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表紙写真 
上側：ブルックリン側からみた橋梁（2007 年 10 月 28 日撮影） 
出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYCBrooklynBridge.jpg 
撮影：Jeffrey Bary 

下側：ブルックリン側からみた橋梁（供用開始 20 年後 1904 年） 
出典：New York Public Library Digital Gallery（http://www.fsgworkinprogress.com/LorcaMap/） 
撮影：不明 
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翻訳にあたって 

原著｢The Great Bridge｣は，歴史家で作家であり，ピューリッツアー賞を 2 度等，数々の受賞歴

があるディビット・マカルー氏の第 2 作目の著作として 1972 年に発刊された。今回の翻訳では，

40 周年記念版（2012 年版）を対象とした。 

 

本書は，ニューヨークのイースト川に架かるブルックリン橋の計画から完成までを描いている。

ブルックリン橋は，中央支間長 1600 フィート（490m）を有する近代吊橋の曙といわれる橋梁で，

北米での吊橋や，日本での本州四国連絡橋の吊橋の原型にあたる。本書では，橋梁を計画した父

親ジョン・ローブリング，その詳細設計と施工を担当した息子ワシントン・ローブリングを中心

とした壮大な人間模様と技術史を著している。 

 

ブルックリン橋の建設についての著作には，ブルックリン橋改修やマキナック吊橋の設計を担

当した構造エンジニアの D・B・スタインマン博士の『The Builders of the Bridge : The Story of John 

Roebling and His Son, Harcourt, Brace and Company; 1945』がある。本著は，スタインマン博士の著

書も踏まえ，ディビット・マカルー氏自らが発見・整理したレンセラー工科大学の膨大で貴重な

ブルックリン橋に関する資料を豊富に取り入れて書かれている。 

 

日本語による著作としては，川田忠樹博士が書かれた「ニューヨーク・ブルックリンの橋」（科

学書刊，1994 年発行）がある。これは，上記の著作を含めた関連図書の内容を踏まえて，著者の

吊橋を含めた豊富な技術知識を駆使して記述され，非常に興味深い著作となっている。私もこの

本読んで，ブルックリン橋に深く興味を持った一人である。 

 

この橋梁が建設された 1800 年代中盤，日本では江戸時代末から明治維新を迎える開国の時期で

あり，舞台となった北アメリカ大陸では，インディアンとの戦いで進められた西部の開拓と合わ

せて，東部では運河や鉄道による交通網の開発で近代化が進められ，南北戦争が勃発した時期に

あたる。学校を卒業してから 42 年間に渡り橋梁計画や設計・施工に携わってきた私には，坂本竜

馬や西郷隆盛が活躍していた時代，電灯や電話がまだ開発されていない時代に，国は異なるが，

現代の技術の基礎となったこのような近代吊橋を計画・設計･架設した技術者の生き方や考え方に

ついて大変興味があり，本著の翻訳を思い立った。 

 

原著は，1800 年代のアメリカ史や南北戦争について，ある程度の知識がある読者を対象として

記述されており，日本の読者には理解が難しい部分もある。そこで，日本の読者の理解の一助と

なるように，脚注・写真・イラストを補足することにした。幸いなことに，1800 年代後半の写真

やイラストは比較的残っており，インターネット等で広く公開されており，これらを入手して参

考にさせて頂いた。なお入手先については，脚注に URL を表記した。 

 

翻訳に際しては，多くの方々からのアドバイスを頂いた。加藤雅史博士（東海大学名誉教授）

には原著にまで立ち返った丁寧な査読意見を頂いた。高木録郎博士（元瀧上工業代表取締役社長）
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には，長年の橋梁技術者として経験を踏まえた査読意見を頂き，多くの関連図書等をご教示頂い

た。私の勤務先である中日本建設コンサルタントの上田直和社長には，建設コンサルタント技術

者の観点から数多くの有益なご指摘を頂いた。田村伴次氏（中日本建設コンサルタント顧問）に

は，ブルックリン橋建設に参画した松平忠厚侯の資料等多くの情報提供を頂いた。ここで，深く

感謝申し上げる。また，素人的な観点から原稿を読み，判り易さの観点から適切なアドバイスを

くれた妻の裕子にも感謝している。 

 

近年，建設業界が若者に敬遠され，次世代の担い手を確保する活動が，いろいろな面で行われ

ている。19 世紀に建設された素晴らしい橋梁が現在でも立派に供用しており，それに携わった技

術者がどのような生き方をしていたのかを伝えることで，次世代の担い手確保の一助になれば幸

いと考えている。 

 

 

平成 28 年 9 月 25 日 

 

中日本建設コンサルタント株式会社 

建設技術本部技師長 羽田野英明 
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【補足】ブルックリン橋の建設事業組織は，1876 年迄が出資地方自治体の意見が反映され難い民

間会社であり，1876 年以降が出資地方自治体の意見が反映されやすい組織に改変されて

いる。翻訳あたっては，その点を考慮して以下のような呼称として訳出した。 

 

President 
（社長） 

New York Bridge Company 
（ニューヨーク橋梁会社） 

Executive Committee 
（執行委員会） 

Board of Directors 
（取締役会＝株主） 

Chief Engineer 
（技師長） 

General Superintendent 
（総括責任者） 

1867 年～1876 年の事業実施組織（～14 章） 

President 
（理事長） 

Bridge Trustee 
（架橋公社） 

Executive Committee 
（執行委員会） 

Board of Trustees 
（理事会） 

Chief Engineer 
（技師長） 

1876 年～1883 年の事業実施組織（15 章～） 

General Superintendent 
（総括責任者） 
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序   文 

「偉大なる橋」の記念版に向けて 

デイビッド・マカルー 

 

ドイツ系アメリカ人で吊橋の天才といわれたジョン・A・ローブリングが「ニューヨークのイ

ースト川に，私の提案する径間長を有する橋梁を，私の設計に沿って建設すれば，それはこの時

代の工学的な偉業でかつ巨大な芸術作品となり，建設した地域の品格を永遠に語り続けることに

なるであろう」と断言した時から，ほぼ 1 世紀半が経とうとしている。 

 

花崗岩と鋼の傑作といわれるブルックリン橋は，ローブリングが約束したとおり，今日でもそ

の役目を果たし続け，そびえ立っている。 

 

完成時に世界で 長となった吊橋は，高層化が始まったニューヨークの勇壮な景観においても，

大級の高い構造物でもあった。勇壮な景観を創りだして以降，橋梁は，ニューヨークの象徴と

して，パリのエッフェル塔と同じように自慢であり，人気がある。 

 

土木技術者，建築家，芸術史家は，それを力強い芸術作品として崇敬している。これほど，多

くの写真家や画家，ソングライターや詩人に刺激をあたえた建造物はない。それは，数えられな

いほどの映画，ファッション広告，テレビ・コマーシャルなどに登場している。ブルックリン橋

に，我々は決して飽きることはない。 

 

この橋は，主要幹線道路として利用する目的で建設され，その後，長期に渡り供用されてきた。

建設当初の荷車や馬車，蒸気製通勤列車やトロリーバスの交通体系は，トラックや乗用車の交通

体系に変化し， 近の統計では 1 日に 12 万台の車両が通行している。 

 

また，橋梁上の有名な遊歩道は，1 日あたり 4 千人の歩行者と，2 千人を越える自転車利用者が

利用し続けている。 

 

ブルックリン橋は我々の誇りであり，その建設は正しかったと認識している。その橋を持ち上

げて反転することができれば，そこには「MADE IN AMERICA」と押印された文字が見られるは

ずである。 

 

橋梁は，力強い主張の象徴であり，とりわけ暗い時代の象徴でもある。2001 年 9 月 12 日付ニ

ューヨークタイムズ朝刊の一面のスティーブ・ラドラムが撮影した写真（図-P.11）を忘れること

はできない。煙と炎に包まれた世界貿易センターが，紙面の上側三分の一を占めたフルカラーの

写真である。その写真の下側，煙と炎に包まれた建物の前方で，くっきりと写ったブルックリン

橋が，これまでと変わらない確固たる存在感を示している。 

                                                        
1  http://www.pulitzer.org/winners/staff-51  Steve Ludlum, New York Times – September 11, 2001（参照日 2016-09-13） 
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図-P.1 世界貿易センターの被害 図-P.2 フォートマクヘンリー砦 

 

フォートマクヘンリー砦（図-P.22）への攻撃の後に，フランシス・スコット・キーが，「まだ

そこにあった旗」を見て感じたことに近いものがある。そして，マンハッタンから徒歩で避難し

た数千人にとって，その橋は救いであった。 

 

 

ブルックリン橋の物語は，歴史的事象の経緯や意義と同じくらい注目すべきことであり，その

橋の歴史から，まさに政治や戦争よりも多くのことを，しっかりと気づかせる。 

 

ジョン・A・ローブリングの当初の構想は素晴らしいものであった。彼は，自分が理解してい

たようなこれから先の課題を，あらかじめ解決しておくようなことはなかった。彼はちょうど良

い時期にそのようなことに直面し，彼自身もそれを運命的に感じていたようである。彼は「ある

計画がダメなら，他のことをすればよい」とよく言っていた。 

 

建設がまさに始まった時に，彼自身も他の誰もが予想できなかった，彼自身の死を含むいくつ

かの大問題が発生した。 

 

「事業の天才」といわれたジョン・A・ローブリングが突然去り，指揮の全責任が息子ワシン

トン・ローブリングに降りかかった。彼は，その職務内容と実施における自らの能力の両面で，

                                                        
2  http://blackhat6.deviantart.com/art/Today-in-1814-An-ignored-event-534354248 （参照日 2015-12-15） 

フォートマクヘンリー砦は，アメリカ合衆国メリーランド州ボルティモアにある星形の砦である。その果た

した役割の中でも特に良く知られているのは，米英戦争中の 1814 年 9 月 13 日，チェサピーク湾に侵入したイ

ギリス海軍の艦隊がボルティモア港を攻撃してき来たときに，防衛に成功したことである。 フランシス・スコ

ット・キーが詩「星の煌く旗」を作ったのがこの砦に対する艦砲射撃の時のことであり，イギリスの歌「天国

のアナクレオンへ」のメロディを付けられて，アメリカ合衆国の国歌になった。 
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深刻な挫折に次々と見舞われ，しだいに彼自身の「強い塔」である彼の妻エミリー・ウォーレン・

ローブリングを頼りにするようになる。 

 

橋の物語の大部分は，ワシントン・ローブリングの物語である。彼は，父親とは大いに異なり，

私にとって も賞賛に値するアメリカ人の 1 人である。彼は，リーダーシップにおいても大きな

教訓を残している。 

 

しかし，多くの歴史上の教訓のなかで，その結末が一人で創り出されたものはほとんどない。

その橋に関する完全な年代記では，彼も何千の人々のなかの 1 人である。橋梁は，着手から完成

までがひとつの共同作業であり，完全な人間ドラマであった。それを演じたのは，天才でもなく

英雄でもなく賞賛されることもない人々であった。 

 

そこには，事業に対して常に忠実なアシスタント技術者がおり，そして，厳しく時には危険な

肉体労働を行った石工，大工，鳶工，ケーソンの中で川底を掘り進めた人々など数千人がいた。

また，あらゆる種類の政治家，請負人，事件の報道を 優先する新聞関係者，不可思議な「潜函

病(bends)」と呼ばれた苦痛を取り除くために全力を傾注した医師などもいた。 

 

ブルックリン橋についても，すべての主要な歴史的事象のように，その時代との関連のなかで

理解する必要がある。すなわち，イースト川の水面から単にそそり立つように描くのではなく，

指折りの悪名高い腐敗した時代からそそり立つように描く必要がある。この時代は，首領ツィー

ドや鉄鋼・石油・鉄道王らが派手な浪費をしており，貧者の著しいみじめさと比べることで，そ

れが更に強調される時代であった。アメリカでは，持てる者と持たざる者の格差がこれほど大き

な時代はなかった。誠実さとか名誉という古い概念は，あまりにも時代遅れのようであった。 

 

私が，本書の中で，多くの事柄の記述を通して伝えようとしたことは，夫の補佐としてエミリ

ー・ローブリングが足を踏み入れて直面したこのような状況であった。 

 

彼女の周りのあちこちで，愚かで低俗で不義な小さな男達や，偏狭な野心を持った価

値ない男達が，権力や金，あるいは自分が望む何かを掴んで成功していた。マーク・ト

ウェインが命名した「金ぴか時代」は，そのような時代をうまく表現したように思われ

た。当時は，政治面での賄賂，不正な契約，あらゆる面でのダブルスタンダードが，

もまかり通った時代であった。もはや，これまでの常識が通じない時代となっていた。

少なくとも彼女が育った時代の常識では，名誉・尊敬・地位に対して正当な主張をした

良識のある勇敢な人々が，どういうわけか当時の邪魔になり，排除されてしまった。 

 

このような記述部分は，私が 初に書き下ろした 1971 年より，現在のほうが理解されやすい。 

 

しかしながら，常にブルックリン橋は，思ったよりも長い年月を経ており，すなわちよく言わ

れるよりも年数が経っている。そして，賞賛すべき活力，すなわち，特殊な才能や素晴らしい功
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績があふれていたことを，我々に橋梁がきっぱりと再認識させている。マーク・トウェイン3がそ

れを金ぴか時代と呼ぶならば，マーク・トウェイン自身が，その時代の逸材の 1 人であった。そ

して，ウォルト・ホイットマン4とジョン・シンガー・サージェント5，オーガストス・セント・ゴ

ーデンス6，H・H・リチャードソン7や，ルイス・サリヴァン8も同様である。電話，タイプライタ

ー，電球などが発明された。想像もつかない生き方や楽しみ方を身につけた同じような新興成金

が，メトロポリタン美術館やメトロポリタン・オペラを創設した。 

 

 

本のアイデアはありとあらゆる方向から，時にはまったく期待していないような時に浮かんで

くるものである。 初の本である「ジョンズタウン大洪水(The Johnstown Flood)」のアイデアは，

米国議会図書館で珍しい写真の所蔵資料を

見ていた時に，たまたま思いついた。その当

時，私は，ワシントンにある国家情報局（U.S. 

Information Agency）で，アラブ世界に関する

雑誌の編集者として働いていた。次号の刊行

物のための題材を捜しに図書館へ行った時，

ペンシルバニアのジョンズタウンの山にあ

ったダムの大昔の崩壊（図-P.39）について，

私は，まだ何ら関心を持っていなかった。 

 

1968 年の秋，ジョンズタウンの本を出版した直後，私はニューヨークのロワーイーストサイド

の小さなレストランで，2 人の人物と昼食をしていた。その 2 人とは，科学ライターであるデー

ビッド・アリソンと，建築と土木関係の技術者であるポール・グリオッタであった。私は，自分

が編集していた新しいシリーズの本，スミソニアン協会と私が勤めていたアメリカン・ヘリテー

ジ出版社との共同企画の本のことばかり考えていた。会話の中心は，土木工学に関するシリーズ

の中のある 1 冊の本，巨大な橋・トンネル・ダムに関する本のことであった。この時，ポール・

グリオッタは，ブルックリン橋とワシントン・ローブリングが経験した厳しい試練に関して彼が

知っていることを，詳しく語り始めた。私は心を奪われ，話を聞けば聞くほど，これが私自身の

次の企画であると感じた。 

 

ジョンズタウンの惨事は，決して起こる必要がなかったものであり，そして，人々が責任ある

立場に就けば責任をもって行動すると決め込むことは，ものすごく危険であり，冒険的でさえあ

るという大いなる教訓となった。ジョンズタウンでの事故の本が出版された直後，私自身が望む

                                                        
3  マーク・トウェイン(1835-1910)：『トム・ソーヤーの冒険』の著者で知られる作家。 
4  ウォルト・ホイットマン(1819-1892)：アメリカ文学において も影響力の大きい作家の一人。 
5  ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)：上流社交界の人々を描いた優雅な肖像画で知られる画家。 
6  オーガストス・セント・ゴーデンス(1848-1907)：彫刻家 
7  H・H・リチャードソン(1838-1886)：ボストンのトリニティ教会(1872)等を設計した著名な建築家。 
8  ルイス・サリヴァン(1856-1924)：アメリカ建築の三大巨匠のひとりで，1944 年に AIA メダル獲得。 
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOFL_destruction.jpg （参照日 2016-01-11） 

1889 年 5 月 31 日午後 4 時 7 分、米国ペンシルバニア州のサウスフォーク・ダム（高さ約 22m、長さ約 275m）

が崩壊し、ジョンズタウンにダム水が流れ込み、子供 396 名を含む 2209 名もの生命が奪われた。 

図-P.3 ジョンズタウンの大洪水 
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というより，出版社がシカゴ火災やサンフランシスコ地震について書くことを望んだ。私は，惨

事に関する作家としてのイメージが固定化しつつあったが，それに固執することはなかった。私

が望み求めていたものは，大きく感嘆しかつ困難さを伴う何かに主要人物が取り組み，それをま

さに成し遂げるというような話であった。 

 

昼食後，私はその足で五番街と 42 番通りに面したニューヨーク公共図書館に向かい，図書カー

ドを閲覧して，頭の中で形になり始めた本を，まだ誰も書いていないことを確信した。私は，ブ

ルックリン橋に関する 100 枚以上の図書カードを見つけたが，ブルックリン橋をアメリカの歴史

上の主要事項とみなした本は，これまでになかった。 

 

さらに，私にはその橋に対する個人的な絆，まるで主題が私を選んでいるような，次の題材の

完璧な方向性を指すような追憶と関連性が，自分にはあるように感じた。 

 

橋梁はピッツバーグで育った私の人生の一部であり，そこでの橋梁は景観の主要な位置を占め，

ジョン・A・ローブリングが 初の橋梁をそこに架けたことを，私は知った。私のエール大学時

代での主要部分に，建築史家ヴィンセント・スカリーによる素晴らしい講義があった。その中で

彼は，アメリカの芸術や文学のテーマで繰り返して登場し，一般道路の発現としてのブルックリ

ン橋に関する講義を行った。 

 

とても重要な点に，私と妻のロザリーがニューヨークで 初に住んだ街が，ブルックリンのブ

ルックリンハイツであったことが挙げられる。そこは，そのほとんどに橋梁が影を落とすような

街であり，同じ通りには，かつてワシントン・ローブリングとエミリーが住んでいた。いろいろ

な陽射しやあらゆる季節の中で，ほぼ毎日，私たちは橋梁を眺めていた。私たちは頻繁にそこを

歩き，とりわけ天気の良い日には第一子のメリッサの乳母車を押して川の上に出かけた。 

 

私には土木工学の知識が無く，数学や理学療法も得意でなく，また機械のことにも関心がなか

ったが，それでも執筆を躊躇することはまったくなかった。私はとても興奮しており，知りたい

ことがたくさんあった。彼らは一体全体どのようにしてそれを成し遂げたのか，彼らとは一体誰

だったのか。 

 

サイモン＆シュスター社の私の編集担当のピーター・スゥィードは，すぐに乗り気になった（実

は，彼は，私に他の惨事に関する本を執筆するように勧めていなかった）。そして，ロザリーと私

は，とても大きな人生の決断をした。私は著述に専念するため，アメリカン・ヘリテージ社を退

社することにした。当時の私たちには，貯金はほとんどなく，私の給料以外の収入もなく，5 人

目の子供の出産を控えていた。しかし，私たちはサイモン＆シュスター社から前払金を受け取り，

その執筆に専念することに同意した。 

 

私は，その橋梁とローブリングに関して入手できたあらゆる資料を読み，私に技術的内容を教

えてくれる人々と話し始めた。スミソニアン協会の著名な土木技術史家であるロバート・フォー
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ゲル氏から，ワシントン・ローブリングの母校であるニューヨークのトロイのレンセラー工科大

学の図書館に，ローブリングの論文が所蔵されていることを教えられた。 

 

ロザリーと私が車でトロイに向かった日は，世の中がすべてうまくいっているように見えたす

ばらしい秋の 1 日であった。ハドソン川の渓谷は，北の方向の全体に渡って光輝いていた。 

 

その日は，レンセラー工科大学のフットボールのチームが遠征試合となった土曜日であり，キ

ャンパスには人気がなかった。図書館は，殺風景な古い神学校の礼拝堂の付属建物を利用したも

ので，霊廟のように静かだった。 

 

受付にいた唯一の図書館員は，ローブリングの所蔵資料が 上階であることを，私たちに告げ

たが，彼女のほかに誰も勤務していないため，その場所から離れることができなかった。私たち

だけで昇ることになった。彼女は，その場所が 上階の左側の 初のドアであるといって，その

鍵を渡してくれた。 

 

私が探したいと思っているファイル・キャビネットや保存資料が間違いなくある部屋であるか，

作業台や椅子等がきちんと準備されているかどうか，よくわからなかった。昇って行く階段の薄

暗い照明ときしみが，そうではないと言っているようであった。 

 

ドアの鍵を開けた時，古い書類，手紙，写真，スクラップブック，あらゆる種類の備忘録の束

が，床から天井までぎっしりと詰め込まれた大きな戸棚が目に入った。これらについては本書の

著者注釈や参考文献で手短に解説する。この時の印象は，屋根裏で宝物が詰まった有名なトラン

クを見つけたような，さらにそれ以上に感動的であった。 

 

整理もされておらず，記載された目録もなかった。また，私が聞こうとしても，支援できるよ

うな十分な知識を有する図書館職員もいなかった。 

 

2 冊の厚いスクラップブックは，エミリー・ローブリングが使っていたものであった。束を結

ぶために利用された古風なワックスを塗った紐は，これまでに外された形跡はなかった。 

 

信じられないようなことがたくさんあった。戸棚からホールを隔てた散乱した古い収納室では，

ブルックリン橋の石製主塔について異なる建築様式が描かれたジョン・A・ローブリングの図面

原図を発見した。これらは，古い壁紙の巻物のような形で，床に散らばっていた。同じ部屋の保

管棚の散乱物の中から，ローブリングが亡くなった妻との交信ができたと信じた時期に，降霊術

師の交霊会の間中，彼が携えていた色あせた手記を発見した。 

 

それまでにも，このような調査中に数多くの驚くべき発見をしたことがあり，それ以降にも多

くの発見をしたが，トロイでのその日ほど，興奮するような事はなかった。 
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本書に取り組んでいる 4 年間，私は何度もトロイに通うことになった。資料が複雑で，どれに

も普通の手引きや解説が欠けていたので，一つずつ，私自身でそれらすべてを徹底的に調べる必

要があり， 善をつくして解き明かそうとした。 

 

ときには，私の能力を超えていると思われるような課題もあったが，結局，私がそのような奮

闘をしたからこそ，あらゆることを，より適切に理解できるようになったと思っている。そして，

自分が学んだことが身に付き，疑問に思ったあらゆる事が，他の人々から私に伝えられ，説明さ

れたのであろう。 

 

確かに，ポール・グリオッタとロバート・フォーゲルをはじめとする多くの人々に，いつも助

けられた。他の収集資料，特にラトガーズ大学で保管されていたローブリングの追加資料等は，

非常に有益であった。しかしながら，レンセラー工科大学に保管されていた資料と比べられるよ

うなものはなかった。 

 

古いレンセラー工科大学図書館はなくなり，現在のフォルサム図書館に替わっている。そこで

はローブリングの論文等すべてがきちんと整理され， 重要資料として大切に保管されている。 

 

1972 年 2 月 28 日，私の日記には，次のように書かれている。「本書のゲラ刷りが，今朝の郵便

で到着し，・・・手元にある。・・・達成感の喜びに勝るものはない。すべてが活字となるまで 4

年がかりであった。これが私の仕事であり，この仕事に対して 善をつくした。これがひとつの

頂点であり，人生でのすばらしい瞬間のひとときである」 

 

 

一冊の本が完成した時，「もう十分」と思うときが多々あり，人は他のことに目を移しがちとな

るものである。だが，この古い橋梁は，今でも利用され続けており，今後もそうであって欲しい。 

 

ロザリーと私は，橋梁を歩くためにいつもブルックリンに戻ってきて，素晴らしい景色を眺め，

そこで新鮮な空気を吸い，ハイツにある古い地域を訪ねている。私たちは，たびたび他の人々や

友人達や孫達を誘い，創り上げられた建造物の大きさを彼らが実感し，技術者達の独創性と度胸

を賞賛できたらと思いながら，その橋を歩いている。 

 

私は，今後もずっと何があっても，さらに畏敬の念を持ち続けるであろう。実際，かれらはど

のようにしてそれを成し遂げたのであろうか，私はいまだに自問している。そして，これからこ

の本を初めて読んでいただく人たちにも，読み終わったときに同じような印象を感じていただけ

たらと願っている。 

 

デイビッド・マカルー 
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謝  辞 

 

この調査と著述の間に，たいへん多くの方々より援助を頂きとても助かりました。この場を借

りて深く感謝致します。ラトガーズ大学とレンセラー工科大学の図書館員の方々，特にラトガー

ズ大学図書館のイレーネ・K・リオニキス嬢，レンセラー工科大学図書館のオーリン・ラブレク

夫人とアドリーエン・グレンフェル夫人からの親切と援助に感謝致します。米国土木学会のハー

バート・R・ハンズ氏，デイビッド・プロードン氏，ミルトン・メイザー博士，バーモント大学の

病理学の教授であるロイ・コルソン博士，W・H・ピアソン氏，シドニー・W・デービッドソン氏，

J・ロバート・マグガイア氏，ニューヨーク市立博物館のシャーロット・ラルー氏，レジナ・M・

ケラーマン氏，ウィリアム・S・グッドウィン氏，アラン・R・タルボット氏，ジョン・タルボッ

ト氏，ニューヨークのイースト・リバー橋梁の管理技術者であるジャック・シッフ氏，これらの

方々には，調査にご協力いただきました。そして，ニューヨークのポール・グリオッタ博士には，

私にこの本を考え出すきっかけを与えていただき，その後には，わざわざ私と一緒に橋梁を歩き

ながら，多くの疑問に答えていただきました。 

 

スミソニアン協会機械・土木工学部門の管理官であるロバート・M・フォーゲル氏，ニューヨ

ーク市史およびジェームズ・B・イーズの権威であるジョン・A・コーベンホーベン氏，自らも橋

梁に関する広範囲の技術研究を行っておられる橋梁技術者のノーマー・グレイ氏，そして，作家

で友人でもあるチャールトン・オグバーン氏には，特にお世話になりました。この方々には原稿

を読んでいただき，数多くの重要な示唆をいただきました。しかしながら，この本における事実

や判断に間違いがあったとすれば，その責任は全面的に私にあります。 

 

また，ローブリング家の 3 人の方々，ローブリング家の先祖について私と話す時間を取ってい

ただいたトレントンのジョセフ・M・ローブリング氏，同じくトレントンの F・W・ローブリング

氏，そして一族の古いスクラップブックを借用させていただいたアーカンソー州フェイエットビ

ルのジェームズ・L・エルストン夫人のご協力に感謝致します。 

 

以下に示す研究施設とその職員の方々より受けた支援に感謝いたします。トレントン自由市民

図書館，ピッツバーグのカーネギー図書館，ブルックリン公立図書館，ブルックリンのロングア

イランド歴史学会と特に執行理事であるジョン・H・リンデンブッシュ氏，ロードアイランドの

ニューポートにあるニューポート歴史学会，国会図書館，ニューヨーク歴史学会，ニューヨーク

公立図書館，ニューヨークの工業技術学会図書館，バーモンド州ミドルベリのミドルベリ大学図

書館，ダートマス大学のベーカー図書館，ニューヨーク州コールドスプリングスのパットナム郡

歴史学会とジュリアバターフィールド記念図書館，ペンシルベニア州バトラーのバトラー郡図書

館。 

 

また，今は亡き私の 2 人の大切な友人，私を励まし，私の模範となったコンラッド・リクター

氏と，私の義父であるクラレンス・A・バーンズ氏からの恩義に感謝します。クラレンス氏は，
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橋梁が未完成だった時期にブルックリンハイツのウィロー通りで生まれ，私が知っている誰より

も，古い時代のことを適切に話せる人でした。 

 

最後に，絶え間なく激励し，適切なアドバイスをいただいたポール・R・レノルズ氏，当初から

のこの構想を信頼していただいたサイモン＆シュスター出版のピーター・シュード氏，原稿をタ

イプしていただいたジョー・アン・ルサール氏，私を信頼し和ませてくれた私の子供たち，そし

て，誰よりも私を支援してくれた妻のロザリーに，感謝をささげたい。 

 

－デイビッド・マカルー 
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主たる登場人物 

 

ブルックリン橋の設計者であるドイツ生まれのジョン・A・ローブリング（図-0.11）は，19 世

紀の創造的な巨人の 1 人である。吊橋の記録を塗り替えた橋梁技術者であり，発明家・降霊術師・

哲学者であり，アメリカにおけるワイヤーロープの 初の製造者でもあった。この稀有の写真は，

家族のスクラップブックに保管されていたものであり，おそらく 1869 年に彼が無念の死を迎える

2，3 年前のものと思われる。 

                                                        
1  Mrs. James L. Elston 

図-0.1 ジョン・A・ローブリング 
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この写真（図-0.22）は，ワシントン・ロー

ブリングが 19 歳で，レンセラー工科大学の学

生であった時に撮られたものである。彼は，

ジョン・ローブリングの 4 人の息子の長男で

あり，橋梁建設に携わることを期待された唯

一の息子であった。ジョン・ローブリングは，

15 歳の息子といっしょに，氷にとざされたブ

ルックリンのフェリーに乗船したときに，イ

ースト川を何もさえぎらずに渡る巨大な吊橋

を，初めて考えたといわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワシントン・ローブリングの妻であるエミリ

ー・ウォーレン・ローブリング（図-0.33）は，

「おしゃれな英国人」と言われた時もあった。

橋の建設を通して，彼女は夫の永遠の伴侶であ

り，個人秘書・看護婦・外交的な使者・非公式

の補佐を勤め，多くの噂話の的であった。ワシ

ントン・ローブリングはこの写真を好まず，ま

た，彼女の写真を他人に撮らすこともなかった。 

 

                                                        
2  Rutgers University 
3  Smithsonian Institution, Division of Mechanical and Civil Engineering 

Washington A. Roebling 

図-0.2 ワシントン・ローブリング 

図-0.3 エミリー・ローブリング 
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ワシントン・A・ローブリング大佐（図-0.44）は，南北戦争の英雄であり，父の主要なアシス

タントを長く勤め，父の死後，あらゆる工事が始まる前にブルックリン橋の技師長に指名された。

その時，彼は 32 才であった。きわめて穏やかな性格であり，現場の指揮では天賦の才能を発揮し，

強烈な身体面での勇気と，父親のような鉄の意志を持っていた。ローブリングが建設する橋梁に

対する混乱状態は，長い間続いた。人生の終焉で，ワシントン・ローブリングは「ずいぶん前に，

私自身と父のそれぞれの独自性を明確にするための努力をしなくなった。多くの人々は，私が 1869

年に死んだと思っている」と書き残している。 

 

 

 

 
                                                        
4  Rensselaer Polytechnic Institute  

図-0.4 ワシントン・ローブリング 
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ブルックリンの大手の工事請負業者

であるウィリアム・C・キングズレー（図

-0.55）は，橋梁建設の裏側で政治的な

力を発揮していた。橋梁の建設事業にお

いて，彼が公式および非公式の関係を利

用して得た利益の大きさについては，激

論の対象として残った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブルックリンで も尊敬された立派

な民主党員であり，州の上院議員であ

ったヘンリー・クルーズ・マーフィー

（図-0.66）は，橋梁会社（1876 年以降

は架橋公社）の社長（理事長）を勤め

た。彼が首領ツィードとのあらゆる個

人的な裏取引を否定した時，ほとんど

の人々は，彼の言葉を信じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5  New York Public Library 
6  Brown Bros. 

図-0.5 ウィリアム・C・キングズレー 

図-0.6 ヘンリー・クルーズ・マーフィー 
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橋梁に非常に影響力ある 3 人の理事（図-0.77）は，連

邦議会議員デマス・バーンズ（上段），セス・ロー市長

（中段）と，プロスペクトパークの父といわれたジェー

ムズ・S・T・スタナハン（下段）であった。ブルックリ

ンでは，この 3 人が重要な人物であった。その当時，ブ

ルックリンは，その国で 3 番目に大きい都市であり，ニ

ューヨークとは明らかに異なる地域であった。 

 

とても長い間，ブルックリンは大衆によって実質的に

アメリカの道徳的な中心と考えられた。なぜなら，プリ

マス教会の牧師であるヘンリー・ワード・ビーチャー

（（図-0.88）が居を構えた街であったからである。彼は，

「私の信徒はアメリカ全体であり，これまで私ほど礼賛

される人物はいない」と発言していた。橋梁の建設が始

まった当時，彼は，ブルックリンの も誇り高き象徴で

あった。しかし 1872 年，有名なビーチャー疑惑がニュ

ーヨークの新聞に発表され，その後ブルックリンでは人

騒がせな裁判が続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7  New York Public Library 
8  Brown Bros. 

Demas Barnes 

図-0.7 影響力ある理事 

ジェームズ・S・T・スタナハン 

セス・ロー市長 

デマス・バーンズ 

図-0.8 ヘンリー・ワード・ビーチャー 
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エイブラム・S・ヒューイット（図-0.99）は，金属商

から政治の改革者に転身した人物である。1871 年のツィ

ード・リングの倒壊後，橋梁会社内の全ての欠陥経営と

違法行為の根絶を，委託された人物である。その当時，

非の打ちどころがないというような評判の政治家は，ほ

とんどおらず，技師長ワシントン・ローブリングによっ

て作成された私的資料によれば，ふさわしくないとの評

判であった。 

 

ウィリアム・マーシィ・ツィード（図-0.1010）は，体

重およそ 300 ポンド（136kg），政界から締め出されるま

でにツィード・リングは，2 億ドル相当を横領したと推

察されている。橋梁に対するツィードの支配は，広範囲

に渡っており，彼の“トラブル”が始まるまで問題視さ

れることはなかった。ツィードは死ぬ前にすべてを認め，

橋梁会社との合意事項の詳細を供述した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9  Brown Bros. 
10  Brown Bros. 

図-0.9 エイブラム・S・ヒューイット 

図-0.10 ウィリアム・マーシィ・ツィード 
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関連地図等 

図-0.11 建設当時のニューヨークとブルックリン概要地図 
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図-0.12 ニューヨーク＆ブルックリン地図(1860 年当時) 

出典：1860 Mitchell Map of New York City, New York (first edition) 
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図-0.13 ニューヨーク＆ブルックリン地図(2015 年) 

Google Map 



第 1 章 計画 
 

 
 - 19 -

図-1.3 ブルックリン橋 

出典：Scientific American August 5, 1868, page88 

図-1.1 ワシントン・ローブリング

(撮影 1870) 

図-1.2 ジョン・ローブリング 

(1806～1869) 

第 1 章 計画 

さまざまなものの姿が今ここに立ち現われる！ 

ウォルト・ホイットマン 

（『草の葉』，まさかりの歌 9，鍋島能弘，酒本雅之訳） 

 

彼らは，1869 年 2 月から彼の要請で少なくとも 6 回の会議を行った。出席者は 9 人，彼が選定

した 7 名の著名なコンサルタント，彼の長男で議事録を作成するワシントン・ローブリング大佐

（図-1.11），そして彼自身，情熱的で謎の多いジョン・アーギュスト・ローブリング（図-1.22），

ニュージャージー州トレントンの裕福なワイヤーロープの製造業者で，前例のない吊橋の技術者

である。 

 

彼らは，フルトン通りのブ

ルックリン・ガス灯会社で会

議を行った。そこは，新設さ

れた橋梁会社が，正規の事務

所が準備できるまで，その業

務を執行している場所であっ

た。彼らは，彼が示した壮大

な計画（図-1.3）と図面のま

わりに集まり，彼の話を傾聴

                                                        
1  Rutgers University, Department of Special Collections and Archives 
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_John_Augustus_Roebling.jpg （参照日 2016-09-07） 
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図-1.5 スタウアブリッジ・ライアンの初走行 

図-1.4 ホレイショ・アレン 

(1802～1889) 

し，とても多くの質疑を行っていた。彼らは，事前調査結果と地図について検討していた。その

地図には，イースト川を横切る力強い赤い線が引かれていた。この赤い線は，彼の経歴の中での

高傑作の橋が建設される場所を明示していた。 

 

コンサルタントは，彼の考えであった。彼は「“事業の規模とそれに伴う大きな利害関係”を考

慮すると，私の計画について，専門家の審議会による“慎重な精査を受ける”ことが，“唯一の公

正な方法”である。私は，彼らにアドバイスや意見を望むことはなく，承認だけを望んでいる。

私が望み，予期したようにあらゆる事項が進めば，彼らは無条件にこの計画を承認するはずであ

る。彼らは，熟慮した専門的な評価を踏まえ，この橋梁計画が本当に可能であると，発表するは

ずである。彼らは風評に終止符を打ち，批判者を沈黙させ，私が目指すことを株主に知らせて納

得させるはずである。その結果，私は仕事に着手することができる」と記述している。 

 

彼の目的達成や結果の承認のため，誰かが疑義を唱えたり，少なくとも専門的観点から何かし

らを重視したりすることのないように，彼は申し分のない評判の人物を指名した。彼の指名に対

し，誰も不足や落第点をつけることはなかった。全員が穏健で経験豊かな技術者であり，無造作

の承認や誇張表現をしない人々であった。ほとんど例外なく，彼らは，一回以上開発者としての

役割を担った技術者であり，建前として新規的なことに対し好

意的であった。実際，彼らは，その当時に編成することができ

た優秀な土木技術者の団体であった。全員が白い髭をたくわえ，

胸を張って堅い握手を交わす彼らには，まさにあらゆる事項に

関して判断を下す能力があるように思われた。彼らの雇用報酬

は一人当たり千ドルで，この総額は，これまでのローブリング

の尽力に関して受け取った全報酬より，ちょうど千ドル多かっ

た。 

 

グループの議長は，社交的なホレイショ・アレン（図-1.43）

であり，彼の大きな胴回り，光る禿げ頭とベンジャミン・フラ

ンクリン眼鏡が，ディケンズのような風貌で

あった。彼は袖なし外套と銀柄の杖が好きで，

多分，ローブリングに次いで 2 番目という専

門的な地位を考慮したものであったが，実際

はそうでもなかった。しかし，ローブリング

のように，製造業としてニューヨークのノベ

ルティ鉄工所をうまく経営しており，40 年前

にはアメリカでの 初の蒸気機関車である

スタウアブリッジ・ライアン（図-1.54）を，

ペンシルバニアのホーンズデールで，大観衆

                                                        
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hon._Horatio_Allen_-_NARA_-_526419.jpg （参照日 2016-01-12） 
4  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stourbridge_Lion.jpg （参照日 2016-01-13） 
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図-1.6 ジュリアス・アダムズ 

(1812～1899) 

図-1.7 ウィリアム・マッカルピン

(1812～1890) 

が見守る中で，全て一人で試運転するという歴史的な快挙を成し遂げていた。また，それ以後ニ

ューヨークのクロトン水路橋の主要な技術者の一人として，「水道の栓を開けた男」として伝記的

短編にも記載されていた。 

 

次に，以前は軍の技術者であったブルックリンのジュリアス・

アダムズ大佐（図-1.65）がいた。彼は，一般的に下水管渠建設

の専門家と記載されているが，実は他の人達と同じような部類で，

そうでもなかった。しかしながら，彼はブルックリンに多くの有

力な友人を持っており，ここ数年，彼自身のイースト川橋梁の計

画に，少しばかり関わっていた。しばらくの間，まるで彼がその

橋を造る機会を与えられたかのように思われていた。ローブリン

グの提案が初めて公表されたときには，鋭い懐疑論を表明する

人々の一人であった。この段階で彼がコンサルタントに入れられ

ていたことは，ローブリングが評判ほど政治に疎い人物では全く

なかった証拠であると，何人かが指摘している。 

 

マサチューセッツ州のストックブリッジのウィリアム・ジャー

ビス・マッカルピン（図-1.76）は，米国土木学会の会長であっ

た。優しく，親切で，幅広く尊敬されていた彼は，ブルックリン

海軍造船所の巨大なドライドックやオールバニー上水道や，かな

り多くの橋梁を建設していた。また，彼はこの専門家達の中で

も凝った顎（ほお）ひげを持っていることを自慢していた。彼は，

2 人のローブリングを含めたグループの中で，圧搾空気を利用し

た基礎，すなわちケーソン基礎の建設工事に直接携わった経験が

ある唯一の人物であった。彼らは，このケーソンが非常に特殊な

ケースで，その規模の大きさを懸念していた。 

 

しかしながら，おそらく彼らの間で も有名な人物は，ボルチモアのベンジャミン・ヘンリー・

ラトローブ 2 世（1806～1878）で，銀行員のような風貌をしていたが，全部の論点を確定するに

は，たぶん彼の承認だけで十分であった。彼は，英国生まれの有名な建築家の息子で，父親と同

じ名前であった。彼の父親は，ジェファーソン大統領から依頼されてワシントンの多くの建物の

設計や改築を行った人物で，1812 年の戦争中に英国人によって燃やされた国会議事堂の再建も手

がけていた。彼は，それまでに，ボルチモア＆オハイオ鉄道の大部分を敷設しており，メリーラ

ンドとバージニアで，非常に優れた多くの橋梁（図-1.87）建設を担当していた。  

 

そして， 後に，ローブリングたちを除くグループのなかで唯一の吊橋の建設技術者であった

ジョン・J・セレル，レディング鉄道の主任技術者であった J・ダットン・スティール，そして，

                                                        
5  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Walker_Adams_portrait.jpg  （参照日 2016-01-12） 
6  Historical Sketch of the American Society of Civil Engineers, 1897 
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas-viaduct-1.jpg （参照日 2016-01-12） 
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図-1.8 トーマス高架橋（撮影 1970 年） 

図-1.9 スタラッカ高架橋（1920 年撮影） 

水力学の権威者で哀調をおびた風貌のスコット

ランド人のジェームズ・ピュー・カークウッドが

いた。ジェームズ・ピュー・カークウッド（1807

～1877）は，1848 年にペンシルバニアの北東部

に，当時，世界一高い鉄道橋といわれた美しい石

造アーチのスタラッカ高架橋（図-1.98）を建設

した人物である。 

 

