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第 15 章 折り返し点にて 

あらゆるものは，持ちこたえるために建造されてきた。 

－ フランシス・コリングウッド 

 

主塔を完成させるには，さらに数年間を要した。ブルックリン側主塔は，ニューヨーク側主塔

より 1 年早く建設に着手し，1 年前の 1875 年 6 月に完成した。そして，ニューヨーク側主塔の

後の石が設置された 1876 年 7 月まさにその時，合衆国は誕生 100 周年を，花火の中での驚くべき

熱狂と，表面的な飽くことのない歓喜で祝っていた。 

 

時代は大きく変わってきていた。1873 年にひどい恐慌が襲い，かつてなかったほど悪い状況に

あった。依然として国は，そこから立ち直っておらず，しばらくの間，立ち直れなおれそうにな

かった。信じられないことに，当時の も有名な銀行であるジェイ・クック＆カンパニーが，倒

産した。すぐに，ウォール街の同じような会社が，さらに倒産した。大部分が小規模であった何

千もの会社が倒産し，何千人という労働者が職を失った。ニューヨークの通りは，その時以来，

浮浪者と失業者であふれかえっていた。 

 

しかし，それにもかかわらず国は，発展と前進を続けていた。ヨーロッパからの貧困者や希望

を抱く人々の流入が続き，ニューヨークに到着した何十万人の人々が，キャッスル・ガーデンの

粗末で，間に合わせの移民局の窓口を通過して行った。 

 

大部分のアメリカ人は，その時代に決して不満を抱いてはいなかった。簡単で巧妙な装置が次々

と現れており，とても驚くような方法で人々の生活様式や，土地の外観を変えていった。二つ挙

げるとすれば，グレートプレーンズ1の入植者のための有刺鉄線や既製の風車であった。 

 

コネチカット州ハートフォードで，マーク・トウェインは，ハックルベリー・フィン2の執筆に

忙しかった。エジソンは，ニュージャージー州メンローパークで，電灯に取り組んでいた。カー

ネギーは，ペンシルバニア州ブラドックで，世界 大の製鉄所であるエドガー・トムソン工場を

建設して，数十年に及ぶ 初の仕事として，それまで聞いたことがないほど大量のベッセマー鋼

を生産していた。大きな会社はより大きくなり，一部の鉄道会社は倒産していたものの，他の鉄

道会社はまさに拡張を続けていた。ますます多くの鉄道トンネルや鉄道橋が建設され，その中に

は，国内で も称賛された橋梁や， 長のトンネルも含まれていた。 

 

セントルイスでは，イーズが彼の橋梁を完成させていた。その橋梁は，土木工事の驚異として

認められ，まさにその通りであった。1 本のアーチの上の看板には「1673 年にマルケットによっ

                                                        
1 グレートプレーンズ (Great Plains)は，北アメリカ大陸の中西部，ロッキー山脈の東側と中央平原の間を南北に

広がる台地状の大平原で，ロッキー山脈から流れ出る河川によって形成された多くの堆積平野の総称である。 
2 『ハックルベリー・フィンの冒険』は，マーク・トウェインが 1885 年に発表した 初のグレート・アメリカン・

ノベルとして一般には知られている。この本は，トム・ソーヤーの親友であるハックルベリー・フィンが語る方

言あるいは話し言葉で書かれた 初の小説である。 
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て発見されたミシシッピ川，1874 年にキャプテン・イーズによって架橋される」と記されている。

イーズは，当時の演説で「賞賛に対するこだわりは全ての男性に共通のものであり，その良し悪

しは別にして，その魅力を否定することはないと，私は信じている」と述べている。 

 

マサチューセッツでは，その同じ年の後半の感謝祭の日に，記録破りのフーサック・トンネル

が完成した。このトンネルは，ほぼ 26 年をかけて 1000 万ドルの建設費を使い， 悪の 195 名の

犠牲者を出していた。犠牲者のほとんどは，ニトログリセリン使用の不慣れさが原因であった。 

 

ニューヨークでは，国内で も高い事務所ビルが完成した。これは，10 階建てのウエスタン・

ユニオン・テレグラフ・ビルで，建築家ジョージ・B・ポストの設計であった。その高層ビルはデ

イ通りにあり，230 フィート（70.1m）の高さを有していたが，橋梁のニューヨーク側主塔の天端

よりも 50 フィート（15.2m）ほど低かった。 

 

ハブマイアー市長は亡くなり，ツィードは刑務所を脱走して逃走中であった。1875 年 12 月の

ある朝，ツィードは，息子と 2 人の看守と一緒に馬車に乗って，ラドロー通り刑務所を出た。ツ

ィードは，少し外気に触れたかった。戻る途中で，彼らはツィードの自宅に立ち寄って応接室に

座っている時，ツィードは 2 階に上がって妻に会っても良いか訪ねた。看守は同意し，その時が

ツィードの姿を見た 後となった。 

 

川の渡ったブルックリン側主塔の傍では，新しいフェリーハウスが，橋梁の有無に関わらずフ

ェリー運行の将来性を確信して，十分な費用をかけて建設されていた。その建物は，フルトン通

りの始まりの古い建物があった場所に建てられていたが，たいへん手の込んだ建物であり，高い

マンサード屋根でとりわけ優雅な円天井があり，主要通路にはニッチ3があり，出入りであふれる

通勤者の群れを，今でも平然と見つめるロバート・フルトン等身大の彫像が設置されていた。ブ

ルックリンでは，新しい商用ビルも建てられていた。新しい産業が興り，まったく新しい住宅地

区が建設されていた。釘を打つハンマーの響きは，依然としてその場所の特徴の 1 つであった。 

 

しかし，他の何よりも，実際に南北戦争以降ブルックリンで

起こったどんなことより，人々を煽動させた出来事は，1875 年

1 月に市裁判所で始まったビーチャー・ティルトン裁判であっ

た。セオドア・ティルトンは，彼の妻との不倫に関してビーチ

ャー（図-15.14）を告訴した。この騒ぎは 6 ヵ月間続き，国中

の話題となった。ビーチャーは，自分に対するあらゆる嫌疑を

否認した。6 月下旬，ブルックリン側主塔が完成しても，裁判

は終わらなかった。それから，陪審員が評決をしないまま，表

面的には果てしない 8 日間，途方もなく暑い夏の日々が経過し

た。緊急の騒動が法廷で起こった。それは，まるでビッチャー

                                                        
3 西洋建築で，厚みのある壁面を半円または方形にくぼめた部分で，彫像や花瓶などを置くことができる。 
4 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Ward_Beecher_-_Project_Gutenberg_eText_15394.jpg  

参照(2016-04-30) 

図-15.1 ヘンリー・ビーチャー

(1813-1887) 
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が完全に潔白を証明されたように，彼の教区民を喜ばせるような騒動であった。 

 

ビーチャーが，セオドア・ティルトンの内気で明らかに神経過敏な幼い妻との不倫の罪を犯し

たかどうかは，立証されることは決してなかった。ビーチャーは，首尾一貫しない不器用な証人

となっていた。裁判で述べられたほぼ全てのビッチャーの証言は， も重要性のあるニュースと

して新聞紙上で取り扱われていた。アメリカの大衆の大部分，ブルックリンやニューヨークの大

衆はもちろん，ビッチャーは有罪極まりないと断定していた。 

 

後の世代の作家達は，ビーチャーが絶対に有罪であり，概して気取った詐欺師であったと結論

づけている。彼は、ビクトリア朝風の偽善の典型的事例のように描写され，彼の裁判は，国家の

社会的歴史の転換点として解説されるようになる。だが当時の人々が，その裁判をまさにそのよ

うに見ていたとは思われない。プリマス教会からの説法を 30 年近く毎週読み，まさに全能の神の

説法と捉えていた何百万ものアメリカ人にとって，ビーチャーの没落は確かに強烈な一撃であっ

た。それでも，ヘンリー・ワード・ビーチャー師がティルトン夫人と不倫したと訴えられている

ことで，彼の夜を徹した説教や彼の善悪の見解を，誰も見捨てなかったようである。さらに，ビ

ーチャーが有罪かもしれないと，考えた非常に多くの人々は，結局，彼が途方もない人間である

とずっと思っており，十分過ぎるほど苦しんでいると感じていた。また，更に多くの人々は死ぬ

まで，彼の無実を信じていたようである。実際のところ，全体としてビーチャーが無実であった

可能性がある。 

 

しかし，そのようなことは全く別にして，ブルックリンでは，人々がその地域を注視するよう

な何かが，とても明確に起こっていた。ブルックリンが大事にしてきた世間体に対する高い評価

は，取り返しのつかない損害を被った。ビーチャーという名前は，もはや象徴ではありえなかっ

た。正しいかどうかにかかわらず，ビーチャーは，“高い地位の人々の不正”と呼んだ当時の論説

による公衆の大騒ぎの潮流に，流され引きずり降ろされた。もはやイースト川は，ブルックリン・

ハイツに暮らす多くの人々が思っていた善悪の間の大きな境界線とは，見なされなくなってしま

った。もはやプリマス教会は，プロテスタントのアメリカ的な美徳の象徴の中心として，あるい

は，タマニー・ホールに対するブルックリンの人々の反発としては，見なされなくなってしまっ

た。その結果，話題が当時の他の重大な出来事，例えばフィラデルフィアでの大規模な百周年博

覧会のような話題になった時，ブルックリンが誇れるものは，たったひとつのモニュメントだけ

であった。ブルックリンでは，その橋梁が今や自慢であった。質素で納屋のような教会，建築的

な美しさも全くない教会は，巨大なゴシック調の橋梁に取って替わられていた。その橋梁は現在

までに 7 年間をかけて建設中であるが，今でもなお，完成までは道のりは長かった。 

 

 

 

橋梁の建設は，作業指示を行う技師長が不在でも，特に問題はなく進行していた。彼の文書に

よる指示がまったく綿密であり，少なくとも，その計画は非常に明確であった。作業に関しては，

特に斬新な事もなく難しい点もなかった。主塔のほとんどは，まっすぐな石積構造であり，唯一
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の重要な相違点は，主塔の巨大な規模と高さであった（主塔は，ジョン・ローブリングが当初想

定した高さより，実際には 8.5 フィート（2.6m）高くなっていた。これは工事の進捗に伴って実

施された数項目の変更の一つであった。完成時の主塔の高さは，水面上から 276 フィート 6 イン

チ（84.3m）であった）。 

 

だが忘れてならないのは，ローブリングがとても優秀な職員に支えられており，全員が工事の

初の段階からずっと従事をしており，各々が仕事と技師長の両方に対して，並々ならぬ忠誠心

を発揮していたことである。 

 

エミリー・ローブリングは，ブルックリンでの話題が，橋梁の建設工事における彼女自身の役

割に及んだ時に，次のように書き残している。「・・・おそらく，巨大な事業は，あれほど多くの

障害をかかえて働かなければならなかった一人の男性だけでは，遂行できなかったでしょう。あ

の工事は，彼のアシスタント技術者達の無私の献身なくしてはあり得なかったでしょう。各々の

技術者が，何らかの部門の責任を持ち，ローブリング大佐の計画と要請に沿って適切に実施すべ

き工事に対して，全精力を注いで働きました。彼らは，自らのどんな持論や自画自賛のために行

動することはありませんでした」 

 

マーティンは技術職員の中で一番年配であり，実力があって好

感が持てる公平な人物であり，依然としてローブリングの代役を

勤め，工事全体を監督していた。コリングウッド（図-15.25），

当初はほんの1ヵ月だけ仕事をするつもりだったエルマイラ宝石

商の彼は，今ではブルックリン側主塔の仕上げを担当していた。

一方，発明の才があり頼りになるペインが，ニューヨーク側主塔

を担当していた。 

 

ブルックリン側主塔が完成するとすぐに，コリングウッドは，

川を渡りニューヨーク側のアンカレッジの担当

を引き受けた。そのアンカレッジは，がっちりし

た石積構造で，１対の奥行きのあるアーチ形（図

-15.36）を持ち，ローマの浴槽の先頭のように見

えた。アンカレッジは，すでに 8 階建てのビルと

同じくらい高さであった。そのアンカレッジは，

ニューヨーク側主塔から 900 フィート（274m）

ほど陸側に建っており，チェリー通りとウォータ

ー通りの間のほとんどの区画を占めていた。主塔

から降りてきた 4 本の巨大なケーブルは，このア

ンカレッジの天端で，主塔に近い端部の上側で固

                                                        
5 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y., The Institute Archives and Special Collections, Photograph Collection 
6 SCIENTIFIC AMERICAN, New York, January 8, 1876 

図-15.3 ニューヨーク側アンカレッジ 

図-15.2 コリングウッド 

(1834-1911)1895 撮影 
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定される。主塔からアンカレッジまでのケーブルは，橋梁の陸側径間として知られる部分を支え

ることになる。そのケーブルは，アンカレッジの中に入って見えなくなる巨大な鉄製の棒状の鎖

（アンカーバー）で連結され，そのアンカーバー（図-15.47）は，花崗岩の中に深く埋め込まれ

た 4 基の巨大な鋳鉄製のアンカープレート（図-15.58）に固定される。なお，そのアンカープレ

ートは，アンカレッジの踵の部分に，ほぼ街路と同程度の高さに設置されている。 

 

ニューヨーク側とブルックリン側アンカレッジの寸法は，基部で 119 フィート(36.3m)×129 フ

ィート(39.3m)で，天端で 104 フィート(31.7m)×117 フィート(35.7m)であった。当面，2 基の構造

物は 80 フィート（24.3m）の高さまで立ち上げられ，その天端には，主塔の建設で利用されたよ

うな種類の木製の揚貨装置や，他に石材の巻上げ装置が，林立していた。ケーブル架設が完了し

た後で，車道部の高さすなわちほぼ 90 フィート（27.4m）まで追加の石積が行われる。各々のア

ンカレッジの 終的な総重量は，1 億 2 千万ポンドすなわち 6 万トンとなる。 

 

このアンカレッジのどちらか一基だけが，別の場所に建設されたとすれば，ブルックリンの主

塔が 80 フィートの高さに 1 基だけで巨大な姿を現した時のように，それはとても堂々として，荘

厳であると思われたに違いない。だが主塔の 1 基と同調して立ち上がったアンカレッジは，その

ようには見えなかった。無理もない話だが，主塔はあらゆる注目を浴びていた。だが関連する建

設技術の観点からアンカレッジはとても興味深く，その橋梁にとってその重要性は，実際に非常

                                                        
7 S. W. Green’s Son : A Complete History of the New York and Brooklyn Bridge, p-29, 1883. 
8 SCIENTIFIC AMERICAN, New York, January 8, 1876 

図-15.5 アンカープレート 

図-15.4 アンカレッジの構造 
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に大きなものであった。 

 

ローブリングは，アンカレッジには，対応すべきまさに 2 要素―花崗岩と重量―があると書い

ている。彼は「第 1 番目は，まさにその存在が『時を蝕む歯』に対して抵抗できる材料であり，

第 2 番目は，自然現象の唯一不変の法則と呼ぶべきものである。それゆえに，アンカープレート

上に花崗岩という形で一定量の死荷重を設置した時に，あらゆる不測事態が発生しても，そこで

生き残ると理解している9」と説明している。 

 

アンカープレートは，アンカレッジ 1 基に対し 4 箇所，ケーブル毎に 1 箇所設けられる構造で,

石積工事の初期段階で所定位置に据え付けられた。その外観は，ローブリングが仕様書で示した

ように巨大な卵形の蜘蛛のような形で，16 フィート（4.9m）×17.5 フィート（5.3m），高さは 2.5

フィート（0.76m）であった。それらは，各々の重さが 4 万 6 千ポンドすなわち 23 トンで，所定

場所に正確に据え付けるには大変な労力を要した。 

 

アンカープレートは，石材のかたまりの底で水平に，直立したキノコの形をした船の錨のよう

に据え付けられた。それぞれのアンカープレートは，18 本のアイバーがその中に取り付けられる

ように，9 箇所の長方形の開口が 2 列に平行に並ぶような形状で鋳造されていた。アイバーは完

全に垂直になるように設置され，それぞれ 9 本のアイバーが 2 列で同方向に直立で並ぶような構

造となっていた。彼らがアンカーバーと呼んでいた部材は，男性の背丈の 2 倍の高さで，両端部

に 1 個の孔が開けられていた。アンカーバーは，単品として鍛造され，滑らかで平坦で，同一箇

所で使用される他のアンカーバーと同一精度となるように，当時としては並大抵ではない技術で

製造されていた。 

 

（ローブリングは，アンカーバーの材料として，鉄あるいは鋼のどちらを使うかを決定する必

要があった。1867 年，エッセンのクルップ製造所をローブリングが訪問した際，そこの責任者は

その調査のために全鋼製の試作品を鍛造したが，ローブリングが望む品質を保証することができ

なかった。それで彼は錬鉄で製造することに決めた。アンカーバーは，数社の異なる製造所で製

造した。その製造所は，キーストン・ブリッジ社，エッジ・ムア・アイロン社，フェニックス・

アイロン社であった。仕上がった製品は，ウィリアム・キングズレーが書いているように，アメ

リカの製造業者が製造できるなかで，素晴らしい試作品と思われた） 

 

アンカーバーは，アンカープレートの底面の下側で，一体として所定位置に収まるように，列

毎にアンカーバーの 9 箇所の孔を通る大きな鋼製のピンが挿入され，アンカープレートの半円筒

の溝に合致するように上側へ引き上げられた。それによって， 初のリンクを 2 層構造で形成し，

アンカレッジの天端表面まで，段階的な円弧で石積の中を通って延びてゆく巨大な 2 層構造のア

イバー・チェーンを形成する。 

 

                                                        
9 実際にアンカレッジは，隅角部と前面アーチ部とコーニスを除き，全体的には石灰岩で造られていた。また，

アンカープレートの上に，直接設置された花崗岩は約 650 立方ヤード（497m3）であった。 
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アンカーバーは，チェーンの位置に応じて，わずかに異なる形状であったが，長さは，平均 12.5

フィート（3.8m）であった。そして， 初の 3 組のリンク（アンカープレートに も近いリンク

でケーブルからの引張力が 小となる場所）でのアンカーバーは幅 7 インチ（17.8cm），厚み 3 イ

ンチ（7.6cm）であり，端部に向かって，直径 5～6 インチ（12.7～15.2cm）のアイバーの孔を設

けるために拡がっていた。ただし，4 番目と 5 番目，6 番目リンクとなるアンカーバーは 8×3 イ

ンチ（20.3×7.6cm）まで太くなっていた。そこから天端まで，アンカーバーが水平となりケーブ

ルの張力と全く一致するようになるので， 後のリンクを除き，9×3 インチ（22.9×7.6cm）の寸

法となった。 後のアンカーバーは数が 2 倍となり，その厚みが半分となっていた。 後のリン

クは，全部で 38 本のアンカーバーとなり，ケーブルのワィヤーと連結するために 4 段積となって

いた。ワシントン・ローブリングは，全体の配列を考え出すのに数ヶ月を要した。 

 

アンカーバーのチェーン設置は，石積工事とともに迅速に進んで行った。一旦，アンカープレ

ートを所定位置に固定して，その上に石積を行って，各々のチェーンのアンカーバーの第 1 組目

を取り囲んだ。その後，アンカーバーの第 2 組目が，第 1 組目の 18 箇所の孔に新しい 18 箇所の

孔が合致するように所定位置に設置され，重いピンがその全ての孔を通るように挿入され，２組

の平行な扉の蝶番のような継手が造られた。続いて 初の 2 組の後の，新しいアンカーバーの各々

の組は，主塔に向かって，その前の組より僅かだけ大きく前側に傾けられ，安定した曲線や円弧

を形成していった。このようにして，チェーンの終端は引き出されて，ケーブルの終端が入って

くるアンカレッジの天端の正確な位置に収まるように調整された。ケーブル終端部分は，アンカ

レッジの主塔側端面から約 25 フィート（7.62m）後退した位置であった。1876 年の夏までに，巨

大な鉄製のアンカーバーは，防錆対策として鉛丹で塗装され，各々のアンカレッジの上側面に突

出して，ケーブルの巨大な荷重を受け止める準備が完了していた。そして，そのアンカーバーは，

誰かが言ったように，石材の内部に閉じ込められた巨人が何かを掴もうとする指のように見えて

いた。 

 

ウィルヘルム・ヒルデンブラントは，2 基のアンカレッジに通じる取付け高架部を設計するこ

とになっていた。この担当区間には，合計して長さが半マイル（0.8km）に及ぶ一連の構造物と，

途中にある通りを跨ぐための合計で 9 橋の異なった石橋や鉄橋が含まれていた。これらの構造物

のために必要となる作業量は，ローブリングが理事会に説明したように，一人で担当するには膨

大な量であった10。 

 

1873 年に着工して 2 年後に完成したブルックリン側アンカレッジは，その責任者がジョージ・

マクナルティであり，この時までに，彼も何とか立派なカイゼル髭をたくわえていた。マクナル

ティは，まだ 30 歳にもなっていなかったが，間違いなく仕事の面でとても有能な 1 人であった。

ローブリングは，ケーブル製作に必要となる巻き上げ機や巻胴，車輪，その他の機械装置などを

準備する担当に，マクナルティを指名した。それらすべての設備は，ローブリングが要望したよ

                                                        
10 1877 年に，ある建築家のグループが，ヒルデンブラントの計画に関するコンサルタントとして迎え入れられた。

彼らの中で も有名な人物はジョージ・B・ポストであり，その当時，ピアポント通りとクリントン通りにそ

びえ立つ新たなクィーン・アン様式のロングアイランド歴史学会の本部を設計中であった。後年，彼はニュー

ヨーク証券取引所（1903）の設計も行っている。 
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うにきっちりと製作し，ブルックリン側のアンカレッジ天端に設置する必要があった。本橋に関

して他の全て作業とほぼ同様に，ケーブルもブルックリン側から開始する予定であった。 

 

マクナルティは，他のアシスタント技術者と同様に，これまでに吊橋建設に携わった経験がな

かったので，石積工の後のあらゆる段階は新しい経験であった。ローブリングの驚異的な文書に

よる連絡や，機械工長 E・F・ファリントンの存在がなければ，費用のかさむ遅れや間違いがあっ

たかもしれない。なお彼らの中で，ファリントンは，それまでにケーブルに関連する仕事の経験

がある唯一の人物であった。 

 

ケーブルを架設する機械はシンシナティで使用したものと基本的には同じであり，ファリント

ンはローブリングの指示のもとで，それを組み立てる手伝いをした経験があった。その当時，フ

ァリントンは，河川の上空で非常に重要なワイヤー作業を行う作業員達を教育することができる

唯一の人物であった。作業員の多くは，船の索具操作者であったが，このような種類の作業状況

を誰も見たことがなかった。ファリントンは，ヒルデンブラントが主塔から主塔に向かうキャッ

トウォークの 終的な計画一式を仕上げることを手伝い，ローブリングの指示に従って驚くべき

規模の模型を作り上げた。その模型は橋梁会社の大きな部屋に設置され，その周りに作業員が集

まることができた。主塔は木製で高さは約 5 フィート（1.5m），主塔間は 15 フィート（4.6m）離

れており，主塔から細い鋼線が張られ，小型模型の車輪や架台，キャットウォーク等が全てのも

のが，本物のように正確に表現されていた。模型の各々の部品には，その機能を説明するような

識別札が付けられ，あらゆる部品は一旦ケーブル架設が始まったような状態になっていた。 

 

実際，ファリントンは，今後待ち構えている仕事に関して，経験に基づく話ができ，そこで発

生する問題に対する明確な考えを持っていた，その現場での唯一の人物であった。 

 

ローブリングがヨーロッパに向けて出発した後の時期，石積工事は，ゆっくりと徐々に，冬の

期間は全体的に止まったものの，まずまず予定通りに進んでいた。短期の思いがけない遅れは，

数回発生していた。その理由は，採石場が予定通りに出荷できなかったことと，一度は資金不足

になった時であった。更なる事故も発生していた。だが一般的に言って，主塔は期待通りにほぼ

順調に，効率よく立ち上がっていった。 

 

石材は，およそ 20 箇所の異なる採石場から納入され，何千隻におよぶ船積荷の中で僅か 1 個が

失われただけであった。石材はレッドフックの埠頭で降ろされ，主塔の埠頭に係留される大きな

平底船で，そこから橋梁へ運ばれた。その後，一個ずつ必要に応じて，個々の石材ブロックは揚

貨装置によって平底船から吊り上げられて，小型の平台型貨車に載せられた。その貨車は，主塔

の基部のまわりで種々の方向に敷設された軌道上を走行する車両であった。一組の作業員がブロ

ックを載せた貨車を，主塔の背面側に向かって主塔の外周を走行させて行き，そこから主塔の上

に引き揚げられていた。その引き揚げには，もはや主塔天端に設置された 50 フィート（15.2m）

ブームの揚貨装置は使用されなかった。その時点で引揚高が高すぎたからである。その装置の代

わりに次のような方法が採用されていた。 
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各々主塔の天端には，中央部で緑端から

張り出すように 2 基の巨大な鉄製の滑車が

あり，その延長線上の石積部全高に渡って

大量の木材が軌道のように敷設され，石材

ブロック吊上げ時に発生する摩耗を受け止

めていた（図-15.6）。直径 1.5 インチ（3.8cm）

の鋼製ワイヤーロープが，地上にある強力

な蒸気巻き上げエンジンのドラムに取り付

けられ，そのロープが 初に 1 台の滑車を

通った後，地上まで下降して，再び天端ま

で上昇し，もう片方の滑車を通過してから

第 2 エンジンのドラムまで下降していた。

主塔の側面を上下方向に走行するこの連続

したロープの両方の鉛直部分には大きなフ

ックが取り付けられていた。そのフックは，

各々の花崗岩ブロックの両端に挿入した鉄

製アイボルトに掛けるものであった。その

フックは固定されており，言い換えると，

片方が下降すると他方が上昇する，すなわち，1 個のブロックの上昇によって，下降してきたフ

ックに合わせて，次のブロックを持ち上げる必要があった。 

 

時々，特に重いブロックを吊り上げられているときに，エンジンの過大な負荷に起因してロー

プの振動が激しくなり，吊り上げているブロックを再び下側に降ろして，追加の索具を取り付け

る必要があった。だが，一度だけブロックが振動で緩み，200 フィート（61m）上から落下して下

側の通路を破壊し，地面に半分ほど突き刺さったことがあった。 

 

各々の石材が主塔の天端に到着すると，木製構造物の端に沿って長手方向に敷設された線路の

軌道の間を，石材が通過した。石材が木製軌道から離れた時，別の平台型貨車をその下側に押し

込み，石材のフックを外した。揚貨装置のブームを素早くそこに移動させ，石材を吊り上げ，所

定の場所に回転させて運搬した。ブルックリン側主塔のアーチ部の要石
かなめいし

は，重量が 11 トンもあ

る巨大なブロックであったが，まったく形を整えることなく，採石場から運んだままで嵌め込ん

だ。 

 

主塔の 上部には，80 人ほどの作業員がそこで同時に働いており，大変忙しく混雑した場所で

あった。どの作業員も，自分の周辺の状況について熟知している必要があった。ほとんどいつも，

猛烈な風が吹いていたと思われ，晩秋や初春には身を切るように冷たい風が吹き付けていた。11

月のある日，ある雑誌の編集者は，ブルックリン側主塔の巨大なアーチ基部より更に上側へ，こ

れ以上昇れない場所まで危険を冒して昇り「完成したアーチ径間からの眺望は，世界中で匹敵す

図-15.6 ブルックリン側主塔施工中(1874) 

出典 Museum of the City of New York 

木製ガイド

石材揚貨

滑車 
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るものがないほど雄大な眺めとなるが，冬季に多くの見物人があるとはとても思えない」と書い

ている。 

 

機械工長ファリントンは，ブルックリン側主塔の天端での早朝について，後に次のような印象

的な描写を行っている。 

 

この場所に一人で立った時，まるで地下牢にいるように，完全に隔離されたように感

じる時がある。私は 3 年程前に，夜明けに同じような経験をしたことがある。それは早

朝に，濃い霧がまわりのすべてを覆いつくしている時，一部の機械を調べる機会があっ

て作業開始前に主塔に昇った時であった。その朝のことを決して忘れることはない。私

は，霧が主塔天端から 20 フィート（6.1m）付近まで上昇し，その場所で濃く不透明で触

れられるほどに立ち込めていることに気づいた。それは，ナイフで切れるように思える

ようなものであった。私は，その上に跳び降りて，無傷で歩けるかもしれないと思った

ほどであった。それは，鉛色のどんよりした海の小さい渦のように，深く，よどんで，

動かないように見えた。 

 

霧は，地面の形態に追従して，地面より上のある程度の高さまで，四方八方に昇って

ゆき，そこから下の全てを覆い隠すようだった。ニューヨークとブルックリンの両市に

あるトリニティ教会の尖塔や，乾ドックのうちの 1 箇所に入っている船のマストの先端

や，橋梁の主塔の屋根までも，下方に見えるすべての世界を覆い隠していた。あちらこ

ちらで煙突からの熱が空気を希薄にして，白い円錐状の霧が沸騰泉のように上昇してお

り，そのような霧の動く方向から，蒸気船の慎重な動きを追いかけることができた。こ

の霧の深い覆いの中から聞こえてくるのは，下側の忙しい生活の雑然とした大音響や轟

音であった。 

 

労働者たちが階段を登ってくるにつれて，やがて彼らの頭が現れ始めた・・・。霧が

その濃さを減らしてきた。薄い蒸気が，海からの霞のように，何重にも重なる霧から昇

ってくるように見えると，全体が澄むように徐々に消え始めた。尖塔やマスト，煙突が，

現れ始めた。霞の表層の真下では，船舶がイルカのように身をかわして動いているのが

見えた。10 時には霧が消えて，すっかり中断していた河川内の交通が再開された。 

 

 

おそらく主塔天端での 大の問題は，下側作業場の技術者に巻上げエンジンの巻過ぎを防止す

るための合図を送ることであった。風のため，大声での合図は滅多に伝わらなかった。旗による

合図は時々霧が邪魔をすることがあり，急ごしらえの鐘による合図の方式は頻繁に破損していた。

縁端部で働く作業員達は，自分達の平衡を失わせる思いがけない突風に対して常に備えをしてお

く必要があった。 

 

これまでに，3 人の作業員が主塔からの落下で死亡していた。後に，技術者は「そのような事
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故に対して，あらゆる予防措置が講じられていた」と記者に話している。主塔天端では，ほんの

僅かな眩暈でも感じた場合でも，すぐに下に降りるように指示され，地上での作業に就いた。し

かし，工事の批判者の類が要求していた保護用手すりは有り難迷惑であると，技術者達は述べて

いた。 

 

1875 年，リードという作業員と，もう一人マッキャンという作業員が，ブルックリン側主塔か

ら落下して即死した。リードは癲癇の発作の癖があったが，その仕事に就く時にその事実を隠し

ていたようである。すぐ近くで働いていた作業員は，リードが落下する直前にうめき声をあげた

のを聞いたと証言した。 

 

揚貨装置で 1 個のモルタル練り箱を吊り上げようとしていたとき，マッキャンは控え壁の 1 箇

所の角部の端部に立っていた。彼は角部を直角に歩こうとせず，彼はそれを跨いで跳んだ。だが

その瞬間にモルタル練り箱が空中で揺れて彼に当たり，主塔の端を越えて倒してしまった。彼は，

ずっと下まで落下していった。 

 

そして，ジョン・エリオットがニューヨーク側主塔から落下したのは，ちょうどその 1876 年 5

月であった。彼の仕事は，石材ブロックが天端に到着した際に，ブロックの下に平台型貨車を押

し込むことであった。彼は足を滑らせて，通路にできた開口部を通り抜けた。彼は，下側の途中

に突出している梁にぶつかって，アーチのうちの 1 基の内側に落ちた。 

 

しかし，これらの恐ろしい死だけではなかった。巻上げエンジンのドラムにロープを導く仕事

をしていたコープという作業員は，ロープが思うような巻き取りが行われていなかったので，ロ

ープを蹴って所定位置に収めようとした。仕事をきちんと行うやり方や，立つべき場所などを教

わっていたが，それを無視した。彼は蹴ったが目標を外してしまった。ロープが彼の足に絡み，

ドラムにその足が巻付けられた。彼の足はひどく押しつぶされ，ほぼ即死であった。 

 

別の作業員は，花崗岩のブロックが腹に当たり押しつぶされた。大工の 1 人は，落下してきた

石にあたって死亡した。そして，ブルックリン側主塔の基部付近で作業中の男性は，相当の高い

場所で泥を載せた手押し車を押して厚板を渡っていた時に，たまたま手押し車が厚板の端で脱輪

した。彼は手押し車の取手を放さず，しっかり握っていて，落下して死亡した。 

 

しかし，同じような状況で，間一髪で助かったこともたくさんあり，特にある 1 件はこの先何

年も話題となったようである。ブルックリン側主塔の完成の間近になって，フランク・ハリス（文

学的な悪評を得た人とは別人）という作業員は，主塔の 3 本の柱の間に中空部分（図-15.711）の

ひとつに，真っ逆さまに落下した。後の説明では 186 フィート（56.7m）落下したようである。彼

の仲間たちは，当然死亡していると思って中空部に降り始めた。だが，その時，彼らはハリスが

ロープを降ろす人に向かって，呼びかけているのを聞いた。彼は，真っ暗な石がうまく集まった

                                                        
11 主塔は 3 本の柱で構成されており，2 箇所のアーチ部の下側の主塔部分は充実断面ではなく，各々6.1m×9.8m

の空洞を有する中空断面となっている。図出典：Rensselaer Polytechnic Institute Archives 
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場所で，3 フィート（0.9m）ほどの深さに溜まっ

た雨水の上に浮いていた空のセメント樽のうえ

に着地して，ほんの軽傷を負っただけであった。

8 日後，彼は主塔の上での作業に戻った。 

 

主塔が完成する頃，橋梁工事では既に 12 人の

作業員の命が失われていたが，1876 年夏の初旬，

技術者達は「これからの仕事は，更にもっと危険

になるであろう」と記者達に話していた。それは，

一夜にして市民の関心を倍増させるための一種

の発言であった。 

 

 

 

橋梁が始まった夏以降，市民がそれに関心を示

さない時は全くなかった。だが 2 基の巨大な主塔

が対岸から互いに向き合っている時点での状況

は，異なっていた。その主塔の間に，巨大な規模

の幹線道路が吊られることを想像することに，も

はや何ら問題もなかった。その時点で十中八九，

何かが工事を停止に至らせることができるような状況ではなかった。1876 年春，海運業関係者の

一部から，抗議の声が上がっていた。橋梁が河川内の交通を妨げるとの主張であった。公聴会が

開催された。数人の倉庫業者は熱心に意見を述べ，橋梁を“邪魔者”と呼び，それが川港の“商

業を締め付ける”であろうと主張した。しかし，リービーという船長は，大きな効果をもたらす

橋梁に賛成した。橋梁に反対し始めるのが遅すぎると述べた。上位者同士が船上で口論するよう

な面倒なストライキも決してなかったと述べた。実際に橋梁の下を通過できるよう船を改装する

のに 500 ドルの費用がかかると主張していたそれらの船主に対して「その価格で，その仕事をす

るのは大歓迎である」と言った。「もし橋梁がこのまま完成しないとすれば，もうすぐ完成する主

塔はどうするのか」と尋ねて，意見陳述を締めくくった。それは，状況が進展しており，今のと

ころ橋梁はもう一つの裁判を無傷で通過し，主として，巨大な双子の主塔がこれまでにはなかっ

たある種の精神的な勢いを提供するように思われるので，裁判を行わずに，全体の論点を棄却し

ようというような問い掛けであった。 

 

また，建国百周年の夏に主塔が完成したことは，特に適切で，とりわけそれ以後，橋梁が文字

通り人々のものになったと思われた。 

 

デマス・バーンズが初めて当初の定款の変更を提案した 1874 年 6 月 5 日から，ほぼ 2 年後，オ

ールバニーでの州議会は，ブルックリンとニューヨーク市に対して，橋梁会社の取締役の間で上

位の代表権を付与することを義務付ける修正案を可決した。両市の市長と会計監査官は，8 名の

図-15.7 主塔計画図(1867) 

中空部
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取締役を指名し，市長と会計監査官12自身も取締役となるという修正であった。橋梁は，正式に一

般道路に認定され，ついにニューヨーク・ブルックリン橋という正式名称が与えられた。その後，

翌年 5 月にニューヨーク橋梁会社を完全に解散させて，“住民の新しい環境への適応と便益，安全

な交通のために両市が建設する公共事業”として橋梁を再定義する決議が採択された。事業費の

2／3 をブルックリン市が支払い，残りの 1／3 をニューヨーク市支払うこととなった。個人の株

式所有者には，これまでの投資に利息をつけて払い戻され，その権利は失効した。 

 

しかしながら，またしても，古い管理体制，理事会（旧の取締役会の代わり）の理事長として

マーフィー，キングズレーが総括責任者の替わりに執行委員会の一員として残った。技術職員に

ついては，何の変更もなかった。したがって，身体的不調で現場に出ていないローブリング除い

て，職員の顔ぶれは開始時点と全くかわりはなかった。 

 

それでも，架橋公社（旧橋梁会社）のほとんどの商取引は，密室で実施されていた。しかし，

花崗岩の主塔の巨大で反論の余地のない存在のように，橋梁を人々の所有にするという法律は，

人々の橋梁についての思いに，何かしら重要な影響を与えた。 

 

 

 

1876 年 7 月初旬，ニューヨークの新聞各社は，ニューヨーク側主塔にペイン大佐が構築した新

しい装置の説明を掲載した。これを使うことで，鋼製ワイヤーの強度試験ができる装置であった。

ブルックリンではイーグル新聞が“事業の現状”という見出しで，長ったらしい楽観的な記事を

掲載した。編集者は「冬前には，作業員達がその作業場所から素線を繰り出す予定であり，私達

は空中で伸びて川を渡る巨大なケーブルの 初のストランドを見ることになるであろう」と書い

ている。120 トンの“ 高品質”の鋼線の製造は，ブルックリンのクロム・スティール社が請け

負った。「橋梁が後 3 年ほどで完成するであろう」とイーグル新聞は述べ，「仕事を担当している

のは，業界 高の技術者達である。一つだけ確かなことは，各自の分野で他の追随を許さず，そ

の素質と才能であらゆる障害を切り抜けることができる専門的な技術者達を，橋梁会社がしっか

りと雇用したことが，極めて幸運だったことである」と付け加えている。その時点で，指導者は

全て複数形で記載されていた。ワシントン・ローブリングへの言及は，何もなかった。 

 

やがて 7 月中頃に，ペインは，巨大なサドルプレート（図-15.813）を所定位置に据えつけ，各々

の重量は 2 万 6 千ポンド，すなわち 13 トンであることを報告した。それらは 8 基あり，各主塔天

端に 4 基ずつ取り付けられた。それらは，いわゆる大型の鉄製サドルの基盤あり，そのサドルの

上にケーブルが載る。その後すぐに，サドルが設置された。サドルは，4 フィート（1.2m）程の

高さでローラー上に載っており，形状は楕円形で，上側に樽の蓋ほどの大きさの溝があり，その

                                                        
12  市の会計監査官（Comptroller）は，公金の取り扱いを巡る市政への住民の不信感を解消するために，1800 年代

初頭に創設された役職である。会計監査官は，市の公金の使途のウォッチドッグ的役割のみならず，カウンテ

ィ，予算案作成，年金基金の運用など，その職責は多岐に渡っている。日本の自治体におきかえるならば，監

査及び出納部門のみならず，財政課などの機能の一部も併せ有する役職であり，市長や議会から独立した公選

職となっている。 
13  S. W. Green’s Son : A Complete History of the New York and Brooklyn Bridge, p-29, 1883. 



第 15 章 折り返し点にて 
 

 
 - 304 -

中にケーブルが収まる。各々のサドルは，その上に載るケーブルの引張力によって，ローラーの

上で前後に動くことができ，それによって塔に作用するあらゆる水平力を軽減することができる。 

 

移動可能なサドルは，実際の車道に

組み込まれる大型の伸縮継手のような

もので，橋梁の安定性に不可欠な構造

であった。サドルを石橋のように完全

に固定せずに可動させる機構は，技術

者達が言っていたように，常に機能さ

せておく必要があった。 

 

それから 8 月初旬，すべてが順調に

進んでいるように思われた時に， 初

のワイヤーを渡河することが発表され

た。橋梁建設は半分まで進んだ。 

 

 

図-15.8 主塔天端の構造 
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第 16 章 1876 年の活気 

義務 ― 人が他人に対して負っているもの。人が，生まれつきや

や道徳，法律などの責務によって，支払ったり，行ったり，履行

したりするように束縛されること。 

－ワシントン・ローブリングが所有していた 

英語版ウェブスター・アメリカ辞典の 

1856 年版の定義より 

 

市民にとって，技師長（図-16.11）の正確な所在はかなり不思議

な事であった。彼が思わしくないことは知られていたが，どこに

いるのか，どこが悪いのか， 近は橋梁に関してどれほど意見を

言っているのか，誰も確かなことは分からなかった。新聞は，噂

を明確にするようなことは何もしなかった。 

 

でたらめな多くの記事が，これから先のローブリングについて

書かれることとなった。それによると，彼がその間ずっとブルッ

クリンにいて川を見渡せる家に住み，2 階の窓から橋梁上での作

業状況を監視し，実施すべき事項を作業員達に伝えるために，彼

の妻を行き来させているという印象を与えた。しかし，これは事

実とは違っており，その話のような特殊な時期はなかった。 

 

ローブリングの 初の意図は，1～2 ヵ月だけビースバーデンに滞在する予定であったと思われ

る。しかし，彼とエミリーは，ほぼ 6 ヵ月間ライン川沿いの古い保養地に滞在した。暖かいアル

カリ泉が彼の症状に変化をもたらすという僅かな希望を，捨てきれなかったからである。2 人は

1873 年後半までブルックリンに戻ることはなく，その後ブルックリンに戻り，コロンビアハイツ

の新しい住宅を購入する期間だけ滞在した。その住宅は通りの河側にあり，半マイル（0.8km）程

離れた橋梁を見渡せる裏窓があった。 

 

ビースバーデンへの旅行の効果はなかった。1874年初め冬季の橋梁工事が中断している時期に，

彼の主治医はさらに別の転地療法を勧めていた。今度は，ローブリングはブルックリンからトレ

ントンに戻り，そこで更にほぼ 3 年間滞在した。 

 

その間に主塔の工事が終わり，アンカレッジが建設され，ケーブルの架設装置が組み立てられ

て所定位置に設置された。その間，技師長は橋梁の近くにはおらず，その状況を何も見ることが

できなかった。また，この事実を考慮すると，彼の功績はなおさら素晴らしいように思われる。

なぜならば，トレントンからの指揮は，ブルックリン・ハイツの出窓からの指揮よりもさらに驚

                                                        
1 Harper’s Monthly 1883, The Brooklyn Bridge 
  http://www.catskillarchive.com/rrextra/bbstory.Html  （参照：2016-05-31）  

図-16.1 技師長 

ワシントン・ローブリング 
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異的な違業であったからである。 

 

実際には，作業の日々の進行，手順や器材の変更，今後の全く異種の作業の事前準備など全て

のことが，アシスタント技術者からの手紙や，時にはヘンリー・マーフィーからの手紙だけの助

けを借りて，彼の思い通りに進んでいた。彼自身の命令と指示は，返信郵便によって出す必要が

あった。その当時，全ての仕入れ材料についての入念な公式仕様書は，彼自身がそれを作成して

おり，彼自身にも大変な負荷を強いた。 

 

例えば，彼がブルックリンを出発した後で，ニューヨーク側主塔の花崗岩や，表面被覆用石材・

アーチ用石材・スパンドレルの段積みの仕様を彼が作成したことは，適切であった。 

 

・・・アーチの上側（図-16.2）には，長さを変化させた段積でスパンドレル部を埋めて，

アーチの要石の段は，厚めの帯状の段で覆う。要石とコーニスとの間の部分は，表面に

くぼみのあるパネルを埋め込む・・・。スパンドレル充填部の上側の内部空間は，全て

を充填せずに，3 枚の平行壁で構成し，2 箇所の中空のスペースで区切る。中央の壁は厚

さ 4 フィート 2 インチ（1.27m）とし，外側の壁は厚さ 4 フィート 2 インチ（1.27m）か

ら 5 フィート 3 インチ（1.60m）に変化させ，中空のスペースの幅は 4 フィート 3 インチ

（1.30m）から 4 フィート 9 インチ（1.45m）に変化させる・・・。 

 

彼は，石材の切断・結合の方法，埠

頭での荷卸しの方法，現場搬入時の要

求条件を詳しく記述した。このような

特殊な一連の仕様書は，1874 年の秋

から冬にかけて作成されたが，ほぼ同

じ時期に次々と，ニューヨーク側アン

カレッジの花崗岩と内側の石灰岩に

関する詳細仕様書，アンカーバーとア

ンカープレート，サドルとサドルプレ

ートに関する詳細仕様書，必要となる

数種類のワイヤロープ（鋼製キャットウォーク用ロープ，鉄製手摺用ロープ，キャットウォーク

の下側の控え索用の鉄製ロープ）に関する詳細仕様書も作成した。 

 

もちろんローブリングは，当該の個々の部分の工事を担当するアシスタント技術者が作成する

これら全ての仕様書の作成を手伝っていた。依然として，彼は一般的指針をアシスタント技術者

に示し，彼らが指示に従って仕上げた全て事項を評価し，それを改良し，あらゆる項目に関して

終決定を行う必要があった。 

 

どうしても特定の詳細については，他の技術者達と長々と議論したり，理事会のいろいろなメ

ンバーに説明したりする必要があり，これら全てに膨大で面倒な往復書簡が必要であった。だが

図-16.2 主塔アーチ部石積構造 

スパンドレル

要石

コーニス
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いつも彼が意見を知らせてくる時には，その言葉使いは丁寧かつ簡潔で，要領を得たものであっ

た。彼が何を行いたいのか，あるいは，なぜそのような方法で行いたいかについて，全く疑問が

でなかった。 

 

橋梁で発生するあらゆることに対する知識や，個々の連続する段階での対処方法に関する完全

な信頼，数えきれない念入りな配慮など，ブルックリンで支援する他の人達には，全く超人的と

思われた。彼らは，技術的事項についてのローブリングの書簡の内容が，いつも現場に立ち会う

健康な技術者によって書かれていたとしても，格別な内容であると考えていた。それらが 60 マイ

ル（97km）離れた病室で生まれた着想とは，全く信じられないことであった。 

 

その上，ローブリングは，個人的な問題には更に気を配った。コリングウッドには，腎臓の病

気の治療を提唱する手紙を書いた。マーティンの年棒を 5 千ドルから 6 千ドルに，コリングウッ

ドの年棒を 3 千ドルから 3,600 ドルに，ファリントンの俸給を日給から年棒 3 千ドルとするよう

要請し，昇給は承認された。彼は，ヒルデンブラントのアシスタントとして，セオドア・クーパ

ー2という名のレンセラー工科大学出身で，セントルイスでイーズのもとで働いていた男性の雇用

を承認した。クーパーは，上部構造に関する鉄製品の検査官を担当することになった。冬季に工

事が中断し，マーフィーが資金を節約するために技術者達の解雇を始めた時，ローブリングは，

彼らの中の優秀な人物を雇い続けるよう主張した。ヒルデンブラントのような人物の替わりを，

どのようにして他の人間が務めることができるのかと，尋ねた。また 1875 年の早い段階で，資金

不足によって工事全体を中断する必要があると思われた時，ローブリングの手紙は，確信の 後

の一声のように思われた。マーフィー宛ての長く説得力のある手紙の終わりに，次のように書い

ている。 

 

さらに付け加えると，今は橋梁を造るべき時期です。ここ 14 年間，労働賃金と材料価格

が，現在と同程度に低い時期はありませんでした。1 年間でこれらの価格の 10 パーセン

ト上昇は誰もが経験しており，何も考えなくても 10 パーセントの物価上昇は，橋梁建設

費で 100 万ドルの上昇を招くことを意味しています。今，建設することが事業費を節約

することになります。 

 

彼自身の病状は，その当時一般に認識されていたより，あるいは，後に書物で述べられるより

も，かなり深刻で悪化していた。ヨーロッパに療養に向かった時より，さらに悪化していた。彼

は，ずっと胃の痛みと関節と手足の痛みに悩まされていた。激しい頭痛でも苦しんでいた。何日

間も頭をほとんど上げることができない程，弱っていた。依然として，彼は身体的にひどい状況

であり，言葉では表現できないほど悪化していた。エミリー・ローブリングは，後で書いた私的

                                                        
2 何年も後に，クーパーは当時の国内で著名な技術者になっており，彼が設計したカナダのケベックの巨大な橋

梁の一部が建設中（1907 年 8 月 29 日）に崩壊し，75 人の作業員が死亡した。ニュースを聞いてローブリング

は，橋を設計したものの，実際の施工に関して個人的な留意事項を告げなかった技術者達を，容赦なく批判し

た。ローブリングは「事務所に座っていることと，細かいことをくどくど言うことは，同じことである。だが，

外に出て作業員達に指示を行い，巨大な建造物の実体に向き合うことは，まったく違ったことである」と書い

ている。皮肉にもローブリングは，クーパーが体調を崩してケベックにはいなかったことを，知らなかったよ

うである。 
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な記録に「一般的には，ローブリング大佐は，長期にわたって手の施しようがないほどの麻痺患

者であったと思われています。彼が，一瞬たりとも麻痺したことが無かったというのは誤解であ

り，全身麻痺のようになっていた時期が全く無かったというのも誤解です」と記述している。 

 

重大な問題は，彼の神経系統が損なわれていたことであった。彼は，ほんのちょっとした雑音

にでも，ものすごく動揺した。彼は，工事を完了させる前に自分が死ぬような幻想や，一部の部

下の役不足による災害発生の幻想や，自分がそこにいれば瞬時に解決できるような一部の技術的

問題で橋梁にとって貴重な日々が失われるような幻想に，依然として悩まされていた。自分自身

の体の中に閉じ込められていると感じていた。とても短気になっていた。訪問客がいた時でも，

ずっと苦しんでいだ。どのような種類の話でも，他の何よりも彼を疲れさせた。彼の視力は，読

むことも書くことも署名をすることも，できないほど弱っていた。 

 

彼の障害は，もはや単に潜函病だけではなかった。それは，彼と定期的に接触していた誰の目

にも明らかであった。通説では，その当時もその後も，彼がいまだに潜函病で苦しんでいたと言

われている。潜函病によって残る痛みや不快症状は，たまに生涯にわたって続くことがあるとは

いえ，潜函病は彼の問題のほんの一部であった。例えば，このような段階で潜函病が，彼の衰え

た視力や，人々が周りにいる時にはいつも苦しむようなひどい不快症状に，関係している可能性

は極めて低かった。 

 

ローブリングは，私的な書簡で自身の状況を説明する場合，自分自身では“潜函病”や“ケー

ソン病”という単語は使っていなかったようである。彼は，神経障害や麻痺した体調だけについ

て話している。後にファリントンは，ローブリングのことを“高気圧への曝露，過重労働，心配

事に起因する・・・慢性的な肢体不自由者”であったと記述している。実際に，ローブリングが

曝されていた重圧や，全てを書類に書き留めるために 1872～73 年の冬の間に自らに強いた極限状

況，やるべき事がたくさんあるのに，できる事がとても少ないことを知った時の苦悶と大きな落

胆等のあらゆる兆候があり，ケーソン病の身体的な激痛の上にそれら全てが重なり，その当時“神

経衰弱”と呼ばれた障害をもたらしたのである。 

 

彼は，いつも他の人々に「自分の苦しみは，自分の行いのせいである」と話していた。彼は，

極端に自らを窮地に追い込んで話した。彼は休暇を渇望していた。それが，彼が信頼する唯一の

治療方法であったが，彼には，とてもそのような暇はなかった。 

 

どうやら，コリングウッドも，ある種の衰弱に近い状況であり，ローブリングは，大学時代の

古い友人について深く心配し，次のような若干告白的な忠告をしている。 

 

君の健康に関して，私からの助言は，座って静かにしていることです・・・。とりわけ，

君の健康をいっそう害するような仕事を引き受けるような，みせかけの活力を発揮して

はなりません。私がずっと以前に気づいたように，君は間違いなく気づき始めていると

思いますが，神経疾患は不治の病と同じくらい扱いにくく，あらゆる能力と特に感情の
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図-16.3 ジェイムス・B・イーズ 

（1820～1887） 

精神的な休養だけが，その病気をごく僅かな程度だが，和らげることができます。 

 

この手紙は，疾患の詳しい説明と静養について，ブルックリンとの彼のあらゆる書簡のように，

エミリーに筆記させたものである。彼女は，看護婦と個人秘書の二役として，いつも付き添って

いた。彼は灰色の顔をして，ベッドに支えられて起き上がるか，窓辺の椅子に毛布をかけて老人

のように座っていたのであろう。彼女は彼のすぐ近くに座り，彼が言ったことを信書控え帳に書

き留めていたはずである。彼が言い終わったとき，彼女はそれを復唱したのであろう。彼が数ヶ

所を訂正し，続いて，彼女が正式な書き方で 終的な草稿とし，もう一度，復唱したはずである。

その結果，毎週，毎月，彼女はケーブルを用いた吊橋の土木技術について，かなり多くのことを

学ぶこととなった。 

 

身体的な痛みは，現れたり消えたりしていた。彼は，終日，家の中を動き回るくらい調子が良

いと感じていた日もしばしばあった。だが，誰もがどのような形であれ，彼を動揺させないよう

に細心の注意を払う必要があった。彼は幼い時から石に興味を示し，鉱物を集める趣味があった。

その当時，ローブリングとエミリーはそれに夢中になっていた。彼はいろいろな標本を，国中の

あちこちから取り寄せ始めた。ローブリングが弱くなった視力で，それらの標本からあらゆる喜

びを感じる対応には，当惑させられる。だが彼は実行した。一度ローブリングは，一部の新しい

標本を購入する小切手に，釈明の短い手紙をエミリーに同封させたことがあった。「私は家に閉じ

こもる病人です。鉱物は私を疲れさすこともなく，興奮もさせない唯一のものです」 

 

橋梁に関する 2，3 の事件は，彼を大変に動揺させた。ブルックリンの誰かが，ローブリングの

ワイヤー工場とカーネギーのキーストン・ブリッジ社の間に密約があることを暗示した。 低価

格応札者でないキーストン社がアンカーバーの契約を結んだことが，その密約の根拠とのことで

あった。ひどく侮辱されて，激怒したローブリングは，マーフィーに宛てに冷淡な返答を送り，

キーストン社に対し，財政面や政治面，社会面，その他の面でも何ら関心はないことを述べた。

更に，今後の供給契約を，他の全ての考慮すべき事項に関係なく， 低価格応札者と行う方針で

あれば，この書面をもって，この仕事をうまく進めるような全

ての責務を，免除させて頂くと述べた。それは，まるで辞職願

のように聞こえた。 

 

イーズ（図-16.33）の民事訴訟に関する苛立ちも，それまで

何年間も続いていた。イーズがセントルイスで使った構造を，

ローブリングがニューヨーク側ケーソンで侵害したといって，

1871 年に 5 千ドルの賠償金を請求していた。ローブリングは，

その訴えは不合理であると言った。だがほどなくして，ローブ

リングが潜函病にかかった後，腹を立てたイーズは，評判のイ

ギリスの雑誌“エンジニアリング”の紙面で，ローブリングを

攻撃した。イーズを触発したのは，ローブリングがエンジニア

                                                        
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Buchanan_Eads_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-06-02） 
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リング誌に発表した当たり障りのない論文であった。その論文の中でローブリングは，シャフト

の下端の潜函内の一部にエアロックを設置するというイーズの考え方を適切に信頼せず，その代

わりにシャフトの上端に設置していた4。イーズは，そのような方法でエアロックを設置したのは

自分が 初であり，ローブリングはその点もきちんと説明すべきであったと主張していた。イー

ズは，ローブリングがアイデアを盗んだとして訴え，かなり意地悪く回りくどい方法で，自らの

創造的な才能を持っていないと，自分より若いローブリングを片づけていた。 

 

イーズの手紙は 1873 年 4 月に書かれたものであったが，雑誌に掲載されたのはその春の終わり

頃で，ちょうどローブリングがビースバーデンに到着したときであった。ローブリングが既に発

症していた精神的緊張の症状は，現れていない時期であった。彼は激怒して，イーズの手紙に対

して「その記事を読んで，私の心には一つの目立った印象だけが残りました。彼の自画自賛を吹

聴する腕前は，他の人々を罵倒する不当な記事を書くという技巧が，卓越しているだけであると

の印象です」と反論を書いた。ローブリングは，これまでずっとイーズ氏を も尊敬していたと，

述べている。イーズ氏の計画を何らか見たり，セントルイスの現場を訪問したりする前に，ニュ

ーヨーク側ケーソンの設計を済ませていたと書いている。「セントルイスのケーソンで，私が実際

に経験したことは，あやうく自分の首を折ってしまいそうになったこと，真っ暗な穴の底で半分

ほどびしょ濡れになったことであり，確かにエアロックの場所を人に認識させるには有効な方法

ではあったようです」と書いている。さらに，イーズがケーソンに木材を使うというローブリン

グのアイデアを嘲笑していたことや，ケーソンに関するイーズの事前の知識が乏しく，表面的で

あったこと，エアロックの位置で特許を取れると考えること自体が話にならないことを述べてい

る。「船が穀物や綿花を搭載しているか，それとも全く空の場合には，船の装具に関する考案の特

許を取得したほうがよかったのではないでしょうか」 

 

続いて，彼は「 後に，私にはイースト川の橋梁を担当し，イーズ船長が考えたこともないよ

うな危険なことや困難を克服する十分な能力があることを，イーズ船長に保証して頂くことをお

願いしたい。・・・セントルイスのケーソン全てと，類似のケーソン数基分の作業室面積を合わせ

ると，やっとイースト川のケーソン 1 基の作業室面積に相当します・・・。また，セントルイス

より，あるいはイースト川よりも更に難しい場所に沈設するための更に容易な資材は，どこへ行

ったら見つかるのでしょうか」と述べている。 

 

それは，少なくとも誌面上での専門家同志の稀な応酬であり，ローブリングがビースバーデン

で原稿を書いていた理由を知らない読者にとって，印象的で有益な論争として受け取られたに違

いない。イーズは，自分自身が潜函病による何らの障害も発症しておらず，個人的な問題は何も

なかった。イーズが自分の権利の範囲内と決め込み，軽微な侵害と思われたことに関して，ロー

ブリングの後塵を拝する気が全く無かったのは，このせいかも知れない。しかし，イーズは明ら

かにローブリングの反論で意欲をそがれることなく，ローブリングの言葉で論議を締めることを

拒否し，エンジニアリング誌の編集者に，再び手紙を書いた。 

                                                        
4  ローブリングは，エアロックの位置を，ブルックリン側ケーソンではシャフトの上端に設置し，その後のニュ

ーヨーク側ケーソンでは，シャフトの下端に設置していた。 
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イーズは，雑誌の細字印刷の数欄を利用して，「私の貴重な時間を，些細な議論のために使うの

は忍びない」と述べながら，エアロックの位置に関して，ローブリングが述べたこととは別な点

を取り上げ，自らの要点を立証する反論を行った。その際イーズは，自分とローブリングの設計

の両方の図を示しており，確かに 2 人の設計は類似しているように見えた。 

 

これら全てに関して，どちらが正しかったかを述べることは難しく，特に重要なことではない。

しかし，この論争は，2 人の間の溝を深め，彼らがたくさんの問題を抱えている時期には，両者

共に相当な懸念事項となっていた。両者とも，自分の名声が相手によって傷つけられたと信じて

いた。2 人とも起こったことを傍観する，つまり自分の橋を侮辱されたままにしておくつもりは，

毛頭なかった。双方の憤りは，問題とは全く不釣合いなものであった。この論争のきっかけをつ

くったローブリングにとって，イーズの告訴は長期化した精神的な苦悩の原因であったが，イー

ズにとって，ローブリングの反論は，かなり異なる影響をもたらしたようである。 

 

イーズがエンジニアリング誌で手紙のやり取りを行っていた 1873 年の夏，ちょうどその頃，彼

には，できる限り多くの友人が必要であった。それは，グラント大統領配下の陸軍長官ウィリア

ム・ベルナップが「イーズの橋梁（図-16.35）がミシシッピ川での航行の障害となり，工事を中

止させるべきかどうか」を判断する陸軍技術委員会を召集したからであった。そして，ローブリ

ングに反論するイーズの 後の手紙の直後の9月，

陸軍の委員会は，セントルイス橋梁が河川交通の

“非常に深刻な障害”となるという報告書を発表

した。1 月に，陸軍の技術者達は「おそらく，橋梁

は取り壊されるはずである」と発言している。こ

れらに関して非常に興味深いことは， も積極的

に発言した委員会メンバーが，G・K・ウォーレン

というワシントン・ローブリングの義理の兄であ

ったことである。 

 

おそらく，ウォーレンの意見は，純粋に専門的な判断であったのであろう。ローブリングとイ

ーズの間に反目が無かったとしても，ウォーレンは全く同じ結論に達したかもしれない。だが，

彼の意見の言い回しは，どうもそうではなさそうである。 

 

ウォーレンは「（ミシシッピ川を渡るという）壮大な要望に適した橋梁は，既に建設されてきた

橋梁より更に経済的で，船舶の航行を全く阻害せず，国内で良く知られた試験済の設計に基づい

て数年前に完成できたはずであり，現在のような怪物が航路を塞ぐように立ちはだかる作品では

                                                        
5  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eads_Bridge_construction.jpg （参照 2016-07-02） 
  イーズ橋（Eads Bridge）はミシシッピ川に架かっている鉄道道路併用橋（橋長 1964m， 大支間長 158m，幅

員 14m，桁下余裕 27m）である。完成した 1874 年当時世界で も長いアーチ橋であり，鋼製のリブアーチ橋

はとても大胆な試みで，主要材料に鋼鉄を 初に用いた長大橋として知られている。橋名は建設を担当した

エンジニアの名前からつけられている。 

図-16.3 架設中のイーズ橋 

（セントルイス橋とも呼ばれる） 
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ないと，私は確信している」と要約している。 

 

セントルイス橋の建設費も景観的価値も検討課題ではなかったので，この 2 点についてのウォ

ーレンの意見は，全く異論があるだけでなく，余計なことであった。例えば，彼が“怪物”と呼

んだ橋梁は，世界的に素晴らしい橋の一つとして多くの人々に認められるようになった。さらに，

彼が言及した“良く知られた試験済の設計”が，ジョン・A・ローブリングによる橋梁を指すこ

とは，かなり明白であった。 

 

だが，イーズとその橋梁にとって幸いなことに，イーズが 後の手段として，ホワイトハウス

に出向いて旧友のグラント大統領に会った時点で，ベルナップ陸軍長官やウォーレン軍司令官，

他の軍技術者達の意向は覆された。グラントはベルナップに「国会は橋梁の建設を認可した。国

会だけが，それを却下することもできたが，国会はそうしなかった」と告げた。 

 

2～3 年のうちにイーズの橋梁が完成することが至る所で話題となり，彼はとても人気のある名

士となった。彼は「堂々としたエンジニア」であった。1876 年大統領選挙の年の初頭に，ベルナ

ップ長官が，西部のインディアンの交易場の売上から不当な収入を得ていたということが発覚し

た。グラント大統領配下の国税庁長官の指導の下で，セントルイスで活動していた“ウィスキー

リング”の世間をあっと言わせた発覚に続くこの事件によって，国中が，正直な指導者をどのよ

うな場所や，どのような社会的階級から見つけられるか疑問に思う状況になってきた。サイエン

ティフィック・アメリカン誌の編集者は，彼らの考えとして「戦争や平和の状況で，彼の威厳の

ある資質と注目に値する賢さは，愛国的な仕事に捧げられてきた・・・。我々は，大統領候補と

して，セントルイスのジェームズ・B・イーズ船長を推薦する。彼には天賦の才があり，産業界に

も強く，清廉潔白で尊敬できる人物である」と述べている。 

 

イーズは，ローブリングに対する主張を強く要求し続けた。ローブリングは，その男の名前に

言及することさえ耐えられなくなってきた。 終的に，1876 年 5 月にローブリングが折れた。ロ

ーブリングはペイン宛てに「私はこの問題を解決するために，イーズ船長の主張を受け入れよう

と思います。信念よりも，便宜的な事情を重視して同意します。訴訟について，更なる気苦労に

耐える気持ちにはなれません」と手紙を書いた。 

 

その結果，訴訟は示談となり，それによってローブリングがあれこれ悩むことは，少なくとも

1 件減ることになった。 

 

 

 

先の冬は，ローブリングにとって特に悪い時期であった。ひところ，彼の神経面での状態は，

とても不安定になり，身体的な苦痛がとても激しく，自暴自棄になって橋梁を断念しようと決心

するような時もあった。 
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彼は，ヘンリー・マーフィー宛てに「私の健康は， 近とても不安定な状況になってきました。

どんな種類の仕事もこなせることが，段々と少なくなりつつあると，感じています。したがって，

イースト川橋梁の技師長職の辞任を，不本意ながら申し出ざるをえません。時間と休息が変化を

もたらすという望みを持っていましたが，休息することは簡単ではなく，どうやら無駄であった

ようです」と書いている。 

 

その手紙は，ブルックリンで無視されたか，それとも送られなかったのかもしれない。手紙の

唯一の原稿は，1875 年 12 月と鉛筆で書かれたエミリー・ローブリングの厚紙の裏板がついた信

書控え帳だけである。多分ひょっとすると，彼女が彼に黙って，彼女自身の忍耐力が衰えた時に

書いたが，その後，そのような状況が過ぎ去ったのかもしれない。いずれにせよ，その手紙では

何も起こらなかった。 

 

驚いたことに，このような全ての時期を通して，ローブリングの心は，少しも影響を受けなか

ったようである。それどころか，彼の集中力，自分が見たあらゆる詳細なことを思い出すという

驚くべき才能が，より素晴らしかったようである。もはや理論的に解決できない問題に対し，彼

はいつものやり方，頭の中であらゆる事を思考していた。そして，彼の弟達が時々やって来て，

発言を求めたり，健康を心配したり，工場の問題を相談したりし

た時に，物事をとても素早く整理し，解決策を生み出すことがで

きたのは，ローブリングだったようである。実際，自分が不在中

の家業を指導するローブリングの手腕は，橋梁を指導する手腕に

劣らず，また同じように極めて重要であった。 

 

ローブリングの弟チャールズ（図-16.46）は，トロイの学校を

卒業して 1871 年に実業界に入り，シルクハットをかぶり，気難し

く知的に見える青年に成長していた。当時の彼の一番の関心事は

自らの仕事であり，それは生産面での事業であった。フェルディ

ナンド（図-16.57）は，縁なしの眼鏡で口髭をたくわえ，年齢（1876

年で 34 歳）より老けて見え，営業面の面倒を見ることになってい

た。 

 

ローブリングは，チャールズを高く評価していた。彼は，チャ

ールズの常に信頼できる勤勉さと専門的能力を褒めていた。ロー

ブリングは「チャールズは，他の子供達のだれよりも優秀であり，

父親にそっくりでした。父親の気性や体質，ひとつの事に努力し

常に何かをやり続けるような集中力を受け継いでいました」と書

いている。チャールズは 27 才で，いまだ独身であった。 

 

                                                        
6 http://www.bernd-nebel.de/bruecken/3_bedeutend/brooklyn/bilder/brooklyn_7.jpg  （参照 2016-06-03） 
7 http://roeblingmuseum.org/about-us/ferdinand-roebling/ （参照 2016-06-03） 

図-16.4 チャールズ・G・ 

ローブリング (1849～1918) 

図-16.5 フェルディナンド・W・

ローブリング(1842～1917) 
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チャールズが 1871 年に大学から戻った時点で，工場での彼の職を確保する等，あらゆることが

準備されていた。また，フェルディナンドがあまり技術面に詳しくなかったので，だいたい 初

から自分の思い通りに進めることができた。なお，彼の後見人である年配のチャールズ・スワン

は，およそ 30 万ドルの“確実な証券”を受け取り、会社を委譲した。 

 

彼の 年長の兄ワシントン・ローブリングは「チャールズには，ひとつの素晴らしい長所があ

りました。決して模倣をしないことです。彼は全力を尽くして，あらゆる問題を解決しようとし

ました。あらゆる職務が，彼に対する教育にもなりました」と褒めた記述をしている。 

 

しかしながら，ワシントン・ローブリングと弟フェルディナンドとの関係は，南北戦争中に父

親のジョン・ローブリングがずっと家にいた時期より，むしろ緊張した状況となっていた。ロー

ブリングがトレントンから出かけている時，橋梁建設中にはいつも工場の面倒をみていたチャー

ルズ・スワンは実権を握るような人物ではなく，フェルディナンド，すなわち F.W.と呼ばれた彼

は，とにかく実権を握っていた。「彼に，私はそのことを嫌というほど思い知らされた」とローブ

リングは書いている。 

 

その時，ローブリングは，自分の人生の中で初めて，自分と弟達の運命の不公平な格差につい

て考えることが辛くなった。それは全く彼らしくなかった。だが，身体的な苦痛や終りのない幽

閉状態，心の中にあるあらゆることの重圧が，影響し始めていた。さらに彼の感情には，それな

りの理由があった。 

 

兄弟の中で唯一ワシントンだけには，父親がブルックリンでやり残したことが，準備され継続

することができた。また，それに対して，ものすごい報償が支払われていた。彼の兄弟は両方と

も健康で，譲り渡されたあらゆるものを持っていると，彼は考えていた。2 人は，あらかじめ全

てが準備された事業で，速やかに楽々と裕福になっており，ローブリングは誰よりもそのことを

認識していると感じていた。一方，その他の心配の種に加えて，彼は，自分が財政的にほとんど

破産すると確信していた。これに関して，彼は公的には決して何も発言していない。彼の気持ち

については，その後何年もたって書かれた私信に記録されているだけである。彼の財政的な状況

が，彼が想像したように非常に深刻であったかどうかは不明である。橋梁に関する彼の俸給は，

年 1 万ドルのままであったが，彼が後に算定した支出はその 2 倍であった。医療費が も高額で

あった。ヨーロッパでの 6 ヵ月間は特に高くついた。彼自身の若い息子の教育費と同様に，弟の

エディーの私立の学校教育に対する支払いもあった。ブルックリンの自宅の費用は 4 万ドルであ

った。さらに将来的に彼の支出は，もっと大きくなると考えていた。しかし，現実的かどうかに

かかわらず，依然として，彼の不安はもう一つの激しい負担であり，彼が口にしない憤りの感情

は，生涯続くような十分に根深いものであった。 

 

これについては，一族の他に誰も知らない。さらに，彼が一族内で尊敬されている状況は，弟

達の財産が増えても，彼自身の人生が悲劇的に転換しても，まったく変わらなかったようである。

1876 年，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社を法人化する時，すなわちチャールズ・スワン
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が説得されて 終的に引退する時点で，フェルディナンドが秘書兼財務担当役員となり，ワシン

トンが社長となった。 

 

 

ブルックリンの橋梁とローブリングの名前が同一視されることは，一族の事業にとって確かに

とても良いことであった。間違いなく，会社の評判はすでに恩恵を受けていた。ブルックリンか

ら記者が工場見学にやってきた時，フェルディナンドは彼をあちこちと案内した。 

 

その後，記者は「工場敷地は 14 エーカー（56,700m2）の広さで，塀の内側には，5 棟の線材圧

延工場と，そこで働く 350 人の労働者と事務所用に必要な全ての建物がある・・・。ここでは，

わが国で作られるワイヤロープの全生産量の 3／4 を製造している。この工場では珍しい光景が見

られる。作業者達は，忙しそうに白熱の溶鉱炉からヤットコを使って灼熱の鋼のブロックを取り

出し，それを圧延装置に通して引き伸ばして，奇妙な形をして交錯する蛇のように，鉄製の床面

に横たえる。それを別の人が焼鈍炉へ運び，他の引抜き用鉄板を通過させて，素線が製造されて

いる。素線は，宝石細工人の繊細な手仕事に利用するとか，何百万人の住民が住むニューヨーク

とブルックリンの両市を結合するために製造されている｣と書いている。その頃，工場では 1 日に

約 450 マイル（720km）の素線を生産していた。 

 

一旦，ケーブルスピニングがイースト川の上空で始まると，その公共事業は，ローブリング社

の製品で考え得る も壮観な実演として，受け入れられるはずであった。トレントンでは，それ

が当然と考えられていた。また，トレントンでのワシントン・ローブリングの幽閉状態の終わり

頃，彼は，アメリカ生誕 100 年博覧会8の機械展示ホールの展示計画を支援する面白い仕事を担っ

ていた。 

 

各種のローブリング社製の素線やケーブルは，その一部が大きな糸巻の形で，展示領域内に配

置された。その展示領域は，普通はビロード製ロープで区切られるが，そこでは布で覆われた鉄

製ロープで区切られていた。だが展示の主要部分は，イースト川橋梁の断面見本，すなわちケー

ブル模型であり，それは彫刻の一部分のように小さな台座に載せられていた。そして，その背景

には，ヒルデンブラントが作図した橋梁の巨大な図面があり，その大きさは 7×12 フィート（2.1m

×3.7m）で，大きな利点である構造物の壮大な規模を表していた。 

 

そのケーブル模型は，その博覧会用に，特別に工場で製作したものであり，ローブリングは，

厳密に本物の材料で組み立てると決めていた。完成したその模型は，およそ 3 フィート（90cm）

の長さで，直径 15.5 インチ（39cm）の金属製の太鼓のように見え，吹奏楽団を連想させた。模型

の上端は，素線の位置を見ることができるように切断され，平滑に仕上げられていた。それは，

5,282 本の鋼素線で構成され，素線は，1/8 インチ（3.2mm）を少し上回る太さであり，全体で，

1,200 ポンド（544kg）の重さだった。素線は，ケーブルの中で平行に明瞭に区分して並べられて

                                                        
8 フィラデルフィア万国博覧会（Centennial Exposition, Expo 1876）は，1876 年 5 月 10 日から 11 月 10 日までアメ

リカ合衆国ペンシルベニア州のフィラデルフィアで開催された国際博覧会である。アメリカ合衆国独立 100 周

年を記念して催され，35 ヶ国が参加し，会期中 1 千万人が来場した。 



第 16 章 1876 年の活気 
 

 
 - 316 -

いた。278 本の素線をいっしょに束ねて，1 本のストランドと呼ばれる形になっていた。19 本の

ストランドを 1 本の巨大な束（図-16.69）にした後，全体に軟鉄製の素線をしっかりと巻き付け

て保護被膜とし，1 本のケーブルが成形されていた。 

 

ローブリングは，全体的な配置を苦心して練り上げ，1876

年の初頭に 終的な仕様を完成させた。完成した 1 本のケー

ブルを構成する 19 本の各ストランドは，長さが約 185 マイ

ル（298km）の連続した素線であり，一方のアンカレイジか

ら，もう一方のアンカレイジに向かって引き出され，主塔の

上を越えて川の上空を何度も行ったり来たりしている。各ケ

ーブルは，ほぼ 3,515 マイル（5,657km）を越える長さの素

線で構成され，4 本全てのケーブルでの素線は 1 万 4 千マイ

ル（22,530km）を越える長さとなる。 

 

ケーブル架設の全工程は，1 本の素線を

ボートで河を横切って引き出して，主塔の

上に持ち上げることから始まる（図

-16.710）。その後，1 本の更に重い鋼製ロー

プ，一般に“トラベラー”あるいは“架設

用ロープ”として知られるロープを引き出

す。そのロープは，それ自身が行き来して，

ケーブル用の素線を引き出す作業に利用

される。この方法で，各ストランドの素線

を，きっちりと適切な位置に配置する。 

 

ローブリングの仕様では，680 万ポンドすなわち 3,400 トンの高品質鋼の素線を要求していた。

素線は，16 万ポンド／平方インチ（11,247kg/cm2）以上の保証強度を有するもので，ナイアガラ

橋梁やシンシナティ橋梁で用いられた鉄製素線のほぼ 2 倍の強度を有する素線を指定していた。

そのうえ，イースト川の上空の腐食性の塩風への対策として，素線には亜鉛メッキ（亜鉛による

被覆）が施された。この仕様は，これまで実施されたことが無かった対策で，2，3 の近代吊橋の

施工者が，これを怠り後悔することとなる11。 

 

仕様書には「封かん入札は，ニューヨーク・ブルックリン橋公社（Trustees of the New York and 

Brooklyn Bridge）で，1876 年 12 月 1 日まで受け付ける」と記載されていた。だが，その契約は，

ローブリング社が請け負うのが既定の結論のように思われていた。なお，アメリカ独立 100 周年

大博覧会が 5 月に開催された時，ローブリング社の展示ブースに設置された吊橋用ケーブルの輪

                                                        
9  Compiled by S. W. Green： A Complete History of the New York and Brooklyn Bridge，p-45，1883. 
10 川田忠樹編：現代の吊橋，p-179，理工図書，1987 年 12 月． 
11 それ以前は，ケーブルは裸の素線で製作され，腐食対策として，油やグリース，ペンキによる塗装が行われて

いた。 

図-16.6 ケーブルのストランド配置

図-16.7 パイロットロープの渡海作業 
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切りにされた試作品は，ベン・フランクリンの古い手動印刷機， 初のタイプライター，礼儀正

しいスコットランド移民のアレクサンダー・グラハム・ベルが展示した電話機とともに，機械展

示ホールの指折りの人気展示品となった。ある日，機械展示ホールで，博覧会で も評判の良か

った訪問客のブラジル皇帝ペドロⅡ世は，ベルの電話機に耳をつけて，そして受信機を落として

「信じられない，これが話している」と叫んだ。博覧会は，その瞬間から成功裡に進んだ。 

 

機械展示ホールは，全ての展示の中で，一番人

気の展示物であるコーリスの巨大な定置蒸気エ

ンジン（図-16.812）を見ることができる場所でも

あった。それは，ローブリング社の展示から，通

路を下がった位置に立っており，大抵の家よりも

高く，2基の巨大な可動ビームと巨大なはずみ車，

数ヶ所の昇降用階段があり，整備士と給油係のた

め操作台はほとんどなかった。それは，ホールの

中央の翼廊部13に組立てられており，約 13 エー

カー（52,600m2）の建物の至る所に展示されてい

る機械類に動力を供給していた。 

 

万博の開催日，その展示ホールは観客でいっぱいであり，全ての展示機械は停止した状態であ

った。そのような状況で，グラント大統領は，黒服で盛装し蒼白で疲れたような表情で，ペデロ

2 世とエンジン創作者のジョージ・H・コーリスと一緒に，巨大エンジンの制御装置の方に歩み出

た。グラントと小柄な皇帝の各々が，レバーに手をおいた。同時にコーリスは手を振って，蒸気

をシリンダーに流入させる合図を送った（ボイラーは，建物の外に設置されていた）。ある記者は

興奮で圧倒されながら「記録的な瞬間です。・・・おそらく人類の歴史上で初めて，世界で も偉

大な統治者の 2 人が，発明家の市民の命令に従いました」と書いている。2 人の男性がそのレバ

ーを回すと，エンジンは大きな音をたて可動ビームが，とてもゆっくりと動きだし，床が震動し

た。その後，可動ビームは昇降を続けた。はずみ車が勢いを増し，ベルトが動き，芯棒と滑車は

回転し，至る所の機械類が活気づき，布を縫ったり，新聞（ニューヨーク・ヘラルド新聞，サン

新聞，タイム新聞）を印刷したり，壁紙を印刷したり，丸太を鋸で切ったり，噛みタバコを挽い

て粉を作ったりしていた。ピラミッド・ピン会社は，少女が一人付き添うだけで，1 日に紙に刺

す 18 万本のピンを生産できる機械を保有していた。 

 

巨大なコーリスエンジン自体は，たった 1 人の係員しか必要とせず，ウィリアム・ディーン・

ハウェルズ14を含む大部分の来場者に感銘を与えた。ハウェルズは「静かな木陰にいるように，そ

の技術者は座って新聞を読んでいる。時々，彼は新聞を横に置いて，階段の一つを登り・・・，

                                                        
12  https://flowershowminiatures.files.wordpress.com/2015/04/corlissengibe1876.jpeg （参照 2016-06-05） 
13  翼廊（よくろう）とは，翼のように飛び出した形で，主屋に対して付加された建造物。回廊の一種ともされる。

キリスト教建築においては，教会堂のうち，ロマネスク様式とゴシック様式で建築された十字形の建物の身廊

に対して直角に建てられた部分を指す。 
14  ウィリアム・ディーン・ハウエルズ（1837～1920）はアメリカ人の写実主義者で文芸批評家である。自分自身

が多作なのに加え，月刊誌アトランティック誌の編集者を長期にわたって務めていたことで知られる。 

図-16.8 コーリスの蒸気エンジン 
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巨大な機械本体の調子の悪い部分に触れて油を一滴注入し，再び降りて，新聞を読みだす。そこ

では，彼が力強い魔法使いのようである・・・」と書いている。アメリカ人は，壮大な規模で実

施される機械的な驚異が，大きければ大きいほど大好きで，華やかさに憧れた時代であった。だ

から，二者の組み合わせが喜ばれたのであろう。しかし，それは機械と人間を対比させ，そこか

ら得られる新しい力に触れた人間に，その機械が途方もなく大きいように思わせた。なお，その

展示ホール全体が，途方もない人気を呼んでいた。 

 

もちろん，その凄まじい力を見せつけるために，人の指を触れさせる演出を脅威としてコーリ

スエンジンを評価した人も若干いた。だが，インディアナの穀物畑やフォールリバーの織物店等，

あらゆる場所からやって来た大部分の人々は，ここで見た全ての展示機械類に誇りと賞賛を感じ

て戻って行った。 

 

ローブリング兄弟のうちの 2 人は，開会式に参列するために，フィラデルフィアへ向かった。

おそらく，チャールズは，コーリスエンジンが利用目的に対して過度に大きく非効率であると考

えており，実際にもそうであった。またフェルディナンドは，吊橋用ケーブルの展示に寄せられ

ている人気に，とても喜んでいたにちがいない。博覧会は，秋に終了するまでに 800 万人の市民

が訪れた。すなわち，アメリカ人が一人あたり 5 回以上訪れており，その来場客の大部分の人々

が，ローブリングの展示を見るために，ある程度の時間をかけた。 

 

ワシントン・ローブリングにとって，これに関する全てのニュースは，彼の壁の向こうで起き

ている他の全てのニュースのように，また聞き等の間接的な伝聞であった。その博覧会は，トレ

ントンから朝の電車に乗れば，容易に見に行くことがで

きたが，ローブリングにとっては，世界の向こう側での

出来事と同様であった。機械展示ホールでの開会式と他

の全ての展示は，新聞紙上で大々的に取り扱われた。南

北戦争の有名な鷲のマスコットであるオールド・エーブ

も，そこに展示されており，50 セントで，その鷲が生き

ている鶏を食べているところを見ることができた。また，

巨大な自由の女神像 15の巨大な手とトーチ部分（図

-16.916）も展示されていた。なおこの像は，フランス国

民から独立 100 周年を記念して贈られたものである。こ

れらの記事は，エミリーが彼のために音読したので，容

易に思い浮かべることができた。また翌月の下旬，リト

ルビッグホーン流域のモンタナ台地での陰惨な状況17に

ついては，264 名の連邦騎兵とその指揮官であるジョー

                                                        
15  正式名称は，世界を照らす自由（Liberty Lighting the World）はアメリカ合衆国の独立 100 周年を記念して，独

立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈され，1886 年に完成した。 
16  http://fiveminutehistory.com/liberty-enlightening-the-world/ （参照日 2016-09-22） 
17  リトルビッグホーンの戦い（Battle of the Little Big Horn）と呼ばれ，1876 年 6月25日にアメリカ合衆国の

モンタナ州リトルビッグホーン川流域で行われたアメリカ陸軍と北米先住民インディアンとの戦いである。 

図-16.9 自由の女神像のトーチ
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ジ・アームストロング・カスター将軍の戦死の記事をエミリーが読み聞かせて，彼は知ることと

なった。ローブリングとカスターは，ほぼ同じ年代であった。リトルビッグホーンと機械展示ホ

ールが同じアメリカの一部であることは，おそらく人々が先住民から搾取する考え方をやめない

限り，百年経っても何も変わらないと言われており，ローブリングも同感であったことは間違い

ない。 

 

 

その後，ローブリングは，とても僅かずつ回復の兆候が見られ始めた。7 月になると，彼は橋

梁への復帰についてエミリーと話すようになり，ペイン宛に話しかけるような手紙を口述筆記さ

せた。彼が一番好きな工事，一番熟知している工事が始まろうとしていた。南北戦争の後で，彼

が 初にシンシナティに到着したとき，ケーブルスピニングはまさに始まったばかりであった。

それ以降，彼は，父親に替わって責任者となっていたが，そのことを大部分の人々は認識してい

なかった。その時期，彼はキャットウォークと並行して実施すべきあらゆる事項に，鋭く関心を

示すようになっていた。キャットウォークを架けるべき人物は，ファリントンであると，ヘンリ

ー・マーフィー宛に手紙を書いている。ファリントンは，以前シンシナティでこのような作業の

全てを経験し，まさに何をしたらよいかを熟知していた。ローブリングは「彼は，思いもよらぬ

障害が起こったとき，素晴らしい手腕を発揮できる人物であり，必要な冷静さと粘り強さがあり，

危険な時にも簡単に怯むことはない・・・。」とマーフィーに告げており，マーフィーも既にファ

リントンとその能力について全て理解していた。ローブリングの発言は，誰かがローブリングに

告げたことかもしれない。 

 

その後，8 月 14 日の午後 1 時過ぎに，1 通の電報がトレントン駅からローブリング邸宛に届け

られた。それは，ペインからであり｢ 初のワイヤロープは，11 時 30 分に所定位置に到達した。

それは 6 分間で持ち上げられた｣との内容であった。 

 

他に 2 通の電報がそれに続き，1 通は橋梁会社の経理部長のジョン・プレンティスから，もう 1

通はその日の遅くにファリントンからの電報である。その電報は，ローブリングが彼らに依頼し

た事項について報告している。すなわち， 初のロープが所定位置に設置された後で，2 本目の

ロープが川を渡り，その 2 本のロープがアンカレッジからアンカレッジまで引き延ばされて，エ

ンドレス・ケーブルが形成されたという報告であった。全ての作業は，何の支障もなく，計画通

り確実に実施された。それは，ローブリングが 7 年間待ち望んでいた瞬間であり，彼はそれを見

る機会を逃してしまった。 
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王子のように高尚なワイヤを有するブルックリン橋は，いまで

は， も安価でとても面白く世界で も注目されたサーカスであ

る。 

－ニューヨークのトリビューン新聞 

 

彼ら全員が，河川内の船が途切れる瞬間を，立ったまま待って

いた。マーティンとマクナルティは，ニューヨーク側主塔のアー

チの下側にいた。ファリントンと大工のブラウンは，その主塔天

端の巻上装置の架台上から，作業ヤードの機関士に合図できるよ

うに身を乗り出していた。現場監督デンプシーと数人の作業員は，

主塔のすぐ近くに待機していた。そして，川の下流や対岸の波止

場，両岸に係留された帆船の索具（図-17.11）には，6 千人ほど

の見物人がおり，その多くは数時間も前から待っていた。 

 

当初の計画では，河川上のロープの横断は，水上の交通がほと

んど無くなる日曜日か夜間とする予定であった。普段は 1 時間に

100 台もの船舶が，架橋位置を横切っていた。しかしファリント

ンは，一週間で も船舶が多い日でさえ，しばしば 4～8 分間，船が主塔間で途切れる時間帯があ

ることに気づき，あらゆる準備が整い次第すぐに，張り渡しをすることになった。 

 

数日前に，2 本の架設を行うロープの端部は，ブルックリン側主塔の 上部に引き揚げて設置

済みであった。クロム鋼のストランドを撚って製作されたこれらのロープは，直径 3/4 インチ

（19mm），3000 フィート（914m）以上の長さがあり，主塔の基部の川側に置かれた大きな木製ド

ラムに巻かれていた。主塔天端にロープを引き揚げることは，比較的単純な方法であった。太い

麻ロープが， 初に引き上げられ，続いてワイヤロープの端部の目孔に麻ロープがくくりつけら

れた。それが完了すると，施工ヤードの巻上エンジンが稼働し始めた。ワイヤロープは，主塔天

端まで引き揚げられ，そこで滑車に通された後で，反対側に降ろされていった。 

 

その後，ロープは全く同様な方法で，作業ヤードからブルックリン側アンカレイジの頂上に向

かって陸側を牽引された。ただし，防護材とロープ支持架台を組み立てる必要があり，作業員達

は，どんな偶発的な損傷でも防止できるように，全面的な緩衝用の屋根を設置した。2 本のワイ

ヤロープは，アンカレイジの上で連結され，数基のオーク製の回転輪（図-17.22）を回すように

通された。それらの回転輪の主要な一輪は，駆動輪と呼ばれるもので，どっしりとした木製の骨

組構造に，水平に取り付けられており，その直径は，ゆうに 12 フィート（3.7m）もあった。主塔

の基部の背面側では，1 台のリールが石材運搬用の平底船に載せられた後，木製の回転軸に吊る

                                                        
1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/SquareRigging.jpg （参照日 2016-06-07） 
2 Mary J. Shapiro: A Picture History of the Brooklyn Bridge, Dover Publications, 1983, Source: Scientific Americans. 

