりました。また沼地の日次浄化のために厳しい水処理システ
ムも要求されたんです」
クーラン・コーヴ・アイランドリゾートは一九九八年九月に開業した。ＶＩＰが四百人
以上、オリンピックの短距離選手数名や全国的な有名人を含めてボードウォークのテラス
で食事をした。メディアはクラークを、すばらしい開発ビジョンの持ち主として褒めそや
した。クーラン・コーヴは、環境、デザイン、建築、エンジニアリングなど十五の全国賞



219

を受賞した。世界のあらゆるスパリゾートの中で、もっとも多種多様なリクリエーション
施設とスポーツ施設を持っていた。百五十メートルの三レーン式短距離トラックもあり、
先進レーザー技術が導入されていて、走者たちはおたがいに五メートル離れて光と競争
し、正確なタイムをレーザーで測定できるようになっていた。二十五メートルの温水プー
ル、テニスコート、バスケットコート、クライミング用の壁、高低様々のロープコース、
自転車トラック、アウトドアジム、シャッフルボードのコート、野球用のケージもあった。
森と一体化した自然キャビンもあり、ウォーターフロントのロッジ、レストラン、八十四
バースあるマリーナ、雨林のボードウォーク、アーティスト用スタジオ、商店、結婚式用
のチャペルまであった。
だがこのリゾートは、まるで儲けを出さなかった。毎年のように赤字続きで、二〇〇六
年五月には常勤・非常勤スタッフ百人、つまり総従業員の三分の一が「職場のリストラ」
でレイオフを通告された。フィーニーに言わせると、毎年利益が出ると期待してはいけな
くて、売るにしても適当な時期がある、ということだった。問題は「コストはすべて五つ
星ホテル並なのに、収入はエコリゾート級だということだ」。
フィーニーはクラークを見捨てずに別のプロジェクトを与えた。ブリスベーンのランナ
ウェイベイにクラークが選んだ土地で、インターパシフィックが出資する最先端スポーツ
センター建設の監督を行う仕事だ。とんでもないランニング用のトラックにジム、プー
ル、スポーツ医療施設、選手用の宿泊施設を備えていた。フィーニーはそこからの利益は
市の評議会と分かち合って、もっとスポーツ施設を作り、また「チルドレン・イン・ニー
ド」という慈善団体の支援にもあてるつもりだった。ここでも費用は千万豪ドルの予定が
二千万豪ドル、そして三千万豪ドルとふくれあがった、とイークスリは語る。
それが完成すると、クラークは南オーストラリアにある故郷のビクトリア州に戻っ
てオーストラリア・フィランソロフィー奨励委員会を設立運営するという提案を出し、
フィーニーはそれを了承した。アトランティック・フィランソロフィーズは、三年にわた
る助成金七五〇万豪ドルのうち最初の二〇〇万豪ドルを拠出した。クラークはビクトリア
州の首都メルボルンに引っ越して、委員会を二〇〇一年九月に創設した。「我が国が慈善
寄付で他のどの国にも負けているというのは驚異的なことです」とかれは語る。
フィーニーはオーストラリアの大規模大学プロジェクトに資金提供を開始していた。こ
のアメリカ人寄付者がある早朝にブリスベーンから到着したのをクラークは回想する。二
人はその日一日、いくつもの大規模受益者たちをまわった。たとえば王立メルボルン病
院、ウォルター＆イライザ研究所、アルフレッド病院、メルボルン大学などで、全体でア
トランティックから受け取った金額は一億二五〇〇万豪ドルにもなる。クラークは語る。
「大学を出て、わたしは右に曲がってタクシーを拾おうとしたんです。するとチャックが、
路電は逆方向じゃなかったっけ、と言うんです。その通りだったので、われわれは左に
いって、路電に飛び乗って町を横切りましたよ。ずいぶん皮肉だと思いましたね。寄付で
一億二五〇〇ドルもあげている人が、一〇ドルケチるためにタクシーをやめようとすると
はね」
クラークとアトランティック・フィランソロフィーズの関係が悪化したのは、二〇〇一
年四月一日のメルボルン・エイジ紙に短い記事が出たときだった。これはクラークを誤っ
て「アトランティック財団と信託の代表」と呼び、「オーストラリアでの各種プロジェクト
のために、匿名の寄付を一億六三〇〇万豪ドルも獲得する支援をした」と書いた記事だっ
た。ハーヴェイ・デールは、クラークが情報源だろうと疑った。「わたしが守秘義務をいさ
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さかでも破ったと勘ぐられるなんて、正直いってかなり侮辱だと思いましたよ」とクラー
ク。二〇〇二年十月六日にクイーンズランドの『サンデーメール』紙が似たような記事を
掲載し、関係はさらに悪化した。その記事によれば「アメリカの慈善家がオーストラリア
の寄付先について助言がほしいときには、クラークがかれの目と耳になった。（中略）二
人は先月の最新の寄付以前に、オーストラリアへ二億ドルの寄付をもたらしたのだった」。
チャック・フィーニーとロン・クラークとの友情が崩壊したのは、クラークとランナ
ウェイベイがＡＢＣテレビに対して二〇〇三年に訴訟を起こしたからだった。一九九九
年十一月、ＡＢＣはゴールデンタイムの「７：３０レポート」で、ランナウェイベイ・ス
ポーツスーパーセンターは有毒埋め立て地に建設されており、「クイーンズランド史上最
悪の開発スキャンダルの一つ」だと述べたのだった。クラークは、ブリスベーンで名誉毀
損裁判を起こしたがったが、インターパシフィックの弁護士たちは、経済的損失を証明す
るのが難しいという理由で反対した。クラークはかわりに名誉毀損裁判をメルボルンで起
こし、それが事実に反するということを根拠に謝罪と裁判費用の負担を求めた。二〇〇一
年六月十五日、クラークはビクトリア州最高裁で自分が環境の悪漢扱いされたと震える声
で証言したが、その六十四歳の元短距離走者は「涙を流さんばかりだった」と報じられた。
七月四日、六人の陪審員たちは、元短距離走者に賠償金七十一万七百豪ドルの損害賠償、
ランナウェイベイ・スポーツスーパーセンターには三十八万六千二百五十豪ドルの損害賠
償、および裁判費用の支払いをＡＢＣに命じた。ビクトリア州では空前の名誉毀損の損害
賠償だった。
ＡＢＣは控訴し、二〇〇三年六月に判事三人からなるビクトリア州控訴法廷で論告が行
われるはずだった。クラークと、スポーツセンター代表のワーナー・グラフはもっと低い
額の示談で手を打つことにした。クラークには四十万五千豪ドル、ランナウェイベイには
八万一千豪ドルだ。チャック・フィーニーは、損害賠償はすべてスポーツセンターの管轄
にしろと固執したという。そこでクラークは、またもや訴訟を起こして自分にも損害賠
償を受け取る権利があると主張した。チャックの助言でこの裁判も示談で解決した。「も
らった金は確実に慈善に行くようにしましたよ」とはクラークの言である。
「だれかに訴えられるなんて、生まれて初めての経験でしたよ」とフィーニー。この一
件で、もと短距離走者とフィーニーとの関係は断絶した。
アトランティック・フィランソロフィーズは、当初の三年の期間が終わる二〇〇三年
に、オーストラリア・フィランソロフィー奨励委員会への出資を打ち切った。この委員会
は年間にたった一〇〇万豪ドルの寄付金しか集められなかった。クラークがオーストラリ
アの慈善家たちを説得して、アメリカの慈善家なみの寄付をさせる見込みはほとんどな
かった。フィーニーは、オーストラリア史上最大の慈善家であり続けた。オーストラリア
最高の金持ちだった出版界の大立て者ケリー・パッカーは、総資産四〇億米ドル以上だっ
たが、二〇〇六年に他界したときには慈善財団を作っていなかった。ロン・クラークは、
オーストラリアの富裕層に蔓延する意地悪な文化のせいにした。「言いたくはありません
が、我が国のビジネスリーダーたちはチャックのすばらしいお手本にもかかわらず、そし
て世界中のビジネス人たちがますますコミュニティに貢献するようになっているにもかか
わらず、相変わらず利己的なんですよ」とクラーク。
フィーニーは、フィランソロフィー奨励委員会の失敗糾弾にはまったく加わらなかっ
た。「失敗しても努力は努力ですから」と言って。二〇〇七年三月にブリスベーンを訪問
したかれは、オーストラリアでもっとも豊かな人々二〇〇人は、二〇〇六年時点で合計一
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千億豪ドルの資産を持っていると指摘した。あなたがたはまだ慈善による満足感に気がつ
いていない、とかれは述べ、この分野でリーダーシップを発揮してくれと訴えた。
ロン・クラークはクイーンズランドに戻り、二〇〇四年三月には、ゴールドコーストの
市長に選ばれた。ここはブリスベーンの南にあるリゾート都市で、ビーチや観光客で有名
なところだ。
二〇〇五年十一月のある晴れた朝に、ブリスベーンのドックサイドにある路面カフェ
にすわったケン・フレッチャーは、オーストラリアと自分個人に対するチャック・フィー
ニーの気前の良さについて回想していた。やっとその朝になって、フィーニーはケンがブ
リスベーン最高のガン専門家の診察を受けるように手配し、前立腺の状態を調べさせたの
だった。専門家はあまり希望を与えてくれなかった。フレッチャーは半ば冗談、半ばまじ
めに、なぜチャックは自分がまともな生活を送れるように、百万ドルの小切手をあっさり
書いてくれなかったんだろうと思いめぐらせた。「理解に苦しむなあ、ぼくはこんなにか
れに忠実なのに」そしてにやりと笑って付け加えた。「百万ドルくれたら、友達みんなを
クルージングに連れ出したのに！」
フレッチャーは、三ヶ月後の二〇〇六年二月十一日に死んだ。ブリスベーンでの告別式
では、かれの伝説的なテニスの実力について多くが語られたが、ありとあらゆる三次の中
でケン・フレッチャーへの最大の賞賛は、かれがチャック・フィーニーをオーストラリア
につれてきたことに向けられていた。
葬儀のあとで、フィーニーは珍しく例外を作って、初のテレビインタビューをオースト
ラリアのテレビに提供して、友人を偲んだ。その頃には、匿名ルールにもかかわらず、か
れは一種のカルト的存在になりつつあった。二〇〇六年十月二十三日、かれはクイーンズ
ランド州首相ピーター・ビーティーとともに、オーストラリア・バイオエンジニアリング
＆ナノテクノロジー研究所のオープニングに登場した。ブリスベーンのクーリエ・メー
ル紙は、フィーニーとビーティーが呵々大笑している写真をなんとか撮った。テス・リビ
ングストン記者はこう書いた。「この二人を見てみよう。一人は慎み深く、物静かで、ク
イーンズランドを

スマート・ステート

賢 い 州へと再編した功績の相当部分を担っている人物だ。そしても
う一人が首相だ」
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第 29章

一変した国

チャック・フィーニーが他国での寄付を拡大するにつれて、アイルランドでもっとでか
いことをやるための準備が進んでいた。おそらくはかれの最も印象的な慈善事業は、一九
九七年十月二十一日にアトランティック・フィランソロフィーズの理事たちがダブリンを
訪れたとき、ジョン・ヒーリーが開催した晩餐会が皮切りだった。
その晩餐に呼ばれた一人がアイルランドの教育官僚トップであるドン・ソーンヒルだっ
た。教育科学局の書記長としてソーンヒルはいろいろな催しに招かれたが、そのほとんど
を断っていた。アトランティック・フィランソロフィーズのことはあまり知らなかった
が、アイルランドの大学に何百万ドルも寄付している謎の慈善団体の噂はきいていて、こ
れが重要な機会かもしれないと直感的に感じ取っていたのだった。
会場は、ゼネラル・アトランティック・グループ所有の聖スティーブンス・グリーンに
ある瀟洒なジョージア様式のヘリテージハウスだった。やせてひげを生やした教育官僚が
やってくると、アイルランドのノーベル賞詩人シェイマス・ヒーニーとその妻で作家のメ
アリー・ヒーニー、そして二人のアメリカ人といっしょの最上位のテーブルに案内され
た。アメリカ人の一人は背が高くてはげていて威圧感があり、ニューヨーク大学からきた
弁護士ハーヴェイ・デールだと自己紹介した。もうひとりは背の低い愛想のいいビジネス
マンで、チャック・フィーニーと名乗った。フィーニーという名前でソーンヒルはピンと
きた。北アイルランドの和平プロセスで、このアイルランド系アメリカ人が関わっていた
という話を読んだことがあったのだった。
ヒーリーがシェイマス・ヒーニーを晩餐に招いたのは、アイルランドで一目置かれてい
る人物が会長の訪問を祝福してほしかったからだ。かれはダブリン海辺のヒーニーの住ま
いに車を走らせ、チャック・フィーニーが北も南もあわせてアイルランドにもたらした何
億ドルもの匿名寄付について、こっそり話したのだった。
シェイマス・ヒーニーは立ち上がると五十人かそこらの来賓に向かって口を開いた。少
しつかみの口上を述べてから、ノーベル受賞者はこう語った。「紳士淑女のみなさん、そろ
そろ私が要点にこっそりたどりつこうとしていることをご理解いただけたかと思います。
そしてそれは、アトランティック財団が何年にもわたり、伝説的な慈善事業を展開してき
た手法をまねようとしてのことなのです」。自分がここにいるのは「財団の活動の壮大さ
と、その理事たちの寡黙さをたたえるためであり、中でも伝説的なのがチャック・フィー
ニー氏ですが、わたしがその名前を口に出すほどすべてをやりすぎている点については
お許しいただかなくてはなりません」。アトランティック財団のアイルランドへの介入は
「画期的だ」とヒーニーは続けた。それは単に慈善のすばらしい伝統からくるばかりでな
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く、「見事な無私性、聖フランチェスコ的な禁欲と、ルネッサンス的な壮大さが、チャッ
ク・フィーニーという人物一人に結集した結果なのです。」詩人は結びにあたり「停戦とビ
ロード革命とアトランティック財団が、今世紀の終わりに起こったことの音楽における、
救いの伴奏なのです」と述べた。そして最後に自分の戯曲「トロイでの治癒」からの感動
的な引用で終えた。それはビル・クリントン大統領がアイルランドについての演説で何度
か引用したものでもあった。