彼らが 初にローブリングの図面に目を通し，

その話を聞いたとき，心の中でどう思っていたか

は知るすべはない。しかし，彼らの総合的な経験

や少なからぬ業績，あったかもしれない専門家と

しての嫉妬から，誰かがずっと感動しなかったと

は考えられない。また，誰もそ

の時代の歴史的特性に，気付か

なかったとは思われない。ロー

ブリングは，彼ら専門家の間で

は誰もが認める巨匠で，小さな

レオナルドと呼ばれており，さ

らに書類上では，彼の提案して

いる橋梁は，明らかにその時代

の歴史的な事業での一つであっ

た。技術者にとって，その点は

とりわけ明確であった。 

 

 

 

イースト川を渡ってニューヨークとブルックリンの両市を結ぶ橋は，誰もが思い出せるほど長

い間，話題となってきていた。これまでに出版されたブルックリンに関する 良の歴史書（ヘン

リー・R・スタイルズという医学博士によるもので 3 巻から構成され，その年，1869 年に出版さ

れた第 II 巻）によると，橋についてのアイデアは一世紀ほど前からあり， 初の本格的な提案は

1800 年に，ブルックリンで記録されている。スタイルズの記述では，スクラップブックで見つか

った古い記録に，わずか 2 年で建設できる橋梁の計画を有するという，名前の記載のない「認知

された能力と良識のある紳士」がいたことが紹介されている。おそらく，その紳士はニューヨー

クのトーマス・ポープであり，全体的に魅力的な性格で，職業は大工で造園家であった。そして，

彼は，「飛翔する張り出し橋」と名づけた橋（図-1.109）を計画し，あらゆる寸法で利用でき，か

つ，どのような場所にも適合できる発明であると考えていた。彼が考えたブルックリン橋は，水

                                                        
8  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HAER-Starrucca_1.jpg （参照日 2016-01-13） 
9  Department of Bridges, Annual Report, 1912 
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図-1.11 ホレス・グリーリー 

(1811～1872) 

図-1.10 トーマス・ホープが考案した橋梁  

面上で約 200 フィート（60m）の高さで，全木製の巨大な片持ち梁で，あたかも海岸にかかる虹

のようであると，1811 年に出版した小冊子で述べている。しかしながら，トーマス・ポープの「虹

橋」は試みられることはなく，大変幸いなことに建設されることはなかった。しかし，大胆で途

方もないイースト川架橋に対する彼の夢想は，その後も続き，毎年のように他の提案を行ってい

た。チェーン構造の橋梁や，ワ

イヤー構造の橋梁，幅員 100 フ

ィート（30ｍ）の橋梁が，ある

技術者や他の人々から提案され

ていた。ホレス・グリーリー（図

-1.1110）は「ニューヨークとブ

ルックリンは，連合すべきであ

る」と 1849 年にトリビューン紙

上で断言した。一方ブルックリ

ンでは，川に向かう通りを，大

胆に「橋通り」と命名していた。 

 

しかし，何も実施されなかった。主要な問題は，今に始まった

ことではないがイースト川であった。技術的な論議が行われた川

ではなかったが，干満のある も荒れ狂う水道の一つで，当時，

地球上で も混雑する航行可能な海域の一つであった。ある人は

「橋を架けるとすれば，船のマストの上空を岸から岸まで，一跨

ぎする必要がある。橋脚を設けたり，可動橋にしたりはできない。

全航路を跨ぐ，唯一の巨大なアーチ構造とすべきである。間違い

なく，これは素晴らしい橋とならざるを得ない」と書いている。 

  

1867 年 4 月，民間企業にイースト川橋梁を建設・運営する設

立許可が州政府で可決された。この許可は，様々な事情から，時

代を反映したような非常に興味深く重要な公文書であった。しか

し，建設される具体的な構造物に関する記載事項とそうでない事項には，一見しただけで違和感

がある。例えば，橋の種類をどのようにするとか，建設時の重要あるいは予見できる問題に関す

る記述はなかった。その計画や場所に関する認可権限は，両市には与えられていなかった。その

許可書には，それが有料橋であると記載されていただけであり，橋には「丈夫な手すり」を設置

し「夜間も充分に明るく保つ」ことが重要で，1870 年 1 月 1 日まで完成することになっていた。 

 

設立許可が法律になった 1 ヵ月後，ローブリングが建設事業の技術者に指名された。誰がどの

ような基準で，設立許可の内容を推進して行くかという難題が残っていた。同年，1867 年 9 月に，

ブルックリンで開催された内々の会合で，ローブリングは長い正式な報告書のなかで基本計画を

                                                        
10  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greeley-Horace-LOC.jpg  （参照日 2016-01-13）ニューヨークのトリビュ

ーン紙を創始したアメリカの新聞編集者で，自由共和党を創設し大統領選に出馬した。 
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提示した。しかし，それは両市の新聞の一部で報じられた懸念について，市民に向けて彼の提案

を説明したもので，全てが取り上げられ公表された。この時点で橋には正式な名称がなく，それ

以降も名称を決めることは，誰もできなかったようである。 

 

初期の段階では，その橋は時折エンパイア橋と呼ばれていたが，橋を建設するため設立された

組織はニューヨーク橋梁会社と呼ばれ，ブルックリンの人々が，まさにニューヨークに向かう橋

との思想を表したものであった。一方ローブリングは，提案書でイースト川橋梁と呼んでおり，

新聞や雑誌ではその名前を使った。しかし一般的には，ローブリング橋とか，ブルックリン橋と

か，単にグレート橋とか呼ばれていた。このグレート橋という名称は，一旦人々がローブリング

の計画内容を理解した後では，印刷された場合に も印象的に見え，あらゆる名前の中で も適

しているように思われた。 

 

しかし，人々の生活におけるそのような構造物による将来的な影響こそ，人々が も必然的に

関心を持ったことであり，両市の新聞が も注目したことである。例えば，タイムズ紙は，橋梁

が，ニューヨークの も深刻な問題である犯罪と過密状態の軽減に大いに貢献し，ずっと待ち望

んだ一種の巨大な圧力弁であると論じた。 

 

も関心が高かったブルックリンでは，橋がブルックリンの価値を高め，繁栄させるといわれ

た。財産評価は急騰し，錬金術師のローブリングが空き地や穀物畑を純金に変え，誰もが恩恵を

うけるはずであった。ブルックリンは新興都市のように既に拡大しつつあり，橋は蒸気フェリー

を利用した交易のペースを 2 倍にしそうであった。ニューヨークでの暮らしに不満を抱くニュー

ヨーカーが，ブルックリンで家を建てるために川を渡って押し寄せるので，販売業者は数えられ

ない程の顧客が期待でき，製造業者はニューヨーク市場との結びつきが更に緊密になるはずであ

る。ロングアイランド（ニューヨーク州南西部のマンハッタンの東に位置する島）の農場経営者

とブルックリンの醸造業者は，より迅速に川を渡って商品を届けることができ，郵便物はより迅

速に配送されるはずである。ローブリングでさえ，熱心な依頼人達に，ロングアイランドに敵の

侵入があった場合，どのように先例のない数の軍隊をニューヨークから橋を越えて急襲させるこ

とができるかを説明していた。そのような非常事態の際に，24 時間以内で約 50 万人の兵士が大

砲と携行品を積載した列車と共に橋を渡ることができると，この年配のプロシア人は試算してい

た。 

 

生活のためニューヨークに毎日通うブルックリン人々にとって，何よりも魅力的なことは，イ

ースト川のフェリーに替わる安全で信頼できる交通手段への期待であった。ローブリングの橋梁

であれば，風・嵐・潮流・ブリザード・アイスジャム・霧などに，ほとんど影響されなくなるで

あろうと説明されていた。フェリー発着場の搭乗口でのすし詰め状態もなくなり，遅延は永久に

なくなるはずである。あるクリスマスの夜には，強風が原因で川の水位が下がり，フェリーは座

礁して，数千人がフルトンフェリー発着場で一夜を過ごしたことがあり，河川が固く凍ってしま

う冬には，しばしばフェリーの運行が，全く無い日が何日も続いた。 
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図-1.12 ウォルト・ホイットマン

(1819～1892) 

ブルックリンの実業家やキングス郡の政治家の何人かは，橋梁がブルックリンをアメリカの

大の都市にし，現実的なとても素晴らしい展望をもたらし，不合理なことは何もないとさえ主張

していた。連邦議会議員のデマス・バーンズは，ニューヨークがいっぱいになった時には，ブル

ックリンが世界 大の都市になるだとうと主張していた。「人間の巣箱」とジョン・ローブリング

が呼んだニューヨークは，その土地の面積がもともと不足していた。ローブリングを含めて，人々

は，マンハッタン島全体の住宅用の土地不足が解消し，高層化して成長する都市を心に描いてい

た。しかしながら，誰もがここまで高層化して発展した都市を，想像したわけではなかった。新

刊のブルックリン・マンスリー誌の編集者は「ブルックリンは，拡大せざるを得ない状況になっ

ている。みなさんがさらに詰め込めば，ブルックリンはさらに受けいれるであろう」と書いてい

る。 

  

さらに，ウォールト・ホイットマン（詩人）やジェームズ・S・T・スタナハンのようなブルッ

クリンの新プロスペクト公園の後方の住人たちは，橋によってブルックリンとニューヨークが確

固たる都市になる日を待ち望んでいた。また，新ユニオン・パシフィック鉄道がニューヨークを

「世界的な商業市場の中心地」としようとしているので，とても素晴らしい状況となるはずであ

った。ジョン・ローブリングにいわせれば，これは根拠のない推測ではなく，もっともな要因に

よる当然で妥当な結果にすぎなかった。彼の橋は，非常に大きな目標の一部であった。「文明の大

きな流れが東海岸から西海岸に進んだように，同様な必然性で，東海岸と西海岸を結ぶこの地が，

大の商業市場の中心地となるであろう。その目的は，人類の歴史上で， 古の文明と 新の近

代文明を混ぜ合わせることである」。ブルックリンで認められた著名な技術者は，広大無辺の構想

だが，とても素晴らしい構想の持ち主であった。当時イースト川を渡る人々が年間 4 百万人であ

れば，10 年後には 1 億人になるであろうというのが，彼の主張であった。 

 

彼の提案には「現在，世界でこれまでに見たこともないような蒸気機関の運行図が，直線的で

整然とした航路として大西洋に描かれつつあります。同様の交通機関がこの大陸の西海岸とアジ

アの東海岸を結ぶでしょう。ニューヨークはこれらの線が交わ

る中心として生き残るでしょう」と書かれている。 

 

言い換えると，これは重要な川を渡る大きな橋よりも，もっ

と重要なことであった。それは歴史上の偉大な連結事業のひと

つであり，新時代の象徴で，大西洋電信ケーブル，スエズ運河

や大陸横断鉄道のようなものであった。ほぼこの時期，ウォー

ルト・ホイットマン（図-1.1211）が「見たまえ，魂よ，神の意

図が 初から働いていたことが，あなたには分からない

か。・・・さまざまな国土は，ぜひとも渾然と融け合わねばな

らぬ」と書いている。「さまざまなものの姿が，今ここに立ち

                                                        
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walt_Whitman_-_George_Collins_Cox.jpg （参照日 2016-01-15） 

アメリカ文学において も影響力の大きい作家の一人で「自由詩の父」と呼ばれる詩人，随筆家，ジャーナリ

スト，ヒューマニストである。 
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現われる！」とブルックリンの詩人は書いている。 

この今の世を歌い， 

現代の偉業を歌い， 

技術者たちの力強く，軽妙な仕事を・・・ 

（『草の葉』インドへ渡ろう，鍋島能弘，酒本雅之訳） 

 

しかしローブリング自身は，決して控えめな人物ではなく，橋自体に対して，とても明確な主

張を行い，来るべき時代のなかで，常に引き合いに出された人物であった。 

 

私のデザインに沿って建設され完成する構造物は，現存する も巨大な橋となるだけ

でなく，この大陸でこの時代において，技術面でも も偉大な作品となるであろう。特

徴的な外観を有する巨大な主塔は，隣接している都市に対するランドマークとなり，国

定記念構造物と評価されるであろう。巨大な芸術作品として，先進的な橋梁工学の成功

事例として，この構造物は，その建設を確約した地域のエネルギーや，進取の精神や繁

栄を，永遠に証言するであろう。 

 

ローブリングは，1867 年の公式な提案書の冒頭でそのように記述している。しかし，その提案

について，それ以降いつも，あからさまな中傷ではなく理解しがたい理由で，専門家を自称する

多くの人々から反対された。そして，彼らは，ローブリングの先進的な工学に関して信頼性がな

いとか，あるいはローブリングが示した 600 万～700 万ドルの事業費には，土地の買収費を含ま

ない概算費用であるとか言い始めていた。その見積もりが現実的であったとしても，橋はこれま

でに建設されたもののなかで， も高額になるはずであった。 

 

サイエンティフィックアメリカン誌の編集者は，トンネルでも同様な機能が確保でき，そのほ

うが経済的であると発言していた。海軍の技術者からは代替案が提示され，障害となるイースト

川を数百フィート幅のダムでせき止め，その上に，幹線道路，商店，船渠や倉庫を建設するもの

であった。1869 年初旬，まさに橋梁建設が始まろうとする頃，批判者達の声は更に大きくなった。

沿岸の倉庫業者や回漕業の人々は，それが航行の障害となり，公的不法妨害にあたると批難して

いた。ニューヨーク科学技術協会は，クーパーユニオンで，ローブリングの計画の想定される工

学的な誤謬に焦点を絞った一連の講演を行った。技術者達は，重篤な懸念を表明した。 高レベ

ルの専門的な権威者達の発言では，その橋梁はとんでもない無駄使いで，野蛮な実験であり，虚

栄心による行為以外の何物でもないとのことであった。ブルックリンのユニオン紙でさえ，当時

に建設が可能と考えられた他の橋梁案やトンネル案の全てに詳細な議論が完了しており，そのよ

うな重大な公共事業に関して，1 人の技術者だけを招聘し，他の案については考慮さえしなかっ

たかという点については，疑問であると述べていた。 

 

そのようなことから，ローブリングは 7 名のコンサルタントによる審議委員会を組織し，粘り

強さと公正をもって，彼らと共にあらゆる事項を一つ一つ審議することで，そのような発言を鎮

めていた。 
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図-1.13 シンシナティ吊橋(1866 完成，支間長 322m)  

図-1.14 メナイ海峡吊橋(1826 年完成，支間長 168m，塔頂間隔 177m) 

 

そのような状況の中で，世界 大級の吊橋（支間長 486m）の建設が始まった。その橋は，例え

ば，彼が架設したシンシナティのオハイオ川を渡る橋（図-1.1312）の 1.5 倍の支間長である。な

お，シンシナティの吊橋は，ウェールズのメナイ海峡を渡るテルフォードの有名な橋（図-1.1413）

で，実質上で重要視される 初の吊橋のほぼ 2 倍の支間長であった。イースト川を何もさえぎら

ずに渡るには，この支間長（486m）が必要であった。この径間は，2 基の巨大な石製主塔上から

張り渡された太いケーブルで吊り下げられており，そのケーブルは，両岸でアンカレイジと呼ば

れる塊状の石製構造物で固定されていた。これらの一番後ろ単独構造物のアンカレイジは，少な

くとも 7 階分の高さで当時のニューヨークの大部分の建物よりも高いと，ローブリングは説明し

ていた。アンカレイジは，各々街区のより良い場所を占めており，ケーブルの非常に大きな引張

力を相殺するために十分な重さであるものの，中は空洞となっていた。ローブリングの提案によ

れば，空洞部を部屋として宝物保管に利用すれば，アメリカ中で も安全で，国の投資資産の 4

                                                        
12  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RoeblingBridge1870.jpg （参照日 2016-01-15） 
13  http://www.photosbykev.com/wordpress/2008/06/09/menai-bridge/ （参照日 2016-01-15） 
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図-1.15 議事堂の女神像 

(1866 完成) 

図-1.16 トリニティ教会(1846 完成) 

分の 3 を収納するのに十分な広さであった。 

 

も目立つ外観の両主塔は，同一形状で 268 フィート(82m)の高さであった。主塔は，河川の両

側で岸に近接した水中から立ち上がり，その基礎は河床の下側で見えなかった。主塔の も特徴

的な外観は，対のゴシックアーチで，各主塔に２箇所あり車道はそこを通ることになっていた。

これらのアーチは，100 フィート(30m)を越える高さで，壮大な大聖堂の窓か凱旋門の入口のよう

であった。ローブリングは「そのように大規模で大都市を結ぶ橋では，良好な構造的調和を遵守

すべきである。・・・・全体から受ける印象には，大規模で力強さが必要である」と書いている。 

 

彼が設計した主塔は，周りのすべてのものを小さくみせる。ある

新聞社が述べたように，主塔は，ローマのサン・ピエトロ大聖堂や

ワシントンの連邦議会議事堂のような景観を作り出すであろう。連

邦議会議事堂のドームの上のフリーダムといわれる女神像（6m，図

-1.1514）を考慮しなければ，実際には，主塔は連邦議会議事堂のド

ームより高いであろう。1869 年時点でワシントン記念塔は，建設途

中で石の基部の状況であり，この主塔が，北アメリカ大陸全体で建

設された も巨大で大規模な構造物であったことを意味していた。

ニューヨークの風景の中で，その主塔より高いものはウォール街の

先端にあるトリニティ教会（図-1.1615）のほっそりした尖塔のみで

あった。 

 

主塔には，とても基本的な役目が 2 つあり，1

番目は 4 本の巨大な主ケーブルの重さを支えるこ

と，2 番目は河川の交通を阻害しないような十分な

高さで，ケーブルと車道の両方を保持することで

ある。両市の標高は高く，急崖あるいは断崖の上

にあり，これらはハドソン川のニュージャージー

側に沿うような崖で，例えば，それほど高い石造

物が必要ないような地形であった。しかし現実に

は，船舶航行に必要な桁下クリアランスが求めら

れた場合にも，自然がなしえなかった状況を非常

に高い主塔のみが創り出すことができた。そして，

アンカレイジは，ケーブルの引張力を相殺するだ

けの重量とする必要があり，陸上にしっかりと固

定されていた。主塔は，その高さにかかわらず，

その天端を通過する主ケーブルの下向きの巨大な

                                                        
14  http://pds.exblog.jp/pds/1/201208/16/75/c0139575_2342690.jpg （参照日 2016-09-08） 
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Church_Bird%27s_Eye_View_New_York_City_1846.jpg 
  （参照日 2016-01-15） 
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図-1.17 スティを併用した特徴あるケーブル配置 

圧縮力に，耐えられるだけの規模とする必要があった。 

 

途方もなく大きい木製基礎の上に設置される主塔の水面下の部分は石灰岩で，喫水線から上側

は花崗岩で構築されることになっていた。計画では，各主塔は充実断面の石積み構造の三本柱を

基本とし，道路部分の橋床下部は中空の石積壁で一体化していたが，橋床上部から，高い塔頂部

で一体化する巨大なゴシックアーチ部までは分離構造のままであった。またゴシックアーチ部は，

重厚なコーニス（水平材を飾る帯）と 3 基の巨大な冠石の装飾となっていた。ローブリングは，

各主塔の全重量は 67,850 トンであるが，車道の重量と鋼上部構造を含めると総重量は，72,603 ト

ンになると見積もっていた。 

 

道路が広い河川を跨ぐ吊構造となる径間（図-1.1716）は，主塔間に張り渡された 4 本の巨大な

ケーブル（外側各１本ずつの 2 本，橋床部の中央付近の 2 本）で支えられる構造であった。これ

らの主ケーブルは直径が 15 インチ（38cm）程度で，各ケーブルは，2 点で吊り下げられるあらゆ

るロープやケーブルが理想的な自然形となる懸垂曲線という形状で河を渡り，この橋では，その

2 点が両岸 2 箇所の石製主塔の頂上に相当し，各々の主ケーブル曲線の 下点は，支間の中央部

で河川径間と結合していた。しかし，主ケーブルに沿った全区間で，つるはしの柄と同程度の太

さのワイヤーロープの「鉛直吊材」が，橋床をハープの弦のように吊り下げていた。さらに鉛直

吊材と交差するように対角，つまり傾斜したパターンで，控え索（stay）と呼ばれる何百本もの大

量のワイヤーロープが配置されていた。この控え索は，塔から下側に向かって放射状に配置され，

橋床に沿ったいろいろな部位に固定されていた。なお，この控え索は，陸地側と河川径間の中央

側の両方に向かって配置されていた。 

 

吊材と控え索に使われるワイヤーロープは，ローブリングのトレントン工場で製造されるよう

な種類であった。それは，通常の麻ロープと同様な方法で，何百本の細素線を撚りあげて製造さ

れるものであった。しかしながら，主ケーブルは，鉛筆と同程度の太さの素線から造られ，１本

の主ケーブルに対して千本程度の素線をまっすぐお互いに平行に束ねて，その外側を柔らかい素

                                                        
16  http://dceez.com/images/img4/architectural-drawings-of-bridges-design-ideas-1.jpg （参照 2016-05-20） 
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線で包むというピアノのベース弦を包むような方法で製作する計画であった。 

 

しかし， も重要なことは，ローブリングがこれまで常に利用されていた鉄素線を使う代わり

に，将来の金属といわれた鋼を用いたケーブル製作について話していたことである。その当時，

鋼製の橋は国内にはなく，鋼製の建物もニューヨークだけでなく他のどんな都市にもなかったが，

ローブリングはその使用を真剣に考えており，その考えがその橋梁計画において も革命的であ

るがゆえに疑問視される事項であると，多くの技術者たちは考えていた。 

 

ローブリングの設計のやり方は，巨大な構造物で正反対の力を壮大に調和させること，すなわ

ち引張力が作用するケーブルに鋼を，圧縮力が作用する主塔に花崗岩を用いることであった。か

つて彼は，サイエンティフィックアメリカン誌に「静止している力はあくまで静止状態にあり，

それはなんらかの他の力，あるいは，それ自身の反力と釣り合っているからである」と書いてい

た。彼は，数学が崇高な認知力であり， も高いレベルの科学と同様であると考えており，すべ

ての工学的問題が易しい数学的思考で解決できるので，吊橋は崇高で究極的な概念であると考え

ていた。 

 

新しい橋が両都市間の『偉大な通り』になると，彼は話していた。その全幅は，80フィート（24.4m）

で，彼の好きな表現ではブロードウェイの幅と同じくらい広々としており，河川部の径間は主塔

から主塔までが 1600 フィート(488m)であり世界中で も長い単径間になる予定であった。しかし，

長さよりも更に重要なことは，橋が 18,700 トンを支えるように設計されるという前例の無い荷重

の大きさであった。 

 

長い河川径間は完全に水平ではなく，わずかながら上側に反り上がっていた。河川径間（以下，

中央径間と表記）の桁下クリアランスは，主塔アーチ部で水面上 119 フィート（36.3m）の高さで

あり，支間中央では 130 フィート（39.6m）であった。ローブリングが指摘したように，この桁下

クリアランスは，約 20 年前に建設されたメナイ海峡を渡るロバート・スチーブンソンのブリタニ

ア橋に対してイギリス海軍本部が指定した高さよりも 30 フィート(9.1m)高い計画であった。遠か

らず帆船は過去のものとなると彼は断言した。したがって，この橋梁は航行の障害物とはならず，

唯一「帆走を阻害」する可能性があった。そのような点から，特に大型の海上帆船だけは，橋の

下を通過する際に，船のトップマストを縮める必要があった。 

 

しかしながら，中央径間の大きな桁下クリアランスと，それに比べて低標高の沿岸部のために，

地盤高まですりつける橋梁の残りの部分は，緩い縦断勾配を確保するためには，両岸でかなり遠

くの陸側まで延長する必要があった。いわば橋梁は，むしろ徐々に地上に向かって下る必要があ

り，したがって橋のかなりの部分が，水面上ではなく陸上部にあった。その中で，主塔とアンカ

ーレッジの間の橋梁のこのような陸上部分は陸上径間として知られ，この径間も吊材と斜め控え

索のケーブルで支持されていた。橋梁の端部，すなわちアンカレイジから地上部までは，アプロ

ーチ部として知られていた。巨大な橋梁の端部から端部までの全長は，5,862 フィート（1,787m）

であり，1 マイル（5,280 フィート）以上の長さであった。 
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図-1.19 ブルックリン橋のアプローチ道路計画 （出典：Harper's Monthly, 1883） 

(a) ニューヨーク側アプローチ 

(b) ブルックリン側アプローチ 

East River

East River 

図-1.18 ブルックリン橋の架橋位置（出典：1897 年アトラス地図） 

ブルックリン側

ニューヨーク側

海軍造船所 

 

ローブリングが地図の上で図示した赤い線は，ニューヨークの市庁舎公園から南東に向かい，

河川とは完全に直角とはならず，河川が元々南北方向に折れ曲がった場所を通過していた。イー

スト川は，赤い線の右側のブルックリン海軍造船所の位置で，急激に左側に屈曲して西向き方向

に流れるが，続いて港と一体化するように南向きに方向を変えている（図-1.18）。そして川が 2

度目に屈曲するまさにその場所，ちょうどフルトンフェリーを横切るあたりに，地図の左上にあ

るニューヨークと右下のブルックリンを結ぶ『公園線』を，ローブリングは計画していた。 

 

ニューヨーク側の厳密な起点は公園反対側のチャサム通（図-1.19(a)）であった。ここが橋梁

に進入する場所であると，彼は言った。公園はその後 50 年間『迅速な交通が，あらゆる方向に対

して分岐可能な交通の巨大な中心』としてそのまま残った。橋梁中心を示す赤い線は，そこから

北ウィリアム通，ウィリアム，ローズ，バンデウォーター通と，6 本を越える街路と交差して端

部の第 29 埠頭まで引かれており，続いて川を渡り，フルトンフェリーの発着場の一箇所をまっす



第 1 章 計画 
 

 
 - 32 -

図-1.20 ブルックリン橋の橋面利用計画（出典：Harper's Monthly, 1883） 

車道部 車道部 

橋面列車 橋面列車 
遊歩道 

ぐに通ってブルックリンに入った。その線は，ブルックリンの主要幹線道路（図-1.19(b)）のフ

ルトン通と平行に走り，交差する狭い通り（ウオーター，ドック，フロント，ジェイムス通）を

越えてプロスペクト通に向かい，そこでフルトン通に向かってわずかに曲がり，プロスペクト，

ワシントン，サンズ，およびフルトン通で囲まれる区域，すなわち聖アン教会が建っている場所

の右側につながっていた。 

 

ローブリングの計画では，橋梁中心の下側（図-1.20）に循環ケーブルで牽引する特殊車両を複

線で走行させ，その循環ケーブルはブルックリン側で見えないように収納した巨大な据置きの蒸

気エンジンで動かすものであった。ゆくゆくは，これらの列車を両市の高架鉄道システムと連結

し有益な収入源とするものであった。彼は，このような全てのことを考え出した。彼が考えた橋

梁上の列車は， 高速度 40 マイル（64km）／時で走行するもので，片道の走行時間は，僅か 5

分しかかからなかった。この交通システムで年間 4 千万人の乗客を「混乱や混雑なし」で確実に

輸送できると，彼は説明していた。 

 

彼の計画では，馬車，乗馬した人，荷馬車，農場用の荷車等，あらゆる種類の商用通行車は，

橋面列車の両側を走行し，一方，車道面より 18 フィート（5.5m）上側には，全方向に見晴しのよ

い歩行者用の板張り歩道を設置することになっていた。他にないようなこの特徴は，ニューヨー

クの も人気ある名所のうちのひとつになるであろうと，彼が言っていた。「この部分を，私は，

高架遊歩道と呼びます。それは，主たる利用が人々に余暇を提供し，老人や若い病人が晴れた日

に橋を渡り散歩して，美しい景色やきれいな空気を満喫することができるからです」。このような

機能を持った橋は世界中のどこにもなかった。また，彼は「私が言うことではないが，過密な商

業都市において，そのような遊歩道は，計り知れない価値があります」と付け加えた。 

 

そのように，1 階の車道部と軌道部は日常的な交通に供する一方で，その上の歩道は精神面に

供する計画であった。橋梁はニューヨーク橋梁会社の利益だけでなく，地域の利益にもなると，

彼は断言した。全ての通行料と電車運賃の収入で 3 年以内に橋梁の全建設費が支払えると，彼は

主張していた。また，そのような橋梁は 5 年間で建設できると説明していた。 

 

ローブリングがコンサルタントを集めて開催した会議では，ほとんどホレイショ・アレンとウ

ィリアム・マッカルピンが質問をしていた。主要な課題は，中央径間の長さと主塔基礎に関する

事項であった。 
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計画に対する批判者達が繰り返して述べたことは，そのように長い単径間が不可能であること，

橋面列車が構造物をバラバラに，更に頻繁に振動させるであろうこと，どんな机上の計算をしよ

うとも強風時にどのように耐えられるか保障できないものの，巨大な河川径間がホイーリング橋

で生じたように（批判の論調から判断して，彼らが想像する光景は）2 つに折れて落下するまで

揺れて捻じれる可能性があることであった。 

 

ローブリングは，審議するコンサルタントに次のように説明した。 

「1600 フィート(488m)の径間長は吊橋だから可能という訳ではなく，適切に設計されるという条

件が重なって初めて可能となります。長い径間については実現性の問題はなく，経済的な問題で

す。普通に設計された吊橋が風で破壊されることは，全くそのとおりです。しかし，私はずっと

以前にその問題を解決しており，初期の橋梁においても，本橋においても支間長が長いというだ

けであり，それまでの橋と同じくらい安定させることを保証できます。私の初期の橋梁と同様に，

この橋は普通の橋ではありません。一例を挙げると，必要とすべき強さの 6 倍の強度を持つよう

に施工します。例えば，傾斜した控え索は合計で 1 万 5000 トンの強度を有し，それだけで床組を

十分に支えることができます。たとえ，4 本の主ケーブルがすべて破断しても，主径間が破壊す

ることはありません。支間中央で垂れ下がるものの，落橋することはありません」 

彼の説明を聞いた人たちは，大変感銘を受けた。 

 

鋼材の使用目的や，橋梁の驚異的な重さについての質問もあった。また，長時間をかけて，基

礎について議論を行った。 

 

ローブリングの計画は，2 基の巨大な木製ケーソンを河床深くまで沈め，その上に主塔を建設

するものであり，彼は「これについては，私が経験したことのない技術ですが，技術的な課題に

ついては息子のローブリング大佐が加わることで完全に解決しています。彼は１年近くを費やし

て，ヨーロッパで同様な基礎の成功例を研究してきました」と説明した。マッカルピンは彼自身

がケーソンの利用に成功したことがあり，その基本的概念を保証することができた。それは非常

に小さな規模であったが，ハーレム川を渡る跳開橋の橋脚のうちの 1 基と橋台１基を沈めるため

に利用したものであった。彼が橋脚に利用したケーソンは鉄製で，直径はわずか 6 フィート（1.8m）

であった。ローブリングが説明したケーソンは松材製であり，1 基が約 1 万 7 千平方フィート

（1580m2）の面積，すなわち，テニスコート 4 面を十分な余裕をもって配置できる面積であった。

これに類するようなものは，これまでに建設されたことはなかった。 

 

堅固な基盤に到達させるために，どの程度の深さまで沈める必要があるとローブリングが考え

ているのかを，コンサルタント技術者達は知りたかった。基盤に床付けするのか？ そして，それ

がどの程度の深さにあるのか，彼には見当がついているのか？ 

 

ブルックリン側での試掘で確認された地質は，主として締まった砂と粘土混じりの礫で，後半

部分はトラップの転石が点在し，試掘が進められないほど固かったことを彼も認めていた。片麻
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岩が深さ 96 フィート（29m）で確認された。しかし，50～60 フィート（15～18m）の以深の地層

は良く締まっており，ボーリング孔のケーシング管を抜いた後も数週間，開いたままの状態であ

った。そのため，岩盤まで沈める必要がないというのがローブリングの判断であった。ブルック

リン側の基礎は 50 フィート（15m）の深さで十分であり，その施工は一年程度と考えられた。 

 

ニューヨーク側の見通しについて，彼の説明はかなり曖昧であった。彼は「調査の結果では，

基盤が 106 フィート（32.3m）にあり，途中はたくさんの砂層から構成されているように見えまし

たが，岩盤がもっと地表に近い位置で現れる可能性が，まだあります。トリニティ教会近傍の古

い井戸では 26 フィート（7.9m）で片麻岩が確認されており，市役所の井戸では，同じ岩盤が 90

フィート（27.4m）で確認されています」と強調し，マンハッタン島の全体が片麻岩と花崗岩から

構成されていると思われると説明した。これまで類似のケーソンが沈められた 大深度は 85 フィ

ート（25.9m）であったが，彼は必要であれば 110 フィートの深さまで沈めるつもりであった。コ

ンサルタント達は，「我々は，貴方がその深さまで必要だと判断するようなことはないと，考えて

いる」と発言した。 

 

やがて，彼らは木材基礎とその耐久性，すなわち主塔の下側に埋設され，河川の下側の川底の

岩・砂・黒泥の中に，永久的に埋設された状態での劣化に関する課題を議論した。ローブリング

の報告書では，ケーソンを所定の位置まで沈めた後でのコンクリートでの充填方法と， 終的な

設置位置が，水中や海中の虫が入り込める深さよりかなり下側にあるので，ケーソンが永久的な

耐久性を有しているという理由を，相当に詳しく説明していた。しかし，コンサルタントのなか

には，その課題についてより詳細を聞きたい人や，たくさんの質問を持っていた人がいた。 

 

基礎に関する特別会議は，3 月 9 日に開催された。2 日後の 3 月 11 日には，有名な技術者達が

ローブリングの計画のあらゆる重要事項に関して承認したことが発表された。その公式な報告書

は後日提出されることになるが，ともかく市民は，その計画が全面的に実行可能であることが分

かりひと安心であった。 

 

その時点で，アメリカ連邦議会の認可だけが必要であった。そ

れは議会が，全ての可航水域を所管し，橋梁が駅馬車街道にあた

るためであった。ワシントンの政府には，アルバニーの州政府お

よびブルックリン，ニューヨークの両市とは異なり，厳守するこ

とが望ましいという一部の規定があった。既存の連邦議会の法律

では，橋梁は河川上の航行を妨げたり，損なわせたり，不法に変

更したりしてはならないと規定されていた。特に，橋梁が海軍造

船所への出入交通に干渉するかもしれないと，ワシントン政府は

懸念していた。また，計画のあらゆる詳細が十分に理解されるこ

とを確実にするために，工兵隊の主任技師である A・A・ハンフ

リーズ将軍（図-1.2117）が橋梁計画に関する意見を述べるため，

                                                        
17  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrew_A._Humphreys_-_Brady-Handy.jpg （参照日 2016-01-18） 

図-1.21 A・A・ハンフリーズ 

(1810-1883) 
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自らのレビュー委員会を開催することを決定した。これは，ローブリングのコンサルタント達に

よって実施される判断とは，無関係に行われた（これは，設計および架橋地点に関する唯一の公

的な精査となっていた）。その時期において， も明確な次の段階は，委員全員がこれまでのロー

ブリングが建設した構造物のいくつかを見学し，これまでに彼

が類似した状況をどのような処理してきたかを理解することで

あると思われた。彼は，仕事自体で説明することに決めた。 

 

その見学旅行は，ほとんど一晩で準備された。また，その旅

行を専門家の比較的小さな団体に限定するという当初の意向が

あったが，その考えは速やかに却下された。合計 21 人の紳士と

1 人の女性が，後述するような「橋梁視察団」を結成した。ロー

ブリング父子，7 名のコンサルタントおよび 3 名の軍技術者とし

て，ホレイショー・ライト将軍，ジョン・ニュートン将軍，W・

R・キング少佐，この人達に加えて数人の著名なブルックリンの

実業家が招待された。そして，この実業家は，ニューヨーク橋

梁会社の株式所有者，あるいは，株式所有者になろうとしてい

る人々であった。この中には，ブルックリンのスローカム連邦

議会議員（ヘンリー・W・スローカム将軍，図-1.2218）が含ま

れ，ブルックリン民主党の重鎮であるヒュー・マクラフリン，

ブルックリンの主要な建設業者であるウィリアム・C・キングズ

レー（図-1.2319）も含まれていた。なおキングズレーは，架橋

推進の策略的勢力であり， 大の個人株式所有者として知られ

ていた。背が高くて影響力のあるキングズレーが，個人的にコ

ンサルタント委託費用の 7000 ドルに加えて，その見学旅行の必

要経費を負担していることを，視察団の何人が気づいていたか

は不明である。 

 

2 人の若い技術者，C・C・マーティンとサミュエル・プロバ

スコが参加した。両人ともキングズレーの会社のブルックリン

の別々の現場で働いていた。また，コンサルタントの一人の妻

であるジュリアス・アダムズ夫人も参加しており，現存する報

告書では「感じのよい婦人」としてのみ記録されている。彼女

がその視察団に加わることに同意した理由や，そもそも彼女が

招待された理由については誰も，説明していない。 

 

また，誰が視察団の構成を決定したのかを示す記録もない。

おそらく技術的資質，ビジネス感覚，公共心のバランスを考慮

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Warner_Slocum_-_Brady-Handy_restored.jpg （参照 2016-01-18） 
19  New York Public Library 

図-1.24 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 

図-1.22 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 

図-1.23 ウィリアム・キングズレー

（1833～1885） 
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図-1.26 ウィリアム・ツィード

(1823～1878) 

したうえでの代表団としたものであろう。いずれにしても，ブルックリン・イーグル紙の編集者

であるトーマス・キンセラ（図-1.2420）も含まれており，少なくともブルックリンでは，その視

察旅行は適切な審査であると考えられていた。なお，若いローブリング大佐は，必要な手配をす

るために派遣された人物であるように見えた。 

 

しかし，旅行に参加しなかった 2 人の非常に重要な公人がおり，両人ともこの視察旅行の話が

出てくるずっと以前から，プロジェクトを推進するための多くの活動を行っており，この本の中

でこの点について言及して行く人物である。 

 

1 人目は，州選出の上院議員ヘンリー・クルーズ・マーフィ

ー（図-1.2521）で，弁護士で学者でもある彼はブルックリンで

も尊敬され立派な民主党員であり，ニューヨーク州政府にお

けるブルックリンの利権を確保する主要なスポークスマンであ

った。マーフィーは建設業者のキングズレーを除くブルックリ

ンの誰よりも，架橋に熱心であった。ニューヨーク橋梁会社に

対する設立許可法案を起草したのは彼であった。彼は議会を通

して経緯を把握しており，その時点で橋梁会社の社長を務めて

いた。彼が視察旅行に参加しなかった理由は不明だが，おそら

く重要ではないと考えていたのであろう。しかし，彼の名前は，

視察団の格式を明らかに高め，特にジョン・A・ローブリング

は，彼の仲間との親交を深めたに違いない（首領マクラフリン

のような人物と付き合うというローブリングの考えは，ブルッ

クリンハイツでは大いに眉をひそめられていたようである）。 

 

しかし，2 番目の人物の視察旅行の欠席は，完全に意図的であ

ったと，誰もが確信していた。それについて疑問が出されるこ

ともなく，説明を求める声もなかった。なぜなら，その人物は，

橋梁に関してどのように考えているかを，それまでに言及した

こともなく，ひそひそ話さえしたことがなかったからである。

その人物は，ニューヨークのウィリアム・マーシィ・ツィード

（図-1.2622）であった。 

 

視察旅行は，ピッツバーグ，シンシナティ，ナイアガラフォールズを訪問するもので，発表さ

れた公式目的は，ローブリングが建設した 4 橋梁を視察することであり，これらの橋梁それぞれ

が何らかの点で，彼がイースト川にどのように架橋しようと意図しているのかを説明しているも

のであった。しかし一緒に旅をする 1 週間は，お互いに知り合うチャンスを提供しているとも思

われたが，長時間の乗車の間で友好をそれほど高めることはなかったとトーマス・キンセラは書

                                                        
20  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-01-18）） 
21  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 
22  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2016-04-16） 

図-1.25 ヘンリー・マーフィー

（1810～1882） 
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いている。特に誰もが，この計画すべての鍵を握る人物はジョン・A・ローブリングであること

を理解したと推測される。 

 

偉大なる技術者は，彼を雇用した人々にとって依然として多くの謎に包まれており，1867 年の

審議会でその計画に関して説明した時を除き，ブルックリンの依頼者が彼に会う機会はほとんど

なかった。彼らはその息子と日々の交渉を行っており，父親ではなく息子のローブリングが会社

設立の準備を行いブルックリンハイツに自宅を構えた。彼が身近にいて依頼者の質問に答え，物

事を進めていた。 

 

父親のローブリングはそれを望んでおり，彼はトレントンから動かず，ほんの時々ブルックリ

ンに姿を見せたが，必要以上に長居することはなかった。彼はいつも時間が足らないように見え，

コンサルタント委員との打合せにおいても，各々の議事を全く形式的に要領よく進めていった。

彼は仕事以外のことに時間を使うことはなく，いかなる雑談もしなかった。 

 

時には彼ら 2 人，父親と息子がヒックス通りを歩いたり，熱心に話したり，青みがかった濃灰

色の川辺まで下りて主塔が立つ場所のあたりを行ったり来たりして，父親が卓越した技術力で

色々なことを指示するのが見られていた。彼らは背の高さや体格の面でお互いに似ており，髭さ

えも同じ形に整えていた。しかし，息子は力強く整然とした顔立ちで一般的な意味でとてもハン

サムであったのに対して，父の顔立ちは険しい目つきと深いしわが合わさった表情で，大きな耳

と鼻，深く沈んだ目，それらのすべてが人間の肉体よりも大きな耐久力のある物質から造られた

ような外観であった。 

 