図-17.1 帆船の策具の事例 
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された。平底船がニューヨークに向かって動き出せば，ロープはブルックリン側の岸からの張力

で巻き戻されるはずであった。なおブルックリン側の岸では，しばらくの間，そのロープを堅く

縛り付けていた。 

 

14 日の月曜日の朝 9 時まで，あらゆる事が順調に進行していた。巨大なアメリカ国旗が，両主

塔の天端に掲げられ，見物人達は大きな興奮に包まれていた。潮弛みという，潮流が比較的穏や

かとなる時間帯が，次に出現するはずであった。マーティンとマクナルティ，ファリントンは，

各作業を指揮するために平底船に乗っていた。そこには，白髭の O・P・クィンタルドと 2，3 人

の若い女性が一緒に乗っており，彼らの身元は，後の報告においても決して明らかにはされなか

った。 

 

9 時少し過ぎに，2 隻の蒸気タグボートは一緒に曳き始めた。1 隻は平底船の右舷側としっかり

結ばれていた。もう 1 隻はわずかに離れた位置で，河川横断中に他の船舶との距離を確保するよ

うに構えていた。9 時 30 分，タグボートはベルを鳴らし係留装置を外して，タグボートと平底船

はゆっくりと揺れながら，河川に入っていった。平底船の船尾では，ワイヤロープが次第に水中

に入って行った。依然として潮流は，船団をその位置から引き離すように流れており，その流れ

は船団を下流側にわずかに運んでいたが，問題になるほどのものではなかった。船団は，ゆっく

りと着実に対岸に向かって進み，ロープは繰り出され，巻き戻すと同時に川底に沈んで行った（図

-17.33）。横断途中の 2/3 地点で，大きな音を出しながら船団の前を横切って上流に向かうイギリ

ス船を通過させるために，タグボートは，やむなく停止した。ある記者は，先導するタグボート

の上で「その船は，小石を投げれば簡単に船の甲板に届くほど，とても間近に迫ってきた」と書

                                                        
3  川田忠樹編：現代の吊橋，p-179，理工図書，1987 年 12 月． 

図-17.2 ブルックリン側アンカレイジ上のトラベラーロープ駆動部の計画図 

アンカレイジ側面図 アンカレイジ天端配置平面図 

主塔側→

主塔側↑駆動輪φ12ft

トラベラーロープ 
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いている。 

 

だが，それが唯一の中断であった。全行程は

10 分もかからず，ニューヨーク側主塔への到

着は大きな拍手で迎えられた。平底船はとても

能率的に素早く作業を進め，残ったロープは巻

戻されて桟橋上に置かれた。 

 

次の作業は，ロープをニューヨーク側主塔上

に引き揚げることであった。あらかじめ麻ロー

プが塔の上を通して降ろされており，その時点でワイヤ端部に，それが取り付けられた。しかし，

ファリントンが，主塔の 上部に昇って 終的な数ヶ所の点検を行うまで，どんな作業も行われ

なかった。彼は 10 時 20 分に主塔天端から合図を行った。巻上エンジンにギアが入れられ，ほん

の数分で，ワイヤは 上部を越えて，地上のエンジンの大きなドラムの途中に巻き付けられた。

しかしながら，ロープの本体部は，依然として川の底に横たわったままであった。誰もが立ち上

がって見回しても，川の途中にボートは見当たらず，それを行うような人々も見当たらず，水中

からロープを引き上げる作業は，残されたままであった。 

 

その待機は，果てしないように思えた。船舶の通行が途絶える状況は，30 分経っても 45 分経

っても起こらなかった。2 隻の荷揚船と，ジュエル桟橋から流れに乗り出した 1 隻の遊覧蒸気船

が，長い時間をかけて航行していた。その遊覧船はピクニック客を乗せて，湾にあるオリエンタ

ルグローブに向かう船であり，船上の誰もが，特別観覧席からの橋梁工事の眺望を喜んでいるよ

うに見えた。 

 

10 時半頃に，通過する船舶への予防警報として，小さな大砲がニューヨーク側主塔の基部から

発射されたが，ほとんど効果はないように見えた。実際に，作業が十分にできるほど河川内の船

舶が通らなくなるまでに，まるで数時間が経過するように見え始めた。しかし，その後の数件の

新聞記事で書かれたように，長い待ち時間は，人々の気分に水を差すことはなく，その遅れによ

って群衆の数はかなり増加した。 

 

遂にその時が訪れた。河川内は，主塔から主塔まで全く空になった。11 時 25 分，ニューヨー

ク主塔のアーチ部下側から，マーティンがファリントンに向かって「かかれ！」と叫んだ。ファ

リントンは，巻上エンジンに向かって茶色の旗を振った。二度目の大砲が発射された。これは，

ブルックリン側の作業員に，繋索を緩めて外すように指示する合図であり，接近する船に対する

警告の合図でもあった。 

 

後にファリントンは「数秒でロープは動き始めた。水面ではロープの周りに波紋が拡がった。

波紋は，桟橋からブルックリンの方に向かって伝わりはじめ，すぐにブルックリンから我々の方

に向かって伝わる別の波紋が見えてきた。2 箇所の波紋の間で，水面から飛び出している部分に

図-17.3 パイロットロープの渡海作業 

ニューヨーク側ブルックリン側
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挟まれた間隔は，どんどん速度を上げて狭くなって行き，波止場とフェリーボート上の見物人の

歓呼と我々作業者の歓声の中で，開始から 4 分後に，シュッと音を発して水面から弧を描いて離

れた」と書いている。 

 

今度は，作業ヤードにあるドラムが，150 回転／分の 30 馬力エンジンで巻きとられた（主塔上

を通過するワイヤを牽引するエンジンは，この半分程度の能力であった）。その結果，水中からワ

イヤを引き上げるのにちょうど 2 分半をかけ，ワイヤを当面の所定の位置に収めるのに全部で 5

分をかけて，主塔から主塔まで，水面上おおよそ 200 フィート（61m）の高さに，1 本のワイヤが

張り渡された。その直後，1 台の船がその下を通過した。その船は，銑鉄を運んでいるコメット

という艀であった。また，少なくとも 1 人の記者が，ブルックリン側の主塔に昇る機会を得て，

その光景を見学した。 

 

ヘラルド誌の若い記者は「主塔に昇るには，曲がりくねった階段を 30 箇所も昇る必要があると

考えると，もうすぐ 8 月という日に昇る大変さは容易に想像できる。しかし自分の足元に， 高

点からの光景が拡がったとき，そんな苦労はすぐに忘れてしまう。・・・両方の都市の建物は，高

くそびえる主塔下では小さく見える。街路は，ブルックリンの小路やニューヨークの単なる歩道

のように，狭く絞られたように見える。・・・川と湾の眺めは，周りの島々やあちこちに絶え間な

く動いている小さな船や，その他の物と共に，全てのものが極めて鮮明に見える。・・・この場所

からは，とても素晴らしい一連の写真が撮影できるに違いない。間違いなく，一部の冒険心のあ

るカメラマンは，そのチャンスを掴むであろう4」と書いている。 

 

このように架設ロープを所定位置に設置する前半の作業が終

了したら，ニューヨーク側の施工ヤードにあるドラムと巻上エン

ジンは，後半の作業（2 本目の架設ロープの設置）のために解放

する必要があった。そのため，エンジン小屋の近くで，地上から

およそ 10 フィート（3.0m）の位置の架設ロープの端部に，巨大

な鉄製の留め金具がボルトで固定された。1 台の滑車装置が，ド

ラムに近接した埠頭と，もう一方をその留め金具にしっかりと固

定され，1 本のロープが滑車の間を数回通されてワイヤロープの

引張力に十分に耐えられるように強く縛りつけられると（図

-17.45），ワイヤロープの端部は直ちにドラムから緩めてはずされ

た。 

 

一方，タグボートと平底船はブルックリン側主塔に戻り，正午

頃に 2 本目のロープを曳いてニューヨーク側主塔に戻り始めた。

                                                        
4 少なくとも 1 人のカメラマンが，既にブルックリン側主塔の 上部に昇ったことがあった。それは，J・H・ビ

ールスであり，彼はその年の早い時期に，マンハッタン南端部の初めてのすばらしいパノラマ写真を製作して

いた。その写真は，バッテリーからラトガース通りまでのもので，5 箇所の異なる眺めを撮影したものを，後

で繋ぎ合せて１枚のパノラマにしたものであり，7 フィート（2.1m）を越える長さであった。 
5 https://kotobank.jp/image/dictionary/nipponica/media/81306024005180.jpg （参照 2016-06-15） 

図-17.4 滑車による 

仮固定の原理 



第 17 章 紛れもない大混乱 
 

 
 - 324 -

3 時半までに，そのロープも川から巻き上げられた。なお，全ての作業は，1 本目より更に順調に

進められた。次の段階では，2 本のロープ端部がニューヨーク側アンカレイジまで後退させられ，

相互に連結された。それによって，主塔の上を通りアンカレイジからアンカレイジまでの全ての

経路を通る 1 基の巨大な循環，すなわち終わりの無い走行台（以下，トラベラーと記載）が形成

された。完成した時点でトラベラーの全長は 6,800 フィート（2,073m)，すなわち 1 マイル（1.6km）

を相当上回る長さであり，どこでも機械と連結する 長のベルトが，あっさりと設置された。 

 

イーグル新聞の夕刊は，1 語の“結合した”という見出しであった。記事は「ついに実行され

る」で始まっていた。ニューヨークとブルックリンが，ついに繋がった。しかし，ニューヨーク

の新聞では，そこまで大々的には取り上げなかった。例えば，ヘラルド新聞では，川の上に掛け

られた巨大なトラベラーロープを，両市の結婚準備における唯一の婚約指輪として解説した程度

であった。それでも，その出来事は大評判となり，次の段階ではロープに人を乗せて送ることに

なるだろうという新聞記事のように，どこでも橋梁の話で持ちきりであった。 

 

橋梁事務所には，その仕事に志願して 100 人を越える人々が殺到した。その中には，ロープを

両手でたぐって進みたいという 12 歳の少年や，それを一生一度のチャンスと考えたロングアイラ

ンドの曲芸師も含まれていた。彼らのほぼ全員が，無報酬で川を渡ると申し出ていた。また，C・ 

C・マーティンは，彼の部下のなかにも，一ヵ月分の賃金を払ってでも川を渡る 初の人になりた

いと希望する作業員が，少なくとも 10 人以上いることを記者に話していた。 

 

その騒ぎを多少でも鎮めるため，選抜されて川を渡る人

物は， も信頼されている職員の一人で，おそらく技術者

とする予定であることが発表された。ロープは， 初に何

度も前後に動かす予定であった。その後で，人が載って行

くボースンチェア（図-17.56）の座席と吊紐をロープにしっ

かりと結ぶことになっていた。出発は，ブルックリン側ア

ンカレイジからと発表された（ヘンリー・マーフィーは，

歴史的な第一歩がブルックリンから始まることを望んでい

た）。その人物は，ボースンチェアで主塔まで昇った後，座

席から一旦降りて反対側の端部に移動し，再び座席に戻り，

河川の横断を始める予定であった。「この移動の目的は，装

置の調子を確認することにある」と説明された。 

 

ロープを可動させるための全ての機械は，ブルックリン側のアンカレイジに設置されていた（図

-17.2 参照）。巨大な石造アンカレイジの基部には，回転輪を駆動させる 30 馬力の蒸気巻上エン

ジン 1 台が設置されていた。そのエンジンは，すぐ傍にボイラーが附帯する完全一体構造であっ

た。数個の滑車がついた一台の軸系装置が，アンカレイジ基部にある床面全体を占め，その頭上

のアーチ部の上側で固定されるように配置されていた。幅 16 インチ（41cm），長さ 90 フィート

                                                        
6  https://www.osha.gov/dte/library/scaffolds/images/handout_2.gif  (参照日 2016-06-12) 

図-17.5 ボースンチェアの事例 
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（27.4m）のベルトは，軸系装置上の滑車に繋がり，ギアと歯車を介して，アンカレイジ天端の架

設用ロープを動かす巨大な 12 フィート（3.7m）の回転輪を，動かす構造となっていた。歯車は，

エンジンを逆回転させることなく，ロープの方向を逆に動かせるように配置されており，ロープ

を絶えず循環させるのではなく，前後に動かす重要な機能となっていた。 

 

ニューヨーク側アンカレイジ上の主要滑車の枠組は，調節可能であり，ロープに所定のたわみ，

すなわちサグを与えるために，前後に動かすことが可能であった（架設ロープが大きな重量を吊

った際の吊点のたわみと，そのたわみを調節する機能は，今後の作業での極めて重要な部分とな

るはずであった）。1，2 箇所の基本的なベルト可動のトラブルがあまり発生しなければ，トラベ

ラーが所定位置に設置された後，報道が過熱していた人間を初めて渡す試みが，ただちに実施さ

れることになっていたが，いずれにしても，他に対応すべき数多くの事項が残っていた。そのた

め，橋梁の熱心な擁護者であったイーグル新聞でさえ「作業がどのように前に進められているの

か，なおかつ 近の軽微な作業や具合の悪い稼動状況など，実施されている全ての状況を徹底的

に見せれば，すっきりする・・・」と報道している。 

 

 

 

河川の上を 初に横断する人物として選ばれたのは，橋梁建設に携わっていた誰もが納得でき

る機械工長の E・E・ファリントンであった。 

 

すぐさま市民の大きな関心の的となったファリントンは，1876 年で 60 歳に近かったが，いま

だに機敏かつ強靭で，もちろん，ワイヤロープ作業に精通していた。その後の新聞記事では，彼

はマサチューセッツ生まれで，そこで 9 歳から毛織工場で働き始めたこと，その後，農夫，大工，

イギリスでの機械工，水夫，ガス工場の管理者として働いていたこと，また国内では 高の橋梁

機械工と考えられていることも，明らかにされている。1876 年 8 月 25 日金曜日の朝，歴史に残

る旅を行う準備が完了したブルックリン側アンカレイジに，ファリントンが到着したとき，彼は

とても冷静で落ち着いているように見えた。ファリントンは，中背の締まった体型の男性で，灰

色のあご髭をはやし，目は青く，無漂白のリネンの新しいスーツに新しい麦藁帽をかぶり，その

行事に，とてもふさわしい身支度をしていた。 

 

ある男性が，その日に横断することになったという報道は，前日の午後のイーグル新聞に掲載

されていた。その結果，朝 9 時前から群衆は，どんどん集まり始めていた。ブルックリンから見

ると，ニューヨーク側主塔に隣接した埠頭は，人々で黒く見え，ブルックリン側アンカレイジと

主塔作業ヤードに通じる狭い道路は，見物人で一杯であった。 

 

アンカレイジの天端では，あらゆる作業を指揮しているマーティンやマクナルティ，ファリン

トンと共に，それ自体の作業員達がベルトと滑車の調整に忙しく働いていた。11 時まで，全てが

順調のようであった。機械が運転され，トラベラーロープが川を渡り始めた。あらゆる曲りや捩

れを除去するため，ロープは数回，前後に動かす必要があった。そうしなければ，そのロープに
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取り付けたあらゆるものが，乗っている人間も含めて，何度も回転してしまうからである。1 本

の棒が目印としてロープに取り付けられ，ブルックリン側でアンカレイジから主塔まで送られた

が，その棒は，ゆっくりと上昇する間に，数回にわたって完全に回転してしまった。だがロープ

を前後する作業を 30 分間行った後では，完全に回転せず進むようになった。 

 

昼の食事の休憩時間があった。その日は快晴で，その時までに大変暑くなっていた。ブルック

リン側主塔の頂上では，招待された見物人の人だかりがあり，そのなかにはマーフィー上院議員

と数人の女性の姿もあった。むき出しの石造物には太陽が照りつけていた。ある時，そのグルー

プの記者の数人が，反対側の主塔にいる同僚に，冷えたビールとサンドイッチを依頼するメモを，

そのロープを使って送った。同じルートで「お金を送ってくれれば，ビールを送ります」との返

事が戻ってきたが，金は送られなかった。 

 

ほどなく，1 時 20 分頃に巨大なアメリカ国旗が，ブルックリン側主塔に再び揚げられ，数分後

には，別の旗がニューヨーク側主塔上の旗竿に揚げられた。続いて，赤い信号旗を持った 2 人の

作業員が，両方の主塔の 上部から互いに手を振る様子が見られた。全ての準備が整った。推定

では，1 万人以上の人々が見学していたようである。 

 

この時まで，ファリントンは，自分が乗るボースンチェアの準備の指揮をしていた。それは簡

素な板の座席で，長さは 2 フィート（60cm），厚みが 2 インチ(5cm)の板に，普通のブランコのよ

うに，各々の隅に吊りロープ用の孔が開けられていた。そして，座席板に通した 4 本のロープを

ワイヤロープに縛りつけたブランコのような構造であった。その座席板自体は，ほんの一端がア

ンカレイジの縁に載っているだけで，大部分は下側の街路から 80 フィート（24.4m）の高さとな

るアンカレイジ端部より飛び出していた。だから，ファリントンが自分の席に乗り込もうとした

とき，ある傍観者の言葉を借りれば，かなりきわどい動作となったようである。 

 

次に，アシスタントの作業員達が，それなりに楽な姿勢となるように，彼の背中に 1 本のロー

プを通し，それを巻き付けるように胸側に回して，隅の吊ロープの 1 本にそれをしっかりと結び

つけた。しかしながら，これら全ての予防措置は，“大胆不敵な冒険者”を更に不快にさせるだけ

のように思われた。 

 

1 時 32 分に，ファリントンは準備完了と告げた。後に，ファリントンは「ティモシー・マッカ

ーシーがエンジンを稼働させ，ジョン・D・スモールフィールドが，事前に打ち合わせた連絡方

法に従って，とても慎重に始動レバーを操作した」と書いている。すぐ傍に立っていたマーティ

ンが信号旗を下げて，下方の作業ヤードのジョン・D・スモールフィールドがレバーを移動させ

ると，即座に機械工長ファリントンが動き出した。下方から大きな歓声があがり，前方の上側，

主塔の頂上では，人々が帽子やハンカチを振っていた。それから突然，ファリントンは，アンカ

レイジと主塔の間の建物の屋根の上空で振り返り，自分の胸の周りのロープを解いて，座席の上

に立ち上がった。 初に片方の手で吊ロープを持ち，もう一方の手で自分の帽子を持ち上げて，

鳴り止まぬ拍手喝采に応えた。その後，彼は，再び腰を下ろした。人々は，ずっと下方の街路で
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彼を追いかけて走り，走りながら大声をあげて声援をしていた。ファリントンは手を振って，彼

らに投げキスを送った。その間ずっと着実に前方に進んでおり，彼の進路は，ロープのサグの関

係で， 初はほぼ水平で，まるで重たい鳥が飛んでいるようであった。彼の軽いコートは，風の

中で吹かれて開き，はためき始めた。その後，彼はサグ点を越え，ほぼ真直ぐに急激に昇りだし，

コートがはためき，徐々に回転する外観はとても小さく不安定で，その時点では主塔の花崗岩の

表面に向かって行くまさに鳥のように見えた。 

 

ファリントンが塔の 上部に近づいた段階では，とても慎重にロープを操作する必要があった。

なぜならば，急激に引き寄せて，彼が頂部に接触すると，座席から，まさに叩き落とされる可能

性があったからである。記者は，この瞬間を次のように解説している。 

 

現場で も経験豊かな技術者の一人［おそらく，マクナルティ］がレバーを握り，フ

ァリントン氏が塔の 上部に接近したのを確認して，エンジンを減速した。その時，全

員の目が冒険者の動きに注がれた。彼が，その危険性を理解していたことは明白であり，

彼自身に巻き付けられたロープを解いた理由も同様であった。なぜなら，ワイヤが正確

に止まらなかった場合に備えて，彼は座席板の上に自分の足で再び立ち上がり，主塔の

頂部を掴んで自分自身を救おうと準備していたからである。赤旗が振り下ろされると同

時にワイヤが停止した。主塔の上では，2 人の男性がファリントン氏を補助するよう準

備して待っていたが，彼が到着した場所は，そこより少しばかり低い位置であった。赤

旗が振り上げられ，それが“進め”の合図と解釈した技術者は，再びとても慎重にワイ

ヤを動かし始めた。ワイヤがわずかに数フィート（0.6～0.9m）動き，旗が再び降ろされ

た時，エンジンは即座に停止した。その時点でファリントン氏は，主塔 上部とほとん

ど同じ高さとなり，強い腕が彼を掴むと，彼は自分の足を着け，たちまち，興奮した仲

間達の一団に取り囲まれた。 

 

ものすごい喝采が，街路や屋根の上からわき起こり，それに続いてすぐに，川の向こう側で小

型の大砲から礼砲が発射された。アンカレイジから塔までの移動時間は，3 分 45 秒であった（主

塔とアンカレイジ上で立ち会った特別招待客のかなり多くの紳士達は，ファリントンの空中移動

の全てをずっと注視しており，次から次へと移動するのにかかる時間は，彼らの間では 大の関

心事であり，歴史的な記録として正式に記録されている）。 

 

ブルックリン側主塔の上で，ファリントンは，周りに集まった人々に「今までのところ，移動

は全く問題がない」と話した。マーフィーは，力いっぱい彼と握手をして感想を尋ねた。それは，

上院議員を興奮させる瞬間であった。ファリントンは，ほんとに素晴らしいと感じていると答え

た。 

 

 

続いて，小さなボースンチェアを主塔の逆の縁の方へ移し，ファリントンは少し降りて，河川

上の長い道程に向かい，先程と同様に座った。彼が乗ってきたロープは，近くでも太くは見えな
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かった。それは，男性の親指と同じくらいの太さであった。だが主塔の端で，彼と一緒に立って

いた人々にとって，そのロープは，次第に細くなり縫い糸ほどの太さになって，やがて川の中央

部を越えたあたりで，まるで消えてしまうように思われた。ロープの引張強度等々については，

全員が熟知していた（ロープは 10 人を越える男性に相当する重量を運搬することができた）。だ

が，そのような空中に踏み出すという行為について，いまだに誰もが，本能的に尻込みして身震

いしていた。 

 

再び信号旗が振られてロープが動き出し，彼が主塔から離れた瞬間に，別の喝采が湧き上がっ

た。今度の喝采には，波止場に沿って集まった全ての人々に加えて，このために集まった数え切

れないほどの小型船やフェリーの甲板上の数千人の人々が，加わっていた。河川上の通常の交通

は，全てのものが止まっていた。主塔からは，まるで人が船から船に簡単に歩いていけるように，

見えた。 

 

ファリントン（図-17.67）は，川の上を進んで行き，帽子を持ち上げて振り，明らかに素晴ら

しい時間を過ごしていたが，彼は座ったままであった。その後，彼の真下に来た蒸気タグボート

が，かん高い汽笛を鳴らした。すぐに，10 隻以上の船が加わった。数秒以内に，河川上の全ての

船が，小さな姿の男性が頭上高く飛んでい

るのを見て，賛同の汽笛を鳴らしていた。

なお，その男性は，“外見的には自動推進

式”であり，時折ぐるりと回転するが，彼

がぶら下がるロープは，大空を背にして，

ほとんど認識できなかった。 

 

彼が河川の中央を通り過ぎて，ニューヨ

ーク側主塔への上昇を始めるにつれて，川

岸からの歓迎は，ブルックリン側から出発

した時よりも更に大きかった。そして，ブ

ルックリン側主塔を出発して 7 分弱で，ニ

ューヨーク側主塔上に何ら問題もなく着

地した。続いて少しの遅れもなく，主塔の

頂上を横切り自分の座席に再び戻り，行程

の 後の区間であるニューヨーク側アン

カレイジへ下降していった。 

 

その時，川岸に沿って集まっていた大勢

の見物人が，アンカレイジに向かって陸側

に押し寄せた。いまだ水面から鳴り響いて

いる船の警笛や鐘，汽笛とともに，教会の

                                                        
7 The Brooklyn Bridge Harper's Monthly 1883，p-940． 

図-17.6 ファリントンの渡河の状況 
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鐘が鳴りひびき，工場の警笛が甲高い音をたてており，タイム誌はその状況を“紛れもない大混

乱”と呼んだ。実際，その瞬間，機械工長ファリントンには，川を渡ったのは自分一人だけでは

ないように思われた。まるで自分が引き起こした騒動を振り返り，つまり川を渡る行為が終わっ

てしまったことを残念に思ったに違いないほどであった。ある見物人は「彼のはるか下方で続い

ている歓声や混乱にもかかわらず，彼は，群集に応えて手を振り，完璧な沈着冷静さのあらゆる

様相を見せた時以外は，手を組んで静かに座っていた」と書いている。 

 

続いて，ファリントンは，偉大なる橋梁を利用してブルックリンから初めて渡って来た乗客と

して，ニューヨーク側アンカレイジの上に軽快に足を踏み出した。全体の移動時間は，22 分間で

あった。 

 

その後，ファリントンがアンカレイジから降りたとき，近くで何かの騒ぎが起こった。群衆は

意気揚々と，彼を街路の中に連れて行きたかった。 初，彼はブルックリンに戻るフェリーまで

歩けると単純に思って，その道を進もうとした。だが人々は，彼を街路の方に押そうとしたり，

とても熱心に彼に触れようと手を伸ばしたりしたので，彼は人々の注目からの逃げ場を捜して，

施工ヤードの事務所の中へ逃げ込まざるを得なかった。自分が視界から消えれば，騒ぎも鎮まる

に違いないと期待したからであった。だが 1 時間経っても，どちらかといえば群衆はさらに増加

していた。主塔の下側の埠頭に，手漕ぎボートが用意された。ファリントンは，裏口のドアから

外へ逃げ出し，対岸のブルックリンに向かって漕ぎ出した。 

 

その後，ファリントンは「あの横断は，私に素晴らしい眺めと，おそらく二度と経験できない，

あのような光栄ある感動を与えてくれました。・・・」と明言している。しかし，過度な大騒ぎで，

話が勝手にでっち上げられてしまっていると考えており，自分が評判になることで自分自身がす

っかり負けてしまうと，ローブリングに告白している。彼は「私は，河川を 初に渡る男になり

たいという当然の願望はありましたが，私の本当の目的は，もっと危険な状況で，同様な作業を

行うことになる私の部下達に，そのロープの安全性について，私自身が全面的に信頼しているこ

とを実証することでした」と語っている。ファリントンは，自分自身でやれないような事を，他

人に依頼するような男ではなかったようである。 

 

更にファリントンは，自分やアシスタントの技術職員達が， 近，褒められ過ぎであることも

認識していた。彼は，ある記者に「全職員のなかで一番頑張っているのは，ローブリングだ。頭

を使う仕事は，ほとんど彼が行っている」と語っている。 

 

それはともかく，ファリントンは，ローブリングも他の誰もやったことのないことを成し遂げ

た。市民の目から見れば，彼はまさに初めて，長年の話題や工事費，そしてイースト川に架かる

橋に投入された数百万トンの花崗岩に対する認識を一変させた。そのようなことが，実際にでき

ることを示した。また好むと好まざるとにかかわらず，彼自身がそれを行ったことで一変した。 

 

彼は「私は単に乗っていただけだ」と言っていた。彼が人々に語っていたことは，誰でもそれ
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を実行できたはずだということであった。そこに「座ってさえいればよい」ということであり，

確かにその通りであった。だが，彼がそのような態度，壮観であった自分自身を見下すような態

度をとるほど，彼が，別の話－この橋梁は人が考えているよりも奇跡的な出来事であること－を

述べているように思われた。橋梁は，何ら不安もなく，彼に川の上空を渡らせただけでなく，彼

を英雄に変えてしまった。そして，もちろん，彼が生まれつき分別と勇気のある男であることを

除けば，普通の機械工であるという事実は，大衆性を弱めるのに役に立たなかった。 

 

ハーパーズ・マンスリー誌が書いたように，彼の河川横断は，ごく手短に言えば“大衆の勝利”

であった。それを見た誰もが，それを決して忘れるはずはなかった。誰もが言いたい放題であっ

た。 

 

 

 

その時点で，実施する作業は，簡単に述べると，次のようであった。さらに 2 本の 3/4 インチ

（19mm）のワイヤロープを渡して連結し，2 基目の循環するトラベラーを設置する。その次に，

キャリアーと呼ばれる更に大きなロープ 1 本を張り渡す。これは，その後に張り渡される更に大

型の数本のロープ重量を保持するものである。これらの大型ロープは，2-1/4 インチ（57mm）径

で，軽い木枠構造の足場，いわゆる“吊足場”を保持するものである。それは，巨大なケーブル

にワイヤを巻き付ける時に作業員が載る足場である。その後，キャットウォーク用の支持ロープ

を張り渡してキャットウォークを設置し，手摺用ロープを張り渡す。キャットウォークの下側に

は，主塔から主塔まで 2 本の耐風ケーブルを取り付ける。この耐風ケーブルは，逆アーチ形に張

り渡し，風によってキャットウォークが動かないようにする。そのような作業が全て完了して，

本来のケーブル架設作業が開始できるようになる。遂に，トラベラーが極めて重要な役割を果た

す場面となる予定であった。 

 

二番目のトラベラーロープを架設する作業は，まさに翌日の土曜日（1876 年 8 月 26 日）に始

まった。だが今度は，ロープは水上を牽引されるのではなく，一基目のトラベラーで空中を牽引

された。その日のうちに，川の正面に沿っていた見物人達は，更にもう一つの忘れがたい，全く

予想外の綱渡りの実演を，楽しむこととなった。 

 

その朝 8 時， 初にロープを巻いた大きなリールが，ブルックリン側アンカレイジの天端の所

定位置に転がして設置された。ロープの一端がトラベラーに繋げられた。トラベラーが動き始め

た。ゆっくりとリールが巻き戻され，新しいロープがブルックリン主塔の方へ延び始め，トラベ

ラーロープの上を這って進むように見えたが，実際にはトラベラーロープといっしょに動いてい

た。 

 

ロープが 50 フィート（15m）ほど繰り出された時，合図の旗が振られ，トラベラーがすぐに停

止した。トラベラーと新しく繰り出したロープの 2 本は，リールの隣に配置された作業員によっ

て太い麻紐で固縛された。これは，新しく繰り出すロープが，垂れ下がらないようにするためで
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あった。その後，再びロープの繰り出しが始められた。その後，同じような固縛処理が，50 フィ

ート（15m）毎に実施された。 

 

新しいロープが，建物の屋根の上空を繰り出されるにつれて，そのニュースは，近隣一帯やフ

ェリーで川を渡った地域まで，ロープより先に伝わった。直ちに，街路や波止場は，再び見物人

で溢れかえった。一旦，ロープが川を横断し，ニューヨーク側主塔を越えて，その向こう側のア

ンカレイジに達すると，ロープの両端は，強力な万力のような治具でしっかりと固定された。だ

がその次に，トラベラーロープに固縛された部分を，端から端まで切断して緩める必要があり，

その方法は手作業であった。 

 

従って，正午の休憩の後に，2 人の鳶工（rigger）が同時に，各主塔から 2 箇所のアンカレイジ

に向かって，ケーブルにぶら下がって，陸側の径間を下降し始めた。ニューヨーク側主塔からは，

“身軽な（Supple）”というような，これにふさわしい名前を持ったハリー・サップルという帆船

の元甲板員が，その任にあたった。彼は 6 年間この橋梁で働いており，揚貨装置が落下した際に

負傷した作業員の一人であった。彼は，ファリントンが横断した時に使用したようなボースンチ

ェアを使い，それを大きな鉄製シャックルでトラベラーロープに吊り下げた。サップルは，ファ

リントンのように胸の周りには拘束するロープを巻かずに座り，下降速度を抑制するために，短

いロープをトラベラーロープに二結びした。続いて彼は，シャックルを動かすために足を蹴って

空中に飛出し，ものすごい速度で 初の固縛位置まで滑り落ちて行き，そこで彼の速度抑制ロー

プを一生懸命に引っ張って停止した。 

 

鞘ナイフで数回すばやく切りつけ，結び目を切断した。すぐに，麻紐の破片が空中に飛び散り，

ワイヤロープはすごい力で離れて跳ね返り，新しいロープが大きな弧になるように下がって行き，

サップルが載っている古いロープ（トラベラー）が全長に沿って激しく振動する状況を引き起こ

した。サップル自身は，壊れ易そうな椅子に座ったままで 6 フィート（1.8m）ほど降下し，激し

く上下に揺れたように見えたが，そのことを全く気にすることもなく，すぐに自分のガントレッ

ト（抑制ロープをそのように呼んでいた）を解いて作業を続けた。彼は，固縛を驚くべき速さで

次々と切り離し続け，騒がしい群衆が，ずっと下の方まで彼を駆り立てた。主塔からアンカレイ

ジまで，1 千フィート（305m）の距離で 20 箇所が固縛された 2 本のロープの切り離し作業を，彼

は 10 分間で完了させた。彼がアンカレイジに降り立った時，長いお辞儀をすべきだったような大

喝采が起きた。 

 

一方のブルックリンの見物人は，それほど順調に進む状況を見学することができなかった。も

う一方の鳶工，ウィリアム・コールナーというドイツ人は，塔から離れて踏み出す前に，ものす

ごく緊張しており，一旦作業に取りかかっても，ぎこちなく，腹立たしいほど用心深かった。彼

は，ワイヤロープを両手で掴んでおり，とてもゆっくりと，一度に進む距離もほんの僅かずつ，

降りて行った。彼は，各々の固縛部分で，かなり長い時間をかけたため，主塔の上では，彼がそ

の週のうちに作業を完了できるかどうかの懸念の声が出たほどであった。実際には，サップルが

10 分で済ませた同じ作業を，彼は 1 時間近くかけてしまった。だから，中央径間の作業が開始さ
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れる時，ブルックリン側主塔からの作業に選ばれたパトリック・ティムズは，他の人々から，ず

けずけと「ニューヨーク側の連中よりも，うまくやれよ」と声をかけられた。 

 

計画では，ティムズとトーマス・キャロルが，両側の主塔から降下して，前の 2 人が行った方

法で固縛部分を切り離しながら進み，川の中央部で出会う予定であった。それを実行し，鳶工ら

が自らをトラベラーに連結すれば，トラベラーは全長に渡って自由となるので，ブルックリン側

主塔に引き戻すという計画であった。 

 

ティムズとキャロルは，両方ともイギリス人であった。ティムズは柔軟で，頑強な体格であっ

た。キャロルは，大柄で恰幅が良い男性であり，おそらく 200 ポンド（90kg）以上の体重で，ワ

イヤの試験を行っているのだろうと言われていた。ティムズはすごい速度でブルックリン側から

下方へ疾走して行き，ぶざまなコールナーによって失われたブルックリン側の名誉を，何とか回

復しつつあった。だが，キャロルの方は，いきなり障害に見舞われた。 

 

何らかの理由，おそらくロープを降下する速度を増加させるために，キャロルは，他の鳶工が

使用していた鉄製シャックルの代わりに，滑車を用いて自分の座席を吊り下げていた。滑車は，

初めのうちは見事に機能していた。彼は他の誰よりも速く，主塔から離れて行った。だが彼が 2

番目の固縛位置に近づいたとき，滑車が 2 本のトラベラーロープの間に挟まれて動かなくなり，

それを緩めるように少し動かしたり，次の固縛位置に向けて，かなりの距離を進もうとしたりし

たが，無理であった。 

 

この時点で，若いサップルが，ニューヨーク側の主塔の天端に戻ってきており，救助に向かう

決心をした。彼は，両足でトラベラーロープを挟み込み，手を交互に動かす甲板員スタイルで川

の上に向かった。彼は，素早くキャロルの位置に到着し，彼を素通りして次の固縛部を切断し，

即座に滑車を自由にした。そして彼は，下降してきたときと同じ方法で主塔の上に戻って行き，

その間ずっと，主塔の上にいた人々との簡単な対話を続けていた。下にいた群衆は，大喜びであ

った。 

 

一方，キャロルは，滑り出したものの，前と同じように何度も引っかかり，とても苦労して解

きほどいていた。実際に，キャロルの進捗状況は遅く，ティムズが支間中央のサグ位置を通り過

ぎ，キャロルの方に向かって，急勾配を腕で引張って上昇しながら，固縛を切除し始めた時点で，

キャロル側は，予定のロープの半分ほどにも達していなかった。 

 

一旦，彼らが合流し，全ての固縛が取り外された時，新しい問題が発生した。トラベラーが動

かなかったのである。どういうわけか 2 本のロープが，お互いに巻きついてしまっており，結果

として彼ら 2 人を引き揚げることが不可能であった。それで，何か間に合わせで対処する必要が

あった。 

 

1 個の吊輪がトラベラーロープに取り付けられ，それに，大きな重錘と麻ロープの一端が取り
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付けられた。重錘は，ニューヨーク側主塔から吊輪とロープを，400 フィート（120m）程離れた

位置で立ち往生する 2 人まで，下降して運ぶのに十分であろうと期待されていた。しかし，吊輪

は，わずか 1/4 の距離を滑っただけで，止まってしまった。 

 

もう一度，ハリー・サップルが活動を開始した。彼は，同じ麻ロープに環を作り，片方の足に

それを巻き付け，ティムズとキャロルの方へ苦労して進んだ。誰もが驚いたことに，ティムズと

キャロルの両方とも，発生した障害に全く平然としているように見えた。ティムズは座席を揺ら

しながら，上側のワイヤに自分の腕を載せて，まるで寝入ろうとしているようにも見えた。 

 

サップルは何の支障もなく彼らの位置に到達し，彼は，運んできた麻ロープの端部をキャロル

の椅子に括り付け，キャロルと一緒に椅子に乗った。サップルとキャロルは主塔の方に引き戻さ

れた。なお，ティムズは独りでそこに吊られたままであった。 

 

その後，再びトラベラーの稼働が試みられ，今度はうまく動いた。ティムズは，彼がやってき

たブルックリンに向かって引き戻され始めた。彼は，まるで楽しんで載っているように足を振り

ながら，川の上空で上がったり下がったりして周りを眺めていた。しかし，ティムズがブルック

リンまでの行程の 1/3 に達する前に，まるで何かが噛んだように，ワイヤが突然のものすごい力

で引っ張られた。望遠鏡で見ていた人々は，ティムズの顔つきが急に変わったことに気づいた。

エンジンのベルトが壊れ，その修理に 20 分を要した。ティムズには，何の障害が発生したのか知

る術がなかった 20 分間であった。彼は，徐々に落ち着きを取戻し，とても静かに座ったまま，下

を通過する船を眺め，通過するフェリーから見上げている乗客の励まし答えて，手を振っていた。

ほどなく，彼は主塔の方へ引っ張られた。その日の残り時間は，新しいロープを所定の位置に設

置することに向けられた。 

 

新聞各社は，この出来事を大きく取り扱った。それまで橋梁に対して，褒め言葉をめったに載

せなかったワールド新聞でさえ，長い説明を掲載し，大見出しで，それを“しっかり張られたロ

ープの素晴らしい能力”と表現した。また後に，ペインは，技師長への正式な報告書で「ハリー・

サップル氏は，鳶工の現場監督として求められる全ての能力を有していた。・・・」と記載してい

る。 

 

もう一本のロープ（新しいトラベラーの後半部分）が月曜日に架設された際，群衆が再びそこ

に集まった。その状況は，主要な劇場の落成や街に新しく来たサーカスと同じように，新聞で取

り扱われた。人々は，今度はどんなことが期待できるか，充分に理解していた。今回，その作業

の機会を与えられた作業員達は，1 千フィート（305m）を 10 分というハリー・サップルの記録を

破ることであった。そのなかの一人，ウィリアム・ミラーは，ニューヨーク側主塔からニューヨ

ーク側アンカレイジまでのサップルと同じルートを進み，7 分半でその作業を実施した。ある記

者は「彼がアンカレイジに近づいた時，『彼を受け止める準備をせよ』という指令が出された。彼

の顔つきは歯を食いしばり，目の中は奇妙に輝き，その顔面は，椅子の鉄製シャックルがワイヤ

表面から削りとった亜鉛メッキの鉄粉で光り，彼の手はロープの上で活発に働いていた。彼が手
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の届くところに近づいたとき，作業員達は彼を捉まえ，激励の喝采をあげて，石積面に着地させ

た」と書いている。 

 

その頃には，他の 2 人，フレデリック・アーノルドとジェームズ・オニールも，すでに主塔を

出発し，川を渡る中央径間の 下端に向かって，大慌てで急落して行くのが見えた。ニューヨー

ク側主塔から出発したオニールは， 短記録を出しているように思われた。しかし，その後，ま

るでキャロルの時と同様に，彼の椅子が噛んでしまったかのように，不意に停止した。しかし，

マニンやマクナルティ，ペインらの技術者が双眼鏡を彼に向けたとき，彼は椅子から立ち上がり，

上側のワイヤの上に昇ろうとしているのが見えた。その次に，彼は，自分が載っていないほうの

ワイヤに，明らかに自分のベルトを紐のように使い，自分自身を吊り下げた。それは，主塔の上

にいる誰もが，何が起こっていたかを理解していたことであった。どうやら 2 本のロープが交差

しており，オニールは，自分の椅子を間違ったロープ，すなわちトラベラーロープではない新し

いロープに，吊り下げて主塔から出発していたようであった。やがて，オニールはこの間違いに，

はっきりと気づき，ものすごい勇気を出して，ただちに修正することに決めたようである。 

 

彼は，川の上空で少なくとも 185 フィート（56.4m）の高さにあるトラベラーロープの上に座り，

シャックルから自分の椅子を切り離し，正しいワイヤに自分の椅子のロープを結びつけた。彼が

その付け替え作業を行うのに 15 分間程かかり，彼の冷静で大胆不敵な作業を目撃していた多くの

見物人の心臓は，脈拍が増加し，激しい鼓動となってしまった。 

 

やっとオニールが再び動きだし，川の中央に到着した。その間，その場所では，アーノルドが

辛抱強く座って待っていた。その後，しばらくの間，その場所で足り下げられた状態が続いた後

で，二人ともニューヨーク側主塔へ引き戻された。 

 

しかし，その日の 大の騒ぎは，もう少し早い時間にブルックリン側の上空で発生していた。

そこでは，主塔からアンカレイジへの降下が，ほかならぬ E・E・ファリントンによって行われた。

彼は明らかに，土曜日のコールナーのお粗末な作業を埋め合わせ，自分の部下達に（そして，も

しかするとブルックリン見物人達にも），仕事をどのように処理するべきかを実証したかったよう

である。 

 

また，ブルックリン側では非常に多くの人々が，主塔施工ヤードを取り囲んでいる塀の内側に

入りこんでいた。その中には，見た目に恐れ知らずの数人の若い女性が含まれており，彼女達は，

できる限りよい場所で高所でのワイヤ作業を，特に父親のようなファリントンの作業を見物する

ことを望んでいた。ピンクの夏のドレスを着た可憐な黒髪の 18 歳くらいの一人の娘が，先導して

いた。彼女は，他の人々に続いて主塔の 上部まで昇り，そこでオペラグラス１個を持って機械

工長が登場するのを待っており，彼女は下方に展開された巨大なパノラマを調査しているように

思われていた。 

 

ファリントンは 2 時に降下を開始すると思われていた。2 時に現れた彼は，今回は医者のよう
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なスーツにネクタイ姿で，白いリンネルの布巾と大きなナイフを持っていた。 

 

彼は自分の椅子に座って降りて行き，大騒ぎもせずに進んで行った。そして，彼が，全てを外

科医のように手早く処置しながら，素早く前進していたときに，全く偶然にナイフを落としてし

まった。そのナイフは，誰も傷つけることなく，およそ 200 フィート（61m）落下したが，同時

に，それは，ファリントンをかなり手に負えない苦境に陥れてしまったと，地上からは思われた

はずである。しかしながら，ファリントンは，まるで何も起こらなかったかのように，休みなく

前進した。彼が次の固縛に達したとき，単に自分の手でそれに取り掛かり，みんなの歓喜に答え

るように僅か数秒で解きほぐしてしまった。降りてくるまでに，かなりの時間を掛けたけれども，

群衆はその間ずっと彼を見守っていた。けれども彼は，不様なコールナーよりも素早く仕事を終

わらせていた。 

 

そして，サーカス的な作業は完了した。両方のトラベラーが所定位置に設置され，作業の準備

が整った。各々のトラベラーの巨大な循環部は，横方向で約 27 フィート（8.3m）離して設置され

ていた。川岸や川面から眺めた時，そのように広く離れた部分は，まるで 4 本の別々のロープが

主塔の上に張られているように見えた。なお，その場所は 4 本の巨大なケーブルが張り渡される

位置に近接していた。 

 

ファリントンはローブリング宛てに「私は，貴方から指示された作業を，忠実に実施しまし

た。・・・そして，貴方の計画に関して私が完全に熟知しており，私自身の経験を踏まえると，こ

の橋梁のケーブルは，抜群のものではないかもしれないが，これまでに建設されたなかで 高の

部類に入ることを期待しています」と書いている。 



第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 
 

 
 - 336 -

第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 

3,400 トンすなわち 680 万ポンドの鋼ケーブル素線の製造，並び

にブルックリンおよびニューヨークへの納品に対する封印入札書

は，1876 年 12 月 1 日まで，ニューヨーク・ブルックリン架橋公

社で受理する。・・・ 

－技師長 W・A・ローブリングの署名のある公示仕様書より 

 

エイブラム・ヒューイット（図-18.11）は，政敵の間でさえ，

尊敬できる人物と考えられていた。彼には愛想の良い面は何も

なかった。威厳に満ちた態度で，神経質で無愛想な小柄な人物

で，人の機嫌を取るようなことはなく，付き合って面白い人物

ではなかった。しかし，彼は勤勉で，根っからの政治家ではな

く，聡明で誠実という評判があり，1876 年当時，あらゆる資質

が有権者にとって高潔であると思われていた。 

 

ヒューイットは，亡くなったハブマイアー市長が橋梁建設の

経営状況を詳しく調査するように依頼した時から，着実に調査

を進めてきた。当時，彼は連邦議会議員などの任にあった。民

主党の大統領候補者であるティルデン（図-18.22）は，彼の友

人であり，主にツィードに対抗する旗手としての評判から，ニ

ューヨーク州知事になっていた。ヒューイットは彼の選挙運動

責任者であり，依然としての現大統領（第 18 代ユリシーズ・グ

ラント）の国民からの支持の落ち込み，共和党の分裂，ワシン

トンにおける絶え間ない疑惑等から，ティルデンが，来春には

ホワイトハウスに入るかのようであった。ティルデンの対抗馬

は，ラザフォード・B・ヘイズという温和で控え目で，ほとん

ど無名のオハイオの州知事であった。彼は，6 月に開催された

シンシナティの共和党大会で選出された。その大会では投票が

長引いたので，代議員達は，ローブリングが架橋したシンシナ

ティ橋梁を“風に当たる”ための場所として利用した。また，

そこは指名された候補者のヘイズが，橋梁の施工が始まった頃

に，法律関連の仕事を開始した場所でもあった。 

 

しかしながら，ティルデンは候補者として大した人物ではなかった。ティルデンは，よそよそ

しく生まれつき無口で，雄弁さは皆無で，健康にも恵まれていなかった。そのため，むしろ彼自

身の大義ために，相当に大きな私財を投じることには乗り気ではなかった。結果的にヒューイッ

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abram_Stevens_Hewitt_1822-1903.jpg （参照 2016-04-27） 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SJTilden_of_NY.jpg （参照 2016-06-17） 

図-18.1 エイブラム・ヒューイット

(1822-1903) 

図-18.2 サミュエル・ティルデン

(1814-1886) 
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トは，単なる選挙運動責任者以上の役割を果たした。ヒューイットは，義理の兄弟で 大の財政

面の支援者であるエドワード・クーパーとともに，ティルデンの選挙運動の原動力であった。ヒ

ューイットも，たまたま下院議員に再度立候補していたが，彼の評判がとても高く，共和党の対

立候補が弱いことから，自分自身の選挙に時間をかけなくても，当選は確実と思われていた。 

 

若い選挙運動員は「私の考えでは，ヒューイットは誰よりも真の愛国者で純粋な人物です」と

賞賛して書いている。ヘンリー・アダムズ，歴史家で文学者，当時の彼の考え方がその後の歴史

家に重視された人物は，ヒューイットがニューヨーク派の政治家の一人であったと指摘している。

ニューヨーク派の政治家とは，野望や気晴らしの計略を楽しみ，概して専門家よりずっとうまく

演じているが，その狙いは普通の政治家よりもかなり大きく，安っぽい骨折り仕事には大した情

熱を感じない政治家のことである。アダムズは，あらゆる面からヒューイットが「 も能力があ

り， も行動的な心の持ち主で，とても勤勉で，・・・ワシントンでは も有能な公人である」と

判断していた。 

 

ヒューイットは，自由主義で責任感が強いことで知られていた。労働組合の正当性を信じてい

る裕福な金属商でもあった。科学的研究を理解する知性を有した連邦議会議員であり，例えば，

西部における地質学的調査を熱心に支援していた。彼は単なる改革派の民主党員ではなく，全て

の良識ある人々が待望していた人物，公の場における重要な紳士であった。 

 

そのようなことから，ヒューイットが 9 月第 1 週の架橋公社の理事会で，ある決議案を提出し

た時に，それが先見性のある模範的な決議と考えられ，すぐに満場一致で採用されたことは，驚

くようなことではなかった。 

 

橋梁事業における次の主要項目は，主ケーブルの素線の契約締結であった。その契約がその決

議に左右されることは明らかであった。素線の発注額は，概算で 100 万ドル程度となる予定であ

った。 

 

ヒューイットは少し遅れて会議に現れた。ちょうどその時，理事長のヘンリー・マーフィーは，

7 月の前回の会議以降の進捗状況について説明していた。今後は，もはや何の問題もないと予測

されていた。石材の請負者には，全額の支払いが完了しており，ケーブルの素線に関する技師長

の仕様書は，執行委員会の承認を受けていた。「短期間で，橋梁を完成できない理由は，もはやあ

りません」とマーフィーは述べた。 

 

だが，副理事長のヒューイットは「素線の仕様書を読んで，とても思慮深く作成されているこ

とは理解できたものの，その入札への参加者に関する条項が欠如していることに気付いた」と述

べ，これに関して若干の驚きを表明した。 

 

ヒューイットはマーフィーや他の理事に，技師長もケーブル素線の製造業者の一人であること

を再認識させた。ヒューイットは「技師長自身は素線業者であるが，自分が入札者になるべきと
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図-18.3 ウィリアム・ツィード

(1823～1878) 

は全く考えておらず，それゆえ，そのつもりもないであろう。形はどうあれ，橋梁に関心を持つ

企業や会社あるいは個人からの応札を，無制限に受け付けるべきではない。特に，技師長が入札

者になることは，許されるべきではない」と述べ，さらに「ローブリング大佐が，競争入札への

参加を認められるのであれば，私は理事を辞め，今後いっさい橋梁に関わらないつもりである」

と発言した。それは，まさにちょっとした演説であった。ジョン・A・ローブリングに初めて橋

梁の建設を依頼して以来，これまでずっと論点として考慮していなかった状況は，若干問題であ

り，あきらかに理事達に好印象を与えた。なぜならば，ヒューイットが次のような決議を提示し

たとき，更なる議論も無く，採択されたからである。 

 

決議：架橋公社の事務職員や技術者と利害関係にある企業や会社からの応札は，受け付

けず認めないこととする。また，落札者は，そのような利害関係者や会社に対して，契

約のどのような部分でも，下請けに出してはならない。 

 

ローブリングやローブリングの会社への特定の言及はなかったものの，その後，ヒューイット

は誰もがその趣旨を誤解しないように，彼が述べたことを新聞に向けて繰り返した。「私は，ロー

ブリング一族が橋梁の契約を独占するような事には，極めて強硬に反対する」と語っていたと伝

えられた。 

 

だが，会議が休会する前，同席していた別の理事が，立ち上がって質問した。ジョン・ライリ

ーという人物で，彼も技師長に関して何か言いたかった。ライリーは「私は，ローブリングが非

常に重い病気で，彼の職責を果たすことができないと理解していた。ところが今や，ローブリン

グの奥さんが，彼に替わって仕事をしていると聞いている。明らかに，技師長の職を他の人に替

える時期に来ているのではないだろうか。橋梁建設で間違いが発生した場合，理事会が責任を負

うことになるはずである。技師長が個人的にそのような間違いの責任をとることはできない」と

述べた。 

 

誰もローブリングの死について発言したわけではなかったが，

マーフィーは「万一，ローブリングが亡くなった場合，マーティ

ンやコリングウッド，マクナルティが工事の責任を負うことがで

きる」と即答した。また，キンセラは，それ以上の適任者はいな

いと意見を述べた。ライリーや他の理事全員がそれに納得したよ

うで，会議は散会となった。 

 

9 ヶ月前にマディソン通りの自宅から失踪していたウィリア

ム・ツイード（図-18.33）が，スペインのビーゴで下船後，すぐ

に逮捕されたのは，9 月 7 日の午後であった。ツィードは，失踪後

3 ヵ月間ニュージャージーの農家に隠れた後，スタテン島に移り，

                                                        
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2014-04-16） 
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そこからフロリダにスクーナー4で移動した。そこで，キューバに出航できるまで，エバーグレー

ズに住んでいた。キューバのハバナでは，カルメンと呼ばれた大声で，スペインへの渡航を予約

した。大西洋の横断旅行中に，彼は船酔いに罹り，体重が 160 ポンド（73kg）を下回るぐらいや

せ細っていた。それでも信じられないことだが，スペイン当局はナスト風刺画だけを頼りに，彼

を認識した。彼の逮捕のニュースは，ニューヨークで大きな話題となった。ちょうどその頃，架

橋公社の運営でツィードの職責を引継いでいたヒューイットは，巨大な公共工事の利益となるよ

うな 新の活動で，ニュースとなっていた。彼の決議は，広く称賛されていた。また，激しい選

挙の時期であることから，そのような活動が立候補者の宣伝活動の一般的な手法だと見做しても，

ヒューイットの言葉は，そのまま信じられていた。彼や他の理事達のうち誰かが，トレントンの

反発を予期していたかは不明である。 

 

 

 

1876 年 9 月 8 日の朝，ニューヨークとブルックリンの新聞は，ヒューイットの決議とローブリ

ング一族に関する彼の意見を伝えた。当日の遅くトレントンでは，ワシントン・ローブリング（図

-18.45）が辞職願を口述して書き取らせていた。 

 

彼はヘンリー・マーフィー宛に「私の体調は，もはや技師長を

続けられるような状況ではありません。主治医はこれまで 2 年間，

私に仕事をやめるよう勧めていましたが，辞職はしませんでした。

それは，私の直接の指導が，橋梁建設を成功させるために，絶対

に必要と思えたからです。今では，状況が異なっています」と告

げている。また「私は，今後数年間分の工事について，全ての計

画の非常に細かな詳細までを準備しました。だから，もはや私が

担当しなくても，作業的には何の問題もないでしょう。私は，自

分のワイヤー事業については，ずっと放置してきました（「私は，

4 年間，我々の工場の中にも入ったことはありません」と続けて

いたが，後で思い直して，エミリーに，そこに線を引かせて削除させている）。私の健康は，『技

師長としての』これらの職務に対して誠実に対応することで，徐々に蝕まれてきました。この数

年間に私が負担した臨時経費は，私が受けとった報酬をはるかに上回っています。それゆえ，現

在は休息を取っていると思っています」と述べている。 

 

続いて彼は「私は，橋梁の技術面に対する責任を全て負担してきており，全精力を仕事に注ぎ，

金融面での犠牲を払い，長年の身体的な苦痛にも耐えてきました。しかし今や，私自身の公正さ

や誠実さと，一族の公正さや誠実さが，公然と疑問視されており，このことを私は認めるわけに

                                                        
4  2本以上の帆柱を立て，その全てに縦帆を展張する帆船で，帆装形式によって船の呼称が細分化された 18世紀

以後アメリカで発達した。縦帆船のため逆風時の帆走性能がよく，操縦も容易で，少い乗組みで運航できる特

徴から，100t 程度の 2 檣形式が近距離輸送や漁業に主用された。（ブリタニカ国際大百科事典より） 
5 Harper’s Monthly 1883, The Brooklyn Bridge 
  http://www.catskillarchive.com/rrextra/bbstory.Html  （参照：2016-05-31） 

図-18.4 技師長 

ワシントン・ローブリング 
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はいかないし，エイブラム・ヒューイットの手に掛かることついては，特にそう思っています」

と問題の核心を述べ始めた。ローブリングは，やがて個人的な書簡の中で非常にはっきり述べて

いるように，エイブラム・ヒューイットの月並みな見解を，共有することはなかった。 

 

終始一貫した私の望みは，工事の成功に専念することですが，それは，私が橋梁事業

の一般的な運営に深いかかわりを避け，独立した技術者の立場で公正な職務を続けてい

けるという，このような原則が厳格に遵守される場合の話です。それゆえ，理事会の副

理事長の私に対する根拠のない侮辱に憤慨せざるを得ず，私達の良好な関係が終わるこ

とは残念です。・・・・その技術者のケーブル構造や上部工の鉄製構造に対する設計は，

とてもわかりやすく，彼と運営組織との名目的な関係は，彼自身の個人的な望みである

工事を成功に導くこと以外，当初から何もありませんでした。 

 

エミリー・ローブリングの信書控え帳によると，手紙はそこで終わっていた。しかし，1～2 日

後に，まだ憤慨していたローブリングは，ヒューイットの“名目的な関係”について，自分が言

いたいことを，もう少し詳しく説明するために，ブルックリンのイーグル新聞に投書している。

ローブリングは「ヒューイットは自分自身の決断を避けたい時には，いつでも理事としての職務

を辞めることができる。橋梁自体は，ヒューイットにとって何の意味もない」と非難している。

だが，その手紙はイーグル新聞に掲載されることはなかった。ローブリングが，それを送付しな

いことに決めたか，あるいはトーマス・キンセラがそれを掲載しないと決めたか，どちらかであ

ろう。 

 

ローブリングの手紙に，マーフィーはすぐに返答した。マーフィーは「私としては，ローブリ

ングの辞任を認めることはできない。それができるのは，次に開催される理事会だけである」と

返答した。その一方で，マーフィーはローブリングに再考を懇願し，ローブリングの貢献が不可

欠であり，ヒューイットは高尚な意図だけで突き動かされているに過ぎないといって，彼を安心

させた。ローブリングは，この言葉でも決して説得されることはなかった。依然として傷つき，

腹を立てている彼の反応は，遠慮のないものであった。 

 

私はヒューイット氏から公然と特に名指しで，私だけが記述できる仕様書の作成に，

まるで私が全人生を賭けているように，あるいは，まるで私が何らか不正な方法で，あ

らゆる予防措置を講じている人々に逆らって，橋梁を略奪しようとする泥棒のように扱

われました。1 人の関係者からそのように言われることは，私には見過ごせない侮辱で

あり，そのことに憤慨して，ヒューイット氏の職責上，そのような行為がいつ何時繰り

返されるかもしれない職務を，辞任せざるを得ません。 

 

ただし，その後の事態を考慮して，手紙はいっさい公表されていないが，その手紙で も興味

深い部分は，次の一文であった。 

 

この素線製造入札の応募者になるのを辞退したヒューイット氏の行為に，貴殿が深く
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感銘を受けているようなので，私は，彼の度量の大きさが全く見せかけであると言いた

い。なぜなら，クーパーとヒューイットの会社には，鋼製の素線を作るために設備が全

く無いからです。また，貴殿が南ブルックリンのヘーグ氏からの入札を受領する場合に

は，少しだけ調査をした方がよいと思います。 

 

これに関して，ヘンリー・マーフィーが，どのように考えたかは不明であり，ローブリングの

提案を追跡調査したことを示す記録も残っていない。だから，おそらくマーフィーは，自分が承

認する意思がある以上のことを理解していたか，あるいは，ローブリングの訴えが，多くの重圧

を受けている男性の症状であると判断したのであろう。ローブリングとヒューイットは，結局，

長年に渡る事業面でのライバルであった。また，ローブリングの兄弟全員が，彼は父親のように

頑強で党派心の強い共和党員であることを，理解していた。 

 

推測しかできないヘーグの事業の評判について，マーフィーはどれほど認識していたのであろ

うか。彼や他の理事達には，ヘーグに対する疑念が全く無かったのかもしれないが，その可能性

はとても低い。なぜならば，ブルックリンでの J・ロイド・ヘーグの存在は，間違いなく，気づか

ずに済むようなものではなかったからである。 

 

ヘーグは 20 年ほど前に町にやって来た。コロンビア・ハイツに住居を構え，プリマス教会に加

わり，“独身の紳士”として社会生活を始めた。彼は，とても物腰が丁寧で，外見上は顔立ちが整

っており，すばらしい声楽家で，“出来の良い人物”と思われていた。プリマス教会で，彼は「熱

心な参列者になるだけでなく，聖書研究会の可憐な女の子達には熱心に褒めることで有名であっ

た。彼は，魅惑的な態度と美貌で，多くの家庭から喜んで迎えられるようになり，すぐに気持ち

を捉えて，彼の事業活動でのその後の実績と同様に，その方面においても大成功を収めていた。

しばらくして彼は，ウィロー通りの著名な一族の娘に求婚していた。婚約が発表され，ブルック

リンの上流社会では，“近づいた結婚式についての噂話で大騒ぎ”であった。だが，その騒ぎも，

花嫁の父親がヘーグに関する簡単な調査をして，彼には既に“田舎に残してきた”妻と 2 人の子

供いることが判明するまでであった。ヘーグと対面させるために，妻がブルックリンに連れてこ

られ，全ての出来事はウィロー通りの一族によって素早くもみ消された。 

 

しかしながら，ヘーグは，噂が十分に鎮まるまで待ち，別の恋愛を始めた。今度は，ウィロー

通りから数街区しか離れていない場所に住んでいる若い婦人と交際し，今回も独身者として振る

舞っていた。彼の浮気が再び発覚し，今回はヘンリー通りで訴えられ，今度は，既に離婚してい

ると説明していた。まもなく結婚式が行われたが，再びブルックリンに現れたヘーグの 初の妻

は，彼は今でも私の夫であると，主張していた。結局，彼には 3 番目の妻がおり，2 回目の離婚

が行われたかさえ疑わしい。 

 

このような全ての状況について，何も聞いたことがないブルックリンの理事が，理事会の中に

一人でもいたかどうかは，とても疑わしい。また，ローブリングが指摘したように，製鋼事業で

は，ヘーグはペテン師も同然と思われていたことを，委員会の誰もが知らなかったということも，
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疑わしい。 

 

 

 

理事会が 1 ヵ月後に開催された時，ローブリングの辞任に関する話はなかった。出席者が定数

に達しなかったので，議題は全く取り上げられなかった。重大局面は明らかに過ぎ去り，その亀

裂は，何らかの方法等で修復されていた。おそらく，ローブリングを補佐する人々が考えを変え

るよう彼を説得したか，彼の兄弟が説得したか，あるいはエミリーや，皆が一緒になって説得し

たのであろう。または，おそらく，彼自身がいろいろと考える時間を持ち，誇りを傷つけられた

ことで辞任するには，あまりにも事業が進捗していて犠牲も多過ぎること，また別の立派な選択

肢があることや，実際に，彼無しでは確かに橋梁を建設できないことから，彼自身が決心したの

かもしれない。おそらく，彼は，まさに辞任することができなかったのであろう。 

 

その理由がどうであれ，その 10 月，彼は立て続けに 2 件の断固とした行動に出た。その両方共

が，橋梁の仕事を続けるという，彼の新たな決意の確実な兆しと思われた。 

 

10 月中旬に，彼はトレントンを去り，ニューヨークに向かった。彼は，身体的にも感情的にも，

いまだに，とても悪い状態であった。実際に彼の病状は，汽車で旅行ができないほど不安定であ

り，神経面では，高速や振動あるいは大勢の人々に耐えられないような状況であった。だから，

彼の全ての移動は，汽車の替わりに運河船やタグボートで行うように設定され，彼が湾を遡り，

イースト川に入ってきた時，彼は，3 年間で初めて橋梁を眺めたのであった。 

 

橋梁に向き合って，彼は，全く期待通りであると述べたと，報告されている。その時点で，キ

ャリヤーロープが架設され，吊り枠用の太径ロープも架設されていた。ほぼこの頃からの新聞記

事は，エミリー・ローブリングが切り抜いて，保管していた。 

 

朝の日差しの中で，イースト川の埠頭が示す表情には，何か素晴らしいものがある。両

岸の埠頭を既に繋いでいる数本のロープは，細長い縫い糸のように見られ，その下を船

舶が行き交っている。この優雅なワイヤーの上部構造が完成し，道路が歩行者や千差万

別の車両で混雑し，その下側には高いマストの快走艇や沿岸航行の貿易船が通過するよ

うになったとき，便利になったという実感が出てくるのかもしれない。 

 

彼とエミリーは，彼女の兄ウォーレン将軍夫妻が住んでいるニューヨークの西 50 番街の家に入

居した。その意図は，ハイツの自宅への引っ越しが完了するまで，ほんの一時的に滞在すること

になっていたようである。 

 

その後，ほんのしばらくしてローブリングは，保有していたジョン・A・ローブリングズ・サ

ンズ社の株式 300 株，額面 30 万ドルを売却し，その結果，考えられるあらゆる利害関係を取り除

いたことを，ヘンリー・マーフィーに連絡した。「ニューヨーク・ブルックリン架橋公社の理事会



第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 
 

 
 - 343 -

の次回の会議で，この手紙を受け取ったことを知らせて頂き，上記の事実を発表して頂けたら幸

いです」と手紙に書いている。マーフィーは，このことを 11 月 6 日に発表した。ヒューイットの

改正案の必要条件に従って，世界的にも主要なワイヤー製造業者で，唯一のローブリングが全面

的な信頼を保持しているローブリング社は，その時点で入札参加に留まることができた。 

 

しかし，技師長の健康に関する疑問は，ニューヨークのロイド・アスピンウォール将軍を含む

数人の理事の見解では納得されていなかった。アスピンウォール将軍は，たいへん信心深く市民

のことを考える人物であり，「市民の将来の利権を保護するために，ただちに何人かの有能な技術

者がローブリングと一緒に共働すべきである」と主張した。 

 

マーフィーは，ローブリングの症状は大いに改善し，現在ニューヨークで生活しており，定期

的に，アシスタント技術者を指導することができると答えた。スタラナハンも，ローブリングの

擁護に立ち上がった。しかし，アスピンウォールは，それでもなお，コンサルタントを要請した。

ローブリングに反対する個人的な意図は無いという考えが強調されつつ，とても多くの議論が行

われた。 終的に，その仕事に関して適切な候補者を選定する小委員会を設けることで，合意し

た。 

 

エイブラム・ヒューイットは，この会合には出席せず，しばらくの間，姿を見せることはなか

った。小柄な連邦議会議員は，ほかの多くの事が気になっていた。選挙は終わっており，彼自身

はとても手際よく当選した一方で，誰が大統領に選出されるかについては，若干の問題が起きて

いた。後に公式発表で示されたように，ティルデンは 25 万以上の得票差で，然るべき勝者であっ

たが，その時点で，南部の 3 州（サウスカロライナ，フロリダ，ルイジアナ）の結果が，いまだ

未確定であった。その結果がヘイズを選出した場合，ヘイズは大統領選挙に勝利するために必要

な選挙人を得ることになると，共和党が主張していた。依然として，ティルデン陣営の主導者で

あったヒューイットは，ティルデンを当選させるために，できる限りのことを全て実行していた。

演説文を書き，異議を唱える州に著名人達を派遣して公平な開票が行われるように監視させてい

た（一方のグラント陣営は一連の“応援活動をする政治家”を派遣していた）。そして，“自治の

破壊を招くような詐欺的な違法行為・・・等のあらゆることを大胆に糾弾”させるために，仲間

の民主党員を結集させていた。だが，共和党は，アメリカ民主主義の百周年の大統領職を奪い取

ろうと，民主党に比べて，賄賂を使って，より素早く効率的に活動していた。ヘイズは，大統領

選挙人投票において 1 票差で勝利した。だが，このような結果となるには，1877 年 3 月まで掛か

ることになり，その時までヒューイットは，ほとんどの時間をワシントンで過ごしていた。彼が

ローブリングの当時の動きについて，どのように考えていたかについて何も発言していない。 

 