歴史は言う、墓の
こちら側では期待するなと
だがしかしごくまれに
待ち焦がれた正義の
津波が頭をもたげ
希望と歴史が韻を踏むのだ。

それは見事なパフォーマンスだった。いつもは賞賛や感謝を受けるのを非常にいやがる
チャック・フィーニーですら、深く感動した。来賓たちが嵐のような拍手をする中で、か
れが静かに「わたしの器もあふれんばかりだ」と言ったのが聞こえたという。
ドン・ソーンヒルはチャック・フィーニーが「非常に慎ましい、とてもすてきな人物だ」
と思った。そして自分の席は偶然に決まったものではなく、細かく観察されていたのは自
分だと思った。「わたしは何もわかってませんでしたね。エリザベス・テーラーの後の夫
たちと同じく、何を期待されているのか漠然としかわかりませんでした」
ソーンヒルの見立てはまちがっていなかった。「確かにかれは観察されていました」と
ジョン・ヒーリー。チャック、ハーヴェイとジョンは、何年もかけて開発したさりげない
やり方で、この重要な官僚についてデューディリジェンス調査を行っていたのだった。か
れらはアイルランドの教育を一変させるような新計画を持っていて、政府組織内に信頼で
きるパートナーが必要だったからだ。
「チャックは本当にでかいことをやりたがっていました」とヒーリー。アトランティッ
ク・フィランソロフィーズの財務状況がずっと強力になったので、フィーニーは箱物建設
をこえて、アイルランドの急成長する虎の経済に本当のインパクトを与えるようなことを
したいと考えていた。ギアを上げて新しいレベルに移り、アイルランド政府の想像もしな
かった水準にまで大学院研究を支援しようと考えていた。アイルランドの将来の繁栄は新
しい知識創造にかかっていたが、政府は大学院研究への公共投資に失敗していた。何十年
にもわたるマネジメントの失敗と保護主義のあとで経済はやっと熱を帯びてきたのに、研
究分野は荒野のままだった。非商業的な支援が多少はＥＵから提供されてはいたが、アイ
ルランドの研究投資はヨーロッパ平均のたった十一パーセント。おまけに大学部門もばら
ばらで、大学間の連携がほとんどなかった。
アトランティックは史上初めて、国の政府と直接交渉に入ろうとしていた。マッチング
取引で、「こちらがお金を出すことで、向こうにもお金を出すように強制する」とヒーリー
は述べた。
驚いたことに、教育科学局の書記長は過去十年でフィーニーが同国の大学に資金提供し
てきた役割をまともに認識していなかった。晩餐後にかれは、省のトップに近いパディ・
マクドノーに命令してアトランティック・フィランソロフィーズを調べさせた。マクド
ノーは外務省の知り合いと話してこう報告した。「きわめて秘密主義的なところで、少し
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でもアプローチしたら、それっきりで、あらゆる通信はおしまい、二度と出てきません」
教育局がまるっきり知らなかったというのは、ハーヴェイ・デールの厳命がいかに有効
だったかを示すものだ。さらに言えば、大学の学長としては友人チャックのことを世間に
少しでも知らせないほうがお得だったのだ。ほかからお金がきているなら、高等教育評議
会からの予算が減らされることになるかもしれない。新しい図書館や科学棟、学生寮があ
ちこちのキャンパスに林立し、大学学長たちの「大建築複合体」について内輪でのジョー
クが流れてはいたが、教育局はそこから真相をつきとめるには至っていなかった。マイケ
ル・スマーフィット、アンソニー・オライリー、ティム・オマホーニー、ロウラン・クイ
ンやトニー・ライアンといった裕福なアイルランド人からの寄付も一役買ってはいたもの
の、その寄付額は各大学がいつの間にかよそで調達してきた金額とは比べものにならな
かった。大学の学長たちは、アメリカで資金調達してくるとんでもない才能を身につけた
ようだった。その一部は金をかき集めてくるために大西洋横断旅行でへとへとだ、とまじ
めくさった顔でこぼしてはいたが、実はフィーニーのほうがかれらの元を訪れていたの
だった。
現代ヨーロッパ最大の教育慈善活動となるはずのもので、最初にアプローチしたのは
ジョン・ヒーリーだった。ヘリテッジハウスの晩餐から数週間たって、かれはダブリンの
グラフトン街はずれにあるウェストベリーホテルの食堂で、ドン・ソーンヒルを朝食に招
いた。ソーンヒルはその時には、高等教育評議会の会長となっていた。また、教育科学局
のトップとしてソーンヒルの後釜にすわった、ジョン・デネヒーおよび教育大臣顧問パ
ディ・マクドノーも招かれていた。
みんながコーヒーをすする中、ヒーリーが口を開いた。「われわれが信用できるのはお
わかりのはずです。もう情報網をつたって、われわれが多くの大学で何をしてきたかご存
じのはずですから。さてわれわれは、アイルランドの研究能力が惨めなほどに小さくて、
てこ入れが必要だと考えています。あなた方、もっと投資しないと。いっしょに何かやり
ませんか？」
アトランティックが 7500万アイリッシュポンド（1.25億米ドル）を出すといったらな
んとおっしゃいますか、とヒーリーは尋ねた。アイルランド政府は同額を出してくれます
か？ 　一同はショックでだまりこくった。「気でも違ったのか、という顔でこっちを見ま
したよ」とヒーリーは回想する。
「考えてもみてくださいよ。こっちは別に、アイルランドにお金を使わなくてもいいん
だ。いろんなところで活動してますからね、アメリカでもオーストラリアでもベトナム
でも。実は同僚のコリン・マックレアが同席していないのは、いまこの瞬間にも空港に向
かっていてオーストラリアに行こうとしているんですよ。クイーンズランド大学にかなり
おもしろい機会があるとかで」
ソーンヒルはあわてて主導権を取り戻した。「よし、わかった、ペーパーを作るから」
とかれ。ソーンヒルはもちろん研究資金を増やしたくてたまらなかった。「経済はちょう
ど、大卒の学生を輸出する状態から、情報通信技術の分野で人不足が生じている状況に転
換しつつあったんです」とかれは回想する。一九九七年六月に新政権が発足すると、かれ
は新任の教育大臣である三十七歳のミヒャエル・マーチンを説得して、大学の情報技術設
備用の五千万アイリッシュポンド予算が却下されたことについて財務省と「一戦交え」さ
せた。だがそれに同意した教育大臣は、財務大臣と対面してびびって戻ってきた。五千万
アイリッシュポンドを要求したのにもらえたのは五百万。それもあちこち削られて、結局
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四百万になってしまったのだった。
ハーヴェイ・デールがアイルランドにやってきたのは、この華々しい朝食の直後だっ
た。かれはマルボロ街の教育科学局の本部で、同局の高官たちと正式な面談を行った。か
れらが提案を細かく説明すると、デネヒーはアトランティック・フィランソロフィーズが
七五〇〇万アイリッシュポンドを用意できると信用できるのか、と尋ねた。デールはデネ
ヒーを冷たい視線でにらみつけ、ヒーリーは「うちに実績を見てくださいよ」と言った。
財団の会長は、逆にアトランティックがアイルランド政府をどこまで信用していいのかと
尋ねた。政権交代があったらどうなります？ 　首相や教育大臣に、匿名寄付者について
質問がきたらどうなります？ 　アイルランド政府が約束のお金を用意できなかったらど
うします？ 　「政府を訴えるわけにはいきませんよね、独立主権国ですから」とデール。
ソーンヒルはやり返した。「そちらだって独立主権でしょうに！」　ソーンヒルは、アト
ランティックの事業だってアイルランド政府と同じく取り消し可能なもので、その約束を
守らなかったからといって訴えるわけにかないのを知っていた。デールはソーンヒルを見
直して敬意を払うようになった。「あの人がいなければ、この取引はおじゃんになってい
たかもしれません」とかれは語っている。
ソーンヒルはこの計画の中心人物となった。問題は山積みだった。すべては極秘。アイ
ルランドの七大学はどれもきわめて自立心が強く、自分たちの特権と自治権を死守してい
た。ヒーリーは、この提案が補助金に対するオープンでまっとうで競争的なプログラムな
しには成立しないと明言しており、その審査は国際的な専門家が行うと述べていた。大学
の学長たちは、一律の施しをあてにするわけにはいかない。資金は、その大学の総合的な
戦略計画にあてはまる提案にしか与えられない。
ソーンヒルはときどき、こっそりオフィスを抜け出しては、落ち葉の舞うダブリンの大
通り沿いにあるアトランティック・フィランソロフィーズの事務所でヒーリーと助手のコ
リン・マックレアと会談した。「いつもこちらから出向くようにしました」ソーンヒルは、
各大学の学長と同じくらいアトランティックとの取引を秘密にした。「こちらのオフィス
に人が会談にやってきたら、記録が残りますから」。かれはまた政府の秘密も守らなくて
はならず、部外者に何を言うか気をつけなくてはならなかった。ソーンヒルは会談の議事
録をとらず、予定表にも記入しなかった。いつか情報公開法に基づいて、それを公開しな
くてはならないかもしれないからだ。
ダブリン訪問に際して、チャック・フィーニーはミヒャエル・マーチン大臣のところに
ぶらりと立ち寄って、アイルランドはもっと研究にお金を使うべきだと語ることで、提案
を先へ進めた。ソーンヒルはこの遭遇のことを耳にして、七大学の学長たちとの局会合の
席上で、いたずらっぽくこう述べた。「ああそういえば、大臣が最近チャック・フィーニー
と話をしたんですよ」。部屋全体が凍り付いて 12度くらい温度が下がった、とかれは笑い
ながら嬉しそうに回想した。「政治家や官僚が自分たちのシマに入り込んでくるのを、か
れらは本気で不安に思っていたんですね。無理もない」
官僚機構の中で提案を進めたのは教育局の上級官僚パディ・マクドノーと、大臣の政治
顧問ピーター・マクドノー（姻戚関係なし）だった。前例のない、ほとんど法外といって
いい七五〇〇万アイリッシュポンドのマッチング資金要求に対して、財務局の役人たちは
あれこれ逡巡した。遅れが長引くと、フィーニーは新首相バーティ・アハーンとの対面を
利用して、非常におもしろい提案が現在展開中ではあるが、アトランティックの資金はい
つまでも待っているわけにはいかないぞ、というメッセージを伝えた。フィーニーは振り
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返る。「基本的にわれわれは、政府がやるべき投資をやっていないので不満だったんです
だからこういいました。『ねえ、はっきり言ってもっと研究に投資しないとだめだよ。い
まはわれわれが建物も造ってあげたし、研究所や教室はあるんだから』」。この後、財務局
の役人たちは遙かに協力的になった、とソーンヒルは語る。
それでも局間の協議は長引いた。「もうくたくたでしたよ」とソーンヒル。ヒーリーは
どんどんしびれを切らしてきた。一九九八年十一月十日火曜日に、かれは役人たちに最後
通牒をつきつけた。土曜に南アフリカに行くので、午後一時に空港に向かう。それまでに
承認がでなければ、この話はなかったことにしてくれ、と。
パディ・マクドノーは事態を財務局に伝えた。十一月十三日金曜日、人々が週末に向け
て職場から帰宅しようとしているとき、マクドノーが財務局に送った企画書の概要文書
が、なにやら捕捉が書き殴られて返送されてきた。その捕捉が、実はかれらの求めていた
承認だったのだ。国民の税金 7500万ポンドが、アトランティックからの匿名七五〇〇万
アイリッシュポンドとマッチする形で提供される。バーティ・アハーンは翌週木曜に一億
五千万アイリッシュポンドの資金を発表し、フィーニーが出した半分は民間資金だと述
べる。
大学の学長たちは、その民間資金がアトランティック・フィランソロフィーズだとこっ
そり告げられ、だからそれだけの金を自分で集める必要はないんだと安心させられた。十
一月十四日土曜朝、ドン・ソーンヒルはアイルランド大学協議会議長のダニー・オヘアを
ボールスブリッジのオフィスに招き、この件はだまっていてくれと頼んだ。オヘアはソー
ンヒルといっしょにダニーがいるのを見て、これはアトランティックがらみの話だと合点
した。
「タラ（アトランティック・フィランソロフィーズ）と政府との間に、一億五千万ポン
ドの研究資金の合意が成立した。お仲間の大学人たちには話してほしいが、それ以外には
一切他言無用」とソーンヒル。ダニー・オヘアは唖然として答えた。「ありえん！」そし
て帰り道にもこう思った。「なんとまあ、今のは聞き違いじゃないよな？」
ソーンヒルは回想する。「あれはまさにスパイじみた代物でしたね。機密保持を心配し
すぎて、電話さえ使わなかったんです」。チャックやアトランティックの話をしたいとき
にも、絶対にその名前を口にすることはなかった。「友人たち」あるいは「われわれ共通
の友人たち」と述べた。教育界で事情を知っている人々は、フィーニーについてのほのめ
かしが上手になった。「たとえば『話題にしてはいけない人に会ったんですよ』とか言う
んです」とダニー・オヘア。学長たちが政府資金を要求するとき、高木たちは「あの秘密
の軍団が半分出してくれそうですかね？」と尋ねるのが常だった。あるときオヘアはヒー
リーにこぼした。「まったくジョン、頼むぜ、この匿名稼業はいい加減にしてくれないか。
ほとんどお笑いの域に達してるぜ！」
ダブリンで翌木曜に開かれた記者会見で、バーティ・アハーンは一億五千万アイリッ
シュポンドの研究プログラムを発表した。新しい研究室、コンピュータと学習施設、研究
ライブラリー開発が行われ、第三レベル学校研究プログラム（ＰＲＴＬＩ）と呼ばれるこ
とになっていた。アトランティックへの言及はなく、半分が「大学や工科大学が調達す
る、政府出資と同額の民間支出」でまかなわれると述べただけだった。
政府が約束を履行しないのではないかというハーヴェイ・デールの懸念は当たった。資
金提供は数年がかりで三回にわけて行われることとなっていた。二〇〇二年五月の総選挙
で、ミヒャエル・マーチン教育相はノエル・デンプシーに交代した。アメリカでのハイテ
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クバブル崩壊で経済成長が低下する恐れが生じ、デンプシーは予算削減の圧力を受けてい
た。かれは弱者優先の方針で、大学はむしろ、特権階級の砦と見なしがちだった。アトラ
ンティックはすぐに、ＰＲＴＬＩ第三期が削減されないという保証を至急求めた。だがそ
れは出てこなかった。ドン・ソーンヒルはデンプシーに、大なたを振るわないよう要望を
出した。だが二〇〇二年十一月十四日、新大臣は研究のための資本支出すべてを「一時停
止」すると発表した。ソーンヒルにとってそれは「官僚としてのキャリアで最も惨めな瞬
間の一つでした」が、少なくとも「一時停止」であって「廃止」ではないことが気休めに
はなった。
だれもアトランティック・フィランソロフィーズに告げようとはしなかった。「わたし
の立腹は筆舌に尽くしがたいほどでした」とその時点では財団最高責任者としてニュー
ヨークに移っていたジョン・ヒーリーは語る。全国の大規模研究プログラムが崩壊しそ
うで、大学との契約は解消されそうだし、研究コミュニティの不安は頂点に達していた。
「わたしとしては、政府とパートナーシップ関係にあったと思っていました。これはパー
トナーに対する仕打ちじゃない。そこで各大学と高等教育評議会に対し、政府からの資金
がこないならわれわれからの資金もないと告げました。こちらも一時停止したんです」と
ジョン・ヒーリー。
何ヶ月かたって一時停止が長引くにつれて、このにらみ合いを解決するには首相が介入
するしかないことがわかってきた。アトランティックの理事たちはダブリンに向かった。
二〇〇三年十月一日、チャック・フィーニー、フランク・ローズ、ジョン・ヒーリー、コ
リン・マクレア（かれはジョン・ヒーリーの後釜でダブリン担当主任になっていた）は
アッパー・メリオン街にあるものものしい政府建築にある、バーティ・アハーンのオフィ
スに赴いた。車の中でフィーニーはネクタイを締め、だれが「強面役」を演じるかで議論
した。その役はヒーリーになった。
アンテナみたいにつったった紙クリップで、ばらばらになりそうなめがねをまとめてい
るフィーニーはアハーンのオフィスで静かに座っていたが、その間にヒーリーが大騒ぎを
繰り広げた。「あの日、ティーシェック（首相）のオフィスでわたしに親近感を持ってくれ
た人はだれもいないでしょうね。はっきり言ってやりましたよ。ティーシェックに、こっ
ちがカンカンだと言いました。パートナーとして連絡ももらえなかったことにがっかりし
たと。別にアイルランドなんかで金を使わなくてもいいんだといい、『そっちがまじめに
やらないんなら、こっちは手を引くまでだ』と言ってやりましたよ」。アハーンは答えた。
「これは何とか解決できる話だと思いますよ」
この面会は公表されず、メディアにも発表はなかった。「でも、ちょっとおもしろいこ
とが起きたんです。翌日この面会について『アイリッシュタイムズ』に記事が出ているの
を見つけたんです」とヒーリー。新聞の教育担当記者ショーン・フリンが「かの隠者めい
たアイルランド系アメリカ人億万長者チャールズ (チャック)フィーニー氏」がバーティ・
アハーンと面談し、「政府が第三レベル研究の予算削減を見直さない限り」大学への民間
資金が危うくなっていると警告したというのだ。
これは明らかに首相自身のリークとしか考えられない、とヒーリーは気がついた。デン
プシーに圧力をかけるアハーン流の手口なのだろう。五週間後に「一時停止」は解除さ
れた。
アトランティックが先鞭をつけたプログラムは、アイルランドにおける研究資金の調達
手法にすさまじい変化をもたらし、アイルランドの研究セクターは本当に一変した、と
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ソーンヒルは後に回想する。ダニー・オヘアはそれが「アイルランドの研究支援方式にす
ばらしい影響を与え、それ以外のものをすべてかき消してしまった」と述べる。ダブリン
ユニバーシティ・カレッジ学長のヒュー・ブレイディは、アトランティックがアイルラン
ドの研究風景を一変させる原動力だったと述べる。
第三レベル学校研究プログラムは「世界中でアトランティックがやったことの中で唯一
最大の大成功」だとコリン・マックレアは述べる。「高等教育がしっかりすれば、ほとん
どの国は沈没から救われるとチャックは考えています。われわれは大学研究に対する政府
支援を一変させました。政府の研究支出は、その結果として何倍にもなったんです」
なんのかので、アトランティックはプログラムの最初の３サイクルの総費用六億五百万
ユーロのうち、一億七千八百万ユーロを拠出してからフェーズアウトしていった (一九九
九年にアイルランドはユーロに加盟した）。研究所や研究プログラムが四十六件創出され、
アイルランドにおける世界的研究能力は本格的に増加し、アイルランド最高の研究才能
は、それまで流出していたのが流入に転じた。二〇〇六年に財務大臣ブライアン・コーワ
ンは五年で十二・五億ユーロの大学院教育投資を発表した。ケルトの虎の原動力は低い税
制ではなく、教育制度とそれが高質な人税を輩出する能力なのだ、とかれは述べた。
「チャックの最大の遺産でしょう」とトム・ミッチェルは述べる。かれはダブリンのト
リニティカレッジ学長を退職してから、フィーニーの招きでアトランティック・フィラン
ソロフィーズの理事会に加わった。「アイルランドでの研究に革命的な影響を与えました。
呼び水投資の最高の事例でしょう。机の上に金を置いて、政府に言ったわけですよ――あ
なたたちも実績をあげないと、とね。財団が政府と手を組み、政府に対する影響力を利用
して政策を変えさせるという見事な例です。これはきわめて重要な社会的変化でした」。
フランク・ローズは、フィーニーが「アイルランドの大学を相互に対話させるようになっ
た。かれらがもっと大きな夢を抱けるようにした。研究を新しいレベルに上昇させた」と
述べる。
このモデルは北アイルランドでも繰り返され、アトランティック・フィランソロフィー
ズと北アイルランド政府はそれぞれ、大学研究支援プログラム（ＳＰＵＲ）という九千四
百万ポンドのプロジェクトに対して四千七百万ポンドずつ提供したのだった。
だがこのアイルランドにおけるアトランティックの最大の勝利に続いて、その最悪の失
敗がやってきた。ワシントンＤＣには公共誠実性センターというきわめて公明な非営利組
織があり、もとテレビプロデューサーのチャールズ・ルイスが運営している。これに類す
る組織をアイルランドでも立ち上げようという、議論のわかれる努力が問題の源だった。
アトランティックをはじめとするアメリカの大財団からの補助金を受けて、公共誠実性セ
ンターはアメリカで一九九〇年以来、各種の調査報告を発表し、全米の政治や企業の腐敗
を見事に暴いてきた。
アイルランドは、民主国家の中でこうした独立監視機関を持たない数少ない国の一つ
だった。フィーニーは、アイルランドのマスコミ報道に登場する政治家や企業家の汚職の
ひどさを懸念していた。かれは一五年前にアイルランドの市民権を獲得しており――祖父
母の一人がアイルランド生まれだったのでその権利が生じたのである――アメリカとアイ
ルランドの二重国籍となっていた。アイルランドでの公共ガバナンスに利害関係があると
考えるべき理由があったのだ。
二〇〇四年六月に、アイルランドの和平プロセスに関わる中で知り合った四十九歳の調
査ジャーナリスト、フランク・コノリーを招き、アイルランドで類似のセンターを設立す
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るための企画書を書いてほしいと依頼した。二ヶ月後、このジャーナリストは公共調査セ
ンター（ＣＰＩ）という名称の機関設立のための五カ年計画を持ってきた。その長官につ
くのは自分だ。かれはその企画書を二〇〇四年九月に、リメリックのキャッスルトロイ・
パークホテルでの会合の席上で、チャック・フィーニー、ジョン・ヒーリー、コリン・マッ
クレアに見せた。
コノリーは真剣で堅実な調査取材記者で、理想的な選択に思えた。その七年前、かれの
記事が主な原動力となって、政府は最高裁判事ファーガス・フラッドの元で政府高官の汚
職捜査委員会を設置せざるを得なくなった。当時与党のフィアンナ・フェイル党の大臣レ
イ・バークが不動産開発業者から賄賂を受け取って、土地利用規制を変えて開発ができる
よう便宜を図ったという証拠を見つけたのもかれだ。バークはやがて汚職の罪で、懲役
六ヶ月となった。
フィーニーとコノリーはアイルランドや国際政治について中道左よりの見方を共有して
おり、何度かいっしょに食事をしていた。コノリーは、アイルランドにおける政治的な腐
敗はほとんどの人が思っているより根深いと主張して、一部のアイルランド政治家が何年
もまともな捜査を逃れているのを「大いに不思議がった」ことを回想した。
二〇〇四年十二月、コノリーはニューヨークのアトランティック理事会に対し、ＣＰＩ
理事会議長として、七十六歳で引退済みのファーガス・フラッドを採用したと報告した。
他の理事は神学者エンダ・マクドノー神父、弁護士グレッグ・オニール、元新聞編集者ダ
ミエン・キバード、そしてホームレス対策組織トラストを創設したアリス・リーヒーだっ
た。アトランティックはその日のうちに、五年かけて四百万ユーロを提供することを承認
し、ＣＰＩの発足は二〇〇五年一月にダブリンで行われることになった。
一方、コノリーはワシントンの公共誠実性センターのチャールズ・ルイスをダブリンに
招き、アメリカのモデルがどう機能するか助言してほしいと頼んだ。ルイスはこれを断っ
た。「コノリーについて読んだり聞いたりしたことで、腑に落ちないところが多かったの
で」とかれは後に新聞のインタビューで述べている。「倫理的にかなり不安な人物だとい
う気がしました」
ルイスはまた、知り合いのアイルランド人ジャーナリスト、サム・スマイスからもコ
ノリーについての疑惑を聞かされた。コリン・マックレアの話だと、アトランティック・
フィランソロフィーズはこうした疑惑を見過ごしたのだという。二年前にアイルランドの
『サンデー・インディペンデント』が報じたところでは、コノリーは二〇〇一年四月にコ
ロンビアに偽造パスポートで渡った容疑でアイルランド警察の捜査を受けているとのこ
と。どうやらその訪問は通称コロンビア・スリーと関連があったらしい。コロンビア・ス
リーとは、ＦＡＲＣ（コロンビア革命軍）の反乱軍戦死を訓練したという罪で十七年の懲
役刑を受けたＩＲＡ暫定派メンバーで、二〇〇一年八月にコロンビアで逮捕されていた。
その一人がナイアル・コノリー、つまりフランク・コノリーのアニだった。フランク・コ
ノリーは容疑をすべて否認した。フィーニーはコノリーの兄の話は知っていたし、フラン
クがＩＲＡの政治部門シン・フェインに肯定的なのは知っていたが、それでこのジャーナ
リストの評価を変えるつもりはなかったのだった。
アイルランド政府も、公表以前からコノリーの監視犬組織については注進を受けてい
た。『インディペンデント』系の新聞で働いていたサム・スマイスは、仲のよかった戦闘
的な法務相マイケル・マクダウエルに、ルイスがコノリーにダブリンに招かれたが断った
という話をしたのだ。
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コノリーが監視組織の長となるときいて、アイルランド政府内には驚愕が走った。マク
ダウエルに言わせると、大臣たちはフィーニーを「慈善的でまっとうないいやつ」でアイ
ルランドですばらしいことをやっているが、コノリーに「カモられて」いるのだと思って
いた。バーティ・アハーン首相は、機会があり次第フィーニーに、どんな人物を相手にし
ているのか警告しようと考えた。この件は首相にとって、公的なものでもあり私的なもの
でもあった。コノリーは何年も前に、ある企業人がアハーンに相当額の和売りを渡したと
いう主張を発表したが、裁判官はそれについて「まるっきり完全にまちがいなく虚偽であ
り事実に反する」という判決を下した。
公共調査センターの発足式は一月三十一日に行われ、アイルランドの生活において「誠
実性、倫理、アカウンタビリティの最高水準」を推進するという狙いがうたわれていた。
コノリーはそれが個人を標的にするのではなく、「政治と産業との界面で」起こることに
注目するのだと強調した。
コノリーの調査は政治的に偏ったものとなり、国が危うくなると主張する政治家たちか
らの怒号があがった。数日後、『サンデー・インディペンデント』紙は二〇〇二年六月の記
事を再掲した。コノリーが「二〇〇一年に偽造パスポートでコロンビアに渡った件でガル
ダイ (警察）の取り調べを受けている」という話だ。記者たちがフラッド判事にコノリー
の疑惑について尋ねると、かれは怒ったように自分が「マッカーシズムには部分的だろう
となんだろうと一切関わりを持たない」と反駁した。
事態は泥沼化した。二月にはイギリス訛りの匿名人が、ロンドンのアルベマール街のア
トランティック・フィランソロフィーズ事務所に電話して、コノリーがＩＲＡと結びつい
ていると非難した。その直後、アトランティックの理事たちは郵便で「中間報告」と題さ
れた匿名の一ページ文書を受け取るようになった。どうやら諜報報告の用で、これまたコ
ノリーとＩＲＡとを結びつけるものだ。後にそれが一部、アイルランド国会議事堂にも転
がっているのが見つかった。
バーティ・アハーンは、コノリーについて二人きりでフィーニーと話す機会は、二〇
〇五年三月の訪米中にやってくるはずだと思っていたが、フィーニーはいなかった。二
〇〇五年三月にはマクダウエル自らフィーニーを探しだそうとした。「局の役人たちに、
チャック・フィーニーの居場所を見つけろといったんです。自分はアメリカをまわるか
ら、フィーニーに会うためならどこへでも行く、と」。フィーニーは国外にいて、このと
きも面会はんかった。
一方、コノリーについてもっと深刻な疑惑が持ち上がっていた。六月九日と十四日のイ
ギリス上院で、フランク・コノリーがコロンビアにでかけたのは、有名なＩＲＡメンバー
といっしょで、しかもその目的は「ＦＡＲＣのテロリストがＩＲＡに対し、訓練と爆弾作
り技能の代金の一部として」三百万ドルほどを受け取ることだったのだ、という主張が
行われたのだった。これを述べたのはアルティガルヴィンのレアード卿、北アイルラン
ド統一党員でシン・フェインに猛反対している人物だ。かれはまた、インディペンデント
ニュース＆メディア社の社長アンソニー・オライリーの広報コンサルタントを務めたこと
もある。レアードのこの主張は、同グループのアイルランドにおける代表紙サンデイ・イ
ンディペンデントで大きく報道された。
ニューヨークのジョン・ヒーリーは、アイルランドの法務大臣がそこまで急いでフィー
ニーと面会したがっていたと知って、かなり焦った。七月にダブリンを訪れたとき、かれ
は法務次官ショーン・アイルワードに連絡して、何が起きているのか尋ねた。アイルワー
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ドは単に、それがコノリーとその「不穏分子」との結びつき疑惑に関する話だとしか言わ
なかった。そしてコノリーに不利な証拠がどれだけあるのか、極秘で警察から説明しても
らえないかというヒーリーの要望を断った。七月二十七日水曜日、ヒーリーはもとアイル
ランド軍諜報担当者だったダーモット・ベンに会いに出かけた。かれはいまや民間警備会
社リスクマネジメント・インターナショナルの社長で、警察とのつながりを使えば、コノ
リーについてどんな証拠が挙がっているか調べがつくかもしれないと思ったのだ。ベンは
翌日ヒーリーに電話して、警察は現時点ではコノリーのことは心配しておらず、公共調査
センターは「立派な団体」だと思われている、と告げた。
フィーニーがダブリンに戻ってきたのは八月末で、首相の望んだ会談がやっと手配され
た。かれとコリン・マックレアは、八月三十一日水曜に政府棟へバーティ・アハーンに会
いにでかけた。首相は、コノリーの下ではＣＰＩが「魔女狩り」に終始するのではないか
と心配だと述べたが、詳しくはマイケル・マクダウエルに聞いてほしいと言う。そこで二
日後に法務相のオフィスに向かった。マクダウエルはシン・フェインを公然と批判してい
る人物だが、まずフィーニーに自分の国民派としての資格を強調するところから始めた。
祖父のエオイン・マクニールはアイルランド独立闘争に参加したし、またかれのオフィス
の壁にかかった、黒い肩章が斜めに走る巨大なアイルランド国旗は、内線の際に共和国側
で射殺された叔父のブライアン・マクニールの葬送旗なのだという。それからマクダウエ
ルは、コノリーの背景をめぐる出来事をまとめたメモを朗読した。学生時代、コノリーは
トリニティカレッジのダブリン校革命闘争団という過激団体と関わっており、この団体は
訪問中のイギリス人を狙撃して傷をおわせ、このためコノリーは逮捕されたが「長い尋問
にも関わらず沈黙を守り通した」。コノリーは一九八二年九月二十八日に暴動参加で有罪
となり、特別犯罪法廷に執行猶予つきで懲役二年となった。二〇〇一年四月十日には、コ
ノリーはベルファストのアンダーソンズタウンに住むジョン・フランシス・ジョンストン
名義の偽造パスポートを持ってコロンビアにでかけて、共産主義の麻薬テロ組織が支配す
るＦＡＲＣ地帯を訪れ、同行したのはＩＲＡ暫定派のトップの一人パラドレイグ・ウィル
ソと兄のナイアル・コノリー、どちらも偽造パスポートを使っていた。
フランク・コノリーはＩＲＡの技術を金で売ろうという計画に加わっていたのだ、とマ
クダウエルは結論づけた。かれに出資するのは深刻な事態であり「あなたがかれをやめさ
せるのではなく、かれがあなたをやめさせることになる」と付け加えた。マクダウエルは
フィーニーに、フランク・コノリーが使ったとされる偽造パスポートの写真のコピーを提
供した。それはコロンビア当局からのものだと言う。
フィーニーは慎重に耳を傾け、あまり口を開かなかった。「かれはわたしが単にコノ
リーを讒言しているのか、それとも本当に中身のあることを言っているのか、値踏みして
いたんですな」とマクダウエル。
フィーニーはジレンマに陥った。コノリーが公共調査センターを設立したのはフィー
ニーが勧めたからだった。かれはそれが金を出す価値のあるものだと強く信じていた。友
情に篤いフィーニーはコノリーが好きだった。マクダウエルは、コノリーに対して確定的
な証拠を持っているわけではなかった。タラの事務所に戻ると、フィーニーとマックレア
は写真を検分した。コノリーの顔に見えたが、細部ははっきりしていなかった。だれかが
コノリーの名を貶めようとする可能性についてもあれこれ話し合った。政府はコノリーが
不穏分子だと心配しているだけなのか、それとも本当に政府に被害を与えかねないと思っ
ているのか、それともその両方か？ 　アイルランドの政治家たちは、かれがセンターを
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使って既存の政党を貶めて、現在のアイルランド政治では周縁的な存在でしかないシン・
フェインが選挙で勝てる見込みを高めると本気で恐れているのだろうか？ 　アンソニー・
オライリーは、コノリーとそのセンターが自分の商売について糾弾するのを懸念している
のではないか？ 　シン・フェインを強く批判しているサンデー・インディペンデント紙
は、イデオロギー的な理由でコノリーを追求しているのではないか？
だが今や問題は信用に関わるものとなっていた。ＣＰＩは自分たちが推進しようとする
アカウンタビリティに匹敵するだけの基準を維持する必要があった。フランク・コノリー
は、偽造パスポートでコロンビアにいたとされる週に実際はどこにいたのか、一度も明か
しておらず、実際に逮捕されるまではその質問には答えないと言い続けていた。コリン・
マックレアはコロンビア疑惑について、コノリーが尋ねる質問集をまとめて状況を整理
した。そしてチャック・フィーニーと二人で翌水曜の晩にコノリーと会った。だが面と向
かってやり合うのを嫌うのと、物事を自分であれこれ考えるのが好きなのとで、フィー
ニーはその質問を尋ねようとはしなかった。単にコノリーに「仕事にかかれ」と言っただ
けだった。
「チャックはこの一件のほとんどでかなり落ち着いていて、わたしには個人的にこう言
い続けていました。『なあ、この問題には何とか対処しなきゃいけないが、でも先へ進も
う。君のやる仕事はとても重要だと思うし、騒動が起きるのはわかっていたことだ』と
ね」とコノリーは語る。後にコノリーは、疑惑で指摘されているようなことには一切関与
していないという宣誓書を提出はしたものの、自分の旅行の詳細について具体的な質問に
は答えようとはしなかった。
この一件はフィーニーにとって大きな重荷となった。自分が正しいことをしたのか不安
で、夜もなかなか眠れなかった。こっそり仕事をするのが好きなアトランティック・フィ
ランソロフィーズの評判が、表だって地に落ちるのではないかと恐れていた。この論争は
かれの時間をかなり食ってしまい、他の仕事に集中するのがむずかしくなった。
フィーニーはその後じきにアイルランドを離れ、南アフリカのケープタウンで開かれた
アトランティック・フィランソロフィーズ理事会に出席した。理事会は、コリン・マック
レアとトム・ミッチェルに、センター存続のためコノリーに辞職を示唆してくれと依頼し
た。コノリーは自分の立場が擁護できないという示唆に怒ったが、センターの理事会にこ
の件をはかることには合意した。だがセンター理事会は、コノリーへの辞職勧告を出さな
いと決めた。「予想通り、理事たちの反応はかなり均一でした――きみが辞めるならわれ
われみんな辞める、つまりこのプロジェクト自体が崩壊するということです」とコノリー。
アトランティックの理事たちは、ＣＰＩ理事会が責務を果たしていないと結論づけた。
本来はオープン性と高い基準のお手本となるべきところなのだ。「どんな理事会でも、信
託された組織を守るのが責任です。でもこの理事会はそれができなかったんです」とト
ム・ミッチェル。
マクドウエルは、この一件を回想するとき、理事たちについては鼻も引っかけないとい
う様子だった。「あの連中はみんな、『あの人物』（コノリー）のための舞台装置でしかあ
りませんから」とのこと。
フィーニーは十一月にアイルランドに戻ったが、そこで行われたアトランティックとＣ
ＰＩの会合は「大荒れ」で、問題は何一つ解決しなかった。コノリーの理事会は、人は罪
が証明されるまでは無罪だと議論すると、ミッチェルは「ここは法廷じゃない、世論がど
う判断するかが重要なんだ」と告げた。だがこの元トリニティ学長は、いろいろあったが
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コノリーは常に礼儀正しく振る舞っていたと感じていた。
この頃、コノリーはフィーニーに公共調査センターによる八十三ページの報告書草稿を
渡した。これはアイルランドの西郊外の住宅近くの海底に、未処理の天然ガス用パイプラ
インを敷設しようというシェルの、議論のわかれる計画をめぐるものだった。フィーニー
は報告を読み、一時間後にコノリーに電話をかけておめでとうと述べた。コノリーによれ
ばかれはそれを「すばらしい報告」と呼び、ＣＰＩを設置したのはまさにこういうものの
ためで、今後もこれが続くのを見たいと言ったという。
シェルのパイプラインは、マヨ郡でかなりの騒動を引き起こしていた。ロスポート村の
五人はエンジニアたちに自分の土地への立ち入りを認めず、シェルが取得した差し止め命
令のため二〇〇六年初頭には投獄されていた。フィーニーは抗議者たちに大いに共感し、
かれらを投獄するのは国の恥だとアハーンに述べていた。九月初頭、コノリーはかれを西
ダブリンのクローバーヒル監獄につれていって、ロスポート村の五人の一人、ミヒャエ
ル・オセイギンという引退した学校教師に会わせた。フィーニーはオセイギンに「政府に
は少し貸しがあるんだよ。できる限りのことはしよう」と言った。シェルが差し止め命令
を解き、男たちは九十四日の監獄暮らしを終えて釈放された。
ＣＰＩ報告は、そのガスパイプラインがどうやっても安全にはならないという証拠を含
んでいた。ガスをロスポートで陸に揚げるにあたり、バーティ・アハーンがプロジェクト
と深く関わっていると書いていた。そしてコリブ・コンソーシアム――シェル、スタット
オイル、マラソンの三社――の重役たちが国家計画委員会に異例のアクセスを得ていたと
も書いていた。最初に沿岸部の許認可条件を変えてエネルギー会社に有利にしたのは、汚
職大臣レイ・バークだと主張されていた。またアンソニー・オライリーが大西洋のガス田
に金銭的な利害を持っており、フラッド調査委員会（いまや別の判事が率いておりマホン
調査委員会と名前を変えていたが）は一九八九年にバークに政治献金として支払われた三
万英ポンドについて調査を開始する予定だったが、その献金をしたのは、オライリーが牛
耳るフィッツウィルトン・グループなのだった。
たまたまこの時期に、フィーニーとオライリーはいっしょにベルファストのクイーンズ
大学に最先端の図書館を作る四五〇〇万ポンドの出資に関与していたのだった。二〇〇一
年以来アトランティック・フィランソロフィーズが大学に提供した三七〇〇万ポンドのう
ち、フィーニーは一〇〇〇万ポンドを図書館に向けたが、それで何の認知も得なかった。
二〇〇九年に竣工すると、この建物はアンソニー・オライリー卿図書館と呼ばれることに
なる。オライリーは四〇〇万ポンド払って命名権を買ったのだが、その半額はかれ個人、
残り半分はかれの持つインディペンデント・ニュース＆メディアグループと、重要なプロ
ジェクトへの出資のためにかれが共同創設したアイルランド基金が支払ったのだった。
十一月にコノリーは弁護士を通じて、検察局長官は、証拠が不十分なためコロンビアの
件でかれを起訴するつもりはないと知った。だがマクダウエルは矛を収めるつもりはな
かった。サム・スマイスに頼まれて、警察の記録からコノリーに関する情報を提供したの
だった。十一月二十六日にスマイスはアイリッシュ・インディペンデンス紙に、コノリー
の偽名によるパスポート申請書とされるものを掲載した。ベルファストの神父の偽造サイ
ンまでついている。その後の号で、同紙はコノリーの偽造パスポート写真とされるもの
と、コノリーの近影とを並べて掲載し、顔つきの類似を示した。政府の大臣が警察文書を
リークしたことに対する猛抗議が起こり、マクダウエルはアイルランドのラジオで、自分
がその資料を個人的にスマイスに流したのだと認めざるを得なくなった。
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フィーニーと理事たちは十二月六日火曜日にニューヨークに集まり、理事会を開いた
が、議題はこの騒動の話ばかりだった。ちょうど開会前に、ダブリンからファックスが届
いた、マクダウエルがイギリス国会で行った発言の速記だった。その中でかれは――公式
記録としては初めて――コロンビア当局がコノリーの偽名によるコロンビア旅行を確認
し、しかもＩＲＡの高官もいっしょで、「諜報報告」に基づけばその訪問はＩＲＡがＦＡＲ
Ｃに「大金と引き替えに」爆発物利用のノウハウを提供する取引に関係するものらしい、
と発言していた。マクダウエルは、コノリーが国にとって脅威であると述べ、ＣＰＩがこ
うした深刻な公的懸念事項に対応するための「適切で長期的な試み」をとらなかったと非
難した。
アイルランドの法務大臣がいまや国会で、ＣＰＩの長官がテロ組織と関わっていると公
式に発言し、しかもコノリーがいまだにコロンビアにいたとされる時期にどこにいたか明
かそうとしないとなると、アトランティックの理事たちとしては、ＣＰＩ向けの年額八十
万ユーロの補助金を止めるしかなかった。かれらがそうしたのは「センター理事会が、財
団の懸念にまったく対応しようとしなかったからだ」とアトランティック・フィランソロ
フィーズ会長のフランク・ローズは述べる。「かれらは (アトランティックの）理事会が期
待したようなリーダーシップを発揮してくれなかった、というのが印象です」
コノリーは「サンデー・インディペンデント紙での公共調査センターに対するかなりひ
どい糾弾キャンペーンと、中でもわたし個人に対する批判にとどまらず理事全員に対する
批判」について大いにこぼしていた。この決定は特にフラッド判事には大打撃で、記者に
取材を受けると涙を流さんばかりだった。かれはマクダウエルが「コノリーの人格を公私
にわたり傷つけた」と非難した。この一件は一瞬だけアイルランドのメディアで大騒動と
なり、一部の専門家はマクダウエルが警察文書をリークしたこと自体が国を脅かすもの
だと批判した。サンデー・トリビューン紙のヌアラ・オファオレインは、マクダウエルが
「下劣な振る舞いをし」たと書き、「フランク・コノリーをおとしめることで政府権力外の
センターをかれが始末したまさにそのやり口こそが、政治権力外のセンターの必要性を示
している」と述べた。
アトランティックの理事たちは、センター設立にあたってのフィーニーの動機を疑問視
する一部の論調に怒った。アイリッシュタイムズ紙のコラムニストであるジョン・ウォー
タースは「チャック・フィーニーがセンターに出資することでやったように、外国の『慈
善家』が金と口を独立国の内情につっこむというのは、わたしに言わせればきわめて不健
全なことだ」。当時副首相でマクドウエルの所属党首だったメアリー・ハーニーの以下の
発言も、財団内で彼女の株を上げる役にはたたなかった。「一部の市民たちが、もっと広
い市民たちに何ら自らの資格を示すことなく名乗りを上げるというのは、まったくもって
不当であり不適切なことです」。あるアトランティックの上層部はこう語った。「わたしは
メアリー・ハーニーの発言をまるっきり賛成できないと思いましたね。彼女がああいうこ
とを言ったこと自体が信じがたいことです」
マクドウエルは当時を振り返って、ＣＰＩのような組織がアイルランドに設立されるの
は、外国から出資を受けていたとしても、別に「不当」ではないと思っていたと述べる。
「大きな問題はコノリーでした。組織そのものの発想には何の問題もありません。チャッ
ク・フィーニーは自分がプロボヴォ（ＩＲＡ暫定派）のフロント組織を支援しているなん
て、一瞬たりとも考えなかったと思いますよ。もしそう思っていたら、単にわたしに失せ
ろと言って、好き勝手な人物に金を出してマイケルの言うことなんか耳も貸さなかったで
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しょうから。わたしにはどうしようもなかった。わたしとしては、すべてが動き出す前に
かれに警告してやめさせたかったんです。それも個人的にやって、単に『あなたは見かけ
通りでない人物を相手にしているんですよ』と言いたかっただけです。かれが怒ったのは
とても残念に思います。表に出たがらない人だし、単に慈善をしようとしているだけなの
に、論争の渦中にひきずりだされたんですから。わたしたちから見れば、フィーニーは
まったく一点の曇りもない人物です。かれはコノリーからの否認に直面していたし、コノ
リーは人好きのする人物です。かれは本気で、われわれが単に政治的理由からフランク・
コノリーを躓かせようとしているのか悩むことになったし、それはかれとしては難しい判
断だったと思いますよ」
トム・ミッチェルは語る。「チャック・フィーニーはフランクについてある判断を下し
たので、それを放棄するのはかれにとってつらかったんです。それがあの人のやり方です
から。とても忠実なんです。そしてそれに応じて幻滅も大きくなる」
アトランティック・フィランソロフィーズはコノリーと示談で合意し、公共調査セン
ターはその後解消した。進行中の調査百件ほどがおじゃんになった、とコノリー。この一
見全体は不幸なものだった、アトランティック・フィランソロフィーズのたった一つの失
敗プロジェクトにばかり人々を注目させることになったから、とジョン・ヒーリーは述べ
る。フィーニーはこの頃には、アイルランドの島に対して十億ドル以上を善行に寄付する
手配をしていたが、その慈善はほとんど匿名だったので、いまやアイルランドの多くの
人々はフィーニーをコノリーとのつながりでしか記憶していない。
翌年一月のある雨の日、サンフランシスコのアパートでフィーニーは次のように回想し
た。「たしか三千くらいの寄付をしていたから、そのうち一つがまずい結果になる余地は
あったんでしょう」。コノリーは、自分が「コロンビアにいた、後ろ暗いことに関わって
いた人物ではない」ということをフィーニーに説得できなかった。ワシントン公共誠実性
センターのチャールズ・ルイスがコノリーに会うのを拒否したときに状況をもっとよく調
べて、アイルランドのセンターを立ち上げる前に嫌疑をもっと検討していればよかったか
もしれないとかれは回想する。「もうあの分野には絶対に立ち入りませんよ」とかれ。そ
して否定的な政治やメディアのコメントについては？ 　「わたしもタフな石頭ですから
ね。そういうものは気にしないでいられるんですよ」