後に，ほとんどの人々は，彼の目，激しい淡青色の目のことを

話すようになる。しかし，その目の背後に，どのような種類の人

物がいるのかは謎であった。彼は，非常に威厳があり，明らかに

十分でたくさんの目的や強固な意思を持った人物であったが，遠

くから称賛される人物に対してはまさに率直に敬意を示す人物

であった。彼の顔つきは，全てが分かっているという様子であり，

まったく親しみやすさはなかった。彼とその橋梁に，とても多額

の資金を出資しようとする人々や既に出資している人々のなか

で，彼を知っていると正直に言える人は誰もいなかった。 

 

そして 1869 年 4 月 14 日の夕方，ユリシーズ・グラント将軍（第

18 代合衆国大統領，図-1.2723）と妻のジュリアがまさにホワイ

トハウスで居住を始め，ニュージャージーの低地の全域でハナミ

                                                        
23  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulysses_Grant_1870-1880.jpg （参照日 2016-01-18） 
   ユリシーズ・S・グラントは，アメリカ合衆国の軍人，政治家。南北戦争北軍の将軍および第 18 代アメリカ

合衆国大統領。アメリカ史上初の陸軍士官出身の大統領であり，南北戦争で戦った将軍の中では南軍のロバ

ート・E・リー将軍と並んで も有名な将軍の一人である。軍人としては成功したが，大統領在任中の「クレ

ディ・モビリエ事件」を始めとする多くのスキャンダルおよび汚職により，歴史家からアメリカ 悪の大統

領のうちの一人と考えられている。 

図-1.27 ユリシーズ・グラント

(1822-1885) 
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ズキの花が咲き始めていた頃，橋梁視察団がジャージー市から貸し切りの豪華特別車に乗り込み

西に向かった。そのなかで 1 人だけ抜けていたのは，トレントンで乗車する父親ローブリングで

あった。 
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第 2 章 鉄の男 

世界中の偉大な出来事のなかで，情熱なくして達成

されたものはないと，断言しても良い。 

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 

（1770-1831） 

 

気持ちの良い４月の晩，駅のプラットホームの近くで，たまたま居合わせたトレントンの誰も

が，彼が誰で，なぜそこで待っているかを，おそらく知っていた。その当時，トレントンは変化

があるものの小さな町であり，工場の男達がそう呼んでいた「ローブリング親方」は，トレント

ンの初の市民であった。町のみんなが彼を尊敬し，彼の業績を誇りに思っていた。 

 

彼 1 人の一生は，他の男性 10 人の一生よりも多くのことを成し遂げたと，一般的に言われてい

る。その町の人々は，彼が何もないところからワイヤー事業を立ち上げ，7 人の子供を育て，肉

親 2 人と妻の葬式を出し，その後 60 歳を過ぎてから再婚した状況を知っていた。彼は，不景気，

火災，コレラ流行，橋梁建設の危機，工場での事故を克服し，健康維持に関する彼自身の独特の

信念を持っており，それが他人から見ると，彼が頑丈であった一番の要因であったのかもしれな

い。 

 

ジョン・ローブリングは，水治療法，すなわち水を利用した治療法(たとえば鉱泉の飲・浴法)

の信奉者であった。頭痛，便秘，悪寒の症状が出た時に，彼は何時間も火傷するほど熱い風呂に

一度入ってからさっと出て，氷のように冷たく浸み出すくらい湿ったシーツにくるまり，1～2 時

間ほどそのままの状態でいた。彼は，鉱物成分の含まれたトルコ風呂を利用していた。彼は，生

卵，木炭，温水と松脂油を混ぜたもどしそうな飲料を飲んでいた。そして，運河通りに住んでい

る多くの人々は，彼が表門を出て大股で歩き運河の橋を渡り，州刑務所の傍にある古い噴水から，

数ガロンもあるような大量の水を飲んでいるのを，目撃したことがあった（彼は「この水を，私

はたいへんおいしく飲んでいます・・・」とノートに書き残している）。彼は家族に「毎晩，首に

巻いている湿った包帯は、長年続けており風邪を防止できる・・・。毎日，しっかりと入浴する

ことは欠かすことができない・・・」勧めていた。彼は，病気を道徳上の背任行為であると考え，

その人生で行った全てのことに対応したと同様に，激しい集中力で病気と戦った。 

 

町の人々は，彼に関して全ての状況を知っており，また知っていると考えていた。例えば，彼

が技術者だけでなく発明者であること，工場の機械のあらゆる部品を設計したこと，芸術家であ

ること，科学雑誌の記事をたくさん書いていること，エマソンとチャニングや他の自由思想家の

本を読んでいることは，よく知られていた。彼は，自宅で自らの「森羅万象論（Theory of the 

Universe）」を書いていた。 

 

彼はトレントンに来た当初，ピアノとフルートを演奏していたが，ロープ製造機に左手を挟ま

れ，3 本の指が動かなくなってしまった。 初の妻が亡くなってから間もなく降霊術を始め，そ



第 2 章 鉄の男 
 

 
 - 40 -

れ以来ずっと，広いローブリングの屋敷での夕方の集りでは心霊叩音等の話が行われた。当時の

ローブリングは，他の業績だけでなく，死者とも口を聞くといわれていた。 

 

彼が， も精通していたのはもちろん橋梁であったが，何人かのトレントンの人々は，おそら

くハーパーウィークリー誌や他の絵画雑誌の記事以外の，実際にあらゆる状況を見ていた。トレ

ントンの人々，ローブリングが実業家であることを認識していた。 

 

彼は鉄の男と呼ばれており，トレントンでは彼を表す言葉として，「落ち着きのある～，自信に

満ちた～，頑固な～，専制的な～，手厳しい～，誇り高い～等」が使われていた。彼には，いつ

もどこかよそよそしさがあり，人との距離をおき，トレントンでは親友はいなかったが，ずっと

以前から，そのようなことは受け入れられていた。彼は，いつも誰に対しても礼儀正しく接して

いた。ローブリングの死後，工場のある男性は「彼の第一声は，いつも『おはよう』でした」と

記者に話している。彼が話すと，彼らは耳を傾けた。 

 

ローブリングは，1869 年当時で 63 歳であったが，若い時でさえ，旧約聖書予言者のような威

圧するような目つきの冷淡な渋い顔つきの男性であった。彼が手がけたあらゆる事での成功は，

ほとんどの場合，不動の意志と驚異的な臨機応変さに起因していた。社員の一人は「彼は，決し

て屈服することなく，自ら負けてしまうようなことはありませんでした」と思い出している。ま

たある人は，彼が「ひとつの計画がダメならば，他の方法で行うべきだ」と，皆が暗記してしま

う程，繰り返していたと述べている。ローブリングの知り合いの技術者で作家でもあるチャール

ズ・B・スチュアートは「彼の も強い精神的な特徴のうちのひとつが，意思の強さであり，頑固

さではなく，確信や目標に対する執念，自分に対する自信に満ちた信頼・・・その技術的資質に

は，彼の心の中で一旦熟成させた企画を実施に移すことを，周辺状況だけでは諦めさせられない

ほどの天性の信念があった」と書いている。また，彼が自分の子供達に一生懸命教えたことは本

質であった。 

 

ローブリングは決して時間を無駄にしなかった。彼との面会に

5 分遅れたならば，その約束はキャンセルされた。かつて南北戦

争中にあった話では，彼が何やらアドバイスをするために陸軍省

のあるワシントンにいて，著名な探検家でもあったジョン・チャ

ールズ・フレモント将軍（図-2.11）の事務所の外で待つように

依頼された。ローブリングは，鉛筆を取り出して名刺の裏にメモ

を書き，将軍宛に提出した。そのメモには「将軍，貴方は私を待

たせています。ジョン・ローブリングには，どのような男性でも

待っている余裕はありません」と書いてあった。 

 

ジョン・ローブリングは，ずっと仕事中心の人生で，休暇をとったことは全くなかったようで

ある。 

                                                        
1  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_C._Fremont_1856.jpg （参照日 2016-01-20） 

図-2.1 ジョン・C・フレモント 

(1813～1890) 
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彼は 20 年前の 1849 年にトレントンへ移ったが，その時は 43 歳で，ほとんどの才能のある男達

が 高の仕事をする時期を過ぎた年齢であることを，意識していた。その当時，彼には自慢する

程の金も名声もなかった。金や名声の全ては，それ以降に手に入れた。それ以前の彼の人生が，

トレントンでどの程度知られていたかは推測にすぎないが，その話は，もちろん家族の間ではよ

く知られており，ほとんどが土木工学的な職業に関することであった。 

 

1806 年 6 月 12 日，彼は，ドイツのサクソニー州ミュールハウ

ゼンという古代城壁に守られた街で生まれた。そこは，およそ千

年間，大きな出来事もない平穏な街であった。彼は，かつてバッ

ハ（図-2.22）がオルガンの演奏をした教会で洗礼を受け，1815

年の春ローブリングが 9 歳の時，その街の 500 人の男達がワーテ

ルローでナポレオンと戦うために堂々と出て行ったが，それ以外，

ミュールハウゼンでは特別な出来事はなかった。 

 

彼の父クリストフ・ポリュカルポス・ローブリングは，タバコ

店を営んでおり，肖像画でみると控えめで，むしろ円満な家庭の

気楽でのんびりとした市民のようであり，向上心があまりなく，自分で売った煙草と同じ程度の

煙草を吸っているような男性であった。しかし，ローブリングの母フレデリック・ドロシアは，

とても活動的な女性で自分自身の考えを持ち，立身出世に関して，とてもしっかりした信念を持

っていた。ジョン・ローブリングの子供達は，ずっと前に亡くなった祖母が自分達の誇りであり，

意思が強い人であったと教えられて育った。祖母フレデリックが，倹約して金を貯め，彼らの父

親ジョン・ローブリングをベルリンの有名な工科大学（Royal Building Academy）に入学させ，そ

の後，何の実績もないローブリングがミュールハウゼンから出て行くという決心を， 初に支援

したのが祖母であったと，教えられていた。 

 

ローブリングは，ベルリンで建築学，橋梁建設，水力学を学

んだ。またヘーゲル（図-2.33）の指導で哲学も学んだ。ヘーゲ

ルは伝記的な回顧録で「ジョン・ローブリングは，私が も大

好きな弟子であった」と述べている。有名な哲学者は，独裁的

なプロシアの体制に閉じ込められた熱心な若い自由主義者の世

代に，自己実現の力強い教義と理性の主権を説いていた。その

影響は明白であり，ローブリングにも大きな影響を与えた。ト

レントンでの昔からの友人は「ローブリングにとって，ヘーゲ

ルとの交流は，恩恵でもあり，不幸でもあった」と述べている。

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Bach2.jpg ドイツで活躍した作曲家・音楽家で，バロック音楽

の作曲家の一人で鍵盤楽器の演奏家としても有名である。（参照日 2016-01-20） 
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg ドイツの哲学者でドイツ観念論

を代表する思想家であり，優れた論理性から現代の哲学研究も含め、後世にも多大な影響を与えた。（参照日 
2016-01-20） 

図-2.3 フリードリヒ・ヘーゲル

(1770～1831) 

図-2.2 若き日のバッハ 

(1685-1750) 
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親友は｢ヘーゲルは，ローブリングに自主的に考え，自分自身の結論の正当性を信頼するように教

えましたが，その体験は不幸なことでした。なぜなら，その教えが意見の誇りと横柄さを生じさ

せ，自分の心を寒々とした記憶装置にするような冷淡な知性を生じさせたからです」と語ってい

る。しかし，家族の言い伝えでは，若いローブリングがアメリカについて考え始めたのは，ヘー

ゲルの影響であった。ヘーゲルは「歴史的な兵器庫のような古いヨーロッパに疲れ果てた人々に

とって，アメリカは希望の大陸である。そこでこそ，未来が造られる。そこには，自らの運命を

決定づけるような限りない空間がある」と教えた。 

 

ローブリングはベルリンの学校を卒業した後の 3 年間，義務としてプロシア政府の道路建設に

従事した。かつて彼は，バイエルンでの仕事の合間に，バンベルクにある古い大聖堂のある町に

徒歩旅行をした。そこで彼はレグニッツ川に架かる新しい鉄製チェーン橋（1829 年完成，主径間

長＝64.26m）で，地元では｢奇跡の橋」として知られた吊橋を初めて目にした。彼はその周辺を歩

き回り，いくつかのスケッチを描き，その場ですぐに吊橋を一生涯の仕事に決めたと言い伝えら

れている。 

 

いずれにしても，それからしばらくして，ヘーゲルがコレラで亡くなった 1831 年の春に，ロー

ブリングはミュールハウゼンに戻り，アメリカに出発するため移民団の組織作りに着手した。な

お政府が，あらゆる人々の移民における技術研修について難色を示しており，その準備等は注意

深く進める必要があった。 

 

移民の話は，ドイツではありふれたことであった。その前年の七月革命4以降，ますます個人の

自由は制限され，誰もが大志を抱くチャンスは少なくなっていた。ローブリングは「軍を持たな

い政府では，何も進めることができない。議員・大臣・他の役人達が，政策に関して 10 年間をか

けて熟慮し，その地位を利用して数多くの贅沢な旅行を行い，それに関するたくさんの長い報告

書を書いているが，これらすべてに費やされた経費を 10 年間複利で計算すると，その事業はとっ

くに完成していることになる」と書き残している。 

 

1831 年 5 月の 初の週には，学校友達や年老いた叔母たちの別れの挨拶を受け，教会では 後

の日曜日に，古くからの玉石を敷き詰めた路での， 後の夜の散歩が開催された。そして 11 日の

朝に，彼は兄のカールと他の多くの人々といっしょに出発した。その時点で，彼はアメリカの農

民になることを決意していた。彼にはこれまでに農業経験もなく，その予備知識や教習も受けた

ことがなく，また，そのような仕事に対して関心を示して好むような気質でもなかったようだが，

噂だけで知る遠い土地で，農業で身を立てようとしていたのであろう。建築家・学者・音楽家・

哲学者・技術者・熱烈な自由主義者である 24 才の独身者は，その時点では，アメリカの荒野のど

こかに，意識的に彼自身を植え込もうとしていたのであろう。彼の夢は，自分の共同体を設立す

ることであり，それは宗教的な理想郷ではなく，ペンシルバニアのハーモニーや他の数カ所で，

                                                        
4  フランス 7 月革命は，1830 年 7 月 27 日から 29 日にフランスで起こった市民革命である。フランスでは栄光の

3 日間とも言う。これにより，1815 年の王政復古で復活したブルボン朝は再び打倒された。ウィーン体制によ

り構築された正統主義は部分的に崩壊し，ブルジョワジーの推すルイ・フィリップが王位に就いた。その影響

はヨーロッパ各地に波及し，ウィーン体制を揺るがせた。（https://ja.wikipedia.org/wiki/ 参照日 2016-09-12） 
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熱心なドイツ人によって創立された初期の定住地のような共同体であった。それは少なくとも，

正直なドイツ人の農民，小売商，あるいは機械工や，手先が器用で仕事に慣れた人々に，自らを

大限に活用できる場所を提供する共同体であった。ローブリングが独自に考えた共同体は，地

上の楽園にできるだけ，近づけることであった。 

 

彼は，再びミュールハウゼンやドイツに戻ることはなかった。彼は，1867 年にブルックリン橋

に備えて，息子ワシントンとかわいい妊娠中の息子の妻に大西洋を戻らせた。彼自身が行きたか

った旅行であったに違いない。彼は意気揚々と戻ることができたはずである。実際に若いカップ

ルはミュールハウゼンに到着して熱烈な歓迎を受け，家族が昔住んでいた住宅の通りの向かいの

小さな宿では，彼の名前を継ぐ初孫が生まれた。後に，彼は感謝の気持ちを込め，ミュールハウ

ゼンに現金で多額の寄付を行った。 

 

1867 年にミュールハウゼンの書店で，ワシントン・ローブリングは，父親がアメリカへの旅路

を記録した珍しい印刷版の日誌を見つけ，それを持ち帰った。それは「1831 年のチューリンゲン

のミュールハウゼンからブレーメンを経た北アメリカへの旅行記」というタイトルであった。そ

れは驚くほど短い文書で，その種の文書ではよくある古典的なものであった。風と高波に翻弄さ

れた日々や，ローブリングが初めて見た力強く走る蒸気船のことが記述され，続いて亡霊のよう

に水平線に漂う遺棄された帆船の残骸や，全ての帆が無くなった 2 本マストの大型帆船のことが

記述されていた。また風の吹かない日々や，ひどい飲料水，亡くなったひとりの子供の海への埋

葬の様子が記述され， 後に七月のある夜に西風に吹かれた陸地の匂いのことが記述されていた。

「匂いはとても遠くから，・・・アメリカ大陸全体が，ほとんどさえぎるもののない森と非常に豊

富な植物で覆われているようにも思われた。それによって大気が，よい香りの粒子でいっぱいと

なり，陸から吹いている風にのって遠くまで飛んできたのであった。陸地のこの匂いは，乗客全

員に良い影響をもたらした」 

 

彼の移住者の一団は男性，女性，子供を合わせて 53 人で構成されており，そのほとんどが海を

それまで見たことがなかった人々であった。彼らが乗った船はオーガスト・エドアルド号という

230 トンのフィラデルフィア行きのアメリカ定期小型船で，入港するまでに全体で 11 週間かかり，

コロンブスがはじめて大西洋を渡った時よりも長かった。 

 

ローブリング自身は，歴史書がまったく注目しない移民であった。それは主として彼らの総人

数が比較的少なかったからである。彼は信教の自由も貧困の束縛からの解放も求めていなかった。

彼が探し求めていたものは，別のものであった。彼はヨーロッパでの 高レベルの教育を受けて

知的専門職に就いており，ファーストクラス（「大変広く」，「見事に照明された」と彼が皮肉った

客室に 4 人分のベッドが詰め込まれた船室の等級）での旅行をしていた。彼とその兄は，移民達

の間ではかなり高額となる約 6 千ドルの現金を所持し，本を一杯に詰めたトランク 1 個も所持し

ていた。これらの本は，分厚い地理学書，物理学と化学の研究書，仏独辞書，ユークリッド原論，

多くの英文学書と詩集，サミュエル・ジョンソン語録からのお気に入りの引用句（偉大な人は，
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決して模倣しない）で始まるイギリスのエッセイ１冊であった

（図-2.45）。 

 

アメリカ人の船長や船員達が，この余裕があり，ものすごく精

力的な若いドイツ人を，どのように見ていたかは想像することが

できる。例えば，彼はすぐに三等船室の乗客用の適切なトイレを

造る方法の指導を始めた。そのトイレだけが船首部の外側，第一

斜檣のそばで不安定で高いところにある通常の船員が座る場所

にあったからである。ローブリングは「そのような配置は，女性

や子供，あるいは病気や航海で疲れ果てた人達には，全く受け入

れ難いことである」と告げた。彼や他の一等，二等船客は，高級

船員のように比較的快適で，甲板を洗うような突然の波から利用者を守るように囲まれたトイレ

を利用することができた。ローブリングは「乗船している全員が，同等かそれ以上に利用できる

ようにすべきである」と申し出た。彼はそれがどのようしたらできるかを説明し，そのように実

施された。彼は「人が真剣に望むことは，たとえ船上であったとしても達成することができます」

と書いている。大事なことは人々が慣例的なやり方を捨て去ることだと，彼は確信していた。 

 

操船術，航海術，海流，乗船規則，あるいは船長や各船員の個人的な経歴など，あらゆる面に

関する彼の好奇心は尽きることがなかった。彼は，あらゆる帆やスティ，ブレース，はらみ綱，

揚げ索等のあらゆるロープの名前とそれぞれの役割を学ぼうとし，自分の理解を確実にするため

に図を描いた。彼は，とても公正で正直で冷静な船長に，天文学・気象学・哲学・歴史について，

またアイザック・ニュートンやアメリカの貨幣制度についても語った。彼は朝一番に甲板に出て，

夜はいつも 後まで甲板にいた。一度，ほとんど全ての乗客が，ひどい船酔いになり寝台で横に

なっていた時でも，ローブリングは頭がくらくらし，胃がむかついていても，甲板を毅然として

歩いていた。彼は「病気は全く危険ではありません。明るくのんびりした性格と男性的で活発な

精神が病気に対して大きな影響を及ぼします」と記述するなど，合理的に捉えていた。 

 

彼の息子にとって，古い日誌に書かれているような若々しく感受性の強い語り手が，自分が知

っている父と同一人物であると理解するのは，少し難しかったようである。例えば，ある章のほ

とんど全てが，波に関して長く生き生きとした描写で占められていた。どうやら彼の父は，第一

斜檣に立ち，何時間も続けて特別な目的もなく，波を観察していたようである。日が暮れてから

の燐光の説明について，波が船の両脇から跳ね返るように，まるで作家が魔力に取り込まれたよ

うであった。 

 

・・・・それから人は，泡のような明るく輝く星に気づき，それは大空で輝く星と同じ

ように大きく見える。船の全側面に沿う泡は燃えさかる縞模様に変わる。船から遠く離

れて点在する海の泡は波と一緒に駆け上がり，暗夜で驚愕する目には，まさに多くの燃

                                                        
5  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samuel_Johnson_by_Joshua_Reynolds.jpg 参照日 2016-01-21 
 イングランドの文学者で，英語辞典（1755 年）の編集で知られる。 

図-2.4 サミュエル・ジョンソン

(1709～1784) 
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えさかる塊のように見える。摩擦が 大となる第一斜檣の前では，閃光が頻繁に輝き，

それによって船の前側すべての部分が照らし出される。 

 

おそらく「摩擦」という用語以外，当時は自然現象が延々と論じられたり，副次的に表現され

たりする時代ではなかったが，ジョン・ローブリングは別の機会や場所で，このような話をする

ようになる。また，船が更にデラウェア湾に向かったので，ベルリンの工科大学の若い有能な卒

業生は，かつての岸辺で暮らしていたインディアンたちの悲哀について考える機会があった。そ

の岸辺は，彼らが先祖から継承した静かな土地で，ずっと昔から野生が手つかずに残っていた環

境は，侵略してきた全てのヨーロッパ人に踏み荒らされてしまっていた。 

 

ローブリングと仲間たちは，フィラデルフィアからペンシルバニアを抜けて西方に向かい，ア

レゲーニー山脈の向こう側に移住することを決めていた。ピッツバーグで，彼とカールは，バト

ラー郡の北，ハーモニーの近くに 7 千エーカー（28.3km2）の土地を購入した（土地の値段は 1 エ

ーカー（4,047m2）あたりで 1.37 ドル，総額 9,600 ドル，相場より 1 千ドル安く無利子で 2 年間の

均等払いであったと，彼は発祥の地に書き残している）。彼は，そこに町を制定し， 初にドイツ

風にちょうど東西に結ぶ１本の幅広い大通り（現ウエストメイン通り）を建設した。彼はしばら

くその町をゲルマニアと呼んだが，やがてサクソンバーグに変更した。 

 

息子ワシントン・ローブリングは，父親ローブリングが｢西ペンシルバニアは，昔は野生のハト

さえ舞い降りることのない太古の森であったサクソンバーグを中心として，将来的には全世界の

中心となるように運命づけられている」と結論づけたと，冗談で書いている。 

 

ワシントンは別の機会に｢私の父は，良い広告代理業者であったでしょう。彼はミュールハウゼ

ンやその周辺に住む友人達に少なくとも 100 通の手紙を出しており，手紙ではその土地の長所（素

晴らしい風土や，規制からの開放や，雇用の確実性）を絶賛していました。多くの人々が，それ

を受け入れてやって来ました。その人たち個々に，移住する方法，搬送するもの，携帯してくる

もの，残してくるものについて，適切な指示を書き送りました。ほとんどの道具は，放棄されま

した。それは，アメリカの道具のほうが優れていたからです。例えば，大斧，手斧，鋸，掘返し

用の鍬などであり，ドイツ製の大斧で木を切り倒すことは難しかったようです」と述べている。 

 

初の頃は厳しいと，ローブリングは警告もしていた。しかし，｢耐え難い税金はなく｣，規制

を行う行政官もいなかった。そして， 後に「この地域を勤勉なドイツ人が築きあげれば，この

世の楽園にすることができます」と書いていた。しかし，土壌の大部分が粘土質であることが判

明し，冬は風が強くひどく寒い気候であり，ピッツバーグやアレゲーニー川に近接したフリーポ

ートに向かう道路はひどいものであった。 

 

初期の移民者達のなかで農業に関する知識があったのは，わずかに 2 人であった。しかし町の

古い歴史書の一冊によれば，彼ら全員が驚くほどの勤勉な資質を有しており， 初の試行の多く

は，滑稽で惨めな失敗に終わったが，それにもかかわらず彼らは，大斧や農具の取り扱いの名人
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となるまで忍耐強く続けた。あらゆる新来者は心から歓迎され，定住を奨励された。やがて、ま

すます人が移住し，周囲の地域は， 初の頃にスコットランド系アイルランド人が，ほんのまば

らに定住していたが，やがてドイツ人で一杯となっていった。古いバトラー郡史では「彼らは優

秀な農民となり忍耐強く精励し，しっかり倹約し，他の国のほとんどの人々が失敗した場所で他

に依存しない状況を生み出すことに成功し，多くの場合，単なる生計を支える以上の成果を得る

ことに成功した」と結論づけている。 

 

サクソンバーグで 初にできあがった建物は，大通りの起点にローブリングが建てた質素な 2

階家であった。その家は外壁が羽目板であったが内側はレンガ造りであり，これまでに彼が造っ

たあらゆる建物と同様に，長持ちするように作られていた。5 年後のサクソンバーグは正確に言

えば楽園ではなかったが，少なくとも営業している店舗は，織物店 1 軒，食料雑貨商 11 軒，鍛冶

屋 1 軒，家具店 1 軒，約 6 人の大工，製革業者 1 軒，製粉業者 1 軒，パン屋 1 軒，靴屋 1 軒，メ

クレンブルクの仕立屋１軒，ミュールハウゼンの仕立屋 1 軒があり，画家 1 人，醸造業者 1 人，

ワーテルローの退役軍人 1 人，増えつつある農業従事者でエメリヒ，ルデルト，ゴーベル，ヘッ

カート，グラフ，シュバイツアー，ナーグラー，ヘルムホルツというような人々が住んでいた。

そしてローブリングは，1836 年 5 月に自宅前面の応接間で，ヨハナ・ヘルトリングというミュー

ルハウゼンから移ってきた仕立屋の長女と結婚した。 

 

結婚後 1 年にも経たないうちに，ローブリングが望んでいたように，全てのことがほぼ順調に

推移すると，彼が思ってもいなかった問題に直面したようである。彼は，農場経営に飽きてしま

ったのである。彼は，州政府が測量士を求めていると聞き，直ちにハリスバーグの州政府宛に手

紙を書いた。それは 1837 年のことで，この年にはローブリングが市民権を取得し，兄のカールが

小麦畑で仕事中に日射病になり亡くなり，ローブリングが初めて父親となった。サンディ・ビー

バー運河の技師長への手紙に，彼は「私は，これまでの経験を生かせる仕事についていないので，

満足しておりません。・・・」と書いている。 

 

ワシントン・ローブリングは「そのようにして，父は再び彼の天職である技術者になり，一方，

農場経営の方は母が引き継ぎました。父が母に農場を任せた時，母はとてもうまく対応しました」

と書いている。父親ジョン・ローブリングの農業に対する夢は，仮に本物であったとしても，息

子がそのようなことを理解できる年頃になるずっと以前に終わっていた。 

 

ローブリングは，オハイオと五大湖の中間にあるサンディ・ビーバー運河（図-2.56）で，その

後フリーポートの近くのペンシルバニア運河のアレガニー支線（図-2.5）で，堰や水門の建設に

従事した。1839 年，彼は，ピッツバーグ東部の有望な鉄道ルートの測量に着手した。その後，こ

こはペンシルベニア鉄道の一部になった。彼と数人の助手は，テントに住み，起伏の激しい荒野

でどんな気候でも作業を行い，150 マイル（240km）の測量を行った。この路線は，アレガニー山

脈をまっすぐ抜けるルートであった。彼は，この仕事が認められ，州の技師長であるチャールズ・

L・シュラッターの主任アシスタントとなった。シュラッターへ提出した彼の報告書には，路線勾

                                                        
6  http://www.latinamericanstudies.org/19-century/us-canals.jpg （参照日：2014-10-01） 
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配，盛土，橋梁や必要なトンネル等の十分な詳細だけでなく，ジョンズタウン村周辺の現地に関

する数多くの将来を予見する所見も纏められていた。その場所は，やがて国の主要な鉄鋼産業を

担う一地域に成長することになる。「ローレルヒルで算出する鉄鉱石は，下側の石炭産出地に搬送

する輸送手段を待つだけの状況にあり，そこでは大量の石灰岩も入手可能である。さらに，美し

い谷川の決して枯れることのない水による豊富な水力も利用可能である・・・。資本家達は，こ

のような 大級の規模で巨大な溶鉱炉を稼働させる絶好の場所を，間違いなく他で見つけ出すこ

とは難しいであろう・・・・」 

 

また彼はジョンズタウンで，新しく建設さ

れたポーテージ鉄道の機能に精通するよう

になった。この鉄道は長く傾斜した斜面を利

用して，運河船を牽引する機能（図-2.67）

を持った鉄道システムであり，アレゲーニー

山脈を越えて，東側斜面の麓のホリデーズバ

ーグと，西側斜面の麓のジョンズタウンを結

んでいた。その構造は，一般に当時の工学的

技術の奇跡の一つと考えられており，ローブ

リングはその魅力に取りつかれた。彼はいろ

いろと研究を行い，そこで使用している巨大

                                                        
7  http://exploringoffthebeatenpath.com/Parks/AlleghenyPortageRailroad/ （参照日 2016-01-23） 

図-2.6 アレゲーニー・ポーテージ鉄道 

（船を牽引する模様） 

図-2.5 運河の全盛時代(1825～1860) 
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な麻製大索を使用しないことで，大幅に改善できるという結論に到った。この大索は外周がおよ

そ 9 インチ（23cm），長さは場合によっては 1 マイル（1.6km）以上となり，その値段はほぼ 3 千

ドルであった。また，それらは比較的短期間で擦り減り，交換する必要があった。そうしないと

再三起こったように，それが破断して山腹上で牽引していた積荷を壊してしまった。そのような

事故では，2 人の男性が圧死することもあった。 

 

ローブリングはその大索を，太さがちょうど 1 インチ（2.54cm）の鉄製ロープに置き換えるよ

う提案した。そのロープは米国では製造されていない製品であったが，彼はドイツの定期雑誌で

読んだことがあった。彼が言うには，そのようなロープは強度もあり，耐久性も高く，取り扱い

が非常に容易とのことであった。どうやらそのアイデアを真剣に考えたのは彼だけのようであり，

それほど信頼できるならば，彼の自身のリスクと費用で実施して試用するように言われた。 

 

1841 年夏頃，彼はサクソンバーグで新事業を創業した。それは教会の裏の長く平坦な草原で，

旧式のロープ製造機を利用したものであった。その教会は彼の自宅完成後に，彼が建てたもので

あった。ピッツバーグ北西のビー

バーフォールズの工場から購入

した素線を，小さな建物内で継い

で野外に引き出してリールに巻

き上げる。 初に素線のストラン

ドを別々に並べ，次に彼が考案し

た粗末な機械で太いロープ（図

-2.78）に撚り合わせて行く。その

作業は，他の全ての工程と同様に

人力で行われた。 

 

彼の言葉を借りれば， 高の形状に仕上がった 1 本 600 フィート（180m）のロープは，9 月に

ジョンズタウンで試用されたが失敗に終わった。麻ロープの関係者に雇われた何者かが，ひそか

に 1 箇所の継手部分を切断し，試験中に破損する結果となった。しかし，その妨害工作が発見さ

れ，ローブリングには 2 度目のチャンスが与えられ，彼のロープが，全てのポーテージ鉄道のシ

ステムで直ちに採用されるという上出来な結果となった。同様な斜面を有する他の運河からも注

文が入り始めた。そのロープは，浚渫機械，杭打ち機，炭鉱での利用にも需要がでてきた。ロー

ブリングは，それに関する論文を鉄道学術誌に発表した。彼の息子は「父の野心は，その時点で

無限に拡がりました。サクソンバーグでの生産が急激に増加し，農民が機械工に変化し，繁栄の

思いがけない時代が始まりまったようでした」と書いている。 

 

「素線を撚り上げるストランドは約 8 人の作業員で製作できましたが，それを撚りあげてロー

プを製作するためには 16～18 人の作業員が必要でした。これらの作業員は，村や近隣の農場から

1～2 日間雇いました。私が担当した役割の中で，これが結構大変な仕事でした。いつも男たちは

                                                        
8  http://www.ec21.com/co/t/taehoon334/upimg/p1_1.jpg （参照日 2014-10-04） 

図-2.7 ワイヤーロープの構成 

Wire（素線） 

ロープ本体

ストランド
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私に会うと喜んでいました。それは，その仕事の期間は高収入が得られ，食事も無料だったから

です。仕事は日の出から日暮れまで，途中にはパンとバターの軽食とウィスキーも付けた 3 度の

食事を出しました。食事は自宅で用意しました。貧しく働き過ぎの母親が，囲炉裏ですべての料

理を造りました」とワシントン・ローブリングは書いている。 

 

ジョン・ローブリングは，チャールズ・シュラッターからの「遠からず，科学を人のために役

立てた人類の恩人の名簿の先頭は，あなたになることでしょう」と誉め讃えた手紙で，自信を持

ったのであろう。 

 

1844 年，彼が 38 歳の時，はじめて技術者として本格的な委託を受けた。ピッツバーグの新聞

各紙に 100 ドルの賞金が掛けられた公告が掲載された。その広告は，アレゲーニー川を渡りペン

シルベニア運河を結ぶ「木製あるいは吊構造の水路橋の 適案」を募集するもので，州政府が数

年前に建設した使い勝手が悪く，機能が十分でない構造を改築するものであった。ローブリング

は世界初の吊構造の水路橋（図-2.99）の計画を立案した。彼は模型を作成して，ピッツバーグで

のコンペに参加して優勝した。要因は主として応札額が も低かったからである。彼は記録的な

速さで水路橋を建設した。彼は 9 ヶ月間休みなしで働き，建設が完了した時，ピッツバーグには

6 万 2 千ドルの費用で，既存の構造物とまったく異なる水路橋が誕生した。 

 

その水路橋は，直径 7 インチ（18cm）の 2 本の鉄製ケーブルから大きな木製用水路を吊る構造

で，1 径間をおよそ 160 フィート（49m）とし，河川を 7 径間で渡る橋梁であった。用水路は，幅

が 16.5 フィート（5.0m）で，深さが 8.5 フィート（2.6m）であった。その水路橋はアレゲーニー

川を跨いで，2 千トンの水とそこに浮かぶ運河の艀（はしけ）を通過させた。この艀は，幅が狭

く，厚板が張られた船引き道を歩くラバによって牽引された10。鉄道学術誌には「この橋梁は初め

て採用された形式であり，その建設はピッツバーグ市の進取の精神をよく表している」と記載さ

                                                        
9  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/RDA.html （参照日 2014-01-24） 
10  ピッツバーグ新聞は，その構造物が水と重い荷物積んだ 6 隻の艀を同時に運べるほど丈夫であることを重視

していた。船舶は，単にそれ自身の重量を水と置き換えたにすぎず，船舶の有無にかかわらず全重量は同じで

あることを，編集者は明らかに気づいていなかったようである。 

図-2.9 ローブリングが考案した水路橋の構造 

（デラウェア－ハドソン運河の水路橋の説明図より） 
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れている。だが，ローブリングが計画に携わったペンシルベニア鉄道が，運河を廃業した後，1861

年に水路橋は解体された。 

 

彼が水路橋を建設したその冬は，彼の人生の中で， も厳しく，大変な努力が必要な時期であ

った。彼自身で，それを設計するだけでなく，施工におけるあらゆる段階で，凍りつくような風

や，みぞれや雪の中で，細長いキャットウォークの上を行き来し，ケーブルストランドから吊っ

た小さな吊腰掛で揺られて進み，監督し，行動を共にした。ケーブルは，素線の状態から現場で

撚りあげて製作された。この方法は彼がそれ以降に建設した多くの橋で採用された。彼は，ケー

ブルを定着する斬新な技術も考案した。それは，石造構造に埋め込んだ鉄製アイバーの巨大な連

鎖構造にケーブルを繋げるという，既存の吊橋では全く使われていなかった方式で，その後，彼

が建設したすべての吊橋で使用した技術の一つである。 

 

彼は公言した期間内にきっちりと完成させた。そして，それを達成したことの本当の重要性を

痛感した人物は，彼以外にはいなかった。その後の彼の仕事と比べた場合，その橋梁は荒削りで

規模も小さく，パッとするものではない。また，その橋が短命で終わる日が来ることを，彼はお

そらく知っていたはずである。施工者としての彼自身の技術力や完璧さは言うまでもないが，重

要なことは，巨大な重量を吊橋で支持できることを，彼が示したことであった。 

 

1845 年 4 月，水路橋が供用される１ヶ月前に，ピッツバーグの半分以上が全焼する大火事が起

こった。ある目撃者は「火事の勢いは，分岐した舌のような炎が，突き上げ飛び跳ねるように，

家から家へと，建物群から建物群へと，街区から街区へと進み，恐ろしいほどの規模であった」

と書いている。被災した中にスミスフィールド通りのモノガヒーラ川を渡る古い屋根つきの橋が

あり，結果的に，ローブリングは 初の本格的な橋梁を建設する機会を得た。その橋梁（図-2.1011）

が，彼の企画した旅行の 初の視察対象であった。 

 

                                                        
11  http://pghbridges.com/pittsburghW/0584-4476/smithfield1846.html （参照日 2016-01-24） 

図-2.10 モナガヒーラ川を渡るスミスフィールド街路橋 
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さらに 1848 年，彼は，デラウェア－

ハドソン運河に架かる 4 橋の吊構造の

水路橋（図-2.1112）建設に着手した。

この運河は，ペンシルベニア東部の無

煙炭産地とハドソン川の潮汐影響地帯

を結ぶものであった。一方，自らの構

想記事を書き，1847 年にピッツバーグ

の商工会議所で，1 万 2 千語の論文を 2

回に渡って発表した。それは「フィラ

デルフィアからセントルイスへの大規

模な中央鉄道」の即時の設立を求めた論文であった。彼は｢鉄道は魔法の杖のように，地域に変化

をもたらそうとしている。新しい国家がまさに誕生しようとしており，この鉄道はあらゆる鉄道

の中で 大級となり，莫大な交通量に対する将来のハイウェイとなるであろう」と発言した。こ

れもまた，彼の洞察力のある宣言のひとつであった。実際に，ペンシルバニア州は 5 年間以上も

ピッツバーグを復興させることができず，ローブリングはそれを待っていられなかった。 

 

彼がサクソンバーグから出てゆくことについて，真剣に考え始めた時期は不明である。しかし

「大規模な中央鉄道」に関する演説を行った翌年の 1848 年に，そのような鉄道の見通しはなかっ

たものの，おそらくサクソンバーグは全世界の中心とはならず，いずれにせよワイヤー産業には

適した場所ではないと判断した。彼は，できる限り徹底的に課題を分析し，ニュージャージー州

のトレントンという古くからの英国植民地の町に移転することに踏みきった。その町の当時の全

人口は，およそ 6 千人であった。 

 

彼は，友人や親戚，そして彼らが何年間もかけて築きあげた全てのものを残して，サクソンバ

ーグを出て東に向かった。これは，その当時のペンシルバニア州を出てオハイオ州を越え，まだ

人の少ない地域に向かうという時代の流れに逆行するものであった。彼の妻と子供たちは，後か

ら移ってくることになっていた。ワシントン・ローブリングは「父はサクソンバーグに愛想をつ

かしており，二度とそこを訪れることはありませんでした。彼はオランダ人のあらゆることに嫌

悪を抱いており，それについて暗に言及することはありませんでした」と書いている。サクソン

バーグでは「物言わぬオランダ人が，後に残った」と言われている。 

 

 

 

今，当時と同じルートでピッツバーグに戻って自分の足跡を再びたどり，自分のこれまでの仕

事の 上のものを見直そうとしている男は，大きな変化を遂げていた。彼は，橋梁建設にたずさ

わるようになって世界的に有名となり，ワイヤー事業でも成功していた。1869 年 4 月のその晩，

駅のプラットホームに立っていたジョン・A・ローブリングは，100 万ドル以上の資産を持ってい

た。この資産は，彼の意思で後日，明らかにされることになる。しかし，別な事態，近親者やわ

                                                        
12  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/RDA.html （参照日 2014-01-24） 

図-2.11 デラウェアの水路橋 

（現在は道路橋として供用） 
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ずかな関係者だけが知っている個人的な事態が起こっていた。すなわち，彼の周りに人が集まり，

常に彼があらゆる面で頼られている状況が，悪評や財産以上に，彼に大きな影響を及ぼす事態と

なっていた。 

 

南北戦争が始まる前の 10 年間，彼が技術者として も活躍した期間，たまに自宅にいるときで

さえ，彼の態度は次第に他人行儀となり，感情を表さないようになっていった。4 月のある日，

彼の幼い娘のエルビラは，家の周りの色々なものが，いかに新緑で素晴らしくなったかを父に知

らせようと手紙を書いていて，不意に，春の季節に父親が自宅にいた記憶が全くないことに気づ

いたことがあった。ローブリングは，工場の日々の運営のほとんどをチャールズ・スワンに任せ

ていた。スワンは，アレゲーニー水路橋でいっしょに働いたピッツバーグ出身のドイツ人であり，

ローブリングは，彼をトレントンに連れてゆく約束をしていた。スワンは，ローブリングと上手

くやってゆける「気楽な性格」であり，ワシントンが心得顔で論評したように，それは重要なこ

とであった。またスワンは，雇い主であるローブリングの細かいことに対するこだわりや，自分

以外の他人の意見を基本的に信用しない性格に対して，素晴らしい忍耐強さを持った人物であっ

た。再三再四，彼ら 2 人で一緒にトレントンの駅に向かって馬で下って行った。ローブリングは，

ナイアガラフォールズやシンシナティのような現場に向かう途中であり，スワンに対してすべて

の決定権限を与え，その権限で物事を進めるように指示していた。しかし，そのようにうまくは

行かなかった。スワンは，几帳面にほぼ毎日，実施すべきことや実施してはいけないことを尋ね，

ローブリングが，郵便による返信でしっかりと指示してくれることを期待していた。どんな些細

なことも， も厳格な水準で行う必要があった。ローブリングが，従業員の筆跡に不満である場

合，スワンがそれについて尋ねると「彼は，筆跡を直す努力をすべきであり，君が受領したうま

く書かれた手紙や，参考として提供されたものを，注意深く吟味する必要があります・・・」と

の返信を受けたようである。そこには，手紙の宛名の正しい書き方の実地教育（「宛名は封筒の上

側の高い部分に記入してはならない。むしろ，中央部の下側とすることで，それが商業主義でな

いように見える」）も，含まれていたようである。見た目は極めて重要であった。 

 