 

 

その間にローブリングには実施すべき作業があり，それに専念していた。 

 

ニューヨークでもローブリングは，依然として部屋に閉じこもった状態であった。キャットウ
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ォーク用ケーブルや，2 本目となる吊枠用ケーブルの施工の進捗状況は，アシスタント技術者か

ら絶えず報告されていた。そして，主ケーブルの素線の契約が決定するのを待っている間，直接

マーフィーに準備を怠らないように，うるさく注意した。作業員の力量を確保するため，ケーブ

ルのエアスピニング工法に対する訓練をする必要があると，ローブリングは説明した。その作業

に関しては全員が初心者であり，ひいき目にみても非常に難しく，慣れていない者にとっては，

ものすごく危険な作業であった。作業員には，個々のストランドのたわみを調整する重要な技術

を教える必要があった。別の作業員には，素線に油を差し，素線を継ぐ方法を教える必要があっ

た。ローブリングには，使用する種々の機械を操作する優秀な男が必要であった。「我々のこれま

での橋梁では，いつも新たな作業を開始するために，年配で経験豊かな多くの作業員をほぼ必要

なだけ確保できたが，今回の作業では全く足りない」と彼は述べた。 

 

現在発注している少量の素線だけであれば，一緒に作業をしている作業員で充分であるが，や

がて大きな違いがでてくるはずと，ローブリングは説明していた。そこで，マーフィーは 30 トン

の素線を発注した。ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社と別の 2 社にそれぞれ 10 トンずつを

発注し，そのうちの 1 社は南ブルックリンの J・ロイド・ヘーグ社であった。 

 

ローブリングは，アシスタント技術者宛に，絶え間なく速達便を送った。それは，貯蔵用の油

釜に対する要求すべき仕様を明示したり，もうちょっと点検したいのでフェルールジョイント（素

線の連結部品）の試供品を送付するよう指示したり，鉄製と鋼製の素線の取り扱い方の違い（彼

は鋼製素線に亀裂が入ることを懸念していた）を説明するような書簡であった。ローブリングと

共働させるコンサルタントの問題に関しては、マーフィーとストラハナンへの長い手紙で，彼は

いつもの無愛想さで「私より優れた人物がコンサルタントになるのであれば，私は辞任し，同程

度の人物でも辞任する。私より劣る人物であれば，それなりの地位に据えるべきである」と自分

の見解を述べた。アスピンウォールと数人のニューヨークの理事が，橋梁が完成する前にローブ

リングが亡くなるといけないから心配していることは，無理のないことであった。しかし，彼ら

が理解しなければならない状況があった。ローブリングは「結局，人間には，実務的な作業を行

う能力や力量には限界がある。だが計画に関して言えば，千人の作業員を数年間雇用しておくの

に十分な仕事量を，一人が数時間で考え出すことできる。・・・私にとって，仕事を継続すること

は，誇りと名誉の問題である。ただし皆さんは，私が技師長としての職責に完全な適切性を発揮

できず，皆さんに十分な警告を与える瞬間まで，ずっと私を信用すべきである。・・・」と書いて

いる。実をいうと，彼はコンサルタントに関するこれ以上の話で，悩まされたくなかった。 

 

ローブリングは，ヨーロッパの人々の鋼への対応に精通するため，デンマーク語とスウェーデ

ン語を学び始めていた。彼は，弟のフェルディナンド宛に，鋼製素線の押し出し成形に関する長

くて，高度な技術的な指示を送っている。そして，そのような書簡の 1 通では，すでに供給中の

ローブリング社の製品の欠陥について解説している。そこには，おそらく彼の昔からのユーモア

のようなものが，表れている。「誰もが，そのトラベラーロープを怖がるようになってきている。

それ程多くの素線が，ロープの中で破断しつつある。それらの素線が破断する時，どこでも聞こ

えるような音を出している。そのロープが，架橋公社の事務所の上に掛かり，もし破断したら，
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理事が 10 人ほど死亡するかもしれない」 

 

ケーブル素線の封緘入札は，12 月 1 日まで，ブルックリンの架橋公社の事務所で受け付けられ

ることになっていた。一方，ニューヨーク側主塔の傍の 29 番埠頭では，各々の応札者が提出した

素線の試供材について，応札者やその代理人の立ち会いのもとで，種々の機械上での試験が実施

されていた。ここまでは，それらの人々全員が，その対応に十分満足していた。 

 

仕様書では，バーミンガム規格（Birmingham Wire Gauge）で線番 8（直径指定 0.165 インチ

[4.191mm]），破断強度が 3,400 ポンド（1,542kgf）以上となるとなる鋼素線を要求していた。鋼は，

中程度の品質で，硬過ぎず，柔らか過ぎずない硬さで，素線は，“真直ぐな”素線が要求されてい

た。すなわち，巻いた素線を床面で巻き戻した時に，完全に真直ぐとなり，コイル状に巻き戻る

ような特性が一切ないものが必要であった。 

 

仕様書では，680 万ポンド（3,084t）の素線を求めていた。試験の間に，素線が破断するまでに

指定した伸びを保持でき，指定した長さに引張した後でその張力を除荷した時，指定した伸び量

を回復する特性が要求されていた。仕様書には「検査官と製造業者の間で，いかなる論争が発生

した場合でも，唯一の技術者が判定者となる」と記載されていた。しかし，ローブリングが寝た

きりの状況であり，実質的には，マニンと一緒にペインが全責任をもって，試験を実施し記録を

残していた。 

 

1876 年 12 月 4 日月曜日，理事達が公式な開札のために参集した。ヨーロッパの製造業者から

の 3 社を含み，全部で 9 社からの応札があった。 高応札価格は，マサチューセッツのウスター

にある素線製造会社であり，1 ポンドあたり 14 セント弱で総額 100 万ドル近くとなっていた。

低応札価格は，その半分以下のジョン・A・ローブリングズ・サンズ社で，ベッセマー鋼で 1 ポ

ンドあたり 6.75 セントであった。ローブリング社は，坩堝（るつぼ）鋼6による応札価格も提出し

たが，それは，他の 1 社が提出した坩堝鋼の応札価格よりも高かった。その 1 社とは“南ブルッ

クリンの J・ロイド・ヘーグ”からの応札であった。 

 

理事会が終了しても，どの応札者にもその結果は公表されなかった。応札に関して，試験が完

了するまで，それ以上の全ての審理実施を延期したことを，記者は知らされた。それでもなお，

ローブリング社が低い入札をしたという噂は広まり，誰もがそのことは当然と思っていた。 

 

 

 

しかし，12 月 13 日，ニューヨークのヘラルド新聞は，アルバート・ヒルという男性の取材結

                                                        
6 坩堝鋼とは，坩堝あるいは鋳型の中で比較的少量で造られる鋼で， 高級の鋼とみなされており，もっぱら工具

を製造するために使われていた。ベッセマー鋼は，イギリス人ヘンリー・ベッセマーによって，20 年前に開発

された「転炉」を用いた製造法による鋼であり，市場で も安価な鋼で，1870 年代に も大量に主として線路

で使用されていた。2 種類の鋼のなかで，坩堝鋼は明らかに優れていると考えられていたが，ベッセマー鋼の品

質管理は，実際には，カーネギーやその他の人々によって，驚くほど改善されていた。その鋼は，はるかに大

量に生産することができ，全く問題のない品質の材料であった。 



第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 
 

 
 - 346 -

果を掲載した。その人物，は事務所がブルックリンのフルトン通りにあるコンサルティング技術

者と紹介されていた。彼は，ローブリングが書き上げた素線の仕様書と，素線を審査するために

行っている試験に関して，非常に悪い印象を与える多くことを述べていた。橋梁関係者は，ケー

ブル素線とその技術面での特性が市民の関心の的になるとは，誰も考えていなかったが，まさに，

そのような事態が起きてしまった。 

 

ヒルは，その仕様書の記載が不十分である（彼は，“複雑な”，“面倒な”，“曖昧な”というよう

な形容詞を使っていた）と考えていた。素線の製造方法が強調され過ぎており，使用する鋼の種

類に関する記載が少な過ぎると考えていた。彼は，ローブリングが要望する鋼の種類を明示して

いなかった仕様に，強硬に異議を唱えた。ヒルの見解では，坩堝鋼だけがそのような橋梁で受領

できる材料であり，ローブリング自身が，既に使用中の他の鋼製ロープに対する以前の仕様書で

要求していたことであると，彼は発言していた。それは，全く真実であった。今回，ローブリン

グが，どのような理由で坩堝鋼を要求しないのか，ヒルにとっては非常に不思議なことであった。 

 

結局，ヒルは，試験の 終的判断を行う技師長が，有名なトレントンのワイヤー企業の一員で

あることに，まったく納得していなかった。あらゆる情実疑惑のない契約を行うために，技術者

の公正な委員会がその試験を行うことを，ヒルは要望していた。 

 

その翌日，ヒルを取材した記者は，29 番埠頭に向かい，テストがどのように実施されているか

を確認し，C・ C・マーティンと話した。しかし，マーティンは，マーフィーに会うように告げ

て，記者をブルックリンに送り返した。マーフィーは，それについて何の意見も述べなかった。 

 

マーフィーは，すぐにローブリングに連絡をした。マーフィーは，ローブリングが何を言おう

としているのか知りたかった。ローブリングは「ヒルは，誰もが理解している試験の重要性を全

く理解していない」と答えた。試験用に提出された種類の素線を，応札者が供給することを保証

するものは何もなかった。ローブリングは「ある会社の試供材が良好すぎた場合，その会社が受

注したとすれば，確実に製品の基準を引き下げるであろう。また，素線が基準に達しなかった会

社は，自社の素線を，その納品時期までに基準に達するようにする必要がある。・・・試験の趣旨

は，各々の応札者が要求されるその種の素線を製造できることを，私に納得させることであり，

そのような素線の製造が不可能な要求ではないということを，応札者に納得させることであ

る。・・・私が仕様書の草稿を作成した時， 低価格の応札者と契約することを知っており，簡単

な防護措置として試験を課すことが，私の責務であると考えた。・・・既存のあらゆる材料のなか

で，素線というものは，あらゆる種類の試験がほとんど可能な形状をしている。必要に応じて，

長さ 1 マイル（1.6km）の素線の全長を対象とした弾性試験でも，ほとんど無傷で行うことができ

る。素線は，たくさんの隠れた欠陥があるような巨大な鋳造物ではなく，あるいは， 初の発射

で破裂する大砲のようなものでもない」と述べている。 

 

彼が今までに試験した試供材の中で，どれが も素晴らしかったかを単刀直入に尋ねられたと

すれば，マーフィーに「それは，イギリスのマンチェスターのリチャード・ジョンソン＆ネフュ
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ー社からの試供材でしょう」と答えたであろう。入札自体に関する限り，彼は“何も知らない”

ままであった。 

 

しかしながら，ヒルは更に多くの発言をしていた。今度は，仕様書の計算が不適切であると主

張し，ヘラルド新聞は，ヒル自身の計算結果，すなわち素線の総重量と総延長，直径や物理的原

理（専門の技術者以外のほとんどの人が， 後まで理解することができず，望んでもいない説明）

を，長々と説明する難解な記事を発表した。だが，ローブリングの仕事の処理能力についてこの

先の不安を感じ，工学技術について無知同然の大部分の理事達は，ニューヨークで 大級の影響

力のある新聞の 1 紙に活字で説明された全てを見て，大いに不安を感じた。 

 

ヒルは 後に「もちろん，これは理論上の実証にすぎない」と述べていた。ヘラルド新聞がど

のようにして全く偶然にヒルに出会ったのか，編集者がそのような役割をさせるために，なぜ彼

の意見を選定したのかは，明らかにされなかった。ヒルも認めているように，ヒルはこれまでに

吊橋の建設に関わったことはなかった。彼のことは，アシスタント技術者の誰もが，20 年以上ブ

ルックリンに住んでいるマーティンでさえ，聞いたことがなかった。しかし，ヘラルド新聞は，

ヒルの論拠が明快で分かり易いと考え，ローブリングの計算の誤りは，仕様書が無効となるほど

紛れもない事実であり，その仕様書による契約を実施すべきでないと主張していた。ヘラルド新

聞の記者は，ヒルに同意する他の技術者として，コロンビア大学の土木工学の教授であるフラン

シス・ビントン将軍を訪問し，ラケット・クラブの独身者用宿舎で取材した。ヘラルド新聞の社

説は，橋梁の理事会がその嫌疑に答えるよう要求し，架橋事業の運営に関係する誰もが，非常に

イライラするようになった。 

 

ヒルの計算の要旨は，仕様書で指定している線番 8 の素線の破断強度は，ローブリングが記載

したような 3,400 ポンド（1,542kgf）ではなく，3,600 ポンド（1,633kgf）であるとのことであった。 

 

実際には，どの試供材も素線の試験で調べており，またペインがとても手短に説明しているよ

うに，ヒルが主張している嫌疑は全く問題外であった。しかし，それが判明する前に，不当な情

報を知らされた 3 人の理事が，その問題で取材に応じることに同意した。アスピンウォール将軍

は「各々のケーブルは 6,300 本の素線で構成されており，200 ポンドの違いはどちらにしても，そ

んなに重要なことではないと考えている」というような愚かな説明をした。トーマス・キンセラ

は「私は，この件全てに関して，ヒューイットと同じ意見である。ヒューイット自身もワイヤー

製造業者であり，その彼が仕様書の間違いを認めていない」と簡単に述べている。そして，匿名

の 3 番目の男性は「私には，ローブリングが兄弟に契約を取らせたい理由が理解できる。自分が

ローブリングの立場であれば，自分の兄弟が契約を取ることを望むはずである」と述べている。 

 

ヒルは「1 素線につき 200 ポンド（90.7kgf）の違いは，6,300 本の素線では 126 万ポンド（572tf）

もの違いとなる。私は，ローブリングが技術者でないことを立証するつもりはないが・・・」と

反論した。ヒルは結論の中で，以下に示すような 後に根拠のない注釈を付け加えた。これに関

して，間違いなくローブリングは，その時まで自分のことについて言われていたことと，同じく
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らい不愉快きわまると感じたであろう。 

 

私は少なくとも，ローブリング大佐には，ある程度までこれらの間違いの批判に対し

て責任があると，認識している。しかし，ローブリング大佐は，父親が始めた仕事を遂

行しているだけであり，彼がずっと健康も損なっていることを考慮すると・・・理事会

がこれらのことを心に留めておくべき，情状を酌量する状況にあると認識している。私

が指摘した間違いは，ローブリング大佐が信頼している一部の部下が犯したものかもし

れない。例えば，ローブリング大佐が，その成果を実際に管理することなく印刷された

のかもしれない。ある理事が，自分が技師長の立場であれば，自分のもとで自分の兄弟

に契約を取らせたいと望むはずと発言していることについては，好みの問題である。 

 

かなり多くの人々は，ばかばかしいほどの大騒ぎはあっても，おそらく何も変更されないだろ

うと考えていた。しかし，数人の理事に与えた影響は，やはりかなり深刻であった。慌てて，仕

様書と試験が“調査対象”と決められ，マーフィーは，直ちにヒルの疑念に対する答えを出すよ

うに，ペインに指示した。 

 

フェルディナンド・ローブリングは，ヘンリー・マーフィーに会いにトレントンからやって来

て「ローブリング家は，このような状況はもうたくさんであり，状況を単純化するために応札を

すぐに撤回する」と申し入れた。しかし，平静を保っているように見えたマーフィーは，彼を説

得して，それを思いとどまらせた。 

 

 

 

クリスマスの 2 日前，マーフィーは，入札について検討して，勧告を行うために，執行委員会

の内々の会議を招集した。現時点で試験は完了して，技師長からその結果報告を受領していると

発表した。ペインからの回答書も受領していた。 

 

ペインの回答書では，ヒルの理論的な計算値は，バーミンガム規格の線番 8 の特定の比重と直

径を用いたヒル独自の計算に基づいたものであると，説明されていた。ヒルが用いた比重と直径

は，橋梁技術者が使用している丸めた値とは異なる値であることを，ペインは認識していた。ペ

インは「これらの仕様書は、実質的な素線製造会社への指導を目的としたものであり，分かりや

すい言葉で，実際の作業者が理解しやすいように書かれている。また，利用する製造法や，ケー

ブルの施工で必然的に利用する詳細な計算を制約するものではない」と説明していた。続いて彼

は，会議の出席者全員が納得できるように，仕様書の正確さを逐一確認しながら，ヒルの各々の

嫌疑を論破し続けた。しかしながら，ペインは，使用する鋼の品質に関してヒルが提起した質問

には，答えようとはしなかった。 

 

続いて，マーフィーは，試験に関するローブリングの報告を読み上げた。 
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図-18.5 トーマス・キンセラ 

(1832～1884) 

その書面には，12 月 18 日の日付が入っていた。その時点で，ローブリングは，どの会社が

低入札者であったか，あるいは，入札価格がどれほどであったかについては，知らされていなか

った。彼は，ほぼ全ての応札者が要求規格を満足させることができたことを報告していた。2，3

の事例を除き，彼は，提出された多数の試供材で使用されている種々の鋼に関する情報も把握し

ていなかった。また，製造業者が応札時にその情報を提出しているかどうかも，知らなかった。

とにかく，彼は「完璧な 600 万ポンド（2,722ton）の量の絶対的保証として，2 本の特別に作成さ

れたリング（素線の試供材）を受理することは，とても愚かなことである」と述べていた。続い

て，彼は，各々の製造業者の試供材について簡単な説明をしている。その説明の先頭には，次の

ような解説が記載されている。 

 

J・ロイド・ヘーグ氏は，3 種類の異なる金属材料を用いた明らかに鋳鋼製のたいへん良

い素線の数本の試供材を提供している。引張強度は要求条件を上回っており，伸長性能

はたいへん良好であり，弾性限界も標準に達しており，弾性係数も適格である。この素

線は，直線性が良好で，亜鉛メッキも平滑で，利点ではないが素線の外観には光沢があ

る。・・・ 

 

高の素線は，イギリスのリチャード・ジョンソン＆ネフュー社の製品であった。クリーブラ

ンド・ローリングミル社からの試供材は，十分に良好であったが，亜鉛めっきが不良であった。

あるドイツ製の素線も素晴らしいと評価され，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社からのベ

ッセマー鋼素線の 1 本の試供材リングはとても良好であることが明示されたが，他の 2 本のロー

ブリング社からの鋳鋼製の試供材リングは，曲げ試験に十分に耐えられなかった。 

 

一旦，マーフィーがローブリングの報告書の読み上げを完了すると，執行委員会は全員一致で，

契約をジョン・A・ローブリングズ・サンズ社と締結するように勧告した。そして，マーフィー

は，次週に理事会の特別会議を招集するよう要請を受けた。 

 

だがその時点で，状況は，舞台裏で素早く変わり始めていた。

数人の理事と，中でも注目すべきはトーマス・キンセラ（図

-18.57）が，時間稼ぎを始めた。クリスマスの 2 日後，次の理

事会が開催された時に，キンセラからの動議で，契約に関する

評決をさらに 2 週間延期することが決議された。新聞には，試

験結果がいまだ検討中であると通知された。応札価格だけが報

道機関に公開されたが，それは新聞の見出しが決まるだけで，

多くの事が未定であった。 

 

ヘラルド新聞は，このような 近の契約延期がヒルの暴露に

よる必然的な結果であると，すぐさま主張し，延期の判断をし

た理事会の“尊敬すべきメンバー”を称賛した。少し後で「安

                                                        
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-04-28） 
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い鋼は弱い橋梁を保証する」という見出しで，一連の問題は 初にヒルが指摘した一件「なぜ，

ローブリングが坩堝鋼を指定しなかったのか」にあると，ヘラルド新聞は強調した。 

 

そして，評決する理事会開催の前日の晩に，当初はヒルの抗議を完全に否定していたイーグル

新聞（以前，イーグル新聞は，ヒルが実際にはハンガリー人であるという暴露記事を掲載してい

た）は，もしかするとベッセマー鋼が結局のところ 高の答えではないかもしれないと，言い出

した。キンセラは，三段抜き社説で「確かに，ベッセマー鋼の素線は， も安価である。しかし，

も安い素線，あるいは も安価な値段で 良の素線を購入すべきかどうかに関わらず，明日の

理事会で，その点を考慮するよう求めるかどうかが，問題である」と論説した。 

 

また，キンセラは，ローブリング家の事業とローブリングとの繋がりの問題を当て付けに持ち

出し，おそらく，その事業からのローブリングの離脱が全く当てにならないものであったか，あ

るいは， も立派な理由で離脱していないのではないか，とまで言及した。「 近の彼は，弟達を

困らせないように，トレントンでの事業に関心を示さないように見える。・・・・しかしながら，

これを考慮すると，全体的な問題が複雑になることは，隠しようのない事実である」 

 

その話題をしっかりと追及していた人々にとって，状況が変わってきていることは明白であっ

た。イーグル新聞は，これまで一度もローブリングに対して批判的な言葉を使ったことはなかっ

た。実際に，ローブリングという人気のある人物を作り出したのは，誰よりもキンセラであった。

さらに， も安い価格で 高の鋼というキンセラの要求は，明らかに，その契約を坩堝鋼による

低価格応札者と行うべきであるという別の表現であった。その応札者とは，もちろん，ブルッ

クリンの J・ロイド・ヘーグであった。しかし，キンセラが理事の誰に話していたか，あるいは，

その相手が何人いたかは，誰も知らなかった。 

 

 

 

1877 年 1 月 11 日の午後の理事会は，架橋公社事務所の役員室で通常通り開催された。その当

時，そこには，巨大なフレームに描かれたヒルデンブランドの壁画サイズの図面と一緒に，百周

年博覧会に出展されたローブリングのケーブルの模型が，目立つように展示されていた。会議は，

これまでで 大規模であった。出席者は 19 人で，1 人を除いて全員が出席していた。その 1 人と

はエイブラム・ヒューイットで，ワシントンを“どうしても離れることができなかった”からで

あるが，やはり，その存在は，とても大きく意識されたはずである。また，部屋の中には，後ろ

で控え目に着席して何も発言しない特別に許可された数人の訪問者がおり，その一人が J・ロイ

ド・ヘーグであった。 

 

初の議題は，1876 年に関する技師長からの年一回の報告書であり，それはヘンリー・マーフ

ィーによって発表された。報告書には，特に，素線を試験する方法と理由についてローブリング

の説明が含まれており，ローブリングがマーフィーに力説したように，試験結果を厳格な品質保

証として取り扱わないように強調されていた。技師長は「これらの試験結果の確実な実施の確約
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は，信頼と信用の問題として残っているはずである。橋梁全体の建設には，信用が不可欠である」

と述べていた。 

 

その後，理事会では，契約はローブリング社と行うという執行委員会の勧告の決議について，

議論が始まった。スローカム将軍は，素線の製造をローブリング社に任す前に，素線を検査する

軍の技術者を任命することを要望した。彼が発言したこの意見は，技師長に関するあらゆる公共

の疑惑を，完全に排除するはずであった。採決は，後回しにされることとなった。 

 

引き続いて，議長は，1 月 8 日ワシントンの日付のあるエイブラム・ヒューイットからの手紙

を読み上げるよう要請された。その手紙は，マーフィーに宛てられたもので，たいへん長いもの

であった。ヒューイットは，依然として，ワイヤー契約を誰が受注するかを大変気にかけていた。 

 

彼は，理事会が仕様書や仕様書で要求されるその種の検査を信頼するのであれば，理事会が

低価格入札者のローブリング社との契約を結ぶ以外にどうしようもないことが，私には理解でき

ないという言い方で，その手紙は始まっていた。 

 

しかしながら，この件に関して，あの会社の株主への技師長の個人的な関係を考慮して，

また，技師長が当然受けるべき名誉ある評判を護るためにも，技師長の指揮や管理から

完全に独立した素線の検査を実施することが，理事会の是非とも果たすべき義務である

と，私は思っている。この件では，技師長が理事会に対して，心遣いのある要請をして

礼儀を示すであろうと，私は間違いなく期待している。 

 

ヒューイットは「しかし，仕様書が素線の適切な品質を保証しているか，ベッセマー鋼がその

品質を備えているかは，とても大きな疑問として残っている。品質は備えていないというのが，

私の意見である」と述べていた。彼は，ベッセマー鋼が十分な品質とは考えていなかった。「私に

は，このような問題に関して多くの経験がある。ローブリングが指定したその種の試験で，ベッ

セマー鋼の素線品質の適否を判定するには，十分とはいえない」と述べていた。 

 

したがって，私の知る限りでは，市民の安全性を適切に考慮して，理事会は契約書に，

素線の製造にはベッセマー鋼を使用しないこと，あるいは，ベッセマー鋼を使用した素

線については，既存の仕様書に示した以上の異なる更に多くの試験を実施すると明記す

べきである。それらの試験は，請負者とまったく関係のない技術者によって，実施され

るべきである。・・・ 

 

・・・正直なところ，私は，仕様書で規定された現在の試験結果によって，ベッセマ

ー鋼に賛成票を投じる危険を冒すつもりがないほどの，大きな疑念を持っている。また，

現在想定しているよりも更に慎重に用心深くしない限り，ベッセマー鋼で製造された素

線を利用することで得られる明らかな経済性については，その利用に伴う危険性と比較

すべきものではないと確信している。 
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図-18.6 アシュタビーラ橋梁 図-18.7 崩落状況 

 

その手紙は爆弾宣言であった。これが，4 ヶ月前に同じ部屋に着席して“きわめて賢明な”仕

様書を要求し，彼が広く公表した決議で，素線事業とローブリングとの関係で浮上した全ての倫

理的な疑惑を一応は解消させた，同じヒューイットであった。さらに今回のヒューイットは，期

せずして，ローブリングに坩堝鋼の指定を迫るのではなく，その上，ベッセマー鋼での応札を無

視するように，迫っているまさしくその 1 人でもあった。 

 

依然として，一応ヒューイットは専門家であり，その当時，特に民主党員の間では台頭してい

る人物であった。そして，政治活動や人柄に無関係な重大な疑惑が，ヒルの発言によって高まっ

てきた。役員室の中で， も公明正大で，全く偏見がない理事達でさえ，ヒューイットあるいは

ローブリングのどちらを支持すべきか，はっきり言って当惑していた。 

 

さらに，全員の心の奥深くには，つい 近の世間を驚かせた 2 件の惨事があった。12 月 5 日夜，

ウィリアム・キングズレーの建設会社が施工し，彼の仲間であるアブナー・キーニーが所有する

ブルックリン劇場で火事が発生した。295 人の人々が死亡したが，死亡者の多くは，バルコニー

が崩壊したことによるものであった。市の歴史の中でも， 悪の災害であった。その後，12 月 29

日の夜には，オハイオ州アシュタビューラで橋梁（図-18.68）が崩落し，19 世紀での 悪の鉄道

災害の 1 件となった。その橋梁は，建設後 11 年しか経ていない，75 フィート（23m）の峡谷を渡

る錬鉄製のトラス橋であった。2 台の蒸気機関車で牽引された列車が，吹雪の 中に橋梁を渡り

始めた時，中央径間が崩壊した（図-18.79）。どういうわけか，金属の強度不足であると思われて

いた。80 名が死亡した。 

 

新聞社は怒り，説明を強く求めていた。ハーパー・ウィクリー誌は，その 新の問題について

次のように問いただしていた。 

 

それは，施工が間違っていたのか。粗悪な品質の鉄が使われていたのか。11 年間供用し

た後で，突然，その強度を失ってしまったのか。・・・橋梁は， 高の材料で施工された

のか，それとも， も安い材料で施工されたのか 
                                                        
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashtabula_bridge.jpg （参照日 2016-06-26） 
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashtabula_Bridge_disaster.jpg （参照日 2016-06-26） 
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その鉄道の技師長であったチャールズ・コリンズは，橋梁の設計には無関係であったが，その

事故に関して頻繁かつ誠実に検討し，自らの辞任を申し出て，その後自殺した。 

 

アシュタビューラ橋梁は，安っぽく建設されたわけではなく，その鉄材は，なんらか不可解な

状況で突然その強度を失ったわけではなかった。その後の調査報告が示すように，おそらく橋梁

は，脱線した数両の列車の車輪が橋床に激突し，そのような強烈な力に対して耐えられるように

建設されていないことから，崩落したものであった。しかし，悪い（安い）金属では崩落すると

いう印象が，世論に植え付けられた10。 

 

ヒューイットの手紙が読まれたあと，ニューヨーク市の会計監査官であり，“正直者のジョン”

で知られるジョン・ケリーの要望により，応札結果がもう一度再検討された。ケリーは，タマニ

ー・ホールの代表として，ツィードにとって代わった人物である。アスピンウォール将軍は「坩

堝鋼の歴史は，なお一層の熟慮を必要とするほど，あまりにも良く知られている。・・・全ての問

題は，橋梁のケーブルにどのような鋼で製造された素線を利用するかという問題に帰着する。そ

の素線の強度は，ベッセマー鋼を使用した場合は疑念が残る可能性があるが，坩堝鋼を使用した

場合は全く疑念がないということである」と述べた。彼は，断固として，坩堝鋼以外は何も使わ

ないことに賛成という考えであった。 

 

ニューヨークのイーライ市長は「このことは，橋梁の全体的な経緯のなかで理事会に提示され

たとても重要な懸案である。私は個人的にその課題に精通するために，もう少し時間を頂きたい」

と発言した。それゆえ，彼は休会を要求した。しかしスタラナハンは「多くの出席者のある今こ

そが，その課題を議論すべき時である」と発言し，会議は継続された。 

 

理事の中に，ウィリアム・マーシャルという裕福なロープ製造業者で，ブルックリンではとて

も知られた市民がいた。彼は，かつてジョン・A・ローブリングとの会話を思い出していた。そ

の中で，ローブリングは，自分の息子が指定した素線の 1／2 に対する引張試験について話してい

た。だから，仕様で要求する基準については，あまり心配する必要はないとマーシャルは見てい

た。彼は「重要な事は，基準を満足している素線を購入することである」と彼は発言した。ここ

までとても静かにしていたトーマス・キンセラは「父親のローブリングの非公式の意見について

は，不当な影響力となるので採用すべきではないと思う」と発言した。キンセラは， 低価格の

鋼は も安価にはならないと考えていた。「橋梁のためになることを行うことが理事会の義務であ

り，理事自身のために行うことでもある」と発言した。彼は，特定の鋼に関心があるのではなく，

理事達にそのことを理解するよう望んでいた。だが，自らの市については，関心と誇りを持って

おり，市内の業者が落札することを当然望んでいると発言していた（入札には，ブルックリンの

2 社，J・ロイド・ヘーグとクロム・スチール社が参加していたが，クロム・スチールの応札額は

                                                        
10  アシュタビューラの事故は，当時の何百橋の橋梁崩落の中で 悪のものであった。1870 年代では，1 年に 40

橋程が崩落しており，4 橋を建設する毎にほぼ 1 橋の割合で崩落していた。1880 年代には，およそ 200 橋以上

が崩落している。道路橋の崩落は，ごくありふれたものであったが，鉄道橋の崩落はたいへんな注目を集める

とともに，多くの犠牲者がでている。 
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ヘーグの応札価格より 20 万ドル以上も高く，事実上全く勝算はなかった）。キンセラは「私は坩

堝鋼を使う方に投票するつもりである」と発言した。 

 

ヘンリー・マーフィーは，技術論文から若干の抜粋を読みあげた。その論文は，ベッセマー法

によって製造される鋼の優位性を絶賛したものであった。その後，坩堝鋼を採用するや否や，ロ

ーブリングの初期の仕様書がどのような坩堝鋼を要求し，その理由は何だったのか等に関して，

長時間の議論が行われた。ウィリアム・マーシャルは，ヒューイットの主張で，皆の考えが変わ

ってしまったことに気づいた。マーシャルは「ヒューイット氏はちょっとした専門家であり，鋼

について，もう少し知っておくべきである」と発言した。問題は，ヒューイットの主張が，議論

のどちらの側にも立証するために引合いに出すことができることであった。 

 

会計監査官のケリーは「私は執行委員会に差し戻し，ベッセマー鋼に対する入札を行うよう要

望する」と発言した。すなわち，ケリーは，他の製造業者にも低品質の鋼に対する入札の機会を

与えることを要望し（まるで 初にその機会がなかったように），執行委員会が再度入札を行うこ

とを提議した。アスピンウォールが，その意見への支持を表明した。その動議が採択され，キン

セラに「どのような種類の鋼を使用するかの問題について，会議の優勢意見の決を取るべきであ

る」と発言させずに，差し当たり議論が締めくくられたようである。キンセラは「私は，坩堝鋼

を使用する 低入札価格者と契約するという動議を提出する」と発言した。 

 

ケリーは「私は，決議が通らないことを期待している」と発言した。アスピンウォールは「私

は，無理矢理，態度を明確にすることについては反対である」と発言した。キンセラは「私は皆

さんに無理矢理決心させるつもりはありません」と答えた。唯一の対応は，確認投票を行うこと

であった。スタラナハンは「この状況が続けば，動議で坩堝鋼を使用することになるであろう」

と発言した。 

 

投票が行われ，動議は 8 対 7，棄権 4 で否決された。数件の説明が行われた後，会議は解散と

なった。時刻は午後 5 時になろうとしていた。だがその後，執行委員会が密かに開かれた。理事

会が指示した再入札を行うことなく，直ちに J・ロイド・ヘーグとの契約が認められた。 

 

執行委員会での発言内容は全て秘密となっており，どのようなことが起こったかを知る方法は

ない。理事会への書簡の中で，後にマーフィーが語ったことは，執行委員会での決定がキンセラ

の確認投票の必然的な結果であったということだけであった。マーフィーの書簡では「投票は，

大多数のうちの 1 人が望んでいたものであったけれども，執行委員会では，ベッセマー鋼の使用

に断固反対する意見と見なしていた。執行委員会の見解では，主ケーブルのような重要な部位に，

相当数の理事に信頼されない材料を採用することは，賢明ではないというものであった。経費に

対する問題は重要なことではあったが，安全性よりも下位のことであった。そして，2 種類の鋼

素線の費用の違いは，全員の合意や全体的な信頼性を妨げるような論争を容認することに比べれ

ば，とても些細な金額であった」と述べている（ヘーグの応札価格と，ローブリング社のベッセ

マー鋼を使用した場合の応札価格との違いは，132,600 ドルであった）。執行委員会の公式記録に
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は，出席者は 7 名（マーフィー，スタラナハン，スローカム，バン・シャイック，モトリー，マ

ーシャル，キングズレー）であったと記載されている。 

 

投票はどれほど近接していたのか。誰がどちらに投票したのか。その答えは，記録には残され

ていない。 

 

12 月 23 日の会議以降，執行委員会は完全な方針転換を行った。しかし，全てが内々で実行さ

れたので，建前としてはその橋梁を所有する市民は，その件について何も知らなかったようであ

る。4 日後の 1 月 15 日月曜日，理事会の特別会議が招集された。マーフィーは，J・ロイド・ヘー

グが保証金として 5 万ドル，すなわち契約金の約 10%を納める予定であると発表し，ヘーグが試

供品と同等の品質の坩堝鋼を供給すると約束した手紙を読み上げた。その次にヘーグと契約する

という決議が 16 対 1 の投票で承認された，なお，反対の 1 票は，ウィリアム・マーシャルによっ

て投じられたものである。 

 

その結果，橋梁の素線には，ローブリング社の素線が使用されないこととなった。素線は，ロ

ーブリングがマーフィーに対して，特に信頼しないよう警告した 1 人の男性によって，ブルック

リンで製造されることになった。 

 

そのニュースは，ブルックリンでは暖かく受け取られた。トーマス・キンセラは，それを“た

いへん満足できる”決議と言い，ブルックリン製造業者が，アメリカやヨーロッパの主要な製綱

メーカー（彼はそれがどこの会社を指すかを明示しなかった）に勝ったことが“祝うべき事柄”

であると言った。この素線論争自体の決議には，イーグル新聞の主張が，大きな功績を果たした。

「橋梁構造を支持するケーブルが，この大事業で も重要な機能であることは，あらゆる面で認

められていると我々は考えている。これらの失敗は，全ての失敗につながる」 

 

ユニオン新聞は「架橋公社は自らを誉め，これまでベッセマー鋼使用という不合理な提案を議

論してきたことを，できる限り早く忘れようと発言すべきである」と報じた。破滅的な大失敗が

かろうじて避けられたというような印象が残った。ローブリングが何をしているのか，誰がロー

ブリングに代わるべきなのかを，誰も理解していなかった。ユニオン新聞は，実施すべき迅速な

行動を望んだ。 

 

・・・理事会は，その大事業における次の も必要な段階，すなわち，直ちに適切で優

秀な顧問技術者を選定することで，我々と市民にこの騒動を忘れさせることができる。

我々は，この問題の異例の扱いにくさを理解している。確かに我々を含めて誰もが，現

在の技師長の身体的な問題や障害に，無関心で同情しないことを望んでいるわけではな

い。だが我々は，現状に対処しなければならない。その問題は，気持ちの面でも大変重

要であり，橋梁は，その技術者の 高の能力による活気のある対応を求めている。これ

は，ウィンフィールド・スコット将軍が，いつものように戦いの初期段階の間ずっと沈

黙したまま座っていたような場所で，突如発生した大きな反乱が，隠された巨大な力を
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持ちながらも，老齢により半分役に立たなくなった将軍11を発見した時のような状況で

ある。現在の状況は，この年配の英雄の「司令官の任務は，戦場に出て困難に耐え，鞍

の上で生活できるような人物によって，担われるべきである」という発言とその存在に

対して，あまりにも逆らっているように思われる。・・・だから今こそ，大きな橋梁建設

の事業には，行動的な顧問技師が必要である。顧問技師には，その仕事に，天性の適合

性と鍛錬によって 高の品質をもたらすことができ，あらゆる非常事態に耐えられる身

体的能力を持った人物が必要である。大規模で困難を伴う仕事は，無用な負担をかけ続

けるものである。今回の問題は，そのような障害をもった技師長がこの仕事を継続する

ことであり，彼の病室の雰囲気と静寂さに対する論議を抑制し続けていることである。 

 

素線の製造者決定の発表以後，ローブリングや，トレントンの彼の兄弟の誰からの意見もなか

った。しかし数日後，次のような書簡がイーグル新聞に掲載された。それには，トライポッドの

署名があった。それはワシントン・ローブリングによって書かれた可能性が，かなり高かった。 

 

私は，ニューヨーク・ブルックリン橋に関する顧問技師の指名に関するユニオン新聞

の記事に，注目してきました。私は，陰の実力者がこのような記事の内容や，類似の記

事を掲載させたものではないことを，理解しています。しかしながら，ヒル氏の事例に

ついては，そのような 1 件であるという結論せざるを得ません。ヒル氏は，素線に関す

る仕様書の間違いを暴露しようとし，その途中で， 終的には失敗に終わりました。・・・ 

 

ユニオン新聞は，“大きな困難に耐え”，実質的に“鞍の上で生活するような”顧問技

師を求めています。その筆者が書く内容を理解している場合には，その件に関してその

ような表現を決して使わないはずです。 

 

顧問技術者というものは，クッション付きの事務所椅子以外に，他の鞍には滅多に着

席することもなく，1 日のうち数時間だけ静かな事務所で話し，毎月の給料の領収書に

署名すること以上に，より大きな困難な仕事に身をさらけ出すことも滅多にないもので

す。 

 

ローブリング大佐が病気になって以降，行動が不自由な点で，橋梁建設に携わってい

る部下の職員達には，いつも苦労をかけています。仮にローブリング大佐が，もっと初

期の段階で，さらに多くの作業項目を，部下達に投げ出していたとすれば，現在の彼は，

ユニオン新聞によって愚弄されることもなく病室の空気を呼吸し，軍隊を老齢で退職し

た将軍との比較によって，侮辱されることもなかったでしょう。 

 

                                                        
11  ウィンフィールド・スコット（1786～1866）は，アメリカ陸軍の将軍，外交官であり，1852 年にはアメリカ

合衆国大統領選挙の候補者にもなった。「年取った空騒ぎ」，「陸軍の偉大な老人」というニックネームでも知

られ，アメリカの歴史の中で も長く 75 歳まで現役を務めた将軍である。多くの歴史家は，当時の も有能な

指揮官と評価している。 
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そして，現在のアシスタント技術者達は“肢体不自由者”の直接指示のもとで，橋梁

の完成に向けてこのような壮大な仕事を，非常に優れた技術と，誠実さや忍耐力をもっ

て，これまで効率よく進めてきたはずです。それでも，彼らが全く取るに足らなくて，

“天性の適合性と鍛錬と忍耐力”を持ち，馬に乗って指揮する資格を有する顧問技術者

に，その道を譲らねばならないと，告げられることになるのでしょうか。 

 

ユニオン新聞は，そのような人物をどこで見つけられる予定なのか，どうか私に教え

て頂けないでしょうか。病室外で活躍している技術者で，このような特殊な吊橋の仕事

について十分な実績を有し，その“肢体不自由者”と同じように仕事ができることを理

事会や納税者に保証できるような技術者を指名できるのでしょうか。しかも，その“肢

体不自由者”は，橋梁の計画に精通しその完成に専念しているローブリング大佐の指導

の下で，その仕事を通じて成長したと言われている人々に，支えられているのです。 

 

・・・現在，ニューヨーク・ブルックリン橋の建設に携わっている人々以外に，この

ような専門的な仕事を担える更に良い人材が，国内には不在というのが，現実なのです。

現在も今後も，事業に必要な人材は今のままで十分です。そして，常習的に不平をこぼ

す人々や，個人的な“人を痛めつける斧”を持っている人々が，その事業に口出しをし

なければ，そのような人々は，ある朝目覚めて橋が完成したことに気づき，開通式に参

加する準備をすることになるかもしれません。 

 

それが，実際にローブリングからの手紙であるとすれば，彼の感情を印刷物として示した唯一

のものである。だが，その時までに，ブルックリンの人々は，まさに顧問技師以上のことを話題

にしていた。完全にローブリングを追放するような動きが起こっていた。1 月 18 日，別の論説が

ユニオン新聞に掲載された。 

 

技師長 

技師長がどこにいて，病状はどうなのかという話は，架橋公社の理事会でも 深の謎

であり，公社を取材する熱心な記者にとっても，あまりにも重苦しく，噂話としても非

常に重苦しい状況になってきている。公式活動や姿を見かけない状況から，この半年の

間に，彼は死んでいるかもしれないし，埋葬されたのかもしれない。彼は，闇に包まれ

ている。・・・我々は，巨大なイースト川橋梁が危険にさらされていると明言する。それ

は，指導者が不在で，制御するワイヤーが誰かのしっかり護衛された病室に繋がってお

り，あらゆる技術的な議論が病気の抑圧された語調で行われているからであり，このよ

うなことが原因となり・・・。できるだけ早く，我々は，橋梁の仕事を全権委任する生

き生きした活発な技師長を任命し，両市の市民がその前途に満足できるようにしたほう

が良い。 

 

ヘンリー・マーフィーがこの記事を読んだとき，そのような告発に対するローブリングの敏感

さを知っている彼は，辞表に関する別の手紙が，翌日に手元に届けられると考えたにちがいない。
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だが，そのような手紙が届くこともなく，ローブリングから辞任の話は一切なかった。ローブリ

ングは仕事に留まり，必要とあれば仕事のために戦うと決心したようであった。 

 

 

 

1877 年の状況がやや収まった頃，ワシントン・ローブリングは，彼の信書控え帳に，数件の驚

くべき私記を残している。 

 

彼は「素線契約をローブリング社から取り上げ，それを J・ロイド・ヘーグに与えるという全て

の策略は，エイブラム・ヒューイットの仕業であり，まさしく私がマーフィーに警告したことで

あった」と述べている。ローブリングは「ヘーグという名うての悪党は，実際にはヒューイット

の手下である。ヒューイットはヘーグの素線製造を抵当に取っており，ヘーグが橋梁の契約から

10%をヒューイットに回す限り，ヘーグに対する抵当権を行使しないという取引をしている」と

記録している。入札からローブリング社を除外するというヒューイットの 初の試みが（ローブ

リングが彼の持ち株を売ったために）失敗した後，ヒューイットは坩堝鋼の問題をでっち上げた。

ローブリングは，アルバート・ヒルがヒューイットやヘーグのために活動していたとは，決して

言わなかったが，それは事実であり，“トライポッド”と署名された手紙のなかで“陰の実力者”

に言及して，それを暗示したようである。ヒルは，ローブリングにあまり関心がなかったが，ヒ

ューイットは違っていた。ローブリングは「彼［ヒューイット］がこの計画を仕掛ける際に，理

事会において理事達の器量をうまく利用した。というのは，扇動家がある目的を達成しようとす

る時には，公共の価値という聖杯をいつも掲げ，自分が起こした煙幕に隠れて，こっそり忍び込

むものである。ヒューイットの名声が保たれているのは，そのような賤しくて狡猾な企みによる

ものである」と書いている。 

 

ローブリングの記録の中では，キンセラが彼を攻撃し，ヘーグのためにそれほど一生懸命に動

いた理由についての推測までは行っていない。おそらく編集者キンセラは，坩堝鋼が優れた製品

であることを，心から確信していたのであろう。編集者は論説で述べているように，ブルックリ

ンの企業がその契約を受注することが好ましいとも，考えていたのであろう。しかし，それ以外

の考慮すべき点もある。東部の新聞は，ブルックリンのイーグル新聞ほど，その秋の大統領選挙

におけるサミュエル・ティルデンを強く支持していなかった。だから，エイブラム・ヒューイッ

トが推す候補のための，キンセラの骨折りはとても役に立ち，エイブラム・ヒューイットから，

とても評価されていた。しかも，1877 年 1 月，大統領となる可能性が非常に高いティルデンとと

もに，才能があり政治面に野心的で協力的な編集者キンセラにとって，将来性に満ちた時期でも

あった。 
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第 19 章 巨大なケーブル架設装置 

私は，橋梁工事で，これほど素晴らしい日々を見たことが

ない。 

C・C・マーティン 

 

今や，ブルックリンからニューヨークまでの，1 本の連続した路が設置されていた。1877 年 2

月初旬に完成した仮設の歩道橋（図-19.11）は，都市の間を結ぶ一種のキャットウォークで，河

川の上空で，完成時の道路面より 60 フィート（18.2m）高い位置に架けられていた。その工事は，

ファリントンが担当し，大変寒い天候の日々の期間でさえ，ものすごい急ピッチで行われた。キ

ャットウォークが利用できるようになるやいなや，新聞社はそこを渡る記者を送り込んできた。

彼らの中の数人は，その度に付き添いとしてファリントンが同行することで，なんとか横断する

ことができた。ファリントンは「部下達は，ものすごい高さを全く気にしていない。いや，自分

の神経を訓練する必要のあるような男性には，橋梁施工者は勤まらない。それは，生まれつきの

才能でなければならない。作業者は，空中 200 フィート（60m）の高さでは，頭を使って，自分

の手を安定させることはできない。作業者は，繊細で難しい作業を確実に行うために，全ての能

力が必要となる。彼らは，本能によって足を踏ん張る必要があり・・・筋肉を震わすことなく，

真下の数百フィートを見ることができなければならない。我々の仕事では，度胸が無くて，自ら

の命を落とすような作業員は，めったにいない」と語ったと伝えられている。 

しかし，ファリントンの 初の訪問客以外，そのような人々はほとんどいなかった。ある記者

は，まるで自分の足をピーター・クーパーの接着材で薄い床に固定したかのように，そこに留ま

り，徐々に恐怖でほとんど凍りついたようになって，記事を書いていた。別の記者は「キャット

ウォークの波打ちは風が原因であり，その風は強風である。脆弱そうな支柱と地面との距離は徐々

                                                        
1  Museum of the City of New York http://www.newsbeast.gr/files/1/2015/10/oldbulid13.jpg （参照 2016-06-29）） 

図-19.1 ブルックリン側から見たキャットウォークと作業架台（1877 年 4 月） 

キャットウォーク

渡り作業架台 



第 19 章 巨大なケーブル架設装置 
 

 
 - 360 -

に増加し，下方の家々には全面に渡って煙突が林立し，落下する人を突き刺すのに十分なほど細

く見える。吹き飛ばされるのを防ぐために，手摺をしっかり握る必要があり，記者の頭や胃にま

で，これまで経験したことのない感動をもたらした。彼は，同伴者ファリントンの顔つきをこっ

そりと一瞥し，自分の役割を尻込みする兆候を見つけようとしたが，無駄であった。機械工長フ

ァリントンは無表情のままであり，記者は，機械工長が記者の動揺を振り返って見て楽しんでい

ると，一度は想像した」と書いている。 

 

キャットウォークに向かう普通の訪問客の入口は，ブルックリン側アンカレイジの天端にあっ

た。キャットウォークへ通じる短い一連の階段の傍には，大きな看板が掲示されていた。 

 

安全上，一度に 25 名まで 

一緒に近接して歩かないこと 

走ったり，飛び跳ねたり，急ぎ足を禁止 

歩調を乱すこと 

技師長 W・A・ローブリング 

 

そこから，キャットウォークは塔に向かって，およそ 35 度の角度で伸びていた。キャットウォ

ークの幅は，ちょうど 4 フィート（1.2m）であった。両側には腰の高さにワイヤーロープの手摺

りがあったが，人がつまずいて手摺りの下側から落下するのを防ぐものは何もなかった。踏板の

間には隙間があり，覗き込むには十分な大きさであった。この隙間は風の影響を少なくするため

に，意図的にそこに設けられたものであった。実際には，その支えワイヤーと耐風ケーブルでキ

ャットウォークは，驚くほど頑丈であった。その上を作業員が歩くと，わずかな揺れを感じたけ

れども，水平方向の揺れは，通常の天候ではほとんど無かった。それでも，トーマス・キンセラ

は，亡くなったジョン・ローブリングが「その構造は，おそらく 10 数回ほど，外観から判断して

誰もが信じられないほどに，吹き倒されるであろう」と話していたことを人々に伝えていた。 

 

アンカレイジと主塔の間のキャットウォークの中間に，第 1 番目の架台が設置された。この架

台は狭い踊り場で，長さ 100 フィート（30m），木製手摺付きで，仮設ケーブル（φ57mm）の上

に掛けられ，細長い足場のように仮設ケーブルと直角に設置されていた。そのような 5 基の架台

が，各々のアンカレイジと対になる主塔の間に 1 基，そして河川上には 3 基が等間隔で設置され

た。あらゆるレポートによると，その架台は，“繊細な”キャットウォークを大いに安定させた。

実際，その架台の本来の目的は，架設用の通路を提供することであり，その場所に作業員を配置

して，素線が的確に正しく張り渡されていることを監視し，それらの素線の束を固縛してストラ

ンドにするために利用する施設であった。 

 

一度，ファリントンとトリビューン誌の記者が，ブルックリン側の主塔の天端に昇った際に，

その記者は，一休みして景色を楽しむために腰を降ろした。しかし，彼の災難が始まったのは，

その時であった。 
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トリニティ教会の尖塔は，グレイス教会に囲まれていた。市役所は［セントラル］パー

クの湖に鉢合わせしていた。ガバナーズ島と大砲などは，ハーレムといっしょにシャト

ルコックとラケットで遊んでいた。ビーチャーの教会はセントポール教会の 上階の窓

を揺らしている。トリビューン塔の 上部はそれ自体をどこかに固定し，建物の振り子

様式で揺れていた。そして，記者は，がっしりした主塔にもたれかかったが，自分の重

量がそれを押し倒さないか心配であった2。 

 

ワシントン大統領誕生記念日（2 月 22 日）の午前 9 時頃，フルトン・フェリーでブルックリン

から出発しようとしている乗客達は，突然キャットウォーク上に 2 人の若い女性が載っているの

を発見した。ある人の説明では「その女性達の態度に，ためらいや不安はなかった。それどころ

か，彼女達は，大胆にも・・・手摺に捉まらずに歩き出した」とのことである。その女性達が 1

人の男性と 2 人の少年に付き添われて，ニューヨークに向かって歩き出したとき，フェリーの上

の誰もが手を振り，呼びかけた。後で判明したことだが，その女性達は C・C・マーティンの娘で

あり，付き添っていた男性はマーティンであった（少年達は彼の息子であった）。あらゆる新聞が

書いたように，彼女達は，横断を成し遂げた 初の女性であったが，多くの人々から狂気の沙汰

として叩かれることにもなったことも事実である。 

 

イーグル新聞は「牧師で医師でもあるストーズ博士やバディントン博士や数人の優れた女性が，

新しい精神科病院をこの都市に設置しようと活動している。その一方で，我々市民のかなりの人々

が，そのような施設を必要としている。彼らは，そこで一生を送るほうが彼ら自身にとって適し

ているような人々で・・・要請もなく，その必要性もなく，事業や芸術面での衝動からでもなく，

全く無鉄砲に歩き回る頑固さから・・・キャットウォークを渡るような人々のことである」と論

説している。 

 

その同じ日，およそ 100 人の人々がキャットウォークを渡った。彼らは，整然とアンカレイジ

上に昇り，キャットウォーク上を進むことができた。彼らを止めるような門もなく，当番の警備

員もいなかった。けれども，あらゆる大衆的な騒ぎを引き起こしたのは，マーティンの娘達ばか

りであった。翌朝の新聞には“橋上の美女”という大見出しが走った。ニューヨークのイラスト

レィテッド・タイムズ紙はパノラマ版画で，2 人の女性が絹のスカーフと重厚なスカートを風に

なびかせながら，雲と同じ高さの主塔からすばやく歩き出し，山高帽をかぶった紳士が彼女達を

導いている様子を掲載した。 

 

このような大騒ぎはもうたくさんと，ヘンリー・マーフィーが「今後は，全ての訪問客がキャ

ットウォークの通行を申し込むことを義務付ける」と決める出来事となった。これは，通行に終

止符を打つために考えられたもので，一時的に実施された。 
                                                        
2  キャットウォークと交差する架台についてのこれらの直接の説明のうちの 1 項目は，全くの作り話であったと，

ファリントンは後に述べたが，それがどれであるかは決して示さなかった。その記者が橋梁を訪れた日，ファ

リントンは不慣れな人が登るにはあまりにも風が強いと，彼に説明した。記者は，たいへんホッと胸をなで下

ろして，新聞社に戻った。だが，結局，編集者に「君の役目は，風の話を取材するか，風が無い時の話を取材

するかのどちらかである」と言われただけであった。それで，彼は静かな場所へ退いて座り，自らの想像力を

利用して，この記事を書いた。 
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その時点で，ケーブル・スピニングの準備もかなり進行しており，キャットウォークの上には

関係者以外が入る余地もあった。ブルックリン側アンカレイジの現場の外側では，ジェームズ通

りとフロント通りの周辺で，作業員達が古い家を取り壊し，素線保管用の用地の拡張作業を行っ

ていた。現場は，砂ぼこりと騒音が充満していた。瓦礫は巨大な山に積み上げられ，煉瓦は取り

壊されている戸数の 2 倍を造れるほどに大量だった。肩掛けをした老婦人と浮浪児が毎日やって

きて，薪になりそうなものは何でも拾い集め，持ち帰った。 

 

アンカレイジの施工ヤードの前面と背面の両方に，１フィート（30cm）間隔で高さ 6 フィート

（1.8m）ほどに，大量の木枠が組立てられた。そこでは，コイル状の素線が，油を塗られた後で

乾燥させるために屋外に吊るされた。素線は，工場で亜鉛メッキされて納入されていたが，油は

塗られていなかった。この作業は，施工ヤードのフロント通り側にある低い小屋の中で行われた。

コイルは，二人の作業員によって亜麻仁油槽に単に浸漬されるだけであった。 

 

アンカレイジ上（図-19.23，図-19.34）の巨大な遮蔽された小屋の中には，見渡す限りの大きな

木製ドラムが，垂直の木製枠の直立部分に取り付けられていた。誰かが言ったように，まるで水

車の展示会のようであった。各々のドラムは，おおよそ幅 2フィート（0.6m），直径 8フィート（2.4m）

で，床面から浮かして取り付けられていたので，男性の背丈の 2 倍近い高さとなっていた。その

外縁全周には取手がついており，ちょうど船の舵輪のようであった。また，ドラムの後ろ側には，

床の上に水平方向に，多くの更に小さなリールが同じ列に沿って設置されていたが，その大きさ

はドラムの直径の僅か半分であった。 

                                                        
3  Mary J. Shapiro: A Picture History of the Brooklyn Bridge, Dover Publications, 1983, Source: Scientific Americans 
4  Mary J. Shapiro: A Picture History of the Brooklyn Bridge, Dover Publications, 1983, Source: Scientific Americans. 

図-19.2 ブルックリン側アンカレッジのケーブルドラムやキャットウォークの配置 
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一旦，コイル状の素線を施工ヤードで十分に乾燥させた後，それをアンカレイジの天端まで吊

上げ，その素線を小型の水平リールのうちの 1 台の上に巻き付ける。その後，直立した大型ドラ

ムの 1 台の上へ，その素線を糸巻の周りの糸と同じように，滑らかに送り出してゆく。その大型

ドラムから，橋梁に向かって素線を繰り出すことになっており，これは，釣り糸を握り部分にあ

るリールから釣竿に沿って繰り出す方法と，ほぼ同じ要領である。 

 

工場からのコイルは，ほんの数百フィートの長さの素線で構成されていたので，素線をドラム

に巻きつける前に，無数の継手で素線を連結する必要があった。もちろん，いずれの継手部分も，

素線自体と同等の強度で，耐候性を有することが基本であった。採用した継手システムは，開発

のために，実験と試験で 2 年間を費やした。長さ 2 インチ（5cm）で，鉛筆と同程度の太さの亜

鉛めっきされた鋼製フェルール（図-19.45）は，両端で内部が二条ネジで，一方は右回りのネジ

で，他方は左回りのネジであった。対応するネジ山

は，フェルールの一方向の回転で一度に両側が締め

付けられるように，連結される素線の両端がネジ切

りされていた。また，素線の端部は 45 度に斜め切

りされていた。それは，両方の素線が一度しっかり

ねじ込まれたら，素線自体が回転できないようにす

るためであった。小さな万力のような治具を使って，

2 本の素線を一緒に固定して，フェルールを真直ぐ

ねじ込むように，十分に注意して取り付けられた。

その後，フェルールの鋭角部分を面取りして，継手

                                                        
5 1883 The Brooklyn Bridge Harper's Monthly 1883 

図-19.3 アンカレイジ上のトラベラーロープやケーブルドラムの配置計画 

アンカレイジ側面図 アンカレイジ天端配置平面図 

主塔側→

主塔側↑駆動輪φ12ft

トラベラーロープ 

ケーブルドラム 

ケーブルドラム 

図-19.4 素線の継手（鋼製フェルール） 



第 19 章 巨大なケーブル架設装置 
 

 
 - 364 -

部の泥と油を清掃し，継手部を全面的な溶融亜鉛めっきとするために，溶融した亜鉛で満たした

小型の取鍋に浸された。それが実施された後，継手部分には光明丹が塗布された。 

 

このようにして，素線のコイルが次々と連結され，1 本の連続した素線として大きなドラムに

巻き取られた。各々のドラムには 52 個のコイル，すなわち，ほぼ 10 マイル（16km）の素線が巻

かれていた。一旦，作業が開始されると，ケーブルの架設装置は 1 日に約 40 マイル（64km）の

素線，つまり 1 日に 4 本分のドラム素線を使い切ると想定されていた。そのため，作業員達は何

ヶ月間も，素線のドラムへの巻き取り作業に絶えず忙しい日々を送ることになる。 

 

5 月 29 日火曜日，川の向こう側に 初の試験的な素線を送る状況にまで進捗した（全てが適切

な状態であることや，素線が正しい撓みで正確に張られていることを確認するためだけに，ファ

リントンは一人で，一日に全部で 14 回，キャットウォークを渡った）。1877 年 6 月 11 日，巨大

なケーブルのスピニング作業が始まった。そのシステムが稼働し，下流側の 2 本のケーブルの架

設が同時に始まった。 

 

大部分の人々には，素線は，普通のロープにおける繊維のように，あるいは，橋梁で既に使用

中の種々の鋼製ロープの素線のように，撚られるという印象であった。しかし，もちろん，この

素線は，そうではなかった。 

 

そもそも，そのような長距離に渡した多量の鋼線を撚ることは不可能であろう。また，たとえ

可能であったとしても，撚られたストランド（鋼線の束）は，平行に束ねられたストランドより

も強度が低くなってしまう。この平行ストランドとは，素線を多量の棒のように平行に並べて，

終的に全て一体化するようにぎっしり詰めて， 終的に，充実した鋼製の巨大な曲がった棒の

ようにしたものである。 

 

その時点で，トラベラーロープ（Traveler rope，図-19.56）は，明けても暮れても河川を渡って，

                                                        
6  http://www.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/esdep/master/wg15b/l0900.htm （参照 2016-07-02） 

Traveler rope 

(Loop) 

Spinning wheel Spinning wheel 

図-19.5 ローブリングが開発したエアスピニング工法の概要 
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行ったり戻ったりして稼働しており，そのロープが取り付けられた大きな水平回転輪（スピニン

グホィール）はブルックリン側アンカレイジの上側で折り返していた。この施工方法は初めての

やり方であったが，他の小型プーリーやベルト，そして無数の歯車が，低く安定した響きを出し

続けていた。 

 

素線は，スピニングホィール（図-19.67）

として知られる 6 本のスポークを有する特

大の自転車の車輪のような大きな鉄製の輪

で，河川を横断して引き出されていた。その

車軸は，鉄製の腕すなわち雁首形に曲がった

金具によって，トラベラーロープに固定され

おり，主塔上で架台と支持部を通過できるよ

うに，その金具がロープから垂直に突出する

ように重しがつけられていた。図-19.78に示

すようにブルックリン側アンカレイジでは，

素線の端部は大型ドラムの 1 台③から引き

出されて，そのループ部①がスピニングホィ

ールの上に掛けられる。続いて，素線の端部

は，緊張して引き戻され，大きな鉄製の装置，

すなわちストランド沓④の周りにしっかり

固定される。このストランド沓は，およそ馬

蹄形の磁石のような形をしており，長さは約

2 フィート（0.6m），幅は 1 フィート（0.3m）

より少し大きく，外周に素線を納める溝を有

しており ，一かせの編み糸を人の親指で固

定するような構造となっていた。ストランド

沓は，アンカーバーの終端，すなわちストラ

ンドが 終的に取り付けられる場所に向か

い合った端部に，水平に固定された。そして，

技術者がトラベラーロープを駆動させると，

スピニングホィールが動きだし，ブルックリ

ン側塔の方へゆっくりと進み，その後，主塔

を越えて河川を横断して行く。スピニングホ

ィールは，後ろに素線のループを牽引してお

り，一度に 2 本の素線が張られて行くことに

なる。 

 

                                                        
7 Scientific American, New York, August 4,1877 
8 本州四国連絡橋公団：下津井瀬戸大橋ケーブル工事パンフレットより 

図-19.6 スピニングホィール 

トラベラーロープ

図-19.7 エアスピニングの原理 
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一方，もう一台のスピニングホィールが，ニューヨークから，循環するトラベラーロープの残

り半分に載せられて戻ってくる。一台目のスピニングホィールが素線を運んでニューヨーク側に

近づく時，空のスピニングホィールが，一台目と同じように正確に別の素線のループを載せるた

めにブルックリンに到着する。ブルックリン側から出発して行ったスピニングホィールがニュー

ヨーク側アンカレイジに到達した時，信号旗手から合図でエンジンを停止する。そして，運ばれ

て来たループを外して，そこのストランド沓の周りに緊張して引き寄せる。その後，エンジンを

逆回転させると，空となったスピニングホィールは戻りの経路に出発し，一方，ブルックリン側

の別のスピニングホィールが，2 本の素線を引き出し始める。このように，常に 1 台のスピニン

グホィールが出てゆくと，もう１台が戻ってくるという要領で，2 台が順繰りに絶え間なく，巨

大な直立したドラムに供給され続けている同じ途切れない素線の大きなループを引き出してゆき，

1 本の完全なストランドが出来上がるまで続けられた。ストランドとは，途切れない連続した数

百本の素線を束ねたもので，全ての素線に均一に張力が作用し，完全に平行に並べられたもので

ある。 

 

全ての機能が正常に稼働していると，スピニングホィールがアンカレイジからアンカレイジま

での全行程を移動するのに約 10 分を要した。その経路に沿って，主塔と途中に設けられた渡り作

業架台の上に作業員が配置され，牽引される素線の進捗状況を観察し，各々の素線が，適切なサ

グで張力が作用し，所定の位置にあることを確認していた。素線がスピニングホィールによって

引き出されて，主塔の上を動きながら通過するので，作業員は，素線が木材や石材に接触して摩

耗しないように，手を添えて軽く誘導していた。別の作業員は，滑車装置が取り付けられた 1 対

の大きなクランプで素線を掴み，これを使って，主塔の背面からアンカレイジまでの素線が，他

の素線と正確に同じサグ，すなわち同じ撓みとなるまで，たるみを作り出していた。アンカレイ

ジと主塔の中間部の架台から，“調整者”と呼ばれる作業員が，サグ調整を止める時期を合図し，

新しい素線が架設済の素線に一致した時に再度合図を送る。直ちに，主塔上の作業員は，赤いペ

ンキで素線に印をつける。印をつける場所は，他の素線の上の印と同じ位置であり，主塔の支持

位置と交差する点を正確に示すところである。架台上でも，同じような目印が付けられる。 

 

引き続き，主塔上の作業員は川側に着目し，そこでも同じ方法が繰り返された。すなわち，3

ヶ所の架台上の調整者が順番に，同様の調整作業を進めていく。このようにして，素線のループ

がニューヨーク側アンカレイジに到達する頃には十分に調整され，全長に渡って適切に調整され

たサグとなり，ペンキの目印は，修正を必要とする滑りや負荷を一目で認識できるようになって

いた。 

 

一旦，1 本のストランドが完成すると，１組の作業員が主塔からバギー架台でストランドに沿

って降りて行き，大きい締付け用治具で素線の束を円筒形に圧縮し，15 インチ（38cm）程度の間

隔で，柔らかい針金で緊縛し，仮設の“シージング”を実施して行く（図-19.89）。この作業は，

1 ケーブルについて 19 本のストランド全てが張り渡され，1 本の緻密なケーブルに締め付けるこ

とができるまで，そのストランドを一体化しておくために行うものである。バギー架台は，約 10

                                                        
9  Scientific American, New York, August 4,1877. 
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フィート（3m）×6 フィート（1.8m）の松材床で，

側面の手摺をつけたにすぎない作業台で，作業の

対象となるストランドの束にする素線の上で，素

線に沿って，うまく転がるようにトロリー車輪か

ら吊りさげられていた。作業員達は，主塔から繰

り出された長い 1 本のロープで，単に降ろされて

行くだけであった。 

 

ストランドの製作は，そのストランドを組み込

む主ケーブルの 終的な位置よりも高い位置で，

行われていた。河川上の中央径間で，その標高差は 60 フィート（18m）であった。これは，航行

する船舶のトップマストより上方に素線を適切に保持するだけでなく，素線のサグ量を小さくす

ることで素線に作用する張力を約 2 倍とし，どんな湾曲部やよじれでも真直ぐになるのを助ける

とともに，素線の強度をさらに試験する意味もあった。一旦，ストランドのシージングが完了す

ると，そのストランドは強力な滑車装置によってアンカレイジで仮固定から外されて（図-19.9），

アンカー・チェーンの端部の本来の留め金具に注意深く取り付けられた。また，主塔の 上部で

は，サドル位置（図-19.10）まで降ろされた。 

 

基本的に同様な施工方法は，ナイアガラとシンシナティの両橋梁で採用されたものであったが，

他のあらゆる状況と同様に，この橋梁では施工規模がはるかに大きかった。ローブリングは，こ

れまでの経験から判断して，4 本のケーブルを製造するために必要な期間は，多くの作業が天候

に依存することを考慮し，およそ 2 年半と想定していた。 

 

時には素線が，河川の上空で破断したこともあったはずである。緩んだ端部を手繰り寄せて，

連結する必要があったのかもしれない。時には，その遅れはほんの数分間だけだったかもしれな

い。ニューヨーク側で損傷が発生した時には，1 時間以上が遅れが発生することもあったかはず

である。ファリントンは「このような遅れは，予定していた一日分の作業の 中に，しばしば発

生し，とても厄介であった」と書いている。 

 

強風と霧は，素線を整列配置する繊細な作業を，実質的に不可能にすることがあった。極端な

温度変化によって，素線が著しく伸びたり，縮んだりして，素線の撓みに明確な影響を及ぼす場

合もあった。これが， 初の頃には状況を大変複雑にすることもあった。 

 

技術者達は 初の素線を渡す前に， 初の素線の撓みを調整する際に，架台上の作業員の基準

となるように，4 本のガイド素線を張り渡した。誰もが驚いたことは，2 地点の距離が同じになら

ないことであった。撓みの違いを見るだけで，容易に理解することができた。しかし，相当悩ん

で初めて，その原因が判明した。素線の種々の長さ毎の直径にわずかな違いがあり，その問題を

解決するために，何百ものコイルを引き伸ばして計測し，均一の形状と重量を有する十分な量の

素線を選定し，必要な長さ分を確保した。その後，天候が完全に穏やかになる時を待ち，その間

図-19.8 仮設シージング 
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に，髪の毛 1 本ほどの間隔となるまでの必要な修正を実施することができた。これら全ての対応

に，およそ 6 週間を要した。 

 

しかし素線の張り渡しは，一旦それが動き出すと予定よりも早く進んだ。天気は，おおむね申

し分のない状況であった。少し慣れると，1 日に 50 本の素線を張り渡せるようになり，このこと

は，第一に悪いことではなく，素線製造工場に指示した納品スケジュールよりも早くなっていた。

イーグル新聞は，その当時，橋梁を“巨大な紡績機械”と呼んでいた。 

 

7 月 2 日までに， 初の 2 本のストランドが，橋梁の下流側の 2 本の主ケーブル用として完成

した。続いて，所定の位置まで，ストランドを降下する作業が始まった。アンカレイジでは，ス

トランド沓を固定部から外せるまで，巻き上げエンジンで，ストランドを引き戻した（図-19.910）。

そして，ストランド沓とストランドは，巻き上げエンジンと滑車装置でストランドの巨大な引張

力を保持しながら，ゆっくりと降ろされ，注意深く前方へ 12 フィート（3.7m）移動させられた。

滑車装置の一箇所にねじれが設けてあり，それが前に進むにつれて，ストランド沓が鉛直となり，

アンカーバーの目孔の間にきちんと入り込んだ。そして，前側への移動が止められ，7 インチ

（18cm）の鋼製ピンが，アンカーバーの目孔とストランド沓に通された。 

 

                                                        
10  Scientific American, New York, August 11,1877 

図-19.9 アンカーバーへのストランドの取り付け 
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主塔の上でも，ストランドはサドルの溝まで，3 フィート（0.9m）ほど降ろす必要があった（図

-19.1011）。この作業は，サドルの上に設置された足場の上で，巻揚げ機を使用して，8 人あるい

は 10 人の作業員によって実施された。巻揚げ機は，ネジ部のナットを回転させてストランドを降

下させる構造であった。一旦，ストランドは，アンカレイジと主塔上のサドルの空いた部分に適

切に据え付けられると，その位置は水面上の想定した高度にもなった。新聞が報道したように，

全体の作業は，“難しくて繊細”であり，“精密な計算”が必要であった。もちろん，ストランド

が外れるという大きな危険性もあった。アンカレイジ位置で，各々のストランドには，およそ 70

トンの張力が作用していた。 

 

一方，上流側の 2 本ケーブル用に， 初の 2 本のストランドの張り渡しが始まった。こうして

7 月の第 1 週末までに，4 本全てのケーブルが，同時に張り渡されて行く状況となった。4 台全て

のスピニングホィールが，河川の上空を時計仕掛けと同じくらい規則正しく，行ったり来たり往

復していた。ペインとファリントンは，ローブリングから，まさにそのような実施する全ての事

項を確実に進めるように任されていた。コリングウッドとマクナルティは，取り付け道路部に関

する仕事を任されていた。その頃には，ローブリング自身も再度，作業を監視していた。という

のは，その月の初めに，彼とエミリーは，ブルックリンのコロンビア・ハイツの煉瓦造りの住宅

                                                        
11  Scientific American, New York, August 4,1877. 
 

図-19.10 主塔サドル直上でのストランド製作状況 
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に戻っていたからである。川を見渡せる出窓から，彼は双眼鏡を利用して，日々の作業の進捗状

況を遂に目で追うことができたからであった。 

 

 

 

その時期は，鉄道大ストライキの夏であり，国内の多くの地域で，暗黒で張り合いの無い時期

であった。6 都市で，職場放棄や暴力沙汰が発生した。ボルチモアでは，12 人の人々が州兵によ

って銃殺された。ピッツバーグは，2 日間にわたって暴徒に支配された。ピッツバーグだけで，

何百万ドルの価値のある鉄道設備が破壊された。ユニオン駅が燃やされ，商店街は略奪され，暴

徒と兵士との大規模な戦いで 57 人の命が奪われた。それは，国内でそれまでに発生した中で 大

の流血を伴う労働者の暴動であり，民衆に対して，アメリカでの生活に一体全体何が起きている

かという多くの疑問を残した暴動であった。 

 

橋梁以外の状況は，さらに良くなることはなかった。8 年もの長い間，橋梁事業はそれほど順

調に進んではいなかった。新聞でさえ，事業が管理されており，誰のあら捜しもできない状況に

満足しているように思われた。8 月中旬にヘラルド新聞は「イースト川を渡るワイヤーの網目模

様は，徐々に，何かしら橋梁のように見え始めている」と解説している。その時までに，4 本の

ストランドが完成しており，新しい機能として“調整用架台”が追加された。それらは，既存の

架台の下側に，長くて，狭く，薄っぺらに見える足場を 50 フィート（15m）の長さで吊った架台

であった。それらは，低い側のストランドに合わせて設置され，互いに平行に並べられているス

トランド群に近接した監視が可能となっていた。 

 

シルクハットをかぶり真剣な顔つきの理事達は，ブルックリン側アンカレイジの傍のジェイム

ズ通りの階段を昇り，キャットウォークの取付け部でグループ写真（図-19.11）を撮っていたり，

家族と一緒にサラトガやホワイト山脈に避暑に出かけたりしており，橋梁工事は自信に満ち溢れ，

何も心配することがない状況であった。また，何千人ものニューヨーカーや観光客にとって，キ

ャットウォークは，その都市の 大級の夏季の呼び物となった。実質的に，誰もがそこに昇り，

景色を楽しみ，希望すれば度胸を試すことも可能であった。実際に，その当時かなり多くの人々

が，キャットウォーク上を歩く許可を申し込んでおり，ヘンリー・マーフィーは申込者の申請理

由を聞くために，毎朝 1 時間ほどを費やしていた。 

 

マーフィーは「地球上の至る所からやって来た人々，オーストラリア人，ニュージーランド人，

喜望峰からの来た男性，ヨーロッパとアジアのあらゆる国々からの人々，合衆国のあらゆる州か

らの人々，カナダや南アメリカからの人々が橋梁を渡っています。先日，バミューダ島の総督が

渡り，ロシアの軍艦の将校達の訪問がありました。汽船や商船の船長からの申し込みは，頻繁に

あります。我々はそれを歓迎しています。それは，彼らが橋梁の下を航行する必要があるからで

す。我々は，彼らと親交を深めることを希望しています」と述べている。原則として 5 種類の申

込者については優先して承諾された。その 5 種類の人々とは，外国からの訪問客（マーフィーは

「彼らは二度と来ないかもしれず，そのような機会がある時に橋梁を渡りたいと望むことは当然
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です」と説明していた），新聞記者，技術者，あらゆる政治家と伝道者であった。 

 

毎日，架橋公社のブルックリン事務所の廊下やロビーは，マーフィーに面会するために待って

いる多数の人々で溢れていた。誰もが，歩行許可を求める特定の理由を持っていた。1 人の申込

者が「私はこの土地のものではありません」と説明すると，マーフィーが「あなたは，どこの出

身ですか」と尋ねる。男は「ニューヨーク出身」と厳かに答えた。結局，そのような話はブルッ

クリン中にあった。 

 

コネチカットからきた 70 歳代の夫婦も渡った。マーフィーは，医者とその妻が彼らの新生児を

連れて渡ることさえ許可した。だがマゼッパ・バッキンガム嬢が，馬に乗って渡る許可を申請し

たとき，彼は却下した（彼女の代理人は，吊りひもを使って，ブルックリン側アンカレイジ上に

馬を巻き上げるつもりであった）。それについてマーフィーは「それは，とても大評判となるかも

しれないが，我々が何を避けたいかわかるはずです。我々は，橋梁を見世物にしたくありません」

と記者に話している。 

 

図-19.11 ブルックリン側アンカレッジ上での架橋公社の関係者（1878 年 10 月） 

この集合写真は，ブルックリン側のアンカレッジ天端で，主ケーブルとアンカーバーを連結する場所

で撮影されたものである。中央で腕組みをして立っている人物は，ヘンリー・クルーズ・マーフィーで

あり，技術スタッフのいろいろなメンバーと談笑していたようである。中央で座って，カメラに向かっ

ている人物は，ウィリアム・ペインである。彼の右側で，左から５人目の髭をきれいに剃った男性は，

ウィルヘルム・ヒルデンブラントである。E・F・ファリントンは，彼の左側におり，その傍で，懐中時

計の鎖をつけている男性は C・C・マーティンである。右側で座り込み，高いシルクハットをかぶって

小粋な人物は，おそらく，ジョージ・マクナルティである。 
（出典：Museum of the City of New York ） 
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8 月中旬までに，2～3 千人の人々がキャットウォークを渡った。彼らのほとんどが家に戻り，

自分がどのようにしてブルックリン橋を渡った“まさに 初の人々の一人”となったかを話し，

やがて，その主張は何千もの孫や彼らの後継者に，誇りをもって伝えられたはずである。 

 

驚くほどに事故は起きなかった。何人かの男性は，手と膝をついて必死に薄板の床にしがみつ

きながら這って戻るような眩暈を起こした。少なくとも 1 人の女性は気絶して運び出される始末

であり，多くの女性が渡り始めたが，やがて引き返したこともあった。川の半分程まで問題なく

進んだ人々のなかには，突然に恐怖で凍りつき，いずれにしても動くことができなくなってしま

う場合もあった。これらの人々のうちの一人に，ブルックリンの帽子屋がおり，そのような異彩

を放つ大胆不敵な光景が自らの商売の役に立つと考えた。 

 

キャットウォークを渡った子供の中にアルフレッド・スミス（後のニューヨーク州知事）がい

た。彼の父親は，橋梁に無許可の人々が入り込むのを防ぐため，いわば警備員として雇用されて

いた。スミスの姉妹が後年話したことによると「父親が，勝手にアルフレッドに渡る許可を与え

た」ようである。スミス自身は，しばしば，少年時代の もスリルに富んだ体験としてキャット

ウォークを渡る冒険的な歩行の話をしている。一方で彼の姉妹は「私は，母が自宅で座って，彼

らが出かけた後ずっと，10 個の数珠がついたロザリオで祈っていたのを覚えています。でも父親

は，息子が橋梁の完成前に渡ったことがあると言えるように，橋梁を渡らせようと決めていまし

た」と述べている。 

 