237

第 30章

慈善は故郷から

二十一世紀の始まりまでに、チャック・フィーニーはいくつかの国に目に見える影響を
与えてきた。かれとその秘密の寄付は、海外のますます広い人々の間で知られるように
なってきた。でもほとんどの寄付を行っているアメリカでは、一九九七年に大型秘密慈善
家だというのがアカされて一瞬知名度が上がったにもかかわらず、それほど知られていな
かった。二〇〇六年までにフィーニーは、ほかのすべての国をあわせたよりもアメリカに
多額の寄付をしていた――十七億ドルだ。そしてその最大の割合が高等教育と研究に向け
られていた。アメリカ自体がすさまじい規模の国なので、フィーニーの財団による寄付
は小国の場合と比べて、割合としてはあまり大きな影響をもたらしていない。だがある
一つの機関に対する影響はすさまじいものだった。慈善活動を開始して以来、チャック・
フィーニーはコーネル大学に六億ドル以上を振り向けている。たった一人の卒業生からこ
れほど多額の寄付を受けた大学は、アメリカではほかに一つもない。
二〇〇〇年代前半頃まで、コーネル大学はフィーニーのことを必ず匿名寄付者（Anony-

mous Donor) またはＡＤと表現していた。だがアメリカではことこの場所に限り、ＡＤ
の正体は公然の秘密だった。だれかが匿名でコーネル大学に寄付したら、それを知らない
はずの人でさえ「ああ、チャック・フィーニーね！」と言った。フランク・ローズは語る。
「やがてだんだんこれは、訳知り顔のウィンクつきで行われるようになりました。これは
いささか居心地悪く、一部の人にとってはいささかばかげた話となったんですが、当初は
非常に深刻にとらえられていたんです。訳知り顔のウィンクは、『匿名寄付者』が財団業
界ではアトランティック・フィランソロフィーズの代名詞になったという意味ですが、で
もみんな、それがだれだか知らないとくそ真面目な顔で言うだけの慎重さが必要でした」
フィーニーの匿名要求は、コーネルへの他の大型寄付者とは一線を画すものとなった。
他の大型寄付者としては、シティグループの元会長兼ＣＥＯで五五年卒のサンドフォー
ド・Ｉ・ワイルがいる。かれは医学部と病院に二億ドル近い寄付をして、このためワイ
ル・コーネル医学校という名前で顕彰されている。コーネルのデュフィールド公会堂は、
カリフォルニアのソフトウェア業界の大金持ちデヴィッド・Ａ・デュフィールドにちなん
だもので、かれは研究所群を作るのに二〇〇〇万ドルを寄付している。フィーニーの名前
は、コーネルでかれが出資した数多くの建物のどれ一つにもあらわれていない。ただし、
ホテル学部に一六〇〇万ドルの最先端のセンターを建てたときには級友のボブ・ベックに
敬意を表して、ロバート・Ａ＆ジャン・Ｍ・ベックセンターと命名させた。
五六年卒のコーネル同窓生募金担当のアーニー・スターンは、フィーニーが一九八〇年
代に慈善活動の皮切りとして卒業生としての寄付を増やそうとしたことと、その後のサン
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ディ・ワイルなどによる寄付の大きさとには相関があると考えている。「サンディ・ワイ
ルは五五年卒です。かれらは別に特別な学年じゃない。五六年卒の連中がＸドル寄付した
からって、だれが気にします？ 　実は五五年卒が気にするんですね。そして五七年卒も。
競争というのは動機付けとしてすばらしいものです。冷静に考えると、まるっきりバカで
す。頭おかしいですよ。でもこれが効くんです。みんなうちの学年を見て、あいつらにで
きるんなら、おれたちにだってできる、と言ったんですよ。いささかガキっぽいし筋が通
らないのはわかりますが、でもわたしはそれが真剣だと思います。コーネルはいまや、過
去にないほど同窓生からの寄付水準が高くなっています。去年（二〇〇四年）、コーネル
は三・五億ドルを集めて、全米三位、同窓生の寄付者では全米一位、そしてこんな具合に
年ごとにだんだん増えてきたのは、うちの学年がはじめたことのおかげが一部はあると思
いますよ」
匿名に対するフィーニーのこだわりはきわめて異例だった。アメリカの寄付者のうち、
匿名を希望するのはたった一パーセント。多くの裕福なアメリカ人は、なるべく多くのお
金を稼ごうと競争する。たとえば技術分野の起業家ジム・クラークはかつて、世界のだれ
よりも多額のお金を持とうとした（そして失敗した）。フィーニーはこのクラークと、ス
タンフォード大学への史上最大の寄付で関わりあいを持ったことがある。一九九九年十
月、ネットスケープ社やシリコングラフィックスやヘルセオン創始者のクラークは、ジェ
イムズ・Ｈ・クラーク・センターと呼ばれるはずの新研究ハブ建設に一・五億ドルを寄付
すると発表した。これは一八九一年のスタンフォード開校以来、一回の寄付としては最大
の寄付だった。この発明家は、スタンフォード大学にはいろいろ与えてもらったので借り
を感じていると述べた。一九八〇年代初期にスタンフォード大学教授だったかれは、後に
民間セクターで見事に収益事業へと結びつけた数々の技術を探索できたのだった。大学が
かれを豊かにしてくれたから、その恩義を返したいというわけだ。
サンノゼのマーキュリーニュース紙は、ジム・クラークがセンターに「驚きで口もきけ
ないほどの」一・五億ドルという寄付をしたことで、「ケチなシリコンバレーの大立て者
のステレオタイプを打ち破った」と絶賛した。このセンターは、バイオ医学化学工学プロ
ジェクトであるバイオＸの中核となるはずだった。
華々しいメディア報道の陰で、チャック・フィーニーがこのプロジェクトにだまって
六〇〇〇万ドル出すことに合意したとはだれも気がつかなかった。フィーニーは一九九
六年以来スタンフォードに匿名寄付をしており――息子パトリックが通っており、スタ
ンフォードの開発担当主任ジョン・フォードが一九九四年に、相手がだれかも認識せず
に一人の生徒の親ということでチャックに寄付の依頼をしたのだった――すでにスタン
フォードの研究プロジェクトに対し、二回にわたり合計六五〇〇万ドルの寄付をしてい
た。フィーニーは二〇〇一年三月に、スタンフォード学長ジョン・ヘネシーの自宅でのラ
ンチでクラークと会った。チャックは、クラークが変な人だと思った。一回限りの寄付
で目立ちたいだけだな、というのが印象だった。「あなたのやってるプロジェクトは気に
入ったので、喜んで寄付しましょう」とクラークに言うと、「命名権さえ残してくれれば
かまわんよ」とのこと。フィーニーは「権利はお好きに」と答えた。
六ヶ月後、クラークは一・五億ドルのうち六千万ドル払ったが、そこでスタンフォード
に爆弾を落とした。ヘネシーとフォードに対して、ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領がヒト
ＥＳ細胞研究（これはセンターの設立意図でもあった）を制限していることに抗議して、
残り九千万ドルの支払いを「延期」すると述べたのだ。ブッシュ大統領は二〇〇一年八月
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九日に、幹細胞研究に対する政府資金は、その日以前に培養された細胞群を使ったものに
しか提供しないと発表したのだった。ヘネシーは困惑した。ブッシュ大統領の議論の分か
れる決断に対し、クラークはなぜこの大学を――しかも幹細胞研究の主導的役割である大
学を――罰するんだろうか？ 　二人は考え直してくれと懇願した。クラークはちょっと
折れた。そして残金九千万ドルのうち三千万は払おうと述べたが、それ以上は出さないと
固執した。
大学としては法的には何の手段もとれなかった。かれらは寄付者たちが約束を守るもの
と信用することにしており、法的に拘束力のある約束状などに署名させたりはしなかった
のだ。スタンフォードはバイオＸセンターの開発を完了させるため、残り六千万ドルを必
死でかき集めなくてはならなかった。
バイオＸセンターは二〇〇三年一〇月に竣工し、建築の優秀さで大いに賞賛された。一
億五千万の約束のうち六千万ドル分を不履行したにも関わらず、発明家は命名権を手放さ
なかった。今日このセンターの訪問客は、ジェイムズ・Ｈ・クラーク・センターは「ジム・
クラークとアトランティック・フィランソロフィーズの大いなる志をもって」完成したと
告げられる。
クラークが手を引いた時点でのフィーニーの寄付総額は一億二五〇〇万ドルで、クラー
クの寄付額より三五〇〇万ドルも多かく、スタンフォード史上五指に入る寄付者となった
が、かれの希望通り何一つかれの名を冠したものはない。この金額は二〇〇一年にアネン
バーグ財団がペンシルバニア大学に一億二五〇〇万ドルを寄付したのに匹敵している。こ
れは「クロニクル・オブ・フィランソロフィー」誌によって、民間財団から一つのアメリ
カ大学に送られた寄付としては最大のものと賞賛されていた。この時点では、フィーニー
がコーネル大学にもっと多額の寄付をしていることはまだ秘密だったのだ。
寄付金を後になって撤回するというのはまれだが、前代未聞というわけではなかった。
二〇〇五年六月に、オラクルのＣＥＯにして一時はクラークのライバルだったラリー・エ
リソンが、ハーバード大学に一億一五〇〇万ドルの寄付を発表して、エリソン世界健康研
究所の設立資金にすることとなった。これはアイビーリーグ大学に対する寄付額として
は史上最大のもので、もとデンマーク大使だったジョン・ローブによるそれまでの寄付
記録七〇五〇万ドルをはるかに上回るものだった。その一年後、資産総額一六〇億ドル
で『フォーブス』符号ランキング十五位のエリソンは、このプロジェクトのコンセプトを
作ったハーバード学長ラリー・サマーズが辞職したから自分も気が変わった、と発表し
た。すでに雇われていた研究者二十人、トップ級学者三人、そして事務職員たちは、ほか
に仕事を探してくれと言われた。
アメリカでのアトランティック財団の寄付は、その多くがアトランティック・サービス
社の社長レイ・ハンドランの発案によるもので、一九九三年以降はかれの後継者ジョエ
ル・フライシュマンのおかげだ。だがニューヨークとサンフランシスコをひんぱんに往復
するフィーニーは、常に独自の「真新しいブツ」を探していた。二〇〇四年にサンフラン
シスコで何週間か過ごしているとき、かれはカリフォルニア大学サンフランシスコ校（Ｕ
ＣＳＦ）が苦境に直面していることを知った。二〇〇三年に同校は、ＵＣＳＦミッショ
ンベイにヘレン・ディラー一家ガン研究棟を建てるため、不動産開発業者サンフォード・
ディラーから三五〇〇万ドルの寄付を受けた。大学は残り四〇〇〇万ドルを調達せねば
ならず、一年にわたり資金源が見つからずに苦闘していた。フィーニーは同校の開発局
と相談して、サンフランシスコの金持ち一覧を見せてくれと言った。かれはベンチャー
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資本家アーサー・ロックの名前を指さした。この人なんかどう？ 　ロックならつい先日、
ハーバードに二五〇〇万ドル寄付したばかりですからだめでしょう、というのが答えだっ
た。するとフィーニーは言った。「それはその人は二五〇〇万ドルを寄付できるという何
よりの証拠。挑戦型の寄付をつきつけてみたらいかが？ 　ロックが二〇〇〇万ドル出し
たら、アトランティックがそれと同額の二〇〇〇万ドル出すというわけ」。ロックはそ
れに乗っただけでなく、建設が遅れたために費用が上がった五〇〇万ドル分も負担して
くれた。「何年もグズグズしてるからそういうことになる。インフレが起こるんだ」とは
フィーニーの言だ。二〇〇七年三月、アトランティックは同校に史上最大の現金寄付金を
提供した――心肺研究センターとクリニックに五〇〇〇万ドルだ。
フィーニーはまた、アメリカでのよい価値ある寄付先を見つけるのに、人のネットワー
クを活用したし、たえず地元紙を読み、ニュースを聞き、報告を読んでいた。巨額の寄付
は、研究所の所長との相談から生じることもあれば、雑誌から破り取ったページから生じ
ることもあった。チャックの関心を引いたらどんな雑誌でも読み捨てられることはほとん
どなく、そしてあらゆる大学の学長は、アロハシャツとブレザー姿のさえない男がビニー
ル袋に書類を入れて、ある日ふらりとオフィスに立ち寄り、どんな具合ですかと尋ねられ
る可能性を持っていた。ときには小さな学術機関が、アイビーリーグの大学に負けないか
それ以上の関心と時間を割いてもらえることもあった。これはまさにチャミナデ大学で起
きたことだ。ハワイのホノルル郊外にある、カラポハウクの斜面で太平洋を見下ろす、小
さなカソリック大学だ。
メアリー・シヴィル（スー）ウェッセルカンパーが一九九七年にチャミナデ大学の初の
女性学長になったとき、大学はぼろぼろで、学部生の数も、多くはハワイ原住民や太平洋
諸島の出だったが、六六〇人にまで減ってしまっていた。「財務状況はわたしや理事会の
予想以上にひどいものでした。破産寸前でしたよ」と言う彼女は、同校を創設した、オハ
イオ州デイトン大学に拠点を持つマリアニスト会に助けを求めた。かれらは副学長として
バーナード・プレーガー神父を送りこんで、財務のたてなおしをはかった。プレーガー神
父はこう言った。「あなたの最悪の懸念が実現してしまいました。この大学は崩壊寸前で
す」。デイトンは、財政赤字をなくすために四三〇万ドルを払ってくれたが、老朽化した
施設や標準以下の学生寮といった根本的な問題は未解決のまま残った。
数ヶ月後、荒れたキャンパスの建物の間をくねる道路を、タクシーがやってきた。「実
に平々凡々とした人物が降りてきて、大学について何もかも知りたがったんです。そこで
大学を案内して回りました。寮のトイレまで見せろって言うんです。それから『また連絡
しますから』と言いました」
フィーニーはホノルルへの定期的な出張の途中で、友人からチャミナデ大学の苦境を
聞いたのだった。キャンパスのツアーの後で、かれはスー・ウェッセルカンパーをニュー
ヨークに招いてハーヴェイ・デールに引き合わせた。「うちは原則として宗教的な寄付は
しないし、ハーヴェイはその手の話ではいつも厳しいですから」とフィーニー――とはい
えかれはすでにアイルランドで、ベネディクト会修道院に図書館開発のために二百万ドル
渡して、その原則を破ってはいたのだが。ニューヨークでウェッセルカンパーは、大学は
一般人による統括理事会と宗教的な共同理事会の二層構造になっているのだと説明した。
デールは宗教側をもっと明確に分離してくれと要求した。彼女はその会合から帰る途中
で「ウチは小者なんですからね！ 　マリアニスト会に行って分離したいなんて言えない
わ！」と思っていた。
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フィーニーはウェッセルカンパーに、大学の戦略プランをまとめてくれと頼んだので、
彼女はバーナード神父といっしょにそれを作った。そしてフィーニーに送った。「そんな
もの、ほとんどの人は受け取ったらぱらぱらめくっておしまいです。チャックは隅から隅
まで本当に読んでくれたんです。かなり分厚い文書だったのに」と彼女。
「一九九八年後半になって、いきなりまたチャックがオフィスにやってきました――当
時はここの家具もずっと古いものばかりで、もうでこぼこのソファにすわったんです――
そして『ここで学生さんのためにやってらっしゃることは本当に気に入りました。軌道に
乗せる手伝いをしたいんですが』と言うんです。宗教分離の問題を指摘すると、『それは
何とかなると思います」で、『三百万ドルの小切手を切ります』と言って。わたしは言い
ましたよ。『いま、なんとおっしゃいましたの？』するとチャックは、三百万ドルの小切
手を渡してくれたんです」
標準の手紙がハーヴェイ・デールから届き、その金の出所がばれたら、全額返してもら
うよと告げていた。彼女はこう思ったそうだ。「ここはハワイで、小さな島なのよ。秘密
なんかないんだから」でも彼女は理事会に向かって正直に、「この寄付の出所は言えませ
ん」と告げた。たぶん何人かは、それがフィーニーだと見当をつけただろう――ハワイで
は有名人だったからだ――でも、その人たちもだまっていてくれた。
フィーニーは定期的に訪れるようになり、寮の不足に対応するための新建築の追加とモ
ジュールユニットの提供に大いに関心を示した。ウェッセルカンパーは、チャックの興味
をひいたのは建物のひどい状態と――これはすぐにでも何とかなる――生徒たちが他の大
学に比べると苦労を強いられていたということだろうと考えている。生徒のほとんどは低
所得世帯や不利なグループからきていたのだ。多くの学生は大学教育を受けるだけの能力
はあったのに、「準備が不十分」だった。フィリピン、サモア、グアム出身の何人かは、英
語が第一言語ではなかった。
二〇〇六年一月にキャンパスを歩きながら、ウェッセルカンパーは語る。「かれの寄付
は完全にここを一変させましたよ。寄付額はいまや一四〇〇万ドル近くです」。アトラン
ティックが五〇〇万、ジェナイ・サリバン・ウォールが五〇〇万ドル出して、新しい図書館
が建設されました。ジェナイはＤＦＳ初期にチャックの友人だったモーリス・（サリー）・
サリヴァンの娘です。モーリス・（サリー）・サリヴァンは、ハワイでのマクドナルドフラ
ンチャイズを獲得し、フードランドというハワイ最大の雑貨店チェーンを創業して、一九
九八年に他界している。
大学同士の対話を促進するという習慣どおりに、フィーニーはスー・ウェッセルカン
パーをベトナムに招き、彼女の大学にベトナムの留学生を送る資金を出した。
ハワイはアメリカの一部とはいえ、新しい地域に寄付するというチャックの行動を延長
したものだ。現金豊かなアトランティック・フィランソロフィーズの成功は、新しい大型
プロジェクトを探して見極めるというフィーニーの才能に負うところが大きい。だがアト
ランティックの理事や職員たちとしては、フィーニーについて行くだけでも大変だった。
複数の国で本格的かつ熟慮した慈善をやるには、それなりの職員と管理職が必要になって
くる。
フィーニーが一向に速度を落とそうとしないので、理事たちは「これ以上新しい地理
領域を開拓する」のが賢明かどうか疑念を表明した。ボストンを拠点とする経営コンサ
ルティング企業ブリッジスパンを創設したトマス・Ｊ・ティエルニーは、二〇〇〇年に
アトランティックのために行った私的セミナーにおいて、かれらの懸念を一言でまとめ
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た。「地理的な滲みだしはなし」。「それを見てちょっと笑いが起きて、各種の文書その他
に「地理的な滲みだしはなし」というのが記入されましたよ。これはチャックが他の国に
手を広げるのを制約しようという意図でした」とハーヴェイ・デール。
だが組織の中でチャック・フィーニーの道徳的権威はあまりに強く、理事たちもチャッ
クをあまりに畏敬していたので、かれが新しい地域に進出したいと言えば、みんなかれの
望みにしたがっただろう。フィーニーがどこか新しい国、たとえばジンバブェなどに大規
模な寄付をするのに関わりたいと言い出したらどうなるか、と尋ねたところ、ハーヴェ
イ・デールはこう答えた。「わたしに言わせれば、もしチャックがジンバブェで何か重要
なことがあると決めたなら、それが賢明かどうかはいろいろありますが、でもかれがホン
トにホントにそうしないのであれば、わたしなら――なんとかしようと言いますね。そし
て、かれの足を引っ張るよりは、手助けしようと言うでしょう」
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第 31章