スワンへの手紙には，時系列のように 3 桁の番号が付けられ，いつも厳密な事務的な通信文で

あった。スワンが，ジョン・ローブリングと長年いっしょに仕事をして，ずっと家族のように過

ごしていたにもかかわらず，ローブリングは一度も，彼らの間に友情の絆があることを伺わせる

記述を一行も書くことはなかった。旅行で面白い人々に会っていても，それについての言及はな

かった。訪れた場所で，何らかの印象があったとしても，それらについて何も言っていない。ロ

ーブリングにユーモアのセンスがあったとしても，そんな痕跡は残っていない。 

 

ローブリングの仕事への没頭ぶりは，想像を絶するものであった。彼は，並み外れて勤勉な男

性達が特徴となった時代に生きていた。そして，その時代はほとんどの人々の人生が，厳しい仕

事で占められており，それが当然のことと考えられていた。それでも，彼の計り知れない気力や，

目前の仕事に対する全面的な傾倒は，たとえ，それがいかなるものであろうとも，彼に接した誰

にも超人的なように見えた。形而上学が彼の唯一の気晴らしならば，トレントンで言われたよう

に，仕事が唯一無二の情熱のようであった。かつて彼は全く無意識のうちに，そのような仕事へ
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の没頭から生じる驚きというより，むしろ滑稽な極限状況を見せたことがあった。1855 年の元旦

に，彼の妻が次の子供を出産した。しかしその知らせがナイアガラフォールズに届いた時，その

橋梁技術者にとっては，明らかに大変な驚きであった。彼はスワン宛に「あなたからの 2 通目と

3 通目の手紙が手元に届きました。手紙の 後に，ローブリング夫人と赤ん坊がとても順調であ

ると書かれています。これには驚きました。ジョアンナ・ローブリング夫人の出産については何

も聞いていません。あなたは何を言っているのでしょうか。返信郵便によって答えてください」

と全く事務的に書いている。良くいえば，スワンは電報を使うような無駄遣いはしなかった。 

 

ローブリングにとって南北戦争とリンカーンの暗殺は，たいへん辛い出来事であった。彼はア

メリカに到着した当初に「私としては，全ての黒人が自由になるために努力して，幸運をつかめ

るように祈りました」と書き残している。奴隷制度は，それ以外が理想的な国における「 悪の

ガンのような苦悩」であった。リンカーンが，サムターへの攻撃後に志願兵を募集したしたとき，

ローブリングは食卓の端の自分の席に深刻に黙って座り，そして不意に息子ワシントンに振り向

き「おまえは，私の庇護の下で，十分に羽を伸ばしてきたと思わないか」と話しかけた。まさに

次の朝，青年は入隊した。ローブリングは「国全体が，不公平な罪に一世紀の間ずっと浸された

とき，政治的な竜巻でその環境を浄化する必要があるのかもしれない」と私的なノートに書き残

している。だが戦争が何年も長引いたので，彼は絶え間なく息子のことを心配していた。そして

リンカーンの死のニュースは，巨大な個人的な悲劇のように彼に降りかかった。彼は痛烈に「我々

は，ぞっとするような事実から目をそむけてはならない。それは，歴史上の著名な事象が，長期

に亘る個人や国家の，あらゆる種類の恥ずべき行為による憎しみ・虐待・抑圧・大虐殺・迫害・

果てしない戦争から，生み出されてきたという事実である」書き残している。 

 

だが， も深刻な打撃は，南北戦争の 後の年（1865 年）に，ジョアンナ・ローブリングが亡

くなったことであった。サクソンバーグを出てからずっと，彼ら夫婦は，うまくいっていないよ

うに見えた。彼女は，結婚した日から亡くなるまで，誠実に愛情をもって彼を支えたが，彼は自

らの研究・執筆・仕事に，ますます没頭するようになっていった。彼女は，ほとんど教育を受け

ておらず，彼がとても重要だと思った事について，ほとんど理解していなかった。彼は，ほとん

ど留守にしており，常に 高級の旅を続けていた。彼女はどこにも行かなかった。彼女の世界は，

玄関の踏段から見ることができるような，たいへん狭いものであった。彼女は晩年になって，大

部分の日常的な会話をうまくやっていくために，英語で話すほうが楽であると感じていたようで

ある。 

 

ワシントン・ローブリングは，まもなく彼の妻になるエミリー・ウォーレンへの手紙に「純粋

な心をもった女性であり，母以上に暖かい気持ちに恵まれた人に，あなたは滅多に会えないでし

ょう。それゆえ，あなたも分かっているように，ずっと以前に，父は社会的競争という面では母

を引き離しており，ある意味で，母はもはや父の同志ではなかったのです。あなたのような才能

のある女性のほうが，彼の 40 歳から 50 歳までの人生には，間違いなく適していたのでしょう。

でも全体的に見ると，彼は，人生における優良でまっとうな配偶者を，持つことができませんで

した。強い情熱と推進力を持つ男性は，従順で信頼できる女性とだけ，うまくやっていけるよう
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です」と書いている。 

 

そのジョアンナ・ローブリングは，夫の心の広さや豊かさ，あるいは，ほとんどの人々が当た

り前と思う彼が造ったものの途方もない美しさを，決して理解することはなく，したがって，十

分に認識することもなかった。しかし，彼の子供達は，たいへんよくわかっていたけれども，そ

の理解不足は手遅れになるまで，どちら側にも働いた。彼女が亡くなったとき，彼はシンシナテ

ィにいたが，葬儀の後，「鉄の男」は家庭用聖書を取り出して，空白の１ページに次のように書い

ている。 

 

心から愛した妻，ジョアンナは，9 ヵ月の長患いの後，彼女自身と掛け替えのない人々

に見守られて安らかに，1864 年 11 月 22 日，火曜日，午後 12 時 30 分に亡くなりました。

この親愛なる亡き妻は，寛大なる愛と献身によって，世界に恵みを与え続ける人間の形

をした天使の 1 人でした。－彼女は，自分自身のことを決して考えず，他人のことだけ

を考えていました。他人に対する些細な悪意も，彼女の献身的な心に入りこむことは，

決してありませんでした。そして，やはり彼女は，子供達に対する愛情にとって，なん

と大切な存在だったのでしょうか！ 至らない点は全くありませんでした。－彼女は，慎

み深く，辛抱強く，情け深い人でした。私の唯一の後悔は，そのような純粋で無私の心

を，私自身が十分に評価できなかったことです。あの世で，親愛なるジョアンナ，貴方

に会えることを望んでいます。そして，その時には，私自身の愛と献身が，貴方に劣ら

ないようになっていることを望んでいます。 

 

いつも哲学に熱心であった彼は，その時点で，青線が引かれた数百枚の用紙を，彼自身の私的

な構想や，人間・物質・真実・宇宙の本質に関する考察で，埋め始めた。その文字は用紙に対し

て斜めで，まるで相当に急いだように，強い筆圧で，余白を全く残さないように書かれている。

彼によれば，真実とは「目的と主題の調和」であり，「究極の思想や絶対的な思想は，他の全ての

思想を含んでいるもの」である。真実とは，次のような全ての人々に訴えなければならないもの

である。その人々とは「内なる自意識をまだ理解していない人や，精神的人格や精神的健全性が，

依然として主権を示している人」である。彼は「存在するには原因がある」と断言していた。彼

は，人生そのものに関して，激しくうねりのある流れに沿って「ぐるぐる回っているようなもの

であり，普遍性という巨大な海洋に向かう流れを，自分自身が引き寄せることで前進するもの」

と見ていた。 

 

それらの言葉はとても印象的に聞こえたが，彼が言おうとすることは，時々伝えることが非常

に難しい場合があった。また，どうやら彼の「自然の真実」や他の随筆を読むことを許された数

人の人々には，それらの記載内容がとても粗っぽいことが分かったようである。専門外の哲学者

は，周りの人々が知っている明白で緻密で真面目な人物とは，大違いのように思われた。あたか

も，若干理解しがたいドイツ人の神秘性が，過去の深い奥底から，表面に出てきたようであった。

その家族の友人の 1 人は「私は，ジョン・ローブリングの哲学書を読むように勧められたことは

一度もないが，人の話から，私はそのような状況に決してならないように願っていた」と述べて
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いる。 

 

しかし，かなり明瞭な時期もあった。ある時，彼は「我々は働き，勉強するために生まれてき

ている」と書いており，それはまさに彼自身のことであった。「真実の人生は，活動的であるだけ

でなく，創造的でもあるべきだ」と主張している。また別の時には「私の知的性格で不足してい

るものは，私の周りのすべての人々との調和することである。あらゆる新しい調和は，私にとっ

て新たな安らぎの使者であり，新たな償いの新たな誓約である」と述べている。 

 

長年，彼は，組織化された宗教には積極的な関心を示さなかった。ルーテル教会の布教が拡が

り，ローブリングはトレントンに移ったあとで長老派教会員となったが，かなりの長い間，彼の

信徒席は訪問者の席として利用されていた。彼は息子の何人かを

連れて時々姿を現すことがあり，彼らが側廊に沿ってやって来た

ので，すべての人が彼らを見ている。しかし，彼は神との精神的

な交流は，前向きな人生を通して達成されるべきであると考えて

いた。彼は「人間の理性は神が造ったものであり，我々が神を認

識できるように我々に理性を与えた」と書いている。 

 

彼は，スウェーデンボルグ（図-2.1213）の教えを，心酔してい

た。スウェーデンボルグは，前世紀の素晴らしいスウェーデンの

物理学者であり，原罪と永遠の天罰の教義を否定し，個人に関す

る精神進化論を書いた人である。そして，スウェーデンボルグの

様に，彼は心霊主義を受け入れた。 

 

およそ 20 数年間，心霊主義は，大西洋に面する両方の大陸の

知識人達に支持されていた。フォックス姉妹（図-2.1314）と彼女

達の大々的に宣伝された「ロチェスター鼓音現象」はアメリカで

始まった。その後，信仰に熱心で真剣な団体となっていった。そ

れは，驚くほど多くの，信仰に熱心で真剣な人々に対して，不思

議で力強い魅力のあるものであった。疑い深く分析的な性格の

人々には，精神的な領域の存在を証明したように思われた。経験

豊かな知識人達には，伝統的な教義に対する信仰が科学的な発見

によってぐらつき，それは少なくともひとつの選択肢のように思

われた。ローブリングは，それを信じるようになった訳を説明し

ていない。だが彼は晩年に「精神世界」や，あの世の住人との死

                                                        
13  http://highermeaning.org/People.shtml （参照日 2016-01-25） 

スウェーデン王国出身の科学者・神学者・神秘主義思想家で，生きながら霊界を見て来たと言う霊的体験に

基づく大量の著述で知られている。 
14  http://afflictor.com/category/great-photography-online/page/8/ （参照日 2016-01-25） 

霊と交流できると告白したことで一大交霊ブームを引き起こし近代スピリチュアリズムのきっかけを作った

とされる 19 世紀のアメリカの姉妹。 

図-2.12 スウェーデンボルグ 

(1688～1772) 

図-2.13 フォックス姉妹 

マーガレット(1838～1893) 

キャサリーン(1841～1892) 
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の間際の対話の可能性について，深く信じていた。特に，彼は，

アンドリュー・ジャクソン・デービス（図-2.1415）が記述した死

後の世界を信じていた。デービスは，「ポキプシー予言者」と呼ば

れ，アルコール中毒の靴屋の息子で，顔は青白く近視で，ローブ

リングの評価では，空前絶後の偉人の 1 人であった。 

 

デービスは，透視者・信仰療法家で，1844 年に 17 歳で瞬く間

に有名人になった人物である。その時，彼はニューヨークのポキ

プシーにおいて，催眠状態で 初の「空間を通り抜ける精神的な

飛翔」を経験した。その後の数年間，米国東部のあちこちに出か

けて何百回もの講演を行い，その際には専任の催眠術師を同行し，

透視のたびに催眠状態に入った。これは，呪文を唱える間に，あ

らゆる事を書き留めるニューヘイブンの伝道者と同じであった。これらの講演すべては，本とし

て出版された（そのような本の 1 冊は 34 版まで続いた）。彼の説教は，超自然的な神秘，科学，

あるいは科学とみなせるもの，進歩的な社会改革，知的な懐疑論および誇大な想像力が，奇妙に

入り混じったものであった。ローブリングにとって，このようなあらゆる衝撃は，重要な事であ

った。それは，まるで彼が宗教の啓示に打たれたような状況であった。彼は，ホレス・グリーリ

ー16宛に長い手紙を書いた。それは，千人の孤児達を身体面や精神面で十分に教育できる孤児院の

設立を提案するもので，豊かな暮らしに対するデービスの構想に従ったものであった。やはり「地

上の楽園」の可能性は，依然としてあった。 

 

デービスが描くあの世は，生活の活動範囲や一連の意識状態が複雑な階層構造となっているも

のであり，それら全てが地球表面に，幾何学的に同心円状に重なったものであった。この考えは

明らかに，ローブリングの物理学や天文学の知識の観点から，彼が聞いた他の考えよりも，道理

にかなうものであった。また，デービスの豊富で神秘的な言葉遣いが，ローブリングには理性で

納得するよりも，さらに深く理解できたようである。 

 

ローブリングの家族にとって良かったことは，彼が食卓で絶えず，それらの事柄を詳しく説明

したことであろう。その説明は，デービスの講話や，ローブリングが自分の教科書として読んだ

一部の哲学に関する講話を使用して行われた。その説明がどんどん進むにつれて，彼の声は力強

くなり，それを聞いている彼を尊敬する子供達が，彼の話が大体理解できるかどうかにかかわら

ず，進められた。ワシントン・ローブリングは「子供達は，明るい太陽の下で若いフクロウのよ

うに，まばたきしながらそこに座っていた」と述べている。ワシントンは，父がよく話していた

「生命力」が，そのような活力を持った人に急増する時があり，父のようにする限り，青年の中

にも宿るようになることを，肝に銘じるには十分な年頃であった。それは，サクソンバーグの製

図机で，老眼鏡が必要になる以前は，執筆や自分が関係するあらゆることで夜遅くまで働いてい

た父，南北戦争前のピッツバーグでは 新の政治ニュースの断片に青ざめ，直行で家に戻って工

                                                        
15  https://brianaltonenmph.files.wordpress.com/2010/12/ajd_portraits.png （参照日 2016-01-26） 
16  当時， も影響力のあったニューヨーク・トリビューン紙の編集者 

図-2.14  A・J・デービス 

(1826～1910) 
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場の全ての民主党員を解雇すると断言した父，朝起きたら朝食前に古い毛皮の帽子を被ってステ

ッキを持ち，犬を連れて家を出て野原を歩き，自分で言うように食欲を起こさせた父，いくつか

の子供じみた間違いに対して，すごい懲罰を与えようとして手元に帯紐を持ち，その目は燃える

ように忘れられないほど激怒していた父，そのような父の生き方であった。 

 

しかし，ジョアンナの死後数年間，ローブリングは精神世界や病気や死の話に，以前にも増し

て没頭しているようであった。彼は，自分の家庭のことを心配していた。彼は消化障害を患って

いた。まだ自宅に住んでいた子供達，特に末っ子で母のお気に入りであったエドモンドには，不

安で不快な日々が続いていた。母親が亡くなった時，父親は相変わらず忙し過ぎて，彼の相手を

する時間はなかった。父親が 1867 年に再婚したとき，エドモンドは全寮制の学校へ送り出された。

ワシントンの記述によれば，彼はその学校で，耐え難いほどの陰険ないじめを受けて学校を逃げ

出したが，捉まって連れ戻され，冷酷な父親に死にそうになるほど叩かれて，学校へ送り帰され

たとのことである。エドモンドが二度目の脱走をしたときには，見つからなかった。ほぼ 1 年間，

家族はその行方を心配していた。その後，全く偶然にフィラデルフィアで刑務所をたまたま視察

していたトレントンの男性が，彼を発見した。ワシントンは「彼は父親から逃げるために，自分

から平凡な浮浪者として入所し，初めて人生を楽しんでいました」と説明している。 

 

全ての出来事は，まったく内密にされていた。家族の誰もが，そのことを決して話さなかった。

新聞記事にもならなかった。ワシントンが後年に書いた個人的なメモ以外，その出来事の記録は

残っていないようである。しかし，ジョン・A・ローブリングの哲学的な忘備録には｢男の良心」

という見出しで，エドモンドが再び家に戻った時期に，以下のように書かれている。 

 

男は，事業の成功に満足しているかもしれない。彼は，障壁を克服することや，彼の相

手や敵を打ち負かすことや，大きな仕事を達成することや，大きな精神的な問題を解決

することや，以前は実行不可能と言われていた仕事を達成することに，成功してきたか

もしれない。英雄は賞賛され，公式な恩恵が布告される。あらゆる評論家に祝福され，

彼自身は得意満面となり，自分が素晴らしい人物であると自己評価している。自分の心

の奥底のある種の穏やかな時を隠して，過去の功績や，思考や活動の動機を回顧してい

る。そして自らの良心による厳しい判断の前では，救いようがなく，虚偽者で，自分自

身をごまかしている人物である。しかし，誰もそれに気づいていない！ 自分自身は，気

づいているのだろうか？ 自分自身から自分を隠すことができる人がいるのだろう

か・・・？ 

 

ワシントンは，母はずっと生きていると信じていたが，何も起こらなかった。その後，ある夜

に彼女が戻ってきた。 

 

 

 

「私たちが，つい 近感動したことは，母との霊的な交信です」と，ジョン・ローブリングの
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次男フェルディナンド・ローブリングは，1867 年 11 月 12 日に，その当時ヨーロッパにいた兄の

ワシントン宛に手紙を書いている。いとこのエドワード・リーデルが霊媒であった。エドワード

とローブリングの製図工を勤める若いウィルヘルム・ヒルデンブラントは，ある土曜日の夜に彼

らの部屋で座っている時に，エドワードの椅子の足元が 3 回のノックされる音を聞いた。フェル

ディナンドは「エドワードは，何がその音を出しているのか分かりませんでした。だから，彼ら

は，その部屋や隣の部屋，ベランダと周りの全てを調べました。依然としてノック音はエドワー

ドの後を追いかけてきて，いつも彼の足元で聞こえました。それで彼らは，いくつかの質問をし

ました。『悪い幽霊なの？』 返事はありません。『良い幽霊なの？』 3 回のノックがありました。

これらと同じような 2 つの質問を数回繰り返した後で『もしかして，こんなことを止めてもう寝

なきゃいけないの？』と尋ねました。そしたら，3 つの素早いノックが返ってきました」と書い

ている。 

 

ローブリングは，翌朝そのことを聞かされた。その夜，彼らは事務所で円陣を組んでいたが，

どうやら諦め，リーデルが部屋に戻って靴を脱ぐまでは，何も起こらなかった。突然リーデルは，

ノックの音を聞いた。それは台所の方から聞こえた。ローブリングが呼び出され，彼ら全員が素

早くそこに集まった。それから，彼らは，アルファベットを使って，それが誰の霊なのかを調べ

た。エド以外，誰も答えを聞き出すことはできなかった。全員がすごく興奮して，ローブリング

1 人が特に想像を膨らませたようである。フェルディナンドによれば，ローブリングは 2，3 の質

問をしたが，どれにも反応は無かったようである。そして，霊との交信で唯一の重要なお告げは，

彼女が 2 週間後に戻ってくるだろうということであった。そして，彼女が戻って来る時のために，

ローブリングは，あらかじめ慎重に考え抜いた質問事項の長いリストを準備していた。これが｢あ

の世｣と対話する彼の初めての実質的な機会であったとすれば，人生において周到に準備してあら

ゆる転機となるようと努めていたので，そのような機会が訪れたのであろう。 

 

交霊会の冒頭で，ローブリングは，それが妻の霊であることを断定して，ウィリーとメアリー

という彼の 2 人の亡くなった子供達や，自分の父親や母親，フレデリック・オーバーマンのこと

を尋ねた。フレデリック・オーバーマンは，フィラデルフィア出身の有名なドイツ人の冶金技術

者であり，ローブリングがサクソンバーグを出て以降の時期に知り合った親友の一人である。15

年前に亡くなったオーバーマンは，かつてローブリングに「人生は活動の賜物であり，活動の変

化は死だけである。その活動が，橋梁技術者の永久的な印象を創り出す」と話していた。 

 

その時に，ローブリングは，用意したリストを使い始めた。 

 

「貴方は私の 愛の人であり，私が霊界や霊領域について貴方に話したことを覚えています

か？ その話題について，アンドリュー・デービスから教えられた意見や見解を覚えていますか？」

3 年ぶりに， 愛の妻と再び話をすることができることを確かめながら，質問の大筋は，自分自

身の一連の信念を確かめるように，きっちりと整理されていた。彼は，知りたがっていた。「デー

ビスが全体的に見て正しいの？」，「はい」，「細かいところも？」，「はい」。交霊会はそのような調

子で進み，その後の交霊会でも，引き続き 11 名の他の人々とも，そのように進んだ。例えば，1868
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年 1 月 25 日の夜の会話は，次のように進んだ。 

 

「霊として生まれた後で，新しくなったように，若く，精力的で，活力で満たされてい

ると感じましたか？」 

「はい」 

「すべての病気がなくなり，新しい霊的な体は痛みから解放され，若さや活力を喜んで

いますか？」 

答えはない。 

「公開講演に出席していますか？」 

「はい」 

「お気に入りの講師は誰ですか？ 名前をつづってもらえますか？」 

「チャニング C-H-A-N-N-I-N-G」 

「宗教について学んでいますか？」 

「いいえ」 

「そこで聖書を手に入れましたか？」 

「いいえ」 

「本が無くても学べますか？」 

「はい」 

「神がかり的な真実と自然の真実は同一のものであると，先生から教えてもらっていま

すか？」 

「はい」 

「キリスト教の聖書、ユダヤ人の聖典、トルコのイスラム教の聖典やそれに類する本，

すなわち神の起源や神の啓示について書かれたあらゆる本は，すべてが人間の作文であ

り，それゆえに間違う傾向がある。この見解は正しいですか？」 

「はい」 

「あらゆる男性は，心の中に神から授かった信念の輝きを持っている。それだけで自分

を救うことができ，自分を高めることができる。そうですよね？」 

「はい」 

 

ローブリングは，自分が知りたかった全部の答えを聞き出した。3 月 22 日の夜には，彼女への

合計 61 項目の質問を用意していた。彼は初めに「それらの説教は，常に厳粛でなければならない。

私は，取るに足らない話で時間を浪費しないようにする」と彼が述べると，彼女は「はい」と答

えた。「私は，真実を知らねばならない」と彼が言うと，彼女は再び「はい」と答えた。 

 

そのうちに彼の頼みで，彼女は多数の他の霊を一緒に連れてきた。6 月 14 日の夜には，ウィリ

ーとメアリー，祖母のハーティング，オーバーマン，ローブリングの兄のカール，もう一人の兄

弟，そして，ローブリング夫人の他に 3 人が，その場にいて全員で 10 人となった。それでも，ロ

ーブリングは彼ら中の誰とも，個人的な会話をする時間を取らなかった。一連の質問が，きっち

りと前回のように続けられた。しかし真っ暗な部屋の雰囲気は，緊迫したままであった。ある時
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若いエドモンドは，彼には祖母のハーティングの顔が見え，祖母が彼に触れようと手を伸ばして

いたと，大きな声で言ったことがあった。いずれにせよ，生きている新ローブリング夫人が，こ

れらのどの交霊会にも，傍聴するために招き入れられたかどうかは，不明である。 

 

イースト川橋梁に関わっていなかったとすれば，死者と一緒に行うそのような集会は，家族全

員に受け入れられていたかもしれない。しかし，この頃，橋梁は，ローブリングの人生で 優先

する情熱の対象となっていた。彼が，橋梁の計画を立案したのは，1867 年の夏，すなわち交霊会

が始まる前の夏であった。ちょうど 3 ヵ月間，集中的に取り組んで，図面，配置計画，予備調査

を実施し，深浅測量を行い，原価見積りを作成し，そして全部で，ほぼ 1 万 4 千語に及ぶ提案書

を書きあげていた。後になって，一部の人々は，まるでローブリングが，あと僅かで死んでしま

うことを悟っていたようだと，述べている。そして，たとえ自分が死の対象になっていたとして

も，胸の中の多くのことを，残すつもりだったのかも知れないと，長男のワシントンは回想して

いる。 

 

ワシントンは，橋梁建設で，ローブリングと一緒に出向いて働いていた家族の一人である。ワ

シントンは，父が戸外で 100 人いやそれ以上の人々に指示を出すときには，全く違った人となり，

父の橋梁が，それを見に来た全ての人の話題となっていることを認識していた。彼は誰よりも，

父の影響がいかに大きいかを理解していた。さらに，彼は，ローブリングが信頼した 1 人であり，

誰にも言わないような事柄についても，彼には話をしたようである。ローブリングは，この息子

を無条件に信頼しており，自慢の種であった。そして，二人が一緒に働くという条件で，新しい

橋梁建設に着手することに同意していた。 

 

そして，彼の中に起こった別の変化，つまり，彼のよそよそしさや，加齢による不機嫌のさら

なる増進や，霊界への傾倒について，後に発言や記述を通して解説したのはワシントンであった。

南北戦争以来，国内で起こっている状況を，ジョン・ローブリングが見て考えた結果が，深刻で

憂鬱になるような幻滅であった。彼が常々口にしていたアメリカの巨大な原動力は，あらゆる人々

が，自分自身をより良くし，自分自身を満足させる機会を持てることであった。それがいまや巨

大な原動力が，むしろ平凡な貪欲さに近いように思われた。ローブリングは，子供達に「私がア

メリカに移住したのは，ドイツをそれほど軽視していたわけではないが，この新しい国の原動力

には，自分の能力を 大限に活用する自由がある」と話していた。「個人のエネルギーと意志の力」

を持っていれば，人が成し遂げようとすることに，ほとんど限界はなかった。さらに彼は，その

時代の多くの人々のように，工学面での記念碑的な長く残る作品を残しており，彼の仕事は特に

国家的な雄大さを有していた。彼の恩師であるヘーゲルは「画期的な出来事という着想は，いつ

も適正で妥当な形態を見つけるものである」と書いている。彼自身がアメリカに初めて上陸して

見た蒸気船・運河・幹線道路・鉄道・橋梁は「進んだ自治の民族の協調した活動」の直接的な結

果であったと，彼は書いている。 

 

だが，いまや彼は疑いを抱いていた。その頃，彼が毛嫌いしている能力を 大限に活用してい

る男達や，自治が作り出す贋物を見続けてきた。そして， 近，そのような堕落に彼自身の仕事
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が関与するのを見てきていた。彼は，ブルックリンでの全ての仕事から手を引くことについて息

子と真剣に話したほど，深く悩んでいた。 

 

しかし，この時，軽目の外套を着て，柔らかいフェルトの帽子をかぶって，橋梁視察団に加わ

るために待っていた。彼の他の息子の誰か，妻，あるいは，忠実なチャールズ・スワンあたりが，

彼と一緒に駅まで来て，付き合っていたとか，土壇場の指示を聞いていたとかは，分かっていな

い。しかし，ワシントンは，他の人々と一緒にブルックリンを出発し，列車が停止した時，父親

を迎えるために特等客車の乗車口で待っていたはずである。 
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第 3 章 生粋のアメリカ言葉 

彼は我々の言葉を完璧に話すことはなかった。彼が

我々の土地で生まれ育ったのではなかったからで

ある。しかし，シンシナティやピッツバーグやナイ

アガラでは，生粋のアメリカ言葉を話した。 

トーマス・キンセラ 

（ブルックリン・イーグル新聞社） 

 

ローブリングが乗車して，すぐにシャンパンとサンドイッチが配膳された。その後，小規模な

祝賀会が，誰もがもう少しだけと言わないほど遅くまで続いた。だが翌朝 5 時，ローブリングが，

彼ら全員を起こしたときには，かなりの文句が出た。ローブリングは「アレガニー山脈の日の出

を，皆さんに見て頂きたかったのです」と言った。 

 

列車は，朝食をとる間にジョンズタウンを通過した。彼は，全員にコネモーギャップの急峻で

木が密に茂った面や，彼とその鉄道測量隊が 30 年前に遠い丘から， 初に見たローレルヒルの深

い裂け目を眺めてもらった。「われわれは，あちらに向かうのです！」と彼が熱心に説明した。 

 

次の町といえるような場所は，グリーンズバーグであり，そこには記録として残るまさに 初

の吊橋があった。それはジェーコブスクリークという小河川の上に，スコットランド系アイルラ

ンド人の牧師であったジェームズ・フィンレィ（図-3.1 左1）という長老派教会員によって，ジョ

ン・ローブリングが生まれる前の 1801 年に架けられた橋（図-3.1 右2）であった。フィンレィは，

多才で独創的な人物であった。彼のチェーン式吊橋は，径間長が 70 フィート（21m），建設費用

は約 600ドルであった。また彼は，その後の 10年間にワシントンを流れるポトマック川を含めて，

およそ 40 を越える同じような橋梁を架設した。おそらくローブリングは視察団の人々に，このこ

とに関して何らかの話をして，吊橋に関する歴史や理論を説明することで幸先の良いスタートと

したのであろう。 

 

列車は 1 時間も経たないうちにピッツバーグに到着し，ローブリングは視察団の人々を，その

ままモナガヒーラハウスの宿泊地に連れて行った。そこは，彼が架設したスミスフィールド街路

                                                        
1  http://www.pbs.org/godinamerica/people/james-finley.html （参照日 2016-02-01） 
2  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/SuspensionDiagram.jpg （参照日 2016-02-01） 

図-3.1 ジェームズ・フィンレィとジェーコブスクリークのチェーン式吊橋 

            (1756～1828) 
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橋（図-3.23）の脇に建っていた。ホテルの正面玄関やホテルの川側の部屋からは，先駆的な仕事

で，完成後 25 年ほど経過した，ローブリングこの仕事を始めるきっかけとなった橋梁の全景を眺

めることができた。この橋は，長い鋸を手で引いて，あらゆる床梁を切断しなければならない時

代に，ネジが手動による旋盤で造られていた時代に架けられたものであり，事実上ピッツバーグ

でさえ，鋼は半貴石の金属と考えられていた。1846 年，橋梁が完成した年のピッツバーグのある

新聞は｢この賞賛に値する橋梁は，あらゆる他の橋に取って代わる運命にある｣と論説した。それ

以降，ローブリングにとって，この橋での構造があらゆる橋梁への対応の基本，あえて古風な様

式を取り入れる構造の基本となった。そして，イースト川を渡る新しい橋梁については，彼独自

の構造方式に関して，依然として，基本的な数項目が示されていただけだが，視察団の人々が

初の見学に出かけた時に，その全容をきっと説明したはずである。 

 

繰り返しになるが，この橋での主ケーブルの定着は，水道橋での対応と同様に，石造のアンカ

レイジに鉄製アイバーチェーンで固定する方式であった。この橋では初めて，強度と剛性を増加

させるため，斜張スティ構造を採用した。この橋だけが，その後の全ての橋梁で使用している鉄

製ロープではなく，鉄製ロッドを使用していると，彼が説明した。この橋梁は，全長 1500 フィー

ト（457m）で，ブルックリンで計画していた橋梁の河川内の一径間分よりも短いものであった。

橋梁は 8 径間で，各支間長が約 188 フィート（57.3m）で，低い鋳鉄製の主塔を有していた。彼は

「この橋では，風の影響はありません。7 トン石炭貨車やそれらの連結車両による振動は，同一

支間長の木製トラス橋と同じ程度です」と説明した。総工費は 5 万 5 千ドルであり，技術者から

見れば，このような大規模な橋梁としては，非常に少ない金額となっている。 

 

しかし，ピッツバーグでのローブリングの自慢の橋梁は，市内の 6 番街にあり，その日の午後

一番には，全員でそこに向かった。彼は，自分の工学技術と吊構造の堅実さを広く証明するため

に，スミスフィールド街路橋を建設した。彼は， 小のコストで効率的な構造物を建設すること

に，関心を持っていた。しかし，彼がその 11 年後に着手したアレガニー川橋梁（図-3.34）は，

潤沢な予算で建設された。その橋梁は，彼の意匠設計に関する天賦の才能を発揮したまさに 初

の機会であり，それにやり遂げることを，とても楽しんでいた。橋梁に精通した人々の間では，

その橋梁は国中で も均整のとれた橋のひとつと評価されていた。 
                                                        
3  http://pghbridges.com/pittsburghW/0584-4476/smithfield1846.htm （参照日 2016-02-01）   
4  http://www.brooklineconnection.com/history/Facts/SixthStreetBridge.html （参照日 2014-10-23） 

図-3.2 モナガヒーラ川を渡るスミスフィールド街路橋 
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その橋梁は，彼が建設した水道橋の下流に建設されており，ピッツバーグとアレガニーという

隣の小都市を連結していた。全長は 1,030 フィート（314m）でモナガヒーラ川を渡る橋梁よりも

短かった。橋梁は 4 径間で，装飾を凝らした 6 基の鉄製主塔から張られた 4 本のケーブルで，支

持されていた。主塔の柱は鉄製ラチス構造で，その天端は鉄製の尖塔で装飾されていた。主塔が

ほぼ完成した時，彼は「橋梁は美しくなります」と書いている。実際にその橋梁は，少しだけト

ルコのサルタンの美的な趣を醸し出すように，設計されているように見えた。これは，彼と息子

が一緒に建設した 初の橋梁で

もあった。ローブリングは 1858

年の春に「私は，ここでは元気

に過ごしています。ほとんどの

仕事を，ワシントンがこなして

くれます」というような手紙を

トレントンの自宅宛に書いてい

る。実際，その後の大部分の仕

事を指揮したのはワシントンで

あり，彼のことは，多数のピッ

ツバーグの人々が，親しみを持

って記憶していたようである。 

 

一旦，完成したアレガニー川橋梁は，その所有者（私企業の所有）が，橋梁に保険を掛けるか

どうか悩まなかったほど頑丈であり，有料道路として供用当初から収益をあげていた。この 2 点

について，東部からの視察団が興味を示していたようである。およそ 1 時間，視察団は橋梁を調

査した。この間に議論されたことに関する記録は残っていないが，おそらくケーブルが主たる話

題であったと思われる。この橋のようにケーブルを前もって編み上げておくか，それとも現場で

編み上げて組み立てるかが，課題となっていた。イースト川橋に比べると，この橋のケーブルは

規模も小さく，主塔間の径間長もかなり短かった。ここでは， 初に地上部で鉄製の素線を個々

のストランドに編み上げて，計画された位置に持ち揚げ，個々のケーブル断面に組み上げて架設

されていた。しかし，ここで彼は｢ケーブルは橋梁上で，スピニングホィール5を利用して編み上

げた実績があります。このホィールは，素線を引っ張って主塔を越えて岸から岸へと往復し，1

本のケーブルについて合計 1400 回繰り返すことで架設できます。私は，この方法を利用してイー

スト川の主ケーブルを架設しようと考えています｣と説明している様子を，目に浮かべることがで

きる。 

 

イーグル新聞の編集者であるトーマス・キンセラは，後に「アレガニー川を行き来する軌道車

は音をたてて走行するが，橋面はほとんど振動しない。視察団の誰もが，ローブリングの装飾を

施した鉄製橋梁で，目の保養になったと考えていた」という報告記事を書いている。視察の残日

                                                        
5  原著では，Traveling Wheel と記述されているが，日本の技術図書ではスピニングホィールと記載しており，

日本での呼称に従った。 

図-3.3 アレガニー川橋梁 
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程は，若いカーネギー兄弟の鉄鋼所の見学にあてられた。そこではベッセマー鋼の製造方法と特

徴が説明された。新しい橋梁のケーブル素線を鋼製とするかどうかについては，依然として決定

していなかった。 

 

旅行日程では，ピッツバーグで数日間の滞在予定となっていたが，空気も不快であり，グルー

プの何人かの意見もあり，モナガヒーラハウスでの宿泊施設の設備も不満足であったことから，

翌日に出発することになった。トーマス・キンセラは，ブルックリンの読者に向けて「あなたが

ピッツバーグを訪問することがあれば， 高級のホテルに泊まるようにしてください。そうしな

ければ……」と書いている。 

 

4 月 16 日の朝，視察団は専用列車に乗り込んだ。そして，大きなすすけた斑点のようなピッツ

バーグを後にした。太陽が昇り，列車は，毎時 54 マイル（87km/h）のものすごい速度でオハイオ

を通過したものの，ポーカーゲームの邪魔を大いにするように揺れ始めた特別列車は，みんなが

楽しみにしていた旅行ではなかった。日が暮れてしばらくして，彼らはシンシナティのバーネッ

ト会館にチェックインした。そこで，大変素敵な夕食会を楽しみ，一服した後で翌日の朝の予定

を話し合った。キンセラは「スローカム議員がそのような状況でも遠慮することなく，9 時とい

う出発時刻は残酷すぎると意見を述べた。彼は素早く，自分の考えで大多数を納得させた。一方，

『疲れ知らず男』であるローブリングは，一時間の猶予を譲り与えた。その結果，視察団が 10 時

前にホテルを出発しなければ，誰も文句を言わないだろうとの結論になった。我々が床についた

時，恵みの春雨が窓ガラスにあたっていた。そして，その日の疲労もあり，露のように穏やかな

眠りについた」と記録している（この記事のすべては，ブルックリンのイーグル新聞の国内向け

の発言として，書かれていた）。 

 

次の朝，視察団の一人であるケアリーという男性が，病欠届を出した。彼の説明では，食事や

飲用といわれた水に混ぜて，地元の水を飲んだのがまずかっとのことであった。しかし、他の人々

は極めてよい状況であり，天気も素晴らしい日であった。その日は土曜日であり，ローブリング

が，ホテルから視察団を外に連れ出したとき，通りは日差しを楽しむ人々でいっぱいであった。 

 

橋梁（図-3.36）を一目見れば，ブルックリンからやってきた人々には，思っていた以上に素晴

らしい体験となることは明らかであった。その橋は，真南に向かって真っ直ぐにオハイオ川を渡

り，ケンタッキー州のコビントンに向かって架けられていた。しかし街路が，河川に面した区域

に沿って造られている場所であり，その近くに行くまで橋梁を眺めることができなかった。キン

セラは「そのとき，その橋は，突然我々の前に現れた。それは，これまでに見た多くのなかで

も堂々としており， も見事な才能と技術を実証していた」と書いている。 

 

キンセラや他の人達が，河川径間の長い優美な弧形を見つめて（「・・・実際に，驚きと不思議

さを呼び起こすような橋梁である」と思いながら）立っていたとき，この橋は，1 日あたり 1 万 1

千人が渡っていると説明を受けた。その後 1 時間以上かけて，彼らは橋梁の端から端までを行っ

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RoeblingBridge1870.jpg （参照日 2016-01-15） 
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たり来たりした（・・・とても堅固な橋であり，川のどちら側でも地上のように足元が，安定し

ているように思われた）。 

 

彼らは，ローブリングがイースト川に架けようとしている橋梁に，これが も近い既存の橋梁

であることを理解した。彼らの中の誰かが，新しい橋梁を思い描こうとして困ることがあるとす

れば，唯一，巨大すぎる部分を想像しなければならないことであった7。ここでは，堅固で中実の

石製の二基の主塔が建てられていた。そして，主塔間に細長い真っ直ぐな車道が延伸し，車道は

巨大なケーブルから吊られ，ケーブルは河川上で一連の弧を描いていた。ここでも，ピッツバー

グでの橋梁と同様に，斜張控え索が設けられていた。控え索は，主塔からしっかりした放射状に

下側に傾斜して配置され，車道と主ケーブルを繋ぐハンガーケーブル（吊材）と角度を持って交

差していた。控え索はローブリングの橋梁の特徴であり，このようなことを理解するために，橋

梁視察団が派遣された。しかし，ここでの橋梁規模は，控え索と吊材の組合せが巨大な蜘蛛の巣

や網のように見えるくらいであり，ブルックリンでの同様な効果は，さらに大きくなるだろうと，

推測できた。 

 

ローブリングの説明では，全ての斜張控え索は，短辺を橋床と主塔とする直角三角形の斜辺を

構成し，彼の説明では「三角形は，幾何学では唯一の不変の図として知られている・・・」ので，

これにより素晴らしい安定性が確保される。ケーブルと吊材，控え索，橋床が全体として，一種

                                                        
7  イースト川橋梁は，あらゆる点で既存の橋梁より大規模であった。シンシナティ橋梁の河川径間長は，1,057

フィート（322m）であり，ローブリングがイースト川に計画していたものより 543 フィート（166m）短いもの

であった。ローブリングが計画している橋梁に比べて，シンシナティ橋梁の全長は 2,252 フィート（686m）と

その半分以下であり，幅員 36 フィート（11m）も半分以下であった。 

図-3.3 コビントン・シンシナティ橋梁 
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のトラス構造を作り出している。橋梁の水平方向の大きな安定性は，ケーブルの筋交
すじかい

のような大

きな構造が適していると，彼が説明した。これは，航海中の船を安定させることに慣れている水

夫にとってはすぐに理解されることであった。 

 