マーフィーは，希望者が比較的妥当な理由があり，そこで愚かなことをしないように見えたと

きには，キャットウォークを歩くことが許可できない理由を探すようなことはしなかった。彼は，

人々が記念として素線を切り取って，その破片を持ち帰ってしまうことに悩まされていたが，そ

うは言っても，橋梁は人々のものであり仕方がなかった。どの作業員にも，キャットウォークに

沿って歩き回る見物人が邪魔になるようには見えなかった。作業員達がとても関心を持っていた

ことは，渡ろうとする女性の人数と，彼女達がどれほど恐れ知らずに見えたかということであっ

た。マーフィーはある記者に，自分自身がまだ渡っていないということを白状している。彼は「一

度，私も渡り出そうとしました。上方や前方を見ている間は大丈夫だったのです。でも，ふと下

をみたら・・・，その途端に，私には公社の理事長を失うことはできないと決断し，戻ってきま

した」と述べている。 

 

 

やがて 9 月となり，破産して年を取ったツィードがニューヨーク市議会に出頭した。彼は全体

の真相と真実だけを話すという条件で議会に出頭していた。そうすることによって，“正直者のジ

ョン”ケリーが，彼を刑務所から釈放し，それ以降，更なる起訴を免除すると理解していたから

である。この時にツィードは，橋梁建設が始まった際の彼が演じた役割について，自分の言葉で

語った。ヘンリー・マーフィーとウィリアム・キングズレーは，ツィードが証言する必要があっ

た全ての事項について，彼が話すやいなや否定することに数日間の大半を費やした。 
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その前月，キャットウォークを歩いていたイギリス人の船員が癲癇の発作に襲われ，痙攣での

たうったので，数人の作業員達にできたことは彼を捉まえておくことだけであった。彼らは死に

もの狂いで，彼の腕と足を側面から羽交い絞めにして， 終的にキャットウォークの狭い床に縛

りつけた。男はまもなく回復し，地上に連れ戻されたが，その話は，マーフィーが即座にそれ以

上の許可証を発行するのを中止するほど，新聞に大々的に報道された。大騒ぎは終了した。 

 

10 月初旬，ブルックリン側取付け道路部の基礎掘削を行っていた作業員は，せいぜい 16 セン

トほどの価値の幾枚かの古いスペイン硬貨を掘り出した。その話は，キャプテン・キッド12の宝が

発見されたと，町中に拡がった。ある新聞は，発掘を続ければ，橋梁を完成させられるほどの宝

を発見できるかもしれないと解説した。別の新聞は，ニューヨーク側取付け道路部が市内の 悪

の地区の一区域を取り壊す必要があり，とても喜ばしいことであると発表した。明らかに報道す

べき記事がないイーグル新聞は，本当に芸術的自殺行為に有望な場所としての橋梁に関して，長

くて気味の悪い随筆を掲載した。編集者は「この人跡未踏の高さからの見事な自殺に固執してい

る人々に，目を向ける必要はほとんどない。・・・首つり自殺，毒による自殺，ピストルで自分の

低俗な頭を吹き飛ばす自殺は全て，その人達の“哀れむような独創性の欠如”と非難されてい

る。・・・下を流れる河川は速くて危険であり，フェリーには常に，かなりの観衆が乗っているは

ずである。飛び降り自殺が気に入らなければ，他の選択肢がある。首吊り自殺に取りつかれた男

性を思い浮かべて，早朝のフェリーの乗客が，かすかな夜明けに目を上に向け眺めたら，水際か

ら 50 フィート（15m）上空で首を吊っている男性を見つけたような風変わりな状況を考えてみな

さい。ロープ端の固定の仕方を少し工夫すれば，数時間も切れることなく，数千人の群衆がぞっ

としながらも感嘆している目の前で，揺れていることができるはずである」と述べている。「巨大

な橋の上から行おうとすれば，毒による自殺や拳銃自殺，刃物による自殺等でさえ，いろいろな

やり方があるはずである」と結論付けている。 

 

10 月に，ヘンリー・ビーアスという裕福なニューヨーカー，世にいう政治改革評議会の広報担

当官である彼は，自分が橋梁事業を中止するために，運動に参加していると発表した。橋梁建設

事業が公共の資金の甚だしい浪費にすぎず，船舶の航行に深刻な危険性をもたらすと，彼は主張

していた。それと同様な主張は，エイブラハム・ミラーという倉庫所有者も行っており，その所

有者は橋梁会社を訴えることにしていた。ミラーを支援しているビーアスは「イギリスの法律で

は，常に川と海は，水夫にとって神聖不可侵のものとして守られている」と発言していた。 

 

だが取付け道路の経路は，市庁舎公園に向かって押し進められており，古い建物はニューヨー

ク側アンカレイジから内陸側に向かって取り壊され続けていた。スピニングホィールは，河川上

に向かって太陽で輝きながら，以前よりも素早く素線を張り続けていた。C・C・マーティンは「こ

れまでの橋梁建設で，このような天候に恵まれたことがない」と発言していた。11 月までに，22

                                                        
12 本名ウィリアム・キッド（1645～1701 年）は，スコットランド西部生まれの私掠船・賊船の船長である。キッ

ドは，海賊行為によって処刑される直前に，財宝の隠匿場所を説明しようとしたが，処刑人はそれを無視して

キッドを処刑してしまったという。この逸話をもとに，キャプテン・キッドの財宝伝説が生まれ，複数の作家

がその財宝を題材とした小説を執筆している。なお，キッドは，多くの財宝（略奪品）を手にいれたとする文

書も存在している。日本のトカラ列島に浮かぶ宝島にも，キッドが財宝を隠したという言い伝えが残っている。 
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本のストランドが設置されていた。ケーブル中間部の架台上では，作業員がスピニングホィール

の移動を待つ間，寒さから退避できるように，小さな番小屋が設けられた。サドル上の小屋には，

木材ストーブが設置され，作業員達は，厚手の二又手袋をして，水牛皮の靴を履いていた。 

 

感謝祭（11 月の第 4 木曜日）当日，素線の１本がぽきんと折れた。それは小さな問題と考えら

れた。誰も負傷することもなく，新聞社は何の関心も示さなかった。だがペインは，ローブリン

グに素線の一部を送り，調べてもらうことにした。ローブリングは「それは，ガラスと同じくら

いに脆い。・・・ 初に思った疑問は，同じような脆い素線が我々の気づかないうちに，どの程度

ケーブルに入り続けていたのかです。二番目は，再発を防止するためにどのような処置を行うか

です。検査の方法がまずいのか，それとも何かの理由があるのか，貴方の考えはどうですか」と

ペインに返信した。 

 

ローブリングも，ワイヤーの数ヶ所を折って，ヘンリー・マーフィーへの手紙に入れた。 

 

ローブリングは，立腹して「これが，キンセラ氏が 高であると喜んでいた素線です。実際に，

使い物になりません・・・。また使用できる材料のなかで， も危険なものです。この劣悪な素

線がどの程度ケーブルに組み込まれたのか，私にはわかりません。私は，その責任を取らされる

のでしょうか。技術者が探偵のような行動をとらねばならないことは，とても正しいことではあ

りません。そのような素線を張り渡さない唯一の方法は，請負者の工場における検査官の数を倍

にするしかないと思っています」と書いている。 

 

マーフィーが，ローブリングの手紙を，その後の執行委員会のメンバーや公社の理事達に読み

聞かせたかどうか，公式な記録には残っていない。 

 

 

 

再度，キンセラとローブリングが衝突した。 

 

ベッセマー鋼が再び争いの種になり，技術者達を非常に憤慨させた。その問題は，これまでず

っと解決せずに残っていたようであった。今回は，ハンガーケーブル，すなわち主ケーブルから

車道部を吊り下げているワイヤーロープに関する議論であった。ローブリングは，ベッセマー鋼

の素線が申し分なく良いものであり，それを仕様書で規定するよう決定した。だが，間際になっ

てマーフィーの主張によって，印刷された仕様書から“ベッセマー”という言葉を削除してしま

った。今回も，仕様書では“鋼線”とだけ要求していた。キンセラは激怒しており，イーグル新

聞の論説コラムに，ここは経費の問題ではないことや， も弱い連結構造よりも強いチェーンは

決してないこと等々を主張していた。キンセラは「技術者は，一人でそのような問題を決定する

権利はない」と発言していた。そして，ジョン・A・ローブリング・サンズ社がハンガーケーブ

ルの 低入札者として受注した時，キンセラは「それは，ローブリングが望んだだけの理由であ

り，契約はブルックリンの企業（名前は指定せず）と行うべきである」と書いている。 
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ヘンリー・マーフィーは「前回（主ケーブル材料）の契約をヘーグが受注した時，ローブリン

グはあやうく死にそうになった。そのようなことが再度起きるのを，私は見たくない」と語った

と伝えられている。ブルックリンのユニオン＆アーガス新聞は「それら全ては，ばかげた話であ

る。我々はローブリング氏に対して，他の人々と同様にとても共感している・・・。しかし，こ

の事業は，どんな人よりも，あるいは建設に関わる全ての人々よりも，完全に優先すべきことで

ある。それは，たとえ一部分であっても，病人の気まぐれや幻想，思い付きに従うべきではない

と考えている」と応酬している。 

 

新聞は，出来事を収めることを拒否し，ローブリングの実力や，素晴らしい企業が全面的に唯

一の知恵袋の人物に肩入れすることを軽蔑するように書いていた。また，その知恵袋が今すぐに

も永遠に沈黙する可能性が極めて高いと書いていた。 

 

一方その病人は，窓に設置して橋梁に照準を合わせる強力な望遠鏡を手に入れた。新聞紙上に，

彼について記載されていることに関して，彼は意見を述べることはなかった。彼は記者に会わな

かったようである。 

 

 

 

クリスマスのすぐ前のある土曜日の午後遅く，ひどい事故が，ブルックリン側アンカレイジの

後側で発生した。石工達は，大きな矩形の煉瓦製の橋脚上に設置される一連のアーチ部の 後の

仕上げを行っていた。ここは，アンカレイジから陸側に向かう取り付け道路部の支持区間であっ

た。現場監督は，街路上 25 フィート（7.6m）にある 1 基のアーチ部の大きなひび割れに気づき，

すぐに作業員達に作業を中断して，下に降りるように指示した。しかし，その下で立っていた 1

人の作業員にはその警告が聞こえず，アーチが崩壊した時に下敷きとなった。 

 

作業員達は，瓦礫の中を死に物狂いで掘削し始め，およそ 10 分後に彼を発見したが，識別が難

しいほどにひどく押しつぶされており，それが誰であるか判らないほどであった。遺体は 1 枚の

帆布で覆われて，工具小屋に搬送された。大勢の群衆がその周りに集まった。その場所は，通常

の状況でさえ，無秩序に思われる場所のひとつであった。周囲にぐるりとレンガや石材が積まれ，

荷揚げ装置が動き回り，無数のロープ，セメント機械類，足場や半分ほど掘削した大きなくぼみ

が点在し，60～70 人程の作業員が 1 件の作業，もしくは別の作業で忙しく働いている場所であっ

た。だがその時は，手に負えない状況であった。誰かが，他のアーチも崩れ出すと言い始めた。

パニックとなって，群衆があちらこちらに押し寄せて行き，誰も何が起っているか理解していな

いようであった。そして，誰かが，もう一人の作業員が瓦礫の下で閉じ込められているようなこ

とを言っていた。それで 6 人の有志が再び掘削を始めた。群衆は，それを見るために殺到して戻

り，今度は埋っている作業員が救助されることを，完全に期待して見守っていた。 

 

またこの時までに，そのニュースがフルトン通りに拡がっていた。多くの作業員が死亡し，各
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方面からやって来た群衆は，警察が押し留めるのに苦労するほどに，膨れ上がっているというも

のであった。 

 

更なるアーチの崩落もなく，他の犠牲者も見つからなかった。だが直ちに事故調査が要請され，

犠牲者とのその家族に対して，たくさんの公共の弔慰が捧げられた。彼は，ブルックリン出身の

ニール・ミューレンという作業員で，妻を亡くした 6 人の子持ちであった。 

 

検証によって，アーチの下側に使用されていた仮設の木製支保工のセントルが，モルタルが完

全に硬化する前に取り外されたことが確認された。ブルックリン側取り付け道路は，マクナルテ

ィが担当している工区であり，調査で証言したマクナルティには，かなり多くの責任があるよう

に見えた。ローブリングは，その事故について激怒した。それは，まさに彼が勤務中であれば防

げたに違いない種類の事故であった。彼は「その煉瓦製アーチは，崩落すべき理由があって崩落

した」とヘンリー・マーフィーに宛てに苦々しく書いている。当然のことながらヘンリー・マー

フィーは，技師長から直接説明を受けるべきだと思った。ローブリングは「あらゆるアーチは，

円弧形であろうと平面形であろうと，その側圧を横方向に適切に支持しない限り崩落するもので

す。・・・他のアーチがそのまま無事なように，このアーチが崩落するような実際の事故はそんな

に多くはありません」と講義をしている。 

 

責任の件に関しては，私に主たる責任があります。それは，全ての事が正しく進むよ

うに監視するのが私の役割だからです。マクナルティ氏には，二次的な責任があります。

それは，建設を直接担当する技術者だからであり，その事故発生の数週間前に，まさに

これについて彼に伝えた特別な警告に十分に留意しなかったからです。 

 

マクナルティは，ローブリングに対して，どうして自分がセントルを撤去したのか分からない

と告白している。ローブリングは「意欲的な性格は，自信過剰になる傾向があります。彼らの絶

対確実性に異論を唱えられることを恐れて，経験のより豊かな人々の忠告を聞くことを避ける傾

向があります。これら全ては，時間と年齢が解決します」とマーフィー宛ての手紙に書いている。

その際ローブリングは「実際のところ，単にマクナルティが過度に働き過ぎだっただけかもしれ

ません」と付け加えている。 

 

ローブリングには，その事故の本質を理解することができた。ローブリング自身，アメリカ生

誕百周年博覧会の前の長くて厳しい冬以降よりも，現在の方がさらに多くの事を経験していた。

たいへん多くの人々にとって，彼の本来の仕事は，ほとんど済んでしまったように見えたかもし

れない。必要とされる土木技術や計画作業，意思決定などは，主塔が建ち上がり，ワイヤーが張

り渡されつつある状況では，ほとんど終わっているはずと思われていた。しかし，そうではなか

った。ローブリングが，何から何まで全てを解決していた訳ではなかった。 

 

世間では，ローブリングは，全くの謎に包まれ，自らの驚くべき創造物による悲劇的な犠牲者

であり，おそらく苦しんでおり，その前の彼の父親のように，遠くに離れ，隠れて，少し気違い
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じみていて，あらゆる事だけでなく，未だ見たことのない事までを理解する人物と思われていた。

ローブリングは，妻が食事をさせなければならないほど，身体が不自由だったと言われており，

それは，ある程度は真実であった。その疾患が彼の心に影響を及ぼしたと言われたが，それは真

実ではなかった。依然として彼は，遠くはなれた窓の背後の椅子から，花崗岩製の主塔を立ち上

げ，空中で鋼線を張り渡すことができていた。 

 

だがローブリング自身にとって，あらゆる細部構造に対して個人的にも関心があり，彼の才能

について言われていることを持ってしても，簡単に答えは見つからなかった。特にその事故後に

おいても，当然のこととして，何らかの対応を取ることもできなかった。誰も，完全に信頼する

ことはできなかった。彼の父親を含め誰もが，彼の期待はずれだったのかもしれない。 

 

ちょうどその時，彼は，車道部を補剛する巨大なトラスの設計に取り組んでおり，その構造を，

父親が指定した鉄の替わりに，鋼で製作するかどうかを考えていた。彼の父親がかなり大きなト

ラスを製作した経験があるのかどうかも，確証がなかった。彼は，製鋼の 新の進歩によって対

応できる全状況を調査するようにペインに託した。ローブリングは，ヒルデンブランド宛てに，

来る日も来る日もどんどん思いつく彼自身の見解・疑問・質問について，何ページもの手紙を書

いた。 

 

高の構造を採用するために，多くの考慮すべき点，完全に途方に暮れるほどのトラ

スの部材で調整すべき多くの利害の対立点がある。たとえば，石製主塔への圧縮力を低

く抑えるために，全体重量は軽くしたい。工場での製作を容易にし，架設作業を容易で

安全にするために上部構造は単純化したい。また，できる限り受風面も少なくしたい。

一方で，トラス構造が適切な大きさの曲げに抵抗できるよう十分に強くしたいと考えて

いるが，これは他の観点とは相反している。だが，石製主塔への圧縮力を低減し，受風

面を縮小できる唯一可能な方法は，トラスの高さと重量を引き下げて，鉄の単位平方イ

ンチあたりの応力度を増加させることである。構造物の他の部分では，重量のいかなる

削減も不可能だと考えている。トラス部材をできるだけ鋼で製造することで重量のある

程度の低減は可能であるが，それは下側のトラス部材だけである。下側トラスの断面は，

鉄を鋼に置換することで，相当の利点を生み出すことが十分に可能である。2 層構造の

高いトラス構造では，その断面を変更しても十分な効果は得られない。それゆえ，これ

については，中間のトラス部材の重量を軽減し，全て 1 層のトラス構造として中間部材

を無くすことによって，さらに有利となる一要素となるであろう。これに関しては，内

側中央の 2 面のトラスも含めての話であり，たとえ外側 2 面のトラスの中央部に矩形部

材を配置した場合でも同様である。 

 

彼は，別の重大な決定を目指して努力していた。また彼は，手探りで仕事を進めていた。だが彼

は，このような日々を も楽しんでいた。 

 

二次構造に対する彼の関与は，おそらく一番驚くべきことであった。彼にとって，二次構造は
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ありえなかった。全てが重要であった。何事も，成り行きに任せたり，他の誰かに決断させたり

することはなかった。その当時，ヒルデンブラント，マーティン，ペイン，ファリントンの全員

が，毎日彼からの話を聞いていた。ローブリングは，自分の全ての考えを彼らに知ってほしかっ

たように思われた。 

 

以下に示すものは，この当時ローブリングがアシスタント達に書いた書簡の 1 通の抜粋である。

それは，ファリントンに宛てたものであった。 

 

貴方には，橋梁床面の全ての木製厚板材に関する仕様書を作成するのを手伝って頂き

たい。それは，4 月 1 日か，それより早目に実施して頂きたい。相当な量を伐採する必

要があり，そのほとんどにかんなを掛ける必要があるので，時間がかかります。また，

その材料は，しばらくの間，乾燥させる必要もあります。ご存知のように，絶え間なく

連続して厚板を入手できなければ，あらゆる鉄構工事を中断せざるを得ないので，時間

の余裕はありません。 

 

それの大半は，北米松材（イェローパイン）です。 初に，遊歩道のための厚板材， 

その次に荷馬車用の通路の厚板材，それから馬車通路部の下側の縦桁，同じく列車通路

部の標準軌道の下側の縦桁。続いて，床桁間を繋ぐ大量の北米松材の短材， 後に馬が

歩く交叉路に敷く種々の厚みを有する短いオーク材の厚板，それと鉄道軌道上の安全柵

の間の若干の横梁材。この橋梁では，シンシナティ橋梁の床組と異なり，厚板材の 1 枚

の厚みだけで床組を構成します。この木材の処理方法，維持方法，タール塗装方法につ

いての提案はありません。それは，これまでの橋梁での実施例から判断すると，機能に

比べて割高で，多くの場合，明らかな害を及ぼしていると，ほとんど確信できるからで

す。また，この橋梁の厚板材は 1 枚板なので，上側と下側から乾燥させることができま

す。小さな中間床桁の導入で，床桁の厚みは 6 インチ（15cm）から 5 インチ(12.5cm)に

薄くすることができます。 

 

初に，事務所の裏側に降りて行って，この厚板を釘付けして床桁にその端部を固定

する 良の方法について，ヒルデンブラントとペインと相談して頂きたい。単なる一枚

板であるので，それを行うことは通常より難しい。通路部の全ての縦桁は，端部を二等

分して接合すべきでしょう。それらの縦桁は，1～2 本の小さなボルトと下側の交叉板で

床桁の上弦材に［判読不能］されることができるはずです。5 インチの厚板を接合した

り，突き合わせたりすることがうまくいくかどうか，貴方の意見を聞かせて頂きたい。

遊歩道部の厚板は，接合するには薄すぎるでしょう。シンシナティ橋の取付け構造が，

良の解になると思います。つまり，片方が小さな丸頭のボルトを上側から差し込み，6

インチ溝形鋼の上フランジの下面で，角型のワッシャーを付けて固定する構造です。ボ

ルトの丸頭は，ほとんど厚板の中に沈め，その穴には硬練りのセメントを充填します。

これは，そのほとんどが覆われる荷馬車通路部には，とても良好な構造となるでしょう。

だが，その構造では，汚れたように見える遊歩道となってしまうでしょう。いまだに，
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その対応方法については，良い考えが浮かびません。ご存知のように，遊歩道の床桁に

は，二重の溝形鋼かＩ型鋼という二者択一となります。二重の溝形鋼の間に松材の充填

片を挟み，厚板を木釘でそれに固定することができるのではと， 近，思いつきました。

Ｉ型鋼であれば，小さなボルトで固定することになります。 

 

北米松材は，樫材ほどひどくゆがまないと思います。遊歩道の厚板材は，非常に長く

て，4 インチ（10cm）以内のとても狭い幅とする必要があります。他の厚板材は，形状

の必要条件として，5 インチ角（12.5cm 角）あるいは 5×6 インチ（12.5×15cm）とする

ことができます（その隙間への詰め物をどうするか。私はあまり考えていません）。厚板

材の端部は，床桁の中心位置で突き合わせる必要があります。それゆえに，正確な長さ

で注文するか，余裕を持たしておいて現場で突き合わせ部分を鋸で切断するのか。どの

程度の余裕を持たせておくのか。全ての厚板にかんなを掛ける必要があるのか。これら

の縦桁は，床桁上で 3/8 インチ（1cm）食い込んでもよい。転び止材は長尺で注文し，そ

の後で合わせて切断すればよい。遊歩道部のハンガーケーブルは床を貫通させます。そ

こには，4 インチ（10cm）では狭すぎるので，2 箇所に 5 インチ（12.5cm）の切り込み

を設ける必要があります。 

 

厚板材，縦桁やその他の材料の長さについては，3 パネルから 5 パネルまでの長さに

する必要があります。・・・木材は，樹液・き裂・割れ・裂け目・風割れ・皮傷と端部の

起伏・節・黒瘤病・作業時の穴等が無く，良好で丈夫で傷の無いものでなければなりま

せん。粗雑な木材や，乾燥して朽ち果てた木材，枯れ材等々は，駄目です。木材は，正

確で完全に鋭い角を有する四角形に，かんなを掛ける必要があります。・・・ 

 

その手紙は，何ページにもわたって同じような様式で続いている。その手紙を書き留めていた

エミリーは，二回も鉛筆を削ったり交換したりする必要があった。その手紙は，口述を書き取ら

せるために相当の時間を必要とし，おそらく彼の症状を考慮すると更に長い時間を要したに違い

ない。全体の記述のうち，ほんの 3 語だけが線を引いて削除されている。その他の部分は，全く

間違いなく書き留められ，再考した形跡もなかった。 

 

 

 

1 月 8 日，執行委員会は新年の 初の会議を開催した。その会議では，J・ロイド・ヘーグから

の申請が検討された。会議の記録によると「ケーブル用の鋼素線を供給する請負者のヘーグ氏は，

契約を保有するための手数料の代わりに，クーパー氏とヒューイット氏の個人的な債務に置き換

えることを許可するよう申請を行った。手数料はその時点で 29,277 ドルに達しており，この申請

は，ヘーグ氏自身の手数料の利息負担を節約するためであった」とのことであった。ヘーグ氏の

申請は却下された。このちょっとした情報は，会議で取り上げられた種々の他の話題の報告と一

緒に，翌日の数社の新聞に掲載された。 
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エイブラム・ヒューイットが，J・ロイド・ヘーグの財産と彼の素線事業に関心を示しているこ

とは，架橋公社の職員や理事の誰もが知っていた，だが彼らの中の誰かが，このことをほんの僅

かでも常軌を逸していると考えたことを示すような記録は残っていない。また，両市の新聞でも，

これについての編集者の論説も掲載していない。ヘーグの一般的に芳しくない個人の評判を述べ

ている記録もなかった。エイブラム・ヒューイットは，何も発言していない。 

 

しかしながら，ユニオン＆アルゴス誌は，執行委員会によって認可された特定の弁護士費用に

関して，別の記事を掲載した。その新聞は，「確かに法律情報は，多かれ少なかれ，架橋公社の理

事会では必要なものである。しかし，その法律情報の入手に架橋公社が月に 7,500 ドルを支払っ

ていること，その法律関連記事を も安く提供できる事務所が，E・M・カレン，H・C・マーフ

ィー，G・I・マーフィーの所属事務所であることの 2 件の事実については，偶然の一致以上の何

かがあるように思われる。ヘンリー・マーフィーが架橋公社の理事長であるため，問題の紳士が，

その相談料として過度の支払いを受け取っており，その独り言に対して少し高い支払いとなって

いることは，そのような立場の影響であろうという印象がある」と書いている。 

 

H・C・マーフィーと G・I・マーフィーは，ヘンリー・マーフィーの息子であった。ヘンリー・

マーフィーは，説明として「彼らは要求にかなう仕事を行っており，その職務に対して，他の一

流会社を越えるような請求は行っていない」と発言していた。 
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いまだに，人生における不幸は，あまりにも特許が無視される

か，否定されるという事実である。世界中で不幸はあり，それも

たくさんある。・・・ 

ジョン・A・ローブリング 

 

部屋の窓から技師長は，早朝から風が強くなっているのを見ていた。吹き付ける雪は，ほぼ水

平で，川面には白波がたっていた。ニューヨークは，かろうじて見ることができた。10 時まで，

規則的な強風が吹いており，橋梁に対する影響はものすごかった。風速は，彼がその後の報告書

に記載しているように，毎時 65 マイル（29m/sec）であった。彼には，施工中のケーブルが子供

の縄飛びのように激しく風に翻弄されているのを見ることができた、 

 

ローブリングには，ブルックリン側アンカレッジから，キャットウォークに上がって行く小さ

い暗い人影が識別でき，彼らが何をしようとしているか理解していた。しかし，彼の場所から，

ストランドがお互いにぶつかり合う鋭い衝突音や，素線が不気味にうなり，笛のような音を出し

ているのは聞こえなかった。橋梁の下側では，その騒音が数街区にわたり聞こえるほど大きかっ

た。主塔から内陸側の渡り作業架台は，下方の家の中の人々が，その固縛が外れて自分達の上に

落ちて飛び込んでくるのではと恐れたほど，激しく叩きつけられていた。 

 

ファリントンは，橋上に向かい，可能な限り素線を固定する作業チームを派遣した。ある説明

によると「彼らが考えても，気持ちの悪い状況であったが，不満の囁きはがなかった」とのこと

である。小さいボースンチェアを携えながら，彼らはキャットウォークを昇り始め，風と雪に向

かって，腰をほとんど“くの字”に曲げて，とてもゆっくり移動していった。橋梁は振り子のよ

うに揺れ，キャットウォークの細い踏板は，氷に覆われていた。しかし，手摺りを掴むことで，

彼らは歩き続けることができ， 終的には主塔に到着した。 

 

その後の 2 時間，彼らはケーブルストランドにぶら下がり，上下に揺れながら苦労して進み，

50 フィート（15m）ほどの間隔でストランドを縛り付けた。その間，風は決してやむことはなく，

彼らのうちの 2，3 人が，河川径間の中央部に到達し，風の完全な矢面に立った時，まるで彼らが

いつでも吹き飛ばされるように見え，彼らの揺れは，ケーブルストランドよりも激しく，壊れそ

うなくらいゆすられていた。 

 

しかし，彼ら全員が戻って来て，誰も文句を言わなかった。ファリントンは記者に「我々の作

業員は，このような状況でも自らの仕事をやり遂げる面で称賛に値する」と話している。またフ

ァリントンは，橋梁自体には被害がなかったと，指摘した。キャットウォークは，一枚の薄板も

失うことはなかった。 

 

暴風は，1 月末日とその冬の残りの間，吹き荒れた。春になると工事は遅延なく進行した。橋
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梁全体が 1880 年までに完成するという見通しを，ヘンリー・マーフィーが喜んで発表したように，

素線の張り渡しは，シンシナティ橋の時よりも迅速に進んでいた。 

 

2 月，ローブリングは，橋梁を通す列車の計画に関して，理事会に報告を行った。彼は「すべ

て，父親が説明したとおりです」と述べた。列車は，ブルックリン側に設置した巨大な蒸気機関

で稼動する循環ケーブルで，牽引される計画となっていた。彼の父親は「それゆえに，これらの

2 本の軌道は，ケーブル鉄道のようにきっちりと，操作もとても簡単に運行できることが，十分

に理解頂けるであろう。その設備には目新しい機能はなく，こみ入った試験も不要である」と書

いていた。父親のローブリングは，効率的な運行速度として時速 20 マイル（32km/h）を提案して

いたが，橋梁の中央部では時速 30 マイル（48km/h）に速度を上げることができ，また絶対的な安

全性の面からは時速 40 マイル（64km/h）さえ可能であると発言していた。各々の列車は，10 両

編成程度で，各車両が長さ 50 フィート（15m）で，100 人分の座席が十分確保できるはずであっ

た。車輛の両側には，乗車用 1 ヶ所，降車用 1 ヶ所の引込扉が設置されていた。扉は車掌によっ

て操作する予定であった。1 台の車輛がニューヨークに向かっている時，別の車両がスピニング

ホィールのように，戻ってくる計画であった。 

 

ロープを絶えず回転させておき，車両が始動したり停止したりする時には，ロープを連結した

り，分離したりする対応も可能であった。ローブリングは「動いているロープに車両を連結する

独創的な装置は，W・H・ペイン大佐が考案したもので，サンフランシスコのシュター・ストリー

ト鉄道で 1 年間以上，順調に稼働しています」と理事会に報告した。ペインのケーブル把握機構

の大きな長所は，車両が急激な牽引力で始動しないような方法でケーブルを捉まえるところであ

った。ローブリングが報告したように，サンフランシスコのケーブルカーは，とても静かで確実

に運行されており，その勾配はイースト川橋梁よりも相当に急であった。 

 

父親の計画は，その時点でも 高の解決策であると思われ，ローブリングは「お話ししたよう

に，現在，実質的にそれらの計画を実行するためのあらゆる手配を整えています」と述べている。

これは，ストラナハンと他の数人がここ数ヵ月に相談し，キンセラがイーグル新聞でほのめかし

始めている計画に，真っ向から反対する発言であることを，彼は意識していた。その計画は，バ

ンダービルトのニューヨーク・セントラル鉄道1と連結して，橋梁上を普通の旅客列車を走らせる

ものであった。そうすれば彼らの表現では，ブルックリンで眠ればバッファローで目覚めるとい

うような運行が可能となるというものであった。ヘンリー・マーフィーのコニーアイランド路線

も，そのような運行から恩恵を受ける可能性があることは，ブルックリンの実業家の間でも話題

となっていた。 

 

ローブリングは，橋梁の勾配が，重装備の機関車以外の列車には厳しすぎるはずであると説明

した。橋梁はそのような列車荷重に対しては設計されていないと述べた。おそらく 2～3 両の軽車

                                                        
1  ニューヨーク・セントラル鉄道は，アメリカ合衆国北東部で営業していた鉄道会社である。ニューヨークに本

社を置き，アメリカ合衆国の北東部のほとんどに鉄道網を広げ，ニューヨーク州・ペンシルベニア州・オハイ

オ州・ミシガン州・インディアナ州・イリノイ州・マサチューセッツ州に路線を持ち，さらにカナダのオンタ

リオ州とケベック州にも路線があった。 
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両を牽引した狭軌の機関車を使用することができるはずであるが，それは，ケーブル駆動システ

ムが処理できる 1/6 の乗客数に減ってしまうはずである。さらに試算では 1 月 31 日のような嵐の

場合，狭軌の車両はすぐに吹き飛ばされるはずであった。ローブリングは「また，とても高い場

所での珍しさに既に十分に驚いている馬に対して，蒸気を吐き，汽笛を鳴らす機関車の影響を無

視してはならない」と書いている。 

 

キンセラは，これら全てのことを，とても丁寧に取り扱っているようにみえた。彼らの議論の

対象が客車の扉の大きさに到達した場合には，大きな進展を遂げていた。もちろん，そのことは

問題ではなかった。本当の問題は，依然として，現場には隠れてかなり進行していた。しかし，

その時点では，架橋公社事務所は平穏な雰囲気であり，実際に橋梁を建設している作業員達の士

気はとても高かった。 

 

3 月の初旬，全装備の USS ミネソタ号2が，橋梁中央部の下側を通過し，船のトップマストの先

端が，ケーブルの 1 本に接触した。マストは大きな音を立てて，旗や揚げ索3と一緒に崩れ落ちた

が，橋梁はまったく損害を被らなかった。キャットウォーク上の作業員は喝采をあげ，自分たち

の帽子を振った。 

 

 

 

ツィードはスペインから帰国して以来，ずっと死にたいと人々に話していた。1878 年 4 月 12

日の朝，彼の望みがかない始めた。 

 

数週間前，法廷からラドローストリート刑務所に戻る途中で，彼は風邪をひき，それが肺炎に

進展して心臓疾患によって悪化した。彼は「彼らは，私に説教を続けることになるだろう」と言

った。その時点の彼は，灰色の沈んだ頬で本当にやつれていて，実質的には独りで，徐々に弱く

なっていた。彼の枕元にいた僅かな人々によれば，ちょうどエセックス・マーケットの時計が，

正午を告げた時に亡くなった。 

 

後になって， 後に彼が言い残したことについて若干の議論となった。そこにいた弁護士は，

ツィードが「私は，ティルデンとフェアチャイルドが今でも納得していることを期待している」

とかすかな声で言い残したと主張した（チャールズ・フェアチャイルドは，その当時，ニューヨ

ークの司法長官であった）。いくつかの新聞は，ツィードが天使のことを話しながら亡くなったと，

報道していた。しかし，彼の秘書で枕元にいた S・フォスター・デューイは，このことを激しく

否定した。「彼は，人生のなかで，天使のことを全く考えたことはなかった」。デューイは，ツィ

ードの 後の言葉が「私は，数件の大きな不正行為を是正することを試みてきた。それだけの価

値のない人々のことを，ずっと我慢してきた。これまで私に悪事を働いた全ての人を許す。私が

傷つけた全ての人々には，私の事を許して欲しい」であったと主張した。 
                                                        
2  アメリカ海軍のフリゲート艦で，1855 年竣工の木造帆船（排水量 3,360ｔ，全長 80.7m，船幅 15.65m，喫水

7.26m） 
3  帆や旗を揚げ下げするためのロープ 
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家族は，ツィードをブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬することに決めた。1 人の年を

とった仲間は「彼が 1870 年に死んでいたら，ブロードウェイは黒い花綱で飾られ，あらゆる軍隊

や市の公共組織の関係者は，棺の後についてグリーンウッドに向かったはずである」と言った。

実際に，葬儀はとても控え目で，家族と数人の友人，おそらく 20 人程度の政治家が参列しただけ

であった。参列した政治家の中には，“正直者のジョン”ケリー以外，有力政治家は一人もいなか

った。わずか 8 台の馬車の行列が霊柩車に続き，五番街からブロードウェイを進み，マンハッタ

ンの先端に向かい，ブルックリン行きのハミルトン・ストリート・フェリーに乗船した。 

 

グリーンウッドでは，ツィードの棺は，20 人のフリーメーソン4会員によって埋葬された。彼ら

はツィードの依頼により“無実の象徴”である子羊の毛皮の白い前掛けを身につけていた。 

 

次の日曜日，トーマス・デ・ウィット・タルメージ牧師は，ブルックリンの説教壇から大声で

「ああ！ なんと哀れなことであろうか！ 青年達よ，その相違に目を向けたまえ。ワグナー豪

華特別車の優雅な仕切客室で，ワイン，トランプカードや従順な案内係に囲まれて，アルバニー

の上院議員事務所に向かっている状況。そして，再び質素な証人席に目を向け，・・・低い鋲が打

たれた部屋を眺め，みすぼらしく小さな薄汚れた法廷に，囚人となって，疲れ切って孤独で，惨

めに裏切られて，病気になり，死にかけて横たわっているウィリアム・M・ツィードの姿を探し

てみたまえ。なんと高い地位から，なんと賤しいところまで落ちたのであろうか！ これまで，

不正行為が引き合わないという真理のそのような具体例は，決して無かった！」と呼びかけてい

た。 

 

しかし，ネイション誌の E・L・ゴドキンは「より多くの知恵のある悪党は，こじんまりした住

居を持ち，人目を忍んで酒浸りになってしまったのかもしれない」と論説した。ピッツバーグの

共和党の実力者である若いクリス・マギーは，ニューヨークにわざわざ出向き，数ヶ月を費やし

てツィードの失脚の原因を調査し，故郷に戻って彼の仲間に，リングを銀行と同じくらい安全に

組織することができ，自分はまさにそれを実行するつもりであると告げた。 

 

ニューヨークの記者から，ツィードとブルックリン橋の事業の着手で彼が果たした役割につい

てどう思うか尋ねられたイーグル新聞の優秀な編集者（トーマス・キンセラ）は「そうですね，

ブルックリンの人々は，タマニーリングの誤りを見つけるための権利を持っておらず，我々が関

与している限り・・・彼らは，橋梁事業を好意的にみており，いつも我々と一緒に，公正かつ自

由に行動しています」と発言している。 

 

 

                                                        
4  フリーメーソンは，21世紀初頭で 500万人以上の会員を持つとされる，道徳的，霊的に共通の考えを持つもの

の友愛団体である。入会の儀式などが秘密であるために秘密結社とされるが，その存在や活動は公表されてい

る。支部は自律的な活動を行い，統一中央組織は存在しない。起源は定かでないが 15～16 世紀に文献に現れ始

め，1717 年にイギリスで支部の大会が開かれて公の活動が始まった。アメリカではベンジャミン・フランクリ

ンやルーズベルト大統領が，またヨーロッパではボルテール，ゲーテ，シラーなども会員だった。 
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6 月 14 日昼 12 時 5 分頃，ニューヨーク側アンカレッジ周辺に住むツィードの古くからの近隣

の人々は，その多くが大砲の爆発音と思ったような突然の音に驚かされ，続いて，大きな引っ掻

くようなシーッというような歯擦音の騒音が聞こえた。ある男性にいわせると，それは，これま

でに聞いたものでいえば流星花火を打ち出すような音に，大変似ていたとのことであった。サウ

ス・ストリートにいた砂糖菓子の行商人は，廻りに落ちてきた石が，あやうく当たりそうになっ

た。橋梁の主塔近傍の上方では，何か頭上でぶつかって跳ね返り，見えないところで崩壊したの

に伴って，1 本の電信柱が 2 つにポキンと折れ，1 本の煙突が家の近くで削り取られた。人々は通

りに殺到した。一説によると，ウォーター・ストリートのダンスホールからの“数人の娼婦”も

含めた人々が，膝をついて祈り始めたようである。橋梁のケーブルはパチンと鳴り，主塔で何か

が発生し，橋梁全体が崩壊しているといわれ，誰も何を信じるべきか分からなかった。 

 

アンカレッジの北側の下部には，胸が破裂し，背中・腕・足が傷ついた男性の身体が横たわっ

ていた。意識不明であったが，まだ生きていた。アンカレッジ天端では，男性が石の上に大の字

になって死んでおり，他に 2 人が近くに横たわり惨めな様子で苦悶していた。アンカレッジの上

で，片方の手の小さな擦り傷以外の怪我を負わなかった唯一の男性が，機械工長の E・F・ファリ

ントンであった。 

 

ファリントンは，第 60 本目のストランドをサドルに降ろす作業を監督していた。そのストラン

ドは，1～2 日前に張り渡しが完了していたものであった。午前中，約 30 人の作業員がアンカレ

ッジの上で作業していたが，昼の休憩になったとき，ストランドの正規位置までの降下を補助す

るために，作業員の数人だけを残していた。トーマス・ブレイクは，全ての作業が 後まで正し

く進むことを確認するため，滑車の近くのストランドがシューに固定されている場所に立ってい

た。ハリー・サップルとファリントンは，そこから 4 歩ほど前側で，アンカーバーの前端の両側

に立っていた。そこは，上流側ケーブルの完成したストランドが取り付けられる場所であり，新

しいストランドは，その位置に設置されることになっていた。マクグラースとアルベルグという

2 人の他の作業員は，ブレイクのちょうど向かい側にいた。 

 

すべての準備ができたとき，ファリントンは，ブレイクに留め具を取り外すように告げ，その

指示は，ストランドを緩ませ始めるように背面側巻上げエンジンへ伝えられた。ストランドを引

きとめている鋼製の“降下用ロープ（fall rope）”が滑車によって移動し始め，ストランドが前方

へ動き出した。作業員のひとりが「降下用ロープの一箇所が切れている」と大声で叫んだ時，ス

トランドは 4 フィート（1.2m）程移動していた。しかし，その言葉を速やかに彼の口から発する

ことができず，全体の作業は進められた。降下用ロープは，耳をつんざくような爆発音を出して

破断した（図-20.15）。 

 

一瞬にして，全てが終わっていた。ファリントンは何かに倒されたが怪我はなく，周りを見回

すと，降下用ロープのギザギザとなった端部だけが残っているのを発見した。ブレイクは死んで

                                                        
5  The New York Illustrated Times, June 29, 1878. 
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いた。マクグラースとアルベルグは，ひどく出血し，明らかにひどい苦痛と戦っていた。残りの

ロープ・滑車・ストランドは，消えていた。そして，ハリー・サップルも姿が見えなくなってい

た。 

 

ブレイクは，どうやら即死のよう

であり，十中八九，飛んできたシュ

ーが当たったと思われた。サップル

はロープに打たれて，アンカレッジ

から跳ね飛ばされて，施工ヤードま

で 80 フィート（24m）を落下してい

た。ロープはアルベルクを打ち倒し，

マクグラースの足元を捕らえて両足

の靴を裂き開き，サップルのように

投げ飛ばしたが，違う方向に，石積

みの天端上を 20 フィート（6m）投げ

飛ばした。 

 

ストランドと，それに引きずられたあらゆる物が，空中に投げ出された。1 回のとても大きな

投げ出しで，主塔の後ろ側の橋梁施工ヤード，少なくとも 500 フィート（150m）まで，それらが

落ちてきた。その激しい投げ出しでは，一軒の家の笠木・電柱 1 本・煙突 1 本を除き，何も倒さ

ず，誰も傷つけなかった。橋梁施工ヤードでは，１本の石杭の上に落下し，そこに停泊していた

数隻の船舶を破壊した。日光にあたりながら昼食を楽しんでいた作業員のグループには，かろう

じて当たらなかった。すぐに，ストランドの中間のすごい重量が，ストランドの端部を主塔の天

端に向かって急上昇させた。そして，ストランド全体が川の中に飛び込んでしまった時，しぶき

は上空 50 フィート（15m）に噴き上げ，突如立ち上がった壁のように岸から岸まで拡がって行っ

た。ストランドは，フルトン・フェリーの乗客がびしょ濡れになるほど，かなり近くに落下した

が，誰も怪我をすることもなく，接触した船舶もなかった。 

 

あらゆる騒ぎが鎮まり，何が起こったのかが明らかになった頃には，それが奇跡に近かったと

言われるほどの状況であったことを，誰もが認識した。 

 

2 年前の夏に大胆な綱渡りによる手柄をたてたハリー・サップルは，意識を回復することなく，

24 時間以内に亡くなった。すぐに数社の新聞が，その破断したロープはベッセマー鋼で製造され

たものであり，ローブリング社で製造されたものであることを，報道した。両方の主張とも真実

であった。 

 

何が起こったのかの説明はなく，マーティンとペインは記者に対して，サップルが落下したア

ンカレッジの現場の周りを見て回るように告げた。ヘンリー・マーフィーは，事故の一報を受け

てブルックリンから急いでやってきて「記者の皆さんが希望するのであれば，アンカレッジの天

図-20.1 降下用ロープの破断事故 
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端に上がって自ら周辺を見て歩いてください」と告げた。架橋公社には，隠すことは何もなかっ

た。しかし会社は，考えられそうな原因説明を行うことを拒否した。そのロープは，まさにその

同じ目的のために，これまでにおそらく 15 回ほど使用されており，許容荷重の 6 倍の強度に対す

る試験が実施されていた。 

 

さらに数日間をかけて，技術者達は自らの調査を完了させ，その原因を把握して，少なくとも

彼らは納得していた。「そのロープは，多くの滑車の中を通っており，その 1 箇所の滑車の鋭角部

分がロープに食い込み，破断するほどひどく損傷させた結果，ロープがどういうわけか外れてし

まったようである」と説明した。死亡したブレイクはこれを見ていたはずであるが，今となって

は明らかにすることはできない。鋼製ロープが原因ではなく，おそらく，ブレイクにさえ全く落

ち度はなかったはずであった。それは偶然に発生する事象の一つであったというのが，全員の一

致した結論であった。 

 

それでも，その出来事は，人々にすぐには忘れられないような不安を覚えさせ，橋梁について，

多くの人々がこれまでよりも懐疑的に発言するような状況を生み出した。工事の進捗は，順調で

あった。ファリントンは，事故の日の午後には仕事に戻り，他の仕事の監督をしていた。しかし，

批評家達は，その時点でますます声高となり，その数も増えてきていた。工事が 終段階に近づ

くにつれて，ローブリングの気苦労の負荷は減ってきたと思われていたが，逆にこの事故で，こ

れまでよりさらに大きくなってしまった。 

 

僅か 1 週ほど前，ニューヨークのワールド新聞は“橋梁が失敗であるかどうか”という大きな

見出しで疑問を投げかけた。新聞は，「約 900 万ドルを投資して， ニューヨークとブルックリン

の人々は，数多くのうんざりするような疑惑と，2 基の石製主塔とその間にぶら下がる数本のワ

イヤー以外，何も得るものはなかった」と主張していた。タイムズ誌は「橋梁に投入された全て

の投資額があれば，人々に対して一生の間，フェリーを無料で提供できたであろう」と主張して，

その批判に加わった。 

 

しかし，はるかに深刻な事は，古くから橋梁に対する熱意を育

んでいたタマニー・ホールで，育ってきた敵対心であった。タマ

ニー派の新しい首領である「正直者のジョン」ケリー（図-20.26）

は，ツィードやコナリー，スウィーニー等とのあらゆる過去の関

係を否定することを切望し，うわさでは，橋梁にどれほどの費用

がかかるかを懸念していた。彼は，ニューヨーク市が橋梁にこれ

以上の事業費を投入することを，拒否することがあり得ると発言

していた。架橋公社理事の何人かをタマニー派の人物に交替させ，

ボス・マクラフリンを支配するための政治工作以外の何物でもな

いと，多く人々が考えるような動きが見られた。 初はケリーが

そこまで本気であるとは，誰も思っていなかった。しかし，ニュ

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Kelly.png （参照日 2016-07-14） 

図-20.2 ジョン・ケリー 

（1822～1886） 
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ーヨークからの 50 万ドルの分割払込金は，すでに 3 ヵ月未払いとなっていた（ブルックリンは，

予定通りに 100 万ドルの責務を果たしていた）。ケリーは，ほんの数年前まで橋梁の“友好的な擁

護者”と見なされていたが，その時には，橋梁が適格に管理されていることが確実になるまで，

ニューヨーク市の払込金を保留するというような公的な見解を作り出していた。罪のない労働者

の命を奪って世間をあっと言わせた事故は，彼の“深刻な懸念”を悪化させただけであった。 

 

キングズレーとストラナハン，ヘンリー・マーフィーは，ケリーの認識不足を主張することも

なく，その課題について熟考するなどの配慮もしなかった。しかし，ヘンリー・マーフィーは「法

律上では，ニューヨークがその財政的な責務を果たすことを義務づけているので，そのことにケ

リーが固執する場合には，彼を法廷に呼び出すことになるであろう」と発言していた。マーフィ

ーは「問題の一環は，あまりに多くの人々が未だにこの種の橋梁の先行きを理解できずに，評判

が欲しいだけの二流の技術者から，根拠のない多くの愚かな説明を聞き続けていることである」

と言っていた。彼は「それは，左右に揺れもしないし，上下に振動することもない。それが“大

きな流れ”であり，確実で変動しないものである」と言った。ケリーは「信頼できる筋から，も

う一基の巨大な橋脚が，橋梁の中央径間を支持するために，すぐに必要になるだろうと聞いてい

る」と主張した。またケリーは「この他に，その橋梁がイースト川における貿易を潰してしまう

と予測しているエイブラハム・ミラーや他の人々の論拠について，大いなる関心を持って聞いて

いる」とも発言した。 

 

おそらく，ワシントン・ローブリングは，川を見渡せる静かな部屋で，シンシナティ橋梁で同

じような問題が持ち上がった時，彼の父親が書き遺したことを思い出していたのであろう。ジョ

ン・ローブリングは「私は，橋梁が航行の邪魔になると正直に信じている人々に対して，全く危

惧していないが， も恐れるのは，揚げ足取りの反対勢力である」と述べていた。 

 

6 月末，ニューヨークはその支払いに依然として応じていなかった。7 月となり，その月が終わ

っても，まだニューヨークからの支払いはなかった。8 月の 初の週，理事が月例会議に集まっ

た時，すぐに何かを実施する必要があることは明らかであった。現金が手元にほとんど無くなっ

ていた。 

 

1878 年 8 月 10 日土曜日の仕事日の締めに，マーフィーは自分の唯一の行動方針として検討し

た結果を行動に移した。ストランドの架設を除き，工事を中断することにした。およそ 100 人の

作業員は継続して雇われたが，約 600 名の作業員が解雇された。 

 

いまだに景気が悪く，仕事が不足して時期であった。600 人の作業員の突然の解雇という考え

と，未完成で立っている巨大で費用のかかる公共工事は，マーフィーが十分に認識していたよう

に，市民には十分理解されていないようであった。彼は「決断は全く自分だけの考えである」と

述べている。彼は，このまま工事を続けて架橋公社を破産させたくなかった。また，ニューヨー

ク市との今回の問題がきっぱりと解決するまで，ブルックリン市がこれ以上の資金を投入するの

を見たくはなかった。 
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ケリーは「現時点で私は，橋梁が結局のところニューヨークに良い面をもたらすことはほとん

どなく，また，市がそもそも財政面を含めて，そのような橋梁を建設することは大きな間違いで

あったと，確信している」と発言していた。また，その建設費が当初の協定で計画された額を上

回っているので，ニューヨーク市はその協定内容に，もはや法的にも拘束されることはなかった。

彼が関係している限り，その問題を裁判所で解決することを，とても望んでいたはずである。だ

から，ブルックリンでの気分が盛り上がり続けたとき，彼は抵抗したのであった。 

 

 

 

ヘンリー・マーフィーは，降下ロープの破断事故についての釈明や，新しく手に入れた権力を

試している“正直者のジョン”ケリーへの対応と並行して，単独で，1878 年のその夏の間に処理

できる全ての問題に対応しているように思われた。だが，これは話の本筋ではなかった。なぜな

らば，7 月 22 日，マーフィーは非公式に，橋梁の取引案件を管理してきた彼の 9 年間のなかで

も衝撃的な情報と思われる事実を知らされたのである。 

 

彼は技師長から，ケーブル素線の請負者である J・ロイド・ヘーグが，途方もない不正を働いて

いることを知らされた。 

 

偽装は，早くも 6 月中旬に技術者達に察知されたが，7 月 5 日まで実質的な証拠が見つからな

かった。4 日後に全体の状況が明らかになったとき，ローブリングはマーフィーに宛てて，何が

行われてきたかを暴露する長い手紙を書いた。だがヘーグの不正が揺るぎないことを，完全に確

かめるために，その手紙を送ることは 2 週間日延べされた。だから，マーフィーが 22 日に受け取

った手紙には，7 月 9 日の日付が入っており，それには次のようなことが述べられていた。 

 

「この人物［ヘーグ］に対する既知の評判から，私は当初より，彼が製作させたあらゆる
．．．．

素線

リングに対する試験が必要であると考えていました・・・」（ローブリングが計画したように，10

本毎に１回の試験ではなく）。また，ローブリングは，ペインと他の関係者に対しても，ヘーグが

おそらく検査官を買収しようとするはずであり，失敗に終わってもヘーグが行ってきたことは明

確であると，警告してきた。 

 

しかし，ローブリングはヘーグがしそうなことを予想していたので，ヘーグは別の策略を試み

た。素線の検査はペインと彼の助手達によって，大西洋ドックの近くのレッド・ロックにあるヘ

ーグの大きな煉瓦造りの工場で，実施されていた。一旦，素線が検査を通過したら，それは荷馬

車に積まれて橋梁に届けられた。しかし 6 月に，検査で不合格となった素線も，やはり橋梁に納

品されていることが判明した。合格した素線が一晩工場内に保管され，夜が明ける前に不合格と

なった素線に差し替えられて，それが橋梁に納品されていた。その不正は，合格した素線に密か

に目印をつけることで発見された。ヘーグはその発見を知らされ，厳重注意を受けた。ペインは，

それ以上のことはないと約束したが，疑いは拭いきれなかった。その時以来，その日のうちに納
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品できる素線を上回る検査は，行わないルールに変更された。 

 

しかし，その少し後，不合格となった素線の大きな堆積は，毎日の検査で不合格となった素線

の環で増加するはずが，着実に減っていることが判明した。粗悪な素線は，明らかにどこかに運

ばれており，それが橋梁に運ばれているのではと推察された。だが出発する全ての荷馬車の積荷

は，合格した素線だけを運ぶことを確かめるために慎重に監視されており，どのようにして行わ

れていたのか？ その方法では，運搬の途中のレッド・フックと橋梁の間のどこかで，荷馬車の

積み荷を積み替える必要があると，技術者達は判断した。 

 

ローブリングは「それゆえに，7 月 5 日の朝に一人の見張りを配置した結果，その策略が露見

しました。素線の荷馬車 1 台分の積み荷は，検査証明書とともに検査室を出発し，橋梁に向かう

代わりに別の建物に向かい，その場所ですばやく積み荷が降ろされ，不合格となった素線の積み

荷と置き換えられて，同じ検査証明書とともに橋梁に向かいました」と書いている。 

 

これらの素線の環が橋梁に到着した時，それら 80 本の全てについて，直ちに検査が実施された。

全数中で基準に達していたものは，たった 5 本だけであった。 

 

2 日後に，ヘーグの関係者が，再び同じことをやろうとしているのが見つかった。今回は，ペ

インと他 3 人が塀の後に隠れ，合格した素線の積み荷を降ろして，不合格となった素線に積み替

えるところを監視していた。そこでは，合格した素線が工場から出荷されたときの積み荷の重量

に一致するように，すべての不合格の素線について，とても慎重な重量測定が行われていた。そ

の後，合格済みの素線は工場に戻され，そこで，もう一度検査官に提出された。検査官は，それ

が新しい素線であると思い，はじめからもう一度それを試験して，それに新規の検査証明書を与

えて出荷させるという，同じ手続きを繰り返していただけであった。 

 

ローブリングはマーフィーに「この事件の悩ましい点は，橋梁に納入された不合格の素線すべ

てが，ケーブルに組み込まれてしまっており，それを取り除くことができないことです」と告げ

た。ローブリングは，ヘーグがどれくらいの期間にわたって卑劣な陰謀を実践していたのかにつ

いては，言及できなかった。「我々は，それが 2 ヵ月間，行われていたことは承知していますが，

それよりずっと以前，今年の 1 月頃から行われていた可能性があります」。検査官の記録によると，

約 500 トンの素線がその時点までに不合格となっていた。このほとんどが，ケーブルに組み込ま

れてしまったと，ローブリングは推測していた。正確な量を確定することがとても難しいとロー

ブリングは述べていた。「スパイや刑事として教育されていない技術者は，悪党には太刀打ちでき

ません」 

 

ローブリングは，当面の間，馬に乗った監視者が，ヘーグの工場から橋梁まで各々の素線の積

荷に同行するように指示した。また，ペインに対して，不正の及ぶ範囲が更に入念に調査される

まで，ヘーグの毎月の見積書にサインすることを保留し，それによって，ヘーグが更に多くの支

払いを受領するのを防止するように命じた。 
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ローブリングは「これは，私が技師長をしている 9 年間で初めて目に触れた，計画的で，反論

の余地のない不正の事例でした。私は，理事会にそのことを滞りなく公表するよう要請しました」

と述べている。だが，ローブリングが手紙に同封したマーフィー宛てへの簡潔な添え状では「・・・

将来，強度不足がケーブル内で発見された場合には，公社理事会に，それがケーブル内に組み込

まれて残ってしまった責任を取って頂きたい」と，かなり違った点を指摘している。そして，こ

の要請は，不正自体と同じくらい深刻に，マーフィーを悩ませたと思われる。 

 

マーフィーは，3 日間をかけて，ローブリングへの返答を書き上げた。彼の懸念は，とても大

きく十分に明確であったが，本能的な警戒心もあった。マーフィーは「そのような対処は，理事

会が被った本当の損害をもっと適切に認識するまで，また，ローブリングが考えている技術的な

修復策について，私が明確に理解するまで，行うべきではない」と述べていた。それは，法律家

の書簡であった。マーフィーは「私は，ペイン大佐からの報告を，とても心配して待っていた。・・・

彼には，手元にあって未使用の素線について，その再試験を実施してもらった。それはヘーグ氏

の行為に関して疑惑が浮上し，主ケーブルの中に，我々に押し付けられた不合格の素線が存在す

る可能性が浮上したからである。我々は，確定的な方針をとる前に，我々は損害の本質と範囲を

知るべきであり，工事自体に限っては，その根拠について貴方からの明確な勧告を受けるべきで

あることは，当然のことである」と書いている。一方で，マーフィーは，ローブリングが理事会

にどのように責任を取らせることを考えているのかを，知りたがっていた。 

 

ローブリングは「主ケーブルで発見されるあらゆる強度不足の責任は，旧理事会にあります。

それは，商業面でも他の面でも何ら信頼の無い人物と，主ケーブルの素線のような重要な契約を

結んだからです。また，現理事会がヘーグ氏との契約を直ちに打ち切ることができないとすれば，

現理事会も同様の責任を負う必要があります・・・」と答えている。おそらくローブリングは，

マーフィーの立場への配慮や同情から，素線の契約を締結する前に，彼にヘーグについてかなり

明確に十分に警告していたことについて，注意することはなかった。 

 

ローブリングは，1 週間の猶予を与えれば，クリーブランド・ローリング・ミル社あるいは，

ウスターのウォッシュバーンズ社が，主ケーブルを完成させるために必要な全素線を納入できる

と述べて，マーフィーを安心させた。価格はほとんど同じであり，品質は信頼することができる。

ヘーグに関して，理事会と技術者には，ケーブルへの損害を評価し，使用不適と判定された素線

の価値を定めるよう指示すべきである。その後，その金額を，現時点で安全措置としてヘーグへ

の支払いを保留している金額から差し引くべきである。ローブリングは「これが，悪徳請負人に

対する正当な対処法です」と述べた。 

 

だが理事会は，その処置を行わない選択をした。実際に，理事会はヘーグ氏について全く何も

しないことを決定した。まったく嘆かわしい事件は，とても手際よく静かに，人目から遠ざけら

れることになった。 
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理事達は 8 月 5 日午後にいつもの月例会議に参集した。その議事録には，理事長が技術者ロー

ブリングからの手紙“ケーブル素線の請負人によって実践された詐欺容疑に関して”を読み上げ

たとだけ記録されている。そして，その問題に関して何らの新聞発表もなかった。しかしながら

数年後に，ウィリアム・マーシャルという 初にヘーグとの契約承諾に反対票を投じた理事の一

人は，ペインがその日の午後の理事会に出向いて，ヘーグが行っていた全容を語ったと，発言し

ている。マーシャルは「その時，私はローブリングの提案に賛同し，市民に事件の全体の経緯を

知らせるように委員会で発言したが，覆ることはなかった」と述べている。 

 

イーグル新聞の記事によると，理事会に引き続いて，執行委員会が開催されたようである。新

聞には「その執行委員会は 6 時まで続けられたが，議論された主題が出席者から漏らされること

はなかった」と掲載されている。しかし，マーシャルは「ヘーグ自身がこの理事会に現れて，橋

梁関係者を欺こうとした意図をまったく否定し，問題となっているかもしれない金についても，

全く執着していないふりをしていた」と発言している。ヘーグは「私は，理事会が私に関する質

の悪い意見を受け入れることのないように，願っています」と発言したようである。その部屋の

中で数人の理事が「意見はもっともである」と応じた。ヘーグは「それは残念です。私が恐れて

いたのはその点であることを，ご存知でしょうか？ 実際に，私が恐れていた唯一の点が，その

ことです」と明言した。ヘーグは，その間ずっと“冷静沈着な厚かましさ”で話していたと，マ

ーシャルが述べている。 

 

興味深いことに，架橋公社に保管されている記録には，その日の午後に開催された執行委員会

についての記述は，残されていない。 

 

翌朝，ローブリングは，マーフィーが送ってきた数件の疑問に答えるために，再度マーフィー

宛てに手紙を書いた。手紙のほとんどの内容は，現状のケーブル強度に関する技術的な説明で占

められていた。その時点でローブリングは，約 221 トンの不合格の素線が実際に架設されてしま

ったと仮定していた。しかし，手紙の 後で，ローブリングは，主ケーブルは 6 倍の安全度の余

裕を持たせて設計されていること，すなわち，本来必要とすべき 6 倍の強度を有していることを，

マーフィーに再認識させた。そして，ローブリングの 1877 年 1 月の報告書では“ケーブルの製造

において想定されるあらゆる不完全性”のために，そのような余裕を設ける必要があると詳しく

述べたことを，マーフィーに再認識させた。そのため，ヘーグの粗悪な素線を橋梁に張り渡した

としても，主ケーブルは少なくとも 5 倍の安全度の余裕を有しており，供給された粗悪な素線を

これ以上使用しなければ，まったく安全であると考えていると，ローブリングは結論づけている。 

 

その問題に関するローブリングの意見は，マーフィーや明らかに他の理事達を，とても元気づ

けた。その時点で，全く不愉快な取引は，とても都合よく忘れることができた。早速，その翌日

の 8 月 7 日に理事会が招集された。会議が散会するとき，理事長は「そのような状況や条件を踏

まえ，理事長が周囲の事情を適切に判断して，巨大なケーブルを完成させるために必要な素線に

ついては，ヘーグ氏との契約を継続する」ように指示された。 
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まさに，まるで何も起こらなかったようであった。新聞は，これについて何ら言及することは

なかった。市民は，事件をまったく知らないままであった。 

 

しかしながら，技師長は，その問題についていろいろと多くの事を見直した後，施工済みの粗

悪な素線の計算上での強度不足分を補うため，請負者が自費で，主ケーブル用の良質の追加分の

素線を供給しなければならないと決定した。その結果，各々のケーブルは，当初計画より約 150

本多い素線で構成することとなった。 

 

 

 

妻が記録していたワシントン・ローブリングの個人日誌から，その全容を明らかにするような

数件の情報が浮かび上がってくる。ヘーグの坩堝鋼素線の当初の試供品は，誰か別人が造ったも

のであり，一方，彼が納品したかなりの割合の素線は，結局ベッセマー鋼であったが，架橋公社

には坩堝鋼の値段で取引された。ローブリングは，ヘーグがこの僅かなごまかしだけで 6 万ドル

の純益を上げ，彼の仕入先からも数十万ドルをだまし取ったと推定していた。全部で，ヘーグの

不法な利益は，30 万ドルにのぼったようである。 

 

数年後に橋梁が完成し，ヘーグの詐欺の話が漏れた時，急進的な経済学者のヘンリー・ジョー

ジ，進歩と貧困との矛盾を解決しようと試みた学者は，その時代の善悪の典型的な事例として，

その橋梁のことを次のように書いている。 

 

我々は，50 年前では想像もできなかったような申し分のない調子で，機械化を進めて

きたが，政治的腐敗の前で，我々は，馬鹿者と同じように無力に見える。イースト川橋

梁は，機械化された技術の 高の功績であるが，それを建設するために，ブルックリン

の指導的な市民は，ニューヨーク市会議員を買収するために，カーペットバッグに 6 万

ドルを詰めてニューヨークに運ぶ必要があった。偉大な橋梁を考え出した人間の魂は，

発狂して破壊され，寝たきりのままの体となって監禁され，望遠鏡で覗いて，橋梁が成

長するのを見守っただけかもしれない。それにもかかわらず，巨大な構造物の重量は，

とても詳しく評価され，調整されている。だが，技術者の腕では，不良品の素線が主ケ

ーブルの中に密かに持ち込まれることを，防げなかったのかもしれない。 

 

何が起ころうと，ブルックリンのイーグル新聞は，その主要テーマ“達成”から進路を変える

ことはなかったようである。 

 

毎日，フェリーを利用する数千の人々は，河川上の両側にそびえ立つ堂々とした主塔

を見上げ，主塔間の空中に張り渡されるストランドに注目しているが，巨大な構造物の

主ケーブルの製作が，完成に近づいていることを実感することはほとんどないであろう。

しかし，それは事実であり，大成功のうちに，寒い季節となる頃には，完成した４本の

巨大なケーブルを眺めることができ，上部構造すなわち橋梁の道路部分の建設準備が整
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うことになるであろう。主ケーブルの製作は，暑い時も寒い時も，嵐の時も凪いだ時も，

素線の上に素線を重ね，ストランドの上にストランドを重ねるという着実で忍耐強い作

業であった。そして，現在，巨大事業のこの段階が終わりに近づき，別の建設作業の段

階がもうすぐ現れる。 

 

この大規模事業ほど，政治的な陰謀，破産状況，労働不安，悪意のある流言，明らかな失望の

種などの大変多くの話が，偽って伝えられたものはなかった。 

 

ケーブル架設の進捗は，実際にはとても順調であった。70本のストランドがこれまでに完了し，

残り 6 本を架設するだけの状況となっていた。 

 

当時，ストランドがどのように 1 本のケーブルに配

置されるかにについて興味を持った素人に示すために，

提示された説明は，7 枚のニッケル硬貨（5 セント硬貨）

が利用された。1 枚を中心に配置し，その周りに 6 枚

を全部が触れるように配置し，その後，6 枚の外周に

12 枚を配置するものであった。これは全く正しい配置

を示していたが，それは，所定位置に配置される 初

のストランドが中心（中央のニッケル硬貨）であり，

その後で 6 本がその周りにぎっしり詰められ，さらに

12 本が詰められるという説明は，やや誤解を招くもの

であった。説明はどうあれ，ケーブルのストランド配

置（図-20.37）は，そのような順番では行われなかっ

た。ストランドは，4 組の異なる階層で並べられてお

り，そしてこれらはとても独創的なパターンで配置さ

れていた。ストランドは，中心のストランドから外側

に向かって組み立てるのではなく，他のストランドの上側に１本ずつ，建物のブロック積のよう

に積み重ねられ，更に主ケーブルとして求められる円筒形の状態になるように徐々に絞り込まれ

ていった。第 1 階層は，5 本のストランド（1～5）で構成され， 下段を構成する 3 本のストラ

ンド（3 本のうちの中央のストランドは 初に設置されたストランドである）と，その上側で 2

段目の半分を構成する 2 本のストランドである。第 2 階層も 5 本のストランド（6～10）で構成さ

れ，2 段目の両端に 1 本ずつ（2 段目は合計 4 本），その上側の段に 3 本が配置された。そして，

第 3 階層も同様に 5 本のストランド（11～15）からなり，3 段目の両端に 1 本ずつのストランド

を，2 本はその上の 4 段目の中央部に，もう 1 本はその上側（5 段目）に配置された。 後の 4 本

のストランド（16～19）で構成される第 4 階層は，第 3 階層のストランドの上側の 3 本の両側に

2 本ずつ重ねられた。 

 

その配置はまったく独創的なものであり，それは全面的にローブリングが創り出したものであ

                                                        
7  The Brooklyn Bridge, Harper's Monthly 1883 

ストランドの段積 

 １階層  2 階層  3 階層  4 階層 

図-20.3 ストランド配置 

1 2

6 4 5 7 

3 

13 9 8 10 14

16 11 12 17 

18 15 19 
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った。彼の妻は「そのことは，イースト川橋梁には新しいものは何もなく，ローブリング大佐は

単に父親の計画に倣っているだけであると批評していた平均的な三文文士を喜ばせました。実際

には，工事全般に渡って，新しく，確かめられていない問題が，いつも発生するような状況でし

た」と書いている。彼女の説明によれば，彼が考案したストランドの配置は絶好の例で，ケーソ

ンで実施したウォーターシャフトの方式や，二重構造のアンカーバーの採用が，それに相当して

いる。そのアンカーバー構造は，そのように巨大なケーブル（初期の橋梁では，ケーブル 1 本は

7 本ストランド構成でありで 19 本構成ではなかった）で必要となる多数のストランドを処理する

ために必要な構造であった。 

 

全て作業の中で，ストランドの調整は， も面倒で時間のかかる作業であることが判明した。

完成したケーブルの強度は，厳密には，個々の位置に設置された各々のストランドの強度に依存

していた。それらのストランドの位置は，ケーブル内で異なった高さ（例えば，1 番目のストラ

ンドと 上部のストランドの間では，約 15 インチ（38cm）の違いがあった）にあるので，スト

ランドの長さは変化させる必要があった。ある雑誌の記事では「各々のストランドは，数学的な

精確さで，それ自身の固有の長さと曲線で設置される必要がある。もし，ストランドが本来の位

置に対して，わずか半インチ（1.3cm）長すぎたり短すぎたりする場合には，他のストランドに比

べて，緩すぎたり，緊張しすぎることとなり，それらが一体となって堅固に結合し，一緒に均等

に引っ張ることが不可能になってしまう」と説明している。 

 

理論的には，これは単に数学的な問題であった。だが実際には，競合する多くの変動要因があ

り，ちょうど個々の素線を張り渡す時のようであった。温度は，前と同じように，主要因であっ

た。日中の通常の温度変化でさえ，ストランドの長さは，時間によって滅多に同じになることは

なかった。また，更に問題を複雑にするように，日光の当たり方によって，ある径間が他の径間

よりも多くの影響を受けることがあった。一本のストランドが影になり，一方で他のストランド

に目一杯の日光が当たる場合があったのかもしれない。一本のストランドに日光が垂直に当たり，

一方で他のストランドには，更に斜めの角度で当たった場合もあったのかもしれない。だから，

ストランドの調整作業は，風が吹き上げる日のような日光が強い時間帯には難しかった。 も順

調に進捗したのは，天候が穏やかで少し曇っている時，あるいは，夜明けから日の出までの時間

帯であった。 

 

技術者達の検討結果では，ケーブルストランドの主塔からのたわみ量は，華氏 50 度（10℃）で

127.64 フィート（38.904m），華氏 90 度（32.2℃）で 128.64 フィート（39.209m）となり，華氏 1

度あたり約 1/3 インチ（8mm）の変化であった。ケーブルストランドの高さに，一日の間で半フ

ィート（15cm）の変化が発生するのも珍しくなかった。 

 

そのような状況が進行し，主ケーブルは，他の 2 本に先立ち，下流側 2 本が数週間かけて調整

され，ラッピング機械を用いて，数人で実施する作業に引き渡された。各々のケーブルが 1 本の

しっかり詰まった形状となるようにストランドを束ねる処理は，そのケーブルに端から端まで鉄

線を堅く巻き付ける必要があった。その作業は主塔から開始され，ラッピングマシンを利用して，
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河川径間の中心と各アンカレッジに向かって，ケーブルを下りていくように進められた。したが

って， 終的には，16 台の機械が稼動することとなった。 

 

初に，強力な鉄製クランプを使って，ストランドをきっち

りした円筒形（図-20.48）の状態にした。クランプは 2 個の半

円形で構成され，これを合わせるとケーブルの所定の直径の円

筒を形成するものであった。そのクランプは，ストランドを圧

縮するために堅くネジで締められた。そのすぐ後方にはラッピ

ングマシン（図-20.5，図-20,69）が続いた。ラッピングマシ

ンは，鉄製の円筒で，長さが約 16 インチ（41cm），半円形の

金具をケーブルの周りで合わせてボルト締めした鋳物製の円

筒であった。その円筒は，鉄線を巻いたリールでケーブルを取

り囲んだもので，鉄線は，ドラムから，円筒形の後端に取り付

けられた円盤の孔を通り，小さなローラーで方向を変えて，ケ

ーブルに向かって巻戻される構造となっていた。そのリールに

は，その周りに，船の操舵輪のような取手がついていた。作業

員は，バギー車という大きなトロリー用の車輪でケーブルから

懸垂された小さな足場に乗り，これらの取手を回転させると，

                                                        
8  Scientific American, New York, May 18, 1878. 
9  Scientific American, New York, November 9, 1878. 

図-20.4 スクイズ作業による円筒断面へのケーブル整形 

ケーブル整形クランプ 

図-20.5 ラッピングマシン 
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それによってリールが回転し，鉄線が，ケーブルの外側に糸巻の糸のように堅くて緊密に巻き付

けられて行った。一旦，ラッピングマシンがクランプに到達すると，クランプを前方に移動させ

てマシーンを再び前進させた。ケーブル全長を締着して覆い終るまで，その作業が繰り返された。

その後，ケーブルには，油が塗られ，白いペンキで塗装された。 

 

この施工方法は，順調で何事もなく進んでいたが，一度だけ，外国に向かう完全装備の船の艦

長が，一番高い帆柱を縮小することを怠った時に，危機一髪があった。河川の中央部で作業をし

ていた 1 台のバギー車の作業員達は，船が間際に近づくまで気づかなかった。その後，作業員達

が上側の巨大なケーブル上に，はい上がった直後，船がバギー車に接触し，バギー車をひっくり

返し，空中に作業道具類をシャワーのように放り出した。 

 

その時点では，冬になる前に，ケーブルを完成させケーブル被覆を行うために，ものすごい突

貫作業が続けられた。その作業には 3 ヵ月ほど掛かると見られていた。次の段階は，道路部分を

吊り下げるハンガーケーブルを施工する予定であった。 

 

 

 

図-20.6 バギー車に載って行われたケーブルラッピング作業 
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ケーブル被覆素線の契約は，夏の始めには J・ロイド・ヘーグに決定していたが，9 月，ヘンリ

ー・マーフィーの指示で黙って変更され，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社との契約にな

っていた。変更についての説明はなかった。利害対立をしているチーフエンジニアに関して，意

見が出ることはなかった。イーグル新聞は黙ったままであった。エイブラム・ヒューイットも黙

ったままであった。 

 

1878 年 10 月 5 日，市庁舎の時計が午後 4 時 45 分を指した時， 後の素線が張り渡された。ケ

ーブル架設が始まっておよそ 1 年 4 ヵ月後，すなわちローブリングが予想したより 8 ヶ月も早か

った。E・E・ファリントンは「この待ち望んだ状況には，汽笛が 1 回鳴らされ，ブルックリン側

主塔に合衆国の国旗が掲揚された以外，誇示されるようなことはなかった」と記録している。1

日で架設された素線の 大長は，88 マイル（142km）であった。白いスピニングホィールは，こ

れまでに河川上を約 2 万 3 千回横断したが，もう横断することはなかった。イーグル新聞は「終

わりは，もうすぐである」と報じた。だが 1 ヵ月後，ケーブル被覆が半ばまで出来上がらない状

況で，ヘンリー・マーフィーは，作業を全面的に中断しなければならないことを公表した。“正直

者のジョン”ケリーは，その時点になっても，ニューヨークの負担資金の支払いを保留にしたま

まで，全ての資金が枯渇してしまったからである。 
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第 21 章 エミリー 

初，私は圧倒されてしまうと思ったが，私には，妻という頼

もしい強靭な主塔，たいへん機転がきき，とても思慮深く助言し

てくれる女性がいた。 

ワシントン・ローブリング 

 

彼女（図-21.11）は，ハドソンバレーの上流で生まれ，結婚

するまで，そこで過ごした。その川は，単に風景が素晴らしい

だけでなく，全ての人々の生活手段の中心であった。潮流や冬

の異常凍結，春の解氷などの話題は，彼女の記憶の中で忘れら

れない日常会話の一部であった。 

 

コールドスプリングにある町の船着場は，メインストリート

の起点であった。ニューヨークからの上ってくる蒸気船メアリ

ー・パウエル号やエミリン号が停泊する夏の時期，そこには，

常にものすごい賑わいがあった。そして，夜になると，子供の

頃の彼女の寝室で，大きな外輪船の汽笛がハイランズの中を通

って次第に小さくなっていくのが聞こえた。 

 

彼女が育ったハドソンのその地域は，15 マイル（24km）ほどにわたって，樹木がおい茂った山

を深い峡谷が切り裂いており，渓谷全体のなかでも絵のように美しい有名な場所であった。彼女

は今でも，その川の一部，たいへん幅広い鉛灰色の川の 後の部分が，マンハッタンの先端の向

こうでアッパー湾に注いでいるのを，眺めることができた。また今でも，その当時のように窓辺

に立って，午後の太陽が沈み，川の向こうに灯りがともるのを眺めることができた。ここの日没

より，周りを全て山で囲まれたコールドスプリングのほうが早く，夕方の空はここほど壮観では

なかった。そして対岸のウェストポイントだけからの灯りは僅かであった。そうは言っても，こ

こは，彼女が生まれ育った場所と同じように，十分にくつろげる場所であった。 

 

彼らの住宅は，ハイツで 良の場所に立っていた。その住宅は，高く堂々と広々しており，ギ

リシャ復興様式で南北戦争前に建造されたものであった。そして，コロンビアハイツの北端で，

河川に沿った通りがあり，橋梁から半マイル（0.8km）の位置にあった。住所は，コロンビアハイ

ツ 110 番で，パイナップル通りとオレンジ通りの間で，コロンビアハイツ通りの西側で，見晴ら

しのよい側であった。そちら側のほとんど全ての住宅と同じように，その住宅の裏側には，崖の

ふちの下側に建てられた馬車置き場と厩舎の天端まで広がる奥行きのある庭があり，その庭は波

止場の傍のファーマン通りに面していた。出版業者でプリマス教会の中心人物であったモーゼ・

ビーチが，隣に住んでいた。ヘンリー・ボーエンというビーチャー疑惑を煽動するよういろいろ

動き，彼の亡くなった妻が有名な神学者のビッチャーの愛人であったといわれた人物は，ちょう

                                                        
1  Smithsonian Institution, Division of Mechanical and Civil Engineering 

図-21.1 エミリー・ローブリング

（1843～1903） 
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ど通りを上がった二階建てのコリント式柱廊玄関のある素晴らしい白い大邸宅に住んでいた。そ