地理的滲みだし

二〇〇三年、ハーヴェイ・デールの懸念をよそに、チャック・フィーニーは新しい国に
でかけたがった。キューバがチャックの関心を引くのは、避けられないことだったのかも
しれない。共産主義ベトナムに関わったらそれが実にうまくいった。ベトナムと同じく、
キューバもアメリカにひどい目にあわされた、とチャックは考えていた。キューバとベト
ナムは、アメリカのまちがいを正すという発想からきたんですよ、とかれの娘ジュリエッ
トは語る。
ほとんどのアメリカ人にとって、ベトナムを助けるのは別に問題ないことだった。クリ
ントン政権下で、アメリカとベトナムの関係は急激に改善した。ベトナム戦争の傷跡は癒
え始めていた。アメリカのベトナムに対する経済制裁は一九九四年に停止され、両国の国
交は一九九五年に正常化した。
キューバとなると話はちがった。フロリダには何万人ものキューバからの亡命者がい
て、フィデル・カストロ存命中には一切の交渉に反対していた。かれらはワシントンで、
民主党からも共和党からも支持を受けていた。一九九六年にビル・クリントン大統領はヘ
ルムズ＝バートン法案に署名して法案化し、懲罰的なアメリカの禁輸措置を永続化させ
た。ワシントンとハバナの間には外交関係はなかった。ワシントンの許可なしにキューバ
に入ったら、アメリカ市民は重い罰金措置となった。
つまりアトランティックがキューバに手を出す政治的なリスクは、ベトナムに比べては
るかに大きかった。「アメリカはキューバとは関係修復段階に達していないんです。ベト
ナムは達していました。ベトナムの再建は許されていましたが、キューバの再建はまだ許
されていなかったんです」とクリス・イークスリ。
アトランティックの理事たちは、キューバでの寄付を見当するというチャックの計画
を、支持するというよりは黙認したという感じだった。「わたし個人としてならやりませ
んが、チャックがそうしたからといってこの世の終わりってわけじゃないですからね」と
会長フランク・ローズは述べた。だがアメリカでのチャックの崇拝者たちは、ギョッとし
た人も多かった。「どっからそんな考えが出てきたのやら。カソリック育ちのいい人で、
ブルーカラー的なカソリックの出の人なのに」と旧友のフレッド・アンティルは述べた。
アトランティック・フィランソロフィーズの弁護士たちはアメリカの理事たちに、キュー
バに資金提供などという話は議題にすらあげてはいけないと助言した（そしてかれらは議
題にはしなかった）。二〇〇一年にアトランティックのＣＥＯになってニューヨークに移
住したジョン・ヒーリーはアイルランド国籍だったが、インタビューではキューバの話は
絶対しなかった。ニューヨークがいまの拠点だったからだ。アメリカ市民であるチャック



244 第 31章 地理的滲みだし

は、財団の活動をキューバに向けることはできなかった。だが、それをインスパイアする
ことはできる。
アトランティック・フィランソロフィーズがキューバでのプロジェクトを支援できるよ
うに、アトランティック慈善信託なる組織がロンドンに登記され、イングランドとウェー
ルズの慈善委員会の監督下となり、資金はバミューダからハバナへと流れることになって
いた。アトランティック・フィランソロフィーズのアメリカ人理事や、アメリカ人従業員
は一人もこの組織とは関わらなかった。アイルランド国民で、ダブリンの国際支局長兼ア
トランティック・フィランソロフィーズのシニア副社長であるコリン・マックレアがこの
信託の専務取締役となった。「アメリカの法律を、形ばかりでなく、その趣旨の面でも遵
守するよう慎重に心がけました」とコリン・マックレア。他のメンバーたちは、これまた
アイルランドを拠点とする所長トム・ミッチェル、そしてイギリス人職員二人。ミッチェ
ルは、自分の役割について特に不満はなかった。「アメリカがキューバに対してやってい
ることは許し難いと思いますよ」とかれ。冷戦が終わる前ならば、アメリカの態度も理解
できなくはないが、その後はキューバはアメリカに対してまともな脅威は一切与えていな
い。「重要なのは財団がまっすぐに取り組むことです。アトランティック・フィランソロ
フィーズがキューバに大金を寄付するなら、そうする許可を得ます。裏口から何かをしよ
うとはしません」
クリス・イークスリは、キューバに何度か先鋒として出かけ、合法的に支援できるプロ
ジェクトを見つけ、ハバナ政府がこの慈善家を真剣に扱うよう入れ知恵することにした。
キューバ当局は、同情的なアメリカ人から各種の申し入れは受けていたが、アメリカの禁
輸のせいでまったく実現しないものが多かった。イークスリはフィーニーの活動の秘密主
義について「根拠がなくもない恐怖症」的な部分を感じとっていた。アトランティック・
フィランソロフィーズの理事の一人はフリッツ・シュワルツで、かれは一九七五年にフラ
ンク・チャーチ上院議員が委員長を務めた、ＣＩＡの過剰活動を調査する上院諜報小委員
会で主任顧問弁護士だったのだった。その報告書の半分は、ＣＩＡによるフィデル・カス
トロ暗殺計画に関するものだった。
二〇〇四年十一月にフィーニーは、パリからハバナに直行してキューバに降り立った。
同行したのは理事のトム・ミッチェル、そしてリメリック大学学長のロジャー・ダウナー
だ。フィーニーは、実はこれが初のキューバではなかった。まだ独身で世界中で車を売り
歩いていた時代、一九五九年一月にハバナに飛行機で来たことがあった。革命の一週間
後だ。「フィデルとその追従者たちがヒルトンを占拠したんですよ」とかれは回想する。
フィーニーはじゃまされることもなく、グアンタナモベイの米軍基地に飛び、そこで車二
台を売って、カーズインターナショナルのセールスマンを採用したのだった。
二〇〇四年の一週間にわたる旅の最後の晩に、キューバの高官がフィーニーたちに対し
て、午後遅くにハバナ会議センターに来るよう連絡してきた。午後五時半に、黒いメルセ
デスのリムジンが二台、まわりの芝生の間を走る車道をやってきた。一台が速度を落とし
たかと思うと、急にスピードを上げて離れていった。もう一台も同じことをした。セキュ
リティ上の操作を終えたので、リムジン二台はぐるっとまわって戻ってきた。
フィデル・カストロが入り口から入ってきた。ヒゲ姿でがっしりして、緑の軍服を着て
いる。フィーニーに歓迎の意を述べると、会議室へと案内した。まるで起きたばかりと
いった感じだった。キューバ大統領は、おつきの医師ユージェニオ・セルマン＝ホセイン
――カストロが一四〇歳まで生きるという予言で有名――と外交第一副大臣フェルナン
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ド・ラミレス・デ・エステノス・バルシエラをつれていた。バルシエラは、キューバの学
童エリアン・ゴンザレスをフロリダから送還するときに、ワシントンでキューバ人代表部
の長官を勤めていた。
だがいったん口を開くと、カストロは活気づいて一方的にしゃべりまくった。そのモノ
ローグは止めどなく六時間近くも続き、終わったのは深夜直前だった。とんでもない記
憶力と細部へのこだわりが見られた。「ほとんど聞こえないくらい静かに話し始めてこち
らを引き込みますが、何時間かすると別のレベルの談話とエネルギー水準になっている
ことに気がついて、こちらはもう一心に聞くばかりで、逃げられなくなっています」。あ
る時点でカストロは、トム・ミッチェルと二人でギリシャ哲学について対話を始めたが、
フィーニーが割りこんで「その調子で続けるんなら、みんなで話せるのは野球しかなく
なっちゃいますよ」と言った。カストロは答えて「いやいや、もっと重要な議題がある」
と述べて、地球温暖化と世界の健康についての議論を始めた。その間に来客たちは、フ
ルーツとフルーツドリンクをふるまわれた。フィーニーは当初から、これが長い夜になる
のを覚悟していたので、あまり飲まなかった。ついにカストロは「本当に申し訳ない、自
分でも抑えがきかないんですよ、しゃべり続けて一向に止めず、ずいぶん失礼をいたしま
した」。チャックはあらゆる意味でホッとした――だれも独白を中断させる勇気がなくて、
トイレにすら立てなかったのだ。かれはそろそろ終わりの時間だと合意して、もう遅すぎ
るから「別の女といっしょじゃないかと妻が疑う」と述べた。キューバの指導者は愕然と
したふりをした。「おお、奥様とごいっしょとは知らなかった。花をお送りしなくては」
「花なんか贈られたら、絶対にわたしが別の女といたにちがいないと思いこみますよ」と
フィーニーは答え、カストロは呵々大笑したのだった。
翌日、チャックとヘルガが出発する直前に、カストロがまたあらわれて、今回は通訳を
つれていた。かれはヘルガに花束を贈り、フィーニーに葉巻の箱を献呈した。「お吸いに
なりますか？」とカストロ。フィーニーは「いいえ」と答えた。「それではお友達は吸わ
れますかな？」「いいえ」「だったらもっといい手として、あなたの敵にあげることです」
とカストロ。カストロ自身も一九八五年に禁煙していた。今回は、もっと小さな部屋で二
時間の会談が行われた。かれはヘルガに非常な気遣いを見せた。同席していたイークスリ
は、こういう親密な場だとカストロが実に優雅でとても親しみやすいと感じた。キュー
バ指導者はまたロジャー・ダウナーを別個にサガ足出して、教育に関する議論を行った。
「昨晩はわたしが講義したから、こんどはあなたが教えてください」と言って。
アメリカの規則だと、アトランティック・フィランソロフィーズは重要な健康研究、通
称若さの島研究を支援することはできた。これは世界中で何億人にも影響する慢性の肝臓
病のマーカーを見つけ出す研究だ。また、ラテンアメリカ医学校用に医療バックパックを
提供することも認められていた。この学校は一九九八年にカストロがハバナに設立した医
学校で、外国の医師を無料で訓練している。カストロはフィーニーに、これは地域の保健
分野における人的資源を作る機会だと説明した。
二〇〇七年までにアトランティックは一一〇〇万ドルほどをキューバに貢献したが、こ
れはもっぱら医学教育協力だった。だがアメリカの禁輸のおかげで、フィーニーは自分の
一番得意とすることができなかった。大学や高等教育機関の資本ニーズを見つけて、新し
い建物や設備の資金を提供し、全国的な教育の成果を向上させるということだ。
だがフィーニーは、キューバの保健プログラムを支援するのに熱意を見せていた。
キューバの保健は治療より予防に力を入れており、おかげでキューバの平均余命はアメリ
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カよりも長かった。ある訪問でかれは、キューバ在住のアメリカ人ジャーナリスト、ゲイ
ル・リードに、なぜ世界の人々はキューバの医師たちの業績についてこんなに知らないの
か、と尋ねた。彼女が、現在それについての本が書かれているところだと言うと、フィー
ニーは反駁した。「いまじゃだれも本なんか読まない。映画にしなさい」。アトランティッ
ク慈善信託はその後、二〇〇六年にゲイル・リードとアカデミー賞候補のコニー・フィー
ルド製作で「サリュー」という九〇分のドキュメンタリー製作に一〇〇万ドルを提供し、
その世界配給のための資金も出した。
フィーニーは、アメリカの法律の枠内でできる限りのことをしようという決意を揺るが
すことはなかった。二〇〇七年一月にまたキューバを訪れたフィーニーは、キューバ国民
会議の代表リカルド・アラルコンに対し、ハバナ旧市街の優雅なカフェ・デル・オリエン
テでの夕食をとりつつ「わたしはまだ背を向けていませんからね」と述べた。
一方、フィーニーは南アフリカ共和国を「発見」していた。かれは二〇〇五年秋にそこ
にでかけた。でもこれは地理的な滲みだしの例ではない。アトランティック財団は一九九
四年以来南アフリカで活動していた。これはもっぱらハーヴェイ・デールの主導によるも
ので、一九九一年のアパルトヘイト廃止以後の同国に機会がないか、ジョン・ヒーリーに
探索を依頼していた。続く十年で財団は一億ドルを、教育、人種融和、人権、健康に費や
し、かなりの金額をエイズ対策に向けており、同国の外国ドナーとして五指に入る存在と
なっていた。ヒーリーは、本人のことばを借りれば「まったく恥も外聞もない南アフリカ
熱狂者」となっていたが、どうしてもチャックの興味を引くことができなかった。二〇〇
四年にブリスベーンで行われたアトランティック・フィランソロフィーズの理事会で、次
の理事会は南アフリカで開くとヒーリーが発表すると、フィーニーは反駁した。「それな
らわたしは出ないから」
「いつもチャックに南アフリカの話をして興味を持たせようとするたびに、かれは心を
閉ざすんです。とにかく行きたがらない。問題が多すぎると思っていたんです。そして近
年ではそれも無理もない。大統領のエイズ否認や、熟練保健専門家の大量流出、そしてジ
ンバブエ危機に対しての賢明とはいえない南アフリカの対応を見れば当然かもしれませ
ん。こういうのがあって、かれは完全に興味が冷めていたんです」
フィーニーの説明はちがう。「問題が大きいことでは決して尻込みしたりはしませんよ。
だって支援しようと手をさしのべるなら、そこには問題があるに決まってるんですから。
それまで行かなかったのは、自分が行く場所の途中にあるところにしか行かないように
しているからなんです」。南アフリカは物理的にも心理的にも、大きな回り道になった。
かれは世界中を旅してまわったが、決まった楕円ルートを何度も何度もまわるのが常だ。
ニューヨークからサンフランシスコ、ハワイ、日本、オーストラリア、タイ、ベトナム、
イギリス、アイルランド、そしてニューヨークに戻るか、あるいはその逆回りで、その旅
程は常にフィーニーが至るところに持ち歩く学校の書き取り練習ノートに、ボールペンで
記録してある。フィーニーはコンピュータが大嫌いで、そのノートを「イエズス会のラッ
プトップ」と呼んでいるのだ。
だが今回はフィーニーは気を変えて理事会より数日前に南アフリカに入り、おかげで
ヒーリーはかれの気を変えてくれそうな人々と会合を設定する機会ができた。その一人が
元アフリカ国民議会の書記長シリル・ラマフォサだった。かれは強力な組合指導者で、ア
パルトヘイトの平和的な集結に力のあった人物だ。かれらはヨハネスブルグのサンドン地
区で、かつて有名な娼館だったレストランの個室で昼食をともにした。二人は北アイルラ
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ンドの和平プロセスという共通の関心を持っていた。ラマフォサと元フィンランド大統領
マルッティ・アハティサーリはＩＲＡに招かれて、秘密の貯蔵兵器の破棄を確認したの
だった。かれはＩＲＡが接触してきたときの、秘密主義的な話でフィーニーをもてなし
た。「パリのパブにでかけて、フィナンシャルタイムズを読みながら、目立たないように
していろといわれたんですよ。わたしが？ 　黒人のわたしが目立つなと？」するとサン
グラスのＩＲＡ人が忍び寄ってきて、かれはアイルランドに連れ去られ、アイルランドの
沼地の中に立たされて、それでも目立たないようにしつつ、大量の兵器の箱が開けられて
数えられるのを監督するはめになった。フィーニーも、ジェリー・アダムズと接触すると
きにベルファストの裏通りで体験した独自の冒険譚を持っていた。
ヒーリーによれば「シリル・ラマフォサとの会談はチャック・フィーニーに対し、これ
が『掃きだめ』国ではなく、その未来を確保できるすばらしい人々がいて、慈善団体が等
しすればそれなりの見返りがかなり確実に得られるというのを示すことでした」。その目
論見は成功した。別れ際、フィーニーは両手でラマフォサと握手すると「われわれの南ア
フリカでの仕事は始まったばかりです」と述べた。
フィーニーはまた、南アフリカでもっとも有名なジャーナリストのアリステア・スパー
クスがアトランティックの理事たちに、世界に忌み嫌われる国から急成長する安定した民
主主義国になるまでの十一年間の歴史について概略を述べるときにも、背筋をピンと伸
ばしてすわっていたし、また引退した南ア最高裁判事で現代南アの英雄の一人アーサー・
チャスカルソンが、寄付者たちのためにハワードホテルで開催された晩餐会で、南アにお
ける立憲主義への移行について語ったときも熱心に聞いていた。その晩は、クワズルナ
タール大学の音楽学校の学生たちが、プッチーニやヴェルディのアリアを歌って終わりを
迎えた。
アトランティック・フィランソロフィーズは、南アへの資金の大半を高等教育に向け、
かなりの金額をヨハネスブルグのウィトウォータースランド大やナタール州のクワズルナ
タール大学に寄付している。二〇〇六年に長編『肺の中の氷』欧州連合文学賞を受賞した
ジェラルド・クラアクの指揮下で、職員五人で運営しているアトランティックの南ア事務
所は、ピエテルマリツブルグ・ゲイ＆レズビアンネットワークから、ネルソン・マンデラ
が収監されていたロベンス監獄博物館まで多用な組織に出資しており、また北アイルラン
ドの活動家たちを南アフリカに招き、紛争解決について議論させたりもしている。
いつもビジョンとエネルギーを持った大学学長を捜しているフィーニーは、ウェスタ
ンケープ大学の官長（学長）ブライアン・オコネルが昼食時にかなりの情熱をこめて、自
分の大学のミッションを説明したのを聞いて「われわれがここに来たのはまちがってい
なかった」と述べた。翌晩、ケープタウンのヴァインヤードホテルでの晩餐で、マンフェ
ラ・ラムフェレが、なぜみんな南アフリカに投資すべきかを語った。かれは殺された学生
指導者スティーブ・ビコと共に、南アフリカの黒人意識運動を一九六九年に創設した一人
だ。ジョン・ヒーリーの妻イボンヌのうながしで、フィーニーも短いスピーチをしたが、
要するに南アフリカでアトランティック・フィランソロフィーズがやるべき仕事はたくさ
んある、ということだった。
「理事会の正式訪問が進むにつれて、毎日のようにチャックの意識が変わるのがわかり
ましたよ。だってかれはきわめてすばらしい人々に会い続け、みんなこれまで英雄的なこ
とをやってきて、すさまじい障壁に直面していて、そしてチャックはこれが特別な国だと
言うことに気がつき始めたんですよ。単にそれが過去数年で専制国から民主国家に移行し
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たというだけでなく、アフリカを現在のひどい状況からましな未来へと導く可能性を持っ
た国だからです」とヒーリーは語る。
フィーニーはいつも通り、南アフリカの学者たちを世界的な大学指導者のネットワーク
に引き入れた。フィーニーの示唆で、ブライアン・オコネルはウェスタンケープ大学の視
察団をオーストラリアにつれてきて、大学連携の構築を始めた。クイーンズランド大学学
長のジョン・ヘイは、公衆衛生やエイズ研究、言語習得についてオコネルと協力を始めた。
南アからの学生は、ブリスベーンで学んで経歴書を改善するための学資を与えられた。
二〇〇六年暮れに、別の地域を検討する気があるかと尋ねられたフィーニーは、すでに
七五歳になっていた。「もっと若ければねえ」というのがかれの答えだった。
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第 32章