「世界 大の橋梁」は 1866 年 12 月 1 日に，とどろき渡る連続した祝砲に合わせて，市民に解

放された。日没までに 4 万 6 千人が渡ったが，橋梁や利用者への悪影響は全くなかった。けれど

もその翌日，とても穏やかな冬の日曜日には，12 万人が驚異的な橋梁を自分で体験するという結

果になった。そして 1867 年の元日，正式な供用開始の日には，大規模なパレードがコビントン側

から行われた。そのパレードは，ローブリングとエイモス・シンケルが先導した。エイモス・シ

ンケルは，シンシナティの石炭販売業者であり，この架橋事業の中心人物であった。そして彼は

1869 年のそのきらめく春の朝に，ローブリングと視察団を迎えるために，橋梁までやって来た。

視察団の何人かは，技術面以外のことに関心を示していた。「橋梁は利益を生み出しますか？」と

いう質問に，「はい十分に」とシンケルが答えた。 

 

ローブリングが，初めて橋梁計画を持参してシンシナティを訪れたのは，20 年以上も前の 1846

年であった。そのようなことから彼は，河川に面した煉瓦造りの街，ドイツ劇場やビヤガーデン

やドイツ新聞社のある街に精通しているようであった。その当時のオハイオ州は，まだ南北間の

重要な境界線，つまり農場奴隷制度を肯定するケンタッキー州と，国中で も強硬な廃止論の意

見のシンシナティとの境界線であった（シンシナティでは，オハイオ川を渡って逃げた奴隷たち

が語る話が，地元の教授の若い妻であるハリエット・ビーチャー・ストウによって，強く印象づ

けられていた）。また，重要なオハイオ州という地域であるという理由以外にも，橋梁建設に対す

る蒸気船の利権者らによる激しい反対勢力があった。そして，ほぼ 10 年後にエイモス・シンケル

が登場したときに，やっと架橋事業が動き出した。 

 

しかし，ローブリングは建設工事に着手した後で，1856～57 年の冬にオハイオ州では記録的な

厳しい冬に遭遇した。春になって氷が溶け出して洪水となり，基礎部分が浸水し，更に 6 ヶ月間

施工ができなくなる被害が発生した。ローブリングは被害状況を調べるために，トレントンから

何度も往復した。しかし，そのことは彼にとって，大変充実した時間であった。 

 

その前年，彼はブルックリンへの橋梁の概略図を作成した。それはブラックウェル島を通過す

る多径間橋梁の概略図であり，その島には州刑務所と粗末な精神病院があった。1857 年 3 月に，

彼はトリビューン紙のホレス・グリーリー宛に「航行を阻害しない高さで，イースト川を単径間

で渡るワイヤーを用いた吊橋」を提案する手紙を書いた。彼のシンシナティ橋梁は，ほとんど進

行しておらず，準備作業を進めるだけの状況であった。このイースト川橋梁は，主塔高が 300 フ

ィート（91m）であり，これに対抗する提案はなかった。その手紙は 1857 年 3 月 27 日のニュー

ヨークのトリビューン紙に掲載され，ローブリングの橋梁計画に関する初めての公式発表となっ

た。 

 

その同じ 3 月，彼はトレントンでの検討でイースト川橋梁の 3 種類の異なる主塔の図面を作成
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している。そのひとつ（図-3.48）は，コーベルとして

翼を広げた鷲の彫像を配置した凝ったエジプト風の玄

関口のようであり，もう一つは特に飾りのない半円形ア

ーチ，第 3 案は同じく半円形アーチで大胆で重厚な切妻

のゴシックアーチとなっており，明らかに熟慮されてお

り，鉛筆でためらいがちに，大変軽く多重像のようにス

ケッチされている。このどれも，彼の気に入るものでは

なかったが，着想に大いに興奮して，ピーター・クーパ

ー・トレントン鉄工所の社長であるエイブラム・ヒュー

イットに手紙を書いている。ピーター・クーパーは，ロ

ーブリングに 初にトレントンに移ることを勧め，その

ロープ製造工場の場所選びを助けた人物であった。おそ

らく，この技術者が，とても将来性のある顧客となると

考えていたからであろう。その後，ヒューイットが，ク

ーパーのビジネス・パートナーだけでなく，クーパーの

義理の息子となった。精力的で物怖じしない青年である

ヒューイットは，大いに将来性があると言われていた。ヒューイットは，ジャーナル・オブ・コ

マース誌に掲載されたローブリングの手紙を持っていたが，なんの行動も起こさなかった。それ

は，ローブリングの期待にそむくものであったにちがいない。実際，あまり価値がないと判断し

た場合のヒューイットの反応は，継続して付き合わないという態度であった。 

 

1857 年の夏，国内での大恐慌が突如始まった。当時，ローブリ

ングはトレントンやシンシナティでの事業を管理していた。シン

シナティでの橋梁事業は完全に中断し，南北戦争（1861～1865）

の初期頃まで再開することはなかった。この時，アメリカ南部に

ブルー・グラス・カントリーへの参入を主張したカービー・スミ

ス（図-3.59）の支配下の南部連邦支持者の 1 人が，シンシナティ

全域を大恐慌に巻き込んだ。兵士達と同様に市民達も，コビント

ン側の丘に急行して守備を固めた。そこは架橋に 適となる場所

を検討した際に，発見された唯一の場所であった。そして，急い

で集められたポンツーン設備のそばに，当然のようにローブリン

グの建設途中の主塔が建っていた。 

 

シンシナティの包囲攻撃はなかったが，一旦その脅威が過ぎ去ると，ローブリングの窮地にあ

ったシンシナティ橋梁の運命がただちに好転した。新株の申込がエイモス・シンケルの事務所に

殺到し，建設事業が反対者もなく再開された。ローブリングにとって，橋梁は「一般的な国民の

                                                        
8  https://theartistworks.wordpress.com/category/art-history/ （参照日 2016-02-02） 
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edmund_Kirby_Smith.jpg （参照日 2016-02-02） 

 アメリカ陸軍の職業軍人，教育者で，南北戦争ではアメリカ連合国の大将としてビックスバーグが陥落した

後、ミシシッピ圏方面軍を指揮した。 

図-3.5 カービー・スミス 

（1824～1893） 

図-3.4 初期の主塔のデザイン 
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憂鬱さ」を乗り越える信頼の象徴であった。彼は「それは，国の将来の政治的保全について揺る

がない道徳的勇気と絶対の信頼をもった人々が，まだ周りにいることの証明である」と彼は言っ

ている。ローブリングの下で働いているアイルランド系労働者，橋梁や国の目的のためという意

識は，共有していなかった労働者達が，賃上げを要求して仕事を放棄したとき，彼は，全員を解

雇して代わりとしてドイツ人だけを雇った。「このあたりのドイツ人は，大部分が誠実だが，アイ

ルランド人だけは不誠実である。民主党員は信用することができず，程度の差はあるが，全員が

不誠実で当てにならない」と彼は書いている。 

 

2 年後に戦争がほぼ終了した時点で，ワシントン・ローブリングは陸軍を除隊し，直ちにシン

シナティに向かった。そこでは，その時までに父の橋梁の相対的な重要性について，もはやいか

なる懸念もなかった。ワシントンは，トレントンにいる家族宛に「この仕事の規模と重要性は，

私の想像の範囲を，はるかに超えたものです。この橋は，この国で も高度なものです。主塔は，

それを見上げる人の首が痛くなるぐらいの高さです。私が，ここの周りのあらゆる構造規模に慣

れるには，1 週間かかります」と手紙を書いている。その時から，肩書はアシスタント・エンジ

ニアであったが，仕事の全部の責任を持つことになった。 も面白く困難な作業であるケーブル

全ての組上げは，彼の指揮の下で実施された。父親は，今後，橋の建設を若い人々に任して行く

と決めていた。 

 

シンシナティの橋梁は，建設に合計 10 年をかけて完成し，その建設費は，当初にジョン・ロー

ブリングが見積もった額のちょうど 2 倍に膨れ上がった。しかし，誰からも文句は出なかった。

その当時までに建設されたその種の 大級の橋梁と同様に，確かに疑いなく も素晴らしい橋梁

であった。構造的にも建築学的にも大成功であった。 

 

エイモス・シンケルは振り返って話をしたが，橋梁の架設手法を賞賛したにすぎなかった。技

術的な視点から，あらゆる事項がとても順調であった。全体の建設期間を通じて，わずか 2 人の

犠牲者があっただけで，並外れた安全記録であったことに，視察団の人々は納得した。彼は，ロ

ーブリング父子，特に尊敬の念を禁じえない父親に対し， 高級の賞賛だけを行った。なお父親

のローブリングに対して視察団の数人は，明らかに不安の念を表していた。シンケルは，彼とう

まくやって行くことについて何の問題もない，と言って視察団の人々を安心させた。彼のアドバ

イスは「彼はたぐいまれな人物であり，あなた方ブルックリンの人々が，できる限り彼のやり方

に干渉しないことが，賢い付き合い方です。彼の好きなようにやらせて，彼を信用することです」

と単純であった。 

 

その夜 8 時に橋梁視察団は，ナイアガラフォールズに向けて出発した。経由地のクリーブラン

ドでの宿泊となった。ここで視察団の中から「我々が遊山中の裕福な変人の集団であるという噂

が広まっているけれども，少し元気が出るようなことをやろう」という意見が出てきた。この冗

談はとても効果的で，ホテルの食堂では，ものすごく盛りあがったようである。しかし，トーマ

ス・キンセラによる視察状況説明がブルックリン紙の裏面に掲載されると，多くの人々が絶えず

主張していたこと，すなわち橋梁がとてつもない計画であるということを，立証するのに主に役
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立った。 

 

 

 

ナイアガラフォールズの春は遅い。雪の吹き溜まりは，ほとんど全て消えていたが，天候はま

だ厳しく，ローブリングが視察団を案内した川では，氷の巨大な塊が流れ込むのを見ることがで

きた。ここの壮大な峡谷には，一般的に彼の傑作と認められている二層構造の吊橋が架かってお

り，この視察に訪れたものであった。 

 

この視察旅行は，逆の順番つまり，ナイアガラを 後にするのではなく， 初に見学する計画

の方が簡単だったかもしれない。そのほうが，ある意味では良識的な判断であったはずである。

なぜならナイアガラ橋梁が，シンシナティやアレゲニー川の橋梁よりも，早い時期の作品だった

からである。しかし，ローブリングはある意図をもって，ナイアガラを 後に取っておいた。 

 

ピッツバーグでは，これまでに建設した橋梁と同様に，堅牢で，信頼性があり，見事な技量の

一端を披露することができた。アレガニー川橋梁は，誰もが好きになれる橋であった。その橋は

建設中も完成後においても，まったく問題はなかった。シンシナティでは，単独の河川径間の前

例のない長さが，技術的な観点での も重要な内容を示していた。だが，橋梁からある種の雄大

さを感じることは少なく，視察団の人々は，技術的な真髄だけでなく，巨大な規模についても充

分に評価していたものの，橋梁の雄大さに対する認識は，充分ではなかった。 

 

しかしナイアガラ橋梁（図-3.610），2 国間の吊橋，もしくは地元で単に吊橋と呼ばれていた橋

梁は，とても堅固に見えるわけでもなく，特に大きくもなかった。この橋に比べると，これまで

に視察してきた橋梁のほうが，もっと長いものであった。また，この橋は，他のどれとも異なり

                                                        
10  http://static.torontopubliclibrary.ca/da/images/LC/f148.jpg （参照日 2016-02-03） 

図-3.6 ナイアガラ橋梁（2層構造吊橋） 
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図-3.7 ナイアガラ橋梁の下層部の入口料金所付近 

図-3.8 ナイアガラ橋梁の上層部の鉄道軌道 

2 層構造で，下層（図-3.711）を馬車や歩行者が通行し，一方，上層（図-3.812）にはグレート・

ウエスタン・カナダ鉄道が通っていた。重い列車が通行すると，橋梁全体がまさに著しく振動し

た。貨車が頭上を通過する体験は，とても恐ろしいと思った人もいた。マーク・トウェインは「吊

橋に向かって歩いて行くと，下の川に向かって 200 フィート（61m)を落下する可能性と，頭上か

ら人に向かって鉄道車両が落ちてくる可能性の両方に対して，自らの不幸を覚悟することになる。

その可能性の片方，両方どちらにしても不安に陥り，それは明らかな不運の集合体となってしま

う」と書いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その単径間長は 825 フィート（251m）で，それが特に長いというわけではなかった。4 基の石

製の主塔は，シンシナティの橋梁の主塔のおよそ半分の高さであった。その橋梁は，峡谷を渡る

                                                        
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suspension_Bridge_at_Niagara_from_Toll_Gate_(right_American_Views).jpg  

http://www.infoniagara.com/history/human_history.aspx （参照日 2016-02-03） 
12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Niagara_Suspension_Bridge_End_to_End.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:On_the_tracks_of_the_Suspension_Bridge.jpg （参照日 2016-02-03） 
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初の吊橋ではなかった。またシンシナティ橋梁のように，単独で競争相手の無い状況で架橋さ

れたわけではなかった。 

 

初の橋梁は，1851 年に下流側のニューヨーク州ルイストンに，

エドワード・セレル（図-3.913）によって架橋された。なお，セ

レルの兄弟が，橋梁視察団に参加していた。それは非常に軽量な

吊橋で，1855 年の嵐によってひどく揺らされた。その後，ローブ

リングの提案で，控え索を追加して補修された。だがその後，こ

れらのワイヤーに河氷が詰まって緩んだ際に，誰もきつく締め直

すことを行わなかった。そのため，ある春の嵐が橋床をバラバラ

に引きちぎり，ケーブルと吊材が機能せず，空中でぶら下がって

いる状態となってしまった。そして，その時点で構造的に不適切

な吊橋で見られるような突然の劇的な崩壊にまで，発展すること

はなかった。 

 

峡谷を渡る他の橋として，2 マイル上流の滝の近くに架かる橋が，視察団の立っている場所か

らとてもはっきりと見ることができた。それはカナダのサミュエル・キーファーによって設計さ

れた真新しい吊橋（図-3.1014）であった。それは，まさにその年の 1 月に供用を開始し，すでに

大変人気がある名所となっており， 高級ホテル街に近接していた。しかし，幅員がわずか 10 フ

ィート(3m)，つまり馬車がすれ違うには狭すぎたので，車両は順番に片側通行で，さらに長い待

ち行列をつくって渡るしかなかっ

た。何年か先に，その橋は大規模に

改築されて，ハネムーン橋として有

名になった。しかし，この段階では，

シンシナティの橋梁より大規模な

径間ということだけが公表されて

いたが，実際には，径間長ではなく

橋長のことであった。それは，200

フィート（61m）以上も長く，当時

の世界記録ということであった。 

 

それゆえ，ブルックリンからの視察団の人々は，視察の 後となるローブリングの橋梁につい

て，少しがっかりするかもしれないと思われていた。しかし，そうはならなかった。これまでに

峡谷の淵で橋梁（図-3.1115）を目の前にした誰もが，畏敬の念だけを抱いて，それを眺めていた。 

 

その場所だけで，人に息をのませるのに十分であった。上流には滝があり，一方，深い淵とな

                                                        
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col._Edward_W._Serrell_-_NARA_-_529845.jpg （参照日 2016-02-04） 
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Suspension_Bridge_Ottawa_River_1843.jpg （参照日 2016-02-03） 
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rail_Road_Suspension_Bridge_Near_Niagara_Falls_v2.jpg （参照日

2016-02-03） 

図-3.9 エドワード・セレル 

（1826～1906） 

図-3.10 サミュエル・キーファーのユニオン吊橋 
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っている橋梁直下は，連続する荒涼とした早瀬の始まりであり，その早瀬は１マイル（1.6km）あ

るいはそれ以上の間を下流に向かって勢いよく流れ，迫りくる突起した岩で，ものすごい渦巻き

を作り出していた。そこを過ぎて，川の流れは右側に向きを変え，険しい崖と木々が突き出た狭

い河道をとおって見えなくなっていた。架橋地点の下方は，人が絶対に近寄れないような場所に

もかかわらず，その上方は見事に克服され架橋されていた。 

 

数年前に一度，ある遊覧船（霧のメイド号）が，その時たまたま橋梁の上にいた人々を，とて

も驚嘆させるように，眼下で砕け散ったことがある。遊覧船は，上流側の早瀬と滝のあいだで建

造され，観光客がかなり怖がるような滝の近景を見学させていた。しかし，遊覧船は経営的に成

功することはなかった。所有者のジョエル・ロビンソン船長は負債をかかえ，郡の執行官が遊覧

船を差し押さえに向かったと聞いたとき，船長は，唯一のチャンスがその急流を下って逃げるこ

とだと判断したが，その急流を下って生き残った人は一人もいなかった。2 人の男性が，彼と同

行すると申し出た。橋梁上の人々は，遊覧船が急流を下って 1 回長くジャンプするのを見た。船

の煙突は衝撃によって無くなり，船体が船首から船尾まで水中に沈んだ。その後，船は再び浮き

上がり渦巻の中に滑りこんで行き，船体が水面上を比較的ゆっくりと運ばれて，やがて何の抵抗

もなく，川の中に鋭く回転しながら沈んで行った。後にロビンソン船長の妻は，夫がその晩ドア

から入ってきた時，まるで 20 歳以上も年を取ったように見えたと，述べている。 

 

しかし橋梁は息をのむようなパノラマ全体が，いっそう恐ろしく，なおさら素晴らしくしてい

るように思われた。これは神の手で創り上げられたものを，人の手で高めた事例の一つであった。 

 

そもそも橋梁は，自然のそのように荒れ狂うような風景に対して，とても穏やかで優雅に見え

た。その基本構造は，高さ 60 フィート（18m）の 4 基の飾りのない主塔，直径 10 インチ（25cm）

の 4 本のケーブル，吊材と控え索，そして，径間の 2 層部分を連結するまっすぐ延びた木製トラ

図-3.11 ナイアガラ橋梁の絶景（ホールド・ダウン・ケーブルが描かれている） 
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スであった。そして，地殻が大きく裂けた窪みを渡る径間は，820 フィート（250m）の実長より

かなり長大に見えた。橋梁は，まさにこれしかないというように見えた。まるで，この場所で架

けることができる唯一の橋梁のようであった。 

 

実は言うまでもなく，中間橋脚のない単径間構造が，ここに架橋できる唯一の形式であり，そ

れは，峡谷内に橋脚を建てることが不可能だったからである。しかし，この橋梁は，上流に架か

っている吊橋や，当時の世界中のあらゆる吊橋のように，単に馬車や歩行者のためだけではなか

った。そこには，鉄道を通すことができた。それだけで，橋梁工学の知識が少しあり，建設され

たその時代を思い起こせる全ての人々から，十分に尊敬されることであった。しかし，そのよう

な事情を知らない人達がいたとしても，そのような巧妙な構造で，ナイアガラの巨大な峡谷のは

るか上空を列車が走る光景は，1860 年代では奇跡そのものであった。その橋梁は， も基本的な

自然法則に逆らっているようであった。華奢な構造が，重厚な構造に取って替わられるのは，自

然のなりゆきである。この橋梁で，それが起こらなかったことは，まさに不思議であった。その

理由は，ローブリングの全ての作品が，それをまさしく基盤としていたからである。そして，顧

客，コンサルタント，それ以外の利害関係者で構成された視察団が，この橋梁を理解してブルッ

クリンに戻ることができれば，彼らがローブリングの仕事のあらゆることを理解したことになる

はずであった。 

 

 

 

 

将来的に吊橋は，鉄道にそれほど利用されることはないであろうと，ローブリングは予想して

いた。実際にナイアガラ橋梁は，これまでに建設された吊橋のなかで，唯一の特筆すべき鉄道橋

であった。しかしながら重要なことは，この地球上の も壮観な場所のひとつで，ローブリング

が証明したこと，吊構造が蒸気機関車や鉄道車両のような重たいものものさえ，十分安全に適用

できるということであった。また，彼自身の理論の承認は言うまでもなく，これが橋梁設計の全

体的進歩に大きな影響を及ぼすということであった。彼は，ナイアガラで 初の本格的な現代吊

橋を建設していたのである。 

 

吊橋の 大の魅力は，その美しさを除けば経済性であった。吊

橋は他の種類の橋梁に比べて，かなり少ない材料で建設すること

ができた。だが 1855 年にローブリングがナイアガラ橋梁を完成さ

せるまで，吊橋は信頼できないとの評判があった。その時点の全

米で，吊橋を断固として信頼し，その重要性を認識していたのは

2 人の技術者，ローブリングとチャールズ・エレット・ジュニア

（図-3.1216）であった。 

 

吊橋が信頼されない要因は，単にその多くが長年にわたって崩

                                                        
16  http://www.hmdb.org/marker.asp?marker=71038 （参照 2016-02-03） 

図-3.12 チャールズ・エレット

（1810～1862） 
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壊し，頻繁に悲惨な結果を招いていたからであった。1831 年，英国では吊橋が軍隊の行進中に崩

壊した（その橋梁は，サミュエル・ブラウン卿が架橋したもので，彼が架設した吊橋は，ベリッ

ク・ブライトン，モントローズ，ダラムで次々と建設後すぐに崩壊した）。1850 年，フランスで

は別のケーブル橋梁が，ほとんど同一状況下で落橋して，200 人の人々が犠牲となった。アメリ

カでは多数の小さな吊橋が，牛の群れの通過で崩壊した。ケンタッキー州コビントンでリッキン

グ川を渡る橋梁もその一つであり，ローブリングがシンシナティ橋梁を始めるちょうど数年前の

ことであった。 

 

誰も，なぜこのようなことが起こるのか，まったく理解されていなかった。実際には，そもそ

も不適切な施工や維持管理の不良が原因のようであったが，一般的にいずれの原因でも事前に発

見されていなかった。そして，吊構造について，大部分の疑惑が集中する風潮となってきた。特

にヨーロッパでは長大支間や重交通に対して，そのような橋梁形式を信頼して採用するような技

術者は皆無であった。そして， も初期の吊橋が 1820 年頃からヨーロッパにおいて，ローブリン

グやエレットに近い規模で建設されていたという事実にもかかわらず，採用されることはなかっ

た。 

 

吊橋の根本的な概念は，もちろん人類とほぼ同じくらい古くからあった。中国，南アメリカあ

るいは世界中の各地に，歴史に記録されている以前から，河川や峡谷を渡る蔓草から吊られたよ

うな原始的な橋があった。しかしながら，そのような橋と 19 世紀の初頭から建設され始めた橋梁

の間には，明らかに重大な違いがあった。近代吊橋には，ロープで支持されて曲がらず揺れない，

硬くて水平な床面がある。だが，その床面は他の種類の橋梁の床と同じように，安定していると

思われていたにすぎない。さらに，これらの吊橋は，もはや単純な歩道橋ではなく，馬車や荷馬

車の車両を通すために，ある程度大きくなっていた。 

 

ケーブルを用いた吊橋は早くも 1816 年に，フィラデルフィアのスクールキル川に架けられた。

つまり，ジェームズ・フィンレィ牧師が，ジェーコブスクリークに歴史的な小支間のチェーン吊

橋を架けた 15 年後のことである。しかし 9 年後の 1825 年，ウェールズで世界初の大規模な吊橋

を完成させたのは，トーマス・テルフォードという才能豊かなスコットランドの技術者であった。

その橋梁（図-3.1317）は，2 基の大規模な石積み構造の主塔を有し，大きな鉄製チェーンで吊り

                                                        
17 http://www.nrm.org.uk/ourcollection/photo?group=Crewe&objid=1996-7316_CR_A_179 

http://www.gettyimages.com.au/license/90778265 （参照日 2016-02-04） 

図-3.13 トーマス・テルフォードが架けたメナイ海峡吊橋 
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下げられ，メナイ海峡を渡ってアングルシー島と結び，主径間長

は，ほぼ 600 フィート（183m）である。その当時， も有名な

橋梁であり，それ以後の長大吊橋の原型となり，ジョン・A・ロ

ーブリングの橋梁も，これを参考としている。 

 

比類なき小さな天才といわれたイサムバード・キングダム・ブ

ルネル（図-3.1418）は，歴史上で も素晴らしい鉄船グレートイ

ースタン号を建造し，同時期に，スイス，ドイツ，フランス等で

吊橋（図-3.1519）も架け始めている。スイスのフリブールに 1830

代に建設された吊橋（図-3.1620）は，当時として，支間が 800

フィート(244m)を越える長さで長大橋と呼ばれ，100 年間も利用

されることになる。 

 

しかし 1845 年，ナイアガラ峡谷を鉄道で渡る吊橋の提案が公募されたとき，ほとんどの専門家

は，その計画は全く不可能であると言い切った。列車の重い移動荷重によって発生する振動が，

どのようなワイヤーで吊られた橋梁でも，一瞬に破壊してしまうと言われた。しかし，ナイアガ

ラを渡る鉄道の構想は，アメリカやカナダの鉄道関係者にとって多くの意味があった。そして彼

らは，それが可能であると考えるだけでなく，それを実施する機会を熱望している 4 人の技術者

がいることで，勢いづいていた。興味深いことに，その 4 人のうちの 3 人（セレル，ローブリン

グ，キーファー）は， 終的には自らデザインした橋梁で，この峡谷を渡ることになる。しかし

運命の巡り合わせで，その 3 人は，誰もが 初のチャンスを掴むことはなかった。 

 

チャンスを掴んだ男はチャールズ・エレット（図-3.12）で，1845 年当時，アメリカで も有

名な橋梁技術者であった。彼はとても派手で，とても面白い人物で，ローブリングの大のライバ

ルの一人であった。ローブリングを除けば，吊橋に も精通しており，専門家の誰よりも吊橋に

関する凝った話で魅了することができた。彼が生きた時代の全てのアメリカの技術者のなかで，

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IKBrunelChains.jpg （参照日 2016-02-05） 
19  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suspension_bridge_at_Clifton.jpg （参照日 2016-02-05） 
20  http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1355714 （参照日 2016-02-04） 

図-3.14 イサムバード・ 

キングダム・ブルネル 

（1806～1859） 

図-3.16 フリブール大吊橋（1834 完成） 

ジョセフ・シャレイの設計で，径間長 273m でスイ

スのフリブールのサリーン渓谷に架かる大吊橋 

図-3.15 クリフトン吊橋(1864 年完成) 

ブルネルが詳細設計を行い，彼の死から 5年後に

完成したエイボン峡谷に架かる吊橋 
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チャールズ・エレットは 19 世紀にありがちな，とても猛烈で，派手で，ある意味ではその時代を

象徴する性格であった。 

 

1810 年生まれのエレットは，ローブリングより 4 歳若く，クエーカー教徒の農民の息子として

ペンシルバニアで育った。17 才で家を出て，家の近くで運河関係のいろいろな仕事をしながらフ

ランス語を独学して，パリに行くための資金を貯め，フランスで 高度の理工科教育を行うエリ

ート養成機関であるエコールポリテクニークに留学した。彼は 1 年後に帰国し，工学に関してヨ

ーロッパで教育を受けた 初のアメリカ先住民となった。ほどなくして，彼はワシントン市のポ

トマック川を渡る 1000 フィート（305m）の吊橋の計画を，アメリカ連邦議会で提案し，セント

ルイスのミシシッピ川渡る橋梁についても，堂々と話をした。その後，フィラデルフィア近傍の

スクールキル川（図-3.1721）に実際に架橋したのは 1842 年であった。それは，ローブリングが橋

梁建設に携わる数年前であった（ローブリングもその橋梁架設に応募しており，エレットが選定

されたとき，とても大胆な計画を賞賛する手紙を書いた。そしてローブリングは，エレットが自

分より年上で豊かな経験をもつ人物と考え，彼のアシスタントを申し出た。エレットからの返事

は，全く形式的で曖昧だったので，ローブリングは再び手紙を書き，今度は，彼の自身のアイデ

アによる図面や注意点を豊富に含んだものとした。しかし，それ以上の進展はなかった）。その 5

                                                        
21  Free Library of Philadelphia Historical Images of Philadelphia Collection 

図 3.17 チャールズ・エレットのスクールキル吊橋（1842 年完成） 

図 3.18 オハイオ川橋梁（別名：ホイーリング吊橋，1849 年完成） 
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年後，エレットは彼の 大の仕事，ホイーリングでオハイオ川を渡る橋（図-3.1822）で，世界で

初となる長大吊橋の建設に着手した。中央径間長は 1,010 フィート（308m）で，ローブリング

がオハイオ川に架けた吊橋より 47 フィート（14m）短かっただけである。なおローブリングの吊

橋は，その 20 年後に完成することになる。 

 

エレットは，まるで俳優のように黒くて思い悩むような目つきで，しなやかなスポーツマンタ

イプの体型であった。そして，彼の他の全ての才能はさておき，彼ほど橋梁建設をうまく表現で

きる人物はいなかった。ナイアガラの橋梁は，彼の経歴の中で も心が躍る仕事に，大変ふさわ

しい舞台となった。そして偶然であるが，それが 後の仕事となった。 

 

ナイアガラで直面した 初の課題のひとつが，どのようにして峡谷と，その荒れ狂う河川上に，

素線を渡すかということであった。エレットは凧上げ大会を開催し，カナダ側に向けて凧を飛ば

して優勝したアメリカの少年に 5 ドルを提供して，その課題をうまく解決した。若いホーマー・

ウォルシュがその賞金を獲得し，彼の人生での自慢話となった。一旦，凧紐が渡した後は，より

太い紐とロープを継いで渡すことで，短期間に一番目の素線長となった。その後， 初のケーブ

ルが完成したとき，エレットは人々が忘れられな

いような方法で，ケーブルの信頼性を実証するこ

とにした。彼は人が乗れるくらいの十分大きな鉄

製バスケット（図-3.1923）を製作し，ケーブルに

滑車で取り付けた。そして，彼がそれに乗り込ん

で，1848 年 3 月のある朝，峡谷の上に自分自身を

引き出し，そして再び戻ってきた。たった 15 分間

であったが，峡谷の両縁に沿って集まった群衆は，

ものすごく興奮して盛り上がった。 

 

彼は「風は激しく寒い気候であったが，この走行は大変面白いものであった。急流上の 240 フ

ィート（73m）の高所での峡谷中央からの眺めは，我々の住む地球上に自然が創り出した 大級

の展望であった」と述べている。 

 

エレットは，自分が峡谷を渡った 初の人間になったという偉業の歴史的な意義を理解してい

たが，それだけで終わる人物ではなかった。数週間後，厚板を敷いた作業用通路が張り渡された

後，もっと印象的な方法で，作業用通路の強度を実証することにした。彼は，小型の荷車に跳び

乗って馬を手綱で叩いて，狭い作業用通路の上へ，猛然と横揺れしながら出て行った。作業用通

路には，まだ手摺が取り付けられておらず，馬と荷車やエレットの足元は，恐ろしいほど揺れた。

なお，エレットは，馭者のように立ち上がって馬車を操っていた。皆が仰天して見ており，それ

を聞いた女性は気絶した。そして，エレットとその虚勢を張った行動は，彼がナイアガラフォー

ルズに建設したものよりも，ずっと長く語り継がれる伝説となった。 

                                                        
22  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheeling_Suspension_Bridge_Lithograph.jpg （参照日 2016-02-03） 
23  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ellet%27s_Niagara_car.jpg （参照日 2016-02-03） 

図 3.19 エレットの鉄製バスケット 



第 3 章 生粋のアメリカ言葉 
 

 
 - 79 -

 

1 年も経たずに，彼は雇用主に腹を立て，けんかとなった。1848 年の夏，彼は作業用通路を完

成させ，それを市民に開放した。またたくまに，それは驚くほど儲かる施設となった。1 年も経

たないうちに徴収料金は 5 千ドルに達し，その金が誰の所有となるかについて争いとなった。エ

レットと雇用主との感情は，険悪な状態となり，エレットが橋梁の両端に機関砲を整列させ，所

有者は雇用主ではなく自分であると宣言し，近づくものは誰でもやっつけると脅した。ナイアガ

ラでは数日間，緊張した日々が続いた。その後，不可解なことにエレットは，経歴で も偉大と

なる機会から逃げ出し決して戻ることはなく，峡谷の風のなかでフラフラと揺れる自分で完成さ

せたあらゆるものを，残して去っていった。 

 

2 年後，ローブリングは，同じ場所で自分自身が設計した橋の架設を始めた。彼とエレットは，

同様な構想に対して，熱烈に全力で専念する 2 人であったが，気性と態度は全く違っていた。エ

レットは雨乞い師のように話したが，ローブリングは雄弁だが几帳面で，自分ができること以上

のことは決して約束しなかった。エレットは大胆で衝動的で大袈裟であったが，ローブリングは

念入りで几帳面で，あらかじめ細かいことまで詰めた。またローブリングは，一旦こうと決めた

ら，とことんそれに固執した。「彼は，あらゆる重大な作業を始める前に，常にその実現性を細か

い点まで説明した。・・・そして，自分自身の判断を確信し，自らの設計と手法で成し遂げようと

することは，他人の意見や皮肉，見せ掛けの経験等で，変更することはできなかった」 

 

ナイアガラ橋梁は，ローブリングが 1851 年に橋梁建設に着手し，完成まで 4 年を要した。彼は

慎重かつ堅実に工事を進め，誰もが後で思い出すような身の毛もよだつような出来事は，全くな

かった。ローブリングにとって，仕事の醍醐味や橋梁建設のドラマは，主として知性と意識の問

題であった。身体的な危険性は必然的に避けられない仕事であったが，より安全な方法があれば

そちらを採用し，可能であれば完全に回避する対策を採用した。彼が架けた橋梁は，10 年以上か

けて改良を続け，説き続けていた理論を完全な実証したものであった。彼は「仕事で唯一，本当

に難しいことは，その新規性である」と述べている。 

 

ローブリングの吊橋に関する基本的信念， も単純な形状にするという信念は，道路部の剛性

を高め，道路部の自重を増加させて，橋梁の安定性をより高めることであった。多くの人々にと

って，これは常識に反しているように思われた。なぜなら，道路部と上部構造の重さは，吊橋が

吊橋として成り立つためのケーブルという，まさにその要素を危険に晒すと思われたからである。 

 

道路部の重量や剛性の重要性を認識していたのは，ローブリングが 初ではない。また，固定

用控え索の利用，現場でのケーブル製作など，ローブリングが始めたと信じられていたことや，

ある一部のとても熱心な崇拝者からあがめるように称賛されている事項も同様に，彼が 初では

なかった。ジェームズ・フィンレィは，ローブリングが生まれる以前に，剛性を付加する梁と高

欄を使用しており，その意味を理解していた。しかめ面で背の低いブルネルは，シルクハットを

かぶり，彼が設計した橋梁の周辺を歩きまわり，風の作用に抵抗する引張ケーブルを設置するよ

うに指示している。1824 年，フランスの技術者セガンは「橋梁上を移動する車両の質量によって
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発生する振動を防止する も確実な手段は，橋床の剛性であり，その剛性確保の 良の方法は強

固なトラスの配置である」と書いている。 

 

その他にも，レンデルというイギリスの技術者は，ジョン・A・ローブリングが橋梁を建設す

る以前に，次のように記述している。 

 

軽量な道路部を求める危険性は，数学者や経験豊かな技術者さえ，軽量さが柔軟性ゆ

えに運動を誘発し，加速度による力が運動を助長し，計算できないような大きさとなる

という事実を見落としていた。著者は，吊橋の道路部に 大限の剛性を付加する重要性

を，これまでずっと確信していた・・・。 

 

しかし，吊橋のほぼ全ての技術者が，当時もそれ以降もかなりの間，これを見落としていた。

だが，ローブリングは，これらの考え方を理解するだけでなく，極めて的確な構造として「傾斜

した，すなわち対角に設置した控え索」の構造を採用した。「控え索の無い吊橋は，剛性を無視し

て計画されたもので，結果として， も重要な点に欠陥があると，私は常々主張してきました」。 

また，同じく重要なことは，ローブリングが，その当時一般的と言われた他のいくつかの理論を

適用しなかったという事実である。それらの多くは非常に不適切なものもあり，専門家と思われ

るような人々によって頻繁に，まじめに適用されていた。そのため彼は，考案したことを説明し

ようとする場合，彼自身が本当に納得できるまで，とにかくきちんと実験して確かめる技術者で

あった。 

 

ローブリングは，鉄道関係者に宛てた 初の提案書で，ナイアガラ峡谷の橋には十分な剛性を

確保するので，移動する列車に耐えられると書いている。彼は，その橋梁を二層構造とし，上下

を開放的な木製のトラス構造で一体化し，一種の巨大な中空の梁とする計画とした。木材は，十

分に乾燥させて適切に塗装し，列車が通る上層の床面は，船の甲板と同様に徹底的にコーキング

を行って塗装する対応で，古典的な屋根付き橋梁のように機能させ，下層床面とトラス構造を保

護するシェルターとする計画であった。 

 

列車と同様に，そのような構造物を支えるために，ワイヤー・ケーブルに十分な強度を持たす

ことは，適切に計算するかどうかの問題であると彼は述べている。つまり，彼は的確に計算をし

てそのことを理解したうえで，建設に着手した。彼の成功を予想する技術者は皆無であった。

も頻繁に引用された意見は，偉大なイギリスの技術者で，有名なブリタニア鉄道橋（図-3.2024）

を建設したロバート・スティーブンソンの発言であった。ブリタニア鉄道橋は，筒状の鉄製橋梁

でメナイ海峡に架けられており，列車が石製橋脚上に設置された連続する巨大な鉄製箱桁の中を

走行する橋梁であった。スティーブンソンは，英国からローブリング宛に「貴方の橋梁が成功す

るとすれば，私の橋梁は壮大な大失敗であったことになる」と手紙を書いている。 

 

                                                        
24  https://denbighshirearchives.wordpress.com/2011/08/page/2/ （参照 2014-11-10） 
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ローブリングは，スティーブンソンが間違っているなどと，決して思ったことはなく，そのよ

うな発言をしたこともなかった。ローブリングが知る範囲では，イギリス人は，テルフォードで

さえ，吊橋という名に値するような橋梁を建設したことはなかった。そして，彼のような考え方

を持ち，その課題を本当に理解していたのはたった一人，もちろんジョン・A・ローブリングだ

けであった。 

 

その後 1854 年 5 月，エレットが建設したオハイオ川橋梁が損傷したとのニュースが，ホイーリ

ングから届いた。完成してから，ちょうど 5 年後のことであった。当然のことだが，そのニュー

スはナイアガラフォールズで，大変な物議を引き起こした。特にローブリングは，どのようなこ

とが発生したのか，正確に知りたかった。 

 

詳細については，ホイーリングのインテリジェンス紙に，次のような迫真の記事が掲載された。 

 

我々が徒歩で吊橋に向かい，その上に立ったのは昨日の 3 時頃であった。我々はたび

たびそのようにして，涼風と橋がうねる動きを楽しんでいた・・・。我々は，ほんの 2

分間ぐらいで橋上を離れた。そして人々が川岸に向かって駆けて行くのを見たのは，大

通りにいたときであった。我々もその後に続き，橋全体が上下に揺れ，ものすごい力で

激しくたたきつけているのを見るのに，ちょうど間にあった。 

 

数分間，我々が固唾をのんで心配しながら見ていると，嵐の中の船のように突進して，

いっぺんに，橋梁がほとんど塔の高さまで持ち上げられて落ちてゆき，ねじ曲げられて，

ほとんどさかさまに打ちつけられた。 後は，径間全体に沿った明確なねじれ，床組の

ほぼ半分が反転するようなねじれのように思われた。そして，大きな構造物が，目もく

らむような高さから下側の流れに向かって，ぞっとするような破壊と轟音と共に崩落し

て行った。 

 

このような巨大な構造物の予想外の倒壊の工学的な解明については，更なる技術面で

の進歩を待つ必要がある。我々はものすごい場面を目撃した。床組と吊材で構成された

巨大な橋体が，主塔間で揺れるバスケットのような形となり，振子の動きのように，あ

図 3.20 ロバート・スティーブンソンが建設したブリタニア鉄道橋（1850 年完成） 
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ちこちに揺さぶられた。揺れを発生させている各々の振動は勢いを増し，全体構造を支

持する主ケーブルは，あまりにも多方向の作用力に抵抗できなくなり，文字通りねじら

れて，固定部からもぎ取られてしまった・・・。 

 

この記事からローブリングは，どこに問題があったのかを完全に理解した。エレットは，ナイ

アガラ橋梁に関する自らの計画を説明する鉄道当局への書簡に「・・・吊構造による橋梁は，原

理を理解して建設すればこれ以上に安全なものはない。一方，それらの釣合いの原理を十分に理

解せずに建設すれば，これ以上に危険なものはない」と書いていた。エレットの自身の知識が不

完全であったことが，この事故でかなり明白となった。エレットが橋床に十分な剛性を組み込む

重要性を過小評価していた事実を，ローブリングは理解した。床組を重くすれば，強風中でも不

動のように思えるが，重さだけでは不十分である。実際にエレットの橋梁を破壊したのは，橋梁

の重量であり，そのことに関してローブリングは，その後のナイアガラ橋に関する 終報告書で

説明している。 

 

「ホイーリング橋梁は，・・・風によって上下に揺られたとき，その自重に起因する慣性力によ

って破壊された・・・。本来備えるべき剛性が不足する吊構造の橋床に強風が作用すると，一連

のうねりが発生する・・・。そのうねりは，ある程度まで自己効果で増幅する。それは一様な強

風によって，慣性力が発生するまで増幅し，ケーブルの耐力よりも大きくなる可能性がある25。そ

して，橋床の重量は，強風に対して不可欠の抵抗要素であるが，それ自体で破壊に抵抗できるも

のではない。重量は，より重要な必須条件，すなわち剛性に対する付加要素にすぎないのである」 

 

このような剛性を確保するための 適な構造は，三角形を組み合わせた強固なトラス，この場

合では木製のトラスを利用することであった。ホイーリング橋のニュースがナイアガラに届いた

後で，ローブリングは直ちにすべての計画を再検討し，更に強度の大きいトラス構造の構築を決

定した（なお，イースト川を渡る橋梁では，所要の安定性を確保するため，高さ 12 フィート（3.7m）

の鉄製トラスを，アンカレッジからアンカレッジまで，吊り橋床の全長に渡って配置する設計と

している）。 

 