して，ビッチャー自身も隣の街区に住んでいた。 

 

彼女の家の前窓から通りを見渡すと，ジョン・ローブリングがしばしば訪れた古いトルコ風呂

や，通りを真直ぐ横切ったところには，彼女が大好きな美しいアーチ型の玄関と長くて磨かれた

厚板ガラス窓のある 3 階建ての煉瓦造りの住宅が並んでいた。それらの住宅は，煉瓦製歩道に直

接面しており，彼女の住宅と同じように，その通りにほどよく調和し，整然とした外観を創りだ

していた。太陽がピンクの煉瓦壁に木影を写しだし，ひとつの中庭の中のように，あらゆるもの

がきちんと閉まり人目につかないように見えた。しかし，自宅の裏側からは，どの階の大きな出

窓からも港・河川・橋梁の全景や対岸の都市が，彼女の目の前に拡がっていた。 

 

6 年間ずっと，ここが，彼女の世界の中心であった。彼女は性格的には出不精ではなく，夫と

違い自由に動き回ることができたが，彼女が行動する時は，ほとんどいつも夫のためであった。

そして夫のために，夫婦のこの場所を，他人に邪魔されず，台風の目のようにまったく穏やかに

なるように，できる限りのことを行っていたようである。 

 

 

 

当時，彼女は 35 才であった。結婚して 14 年経っていた。そのうちの 10 年近く，夫はその橋梁

で働いており，その間の半分以上は病気の身で，長い間，死と隣り合わせで，いつも彼女をとて

も頼りにしていた。 

 

その時点で彼らの息子は，ほぼ若者になっていた。しばらく前から，どうやら彼女は，もうこ

れ以上子供は授からないと分かっていたようである。彼女は，ドイツで息子が生まれる少し前に，

ひどく転倒し，その後，ミュールハウゼンの小さな宿屋で 1 ヵ月間近く出血が続いていた。夫は，

次から次へとドイツ人の医者を呼んでいた。大西洋を渡る帰りの旅は，苦痛の日々であった。し

かし，彼女は，自分が担ったあらゆることにもかかわらず，それ以来，ほぼ完全な健康を保って

いたようである。そして，彼女に会った誰もが，とても印象深く感じたようである。 

 

ある新聞記事には「ローブリング夫人は，背が高くて顔立ちの整った女性であり，イギリス風

の素晴らしい上品さがあり，顔立ちだけでなく，上品な立ち居ふるまいには，貴族的な家柄が感

じられる」と掲載されている。彼女は，珍しい婦人乗馬者で，“科学的な天性”があり，多くの話

題に関して明確な意見が言える女性と見られていた。 

 

彼女の身体的特徴を もよく示したもののひとつに，ワシントン・ローブリングが戦争中に彼

の妹のエルバイラ宛に書いた手紙がある。 

 

小さな［エミリーの］鉄板写真が，たまたまひどい映像になっておらず，その点で何

ら問題がなければ，貴方にそれを送るつもりです。人の美しさというものは，顔立ちで
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はなく，その顔つきが種々の感情・・・・等々を表そうとする様々な表情にあります。

彼女は，濃褐色の目，僅かに獅子鼻で，魅力的な口と歯で，頬のえくぼはなく，ローラ2

のような口元をしています。話はとても面白く，君も知っているように，とても素晴ら

しい人であり，私自身が気も狂わんばかりです。彼女の顔は少し大きめで，とても美し

い肌色です。・・・ 

 

ローブリング（図-21.23）は，エミリーがどんなに写真を撮

ってみても，どの写真にも決して満足することはなかったよう

である。それら写真には，彼女の“立ち居ふるまいの独特な優

美さ”の感じが表れていないからと，彼は言っていた。 

 

彼は，彼女に出会ってから6週間後にダイヤの指輪を購入し，

ボルチモアを慌ただしく訪問した。そこには彼女が，義理の姉

である将軍の妻と一緒に滞在していた。彼は，彼女とのことに

ついて全く躊躇することなく，彼女の気持ちも同じであった。4

月，彼女への“私の素敵なワシントン夫人へ”で始まる手紙で

「当たり前ですが，貴方はとっても素敵で，貴方の存在がいつ

も私を楽しくさせ，貴方が傍にいるだけで，私には満足感が溢れてきます。何も語り合う必要は

なく，まったく黙っていても， も活気に満ちたおしゃべりと同じくらい，深く繋がっていまし

た」と語りかけている。 

 

彼女は，その後の戦争の間，彼宛に絶え間なく，彼女の暮らしの日々の詳しい話でいっぱいの

長く愛情のこもった手紙を書き続けていた。しかし，彼は，その全ての手紙を読み終えると同時

に破り捨て，貴方からの手紙を読むと離れていることが更に辛くなると，彼女に語りかけている。

とはいえ，ローブリングが 1 年に満たない間に 前線から書いた 100 通以上の手紙を，彼女は全

て保管していた。 

 

彼女が読んだ手紙には「この満月も，私と一緒に楽しんでくれる人がいるだけで，楽しいもの

になるでしょう。実際に，私が貴方と一緒にいるだけで，その夜がどうあろうとまったく気にな

らないでしょう。私達 2 人のどちらのほうが恋煩いをしているのでしょうか。貴方の場合，以前

はそのようなことは全くありえないと思っていたようなので，貴方に勝ちを譲りたいと思ってい

ます。我々が互いにどれほどの期間で飽きが来てしまうのか，言い換えれば，コールドスプリン

グス周辺で育った人々の間では新婚の期間とはどれくらいなのかを， 愛の人よ，貴方の友人た

ちに尋ねて，私に教えてくれませんか」とワルダネスの戦いの直前に書かれたバージニアからの

手紙もあった。 

 

彼は彼女に，自分が好きなことや犬のこと，天文学やイギリスの小説家であるサッカレーのこ

                                                        
2  ジョン・ローブリングには，長女ローラ，次女エルバイラ，三女ジョセフィーヌ，四女ハナ（幼くて死去）と

いう 4 人の娘がいた。 
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WashingtonAugustusRoebling.jpg （参照 2016-07-20） 

図-21.2 ワシントン・ローブリング

（1854 年撮影） 
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とを話した。また，グッシー・ラビールという名のトレントン娘のことを話し，貴方が私のキャ

ンプを訪れてくれないと，その娘がキャンプに来てしまうと，やきもちをやかせるようなことも

書いている。南北戦争の倦怠感や無益さについても話している。彼は，彼女のことを，大変多く

の色々な呼び方をしていたようである。彼女に，“ 愛のエミー”，“愛しいエマ”，“親愛なるエミ

リー”，“ 愛の女性”，“親愛なる老婦人”，“魅力的なウォーレン嬢”，“私の愛する人”，“貴方”，

“愛しいエミー”，“愛しくくつろげる人”，“私の特別に愛する人”，“私だけのエミリー”，“一番

優しい恋人”と呼びかけていた。 

 

彼は「親愛なるエミー，やはり，どうか私に愛とは何であるか教えてください。それは互いに

キスをすること？ くすぐりあうこと？ 抱き合うこと？ それとも他の何か？ それは“billy 

duxes”と書くこと？ テーブルの下で互いの向こう脛（ずね）を蹴り合うこと？ それは，向こ

う脛に違いないと，私は考えています」と尋ねている。 

 

7 月，ローブリングは「今度の冬には，すごい泥棒を期待しておいてください。彼は，コール

ドスプリングで唯一の貴重なものを盗むつもりです。そして，盗んだものを識別できないように

名前を替えて，発見されないようにするつもりです」と書いている。 

 

その後，彼は「川が凍っているときでも，メアリー・パウエル号は運行しているのでしょうか？」 

と尋ねている。「私がコールドスプリングの貴方を訪ねる時，鉄道は遅すぎるので問題外として，

愛の翼で飛んでゆくつもりです。私は，トロイに 4 年近く住んでおり，鉄道や船であちこちに実

に何度も旅行したけれども，コールドスプリング以外のあらゆる場所を思い出すなんて，不思議

ではないでしょうか。おそらく私は汽車で通過した時に，貴方が短いワンピースを着て，通り沿

いで，フラフープで遊んでいるのを頻繁に見ていたに違いない」 

 

その後すぐに，彼女はスタテン島に向かい，初めて彼の家族の何人か，妹のローラ，その夫で

あるミュールハウゼン出身のメスフェッセル氏やその子供たちに会った。その体験は，彼女にと

ってちょっとした冷水浴であり，彼はそれをすぐに知ってとても喜んだ。 

 

オランダ人の叔父達や従兄弟達など，皆を訪ねたことを書いた貴方の手紙は，とても

面白かった。これからの貴方の人生が，オランダ風の環境のなかで培われることを当然

のことと思い，貴方の心は落ち込んでしまったにちがいない。貴方の手紙は，悲しく忍

従する気持ちを表した一通であり，貴方のワシントンでさえ，その大きさを相殺するほ

ど十分な影響力をほとんど持っていないと思います。おそらく貴方の人生が，スタテン

島のオランダ人住民の間で送る運命にあるならば，そうなるかもしれません。けれども，

愛する貴方は，気を取り直すに違いありません。我々の家族全員が，母を除いて，君が

望んでいるようなアメリカ的な暮らしをしています。また，母にはこれまで，そのよう

な機会がなかったのです。その上， 愛の貴方は，やがて家族の環の中で主導権を握る

一人となり，中心となっていくことを，忘れないでほしい。 
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その後，彼女は，自分が主導権を握るように期待された“家族の環”を見るために，初めてト

レントンに向かう旅をした。その当時，彼の 2 人の弟達は，ワシントンがコールドスプリングに

行く前に，彼女の招待でコールドスプリングに行ったことがあった。彼らは互いに面識があった。

特に，フェルディナンドは彼女が大好きであり，少し度が過ぎるほどで，人が冗談と思うくらい

の部分もあると，ローブリングはエミリー宛に書いている。 

 

ワシントンは彼女に「ローブリング家の前途有望な 2 人が行ったとき，貴方が彼らを大切に扱

い，誘惑や危険に巻き込まれないように期待しています。彼らの若々しい心は，コールドスプリ

ングの君への訪問が，彼らが生きている限り，決して心から消え去ることのないような，まさに

そのような段階にあります」と冗談を言っている。彼は自分が結婚式をあげる前に，彼女の家に

何日くらい滞在すればよいかを知りたかった。彼は誰かにそれを調べて欲しかった。 

 

「私は今でも，貴方が 初の夜には私自身の部屋に泊まると私に約束したことを，鮮明に記憶

しています。でも，それに私が同意したかどうかを忘れてしまいました。どうでしたか？」 

 

彼が休暇をとって，コールドスプリングにやって来たのは，天候が突然激しく荒々しくなった

秋であった。彼女は，小型船用埠頭のちょうど裏側にある駅で彼を出迎えた、彼らは川から急こ

う配で登っているメインストリートを進んで行った。彼は軍服を着ており，これまでコールドス

プリングでは誰も見たことのないような素敵なカップルであった。 

 

小さい町では，誰もが彼女を知っていた。その郡では，ウォーレン家は広く知られた一族であ

った。彼女の祖父はジョン・ウォーレンといい，古いパットナム郡史によると「彼は，質素で実

務的な農民であり，更なる栄誉を望むようなことはなかった。彼の純心さと正直さは本物であり，

生活のあらゆる関係においても，隣人が不快と思うようなことは決して行わなかった・・・。子

供達が彼の美徳を受け継いでいることは，良く知られている」。彼女の父シルバヌス・ウォーレン

は，ジョンの 7 人の子供の一番下で，優秀で博識な人物であり，ワシントン・アービング4の親友

であった。彼女の母は，結婚前はフィービー・リッキーといった。 

 

晩年のジョンは，オールバニ・ポスト通り5に今でも残っている有名な居酒屋を営んでいた。そ

の店は，蒸気船が川を往来し始めるまでは繁盛していたが，その頃のポスト通りは，もはや南北

を結ぶ 速ルートではなかった。彼女の父も，大家族を経済的にしっかりと支え，有名なウェス

トポイント鋳造所に出資していた。そこは兵器工場で，コールドスプリングの唯一の産業で，川

岸に建っていた。鋳物工場でのパロット砲の試験や，ウェストポイントから行き来する将校達と

ともに，南北戦争は，ほとんどの北部の人々を巻き込んだように，この当時のコールドスプリン

グの人々にも，全く無関係とは思われなかった。彼女が自分の机に座りワシントン宛に手紙を書

いている時，しばしば遠くの方で大砲を撃つ音が聞こえた。鋳物工場の傍の作業場では，大砲に

                                                        
4  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であり，“リップ・バン・

ウィンクル”や“スリーピー・ホローの伝説”などの作品で知られるようになった。 
5  ハドソン川東岸に沿ってニューヨーク州の州都オールバニとニューヨークを結ぶ道路で郵便道路として利用さ

れていた。現在は，国道 9 号線がその機能を担っている。 
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大能力の砲弾が充填され，川の上流側のはるか向こうのストームキング山の岩肌に向かって，

発射されていた。砲弾が当たった場所では，土と石の巨大な塊が打ち上げられ，その面の山肌が

この先何年も露出したままになるような印象があった。 

 

けれども，家族のなかで も注目すべき人物は，将軍で G.K.

と呼ばれた彼女の兄（図-21.36）であった。彼の通称は，ガバ

ヌーア・ケンベルという鋳物工場を創業した博学で陽気なコー

ルドスプリング出身の人物の名をとってつけられたものであっ

た。ウォーレンには 12 人の子供がいたが，幼児期を越えて存命

したのは 6 人だけであり，その中で G.K.が一番年長であった。

彼は，エミリーより 14 歳近く年長であり，エミリーは下から 2

番目であった。彼女にとっての兄は，颯爽とした英雄的な人物

以外の何物でもなかった。グラント政権の貴族のような国務長

官で，近くのギャリソンに広大な田舎の屋敷を所有しているハ

ミルトン・フィッシュを別にすれば，将軍ガバヌーア・ケンベ

ル・ウォーレンは，パットナム郡で も有名な市民であった。 

 

彼がウェストポイント7を卒業した時は，ウォーレン家では重大な出来事であったが，エミリー

は幼すぎて記憶になかった。彼が 16 才で士官学校に入学する時，ガバヌーア・ケンブルから「我々

は，君が 2 番より低い成績で卒業することはないと期待している」と高尚な激励を受けた。そし

て，彼は，まさにそれを実行し，44 人のクラスで 2 番の成績で卒業した。その後 10 年間ほど，

家に帰ることは極めて稀であった。 初は，ミシシッピデルタに赴任して治水事業に従事し，そ

の後，西部に向かった。ハーニー将軍の下でスー族と戦い，ネブラスカ州と南北両ダコタ州の地

図を作った。1859 年，彼が再び家に戻ってきたのは，ウェストポイントの数学の助教授になる時

であった。彼は， 初のブラックヒルズ8の探検家で，細身で，黒髪で，ひどく日焼けした青年と

して知られており，口髭を除けば，彼自身がまるでインディアンのように見え，弟や妹達には，

かなり風変わりな他の世界からやってきた人のように思われた。 

 

彼を知っている多数の人々が後に語ったところでは，彼は兵士に対して，特に優しく，情け深

かったようである。彼の発言によると，インディアンとの戦いで悲惨なことは，かなり頻繁に，

女性や子供を撃ってしまうことであり，彼らの負傷を看護する時になって，彼らが他の女性や子

供達と全く同じであることに気づくことであった。西部では，彼は“有能な中尉”として知られ

ていた。 

 

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GKWarren.jpg （参照 2016-07-21） 
7  ニューヨーク州ウェストポイントにあるアメリカ合衆国の陸軍士官学校であり，その地名より，ウェストポイ

ントと通称される。1802 年に設立されたアメリカ合衆国で も古い士官学校であり，学校の設立以前は要塞が

あった。敷地面積は 65 平方キロ以上で，世界で も広大な敷地を持つ学校の一つである。 
8  ブラックヒルズは，サウスダコタ州とワイオミング州の州境にある山地であり，古くからインディアンが住み

着いていた地域である。1874 年にカスター将軍がブラックヒルズで金鉱床を発見して，ゴールド・ラッシュが

起こった。白人の探鉱者と，聖地ブラックヒルズを守るスー族との間で激しい戦いが繰り広げられた。 

図-21.3  G. K. ウォーレン 

（1830～1882） 
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G・K・ウォーレンは，父親が亡くなった年に陸軍士官学校で教鞭をとり始め，弟達や妹達に対

するほとんどの責任の引き受け，素晴らしい気遣いと誠実さで，彼らが興味を示すことや健康に

気を配った。ちょうど 16 歳のエミリーに対しては弟以上に世話をやき，彼女の整然とした対処方

法や，科学や特に植物学におけるその後の関心には，彼の影響が大きかったようである。その時

代の多くの他の著名な兵士達と同様に，彼も花がたいへん好きであった。 

 

また G・K・ウォーレンは，橋梁に特に関心を持っていた技術者でもあり，身体的な危険を恐

れない人物であった。あらゆる種類の見せ掛けを明らかに軽蔑し，若い副官のローブリングのあ

らゆる資質を評価していた。そのようなことから，彼女も，第 2 回軍主催舞踏会での 初の出会

いで，すぐに彼を意識するようになったに違いない。 

 

ウォーレン家は，ハドソン川地方の尺度によれば裕福な人々ではないが，良い家柄とみなされ

ていた。コールドスプリングは，芸術家や文人達の小規模だが優秀なグループの集まる場所であ

り，ワレン家の若い人々は，そのような社会の一員であった。かつて，南北戦争の間に，画家ト

ーマス・R・ロシターは空想上の“ハドソン川でのピクニック”を描いた。その絵（図-21.4）は，

いつかハドソンリバー学校での もすばらしい作品のひとつと評価されるであろう。それは，お

そらくコールドスプリングの上流社会の人々を象徴する肖像画であり，20 人の紳士淑女が，コー

ルドスプリングの少し下流にあるコンスティテューション島に，ピクニック用のバスケットを持

って集まった状況を描いたものである。彼らは，上品な夏の服装で着飾り，日光を浴びながら，

遠くに帆船やストームキング島が見える大きな川の傍で，形式的にポーズをとっている。その集

団の中には，年の割にはがっしり見えるガバヌーア・ケンブル，ハミルトン・フィッシュの娘で

図-21.4  ハドソン川でのピクニック（トーマス・R・ロシター作，1863） 
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あるジュリア・フィッシュ，大砲の発明者であるロバート・パロット，画家のロバート・ウィア

ー，年配で白髭のジョージ・ポープ・モリスというニューヨークのミラー誌の編集者で“あの木

をいたわる木こり（Woodman, Spare That Tree）”の歌の作詞家が描かれている。中央の前側には，

半身を横たえたポーズで，かなり固く照れくさそうにみえる G・K・ウォーレンがおり，彼の軍

服のズボンが，絵の構図なかで，唯一の目立つ明るい赤色で描かれている。しかし，その左後ろ

側に大きい花模様の麦藁帽をかぶった若い女性がおり，はっきりとは確認されていないが，おそ

らくエミリー・ウォーレンであろう。 

 

コールドスプリングでの彼女の家族とローブリングとの初の出会いは，短時間で，明らかに順

調に進んだ。ワシントンは，バージニアに戻ったすぐ後にエミリーに「僕たちは，ずっと一生，

恋人同士でいられると思います」と手紙を書いている。 

 

2 人は，1865 年 1 月 18 日にメインストリートに面した小さな煉瓦造りの教会で結婚式を挙げた。

その式は，彼女の兄で騎兵隊の陸軍少佐エドガー・ウォッシュバーン・ウォーレンとコールドス

プリング出身のコーネリア・バロウズとの結婚式も行うという二重の式典であった。彼女とワシ

ントンが結婚式を終えて扉から出てきたとき，彼女の家の外には寒い中で，かなりの群衆が集ま

っていた。そして後年，コールドスプリングの老婦人達は，まるでその状況に立ち会ったかのよ

うに，エミリー・ウォーレンが結婚式の日に階段を下りてくるのを，子供ながらに，どのように

見ていたかを話したようである。 

 

しかし，1879 年 1 月でさえ，エミリーにとって，それら全てが遠い昔のことのように思われた。

彼女の傷ついた夫は，絶え間ない激痛を訴えており，その苦しみには，仕事のひらめきに替わる

不安感と，仕事に対する誇りの両方が，同時に影響していた。医者の言うことを信用した場合，

その当時では，二人一緒に普通の生活を送ることは考えられなかった。 

 

彼女は，自分の目の前で，身体だけでなく精神も全てが破滅して行く夫を見てきた。そして，

彼女は，不思議にも彼女の 愛の兄にも，同じようなことが起ったことを，よく理解していた。 

 

彼女が結婚してわずか数ヵ月後，ガバヌーア・K・ウォーレンの輝かしい軍歴は，南北戦争の

後の決戦であるファイブフォークスでの戦いで，不可解で悲劇的な思わぬ障害に陥った。戦争

の重圧が，若い将軍に悪影響を及ぼし始めた。いつも些細なことを騒ぎたて，部下に任せるべき

ことに，ますます自らが没頭するようになっていった。彼は，全てのことを更に慎重に，グラン

ト中将に比べるとかなり慎重に対処しており，個人的には，この状況で容認されると考えていた。

グラント中将はものすごく急いでおり，その時，ウォーレン少将が，北軍の大変有名な歩兵連隊

のうちの第 5 軍団を指揮していた。グラント中将は，第 5 軍団とウォーレン少将を，騎兵で攻撃

的なフィル・シェリダン少将の完全な指揮下に配置した。またグラント中将は，シェリダン少将

に，適切と思えばウォーレン少将を解任するように指示した。グラント中将はこの理由について

全く説明しておらず，今でも歴史家の間では，誰が正しく誰が間違っていたのか，結果に対して

誰に責任があったのか，意見が異なっている。 
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ウォーレン少将は，進軍する経路について矛盾する命令を受けた後，彼の部下達を，真っ暗闇

で，雨でぬかるむ土地を徹夜で行進させ，シェリダン少将の求める支援に向かったが，少し到着

が遅れた。その日の午前中に実施するように計画された攻撃は，午後までに打ち切る必要があっ

た。戦いが始まった時点で，ウォーレン少将は，シェリダン少将が要請した場所に，今回も到着

していなかった。ウォーレン少将は全力を尽くしたが，シェリダン少将を十分に満足させること

にはならなかった。シェリダン少将は激しく怒り，ウォーレン少将の指揮権を解任するよういき

なり命令した。 

 

ウォーレンの下士官達は，それが信じられずに激怒し，その後ずっと彼の名誉を守り続けた。

その頃，既に軍を退役していたローブリングは，自分がそこにいれば，ウォーレンの状況は違っ

ていたに違いないと，いつも感じていた。ローブリングとエミリーは，自分でも言っていたよう

に 2 人とも“冷静な判断をする”性格であったが，このような特殊な問題については，実際に全

く迷うことなく，片方の言い分しか聞かなかった。 

 

ローブリングは憤慨して「シェリダン少将が防壁に腰を下ろして，南軍リー将軍の部隊に包囲

されつつある自分と自分の騎兵隊を急いで助けるように，ウォーレン少将宛に 5 分毎に下士官を

派遣している状況を想像してみてください。そして，ウォーレン少将が（氷で覆われたクリーク

を腰までつかり歩いて渡って）駆けつけ，シェリダン少将を救って戦いに勝利した時，そのよう

な時に，シェリダン少将は彼の方に振り向き，罷免したのです」と書いたようである。 

 

ファイブフォークスの戦いの後，ウォーレンはピーターズバーグ防衛の指揮を任された。その

後，メンフィスに向かいミシシッピの部隊を指揮した。南北戦争の終結後，軍に残ることにして，

ミシシッピ川上流で技術者として，ユニオン・パシフィック鉄道の調査委員会のメンバーの一人

としても活躍した。また彼は，戦場となったゲティスバーグの測量を任された。そこは，彼と若

い義理の弟が，栄光に包まれた日々を送った場所であった。 

 

だが 1869 年，ローブリングがブルックリン側ケーソンの施工に着手した時，ウォーレンは，イ

リノイ州のロックアイランドで，ミシシッピ川を渡る橋梁建設を任されていた。その場所には南

北戦争前まで，アブラハム・リンカーンが関与していた歴史的に有名な訴訟の論点となった初期

の鉄道橋が架かっていた。1856 年に新蒸気船エフィー・アフトン号が，ロックアイランド橋の橋

脚に衝突して燃え出して沈み，橋梁の一部を燃やした。その橋梁は，ロックアイランド鉄道が管

理する大規模な木造トラス橋であり，大急ぎで修理されたが，蒸気船の関係者が告訴して裁判で

争うことになった。リンカーンは鉄道を代表して「交通の東西の流れは，南北と流れと同様な利

権を有している」と主張した。陪審がその告訴を棄却し，鉄道と橋梁に対して，またアメリカ商

業の明らかな原型と成長が東西交通にあるという概念は，見事な勝利をもたらした。 

 

だが新しいロックアイランド橋では，河川にも同様の利権を満たすこととなっていた。1869～

1870 年にかけて，ウォーレンはその橋梁に関してとても一生懸命に働いた。その結果，健康を害
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して，それ以降ずっと全く回復することはなかった。加えて彼は，ファイブフォークスの出来事

での名誉を晴らすために苦労しており，その状況を検証するよう調査委員会に繰り返し要求して

いたが，取り上げられることはなかった。彼の職務は，決して減ることはなく，ミシシッピ河上

流域・大西洋沿岸部・五大湖などで河川や港の工事を続けていた。イーズ橋の論争の間にはハン

フリース審査委員会で活動し，まさに 1878 年 10 月には，ロードアイランドのハーバー委員会の

諮問協議会に配属されていた。しかし，ロックアイランドでの過労と体調悪化，そして，彼の聴

聞申請に対する政府の拒否が，彼を身体面でほとんど破壊しただけでなく，精神面でも消耗させ

ていった。青白くて目の窪んだ彼は，48 歳というより 60 歳くらいに見えた。 

 

ファイブフォークスの件に関して，ウォーレンの見解に関係している人物の 1 人が，その当時，

首都ワシントンでの権力者（ユリシーズ・グラント大統領）であったということが問題であった。

グラントは明らかに，ウォーレンの名誉を回復する以上のことを望んでいた。 

 

ローブリングは「私は，ハンフリースや他の人々の発言で，グラント大統領がウォーレンの調

査を認める方向に傾いていると聞いていたが，そのウォーレンは，シェリダンが卑怯で軍人らし

くない行為を行ったことについて，正式に懲戒処分を受けるよう要求していた。グラントは，そ

の二人のどちらを取るかの選択で， 終的にシェリダンを護った。その当時，グラントの評判は

高潮にあり，自分の好きなように処理することができた」と書いている。 

 

ウォーレンにとって，自らの名誉回復はひとつの強迫観念になっていた。彼は，断固として敗

北を認めることを拒否しており，その尽力は精神面や財政面だけでなく，他の面でも自らを犠牲

にしていた。決して金持ちではなかった彼は，南北戦争でほとんど文無しになってしまった。彼

の妹と義理の弟は，折にふれて，精神的な援助だけでなく金銭面での援助も，黙って行っていた。 

 

エミリーにとって，彼女の人生で も重要な男達が，そのようなとんでもない不幸の犠牲者と

なっているのを見ることは，胸がはり裂けそうなことであった。誇りと常識があり，古風な義務

感を持った彼ら二人が，どういうわけか時代にそぐわず，それに対して凄まじい代償を払ってい

たように思われた。彼女の周りの至る所で，つまらない男達，狭い野心と安っぽい価値観を持っ

た愚かで低俗で信頼できない男達が，今までになく成功し，権力や金，彼らが強く望んでいた他

の何かを，ほぼ手に入れていた。マーク・トウェインが名づけた金ぴか時代（Gilded Age）は，そ

んな連中にぴったり合っているように思われた。政治的な賄賂や不正な契約，全ての面でのダブ

ル・スタンダードが，とても華々しい絶頂期であった。古くからの真理は，もはや交渉の余地が

ないと思われた。名誉・尊厳・立場に対して妥当な主張を行い，少なくとも彼女が育った時代の

あらゆる基準では立派で勇敢な男達が，なぜか邪魔にされ，脇に片付けられてしまった。 

 

 

 

しかし彼女が，長い間そのような考えで悩んだり，落ち込んだりしたとしても，記録には，そ

れを暗示するものは残っていない。そして，彼女がとても愛し，賞賛した男達と同じように，彼
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女は降参することを，きっぱり拒否していた。さらに，時が経つにつれて，彼女はたくましくな

り，徐々に橋梁の事に深い関心を示すようになってきた。 

 

その後の彼女や，彼女が果たした役割について語られた各種の話があり，その多くは全く真実

のようである。だが，数件の記事が示唆し当時の噂話になったように，彼女が密かに橋梁の技術

者の後を継いだことはなかった。 

 

しかし，そのような話が広まったことは，全く驚くことではない。エミリー・ウォーレン・ロ

ーブリングは，誰の目にも明らかなように，非凡な人物であった。そして，コロンビアハイツの

自宅から橋梁事務所への全ての文書連絡は，彼女の手によるものだったので無理もない話だが，

彼女が夫の口述した事を単に書き留める以上の事をしているという強い疑念が持たれていた。

初は，彼の英語を校正しているのは，単に彼女のおかげであると思われており，どうやらそれは

本当だったかもしれない。だが，彼女の本心が，偉大な事業の後押しをしたいというものであり，

時代の も記念すべき工学面でのこのような大成功が，実は一人の女性が行ったという噂話が，

しばらくして拡がった。一般的な判断として，そのようなことは荒唐無稽であり，不幸であると

いう両方の意見がほぼ 1/4 を占めていた。実はその頃には，彼女は，複雑な土木技術を十分に理

解するまでになっていた。彼女は，物覚えが速くて素晴らしい記憶力があり，数学に対する天賦

の才能があった。また，ワシントンに障害が出ていた長い間，勤勉な学生であった。 

 

彼女の評判のよい風潮には，理事達から不満が出ていた。それに関して，新聞は遠回しの表現

であった。そして，彼女がそのように重要とみなされているという事実は，ローブリングの頭が

正常でないという議論の基本的根拠として頻繁に利用された。 

 

ファリントンでさえ，ある程度は彼女の演出であると言われていた。ファリントンは，ブルッ

クリン音楽ホールとクーパーユニオンで，橋梁に関して，大変人気のある幻燈用スライドを利用

した講演を何度も行った（数千の人々が，有名な機械工長の話を見聞きするために集まっていた）。

ニューヨークのスター新聞は「その河川事業について熟知した人々の間では，F 氏の原稿が有能

な女性の手書きであり，その書式と筆跡はブルックリン橋梁事務所では既によく知られていると，

ささやかれている」と論評している。多分これは事実であろう。いずれにせよ，とても多くの人々

が，それは真実であり，重要な事であると理解していた。 

 

また，彼女は，訪問客から自分の夫を護ることも大変上手になっており，多くの訪問客は，彼

女がアシスタント技術者と同じくらい橋梁の技術面に関して熟知していることに，納得して帰っ

て行った。橋梁事務所の職員や種々の請負者の代表が，ブルックリンのローブリング宅の訪問を

許可すると言われた時でさえ，技師長が彼らを迎えることは滅多になかった。彼女は，彼に代わ

って面談を行って疑問点を尋ね，その相談事について完璧な信頼性のある具体的な指示を返した。

彼らのほとんどは，彼女の夫が相談事の全てを間違いなく承知していることに，すっかり納得し

て帰って行った。しかし，結局は技師長に会い，その後の連絡は彼女宛に直接送ることで，納得

して扉の外に出た人も若干はいたようである。 
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例えば，1879 年のある時，重要な請負人であるエッジ・ムーア製鉄会社の潔白について論争に

発展した。見苦しい遠まわしの発言の応酬が，新聞紙上で繰り返され，まるで長期にわたる調査

報告が更にあるように見え始めた。その会社は，技術部門の潔白と善意を保証するため，その効

果に関する公式声明書を，技師長宛はなくワシントン・A・ローブリング夫人宛に送付した。そ

して，その手紙の内容には，彼女の夫の事や，その健康を気使ったり，彼の回答や意見を求める

ような記載は，何もなかった。 

 

ローブリングが“口述筆記者”と呼んでいた彼女の働きは，彼が後に語ったように，とても重

要であった。彼女は，彼の全ての記録を残し，多くの彼宛の郵便物に返事を書き，橋梁事務所へ

様々な伝言や要求を連絡し，自ら建設中の橋梁に出向き彼のために状況を確認し，たまの社会的

式典では彼の代理を務めた。彼女は，まったく文字通り，彼の目であり，足であり，素晴らしい

右腕であった。そして，彼女が活動すればするほど，陰口をたたかれた。 

 

 

 

ニューヨークとブルックリンの 6 社分の新聞が，大きな煉瓦造りの家に，毎日定期的に配達さ

れた。ローブリングにとって，それらの新聞は，今でも橋梁と彼の周りの 4 枚の壁の向こうにあ

る世界との，唯一の接点であった。彼のために，それらの新聞を声に出して読み上げる必要があ

った。彼の目は大いに回復していたが，一度に数分間以上読み続けることが難しかった。だから

彼ら二人は，事務所・病室・指揮所を兼ねた 2 階の部屋で，一緒に座っていたようである。その

場所での日々は，彼にとっては非常にゆっくりと過ぎて行った。その場所から彼女は，彼が話す

ように，橋梁が図面から具体化し成長していく状況を，毎週・毎月・毎年ずっと窓から眺め続け

ていた。 

 

1878～1879 年の冬の間，新聞が橋梁に関する記事を掲載しない日は滅多になく，彼女は彼のた

めに新聞を読み上げ終わった後，橋梁に関するどんな部分でも切り抜き，大きなスクラップブッ

クにその記事を貼り付けていた。それは，彼女の兄が，戦争中に自らの軍事行動の全ての記事に

ついて行っていたように，手際よく整然としていた。 

 

しかし，これらの切り抜き記事は，2 人が行ったことを知り，例の人々に感じていたことを理

解するには，ほんの氷山の一角であったに違いない。この時期に，その部屋での 2 人の苦悶の年

月について，書かれたものは何もない。その場所で取材訪問することを許されたジャーナリスト

や雑誌記者もいなかった。とても簡潔で事実に基づく文章以外に，2 人のどちらか一方が，その

体験について書いたことはなかった。胸の内を明かすような回顧録もない。2 人のプライバシー

は，完全にきっちりと護られていた。 

 

ただ残存している信書控え帳には，2 人が自分たちの周りに築いたプライバシーの壁に若干の

隙間が残っている。それは，技術的な詳細が記載されたページと上側のページに挟み込まれた感



第 21 章 エミリー 
 

 
 - 411 -

情の短い突然の暴発であった。これらでさえ，やたらに判読しがたく，彼女が鉛筆で書いた行は

何年も経過したことで，ひどく汚れたようになっている。だが，挫折感や身を切るような辛い憤

り，表現されている激怒などは，いつも彼のものである。彼女が感じたことや，彼の平衡状態を

維持し二人が落ち着くために彼女が発言したり行動したりしたことが，これらの信書控え帳から，

わずかだが推測することができる。 

 

ローブリングがトレントンから戻って以来， 悪の時期が，1879 年春の 5 月初旬に訪れた。そ

れまで 1 ヵ月近くの間，まるで全ての事が，本来あるべき姿に戻って行くように思われた。会計

監査官のジョン・ケリーは，彼のタマニー派の脅しにもかかわらず，法廷に引っぱりだされた。

マーフィーは，架橋公社側の弁護人として，ウィリアム・M・エバーツを雇った。彼は有名で費

用のかかるニューヨークの弁護士であり，弾劾裁判でのアンドリュー・ジョンソン大統領や不倫

訴訟でのビーチャーの弁護を務めたこともあり，ちょうどその時は国務長官を務めていた。エバ

ーツが論争した中心的な課題は，大規模な公共事業を，初期段階の一部の簿記が全く適正に行わ

れていなかったという理由や，橋梁の下を通過するために僅かな船舶の二次的な高さ調整を避け

るという理由で，中止すべきかどうかということであった。ヘンリー・マーフィーは，誰も驚か

ない説得力ある参考人であり， 初はニューヨークの連邦 高裁判所，その後は控訴裁判所の裁

判官達が，橋梁に有利な判決を下した。「ニューヨーク市すなわち会計監査官ケリーは，橋梁事業

の負担金の支払いを，これ以上遅らせることなく継続する」という判決が下った。ニューヨーク

のヘラルド新聞は「もちろんこれは，ブルックリンにとって大きな喜びである。橋梁の成功は間

違いなく，6 ヵ月以上中断していた橋梁の建設作業は，数日以内に再開されるであろう」と伝え

た。それは現実となった。600 人の作業員が取り付け道路の建設作業に戻り，ケーブル被覆作業

が直ちに再開された。 

 

また，いわゆるミラー訴訟，全体的に橋梁を除去するという訴訟も，やっとのことで解決した。

ここでも大部分は，ヘンリー・マーフィーの疲れを知らない粘り強い努力の結果であった。通商

と航海に関する州委員会が，ニューヨークのメトロポリタン・ホテルで公聴会を開催し，橋梁側

の参考人として，マーフィー，ストラナハン，年配のジュリアス・アダムズ，C・C・マーティン，

ペイン，マクナルティ，コリングウッドの全員が，順々に法廷に立った。反対勢力は，橋梁に対

して不利な証言をするために，大勢の港内水先案内人や船長，造船技師，倉庫業者，数人の技術

者などを集めた。倉庫業者である原告のエイブラハム・ミラーは「私は，橋梁が完成するとは思

っていなかったので，この時期になるまで告訴を行わなかった」と述べた。彼は，両市がその橋

梁で金を儲けることは失敗するであろうと確信していた。スタンダード・オイルの代表者は，橋

梁建設によって，通商の流れがフィラデルフィアに向いてしまうだろうと警告した。一部の港内

水先案内人は，数人の船長が述べたように，ケーブルがすでに十分な障害となっていると訴えた。

聴取された全ての証言内容，提示された証拠類・図・表・統計値等のあらゆるものが印刷され，

終的に全てを一緒にすると，ちょうど 5 ポンド（2.3kg）の重さとなる量で，1 個の巨大なドア

ストッパーになるほどであった。だが，橋梁の反対者からの資料提供は，何もなかった。リンカ

ーンのエフィー・アフトン号訴訟や，工兵科審査会に対するイーズの勝利と同様に，東西の交通

手段が優先され，橋梁側が勝訴した。 
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だが 5 月になると，ローブリングにとって，これまでで も卑しい痛手となるものが巡ってき

た。彼は，橋梁に関して別の大きな変更を決断した。ローブリングは，ペインの報告書（特定の

仕様による形状と品質を有する鋼材を生産する様々な製造会社の能力に関する報告書）を受領し

た後で，トラス構造で鉄材の替わりに鋼材を用いることを決断した。これは，その時点で実質的

に橋梁が全鋼製となることを意味しており，理事会の承認を経て新規の入札公告を行った。スロ

ーカム将軍は，アシスタント技術者達（特にペインのことを指していると解釈された）が製鋼業

者からの賄賂を受け取っていると，理事会で発表した。スローカムによると，その賄賂は種々の

機会に受け取り，総額で 1 万ドルに達しているとのことであった。ローブリングのアシスタント

達を除き，橋梁の件について本質的な発言をした大部分の人は，この頃までにあれこれと責めら

れていた人達であった。今回は，彼らの番であった。スローカムの告発は，公式の記録には残さ

れなかったが，2 日後，新聞はその話題を，理事達がその問題を議論するために 5 月 5 日に非公

開会議を再び開催し，この時の理事達が新聞に発表した見解を含めて掲載した。 

 

スローカムは「賄賂の話は，ブルックリンのクローム・スチール社のマーシャル・P・デービッ

ドソンという男性から聞いた」と話している。「これらは明白な容疑であり，根拠のない噂ではな

いことを理解して頂きたい」と発言している。また彼は，ローブリング社との特定の取引に関し

て，若干の疑問があると述べた。「そして私がまさしくこの場で発言したいことは，我々に材料を

供給することに技師長の弟達が携わっていることが下品なことであると，私が考えているという

ことである」 

 

興味深いことに，ウィリアム・キングズレーがこの時に立ち上がり，スローカムの目を見なが

ら「“その場に不在で反論ができない人々”に関係するそのような説明を聞くことは残念である」

と発言した。さらに，キングズレーは「信用と商取引での誠実さの評判で，ジョン・A・ローブ

リングズ・サンズ社を上回るような会社は，国内には存在しない」と述べた。 

 

それでもなお，それらの嫌疑を調査するための特別委員会が設立された。この委員会は，翌日

の午前中に会合を開き，デービッドソンから直接話を聞き，トレントンからやってきたフェルデ

ィナンド・ローブリングの話に耳を傾けた。デービッドソンは，スローカムが自分の話を間違っ

て引用していると述べた。彼は，技術者に関してそのような発言をしたことはなかった。彼は「私

が発言したことは，賄賂の噂があるが，自分自身はそのような噂は信じていないということであ

る」と確信していた。 

 

フェルディナンド・ローブリングは「自分の役割に関して，その問題を法律家の手に委ね，“何

者か”に対して名誉棄損の訴訟を開始すべき時期が来たと思っている。ローブリング社がずっと

我慢してきた暴言に関しては，限界に達してしまった」と述べた。ローブリング一族と橋梁との

関係は，決して有益なものではなかったことを，彼は理事達に再認識させた。父親は命を落とし，

兄は健康を犠牲にし，家族の評判は執拗に攻め立てられてきた。また，ローブリング社では，原

価で残りの素線を生産するだけで満足しており，架橋公社との契約で収益を上げることに固執し
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ていないようであった。 

 

フェルディナンドはブルックリン滞在中，ほぼ確実に兄の家で，ある程度の時間を過ごしてお

り，ヘンリー・マーフィーが，かなり頻繁にローブリング宅の玄関を出入りしていたようである。

エミリー・ローブリングが我慢する必要があった興奮の度合いは，ワシントン・ローブリングか

らスローカム将軍宛の以下の手紙から評価することができる。なお，この手紙は，フェルディナ

ンドが委員会に召喚された日に口述されたものである。 

 

私が技師長在籍中，弟達に橋梁に関係する何らかの仕事を行うように許可しているこ

とは下品であると，貴方が考えていることを度々繰り返して発言することは， 後にし

て頂きたいと思います。弟達は，私に相談せず私と無関係に行動しており，橋梁の契約

に彼らを応札させたくないと私が思ったとしても，彼らを抑えることができないと，考

えておられるのでしょうか。あるいは，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社がワイ

ヤーロープの製造で，この国では一流の会社であることを，考えられたことはおありで

しょうか。貴理事会では，“不正”という言葉は，そのような名声の保持とは全く無関係

なのでしょうか。1 人の技術者としての私の信用は，私と同様に，アシスタント技術者

や弟達にとっても大切なことであり，私が必要な管理や技術を認識している仕事をする

際に，不正を何度も繰り返して見つけられた後でも契約継続を許されている資本も信用

も無い一部の卑劣な請負者より，むしろ彼らに任せた方が，私が更に満足感を感じるこ

とは，少なくとも当たり前のことではないでしょうか。 

 

貴方は，あのような方法で問題を取り上げる前には，デービッドソン氏の真意をとて

も確信しておられたはずです。そして，もし貴方が本当に真実を知りたいと望んでおら

れるのであれば，貴方が誤解したような彼の単純な断定に，甘んじるべきではなかった

と思います。 

 

本来の紳士的なやり方では，陰で言いふらされた嘘に関して， 初に私のところに来

て，少なくとも私の言い分を聞くのではないでしょうか。貴方が私を信じていたかどう

かにかかわらず・・・。デービッドソン氏は貴方に何も言わなかったが，貴方は単に自

分自身の評価に利するように委員会に提示したに過ぎないと，私には考える権利があり

ます・・・・。 

 

調査委員会はその月末に調査結果を発表して，技術者達の潔白は証明され，ローブリング社も

同様であった。それら全てが，不適切な誤解であったとの説明であった。ローブリングの指示で，

ペイン大佐は，アンドリュー・クロマンというカーネギーの元冶金学者と一緒に，しばらくの間

ピッツバーグに滞在していた。当時，その冶金学者は，自分で独立して事業を行っており，ミズ

ーリ州グラスゴーでウィリアム・スーィ・スミス将軍の新しい鉄道橋用の鋼材を製造していた。

その橋は，鋼材だけで建造されたアメリカでの 初の橋梁であった。クロマンは，鋼製アイバー

の新しい製造方法を所有しており，ペインはピッツバーグに行き，その製造過程を研究していた。
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ペインがクロマンを優遇しているように見えたので，このことから，贈収賄の話が起こってきた

のは明らかであった。 

 

新聞は，全てのことが技術部門内で公正で整然としていたと伝え，市民を安心させた。事態は

適切な方向に進んだ。しかしスローカムは，ローブリングにもペインにも，ローブリング社の職

員やローブリングの弟達にも，決して謝罪することはなかった。ローブリングは，スローカムが

行ったことを決して許さず，南北戦争の 2 人の元英雄の間の根深い憎悪は，些細な問題ではない

ことが判明した。 

 

 

 

その後すぐさま，橋梁の理事達の交代，橋梁が始まって以来の初めての実質的な再編成が行わ

れた。トーマス・キンセラは“出版事業に専念”するため再任を辞退し，数人の新顔を理事室で

見かけるようになった。なお，彼らのほとんどが，架橋公社の規範によって，とても若々しい顔

ぶれであった。また，更に注目すべき年配の理事の数人が話し始める時はいつでも，彼らが明ら

かに疑うような目付きとなることが，すぐに顕著となった。 

 

新しい理事は，次のような人々であった。ウィリアム・G・スタインメッツ，ブルックリン市

の会計監査官に就任した時点で自動的に理事となった。彼の職業は技術者でドイツ生まれ，ふさ

ふさで乱れた黒髪の頭で，片足は木製の義足であった。ブルックリンのアルフレッド・C・バーン

ズ，書籍出版者の A・S・バーンズの長男で共同経営者，ある説明では「その市の中では， も教

養があって愛想がよい紳士の 1 人」であった。エドワード・クーパー，ピーター・クーパーの息

子でエイブラム・ヒューイットの義理の兄弟であり，ニューヨーク市長であった。ロバート・B・

ルーズベルト，裕福なニューヨークの弁護士で，活動的な政治改革運動家で，有名なスポーツマ

ンであった。彼のお気に入りの甥セオドア（後のアメリカ大統領）は，その当時ハーバードの

終学年であった。 

 

4 人全員が，1878 年の選挙の結果として加わったものである。ブルックリンからの 2 人，スタ

インメッツとバーンズは共和党員であり，一方，クーパーとルーズベルトは民主党員であった。

しかし，彼ら全員が評判のよい改革推進者であり，スタインメッツを除き，裕福で著名な父親の

息子で，高等教育を受け，都会風で，公共心があり，政治面でも大望を抱いている紳士であった。

彼らは政党名にかかわらず，キングズレーやスタラナハンよりも，お互いに多くの共通点を有し

ていた。キングズレーやスタラナハンは，いわば田舎生まれで都市と共に成長し，一世代を自力

で立ち上げた男達であり，若い理事達が気づいていたように，成長の途中のどこかで，年配の人々

が人間の弱点と呼んでいるものに対するふとどきと思えるような忍耐力を身につけていた。 

 

新しい理事達は，状況を正常な状態にしようと決心していた。しかし， 初から，おおげさに

騒ぎ立てたのはスタインメッツであった。一例をあげると，すぐに彼はキングズレーの解任を要

求し，それに対して何のためらいもなかった。ブルックリンの会計監査官から見れば，キングズ
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レーは旧体制の中心人物であり，橋梁建設に極めて長い期間を要している理由は，旧体制の誰も

がそれを望み，状況を迅速に進める術を知らないからであった。どちらにしても，キングズレー

は，もはや理事として残れる可能性はなかった。 

 

だがスタインメッツは，その建設業者が持っている力を著しく過小評価していた。ブルックリ

ン市長のハウエルは民主党員で，おそらく数えきれないほどキングズレーに恩義を受けており，

その市長が，キングズレーは留まることになるだろうと発言した。その結果，ヘンリー・マーフ

ィーが，その替わりに一時的に解任させられた。マーフィーは解任されるとすぐに，その攻撃を

とても寛大に受け入れ，他の理事が辞任するより自分が背負ったことを記者に丁寧に語り，当然

の結果として復職することになった。再任後すみやかに，他の人々は，再び理事長としてマーフ

ィーに投票し，副理事長にはキングズレーが選ばれた。それら全ての事が，せいぜい短気で興奮

しやすい程度の人物である会計監査官のスタインメッツを無視して進められた。そのような状況

から，激怒した彼は，記者が彼の意見を取材にきた時には，かろうじて話すことができたくらい

であった。 

 

しかし，スタインメッツはその夏の間中，攻撃を強行し続け，秋になると，坩堝鋼に対するあ

らゆる古い議論を持ち出して，上部構造でのベッセマー鋼の使用に反対し， 低価格応札者のエ

ッジ・ムーア鉄鋼会社との契約に反対した。そして大抵の時には，彼と同時期に理事に加わった

他の青年達に選択の余地を与えることもなく，逆に反対する側に立たれるなど，かなり愚かで面

倒な状況であった。新しい理事達は，問題点を取り除くことには，確かに熱心であったが，争い

以上のもっと重要なことを探していた。 

 

しかし 12 月，まさに 3 年前に起こったと同じような世間を驚かす橋梁災害が，粗雑な鋼と不十

分な技術に関するあらゆる風評を，促進させたようにも思われた。1879 年 12 月 28 日，スコット

ランドのテイ湾に架かるテイ橋（図-21.59），世界的にも 大級で大変有名な橋梁が，強風で破壊

されて，75 人の人々が乗っていた列車と共に海の中に崩れ落ち，全員が死亡した（図-21.610）。

その橋梁は，英国の第一流の技術者で，偉大なスティーブンソンの弟子であるサー・トーマス・

バウチの作品であった。バウチは，ヘンリー・ベッセマーと共に，その年の 6 月にビクトリア女

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Tay_Bridge_before_the_1879_collapse.jpg （参照 2016-07-29） 
10  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fallen_girders,_Tay_Bridge.jpg （参照 2016-09-25） 

図-21.5  初代のテイ橋（撮影 1878～1879 年頃） 
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王からナイトの称号を授けられていた。しかしながら，彼の橋梁，一連のトラス橋梁は，鋼では

なく，主として錬鉄で製作されており，その後の事故調査報告では，風荷重を適切に計算してい

なかったことが示された。その結論は，主として技術者に責任があったということであった（バ

ウチは，その苦難によって，健康と精神を病み，1 年も経たずに亡くなった）。 

 

当然のことだが，その大惨事のニュースは，ニューヨークとブルックリンで大きな物議を巻き

起こした。マクナルティとペインは，新聞紙上で長々と取材を受け，イースト川橋梁が全く異な

る種類の構造物であることを説明して，一般読者を安心させるために 善を尽くした。だが発言

すべきは誰だったのか？ 不幸をもたらしたバウチの言葉は，専門家のどのような言葉よりも，尊

重されなかったのではないか？ 

 

奇妙な巡り逢わせだが，テイ橋の話題を掲載した同じ新聞が，有名な素線製造業者で，巨大な

ケーブル用の素線を供給した J・ロイド・ヘーグが，まさに倒産したことも報じた。そして，1 件

の更なる破滅的な注釈を加えるように，さらに別の“著名な技術者”は，イースト川橋梁はその

上に積載すべき重量の 1/5 も支えることができないだろうと，主張し続けていた。1880 年元旦の

新聞の大見出しは「テイ橋の大惨事が，ニューヨークとブルックリンの間で繰り返されるのだろ

うか？」と提起し，新しい 10 年が始まった。 

 

 

 

1880 年の新年早々の数週間，エミリー・ローブリングは，主ケーブルとハンガーロープの間で

作業をしている小さな人形のような作業員の姿を眺めながら，テイ橋の悲劇について考え，窓際

に一人で立っているような時間があったに違いない。その頃の彼女は，考慮すべき無数の項目と，

必要となるあらゆる計算項目のとても重要な信頼性を理解するほど，十分な知識があった。彼女

は，とても多くの項目が，どのように誤った方向に進む可能性があるのかを，十分に理解してい

た。一部の人が言っているように，イースト川はテイ湾ほど風が強いわけでもなく，海に向かっ

図-21.6  テイ橋の落橋 
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て広く開いているわけでもない。それでも川には塩水が流れ，ロングアイランドが防風の役目を

しているにもかかわらず，川の上では，風が吹き荒れていた。新聞によると，テイ橋が落橋した

時，列車は，ほぼ 90 フィート（27m）落下したようである。 

 

だがその同じ週の間に，彼女は，何年振りかに自分の気持ちを高揚させながら，家の周りを歩

き，雪に覆われたハイツの街路を馬で走る時もあったに違いない。12 月に，G・K・ウォーレン

が要請していた委員会での審理実施が，ファイブフォークスの戦いから 14 年 8 ヵ月後についに承

諾された。 

 

 

 

1880 年 2 月下旬，彼女は自分のスクラップブックに，フェルディナンド・デ・レセップス11が

シルクハットでオーバーコートを着ている大きな挿絵を貼り付けた。挿絵の見出しによると，レ

セップスが，ニューヨーク側アンカレッジの頂上で，橋梁を視察するグループと一緒に立ってい

る挿絵であった。その“偉大な技術者”（そもそも彼は技術者ではなく，外交官であった）は，彼

の経歴での偉業となるパナマのイスマスを横断する海水面運河を推進するために，フランスから

到着したところであった。別の週には，彼はアメリカ土木学会（聴衆の中にはコリングウッドと

マクナルティもいた）で熱のこもった演説を行ったようである。また，レストランのデルモニコ

スでの豪華な晩餐会では，大歓迎されたようである。この晩餐会では，ブルックリンの牧師であ

るリチャード・ストーズが歓迎の挨拶を行い，エミリー・ローブリング自身も，デ・レセップス

が晩餐会に堂々と登場した際に同行した女性達の中に入っていたようである。祖父のようなフラ

ンス人は，橋梁に大いに感動したと記者に語っているが，エミリーが保管していた挿絵では，彼

は一番目立つ位置にいる身元不詳の若い婦人に，もっと興味を持っているように見える。 

 

スクラップブックに綴じ込まれたフランク・レスリーズ・イラステッド新聞の全面には，作業

員達が主ケーブルの一本に鉄製の吊材バンドを取り付けている詳細な風景が掲載（図-21.712）さ

れており，これらのワイヤーロープの吊材（ハンガーロープ）で，道路部分の鋼製床組が支持さ

れることとなる。ケーブルは，この時までに，端から端まで完全に被覆されていた。一旦，吊材

が所定位置に配置されると，作業員達は床組の横桁を並べ始めることができた。その作業は，ア

ンカレッジと主塔に も近い位置から始められた。 も近い吊材だけを主塔側に引き込み，横桁

を取り付けてから，所定位置に戻すだけであった。横桁の上には厚板が敷かれ，その上に作業員

が載って，次の横桁を架設するという方法で，河川上まで張出して施工が進められた。一旦，鋼

製床組の組立てが始まると，彼女は，夫から指示されたように，その状況を確認するために，自

らその上を歩いて出て行けるようになった。 

 

4 月に，彼女は聖アン教会に関する 2 件の記事を切り抜いている。その場所は，11 年前にロー

ブリングとペインが，中心線を見通すために利用した場所であった。歴史的な古い建物は，まさ

                                                        
11  フェルディナンド・デ・レセップスは，フランスの外交官・実業家でスエズ運河を建設した人物。 
12  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper’s view of cable work : November 15, 1879. 
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に取り壊されようとしており，イーグル

新聞は「近代的な改修の推進によって一

掃」と報道している。 

 

彼女のスクラップブックは，市民が橋

梁を眺めたように，その年の橋梁の全て

を物語っている。そこには，財源に関す

る通常の論争，ちょっとした 1～2 件の事

故，鋼の契約に関する多くの泣き言や釈

明（エッジ・ムーア製綱会社の納入には

腹立たしいほどの遅れが発生していた），

工事の進捗状況の定期的な報告（例えば，

ニューヨークのウィリアム通りと北ウィ

リアム通りを跨ぐ大きな斜めアーチや，

吊橋の床組の円滑な進捗状況に関するも

の）が残されていた。郵便切手ほどの 1

件の小さな切り抜き記事には，ブルック

リンの J・ロイド・ヘーグが，シンシン

刑務所で岩石を割っていることが掲載さ

れている。彼は，不渡り小切手を出して

有罪判決を受けていた。 

 

6 月，ヘンリー・マーフィーは，2 人の

プリマス教会音楽家に，橋梁の支間中央

の仮設架台へ，彼らの小冠を持ち出しても構わないと発言した。そして，その音楽家は，その場

所で，フェリーボートとフォール・リバー船ニューポート号から，上を見上げて歓喜する数百人

の人々に向かって，“我が魂を（讃美歌 273 番）”，“千歳(ちとせ)の岩よ（讃美歌 260 番）”，“あめ

つちこぞりて（讃美歌 539 番）”を演じた。 

 

その年の夏と秋は概して平穏無事で，1880 年 10 月の理事会で起きた 1 件の信じがたい場面だ

けが，ブルックリン全体の話題となった。 

 

会議は決まりきった事項だけが議題であり，ほぼ閉会となる頃，会計監査官のスタインメッツ

は，理事長に伝えたい情報があると発言し，そこですぐに理事長のヘンリー・マーフィーに，著

しく長い印刷された文書を手渡した。そして使者が部屋に飛び込んできて，出席者全員に補足的

な写しを配布した。ウィリアム・キングズレーは，ゆっくり立ち上がり，その写しを広げて，そ

れをテーブルに出すために移動した。 

 

キングズレーは「このような人物が，こんなやり方で情報を提示するとは，理事会の威厳に対

図-21.7  ハンガーロープ取付け作業 
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する侮辱である」と発言した。 

 

スタインメッツが興奮して「議長，議長！ 私の情報を読んで頂くことを要求します」と怪しげ

な英語で叫んだ。キングズレーは「私が話をする番であり，スタインメッツは常軌を逸している」

と言った。 

 

キングズレーが「この人物は，この理事会のメンバーになって以来ずっと，一件の実用的ある

いは理知的な考えも提案することもなく，まさに先ほどのような人気取りのくだらない資料を，

理事会に絶えず持ち出している」と発言した。 

 

スタインメッツは「だが，その資料は，まだ読まれていない」と抗議した。 

 

キングズレーは，会計監査官を睨みながら，大声で「君は，自分が政治活動のスラム街にいる

のではないことを理解する必要がある」と大声で言った。 

 

スタインメッツが抗議を続ける一方で，その文書をテーブルに出す動きが，素早く進められた。

彼は「私は，ブルックリンの住民を代表している。私が普通の市民であれば，ここにいることは

ない。・・・キングズレー氏の提案は，いつも耳を傾けられ受け入れられている。一方，私の提案

はそうではない」と叫んだ。 

 

キングズレーは，スタインメッツの印刷された書簡を振りながら「これは，全く馬鹿げた話だ。

それは，理事会に持ち込まれた選挙区の政治活動である」と言い返した。 

 

マーフィーは，すぐにその問題の更なる議論を中断させ，別の事案を取り上げた。しかし，会

議が閉会となった時，キングズレーはスタインメッツに向かって行った。その時，スタインメッ

ツは，隣の事務室で他の人々に囲まれて立っていた。 

 

キングズレーは，自分より頭一つ近く小さいスタインメッツに向かって「君は，扇動家の役を

務めている。君は，何をあるいは誰を，代表しているのか？」と言った。 

 

そのグループの中の一人によれば「キングズレー氏の態度は，むきになっており，スタインメ

ッツ氏と向かい合って立ち，じっと睨んでいた。スタインメッツが青ざめ，理事会の他のメンバ

ーが部屋の中に押し寄せてきた」とのことであった。 

 

スタインメッツが「私は，ブルックリンの人々を代表している」と答えると， 

キングズレーが「君は，誰も代表していない」と反論した。 

スタインメッツが「貴方は，紳士ではない」と言うと， 

キングズレーが「君は，ならず者である」と言い返した。 

「私は会計監査官であり，ブルックリンの住民を代表している」 
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「言っておくが，君は誰も代表していない。まったく誰も」 

スタインメッツは「ええと，キングズレーさん，貴方にそのように受け取られても，かまいま

せん」と後ずさりながら発言した。 

キングズレーが「もちろん，そうだろう」と答えた。 

 

続いて，スタインメッツは，キングズレーに背を向けて部屋を出て行ったが，その後もキング

ズレーは，憤り続けていた。 

 

その話は全て，夕暮れまでに街中に知れ渡った。スタインメッツは，キングズレーに殴られる

恐れがあったと，後で述べたが，その部屋にいた誰もが，それに同意することはなかった。しか

し，理事会の誰もが，キングズレーの態度を正しいとすることはできず，新聞はスタインメッツ

が障害者であるという事実を強調した。キングズレーが所有するイーグル新聞でさえ，スタイン

メッツの書簡を読んだ方が良かったと認めていた。そのようなことから，全体的な状況は，しか

るべき状況よりも更に大げさなことになってしまった。あらゆる夕刊紙が，スタインメッツの書

簡の全文を掲載した。一時的な興味以外に，本来ならば関心を呼ぶような内容は，ほとんど無か

った。スタインメッツは，主として鋼の契約に関して多くの的外れの告発を行っており，それを

裏付けるものは何もなかった。数人の社説担当記者は，それを額面通りに受け取り，その結果と

して若干の愚かな非難記事を書いたものの，全ての問題はわずか数日でおさまった。 

 

それでもなお，理事会室での衝突は，理事会での多様な人格の間に激しい感情が生まれている

ことを示していた。そして，ローブリングは生涯の後半になって，彼の妻が橋梁建設でどのよう

な役割を果たしたか尋ねられた時， 高に称賛したことは，これらの理事達に囲まれて，このよ

うな特殊な年月の間における“調停者としての彼女の驚くべき才能”であった。彼は，いつもの

感情を表に出さない控えめな表現で，彼女がどのようなやり方で“機転をきかして個人の摩擦を

取り除いた”か，“その対応において若干の政治的な活動の中に必然的に内在している”難点を丸

く収めることができたかを，人々に語った。 

 

明らかにその仕事に関わったほぼ全員が，彼女に対して，各自の政治感・職業・年齢・彼女の

夫に対する特殊な感情にかかわらず，とても好感を持っており，大いに尊敬していた。彼女が関

係者の間で歓迎され，彼女の意見がとても尊重されたことは，女性が建設の仕事に参加したり関

わったりすることが，特別な機会の見学者を除いて，絶対に前代未聞であったその当時では，そ

のこと自体が注目に値する証言であった。 

 

彼女が何度乱れた気持ちを鎮めたのか，彼女が何度論争の一方の言い分を，その次に他方の言

う分を根気よく座って聞いたのか，彼女が何度適切な忠告の言葉を，ヘンリー・マーフィーやフ

ェルディナンド・ローブリング，C・C・マーティンに，彼らが夫の病室に入る前にかけたのか，

彼女自身が直接，どの程度頻繁にスタインメッツやキングズレーを相手にしたのか，記録には残

っていない。しかし，彼女が実際にまさにそのような仕事で非常に忙しかったという印象がある。 

ローブリングは，彼女の役割を“計り知れぬほど貴重なもの”と述べていたようである。 
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1881 年 2 月には，ヘンリー・マーフィー，ジェームズ・ストラナハン，牧師のストーズ博士が

正装し，マーティン，コリングウッドと 3 人の若いレンセラー工科大学の卒業生で 近雇用した

アシスタントを連れてニューヨークに向かい，その有名な工科大学の同窓生の集会に出席した。

コリングウッドがその晩の主要な講演者であり，主題はその橋梁に関するものであった。マーフ

ィーとストラナハンは架橋公社の代表として招かれていた。またストーズは，このような機会で

の常連のようで，厳粛に見える技術者達に対するある種の非公式の牧師のように思われる。この

大学の同窓生は，神が創造したものの改善について大変冷静に話をする人々で，南北戦争以降，

どんな軍隊よりも国の様子を，既に変えてしまった人々であった。 

 

その夜の講演では，その工科大学が 55 年間に世界中に送り出した 739 名の技術者達によって完

成したもの，すなわち彼らが建設した無数のダム，運河，橋梁，鉄道や水道について，多いに語

られた。しかしながら，全ての話題の中で も力強い証言は，トロイ出身のグリーン教授による

もので，イースト川橋梁がレンセラー工科大学出身の人々による仕事であると，さりげなく言っ

たことであった。それは全体としては正しくなかったが，教授の話を聞いている人々は，非常に

喜んでいた。 

 

コリングウッドは，少し長すぎるほど，橋梁に投入してきた煉瓦，石材，鋼材および鉄材の途

方もない量について話し，その後，大きな拍手に向かって，作業がほぼ終わりかけていると発表

した。彼は「本当の英雄はローブリングであり，橋梁への影響力を失うことは全くありませんで

した。・・・工科大学から，この橋梁にやって来た仲間は定着しており，素晴らしい粘り強さを身

につけたようです」と述べた。 

 

その後に続いた晩餐の間，技師長について多くの話題がでており，明らかにほぼ同じくらい，

技師長の妻の話題も出ていた。なお，その頃には，彼女はアシスタント技術者から心酔されるよ

うな人物になっていた13。 

 

1881 年の春には，鋼製床組の架設（図-21.814）が前方に進み始め，巨大な構造物は，橋梁らし

く見え始めた。夏までには，供給面で遅れが出ていた請負人があっても，上部構造は川の上に向

かって，両方向から順調に進んでいた。河川上の船の上から建設状況を見学した後，感心した技

術者の一人は記者達に「あのような橋梁の架設方法は，巨大な金梃子のようにしっかりしており，

                                                        
13 実際に，彼女に関しては多くの話題が残っている。1 年後の次の同窓生の集まりで，ロシター・W・レイモンド

というブルックリンの技術者，RPI の卒業生ではなかったが，晩餐の後の話題提供者となるほど知られていた人

物は，彼女の事について話題提供し，特別な乾杯の音頭を取るように依頼されたほどであった。（レイモンドは，

かつてプリマス教会でビッチャーの跡を継ぐよう要請されて，その要請を辞退したほどの仰々しい講演のやり

方をする人物であった）。彼は，静まり返った聴衆に向かって「皆さん，私は，ある女性の名前を公共の場で

軽々しく口にすべきではないと認識しています。・・・しかしながら今，皆さん全員の唇から半分ほど口に出

されようとされているもの，ワシントン・ローブリング夫人の名前を私が口にするとき，私に思いやりや畏敬

の念が欠如していることを，お許しいただけると，私は信じております」と演説した。 
14 http://www.engineersjournal.ie/2015/04/21/brooklyn-bridge-construction/ （参照日 2016-07-31） 
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千年は存続するであろう」と語っている。その夏は，第 20 代アメリカ合衆国大統領のガーフィー

ルドが暗殺され，チェスター・A・アーサーが第 21 代アメリカ合衆国大統領になった時期であっ

た。なお，アーサーは，橋梁建設の初期段階には，ニューヨーク港の税関長であった。 

 

税関のドーム屋根は，ワシントン・ローブリングが，自宅の 2 階の窓からとても簡単に認識で

きるニューヨークのランドマークのひとつであった。彼が展望できる世界は，彼がハイツの自宅

に戻った 1877 年の夏以来，ずっと同じであった。この 4 年間，ニューヨーク市街や橋梁の眺めだ

けが，彼が展望できる世界であった。 

 

バッテリーからニューヨーク側主塔まで， もよく知られたランドマークの全てが，定規に沿

った点のように立っていた。古いトリニティ教会の尖塔は，ダウンタウン15で も高い建物であっ

た。そして，その右手側の更に遠くのアップタウンには，ウエスタン・ユニオン・ビルの塔があ

り，その建物は，彼の自宅とフルトン・フェリーのニューヨーク発着場を結んだほぼ直線上に建

っていた。そして，国旗を掲げた重厚な駒形屋根の郵便局が続き，ジェームス・ボガーダスによ

って 30 年前に建設された鋳鉄利用の先駆けとなったショット・タワー（大砲の着弾を確認する展

望塔）があった。そのちょうど右手，橋梁の主塔の手前には，先の鋭く尖った時計台のあるトリ

ビューン・ビルがあった。彼の双眼鏡や望遠鏡で，トリビューンの時計で時刻を確認することが

                                                        
15 ニューヨークのダウンタウンとは，マンハッタン島の 14 番通より南側の区域を指す。 

図-21.8  床組の架設状況（撮影 1881 年） 
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可能であった。 

 

望遠鏡を通して，ニューヨークの建物側面に種々の色で大きく書かれた，イブニング・ポス

ト，・・・アーベントロート・ブラザーズ，プランバー・アイロン・エナメルド・ウェア，ホーム・

フォー・ニューボーイズ・・・等と読み取れる多くの建物があった。ローブリングは，年々着実

に変化し，いつも少しずつ高くなって行く地平線を眺めて続けていた。それでも，橋梁の花崗岩

製主塔は，完全に主導権を握っていた。トリニティ教会とトリビューン塔は，実際に測れば 1 フ

ィート数インチ程，橋梁の主塔より高かったが，そのようには見えず，はるか遠方にあり，主塔

に比べれば空に対して単なる針のようであった。 

 

ローブリングの部屋の窓から，橋梁の両側の主塔とも，はっきりと見ることができた。実際に，

橋梁のほぼ全体構造を見ることができ，ニューヨークのハーレムとブラックウェル島（現在のル

ーズベルト島）を半球形にしたような空の部分に輪郭を見せていた。あまり意味のないことだが，

彼の望遠鏡は，上部構造に打ち込まれているまさにリベットを調べることができるくらい強力な

ものだったと言われている。だが橋梁は，彼が進行中の様々な状況を見るには，確かに十分に近

いところにあった。興味深いことに，彼は，実際に望遠鏡を通して橋梁を熟視し続けることはほ

とんどなかったと，後に彼の妻が述べている。物事が適切に処理されていれば，彼の“経験豊か

な目”で一瞥すれば十分であったと，彼女は述べている。どうやら，彼の視力障害は，近くのも

のを見ることに限定されていたようである。 

 

秋になると，C・C・マーティンが「橋梁は，来年の夏には完成するだろう」と言うようになっ

た。初雪が舞う頃には，鋼製梁とハンガーケーブルが，主塔から主塔までの全区間で吊り下げら

れた。12 月初旬，エミリーには，とても長い間で，初めて達成感を味合う瞬間があった。おそら

く，技師長は，自宅の窓から式典全体を眺めていたはずである。 

 

その日の昼過ぎ，彼女は自宅を出て，直接ブルックリン側主塔の下部に馬車で出向いて，ファ

リントンに付き添われて，橋梁上の道路面まで螺旋階段を登っていった。彼女が待っている時に，

微風が吹いていた。外気は雨の香りがして，まるで 4 月のように穏やかであった。 

 

ほどなく，理事会の代表団が下側の作業ヤードに到着して階段を登ってきた。そして，シルク

ハットを少し持ち上げて，彼女と握手をし，思いがけない天候について意見を述べたが，それま

で行っていた会議での話題については何も言わなかった。橋梁事業が始まって以来の大変重要な

会議の 1 つであることは，彼女も認識していた。だが彼女も理事達も，それについて何ら触れる

ことはなかった。 

 

そして，彼らは出発し，鋼製上部工の上に設置された厚板の歩道に沿って歩いて行った。その

時の厚板の歩道は，わずか 5 フィート（1.5m）にすぎない幅で，河川上の全長に渡って伸びてい

た。その感覚は，キャットウォークの上より，明らかに少しだけ，神経を擦り減らさなくてもよ

いことであった。 
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彼女が先導するように前方を歩き，ブルックリンのハウエル市長と，裕福な蒸気船の船主でニ

ューヨークの新市長となったウィリアム・R・グレイスの傍に付き添った。他の人々，アシスタン

ト技術者と 2～3 人の記者の総勢 12 人程が，その後に続いた。絶叫するような眺望であった。強

風が吹いており，ある記者は，高齢で尊敬されているジェームス・S・T・ストラナハンの白く長

い髪の毛がどのような状況になっているかを書きとめた。あちらこちらで，カモメが大きな弧を

描いて，主ケーブルやステイケーブルを越えて滑空して，橋梁の下側に舞い降りて行き，白く小

さくきらめきながら河川の濃い緑灰色に向かって，更にずっと下まで舞い降りていった。船舶は，

白い帆を詰め開きにして，その下方を通過していった。風や，両方向から押し寄せる船の進む波

や，激しく動いている潮流の影響を受けて，河川の水は渦を巻き，大きな乱流となって回ってい

た。その小さな行列の中では，とても活気のある会話が行われていた。誰もが，実際の道路部分

を通って，橋梁を初めて渡るという素晴らしい時間を，満喫していた。 

 

彼らがニューヨーク側主塔に到着すると，数本のシャンパンが開封され，理事達は，ローブリ

ング夫人の健康と“事業全般の成功”を祈念して乾杯した。 
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第 22 章 窓辺の人 

迅速で効率的な仕事を確実にする 良の方法は，

新しい技師長を雇うことである。 

ニューヨークのスター新聞 

 

誰が決定したかについては誰も発言せず，そのことが，ニュ

ーヨーク側の理事達，特に市長を大変苛立たせていた。彼らは

「ニューヨーク市が，橋梁を渡る寝台車と貨物列車から利益を

得ることは不可能であり，誰の権限で，その技術者の計画が，

そのような交通体系に適合するように，突然にそれも密かに変

更されたのかを知りたい」と発言した。しかし，もう一方の理

事達は，はっきりした回答をしなかった。理事会室の緊張感は

高まっていき，そこですぐ，ジェームズ・ストラナハン（図

-22.11）は，ウィリアム・R・グレイス市長（図-22.22）に「実

施された全ての件に関する権限は，当然あります・・・。どん

な形であれ，その件には個人的な考えや私情は入っていません。

そして，それが秘密裏にとか，理事会の一員としての合法的な

職務から外れた方法で行なわれたと，疑われるようなことは，

全く行われていないと，私は断言します」と説明した。 

 

ストラナハンは，明らかに怒りながら滅多にしない答弁を行

っていた。彼の通常の進め方は，反対者がおそらく半分程正し

く，もちろん善意から反対していると考えることであったが，

それにしても全体から見て，彼の 初からの前提が全く間違っ

ていたようであった。彼は，いつも反対者の“より成熟した判

断”を頼りにする意志があり，その判断を熟成させる状況を作

り出すために，たいてい遅延を認める意志あった。しかし，直

接的な質問を遅延させることは簡単ではなかった。だから，いつもは人当りの良いストラナハン，

人々に英国の政治家を彷彿させるような人物で，その時点で 70 歳代となり，これまでより更に威

厳があるように見られていた彼が，その立場，いわば個人的な性格の素晴らしさとこれまでの貢

献度を背景にして，ものすごい義憤の表情を示していた。 

 

その駆け引きはうまくいった。グレイス市長は自分に悪意はないと言い，それ以上の質問はし

なかった。ストラナハンは「ニューヨーク側理事の方々が懸念されているような事情は，本当に

ありません」と発言した。彼は，理事達に，自分が 10 年前にコーネリウス・バンダービルト3と

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_S._T._Stranahan.png （参照日 2016-07-31） 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Russell_Grace.jpg （参照日 2016-07-31） 
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，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，“鉄道王”と呼ばれた。 

図-22.1 ジェームズ・ストラナハン

（1808～1898） 

図-22.2 ウィリアム・R・グレイス

（1832～1904） 
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ニューヨーク中央鉄道の乗り入れについて，どのように話し合ったのか，また，ローブリング大

佐が，バンダービルトの技術者に会って，その対応方法をどのように解決したのかを話した。一

段低いところにある鉄道を，グランド・セントラル駅の南側から橋梁まで走行させることが可能

かどうか，橋梁を渡らせるために，列車を油圧リフトで上昇させることが可能かどうかについて，

検討が行われていた。ストラナハンは「つまり，ブルックリンが自分達の駅を要望することは，

それほど不自然なことでしょうか？」と尋ねた。彼は「至る所で起きていることについて，考え

ていただきたい。・・・すでに，西部に向かう 3 本の幹線鉄道が，ジャージーまで来ており，さら

にもう数本が 12 ヵ月以内に完成する予定です。ニューヨークでは，西に向かう唯一の幹線鉄道が，

ニューヨーク・セントラル鉄道です。ニュージャージーは，乗客のためにアネックス船を派遣し，

そして，艀（はしけ）はニューヨークの岸を通り越して貨物輸送を行っている。そのことが，ニ

ューヨークの皆さんにどのような利点があるというのですか？ すぐに，あるいはもう少し後で，

皆さん方はこの問題を検討することになるでしょう。その時になって，私達が自らの利益だけで

なく，ニューヨーク市の利益にとっても，無駄な努力をしていたわけではないことを，きっと理

解して頂けると確信しています」と説得した。 

 

その後，ローブリング夫人が，この時刻までにブルックリン主塔に上がり，橋を歩いて渡る用

意をして待っていることに気づき，会議は一時中断となり，質問が残ったままとなった。 

 

状況が判明したので，公式な回答な行われることはなかった。変更決定の責任者は匿名のまま

とすることが選択され，変更に関する説明を任された人物は，ローブリングであった。 

 

その問題は，建設事業が終盤に近い時期ではなかったこともあり，橋梁のこれまでに増加した

事業費について，新聞でほとんど話題にならなかった時期でもあり，その変更は，おそらく大し

た問題ではなかったのかもしれない。しかし，1881 年 10 月，ローブリングが，重たい蒸気機関

車と車輛の走行に対して十分な床組剛性を確保するために，トラス構造に付加する 1000 トンの鋼

材の要請を提出した時，数人の理事は，彼らが待ち望んでいた時が訪れたと考えた。 

 

彼らは，なぜか急に橋梁の強度に関する問題を知ろうとした。誰が，鉄道列車の乗り入れを決

定したのか？ どのようにして，そのようなとても重要な決定が行われたのか，なぜこれに関する

説明が記録に残っていないのか？ そして，いつものように言外に「技師長は，自分が何をしてい

るのかを，分かっているのか？」という更に大きな疑いを含めていた。 

 

主たる問題は，誰もが事業の完成を目にすることを極めて心配しており， 終的に全体的な事

業費が一体いくらになるかを，正確に知りたいと強く願っていることであった。 

 

1882 年，年初めの時点で，橋梁に対する全支出は 13,377,055.67 ドルとなる予定であった。しか

し，数人の論説者がいつも書いていたように，当初の見積は，およそその半分であった。ヘンリ

ー・マーフィーは，完成までにあと 60 万ドルあれば十分であると思うと発言していたが，彼でさ

え，その金額に固執する気はなかったようである。ツィードが関係した裁判所建設の古い記憶が，
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理事会の誠実な人々を悩ますように蘇り，今や橋梁の建設費用は，裁判所建設で注ぎ込まれた費