老いたる暴れん坊たち

ＤＦＳ創設株主四人は、無一文から始めてすさまじく豊かになったが、世紀の変わり目
にはまったくちがった生活を送っていた。今日かれらはお互いほとんど接触がないが、ボ
ブ・ミラー、アラン・パーカー、トニー・ピラロはスイスのクシュタートにある贅沢なス
キーリゾートで、同じ森の斜面にコテージを持っている。フィーニーとミラーは、売却前
の最後の面談以来口をきいていない。ミラーとピラロも同様だ。フィーニーとピラロはそ
の後一回だけ会っている。他の三人と普通につきあっているんはアラン・パーカーだけだ
が、そのパーカーでさえ、分裂後の五年間はミラーにもピラロにも会わなかった。
フィーニーのパートナーたちは、一つの点については同意見だ。このアイルランド系ア
メリカ人がかれらの人生に関わってきたことは、きわめて幸運なことだったし、そしてみ
んな自分たちの富にかれが果たした役割を喜んで認めている。チャック・フィーニーは
「実に特別な人物で、それは疑問の余地がない」とボブ・ミラーは語る。「ＤＦＳのビジョ
ナリーで原動力だったのがチャックだったという点は論を待たない」とアラン・パーカー。
「フィーニーは自分の足で考え、天才的で目標から目を離さないビジョナリーだ（中略）ど
こから見ても成功間違いなしの人物だった」とトニー・ピラロは回想する。
ボブ・ミラーは自分の富を伝統的なやり方で扱っている。かれと妻シャンタルは世界的
な上流社会の一員となった。香港の日刊英字紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト紙
は、かつてかれとフィーニーの正反対の暮らしを「億万長者の王子と億万長者の乞食の物
語」と表現した。ミラーは一年の大半を、香港のピークにあるすばらしい家で過ごしてい
る。その地域の西洋人居住者ではかれが一番の金持ちだ。八月初旬から一月末――ライ
チョウ狩りのシーズンだ――かれはイギリスのガナーサイドにいるだろう。ヨークシャー
のアッパースワルデールにある、かれの個人領にある狩猟ロッジだ。そこにはイギリスで
最大のライチョウ猟場がある。
瀟洒な石壁のロッジは、草原や泥炭地、ヒース林から成る屋外舞台に囲まれている。隣
の囲いには放し飼いのキジがいる。締まった体つきで日焼けし、はげ上がらずに銀髪を
保っている七十二歳の億万長者は、自分のヨット、マリチャ四世号のロゴをつけたジッ
パー式ジャケットを着て、二〇〇五年十一月のある晩にチャック・フィーニーとの関係と、
巨万の富に対する自分自身の考え方について思いを巡らせた。イヌや狩猟場面の巨大な油
絵を飾った部屋で夕食をとりながら、ミラーは自分を億万長者にしてくれたパートナーと
の関係が崩壊したことを、いささか後悔をこめて語った。二人はもともと仲がよかったわ
けではないが、昔は二人は「若き暴れん坊」たちで、あの頃が最高だった、とかれは言う。
かれの執事アンドリューは、もと皇太后の第一従僕で、お仕着せの黒いウェストコート
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とストライプ入りのズボンをはいている。かれに一九九八年もののシャトー・グロー・ラ
ロースを注がれつつ、ミラーは富に対する自分の態度が子供時代の体験によって形成され
たと回想する。その子供時代は、フィーニーのものとかなり似ていたが、与えた影響は
まったくちがっていた。「わたしは一九三三年に生まれて大恐慌の中で育ったんだ。父は
土曜の朝まで給料が受け取れず、そのせいで金曜の夕食はいつもかなり貧相だったよ。母
がその頃には家中のお金を使い果たしていたからね。煮豆と茶色のパンだ。父は、手持ち
のわずかなお金を上手に管理していて、その点は父に多くを学んだと思う。わたしはいつ
だってお金を稼げた。子供の頃はいつも新聞配達をしてポケットには現金があった。コー
ネル大学の学生時代は、夜に臨時のコックとして働いたんだ。友愛クラブのテーブルの給
仕をして、食べ物は無料で手に入れたよ。高校からすぐに大学に入って、ちょっとした奨
学金をもらったので助かったな。半額は両親が出さなきゃならなかったが、残り半額はわ
たしが自分で稼いだ」
スコットランドーアイルランド系のかれの母親はこんなことを言っていたそうだ。「お
金はうんこみたいなものだから、ばらまいていろんなものの肥やしにして、物事を育てて
実現させること――つまりは、楽しむことね」。それが彼女の哲学で「わたしとしてはす
ばらしい哲学だと思う」。ＤＦＳの配当が増えるにつれて、フィーニーは自分たちがそれ
だけの成功に値するのかとますます困惑していったのはわかったが、「お金をたくさん稼
いでもわたしは一向に気にならなかったな。もらえるだけもらって、楽しめばいいじゃな
いかというわけだ」
ミラー一家の暮らしは裕福になると一変した。かれらは大盤振る舞いを始め、何百万
ドルものパーティーを開いたり、ヨーロッパの王族とつきあったりするようになった。
ニューヨークでは、一九八〇年代半ばにビル・コスビーのアッパー・イーストサイドのタ
ウンハウスを一八〇〇万ドルで買い、高価なアートやアンティークだらけにした。香港や
パリ、ロンドンの瀟洒な邸宅に加えて、クシュタートにコテージ、バハマのハーバー島に
別荘を買った。ハーバー島はキース・リチャーズやジュリア・ロバーツのようなセレブの
隠れ家となっている。
一九九四年にミラー一家は、ピール伯爵の 128平方キロにおよぶガナーサイド領――い
までは 160平方キロに拡張――を一三〇〇万ドルで買い取り、シャンタル・ミラーは狩猟
ロッジを改良してアンティーク家具やアート作品を設置し、客用寝室に布製の壁紙とファ
ベルジェの目覚まし時計を入れた。ミラーは獲物管理人を雇い、毎年湿地を焼き払っては
水抜きをして、貴族の伝統的なスポーツであるキジの培養と狩猟の理想的な条件を整えて
いる。
金がたまりはじめた頃から、ボブ・ミラーは昔から夢中だったボートへの情熱に耽溺す
るようになった。かれとシャンタルは、マリチャ三世号での帆走にかなり時間をかけた
が、これはアート作品や大理石の表面仕上げ、ホンジュラス産マホガニーのパネルなどを
完備した海洋航海もできるヨットだ。一〇〇〇万ドルかけた一四〇フィートのスーパー
ヨット、マリチャ四世号は、大西洋横断の最短記録をたたき出した。「人生こうでなきゃ。
金を稼ぐ唯一の理由は、こういうことができるようになることだよ」とミラーは、一九九
八年に初の大西洋横断記録を更新した際に、サウス・チャイナ・モーニングポストの記者
に語っている。かれと二三人の乗組員たちは、この赤い龍のロゴをつけた帆船で、二〇〇
三年には西から東への大西洋横断航海の記録を二日以上も短縮した。フィーニーと同じ
く、ミラーは自分の名前をものにつけたりはしない。もしドナルド・トランプがマリチャ
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四世号を持っていたら「自分の名前をそこらじゅうに書きまくるだろうよ」とミラーはば
かにしたように述べたことがある。
ミラーは三人の娘――ピア、マリー・シャンタル、アレクサンドラ――をスイスの花嫁
学校ル・ロゼェ学院に送り込み、かれらが社交界に登場すると、『ヴァニティ・フェア』誌
は「典雅な三人」と絶賛された。アメリカのファッション誌『Ｗ』は、「南北戦争後の金ぴ
か時代以来、跡継ぎ娘三人がこれほどみごとな装いを見せたことはない」と書いている。
ちなみにこの記事によれば、アレクサンドリアの二十一歳の誕生日にミラーは五〇万ドル
かけてロックフェラープラザのレインボールームを借り切って、一九二〇年代の密造酒場
に改装させ、正装ディナーを開催した。三人姉妹はファッションライターたちに、世界の
ベストドレッサー五十人にしょっちゅう含められていた。
そしてみんなすばらしい結婚をした。一九九二年にピアはクリストファー・ゲティと結
婚した。石油長者Ｊ・Ｐ・ゲティの孫で、二人はバリ島で豪勢な結婚式を催し、何百人も
のインドネシアの子どもたちが二人にバラの花びらを振りまいた。
マリー・シャンタルはギリシャの亡命皇太子でデンマーク王子パブロスと、一九九五年
にロンドンで結婚し、イギリス王室雑誌『マジェスティ』によれば親から一・三億ポンド
の持参金をもらった。ミラーはヘンリー八世の姉妹だったハンプトンコートで壮大な披露
宴と晩餐会を開催し、そこにはチャールズ王子とダイアナ・スペンサーの一九八一年の婚
礼以来見られなかったほどヨーロッパ中の王族がつめかけた。
「イギリス女王に皇太后、さらにはギリシャ、スペイン、デンマーク、スウェーデン、ノ
ルウェー、ベルギー、ルクセンブルグ、リヒテンシュタイン、イタリア、オランダ、ブル
ガリア、ヨルダンの王族がおいでになりましたよ」ミラーはクレーム・ブリュレを食べな
がら笑った。「新婦の父としてスピーチをしたときには、こう言わなくてはなりませんで
した。『国王陛下各位、女王陛下各位、陛下方、閣下、猊下、殿下、紳士淑女の皆様……』
いやもう大変でしたよ」
三ヶ月後に末娘アレクサンドラが、エゴン王子とファッションデザイナーのダイアン・
フォン・フュルステンバーグの息子、アレクサンドル・フォン・フュルステンバーグと結
婚した。ミラーは来賓六五〇人の豪華なタキシード舞踏会の費用を出し、ニューヨークの
場テリー・パークに作られた中国の大テントを模した会場への来賓の中には歌手ドリー・
パートン、社交家ビアンカ・ジャガー、テレビセレブのバーバラ・ウォルタースなどが見
られた。
富と結婚によって、ミラー家はヨーロッパ上流社会の最高位に入り込むこととなった。
八月に開催される、Lagopus scoticus、つまりブリテン島固有の赤いキジを始めて狩る狩
猟大会に招かれるボブ・ミラーの狩猟の客は、ヨーロッパの王族もよく見られる。各地の
王族にあまりに友人が多いので、コーネル大学の同窓生フレッド・アンティルがエゴン王
子に会ったときにミラーに「王子に会ったよ」と言ったら、ミラーは「どの王子？」と答
えた。
ボブ。ミラーは独自の投資会社サーチ投資グループを一九七〇年に設立し、本拠を香港
においた。サーチは第三者の資金も運用しており、創設以来、中国のホームショッピング
ネットワークや、イタリアとギリシャのカジノ、アメリカの不動産に投資している。ミ
ラー一家はまた慈善財団を二つ作っており、恵まれない学生のための奨学金、恵まれな
い子供の健康と福祉、環境保全、青少年、芸術プログラム、アジア社会に専念しているの
だ、とミラーは語る。だがかれは、自分の事業を完全に非公開にしている。どれだけ寄付
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を行ったかという公的な記録はまったくない。そして、財産のほとんどは家族に相続させ
ると明言している。
「財産がありすぎるのは重荷だという人もいるかもしれませんが、扱いをわきまえてい
ればそうでもありません――そしてわたしはまったく平気だと思います。確かに、自分の
お金でよいことはしたいですよ。でも同じ発想で相続についても考えて、責任を次世代に
引き継がせることも考えないと。そしてもちろん子どもたちを訓練して富の管理の仕切り
方を教え、財産をどう生産的に使うか教えないと。それが存命中にやるべき一番重要なこ
との一つだと思いますね、子供や孫に指示を残し、かれらが守るべき人生の基準を設け
て、生産的な人生を送らせて、人生を楽しんで財産を楽しめるようにしないと」
もちろんチャック・フィーニーのように全部あげてしまうこともできる、とミラーは認
めるが、でも三人の子供と十人の孫にもっと責任を与えて、かれらがもっと慈善事業に関
われるようにするのだと言う。「金を稼ぐのはむずかしいことですが、作った財産を維持
する方がむずかしかったりします。儲けつつそれを全部あげてしまうというのは不可能だ
と思いますね。どっちかしかできない。当然ながら、大量の金をあげてしまうなら、かな
りのデューディリジェンスをやって、お金が適正につかわれるのを確かめなくてはなりま
せんが、それには時間もかかるし手伝ってくれる人もいる。それが確実によい使われ方を
して、だれにもコマされてないようにしたいでしょう」
ミラーはフィーニーがあれほど儲けたことで「罪悪コンプレックス」を抱いているのだ
と述べる。金儲けがそんなに気にさわるなら、カソリックの神父になればよかったのに、
と言ったこともあるそうだ。
ＤＦＳ所有者四人のうち、現在ではアラン・パーカーがもっとも豊かでありながら、
もっとも目立たない。背が高く慇懃な元会計士は、世界でもっとも豊かな人物の一人だ
が、派手な雑誌やセレブ記事を飾ったりすることはないし、かれのライフスタイルはまっ
たく華美さに欠ける。かれについての記事はほとんどどこにも登場しない。ロンドンのタ
イムズは、かれを「超秘密主義の」億万長者で、総資産は二〇〇六年には二〇億ドルくら
いと書いている。かれの家族信託や慈善財団が持っている財産は、ほぼ確実にその三倍に
はなる。パーカーは、ＤＦＳの二割を含む八億四千万ドルを慎重に複利運用して、ＤＦＳ
からの儲けよりは投資収益のほうがずっと多い。
パーカー一家はスイスのジュネーブ湖を見下ろす歴史的な邸宅に住んでいる。ここでか
れは、チャック・フィーニーとかれが自分の株式を売却してからＤＦＳ従業員に送った贈
り物に対して送られてきた、何百通もの礼状の一部を箱から取り出して、誇らしげに見せ
てくれたのだった。
会計士として活動を始めたときには、アラン・パーカーは自分が何百万ドル、まして何
十億ドルも稼ぐなどとは想像もしていなかった。かれはイギリス国籍のジンバブエ生まれ
（当時はローデシア）、慎ましやかな植民地の役人の息子だ。いつも金には苦労していたと
告白する。フィーニーと同じく、かれも DFSで過ごした最初の十年、一九七六年までは
エコノミークラスを使っていたそうだし、それを変えたのも単に、ロンドンからバハマへ
法的な問題で同行した弁護士が「わたしと話をしたいならファーストクラスを使わないと
ダメだよ。われわれ弁護士はファーストクラスしか使わないから」と言ったので仕方な
かったのだという。
チャック・フィーニーは、慈善が人生において検討すべきものだということを身をもっ
てパーカーに示してくれたし、慈善がアメリカ文化でいかに大きな役割を果たしたか見る
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につけて、パーカー自身の寄付への見方も発達してきた。かれと妻のイェッテは、ヨー
ロッパの大規模慈善財団であるオーク財団を設立した。その本部はジュネーブのレオン通
りにある何の変哲もないオフィスビルの六階で、事務所がロンドン、ボストン、そしてジ
ンバブエのハラレにある。イェッテ・パーカーは財団を監督する五人組の信託の議長で、
アラン・パーカーが副議長、他の三人は子供たちのキャロライン、ナタリー、クリスティ
アンだ。パーカーは、確かに大財産の責任に押しつぶされそうに感じることは認めるし、
ときには慈善財団の仕事がゴルフに優先することもある。億万長者であっても、それなり
の制約はある――自宅近くのゴルフ会員権を得るのに十年以上も待たされた。
オーク財団は、環境問題、ホームレス、人権、女性問題、学習障害、デンマークとジンバ
ブエにおける慈善に専念している。イェッテ・パーカーはデンマーク出身で、コペンハー
ゲンを本拠とする国際拷問被害者リハビリ評議会へ資金を提供している。慈善家になりそ
こねたアルベルト・ヴィラールが二〇〇五年にニューヨークで詐欺罪で逮捕されると、ロ
ンドンの王立オペラハウスにおけるシンジアーティスト養成プログラムに対するかれの出
資分をイェッテ・パーカーが肩代わりした。
パーカー一家の名前は、オーク財団が毎年行う、二万五千ドルから千万ドルにわたる
二百件ほどの寄付と結びついてはいないが、パーカーは匿名で活動しているわけではな
いし、オーク財団もきびしい守秘義務を課したりはしない。二〇〇六年五月に、かれと
イェッテはメイン州コルビー大学の名誉法学博士号を受け入れた。この大学には一九九八
年にかれらが、オーク国際人権研究所を設立し、生物科学におけるオーク教授職を設置し
た。またパーカー一家はここに、パーカー研究所と筋肉研究所を創設している。
フィーニーのアトランティック・フィランソロフィーズとはちがって、パーカーの慈善
財団は無限に一家の事業として続くよう構築されている。パーカーが相談したジョエル・
フライシュマンによれば、オーク財団はきわめて成功した家族経営の慈善財団の一つと思
われているそうだ。アラン・パーカーとしては、チャック・フィーニーが財団運営から子
どもたちを排除しているのはまちがいだと考えている。
免税事業ではパーカーは、ミラーとフィーニーの中道を保持していたが、相続に対する
かれの見方も、かつてのパートナーたちの真ん中あたりに位置している。
「バランスは必要ですよ。自分の金が全部、または大部分、慈善にまわってしまったと
いって子どもたちに恨まれるような状況には絶対なりたくありませんから」。そう語る
パーカーの財産の相当部分は「取り戻せない形で慈善財団で、残りは慈善と家族の両方が
使う信託財産になっています」。子どもたちは、どんな基準で見てもまだ裕福となるとい
う。一方でかれは、金がありすぎると「救われる子供より堕落する子供のほうが多い」と
いう。
「たぶんわたしの出発点は、だれも一〇〇〇万ドル以上のお金なんか必要でないという
ことです」とかれは、ＤＦＳ時代の手紙や写真をめくりつつ、ずるがしこい微笑を浮かべ
た。「でもそう言っているこの家が、一〇〇〇億ドル以上するんですけどね」。かれはま
た、フィーニーの完全な秘密主義が不必要だったと考えている。パーカー自身も金持ちだ
というニュースが初めて流れたとき、かかってきた電話はたった十四本で、ほとんどはい
たずらだったという。
トニー・ピラロは、ＤＦＳの二・五パーセントに対して一億一千万ドルを得て、今日で
はほとんどの時間を、スイスのアルプスにあるクシュタート斜面にある、広い木造コテー
ジで暮らしている。またニューヨークと、ロングアイランドのサザンプトンにも家を持
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ち、投資会社ＣＡＰ投資顧問はアイルランドのダブリンを拠点としている。ミラーと同じ
く、ピラロもアメリカの市民権を放棄した。そして一九九三年にアイルランドの――つま
りはＥＵの――市民権を、「投資でパスポート」方式の下でアイルランド政府から獲得し
た。翌日、ダブリンのアメリカ大使館に立ち寄って、イヤな顔をする係官にアメリカのパ
スポートを返納した。クシュタートのコテージの黒い木造壁は、現代美術の広範なコレク
ションで飾られており、その記録は分厚い私的なカタログ「ＣＡＰコレクション」に記述
されている。ピラロはＣＡＰ慈善財団を作り、これは「教育と芸術と環境」を活動分野と
している。またロン・ブラウン奨学金を一九九六年に創設して「次世代のアフリカ系アメ
リカ人指導者」育成にあてている。この名前は、バルカン半島の飛行機墜落で死亡したア
メリカ商務長官ロン・ブラウンにちなんだものだ。
持ち株比率は最小だったが、トニー・ピラロはＤＦＳの所有者たちを豊かにするにあた
り、重要な役割を果たした。同社の税務専門家として、かれは何百万ドルもの現金配当
が、株主にわたる前には課税されないようにした。フィーニーはいつも、四人の中でいち
ばん頭がいいのはピラロだと述べていた。かれの富に対する考え方は、もしその人が無税
で稼げて、それを政府よりも高い収益率で等しできるなら、そこで気前よく家族や慈善に
与えたいと思うときでも、その家族や慈善への分け前は増える、というものだという。
「税に対するチャックの考え方は、わたしの税に対する考え方とそんなにちがったもの
ではありません」とピラロはコテージの居間で語った。その棚にのっている額入りの写真
には、ポール・ニューマンといっしょの写真もある。ニューマンは俳優であると同時に、
重病の子どもたちのための合宿型サマーキャンプである、ホール・インザ・ウォールキャ
ンプのパトロンでもある。ピラロはこのキャンプに関わっているのだった。「考え方は二
つあります。その人が政府に税金を払い、政府がそのお金を使うこともできる。たぶん
チャックもわたしも、アメリカ政府はこうした金を使うのにもっとも非効率な組織だとい
う点で合意するでしょう。だからそれを自分に与えて、それを自分の好きなように自分の
慈善目的のために使い、政府よりも高い投資収益性で投資できるなら、世界のためにも
もっと貢献したことになるわけです」。それはチャック・ロールスもフィーニーについて
述べていたことだった。「チャックは税金が大嫌いです。みんな政府よりはお金を有効に
使えるとかれは信じていました」
一九六〇年代初期、ピラロはナッソーのバトラーの銀行に加わり、おかげで史上もっと
も悪名高い企業乗っ取り屋と接触することになった。アラン・バトラーは一九七〇年に、
ヴェスコに五〇〇万ドルの融資をして、その金でかれはバーニー・コーンフィールドが
持っていた、ジュネーブの海外投資家サービスを乗っ取った。ピラロはこのミューチュア
ルファンドをヴェスコが乗っ取ってから、その税務コンサルタントとなり、悪辣なヴェス
コはこのファンドから二億四二〇〇万ドルをむしり取ったのだった。一九七三年にアメリ
カが犯罪者引き渡し手続きを開始したため、ヴェスコは逃亡者となり、最後はカストロの
キューバに流れ着いて、そこで一九九五年に国の製薬産業をだまそうとした罪で逮捕され
た十三年の懲役を受けた。一九九六年にピラロは、ブライトスマイルというアメリカ企業
の筆頭株主となった。これはブライトスマイルをプロ用の歯の漂白剤として推奨するクリ
ニックのチェーンだ。
かれは今、あるいは昔どこかで、億万長者だったことがあるのか？ 　ピラロは答えな
かったが、翌朝こう述べた。「昨晩、その億万長者という言葉について考えてみましたよ。
生涯でいくら稼いだかは神のみぞ知るですが、でもすばらしいライフスタイルが持てて、
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最高ですよ。起きてその日何かしたいと思ったら、それをするだけです。その自由、行動
する力は莫大なものです。いい人生だと思いますよ」　そして資産が生み出した所得の相
当部分は「生きること」と「与えること」にまわるので、自分は一度も億万長者にはなっ
ていないと嬉しそうに述べた。
ピラロは、自分とミラーがＤＦＳ売却を防ぐために起こした訴訟と、フィーニーのが秘
密の慈善を公表しなくてはならなかったことに「直接的な因果関係」があったという考え
に深い遺憾の意を示した。「それがわたしのせいだということにされたために、わたした
ちの関係が脆弱になったことで、わたしはショックを受けました」とかれは言う。フィー
ニーの寄付が暴露されたのは訴訟のせいではない、とかれはいう。ハーヴェイ・デールが
一九九七年一月に何十人もの人に送った手紙が、チャックの慈善について何もかもばら
してしまったせいだという。「いったいなんだってハーヴェイはあんな話をしたんですか
ね？」とかれは、いささか興奮気味に尋ねた。
二〇〇三年に、フィーニーとピラロの共通の友人であるアイルランドの映画プロデュー
サーノエル・ピアソンが二人を昼食に誘ったが、フィーニーは断った。ピラロの記憶で
は、チャックがこう言ったという。「トニーと昼食は大歓迎だが、まずはごめんと言うよ
うに告げてくれ。何の件での謝罪かは自分でわかっているはずだ」。ピラロはフィーニー
に手紙を書いた。「そういう話なら、心底謝るよ、チャック」。フィーニーは笑いながら
言った。「おれはアイリッシュだからなあ、最後まで根に持つんだよ」。だが、実際は持た
なかった。二〇〇五年末、フィーニーとピラロはダブリンのレストラン、ル・フレーレ・
ジャクスで一緒に昼食を食べた。そして、過ぎたことは水に流すことにした。
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第 33章