ホイーリング橋の大惨事では，人命は失われなかったが，とても長い間忘れられていた昔から

の吊橋に対する全ての警戒感を，目覚めさせてしまった。その後ローブリングは，橋梁を適切に

再建するために，ホイーリングへ向かったと言われているが，実際はそうではなかった。エレッ

トは，まさに南北戦争の前に彼自身の手で，ローブリングが採用している傾斜した控え索を用い

て橋梁を再建しており，その橋梁は現存している。 

 

戦争が始まり，エレットはミシシッピ川で，自分で設計した蒸気ラム式艦隊を指揮した。メン

                                                        
25  これと同じ現象で， も有名な近代の事例が，タコマ橋（ワシントン州のピュージェット湾に架かる橋梁）の

崩壊である。1940 年 11 月 7 日，強風の中で「ギャロッピング・ジニー」として知られた橋梁は，激しく上下に

振動しはじめた。それは，ただちにバラバラになるくらいの揺れであった。その橋梁は空力安定性が不足して

いると，専門家は結論付けた。なぜならローブリングが勧告した必要な剛性を，設計者が見落としていたとい

う単純な理由からである。惨事の目撃者の証言は，ほぼ 90 年前に書かれたホイーリングのインテリジェンス紙

の記事と驚くほど似かよっていた。 
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フィスの戦いで重傷を負い，数週間大変な痛みで苦しんだ後，1862 年 6 月に亡くなった。 

 

1854 年 6 月，ナイアガラではローブリングがケーブルの架設を完了し，橋床構造の施工に着手

した。ローブリングは「私の橋梁はあらゆる人々の賞賛の的です。取締役達は喜んでいます。木

工事も並行し， 高の仕上がりで進んでいます。吊材の調整もほとんど必要ありません」と書い

ている。また，トレントンへ宛てた 1 月の手紙では「この 12 時間，ものすごい強風が吹きました

が，私の橋梁はびくともしませんでした」と書いている。 

 

ナイアガラ橋梁は，1855 年 3 月に完成した。その径間長は，スティーブンソンのブリタニア橋

梁のほぼ 2 倍で，さらにより重い荷重を通すことができた。なおかつ単位長さあたりの使用材料

は，わずか 6 分の 1 であった。16 日金曜日に 初の列車が通過した。それはローブリングが勝利

を収めた瞬間であった。この列車は，できる限り重い貨物列車を集めた特別な列車編成であった。

機関車の重量は 28 トンで，それが 20 台の複輪貨車を押すものであった。列車はカナダ側から渡

り始め，すぐに 2 層部分のほぼ全長に載った。ローブリングは「全く振動せず」，「騒音や変形は

一般的なトラス橋より少ない」と記録している。 

 

数日後には，旅客列車が反対方向から通過した。わずか 3 輌編成であったが，乗客は超満員で，

さらに屋根にも何人かが乗っていた。ローブリングは「列車は見事に通過して行きました」と書

いている。その後，列車はおおむね 1 時間に 1 回の割合で通過し続けた。彼は 1 基の主塔の天端

に昇り，そのような通行が原因で発生するかもしれない振動状況を把握するため，しばらくの間

そこに座っていた。彼は「急行が通過した時でさえ，トレントンの自宅よりも振動は小さかった」

と言っていた。彼は家族への手紙で「渡ることを怖がる人は誰もいません。列車の通過は壮大な

眺めであり，一見の価値があります」と書いている。 

 

 

 

その時，彼と一緒に立っていた橋梁視察団の人々にとって，技術者でさえ，おそらく技術者だ

からこそ特別に，その展望は確かに感動的だったに違いない。つまり，橋梁には，どのような橋

梁でも，まさに特別な何かがあった。明らかに不格好な橋梁は，まずなかった。そして，橋梁が，

あらゆるものと調和し，余分なものを取り去り，本来なすべきことを確実に実施した全ての機能

を持たせて適切に建設された時，橋梁は独特の上品な風格を備え，工学的な実用性から全く離れ

たものとして，見る人に感動を与える。これは，そのような橋であった。 

 

もちろん南北戦争で 近とても苦しんでいる国にとっても，橋梁は特に魅力的なシンボルであ

った。しかし，それ以上に橋梁は，自然の猛威に精通した人間の能力の素晴らしい実例のようで

あった。また，その時代における優れた知恵を反映した橋梁は，どのような時代にもあったもの

である。橋梁を建設することは，それを行う人にとって，そのように純粋で英雄的なことのよう

であった。 
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ナイアガラフォールズの 後の夜，ローブリング主催で行われた夕食で，ヘンリー・スローカ

ム将軍は，乾杯の音頭を依頼された。そして彼は，おおきな拍手喝采に向かって「ナイアガラの

橋梁，すなわち，その橋を架けた技術者を迎えたことに比べれば，私の戦争の手柄等は取るに足

らないものである」と述べた。将軍は政治的な野望がとても大きく，時々本当のことを言わない

こともあったが，彼の乾杯はブルックリンで広く繰り返されることになる。また将軍の目覚まし

い戦争記録が，ブルックリンで公開されたこともあり，この発言は視察旅行の 後にふさわしい

賛辞として，出席者全員の胸をうった（33 歳で将官となった彼は，ジョージア州を進軍するシャ

ーマン軍の一翼を担った）。戦争が終り，時代が待ち望んでいた合法的な事業に全力を注ぐ時代と

なった。重要な新しい進歩の時代が始まり，ジョン・ローブリングに乾杯するグラスを持ち上げ

たほとんどの人々や，大部分のアメリカ人にとって，技術者の仕事と同様な熱意の証しとなるよ

うなもの「・・・現存する偉大な業績や・・・技術者の強くて輝くような作品など・・・」は，

何もなかった。 

 

エジプトでは，フランス人がスエズ運河をほぼ完成させていた。ヨーロッパでは，その当時，

世界 長となるモンスニトンネル（フレジュス鉄道トンネル）を，アルプス山脈の麓で掘削中で

あった。だが，北アメリカ大陸ほど，いろいろな事業が行われている場所はどこにもなかった。

ユニオン・パシフィック鉄道は，この時までに 1 日あたり 8 マイル（13km）の割合で路線を敷設

していた。マサチューセッツではフーサック山地の硬岩を貫通して，ほぼ 5 マイル(8km)のトンネ

ルを掘削中であった。これはボストンからオールバニーまで走る鉄道の時間短縮を意図したもの

であった。ボストン自体は，バックベイ湿原を埋め立てて面積が 2 倍となっていた。ニューヨー

クでは，コーネリアス・ヴァンダービルトが，とても壮大な新しいグランド・セントラル駅舎を

建設中であった。この駅舎は，列車の上家として，ガラスと鉄でできた巨大なアーチ形天井の屋

根で，国内で 大の構内空間を有していた。シカゴ川の下には，新しいトンネルが建設され，カ

ンザスシティーのミズーリ川には， 初の橋梁が架けられ，セントルイスでは，河川関係の仕事

をしていたイーズ船長が，ミシシッピ川を渡る鉄道橋の建設に着手していた。 

 

そのような大規模で前例のない取り組みは，頻繁に水増し公債，政治的な汚職，工事請負人か

らの賄賂等が絡む。なお，少なからぬ人的被害は，今までのところ全く明らかになっていないか，

あまり懸念されることはなかった。だから，そのような比較的小さな悪事から，多くの不当利益

が生み出された。悪事が普通に感じられ，支払いに対する合理的な代価があらゆる事象で当然の

ことのように思われた。本当に価値のあることは，それらの事業が一般に共有される将来展望に

沿った規模で， 終的に達成されたことであった。人は殺人者となり，破壊者となり，その時代

のこの時には，無限で一見して無尽蔵なアメリカの状況のもと，人は建造者となった。強烈で大

胆な建設的な時代と場所であった。 

 

1 ヵ月もたたずに，大いに宣伝されたゴールデン・スパイク26がユタ州のプロモントリーで，ユ

ーモラスな困難さを伴って打ち込まれた時，大陸横断鉄道の完成は「平和的勝利のうちの 1 事象」

として認められることになる。スローカムは彼なりの表現で，同じようなことを言っていた。い

                                                        
26  ゴールデン・スパイクとは，鉄道路線が完成する時に， 後に記念のために打ち込まれる黄金の犬釘。 
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つものように，その先には，アメリカ人の功績の本当の栄誉があった。しかし，その時代の真の

英雄は，そのような平和的勝利を可能とした人々，すなわち建設技術者であったはずである。そ

のような人々の中で， も偉大な 1 人である建築家ルイス・サリヴァンは，この同じ時代につい

て，少年としての彼自身の思いを，後年になって「チーフエンジニア達は，少年の尊敬の的にな

りました。彼らは，他の人々の向こうにそびえ立ち・・・少年は立派な技術者になることを夢見

ていました。少年にとって，空間を渡るという発想は，思考と行動における優れた技量のように

魅力的でした。それは，過去やその時代の男達のなかには，各自が独りぼっちで立ち向かった人々

がいたということを，少年が自分なりの世界で意識し始めたからです」と書いている。 
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第 4 章 父親と息子 

何ごとも永遠には続かない。 も思いがけない状況

が人を陥れ，とても熟慮した推測の裏をかく。その人

を救えるのは活力とその大きさだけである。 

ワシントン・A・ローブリング 

 

橋梁視察旅行は，4 月 20 日に終了した。ナイアガラ・フォールズのガゼット紙は「視察団は東

部に向け，軽食が提供されるような上等の特別車に乗って出発した」と報じている。全てが順調

に進んでいたのは明らかだった。 

 

フルトン通りを見おろす仮設事務所では，気分一新で中断していた仕事を再開し，役員や株主

が出入りしていた。製図台とファイリング・キャビネットが発注された。そして，発明家が道具

や機械の特許を売り込みに来た時や，花崗岩の標本を持参したセールスマンや，石炭・木材・砂・

釘などの迅速な納入と買得価格を約束するセールスマンが到着した時には，しっかりした足音が

階段に響いていた。また，父親のローブリングが街に滞在し，仕事の求人面接を行う時はいつで

も，希望者が事務所の外に並び，事務所に入って年配のプロシア人の前で，自分の特技を説明す

る順番を待っていた。 

 

ウィリアム・レーンという男性は，大工・石工・全般的な機械工で，陸軍技術者のライト将官

とニュートン将官からの強力な推薦を受けてやってきた（ローブリングは「精力的で良い男のよ

うな顔つき」と記録している）。 ドイツ人のチャールズ・キンケルは，基礎工の経験を有してい

ることをローブリングに売り込んだ。イギリス人の製図工のジョン・モーガンは，熱心に雇用を

希望し，一方，ウィリアム・マクナミーが「けっこう良さそうな男」に見えたとローブリングは

述べた。 

 

そのような調子で求人面接が進んだ。潜水夫の J・W・ジェン

キンズは，月決めで雇ってくれれば 1 日 25 ドルで働き，必要な

らばどんな爆破作業も行い，自分の道具を提供すると発言した。

他の雇用条件では彼の日給は 100 ドルであった。2 人の経験豊

かな測量士であるルドルフ・ローザとウィリアム・ペイン大佐

（図-4.11）は，1 人当たり日給 10 ドルを希望し，両方とも即座

に雇用された。 

 

特にペイン大佐は，まさにローブリングが探していたような

人材であった。工学を独学した彼は，シエラネバダ山脈を通過

するユニオン・パシフィック鉄道のいわゆるジョンソン・ルー

トを測量した経験があった。南北戦争の時には，平服を着て南

                                                        
1  http://blog.nyhistory.org/william-h-paine-assistant-engineer-of-the-brooklyn-bridge/ （参照日 2016-02-07） 

図-4.1 ウイィアム・ペイン

(1848-1932) 
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部連合州の戦線を通り抜けて，ワシントンからリッチモンドまでの，戦線に沿って破壊された橋

梁の位置を示す地図を作るという仕事を担った。リンカーンは直々に，この仕事の技術者たちの

キャプテンに彼を指名し，ペインは少将の参謀となった。この立場は，慣例的には陸軍士官学校

生だけが就ける地位であった。南北戦争が終わる頃，評判によれば，地形学の主要な技術者とな

っていた。彼の乗用馬の鞍頭にはスケッチ板を掛けることができ，馬に乗りながら周囲の地形を

地図に描いていたので，その地図は彫板工にそのまま渡せるほど，とても正確だったと言われて

いた。彼はローブリングに，自分が化学，地質学，自然科学の書物を良く読んでおり，文学も好

きであると説明した。彼は元々ニューハンプシャーの出身で控え目であったが，非常にしっかり

した自信家であった。彼の大きくて広いカイゼル髭はとても目立ち，すぐに見分けられるのが良

いと評価された。 

 

実際の建設を始める前に完了させておく作業として， 終的な測量が残っていた。道路中心線

を設置する必要があり，ローブリングは，この責任を息子に任せており，ペインを直ちに息子の

指揮下に入れた。 

 

2 人は一緒に大変よく働き，その春のブルックリンでは，見慣れた光景となっていた。河川部

から陸地側に向かって，近隣の狭い商店や倉庫街，ものすごい交通量で混乱する川岸部を通って，

測量を行い，小さな鉄鋲を打込み，苦労しながら着々と進んで行った。各々の鉄鋲を打ち込んだ

後，息子のローブリングは，携帯している黒革のノートに小さな図を描き，その場所を記録した。

道路中心線が，フルトン通り，ドック通り，ジェームズ通りを結び，どのように通過するかを示

すために，例えば交差状況の基本的な概略図を描くこともあった。難しかったことは，道路中心

線が周辺の大部分の道路と直角に交差しておらず，独自の角度で交差していたことであった。彼

は道路中心線に沿って，点 A，B，C，D とマークした。点 A は，彼とペインが，ドック通りの曲

がり角の黄色の住宅の蛇腹層（壁面の帯状の層）に切り込んだ刻み目であった。点 B はその黄色

の家から立ち上げられたまさに歩道縁石に彫刻されたカラスの足であった。点 C はフルトン通り

の横断歩道に打ち込んだ鉄鋲であった。点 D は，通りの反対側の横断歩道の中央に設置された別

の鉄鋲であった。 

 

聖アン教会は，その中でも も目立つ道標であった。その歴史的な古い建物をいずれ取り壊す

必要があった。その建物は，ローブリングの当初の事業費に，その不動産価格が含まれていなか

った多数の建物のなかの 1 棟であった。そして，それらは教区民たちの共有財産であり，ブルッ

クリンの他の場所でもあったように，教区民たちが 2 人の作業に没頭する測量士を，進歩の前兆

だからといって大歓迎しながら眺めることはなかった。 

 

この頃，ジョン・ローブリングは，ほとんどトレントンに滞在していた。時々やってきて，ヒ

ックス通りのマンションハウスに数日間泊まったこともあったようだが，それ以外の時は息子に

任せて安心しきっていた。この頃になると息子は明らかに，コンサルタントが出すような意見に

対して十分に関与するまでに成長していた。また，息子はチャールズ・スワンのように，定期的

にローブリングへの報告を続けることも期待されていた。 
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ブルックリン，1869 年 5 月 21 日 

親愛なる父へ 

あなたからのトルコ風呂のチケットが本日届きました。 

キング少佐は昨日到着しました。委員会では報告書を作成し，本日ワシントンに送付

しました。その報告書が少しでも好意的であれば，それに関しては何も言われないと思

います。キングズレーは，来週にスローカム将軍をワシントンに派遣し，ハンフリース

を急がせようと考えています・・・。 

敬具 

ワシントンより 

ライト将軍から，支間長を私が実施した 1600 フィートに戻すという修正図が返送され

てきました。 

また，ケーブルを鋼製とするかどうか，そして，径をどうするか関して，私は 15 イン

チの鋼製が良いと思います。 

ワシントン. 

 

ワシントンは，建設業者のキングズレーが，そのような用件で連邦議会議員スローカムを派遣

するつもりであることを事務的に記述している。このような状況とは，この事業がキングス郡民

主党の中でどのような位置付けとなっているかを技術部門が全く疑っておらず，また，おそらく

橋梁視察がローブリング父子の間でのちょっとした教育になったことを，暗示している。またケ

ーブルの鋼製化に関する追伸も，息子ローブリングがこの重要な問題に関してついに決心し，さ

らに，橋梁に関するほとんど全ての事項について，父親に対して，全く自由に意見を述べる関係

にあったことを示唆している。 

 

いずれにしても，スローカムはワシントンに向かった。彼はその交渉に 適の人物であった。

なぜなら，陸軍の技術長官 A・A・ハンフリースと陸軍長官ジョン・A・ローリンズ（図-4.22）

の 2 人も，たまたま南北戦争で名をはせた人物で，スローカムが

両方をよく知っていたからである。ローリンズは，重要人物の一

人であった。戦争中に将軍の片腕であった彼は，気取らず決断力

があるので，政府内では広く尊敬されていた。彼が結核でその春

に死にかけていたことは，一般には知られていなかった。ローリ

ンズは，スローカムに自分のことを心配させないために，1 週間以

内にすべての事項が承認される見込みであることを伝えた。スロ

ーカムがその知らせを持ち帰った時，ワシントン・ローブリング

が律儀に父親に連絡したので，キングズレーは大得意となった。

だが週末まで，それ以上の進展はなかった。 

 

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Aaron_Rawlins-Brady-Handy_Seated.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.2 ジョン・A・ローリンズ

(1831-1869) 
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6 月 12 日，ジョン・ローブリングはトレントンからやって来て，

終的なコンサルタントとの打合せを行い，彼らの正式な承認を書

面で受け取った。ワシントン・ローブリングは，その書面を 500

部印刷する手配を行い，トレントンにすぐに戻っていた父親宛に，

妻エミリーの兄である有名な G・K・ウォーレン将軍（図-4.33）が

ワシントンに向かい，現在の状況がどのようになっているかを，個

人的に報告してくれることを，手紙で報告した。 

 

6 月 15 日，スローカムは再びローリンズに面会した。場所は J・

カーソン・ブレブートのブルックリンの豪華な邸宅で，ローリンズ

はその邸宅にしばらく宿泊していた。ローリンズは，グラント大統領から橋梁に関しては任され

ていると言った。橋梁に関して，大統領は大きな関心を示していなかったようである。そして，

ローリンズはワシントンに戻ったらすぐに，全ての事業を決済することを保証した。万全を期し

てスローカムは，再びワシントンに向かった。今回はヘンリー・マーフィーを同行した。ワシン

トン・ローブリングは父親宛に「マーフィー氏が戻れば，確実なことが分かります」と書いてい

る。それは彼らの中に，ヘンリー・スローカムについて若干の懐疑論があったのか，あるいは，

単にヘンリー・マーフィーが，とても立派であると考えていたとも解釈できそうである。 

 

ローリンズは約束を守った。6 月 21 日，ハンフリース将軍はマーフィー宛に「ローリンズは，

橋梁の計画と位置に関して，陸軍の技術者から指定された基本的な条件を確実に満足させる限り

承認する」と手紙で知らせた。 

 

河川径間の中央部は，大潮の平均満潮時の桁下クリアランスとして，温度や荷重のいかなる状

況においても 135 フィート（41m）以上を確保する。主塔から突出するような構造を付加せず，

河川径間の下側に垂れ下がるような控え索は設置しない（ナイアガラやシンシナティの橋梁では，

ローブリングは橋床の下側にそのような控え索を張り渡していた）。言い換えれば，河川部は，完

全なクリアランスを確保することになり，橋梁の道路部は，ローブリングが計画していた位置よ

り，5 フィート（1.5m）高い位置に上げる必要があった。 

 

しかしながら，そのような一見小さな変更は，数か所のむしろ重大な再検討を必要とした。縦

断を高くすると，取付け部と陸上部の径間の縦断勾配を上げることになり，ローブリング達の計

算によると，直ちに約 30 万ドルの建設費の増加となった。これを回避するために，橋床部の鉄製

上部構造を変更することになった。補剛トラスの中間に道路部を配置していた当初計画を，道路

部の高さは変えず，補剛トラスを全体的に上側に配置する変更をすることになった。そして，橋

脚中心から突出する構造を無くすために，河川径間長を 1,600 フィート（488m）から 1,616 フィ

ート（493m）に拡げた。また，橋床幅も 5 フィート（1.5m）を広げることも決定された。これに

より，父ローブリングの当初計画の片側 1 車線の車道部を変更して，倍の片側 2 車線とする余地

が生まれた。 

                                                        
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GKWarren.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.3 G・K・ウォーレン 

(1830-1882) 
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そのような変更は，一般市民にとっては，ほとんど関心がないことであった。だが，技術者に

とっては些細なことではなく，それにより完成する構造物の外観が変わるはずであった。 

 

ハンフリースの手紙は，長いわけでもなく印象的な書簡でもなかったが，それは官僚的で役所

風の結論で示されており，ブルックリンでは大きなニュースとなった。イーグル新聞は，6 月 25

日の夕刊で「完全に承認されたローブリングの計画」という見出しで報じた。新聞は，コンサル

タント技術者らによる 終報告の全文を掲載し，ついにあらゆる障害を乗り越えて，事業が開始

されると結んでいた。 

 

3 日後の夜，ブルックリン科学アカデミーで連邦議会議員デマ

ス・バーンズ（図-4.44）は，大企業の信頼できる経営者で知られ

た聴衆を前にして，その橋梁に関する講演を行った。聴衆は，明ら

かに 大限の関心を示し，注意深く聞いていた。バーンズは，薬品

特許で財を成した人物であり，連邦議会では橋梁に関しする発言が

も多かった。この夜，彼はブルックリンとその将来について，熱

のこもった説明から演説を始め，そこから橋梁の話題に移り，同様

の熱意を込めて演説した。それから演説の 後に「巨大な橋梁は，

全てがとても強烈に感じられ，誰もが期待していることである」と

総括して，次のように褒め称えた。 

 

この橋梁は，ついに建設されることになりました。この橋は，私達に誇りや感謝の念

を持たせ，繁栄を生み出すような素晴らしいものです。それが完成した時，私たちの時

代の素晴らしさを，具体的に思い浮かべましょう。ここを，外国の人々がやって来るメ

ッカにしましょう。ブルックリンに，今すぐ進歩の筆を執らせましょう。バビロンは空

中庭園を持ち，ニネベは塔を，そしてローマはコロシアムを持っています。これを，進

歩に向けた大きな記念碑にしようではありませんか。 

 

しかし，その同じ日 1869 年 6 月 28 日の月曜日に，フルトン・フェリーの斜路のそばで，ジョ

ン・A・ローブリングが事故に巻き込まれた。それは，ひどい痛みを伴う怪我であったが，深刻

な結果になるとは思われなかった。 

 

 

 

事故後の精神的な苦悩は，常に一緒にいた息子によると，身体的な面と同様に過酷だったよう

である。「彼は，時間を無駄にすることが我慢できない年齢になっており，この状況は，身体が不

自由になることも合わせて，彼の気持ちを大変落ち込ませる影響がありました」 

 

                                                        
4  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demas_Barnes_-_Brady-Handy.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.4 デマス・バーンズ 

(1827-1988) 
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そのようなくだらない災難で寝込んでいることは，精神的にも良くないことであった。それは，

新人が犯す失敗のような類のもの，あるいは，橋梁の仕事では，常に対応すべき政治家や金融関

係者の一人のような類のものであった。彼がこれまで背負ったリスク，長年にわたり直面してき

た数多くの危機を考えると，このように倒れていることは，とても苛立たしいものであった。 

 

事故当日の午後，ブルックリンは快晴で，気持ちの良い暖かさであった。彼とワシントンは，

朝からフルトン通りの先端のフェリー斜路の傍で作業をしていた。その場所は，ブルックリン側

の主塔の建設地点であった。彼は川岸にきて，主塔の正確な位置を決めるワシントンとペイン大

佐を手伝っていた。ペインは対岸から，彼らに合図を送っていた。 

 

ある時点で，ローブリングは，できるだけフェリー斜路から離れた一群の杭の天端に立ってい

た。接近する船の一隻が見えたので，彼は杭から後ろに下がり，十分な足場が確保できる杭間の

連結部材すなわち横梁の上に移った。その場所は，埠頭で停止する船舶から横梁に作用する力を

支持する杭とは，無縁だとローブリングは考えていたようである。しかし，彼が気づかなかった

節のような何かが杭の一本から突き出しており，船が架台を押し込んだ時に，その突き出た部分

が右足に当たり，彼の長靴とつま先の先端を押し潰してしまった。 

 

その痛みは耐え難かったはずだが，その苦しみを見せることはなかった。彼が，もはや立って

おられず倒れ込むまで，大声で指示を出し続けていた。 

 

ワシントンは父を急いで，すぐ近くの診療所に連れて行った。父親はそこに着くなり，医者に

何をすべきかを指示した。彼は冷水を入れた桶を持ってこさせ，血の流れを止めるために傷つい

た足をそこに突っ込んだ。他の医者達が診断のために呼ばれ，どの医者もつま先を切断する必要

があるという診断であった。この診断結果に，ローブリングはすぐに同意し，手術は麻酔剤を使

わずに行うように依頼した。手術が完了した時，彼は傷の包帯を，自分のやり方で，自分で巻く

といって譲らなかった。その後，彼はヒックス通りの息子の家に連れて行かれた。 

 

その後数日間，彼の状態についての公式な発表はなかった。しかし，7 月 8 日に，ブルックリ

ンのイーグル新聞は，彼が橋梁の計画と製図に忙しく従事しており，負傷した足は，絶えず注が

れる冷水に常に浸していると報じた。記事には「優れた技術者は，外科的療法についても自分の

意見を持っており，身体的な痛みに関しても平然としているようである。これまで同様，いつも

橋梁のことを考え，話しており，彼自身の負傷が癒える間，彼の代理を立てる話についても，そ

の気がないようである」と書かれている。10 日後，彼は再び外に出て測量するつもりだと言い張

った。 

 

かかりつけの医者であるブリンクマン博士が，フィラデルフィアからやって来た。また，トレ

ントンからジョン・C・ブラウン牧師が，わざわざ訪れた。牧師はローブリングに，大きな仕事の

初めに床に伏せることになったのは，不思議な運命のようだと告げた。ローブリングは「偶然な

んてありえない。全ては，きちんと定められたものだ」と答えたようである。 
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しかし，その一週間後の記事では，病状が悪化したことになっているが，ヒックス通りの家で，

それまでに何があったのかは記載されていない。 

 

ローブリングは，おそらく必然的に自分自身の症状を理解していたのであろう。彼はブルック

リンの医者の一人を断り，続いて息子の希望を聞き入れず，もう一人の医者も断った。ブリンク

マン博士の診察については我慢していたようだが，彼からの忠告には一切従わなかった。その時

点で，病状が回復することはなかった。破傷風の徴候が認められた。彼が医者の言うことを聞い

ていれば回復していただろうと，後でよく言われた。イーグル新聞は「しかし，ローブリング氏

は不屈の精神を持つ忍耐強い人であり，仲間の忠告を受け入れることはなかった」と報道してい

る。 

 

7 月 13 日以降の 8 日間，ローブリングは激しく苦しんだ。彼が亡くなった時，医学関係者は，

とても強靭で意思の強い人だからこそ，それだけ長く持ちこたえたと述べた。 

 

初の頃，彼はひどい不眠状態となり，激しい頭痛を訴えた。しかし，やがて彼は，食物を飲

みこむことができなくなった。その後，彼の具合が悪いのは一目瞭然であった。彼の顔や首と顎

のあたりの筋肉は，鉄のように固くなった。1 日もたたずに，彼の眉はつりあがったままになり，

ひどく歪んだ顔に引っぱられ，口は全ての歯をみせた状態で，全く動かせなくなった。固形物を

食べることも，話をすることもできなくなったが，彼に付き添っているワシントンや他の人々に，

自分の適切な介護の仕方を指導するようにノートに走り書きを続けた。 

 

その後，見るも恐ろしい発作が始まり， も軽微な撹乱も起ってきた。彼の部屋は，7 月の太

陽に備えて長い日除けを引いて暗闇に保たれおり，用事があって出入りする誰もが，極力音を立

てないようにしていた。しかし，窓の日除けが微風で音をたてたり，誰かが彼のベッドの側面を

不注意に触れたり，ドアがきしむ音をたてたり，下の街路の騒音が聞こえると，彼が痙攣の状態

に陥った。その光景は，誰もが残りの人生で抱えて生きる苦悩のようであった。突然，彼の全身

がベッドから跳ね上がり，ひどく凄まじい痙攣が逆に倍増し，彼のあらゆる筋肉が激しく萎縮し

てかたく締めらつけられた。彼の体から汗は流れ出るが，声を出すことはなく，うめき声さえ立

てることはなかった。それは痙攣の間，彼の全部の胸壁が過度に固まってしまうからであった。 

 

ローブリングは彼らの目の前で，ものすごく衰弱して行った。誰も，どうすることもできなか

った。さらに破傷風では，ほとんどいつでも起こるように，彼の意識はこれまでと同様に明瞭で，

このことが彼の苦痛をみている者を，さらに耐え難くした。彼に襲いかかるあらゆる症状で，蒼

白となった顔面の燃えるような目つきと，コンクリートのように固まった痛ましい笑顔の裏側で，

ものすごく強烈な闘いが続けられているのを，全員が知っていた。 

 

発作が収まると，たいてい昏睡状態となった。しかし，さらに 後の時期には，部屋が完全に

真っ暗になるまで，横たわったままで天井をまっすぐに見つめている時間があった。そのような
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時には家族の誰かが，彼の傍でじっとしたまま座っていた。 後の数日間，彼の顔には涙の筋が

ついていた。 

 

時間が経過し，階下では見舞客が出入りして，小声で話していた。見舞客は，心配してもらっ

たことに深く感謝され，祈る以外何もできないとも告げられた，そして他の人に伝えるために詳

しい病状を聞いて戻って行った。だが，病状については，ほとんど知らされなかったようである。 

 

しかし 7月 21日の夕方，あらゆる専門家の予想に全く反して，ローブリングの容態が好転した。

彼は紙と鉛筆で，甥のエド・リーデルに指示を与え始めた。それは，自分が欲しい特殊な装置で，

ベッドの周りで彼を持ち上げて移動させる装置の製作であった。彼はスケッチを描き，若い甥に

その機能を説明し，すぐに製作するよう命じた。その後，その夜は橋梁を含む色々な事項に関し

て指示を出し続け，相次ぐ要望が真夜中頃まで家の中を駆け巡った。そして，それが一段落する

と，彼はずっと考えていたことを走り書きした。彼は橋梁会社に戻るつもりであった。 

 

その朝の 3 時頃，ベッドから明らかに跳ね上がるような激しい痙攣に襲われた。そしてアシス

タント技術者の C・C・マーティンの腕に抱きかかえられた。その時，マーティンはワシントンな

ど 1，2 人とともに付き添っていた。数分でローブリングは亡くなった。 

 

そして 7 月 22 日木曜日，夜明け前の薄暗い時に葬儀屋が到着し，そして，シンシナティ橋の頃

からローブリングを知っている彫刻家が，デスマスクを採るために呼ばれた。 

 

イーグル新聞の午後版は，多くの関連記事を載せた。ローブリングを殉死者と呼ぶと同時に，

編集者たちは橋梁に関して，これまで以上に大きな希望が出てきたと，読者を安心させていた。

その意味は，橋梁がこの時点で人の命を奪うくらいだから，その成就は，とにかく確実であると

いうようなことであり，鈴は人が倒れ込んだ溶融鉄用の鋳型で造らないと，本物らしく聞こえな

いという古い物語にちなんだ解釈であった。人によっては，唯一安全な橋梁とは人の命を奪うも

のであり，昔から有名な橋梁の建設では，多くの犠牲が払われたという話が語り継がれている，

と言う人もいた。一方イーグル新聞は，次のように報道している。 

 

工学的探究すなわち職務遂行で被った怪我で命を落とした彼は，技術情報の習得や工

学的細部の実施面で，その命を神の教えに捧げる殉教者と同じように，誠実で有能な人

物であった。やはり彼の名誉も，記憶に留めなければならない。今後，私達は，優秀で

惜しまれる設計者の生き血によって洗礼を受け，神聖なものとなったブルックリン橋の

壮大な事業を見詰めて行くのである。 

 

ブルックリン中に半旗が掲げられ，亡骸をフェリーに乗せトレントンに向けて出発する際には，

街路で群衆による渋滞が発生した。大衆の関心の的としてのローブリングは，生きている時より

亡くなってからの方が，さらに目立つ存在のようであった。彼の素養，あらゆる意欲や能力，一

生をかけた仕事で，このような 大級の橋梁を造り続けてきており，そのような悲劇－彼自身や
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その仕事に前々からほとんど関心を持っていなかったような人々にも，容易に理解できるような

悲劇－のために生きて来た訳ではなかった。 

 

 

 

ローブリングの死去の連絡は，亡くなった日の早朝にトレントンに届けられた。数時間のうち

に，そのことは町中に知れ渡った。何日間も彼の状態が大変悪いという話はあったが， 悪の事

態が起こったという事実は，だれも受け入れる準備ができていないようであった。ローブリング

の死の話もそうであったが，彼が普通の男性のように黒いスーツを着て安置され，青白い目を永

遠に閉じてしまったという思いも，やはり別物であった。彼は何とかしたかったのだろうと，感

じられた。 

 

しかし，土曜日に夕方に亡骸が到着したときには，ようやくその事実を認めざるを得なかった。

ジョン・A・ローブリングの非凡な人生が幕を閉じてしまったということを，誰もが認め，そし

て，トレントンの歴史上で 大級の葬儀が計画された。 

 

その夜，臨時の町民集会が開催され，追悼が始まった。ジョン・ブラウン牧師に続いて，スカ

ッダー判事，ラッシング将軍，チャールズ・ヒューイットらが追悼の辞を述べた。ジョン・ブラ

ウン牧師は「ローブリングは，世界中で科学者として有名だが，やはり紳士として記憶されるべ

きである」と述べた。翌日の早朝には，2，3 人ずつがまとまって，子供達の代表や人々がローブ

リングの自宅の周りに集まってきた。 

 

ロープ工場とは狭い芝生帯で分離して建てられた住宅は，高くてゆったりとしており，およそ

27 室があり，壁は 2 フィート厚（60cm）で，無駄な装飾はほとんどなかった。ローブリングが南

北戦争の前に自ら設計した住宅は，イタリア風で，屋根のガラス製円屋根を以外，見せかけより

快適さが重視されていた。 初に完成した時は，外壁も塗られておらず淡紅色であり，その当時

の工場よりも高く，両側は荒れた野原以外に何もなかった。しかし，それ以後，ローブリングは

自宅に漆喰を塗り，工場の規模は倍以上に大きくなった。彼が植えた木は，敷地のほとんどを取

り囲み，夏には円屋根の窓だけが，梢のずっと上に出ていた。そこは，町で 初に朝日を眺めら

れる窓であった。 

 

敷地自体は，高い鉄製のフェンスで，街路とは明確に仕切られていた。夏中ずっと花が咲き，

ブドウが手の込んだ格子棚からぶら下がっていた。ツゲ材の垣根，立派な納屋，氷室，そして特

にすばらしい果樹園があった。これは，彼がとても自慢にして，年々増やし続けていた果樹園で

あった。当然のことながら，すべてのものが適切に維持されていた。 

 

住宅は，街路，鉄道の軌道，古いデラウェア－ラリタン運河に面しており，それら全てがデラ

ウェア川に平行に並んでいた（図-4.55）。その地域は，運河と州の州刑務所を過ぎたあたりから，

                                                        
5  https://www.loc.gov/item/sanborn05639_001  Sanborn Maps of New Jersey （参照日 2016-02-13） 
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製鉄所と河川に向かって傾斜していた。町のその地域は，その当時，あらゆるものが建っていた

が，住宅の背後の果樹園の反対側には，色づき始めた小麦畑が全面に広がっていた。 

 

小さかった弔問者の集団は，10 時頃までに表の芝生や街路を埋め尽くすほどに，大きくなって

いった。住宅に向かう馬車は，通り抜けることが難しい状況であった。しかし，騒動は，ほとん

どなかった。いつもの日曜日の朝と同じような静かな時間が過ぎてゆき，町中に教会の鐘の音だ

けが響いていた。雲のない夏空に太陽が昇り，気温は既に華氏 80 度（摂氏 27℃）近くあった。

これまでにトレントンでは，このような状況は起きたことがなかった。自宅前の芝生に，おそら

く 2 千人が集まったと推定された。 

 

家の中では，家族全員が集まっていた。そこは，ローブリング家の珍しいものが保管されてい

る部屋であり，ローブリングが収集した本や絵画，大理石彫像や彼の橋梁の鋼版彫刻で囲まれて

いた。外の弔問者は 11 時に迎い入れることになっていたが，しばらくの間，使用人以外の家族は，

その家と彼ら自身の思い出を懐かしんでいた。 

 

その時点で家族の長となったワシントン・ローブリングの傍には，かわいくて，機敏そうな妻

のエミリーがいた。彼女は，義理の父のお気に入りであった。亡くなったローブリングは，彼女

の行動力と知性には感心しており，しばしば自分の子供たちにも滅多に見せないような優しさを，

彼女には見せていた。彼女は息子を出産した後で，ドイツからローブリングに宛てて，愛情のこ

もった手紙を送っている。「ジョン・A・ローブリングという名前は，いつも貴方やその業績と同

一視されるに違いありません。しかし，長男に対する母の自負と甘すぎる希望を持って，この子

図-4.5 トレントン地図（1890 年当時） 赤枠がローブリング自宅 

トレントン製鉄所 

トレントン製鉄所

ローブリング製綱工場 
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がその名前に相応しいことを証明してくれると，信じております」 

 

その次に，フェルディナンド・ローブリングがいた。彼は細身で端正な顔立ちで眼鏡をかけ，

当時 27 歳であった。ジョン・ローブリングは「私の息子達の中で商売に向いているのはあいつだ

けだ」とよく言っていた。ローブリングは，橋梁技術者の長男には南北戦争に行かせたが，フェ

ルディナンドは自宅に残した。ジョン・ローブリングによれば，ロープ事業に対するフェルディ

ナンドの貢献は，とても大きかったようである。 

 

フェルディナンドより 7 歳年下のチャールズは，不思議なくらい無口で，思慮深い青年であっ

た。彼が も興味を持っていることは園芸であり，その夏にはトロイから戻っていた。彼は兄た

ちと同様にトロイのレンセラー工業学校の生徒であったが，それには，あまり満足していなかっ

た。 

 

回りからエディーと呼ばれていたエドモンドは 15 歳で，非常に内気で不安定な年頃で，心配の

種であった。 

 

姉妹には，ローラ，ジョセフィーン，エルバイラがいた。ローラはワシントンの下で長女であ

った。彼女は日曜日ごとにドイツ教会で律儀にオルガンを演奏し，人の好いドイツ人，しかもミ

ュールハウゼンの男性と結婚しており，夫を「私のメスフェッセル氏」と呼んでいた。彼らは，

子沢山でスタテン島に住んでおり，その島でメスフェッセル氏は学校を開校していた。その時点

まで，彼女は父親から郵便で定期的に小切手を受け取って支援を受けていたが，帳尻は合ってい

なかったようである。 

 

ジョセフィーンは，その時，当時の も優れたアメリカ人ピアニストの 1 人であったチャール

ズ・H・ジャービスの妻であった。そして， 後の 3 番目のエルバイラは，結婚してジョン・ス

チュアート夫人となっていた。エルバイラは家族の中では，いつも，とても陽気で元気のいい女

性であり，この点で全く父親似ではなく，父親が も喜んでいた家族の一人であった。彼女の結

婚式は，ほんの数週間前に行われたばかりであった。結婚式は，広い表側の客間で行われたが，

この日は，その同じ場所に彼の遺骸が安置されていた。その春，ローブリングはブルックリンを

往来していたので，彼女のために高価な贈り物を持って帰り続けていた。それは，彼が A・T・ス

チュワートの店舗で見つけたドレスや，絹製の数百ドルもする意匠を凝らしたカーペットや，テ

ィファニーの銀製品であった。結婚式の数日前，ローブリングはエルバイラに，新婚旅行には 100

ドルを現金で持って行くようにと，しつこく言っていた。そして，招待客でいっぱいの部屋で，

若いスチュワートに彼女を引き渡した。そして，その招待客の何人かは，その時の彼はいつにな

く温和で，とても元気であったと，葬式で述べている。 

 

再婚したローブリング夫人については，ほとんどわかっておらず，彼女がトレントン在住で前

の名前はルシア・クーパーであり，彼らの結婚式が 1867 年 2 月に行われたということくらいであ

る。彼は，彼女に 2 種類の金のブレスレットと，レンブラント・ピールの絵を贈り，現金出納帳
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には新婚旅行の費用として 125 ドルと記入しているが，それに関して分かるような覚書は何も残

していない。彼女は 2 年経っても，家族に十分に受け入れられておらず，彼女も溶け込んでいな

かったようである。ワシントン・ローブリングは，父親が亡くなったその夏以降，彼女と再び会

うことはなかったと，書いている。 

 

そして， 後にチャールズ・スワンがいた。彼は数年後に撮影された写真で，布張りの椅子に

堅苦しい態度で座り，とても着飾って，カメラに向かってまっすぐに愛想よく写っている。彼は，

あらゆる点で堅実で優しく信頼できる男であったと，ジョン・ローブリングの息子達は言ってい

た。あのローブリングも，彼らの仕事上での愛想の無い関係にもかかわらず，スワンの存在や彼

のやり方の全てが明確であったことを，認めていた。というのは，ローブリングが 1867 年の再婚

後，新しい遺言を作った際に，スワンに対して 2 万ドルの遺産を与え，自分の息子達にスワンを

全面的な共同経営者として待遇する要請を明確に述べているからである。 

 

遺言の内容については，数日間公表されなかったが，家族は，その概要をしばらく前から知ら

されていた。ローブリングは，スワンのためのお金に加えて，遠い親類と幾つかの慈善団体のた

めに，およそ 8 万ドルを残していた。彼は財産の大半を，新妻と 7 人子供達に対して 8 等分して

いた。ただし，子供達に事前に贈与していた金については，それぞれの分与分から控除してあっ

た。毎年，彼は私的な台帳に子供達に対する出費を，ペニーの単位まで細かく綿密に仕分けして

いた。そして，その時点で 終的な摘要部分で，彼らへの分与額からその費用を差し引いてあっ

た。 

 