用4を上回ろうとしていた。 

 

そのうえ，理事会の中でも少数の理事だけが，橋梁の技術やその歴史的背景をしっかりと理解

していただけであり，依然として，技師長と個人的な付き合いをしている人は，ほとんどいなか

った。実際に，その時点で，その巨大事業の運営責任を負っている人々の半数以上は，ワシント

ン・ローブリングに会ったことさえなかった。そして，彼との情報交換が書簡以外の方法がなく，

それを望むものは滅多におらず，そのような人は，情報交換を行っている人々にとって厄介者で

あり，そのことが時々誤解を招いていた。 

 

理事の中で も歯に衣きせぬ人物であったロバート・ルーズ

ベルト（図-22.35）は，10 月 13 日の理事会で，追加鋼材によ

る重量増加で橋梁が弱められるのではないかと，馬鹿げた主張

をした。ケーブルがどの程度の重量を支持できるのかを，正確

に知りたいと要請した。彼は，ローブリングが早急に報告書に

まとめて提出するよう要望した。彼の動議は採択され，ローブ

リングは指示されたように，1882 年 1 月 9 日付けの手紙で説明

を行っている。そこには，追加した重量は床の剛性高める意味

があり，橋梁を弱めるのではなく，なお一層強固になるという

説明が記載されていた。ローブリングは，誰が彼の計画を修正

するように指示したのかを発言することはなく，そうすること

が，彼に“義務として課される”ようになったとだけ述べていた。ローブリングは，理事達も知

っていたように，橋梁上に従来型の列車を走らせる考えには反対していたが，その指示に従った。

ローブリングは「私が，この変更を行うことに同意したとき，個人的な懇願に従った訳ではなく，

むしろ構造物自体が役に立ちそうなあらゆる可能性のある目的に，それを使用しない限り，途方

もない出費をして，この橋梁を建設してきたことに，どのような利点があるのかを熟考したから

である」と述べている。今回の変更によって，橋梁の剛性が非常に向上し，通常の交通が橋梁上

に載っても，目に見えるような影響が無いほど丈夫になった。そして，誰もが心配しているケー

ブルへの懸念を鎮めるために，ケーブルがアンカレッジを引き抜けるくらい十分に強いことを，

かなり劇的に述べて結論とした。 

 

橋梁用列車をケーブルで牽引する当初計画は，断念されることはなかった。それは，まさに橋

梁がその時点で将来に適応する十分な強度を備えたことであり，その将来については，何がしか

の鉄道を含むものであろうと，全く自然に推定された。しかし，その推定は間違っており，別の

要因，主として内燃エンジンと自動車の出現については，その時点で，誰も思いつかなかったか

もしれない。その決定は，正しかったと判明することになる。その結果，橋梁は，上部構造にな

んら主要な改造を必要とせずに，その後 50 年間そのままで供用されることになる。 
                                                        
4 裁判所建設の建設費は，当初25万ドルであったが，ツィード・リングが関わり， 終的に1300万ドルを超えて

しまった（第 6 章参照）。 
5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Roosevelt_-_Brady-Handy.jpg （参照日 2016-08-03） 

図-22.3 ロバート・ルーズベルト

（1829～1906） 
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言い換えれば，それは，とても重要で幸運な決定であった。そして，後に言われた幾つかの状

況から，それを行った人物の一人がストラナハンであり，キングズレーやマーフィー， 終的に

は彼を支援していたローブリングと一緒に行ったようである。おそらく，ストラナハンは年をと

ったバンダービルト代将6と“相互理解”に達したのであろう。なお，この時点で，バンダービル

トは亡くなっていたが，依然として，ニューヨーク・セントラル鉄道は，その構想を本気にして

いた。おそらく，ストラナハンとその関係者は，その決定が長い目で見てブルックリンの利益に

なると，簡単に考えたのであろう。結局，橋梁は強すぎるということはなく，また，その状況を

乗り越える騒々しい論争，確実に失うかもしれない論争の危険性よりむしろ，彼らは，まさに先

行実施を選んだのであった。 

 

その決定がブルックリン内部で行われたのは，確実であり，説明がどうであれ，彼らは強気に

なっていた。発注済の鋼材の納入は，予定よりかなり遅れており，いかなる追加した鋼材も，更

に経費が嵩むだけでなく，更なる遅れを生じそうであった。そのため，発表された計画変更の当

面の結末は，事業のこのような 終段階における処置を誤った人物を見つけ出す騒ぎとなった。 

 

皮肉なことに，橋梁はほとんど建設されていた。難しくて骨の折れる作業は，確かに施工済で

あった。その時点で，ほとんどが仕上げ段階であった。すなわち，取り付け道路の 終的な石積

工，トラス構造の 終部分，道路と遊歩道の床板の施工，そして，多くの塗装作業が残っていた

だけであった。すでに，作業員達は，キャットウォークを撤去し始めていた。 

 

ローブリングは，1869 年の夏に父親が亡くなって以来初めて，少しだけくつろぐことができた。

13 年間で初めて，彼の働きは，もはや絶対不可欠なものではなくなった。初めて，彼を本当に必

要としなくなった。 

 

ローブリングと同様に，当初から事業に関わっていた理事達も，

全員が 13 歳年を取っていた。ヘンリー・マーフィーのように，何

人かは，年を感じさせるようになっていた。しかし，遂に事業の

完成がほぼ手の届く範囲になった時点で，事業の遅れに， も苛

立ち， も欲求不満となっていたのは，理事会の新顔の連中であ

った。前述したように，ロバート・ルーズベルトは も大きく騒

ぎ，彼の質問に誰もまともに答えていないことを根拠として主張

していた。しかし，彼にも，大切な新しい協力者として，ブルッ

クリンの大変若い共和党の新任の市長であるセス・ロー（図

-22.47）がいた。 

 

                                                        
6 代将（Commodore）とは，アメリカ海軍の 高位を示す称号であるが，1830 年代にバンダービルドがその称号

で呼ばれるようになると，『代将』はその後蒸気船企業家を表す一般的な言葉となった。 
7 http://cdn.brooklynheightsblog.com/wp-content/uploads/Seth-Low-II.jpg （参照日 2016-08-02） 

図-22.4 セス・ロー 

（1850～1915） 
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セス・ローは，1882 年 1 月に出席した初めての理事会で，ほとんど発言することはなかった。

彼は少年のような顔に，用心深そうな深刻な表情をして，ただ座って聞いていただけであった。

ただ終わり頃に，彼は，橋梁が完成する時期をヘンリー・マーフィーに尋ねた。 

 

マーフィーは尋ねられるとすぐに，その質問に答えた。資金に関してこれ以上の複雑な事態が

なければ，橋梁は，秋には完成するだろうと発言した。 

 

32 歳のセス・ローは，ヘンリー・マーフィーの孫と同じくらいの若さであったが，マーフィー

がブルックリン市長に選出された時ほど若くはなかった。ローは，A・A・ローという裕福な絹商

人の息子で，父親の高速帆船がかつてブルックリン埠頭に沿って並んでいた。ローは，コロンビ

アハイツのローブリングの自宅から通りを下った大邸宅で，“何不自由なく”育った人物であった。

おそらく，ヘンリー・マーフィーは，青年の中に，彼自身と共通する何かを見つけたのであろう。

何ら質問せずに，彼は，ローが歩んできた経歴を理解していた。 

 

マーフィーと同様に，コロンビア大学でのローは，とても優秀であった。理事長バーナードは，

彼のことを「大学で 初の学者であり，ここにいる様々な学生のなかで， も勇ましい若い仲間」

と呼んでいた。その後，彼は父親の絹事業を引き継ぎ，合衆国 高裁判所の裁判官の娘と結婚し，

ブルックリンに青年共和党クラブを組織して，ガーフィールドとアーサーの選挙支援を行った。

そこには，政治クラブとして，喫煙室・ビリヤード部屋・酒場・社交場等を設置せず，一生懸命

働く以外の何もないという全く新しい試みを進めていた。 

 

セス・ローが市長選に“市民の候補者”として立候補した時， 優先の論点は，ブルックリン

の地方自治であった。彼の十分に洗練され，かなり磨かれた魅力的な風貌と，年齢の“若さ”が

彼を引き立てていた。政治家達は，彼のことを全く気にかけなかったが，市民は，はっきりと応

えた。彼は，首領マクラフリンが立てた候補者を完全に打ち破り，4 千票差で過半数を獲得し，

自らの資金を使わずに当選した。州外の新聞では，すでに彼のことを国家の重要人物と呼んでお

り，彼は，やがて州知事になるという話があった。 

 

だが春になっても，橋梁の完成は少し近づいたようには見えず，マーフィーの確約も，もはや

頼りにならなくなった。そこで，ローは，A・C・バーンズとニューヨーク側の理事（グレイス市

長，ルーズベルト，ニューヨークの会計監査官キャンベル）と，新聞の見出しのように「厩舎を

きれいにする」として手を組んだ。当時，若い理事全員が橋梁の完成を非常に急いでおり，新聞

や市民は，それを大変歓迎していたようであった。 

 

ローは，6 月 12 日に彼の 初の行動を起こした。彼は，技師長に対して，完了作業に関する定

期的な月次報告書の提出を義務づけること，その報告書には，橋梁の完成時期についての見解を

含めることを，要請した。その次に，技師長に“橋梁に関連する問題について相談する”ために，
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2 週後の特別会議で，理事達の前に本人自らが出向くことを要請する動議を提案した。 

 

しかし，まさにその直後，ロバート・ルーズベルトは，お手上げだと諦めて，たいへん立腹し

ながら辞任を発表した。彼の目的が，理事会内で高まっている敵対意識に，ある程度の注意を引

き付けることであれば，成功した。ルーズベルトは，ウィリアム・グレイス市長に宛てた長文の

公開質問状で「橋梁の問題は，リーダーシップの欠如である」と明言した。実直な理事は，何ら

きちんとした回答を得ることはできなかった。彼は「橋梁の運営管理が，死そのものでさえ遮る

ことができないような堅固な集団に牛耳られている。鋼材の納入遅れは恥ずべきことであり，運

営管理において，常に技師長が在席し，単に作業を監督するのではなく，理事達が明確な情報を

必要とする時には，いつでも面会するような体制となっていないことは，間違いない」と発言し

た。 

 

新聞は，ルーズベルトが発言する必要があったことを重視した。ヘンリー・マーフィーは，そ

の話題の別の面を説明するために，直ちに記者を呼んだ。初老の弁護士は「ルーズベルトが橋梁

の問題についてよく分からないと感じているとすれば，それは，彼の理事就任以降に開催された

会議に，彼が半分ほども参加していないからかもしれない。また，彼は，技術面での質問に答え

るアシスタント技術者がいるにもかかわらず，これまでに一度もそのような質問をしたことはな

かった。ローブリングに関していえば，彼の役割は，どのような技術者 20 人をもってしても，代

替できるものではない」と発言した。 

 

その時にマーフィーと同席していたジョン・T・アグニューという別の理事は，ローブリングの

意識がこれまで同様に明晰なものであることを，強調するために口をはさんだ。アグニューは「ロ

ーブリングは自宅の窓から，橋梁上で進行している全ての状況を見ることができる。もちろん望

遠鏡を使って，働いているそれぞれの作業員の顔つきまで識別することさえできる。彼は，計画

と図面の全てに関与しており， 初にそれを彼に提出するまで，作業は何も実施できない。彼は，

皆さんや私のように街路を歩き回ることはできないが，部屋の中を動き回り，時には外に出るこ

ともできる。彼は，後日の理事会の会議には，出席すると約束している」と発言した。 

 

ローブリングは，そのような約束をしていなかった。彼が，多少良くなったというのは本当で

あった。特に視力は，かなり回復していた。彼は，再び書けるようになっており，まさにかろう

じて判読できるほどで，子供のようにひどい筆跡だったものの書けるようになっていた。また，

この頃には，幾度か外出したこともあった。しかし，その正確さは別として，アグニューの発言

は，状況に全く違う光を当てた。 

 

またこの時までに，セス・ローは，エッジ・ムーア製鉄会社の契約通りの納入不履行に関する

調査委員会の委員長を，引き受けた。会社の社長は，事情を説明するためにローの委員会に出席

し，不履行の原因がエッジ・ムーア社ではなく，ペンシルバニアのジョンズタウンにあるカンブ

リア製鉄会社にあると説明した。その会社は，エッジ・ムーア社が，橋梁のアイバーや他の部材

を圧延するための鉄鋼塊の供給元であった。新聞の編集者を大喜びさせるかのように，エッジ・
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ムーア社の社長の名前はセラーといい，マーク・トウェインの『金ピカ時代』の主人公と同じ名

前であり，その小説はニューヨークで大人気の劇となっていた。新聞は，すぐにこれを喜んで取

り上げ，問題のセラーがペンシルバニアの紳士であり，もちろんトウェインの主人公である貯蓄

高が数 100 万ドルもある南部の興行主ではないことを，皮肉っぽく強調した。 

 

セラーとの契約は，6 月 26 日に予定されている特別会議で，技師長出席のもとで取り上げる論

点であった。しかし，指定された時間となり，全ての関係者が参集した時間になっても，技師長

は現れなかった。それだけでなく，記者とほとんどの理事が突然初めて知らされ，大変驚いたこ

とは，技師長が，もはやブルックリンにさえいなかったことであった。彼は，ロード島のニュー

ポートにいた。 

 

その朝に届けられた電報で，ローブリングは「本日，理事の皆さんとは，お会いできません」

とだけ書いており，ヘンリー・マーフィーは，その電報を全員が着席すると直ちに読み上げた。 

 

会議は予定通りに続けられたが，その前に，ローブリングの欠席の仕方については，相当に厳

しいことが言われた。スローカムは「ローブリングは，理事会に雇用されている立場であり，従

って理事会から指示された時には，その前に姿を見せるべきであり，少なくとも釈明の書簡を送

ることは，できたはずである」と辛辣に述べた。ロー市長は「ローブリングは，あっさりと出席

した方が，よほど良かったのではないか」と不気味な口調で批評した。 

 

その時には，少なからぬ人々が，とても狼狽していた。 

 

ニューヨークのサン新聞は「あのようなそっけない無関心さを表すような連絡を送ることは，

どんな病気の理由があっても，許されることではない・・・・。巨大な公共事業に従事している

間に，深刻な身体的障害を受けた優秀な技術者に，同情することは当然なことである。だが，彼

は，不作法で決して礼儀正しいとはいえない態度を示しても，許してもらえるような寛大な気持

ちを，当てにしてはならない」と書いている。公共心のあるセス・ローも，その問題への印象に

関して，何の疑問も持たなかった。彼は，機会のあるごとにローブリングを非難し，橋梁が“見

かけばかりの夢の構造物”にすぎないと，悪口を言っていた。 

 

ありとあらゆる興味をそそる話が，広まって行った。ローブリングは，自分の意思に反してニ

ューポートへ船出をしており，彼自身は隠れるつもりは全く無かったが，ストラナハンとマーフ

ィー，キングズレーは，他の人々が彼にあえて質問しないようにしたと言われていた。ローブリ

ングが，当初の契約を知りすぎていたと言われていた。彼は，その話を 初から 後まで語るこ

とができる唯一の人物であった。 

 

別の噂として，ローブリングがこの時までに絶望的な麻痺状態に陥ったという話や，間違いな

く理事達がこのことを知られたくなかったとの話もあった。彼が全く心の制御ができなくなった

とか，ものすごく気違いじみてしまったとか，“本当は死んで”しまったとか，彼の妻が誰も知ら
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ないうちに全てのことを決定し，何か月も全体の工事を指揮している等と言われた。すぐに，ほ

とんどの新聞が同じようなことを書いていた。 

 

再度，ローブリングは，理事会に出向くよう要請を受けたが，その日が来ても出向くことはな

かった。しかしながら，今度は説明用の書面を送った。出席するには，病気が重すぎるとのこと

であった。彼は，せいぜい数分間だけなら話すことができたが，会話が長く続く場合は聞きとる

ことができなかった。彼は主治医達の勧めでニューポートに行っており，「医者達から，少しは戸

外に出て，都会の喧騒から離れることで，“私の顔や頭の神経過敏の症状”が少し治まるかもしれ

ないと期待されている」と説明した。彼は，その頃には時折，部屋の外に出られるようになって

いた。 

 

彼が前回の会議の欠席について説明しなかったのは，彼が病気であることを誰も当然知ってい

ると思ったからであり，理事達が新聞に取り上げられた彼の健康状態の記事を，うんざりするほ

ど読んでいるに違いないと，考えたからであった。 

 

彼が橋梁に関して，何の仕事も行わなかったような時は，一日とてなかった。彼のアシスタン

ト技術者達は，いつでも彼に助言を求めることができた。その夏に実施すべき工事は“とても単

調な決まり切った作業”であった。請負者のセラーが，必要に応じて迅速に鋼材を供給すれば，

工事は全く遅れることなく進むはずであった。 

 

しかしその一方では，ローブリングはヘンリー・マーフィー宛てに，セラーの鋼材供給を早め

ることができなかったと手紙を書いた。ローブリングは「要求した様々な形状の鋼材を圧延する

ことは難しい仕事であり，それに加えて，セラーは，その契約で利益が出ていないので，その仕

事を特に大急ぎで進めている訳ではない。必要なあらゆる鋼材が手元にあれば，上部構造は 3 ヵ

月で完成させることができたであろう。実際に，マーフィーが予想しているような橋梁を年内に

完成させることは無理であろう。より現実的な日付としては，1883 年まで遅れることになるであ

ろう」と力説した。依然として技師長を信頼しているマーフィーや理事会の他の人々にとって，

この遅れは，とても落胆させる知らせであった。 

 

 

 

7 月初旬，ブルックリンのイーグル新聞は「ニューポートは，今が一番魅力的に見える。既に

大変多くの夏の居住者が到着している。商業関係者は，今後の見通しに満足しているようであり，

ホテルの所有者は，長い間待ち続けた大賑わいの季節を期待している」と報じている。国立英国

テニス協会は，カッシーノの支配人達の招待で，そこでトーナメントを開催することになってい

た。そして同じく屋外スポーツの予定には，クイーンズ州狩猟大会，ヨットや射撃，競馬の試合

も組み込まれていた。 

 

確かにニューポートは，そのような評判の場所であり，ワシントン・A・ローブリング大佐が
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夏の間に「マイヤー・コテージ」を借りたと報道された時，人々は，彼が過ごしているそんな暮

らしを想像したのは，当然のことであった。 

 

しかしながら，その想像は明らかに間違っていた。エミリーが借りた家は，ニューポートで有

名であった「コテージ」の類ではなかった。その住宅は，大きくて快適であったが，「もう一方の

ニューポート」として知られた場所にあり，昔の港町のとても古くて流行遅れの区域にあり，ワ

シントン通の終端付近の外れにあった。ワシントン通は，湾の沿岸に平行に走っており，その当

時のニューポートの案内には，「日陰で，静かで文学的な性格の人々に好まれる保養地」と解説さ

れていた。その住宅は，彼らの要望にとても合っていた。湾からの風は心地よく，騒音や気が散

るようなことはほとんどなく，プライバシーは十分であった。幅広い表側のベランダと，二階の

表側の寝室からは，水辺の広々とした眺めと，ニューポート港の灯台が眺められた。とても重要

なことは，その住宅が，ゆるやかで平らな場所で，ニューヨークの蒸気船の埠頭から馬車で 10 分

程の場所にあり，船からローブリングを上陸させるのに，できる限り簡単で，痛みを少なくでき

る点であった。 

 

ニューポートのヨット場やテニス会場，園遊会の場所は，数マイル離れており，見えないだけ

でなく，二人がその夏に過ごした場所とは全く異なる別世界であった。そこは，それまでブルッ

クリンで過ごしてきたように，精神的にも全く離れた場所であった。 

 

二人がニューポートを選んだのは，その当時，G・K・ウォーレンがそこに配属されていたから

であった。彼は，ニューイングランドの工兵隊活動の全般を任されており，その時の主要任務は，

ブロック島の防波堤建設であった。エミリーの兄の健康状態が，この時までにどの程度悪化して

いたかを，彼女が認識していたかどうかは明確ではないが，おそらく彼女が借家を手配した時，

間違いなく，心の中には兄のこともあったはずである。 

 

彼女と夫が，5 年の間でブルックリンから出たのは，それが初めてだった。そして，彼が理事

会と話し合うために戻るという騒ぎがなければ，1867 年のヨーロッパへの旅行以来，初めての本

当の休暇であったかもしれない。彼が考えていたように，彼がブルックリンに滞在しているよう

な要因は，ほとんど無かった。彼の指図事項は全て，ずっと前に準備されており，彼が言ったよ

うに，仕事の内容は全く普通の作業であった。実際に，主要な重要事項を決定することは，何も

なかった。実際に，二人がとても長い間待ち望んでいた夏が，まさに始まろうとしていた。その

頃には，彼が回復しつつあることは，二人とも確信していた。橋梁を建設するだけであり，マー

ティンとファリントンの残念な仲たがいを除き，工事は全く順調に進んでいた（どのような争い

があったかは判明していない。しかし，ファリントンが仕事を辞めるほど怒っており，ローブリ

ングは大いに落胆した。その後，ファリントンがどのようになったのかは，記録されていない）。 

 

ブルックリンへの突然の帰還は，ローブリングにとって身体的にも精神的にも，とても辛いも

のであったはずである。だが彼は，橋梁が誤った方向に向かうような深刻な状況にならないよう

に，直ちにそれを決断した。しかし，彼が妻に書き取らせた私的な記録に書き残しているように，
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その時点で理事会の機嫌を取るような提案は行わなかった。「私が健康だった時でも，それは行わ

なかったし，自分の独立性を保持することで，ようやく自分の勤めを果たすことができる」。たと

え，理事会が彼に対して腹を立て怒っていたとしても，その気持ちはお互い様であった。理事達

の前に彼が姿を見せるという要請は，彼を犠牲にした単なる政治的な策略にすぎないと，彼は見

ていた。その秋には，重要な選挙が控えており，理事会には，選挙に意欲的な両方の党の理事が

いた。橋梁が，次の州知事になる人物を決める可能性があった。州知事になるという話について，

セス・ローがどれほど真剣に捉えていたかは，誰にも分からないことであった。だがスローカム

（図-22.58）に関しては，全く疑う余地はなかった。彼は，民主党指名の有力候補であった。ス

ローカムにとって長く待っていた好機であり，彼の強力な後援者であるウィリアム・キングズレ

ー（図-22.6）にとって，キングス郡から外へ進出する準備が整った時期であった。 

 

ローブリングは自分で言ったように，単に政治的な野心の目的

に利用するために，理事会に引き出され，さらけ出されることを

拒否した。彼は，十分な策士であった。彼は「私は政治家でなく，

政治活動に命を捧げた人々に対して，いつも感じていた軽蔑する

感情を，隠そうとしたことはなかった」と個人的に書いている。

ある時，ローブリングは「自分が長年にわたって経験してきたよ

うな状況に，じっと我慢できる自尊心のある技術者は，この国に

はいない」と述べている。彼は憤慨して腹の虫が治まらず，サン

新聞の社説が無責任に彼を責めた時，忍耐力が切れてしまった。

彼は，それに応える長い手紙の下書きを作成したが，それを送る

ことはなかった。エミリー・ローブリングの信書控え帳の一冊に，

鉛筆による彼女の手書きの 1 通の写しがある。おそらく，その内

容が，彼が多くを知りすぎているので遠くに離れていたと噂され

た話には，結局，一片の真実があったという唯一の根拠であろう。 

 

ローブリングは，その手紙の中で「私は長年にわたって，理事

会の“120 人もの多くの政治家”に対処しなければならなかった」

と述べている。しかしその時，彼が特に憤慨したことは，ローブ

リングが自ら理事会の面前に出席するように，「高潔なスローカ

ム」が理事達の中で要請していることと，「高潔なスローカム」

が「更に高潔なキングズレー」によって後援されていることであ

った。 

 

ローブリングは「これが同じスローカム将軍である。彼は，私をあらゆる理事会から遠ざける

という要請に加担している。なぜならば，数百万ドルをスローカムの袖にいれるというキングズ

レー氏の提案した裏操作に，私の存在が邪魔になるかもしれないからである。なお，その数百万

ドルは，いまだに彼らの予定額に達していない」と書いている。「我慢の限界に達した」ローブリ

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

図-22.5 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 

図-22.6 ウィリアム・キングズレー

(1833-1885) 

出典：ニューヨーク市博物館 
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ングは，総括責任者ウィリアム・キングズレーには，自分ではやってもいない仕事－実際はロー

ブリングが行った仕事―に対して，17 万 5 千ドルが支払われていること，そして何年も前に，会

議室で立ち上がって，キングズレー氏の貢献に対して「彼と同じような著名な男性に，補償すべ

き金額を指定できる人物はいない」と強く主張していた人物こそが，ヘンリー・スローカムであ

ったと断言している。 

 

別の備忘録では，キングズレーも花崗岩の契約を受注するために参加していたが，ツィード・

リングの崩壊がそれに終止符を打ったと，ローブリングは暴露している。キングズレーが，どこ

の花崗岩採石場の関係者であったかは，その備忘録には書かれていない。 

 

そのように，技師長ローブリングは，何が行われていたかを認識していた。彼が技師長という

立場でなければ，別の手紙，キャンベル会計監査官への手紙で，状況が更にひどいことを述べた

かもしれない。（すなわち「いつも私には，理事会の中に辛らつな敵対者がいる理由として，どの

ような略奪計画でも，私が邪魔になっているとしか考えられない」と述べたかもしれない）。しか

し，これまでローブリングはずっと黙っていた。 

 

 

 

キャンベルへの手紙でのローブリングの記述は，更に「私は，理事達に何度も何度も尋問され

ました。理事達は，私と顔を突き合わせて自らが気づき，私が生き生きとしており，彼らが思っ

ていたようなくだらない馬鹿者ではないと認識した時，橋梁に関してどんな形であれ，質問する

ようなことは全くなく，意見を述べることもほとんどありませんでした」と書いている。 

 

7 月の末頃，セス・ローは，ローブリングがブルックリンに来なければ，その時には，ブルッ

クリン市長の自分がニューポートに出かけて，自分で確かめることにした。ローは，名高い技師

長に，一目置くような理事ではなかった。 

 

後に行われたローとローブリングの説明だけで，ローの慌ただしい訪問と対面に関して，様々

な事が推測できる。新聞は簡単に，ブルックリン市長がしばらく市外へ出ているとだけ伝えてい

る。 

 

ローは船で到着して，ワシントン通を馬車で下り，どうやら直接ローブリングの部屋に案内さ

れたようである。無駄な会話は，ほとんどなかった。ローは，ローブリングに対し「貴方にとっ

て職を辞する時機であり，そうすることが本当に立派な対応であろう。・・・橋梁を建設した貴方

の事を，歴史は決して忘れることはないだろう。・・・顧問技術者として残ることもでき，給料は

据え置く予定である。C・C・マーティンを，技師長にする予定である」と告げた。 

 

ローブリングは，そのような申し入れをきっぱりと拒否した。彼は，ローや他の人達が，私を

辞めさせたいのであれば，遠慮せずに私を射殺する必要があると発言した。彼は，自らの意志で
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辞めるつもりはなく，それが彼の 終結論であった。ローは，ローブリングが頑強に言い張るの

であれば，我々は射殺することになるであろうと言い返した。ローブリングは，その理由を知り

たかった。ローは説明をしようとしたが，面談についてのローブリングの備忘録によると，若い

市長の根拠は，とても脆弱で子供じみており， 終的には議論するのを諦めて「ローブリングさ

ん，貴方を辞めさせることが，私の喜びなのです」と発言したようである。その後，ローはその

家から引き揚げて，24 時間も経たないうちに，ブルックリンに戻った。 

 

それから数日後，エミリーとワシントン・ローブリングには，更に別の衝撃的なことが起きた。

8 月 8 日，G・K・ウォーレンが急に重症疾患になり，ニューポートの自宅で 52 歳の若さで亡くな

った。ファイブ・フォークスにおける彼の不名誉な免責を調査するよう指示された軍事裁判所は，

この時までに裁定に達していた。それは，ウォーレンの潔白を十分に証明し，称賛するだけでな

く，彼が受けた待遇についても，重大な疑念を投げかけるものであった。しかし，彼とその家族

にとって悲劇的なことに，裁判所の調査結果は，その後 3 ヵ月の間，公表されなかったようであ

る。彼は，自分の潔白が証明されるまで，生きられなかった。 

 

 

 

8 月 17 日の午後，ロー市長は，ブルックリンの各々の理事宛に，22 日火曜日に理事会を開催す

るという書簡を送付した。その書簡には「事業の重要案件を検討するので，都合をつけて出席頂

きたい」と書かれてあった。すぐに，ブルックリン市庁舎の記者達は，これが何を意味するのか

を知ろうとしたが，ローは，事前に言うべきことは何もないと答えた。しかしながら会議の数日

前に，確かな筋から，ローが技師長解任の動議を計画していると伝えられた。 

 

理事会は，午後 3 時ちょうどに予定通りに開催された。1 人の記者は「ヘンリー・マーフィー

は，ブルックリンの若々しく元気なロー市長が提案していることを，熱心に進める気があるとは，

とても見えなかった。・・・また，理事会の中でも尊敬されているジェームズ・S・T・ストラナハ

ン氏も同様であり，・・・愛想がよくて商売人のようなニューヨーク市長のグレイスと同じように，

情報を強く望んでいるように見えた」と記述している。 

 

ローは，短い演説を行った。「私は確信しています。ブルックリン橋の工事管理については，あ

らゆる面で弱点があります。構造物の技術面－ も重要な部分－が，病人に握られていることで

す」と述べ，このことがどのような深刻な障害となっているかを話し続け，自分がニューポート

に出向き，情理を尽くして説いたが，うまく行かなかった経緯を述べた。工事の完成を促進する

ために，ローブリングにきわめて公明正大な提案をしたが，彼は同意しなかった。それゆえに，

行動を起こす必要があると告げた。それでローは「その問題に関して，他の 2 人の職権を有する

理事（ニューヨークの市長と会計監査官）と内輪の会議を開いた。そして 3 人の意見は，“ローブ

リング氏が不本意であっても，交替させるべきである”という意見に達した」と説明した。ロー

は「それゆえ私は，ある決議を用意した」と述べ，直ちに次のようなことを提案した。 
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【事由】この橋の技師長である W・A・ローブリング氏が，長年にわたり，そして依

然として，肢体不自由者である。 

 

【事由】本理事会では，活動的な指揮を行うべき職務における技師長の不在が，必然

的に工事の多くの面で遅れの原因となっていると判断した。 

 

【決議】それゆえに本理事会では，ここにローブリング氏を顧問技術者に指名し，現

在の第一アシスタント技術者である C・C・マーティン氏をニューヨーク＆ブルック

リン橋梁の技師長に指名する。 

 

【決議】また，このような対応に関して，本理事会では，ローブリング氏から提供さ

れたこれまでの貢献に対して， 大限の心からの謝意を表すとともに，この時期にな

って，このような変更が必要になったことに対して，遺憾の意を表明する。 

 

ウィリアム・グレイス市長は，立ち上がり，ロー市長の決議に「大賛成である」と発言した。

「この事業の進捗を邪魔するものが何もないように見守るなかで，他のあらゆる懸念事項を除外

しておくことは，我々の責務である」。橋梁を建設し，その費用を負担している両市の選挙で選ば

れた首長は，ワシントン・ローブリングを辞めさせる時期がきたと判断していた。 

 

だが，その時に，ブルックリンの会計監査官であるルートヴィヒ・ゼムラーという新しく理事

になった人物が，発言を求めた。彼は「私も工事は進めるべきだと考えています。しかし，ロー

ブリング氏が，その仕事の 大限の便益をまさに挙げようとしているこの時期になって，その職

責から彼を排除することは，彼を適切に活用していないと思います。どんな形であれ，橋梁を遅

らせた責任が彼にある場合には，辞任させることに賛成しますが，そのような行為の根拠となる

容疑の影は，見当たりません。実際，ローブリング氏は，橋梁建設の推進に向けて多くのことを

実施してきました。彼の 13 年間の貢献の後で，彼に対する即決での決断は，やめようではありま

せんか。どなたかが私に，技術者が材料を使わずに橋梁を建設する方法を教えて頂けるのであれ

ば，幸いに存じます。ローブリング氏への材料供給が適切に行われなかったことで，彼が他の人々

の過失の犠牲となっています」と述べた。 

 

これまでに出席した数回の理事会で，ほとんど発言をしたことがなかったゼムラーが，大変熱

意をこめて発言し，ストラナハンはそれを大いに称賛した。ストラナハンは，いつもの壁を背に

したソファーの席から立ち上がり，参加者に向かって，ある人が後に語ったように「葬式での語

り手のような仕草と語り口」で演説を始めた。 

 

スタラナハンは「このような時に，年配のローブリングと若いローブリングの優れた能力を，

私は思い出さざるを得ません。その能力が，我々に世界で も素晴らしい橋梁を与えてくれたこ

とを考えると，技師長のためにすべきことは，まだ何かがあると，私は感じざるを得ません。確

かに，彼の健康は私たちが望むほどしっかりした状況ではありませんが，これまで何年間も，彼
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一人だけが備えている工事の綿密な知識によって，その貢献が不可欠であった何年もの間，順調

に進んで来ています。古くからの理事の方々には，私の発言の事実を理解して頂けるはずです。

この問題を別の会合で取り扱うのであれば，私の個人的な都合で恐縮ですが，次回の定例会議で

それを取り上げるよう強くお願いしたい。私は，この会議に出席するために 180 マイル（290km）

も旅してきました。そして明日，家族の元に戻るため 180 マイル（290km）も旅をしなければな

りません」と発言した。 

 

ストラナハンは，夏のある時期をいつも過ごしているサラトガからブルックリンに戻って来て

おり，いつものやり方で時間稼ぎをして，どうすべきか心づもりができていない理事達の中での

「判断の熟成」を当てにしていた。 

 

その後，その問題は 9 月 11 日まで延期することが提案され，その動議は可決された。 

 

ブルックリン側理事の全員が，日の暮れる時間まで話し合いを続け，その後数日間，実質的に

川の両側のあらゆる新聞が，どちらか一方の肩を持つようになった。ニューヨークのトリビュー

ン新聞は，橋梁が「 初から汚染」されていたとして，その責任を負う関係者として，マーフィ

ー，キングズレー，ストラナハンとローブリングを関連づけて報道した。その新聞は「数年前に

彼ら全員に年金を与えて退職させていれば，状況ははるかに良くなっていたであろう。・・・今こ

そ，素早い決断と力強い行動を求められる時である」と報道した。 

 

スター新聞は「明らかに，新しい技師長を向かえる時期である。・・・ローブリング氏が橋梁リ

ングの手先にならずに，自らの責務を果たしていれば，両市に対して数百万ドルを節約した可能

性もあり，彼の熱意は，無駄にはならなかったかもしれない」と報道した。 

 

ニューヨークのイブニング・ポスト新聞は「ロー市長の決議は，もう少しで手遅れになるとこ

ろであった」と述べた。デイリー・グラフィック新聞は「吊橋建設に関するローブリングの特別

な見識は，工事を進める上で，もはや必須ではなくなっている。橋梁工事は，誰かが間違って計

画を変更できないほど，はるかに進んでおり，彼を留まらせておく本来の理由はない」と論じて

いる。デイリー・グラフィックの論説者は「1 人の人物が当初からこのような構造物を指揮して

きたということは，現在ローブリング氏がこの橋梁を遅らせているように，完成を遅らす権利を

彼に与えているわけではない」と結論付けている。 

 

アイロン・エイジ新聞は，ロー市長の行動で唯一の間違ったことは，ローブリングを C・C・マ

ーティンに置き替えるとの考えであったと，論評している。「そのような昏睡状態の技術者集団に，

新しい生命を注入する場合には，外部から招聘すべきであり，それを内部で行うことは，残った

工事履行には何ら影響を与えられない。工事を完成させるために，素晴らしい，あるいは特別な

工学的才能でさえ，必要ではない。だが，必要とするものは，高い執行能力と，人格面でも大き

な力を持ち，あらゆる将来的な政治面での立身出世に対して，全く依存しないような人物である」 
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ニューポートのデーリー・ニューズ新聞でさえ，その状況を報告せねばならなかった。その小

規模な新聞は，8 月 24 日の朝刊に「ニューヨークのグレイス市長とブルックリンのロー市長は，

有名なイースト川橋梁の完成を待ち疲れてしまった。これまで，両都市間を連結する巨大な橋梁

に巨費を投じており，その完成を妨げているような遅れが，これ以上起きないように，何とか阻

止すべき時期にきている」という短い記事を掲載した。 

 

トレントンのデイリー・ステイト・ガゼット新聞と，ブルックリンのイーグル新聞だけは，直

ちに，怒りを表して，ローブリングの弁護に立ち上がった。デイリー・ステイト・ガゼット新聞

は「彼の潔白な完全性と高い廉恥心は，疑う余地がなく，技術者としてのものすごい技術力は確

固たるものであり，この工事への参画に，自らの健康の犠牲にしてまで傾倒している」と論評し

ている。 

 

当然のことながら，ブルックリンのイーグル新聞はもっと発言する必要があった。トーマス・

キンセラは，二段組論説で「ロー市長は，自らが理事会で報告したように，ローブリングが顧問

技術者を引き受けないと明確に発言しているにもかかわらず，ローブリングを顧問技術者に指名

する提案を，どうして発表できたのか？ また，そのような変更で，どのような現実的な効果を得

られるのか？・・・マーティン氏がこれまで何年間も，工事の実質面での管理的職務を行ってき

たことが事実であるとはいえ，この時点で，マーティン氏自身の存在が，新しい人材といえるよ

うなものなのか？ 彼が，必然的な帰結でないとすれば，他に誰がいるのか？」と疑問を投げかけ

ている。 

 

ローブリングの適格性に関しては，論点にさえならないと，キンセラが主張した。工事に対す

る彼のこれまでの貢献は，非常に大きなものであった。工事のどんな部分でも，技術者の責任に

帰すべき失敗は，一件もなかった。さらに，彼という人間の品位を落し，彼の大成功のまさしく

直前に，彼が受けて当然の栄誉を否定することは，下劣なことである。 

 

なお，ローブリングの問題について，理事会で数人が強硬に個人的に述べた意見を除けば，大

方の意見は，ブルックリンで報道されていることに集約されていた。数人の理事は，ローブリン

グ個人として，その仕事への強烈な関心と，その完成をきちんと見届けたいという願望でのみ，

この数年間を生き続けていることを，知るべきであると主張していた。その意味は、彼を解任す

る議決が，死刑宣告にも等しいということであった。 

 

もちろん非常に重要な疑問は，そのようなキンセラの意見が，ウィリアム・キングズレーの意

見であるかどうかであった。数年前であれば，その通りであったが，その時は違っていた。なぜ

なら，大きな影響力を持つようになった編集者は，次第に干渉を受けなくなっていたからである。

少し前に，キンセラは，一部の経営者の論説問題に対する干渉が多すぎると感じたとき，辞職し

て対抗する新聞を始めることをほのめかした。それ以来，かなり多くことを彼自身で決定するよ

うに任せられていた。 
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ローブリングを支持するもう一つの論拠は，もちろん，橋梁自体の建設が依然として実際に進

捗していることであった。この進捗状況については，ヘンリー・マーフィーが，両市長宛の正式

な報告書で提示し続けていた。1 週間に，114 本の中間弦材，72 本の斜張控え策，60 本の鉛直材，

21 本の中間床桁，21 本の架構トラス材，16 本の中間遊歩道床桁，12 本の下弦材，2 本の上部支

持材が架設されていた。ブルックリン側取り付け道路の端部では，鉄製高架橋と駅舎の基礎工事

が始まっていた。 

 

しかし，ローブリングの精神面と身体的な健康状態に関する疑問は，解消されることはなかっ

た。どちらかと言えば，その話題についての噂と当て付けは，以前にもまして有り余るほどであ

った。3 人のとても著名な長年の理事，マーフィーとストラナハン，キングズレーは，自分達が

ローブリングの精神状態を保証できると言ったが，彼らの言葉では，もはや物足りないだけでな

く，若い理事達の間ではすっかり疑われていた。自らローブリングに会い，彼と話をした若手理

事達の唯一の人物がサス・ローであり，どちらにしても，彼はローブリングの状態について何ら

論評しなかった。 

 

 

 

8 月末頃，ルートヴィヒ・ゼムラー会計監査官は，ニューポートのワシントン・ローブリング

夫人から，次のような手紙を受け取った。 

 

前回の理事会における夫ローブリングに対する貴方の寛容な弁護に対して，私の心か

らの感謝を伝えるために，失礼を顧みず手紙を送ります。私達は，貴方が，両市の市長

とニューヨーク市の会計監査官に賛成して行動されていると理解していたので，貴方の

発言は，私達には非常にうれしい驚きでした。夫ローブリングは，私がブルックリンに

出向き，貴方にお会いして夫の 2，3 の伝言を申し上げるように，とても切望しています。

貴方の事務所で，いつかの午前中に私とお会い頂くことは可能でしょうか・・・？ 私は，

貴方が時間を取って頂けるのであれば，どのような日でもブルックリンに出向き，貴方

の都合に合わせて，御自宅あるいは事務所にお伺いします・・・。 

 

貴方は，夫ローブリングにとって見知らぬ方であり，発言して頂いた全てのことに，

重ねて感謝致します。理事会の中には，夫をよく知って頂き，これまで 10 年間で，夫に

対して行われた多くの非難の中でも，いつも夫の味方となって頂いた数人の古くからの

友人の理事はおられますが，彼に全く会ったことのない方からの，そのような思いやり

や親切を期待することは，これまでありませんでした。 

 

 

 

9 月 5 日火曜日，理事会での投票の一週間前，ゼムラー会計監査官は，ローブリングに会って

自分自身で判断するために，その晩にニューポートに向かうことを，突然発表した。 
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ゼムラーは「彼を審理する前に，誰も有罪判決を下すべきではありません。私は，ローブリン

グ氏を解任させる企てに対し，ある程度まで彼を守ると約束しているので，彼と個人的な面識を

作り，私が彼にどのような印象を持つのかを確かめてみたいと考えています。この問題に関する

例の発言から，彼が身体的に苦しんでいるだけでなく，精神的な能力も損なっているような印象

が広まっているようです。もちろん，これが本当ならば，彼の計画に頼ることはできないし，調

査が行われるまで工事は延期する必要があります。しかし医者から，彼の知性がまったく正常で

あることを聞いています。私は，本日かつてないほどに，価値ある人物を解任し，自らを弁護す

る機会を与えないままにしておく大いなる不当性を，更に確信しています。彼が橋梁事務所に出

勤せずに，その責務が果たせなかったという考えは，不合理です」と述べた。 

 

ゼムラーは「スエズ運河が建設されている間，デ・レセップスはパリに滞在していました。で

は，なぜローブリングが，橋梁から数ブロック離れた家に残っていることが，それほど不合理な

のでしょうか。・・・この件に関して，私の気持ちの中には，感傷的なものは何もありません。問

題は，公平性の一点だけです」と述べた。ゼムラーは，木曜日の朝に事務所に戻るつもりである

と，記者に告げた。 

 

突然，ゼムラーは，とても重要な人物となった。そして，彼がどのような報告を持ち帰るかに，

大きな注目が集まった。その時点での状況は，ローブリングへの反対が少なくても確実に 4 票，

賛成が 4 票であった。ロー市長，グレイス市長，キャンベル（ニューヨーク会計監査官），A・C・

バーンズは，ローブリングを解任することを明らかに確約していた。一方，マーフィー，ストラ

ナハン，マーシャル，ジョン・T・アグニューが反対の投票を行うと見られていた。しかし，残り

の理事達は未決定か，あるいは未決定のように見えた。それゆえ，若手の理事達の間では，少な

くともゼムラーの評価が決定要因になる可能性があった。 

 

しかし，その時期には，ウィリアム・キングズレーとスローカム将軍が，どちらに投票するか

とても興味深いことでもあった。なぜなら，スローカムは，州知事選挙における民主党指名での

有力候補であり，その党大会がわずか 2 週間後に迫っていたから確実であった。表面上は，二

人とも当然マーフィーに同調し，技師長の後でしっかり支えるように思われていた。しかし，ス

ローカムは，かなり多くの機会に，それに関して少なからず大衆に誇示しながらローブリングを

攻撃してきた。また，旧い体制側に賛成し，ローやグレイスのようによく知られた改革の擁護者

に反対する投票，すなわち，橋梁のさらなる遅延やさらなる出費（大掛かりな汚職や横領を意味

するような出費）となる可能性のある体制への投票は，この特定の時期に真剣に取り組む候補者

にとって，とても愚かな策略であり，後になって有権者に対して説明することがとても難しいこ

とであった。それでも，スローカムはキングズレーの手下であり，そのことは，広く世間一般に

信じられていた。キングズレーには力があり，決めるのはキングズレーであった。キングズレー

は，先が見通せる人物であった。 

 

ほぼこの頃に書かれたペイン宛の書簡で，ローブリングは「技師長としての自分の立場が，キ
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ンズレーの投票によって決まるのであれば，その時にはすぐに橋梁から手を引くつもりである」

と述べている。 

 

 

 

木曜日の朝，言葉通りに，ルートヴィヒ・ゼムラーは市庁舎の自分の机にいた。そこはロー市

長の執務室から，まさに数箇所のドアを隔てた場所であった。記者が呼ばれて中にはいり，イン

タビューが始まった。 

 

ゼムラーは「これまで全く面識が無かったローブリングにとても優しく迎えられ，2 人の間で

充実した率直な話し合いができた。・・・苛酷な神経性の疾患に苦しんでいる技術者であることは

分かったが，その知性は全く明確で力強いものであった。・・・彼の知性がずっと損なわれていた

場合，彼の失った知性を私が持っているならば，私は自分が幸せな男と考えるかもしれない。彼

は，明快さをもって私に語りかけ，驚くばかりの記憶力を示していた」と発言した。 

 

ゼムラーは「ローブリングが，彼を更迭するという提案について，どんな発言をしたのか」と

いう質問を受けた。 

 

ゼムラーは「彼は，いかなる事情があっても，技師長以外の職責は引き受けないと言った」と

答え，ローブリングが言ったとおりに『彼等が私を更迭したければ，彼らに絶対にそれを実行さ

せてください。彼等は，私が他のどのような職責も引き受けるつもりがないことを，認識してい

ます。どうして彼らは，自分達がもはや私を必要としていないと発言しないのでしょうか。そう

することが，単刀直入な方法ではないでしょうか』と伝えた。 

 

「反対勢力を刺激した誘因について，彼の見解を尋ねたのでしょうか？」 

 

「彼に対して敵意のある感情が存在することについて，考えるような要因があるかどうかを尋ね

ました。彼は，その点については何も言いたくないと，言っていました」 

 

ゼムラーは「現時点で，我々を岸の近くまで連れてきてくれた御者を排除することは，恥ずべ

きことであると私は思っています。ロー市長からの提案された決議が採択され，マーティン氏が

技師長の職を引き受けなかったとしましょうか？（ローブリングの部下の誰もが，そのような依

頼を受けても，その職責を引き受けることはないであろうと，既にこの時点で一般には言われて

いたが，公共機関の立場の誰かが，公式にそのような発言をしたのはこれが初めてであった）。ペ

イン氏に依頼するとしましょうか？ 彼が引き受けることはないでしょう。そうなると，我々には，

別の人物が必要となります。それは，工事の更なる遅れを引き起こします・・・。その人物が，

工事に余計な手出しを始め，橋梁の完成を 10 年間遅らせる可能性もあります」と続けた。 

 

続いて，イーグル新聞の記者が「ロー市長のニューポートへの慌ただしい訪問の際に，ローブ
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リング氏とロー市長との間で交わされたことについて，ローブリング氏は何か発言したのでしょ

うか」と尋ねた。ゼムラーは「ローブリング氏は，ロー市長との対談の内容を，確かに引用しま

した。ですが私は，ローブリング氏の発言については，公表すべきではないと考えています」と

述べた。 

 

実際には，理事達が投票を行うために集まる次の月曜日の 9 月 11 日まで，ほんの僅かな事も公

表されることはなかったようである。 

 

しかし，ゼムラーの帰還と理事会の重要な会議の間に，ニューポートではローブリングに更に

もう一人の訪問客があった。それは，ニューヨークのワールド新聞の記者で，うまいことを言っ

て何とか家の中へ入り込み，他のいかなる新聞記者も 10 年間できなかったローブリングへの取材

を何とか行ってしまった。取材での約束は，直接の引用には使用しないということであった。ロ

ーブリングは明らかにその記者を信頼し，対談の中で，州知事の立候補予定者が溢れている理事

会について，若干の痛烈な批評をした。記者は，帰る際の玄関口でエミリー・ローブリングに，

聞いたことは 1 行も印刷することはないと，再び約束した。しかし，その記者は約束を守らず，

その記事が発表された時，ブルックリンではローブリングの主張を推進するようなことは，全く

行われなかった。理事会に所属するローブリングの忠実な支援者達は，ローブリングが自分自身

に，これ以上ない 悪の一撃を加えてしまったと感じていた。 

 

エミリーは，起こってしまったことに打ち砕かれ，自分の責任を痛感し，ウィリアム・マーシ

ャル宛てに謝罪の長い手紙を書いた。マーシャルは，J・ロイド・ヘーグとの契約に反対投票をし

た人物で，政治家以外で長年理事を務めている数少ない人物の一人であった。その時の彼女は，

あまりにも絶望でいっぱいであった。彼女は「私の夫は，とても分別があり，技術者としての才

能は確かなものですが，多くの政治的な利権が関与するような場所での仕事には，確かに向いて

いません。・・・彼には，政治的な利権のために，何かをするような能力はありません。・・・私

は，貴方に努力して頂いた全てのことに，深く感謝しております。また，橋梁の論争に終止符が

打たれる時には，自分達に対しても，大いに失望しないようにしようと思っています。夫ローブ

リングが 初に病気に罹って以来，長い厳しい闘いがありました。そして，今回の記者の訪問が

あらゆることを変えてしまうのであれば，私の全ての対応が管理できず，変更できなかったこと

は，神の手にそれが委ねられていたと理解します」と述べている。 

 

 

 

出席者は，全理事のうちヨーロッパにいる 3 人（ジョン・G・ディビス，ヘンリー・クラウセ

ン，H・K・サーバー）を除いて 17 名であった。いつものように，ヘンリー・マーフィーが理事

長の席に座り，彼の前に半円形の形で，グレイスとローの両市長，キャンベルとゼムラーの両会

計監査官，スローカム将軍，A・C・バーンズ，キングズレー，ストラナハン，アグニュー，J・

アドリアンス・ブッシュ，トーマス・C・クラーク，ジュニア・ウィリアム・マーシャル，チャー

ルズ・マクドナルド，ジェンキンズ・バン・シャイック，オールデン・S・スワン，そして秘書の
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オットー・ヴィッテが並んで座った。6 名の新聞社の代表の出席も許可されていた。 

 

初の 10 分間は慣例的な議事が進められた。前回会議の議事録が読み上げられ，C・C・マー

ティンが橋梁の両端部で建設中の 2 箇所の駅舎の遅れに関して若干の説明を行った。また，エッ

ジ・ムーア製鉄会社からの納入されるべき鋼材の数百トンが，依然として残っていると報告され

た。ロー市長は，理事会が急いでいることをその会社に伝えるように，理事長に要請した。それ

に対して大きな笑いがあった。 

 

その後，C・C・マーティンが退室し，ドアが閉められた。そして，セス・ローが椅子から立ち

上がって，とても落ち着いた口調で話し始めた。 

 

「会議での他の案件がなければ，先月私が提案した決議の審議を，お願いしたい。また，審議

にあたって，その際に私が述べたことに追加したいことは，全くありません。その時に申し上げ

たように，その決議は，既存の技術者配置が，私達の抱えている工事を実現するために 良であ

るかどうかの疑問に向き合って頂くように，理事会に提案したものです。理事会の大多数が，世

間で言われていることの責任を取るつもりであれば，私がこの課題の問題点を提議したことで，

私は自分の責任を果たしたと思うつもりです。また，大多数があの対処法を決議するのであれば，

自分の判断が正しかったことが認識できて，私以上に喜ぶものはいないでしょう｣ 

 

「一方，私は，ローブリング大佐を顧問技術者に任命する提案の決議を発表しています。その

提案は，この工事の迅速な完成を妨げるものは何も許さないことを，我々が市民の方々に保証す

る 高の策だと，私が心から信じているからです。その効果は，公社の従業員だけでなく，彼ら

と取引をしている全ての人々にすぐに表れるであろうと，私は思っています。それは，この時点

から，たとえ過去の状況がどうあろうと，理事達が真剣であるという前提で理事達に対応せねば

ならないことを，彼らに承服させることになるでしょう。私が言っていることは，これまでに従

業員達の意思で理事を非難していたという意味ではありません・・・。ローブリング氏を直接的

にも，間接的にも非難しているこの提議に何かがあるという考えは，私自身は全面的に否定しま

す。私は・・・」 

 

ヘンリー・マーフィーが，発言に割り込んだ。「私の話を聞いて頂けませんか。私は，ここにロ

ーブリング大佐からの書簡を持っています。これは，あなたが意見を述べる前に，読むべきだっ

たかもしれない。あらゆる件について，この質問に関して，そして・・・」 

 

ローが言い返して「私の話が終わっていれば，結構だと思いますが。お許しいただけるのであ

れば，言わせて頂きたい。私は，その技術者を直接的にも間接的にも非難するという提議で，何

かがあるという考えは否定しています。それは，彼が名誉に恥じないように受け入れることがで

きる提議であると信じて，私は申し上げました。それは，彼が受け入れるべきで提議だと，私は

思っています。私が思っている以上に，その本質は情け深いものです。というのは，私の判断で

は，その提案によって，彼を間違った職責から開放し，この工事に関する本来の職責に就任させ
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ることになるからです。また，そうすることで，我々は，彼が受けている批判を彼から取り除く

ことになります｣ 

 

「私が述べるもう 1 件のことは，私が先週提示した決議について，マーティン氏の意向を確認

せずに申し出たことです。あの質疑が，部下の意向を聞かずに自分で決定することができないと

いうのであれば，私は決議を提案しない方がよいと思いました。私の知る限り，その提案がそこ

まで考えられたものであることに，彼は全く気づいていません。また彼は，全ての発言において，

技師長の忠実な友人の役を，ずっと演じていたのです｣ 

 

「しかし，本当の問題は，どちらの対応が，理事や人々のことを心配すると同程度に，その技

術者を心配するかということではありません。今日の我々の行動によって，我々は次のように言

うのです。『我々には，まだ 9 ヵ月あるのです。我々には，125 万ドルの支出とその利息を支払う

責任があり，1 日あたり約 3000 ドルの経費を支出する責任があるのです。問題は，我々が，病気

の人物，あるいは，活気のある人物すなわち我々が毎日接触できる人物のどちらを，選ぶかとい

うことです』。過去にどのようなことが行われたかは無関係で，過去の経緯よりも，私の配慮の方

が更なる文句が出ないと，私は述べているのです」 

 

出席していた記者の 1 人によると，ここでグレイス市長は，まるでロー市長がとても滑稽なこ

とを言ったように，急に喜色満面となったようである。 

 

ローは「私は，これだけは言わねばなりません。大多数の方々が，そのような状況を取り除く

という責任を果たして頂ければ，職員の判断を正当化しながら，我々全員が望んでいる橋梁を完

成させるという結果を徐々に達成しつつ，職員と共に働くという 高の喜びを，私に与えて頂け

るでしょう」と続けた。 

 

そう言って，セス・ローは着席した。そして，ヘンリー・マーフィーは，秘書のオットー・ヴ

ィッテにローブリングの手紙を手渡し，オットーが大声でそれを読みあげた。 

 

手紙は短いもので，その内容は既に知られていることが，かなり多かった。すなわち，顧問技

術者としての職責は引き受けるつもりのないこと，彼が不在で活動的な指揮ができなくても橋梁

の進捗を妨げることはなかったこと，そして，彼の個人的な希望として，投票は，簡単に彼を指

揮する立場で残すか否かで実施して頂きたいことが書かれていた。 

 

グレイス市長は，即座に立ち上がった。「前回の会議で，私はロー市長から提示された決議への

支持を表明しました。そして，それ以降，私の考えを変えるような事情は見当たらないので，こ

こで，再度，支持を表明します」。 

 

続いて，ウィリアム・マーシャルが発言した。これまでの理事会で，彼は，他の大部分の理事

と同様に積極的に発言することはなかった。また，演説家として有名ではなかった。だから，部
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屋の中の誰もが，彼が行った演説について，予め準備されたものとは思わなかった。 

 

彼は次のように切り出した。「理事長，このような決議がここに提出されたことを，私は残念に

思っています。私には，ローブリング氏が更迭されるような理由が見当たりません。私は，この

橋梁が多くの人々によって，幾度も後退させられたことは認識していますが，ローブリング氏が

橋梁を一日あるいは一時間でも後退させたことは，決してなかったと認識しています。皆さんが

その職責に据えようとしているまさにその紳士は，橋梁が自分の上司である技術者によって後退

させられていることは信じられないと発言するほど，とても尊敬される正直な人物です。さらに

自分が知る限り，彼は，その技術者とアシスタント技術者達が，橋梁で間違いを犯したことはな

いと発言しています」 

 

ひき続いて，彼は，セス・ローの方を振り向き「貴方は，彼を更迭したい。つまり彼を追放し

たい。何のために？ どうして？ 橋梁建設家として，地球上には，彼に匹敵するような人物は，

いません。私は，矛盾した言動には，公然と反対する！｣と言った。 

 

「ナイアガラには，2 箇所に橋梁が架かっています。彼は，そのうちの大きい方の橋梁を架橋

し，いまでも架かっており，完全に成功しています。私が言う『彼』とは，彼の父親と彼自身，

つまり，ここの橋梁で犠牲になった父親のことです。オハイオ川には，2 箇所に橋梁が架かって

おり，1 橋はローブリング氏によって架橋され，もう 1 橋は，自らの名前を恥じている人物によ

って架橋されました。そのホィーリングの橋梁は，川の中へ崩落し，シンシナティの別の橋梁は，

それを架橋した人物の誉れとなっています。私はこれまで，彼が間違いをしたとか，橋梁を後退

させたとか，犠牲となるべきであるとか，そのようなことは聞いたことがありません。個人とし

ては，振り上げた拳を降ろして，自らの人格や能力を傷つけることなくここに突っ立っている人

物への反対票を投じることで，私自身を許したいと思っています。今この瞬間に皆さんが，ケー

ソンを沈めていた時期を振り返って頂ければ，彼がほんの一瞬たりとも橋梁を後退させるような

ことはなかったことに，気づいて頂けるでしょう」 

 

再び，ブルックリンの市長に振り返り，今度は怒りながら「しかし，我々の友人であるロー氏

はニューポートに出かけて，彼の辞任を要求しているのです！ どのような権限で？」と発言した。

部屋が絶対的な沈黙につつまれた。「貴方は，それに関してどのような法律を持っているのです

か？ 持っておられるのであれば，それを見せて頂きたい。私は，ニューヨークの会計監査官の事

務室で会っている 3～4 人の理事が，どのような議会制の使用法で，この委員会の要請を代表する

ように主張するのかを，知りたいのです」。2 人の市長とキャンベル会計監査官は，その間ずっと

微笑みながら，マーシャルをじっと見つめていた。 

 

「貴方達は，罪のない男性を告発し，我々がここで検討している遅れと損失の責任を彼に取ら

せようとしていると，私は考えています。私がこの理事会を心得ているとすれば，ここには，貴

方達が技師長の更迭を可能とする信義が多過ぎるということです。何らかの間違いが見つかった

場合，どこに間違いがあるかという観点から始めるべきです。この 10 年間に理事会に欠陥があっ
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たとすれば，私は個人的にはその責任を負う気があるが，こっそり出かけて，その責任を技師長

の肩に載せるようなことはしたくありません。そのようなことは，私にとって卑劣で軽蔑に値す

ることであり，そのようなことを行う気はありません」 

 

彼が着席すると，再び長い沈黙が続いた。その後，秘書のヴィッテは，準備していた技師長を

支持する短い文章を読み上げ，J・アドリアンス・ブッシュは，自分もローブリングを留任させる

ほうに投票すると発言した。ブッシュは｢ローブリングの弁護を声に出して言う技術職員は，マー

ティンだけでなく，全員です。論点の核心は軌道計画の変更であり，それはローブリングが行っ

たことではなく，彼ら全員がそのことを認識しています。・・・その問題は，大罪や悪行で告訴さ

れた人の裁判に取り組むと時と同じように，厳粛に取り組むべきではないでしょうか。我々は，

皆さんや私が，裁判官や公共機関の誰かの告訴を注視する際と同じような見方で，それを見るべ

きではないでしょうか。我々は，一方では大衆の騒ぎに縛られず，もう一方では個人的な思い入

れにも縛られず，それを見つめるべきです」と述べた。 

 

A・C・バーンズは「私は，ローブリング大佐を本心からとても賞賛しているが，ローブリング

があらゆる名声と現在の報酬のままで引退することになっても，傷つけられたと感じるべきでは

ないと，私は考えています。・・・なぜでしょうか。ローブリング氏が普通の軍士官であれば，半

給となり，特に仕事も無くなり，ずいぶん前に引退したはずです。そのことについては，何も考

えていないのでしょうか。・・・どうしてローブリングが，ロー市長の決議，『私も同じように誠

意と情け深い気持ちがあると確信している決議で，投票を行おうとしている私達誰もが活気づけ

られるような決議』を受け入れないのか，私にはどうしても理解できない」と発言した。 

 

ルートヴィヒ・ゼムラーは，明らかに会議がローブリングの不利な方向に進んでいると判断し，

投票を延期して一切合切を特別委員会に委託することを提議した。しかし，マーフィーとストラ

ナハン，スローカムと同様，ここまで何も発言していなかったウィリアム・キングズレーは，ど

うやら何かを思案しており，ここがまさに投票を行うべき時であると結論を下した。 

 

ロー市長がすぐに「私も同感である」と発言した。 

 

意見を求められた他の数人は，スタナハンを含めてあっさりしていた。なお，スタナハンは，

ローブリングがまだ必要であると，簡単にむしろ弱々しく発言した。そして，ローの決議に対し

て，発声による投票が行われ，次のような結果となった。 

 

賛成－グレイス市長，ロー市長，キャンベル会計監査官とヴァン・シャリック，クラーク，マ

クドナルド，バーンズ各氏。 

 

反対－ゼムラー会計監査官とマーフィー，ブッシュ，ヴィッテ，マーシャル，ストラナハン，

アグニュー，スワン，キングズレー，スローカム各氏。 
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票決は，賛成 7，反対 10 となり，決議は否決された。ローブリングは，ウィリアム・キングズ

レーとヘンリー・スローカムを含む 3 票差で勝った。しかし，彼ら 2 人，あるいは他の 2 人が，

異なった投票をした場合には，ローブリングは更迭されるところであった。 

 

 

 

翌日のいくつかの新聞見出しは，「技術者ローブリング留任」，「ローブリングに大多数」，「ロー

ブリング引退せず」であった。 

 

ロー市長は，記者に対して「私は，理事会の決定に全く満足している」と発言した。また，ロ

ーブリングを支援した理事の数人に対して「私は， 初から，ローブリングが勝つことを，秘か

に望んでいた」と話した。セス・ローは，ルートヴィヒ・ゼムラーに「できれば私は，橋梁が，

他のどのような技術者よりも，ローブリングの指揮の下で完成するのを見たい」と話した。ゼム

ラーは，ある取材の中でこの話を繰り返し，市長がより引き立って見えるように，明らかに配慮

していた。また，彼は，ローブリングの不可解な疾患についての彼自身の個人的な診断，投票が

始まる前には言わなかったことについて述べた。「実際のところ，私は，彼を苦しめている全ての

原因が，彼に多くの人々と交わることができないようにする神経的な疾患にあると，信じている」 
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第 23 章 それにしても橋梁は美しい 

それにしても，その橋梁は本質的に美しい 

サイエンティフィック・アメリカン 

 

1883 年春の初旬，技師長（図-23.11）が屋外の庭で若干の時

間を過ごすのには，十分暖かい気候になった頃，橋梁が完成し

た。彼が，これまでと同じように発言する時や，特別な日もな

くなり，この先もないようであった。しかし，橋梁はそのよう

には終わらなかった。いつも，完成させるための何かしらの事，

処理すべき最後の細部が残っていた。例えば，シンシナティの

橋梁の最終的仕上げには，開通式の後，6 ヵ月間近くかかった。

そして，ここでも，まるで同じ状況になるように見えた。しか

し，彼の場所から半マイル（800m）向こうで，空に向かって立

ち上がっている橋梁は，この時点では，どう見ても完成した橋

梁であった。あと数週間以内に，橋は開通し，供用されるはず

であった。 

 

それには 14 年間を要した。もう数週間で彼は 46 才になる。彼はこの唯一の橋梁に人生の 1／3

近くを費やしており，これは彼の父親が主要な橋梁の全てに費やした期間と，ほぼ同じであった。 

 

彼の健康は，かなり改善していた。橋梁の完成に近づくにつれて，良くなっているように，彼

は感じていた。彼は，以前よりもずっと容易に家の中を動き回り，庭に出ることもできるように

なっていた。彼の視力は，回復していた。少しだけ，あたかも彼自身が長期の不在から戻ったよ

うであった。一つには，再び新聞が読めるようになったことであった。新聞には，その春にメキ

シコとの国境を越えてアパッチを追っているジョージ・クルック将軍のことや，ウィリアム・バ

ンダービルト夫人が開催した五番街の大理石造りの宮殿での新築披露パーティーや，アメリカ合

衆国で開催されたこれまでで最も贅沢で費用のかかった仮装舞踏会（推定 25 万ドル），世評によ

ればその時代で最も大きな社会的な行事のこと等が掲載されていた。タイムズ新聞によると「衣

装の問題だけでも，6 週間以上にわたって，男女両方の社交家達の眠りを妨げ，起きている時間

を占有してしまった」ようである。エイブラム・ヒューイットは，まだ正常な精神状態のリア王2

に仮装して登場し，新聞は，間違いなくワシントン・ローブリングを声援する仮装だとの寸評を

載せた。 

 

ワシントン・ローブリングが，橋梁建設に携わっている間に，電話と電灯が発表された（それ

らが，ケーソン内での作業で利用できたら，どれほどの違いが出たのであろう）。その当時，夜に

なると，まさに川の向こう側のニューヨークで光輝いている数百の電燈を見ることができた。そ

                                                        
1  http://sciencepole.com/washington-roebling/ （参照日 2016-08-13） 
2  『リア王』は，シェイクスピア作の悲劇である。生来の気性の荒さと老いからくる耄碌から，娘ゴネリルとリ

ーガンの腹の底を見抜けず，哀れな最期を遂げる。 

図-23.1 ワシントン・ローブリング

（1837～1926） 
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の区域は，ローブリングがニューポートにいた前年の夏に，エジソンが初めて電燈を点灯させた

場所であった。 

 

1 本しかなかった大陸横断鉄道は，4 本となり，5 本目が建設中であった。国内の人口は，1869

年に比べて 1 千万人増加していた（ブルックリンの人口は 18 万人に膨れ上がっており，ニューヨ

ークは 20 万人以上となっていた）。グレートプレーンズ3以外の地域の水牛は全て絶滅し，チェス

ター・A・アーサー4はホワイトハウスに最新の水道配管を設置した。ロバート・E・リー5は亡く

なった。ホラス・グリーリー，ジェシー・ジェイムス，ブリガム・ヤング，エマソン，クレージ

ー・ホース，ピーター・クーパー，彼等も全員その時には亡くなっていた。時代全体が通り過ぎ

ていた。ローブリングの息子は，秋に，レンセラー工科大学に入学する予定であった。 

 

橋梁は，彼の父親が想定したほぼ 3 倍の期間を要し，建設費は 1500 万ドルで父親が見積もった

2 倍以上となった。橋梁工事では，彼の父親を含まず 20 名の命を奪った6。ローブリング自身が支

払った代償は，ずっと以前に想定を越えてしまっていた。 

 

ヘンリー・スローカム（図-23.27）は，主として橋梁の件が災いして，州知事にはなれなかっ

た。その時には，ヘンリー・マーフィーも，グリーンウッド墓地で眠っていた。 

 

遡って 1869 年，彼らは何に巻き込まれるかを知ったうえで，

とにかく橋梁と共に全員が前に進んできたのだろうか？ それは，

ワシントン・ローブリングも他の誰にも，答えられない質問であ

った。 

 

 

 

民主党の州大会が前年 9 月下旬にシラキュースで開催された

とき，州知事の候補指名が，相当価値あるものになることは明ら

かであった。共和党は，数日前のサラトガでの大会で，チャール

                                                        
3  グレートプレーンズは，北アメリカ大陸の中西部，ロッキー山脈の東側と中央平原の間を南北に広がる台地状

の大平原であり，ロッキー山脈から流れ出る河川によって形成された多くの堆積平野の総称である。総面積は

約 130 万 km²で，アメリカ合衆国本土の 6 分の 1 を占める。 
4  チェスター・A・アーサー（1830～1886）は，アメリカ合衆国の第 20 代副大統領および第 21 代大統領（1881

～1885）である。 
5  ロバート・E・リー（1807～1870）は，南北戦争の時代のアメリカの軍人で教育者である。南部連合の軍司令

官を務め，物量や国力において圧倒的に強大だった合衆国側の北軍を大いに苦しめた。最終的には敗北したが，

アメリカ史上屈指の名将として評価が高い。 
6  橋梁建設中に亡くなった人数に関する公式な数字は残っていない。橋梁会社は名簿を作成しておらず，それに

関する正確な記録は保存されていない。そのようなことは，その時代の特徴であった。ファリントンのクーパ

ー・ユニオンでの講演から作成され，橋梁が建設された後に発刊された小冊子の中で，ファリントンは工事中

に 30～40 人の作業員が死んでいると話している。そして，エミリー・ローブリングがファリントンのために，

彼の原稿を作成したことを思い出してみると，それは特に興味深い。しかしながら，技師長とウィリアム・キ

ングズレーの 2 人は，20 名が死んだと述べている。なお，新聞紙上での報告や，橋梁会社の会議の議事録のあ

ちこちで記載されている死者数から，その人数が現実的な数字であるように思われる。 
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Warner_Slocum_-_Brady-Handy_restored.jpg （参照 2016-04-16） 

図-23.2 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 
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ズ・フォルジャーというパッとしない立候補者を指名した。その人物は，アーサー大統領と悪名

高いジェイ・グールド8の手先であると，世間一般には見られていた。忠実な共和党員でさえ，フ

ォルジャーに対して，とても乗り気にはなれなかった。だから，シラキュースでは，民主党員が

グランド・オペラ・ハウスに集合したこともあり，気分は高揚しており，特にキングス郡代議員

団は盛り上がっていた。なぜならば，偏見がない立会人にさえ，まるでヘンリー・スローカム将

軍が政党の選んだ候補者のように見えたからであった。しかしそれどころか，総会では，無名の

州北部の弁護士で，バッファローの改革派市長であるグローバー・クリーブランドが選出された。

彼は，投票が始まる前には，厳密に言えば，田舎の候補者と見なされていた。 

 

スローカムが唯一懸念した対立候補は，ロズウェル・P・フラワーであった。彼は，ウォール街

で財産を築いたウォータータウン出身の物腰の丁寧な連邦議会議員であった。フォルジャーのよ

うに，ジェイ・グールドとの親交によるハンディがあり，それに加えて，時々，彼の名前と不人

情が結び付けられるほどの舌足らずな発音によるハンディを背負っていた。しかし，その総会が

まさに開催される時に，グールドが所有するワールド新聞が，「橋梁疑惑」について，人騒がせな

記事の連載を開始した。ツィードが暴露した内容が，再度，まるでそれが全て新しい史実である

ように，完全な形で掲載された。架橋公社内でのこれまでの違法行為に関して，文書化されたり

申立てが行われたりしたあらゆる事例が，その事業を後押ししていたブルックリンの男達への，

強力な攻撃材料に組み立てられていた。工事の初期段階で 300 万ドルが公然と盗まれたことや，

キングズレーとストラナハンは平凡なペテン師にすぎないが，ツィードと違って，自分達の犯罪

の証拠が後で見つからないように，その形跡を覆い隠すのがとても上手であることが，書き立て

られた。またしても，ヘンリー・マーフィーが釈明を求められ，いま一度，ストラナハンが行っ

たように，その告発を否定した。キングズレーは記者に会うことを拒否した。トーマス・キンセ

ラだけは話すことをいとわず，その連載記事は政治活動以外の何物でもないと発言した。 

 

キンセラは「それは，ジェイ・グールドの陣営が民主党を支配しようとする大変厚かましい動

きであり，すでに共和党を支配下に置いたのと同じであると，私は見ています。・・・私の考えで

は，それは全て政治活動であり，とても下手な政治活動です。それはガラスと同じくらい透けて

見え，誰もが簡単に見抜くことができます。攻撃を受けている人物の一人であるキングズレーは，

シラキュースの大会の代議員として登場する可能性が高く，一方，理事の一人であるスローカム

将軍は，確実に，州知事の指名でフラワー連邦議会議員の対立候補となる人物です。私には，こ

の攻撃の目的がこれらの人達に悪評を投げつけ，彼等を大会の前に叩き潰そうしているようにみ

えます」と発言した。キングズレーは代議員だけでなく，キングス郡の代議員団を率いて，スロ

ーカムをしっかりと支援しており，キンセラは，大会の前にスローカムの名前を入れた演説を行

う一人となるはずであった。 

 

最初の大きな問題は，タマニー派の代議員の動向であり，おそらく 4 万 5 千人の有権者を代表

                                                        
8  ジェイ・グールド（1836～1892）は，アメリカ合衆国の資本家であり，アメリカの指導的鉄道開発家，また投

機家でもあった。長い間典型的な悪徳資本家と誹られてきたが，現代の歴史家達は様々な神話を割り引いて考

え，その功績をより前向きに評価するようになった。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ジェイ・グールド 参照 2016-08-15 
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しており，橋梁のあの宿敵である「正直者のジョン・ケリー」により率いられていた。投票が始

まる前夜の遅くまで，まるでタマニー派の代議員は引き込まれないように見えていた。だが，そ

の後，ケリー派の何人かは，キングス郡の民主党の支持を求めてやって来た。その打合せは，ず

っと夜遅くまで続き，ついにキングズレーは，ケリー側と同調することに同意した。その結果，

タマニー派の代議員の動向が定まり，スローカムの後援者は，スローカムが 2 回目の投票で指名

されることを確信して，大会に参加した。 

 

しかし，フラワーの支持者であるアイラ・シェーファーという男性が，その橋梁とスローカム

との関係について，相当詳しく言及する演説を行った。また，その「全体的な不正」と，ワール

ド新聞が一面で「暴露した事実」は，タイム新聞の記事によると「郡の多くの代議員は，スロー

カム将軍に好意的であったが，橋梁事業の当初の推進者達が加わっている彼の組織が持っている

影響を，懸念させる手段となってしまった」ようである。 

 

また，スローカムは，郡民主党として知られるニューヨーク市の影響力の強い改革派閥，その

中心が他ならぬエイブラム・S・ヒューイットの派閥から，強硬に反対されていた。 

 

その結果，スローカムとフラワーは，最初の投票で得票数が伸びなかった。ケリーはスローカ

ムに伝えなかったが，彼の派閥の投票を分割させ，好機が来るのを待っていた。ブルックリンの

代議員達は，自分達が裏切られたことに気づいた。投票の激しい争奪があったが，2 度目の投票

でも，スローカムとフラワーは，再度，得票数が伸びることはなかった。しかし，今度は，ヒュ

ーイットとケリーの両派閥がクリーブランドに投票し，それが決め手となった。フラワーの代議

員達は，すぐさまフラワーを見捨て，クリーブランドは 3 度目の投票で勝利した。敢闘賞として，

後にスローカムは，州一人区の下院議員の候補者に指名された。 

 

ウィリアム・キングズレーと彼の代議員団は，ひどく失望してブルックリンに戻った。そして，

ケリーに対する嫌悪感を，記者に向かって遠慮なく話した。彼らの言い分では，ケリーは，彼ら

の支援が無ければ，第一にあの立場に決して就けなかったとのことであった。後にケリーは「私

は，スローカムを支持するなどと，これまで一言も発言したことが無い」と答えており，それは

まさに真実であった。 

 

11 月，クリーブランドは，これまでに州知事の立候補者が獲得した最大の得票で，共和党のフ

ォルジャーを破った。スローカムは下院議員に当選したが，ブルックリン民主党の間では，過ぎ

てしまったことについて，あきらめきれない意見があった。その橋梁は，逆の面でバッファロー

出身の知事を生み出してしまった。 

 

一旦選挙が終わると，新聞は橋梁の不正に関する記事を全く扱わなかった。汚職に関する騒ぎ

は，すぐに収まった。しかし，11 月 20 日，ロー市長とグレイス市長は，今回限りでその問題を

解決することを決断し，理事会の賛同を得て，2 人の会計士に，徹底的にあらゆる領収書，伝票，

書類，給料支払簿と橋梁に関する他の全ての書類を調べるように指示した。特に，理事会に対抗
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するニューヨークのワールド新聞と他の新聞が取り上げた疑惑に，関係するような橋梁の帳簿や

書類を，詳細に調査するよう指示した。彼らの調査結果が公表されるまで 1 年間を要し，全く物

議を醸し出すことはなかった。保管されていた金銭に関する証書の書類では，総額で 15,211,982.92

ドルの支出があったと，会計士は報告した。いくらかの事務の間違いによる請負者への支払い過

多は，9,578.67 ドルであった。そして，それらが会社の帳簿で見つけられた唯一の不具合であり，

会社の全ての帳簿は「公正かつ適切に」処理されていた。 

 

偶然にも 11 月 20 日は，その時は誰も気づかなかったが，架

橋公社におけるヘンリー・マーフィー（図-23.39）の最後の日

にもなった。その夜，彼は悪性の風邪にかかった。1882 年 12

月 1 日金曜日に，彼は亡くなった。 

 

新聞の報道によると，マーフィーは 72 歳で，病気になった夜

まで，彼は全く健康であった。彼は，時計のように規則的であ

り，毎朝九時に家を出て，コート通りの彼の法律事務所へ徒歩

で向かった。その事務所には，彼と 2 人の年輩の仲間であるロ

ットとバンダービルトが，その時点では 2 人とも亡くなってい

たが，長い間ずっと一緒に働いていた。午前中の後半に，彼は

モンタギュー通りのコニーアイランド鉄道の事務所に行き，一時間ほどそこで執務した。その後

で，架橋公社へ歩いて向かい，普通その日の残り時間をそこで執務した。20 日には，彼は 5 時頃

に家に帰った。 

 