死に装束にポケットはない

フィーニーの慈善の代名詞とも言うべき匿名寄付は、新世紀の始まりにあたってアト
ランティック・フィランソロフィーズについに放棄された。当初から「喧伝してまわらな
い」というのがフィーニーの希望ではあったが、それ以外の秘密主義の理由は事業や子ど
もたちに関係したものだったので、時代が過ぎるにつれてもはや意味がなくなっていた。
さらに友人たちも受益者たちも、だれもが・知・っ・て・い・るのに

オ メ ル タ

隠蔽規則を遵守するのはちょっ
とばかげていると感じるようになっていた。「匿名寄付という発想はいいんだが、やがて
匿名というのはわれわれの代名詞になってしまった」とフィーニーは語る。「そうなった
ら明らかに自己欺瞞ですな」。また、存命中に寄付するというお手本を推進しようと思っ
たら、だれも知らない状態では無理だ。
匿名方針が形骸化するにつれて、ハーヴェイ・デールと財団理事フリッツ・シュワルツ
は、秘密性を継続する利点と欠点を一覧にして、二〇〇一年六月にはアトランティック・
フィランソロフィーズが絶対機密を強制するのをやめるように提言した。その年の寄付受
益者たちは、もう秘密を守る必要はないと告げられた。二〇〇一年以前に寄付を受けたと
ころは、寄付の出所がアトランティック・フィランソロフィーズだと名前を挙げてもかま
わないと告げられたが、「秘密を強制したのは当方なので、こちらからはあなたに寄付を
出したとは言い出しません」と告げられた。
二〇〇一年九月、ハーヴェイ・デールが引退してジョン・ヒーリーが新ＣＥＯとなった。
かれの下で二〇〇二年九月に、アトランティック・フィランソロフィーズはさらに一歩進
めて、初のウェブサイトを作った。「寄付業務に関する公的なアクセス方針は、受益者た
ちにも大いに利益をもたらすことを理解したので、われわれはもはや匿名方針を追求いた
しません」とウェブサイトには発表された。「ただし今後も目立たぬように活動し、組織
の名声を追求しないというのは変わりません」。発表によれば、その時点で基金は秘密裏
に二九〇〇件の寄付を行い、その総額は二五億ドル。今後は、寄付はすべて公開する。こ
れまでもっとも秘密主義的だった慈善団体は、いまやもっとも透明性の高いものとなった
が、いまだにアメリカの企業情報公開規則には縛られないため、給与体系は秘密のままだ。
匿名性を捨てた理由の一つは、財団の未来に関わるものだった。今後縮小してやがて撤
退するつもりなら、もっと共同事業が必要になるから、透明性が不可欠となる。フィー
ニーはこの「財団として生きるべきか死ぬべきか」という問題を、ハムレットじみた不
確実性をもって熟考し続けていた。

コンシリオーリ

相談役たちは、永続的な財団のほうがいいと述べて
いた。一九九三年に理事会に提出された重要報告で、ハーヴェイ・デールはこう書いてい
る。「資金を使い果たして消滅するよりは、慈善目的のために永続的な資金源となる独自
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の機関を作ることを目指すべきだと考える」。使い果たせば、かなりのリソースを寄付受
益者たちに渡すことになり、かれらは永続的な財団運営人ほどよい仕事をしないかもしれ
ない。
かれとフィーニーは何年にもわたり、何十回もこの件で議論した。理事会の席上でも、
バミューダへの機上でも、マンハッタンのＰ・Ｊ・クラークスでの昼食の際にも。「チャッ
クとの会話というのは『ブラウン運動』みたいなもので、ランダムな意識の流れの一種で
す」とデール。ブラウン運動とは微少な粒子を液体に浸すとランダムに動き回すという現
象のことだ*1「リニアには動きません。話はたとえばこんな具合に進みます。『われわれ
がベトナム戦争でやったことはひどかったからベトナムの人を助けないと、それにフォー
ド財団があそこに事務所を持っておりけれど、連中は年寄りで融通が利かなくて、それが
財団の問題として年寄りで融通が利かなくなるから、そういうことはうちでは起こっちゃ
いけないよな』」
フィーニーは永続的な財団を作るべきだという議論には説得されなかった。カーネギー
は『富』の中で、金持ちは貧乏人のための信託財産管理人でしかなく、何百万ドルも遺し
て死んだ人は「自分の持って行けない残りカス」をどう処分しろと遺言したにしても「涙
も流してもらえず、名誉も得られず、讃えられることもなく」他界することになるのだ、
と書いていた。一九九七年一月にＤＦＳ売却で慈善事業を公表せざるを得なくなったと
き、フィーニーははっきりと、自分がすべてを寄付して、いずれは財団を解散させるつも
りだと述べていた。当時のプレスリリース草稿の余白にかれはこう書いている。「巨万の
富の持ち主は、存命中に価値ある目的を支援するために富を使うという責任を自ら引き受
けない限り、将来の世代にとって問題を作り出しかねない」
そうすべきだという強力な理由もあった。組織は年を経るにつれてだんだん動脈硬化を
起こす。永続的な財団は、フィーニー指導下のアトランティックほど柔軟で流動的で場当
たり的になれないし、起業精神も絶対に持てない。アトランティックが永続性を目指せ
ば、使う金額も減らすことになり、いずれフィーニーがいなくなったら、財団はフィー
ニーの気に入らないようなことにも手を出すようになるかもしれない。ハーヴェイ・デー
ルも譲歩した。「ヘンリー・フォードは、フォード財団のやっていることがお気に召すか
どうかはわからないが、いずれにしてもかれは最早それを左右できない」
ＤＦＳ売却の何ヶ月かで論争が進むにつれて、デールは極秘メモの中でフィーニーの最
終決断がどうなりそうか理事たちに告げた。「われわれは、アトランティック財団とアト
ランティック信託が永遠に続くといういかなる要件にも拘束されていない。したがって寄
付は財団の基本財産を保護しつつインフレに備えるための五パーセントというベンチマー
クよりも高い水準で行うことが可能である」
アトランティックの議長フランク・ローズは、ある決まった期間ですべてを寄付してし
まうという案を全面的に支持していた。その根拠は「寄付を遅らせるのは、その間に手の
届かないところに行ってしまう人々にとっては寄付を否定されたということだから」とい
うもの。長命化する財団に共通の問題は、職員や理事たちがその金を自分の所有物だと
思ってしまうことだとかれは思っていた。一九九八年のバミューダにおける理事会で、か
れはこの問題をフィーニーに持ちかけたことがある。「アトランティック・フィランソロ
フィーズの遺産とは何になるんだろうか？」そう尋ねられたフィーニーは「考えておく」