ロープ事業については，4 人の息子達に任せ，その会社名を「ジョン・A・ローブリングズ・サ

ンズ社（John A. Roebling's Sons）」として継続するように遺言した。 

 

 

 

11 時ちょうどに自宅は市民に開放され，多数の人々が正面玄関に移動し始めた。それから 2 時

間，街の人々の弔問が行われた。人々は薄暗い広間の中を一列にならんで進んでいった。人々は，

黒の晴れ着で葬儀のベールを着け，男性は手に帽子を持って，大きな銀製の取手がついた紫檀の

棺に向かって，ほとんど音をたてずに移動して行き，裏口から出ていった。ほとんど全員があち

らこちらをチラッと見て，失礼に見えない程度にできる限り多くのものを見ようとしていた。 

 

ほとんど誰もが，ブルックリンの葬儀屋はとても上手に処置したと思った。遺体はやせ衰えて

見え，大きな額は生前より目立っていたことは，皆が感じていた。しかし，ローブリングが，も

のすごく苦しんで亡くなり７月の暑さのことを考えると，一列に並んで進んでいたほとんどの人

は，彼が全くいつもと変わらないように思った。おそらく， も彼らしくない平穏な表情にさえ

見えたのであろう。列に並んだ大部分の人々にとって，彼を間近で見るのは初めてであった。 

 

午後 1 時，正面玄関が再び閉じられた。そして 1 時少し過ぎ，弔問の人々の群れが日除の木の
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下に集まっている時，その静けさが列車の汽笛の甲高い音で不意に破られた。それが，その日で

も劇的な瞬間であったと，人々は後に話した。 

 

ジャージー市からの 5 両編成の特別列車が，線路に徐行して入ってきた。前の晩にローブリン

グの遺体が家に運ばれた時のように，列車は正門までゆっくりと蒸気を出して進み，停車した。

続いて，ブルックリンとニューヨークからの代表団のおよそ 50～60 人の男性は，そのほとんどが

磨かれた高いシルクハットを被って降りてきた。彼らは 後の人が降りるまで列車の傍で固まっ

て，日差しに目を細めながら立っていた。続いて彼らは一団となって，群衆が彼らのために空け

た進入路を歩き始めた。正面玄関で，ワシントン・ローブリングが彼らを中に案内するために，

立ったままで待っていた。 

 

葬儀は予定通り 2 時から始まり，家族が 2 階の廊下に着席し，弔問客が棺の前にきちんと並べ

られた椅子に座った。4 人の司祭（長老派教会員 1 人，ルーテル教徒 1 人，英国国教会派 2 人）

が，階段の登り口で交代に説教・祈祷を行っているとき，ものすごい暑さで，誰もが手袋をした

手に持った団扇をすごい速さであおいだ。一般的な説教から外れるようなことは何もなかった。

ルーテル教の司祭はドイツ語で説教を行った。 

 

正面玄関から棺を外にかつぐ 8 人のうち 4 人は，トレントンの男性であり，それ以外の 4 人は

ニューヨーク橋梁会社の関係者で，ジュリアス・アダムズ，ホレイショー・アレン，アンドリュ

ー・H・グリーンそしてヘンリー・クルーズ・マーフィーであった。葬儀費用の大部分が，ニュ

ーヨーク橋梁会社によって支払われること，すなわち，ニューヨーク橋梁会社を代表してウィリ

アム・キングズレーから特に多く支払われることは，この時点で特定の人しか知らない情報であ

った。 

 

牧師と肉親は，特別な馬車に乗って，マーサー墓地に向かって列をなして進んで行った。ブル

ックリン代表団の馬車がその後に続き，さらに多くの商工会議所の馬車が続いた。ローブリング

圧延工場の 200 人の工員は，南トレントンからその行列の後ろに加わった。一方，ロープ工場の

工員は，馬車と並んで 2 人ずつで歩いて行った。推定では，あらゆる専門業者や商社，孤児や歌

唱団も入れて集計すると 1500 人が行列に参加し

たようである。参加者全員を含めると，行列は 1

マイル半（2.4km）以上に延伸し，行列の全長（グ

リーン通りをはみ出し，イースト通り，ステート

通りおよびクリントン通りまで）に沿った歩道や

玄関先には，無言の見物人で一杯であった。 

 

4 時までに全てが終わった。ジョン・アーギュ

スト・ローブリングは，ヨハナ・ローブリングと

彼らの 2 人の子供傍に埋葬された（図-4.66）。ブ

                                                        
6  http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=10182409 （参照日 2016-02-14） 

図-4.6 ローブリング家の墓 

(トレントン マーサー墓地) 
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ルックリンとニューヨークから訪れた著名な来客達は，再び列車の傍に集まり，皆が砂ぼこりや

暑さで少し疲れ気味に見えた。そして各々が，ローブリング家の人々や，とりわけローブリング

大佐に対して，礼儀正しく穏やかな声で別れの挨拶をした。彼らは順々に前に出て，ワシントン・

ローブリングと握手をし，元気を出すように言った。彼らの中には，ヘンリー・マーフィー，ヘ

ンリー・スローカム，ホレイショー・アレン，ジュリアス・アダムズ，トーマス・キンセラ，デ

マス・バーンズ，ペイン大佐，C・C・マーティン，ウィリアム・キングズレーがいた。続いて，

彼とその家族が向きを変え，門を通って大きな邸宅への道を戻って行ったので，ジャージー市か

らの列車はトレントンを出発し，広々とした地域に入ると徐々に速度を増していった。 

 

ジャージー市に戻る列車の中で，話し合われた内容についての記録がないのは，とても残念で

ある。議論すべきことが，かなり多かったことは明らかであった。そして，発言すべきほとんど

の人が出席しており，これ以上の場はなかった。それは，政治家という人種がめったに見過ごさ

ないような機会であり，いずれにせよ彼らの大多数が政治家だったので，時間を無駄にしたとは

考えられない。 

 

もちろん彼ら全員が，その朝に一緒に乗り合わせたばかりであり，その時点ではローブリング

の埋葬は済んでおらず，彼の仕事の今後についてあれこれ言うのは不適切だと思われていたはず

である。今や間違いなくその状況は異なっており，彼らの列車が，夏の午後遅くに蒸気を出して

走っている時，非常に興味深い多くの会話が行われことは，当然であろう。 

 

数年後，ローブリングの死が，その後を継いだ人々にものすごい困惑を残し，彼の考えで計画

を進めることに関して，重大な疑念があったと言われることになる。ある伝記作家は「創造的な

着想が無くなってしまったので，ブルックリン橋を建設することは不可能なように思われました」

と主張していたようである。だが実際には疑念は全くなかった。 

 

ウィリアム・キングズレーが明らかにしたことによると，ずっと以前にローブリングは，キン

グズレーとヘンリー・マーフィーに対して， 終的には息子が彼に取って替わることを話してい

たようである。キングズレーは「ローブリングは， 初から息子が担当することを望んでいたが，

私や他の人々が納得しなかった」とさえ発言している。それはともかく，ローブリングが亡くな

ったまさにその日に，トーマス・キンセラは，ワシントン・ローブリングこそが彼の父親のやり

残した仕事を引継ぐべきであり，その仕事を彼以上にこなせる人は誰もいないと，イーグル新聞

の社説できっぱりと述べている。 

 

つい先頃，死につながる事故の前にローブリング氏は，十分なお金と名声を得ている

ことを，我々に述べた。そして，私のような歳になって，他のさらに大きな橋梁の建設

をなぜ引き受けるのか，自分でもわかっていない。このブルックリン橋は，私の息子が

建設すべきであり，息子には設計や監理に関するあらゆる点で私と同等の力量がある。

私と一緒に考え，働いており，一言でいえば，私と同じくらい優秀な技術者であると付

け加えている。 
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明白な事実として，いろいろな理由から橋梁建設を望む種々の団体にとって，その若い技術者

で進める以外の選択肢は，残されていなかった。さらに，彼らの考え方を否定するような理由は，

何もなかった。そして数年後，ワシントン自身が，彼らがワシントンを後継ぎに選んだとても良

い理由が 3 つあったと述べている。 

 

第 1 番目の理由は，私がそのような巨大なケーブルを架設した実務経験を有している

唯一の技術者であったことです。このケーブルは，過去に計画されたあらゆるものを上

回る規模であり，すべての素線を均等に機能させる必要があります。 

 

第 2 番目の理由は，私が 2 年前にヨーロッパで 1 年間，ニューマティック基礎と圧縮

空気を利用したケーソンの沈下方法について，研究してきたことです。ニューヨーク側

主塔のボーリング調査が，水面下で 106 フィート（32m）と驚くほどの深さまで掘り進

められた時点で，他の技術者全員が尻込みをしてしまいました・・・。 

 

第 3 番目の理由は， 初の計画時，父が立案者となった案の計画時に，私がその助手

をしていたことです。したがって私は，父の考えやプロジェクト全体に精通しており，

そのような人が他にいなかったからです。 

 

彼がとても若いということも，4 番目の理由として付け加えるべきであったと思われる。彼に

は，父親がとても重視していた活力があった。晩年の父親にとって，そのような活力が来世に向

けた唯一の望みとなっていた。父親は亡くなった妻の霊に「貴方は霊となってから，若くて活力

があり，豊かな新しい人生のようなものを感じていますか？」と尋ねている。 

 

父の死を乗り越えて，ワシントン・ローブリングは他人に依存せず，まったく揺るぎない人物

として意思決定する発言をして，周りの人の心を打ったようである。コンサルタント技術者の人々

は，彼の専門的な能力を保証することができた。彼が兵士としても大変優秀な人材であったこと

も，彼の評判を高めていた要因であった。そして，もっぱら対人的な面で彼の父に比べて，かな

り話すことが容易で分かりやすく，おそらく仕事の面でも，かなりやり易かったはずである。 

 

実際にブルックリンから弔問に来た紳士達は，ワシントン・ローブリングに大変良い印象を持

ち，彼に賭けると思ったに違いない。まさしく彼が言ったように，彼の父が設計した前例のない

橋梁を建設することができる，国中でたった 1 人の人物であることも事実であった。しかし，も

ちろんそのことが，あらゆる事を彼だけに頼ることを意味していた。そのことは，彼の父親と違

って，彼が遭遇する問題や，彼と雇用主（ニューヨーク橋梁会社）との間で生じる問題に関して，

彼の代わりができる人は誰もいないことになるはずであった。 

 

後任者の問題は，分かり切ったことであり既に解決済みとしても，ジョン・A・ローブリング

の死去は，全く未解決のまま残っていた他の複雑な状況を引き起こした。例えば，その仕事には
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大衆の信頼という重大な問題があった。父親のローブリングの言葉は，一般大衆だけでなく仲間

の間でも重要視されたが，その父親でさえ，嵐のような抗議に向き合わねばならなかった。息子

の場合には，その判断を立証するために，専門家の委員会の力を借りる必要があった。父親が自

分の基礎的な計画に対して，もはや答えることができなくなった今，さらにどれくらい多くの批

評家が現れて来るのであろうか？ そのような大規模の公共工事では，多くの実力者や，実力者の

中の中心人物を円滑に動かす必要があり，そして，多くの実力者は，しばしば注意深く巧妙に隠

れていた。また大衆の信頼の崩壊が，あらゆる種類の困難で厄介な状況を招くことがあった。 

 

ジョン・ローブリングは，その橋梁の構想の起源，ブルックリンの歴史や政治，そして実力者

が誰か等について詳しく認識していた。また彼は，物事を成し遂げる際に，金が演じた役割につ

いても知っていた。彼個人として金に対する関心は，常に二次的なことであった。確かに彼は，

かなり多くの収入を得ていたが，そのことは決して彼の人生の主目的ではなく，他人が金を得る

ことが人生の主目的と考えている等とは，思ったこともなかった。とはいえ，人によっては，そ

れに邁進する期間があることも知っており，彼の目的に合っていれば，人間性のそのような面で

の行動に反対することはなかった。例えば，彼がピッツバーグでグレートセントラル鉄道の建設

を呼びかけた時，西部が，どれほど我々の膝元に豊かな富をいつでも注ぎ込むことができるかを，

述べている。ちょうどその時，彼は，ブルックリンで，橋梁自体が建設費の 600～700 万ドル全額

をたった 3 年間で償還するほど儲かる有料橋を構想していたが，橋梁会社内の も熱心な賛同者

でさえ，その橋梁構想には否定的な見解であった。結局，橋梁は，民間会社によって建設される

ことになった。そのような方法は事業案のひとつであり，まさしくアレガニー川橋梁やシンシナ

ティ橋梁がそれに相当し，彼は当然の事としてそれを受け入れた。 

 

しかし，その途中でローブリングは，自分が 初から認識していた以上に，おそらく自分が認

識しようとしていた以上に，彼の顧客の数人とその仲間達が，彼の橋梁で一儲けしようと企んで

いたことに気づいたのかも知れない。すなわち，そのことは少なくとも，かなり後になって，息

子のワシントンが出した説明にあらわれている。ワシントン・ローブリングは，ある記者に個人

的に「・・・父が亡くなった時点で，すでに父は引退して私に仕事を譲る準備をしていました。・・・

皆さんは気づいていないかも知れないが，この橋梁は，両市から搾取する手段として，橋を利用

するという唯一の目的で，悪名高い『ボス・ツイード・リング』によって始められました。私の

父はこの事実に気づいたとき，この仕事から降りることを決心しました」述べたと言われている。 

 

その話は，まったく正確とはいえない。橋梁はツイード・リングで始まったものでもなく，ワ

シントン・ローブリング，あるいは，その父親が，仕事の開始時点を振り返り，同じ趣旨でその

ようなことを書いたり言ったりしたことを指摘したものは存在しない。また，ワシントン・ロー

ブリング自身，父親が亡くなった時点，父親の代わりを始めた時点で，どれくらいのことを知っ

ていたかについても不明である。 

 

しかしながら，1869 年 7 月の午後遅くに，ジャージー市に向かって列車で走っていた多くの人々

は，その全容をとても明快に理解していた。ブルックリンと架橋に対するブルックリンの夢は，
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彼らにとっても，自らの人生の重要な要素であり，夢でもあった。 

 

葬儀の翌日，トーマス・キンセラ（図-4.77）がイーグル新聞で

どのようなことを述べたか，興味深いことである。おそらく，彼

の記事は，ジャージー市に戻る車中で話されたことについての彼

の印象とは無関係であろう。しかしまた一方で，その記事は，お

そらく彼が心の中でまさに考えていたことであろう。 

 

彼は「この大陸には大きな誇りが 2 つあり，ひとつは建国の父

達による政治面で業績であり，もうひとつは科学面における物質

面での勝利である。これをもたらしたローブリングは，まぎれも

なく も偉大な英雄である。・・・だが現在の政治家は，策略とご

まかし以外なにもない。現代の政治家ができることは，せいぜい

昔の壮大な創造物を取り消すことぐらいが関の山である。・・・ジョン・A・ローブリングのよう

な人物の業績に比べれば，政治家の言葉や功績は何もないに等しい」と述べている。 

 

「ローブリングのような人生は，おしゃべりと議論ばかりしている全てが規則ずくめの政治家

の人生よりも価値がある」と述べたキンセラは，政治家というものについて，何人かの権威者と

話すことができ，ブルックリンの読者は，彼自身も権威者の一人であることを認識していた。 

 

 

 

                                                        
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-01-18）） 

図-4.7 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 
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第 5 章 ブルックリン 

われわれの都市には，素晴らしい未来が待っている。

－1869 年ブルックリンのイーグル新聞より 

 

1869 年の真夏のブルックリンには，自前の消防署，警察，学校があり，比較的小規模で，俗っ

ぽい場所はあまりなく，ごく普通の地方の積極的な誇りを持った独立した都市であった。そこは，

鉱山町のように突然脚光を浴びだした場所で，ニューヨーク州キングス郡ロングアイランドの西

端にあり，人口は人の一生よりも短い期間で 100 倍に増えていた。ヘンリー・クルーズ・マーフ

ィーのような男性は，フルトン通に巨大な楡の木がずらりと並び，ジョン・バレンタイン・スエ

ルトコープという風変わりな名のヘッセン人の銃砲工が，鳴鳥が飛び交うハイツにあるワシント

ン時代の古い砦の周りを勝手にうろついていた時代を，」はっきりと思い出すことができた。ほぼ

200 年の間，17 世紀前半にオランダからの農民たちが最初に移り住んだ当時から，ブルックリン

は，ほとんど変わっていなかった。19 世紀初め，橋梁の話が最初に出た時点で，全郡の人口は 5

千人足らずであり，そのうち千人以上が選択の余地のない黒人奴隷であった。しかし，1869 年時

点でブルックリンの居住者は約 40 万人となっていた。ある小冊子のガイドブックでは，ブルック

リンが 1 世代で価値のない地域から，大都市の重要な地域に生まれ変わったと，説明していた。 

 

ブルックリンの人口は，その当時でもニューヨークの半分以下であり，多くの裕福なニューヨ

ークカーの間では，ブルックリンは発展の遅れた地域で，すぐ隣にあるよく知られた場所で，船

舶や教会の尖塔があり，ビーチャーの話を聞く場所や，おそらくグリーンウッドに埋葬場所があ

るものの，後背地でありニューヨークと同等の価値はない地域という認識であった。しかし実際

にブルックリンはアメリカで 3 番目に大きい都市であり，かなりの間，その状況が続いていた。

ブルックリンは主要な生産拠点であり， ガラス，

鋼，ブリキ製品，大理石の暖炉棚，帽子，馬車の

鞭，化学製品，縄類，ウィスキー，ビール，にか

わ等の生産地であった。そこにはニューヨークよ

りも大きな港があり，ボストン，シカゴ，セント

ルイスやサンフランシスコよりも大きな都市で，

いずれの都市よりも成長が早く，イーグル新聞に

よれば橋梁が無くてもニューヨークより成長が

早い地域であった。 

 

すでに，ブルックリン（図-5.11）は 25 平方マ

イル（65 平方キロメートル）の面積となり，マ

ンハッタン島を上回っていた。 

 

                                                        
1  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_City_location_Brooklyn.svg （参照日 2016-09-16） 

図-5.1 ブルックリン位置図 
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市庁舎（図-5.22）には，関連する法律事務所やステーキレストランもあり，街の政治的な中心

であった。ギリシア風の支柱と近代的な丸屋根のある白い大理石造の建物は，コート通り，ジョ

レールモン通り，フルトン通りの 3 街路が交

差する三角状の敷地（図-5.33）に立ってい

た。そこでは，ほとんど毎日，ブルックリン

の上下水道長官，街路長官，監査役，収入役，

市庁舎の管理者，フロック・コートを着た多

数の市会議員やマーティン・カルブフェリッ

シュ市長を見かけることができた。マーティ

ン市長は，虚栄心が強く，大酒飲みで，下品

な言葉遣いをする背の低い民主党員であっ

たが，「記者には礼儀正しく喜ばすような不

思議な人物」として歴史に残った人物であっ

た。 

 

ブルックリン市庁舎から，ニューヨーク市庁舎までは，2 マイル（3.2km）に満たない距離であ

ったが，その間で波打つ感潮河川は，あらゆる意味で境界線となっていた。依然としてブルック

リン側は，完全にキングス郡民主党の勢力範囲であった。 

 

フルトン通り，かつての旧フェリー通りは商業地区であり，ブルックリンのブロードウェイと

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bkborohalljeh.JPG （参照日 2016-02-15） 
3  1860 Mitchell Map of New York City, New York (first edition) 

図-5.3 1860 年当時のニューヨークとブルックリン地図 

ニューヨーク 

市庁舎 

ブルックリン

市庁舎 

ブルックリン

ハイツ 

フルトン通り 

図-5.2 ブルックリン市庁舎 

（現ブルックリン区庁舎） 
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言われたが，現実はむしろニューヨークのメインストリートであった。フルトン通りは，市庁舎

からイースト川に向かって１マイル（1.6km）ほど下って行き止まりとなっており，フルトン通り

の鉄道馬車はフェリー乗場の前で転回していた。イーグル新聞の事務所は，共和党機関紙のユニ

オン新聞と同様に，フルトン通りを下ったフェリー乗場のすぐそばにあった。そこには，銀行や

保険会社があり，オビントン・ブラザーズ中国店や，女性服や装飾品を扱うフレデリック・ラサ

ーのような最新の店舗が並んでいた。 

 

1869 年当時，ロングアイランドに住んでいる人を

除き，ブルックリンに行く手段はたった一つしかなく，

フェリー（図-5.44）の利用であった。フルトン・フ

ェリーは，人々がブルックリン・フェリーと呼ぶ路線

のひとつであった。ブルックリン・フェリーは「ブル

ックリンの門」であり，そのひとつに，ホイットマン

は詩の中で不朽の名声を与えた。しかし，そのフェリ

ーは 5 航路の異なる路線の 1 航路にすぎず，全路線を

ユニオン・フェリー会社が運営していた。それぞれの

路線は，独自の斜路とフェリー乗場を有しており，ニューヨーク側の目的地にちなんで名付けら

れていた（例えば，サウス・フェリーは，ブルックリンのアトランティック通の端から，マンハ

ッタンの先端のサウス通まで運航していた。ウォール・ストリート・フェリーは，モンタギュー

通の端から出ており，またフルトン・フェリーは，ブルックリンのフルトン通からニューヨーク

のフルトン通まで航行していた）。総計で 13 隻の船舶が，日夜，蒸気を出しながら往来しており，

24 時間で延 1000 隻を越える航行を行っていた。これらの船舶は，ミネオラ，モンターク，クリ

ントン，ウィノーナ等という船名で，船首尾同形で 150 フィート（46m）か 170 フィート（52m），

あるいはそれ以上の船長があり，平均でおよそ 600 トンの船舶であった。 

 

ここを訪れたあるイギリス人は「これらの巨大な城のような船が，イースト川で，なぜこんな

に急いでいるのでしょうか？ ブルックリンに向かうフルトン・フェリーのモンターク号に乗り込

んで貨物を調査してみましょう。14 台の馬車があり，乗客は数えきれないほどで，少なくとも 600

人が乗っています。船は前方へものすごい速度で疾走して，埠頭に向かって明らかに危険となる

まで接近し，ものすごい衝突が回避不可能と思えるほどです。せっかちなアメリカ人は，我先に

と，岸に飛び移れるよう押し合っています。ベルの大きなビーンという音が突如聞こえ，力強い

エンジンがすばやく逆回転して，船舶の運航は即座に停止します。その突然の停止によって満員

の乗客の質量がわずかに前方に傾きます」と書いている。 

 

一旦，フェリーが接岸し，その乗客が陸上に降りると，フェリー乗場の乗船口が開き，事務員

や女性店員，弁当箱をもった日雇い労働者，肉屋，小売商，御用聞き，銀行員，実業家などが，

急いで乗り込み，待合室は空となってしまう。フェリー乗場の外側の街路は，往来する多くの群

衆や行商人，船渠労働者，馬車，荷車，農業用車両，鐘を鳴らすフルトン通の鉄道馬車などで，

                                                        
4  https://www.loc.gov/exhibits/treasures/whitman-journalistteacher.html （参照日 2016-02-16） 

図-5.4 ブルックリン・フェリー 

（1890 年 7 月頃） 
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ごった返していた。フェリーの船長と切符切りの少年が，おなじみの乗客を知っていた時代に比

べると隔世の感があった。ブルックリンを訪ねて，その場所にたいへん驚いて帰ったあるニュー

ヨーク居住者は「ブルックリンに住むことが，イースト川のフェリーに乗ることを意味するので

あれば，私はむしろニューヨークに留まるであろう」と意見を述べている。 

 

フェリー斜路と巨大な主塔が建てられる場所の上流には，キャサリン通りフェリー，ウォール

アバウト湾の海軍造船所，霧のかかった朝には水辺にある巨大なライン地方の城のように見える

ハブマイヤー＆エルダース精糖所，ルーズベルト通りフェリー，そして，ブルックリンの有名な

古くからの造船所があった。その中で，ヘンリー・ステアーズ・ウェッブ＆ベル社では，南北戦

争以前に快走大型帆船を造っていた。サミュエル・スニーデン社では，スウェーデン人の鬼才エ

リクソンが合衆国海軍初の装甲艦モニター号（1862 年進水）を建造したことがあった。 

 

一般的に言えば，イースト川はニューヨーク港の最良部分と，考えられていた。ハドソン川や

ノース川に沿った地域よりも，波止場の水深が深いことがよく知られており，卓越風の影響をほ

とんど受けず，氷結によるトラブルも少なかった。また，船の建造や修理を行うには，最も安全

で適切な場所でもあった。このような理由から，いまだにローブリングの橋梁は川沿いでの議論

の主題となっていた。架橋が検討されていたニューヨーク側の川岸は，世界中で最も造船所が集

中している場所のひとつであった。 

 

フェリーの下流側の川岸は，ハイツの崖淵の下から昔のレッド・フック岬を通り，ゴワーヌス

湾のあたりで海に向かって開かれている。ブルックリンには，全部で約 8 マイル（13km）に渡っ

て，埠頭，乾船渠，大穀物倉庫，商品保管倉庫などがあった。新しいアトランティック係留地は，

バターミルク海峡にあり，その面積は 40 エーカー（162,000m2）であった。当時，ブルックリン

に停泊する船は，ニューヨークとホーボーケンを合わせたよりも多かった。川からの眺めると，

ブルックリンが，まるで船のマストや綱具の保護幕で封じ込められたようであった。世界の海上

航路はブルックリンで終わると，ブルックリンの賛美者が数年後に記述しているが，1869 年当時，

それは現実となっており，そして何よりもその場所に，そのような雰囲気と特徴をもたらしたの

は海であった。カモメが飛び回り，屋根のうえで鳴いていた。フルトン通に沿った夕方の人混み

には，船員が交っていた。潮風には「まじりけがなく，すがすがしく・・・，沖合 1000 マイル（1600km）

から漂ってきている」という評判であった。 

 

6 箇所の種々の高い場所，例えばプロスペクト公園やグリーンウッド墓地等から眺めた風景は

四方八方に拡がっており，南を眺めると，コニーアイランドの海岸に，大西洋の波が打ちつけて

いた。ブルックリンは，陸と海の最も雄大な眺めを持っており，多種多様で美しいパノラマの変

化は，この国のどんな都市の境界で見られるものより素晴らしいと言われていたが，それは決し

て誇張ではなかった。 

 

確かに，ハイツからの景色は東海岸地帯の景色と同じくらい素晴らしく，川，湾，マンハッタ

ン島，ジャージ丘陵，スタテン島を眺めた風景には，見渡す限りのきらめくような青と広がる緑
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があった。どこを眺めても，入港してくる船や，海に向かって出航する船が見えた。その風景は，

1869 年の夏の日，帆船の時代と蒸気船の時代が依然として重複していた時代の河川や港でのいつ

もの光景であった。もちろん船舶の大部分は，主としてニューヨークに関連したものであったが，

ブルックリンには景色があった。 

 

ニューヨーク港の古い彫刻では，一般的に船舶が全く不釣合いに，つまり大き過ぎるくらいに

描かれているが，表現しようとする様々な対象物の形や特質は，そのような描き方の方がより分

かり易く，さらに面白みを増すというような総合的な効果もある。そのような彫刻の風景から判

断すると，都市居住者には，素晴らしい雄大な場所や空間を満喫し，あるいは永遠に興味を持っ

て眺め続けることができるような場所が，全くどこにも無かったに違いない。水上には，複数マ

ストの大型帆船，定期船，娯楽用ヨット，白く輝くホテル規模の周遊蒸気船，新しいブルックリ

ン・シティ号のような外洋蒸気船などが一杯に描かれている（その春，ブルックリン・シティ号

の処女航海終了後に船上で開催された晩餐会では，かのビーチャーが民主党議員と食事を共にし

て，親交を深めたと伝えられている）。貨車運送用の艀，干し草用の艀，砂用の艀，無数の蒸気曳

船が前後に動き，川を上り下りし，いたるところで，それらの船の間を横切り潮流に逆らってカ

ニのように横向きに進むブルックリンのフェリーが描かれている。 

 

一日の長い労働の後で，精神を適切な平衡状態に戻すものは，間違いなく，気持ちを癒す眺め

であった。そのような観点からすれば，ニューヨークは，明らかに住むべき場所ではなかった。

フェリーでさえも，各煙突から尾を引く石炭煙などの細かいところまで，完璧で作られた精巧な

玩具にすぎないように見えた。日が暮れた河川は，フェリーの照明灯の色で「祭りのような風景」

に変わった。 

 

ブルックリンハイツを開発したヒゼキア・ピエールポント

（図-5.55）によると，あらゆる季節や色々な面で，とても健

康によい場所が，氷河の最後の部分が堆積した河川上の緩やか

な断崖であった。潮風が胸を満たし，背後にはロングアイラン

ドという長さ 100 マイル（160km）の広々とした地域が拡がっ

ていた。50 年前，進取的な醸造業者で，大きなヒマラヤスギ

が点在するハイツの土地を所有していたピエールポントは「夏

季用住宅や通年用住宅用として，極上の住環境と地域社会の形

成に参画したいと望むような家族向け」に大々的な広告を行っ

た。商売や仕事の関係でニューヨークに毎日出勤する必要のあ

る紳士にとっては不便である，と彼は語っていた。彼が販売し

た一区画は，25×100 フィート（7.6m×30.5m）で，多くがイースト川に面し，それ以外の区画は

幅 60 フィート（18m）の広々とした街路に面していた。1869 年までには赤レンガの歩道の上に，

日除けの木で緑の天蓋が作られ，アメリカで最も堂々とした住宅の何軒かが，そこに面していた。

ニューヨークには，このような居住地区として比較できるような地区はなかった。ハイツはその

                                                        
5  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hezekiah_Beers_Pierrepont.jpg （参照日 2016-02-19）- 

図-5.5 ヒゼキア・ピエールポント

（1768～1838） 
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名前のとおり，醸造業者が約束した街並みとなった。 

 

ブルックリンハイツのウイロー通り，ピエールポント通り，クリントン通り，河川に平行に走

るコロンビアハイツ通りに匹敵するような道路は，マンハッタンにはなかった。ブルックリンハ

イツでは，高い窓が並び，煉瓦や褐色砂岩で造られた住宅は，ほとんど例外なく歩道側に張り出

して並んでいた。その大部分には，大理石の敷居や鋳鉄製の階段手摺りが設けられ，仔細に渡り

美しく，たいへん素晴らしい造りであった。そのなかの数軒は，コロンビアハイツ通のロー氏の

自宅のように，人物の力量に応じた大邸宅もあった。しかし，ニューヨークの五番街を特徴づけ

るような豪華な飾りは，全くなかった。明らかに隣人を出し抜くような意図を持って設計された

住宅は，一軒もなかった。イーグル新聞は「ほとんど人々が，他の人と同じような住宅を建てて

きたようである」と認めていた。 

 

そのハイツは，ブルックリンでの生活の社会面，文化面，道徳面での誰もが認める中心であり，

最も重視された社会面や精神面での役割を，担っていた。そこには人々も集まり，その時代以降

にアメリカの都市部で見かけるようになった快適で素晴らしい住居地域と，ほぼ同じであった。

そこはブルックリンではなく，ハイツとして頻繁に取り上げられた。 

 

ハイツには，とても古く，たいへん裕福なブルックリンの一族－ピエールポント家，ブレブー

ツ家，ロー家，本や賛美歌集の出版を手がけ 10 人の子供のいる A・S・バーンズ家，シメオン・

ボールドウィン・チッテンデン家，モーゼ・ビーチ家，ゴードン・フォード家など－が住んでい

た。彼らの大部分は，第 2 世代のニューイングランド人であった。彼らは常に慈善事業活動に熱

心で，種々のブルックリンの団体の理事会に関わっていた。理事名簿や設立定款に名前が載るこ

とは，高名な社会的地位を意味していた。彼らは最上級の料理人を雇用し，息子達をエール大学

やコロンビア大学に入学させていた。春の夕方になると，フォートハミルトンへの川岸の道路に

沿って，彼らが優雅で立派な馬車に身なりがきちんとした花婿を乗せて，馬の編成に鞭を打つ光

景を見ることができた。たまたま 1869 年のその夏の前後には，彼らのほとんどがブルックリンを

留守にしていた。彼らは，数週間前に荷物をまとめて出かけていた。彼らはいつものように，子

供，使用人，スチーマートランク，ピクニック用のバスケット等を全部纏めて，オークブラフス，

ニューポート，サラトガ，ホワイト山などへ出かけていたのである。7 月と 8 月の間ずっと，イ

ーグル新聞には，彼らの動向を報告するための常設欄が，設けられていた。 

 

そのような一家の主人は，たいていニューヨークで，銀行業，織物業，中国貿易などを営んで

いた。自宅の窓辺の下方に停泊する船を，所有する人もいた。学者も数人おり，一例を挙げれば，

J・カーソン・ブレブートはヨーロッパで教育を受け，一時は作家のワシントン・アービング6の

個人秘書を勤めていたこともある。ブレブートは，アメリカの歴史と昆虫学で著名な学者である。

確かな筋の話では，魚に関する知識では彼の右に出るような博物学者はおらず，収集した本や標

本は素晴らしく貴重であった，といわれている。 

 

                                                        
6  ワシントン・アービング（1783～1859 年）は，19 世紀前半のアメリカ合衆国の作家。 
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そのような人々が住み，そのような環境もあり，ひとたび橋梁が建設されフェリーの不便さが

解消されるならば，同じような立場のニューヨークの人々は，自宅をブルックリンに持ちたいと

思うはずである。 

 

クリントン通とピエールポント通の交差点には，ブルックリン・クラブが建っており，ある訪

問者がうれしそうに書き残しているように，そこでは，ごく親しい間柄の会員たちが，お互いの

妻だけでなく使用人も紹介し合っていた。すぐ近くには，商業図書館，ロングアイランド歴史協

会や音楽アカデミーがあり，そのような場所にはハイツの人々が，気持ちを高揚させる講演，ア

マチュア演劇の上演，ある時にはヨハン・シュトラウス7によるミュージカルや，恒例の慈善舞踏

会に参集していた。壮麗なダンス場では，鏡の前で自分の容姿を確かめることなく，踊ることは

できなかった。 

 

また，そこにはハイツも含めて，ブルックリンやニューヨークだけでなく，合衆国全体の道徳

や精神面での中心となる建物があった。ブルックリンは「教会の街」であり，タルメージ（1832

～1902）やストーズ（1796～1879）は，そこの牧師であった。しかし，オレンジ通りの大きい煉

瓦造りのプリマス教会は，その代表的な施設であり，ブルックリン中を見渡しても，文句なく最

も有名な教会であった。そこでは，一般公開された講演で 2 千人以上の信徒の前にして，かのビ

ッチャーが夏季を除いて毎週，説教を行っていた。なお，彼の相談役を務めていた人物によれば，

ビッチャーは夏季の間は，ロッキー山脈に出かけていたようである。 

 

そこにあるヘンリー・ワード・ビーチャー（図-5.68）の写

真や，たくさんの印刷された説教録から，まさしく全ての説教

が興奮するものであったとはいえない。とても目立つ垂れた片

方の目が，彼に偏屈でやや不快そうな印象を与えている。彼は，

当時の多くの演壇に立つ雄弁家達がそうであったように，髪を

長くのばしたままで整髪していなかった。1869 年当時，彼は

56 歳，少し白髪が混じり，かなり太っていた。それでも誰に聞

いても，彼には身体的な活力，男女両方に対して凄まじく訴え

る活力にあふれていた。雄弁さと観客をうならせる手腕が大好

きな世代にとって，彼は最高の話し手であり，明らかに空前絶

後の偉大な役者の 1 人であった。 

 

彼はパントマイム役者で物まね芸人の才能もあり，輝くような喜びの表情から，一瞬にして，

とても大きな怒りに本当の涙を流すような表情に，求められるものはどっちにでも変えることが

できた。彼は原稿を見ることもなく，とても優しく，まるで前列席と個人的な会話をするように

訓話を始めた。だが突然「目一杯の，流麗で，響き渡る」声が教会を満たした。ある日曜日，回

                                                        
7  ヨハン・シュトラウス 2 世（ 1825～1899 年）は，オーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家・指揮者

である。音楽家ヨハン・シュトラウス 1 世の長男であり，弟には，次男のヨーゼフ・シュトラウスと四男のエ

ドゥアルト・シュトラウス 1 世がいる。 
8  New York Public Library 

図-5.6 ヘンリー・ワード・ 

ビーチャー 
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廊から畏敬の念を抱いて見ていたマーク・トウェインは「彼は，舞台の上を行ったり来たりしな

がら，空中で自分の腕をのこぎりで切るしぐさをしたり，あの手この手で皮肉を浴びせたり，詩

を打ち上げ花火のように次々と朗読したり，豊富な雄弁さを炸裂させたり，ときおり立ち止まり，

ポイントを強調するために 3 回連続して足を踏み鳴らしたりしていた」と書いている。 

 

アメリカでは，これまでビーチャーのような人材を生み出すことはなかった。おそらくグラン

ト大統領を除けば，彼ほど高く評価された生存中の人物はいなかった。彼の訓話は，新聞で熱心

に読まれ，本の形で出版され，最も人気のあるフィクションとして大変売れていた。ブルックリ

ンに向かう日曜日の朝のフェリーは，ビーチャー・ボートとして有名であった。フェリー到着場

から群衆の後についていけば，プリマス教会はとても簡単に見つけられた。 

 

橋梁の計画から完成までの間に，ビッチャーが行った何百，何千という演説や説法に目を通す

ことは可能であり，間違いなく，その話題をビッチャーが取り上げていることが分かるであろう。

特に橋梁が大衆の関心事であれば，それに関して話さないことは，彼の人生ではありえないこと

であった。おそらく彼は，フルトン通の商人のように，一旦巨大な橋梁が河川にアーチをかけれ

ば，突如ブルックリンが，ニューヨーク社会の全く新しい要素として認められるような状況を想

像したのかもしれない。日曜日には，その橋梁は「ビーチャーの橋」にさえなるかもしれなかっ

た。ただし，ブルックリンが，彼をどのように評価していたのか，彼にとってブルックリンはど

のような意味があったのかは，大変興味深いことである。 

 

彼の名前は，新聞紙上にほぼ毎日載っており，彼の記事を読み飽きていない人々に，自由貿易，

タマネギの成長，天候の変わりやすさなど，彼が言わねばならないことを提唱していた。彼は，

会話の熟練者とみなされており，実際に独演の熟練者以上であったと思われる。ブルックリン公

会堂や，どのような公的な集会でも，彼が登場すると大喝釆が始まった。また，彼がグリーンウ

ッドに，自分と気が強く手厳しい妻のために選んだ区画は，観光名所となっていた。 

 

金持ちや有名人は，彼に様々な敬意を払っており，かつてリンカーンは彼がアメリカで最も偉

大な人物であると発言したことがある。プリマス教会は，彼に年間 2 万ドル，つまりアメリカ合

衆国の大統領が受け取る報酬と同額を支払っていた。誰もそれが並外れているとは思わなかった。

おそらく，それは，彼の時代に対する理解力が想像を超えていたからであろう。 

 

イーグル新聞は「我々の組織は，彼の中で生きている。我々の国家として思考は，彼の中で呼

吸し，力強いキリスト教は，彼を最も活気のある擁護者と見ている。彼は，アメリカにおけるプ

ロテスタント主義のヘラクレスである・・・｣と述べている。 

 

いうまでもなく，そのような個性的な人間の存在する場所には，ある種独特の雰囲気が出てく

るものである。ビーチャーがハイツに住み始めて 20 年間，住む場所としてハイツを選んだ人々に

とっては，彼の存在がその決定要因であった。ただし住人全部が，ものすごく裕福とか，社会的

に著名だったわけではない。おそらく，橋梁が建設されようとした頃のハイツの住人の様子を，
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最もうまく表現したものは，マサチューセッツからのやって来た記者が，おそらくプリマス教会

信徒について書いた記事であろう。それには「めったに見られない理性的な人々の集まりである。

骨相学者9は，彼らの理性的な成長の結果を称賛するであろう。一方，彼らのほとんどが明るく心

から満ち足りた表情をしており，人生を楽しみ，それほど憂鬱に悩んでいないようである。また，

暮らし向きのよい集まりでもある。 20 人を越えるほどの人々が馬車でやってきており，貴族社

会や上流社会というわけではないが，堅実で裕福そうである。彼らは良い住宅に住み，世間の快

適性を手に入れて享受しているかのようである」と書かれている。 

 

 

 

ブルックリンの良いところは他にもあった。ガス料金は格安であった。税金は，依然としてニ

ューヨークよりも低かった。学校教育は，はるかに優れていた。地方自治は一般に実直といわれ，

そうではない部分もあったが，対岸で行われていた自治の方法とは大違いで，ブルックリンの地

方自治はかなり良好であった。日が暮れてからの街路は，適度の照明が行われており，その規模

の都市としては，犯罪が非常に少なかった。飲料水はおいしかった。 

 

ブルックリンの主要な日刊紙であるイーグル新聞には，確かに別の魅力があった。その編集者

であり，やがて連邦議会議員となったトーマス・キンセラは，才能のある移民の少年が，どれほ

どまでアメリカで出世できるかの見本とされていた。 

 

またブルックリンでは，まさしくその頃，十分な仕事量があった。その当時，ブルックリンを

訪れたチャールズ・ディケンズは，そこをニューヨークのための「一種の宿泊施設」として片づ

けた。しかし，利用可能な当時の統計資料によれば，ニューヨークの雇用労働者は，ブルックリ

ンの半分よりかなり少なく，わずか 3 分の 1 程度であった。 

 

いずれにしても，ブルックリンは住むには適切な場所であると，ブルックリンのほとんどの人々

が感じていた。それこそが，本来あるべきアメリカの都市であった。ニューヨークは，その魅力

にもかかわらず，途方もなく寒い場所であり，過密で物価は高く，困惑するほど不健全であると

見られていた。ブルックリンでは，勤め人が家を所有することができた。土地の投機家は「ブル

ックリンの 500 マイル（800km）の道路には，何らかの建物が建っているのは，その半分だけだ

が，ニューヨークの空地は，全部で僅か 5 マイル（8km）しかない」と好んで強調していた。 

 