新聞報道によると，彼の風邪はその後 1～2 日で肺炎になったが，亡くなったのは心臓であった。

息子がインタビューで語った内容によると，彼はとても苦しんで亡くなったようである。亡くな

ったのは朝 6 時であった。 

 

マーフィーが創設したイーグル新聞は「人々が集まるクラブやその他の場所での話題の中心は，

故人のことであった」と書いている。その日が，時代の終わりを告げたという感があった。マー

フィーは歴史的な人物であったと，誰もが感じていた。彼は，個人的な魅力と彼が達成した状況

の両面で，これまででブルックリンの建国の父に最もふさわしい人物であった。多くの人々にと

って，彼は，消滅した黄金時代からの最後の残留者のようであった。彼の死は，黄金時代につい

て書いているほとんどの人が何かと述べようとしていた最中に，ひとつの鐘を鳴らしたようであ

った。 

 

橋梁理事会は，特別会議を招集し，マーフィーの古い椅子に座ってキングズレーが議長を務め，

悲しみの長い正式な声明が起草された。とりわけ，橋梁はヘンリー・クルーズ・マーフィーの記

念として残されたことが，記載されていた。 

 

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 

図-23.3 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 
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5 月中旬頃でも，まだ対応すべき主要な事項が残されていた。電灯は，まだ十分に設置されて

いなかった。橋梁の両端の大規模な鉄骨製の駅ビルは，全く準備ができていなかった。そして，

橋梁列車が駅間を走行し始めるのは，早くとも 9 月頃の予定であった。しかし，もはや作成する

ような仕様書も，署名するような契約もなく，全てのことがローブリングのとても有能な部下達

によって，大急ぎで処理されていた。驚いたことに，彼ら全員が 14 年経っても依然として，元々

一ヶ月だけということで契約したコリンウッドでさえ，働いていた。ファリントンを除き，その

間ずっと，失望や挫折のために，あるいは，幾度も誘われた更に好条件の仕事に就くために退職

したものは，一人もいなかった。解雇された部下もいなかった。ローブリングの自身の義務感と

意気込みが，同じように共有されていた。彼が雇ったあらゆる職員達は，期待にかなう仕事をし

てきた。マクナルティのような何人かにとっては，これまでに経験した唯一の仕事でもあった。 

 

いまや，橋梁自体は，ヒルデンブラントがアメリカ生誕 100 年博覧会のために作成した図面と，

ほぼ同じように見えていた。ただし，ジョン・ローブリングが望んでいた主塔天端の王冠のよう

な冠石は，費用の関係で設置されなかった。主塔は，その時点で 7 年間近くそこにずっと立って

おり，確かに景色の一部として受け入れられていた。しかし，主塔アーチ部の通路は，その内側

から最後の木製の足場工が撤去された時点で，想定したように，二つの都市への巨大なゴシック

風の門のように見えた。 

 

しかし主塔が，以前にもまして，更に重要で目的を持ったように見えるものは，その主塔間に

完成した径間であった。完成した道路部が，ゆったりとアーチを描き，優雅に川の上に向かって

行き，ケーブルが大きく下側へ降りてきて，中央で一体化する。このケーブルが，最終的に吊橋

を，地球上で最も巨大な橋梁を形作っていた。そして最後に，その時点で，数百本の斜張控え索

（diagonal stay）が取り付けられた。この控え索は，主塔の上からは、放射状に配置され，鉛直方

向にハープ状に張られた吊材（suspender）と角度を持って交差していた。これらが形成するもの

は，近距離からは力強い鋼製ネットのように見え，ローブリングが見ていたような遠距離からは，

1 枚の巨大な細く紡いだ織布のように見えた。いまや橋梁は，これまで決して存在したことのな

い，見物して感激するような構造物となった。 

 

この橋梁は，ニューヨークの中で，人々が群がり呆然と見惚れる他の近代的な構造物より，更

に眺める時間や場所によって，全く違うように見えた。例えば，ニューヨーク側の幅が狭い低地

の街路にいる人には，川を渡る長い距離をほとんど感じることなく，手が届く程に感じるかもし

れない。その代わりに，目の前の主塔と，橋梁の中で主塔を上回る存在感を示すアーチ部を通過

する道路部に関して，上方への途方もない大きさと，息をのむような高さが印象的であった。 

 

主塔下側の古い地区のひどい粗末さと発展阻害の規模は，橋梁に有利に働いた。一方で，橋梁

は，最も崇高な大望の具体化が，壮大な天国を目指し，河岸地区の試練・卑劣さ・混乱を浮かび

上がらせ，熱心な信者達のあばら屋の上に巨大な大聖堂を立ち上げる手段のように見えた。そし
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て，路面から見た主塔の対をなすアーチ門は，大空に向かって開けた広大な窓のように見えた。

主塔は，夜にそれを眺める子供にとって，中世の巨人の暗闇での強大な仕業のようであったのか

もしれない。どこの世界に，花崗岩で縁取られたそれほど多くの星を，人間が見ることができた

のであろうか？ 

 

主塔へ向かう道路は，その時点で完成していたが，チャサム通りで高い板塀で閉鎖されており，

その板塀には，厚い漆喰が塗られ，劇場ポスターやチラシが貼られていた。その道路に沿って，

ゴミが見苦しく堆積し，撤去されるのを待っていた。それでも，世間一般の人々の体験では，こ

のような広々として，引き寄せるような人通りのない幹線道路と比べられるものは，何もなかっ

た。その道路は，夢の中で見られる何かのように，その都市の上に昇って外へ出て行った。たと

え人々が，もう一方の終端にあることを認識していた更に小さくて静かな街ブルックリンに，関

心がなかったとしても，その道路は，人々が，まさに自然に通りたくなるような幹線道路であっ

た。橋の直近に住んでいるニューヨーカーにとって，それはまさにブルックリンに向かう橋梁で

なかった。なぜなら，ブルックリンへ行きたいという特別な願望を持ったニューヨーカーは，ほ

とんどいなかったからであり，その橋は野外へ向かう幹線道路であった。誰もが橋を通って出か

けられ，数万人の人々がその道路に上がり，その巨大なアーチを通過して行ける日が訪れた時，

彼らはブルックリンに向かうのではなく，帆船が彼らの足の下方で玩具のように滑走する場所や，

最も高い建物や彼ら自身のみすぼらしく幅の狭い街路やそこの人々を見下ろすことができる場所，

遠くの陸地や海域とあらゆる人工物を眺めることができる場所に向かうはずであるということを，

彼らは認識していた。ある男性は「悪臭のする街路や蒸し暑い商店街から，驚くほど解放される

場所である。フェリーボートのとんでもない船室からのなんと楽しい脱出であろうか！ 街路でせ

っせと働いた後で，明るい冬の日中に皆の足を伸ばすための，なんと壮大な場所であろうか！ 岸

から岸まで一直線に，屋根となる空と素晴らしい仲間である微風を道連れに，楽しく歩いて行け

る」と書いている。 

 

橋梁が開通する前でさえ，ニューヨークを地球上の他の都市との相違を明確にするために，無

くてはならない象徴となっていた。アル・スミス10が，自分の少年時代の思い出を語る時に述べた

ように，橋梁は，それが地平線で際立っていたように，彼の思い出の中でも際立っていた。 

 

川面からの眺め，通過するフェリーや遊覧蒸気船から毎日何千人が楽しんでいる眺めは，確か

に全く別格であった。そこから，複雑でとても興味深い鋼製の補剛構造が，頭の上で包み隠さず

見ることができた。例えば，そこから，ローブリングが設置した耐風索（wind brace）を見ること

ができる（図-23.4）。それは，橋梁上の通行者の視界からは隠されているものである。これらは，

横振動を防止するよう設計されたケーブル控え索（cable stay）であった。それらは，主塔の角部

に固定され，橋梁の床面の下側に，反対側の床面の下側と繋ぐように斜めに張られていた。それ

                                                        
10  アル・スミス（1873～1944）は，アメリカ合衆国の政治家であり，ニューヨーク州知事に 4 期選ばれ，1928

年アメリカ合衆国大統領選挙で民主党の大統領候補となった。主要政党の大統領候補者としては，初めてのカ

トリック教徒かつアイルランド系アメリカ人だった。選挙では共和党のハーバート・フーバーに敗れた。その

後エンパイア・ステート会社の社長となり、世界恐慌の時代に建てられたエンパイア・ステート・ビルディン

グの主唱者となった。 
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らの中で最も長い耐風索は，中央径間の全体の 3 分の 1 に及んでおり，類似した耐風索は，陸側

径間にもあった。 

 

しかし，人々が川からそれを見たとき，とても感銘を受けたことは，橋梁全体が大きな弓型を

描いていることであり，ここでも，その眺望はどこかしら，通常の経験を越えるように思われた。

とても世間慣れして分析的な評論家でさえ，このように感じた。サイエンティフィック・アメリ

カン誌の編集者は「・・・橋梁の川面から見られる美しさは驚異的である。橋梁の大きな広がり，

単に主塔間の河川上だけでなく，人々が居住する賑やかな都市の川岸を眺めていると，下層階級

の骨の折れる仕事や不当な搾取を，忘れてしまうような景観自体の特徴があると思われる」と書

いている。 

 

それでも，あらゆる場所からの眺めで，最も素晴らしいものは，おそらくブルックリン・ハイ

ツからの眺めであった。視覚的には，それ以外の場所が他には無いくらいに，橋梁はブルックリ

ン・ハイツに溶け込んでいた。 

 

ハイツには，橋梁に関する全ての構造規模がうまい具合に眺められるように，橋梁からの距離

や標高が，十分に確保されていた。主塔は，ニューヨークの街路から見上げたように，全く調和

がとれていない巨大な姿を現すことはなかった。巨大な径間を短縮遠近法で描く必要は，ほとん

どなかった。さらに，もう一方の基本的な構成要素，ケーブル・吊材・床面に沿ったトラス構造・

アンカレイジ等を，包み隠さず眺めることができた。また適切な視点からは，隠されることも歪

むこともなく，残りの橋梁部分の機能や関係を眺めることができた。橋梁がどのように機能する

かを説明する図を描こうとする人がいたとして，最も簡単でわかり易い方法は，1883 年の春にコ

ロンビア・ハイツの家の裏窓から眺めたように，それを描くことであろう。当時，ブルックリン

側には，その後の状況とは違って，視界やマンハッタンの地平線を遮るものは何もなかった。 

 

ハイツから眺めると，橋梁が建設された理由が，とてもよく理解できた。壮大さに劣らず，そ

の実用性は，明らかであった。その下側には，活気に満ちた川があり，その向こうにはニューヨ

ークがあり，目の前には橋梁が巨大な規模の模型のように大きく拡がっていた。橋梁は，そこに

到達する手段であった。まさに最初から意図されていたように，ニューヨークへの巨大な幹線道

路であった。そして，普通のニューヨーカーにとってのブルックリンは，はっきりしない怪しげ

な場所という印象である一方で，ブルックリンに住むあらゆる人々にとって，ニューヨークはよ

く知られた場所であり，そこに行き再び戻りたいという願望の理由も，全くはっきりしていた。 

 

図-23.4 補剛桁下面の耐風索の配置（出典：The Brooklyn Bridge, Harper's Monthly 1883） 
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河川の状況は，橋梁工事の初めの頃と比べると，大きく変わっていた。河川内の交通量は，さ

らに増加し，運行速度も上がり，風の中で多量の石炭煙がたなびいていた。河川は，変化そのも

のであった。船が往来し，日なたでは帆船が向きを変え，雲の影がニュージャージーから越えて

来て，カモメが旋回して飛び込み，空模様によって水の色が変化し，向こう岸が光や大気の状況

によって，大変近くに見えたり，とても遠くに見えたりし，潮流が流れるという変化そのもので

あった。しかし，橋梁は，それら全ての上を跨いで，誇らしげにしっかりと立ち上がり，あらゆ

る変化に対して，陸地を定まった位置に固定しているように見えていた。一方で，橋梁は，川を

飛び越える街路であり，ある無重力の自然現象のように空間と重力に挑んでいたが（「・・・全て

のものの上空で，偉大なる橋が大空をさっと通り抜けた」と小説家が書いている），同時に，固定

されて深く根を下ろしていた。そこに橋梁が無ければ，まるで両方の都市は，別々に漂っている

ようであった。橋梁は，適切な状況を保持しており，ふさわしい場所に架かっていた。 

 

もちろん，一部には，この先ずっと橋梁を違った意味で見つめる人々もいた。彼らにとってそ

れは、途方もない貪欲さと欺瞞の象徴であり，憎むべき身体的な苦痛と忍び難い悲しみの象徴で

あったはずである。川の両側には，橋梁の威圧するようなシルエットを見て，ツィードや知恵袋

のスウィーニーやその他の人物の顔，ナストが描いたような狡猾で偽装に満ちた黒い瞳の横目で

見ている顔を，思い出す人々もいた。日光のなかで巨大なケーブルの経路を目で追いかけながら，

永遠に，ケーブルの中に不良品の素線が仕込まれていることだけを思い浮かべる人々もいた（巨

大なケーブルの経路について，詩人のハート・クレーンは「・・・アーチをなす経路／上方に向

かって，日光と一緒に方向を変え，一連のワイヤの躍動，・・・言葉によらずに何かを伝える」と

描いている）。そして，川裏にある共同住宅に住む人々の中には，そびえ立つ主塔は，彼らの夫や

父親の損傷した遺体がバネの効いた荷馬車で玄関まで運ばれてきた夏の日のまま，残っていたの

かもしれない。 

 

 

 

ローブリングが自宅から眺められ

なかった橋梁の唯一の主要部分は，2

箇所の駅舎であった。4 月下旬に一

度，ローブリングが馬車に乗って，

マクナルティが設計したブルックリ

ン側の駅舎（図-23.511）を初めて見

に来たことがあった。大きくて，曲

線状の二階建てで，もう片方の駅の

2 倍の規模の建物は，その時点では

半分ほどしか出来上がっていなかっ

た。それでも，薄汚れたサンズ通で

さえ大変印象的に見えていた。そこ

                                                        
11  http://www.mapsites.net/gotham01/webpages/gabbyl/joining.htm （参照日 2016-08-18） 

図-23.5 ブルックリン側の駅舎 
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は，駅の正面玄関が設けられる場所で，ローブリングの乗った馬車もそこに停車した。ほぼ同じ

時期に，ニューヨーク側の駅舎を訪問した記者は「必死にハンマーを振るう 100 人の労働者によ

って，あやうく耳が聞こえなくなるような騒音」と表現している。ブルックリンでは，その騒音

は二倍ほどひどかったにちがいない。 

 

ここの高架部から，橋上列車が，ニューヨークに向けて出発する予定であった。通勤者は，数

箇所に設けられた鉄製の装飾された料金所（オペラ・ボックスのように十分に飾り立てられてい

た料金所）で料金を支払い，待合ホームに向かう幅広い鉄製階段を登って行く構造となっていた。

内部空間の大きな建物自体は，すでに立ち上がっており，ニューヨークの高架鉄道の駅のように，

あらゆる種類の装飾的な鉄骨造，パネル，

柱，回り縁，格子状に配置した板ガラス

窓で，極端に飾りたてた建物になってい

た（図-23.612）。工事が一旦終わると，全

部の建物は臙脂（えんじ）色に塗られる

ことになっていた。 

 

橋面列車（図-23.713）は，ニューヨー

クの高架列車の最新車両にとてもよく似

ていたようである。車両には大きな窓が

あり，両開きの引戸構造で，前後に開放

部の踊り場を有しており，軌道の間を眺

めて車両に結びつけた鋼製牽引ケーブル

に気がつかなければ，推進機能のある車

両と思ったはずである（ローブリングが

サンズ通を訪問した時，軌道ケーブルに

動力を供給する 2 台の 300 馬力水平蒸気

機関を設置しているところであった。エ

ンジンはブルックリン側取付け道路の下

側に設置されたが，その異彩を放つ煙突

を有するボイラー室は，ワシントン・プ

ロスペクト交差点に設けられ，橋梁傍の

居住区に他と違ったひとつの変化をもた

らした）。 

 

ジョン・ローブリングが言っていたように，橋面列車の乗車時間は 5 分間であり，その料金は

5 セントの予定であった。道路を使って馬に乗って渡る人も 5 セントを支払い，馬 1 頭や馬車 1

台につき 10 セントの支払い追加があった。畜牛の料金は，１頭につき 5 セント，羊や豚は 2 セン

                                                        
12  Harper's Weekly, June 15, 1895 
13  Harper's Weekly, June 16, 1883, p-380. 

図-23.6 ブルックリン駅舎の内部 

図-23.7 橋面列車 
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トとなっていた。高架の遊歩道で歩いて渡りたい人は，アルバニーでは歩行者に対して無償にす

るというウィリアム・キングズレーが始めた運動があったものの，1 ペニーを支払うことになり

そうであった。 

 

ローブリングは，ブルックリンの駅舎を視察に来た日に，馬車から外に出ることはなかった。

彼は，視察を十分に行った後，自宅に戻って行った。だから，全 14 年間を通じて，彼が橋梁上に

足を踏み入れることは一度もなかった。 

 

 

 

駅舎は，これらの最終的な数ヶ月間に，ローブリングの頭を占有した数件の事案のひとつであ

り，遊歩道の電灯や鉄製の高欄，開通式典の計画と同様な懸案事項であった。これら全ての事案

は，昔と比べれば，事後処理で取るに足らないようなことに思われた。だが，彼は細心の注意を

払い，いつものように，あらゆる最終的な詳細まで，全体として訓練された専門家として，とこ

とんまで関与し続けた。 

 

70 箇所の電気アーク灯を利用する橋梁照明の契約は，ローブリングが推奨したように，合衆国

イルミネィティング社と結ばれた。その工事費は 1 万 8 千ドルであり，エジソン社が白熱灯を利

用した照明を行うとした応札額より，数千ドル安い金額であった。しかし，費用が決定要因では

なかった。ローブリングは，照明可能範囲に関して，スパッタリングする青白いアーク灯のほう

が，エジソン型の灯具より優れていると結論づけたからであった14。 

 

ランプに電力を供給する発電機は，ブルックリン駅のエンジン室に設置された。この発電所を

訪問した記者は，その設備がまさに供用されようとしていた時期であり，以下のような記事を書

いている。 

 

現場は，魔術師の地下研究所を連想させた。青色光が燃え，目に見えないエンジンが重々

しい往復運動で地面を揺らし，12 人の険しく不安そうな男達がぞっとするようなまぶし

い光のなかで，精を出して働いていた。このように汗をかいている男達の周りには，2

～3 人の監督が立って指示を出し，作業を急がせていた。幅 1 ヤード（91cm）の巨大な

ベルトが，ものすごい速度で発電機の滑車を回し，8 個ないし 10 個の別の滑車が，その

軸材を緩く覆っている新しいベルトを待ち構えていた。 

 

それはまるで，巨大な橋梁が，この不気味な研究所からの突然の大量の電荷によって，シェリ

ー夫人のフランケンシュタイン博士の小説における怪物のように，生命をまさに揺すぶられてい

るようであった。 

 
                                                        
14  トマス・エディソンが橋梁照明の契約についてどのような関心を寄せていたかは別にして，彼は，とても橋

梁に魅了されており，その進捗状況を眺めるのに，何時間も費やしていた。また，彼は，橋梁建設の仕上げ段

階の数週間について，彼が製作した最も初期の何本かの驚くような映画を撮影している。 
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電燈自体は，遊歩道の脇に約 100 フィート（30m）間隔で，鋼製トラス構造の天端に設置され

た支柱の上に取り付けられていた。それらを点灯させる夜がやって来たとき，川を跨ぐ電燈の初

めての使用が，記録される予定であった。 

 

 

 

すでに述べたように，エミリーは，工事における夫ローブリングの主要な仲介者として，貢献

していた。いまだに彼女は，定期的に数日間で 2～3 回の頻度で，橋梁の現場に出向いていた。伝

えるべき伝言，持ち帰るべき回答，ローブリングが彼女に目を光らせるよう依頼した事項があっ

た。一度，製造業者が上部構造の特殊な部分をどのように製作すべきかを悩み，何件かの質問に

回答をもらうためにローブリング邸に来た際，彼女はそれを実施する方法を示した図面を作成し，

入念に各々の手順を説明したことがあった。その頃には，橋梁の適切な施工についても，彼女は

理解することができた。また，そのような問題の判断を下す彼女の能力に関して，技術者達が抱

いていたあらゆる疑念は，ずっと以前に消えてしまっていた。 

 

続いて 5 月の初旬，上部構造の最後の部材が所定位置に設置され，ついに道路が完成した。そ

して，馬が駈ける影響を試験するために馬車を渡らせる時になり，ローブリングは，エミリーが

馬に乗って渡る最初の人になるよう依頼した。職員や架橋公社の事務所の人々は，全面的に同意

した。それで，ある晴れた日の午前中に，彼女と御者は，塗料が日光で輝いている新しい 2 人乗

り軽 4 輪幌馬車で，ブルックリンから橋を渡った。彼女は，勝利の象徴として，一緒に元気な雄

鶏を連れて行った。橋梁の一方の端から，もう一方まで，彼女の馬車に合わせて男達は作業を中

断し，帽子を持ち上げて喝采をあげた。 

 

 

 

その頃，橋梁が開通する前の週に，ローブリングは新たな取材を受けることに同意した。明ら

かに，彼とエミリーは，このような最後の時期に，対話時間を短くして気持ち良く行えば，ほと

んど問題がないと判断して，そうしたのであろう。 

 

その人物は，ブルックリン共和党の機関紙であるユニオン新聞の記者であった。最近その新聞

は，その橋梁を新聞のシンボルマークの主要な図形要素としていた。彼の名前は分かっていない

が，ローブリングに会ったのは，11 年間で今回が初めてであったと，彼は後に書いている。 

 

エミリーは書斎で彼を迎えた。彼女は，ローブリング大佐が二階の彼の部屋で休んでいると告

げた。ローブリングは，開通式のための胸像を製作している彫刻家のために，午前中ずっと座っ

ており，ちょうどその時は少し疲れ気味であった。 

 

記者が，大佐の健康状態について尋ねた時，彼女は，貴方が思っているより夫がとても健康そ

うに見えても，驚かないようにと告げた。彼女は「夫は，人々が想像するほど病んでいません。・・・
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彼の障害は，少し長時間の会話でも疲れてしまうことです。ほんの少し頑張るだけで，疲労困憊

となってしまいます。また，長時間に渡って話したり聞いたりしようとすると，とても衰弱する

結果となります」と言った。 

 

記者は，ローブリング大佐が壮大な開通式に参加するのかを，知りたがっていた。彼女は「い

いえ出席しません」と言った。彼には，その興奮状態があまりにも強すぎるのであろう。彼女は

「サンズ通りでの儀式と行進が終わった後で，私達は，ここで友人達を迎えるつもりです。・・・

ローブリング大佐は，負荷に耐えられるような状況である限り，出迎えには参加する予定です・・・」

と続けた。 

 

彼女は，記者に，ティファニー社製の大きな白い厚紙に刻み込まれた招待状を手渡した。その

招待状の左上隅には，月桂樹の枝の上側に描かれたローブリングの小さな肖像画があった。彼の

名前と職業上の肩書きは，招待状の下側にあった。記者の記録によると，その招待状の肖像画の

右側には，カード幅に一杯に，まるで遠くからでも見られるように「徹底的に細部までの」橋梁

が描かれていた。招待状には次のように書かれていた。 

 

イースト川橋梁の供用開始は，5 月 24 日木曜日午後 2 時の予定です。 

ワシントン・A・ローブリング大佐と夫人は，開通式の式典の後，7 時まで，皆

様に，ブルックリン・コロンビア・ハイツ 110 番に臨席頂きますようお願い申

し上げます。ご返事をお待ちしております。 

 

記者は，橋梁が完成した現在，ローブリング大佐が，他の大規模な工事を引き受ける可能性が

あるのかを尋ねた。彼が後に書いた記事には「ローブリング夫人は，眉を吊り上げ『それは，絶

対にありません。これは，彼の最大の仕事だけでなく，最後の仕事なのです。これが終わった後，

彼には長期間の休養が必要なのです。彼はそれを必要としており，確実にそれを獲得する働きを

してきました』と断言した」と書かれている。 

 

それから，彼女は席を外して，夫が記者に会う支度ができたか確認するために二階に向かった。

彼女が戻ってきて，「どうぞ，一緒に来て頂けますか」と頼んだ。 

 

記者は「私は，世界中で最も巨大な吊橋の技師長が部屋の中を歩き回り，薄い春用の外套を着

て，柔らかいフェルト帽子を被っているのを見た。・・・サイドテーブルにずらりと並んだ医療用

薬瓶が印象的であった」と書いている。しかし，実際には，ローブリングの体調は記者が思って

いたより良さそう，かなり良さそうに見えた。ローブリングは太っており，とてもふっくらとし

た顔つきで，髪とあごひげは，灰色の縞状になっていた。彼は，それまでよりも，かなり顔色が

悪そうで，握手するために前に歩いてきた時，その歩みは「小幅で，少しおぼつかない」ように

見えた。しかし，外観から判断して，時間はローブリングに対して必ずしも冷酷ではなかったと，

記者は結論付けた。記者は「立ち停まっていたり，足を交叉させて安楽椅子に座っていたりする

のを見ると，このがっしりとした体格，皺の無い大きい前額部，話している時に驚くほど輝いて
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いる鋭い灰色の目の紳士が，医療科学で知られている最もひどい病気のひとつの犠牲者であると

は，誰も想像できないであろう。・・・ローブリングの顔面で，過去の苦痛の跡が現れている唯一

のものが目の周りの皺である」と報告している。 

 

彼ら 3 人は座り，その後に行った会話の中で唯一触れた深刻なことは，橋梁上に蒸気機関車を

走らせる質問であった。その話題については，判断の基にする信頼できる情報がほとんどないブ

ルックリンでは，いまだに若干の関心が残っていた。ローブリングは「ニューヨークの高架鉄道

で使っているような機関車を，橋梁上を走行させることは，何の問題は無いでしょう」と発言し

た。その時の彼は，会話することには何の問題もないように見えた。「橋梁は，それらを支持でき

るように造っており，そのことに対する危険性は微塵もありません。2～3 台の客車を，ブルック

リンの鉄道からニューヨークの鉄道へ，小型機関車を使って移動したいとすれば，それも可能で

す。橋梁は，そのような重量を支持できるように造られています」。しかし，依然として彼は，普

通サイズの機関車の走行については「一貫して反対」していた。記者は，プルマン客車15に関して

知りたかった。 

 

エミリー・ローブリングは「ああ，自分はプルマン客車に賛成しかねるなどと，言わないでく

ださい。ご存知のように，貴方はストラナハン氏に対して，プルマン客車が渡れることを約束し

たのですよ」と言った。 

 

記者によると，ローブリングはそれに笑って「君は，ストラナハン氏が何を望んでいるか知っ

ているのかい？ プルマン客車が，彼の裏庭にまで入って行くことを望んでいるのだよ。彼の自宅

で客車に乗り込み，橋梁を渡って，乗り換えなしでサラトガに行けるようにしたいのだ。それが，

彼が望んでいることなのだ」と答えた。 

 

その後，記者の説明によれば，ローブリングは急にとても疲れたように見え始めた。おそらく，

彼はあまりにも話すぎたのであろう。記者は「貴方の偉大な工事が，成功裏に終わることにお祝

い申し上げます」と述べて，帰るために立ち上がった。記者が「この仕事は，貴方が引き受ける

類の仕事の最後になりそうな気がします」と述べた。 

 

ローブリングは「それは，わかりません。私が回復すれば，世界中には，まだやるべき大きな

仕事がたくさんあります」と答えた。その言葉で，取材は終了した。 

 

 

 

 

                                                        
15  ジョージ・プルマンが 1867 年に設立し，19 世紀中頃から 20 世紀半ばに掛けてアメリカ合衆国を中心に鉄道

車両の製造と，寝台車の運行業務を行っていたプルマン社が製造した車両である。それまでの客車の常識を覆

し，カーペットやカーテン，布張りの椅子に図書館，カードテーブルまで備え，比類なき乗客サービスの豪華

な寝台車であった。 
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盛大な行事の計画は，その時点で完了していた。どうみても，エリー運河16の開通式以来のニュ

ーヨークでの最大の祝賀会となる予定であった。タイムズ新聞は「ブルックリンにとって，“その

道徳的な地域の歴史の中で最大の祭日”となるに違いないと」と伝えていた。それは「人民の日」

として，知られるようになった。 

 

その考えを主として推し進めたのが，市長セス・ローであった。彼は，その日をブルックリン

の公式休日と宣言した。彼は，自らの家を飾り立てて照らし出すつもりであると発言し，隣人た

ち全員に，同じようにするよう強く勧めた。彼は，ブルックリンの主だった事業主に，その日は

工場や商店等を閉めるように呼びかけ，既に彼らのほとんどが，そうする旨を伝えるきちんと印

刷したカードを送付し終わっていた。学校は休校になり，大部分の店舗が休業する予定であった。 

 

ティファニー製の 1 万 3千枚のチケットが，

理事達から交付された。そのうち 7 千枚の淡

青色で劇場入場券の大きさのチケットは，開

通日に橋梁への入場を許可するものであっ

た。残りの，橋梁の展望が彫られた大きくて

硬く白いチケット（図-23.817）は，ブルック

リン駅の構内で開催される開通式典用であ

った。 

 

アーサー大統領とクリーブランド州知事

らの一行は，フランクリン・エジソン市長，

第七連隊と 75 人編成の楽団に付き添われ，

ニューヨーク側から橋梁を歩いて渡ってくることになっていた。彼等は，ブルックリンからの公

式代表団と，橋梁上で合流し，公式の式典のために，サンズ通りの駅舎まで進む予定であった。

ジェームズ・ストラナハンが司会進行を務めることになっていた。ウィリアム・キングズレーは，

架橋公社の理事長の代理として，その橋梁をエジソン市長とロー市長に寄贈することになってい

た。その際，各々の市長から少しの短い所感を述べてもらう予定であった。続く，その日の「主

要な演説」は，両市の出身者にふさわしい代表者として選ばれた 2 名の紳士，エイブラム・ヒュ

ーイットがニューヨークを代表し，ブルックリンを代表してストーズ牧師が行うことになってい

た。技師長の自宅での個人的な祝賀会の後，通りを下ったロー市長の自宅で，大統領と州知事の

ための晩餐会が予定されていた。橋梁の花火大会は 8 時に始まり，ブルックリン音楽アカデミー

で，大統領のための公式祝賀会が続いて予定されていた。 

 

北大西洋戦隊から，テネシー号・カーサージ号・サラトガ号・ヤンティック号・バンデーリア

                                                        
16  エリー運河は，アメリカ合衆国ニューヨーク州にある運河で，エリー湖からハドソン川上流までを繋ぎ，ニュ

ーヨーク港に注ぐハドソン川を通じて五大湖と大西洋の間の舟運を可能にした運河である。東部と中西部の運

搬を一気に容易にした最初期の交通革命となった。全通は 1825 年で，全長 363 マイル（584km），幅 40 フィー

ト（12m），深さ 4 フィート（1.2m）で，閘門は 83 箇所あり，それぞれ幅 90 フィート（27m），高さ 15 フィー

ト（4.5m）となっている。 
17 http://natedsanders.com/ItemImages/000035/46553_lg.jpeg （参照日 2016-08-20） 

図-23.8 開通式典の招待状 

（理事の署名が中段に記入されている） 
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号が，祝賀会に参加するために，ブルックリンに派遣された。ミネソタ号はすでに到着して，バ

ッテリーに停泊していた。祝砲は，海軍造船所とガバナーズ島，戦艦隊からは発射されることに

なっていた。劇場の興行主であるジョー・トゥッカー提督は，巨大な遊覧蒸気船グランド・リパ

ブリック号を借り上げて，橋梁の下側のあちこちで水蒸気を出し，その甲板から同じように祝砲

を発射する予定であった。新聞は「ベルを鳴らすこと，蒸気笛で合図すること，バンド演奏は，

この船の所有者から提供された付随的なアトラクションの一つである」と報じている。 

 

ブルックリン埠頭の所有者達は，自分達の桟橋でその日の夕方を過ごすために，厳選した友人

達を招待していた。川を見渡せる事務所を有する数えきれないほどのニューヨークの商社は，そ

の窓から見物するように得意の顧客を招待していた。プリンティング・ハウス・スクエアで最も

高い建物の管理人のところには，その屋上への入場希望者が殺到していた。ナッソー通りとビー

クマン通りの交差点にあるモース・ビルの入居者全員が，そこの屋上から見物してもよいと，言

われていた。同じように，反対側の角にあるテンプル・コート・ビルと，その近くのミルズ・ビ

ルの屋上も，解放される予定であった。ポリス・ガゼット誌のリチャード・K・フォックスとい

う大胆不敵な経営者は，フランクリン・スクエアにある自分の新しい建物から，その様子を見物

するように 1 万枚の案内状を発送し，ひょっとすると，数百人の受取人が現れるのではと言われ

ていた。 

 

これら全ての大衆の関心は，控え目に言っても相当なものであった。そして，新聞は，ニュー

ヨークのワールド新聞を含め，それに関して多くの記事を載せていた。なお，ワールド新聞は，

まさに前月に経営者が代わっていた。ジェイ・グールドは，その新聞をセントルイスの若いジョ

セフ・ピュリッツァーに売却していた。新しい経営者は，イーズ橋がそうであったように，ブル

ックリン橋が歴史的な出来事であると考えるだけでなく，巨大な新構造物に対するワールド新聞

のこれまでの敵対行為が，明らかに悪い報道であったと考えていた。ワールド新聞は，今では橋

梁に好意的であった。 

 

実際に，そのような準備状況に立腹していたと思われる唯一の人々が，より戦闘的な数人のア

イルランド人であった。4 月中旬，彼等は，24 日が偶然にもビクトリア女王の誕生日でもあるこ

とに，突然気づき，開通式の日付に対して腹を立てて抗議を始めた。中央労働連盟は，「両市の良

識ある男性と女性の皆さん，我々の中の貴族志望的な要素に対する最新の無礼な行動を忘れない

ようにしましょう」と呼びかける声明を発表した。トリビューン新聞は「アイルランドにとって，

何かの記念日や他の不吉な日を避けて，日程を設定することは難しく，おそらく不可能であろう」

と言い返した。そして，予定日が近づくにつれて，「ダイナマイト憂国士団」というアイルランド

の熱狂者が，橋梁を吹き飛ばそうとしているとの話がでていた。 

 

壮大な祝賀会の考えには，ワシントン・ローブリングは，あまり乗り気ではなかった。キング

ズレーも同じ気持ちであり，あらゆる準備が整ったならば「橋梁供用開始」を知らせる看板を単

に掲げればよいと，理事会で示唆していたことを，ローブリングは知っていた。しかし，他の理

事，特にサス・ローは，それに反対していた。3 月という早い時期に，その準備委員会が設立さ
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れた。 

 

その後，ローブリングは，計画されている内容を聞き，とても心配になった。彼は理事会宛に

「花火を行うのであれば，その時には橋梁上の全ての見物人を退去させること。行進に参加する

兵士達が，主径間上を通過するときは，足並み揃えて行進しないこと」と手紙を書いた。また，

一旦式典が終了した際，どれくらいの人々が橋梁に載ることが許されるのか，群集の収拾がつか

なくなった場合にどのような結末が起きるのかについても，彼は懸念していた。 

 

橋梁への侵入防止措置にもかかわらず，その頃の数ヵ月間，人々の橋梁上への侵入が発生して

いた。4 月のある夕方には，ニューヨークからの少年達の集団が，チャサム通で防壁を突き破り，

橋梁を渡って，ブルックリン側の主塔の近くで，家の上に石を投げ落し始めた。警察が，橋梁の

両端からその場所に出動した。少年達は，吊材をよじ登り，床組の下側にはい降りた。翌日の新

聞の説明によると「警察官は警棒を効果的に使い，乱暴者の集団を排除した」ようである。しか

し，全ての事件が大変に危険な兆候であると，ローブリングは述べている。 

 

彼には，他にも悩ましいことがあった。例えば，エイブラム・

ヒューイット（図-23.918）から問合せを受け取っており，ヒュ

ーイットは自分の演説への援助を望んでいた。5 月初旬に書か

れた手紙（ヒューイットかその秘書が，ローブリングの名前の

綴りを間違った手紙）には，ヒューイットが「交通機関の新街

路建設に関わる社会的および政治的考察」を取り上げるつもり

であると，書かれていた。ヒューイットは，技師長が「巨大な

建設事業の比較例として，その橋梁の建設費が，科学的な設備

を利用することで，以前に建設されたものを大きく下回ってい

ることを示す資料」を，彼に送付することを望んでいた。彼は，

ローブリングからの労賃の一覧表と他の技術情報を必要として

いた。ヒューイットは，発展の象徴として，橋梁を紹介するつ

もりであった。 

 

しかしローブリングは，そんな風には見ていなかった。おそらく彼は，エイブラム・ヒューイ

ットを援助するような気分ではなかったようである。いずれにしても，ローブリングの回答は，

次のようであった。 

 

クフ王は，自分のピラミッド19を建設するために，無数のエジプト人とイスラエル人の

胃に，数ポンドの米を詰め込んだ。今日，我々は同じことをするために，蒸気ボイラー

に数ポンドの石炭を詰め込んでいるはずである。これが，古代の力ずくのやり方を越え

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abram_Stevens_Hewitt_1822-1903.jpg （参照 2016-04-27） 
19  クフ王が建設したギザの大ピラミッドは，ピラミッド建築の頂点とされ，最大規模を誇る。現在高さ 138.74m

（もとの高さ 146.59m），底辺 230.37m，勾配 51 度 50 分 40，容積約 235.2 万 m³で，平均 2.5t の石灰岩を約 270
万～280 万個積み上げたと計算される。（https://ja.wikipedia.org/wiki/ギザの大ピラミッド 参照 2016-08-21） 

図-23.9 エイブラム・ヒューイット

(1822-1903) 
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た近代文明の優位性の一例といえるかもしれない。しかし，我々が参照の標準とすべき

太陽を基準にすると，その比較は意味がない。なぜなら，それら数ポンドの石炭を生産

するためには，数ポンドの米の生産に比べて，1000 倍以上の太陽エネルギーを必要とす

るからである。我々は，偶然の環境をうまく利用しているにすぎない。 

 

クフ王は，自らのピラミッドを建設するために 20 年を要している。しかし，彼を悩ま

すような多くの理事・請負者・新聞記者がいたとすれば，それだけの月日で，ピラミッ

ドは完成しなかったかもしれない。近代の土木技術の長所は，様々な点で，近代文明の

短所と過剰な均衡状況にある。 

 

それは，彼が結構前からヒューイットに間違いなく言いたかったことであり，ユニオン新聞の

記者に言うことを，何とか控えた事であった。また，彼のエネルギー消費に対する考えは，その

時代より進んだ立派なものでもあった。 

 

1 週間ほどしてヒューイットは，再度，自分の演説で「列挙すべき」人物の全員の氏名と，個々

の貢献内容の簡単な説明を尋ねる書簡を送った。この要請に，ローブリングは喜んで答えた。 

 

 

 

エミリーにとって，この時は，橋梁が始まったの頃と同じくらい常に忙しかった。祝賀会は全

て彼女の役目であった。彼女は，招待客の一覧を作成し，招待状のデザインと文面を決め，夫の

胸像だけでなく油絵の肖像画も依頼し，家を飾る花と幔幕を注文し，彼女自身が開通式典に出席

する時の随員を選んだ。そして，必要最低限以上に土壇場の神経的な負荷が，夫に掛からないよ

うに最善をつくした。また，彼女は，祝賀会の後，ほとんどすぐに家を引き払う手配をしていた。

彼女は 6 月から家を賃貸することにしていた。彼女と息子と夫は，夏の間，ニューポートに戻る

予定にしていた。 

 

祝賀会は，彼女の考えであった。夫が，セス・ローや他の人々が計画していた開通式典に参加

できなければ，彼女は夫のところに彼ら，理事・両市長・州知事・合衆国大統領を連れてくるつ

もりであった。 

 

開通式では，彼女自身の一団は 25 台の馬車に乗る予定であった。彼女は，自分が橋梁を渡った

時と同じ 2 人乗り軽四輪幌馬車で，その一団の先頭で進むつもりであった。彼女は，息子のジョ

ン・A・ローブリング二世と一緒に乗る予定であった。その後に，フェルディナンド・ローブリ

ングとその妻，チャールズ・ローブリングとその妻，そして，メスフェッセル教授とその夫人，

ワシントンからきたエミリーの兄ウィリアム・ウォーレン，彼女の義理の妹エルバイラ・スチュ

ワート，彼女の姉妹であるフック夫人，ニューヨークで独身生活を送っていた 28 歳のエディー・

ローブリングと続いた。残りは，大部分が個人的な友人であった。 
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彼女は，ニューヨークのウィリアム・G・ウィルソン夫人に「橋梁の公的な開通式に参列する

ために，私のグループの女性陣の一人として加わっていただけないでしょうか。私は，女性の皆

さん方に，木曜日の午後 1 時に私の家に集合して頂き，あなたもご存知のニューヨーク側の大統

領の行列に対抗する形で，橋梁に向かって行列して頂きたいのです！」と，手紙を書いた。 

 

「服装は，私が祝賀会でするように，短いドレスと縁なし帽を被って頂きたいのです。公的な

行事が終った後で，私が出迎えをするのを貴方に手伝って頂きたいのです」 

 

家に到着する郵便物は，祝辞と，祝賀会への招待に対する謝意を表す承諾の短信で一杯であっ

た。5 月 18 日，エイブラム・ヒューイットからのローブリング宛への，更にもう一通の手紙が届

いた。技師長にとって，その手紙は，それで終わりとなる最後の非常識で無礼な一通のように思

われたに違いない。ヒューイットは「私は，式典に引き続いて挨拶する機会を持ちたいと思って

います。しかし，市長との晩餐会に出席することになっており，その合間が十分に取れない可能

性があります。その場合，貴方とローブリング夫人に，私の行動の意志を認めて頂くようお願い

したい」と書いていた。続いて，彼は「申し訳ありませんが，私にローブリング夫人の正式な名

前を教えて頂けないでしょか」と書いていた。 

 

 

 

5 月 19 日土曜日の夜，開通日の前に照明灯の試験のため，隠されている発電機にスイッチが入

れられた。11 時から真夜中の間にフェリーでブルックリンに戻ろうとしていた人々は，突然頭上

で，都市から都市まで橋梁を渡る照明灯のものすごい展示を眺めることになり，驚愕させられた。

彼等そのことを知っていたかどうかに関係なく，彼らは，将来を，鋼と電気を見上げていたので

ある。 
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第 24 章 人民の日 

ニューヨークでは，これほど特色のある祭典は 

滅多に見られない. 

ハーパー・ウィークリー新聞 

 

推定では，汽車だけで，街の外から優に 5 万人の人々が午前中に市内に入ってくるといわれて

いた。しかし，おそらく，それと同程度の人々が，船で到着しつつあった。メアリー・パウエル

号は，満員であった。11 時に埠頭に着いたフォールリバー蒸気船には 600 人の客が乗っており，

ストーニントンからの船には，同数あるいはそれ以上の客が乗船していた。ニューヘブンからの

1 台の鉄製蒸気船は，1 千人の人々を乗せてきた。どれくらいの私有船や，「特別遊覧船」が港に

入ってくるかは，まったく予想がつかなかった。正午までに，あらゆる主要ホテルは，一杯であ

った。 

 

天候は申し分なかった。「式典のために，より天候の良い日

を選ぶことはできなかった。空には雲がなく，明るく輝く太陽

の暑さは，涼しい微風で和らげられていた」。無数の旗が，大

統領が通過する 5 番街やブロードウェイに沿った至る所の頭上

で，はためいていた。建物は，屋根や出窓から垂らされた赤や

白，青等の旗や幔幕で，飾られていた。大部分の商店の窓には，

それに類する展示が行われていた。大統領と閣僚の何人かが宿

泊していた五番街ホテルの向かいにあるマディソンスクエア

では，数千人もの人々が，待っていたり，木の下の回りをうろ

ついていたり，自由の女神像の巨大なトーチと手のまわり（図

-24.11）をグルグルと歩き回っていた。なお，自由の女神像の

巨大なトーチと手の部分は，アメリカ生誕 100 年博覧会の閉会

後に，フィラデルフィアからそこに移設されていた。 

 

9 時に，橋梁に向かうチャサム通りの入口を塞いでいたフェンスは，作業員によって解体され，

警察の規制線に替わった。その後１時間で，橋梁側の 2 街区内に入ることは，ほぼ不可能となっ

た。川に通じる街路は，人々で満杯となっていた。市庁舎公園とプリンティング・ハウス・スク

エアは人で溢れかえっていた。あらゆる利用可能な屋根と窓は，人で溢れており，川岸に沿った

場所には，人が立てるような空いた場所はほとんどなかった。 

 

ミルクと生産物を市内へ輸送してくる巨大な荷馬車が，夜の内に，何台も通常通り到着したが，

それには荷物の替わりに地方からの人々が，荷馬車 1 台に 20 人も乗っていた。その時には，彼等

が，日焼けした顔つきで，明らかに当惑した様子で，夥しい人々の中に立っていた。ある記者は

「ちょっとの間，彼らはぎこちなく端にある支柱をよじ登ったり，塀の上で危なっかしく立ち上

                                                        
1  http://victoriakovacsauthor.com/the-vicars-wife-a-tale-retold/ （参照日 2016-08-22） 

図-24.1 自由の女神のトーチ部分
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がったりしていた。その後，彼らは，半ば畏敬の念にうたれた表情をして，街路の内側に入り，

排水路の外側にいる群衆の中を押しのけて進んで行った。・・・大衆は，歓迎を表す建物や旗を畏

怖するような印象もあったが，本心からの強い願望は，大統領や州知事，他の大物の政治家を見

ることであった」と書いている。 

 

同様に，ものすごく多くの「光り輝く衣装とまばゆい色で着飾って，均整がとれ，格好の良い，

優雅で，上品で，すてきな，明るい目をした美しい女性達」がいた。そのような注目に値する女

性達は「突かれたり，押しのけられたりして，不格好で粗野で不器量な女性達」と区別できない

ほど混ざり合ってしまったようである。続いて，彼女達全員が前後に揺らされ，みすぼらしい男

性達や，フロックコートで緑のタイを着けた「田舎じみた伊達男」や，黒いスーツと山高帽を身

につけた平静で無口なニューヨーカー達に，混ざり込んでしまった。女性達の刺繍，レース，総

飾り，装飾品やスカートは，群衆との擦れ合いで，引き裂かれ破れていた。また，多くの女性達

がその朝出かける時に身に着けた大きなコサージュは，群衆のなかに 30 分間居ただけで，押しつ

ぶされ，バラバラに破れていた。そして，至る所に，大人と一緒だったり，そうでなかったりの

無数の子供達がいたが，奇跡的にも踏みつけられて亡くなるような子供はいなかった。 

 

行商人は，ガムドロップやバナナ，旗，ローブリング親子の写真，橋梁バッジ，15 セントで販

売されている記念メダル等を，売り歩いていた。あらゆる広告を行き渡らせるには，絶好の日で

あった。装飾的な要素や文章の一部に橋梁を用いた何千というパンフレットや団扇，宣伝ビラが

配られ，歴史的に有名な行事の記念品として，後で衣装箪笥にしまい込まれた。正午迄，橋梁を

渡るための架橋公社発行の青色チケットが 1 枚 5 ドルで売られていた。酒屋と酒場は，通常の 3

倍の売上げを挙げていた。そして，ポリス・ガゼット誌の建物では，ある騒動が発生していた。

出版者リチャード・フォックスの招待に応じていた 1 千人より多い「恐れ知らずの男達」が，屋

上に詰め込まれていた。既にその連中は，シャンパンとウィスキーの数百本を空け，燻製の牛肉

を平らげて，警察が建物を空けるために到着した時，面白がって調度品をせっせと打ち壊してい

た。 

 

当日，ニューヨークの学校は，公式には登校日であったが，

どの教室も空であった。そして，証券取引所も開所していたが，

そこに勤務していた 6 人の株式仲買人も，やはりすることが無

く，歩廊で訪問客を眺めていた。正午まで開店している他の事

務所でも，数人の従業員が寂しそうに担当として残されていた。 

 

チェスター・A・アーサー大統領（図-23.22）の昔の職場であ

る税関の状況は，とても静かであった。郵便局は開いていたが，

そこも日曜日と同じくらい静かだった。連邦裁判所は閉じられ

ていた。チェンバーズ通りの郡裁判所には，評決を合意しよう

と徹夜して，身動きが取れなくなってしまった 12 人の陪審員だ

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Chester_Arthur_3x4.jpg （参照日 2016-08-27） 

図-24.2 チェスター・A・アーサー

（1829～1886） 
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けがいた。正午に，プロデュース，コットン，マリタイム，マーキャンチール，コーヒー取引所

の立会場では，鐘が鳴り響き，あらゆる商取引が素早く終了した。1 時間たたないうちに，これ

らの建物は空になり，扉が施錠された。通常通り営業を続けていた，ほぼ唯一の場所が，キャッ

スル・ガーデン（出入国管理所）であった。これまでに出入国管理の流れが止められたのは，北

大西洋上の暴風だけであると言われていた。 

 

どうしてニューヨークでそのような大騒ぎになったのか，数人の目撃者は，その説明に苦慮し

ていた。ブルックリン人々にとって，橋梁が相当の重要性を持っていることは，十分明らかであ

ったが，これらの群集に関して，タイムズ新聞は「彼らは，祝賀に特別な目的を持っているわけ

ではないはずである。なぜなら，彼ら 1 千人のうちの 1 人でさえ，好奇心以外で，新しい構造物

を利用するような機会はないであろう」と解説した。 

 

 

 

その話が，何時どのように始まったかについては，誰も知らなかった。しかし，おそらくその

日の午前中，市民がチェスター・A・アーサー大統領が五番街ホテルから出てくるのを待ってい

る間のことであろう。大衆のなかの無数の田舎者の一人あるいは複数の人は，数人の新しく知り

合った都会の友人から，ブルックリン橋を「購入して」，それによって，アメリカの伝説への永遠

の貢献をした。そしておそらく，それはキャスル・ガーデン（出入国管理所）で調べられている

黒い目の口髭を蓄えた男達で，何人かは大志を抱いてアメリカ人になったばかりで，自分の持ち

物を紐で縛っていた。彼らは，アメリカ大陸をまさに 初に歩いた 後に，その輝かしい朝，開

通式に間に合うように橋梁の近傍のどこかに到着していた。そして多分，その話は，単に一部の

瞑想にふける見物人の空想から始まったのかもしれない。見物人は，人々が押し付けられている

のをじっと見た後で，人々の大部分が何でも信じ，何でも，ブルックリン橋でさえも買うかもし

れないと，断定したのであろう。 

 

 

 

ブルックリンでは，通りが人々でごった返す前に，かろうじて太陽が昇り始めた。繁華街にあ

るほとんど全ての家や建物には，旗が屋根から翻っているか，窓から吊るされていた。あるいは，

旗がない場合には一連の提灯の列が吊られていた。フルトン通りに沿って，またハイツにある大

部分の建物は，紙テープや幔幕でおおわれていた。市庁舎の 120 箇所全ての窓に，旗が掲げられ

ていた。裁判所の丸屋根は「翻っている旗の衣装で豪華」となっていた。市庁舎のある街区で，

も注目された飾りつけは，パーク・シアターの前の展示であった。そこには，1746 年のブルッ

クリンに散在した村，1814 年の初期のフェリー，続いて 1883 年の完成した橋梁，そして，将来

の 1983 年にイーストリバーに 100 橋の橋が架かっているような予想図が展示されていた。川の方

向へ向かう街路，ハイツのあるジョレールモン通り，レムサン通り，モンタギュー通り，ピエー

ルモント通りには，旗と幔幕が積み上げられていた。そして，これらの街路の終端のコロンビア・

ハイツにある小さな公園の木には，提灯がいっぱい吊り下げられ，大部分の大きな邸宅は，下か
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ら屋根の上まで，全面に渡って提灯が吊られていた。 

 

フェリー乗り場から市庁舎までの，フルトン通りの両側にある全ての店舗のあらゆる窓と出入

り口は，飾り付けられていた。宝石店には，ケーブルを金のチェーンで模したミニチュア橋梁が

作られていた。花屋では，長さ 8 フィート（2.4m）の橋梁が作られていた。それは，全て花で作

られており，橋面列車があり，下側を通過する船も備えていた。店舗の窓には，技師長と彼の父

親，ヘンリー・クルーズ・マーフィー，ロー市長やスローカム将軍の額入写真が飾られていた。

そして，ある窓の看板には，長年に亘って言われていたことを思い出させた。「バビロンには絞首

刑の庭があり，エジプトにはピラミッドが，アテネにはアクロポリスが，そしてローマにはアテ

ナイオンがある。だから，ブルックリンには橋がある」 

 

ハイツで，2 軒のとても念入りに装飾された個人住宅は，サス・ローとワシントン・ローブリ

ングの自宅であった。その 2 軒は大統領が来客となる家であった。市長の自宅の窓には，絹製の

旗が房で飾られ，広々した玄関口にはブルックリンの旗が掛けられていた。街路を橋梁に向かっ

て下った技師長の自宅の前面の全てが，旗や盾，花，ニューヨークとブルックリンの紋章でおお

われていた。1 枚の巨大なアメリカ国旗が，街路を跨いで，馬車がその下を通れるように十分な

高さに掲げられていた。 

 

下方の遠くにある川は，おそらく，全てがとても印象的な光景だったであろう。その朝の川面

は実際に明るい青であり，浮かんでいるあらゆる種類の船舶が，まるで湾から橋梁を越えて上流

のどこかまで広がった巨大で細長い小艦隊に集結したように見えた。下流側の埠頭や対岸の岸に，

係留された船のマストには，旗が翻っていた。「それは，マストの森が，早春の陽射しで，1 千の

豪華な色合いで満開になったようであった。目に映る至る所でそれらが浮かび，索具の網や，旗

や国旗，信号旗や吹流し・・・などを，ほとんど隠してしまうほどに飾り付けられていた。流れ

の中で錨を降ろしている全ての船舶も同様に，その黒っぽい外殻より上側を，たくさんの色の旗

で，飾り付けていた」 

 

正午前頃に，大西洋戦隊は湾から蒸気を出しながら川を遡り，橋梁の下側まで進入してきた旗

艦テネシー号は，ウォール・ストリート・フェリーとほぼ一線に並んで，錨を降ろした。他の艦

船は，その後ろに，ガバナーズ島の近くに達するまで，ロープで一線に繋がれた。なお，艦船も

幔幕で覆われており，青い上着の乗組員達をブルックリンの岸から，とてもはっきりと見ること

ができた。ある男性は，後に，将校の軍服の金の飾りが，日光でいかに輝いていたかを語ってい

る。 

 

フェリーは，午前中ずっと満員の乗客を乗せて，ニューヨークへ行ったり来たりして，激しく

動き回っていた。フルトン・フェリーでは，手足をほとんど動かせないほど満員であった。どう

やら，何百人もの人々は，その日の行事を見物する 高の方法が，船上にずっと張り付き，行っ

たり来たりしてずっと乗り続けていることだと，決めていたようである。 
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正午頃，サンズ通りに向かって，巨大なうねりが発生した。30 分以内で，少なくとも 1 万人の

人々が，ブルックリン駅の近くの狭い街路に，すし詰め状態になってしまった。そして，数百人

の警察官の一隊が，その建物の前で中空方陣を形成して，群衆を規制した。ニューヨークと同様

に，行商人が至る所にいたが，ここだけは更に多いように思われた。そして，彼らは，写真や記

念メダルに加えて，橋梁に関する楽譜や，金属・蝋・砂糖菓子などで作った種々の小さな複製も

売っていた。ある目撃者は「全体的に見ると，それは穏やかな群集であった」と書いている。 

 

ブルックリンの側の実際の式典は，12 時 40 分に市庁舎から開始された。明るい赤の上着の第

23 連隊の楽団を先頭に，白いヘルメットに青い上着の第 23 連隊が続き，フォート・ハミルトン

からの第 5 砲兵隊と海軍ヤードからの海兵隊員の分遣隊が，順番に 200 人ほど続いた。そして，

高いシルクハットを被った若い市長に先導されて，数人の市役所職員や架橋公社の理事や特別招

待客が一団となって続いた。その後に，ワシントン・ローブリング夫人と彼女の一団が馬車で続

いた。一行は，川に向かってレムゼン通りを下り，クリントン通りを越えた次の交差点で右に曲

がり，ヘンリー通りに入り，橋梁に向かって行進した。一行の全ての経路には，大衆が 4 重から

5 重となって並んでいた。人々は屋根の上や，玄関ポーチに詰め込まれながら，馬に乗った将校

達が音を立てて進む状況や，ブルックリンで有名な多くの面々，例えば，ルートヴィヒ・ゼムラ

ー前会計監査官，・・・マッキュー判事，・・・アルフレッド・バーンズ，・・・ジェームズ・スト

ラナハン，・・・ウィリアム・キングズレーらが，次々と通過して行くのを眺めていた。警察が一

行の通り道を空けたサンズ通りでは，数人の民間人を除く全員が駅舎に一直線に入って行った。

一方，第 23 連隊，セス・ロー市長，ウィリアム・キングズレーと他 12 人ほどが，「道
みち

足
あし

（Route Step）
3」という号令で，橋梁上へ行進して行った。 

 

 

 

エリー運河が 1825 年の秋に開通したとき，ニューヨークで

の式典に，当時の合衆国大統領ジョン・クインシー・アダムズ

と次期大統領となるアンドリュー・ジャクソン将軍だけでなく，

4 人の前大統領（ジョン・アダムズ，トーマス・ジェファーソ

ン，ジェームス・マディソン，ジェームズ・モンロー）が参加

していた。ブルックリン橋が，1883 年 5 月 24 日に開通したと

きの主賓は，チェスター・A・アーサー大統領であった。 

 

恰幅が良い新しい州知事のグローバー・クリーブランド（図

-24.34）も参列していた。もちろん彼は，次の大統領になる人

物であったが，その時点では，誰もそれを認識しておらず，そ

                                                        
3  道足とは，軍隊における行進の方法で，定められた隊形の距離及び間隔の両方を保持しながら，歩調をそろえ

ずに歩くこと。 
4 グローバー・クリーブランド（1837～1908 年）は，第 22 代および 24 代アメリカ合衆国大統領（任期：1885～

1889 年，1893～1897 年）であり，歴代大統領では，唯一の「連続ではない 2 期」を務めた大統領である。また，

歴代アメリカ大統領の中で唯一，ホワイトハウスで結婚式を行った大統領としても有名である。 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephenGroverCleveland.png （参照日 2016-08-31） 

図-24.3 グローバー・クリーブランド

（1837～1908） 
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のようなことを予想する人さえいなかった。実際に，その 5 月の朝に，クリーブランドの参列に

ついて騒ぎがあったとすれば，それは主として，彼がどのように見えるかを人々が知りたかった

からであった。他に注目すべき唯一の人物を探すとすれば，エイブラム・ヒューイットであった

が，彼は必ずしも決して大衆を喜ばす人物ではなかった。 

 

しかし，大柄なアーサーはニューヨーカーと思われており，誰もがそう思っているとすれば，

大統領らしく見えた。彼が，12 時 40 分に五番街ホテルの正面玄関から日の当たる場所に足を踏

み出したとき，群集からは，圧倒的な反応があった。彼の隣には，白髪交じりで，金縁眼鏡をか

けた学者風のエドソン市長5が，直立していた。数歩後ろには，グローバー・クリーブランドとヘ

ンリー・スローカムが，全員が微笑みながら腕組していた。 

 

アーサーは，黒いフロックコート，白いネクタイで，大喝釆に応えて外していた平らなつばの

黒いビーバー・ハットを被っていた。取材をしていた数十人の記者の一人は「群衆の中の女性達

は，男性の頭の上まで手を上げて，ハンカチを振っていた。また，大統領が屋根のない馬車に乗

り込んだ際，両側の人が群がっている窓からは，同じような女性らしい仕草で，大統領の眼差し

に，大歓迎で応えた」と書いている。クリーブランドは，数分間，目立たなくなっていたが，馬

車で立ち上がり帽子を持ち上げると，彼が誰であるか分かった人々は心から反応した。 

 

行進は，「粋な」第 7 連隊とその楽団，そして 1 人の騎馬警官の護衛が先導して出発した。25

台の馬車は，5 番街を 14 番通りまで下り，14 番通りを東にユニオンスクエアまで進み，そこで再

び南に向かい，ブロードウェイを下って市庁舎へ進んで行った。 大級の見物人の誰もが，歩道

に並んでニューヨークを眺めたことを記憶し，チェスター・A・アーサー大統領が誰からも愛さ

れているように見えたはずである。彼がジェファーソンやジャクソンとは，ちょっと違っていて

も，誰も全く気にする風ではなかった。 

 

行進が市庁舎公園へ方向を変えたのは 1 時 30 分であり，その公園での人混みは，ほぼ制御不能

の状況であった。10 分ほどして，アーサーとクリーブランドは，馬車から降りて歩きだし，形ば

かりの閲兵を行った。続いて全員が第 7 連隊の後に整列し，懸命に演奏する楽団と一緒に，橋梁

に向かって徒歩で出発した。 

 

ブルックリンへの歴史的な行進の儀式は，高架遊歩道上で行われたが，遊歩道の両側の道路は

既にチケット所持者に開放されており，何千という人々が並んでいた。楽団と兵士達が，指定さ

れた道足で 初に行進した。銃剣は日差しで輝いており，何だかよくわからないが，その音楽は

ダークスーツを着た民間人に対して，はっきりとした影響を与えた。ある見物人は「それは，晴

れ晴れとして，調子良く響く雰囲気であり，足に生命を吹き込むようであった」と書いている。 

 

ニューヨーク側主塔の上では，たった一人のカメラマンが，黒い光除けの下で忙しく働いてい

                                                        
5  フランクリン・エドソン（1832～1904 年）は，ウィリアム・グレイス市長の後任の第 85 代ニューヨーク市長

（在任 1883～1884 年）である。 
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た。 

 

アーサーは「弾むような足取りで遊歩道を進んでゆき」，そして「目の前に展開する構造物を明

らかに賞賛するように見ていた」と言われている（その翌日，ブロードウェイの靴屋は，アーサ

ー大統領が開通式で試した「歩きやすい歩行靴」， 終的には特許を取得した靴を，新聞紙上で発

表した）。クリーブランドは「よろめくような足取り」で，ロンドンの市会議員のようであったと

描写された。 

 

ニューヨーク側主塔の直前で第 7 連隊は停止して，遊歩道の右側に 2 列に整列し，大統領が傍

を通るときに捧げ銃をした。ウィリアム・キングズレーは，主塔アーチ部のすぐ近くで，理事の

代表団と共に待機しており，帽子を取って，大統領と握手をするために前に進み出た。続いて，

活気に満ちた挨拶や紹介のやりとりがあり，その間，楽団は「大統領万歳（Hail to the Chief）」の

曲を 4 回演奏した。 

 

彼ら全員が主径間に進みだした時，フォート・ハミルトンと海軍工廠で礼砲が轟いた。反対側

の主塔の下で待っているロー市長とブルックリン祝賀委員会にとって，行進が近づいてくるのが

認識できるのは，先頭の楽団員達の頭だけであった。それは，橋梁がゆるやかに上側に湾曲して

いたからであった。しかし，彼らが進んで来るにつれて，見えている部分が，頭から，肩や金管

楽器へと増えていった。近づいてくる姿が，距離が短くなるにつれて更に大きくなるだけでなく，

いっそう多くの人々の姿が，着実に視界に入ってくるようになった。彼等は，近づいてくる船が

水平線から出てくるように，遊歩道の敷板から出て来るように見えた。すぐに，彼らの下肢と足

元が見えるようになり，行進は，主径間の下り側にさしかかった。一方，彼らの後方で，ニュー

ヨーク主塔上の単独のカメラマンは，180 度方向を変えて，光除けの下で仕事に戻った。楽団は，

目いっぱいの演奏を続け，両側の車道上の群衆は，アーサー大統領が「アポロ風に」すぐ傍の頭

上を歩くのにあわせて，喝采して手を振っていた。「大統領は，神の作品と人間の作品との巧みな

組合せを評価するように，地平線をぐるりと見渡した。彼は，すがすがしい微風で大きく呼吸し

た・・・」 

 

ブルックリ側主塔の少し手前で，兵士達は，その他の人々を通すために，再び分かれて整列し

た（図-24.46）。セス・ロー市長は，ブルックリン市を代表して挨拶し，海兵隊員が挙手の礼をす

ると，すぐ近くで信号旗が振り下ろされ，すぐにテネシー号から礼砲が轟いた。間もなく，全艦

隊が礼砲を開始した。あらゆるタグボート・蒸気船・フェリー・川岸のあらゆる工場の汽笛が，

甲高い音をたてた。さらに多くの大砲が轟いた。鐘が鳴り響き，人々が四方八方で，熱狂的に歓

声をあげていた。楽団は，おそらく 6～7 回「大統領万歳」の曲を演奏し，ニューヨークのサン新

聞が報じたように「アメリカ合衆国の大統領が，ニューヨークからブルックリンまで，靴を濡ら

さないで歩いたので，14 年間の緊張感がクライマックスに達したように見えた」 

 

                                                        
6 Harper’s Weekly, June 2, 1883. 
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巨大な鉄骨製駅舎のアーチ型の屋根

の下には，およそ 6 千人が待っていた。

頭上に掲げられた巨大なアメリカ国旗

だけが唯一の飾りであったが，長く並ん

だ窓を通して日光が差し込み，投光照明

のように大衆の上を照らしていた。大統

領と知事の席は，建物の西側に沿って高

くなった演壇に設けられ，一方，その正

反対側に，理事，市役所職員，牧師，そ

の日の講演者のための席が設けられて

いた。他の人々は皆，これらの場所の間

に設けられた仮設の木製床上に詰め込

まれた。 

 

アーサー大統領を見て「駅舎の中の大

群衆は，立ち上がり，熱狂的な歓迎」を

行った。ハンカチーフや日傘や帽子が，

頭上高く打ち振られた。歓声が，楽団の

演奏の音さえ，かき消した。 

 

ほどなくして，ジェームズ・S・T・ス

トラナハンは，大衆を鎮めるために，自

らの杖でトントンと軽くたたき，ロング

アイランド島の A・N・リトルジョン司

祭が，祈りを捧げるために立ち上がった。 

 

 

 

午後の間ずっと，演説が延々と続いたので，何千人もの男性や女性，子供達は，橋梁を渡って

行ったり来たりし，時々立ち止まって，近隣の屋上にいる知り合いと挨拶をかわしたり，橋梁の

下で流れ出る潮流を相手にゆっくりと浮かんでいる遊覧蒸気船の煙突を見下ろしたりしていた。

人々は，そのような高さから眺めると，フェリーが水生昆虫のように見えると言っていた。彼等

は，フェリーの群衆に手を振り，フェリー上の群衆も手を振り返していた。誰もが，休日のよう

であった。彼等は腕を組み合った。何人かは歌った。川沿いの全て屋上は「夏の庭」に切り替わ

っており，その日を祝うように，そこでは数千人もの人々がビールを飲み，歌い，素晴らしい日

差しを楽しむことで，その日の午後を過ごしていた。 

 

 

 

図-24.4 開通式のパレード 



第 24 章 人民の日 
 

 
 - 476 -

それは，一体何であったのか？ 皆は，何を祝っていたのか？ その日の講演者は，たくさんの

考えを持っていた。その橋梁は「科学の不思議」であり，「自然の様相を変化させる人類の仰天す

るほどの能力の発揮」であった。それは「事業，技術，信頼，忍耐力」に対する記念碑であった。

同様に，それは「公共心」や「人間の魂の道徳的資質」の記念碑であり，巨大で永遠なる「平和」

の象徴でもあった。とても頻繁に使われた言葉は，「科学」，「通商」，「勇気」であり，いくつかの

表明された理念は，7 月 4 日の合衆国独立記念日の演説で聞き覚えのあるものであった。更に，

演説には，あらゆることが考慮されており，全体的にはとても適切で，人々がその日と橋梁につ

いて感じていた大半のことを表していた。実際，唯一の問題は，ほとんどの観衆には話された言

葉が聞き取れなかったということであり，大きな開放型の駅で，そのような式典を開催したこと

が， 大の原因であった。外部からの騒音を遮断する方法がなく，たとえ 高の状況にあったと

しても，音響効果は，惨めな状況であったようである。講演者の立っている場所から 50 フィート

（15m）以上離れて座っている人々にとって，ほぼ全員が，むしろ講演者が演説をする仕草を見

ているようなものであった。 

 

初の演説者のキングズレーは，とてもゆっくりと立ち上がり，誰かが言ったように，彼の長

くて堅い容姿は，望遠鏡のように伸びたように見えた。彼は，ずっと大真面目に見え，顔を下に

向けて原稿を読み続けていた。しかし，聴衆は，彼の右側の天井に固定されているものに注目し

ていた。そこには，旗竿の一端が緩みかけて，あちこち揺れていた。そして，そのピカピカの真

鍮の竿が下側に真直ぐ狙いを定めているようであった。その直下にいた人々は，ぎゅうぎゅうに

詰め込まれており，誰もその場所を空けることはできず，手を伸ばして竿を取ることもできなか

った。そのため，講演者が順々に声の聞こえない身振りだけの演説を行っている時にも，とても

穏やかに静かに揺れ続けていた。 

 

キングズレーに続いて，ロー市長の番になり，彼が演壇のほうに歩いて行くときに，近くに座

っていた身なりのきちんとした一人の女性には「どうして，彼がただの若者にすぎないのか！」

と叫ぶ声が聞こえた。イーグル紙は，後で「彼は，その日の卒業生総代らしく，素晴らしい声を

誉められ，明らかに一部の人々は，彼の声を実際に聞くことができた」と報道している。真偽の

程は分からないが，アーサー大統領は団扇で隠して欠伸をして，フリーリングハイゼン国務長官

に何かをささやき，二人で笑っているのを見られている。さらに，フォルジャー財務長官は，途

中でずっと居眠りをしていたようである。 

 

ロー市長の演説は，それほど長いものではなく，子山羊の皮の手袋をしたエジソン市長の演説

は，更に短かった。それが，彼が着席した時の非常に大きな喝采の理由かもしれない。その時点

で，ストラナハンは，その日の主賓の講演者であるヒューイットを紹介しようとした。プログラ

ムでは，コルネット奏者のジュールズ・レビー（図-24.57）が次に登壇することを，明らかに失

念していたようであった。しかし，それにもかかわらず，レビーは微笑みながら前に歩き出し，

タイムズ紙によると，大観衆に向かって上機嫌で，アメリカの国歌「星条旗（The Star-Spangled 

Banner）」を演奏して聴かせた。フォルジャー長官が目覚めるのが分かり，レビーがアンコールで

                                                        
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jules_Levy_by_Jose_Maria_Mora,_1880s.jpg （参照 2016-09-23） 
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演奏した合衆国の初代の国歌「コロンビア万歳（Hail 

Columbia）」の 後の旋律と同時に，観衆は大喝采をあげた。

さらに大喝釆があったが，レビーが更にもう一度演奏を始め

るようとした時，ストラナハンは，彼の腕をつかんで演壇か

ら降りるように促した。観衆はこれに大いに落胆し，レビー

は激怒しているように見えた。ストラナハンがヒューイット

を紹介し始めたとき，レビーは，ステージ外から，アメリカ

での愛唱歌「ヤンキードゥードゥル」の演奏を開始した。笑

い声がどよめき，チェスター・A・アーサー大統領は，他の

何よりも，プログラムのこの部分を楽しんでいたように見え

た。レビーが 後の旋律を演奏し，一方で，音楽心が解らな

いストラナハンは，ある人の説明に従って，まさに立ったま

まで不機嫌に待っていた。 

 

ストラナハンがヒューイットを紹介し終わった頃に，一筋の日差しが大統領の頭と首を照らし

だした。そこですぐ軍将校が，どこからか女性用日傘を持って現れ，その式典が完了するまで，

恰幅が良いアーサー大統領に差しかけていた。その当時，民主党の機関紙であったワールド紙は

「大統領が日傘の下では，アジアの君主のように見えた」と報じた。 

 

また，同紙は「エイブラム・ヒューイットが話し始めたとき，その顔色は青ざめ，むしろ“虚

弱な”ように見えた。そして，演説が終わったとき，観衆は疲れて果て，全く落ちつきがなくな

っていた」と報じている。しかし，その次の 終的な講演者である牧師のストーズ博士は，ヒュ

ーイットが演説した場所に，流れるようなグレーの髪のハンサムな力強い容姿で，立っていた。

彼は，そのような途方もない大観衆の前で，あきらかにくつろいだと感じを与え，腰から上を曲

げながら，まるで自分の額で各々の声明をぐさりと打ち込むように，あらゆるセンテンスを強調

した。ストーズは，1 時間近く演説した。 

 

演説，祈り，コルネット独奏の全部でほぼ 3 時間に及んだ。そして，演説された内容の全文を

掲載した架橋公社の金の浮彫りのある記念小冊子は，122 ページに及んでいる。チェスター・ア

ーサーもグローバー・クリーブランドも，演壇から一言も発することはなかった。彼らは演説す

るよう依頼もされておらず，誰も彼らに期待していなかった。彼らは，敬意を表された客として

のみ，そこに参列しており，見たり聞いたりして，自ら楽しんでいた。また，女王の誕生日につ

いて公式に発言する人は，誰もいなかった。 

 

ヒューイットの演説は，思い返せば，その日で も素晴らしい演説として，広く認識されるよ

うになり，おそらく彼がこれまでに行った 高の演説であったはずである。彼自身もその演説を

とても気に入っており，3 年後に，ヘンリー・ジョージやセオドア・ルーズベルトに対抗する市

長選の選挙運動用にパンフレットとして出版したほどであった。しかし，その日の午後の講演者

の誰もが，橋梁の開通は国家的な出来事であり，それが人類の奮闘に対する大勝利であり，それ

図-24.5 ジュールズ・レビー 
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が何かしらの転換点となったことを，述べていた。それは，何か新しいことの始まりであり，講

演者の誰もが今後どのように進んで行くかは確信できないものの，それが過去や現在の改善にな

るということを，確信していた。 

 

ヘンリー・マーフィー，アシスタント技術者達， も控え目な作業員達，全てが，いずれの講

演者からも称賛された。また，キングズレーとセス・ロー，ヒューイットは，各自の言い方で，

ローブリング親子の才能を絶賛した。ヒューイットは，ジョン・A・ローブリングをレオナルド・

ダビンチと比較したが，ローブリング大佐が，父親よりも更に偉大な技術者であると発言した。

それから，彼は，１週間前まで名前をはっきり知らなかったエミリー・ウォーレン・ローブリン

グについて「人間性の面で称賛されるだけでなく，構造面での技術も素晴らしいという面を兼ね

備えた女性として，その名前は永遠に記憶されるべきである」と心から断言した、 

 

また，ヒューイットは，全ての橋梁事業で実施された方法について，ツィードに盗まれたよう

な金は無かったこと，増加した全体の資金は，「公正に使用された」ことを保証できると発言し，

彼の演説のこの部分については， 前列や演壇の人々からで も暖かい反応を引き出した。そし

て，ヒューイットは，ピラミッド以降の進歩に関するローブリングの懐疑的な意見を無視するか，

おそらく誤解して，平均的な橋梁労働者の 2.50 ドル／日の賃金を，古代エジプトの賃金規模と比

較して，エジプトの賃金が 1883 年の金額に換算して 2 セント／日であると計算していた。ヒュー

イットの見解では，それが本当の進歩であった。橋梁は，19 世紀における近代産業主義や，労働

と資本，民主主義，新しい手法・道具・力学法則の立証であり，壮大で記念すべき成果であった。

エイブラハム・ヒューイットを決して賞賛しないタイムズ紙でさえ，彼の演説のこの部分につい

ては，気に入っていた。 

 

しかし，おそらく誰もがとても強く感じていた橋梁への思いを，その日の誰よりも適切に表現

した人物は，小ぎれいに髪を櫛で梳いた小さな卒業生総代といわれたセス・ロー市長であった。

彼は「美しくて堂々とした構造は、一番大切にしてきた希望を達成します。・・・来訪者について

の印象では，あらゆる訪問が増加していることが驚きのひとつです。あの橋の上に立った誰もが，

そのことを決して忘れることはないでしょう・・・。その橋を見ない人はおらず，人間であるこ

とを，更に誇りに感じない人もいないでしょう」と演説した。 

 

 

 

技師長は，ひとりで自宅の窓際に座り，携帯双眼鏡を橋梁に向けて，ブルックリン側主塔のア

ーチの下を 後尾のシルクハットの人物が通り終わるまで，行進を見守っていた。その後，休憩

するためベッドで手足を伸ばした。4 時近くになって，エミリーは演説の途中でサンズ通りの駅

舎を出て，自宅に戻ってきた。彼は，丈の長いダブルのフロックコートを着て，彼女の腕を借り

て一階に降りて，玄関口の客間に向かった。そこで，彼らはソファーに腰を掛けて， 初の客が

到着するのを待っていた。しかし，アーサー大統領が，帆布天蓋の付いた馬車から降り立ったの

は，ほぼ 5 時 30 分あった。その頃になると，街路の大衆は，警察が玄関に向かう狭い道を，やっ
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と確保できる程度になっていた。 

 

その家は，まるで結婚式のように飾り付けられていた。応接室の両方の暖炉前飾りは，赤や白

のバラ，フジ，白いライラックが積み上げられ，中央には，カラーリリーが鈴なりになっていた。

折りたたみ戸の両側には，バラの巨大な盾があった。全ての部屋には，金色のバスケットにたく

さんのバラとライラック，そして切花の花瓶が置かれていた。そして，階段の手すりは， 上階

までずっとサルトリイバラで飾りつけられていた。 

 

ある応接室の暖炉棚には，技師長と彼の父親の胸像が置かれていた。父親のローブリングの白

い大理石の頭の上に，エミリーは，永久花の花輪を載せ，夫の頭には，小さなアメリカ国旗と白

いサテンのリボンで飾られた月桂樹の花輪を被せた。そのリボンには，彼女が，赤と青色文字で

「技師長ワシントン・A・ローブリング，1883 年 5 月 24 日，ブルックリン橋，それを勝ち取った

彼を優勝者と認める」という文字を印刷していた。 

 

楽団が，その家の川に面した応接間の上のバルコニーで演奏を続け，バルコニーの下の扉を抜

けて川が見渡せる庭に出ると大きなテントが立てられ，食物と軽食が並んだ長いテーブルが置か

れていた。 

 