*1 訳注：液体に浸す必要はない。空気中の分子もブラウン運動をしている。
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と答えた。
フィーニーは一九九九年十月十三日に答えの概略を示した。ニューヨークのコーネルク
ラブにある、木製パネルを貼った図書室での理事会で、かれは理事たちに二百語のメモを
わたした。鉛筆で書いたものを、前日にデールの秘書にタイプしておいてくれと頼んでい
たのだ。
かれは二つの質問を投げかけていた。アトランティック・フィランソロフィーズの期待
寿命はどのくらいであるべきか？ 　そして希望の支出水準を実現するだけの寄付増額は
可能か？ 　ほとんどの財団は、資産のごく一部しか寄付していないとフィーニーは指摘
した。これはガンや糖尿病やアルツハイマーなどの重要な病気に対する戦いがゆっくりと
しか進行しない理由ではないだろうか。使い果たすという目標実現のために寄付水準を増
やすべきだろうか、それともそれは無駄金だろうか？ 　かれはその年だけでも年間寄付
額が四億ドルに達していて、これは十分に使い果たす方向の金額だと指摘した。寄付を年
額四億五千万ドルに増やそうというのがかれの提案だった。これは年間に総資産額の一割
を超える金額で、財団を永続させる場合の目安の倍になる。そして、アトランティック・
フィランソロフィーズの寿命を二十年から三十年と考えるべきだという提言で締めくくっ
ていた。
理事会は「基本的に概ね」合意した。「わたしの感じだと、理事会はチャック・フィー
ニーの望みとあればなんでもやるんです」とジョエル・フライシュマンは述べるが、ほと
んどの理事は心底フィーニーの提案に賛成していた。
それは歴史的な文書で、フィーニーが自分の考えを部分的にでも紙に書き留めようとし
た初の試みだ、とハーヴェイ・デール。「決定的というよりは方向付ける文書でしたね。
会話を正しい方向へと押しやったんです」
二〇〇一年にアトランティックのＣＥＯがジョン・ヒーリーに交代すると、正式な決議
はなかったものの、財団がおよそ一五年で使い果たされるというのが「共通理解」になっ
ていたという。ヒーリーはその含意に理事たち――チャック・フィーニーも含む――の頭
を専念させるべく、戦略ワークショップを招集した。巨大な慈善財団を使い果たすのは、
慎重な長期計画が必要だ。特にアトランティックのように、不動産や事業といった流動性
の低い資産を持つユニークな財団ともなればなおさらだ。かれは財団顧問トム・ティエル
ニーをつれてきて、二〇〇二年一月二十九日火曜日に、パークアベニューにあるアトラ
ンティック・フィランソロフィーズの二十一階のオフィスでワークショップを開催した。
チャックもいたし、理事もハーヴェイ・デール以外は全員出席した。ヒーリーは、理事た
ちとしても強大なもと会長がいないほうが自由に話しやすいだろうと感じ、フィーニーも
それに同意したのだった。
ヒーリーは、職員――いまや総数百人ほど――も自分で計算して、財団がいまの寄付水
準だといつまでも続かないのはわかるはずだ、と指摘した。これは士気を下げる。理事た
ちは率直に、将来どうなるかを告げるべきだ。もし本気で十五年で使い果たすつもりな
ら、期待資本収益率や投資を考えると、アトランティックはその期間に年額七十二億ドル
から七十五億ドルを寄付しなければならない――基本財産と利息も寄付する――ことにな
るので、慎重な予算編成と計画が必要だ。
一方でアトランティック・フィランソロフィーズの基本財産は急増していた。これは技
術株が株式市場で絶好調だったためだ。ヒーリーが引き継いだときのアトランティック・
フィランソロフィーズの資産評価額は三十五億ドルだった。千九百九十九年には、投資
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からの含み益は、もとの投資額四億ドルに対して十六・七五億ドルにはねあがっていた。
これは二年前にＤＦＳの所有権を売ってチャックが得た金額よりも多い。翌年四月には、
財団のイートレード社への一四四〇万ドルの投資は五億ドルにふくれあがっていた。ゼ
ネラル・アトランティック・パートナーズはＩＴ株にはやい時期から投資しており、それ
が五一パーセントの収益率を示していた。『ベンチャーエコノミクス』誌によれば、ベン
チャー資本企業が二〇年がかりで平均一七パーセントの収益を達成しているが、その三倍
の収益率だ。八〇の投資案件のうち、損を出したのは三つだけ。一九八〇年から二〇〇〇
年にかけて、投資の手数料や仲介料を差し引く前の年間収益率は二九パーセント、とんで
もない成功率だ。
フィーニーとその投資家たちはミダス王の指を持っていた――かれらがふれるものはす
べて黄金に変わるかのようだ。そしてそれは、ギリシャのミダス王と同じ悩みをもたらし
た。そんなに金があって何をしようか？ 　理事たちはきっぱりと――だが相変わらず正
式な決議なしに――最短二〇一六年には廃業しようと決めていた。だがジョン・ヒーリー
はこう語る。「でもこれは言っておかなければなりませんが、その決定に賛成した最後の
人物、最後の最後まで承知しなかった人物が、チャック・フィーニーだったんです。なぜ
かって？ 　別に決定に反対だったからじゃありません。でもかれは、逃げられない隅に
はまってしまうのをいつもいやがるんです。あの人は根っからの起業家です。起業家はし
ばしば何よりも柔軟性を重視するんです」。だがいったん決定が下されると、チャックは
それについて「すさまじく熱心」になった。
ある日フィーニーは、ニューヨークの財団事務所で、肘に穴の開いたカーディガン姿で
こう説明した。「お金はそれを必要としている人にとって、状況が楽な時よりも状況がき
ついときのほうが価値があるんですよ。わたしがポケットに十ドル持っていて、それを
使って今日何かをしたら、それはすでに十ドル分の善行を生み出します。今日あげる一ド
ルは明日よいことに使われるかもしれない、その五パーセントをあげても、それほどい
いことはできない」かれは古いゲール語のことわざに共感するという。「死に装束にはポ
ケットはない」
ワークショップで理事たちは、財団のこれまでの成果を振り返った。フィーニーのもっ
とも成功したプロジェクトが、アイルランドの大学への補助金や研究資金提供だという点
で全員の意見が一致した。それは大学を生まれ変わらせ、国を生まれ変わらせる可能性を
作り出し、もっと多くの資金を引き出す呼び水になったし、そこから見ても状況を変える
効果があった。それはある理事の言う通り「ホームラン」だった。だがいくつか気まずい
質問も提起された。チャックによる高等教育支援は否定的な見方もできるのではないか
――特にアメリカでは、エリート主義的な寄付と思われるのではないか？ 　アメリカと
アイルランドでは、アトランティックは持たざる者よりも持てる者を 7対三の割合で支援
した。一方のベトナムでは、すべてが持たざる者たちの支援に向けられた。
具体的な財団の「販売期限」期日が合意されたので、いくつもの問題が生じた。秩序
ある使い果たしのためには、今後どの分野を重視すべきだろうか？ 　どこなら最大のイ
ンパクトを出せるだろうか？ 　議論は、高齢化から恵まれない子どもたちから人権やド
ラッグ合法化にまで及んだ。フィーニーはほとんど口を出さなかった。だが口をはさんだ
三回のそれぞれで、かれはバイオ医学研究を挙げた。ワークショップの最後で、出席して
いた理事八人は、アトランティックが使い果たすまでに専念すべきだと考える問題につい
て投票を行った。
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二〇〇三年三月二十二日、アトランティック・フィランソロフィーズは新しい現実に対
応すべく方向転換をした。チャック・フィーニーとジョン・ヒーリーが共同で理事会に
「遺産と目的」ペーパーを提示した。戦略レビューの結果として、これまでアトランティッ
クが活躍してきた十六分野は今後停止することになった。もう高等教育に無限の資金をつ
ぎ込むことはないし、非営利セクターや慈善団体にもあまり資金は出さない。今後、かれ
らは四つの戦略分野に専念する。高齢化、恵まれない子供や青少年、集団的な健康、紛争
和解と人権だ。
「成功する財団というものは、的をしぼる。そして絞った的に対して大量の長期的な投
資を行うことだ」とヒーリーは考えている。「遺産と目的」ペーパーは、職員にはいずれ
財団がなくなることを確約したので、かれらも転職用の経歴書を準備する時間ができる。
「使い果たし列車はすでに発車いたしました」とヒーリー。
この文書は、アトランティック財団創始者のリベラリズムを反映していた。アメリカの
政治環境――これは米軍主導でイラク侵攻が行われた月だった――には財団が進歩的な目
標を追求するのを嫌う勢力があり、かれらが「望ましくない関心」をひくのも時間の問題
だとそこには警告されていた。
時がたつにつれて、フィーニーは市民社会を強化する進歩的組織の支援に傾いていっ
た。「遺産と目的」ペーパーでは、アトランティック・フィランソロフィーズが「単に補
助金を出すだけでなく、社会変革を主導の皮切り」となるべきであると宣言していた。
フィーニーは一九九〇年代には民主党に個人として寄付はしていたが、ジョージ・ソロス
など一部の大金持ちとはちがって、党の政治キャンペーンに大金を出すことはなかった。
アトランティックはアムテスティ・インターナショナル、ヒューマンライツ・ファースト
やヒューマンライツ・ウォッチといった組織に寄付を行った。二〇〇五年三月にアメリカ
最高裁に対し、十八歳以下のときに犯した罪に対する死刑は、残酷で異例な刑罰だから違
憲だという判決を出させるよううながしたキャンペーンに勝利するにあたっては、アト
ランティックからの百万ドルの寄付が重要な役割を果たした。同年、アトランティック
は「ジム・レーラーのニュースの時間」に三百万ドルを寄付して、非営利公共放送を支援
した。
どこへ旅をするにもフィナンシャル・タイムズ、ガーディアン、ロンドンタイムズ、イ
ンターナショナル・ヘラルド・トリビューン、エコノミスト、ニューズウィークを手放さ
ない政治ジャンキーであるフィーニーは、イラク戦争と二〇〇四年のジョージ・ブッシュ
の大統領再選に強く反対していた。前年の、米軍主導のイラク侵攻前夜、かれはストッ
プ・ザ・ウォー連合が主催したロンドンでの巨大講義でもに参加して、無数のデモ隊に混
じってだれにも気がつかれず、メイフェアからハイドパークまで歩いたのだった。
財団を使い果たすのは珍しいことだが、アトランティックがお手本とした先例はあっ
た。シアーズ・ローバック帝国を築き上げたジュリウス・ローゼンワルドは、一九三二年
に他界するまで財産六三〇〇万ドル――今日の価値に換算すると七億ドル――を南部州に
黒人向け学校五四〇〇校を作るのに費やし、そしてその死後には財産の信託管理人たち
が、遺言通りに財産の残りを一九四八年までに使い果たした。ローゼンワルドは「います
ぐに必要とされているものがあまりに明白で緊急だから、将来世代の仕事をやってあげる
余裕などない」と警告した。意図的に自らを使い果たした初のアメリカの大規模基金だっ
た。不動産開発業者アーロン・ダイヤモンドが設置した三億ドルの財団は、その妻イレー
ネが一九八七年から一九九六年にかけて、アメリカ最大の民間エイズ研究施設を創設して
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使い果たした。その元会長だったヴィンセント・マッギーは、大きな影響を与えられるも
のを見つけてそれに専念するのが大事で、巨大な事務手続き機構を作ってお金を無駄にす
るべきではない、と述べた。かれに言わせると、危険なのは「あらゆる財団は傲慢になっ
て知的に腐敗してしまう傾向がある」ということだ。他の財団ではリチャード＆ロンダ・
ゴールドマン基金は、四億ドル以上の資産を持つが、寄付水準を資産の一〇パーセントに
まで増やし、ゴールドマン氏の死後十年以内に消滅できるようにしている。かれの妻は一
九九六年に他界した。リチャード・ゴールドマンはＮＢＣテレビに対し、財団は自分の絶
滅を心配する恐竜みたいなまねはやめて、いまどんなよいことができるかにだけ専念すべ
きだと述べた。
ヒーリーは二〇〇七年四月、ＣＥＯを六年勤めて退職した。「たぶんちゃんと営業停止
できると確信しています。チャックの気が変わる可能性はどんどん減っています。いまの
理事会がかれの望みを忠実に守らないことはあり得ないでしょうし、みんな概ね使い果た
すことに大賛成ですから」
フィーニー自身は、ますます焦りを感じ、ときには疑問も抱くようになっている。「使
い果たせないんじゃないかと思います。というのも考えてみれば、でかい寄付をするに
は箱物を作らないとダメなんですよ。みんな世界中をまわって機会を探そうとしていま
す――問題は、機会を見つけても、よいものなのに規模が小さすぎるんです。そしてプロ
ジェクトが遅れるのを見るたびに、わたしは苛立ってしまう」
「いまやわたしの懸念は、寄付する速度が不十分だということです」とフランク・ロー
ズは語る。かれはフィーニーや理事会が、ある一つのプロジェクトだけに「すべてを賭け
る」ようなことはしないのではないかと考える。だが大きなプロジェクトの余地はある。
フィーニー曰く「大きな賭にいけないことは何もありませんよ、その大きな賭がよい賭な
らね」
新戦略は別にフィーニーが独自のプロジェクトを見つけてくるのを禁止するものではな
い。だが使い果たすという決定をした以上、いろいろ寄付を決めて年末にそれを積み上げ
てみるというのではダメで、予算を事前に決めてしまうことが必要だ。ヒーリーは自分の
仕事が、フィーニーの新規プロジェクトへの情熱と、財団の秩序だった使い果たしとのバ
ランスを取ることだと感じていた。そこでかれは五つ目のプログラムとして「創設会長プ
ログラム」を作った。これは理事会で決めた四つの分野以外でフィーニーが起業的な事前
を追求するための「宝のツボ」だ。二〇〇四年に創設会長のツボ用に留保された金額は三
五〇〇万ドルほど。実際には二〇〇四年にフィーニーが個人的に推奨した寄付は五件で四
一〇〇万ドルになった。理事会はこれを承認した。
理事たちはそれが「フィーニーの金」だという事実を決して忘れなかった。もちろん
フィーニーは、取り戻せない形でそれを財団に譲渡してはいたのだが。二〇〇五年初頭に
バミューダで開かれた理事会で、理事としては残留していたハーヴェイ・デールはこう述
べた。「わたしについて言えば、そしてこれは理事会の総意でもあると確信するが、チャッ
クが三五〇〇万ドル以上使いたいとか約束したいとか思うなら、それを受け入れて提案を
検討すべきだ」。これに対する答えは「そうだそうだ！」というものだった。
目下の問題は、寄付する価値のある機会を十分見つけてくるだけでなく、予想可能な
ポートフォリオを管理することだ、とデールは考える。「ポートフォリオの収益性が驚異
的で、一〇パーセントをはるかに上回っていたら、最後まできたところで気がつくと一〇
〇億ドル残っていて、それを一年で投げ売りすることになって、それはばかげたことで
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す。あるいはポートフォリオの収益性が低ければ、予定日以前にお金が底をつく。そして
その間、プログラムの担当者たちは使える金が変動しすぎるので自分の予算もわからない
ということになってしまう」
逆説的に、この使い果たしに関する内部論争の時期、基本財産への追加額は支出額より
も急激に増え続けていた。二〇〇七年初期、アトランティック・フィランソロフィーズが
五二歳のガラ・ラマルシェを新ＣＥＯとして任命した時点では、基本財産は四〇億ドルに
増えていた――二〇〇二年以来、累計の寄付額は二五億ドルから四〇億ドルへと増えてい
たにもかかわらず、である。ラマルシェは人権活動家でオープンソサエティ研究所のアメ
リカプログラム長官だったが、アトランティック・フィランソロフィーズの寄付を二〇一
六年までに完了させるため、きっちり九年間を与えられた。かれの仕事をさらに面倒にし
たのは、五億ドルほどがいまだに世界中のホテルやリゾート、ヘルスクラブや小売店と
なっているということだった。
巨大な船のように、この事前組織は方向転換のために速度を落とした。寄付額は、二〇
〇〇年の五億九五〇〇万ドルを頂点に、二〇〇五年には二億八九〇〇万ドルにまで下がっ
た。フィーニーの事業家としての本能は苛立った。存命中に寄付するという目標を、予定
期間内に達成したければ、寄付額は年三億五千万ドルに引き上げなくてはならない、とか
れは計算した。だが二〇〇六年末には物事が収まりはじめ、その年の寄付額は四億五千万
ドルを超えた。
秩序だった使い果たしを支援して、投資がヒーリー流に言うと「とんでもない大当たり
を引いて、ますます巨額の現金を生み出す」のを避けるために、アトランティック・フィ
ランソロフィーズの流動資産の半分は絶対リターン戦略に移行された。分散化したポート
フォリオにして公開市場との相関をきわめて低くし、いかなる経済環境でもよい収益を上
げられるようにしたのだ。大規模慈善団体としては先駆的な動きだった。
アトランティック・フィランソロフィーズの「国」側の資産処分は、一九九〇年代半ば
に着手された。その資産はゼネラル・アトランティックグループ社（ＧＡＧＬ）とその子
会社インターパシフィックが保有していた。この資産の処分は、フィーニーにとってはと
きに苦痛だった。それを構成しているのは、決して顔のない資産などではなかったから
だ。それは「人々の」事業でフィーニーが個人的にも関わっており、自分自身の一部をつ
ぎ込んだものでもあったからだ。ある同僚に言わせると、フィーニーはそうした事業を福
祉国家のように運営していた。いちばんつらかったのは、アイルランドのリメリックにあ
るキャッスルトロイ・パークホテルの売却だった。フィーニーはその設計から建設まで自
ら監督し、その幼少期から育て上げたのだった。家族や友人が集まる場所としても使い、
そして後年にはほかのどの場所よりもこのホテルでハメを外して楽しんだのだった。一
度、かれはＧＡＧＬ社員百名ほどとその一家を週末に招いて、バンドの大音響とともに、
フィーニーと重役一同がボクサーショーツ姿で登場してダンスを披露してみせたのだっ
た。一九九八年にはニュージャージー州エリザベスのセントメアリー高校の卒業生一五四
人がこのホテルに来られるよう旅行を手配して、一九四六年、四七年、四八年卒の五〇周
年同窓会を開催した。全米に散らばっていた卒業生の多くは、この旅行のために初めてパ
スポートを申請することになった。それぞれ一〇〇〇ドルを負担したが、そこにはニュー
ヨークのＪＦＫ空港からアイルランドのシャノンまでの往復航空券と、キャッスルトロイ
での滞在一週間が含まれていた。その他すべては、空港への送迎バス三台も含め、フィー
ニーが手配した。一同は伝統的なアイルランド衣装のパイプ吹きに案内されてホワイエに
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入った。圧倒的多数はアイルランド系だったから、涙を流していた人も多かった。「生涯
最高の一週間でした。チャーリーは決して自分のルーツを忘れなかった。ここにいるのは
かれの本当の真の友だちなんです」と子供時代の仲間だったボブ・コーガンは語る。かれ
はいまや連邦政府職員を退職していた。フィーニーはこの同窓会旅行を二〇〇三年六月に
も主催したが、時間がたって他界した人もあり、参加者は減っていた。二〇〇四年七月十
六日、ホテルが売りに出される前の最後の週末、かれはアトランティック・フィランソロ
フィーズとゼネラル・アトランティックの社員とその家族を世界中から招いて、自分が作
り愛したホテルとの別れを記念した。もっとも慎ましい慈善家らしく、かれは来客たちに
シャンペンを注いだ。その中には、リメリックでの友人たち、たとえばエド・ウォルシュ、
ブレンダン・オリーガン、そしてベネディクト派僧侶マーク・パトリック・ヘダーマンな
どがいた。
二〇〇四年八月までに、フィーニーはアイルランドの資産をすべて処分した。ダブリン
のヘリテッジハウスも、同市南のキルターナンホテルも、ブラックロックの貿易管理機構
ビルも、キャッスルトロイホテルも。不動産はすべてかなりの利益をもたらした。ケル
トの虎経済は、フィーニーも一役かったものだが、そのおかげで物件価格は高騰してい
た。インターパシフィックを縮小するのはもっとややこしかった。一九九〇年代末まで
に、同社は二〇〇〇人を雇い、年間売り上げ三億五千万ドル以上、保有投資の評価額は六
億五千万ドルになっていた。フィーニーと他のＤＦＳパートナーたちとの間に険悪な溝
を作ったハワイアン・リテール・グループは、二〇〇三年一月までに閉鎖または売却され
た。フィーニーはホノルルにやってきてシェラトンホテルの宴会場を借り、職員のために
パーティーを開催した。二〇〇七年初頭には、サイパンのパシフィックアイランド・クラ
ブホテルはまだ帳簿に載っていたし、オーストラリアのランナウェイベイ・スポーツスー
パーセンターも、アメリカのウェスタンアトランティッククラブも残っていた。「たたき
売りはしません。市場が上り基調のときに売ります」とフィーニー。インターパシフィッ
クはまた、プーケットのラグーナビーチリゾートも半分保有し続けている。ここはフィー
ニーとヘルガが移動中にちょっと休憩に立ち寄るところだった。二〇〇四年十二月二十六
日に津波が襲ったときにも、二人はここにいた。「ヘルガとわたしは、カップルマッサー
ジを受けているところだったんです。悲鳴が聞こえて、従業員たちが目に恐怖の色を浮か
べて、『逃げろ！』と叫んだんです」ホテルはほとんど無傷だった。観光客が激減したが、
フィーニーはレイオフがないように手配した。
二〇〇五年一月、フィーニーはＧＡＧＬ会長職を退き、マイク・ウィンザーに後を任せ、
ジム・ダウニーが副会長に、クリス・イークスリ、ハーヴェイ・デール、カミングス・ズイ
ルが重役となった。それまでに同社の事業はアトランティック・フィランソロフィーズの
総資産の一割強にまで減っていた。二十年前には「教会」と「国家」の比率が一対十だっ
たが、それがいまや逆転したことになる。
「チャックはサンフランシスコでの会議から、いつものビニール製の袋を持って『では
これで！』と言って立ち去りましたよ」とウィンザーは、会長職最後の日のフィーニーの
様子を語る。「でもこのすべてはチャックのものですし、それをわたしが忘れることはあ
りません。われわれが戦略的にやることはすべて、いまでもかれが最終的な決定権を持つ
んです」
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チャックがある時点でどこにいるかは、数週間以上先の話となるとほとんど見当がつか
ない。かれは絶えず移動し続けている。二〇〇六年一月、サンフランシスコのちっぽけな
アパートでかれはこう述べた。「いま計算してみたんだけどね。一緒に三ヶ月同じところ
で過ごしたのは、生涯でこれが初めてだよ」。だがかれとヘルガはまもなく別の旅へと出
発した。ニューヨーク、ダブリン、ロンドン、ブリスベーン――そこでかれは七十五歳の
誕生日を祝った――バンコク、ホーチミン、パリ、そしてサンフランシスコへ戻る。あな
たの故郷はどこかと尋ねられたかれは、かつてこう答えた。「故郷とは自分の心がある場
所だよ」。そして曰くありげにこう付け加えた。「そして自分の本もね。どこへ行くにも本
は持って行くんだ」。別のときにはこう説明している。「わたしは全世界のいいとこ取りを
しているんだよ。どの場所にも魅力がある。いま考えるのは利便性と、いい新聞が手には
いるかどうかだ」
故郷というのが住民税の納税地であるなら、チャック・フィーニーはアメリカに住んで
いる。でも実際には、かれはどこにも住んでいない。かれとヘルガは定住する家を所有し
ていない――あちこちの都市に財団が借り上げた小さなアパートを持っていて、成功者の
人生を記念するトロフィーが並んだサイドボードなどはどこにもない――が、本と新聞は
どこでも山積みだ。明らかにかれは、大邸宅に住もうなどとは思っていない。「八百平米
の家に住んでも落ち着かないでしょう。だって家の中にいる人を見つけるのも一苦労だ」
かれはいつも落ち着くことがない。チャックとヘルガは高度一万メートルに住んでい
るといっても過言ではない。しかも使うのはエコノミークラスで、飛行機の後部に十時
間以上もすわっているのだ。節約のためだという。「もっと早くつけるんなら話は別なん
ですが」。ビジネスクラスを使おうかとも考えたが、追加の費用を正当化できるとは思わ
なかったのだという。「でも陰口はいろいろあって、わたしがエコノミーのシートを二つ
使って足を伸ばしたいだけだという説もありますよ」とかれは冗談を飛ばす。
おそらく無意識のうちに、もしビジネスクラスを使ったら、自分の出自である労働者階
級の文化に背を向けることになると感じているのではないだろうか。それとも、エコノ
ミークラスを使う人々の中にいたいのかもしれない。あるいは、自分にその資格がないと
思っているのかもしれない。理由はどうあれ、それはかれの人生の信条であり、友人や
親族がいかに懇願しようともそれは変わらない。二〇〇四年にパリからキューバへ飛ぶ
十一時間のフライトで、娘のジュリエットとその夫ジャン・ティムシットはビジネスク
ラスにアップグレードされたのだが、彼女はエコノミークラスにいた父とヘルガを拝み
倒して、自分たちと席をかわってくれるよう頼んだ。フィーニーは答えた。「いやいやい
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や、それはくじ運だから」。窮屈な姿勢で長時間過ごすと二人の健康に障ると案じたアト
ランティック・フィランソロフィーズ理事会は、フィーニーにビジネスクラスを使ってく
れと懇願したが、二〇〇七年現在、かれはいまだに安いシートにこだわっている。別に重
役たちにも同じ犠牲を強いたりはしない。デイブ・スミスは、エコノミークラスの行列で
小さなキャスター付きサムソナイトケースと新聞の入ったビニール袋を持って立っている
フィーニーの横を通ってファーストクラスに案内されるという、非常に気まずい体験をし
ている。コリン・マックレアとトム・ミッチェルは、あるときアトランティック・フィラ
ンソロフィーズの理事会でバミューダに飛ぶときにビジネスクラスを使ったが、パリの空
港でチャック・フィーニーに出くわし、少なくともビジネスクラスのラウンジくらいは
いっしょに使ってくれと説得したのだった。受付係は、フィーニーを入れたがらなかっ
た。やっとのことで彼女はこう言った。「入っていただいてかまいませんが、何も食べな
いでくださいね」その頃にはフィーニーはすでに中にいて、無料のシャルドネを飲んでい
たのだった。
「昔からわたしは倹約家でしたが、倹約家というのは無駄が嫌いだという意味で、それ
はあらゆるレベルにあてはまるんです」とフィーニー。かれは常に吊しものの服を着て安
いプラスチックの腕時計をしているし、読書用の老眼鏡は本屋の店頭で売っている安物
だ。「一五ドルの時計で正確な時間がわかるんだから、何でロレックスなんか要るんです
か？」ヘルガはかれと同じく倹約家で、二人は買い物のときに値引きしてもらえると大喜
びだ。地上でフィーニーは、必ずリムジンよりはバスやタクシーを使う。「６ドアのキャ
デラックで運転手付きなんて、正当化できませんよ。タクシーのシートだって同じです。
それに歩いた方が長生きできるでしょう」長年、ニュージャージーの親戚を訪ねるとき、
フィーニーは必ずニューヨークから列車を使う。甥っ子の一人はジム・ドワイヤーに、エ
リザベスの駅までかれを迎えにいった話をしたことがある。「そこにチャックおじさんが
いるんですよ。ジャンキーや売春婦たちのそばのプラットホームで待ってるんです」。義
兄弟のジム・フィッツパトリックは「チャック、気をつけてくれよ。ニューヨークまで夜
行バスで戻るなんて危ないぜ」と懇願したが、無駄だった。
フィーニーは、寄付者と受益者が甘ったるい謝辞をかわしあう正式なパーティーを嫌
がる。「わたしはとにかく、ああいうお互いにヨイショしあう社交ディナーがまったく楽
しいと思えないんですよ」。かれは最早タキシードさえ持っていない。一度、ダブリンの
フォーマルなディナーにセーター姿で登場し、そんな格好だとかえって目立つといわれて
やっと、ウェイターから蝶ネクタイとジャケットを借りることに同意したのだった。
かれは職場や財団の職員たちに、私用を頼んだりすることは絶対にない。インターパ
シフィックのサンフランシスコ事務所で働くゲイル・ヴィンセンツィ・ビアンキによれ
ば、「他の職場の上司は、クリーニング屋から洋服を取ってこいとか、昼食を借ってこい
とか、その手のことをさせました。あの人は絶対にしません。いつだったか、ダウンダウ
ンでクリーニングを引き取りにっかないと、という話をしたので、金曜の午後だったか
ら『チャック、引き替えをくれたらダウンタウンまでちょっと車でいって、そのドライ
クリーニングを取ってきてあげるわよ』と異端です。そしたら『いやいや。でもそこまで
乗せてってくれると助かるな。自分で受け取るから』と言うんですよ」。道路からゴミを
拾ってくずかごに入れるのが不名誉だなどとは思わない。「みんながゴミを拾ったら、道
にゴミはなくなるでしょう」とかれは説明する。
この倹約ぶりはもはや変人の域に達しているが、一方でフィーニーは意地悪でもケチで
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もない。人々に思慮深いプレゼントをあげるのは好きだ。それはアイルランドの画家で友
人のデズモンド・キニーに頼んで描いてもらう絵であることが多い。キニーとその伴侶エ
スメラルダはときどきフィーニーとヘルガの旅行に同行する。レストランでは、フィー
ニーは自分が勘定を持つといってきかない。そして隠遁暮らしところか、かれは世界中に
友人や知り合いがいて、かれやヘルガと昼食や夕食を共にする。食事がいつも白ワイン
を飲み、気の利いたつっこみや、カラカラという笑い声が飛び交う。かれはしばしば変
わった集団を引き合わせる。まったくちがった背景を持った人々同士、唯一の共通点が、
フィーニーと会って友だちになったというだけの人々だ。「それでアーティストや政治家、
事業家、企業重役、大学学長、作家、弁護士、ときにフィーニーの家族が自由に交流するん
です」と友人のナイアル・オダウドは語る。この出版者は、一九八〇年代にコネチカット
のフィーニー邸で週末を過ごしているとき、フィーニーとどんな関係かも知らない人々と
顔を合わせたと語る。「かれについて新しい話をきくたびに、ちがった層がむけて見えて
くるんです」。オダウドは、フィーニーがソールズベリの郵便局まで長い散歩をするのに
つきあわされたが、そこでかれがいかに吝嗇になれるかを目の当たりにした。かれは郵便
局の隅っこにある古雑誌コーナーを漁り始めたのだ。「そしてこの億万長者は『やった！』
というんです――古い「タイム」かなんかでしたよ」。フィーニーの言によれば「ページ
を破った雑誌があったら、それはわたしがちゃんと読んでいたという証拠です」。かれの
習慣には目的がある。そうしたページは、コミュニケーションの手段となる。これまでも
書いたように、かれは友人に自分の興味をひいた切り抜きを渡すことで、何を考えている
か示そうとする。
かれの人生は矛盾だらけだ。家族のために最高の邸宅をいくつか買ったのに、自分はそ
こに住もうとしない。慎ましい暮らしをしつつ、ときにインターパシフィックの五つ星リ
ゾートに滞在する。世界最大のタバコ小売り業者でありながら、自分はタバコが大嫌い。
贅沢品を販売しているのに、自分は死んでもルイヴィトンのブリーフケースなど持たな
い。高級消費財を売りつけて財をなしたのに、商業主義に毒されたクリスマスを嫌う。か
れの人生最大の矛盾はお金との関係を巡るものだ。かれは金を儲けるのは好きだがそれを
保有するのは嫌いだった。かつてダニエルとチャックは、金持ちになる話などしたことが
なかった。かれの目標は、自分の事業を成功させることだったのだ。「わたしはその競争
のゾクゾク感が好きなんですよ」とフィーニー。富は成功の指標でしかなかった。いまや
かれは、他人の力になるためにその富をどれだけ早く効率よくあげてしまえるかで成功の
度合いを測っている。
チャック・フィーニーと親しくなった人々は、かれが他とはかけ離れた存在で、真にア
メリカ独自の人物だと信じている。共通の認識として、かれにはまったく利己的なとこ
ろがない。フランク・ローズの断言によれば、フィーニーは「最高の意味での聖人君子だ
――文字通りの意味でではなく」。そして世界中の学長たちは毎日ひざまずいて「チャッ
ク・フィーニーをお遣わしいただいたことを神に感謝すべきだ」とのこと。エド・ウォル
シュは、フィーニーは心の奥底ではベネディクト派の僧侶なのだと考えている。マイケ
ル・ソヴァーンは貧者にすべてを分け与えた点で、かれを聖フランチェスコのようだとい
う――ちなみに聖フランチェスコも言語学者でワイン好きだった。スー・ウェッセルカン
パーは、かれが本当は「きわめて信仰心が篤い」と考えている。マイケル・マンの意見で
は「かれが地上に降り立ったおかげでこの世の何百万という人々の人生が大幅に改善され
たから、今わの際にチャック・フィーニーの一パーセントでも果たせたといえる人物は希
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有な人物といえるでしょう」とのこと。コーネル時代の友人アーニー・スターンはかれの
倹約ぶりについてこう語る。「いかれてると思うし、頭が変だと思いますが、でもかれの
哲学と一貫してる。わたしはチャックが大好きだし、かれは善人だと思う」
フィーニーは自分が信仰篤い人物とは思わないし、教会にも通わない。自分を動かして
きたのは、単に財産が自分のニーズから見て余計なものだという感覚なのだという。「わ
たしの中で一つ、決して変わったことのない発想があります――富は人助けに使うべきだ
というものです。わたしは普通の生活、自分が育ってきたような生活を送ろうとしている
んです。人々は育ちによって人となりが変わってくると思います。わたしは一生懸命働く
ことを目指したのであって、金持ちになるのを目指したんじゃない。両親は一生懸命働い
ても金持ちにはなりませんでしたが、常に助けを必要とする人がいないか探そうとしてい
ました」。その一部がかれにも伝わったのだろうか？「もちろんです」。かれと二〇年ほど
いっしょに働いてきたボニー・サチェットも、フィーニーの寄付を説明するのに似たよう
な表現を使った。「親御さんたちから来たんだと思いますよ。ご両親があの人の心を形成
するのに貢献したんです。すべてをあげてしまったのは、育ちのせいでしょう」
フィーニーの子供五人はすでに成人しているが、各種の会話の中で、父親の寄付行為は
立派なことで賞賛すべきだと考えていることを明確に示している。お金を君たちに遺さず
に全部寄付してしまうなんて、きみの父親はどうかしてるんじゃないかと言われると、か
れらは憤慨する。別に相続権を奪われたとは思わない。「あたしたちはそういう見方はし
てません。だれも絢爛豪華なライフスタイルを送りたいとは思ってなかったですから。兄
弟みんな、ぜんぜんそういうのはないんです」とダイアン。みんな何十億ドルも相続でき
るわけではないが、でも父親はそこそこの信託を設立して、「人生で子どもたちが必要と
すべきであり、また必要となるものに足りるだけのお金」がもらえるし、子どもたちの母
親は相当額の一家の財産を持っている。すてきな家や国際旅行ができる人生で幸運ですね
と言われると、はいそれも幸運ですが、何よりもこんな両親が持てたことが幸運です、と
答える。キャロリーン・フィーニーは語る。「両親のことはものすごく尊敬しています。
両親はずっと大好きでした。それが当然のことだと思っていました。ニューヨークの学校
にいって、他の子たちが親は嫌いだと言っていたのでショックでした。わたしは両親が大
好きだったんです」
チャック・フィーニーは、子どもたち――そしてその子供や孫たち――にすさまじい財
産と格闘して生きてくれと頼むのは正当とは考えなかった。「当初からわたしは、こんな
財産があったらかれらの人生が決まった方向を向いてしまうし、それはかれらが自分で決
めた方向ではなく、わたしが押しつけたものになってしまうと思っていました」とかれは
語る。一部の家族経営財団が、後の世代によって濫用されるのも見てきた。カミングス・
ズイルはかこう述べる。「かれは本当に富が人を堕落させると思っています。家族も個人
も破滅させてしまうと」。ジュリエットに言わせると「父は親族だからといって必ずしも
同じ価値観や関心や能力を持っているとは限らないのを認識していたのです」
それでもかれは、子どもたちを寄付に関わらせたいとは思っていた。フィーニーは一九
九〇年にバミューダにちょっとした家族慈善財団を設立して、一九九一年にダニエルと離
婚したときにそこに四〇〇〇万ドルを注入した。仏米慈善信託（ＦＡＣＴ）と呼ばれるこ
の信託はダイアンが管理していて、もっと博愛的な社会実現のために年額三五〇万ドルの
寄付をするとともに、他の財団にもっと寄付をするように強くうながしている。二〇〇四
年には、この財団の理事会――子供五人、その母親ダニエル、バミューダのスターリング
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マネジメントからきたブルース＆マーガレット・ハーン、および一家の財務顧問ジーン・
カロウビ――はその基本財産を分配して二〇二〇年までに使い果たすことを決めた。
フィーニーの子どもたちはみんな独自の生活を送っている。ダイアンはニューヨークで
ＦＡＣＴを運営している。パトリックは南仏の学校教師だ。キャロリーンはロサンゼルス
在住の女優で映画十八本に出演している。レスリーはロンドンに住んで、ハンドバッグ製
造会社を経営。そしてパリのジュリエットはインテリアデザインの仕事をして、法学の学
位を取得した。「父はいつも、子どもたちが何か生産的なことをするよう期待していまし
た」とダイアン。「父は、子どもたちが財産目当ての連中に囲まれて媚びを売られるので
はと、死ぬほど怖がっていましたっけ。でもわたしたちはいつも、お金には興味のない友
だちを作りました」。かれらは金持ちの子供にありがちな、自分は特別で当然という感覚
がまったくないし、ビジネスクラスを使うと後ろめたいという感覚まで受け継いでいる。
ダイアン曰く「父はあんなに儲けてあれほど安楽な生活が送れることに後ろめたさを感じ
ていたんだと思います。なんとかして自分自身を取り戻す必要があった。それがわたした
ちにも遡及しました。あれほど多くを保有していることで、肩の荷が重かったんでしょう
――それと、世界を変えようとすることが」。キャロリーンは、父親が世界の不幸や問題
に対応しようと努力したのは、かれが苦しみに気がつきやすかったからだと思っている。
だれしも親密さの輪を持っている、というのが彼女の説明だ。第一の輪は、自分自身。二
番目は親密な関係。第三は友人や相談相手。第四は知り合い。第五はご近所。第六はもっ
と広い世界。もっと広い世界でひどいことが起きているというニュースが流れると、普通
はまあ大変と思うだけだが、「父にとってはそれがもっと親密な輪の中のことに思えるん
です」
娘レスリーは語る。「父はすばらしい人間性を持っていて、だからわたしたちの人生の
状態について落ち込んでしまうことになるんです。他人に対するものすごい共感力があっ
て、それは父のアイリッシュ・カソリックという背景に根ざしているんですね。本当に、
時代の子なんでしょう。戦中戦後のアイルランド系アメリカ人の地域、その働き方と相互
扶助について理解する必要があります。それが父の人生の大きな部分を占めるんです。父
は、自分の両親が路頭に迷った人を助け、支援するのを見てきました。いつもいたずらっ
ぽいユーモアのセンスを持っていて、だから父はいつも単純で気が置けないんです」
「今日でもぼくたちはみんな、自分たちの財産についてちょっと居心地の悪い思いをし
ていますよ」というパトリックは、父親がアメリカ生活のためにプロテスタント的な罪悪
感を身につけたのだと感じている。それは、豪奢と富で居心地悪く思う感覚なのだ。「父
はすさまじい重荷を背負っています。その一部をぼくたちにも受け継がせました。何もか
もとて深刻。世界は重たい場所で、楽しむ場所ではなかったんです」
子どもたちにとってもっとも重要だったのは、絶え間ない出張や不在や離婚にもかかわ
らず、チャックが常にかれらの人生に関わり続けようとしたことだった。あるとき、キャ
ロリーンがウッドランド・ヒルズの小劇場で「アマデウス」に出演するのを観に、香港
からロサンゼルスまで飛行機でかけつけ、翌日また戻っていったのだった。彼女は語る。
「実際問題として、父はとても幸せだと思います。好きなように生きています。本を読む
のが好きで、新聞を読むのが好きで、ニュースを聞くのが好きで、よいワインも好きで、
おいしい食べ物も好きです。子供やだいじだと思うものが身の回りにあります。たぶん実
はほとんどの人よりは幸福の度合いが大きいんじゃないですか。今の社会では、富と幸福
のシンボルを集めて欲しがることで計られてしまいますよね。雑誌の表紙に出るとか、大
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きい派手な車に乗るとか。父は自分にとって何が幸福か、何が幸せにしてくれるかという
自分なりの考えがあるんです」
慈善活動で何がかれを幸せにするかは、いっしょに旅した人であれば言うまでもない。
病院を歩き回り――ひざが弱くなっているので、昔よりも歩幅は小さいが――ちゃんと機
能する育児装置の赤ん坊を観ると、かれの顔は喜びで輝く。あるいは眼科医が農夫の視力
を回復させるのを見るとき。かつては三人に一台だった病床が、いまや一人一台となった
清潔な新病棟を見るとき。あるいは学習センターに足を踏み入れ、恵まれない子どもたち
がコンピュータ端末で作業をしているのを見るとき。寄付の見返りは、自分が建設を手
伝った建物を人々が使っているところを目の当たりにする満足感だ。かれは図書館にぶ
らりと立ち寄って、生徒たちが夜遅くまで勉強しているのをひたすら眺めていたりする。
「わたしはすわって雑誌を手にとって読むんだ」とフィーニー。友人たちは、無料だから
そうしてるだけだろうとからかう。
史上有名な事業家や慈善家の中で、チャック・フィーニーはいくつかの点で傑出してい
る。無一文から始めて、かれは莫大な富を築き、そしてその力の頂点で一気にそれを、慈
善財団に二度と取り戻せない形で移管してしまった。世界最大級の大成功をおさめた財団
を作っただけでなく、支援すべき国や機関や人々をしばしば自分一人で見つけてきて、そ
して出かけてはかれ好みの表現だと「タイヤを蹴飛ばして勢いをつけた」。事業家として
の慧眼を、自分が情熱を燃やすテーマにも適用し、自立できる組織の構築を支援する。資
金や恩義をてことして使い、世界中に人々のネットワークを築いて相互に助け合うように
した。受益者たちに最大限の敬意を払う。フィーニーの方から相手に出向く。決して相手
を呼びつけたりはしない。かれらに礼を言うときは本気で、自分が感謝されるのを嫌悪し
ているとさえいえる。かれは、お金を使って実際にいいことをやる人々こそが感謝に値す
ると感じているのだ。
かれの慈善モデルは、その規模とオフショア所在地、行動の自由、柔軟性、匿名性、有
限の寿命、大きな賭をする勇気、世界的な影響力の組み合わせという点で独特のものだ。
それは二十一世紀の慈善におけるランドマークとなっている。フィーニーが作り出したの
は、ただのよい財団ではない。偉大な財団だ。「第五レベルのリーダーシップ」を持ってい
る。組織延命よりも大胆な問題解決を推進するフィーニーの態度は、財産を抱え込むだけ
の金持ちや、毎年ほとんど寄付しない財団に対する挑戦だ。「富は責任を伴う」とフィー
ニーは述べる。「人々は自分の財産の一部を、仲間の人類にとって人生を改善するのに使
うか、それとも将来世代のために問題を作り出すのか、自分で決めなくてはなりません」
「金持ちが自分のお金をどう使うかは、その人が決めることです。わたしは別に金持ち
に自分の考えを押しつけるつもりはない――抱え込んでもいい、使い果たしてもいい。で
かいヨットを買っても問題ないと思うなら、それはそれで結構、もっと力が手に入ります
ように」だがそう語るフィーニーは、公式にはなかなか発言しようとはしないけれど、金
持ちはまだ若いうちから寄付するようにすべきだと強く信じている。そのほうが活力もや
る気もたくさん残っているからだ。寄付に深く関わるようになったら、善行の機会ももっ
と見えてくる。「六十五歳を過ぎて寄付プログラムを始めるのは大仕事です。すぐにでき
ることじゃない。寄付してしまうつもりなら、生きているうちにあげてしまうことを考え
た方がいい。死後にやるよりずっと満足感が得られますよ。それにそのほうがずっとおも
しろい」
もっと説明してくれというと、フィーニーは――かれらしく――新聞の切り抜きを差
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し出した。不幸なアメリカの億万長者たちについてのもので、締めくくりはチャールズ・
ディケンズ『クリスマスキャロル』の最後でケチなエベネザー・スクルージが、自分でも
驚いたことに、お金をあげてしまうのが人生でもっとも喜ばしい行為だったと見いだした
話だった。「読みなさい」とかれは命じた。
フィーニーの、存命中にあげてしまうという活動は、すでにかれの慈善のお手本である
アンドリュー・カーネギーを上回っている。カーネギーは一九一九年に他界するまでに三
億五千万ドルを寄付した。これは『ニューヨークタイムズ』によれば二〇〇〇年の価値換
算で三〇億ドルになる。
アトランティック・フィランソロフィーズが四半世紀で寄付した四〇億ドルのうち、二
〇億ドル強はアメリカに行き、一〇億ドル強はアイルランド島、そしてオーストラリアと
ベトナムにはそれぞれ二億ドル以上が流れ、これらの国々でフィーニーは民間外国ドナー
としては断トツの一位となっている。かれの寄付は南アフリカでも大きな影響を持ち、イ
ギリス、タイ、キューバ、バミューダにも広がっている。
貧困と病気に苦しむ世界で、今日の慈善家たちが直面する大問題が、自分の寄付金がち
がいを生み出すような寄付先を見つけることだというのはパラドックスめいている。「使
うだけなら問題は何ですが、意味ある形で使うとなると問題なんです」とフィーニー。ア
トランティック・フィランソロフィーズは、目標通りの期日までに使い果たすためには一
日百万ドルを使わなくてはならない。この点を明確にすべく、フランク・ローズは二〇〇
六年のセミナーで、下士官に木を植えろと命じたフランスの将軍の話をした。下士官は、
木が育つまでに百年かかります、と答えた。すると将軍曰く「だったら昼飯前に植えるん
だ。一瞬たりとも無駄にできない」
チャック・フィーニーは時代の先を行っていた。財産を寄付してしまい、しかもそれが
最善の使われ方をするよう自ら監督し、しかもアトランティック・フィランソロフィーズ
が自分自身を使い果たして消滅するようにしたことで、かれは存命中の寄付の闘士という
個人的な遺産を確保したのだった。存命中の寄付は、最近になって重要な支持者を勝ち
取っている。マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツは、今日では『フォーブス』の金持ち
ランキングのトップだが、妻のメリンダと共に史上最大の財団ビル＆メリンダ・ゲイツ財
団の運営に専念している。財団の管財人三人はビル・ゲイツ、メリンダ・ゲイツ、ウォー
レン・バフェットで、三人の最後の一人が他界してから五〇年以内に総資産を使い果たし
て、世界の健康、教育、経済発展を促進するため「できるだけ多くを、できるだけすぐに」
実施しようとしている。
「世界空前の健康で裕福な世代が、いまや慈善の黄金期に突入しようとしています」と
トム・ティエルニーは語る。「使い果たすのが現在台頭中のトレンドです。ますます多く
の財団が作られるにつれて、ますます存命中の寄付志向は高まっています。創設者たち
は、自分自身で善行を志せばもっと成果を挙げられると考えるからです。チャックはこの
分野の先駆者であり、人々はお手本を求めています」
世界中――アメリカ、ヨーロッパ、アジアの太平洋沿岸、オーストラリア、アフリカ
――の無数の人々が、チャック・フィーニーのおかげで視力、健康、あるいは命を取り戻
している。それはかれが可能にしたガンやその他医学研究による進歩、そして心臓クリ
ニックや眼科病院などで実現したものだ。何十という健康団体、児童保護団体、高齢化や
人権組織が、フィーニーの富の支援を受けたプログラムのおかげで存続している。世界中
で、何十万もの学生たちが毎日のように、かれの慈善が出資した学棟、体育館、寮などで
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生活の一部を送っている。多くの生徒がその大学にいるのも、フィーニーが奨学金を出し
たからだ。
フィーニーは、裕福な人物は「顕示や奢侈を戒め、慎ましく虚飾のない生活の範を垂れ
る」べきだというアンドリュー・カーネギーの教えに恥じぬ生き方をした。なぜそれがで
きたかという理由は、かれが自分の財産を受ける資格があるかどうかという態度で説明で
きるのかもしれない。かれは、裕福になることに伴う各種の事物について、自分が資格を
持っているとは感じなかったようだ。富の罠に陥るのを避けることで、かれは富が自分を
他人より優れた人物にしてくれると考えたくなる誘惑を退けたのだった。
なぜか自分にはそんな資格はなかったんだという感覚は、しばしばフィーニーから伝
わってくるものだ。一度かれはこう述べた。「わたしはアイビーリーグ大学で教育を受け
られるはずじゃなかった。そんな資格はなかったんだよ。うちの近所の子どもたちは聖マ
リア高校に行くのがせいぜいで、コーネルなんかに行かない」。かれは自分の金儲けの才
覚についても謙遜する。「わたしたちは、分不相応にツキがあっただけだ」。
『フォーブス』で億万長者に挙げられた直後、ジャーナリストのバディ・デ・ラザロが
『エリザベス・デイリージャーナル』紙の連載コラムで、フィーニーの子供時代についての
思い出を書いた。デ・ラザロもニュージャージー州エリザベスの出身だったのだ。そのコ
ラムは、フィーニーが億万長者になったという成果は「ビーチパラソルやサンドイッチを
売り歩くところから始めたエリザベスのガキにしては、なかなかやるじゃないか」と締め
くくられていた。フィーニーはデ・ラザロに手紙を書いて、その記事は『ビジネスウィー
ク』のカバーストーリーよりも個人的に満足感を与えてくれたと告げたのだった。そして
「おれたちエルモラのガキどもは力をあわせないと」と書いている。
「東洋にはこんな成句があります」とチャックは付け加えた。「富は人を変えない、ただ
その仮面をはぎとるだけだ、とね。たぶん仮面の下で、わたしはエルモラ出身の野球帽を
かぶったガキなんでしょう」
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本書の概要
本書は Conor O’Cleary, The Billionaire Who Wasn’t: How Chuck Feeney Secretly