もちろん，ブルックリンには短所もあった。最高級のレストランや店舗でさえ，ニューヨーク

と比べると二流であった。ピーター・クーパーの膠質（にかわ）工場のまわりの空気は，必ずし

も海に面した場所のようなものではなく，また，ある情報によれば，ブルックリンの大衆酒場は，

犬小屋のような匂いがしたようである。またブルックリンには，対岸の「現代のバビロン」に起

因する俗にいう下品さと，みすぼらしさがあった。海軍造船所の南にある平地部の共同住宅，ブ

                                                        
9 骨相学（こっそうがく）とは，脳は精神活動に対応する複数の器官の集合体であり，その器官・機能の差が頭

蓋の大きさ・形状に現れると主張する学説である。19 世紀に隆盛を誇ったが，大脳生理学の発展によって 20 世

紀以降では否定されている。 
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ルックリンのアイルランド人の大部分が住んでいた住宅は，ニューヨークと同様に汚かった。 

 

しかし，ブルックリンでは，ニューヨークでのあらゆる「楽しみ」，デルモニコ美術館やバーナ

ム博物館，劇場での夜会，ウォール街，投機などを，川を渡って容易に利用することができた。

結局，そのことがブルックリンの最大の魅力であった。すなわち，ニューヨークが手の届く範囲

にあり，両方の地域の最高のものが提供される場所であった。 

 

海軍造船所の周辺の環境の悪い居住区に関しては，おそらくほとんどの人々が，危険を冒して

まで，その通りに足を踏み入れようとはせず，そこに住むことを，人生の真の目的とすることも

なかった。そのように，当然ほとんどの人々は，後々の客観的な評価がどうというよりも，その

時点の方が大事だと思い込んでいた。そして，人々には，やはり情報よりも経験を重視して，持

論を形成する傾向があった。そして，ブルックリンのほとんどの人々は，自分たちの都市と他の

都市を比較したような経験がなかった。 

 

さらに，橋梁が状況をもっと良くしようとしていた。ほとんどが田舎者のようなブルックリン

の人々，特に来たばかりの人は，本質的に内心で期待したり，楽観したり，待ちかねていたり，

将来性を熱列に信じていたりした。政治組織は，どの程度まで，橋梁の必要性や人々の疑念や反

対している色々な協定について，これまでに理解していたのであろうか？ さらに，どれほど考え

ていたのであろうか？ どれほどの人々が，橋梁の現実的な費用がどの程度になるかを，真剣に考

えていたのであろうか？ 

 

 

 

橋梁計画がブルックリンのどこで，いつ頃，密かに立案されたかという経緯と，その出来事を

記念する銘板が，オウルズ・ヘッド公園に残っている。その公園は，かつてヘンリー・クルーズ・

マーフィーの邸宅があった場所の近くにある。 

 

1866～67 年の冬は，記録に残るほどの厳しい天候であった。

河川が凍結して，ブルックリンからのフェリー通勤者よりも，

アルバニーからの列車の乗客の方がニューヨークに早く到着

する状況が，幾度も発生するほどひどい状況であった。シンシ

ナティでは，ローブリングの橋梁が国民的な喝采を受けて開通

しており，ブルックリンのあらゆる新聞は，ニューヨークに向

けた架橋を望む記事を，掲載し続けていた。 

 

そして，1866 年 12 月 21 日の夜，オールバニーでの州議会の

開催前，橋梁の議案を通すべき時期が熟していることを確信し

た若きウィリアム・キングズレー（図-5.710）は，ベイリッジ

                                                        
10  New York Public Library 

図-5.7 ウィリアム・キングズレー

（1833～1885） 
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図-5.9 ジュリアス・アダムス 

(1812～1899) 

まで馬に乗って，ヘンリー・マーフィー（図-5.811）を訪ねるこ

とにした。その経緯によれば，その夜はすごい寒さで，外出で

きるような夜ではなく，さらにベイリッジまでは 4 マイル

（6.5km）もあった。キングズレーには，マーフィーの親友であ

るアレキサンダー・マッキュー判事が随伴した。判事が後に語

ったところでは，キングズレーにできる限りの支援をするため

に単に同行しただけであり，それは，当時マーフィーが，事業

の実行可能性を議会で説得することは難しいと，認識していた

からであった。 

 

キングズレーは，必要となる土木工事についてジュリアス・

アダムス（図-5.912）と夏からずっと協議していた。キングズレ

ーとマーフィーの対談は，マーフィーの宮殿のような家の書斎

の暖炉のそばで，真夜中過ぎまで続いた。マーフィーは最初，

橋梁の全体計画について，非常に懐疑的であり，敵対的でさえ

あったといわれている。キングズレーは，マーフィーの疑問に

熱意を込めて対応し，鋭く納得のいく答弁で，マーフィーから

のあらゆる論議に対応したものと思われる。マキューは，後に

その場面のキングズレーについて「彼の疲れを知らず休むこと

のない精神力は，明快さの面で並ぶものがなく，力強さの面で

も無敵で，私には，驚きであり賞賛の的であった」と記述して

いる。しばらくすると，マーフィーは，まるで言葉の呪縛にか

かっているように，聞き入っていた。 

 

彼らが，別れの挨拶をしてドアを出る頃には，マーフィーは考え方を変えていた。しかしなが

ら，その夜の対談の過程で，キングズレーがマーフィーに対して，厳密にどのようなことを話し

たのかは，決して明らかにはされていない。マッキューが言ったのは「誰もが，正確な情報に基

づくキングズレーの猛攻に，耐えることができなかった」ということだけであった。 

 

おそらく，その経緯は真実であろう。おそらく，ブルックリンの初期の頃の育ちの良い人物で

あったヘンリー・マーフィーは，橋梁が人生に対する脅威であると考えた。マーフィーが若かっ

た頃，ブルックリンで初めての最高位の市民であったジョンソン老将軍は，1833 年の市長選挙で

「ブルックリンとニューヨークは，目指すもの，関心のある事項，感情面等での共通点は全くな

く，ブルックリンにとって，河川で分断されていることが素晴らしいことである」と明言してい

た。将軍は，米英戦争（1812 年 6 月～1814 年 12 月）では，ロングアイランドへの侵略を阻止す

るブルックリンのフォートグリーンでの守備担当であった。なお，その侵略は実際には起きるこ

とはなかった。その後，彼は別の種類の侵略について，大きな懸念を持つようになった。彼は，

                                                        
11  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 
12  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Walker_Adams_portrait.jpg  （参照日 2016-01-12） 

図-5.8 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 
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図-5.10 ヒュー・マクラフリン 

(1827～1904) 

そのような経緯もありブルックリンを好み，そのような発言となった。依然として，そのような

考え方をする人々も少なからず存在し，おそらくマーフィーも同意見であったのであろう。 

 

しかし，その夜以降の橋梁に対するマーフィーの全面的で毅然とした傾倒を考慮するだけでは，

不十分だと思われる。なお，10 年ほど前の 1857 年，ローブリングの書簡がトリビューン誌と商

業ジャーナル誌に掲載された年に，マーフィーは，イースト川がブルックリンとニューヨークを

分断している状況をただちに解消すべきであると，発言していた。マーフィーがオランダに出発

する直前に，マンションハウスで開催された歓送晩餐会の演説で，ブルックリンで盛り上がって

いる「振興の熱意」を歓迎しており，そのような共同体で可能な歴史的事業の実例として新しい

水道事業を提案した。タマニー派（民主党の一派閥）の客でさえ，拍手喝采した。 

 

いずれにせよ，キングズレーは 1867 年には間違いなく橋梁構

想の推進者であった。そして，彼は，ワシントン・ローブリング

を除いた他のどのような人々よりも，唯一目立って，先頭きって

冒険的事業に賭けていた。ブルックリンでは，キングズレーとマ

ーフィーの 2 人が，首領のマクラフリン（図-5.1013）を除けば，

最強で影響力のある民主党員であった。またブルックリン民主党

は，ブルックリンのほぼ全ての政治力と影響力を支配していた。

だから橋梁の成立経緯に関して，2 人が合意したのが暖炉の傍の

あの特別な夜であったかどうかは，その男達が彼ら自身であった

かどうかと同じように，それほど重要なことではない。 

 

当時の政治漫画家は，1867 年頃，キングス郡の政治を簡略化し模式化した要点を表現しようと，

ビッチャーがハイツを指揮，すなわち，そこの住人を順応させているようなブルックリンの鳥瞰

図を描いた。そこには，ビッチャーの後ろに隠れたボス・マクラフリンが，少し物わかりが悪そ

うな顔をして，自らの手で市庁舎を鷲づかみしているように描かれていた。フルトン通の端には，

建設会社のキングズレー＆キーニーという看板が掲げられた事務所の傍で，大柄な若いキングズ

レーが，元気いっぱいに，ドル記号がついた何かが噴出するセメントミキサーのクランクを回し

ている。そして，湾の下方には，もう一人のキングズレーが，邸宅の塔屋の窓から少し離れた水

平線の向こうを眺め，その先には，ローマ人のように高貴なヘンリー・マーフィーが描かれてい

た。 

 

別々の道を歩んでいるキングズレーとマーフィー，両方とも，たいへん強い印象を与える男性

であった。キングズレーは，1867 年で若干 34 歳，ヘンリー・マーフィーの息子と同じくらいで，

かなり若かった。不況の 1857 年，マーフィーがオランダのハーグに赴任した年に，勤勉で，資力

があり，野心的なキングズレーは，ブルックリンで会社を設立した。彼がブルックリンにやって

来たとき，街には身寄りも知り合いも全くいなかった。それまでに学校の教師や，ペンシルバニ

ア運河や中西部の鉄道での現場監督の仕事もしていた。短い期間ではあったが，ジョンズタウン

                                                        
13 https://en.wikipedia.org/wiki/File:PuckMagazineCoverGoneToMeetJohnKelly11091881.jpg （参照日 2016-02-25） 
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のポーテージ鉄道でも働いたこともあった（おそらく，そこで 10 年前にローブリングが鉄製ロー

プを導入した話を聞いたのであろう）。若いころの彼は，ストライキを鎮圧するほどの力任せが目

立った男のようであった。 

 

今や彼は，ブルックリンでとても成功している建設業者であった。街路を舗装し，下水管渠を

敷設し，ヘムステッドに大規模な貯水池を建設し，プロスペクト公園の大半やセントラル公園の

一部を建設し，建材事業や花崗岩事業に手を拡げ，不動産売買を行い，ブルックリンのガス会社

や銀行関係者とも深く繋がっていた。フルトン・フェリーから降り立ってから，まさに 10 年後，

全くのよそ者で，これと言った金もなかった彼は，100 万ドル近い財産を築き，ブルックリンで

指折りの知られた人物となっていた。 

 

首領のマクラフリンは，すぐにキングズレーが気に入った。マクラフリン自身は 1856 年まで河

岸の暴力団の親分以外の何物でもなかったが，その年のブキャナンの大統領選挙の運動の地元で

の支援の見返りとして，海軍造船所の労働者のまとめ役（Boss Laborer）に指名された。彼がブル

ックリン全体の「首領（Boss）」となるのに時間はかからなかった。彼は首領と呼ばれ，実質的に

政治面における最初の実力者であった。なお「首領」という呼び方を，彼は決して好まなかった

ようである。穏やかな語り口，薄汚れた風采で非番の時にはドミノに興じる男であった彼は，反

り返って大きなお腹を突き出してブルックリンを歩き回っていた。彼のシルクハットは，いつも

時代遅れで下手なブラシがかけられていた。にもかかわらず，彼の丸頭の挙動と，指導者を裏切

るような小さな青い眼をした静かで鋭い顔つきには，何か秘めたるものあった。彼が初めてキン

グズレーと目を交わした時，キングズレーと自分との共通点に気づいたに違いない。 

 

マクラフリンは，ちょうどブルックリン・リングを組織し始めていた。マクラフリンは，ブル

ックリンの外にいるヘンリー・マーフィーと共同して，素早く行動した。その当時，キングズレ

ーは，水道事業に関連して始められた数件の舗装工事を受注した。キングズレーは，政治問題に

大きな関心を抱くようになっていた。リングの中で，すぐに若いキングズレーは，最も効率的に

資金を調達する人物として評判になり，首領マクラフリンに最も近い人物と，言われるようにな

った。マクラフリンにとって，彼は明らかに掘り出し物であった。 

 

さて，キングズレーの身長は 6 フィート（180cm）を越え，幅広い肩と分厚い胸の力強い体格

であり，街中では著しく人目を引いていた。彼はウエーブした暗赤色の髪と，きちんと手入れし

整えられた顎ひげで，顔つきはすべすべして正直そうに見えた。彼は人々をまっすぐに見詰める

など，明らかに首領のヒュー・マクラフリンより何枚も上手であった。通常は，キングス郡の民

主党を利用価値がないとみていたニューヨークの連中でさえ，彼を信頼に足る人物とみていた。 

 

キングズレーは，ツィード（図-5.1114）と同じくアイルランド人であったが，プロテスタント

であった。生まれながらの政治家でもあったが，演説は不得意で公職に対する強い固執もなく，

水面下で動くことを好んだ。マクラフリンのように地元のブルックリンで持てる以上の権力を望

                                                        
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2016-04-16） 
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図-5.11 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

むような素振りは見せなかった。彼らの間には，政治家の首領と

工事請負人の首領という，非常に良好で有益な協力関係があった。

しかし，キングズレーはマクラフリンとは違い，後世の人々が「上

昇志向」と呼ぶものを持っていた。彼には大きく伸びる将来性が

あった。 

 

マーフィーは，全く異なる類いの人物であった。彼は古き時代

のブルックリン人であり，上品で勉強家であった。長い間，街で

は最もハンサムな男性と思われていた。キングズレーとマクラフ

リンは大きな体格の男性であり，そのような理由もあり自らの社

会的な道を切り開いてきた一方で，マーフィーは小柄で控え目でがっしりして，髭はきれいに剃

り，白髪で鋭く知的な目をした上品そうな男性であった。マッキュー判事は，マーフィーのこと

を「用心深くて，頭の切れる人物」と見ていた。ブルックリンの歴史家であるヘンリー・スタイ

ルズは，彼のことを「たいへんまじめな態度で，少しばかり厳しすぎる」と記述している。彼は

誰からも尊敬されていたと思われ，それは理解しやすい。スタイルズによれば，おそらく，彼ほ

ど立法面での経歴で耐え難い試練をこれまで経験し，腐敗の痕跡がまったく認められないような

政治家はいないようである。ある時期，一部の彼の称賛者がよく話していたように，ヘンリー・

マーフィーはもう少しでアメリカ大統領になるところであった。 

 

彼の父で徹底したジェファーソン流民主主義者のジョン・マーフィーは，ブルックリンの裁判

官を務め，その時代では多少有名な人物であった。いろいろな面で十分に成功し，ヘンリーをコ

ロンビア大学に入学させた。彼はその大学を 1830 年に卒業し，その後数年間法律を学び，かなり

有名となった。この同じ時期に，若いジョン・ローブリングはペンシルバニア農場主になろうと

奮闘していた。ヘンリー・マーフィーは，ノース・アメリカン・レビュー誌やアトランティック・

マンスルー誌の原稿を執筆して，誌面を飾り，資質を高めていた。また，古くからのブルックリ

ン・アドボケート誌を編集し，ブルックリン青年文学協会の設立を支援した。1835 年にはジョン・

A・ロットという弁護士と共同経営で事務所を開き，その直後にジョン・ヴァンダービルトとい

うもう一人の弁護士が加わった。両方の年配者とも，すでにブルックリンでは有名な弁護士であ

った。ある経歴の概略によれば，当初から彼の事務所はブルックリン人々，特にブルックリンの

裕福で保守的な年配の資産保有者にとても気に入られ，すぐに広範囲に利益を上げる事務所とな

っていった。そのことも，川の傍にあるブルックリンで，民主党を躍進させる要因となった。 

 

1841 年，マーフィーはイーグル新聞を創刊し，後に，更に判りやすいように『ブルックリン・

イーグル＆キングス郡民主党』新聞と命名した。その翌年，彼は 31 歳で市長に選ばれて，彼の自

身の給料を減らすことから，市政を開始した。やがて彼はアメリカ連邦議会の議員を 2 期務め，

奴隷制度への反対表明を行い，海軍造船所でマッカルピンのドライドックを発展させることで，

有名になった。彼が政治家として活躍していた時代，彼は州議会議員も 6 期務めていた。なお，

連邦議会上院議員に 3 度，州知事にも 1 度立候補したが，いずれも落選した。その主たる理由は，

ウィリアム・ツイードの反対があったからである。 
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図-5.12 フランクリン・ピアース

(1804～1869) 

 

しかし彼が最も輝いていたのは，1852 年にボルチモアで開催された民主党全国大会であった。

その大会では，48 回に及ぶ投票の後で，膠着状態となった。その際，バージニア代表団が和解で

きるような候補として，ニューハンプシャー出身で古くからの党

員である，フランクリン・ピアース（図-5.1215）を推薦した。し

かし，ピアースに対するバージニア州の支持は，決して全員一致

していたわけではなかった。マーフィーがその対立候補であった

が，一票差で負けた。ピアースには軍歴があり，マーフィーには

無かったことが，どうやら決定要因となったようである。マーフ

ィー支持者達は，マーフィーがその代わりに立候補して指名され

て選出されれば，精彩の無いニューハンプシャー出身者の大統領

よりもうまくやれると考えていた（一例を挙げると，マーフィー

がビーチャーの地元の代表なので，奴隷制度廃止論者を軽視した

との考えは疑わしい）。 

 

それから 5 年後，マーフィーがオランダのハーグのアメリカ公使として，ブキャナン16から指名

されて出国するや否や，首領マクラフリンが即座に行動に移り，ブルックリンを完全に支配し，

同時期にツィードがニューヨークを支配していた。「そのことは，より良い方向への変化ではなか

った」と，ずっと後になって，マーフィーが亡くなってから，イーグル新聞は「演説の器用さが，

投票行動を操作する器用さに取って代わられた。議論の巧みさが，1 件の論点を相手に対して 2

倍にする巧みさに，道を譲った。私達の政治的な手法の退廃は，その時から始まった。・・・｣と

いう回想記事を掲載している。 

 

1861 年，マーフィーはリンカーン17にハーグから呼び戻され，そのうえ，別の問題にも対処す

るために帰国した。法律事務所に雇っていた男性が会社の金を浪費して，その請求への支払いが

不可能となり事務所を去った。マーフィーは帰国したら引退するつもりであったが，自分の貯蓄

を切り崩して事務所の債務を完済し，資産をほぼ無くしてしまった。その結果，彼は再び弁護士

業務に戻るだけでなく，いろいろな地方事業の計画，例えばコニーアイランドの開発等にかかわ

るようになった。このような活動は，これまで彼がやってこなかった事であった。 

 

これ以降，ヘンリー・マーフィーに対して，ある種の失望感が出てきたようであると，一般に

言われている。その時点で，州都オールバニーが彼の政治的影響が及ぶ唯一の場所となってしま

い，彼の文学的な風情と欠点のない態度も加わり，むしろ孤立して周りと調和しない人物となっ

ていったようである。しかし，それでもなお彼には，大きな影響力があり，ブルックリンにとっ

て大変価値のある人材であった。 

 

                                                        
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathew_Brady_-_Franklin_Pierce_-_alternate_crop.jpg  

第 14 代アメリカ合衆国大統領（参照日 2016-02-25） 
16  ブキャナン（1791～1868）は，第 15 代アメリカ合衆国大統領。 
17  リンカーン（1809～1865）は，第 16 代アメリカ合衆国大統領。 
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彼は個人的な面で，自分の家族，本の執筆，ブルックリンの歴史に関する学問的興味などに，

ますます目を向けるようになった。彼はその当時，1679 年にニューネーデルラント18への旅行中

の 2 人のオランダ人が書いた紀行本の翻訳を終えたところであった。その本は，彼がアムステル

ダムの書店で見つけたものであった19。この本は，彼の 3 作目の訳本であり，彼とキンズレー，マ

ッキューが，歴史的な話し合いをした書斎には，その当時，全米中で初期のアメリカ古刊本の 2

～3 冊の最上級の所蔵品と評価される本が保管されていた。当時のブルックリンのある評論家は

「マーフィー氏は政治家としてだけ失敗しただけで，それ以外の人生は全て大成功であった」と

語っている。 

 

キングズレーとマーフィーは，才能，気質，年齢，経歴，体格などあらゆる面で，まったく違

い正反対で補完し合う関係であり，彼らは共に絶妙に行動した。 

 

マーフィーは橋梁計画に専念した。法人組織化の定款を起草し，ものすごい行動力で，その定

款をより確実にすべく，彼の友人，著名で立派な友人達の賛同を得た。彼が集めた 38 人の取締役

には，両市の市長，マッキューのような体裁の良いブルックリン民主党員，イーグル新聞の社主

であるアイザック・バン・アンデン，そして，共和党員や年配のブルックリン在住者であるシメ

オン・チッテンデン，J・.カーソン・ブレボート，ヘンリー・E・ピエールポント（ヒゼキア・ピ

エールポントの息子）等が含まれていた。また，あらゆる機会でその橋梁について興味を引くよ

うに話をして，ジュリアス・アダムスが設計した橋梁の額に入れた複写絵を携えてアルバニーに

出向き，仲間の議員達の間を回った。決して予想外のことではなかったが，イーグル新聞は，彼

を全面的に支持した。編集者のトーマス・キンセラは「イースト川の架橋には，あらゆるブルッ

クリンの人々，居住者や資本家が，関心を持っている」と書いている。 

 

その議案は 1867 年 1 月 25 日に提出され，4 月 16 日に通過した。その事業計画を担当する組織

については，マーフィーやキングズレー，あるいは技術者の名前さえも，記載されていなかった。 

 

ニューヨーク橋梁会社は民間会社とし，橋梁とその取付道路に必要となるあらゆる不動産を取

得し，通行料を定める権利があることになっていた。その法律では，資本金を 500 万ドル（現在

の貨幣価値で 500 億円程度）とし，増資をする権限を定め，ブルックリンとニューヨークの各々

の市に対して，それに必要となる株式の購入を各市議会で決定できる権限を与えた。株の評価額

は 1 株あたり 100 ドル（現在の貨幣価値で 100 万円程度）であった。会社は一年ごとに選ばれる

社長によって運営されることになっていた。やがて，ヘンリー・マーフィーが起草したこの法律

は，泥棒の許可証より多少良い程度と見られるようになるが，その段階では，なぜか誰もそのよ

                                                        
18  ニューネーデルラントは，17 世紀に北アメリカの東海岸に，オランダが建設した植民地。 
19  1867 年の翻訳本は，次のような題名で出版された。「1679～80 年のニューヨークへの航海とアメリカ植民地数

カ所への旅行」。著者は，オランダのフリースランド州ウィウェルト出身のジャスパー・ダンカーとピーター・

スライター。マーフィーの翻訳には他に次のようなものがある。「詳細ニューネーデルランド」（アン・ファン・

デル・ドンク著，ドイツ，1849 年），および「オランダからアメリカへの航海」（D・P・デヴィレス著，オラ

ンダ，1853 年）。また，彼は「オランダのヘンリー・ハドソン，1859 年」および「ベラツァーノの航海，1875
年」も執筆している。その本の中で彼は，大陸発見のベラツァーノの主張には根拠がなかった，という間違っ

た見解を述べている。 
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うには，考えなかったようである。 

 

キングズレーは，私的資金を準備し，技術者を見つけることになっていた。おそらく，彼は当

初，ジュリアス・アダムスといっしょに進める意向だったのかもしれない。なぜなら，彼がそれ

をアダムスに信じさせようとしていたからである。しかし，それは疑わしい。アダムスは悪い選

択肢だったかもしれず，マーフィーはその考えを全く受け入れなかったことが知られている。ア

ダムスの評判が，素晴らしいわけでもなく，それほど重要性のある橋梁を建設したわけでもなか

った。実際，アダムスが最初にその状況に入っている理由さえ疑問であり，それ以後のワシント

ン・ローブリングによる私的筆記帳の数件の説明にも書かれていない。なお，その筆記帳には，

橋梁に関するたいへん多くの事柄，公式記録や古い歴史書にも表れていない事柄が記述されてい

る。 

 

若いローブリングによれば，アダムスは，まったく頼りにならない人物であった。彼の役割は，

橋梁を設計するのではなく，むしろ橋梁に関してできる限り低い見積額をでっちあげることであ

った。本当の技術者のやり方は，真剣にその仕事をしたいと思えば，ぎりぎりまでコストを削減

する必要があり，そうすることによって，事業の推進者と話し合いとなり，より興味をそそる価

格を示すことができるのである。どのような真剣な計画でさえ策定される前には，初めに多少の

事務的な偽装の策略をすることが肝要である。ワシントン・ローブリングは「アダムスは 200 万

ドルの見積もりで実力以上の成果を出した」と書いている。結果的に，ジョン・A・ローブリン

グは，自らの見積額を 100 万ドル以上削減せざるを得なかった。そして，どのような策略が進行

し，アダムスの金額が非常識なものであった理由を完全に認識した。 

 

続いて，キングズレーとマーフィーは，オールバニー州議会の議案で提案する 500 万ドルに合

せるために，彼ら自身の報酬を更に削減した。 

 

 

 

1867 年 5 月，議案が可決された 1 ヵ月後，ニューヨーク橋梁会社の会議がブルックリン郡庁舎

の連邦最高裁判所の会議室で開催された。取締役の 1 人の死去に伴う欠員を埋めるために，ヘン

リー・マーフィーが指名された。3 日後の会議でヘンリー・マーフィーが社長に選出され，その

一週間後にジョン・A・ローブリングが技師長に指名された。この技師長の立場は，ローブリン

グが望んでいた橋梁に関する一切を設計する権限を有するものであった。ローブリングが選ばれ

たのは，特定の計画というよりむしろ，その時点で具体的な計画を持っていなかったからである。

キングズレーが後に述べたところでは，まさしく事業の種類として，抜きん出た名声のある人物

を必要としていたからであった。設立初期にあったこの事業にとって，ローブリングという名前

が非常に貴重であったと，キングズレーは説明している。技術者としての完全性に関して，わず

かの不信や疑念もなかった。 

 

技師長の選定理由について，公式の会社記録には「市民の立場および市民の金を投資する事業
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の信頼性の観点から，これまでに大成功した事例を達成したことがあり，この大事業を完遂する

ために最もふさわしい技術者を雇用することが，最も確実である。彼以外の技術者は考えられな

かった」と記載されている。 

 

ローブリングの俸給は，年間 8 千ドル（現在の貨幣価値で 8 千万円程度）とすることになって

いたが，橋梁事業が実際に開始されるまでの彼の働きは，全くの投機となってしまった。 

 

1867 年の春から，状況は急速に進んでいった。ローブリングは，すみやかに調査を実施して計

画を提出するように指示を受けた。また，新会社の執行役員でも職員でもないキングズレーが，

あらゆる必要経費を個人的に負担していることを，ローブリングは，結果的に認識するようにな

った。なお，このことに関して書面に残されたものは何もない。ローブリングはボーリング調査

を実施し，2 ヶ月という期間内に，自らの当初計画をすべて廃棄し，新しい計画を携えてブルッ

クリンに戻ってきた。橋梁会社内に新しく設立された取締役会の最初の会議で，計画・調査委員

会が，事業の即時の着工を勧告した。 

 

それは 10 月であった。だが，第 2 回会議が開催されるまでに 1 年以上が経過した。また，注目

すべき進歩，ほとんどの準備工事さえも，全くなかった。1868 年，ブルックリンでは 3 千軒にの

ぼる新しい建物－教会，店舗，銀行，多くの工場，アイススケートリンク，完成とほぼ同時に売

り切れる質素な表面の煉瓦と褐色砂岩造りの住宅など－が建てられた。しかし，言葉ではなく，

状況から判断すると，巨大な橋梁は外から見る限り，ただの想像上の巨大なる空想にすぎず，多

くの政治家の話以外，何もなかった。ニューヨーク橋梁会社に関して，ほとんどの人々に話題と

なることは，書類上の名前以上のものは何もなかった。トレントンの有名な技術者は，どこにも

見当たらなかった。 

 

しかし，その遅延は，キングズレーやマーフィー，ましてやローブリングの手抜きや怠慢のせ

いではなかった。問題はニューヨーク市側にあった。その世紀の初頭，トーマス・ポープの「虹

橋」が，ブルックリンでの会話で人気のある話題となっていた頃，橋梁を架けるために必要とな

る唯一の事項が，世論の集約であると言われていた。かくして，今がその時期であった。今やこ

とのほか，架橋がまさしくブルックリンの夢以上のものとなり，もはや，架橋がブルックリンの

単なる一事業とは，全く考えられない状況となって来ていた。 

 

そのような状況で，橋梁建設がやっと始まったのは 1869 年であった。それは，架橋計画の裏工

作が完了してから，まる 2 年後の 1869 年の夏の終わりであった。もちろん，その時点でジョン・

A・ローブリングは亡くなっていた。そして，その時に初めて，ウィリアム・ツイードがブルッ

クリンの橋梁の背後で動く主要な人物の 1 人として，公然と表に出てきた。 
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図-6.1 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

第 6 章 注目すべき人々 

今日，ニューヨーク市を所有するのは誰か？ 

悪魔！ 

ヘンリー・ワード・ビーチャー 

 

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

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

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

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

航路追加の法案に賛成票を投じ，その見返りに数千ドルの現金に

よる献金を快く受けとった。その当時，彼は大変若く，その金額

は相当な額であった。しかし，ブルックリンでアイルランド人が

圧倒的に多いウィリアムズバーグ地区へのフェリー運航に賛成

票を投じることで，連邦議会への出馬支持の約束も取り付けた。

ウィリアムズバーグの人々はその約束を守り，1853 年，ツィード

は 29 歳の国会議員としてワシントンに赴いた。しかし彼にとっ

て，ポトマックでの生活には魅力がなかった。そして，彼は一期

勤めた後，議員の職を喜んで辞した。地元で行動する方がもっと

良い事があった。 

 

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

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

仲間は， 大の権力を握った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

敵な女性や金持ちの男性は数えきれないほど多かった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

に関係ないことに費やすような自由時間を持っていない」と述べている。 

 

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

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

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

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

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

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

れ， 悪に保たれた都市である」と言った。 

 

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

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

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

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

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

宅に住んでいた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

そこに留まることはできなかったようである。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ジのために更地にするよう取り壊す必要があることをツィードは知っていた。 

 

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

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

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

会して政治に興味をもった。 

 

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

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

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

フォルスタッフを模したツィード 

いたのはその頃のようである。 

 

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

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

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

ホール（アメリカ民主党の派閥、関連機関）の総括幹事の任にあった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ド・リングが，完全に組織化され完成した状況となった。 

 

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

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

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

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

飾りピンをしたフォルスタッフ5が，具体化した不正

行為を，横目で見るような，いやらしい人物（図

-6.26）として描かれている。 

 

その描写は痛烈であり，それはツィード自身が

もよく理解していた。新聞で叩かれた時，彼は「お

前の新聞記事など一切気にしない。私の有権者は，

字の読み方は知らないが，それらのいまいましい絵

を見ずにはいられない」と絶叫したと言われている。

だが，それは風刺画であり，さらにまた人物も別の

ものであった。彼は確かに不正をまさしく行ってい

たが，現実には生身の人間であり，彼について言わ

れた他の全てのことはさておき，彼がとても聡明で，

かつ非常に好かれる人物だったようである。 

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

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

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

った。 

 

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

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

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

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

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

ったようである。 

 

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

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

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

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

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

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

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

な人々の間で人気があることを，陽気に自慢することである」と言っていた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

実であったことであろう。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

ツィード   スィーニー   コナリー  オーケイ・ホール 

 

 

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

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

橋梁会社の 6 人の執行役員の一人であった。 

 

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

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

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

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

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

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

ての給料と他の全ての手当を決定することになった。 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

スミスは共和党員で，銀行の

頭取で首領ツィードの親しい友

人であった。ツィードはスミス

を警察本部長に就かせていた。

また，スウィーニー（図-6.38）

はピーター・ブレイン・スウィ

ーニーとして知られており，ず

んぐりして黒髪で邪悪な感じの

男性であり，ツィード側近の「こ

そ泥」と呼ばれていた。だが彼

は自分のことをツィードのアド

バイザーのようなものと，謙遜

して説明するのを好んでいた。

スミスは，ツィードと同様に新

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

な事業を遂行するところを，見るのが楽しみであった。 

 

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

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

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

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

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

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

解散し，ツィードは川を渡ってニューヨークに戻った。 

 

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

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

あろう。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の貢献は全く無かった）。 

 

タマニー派首領であるツィードは，ブルックリン側の現場

も初めて視察したが，動揺は起きなかった。彼は誠意をもっ

て公然とブルックリンに向かい，フルトン通りに姿を見せた。

そして，スローカム将軍やヘンリー・マーフィー（図-6.410）

のような実直な紳士の仲間となり，地方自治体のその当時で

の 大事業に自分の名前を刻み込んだ。また，それを阻止す

るため，手を挙げたり声を出したりするものはいなかった。 

 

その後ほぼ 2 年間，橋梁会社の事業でツィードは重要な役

割を担った。ブルックリンに出向いて株主との会議に参加し，

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

図-6.4 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 
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彼の目的に資する時には執行委員会にも出席した。彼が橋梁へ

の関心を隠そうとすることもなく，橋梁業務に関して彼の一声

が大きく影響するという明白な事実を，他の人達も隠したり誤

魔化したりすることはなかった。しかし，ツィードが橋梁会社

設立の初期対応－彼の親しい事業関係者に前もって交渉した商

取引－について説明した時には，彼の話によれば，2 人の主要

人物ウィリアム・キングズレー（図-6.511）とヘンリー・マー

フィーが，彼のあらゆる発言に腹を立てて非難したとのことで

あった。 

 

マーフィーは，ツィードが言うことは嘘ばかりだと決めつけ

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

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

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

は，決して判明しないであろう。 

 

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

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

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

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

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

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

式 50 万ドルは民間人に売り出される予定であった）。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

                                                        
11  New York Public Library 

図-6.5 ウィリアム・キングズレー

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

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

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

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

ドルを配ったと言われている。 

 

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

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

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

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

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

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

すぐ傍に都合よく配置されていたに違いない。 

 

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

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

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

ドは説明したようである）。 

 

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

私は答えました」と続けている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

するような手間はかからなかった。 

 

「誰と交渉をしたのですか」とその後の捜査で，彼は尋問された。 

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

わたって仕切っていた人物である）。 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ことであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

全体を仕切ることができるように準備をしているところであった。 

 

 

 

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

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

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

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

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

ていることを，マーフィーに示唆した。 

 

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

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

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

なっていた」と答えている。 

 

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

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

（現在：ツィード・コートハウス） 

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

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

 

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

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

えめな表現をする才能の古典的な見本のような回答であった。 

 

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

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

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

る。 

 

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

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

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

評価を行うような活動的な政治家はいなかったというのが，真相であった。 

 

例えばツィードは，架橋に関心を持つようにな

る数年前に，チェンバーズ通りの新しい郡裁判所

（図-6.612）に関係し始めた。その建物は，ちょう

ど市庁舎から公園をはさんだ向かい側，すなわち

橋梁のニューヨーク側の入り口となる場所からほ

ぼ一直線の場所にあった。建築家の計画では，パ

ラディオ様式の建築形式で，鉄と大理石造りの 3

階建ての予定で，法律に従えば，わずか 25 万ドル

の建設費であった。 初は，素直で比較的控え目

な事業の一部ように見えた。しかし，1868 年にな

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

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

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

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

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

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

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

4.74 ドルで，アメリカ合衆国がロシア帝国から買収）となっていた。 

 

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

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

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

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

かなり良いと思えたに違いない。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

もある。 

 

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

に違いない。 

 

 ツィードには次のような尋問が行われている。 

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

「はい」 

「あなたがそうすることに関して，誰かとの合意があったのですか」 

「直接の合意はなかったが，暗黙の合意のようなものであった」 

 

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

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

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

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

よりも，たいへん多くの件について釈明を求められることとなる。 

 

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

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

言している。 

「ああ！ 彼がそうだったのか？」とツィードの尋問者は叫んだ。 

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

たのですね」 

「はい」 

「キングズレー氏は，他の人に対してもそのように対応していたのですか」 
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「私はそうしたと思っているが，よくわからない」 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

た状況を思えばおそらく真実であろう。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

キングズレー・キーニー社        1,600 株 

J・S・T・ストラナハン   100 株 

H・W・スローカム   500 株. 

ヒュー・スミス    560 株 
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W・M・ツィード    560 株 

P・B・スィーニー    560 株 

W・ハンター・ジュニア    50 株 

J・H・プレンティス    50 株 ※ 

J・W・ルイス     50 株 

G・T・ジェンクス    50 株 ※ 

H・C・マーフィー   100 株. 

アレキサンダー・マッキュー   100 株 ※ 

マーティン・カルブフレィシュ   200 株 ※ 

S・L・ハステッド    200 株 ※ 

アイザック・バン・アンデン  200 株 ※ 

サミュエル・マクレーン    50 株 ※ 

ウィリアム・マーシャル    50 株 ※ 

アーサー・W・ベンソン    20 株 ※ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

では，そのリストの上位 3 人の紳士が，まったく明確に支配していた。 

 

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

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

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

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

を，完全に支配していた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

由について，ともかく理論的にはその可能性があるという考えを述べた。 

 

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

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

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

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

る有能な人物でした」と述べている。 

 

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

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

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

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

と同じ表現があった。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

心で，それの邪魔をするつもりは全くなかった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ビーチ (1826～1896) 

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

員に支払う 5 万 5 千ドルや 6 万 5 千ドルは安いものであった。 

 

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

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

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

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

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

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

これに関しては，時が経つにつれて明らかになってくる。 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

実例がある。 

 

 

 

マーフィーとツィードがオールバニーで裏工作を行っていたと

き，サイエンティフィック・アメリカン誌の編集者であり発行者で

あるアルフレッド・エリー・ビーチ（図-6.713）は，ニューヨーク

の 初の地下鉄を，ツィードやそれを知る誰の手も借りずに掘削す

ることを目指していた。 

 

ビーチの性格はとても変わっていた。彼は，21 歳でタイプライタ

ーを発明し，22 歳で 初のペニーペーパー（19 世紀の米国に生ま

れた廉価な大衆紙）であるニューヨーク・サン紙の発行者になった。

その新聞社は，ニューヨークの発明家でもあった彼の父親が数年前

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

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

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

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

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

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

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

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

が圧縮空気を利用した列車であった。 

 

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

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

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

決策は，地下を高速で走行する空力推進列車による交通体系であった。 

 

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

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

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

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

分の望むことを秘密裏に進めることにした。 

 

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

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

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

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

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

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

シールドとして知られようになる設備（図-6.814）で，

両端が開いた巨大な大樽のような形状をしており，水

圧ジャッキを動力とするものであった。掘削を行う作

業者がシールド内側に作業を行い，掘削が前進すると，

そのジャッキが巨大なクッキー・カッターのように，

シールドを前方に押し出した。この工法では，陥没に

対して作業者は十分に安全であり，地上面では何も妨

げなかった。掘削が必要な箇所は，唯一トンネル本体

の部分だけであった。泥まみれのビーチは，暗くなっ

てから掘削した土の袋を，こっそり搬出した。 

 

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

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

(a) 車輛とプラットホームの状況 (b) 客車内部の状況 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

レーが橋梁に投資した額を，若干上回っていた。 

 

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

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

有名な圧気式トンネルを利用したニューヨーク初の地下鉄に幕を降ろさせた。 

 

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

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

 

 

 

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

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

つあった。 

 

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

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

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

ウィークリー紙は書いている。 

 

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

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

引き起こした突然の金融恐慌，ウォール街初の「不吉の金曜日」であった。 

 

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

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

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

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

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

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

むどのような相場でも決められるようになったという話が，金融街に広まった。 

 

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

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

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

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

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

まで急落した。 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

その後 10 月中旬，よくあるような奇妙でどこか滑稽な，

やや信じがたい説明しづらい小さな事件が起きた。それは，

これまでの歴史上のよくある事件と同じように，あるいは

それ以上にその世代を特徴づける事件であった。ニューヨ

ーク州北部のカーディフの村の郊外の農場で，10.5 フィー

ト(3.2m）の巨人の石像（図-6.1017）が発掘された。すぐ

さま，空前絶後の主要な科学的発見の一つと説明されたが，

すぐに大きな悪戯の一つと判明した。 

 

カーディフの巨人と言われた石像は，ビンガムトンのハ

ルという葉巻製造業者の捏造であった。数年前に，彼はア

イオワに行って 12 フィート（3.65m）の石膏ブロックを購

入し，シカゴへ船荷で送った。そこで，数人の彫刻師を雇

いその手を借りて，彼が望んだような創世記の超人の石化

した遺体を彫り出した。彼は，特殊な方法で自分の仕事に

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

が望むような年月が経った肌の色合いを出すために，硫酸を像全体に浸した。 

 

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

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

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

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

の人々が，やがて数千人が見物に訪れた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

押し寄せた。 

 

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

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

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

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

話題の多くが，大衆の判断力を曇らせるといわれた。 

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

 (1838～1918) 

 

いずれにしても，そのような状況全てを含んで投票が行われた

時，タマニー・ホールの太った巨人（ツィード）は，かつてなか

ったほど，その州での支配を強めていた。民主党は，20 年以上か

かって初めて，州議会の上院・下院の両方で過半数を占めた。ツ

ィードは自分のやり方で，あらゆるものを手に入れていた。 

 

この当時の米国民のムードに関する論評で，ヘンリー・アダム

ズ（図-6.1118）は「あらゆることに嫌悪感を覚えるが，人々は，

そんなことには背を向け，鉄道や鋳物工場でこれまで以上に頑張

って働いて，自らを満足させるべきである」と書いている。彼は，

橋梁事業のことを言い添えたのかもしれない。 

 

 

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

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

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

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

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

評家のブルックス・アダムズである。（参照日 2016-01-23） 
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