大統領とセス・ロー市長が一緒に客間に入った時，エミリーとワシントン・ローブリングは，

部屋の扉の内側にドアの傍に並んで立っていた。同席者のひとりは「技師長の顔色は，青白かっ

たが，興奮している様子はなかった」と語っている。エミリーは，ベルトにスミレを編み込んだ

クレープ加工の濃紺のシルクのドレスを着ていた。彼女は，美しくて快活であったと，新聞には

報じられている。 

 

大統領とローブリングが握手したとき，大統領は技師長に興奮気味に祝詞を述べたと言われた。

その後，ものすごく多くの人々が，扉の中に押しかけた。全部で 1 千人を越える招待客であり，

その中には，グローバー・クリーブランド州知事，ニューヨークとブルックリンの両市長，その

日の全ての講演者（結局，エイブラム・ヒューイットは姿を現した），ウィリアム・C・キングズ

レー夫妻，ヘンリー・スローカム将軍夫妻，ストラナハン夫妻，他の全員の理事夫妻，アシスタ

ント技術者，フェルディナンド夫妻とチャールズ・ローブリング夫妻，エルバイラ・スチュワー

ト，メスフェッセル教授夫妻，隣人のモーゼ・ビーチ，シメオン・チッテンデン，ヘンリーピア

ポント，A・S・バーンズ，エッジ・ムア製鉄会社のウィリアム・セラーズ，ルートヴィヒ・ゼム

ラー，グレイス前ニューヨーク市長，マッキュー判事，ハミルトン・フィッシュ，ウィリアム・

エバーツ，フラワー連邦議会議員，ヘンリー・ワード・ビーチャー牧師夫妻がいた。 

 

ローブリングは，10 分間程度を立ち続けただけで，その後ソファーに戻り，あまり話すことな

く座っており，傍にはエミリーが付き添っていた。一方，大統領は，全ての人々が素晴らしい時

間を持っているような状況を演出していた。彼は，バンド音楽に合わせて足で拍子をとり，花を

ほめて，庭に出て多くの人々と握手をして，全部で 1 時間ほど滞在していた。大統領が退席した
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後，ローブリングは一言断って席を外すことになり，彼が階段の上にゆっくり戻るときに，大き

な拍手が起こった。祝賀会は，その後 1 時間以上続いたが，ローブリングにとって，技師長とし

ての 初で 後の儀式的職務は，終了した。 

 

 

 

川の両側では，誰もが暗くなるのを待っていた。その状況を言葉で表現することを仕事とする

人々は，それを正しく伝えるために，どんな苦労も惜しまなかった。橋梁上から離れていた一人

の記者は，川の上の無数の小型船と船舶が，眠っている都市のように見えたと書いている。また，

橋梁上にいた別の記者は，次のように書いている。 

 

太陽が沈むとき，橋梁からの風景は美しかった。申し分のない一日であった。ニュ

ーヨークの両側のあちらこちらに，青く輝く水が 漣
さざなみ

をたてて穏やかに横たわり，そ

の一方，その水は南に向かい大きな湾に合流し，海に向かって見えなくなっていた。

広大な都市は，両側の彼方まで広がっていた。その向こうには，丘陵地帯が空の霧の

中に消えるまでずっと横たわっていた。港のあちらこちらの全てのもの，船・埠頭・

建物が，依然として派手に飾り付けられていた。ブルックリンとニューヨーク，両方

の建物の屋上には，多くの人々がいた・・・。 

 

ニューヨークの巨大な建物が，空の輝くような背景を背にして，インクのように黒

く浮かび上がっていた。ニューヨーク側の橋脚は，夜のように，くすんで暗く見えた。

しかし，ブルックリンでは，沈みゆく太陽の強い光が，あらゆるものを金色に染めて

いた。巨大な建物は，磨いた真鍮のように見えた・・・。西側にある太陽が，青空に

扇のように急速に伸びた一続きの黄金の巨大な光の筋の中で，橋梁に対して， 後の

賛辞を送っていた。徐々に黄金色が消えて行き，雲の無い大空が残った。大空は，西

の方では明るい青色であったが，ブルックリンの背後が深海の青色に染まる頃までに，

その明るい青色は濃くなるように，だんだん暗くなっていった。 

 

ゆっくりと，両都市の端の方がぼんやりとなり始めた・・・。ブルックリン側主塔

の黄金の色調は，消えて行った。それらは，ゆっくりと，都市自体の中に沈んで行く

ように見えた。ニューヨーク側では，巨大な建物の外形が，揺らめき不明瞭になって

きた。 

 

その後，橋梁上の連続した電灯が順々に，ブルックリンからニューヨークまでを鎖

が結ぶように目に入ってきた。電灯のきらめく点々が，ニューヨークの上流側の一部

に，現れた。マディソンスクエアとユニオンスクエアの 2 箇所の巨大な燃焼装置が燃

え上がり，空の浮彫りを背にして，ニューヨークの郵便局の円蓋をダイヤモンドの飾

り輪のように映し出した。2 つの都市の街路は，無限の劇場のシャンデリアの噴流の

ように勢いよく輝いた。そして，数百もの家々の窓が，一度に目立つように現れた。
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港の船舶の索具の上では，カンテラの長い列が溢れており，港の出入口や船舶右舷の

数えきれないほどの赤や緑色の明りが見えた。蒸気船は，川面に白い泡の長い波紋を

残してあちこちに走り回り，その泡は，銀色のような灯りのなかで輝いていた。 

 

ブルックリンでは，全ての公共の建物が，ガス灯の光で輝いていた。ミュージック・アカデミ

ーの建物の前では，橋梁をガス噴射で描くような演出が行われていた。提灯で飾られた家々は，

クリスマス・ツリーのように見えた。モンタギュー通りはカンテラの列で飾られ，一街区向こう

のピアポン通りにある歴史学会の窓は，何百本ものロウソクで照らされていた。コロンビア・ハ

イツは，ガス灯・提灯・ロウソクで，昼間とほとんど同じくらい明るかった。シメオン・チッテ

ンデンは，自宅の前にガス噴射で「ようこそ，ブルックリンの客人の皆様」と描いた大きな看板

を出していた。だが，大統領が晩の遅くに通過したときには，その看板の文字の半分は，突風で

吹き消されていた。 

 

ハイツのあらゆる通りは，祭りのように見えた。実際に，その日の両市の群衆は，以前のどの

ような時よりも，はるかに多かった。川の近くで動いている交通は，どこにもなかった。ニュー

ヨークのアップタウンとブルックリンの内陸地域は，ほとんど無人となっていた。日中に川の傍

で 100 人程の見物人がいた場所は，その時点で 1 千人ほどになっていたり，少なくともそのよう

に見えたりした。タイムズ紙は，市庁舎の近隣には，ほぼ 15 万人の人々がいると推定していた。 

 

突然，単独の打上花火がコロンビア・ハイツの上空に上がり，青い星のように炸裂して飛散し

た。それは市長の家から打ち上げられたもので，そこでは大統領のための晩餐会が開かれていた。 

 

ほぼ同時に，橋梁上の照明が消えた。しばらくの間，何も見ることはできなかった。その後，

遠方で長く続くシューシューという音がして，突然の轟音とともに，50 発の打上花火が橋梁の中

央径間の上空で一度に炸裂し，一方で少なくとも 20 発の花火が，主塔上からもっと高いところで

炸裂した。そして，金色や銀色の巨大なシャワーが降り注いだ。「高い所から見ると，吊橋上に噴

火するクレーターがあり，都市の中で，火山活動が起きているように見えた」 

 

架橋公社の執行委員会は，5 月 14 日の 終会議で， 終的な公的活動として，「その場所とそ

の儀式にふさわしい」花火の打ち上げを行うため，花火製造業者のデットウィラー＆ストリート

というニューヨークの会社と契約を結んだ。全部で 14 トン，1 万発以上の花火が橋梁から打ち上

げられた。 

 

それは，まる一時間続いた。わずかの休止もなかった。1 発の流星のような花火に，他の花火

が続いた。打上花火は，一度に数百発が発射され，ニュージャージーのモントクレアと同じくら

い（20km くらい離れた）遠い所からでも見ることができた。花火は，主塔の上空で絶え間なく炸

裂し，橋梁を赤色に染めた。奇妙な光のなかで，橋梁上の消防士達が強いシルエットで映し出さ

れ，彼らのホースからの水流は，溶解した銀のように見えた。一方，数えきれないほどのガス風

船が，空高く揚げられていた。風船は外周が 50 フィート（15m）で，花火が積み込まれており，



第 24 章 人民の日 
 

 
 - 482 -

空に上がって行くにつれて，順々に色のついた火の球を，川の上空にまき散らした。 

 

打上花火の炸裂のたびに，巨大などよめきが岸辺から上がった。何十万人もの人々が眺めてお

り，おそらくそれまでにニューヨークに集まった 大の群衆であり，誰も一生の中で，このよう

な情況は見たことがなかった。 

 

水面のほとんど全ての小舟は、何らかの音を出したり，誇示したりしていた。打上花火や仕掛

花火は，川の中央と下流側の湾から，打ち上げられていた。灯りで輝いている 1 台の大型蒸気遊

覧船の上では，蒸気オルガンで「アメリカ」が甲高い音で演奏されていた。他の船上では，楽団

が演奏を行っていた。 

 

その間に，打ち上げ花火はニューヨーク市全体と，ブルックリンにも拡がっていった。その時，

橋梁の中央から，迫撃砲から発射された亜鉛砲弾のように激しい雷鳴のような爆発音が聞こえ，

500 フィート(150m)上空で炸裂し，稲妻が継続しているかのように，両市をはっきりと照らし出し

ていた。（図-24.68） 

                                                        
8 http://todayinhistory.tumblr.com/post/119756815345/may-24th-1883-brooklyn-bridge-opens-on-this-day 
 （参照日 2016-08-30）  

図-24.6 開通式当日の花火 
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そして 後，9 時には，橋梁上の花火大会は，1 回の信じられないような連発，一度に 500 発の

打ち上げ花火を発射する連発で終了した。これには，河川上の船舶のあらゆる汽笛と警笛が加わ

った。打ち上げ花火が炸裂して，「何百万もの星と黄金の雨のシャワーとなり，橋梁と川の上に，

降り注いだ」。鐘が鳴らされ，ドラが叩かれ，男性も女性もしわがれ声で叫び，音楽家は顔を真っ

赤にして吹奏していた。その後，それが終わり，ほとんど静けさが戻り，河川上の船舶が錨を上

げ始めた時，デットウィラー＆ストリート社の花火師でさえ準備できなかった 後のひとつの忘

れがたい仕上げがあった。トリビューン新聞の社屋の屋上から見ていた編集者は「 後に落下し

てくる閃光が，消え入ることは全くなかった。その時には，月が主塔のはるか遠くにゆっくり昇

り，川を越えて，祝福のような幅広い光の束を送ってきた」と書いている。 

 

大統領のための壮大な歓迎会は，ミュージック・アカデミーで開かれ，花火大会の直後に始ま

り，大成功とみなされた。大統領，グローバー・クリーブランド州知事，ウィリアム・キングズ

レー，スローカム将軍の他に 20～30 人が，鉢植えの椰子の小さな森に囲まれた舞台に立ち，ブル

ックリンの人々は，傍を通って敬意を表すことを許された。その行列は，10 時まで続いた。アー

サーは，依然として上機嫌で，誰もが彼に望むようにお辞儀をして微笑み，自分の役割をきちん

と演じていた。そして，彼の内閣のあるメンバーは「私は，なぜかブックリンには 1 軒ホテルと

1～2 箇所の造船所があるが，静かな町であると思っていた」というアーサー大統領の発言を聞い

ていた。 

 

 

 

橋梁が午前零時の鐘で一般開放され，誰もが 1 セントを支払えば渡ることができるということ

は，前もって発表されていた。ものすごい群衆が，両端に集まってきた。 

 

11 時 22 分にブロンドの口髭の若い男性が，ブルックリン側料金所ブースの窓を上げ，料金箱

に自分の金を 初に入れた人となった。その人物は，記者の判断によると，善良なブルックリン

の名士である H・R・バン・カウレンであった。橋を 初に渡った夫人は，バルチック通の C・G・

ペック夫人であった。ブルックリン側からの 初の車両は，やせこけた白馬に曳かれた古風な屋

根付き荷馬車で，馬の大きな白い蹄が，橋梁床面で小銃射撃の発射音のような音を出しながら渡

って行った。その御者は，コニーアイランドからやって来たチャールズ・オーバートンという人

物で，その入り口で 2 時間待っていた。また，彼はニューヨーク側からの 初の渡行も，何とか

達成した。それは，ニューヨーク側の入り口が，ブルックリン側の入り口よりも 10～15 分遅く開

いたからであった。 

 

特徴的ともいえる激しい乱闘は，ニューヨーク側の入り口で発生した。おそらく 初に通過し

た男性が市庁舎の管理人であったことは，全く適切であった。一旦，彼が入り口を通過すると，

後側からこれまでより更に激しく人々が殺到した。警察隊が，警棒を振り回し始め，数人の人々

がかなり乱暴に取り扱われて，やがて全ての群衆，おそらく 3000 人程が，長い整然とした列に引
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き延ばされた。 

 

一晩中，橋梁に人々が押しかけて渡り，夜が明けても，依然としてやって来る人々は続いてい

た。タイムズ紙が保管していた記録によると， 初に渡った乞食はブルックリンからやって来た。

同じく， 初の酔っ払い， 初の警察官，空であった 初の霊柩車， 初の「洒落者」， 初の黒

人，そして 初の音楽家もブルックリンからであった。その音楽家は，バグパイプの演奏家で「よ

うこそ（The Campbells Are Coming，スコットランド組曲）」を演奏しながら行進したようである。 

 

技師長とその妻が，どれくらい遅くまで自宅の窓から眺めていたのか，その夜の間，誰が彼ら

と一緒にいたのか，彼らがお互いにどんなことを話したのか，仕掛花火や打上花火が橋梁上で炸

裂したときに黙ってしまったのは，どんな気持であったのかについては，推測するしかない。 

 

 

 

全く別の機会に，全く別世界のように思われていた機会に，2 人の若い男性が月の上を歩いた

あの日9，ロングアイランドに住む大変年配の女性は「人類の偉業に対する大衆の興奮状況で，ブ

ルックリン橋が開通した日に私が見た状況に，比較できるようなものは全くない」と記者に語っ

ている。 

 

 

                                                        
9  1969 年 7 月 20 日，アポロ 11 号の船長ニール・アームストロングとエドウィン・オルドリンが，人類初の月

面歩行を達成した。 
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完成後 50 年間，ブルックリン橋は，技術面で 大でないとすれば，この世で も素晴らしい吊

橋として君臨してきた。この橋梁は有名な幹線道路（図-25.11）として，当初の頃には「世界の

第八番目の不思議」と呼ばれ，誰もが期待した以上にさらに大評判となっていた。橋梁が全面的

に供用した 1883 年 5 月 25 日，全部で 150,300 人の人々が徒歩で渡り，1,800 台の車両が正確な人

数は不明だが多くの人々を載せて渡って行った。次の日，土曜日の交通量は，それを下回った。

しかし，5 月 27 日の日曜日，絶好の春日和には 163,500 人の人々が，偉大なる橋の上に「散策」

を楽しみに行った。1 人の古参のニューヨーク警察官は「これまでのあらゆる経験の中で，これ

ほどの群衆を見たことがない。私には，人々がまるで橋梁熱に罹ったように思える」と言った。 

 

それから，橋梁開通後，一週間目の 5 月 31 日の木曜日，残念なことに，ローブリングが警告し

ていたことが，まさに起きてしまった。その日は，両方の都市が休日となる戦没者追悼記念日で，

絶好の天気であった。午前中ずっと数千人が橋梁上にいた。しかし，C・C・マーティンは，群衆

が急激に増加し始めた午後 3 時 30 分頃まで，遊歩道の混雑を緩和させるために，両側の車道の歩

行者の往来を許していた。パニックが発生したほぼその時刻，すなわち午後 4 時頃，橋梁上には，

                                                        
1 R. Schwarz, artist ; Shugg Bros., Photoengravers ; Burrow-Giles Litho. Co., printer ; Museum of the City of New York. 

図-25.1 完成時のマンハッタンからの展望（手前がニューヨーク側） 
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おそらく 2 万人の人々が載っていた。パニックが収まった時，12 名の人々が圧死していた。（図

-25.22，図-25.33） 

 

事故は，ニューヨーク側の取付け道路部の端部で，遊歩道に至る限られた一連の階段の 上部

で始まった。階段を押し上げられた群衆が，反対側のニューヨーク側主塔からやって来た別の群

衆と鉢合わせした。階段は全部で 15 段あり，7 フィート幅（2.1m）の踊り場で二連に分割されて

いた。2 組の近づいてくる群集がその階段で鉢合わせたとき，誰もがどちらかの方向に動くこと

は実質的に不可能であり，両方向とも後から押し寄せる人々が，自分達の道を前側に進み続けた。 

 

しかし，数人の目撃者が後に発言した内容から整理された事故発生状況は，一人の女性が足を

踏み外して階段を落ちてきたのではなかったように思われる。別の女性が声を限りに泣き叫び，

何が起こったのかを見ようと，人々がすぐに殺到した。階段ですし詰めになっている人々は，殺

到した群衆を必死で制止しようとしたが，それは無理だった。一瞬にして，3～4 名の人がバラン

スを崩して倒れた。一方，遊歩道のずっと後ろの群衆は，先頭で何が起こっているか誰も認識あ

しないまま，前進を続けていた。そして，あっという間に，階段全体に男性・女性・子供達の死

体や瀕死の人々が詰め込まれてしまった。人々は悲鳴をあげ，叫び続けた。そして突然，自分達

が階段の間際にいることに気づき，何が起こっ

ているかを見た人々は，後の人々に戻るよう叫

ぶために振り返ったが，その時には自分達も足

を載せる段を失って，下側の踏みつけられた

人々の一番上に載ってしまった。 も恐ろしい

ほど押し潰された場所は，階段の天端から，す

ぐ後ろ側の遊歩道の上であった。非常に多くの

人々の服が，引き剥がされていた。所々で， 下

敷きになった人々は，血液が鼻や耳から滲み出

るほどきつく押し付けられていたと，報告され

ている。  

 

帽子・傘・手袋・靴・ばらの小銭が，橋梁の

列車軌道の間を落下して，その下側の建物の屋

根の上や街路に，雨あられのように降り注いだ。

その街路で遊んでいた少年達の中に，アル・ス

ミス4がいた。彼は「あれは，私が初めて見た巨

大な惨禍であった。・・・私は，その夜，眠れな

かった」と後に発言している。 

                                                        
2 Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, June 9, 1883 
3 Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, June 9, 1883 
4  アル・スミス（1873～1944 年）は，ニューヨーク州知事に 4 期選ばれ，1928 年アメリカ合衆国大統領選挙で民

主党の大統領候補になった。主要政党の大統領候補者としては，初めてのカトリック教徒かつアイルランド系ア

メリカ人だった。選挙では共和党のハーバート・フーバーに敗れた。 

図-25.3 死者や負傷者の救出 

図-25.2 1883 年 5 月 30 日の大惨事 



エピローグ 
 

 
 - 487 -

 

後には，他のいろいろな説明も行われたようである。橋梁の中央辺りで誰かが，落ちて行くと

叫び始めたとも言われたようである。ニューヨークからの「乱暴者」の一団が，突き進んで人々

を押し始めたとも言われたようである。おそらく，両方の説明にも若干の真実はあるかもしれな

い。 

 

事故による民事訴訟は合計で 50 万ドルとなったが，過失は立証されなかった。検死官の評価で

は，階段の狭さと規制に従事していた警察官の少なさに関して，架橋公社を非難した。架橋公社

は，橋梁についての「根拠のない不安感」を煽った新聞を責めたが，すぐに遊歩道の警察官の数

を 2 倍にした。 

 

C・C・マーティンは，橋梁の管理者として残った。ローブリングが正式な退職願を提出したあ

と，マーティンは 1883 年 7 月 9 日に公式に技師長に指名され，1902 年までその仕事を続け，合

わせて彼の人生の 33 年間を，その橋梁に捧げることとなった。 

 

橋梁を供用・維持するためのマーティンの力量は，その当時の大きな船舶や，かなりの規模の

工場で必要とされる大きさに相当した。彼の部下は，アシスタント技術者 1 人，蒸気エンジンと

牽引装置を担当する主任機械技術者 1 人，アシスタント機械技術者 3 人，給油係 3 人，機関士 3

人であった。蒸気機関技術者 6 人，蒸気機関士 6 人，運行管理者 1 人，車掌 45 人，通行料管理者

1 人，徴収員 19 人，列車長 1 人，列車配車係 4 人，操車係 4 人，転轍手 5 人がいた。1 人の熟練

の機械工が機械作業場と蒸気機関を担当した。鍛冶屋 2 人，「仕事の緊急性に応じて変化する作業

隊」を率いる大工の現場監督 1 人，車輛修理と連結部検査官の現場監督 1 人，労務や一般的作業

の現場監督 1 人，警察の警部 1 人，巡査部長 1 人，巡視員 3 人と警官 86 人がいた。マーティンを

入れて，常勤の雇用者総数は，201 人にのぼった。 

 

橋面列車は 9 月に運行を始め，完璧に稼働していた。供用一年後，一日 3 万 7 千人が橋梁を利

用していた。すなわち，この利用者数は 14 隻のフェリーが橋梁の開通した年に運んでいた人数と

ほぼ同じであった。供用後 1 年間で，橋面列車は 9,234,690 人の乗客を運んだが，その後フルトン・

フェリーまでのブルックリン高架鉄道の完成で，その利用者は 2 倍以上となった。1885 年に橋面

列車は，ほぼ 2 千万人の乗客を運んだ。列車は 1 日 24 時間走行し，まさに橋梁が建設されて 5 年

後の 1888 年には，年間で 3 千万人以上の乗客を輸送していた。駅は拡大され，さらに多くの車両

が投入された。そのうえ人々が驚いたことに，フェリーはいまだに営業しており，その後長い間，

運行を続けることとなる。 後のブルックリン・フェリーは，ハミルトン通りとバッテリー間の

フェリーで，1942 年 6 月 30 日に運行を終了した。 

 

1884 年 5 月に，P・T・バーナム5は，「親愛なる市民の利益のために」という名目で，有名な「ジ

ャンボ」を含む 21 頭の象の一群をブルックリンに橋梁を渡って連れてきた。その直後に「私も

                                                        
5 フィニアス・テイラー・バーナム（Phineas Taylor Barnum，1810～1891 年）は，アメリカ合衆国の興行師で，そ

の愉快な「ホラ話」(hoax)と，サーカス（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus）を設立したこととで知られ

ている。 
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高傑作の橋梁の頑丈さに，たいへんに満足している」と明言している。 

 

また，おそらく必然的に，ある種の人々は，勇ましさへの挑戦として，あるいは自殺の手段と

して，橋梁を見ていた。彼等が名誉や忘却のために，また考えもしなかったほど頻繁に，橋梁か

ら飛び降り始めるまで，十分な抑制対策はほとんど実施されていなかった。 

 

名誉のために 初に挑戦したのは，ロバート・E・オドラ

ムというワシントン D.C.からのやってきた屈強な水泳イン

ストラクターであった。1885 年 5 月 19 日，彼を止めるため

に待っている橋梁警察をそらすために，オドラムは，友人を

橋梁に向かわせて，飛び降りる仕草をさせた。続いて彼は，

中が見えないようにした馬車に乗ってやって来て，そこから

踏み出して，高欄の上に乗った。彼はトランクスを履き，明

るい赤色の水泳シャツを着て，自らの死に向かって跳び込ん

だ。その時，一方の腕は，自分の頭の上に真直ぐ伸ばし，も

う一方の手は，身体の横にしっかりと固定していた（図

-25.46）。 

 

スティーブ・ブローディ（図-25.57），その橋梁から飛び

降りて有名になった唯一の男性は，おそらく，そのようには

しなかったようである。彼は 20 代の初めで，人柄の良い失

業中のアイルランド人であった。彼は，オドラムの失敗が

大々的に報道された後，まもなく，今度は自分が飛び降りる

つもりであることを，吹聴し始めた。バワリー街8では，賭

けが行われたが，ただブローディがいつ飛び降りるかが不明

であった。その後，1886 年 7 月 23 日，彼がそれを実行して，

生き残ってその話をしていると，発表された。数人の友人達

は，自分達が目撃者であり，彼がまっすぐに川に飛び込むの

を見ており，彼は傍を通りかかった荷揚船に引き揚げられた

と，語った。しかし，彼の飛び降りを他の誰も見ておらず，

かなり多くの疑い深い人達の間では，替え玉を橋梁の上から

落とし，ブローディが岸から泳いで行き，それに合わせて通

過する荷揚船の傍の水面に顔を出しただけと，言われていた。 

 

ブローディは，でっち上げた妙技の容疑で，一時的に刑務所に入れられた。その後，彼は，バ

ワリー街で，観光客やスラム街に出入りする連中が立ち寄る居酒屋を開店した。酒場の中心には，

橋梁と，誰もが見られるように水に向かって飛び込んでいるブローディが描かれた大きな油絵が

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odlum_jumps.jpg （参照日 2016-09-02） 
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Brodie.jpg （参照日 2016-09-02） 
8  バワリー街は，マンハッタン南端部の地域で，酒場が多く，いざこざの絶えない地域として有名である。 

図-25.4 ロバート・E・オドラム 

図-25.5 スティーブ・ブローディ
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掛けられていた。さらに歴史的な証拠書類として，英雄を救出したと主張した荷揚船の船長の宣

誓供述書が，額に入れて飾られていた。 

 

しかし，スティーブ・ブローディのブルックリン橋からの

飛び降りは，1894 年に公開された「バワリー街にて(On the 

Bowery)」と呼ばれる劇9によって，大衆の記憶の中に永遠に

留まることになる。ブローディは主役であり，彼の見せ場は

橋梁からの跳躍で，この場面はあらゆる手の込んだ特殊効果

で演出され，この時だけは，悪者によって捨て去られた少女

を救う劇であった。劇は大ヒットで， 終的には地方公演も

行われた。橋梁の掃除夫が道徳的なバラッド10を歌い，ブロ

ーディが「俺のパールはバワリー育ち(My Pearl's a Bowery 

Girl!)」を歌った。またアンコールでは，ブローディが，初

期の作品のために書かれ，あらゆる公演で定評となっていた

「バワリー」という曲を歌った。 

 

ブローディは，金持ちとなり有名にもなったが，1901 年

に 36 歳くらいで，糖尿病で亡くなった。彼の有名なジャン

プの後，人々は彼に「どうして再びそれをしないのか。なぜ

信頼できる目撃者達と一緒の時だけなのか」を尋ね続けていた。彼の答えは「私は一度それを実

行しました」といつも同じであった。 

 

他の人々も試み続けた。ポリス・ガゼット紙の記者であるラリー・ドノバンは，橋梁からの飛

び降りに， 初に成功した人物であった。彼は，オドラムのような赤いシャツを着て，野球靴を

履いた恰好で，飛び降りを行った。1887 年，ジェームズ・マーチンという橋梁塗装の助手は橋梁

から落ちて助かり，翌年，バーンズという青年は，ガールフレンドを感動させようとして飛び降

り，彼も助かった。1892 年，フランシス・マッケリーが飛び降り亡くなったが，それを彼は望ん

でいたようであるので，初の自殺者とみなすべきであろう。 

 

その後，山高帽子を被って飛び降り，全く無傷で川面に浮上したとき，まだ帽子を被っていた

男性がいた。また，巨大な帆布の翼を身につけて飛び降りた別の男性もいた。彼は，無事に水面

に落ちるまでに，上流側に 1 千フィート（300m）滑空した。しかし，世紀が代わるとともに，飛

び降りの大流行は終わった。 

 

 

 

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stevebrodie1.jpg （参照日 2016-09-03） 
10 バラッドとは，中世の終わりころにイギリスやアイルランドで流行し、19 世紀まで続いた物語詩であり，音楽

を付けて歌われることが多かった。 
 

図-25.6 劇『バワリー街にて』 
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橋梁は，それを見た大部分の人にとって，果てしなく魅了する対象物であり続けた。橋梁は，

1880 年代と 1890 年代を通じて，また新しい世紀に入っても，ニューヨークに到着した何百万も

の移民にとって，彼らが湾に入った時に 初に目に入るアメリカ大陸のひとつであった。それは，

彼ら全員が期待していたランドマークのひとつであり，文字通り山を動かしているような，巨大

で世界的に有名な信頼の象徴であった。そして，橋梁が移民によって設計され，移民の労働者に

よって大部分が建造されたという事実は，その魅力を高めるのに，もちろん大いに役立っていた。 

 

実際に，橋梁が人々にとって重要であることは，いつになっても変わらない。ニューヨークや

ブルックリンで成長した全ての世代にとって，橋梁は，とにかく大きくそびえ立ち，誰にも愛さ

れている当たり前のものの一部であった。橋梁のない川や，橋梁のないブルックリンは考えられ

ず，また年々，人々は，特に素晴らしい天候の日や，個人的なストレスや喜びを感じた時に，山

に昇ったり海辺を散歩したりするように，橋梁上を歩くようになった。 

 

幼児期に橋梁上を始めて歩いた時のことが，忘れられない思い出の一つとして残っている人々

は数えきれないはずである。その場所で 2 人が恋に落ちたと語る人々も，数えきれないはずであ

る。そのようなことが，頻繁にあったということは確かである。アル・スミスは「私に寄り添う

ダニー（Danny by My Side）」を歌うのが好きな一人であり，その曲の始めの台詞は「日曜日のブ

ルックリン橋は，恋人たちの小路として知られている」である。 

 

ブルックリンを舞台にして書かれた多くの小説のなかで も人気があった「ブルックリンに育

つ木（A Tree Grows in Brooklyn）」では，第一次世界大戦に出兵したペンシルバニア出身の若い兵

士が「ニューヨークに行けたならば，ブルックリン橋を歩いて渡りたいと思っていた」と話して

いる。それは，以前にもそれ以後にも，アメリカ人のあらゆる世代が感じていたことであった。

彼等は，あらゆる田舎からやってきて，橋梁完成後すぐに発表された新しいコダック・カメラで

その橋を撮影し，その橋から撮影したり，数百万台も販売された立体幻灯機用の写真を何枚か買

ったりしたようである。彼等は遊歩道を，自転車に乗って渡ったたり，月の明かりで新婚旅行で

の散策をしたり，誇らしげに新生児を連れて歩いたり，河川径間の中央から愛する人の遺灰を撒

いたりしたようである。 

 

そこは，夏の夕方の暑さ鎮めに行ったり，仕事の行き帰りにいくらかの運動をしたり，赤ちゃ

んを散歩させたり，カモメを眺めたり，都市生活での安堵を見出す場所であった。その遊歩道は，

大陸で， も気分を引き立てる散歩のひとつであり，その状況は，今後もずっと続いて行くはず

である。晴れた日に，ブルックリン橋の遊歩道の上で，2 基の主塔の中間ぐらいで，港や都市の

地平線を見渡しながら立っていることは，グランドキャニオンの縁に立ったような，アメリカで

2～3 箇所ほどの魂を大変奮起させる場所のひとつに立っていることであった。 

 

なぜ，この橋梁が他のあらゆるものより，人々に対してそのような影響力があるかを，突き止

めることは大変難しい。しかし，開通してから何年間も，アメリカのどのような人工構造物より

も多く，絵画，版画，エッチング，リトグラフや写真の対象であり続けた。橋梁の絵画やリトグ
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ラフは，有名な芸術家によるものだけで，おそらく 1 千作品ほどが存在するはずである11。橋梁は，

マクスウェル・アンダーソンの「目撃者(Winterset)」の映画の場面や，いろいろな広告の舞台とな

った（写真技術が出現した以降，アメリカでの女性ファッションのすべての年代順の展示では，

毎年のように橋梁上でポーズをとった写真で構成することができたようである）。郵便はがき，ク

リスマス・カード，本のカバー，ポスター，レコードジャケットで，繰り返し使われ続けている。

ニューヨーク・テレビ放送網や人気のイタリアのチューインガムの象徴であった。 

 

橋梁に関して，アル・スミスが好きだった詩以外のものもあるが，かなり多くの詩は，そのほ

とんど全てが，あまり印象的ではない。注目すべき例外のひとつが，ハート・クレイン12による「橋」

という詩である。彼は，1920 年代にそのテーマにできるだけ自分を重ね合せるため，コロンビア

ハイツ 110 番のローブリングの旧宅へ引っ越した。クレインの力強いが，全体的に首尾一貫して

いるとはいえない代表作のなかで，橋梁は，アメリカの歴史を通して，壮大な追求の結果におけ

る輝かしい確約の象徴と見られている。それは，“高くそびえる夢幻の航海（Tall Vision-of-the 

Voyage）13”で，余裕があり，“白金の歩調（silver-paced）”であり，全てを救い出すと称えている。 

 

橋梁が開通した時に書かれた も素晴らしい記事は，ハーパー・ウイークリー紙に掲載されて

いる。著者は，モンゴメリー・スカイラーという新聞記者であり，彼の記事「記念碑としての橋」

は，巨大事業への初めての批評的論評だけでなく，ルーイス・マンフォードが言うように，アメ

リカにおける真剣な構造学批判への集合ラッパの合図であった。スカイラーは，芸術作品として，

橋梁を重視することはなかった。やはり，あらゆる状況を考慮して，彼は，橋梁をその世紀にお

ける「 も大きく， も特徴的な」構造物のひとつであると批判している。彼は「たまたま，我々

の 高に長持ちする記念構造物となって，ずっと将来の世代に我々の若干の知識を伝えそうな作

品が，飾り気のない実用的な作品というだけで，聖地でもなく，砦でもなく，宮殿でもなく，橋

梁であったにすぎない」と書いている。 

 

主塔が両岸にある他のあらゆるものより長持ちすると，彼は信じ込んでおり，読者に対して，

将来一部の考古学者が「船がいない川と住民が絶滅した土地」となったニューヨークという廃墟

を調査しているような状況を想像するよう語りかけた。ケーブルと道路は，ずっと以前に崩壊し

ているであろう。ローブリング家は，ピラミッドの建設技術者と同様に忘れ去られているだろう。

巨大な橋の主塔だけが立って残っており，考古学者は「我々の文明を再構築する他のいかなる手

段」も持っていないであろう。「我々に対して，考古学者は何と判断するのであろうか？」 

                                                        
11  ジョセフ・ペヌル，ジョセフ・ステラ，ジョン・マリン，チャイルド・ハッサム，ジョージア・オキーフ，O・

ルイス・グリエルミ，ラウール・デュフィ，ルドウィッヒ・ベーメルマンス，ローネル・ファイニンガー，ア

ルベール・グレーズやマックス・ウェーバーは，題材として，橋梁を取り扱った芸術家達である。例えばマリ

ンとステラのような何人かは，しばしばそこに戻った。ステラの力強い抽象画である「橋（1918」）は，おそら

く，あらゆる絵の中で も有名であろう。 
12  ハロルド・ハート・クレイン（1899～1932 年）は，アメリカ合衆国の詩人であり，難解で極めて様式化され

た野心的なモダニズムの詩を著した。 も野心的な作品である「橋」で，現代の都会の文化を，楽観的に捉え

て表現した。32 歳で自殺した後，クレインは劇作家・詩人・文芸批評家などから賞賛され，この世代における

も影響力ある詩人と見なされている 
13  詩の日本語訳については，『ハート・クレイン詩集 書簡散文選集，東雄一郎訳，南雲堂，1994 年 6 月』を参

考とした。 
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20 世紀になった直後，ヘンリー・ジェームスは，橋梁とそこを往復している列車が浮かびあが

るシルエットに，何か暗く不吉なものが見えると書いている。彼にとってのニューヨークは「鋼

のような精神を持った機械部屋」になっており，その 終的な結果が「情け容赦ない増殖」であ

り，橋梁は「途方もない生命体」であり，新しい時代の幕開けを示していた。ジェームズにとっ

て，その前途はぞっとするものであった。 

 

しかしながら，1920 年代まで，批評家ルーイス・マンフォードにとって，橋梁は「喜びとひら

めき」の独特の源であった。 

 

石材は，鋼材に対抗する役割を演じている。すなわち，大量の花崗岩が圧縮に抵抗し，

繊細な鋼材が引張に抵抗する。このような構造物では，旧式で巨大で保守的な建築様式

は，未来の建築様式，軽くて空間的で太陽光を取り入れ，中実というよりむしろ中空の

建築様式に溶け込んでいる。 

 

彼は「その橋梁は，工業主義が見苦しさと同義語ではないことを，証明している。それはビク

トリア朝風のアメリカを，極めてうまく取り入れたものである。その時代がまさに誇りとする要

因－科学の進歩，鉄を取り扱う技術，危険を伴う工業的過程に直面した時の個人的な勇敢な行動，

試されていないことや不可能なことを試みたいというその意欲－それら全ての事が，ブルックリ

ン橋で頂点に達した」と述べている。 

 

その後，他の人々は，橋梁を解放の象徴，すなわち両岸における「途方もない混沌状態」から

の解放の象徴とみなすようになった。橋梁は，本当のところは幹線道路と呼ばれる一般道路の記

念碑的な具体化であり，アメリカという結晶に流れ込む永続的な不安定性であったと言われたよ

うである。つまり，地域の連携はそれほどではなく，地域はそのままで，空を横切る制約を受け

ない放射であると言われたようである。そして，もはや橋梁を土木工学の驚異と考えることがで

きない世代は，それを芸術的な作品と宣言した。その当時のある著名なアメリカ人建築家は「そ

の橋梁は，本当に重要なニューヨークの建築物の 2 作品のひとつであり，もうひとつがセントラ

ル・パークである」とさえ発言するようになってきた。 

 

もちろん，橋梁は，定期的にそれを利用している数百万人の人々にとって，全く当然のことと

して，一部の人々にとっては全く感傷的なものとして認識されている。橋梁は，単にブルックリ

ンへ出入りする際の多くの異なった手段のひとつとして，あるいは，ニューヨークの も素晴ら

しい思い出として，捉えることもできる。そのニューヨークは，もっぱら違法行為と安っぽい物

で何度も思い出される刺激的で自信に満ちた時代が生み出した，憂いのない意欲的な象徴であっ

た。橋梁を，途方もない規模の構造用鋼による近代ニューヨークの始まり，すなわち旧いブルッ

クリンの終焉とみなすことができた。これらが全てである。そして，おそらく，その不朽の魅力

は，まさに不安定さの逆の物理的な頑丈さと耐久性に，基づいているのかもれない。おそらく，

後にも先にも，アメリカインディアンによって建設されたものは，他に何もなかったので，我々
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が定着してきたと言われている。 

 

 

 

ブルックリンにとって，その橋梁はより実務的なレベルで，橋の支持者達が約束したあらゆる

ことを果たしてきた。成長を刺激し，財産価値を増加させ，安全で信頼できるフェリーの代替手

段を提供した。橋梁はブルックリンを有名にした。 

 

駅のラッシュアワーは，ブルックリンの旧フルトン・フェリーの乗船場でも，ニューヨークの

高架鉄道の住宅地区の乗降場でも，これまで絶対に目撃されたことなかったような状況であった。

確かに，ジョン・A・ローブリングが描いたような，人々の円滑で効率的な移動の状況は，ほと

んどなかった。しかし，橋梁は 1888 年の猛吹雪にも耐えた。その橋は，他の交通とともにトロリ

ー式市街電車も走行させた。その当時，その電車は車道部分を走行していた。また，ケーブルカ

ーを交換した際，普通の列車も橋梁上まで走行するようになった。それによって，年々増加する

乗客に対応していた。しかし，それでも十分ではなかった。 

 

1903 年に，ウィリアムズバーグ橋（図-25.714）が海軍ヤードの上流側に完成した。この橋は，

レファート・レファーツ・バックという古いブルックリン名をもつレンセラー工科大学出身者に

よる設計に基づいて建設された。それは，重々しくて，不格好に見え，40 フィート（12.2m）も

の高さの補剛トラスを有する全て鋼製の橋梁であり， 大支間長がブルックリン橋より 4.5 フィ

ート（1.4m）長く，その当時の世界 長の吊橋であった。アシスタント技術者のうちの 1 人は，C・

C・マーティンの息子のキングスレイ・マーティンであり，ケーブルはローブリング社製であった。

ウィルヘルム・ヒルデンブラントとチャールズ・ローブリングが，ケーブル架設を担当していた。 

 

                                                        
14 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Above_Williamsburg_Bridge_crop.jpg （参照日 2016-01-05） 

図-25.7 ウィリアムズバーグ橋（全長 2,227m，最大支間長 490m） 
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6 年後，ブルックリン橋を 1 日に 50 万人の人々が渡っていたとき，更に 2 橋が完成した。その

内の 1 橋，マンハッタン橋（図-25.815）は吊橋で，ブルックリン橋のちょうど上流側に，ほぼ並

行して架橋された。もう 1 橋は，キャンチレバー構造のクイーンズボロ橋（図-25.916）で，かつ

てジョン・A・ローブリングが考えたルート，ブラックウェルズ島17（現在のウェルフェア島）の

上に架橋された。 

 
                                                        
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_Bridge_2007.jpg  (参照日 2016-01-05) 
16  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queensboro_Bridge_from_Manhattan_side.jpg （参照日 2016-01-05） 
17  イギリス統治時代はブラックウェルズ島と呼ばれ，1921～1971 年の間はウェルフェア島と名前が変わり，

終的に 1971 年にフランクリン・ルーズベルト大統領にちなみ現在の名前ルーズベルト島となった。 

図-25.8 マンハッタン橋（全長 2089m，最大支間長 451m） 

図-25.9 クイーンズボロ橋（全長 1135.2m，最大支間長 360m） 
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12 本以上のトンネルが，地下鉄・鉄道・送水管・自動車のために，川の下に建設された18。そ

してブルックリンは，主としてこれらの要因により，あらゆる人々の想像を越えるほど変わった。 

 

1898 年，ブルックリンの人口は 100 万人ほどになり，アメリカ合衆国で 3 番目に大きい都市で

あったが，その独立を放棄してニューヨーク市の区となった。1930 年まで，ブルックリンの人口

は，マンハッタンよりも多かった。古くからのブルックリンの家系はごく少数派となり，ハイツ

はごく小さくて絵のように美しい場所となった

が，ブルックリン区の重要度の低い区域は 89

平方マイル（231km2）となり，マンハッタン区

の 4 倍となった。ブルックリンという名前でさ

え，20 世紀になるまで聞いたことがなかった言

葉―ドジャーズや犯罪組織マーダー・インク

（Murder Incorporated）―と同義語となり，数え

きれないほどの物笑いの種となった。その橋梁

に関して，好んで用いられた表現のひとつに「ブ

ルックリンに到着することが，その問題の全て

である」があった。 

 

1931 年に，ハドソン川を渡り，支間長がブル

ックリン橋の 2 倍以上となるジョージ・ワシン

トン橋（図-25.1019）が完成した。また，その 6

                                                        
18  初の地下鉄は，マンハッタンのボウリンググリーンとジョレールモン通の間で，1908 年に完成した。そし

て，1950 年に開通したブルックリン－バッテリートンネルは，世界 長級の海中トンネルの一本である。 
19  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Washington_Bridge_from_New_Jersey-edit.jpg 参照日 2016-01-05 

図-25.10 ジョージ・ワシントン橋 

（全長 1450m，最大支間長 1067m） 

図-25.11 ゴールデンゲート橋  

（全長 2737m，最大支間長 1280m） 
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年後に，更に大きなゴールデンゲート橋（図-25.1120）が，北米大陸の西端で建設された。そのよ

うに輝いている橋梁に比べると，ブルックリン橋は骨董品のように思われ，それを取り壊す話さ

えあった。 

 

1944 年，高架鉄道は橋梁上での運行を取りやめ，古い鉄製の駅舎は解体された。技術者の一団

が，その橋梁について実施すべき修繕項目を調べるために，構造物全体の入念な調査を開始した。

2 年後にその調査が完了したとき，橋梁全体に必要なことは，新しいペンキ塗装であると公表さ

れた。 

 

 

 

ワシントン・ローブリングは，ブルックリン橋が，ジョージ・ワシントン橋やゴールデンゲー

ト橋によって影が薄くなるのを見ることなく亡くなった。なお，その 2 橋ともローブリング社の

素線で建設されていたが，彼はそれに関与することはなかった。皮肉なことに，信じられないこ

とだが，身体障害者となって苦しめられた伝説的な技師長は，1926 年（89 歳）まで生き延びた。

彼は，次に示す人々よりも長生きであった。ニューヨークの市長になったヒューイットとセス・

ロー。90 歳まで生きて彼自身の彫像がプロスペクト公園に建てられるのを見たストラナハン。橋

梁の完成後わずか数年後に 52 歳で胃腸の病気で亡くなったキングズレー。1887 年，メキシコの

テワンテペク地狭を横断する途方もない船舶鉄道の支援を得ようとしている間に亡くなったイー

ズ。その名前がアメリカ史上 悪の惨事のひとつ－1904 年に発生したニューヨークの遊覧蒸気船

ジェネラル・スローカム号の火災－として記憶されたスローカム。そして，アシスタント技術者

のうちマーティンを除く全員。なお，マーティンは，一旦橋梁の建設が完了した時点で，専門家

として彼自身の独立した道を歩んでいた。 

 

セス・ローがニューヨーク市長として再選挙に敗れた夜，ローブリングはトレントンからやっ

て来て，ヘラルドビルの前でその選挙結果を見守り，その結果にたいへん喜んだ。だが，かつて

ローブリングは，橋梁の古い経営管理に関する特性について，彼の知る限り経費が横領されたこ

とはなかったと，発言している。もちろん，数年前に彼の私的なノートに記述していた結論とは，

明らかに異なることであった。彼が 78 歳で書いたまさにその供述は，当時トレントンの歴史を編

集している旧友への手紙の中で述べたことであり，以下のように書かれていた。「私の知る限り，

政治的や別の方法で 1 ドルも横領されたことはなかった。横領，すなわち政治的な流用や着服は

なかった。あらゆる新聞の断定にもかかわらず，そのようなことは無かった。ほとんどの問題は，

新聞の配慮不足が招いたことである」 

 

彼は，何年間も元アシスタント達と連絡を取り合っていたようである。マクナルティは，自分

の後に息子を指名し，ヒルデンブラントは，ジョン・A・ローブリングズ・ソンズ社で多くの建

設工事に携わった。ヒルデンブラントは，ブルックリンを出た後，実際に本当に素晴らしい人生

を送った。彼は，コロラドでパイク・スピーク鉄道を建設し，シンシナティでオハイオ川橋梁の

                                                        
20  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_gate2.jpg 参照日 2016-09-10 
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徹底した修復を指導し，メキシコのマピミでオハイオ川橋梁とほぼ同じ支間長の彼独自の吊橋を

建設した。ヒルデンブラントが死んだ直後の 1908 年，ローブリングは「もうすぐ，私がその木の

後の葉になるだろう」と書いている。 

 

ブルックリン橋完成後の 4 年間，ローブリングとエミリーはトロイに住み，レンセラー工科大

学で学んでいた息子の近くにいた。ローブリングは穏やかな時を過ごした。しばしば，昔の痛み

と痙攣が，すさまじい勢いでぶり返すことがあり，彼は自分自身が「ぼろぼろになった男性」と

感じていた。依然として，橋梁と素線事業の両方から継続して離れている必要があったようであ

る。彼の健康は，徐々ではあったが着実に回復していた。 

 

1888 年の春，息子が卒業したとき，彼ら 3 人はトレントンへ戻った。息子のジョンは，工場で

の仕事に就き，翌年結婚した。そうしているうちに「チューダー王朝スタイルの広々した大邸宅」

の計画が，エミリーの仕様に従って立案された。

それはローブリングが，ウエストステート通り

のデラウェア川に向かって傾斜した敷地に，彼

女のために建てたものであった。その邸宅は，

完成までに数年間を要した。それは，巨大な切

妻造りで，そびえ立つレンガ煙突がある大きく

て壮麗な建物（図-25.1221）であった。そして，

街路側は，流れる雲や下側を通過する船舶まで

描かれたブルックリン橋の大きなステンドグ

ラスで修飾されていた。夜には全てが照らし出

され，この窓はトレントンの「名所」の一箇所

とみなされ，長い間，人々はそれを見るために，

わざわざ回り道をしたほどであった。 

 

1892 年，彼らは引っ越してきた。エミリーはたいへん高価な馬車と，たいへん素晴らしい馬を

購入し，いつも自身で運転すると言って譲らなかったので，御者が彼女の後に座っていた。彼女

は何年間も，とても素晴らしい時期を過ごしたようである。トレントンの古い新聞の社交界欄か

らの数件の切抜きから判断すると，頻繁にそして優雅に，客を招いていたようである。彼女は婦

人会で活発に行動した。彼女はニューヨーク大学で法律を勉強し，学位を授与された。彼女は，

コールド・スプリングに関する本22の執筆にも取り組んだ。彼女は，二度ヨーロッパに渡った。1

回目はローブリングと一緒に行ったが，2 回目 1896 年には彼を同伴せずに渡欧し，ロシアにも行

った。そこで，彼女は，ニコラス二世とアレクサンドラ皇后の戴冠式に出席した数少ないアメリ

カ人のうちの 1 人となった。戴冠式のドレスを身に着けたエミリー・ローブリングのフォーマル

                                                        
21  http://www.nj.gov/state/archives/szsth004.html 参照日 2016-09-10 
22  彼女は，パットナム郡の伝道者が保存していたかなり無味乾燥で生彩のない日記を，几帳面な編集と注釈を多

用することで，なんとか魅力的な年代記に変えることができた。また彼女は，ウォーレン家に関する追加の章

を含めた構成とした。その本は「シラス・コンスタン牧師の日記」というタイトルで 1903 年に出版された。 

図-25.12 ローブリングの邸宅 
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な写真（図-25.1323）では，銀の白いサテンを着た彼女自身は，

50 代初めで自信に満ちたような女性のように直立して，豪奢とい

うより少し頑丈そうに写っている。 

 

この時期のローブリングの暮らしぶりは，半隠遁生活を送りな

がら，彼女の業績を個人的に誇りに思い，あらゆる種類の趣味（鉱

物の収集，温室栽培，バードウォッチング，天文学，ニュージャ

ージーの古生物学の歴史）に夢中になっていたようである。また

彼は，200 ページに及ぶ父親の伝記を書いたが，それを紛失して

しまい，たいへん残念なことに見つけることはできなかった。彼

のひとつの気晴らしはトロリーに乗ることであり，野生の花を探

すために，近くの田園地方にそれに乗って出かけることを非常に

楽しんだようである。そして，彼は，それらの植物について，教

育を受けた植物学者と同じように確実に識別することができ，そ

れらのラテン語の名前に言及することができた。 

 

ローブリングの体調が良かったとき，彼はエミリーと旅行をした。旅行先は，1893 年のシカゴ・

コロンブス万国博覧会，彼が好きなマーサズ・ビニヤード島，好きでなかったナンタケット島，

ニューヨークなどであった。ニューヨークでは，人目につかないように一緒に橋梁の上にも出か

けたようである。 

 

彼は，シラー，ゲーテ，青年時代に読んだカーライルの「フレデリック大王（6 巻）」，お気に

入りのトルストイなどを読んだ。彼は株式市場に精通しており，そこで大儲けをした。 

 

また彼は，ワイヤー事業に対していつも気を配っており，その事業では再び主要株主になって

いたが，給料は取っていなかった。彼は事務所で昼食をとるのが好きであり，その場所は建って

からずっと旧家族の住宅として使っていた建物であり，かろうじて識別できるほど工場に組み込

まれてしまっていた。彼は常に意見を言うことができ，どうやら彼の意見はある程度の影響力が

あったようである。一度，弟達全員が会社を U・S・スチールに売却することに乗り気になった時，

彼は反対して，受け入れられた。だが弟達と彼との関係は，常にピリピリしていた。フェルディ

ナンドは，壮大な新居が 初に完成した時そこへの入居を拒絶するほど，とても悩んでいた。2

年間，フェルディナンドと彼は，口をきかなかった。 

 

彼が何でも話せる男性の友人の一人は，息子であったが，彼との情報交換は，手紙で行う必要

があった。息子のジョンがワイヤー事業に関わったのは，ほんの短期間であった。何が悪かった

のかを話すことは難しい。公式説明では，ジョンの健康が理由で退職したとのことであった。し

かし，息子のジョン・ローブリングが何かしようとすると，一族の感情や（もしあったとすれば）

忠義がそれを邪魔したと，トレントンでは一般に言われていた。青年が心から納得しておらず，

                                                        
23  Brooklyn Museum, Portrait of Emily Warren Roebling 

図-25.13 戴冠式に出席した 

エミリー・ローブリング 
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すなわち性格的に合わなかった場合には，ジョンの苗字がたとえローブリングであったとしても，

彼はすぐに出て行ったはずである。 

 

数年前，父親ジョン・ローブリングの一番下の息子のエドモンドは，フェルディナンドと仲良

くできず，ワシントン・ローブリングによれば「追い出された」とのことであった。「エドモンド・

ローブリングは，当時，あり余るほどの金をもってさまよい，世界中を旅して，いささか放蕩三

昧であった」。エドモンドは，トレントンに決して戻らず，結婚もせず，ニューヨークのアッパー・

ウェスト・サイドで隠遁生活を送っていた。 

 

エミリーは，新しい世紀が始まった頃から，体調がすぐれなくなった。ブルックリンでの生活

による精神的緊張が主要因であったと，後に言われている。 初に，彼女の目に障害がでて，サ

ングラスをかけるようになった。1902 年の秋，ローブリングが腸の手術のためにニューヨークの

ルーズベルト病院に入院し，依然として療養中の 12 月初旬，トレントンで彼女は倒れた。医者の

診断は，彼女が胃潰瘍にかかっており，回復の望みがないとのことであった。彼は，病院とトレ

ントンを行ったり来たりして，彼にとっては苦しい旅であったが，1～2 日に一度は彼女の傍に付

き添っていた。 

 

2 月初旬に夜間看護婦 1 人が追加で雇われた。彼はその頃には家に戻っており，自宅をローブ

リング病院に名前を替えると，彼女に冗談を言った。彼女は，哀れなほどに弱っているにもかか

わらず，病気に負けることを拒み，ニューヨークのシャロン・スプリングの鉱物浴場に行きたい

と言った。だが彼女の望みはかなわなかった。彼女は 1903 年 2 月 28 日に胃癌で亡くなり，コー

ルド・スプリングで埋葬された。彼がその葬儀に参列するために，旅行をするには病弱すぎた。 

 

息子が保管していたローブリングの手紙のファイルのなかに「ワシントン・ローブリングの死

後に彼の書類の中から発見された，日付のないメモ，切り抜き他」と記された封筒がある。封筒

のなかに，マーク・トウェインが彼の娘の墓に刻んだ碑文を，ローブリングが鉛筆で書き写した

かなりすり切れた紙がある。 

 

ここでは，暖かい夏の太陽が，優しく輝き， 

ここでは，暖かい夏の風が，おだやかに吹き， 

緑の芝生には，日が差し，日があたる， 

おやすみ，愛しい人，おやすみ，おやすみ。 

 

 

 

ローブリングは，エミリーの死後の 5 年間，その家で使用人達を雇い，一人暮らしをした。こ

の当時，ワイヤー事業は世界 大となった。ワイヤーの需要は，電信用素線，荷造り用素線，電

気線，帆布用素線，橋梁ケーブル素線用，パナマ運河建設用，索道・炭鉱・船舶・石油掘削・伐

採機械・路面電車・エレベータ用のワイヤーロープ等と果てしないように思われた。オーティス・
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エレベーター社は，そのケーブルのほとんどをローブリング社から購入していた。ジョン・A・

ローブリングの息子達は，何度も百万長者になった。ワシントン・ローブリング自身の財産は，

およそ 2900 万ドルとなっていたようである。 

 

1904 年の秋の午後，ワシントン・ローブリングは，トレントンからデラウェア川を 10 マイル

（16km）ほど下ったニュージャージーのキンコラという小さな村で，新しい工場総合ビルの建物

と，煉瓦造りの家々と広い街路からなる全体的な街並みを眺めていた。ここは， 終的にローブ

リングとして知られるようになる場所であった。彼の弟達は，その町を「普通の事業の必要性」

だけから建設中であり，それに関して理想郷のようなものは何もないと発表していた。しかし，

誰も驚くことはなかったが，そこは，アメリカでそれまでに建設された も計画的な産業の町の

ひとつとなり，会社の町の建設が進展するにつれて，あらゆる面でのモデルとなった。ローブリ

ング家を称賛する年配者達からすれば，その街並みは，ずっと何年も前にサクソンバーグでジョ

ン・ローブリングを駆り立てた理念を，適切に拡張したものであった。 

 

ローブリングにとって父親の記憶は，前に立ちはだかる

存在のままであった。その中のひとつは，父親のローブリ

ングがブルックリン橋を建設したという誤解であり，年を

経るとともに次第に一般的となり，彼にとって不愉快な問

題であった。時間というものが，彼から全ての事，彼が嘆

いていることや彼の独自性さえ，巻き上げつつあった。一

族が，ジョン・ローブリングの等身大より大きな彫像を立

てることに決め，彫刻家が手元の少ない写真だけでは十分

でないと言ったとき，ワシントン・ローブリングがポーズ

をとることに同意した。彼は数回座り，まるで少し遠方の

地平線を見つめるように頭を回し，片膝に設計図の束を載

せるポーズをとった。1908 年，完成したブロンズ像（図

-25.1424）の除幕式が，トレントンのキャドワラダー公園

でかなり大々的に行われた時，非常に多くの人々が，その

銅像がジョン・ローブリングの生き写しであると，ワシン

トンに話かけてきた。 

 

ほとんどの人が驚いたことに，彼はその年（1908 年）に再婚した。相手は息子とほぼ同じ年齢

での未亡人で，サウス・カロライナ州チャールストンのコーネリア・ウィットセル・ファロー夫

人であった。彼等がどのようにして何時出会ったのか，どれくらいの期間，結婚を考えていたの

かは，全く不明である。彼は息子のジョン宛に「・・・このような結びつきは，気持ちの問題で

あり，理由とか分別には制約されない。人生終盤での再婚は， 初の結婚の基準では判断できな

い。それは，その動機が通常まったく異なっているからである」と書いている。ジョンと残りの

親族は，彼がそれを告げた時の決意と“物事をあまり悲観的に捉えずに彼を助けている”と言わ

                                                        
24  http://www.angelfire.com/nj4/njscenes2/cadwalader__park.htm （参照日 2016-09-11） 

図-25.14 ジョン・ローブリング 

の銅像（キャドワラダー公園） 
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れたファロー夫人に，心から賛成した。大佐自身でさえ“時にはとても陽気になった”ようであ

る。 

 

全てを風化させた彼は，まさに果てしなく生き続け，永遠に「持ちこたえる」と人々は言った。

彼の歯は順々に抜かれ，息子のジョン宛の手紙で，身体的な苦痛と特にあごの耐えがたい痛みを，

繰り返し訴えている。彼は，破傷風に罹って，自分の父親のように死んでいくことへの恐怖に襲

われていた。彼は「それなのに，人々から貴方はお元気そうですねと言われると，彼らを殺した

いような気分になります」と書いている。 

 

1912 年 4 月，彼の甥で，彼の名前をもらったチャールズ・ローブリングの息子であるワシント

ン・A・ローブリング三世がタイタニック号で遭難し，一族は再びニュースとなった。ニューヨ

ークのタイムズ新聞の編集者が「歴史的な記述として，彼の母親の役割がブルックリン橋梁を建

設したジョン・A・ローブリングを助けることであったと説明することで十分かどうか」を尋ね

る手紙を書いた。ワシントン・ローブリングは「ジョン・A・ローブリングは，橋梁を建設した

人物であるが彼の父親ではなく，“14 年間の長きにわたり建設工事の様々な段階”で関与した人

物はエミリーであり，彼の母親ではない」と返事を書いて根気よく説明した。 

 

所得税が 1913 年に導入された時，まるで地方はその境界でバラバラになって行くようであった。

彼は「あらゆる人々の事業と状況を詮索することは，10 万人の探偵を意味している」と述べてい

る。戦争がヨーロッパで起こったとき，ローブリングは人間の巡り合わせにぞっとした。「余分な

ドイツ人を生かすために，このような情況に到った。人は自分の場所を確保するために，他の誰

かを殺さねばならない。我々全員が，そのようなゲームでプレーすることができる。それは，無

期限の世界的な戦争を意味する」と発言している。 

 

また依然として彼は，息子のジョン宛に愛情のこもった長い手紙を書き，ウエストステート通

りに沿って一人での散歩を続けていた。彼は 1916 年 8 月に「いつもの通りの台所における戦争」

と題して息子のジョンに報告している。「コックは，洗濯女のアイロンにさわった。死闘，平和は

難しい－5 房の髪の損傷，引き裂かれた 4 枚のエプロン，2 箇所のかすり傷。飢餓の恐れがある！」

誰かが，コックのウィスキーを水で割っていた。 

 

彼の変人ぶりは，トレントンの会話で人気のある話題となった。彼と妻のコーネリアが友人や

弟の自宅で食事をした時，彼はしばしば何も言わずに， も近いソファーでくつろぎ，ぐっすり

寝込んでしまうことがあった。手袋を嫌い，とても寒い気候でさえ手袋をはめなかった。ものす

ごく自動車を嫌い，ただの一度も乗ることはなかった。ジグソーパズルに夢中になっていたが，

店で売っているようなものでは決して満足することはなかった。そのようなものは易し過ぎると

考えており，大きな写真や絵画の複製から，それぞれ 1 千～3 千ピースの特別なパズルを作成し

ていた。 

 

彼は手元にある何にでも連絡事を書きつけた。それらは，安い便箋の切れ端，古い招待状の裏，
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一番下の引き出しから発見されたエミリーの便箋の外れた部分であった。彼の筆跡は，完璧なカ

ッパープレート書体に加えて，年輩の友人の大部分が拡大鏡なしで読めないほど，小さな文字で

あった。 

 

彼が散歩に出かけたとき，店の窓に飾られているものに魅了され，対話を避けることができる

と思うと，玄関に足を踏み入れたり，突然現れたりすることで，有名であった。地元でのいつも

の説明では，ローブリングの行動はそのように少し奇妙であるが，実際は彼にとって会話するこ

とが，たいてい身体的に辛かったということであった。不慣れな人達は，彼を通りで絶えず止め

ていた。しばしば，幼い少年と一緒の母親や父親が，ローブリングに少年と握手してくれるよう

頼み，数年後にこれらの少年達は，彼のことを「素敵で，礼儀正しい老紳士」として覚えていた

ようである。貧乏人や慈善に関心のある一部のトレントンの人々の間では，彼はすぐ信用してお

金を貸してしまう人として，有名であった。 

 

橋梁完成後から亡くなるまで，彼がある種の身体的な不快や明確な痛みを感じなかったときは，

彼の人生の中で一日も無かったようである。彼は，もはや使わなくなった物的財産だけでなく，

どこにもいる老人のように，個人的に自分の健康のことがいつも気になっていた。 

 

相変わらず，自然は彼の癒やしであった。彼は，家の裏にシベリアコリンゴ（Siberian crab apple）

の木立を植えた。彼は「1 年目に 4 本が開花し，翌年に 4 本が開花した。なんて優れているのだ

ろう」と書いている。また，新しい仲間として，かなり見苦しいエアデールテリア25の迷子の犬を

飼い，「ビリー・サンデー」という名前をつけた。彼が散歩に出かける時，長い時間をかけて下っ

て行く彼らを見ることは，いつもの光景であった。それは，細かい縦縞のはいった服を着て，カ

ンカン帽をかぶった小さくて危なっかしい老紳士が，ゆっくりと，ぎくしゃくしながら進み，犬

が彼の踵を追いかけているような光景であった。そうでない時には，彼らは自宅の高い鉄製の門

の前で，トロリーバスを待って一緒に立っていた。そこは正規の停留所ではなかったが，トロリ

ーバスはいつでも停車して，犬と主人はトロリーに乗り込み，バスの乗客の誰もがそれを眺めて

いた。広く知られていたように，ビリー・サンデーは，トロリーに自由に乗れる特別許可証を持

ったトレントンで唯一の犬であった。ローブリングが座ると，ビリーはその足の間に入り込み，

席の下で丸くなっていた。 

 

フェルディナンド・ローブリングは 1917 年に亡くなり，その翌年，チャールズ・ローブリング

も亡くなった。フェルディナンドの長男であるカール・G・ローブリングが，ジョン・A・ローブ

リングス・サンズ社の代表に指名された。しかしカールは，3 年後にゴルフコースで急死した。

数日中に，その巨大な産業王国をなんとか担当できる人物は，残された唯一の人物しかいない，

ということになった。 

 

ニューヨークとブルックリンの新聞各紙は，大々的に発表した。ニューヨークのワールド紙は

                                                        
25  英ヨークシャーのエアデール地方で作られた大型のテリア種。足が長く，毛は茶色の地に黒い模様がある。も

ともとカワウソを狩るために作られた犬であり，警察犬としても飼育されている。 
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「84 歳の小さな老兵士，ワシントン・A・ローブリング大佐，ブルックリン橋を建設した人物で，

その橋を計画した人物の息子である彼は， 後の戦いを今日も戦っている。彼は，あらゆる害敵

―病気，虚弱，苦痛，孤独，身内との死別，同世代より長生きしている男性のひどい憂鬱―にも

かかわらず，やるべき仕事をするために戦い続けている」と書いている。 

 

その後 5 年間，ローブリングは会社を経営し，事業は極めて成功した。彼は息子に「私の経営

の結果と言える部分は，ほんの一部である」と打ち明けている。他の人々は，彼の功績は小さく

なかったと考えていた。 

 

彼は，毎朝 7 時 30 頃に起きて朝食を取り，工場の従業員のように仕事に向かうために，犬を連

れてトロリーに乗った。彼は皆と同じように，一日 8 時間いっぱい働いた。秘書をおかず，自分

で連絡処理を行うことを好み，いつも手書きであった。彼の片目はほとんど見えず，耳もほとん

ど聞こえず，おそらく体重は 120 ポンド（54kg）ほどであった。とても虚弱で，すごい年寄で，

雪のように白い髭で沈んだ目をして，ロバート・E・リー将軍の晩年の写真のように見えた。人々

は，一体全体どうして彼に経営ができるのか不思議に思い，彼がこれまでどのような人生を過ご

してきたかを，誰もが知ろうとしていた。しかし，驚いたことに，彼が普通の経営をしなかった

ことである。彼はとても革新的で，説得力があり，事業のあらゆる側面について認識すべき全て

の事項を，完全に理解していたようである。全ての工場で，重大で費用のかかる動力設備を，蒸

気から電力に変更する決断を行った。彼の指示により，素線の電解溶融亜鉛めっきを行う完全に

新しい部門が設置された。そして，ハドソン川を渡る別の橋梁，ベア・マウンテン橋のケーブル

工事を受注し，彼が在任中に完成させた。 

 

ある取材で彼は，どのようにして仕事を続けることができるのかを尋ねられた。彼は「それは

全て，私が考えていたからです。・・・責任を負うことが私の仕事であり，人は自分の仕事を放棄

することができません。人は自分の人生から，あるいは自分に課せられた人生での仕事から，こ

そこそ逃げることはできないものです」と答えている。 

 

1924 年，バトラー郡歴史協会の依頼により，彼は腰を落ち着けて，サクソンバーグの初期の頃

の詳細な説明を書き，担当者宛に「ずいぶん前に，私自身と父親の各々の独自性を明確にする努

力をしなくなりました。多くの人々は，私が 1869 年に死んだと思っています」と書いている。 

 

隣の住宅は，売却されて取り壊された。電気の街灯がウエストステート通りに沿って設置され

た。彼は「トレントンの不夜街が，私達のところにも来てしまった。50 フィート（15m）毎に，

住宅の前を照らす巨大なアーク灯が設置され，我々を眠らせないようにするであろう」と失望し

て書いている。彼は「自分の衰弱の進行が重力のように加速度的である」と述べている。 

 

1926 年の春，彼が急速に衰えていることは，誰の目にも明らかであった。5 月には，彼の体重

は 100 ポンド（45kg）を下回るようになった。彼は，息子ジョンの妻に「私が回復するとは考え

られず，日々衰弱し，身体は痛みで苦しく，頭は何も考えることができず，寝返りを打てば骨に
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ひびが入り，立ち上がろうとして転んでしまう。どうか私を，一人でそっとしておいてください」

と手紙を書いている。だが，彼は追伸として「思いもかけないこと：数年，10 年間ほど，夜咲き

サボテンの茎は温室で萎れていました。昨晩，それが突然咲いて，午後 10 時に私の枕元に届けら

れました。その素晴らしい花は，バラよりもかなり大きく，部屋の中は，ほのかな匂いでいっぱ

いになりました。萼（がく）は，外側に卵形のようにカーブした雪のように白い花びらで，いっ

ぱいでした。今朝，再び眠る時期に入ったように，それは散ってしまいました」と書き添えてい

る。 

 

彼は，それから 2 ヵ月ほど，生き長らえた。彼は，私が残す唯一のものは知性であると述べ，

そのことに対して，私はとても感謝しているとつけ加えている。 

 

彼は 89 歳で，1926 年 7 月 21 日，彼の妻・息子・その他数人に看取られて穏やかに亡くなった。

後に何を語ったのかは，記録として残っていない。臨終は，午後 3 時 30 分であった。 

 

 

 

ジョン・A・ローブリングが建設した全での橋梁は，2 橋を除き現在では残っていない。その 2

橋とは，シンシナティ橋とニューヨーク州ポート・ジャービスで 1848 年に建設されたデラウェア

川を渡る水路橋である。なお，デラウェアの水路橋は自動車用の橋梁に改修され，アメリカで

も古い吊橋として現存している。しなしながら，サクソンバーグの彼の家は，彼がそこに建てた

教会と，鉄製素線の 初のリールを保存した小さな小屋として，今でも現存している。ジョン・

A・ローブリング・ソンズ社は，その後，コロラド燃料＆鉄鋼会社へ売却された。 

 

ウエストステート通りのワシントン・ローブリングの邸宅は，州知事の邸宅として使うように

ニュージャージー州に寄贈を申し込まれたが，維持費がかかり過ぎるとの理由で，申し出は断ら

れた。その邸宅は 1946 年に取り壊され，駐車場となった。また，ブルックリンのコロンビアハイ

ツ 110 番の家も，取り壊された。彼の鉱物の収集品，およそ 1

万 6 千個のうち地球上で良く知られた鉱物の 4 個以外の全て

が，息子によってスミソニアン協会に寄贈された。 

 

ローブリングは，遺言によってコールド・スプリングで，

エミリーと並んで埋葬された。彼の名誉をたたえる彫像は立

てられなかった。墓は，とても質素に彫られた。 

 

1948 年，D・B・スタインマン（図-25.1526）と彼のニュー

ヨーク技術事務所は，ブルックリン橋の幹線道路容量を増や

す計画準備のため，ニューヨーク市に雇用された。そのプロ

ジェクトを担当する約 50 人の職員によって，広範囲の改築が

                                                        
26  http://alchetron.com/David-B-Steinman-1271600-W （参照日 2016-01-10）Boston College collection 

図-25.15 D・B・スタインマン 

（1886～1960） 
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何年もかけて実施された。トロリーと高架鉄道

が撤去され，車道は片側 3 車線に拡幅され，ト

ラス構造が追加された。改築費用は 900 万ドル

以上であったが，橋梁全体の外観は，ほとんど

変わることはなかった。 

 

1964 年，橋梁はアメリカ合衆国の国定歴史建

造物として公式に認定された。現在でも，一日

あたり 12 万 1 千台のトラックと自動車が渡り，

普通の日曜日で天候が良ければ，遊歩道を 1 千

人以上が散歩や自転車で渡っており，いまだに

その種の建造物では唯一のものである。両方の

主塔の遊歩道の脇には，ジョン・A・ローブリ

ング，ワシントン・A・ローブリング，理事，

アシスタント技術者，機械工長の名前を記載し

たブロンズ製の飾り額（図-12.1627）が掛けら

れている。その飾り額は，橋梁が 初に完成し

たときに設置されたものである。それ以後，も

う 2 枚，各々の主塔に 1 枚ずつの飾り額（図

-12.1728）が，エミリー・ローブリングの名誉

をたたえるために加えられた。 

 

主塔自体は，ずっと以前からマンハッタン中心部の地平線では小さく見えるけれども，その独

自性は残ったままである。それに匹敵するような建物は，いまだアメリカでは建設されていない。

20 世紀に建設された巨大な吊橋の主塔は鋼製であるので，ブルックリン橋の主塔は，北アメリカ

大陸での 初で 後の記念碑的な石製の玄関口である。 

 

およそ 30 人の男性からなる複合的な集団が，橋梁の維持管理を行っている。その橋は，5 年程

度毎に，ニューヨーク市公共事業部の技術者の指示で再塗装をおこなっている。なお，ブルック

リン橋は，技術者たちにとって，イースト川に架かる全橋梁の中で も問題が少ない橋梁のひと

つとなっている。その技術者達は「通常の維持管理で，橋梁は更に 100 年間供用できるであろ

う。・・・橋梁の部材が時々交換されるならば，必要であればケーブル全体の交換も可能であり，

さらに，我々が関与している限り，永遠に持ちこたえるであろう」と述べている。おそらく、そ

うなるであろう。 

 

（完） 

                                                        
27  http://www.cynic.org.uk/photos/USA2006/NYC/BBridge/index2.html （参照 2016-09-25） 
28  http://www.musclesformusicians.net/ （参照日 2016-01-10） 

図-25.16 遊歩道の飾り額 

図-25.17 主塔の飾り額 
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付  録 

 
ブルックリン橋の主要諸元1 

 

· 河川径間長      1,595ft 6in（486.3m） 

· 各々の陸側径間長      930ft（283.5m） 

· ブルックリン側取付道路長     971ft（296.0m） 

· ニューヨーク側取付道路長     1,562ft 6in（476.2m） 

· 橋  長       5,989ft（1,825.4m） 

· 全 幅 員       85ft（25.9m） 

· 主ケーブルの本数     4 本 

· 主ケーブルの直径     15(3/4)in（40cm） 

· 主ケーブル 1 本の長さ    3,578ft 6in（1,090.7m） 

· 主ケーブル 1 本の素線本数    5,434 本 

· 主ケーブル 1 本の素線総延長    3,515mile（5,657km） 

· 主ケーブル 1 本の被覆素線総延長    243mile 943ft（391.4km） 

· 主ケーブル 1 本の重量    1,732,086lb（785.7t） 

· 主ケーブル 1 本の極限強度     24,621,780lb（11,168t） 

· 主ケーブル 1 本の主径間吊材本数   208 本 

· 主ケーブル 1 本の陸側径間吊材本数   86 本 

· 吊材 1 本の強度     70t 

· 吊材 1 本に作用する最大重量    10t 

· 主ケーブル 1 本に作用する最大重量   3,000t 

· ブルックリン側基礎の深さ    最高水位以深 44ft 6in（13.6m） 

· ニューヨーク側基礎の深さ    最高水位以深 78ft 6in（23.9m） 

· ブルックリン側ケーソンの大きさ   168ft×102ft（51.2m×31.1m） 

· ニューヨーク側ケーソンの大きさ   172ft×102ft（52.4m×31.1m） 

· ブルックリン側ケーソンの進水重量   3,000t 

· ニューヨーク側ケーソンの進水重量   3,250t 

· ブルックリン側ケーソンの高さ 進水時  14ft 6in（4.420m） 

· ブルックリン側ケーソンの高さ 完成時   21ft 6in（6.553m） 

· ニューヨーク側ケーソンの高さ 進水時   14ft 6in（4.420m） 

· ニューヨーク側ケーソンの高さ 完成時   31ft 6in（9.601m） 

· 主塔の平面寸法 最高水位面    140ft×59ft（42.7m×18.0m） 

· 主塔の平面寸法 天端     136ft×53ft（41.5m×16.2m） 

· 最高水位面上の主塔高さ     276ft 6in（84.3m） 

· 主塔での道路面の高さ     119ft（36.3m） 

                                                        
1  全ての諸元は，1883 年完成時の値を示す。 
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· 道路面からアーチ部までの高さ    117ft（35.7m） 

· 道路面から主塔天端までの高さ    159ft（48.5m） 

· 主塔の開口幅（片側）    33ft 9in（10.3m） 

· ブルックリン主塔の総石積工    38,214yd3（29,217m3） 

· ニューヨーク主塔の総石積工    46,945yd3（35,892m3） 

· アンカレイジ基部の大きさ    129ft×119ft（39.3m×36.3m） 

· アンカレイジ天端の大きさ    117ft×104ft（35.7m×31.7m） 

· アンカレイジ前面側の高さ    89ft（27.1m） 

· アンカレイジ背面側の高さ    85ft（25.9m） 

· アンカレッジ 1 基の重量    60,000t 

· アンカー・プレート基数    8 基 

· アンカー・プレート 1 基の重量   23ｔ 

· アンカレイジからアンカレイジまでの吊構造部重量 3,400ft（1036m）6,620ｔ 

· 橋梁の総重量（石造を除く）    14,680ｔ 

· 車道勾配      3.25% 
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· 中心線測量着手      1869 年 6 月 

· ブルックリン主塔基礎の浚渫     1870 年 1 月 3 日 

· ブルックリン側ケーソン進水     1870 年 3 月 19 日 

· ブルックリン側ケーソン据付     1870 年 5 月 3～4 日 

· ブルックリン側ケーソン内作業着手    1870 年 5 月 21 日 

· ブルックリン側ケーソン上の定礎    1870 年 6 月 15 日 

· ブルックリン側ケーソンでの火災発見    1870 年 12 月 1 日 

· ブルックリン側主塔基礎の完成     1871 年 3 月 11 日 

· ニューヨーク側ケーソンの進水     1871 年 5 月 8 日 

· ニューヨーク側ケーソンの設置位置への曳航  1871 年 9 月 11 日 

· ローブリングによるニューヨーク側ケーソンの沈降停止 1872 年 5 月 18 日 

· ニューヨーク側主塔基礎の完成     1872 年 7 月 12 日 

· ブルックリン側アンカレイジ着工    1873 年 2 月 

· ニューヨーク側アンカレイジ着工    1875 年 5 月 

· ブルックリン側主塔完成     1875 年 6 月 

· ブルックリン側アンカレイジ完成    1875 年 11 月 

· ニューヨーク側主塔完成     1876 年 7 月 

· ニューヨーク側アンカレイジ完成    1876 年 7 月 

· 主ケーブル製作用パイロットロープの渡海   1876 年 8 月 14 日 

· E・F・ファリントンによる最初の渡海    1876 年 8 月 25 日 

· 最初のケーブル素線の繰り出し     1877 年 5 月 29 日 

· 主ケーブル製作開始      1877 年 6 月 11 日 

· 主ケーブルのスピニング作業完了    1878 年 10 月 5 日 

· 橋梁床組下部構造の完成     1881 年 12 月 

· トラス構造と遊歩道の完成     1883 年 4 月 

· 橋梁開通       1883 年 5 月 24 日 
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