Made And Gave Away A Fortune (Public Affairs, 2007) の翻訳である。ただし全訳で
はなく、一部の章は抄訳となっている。これについては、あとがきの最後を参照していた
だきたい。

本書について
さて本書は驚くべき人物に関する驚くべき本だ。アイルランド系アメリカ人チャック・
フィーニーは、海外駐在米軍向けの酒の免税輸入販売を皮切りに、世界的な免税小売り事
業を展開し、巨万の富を築く。だがその全財産を財団に移管して、自分にはほとんど何も
残さず、旅行もエコノミークラスで家も車も持っていない。そしてその財団は、手持ちの
全財産をかれの存命中にすべて寄付しつくそうとしているのだが、このフィーニーの投資
が上手すぎて儲かりすぎ、いくら寄付してもお金が一向に減らない（！！）。そしてつい
最近まで、あらゆる寄付は厳しい匿名が条件であり、寄付を受けた人はその出所を一切口
外できない！
聖人君子を絵に描いたような人物、それもお金儲けのうまい聖人君子ときた。匿名をや
めたのも、裁判の都合でどうせばれるのが決定的になったのと、あまりに寄付の規模がで
かいのでもはや公然の秘密になってしまい、隠す意味がなくなったという一種の不可抗力
のせいだ。本書の執筆に同意したのも、これを見てもっとみんなが寄付する気になってく
れれば、という理由からだ。
いやはや。本書の中身については、これ以上まとめようもない。あとは本書をお読みく
ださいと言うしかない。本当にこんな人物がいるのか、と驚くこと請け合いだ。そして、
おそらく多くの人は、このチャック・フィーニーの生き方や哲学を見ていろいろ考えさせ
られるところがあるはずだ。

本書の見所：ビジネス書として
本の読み方は様々だ。前半のビジネス立志伝の部分だけでも、いろいろ読み取るべきこ
とはあるだろう。当人の言うとおり、たまたま運がよかった、時期がよかった、と言うの
は簡単なことだ。ビジネススクール的なものの見方の中でも、特に経済学とファイナンス
的な発想を勉強しすぎた人は、そんな美味しい事業機会なんかあるはずはない、と考える
のに慣れてしまっている。道ばたに千円札が落ちているのに「そんな収益機会があるなら
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すでに他の人が拾っているはずだ」と言ってそれを拾おうとしなかった経済学者、という
笑い話がある。事業機会でも、それがそんなに儲かるなら、なぜすでに他の人がやってい
ないのか、というわけだ。たまたまその千円札が落ちているところに居合わせただけじゃ
ないの？
でも本書を読むと、「好機」というのは道ばたに落ちているお金とはちがうことがわか
る。後から見れば、それはだれでも思いつきそうな当然の発想だ。でもそれをだれかが事
業として切り出すまで、それが収益機会かどうかはだれにもわからないのだ。免税ビジネ
スは、香港の大財閥たちも見過ごしていた。日本人観光客の急増、グアムやサイパンのポ
テンシャル、みんないまから思えば当然予想できるような気がするけれど、でも当時はだ
れにも予想がつかなかった。コロンブスの卵、というやつだ。そして本書を読むと、商機
は見つけ出すものであると同時に作り出すものであることもわかる。ちょうどジェフ・ベ
ゾスが、だれもが知っていた斜陽産業の本屋などという代物をネットビジネスの核にした
り、あるいはグーグルがもはやだれも参入余地や収益機会などないと思っていたネット検
索をすさまじい事業機会に変えたように。
商機を見つける目ざとさだけではない。それを事業としてまとめる才覚もすごい。冷徹
な分析、強運を見事に生かす行動力、必要に応じた大胆な投資、従業員や協力会社への手
厚い待遇による忠誠心の育成、現場で自ら陣頭指揮を執る経営スタイル。そして、収益源
の日本人観光客の行動が変わってきたと見るや、即座に売り抜ける思い切りのよさ（これ
は他のパートナーたちとの対比で一層きわだっている）。たぶん、そのそれぞれについて
ビジネススクールのケーススタディが作れるくらいだ。
が、本書が他のビジネス系伝記とは一線を画すのが、やはり寄付と慈善をめぐるチャッ
ク・フィーニーの考え方だろう。すさまじい財産を築きながら、それをすべて寄付して
しまう――本書がただの繁盛一代記にとどまらない広がりを持つのはその部分があるか
らだ。

本書の見所：寄付と慈善への示唆として
寄付や慈善にはある種のうさんくささがつきまとう。本当に役にたつのか、慈善者の自
己満足ではないのか？ 　かえって寄付や施しへの依存を作り出すだけではないか？ 　そ
してもう一つは、その慈善活動をしている人々に対する不信感もある。慈善団体は本当に
信用できるのか？ 　困った人のために使うといいつつ、実はその金を自分のために浪費
して売名しているのではないか？
チャック・フィーニーとその財団は、この問題をおもしろい形で克服している。まず、
後者について。かれの財団が使っているお金は、他人から集めた寄付ではない。自分の財
産。したがって、お金目当てという批判はそもそも成り立たない。しかも、それを存命中
に使い果たすと宣言することで、組織の自己目的化を回避している。ついでに寄付はすべ
て匿名。売名行為ではあり得ない。これは売名だけが目的の、登場する他の大口寄付者と
著しいコントラストとなっている。
そして活動の有効性をどう担保する？ 　それは、すべてをほとんど一人の個人に委ね
るという方式だ。記述されているプロジェクトに関する限り、その選定と運用において
は、チャック・フィーニーの事業センスが十分に活用されていることがわかる。かれがプ
ロジェクトにあたりをつけ、その場で資金提供を決め、プロジェクトのかなり細かいとこ
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ろまでに口出しをする。そしてプロジェクト選定もおもしろい。フィーニーは、常に「こ
ういうことがしたい」というアイデアを持っている人を見つけ、その人にお金をつっこ
む。少なくとも本書に挙がっている例はすべてそうだ。かれは、問題にお金を出すのでは
ない。解決策にお金を出す。物理的な施設や建物建設――いわゆる箱物援助――だが、そ
れだけには終わっていない。そして、プロジェクト同士で相互支援体制を作り上げ、ビジ
ネススクール的に言えば、シナジーが最大限に発揮されるように留意している。
そこで機能しているのは、フィーニーの事業家としての才覚だ。慈善や NGOなどの援
助は、ビジネスとは無縁だと思われている。そして活動の成果があがらず無駄だらけで
も、営利目的のビジネスじゃないんだ、というのを免罪符にしている例がかなり多い。で
も、慈善においても効率性は重要だし、成果はあがったほうがいい。そしてそのために
は、ビジネス的な発想とセンスがきわめて重要だということを、本書の事例はかなり雄弁
に物語っている。
こうした事例が増えれば、従来の非効率な援助や慈善の世界も大きく変わるのではない
か。すでに実業界で成功した多くの人々が、フィーニーのひそみに倣って、こうした慈善
活動に参入しつつある。ウォーレン・バフェットや、あのビル・ゲイツなどが有名どころ
だ。かれらがこの世界に持ち込む視点がこの業界をどう変えるか、今後の展開はきわめて
注目される。本書に描かれたフィーニーの活動を見ると、慈善活動や各種援助活動にとっ
ても示唆が大きいのではないか。そしてそこで活用されている視点は、逆にビジネスにも
参考になるはずだ。そして、ビジネス的な手腕が活かせるならと、寄付や慈善に参入して
くる人が本書をきっかけに増えてくれればと思う。
ときどき見かける誤解として、日本には寄付文化がない、というものがある。確かに欧
米を見ると、大事業家のとんでもない寄付が山ほどあって、驚かされることが多い。ハー
バード大学は、偏屈イギリス人が故国へのあてつけとして僻地の大学に財産を寄付したの
が発端だし、カーネギーやグッゲンハイムや、その個人の名前を冠した各種の信じがたい
施設やそれに伴う文化活動などがある。だが実は日本にも結構あるのだ。たとえばいまの
慶応大学理工学部は、王子製紙の社長さんが私財をなげうって創設した藤原工業大学が慶
応大学に寄贈されたのがはじまりだ。子供が難病だと騒ぐとあっさり何千万円も寄付が集
まったりする例も多々見かける。
確かに、寄付というのがプロジェクトの資金源としてそれほど普及していないのは事実
だ。我がアメリカの母校は毎年のように寄付しろとＯＢに要求してくる。寄付するといろ
いろ特典があったりして、寄付して得した気分にさせる手口をいろいろ活用してくる。日
本の組織はすべて、そういう工夫がずいぶんヘタだ。いかに寄付を集めるかにも、ビジネ
ス的なセンスは要求されるだろう。いま、2008年の世界金融危機による不景気で、各種
の慈善団体や NGO/NPOも寄付金がばっさり切られて真っ青になっている。おそらく今
こそ、慈善のための寄付をする側、される側ともにビジネス的なセンスが必要になってい
る。本書がそうした認識を広めてくれればと願ってやまない。
そして最後に、本書を読んで読者のみなさんがもっと寄付をしようという気になってく
れれば幸甚。だれしも社会に何かしら不満はあるだろう。政府はダメだ、役人はだめだ、
税金は無駄遣いばかりだとネット掲示板や酒場でグチをたれるのは簡単だ。でも政府が信
用できないなら、自分で自分がよかれと思っている使途にお金をまわすよう努力しよう。
それが寄付の意義だ。なに、フィーニーのように匿名でやる必要はない。思いっきり自慢
していただいて結構。何億円もの大金ならいざ知らず、多少のお金なら他の人を萎縮させ
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るどころか「Aさんが五万出すならうちは十万円！」と発憤させる効果もあるはず。しが
ないサラリーマンのこのワタクシですら、災害援助に限定して毎年何百万円か寄付してお
ります。どこに寄付しようかと考えることは、いったい自分がどういう社会を実現したい
のかということを考える機会でもあり、その意志を表明する機会でもあるのだ。

蛇足と恥知らずな自己宣伝
ところで、日本人として本書を読むとき、いささか複雑な気持ちにならざるを得ない。
本書における日本人は、基本的にはカモの役割でしか出てこない。ハワイ、香港、グアム、
サイパンの免税店に殺到し、ひたすらおみやげを買いあさり、店員の口車に乗せられて無
名ブランドのコニャックや香水をうまうまと押しつけられてありがたがっている――いや
確かに一九七〇年代の日本人の海外旅行といったらそんなものだったのかもしれない。Ｊ
ＡＬパック全盛の時期、農協ツアーが日本の恥として渋い顔をされ、筒井康隆が佳作『農
協、月に行く』を発表した時代だ。そしていまの日本人旅行者が少しでもましかといえば
――ミラノのプラダ本店に群がるヤマトナデシコ諸子の下品さを見ると、五十歩百歩なの
かもしれない。とはいえ、かくも見事に先を読まれて入れ食い状態でカモにされたぼくの
両親世代は……うーん、かれらはそれでハッピーだったんだから文句を言うべき理由はな
いんだが、それでもなんだか割り切れないものは感じてしまう。
そして日本企業も、空港の免税店入札に応札してくる、聞いたことのない貿易会社くら
いしか出てこない。フィーニーたちの成功を真似ようとして免税店の入札に応募してきて
はあっさり負ける、これまたボケ役ですな。
だが唯一、多少なりとも有能な役回りで登場する日本企業が一社ある。九章の半ばあた
りをごらんいただきたい。フィーニーたちが大もうけできた背景には、この会社による日
本人観光客動向のマクロ経済モデルがあった。かれらの観光客予測に基づき、ＤＦＳは発
注と在庫管理を行って大成功をおさめた。ＤＦＳが日本人をうまいことカモにできたの
は、この会社の精度の高い予測あってのことだったということになる。それを売国奴と思
うか、あるいは純粋に予測能力の優秀さで評価していただけるかは、読者の見方次第だ
ろう。
さてこの企業、フィーニーのひそみにならってここで敢えて名前を挙げることはいた
しませぬが、まったくの偶然ながら実はこの訳者二人と浅からぬ縁のあるところでし
て、いきなり本書に登場したときには、二人とも目をむいた。「えっ、なんでウチがここ
に……？？！！」　で、この会社、いまでもこうした市場予測やマクロ経済モデル分析な
どは得意とするところ。もちろん外資を肥やさせるばかりでなく、国内企業でも喜んでお
手伝いさせていただいております。ＤＦＳ以外にも各種のお客様から市場調査やマーケ
ティング分析、戦略立案からシステム構築まで広く請け負っておりまして、皆様も必ずや
利用したことがあるはずの某コンビニなどにも深く関わらせていただいております。ここ
に頼めば御社も明日の DFS……とはお約束できませんがぁ、決して悪いようにはいたし
ませんので、是非是非お気軽にご相談くださいませ。企業のあるべき社会貢献などについ
てもあれこれ検討いたしておりますので、そうしたご相談もお待ちしております。（あ、
本部長、これで仕事きたら、ぼくと守岡（夫）に営業貢献 10％ずつってことでいかがで
しょ）
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